
こども大学エリア

大学の先生や様々なスペシャリストの方々の
ワークショップやお店が開かれます。
学ぶことの楽しさ、遊びの面白さをこども大学で体験しませんか？
東金市の親子の皆さん、大学に是非遊びにきてください！
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こども大学開校します！

大学生や大人も楽しめます！

入場無料
予約不要

11月5日・6日

※全体開催時間より早く終了いたします。

11:00～16:00



この世にない、自分だけの色を作ることがで
きるワークショップです。作ったインクはすぐ
にペンに入れて使う事ができて持ち帰る事が
できます。みんなで楽しく色遊びをしましょう。

ワークショップ

オリジナルの色でペンを作ろう

ワークショップ参加費： 水性ペン1本 300円 
※先着20名様参加できます。

道路に見立てた長～い大きな紙に自由に落
書きできる『らくがきどうろ』。たくさんの画材
を用意していますが、お気に入りの道具の持
ち込みもOK!思うままに好きなだけ落書きを
楽しもう！一期一会の絵の道路を一緒につく
りませんか？

らくがきどうろ

ベンガラとは赤色の顔料で、原材料はなんと、
土です！このベンガラは、焼く温度や調合を変
えることによって、様々な色が作れます。手に
ついても安全なカラフルなベンガラで、手ぬ
ぐいやＴシャツという日常に欠かせない「衣」
を染めましょう。

素焼きのポットへペンや筆を使って自由にお
絵描き。好きなモチーフを描いた世界に1つの
『マイ植木鉢』なら、植物やお花がもっとかわ
いく育つかも⁉ 植木鉢鉢を吊り下げられるポ
ットハンガーも付いてくるよ。

マイ植木鉢を作ろう

Tシャツや手ぬぐいなど、色々な身近なものの
印刷に使われている「シルクスクリーン印刷」
を体験できるコーナーです。いろいろなパタ
ーンから選んで、オリジナルのバッグを作れま
す。ものづくりの楽しさを体験してみよう！気軽
にお立ち寄りください。

シルクスクリーンで印刷体験！

見たことある形だけど、ちょっと違う。「ツルの
翼がもっと大きかったら？」「小箱に取手をつ
けたら？」そんな「ちょっとヘン」なアレンジを
するお手伝いをします。大人から子供まで、自
分で折り紙をデザインする楽しさに触れられ
るワークショップです。さて、あなたはどんな
ものを折りたいですか？

ちょっとヘンな折り紙

ワークショップ参加費： 1回 1,000円
※先着20名様参加できます。

ワークショップ参加費： 1回 1,000円 

コロナ禍でご苦労されている病院や介護施設
など、制限が増え思い出が削られている学校

し泡せ届け隊

大型夏フェスのメインビジュアルやsumikaツ
アーグッズデザイン、蔦屋書店クリスマスビジ
ュアルなどを手掛けるイラストレーター村上
信理が、あなたの好きなモノや、好きなコトな
どなど、たくさんお喋りしながら、あなたの「好
き」を詰め込んだニガオエを描きます！

おしゃべりニガオエ

美しい色の布や様々なパーツを組み合わせ
て、自由にテキスタイルデザインしてみよう！
衣装のかけらや洋服の工場ではみ出た素材
をアップサイクル。
完成したらカバンや上着にくっつけられるよ♪

テキスタイルデザイナーになろう

Podcast Program #ラジスク パーソナリティ
の DJ Tomo が こどもと一緒にラジオ番組作
りを行うワークショップです。参加者はDJ役や
ゲストを体験出来ます。

こどもラジオ

①１１月の森に自生する植物を来年もまた頂
けるよう、少しだけ拝借した中から今の時期し
か作れない天上から吊るすフライングリース
をつくります。
②普段は捨ててしまう空き缶から、お湯が沸
かせる燃料用アルコールを使用した簡単なア
ルコールストーブをつくります。

１１月の森の植物と、空き缶でフライングリース
とアルコールストーブをつくろう

学校法人水田記念博物館大石化石ギャラリ
ー学芸員宮田真也さんによる化石学講座。

JIU化石学入門

子どものお祭り！約２０００冊の絵本の展示＆
大学特別価格での販売。書店では見られない
「しかけ絵本」も多数展示！福祉総合学部生の
読み聞かせや絵本作家「平田昌広先生と平
田景先生」などによるワークショップ盛りだく
さん行います。ご来場ください。

絵本ワールドin京葉

ソライロ文具店

ソライロ文具店

みんなのおむすび  モモカフェ。

佐藤未来（ライター）

ヤノ サラ(植物愛好家)

畠山美樹（デザイナー/アーティスト）

濱中友彰（折り紙アーティスト） 村上信理（絵本作家/イラストレーター）

シャボン玉オヤジ

HAND IN HAND kids（ファッションアーティスト）

DJ TOMO

A＆M

宮田真也（学芸員）

絵本ワールドin京葉実行委員会

ワークショップ参加費： 1回 1,000円 

ワークショップ参加費： 1回 500円

①リース： 1,500円／②ストーブ： 1,000円

先着20名
小学生以上（中高生，学生，社会人，教職員も可）
※B棟208教室にて開催

大学関係者、地域の方、専門家の講師などがお届けする
遊びと学びの空間・時間。多様な人やPLAYとコネクト！
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WORKSHOP

～過去と未来と手と手をつなぐ～ 
ベンガラ染手ぬぐいやＴシャツを染めよう！

「あなたの好きな遊びは何ですか」
聴いてみよう、隣の人の話。

会場MAP
AREA MAP

土気町から！

※参加費の明記のないものは無料にて参加いただけます。

※11/5のみ13:30～

※AM/PM各1回

ワークショップ参加費： 1回 500円
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※雨天時は体育館にて開催
こども大学エリア

「し泡せ届け隊」
のみグラウンド
にて開催

その遊びのどんなところが好きですか？誰と
遊びますか？ 同じ時間、同じ場所にいる隣の
人の、好きな遊び。この人はどんな遊びが好き
なんだろう。はじめましての人同士で、お互い
相手の話を聴いてみるという試み。「相手の
話を聴く」ということを通して、どんなことを感
じたか、どんな変化があったか、そういうこと
を皆で共有できるような場にできたら良いな
と思っています。

P

P

11/6

11/6
11/5 11/6

11/6

11/5 11/6

11/5 11/6

11/5 11/6

11/5 11/611/5 11/6

11/5

11/6

11/5

11/5

や幼稚園など。そんな所へシャボン玉で〝しあ
わせ〟を届けに〝し泡せ届け隊〟と称して活動
しています。シャボン玉は老若男女全ての人に
笑顔をもたらします。今回は色々なシャボン玉
で沢山楽しんでいってください。

※雨天時開催場所
A棟一階(千葉銀ATM付近)

開催場所： D棟1階 子育て支援ルーム、
D棟2階 造形演習室、他

大学から！

大学から！
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手ぬぐい1000円／Tシャツ3000円
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生活に根付いた『おうち文具』をコンセプト
にお子様から大人まで幅広く楽しめる文具
を一点一点選んで取り揃えた文具店です。宝
探しをする様に、ワクワクしながらお気に入
りの文具選びをお楽しみ頂けます。

ソライロ文具店

自分の好きな本を節操なく並べております。他
人の書棚って気になりますよね。そんな感じで
興味を持ってもらえたら嬉しいです。

古書有信

寝る前に本を読むのが好きで、おやすみ前に
ゆったり読める本をご紹介したく活動していま
す。特に旅本を読んで知らない場所について知
ることが好きなので、今回はそんな旅本や地域
の本や外国に関する本ばかりを並べます。少し
ですが色々な国の洋書もあります。世界が少し
広がるような本をご紹介できたらと思います。

一夜文庫

小説と小説と小説とエッセイ。大好きな本をトラ
ンクにつめこんでお持ちします。初めての場所、
初めてのであい、とっても楽しみです。

葉月文庫

読書が大好きな週末農夫＆ランナーです。
晴耕雨読な暮らしに憧れてます。
本をご縁に新たな出逢いがあると嬉しいです。

晴耕雨読

お気に入りの本と自作のイラストを携えての
出店です。皆さんと楽しい時間を過ごせたら
いいなと思っています。よろしくお願いします。

雛ノ薬屋

千葉県市川市で小さな本屋をやってます。亀
が日向ぼっこをしている時間みたいな、のん
びりとした時間が似合う本を並べます。お気
軽にお立ち寄り下さい。

kame books

「ちゃん」づけで気軽に呼んでもらいたいん
です。バカみたいにずっと「恋愛」について考
えてる本屋です。

bookshopちゃん

はじめまして！まちのこ団です。
私たちは、"あそび"をきっかけに体験や交流
の場を設け「子どもの原体験を豊かにする」た
めに主に北関東を中心に活動をしています！
今回はドイツ発祥の「プレイバス～移動式あ
そび場～」という車に、昔あそびや木材・竹、
楽器、トランポリンやモルックのニュースポー
ツ、ハンモックやパラソルなど、子どもから大
人まで楽しめる仕掛けをたくさん詰め込み、城
西国際大学にあそび場をお届けします！ぜひ
お気軽にお越しください♪

プレイバス

みなさんこんにちは！駄菓子屋irodoriです！普
段は足立区の西新井で駄菓子屋さんをやって
いますが、今回駄菓子の出張販売にやってきま
した。約100種類の駄菓子を用意しています！
懐かしい者から最近のはやりのものまで！たく
さん買っても安く楽しめるので、ぜひみなさん
気軽に立ち寄っていってくださいね。駄菓子を
買わないで、大学生スタッフとお話しするだけ
でも大丈夫です！お待ちしています！！

駄菓子屋irodori

企画・運営

遊びでまちづくりする準備室 Instagram

まちのこ団

思い入れがあってなかなか手放せない本、誰
かに読んでほしい本を、私たちと交換しません
か？あなたの想いが詰まった一冊は次の読者
の手へ渡り、誰かの想いが詰まった一冊があ
なたのもとへやってきます。

popuplribrary

こだわりが詰まった、魅力あるお店やあそび場がやってきます。
様々な遊びや学びを体験・発見しよう！

あそび場

移動書店
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文具・駄菓子

あそび場&ショップ
PLAYGROUND & SHOP

PLANNING&OPERATION

※参加無料
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