
◆発見する力

じっくりと観察することで、より深く見る力を養

い、自発的に発見する力を身につけます。

◆考える力

新たな興味を引き出すプログラムで、積極的に考

える力を身につけます。

◆創造する力

◆歴史・時代から学ぶ

◆色や形から学ぶ

◆技法から学ぶ

◆地域・文化から学ぶ

人形を通してたくさんのことを学ぶことが出来ます。

ものづくりを通して、新しいものを産み出す喜び
を感じ創造を高めます。

体験学習プログラム 実 施 の効果 人形を通して何を学ぶ？

横浜人形の家　団体向けプログラム



学校団体でのご利用

一般団体でのご利用

※企画展は別途観覧料が必要になります。

一般団体でのご利用
「横浜人形の家」は子どもから大人までの幅広い層のお客さまにお楽しみいただける展示や
プログラムをご用意し、みなとみらい・中華街といった横浜を訪れるグループ、観光ツアー団体のお客さまにも多く
ご来場いただいています。

横浜人形の家は「横浜発・世界の人形ふれあいクルーズ」をコンセプトに、学びながら見学することができ
遠足や校外学習などの幼児・児童・生徒の皆さまにご来場いただいています。

入館料
おとな

（高校生以上）
こども

（小・中学生）

団体
20名以上

350円 150円

学校団体入場料金

・障がい者手帳をお持ちの方と、付き添いの方１人様は入館料免除となります。
・特別支援学級・養護・盲・聾学校等の皆様にもプログラムをご用意しております。お気軽にお問合せください。

横浜人形の家の団体見学で
駐車場料金1時間無料！

団体（20名以上）で入館の場合、
駐車場料金1時間（2,000円）無料サービス！

バス専用予約電話：045-664-2279

大型バス19台まで駐車可
24時間利用できます。

中華街・マリンタワー・元町まですぐ

大型バス　駐車できます。大型バス　駐車できます。



バックヤード・ギャラリーツアー

【内容】 常設展示室をまわりながら、代表的な作品の解説をします。
　　　　 1万点以上を収蔵する収蔵室の一部をご案内いたします。
【対象】 小学生以上、一般の方
【定員】 20名以内
【時間】 60分
【場所】 横浜人形の家　常設展示室・収蔵室
【料金】 無料

映像でみる人形色々

【内容】 映像や写真で横浜人形の家の収蔵作品のラインナップ映像を上映します。
　　　　 また、横浜の歴史がわかる人形劇映像もお楽しみいただけます。
【対象】 5歳以上、一般の方
【定員】 20名～140名
【時間】 30分
【場所】 横浜人形の家　あかいくつ劇場
【料金】 無料

よく見てなっとく！　「クイズラリー」

写真はイメージです

【内容】 クイズに解きながら常設展示室を観賞することが出来きます。
　　　　 クイズラリーはお好きなジャンルを選んで参加することが出来ます。
【対象】 5歳以上、一般の方
【定員】 何名でも可
【時間】 館内見学時間
【場所】 横浜人形の家　全館
【料金】 無料

＊ …解説用の冊子もご用意しています。まとめの授業等にご活用ください。 

横浜と人形の歴史 世界の人形クイズ 人形創作クイズ 色・かたちクイズ

  お弁当を食べ
ながら映像鑑賞を

お楽しみ
いただけます。

ご予約
団体様のみ

・・・ プログラム ・・・
各プログラムは、対象の学年に合わせてお話の難易度が変わります。お気軽にご相談ください。

よく見てなっとく！よく見てなっとく！ よく見てなっとく！よく見てなっとく！ よく見てなっとく！よく見てなっとく！ よく見てなっとく！よく見てなっとく！



キャンドルづくり

【内容】 小さなドールを閉じ込めた、ジェルキャンドルを作ります。
　　　　  ドールや小物をレイアウトしキャンドルを流し入れます。
【対象】 小学生以上、一般の方 ※小学生以下の方は保護者同伴
【定員】 20名～50名　
【時間】 1人の制作時間目安　約20分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】 400円

有料

ミニパフェづくり

【内容】 小さなドールサイズのパフェを作ります。
　　　　  ホイップクリームを絞り、フルーツパーツを飾り付けます。
【対象】 小学生以上、一般の方 ※小学生以下の方は保護者同伴
【定員】 20名～50名　
【時間】 1人の制作時間目安　約30分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】 400円

有料

ぶにょぶにょ人形

【内容】 不思議な感触の風船に飾りをつけて人形を作ります。
　　　　シールの目玉やリボンを飾り付けます。
【対象】 小学生以上、一般の方 ※小学生以下の方は保護者同伴
【定員】 20名～50名　
【時間】 1人の制作時間目安　約20分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】 100円

有料

世界の人形　ミニマトリョーシカづくり

【内容】 人形の中に人形が入っている、ロシア民芸品マトリョーシカを
　　　　 作ります。3個セットのマトリョーシカに絵付けを行います。
【対象】 2年生以上、一般の方 
【定員】 20名
【時間】 1人の制作時間目安　約60分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】 500円

有料

写真はイメージです

・・・ プログラム ・・・
各プログラムは、対象の学年に合わせてお話の難易度が変わります。お気軽にご相談ください。



食品サンプルづくり有料

世界の人形　ハンペルマン人形づくり

【内容】 動く人形の仕組みを紹介しながら、ドイツのハンペルマン人形を作ります。
　　　　 木製の人形に絵付けやシールなどの飾りをつけて仕上げます。
【対象】 2年生以上、一般の方 
【定員】 20名
【時間】 1人の制作時間目安　約60分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】 900円

有料

【内容】 小さなチャーハンの食品サンプルを作ります。
　　　　 チャーシューやネギなどをカットして仕上げます。
【対象】 2年生以上、一般の方 
【定員】 20名
【時間】 1人の制作時間目安　約30分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】 500円

世界の人形　マルテニツァづくり

【内容】 ブルガリアのお守りマルテニツァ作りを作ります。
【対象】 小学生以上、一般の方 
【定員】 20名
【時間】 1人の制作時間目安　約60分
【場所】 横浜人形の家　3Fイベントスペース他
【料金】  100円

有料

写真はイメージです

・・・ プログラム ・・・
各プログラムは、対象の学年に合わせてお話の難易度が変わります。お気軽にご相談ください。



所　在　地 | 〒231 -0023  神奈川県横浜市中区山下町18 ホームページ | http://www.doll-museum.jp/

お問い合わせ   
横浜人形の家  団体ご予約　TEL：045-671-9361　FAX：045-671-9022

お 申 込 先 |

・・・ プログラム一覧 ・・・
各プログラムは、対象の学年に合わせてお話の難易度が変わります。お気軽にご相談ください。

その他、ご希望のプログラムがございましたら対応いたします。お気軽にご相談ください。

＊★印のプログラム…解説用の冊子もご用意しています。まとめの授業等にご活用ください。
 

＊プログラムの内容および参加費は変更する場合がございます。

＊所要時間は目安です。

実 施 日 ：プログラムの開催が「雨天時のみ」または「晴天時のみ」の予約では、お受けできない場合がございます。
スケジュールの都合上、実施日がご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。

実施人数 ：プログラムごとに、対象年齢、実施可能人数を定めています。
人数の調整が必要な場合は、ご相談ください。

参 加 費 ：参加当日、お支払いください。

予約期限 ：ご予約は先着順となります。団体入場される日の１ヵ月前までにお申し込みください

注　　意 ：土日祝日はお受けできない場合がございます。

長時間、複数回にわたるプログラムなど事前に打ち合わせをしながら進めますので、お気軽にお問い合わせください。

年間プログラム

授業に組み込んでいただけるプログラムを用意しています。年間を通して３回程度、プログラムを行います。
＊プログラム例：横浜と人形の歴史（青い目の人形）など

費　　用：ご相談

プログラム実施についての注意

プログラム予約について

もっと知りたい！もっと体験したい！団体のみなさまへ

○

プログラム名 ５歳以上 小学生以上 人数 所要時間 参加費

バックヤード・ギャラリーツアー ○ 20名以内 60分 無料

映像でみる人形色々 ○ ○ 20～140名 30分 無料

よく見てなっとく！　「クイズラリー」 ○ ○ 何名でも可 館内見学 無料

キャンドルづくり 保護者同伴 ○ 20名～50名 20分 400円

ミニパフェづくり 保護者同伴 ○ 20名～50名 30分 400円

ぶにょぶにょ人形 保護者同伴 ○ 20名～50名 20分 100円

世界の人形　ミニマトリョーシカづくり ２年生以上 20名 60分 500円

食品サンプルづくり ２年生以上 20名 60分 1,000円

世界の人形　ハンペルマン人形づくり ３年生以上 20名 60分 900円

世界の人形　マルテニツァづくり 20名 60分 100円

見

学

も

の

づ

く

り

★

★


