
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
南相馬市博物館／魚津埋没林博物館
兵庫県立考古博物館
兵庫県立人と自然の博物館
雲仙岳災害記念館

（公財）阿蘇火山博物館（協力：NPO法人阿蘇ミュージアム）
熊本県博物館ネットワークセンター

いきもの部
新江ノ島水族館なぎさの体験学習館
美濃加茂市民ミュージアム
兵庫県立人と自然の博物館・
　NPO 法人こどもとむしの会
萩博物館・萩市ジオパーク推進課
長崎ペンギン水族館／国立阿蘇青少年交流の家
九重ふるさと自然学校／長者原ビジターセンター

対　象 幼児〜小学低学年
推奨

参加費
（各日とも） 無料

申　込
不要

（事前予約は
できません）

日 時

場 所

6月17日（土）
2017年

12：00〜
17：00

6月18日（日）10：00〜
15：00

北海道から
沖縄まで30以上の

ミュージアムが
大集合

至 福岡至 福岡

至 鹿児島至 鹿児島

至 大分至 長崎

新玉名玉名

熊本

菊水 IC

鳥栖 JCT

植木 IC

熊本 IC
阿蘇くまもと空港

九
州
自
動
車
道

九
州
新
幹
線

3

57

325

443

16

至 阿蘇

福岡

熊本

至福岡

至菊池

至玉名・菊水 I.C. 長岩バス停

山鹿大橋

八千代座 山鹿市役所

横山古墳

鹿央物産館

山鹿温泉

山鹿青果市場

山鹿小

山鹿中

市民医療
センター

至熊本・
植木 I.C.

3253

16

55

301
装飾古墳館
入口バス停

P

アクセス

〒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
こどもひかりプロジェクト事務局
TEL：090-9119-2005（清水）
E-mail：amk@kodomohikari.com

お問合せ

「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！

http://www.kodomohikari.com/
こどもひかり 検索

［主催］こどもひかりプロジェクト　　
［協力］熊本県立装飾古墳館 
［後援］熊本県／熊本県教育委員会／全国美術館会議／全国科学館連携協議会

イラストレーション：いよりふみこ　題字：佐藤いずみ

熊本発、全国の子どもたちへ

てんもん・かがく部
札幌市青少年科学館
青森県立三沢航空科学館
スリーエム仙台市科学館
日本科学未来館／加古川総合文化センター
姫路科学館／熊本博物館／熊本県環境センター

れきし・みんぞく部
魚津歴史民俗博物館／京都国立博物館
国立民族学博物館／九州国立博物館
壱岐市立一支国博物館／沖縄県立博物館・美術館

ドレスコード
赤 黒

赤いものと黒いものを
身に付けてきてね！

と

「石器づくりショー」＆
　「ミュージアムな、クイズ大会」
旧石器人やトラりんもいっしょに、
全国からお届けする、キラキラなステージです。

6月17日（土） 14：00〜15：00
6月18日（日） 12：00〜13：00

特 設 ス テ ー ジ
©2010 熊本県くまモン

出展者や内容、時刻等、予告なく変更することがあります。
定員を設け、整理券を発行するプログラムがあります。
直前情報は必ずホームページでご確認ください。

会場へのアクセス
については、
装飾古墳館へ

お問合せください

みんな、待ってるリン！

（トラりん： 京都国立博物館

　　　　　公式キャラクター）

＠京都国立博物館

 雪の結晶を見よう、作ろう。え？流氷もやってくる！
 スチレンペーパーで飛ぶものをつくろう＆

　 パラシュートをつくってみよう
 つくって飛ばそうリング・リング・グライダー
 きみの筋肉でロボットがうごく？！ 石をさわって、しらべてみよう！
 虹いろ星座万華鏡をつくろう
 絵が消える？また見えた？絵っ…えっ？！
 UVビーズストラップ作り17

 海の素材を使って生きものマグネットを作ってみよう！
 ふわり ふわり タネであそぼう + とくべつおもちゃも登場
 昆虫大捜査線＆むしむしたいけん
 貝のおタカラをさがそう！
 フンボルトペンギンとのふれあいたいけん！17

 阿蘇の恵みでクラフトしよう
 さわって体験！小さな田んぼのタッチプール
 くじゅうを遊ぼう！足跡探し＆塗り絵

 旧石器人がやってきた！  －せっきであそぼ－
 紙版古（かみばんこ）で、福島の装飾古墳

　　  羽山横穴（はやまよこあな）を作ろう 18

 しんきろうを体験！
 不思議なひもづくり  －ループで組紐体験！－
 化石のレプリカをつくろう
 火山爆発実験　  阿蘇火山の作り方
 はっぱもようのブックカバーをつくろう 17

 コハクのペンダントをつくろう 18

〒 861-0561
熊本県山鹿市鹿央町岩原 3085
TEL：0968-36-2151
■自家用車

■バス（産交バス）

熊本市内より国道3 号線を山鹿方
面へ約60 分、九州自動車道「菊水
IC」または「植木IC」より山鹿方面
へ約15 分、「阿蘇くまもと空港」より
菊池・山鹿方面へ約50 分

「熊本交通センター」から「山鹿温泉
行」乗車、「山鹿バスセンター」下車。

「山鹿バスセンター」にて「玉名駅行」
に乗換、「県立装飾古墳館入口」下車。
徒歩20 分

「玉名駅前（JR）」または「新玉名駅
（九州新幹線）」から「米の岳経由山
鹿温泉行」乗車、「県立装飾古墳館入
口」下車。徒歩20 分

 体験！発見！むかしの道具はすごいんだ！
 トラりん登場！
 ビーズの素材に注目！ーペーパービーズをつくろう
 つくってみよう！鬼瓦（おにがわら）
 壱岐島の貝殻をつかったキャンドルづくり体験
 作って使おう！オリジナル貝殻キャンドルづくり
 奏でよう！ 沖縄の三線・感じよう！沖縄のくらし

伊勢半本店 紅ミュージアム
キッズプラザ大阪
神戸ファッション美術館
福岡市美術館・福岡アジア美術館・
久留米市美術館・大阪新美術館建設準備室
岐阜県美術館

びじゅつ部

 「紅」ってどんな色？
　　お守りづくりとお化粧たいけん

 きらりん☆てんてんで絵を描こう！
 あたまかざりをつくろう
 大きな絵を描こう！

6月18日（日）
13：00〜
くまモンが

やってくるよ！

6月17日（土）
13：00〜
ペンギンが

やってくるよ！

（仙台・宮城ミュージアム
 アライアンス）

17  6月17日（土）のみ　18  6月18日（日）のみ



※ 写真は過去のワークショップのものです。当日の実施内容とは異なることがあります。

日 時

場 所

6月17日（土）2017年 12：00〜
17：00 18日（日）10：00〜

15：00

プログラム

ミュージアムな、クイズ大会 …… 齋藤義朗（長崎県文化振興課）ほか
石器づくりショー …… 佐藤祐輔（仙台市縄文の森広場）ほか
6月17日（土）14：00〜15：00・18日（日）12：00〜13：00

総合演出 … 大本晋也（国立淡路青少年交流の家）

特 設 ス テ ー ジ
6月18日（日）
13：00〜
くまモンが

やってくるよ！

6月17日（土）
13：00〜
ペンギンが

やってくるよ！

●出展者や内容、時刻等、予告なく変更することがあります。　●定員を設け、整理券を発行するプログラムがあります。
●直前情報は必ずホームページでご確認ください。

17  6月17日（土）のみ　18  6月18日（日）のみ

ジャンル WS タイトル 指導者名

て
ん
も
ん
・
か
が
く
部

雪の結晶を見よう、作ろう。え？流氷もやってくる！ 垂石寛史・坂本拓麻（札幌市青少年科学館）・協力：中島宏一（野外博物館北海道開拓の村）

スチレンペーパーで飛ぶものをつくろう＆
パラシュートをつくってみよう 名久井正廣・小笠原隆史・月舘晋一（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 石川 歩（スリーエム仙台市科学館（仙台・宮城ミュージアムアライアンス））

きみの筋肉でロボットがうごく？！
石をさわって、しらべてみよう！ 酒井尚子・伊藤健太郎・小幡哲史（日本科学未来館）

虹いろ星座万華鏡をつくろう 田中慎悟（加古川総合文化センター）・本岡慧子（姫路科学館）

ＵＶビーズストラップ作り17 西田正樹ほか（熊本県環境センター）

絵が消える？また見えた？絵っ…えっ？！ 南部靖幸・山口 均（熊本博物館）

い
き
も
の
部

海の素材を使って生きものマグネットを作ってみよう！ 原 明日香・夏目さえ（新江ノ島水族館なぎさの体験学習館）

ふわり ふわり タネであそぼう + とくべつおもちゃも登場 西尾 円（美濃加茂市民ミュージアム）

昆虫大捜査線＆むしむしたいけん 八木 剛（兵庫県立人と自然の博物館）
吉岡朋子・阪上洸多・堀内湧也・坂本貴海（NPO 法人こどもとむしの会）

貝のおタカラをさがそう！ 渡辺裕子・平岡 崇（萩博物館）・伊藤靖子・白井孝明（萩市ジオパーク推進課）

フンボルトペンギンとふれあいたいけん！17（13：00 〜） 大塚摩耶子・田崎 智・下村紗苗（長崎ペンギン水族館）

阿蘇の恵みでクラフトしよう 金﨑健次・松元延行ほか（国立阿蘇青少年交流の家）

くじゅうを遊ぼう！足跡探し＆塗り絵 種村英大・鳥越 遥（長者原ビジターセンター）

さわって体験！小さな田んぼのタッチプール 川野智美・朝倉和紀（九重ふるさと自然学校）

ち
が
く
・
こ
う
こ
が
く
部

旧石器人がやってきた！－せっきであそぼ－ 佐藤祐輔・那須美里（地底の森ミュージアム・仙台市縄文の森広場）ほか

紙版古（かみばんこ）で、福島の装飾古墳
　－羽山横穴（はやまよこあな）を作ろう18

堀 耕平・二本松文雄（南相馬市博物館）

しんきろうを体験！ 石須秀知（魚津埋没林博物館）

化石のレプリカをつくろう 古谷 裕・塚本健司（兵庫県立人と自然の博物館）

不思議なひもづくり　－ループで組紐体験！－ 山本 誠・松岡千寿（兵庫県立考古博物館）

火山爆発実験 長井大輔（雲仙岳災害記念館）

はっぱもようのブックカバーをつくろう17 稲葉一文・前田哲弥（熊本県博物館ネットワークセンター）

コハクのペンダントをつくろう18 黒田 治・廣田志乃（熊本県博物館ネットワークセンター）

阿蘇火山の作り方 高嶋信雄（（公財）阿蘇火山博物館（協力：NPO 法人阿蘇ミュージアム））

れ
き
し
・
み
ん
ぞ
く
部

体験！発見！むかしの道具はすごいんだ！ 塩田明弘・的場茂晃（魚津歴史民俗博物館）

トラりん登場！ トラりん（京都国立博物館）

ビーズの素材に注目！ーペーパービーズをつくろう 冬木明里・木下千恵（国立民族学博物館）

つくってみよう！鬼瓦（おにがわら） 加藤小夜子・土屋和美・後藤早智子ほか（九州国立博物館）・
池内一誠（福岡県立太宰府高校）・釜瀬進一郎（大野城市立御陵中学校）

壱岐島の貝殻をつかったキャンドルづくり体験
松見裕二ほか（壱岐市立一支国博物館）

作って使おう！オリジナル貝殻キャンドルづくり
奏でよう！沖縄の三線・感じよう！沖縄のくらし 大川 剛ほか（沖縄県立博物館・美術館）

び
じ
ゅ
つ
部

「紅」ってどんな色？　お守りづくりとお化粧たいけん 八木原美佳・阿部恵美子（伊勢半本店 紅ミュージアム）

きらりん☆てんてんで絵を描こう！ 岡田可斗子・石川梨絵・細川真理恵（キッズプラザ大阪）

あたまかざりをつくろう 和田かおり・閑林美圭（神戸ファッション美術館）

大きな絵を描こう！
高柳有紀子（大阪新美術館建設準備室）・
鬼本佳代子（福岡市美術館）・蒲池昌江（福岡アジア美術館）・
泉田佳代（久留米市美術館）・芝 涼香（岐阜県美術館）

http://www.kodomohikari.com/
こどもひかり 検索

旧石器人が
やってきた！

ユーススタッフ（大学生）の
お姉さん、お兄さんと
いっしょに、いっぱい、

たいけんしよう！


