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ニュースパーク （日本新聞博物館）

■７月２７日（土）
「新聞を切り抜いて、 科学担当記者に聞いて、
科学や環境について考えてみよう」

■８月６日（火）　

■８月１５日（木）、 １６日（金）

■８月２５日（日）

■夏休み期間中
．．．and more

■８月３日（土）
「環境問題と経済のつながりなどを楽しく学ぶ
ボードゲーム
『Logy&Nomy with Newspaper』

休みイベント夏 2019

８月１５日（木）、１６日（金）　
１０：００～１６：３０（所要時間２０分程度）
ニュースパーク（日本新聞博物館）２階イベントルーム

横浜市内在住・在学の小・中学生など
●事前予約は不要です
●当日の状況により、お待ちいただく場合があります
●新聞製作は無料ですが、ニュースパークの入館料が必要です（中学生以下無料）

パソコンでオリジナル新聞を作ろう！
パソコンを使って記事を入力し、写真入りのオリジナル新聞が作れます

７月２０日（土）１４：００～１６：００
山田昌邦氏（共同通信社 皇室取材チーム長）
渡辺真理氏（アナウンサー）

（農民、ジャーナリスト、宇宙飛行士）
８月１０日（土）１４：００～１６：００
秋山豊寛氏

報道写真展「平成の軌跡　そして令和へ」 
２０１９年７月６日（土）～９月２９日（日）

＜関連イベント・講演会＞

かながわサイエンスサマー２０１９

有隣堂 「夏休み　はかせセミナー」

横浜市 「子どもアドベンチャー２０１９」

夏休み写真新聞づくり

自由研究　新聞地図で日本縦断

「皇位継承儀式と皇室の課題」

「宇宙特派員、土と向き合う」

時間：１０：００～１７：００　
                 ※入館は１６：３０まで
会場：ニュースパーク ほか

関内・山手・みなとみ

らい地区の博物館を舞

台にした夏休みの子ど

も向けイベント。博物

館を巡って、それぞれ

の館のミッションに

チャレンジしてみよ

う！

http://ch.kanagawa-museum.jp/event/4034

場  所 

７月２０日（土）～８月２５日（日）
１０：００～１６：３０

ニュースパーク（日本新聞博物館）
２階イベントルーム
小学校高学年の自由研究に最適です

新聞地図で日本縦断
夏休み期間中、２階製作工房に自由研究のコーナーを
設置します。地図に新聞の題字を張りながら、新聞と
地域について勉強できます。

EurAsia  Pressを作ろう！
横浜ユーラシア文化館のイベント。モンゴル
の民族衣装着用体験で撮った写真を使い、新
聞作りができます。

ユーラシア　プレス

※イベント開催時はご利用いただけません

日  時 

場  所 

日  時 

場  所 

対  象

日  時 
講  師

日  時 
講  師

聞き手

日  時 

場  所 

対  象

８月２３日（金）
１０：００～１６：３０
情文プラザ（横浜情報文化センター
１階）
ニュースパーク３階多目的ルーム

●開館時間：１０：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

●入  館  料：

●休  館  日：月曜日
（月曜日が祝日・振替休日
              の場合は次の平日）

一　般４００円
大学生３００円
高校生２００円
中学生以下無料 

電話  ０４５－６６１－２０４０

〒231-8311　
神奈川県横浜市中区日本大通 11
横浜情報文化センター

・みなとみらい線「日本大通り」駅
　３番情文センター口直結
・ＪＲ根岸線・横浜市営地下鉄
　「関内」駅 徒歩 10 分
・横浜市営バス
　「日本大通り駅県庁前」徒歩 1分

ユーラシア新聞づ
くり

2019 年４月に歴史展示を拡
充しました。展示する資料の
点数を増やし、新聞の歴史を
分かりやすく紹介します。歴
史と現代の両面から、確かな
情報の大切さと新聞の役割を
学ぶことができます。

●事前予約は不要です
●入館料が必要です（中学生以下無料）

●事前予約は不要です

●いずれも事前の予約が必要です
●入館料が必要です
●詳しくはホームページをご覧ください

期間：７月２０日（土）～８月３１日（土）
　　　　※ニュースパークは月曜休館



※事前予約制です　申し込み電話番号：０４５－６６１－２０４０
　　　　　　　　（休館日の月曜日を除く１０：００～１７：００）

日時 ８月２５日（日）　１０：００～１６：５０（所要時間５０分程度）
①１０：００～１０：５０　②１１：００～１１：５０
③１３：００～１３：５０　④１４：００～１４：５０
⑤１５：００～１５：５０　⑥１６：００～１６：５０

場所 ニュースパーク（日本新聞博物館）　２階イベントルーム 製作工房

★新聞づくりは無料ですが、ニュースパークの入館料が必要です
★紙にプリントした写真は使用できません
★当日の状況により、お待ちいただく場合があります

ご注意ください
できあがり（例）

②掲載する写真の優先順位と撮影日、場所、また各写真につける短い説
　明文を考えておいてください

※写真データは、SDカード・ＵＳＢメモリー・ＣＤ－ＲのいずれかにＪＰＥＧ形
　式で保存してお持ちください
※スマートフォンや携帯電話、マッキントッシュ用のメディアは使用できません
※大量のデータが入ったメディアを読み込むと、コンピューターがフリーズする
　場合があります。メディアに入れる写真はあらかじめ１０枚程度に絞り込ん　
　でお持ちください
※作業中にデータが壊れることがあります。写真データのバックアップは必ずお
　取りください

①デジタル写真データを１０枚程度（実際に掲載する写真５枚と予備）

夏休み写真新聞づくり夏休み写真新聞づくり
　家族旅行など、夏休みに撮影した写真で「夏の思い出新聞」を
つくってみませんか？

必要なもの
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25
月

日

日（（

《元新聞記者が教える新聞のヒミツ》
日本全国１３０紙よみくらべ！オリジナル新聞作り

　元新聞記者が実体験をまじえて教える新聞作りの秘密。見出しの工夫、記事のポイ
ントを学びます。日本全国 130 紙の新聞記事が大集合！その中から自由にテーマを決
めて親子それぞれで記事をスクラップ。オリジナルの新聞を作ってみましょう！

有隣堂「夏休み  はかせセミナー」有隣堂「夏休み  はかせセミナー」
＠アトレ目黒＠アトレ目黒
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6
月

日

火（（

８月６日（火）　１３：３０～１５：３０
アトレ目黒１　５階会議室（有隣堂アトレ目黒店コミック売り場奥）

有隣堂ホームページ（https://yurindo.co.jp）をご参照ください。　
※７月１日（月）～申し込み開始

１人６００円　※お子様のみのご参加は不可。付き添いの方も参加費が必要です。

小学校中学年以上

日  時
場  所
参加費

対  象

7

27
月

日

土（（

　新聞記者から自然環境の取材などの話を聞くとともに、複数の新聞を使った
科学・環境記事のワークシートづくりを体験します。

神奈川新聞社　横浜みなと支局長　三木 崇 氏
７月２７日（土）　１４：００～１６：００
ニュースパーク（日本新聞博物館）２階イベントルーム
小学４年生以上４０人とその保護者（子どもだけの参加も可）
先着予約順　※７月１日（月）受付開始
　　　　　　　　　

講  師
日  時
場  所
対  象
申し込み

「新聞を切り抜いて、科学担当記者に
聞いて、科学や環境について考えてみよう」
「新聞を切り抜いて、科学担当記者に
聞いて、科学や環境について考えてみよう」
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3
月

日

土（（

　環境問題と経済のつながりなどを楽しく学ぶボードゲーム。終了後に新聞記
事を使い、ゲームで出た環境問題を考えます。

日  時

場  所

対  象

８月３日（土）　１４：００～１６：００

ニュースパーク（日本新聞博物館）２階イベントルーム

中学生、高校生４０人（親子参加も可）

『Logy&Nomy with Newspaper』『Logy&Nomy with Newspaper』
環境問題と経済のつながりなどを学ぶボードゲーム環境問題と経済のつながりなどを学ぶボードゲーム

■メール：件名を「科学記者参加希望」とし、「npevent@pressnet.jp」あてお
　　　　　送りください
■往復はがき：「〒231-8311　横浜市中区日本大通 11　横浜情報文化センター
　　　　　　　日本新聞博物館　科学記者係」あてお送りください。

メールまたは往復はがきに必要事項（氏名、学年、参加人数、電話番号、住所または
メールアドレス）をご記入の上、お申し込みください。

先着予約順　※７月１日（月）受付開始
　　　　　　　　　

■メール：件名を「Logy&Nomy 参加希望」とし、「npevent@pressnet.jp」
　　　　　あてお送りください
■往復はがき：「〒231-8311　横浜市中区日本大通 11　横浜情報文化センター
　　　　　　　日本新聞博物館　Logy&Nomy 係」あてお送りください。

メールまたは往復はがきに必要事項（氏名、学年、参加人数、電話番号、住所または
メールアドレス）をご記入の上、お申し込みください。

申し込み

申し込み
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