
11月：オリジナル商品をデザイン
12月：キャラ弁・ケーキをデザイン
１月：オリジナル商品をデザイン
２月：オリジナル商品をデザイン
３月：販売会をデザイン

「絵や工作」で自己肯定感を高める。

創造デザインレッスン

㊏9：00～10：15
㊏10：30～11：45

円

水の生きものを作って水族館を作り、
その生きものの色と形をクイズにして当て合うゲーム。

●レッスンのポイント
季節が題材の共同制作や自分のキャラクターによる作品制作をします。
自分の考えを絵や工作にし、対話を楽しむレッスンです。創作を通して
非認知能力や自己肯定感を高めます。

11月：秋を楽しもう
12月：キャラ弁とケーキを作ろう
１月：絵本を作ろう
２月：冬を楽しもう
３月：発表会を楽しもう

６月：不思議な遊園地を作ろう
７月：生活グッズを作ろう
８月：夏を楽しもう
９月：ゲームを作ろう
10月：お菓子を作ろう

年長生
小学生
受講の目安

8月の
レッスン

9月の
レッスン

11月の
レッスン

チームで話し合わないと
完成しないすごろくゲーム作り。

8,800月会費

12月20日㊐にクリスマス会をします。
2021年3月20日㊏に体験発表会をします。

●スケジュール 都合により変更される場合があります。

「キャラクター商品」で自己肯定感を高める。

商品デザインレッスン

㊍17：30～18：45
㊏12：00～13：15

円

商品を企画し、製作し、ネット・教室・販売会で販売し、
お小遣いにするリアルな社会体験レッスン。

●レッスンのポイント
オリジナルの葉書・人形・アクセサリー・ピンバッジなどを企画・製作・
販売することで非認知能力や自己肯定感を高めます。創造し、計画し、
対話するレッスンで、がんばる力と自信を育てます。

11月：ピンバッジをデザイン
12月：キャラ弁・ケーキをデザイン
１月：オリジナル商品をデザイン
２月：オリジナル商品をデザイン
３月：販売会をデザイン

６月：キャラクターをデザイン
７月：葉書をデザイン
８月：人形をデザイン
９月：アクセサリーをデザイン
10月：お菓子をデザイン

小学生
中学生
受講の目安

8,800月会費

12月20日㊐にクリスマス会をします。
2021年3月21日㊐に販売発表会をします。

●スケジュール 都合により変更される場合があります。

すごろくのみちを
つなげないと
あそべないね。

それはいい
アイデアだね！ドクターイエ

ローの時計を
作りたいな

試しに一度
作ってみよう！

コンピュータで
絵を描こう

いかがですか？

ほう！イイネ！

ねえねえ、
いいこと
かんがえたよ！

私の描いた絵は
体は赤色で丸い形を
していて... あ！

あれだっ！

どれだろう？

年会費3,000円／月4回・定員各10名

年会費3,000円／月4回・定員各10名

画材費込

画材費込

2020年度カリキュラムのご案内

2020年度カリキュラムのご案内

新型コロナウイルスの感染状況によっては中止します。

新型コロナウイルスの感染状況によっては中止します。
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老人憩いの家
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広告有効期限:2020年9月30日20.06/100

特定非営利活動法人

06-6698-4352     info@c0d0e.com

06-6698-4351
〒546-0035 大阪市東住吉区山坂4-5-1

www.c0d0e.com
子どもデザイン 検索

Facebook LINE でも配信中

・ 祝祭日・お正月・GW・お盆は休講します。　

・ レッスン開始2時間前に暴風警報発令の場合は休講します。

・ 今期より振替を設けず、レッスン時間を1時間15分（振替10回分）に延長します。

・ 入会時と以降1年ごとに、年会員費として3,000円を申し受けます。

・ 月会費は消費税込みです。年会費は消費税が不要です。

・ ご兄弟の場合は、2人目10%・3人目20%割引になる割引制度があります。
・ 大阪市塾代助成事業ご利用の中学生は月会費が無料になります。

受講生募集中 説明会開催

年会費は
3,000円のみ初年度特典＊商品デザインレッスン生は月会費1,100円

講師・代表理事 和田隆博の略歴
○1961年 大阪生まれ
○大阪市立大学卒業
○大阪府立大学大学院在学
○京都芸術大学講師
○大阪市立扇町総合高校講師
○ソーシャルデザイナー○養育里親

○その他ご都合のよい日時もお電話・メール・ホームページよりご予約ください。

○体験レッスンは1回2,200円です。ご予約の上、ご参加ください。

㊍19：30～・第2・4㊏13：30～〈約30分〉

右図参照

新型コロナウイルスの感染状況によっては中止します。

新型コロナウイルスの感染状況によっては中止します。

参加自由

要申込

対話デザイン
レッスン
参加発表会

10：00～12：00
14：00～16：00

創造デザイン
レッスン
体験発表会

1年の成果を発表する「こどランド」開催!

10：00～12：00
14：00～16：00

カフェも
どうぞ！

商品デザイン
レッスン
販売
発表会

3/14  3/20㊏ 3/21㊐㊐
14：00～16：00

2番出口
東へ450m

南田辺会館 老人憩いの家

7月の
レッスン

10月の
レッスン

「話す力」で自己肯定感を高める。

対話デザインレッスン

第2・4㊏17：30～19：30
円

お気に入りの絵本をプレゼン。
言葉にできない自分の想いを伝えるレッスン。

●レッスンのポイント
相手に「なるほど」と思われる論理的な話し力を会得し、日常生活に生
かすことで、自信を深め、自己肯定感を高めます。大阪府立大学 人間社
会システム科学研究科 伊藤嘉余子先生の協力で実施します。

11月：対話ゲーム
12月：対話ゲーム
１月：論理思考ゲーム
２月：論理思考ゲーム
３月：発表会の準備

５月：なるほど語で話そう
６月：なるほど語で話そう
７月：なるほど語で話そう
８月：言葉で描く絵本の世界
９月：言葉で描く絵本の世界
10月：言葉で描く絵本の世界

中学生
高校生
受講の目安

相違する意見の賛否の度合いを見える化しながら
合意形成を導き出すユニークなゲーム。

2,200月会費

6～10月は思考デザインレッスンもします。
12月20日㊐にクリスマス会をします。
2021年3月14日㊐に参加発表会をします。

●スケジュール 都合により変更される場合があります。

大阪府緊急事態措置で赤色の場合は
オンラインでレッスンを実施します。

その意見は
とてもいいね。
なぜなら...

それを○○と
比べると...

例えば、○○とか
□□とかがあるね。

皆さんは伝えたい
ことを全部伝えてき
ましたか？ 私は.. .

年会費3,000円／月2回・定員10名

●共通のご案内

●保護者の声
自分の意見を「だから」「なぜなら」などのワードを用いて相手に伝えることができてすごい。
このレッスンでこれからの社会を生きていく上で大切なものを磨いてほしい。

●見学者の声
非常に高度で有意義なレッスンだと感じた。子どものスキルの高さに驚いた。
今からこのレベルのレッスンをしているなら、おとなになっても絶対生きていける！

2020年度カリキュラムのご案内

要申込

・ 大阪府感染予防マニュアルに準拠しレッスンします。

・ 前日・当日に大阪府緊急事態措置で黄色・緑色の場合はレッスンを実施します。

・ 前日・当日に大阪府緊急事態措置で赤色の場合はレッスンを中止します（料金不要）。

・ 講師に病気症状が出た場合はレッスンを中止します（料金不要）。

・ 当日、レッスン実施の有無をホームページでご確認ください。

・ 受講5分～10分前にお越しください。

・ ご受講の前に体温を測定し、必ずマスク着用でお越しください。

・ 病気症状がある場合は必ずご連絡の上、お休みください。

・ ご受講にご不安な場合は月単位でお休みください。

子どもデザイン教室は親と暮らせない子どもを支援するNPO法人です。

2021年 2021年 2021年

満席


