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株式会社 中 萬 学 院  

｢サ イ エ ン ス ハ ー ト ｣に 火 を つ け よ う  

秋の学習祭 in みなとみらい開催 
学 習 塾 と 技 術 館 と が コ ラ ボ イ ベ ン ト  

 

学習塾の株式会社中萬学院（神奈川県横浜市 社長中萬隆信）と三菱みなとみらい技

術館は、「秋の学習祭 in みなとみらい」を１０月１４日(土)・１５日(日)の２日間に

わたり、三菱みなとみらい技術館にて開催します。 

 

本イベントは、年長・小学生とその保護者を主な対象に、毎年１０月に開催され今年で８回目を

迎えます。｢サイエンスハートに火をつけよう｣をテーマに、通常展示に加え技術館、中萬学院そ

れぞれが提供する特別プログラムをご家族でお楽しみいただけるイベントです。 

今回は新学習指導要領、大学入試改革といった教育環境の変化を見すえ、ロボットプログラミン

グ、電子工作体験を加えたほか、保護者を対象にミニセミナーを開催します。 

特別プログラムは入館料だけでお楽しみいただけます。さらに中萬学院提供の事前申込実験教室

にお申し込みの場合は参加者だけでなく同伴ご家族の入館料無料特典もご用意しました。 

子どもたちが科学への興味・関心を高める機会として、またご家族の思い出作りの一つとして本

イベントをご活用いただきたく、各種媒体での告知および当日の取材をご検討くださいますよう

ご案内申し上げます。 

 

【秋の学習祭 in みなとみらい】 

■開催日時  ２０１７年１０月１４日・１５日 両日とも１０時～１７時(最終入館１６時３０分) 

■開催場所  三菱みなとみらい技術館 

■入館料   大人５００円(税込) 中・高生３００円(税込) 小学生２００円(税込) 

■プログラム ○事前申込制実験教室 ○クイズラリー ○ミニサイエンスショー など 

     プログラム詳細は２枚目に記載しています。またホームページにも掲載しています。 

                https://www.chuman.co.jp/gakusyusai/minatomirai.html 

■お客様問い合わせ先 中萬学院総合案内 ０４５-８４０-１７０１ 

(日・祝除く)11:30～19:30 



□1  入館料だけでお楽しみいただける特別プログラム 

1 ＮＥＷ ロボットプログラミング体験 中萬学院提供 協力:株式会社学研エデュケーショナル 

□対象 小学 3 年生～小学 6 年生 ※保護者見学可 各回 10 名 

□内容 １回 60 分(最大 90 分可)、学研によるロボットプログラミング講座体験会 

□実施 10 月 14 日(土) ①13:00～14:00  ②15:00～16:00 

   10 月 15 日(日) ①10:30～11:30  ②13:00～14:00 ③15:00～16:00 

※各回同一内容 

□参加 両日とも当日整理券 10 時～発行(先着順)  

 

2 ＮＥＷ little Bits テクノくんからの６つの指令 

～電子回路を組み立てよう～ 三菱みなとみらい技術館提供 協力:株式会社コルグ 

□対象 小学 3 年生～小学 6 年生 ※保護者見学可 各回 10 名 

□内容 １回 15 分、電子回路の組み立て体験 

□実施 10 月 14 日(土) ①10:30～②10:45～③11:00～④11:45～⑤12:00～⑥12:15～ 

10 月 15 日(日) ①15:00～②15:15～③15:30～④15:45～⑤16:00～⑥16:15～ 

※各回同一内容 

□参加 定員各回 10 名 両日とも当日整理券 10 時～発行(先着順)  

 

3 宇宙服コスプレ 

～一足早くハロウィン気分？仮装して館内展示の前で記念写真を撮ろう～ 

□対象 主に小学生 各回 2 名 

□内容 一般市販品の宇宙服を着て館内展示の前で記念写真 ※お手持ちのカメラ使用 

□実施 両日とも以下の時間 整理券配付 

<10 時 15 分～整理券配付> 

①10:40～②11:00～③11:20～④11:40～⑤14:00～⑥14:20～⑦14:40～ 

<13 時 45 分～整理券配付> 

⑧15:00～⑨15:20～⑩15:40～⑪16:00～⑫16:20～⑬16:40～ 

 

4 ＮＥＷ「ミニサイエンスショー」 中萬学院提供 

□対象 主に小学生 当日自由参加 

□内容 １回２０分、演示実験を２種実施。１日２回計４種 

□実施 10 月 14 日(土) 

12:00～12:20 ミニサイエンスショー①「空気と風のフシギを探る」 

  15:30～15:50 ミニサイエンスショー②「水と圧力のフシギを探る」 

   10 月 15 日(日) 



12:00～12:20 ミニサイエンスショー①「空気と風のフシギを探る」 

  16:15～16:35 ミニサイエンスショー②「水と圧力のフシギを探る」 

 

5 ＮＥＷ ミニセミナー「高大接続改革と新学習指導要領」 中萬学院提供 

□対象 主に小学生保護者 当日自由参加 資料無料進呈 

□内容 これだけは知っておきたい公教育の大変化をテーマに２０２４年度からの大学入学

共通テストと来年度先行実施が始まる新学習指導要領について講演会形式で実施 

※新大学入試は 2020 年度から始まりますが、現小５が受験する 2024 年度からさらに大きく

変わることが検討されています。 

□実施 10 月 14 日(土) ①13:10～13:30 

   10 月 15 日(日) ①13:10～13:30  ②15:10～15:30 ※各回同内容 

 

6 ＮＥＷ ＭＲＪ解説ツアー 三菱みなとみらい技術館提供 

□対象 どなたでも自由参加 

□内容 技術館スタッフによる国産ジェット機ＭＲＪの解説ツアー 

□実施 10 月 14 日(土) 11:40～12:10 

 

7 館内ガイドツアー 三菱みなとみらい技術館提供 

□対象 どなたでも自由参加 

□内容 技術館スタッフによる館内ガイドツアー 

□実施 10 月 14 日(土)・10 月 15 日(日) 両日とも①11:00～11:30 ②14:00～14:30 

 

8 技術館まるごとクイズラリー＆スタンプラリー 中萬学院・三菱みなとみらい技術館提供 

□対象 どなたでも自由参加 

□実施 両日とも 10 時～17 時 

□内容 技術館展示に関する９つのクイズに回答。ラリー終了者には面白消しゴム等進呈 

  また、ガイドツアーやミニサイエンスショー、指定体験プログラム参加でスタン 

   プがもらえるスタンプラリーも同時実施。スタンプ数にあわせて面白消しゴム等進呈 

 

9 世界算数(グローバルマス)体験 中萬学院提供 協力:ソニーグローバルエデュケーション 

□対象 小学生～中学生 

□実施 両日とも 10:00～16:30 

□内容 WEB 参加の「世界算数」体験 

  https://ja.global-math.com/pr?id=quiz 

□参加 当日自由参加 

 



10～12 は中萬学院グループで開講している能力開発コースの体験です 

10 玉井式国語的算数数室体験 ※姉妹コース「図形の極」も体験可  

□対象 年長～小 2 ※図形の極は小 6 まで可 

□実施 両日とも 10:00～16:30 

□内容 玉井式国語的算数教室体験 ※図形の極も希望者体験可 

□参加 当日自由参加 

 

11 パズル道場体験 

□対象 年長～小学生 

□実施 両日とも 10:00～16:30 

□内容 パズル道場体験 

□参加 当日自由参加 

 

12 速読トレーニング体験 

□対象 小学生高学年から大人 

□実施 両日とも 10:00～16:30 

□内容 速読トレーニング 

□参加 当日自由参加 

 

2⃣ 中萬学院提供 有料事前申込制理科実験教室 

以下の実験教室にご参加の場合は参加者と同伴家族の入館料が無料(当日限り)特典 

13 キミも化学者！おもしろ化学実験 

□対象 小 1～小 3 

□実施 10 月 15 日(日)13:00～14:00 or 14:30～15:30 

  ※申込時に参加希望時間帯記入 

□定員 24 名×3(13 時回は 2 会場、14 時 30 分回は 1 会場用意)  

□内容 5 種の化学実験（進行状況によって調整あり）  

□費用 1,800 円(税抜) ※化学実験キットは持ち帰り 

□申込 9 月 13 日(水)～9 月 25 日(月) 申込多数の場合は抽選 参加確定 9 月 26 日(火) 

 

14 顕微鏡作りとエネルギー実験 

□対象 小４～小６ 

□実施 ① 10 月 14 日(土)13:00～14:30 ②10 月 15 日(日)10:30～12:00 ※各回同一 

□内容 手作り顕微鏡の作成と実験、カイロ作り、振り子実験等 

□定員 各回 48 名 



□費用 1,800 円(税抜)  ※顕微鏡は持ち帰り 

□申込 9 月 13 日(水)～9 月 25 日(月) 申込多数の場合は抽選 参加確定 9 月 26 日(火) 

 

15 ひらめきりかじっけん 

□対象 年長(新小 1)と保護者（親子 2 名 1 組） 

□実施 10 月 14 日(土)10:30～11:30 

□内容 紙コップロケット飛ばし、空き缶つぶし、磁石遊びなど 

□定員 10 組 20 名 

□費用 1,338 円(税抜) 1,500 円(税込) ※磁石キットは持ち帰り 

□申込 満席にて受付終了 

 

以下余白 


