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 C7002

印刷博物館「印刷について学ぼう」

長い歴史の中で、コミュニケーショ
ン・メディアとして社会や文化の発
展を支えてきた印刷の役割や意義
を、展示や体験を通して知ることの
できる博物館です。

通年

開館時間：10:00-
18:00（入場は
17:30まで）
休館日：毎週月曜
日（祝日の場合は
翌日）、年末年
始、展示替え期間
（事前にご案内し
ます）

文化１

入場料（一般300円　学生
200円　中高生100円）
※小学生以下、65歳以上の
方は無料
※企画展期間中は入場料が
変わります

http://www.printing-
museum.org/

プログ
ラムNo

プログラム名 実施日 実施時間 実施場所 ポイント その他　参加費など

C7003

リスーピア 「もっと理数を楽しも
う！」
自然に潜む算数や数学の美しさ。
身近なくらしの中にある理科の面白
さ。理数の魅力と触れあうための体
験型ミュージアム。

通年

１０：００〜１８：００
（最終入場は17：
00まで）
【休館日】
月曜日･年末年始

東京都江東区有明３丁目
５番１号　パナソニックセ
ンター東京内
りんかい線「国際展示場
駅」徒歩２分　　　　　　ゆ
りかもめ「有明駅」　　徒
歩３分　　　　　　　　TEL０
３-３５９９-２６００

教科２

２Fクエストフロアは無料
３Fディスカバリーフィールド
は有料です。３F料金　大人
５００円（高校生以下･障がい
者手帳をお持ちの方は無
料）　　　　　　　障がい者手
帳をお持ちの方１名につき
付き添いの方１名が無料と
なります
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 C7004 通年 市民１ 入館無料

ポスターを拡大　→
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C7008

日本動物学会関東支部講演会

「塗り替えられる動物の進化
の歴史」

アリストテレスにはじまる動物学には2000年
以上の歴史があります。そして2000年以上
人類がいだきつづけた問題に、今も若い研
究者が取り組んでいます。若手動物学者が
みずみずしく再現する進化の歴史物語にひ
たって、6億年の歴史に思いをはせてみませ
んか。

7月22日
(土)

13:00～16:30
東京大学本郷キャンパ
ス理学部２号館４階大
講堂

教科２
参加無料、参加申し込み
不要

　　問い合わせ先、連絡先：パナソニックセンター東京　　担当：福岡　理恵子　   TEL　０３-３５９９-２６００　　

日本動物学会関東支部講演会

テーマ：塗り替えられる動物の進化の歴史
対象：小・中・高校生・一般社会人

問い合わせ先：赤染康久
〒216-8511 川崎市宮前区菅生2-16-1　聖マリアンナ医科大学解剖学教室

TEL:044-977-8111 FAX: 044-976-7083 E-mail: zome@marianna-u.ac.jp

http://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp?patten_cd=12&page_no=8

http://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp

全地域共通プログラム

どこの地域の子どもでも参加できるプログラムです。どの地域の方もぜひご覧ください。

９：３０〜１７：００
（入館は16：30ま

で）
【休館日】月曜日
（祝日の場合は翌
日）･年末年始・施
設点検日  HP上
にカレンダーあり

東京都江東区豊洲　６－
１－１

交通：東京メトロ有楽町線
「豊洲駅」７番出口、ゆり
かもめ「豊洲駅」北口より

徒歩６分

TEL：03-3534-1111

東京都文京区水道1丁目
3番3号トッパン小石川ビ

ル
地下鉄丸ノ内線、地下鉄
南北線「後楽園」駅１番出

口)より10分
　（または、地下鉄「江戸
川橋」駅、ＪＲ「飯田橋」駅

など）

TEL：03‐5840‐2300（代）
FAX：03‐5840‐1567

東京ガス　がすてなーに　ガスの科学館　
問い合わせ先、連絡先：東京ガス　ガスの科学館　　TEL　０３-３５３４-１１１１　　担当：岩下　雅人  

http://panasonic.com/jp/center/tokyo/risupia

http://www.gas-kagakukan.com/

パナソニックセンター東京　リスーピア　

「がすてなーに　ガスの科学館」で
は、“暮らしを支えるエネルギー・ガ
ス”の特長やエネルギーと地球環
境との関わりを体験型展示物やク
イズ、実験を通して 楽しみながら学
ぶことができます。

http://www.printing-museum.org/#
http://www.printing-museum.org/#
http://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp?patten_cd=12&page_no=8#
http://www.zoology.or.jp/kantou/index.asp#
http://panasonic.com/jp/center/tokyo/risupia#
http://www.gas-kagakukan.com/#
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C7010

東京大学　夏休み学習ゼミナール
中学２年生（定員200名）

５日間全日参加可能な生徒に限り
ます。

2017年8
月17～21
日（予備
日8月22

日）

17：00～20：00
東京大学教育学部棟

本郷キャンパス

教科２
（5日で
合計
10）

参加費無料（アンケートやテ
ストに協力していただきま

す）

No プログラム名 実施日 時間 開催場所 ポイント 備考

C7020
NHK番組「プロフェッショナル　仕事
の流儀」を見て

3/24（土) 14：40～15：40
東京大学

　（赤門総合棟A200）
職業１ 参加費無料

C7021 東大探検ツアー 3/24（土) 15：50～4：50 東京大学構内 市民１ 参加費無料

C7022 英語の音に親しむ 3/24（土) 15：50～4：50
東京大学

　（赤門総合棟A200）
学習１ 参加費無料
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C7051
3Ｒ実践リサイクル工作

「和とじで自由研究ノート作り」

2017年8
月19日
（土）

①10：00②１１：３
０③１３：００④１

４：００　各回６０分

フリーマーケット会場（文
京区シビックセンター地

下２階区民ひろば）
市民　1

無料（①～④の希望する回
に、事前申込）

C7051

「わたしたちがむかえる水素社会に
ついてかんがえてみよう」 東京都
がオリンピックに向けてすすめる水

素社会ってなあに？

2017年10
月22日
（日 ）

13:30～15:30
受付は、13:15～

文京区民センター４階、
ボラセンＡ活動室

市民２
参加費500円　　　　プチ講座
＆工作　　　　申込順20名程

度

C７051
３Ｒ実践リサイクル工作

「紙の再利用：ハート型小物入れ＆
折り紙コマ作り」

201７年１
１月１８日

（土）

10：00～15：00の
間　　　自由参加

文京区ボランティアセン
ターまつり　（文京区民セ
ンター）会場リサイクルイ

ン文京ブース

市民１ 無料（３Ｒプチ講座＆工作）

C７051
春休み親子で「エコエコマイバッグ
作り」　　　　　手拭いや端切れでか
んたん！マイバッグを縫いあげます

２０１８年３
月２５日

（日）

1３：１５～受付、
１３：３０～１５：３０

文京区民センター４階、
ボラセンＡ活動室

市民２
申込順親子１５組程度、１人
参加の方は一人で作業出来

る方。参加費２００円

　　東京大学　夏休み学習ゼミナール

　　主催：　　東京大学大学院教育学研究科　市川研究室（ichikawa@p.u-tokyo.ac.jp）　　FAX　 03-5841-3919

　　団体名：　リサイクルイン文京

　担当：和田真澄
問い合わせ先、申込先：　　０８０－１０６１－８０８７　和田　          Fax: 03-3828-6839

学びのポイントラリー・フェスティバルin東大

近年東京地区で認定証を取得した児童・生徒を東京大学に招き、認定証取得者の懇親の集いを行います。
　昨年度より、認定証取得者のみでなく、学びのポイントラリーに参加している児童・生徒を広く募り、実施状況の説明、認定証取得者の表彰、

ポイントになる体験プログラム、東大探検ツアーなどを実施することにしました。
午後1：30～4：50

申込み＆問合せ先　地域の学び推進機構　http://www.chiiki-manabi.org/
＜事務局＞〒113-0033 文京区本郷7-3-1　東京大学教育学研究科　市川研究室内

連絡先　chiiki@p.u-tokyo.ac.jp TEL：03-5841-3947 / 080-5039-7817 （専用携帯）　  ＦＡＸ　03-5841-3919
（参加申込締切：2月16日）


