キッズのほんとの学びをクリエイトする、ワークショップ@ ミュージアムの専門誌

くまもと
福岡市美術館

熊本県立装飾古墳館

福岡県福岡市中央区大濠公園 1-6
TEL.092-714-6051

熊本県山鹿市鹿央町岩原 3085
TEL.0968-36-2151

夏休みこども美術館 2021
「これなぁに？謎がいっぱい、古い美術」
● 日程 7/20（火）
～ 9/12（日）
● 時間 9：30 〜 17：30（会期中金・土は 20：00）
対象 小学生 参加費 無料※大人は観覧料必要

古墳館へ 5・5・ＧＯ！
● 日程 5/4（火・祝）、5/5（水・祝）
● 時間 10：00 ～ 16：00（予定）
対象 なし※原則保護者同伴 定員 各ブースで設定
参加費 各ブースで設定 申込 電話にて事前申し込み

子どものための展覧会で
す。謎にあふれた古い美
術作品。
よく見て考えると、
おもしろい発見があるか
も！関連ワークショップも
あります。

県内博物館や地元の職人さん
をお招きして様々な体験活動を
行うイベントです。
※今年度は事前申込が必要です。

熊本博物館
熊本県熊本市中央区古京町 3-2
TEL.096-324-3500

2021.4.10

子ども科学・ものづくり教室
『箱の中に虹を作ろう』

mini

● 日程 6/26（土）
● 時間 10：00 〜 11：30、13：30 〜 15：00
対象 小・中学生※小学 3 年生以下保護者同伴
定員 各回 20 名程度 参加費 無料※入場料が必要

ですが、熊本市内の小中学生は無料
申込 往復はがき又は当館HPの申込専用フォーム
での申込
（熊博HP掲載）

かんたんな形や文字が、その
まま虹色にかがやきます。し
かも、大空ではなく箱の中に
かける自分だけの虹です！

2020 年の「こどもワークショップ」
のようす

こども☆ひかりプロジェクトが立ち上がったのは、ちょうど 10 年前。東日本大震災にあった子
どもたちを笑顔にしたい！という思いで全国のミュージアムが集まりました。とにかく 10 年は続
けよう！そう思って、被災地をはじめあちこちでワークショップをし、たくさんの子どもたちの笑
顔に出会い、そして学生スタッフであるユースたちともに『ミュージアムキッズ』の発行も行って
きました。そしてとうとう 10 年目。
『ミュージアムキッズ』も 10 号で終了。そしてこのミニ版を
発行した後は、これから何かを始めたい人、ミュージアムに関わりたい人に少しでも役に立つよう
これまでの「こども☆ひかりプロジェクト」が蓄積してきたことや、子どもたちを少しでも元気付
けられるようなとっておきのミュージアムの秘密などをつづった本を作る予定です。
その本を作り終えて「こども☆ひかりプロジェクト」は解散します。これまで応援してくださっ
た皆さん、本当にありがとうございます。
「こども☆ひかりプロジェクト」は解散しますが、でも、皆さんの地域にあるさまざまなミュー
ジアムたちは、これからも子どもたちを笑顔にし、若者を元気づけ、そして大人たちをやる気にさ
せる活動を続けていきます。
皆さん、
これから編まれる本も、
そしてこれからのミュージアムの活動も、
どうぞご期待ください！

2021 年 4 月

ミュージアムキッズ編集部一同

P2 ワークショップ＠ミュージアム
P4 編集部からお知らせ

提案２ 「T」
「O」
「，
」
「GIFU」
＝「TO、GIFU」が太字
「HE MUSEUM F FINE ARTS」透明度 60 パーセント
色 可変

全国

ワークショップ
＠
ミュージアム
2021年 4月〜2021年9月

ほ っか い ど う

ミュージアムデビューは、ワークショップから。
全国のミュージアムで行われるワークショップ、
体験型プログラムのオススメ情報です。
ー ご注意 ー
プログラムの参加費が必要ないものでも、入
館料が必要な場合もあります。また、事前申し
込みのプログラムでは定員に達して締め切って
いる場合もありますのでご了承ください。今後
の新型コロナウイルスに関連する諸状況によっ
ては、中止や日程の変更等の可能性がありま
す。詳しくは各館のホームページなどでご確認
ください。

あき た

科学館の工作室
● 日程 日・祝
● 時間 実施回数および時間は時期によって異なる
対象 小学生～中学生 定員 各回 6 名 参加費 200 ～
300 円程度 申込 当日申し込み、多数時抽選

工作にチャレンジしよう。動物や乗
り物など月替わりでテーマが変わる
工作会です。

三沢航空科学館

青森県三沢市三沢字北山 158
TEL.0176-50-7777

科学実験工房ワークショップ
● 日程 土・日・祝
● 時間 11：00 ～ 11：40、14：00 ～ 14：40
対象 なし※子どもは保護者同伴
定員 各回 4 組※ 1 組 4 個まで、
付き添い込み 5 名まで
参加費 50 円～ 申込 参加には当日科学館内にて

予約が必要 ※事前予約は受け付けておりません
<予約時間> 9：00 ～ 14：00 ※定員になり次第終了

★このコーナーで紹介しているワークショップは
一例です。各ミュージアムは新しいワークショッ
プを続々と企画、実施しています。最新の情報
は各ミュージアムのホームページをチェックし
てくださいね！

平日「まるびぃ・すくすくステーション」
休日「ハンズオン・まるびぃ！」

● 日程 4/4
（日）～ 以降の毎週日曜日
● 時間 受付開始 13：30 〜 13：40
作業時間 13：40 〜 14：30
対象 なし※小学4 年生以下保護者同伴
定員 最大15 名※先着順 参加費 無料 申込 不要（当日

● 日程 別プログラムで閉室する場合もあります。
詳しい開催日時や内容は美術館 HP でご確
認ください。
平日は乳幼児のお散歩コース
に、休日は子どもから大人まで
素材と表現の時間を楽しめるよ
う、キッズスタジオを開いてい
ます。親子でご利用ください。

先着順受付）

和紙を折りたたんで、染色液に浸
し、自分だけのオリジナル和紙を
作成することができます。染め方
を工夫することでいろいろな模様
が作り出せます。

● 日程 6/6（日）
● 時間 10：15 ～ 15：30
対象 なし 定員 未定 参加費 未定 申込 要
（事前申込）
岐阜県美術館Webサイトの申込フォームより

対象 3歳以上※就学前の子どもは保護者同伴
定員 各回12名 参加費 無料 申込 不要
（当日先着順）

ウチダリナ氏のシリコン型に、焦がしたり着色したりした
和紙をかさねて貼り「蛾」をつくります。和紙の脆さ、し
なやかさ、美しさを感じてください。

点がつながると線になる。てんてんてんって♪絵を描こ
う！光も使ってきらきら 素敵な絵にしよう！

仙台市富沢遺跡保存館

宮城県仙台市太白区長町南 4-3-1
TEL.022-246-9153

たのしい地底の森教室 GW スペシャル
● 日程 5/1
（水・祝）
（土）
～ 5/5
● 時間 イベントによって変わります。
対象 なし※小学生以下は保護者同伴 定員 イベント
によって変わります。 参加費 イベントによって変わります。
申込 要（事前申込）※一部、
当日先着制のものもあります

野外展示「氷河期の森」の
葉っぱをスタンプしたバッグ
作りや、石器で革を切ってブ
レスレットを作る体験など、
地底の森ならではのイベント
が集まった５日間！

キッズプラネタリウム
「レッツゴー！みなみのくに」
● 日程 4/24（土）～5/30（日）のうち土日祝
● 時間 11：10 ～（約 45 分）
対象 なし 定員 150名 参加費 無料

申込 4/29
（木・祝）～5/9（日）のプラネタリウムは

事前申込制。詳細はホームページ等で確認を。

幼児や小学生低学年を対象としたこど
も向けプラネタリウム。明石を飛び出
し、南半球で見られる星座を探しに行
きましょう！

静岡科学館る・く・る
静岡市駿河区南町 14-25
エスパティオ 8 ～ 10F
TEL.054-284-6960

● 日程 6/5（土）
● 時間 10：30 ～ 12：00受付

小さなお子さまのはじめての
科学体験を親子で楽しみま
しょう。今回は水性ペンに
隠れている色を、お水を使っ
て見つけてみよう。

ていねいな暮らし講座 真綿づくり

たんＱひろば「はっけん！教室」

● 日程 6/19（土） ● 持ち物
● 時間 10：00 ～ 12：00

対象 小学 2 年生以下 ※要保護者同伴
定員 各回 10 組 参加費 無料 申込 不要
（当日受付）

子どもと保護者で一緒
に楽しめる体験プログ
ラムに参加してみよう！

タオル

定員 15名 申込 4/24
（土）〜 5/16（日）
までに、
ご
来館またはメール（文化の森HP 講 座 申 込 専 用
フォーム）
、はがき（必着）に住所・氏名・電話番号・
講座名を記入し文化の森へ

カイコのまゆから真綿を作り
ます。真綿の用途を知ります。

東近江市能登川博物館
滋賀県東近江市山路町 2225
TEL.0748-42-6761

夏の民具体験
● 日程 8/21（土）
● 時間 14：30 ～ 16：00
対象 なし 定員 なし 参加費 無料 申込 不要

田んぼに水を汲みあげる
道具「じゃぐるま」や竹
のみずでっぽうなど、む
かしの道具であそぼう！
ぬれてもよい服装で遊び
に来てね。

岐阜県多治見市東町 4-2-5
TEL.0572-28-3100

べに

紅 ミュージアム
MoMCA
（もむか）
の小さな図工室

東京都港区南青山 6-6-20
K's 南青山ビル 1F
TEL.03-5467-3735

対象 小学生以上 定員 1 組ずつ
参加費 実験セットひとつにつき500 円 申込 要
べにばな

黄色の花「紅 花」から、
しきそ

赤色の色素（＝色のもと）
を取りだすよ。まるで、
理科の実験のような体験
です。

公園内にはたくさんの
セミがいます。そのセ
ミが羽化するところを
親子で観察してみませ
んか？とても神秘的で
すよ。

ワークショップ
「牛乳パックカメラで写真を撮ろう」
● 日程 7/4（日）
● 時間 14：00 〜 16：00
対象 小学生以上 定員 10 名 参加費 500 円 申込 要

牛乳パックで簡易カメラを作
り、感光する紙を用いて写真
を撮ります。カメラの原理を
知り、撮影することで写真に
親しむワークショップです。

島根県大田市三瓶町多根 1121-8
TEL.0854-86-0500

● 日程 4/18（日）
● 時間 9：30 ～ 14：00
対象 幼児を含む家族 定員 親子 8 組
参加費 大人 300 円、小人 100 円
申込 要（1 ヶ月前から電話受付）

ごはんを炊いておにぎりを
作って、春の森の探検にで
かけよう。どんな生きもの
がみつかるかな。

ふ くお か
久留米市美術館
福岡県久留米市野中町 1015
TEL.0942-39-1131

びじゅつかん手帖
● 日程 実施中
● 時間 10：00 〜 17：00
対象 なし 定員 なし 参加費 無料 申込 不要

展覧会で感じたことをメモしたり、日本
で初めて国産のタイヤをつくった石橋正
二郎さんのクイズに答えます。

兵庫県立人と自然の博物館

デザインは展覧会毎に若干変更します。

兵庫県三田市弥生が丘 6
TEL.079-559-2001

● 日程 4/4（日）、5/2
（日）、6/6
（日）、7/4
（日）、
8/1
（日）、9/5
（日）
● 時間 10：00 ～ 16：00

対象 なし 定員 なし※状況に応じて人数制限を
行います 参加費 無料 申込 不要

見たことや感じたことを、
手を動かして、いろんな
素材でかたちにしてみま
しょう！誰でも気軽に楽し
めるワークショップを用意
しています。

西宮市大谷記念美術館

ひとはくKids サンデー

● 日程 5/5（水・祝）
● 時間 13：30 ～ 16：00

● 日程 毎週金・土※開催しない日もあり
● 時間 詳細はHPをご覧ください。

三瓶自然館 サヒメル

福岡市科学館

こどもの日スペシャル

紅のミニ実験

対象 5歳以上の子どもとその保護者 定員 50名
参加費 無料 申込 要
（事前申込）

兵庫県西宮市中浜町 4-38
TEL.0798-33-0164

しが

島根県立

さんべの森たんけんたい
～春の森で遊ぼう～

● 日程 7/31（土）
● 時間 18：30 ～ 21：00

対象 未就学児とその保護者 定員 なし
参加費 無料 申込 不要

ぎふ

千葉県千葉市中央区中央 4-5-1
TEL.043-308-0511

● 日程 毎週土・日
● 時間 11：00 〜 11：20、13：00 〜 13：20

兵庫県加古郡稲美町岡 1840-1
TEL.079-497-9010

セミの羽化観察会

めばえのかがく
「水でつくる カラフルしおり」

岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋 3299-1
TEL.0574-28-1110

千葉市科学館

しま ね

稲美町立いなみ野水辺の里公園

しずおか

みのかも文化の森

ちば

とうきょう

（地底の森ミュージアム）

きらり絵
● 日程 4/18
（日）
～ 7/11
（日）
の毎週日曜日
● 時間 10：40 ～ 11：20、11：40 ～ 12：20、
13：20 ～ 14：00、14：20 ～ 15：00、
15：20 ～ 16：00

岐阜県現代陶芸美術館

み やぎ

兵庫県明石市人丸町 2-6
TEL.078-919-5000

ひょうご

石川県金沢市広坂 1-2-1
TEL.076-220-2800

たたみ染め体験

科学工作のワークショップです。内
容は月ごとに変わりますので詳しく
はホームページ
でご 確認くださ
い。
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ナンヤローネ×素材転生
アートアクション
「和紙をかさねるーひとはね」

どのミュージアムの
どのワークショップで
デビューしよう？

明石市立天文科学館

キッズプラザ大阪
大阪府大阪市北区扇町 2-1-7
TEL.06-6311-6603

金沢 21 世紀美術館

秋田県秋田市金足鳰崎字後山 52
TEL.018-873-4121

あ お もり
青森県立

岐阜県岐阜市宇佐 4-1-22
TEL.058-271-1313

お おさか

いし か わ
秋田県立博物館

札幌市青少年科学館
北海道札幌市厚別区厚別中央 1 条
5 丁目 2-20
TEL.011-892-5001

岐阜県美術館

気になったら
どんどん参加
しよう！

対象 推奨・限定の年齢指定があるものあり
定員 あり 参加費 なし 申込 不要

ひ と は く で は、
月の第１日曜日を
「Kids サンデー」
と呼び、小さな
子どもたちが参
加できる、自然
や生きものに関する色んなプログラムを用意しています。

福岡県福岡市中央区六本松 4-2-1
TEL.092-731-2525

おはなし会
● 日程 月に1回程開催
● 時間 HP 参照
対象 なし 定員 HP 参照 参加費 無料 申込 不要

科学雑誌や図鑑、映像な
どで科学の知識をより深
められるサイエンスナビ
では、絵本のおはなし会
も開催しています。ぜひ
遊びにきてください！
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