北海道から
沖縄まで30以上の
ミュージアムが
大集合

in AWAJI 2019

2019年
11月

9日（土）12:00〜
17:00
11月10日（日）149：：00～
00

日時

対 象

幼児・小学校低学年
児童とその家族

参加費

無料（一部材料費必要）

（各日とも）

国立淡路青少年交流の家

申 込

兵庫県南あわじ市阿万塩屋町 757-39

人 数

会 場 〒 656-0543

てんもん・かがく部
青森県立三沢航空科学館
スリーエム仙台市科学館
静岡科学館る・く・る／南あわじ市うずしお科学館
加古川市立少年自然の家
明石市立天文科学館 9 日
NPO 法人人と自然の会 9 日
徳島県立あすたむらんど子ども科学館・
川口ダム自然エネルギーミュージアム
高知みらい科学館
ゴボウ袋ロケットを作ろう
つくって飛ばそうリング・リング・グライダー
ゆらゆらバランストンボをつくろう
まわそううずしお！つくろううずしお！
虹いろ星座万華鏡をつくろう
月面で体力チャレンジ！ 9日
よく回る風車 9日
UVトンボをつくろう

ちがく・こうこがく部
地底の森ミュージアム・仙台市縄文の森広場
兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県立考古博物館
熊本県立装飾古墳館
チャレンジ☆縄文の狩人
アンモナイト化石のレプリカをつくろう！
石器を使ってみよう
銅鏡マグネットを作ろう

ドレスコード

ぐるぐる

不要

何か " ぐるぐる "
なものを身につけて
きてね！

（予約不可）

11月10日（日）

各日1,000人程度

トラりんが
やってくるよ！

れきし・みんぞく部

いきもの部
佐用町昆虫館（NPO 法人こどもとむしの会）
キッピー山のラボ（三田市有馬富士自然学習センター）
兵庫県立人と自然の博物館
兵庫県立但馬牧場公園 但馬牛博物館
島根県立三瓶自然館サヒメル

北海道開拓の村＆札幌市青少年科学館
南相馬市博物館／京都国立博物館
国立民族学博物館／九州国立博物館
雪の文様をつけた凸凹名刺をつくろう。
え？流氷もやってくる！
変身！サムライ・de・ノマオイ！～ほら貝もふけるよ～
スタンプでうちわをデザインしよう！
つくって かぶって みんぱく
ぼうし工房
つくってみよう！鬼瓦

海の素材を使って生きものマグネットを作ってみよう！
いどうこんちゅうかん
モグラのトンネル（または屋外でのドングリ系）
葉っぱぐるぐる を つくってあそぼう！
たじまうし

移動博物館車
「ゆめはく」

び も ん

但馬牛の鼻紋スタンプをおしてみよう
「森のおとしもの」であそぼう！

特 設 ス テ ー ジ
つどいの広場にて

びじゅつ部
紅ミュージアム／石橋財団アーティゾン美術館
キッズプラザ大阪
稲美町立いなみ野水辺の里公園
兵庫陶芸美術館 10 日／福岡アジア美術館ほか
久留米市美術館ほか／福岡市美術館ほか
沖縄こどもの国・ワンダーミュージアム
「紅」ってどんな色？
紅作りじっけんとお化粧たいけん
アート・サファリ
海のいきものキーホルダー♪
クリスマスグッズを作ろう！
淡路のやきもの 淡陶カラフル三彩ぬりえ 10 日
はてな？ボックス
楽しくつくろう！プラバンアート
大きな絵を描こう！
君も発明家 腕時計型
〇〇！ひらめき時計をつくろう

11月 9日（土）13：00～14：00

シゴセンジャー、阿万保育所の子どもたち

11月10日（日）12：00～13：00
はばタンもいるよ

同時開催

トラりん、トランポ・ロビックス、サイエンスショー

つどいの広場 グルメブース
淡路のグルメを味わおう（数に限りがあります）

大きな農耕馬と遊ぼう!
ホースボード & 乗馬体験

同時開催

11 月 9 日（土）10：30 ー 15：00 吹上浜にて
①ホースボード（馬ソリ）体験 700 円（2・3 歳は親子で）
②はだかうま乗馬体験
500 円（5 歳以上）
③餌やり & ブラッシング体験
300 円
提供：SHARE HORSE ISLAND

［主催］こどもひかりプロジェクト ［後援］兵庫県・兵庫県教育委員会・南あわじ市教育委員会・洲本市教育委員会・淡路市教育委員会・全国美術館会議・全国科学館連携協議会

お問合せ

〒669 -1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目
兵庫県立人と自然の博物館内
会場へのアクセス
こどもひかりプロジェクト事務局
については、
TEL：079-559-2001（八木）
E-mail：yagi@hitohaku.jp

国立淡路青少年交流の家へ
お問合せください
TEL: 0799-55-2696

「こども☆ひかりプロジェクト」ホームページで、
新しい情報をどんどんご紹介します！

こどもひかり

検索

http://www.kodomohikari.com/
イラストレーション：いよりふみこ
題字：佐藤いずみ

兵庫県

神戸

淡路島

大阪

国立淡路青少年交流の家

会場のご案内
会場や内容は、予告なく変更することがあります。直前にホームページで、または当日総合案内にて、ご確認ください。
敷地内禁煙です。館内および周辺に、コンビニエンスストアやレストランは、ありません。清涼飲料の自販機はあります。
グルメブースが出展予定ですが、数に限りがあります。
ゾーン

A

B

WS タイトル

指導者名

お祭り広場

ゴボウ袋ロケットを作ろう 浅沼直樹・藤田照雄・宮島由紀子（青森県立三沢航空科学館）／つくって飛ばそうリング・リング・グライ
ダー 丹野美紀・石川歩（スリーエム仙台市科学館）／いどうこんちゅうかん 吉岡朋子・久保弘幸・室崎隆春・坂本貴海・中谷朱里・
矢口芽衣（佐用町昆虫館 NPO 法人こどもとむしの会）／どんぐりうんどうかい 長谷川真奈維・高橋 晃・池田 大・土屋和美（キッピ
ー山のラボ 三田市有馬富士自然学習センター）／葉っぱぐるぐる を つくってあそぼう！ 小舘誓治（兵庫県立人と自然の博物館）／「森
のおとしもの」であそぼう！ 竹下瑠美・宮脇成美（島根県立三瓶自然館サヒメル）／チャレンジ☆縄文の狩人 小嶋欣子（地底の森ミ
ュージアム）・佐々木敏明（仙台市縄文の森広場）

地上階

まわそううずしお！つくろううずしお！ ¥ 森 友保・寺西芳輝（南あわじ市うずしお科学館）
・森川由紀（大鳴門橋記念館）／よく回る風車
北方唯男・大山高子・神山久枝・能勢公紀・石倉則雄・中嶋かよこ（NPO 法人人と自然の会：9 日）／但馬牛（たじまうし）の鼻紋（びもん）
スタンプをおしてみよう 藤本喜龍・安本 宏・小玉大恵（兵庫県立但馬牧場公園 但馬牛博物館）／アンモナイト化石のレプリカをつくろ
う！￥ 生野賢司・塚本健司（兵庫県立人と自然の博物館）
、古谷 裕、野田富士樹（南あわじ地学の会）／変身！サムライ・de・ノマオイ！
～ほら貝もふけるよ～ 仲川邦広（南相馬市博物館）

２階

銅鏡マグネットを作ろう 牛島克彦・釜﨑裕子（熊本県立装飾古墳館）／雪の文様をつけた凸凹名刺をつくろう。え？流氷もやってくる！
細川健裕・扇谷真知子（北海道開拓の村）
、
垂石寛史（札幌市青少年科学館）／スタンプでうちわをデザインしよう！ 永島明子・安部真里奈・
河合優香・湯本美紀・文化財ソムリエ（京都国立博物館）／つくって かぶって みんぱく・ぼうし工房 干場 遼・大石侑香・木村かおり・
五月女草子（国立民族学博物館）／つくってみよう！鬼瓦 上野光裕・福田千恵（九州国立博物館）
、三宅元氣・姫野美樹・内田光紀（九
州国立博物館学生ボランティア）

３階

ゆらゆらバランストンボをつくろう 谷 俊雄・織田悠希（静岡科学館る・く・る）／虹いろ星座万華鏡をつくろう 田中慎悟（元加古川
市立少年自然の家）・本岡慧子／（人類初の月着陸から 50 年！）月面で体力チャレンジ！ 鈴木康史・西山愛子（明石市立天文科学館）
／ UV トンボをつくろう 後藤利貴（徳島県立あすたむらんど子ども科学館・川口ダム自然エネルギーミュージアム）／石器を使って
みよう 加古博志・浅川修平・岡本一秀・新田宏子（兵庫県立考古博物館）／クリスマスグッズを作ろう！ 若松千恵子・辻元雪世・林
美智子（NPO 法人環境ユーイングてんま）／淡路のやきもの 淡陶カラフル三彩ぬりえ 仁尾一人・村上ふみ（兵庫陶芸美術館：10 日）
／君も発明家 腕時計型〇〇！ひらめき時計をつくろう 宮城孝子・内間桃花・嘉手川愛子（沖縄こどもの国・ワンダーミュージアム）

３階
講堂

「紅」ってどんな色？ 紅作りじっけんとお化粧たいけん 八木原美佳・松本知里（紅ミュージアム）／アート・サファリ 江藤祐子・細矢
芳（石橋財団アーティゾン美術館）／海のいきものキーホルダー♪￥ 岡田可斗子・辰村 絢・山道千賀子・細川真理恵（キッズプラザ大
阪）、薮野博行（こどもひかりプロジェクト）／はてな？ボックス・楽しくつくろう！プラバンアート￥・大きな絵を描こう！ 板谷寿美（岡
崎市美術博物館）作花麻帆（西宮市大谷記念美術館）泉田佳代（久留米市美術館）岡本裕子（岡山県立美術館）蒲池昌江（福岡アジア美
術館）鬼本佳代子（福岡市美術館）高柳有紀子（大阪中之島美術館準備室）遊免寛子（兵庫県立美術館）渡辺浩美（吉備川上ふれあい漫
画美術館）吉澤菜摘（国立新美術館）山口 翼（松岡美術館）端山聡子・北川裕介（横浜美術館）

特設ステージ 大本晋也（国立淡路青少年交流の家）／ 9 日：シゴセンジャー（明石市立天文科学館）／早寝早起き朝ごはん体操（阿万
保育所の子どもたち）／ 10 日：トラりん（京都国立博物館）／トランポ・ロビックス（南あわじ市トランポ・ロビックス協会）／サイ
つどいの広場
エンスショー 谷内 亮・土井一史（高知みらい科学館） 自然体験ブース（国立若狭湾青少年自然の家・国立曽爾青少年自然の家・国立
淡路青少年交流の家）（同時開催）淡路のグルメを味わおう（飲食ブース）￥

C
吹上浜

（同時開催）大きな農耕馬と遊ぼう！ホースボード ＆ 乗馬体験 山下 勉（SHARE HORSE ISLAND：9 日）￥

￥マーク：要参加費
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お祭り広場

P

本館
つどいの広場
総合案内

本四高速道路「西淡三原」インターまたは「淡路島南」インターから 20 分。神戸から約 1.5 時間。公共交通機関でのご来場は、困難です。
詳しくは、国立淡路青少年交流の家ホームページをご覧ください。http://awaji.niye.go.jp/hp/

