
No. 会場（区） 実施時間（17日㊌） 実施時間（18日㊍） プログラム プログラム内容 企業・団体等名称 会場または集合場所 対象者 定員 各団体HP

1 青葉 ９時30分～12時 ― 消防隊員になってみよう！
実際に消防隊員が使っている道具（ホース、空気呼吸器、防火
衣など）を使って、消防隊員の活動を体験してみましょう。起
震車（地震を体験する車）体験、ホースを伸ばしてからの放水
体験、救急体験もあります。

横浜市青葉消防署 青葉消防署 小５～小６ 15名 HP

2 旭 ―

１回目
（小学3～4年生向け）
10時15分～12時
２回目
（小学5～6年生向け）
13時30分～15時30分

旭区こども未来発見教室
夏休みの自由研究に活用可能な小学生向けの理科実験教室を開
催します。 簡単な「装置」や「しかけ」を作成し、その「しく
み」や科学の楽しさを学びます。

旭区地域振興課
旭区市民活動支援センター
みなくる

小３～小６
各回15名
計30名

HP

3 泉

１回目
９時30分～11時30分 
２回目
13時30分～15時30分

１回目
９時30分～11時30分 
２回目
13時30分～15時30分

わくわく消防士体験 消防士が、実際に使う装備を用いて、消火、救命を体験しま
す。いのちの大切さを考えてみませんか。

横浜市泉消防署
泉消防署（泉区総合庁舎
内）

小３～小６
各回15名
計60名

HP

4 磯子

１回目
10時30分～12時
２回目
13時30分～15時

― 「科学」ってなんだ？ 意外と広い？！「科学」の世界を手を動かしながら体験した
り、科学館のお仕事について紹介したりします。

はまぎん こども宇宙科学館
はまぎん こども宇宙科学館
２階 実験室

小３～小６
各回12名
計24名

HP

5 磯子 10時30分～12時 ― 火起こし体験教室 「まいぎり」という道具を使って、昔の火の起こし方を体験し
ます。

横浜市三殿台考古館 横浜市三殿台考古館 小３～小６ 15名 HP

6 神奈川

１回目
11時～12時30分
２回目
13時30分～15時

―

【出版社のお仕事！】
元東大野球部監督の浜田さんに
インタビュー

【出版社のお仕事！】元東大野球部監督の浜田さんにインタ
ビューをしてみよう！ 浜田さんと同じ本を読んで、浜田さんが
好きなフレーズを当てよう！  本を作るときのベースとなる、
インタビューの方法を学びましょう。 新しい読書の方法も体験
できます！（プロファイリング式読書）

ビジネスエグゼクティブ
キャリアカンファレンス株式会社

かながわ県民センター 小６
各回15名
計30名

HP

7 神奈川 10時～12時 10時～12時
動物愛護センターの仕事を
学ぼう！

迷子の動物の飼い主探し体験やクイズラリーを通して、動物愛護セ
ンターの仕事を楽しく学びます。

横浜市健康福祉局動物愛護センター 横浜市動物愛護センター 小３～小６
各回15名
計30名

HP

8 神奈川 ―

１回目
9時30分～12時
２回目
13時30分～16時

夏休み子ども環境科学教室

夏の暑い時期ならではのセミの抜け殻観察や、世界的に注目さ
れているマイクロプラスチックの調査などを通して、環境科学
研究所の業務が体験できます。身近なことを題材に学習するこ
とで、環境についての問題意識を高め、環境や科学にかかわる
仕事に関心を持ち、将来の目標を持って学ぶことができます。
楽しい科学実験や研究所業務を体験し、kanken Jr.博士を目指
しましょう！

横浜市環境創造局環境科学研究所
横浜市環境創造局環境科学
研究所　５階

小３～小６
各回12名
計24名

HP

9 金沢 ―

１回目
10時～12時
２回目
13時30分～15時30分

ごみが集められて安全に燃やされる
までのお仕事を体験しよう

本物のごみ収集車を使って、ごみ収集の仕事を体験したり、ご
み焼却工場の中を走行して探検することができます。また、ご
み焼却工場で働くひとたちの仕事（機械修理・ごみクレーン運
転など）を疑似体験していただけます。サイエンス教室では、
ごみ処理にかかわることを科学実験によって楽しく学ぶことが
できます。

横浜市資源循環局金沢工場 資源循環局金沢工場 小３～小６
各回８名
計16名

HP

10 金沢 13時～15時 ―
シミュレータで医療者体験をしてみ
よう

シミュレータとは、医療従事者や学生が安全で質の高い医療を
提供するためのトレーニングに使用される模型のことです。本
プログラムでは、実際に使用されているシミュレータを使っ
て、身体診察方法と一次救命処置のトレーニングを体験するこ
とができます。また、救急医療における看護について学ぶこと
ができます。医療や看護に興味がある皆さんのご参加をお待ち
しております。

横浜市立大学医学部看護学科
横浜市立大学附属病院シ
ミュレーションセンター

小４～小６ 15名 HP

11 金沢 10時～12時 ―
不用になった素材で工作しよう！
アップサイクル体験！

日常で目にする「ごみ」のことについて考えてみよう。「ご
み」の知らなかったことがわかるよ。不用になったものは全部
「ごみ」？ 工作の時間で不用になった素材を使って新しいもの
を創ることで、「安易にごみにしない」「もったいない」とい
う心を育み、ものづくりの楽しさを体験できます。

武松商事株式会社
武松商事　エコクルファク
トリー２階

小５～小６ １０名 HP

12 港北 10時～12時 ―

生協ってなに？
パルシステムの『宅配』と
『社会活動』のお仕事

パルシステムのお仕事は、食料品・日用品などを組合員さんの
家に届ける『宅配』のお仕事だけじゃないんです。パルシステ
ムは生協！「誰ひとり取り残さない」社会を目指して、組合員
さんや地域の団体と連携して社会活動に取り組んでいます。 こ
のプログラムで『宅配』と『社会活動(平和)』のお仕事を学ん
でみませんか。配達体験・リサイクル仕分け・事務(ボランティ
アの準備)作業を体験して、担当者からお話を聞きます。

生活協同組合パルシステム神奈川
新横浜本部

新横浜交通ビル　2F 小５～小６ １０名 HP

13 港北

1回目
10～12時
2回目
14～16時

―
世の中を便利にするコンピュータの
お仕事を学ぼう！

コンピュータがどんなところで使われているのか、どのように
私たちの生活に役立っているのか一緒に考えましょう。 世の中
をどんどん便利にする仕事について理解を深めましょう。

株式会社タスクフォース タスクフォース本社 小３～小６
各回6名
計12名

HP

14 栄 ９時～12時 ９時～12時
見て、触って、乗って、車のエネル
ギーを体感しよう！

●工場内の涼しいショールームでの体験
●本物の計量機で給油体験
●ガソリンスタンドの地下空間を見学
●環境に優しい計量機について学ぶ
●水素で走る車の仕組みを学ぶ
●水素で走る車に実際乗って走ってみよう（工場敷地内）
●EV（電気自動車）のしくみを学ぶ

株式会社タツノ（横浜工場）
タツノ横浜工場ショールー
ム内

小３～小６
各回15名
計30名

HP

15 都筑 14時～15時30分 ―
学芸員と一緒に博物館の裏側を探検
しよう！

普段目にすることのない博物館の裏側を探検して、博物館と学
芸員の仕事を学びましょう。ホンモノの文化財に触れる体験が
できます。

横浜市歴史博物館 横浜市歴史博物館 小3～小6 10名 HP

16 戸塚 ―

１回目
9時～12時
２回目
13時～16時

子ども薬剤師体験セミナー 白衣を着て本物の機械や道具を使って薬剤師の仕事を体験して
みよう！最後に修了証を交付します！

横浜薬科大学 横浜薬科大学　講義棟Ｂ 小４～小６
各回15名
計30名

HP

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/shobosho/aoba/aoba-inf.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/asahi/kurashi/kosodate_kyoiku/ikusei/miraihakken.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/bousai-kyukyu-bohan/shobo/shobosho/izumi/izumi-inf.html
https://www.yokohama-kagakukan.jp/event/detail/405/1660662000/
http://www.rekihaku.city.yokohama.jp/shisetsu/sandd/
https://%E8%AA%AD%E6%9B%B8%E3%81%AE%E9%81%94%E4%BA%BA.com/adv/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/pet-dobutsu/aigo/fureao/20220606151502203.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/kankyohozen/kansoku/science/2022_kodomoado.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/gomi-recycle/shokai/shokyaku/kojo-ka/kanazawak.html
https://www.yokohama-cu.ac.jp/nur/event/20220817kodomoadventurecollege2022.html
https://www.takematsu.co.jp/blog/2022/06/2022-2-806177.html
https://www.palsystem-kanagawa.coop/event/detail/kodomo2022/
https://taskforce.seesaa.net/article/488764187.html
https://tatsuno-corporation.com/jp/news/2740/
https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/event/eventlist/season/20220817_adventure/
https://www.hamayaku.ac.jp/seminar/#adventure
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17 中

1回目
10時30分～12時
2回目
14時～15時30分

1回目
10時30分～12時
2回目
14時～15時30分

お話の中の猫を描こう！
～ 感想画体験～

横浜生まれの作家・大佛次郎（おさらぎじろう）は、本と猫が
大好きで、猫が登場する作品を沢山書きました。作品を読ん
で、感じたこと、考えたこと、心に浮かんだイメージを、自由
に描いてみましょう。記念館の普段入れない場所も見学できま
す。

大佛次郎記念館 大佛次郎記念館 小３～小６
各回10名
計40名

HP

18 中 ―

1回目
10時～12時30分
2回目
14時～16時30分

学芸員のお仕事体験をしてみよう！

学芸員というお仕事は普段あまり目立つことはありませんが、
文化財を保護したり守ったりする縁の下の力持ちです。この
夏、学芸員と一緒に文化財を守るヒーローになりませんか。美
術品やお洋服の保存方法など、お家で役立つ知識も学べます
よ。

横浜人形の家

会場：横浜人形の家2階多目
的室
集合場所：横浜人形の家２
階受付前

小３～小６
各回15名
計３０名

HP

19 中

１回目
10時～11時30分
２回目
13時30分～15時
３回目
15時～16時30分

１回目
10時～11時30分
２回目
13：30～15時
３回目
15時～16時30分

議事堂探検！議員を体験！
「議会」が横浜市民の暮らしとどのように関わっていると思います
か？ ★職員が丁寧に議会の仕組み、議員の仕事内容を紹介しながら
議事堂内を探検します。 プログラムの後半には実際に議席に座って
議員体験ができます。普段入れない議事堂内を特別公開！

横浜市議会局政策調査課 横浜市役所　市会議事堂 小３～小６
各回15名
計90名

HP

20 中

１回目
10時から１時間程度
２回目
14時から１時間程度

１回目
10時から１時間程度
２回目
14時から１時間程度

クイズを解いて税金を知ろう！
～税金謎解きゲーム～

税金について知っていただくためのクイズなどを用意したブー
スを出展します。全問正解を目指めざしながら、楽しく税金を
学びましょう！

横浜市租税教育推進協議会 横浜市役所　アトリウム 小３～小６
各回15名
計60名

HP

21 中 ―

１回目
10時～11時15分
２回目
13時～14時15分
３回目
14時30分～15時45分

建設工事ってどんなお仕事？？
建設のお仕事にチャレンジ♪

建設工事のお仕事について体験と講話から楽しく学んでもらい
ます。参加された方に建設業の楽しさ、素晴らしさを知っても
らえるイベントとなっております。

一般社団法人横浜建設業協会
横浜建設業青年会　共催

神奈川県建設会館Ａ棟5階 小３～小６
各回６名
計18名

HP

22 中

１回目
10時～12時
２回目
13時30分～15時30分

―

子どもアドベンチャーカレッジ
2022
～お金のおもさを感じよう！～

お金の流れ、銀行の役割を知ってもらう職業体験を実施いたし
ます。実際にお金を持って「おもさ」「大切さ」を一緒に学び
ましょう！  【実施予定内容】 １．お金の歴史、銀行の仕組み
について ２．本店営業部見学・体験 ３．紙幣の数え方・お小
遣い帳の使い方 ４．お金のおもさ当てクイズ ※新型コロナウ
イルス感染拡大状況により、変更となる可能性がございます

株式会社神奈川銀行 神奈川銀行本店6Ｆ 小３～小６
各回10名
計20名

HP

23 中

１回目
10時～12時
2回目
14時～16時

１回目
10時～12時
2回目
14時～16時

「情報の森」冒険の心得を取材し、
新聞にしよう！

ニュースパーク（新聞博物館）で「情報の森」を冒険するのに
必要な心得を取材し、その結果を記事にまとめた新聞を作りま
す。元新聞記者が取材の仕方や記事のまとめ方・見出しのつけ
方などをレクチャーします。新聞はプレゼント。

ニュースパーク（日本新聞博物館）
ニュースパーク・２階イベ
ントルーム

小３～小６
各回12名
計48名

HP

24 中

１回目
10時～12時
２回目
13時～15時
３回目
15時～17時

１回目
10時～12時
２回目
13時～15時
３回目
15時～17時

スポーツチームのお仕事を体験して
みよう！

横浜市には、全国で活躍するトップスポーツチームが13チーム
あります！ 「どうしたらファンを増やせるかな？」 「どんな
応援グッズが喜ばれるだろう・・・」 チームを支えるスタッフ
の皆さんと一緒に、考えてみましょう！

横浜市市民局スポーツ振興課
（協力：横浜DeNAベイスターズ、横浜
FC、横浜F・マリノス、横浜ビー・コル
セアーズ、横浜エクセレンス、横浜キ
ヤノンイーグルス）

横浜市役所　アトリウム

チームごとに
異なります。
募集ページを
ご覧くださ
い。

各回15名
計90名

HP

25 中 9時～12時 ― 体験！１日都市デザイナー 都市デザインはまちの未来を創造する仕事。まちを巡って未来
の横浜を描いてみよう

横浜市都市整備局都市デザイン室
集合場所：馬車道駅
会場：横浜市庁舎18階

小４～小６
15名
（要保護者
同伴）

HP

26 中 ―

１回目
10時30分～12時
２回目
13時30分～15時

道志村と昭和村を体験だ！

横浜の水源地【道志村】：水を蓄え、水を浄化し、洪水を緩和
する水源林の働きについて、実験を通して学んでみよう！間伐
材を使ったドアプレートも作成します！
やさい王国【昭和村】：農家さんとの交流を通じて、リアルな
農業を学んでみよう！昭和村の畑と会場をオンラインでつなぐ
ことで、リモートで農業を体験します！

横浜市政策局広域行政課 横浜市役所　アトリウム 小３～小６
各回15名
計30名

HP

27 中 13時～16時30分 ― 夏休み子ども貿易教室
普段は入ることのできない本牧ふ頭ターミナルで、港湾施設や
荷役作業を見学します。現場の様子はそのときの港や物流の状
況によってさまざまですが、コンテナを運ぶガントリークレー
ンやフォークリフトを間近に見られる可能性大です。

公益社団法人 横浜貿易協会
会場：本牧ふ頭
集合場所：横浜貿易会館３
階

小４～小６
15名
（要保護者
同伴）

HP

28 中 13時～15時 ９時～12時

メイクスポーツ！
スポーツを創るお仕事ってなんだろ
う？

老若男女健障、誰もが一緒に楽しめるゆるスポーツを体験し、
その後、ワークショップ形式で新しいスポーツを創ります。ス
ポーツを創るという他ではないお仕事の経験。この経験はス
ポーツに対する概念を覆し、より深くスポーツをインクルーシ
ブな視点で知ることができるプログラムです。

公益財団法人横浜市スポーツ協会
ニッセイ横浜尾上町ビル
地下

小３～小６

10名
（２日連続
参加できる
方）

HP

29 中 ９時～12時 ― めざせ！まちの防災博士！

「横浜ってなんで横浜っていうの？」 そんな疑問からまちをひ
も解き、そのまちがもつ魅力や弱点を見つけて、安全に暮らせ
るまちを一緒に考えてみよう！ いざというときやキャンプでも
使える防災テクニック「簡易ランタン」を使って、自分だけの
オリジナル簡易ランタンアートにも挑戦してみよう！

横浜市都市整備局防災まちづくり推進課
会場：市庁舎会議室 集合場
所：市庁舎１Fアトリウム前

小３～小６ 15名 HP

30 中

１回目
9時～12時
２回目
13時30分～16時30分

１回目
9時～12時
２回目
13時30分～16時30分

もけいで学ぼう！けんちくの仕事

建物模型で建築の仕事を学ぶプログラムです。 こども建築士に
なって、学校の設計を考えてみましょう。 公社職員のお話をき
いて、建物を長く、大切に使うための改修工事について知って
ください。 模型を使って、建物や部屋の配置を考えたり、改修
工法の仕組みを体験したりしましょう。

公益財団法人横浜市建築保全公社 ＫＤＸ横浜関内ビル６階 小３～小６
各回8名
計32名

HP

31 中 ―

１回目
9時30分～12時
２回目
13時30分～16時

＜よこしん＞
キッズ・マネースクール

本店内の見学、お札の数え方体験等を通して信用金庫の仕事や
役割を学ぼう！

横浜信用金庫 横浜信用金庫本店8階 小４～小６
各回15名
計30名

HP

32 西 13時～15時30分 13時～15時30分 家族でワクワク体験DAY
・若手社員からお話を聴いて、証券会社の仕事を学びましょ
う。 ・地元企業の紹介があります。いろいろな会社で活躍する
人のお話を聴いて、その会社の役割を学んだり、自分の生活と
の関わりを考えましょう。

SMBC日興証券株式会社 横浜天理ビル24階 小３～小６
各回12名
計24名

HP

http://osaragi.yafjp.org/
https://www.doll-museum.jp/9505
https://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/shikumi/kac2022.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/oshirase3/kodomo.html
https://www.yokokenkyo.or.jp/event/index.html
https://www.kanagawabank.co.jp/public/kodomo_adv.html
https://newspark.jp/news/2022/0617_000277.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/sports/shinko/partners/activity/r4yspkodomoadventure.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/design/kids_urbandesigner.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/torikumi/kouryu/kouryu_child_adv.html
https://www.yfta.jp/category/2069876.html
https://www3.yspc.or.jp/events/info.html?id=136
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/toshiseibi/bosai/jishinkasai/event2022_adv-bousai.html
http://www.y-hozen.or.jp/
https://www.yokoshin.co.jp/_aboutus/event/index_kids.html
https://www.smbcnikko.co.jp/csr/education/wakwak/pdf/20220617_y.pdf
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33 西

１回目
10時～12時
２回目
15時～17時

１回目
10時～12時
２回目
15時～17時

コールセンター　お仕事体験！
もしも自動車事故がおきたら？

コールセンターの本物の電話受付システムを使って、自動車事
故の受付をすることができます。 簡単なスクリプトを見ながら
話をするので、誰もがコミュニケーター気分を味わえます。 ど
んな風に電話がかかってくるのかな？親子で実際に体験してみ
ましょう。ドラレコの映像を見ながら受付することができるか
も？！保険のしくみを学んだり、理解度を図るクイズもありま
す。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 MMパークビル４階 小３～小６
各回10名
計40名

HP

34 西

１回目
10時30分～12時
２回目
14時～15時30分

― 「食べる」から世界を考えよう！

全世界の10人に1人が、食べ物が足りなくて苦しんでいること
を知っていますか？一方で、世界中の食べ物の3分の1は、食べ
られずに捨てられてしまっています。世界中の人が十分な食事
ができるように頑張っている国際機関が横浜にはあります。そ
の実際のお仕事について学んでみましょう。そして、私たちが
今日からできることを一緒に考えてみましょう！

横浜市国際局国際協力課
横浜国際協力センター6階Y-
PORTセンター公民連携オ
フィスガレリオ

小４～小６
各回15名
計30名

HP

35 西

１回目
９時30分～11時30分
２回目
13時30分～15時30分

１回目
９時30分～11時30分
２回目
13時30分～15時30分

プログラミングの基礎を実体験して
みよう!

KUMIITAを使いプログラミング基礎を体験することができま
す。 将来、必要となる論理的思考力を養う事ができます。

株式会社ＩＣＯＮ
公立大学法人横浜市立大学
みなとみらいサテライト
キャンパス施設

小３～小６
各回15名
計30名

HP

36 保土ケ谷 14時～16時30分 ―
横浜のみどりを守る！
生きものレンジャーになろう

身近な生きものやそのすみかを守る方法について、生きものク
イズや野外での体験をとおして楽しく学びます。生きものを探
して調べたり、すみかを作ったり、その大切さを伝える「生き
ものを守るお仕事」を体験しながら、横浜のみどりをもっと豊
かにすることについて考えていきます。

横浜市環境創造局環境活動支援センター
横浜市児童遊園地内　環境
活動支援センター　実習展
示場

小３～小６ 15名 HP

37 緑
13時～17時
（人数が多い場合は
9時～13時も開催）

―
看護とリハビリのお仕事を体験して
みよう！

看護師、理学療法士、作業療法士のお仕事を体験します。 昭和大学保健医療学部 昭和大学横浜キャンパス 小３～小６

15名
（人数が多
い場合は
各回15名
計30名）

HP

38 南 10時～12時 ― 水道管を修理してみよう!!

いつもは道路に埋まっていて見えない水道管。水が漏れていた
らどうやって見つけるの？どうやって修理するの？地震で水が
出なくなったらどうすればいいの？飲み水、手洗い、トイレ、
お風呂・・・毎日使う水道水について、もっと詳しくなっちゃ
おう！

横浜市水道局人材開発課
中村ウォータープラザ１階
防災啓発スペース

小３～小６ 15名 HP

39 南 9時30分～12時 ―
スーパーでレジや販売員体験をしよ
う。

スーパーでレジ体験や商品の製造体験。売場の裏側ものぞけま
す。

株式会社イトーヨーカ堂　横浜別所店
イトーヨーカ堂　横浜別所
店

小３～小６ 10名 HP

https://adclub.jp/seminar/sm_all/106670/
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/kokusai/kyoryoku/ioc_kokusaikyouryoku.html
https://kumiita.com/adcalkumiita
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/nochi/center/event/kodomoadventure2022.html
https://www.showa-u.ac.jp/news/nid00004285.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/kanko-event/eventannai/kyoku-sagasu/suidou/adv2022-suidou.html
https://www.shufoo.net/t/miniwv/posts/shop/342?sp=1&suid=b8c4144065812182edfca78299b922100000000000000&fav=0
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