
ダヴィンチマスターズ事務局 

support@davincimaster.com TEL：03-6721-1588 受付時間：平日 10 時～16 時 

「第 33 回ダヴィンチマスターズ」（オンライン開催）参加者の皆様へ 

 

 

 この度は 2022 年 4 月 24 日（日）開催の「第 33 回ダヴィンチマスターズ」（オンライン開催）にお申

し込みいただき誠にありがとうございます。 

 

今回ダウンロード・印刷いただくものは、プログラム参加に必要なセットになります。お⼿数ですが、

内容をご確認の上、当日までにプログラム用品のご準備をお願いいたします。（詳細はお子様宛のお⼿紙

をご確認ください）。 

 

【ダウンロード・印刷資料】 

① お手紙１ 「キットに入っているものと、かくにんのおねがい」（B コース） 

② お手紙２ 「オンラインプログラムのルール・マナー」 

③ プログラム資料 「B コース（２プログラム分）」 

 

イベント当日の Zoom の URL につきましては、メールにてお送りする「プログラムマイページ」内ま

たは、「キットに入っているものと、かくにんのおねがい」のお手紙に記載がございますので、そちらか

らご確認、ご入室いただけます。 

※Zoom アプリのダウンロード、Zoom の事前準備などは以下 QR コードからご確認ください。 

  

 

 

 

 

「ダヴィンチマスターズ」（オンライン開催）は、スマートフォンでのプログラム参加はご遠慮いただい

ております。PC もしくはタブレットでご参加ください。またプログラム実施中のメール、お電話による

お問い合わせには対応できないことがございます。あらかじめご了承ください。 

ご不明点等ございましたら事務局までご連絡ください。 

皆様のご参加を事務局・スタッフ一同、心よりお待ちしております。 

 

 

←Zoom に必要なアプリのダウンロードについて 

https://davincimaster.com/wp/wp-content/uploads/2021/01/about_Zoom.pdf 

 



当日のスケジュール
じかん ないよう

13：25 じぜんせつめい

13：30 プログラム１つめ スタート

14：20 プログラム１つめ おわり

14：20～
14：40

きゅうけい /じゅんび

14：40 プログラム２つめ スタート

15：30 プログラム２つめ おわり

【おねがい】

・プログラムは２つあるよ！この手紙に書いてあるプログラムのじゅんばんをかくにんしよう！

・とうじつはプログラムのじゅんばんに合わせてキットを用意しておいてね。
あ ようい

てがみ か

「ダヴィンチマスターズ 」に さんかしてくれて ありがとう！

楽しく さんかするために おてがみを よく読んでおいてください。

みんなにあえるのを楽しみにしているよ！

さんかする みなさん へ

レオちゃん

たの

よたの

とうじつ

Zoomについて

プログラム ミーティングID

1つ目ダヴィンチ実験室「解剖」に挑戦！ 880 5031 1587

2つ目お風呂で実験！バスボムづくり！ 879 7313 9610

じかん した アイディー にゅうしつ

時間になったら、下のミーティングIDとパスワードでご入室ください
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キットに入っているものと、かくにんのおねがい

※保護者の方も一緒にご確認ください

はい

B
コース

キットの中のものは、プログラムの中で先生のせつめいがはじまるまでさわらないでね

（必要なものはすぐに使えるように机に出しておいてください）。
ひつよう つか つくえ だ

【おねがい】

プログラムを楽しくするために、つぎのやくそくをまもってね。

みんなに あえるのを 楽しみにしているよ！

たの

たの

なか なか せんせい

ひつよう じゅんび

プログラムに必要などうぐを準備して、そろっているかかくにんしてね！

◎ダヴィンチ実験室「解剖」に挑戦！

【ダウンロード・印刷資料】

① プログラム資料（１ぶ）

【自宅で用意してほしいもの】

① 茹でた大きめのアサリ（３つていど） ②アサリをのせるお皿

③ 筆記用具 ④ ウエットティッシュなど手をふくもの

しりょう

じっけんしつ かいぼう ちょうせん

じたく ようい

ゆ おお さら

◎お風呂で実験！バスボムづくり！

【ダウンロード・印刷資料】

① 実験ノート（１まい） ② おさらいレシピ（１まい）※プログラム中は使いません

【自宅で用意してほしいもの】

① 重曹（60グラム） ② クエン酸（30グラム） ③あら塩（30グラム）

④ フリーザーバッグ（ビニール袋でもだいじょうぶです）

⑤ 食用ラップ ⑥ 竹串（食用色素用と型から取り出す用）※兼用でも大丈夫です

⑦ プラスチックコップに入った水（できれば透明の容器）

【あるとより良いもの】※なくてもプログラムに支障はございません

① 食用色素（お好みでごく少量）

② 型になるもの（シリコン製のお菓子の型やカプセルトイの容器など）

③ 霧吹きまたは スポイト

【保護者の方へ】

※実際にお風呂に入れる場合、材料は食用として販売されている物がおすすめです（食用以外でも作れます）

※入浴時、お肌に異常がある時やお肌に合わない時はご使用をお控えください

※循環式風呂釜や天然大理石など機種や浴槽の素材によってご利用いただけない場合がありあす

じっけん ちゅう つか

ふろ じっけん

B-01

いんさつしりょう

ひっきようぐ て

いんさつしりょう

じたく ようい

じゅうそう さん じお

しょくようしきそ この しょうりょう

ぶくろ

しょくよう たけぐし しょくようしきそよう かた と だ よう けんよう だいじょうぶ

よ ししょう

かた せい おかし かた ようき

きりふ



オンラインプログラムの ルール・マナー

とうじつは たくさんの 仲間が オンラインで さんかするよ！

みんなが楽しく さんかできるよう このページの ルール・マナーを まもって さんかしてね。

名まえのかえ方

スピーカビューのやり方

先生やコーチの画めんが大きいと

見やすいよ！スピーカービューを

えらんでみよう。

マイクオン/オフのやり方

先生やコーチの話を聞くときは

「ミュート」（声が伝わらない）だよ。

当てられたら画めんにミュートを

外す画面が出てくるので

「自分自身をミュート解除する」を

えらんでみよう。

ひらがなで「なまえ」と

「学年」をいれてください
がくねん

せんせい が おお

み

せんせい はなし き

こえ つた

あ が

はず がめん で

じぶんじしん かいじょ

マイクがオンの状態
じょうたい

マイクがオフの状態
じょうたい

ギャラリービューの状態
じょうたい

スピーカービューの状態
じょうたい

クリック

なかま

たの



カメラオンのやり方

先生やコーチに顔がみえるよう、

カメラは「オン」でさんかしてね！

手をあげるのやり方

先生やコーチに質問されたら

「リアクション」ボタンを押して

「手をあげる」をえらんでみよう。

終わったら手を降ろそう。

リアクションボタンの使い方

チャットは使わず、気持ちを伝えた

い時は「リアクション」ボタンから

好きなスタンプを選んで押そう！

チャットは何か困ったことがあった

ときに使ってね

つか きも つた

とき

す えら お

なに こま

つか

せんせい かお

せんせい しつもん

お

て

お て お

カメラがオンの状態 カメラがオフの状態
じょうたい じょうたい

Zoomの調子が悪いとき（保護者の方へ）

音声が聞こえない・カメラが映らないなど、Zoom内で不具合がある場合、以下のことをご

確認・お試しいただきますようお願いいたします。

・PCの音量設定

・Zoom内のオーディオ設定（右記の画像をご参照ください）

・Zoomアプリの再起動

・PCの再起動


