
「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

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

10/22（土）　英語

11/12（土）　やさしい日本語

3/11（土）　 英語

3/18（土）　 やさしい日本語

1/14（土）　 やさしい日本語

1/21（土）　 英語

参加できる人数　やさしい日本語：10 人 / 英語：10 人　（早い人順）

テーマ　　長崎と中国の交流

テーマ　　長崎の歴史について知る

7 月 1 日から予約ができます
がつ　　にち　　　  よ  やく

8 月 1 日から予約ができます

11 月 1 日から予約ができます 1 月 5 日から予約ができます

テーマ　　長崎の歴史とおまつり

テーマ　　長崎の歴史について知る

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

　予約が

必要です

よ　やく

ひつよう

がい   こく   じん

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

なが さき れき し  ぶん か  はく ぶつ かん      かいてん じ しつ

ながさき       す                     がいこくじん　 　 がいこく　　  　　　　　　　　　 も      ひと

 にゅうかんりょう　 ひつよう

                               さん　か 　　　　　　ひと

にゅうかんりょう　　 やす

 おと  な                 えん　　　こう  こう せい　　　　　　   えん

さん  か　            　　にんずう　                    　　　 に  ほん  ご　            にん　       えい  ご　            にん　　　   はや　　 ひと じゅん

ながさき    れき し

ながさき    れき し　　　　　　　　　し ながさき    れき し　　　　　　　　　し

に  ほん ご に  ほん ご

に  ほん ご

に  ほん ご

えい ご えい ご

えい ご

えい ご

ながさき  ちゅうごく　 こうりゅう

きんしゅく

ど

ど

ど

ど

ど

ど

ど

がつ　　にち　　　  よ  やく

がつ　　にち　　　  よ  やく がつ　　にち　　　  よ  やく

長崎歴史文化博物館
なが　 さき    れき     し     ぶん     か      はく   ぶつ    かん

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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ACCESS  

①15 minutes’ walk from JR Nagasaki Station.  

②5 minutes’ walk from Sakuramachi tram stop.  

③10 minutes’ walk from Civic Hall tram stop.  

15:00 ~ 16:30 Nagasaki Museum of History and Culture  
2F Exhibition Room

Foreign people living in Nagasaki, people with foreign roots

Gallery Talks for Foreign Visitors 2022
2023

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 (in order of reservation)

Topic   Nagasaki’s History and Festivals 

9/23 
2022

(Fri)    English 
9/24 (Sat)   Easy Japanese 

Reservations open on 7/1

Topic    Nagasaki’s History  

1/14 (Sat)    Easy Japanese 
1/21 (Sat)    English 

Reservations open on 11/1

Topic    Nagasaki’s History  

3/11 (Sat)    English 
3/18 (Sat)    Easy Japanese 

Reservations open on 1/5

Topic    Nagasaki and China 

10/22 
2022

(Sat)    English 
11/12 (Sat)    Easy Japanese 

Reservations open on 8/1

Location 

This event isfree 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
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