
れきぶんイベントのおしらせ

「ポスターバッグをつくろう」7/29

ものをつくる

10:30 ～ 12:00 / 14:00 ～ 15:30　

6/17（金）
きん

「青貝細工風プラバン」

※コロナウイルスによりイベントが中止になることもあります
ちゅうし

えん    　　　　つく

１つ 200 円 ( で作ることができます）　

15:30 ～ 18:30　 　

うけつけ

あおがいざいく ふう

7/31（日）
にち 15:30 ～

（15:00 から受付をします）　

「サマーコンサート」

青貝細工は、 貝殻を使ってもよう

を作る長崎に昔からある工芸品で

す。 黒いプラスティックの板に好き

な絵をかいて、 青貝細工とにてい

るかざりを作ります。

ピアノ ・ ボンゴ ・ アルパ ・ パーカッションを使った

コンサートを見ることができます。

0 円 ( で見ることができます）
えん　　　　　　　 み

えん    　　　　つく

１つ 100 円 ( で作ることができます）　

音楽を楽しむ
おん がく　　たの

１階エントランス
かい

１階ホール
かい

つか

み

人数 ： 70 人
にんずう にん

あおがいざい く かいがら　　　つか

　　　つく　　　ながさき　　　むかし こうげいひん

くろ いた　　　 す

       え あおがいざい く

つく

博物館で使わなくなったいろいろ

なポスターを使って、 紙袋を作り

ます。

見て楽しむ
み　   たの

展覧会
てんらんかい なつ

月イチワークショップ

（金）
きん

「スタンプでてぬぐいハンカチ」8/10

えん    　　　　つく

１つ 200 円 ( で作ることができます）　

（水）
すい

「てぬぐい」 は日本に昔からあ

るハンカチのようなものです。

（手や体をふく、 などの使い方

があります。） 白い 「てぬぐい」

にスタンプをおして、 好きなもよ

うをつけることができます。

10:30 ～ 12:00 / 14:00 ～ 15:30　

8/5 （金）
きん

「お箏のミニコンサート

と体験ワークショップ」

日本に昔からある楽器 「箏」 にふれる体験と、

ミニコンサートがあります。

0 円 ( で体験ができます）
　　　えん たいけん　　

１階エントランス
かい

   　にほん　　むかし がっ き　　　 こと たいけん

13:00 ～ 14:30 / 15:00 ～ 16:30　

　予約が

必要です

よ　やく

ひつよう

参加の予約
さん　か　　　　よ　やく

人数 : 各 10 人

がつ がつ

6月～ 8月

「ながさきの夏」

6/22　　～ 8/21（日）（水）
すい にち

8:30 ～ 19:00　 ２階展示室
かいてん  じ  しつ

日本の夏のイベント 「七夕 ・ お盆」 など、 長崎

の夏のくらしについて、 しることができます。 日本

の妖怪 ( おばけ ) カッパの絵もあります。

はくぶちかん　　　つか

つか かみぶくろ　つく　　

つき

にほん　　　むかし

　　て　　　　からだ つか　　　かた

しろ

す

にんずう　　 かく にん　　　

に  ほん　　　なつ たなばた ぼん ながさき

　 　なつ 　　にほん

　　　ようかい え

　こと

たいけん

入館料が必要です

※長崎県の大学に行っている留学生、 小学生、

中学生は 0 円 ( で見ることができます。）

留学生は学生証明書が必要です
りゅうがくせい　　 がくせいしょうめいしょ　　　ひつよう

にゅうかんりょう　　ひつよう

　　　　　ながさきけん　　だいがく　　　　 い りゅうがくせい　　　しょうがくせい

ちゅうがくせい　　　　　　えん　　　　　　　み

※７/1 から参加の

　　予約ができます

さんか

　よ　やく

2022年
ねん



7/16　　～ 8/28　（土）

外国人のためのイベント

日本ではとてもはやく走る電車を 「新幹線」 といいます。 2022 年 9 月 23 日から長崎 ・ 佐賀 ・ 武雄温泉の

あいだを新幹線が走ります。 新しい電車の名前は 「かもめ」 です。 この展覧会では、 「かもめ」 が来るまでに

 何があったのか、 新しい長崎駅はどんなものか、 「かもめ」 の今と昔についてしることができます。

入館料が必要です

※長崎県の大学に行っている留学生、 小学生、

　　中学生は 0 円 ( で見ることができます。）

　　留学生は学生証明書が必要です

このイベントに参加する人は、

割引料金になります。

大人 ： 500 円　/　高校生 ： 250 円

① 「JR 長崎駅」 で電車を降ります。 15 分歩きます。

② 「桜町」 で路面電車を降ります。 5 分歩きます

③ 「市民会館」 で路面電車を降ります。 10 分歩きます。

ながさきえき　　　　　　　でんしゃ　　　 お　　                          ふんある

し  みんかいかん　          ろ めんでんしゃ　     お　　                          ふんある

さくらまち　            ろ めんでんしゃ　    お　　                       ふんある

れきぶんへ行く方法
い　　 ほうほう

①JR長崎駅 長崎駅前

②桜町

③市民会館

長崎
市役所

中央郵便局 公園

AMUプラザ
長崎

ながさきえき

ちゅうおう
ゆうびんきょく

さくらまち

しみんかいかん

あみゅ

〒

ながさき
　　　　　しやくしょ

長崎歴史文化博物館

ながさきえきまえ

（日）
にちど

がいこくじん

「外国人のためのギャラリートーク」

7/2（土）
ど

7/9やさしい日本語 英語

昔の長崎のことがわかる展示についてスタッフが

話します。 イベントはやさしい日本語で話す日と、

英語で話す日があります。

15:00 ～ 16:30　

「西九州新幹線開業記念展　ながさきかもめ今昔」

大人 ： 800 円  /  小学生 ・ 中学生 ・ 高校生 ： 400 円 ( で見ることができます）
お　とな　　　　　　　　　     えん　　　　　　しょうがくせい　　ちゅうがくせい　　こうこうせい　　    　　　　　　　 えん　　　　　　　 み

参加の予約
人数　やさしい日本語 ： 10 人　 /  英語 ： 10 人

8:30 ～ 19:00　

がいこくじん」

に ほん ご えい ご

   むかし  ながさき　　　　　　　　                てん  じ              　　　　　　　　　　　　　　　　

　 　はな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に ほん ご    　はな　　 ひ　　

　　 えい ご     はな     ひ

２階展示室
かいてん  じ  しつ

3 階展示室
かいてん  じ  しつ

りゅうがくせい　　 がくせいしょうめいしょ　　　ひつよう

　予約が

必要です

よ　やく

ひつよう

にんずう　　　　　　　　　　　　　　 に　ほん ご　　　　　　　　　　にん えい　ご　　　　　　　　　にん

さん　か　　　　よ　やく

にしきゅうしゅうしんかんせんかいぎょうきねんてん　　　　　　　　　　　　　　　　　　こんじゃく

「缶バッジ作り」

7/17　　・8/21

えん    　　　　つく

１つ 100 円 ( で作ることができます）　

好きな 「新幹線」 の絵を

かいて、 缶バッジを作ります。

10:30 ～ 12:00 / 14:00 ～ 15:30　

（日）
にち

（日）
にち

1 階エントランス ・ 3 階ロビー
かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

（土）
ど

「ミニトレインかもめ」がやってくる！

7/22　　～ 7/24
10:00 ～ 11:00 / 11:30 ～ 12:30

13:30 ～ 14:30/  15:00 ～ 16:00

16:30 ～ 17:00　

（日）
にち

イベント広場 （雨の日は 1 階エントランス）
ひろば　　　　　あめ　　　　ひ　　　　　　　　かい

（金）
きん

ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

てんらんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　 か

小さい 「かもめ」 に乗るためには、 3 階

展覧会のチケットを買ってください。 　

長崎に住んでいる外国人、

外国にルーツを持つ人

にゅうかんりょう　　ひつよう

　　　　　ながさきけん　　だいがく　　　　 い　 　　　　　　　　　　りゅうがくせい　　　しょうがくせい

　　　　　ちゅうがくせい　　　　　　えん　　　　　　　み

に  ほん　                                    　はし　   でんしゃ          　しんかんせん　                                                    ねん　    がつ　         にち　         ながさき　     さ   が     　たけ お おんせん　

                    しんかんせん　    はし　                 あたら       でんしゃ　     な  まえ　                                                          てんらんかい　                                                  く　

なに　                                    あたら　     ながさきえき　                                                                          いま　 むかし

かん　　　　　 づく

ながさき　　　 す                       がいこくじん

がいこく　　　　　　　　　　　　　　　　 も       ひと

                                   さん か　　        ひと

わりびきりょうきん

 おと  な　　             　　えん　　　    こうこうせい　              　　えん

　  す　　　　　　　　しんかんせん　　　　　　え

　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　　つく



Nagasaki Museum of History and Culture 

Museum Event Calendar 
June - August 

MAKE 

※Events might be cancelled due to the spread of COVID-19.

Monthly Workshops 1F Entrance 

6/17 (FRI)   Aogai-zaiku with shrink plastic 

A traditional craft of Nagasaki, 

aogai-zaiku  are  lacquer  works 

inlaid with mother-of-pearl. Draw 

your  favorite  design  on  black 

plastic  sheets  and  create  orna-

ments resembling aogai-zaiku. 

15:30 ~ 18:30 

200 yen a piece 

7/29 (FRI)   Poster bags 

Learn how to create  

paper bags using old 

museum posters. 

10:30 ~ 12:00 / 14:00 ~ 15:30 

100 yen a piece 

ENJOY MUSIC 

7/31 (SUN)      

Summer Concert 

A concert for piano, bongos, harp and percussion. 

15:30 ~ 

(Admission begins at 15:00) 

Free 

1F Hall      

8/5 (FRI)  

Koto mini concert 

and workshop 

Learn about the koto, a traditional Japanese 

instrument, with a workshop and mini concert. 

13:00 ~ 14:30 / 15:00 ~ 16:30 

Free 

1F Entrance 

Cap: 10 people each time 

Reservation 

required 

Cap: 70 people 

8/10 (WED)   Stamped tenugui handkerchief 

Tenugui are traditional Japa-

nese towels, used to wipe hands 

and  body.  Create  an  original 

handkerchief by stamping your 

favorite  pattern  on  a  white 

tenugui. 

10:30 ~ 12:00 / 14:00 ~ 15:30 

200 yen a piece 

LOOK                     Exhibition “Summer in Nagasaki” 

   6/22 (WED) ~ 8/21 (SUN) 

8:30 ~ 19:00 2F Exhibition Room 

Admission fee is required 

※ Free for international students attending
universities in Nagasaki Prefecture, Junior
High/Elementary School students

Student ID required 

Learn about Japan’s summer events such as Tanabata 

and Obon, and life in Nagasaki in the summertime. 

You can also see the depiction of a kappa, a mythical 

creature from Japanese folklore.  

※Reservations

open from 7/1 

Reserve 

2022



“West Kyushu Shinkansen Line Opening Exhibition -   

            Past and present of Nagasaki’s Kamome” 

 7/16 (SAT) ~ 8/28 (SUN)  

 

Japan’s high speed trains (bullet trains) are called Shinkansen. On 23 September 2022, a new Shinkansen line 

connecting  Nagasaki  to  Takeo  Onsen,  Saga,  will  be  inaugurated.  The  new  train  will  be  named 

“Kamome” (seagull). This exhibition celebrates this new phase in the history of Nagasaki and the Shinkansen, 

looking back at the path that led us here, introducing the new Kamome and the evolution of Nagasaki station. 

3F Exhibition Room      8:30 ~ 19:00  

Adults: 800 yen; High/Junior High/Elementary School students: 400 yen 

ACCESS  

①15 minutes’ walk from JR Nagasaki Station.  

②5 minutes’ walk from Sakuramachi tram stop.  

③10 minutes’ walk from Civic Hall tram stop.  

EVENT FOR FOREIGN VISITORS 

Gallery Talk for Foreign Visitors 

7/2 (SAT)  Easy Japanese     7/9 (SAT) English 

 

 

15:00 ~ 16:30  2F Exhibition Room 
Admission fee is required 

※ Free for international students 
attending universities in Nagasaki 
Prefecture, Junior High/Elementary 
School students 

Student ID required 

Cap: Easy Jap: 10 people / English: 10 people 

Reserve 

Make your own pin badge 

7/17 (SUN)  ・ 8/21 (SUN) 

  

 

 

Draw your favorite Shinkansen  

and make it into a pin badge. 

10:30 ~ 12:00 / 14:00 ~ 15:30 

100 yen a piece 

1F Entrance・3F Lobby      

All aboard the mini Kamome! 

7/22 (FRI) ~ 7/24 (SUN) 

  

10:00 ~ 11:00 / 11:30 ~ 12:30 

13:30 ~ 14:30 / 15:00 ~ 16:00 

16:30 ~ 17:00 

To ride on the mini Kamome, you need to  

purchase the admission ticket to the 3F Exhibition  

Event Square (in case of rain, 1F Entrance)      

Reservation 

required 

Foreign people living in Nagasaki, 

people with foreign roots 

 Get to know the history of Nagasaki with a staff-

guided tour of the Permanent Exhibition.  

Available in Easy Japanese or English. 

Discounted admission price available  

for participants to the Gallery Talk. 

Adults: 500 yen / High School students : 250 yen  
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