
スペースエデュケーションデザインブック

ありそうでなかった？！
宇宙×教育×デザイン

親子でデザイナー？！
３ステップレッスン
親子でデザイナー？！
３ステップレッスン



みなさん、こんにちは
株式会社 宇宙の城・おがさわら なおこです！

この度は「Space Education Design BOOK」をダウンロードしていただき、
ありがとうございます！
こちらの内容は、全て宇宙の城のオリジナルです。
楽しく取り組んでいただけますと幸いです！

お子さんの反応はどうか、コミュニケーションをとっていただきながら
様子を観察してみてください。そしてその際に出たご感想や出来た作品の写真を
ぜひ下記へ送ってください。楽しみにお待ちしております！

送付先　edu@space-castle.jp
件　名　デザインブックについて (感想または作品 )

カラーペンや色鉛筆が
あると楽しく進められるよ！



このデザインブックに、正解はありません。
「自分だったらこうしたい」と思うものを形にしつつ、相手にも喜んでもらう、
楽しんでもらう事を意識して、コミュニケーションをとりながら、ものづくりを
するのがデザイナーの仕事です。
　最初は「こうしたい！」だけでもいいのですが、繰り返し取り組んでいただき、
ミッションを理解して「こうしたい」と「こうしたら楽しんでもらえるかな？」を
うまく組み合わせて素敵な宇宙人やロゴマークを作ってください。
　ミッション１でアルファベットの練習がありますが、いろんな字の形やデザイン
があるとわかったところで、自分でも楽しい書体を作ってみましょう。
それがミッション３のロゴデザインにつながります。

宇宙が好き、何かを作る事が好き、そのどちらかからでもきっかけを
つかめるように作られています。ミッションに取り組んだら、普段から
「このマークやキャラクターにはどんな意味があるのかな？」など
考えたり調べたりする癖がつくはずです。楽しい社会勉強に繋がりますね。



太陽系の惑星の英語名を、かっこいいデザイン文字をなぞって書いてみよう！Mission 01
★縁を細くなぞってから中を塗っても、太く中を書いてから縁を整えるなど、方法はいろいろ！
　太いところ、細いところ、角ばっている、丸くなっているところなど意識してみてね

(c) 宇宙の城デザインラボ



あなたが思う宇宙人をキャラクターにしてみよう！Mission 02

(c) 宇宙の城デザインラボ

まる、さんかく、しかく、食べもの、どうぶつなど、みんなが知ってるモチーフを元にしてもいいよ
色もキャラクターにとっては重要だよ！元気な宇宙人、良い宇宙人、悪い宇宙人・・・どんな色？
いい顔？悪い目つき？笑ってる？無表情？宇宙には本当に生命体がいるかも、考えて描いてみてね

【宇宙人データ】
どこから来たの？
好きなものは？
どんな性格？



(c) 宇宙の城デザインラボ

あなただけのロゴマークを作ってみよう！ (1)　　Mission 03
ロゴマークは、絵のような部分 (シンボルマーク )と文字 (ロゴタイプ )をデザインして作ります。
左の例を見てから、自分だったらどんなマークにしようか考えてどんどんメモをしてね！

シンボルマーク

ロゴタイプ

ロゴタイプ

例：「株式会社 宇宙の城」の場合

イニシャルに土星やロケットなどの形や色など
宇宙の城に関係あるもの・わかりやすいもの、
願いなどをからめてデザインしている

宇宙＝space　　城＝castle
合わせて Space Castle としている
Inc. というのは、会社という意味

ロゴマーク
シンボルマークだけ
でもOK！

ロゴマークのデザインは、1色でも多色でも構いません。
実際には、印刷などの用途に合わせて何パターンか用意
しておくことが多い

ロゴマークを考えるのに必要なこと
会社を作る？自分の名前で考える？
どんな会社か？自分がしているお仕事は？
みんなにどんなイメージを持って欲しい？

情熱的なイメージ、目立つ、定番・・・・赤系
元気なイメージ、陽気、ポジティブ・・・黄系
クールなイメージ、爽やか、知的・・・・青系
かわいいイメージ、ポップ、ほんわか・・ピンク系
神秘的なイメージ、エレガント・・・・・紫系
などなど

１色だけでなく、２～３色を組み合わせるとイメージの幅が広がる。
あまり多すぎると、伝えたいことがブレてしまうので統一感が大事。

イメージを左右する要素のひとつ「色」

どんなイメージ？
おうちの人と、自分には何色がイメージできるか話し合ってみよう。

イメージできる色
1 2 3

ここで出た色の使い方として、
　(a)１を中心に２か３または両方を使う
   (b)１をアクセントにして、周りは黒やグレーなどを使う
   (c)１を基本に、同じ系統の色を使う (１が青なら、水色や藍色など )

(□を塗ろう )

英語でも
日本語でもOK

ごちゃごちゃ
させない方が
想いが伝わりやすい



(c) 宇宙の城デザインラボ

あなただけのロゴマークを作ってみよう！ (2)　　Mission 04
マークのモチーフと、イメージする色が決まったら、どんなデザインにするか描きながら考えよう
わからなくなったら前のページと考えたメモを見よう

ここに、完成したロゴマークを描こう

自分に合うイメージは？
シンボルマークの形は？
ロゴタイプは英語？日本語？
使う色や組み合わせは？
とにかくたくさんここにアイデアを出しましょう

できた～！やったね！



(c) 宇宙の城デザインラボ

いかがでしたか？
デザイン作業工程を味わっていただけましたか？
こちらのミッションは、ほんの一部ですが
今後「宇宙の城デザインラボ」という講座を展開して参ります。

「宇宙の城デザインラボ」は、「宇宙のあれこれをデザインする」
課題を通して、デザインの基本をはじめ、宇宙の開発や利用の知識、そして
コミュニケーションまでを学べる、一石三鳥の講座です。

何かを伝えたいときに、その情報が正確に伝わるように、きちんと整理して
見た人がちゃんと理解できるように思いやりを持って作り出し、お伝えするのが
デザインの使命です。それを低年齢のうちから親子で学べば、情報を整理する
能力や、ビジュアルセンスを身につけられます。どれも一生もので、生き方を
左右すると言っても過言ではありませんよね。なので、一時の講座を通したお付
き合いではなく、お子さんの成長を一緒に見守らせていただきたいとも考えて
おります。そして、日頃の視点を変える必要があるかもしれませんが、楽しく取
り組めるようお手伝いさせていただきます！

※次のページからまた急に字が小さくなりますがご了承ください～

宇宙の城デザインラボが
できたきっかけについて



(c) 宇宙の城デザインラボ

「親子向け コミュニケーションデザイン講座　宇宙の城デザインラボ」概要
宇宙に関する知識を得ることは、歴史を学び、探究心を満たし、世界を知り、命を大事に想い、未来を考え視野を広げるきっかけになります。
調べたことをノートにまとめて「勉強」につなげる事はもちろん大切なことですが、さらに「自分で考えたことを形にできた」達成感を
目で見てわかる形で味わえたら、得意が増えたり伸びたりして自己肯定意識を深めていけるはずです。

そこで、デザインも宇宙もプロから習って「宇宙のあれこれデザインしちゃおう」
子どもの自由な発想で、どんな未知なアイデアが飛び出すのか？
ただ自分の好きなことを表現するだけでなく、キレイに見せるだけでもない「みんなに喜んでもらう」ことを意識してものづくりする
ことで、親子のコミュニケーション、周りの人たちとの関係、自分の人生もデザインできるようになります。

【知識・カリキュラムなどについて】
宇宙服や宇宙食など、その時々のテーマについて、歴史や、現在実際使われているものなどの知識をお伝えします。所々で科学実験もあります。
ですが、その辺の図鑑に載ってるようなことや科学がメインの教室ではありませんので、お間違いのないようにお願いいたします。
造形教室や絵画教室とも違う、科学教室とも違う、プロのデザインを小学生から見て学べる、実践的で一生涯使えるセンスや美的感覚を、
比較的格安で身につけられる研究の場です。

これからの宇宙時代に必要な知識や世界観と
「デザイン」や、科目としての「美術」の技や知識を同時に知ることができ、「コミュニケーション」についても考えていける極希少な講座です。

【こんなお子さん、親子におすすめ】
子ども
★宇宙が好き
★ひと通りの宇宙知識はあるが、活用するところが欲しい
★絵を描いたり、工作で何かを作ることが好き
★ものづくり、デザインの習い事がしたい
★将来デザインの仕事がしたい

宇宙のことは知らなくてもデザインに興味がある、またはその逆でも大丈夫です。(嫌いでなければ！ )

おとな
★宇宙が好き
★宇宙には興味がそれほどないけど、子どもが宇宙好き
★宇宙または美術やデザインの知識を得たい
★子どもに美的感覚をつけさせたい
★センスに自信がないが、子どもにはセンスよく生きて欲しい
★子どもとのコミュニケーションをとり、一緒に何かをしたい



(c) 宇宙の城デザインラボ

★対象

小３親子～中学生まで
小学生は保護者と一緒 (手を貸すか見守るかはお任せします )
※おとなのみのコースもありますのでご相談ください。

★クラス

開催：オンライン会議室 (ZOOM)
リアルで一度お会いできる機会を作ります
（今後の新型コロナ感染の動向によります）
月２回・４ヶ月 or 8 ヶ月
土曜クラス 14:00～16:30
日曜クラス 10:00～12:30　　リクエストにより平日も検討
１クラス５名まで

★基礎１
絵や文字のデザイン入門

・デザイン１（色彩学、光の実験など）
・ミッションパッチデザインA
・宇宙食　メニューとパッケージデザイン
・ロケットのデザイン　実際のロケットの仕組みなどから
・探査機のデザイン　ミッションを考える

★基礎２　（基礎 1修了した方）
絵や文字のデザイン基礎

・デザイン２（レイアウトなど）
・ミッションパッチデザイン B
・宇宙旅行の企画　チラシデザイン
・宇宙服のデザイン 服の機能から
・宇宙で住む家を考える　宇宙の建築

所々、実験をしたり専門家のお話を聞く機会を作ります

★課題あり

提出方法は写真に撮ってメールか、Google ドライブを使います

★個別コンサル付

質問や作品を見て欲しい場合は、メッセージで月２回まで対応
課題だけでなく、自主作品もOK!

★おうちの人向けお茶会・相談会開催 (リクエストもOK)

★宇宙の城主催のイベント・講座の割引制度が受けられます

【コース】

☆基礎 1̶ 10 時間 (４ヶ月間、月２回　１回 150 分 )
　ご希望の方は基礎 2へ進めます ___10 時間 (４ヶ月間、月２回　１回 150 分 )　
☆基礎コース (1&2) ̶ 20 時間 (8 ヶ月間、月２回　１回 150 分 ) 

オプション (別途料金 )
ご兄弟追加
基礎コース在籍中のメッセージ＆ZOOM質問し放題
その他条件に合う場合の割引あり

費用については、別途ご説明いたします

基礎コース修了後は、さらにレベルアップできるクラスをご用意しています

５歳～小２のお子さん向けにも
講座を構築中です！メルマガで
ご案内しますのでお待ちください★



(c) 宇宙の城デザインラボ

★体験会のご案内

小３親子～中学生まで
(小学生は保護者と一緒 )

開催：オンライン会議室 (ZOOM)

みんなに会えるの
楽しみにしてるよ！

お絵描きや工作が好きで、宇宙に興味がある

https://space-castle.jp/space_designlab_s/
申込み完了後にメールが自動返信されますので、必ずご確認をお願いします。
返信がない場合は、edu@space-castle.jp へご連絡ください。

URL

以下のページより、
日程などの詳細をご確認ください
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２０年関わってきた得意のデザインと宇宙の面白さを、全力でお伝えしていきます ^_^
宇宙のあれこれをデザインできる、将来活躍する人材を育てていきたい！
親子でコミュニケーションをデザインできるよう、お手伝いしてまいります★


