
授業は１コマ単位で受講することができます。11月25（土）、11月26日（日）の２
日間開催で、1人あたり1コマから最大で4コマまで申込み可能です。
応募多数の場合は、先着順  となりますので、受付開始後なるべく早くご応募される
ことをお薦めします。

申込の際は、参加者の氏名（フリガナ）、電話番号、メールアドレス、 年齢（学年）、
受けたい授業を決めて、下記URLよりご応募ください。
1限目2限目の両方に参加される方は昼食をご持参ください。
保護者の方は見学することも可能です。

イベント当日はカメラマンが授業の様子や参加者の作品を撮影し、ホームページ等
で公表します。また、報道機関の取材が入ることがあります。予めご了承ください。
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http://naname.school/申込みは
ホームページから10月30日（月） 午前 10:00

2017年 11月25日 [土 ] 26日 [日 ]2017年 11月25日 [土 ] 26日 [日 ]

ななめな学校は、アーティストやデザイナーといったクリエイターが先生となり、いつもとは違った「ななめな」ものの見方で、こどもの創造性を刺激する新しい表現に挑戦する学校です。ななめな学校は、アーティストやデザイナーといったクリエイターが先生となり、いつもとは違った「ななめな」ものの見方で、こどもの創造性を刺激する新しい表現に挑戦する学校です。

Chiba School for Arts and MediaChiba School for Arts and Media

場所：はまのわ（旧高浜第二小学校）3F　対象：小学校 3年生～小学校 6年生　費用：各 1500円（教材費込）    http://naname.school/場所：はまのわ（旧高浜第二小学校）3F　対象：小学校 3年生～小学校 6年生　費用：各 1500円（教材費込）    http://naname.school/

2017年 11月25日 [土 ]  26日 [日 ]

場 所：はまのわ（旧高浜第二小学校）3F

対 象：小学校 3年生～小学校6年生

時 間：各 2時間 30分

定 員：各 25名（先着順） 

費 用：各 1500円（教材費込） 

受付開始   （先着順）

主 催：千葉市メディア芸術振興事業実行委員会
 → この実行委員会は、千葉市と市ゆかりのクリエーターで構成しています。

協 力：千葉大学コミュニティ・イノベーションオフィス 

応募受付

10月30日開始
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で遊ぶ！ハイパーケイドロ

はまのわ（旧高浜第二小学校）3F

〒261-0003 千葉市美浜区高浜3-3-1

駐車場あり  （千葉市教育会館内 170台）
JR京葉線 稲毛海岸駅から徒歩 15分／ JR総武線 稲毛駅（西口）より千葉
海浜交通バス（高浜車庫行き）で約8分乗車 → 稲毛高校下車 徒歩約4分

会場アクセス

稲毛海浜公園

稲毛
高校

いなはま
ショップ バス停

ななめな学校会場

駐車場（千葉市教育会館）

千葉市 卸売市場

JR 京葉線  稲毛海岸駅 N

問い合せ先：千葉市役所 文化振興課   TEL 043-245-5961

※ 小学校で使用する書道セットをご持参ください。半紙は会場で用意いたします。

タイムテーブル
授業は選択制なので、以下の表の◯を塗りつぶして取りたい授業のチェックなどにご利用下さい。  （1限目と２限目の内容は同じです。   各 1500円・定員25名）

※

1限目 10:00～12:30   2限目 13:30～16:00

2

2

（受付は授業の 30分前に行います）

Facebookページでもイベント情報を発信しています！
https://www.facebook.com/cmapcmapcmap/



1 2 3 4 5 6
授業 授業 授業 授業 授業 授業

11 25 [土 ] の授業 11 26 [日 ] の授業

ななめな見方でかんがえて
いろんな表現に
チャレンジしてみよう

ななめな学校は、アーティストやデザイナーといったクリエイターが先生となり

いつもとは違った「ななめな」ものの見方で、さまざまなメディアやテクノロジー

を使った新しい表現に挑戦する学校です。前回たくさんの応募があったので、 

第２回目となる今回は2日間に拡大して開催します！

今回のななめな学校では、11月25日に３つ、１１月26日に３つ、ぜん

ぶで６つの授業があります。１つの授業だけを受けることもできます。

受けたい授業がたくさんある人は、1日あたり２回同じ授業をしているの

で、ひとり最大４つの授業を受けることができます。

みなさんは身の回りの花や木などの植物のことを、
どのくらい知っているでしょうか。今回は身近にあり
ながら実はあまり知らないかもしれない植物につい
て、さまざまな方法で観察し、自分だけのオリジナ
ルの植物図鑑をつくってみます。

墨液と筆と半紙は学校ではおなじみですね。今回は、
パラパラアニメーションを書写の道具とタブレット
を使って作ります。デジタル機器を通して新しい表
現に親しんでみましょう。皆さんが一枚一枚かいた
絵を全部つなげるとどんな風に見えるかな？

いまの社会で一番大事なのは、いろんなことを面白
がれる力。このワークショップでは、お店で売って
いるいろいろなおもちゃについて深くぶんせきしな
がら、今までにない新しい「あそび」や「おもちゃ」を、
みんなで面白がりながら作ってみます。

山口情報芸術センター [YCAM] は山口市のアート
センターです。YCAM バイオ・リサーチは、バイオ
テクノロジーの応用の可能性を多様な切り口から模
索するプロジェクトです。
http://www.ycam.jp/projects/ycam-bio-research

鳥や自然を題材にしたドローイング作品を主に制作
する。2014 年に千葉市芸術文化新人賞を受賞し、
2016 年秋に開通したＪＲ千葉駅・モノレール千葉
駅連絡通路の壁画を担当。
https://www.naramix.com

うぃーきゃん

WiCAN
ならみっくす

NARAMIX 先生
画家・美術家

千葉大学教育学部の神野研究室と、千葉市美術館が
核となったネットワーク組織。アートの魅力を伝え、
その社会的価値を問う様々な活動を千葉市域で展開
している。
http://www.wican.org

あたらしい植物図鑑を
つくってみよう

書写の道具でつくろう
動物パラパラアニメ

おかしな「あそび」や
「おもちゃ」を発明しよう

ポップアップカードの上でねんどが動きだすって不
思議！この授業は、みんな知っているねんどと紙を
使ってアニメを作り、プロジェクションマッピングを
します。どんなものを作るかは自由です。最後にみ
んなで発表しよう！

命令の書かれたカードでロボット役の先生をプログ
ラミングして、お菓子をゲットしていくゲームをしま
す。ロボットにわかりやすく手順を教えてあげるの
がみんなの役目です。カードをうまく使って、たくさ
んお菓子を集めましょう。

目や耳、手、足などで感じるだけではわからないこ
とを、センサーが教えてくれたら！？電子工作でつく
ったセンサーを身に付けて、ハイパーケイドロをや
ってみよう！！ケイドロの舞台はみんなでつくる、ダ
ンボールタウンです。

東京とハンブルクをベースにしたビジュアルレーベル
FLIGHTGRAF として活動。映像、音、光などを駆
使し、観客に刺激的な体験を提供している。

http://www.�ightgraf.com

大学でデザインを学び、その後デザイナー／エンジ
ニアとして活動。最近は、もっぱらプログラミングば
かりしています。趣味もプログラミングです。

http://karappo.net

「つくる」「なおす」「つくりかえる」で日常をもっと
楽しく。西千葉工作室は、「生活に根ざすものづくり」
に、みんなと一緒にチャレンジする、まちの工作室
です。
http://nishichibakosakushitsu.com
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ななめな学校？ 参加のしかた
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YCAMバイオ・リサーチ
津田和俊先生

2017年 11月25日 [土 ]  26日 [日 ]
1限目 10:00～12:30　2限目 13:30～16:00
対象：小学 3年生 ～ 小学6年生　
場 所：はまのわ（旧高浜第二小学校）3F
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デジタルアーティスト

前回の授業の様子

千葉アートネットワーク・プロジェクト
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