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アキュ

ACU-Y フロアマップ

講座によって、材料費がかかる場合があります。
事前申込が必要です / 参加費無料 !

10:00～

あつまる　つながる　つくりだす
大学・私立中高・法人があつまって小学生対象のワークショップを開催！

Y0306

Y0304

Y0303

Y0312

Y0307

Y0312

～キャンパスノートを
　　　　デコレーションして
オリジナルノートを作ろう！～

小児看護師の仕事に
チャレンジ！

盲導犬と一緒に
視覚障がい
　　　について学ぼう

親子で
　簡単トレーニング
～足からわかる
　　バランスチェック～

電子オルゴール
　　　　をつくろう
～楽しく学ぶ
　プログラミング～

Y0311

ワークショップ

ナンバー 7-1
Y0302

ちびっ子
メイクアップ
アーティスト体験

ワークショップ

ナンバー 2

Y0300

ワークショップ

ナンバー 1

ワークショップ

ナンバー 3

ワークショップ

ナンバー 8

ワークショップ

ナンバー

ワークショップ

ナンバー 5

ワークショップ

ナンバー 6

ワークショップ

ナンバー 9

あつまる　つながる　つくりだす

アスティ45

（北 4 西 4 読売北海道ビル 3Ｆ）
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まなびシェア
キッズワークショップ

小学生対象

10：00 ～　来場者  受付開始
10：30 ～ 11：15　1 時間目
11：30 ～ 12：15　2 時間目
12：15 ～ 13：30　ランチタイム
13：30 ～ 14：15　3 時間目
14：30 ～ 15：15　4 時間目

タイムスケジュール11.23（祝・水）とき

ところ

2016.

主　催

株式会社ニコンイメージングジャパン、コーセー化粧品販売株式会社、札幌市立大学、立命館慶祥中学校・高等学校、
コクヨ北海道販売株式会社、公益財団法人北海道盲導犬協会、北海道情報専門学校、北海道理学療法士会
㈱エムブイピークリエイティブジャパン、株式会社札幌立体データサービス、株式会社ルクラ

協　力

後　援 北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会
場　所

（学校法人立命館 100％出資会社）

見る・触れる・感じる
３D 体験と LED を使って
光るクリスマス
　　オーナメントを作ろう！

VR（ﾊﾞｰﾁｬﾙ・ﾘｱﾘﾃｨｰ）
って何かな？

写真は楽しい！
君もカメラマンに
なって撮影してみよう！

Letʼ s go to ○○！ 
～英語で○○をゲットしよう～

１・２時間目

3・4 時間目
お菓子を使って火山を学ぼう！

7-2ワークショップ

ナンバー

JR札幌駅南口より地下街直結
JR札幌駅南口より徒歩５分（西改札口）
地下鉄さっぽろ駅より徒歩３分

デコキャン♪



小学生の皆さんにいままでにない体験・経験の場を提供しようと大集結！興味のあるワークショップを 4 つ選んでじっくり・たっぷり体験しよう！

事前申込が必要です。４つまで選ぶことができます。お子様とご一緒にお選びください。
まなびシェア

キッズワークショップ 2016

■申込注意事項
・本イベントは、小学生のお子さまと保護者の方を対象としています。一緒にご来場ください。
・講座により材料費・持参して頂くものが必要な場合があります。
・4時限目全てを参加選択できますが、全てを受講できない場合もございますのでご了承ください。
  参加決定者には後日メールにてご連絡いたします。
・お昼（ランチタイム）はご自身でご用意ください。当ビル内にレストランもございます。
・多くのお子さまにご参加いただけるよう、申込内容をキャンセルされる場合は事前にご連絡ください。
・内容が変更、中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
・申込時の個人情報は、本イベントのご案内に関してのみ使用いたします。
・当日は、取材などによりカメラ撮影が行われることがあります。また、当日の様子はスタッフが撮影し、
  ウェブサイトへの掲載や事業紹介に使用させていただく予定です。
★立命館慶祥中学校・高等学校のワークショップは7-1：小学校4年生、7-2：小学校4・5年生
　を対象とした内容となっておりますが、ご了承の上での他学年のご参加も可能です。
　また、保護者の方は、教室の後ろで授業の見学ができます。

http://www.acu-h.jp/

アキュ
または kids@acu-h.jp

E-mail

参加申込方法
ACU/ アキュ ウェブサイトの申込フォームもしくはメールにてご応募ください。

11 月 1 日（火）受付開始

ワークショップ

ナンバー 1

ワークショップ

ナンバー 5 ワークショップ

ナンバー 6 ワークショップ

ナンバー 8

ワークショップ

ナンバー 9

株式会社ニコンイメージングジャパン

ワークショップ

ナンバー 2

コーセー化粧品販売株式会社 札幌市立大学 看護学部

北海道理学療法士会

盲導犬と一緒に
視覚障がいについて学ぼう

公益社団法人北海道盲導犬協会

（株）エムブイピークリエイティブジャパン

コクヨ北海道販売株式会社

北海道盲導犬協会では、
盲導犬の育成とともに視覚に
障がいを持つ方への様々な訓練
も行っております。
実際にアイマスクをつけて
盲導犬と歩いたり、いくつかを
体験してもらう事で視覚障がい
や盲導犬について学びます。

透明のアクリルプレートに
ポスカで色付けをして、
LED をつかった光る
” クリスマスオーナメント”
をつくってみよう。

※持ち物
MicroSD カード

（作成データお持ち帰り用・希望者のみ）

ワークショップ

ナンバー 3

※持ち物 鉛筆・消しゴム

※持ち物 お持ち帰り用袋※持ち物 筆記用具※動きやすい服装

※持ち物 材料費 600 円。

テーブルフォトの簡単な取り方の
コツをレクチャーします。
小物・造花など撮影していきます。
撮影したデータを持ち帰りたい
方は microＳＤカードをお持ち
ください。1 家族毎に 1 台、
Nikon カメラを用意します。

コーセービューティアドバイザー
がお母様のパーソナルカラーを選択

（アイ＆リップ）しグルーピング。
そのチームの中で、お子様がお母様
のメイクアップアーティストとなり
メイク体験をします。

昨年も好評だった小児看護師の
仕事にチャレンジ！第 2 弾です。
今回は、
１．赤ちゃんのオムツをとりかえてみよう。
２．もし赤ちゃんがウンチをしていたら！
       ここを観察してください。
３．ウンチから発見できる
       こんな病気・あんな病気

についてがテーマです。
お父さん・お母さんも昔を
懐かしみながらご参加ください。

デコレーション素材として
人気のあるキャンパスノート。
ペンやマスキングテープなどを
使用し　自由にデコレーション
してオリジナルノートを
作りましょう！　親子で楽しみ
ながらデコキャン♪体験を
楽しみましょう。

株式会社札幌立体データサービス

親子で簡単トレーニング
～足からわかる
    　バランスチェック～

おやこ かんたん

あし

ちびっ子
メイクアップ
アーティスト体験

こ

たいけん

もうどうけん いっしょ

しかくしょう まな

小児看護師の仕事に
チャレンジ！

しょうにかんごし しごと

デコキャン♪
～キャンパスノートを
デコレーションして
オリジナルノートを　　　
作ろう！～
つく

親子で！

ワークショップ

ナンバー

北海道情報専門学校

電子オルゴールをつくろう
～楽しく学ぶ
　　　プログラミング～

※持ち物 材料費 500 円

マイクロコンピュータを
使った電子回路工作を通して、
プログラミングの仕組みを
学びます。オリジナルの機材
とプログラムで、ここでしか
体験することの出来ない、
自分だけの電子オルゴール
作りを楽しんでください。

でんし

たの まな
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親子で！ 親子で！

親子で！ 親子で！ 親子で！

◆当選通知
当選された方のみに
招待メールをお送りいたします。

①保護者名（フリガナ）
②お子様のお名前（フリガナ）
③小学校名・学年
④連絡先E-mail
⑤緊急連絡先TEL
⑥参加希望ワークショップナンバー
※4つまで選択
⑦イベントを知ったきっかけ
⑧備考

◆応募時の記入項目

◆受付フォーム

講師：渡辺可緒理先生

講師：豊原美穂先生

講師：松浦先生・上村先生・三上先生

親子で足型 ( フットプリント ) を
とり、足の形状やバランス能力の
チェックを行い、その後簡単な
トレーニングをして、トレーニング
実施後のバランスの改善などを
チェックしていきます。
動きやすい服装で参加してください。
※足型をとる際にインクを使います。

3D プリンターを展示し、
実際に 3D プリントで
物が作られる所を見ること
ができます。
3D プリントされた小物を
プレゼント（数に限りあり）。

株式会社ルクラ

いま話題の VR をスマートフォン
とルクラスを使用してちょっと
体験してみましょう。ついでに
VR の原理もマスターできるかも。
どんなアプリが面白いかな？
360 度パノラマ動画も楽しめます。

「見る・触れる・感じる
３D 体験と LED を使って
光るクリスマス
オーナメントを作ろう！」

かん

たいけん

み ふ

つか

ひか

つく

VR（バーチャル・リアリティ）
　　　　　　　　　って何かな？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　なに

写真は楽しい！
君もカメラマンに
なって撮影してみよう！

しゃしん たの

きみ

さつえい

☆生き物以外の被写体持参可☆

※立命館慶祥中学校・高等学校のワークショップをご希望の方は注意事項★をご確認ください。

Letʼ s go to ○○！ 
～英語で○○をゲットしよう～

１・２時間目

3・4 時間目

お菓子を使って火山を学ぼう！
か  し つか かざん まな

立命館慶祥中学校・高等学校

英語を聞いて、声に出して、活動します。
元気よくチャレンジしましょう。
英語を使って○○を手に入れます。
どこで何を手に入れるのかは…
当日までのおたのしみ！
                      Letʼ s enjoy English!

講師：村井エリカ先生
　　　ジョーダン・バート先生

※持ち物「やってみようかな」という気持ち

日本は災害が多い国です。
「火山ってどうやって噴火するんだろう？」
「江戸時代に噴火ってあったのかな？」
気になること、一緒に考えてみようよ！
社会・理科が好きな子、
                       苦手な子も集まれ～！

講師：西島　卓先生

えんぴつ・消しゴム、
「知りたい！」という強い気持ち

7-1
ワークショップ

ナンバー

7-2ワークショップ

ナンバー

※持ち物

『コーセースキンケアサンプル』のおみやげ付。
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