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りんごアートクラブ主宰 遠山敦先生

Bプログラム

DNAを検出して博士になろう！

マヨネーズやケチャップって何

からできているのかな？ いま

コロナで話題のPCR分析装置

でDNAの検出実験を体験。加

工食品のDNAを調べて、見え

ない材料を発見してみよう！

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科

源利文先生

1

Aプログラム

2

※ Aプログラム、Bプログラムとも、①と②は各50分入れ替え制 ※定員超過の場合は抽選となります。

www.davincimaster.com

デザイナーになろう！

「リユース」って何?! 想像力

を働かせると、いらないと思っ

ていたモノがよみがえります。

デザイナーになって、アイデア

にあふれた世界で一枚の素敵な

Tシャツを作ろう！

学習院大学 文学部教育学科 飯沼慶一研究室

ゲームでわかる！地球環境とエコ問題

神戸大学大学院 人間発達環境学研究科

田畑智博先生

犯罪科学捜査に挑戦！指紋編1 2

一般社団法人

ダヴィンチマスターズ
オンラインプログラム

進学教室SAPIX小学部

カード遊びで学ぶ生き物のバトル！

今、日本の自然をおびやかして

いる外来種の問題を、カードを

使って楽しく学びます。カード

は講座後もバトルゲームとして

遊び続けられます。

A-1

灘校有志チームFingerpost T

A-2

京都大学大学院 地球環境学堂 西川完途先生

ジャングルで発見！ 両生類のひみつ

オンラインでジャングル探検！

森の中にかくれている生き物を

見つけ、生きる環境で変化する

両生類のパワー、そのひみつを

解きあかそう！

オリジナルのメッセージボードを作ろう！

マクセルホールディングス株式会社

ペンがなくても書ける？ 何度も書い

て消せる不思議な伝言ボードを作り

ます。モノづくりの楽しさや達成感

を感じられることはもちろん、親子

のコミュニケーションツールにも！

帝塚山大学 教育学部 徳永加代先生

言葉の力があがる！
世界で1つだけの絵本づくり

子どもたちのもつ語彙力を引き出

し、自由な発想で楽しみながらお

話を考え、世界にひとつしかない、

自分だけの絵本をつくります。思

考力、創造力、表現力を磨きます。

犯罪科学捜査に挑戦！指紋編

学習院大学 文学部教育学科 飯沼慶一研究室

犯罪科学捜査で犯人を捜す重要な

証拠は「指紋」。ある日、先生が

大切にしている花瓶が割れている

のを発見！ 6人の容疑者の指紋を

調べて、犯人を見つけだそう！

B-1 B-2

C-1 C-2

※A〜C内の2つのプログラムは各50分の入れ替え制です。Web会議システムZoomを使用、受講用のID、パスコードを発行します。

※ご自宅にプログラム受講に必要なキットを事前にお届けいたします。

※通信環境・タブレット等の使用が必須となります。※定員超過の場合は抽選となります。

主催：一般社団法人ダヴィンチマスターズ

後援：神戸市教育委員会／芦屋市教育委員会／西宮市教育委員会／明石市教育委員会／一般財団法人算数オリンピック委員会

お申込みはこちら

開催時間：13：50〜16：00／開催場所：自宅受講

主

催

Vol.23

11月3日
（火・祝）開催

神戸市
開催時間：10：00〜12：00 ／ 場所：神戸国際会議場

対面プログラム 8
主

催

楽しみながら ｢生き抜く力｣｢自律力｣ を高め、“非認知能力”を育む体験イベント

全編英語でプログラムを体
験！ 「ひつじのショーン」
でおなじみのクレイアニ
メーション、今回は「すて
きな夜空」をテーマに制作
します。

全編英語でプログラムを体
験！ 「ひつじのショーン」
でおなじみのクレイアニ
メーション、今回は「すて
きな夜空」をテーマに制作
します。

本当に地球にやさしいエコ活

動ってなんだろう？ 地球、環

境問題、そしてエコについて、

ゲームを通して楽しみながら学

び、自分事としてとらえながら

解決策を考えます。

犯罪科学捜査で犯人を捜す重要

な証拠は「指紋」です。ある日

の教室、先生が大切にしている

花瓶が割れているのを発見！ 6

人の容疑者の指紋を調べて、犯

人を見つけだそう！

プログラミングの基礎をカード

ゲーム感覚で学べるプログラミン

グ入門。小学校でもはじまったプ

ログラミング、難しそうなイメー

ジが “楽しい！” に変わります！

定員：限定30名（1プログラム：15名）

定員：限定30名（1プログラム：15名）

ディーエヌエー

カードゲーム感覚で

ロボットプログラミング体験！

初心者向け！

※申請中

協力：神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 源利文先生／りんごアートクラブ主宰 遠山敦先生／神戸大学大学院 人間発達環境学研究科 田畑智博先生／

学習院大学 文学部教育学科 飯沼慶一研究室

運営：株式会社エンパシージャパン

※申請中 ※申請中 特別協賛：SAPIX YOZEMI GROUP／進学教室SAPIX小学部

協賛：マクセルホールディングス株式会社／株式会社FPパートナー

協力：灘校有志チームFingerpost T／京都大学大学院 地球環境学堂 西川完途先生／

帝塚山大学 教育学部 徳永加代先生／学習院大学 文学部教育学科 飯沼慶一研究室

運営：株式会社エンパシージャパン

※申請中 ※申請中 ※申請中

http://www.davincimaster.com/


・対象：小学1〜3年生

・事前に申し込んだプログラムを受講していただきます。

とは?

未来を担う子どもたちの自己肯定感・思考力・行動力・他者との協働・社会意識力など、

「非認知能力」を育むための体験イベントです。

子どもたちは、プログラムを遊ぶように楽しみながら学び、他者との関わり、

コミュニケーション力や共感力を高めます。

このプログラムを通して、諦めずに最後までやり遂げ“できる”を経験していくことで、

「自律力」「社会を生き抜く力」の醸成につなげていきます。

対面プログラム

保護者向け特別教育講演会

講演テーマ：

公開期間

参加費：1,000円

教育資金への不安の解消をサポート！「わが子の夢を叶えるための未来設計」

相談会参加者全員に！自宅で取り組める「ダヴィンチマスターズプログラムキット」をプレゼント！

教育資金無料相談会

・教育資金に関する相談を上記期間内のお好きなお時間でお受けいただけます。
※相談会の参加にはインターネット環境およびパソコンやタブレットが必要です。資料の画面共有などを行いご説明いたします。

ダヴィンチマスターズでは、これからの子育てに必要な情報を保護者の皆さまにもお届けいたします。

お子様がプログラムを受けている間、保護者の皆さまには講演会をスマートフォンなどでも聴講いただけるように

配信を行います。貴重な教育講演会です。ぜひご聴講ください。

事前申込制

（税込、材料費込）

※参加費の一部は材料費・講師費などの運営費として充当させていただきます。

※登録後の変更はお受けできませんのでご注意ください。

※後日、事務局より参加証をメールにて送付いたします。イベントへのご参加は参加証が必要となります。

SAPIX YOZEMI GROUP／進学教室SAPIX小学部特別協賛

相談期間：11月3日（火・祝） 論理・数理問題に挑戦しよう!

算数オリンピックキッズBEE協力

任意制
WEB受講
期間限定

開催

※マスターズ大会は任意・有料となるため、教育委員会の後援は含まれません。

WEB

灘中学高等学校

校長

和田孫博先生

神戸大学大学院

システム情報学研究科 准教授

藤井信忠先生

京都大学総合博物館

准教授

塩瀬隆之先生

SAPIX YOZEMI GROUP

共同代表 教育学博士

髙宮敏郎氏

【新型コロナウィルス感染症拡大防止ご協力のお願い】
・保護者の方の付き添いは1名でお願いいたします。ご参加者以外の兄弟姉妹の来場もご遠慮ください。
・マスク着用のうえご来場ください。またアルコールによる手指消毒のご協力をお願いします。
・密を避けるため入室可能な人数制限を行います。そのためお子様の受講の様子をご覧いただくことができません。
あらかじめご了承ください。

神戸市主催
・対象：小学1〜3年生

・事前に申し込んだプログラムをご自宅で受講していただきます。

・プログラムに必要な材料は事前にご自宅に郵送いたします。一部ご自宅でご用意いただくものもあります。

・受講にはWeb会議システムZoomを使用します。事前にZoomアプリのダウンロードなど、準備をお願いします。

受講に必要なZoomのID、パスコードは、後日、事務局よりメールにて送付いたします。

・インターネット環境とパソコンやタブレットが必須となります。スマートフォンでのご参加はご遠慮ください。

オンラインプログラム

参加費：2,500円

事前申込制

（税込、材料費、送料、システム利用料込）

※参加費の一部は材料費・講師費などの運営費として充当させていただきます。

※登録後の変更はお受けできませんのでご注意ください。

※保護者の方はお近くで機器の操作のサポートをお願いします。

※1世帯で2名以上参加する場合は人数分の参加費が必要となります。詳細はお問い合わせください。

一般社団法人
ダヴィンチマスターズ主催

動画配信
期間限定公開

基調講演：

パネリスト

11月3日（火・祝）

10時から

11月16日（月）

17時まで

無料 ※ダヴィンチプログラム参加者（過去含）以外は視聴料500円（税込）

一般社団法人ダヴィンチマスターズ事務局（株式会社エンパシージャパン内）

〒157-0066 東京都世田谷区成城2-11-13

TEL：03-6721-1588 受付時間：平日10:00 〜 16:00   

Mail：info@davincimaster.com URL：www.davincimaster.com

www.davincimaster.com

お申込みはこちら

無料 事前申込制

10時〜／11時〜／12時〜

開催期間

参加費 ・算数：3,500円

・自然科学：3,500円

・2科目：6,000円

11月3日（火・祝）〜16日（月）

※金額はすべて税込

子どもたちの思考力を確認することができるオンラインテストです。

論理問題などを出題し、知識ではなく考えて答えを導き出す力を育みます。

解答・結果は後日個別で郵送します。

※申込ご希望の方は申込フォーム内の「マスターズ

大会参加希望」を選択してください。別途ご案内さ

せていただきます。

モデレーター

未来を「自由」に生きるために大切なこと

未来を「自由」に生きるために大切なことパネルディスカッション：

主体的な学びに向けて大人がまずできること

オンライン

http://www.davincimaster.com/

