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川田先生にスポーツ心理学を学ぶ

九月二十日（土）
、東京国際大学第二
運動神経はコーディネーション能力
キャンパスで東京未来大学・川田裕次郎
ともいい、それは「定位能力」
「交換能
教授の「スポーツ心理学～こころとから
力」
「連結能力」
「識別能力」
「リズム能
だの不思議な関係～」という授業があり
力」
「バランス能力」の七つでできてい
ました。参加者は学生一〇三名。内わけ
るそうです。
体を実際に動かすこともしました。ま
は四年生三四名、五年生二七名、六年生
四二名。保護者四二名、
兄弟六名でした。 ず、定位能力をはかってみました。ビニ
一時間目は「運動神経って何？」とい
ールテープを床にはって、手を前に出し
うことについて考えました。そこでまず、 て足ぶみをすると、いつのまにか、ずれ
運動神経がいい人の特ちょうを学生が
ていました。このような運動をしたりし
考えて発表しました。
「足が速い」
「身の
て、いろんな能力をはかりました。
（大和日菜記者＝星野学園小５年）
こなしがいい」などが出ました。
いろんな運動ができる子ども時代
二時間目は、大人対子どもで、どちら
が早く上手になるか、ということで、大
人と子どもがマリオネットという運動
をしました。結果は子どもの方が早くで
きるようになりました。これは、一度で
きたら、
ずっとできる
「学習の成立」
が、
子どもの方が早かったということだそ
うです。
この時期を
「ゴールデンエイジ」
といって、いろいろな運動ができる時期
だそうです。

２０

からだとこころの不思議な関係

２０１４年１０月１８日発行 （１）

子ども大学学生新聞（第１７号）

最後に、どうしたら運動がうまくな
☆学生の授業感想
るか、ということで、体前屈テストと
◇藤小６年・大宮絢奈さん
相性のいいスクワットをしました。
ス
Ｑ 今日の授業はどこが楽しかったで
クワットをすると、
こ関節から曲げる
すか。
ことを覚えるので、
相性がいいのだそ
Ａ スクワットをすると体がやわらか
うです。これを「正の移転」といい、
くなったような気がすることなど
その逆を
「負の移転」
というそうです。
を、体を動かして学んだことです。
（浅野璃子記者＝杉下小６年）
（深見美空記者＝福原小５年）
☆川田先生インタビュー
◇寺尾小５年・都野守真乃さん
Ｑ 今日の授業はどうでしたか。
運動に興味をもっ
てほしかっ
た
Ａ 楽しかった。
Ｑ このテーマを選んだ理由は何で
Ｑ どんなところですか。
すか。
Ａ 体を使って、かんたんな動きをした
Ａ 今、体力の低下が問題になってい
ことです。
るので、運動に興味をもってほし
（河野友里記者＝寺尾小５年）
いと思ったからです。
☆記者の授業感想
Ｑ 大学で何を教えているのですか。
Ａ 今は先生の養成をしています。小
小島未来記者＝福原小６年
学校や幼稚園などでの教え方を教
運動神経が七つの能力で出来ている
えています。
ことと、その一つの能力がなくなると、
Ｑ 子どものころ、好きだった教科は
全部の能力のバランスがくずれてしま
何ですか。
うことが分かりました。運動神経は九歳
Ａ ないなぁ。好きだったのは魚つり
から十二歳くらいに良く発達するそう
かな。
なので、今のうちに体力をつけておいた
Ｑ 最近気になったことは何ですか。
方が良いと思いました。
Ａ 全米オープンで準優勝した錦織圭
◇土田莉子記者＝山田小５年
選手です。理由は新しいスポーツ
私が一番印象に残ったのは、となりの
の歴史をつくったからです。
人とジャンケンをして、勝ったら手をに
Ｑ 子ども大学の学生に一言、おねが
ぎり、負けたら逃げるゲームです。最初
いします。
はかんたんだったけど、次にそれをぎゃ
Ａ こういうところで勉強できるのは、 くにやったら、すごくむずかしかったで
とても良いことなので、大きくな
す。とても楽しいじゅぎょうでした。
ったら子ども大学の講師になって
◇
浅
野玲子記者＝杉下小６年
ください。
私は今運動神経が伸びるじきという
（十重田妃菜記者＝福原小６年、
山口
ことを初めて知りました。なので、自分
航記者＝中央小６年）
にぴったりの運動を探してみたいと思
いました。

２０１４年１０月１８日発行 （２）
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九月十三日土曜日、
川越第一小学校体育館
で、富士通株式会社の
畠山義彦氏による「パ
ソコンを分解して学ぶ
環境教育」という特別
授業がありました。出
席者は四年生一〇人、
五年生五人、六年生三
一人の合計四六人。保
護者二五人、中学生三
人、兄弟五人でした。
一時間目は、地球温
暖化の話から始まりま
した。地球温暖化とは、
二酸化炭素ガスが増え
て、地球が温かくなっ
てきていることです。
二酸化炭素ガスが増え
ている原因は、ビルや
家などの建築で、木が
少なくなってきたこと、
もう一つは、車、機械が発達
して、排気ガスの成分である二酸化炭素
ガスが増えていることです。
次に、
限られた資源について教えてく
ださいました。まず先生が、前に用意さ
れた消しゴム、スナック菓子のふくろ、

パソコンを分解して３Ｒを学ぶ

石油は 54 年後になくなる

服の中で、どれが石油で出来ているか、
みんなに質問しました。正解は、みんな
石油で出来ています。
次に、資源のこかつについてです。石
油は、このまま使うと五四年後になくな
ります。天然ガスは六四年後、石炭は一
一二年後、ウランは九三年後になくなり
ます。
次に、先生は、前のテーブルから赤い
ハンカチを取り出し、そのハンカチを、
ちょうネクタイにかえ、
「３Ｒ」と書か
れた黒い帽子をかぶりました。そして、
白いハンカチを出して、マジックでステ
ッキに変えました。そして「３Ｒおじさ
ん」のかっこうになりました。
３Ｒというのは「リデュース」
「リユ
ース」
「リサイクル」のことです。
「リデュース」は、ごみを減らしましょ
うということです。レジぶくろは一年に
三〇〇億枚も使われていて、それを積み
上げると、その高さはスペースシャトル
の高度五〇〇キロメートルと同じです。
また、レジぶくろ一枚に使われている石
油は一八ミリリットルです。
「リユース」は、くり返し使おうとい
うことです。
「リサイクル」は、再び資
源として利用することで、ごみを分別す
ることが大事ということを学びました。
（佐野寛太記者＝高階小６年）

パソコンの部品を取り出す
二時間目の授業では、
一二班に分かれ
て、実際にパソコンを分解しました。は
じめにハードカバーをはずしたあと、Ｄ
ＶＤユニット、ドライブケース、ハード
ディスクなどを、ねじ回しなどを使って
分解していきました。
パソコンの部品は、いらなくなると、

それぞれリサイクルされます。例えば、
キーボードやファンは、うちわなどにな
ります。また、ハードデスクはアルミニ
ウムになり、プリント板から金がとれた
りします。
このリサイクルとは、
３Ｒの中の一つ
で、一つ目がリデュース（ごみを減らす）
、
二つ目がリユース（くり返し使う）
、そ
して三つ目がリサイクル（形を変えて再
利用）です。
この三つには大切な順番があり、
リデ
ュース、リユース、リサイクルは、エネ
ルギーを使わない順にならんでいて、
「リデュー
スを目指し
ましょう」
と先生はお
っしゃって
いました。
最後に分
解した部品
を元にもど
してパソコ
ンを組み立
てました。
（浅野璃子
記者＝杉下
小６年）

☆畠山先生にインタビュー
趣味のマジックを使っ
た

Ｑ なぜこのテーマにしたのですか。
Ａ 地球の環境問題には、地球温暖化や
生物多様性、資源のこかつという３
つの柱がります。そのうちの資源に
ついて、資源を大事にすれば、くり

かえし使えるということを、みんな
に伝えたかった。
Ｑ なぜ３Ｒおじさんに変身したので
すか。
Ａ マジックが趣味で、それを使って、
みんなに楽しく環境問題を伝えた
かったからです。
Ｑ 子どものころの夢はなんでしたか。
Ａ 天文学者です。未知の世界を研究し
たかったからです。
（川村弘希記者＝中央小６年、
深見美
空記者＝福原小５年）

☆記者の感想

◇太田優貴記者＝大塚小４年
分解してみて、パソコンは石油や金ぞ
くなどのいろいろな資源からできてい
るんだなと思いました。これからも資源
がなくならないように、３Ｒや省エネを
していきたいと思います。
◇浅野玲子記者＝杉下小６年
ふだんはできないパソコンの分解が
できてよかったです。私は今回、３Ｒと
いう言葉を学びました。私はこれから、
この３Ｒでできることはしょうと思い
ました。
◇山口航記者＝中央小６年
３Ｒが大事という話でしたが、ぼくは
燃料が無くなると２Ｒになると聞いて
おどろきました。理由は、リデュース、
リユースは燃料を使いませんが、リサイ
クルの時は物を分解するために燃料を
使うからです。そして燃料は六〇年ほど
で無くなってしまいます。そうするとリ
サイクルはできなくなります。ぼくは燃
料資源が無くならないために努力した
いと思いました。

