
※お申込みいただいた皆様の個人情報は2019年度夏休み子どもアカデミア講座の
　目的以外には使用いたしません。

●申込期限
6月25日（火）必着
〔 インターネットでは同日の23時59分まで受付 〕
●受講対象
文京区内在住・在学者（詳細は各掲載ページ参照）

●受講料・教材費
各掲載ページ参照

●受講通知の発送
6月28日（金）頃

●申込の際のお願い
①必ず講座日程、内容の確認をお願いします。
お申込みの際は、講座日程・内容・受講に必要な要件等を、必ず本
冊子または公益財団法人文京アカデミーホームページでご確認
の上、お申込みください。

②当選後の受講のキャンセルにはご注意ください。
申込者数の多い講座は、抽選で当選・落選を決定しています。当
選が確定した後はキャンセルされないようご協力ください。当選
通知が届いた時点で、やむを得ず受講を取消す場合は速やかに
電話にてご連絡ください。

●受講料・教材費の納入
受講の当選通知が届きましたら受講料・教材費をお支払いください。
お支払いは、口座振込またはアカデミー文京窓口（文京シビックセン
ター地下1階）支払いとさせていただきます。
お振込の場合、期日までに指定の銀行口座へ、お振込をお願いいたしま
す。振込手数料は、ご負担をお願いいたします。アカデミー文京窓口で
のお支払いは振込期間中の9時から19時とさせていただきます。指定
の期日までに納入がない場合は、受講いただけないことがありますの
で、ご注意ください。（振込先・納入期日は当選通知に記載いたします。）

●受講の取消
受講料・教材費は原則としてお返しいたしません。ただし、転居や病
気等やむを得ない事由で、講座開始7日前までに受講の取消をされ
た方に限りお返しいたします。それ以降の取消については、お返し
できませんのでご了承ください。（ご連絡は、平日9時から17時まで
の受付となります。）

●往復はがきで申込の際の注意点
往復はがき1枚につき1講座1名分（保護者同伴の場合は2名1組）
でお申込みください。

公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京　学習推進係
TEL 03-5803-1119

お問い
合わせ

文京アカデミア講座の申込方法文京アカデミア講座の申込方法
受講のお申込みの前に必ずご確認ください。

インターネットで

公益財団法人文京アカデミーホームページ
http://www.b-academy.jp/

〒112-0003　文京区春日1-16-21
公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京　学習推進係

催し物・募集

各講座紹介ページから、申込フォームへ
必要事項を入力し、お申込みください

夏休み子どもアカデミア講座 受講生募集

電子メールで当選・落選をお知らせします 返信はがきで当選・落選をお知らせします

納入確認ができた時点で受講を確定し、受講者名簿に登載します

当選の場合は受講料・教材費を納入してください（振込先・納入期日は、当選通知に記載します）

往復はがきで

受講当日
※受講料の振込領収証を持参してください

！

7月1日（月）までに通知が届かない場合はお問い合わせください！

定員を超えた場合は、抽選で当選・落選を決定します（受講は当選者ご本人に限ります）！

往復はがきに
①講座名（1、9、10、11、12の講座は①か②、６の講座は①A、①B、②のいずれかを選択）
②住所　③子どもの氏名（ふりがな）  ④学校名  ⑤学年  ⑥電話番号
と返信用にもあて先を明記し、下記へお送りください。

文京アカデミア講座

子どもアカデミア

7.23（火）~8. 6（火）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

2019
年度

申込
期限 6月25日（火）必着

人工イクラ

ロボット
プログラミング 多面体オブジェ

アートブック

君も研究者に
なってみませんか

バランスの達人

南極くらぶ

キッズマネーアカデミー

紙しばい

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海そうカード

公益財団法人文京アカデミー



夏休み子どもアカデミアは
「学びのポイントラリー」に参加しています。

●学びのポイントラリーとは？
「地域の学び推進機構」が地域活動を活性化するために、自治体、市民団体、NPO、民
間企業、大学などが地域で実施している子どものための教育プログラムを紹介、プロ
グラムの参加者にポイントラリーの要領でポイントをためていただくシステムです。
ポイントを40ポイントためると「地域の学び推進機構」から認定証が発行され、東京大
学で行われる「学びのポイントラリーフェスティバル」に招待されます。

詳しい内容については 地域の学び推進機構事務局へ
〒113-0033 文京区本郷7-3-1 東京大学教育学研究科 市川研究室
Tel.03-5841-3947　Fax.03-5841-3919　http://www.chiiki-manabi.org/

みなさんは海そうについてど
のくらい知っていますか？目で
見て、手でさわって、海そうに
ついて学びましょう!おみやげ
に世界にひとつだけのマイ海
そうカードを作ります。
いっしょに海そう博士をめざし
ませんか？

※時間は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

1 マイ海そうカードを作ろう！

カラーモールやストローを使っ
て、ピラミッドや正多面体など
の幾何学図形の作品を作りま
す。楽しく工作しながら、それら
の立体図形の理論的しくみを
学び、数理センスをみがくきっ
かけとなる算数のワクワク感
を体験しましょう。

2 多面体オブジェに挑戦！

「お金はどこから来て、どこへ
行くのでしょうか？」お金の役割
や大切さを銀行探検、オリジナ
ルのクイズやゲームで体験！
みんなで一緒に遊んでいるう
ちに、働くことの意味とお金の
しくみを学べます。

3 キッズマネーアカデミー

●講　師／お茶の水女子大学
 　特任講師　里 浩彰
●月　日／7月23日（火）
●時　間／①13：00～14：00
 　②14：30～15：30
●定　員／各回12組
●対　象／小学１～６年生と保護者
●受講料／ 1,000円
●教材費／なし
●会　場／お茶の水女子大学

●講　師／数理アカデミー代表
 　浜田　忠久 ほか
●月　日／7月25日（木）
●時　間／13：30～15：30
●定　員／30名
●対　象／小学4～６年生
●受講料／800円　
●教材費／200円
●会　場／アカデミー文京
   レクリエーションホール

●講　師／りそな銀行東京営業部

●月　日／7月26日（金）

●時　間／13：00～16：00

●定　員／30名

●対　象／小学3～6年生

●受講料／ なし　

●教材費／なし

●会　場／りそな銀行 東京営業部

7.24（月）~8. 7（水）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

人工いくら

ロボット
プログラミング 数の悪魔

アートブック

研究者の世界 紙芝居

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海藻カード

年度

2019会 場  案  内会  場  案  内
大学等で行う講座は、当日、入口に会場を掲示します。

会場名 所在地（全て文京区）
TEL 交通案内

・都バス「春日駅前」から徒歩0分
・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅から徒歩1分
・都営地下鉄大江戸線「春日」駅から徒歩0分
・都営地下鉄三田線「春日」駅から徒歩3分

・都バス「大塚2丁目」から徒歩1分
・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩7分
・東京メトロ有楽町線「護国寺」駅から徒歩8分

・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分

・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅から徒歩13分
・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅から徒歩12分

・JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」駅から徒歩3分
・JR山手線・都営地下鉄三田線「巣鴨」駅から徒歩5分

・JR中央・総武線、東京メトロ東西線・有楽町線・
 南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋」駅から徒歩7分

アカデミー文京
（文京シビックセンター地下 1階）

お茶の水女子大学

貞静学園短期大学

東京大学本郷キャンパス
情報学環オープンスタジオ

文京学院大学
女子中学校高等学校

りそな銀行
東京営業部

日本医科大学
基礎医学大学院棟

・東京メトロ千代田線「千駄木」駅・「根津」駅から徒歩8分
・東京メトロ南北線「東大前」駅・「本駒込」駅から徒歩8分
・都営地下鉄三田線「白山」駅から徒歩10分

春日1-16-21

5803-1119

大塚2-1-1

3943-3151

小日向1-26-13

3944-9811

本郷7-3-1

5841-5899

本駒込6-18-3

3946-5301

後楽2-5-1

6704-1111

根津1-25

3822-2131

文京アカデミーでは、夏休みに子ども向け講座、親子で参加できる講座を多数ご用意しました。
子どもの感性を育てたり、知識を広げたり、どの講座も夏休みの思い出として、
貴重な体験ができるものばかりです。ぜひご参加ください。
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夏休み子どもアカデミアは
「学びのポイントラリー」に参加しています。

●学びのポイントラリーとは？
「地域の学び推進機構」が地域活動を活性化するために、自治体、市民団体、NPO、民
間企業、大学などが地域で実施している子どものための教育プログラムを紹介、プロ
グラムの参加者にポイントラリーの要領でポイントをためていただくシステムです。
ポイントを40ポイントためると「地域の学び推進機構」から認定証が発行され、東京大
学で行われる「学びのポイントラリーフェスティバル」に招待されます。

詳しい内容については 地域の学び推進機構事務局へ
〒113-0033 文京区本郷7-3-1 東京大学教育学研究科 市川研究室
Tel.03-5841-3947　Fax.03-5841-3919　http://www.chiiki-manabi.org/

みなさんは海そうについてど
のくらい知っていますか？目で
見て、手でさわって、海そうに
ついて学びましょう!おみやげ
に世界にひとつだけのマイ海
そうカードを作ります。
いっしょに海そう博士をめざし
ませんか？

※時間は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

1 マイ海そうカードを作ろう！

カラーモールやストローを使っ
て、ピラミッドや正多面体など
の幾何学図形の作品を作りま
す。楽しく工作しながら、それら
の立体図形の理論的しくみを
学び、数理センスをみがくきっ
かけとなる算数のワクワク感
を体験しましょう。

2 多面体オブジェに挑戦！

「お金はどこから来て、どこへ
行くのでしょうか？」お金の役割
や大切さを銀行探検、オリジナ
ルのクイズやゲームで体験！
みんなで一緒に遊んでいるう
ちに、働くことの意味とお金の
しくみを学べます。

3 キッズマネーアカデミー

●講　師／お茶の水女子大学
 　特任講師　里 浩彰
●月　日／7月23日（火）
●時　間／①13：00～14：00
 　②14：30～15：30
●定　員／各回12組
●対　象／小学１～６年生と保護者
●受講料／ 1,000円
●教材費／なし
●会　場／お茶の水女子大学

●講　師／数理アカデミー代表
 　浜田　忠久 ほか
●月　日／7月25日（木）
●時　間／13：30～15：30
●定　員／30名
●対　象／小学4～６年生
●受講料／800円　
●教材費／200円
●会　場／アカデミー文京
   レクリエーションホール

●講　師／りそな銀行東京営業部

●月　日／7月26日（金）

●時　間／13：00～16：00

●定　員／30名

●対　象／小学3～6年生

●受講料／ なし　

●教材費／なし

●会　場／りそな銀行 東京営業部

7.24（月）~8. 7（水）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

人工いくら

ロボット
プログラミング 数の悪魔

アートブック

研究者の世界 紙芝居

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海藻カード

年度

2019会 場  案  内会  場  案  内
大学等で行う講座は、当日、入口に会場を掲示します。

会場名 所在地（全て文京区）
TEL 交通案内

・都バス「春日駅前」から徒歩0分
・東京メトロ丸ノ内線・南北線「後楽園」駅から徒歩1分
・都営地下鉄大江戸線「春日」駅から徒歩0分
・都営地下鉄三田線「春日」駅から徒歩3分

・都バス「大塚2丁目」から徒歩1分
・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩7分
・東京メトロ有楽町線「護国寺」駅から徒歩8分

・東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分

・東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅から徒歩13分
・都営地下鉄大江戸線「本郷三丁目」駅から徒歩12分

・JR山手線・東京メトロ南北線「駒込」駅から徒歩3分
・JR山手線・都営地下鉄三田線「巣鴨」駅から徒歩5分

・JR中央・総武線、東京メトロ東西線・有楽町線・
 南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋」駅から徒歩7分

アカデミー文京
（文京シビックセンター地下 1階）

お茶の水女子大学

貞静学園短期大学

東京大学本郷キャンパス
情報学環オープンスタジオ

文京学院大学
女子中学校高等学校

りそな銀行
東京営業部

日本医科大学
基礎医学大学院棟

・東京メトロ千代田線「千駄木」駅・「根津」駅から徒歩8分
・東京メトロ南北線「東大前」駅・「本駒込」駅から徒歩8分
・都営地下鉄三田線「白山」駅から徒歩10分

春日1-16-21

5803-1119

大塚2-1-1

3943-3151

小日向1-26-13

3944-9811

本郷7-3-1

5841-5899

本駒込6-18-3

3946-5301

後楽2-5-1

6704-1111

根津1-25

3822-2131

文京アカデミーでは、夏休みに子ども向け講座、親子で参加できる講座を多数ご用意しました。
子どもの感性を育てたり、知識を広げたり、どの講座も夏休みの思い出として、
貴重な体験ができるものばかりです。ぜひご参加ください。
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7.24（月）~8. 7（水）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

2019
令和元年度

申込
期限 6月24日（月）必着

人工いくら

ロボット
プログラミング 数の悪魔

アートブック

研究者の世界

バランスの達人

南極くらぶ

キッズマネーアカデミー

紙芝居

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海藻カード

公益財団法人文京アカデミー

ぐらぐら揺れるスラックライン
の上をバランスをとって渡りま
す。こま回し、皿回し、竹馬など
の伝承遊びを通して、力のバラ
ンスの大切さにも気づき、その
能力を向上させましょう。

4 バランスの達人～スラックラインと伝承遊び～
●講　師／貞静学園短期大学
 　専任講師　岩井 幸博
●月　日／7月27日（土）
●時　間／10：00～11：30
●定　員／20名
●対　象／小学1～6年生
●受講料／ 600円
●教材費／100円（保険代）
●会　場／アカデミー文京
 　レクリエーションホール

お話を考えて、絵にしてみよ
う。むずかしそう？きっと、だい
じょうぶ。どんなお話でも、どん
な絵でもすてきな紙しばいに
なるよ！そして、その紙しばい
でみんなにお話ししてみよう。
ほら、ものがたりが動きだした
よ！

7 じぶんでつくる！　紙しばい
●講　師／エディトリアルデザイナー
   川崎　紀弘
●月　日／7月29日（月）
●時　間／10：00～12：00
●定　員／20名
●対　象／小学1～4年生
●受講料／ 500円　
●教材費／1,800円
●会　場／アカデミー文京 
   レクリエーションホール

お話と実験で研究の面白さを
体験する講座です。今回はスト
レスとはなにか、ストレスによっ
て体はどう反応するのかを学
びます。また、どんな薬がスト
レスに効果があるのかを実際
にマウスを解剖して、その反応
を見てみましょう。

8 君も研究者になってみませんか
●講　師／日本医科大学大学院教授
   柿沼 由彦　ほか 
●月　日／7月29日（月）・30日（火）
●時　間／13：00～16：00
●定　員／20名
●対　象／小学5～6年生、
   中学1年生
●受講料／なし　
●教材費／1,000円
●会　場／日本医科大学
   基礎医学大学院棟

いろいろな素材を切ったり、
貼ったり、自由に描いたりして
自分の感性でアートブック(本)
を作ります。材料は準備してい
ますが、使いたい素材があれ
ばご持参ください。

5 アートブック（本）をつくろう ～切って・貼って・描いて～
●講　師／貞静学園短期大学教授
 　別府 浩実

●月　日／7月27日（土）

●時　間／10：30～12：00

●定　員／30名

●対　象／小学1～6年生

●受講料／ 400円

●教材費／500円

●会　場／貞静学園短期大学

オーロラや動物、基地での暮ら
しについて、元南極越冬隊員の
方からお話を聞きます。何万年
も前の空気を閉じ込めた南極
の氷の音を聞いたり、防寒服を
着たり触ったりして、南極を体
験しましょう。

※時間は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

9 南極くらぶ ～南極を知ろう、見よう、さわろう！～
●講　師／NECネッツエスアイ株式会社
●月　日／7月30日（火）
●時　間／①10：00～11：30
   ②13：30～15：00
●定　員／各20名
●対　象／小学1～6年生
●受講料／ なし　
●教材費／なし
●会　場／アカデミー文京
   レクリエーションホール

自分の天体望遠鏡を作ってみ
よう！月のクレーターや土星
の輪も見える、自分だけの天
体望遠鏡を作ります。夏休みに
見える星空や、天文現象につ
いても学べます。（三脚は教材
に含まれません）

※日程は①A、①B、②のうち、いず
れかを明記のうえ、お申込みくだ
さい。

6 自分の天体望遠鏡を作ってみよう！
●講　師／天文学普及プロジェクト「天プラ」代表
   東京大学特任准教授  高梨 直紘 ほか
●月　日／①7月28日（日）
             ②8月6日（火）
●時　間／①A 10：00～12：00
   　B 13：30～15：30
   ②10：00～12：00
●定　員／各30名
●対　象／小学1～3年生
●受講料／ 500円　
●教材費／3,000円
●会　場／アカデミー文京 レクリエーションホール

※1、2年生は
   保護者同伴
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S席 2,500円　A席 1,500円
好評発売中

チケット

毎年大人気！ズーラシアンブラスと仲間たち
による、親子のための吹奏楽コンサート♪

音楽の絵本～吹奏楽～　
10/20 (日)　開演:11:00

大ホール

 2,000円 8/25（日）発売チケット

「ピタゴラスイッチ」のテーマ曲をはじめ、ほの
ぼのとしたサウンドが人気の栗コーダーと、
NHKこども番組でもお馴染み、ビューティフル
ハミングバードによる、親子のためのクリスマ
スコンサート。

栗コーダー＆ビューティフルハミングバード 
クリスマススペシャル 2019 おやこの部
12/21 (土)　開演:14:00

小ホール

 

2,500円 9/7（土）販売チケット

ご存知、人形劇団プークの登場！今回は、スロバ
キアの民話「森は生きている」をもとにした人気
作品「12の月のたき火」を上演。

人形劇団プーク「12の月のたき火」
2020年 1/18 (土)　開演:①10:30 ②14:00

小ホール

 

テレビ番組でもおなじみの人気落語家・林家た
い平による、家族で一緒に楽しめる落語公演！ 

林家たい平 おやこ落語会
2020年 2/11 (火・祝)　開演:時間未定

小ホール

 

料金未定 10/5(土)発売チケット
※4歳から入場可。

2,500円 10/27(日)発売チケット

シエナ・ウインド・オーケストラのメンバーで構
成されたキッズプログラムのためのユニット「フ
ルーツ音楽隊」と歌のお姉さんの共演でお届け
するファミリーコンサート。一緒に歌ったり、手遊
びコーナーもあります！

フルーツの国のおんがくパーティー♪
2020年 2/29 (土)・ 3/1(日) 　開演:各回11:00

小ホール

 

みんなで一緒にうたって踊ろう！！新沢としひ
こ＆ケロポンズの、楽しくて、元気が出て、心
が温まるファミリーコンサート。

新沢としひこ＆ケロポンズ 
ファミリーコンサート
2020年 3/29 (日)　開演:時間未定

大ホール

 

 

文京シビックホール 子ども向け公演のご案内

3,000円 好評発売中チケット

ミニオーケストラとオペラ歌手による、歌と生
演奏で楽しむ“音楽劇”。今年は「みにくいアヒ
ルの子」を上演します。指揮者体験コーナー
や、オーケストラの楽器がわかる「オーケスト
ラのひみつ」など盛りだくさんの内容です！

東京フィル・親子で楽しむ
“はじめてのオーケストラ”
8/24 (土)・25(日)　開演:各回11:00

小ホール

 

2,500円 好評発売中
※5歳から入場可。小学3年生までは保護者の同伴が必要です。
チケット

観て、聴いて、叩いて楽しむ鼓童の“交流公
演”。太鼓ワークショップも同日開催します（チ
ケット購入者限定、要事前申込、抽選）。

文京シビックに“鼓童”がやってくる！
ぶんきょう交流公演
9/21 (土)　開演:13:30

小ホール

 

※「ぶんきょう交流公演」と「林家たい平 おやこ落語会」をのぞき、0歳から入場可。3歳未満の膝上鑑賞に限り無料

［発売日］10/26(土)、区民先行10/19(土)
シビックホールメンバーズ先行10/20(日)・21(月)

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.b-academy.jp/hall/play_list/058618.html　

文京シビックホール恒例の夏休みバックステージツアーを、今年も開催します。大ホールのホワイエ、客席はもち
ろん、ステージ上だけではなく、下や左右も歩いて、触れて、いろいろな発見してみませんか。
参加者の皆様で文京シビックホールを満喫しましょう！

一般 1,000円　小学生以下 500円チケット

7.24（月）~8. 7（水）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

2019
令和元年度

申込
期限 6月24日（月）必着

人工いくら

ロボット
プログラミング 数の悪魔

アートブック

研究者の世界

バランスの達人

南極くらぶ

キッズマネーアカデミー

紙芝居

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海藻カード

公益財団法人文京アカデミー

どろだんごに好きな色の顔彩
を塗って、ひたすら磨くと、だん
だんとツヤが出て、自分だけの
色をした「ぴかぴかどろだん
ご」が完成します。

※日程は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

10 ぴかぴかどろだんごを作ろう
●講　師／土絵作家  三木 きよ子
●月　日／①7月31日（水）
   ②8月3日（土）
●時　間／10：00～12：00
●定　員／各20名
●対　象／小学1～4年生
●受講料／1,100円　　
●教材費／1,100円
●会　場／アカデミー文京
 　レクリエーションホール

ボールが転がるスロープを組
み立て、さらにそこへプログラ
ミングで操ることができるロ
ボットを自由に組み合わせて
「何かのきっかけでボールが転
がる」装置を作りましょう。創意
工夫を楽しみながらプログラ
ミングを学べます。

※日程は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

11 挑戦！ロボットプログラミング！
●講　師／東京大学情報学環中山未来ファクトリー
    特任研究員　阪口 紗季
●月　日／①8月1日（木）
             ②8月2日（金）
●時　間／13：00～17：00
●定　員／各8名
●対　象／小学4～6年生
●受講料／なし
●教材費／500円
●会　場／東京大学本郷キャンパス
      情報学環オープンスタジオ

海草のネバネバ成分と乾燥剤
の成分を使って人工イクラを
つくる実験に挑戦します。絵の
具や蛍光色素でカラフルな“イ
クラ”や光る“イクラ”をつくりま
しょう！保護者の方も一緒に参
加してみませんか？
(申込みは子どものみで可)
※食べることはできません　

※日程は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

12 人工イクラ（アルギン酸ボール）をつくろう！
●講　師／文京学院大学女子高等学校教諭
   岩川 暢澄
●月　日／①8月4日（日）
             ②8月5日（月）
●時　間／13：00～14：30
●定　員／各20名
●対　象／小学1～3年生
●受講料／ なし　
●教材費／1,000円
●会　場／文京学院大学女子中学校高等学校

シビックチケット
☎ 03-5803-1111 ☎ 03-5803-1103

(10:00～19:00/土・日･祝休日も受付)

（平日9:00 ～ 17:00）
☆公演の詳細情報については、シビックホールHPにて随時発表いたします。
https://www.b-academy.jp/hall/

公演内容のお問い合わせチケットのお求め・お問い合わせ

公益財団法人文京アカデミー ホール事業係

 バックステージツアー
８月５日(月) ①午前の部 １０：３０～（予定）
　　　　　 ②午後の部 １４：００～（予定）

日

文京シビックホール 大ホール会

※所要時間1時間を予定。時間は変更になる可能性があります。
※詳細は当選通知にてお知らせします。

小学生以上対
※小学生は保護者の同伴が必要です。
※階段の昇降がございますので、あらかじめご了承ください。

文京シビックホール

メールもしくは往復はがき
詳細はホームページをご覧ください。

申

７月１２日(金)　締

公益財団法人文京アカデミー 施設管理係
０３-５８０３-１１００（９:００～１７:００）

問

各回３０名（１グループ４名まで。抽選の場合、区内在学・在住・在勤者優先）定

１００円（保険料込）￥ ※当日持参

ホームページ

文京シビックホールでは、観て・聴いて・体験できる子ども向け公演を、年間を通じて開催しています。
お気に入りの公演を見つけて、ぜひご家族でご来場ください！
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［発売日］10/26(土)、区民先行10/19(土)
シビックホールメンバーズ先行10/20(日)・21(月)

詳細はこちらをご覧ください。
https://www.b-academy.jp/hall/play_list/058618.html　

文京シビックホール恒例の夏休みバックステージツアーを、今年も開催します。大ホールのホワイエ、客席はもち
ろん、ステージ上だけではなく、下や左右も歩いて、触れて、いろいろな発見してみませんか。
参加者の皆様で文京シビックホールを満喫しましょう！

一般 1,000円　小学生以下 500円チケット

7.24（月）~8. 7（水）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

2019
令和元年度

申込
期限 6月24日（月）必着

人工いくら

ロボット
プログラミング 数の悪魔

アートブック

研究者の世界

バランスの達人

南極くらぶ

キッズマネーアカデミー

紙芝居

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海藻カード

公益財団法人文京アカデミー

どろだんごに好きな色の顔彩
を塗って、ひたすら磨くと、だん
だんとツヤが出て、自分だけの
色をした「ぴかぴかどろだん
ご」が完成します。

※日程は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

10 ぴかぴかどろだんごを作ろう
●講　師／土絵作家  三木 きよ子
●月　日／①7月31日（水）
   ②8月3日（土）
●時　間／10：00～12：00
●定　員／各20名
●対　象／小学1～4年生
●受講料／1,100円　　
●教材費／1,100円
●会　場／アカデミー文京
 　レクリエーションホール

ボールが転がるスロープを組
み立て、さらにそこへプログラ
ミングで操ることができるロ
ボットを自由に組み合わせて
「何かのきっかけでボールが転
がる」装置を作りましょう。創意
工夫を楽しみながらプログラ
ミングを学べます。

※日程は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

11 挑戦！ロボットプログラミング！
●講　師／東京大学情報学環中山未来ファクトリー
    特任研究員　阪口 紗季
●月　日／①8月1日（木）
             ②8月2日（金）
●時　間／13：00～17：00
●定　員／各8名
●対　象／小学4～6年生
●受講料／なし
●教材費／500円
●会　場／東京大学本郷キャンパス
      情報学環オープンスタジオ

海草のネバネバ成分と乾燥剤
の成分を使って人工イクラを
つくる実験に挑戦します。絵の
具や蛍光色素でカラフルな“イ
クラ”や光る“イクラ”をつくりま
しょう！保護者の方も一緒に参
加してみませんか？
(申込みは子どものみで可)
※食べることはできません　

※日程は①②のうち、どちらかを
明記のうえ、お申込みください。

12 人工イクラ（アルギン酸ボール）をつくろう！
●講　師／文京学院大学女子高等学校教諭
   岩川 暢澄
●月　日／①8月4日（日）
             ②8月5日（月）
●時　間／13：00～14：30
●定　員／各20名
●対　象／小学1～3年生
●受講料／ なし　
●教材費／1,000円
●会　場／文京学院大学女子中学校高等学校

シビックチケット
☎ 03-5803-1111 ☎ 03-5803-1103

(10:00～19:00/土・日･祝休日も受付)

（平日9:00 ～ 17:00）
☆公演の詳細情報については、シビックホールHPにて随時発表いたします。
https://www.b-academy.jp/hall/

公演内容のお問い合わせチケットのお求め・お問い合わせ

公益財団法人文京アカデミー ホール事業係

 バックステージツアー
８月５日(月) ①午前の部 １０：３０～（予定）
　　　　　 ②午後の部 １４：００～（予定）

日

文京シビックホール 大ホール会

※所要時間1時間を予定。時間は変更になる可能性があります。
※詳細は当選通知にてお知らせします。

小学生以上対
※小学生は保護者の同伴が必要です。
※階段の昇降がございますので、あらかじめご了承ください。

文京シビックホール

メールもしくは往復はがき
詳細はホームページをご覧ください。

申

７月１２日(金)　締

公益財団法人文京アカデミー 施設管理係
０３-５８０３-１１００（９:００～１７:００）

問

各回３０名（１グループ４名まで。抽選の場合、区内在学・在住・在勤者優先）定

１００円（保険料込）￥ ※当日持参

ホームページ

ろん、ステージ上だけではなく、下や左右も歩いて、触れて、いろいろな発見してみませんか。

（１グループ４名まで。抽選の場合、区内在学・在住・在勤者優先）

ホームページ

文京シビックホールでは、観て・聴いて・体験できる子ども向け公演を、年間を通じて開催しています。
お気に入りの公演を見つけて、ぜひご家族でご来場ください！

7



※お申込みいただいた皆様の個人情報は2019年度夏休み子どもアカデミア講座の
　目的以外には使用いたしません。

●申込期限
6月25日（火）必着
〔 インターネットでは同日の23時59分まで受付 〕
●受講対象
文京区内在住・在学者（詳細は各掲載ページ参照）
●受講料・教材費
各掲載ページ参照
●受講通知の発送
6月28日（金）頃
●申込の際のお願い
①必ず講座日程、内容の確認をお願いします。
お申込みの際は、講座日程・内容・受講に必要な要件等を、必ず本
冊子または公益財団法人文京アカデミーホームページでご確認
の上、お申込みください。

②当選後の受講のキャンセルにはご注意ください。
申込者数の多い講座は、抽選で当選・落選を決定しています。当
選が確定した後はキャンセルされないようご協力ください。当選
通知が届いた時点で、やむを得ず受講を取消す場合は速やかに
電話にてご連絡ください。

●受講料・教材費の納入
受講の当選通知が届きましたら受講料・教材費をお支払いください。
お支払いは、口座振込またはアカデミー文京窓口（文京シビックセン
ター地下1階）支払いとさせていただきます。
お振込の場合、期日までに指定の銀行口座へ、お振込をお願いいたしま
す。振込手数料は、ご負担をお願いいたします。アカデミー文京窓口で
のお支払いは振込期間中の9時から19時とさせていただきます。指定
の期日までに納入がない場合は、受講いただけないことがありますの
で、ご注意ください。（振込先・納入期日は当選通知に記載いたします。）

●受講の取消
受講料・教材費は原則としてお返しいたしません。ただし、転居や病
気等やむを得ない事由で、講座開始7日前までに受講の取消をされ
た方に限りお返しいたします。それ以降の取消については、お返し
できませんのでご了承ください。（ご連絡は、平日9時から17時まで
の受付となります。）

●往復はがきで申込の際の注意点
往復はがき1枚につき1講座1名分（保護者同伴の場合は2名1組）
でお申込みください。

公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京　学習推進係
TEL 03-5803-1119

お問い
合わせ

文京アカデミア講座の申込方法文京アカデミア講座の申込方法
受講のお申込みの前に必ずご確認ください。

インターネットで

公益財団法人文京アカデミーホームページ
http://www.b-academy.jp/

〒112-0003　文京区春日1-16-21
公益財団法人文京アカデミー
アカデミー文京　学習推進係

催し物・募集

各講座紹介ページから、申込フォームへ
必要事項を入力し、お申込みください

夏休み子どもアカデミア講座 受講生募集

電子メールで当選・落選をお知らせします 返信はがきで当選・落選をお知らせします

納入確認ができた時点で受講を確定し、受講者名簿に登載します

当選の場合は受講料・教材費を納入してください（振込先・納入期日は、当選通知に記載します）

往復はがきで

受講当日
※受講料の振込領収証を持参してください

！

7月1日（月）までに通知が届かない場合はお問い合わせください！

定員を超えた場合は、抽選で当選・落選を決定します（受講は当選者ご本人に限ります）！

往復はがきに
①講座名（1、9、10、11、12の講座は①か②、６の講座は①A、①B、②のいずれかを明記）
②住所　③子どもの氏名（ふりがな）  ④学校名  ⑤学年  ⑥電話番号
と返信用にもあて先を明記し、下記へお送りください。

文京アカデミア講座

子どもアカデミア

7.23（火）~8. 6（火）

こんどの夏休みは
こどもアカデミアで
楽しく学ぼう！

2019
年度

申込
期限 6月25日（火）必着

人工イクラ

ロボット
プログラミング 多面体オブジェ

アートブック

君も研究者に
なってみませんか

バランスの達人

南極くらぶ

キッズマネーアカデミー

紙しばい

自分の天体望遠鏡を
作ってみよう！

ぴかぴかどろだんご

マイ海そうカード

公益財団法人文京アカデミー


