
たのしい一日に するための おねがい
ゆっくり、あるいて、まわろう
お茶やお水をときどきのもう！（会場内で OK！）

まいごになったら、総合案内まで！
おとしもの も 総合案内まで！（帰ってからは、みやこめっせへお問合せ）
ゴミ は もってかえってね。
みんなの写真を撮ります。雑誌やホームページにのることもあります。

スナップ写真はこどもひかりプロジェクトのホームページで公開。
写真を撮られたら困る方は、総合案内まで、お知らせください。

平成30年（2018年）

9月1日（土）12：00～
17：00 9月2日（日）10：00～

15：00

［主催］こどもひかりプロジェクト　［共催］京博連事業実行委員会
［後援］京都市／京都市教育委員会／京都市内博物館施設連絡協議会／全国美術館会議／全国科学館連携協議会

みやこめっせ京都市勧業館 

〒 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

今日のスナップ写真は「こども☆ひかりプロジェクト」
ホームページで、公開します。見てね。

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

イラストレーション：いよりふみこ　題字：佐藤いずみ

アンケートにこたえて
かわいいステッカーを
もらっちゃおう！▲

総合案内にて

（数字はブース番号です。中面の会場マップでおたしかめください）
整理券は各ブースで配布します。材料がなくなった場合、早く終了することがあります。途中休憩をはさむことがあります。

プログラム

いきもの部
さわって感じる海の生きもの  移動水族館アクアラバン
(アクアマリンふくしま)

37

カプセルで海の生きものを作ってみよう！
(新江ノ島水族館・なぎさの体験学習館)

5

ディスカバリーボックスであそぼう！
(滋賀県立琵琶湖博物館)

35

木でおもろいもんこさえてみよし 整理券  ／
森のかおり感じてみよし(森林総合研究所関西支所)

36

モグラのトンネル 整理券
(三田市有馬富士自然学習センター)

1

スーパーむしむしたいけん
(佐用町昆虫館・橿原市昆虫館・箕面公園昆虫館・
NPO法人こどもとむしの会・伊丹市昆虫館)

3
森のかけらのお守りづくり(島根県立三瓶自然館サヒメル)34

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！
雪の結晶づくり (札幌市青少年科学館)  整理券

18

宙返り折紙飛行機を作ろう／
飛び続けるグライダーをつくろう
(青森県立三沢航空科学館・日本宇宙少年団みさわ分団)

43

キラキラレインボーをつくろう(スリーエム仙台市科学館)10
きみの筋肉でロボットがうごく？！(日本科学未来館)6
ジグザグのぼるおサルをつくろう(静岡科学館る・く・る)21

床をすべるように進む「グランドグライダー」
作りと「おもしろ科学体験」(京都市青少年科学センター)

40

虹いろ星座万華鏡をつくろう
(加古川総合文化センター・姫路科学館)

7

絵が消える？また見えた？絵っ…えっ？！(熊本博物館)9
光る星座カードをつくろう(明石市立天文科学館)8

体感！テレビの最新技術(NHK京都放送局)14

リアル鉄道模型を走らせよう(京都鉄道博物館)29

ちがく・こうこがく部
「せっき」であそぼ！

(地底の森ミュージアム・仙台市縄文の森広場)
32

化石の入った石ころをみつけよう！ 整理券
(兵庫県立人と自然の博物館)

42

身近なもので火山実験！溶岩流を再現してみよう
(雲仙岳災害記念館)

20

ふしぎなひもづくり／やよいごっこ(兵庫県立考古博物館)33

おまもりこびんづくり(熊本県立装飾古墳館)22

びじゅつ部
「紅」ってどんな色？ 浮世絵ぬりえとお化粧たいけん

(伊勢半本店 紅ミュージアム)
24

万華鏡を見て学ぼう！作って楽しもう！ 参加費500円
(京都万華鏡ミュージアム)

39

へんてこおかおをつくろう
(沖縄こどもの国ワンダーミュージアム)

23

大きな絵を描こう！ 整理券
(福岡市美術館・西宮市大谷記念美術館・岐阜県美術館・
松岡美術館・宮城県美術館・兵庫県立美術館)

13

はてな？ボックス
(福岡アジア美術館・ブリヂストン美術館・横浜美術館・
京都国立近代美術館・Atelier-S2・元高梁市成羽美術館)

11

楽しくつくろう！プラバンアート
(久留米市美術館・岡山県立美術館・大阪新美術館建設準備室・
国立新美術館)

12

みがこう！木のかけら(キッズプラザ大阪)2

れきし・みんぞく部
「伊達政宗に変身！」「伊達なもんきり遊びをしよう」

(仙台市博物館)
30

スタンプでうちわをデザインしよう！
(京都国立博物館・文化財ソムリエ)

15

世界を知ろう ホッとチャット
(京都市国際交流協会 子育てステーション ホッとチャット)

26

見て、さわって、味わって☆ 参加費600円
お茶の種類をくらべてみよう！(福寿園京都ギャラリー)

38

ビーズの素材に注目！―ペーパービーズをつくろう
(国立民族学博物館)

16

古代文字スタンプをつくろう！
(九州国立博物館・九博ボランティア)

17

かなでよう三線 知ってみよう沖縄のコトバ
(沖縄県立博物館・美術館)

4

記者になろう！オリジナル新聞作り(京都新聞)41

漢字で缶バッジを作ろう 参加費100円
(漢検 漢字博物館・図書館［漢字ミュージアム］)

28

京都の伝統産業で遊ぼう(京都伝統産業ふれあい館)31

ドットあつまる！きにするな(宇治市源氏物語ミュージアム)27

のまおいのサムライになってみよう！(南相馬市博物館)19

25 特 設 ス テ ー ジ
9月1日（土） 9月2日（日）

「ウメテツ」に会おう 14:00-14:10 12:00-12:10
トラりん登場 14:10-14:25 12:10-12:25

「旧石器人」 14:25-14:30 12:25-12:30
シゴセンジャー 14:30-14:50 12:30-12:50
サイエンスショー 15:00-15:20 13:00-13:20
ミュージアムなクイズ大会 15:20-15:50 13:20-13:50

ステージコアタイム

クイズ
出演

両　  日： 漢字ミュージアム・ホッとチャット・森林総合研究所
関西支所・昆虫館連合・明石市立天文科学館

1日のみ：キッズプラザ大阪・熊本博物館（予定）

「割れる？割れない？風船の科学」
（徳島県立あすたむらんど子ども科学館・福岡市科学館）
9月1日（土）　13:00、15:00、16:30
9月2日（日）　11:00、13:00、14:30  ［各回20分］

サイエンス
ショー



1
4
0 15 26 27 38

39

41
42

40

16 17

18 19
20

28 29

21 22
23 24

30 31

34

36 43

35
32 33

25

5
7

9 10

37

3 13

14

14

11 12

8
62

観覧席
休憩スペース

海の生きもの

ジグザグ
火山実験

ドット集まる

グランド
グライダー

モグラ

大きな絵むしむし

伝統産業

缶バッジのまおい 鉄道模型

世界を知ろう

宙返り折紙飛行機

絵が消える
光る星座

記者

ペーパービーズ

「紅」って ディスカバリー

古代文字

へんてこおかお

スタンプうちわ

三線

総合案内

出入口

開場時
入口

出入口

海の生きものへ

開場時は閉鎖

ベビーカー置き場

授乳室

ベビーカー置き場

ひもづくりおまもり

森のかけら

木のかけら

虹いろ万華鏡

プラバンはてなボックス

体感！テレビ

雪の結晶

お茶くらべ

もんきり
せっき

木で
おもろいもん

石ころ

カプセル きみの筋肉
万華鏡

キラキラ

授乳室トイレ

非常口ベビーカー置き場

整理券の配布時間や配布方法は各ブースまたは総合
案内でお確かめください。その他のプログラムも、状況
により整理券配布または定員を設けることがあります。
材料がなくなった場合、早く終了することがあります。

整理券配布 要参加費
会 場 マ ッ プ

0  総合案内
1  モグラのトンネル 整理券

2  みがこう！木のかけら
3  スーパーむしむしたいけん
4  かなでよう三線 知ってみよう沖縄のコトバ
5  カプセルで海の生きものを作ってみよう！
6  きみの筋肉でロボットがうごく？！
7  虹いろ星座万華鏡をつくろう
8  光る星座カードをつくろう
9  絵が消える？また見えた？絵っ・・・えっ？！
10 キラキラレインボーをつくろう
11 はてな？ボックス
12 楽しくつくろう！プラバンアート
13 大きな絵を描こう！ 整理券

14 体感！テレビの最新技術
15 スタンプでうちわをデザインしよう！
16 ビーズの素材に注目！ ペーパービーズをつくろう
17 古代文字スタンプをつくろう！
18 雪の結晶を見よう、作ろう。え？流氷もやってくる！    雪の結晶づくり 整理券

19 のまおいのサムライになってみよう！
20 身近なもので火山実験！溶岩流を再現してみよう
21 ジグザグのぼるおサルをつくろう
22 おまもりこびんづくり
23 へんてこおかおをつくろう
24 「紅」ってどんな色？ 浮世絵ぬりえとお化粧たいけん
25 特設ステージ
26 世界を知ろう ホッとチャット
27 ドットあつまる！きにするな
28 漢字で缶バッジを作ろう 参加費100円

29 リアル鉄道模型を走らせよう
30 「伊達政宗に変身！ 」「伊達なもんきり遊びをしよう」
31 京都の伝統産業で遊ぼう
32 「せっき」であそぼ！
33 ふしぎなひもづくり／やよいごっこ
34 森のかけらのお守りづくり
35 ディスカバリーボックスであそぼう！
36 木でおもろいもんこさえてみよし 整理券  ／森のかおり感じてみよし
37 さわって感じる海の生きもの
38 見て、さわって、味わって☆お茶の種類をくらべてみよう！ 参加費600円

39 万華鏡を見て学ぼう！作って楽しもう！ 参加費500円

40 床をすべるように進む「グランドグライダー」作りと「おもしろ科学体験」
41 記者になろう！オリジナル新聞作り
42 化石の入った石ころをみつけよう！ 整理券

43 宙返り折紙飛行機を作ろう！／飛び続けるグライダーをつくろう

ここはどこ？！
と おもったら

いろんな いろ の
風船がめじるし

に なるよ！


