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2016年 6月 13日 

            

小小学学校校必必修修化化をを前前にに「「ププロロググララミミンンググ」」をを体体験験！！最最先先端端テテククノノロロジジーーをを学学ぶぶ  
約約 227700 講講座座のの多多彩彩ななラライインンナナッッププ！！ヒヒルルズズでで夏夏休休みみのの思思いい出出作作りりをを♪♪  

開催期間：2016年 7月 16日（土）～8月 28日（日） 
 

六本木ヒルズでは、夏期限定イベントとして、子どもたちの創造力を育む『キッズワークショップ 2016』を、7 月 16 日（土）～8 月 28

日（日）の期間に開催。全 60 種類、約 270 講座の多彩なプログラムが登場します。昨年から始まったアークヒルズ・虎ノ門ヒルズで

も、アークヒルズでは 6種類・12講座、虎ノ門ヒルズでは 4種類・11講座のプログラムを行います。 

また、森ビルと MIT メディアラボ（マサチューセッツ工科大学メディアラボ）が共同研究をスタートしたことがきっかけに始まった『MIRAI 

SUMMER CAMP』は今年 2回目の開催となり、講座数もさらに拡大。社会的関心の高い「プログラミング」を学べるプログラムが多

数登場するなど、パワーアップいたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今年 4 月、文部科学省より、2020 年度から小学校での「プログラミング教育」の必修化を目指す方針を示し、具体的な議論が

進むなど、小学生のプログラミング教育への社会的関心が高まっています。六本木ヒルズで開催する「MIRAI SUMMER CAMP」で

は、必修化を前に、子供の夏休みを利用し、最新テクノロジー技術を使った「プログラミング」を体験できるワークショップやプログラム

を多数ご用意いたします。プログラミングを体験したことがないお子様にも無理なく挑戦できる内容となっています。 

そのほか、MIT メディアラボの出身者や共同研究を行っている企業とタッグを組み、DIY バイオ（自分で自宅で出来る生物研究）な

どをはじめ、世界最先端のテクノロジーや研究を集めたプログラム全 14種類 43講座が登場。 

 
 

＜MIRAI SUMMER CAMPで開催される「プログラミング」体験プログラム＞ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜MIRAI SUMMER CAMP とは＞ 
2014 年 10 月から森ビルと MIT メディアラボ（マサチューセッツ工科大学メディアラボ）による「未来の都市のあり方」に関する共同

研究がスタートしたことをきっかけに、昨年より「キッズワークショップ」の一環としてスタートし、今年が 2回目の開催。MIT メディア

ラボの出身者や共同研究を行っている企業とタッグを組み、世界最先端のテクノロジーや研究を集めることで、六本木ヒルズ

でしかできない学びの場を提供します。今年は昨年より期間を延長し、さらに新しい講座も登場します。 

 

※「MIT メディアラボ」は、領域を超えた学際的な研究や、従来異なると考えられていた研究領域を、既存の枠にとらわれない

組み合わせで推進する、主に表現とコミュニケーションに利用されるデジタル技術の教育、研究を専門とする研究所です。 

～六本木ヒルズ・アークヒルズ・虎ノ門ヒルズ～ 「キッズワークショップ 2016」 

≪MIRAI SUMMER CAMP≫関心高まる小学生のプログラミング教育！最先端技術を体験！ 

合同会社デジタルハイク（㈱for Our Kids）画像             touch.plus×ワオっち！画像               ソニー MESH プロジェクト画像 

＜キッズワークショップとは＞ 
六本木ヒルズの夏の恒例イベントとなっているキッズワークショップを今年も開催。昨年は 4,000 人以上が参加した夏休みの人気

イベントです。「未来を担う子どもたちに、本物の場所で本物の体験を提供する」という趣旨のもと、六本木ヒルズに入居する企

業や店舗、美術館や映画館といった各施設が子どもたちのためのワークショップを行うものです。アークヒルズ・虎ノ門ヒルズは昨

年からスタートし、今年が 2回目の開催となります。 
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「未来を担う子どもたちに、本物の場所で本物の体験を提供する」という趣旨のもと、六本木ヒルズに入居する企業や店舗、美術

館や映画館といった各施設と連携し、六本木ヒルズならではの子どもたちに向けたワークショップを開催します。 

 

 

■模擬裁判を体験しよう / ＴＭＩ総合法律事務所 
弁護士の指導のもと、法律事務所内の模擬法廷スペースを利用した模擬裁判（刑事）を体

験。裁判の仕組み・役割や法律・正義などの概念を考えるきっかけになることを目指したイベ

ントは、お子さまの“考えるチカラ”を育てます。 
 
日 時： 7月 27 日（水）、28 日（木）、8 月 9 日（火）、10 日（水）、23 日（火） 10：00～11：45 
場 所： TMI総合法律事務所 模擬法廷（六本木ヒルズ森タワー22F）  
参 加 費： 無料 
定 員： 各回 12 名 
対象年齢： 小学 5 年生～6 年生（保護者同伴要） 
主 催： ＴＭＩ総合法律事務所（六本木ヒルズオフィス入居企業） 

 

 

 

■チョップ体験 オリジナルチョップドサラダを作ろう！！ / クリスプ・サラダワークス 
チョップドサラダの醍醐味は、メッザルーナという半月状の特殊な包丁で野菜を細かくチョップして、ドレッシ

ングを混ぜ合わせること。お子様が選んだオリジナルの組み合わせの野菜を「チョップ体験」して、自分好

みのチョップドサラダを作りましょう。野菜やサラダに興味を持つきっかけにも！ 

 
日 時： 7/30（土）、8/20（土） 9:00～10:00 
場 所： クリスプ・サラダワークス（六本木ヒルズ ヒルサイド 1F） 
参 加 費： 無料 
定 員： 各回 5 名 
対象年齢： 4～10 歳 
主 催： クリスプ・サラダワークス 

<NEW>「littleBits で街づくりに挑戦 

しよう！～電子工作を通して社会とつな

がるスキルを身に付けよう～」 
＜合同会社デジタルハイク（㈱for Our Kids）＞ 

 
MIT メディアラボで生まれた誰でも気軽に楽しめる電子

工作キット「littleBits」に触れることのできるプログラム。

街に必要な建物や機能、あったら楽しくなるようなものを

考えて、littleBits で街を作ります。テクノロジーの知識

以外にも、参加者同士でのコミュニケーションやアイデア

のシェアも楽しみましょう。 
 

日時：7/27(水)、28（木） 

対象年齢： 小学 5 年生～中学生 

参加費： 無料 

定員： 各回 20 名 

「プログラミングでデジタルストーリー 

を作ろう」 
＜㈱ベネッセホールディングス＞ 

 
iPad アプリ「Codeable Crafts」を使って物語をプログラミ

ングします。まず、ペイントツールやカメラを使って、絵本

の主人公となる自分だけのキャラクターをデザイン。プロ

グラミングブロックを使って、走り回らせたり、ジャンプさせ

たり、キャラクターを加えて話させたりしながら物語を作り

上げます。最後には、声も録音して作品が完成します。 
 

日時： 7/23（土） 

対象年齢： 小学 5 年生～中学生 

参加費： 無料 

定員： 各回 20 名 

<NEW>「未来の生活をつくってみよう！

MESHで loTワークショップ」 
＜ソニー MESH プロジェクト＞ 

 
ソニーが開発したワイヤレスブロックモジュール「MESH」を

使ったワークショップ。スイッチや動きのセンサーなど、

色々な機能を持ち、タブレットのアプリでつなぐだけで、

簡単に新しい仕掛けを作ることができます。今回のワー

クショップでは、「家のドアがおかえりと言ってくれたら？」

「しゃもじが突然歌い出したら？」など生活を楽しく便利

になるようなちょっとしたアイデアを実際に作ってみること

で、楽しみながら問題解決や創造力を身に付けます。 
 

日時： 7/30（土） 

対象年齢： 小学 3 年生以上 

参加費： 500 円（税込） 

定員： 20 名（保護者同伴必須） 

企業 

<NEW>「MESH×OLYMPUS AIRで、 

自分だけの撮影方法を考えよう！」 
＜ソニー MESH プロジェクト,  

OPC Hack&Make プロジェクト＞ 
 

これまで写真を撮るといったら、その方法はただ一つ、シ

ャッターボタンを押すことでした。このワークショップでは、

人が通ったら、部屋が明るくなったらなど、まったく新しい

方法で写真を撮る方法を簡単にプログラミングできま

す。「構えない」写真の撮り方で、構えない自然な写真

がどんどん生まれます。自由な発想で自分だけの撮影

方法を考え、見たことがない写真を一緒に撮りましょう。 
 
日時： 7/30（土） 

対象年齢： 小学 3 年生以上 

参加費： 無料 

定員： 30 名 

<NEW>「iPadの上の小さなロボットを 

プログラムでうごかそう！」 
＜touch.plus×ワオっち！＞ 

 
iPad の上で動く小さなロボット TABO（ターボ）をプログラ

ミングして自分だけのストーリーを作ります。iPad の画面

上で、背景をレイアウトしてお話の舞台を作り、その上

で動く TABO を簡単なプログラムで制御して、ストーリー

を組み立てます。最後はみんなで作品発表！TABO

を作った「touch.plus」と知育アプリ「ワオっち！」のコラボ

で子どもたちに考えて創ることの楽しさを体験してもらい

ます。 
 

日時： 8/1（月） 

対象年齢： 小学 1～3 年生 

参加費： 無料 

定員： 各回 8 名 

 

<NEW>「スクラッチでプログラミングを 

遊ぼう！」 
＜NPO法人 CANVAS 

協力：NHK for School 「Why!? プログラミング」＞ 
 

こども向けプログラミング言語「スクラッチ」と、身の回りの

ものをコントローラーにする「メイキーメイキー」を使って、

アイデアを形にする作品を作ります。ワークショップ中に

は、「スクラッチ」や「メイキーメイキー」を生んだボストンの

MIT メディアラボで開催されている「スクラッチ・カンファレ

ンス」と会場をつないだセッションも予定しています。 

 

日時： 8/5（金） 

対象年齢：小学校 4～6年生 

参加費： 無料 

定員： 20 名 

＜六本木ヒルズ＞ 話題のチョップドサラダや模擬裁判など！六本木ヒルズならではの多彩なプログラム！ 

店舗 初開催 
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■「森美術館×六本木天文クラブ」コラボレーション 星のおはなしとワークショップ「天体望遠鏡をつくろう」 
「宇宙と芸術展」を鑑賞して、月のクレーターや土星のリングもばっちり見える本格派天体望

遠鏡をつくります。組み立てから使い方、星空の見どころまでを天文の専門家がわかりやすく

教えます。 
 
日 時： 8/26（金） 17:00～20:00 ※星空観察会は天候により中止の可能性があります。 
場 所： 森美術館オーディトリアム（六本木ヒルズ森タワー50F）、スカイデッキ（森タワー屋上） 
参 加 費： 3,000 円（材料費） ※別途、展覧会チケット及びスカイデッキ入場料が必要です。 
定 員： 40名（要予約、抽選） 
対象年齢： 小学生～中学生 
主 催： 森美術館、展望台 東京シティビュー 

 

 

 

■六本木ヒルズのヒミツ探検ダイジェストツアー 
子どもだけでなく、大人もヒルズの裏側を探検したい！という声に応え、六本木ヒルズのヒミツをダイジェス

トで紹介するツアー。10 万食分の非常食が保管されている「備蓄倉庫」や「屋上庭園」などを見学。

六本木ヒルズの魅力と裏側を紹介します。 

 

日 時： 8/2（火）～13（土） 10:00～11:30、13:30～15:00 
場 所： 六本木ヒルズ内 
参 加 費： 無料 
定 員： 各 10 組 20 名 
対象年齢： 全年齢 ※内容は小学校中高学年向け 
主 催： 森ビル 
申込方法： 森ビル「ヒルズ街育プロジェクト」ウェブサイトより http://www.mori.co.jp/machiiku/ 
 
 

※その他にも多数のプログラムをご用意しております。詳細は六本木ヒルズ公式ホームページにて、随時公開いたします。 

 

 

 

昨年から始まったアークヒルズのキッズワークショップでは、最先端のテクノロジー体験など、6 種類・12講座のプログラムを行います。 

 

 

■光のお絵描きロボ「wordee」と一緒に、光で遊ぼう！/ TechShop Tokyo 
光る文字やイラストを生み出すロボット型おもちゃ「wordee」を使って、光で遊ぶワークショップ。wordee

専用のシートの上で動かすと、不思議な光る文字やイラストが浮かび上がります。今までに誰も体験し

たことのない光の軌跡で、子供の豊かな創造性や発想力を育みましょう。 

 

日 時： 7/16（土）11:00～11:30、11:45～12:15、12:30～13:00 
場 所： TechShop Tokyo（アーク森ビル 3F） 
参 加 費： 無料 
定 員： 各回 8 組 24 名 
対象年齢： 3 歳～12 歳（保護者同伴必須） 
主 催： TechShop Tokyo 

 

 

 

■エレキハンティング/ アークヒルズ キッズコミュニティ BASE 
今年 4 月、新たなコミュニティづくりとしてスタートした「アークヒルズ キッズコミュニティ BASE」。キッズワー

クショップ初参加となる今回は、ペンで絵を描くように電子回路を描くことができるキット「AgIC」（エージッ

ク）を使い、電気をハンティングするツールを作ります。ツールが完成したら、外に出て、植物や金属など

色々なモノに実際に触れて、身近な電気をハンティングしてみましょう。 

 
日 時： 8/6（土）10：00～11:30、13:00～14:30 
場 所： アークガーデン 他 
参 加 費： 1,500 円（税込）  ※完成した電気ハンティングツールはお持ち帰り頂けます。 
定 員： 各回 15 名 
対象年齢： 未就学児 6 歳～小学生（3 年生以下は保護者同伴必須） 
主 催： 森ビル（アークヒルズ キッズコミュニティ BASE） 
事 務 局： NPO法人 CANVAS 
 
※その他にも、プログラムをご用意しております。詳細はアークヒルズ公式ホームページにて、随時公開いたします。 

＜アークヒルズ＞ 最先端テクノロジーを体験できる初開催イベントが続々！ 

初開催 

森美術館×展望台 東京シティビュー 

森ビル 

初開催 
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＜詳細情報および申し込み先＞ 

 

昨年から始まった虎ノ門ヒルズのキッズワークショップでは、4種類・11講座のプログラムを行います。 

 

 

 

■親娘で学べる オシャレまとめ髪教室/ TRES HAIR AND BEAUTY 
普段使いできるお嬢さんのまとめ髪アレンジを、スタイリストからの指導のもと、お母さんやお父さんが実践します。

お母さんはご自身でできるアレンジにもチャレンジしていただけます。ちょっと差のつくオシャレ髪を、親子でマスタ

ー！ 

 

日 時： 7/24（日）、8/7（日） 各日 9：30～10:15 
場 所： TRES HAIR AND BEAUTY（虎ノ門ヒルズ 森タワー3F） 
参 加 費： 1,000 円（税込） 
定 員： 各回 6 組 12 名 
対象年齢： 3～12 歳 
主 催： TRES HAIR AND BEAUTY 

 

 

 
※その他にも、プログラムをご用意しております。詳細は虎ノ門ヒルズ公式ホームページにて、随時公開いたします。 

 

 

 
 

 
■六本木ヒルズ「キッズワークショップ 2016」および「MIRAI SUMMER CAMP」のプログラム詳細は、六本木ヒルズ公

式ホームページにて、6月 21日（火）より随時公開します。申し込みは 6月 25日（土）より順次開始します。 

URL： http://www.roppongihills.com/sp/workshop/2016 
 
■アークヒルズ「キッズワークショップ 2016」のプログラム詳細は、アークヒルズ公式ホームページにて、6月 21日（火）

より随時公開します。申し込みは 6月 25日（土）より順次開始します。 

URL： http://www.arkhills.com/event/7485.html 
 
■虎ノ門ヒルズ「キッズワークショップ 2016」のプログラム詳細は、虎ノ門ヒルズ公式ホームページにて、6月 21日（火）

より随時公開します。申し込みは 6月 25日（土）より順次開始します。 

URL：  http://toranomonhills.com/ja/event/201606_2/index.html 
 

 

 

 

※当日の撮影や体験取材も可能です。ご希望の方は下記担当者までご連絡ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◇本件に関するお問合せ先◇ 

森ビル株式会社 タウンマネジメント事業部 山﨑、藤富、山村     株式会社プラップジャパン 蒲原、中野、須藤 

TEL：03-6406-6350 FAX：03-6406-6483               TEL：03-4580-9101 FAX：03-4580-9127 

＜虎ノ門ヒルズ＞ 親娘で学べる！オシャレまとめ髪レッスン体験 

初開催 
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（参考資料：キッズワークショップ 2016 講座一覧） ※内容は一部変更になる可能性があります。 

 

 


