ワークショップ

団体名

travelling museum 博物倶楽部

実施時間

●8/9（水）、8/10（木）各日３回
10:00～11:00、11:10～12:10、13:10～14:10

学年・定員

小1～小6 定員各8人

タイトル

ワークの内容

詳細紹介

「電子ほたるを作ろう！」
～どちらも光る！ホタルとLED～
●クイズでホタルについて知ろう！
●LEDって何だろう!?
●光る！電子ほたるを作ってみよう！
“travelling museum 博物倶楽部”は、2015年１月に結成された、実験・観察サークルです。
travelling”とあるとおり、さまざまなイベント・博物館などに出かけて行って、 大人から子供まで多くの方が楽し
んで学ぶことができる、様々な理科実験、工作、観察などのワークショップを行っています。
今回の「電子ほたる」は、結成以来最も多くの場所で、多くの方に楽しんでいただいているプログラム。発光ダ
イオード（LED）とコイン電池を使って光るほたるを作ります。完成する「ほたる」は実際のホタルの3倍程度。大
きなサイズで、小さなお子さまにも作りやすくなっています。また、ホタルの生態やLEDについて、クイズと解説で学
ぶことができ、工作を通じてお子さまの好奇心に働きかける内容です。学年を問わずご参加ください。

◆「電子ほたる」の講座にお申込みをされる方へ◆
・すでに他の講座に申込みをされている場合
→申込みフォームを使わず、メールにて、追加や変更をご連絡ください。
・まだ他の講座を申込みされていない場合
→申込みフォームから、他の講座と一緒にお申込みください。

参加方法・予約・問合せ
◆ご予約のうえご参加ください。
◆優先予約受付期間

6月20日～6月30日
◆ご予約は下記ホームページから

http://www.npo-resta.jp/

対 象

小学１年生～６年生 とその家族

参加費

１講座ごと500円 入場見学無料
・当日会場受付でお支払いください。

会 場

御茶ノ水ワテラスコモンホール

・上記期間中に定員を超えたお申込みが
あった場合、抽選で参加者を決定します。
・上記期間中にお申込みいただいた全員の
方に、7月1日以降、当選講座をメール等
でお知らせします。
・7月1日以降は、空席のある講座のみ、先
着順で受付します。

講座スケジュール
定員10
10:00

定員10

定員10

10:00

10:00

ムジカンバス

大塚製薬

（小１～６）

（小１～６）

音のしくみと
手作り楽器
11:00

10:30
（小１～６）

災害時バッグ
栄養バランス食
11:00

転がるメタボ虫と
ピタゴラ装置作成

11:10

コロコロ研究所

11:00

11:10

ムジカンバス
音のしくみと
手作り楽器
12:10

10：30

学研
（小３～６）

ロボットプログラミング

大塚製薬

（メタボ虫だけ～11:20）
(装置作成も～12:00）

（小１～６）

12:00

定員8

（小１～６）

災害時バッグ
栄養バランス食
12:10

12:00

12:00

（休憩）

ランチタイム ピアノ ミニコンサート
13:00

13:00

13:00

コロコロ研究所

大塚製薬

学研

（小１～６）

（小１～６）

（小３～６）

転がるメタボ虫と
ピタゴラ装置作成

（小１～６）

（メタボ虫だけ～13:50）

災害時バッグ
栄養バランス食
14:00

ロボットプログラミング

ムジカンバス
音のしくみと
手作り楽器
14:30

(装置作成も～14:30）

13:30

14:00

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅徒歩約2分
・JR「御茶ノ水」駅徒歩約3分
・東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅徒歩約2分

15:00

14:30

15:00～16:20

14:50

スピーカーとマイクの作成

学研
（小３～６）

ロボットプログラミング
14:50～16:20

8/10（木） 特別講座 星空宇宙天文検定協会
（小３～６）

◆駅からのアクセス詳細は、リスタホームページでご確認ください。

14:30

8/9（水） 特別講座 カワノラボ
（小４～６）

13：00

星検準5級と星座早見盤作成

16:00

定員40

16:20

◆実施時間帯、内容は、止むを得ず変更になる場合があります。
◆講座の追加開催、変更などは、ホームページでお知らせします。
◆参加には、原則として事前予約が必要です。ただ、当日空席があれば参加できます。
◆予約受付はHPにて、6/20～6/30優先予約期間、7/1～空席のみ先着順で受付します。
◆参加費は1講座500円です。入場見学とフリー企画は無料です。

特別講座

◆専門家による特別プログラムです。期間中、１回のみの開催です。

【特別講座】
株式会社 カワノラボ
実施時間

●8/9（水）15:00～16:20

学年・定員

小4～小6 定員40人
河野 誠 氏 （株）カワノラボ代表取締役 理学博士
森 清香 氏 （株）カワノラボ研究開発部 醸造学博士

講師

タイトル

ワークの内容

詳細紹介

【特別講座】
「音を電気で伝えよう」
～紙コップで作るスピーカー&マイク～
●音が電気で伝わるしくみを知ろう
●コイルを巻いて電気回路を作ろう
●スピーカーとマイクは同じもの!?
（株）カワノラボは、世界初の粒子分析技術で、主にナノレベルの粒子の測定や研究等を行う企業です。文字通り「目に見えな
い」ところで、医薬品や食品、化粧品などのメーカーとともに、生活に欠かせない製品の開発や品質を支えています。その傍ら、子ども
たちに科学の魅力を伝える活動にも積極的に携わってきました。
今回は、リスタ特別講座として、カワノラボを起業した代表の河野氏が登場。子どもたちにとって、携帯電話やデジタル音楽プレー
ヤーなど、今や身近な存在のイヤホンやマイクを題材に、音が電気で伝わる様子を、紙コップを用いて易しく楽しく体感できるプログラ
ムです。解説プリントには家庭での応用実験のヒントも記載。身の回りにある科学の不思議と面白さに気づき、さらに自分で応用で
きる自由研究です。

【特別講座】
星空宇宙天文検定協会
実施時間

●8/10（木）14:50～16:20

学年・定員
講師

小3～小6 定員40人
増金 進 氏 （星検協会代表理事 星のソムリエ）

タイトル

【特別講座】
「星のソムリエからの挑戦状」
～星検準5級と星座早見盤作成にチャレンジ！～

ワークの内容

●星のクイズを楽しみながら、星について学ぼう
●星検準５級を受検、合格しよう（合格証明書がもらえるよ）
●星座早見盤を作成しよう

詳細紹介

星 検

「星検」―星空宇宙天文検定協会は、星空が好きで、宇宙・天文に関心をお持ちの一般の方々に、 身近な目標を持って楽しく
段階的に学んでいただくために、2011年に設立されました。今回は、その設立者でもある「星のソムリエ」増金進氏を講師に迎え
た、リスタ向け特別講座です。
講座では、お子さまに「星検準５級」（実際の星検の体験版）合格を目指し、クイズを交えた講義で星空について楽しく学んで
いただきます。さらに、お子さま作成の「星座早見盤」をお持ち帰りいただけます。ご家庭でも夜空を見上げる楽しさが倍増することで
しょう。

ワークショップ
団体名
実施時間
学年・定員
タイトル

ワークの内容

◆企業、団体による夏の自由研究応援ワークショップです。それぞれ複数回実施します。
大塚製薬株式会社
●8/9（水）、8/10（木） 10:00～11:00、11:10～12:10、13:00～14:00
小1～小6 定員各10人

「もしもの時、君は何が要る!?」～子ども災害時マイバッグの作成～
＊並行実施：「栄養バランスが学習に与える影響」（保護者向け）
●「もしもの災害、君はどうする？」 防災について考えよう
●「自分をまもる必要なもの」を考え、話し合おう
●「災害時マイバッグ」に入れる「ベストアイテム5」を決めよう

詳細紹介

カロリーメイトをはじめ、医薬品や機能性飲料・食品などの幅広い製品で知られる大塚製薬は、「世界の人々の健康に貢献する
革新的な製品を創造する」という企業理念のもと、地域との交流・協働・教育支援などを通じ、地域の発展と次世代を担う子どもた
ちの育成に貢献しています。
9/1防災の日も間近の今回、お子さまには、「もし、災害時に一人きりだったら」という緊張感のあるテーマを投げかけ、災害・防
災・自助の考え方と行動について考えていただきます。ご家庭でも活かせる“自助バッグ“の中身を決める過程では、学年を越えたグ
ループワークも経験できます。並行して、保護者対象のミニ講座を実施。お子さまの様子をご覧になりながら、栄養バランスが学習に
与える影響について、考えてみてはいかがでしょうか。

団体名
実施時間
学年・定員

株式会社 学研エデュケーショナル
●8/9（水）、10（木） 10:30～12:00、13:00～14:30、14:50～16:20
小3～小6 定員各8人

タイトル

ワークの内容

「体験 ロボットプログラミング！」
～ブロック運びロボットでミッションを達成せよ！～
●ブロック運びロボットを組み立てよう
●ロボットを制御するプログラムを自分で考えて作成しよう
●プログラムを実行してロボットを動かし、ブロック運びのミッションを達成しよう

詳細紹介

小学校で必修化が検討されている「プログラミング教育」。今、大注目の分野で、特に「子どもたちの教育」を軸として開発された
講座が、学研エデュケーショナルの「もののしくみ研究室」です。今回、その体験版プログラムにご参加いただけます。
講座では、子どもたちが自ら考え、試行錯誤を繰り返しながら、ロボットプログラミングを行い与えられたミッションを達成していきます。
プログラミングへの興味関心だけでなく、思考力、表現力などの「21世紀型スキル」に働きかける内容となっています。

団体名
実施時間
学年・定員

NPO法人コロコロ研究所
●8/9（水）、8/10（木） 10:30～12:00、13:00～14:30
小1～小6 定員各10人

タイトル

ワークの内容

「作ろう！コロがそう！ピタゴラ装置」
～メタボ虫とファイル型ピタゴラ装置の作成～
●コロコロ転がるメタボ虫を作ろう（小１～6）
●ファイル型ピタゴラ装置を作ろう（小5～6推奨）
●メタボ虫を転がして、特設ピタゴラ装置を動かそう（小１~６）

詳細紹介

例えば、NHK教育TVのピタゴラスイッチと言えば、お馴染みの「からくり装置」。こちらNPO法人コロコロ研究所は、身近な材料と
創意工夫で高度な技のからくり装置を作り上げる、TVチャンピオン優勝団体です。
ワークでは、まず、小さなお子さまにもできる通称「メタボ虫」を作成。今回コロコロ研究所が特別に用意した「リスタ特設装置」でメ
タボ虫を転がして楽しんでください。また、高学年のお子さまには、紙ファイルを利用した通称「ファイル型装置」の作成もおすすめ。自
作の装置をメタボ虫が上手に転がるかどうか、そこには知恵と工夫と根気も必要です。お持ち帰りでご家庭でもお友達とも遊べます。
ユニークな動きにクスッと笑える、楽しい自由研究です。

団体名
実施時間
学年・定員

ｍUjiKanvas （ムジカンバス）
●8/9（水）、8/10（木） 10:00～11:00、11:10～12:10、13:30～14:30
小1～小6 定員各10人

タイトル

ワークの内容

詳細紹介

「音を見よう、音に触ろう、音を作ろう」
～身近な材料でできる手作り楽器～
●音は振動!? 生の楽器を見て触って確かめよう
●いろんな音がするのはなぜ!? 音色や音程のしくみを知ろう
●身近な材料で手作り！１弦ギターで演奏しよう
「ムジカンバス」は、工作や折り紙、運動、読み聞かせなどを取り入れた、子どもたちの感性に働きかける参加型演奏会やワーク
ショップを企画運営するグループです。団体名には、「ムジカ」＝「音楽」を通して、子どもたちの心の「無地」の「カンバス（キャンバ
ス）」に、それぞれの世界を描いてほしいという思いが込められています。
今回のワークでは、音楽のモトである「音」そのものに注目。「楽器だから音が出る」という子どもたちの「当り前」に疑問を投げかけ、
「音」とは何か、どうして伝わるのか、音の変化のしくみを理解し、それが実感できる１弦ギターを作ります。さらに、珍しい生楽器に触
れる貴重な機会も。音楽好きはもちろん、工作や珍しいものが好きなお子さまにおすすめします。

フリー企画

◆子どもから大人まで、どなたでもご参加いただける無料企画です。

【ランチタイム】
ピアノ ミニコンサート

お昼休み中の12:30頃～約20分間、ムジカンバスの講師、ピアニストの迫香緒里氏によるピアノ演奏をお楽
しみいただけます。クラシックから童謡まで、お子さまにもお馴染みの曲を、ついハミングしたくなる親しみやすいア
レンジでお届けします。ワークショップで頑張った分、会場内皆でほっと一息のランチタイムをどうぞ。
ピアニスト 迫香緒里（さこ かおり）
2011 年、東京音楽大学ピアノ演奏家コース卒業。2013年同大学大学院鍵盤楽器研究領域器楽 専攻修了。YBP国際音楽
コンクール2009ピアノ部門大学生の部第１位受賞。第３回東京ピアノコンクール一般の部第１位受賞。第24回大仙市大曲新
人音楽祭オーディション優秀賞受賞。今までに日本財団ランチタイムコンサート、目黒リバーサイドフェスティバルなど出演。東京消防
庁目黒消防署、光が丘消防署主催コンサートに出演、感謝状を授与される。小田急百貨店新宿本店マンハッタンヒルズロビーコン
サート出演。現在、子供向けの演奏企画グループ「ムジカンバス」として活動の幅を広げている。

◆会場内は昼食ほか飲食可ですが、ゴミのお持ち帰りにご協力ください。

【フリーコーナー】
空き時間も会場内で楽しもう！

フリーコーナーの無料で楽しめる企画は、開場時間いつでも、何年生でも、大人の方でも参加できます。
ペーパークラフトで天球犠を作ったり、まんがで人体や栄養について学んだり。なかなかお目にかかれないレア
な塗り絵は、きっといい思い出に。友達と一緒に来場記念の写真もぜひどうぞ。迷ったらコーナースタッフに相
談して、空いた時間も楽しくお過ごしください。
◆学研「ペーパーサイエンス」 ◆大塚製薬「まんがヘルシー文庫」 ◆塗り絵&フォトコーナー など

ご参加の皆様へ
【個人情報の取り扱いについて】
【注意事項】
●今回のご参加に際して提示いただきました、ご住所、氏名、電話番
●ワークショップ中に体調や気分が悪くなった場合は、すぐに講師または
号、メールアドレスなどの個人情報は、以下の目的の範囲内において
スタッフへお申し出ください。
利用します。
●お荷物、貴重品に関しては、ご自身での管理をお願いします。
なお、個人情報は「NPO法人リスタ」が責任を持って管理し、ご本
●ワークショップ講師やスタッフの指示、誘導があった場合、それに従って
人および保護者様の同意なく第三者への開示はいたしません。（法
行動願います。
令等により開示を求められた場合を除きます）
●会場では、スタッフがイベントの模様を撮影いたします。これらの撮影
・「夏の自由課題研究」(以下「本サービス」という)の提供や研究開発
物（写真・動画等）は、主催者「NPO法人リスタ」および参加関連
のため。
各社の活動報告として、公式ホームページや各種印刷物等に使用・
・本サービスの利用に伴う連絡・メールマガジン・DM・各種お知らせ等
掲載させていただくことがございます。その旨、予めご了承の上、お申し
の配信・送付のため。
込み、ご参加ください。
・お客様の承諾申込みに基づく、本サービスへの参加企業・提携企業・
●イベントにおいては、ご来場の皆様の安全とセキュリティ機能の提供
に最善を尽くしますが、完全なものではないことをご了承ください。なお、 団体等への個人情報の提供のため。
・本サービスの改善・新規サービスの開発およびマーケティングのため。
ご来場者様の不注意による事故・怪我・物品の紛失等が発生した
場合、主催者「NPO法人リスタ」および参加関連各社は責任を負い ・本サービスに関するアンケート・取材等実施のため。
・本サービスに関するご意見、お問合せ内容の確認・回答のため。
かねますので、予めご了承ください。

～多くのご参加をお待ちしています～
特定非営利活動法人 次世代育成フォーラム・リスタ
〒113-0033
東京都文京区本郷5-25-14竹下ビル5F
TEL：03-5805-3320
お問い合わせはこちらまで info@npo-resta.jp

特定非営利活動法人 次世代育成フォーラム・リスタ

