Shinshu University Journal of Educational Research and Practice，No.14，pp.306-321，2020
信州大学教育学部研究論集 第14号 pp.306-321 2020年

＜実践研究＞

長野市 PTA 夏休み親子参加型研修会での科学・ものづくりの実践
西

正明

信州大学学術研究院教育学系

佐藤 運海

信州大学学術研究院教育学系

川久保 英樹

信州大学学術研究院教育学系

神原

信州大学学術研究院教育学系

浩

竹下 欣宏

信州大学学術研究院教育学系

林

信州大学学術研究院教育学系

寛平

福田 典子

信州大学学術研究院教育学系

蛭田

信州大学学術研究院教育学系

直

キーワード：夏休み親子参加型研修会，科学探求，ものづくり体験
１．はじめに
科学，ものづくりは私たちの生活を便利にしてくれるなくてはならないものであるのは
言うまでもない。しかし，長らく理科離れや技術離れが言われていたことがある。そんな
中で生まれたのが長野市 PTA 連合会の主催する夏休み親子参加型研修会である。2005 年に
工学部で第 1 回目が開催され，その後教育学部を会場にして実施してきて，2013 年の第 9
回目以降は「教育学部後援」となり，2019 年は第 15 回目を迎えた。これまで開かれた講
座は，当初 3 年間は以下のように，科学，ものづくり系の他に音楽系，環境系も行われて
いた。
・感覚のふしぎを探ってみよう!
・放射線って見える?!
・クリーンなエネルギーをつくって・つかってみよう!
・手作り楽器でアンサンブル
・デカルコマニーでふしぎな形をつくろう
・ザリガニロボットをつくって，レースをしよう
・感覚のふしぎを探ってみよう！
・夏休みに賢くなろう！
・夏だ‼

ゲームみたいなお勉強

信州風鈴火山

・もすげの野菜は

も～すげ～

・田の草とりをしながらドジョウ，カブトエビを探そう♪
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・生協の生ゴミの堆肥による畑づくりとジャガイモ煮会
・麦わらで虫かごを作ろう
・竹で水鉄砲を作ろう
・スライムを作ろう
・フェルトで楽しい小物を作ろう
最近の 5 年間の講座は以下のようになっている１），２）。科学，ものづくり系は内容が豊富
になり，ゲーム的な内容やアート系が開催されるようになってきている。
・ザリガニロボットをつくって，ゲームをしよう!
・金属間起電力の測定および金属電池の作製
・つまみ細工で吊るし飾りをつくろう
・親子でチャレンジ！クライミング体験会
・視覚（しかく）のフシギを体験しよう！
・パターンデザインで作るブックカバー
・
「歩行やじろべえ」と「リンク機構を使った伸縮ハンド」の製作
・親子でつくろう！コロコロ迷路
・超低温のフシギ
・布に模様をつけて小物を作ってみよう
・めざせ！スライムマスター！
・親子でおそろいミサンガを作ろう
・岩石標本をつくろう！
・パターンデザインで作るブックカバー
・学校農園の水路で魚採りをしよう！
・フェルトで美味しそうなロールケーキを作って飾ろう!
・身のまわりにあるものを利用して「ものづくり」を楽しもう
（簡易スピーカーと歩行やじろべえの製作）
・エコ発電と未来の乗り物を体験しよう
・簡単な実験を通して金属の不思議さを体験する
・オリジナル「ソーラーゆらゆら」を作ろう
・水田の生き物を観察しよう！
・スライム
・水中シャボン玉
・カラーペンの不思議
・プルプルジェルキャンドルとキャンドルホルダー
毎年 7～10 の講座が開かれ，親子 100 組で 200 人以上の参加者がある。各講座とも 9:00
～12:00 の 3 時間で行い，講座によっては部品代・材料費を徴収する。大学では，会場と
なる教室と駐車場の提供，講座の開設を募って支援してきている。長野市 PTA 連合会では，
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開設する講座の参加者の募集と取りまとめ，開催当日の受付や駐車場誘導などの運営や各
講座での進行の世話をして頂いている。本稿では，これまでに開講してきた中から幾つか
の講座の内容を述べる。
２．各講座の内容
2.1

ザリガニロボットをつくって，ゲームをしよう!

2.1.1

講座内容

厚紙で三角錐形の胴体を作り，小型モータ 2 個を取り付ける。触角を付けたり色塗りし
てザリガニ型のロボットをつくる。前後左右自在に動き回れるように，リモコンの配線を
して完成させる。操作を兼ねてゲームを行う。問題が発生したら調整改良していく。
2.1.2

作り方

図 2.1.1 と図 2.1.2 に配線と組立を示す。リモコンの線は通常 4 本３）のところをアイ
ウの 3 本で済むようにしているところが最大の工夫点である。

図 2.1.1

図 2.1.2

リモコン配線図

組み立て図
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2.1.3

アンケート

各設問 3 択とし，最近 5 年分の平均を示す。（1 肯定的，２中間，３否定的）
・作り方の説明のわかりやすさ

1-46%，2-44%，3-10%

・作るのは簡単

1-14%，2-42%，3-45%

・思ったように作れた

1-52%，2-43%，3- 5%

・ゲームはおもしろい

1-82%，2-16%，3- 2%

・思うように動かせた

1- 9%，2-36%，3-54%

・うまく動かせるようになりたい

1-94%，2- 6%，3- 0%

・ロボットの動きは速い

1-85%，2-15%，3- 0%

・自分ひとりでまた作ってみたい

1-83%，2-13%，3- 4%

・改良したりして動かして遊びたい

1-91%，2- 0%，3- 9%

アンケートの結果からは，作るのはやや難しいけど大体作れた。自分で改良したい。
ゲームはおもしろく，うまく動かせるようになりたい。これらのことから，小学生（４～
６年生）にとって，適切な難度で興味を引き出せたと思われる。

図 2.1.3

組み立て作業中の様子

図 2.1.4

作品を持ち寄っての集合写真

2.2 金属間起電力の測定および金属電池の作製
2.2.1

背景および目的

金属は①電気・熱の良導体であり，②光沢度を持ち，③延性・展性に富んでいるなどの
導線
特徴があり，これは金属結晶体の中の「自由電子」
（自由に動ける）に起因している。適切
な環境に置けば，異なる金属の間では自由電子が流れる。即ち，電流が発生する。自由電
子の流れの勢いは電圧であり，電圧と電流の掛け算の結果は起電力になる。起電力の測定
により，自由電子を体験して，金属材料の基本特性を理解すると同時に将来，高校や大学
および大学院への進学勉強のモチベーションを高めることを本講座の目的とする。
2.2.2

講座内容

① NaCl 溶液（NaCl の濃度は 0％～5％）中における銅と亜鉛，銅と鉄，銅とアルミニウ
ム，および銅とニッケルの金属間起電力（電圧，電流）の測定を行う。
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② 起電力の測定結果に基づき，金属電池を作製する。
③ 作製した金属電池を用いて，LED（電圧 1.5 V,20 ｍA）を点灯させ，ミニブザー（電
圧 1.5 V）を作動する。
④ NaCl 溶液の替わりに，身近にあるレモンやオレンジジュースなどにより，金属電池
を作製し，LED およびミニブザーを作動する。
2.2.3

実施方法および実施風景

この講座を実施するために必要となる金属試料片，溶液および測定メータなどは次のと
おりである（図 2.2.1）。
① 金属試料片：材質 Cu, Zn, Al, Fe, Ni
② 溶液：

大きさ 40 mm×50 mm×0.2 mm

NaCl 溶液(濃度が 0～5%)は水道水による調整

③ その他：

ディジタルマルチテスタ，ビーカー（200 mL），クリープリード線，LED，

型番：KM-320N))，ミニブザー（HK-MB015H）

図 2.2.1

金属間起電力測定に用いた金属試料片など

講座実施の様子は大よそ次の通りである。

図 2.2.2

起電力測定

図 2.2.3

LED 点灯

研究室学生の補助により，児童達は NaCl 溶液中における銅と亜鉛，銅と鉄，銅とアル
ミニウム，および銅とニッケルとの各種属試料片間の起電力測定を行った（図 2.2.2）
。そ
の測定結果に基づき，金属電池作製の最適条件を見出した。即ち，銅と亜鉛の試料片を使
用し，NaCl 溶液の濃度を 1％～3％にした。最適な条件で作製した金属電池を用いて，複数
個の金属電池を使用する電気回路を考案し，LED およびミニブザーを作動した（図 2.2.3）。
さらに，NaCl 溶液の替わりに，身近にあるレモンやオレンジジュースなどによる金属電池
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も作製し，LED およびミニブザーを作動した。
2.3

身のまわりにあるものを利用した「ものづくり」①リンク機構を使った伸縮ハンド

2.3.1

講座の内容

リンク機構は棒状の部品で構成されており，多くの機械の中に組み込まれている。例と
して，自動車のワイパー，ショベルカーのアームなどがある。ここでは伸縮リンクを使っ
て，ものをつかめる伸縮ハンドを製作する。この講座では，①ボール盤による穴加工の体
験（安全に加工するための注意），②ボルト，

リンク

ナット，スプリングワッシャーを用いたゆる
まない締結方法，③ものづくり・工作の基本，
を学んでもらう。アイス棒同士の締結方法は，
部品同士に相対動作があるなど，他のものづ
くりにも応用できる。参加者のほとんどがボ

リンクを連結

ール盤を使うのが初めてであり，真剣に穴加
工を行っていた。
2.3.2

図 2.3.1

伸縮リンク

作り方

(1)アイスの棒にけがきして，ボルトよりも少し大きめの穴をあける。（1 本に 3 か所）
(2)交互に組み立てる。ナット 2 個とスプリングワッシャー1 個を写真のように順番に組み
合わせるとゆるまずに，アイス棒はスムーズに動く。
(3)これらをつなげて伸ばし，先端に緩衝材やスポンジを取り付ける。

(a)穴位置のけがき

(b)穴あけ加工

(c)6 本を穴あけ

(d)アイス棒を組立

ナット２
スプリング
ワッシャ―

ナット１

びよーんと伸びて
キャッチ!!

ボルト

(e)ボルト・ナット・ワッシャー組合
図 2.3.2

2.4

(f)完成

リンク機構を使った伸縮ハンドの作り方

身のまわりにあるものを利用した「ものづくり」
②手作りスピーカー

2.4.1

講座の内容

この講座では，身のまわりにあるもの（ペットボト
ル，エナメル線，永久磁石，リード線，ミニプラグ）
を利用してスピーカーをつくり，音の発生するメカニ
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ズムについて考えてもらう。製作を通して，「音楽再生機器」→「音に応じた電流の変化」
→「コーンへ作用する力の変化」→「コーンの振動」→「音の発生」といった変換を理解
していく。力の発生に関しては，構造は全く異なるがモータの動作原理にも関係している
ことを理解してもらい，両者を結びつけて考えてもらう。講座では，時間の都合でペット
ボトル製のコーンとしたが，紙製のコーンを使うと良いスピーカーを作ることができる。
2.4.2

作り方

(a)コーン

(e)ミニプラグ

(b)エナメル線巻付

(f)リード線巻付
図 2.4.2

(c)磁石取付

(g)テープとめ

(d)組み付け

(h)再生機器へ組付

手作りスピーカーの作り方

(1)ペットボトルの頭を切り取り，スピーカーの「コーン」を作る。
(2)エナメル線両端の被覆を紙やすりではがし，ペットボトルの飲み口に巻く。
(3)キャップの内側に磁石を取り付け，ペットボトルの飲み口に緩めに取り付ける。
(4)ミニプラグにリード線を巻き付ける。ミニプラグには「＋」，
「－」があるので，写真の
ように巻きつけて，テープでとめる。リード線とペットボトルのエナメル線をつなぐ。
(5)音楽再生用機器にミニプラグを差し込んで，音楽を聴く。
2.5 超低温のフシギ
2.5.1

講座の概要

液体窒素（－196℃，絶対温度で 77 K）を用いて，いろいろな物質を低温に冷やしてみ
ると，どんな状態に変わるか，どんな性質を示すかなどを，実験を通して体験してもらう
講座である。例年，小学 3，4 年生の参加者が多いため，内容は高度になり過ぎないように
配慮している。実際に扱う物質は，空気，銅線，酸化物高温超伝導体，そして，各自が持
ち寄った冷やしてみたいものである。具体的な内容を以下に示す。
2.5.2

講座の内容

(1)空気（演示実験）
・・・空気は通常“見えない”ものと思われている。しかし，水蒸気
（気体）を冷やすと水（液体）になって目に見えるように，空気も液体窒素に浸すと，
液体の空気になって目に見えるようになる。具体的には，空気をつめた風船を液体窒
素に浸すと風船がしぼみ，中に液体が見える。しかし，その風船も室温の空気中に戻
すと，液体が再び気体の空気に戻って，風船が膨らんでくる。単純な現象ではあるが，
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小学生は素直に驚いている。
(2)液体窒素てっぽう（演示実験）
・・・液体窒素の取り扱いとして，液体窒素の容器にき
つくふたをしてはいけないと説明する。先の空気の例にも関係するが，液体窒素が気
体窒素に変わるとき，体積は 650 倍になる。例えば 1 cm3 の液体が気体になると，体
積が 650 cm3 になるということである。液体窒素は，室温からの熱流入で常に気体に
変化しているため，気体を逃がしてやらなければ容器が爆発してしまう。しかしこれ
を逆手にとると，ペットボトルに液体窒素を入れ，細い穴の開いたふたをし，そこか
らガラス管を中に差し込むと，図 2.5.1 のよ
うに，液体窒素が中の気体の圧力で，勢いよ
く噴水のように押し出される。これは空気て
っぽうならぬ，液体窒素てっぽうであり，迫
力のある演示になる。また，フィルムケース
にわずかに液体窒素をしみこませたティッシ
ュペーパーを入れて密閉すると，爆音がして
ふたが吹き飛ぶ。これも迫力があり，子ども
図 2.5.1

たちには受けがよい。

液体窒素てっぽう

(3)銅線（グループで実験）
・・・銅線は金属であるので，液体窒素で冷やしても，外見に
変化はない。ところが，冷やすことで銅の電気抵抗が小さくなるため，乾電池と豆電
球を銅線でつないだとき，室温では暗かった豆電球が，銅線を冷やすことで豆電球が
明るくなる。金属を冷やすことで，電気がよく流れるようになったことが目で見て分
かる。ただ，銅線の抵抗を室温で数Ω程度にしておくために，銅線はコイル状に巻い
た十分な長さのものを使用している。このコイルは鉄心のまわりに巻いているため，
電磁石として使用することもできる。高学年の児童が多い場合は，電磁石の実験をす
ることも可能で，電磁石を冷やすと，電磁石の強さが強くなることから，銅線を流れ
る電流が大きくなったことを導くことができる。
(4)酸化物高温超伝導体（演示実験）
・・・先の銅線の実験では，金属を低温にすると電気
がよく流れることが分かったので，その延長として，超伝導の演示実験を行っている。
扱う物質は，Bi2Sr2Ca2Cu3O10+δ で
あり，超伝導転移温度は 110 K で
ある。超伝導状態は，電気抵抗が
ゼロの状態である。しかしそれだ
けではなく，マイスナー効果とい
う完全反磁性（磁石の上で超伝導
体が浮く）を示す。実際には，結
晶粒界や不純物があれば，磁束が
ピン止めされるため，磁石を持ち

図 2.5.2
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上げると，超伝導体は磁石に反発したまま（すき間をあけて），磁石で吊り上げること
もできる（図 2.5.2）。これは普通の磁石では決して見られないことで，正に不思議な
現象である。子どもたちだけでなく，保護者の方も大変驚かれる。
(5)持ってきたものを冷やしてみる（各自で実験）
・・・本講座で最も盛り上がる時間であ
る。子どもたちだけでなく，保護者の方も興味津々で実験を行っている。定番の草花
やバナナ（釘が打てる）の他に，食べ物（野菜，果物，卵，豆腐，こんにゃく，等）
が多い。食べ物には通常，水分が含まれているため，液体窒素で水が凍ると体積が膨
張し，多くのものは破裂する。ものが凍結されていく様子を子どもたちは大変興味深
く観察している。また冷やすと食感が変化するもの（マシュマロなど）は五感を伴っ
て印象に残るようである。
2.5.3

講座のまとめ

実施日が夏休みに入って最初の土曜日ということもあり，夏休みの自由研究のテーマ
として取り組んでいた児童もいた。参加費は親子 1 組が 100 円程度（全 15 組）で実施で
きるため，液体窒素の低温の世界を身近に感じてもらえたのではないかと思っている。
2.6

岩石標本をつくろう

2.6.1

講座内容

長野市を流れる犀川の河原の石ころ（岩石のかけら）は，どこから運ばれてきたものな
のか，犀川の上流地域の写真を見ながら解説（10 分程度）。ニチカが販売している岩石標
本を観察しながら，岩石のでき方と岩石の見分け方について解説（15 分程度）。あらかじ
め，長野市丹波島橋付近の犀川河原で採取した石ころをルーペや実体顕微鏡で観察し，自
分が選んだ石ころとニチカの岩石標本を見比べながら，それらの名称や特徴を調べる（30
分程度）。石ころの特徴や名称，でき方（区分），標本番号をラベルに記入し岩石標本を作
成する（30 分程度）。完成した岩石標本はお土産にすることができる。岩石標本が完成し
たら，長野県の地質図（長野県デジタル地質図 2015）と犀川の河原の石ころとの関係を考
えてみる（10 分程度）
。
2.6.2

アンケート

2016 年，2017 年に実施した本講座のアンケート項目とその結果は以下の通り。なおア
ンケートの総数は 35 で，年齢層は 8 歳～12 歳の小学生である。
・
「岩石標本をつくろう」はいかがでしたか？
とても楽しかった（88.6％）
，楽しかった（11.4％），まあまあ楽しかった（0％），
あまり楽しくなかった（0％）
，ぜんぜん楽しくなかった（0％）
・
「岩石標本をつくろう」をする前，石に興味がありましたか？
とても興味があった（37.1％），興味があった（22.9％），少し興味があった（31.4％），
あまり興味がなかった（8.6％），まったく興味がなかった（0％）
・
「岩石標本をつくろう」をしたあと，石についての感じ方が変わりましたか？
変わった（62.9％），少し変わった（28.6％），変わらなかった（8.6％）

314

西・佐藤・川久保・神原・竹下・林・福田・蛭田

・川に行ったときは「石ころ観察」をしたいと思いますか？
とてもしたい（65.7％），したい（20.0％），してもいいかな（14.3％），
あまりしたくない（0％），したくない（0％）
・
「長野県デジタル地質図」について，どう感じましたか？
おもしろい（45.7％）
，きれい（11.4％），むずかしい（42.9％），そのほか（0％）
アンケートの結果より，本講座で行った河原の礫（石ころ）を用いた岩石標本づくりは
小学生にとって，十分楽しんで取り組める内容であることが明らかになった。
また，
「岩石標本をつくろう」をしたあと，石についての感じ方が変わりましたか？の項目
の次に，どのように変わったのかを自由に記述してもらったところ，
「石の種類には，あま
り興味がなかったけど，この講座を受けて石の種類に興味をもった」，「石はいがいとすご
いんだなと感じた」
，「いつも身近にあってあたり前のようだったけど，こんなに種類があ
るんだということがわかった」，川原に行ってみたくなった」，
「もっと色々な石を調べたく
なってきました」，
「石の種類がわかり，色や形も気にするようになった」，「その辺の石に
も名前があるんだなぁと思った。ひろうばしょによって，おなじしゅるいでも色や形がち
がってくることがわかった」
，「石はふつうのものかと思っていましたが，よく見るといろ
いろ形がちがうことが分かりました」などの記述が見られ，もともと岩石に興味のある参
加者が多かったが，本講座を通して，さらに岩石に秘められた「おもしろさ」を感じても
らえたようである。このことは「川に行ったときは「石ころ観察」をしたいと思いますか？」
の回答が，
「とてもしたい」と「したい」をあわせて 85.7％ととても高かったこととも調
和的である。
地質図についての質問項目の回答から，地質図を「おもしろい」，「きれい」と感じる子
どもたちが半数以上を占めたが，4 割以上の子どもたちが，地質図は難しいと感じていた
ことも確認できた。河原の石ころと地質図を結び付けた本講座の内容は楽しかったようで
あるが，岩石や地層について十分な学習をしていない小学生にとって，地質図はやや難易
度が高い教材であるため，提示する情報を整理するなど講座の内容を見直していく必要が

(a) 2016 年のとき
図 2.6.1

(b) 2017 年のとき
岩石標本をつくろうの様子
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ある。図 2.6.1 に岩石標本をつくっている様子を示す。実体顕微鏡やルーペなども使って，
ニチカの岩石標本と見比べながら，犀川の河原の石ころの名前を調べている。
2.7

親子でつくろう！コロコロ迷路

2.7.1

講座内容

信大 YOU 遊では例年、学部生が中心となって出講している。以下では、飯田知大(数学
教育コース)の報告に基づいて講座の内容を述べる。本講座では，工作用紙(方眼厚紙)の台
紙にフェルトやストロー等を使って，ビー玉を転がす迷路を作る。親子で試行錯誤しなが
ら完成させる。手先が器用に
なり，自分で工夫できるよう
になる小学校 3，4 年生が，
親と一緒に 1 つのものを作る
ことで，親子間の協調性とと
もに発想力を身に付けること
をねらいとしている。
2.7.2

作り方

図 2.7.1 に概要を示す。
①正方形の方眼厚紙の角５㎠
程度を切り取り，四辺を立
ち上げてのり付けすること
で迷路の土台をつくる。
②モール，紙コップ，ストロ
ー，フェスト，輪ゴム，シ
ール，マスキングテープな
どを使い，迷路のコースを
自由につくる。
③迷路にビー玉を転がしてみ
て，転がるか試行錯誤しな
がら工夫する。
④カラーペン等で飾り付け
をして完成。
2.7.3

図 2.7.1

迷路の作り方の概要

工夫した点

・子供たちが使いたくなるような材料をたくさん用意した。
・迷路の構想は各家庭で自由としたが，基本的な作り方の流れは説明書として各テーブル
に配置し，わかりやすく作業ができるようにした。
・前方の机には，湯谷プラザで行った際の子どもの作品を例示しました。タブレット端末
でスライドショーとして展示した。
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・学生が事前に試作品を作成し，開始までの待ち時間に参加者に試してもらい，興味を
もってもらった。
2.7.4

参加者の様子

・どの家庭も発想力に富んだ作品を製作していた。例えば，落とし穴のある迷路，立体
的な迷路，ジャンプ台のある迷路，世界観をもった迷路など，企画側が驚くほどの作
品がたくさんあった。

図 2.7.1

(a) 教室全体

迷路の作り方

(b) テーブル
図 2.7.2

迷路を作成している様子

2.8 フェルトで楽しい小物（布絵）をつくろう!
2.8.1

講座のねらいと概要

幼児期からの体験や初等教育がその後の人格形成に非常に大きな影響を与え重要であ
り，新鮮な感動や体験は，快適な生活を生み出す礎にもなると指摘されている。子どもの
健やかな成長を願い被服教育の立場より約 10 年間講座に関わってきた。本講座は子どもた
ちが布の柔らかさを感じながら，絵具で描くような手軽さや感覚で，正方形の布を並べて
表現する楽しさを体験することをねらい企画した。ここでは，カラフルなフェルトを針と
糸で自由に縫い付け，
夏のイメージの布絵を創作する講座に関して成果と課題を紹介する。
2.8.2

作り方

タイル状の正方形のカラーフェルトを黒い大きなフェルトに並べてセロテープで仮留
めする。次に針を使って刺繍糸または手縫い糸でフェルトを縫い留めていく。表 2.8.1 に
材料と用具の準備物を示した。小学生が容易に取り組めるようにあらかじめタイルのよう
に無地フェルトを正方形にしたものを用意すること。また背景はカラーフェルトの色遣い
がより鮮明に映える黒色フェルトとすること，さらに暖かい感触で柔らかく適度の厚さも
あり，扱い易いフェルト生地を使用すること，実質の作業時間 2 時間くらいで計画から完
成までの工程が可能であること，個人的な技能差にも対応し易いこと，製作途中であって
も作品を持ち帰り易いことなどが本教材の開発においての最大の留意点である。
2.8.3

成果と課題

図 2.8.1 に色鉛筆で子どもが描いた計画図および作品名を示した。完成後子どもたちに
アンケート記入の協力を得た。表 2.8.2 に示すような記述があった。
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表 2.8.1
材

材料と用具の準備物

料

用

具

主材
・フェルト 25mm×25mm

数色

手縫い針

（赤，黄，緑，青，紫，白，ピンク，薄茶，黒など）
各 10～20 枚
・フェルト
・刺繍糸
・手縫い糸

Ｂ４

糸切りバサミ
（裁ちバサミ）

黒色

25 番
30 番

副材
・セハンテープ 15ｍｍ巾（仮留め用）
・製作計画のための用紙

Ｂ４

・色鉛筆（12 色）

夜の花火大会
図 2.8.1

夏のひまわりと太陽

児童の描いた計画図と作品名の一例

製作途中の様子，完成作品，アンケートの自由記述等から，総合的に省察すると，本教
材は小学生にとって適切な難易度であり，意欲的に取り組める様子が伺えた。今回の参加
者は全員女児であった。小学生高学年を対象としたが妹も参加し，一緒に製作に挑戦した。
親子講座であるため子どもたちは保護者からも直接助言をもらい，学生の補助スタッフの
支援も受けながらの製作であったが，参加者全員が個性的な布絵を完成させることができ
た。針やハサミの誤操作による事故やケガも全くなかった。これらのことから，小学生で
あっても補助者が付けば，適切な製作時間で，ある程度の子どもの達成感を期待できる教
材となりうるものと推察できた。
実践を終えて，保護者の中には配布したフェルトを１/4 の正方形にカットしたり，一方
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向 1/3 にカットし長方形に変化させるなどの操作の工夫が観察された。このことから，フ
ェルトの色だけでなくピースサイズや形状も３段階程度準備すると，より年齢の高い子ど
もであっても創造的に楽しめ，完成作品の表現の可能性が広がる教材ではないかとわかっ
た。また，保護者の中には縫い方の詳細にこだわる方もいたので，高齢者や成人対象の場
合には縫い方の例示も必要だということがわかった。製作を複数日計画できる場合にはス
ライバーから平面フェルトづくり４)と組み合わせた内容も可能ではないかと考える。
表 2.8.2

製作を終えた子どもたちの記述例

感想

工夫した点

・フェルトでいっぱい作れてよかった。 ・縫う時に×印になるようにした。（5 年）
（4 年）

・いろいろな色を使って花火を表した。（4 年）
・ひまわりの茎を刺繍しました。（5 年）
・花火の間に白色のフェルトを入れたところ。（5 年）
・ひまわりの種のところをポケットにしたところ。（5 年）
・糸も見た目がきれいになるように縫った。（5 年）
・お花がきれいに見えるように。（年長）

2.9

パターンデザインで作るブックカバー

パターンデザインで作るブックカバーでは，トライアングルパターンメーカー５），６），７）
をもちいて，自分で読む本のブックカバーをテーマにパターンデザインに取り組んだ。パ
ターンデザインは，身近なデザインであるが，手で描いてデザインするには，基本ユニッ
トを複製する，カットする，並べる作業を繰り返しする必要があるため困難である。しか
し，トライアングルパターンメーカーを使用することで，リアルタイムに全体のデザイン
を確認しながら行えるので，短時間でパターンデザインの要点や魅力，汎用性の高さを学
ぶことができる。
2.9.1

講座内容

トライアングルパターンメーカーの使い方を説明する。パターンデザインを行いユニッ
トのデータを保存する。パターンのタイリングを行い全体のパターンを保存する。
出力ユーティリティでブックカバーのサイズに調整して保存して印刷する。
2.9.2

作り方

ブックカバーの用紙を図 2.9.1 に示すようにセットして，出力ユーティリティで調整し
たパターンデザインを印刷する。当日は図 2.9.2 に示すようにインクジェットプリンタを
使用した。
当日参加者らは，トライアングルパターンメーカーの操作で大きく躓いている様子はな
く，図 2.9.3 に示すようにそれぞれの参加者がブックカバーのデザインに取り組んでいた。
同じパターンであってもタイリングやパターンの画面に入る大きさを変更するだけで大き
く印象が異なる点について伝えたところ，何枚もプリントアウトする様子が見られた。参
加者らが熱心に PC の画面に向かいプリントアウトを重ねる様子から，パターンデザインを
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制作する魅力について伝わったのではないかと考える。図 2.9.4 は印刷したブックカバー
を本に取り付けている様子である。

図 2.9.1

ブックカバーの用紙をプリンタに

図 2.9.2

セットした様子

図 2.9.3

インクジェットプリンタで
印刷している様子

パターンデザインを行う様子

図 2.9.4

印刷したブックカバーの取り付け

３．おわりに
長野市 PTA 夏休み親子参加型研修会の参加者は，長野市内の小学校に案内を配布して募
集している。毎年希望者が多く，抽選によって参加者を決めている。大学側で開設できる
講座数は教員の都合によるものであるが，多くても 13 講座程度で，募集人数は最大で 250
人程度になっている。駐車台数には限りがあるため，最近は他の研修やイベントと同じ日
程にならないように学部内であらかじめ調整するように依頼している。講座の内容は，超
低温での物の性質，岩石標本，発電などのサイエンス系，ロボットややじろべえ，ブック
カバー，迷路，布加工などのものづくり系ばかりでなく，魚採りやクライミングなどのフ
ィールド系も開講され幅広くなってきている。これからも子供たちの興味を引きワクワク
する体験をしてもらえるようにしていきたいと考えている。
最後にこの長野市 PTA 夏休み親子参加型研修会の設立に尽力された方々，そして運営開
催に協力して頂いた方々，各講座の準備や進行に協力頂いた多くの学生らに感謝申し上げ
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ます。
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