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平成 24 年 4 月 11 日

震災ボランティア＊「土曜子どもキャンパス」のお知らせ

概要

4月 21 日から 8月 4日までの間、計 8回にわたって「土曜子どもキャンパス」

を開催します。これまでの仮設住宅で毎週土曜日に実施してきた「学び・遊び

支援」の場を一部大学に移す本企画は、元は同じ学校・クラスでも今では別々

の仮設・借り上げ住宅に暮らしているお友達と再会して大学で学生とともに学

んだり遊んだりすることができる、これまでにない魅力的な企画です。

本文

福島大学うつくしまふくしま未来支援センターと人間発達文化学類では 2011 年 9月から

毎週土曜日、6か所の仮設住宅において子どもたちの学びと遊びの支援を継続的に行ってき

ました。これら活動については報告書を作成しました。このたび 4月 21日（土）から 8月

4日までの計 8回にわたって「土曜子どもキャンパス」を実施することとなりました。詳細

は別紙の通りですが、これまでの仮設住宅における活動との違い、本企画の特徴は大きく

次の２点にあります。

第一に、「再会の場」としての機能が挙げられます。被災前は同じ学校・学級で学んでい

た子どもたちは今、別々の仮設住宅や借り上げ住宅に分散して暮らしています。月に 1～2

回、子どもたちが各仮設住宅や借り上げ住宅から大学に集うことで再開することができ、

大学生とともに思いきり遊んだり学んだりする場所を提供することができるという点です。

第二に、「集中・没頭を生み出せる場」としての役割があります。仮設住宅内での子ども

たちの日常的な遊びで活動に使用できる場所は仮設住宅敷地内の狭小なスペースや集会所

といった限られたものであり、他の居住者への配慮という点からも、身体を思いきり動か

したり大きな声を出したりして遊んだりすることは難しいことです。また学びという点で

も、静かで落ち着いた環境で学習に集中できる場を仮設住宅内に確保することは容易なこ

とではありません。本企画では、安全に配慮しながら大学生とともに存分に遊びや学びに

没頭できる場所を提供できることが可能になります。さらに大学生や教員が企画する遊び

支援では、広々としたスペースで思う存分遊ぶことができるダイナミックな活動が可能と

なり、大学生がかかわる積極的な意義が発揮できる機会になります。

避難生活が長引く子どもたちに、地域の国立大学である福島大学が学生・教員の力を結

集して子どもたちの遊び・学び支援に継続的にかかわることによって、避難生活を続ける

子どもたちの将来を応援しているというメッセージを伝え続けていきたいと考えています。

これまでの毎週土曜日の仮設住宅での支援活動と並行して実施する「土曜子どもキャンパ

ス」に一人でも多くの子どもたちが参加してくれることを願っています。

（お問い合わせ先）

うつくしまふくしま未来支援センター・

子ども支援部門 担当：本多

電話：070-5478-7881 



福島大学うつくしまふくしま未来支援センター：子ども支援部門

人間発達文化学類：東日本大震災教育支援プロジェクト・子ども支援ボランティア

遊びと学び教室

〈未来のたね〉

in 福島大学

土曜子どもキャンパス

福島大学うつくしまふくしま未来支援セン

ターと人間発達文化学類では、2011年9月より

６つの仮設住宅において子どもたちへの遊びと

学びの支援活動を行ってきました。

これまでの仮設住宅での支援活動と並行し

て、2012年4月より月に１～２回、福島大学の

教室を会場として、仮設住宅や借り上げ住宅に

避難している小・中学生を対象に、「土曜子ども

キャンパス」を開催し、大学内での遊びと学び

の支援活動を展開することになりました。

右記の要領で 4 月より実施致します。普段は

なかなか一緒に活動することができない、別々

の仮設住宅や借り上げ住宅に暮らしているお友

だちと、大学の教室でともに遊んだり、学んだ

りしてみませんか。福島大学の学生と教員がみ

なさんの遊び・学び活動をサポートします。

★参加には事前申し込みが必要となります。詳

細については別紙をご確認ください。

仮設住宅・借り上げ住宅に

避難されている方々へ

【活動の内容】★遊びと学びの２本柱で活動します。

＊学びのサポートを希望するあなたにはコレがおすすめ！

自習をしながら、学校の学習でわからないこと、苦手分野

について個別に学びたいことなどについて、大学生が丁寧に

説明したり、一緒に考えたりします。じっくり考え、学ぶこ

とができる静かで過ごしやすい環境を準備しています。

※授業形式ではないため、自習道具を持参してください。

＊友だちや大学生と一緒に遊びたいあなたにはコレがおすすめ！

毎回さまざまなお楽しみ企画が用意されています。たとえ

ば、お菓子づくりや工作などのものづくり体験教室、卓球や

ドッジボール、縄跳びや鬼ごっこなどからだを使った遊び教

室、算数や漢字、身の回りの生活のふしぎを探るはてな教室

など、友だちや大学生と一緒に楽しいひとときを過ごせます。

【活動日時・場所】 ★場所はいずれも福島大学

第1回：4月21日（土）10時～16時

第2回：5月12日（土）10時～16時

第3回：5月19日（土）10時～16時

第4回：6月 9日（土）10時～16時

第5回：6月16日（土）10時～16時

第6回：7月14日（土）10時～16時

第7回：7月21日（土）10時～16時

第8回：8月 4日（土）9時30分～11時30分

【対象】

仮設住宅・借り上げ住宅に暮らしている小・中学生

【参加方法】

＊福島方面・二本松方面に送迎バスを運行し、６か所の

仮設住宅を巡回します（発着予定時間は別紙参照）。

＊昼食は各自持参するようお願いします。

＊事前の参加申し込みをしてください（別紙参照）。

一緒に遊ぼうよ！

一緒に学ぼう！

【お問い合わせ先】

福島大学うつくしまふくしま未来支援センター： 本多

Tel. ： 070 – 5478 - 7881 
FAX ： 024 – 548 - 8218 
Mail ： volunteer@educ.fukushima-u.ac.jp 
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遊びと学び教室〈未来のたね〉

「土曜子どもキャンパスin福島大学」のご案内

新年度が始まりました。2011年3月11日から一年が経ちましたが、皆様方におかれましては、厳しい避

難生活を送られていることにたいして心よりお見舞い申し上げます。

さて、私ども福島大学うつくしまふくしま未来支援センター・子ども支援部門と人間発達文化学類では、

9 月より仮設住宅において遊び支援や学習支援活動を行ってまいりました。これまでの仮設住宅で毎週土曜

日に行われておりました子ども支援の一部を、「土曜子どもキャンパス in 福島大学」として大学内に活動場

所を移して、月に 1～2 回、支援活動を展開することに致しました。異なる仮設住宅で離ればなれになって

いるお友だち、近隣の借り上げ住宅に暮らしている子どもたちや学生と一緒に大学という場所で安心して遊

んだり学んだりする機会を設けます。趣旨をご理解いただき、お近くの方にもお声かけいただいて、ご参加

くださいますようお願い申し上げます。 
なお、毎週土曜日に実施しておりました仮設住宅での子ども支援活動については、下記の日程で実施を継

続致しますので、こちらもぜひご参加ください。

★これまでの仮設住宅での子ども支援の活動日：

4月14日・28日、5月26日、6月2日・23日・30日、7月7日の計7回

記

１ 主催 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター（遊びと学び教室は浪江町教育委員会と共催）

２ 日時・内容

第1回：4月21日（土）10時～16時

第2回：5月12日（土）10時～16時

第3回：5月19日（土）10時～16時

第4回：6月 9日（土）10時～16時

第5回：6月16日（土）10時～16時

第6回：7月14日（土）10時～16時

第7回：7月21日（土）10時～16時

第8回：8月4日（土）9時30分

～11時30分

３ 場所 福島大学 Ｓ講義棟 もしくは人文棟の教室

４ 対象者 避難している小・中学生（笹谷東、佐原、しのぶ台、安達運動場、恵向、郭内から送迎バス

に乗車できる方、または保護者による送迎で参加できる方） 
５ 移動方法 大型バスで送迎（学生が添乗します）、または自家用車による送迎

※送迎バスは6つの仮設住宅を巡回しますが、発着予定時間は掲示等を参照して下さい。

６ 参加費 無料

７ 持参物 昼食（参加者はできるだけ持参して下さい。大学生協購買部でも購入することは可能です）

＊学び支援に参加する場合：各自必要な学習用具（筆記用具やノートなど）、教科書、参考書、問題集、 
その他必要なもの（英語の辞書、数学のコンパスや三角定規、社会科の地図帳、各教科資料集など）

８ 申し込み方法・締め切り 別紙の参加承諾書（参加する子ども一人につき１枚）を記入の上、土曜日

に仮設住宅で実施しているボランティア時に学生に提出するか、下記「問い合わせ先」のメールかFAX
のいずれかの方法でお願いします。お申込みは運営上できるだけ各回とも1週間前までにお願いします。

９ 問い合わせ先 福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 担当：本多

Tel. ： 070 – 5478 – 7881       
【参加承諾書受付】FAX：024 – 548 - 8218 Mail：volunteer@educ.fukushima-u.ac.jp 

＊いずれの日程も学び支援と遊び支援の両方を行います。

＊各回の遊び支援のお楽しみ企画の内容は別途お知らせします。

＊第1～7回までは下記のような流れで活動します。

9：30 受付開始

10：00～11：50 遊び・学び（途中休憩しながら）

11：50～13：00 昼休み

13：00～15：30 遊び・学び（途中休憩しながら）

15：30～15：50 片づけ・感想カード記入・帰り支度

16：00 解散・バスにて送迎

＊第8回は変則的な時間ですが、追ってお知らせします。



「土曜子どもキャンパスin福島大学」 参加承諾書

※参加者は全員、保険の加入が必要となるため、個人情報の記入をお願いします。それ以外の目的で使用すること

はありません。また個人情報の管理には細心の注意をもって対処致します。保険加入料はこちらで負担します。

下記の子どもを、表記の行事に参加させることを承諾します。

ふりがな ②年齢 歳

① 参加する子どもの氏名 男 ・ 女

③生年月日 年 月 日

④通学する学校名 （ 年生）

⑤保護者氏名 印

⑥住所

⑦連絡先（日中、連絡がつく携帯電話とメールアドレス）

Tel.： Mail：

⑧問い合わせ・連絡事項：

⑨参加する日時・送迎バス利用の有無に○をしてください。空欄には質問など連絡用にお使いください。

↓※第1回（4月21日）は、保険加入手続きのため、4月16日（月）までに申込みを行ってください。

第1回 4月21日（土） 参加します 参加しません

送迎バスの利用有無 送迎バスに乗車 保護者等による送迎

↓※第2回（5月12日）は、保険加入手続きのため、5月7日（月）までに申込みを行ってください。

第2回 5月12日（土） 参加します 参加しません

送迎バスの利用有無 送迎バスに乗車 保護者等による送迎

↓※第3回（5月19日）は、保険加入手続きのため、5月12日（土）までに申込みを行ってください。

第3回 5月19日（土） 参加します 参加しません

送迎バスの利用有無 送迎バスに乗車 保護者等による送迎

★申込みは仮設住宅の福島大学の学生ボランティアに提出するか、ファックス（024-548-8218）で本紙を送信する

か、メール（volunteer@educ.fukushima-u.ac.jp）に記入事項全てを転記・送信するか、の方法でお願いします。

◆送迎バスに乗車する場合、

乗車場所に○をつけて下さい。

笹谷東 佐原 しのぶ台

安達運動場

郭内公園 恵向公園


