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,事 名 子どもゆめ基金助成活動 「体験の風をおこそうJ運 動 10 11 12月 イベント報彗

内 容

「体験の風をお こそ う]運 動 10・ 11・ 12月 イベ ン ト報告

●第 1口  10月 諄座 くもしも原子が見えたなら>と 分子菫型作り

日IFt 10月 27日 (■)1時 半～3時 30分

定員 30名    当日参加者 24名  講師2名  アシスタント2名  ■ 28名

参加癸 601円 /人    12,∞ 0円

☆ほとんどの参加者力ゞ 〔とてもたのしかつたJと 評価.
[この値ヨでこれだけの内容は素晴らしい」との感想文も.

(鮮細は篠口報告)

0第 2回  11月 議座 く規子おりぞめ教菫>

日時 11月 11日 (日)1時 半～3時 30分

定員 30名    当日参加者 28名  靡師2名  アシスタント4名

保護者参観 3名         計 37名

参加妻 

“

0円 /人    1`∞ 0ロ

☆ほと人,どの参lll者が  「とでもたのしか ,た 1と 評価。
「・
‐
rと一緒にた0し い一日を過ごすことができたJと の感想文も.
(鮮細は後口報告)

0第 3回  12月 講座 ユニークロボットくタラッチ君作り>と くヽゝの作リン教童

口時 12月 2日 (a)1時 半～3時 30分

定員 30名    当日参力]者26名  驚師2名  ロボットアンスタント4名

保護者参福 12名  くもの作り>ア シスタント3名  計 47名

参加癸 500円 /人    13,∞ 0円

☆ほとんどの参カユ者力ゞ  「<タ ワッチ君作り>と てもたのしかったJと 評価.
『時間配分がとでもわかりやすくて た0し くてきたJと の感想文も.

(詳細は後曰報告)

★く法コ坂 子ども教菫>

1回 2011年 7月 28口 (日)250名  ,学 工存 おもちゃ作リフェスティ′`ル

2回 2011年 12月 17日 (■)40名   おりぞめと凧rり
3回 2012年 2月 25日 (■)30名 (アクティプシニア)ロ ボット講座

4回 2012年 7月 29日 (日)200名  科学工作 おもちや作リフェスティパル

5回 201248月 20日 (日)30名  木端細工とくもの●り>教室
6回 2012年 10月27日 (■)30名  くもしも原子が見えたなら>と分子模型御
7口 2012■ 11月 11日 (口)30名  く颯子おりぞめ嗽菫>

8回 2012年 12月 2日 (日)80名  ユニークロボットくタフッチ君●り>と くもの件り>軟菫

*く SA子 とも改童研究科>が 担当するtく 法円坂 子ども藪菫>も 8回 の実践を終えました。
2019年 にはより燃力||な企画で 地域の子ども逹に笑顔を届けたいと思いま九
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大阪市教育会館 3F2号 菫

:  ,ュニークロボットくタフッチ君 !>と  おもちゃ作り

(1)た のしいロボット学とミニロボット
'タ

ワッチ桑J

(2)く タワッチ君>レースと 3つ のおもちゃ作り

岬 0法 人大限府高齢着大学校

大阪 ヽ学の授業を楽しむ会

i n法 円坂

作 り

催

催

主
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●イベン トベの感想

0楽 しき ②内容 0ま想 備考

5 5 楽しかったので またいきたいです 松本 翔太 (小3)

5 5 タフッチくんは下のようなので レパーをあ|デしめすると

すすみまま ほか 3つ のものもつく0ま した。そして風

力ですすみまヽ こんど きかいがあるならペ トッチくん

をつくりたいです 人ットボトルロボントです そしてい

きたいで九

加藤 大地 (小6)

5 5 タフッチ君製■だけでなく 後のメンテナンスをきいてい

るうちに しくみがもっとよくわかってすごく良かった

子供も楽しんでいたし すごく充実した時間でした。おも

ちや作りも また作りたくなるようなおもしろいものばか

りで子供も夢中でした。準備がすべてととのっていて全て

がスムーズにすすみ参力,者|ま楽しむのみでした

人木 奥子 (大)

5 3 来しかった タワッチ君に限をきさしてあげた (服はビニ

ールテーカ またあそべるとき きた。、

木下 端紀 (小3)

4 5 少し難しかったけれど やれば簡単だった。ロボットに興

味をもつことができた。他のイベントにも勧 ]してみたい

山田 形′と(中I)

5 5 中塚伊緒莱 (4才 )

4 たのしかった 中塚 一菫 (小1)

5 4 さいごのあそびや ちょうちょの 「ロボット」があってた

のしいかがくのじぅけんでした あそびのご―ろごろを2

こもつくつてしまい そろそろのあいずが かなしかoた

です

森
'1 

歩乃花

(4 1ヽ)

5 5 かんたんに出きました 山固 有澪 (小3)

5 3 今日は 前々回とちがつて おもちやをいうばいつくれた

力・ら とてもたのしかつた.

,



もありましたが とても楽しくわかりやすく

'力

,させてい

ただきました。 5才 と8'の 兄妹の反応のちがいもおもし

ろく それぞれの年苓なりの楽しみ方ができたようで九

ぜひ、今後もこのような企画を

―

杉原 朱苦 (5才 )
5 6

永口  (大 人)
6 5

高襦 昴佑 (小3)
5 5 参加できて とても楽しくて良かつたです 大喜びしてい

ました。何故動くのか
'何

故動かないのか?そ んな鷹間も

ふだん言わないのに 今日は色々と考えてロボットlFりを

つたけど スタンフの人がよくくつつくりょう面テープを

つけてくれて とれなくなりました それから 回つたり

前に進んだり 後ろに進んだりしました ほかにも おも

ちゃを作りました.楽 しかつたです また こんども来た

るのむずかしかつた ありがとう|

5 4
力]藤 夏彙 (小3)

浅井 裕書 (小2)
5 5

吉国 千桜 (幼)
5 4  2

おちちゃ―ル 吉国 菫■ (3才 )
5 5

らしい様な らしくない様な !も う少し動きの原理のよう

なことがわかれば (あるとするならば)面 白いかなと思い

ました なせ 消しゴムの中心がずれているとよく遭むの

かとか チョウチヨのロボットすご―い自然な動きに驚き

れやすいので かI●りになるものがないかとおもいました.

1晟彙を

北澪 実津子

(大人)
4 4

却 1 陸斗 (小3)
4 4



●今回の授業は

0楽 しさ ②内容

6 とでも楽しかつた

4 楽しかった

3 どちらともいえない

2 楽しくなかつた

1 せんぜん楽しくなかつた

15人

4人

0人

0人

0人

79%

21%

5 とてもよくわかoた

4 よくわかつた

3 どちらとも1 えヽなヤヽ

2 あまりよく分からなかった

1 ぜルぜん分からなかった

ll人

6人

2人

1人

0人

8●●

6%

0%

5%
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