2017 年度

修了式の報告

日時：2018 年 2 月 24 日（土曜日）16：00～16：30／場所：横浜市技能文化会館 ホール
卒業生は 17 名、修了生は、5 年生 23 名、4 年生 23 名です。
皆勤賞は、30 名です。
出席した“学生”は、全部で 48 人、4 年生 16 人、5 年生 19 人、6 年生 13 人でした。

卒業おめでとう！

修了式 次第
１．卒業証書の授与
２．修了証書の授与
３．皆勤賞の表彰
４．来賓のあいさつ

皆勤賞、
おめでとう！

５．子ども大学よこはまからのあいさつ
６．来年度の授業について
・記念撮影
☆1 年間、よく学びました！
来賓あいさつとして、発起人でもある慶應義塾大学文学部の安藤寿康（あんどうじゅこう）先生から、
子どもたちにあたたかいメッセージを頂だいいたしました。ありがとうございました。
また、授業をしてくださった先生方、ご後援・ご協力いただいた横浜市教育委員会、横浜市立大学、公
益財団法人よこはまユース、NPO 法人子ども・宇宙・未来の会、および物品の貸し出しなどご支援いた
だいた各方面の皆さま厚く感謝申し上げます。

【今年度の授業後についてのアンケート】
＜学生の回答から＞
46 名の学生（４年生 16 名、５年生 17 名、６年生 13 名）がアンケートを提出してくれました。
1.

今年の５回の授業で楽しかった授業は？（複数回答）
今年の授業の中から楽しかった授業を聞いたところ、46 名中 39 名の学生が４回目の「子ども落語
会」が圧倒的な高さで選ばれました。
また、６名の学生は全ての講義が楽しかったとしています。

2.

子ども大学よこはまの授業を受けた感想（抜粋）

４
年
生

５
年
生

・いままで知らなかった世界の事などが楽しく、分かり易く知れて良かった。来年も機会があれ
ば、また、行きたいです。
・今年は難しかったから、また、今度参加したい。
・学校の授業で習っていないことが分かったので良かったです。
・全部分かり易かったし、また、来年もやりたい。
・自分の知らないことが幅広く知れ、とても楽しかった。そして、その発見を友達に言ったりな
どの知識が増えて良かった。
・意味が分からない講義もあったけど、分かり易い講義もあって良かった。
・来年もやるので、これからもよろしくお願いします。
・いろんな先生から色々なことを教えてもらえて、いろんなことに興味を持つことが出来ました。
・普段受けられないような授業を受けることが出来て面白かった。また授業を受けたいと思った。
・とても知識が増えて、とても良かったので、来年もまた、やりたいです。
・授業を受けて、今まで分からなかったり、不思議に思った事が、たくさん分かりました。
・色々なことを先生達が詳しく教えてくれたので、とても良く分かり、楽しかったです。
・いろんなジャンルが学べるので、あまり興味がなかったものも興味が湧いてきたので、楽しか
った。
・二年間ありがとうございました。とても楽しい子ども大学になりました。来年もよろしくお願
いします。
・色々な先生からのお話を聞いて、世界が広がりました。ありがとうございました。

・一年間、たくさんの事を知ることが出来ました！！
・いつも、知らないことを知れるので、ものすごい良かった。
・普通では会えない先生の話などが聴けて良かったと思います。
・僕が全然知らない事を詳しく学ぶことが出来たし、貴重な体験ができて良かったです。
・今まで考えたことのない事や興味のない事がたくさんあったけれど、話を聞いたおかげで知識
が広がった。
６
・５年生の時は研究生だったので、限られた授業しか出席できなかったが、学生となった６年生
年
では、５年生より、もっと学べたと思う。
生
・学校じゃ習わないことばっかで楽しかった。
・普段教わることのできないことがたくさん聞けたり、学べることができて、とても良かった。
・分かり易かったから、面白い。
・とても色々な授業があり、楽しかったです。ありがとうございました。
・自分では進んで調べない事も、子ども大学で学び、興味を持つことができたので良かったなと
思いました。

＜保護者の回答から＞
32 名（出席学生数の 65.％）の保護者がアンケートを提出してくださいました。
1.

「子ども大学よこはま」に入学してお子様の考え方や興味の持ち方が変わりましたか？
全体の 71.9％（23 名：４年生 10 名、５年生７名、６年生６名）が変わったと回答しています。
＊変わったと思う点＊（抜粋）

・考古学に興味を持つようになった。
・家でもテレビを観ていたりしながら、大学で学んだことを話したりしていました。
４ ・教科書や覚えることだけではなく、学ぶこと、興味を持つことに様々であることを知ったようで
年
す。好きなことをする前に、まず、勉強することの大事さも分かってきています。
生 ・自分が興味を持っている事だけでなく、授業をきっかけに、何かを調べるようになりました。
・しっかりとノートに書いて記録するところ。
・第３回の授業でお話下さった「深海」の内容を覚えていたためか、学校で「うなぎのなぞ」につ
いて学習した際に深海への興味がより強くなったと思う。
・分からないことは調べてみようという意識が芽生えたこと。
・落語を生で聞くことがありませんでしたが、とても楽しかったようで、他の話にも興味を持ち始
５
めました。
年 ・新聞で関心を持った記事は切り取って、ノートに貼り、自分なりの感想を書くようになりまし
生
た。また、図書館で借りる本のテーマがとても広がりました。
・物事の見方や意識が多面化してきたと感じる。
・色々な事に興味、関心を持つようになったと思います。
・人の話を聞いて、考えることができるようになった。
・生命について少し興味を持ったようです。昨年の留学生の話や本日のアフリカの話を聞くことで
６
外国の異文化に興味を示しました。
年 ・ニュースや話題の中で、気になった事柄を調べたりする姿勢がでてきた。
生 ・自分の知らない世界を色々知ることができて、視野が広がったと思う。いろんな専門の方に会う
ことができる貴重な機会でした。
＊変わらなかったと思う、もしくは、無回答の保護者の意見＊
・今、何かが大きく変わってはいないと思いますが、確実にこれからの考え方、生き方に影響してくると
思っています。
２．2017 年度の授業を受けた感想（抜粋）
・子どもには、まだ、少し難しいかな、理解できているかなと思うこともありますが、興味、関心の種蒔
きが子どもの中に確実にされていると思っています。どの種が芽吹くかは、今はまだ分かりませんが、
その成長を楽しみに見守っていきたいです。（4 年生）
・様々なテーマで授業をしていただけて、親子共々興味を持ったことが増え、勉強することが楽しくなり
ました。「子ども大学よこはま」に入学でき幸せでした。（5 年生）
・普段の生活では、まずお会いできない先生方のお話がたくさん聴くことができました。なんでもインタ
ーネットやメディアなどで簡単に情報が手に入ってしまう中、自ら足を運び、生の声を聴き、その場の
空気を感じ得た情報や知識はかけがえのないものだと思います。
（5 年生）
・テーマが幅広くて、逆に興味、関心だけでは触れることがなかったかもしれない話が聴けて良かったで
す。ロボット、落語など、
「本物を体験できる」機会も良かったです。（6 年生）
・世界には色々な分野の仕事があり、それを身近に感じることができ、知ることのキッカケをいただけた
と思っています。
（6 年生）

【来年度の予定】最新情報は HP にてお知らせいたします。（2 月 24 日現在）※正式手続きは新年度
来年度も年間 5 回の授業を行います。そのほかに、特別授業（申し込みは別）を行うことがあります。
回
入学式
第1回

日程
テーマ・先生
平成 30 年 6 月 24 日（日） 「なぜ、昆虫が好きになったのか（仮）」
14:00～16:30
講師：養老孟司（ようろうたけし）先生（東京大学名誉教授）
「なぜ、子どものお医者さんになったのか（仮）
」
講師：榊原洋一（さかきはらよういち）先生
（お茶の水女子大学名誉教授、小児科医、
チャイルドリサーチネット（CRN）所長）
第 2 回 平成 30 年 7 月 28 日（土） 「宇宙の始まり・ビックバン（仮）
」
14：00～16：00
講師：平林久（ひらばやしひさし）先生（JAXA 名誉教授）
第 3 回 平成 30 年 9 月 8 日（土） 「南極にいる不思議な生き物（仮）
」
14:00～16:00
講師：鈴木忠（すずきただし）先生
（慶應義塾大学医学部生物学教室准教授）
第 4 回 平成 30 年 11 月 10 日
（土） 「宇宙飛行士の訓練とロシアの宇宙開発（仮）」
14:00～16:00
講師：菊地涼子（きくちりょうこ）先生
（ロシア宇宙飛行士、元 TBS 宇宙特派員・記者）
第 5 回 平成 31 年 2 月 23 日（土） 検討中
14:00～16:30
＜修了式＞
※講師等都合により日程・会場等は変更になることがあります。

☆特別授業
学生を対象に、希望者が申し込みます。
テーマ：「未来のまちをつくろう！ 環境にやさしいまちづくり」
講 師：吉田 郁夫 先生（清水建設次世代リサーチセンター）
日 時：2018 年 8 月 4 日（土）午後
定 員：30 名
くわしい内容、申し込み方法、参加費などは後日おしらせします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【保護者の皆様へ】
1 年間、おせわになりました。至らないところは多々あったかと思いますが、
皆様のご協力のおかげで無事、3 年目を終えることができました。
ありがとうございました。
スタッフミーティングから
修了式の準備をしていたとき、今年度の皆勤賞候補が 30 名を超えていることにスタッフ一同びっくり。
同時にとてもうれしい気待ちになりました。
子ども大学よこはまは、開校から丸３年になります。子ども大学に通えるのは４～６年生まで、最長３
年間なので、これで一回転したことになります。当初、ほんとうに子どもたちが集まってくれるか不安
でした。毎回、準備であたふたしておりますが、いろんな方々のご尽力があって続けてこれました。
またスタッフも、仕事や家族、地域の仕事など抱えながらがんばってきました。ちょっと大変なことが
あっても、子どもたちの学んでいるときのいきいきした顔を見ていると元気になります。

学生の皆さん、子ども大学よこはまに来てくれてありがとう！

「子ども大学よこはま」企画・運営
特定非営利活動法人子ども大学よこはま 〒226-0027 横浜市緑区長津田 1-22-2-38
電話 090-3903-6875 EMAIL inform@kodomodaigaku-yokohama.com
http://www.kodomodaigaku-yokohama.com/
https://www.facebook.com/kodomodaigakuyokohama

