
検索

まつしげキッズフェスタイベント ※主として未就学児童
　対象です

Matsushige

スティームウィーク

開講!!Vol.2

「マツシゲート」を舞台に、様々なSTEAM教育の参加型イベントを開催致します！お子さんとお気軽にご参
加できる楽しい講座がもり沢山！プログラミングロボットを通じたプログラミング教室や、レーザーカッ
ターやUVプリンターを使った作品作りを通じて、「AI時代」に必要な力を身に着けていきます！クリスマス
の演出にもピッタリです!
※STEAM教育とは
科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）。アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域を対象とした教育です。知り創る
ことに重点を置いた新しい教育です。

森林女子部とものづくり
城西高等学校神山校 ロボットの組み立てとプログラミングはPCで

ナビゲートしてくれます。

①ブロックエンジニアリング

11.21(Sun)

講座へのお申込みは
専用ウェブサイトから
お申し込みください。

お申込方法

2021.11.21(Sun)-11.28(Sun)
マツシゲート コワーキングスペース・ファブスペース・屋外会場

プログラミングロボット KOOV体験会

参加費：無料
[1部]9:30～10:30　       定員：5組
[2部]11:00～12:00　    定員：5組

A I時代の新しい学び

2.オリジナル積木づくり　　　　  材料費：300円

1.神山杉のキーホルダーづくり　材料費：500円
サインペンでお絵描き

3.クリスマスツリーづくり　　　　材料費：500円
まつぼっくりやどんぐりで思い思いのクリスマス
ツリーを作ります!

ブロックを使ってものの仕組みを知ろう！

②ロボットプログラミング

参加費：無料
[1部]13:00～14:00　    定員：5組
[2部]14:30～15:30　    定員：5組

時間：9:30～14:00

[1部]9:30～11:00　       定員：5組
[2部]11:00～12:30　    定員：5組
[3部]12:30～14:00　    定員：5組
[4部]14:00～15:30　    定員：5組

ボール型ロボットを動かそう!

参加費：無料

屋外会場

マツシゲート
https://www.m-fabsteam.com/steamweek
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11.23(Tue)

〒771-0220　徳島県板野郡松茂町広島字三番越10番地
TEL.088-699-5030　https://matsushigate.or.jp/
mail: contact@m-fabsteam.com

一般社団法人松茂まちづくり推進機構

TwitterInstagram

マインクラフトというゲームを
ご存知ですか？世界では今、この
マインクラフトを教育に取りいれ
た動きが進んでいます。話題の
マインクラフトの世界を体験する
ために、みんなでマインクラフト
の世界に冒険に出よう！

本講習では、初心者向けと経験者向けの二つのコースに分けて実施します。
今までマインクラフト講習に参加していただき、かつ基本のプログラミング
は覚えているという方はぜひ経験者向けコースをお選びください。また、
参加していただく時間帯はこちらで指定させていただきますので、応募
の際はどうしても参加できない時間帯をお教えください。後日、日程を
メールにて送信いたします。

マインクラフト体験教室

画像：https://www.minecraft.net/ja-jp

『フェルト工作』 Let’s make!クリスマスツリー&コースター
レーザーカッターを使ってクリスマスツリーとコースターを作ります。ツリー
には仕上げにフェルトシールを貼り付けて華やかな飾り付けもできます。
手作りの作品でクリスマスを素敵に演出しましょう！

[1部]10:00～11:00　     定員：4組
[3部]13:00～14:00　     定員：4組

[2部]11:00～12:00　    定員：4組
[4部]14:00～15:00　    定員：4組

参加費：クリスマスツリー+コースター   ……………… 1,500円
　　　  クリスマスツリーのみ   ……………………… 1,000円
　　　  コースターのみ      ……………………………… 500円

クリスマスツリーは大1個・小3個、コースターは2枚制作します。

神山メイカースペース
レーザー加工で
お絵かき積木
ペンを使ってパソコンに絵を描く
とその絵をレーザーカッターが積
木に転写してくれるデジタル遊び
の体験会です。
神山杉でオリジナル積み木を作
って持ち帰ろう!

[1部]9:30～10:30　     定員：4組　　　[2部]11:00～12:00　     定員：4組

材料費：500円 材料費：500円

1組につき積木は1セット、絵付けは積木1ブロックとします。

輪ゴム動力の
オリジナル飛行機を作ろう

徳島大学鳥人間チームと一緒に
飛行機の飛ぶ仕組みを勉強しよう。
お好みのデザインを主翼に描き
オリジナル飛行機を作ります。芝
生の上で飛行機を遠くまで飛ばし
てみます。

[1部]13:00～14:30　定員：5組(※)　　[2部]15:00～16:30　定員：5組(※)
(※)1組1機の飛行機になります。

11.27(Sat)

11.28(Sun)
Playful Music
‒音楽で遊ぼう-

参加費：無料
開始時間：13:00～15:30
対象：小中学生、親子
定員：小学生/中学生10名(親子 5組程度)

KOOVで初めて
ロボット・プログラミング
ソニー・グローバルエデ
ュケーションのロボット・
プログラミング学習キット
KOOVを利用してプログ

ラミングに挑戦してみよう。ブロックを組み立てて
クルマや楽器などを作り、自由に動かしてみよう。

マツシゲートに集まって
いる沢山の音。この音を

使った五感を使った体験型ワークショップを行
います。子供も親子も、楽しめる内容になっています。 参加費：無料

[1部]10:00～11:30　[2部]13:00～14:30
定員：各4組（親子4組）
対象年齢:小学校3年生～小学校6年生

Raspberry Pi で
初めてデジタル制作
手のひらサイズのコン
ピューター（Raspberry 
Pi）を利用してデジタル
制作に挑戦しよう。イギ

リスのコンピューターサイエンス教育でも利用
されている機材を使って、楽しく中学校や高校
での情報の学びを体験します。
参加:無料
開始時間：15:00～17:00
定員：4組（親子4組等
対象年齢 : 小学生高学年～中学生

※ワークショップ当日は、ファススペースにて雑貨を販売致します。

参加費:1,000円
[1部] 10:00～12:00　定員:10名　　     [2部] 13:00～15:00　定員:10名
[3部] 15:30～17:30　定員:10名
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2021.11.21(日 )Vol.2

コワーキングスペース

C
コワーキングスペース

D屋外スペース

森林女子部とものづくり
城西高等学校神山校

1.神山杉のキーホルダーづくり
サインペンでお絵描き

2.オリジナル積み木づくり

3.クリスマスツリーづくり
まつぼっくりやどんぐりで
思い思いのクリスマスツリーを
つくります

ブロックエンジニアリング

2部 定員5組

ブロックを使って
ものの仕組みを知ろう!

ブロックエンジニアリング

1部 定員5組

ブロックを使って
ものの仕組みを知ろう!

プログラミングロボット
KOOV体験会

1部 定員4組

ロボットの組み立てとプログラミングは
PCでナビゲートしてくれます

プログラミングロボット
KOOV体験会

2部 定員4組

ロボットの組み立てとプログラミングは
PCでナビゲートしてくれます

プログラミングロボット
KOOV体験会

3部 定員4組

ロボットの組み立てとプログラミングは
PCでナビゲートしてくれます

プログラミングロボット
KOOV体験会

4部 定員4組

ロボットの組み立てとプログラミングは
PCでナビゲートしてくれます

ロボットプログラミング

1部 定員5組

ボール型ロボットを
動かそう!

ロボットプログラミング

2部 定員5組

ボール型ロボットを
動かそう!
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コワーキングスペース

C
ファブスペース

B
ファブスペース

A
コワーキングスペース

D

【フェルト工作】
Let’s make!クリスマスツリー&コースター

1部 定員4組 マインクラフト体験教室
1部 定員10名

マインクラフト体験教室
2部 定員10名

マインクラフト体験教室
3部 定員10名

レーザーカッターを使ってクリスマスツリーとコースターを作ります。
仕上げにフェルトシールを貼り付けて華やかな飾り付けができます。

手作りの作品でクリスマスを素敵に演出しましょう！

2部 定員4組

【フェルト工作】
Let’s make!クリスマスツリー&コースター

【フェルト工作】
Let’s make!クリスマスツリー&コースター

3部 定員4組

4部 定員4組

【フェルト工作】
Let’s make!クリスマスツリー&コースター
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コワーキングスペース

C
ファブスペース

B
ファブスペース

A
コワーキングスペース

D

カレーフェスタのシンポジウム
一般の方は利用できません。

【KMS】神山メイカーズベース
レーザー加工でお絵描き積み木

【KMS】神山メイカーズベース
レーザー加工でお絵描き積み木

1部 定員4組

ペンを使ってパソコンに絵を描くとその絵を
レーザーカッターが積み木に転写してくれる。デジタル遊び体験会です。

神山杉でオリジナル積み木を作って持ち帰ろう。

※1組に積木1セット、絵付けは積木1ブロック

※1組に積木1セット、絵付けは積木1ブロック

まつしげ空のSTEAMⅡ
ゴム動力のオリジナル飛行機を作ろう

1部 定員5組(※)

徳島大学鳥人間チームと一緒に飛行機の飛ぶ仕組みを勉強しよう。
お好みのデザインを主翼に描きオリジナル飛行機を作ります。

芝生の上で飛行機を遠くまで飛ばしてみよう。

※1組1機の飛行機になります。

まつしげ空のSTEAMⅡ
ゴム動力のオリジナル飛行機を作ろう

2部 定員5組(※)
※1組1機の飛行機になります。

2部 定員4組
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コワーキングスペース

C
ファブスペース

B
ファブスペース

A
コワーキングスペース

D

Playful Music -音楽で遊ぼう-

パネルディスカッション
「地方におけるSTEAM教育」

マツシゲートに集まっている沢山の音。
この音を使った五感を使った

体験型ワークショップを行います。
子供も親子も、楽しめる内容になっています。

Raspberry Pi で初めてデジタル制作

定員4組（親子4組等)

手のひらサイズのコンピューター（Raspberry Pi）を利用して
デジタル制作に挑戦しよう。

イギリスのコンピューターサイエンス教育でも
利用されている機材を使って、

楽しく中学校や高校での情報の学びを体験します。

定員 小学生/中学生10名(親子 5組程度)

KOOVで初めてロボット・プログラミング

1部　定員各4組（親子4組）

ソニー・グローバルエデュケーションの
ロボット・プログラミング学習キットKOOVを利用して

プログラミングに挑戦してみよう。
ブロックを組み立ててクルマや楽器などを作り、

自由に動かしてみよう。

KOOVで初めて
ロボット・プログラミング
2部　定員各4組（親子4組）


