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Ⅰ．はじめに 

 
2002 年度から始まった拓北・あいの里地区地域連携事業「土曜講座」は，はや 17 年目を

迎えました。今年度は，第１期（７，８月）と第２期（９月～２月）を合わせ，全 12 講座

を開講しましたが，その中間にあたる９月６日の午前３時過ぎに，北海道胆振東部地震が

発生し，道内に甚大な被害をもたらしました。その後も余震が続く中で，子どもも大人も

不安な日々を過ごしました。第２期は例年より申込数が減少しましたが，このような中で，

参加をとりまとめてくださった各学校の先生方，また参加してくださった皆様に御礼申し

上げます。 
「土曜講座」は，本校近隣の 11 の小・中・高等学校（あいの里西小，あいの里東小，鴻

城小，拓北小，篠路小，附属札幌小（ふじのめ含む），あいの里東中，篠路中，附属札幌

中（ふじのめ含む），札幌英藍高，石狩翔陽高）の児童・生徒を対象に，地域との交流を

深めることを目的として行われてきたフレンドシップ事業です。本校の学生が講師を務め，

児童・生徒との触れ合いを通じ，教員養成大学の学生としての，実践的な指導力の基礎を

身につけることをねらいとしています。当初は，子どもの理科離れ・理科嫌いの克服を願

い自然科学系の講座を中心としていましたが，徐々に対象領域を広げ，技・家のものづく

りや美術工芸の講座等も開講するようになりました。 
例えば，ものづくりでは，子どもが体ごと「わかった！」と実感できる体験を大切にし

ています。ものへの働きかけを通して，子どもが心底納得できるような場を作り出したい

と思います。講師役の学生たちは，前年度の反省を生かしながら，今年度の講座は何をね

らいとし，それをどのように伝えていくのか，そのためにはどのような手立てを講じ，何

を準備すべきか，子どもが怪我をしないよう安全配慮はどうしたらよいかなど，講座の計

画立案過程で試行錯誤します。そして当日は，子どもの創造力の豊かさを知ることになり

ます。各講座の詳細を本冊子にまとめていますので，ぜひご覧ください。 
毎年８月に行う本学のオープンキャンパスに参加する高校生から，この土曜講座に興味

を持っていたとの声を聞くこともあり，思わぬところで講座の成果を実感させてもらうこ

とがあります。本講座の長年の継続にご協力くださっている拓北・あいの里地区の教育関

係者の皆様，保護者の皆様，また本講座の企画委員，運営委員の皆様，その他関係者の皆

様には，深く感謝申し上げます。引き続きご支援を賜りますよう，よろしくお願い申し上

げます。 
 

                            2019（平成 31）年 2 月吉日 

北海道教育大学 札幌校 

土曜講座運営委員会 
代表 増渕 哲子 
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Ⅱ．プロジェクト実施の組織と計画         
                                                   

１．平成３０年度 土曜講座実施組織 

(1)企画委員 

 氏名 所属講座 連絡先 メールアドレス 備考 

1 並川 寛司 

（キャンパス長） 

理科 466 namikawa.kanji@s.hokkyodai.ac.jp  

2 大矢  智 技術 343 oya.satoru@s.hokkyodai.ac.jp   

3 田口  哲  理科 366 taguchi.satoshi@s.hokkyodai.ac.jp  

4 高久  元 理科 340 takaku.gen@s.hokkyodai.ac.jp  

5 杵淵  信 技術 465 kinefuchi.makoto@s.hokkyodai.ac.jp  

6 花輪 大輔 美術 968 hanawa.daisuke@s.hokkyodai.ac.jp  

7 尾関 俊浩 理科 381 ozeki.toshihiro@s.hokkyodai.ac.jp  

8 今  尚之 家政 245 kon.naoyuki@s.hokkyodai.ac.jp  

9 増渕 哲子 家政 401 masubuchi.satoko@s.hokkyodai.ac.jp  

10 井上 祥史 技術 403 inoue.shoshi@s.hokkyodai.ac.jp  

11 平  久夫 理科 486 taira.hisao@s.hokkyodai.ac.jp  

12 渡辺 理文 理科 420 watanabe.masafumi@s.hokkyodai.ac.jp  

13 出口 哲久 技術 905 deguchi.tetsuhisa@.hokkyodai.ac.jp  

14     附属小学校 

15     附属中学校 

 

(2)運営委員  

学 校 名 校  長 教頭又は副校長 運営委員 備考 

札幌市立あいの里西小学校 堀口 隆一 道 光 道 光   

札幌市立あいの里東小学校 椛澤 裕子 菅野 英之 安藤 正孝  

札幌市立鴻城小学校 橋本 均 千葉 剛禎 湯浅 大吾   

札幌市立拓北小学校 島貫 靜 加藤 智幸 成瀬 浩司  

札幌市立篠路小学校 神谷 敦 石川 篤司 岡部 敏樹   

附属札幌小学校 高久 元 千葉 一博 中村 珠世   

附属札幌小中ふじのめ学級    附属小で代行 

札幌市立あいの里東中学校 和田 正教 桑原 俊二 桑原 俊二  

札幌市立篠路中学校 淡路 尚広 飯間 博幸 荒木 信幸  

附属札幌中学校 佐々木 貴子 木原 英俊 東 岳史  

北海道札幌英藍高等学校 中坪 俊博 矢橋 佳之 矢橋 佳之  

北海道石狩翔陽高等学校 藤井 勝弘 
副校長 斉藤 昌志

教 頭 西方 英幸
早津 茂行  
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２．実施計画  

(1)企画委員会  5月 1日：大学関係者による計画の立案 

(2)運営委員会  5月22日：全学校担当者による顔合わせと，当該年度実施内容の紹介 

 

(3) 一期案募集案内送付 受付開始：6月4日（月）～6月15日（金） 各校で受付 

6月20日（水） 各校で受講希望者を取りまとめて大学へ報告 

(4) 一期集約 案内書送付：6月25日（月） 受講者を確定して，大学より，各校へ案内書を送付 

(5) 一期実施 7月‐8月：この間を第1期実施期間と呼称する 

 

(6) 二期案募集案内送付 受付開始：8月27日（月）～9月7日（金） 各校で受付 

                 9月12日（水）各校で受講希望者を取りまとめて大学へ報告 

(7) 二期集約 案内書送付：9月17日（月） 受講者を確定して，大学より，各校へ案内書を送付 

(9) 二期実施 9月‐2月初旬：この間を第2期実施期間と呼称する 

 

(10)報告会     3月1日（金）15:00～：学生による実施報告会 

 

 

３．実施日  

  平成30年度土曜講座プログラムのとおり  
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Ⅲ．プログラム 

 
 

○申し込みについて 

担任の先生から申し込み用紙を受け取り，申し込み方法を聞いてください。 

 申し込みの時期は 

・第１期（ ７月～ ８月） ６月 ４日（月）～ ６月１５日（金） 

・第２期（ ９月～ ２月） ８月２７日（月）～ ９月 ７日（金） 
 

※ 申込者が定員を超えてしまったときは，抽選で参加者を決定することが 

あります。 
 

（参考）北海道教育大学札幌校土曜講座ホームページ 
http://www.hokkyodai.ac.jp/sap/intro/contribution/saturday.html 

 

今年も「土曜講座」が始まります。初めて参加する人はもちろん，過去に参

加したことがある人も大歓迎です。どの講座も，大学生のお兄さん・お姉さん

と一緒に，楽しく実験・観察・製作などに取り組むことができます。 

なお，プログラムの内容は，変更になる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道教育大学札幌校 
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日　時
7月７日(土)
午前10時～12時

対　象 小学校４・５・６年生，中学生

定　員 12名

保護者 見学可

持ち物
上履き，ハンドタオル，
汚れても良い服装，筆記用具

場　所 札幌校家政教育実験・実習室（43８）

担　当 増渕　哲子(札幌校教員)

日　時
７月１４日（土）
午前10時～12時

対　象 小学校5・6年生，中・高校生

定　員 20名

保護者 見学，参加可能

持ち物 上履き

場　所 札幌校生物学生実験室（130）

担　当 高久　元（札幌校教員）

日　時
9月29日（土）
午後1時～4時30分

対　象 小学校5・6年生，中学生

定　員 20名

保護者 見学，参加可能

持ち物 特になし

場　所 札幌校教室（後日お知らせ）

担　当 井上　祥史（札幌校教員）

写真

も
の
づ
く
り
（

小
中
）

皆さん，本物のフェルトが何からできて
いるか知っていますか？　実は羊の毛か
らできています！　羊の毛にかんたんな
ある事をして，フェルトに“変身”させ
ます。今回は色とりどりに染めた羊の毛
を使って，一枚のフェルトを作っていき
ます。壁飾りや鍋しきなど，使い方は皆
さん次第です。
この講座で，皆さんも，自分だけのフェ
ルトを作ってみませんか？

土の中のダニ

北海道教育大学札幌校
平成30年度　土曜講座プログラム

フェルトでお絵かき！！
－羊毛がフェルトに“変身”－

第１期

第１期
探してみよう・調べてみよう！

土の中の「むし」
写真

理
科
・
実
験
（

小
中
高
）

普段見る機会のない土の中にはいろいろ
な「むし」がいますが，「昆虫」とは限
りません。小さいけれども顕微鏡で見る
とさまざまな形をしていて，小さいムカ
デに似た種類やダニ，クモ，専門家でも
種類の分からないものまでいます。土の
中からいろいろな「むし」を見つけ出し
調べ，土壌動物について学んでみましょ
う。

昨年のフェルト作品

第２期 キャパシタ・カーの製作 写真

も
の
づ
く
り
（

小
中
）

ソーラーパネルやエネファームで発電し
た電力を蓄えて，テレビを見たり電気自
動車を充電するなどの社会がすぐそこま
で来ています。はじめに水素燃料電池や
マグネシウム燃料電池でＬＥＤを点灯さ
せたりモーターを回しながら，いろいろ
な未来のエネルギーを紹介します。その
あと燃料電池や手回し発電機の電気をコ
ンデンサ（キャパシタ）に蓄えて走る
モーターカーを製作し，１回の充電でど
こまで走るか競争しながら，近未来のエ
ネルギー社会について考えます。

キャパシタ・カー
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北海道教育大学札幌校
平成30年度　土曜講座プログラム

日　時
10月13日（土）
午後1時30分～3時30分

対　象 小学校4・5・6年生，中学生

定　員 15名

保護者 見学可

持ち物 上履き

場　所 札幌校物理学生実験室（333）

担　当 平　久夫（札幌校教員）

日　時
10月20日（土）
午前10時～12時

対　象 小学校5・6年生，中・高校生

定　員 20名

保護者 見学，参加可能

持ち物 上履き

場　所 札幌校生物学生実験室（130）

担　当 並川　寛司（札幌校教員）

日　時
10月27日（土）
午前10時～12時

対　象 小学校4～6年生，中学生

定　員 16名　

保護者 見学，参加可能

持ち物
低温室を体験するので，短パン，ミニス
カート，素足等は避けてください。

場　所 札幌校物理学生実験室（333）

担　当 尾関　俊浩（札幌校教員）

理
科
・
実
験
（

小
中
高
）

植物の葉はなぜ緑色なの？
この問いに答えるため，植物に含（ふ
く）まれる色素を薬品を使って溶（と）
かし出し，薄層（はくそう）クロマトグ
ラフィーという方法を使ってその種類を
調べます。また，溶かし出した色素が吸
収（きゅうしゅう）する光の色を，分光
器を使って調べます。
葉をすりつぶしたり，薬品を加えたりし
ながら，「なぜ植物の葉は緑色なの
か？」の答えをいっしょに見つけましょ
う。

理
科
・
実
験
（

小
中
）

　ペットボトルとチューブを使い，ヘロ
ンの噴水と呼ばれる噴水を作ります。噴
水は水面よりも高いところに水が飛び出
します。つまり，水が低いところから高
いところに移っています。ところで，日
常見られる水は，何もしなければ高いと
ころから低いところに流れます。川の
水，雨，家の屋根から落ちる雨だれなど
がよい例です。どうしてヘロンの噴水は
水が低いところから高いところへ移るの
でしょうか。実際にヘロンの噴水を作成
し，この理由を探ります。
　さらに，ペットボトルに水をいれ，
ペットボトルをまわすようにしながら水
を捨ててみます。このとき，水の中心部
分にトルネードができる様子が見られま
す。みんなでトルネードができる理由を
考えてみましょう。

理
科
・
実
験
（

小
中
）

雪と氷をイメージした，たくさんの実験
をします。まずは雪の結晶の形をした
ブーメランをデザインして，みんなで飛
ばしましょう。きれいに飛ぶかな？実験
室では氷のかたまりから「雪のペンダン
ト」をつくります。ペンダントを使って
氷つりで遊びましょう。液状化(えきじょ
うか)現象シミュレータ「えっきー」で
は，ペットボトルを振動させると・・砂
に埋もれていたモノが動き出します！北
教大札幌校にはいつでも真冬の部屋，低
温室があるので，見学をしてからペット
ボトルの中で「瞬間でこおる水」や「流
氷のはじまり」の実験をします。

第２期 雪と氷の楽しい実験

写真

第２期 ペットボトルを利用した噴水の製作とトルネード

第２期
植物の葉はなぜ緑色なの？

－実験をしながら答えを見つけよう－

写真

光のスペクトル（上と下
の違いは？）

雪のペンダント

写真

ヘロンの噴水
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北海道教育大学札幌校
平成30年度　土曜講座プログラム

日　時
11月17日（土）
午後1時～3時30分

対　象 小学生5・6年生，中・高校生

定　員 15人

保護者 見学，参加可能

持ち物
汚れてもよい服装
１５０ｃｃ程度のびんや透明なグラス
（キャンドルの容器になります）

場　所 札幌校教室（後日お知らせ）

担　当 出口　哲久（札幌校教員）　　　　　

日　時
12月1日（土）
午後1時30分～3時30分

対　象 小・中・高校生

定　員 15名

保護者 見学，参加可能

持ち物 動きやすく汚れてもいい服装・軍手

場　所 札幌校工芸演習室（B研究棟302）

担　当 花輪　大輔（札幌校教員）

日　時
12月8日（土）
午前10時～12時30分

対　象 小学校5・6年生，中学生

定　員 20名　

保護者 見学，参加可能

持ち物 汚れてもよい服装

場　所 札幌校電気実験実習室（136）

担　当 大矢　智（札幌校教員）

みなさんは日常生活で油がどのように使
われているか知っていますか？
油は食品以外にも石鹸やろうそくなどた
くさんのものに使われています。
そこで，今回はヒマワリなどの種から油
をしぼる体験をしてもらい，オシャレな
キャンドルを製作してもらおうと思いま
す！
色やにおいを選んで自分だけのオリジナ
ルのキャンドルを大学生と一緒に作って
みませんか？
友達も誘って，ぜひ参加してみてくださ
い。

も
の
づ
く
り
（

小
中
高
）

第２期 ヒマワリの　油しぼって　ものづくり

第２期 銀色キーホルダーを作ろう

写真第２期 割りばしから紙づくり

金属の錫による制作
も
の
づ
く
り
（

小
中
高
）

みんなは溶けた金属を見たことはあるか
な？今回は「スズ」という金属をどろど
ろに溶かしちゃうよ！！これを型に流し
て好きな形にできるんだ。どうやってや
るかは，来た人だけのお楽しみ！学校や
お家では，なかなかやることができない
体験だから，やらないのはもったいな
い！！
作った作品は，おみやげに持って帰るこ
とができるよ！
スズを使って自分だけのキーホルダーを
作ろう！

も
の
づ
く
り
（

小
中
）

牛乳パックから紙を作ったことある人は
多いですよね(^^) でも，考えてみたら，
紙から紙を作っているだけです・・・
紙の原料は普通は木です。廃物利用とい
うことで，割りばしを使って，オリジナ
ルの紙を作ってみませんか？
紙の乾燥時間には，リースを作ります！

木からつくる紙づくり体
験

写真

写真
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北海道教育大学札幌校
平成30年度　土曜講座プログラム

日　時
12月15日（土）
午前10時～12時30分

対　象 小学校5・6年生，中・高校生

定　員 20名

保護者 見学，参加可能

持ち物 上履き

場　所 札幌校化学学生実験室（236）

担　当 田口　哲（札幌校教員）

日　時
12月22日（土）
午前10時～12時

対　象 小学校４～6年生，中・高校生

定　員 15名

保護者 見学，参加可能

持ち物
簡単な曲の楽譜を持参してみてくださ
い。

場　所
札幌校
機械金属加工実験実習室（121）

担　当 杵淵　信（札幌校教員)

日　時
1月5日（土）
午後1時～3時30分

対　象 小学校5・6年生，中学生

定　員 10名

保護者 見学，参加可能

持ち物 特になし

場　所 札幌校教室（後日お知らせ）

担　当 井上　祥史（札幌校教員）

も
の
づ
く
り
（

小
中
高
）

ことしのクリスマスはマイコンだぞ(あの
マイコンオルゴールがさらにパワーアッ
プだ)
　マイクロコンピュータを使って，自分
だけの電子(でんし)オルゴールをつくりま
す。できたオルゴールには，好きな音楽
を入れることができます。楽譜(がくふ)が
あれば，それを入力して自分だけのオル
ゴールができます(楽譜はこちらでも用意
します)。これが，コンピュータのすごい
ところなのです。自分だけのオルゴール
なんてともだちが見たらびっくりだ。
持って帰って，クリスマスの夜をオル
ゴールの曲で癒（いや）されてくださ
い。すごいぞ。どうなっているの？
わー，大発見だ！！。希望者多数の場合
は午後(1時-3時)にも実施することがあり
ます。このときは申し込みされたひと
に，午後の参加の可否をおたずねしま
す。

第２期
光の秘密を探れ！

－物の色と光の関係の不思議－
DVDディスクで分光器を作ろう！

第２期 マイコンとクリスマス

理
科
・
実
験
（

小
中
高
）

DVDディスクを使って，光をカラフルな
色の光に分解できる分光器を作ります
（持ち帰りOK）。それを使って，電球や
蛍光灯から出てくる光が色々な色の光に
分けられることを体験してみよう。アル
コールに食塩などを混ぜて燃やした時に
見えるきれいな色のついた光（炎色反
応）を見たり，液体と液体を混ぜると光
る実験（化学発光）にチャレンジしたり
して，色と光の不思議を大学生のお兄さ
んお姉さんと一緒に探ってみよう！

　あくまでもイメージ

も
の
づ
く
り
（

小
中
）

Scratchというソフトを使い，タイルを
並べるようにしてプログラムを作ってい
きます。いろいろな動物や乗り物と遊ん
だり競争するプログラムを簡単に作るこ
とができます。例えば自分の声で話しか
ける鳥を作ったり，相手のキャラクタに
触るとLEDを光らせたりできます。いろ
いろなキャラクタと一緒に冒険に出か
け，できたプログラムはお互いに交換し
て，冬休みを熱く過ごそう。

ゲームクリエータになろう第２期

魔法の国

写真

ＤＶＤ分光器で電球の光
を分光している様子

マイコンオルゴール

写真

写真
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