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小学生の毎年恒例の夏休みの自由研究、
大変ですよね？

休日を堪能しながら、お子様の自由研究が完成した
ら素敵ではありませんか？

2

題材選びなど



今回スポットを当てるのは…

自由研究

です。

お子様の
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＋

親御さんの休日



結構、大変ですよね。

・準備に時間がかかる。

・ギリギリに「やっていないこと」を告げてくる。

・やるからには手を抜けなくなって疲れる。

・お子様がサボりはじめる。

・具体的な成果を出さなければならない。

・どういう題材を選べばいいのか分からない。
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アンケート調査

夏休みの自由研究、本当は1人でやってほしい親が6割 | リ
セマム
https://resemom.jp/article/2017/07/13/39210.html
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子どもの夏休みの自由研究、主に誰とやったか？（2016年）

約7割

親御さんとやるという方が

母 57.1％
父 15.0％
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アンケート調査

夏休みの自由研究、親にとって負担を感じるか？

約7割
負担に感じるという方が

とても負担に感じる
24.0％

やや負担に感じる
44.9%



フリーマーケットアプリやオークションサイトに読書感
想文や自由研究の作品といった「宿題」が多く出品され
問題となった。
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この問題を受け、文部科学省が対応の検討を要請。
結果、これらアプリやサイトを運営するメルカリと楽天、
ヤフーの3社は学校に提出する宿題を想定した完成品の出
品を禁止した。
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そこで提案！
近場で旅行（マイクロツーリズム）

をしながら、お子様の自由研究を完成させる

プラン！
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子ども➡自由研究
夏の思い出作りに

親 ➡親コース

多摩地域で！！！



今回は！
お子様のご興味に合わせて選べる

3コースをご用意！
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一律で当日の夜は、ホテルに宿泊！

夏休みのご家族
の思い出にも！



自由研究コース紹介

コース① モノ作りコース

コース② 自然観察コース

コース③ スポーツコース
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コース① モノ作りコース
専門家（先生）監修のプログラム

自分好みのソーラーカーを作り、レースで楽しもう！

前半 ・ソーラーカーの知識、仕組みをしろう。

・ソーラーカーを作成しよう。

後半 ・実際にソーラーカーを走らせよう！

（様々な場所で）
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詳細情報

いつ？ 夏休み期間中

どこで？ 多摩大学内

誰と？ 大学生（大学院生）

何を？ オリジナルソーラーカー

どのように？ ・ソーラーカーキットを使い、ソーラーカーを作成。

・色を塗ったり旗を立てるなどして、自分好みに仕上げ
る。

・実際に様々な場所で走らせ、違いを観察。
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モノ作りコース 特徴

・提出物として、実際に作ったモノを出すことが出来
る。

・太陽光を使うため、エコな取り組み。

・先生を（大学生、院生）にすればコストを抑えられ
る。

・モノ作りの楽しさを知れる。

・世界に一つだけ、自分好みのソーラーカーを作れる。

・他の人の宣伝になる。（翌年以降の） 15



コース② 自然観察コース
専門家（先生）監修のプログラム

専門家がいるからこそ出来る観察を！

普段何気なく見ている植物を観察しよう！

前半 ・桜ヶ丘公園その一帯にある植物を学ぼう。（多摩川）

後半 ・実際に観察しに行こう！
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詳細情報

いつ？ 夏休み期間中

どこで？ 桜ヶ丘公園（多摩川）

誰と？ 専門家

何を？ 桜ヶ丘公園の植物（多摩川）

どのように？ ・観察シートを使い、気になる植物を観察。

・先生に気になる植物について聞く。

・気になった植物をカメラで撮る。
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自然観察コース 特徴

・公園（多摩川）を使うため、材料費があまりかからない。

・その場の植物を観察するため、アクシデントが起こり

にくい。

・多摩地域の生態系を知ることが出来る。

・普段何気なく見ている植物から、気づきを得られる。

・食べられる野草が見つかる可能性も！

・他の人の宣伝になる。（翌年以降の）
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コース③ スポーツコース

専門家（先生）監修のプログラム

足が速くなりたい！運動会で活躍したい！そんなお子様に最適！

前半 ・まず自分の走り方で計測。

・走り方や練習方法を学ぶ。（お手本の走りを見て学ぶ。）

後半 ・前半を踏まえて、再度計測。

（参加人数によってリレー対決も！）
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詳細情報

いつ？ 夏休み期間中

どこで？ 多摩市立 陸上競技場

誰と？ 走り方教室？大学生？

何を？ 足を速くする方法

どのように？ ・走り方や練習方法から、速く走る方法を知る。

・走っている姿をビデオで撮り、学ぶ前と後で

どのような違いがあるか知る。

・研究シートに学びを記入。
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スポーツコース 特徴

・自由研究後も役立つ。（運動会などの走る場面で）

・普段は走れない、陸上競技場を走ることが出来る。

・結果が目に見えて分かる。

・感想や気づきが書きやすく、まとめやすい。

・他の人の宣伝になる。（翌年以降の）
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専用シート
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専用シート
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専用シート
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1人の時間、またはパートナーとの2人きりの時間が欲しい！
休日ゆっくり過ごしたい。

これが本音ではないでしょうか？
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そんな親御さんに本当の休日をお届けいたします！



親御さん方にもコースを
ご用意

コース① 自由行動コース

コース② お手軽（時短）料理教室コース

コース③ 酒造でお酒堪能コース
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コース① 自由行動コース
・自分たちで決め、過ごしたい方向け。

（例）子供の様子を見る、ゆっくりする、

温泉に入る、どこか観光、少し出歩く など

地域活性化のため、多摩地域の飲食店などに足を運んでもらい
たい。

↓
多摩地域の飲食店やおすすめスポットをまとめたパンフレット
を配布し、足を運んでもらいやすくする。
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コース②
お手軽（時短）料理教室コース

専門家（先生）監修のプログラム

毎日の家事は大変・・・手軽に作れる料理を習いたい！

そんなお方に最適なコース！

場所：キッチンスタジオ

29



コース③
酒造でお酒を堪能コース

多摩の酒造で昼間からお酒を飲める！

お酒が好き、昼間から気にせずに呑みたい！

そんなお方に最適なコース！

場所：多摩地域内の酒造
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このプランに参加していただいたご家族には、

ホテルにご宿泊していただけます！

31

ご家族で夏の思い出作りを！！！



モノ作りコース料金

材料費（2000円）＋講師費（1000円）

＋施設費（0円）＋ホテル宿泊費（20000円）
→23000円

＊講師2人想定

コースに10人参加想定
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自然観察コース料金

材料費（1000円）＋講師費（3000円？）

＋施設費（０円）＋ホテル宿泊（20000円）
→24000円

＊講師1人想定

コースに10人参加想定
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スポーツコース料金

材料費（1000円）＋講師費（1000円）
＋施設費（1300円）＋ホテル宿泊費（20000円）
→23300円

施設費：多摩市立陸上競技場 13時～17時 13000円

＊講師2人想定
コースに10人参加想定
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親御さんもコースに参加する場合

お子様の参加コース料金に加えて、

親御さんのコース

コース②

コース③
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プラス5000円



サービスの特徴

特徴

・お子様も親御さんも楽しむことが出来る。

・あらかじめ、自由研究の題材が決まっているので楽。

・ご家族の思い出になる。

・感想や気づきを専用シートに書き入れ、振り返ることが
出来る。
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プラン拡大案①

・3コースだけでなく、コースを増やすことも可能。

（例）プログラミングコース、メルカリかんさつ帳コース

水泳コースなど

・女の子向けコースを設け、参加しやすくする。

（例）お菓子作りコース、ぬいぐるみ作りコースなど

・両親だけでなく、祖父母も参加できるようにする。

→さらにご家族の思い出に！
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プラン拡大案②
・夏休みだけでなく、中長期的に行う。

・地域の一線を退いた方たちを巻き込む。

→現役時代に培った知識や技術を活かしていただく。

⇩

他大学（ゼミ）との連携が出来、企業や団体など連携をどんどん広げて
いける。

アイデア次第でバリエーション豊かに、

中長期的に行える企画！！！
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募集案
・京王観光様の店舗でのポスター掲示

・京王線沿線の駅でのポスター掲示

・京王線沿線のお店などでのポスター掲示

・チラシの配布（新聞に挟んだり）

・京王自動車様でのタクシー内ＣＭ

・電車やバスでの中刷り広告

・SNSアカウントでの宣伝
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ポスター案



電話：080-2735-5823

メール：21811041ki＠tama.ac.jp

以上がご提案となります。

ありがとうございました。

連絡先


