
「外国人のためのギャラリートーク」

15:00 ～ 16:30 長崎歴史文化博物館 2 階展示室

入館料が必要です

このイベントに参加する人は、

入館料が安くなります

大人：500 円 / 高校生：250 円

長崎に住んでいる外国人、外国にルーツを持つ人

※外国人の参加者と一緒に日本人も参加することができます

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。

9/23（金祝）　英語

9/24（土）　 やさしい日本語

参加できる人数　やさしい日本語：10 人 / 英語：10 人　（早い人順）

7 月 1 日から予約ができます
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場所（ばしょ）

◎無料 （0円） で参加ができる人

・長崎県に住む留学生、小学生、中学生 

　※留学生は学生証明書が必要です

・れきぶんキャンパスメンバーズ校の大学生

　および教職員
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長崎では毎年 10 月 7 日～ 9日に「くんち」

とよばれる、大きなおまつりがあります。

おまつりが始まったきっかけや、どんなこと

をするのかくわしくお話しします。今の季節

だけしか見ることができないものもたくさん

あります！
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15:00 ~ 16:30 
Nagasaki Museum of History and Culture 

2F Exhibition Room 

Foreign people living in Nagasaki, people with foreign roots 

※Japanese people accompanying foreign participants are also allowed

Gallery Talks for Foreign Visitors  2022 
Staff-guided tours of the Permanent Exhibition, covering the history and 

culture of Nagasaki. The event is held in Easy Japanese and English. 

Reservation 

required 

Admission fee is required 

Discounted admission price   

for participants to this event 

Adults: 500 yen   

High School students: 250 yen 

Capacity   Easy Japanese: 10 people / English: 10 people 

Topic   Nagasaki’s History and Festivals 

9/23 (Fri)    English 

9/24 (Sat)   Easy Japanese

Reservations open on 7/1 

TEL 095-818-8366 

E-mail info-his@nmhc.jp

http://www.nmhc.jp 

Get 
directions 

Official 
website 

◎This event is free for

● International students, Junior High/Elementary

school students living in Nagasaki Prefecture

Student ID required for international students

● Students and staff from the Museum’s “Campus

Members” partner universities

Nagasaki Museum of History and Culture 

Every year, on October 7-9, a big festival 

called “Kunchi” takes place in Nagasaki. With 

this Gallery Talk you will learn what hap-

pens during the festival and how it began 

hundreds of years ago. Many of the Kunchi 

related exhibits can only be seen around this 

time of the year, so don’t miss the chance! 

2022


	外国人のためのギャラリートーク-くんち版ー
	外国人のためのギャラリートークーくんち版＿ENG_

