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この
夏、楽しく

学び体験しよう！

文京アカデミア講座
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●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

春日1-16-21

TEL 5803-1119

アカデミー文京

（文京シビックセンター地下1階）

●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

●Bーぐる「東洋大学前」から徒歩0分
●東京メトロ南北線「本駒込」 駅から徒歩5分
●都営地下鉄三田線「白山」 駅から徒歩5分

●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

大塚2-1-1

TEL 3943-3151

お茶の水女子大学

国際交流留学生プラザ

小日向1-26-13

TEL 3944-9811

根津1-25-16

TEL 3822-2131

貞静学園短期大学

東洋大学 甫水会館

●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

本駒込6-18-3

TEL 3946-5301

文京学院大学

女子中学校高等学校

日本医科大学

基礎医学大学院棟

白山5-28-20

TEL 3945-7635

●東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅から徒歩5分

会  場 所在地／TEL 交通案内

お話と実験で、あなたを研究者に変身させる講座で
す。今年のテーマは「体が生きるしくみ」です。カイコ
を使った実験や、「酵素」のはたらきを実際に目で見
て確かめます。研究のおもしろさを体験してみま
しょう。

②君も研究者になってみませんか 2022

日本医科大学大学院教授　大石 由美子 ほか講　師

7月26日（火）・27日（水）月　日

13:00～16:00時　間

20名定　員 小学5～6年生、中学1年生対　象

なし受講料 1,000円教材費 日本医科大学 基礎医学大学院棟会　場

1,000円受講料

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A、Bのうち、どちらかを明記のうえ、お申込みください。

③マイ海そうカードを作ろう！

お茶の水女子大学特任講師　里 浩彰講　師

7月27日（水）月　日

A 10：30～12：00　B 13：00～14：30時　間

各6組定　員 小学1～3年生と保護者対　象

なし教材費 お茶の水女子大学 国際交流留学生プラザ会  場

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？

詳しい内容については 地域の学び推進機構 事務局へ
〒101-0024 千代田区神田和泉町1-10-5-1104 

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。

http://www.chiiki-manabi.org/

文京アカデミーでは毎年夏休みに、子ども向け講座、親子で参加できる講座を行っています。
科学的な視点や発想力を育てたり、知識を広げたり……。ご用意した14講座はどれも、
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。

「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ます。

2022年度文京アカデミア講座2022年度文京アカデミア講座
～発見、感動がいっぱいの体験型講座～～発見、感動がいっぱいの体験型講座～

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。また、こま回し、皿回しなどの伝承
遊びを通して、力のバランスにも気づき、バランス能
力を向上させましょう。

①バランスの達人 ～スラックラインと伝承遊び～

貞静学園短期大学専任講師　岩井 幸博
7月23日（土）

10：00～11：30

20名 小学1～6年生

600円 100円（保険代） 貞静学園短期大学

月　日

時　間

定　員 対　象

受講料 教材費 会  場

講　師
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土台となるどろだんごに好きな色の顔彩を塗ってひ
たすら磨いていくと、だんだんとツヤが出てきます。
自分だけの色をした、世界にひとつの「ぴかぴかどろ
だんご」を完成させましょう！
※日程は①、②のうち、どちらかを明記のうえ、お申込みください。

⑦ぴかぴかどろだんごを作ろう

① 7月30日（土）　② 8月10日（水）月　日

10：00～12：00時　間

各10名定　員 小学1～4年生対　象

1,400円受講料 1,200円教材費 アカデミー文京 レクリエーションホール会  場

日本の伝統飴細工を知っていますか？

飴細工って何？いつからあるの？何からできている
の？知って、見て、作って味わってみましょう！

作った「うさぎ」の飴細工2本は、お持ち帰りできま
す。

⑤日本の伝統飴細工にチャレンジ！

あめ細工吉原 代表取締役社長　吉原 孝洋講　師

7月28日（木）月　日

10:30～11:30時　間

15名定　員 小学3～6年生対　象

500円受講料 1,000円教材費 アカデミー文京 レクリエーションホール会  場

わたしたちが、考えたり、行動したりするのは、すべて脳
のしわざです。本や映画で感動する「心のはたらき」も
脳が生みだしています。脳はどんなしくみ？心と脳の
関係は？ふしぎな脳の世界を探検してみましょう！
※講座は、毛内先生監修の本『頭のなかには何がある？』をもとに行います。

⑥いざ！ 探Q講座 脳のふしぎをいっしょに考えよう

脳科学者・お茶の水女子大学助教　毛内 拡講　師

7月29日（金）月　日

10：30～12：00時　間

20名定　員 小学3～6年生対　象

500円受講料 なし教材費 アカデミー文京 レクリエーションホール会  場

弁当パックのフタを利用して、富士山とその周辺の
地図を立体的につくります。立体地図をつくること
で、日本で一番高い山である富士山を上から見下ろ
すことができます。地図と実際の風景と見比べるこ
とで、楽しみながら地理を学びましょう。

⑧立体地図をつくってみよう

文京学院大学女子中学校高等学校教諭　水上 俊子講　師

土絵作家　三木 きよ子講　師

7月30日（土）月　日

14:00～15:30時　間

15名定　員 小学5～6年生対　象

なし受講料 100円教材費 文京学院大学女子中学校高等学校会  場

⑨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）
※時間はA、Bのうち、どちらかを明記のうえ、お申込みください。

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
講　師

8月2日（火）月　日

A 10：00～12：00　B 14：00～16：00時　間

各15名定　員 小学1～3年生 ※1、2年生は保護者同伴対　象

500円受講料 3,000円教材費 アカデミー文京 レクリエーションホール会  場

文京区千駄木の「ファーブル昆虫館」にいる、普段見
ることができない外国のカブトムシやクワガタとふ
れあってみませんか。楽しいクイズ形式でセミや
バッタなど身近な昆虫についても学びましょう。
昆虫がもっと好きになること間違いなしです。

④触って楽しむふれあい昆虫教室

ファーブル昆虫館　垣内 貴裕講　師

7月27日（水）月　日

13：30～15：00時　間

20名定　員 小学1～3年生対　象

500円受講料 なし教材費 アカデミー文京 レクリエーションホール会  場

画像はイメージです
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手を洗うのに使っている石けんがぴっかぴかの宝石
だったらな…なんて思ったことはありませんか？この
講座では石けんを作って、そのはたらきについて学び
ます。毎日の手洗いが楽しくなっちゃうかも！？
※時間はA、Bのうち、どちらかを明記のうえ、お申込みください。

⑪宝石みたいな石けんを作ろう

お茶の水女子大学 環境科学倶楽部講　師

8月4日（木）月　日

A 10：30～12：00　B 14：00～15：30時　間

各15名定　員 小学3～6年生対　象

なし受講料 500円教材費

文京シビックホール子ども向け公演のご案内

アカデミー文京 レクリエーションホール会  場

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。ぜひご家族一緒にお楽しみください！

フルーツの国のおんがくパーティー♪

響きの森きっずプログラム

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。防寒服を見たり手
で触れたりし、南極について学びましょう。
※時間はA、Bのうち、どちらかを明記のうえ、お申込みください。

⑩南極くらぶ ～南極を知ろう、見よう、さわろう！～

NECネッツエスアイ株式会社講　師

8月3日（水）月　日

A 10：00～11：30　B 13：30～15：00時　間

12月24日（土）・25日（日）月　日

小ホール

2,500円　8/27（土）発売チケット

各15名定　員 小学1～6年生対　象

なし受講料 なし教材費 アカデミー文京 レクリエーションホール 貞静学園短期大学会  場

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！
※食べることはできません。
※日程は①、②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！

文京学院大学女子中学校高等学校教諭

岩川 暢澄
講　師

① 8月4日（木）　② 8月5日（金）月　日

13:30～15:00時　間

各10組定　員 小学1～3年生と保護者対　象

なし受講料 1,000円教材費 文京学院大学女子中学校高等学校会  場

色とりどりの羊の毛やフェルトを使って、自分だけ
のふわふわでもこもこのタイムカプセルを作りま
す。未来の自分への手紙や宝物など、思い出のかけ
らを閉じ込めましょう。

⑬ふわふわもこもこタイムカプセル

8月6日（土）月　日

10:00～12:00時　間

16組定　員 小学1～4年生と保護者対　象

700円受講料 800円教材費 会  場

貞静学園短期大学非常勤講師　森田 信子講　師

世界や日本では自然災害や紛争など災害がたくさん
起きています。災害時、子どもたちはどのような状況
におかれるでしょうか？災害を防ぐことはできませ
んが、災害の影響を小さくすることはできます。一緒
に考えてみませんか？

⑭世界と日本の災害と子どもたち

東洋大学准教授　小野 道子講　師

8月6日（土）月　日

10:30～12:00時　間

35名定　員 小学4～6年生対　象

500円受講料 なし教材費 東洋大学 甫水会館会  場
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子どもアカデミア講座の申込方法

●申込期限
　6月29日（水）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（詳細は各ページ参照）
●受講料・教材費
　各ページ参照
●受講通知の発送
　7月1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。当選通知
が届いた時点で、やむを得ず受講を取り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、お支払い金額
に過不足がないよう事前にご確認の上、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当選通知に記載の期間中の平日
19時まで(土曜日は17時まで)とさせていただきま
す。現金のみのお取り扱いとなります。おつりの準備
は十分ではありません。おつりが出ないようご協力く
ださい。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します。)
ただし、受講料の払込みがないことをもって受講キャ
ンセルとはなりません。

●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。)
　今後の状況によっては中止する場合があります。
　最新の情報は財団ホームページをご確認ください。

■お問い合わせ
　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（平日9時～17時）

受講のお申込みの前に必ずご確認ください。

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

インターネットで 往復はがきで

受 講 当 日

7月5日（火）までに通知が届かない場合はお問い合わせください！
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）

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）！

納入確認ができた時点で受講を確定し、受講者名簿に記載します

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

〒112-0003　文京区春日1-16-21
アカデミー文京　学習推進係

「文京アカデミー」トップページ／
画面上部「講座・催し物」「講座」

各講座紹介ページから、申込フォーム ▶ 必要事項を入力

※中止等、緊急のご連絡を電話ですることがあります。必ず連絡のとれる番号をお知らせください。

子どもアカデミア講座

往復はがきに
 ①講座名★ 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。

※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）
★講座番号7、12は①か②、3、9、10、11はAかBを明記

●受講の際のお願い
・発熱や体調がすぐれない場合は受講をご遠慮ください。
・マスク着用の上、受講してください。
・受講前に手指の洗浄・消毒にご協力ください。
・近距離での会話、大声での発声はご遠慮ください。
・密の状況を避けるために引率、同伴のご家族は1名でお願いします。

※お申込みいただいた皆様の個人情報は2022年度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。

※受講料の振込領収証を持参してください

※納入確認通知は送りません


