
■お問い合わせ・お申込みはこちら

0725-20-6778
休館日：月曜日 営業時間：10：00～19：00

大阪府泉大津市二田町1-13-4
（南海本線 松ノ浜駅すぐスーパーアプロの上）
※駐車場はございませんので、車でのご来場はご遠慮ください。

松ノ浜駅前 文化の自分化創造館
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２０１9 年

夏 ・ 特別号こども
あすとこども通信は泉大津市の “ あすとホール ” が 1 学期に１度お届けする総合案内です♪

つ 　 う 　 　 し 　 ん

毎月第４日曜日 11時～（申込不要）

絵本読み語り会を開催しています。

今後の予定　

あすと絵本図書
あすとホールでは、お子様と絵本に親しんでい
ただけるよう、絵本の貸し出しを行っておりま
す。貸出の際、図書カード作成が必要。お一人
様１回２冊まで。貸出期間：２週間。

7/28、9/22、10/27

夏休み体験型イベント

科学実験教室 ペーパークラフトで船をつくろう　

音田 輝元 ほか 　

小学生

500円　　　

40名

講 師

対 象

参加費

定 員

大阪府高齢者大学校・ＳＡ子ども教室 講師
（大阪・科学の授業をたのしむ会・代表）

小学生

300円　　

10名

講 師

対 象

参加費

定 員

申込受付中！

低学年は保護者同伴
制作時間：約 3 時間
※完成したら終了 / 未完成もお持帰り
制作時間：約 3 時間
※完成したら終了 / 未完成もお持帰り

写真は見本です・実際は異なる場合がございます

好評のため
追加教室決定

低学年まで参加可能ですが、
１、２年生は保護者の方の
付添をお願い致します。

低学年から＜原子・分子＞と仲良くなろう！ 申込みのときに①②いずれか選んでね！

自由研究の参考に！
夏休みの工作を

　　　おたすけ！！

①

①
②

指導：船舶模型制作同好会
“ザ・コンパス”

もしも原子が見えたなら！
空気の分子模型を作ってみよう

7/
27
（土）

1３：00～
　1５：00

ＫＩＤ’Ｓダンス

中村雅子
現代パステル協会委員・泉佐野美術協会会員 毎週火曜日　15：30-17：30

毎週金曜日　16：45-18：00

１６，８４８円 （12回）
（１回１，４０４円）

１６，８４８円 （12回）
（１回１，４０４円）

子どもアート教室

●入会金無料！    ●受講料は３カ月前納制。 　●講座開催日は都合により変更になる場合があります。

●諸費用 （材料費 ・ 教材費） が必要な講座もあります。 　●一定の人数に達しない場合、 講座開始を延

期または中止することがあります。● 無料体験は１講座１回。講座によっては見学のみのものもあります。
あすとアカデミー

講師：シェインド・マーク

「優しい英会話」教室主宰
毎週金曜日　16：50～17：40

２３，６５２円 （12回）
（１回１，971円）※教材費含むやさしい子ども英会話

DANCE WORKS
上野由佳子　ユーズ,N主宰  　
森岡杏菜　ユーズ,N講師

上野由佳子　ユーズ,N主宰  　
森岡杏菜　ユーズ,N講師

毎週金曜日　19：00-20：30
１６，８４８円 （12回）

（１回１，４０４円）

8/
20
（火）

13：00～
　16：00

※数に限りがあります
　無くなり次第終了します

ロボット・
プログラミング
ワークショップ

プログラミングでシュートイン！
対　象：小学 1～ 3年生（保護者の方も参加）

内　容：ロボットプログラミングで

　　　　 スローインにチャレンジします

参加費：500 円（ロボットはお持ち帰りできません）

定　員：10 名（申込み先着順）　　
場　所：あすとホール
講　師：高島直子（ロボ団泉大津教室）
申　込：要事前予約

8/24 １０:３０～11:30土 申込開始日
7月 10 日（水）10：00 ～ ※年齢制限は

ありませんが、お話の内容は
年中以上向きです。

毎月第４日曜日 11：00 ～  会場：あすとホールサロン 
絵本の読み語りパネルシアター、手遊びうたなど絵本読み語り会・・・7/28、9/22

はらはら  どきどき
えほんのせかい

★人形劇「三びきのやぎのがらがらどん」

★紙芝居「タンタンのハンカチ

★ライブ絵本「ぼくはあるいた まっすぐ まっすぐ」

★パネルシアター「きつねとたぬきのばけくらべ」　

第13回  絵本読み語り会 夏休みスペシャル!!

あすと絵本の会しぃずんず

８月4日（日）８月4日（日）

つくってあそぼう
かみコップでつくろう！

何を作るかお楽しみ♪

※工作の内容は変更になる
場合があります。

楽しいパネルシアターや手あそび、工作の時間もあります。
どなたでも参加できます。親子で遊びに来てください。

日　時：　        　　　　 
           １４:００～１５:３０ (開場１３：４５ ※５分前には席について下さい)    
参加費：無　料 　定　員：６０組（申込み先着順）

申込み：事前に電話又は受付にて予約願います。 

プ ロ グ ラ ム



はぁとふるシアター
はじめまして、演劇。

ミュージカル・朗読劇・おもしろ童謡ショーに、アドリブ劇。
いろんな演目が、一度にご覧いただけます。はじめての演劇鑑賞にぴったり。

Heartful
     Theater

参加費：無料　　対　象：どなたでもご参加いただけます
定　員：120名/全席自由 (要申込み/申込先着順)
出　演：吉田商店、こども劇団　えんげきっず

2019年
 9月1日2019年
 9月1日 日  14：00～16：00

（開場13：30）

本が好きになる！知的コミュニケーションゲーム

参加者募集中！ 本が好きな人！気軽にチャレンジしてみてね！

発表参加者：小・中学生
投票参加者：15 組（投票者・年齢制限なし・申込み先着順） ※未就学児は保護者同伴
申　　　込：要事前予約　　参 加 費：無料優勝者には

図書カード

1000円
分進呈

全学年対象　募集 :５名（申込先着順）好きな本を紹介して頂きます。

ビブリオバトル
7/21（日）
11：00～

出　演：スズキコージ

場　所：あすとホール

定　員：120名

参加費：無料（要事前予約）

対　象：どなたでも参加可

「スズキコージの大千世界」と題して、
バリの旅先で制作したろうけつ染めの
タペストリーをホール全体に展示し、

「旅の話」「絵本の話」など語っていただき
ます。大人も子ども色彩豊かで魅力的な
世界観にたっぷりと浸れる時間です。

あすと絵本の会主催「絵本フォーラム」

（OPEN 13：30）

「大学受験で情報科の試験が入るの？」「プログラミングができないと大学に行けない
の？」等よく聞かれます。小学校でプログラミングが必修化されるのは 2020 年からです。
『プログラミングを体験しながらコンピューターに意図した処理を行わせるために必要な
論理的思考を身に付ける学修活動』とされています。小中高に渡って情報活用能力と同時
に ITリテラシーも学びます。中学では技術科、高校では情報科で全員履修となります。

学校でプログラミング学習の時間は限られています。学校内外に
おいて子どもたちがプログラミングをできる環境が必要であるこ
とは、未来の学びコンソーシアム ( 文科省・経産省・総務省を中
心とした組織 ) が提唱しています。サッカーやダンスと同じように
プログラミングについても学校外で楽しく取り組み、その中から
未来のスティーブ・ジョブズが生まれるかもしれません。

プログラミングを体験して「楽しい」と思える子どもが全てではありません。中には興味のない子どももいます。

しかし、この体験をきっかけに「楽しい」と感じてくれる子どもがいたら、その可能性を伸ばしてあげたいと考

えています。体験で興味を持った子どもが引き続きイチゴジャムを使ってより高度なプログラミングを体験で

きるように、あすとホールではこの秋から講座として『子どもプログラミング教室』を開講します。

手のひらパソコン　　　　　　　　　 

を使って 自分だけのゲームを作ろう！

子どものプログラミング教材として最近多くあつかわれている
ものはパソコンの画面上でブロックを動かしながらプログラ
ムを組み立てるものです。しかし、当プログラミング教室はそ
れとは一線を画した教材を使います。Ichigojam( イチゴジャ
ム ) をいう手のひらサイズのコンピュータを自分で作り使いま
す。プログラミングはキーボードから命令 ( コマンド ) を入力
する本格的なものです。子どものうちからキーボード入力によ
るプログラミングに慣れることができます。将来、高度なプロ
グラム開発に対して抵抗なく取り組める子どもを育てる教室を
目指しています。

2030 年に不足する IT 人材の数は 78.9 万人（予想）と言われています。また近い将来、
AI の普及により定型的な仕事は減少し、AI を導入・普及させるために必要な仕事、活
用した新しい仕事が増加するといわれています。ICT（情報通信技術）を中心とした社会
になっていきます。今後は、IOT、AI 時代を生き抜くために、論理的思考力・創造力・コ
ミュニケーション力・IT リテラシーなどのスキルが必要となってきます。これからの時代
「読み・書き・プログラミング」と言われています。ディジタルネィテブな子ども達が活
躍する為にプログラミングスキルを身につける必要は大いにあります。

プログラミング教室についての素朴な疑問を
講師の都 亜紀先生に質問してみました！

プログラミング教室

イチゴジャムとは？

Q1 小学校でプログラミングが必修になるってホント？

Q2 子どもにプログラミングって必要なの？

Q3 学校以外の学習は必要なの？ Q4 他の教室との違いはありますか？

受講にはイチゴジャムが必要になります。体験教室で作成された方はそのままご使用いただけます。体験教室に参加していないお子様は、別途イチゴジャムをご購入いただきます。

講座では、イチゴジャムを使って様々なオリジナルゲームや電子工作などを作成します。

プログラミング講座今秋開講！あ
す
と

対象：小学４年～中学生　受講料：15,000円（税別・全5回前納、１回 80分） 別途テキスト2,000円（税別）

9月11日（水）
17：00～18：20

9月25日（水）
17：00～18：20

10月9日（水）
17：00～18：20

10月23日（水）
17：00～18：20

11月13日（水）
17：00～18：20

第1回 第２回 第３回 第４回 第５回

和歌山高専電気工学科卒業。２児の母。 

システム開発会社、機械電気設備コンサルタント会社にて技術

者として働く。結婚後、第二子を出産の際に離職。 その後、ITイ

ンストラクターとして社会復帰し、現在は、社会人・大学生を対

象としたプログラミング講師として活動中。

情報処理技術者・電気工事士 等 。プログラミング指導歴17年。

手のひらにのせられる大きさの、プログラミング専用こどもパソコンです。IchigoJam
にテレビとキーボードをつなげば、すぐにプログラミングを始められます。インター
ネットへの接続や難しい設定は必要ありません。
初心者向けプログラミング言語 BASIC を使っているので、事前にプログラミングの
高度な知識や技術を学ぶ必要はなく、気軽にプログラミングを体験できます

場　所：あすとホール
対　象：未就学のお子様と保護者　
定　員：12 組　
参加費：300 円 /おいしい和ランチ
講　師：中塚 由子
( 栄養士、食育アドバイザー食育イベント企画　「はなみずきY uu」代表 )

おみやげ
　つきです♪

あすと次世代育成事業～食育と文化～

和ランチサロン
離乳食の話、 子育ての話 栄養士さんを囲んでなんでも雑談会！

おいしくて、 安全なランチを食べながらゆったり過ごしましょう

7月9日 後期予約スタート
第１火曜日10:30～ 12:30  10月8日      11月12日   

12月10日  R2 1月14日
R2 2月11日 R2 ３月10日 

（9/10 申込受付中・若干数空き有） 

和ランチサロン開催日程

申込多数の場合は開催 1 か月前に抽選となります。

「絵本と私と君と」は、
子どもと大人が一緒に過ごす絵本の時間です。
窪田さんの優しい語りで綴られる、絵本と詩・・ことばの世界。
ゆっくりとした優しい時間を大人と子ども、一緒にすごしましょう。
今回のテーマは、
暑い夏を楽しく過ごしましょう !!
夏バージョンの楽しい絵本を集めました‼
ワークショップは水族館をイメージした
涼しげなモビールを作ります

日　時：7 月14 日 （日） 午前 11 時～
語り手：窪田 貞子 （絵本サークル　きらりっこ代表）

対　象：どなたでもご参加いただけます
（0 才児から、小学生～高校生、大人も楽しめるプログラムです）

参加費：無料 定員：15 組（申込み先着順）

えほん meets
　　ワークショップ

涼しげな
おさかなのモビールを
みんなでつくろ ｎ

演目：朗読劇「金魚のおつかい」、ミュージカル「三匹のこぶた」、こども劇団えんげきっず「天の羽衣と星の舟」他

講　師：都  亜紀（PCN南大阪代表・プログラミング講師）
対　象：小学 5、6 年生・中学生
内　容：手のひらパソコンを使った基盤作りとゲームのプログラミング
参加費：2500 円（Ichigojam ( ゲーム）1つお持ち帰り）
定　員：各回 12 組（申込み先着順）要事前予約 ①10：00～ 13：00　②14：00～ 17：00

日　時：7/14（日）


