
11:00 11:00

11:30 11:30

12:00 12:00

12:30 12:30

13:00 13:00

13:30 13:30

14:00 14:00

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

19:00 19:00

19:30 19:30

16：20～17：30

「異文化理解と未来の構築」
16号館セレストホール

17：30～

「ギター演奏会」
16号館セレストホール

15：00～16：00

「東京横浜独逸学園演奏会」
3号館305

14：00～14：30
「ドイツ語ミニ・レッスン」
「5感を使ってドイツを体験しよう！」
3号館エントランスホール

6月8日（木） 6月9日（金） 6月10日（土）

12：00～14：00

「”Backparadies”――ドイツはパン
のパラダイス？」
ドイツパン・ワークショップ
3号館308＆ラウンジ

13：00～13：30
「ドイツ語ミニ・レッスン」
「5感を使ってドイツを体験しよう！」
3号館エントランスホール

12：00～14：00

 「ドイツソーセージの世界」
ドイツソーセージ・ワークショップ
3号館308＆ラウンジ

11：00～12：00

「マリオネット作成ワークショップ」
場所：3-305?

13：00～14：00

「マリオネット作成ワークショップ」
場所：3-305?

11：00～12：00

「マリオネット作成ワークショップ」
場所：3-305?

14：00～15：00

「マリオネット劇赤ずきん上演」
場所：3-305?

13：00～14：00

「外国語劇赤ずきん」（英語・ドイツ語・
中国語）
場所：3-305?

14：10～18：40

「ドイツ×映画　レクチャー付き鑑賞会」
3号館306

14：10～14：30　「フクシマ・モナムール」
上映前レクチャー
14：30～16：20　「フクシマ・モナムール」
上映
16：30～17：00　「クリスマスの伝説：四
人の若き王たち」上映前レクチャー
17：00～18：40　　「クリスマスの伝説：
四人の若き王たち」上映

16：00～16：30
「ドイツ語ミニ・レッスン」
「5感を使ってドイツを体験しよう！」
3号館301,302

14：40～（99分）

映画上映会
「クリスマスの伝説：四人の若き王
たち」
図書館視聴覚小ホール

12：10～（108分）

映画上映会
「フクシマモナムール」
図書館視聴覚小ホール

12：10～（99分）

映画上映会
「クリスマスの伝説：四人の若き王
たち」
図書館視聴覚小ホール

14：40～（84分）

映画上映会
「メテオール通り」
図書館視聴覚小ホール

18：10～（108分）

映画上映会
「フクシマ・モナムール」
図書館視聴覚小ホール

13：00～13：30
セレモニー

13：30～14：30
基調講演
「EUの将来と日独関係」
セレストホール

14：40～16：10
討論・質疑応答

16:20-18:00

シンポジウム「文化としての観光の
創り方」
3号館305
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16：30～18：00

 「神奈川大学学長杯テーブルサッ
カー大会」
3号館1F

14：40～15：30

「ドイツ×スポーツ トークセッショ
ン」
3号館B1F

15：30～16：00
始球式
3号館B1F

6月7日（水） 6月11日（日）

14：10～17：40

映画上映会
「フクシマ・モナムール」（108分）
3号館306

「メテオール通り」（84分）
3号館30615：00～15：30

「ドイツ語ミニ・レッスン」
「5感を使ってドイツを体験しよう！」
3号館301,302

12：10～（84分）

映画上映会
「メテオール通り」
図書館視聴覚小ホール

14：40～（108分）

映画上映会
「フクシマ・モナムール」
図書館視聴覚小ホール

18：10～（99分）

映画上映会
「クリスマスの伝説：四人の若き王
たち」
図書館視聴覚小ホール

15：30～18：00

 「ドイツソーセージの世界」
ドイツソーセージ・ワークショップ
3号館308＆ラウンジ

18：10～（84分）

映画上映会
「メテオール通り」
図書館視聴覚小ホール

スポーツカフェ 

スポーツカフェ 

オープニング 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 

シネマカフェ 
シネマカフェ 

講演会 

ミュージックカフェ 

ミュージックカフェ 

シネマカフェ 

ランゲージカフェ 

ランゲージカフェ 

ランゲージカフェ 

ランゲージカフェ 

ドイツ・食文化コーナー 
ドイツ・食文化コーナー 

ドイツ・食文化コーナー 

経済学部 

スポーツカフェ 

「ドイツ×スポーツ トークセッション」 
日時：6月7日（水）14:40-15:30 
場所：3号館B1F 
  奥寺康彦 
  沢松奈生子 
「神奈川大学学長杯テーブルサッカー大

会」 
日時：6月7日（水）16:30-18:00 

オープニング 
 
始球式(オープニング)  
日時：6月7日（水）15:30 

シネマカフェ 

「映画上映会」 
日時：6月7日（水）、8日（木）、9日（金） 
      12:00-/ 14:40-/ 18:00-  7日（水）からA-B-C, B-C-A, C-A-Bの順で上

映 
場所：横浜キャンパス図書館視聴覚小ホール 
 
日時：6月10日（土）14:10-18:40 （A+B作品） 
11日（日）14:10-17:40 （A+C作品） 
 
場所：3号館306 
 A「フクシマ・モナムール」（108分） 
 B「クリスマスの伝説：四人の若き王たち」（99分） 
 C「メテオール通り」（84分） 
提供：ゲーテ・インスティトゥート 
 
「ドイツ×映画 レクチャー付き鑑賞会」 
日時：6月10日(土)  
 
14：10～14：30 「フクシマ・モナムール」上映前レクチャー 
14：30～16：20 「フクシマ・モナムール」上映 
16：30～17：00 「クリスマスの伝説：四人の若き王たち」上映前レク

チャー 
17：00～18：40  「クリスマスの伝説：四人の若き王たち」上映 
 

カルチャーカフェ 
 
シンポジウム「文化としての観光の創り方」 
日時：6月8日（木）16:20-18:00 
場所：3号館305 
ケルン大聖堂建築マイスター 
ドイツ観光局 
横浜市国際局 
西鉄旅行 
内田青蔵（神奈川大学教授） 

経済学部 
セレモニー 
日時：6月8日（木）13：00-13：30 
「EUの将来と日独関係」 
13：30-14：30 基調講演 
14：40-16：10 討論・質疑応答 
セレストホール 
関連 

ランゲージカフェ 
 

「ドイツ語ミニ・レッスン」 
「5感を使ってドイツを体験しよう！」 
 各クラス最大20名まで 
日時：6月9日（金）13:00-13:30, 14:00-14:30 
場所： 3号館エントランスホール 
日時：6月11日（日）15:00-15:30, 16:00-16:30 
場所： 3-301, 302 
提供：ゲーテ・インスティトゥート 

講演会 
 

「異文化理解と未来の構築」 
日時：6月9日（金）16:20-17:30 
場所：16号館セレストホール 
      駐日ドイツ大使 
   ケルン大聖堂建築マイスター 

ミュージックカフェ 
 
「ギター演奏会」(予定) 
日時：6月9日（金）講演会後 
場所：16号館セレストホール 
  
「東京横浜独逸学園演奏会」 
日時：6月10日（土）15:00-16:00 
場所：3-305 
提供：東京横浜独逸学園 

ドイツ・食文化コーナー 
 

「”Backparadies”――ドイツはパンのパラダイス？」 
ドイツパン・ワークショップ 
ドイツパンのブランチセット（限定数）及びドイツパンの販売 
日時：6月10日（土）12:00-14:00 
場所：3-308及びラウンジ 
提供：ドイツパンのタンネ 
  
「ドイツソーセージの世界」 
ドイツソーセージ・ワークショップ 
ドイツソーセージセットの調理販売 
日時：6月11日（日）12:0014:00, 15：30-18：00 
場所：3-308及びラウンジ 
提供 Imbiss  hareico 

大人気！ドイツ関連グッズショップ 
 

  
マウス, アンペルマンショップ、ダルマイヤーコーヒー 
日時：6月9日（金）、10（土）11(日) 
場所：9日（金）は神奈川大学生協前特設コーナー、10日）11
日（日）は3号館3階ラウンジ 
※6月1日～神奈川大学生協内特設コーナーにて先行販売

（予定） 
 

常設展示 
 

 ドイツ観光の世界 
場所：3号館エントランスホール 
提供：ドイツ観光局 
 
「発明の国ドイツ」(Erfinderland Deutschland) 
場所：3号館エントランスホール 
提供：ゲーテ・インスティトゥート 
 
東京横浜独逸学園生徒による作品展 
場所：3号館エントランスホール 
提供：東京横浜独逸学園 
 
「ドイツ語関連貴重文献の展示」 
場所：図書館展示ホール 

シアターカフェ 
 
「マリオネット劇赤ずきん上演」 
日時：6月11日（日）14：00-15：00 
場所：3-305? 
  デフパペットシアターひとみ 
 
「マリオネット作成ワークショップ」 
日時：6月10日（土）11：00-12：00、13：00-14：
00 
6月11日（日）11：00-12：00 
場所：3-305? 
提供：デフ・パペットシアターひとみ 
  
「外国語劇赤ずきん」（英語・ドイツ語・中国

語） 
日時：6月11日（日）13：00-14：00 
場所：3-305? 
 

シアターカフェ 

シアターカフェ 

シアターカフェ 

シアターカフェ 

シアターカフェ 

カルチャーカフェ 
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