
【2005年】 

きらっと☆図書館講座の報告 

  2005 年 12 月 7 日（水）16：15～17：30 図書館で、“きらっと☆図書館講座：きらきらコンサート”☆・・

キーボードとフルートと歌とおはなしと・・☆”を開催しました。 

講座内容は、“音楽と語り”でした。本学非常勤講師の大藪真紀子先生と和田宏一先生、大藪先生のお知合い

の若松裕子先生が、大藪真紀子先生が童謡･詩集・絵本などを題材にして作曲したオリジナル曲「手ぶくろを買

いに」「ばんがれまーち」「ながれぼしきらり」3 曲について、朗読と演奏を行いました。約 200 人の参加者があ

りました。 

 

 

大学祭イベントの報告 

★えほんのひろば 

2005年 10月 23日 10：00～16：30、図書館に「えほんのひろば」を設置しました。 

“児童文化部 えのぐばこ”主催の「絵本のよみきかせ」も行いました。 

1回目：12：30～13：00には、約 50名、2回目：14：30～15：00には、約 35名の参加がありました。地域の

親子連れなど多くの参加がありました。 

 

【2006年】 

きらっと☆図書館講座の報告 

【Part1】  

“きらきらコンサート：七夕編‥七夕ミニオペラ‥”

を、7 月 7 日（金） 16：30～17：00 に、4 号館 411

教室で開催しました。本学非常勤講師の大藪真紀子先

生と和田宏一先生、大藪先生のお知り合いの先生方 4

名によるバイオリン、フルート、オーボエの演奏や、

専攻科の粕井拓矢さんも加わった「日本昔ばなし」『た

なばた』を題材にしたミニオペラの上演も行われまし

た。一般の方を含め約 90 名の方々の参加がありまし

た。アンコールが 2 回わきおこるほど、会場は大盛況

で、七夕の夕べ、音楽と語りの素敵な世界に浸ること

ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【Part2】  

“きらきらコンサート：クリスマス編” を 2006 年 12 月 20 日(水) に 411 音楽教室で開催しました。 

今回は、本学の非常勤講師である大藪先生、和田先生、宮田先生、大西先生、本間先生が、「日本昔ばなし」か

ら冬の不思議なお話『ぐっしょりぬれたざぶとん』を題材にしたミニオペラと、素敵なクリスマスソング、ハン

ドベル演奏を行い、楽しいクリスマスを過ごしました。  

 

 

大学祭イベントの報告

★企画展示『奈良を愉しむ ～正倉院展に行ってみま

せんか？～』 

★正倉院展「招待券」が 3名に当たる！『ジャンケン

大会』 

★専攻科有志による『絵本のよみきかせ』 

★卒業生 『古田さんの手作りカレンダーの展示』 

『絵本のよみきかせ』では、子どもたちが畳の上でく

つろぎながら、絵本や紙芝居を楽しみました。  

 

【2007年】 

きらっと☆図書館講座の報告 

  本学非常勤講師大藪真紀子先生と和田宏一先生と学生有志で結成された“きらきら音楽隊”が、昼休みに図

書館において講座を開催しました。幼児教育科・生活福祉専攻、専攻科などの実習先でも役立つレクリエーシ

ョン情報満載の講座で、来年度も継続開催予定です。“きらきら音楽隊”も含め、Part1 には 40 名、Part2 は

60 名の参加がありました。Part2 開催時は夏休み期間の開催ということもあり、地域の子どもたちの参加も多

くありました。 

 

 

 

  

 

★★ Part 1 ★★ 

2007 年 5 月 16 日（水）12：35～12：55  

★★ Part 2 ★★ 

2007 年 7 月 25 日（水）12：35～12：55 



大学祭イベントの報告 

★きらきらよい子の遊び講座 大学祭編 

10 月 20 日（土）10 月 20 日（土）13：30～14：30

に、“きらきら よい子の遊び講座 大学祭編 1 時間

拡大バージョン「よい子のリトミック体験講座」”を

図書館で開催しました。 

2007きらきら音楽隊の有志と本学非常勤講師大

薮先生と和田宏一先生が、秋らしい曲に合わせて、

本学卒業生平石真代さんの作品（紙芝居）「なかよし

ピクニック！」を使って来場者とともに楽しいリト

ミック体験を行いました。 地域の親子連れなど約

60名の参加がありました。

 

★企画展示 

  『奈良を愉しむ 2007 ～正倉院展に行ってみませんか？～』  

★本学学生 有志による『絵本の読み聞かせ』 

  10 月 20 日（土）15：00～16：00 

  10 月 21 日（日）13：00～16：00 

絵本のよみきかせでは、子どもたちが畳の上でくつろぎながら、 

 絵本や紙芝居を楽しみました。 

★企画展示『奈良を愉しむ ～正倉院展に行ってみませんか？～』 

 

【2008年】 

きらっと☆ 図書館講座・・きらきら よい子の遊び講座・・ の報告 

【Part1】 

2008 年 5 月 14 日（水）12:35～12:55 図書館で、“きらっと☆図書館講座 ☆･･きらきら よい子の遊び講 

座･･☆2008 Part1“を開催しました。 

第 1 回目は、本学非常勤講師の石田伸子先生と、本学教授の和田公子先生が、実習に向けてのお役立ち情報満

載の遊びに関する講座を行いました。 

もうすぐ 6 月から実習に向かう学生に向けて、今回のプログラムは、“実習に向けてのワンポイントアドバイ

ス”でした。 ハンカチやタオルなど身近な素材を使った、子供も大人も楽しめる遊び講座には、約 20 名の参加

がありました。楽しい遊びの世界に引き込まれ、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 

アンケートでは、  "もっと見たい！楽しかった！"   "実習を楽しく頑張ろうと思います！"など、たくさんの声が

よせられました。 

 

 

 



【Part2】 

2008 年 5 月 22 日（木）12：35～15：55 図書館で、“きらっと☆図書館講座 ☆･･きらきらよい子の遊び講

座･･☆2008 Part2”を開催しました。今回は、本学非常勤講師の中西信之先生が講座を行いました。 

福祉 1 回生の学生さんも参加しました。 

  今回のプログラムは、“楽しい集団ゲーム！”でした。福祉 1 回生の学生さんも含め、約 40 名の参加が集ま

りました。  会場内で選出された“シャーロックホームズ”と“怪盗ルパン”。ルパンが誰だか知らされていない、

シャーロックホームズが、会場内のみなさんに助けられながらルパンを探す‥という楽しいゲームでした。 

会場は、笑いでいっぱいになりました。初対面のお隣さんとも、笑いあい、仲良くなれました。 

  アンケートでは、“中西先生の話術はさずが…”“いっぱい笑えて楽しかった”など、たくさんの声がよせられ

ました。 

 

 

【Part3】 

2008 年 5 月 28 日（水）12：35～15：55 図書館で、“きらっと☆図書館講座 ☆･･きらきら よい子の遊び講

座･･☆2008 Part3”を開催しました。 

 第 3 回目は、きらきら音楽隊 2008 メンバーと本学非常勤講師大藪真紀子先生、和田宏一先生が、遊びに関す

る講座を行いました。 

 

今回のプログラムは、下記のとおりです。 

    "線路は続くよどこまでも（手遊び）" 

    "森のくまさん（手話つき）" ！ 

    "世界に一つだけの花（手話つき）" ！ 

    "あめふり くまのこ（パネルシアター）" ！ 

 

会場には、約 50 名の参加者がありました。 

きらきら音楽隊と一緒に、会場のみなさんも手遊び、手話を楽しみました。 

「あめふりくまのこ」の曲にあわせて可愛らしいパネルシアターも演じました。 



アンケートでは、“すごく楽しかった！”“手話、もっと知りたいと思った！”“学生達の意欲がみられ、楽し

ませることができることをとてもうれしく思いました！（教員）”などの声がよせられました。 

 

【Part4】 

 2008 年 11 月 6 日（木）12：35～12：55 図書館で、“きらっと☆図書館講座☆‥きらきらよい子の遊ぶ講座‥

☆2008Part4”を開催しました。 

第 4回目は、本学非常勤講師の石田伸子先生と、本学教授の和田公子先生が、実習に向けてのお役立ち情報満

載の遊びに関する講座を行いました。 

11 月半ばから実習に向かう学生に向けて、今回のプログラムは、“実習に向けてのワンポイントアドバイス”

でした。2008 年 5 月にも開催された大人気の講座の第 2 弾です。手品や、トイレットペーパーや紙皿など身近

な素材を使った遊びの紹介がありました。子どもも大人も楽しめる講座には、約 15 名の参加者がありました。 

“子どもに対しての話し方、遊び方の勉強になった”“幼児教育科専攻ではないけれど…身近な素材を使った

子どもへの遊び方がとても新鮮だった。従姉妹と遊ぶときなど、既製のブロックなどのおもちゃで遊ぶことが多

いけれど、自分で身近なものでつくったおもちゃでも遊んでみようと思います‥”などの声がよせられました。 

  

  

 【Part5】 

2008 年 12 月 15 日（月）12：35～12：55 図書館で、"きらっと☆図書館講座☆‥きらきらよい子の遊び講 

座･･☆2008 part5☆を開催しました。 

 第 5 回目は、本学准教授森田婦美子先生が指導されている総合演習授業 「ヨーガ講座」を履修している学生

さん達が考案した“幼児のためのヨーガポーズ”の発表がありました。 

図書館にヨガマットを一面に敷き詰めて、「花のポーズ」、「ネコのポーズ」「飛行機のポーズ」などなど、楽し

いヨーガポーズでリフレッシュできました。 

 



     

 

大学祭イベントの報告 

★きらきら よい子の遊び講座･･大学祭編 Part 1：☆真紀子大藪 with きらきら音楽隊☆ 

  2008 年 10 月 18 日（土）13：00～13：30 図書館で、“きらっと☆図書館講座 ☆･･きらきら よい子の遊び

講座･･大学祭編 Part 1 ☆真紀子大藪 with きらきら音楽隊☆”を開催しました。 

  

   本学非常勤講師 大藪真紀子先生と 2008 きらきら音楽隊のメンバーが、ハンドベル演奏 をしました。 

今回のプログラムは、♪～宮崎 駿メドレー～♪です。 

会場の皆さんにハンドベルの体験もしていただき、一緒に「きらきら星」の演奏もしました。  

会場には、ハンドベルの美しい音色がひろがりました 。 

  



一般の方も含め、約 60 名の参加がありました。地域の子ども達など多くの参加もありました。 

 アンケートでは、“大人が見ていてもとても楽しかったです！”“やさしいベルの音色はいやされます。‥色々な

ところで、たくさんの人にこの音色をきかせてあげてください”“とても勉強になりました”などたくさんの声

がよせられました。  

 

★きらきら よい子の遊び講座･･大学祭編 Part 2：☆みんな集まれ！よい子の広場！遊び編 ☆ 

2008 年 10 月 18 日（土）13：30～14：30 図書館で 、“きらっと☆図書館講座 ☆･･きらきら よい子の遊び

講座･･大学祭編 Part 2☆みんな集まれ！よい子の広場！遊び編☆”を開催しました。 

 きらきら音楽隊のメンバーでもあり、講座でいつもパネルシアターをしてくれる 2 回生の榎本浩くんが、今

回も大活躍です。今回は、「きゃべつとあおむし」「ポン太の自動販売機」「月夜のダンス」「トイレ」などのパネ

ルシアターを演じました。 

榎本くんのゆかいな仲間たち…1 回生の中嶋真理子さんもエプロンシアターや手遊び、“野菜が食べられるよう

になる体操”を、2 回生の佐護真央くんは、ビブラフォン演奏しました。 

一般の方も含め、約 30 名の参加がありました。引き続き、親子連れの参加も多くありました。 

  

つぎつぎと繰り広げられる多彩なプログラムを子ども達は、くいいるように見ていました。  

アンケートでは、“すごく勉強になりました”“大人が見ていてもとても楽しかったです！”など たくさんの声

がよせられました。  

 

        

    

 ★きらきら よい子の遊び講座･･大学祭編 Part 3：☆みんな集まれ！ よい子の広場！ 音楽編☆ 

2008 年 10 月 19 日（日）14：00～15：00 図書館で、“きらっと☆図書館講座 ☆･･きらきら よい子の遊び

講座･･大学祭編 Part 3☆みんな集まれ！よい子の広場！音楽編☆”を開催しました。 

  本学 2 回生の佐護真央くん、奥川健一くん、足立佳祐くんが、ビブラフォン、グロッケンシュピールの器楽

演奏を行いました。 

 プログラムは、下記のとおりでした。 

♪♪ <器楽演奏> 「勇気 100％」 「上を向いて歩こう」 

   <器楽演奏+手話付き> 「上を向いて歩こう」 ♪♪  

ビブラフォン、グロッケンシュピールの美しい音色が、館内にひろがりました。 

会場の皆さんと一緒に手話をしながら、「上を向いて歩こう」も歌いました。 

一般の方も含め、約 30 名近くの参加があり、昨日に引き続き、地域の親子連れなど多くの参加がありました。 



  

 

★えほんのひろば  

 2008 年 10 月 18 日（土）15：00～16：00  

 2008 年 10 月 19 日（日）13：00～14：00  15：00～16：00 

図書館に“えほんのひろば”を設置しました。 

本学学生、卒業生が読み聞かせをしました。たたみコーナーは大人気で、会場は、家族連れらでにぎわいました。

多くの方々の参加がありました。どうもありがとうございました。 

 

 

★古本市 

2008 年 10 月 18 日（土）10：00～16：00、10 月 19 日（日）10：00～15：00 に、古本市を開催しました。

1 冊 100 円（一部資料に関しては、別料金）で約 200 冊の利用があり、希望のあった奈良市内の小学校、地域の

保育園には、資料を寄贈しました。 


