毎月開催

T-KIDSラーニングカフェ vol.1 -即興演劇から親子の理想の関わり方を考える-

SAT

8

by T-KIDS シェアスクール 柏の葉

〈ゲスト〉
IMPRO KIDS TOKYO 共同代表

3

子どもが何考えているか分からない。
ついつい子どもを叱ってしまう。
その

8

月

T-KIDSラーニングカフェとは？

下村 理愛・我妻 麻衣

2019

子育てに関する保護者のための学びの場です。毎月各分野のゲストをお招き
し、
コーヒーを片手に子育てについての“あり方”や“やり方”について考えます。

〝 tkids〟
で検索

tkids

遊びながら学べるイベントがいっぱい！ 気になるクラスはスマホでかんたん予約

ような経験はありませんか。
インプロ
（即興演劇）
は、
「give your partner
a good time」
（相手にいい時間を与える）
という考えをベースとして、相手
も自分もいい時間を過ごしていくことを大切にした活動です。
この考え方

対象者
時間

から、相手を受け入れる・リスペクトすることの大切さを感じ、子育てのヒン
トを何か見つけることが出来るはず。

2019

7/

20

あそび 研 究 所

［土曜日］

（年少〜小学3年生）

文化・芸術

こども映画教室

くるくるアニメーション工作 WS＠柏の葉
（小学1〜6年生）

21

文化・芸術

プロの漫 画 家が 教える【 体 験マンガス
クール】
入門編

（小学1〜6年生/参加が初めてのお子様）

29

［月曜日］

30
3

8/

［土曜日］

biima式「自宅や公園で子どもの運動神経を高
める」親子教室 ボールを投げる・捕る編

（①小学1〜3年生と保護者 ②年少〜年長と保護者）

レゴ

（2〜6歳）

オーガニックコットンのワークショップ

（小学5〜6年生）

（年長〜小学６年生と保護者）

探究・理数

math channelの講座テーマは
「九九
糸かけ工作で九九のヒミツを知ろう！

工作」
！

（小学１〜4年生）

15

8

［木曜日］

math channelの講座テーマは
「九九
九九神経衰弱を作って楽しく遊ぼう！

工作」
！

（小学１〜4年生）

Baby&Toddler

音とリズムで感性を育む！生演奏リトミック♪

math channelの講座テーマは
「算数

（①1歳半〜2歳半 ②2歳半〜5歳 ③3ヶ月〜1歳半/保護者と一緒）

［土曜日］

math channelの講座テーマは
「算数
日時計作りで知る地球のフシギ

理科」
！

（小学１〜4年生）

math channelの講座テーマは
「算数
鏡で見る " 対称 " のセカイ

理科」
！

（小学１〜4年生）

Baby&Toddler

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ
（年少〜小学6年生）

文化・芸術

なまらく子供落語ワークショップ
（年少〜）

16

（3ヶ月〜1歳半くらいと保護者）

（5歳〜小学6年生）

文化・芸術

（年少〜）

（5歳〜小学6年生）

フィジカル

ブラジリアン柔術の先生に学ぶ、
フィジカルワーク
ショップ！親子護身術教室！

（小学1〜中学3年生（小3までは保護同伴））

文化・芸術

なまらく子供落語ワークショップ
（年少〜）

この夏、
苦手を楽しく克服しよう！夏休みSpecial
体育特訓 鉄棒・逆上がり編

（5歳〜小学6年生）

クラスを予約するには、T-KIDS の会員になる必要があります。
入会無料で WEB サイトから会員登録ができます。

今年も開催！ 遊び

夏休み特別講座 未来の葉バレエスタジオ
親子で楽しむベビー&キッズバレエ

（6ヶ月〜6歳と保護者）

夏休み特別講座 未来の葉バレエスタジオ
こどもはじめてバレエ

28

ワークショップ

［土曜日］

1

［日曜日］

JAXA 1Dayツアーinつくば

（小学1〜6年生）

夏の自由研究・工作に！
地球・社会を探究する「サス学（サステナブル学習）」

こらぼ実験教室
バイオミミックを考えてみよう！

（小学1〜3年生と保護者）

（小学4〜6年生と保護者）

テクノロジー

8

by ネクスファ

小学生からSDGs！
「サステナブル・カードゲーム」で地球の
問題を解決しちゃおう！

宇宙をVRで体験しよう！

1

本やイベントを開催します。

4

【アート教室】ダ・ヴィンチクラス

「おもしろ深海魚」色々な素材で
深海魚の絵をつくろう！

SUN

8
by 芸術造形研究所

25

ふかーい海のふしぎ。
世界に１つの"光る"深海生物をつくろう！

滅などを、小学生が開発した「サ
ステナブル・カードゲーム」で

Level.1〜天体望遠鏡を作って星座を学ぼう〜
（小学1〜6年生）

遊びながら、解決アイデアを楽
しく発想しましょう！カードゲー

宇宙星太郎スペシャル

ムはみなさんにプレゼント！

Level.2〜遠くはなれた宇宙のはなしをしよう〜
（小学1〜6年生）

Level.5〜素粒子と量子力学・宇宙と相対性理論〜
（小学4〜6年生）

対象年齢

テクノロジー

自由研究に最適！電気回路作り＋光プログラミング

ADDRESS 千葉県柏市若柴 227-1
柏の葉 T-SITE 蔦屋書店 2F
TEL
04-7197-7801
営業時間 9:00〜19:00

9

恐竜好き も楽しめる

小学生が地球の問題を解決でき

宇宙星太郎スペシャル

犬が教えてくれること
（小学1年生〜
（小3までは保護同伴））

20

柏の葉 T-SITE の 2 階では

ちゃう！？温 暖 化や生き物の絶

（小学１年生〜中学3年生）

ワークショップ

【犬コトキッズ】

SUN

探究・理数

宇宙星太郎スペシャル
（小学2〜6年生）

7

SUN

（年中〜小学6年生）

文化・芸術 【8/29・30の2日間！】

こらぼ実験教室
DNAを取り出してみよう！

9/

SAT

'どこまでだって行けますcar' と光る町を作ろう！

2日連続特別編！プロのマンガ家が教える
［木曜日］【体験マンガスクール】

31

「好き」をたのしむ”

（年少〜小学2年生）

［水曜日］

29

学び＝「あそまなび大作戦！」

テーマは、“「好き」をみつける、

探究・理数

探究・理数

［土曜日］

（年長〜小学4年生と保護者）

文化・芸術

探究・理数

T-KIDS シェアスクール 柏の葉

@tkids.kashiwanoha

27

［火曜日］

〜カードゲーム
「アトモン」
で楽しく化学を学ぼう〜

探究・理数

フィジカル

この夏、
苦手を楽しく克服しよう！夏休みSpecial
体育特訓 鉄棒・前回り編

フィジカル

【持ち帰りあり】tanQファミラボ特別編

探究・理数

この夏、
苦手を楽しく克服しよう！夏休みSpecial
体育特訓 とび箱編

17

26

（小学1〜6年生）

探究・理数

［月曜日］

文化・芸術

なまらく子供落語ワークショップ

（小学1〜中学3年生（小3までは保護同伴））

だれでも作曲〜メイク・ア・メロディ♪

「空耳図書館おんがくしつ-おやこの時間-」

［金曜日］ ちいさな音のʻちょっと不思議な読書会ʼ
（①3 ヶ月〜 1 歳半と保護者 ②年少〜小学２年生と保護者）

フィジカル

T-KIDS の最新情報は SNS でチェック！

@ tkidssharedschool

音とリズムで感性を育む！生演奏リトミック♪
（①1歳半〜2歳半 ②2歳半〜5歳 ③3ヶ月〜1歳半/保護者と一緒）

理科」
！

水を使って調べる " 浮力 " と " 大きさ " のヒミツ
（小学１〜4年生）

探究・理数

ブラジリアン柔術の先生に学ぶ、
フィジカルワーク
ショップ！親子柔術フィット講座

10

（年長〜小学６年生と保護者）

文化・芸術

探究・理数

（小学1年生〜）

7

（小学3年生〜）

探究・理数

フィジカル

探究・理数

クラスの予約について

アクセサリーワークショップ

［木曜日］

（小学1〜6年生）

文化・芸術

（小学3年生〜）

なまらく子供落語教室 3日間連続プログラム

［水曜日］

【アート教室】ダ・ヴィンチクラス
「おもしろ深海魚」
色々な素材で深海魚の絵をつくろう！

作

文化・芸術
即興パフォーマンス集団 :Dをはじめとするパフォーマー達
が柏の葉にやってくる！インプロ（即興演劇）親子ショー

［日曜日］

工

（小学1〜6年生と保護者）

25

（年少〜小学6年生と保護者）

文化・芸術

Baby&Toddler

オーガニックコットンのワークショップ

文化・芸術 【8/5・7・10の3日間！】

ワークショップ

理科実験教室キッズラボ 夏休み特別講座
オリジナルスーパーボール作り！

即興パフォーマンス集団 :Dをはじめとするパフォーマー達
が柏の葉にやってくる！インプロ（即興演劇）親子ショー

文化・芸術

夏・海・アロハ〜♪

イザという時に役立つ楽しい野遊び術「ブッシュク
ラフト」
を学ぼう！

24

［土曜日］

（小学2〜6年生）

「オーガニックコットン」
を紡いでみよう！

（小学3〜6年生）

【花と遊ぼう♪キッズ花育】

5

（①小学1〜3年生と保護者 ②小学3〜6年生）

探究・理数

ことばであそぼう！
「だじゃれの授業」

文化・芸術

（小学１年生〜中学3年生）

［月曜日］

【ドローンのお持ち帰り有】
はじめてのドローン製作＆操縦体験

［水曜日］

究
研
由
自

ワークショップ

【新】ゲームで学ぶ『キャッシュレス時代
のお金の学校』
（小学1〜6年生と保護者）

21

（小学3年生〜）

テクノロジー

探究・理数

文化・芸術

（3ヶ月〜1歳半くらいと保護者）

《タッチアップイベント》Nintendo Switchで
音楽を作ろう！

文化・芸術

に夢を乗せて、
100m飛ぶロケットを作ろう！
（小学1〜6年生）

宇宙をVRで体験しよう！

絆を深め成長を促す♪ ベビー＆ママヨガ

（小学2〜4年生）

20

［火曜日］

うちゅう
【ロケット特集】モデルロケット教室真夏の大空

（①年少〜年長と保護者②小学1〜6年生）

Baby&Toddler

〜1日限定算数ゼミ〜

（①小学1〜3年生と保護者 ②年少〜年長と保護者）

テクノロジー

（小学1〜6年生）

カメラマン職業体験

夏休みの工作にぴったり！木工キットでも
のづくり♪ フォークリフト
（小学1〜6年生）

（3歳〜小学6年生と保護者）

biima式「自宅や公園で子どもの運動神経を高
める」親子教室「俊敏性」や「敏捷性」を高める 編

うちゅう
【ロケット特集】大型ウォーターロケット
を打ち上げよう！目指せ100m超え

テクノロジー

［金曜日］

28

14

［水曜日］

ワークショップ

夏休みの工作にぴったり！木工キットでも
のづくり♪ ヘリコプター
（小学1〜6年生）

［日曜日］

文化・芸術

（小学1〜6年生）

VIVINATSU 2019

ワークショップ

［日曜日］

算数と数学の魅力をもっと知ろう！

［火曜日］

地球・社会を探究する
「サス学
（サステナブル学習）
」

探究・理数

夏の風物詩！花火師に学ぶワークショップ

文化・芸術

プチプチプクプクな空にうかぶ不思議なおさかな
をつくろう！

探究・理数

思考クラス

ワークショップ

27

13

探究・理数

探究国語ゼミ 夏期集中講座

文化・芸術

［土曜日］

（小学3〜6年生）

探究・理数

入門クラス

［火曜日］ 花火職人の仕事体験ワークショップ！
（小学1〜6年生と保護者）

26

〜チームで力を合わせてゴールを目指せ！〜

探究・理数

未来ある子供たちのために
大人気！未来の葉バレエスタジオ

［木曜日］

（小学1〜6年生）

月面ローバー操縦体験

探究国語ゼミ 夏期集中講座

文化・芸術

（小学3〜6年生（タイピングが得意な小1〜2も可）
）

探究・理数

探究・理数

夏の風物詩！花火師に学ぶワークショップ

（小学1年生〜中学3年生）

（小学1〜6年生）

ワークショップ

夜の昆虫観察会＠こんぶくろ池自然博物
公園
（年少〜と保護者）

18

自由研究にぴったり！3Dペンでオリジナル昆虫
標本をつくろう！

作家の時間 Writing Workshop

探究・理数

［月曜日］ 花火職人の仕事体験ワークショップ！
（小学1〜6年生と保護者）

2,160円（税込） コーヒー付き

フィジカル

iPhoneアプリづくりに挑戦してみよう！

世界に１つの " 光る " 深海生物をつくろう！
（小学1〜6年生）

（年少〜年長と保護者）

25

12

［月曜日］

地球・社会を探究する
「サス学
（サステナブル学習）
」

文化・芸術

（年少〜年長と保護者）

文化・芸術 【8/12・13・14・15の4日間！】

いる？」
-おばけの正体について哲学してみよう-

4

理科実験教室キッズラボ 夏休み特別講座
熱気球を作ってみよう！

テクノロジー 【8/12・13の2日間！】

ゲーム実況キャンプ！

［日曜日］ サステナブル・カードゲーム

10名

受講料

テクノロジー

テクノロジー 【7/30・31の2日間！】

こども哲学教室 ソフィー「おばけって本当に

想像力は無限大！大人気レゴ ®スクール
サテライト

24

（小学1〜6年生（小3までは保護同伴）
）

探究・理数

夏の風物詩！花火師に学ぶワークショップ
フィジカル

美容師さんと自由研究！なぜ？くるっとパーマが
かかるの？髪が明るく染まるの？

- 即興演劇から親子の理想の関わり方を考える （小学1〜6年生の保護者）

文化・芸術

和火師と作る！線香花火作り WS ！
（小学1〜6年生（小3までは保護同伴）
）

文化・芸術

T-KIDSラーニングカフェ vol.1

（小学1〜6年生/参加が2回目以上のお子様）

［水曜日］

11

特別企画

プロの漫 画 家が 教える【 体 験マンガス
クール】
継続編

23

［土曜日］

［火曜日］ 憧れのゲーム実況動画を自分の手で！
（小学1〜6年生）

文化・芸術

22

探究・理数

［日曜日］

ワークショップ

［日曜日］

10

SCHEDULE

月

月

10：00〜12：00

※座席の都合上、
お父様とお母様が参加される場合は1名ずつのご予約をお願いいたします。

EVENT CLASS

7 8

2019

定員

小学１〜6年生の保護者

（小学 3 〜６年生 ( 保護者同伴可 )）

小学1〜6年生

時間

10：30〜12：00

■定員：12名
■受講料：2,700円 教材費：1,620円（税込）
※持ち物…筆記用具

“ ふかーい海のふしぎ ”。宇宙よりもナゾがあるとも言われ
ている深海のふしぎを解き明かします。さらに世界に１つ
の “ 光る ” 深海生物づくりにチャレンジ！持ち帰って夏休み
の自由研究や自由工作に！
対象年齢

小学1〜6年生

時間

13：00〜15：00

■定員：15名
■受講料：3,240円 教材費：864円（税込）
※持ち物・服装…筆記用具、汚れてもいい服装（カラー粘土を使用します）、
作品を入れる紙袋または箱（15cm 15cm以上）、ワクワクする心

クリームのような粘土、アミ、ひも等様々な素材を触感的に感じながら
貼り合わせて、夏にピッタリのユニークな深海魚の絵を描こう！講師と
一緒に制作するので、初めてでもアートが苦手でも、安心して楽しくご
参加いただけます！お気軽にご参加ください。
対象年齢

小学1〜6年生

時間

15：30〜17：00

■定員：18名
■受講料：3,780円 教材費：1,620円（税込）

※汚れても良い服装

会員登録（無料）とご予約はWEBサイトから

https://tkids.tsite.jp/
tkids

〝 tkids〟
で検索

T-K IDSシェアスクールは、キッズデザイン賞
「子どもたちの創造 性と未来を拓くデザイン部門」を受賞しました。

プロの「夢中」はカッコイイ !! プロに学ぶイベント特集

忘れられない夏になる、特別体験盛りだくさん！
ゲーム実況キャンプ！

2日間

憧れのゲーム実況動画を自分の手で！
TUE

WED

7

7

by FULMA（フルマ）

30

31

夜の昆虫観察会
＠こんぶくろ池自然博物公園

探究国語ゼミ

時間

10：00〜16：00 (2日間連続)

■定員：12名
■受講料：29,160円 教材費：3,240円(税込)

SUN

SAT

SUN

8

7

7

by Japan Bushcraft School

3

※持ち物…昼食、飲み物、イヤホン(3.5mmプラグもしくは
Bluetooth対応のもの)

VIVINATSU 2019
SUN

8

by VIVISTOP 柏の葉

4

（ヴィヴィストップ）

テーマはVIVISHARE！
今年も子どもの夏祭りがVIVISTOP柏の葉
で始まる！！普段モノづくりなどが行われ
ているVIVISTOP。
『この場をより多くの人
に知ってほしい！』と子どもたちが声を上
げて始まったVIVINATSU。子どもによる
夏祭りはここでしか味わえない最高の思い
出となるはず！
時間

12：50〜

参加方法等、詳細については、VIVISTOP柏の葉の
WEBサイト又はFacebook等でお知らせいたします。
※一部年齢制限や事前予約が必要なコンテンツあり。

2日間

2日連続特別編！

プロのマンガ家が教える
【体験マンガスクール】 THU
8
by 漫画教室いるか M.B.A.

夜の森を周って木の幹に糖蜜を噴霧し、
ライトを灯して虫が集まるのを待ちます。集
まった虫をたっぷり観察しよう！目を凝らし
耳を澄ませば、昆虫だけでなく、ニホンノウ
サギやタヌキにも出会えるかもしれませんよ。
※こんぶくろ池自然博物公園管理棟前に集合です。

29

FRI

8

30

親子で
学べる

19：00〜21：00

■定員：15組 ■受講料：2,160円（税込）

by CA Tech Kids

（シーエーテックキッズ）

時間

対象年齢

探究の第一人者による、すべての教科学習の基
礎となる国語講座中級編。言葉の使い方を学
ぶだけではなく、日本文化や現代社会について
など幅広い教養と思考力を身につけることを目
指します。思考力型・適性検査型中学入試対
策も行います。
対象年齢

小学3〜6年生
13：10〜16：00 (50分 3コマ)
■受講料：12,960円（税込）

時間

小学5〜6年生

MON

TUE

8

8

12

13

小学3〜6年生

※タイピングが得意な1〜2年生も参加可

10：00〜16：00 (2日間連続)

■定員：20名
■受講料：34,560円 教材費：2,160円(税込)
※持ち物…昼食、飲み物、USBメモリ(2GB以上)、イヤホン
※詳細はHPをご覧ください

算数と数学の魅力をもっと知ろう！

〜1日限定算数ゼミ〜

TUE

8
by math channel（マスチャンネル）

13

math channelの夏休み特別講座！「数学の
お兄さん」横山明日希と講義・ワーク形式で
算数・数学の魅力を堪能しよう！算数で大
切な「数」
「 形」そして、少し先に待っている
「数学」について触れることができる、もっ
と算数が好きになる講座です。

■定員：20名

JAXA 1Dayツアー
inつくば

小学2〜6年生

時間

13：00〜18：00

時間

9：30〜18：00

■定員：15名
■受講料：8,748円
※持ち物・
・
・筆記用具

教材費：1,620円（税込）

■定員：8名
■受講料：5,400円

T-KIDS
サマープロジェクト 2019

TUE

7

教材費：5,400円（税込）
交通費含む

時間

10：30〜14：30 (2日間連続)

■定員：20名
■受講料：8,640円

教材費：540円（税込）

2

AUGUST 2019 EVENT CLASS

23

花火職人の仕事体験ワークショップ！

線香花火の話やなかなか見ることのできない
火薬の原料の紹介、そして制作体験をメイン
に 7 本作っていただきます。和火師謹製の
国産線香花火のお土産付きです。今年の夏
は自分で作ったオリジナルの線香花火で想い
出づくりをしてみませんか？

花火のしくみ、種類、作り方や打上方法など、
花火師が実際に行っている仕事を学びながら、
オリジナルの花火玉模型を制作しお持ち帰り
いただきます。自由研究にピッタリのオリジナ
ル資料もご用意！この夏の思い出に花火師の
仕事の世界を覗いてみませんか？

小学1〜6年生

（小学1〜3年生は保護者同伴必須）

①10：00〜 ②11：10〜 ③13：00〜
④14：10〜 (各1時間)
柏の葉

ラウンジ

■定員：各10名
■受講料：2,160円 教材費:1,080円（税込）

にて開催

7/22
（月）
10：00〜12：00
7/23
（火）
①10：00〜12：00 ②13：00〜15：00

■定員：各10組
■受講料：2,160円 教材費:2,160円（税込）

親子で
学べる

時間

13：00〜14：30

MON

WED

SAT

8

8

8

5

7

10

小学1〜6年生と保護者
親子で
学べる

10：00〜12：00

カメラマン職業体験

SUN

SUN

8

8

28

親子で
学べる

25

柏の葉

ラウンジ
にて開催

柏の葉 T-SITE 2 階にある写真スタジオSarah
House のスタジオでカメラマン・モデル体験
をして頂きます！お写真 5cut（カメラマン体
験をしている写真など ）を Sarah House が
セレクトし、後日データでお渡しいたします。

時間

①年少〜年長と保護者
②小学1〜6年生

親子で
学べる

①13：00〜13：40 ②14：00〜14：40

■定員：各4組
■受講料：2,160円
※普段着で構いません。

ことばであそぼう！ NEW
「だじゃれの授業」

4

by Sarah House（サラハウス）

対象年齢

■受講料：500円（税込）

by 一般社団法人
日本だじゃれ活用協会

時間

SUN

※持ち物…筆記用具

なまらく子供落語教室

対象年齢

7

今注目のインプロ（即興演劇）のプロのパ
フォーマー :Dをはじめとするパフォーマー
とコラボ！台本なし！打ち合わせなし！仲
間と協力しながら進めるインプロ（即興演
劇）のショーを親子で体験しよう！演劇を
やったことがなくても大歓迎です！

■定員：各10組

サバイバル術で楽しむ新しいキャンプスタ
イルである「ブッシュクラフト」。都市災害、
救助がくるまでどうやったら生き残れる？
認定インストラクターに学ぶ親子サバイバ
ルリーダー育成講座です！

※持ち物…動きやすい服装、給水用の飲み物、軍手、筆記
用具（内容をメモしたい方）、カメラ（スマホ）

対象年齢 年長〜小学6年生と保護者

対象年齢 小学1〜6年生と保護者
時間

（インプロキッズトウキョー）

27

■定員：10組
■受講料：5,940円（税込）※親子1組での料金

即興パフォーマンス集団 : Dをはじめとする
パフォーマー達が柏の葉にやってくる！
インプロ（即興演劇）親子ショー
by IMPRO KIDS TOKYO

7

(ジャパン ブッシュクラフト スクール)

教材費：2,268円（税込）

犬が教えてくれるコト

NEW

【犬コトキッズ】

WED

SAT

8

8

14

by 株式会社カラーズ・
エデュケーション

17

なまらく子供落語ワークショップ

3日間

起業家とスタートアップ体験プロジェクト
住民の困りごとを解決しよう！第一線
で活躍している地元の起業家たちと組
み、商品の企画・開発・販売を行いま
す。8/25(日)に柏の葉T-SITEで開催
するイベント「Sen to Sen」のお店を
プロデュースします！

■受講料：16,200円（税込）

22

和火師と作る！線香花火作りWS！

なまらく子供落語教室【3日間連続プログラム】

collaboration with あんとれサンデー

■定員：12名

21

by 和火師 佐々木 厳

byなまらく子供落語ワークショップ
オフィスゾーイ

日時

必須参加日：7/23
（火）
、
30
（火）
※
8/6（火）、20（火）、25（日）、27（火）10：00〜14：00
教室解放日：＋12日間
（9：00〜14：00）
※8/25(日)は終日活動予定。詳細は別途ご案内。

※持ち物、
服装・
・
・お弁当、
飲み物、
筆記用具、
汚れてもよい服装

15：00〜17：30

■受講料：3,240円 教材費：216円(税込)

7

時間

小学1〜6年生（本イベントの参加が
2回目以上のお子様）

■定員：各20名 ※持ち物、服装・・・えんぴつと消しゴム。インクを使いますので、汚れてよい服装でお越しください。

対象年齢 小学1〜6年生

自分たちの手で本屋をイチから作ろう！
蔦屋書店の本物の売り場を使い、
「コン
セプト」
「 看板」
「 選書」
「内装・什器」
「販
促方法」などをチームで考え、つくりあ
げます！

必須参加日：7/25
（木）
、
29
（月）
8/5
（月）、9
（金）
、
19（月）
、
26（月）
10：00〜14：00
教室解放日：＋12日間
（9：00〜14：00）

■受講料：2,160円 教材費：216円(税込)

MON

17

対象年齢
時間

13：30〜14：30

SUN

NEW

collaboration with 柏の葉 蔦屋書店

日時

小学1〜6年生（本イベントの参加が
初めてのお子様）

7

by T-KIDSシェアスクール 柏の葉

小学1〜6年生

継続編の今回のテーマは
「キャラクターの表情」
です！マンガの中でキャラクターは色々な表情を
します。喜怒哀楽だけでなく、複雑な表情などの
表現力を身につけましょう。
自分でイラスト、
マン
ガを描いている子や、
一度イベントに参加したこ
とのある子は、
ぜひこちらにご参加ください！

時間

■受講料：2,160円（税込）

今年から「夏のプロジェクトプログラム」がスタート!異学年混合のプロジェクトチームを結成し、自分のアイデアや特技を生かして、ひと夏をかけて形
にしていきます。必須参加日以外の日程も12日間教室を解放するので、メンバーは、PJ活動や宿題、読書などにご利用頂けます。夏休みの終わりには活
動の振り返りを行い、自由研究として提出できる形に仕上げます。

対象年齢

プロのマンガ家が教える体験マンガスクール。
本
物のインクやペンを使ってマンガを描いてみよ
う！今回はマンガ原稿のうつし絵です！プロの先
生が描いた下絵に、
プロと同じ画材
（Gぺん・丸ペ
ン・インクなど）
を使ってうつし絵をしましょう！

SAT

チームを結成して、プロジェクトを成功させよう！

夏休みのマンガスクールは、マンガ家にあ
こがれるキミの夢をかなえる2日連続特別
プログラム。本物のインクやペンを使って
夏休みの思い出をマンガにしてみよう！制
作したマンガは最後にコピー本にしてお渡
しいたします。

継続編

8

対象年齢

※持ち物・
・
・お弁当、
水筒、
帽子、
お土産代

①10：00〜11：30
②12：30〜14：00

21

入門編

対象年齢

※持ち物…動きやすい服装、水筒

今年も開催！！JAXAツアー！！ロケットや人工
衛星の授業を行い、
宇宙の研究をたくさんして
いるJAXA本部へ行きます。
宇宙飛行士が実際
に使っている普段は入れない閉鎖空間施設に
入り、
宇宙飛行士の模擬訓練体験やミッション
にチャレンジします！
対象年齢

by 漫画教室いるか M.B.A.

夏の風物詩！花火師に学ぶワークショップ

by うちゅう

小学2〜4年生

対象年齢 年少〜小学3年生

■定員：各20名

■受講料：8,640円（税込）

対象年齢

こども書店開業プロジェクト

20

『子どもも大人も本気であそび、あそびの中
から共に成長していく共育（教育）』をテー
マに、公園から無人島まで地球をまるごと
あそぶ集団 “COLOR-P( カラップ )” の遊
び隊長 ヨッシーと全力であそぼう！！

時間

16：40〜18：30 (50分 2コマ)

※持ち物…筆記用具、ノート。スライドを使用するので、眼鏡などが必要な場合はお持ちください。

2日間

by COLOR-P（カラップ）

思考クラス

学校では習うことがない国語や日本語の本質に
迫る様々なミニクエストを体験しながら、日本
語の４技能「読む・書く・聞く・話す」だけでなく、
「考える」ことや「共感する」技能、また探究
学習の基礎となる「観察」「共有」「想像」の
方法を凝縮してお伝えします。

■定員：20名

「Tech Kids CAMP」は小学生のための短期
集中型プログラミング学習ワークショップで
す！2 日間で iPhone アプリの開発に挑戦し、
2 日目の最後にはお子様のオリジナルアプリ
をプレゼンテーション！この夏、本格的なプ
ログラミングの世界に触れてみませんか？
対象年齢

4

by 知窓学舎

時間

※持ち物…懐中電灯/服装…長袖長ズボン
各自虫刺され対策をお願いいたします。

iPhoneアプリづくりに
挑戦してみよう！

プロの漫画家が教える【体験マンガスクール】

SAT

by NPO 法人こんぶくろ池自然の森

時間

NEW

8

対象年齢 年少〜と保護者

対象年齢 小学１〜６年生

あそび研究所

イザという時に役立つ
楽しい野遊び術「ブッシュクラフト」
を学ぼう！
SAT

入門クラス

"この夏、君は
「みる人」
から
「つくる人」
になる"
YouTuber Academy夏休み特別プログラム！
インターネットを正しく使うためのICTリテラ
シーを学び、
動画を制作しよう！マインクラフト
の世界を撮影・編集し、
楽しさの先にあるクリエ
イティブな学びをご経験いただけます。

NEW

夏期集中講座

■定員：12名

■受講料：16,200円（税込）

手拭いのたたみ方、扇子の使い方、上下（か
みしも）の基礎などを学び、実際に落語を演じ
てもらいます。稽古最終日はみんなで落語の発
表も行います。日本の古典芸能、落語を楽しく
学びましょう！
対象年齢
時間

小学1年生〜
11：30〜12：30(3日間連続)

■定員：7名
■受講料：2,160円

教材費：3,672円（税込）

高座扇（扇子）、手拭い代を含む
※最終回には、浴衣か着物をお持ちください（お持ちの方のみ）

落語ってどんなもの？手拭い、扇子の使い方、
お蕎麦の食べ方や所作を学び、実際に小話を
体験していただきます。最後には講師が落語を
一席行います。日本の古典芸能、落語に触れて
みよう！
対象年齢
時間

■定員：各7名
■受講料：各2,160円（税込）
※扇子と手拭い(ご家庭にあるもので結構です）

■英語・外国語

時間

時間

13：00〜14：30

■定員：15名
■受講料：2,160円（税込）

※動きやすく、汚れても良い服装

※持ち物…筆記用具

■ワークショップ

注意事項：動物アレルギーや動物に対し極度の恐怖
心のある場合は、ご遠慮ください。

（小学３年生以下は保護者の同伴必須）

10：00〜11：30

■定員：20名
■受講料：2,160円(税込)

■文化・芸術

実際に犬とふれあって【いのちの大切さ】
を学んでいただくクラスです。大人が教え
るのではなく、犬から教わることで、クラ
スのスタート時とは違う子供たちの笑顔が
生まれます。
対象年齢 小学1年生〜

対象年齢 小学2〜6年生

年少〜
10：00〜11：00

■探究・理数

クスッと笑えてみんなが笑顔になれるだじゃ
れ。だじゃれを作るにはコツがあります。
「だ
じゃれビンゴ」などチーム対抗のゲームで楽
しくだじゃれの 作り方を学び 、最 後 は「 だ
じゃれ川柳」づくりに挑戦します！

■フィジカル

■Baby&Toddler

■テクノロジー

3

オンリーワン & ナンバーワンの宿題を叶えよう！

糸かけ工作で九九のヒミツを知ろう！

by LITALICO ワンダー
（リタリコワンダー）

11

うちゅう【ロケット特集】

作

28

by math channel（マスチャンネル）

夏・海・アロハ〜

工

24

8

【花と遊ぼう♪キッズ花育】

作

(ファクトリーギア)

SUN

7

自由研究にぴったり！
3Dペンでオリジナル昆虫標本を
SUN
つくろう！

工

by FACTORYGEAR 柏店

夏休み！7月のmath channelの講座テーマは
「九九 工作」
！

作

20

体験型算数ワークショップ

工

by こども映画教室

WED

7

究
研
由
自

SAT

7

作

くるくるアニメーション工作WS
＠柏の葉

夏休みの工作にぴったり！
木工キットでものづくり♪

工

NEW

究
研
由
自

こども映画教室

まだまだ続くよ！
SUN

WED

8

8

by 加藤 弘美

4

九九神経衰弱を作って楽しく遊ぼう！

by うちゅう

大型ウォーターロケットを打ち上げよう！
目指せ100m超え

ヘリコプター

パラパラマンガのように、少しずつ違う絵を
連続させることで絵が動いて見える！動画の
原理を簡単な工作を通じて学びます。自分で
描いた絵が動き出す、驚きと喜びがいっぱい
のワークショップです。
対象年齢
時間

柏の葉

ラウンジ

①10：00〜12：30
②14：00〜16：30

工具と聞くと一見日常とかけ離れているよう
に感じるかもしれません。今回はそんな工
具を少しでも身近に感じてもらいたいとい
う気持ちから、工具を使った木工キットで
ヘリコプターやフォークリフトを作ります！

にて開催

（小学３年生以下は保護者の同伴必須）

10：00〜12：30

■定員：10名
■受講料：2,160円 教材費：3,240円（税込）

小学1〜4年生

対象年齢

時間

13：30〜14：15

時間

12

月面で走るプロトタイプローバーから送
られてくる情報をヒントに、チームで団結
してゴールを目指そう！限られた情報と
動かしにくい探査機で、君はどこまででき
るか？
対象年齢

小学3〜6年生

時間

10：00〜11：30

by キッズラボ

10

24

熱気球を作ってみよう！

化学で作ろう、
サイエンス玩具！
オリジナルスーパーボール作り！

熱気球はガスバーナーの火の熱を使って空気
をあたためて浮かびます。なぜ空気をあたため
ると浮くのか、実験を通して確かめてみましょ
う。自宅でチャレンジできる方法も知って、お
家でも実験してみましょう！

琥珀や糖蜜など、樹液を利用したものには
色々あります。ゴムの樹の樹液を集めた物
が、ゴムのもとになるラッテクスです。ここ
に酸を加えると…アララ？！ 皆で、オリジナ
ルのスーパーボールを作りましょう！

注意事項：ガスバーナーを使 用します。未就学児の
ご参加の際は、必ず保護者の付き添いをお願いします。

注意事項：ゴムアレルギー（バナナやパパイヤなども）
の方は、ご遠慮ください。

対象年齢
時間

対象年齢

年少〜小学6年生と保護者
10：00〜12：00

親子で
学べる

■定員：10組
■受講料：4,320円 教材費：540円（税込）

時間

MON

TUE

WED

THU

8

8

8

8

15

（運営協力：（一社）こたえのない学校）

1

Level.1
〜天体望遠鏡を作って星座を学ぼう〜

Level.2
〜遠くはなれた宇宙のはなしをしよう〜

Level.5
〜素粒子と量子力学・宇宙と相対性理論〜

星や星座について学んだ後、望遠鏡はどうし
て遠くのもの が 近くに見られるようになる
の？という謎を、望遠鏡の中身を学び、オリ
ジナルの望遠鏡を作っていきましょう！！夜に
作った望遠鏡をのぞくと、月のクレーターが
見えます。

この宇宙に宇宙人はいる？ ブラックホールは
どうしてできる？宇宙は無くなっちゃう？様々
な宇宙の不思議や疑問について、子どもたち
と探究を通じて宇宙の謎や魅力を伝えていく
クラスです。

宇宙には不思議があふれている。Level.5 の
クラスでは、宇宙の 不思議を物理学も交えな
がらお話します。ちょっと難しいけど、ワクワ
クする？！ 魅惑の世界へ誘います。

対象年齢
時間

対象年齢

小学1〜6年生

時間

10：30〜12：00

■定員：10名
■受講料：2,160円

教材費：2,160円（税込）

オーガニックコットンのワークショップ

小学1〜6年生

よりも少し難しい内容になっています）

時間

13：00〜14：30

■定員：10名
■受講料：2,160円

※持ち物…筆記用具

小学4〜6年生
対象年齢 ※高学年推奨（同日実施される他のクラス

■定員：10名
■受講料：2,160円（税込）

教材費：540円（税込）

プチプチプクプクな空にうかぶ
不思議なおさかなをつくろう！

15：00〜16：00

※持ち物…筆記用具

【ドローンのお持ち帰り有】

はじめてのドローン製作＆操縦体験

WED

SUN

WED

8

8

8

by 東京コットンビレッジ

14

by リトルランド

18

by ドローンエンタテイメント

21

わたしたちが普段身につけている洋服はコットンから出来ています。糸つむぎからその成り立ちを知ろう！

洋服の原料は畑で採れる農作物、
「オーガニックコットン」を紡いでみよう！

年少〜年長と保護者
10：30〜11：30

by 高橋 優

by うちゅう

作

AUGUST 2019 EVENT CLASS

by うちゅう

工

8/4(日) 16：00〜18：00
9/1(日) ①13：00〜15：00
②16：00〜18：00

15

Writing Workshop
14

※持ち物…詳細はHPをご覧ください。

SUN

■定員：6名
■受講料：4,320円（税込）

13

15：30〜18：00

■受講料：2,160円 教材費：3,240円（税込）

宇宙星太郎スペシャル

※持ち物…筆記用具

12

■定員：各8名

作

8

■受講料：2,160円 教材費：1,080円（税込）

9

16：00〜17：15

4日間

小学1〜6年生

時間

13：00〜15：00

工

8

※持ち物・
・
・作品を持ち帰る袋
（大きいもの）
ハサミを使います。

対象年齢

小学1〜6年生

8

小学1〜4年生

作家の時間

教材費：1,404円（税込）

究
研
由
自

9

■定員：15名
■受講料：2,160円

時間

MON

文

8

小学1〜中学3年生

〜チームで力を合わせてゴールを目指せ！〜

対象年齢

10：00〜11：30

ロケット工学の基礎やロケットの仕組みをしっ
かりと学び、全世界で 55 年間、5 億 5 千万回
無事故記録を誇るモデルロケットを作成しま
す。完成後は柏の葉 T-SITE 近隣で、真夏の
大空に向けて、実際に打ち上げまで行います。

THU

作

理科実験教室キッズラボ 夏休み特別講座

SAT

1

月面ローバー操縦体験

■定員：各15名 ■受講料：各2,700円 教材費：各540円（税込） ※持ち物…筆記用具

SAT

■定員：各12名
■受講料：3,240円 教材費：324円（税込）

4

時間

14：30〜15：45

SUN

4

教材費：3,240円（税込）

年少〜小学6年生

水とペットボトルでロケットがつくれちゃう？
大型のウォーターロケットの発射実験だ！ロ
ケットの仕組みを学び、ロケットがどうした
ら遠くまで 飛 ばせるか？を考えていきます。
真夏のこの時期に、思いっきり迫力満点の打
ち上げを体験しよう！！

8

鏡を使った実験と工作で「対称のセカイ」を
知ろう！鏡の中を絵で書いてみたり、あわせ鏡
の 実 験 をしてみたり、万 華 鏡 を 作ったり…、
鏡で起こるフシギな現象を解き明かそう！
対象年齢

小学1〜4年生

究
研
由
自

究
研
由
自

時間

太 陽 の 影 を利 用して時 間を測る「日時 計」。
算数を使って、作ってみよう！身近な時計の起
源である「日時計」の工作を通じて、地球の
フシギに迫ってみましょう！

対象年齢

時間

鏡で見る"対称"のセカイ

日時計作りで知る地球のフシギ

SUN

宇宙を身近に感じよう！！日本にも世界にも
宇宙の仕事はたくさんあります。前半は宇
宙の 仕事について講 義 を行い、後 半で は
VR を用いて未来の月面都市を体験します。
最後は自分のやりたい宇宙の仕事を描いて
みよう！
対象年齢

作った工作物はお持ち帰りいただけます。

by math channel（マスチャンネル）

プールやお風呂では身体が軽く感じたり、も
のが浮いたり…、身近に感じられる浮力です
が、一体どんなものかはイメージしにくいと思
います。そんな「浮力」と「体積」について、
工作を通し学びます！

①13：00〜 ②15：00〜
③17：00〜（各90分)

■定員：各8名
■受講料：2,160円

■定員：各15名 ■受講料：各2,700円 教材費：各540円（税込） ※持ち物…筆記用具

8月のmath channelの講座テーマは、
「 算数 理科」！

※持ち物・服装…筆記用具、汚れても良い服装

宇宙をVRで体験しよう！

真夏の大空に夢を乗せて、
100m飛ぶ
ロケットを作ろう！

究
研
由
自

対象年齢 小学1〜6年生

時間

15：00〜16：00

花と遊ぼう♫キッズ花育は、表現力、感性、
豊かな心を育むことを目的とした教室です。
8月のテーマは「夏・海・アロハ〜♪」。生花を
使って首飾り、レイを作ったり、たくさんの
種類の貝がらを使って自分の海を作ります。
対象年齢

対象年齢 小学1〜中学3年生

小学1〜4年生

時間

13：30〜14：30

自由研究にぴったり！夏の風物詩、昆虫。
どんなかたちをしているかな？触覚や眼は
どんなふうについているかな？昆虫のから
だを観察し、3Dペンで再現してみよう！作
成したものは、世界に１つだけ、オリジナル
な標本としてお持ち帰りいただけます。

究
研
由
自

29

柏の葉 T-SITE の 2 階にあるカット＆ネイル
のお店 idea による特別体験教室。今回は、美
容師さんのお仕事を自由研究にしてみよう！
パーマのかかる仕組みや、髪がカラー剤で明
るくなる理由！自分でパーマやカラーを施し
たマネキンは、お持ち帰りいただけます！

by Yspace（ワイスペース）

時間

対象年齢

小学1〜4年生

算数 理科ワークショップ

水を使って調べる"浮力"と"大きさ"のヒミツ

時間

対象年齢

九九の早見表から九九の性質を読み解き、九
九をゲーム形式で 楽しめる「九 九 神経 衰弱」
を作ります。反復して九九を学ぶことで定着を
図ります。九九ゲームを通して楽しみながら学
びましょう！

究
研
由
自

究
研
由
自

なぜ？くるっとパーマがかかるの？
MON
なぜ？髪が明るく染まるの？
by idea( イデア )

暗記だけじゃもったいない！実は九九には、
美しい 模 様が 隠されているのです。模 様を
浮かび上がらせるための「台座」を工作して，
「段」ごとに変わる模様を観察します。作って、
見て、楽しく覚えて、九九を好きになろう！

※持ち物・・・木工ボンド、
軍手(トゲが気になる方）
、
工具を使用
するため、
腕が動きやすい服装でのご参加を推奨

※持ち物…蓋つきの空のペットボトル
（500ml）

7

ヘリコプター /10：00〜11：00
フォークリフト/ 11：15 〜12：15

■定員：各4名
■受講料：2,160円 教材費：2,916円（税込）

■定員：20名
■受講料：3,240円 教材費:864円（税込）

美容師さんと自由研究！

時間

モデルロケット教室

フォークリフト

対象年齢 小学1〜6年生

小学1〜6年生

14

親子で
学べる

■定員：6組
■受講料：2,160円 教材費：540円（税込）

好きなことを好きなように書ける環境と、
書くための技術を手に入れて、書くことが
好きになる魔法の時間。
※4日連続講座ですが、いずれか1日の参加も可

対象年齢
時間

小学1〜6年生
① 9：30〜11：00 ②11：15〜12：45

①に参加の方は、
②に続けて参加・作品を
書き上げる為の居残りも可

■定員：各10名
■受講料：4日連続8,640円/1日参加：2,160円
教材費：各216円（同額/税込）

※持ち物、
服装・
・
・筆記用具、
大学ノート、
動きやすい服装
呼ばれたい名前
（ニックネーム）
を考えてくる。

畑で収穫されたコットンから種を取り、繊維
をほぐして糸をつむぎます。つむぎ終わった
糸とスピンドルはそのままお持ち帰り頂けま
す。「糸」がどうやって作られているかわかる
ワークショップです。
対象年齢
時間

小学3年生〜
13：30〜15：00

オーガニックコットンで創る
アクセサリーワークショップ

簡単なミニ機織り機を使用して平織りというシ
ンプルな手法で行う織り体験が出来ます。様々
な糸を混ぜ合わせて自分だけの糸を織り込ん
で、オーガニックコットンのアクセサリーを創っ
てみましょう！
対象年齢
時間

小学3年生〜
15：30〜17：00

■定員：各12名 ■受講料：各2,160円 教材費：各1,620円（税込）

■探究・理数

■英語・外国語

なが〜いプチプチシートとカラフルなマス
キングテープで「不思議なおさかな」づく
りにチャレンジ！世界にひとつだけのおさ
かなたちは、プチプチプクプクと空へ浮か
んでいきます！
対象年齢

3歳〜小学6年生と保護者
親子で
学べる

①13：30〜14：30
①15：00〜16：00
■定員：各15組
■受講料：2,700円 教材費：648円（税込）
時間

※汚れても良い服装

■文化・芸術

■ワークショップ

■フィジカル

“ 遊ぶ ” が “ 仕事 ” に。純粋に楽しく学ぶ
ことができるドローン教育です。ドローン
の体験会をやると毎回応募が殺到してしま
うのですが、今回は体験だけでなく、一歩
踏み込んで “ マイドローン ” を自分で作っ
てみましょう！
対象年齢
時間

①小学1〜3年生と保護者
②小学3〜6年生

親子で
学べる

①10：00〜12：00 ②13：00〜15：00

■定員：①10組 ②15名
■受講料：2,160円 教材費：3,240円（税込）
※ドローンはお持ち帰り頂けます。

■Baby&Toddler

■テクノロジー

5

対象年齢 年中〜小学６年生

8
by Co-Lab.（コラボ）

※汚れても良い服装

31

バイオミミックを考えてみよう！

DNAを取り出してみよう！

生き物の中にはすごい技術を持った生き物がい
ます。
その技術を、私たちの暮らしに役立てたの
がバイオミミックです。
そんな生き物のすごさを
学びながら、
オリジナルのバイオミミックを考え
てみましょう！

自分の体ってどうやって出来ているんだろう、
そ
う思ったことはありませんか？私たち生物のか
らだの中には、
「DNA」
という設計図があります。
実験で、DNAを自分から取り出してその不思議
さを学びましょう！

時間

■定員：各8名
■受講料：2,160円 教材費：1,620円(税込)

自由研究に最適！

電気回路作り＋光プログラミング

SAT

対象年齢

① 9：30〜11：30
②12：30〜14：30

究
研
由
自

作
28

行きたい所の絵を描いて、それをハサミで切
り刻み、車輪に張り付け車を作ります。平面か
ら立体に変化させる事で、物の見え方の多様
性を感じでもらいたいです。
そして、最後は光
る町を作り、車を走らせましょう！

時間

こらぼ実験教室

WED

8

by こどもワークショップ
Yellow Pony

究
研
由
自

工

'どこまでだって行けますcar'
と光る町を作ろう！

14：00〜15：30

親子で
学べる

時間

■定員：12組
■受講料：4,320円

※持ち物…筆記用具

※持ち物…筆記用具

9

by 桑子 研

（サイエンストレーナー）

1

電気回路を組んだり、プログラムを組んで
ロボットを動かしたりします。自分で作っ
たブレッドボードの回路や、プログラムの
データは持ち帰ることができるので、自由
研究にも最適です。
対象年齢 小学3〜6年生（保護者同伴可）
時間

親子で
学べる

16：00〜17：30

■定員：12組
■受講料：3,240円（税込）

SUN

10：00〜11：30

ベビーサイン教室（基礎）

by 日本ベビーサイン協会リーダー講師
増田 亜梨沙

by Mirainoha Ballet Studio
（未来の葉バレエスタジオ）

7

22

夏休み特別講座

※撮影など自由にできるので、記録用にカメラやスマホが
あると良いかもしれません。

7月のテーマは、自宅や公園で「子どものボー
ルを投げる・捕るを上手にする方法」！スポー
ツ科学理論に基づいた指導ポイントをレク
チャーします！

by Mirainoha Ballet Studio
（未来の葉バレエスタジオ）

親子で楽しむベビー＆キッズバレエ

まだお話のできない赤ちゃんも、
ママ・パパに伝
えたいことがたくさん！ベビーサインを使って赤
ちゃんと楽しくコミュニケーションをとりましょ
う！初回(8月1日)のみ2,376円→540円で体験
受講できます！
対象年齢 6ヶ月〜1歳半と保護者
時間

対象年齢 2歳〜6歳
親子で
学べる

11：30〜12：30

時間

■定員：10組
■初回レッスンのみ特別受講料：540円(税込)

※持ち物…普段の赤ちゃんお世話セット
【継続の場合】
■受講料：4,752円
（税込）
/月 教材費：4,968円
（税込）
/初回のみ

経験がなくても大丈夫です！ 美しく優雅な音
楽♪に合わせ、バレエを楽しんでみましょう。
産後のママにもおすすめです。
ママと子どもの
スキンシップ や愛情確認の時間などに、気兼
ねなくご参加ください。
対象年齢 6ヶ月〜 6 歳と保 護 者

16：45〜17：30

時間
■定員：10名 ■受講料：2,160円(税込)

14：30〜15：30

親子で
学べる

■定員：10組 ■受講料：2,160円(税込)

※持ち物…動きやすい服装

（レオタード、タイツ、シューズをお持ちの方はご着用ください）

SUN

SUN

7

8

7

8

by 柏の葉リトミック教室アンファン

時間

by Philosophize（フィロソファイズ）

3

26

by ファイナンシャルアカデミー

テーマは
「おばけって本当にいる？」。
目に見え
ないものが存在していないとどうして言える
のでしょうか。
「 おばけって本当にいる？」の
テーマから発生する子どもの「なんで？」
を出
発点に創作活動や哲学対話を行います。

時間

①13：00〜 ②14：10〜
③15：20〜(各50分) 親子で

ブラジリアン柔術の先生に学ぶ、
フィジカルワークショップ！
by トライフオース

ブラジリアン柔術をベースにした護身術教室
です。いざという時 の 備えとして護 身術 の
ロールプレイ（疑似体験）をやってみよう！

時間

■定員：各10組

時間

小学1〜6年生と保護者
10：00〜12：00
親子で
学べる

8

《タッチアップイベント》
Nintendo Switchで
音楽を作ろう！

TUE

8

by KORG（コルグ）

20

楽しみながら強い体をつくる！
親子柔術フィット講座

親子で楽しみながら体をコントロールする技術
と体力・筋力・柔軟性を身につけましょう！自
分の体をコントロールすることによりあらゆる
スポーツでの技術アップが図れます。
対象年齢 小学1年生〜中学3年生

(小学3年生以下は保護者の同伴必須)

時間

10：30〜11：30

対象年齢

※持ち物・・・筆記用具

THU

8

お金の学校「ファイナンシャルアカデミー」
が独自開発したお金のボードゲーム「ハピ
プロ」で遊びながら、お金の教養について
学びます。学校や塾では教わらないけれど、
生きる上でとても重 要な「お 金」のこと。
楽しく学んでみませんか？

■定員：12組
■受講料：2,700円（税込）

学べる

■定員：各6組
■受講料：3,000円（税込）

(小学3年生以下は保護者の同伴必須)

13：00〜14：00

年少〜年長と保護者(2人1組)

時間

対象年齢 小学1年生〜中学3年生

対象年齢 小学1〜6年生

親子で参加！レゴ ® ブロックで立体絵本を作
ろう！レゴ ® スクール認定インストラクター
が、組み立て方もアドバイスしますので、初
めての方も楽しく参加できます。皆さま奮っ
てご参加ください！

親子で
学べる

こんなときどうする？
いざという時に役立つ親子護身術教室！

■定員：10名
■受講料：2,160円（税込）
教材費：540円（税込）

15：45〜16：45

「空耳図書館おんがくしつ
-おやこの時間-」

THU

15

対象年齢 年少〜小学2年生

21

FRI

7

13：00〜14：00

KORG Gadget for Nintendo Switchは、
ゲーム感覚で楽しめる音楽制作スタジオで
す。楽譜が読めなくても、知識がなくても大丈
夫。パズル感覚でマス目に「音」を並べるだけ
でメロディーを作り出せます。今日から君も
アーティスト！
対象年齢 小学3年生〜
時間

親子で
学べる

■受講料：各2,160円（税込）

①10：00〜12：00
①13：00〜15：00

■定員：各20名 ■受講料：無料

※持ち物、服装…：タオル、給水用の飲み物、
チャックやフードのない服装でお越しください。

※Nintendo Switch及びソフトのお持ち帰りはできません。

※持ち物、服装…水分補給、汗拭きハンカチなど。動きやすい普段の服装で構いません
お子様の授乳・おむつ替え等の際はご自由に入退室できます

THU

25

SAT

こどもはじめてバレエ

バレエは音感・柔軟性・集中力・表現力・創造
力等が育まれる総合芸術として、またすべて
のスポーツの根幹となる要素が多くありま
す。子どもたちの
「好き」
のきっかけがたくさん
詰まった、夏休みの「はじめて」
な体験として、
バレエに触れてみませんか？

by レゴ®スクール

対象年齢

※持ち物…・運動ができる服装、室内運動シューズ（靴底の白いものをご用意下さい）、給水用の飲み物

27

■定員：10名 ■受講料：2,160円(税込)

音とリズムで感性を育む！生演奏リトミック♪

絆を深め成長を促す♪
ベビー＆ママヨガ
by JAHA 協会認定講師
山中 里江加

バレエは音感・柔軟性・集中力・表現力・創造
力等が育まれる総合芸術です。体のラインが
美しい「姿勢美人」になる絶好の機会です。憧
れのバレエをはじめてみましょう！

TUE

7

※作りたいお話の絵本や資料がありましたら、
当日に
お持ちください。
※当日作成した作品はお持ち帰りできません。

①9：30〜10：40 ②11：00〜12：10

8
8

LEGO, the LEGO logo, DUPLO and MINDSTORMS are
C 2019 The LEGO Group.
trademarks of the LEGO Group.○

【新】ゲームで学ぶ
『キャッシュレス時代の
お金の学校』

レゴ®スクールが大切にする“Learning by Making"
＝「作ることで学ぶ」
「遊びながら学ぶ」
を体験しよう！

8 月のテーマは「俊敏性」や「敏捷性」を高め
る方法！サッカー・野球・バスケなどで素早く動
けるようになるための方法をスポーツ科学理論
に基づいた指導ポイントをレクチャーします！

■定員：各10組（20名）
■受講料：各3,240円（税込）

こども哲学教室 ソフィー

未来の葉バレエスタジオ

18

SUN

はらぺこあおむし

未来ある子どもたちのために
MON

8

21

「俊敏性」
や
「敏捷性」
を高める 編

「おばけって本当にいる？」
-おばけの正体について哲学してみよう-

未来ある子供たちのために
大人気！未来の葉バレエスタジオ

7
by biima sports（ビーマ・スポーツ）

時間

ベビーから参加できるイベント特集！
【8月開講 3ヶ月継続クラス】

SUN

対象年齢 ①小学１〜3年生と保護者 ②年少〜年長と保護者

■定員：10名
■受講料：3,240円 教材費：324円(税込)

教材費：540円（税込）

想像力は無限大！
大人気レゴ®スクールサテライト

SUN

ボールを投げる・捕る 編

対象年齢 小学4〜6年生と保護者

小学1〜3年生と保護者

biima式「自宅や公園で子どもの運動神経を高める」親子教室

28

25

この夏、苦手を楽しく克服しよう！

NEW

ちいさな音のʻちょっと不思議な読書会ʼ
by 芸術教育デザイン室 CONNECT

夏休みSpecial体育特訓
FRI

8

FRI

8

（コネクト）

16

by 0才からの運動教室 Kids With（キッズウィズ）

とびばこ編

鉄棒・前回り編

16

NEW
だれでも作曲
〜メイク・ア・メロディ♪
by 音楽ワークショップ集団
ミュージクス

【持ち帰りあり】
tanQファミラボ特別編
SUN

8

25

〜カードゲーム「アトモン」で
楽しく化学を学ぼう〜

MON

8

by tanQ （タンキュー）

26

鉄棒・逆上がり編

音楽やリズムを心で感じ、
身体で自由に表現することで、音感やリズム感だけでなく集中力や表現力、
創造力を養うアンファンのリトミック♪

ヨガを通して親子の絆を深めます。ベビー
の夜泣きや便秘の解消・血行促進に効果
的！ママはストレスや腰痛、コリの解消、
骨盤のゆがみ等産後トラブルの改善におス
スメです。
対象年齢 3ヶ月〜1歳半くらいと保護者
時間

10：30〜11：30

親子で
学べる

■定員：各15組(30名)
■受講料：2,160円（税込）

※持ち物…動きやすい服装、バスタオル、給水用の飲み物

6

AUGUST 2019 EVENT CLASS

7月は、夏満喫！
『海』
をテーマに、親子で/お友
達と楽しみながら感性を育みましょう♪

8月はビーチボールが登場♪親子で/お友達と
楽しく感性を育みましょう！

対象年齢

対象年齢 ①1歳半〜2歳半 ②2歳半〜5歳 ③3ヶ月〜1歳半/全て保護者と一緒
時間

①9：40〜10：30 ②10：40〜11：30 ③11：40〜12：30

■定員：各10組
■受講料：各2,500円(税込)
※持ち物、服装…動きやすい服装、給水用の飲み物、①・②のみ クレパスとスティック水のり

「ちいさな音」をテーマに、文字のない絵本
の世界を味わいます。自分のペースを守り
たい、大きな音が苦手なお子様も安心して
ご参加ください。音楽経験、専門知識はいっ
さい必要ありません。

時間
親子で
学べる

①3ヶ月〜1歳半と保護者
②年少〜小学２年生と保護者
①10：30〜11：30 ②13：30〜14：30

■定員：各10組
■受講料：3,240円（税込）

※持ち物、
服装・
・
・飲み物、
動きやすい服装

親子で
学べる

とびばこは、お子様にとって
は苦手な種目となりやすい
ものの１つです。様々な要素
を分解し、1つずつ丁寧に練
習します。
「 小さな出来た！」
を積み重ね、助走から着地ま
での一連動作に仕上げてい
きます。

鉄棒の出来ない理由のほとん
どが、恐怖心にあります。そん
なお子様のために、
できるだけ
怖いという気持ちを感じさせ
ないようマットを用いた練習
法で、少しずつ難易度を上げて
前回りに挑んでいきます。

鉄棒の逆上がりは、体育の中
でも多くのお子様がつまず
きやすい種目の１つ。腕や脚
の使い方、上体のコントロー
ル、それらを別々に練習し、
それを身体にしみこませるた
めに工夫したプログラムでお
届けします。

対象年齢 5歳〜小学6年生

対象年齢 5歳〜小学6年生

対象年齢 5歳〜小学6年生

対象年齢 9：30〜11：30

対象年齢 12：30〜14：30

対象年齢 15：00〜17：00

■定員：各8名 ■受講料：各4,320円(税込)
※持ち物、服装…動きやすい服装、
お着替え
（汗をかくため）、
お飲み物、
タオル ※裸足で行いますのでシューズは不要です。

■探究・理数

■英語・外国語

音楽づくりはむずかしくない！トーンチャイム
という楽 器を使いながら、音を学ぶワーク
ショップです。ゲーム感覚で曲ができちゃう
不思議体験を味わおう！きみも今日から作曲
家！！
対象年齢 小学1〜6年生
時間

対象年齢

①13：00〜14：30
①15：30〜17：00

時間

■定員：各14名
■受講料：2,160円(税込)
※床にしゃがむ場面がありますので動きやすい服装で
お願いいたします。

■文化・芸術

■ワークショップ

今回のテーマは「原子」
！化学バトルカード
ゲーム「アトモン」をプレイしながら、原子や
分子、その結合などを自然と学べちゃう！こ
の世界がどのようにできているか？を体感的
に学びます！カードセットはお持ち帰り頂け
ます！

■フィジカル

年長〜小学4年生と保護者
①10：00〜 ②11：30〜
③13：00〜 ④16：00〜
⑤17：30〜 (各1時間)

親子で
学べる

■定員：各10組
■受講料：540円

教材費：1,620円（税込）

■Baby&Toddler

■テクノロジー

7

