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Tuesday 20th DEC

Illumination 
Communication

Wednesday 21st DEC

Light and 
Color

Friday 23rd DEC

Lights,
Cameras, 
Action!

Monday 19th DEC

Illuminating 
Sources

Thursday 22nd DEC

Illumination 
in Nature

*Activities are subject to change.
*Activities vary from school to school.
※アクティビティは変更の可能性がございます。
※アクティビティの詳細は学校によって変更がございます。

Where does light come from? 
Join us as we explore everything we use 
to illuminate our daily lives from natural to 
artificial light. Also we will have a cooking 
activity.

光はどこからやってくるのでしょうか？
自然光から人工光まで 、 私たちの日常
生活を照らすために使っているあらゆる
光を一緒に探してみましょう！
この日はクッキングアクティビティを
実施いたします。

How do we use lights in our daily lives to 
communicate? We grow up in a world 
where we learn from childhood how to 
speak to each other using only color and 
light - Let’s find out how to do that 
together.

私たちは日常生活の中で 、 光を
コミュニケーションの道具としてどのよう
に使っているでしょうか。子どもの頃から
色と光を使って話す方法を学び育ちます。
どのようなものか探してみよう！

We live in a world full of color. From 
rainbows to green grass to the blue sky, 
and it’s all thanks to light. Let’s ask the 
right questions to find out how light 
shapes the world around us and brings it 
to life with color.

虹 、 緑の草 、 青い空など 、 私たちは色彩
にあふれた世界に住んでいますが 、 
それはすべて光のおかげです。光はどの
ように私たちの周りの世界を形作り 、 色
で命を吹き込んでいるのか 、 正しい質問
をしてみましょう！

Animals and plants can’t harness fire 
and electricity like humans can but did 
you know that some have their own 
natural ways to illuminate? Join us as we 
explore both land and sea to discover 
more about bioluminescence.

動物や植物は 、 人間のように火や電気を
使うことはできませんが 、 独自の方法で
光を放つものがいることを知っています
か？陸と海に生息する発光生物を探して
みましょう！

Did you know that light plays a huge role 
in how cameras work? A camera’s lens is 
based on the human eye and works in a 
very similar way. Let’s explore how they 
work and allow us to take photos and 
make movies and animation.

カメラの仕組みに光が大きく関わっている
ことをご存知でしょうか？カメラのレンズは 、 
人間の目を元に作られており 、 その仕組み
はとてもよく似ています。どのような仕組みで
写真や 、 映画やアニメーションを撮影
しているのか 、 探ってみましょう！


