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新聞社のお仕事を

見にいこう！
内山 10:20 1.5時間 20

読売新聞

東京本社
（大手町）

0円

＋交通費

読売新聞社で働く人の様子を直接見ることで、新聞社の仕

事がどのようなものなのか、新聞記事がどのように作られる

のかなどについて学べます。（新聞社に特別興味がない人

でも、人が真剣に思いを込めて仕事をする姿を見て、何かを

感じ取ってほしいです。）

名作ミュージカル映画

「オズの魔法使い」を観よう！
福山 9:00 2時間 50

かえつ

ホール
0円

学年通信の「RAINBOW」という名前にはどんな意味が隠

されているのか？　名作ミュージカル映画「オズの魔法使

い」（劇中歌「OVER THE RAINBOW」）を視聴し、その魅

力、作品に込められたメッセージなどについて考えます。

1万5千人の学生が学んだ

感動を届けるプレゼン力の

身につけ方

田中理 9:00 1.5時間 35 ドルフィン 0円

ゲストの若手起業家によるプレゼン講座です。高校生ビジ

ネスコンテストや大学生プレゼンコンテストの優勝者が大絶

賛！数々の学生が学んだプレゼン力の身につけ方を実践形

式で学びます。

あの超有名社長も実践する

面白いアイディアの

生み出し方

田中理 10:40 1.5時間 35 ドルフィン 0円

ゲストの若手起業家によるアイディア発想法講座です。正解

のない社会を生きる上で必要なのは課題解決力です。その

中で特に大切なのはアイディアを生み出す力。アイディアと

は〇〇である。一生使える思考法を学びましょう。

「隈研吾」展 渥美 10:30 1時間 20

国立近代

美術館

（竹橋）

0円

＋交通費

《オリンピックスタジアム》を設計した隈研吾さんが「人が集

まる場所」や「ネコの視点」等をテーマに建築について問う

構成。建築家という仕事に少しでも興味がある人におスス

メ。常設展も見るので、アートが好きな人もどうぞ。

プログラミング 中山 9:00 2時間 20 ＰＣ教室 0円

Scratchでプログラミング。条件として作品保存先として保

護者のＧmail　アカウントが必須となります。※２０１９年２月

以降１６歳未満はこのように変更になりましたので、受講希

望者には保護者の同意が必要です。

東京を知ろう！ 横山 9:30 1.5時間 20

三菱ビル

ヂング1

階

1,280円

＋交通費

SKY BUS TOKYOで検索！皇居・銀座・丸の内付近を屋

根なしバスで巡ろう！

（小雨の場合は，雨合羽着て決行）

見て乗って感じるモビリティの

体験をしよう。
立川 10:50 1時間 20

MEGA

WEB
0円

MEGA WEBの見学に行きます。館内の施設の中で興味の

あるところを、見学しましょう。

バドミントン 中込 10:30 1時間 20 体育館 0円 バドミントンを楽しもう

国立科学博物館に行こう！ 須賀 10:00 1時間 20
国立科学

博物館
交通費

展示を見学し、知見を得ることにより、自然科学についての

関心を増し、理解を深めよう！

フットサル 春山 10:00 1時間 20 体育館 0円 フットサルをやってみよう

ヒーロー映画を見よう 和田 9:30 2時間 20 教室 0円 ヒーロー映画を見よう
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東京を知ろう！ 横山 10:00 1.5時間 20

三菱ビル

ヂング1

階

1,440円

+交通費

SKY BUS TOKYOで検索！東京タワー・レインボーブリッジ

付近を屋根なしバスで巡ろう！

（小雨の場合は，雨合羽着て決行）

写経体験2021

 in 鎌倉
福山 8:30 2時間 20

鎌倉

長谷寺

拝観料

＋写経費

＋交通費

最近、体だけでなく心も疲れていませんか？　日常生活や騒

がしい都心から離れ、静かなお寺でお経を一文字ずつ書き

ながら心を整えます。※拝観料400円写経費1,200円

プレゼン講座〜刺さる言葉と

うまい比喩の作り方
田中理 9:00 1.5時間 35 ドルフィン 0円

ゲストによる特別授業です。非行少年の心の壁を突破し、更

生に導いてきた元法務教官が語るプレゼン術。誰でもでき

る心揺さぶる話し方のコツ。

仕事にも生きるズルいコミュ

ニケ-ション（恋愛講座）
田中理 10:40 1.5時間 35 ドルフィン 0円

ゲストによる特別授業です。コミュニケーションはただの情

報伝達ではない。デキる社会人とモテる大人はほぼ一致。

共感と適度な情報操作できっと人生は上手くいく。

「ファッション イン ジャパン」

展
渥美 10:30 1時間 20

国立新美

術館
（六本木）

0円＋交通

費

戦後から今における日本のファッションの変遷。ファッション

が好きな人、または、まだ好きなものが見つかっていない人、

刺激がほしい人に。

7/14（水）

7/1５（木）
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プログラミング 中山 9:00 2時間 20 ＰＣ教室 0円

Scratchでプログラミング。条件として作品保存先として保

護者のＧmail　アカウントが必須となります。※２０１９年２月

以降１６歳未満はこのように変更になりましたので、受講希

望者には保護者の同意が必要です。

日本科学未来館に行こう！ 須賀 10:00 1.5時間 30
日本科学

未来館

入館料

160円+

交通費

地球を知り、自然と科学を知り、世界の広さを実感しよう！

藤子・F・不二雄ミュージアム 和田 9:30 2時間 20

藤子不二

雄ミュー

ジアム

入館料

700円＋

交通費

ドラえもんに会いに行こう

見て乗って感じるモビリティの

体験をしよう。
立川 10:50 1時間 20

MEGA

WEB
0円

MEGA WEBの見学に行きます。館内の施設の中で興味の

あるところを、見学しましょう。

フライングディスク 中込 10:00 1時間 20 校庭 0円 フライングディスクを楽しもう

バレーボール 春山 9:00 1時間 20 体育館 0円 バレーボールを楽しもう

team Lab Borderless

～デジタルアート美術館へ～
内山 10:00 1時間 20

team

Lab 東京

お台場

入館料

1000円＋

交通費

とってもおしゃれなデジタルアートの世界で、インスタ映えス

ポットとしても人気のようです。

参考：https://borderless.teamlab.art/

https://www.youtube.com/watch?v=RlbwrWcD3F

k
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タイコの達人

【かんたん～ふつう】
福山 9:00 1.5時間 10

かえつ

ホール

スティック
（レンタル

可）

スティックの持ち方から始め、最終的には実際にドラムセット

を使って自分の好きな曲に合わせて演奏します。

タイコの達人

【ふつう～むずかしい】
福山 10:30 1.5時間 10

かえつ

ホール

スティック
（レンタル

可）

「タイコの達人【かんたん～ふつう】」と同一内容ですが、

【かんたん～ふつう】の受講者、もしくは楽器経験者が対象

です。※連続で受講する場合は申し込みフォームに両講座

を希望してください。)

特別対談

若手起業家×元法務教官

それぞれの中学時代と今

田中理 9:00 2時間 35 ドルフィン 0円

元法務教官と若手起業家のゲストによる授業です。全く違う

立場で教育に携わってきた2人が、互いのこれまでとこれか

らを通して大人としての生き方を考えます。ディスカッション

タイムあり。

江戸博へ行こう
渥美

和田
10:30 1時間 40

江戸東京

博物館
（両国）

0円

＋交通費

江戸に生きた人々が実際にどんな暮らしをしていたのかを

覗いてみるように学べる施設。江戸時代だけではなく昭和

の暮らしまで展示。

その情報　ウソ？本当？ 内山 10:00 1.5時間 20 普通教室 0円

新聞記者さんによる特別授業；　ネット上に様々な情報があ

ふれ、「フェイク（偽）ニュース」が社会問題となっています。

普段スマホで見る色んな情報が本当なのか、ウソなのか、

それを見極めるコツを学びます。

プログラミング 中山 9:00 2時間 20 ＰＣ教室 0円

Scratchでプログラミング。条件として作品保存先として保

護者のＧmail　アカウントが必須となります。※２０１９年２月

以降１６歳未満はこのように変更になりましたので、受講希

望者には保護者の同意が必要です。

いざ，実力主義の大学へ
横山

須賀
9:45 2時間 40

東京理科

大学神楽

坂キャン

パス
（飯田橋）

0円

＋交通費

先生達が愛して止まない東京理科大学見学ツアーです．近

代科学資料館，数学体験館と言った施設を見学したのち，

先生がお世話になった教授が講義をしてくれるかも？対象

は東京理科大学に関わらず，大学への進学を考えている人

とします．

見て乗って感じるモビリティの

体験をしよう。
立川 10:50 1時間 20

MEGA

WEB
0円

MEGA WEBの見学に行きます。館内の施設の中で興味の

あるところを、見学しましょう。

ビーチクリーン 春山 10:00 1.5時間 20
片瀬西浜

海岸

0円

＋交通費

江の島の近くの海岸でビーチクリーン体験をしてもらいま

す。海という大自然に触れ、リフレッシュしながらも地球の環

境問題について考えましょう。最寄りは小田急線の片瀬江ノ

島駅になります。多少距離があるので、それを了承のうえで

海が好きな人・環境問題に興味がある人参加してください。

フットサル 中込 10:00 1時間 20 体育館 0円 チャンピオンは、どこだ⚽

7/1６（金）
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