2013 年 8 月 1 日
各位
一般社団法人ナレッジキャピタル
株式会社 KMO

うめきた・グランフロント大阪

知的創造拠点「ナレッジキャピタル」

～夏休みの宿題はナレッジキャピタルで完結！～
■
■
■
■

夏休みの自由研究はおまかせ！「CANVAS ワークショップ in ナレッジキャピタル」
ナレッジキャピタルツアー「家族で夏の自由研究ツアー＆ワークショップ」
おもしろく学ぼう！「夏休みこどもワークショップ＠CAFE Lab.」
THE 世界一展イベント「夏休み宿題研究所」

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）ならびに株式会社 KMO（代表取締役社長：間渕 豊）
は、うめきた・グランフロント大阪の中核施設「ナレッジキャピタル」における、8 月開催の夏休み特別企画イ
ベントをお知らせします。
開業から 3 ヵ月を迎えたナレッジキャピタルでは、夏休みに入りご家族を対象に、知的創造拠点「ナレッジキ
ャピタル」で楽しく学ぶことをテーマに、ご家族で一緒に楽しめて、夏休みの宿題や自由研究をさまざまなテー
マで取り組むことができる多彩なイベントやワークショップを開催してまいります。
つきましては、
以下の通り、
詳細をご案内いたします。

１．夏休みの自由研究はおまかせ！「CANVAS ワークショップ in ナレッジキャピタル」（仮称）
人気のワークショップコレクションを展開する「CANVAS」とのコラボレーション。夏休みの宿題にラストスパート！
子どものための創造と表現の場を提供し、豊かな発想を養う土壌を育てるために活動する「CANVAS」
（※）
とのコラボレーションにより、人気のワークショップイベントを、8 月 24 日（土）
、25 日（日）にナレッジプラ
ザで開催します。
風船の色・場所を計算し、ナレッジプラザの吹き抜け空間に風船を浮かべてアート作品にする「みんなでナレ
ッジをデコる！風船ワークショップ」や、段ボールや紙コップなどの素材を使って机の上に大きな夢の街を作り
上げていく「みんなで作る！住みたい“夢のマチ”
」など、10 種類以上総計
30 セッション以上にわたるワークショップが繰り広げられます。
また、フューチャーライフショールーム（FLS）の参画各企業・大学の各
コンテンツとワークショップの連動や、一部店舗内でのワークショップイベ
ントの展開、
また FLS を回遊するスタンプラリーなどを実施する予定です。
実施日時： 2013 年 8 月 24 日（土）
、25 日（日）10：00～17：00（予定）
実施場所： ナレッジプラザ（グランフロント大阪北館 1 階）
参加方法： 当日受付
参加費：
主

無料（一部材料費負担あり）

催： 一般社団法人ナレッジキャピタル

企画協力： NPO 法人 CANVAS
※「NPO 法人 CANVAS」は、子ども向け参加型創造・表現活動の全国普及・国際交流を推進する NPO として、政府やマルチメデ
ィア振興センターの支援のもと、2002 年に設立。子どものための創造と表現の場を提供し、豊かな発想を養う土壌を育てることを目
標に、国内外の団体・人と新しいネットワークを形成し活動を行っています。
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２．ナレッジキャピタルツアー夏休み特別企画「家族で夏の自由研究ツアー＆ワークショップ」
家族みんなで調べ、考え、新しいアイデアを発表。記念に「The Lab. みんなで世界一研究所」研究員証を発行
ナレッジキャピタルでは、毎週土・日曜日に、5 つの
コースでナレッジキャピタルを巡り、体感する「コミュ
ニケーターと行くナレッジキャピタルツアー」を一般向
けに実施しています。
この度、夏休み特別企画として、
「The Lab. みんなで
世界一研究所」を舞台に、家族みんなで「研究員」とな
って自由研究を行う「家族で夏の自由研究ツアー＆ワー
クショップ」を、8 月 3 日（土）より毎週土・日曜日に、
期間限定で実施します。
コミュニケーターがナビゲーターとなり、
「ツアー」
「調査」
「研究」
「発表」という 4 つのフローで展開します。
まず、
「ツアー」でナレッジキャピタルの全容を把握します。
「調査」では、
「ツアー」で興味を持った展示につい
てワークシートを基に深く調べます。
「研究」では、調べた技術や活動が、自分たちの生活の中でどう役立てられ
るかを考えます。最後に、見いだしたアイデアをスケッチブックや色画用紙、粘土やブロックなどのツールを用
いて表現し、各家族毎に「発表」します。
調べたことや考えたことを新しいアイデアにして発表し、驚きや発見を家族みんなで共有できる夏休みにふさ
わしいプログラムです。なお、本プログラムを修了した皆さまに、
「The Lab. みんなで世界一研究所」研究員証
を発行し、記念としてお持ち帰りいただきます。

実施期間： 2013 年 8 月 3 日（土）～25 日（日）の毎週土・日曜日
実施時間： 13：00～（90 分程度）
対

象： ご家族（就学時以上のお子さま）

定

員： 15 名程度（3～4 組）

参加方法： The Lab. 3 階「アクティブラボ」にて
受け付け（事前予約可）
参加費：

無料

フロー：

①ツアー…ナレッジキャピタルは一体どういう場所なんだろう？
②調査…興味を持った展示について深く調べてみよう
③研究…テーマは「この技術や活動は、自分たちの生活の中にどう役立てられるか？」
④発表…自分たちのアイデアをみんなに伝えよう
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３．おもしろく学ぼう！「夏休みこどもワークショップ＠CAFE Lab.」
お子さまは楽しく学び、保護者の方はカフェでゆっくりくつろぐ親子向けワークショップシリーズ
ナレッジキャピタル 1 階のカフェラボでは、夏休みに親子でカフェで楽しく学ぶワークショップシリーズとし
て「おもしろく学ぼう！夏休みこどもワークショップ＠CAFE Lab.」を開催します。折り紙でルーヴル美術館の
名作「モナ・リザ」を折る、チャンピオンからモノポリーを学ぶ、知育教材を使い楽しく算数を勉強するなど、
お子さまの夏休みの自由課題として活用でき、保護者の方はカフェでゆっくりとくつろぎながら親子で楽しい時
間を過ごすことができます。
① 「折り紙でモナ・リザを折ってみよう」
折り紙作家として広く活躍するデザインユニット、Cochae（コチャエ）を講師に迎え、ルーヴル美術館の名
作「モナ・リザ」を折り紙という立体手法で表現するユニークなワークショップです。
「ルーヴル美術館」や「モ
ナ・リザ」に関するガイドブックや書籍を手にとり、美術作品自体についても学びます。また、フランス国立
美術館連合のルーヴル美術館関連グッズも販売するなど、保護者の方も楽しんでいただけます。
実施日時：

2013 年 8 月 23 日（金）16：00～17：00

対象・定員：

親子 15 組 30 名程度（小学生程度）

参加方法：

ナレッジキャピタル公式ウェブサイトより受け付け（先着順）

参加費：

800 円（保護者 1 名およびお子さまのドリンク代を含む）

主催：

大日本印刷株式会社（DNP）

② チャンピオンが教えるモノポリー講座（大河ドラマご当地版）
糸井重里氏が会長をつとめる日本モノポリー協会主催による、親子でも楽しめる世界 No.1 ボードゲーム「モ
ノポリー」のチャンピオンが教える親子ワークショップイベントです。モノポリーは、家族、や知人と楽しむ
「ファミリーゲーム」でありながら、戦略・戦術、交渉などを深く学べ、企業の研修などにも利用可能な「脳
トレ」の要素もあり人気を保持しています。今回は「NHK の大河ドラマご当地版」を用い、地域の魅力を発
掘する効果が大きい「大河ドラマ」のゆかりの地の魅力も新たに発見することができます。
実施日時：

2013 年 8 月 26 日（月）

実施時間：

第一部 16：00～17：30、第二部 18：30～20：00

対象・定員：

親子 15 組 30 名程度（小学生以上）

参加方法：

ナレッジキャピタル公式ウェブサイトより受け付け（先着順）

参加費：

800 円（保護者 1 名およびお子さまのドリンク代を含む）

主催：

日本モノポリー協会

③ うめきた さんすう教室＠CAFE Lab.
カフェで楽しく算数を勉強するイベントです。アメリカやヨーロッパで広く用いられている算数学習用教材
のパターンブロックを使った図形感覚トレーニングや、数字パズルを用いた計算トレーニング、またパソコン
や iPad を用いた算数ゲームで、遊びながら、楽しく算数を学んでいただけます。お子さまが学んでいる間、保
護者の方は CAFE Lab.オリジナルのヨーグルトドリンクや illy のコーヒーをお楽しみいただけます。
実施日時：

2013 年 8 月 27 日（火）
、28 日（水）

実施時間：

各日 10：00～10：45、10：50～11：35

対象・定員：

小学 3 年生までのお子さま（各セッション 12 名）

参加方法：

ウェブサイト（http://スマラボ.com）より受け付け（先着順）

参加費：

800 円（保護者 1 名およびお子さまのドリンク代を含む）

主催：

大阪工業大学 Smart Learning Lab (スマラボ）
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４．THE 世界一展イベント 夏休み特別企画「夏休み宿題研究所」
一日新聞記者となり、
“じぶん新聞”をつくるプログラムを開催
現在開催中の開業イベント「THE 世界一展～魅せますニッポンの技と人～」では、日本が世界に誇る知の数々
（技術、製品、プロジェクトなど）約 175 点を超えるアイテムの展示や、ステージでは、毎日、世界一の技やユ
ニークな技を持つ人が登場し、開発秘話の講演や楽しい実演などを実施しています。夏休み特別企画では、8 月
に実施される約 40 のステージから、工作、研究レポート、絵日記などの宿題のテーマをお子さまが自分の興味
で自発的に選択し、楽しく学ぶことができる「夏休み宿題研究所」を展開します。また、8 月 12 日（月）からは、
一日新聞記者となり175 超の展示やステージで
「THE 世界一展 じぶん新聞」
をつくるプログラムも開催します。
①「工作」の宿題に、THE 世界一展ならではの「すごいモノ」をつくるワークショップ
■8/7(水)～11（日）ネジ職人に変身！出張ボルト・ナット製造工場
絶対に緩まないナットで世界に進出する「ハードロック工業」
。子どもたちにモノづく
りの楽しさを体験いただける出張ボルト・ナット製造体験を開催！樹脂ボルトと樹脂ナ
ットを自分でつくり持ち帰れます。

■8/19(月) 12：00/13：00/14：00/15：00
つくろう！しんぶんしでパラパラアニメーション！
遊んで学べる子どものための博物館「キッズプラザ大阪」の出張ワークショップ。クレ
イタウンアニメーションソフトを使い、
自由にちぎった新聞紙でパラパラアニメーショ
ンを作ります。

②「研究レポート」の宿題に、日本が世界に誇るすごい技術、プロジェクトをトークライブから検証する
■8/1(木)～5（月）立体スキャナーが作り出す～驚きのリアルな世界を体験しよう～
映画やドラマのセットでも使用され、実際にその場にいるような錯覚さえ感じることができる立
体スキャナー「スキャメラ」の技術を体験できます。ポストカードやうちわ
にプリントし、作品をお持ち帰りいただけます。

■8/24(土)11:30～/14:00～コスタリカ 昆虫・虫心・生活
10 年以上にわたって、中米コスタリカで昆虫の生態研究や新種発見を行って
いる研究家、西田賢司氏。これまでに見つけた新種は 500 種以上の西田氏に
よる、驚きの未知の昆虫世界トークライブです。

③「絵日記」の宿題に、目の前ですごい技やパフォーマンスを鑑賞
■8/13(火) 13:00～/15:00～史上最年少チャンピオン兄弟ジャグラー登場！
2010 年、エイベックス主催コンテストのエンタメ部門で優勝、2012 年日本のジャグリ
ングチャンピョンシップでは、史上最年少となるチーム部門優勝を果たす。今後が大い
に期待される兄弟コンビジャグラーによるパフォーマンスです。

■8/26(月) 13:00～/15:00～「かいけつゾロリ」原ゆたか先生のお絵かき会
1987 年からスタートした児童書「かいけつゾロリ」シリーズ（ポプラ社）は累計 3,200
万部突破し、テレビアニメーション化や映画化されています。原先生を講師に迎えて、
大人から子どもまで愛される「かいけつゾロリ」のお絵かき会を開催します。

【本件に関するお問い合わせ先】
【ナレッジキャピタル 公式ホームページ】
http://kc-i.jp/
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