
…対象の1

　学年1

①A1920505・②A1920506

くすりの玉手箱～漢方薬のひみつ～
①午前コース　②午後コース

日程 時間 講師 定員 費用 会場

7月23日(火）
①10：00～12：30

②13：30～16：00

北里大学 薬学部附属薬用植物園

准教授　古平　栄一先生
各30組

2,000円

(材料費含む)

北里大学

薬学部附属薬用植物園

A1920507

マーブル染めでうちわを作ろう
日程 時間 講師 定員 費用 会場

7月26日（金） 13：00～15：30
池田　節子先生

（元相模女子大学　准教授）
15組

2,800円

(材料費含む)
町田市生涯学習センター

A1920508

創作☆英語劇をつくろう！～英語のことわざをリズムにのって楽しく表現してみよう♪～

日程 時間 講師 定員 費用 会場

7月28日（日） 13：30～17：00
相模女子大学　こども教育学科

非常勤講師　匂坂　桂子先生
20人 1,600円 相模女子大学

A1920509

夏のバッグを作ろう－ビニールシートで作るかんたんでおしゃれなバッグ－

日程 時間 講師 定員 費用 会場

7月29日（月） 14：00～16：30
池田　節子先生

（元相模女子大学　准教授）
15組

2,800円

(材料費含む)
町田市生涯学習センター

A1920510

宇宙の広さを体感しよう
日程 時間 講師 定員 費用 会場

7月31日（水） 13：30～15：30 20組 1,000円
玉川学園

スターレックドーム

✿定員の単位が「組」の講座は、こどもと保護者のペアで参加する講座です。

和紙をマーブル染めと折り染めの2つの方法で染め、うちわを作ります。この染め方はカンタンですが、どんな模様になるかは、ワ
クワク・ドキドキできてからのお楽しみです。2つとないあなただけのうちわを作りましょう。

※お願い：申込みの際は、保護者の氏名、

ふりがな、性別、年齢もご記入ください。

表現の違（ちが）いは文化の違（ちが）い。ことわざを通して異文化体験しよう！
『ことわざ英語かるた』を使ったオセロやビンゴゲームで英語を楽しみながら学びます。その後、英語のことわざを使った短い劇を
みんなで作って発表します。
「ことわざ英語かるた」は百人一首の英語ことわざ版のようなもので、遊びながら自然に英語に親しむことができます。

毎夏好評いただいているバック作りの第４弾です。
今回は肩からかけられる便利でおしゃれなバック作りをめざします。ビニールシートに絵を描いたり、シールや飾り物で模様をつけ
て、夏向きのかんたんなバックを制作します。夏のお出かけや、夏休みの課題に役立ちます。

漢方薬は、中国伝統医療を起源に発達した日本独自のお薬です。その材料のほとんどは植物に由来しており、異なる植物の組み合わ
せによりさまざまな種類の漢方薬になります。材料となる植物の中には、わたしたちの生活の中でもおなじみのものもありますが、
皆さんはどのくらいご存じでしょうか？この講座では、長年にわたる経験と工夫により生み出された漢方薬のことを学ぶとともに、
薬用植物園で漢方薬の原料となる薬用植物に五感で触れていきます。ここでの学習のまとめとして薬用植物の恵みを利用したMy七味
作りを行います。（①②は同じ内容です。）

「宇宙は広い」と言いますが、どれくらい広いのでしょうか。大きく感じる地球や太陽は、宇宙の中ではどれくらいの天体なので
しょうか。宇宙の広がりを簡単なワークで学び、プラネタリウムで体感しましょう。

こども体験講座詳細

年中
年長

中学生 高校生

マークの説明

…親(祖父母)子で

参加する講座3
年少以下

玉川学園 学園マルチメディア
リソースセンター

非常勤研究員 樋泉 あき先生



A1920511

親子で楽しむ点字の基礎－六つの点で何でも書ける！－
日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月2日（金） 10：00～13：00 25組
2,700円

(点字器代含む)
相模女子大学

①A1920512・②A1920513

親子いっしょにプログラミング①スクラッチコース

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月3日（土）
①②とも

9：30～12：30
各20組 1,000円

青山学院大学

相模原キャンパス

A1920514

Kids English in SALESIO（全4回）

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月3日･4日･5日･6日

（土～火）
9：30～12：00

サレジオ工業高等専門学校

講師　Paul McCann先生
20人 4,000円

サレジオ工業

高等専門学校

①A1920515・②A1920516

親子で作ろう！置くだけスマホスピーカー
①午前コース　②午後コース

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月4日（日）
① 9：30～12：00

②13：30～16：00

サレジオ工業高等専門学校 講師

木とり舎　代表　木下　直樹先生
各8組

2,500円

（材料費含む）

サレジオ工業

高等専門学校

①A1920517・②A1920518

小学1年生から楽しむプログラミング
①午前コース　②午後コース

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月5日（月）
①10：00～12：00

②13：30～15：30

青山学院大学　社会情報学部

准教授　松澤　芳昭先生
各16人 1,500円

青山学院大学

相模原キャンパス

障がいのありなしに関係なく、誰にとっても生活しやすい社会に1日でも早くなるように求められています。みなさんがご存知のよ
うに「点字」は、視覚障がいを持つ（目では見ない）方たちのための情報収集やコミュニケーションの手段ですが、それを使える人
が増えれば、社会の輪がもっと広がるに違いありません。小学校国語科でも取り扱われるようになった「点字」の基礎を、大学時代
からの親友である「全盲者＆晴眼者コンビ」の指導で、楽しくおもしろく学んでください。
※お持ちの点字器を使って参加をご希望の場合は、参加費用から点字器代をお引きします。詳しくはお問い合わせください。

親子で一緒にプログラミング体験をしてみませんか？
ブロックプログラミング環境スクラッチまたは絵記号を用いたプログラミング環境ピクトグラミングを利用して、自分の思いをプロ
グラミングで表現してみます。
スクラッチ（Scratch）とは、命令の書かれたブロックを積み木のように積み重ねて、絵を動かしたり音を鳴らしたりできるプログ
ラミングソフトです。「スクラッチ」で、自分だけのゲームやアニメーションを作ってみましょう！
ピクトグラムとは、世の中にあふれるステキなマーク。非常口やトイレマークが有名です。「ピクトグラミング」では、オリジナル
ピクトグラムを作って自由にポージングさせたりアニメーションにできたりします。
※ピクトグラミングコースは、マウスやキーボード操作に慣れている方を対象とします。
※申込みの際に、お子さんのお申込みのプログラミングソフトの使用経験の有無をお知らせください。講座は経験のある方もない方
も楽しめる内容です。

外国人の先生と英語であそびましょう！
ネイティブティーチャーによるKidsのための英語入門講座です。ゲームなども交えて、楽しみながら英語に親しんでいきます。
※参加の際は、保護者の付き添いをお願いします。

クラフト作家が教える木工作講座です。スマートフォンから出る音をスピーカーBOXの原理を利用して聞きやすくしましょう。音の
通り道を工夫して、いろいろ試しながら工作をします。最後に無響音室という、音が全く響かない実験室で効果を測定します。（①
②は同じ内容です。）
※原則子どもと保護者のペアでの参加ですが、子どものみの参加も可能です。ご希望の方は、備考欄に「こどものみでの参加」とご
記入ください。

小学1年生から始めるプログラミング教室です。初めてでも大丈夫。大学生のお兄さんお姉さんがやさしく教えてくれます。
まずは、木製のプログラミングキット「キュベット」から始めてみましょう。ロボットが自分の思ったとおりに動かない場合は、自
分で動いてみてロボットの気持ちで考えてみます。キュベットをマスターしたら、亀のロボットを動かす『迷路抜け』に挑戦してみ
ましょう。長さと角度をしっかり測ってプログラミングすることで、1年生でも長さと角度をマスターできます。最後は、ロボット
にペンをつけてお絵かきに挑戦しましょう。（①②は同じ内容です。）※親子での参加も可能です。

青山学院大学 社会情報学部
准教授 伊藤 一成先生

助教 吉田 葵先生

相模女子大学 子ども教育学科
非常勤講師 堀越 喜晴先生

教授 久保田 力先生

②ピクトグラミングコース

/



A1920519

味覚サイエンス！本格出汁をつくって親子で健塩マイスター！
【学生講師プログラム】

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月6日（火） 10：00～13：00
麻布大学　生命・環境科学部

減塩班 with B のみなさん
20組

1,500円

（材料費含む）
麻布大学

A1920520

いきもの観察！たまごからいのちが生まれるまで（全3回）

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月6日･7日･8日

（火～木）
10：00～11：30

麻布大学　獣医学部

講師　松井　久実先生
20組

3,300円

（教材費含む）
麻布大学

①A1920521・②A1920522

自分がデザインしたモデルで3Dプリンタを体験してみよう！
①午前コース　②午後コース

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月7日（水）
①10：30～12：30

②14：00～16：00

女子美術大学　芸術学部

非常勤講師　西井　美佐子先生
各10人

2,500円

（材料費含む）

女子美術大学

相模原キャンパス

A1920523

親・子・孫で楽しむ「スポーツスタッキング入門」
～楽しく「体」「心」「頭」を鍛えよう～

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月8日（木） 10：30～12：00
相模女子大学　子ども教育学部

非常勤講師　鈴木　邦明先生
15組 1,000円 相模女子大学

A1920524

つくってあそぼう！パネルシアター
日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月19日（月） 10：00～11：30
和泉短期大学

准教授　松山　洋平先生
30組

500円

(材料費含む)
和泉短期大学

「スポーツスタッキング」は12個のプラスチック製のカップを積み上げたり、崩したりする時間を競うスポーツです。2018年9月に
NHK「グッと！スポーツ」でも紹介されるなど、注目度も上昇中です。スポーツスタッキングは、「体」「心」「頭」の能力開発に
おいて効果が期待されています。体力勝負のスポーツと違い、「運動が苦手」という方でも気軽に挑戦できますし、子どもから高齢
者まで老若男女問わず、同じように達成感を味わうことができるスポーツです。お子さんと一緒に、楽しみながらからだも頭も、そ
して心も鍛えましょう。

子どもたちが描いた絵や作った作品が様々なお話に。親子で楽しみつつ参加者と一緒にお話づくりを楽しみましょう。親子で触れ
合って楽しめるヒントをご紹介します。

3Dプリンターを触ったことありますか？どのようなことができるのか体験してみてみよう。自分がデザインしたキーホルダー（スト
ラップ）を3Dプリンタで出力します。自分が紙に描いた形から、あっという間に3D（立体）ができあがります。初めての人でも簡単
に操作できるアプリを使うので、楽しく体験できます。3Dプリンタが動いているところを実際に見て、どんな仕組みで出力されるの
か、体験しながら観察しよう。
そして、ほんの少し、3D（立体）作成の入り口も紹介します。「どんな感覚でモデリングするの？」について、初めての人でも楽し
く操作できるモデリングの世界の入り口を少し体験してみよう。（①②は同じ内容です。）

親子で楽しく学べる体験型『うま味の科学』と参加型『調理実習』の講座を通して、うま味の科学と減塩方法を体験します。
『うま味の科学』では、だしの試飲とクイズで、かつおと昆布だしのハーモニーを、見て、味わって、学びます。『調理実習』で
は、本格的な混合だしをとって、だし汁を使った調理に挑戦します。うま味を活かして親子(孫でもOK)で健やかな減塩体験をしま
しょう！
当日は、スタンプラリーも開催します！スタンプを集めて健塩マイスターの称号をゲットしよう！
※学生講師プログラムとは、大学生が企画して、準備から当日の運営までのすべてを行う講座です。

親鳥がたまごを温めると、ひながうまれます。カエルのたまごからは、オタマジャクシがかえります。このように新しい生命はたま
ごからはじまりますが、たまごの中ではどんな変化が起こっているでしょうか。この講座では、ニワトリとカエルの卵を3日間続け
て観察し、かたちの変化を観察日記にまとめます。３日間でにわとりは卵からひよこになる途中まで、カエルは卵からおたまじゃく
しにかえるまでを観察できます。

すこしおだし



A1920525

楽しく環境を学ぼうin鶴見川－川で学ぶ身近な自然【学生講師プログラム】

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月20日（火）

予備日8月27日（火）
9：00～12：00 和光大学　かわ道楽のみなさん 10組 1,200円 鶴見川大正橋

A1920526

型染でコットンバッグを染めよう
日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月21日（水） 10：00～12：00 15人
1,500円

(材料費含む)

東京家政学院大学

町田キャンパス

A1920527

絵のなかのどうぶつたちが教えてくれる絵心
－色やかたちの自由さと“どうぶつらしさ”－

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月23日（金）
10：00～14：30

（昼食休けいあり）

女子美術大学　芸術学部

非常勤講師　内野　博子先生
15組

2,000円

(教材費含む)

女子美術大学

相模原キャンパス

A1920528

親子で作ろう！LEDで光るカラフルなミニチュアハウス
日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月25日（日） 13：30～16：30
女子美術大学　芸術学部

非常勤講師　しのだ　みほ先生
12組

3,000円

(材料費含む)

ユニコムプラザ

さがみはら

①A1920529・②A1920530

水族館の仕事－北里大学海洋生命科学部　夏の体験講座－
①午前コース　②午後コース

日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月26日(月）
①10：00～11：30

②13：00～14：30

北里大学 海洋生命科学部

准教授　三宅　裕志先生
各30人 1,000円

北里大学海洋生命科学部

アクアリウムラボ

親子で協力して、手のひらサイズの紙製ミニチュアハウスを作りましょう。壁に星などの形を切り抜き、絵の具で色を塗り、中にロ
ウソク型LED照明を入れて組み立てれば、色鮮やかに光るミニチュアハウスの完成です。世界にある色や形のおもしろい建物も学習
しましょう。夏休みの課題にも役立ちます。

水族館の裏側では、どんな仕事をしているのでしょう。 この講座では、水族館のいろいろな仕事について話を聞き、大学生と一緒
に北里大学のミニ水族館「北里アクアリウムラボ」で、えさやり体験と魚名板制作をします。（①②は同じ内容です。）※会場内で
の保護者の見学は可能です。

型染という方法で、コットンバッグを染めてみましょう。
電子レンジを使って地色を染めてから、型紙を使って模様をつけて、オリジナルの
マイバッグを作りましょう。

みなさんは、ネコの絵をサッと描くことができますか？頭と胴体とがまとまっていて立体感があって動き出しそうなネコの絵を？ネ
コを描くには　“ネコらしさ”をつかまねばならないのですが、さあ、その“ネコらしさ”ってどんなものでしょうか？
この講座では、その“らしさ”をテーマに、どうぶつたちのゆたかな絵の世界を学びます。
どうぶつが好きな人やどうぶつの絵を自由に描きたい人たちへ、“らしさ”をつかみながらも自由に描ける絵心を育んでみません
か？

町田市小山田町の泉を源流とし東京湾にそそぐ鶴見川は身近な川であり、たくさんの生物が生息している川です。住宅地の中を流れ
る鶴見川の環境について学んでもらい、実際にどのような生き物がいるのか知るため、川に入りクリーンアップと魚とりを行いま
す。また、川の流れを体験して、川で遊ぶときの注意点を学びます。 子どもも大人も川の中に入りますので、当日は、着替え・タ
オル・ぬれても良い靴等をご持参ください。一緒に川で遊びましょう！
※20日が天候（雨天、酷暑など）や川の増水などで川に入れない場合は、27日に延期となります。27日も川に入れない場合は内容を
変更して開催します。
※学生講師プログラムとは、大学生が企画して、準備から当日の運営までのすべてを行う講座です。

東京家政学院大学
生活デザイン学科

助教 佐々木 麻紀子先生

作品の一例



A1920531

親子で作ろう！ゆらゆら動くカラフル飛行機と雲のモビール
日程 時間 講師 定員 費用 会場

8月30日（金） 13：30～16：30
女子美術大学　芸術学部

非常勤講師　しのだ　みほ先生
12組

3,000円

(材料費含む)
町田市生涯学習センター

親子で協力して、風でゆれる“動く工作『モビール』”を作ります。飛行機と雲に、自由に絵の具で色を塗り、竹ヒゴと毛糸を使い
バランス良くつければ完成です。イルカやパンダが描かれた飛行機（特別塗装機）のカラーデザインも紹介します。
オリジナル飛行機に夢をのせて大空へ羽ばたこう！




