
 

 

 

 

 

 

 

■ 遊びから実験・工作・自由研究まで、大学をフル活用！ ■ 

約 2,500人の児童・生徒が夏休みに大学の学びを体感 
～ 小・中学生向けセミナーを 5つ開催 ～ 

【実施日】7月 25日(水)、7月 28日（土）、8月 2日（木）～4日（土）  

【場 所】千里山キャンパス、高槻ミューズキャンパス、堺キャンパス  

関西大学では、大学の教育・研究の成果を分かりやすく解説するプログラムを通じて、夏休み中の小・中学

生らが大学の学びを体感できる 5つのセミナーを 7月 25日（水）から 8月 4日（土）にかけて開催します。 

 

 

 

まず、博物館「キッズミュージアム」では、土器・銅鐸・石器などの博物館の資料を活用したプログラム、

千里山キャンパスの豊かな自然や広大な敷地を生かした昆虫採集やスポーツフェスティバル、飛鳥時代に 

ついて学ぶかるた遊びなど全 16 種類のプログラムに加え、夏休みの宿題や美術・工芸品に関する相談会も

実施します。普段学校では体験できない貴重な機会を子どもたちに提供します。 

そして、高大連携センター「第 19回サイエンスセミナー」と高槻市との    

地域連携事業「夏休み子ども大学」では、身近な「理科」にかかわる実験や

工作を通じて、本学の教員や学生らが子どもたちに大学の学びの楽しさを  

伝えます。 

その他、「一日書道教室」「みんなであそぼう！『夏まつりだよ！』」など、

夏休みを控え、小・中学生を対象としたプログラムが目白押しです。 

つきましては、ご多忙の折恐縮ですが、ぜひ取材のご検討をよろしくお願い申し上げます。 

記 

イベント名 日 程 

博物館「キッズミュージアム」 

博物館「一日書道教室」 

8月 2日（木）、8月 3日（金） 

7月 25日（水） 

高大連携センター「第 19回サイエンスセミナー」 8月 4日（土） 

高槻市との地域連携事業「夏休み子ども大学」 

堺市との地域連携事業「みんなであそぼう！『夏まつりだよ！』」 

7月 28日（土） 

8月 4日（土） 

以 上 

※取材をご希望の方は、お手数ですが下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。 

夏休み、地域連携、小学生・中学生向け体験イベント 2018年 7月 20日／No.31 

・総勢約 2,500人の児童・生徒に、小・中学校では体験できない学習の場を提供 

・実験や工作などを通じ、大学の知にふれた子どもの学習意欲を刺激 

・夏休みの思い出作りを通して、地域の人々やコミュニティとのつながりを強化 
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■ 博物館のイベント詳細

○ 博物館「キッズミュージアム」 

地域の子どもたちに大学を開放し、体験型のプログラム全 16 種類を実施する催しです。膨大な所蔵資
料を活用したプログラムを通じて歴史や考古学に興味を持ってもらうことをはじめ、学内外の諸団体の
協力によって、普段できない貴重な体験の機会を子どもたちに提供します。 

【日 時】 8月 2日（木）、3日（金）10：00～16：00 

【対 象】 未就学児、小学生、中学生 

     ※一部、事前申込制・先着順受付、対象・定員を設けているプログラムあり。 

【場 所】 千里山キャンパス 関西大学博物館「キッズミュージアム」会場 

 「キッズミュージアム」サイト：http://www.kansai-u.ac.jp/Museum/info/detail.php?i=223 

作ってみよう！木工アニマル（協力：乙田休耕田クラブ） 
内  容：木の枝や竹、廃材などを使ってアート作品を作ります 
実施日時：両日とも 13：00～、14：00～、15：00～の 3回実施 

丹波竜のちーたんと一緒に作ってみよう！ （協力：丹波市・兵庫県立氷上西高等学校） 
内  容：恐竜＆ちーたんのオリジナル缶バッジを作ります 
実施日時：8月 2日（木）10：30～、13：00～、14：30～の 3回実施 

手作り南蛮屏風に挑戦！  
内  容：屏風について学び、ミニ南蛮屏風を作ります 
実施日時：両日とも 10：00～、13：00～の 2回実施 

挑戦！土器・銅鐸パズル！！（協力：大阪府立弥生文化博物館）  
内  容：土器・銅鐸の立体パズルに挑戦します 

実施日時：8月 3日（金）随時 

飛鳥考古学かるた！（協力：関西大学考古学研究室） 
内  容：考古学研究室が作ったオリジナルのかるたを使って飛鳥時代について遊びながら学びます 
実施日時：両日とも 11：00～、14：00～の 2回実施 

さわってみよう！博物館 
内  容：石器や銅鐸、化石の複製品に実際に触れることができます 
実施日時：両日とも随時 

アルコールロケットを飛ばそう！ （協力：極限環境化学研究室） 
内  容：ペットボトルを使ったロケットを作り、飛ばします 
実施日時：両日とも 10：30～、13：00～、14：30～の 3回実施 ※雨天中止 

キャンパス昆虫探検隊  
内  容：千里山キャンパス内を植物や昆虫を探して探検します 
実施日時：両日とも 10：00から 1時間程度 ※雨天中止 

作ってとばそう！紙ひこうき  
内  容：紙ひこうきを作ってみんなで飛ばします 
実施日時：両日とも工房 10：00～12：00、大会 13：00～  
※雨天中止 

本の読み聞かせとポップ作り！ （協力：紀伊國屋書店） 
内  容：読み聞かせで紹介した本のポップ（紹介文）を作ります 
実施日時：両日とも 10：00～、11：00～、13：00～、14：00～の 4回実施 

オリジナル缶バッチを作ろう！ （協力：㈱あいぼっくす） 
内  容：色を塗ってオリジナルの缶バッチを作ります 
実施日時：両日とも 10：00～12：00、13：00～14：30～ ※素材がなくなり次第終了 

オリジナルロケットを描こう！ （協力：宇宙広報団体TELSTAR 関西支部） 
内  容：オリジナルのロケットをデザインします  
実施日時：両日とも 10：00～12：00、13：00～14：30～ ※素材がなくなり次第終了 

鉄道模型の運転体験（協力：関西大学鉄道研究会） 
内  容：鉄道模型を運転し、鉄道写真の展示も楽しむことができます 
実施日時：両日とも随時 

楽しく学ぼう！ナルホド世界ツアー！！（協力：関西大学ボランティアセンター学生スタッフ） 
内  容：大学生と一緒に遊びながら世界の国々のことば、習慣などの文化を学びます 
実施日時：両日とも随時 

あつまれ！スポーツフェスティバル（協力：NPO法人関西大学カイザーズクラブ） 
内  容：芝生で水風船遊びやスポーツを楽しみます 
実施日時：両日とも随時 

マジックショーを開催！（協力：夢多い黄昏の手品師） 
内  容：不思議を体験するマジックで、子どもたちに大人気のイベントです 
実施日時：8月 3日（金）12：00～12：30 



○ 博物館「一日書道教室」 

  鈴木葩光先生、伊賀本妙智先生、羽田眞叡先生をむかえて、一日書道教室を実施します。清書作品は、

8月 2日（木）・3日（金）開催の博物館「キッズミュージアム」で

展示されます。 

【日 時】 7 月 25 日（水） 

10：30～12：30、14：00～16：00（2 回開催） 

【対 象】 未就学児、小学生、中学生  

各回 25 名 ※要事前申込、先着順受付 

【場 所】 千里山キャンパス 関西大学博物館 

 「一日書道教室」サイト： 

http://www.kansai-u.ac.jp/Museum/info/detail.php?i=268 

■ 高大連携センターのイベント詳細

○ 高大連携センター「第 19回サイエンスセミナー」 

「理科離れ」防止策の一環として、小・中学生を対象に、理工系学部が本学の実験施設を使用して開催

する実験体験型のセミナーです。幅広い最先端の各種化学実験をはじめ、工学分野に関するさまざまな

実験を体験し、理科の面白さを実感してもらいます。 

【日 時】 8月 4日（土）10：20～11：50、12：50～14：20、14：40～16：10 

【対 象】 小学生、中学生 350名 （申込は終了しています）  

【場 所】 千里山キャンパス  

 「第 19回サイエンスセミナー」サイト： 

http://www.kansai-u.ac.jp/koudai/news/2018/06/2018-2.html 

※全 10 コース。コースにより内容・対象・定員が異なります。 

・都市システム工学実験「明日に架ける橋」 

・エネルギー・環境工学実験「身のまわりの酸性の液体、アルカリ性

の液体」ほか 

・化学・物質工学実験１「環境にやさしいレインボーメタルを作る」ほか 

・化学・物質工学実験２「次世代太陽電池の試作」ほか 

・生命・生物工学実験「水溶液の性質を調べよう！」「植物のプロトプラストを使って細胞融合を体験 

してみよう！」「固定化酵母でジュースからアルコールを作ってみよう！」 

■ 高槻市、堺市との地域連携事業の詳細

○ 高槻市との地域連携事業「夏休み子ども大学」 

高槻市在住の小学生を対象に、本学と高槻市との地域連携事業の一環として実施するプログラムです。 

【対 象】 高槻市在住の小学生 各回 20名 （申込は終了しています） 

【場 所】 高槻ミューズキャンパス 西館 3階 

 「夏休み子ども大学」サイト：http://www.city.takatsuki.osaka.jp/event/1432530795063.html 

※全 3プログラム。プログラムにより時間、内容が異なります。 

①「古代のビーズ『玉』を作ってみよう！」 

【日 時】 7 月 28 日（土）10：00～12：30 

②「水落遺跡の古代水時計『漏刻』づくりにチャレンジ！」 

【日 時】 7 月 28 日（土）14：00～16：30 

③「いろいろな『色』の不思議を化学実験で調べてみよう！」 

【日 時】 7 月 28 日（土）10：00～12：30、14：00～16：30（2回開催） 

○ 堺市との地域連携事業「みんなであそぼう！『夏まつりだよ！』」 

堺市と関西大学との地域連携事業の一環で、子育て支援を行うイベントです。魚つりやロケット風船 

などで遊んだり、踊ったりしてまつりを楽しみます。 

【日 時】 8月 4日（土）10：30～11：30 

【対 象】 0歳から就学前のお子さまと保護者の方 50組 ※要事前申込、申込多数の場合は抽選  

【場 所】 堺キャンパス 

 「みんなであそぼう！『夏まつりだよ！』」サイト： 

http://www.kansai-u.ac.jp/Fc_hw/2018/06/201884.html 

以 上 


