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参加申込受付中！　申し込み締め切り：8月 17 日（火）17時
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●！  本イベントはオンラインでの開催です ●！
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保護者の方へ

特許庁「ジュニアイノベーションフェス」へようこそ！　特許庁では、「子供に創造性の本質を伝える」
のビジョンのもと、「創造性を刺激する要素」として以下の８つの要素を設定しました。

今回は、様々な発明品で使われている「回転」をテーマに、
「作ってみよう」「組み合わせてみよう」「専門家と話してみよう」を

体験（探検）していただきます。「視点を変えて見たときの驚きや感動」をぜひ親子で体感してください。

【おうちのかたへ注意事項】
●本ワークショップはMicrosoft Teamsを用いてオン
ラインにて開催されます。パソコンあるいはスマー
トフォンが必須となります。また45分間のワーク
ショップとなりますので、十分な通信環境をご準備
のうえ、ご参加ください。
●参加したいワークショップへのエントリーは、ホーム
ページからお願いいたします。エントリーにはメー
ルアドレスが必要となりますので、ご準備ください。
●同時間帯での別ワークショップへの参加の重複に
は、十分ご注意ください。
●たくさんの方に体験いただきたいため、同じワーク
ショップへの複数回参加はお控えください。
●間違ってエントリーしてしまったり、エントリー後に
参加をとりやめる場合は、事務局までその旨ご連絡
ください。
●ワークショップにてご準備いただく物はホームペー
ジに掲載されていますので、事前にご確認ください。
●当日の様子を撮影した動画や画像は特許庁HPに
掲載される可能性があります。ご了承ください。
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8月18日（水）・8月19日（木）共通スケジュール

「創造性を刺激する要素」の「作って
みよう」を探検する扉です。
回転すると見え方が変わる不思議な

コマを作ってみましょう！
当日は工作だけでなく、コマの秘密

や回転による発明品の紹介、そして想
像と創造から生まれる「おたから」とは
何か、を学んでいただきます。

手作り
コマ工作
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コマ工作
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コマ工作
手作り
コマ工作

コマづくりコマづくりの扉

「創造性を刺激する要素」の「組み
合わせてみよう」を探検する扉です。
台紙をダウンロードして出力いただ

き、色えんぴつなどで「当たり前」を塗
りかえてみましょう！
当日はぬり絵だけでなく、視点を回

転させることで生み出される「おたか
ら」とは何か、を学んでいただきます。
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アーティスト

ぬりえぬりえの扉

「創造性を刺激する要素」の「専門
家と話してみよう」を探検する扉です。
ご準備いただくものは「集中力」！笑
難しい内容をクイズなどをおりまぜ

ながら勉強いただき、マークなどを守
る「商標」という権利を学んでいただき
ます。
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商標を実際に考えてみよう
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しょうひょうしょうひょうの扉

» ホームページ https://jif.jpo.go.jp/

» お問い合わせ ジュニアイノベーションフェス事務局　　 　info_jif.jpo@eblo.co.jp
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