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３年ぶりの規制のないゴールデンウイークが終わりました。外出された方、ご自宅でゆっくり休んだ

方、それぞれリフレッシュされたことでしょう。フトゥーロでは引き続き、感染対策を徹底しつつ、指

導を行ってまいります。保護者の方もご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。 
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マンカラというゲームをご存じですか。古

代エジプトの遺跡からその原型となる遊戯が

見つけられているという非常に歴史のあるも

ので、ルールはシンプルですが先読み能力が

必要で、子どもから大人まで楽しめる奥が深

いものです。フトゥーロに来ている子どもの

中にも絶賛熱中中！が何人もいますし、スタ

ッフにも人気で、私もファンの一人です。 

先日、「A先生、マンカラをスマホでやって

いるんですって」と聞きました。私は「え

ー！」と小さな驚き。今やスマホでゲームを

することは日常茶飯事のことですが、「マン

カラをデジタルでやるんだ・・・」というこ

とに対して少し衝撃を受けたのです。なぜか

というと私がこのゲームが好きな大きな理由

の一つは、たくさんの小さなガラスの石を、

長板の木の穴に順番に繰り返し移すという作業

の時に、ガラスのひんやり感、木のすべすべ

感という感触の心地よさを粛々と味わえるか

らなのです。そのことを伝えると、「まずス

マホで大まかなルールや作戦を練習してから

本番でゲーム板でやるんですよ」「なるほ

ど！」。確かに、スマホ上では準備ややり直

しは直ぐ出来るから、短い時間で何度も挑戦

できます。デジタルとアナログのいいとこ取

りをしているわけですね。 

物事を覚えたり、経験として溜めていくとき

には無駄をそぎ取ってシンプルに効率よく情報

を取り入れる方法と視覚、聴覚、触覚、臭覚、

運動感覚などの複数の感覚を使う方法があるで

しょう。懐かしい思い出として心によみがえる

エピソードにはその時の匂いだったり、皮膚感

覚の暖かさだったりすることがありますよね。

デジタルとアナログ両方が体験できる今、適材

適所で上手に使い分けられればより豊かな経験

ができることでしょう。 

デジタルとアナログ 
フトゥーロ 所長 安住 ゆう子  



作業を無理なく、しかも精度高くおこなうに

は、『その時の自分にあったやり方』を選択で

きるかどうかが関わっています。自分にあった

やり方の選択には、「そもそも複数のやり方が

あることを知っている」「自分の実力の程度が

わかっている」「他者のやり方に干渉され過ぎ

ない」「その日の気分や体調を考慮できる」な

どが、関係しています。そこで、 “楽しみつ

つ、自分のうまくいくやり方”を意識する機会

を作れたら…と考えて、おこなったプログラム

「実験ゲーム：大型だるま落とし」をご紹介し

ます。ちなみに、「大型だるま落とし」は、工

作上手なスタッフの手作りで、フトゥーロの中

でも愛着のあるゲーム教材の１つです。お子さ

んが知っている馴染みのあるサイズとは違うの

で、登場させると、「お～っ！…なんだか楽し

そうかも…？？」と反応良しで、つかみは OK

です。ハンマーを当てる場所を「手前」「真ん

中」「奥」の 3 か所、ハンマーを動かす速度を

「ゆっくり」「ちゅうくらい」「早い」と設定

し、いろいろなやり方にチャレンジした上で、

成功する可能性が高いやり方を発見してもらう

ようにしました。自分の順番がまわってきたら、

いざ！コマをパコーンとうってみます。そして、

①成功か失敗か②どのようにコマが動いたか・

落ちたか・ずれたか③ハンマーのコントロール

の感覚などを表に書き込み、記録します。お子

さんたちからは、「手前の時は成功が多いな～」

「自分は、ゆっくりにしたくても、つい早くな

ってコントロール難しいかも…」「もう 1 回や

って確かめてみたい！」といった発見や反応が 

ありました。最終的に、「○○の時には、成功

する可能性が高くなるかもしれない」と一文で

まとめ、互いに発表して、『自分なりのうまく 

いくやり方』をメンバー同士で共有しました。 

何かをうまくやるために試行錯誤することは、

日々、自然になされることだと思いますが、

『実験』と強調することで、「１つのやり方に

固執せず、さまざまなやり方を試すことに抵抗

感が少ない」「成功か失敗かを比較的落ち着い

て受け止め、得られた結果（事実）から考えら

れる」「記録があることで、自分の行動を忘れ

ない」「シンプルな表にまとまっていることで

結果が読み取りやすい」といった良さがあった

ように思います。 

この時は、気分や体調、緊張などの条件は含

めなかったので、次回は、バージョンアップさ

せたプログラムで、お子さんと活動してみたい

です。 
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〜実験ゲームで、自分がうまくできるやり方を探す体験をしよう〜 

                          スタッフ 藤村 愛 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は、「ものつくり大学 建設学科」1年生（現 2

年生）のＡ君に大学生活の話を伺いました。Ａ君は中

学生・高校生グループと続けてフトゥーロに通って

くれていた男子です。普段は大学のある埼玉県で寮生

活、週末や長期休みに横浜の実家に帰ってきます。 

◆ものつくり大学に入った動機や大学生活 

～便利ツールを紹介します！③～ 

常用漢字筆順辞典 

 

アナログゲーム・ボードゲーム紹介① 
～ハリガリ・雲の上のユニコーン／走れペンギンくん・ぴっぐテン（pig10）～ 

 今回は、知らない漢字を検索するためのツ

ールとして、常用漢字筆順辞典をご紹介しま

す。使い方はとても簡単。知らない漢字が出て

きたら、画面に指で直接漢字を書きこめば、漢

字そのものだけでなく、筆順や熟語なども表示

してくれます。完全に正確な形でなくても、似

た形の漢字を高い精度で見つけ出してくれるこ

ともメリットです。 

現在はこうしたアプリも様々な種類のものが開

発され、選択肢が増えました。しかし、種類が

増えた分だけ、どれを使ったらよいか分からな

い、ということもあると思います。実際にお子

さんが使ってみて「便利！」と思えるものが一

番良いと思いますが、まずは定番のこのアプリ

から試してみると良いかもしれません。 

（古畑 僚） 

フトゥーロでよく登場するゲームの一部をご

紹介します。 

1.ハリガリ  山札からカードをめくり、同じ

果物のカードの数が合わせて「５」になる組み

合わせを集めるゲームです。「２個のイチゴ」

と「３個のイチゴ」を他の誰よりも早く見つ

け、ベルを鳴らしてゲット。「２」と「３」、

「１」と「４」、「５」を同じ果物の中から探

すので、遊びながら数の合成分解に親しむこと

ができます。 

2.雲の上のユニコーン／走れペンギンくん す

ごろくと数の操作があるゲームです。サイコロ

も３までの数なので幼児さんから遊べます。特

定のマスに止まると「クリスタル」や「魚」が

貰えますし、具体物なので実際に手を動かし、

数に触れることができます。勝敗受容を目的に

した指導の時には、早くゴールできたけれど

「魚」は少ない、ビリでゴールしたけれど「ク

リ ス タ ル 」 は １ 番 多 く ゲ ッ ト で き た 

等、実際のルールとは少し違った遊び方や声か

けをすることもありました。 

3.ぴっぐテン（pig10） １から１０までのカ

ードを使い、自分の順番でぴったり１０（ピッ

グテン！）を狙う足し算ゲームです。自分の順

番で１０以上になってしまうと、自分の前の順

番の人が場のカードをもらえるので、高学年に

なると特殊カード「±５」や「０（リセッ

ト）」を巧みに使用し「ぴったり１０を目指

す」人と「次の順番の人が１０を超えるように

カードを出す作戦を取る人」と駆け引きをする

姿も何度か見かけました。(稲垣 智子) 



もともと小さいころから工作は大好きでした。

小学校の頃は画用紙を丸めて大きな紙飛行機や

プラレールを作ることに夢中で、ナノブロック

やレゴも大好きでした。 

ＤＩＹに興味があり、ものつくり大学（いか

にも自分に合っていそうな名前の大学）のオー

プンキャンパスに行き、キャンパスの雰囲気や、

先輩や先生方が優しく一発で行きたいなと思い

ました。実際、入ってみると 1 年から実習が多

く、ものを作ることが好きな僕にとってはピッ

タリの大学でした。座学が苦手な僕にとって、

作る、動くことで学べるのは有難いですし、講

義も実習に直結しているので聞く気になります。

教養科目はさほど難しくなく、再テストもある

ので何とかなりそうです。建設学科は 3 クラス

に分かれていて 1 クラス学生は約６０人、担任

は 3 人です。クラス内でさらに実習チームで分

かれ、５～6 人で活動することが多いです。チ

ャットで話したり学食で昼食を取ったりする仲

良の良い友だちもできました。1 年間同じメン

バーなのでチーム内では関係を崩さないように

しています。僕は話すと止まらなくなるタイプ

なのでぐいぐいいかないように気をつけていま

す。インターンシップ制度があり、40日間ほど

希望する現場に行くことができます。僕は最初

は木造建築に興味があったのですが、実習を重

ねるうちにコンクリートが好きになりました。

ビルの土台作りや左官を体験したいと思ってい

ます。 

◆苦戦していること・徐々に克服したこと  

入学直後の履修届が大変でした。履修ガイド

を読みこなせず、単位と資格を取るための履修

を複数の観点で考えなければならず、同時に沢

山の情報を処理するのが苦手な僕はミスを連発

しました。担任の先生に相談すれば良いのです

が、昔から相談に行くことが苦手で・・・。で

も、そんなことも言っていられないですね。

（苦笑） 

徐々にできるようになったことは、時間管理

でしょうか？これはフトゥーロでやった「時間

管理～逆算練習～」が生きているように思いま

す。実習の授業に参加するには作業服に着替え

ることとその実習に必要な工具をそろえて安全

帯に差し込んで実習場所まで行く必要がありま

す。だいたいどのくらいかかるから、何時まで

に何をしておこう、という逆算を活用していま

す。プリント整理は苦手なままですが、課題が

パソコンの「クラスルーム」の中にあるので必

要に応じてプリントアウトすればよく、無くす

ことがなくなりました。重要なことはメールで

配信されるので情報の聞き逃しも減りましたが、

僕は 1 階の掲示板に貼り出される「建築学科情

報」を確認しています。パソコンを開いてスク

ロールして情報を探すより、いつも場所の情報

を見ることの方が僕にとってわかりやすいです。

でも、パソコンも使いますし、情報を得るため

にいろいろな方法があるのは嬉しいです。 

◆もの作りが好きな後輩に向けて一言 

授業がつまらなくても授業中に内職（こそこ

そものを作ること）をせず、家に帰ってじっく

り楽しんだほうが良いものが作れます。中学、

高校になるとやりたいことや好きなことができ

るようになるし、専門的な知識が増え、マニア

ックな話ができる友だちに出会えます。例えば、

●卒業生にインタビュー＜２３＞● 

工作好きが選んだ進路「ものつくり大学」 



「飛行機っていいよね」のレベルの会話から

「ボーイング・・・の・・・＆％＄＃っていい

よね」みたいになってきます。これは楽しいで

す。僕は一斉で話を聞く授業が辛かったです。

勉強は苦手でした。授業中はほぼぼんやりして

いました。聞き取っていないから提出物が何な

のかもわからず、滞り、失敗ばかりでした。学

校も途中で転校することになるなど、親をイラ

つかせていました。でも、1 対１での勉強（親、

塾、YouTube の動画）は僕にとってわかりやす

く、それらを利用して高卒認定を取り、高校も

卒業して大学に進学することができました。今

は大学で自分に合ったやり方で勉強ができてい

ます。将来やりたいことも見えてきました。親

と相談して自分に合った学び方を見つけて頑張

りたいと思います。 

◆お母様の一言 

 同席され、口を挟みたくなるところをぐっと

こらえて聞いて下さいました。「息子の話を聞

きながら今までを振り返る良い機会となりまし

た。息子が自分の苦手を意識し始めていること

がわかり少し安心しました」と感想をお聞かせ

くださいました。 

（インタビュー：三島 節子） 

 

 

 

 

おうちでチャレンジ 

 身体を支える力をつけよう① 
 

近年、TV などのメディアでも、“姿勢の

悪い子供が増えている”と話題になること

が増えています。「良い姿勢で」と注意さ

れても、過剰に力が入って一時的に保ってい

るだけで、すぐに疲れて崩れてしまうこと

が多いです。姿勢を保つということは、無

意識下で脳が筋肉の張り（筋緊張）を調整し

ていることで、ずっと意識して行うことで

はありません。“良い姿勢”を保つことの

難しいお子さんでも、必要な時に少しでも

少ない力で疲れすぎずに保持できるよう身

体づくり、脳づくりをはじめてみません

か？遊びながら親御さんも楽しみながら一

緒に取り組んでみてください。今回は、立

位に向けて足底を育てましょう。 

【お家の中だけでも裸足になろう】 

足の裏には立つときにバランスをとるため

のスイッチが搭載されています。そのスイ

ッチは使わないと衰えていきます。靴下を

はいているだけでも刺激が少なくなり、少

しずつ低下します。 

 

【タオルたぐり】 

①足の裏がしっかりつく椅子に腰を掛けま

す（高い場合は足台などで調整してくださ

い）。②フェイスタオルの上に足をのせ、

足の指だけで手繰り寄せてください。かか

となどを使わないように気をつけてくださ

い。 

※親子で競争してみましょう。慣れてきた

ら、重りになるものをのせてみて、どのく

らいまで引き寄せられるかチャレンジして

も面白いですよ。 

【足指じゃんけん】 

①まずは親子で一緒にグー・チョキ・パー

を練習しましょう。チョキは、通常チョキ

と逆チョキと両方練習しましょう。そうす

るとスムーズに動かしやすくなります。②

できるようになったら、じゃんけん！こど

もがんばれ～！（森安 裕江） 

 

 

 



 

 

   お 知 ら せ  

 

元気いっぱいの小学生グループ。毎回たく

さんのキラリ～ンを感じています。「毎週

の学習が楽しみ！」「6 年生まで来たい

な。」など、話しています。先日、「十日

市場ウオークラリー」をしました。①ペア

で協力して十日市場を探検、②ポイントを

発見、③ダイエーVS ローゼン、の３つの課

題で取り組みました。2人と 3人のグループ

に分かれて出発しました。Aさんは地元で生

活しています。B さんは通学で通る程度で

す。話し合いで、Aさんは、「わかっている

からメモをするね。」と言うと B さんは 

スタッフが見つけた！ 

 ★子どもたちのキラリ〜ン★  

「それがいい。お願いします。」となりまし

た。B さんは地図と写真を持つことになりまし

た。出発すると A さんはポイントを次々と見

つけ B さんに教えてあげ、「ここは○○がお

いしいんだよ。」「この写真はここだよ。」

など、細かく話しかけていました。Bさんはそ

れを聞いて、「なるほどね。そうなんだ！」

「今度、来てみたい。」等と話していまし

た。B さんが来るまで待って話はじめる A さ

ん、いつもより多弁なBさんがいて教室での様

子とチョットだけ違い2人の様子はまさにキラ

リ～ンでした。（川島 廸子） 
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◉ 新年度の書類の提出をお願いします  

 提出書類をまだお手持ちの方、捺印忘れで再提出をお願いしている方は至急提出をお願いします。

「指導についてのお知らせ」の QR コードからの入力もご協力のほどよろしくお願いいたします。 

◉ 夏の単発プログラムのご案内   

 今年もサマースクールとアセスメントパッケージを行います。取り組む内容や検査の種類や時間

割はパンフレットに詳細を掲載しました。パンフレットは担当スタッフからお受け取り下さい。 

❶ 学習サマー（３日間連続）：対象は小学１〜４年生 

8/22(月)〜24(水) 10:00〜12:10 ／費用 25,000 円 ／締め切り 8/2(火) 

❷ スタディスキル＆ソーシャルスキルサマー（３日間連続）：対象は小学１〜３年生 

8/22(月)〜24(水) 10:20〜13:20 ／費用 20,000 円 ／締め切り 8/2(火) 

❸ 学習指導や支援に役立つアセスメントパッケージ（２日間）：対象は小学３年生〜中学３年生 

①７月２6 日（火）27 日（水） ②7 月 27 日（水）28 日（木）③7 月 28 日（木）29 日（金）  

④8 月 2 日（火）3 日(水) ⑤8 月 4 日（木）5 日（金） 

費用 35,000 円(３種の検査費用＋報告書代) ／締め切り 7/27(水) 

http://www.futuro.or.jp/

