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12/08/15 

2012KaSpI「宇宙ふれあいサマーキャンプ inHOTANI（穂谷）」まとめ 

 

場所：枚方野外活動センター 

時間：７月２８日（土）１0時３０分 ~ ２９日（日）１５時３０分 

 

参加者 

参加者総数：９２名（５８名、２７名、その他７名を含む） 

参加者数：５８名 

大人：２７名、子供：３１名（枚方市：大人：１５名、子供：１８名） 

スタッフ等数：２７名 

ボランテイア：１５名（KSSN2名、府大関係3名、和歌山大1名、帝塚山学院大5名、

マスターズ：3名、北大阪商工会：1名） 

YAC：２名 

JSF：１名 

京大：１名 

東大：１名 

KASPI：７名 

その他：宇宙メダカ研究会関西支部：７名 

 

プログラム：別紙 

 

アンケート結果 

１ 講義実習に関しても、非常に良い・良いが多く、ロボットアーム作り、星空観望、GPS

宝探しは９０％以上の良い評価となっている。 

（講義実習内容の評価） 
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２ 次回の参加意向も、日程があえばも含め参加するは、圧倒的。 

 

 

３ 参加者の所在地、キャンプの案内取得法 

 

 

４ BBQ や交流について 

 
 

５ 自由意見 

・	 小学生・中学生は圧倒的に「楽しかった」。 

・	 保護者は、テントが暑かったが、全般に良い勉強になり、親も子も楽しめた 

・	 ボランテイアスタッフは大変で疲れたが、良かった 

など、その他の要望等については､次回に向けて改善を行う。
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アンケート：サマーキャンプ感想｛自由意見｝ 

（小学生・中学生） 

いろいろ宇宙のことを知れてよかった 

ありがとう 

楽しかった 

ご飯おいしかったし、宇宙の勉強になったよ 

お肉美味しかった、友達と一杯遊べてうれしかった 

疲れた、楽しかった、★がきれい 

テントの中が熱くてなかなか寝れなかった 

楽しかった 

文香リーダーと友達になれたから楽しかった 

天体望遠鏡がとても楽しかった 

宝さがしで２位をとれて良かったです。でも、1位をとりたかった 

話がよくわからなかったけど楽しかった 

楽しかった 

ＧＰＳの宝探しが楽しかったし、工作も楽しかった 

宝探しや天体望遠鏡など楽しかった 

難しいこともあったけど楽しかった 

全体的にすごく楽しかった。少しむずかしかたけど色々な事を知れた。 

キャンプに行って良かった。知らないことが沢山知れた 

楽しかった 

楽しかった 

また来たい 

テントが大きくてよかった、望遠鏡がみれてよかった 

楽しかった 

ＧＰＳ宝探しが一番よかった 

自然と触れ合えた。工作も面白かった 

ものすごく楽しくて次回の参加したい 

宝探しが楽しかった 

めだかのことに夢中で楽しかった 

知らない人とも友達になれ良かった、自然も一杯で良かった。 

すごく楽しかった 

 

｛保護者｝ 

暑かったのでもう少し季候の良いときが良かったです、ＢＢＱは量が多かった。ウインナーは小さ

い方がよかった 

子供が宇宙や星に興味を持つきっかけになればと思い参加しましたが、親も楽しむ事ができました、

初めての参加で不安もありましたが、来て良かったです 

土星が見れて感動した、テントは暑くて寝れなかった 

内容は良いのですが、設備的なもので、次回の参加を考えてしまいます 

初めて参加させていただきましたが、親子も楽しめました。宝探し他、坂道が辛かったです。おふ

ろのにゆっくり入りかったです。食事美味しかった、スタッフの皆様ありがとうございます。 

子供が宇宙を身近に感じることができこんな機会はあまりなく本当に良かった。お肉が美味しかっ
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た、みんなと仲良くなれた。 

小定さん、小島さんの話し方、スピードゆっくりでとてもわかりやすかったです。運営のメリハリ

があってもよいと思います。ボランテイアスタッフの人たちには、事前の説明をしていた方がいい

と思います。 

スタッフの事前の打ち合わせをされていると、良かったと思います。 

宇宙の興味のある話を聞けたのが良かった。もっと深い話が聞けたらと思いますが、子供も沢山い

るので､このレベルの話でちょうどよいのかなと思いました。 

もっと土星をみたい 

天体望遠鏡による月面の観察がすごくきれいでよかった。夏なので仕方がないが暑かった。 

内容はとても良かった、テントの場所が遠すぎてかなりしんどかった。土星が見えて感動した 

初めての参加でしたが、講演の内容も知らないことが沢山で興味深く、実習も子供と共々非常に楽

しく参加できました、盛りだくさんで大満足です 

ロケットについても説明もして欲しいです 

遅刻してしまい、大変ご迷惑をおかけしました、個人では体験できない事を沢山させていただきあ

りがとうございました 

星空観望が非常に良かった（望遠鏡、本田先生の話） 

山の中のキャンプ場で移動が大変でした。でも、良い経験が出来て良かったです。 

テントの中が暑かったが、すずしくなって良かった 

思ったよりハードでした、でもとても楽しかったです。スタッフの皆さんありがとうございました。 

初参加ですが、非常に充実し、かつ楽しいイベントでした 

子供達が楽しんでくれて良かった 

とても暑かったですが楽しかったです 

シャワーをする時間と回数を増やして欲しい。とても勉強に楽しかったです、ありがとう 

サマーキャンプにこどもと楽しく過ごせて、ありがとうございます 

①	 高原地域でもないので、テントの暑さには参った、②初日、集合時間、あと 1時間後で良いの

では、かなりまった、スタッフ同時にする必要はないのでは、③天体観測の機会は普段はなか

なかないのでありがたい。更なる充実も検討いただくといいです、④全体的に事前連絡等やや

不備が多い、バス停から始まる案内もまったくない状態 

 

（ボランテイアなど） 

突然のボランテイアの誘いだったのですが、とても楽しく参加できました、次回の日程があえば参

加したいと思います 

暑くて大変だったが親子愛が見れてよかった、明日、仕事が一番こたえるけど 

暑かったため、GPS 宝探しが疲れた 

親子での参加が可能なのが良かったとおもいます 

親子での参加するキャンプはとても良い機会だとおもいます 

とても楽しかったのが一番の感想です。また、こどもたちも可愛い、そして天体の勉強も出来る。

とても良い経験になりました。来年は私もしくは後輩が参加します。 

ゴミ箱がどこにあるのかわからなかった。楽しかったのでまた参加したい。 

色々な経験ができて良かった、ぜひ、また来たいとおもいます 

とても疲れましたが、楽しかったです。次回もテストがかぶらなければ参加したいと考えています。 

非常に楽しかった 

楽しかったです、ありがとうございます。 

来て良かった、子供たちと一緒に楽しめたし、スタッフ方々も親切でとてもやり安かった 
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子定さんはじめ子供も大人も楽しめるように工夫されていて感動しました、天体観望と GPS 実習

が盛り上がっていました 

このようなイベントに興味をもって参加する小や親にとっても期待ができると思いました、またネ

ットワークから離れて少し不便な生活をすると日常のありがたみを感じることができるので貴重

な体験になると思いました。参加者の反応を教えていただけるとありがたいです。 

①もっとボランテイアに「学生」を、OBが参加し現役生が参加しないのはいかがなものか、②子

供は楽しい、相変わらず。③打ち合わせが不十分、後に成ってから不都合、予想外のことが起こる 

もう少し進行の段取りと参加者への配慮に気を遣うべきだと思った 

まだまだ改善の余地あり（主催者） 

｛別紙｝ 

宇宙ふれあいサマーキャンプ：プログラム 

  

v1.0 

 

KaSpI & YAC 主催 

   開始時

間 内容 講師など   場所 

  ７月２８日（土）：第１日目       

10:00 
受付開始 

    

メインホール

玄関 

10:30 開校式・オリエンテーリング   KaSpI 研修室（２階） 

  

野外活動センターの施設利用の方法な

ど   

センタ

ー   

  

11:00 
講演Ⅰ： 

稲田さん 司会 研修室（２階） 

  一緒に火星に行こう！  小定さん YAC 〃 

12:00 昼食：各自お弁当など持参 各自   〃 

  

12:45 
講演Ⅱ＆実習Ⅰ：  

    研修室（２階） 

  「宇宙の生活」について 小定さん YAC 〃 

  ロボットアーム工作と簡単なゲーム  小島さん YAC 〃 

15:30 講演Ⅲ：     研修室（２階） 

  「宇宙メダカ飛行士の話」 井尻さん 東大 〃 

15:50 
宿泊グループごとにテントに移動 

ボランテイアリー

ダー   

第３キャンプ

場 

16:00 
みんなで作り食べる野外バーベキュー 

ボランテイアリー

ダー   第３炊事場 

  準備から片付けまで 全員で   〃 

18:30 自由時間       

  

シャワーは１６時から２１時まで（各自

自由に） 
各自 

  

メインホール

内 

19:25 実習Ⅱ 吉川さん 司会 ステラホール 

  天体望遠鏡による星空観望 本田さん 京大 〃 

  講演と映画（曇りまたは雨の場合） 寺門さん JSF 〃 
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21:00 
テント村で宿泊    

    

第３キャンプ

場 

  ７月２９日（日）：第２日目       

6:00 起床 

ボランテイアリー

ダー   

第３キャンプ

場 

6:30 ラジオ体操 全員で   みどりの広場 

7:00 朝食：パンと牛乳またはジュース 全員で   第３炊事場 

7:50 

キャンプ場テントから荷物をもって移

動 

ボランテイアリー

ダー   メインホール 

8:00 実習Ⅲ：グループ活動 小定さん YAC 研修室（２階） 

  
野外活動センターGPS 宝探し 

小島さん YAC 

野外センター

内 

11:30 昼食（カレーライスなど）                           全員で   食堂（１階） 

12:40 実習Ⅳ＆講演Ⅳ： 小定さん YAC 研修室（２階） 

  

GPS による自然散策の足跡トレースと

講演 小島さん YAC 〃 

14:40 なんでも質問タイム 吉川さん 司会 研修室（２階） 

  回答者 寺門さん JSF 〃 

15:10 修了式 畚野さん KaSpI 研修室（２階） 

  

（宇宙メダカの子孫を希望者に配布し

ます）     〃 

15:30 解散       

開始時

間 内容 講師など   場所 

 


