
文部科学省内プログラム一覧 別紙1

※日程や時間の指定があるもの以外は、すべて開催期間中の10時～16時（最終受付15時45分）に実施します。

＜事前申込が必要なプログラム＞

日程 会場 内　　　　容 局・課名

■大臣室へようこそ（事前申込み終了）
大臣室を探検したり、記念撮影を行います。
○時間：8月7日（水）14時～15時15分
○人数：60名程度（保護者除く）

生涯学習政策局生涯学
習推進課

■わたしが文部科学大臣になったら（事前申込み終了）

○文部科学省記者会見室にて、子供たちに「わたしが文部科学大臣になったら○
○をします！」宣言をしていただく模擬記者会見体験を実施します。
○その様子を、「Youtube」文部科学省公式動画チャンネルに掲載します。

大臣官房総務課広報室

8月7日
（水）

8月8日
（木）

両日開催

旧文部省
６Ｆ

第２講堂

■テクノロジーを活用する楽しさを感じていただくために、電気や機械に関するテク
ノロジーを利用したロボットや防災ラジオをに製作する。（事前申込み終了）
①文部科学省ロボコン （8月7日（水）10時～12時）
定員（２０名予定）
②防災ラジオを作ろう！１ （8月7日（水）13時30分～15時30分）
定員（２０名予定）
③防災ラジオを作ろう！２ （8月8日（木）10時～12時）
定員（２０名予定）
■日本の伝統的なテクノロジーである、木材加工の価値を認識していだくために、
木材利用した楽器やキーホルダー作りを体験をする。
④木材で楽器などを作ろう（8月8日（木）13時30分～15時30分）

初等中等教育局
教育課程課
（社）全国中学校産業教
育教材振興協会

＜自由参加プログラム＞

日程 会場 内　　　　容 担当部局

■ニュースポーツ体験コーナー
年齢・性別・障害の有無に関係なく体験が可能な数種類のニュースポーツを通し
て、スポーツに関する興味・関心を高め、スポーツを身近なものとして感じてもらこ
とを目的とする。

スポーツ・青少年局ス
ポーツ振興課
（公財）日本レクリエー
ション協会

■国民体育大会及び国際競技大会招致・開催に係る展示
大会のグッズ配布や国体キャラクター着ぐるみ、国際大会招致・開催ＰＲ展示（ラグ
ビーワールドカップ2019、2020オリンピック・パラリンピック東京招致のチラシ等の
設置型配布）を通して、子供から大人まで、スポーツ大会を身近に感じてもらい、大
会開催の盛り上がりや国際大会招致機運の醸成につなげることを目的とする。
○時間：展示は両日ともに10時～16時
　　　　　着ぐるみは10時～16時（場合により8日は12時まで）

スポーツ・青少年局競技
スポーツ課

　　当日、自由にご参加ください。

8月7日
（水）

のみ開催

文部科学省
庁舎内

旧文部省
６Ｆ

第２講堂

8月7日
（水）

8月8日
（木）

両日開催

「マナビィ」
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文部科学省内プログラム一覧 別紙1

日程 会場 内　　　　容 局・課名

■冊子「大切ないのちとあんぜん」の紹介
展示場所に「大切ないのちとあんぜん」を置き、自由に持ち帰ってもらう。

スポーツ・青少年局学校
健康教育課

■オリジナルコースター作り
国立青少年教育振興機構の紹介と各施設で実際に行われているクラフトの体験。
同時に当機構資料と昨年度発行された「体験・遊びナビゲーター」の配布。
○対　象：小学校1年生以上（小学校低学年は保護者同伴）

スポーツ・青少年局青少
年課
（独）国立青少年教育振
興機構

■ガールスカウトによる体験コーナー
ガールスカウト教育のノウハウを生かした体験活動（クラフト作りなど）を実施する
予定。

スポーツ・青少年局青少
年課
（公社）ガールスカウト日
本連盟

■平成25年度全国高等学校総合体育大会「2013未来をつなぐ北部九州総体」PR
本年度開催の全国高等学校総合体育大会「2013未来をつなぐ北部九州総体」に
おける入賞者のメダル展示等を通して、北部九州総体をPRする。

スポーツ・青少年局体育
参事官付
全国高校総体推進局

■夏休みサイエンススクエア
国立科学博物館で同時期に開催中の夏休みサイエンススクエアと連携した実験・
工作など体験型企画を中心としたコーナーを出展する。

生涯学習政策局社会教
育課
（国立科学博物館）

■「早寝早起き朝ごはん」運動の啓発
｢早寝早起き朝ごはん｣の紹介パネル展示、クイズゲーム、ぬりえをします。キャラ
クターもやってきます。

生涯学習政策局男女共
同参画学習課

■消費者教育教材の体験コーナー
親子向け消費者教育教材として作成した「マナビィといっしょにおつかいすごろく」
などの展示を行い、消費者教育の理解を進める。

生涯学習政策局男女共
同参画学習課

■第23回全国産業教育フェア愛知大会
○平成25年11月9日（土）・10日（日）に開催する第23回全国産業教育フェア愛知大
会の広報活動を行う。
○ものづくり愛知にふさわしく、小・中学生へのものづくり教室等を開催し、ものづく
りへの興味・関心を高める。

初等中等教育局高校教
育改革PT

旧文部省
６F

第２講堂

8月7日
（水）

8月8日
（木）

両日開催
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文部科学省内プログラム一覧 別紙1

日程 会場 内　　　　容 局・課名

■「体験！ロープ結び＆お魚なんでも相談室」
　～金魚＆めだかのプレゼントもあるよ！～
金魚・めだかの展示及びプレゼント
さかな相談室
ロープワーク（各種結び方）展示及び体験

高等教育局専門教育課
協力：東京海洋大学

■ブリッジ体験教室
トランプゲームの王様「コントラクトブリッジ」の簡易版「ミニブリッジ」を体験していた
だきます。2人対2人で対戦するブリッジは、1人遊びでは得られない協調性や思い
やりの心が育つといわれています。教育現場でも正規授業として採用されていま
す。

文化庁文化部芸術文化
課
(公社）日本コントラクトブ
リッジ連盟

■子ども将棋教室
日本の伝統文化である将棋を体験してみよう。自由対局スペースで、交流を深め
よう。

文化庁文化部芸術文化
課
(公社）日本将棋連盟

■子どもマジック体験教室
ワクワクするような不思議を体験して、コミュニケーションの１つとしての楽しさを体
験してもらったり、身近な材料でリサイクルマジックを作り体験してもらう。

文化庁文化部芸術文化
課
(社）日本奇術協会

■子ども茶道教室
子供たちに茶の湯体験、菓子のいただき方、茶の飲み方、自分で点てることにチャ
レンジしてもらいます。

文化庁文化部芸術文化
課(一社）茶道裏千家淡
交会

■不正商品撲滅に関するイベント
ブランド小物、プラモデル、ぬいぐるみ、ＣＤなどの模倣品と真正品及び解説パネ
ルを展示します。

文化庁長官官房著作権
課
（文化庁長官官房国際
課）

■筋肉の電気信号で、ロボットアームを動かしてみよう！
研究者・科学コミュニケーターによるワークショップを実施。生理学研究所で開発さ
れた「マッスル・センサー」を用いて、子供たちが実験を通じて自身の体について学
ぶ。研究者・科学コミュニケーターによる解説を行う。

科学技術・学術政策局
人材政策課

■子どもにわかりやすい科学実験教室
エッキー、ゆらゆら、ストローハウスで地震被害とその対策を学ぼう！
防災関連の各種パンフレット配布

研究開発局地震・防災
研究課
（独）防災科学技術研究
所

旧文部省
６F

第２講堂

8月7日
（水）

8月8日
（木）

両日開催
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文部科学省内プログラム一覧 別紙1

日程 会場 内　　　　容 局・課名

■光で声を伝えよう ～光通信～
【実演(参加型)】
懐中電灯などの光を媒体にして音を伝える「光通信」実験を実演し、光が波を性質
を持つことを理解してもらう。
○時間：両日ともに10時～12時、13時～16時
○実演所要時間：1回10分程度
【パネル展示】
理研の概要に関する展示を行う。

研究振興局　基礎研究
振興課

■子どもたちがつくる「国連子供環境ポスター」展
■人間文化研究機構の紹介（おみやげ配布）
総合地球環境学研究所が所蔵する「国連子供環境ポスター」を活用して、世界の
子供たちの地球環境への思いを学びながら、自分自身の地球環境への思いを見
つめる。
○時間：10時～12時、14時～16時
併せて、おみやげの配布を通して、国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、総
合地球環境学研究所、国立民族学博物館の紹介を行う。

研究振興局学術機関課
大学共同利用機関法人
人間文化研究機構、総
合地球環境学研究所

■「核融合って何だろう」
核融合科学研究所の紹介
パネル展示、DVD上映、プラズマボールの体験、パンフレットやシールの配布

研究振興局学術機関課
大学共同利用機関法人
自然科学研究機構核融
合科学研究所

■弘前大学と放射線について学ぼう！
弘前大学の科学実験！！
○霧箱から、自然界にある放射線を観察してみよう！（宇宙線が見られるかも！?）
○身の回りの身近なものの放射線を測定してみよう！
大学オリジナル「シャープペンシル及びクリアファイル」、そして、りんごをもっと知る
ことができる「下敷き」をプレゼント！！

大臣官房総務課広報室

■熊本大学とくすりの世界を体験してみよう！
○熊薬物語－未来のくすり創りと社会への貢献（展示）
○上記展示について解説するほか、くすりの世界を体験できる実験等を行います。
薬学部薬用植物園の絵はがきをプレゼント！
また、8月8日（木）には、くまモンに会えるかも！？
①11時～11時30分(整理券配付時間10時）
②14時～14時30分(整理券配付時間13時）
熊大のブースに来てくれた方に記念撮影整理券を配付します！(数に限りがありま
す）
当日は、カメラを持参してね！！

大臣官房総務課広報室

■生理学研究所と脳の中をのぞいてみよう！
○脳の中の分子や神経細胞をのぞいたり、脳の働きをイメージングしたりする技術
はどんどん進化しています。そのような最先端の技術を御紹介するとともに、実際
に顕微鏡で脳の中の神経細胞をのぞいてみましょう！
研究所オリジナル！脳や神経が飛び出してみえる立体視画像をプレゼント！！

大臣官房総務課広報室

■東京農工大学の研究に触れよう！
○農業現場におけるロボット技術の活用（展示）
○絹を用いた医療材料開発※
○クルマの自動運転技術の最前線！（展示）※
○上記の展示について解説するほか、組ひも作り体験※を行います。
　作った「組ひも」はお持ち帰りいただけます。
　大学オリジナル「シャープペンシル及びクリアファイル」をプレゼント！！
※「絹を用いた医療材料開発」、「組ひも作り体験」は、７日のみ開催。「クルマの自
動運転技術の最前線！」は、８日のみ開催。

大臣官房総務課広報室

旧文部省
３F

情報ひろば

8月7日
（水）

8月8日
（木）

両日開催

旧文部省
６F

第２講堂
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日程 会場 内　　　　容 局・課名

■触る絵本、障害のある子どもの支援機器体験コーナー
ユニバーサルデザインの絵本や各種の支援機器を展示し、子供たちに自由に手
に触れて体験してもらうことで、障害のある子供と共に学ぶことについての理解を
広める。

初等中等教育局特別支
援教育課（国立特別支
援教育総合研究所）

■教科書の展示等
■教科書に関するパネル展示

初等中等教育局教科書
課

■国民文化祭・全国高等学校総合文化祭のPR
①第28回国民文化祭・やまなし2013の紹介
平成25年1月12日～11月10日に山梨県で開催されている国民文化祭について紹
介します。
○パンフレット、広報グッズ配布
○国文祭マスコット「カルチャくん」出演
○造形教室（ビニールでの洋服作り）
②第38回全国高等学校総合文化祭茨城大会の紹介
平成26年7月27日～7月31日まで茨城県で開催する全国高等学校総合文化祭に
ついて紹介します。
○生徒実行委員によるパンフレット、広報グッズ配布、折り紙コーナー
○マスコットキャラクター「ふれあちゃん出演」

文化庁文化部
芸術文化課
山梨県・茨城県

■2013 GTF浮世絵展
○趣旨：日本が誇る伝統文化“浮世絵”の摺りの技術は、現代の印刷文化にも大
きな功績を残しています。「次の時代に残すべき伝統文化の継承」をテーマに活動
を続けるGTFが、今年も親子向けの摺り体験を中心に、楽しみながら文化に触れ
るプログラムを展開します。
○内容：浮世絵の展示と摺師による実演と参加者による試し摺り
1.代表的な浮世絵や関連する書籍、グッズなどの展示
2.摺師による実演
3.参加者による試し摺り

文化庁長官官房政策課
GTFグレータートウキョ
ウフェスティバル実行委
員会、東京伝統木版画
工芸協同組合

文部科学省
東館２F

正面玄関前
ひろば

■体感！ドーム映像　小さな細胞と大きな宇宙に近づく
特殊加工された細胞と宇宙の映像をドーム内で体感、他にサイエンスチャンネル
のコンテンツなどを上映し、科学や技術の新しい感覚を楽しんでもらう。

科学技術・学術政策局
人材政策課

旧文部省
１Ｆ

ラウンジ

■ＥＳＤトークショー
ESD(持続可能な開発のための教育）について、ESDオフィシャルサポーターである
さかなクン・白井貴子さん・木佐彩子さんを通して分かりやすく説明する。
○時間：13時～14時

国際統括官付

旧文部省
６F

第２講堂

■和紙ちぎり絵体験コーナー
創作性のある和紙ちぎり絵を自由に貼ってもらう。テーマは「海」「木」

文化庁文化部芸術文化
課
(公財）日本和紙ちぎり絵
協会

8月7日
（水）

8月8日
（木）

両日開催

旧文部省
３F

情報ひろば

8月7日
（水）

のみ開催
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日程 会場 内　　　　容 局・課名

■池坊いけばな子ども体験教室
子供たちに、池坊いけばなにチャレンジしてもらう。

文化庁文化部芸術文化
課
(一財）池坊華道会

■ジオスコープ～地球と私たちの「つながり」を考える
地球環境や人間活動に関するさまざまなデータを可視化するツール「ジオスコー
プ」を用いて、50年後の環境変化や私たちの暮らしに与える影響をいっしょに考え
ます。
○ワークショップを随時実施（3～4回）

科学技術・学術政策局
人材政策課

■和紙絵画体験教室
竹製のうちわに花鳥風月を描く。

文化庁文化部芸術文化
課
(公社）日本和紙絵画芸
術協会

■子ども囲碁教室
囲碁を知らない子供たちには囲碁のルールを楽しく覚えてもらう。打てる子供たち
には自由に打って楽しんでいただく。

文化庁文化部芸術文化
課
(公財）日本棋院

文部科学省
庁舎前

中央ひろば

■霞の打ち水2013
子供たちが、文部科学省職員や霞が関近辺の方々と一緒に水をまきます（打ち水
を行います）。
○時間：12時～12時30分予定（雨天順延）

※打ち水に必要な容器（紙コップ等）は各自でご用意下さい。

霞テラス打ち水の会
2013実行委員会

旧文部省
６F

第２講堂

8月7日
（水）

のみ開催

8月8日
（木）

のみ開催

旧文部省
６F

第２講堂
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