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NPO 子ども大学だざいふ・ふくおか

学生募集要項

授業料
無料！

「子ども大学」とは
児童（p

ピ ュ ー ピ ル

upil）が学生（s
ス チ ュ ー デ ン ト

tudent）となって
大学の教室で各界の専門家から

大学生レベルの授業を受けるというプロジェクト。FacebookNPO子ども大学だざいふ・ふくおか
●名誉学長／楠田大蔵　●学長／久保千春　　
●総長／大西 良　　　  ●理事長／吉澤みか
URL：https://www.facebook.com/groups/1186951935005275/

●後援／太宰府市、太宰府市教育委員会 ●共催：まぜこぜむら ●協力／SDGs子ども大学運動実行委員会 ●助成：公益財団法人福岡文化財団

子ども大学だざいふ・ふくおか

CUDサポーター募集
子ども大学だざいふ・ふくおか（CUD）で
は、「子ども大学」を子どもたちにとって実り
あるものとし、且つ授業料を無料にするため
に、多くの皆様にご支援をよびかけています。
ご支援の方法は、①ご協賛金　②ボランティア
の２つです。
①につきましては、広くご協賛金を受けつけ
ていますので、ご協力をお願いします。
　既にご協賛をいただきました個人様・企業
様には、この場を借りて心から感謝の意を
表します。
②につきましては、授業当日の運営をはじ
め、チラシの配布や申込受付などの作業を
お手伝い頂きたいと存じます。
①②ともに、サポーターになっていただいた
方には、金額・回数に応じて、年間１〜３
回までの「CUD授業聴講券」をご提供い
たします。

「CUDサポーター」のお申し込みは、下の申
込書にご記入いただき、FAXでお送りいただく
か、スマホなどで撮影したものを、eメールに
て送信してくださいますようお願い申し上げま
す。CUDより協賛金のお振込先やボランティ
アの詳細をお送り致します。

CUD サポーター応募申込用紙

フリガナ 年齢 性別 ○をつけてください ○をつけてください

氏名 男 ・ 女 ご協賛　ボランティア　両方 個人　団体

フリガナ

住所　〒

電話番号　　　　　（　　　　）　　　　　 　　（※日中、連絡が取れる番号）　　E-mail

応募動機

（キュッド）

子ども大学だざいふ・ふく
おかはボランティアで運営
されています。ぜひサポー
ターにご登録ください。
写真は、CUKuのボランティアの１コマです。

イラスト：黒田征太郎

お問い合わせ



子どもたちの知性というのは、10歳前後か
ら急速に発達すると考えられています。この年
齢の子どもたちは、頻繁に「なぜ？」「どうし
て？」という質問を発します。なかには、人生
や自然や社会現象などあらゆることで、本質に
迫る鋭い疑問も少なくありません。ところが、
そうした疑問に対し、大人は適切に答えられな
いことが多くあります。そこで必要となるのが、
その道の専門家による解説です。「子ども大学」
は、大学教授や専門家が、豊富な専門知識によ
り、きちんと解説するというプロジェクトです。

世界の「子ども大学」の由来と
「子ども大学だざいふ・ふくおか（CUD）」

「子ども大学」の意義
●第一線で活躍するCUKuの主な講師予定者（五十音順）

「子ども大学」というプロジェクトが世界で
はじめて誕生したのはドイツのチュービンゲン
大学で、2002年のことでした。ドイツでは、
誕生以来、子どもたちの間で人気となり、短期
間に国じゅうに広まりました。その後、ヨー
ロッパ各都市に100校近くが開校され、日本で
も2008年12月に埼玉県川越市に誕生。その
後、埼玉県に50以上、その他の関東地方や、
愛知県、和歌山県に誕生しました。

2019年には、東京初の子ども大学として
「子ども大学くにたち（CUKu）」が誕生。そし
て九州初の子ども大学が、今回発足する「子ど
も大学だざいふ・ふくおか（CUD）」です。

名前（五十音順／敬称略） 所属／経歴
アーサー・ビナード 詩人・翻訳家
縣 秀彦 天文学者／国立天文台天文情報センター・国際普及室（IAU・OAO 室）室長
安部義孝 アクアマリンふくしま館長
池上 彰 ジャーナリスト
内田勝久 元パラリンピック日本代表
内田 樹 神戸女学院大学文学部総合文化学科教授
江副悟史 日本ろう者劇団代表
海老名香葉子 随筆家
大熊廣明 筑波大学名誉教授
大芝 亮 国際政治学者／元一橋大学副学長
川島隆太 東北大学加齢医学研究所所長／ニンテンドー DS「脳トレ」開発者
神原雅之 京都女子大学教授／元国立音楽大学教授（副学長）
きむらゆういち 絵本作家
黒田征太郎 イラストレーター
小宮輝之　 上野動物園元園長
紺野美沙子 国連開発計画（UNDP）親善大使
佐藤理恵 北京オリンピック女子ソフトボール金メダリスト
鈴木伸一 杉並アニメーションミュージアム館長
高橋秀雄 児童文学者
田尻由貴子 慈恵病院元看護部長　（赤ちゃんポスト）に携わる
ちばてつや 漫画家
常光 徹 民俗学者／国立歴史民俗博物館名誉教授
中満 泉 国連軍縮担当事務次長
橋本淳司 水ジャーナリスト／アクアコミュニケーター／アクアスフィア代表
パックンマックン タレント
服部幸應 料理研究家
林家木久扇 落語家
保坂直紀 サイエンス・ライター／気象予報士／東京大学教授
松居 友 児童文学者／ミンダナオ子ども図書館 創設者・エグゼクティブディレクター
最上一平 児童文学者
矢島 稔 昆虫学者／上野動物園水族館元館長／ NHK ラジオ「夏休み子ども科学電話相談」回答者
柳田邦男 ノンフィクション作家
渡邉 優 前・在キューバ特命全権大使

２本柱の教育方針

「SDGs」 は「Sustainable Development Goals
（持続可能な開発目標）」の略称で、読み方は「エス・
ディー・ジー・エス」ではなく、「エス・ディー・ジー
ズ」です。「Gs」は、Goal（目標）の頭文字のGに複
数をあらわす「s」をつけたもの。SDGsのゴールは、
下に示す17個です。これらは、2015年9月に国連で
193の加盟国のすべてが賛成して採択された、全人

CUDのもうひとつの柱は、キャリア教育です。
「キャリア教育」とは、「仕事とは何か？」「自分に

あった職業は？」などといったことについて、しっか
り考えようという教育のことです。CUDはみんなに、
大学生レベルの授業から、仕事観・職業観を身につけ
ていってもらいたいと願っています。そのための方法
が、アクティブ・ラーニングです。
「アクティブ・ラーニング」とは、今、学校で盛ん

にいわれている「自主的・対話的・より深い学習」の
ことです。

CUDではまさに、自主的に集まってきたみんなが、
学校では触れることができない第一線で活躍する専門
家の人たちと対話をしながら（対話的）、より深い学
びをしていきます。＊ 次のページにその例があります。

類の目標です。2016年から2030年の15年間で達成
することが決まりました。

CUDでは、人類が達成しなければならないとされ
たSDGsの17個の目標を強く意識し、17個の目標の
１つずつを毎回の授業のテーマとしてカリキュラムを
作成します。現在、学校教育では、SDGsの普及が遅
れていますが、みんながSDGsを理解し実践しなけれ
ばならない時代がもうすぐやってきます。

CUDでは、それに先んじて授業をおこないます。

①SDGsを基軸にしたカリキュラム

②アクティブ・ラーニングによるキャリア教育

（　　　　　　　）２本柱とは、「SDGs」と「アクティブ・ラー
ニングによるキャリア教育」のこと。

2019年11月、子ども大学くにたち（CUKu）のプレ開校での１コマ。
講師は女子ソフトボール金メダリスト（2008年北京）の佐藤理恵さん。

2019年12月、CUKuのプレ開校での２回目のようす。講師は
料理研究家の服部幸應さん。※CUKuから講師の応援もいただける予定です。

2019年12月、子ども大学くにたち
（CUku）のプレ開校の１コマ。講師は、
ノンフィクション作家の柳田邦男さん。

＊新型コロナウイルス感染予防に関する対策を十分に行った上で実施します。 32



●食べ物とかほかの国から輸入している物があるか
ら、それでけんかが起こるんじゃないかな。

それでどうしてけんかになるのかな。日本は世界
じゅうからたくさんの食べ物を輸入しているよね。で
も戦争になってないよ。
●もっと安くしてくれとか、うちの物ももっと買って
くれとか、いろいろ。

どこかの国のことについていっているみたいだね。
ところで、みんなは、「経済戦争」という言葉を

知っているかな。実際に殺しあいをする戦争じゃなく
て、よその国から物を安く輸入しようとか、よその国
に対して「もっと安くしろよ」とかいいあっているう
ちにトラブルが起きて、関係が悪くなったりする状態
を「経済戦争」というよ。でも、いろんな国といろん
なつきあい方をしていて、経済戦争が起こり、はげし
くなると、本当の戦争になる危険性があるよね。

それでは、どうして国どうしの対立が起きるのか、
みんなの意見をきいてみたいな。はい、きみ。
●欲と欲とのぶつかりあいだと思います。

その場合の欲って、なにかな？
●お金とか領土とか。
●食料のうばいあい。

ところで、きみは兄弟いる？　兄弟で食べ物のうば
いあいをやっていないかな？　
●おかしとか、しょっちゅうやってます。

みんな、いろんな物をうばいあってるよね。大人
は、食料のうばいあいで戦争する。でも、なんでうば
いあいをしかけるのかな。
●自分が強いと思っているから。

強いから、ほかの国をやっつけることができる、と
思う国があるっていうこと？
●燃料のうばいあい。

その場合の燃料って、なにかな？
●ガソリンとか。

ガソリンはなにからつくられるか知ってる？
●石油。

そうだね。石油のうばいあいだよね。　

続きをご覧になりたい方はCUDまでお問い合わせください。

池上彰先生が「子ども大学かわごえ」で
おこなった実際の授業の冒頭部分を紹介し
ます。

現在も世界では、戦争がなかなかなくならないです
ね。ぼくたちの日本も、昔から何度も戦争してきまし
た。とくに第二次世界大戦では、日本は中国大陸や東
南アジアで戦争して、何百万人もの人が亡くなったり、
けがをしたりしました。

その戦争が終わったあと、日本は、ここまで平和に
すごし、経済も発展しました。でも、これからずっと
平和であるかどうかはわかりませんよ。

なぜ、戦争が起きてしまうのでしょうか。戦争をなく
すためには、どうしたらいいのでしょうか。みんな、ど
う思いますか。わたしが一方的に話をすることはしませ
んよ。みんなの意見をきいて考えていきましょう。

さあ、それぞれ考えたことを発言してくれるかな。ま
ず、きみ！
●土地を広げたりしたいからだと思います。

どうして土地を広げたくなるの？
●自分の住む場所が広がって便利になるから。

なるほど。人が住んでいない島をほしがっている国
もあるよね。その島をめぐって、けんかも起きたりし
てるね。
●ちがう国のところまで土地を広げれば、その国の物
や知識が手に入るからではないでしょうか。

自分の土地をちがう国にまで広げれば、その国のい
ろいろな物や知識が手に入る？　でも、そんなことし
ていいの？　いいわけないね。
●よその国の領土に入ったりその国の海で魚とか石油
を勝手にとったりして、もめごとが起きて、戦争が起
きてしまいます。
●戦争が起きるのは、工業を発展させたくて、賠償金
をもらって、どんどん工場を建てたいから。

きみは、どこかの国のことをいっているのかな。戦
争をしかけて戦争に勝って、賠償金をとって、それで
工業を発展させようというわけだ。でも、戦争をした
結果、その工業が壊滅状態になったらどうしようね。

授業の例
北京オリンピックの女子ソフトボール金メダ
リスト、佐藤理恵先生が「子ども大学くにた
ち」でおこなった授業の一部を紹介します。

北京オリンピックでは、日本が世界一になったんで
すが、その際、わたしたちチームが一番大事にしてい
たことについてお話しますね。それは、目標設定。目
標は、とうぜん金メダル。そして金メダルを取るため
には、どうしなければならないかをチームメートでと
ことん話しあいました。この話しあいも、わたしたち
は大事にしました。

いちばんの課題は、強力なライバル、アメリカ。ア
メリカの選手は、みんな身長が高くて体格がいいこと
にくらべて、日本人は小柄です。アメリカを相手にし
て、どうやって戦うのかを徹底的に話しあいました。

体格の差を補うために、パワー（体力）やスピード
をつけなきゃいけない。そのために筋力をあげたり、
筋肉を増やしたりするためのウェイトトレーニングを
おこないました。

つぎに「技」。アメリカのチームには、ホームラン
バッターがたくさんいるでしょ。そこで、わたしたち
はつぎのようなことを話しあいました。
・送りバントをして細かく点数をかせぐ。
・ピッチャーを打ちくずすために、どんな投げ方をす

るのかを映像を見て研究する。

・「心」の大切さを確認。「心」とは、チームワークの
こと。
さいわい、わたしたちチームメイトは、みんな仲良

しでした。おたがいをおもいやる気持ちが強くて、世
界一のチームワークだったとおもいます。だから、結
果、金メダルが獲得できたんです。

日本代表が、チームワークのために「これだけは
しっかりやっておこう」と決めていたことがありま
す。それは、次のようなことです。
①あいさつ・返事・身だしなみ
②時間厳守
③全日本選手として自覚と責任をもって行動する
④グランド内では全力プレー
⑤マイナスな発言をしない
⑥その場で実践
⑦For the Team（チームのためにできることをしっ

かりやる）
⑧目配り・気配り・心配り

みんなのなかで、少しむずかしそうなことがあると
無理だな、と思ってしまう人、いるよね。だけど、そ
こで「できる！」と思うことがたいせつだよ。日本代
表も日頃の生活からポジティブな発言をするように
チームで心がけていました。みんなも今日から実践し
てみようね。

続きをご覧になりたい方は、CUDまでお問い合わせください。

金メダルをとるためには？

なぜ、戦争が起こるのか？

チームワークを育てる

授業の例

佐藤先生は、まずボールの投げ方やソフトボールの競技につい
て実践をまじえて解説して、次に金メダルをとるためにしてき
たことを教えてくれました。

佐藤先生は、日本代表の写真をスライドに映して見せてくれま
した。それは、チームが一丸となって世界一になるという気持
ちをあらわしている姿だといいます。
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黒田征太郎先生による題字とロゴ
子ども大学だざいふ・ふくおか（CUD）の題字と

ロゴ・キャラクターは、世界的にも著名なイラスト
レーター・黒田征太郎先生が無償でかいてくださいま
した。黒田先生は「子どもたち・ちびっこたちの人生
を生き地獄にするのは、大人としてかっこ悪いとぼく
は思うんです」と語り、「ぼくは、子ども大学のプロ
ジェクトにはできることをなんでもする」と言ってく
ださいました。

「SDGs子ども大学運動」とは？
これまで日本には60校以上の「子ども大学」が生まれ

ました。神奈川県鎌倉市には、著名な脳科学者の養老
孟司先 生 が 学長をしている「 子ども大学かまくら

（CUKm）」もあります。でも、SDGsをカリキュラムの
基軸にしたものは、CUKuがはじめてです。

このため、2019年開校のCUKuの創設は各方面から注
目され、同じような「子ども大学」が各地にできようとして
います。

そこで、CUKuが中心になってはじめたのが、「SDGs
子ども大学運動」です。これは、国連広報センターや国

連開発計画（UNDP）も応援してくれています。子ども
大学だざいふ・ふくおか（CUD）は、この運動の元で開
校する第１校目です。

なお、CUKuの校歌を作詞してくださった片岡輝先生
も、また、作曲してくださった加藤登紀子さんも、ま
た、曲を子ども用にアレンジして手話の振り付けもして
くださったミュージカルアカデミードリームさんも、全
国で歌ってもらえるように著作権を放棄してくださり、
この度、子ども大学だざいふ・ふくおか（CUD）でも使
わせていただけることになりました。

校歌にこめた想い
右は、CUDの校歌です。これは、「子ども大学くに

たち（CUKu）」の学長・片岡輝先生が作詞されまし
た。片岡先生は『グリーングリーン』『とんでったバ
ナナ』などの作詞でも知られる、東京家政大学の元学
長です。作曲は、「100万本のバラ」「知床旅情」な
どで知られるシンガーソングライター、加藤登紀子さ
んが手がけました。

歌詞の中の「令和の里の　ふくおかの大学」に注目
してください。CUDがあるのは、福岡県太宰府市。
新元号「令和」ゆかりの土地として注目を集めていま
すが、古くから文化の中心地のひとつでした。歌詞に
は、そうした「令和の里」で学ぶ子どもたちが、新し
い時代で活躍していってほしいという想いがこめられ
ています。＊

「子ども大学だざいふ・ふくおか」
知りたがり屋で　あきらめ知らず
なんでもありの　可能性無限
不思議を見つけ　その謎にせまる
定理　法則　発明　発見
令和の里の　ふくおかの大学　
子ども大学

つぶらな瞳　まっすぐ強い
視線の先に　森羅万象
未知の世界に　切り込み挑む
アイデア　冒険　探索　討論
勉強じゃなく　創造の大学
子ども大学

頭の体操　イメージ遊び
化学のピンポン　哲学マラソン　
自由な感性　花咲く心
勇気　信頼　愛情　希望　
争いじゃなく　平和を守る大学
子ども大学

作詞：片岡輝　
作曲：加藤登紀子

募学 集生 要 項
■開校日：2021年３月から2022年３月の間、全３回開催。　
■時　間：１日２コマないし３コマ授業
■会　場：福岡女子短期大学、太宰府市、福岡県内の大学
■講　師：第一線で活躍する専門家
 ※日程・講師等の詳細は、公式フェイスブックをごらんください。

■対象者：福岡県内で通学する小学4・5・6年生とその保護者
 ※原則、子どもと保護者でご応募頂きますが、子どもと保護者の席は別になります。
 　別席が難しい場合には、ご相談くださいませ。

■定員数：150組（先着順）
■授業料：無料
 ※但し、使用料がかかる会場の場合には、徴収することもあります。
 　また、実費費用（教材費・光熱費・保険料…）を申し受けます。

2020年10月17日（土）のプレ開校は福
岡女子短期大学でおこなわれました。各分
野の第一線で活躍する３人の先生が授業を
してくださいました。

●山本太郎先生
　長崎大学熱帯医学研究所教授

●アーサー・ビナード先生
　児童文学者・詩人

●吉澤一成先生
　九州大学先端物質科学研究所教授

子ども大学だざいふ・ふくおかの授業例

＊もともとCUKuの校歌として完成したこの曲は、青い文字の部分が、「国立じゃなく　くにたちの大学」という歌詞でした。この歌詞に込められているのは、子ども大学とは、

「国がつくる（国立）のではない」ということ。いいかえれば、「みんなでつくる」という想いなのです。この想いは、子ども大学だざいふ・ふくおか（CUD）もまったく同じです。

CUDの会場のひとつ、福岡女子短期大学。

（キュッド）

授業料
無料！

（キュッド）
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