
【主催】ファミリーキャンパス実行委員会　【後援】沼津市・沼津市教育委員会

子ども も 大人 も 遊び 学び 楽しもうよ!!

－ 学校で遊ぼうプロジェクト! －　レポート編

先日、3月27日に開催いたしました「ファミリーキャンパス〜学校で遊ぼうプロジェクト！〜」に多大なるご協力をいた
だきまして誠にありがとうございました。
お陰様で天候にも恵まれ、事故もなく、大盛況のうちにイベントを終了することができました。今回のイベントに関して
の報告書が完成いたしましたので同封させていただきます。報告書の送付が遅くなり誠に申し訳ございません。
初めての廃校利用のイベント。初めての場所で、初めてすることが沢山詰まった今回のイベントに関しまして、みなさま
のお力添えに本当に「ありがとうございます。」の気持ちでいっぱいです。

子ども達に大人の魅力を伝えたいんです。
子ども達にもっとたくさんのものを見て欲しいんです。
大人達に今ある場所を最大限に活用して、楽しんで欲しいんです。
大人達に人の想いをつたえたいんです。

たくさんの人たちに伝えたい思いは、イベントに参加していただいた皆様にこのひとつのイベントの結実というかたちで
届けることができたのではないかと思います。
来場者数500名様という当初の目標がございましたが、なんと1500名もの皆様の笑顔で溢れ、大変な賑わいとなりました。
また、今でも話題していただけることも嬉しいことの一つです。私たちイベントスタッフの想いはどこまで届いていくのか、
今後も大変楽しみであると同時に、ご協力いただきました皆様の想いをスタッフひとりひとりが今後も届けていけたらと切
に願うばかりです。初めてのイベントにもかかわらず、「がんばれ！応援しているよ！」と背中を押してただいたことも「何
かできることあれば何でも言ってね！」と声をかけてくださった皆様。
私たちの小さな想いを、大きく大きくしていただきました。どんなものにも代えがたいひとりひとりの想いを託してくだ
さいまして、本当にありがとうございます。
この想いを忘れず、日々の活動に活かしていけたらと願うばかりです。たくさんのご支援、ご協力、応援。ほんとうにあ
りがとうございました。

ファミリーキャンパス実行委員代表　淺沼　春香
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名　　称　ファミリーキャンパス　〜学校で遊ぼうプロジェクト！〜
開催日時　2016年3月27日（日）　10：00〜15：00
会　　場　旧沼津市立静浦西小学校（沼津市志下530）
主　　催　ファミリーキャンパス実行委員（実行委員長：淺沼 春香）
後　　援　沼津市・沼津市教育委員会

【来場者】 約1500名

【目　的】 企業や地元静岡で働く大人の技術や知識を、子どもと親が経験する。
 子ども主体であること。親子での時間、空間、思い出の共有。

【趣　旨】 旧沼津市立静浦西学校が廃校になり5年。平成28年度には別の施設として生まれ変わります。
 小学校という施設は、大人達の誰もが共通に体験した懐かしい場所です。
 私たちは小学校ではなくなってしまう、この場所で
 「子ども達、大人達が同じ場所で同じ時間を一緒に過ごし、一緒に学び、体験するひとときを生み出そう」

と願う様になりました。
 「もう一度学校に笑顔を取り戻そう」「とびっきり楽しい遊びから楽しく学ぶ」
 「自分で選んで経験する　はじめの一歩を」「わすれないで。自分の住む場所にこんな素敵なことがある。」
 今ある場所を最大限に活用して、出会った人すべての人たちがもっとたくさんの人へつながっていく様に。
 当たり前でとびっきり特別な時間を楽しんでください。

【内　容】 ⒈　静岡県東部の企業、プロで活躍している方の特別授業
 ⒉　自由に参加出来るワークショップ
 ⒊　地元野菜を使用した給食
 ⒋　全員参加型のイベント

【広　報】 ◦事前配布チラシ：印刷部数　20,000部
 沼津市内全小学校　10,000部／幼稚園、保育園　5,000部
 沼津、長岡、裾野、富士、函南、清水町、長泉町、御殿場、三島等近隣市町村各場所で配布　5,000部 

★コンセプト：手に取った子ども達にワクワクが伝わるチラシ
 ◦告知方法
 フェイスブック（SNSによる情報発信）
 ホームページ（http://familycampus.jimdo.com/）での詳細情報
 広報沼津への掲載／各協賛企業へのチラシ配布／協力団体へのチラシ配布／プレスリリースへの投げ込み
 ◦当日配布パンフレットについて：印刷部数　1,000部
 ★コンセプト：授業担当の先生紹介を中心に子ども達にも伝わりやすいパンフレット

【ボランティアについて】
 ボランティア募集はフェイスブック及び口コミで行いました。ボランティア協力人数は30名以上にのぼり、

事前準備・当日運営・駐車場等の誘導と多岐にわたりご協力いただきました。

【学校使用について】
 小学校校舎については沼津文化財センター協力のもと、使用許可を頂きました。体育館、グラウンドにつ

いてはスポーツ振興課、地域自治体様に使用許可を頂きました。その他沼津市役所の様々な課の方のご協
力により備品等をお借りいたしまた。

【駐車場について】
 近隣の企業（安信運輸・五十嵐クリニック等）にお願いして、駐車場をお借りました。小学校駐車場は玄

関前・グラウンド西側倉庫付近のみ使用。スタッフ駐車場は志下海岸駐車場を使用。
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【先生紹介と授業内容】
木野正弥　「3Dプリンターと3Dスキャナーで新しいものづくりを知ろう」
授業内容： 3Dや3Dプリンターの基礎を学び、3Dデータの印刷までの工程

と、3Dスキャナーや3Dプリンターを使ったMyミニ胸像作りを
実演します。3Dプリンタを見ながら『どうやって動いてるんだ
ろう』と考えたり、『こんな物あったらいいのに』と頭をひねっ
たり、画面の中から飛び出してみよう。

先生紹介： 未来工房デジベース　インストラクター他（Web制作、専門学
校非常勤講師等）

 デジベースで行う3D講座などの講師、胸像制作等の人物スキャ
ンを行う3Dスキャンナー、アクリルや木材を使った小物制作等
のレーザー加工担当エンジニア...etc

中西大悟　「細工菓子「練切」をつくろう」
授業内容： 和菓子作り体験「練切つくり」物を作るのは大変だけど楽しい。

あきらめずに続ける。
先生紹介： 和菓子屋／和菓子の製造・販売

金崎桐子　「英語でうたって、おどって”JOY”!」
授業内容： アメリカのイベント“イースター”をテーマにエッグハンティングゲー

ム、たまごでお絵描き、イースターの歌・ダンスを行います。イー
スターの意味、どんなことをするのか、外国への興味を引き出し、
英語は世界中の人とコミュニケーションがとれるツールであり自
分の世界が広がることを伝えたい。

先生紹介： 英語+音楽で楽しむ親子教室En-musish未就園児と親、園児とそ
の親に英語指導をしている沼津市内で20年間、英語を通して中
学で指導していた経歴を活かし、現在、未就園児親子や園児に英
語の楽しさ他国の文化や絵本の読み聞かせ・歌・ダンスを指導し
ています。

青木明美　「手話とは？」
授業内容：コミュニケーション（実技）手話（実技）
 耳が聞こえないからといってコミュニケーションを取らないので

はなくコミュニケーションをとる方法を知ってもらいたい
先生紹介：手話通訳者
 耳の聞こえない人の手話を読み取り、音声言語にして伝える。耳

の聞こえる人の音声言語を手話にして伝える。

後藤真大　「体を動かすこと、走ることの楽しさを知ろう」
授業内容：上手に走るためのドリル（動き作り）ボールなどを使ったゲーム

や鬼ごっこ。
 速く走るために正しいスタートと走り方を学ぼう。スポーツを通

して助け合いの力を身に付けよう。
先生紹介：学生の頃から体を動かすことが好きで、サッカー・水泳・陸上競

技などを経験。成人後はフルマラソン・トライアスロンに参加す
るようになる。

 現在は5000mの記録更新を目指し日々挑戦中。

⒈　静岡県東部の企業、プロで活躍している方の特別授業
特別授業の先生は全18名。内容は各先生の授業により異なります。
学校で開催するので、各授業の項目は「技術、保健、音楽、家庭科、理科、体育…」と馴染みのある言葉にしました。
会場は通常教室および音楽室・調理室などの特別教室（授業に合わせて授業を割り振りました。）
各コマ1時間、または2時間授業。対象年齢は小学生、（リトミックに関しては未就園児）必ず「保護者とともに授業
を受けること」が最低条件となります。大学のように授業をコマで選べる形式にしました。
子どもや保護者が自分の受けたい授業を選び、ホームページより予約していただきました（予約フォームを使用）。
予約は先着順となり、キャンセルや空きなどがあった場合は当日の授業受付にも対応しました。
授業料は一律500円という固定の参加費に材料費を追加した料金。物販行為の禁止（利益の出る販売行為は基本的に禁止）
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長谷川望　「足元の自然をじっくり見てみよう」
授業内容：普段見過ごしてしまう身近な足元の自然をじっくり見てみる（教

室⇒校舎の外へ）
 ルーぺも使いながら身の回りにも様々な自然があることに気づく

「見つけた!ボード」を作ろう。
 自分たちが住んでいる場所にも様々な植物や生き物が生きている

事を知って発見したり感動したりする楽しさを味わって欲しい。
先生紹介：小学校教員（と自然公園の公園ガイド）。小学校では平成27年度

は4年生の担任をしていました。（それと土日祝日は浮島ヶ原自然
公園や市内各所で自然観察のガイドをやっています。）

花堂晴美　「親子リトミック」
授業内容：親子で楽しめるリトミック
 音楽を通して心も体もリフレッシュして楽しい体験をしてほしい

です。そして音楽を通じて心と体の一致、調和を親子で楽しんで
実感してほしいです

先生紹介：リトミック指導員
 音楽と動きを統合した音楽教育

村井之俊＆村井藍　「建築設計のお仕事とデザイン」
授業内容：建設設計のお仕事って何をしているんだろう？というお話ととも

にデザインについて一緒に考えながらものづくりを楽しみます。
 与えられたテーマの中で家具のデザインを行い、実際に模型を作っ

てみます。
先生紹介：建築家
 裾野市のアトリエ奏という建築事務所で家やお店の設計を行って

います。時々、図工教室も開催しています。

植田正美　「ようこそいのちありがとう」
授業内容：誕生学
 自分の命、まわりの人の命を大切に出来るカッコイイ大人になっ

て欲しい!!何が出来たらいい、これができないからダメ!そういう
事ではなくて生まれてきただけで生命の天才だってことを忘れな
いで欲しい!!

先生紹介：誕生学アドバイザー
 いのちの語り部

遠藤貴志　「みんなの声や身体を使って音を出してみよう!!」
授業内容：みんなの演奏を録音してCDで持って帰る。
 音を出す楽しさ!!それぞれがそれぞれの役割を果たす大切さ 
先生紹介：ミュージシャン等音楽関係
 演奏者／レーベル／店舗経営など音楽にまつわる全般

JUN JUN（中村純子）　「おにぎらずを作って食べて学ぼう!」
授業内容： 昨今大ブームとなった「おにぎらず」。海苔、ご飯をのせ真ん中

に具をおいて小判型に整えれば出来上がり。握らないので「おに
ぎり」ではなく「おにぎらず」。学んで作って食べて感じる授業
です。

 材料のお米についてお話しながら食べ物が自分に入るまでどのよ
うな経路をたどって何人の人たちが協力があったかをお話しし「い
ただきます」とは食材に対してだけでなく関わったすべての人た
ちへの感謝の言葉であることをお伝えしたいです。

 また、食べたものが自分の体を作ることや食べかすのウンチの話
などもさせて頂きます。

先生紹介：FM沼津パーソナリティ・栄養士・発酵料理研究家・イラストレー
ター・ウォーキングインストラクター

 料理教室のイラストレシピを作成しながら料理の先生や正しい歩
き方の先生をして多くの方が「食べることと運動」の両面から健
康になるお手伝いをしています。
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神宮優子　「五感を使って食べる味覚の授業」
授業内容：食べることは、単に舌で味わうだけではなく、目でみて、香りをかぎ、音

をきいて、触ってみる...五感を沢山使って味わうとどんな気持ちになるか
な? そして、味には5個の種類があります。 それぞれの味を楽しみながら、
自分の好きな味のふりかけを作ってみよう。

 食べたものが身体をつくっていること、食べものには命があること、命を
食べるってどんなことか? 海、山、川、自然環境に恵まれた沼津で、自分
の住んでいる地域の食べ物を知ることで、食べることを楽しんでほしい。

 そして大人になってからも沼津の味を伝えられる人になってほしい
先生紹介：アーユルヴェーダセラピスト
 身体に溜まった要らないものを出す施術と心の整理をする大人の学校

原健吾　　「世界に一つだけの桜の木をつくる」
授業内容：大きな桜の木に色とりどりの花を咲かせよう。桜のお話をしてか

ら皆で遊びます。
 なぜだろう??を忘れない。知識を得たうえで自分なりの表現を

することの大切さ
先生紹介：花屋　お花屋さんです

三間希子　「出張テレビ局〜みんなでニュース番組を作ろう!」
授業内容：各分野ごとに番組を作るためのノウハウを学び実践を行う。
 本物のカメラを使って取材して原稿を作って収録する。（制作チーム、キャ

スターチーム、撮影チームに分かれて番組制作）プロ映像ディレクターと
プロ司会者が説明し子どもたちが意見を出しながら制作し最後は上映を行う。

 自分たちが伝えたいことを「どうやったら伝わるのか」を考えることを通し声の
出し方や質問の仕方見せ方を肌で感じ、コミュニケーション能力を上げて欲しい

先生紹介：映像ディレクター
 企業PV（プロモーションビデオ）、CM作成

須賀雄一　「ポールに乗って姿勢をシュッと!!〜遊びを通じて姿勢を良くし
よう〜」

授業内容：ストレッチポールと呼ばれる円柱状のポールに乗り、良い姿勢を
とるために必要な運動を実施。ご家庭でもできる姿勢作り運動も
実施します。

 ストレッチポールを使っての運動床の上でできる体感エクササイズ等
 姿勢が良くなると足が速くなったり、ボールを遠くに飛ばすこと

ができることができることを感じる。
先生紹介：スポーツトレーナー
 アスリート・運動を趣味としている方々に対し、運動をもっとこ

うすると良いというアドバイスを行う人。テーピングや応急処置
を行う人（スポーツ現場で）

田中みどり　「健康!歌声クラブ　〜歌は元気・幸せ運んでくるよ〜」
授業内容：呼吸法や発声法を体験します。みんなで声を合わせて、楽しく歌

います（合唱ではありません）
 息の使い方や声の響かせ方を知ると、もっと気持ちよく歌えるよ。
 みんなで声を合わせて歌うってどんな気持ちかな?どんなふうに

気持ちが変わるかな?たくさんのことを感じてねみてね。
先生紹介：ボーカリスト、作・編曲家
 歌を歌ったり、音楽を作っています。

鳥居麗子　「お金博士になろう!」
授業内容：クイズやゲームを通し「お金の歴史」「一生にかかるお金」「働く

ということ」について学ぶ
 一生のお金にまつわるクイズ・ゲーム・マネー教育・キャリア教

育
 日本はお金のことを口にするのは美徳としない文化がありますが、

道具としての「お金の使い方」を知ること、お金の大切さを知る
ことは大事であることを伝えたい。

先生紹介：ファイナンシャルプランナー
 将来の夢や目標のためにどうしたらいいか?を一緒に考えてくれ

るお金のプロ
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秀浦宣広　「さつまいものモンブラン作りに挑戦」
授業内容：ふわふわのカップケーキの上にさつまいものクリームを上手に絞ろう
 お菓子作りの楽しさを伝えたいです。
先生紹介：製菓専門学校の教員
 沼津情報ビジネス専門学校の製菓製パン科の洋菓子担当の教員

小泉智秋　「似顔絵入り着せ替え人形をつくろう!」
授業内容： 親子一緒になってお互いの似顔絵入り着せ替え人形を作ります。

「ママをお姫様にしてあげたい」「我が子をカッコいいヒーローに!」
など自由に着せ替え人形を作りましょう。

 親子でお互いの似顔絵入り着せ替え人形をつくろう!親子がお互
い同じことを考え、想っているのかを再発見できる場にしたい。
一緒に作業する過程を見ることで意外と親が不器用だったり、子
の成長だったりを感じ取れると思います。子どもは大人との共同
作業が大好きな子が多いので一緒に作業することでどんな顔をす
るのかも感じてもらいたい。

先生紹介：イラストレーター・デザイナー
 イラストや漫画を描いたりそれをデザインに落とし込んでチラシ

を作ったりしています。

⒉　自由に参加出来るワークショップ
誰でも　いつでも　好きな時間に　自由に参加出来るワークショップブース。
どんな場所で時間を過ごすか自分で選ぶことのできるワークショップブース。
出店者は東部で活躍する子育てサークルや団体、イベント出店などで地域に根付く人、地元で経営をするお店　等
出店者の「子どもたちにもっと伝えたい、経験してほしい、知ってほしい」そんな思いの詰まったワークショップブース。
お母さん同士でゆっくり話ができるスペース、子ども達を夢中にさせるスペース、大人にも懐かしくドキドキするスペースな

ど内容も多彩で、当日は大盛況でした。
【出店者】 ◦渡辺花園 多肉植物の寄せ植え体験
 ◦スタジオヒコ 子ども写真館
 ◦キットパス キットパスを使った手形遊び
 ◦アトリエTomCat ステンドグラスのストラップ作り
 ◦いちごサークル キッズキッチンでおやつ作り体験
 ◦三ツ沢グッチ 街頭紙芝居・昔の遊び・16mm上映
 ◦ママとね トツキトウカ、授乳スペース、オムツ替え
 ◦沼子連 カーリング、カプラ、輪投げ
 ◦POPO 粘土でフェイクスイーツを作ろう!!

【出店条件】 材料費として経験するもの1つにつき500円が上限。
 ブースの準備は各出店者によるものとする。
 物販行為の禁止（利益の出るものの販売は基本的に禁止）

⒊　地元野菜を使用した給食
子供たちが日常で食べている給食メニューは大人にとって懐かしいもの。
大人の笑顔と、「この間給食で出たよー！」と自慢げに話す子供達の笑顔を。
当日は用意した給食全てが完売となりました。

【給食内容】　※地元三島野菜を使用した給食メニュー
◦給食セット…ソフト麺（カレー、ミートソース）／スープ／キャベツの塩もみ／フルーツヨーグルト／牛乳
◦揚げパン（別売り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※牛乳は沼津市の牧場「武井牧場」さんの提供。

【給食を作ってくれた方々】
三島でお店をもち、学校等で先生をしている高木博美さん代表の三島の食育チーム「食体験　びーんず」
高木　博　美（調理師　食育インストラクター）
木村　清　美（農家　ふくらしやスタッフ）
江崎　真知子（栄養士　パン店勤務）
山口　節　子（栄養士　給食現役）
森岡　真　美（食育インストラクター　ふくらしやスタッフ）
増田　恵　美（食育インストラクター　ふくらしやスタッフ）
高良　綾　乃（お弁当アドバイザー）
西田　信　乃（ママとねスタッフ）
内海　裕　子（ちいさなポケットオーナー　菓子製造業）
室伏　真　澄



⒋　全員参加型のイベント
12：00〜13：00のお昼休みを利用し、参加者全員を対象とした「宝探し」を行いました。
同じ場所、同じ時間に出会う人たちが集まり、用意したお宝もすべてゲットしていただき、大いに盛り上がりました。

【宝探し】 教室を風船でいっぱいにして、風船を割ってその中から手がかりを見つけてお宝を探します。
 宝物は、ハンドメイドや、アーティストの協力、協賛。所要時間は30分ほど。参加費は無料。

【宝探しのお宝を提供してくださいました皆さまの紹介】
Princess tiara／PAKAMOGOLY／pipi moon／Moon Rabbit／Aloha coco
ヘアゴムの店 coco／手芸工房 tetora／solen_nel／Patisserie Mt.d’or
mocchi／Popo／mattari／panda*co*panda／acero／miyumiyu／Natur
Kono*nochi／Rainbow drop／Lino Flower／mamily／sparkle0519
Kimagure Cafe／Ricca／めでる／茶工房ちゃーみぃ／マシュマロ天国
リアンジュレ／4u_iris／NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡
ほのぼの市／陶芦澤／NON☆FICTION／ホームメイドハピネス
Yuchika／クラフトバンド＊ｍａｍａｎ,ｓ／By Kou／ちまっちアットワーク
軒村政春畳店／味一番／Rui／アトリエバルーン ステッキ　　※順不同
＠当日パンフレット・ＷＥＢサイト・会場協賛看板にて
　お名前を掲示させていただきました。

協賛企業・個人
第一建設／株式会社太志建設／SMC静岡
ショーユニット COLLEGE／ベル歯科医院／大田呉服店
モルトキャッツ／おでん屋飛騨／ひびき法律事務所
頴川医院／有限会社エス／環境サービス株式会社
中国料理　王味／株式会社矢野総業
協業組合カテックフジ／雄大株式会社／ハワイウォーター
駿豆給食／パスタマン／リビジョンデザインワークス
セーフティーＺ／横屋／deep株式会社／深瀬工業／一彩
串屋／(有)藤井建築事務所／らぁめん次男坊
青野企画事務所／らりるレトロん／大以希建設
運動教室チームMG／スタジオヒコ／Plumeria
田中建築／武井牧場　　※順不同

＠ご協賛いただいた皆さまには、事前チラシ・当日パンフレット
　ＷＥＢサイト・会場協賛看板にて広告を掲示させていただきました。

キャラクター制作
イベントの内容を分かりやすく・興味を持っていただくために
オリジナルキャラクターを制作いたしました。
広報物・ＷＥＢ等でイベントの告知等に使用しました。

ファミリーキャンパス実行委員会
実行委員長 淺沼　春香：代表・総務・行政交渉・駐車場手配・給食手配・SNS対応　等
実 行 委 員 青木　奈緒：ワークショップ企画（連絡・打合せ）・宝探し担当　等
 青野　　仁：駐車場手配、管理、誘導　等
 伊海　早織：総務・会場装飾・備品管理　等
 池田　高士：特別授業先生担当（連絡・打合せ）　等
 石田　　徹：ボランティア担当（連絡・割振り・指揮）　等
 菊池　絵里：総務・受付・備品管理・事前制作物　等
 岸本　まき：キャラクター制作・給食会場管理　等
 佐野てつや：宝探し担当代表（企画・運営）　等
 佐野たかゆき：キャラクター制作・宝探し担当　等
 長倉　知美：ワークショップ企画（連絡・打合せ）・事前制作物　等
 中村　謙介：会計・協賛管理・会議議事録制作　等
 林　　伸晃：行政交渉・駐車場手配　等
 深瀨　和広：広報・会場装飾制作・当日パンフレット制作　等
 渡邉　　純：広報・ＷＥＢ（制作・運営）・事前チラシ制作・雑務　等

オヤコン
©HappymanCafe

キャンパ
©TAKA Natury

ハルカせんせ
©ヘレ～ンまき




