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11月２０日（日）14：30～　　　　17：00

時間・13：45より

小学生の

みんな

ぜひ来てね

入場無料！

事前申込の

先着順だよ！

開催
日時

会場 受付愛知教育大学 場所・AUEスクエア

小学生あつまれ！
AUE
スク
エア
に

キッ
チン
カー
も

   来
るよ
！

あつまれ！
子ども
キャンパス



一つのプログラムをじっくり体験！
愛教ちゃんコース

A電動車いすサッカーを
　　　体験してみよう！

定員１０名　 ※身長120cm以上の方対象

電動車椅子に乗る練習をした後、サッカー
ボールを蹴ってみます。電動車椅子サッ
カーは、運動が苦手な子も得意な子も同
じように楽しめるスポーツです。ぜひ体
験しに来てください！

Bプログラミングで遊ぼう学ぼう
ロボットが働く未来の劇をつくろう！

定員2０名　　　　　　　 ※高学年対象

人型ロボット Pepper を使って、遊びなが
ら学びます。ロボットが人と共に働く未来
を想像しながら、ロボットとコミュニケー
ションする劇を考え、コンピュータでロ
ボットの動きをプログラミングしましょう。

Aikyo

Cプログラミングで遊ぼう学ぼう
ロボットでお絵かきをしよう！

定員12名　　　　　　　 ※高学年向け

プログラミングロボット Root™  を使って、
遊びながら学びます。プログラミングでロ
ボットに命令することで、大きな紙に自分
の好きな図柄を描きましょう。1 人に 1 台
ずつタブレットとロボットを貸し出します。

D切って繋げるバンブーロード
　　　　　　＠附属高校

定員15名　　　　　　  ※高学年向け

高校と大学を繋げる「バンブーロード（竹
の道）」を切り拓いてみよう！竹林内で実
際に竹を切ったり、切り倒した竹を竹炭
にするために、薪のように竹を同じサイ
ズにカットしたりします。

E愛教の馬に会いに行こう！

定員2０名

馬術部でお世話している可愛い馬たちと
ふれあったり、乗馬体験をしたりすること
ができます。きっと驚きの連続となります
よ。是非馬たちに会いに来てください！

Fフィルムで体験
　　　　　「ココロを保存」

定員15名

本物のフィルムカメラを使って写真を撮
ることができます！撮った写真はプリン
トして持ち帰ることもできます！スマホ
とは一味ちがった写真で、思い出を記念
に残してみませんか？

G大学生とミニ運動会！

定員2０名　　　　　　  ※高学年向け

運動の秋ということで、チームを作りい
ろいろな人と関わりながら運動会にちな
んだ種目を行います。大学生と一緒に、
楽しみながら体を動かしましょう！　　

Hひとりでできるもん！
　　　　Cooking編

定員3名　　　　　　 ※高学年対象

コロナ下の状況をふまえ、簡単にできる
焼き菓子を作ります。最近流行している
「味変」体験も行います。

I

定員13名　　　　　　※高学年対象

2グループに分かれ、手縫いだけででき
るもの、ミシンを使ってできるもので、
生活に直結するグッズを布で製作します。

J K

定員1０名

もし災害がおきたらどうしよう？災害が
おきる前に、いっしょに減災について考
えましょう。晴れの日は防災かまどと竹
を使ってご飯を炊きます。雨が降った場
合は非常食を食べてみましょう。

Lアンアンあんこ！～オリジナルどら焼きに挑戦～

定員30名（１５組）　※親子ペアでの募集

岡崎市で大正時代から 100 年を超える歴史
ある和菓子屋「小野玉川堂」の 4 代目店主
小野悟さんから、季節にちなんだ日本の和
菓子文化を学んだあと、トッピングを工夫し
てオリジナルどら焼きをつくって食べます。

竹でご飯が炊けるかな？

ひとりでできるもん！
　　　　Sewing編

高校生と遊ぼう！笑顔！元気！
　　　わくわくスポーツ教室

定員10０名

附属高校の高校生たちと一緒にスポーツをし
ましょう。みんなでボッチャを行い、その後ス
ポーツ教室またはサッカー（未経験・低学年・
高学年別）に分かれて活動します。体を動か
して高校生と元気よく笑顔になりましょう。



二つのプログラムをよくばり体験！
エディコース

M

イリュージョン、トランプ、コミカル
なトークマジックなどマジックの全て
が詰まった盛りだくさんの内容で子ど
もから大人まで楽しめます！観て楽し
むだけではなく、頭を使って学ぶ体験
型マジックもあります。【定員 50名】
※P・Q・R・Sコース共通プログラム

カブトムシの幼虫って、どんなところにい
るかな？どんなすがたをしているかな？み
んなで探してみよう！【定員 10名】

N未経験者大歓迎！低学年
　AUEサッカースクール

リズムにのって楽しく
　　　体を動かそう！

プロコーチによるサッカースクールを開
催します。サッカーの経験が無くてもサッ
カーの魅力を感じ楽しんでいただけま
す！〈協力：サッカークラブ豊田AFC〉

リズムにのりながら楽しくダンスをしま
す。ダンスといっても難しいものではな
く誰でも楽しく動けます。最後は全国入
賞経験もあるダンス部が作品を披露しま
す。楽しく体を動かしたい人はぜひご参
加ください！

定員３０名　　　　　 ※低学年対象 定員15名　　　　　 ※低学年対象定員３０名　　　　　 ※高学年対象
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わくわく！不思議(ふしぎ)な科学実験教室(かがくじっけんきょうしつ)
竹チップでカブトムシを育てよう！～冬の幼虫探し～

竹のおもちゃをつくろう！

不思議な実験ショーをぜひご覧あれ！普段の
生活や学校の授業では、なかなか体験するこ
との出来ない不思議でおもしろい実験をいくつ
か用意し、皆さんに披露したいと思います！わ
くわくする実験をぜひ楽しんでください！
【定員20名】

竹を使って何作る？たけうま、水鉄砲、竹弓、
竹ぽっくり…
いろいろなおもちゃを作って遊ぼう！
【定員 10名】

竹でオリジナルランタンを作ります！
自分の好きなように穴をあけてこぼれる光を
楽しみましょう！【定員 10名】

簡単DIY！おしゃれなランタンを作ろう

プロコーチによるサッカースクールを開
催します。サッカーの経験が無くてもサッ
カーの魅力を感じ楽しんでいただけま
す！〈協力：サッカークラブ豊田AFC〉

Oパワーアップ大作戦！
  ~空手で体を動かそう~　

未経験者大歓迎！高学年
　AUEサッカースクール

普段触れる機会の少ない空手を通して楽し
みながら体を動かしましょう！空手道部で
普段行っている基礎練習や組手の練習など
を子供達向けに変化させ、一緒に突きや蹴
りの基礎練習、ミットを使用して組手の練
習を行います。

＆

＆ ＆ ＆

人形劇を見にいこう！

扇を持って舞ってみよう！
　能楽の世界へようこそ！

みなさんは人形劇を見たことはあります
か？かわいらしいお人形が、遊んだり、喋っ
たりしてめいっぱい動きます。ぜひ、この
機会に人形劇を観賞してみましょう！最後
にはお人形とふれあう体験もあるかも…？
(感染症の状況によります )

能楽（のうがく）ってなあに？と気になっ
た、みなさん！ 700 年つづく日本の劇を
体験してみませんか？扇をもって踊った
り、お面をつけてみたりすることができ
ます。参加をお待ちしています！

スペシャルキッズ
　　　　マジックショー
《P・Q・R・Sコース
　　　　共通プログラム》



当日のスケジュール

13:45

14:15
14:30

15:30

15:45

16:45

17:00

受付・移動

移動（※）

プログラム前半開始

プログラム前半終了

プログラム後半開始

プログラム後半終了

AUE スクエアにて解散

移動もしくは休憩

注意事項

予約申込み

左記 QR コードから

お申し込みください。

本学 HP からも申込できます。

https://www.aichi-edu.ac.jp/event/
　2022/11/20.html#010931

締切：11月13日（日）

１つのプログラムもしくは２つのプログラムを組み合わせたコースを19コースご用意しました。

各コースごとに定員が決まっております。

プログラムには保護者も同伴いただけます。一部のプログラムには同伴者必須です。車での来場も可能です。

新型コロナウィルス感染症の蔓延や荒天などで中止となる場合もありますことをご了承ください。

本学の記録・広報活動のため、本イベント中に写真撮影を行いますのでご了承ください。

※参加児童と同伴者が一緒にいる場合、アンケートにお答えいただいた後は現地解散していただけます。

問合せ先
愛知教育大学 企画課 未来共創推進室

Tel:0566-95-3601/3602　Mail:mirai@m.auecc.aichi-edu.ac.jp
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AUEスクエア

〒448-8542

愛知県刈谷市井ケ谷町広沢１
https://www.aichi-edu.ac.jp/

愛知教育大学

公共交通機関で
　●名鉄名古屋本線　知立駅（北口）から
　　名鉄バスで約20分
　●JR東海道線　刈谷駅から名鉄バスで
　　約35分
　●名鉄名古屋本線　富士松駅から名鉄
　　バスで約15分
　●名鉄豊田線　日進駅から名鉄バスで　
　約25分

自家用車で
　●伊勢湾岸自動車道　刈谷スマートI.C
　　から約5分

正門本部棟

講堂

至 西門

～

AUE
スクエア

守衛所
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