2021年度

サマースクール

【各日程45名限定！全て先着順】

There is no limit to challenging and learning !!
『知りたい︕学びたい︕』という気持ちがあれば何でもできる‼今年の夏は世界の様々なことに挑戦し、みんなで多くのことを学ぶ１カ⽉にしよう︕
今年は世界の文化や伝統、歴史、科学や⽣物について学び、実際に体験したり、専門家から話を聞いたりして知識を深めます。
みんなと⼀緒なら何でもできる︕ワクワクドキドキが続く１カ⽉、さあ、いろいろな世界に⾶び込もう‼
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コスモスポーツクラブの運動教室
いよいよ東京オリンピックが開催されます︕みんなでオリンピック・
パラリンピックについて知り、アスリート選⼿を応援しよう︕そし
て、今日は〔コスモスポーツクラブ〕の方に教わりながら、海外発祥
のスポーツを体験︕バレーボールやゴルフ、サッカーを風船を使って

内容

日付

26

Hawaiian Music Day

詳細

Professional
& Culture
Week

内容

closed

⾏います。さあ、まなびおオリンピックの開催‼

27

Get into the Rhythm!

ウクレレアーティストによるウクレレ教室

28

キャレスダンススタジオにてダンスレッスン

Bowling Day

29

ボウリング王国『スポルト』にてボウリング大会

Pottery Day

30

陶芸教室『陶芯』による出張教室

『アトリエテンプル』によるチョークアート教室

中学校ではダンスが必修科目となり、小学校でも”表現運動”として取

ボウリングは古代エジプトからあったとされており、国や時代によっ

今年も毎年大人気の陶芸教室を開催します︕陶芸教室 陶芯の〔⼭本先 チョークアートとはオーストラリア発祥の⼿書き看板アートのこと

生まれである【ウクレレ】は、「世界一簡単な楽器」としてギネス

り込まれるようになりました。また、有名なアーティストの歌ととも

てルールも様々でした。現在は倒したピンの数から計算される点数で

生〕にお越しいただき、まなびおキッズ内にてオリジナルのお皿や

で、日本でもカフェや結婚式でよく目にします。チョークアートの第

ブックにも認定されています。今日は実際にウクレレを⼿に取り、ウ

に振付ダンスも人気になる等、ダンスは日に日に私たちの身近なもの

競い合う競技として知られています。子どもたちも大好きなボーリン

カップ作りに挑戦︕模様やお皿の⾊も全部⾃分で決めます。どんな作

一人者であるモ二ーク・キャノンの認定校として、大阪でたくさんの

クレレアーティストの〔田中 秦之介さん〕に教えてもらいながらハワ となっています。今日は数々のアーティストを輩出している〔キャレ

グ、今日は2年越しにボウリング場でまなびおキッズボウリング大会を 品が出来上がるかは焼きあがってからのお楽しみ♪物を作ることの楽

方にチョークアートを教えていらっしゃる講師の方にお越しいただ

イアンミュージックを体験︕どんな演奏ができるかな︖

開催します︕さぁ、優勝は一体誰の⼿に︕︖

き、本場オーストラリアの技術を学びます。今日覚えたことを学校の

2

Learn Diﬀerent Languages

詳細

内容

Chalk Art Day

皆さんは【ハワイ】と聞くとどんな⾳楽を思い浮かべますか︖ハワイ

スダンススタジオ〕に伺い、ダンスに挑戦します︕ダンスのレッスン

しさや難しさを体験し、世界に1つだけの⾷器を作ろう︕

指導も英語で⾏ってくださいます︕

日付

closed

3

World Photo Day

韓国人・スペイン人の方から学ぶ外国語講座

⿊板で披露すれば、人気者になれること間違いなし︕

4

世界で活躍する写真家によるレクチャーと撮影会

Food Sample Day

5

『森野サンプル』による食品サンプル作り出張教室

Magic Show

6

Street Sports Day

マジシャンによるマジックショー

コスモスポーツクラブの運動教室

みんなは家族やお友だちとお話をするとき、どんな言語を使っていま

カメラを⼿に世界中を旅してまわる写真家。レンズの先には一体どん

日本独⾃の文化である【⾷品サンプル】、みんなもレストランで本物

人々に驚きと感動を届けてくれるマジシャン。一体どうなっているの

海外ではダブルダッチやパルクール、スケートボードなど、街中で⾏

すか︖日本の公⽤語は日本語ですが、世界にはたくさんの言語があ

な世界が広がっているのだろう。かっこいい写真はどうやって撮って

そっくりの⾷べ物を⾒たことがあるかな︖海外でも有名な日本の⾷品

⁉と心を奪われてしまいます。いつも素敵なマジックを子どもたちに

うスポーツがとても盛んです。聞いたことはあるけど実際にやったこ

り、コミュニケーションツールとして、まなびおでは英語を学んでい

いるんだろう。そんな疑問に、世界で活躍するプロの写真家がお答え

サンプルを今日は実際に⾃分の⼿で作ってみよう︕⾷品サンプルを

披露してくださる〔ジャスパー瀧⼝さん〕が再びまなびおキッズに︕

とのない世界のスポーツ。今回はプロの体育指導の先生を招いてみん

ます。他の言語も学んでみようということで、今日は普段から英語を

します︕英語を使ってレクチャーをしてもらった後は、実際にカメラ

作っているプロの職人さんにお越しいただき、どうやって作るのかを

今回はどんなマジックを⾒ることが出来るかな︖みんなの笑い声と驚

なで海外の人気スポーツを体験してみよう︕大縄跳びや、かけっこ練

使って子どもたちと接している外国人の方にお越しいただき、その

で写真を撮ってみよう。これであなたもフォトグラファーの仲間入

教えてもらいます。上⼿に作って、お友だちを驚かせるぞ︕

きの表情が溢れる素晴らしいショーの始まり︕

習として2mダッシュを⾏います。スポーツを通して、みんなで瞬発⼒

方々のルーツである言語（韓国語、スペイン語）を教えてもらいま

り︕

や集中⼒を鍛えよう︕

す︕

日付

9

振替休日

10

Germany Day

詳細

11

ステンドグラス風ガラスランプ作り

History
of Europe
closed

内容

Czech Day

12

チェコビーズを使用したサンキャッチャー作り

Russia Day

13

France Day

ロシア人の方からロシア文化を学ぶ

廃材を使った巨大壁画作り

⾊とりどりのガラスが組み合わさって1枚の大きな絵となり、光が当た 『チェコ』という国を知っていますか︖チェコはヨーロッパの真ん中

世界で最も広い国であるロシア。みんなはどんな国か知っているか

ヨーロッパにはたくさんの美術館があり、訪れる人々を魅了していま

ることでさらに美しさが増す【ステンドグラス】。現存するステンド

に位置する小さな国で、「芸術の都」や「ヨーロッパの心」と呼ばれ

な︖広い国である分、場所や地方によって文化や生活が異なります。

す。その中でも、世界的に有名な【ルーブル美術館】を筆頭に、数多

グラスの中で、最古の物はドイツで発⾒されたと言われています。今

ています。その名の通り、チェコには様々な芸術品があります。この

今日は日本で過ごされているロシア人の方をお招きし、現地の様子や

くの美術館が存在するのがフランスです。今日はフランスにある美術

日はドイツやステンドグラスの歴史を学びながら、ガラス絵の具を

日は、チェコビーズを使って、ヨーロッパ発祥と言われている『サン

ロシア語について教えてもらいます。世界の国について知識を深める

館や有名な画家について学び、⾃分も画家になりきって段ボールでで

使ったステンドグラス風ガラスランプ作りに挑戦します︕

キャッチャー』を作りますよ。

チャンス︕物知り博⼠になってクラスのお友だちに⾃慢しよう︕

きた大きな壁に好きなように絵を描いてみます︕みんなで1日限りのま
なびお美術館を作ろう︕

日付

16

詳細

内容

17

Small Animal Planet

ブラックライトを使った実験
みんなは【ブラックライト】がどんなものか知っているかな︖暗闇の

Science
& Biology
Week

Black Light Experiment Day

18

Science Show

移動動物園
地球上には、人間以外にも動物や植物等の様々な生き物が生息してい

19

大学教授によるサイエンスショー

Gymnastics Day

20

KAPLA Day

レゴリススポーツによる運動＆鉄棒教室

KAPLA®ブロックのワークショップ

世界には不思議なことがたくさん︕有名大学の教授にお越しいただ

走る・跳ぶ・投げる等、運動には様々な動作があり、発達段階によっ

「KAPLA®ブロック」とは、科学と芸術教育に⼒を注ぐフランス文科

中でTシャツやおもちゃが光っているのを⾒たことがあるかもしれませ ます。今日は動物の生態について学んだ後、まなびおキッズに移動式

き、気圧や温度、酸やアルカリについての学びを深めます。「どうし

てどんどん上⼿く⾏えるようになります。上⼿くなるには、それらの

省推薦教材で、日本でも幼稚園や保育園、小学校等の多数の教育現場

ん。そう、世の中には、ブラックライトを当てると光って⾒える物が

動物園がやってきて、いろいろな種類の動物を間近で⾒たり触れ合っ

て︖」「なんで︖」と不思議に思う現象を実験を通して目の前で⾒せ

動作に挑戦することも大事︕今日は〔レゴリススポーツ〕の方にお越

で使⽤されています。構造⼒学の要素を持ち、積⽊にはない⾃在さと

あるんです。実は私たちが普段⾷べている【⾷べ物】の中にも光る物

たりします。どんな動物がやってくるかな︖あまり⾒たことのない珍

てもらい、クイズ形式で楽しく理由を学べる1日。みんなで科学の世界 しいただき、12歳までに身につけてほしい運動を中心に、体をスムー

表現⼒を秘めています。今日は講師の方にお越しいただき、1万ピース

があります︕さて、どの⾷べ物が光るのかをみんなで予想し、実際に

しい動物にも出会えるかも︕

に⾶び込もう︕

ズに動かせるようにする運動と鉄棒を実施します︕みんなで運動能⼒

のKAPLA®ブロックを使って作り方をレクチャーしてもらいます︕創

をアップさせ、学校の体育の授業でもっと活躍できるようになろう︕

造⼒、集中⼒、器⽤さ、コミュニケーション能⼒等、様々な⼒を総合

光るか試してみよう︕

的に育もう︕

日付
詳細

23

Manabio kids Festival!!

夏と言えば、やっぱり夏祭り︕日本ではその⼟地や地域によって様々

Traditional

24

Puppet Show

まなびおキッズ夏祭り

25

26

27

『むむのこ』による光る影絵公演
古くから取り組まれてきた【人形劇】には様々な種類があり、世界各

な祭りが開催されます。2021年の夏休みの締めくくりとして、今日は 地で伝統文化となっています。今日は影絵人形劇団〔むむのこ〕にお

Week
内容

まなびおキッズ夏祭りを⾏ないます︕お店はみんなで⼿作りし、オリ

越しいただき、出張公演が開催されます。しかも、今回通常の影絵と

ジナルのゲームを楽しもう‼素敵なプレゼントがあるかも︕

は異なり【光る影絵】を⾒せていただきます︕たくさんの子どもたち
を魅了してきた影絵人形劇の世界に入り込もう︕

後期間

後期間

後期間

※14:00以降は通常レギュラー預かり

※14:00以降は通常レギュラー預かり

※14:00以降は通常レギュラー預かり

■注意事項■
1) 英語レッスンは、毎日45分間のレッスンを2レッスン実施します。

3) 上記のスケジュールは天候やその他の事由等により変更になる場合がございます。

5) 暑さ指数を確認のうえ、可能な場合は午前中に外遊びを⾏います。

2) イベントの進⾏状況により英語レッスンの実施時間が変更になる場合がございます。

4) 汚れてもよい服装でお越しください。

6）飲食を伴うイベントはございません。

山の日

