MM ジュニア

創刊号

大人もこどもも挑戦してみよう

クイズコーナー

みなとみらい 21 エリアは、横浜市の六大事業として整備されてきた、横浜市の中でも新しいまちです。商業施設や
オフィスなどを中心に、計画都市として熟成する中、ここに暮らす人々も増え、2018 年 4 月みなとみらい本町小学校
が開校しました。MM ジュニア編集局は、みなとみらい本町小学校に編集部を置かせていただいています。このまち
の多様な魅力を小学生から高校生までのジュニア記者が、こども目線で伝えます。
MM ジュニア記者の活躍にご期待ください。

中面の記事にヒントがあるクイズには★をつけました
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★

★

Q3
★

Q4
★

Q5

1．安藤百福博物館
3．日本新聞博物館

2．横浜みなと博物館

次のうち、みなとみらいエリアでいちばん古い
建物はどれ？
1．横浜銀行本店

2．ランドマークタワー

★

1．63 階

Q7
Q8

2．みなとみらい本町小学校

1．オルゴールのからくり時計
2．大きなハト時計
3．大きな水時計

1．106 メートル

2．110 メートル

Q10
3．120 メートル

2．2 つ

3．3 つ

みなとみらいの日本丸

船齢88年を越えた日本
丸が大規模修繕中です。
補修と塗装のため20年
出口 遼馬 ぶりにドック内の海水を
全て排水しています。注
水は3月の中頃の予定で
す。貴重な機会なので是
非見に行ってみてくださ
い。

2．働いている人の多さ

▲空に続くエスカレーター

▲山下公園からの風景

私のお気に入りは、マークイズみなと
みらいの外側にあるエスカレーターで
す。まるで 空 に 向 かって登っていく
ここはる ジェットコースターに乗っているよう
★な感覚になりとても気持ち良いです。
晴れた日は青空とランドマークが見え
て特にオススメ。

3．4 つ

モクモク ワクワク ヨコハマ ヨーヨー

戦後から変わらず横浜を
見守ってきた、ホテルニュ
ーグランドは、
とっても趣が
橋本みなみ あり歴史が感じられます。
異国情緒あるカフェでゆっ
くりできたら素敵だなあと
思いながら写真を撮りまし
た。

2019 年 4 月で西区は生まれて何年目？

▲

1．70 年
2，72 年
3．75 年

このシンボル何だろう？と思っ
ている人も多いのでは？
このシンボルはたなびく
ブルー 雲をイメージしてつくられ
たそうです。
このシンボル
がいつもみなとみらいを
見守っていて、みなとみら
いの象徴だと思ったので
これを紹介したいと思い
ました。

MM線『元町中華街』の駅舎
の屋上に広がる『アメリカ山公園』

みーこ

▲みはらし公園から宮ヶ谷を望む

ジュニア編集局
サポーター募集

横浜みなと博物館

横浜美術館

こどもたちと一緒に SDGｓ、持続可能なまちづくりに取り組みませんか？

▲横浜美術館のライトアップ

この活動は、SDGｓ11「住み続けられるまちづくりを」に取り組む活動です。

■ 1口3000円（1年間）から活動を支えてくれる、個人サポーターを
募集します。

AI

■ 1口12000円
（1年間 /月1000円）から、活動を支えてくれる
団体サポーターを募集します。

企業・

・サポーターの方には、年 4 回程度メルマガで活動をお知らせします。

・当 HP（つづき・MM ジュニア編集局）のページに社名やロゴなどを

・サポーターの方は、希望すれば編集会議や取材を見学できます。

・サポーターの方には、年 4 回程度メルマガで活動をお知らせします。

・年 1 回発行の新聞をお送りします。

（人数に制限があるので、事前にご相談となります）

掲載させていただきます。

・年 1 回発行の新聞を希望部数（ご相談の上）お送りします。
・取材のご希望があるときには、ご対応検討します。

建物の屋上が公園になっ
ていて、初めて来た時は
びっくりしました。なので
この公園は、山手の丘に
向 かう人 たち の 動 線 に
なっています。私は、ここ
で父と一緒にウチキパン
のカレードーナツを食べ
るのが好きです。

▲

ＦＭヨコハマ

西区浅間台にある、みはらし公園から
小さい頃に住んでいた宮ヶ谷を見下
ろした風景です。宮ヶ谷という地名は、
山本承太郎 浅間神社の傍にある谷という意味に
由来します。麓には宮谷小学校。奥に
は浅間下から三ツ沢に続く曲がりく
ねった坂道が見えます。

▲

取材中の写真 富士通エフサス

みなとみらいの中で好きな
所は、｢横浜美術館の前の
ライトアップ｣です。冬限定
で 写 真を撮るの に良 いス
ポットでもあり、周りに光が
反射して、きれいな景色を
見られます。

輝く日本丸

みなとみらいの夜景です。
とて
もコスモワールドの観覧車がア
クセントになっています。日本
矢吹さん 丸がとてもきれいに光っていま
す。

▲

（人数に制限があるので、事前にご相談となります）

みなとみらい
本町小学校での
編集会議のようす

ていく活動を、月 1 回の編集会議（主に土日の午前中）で楽しく行って
います。まちを取材し、まちを愛するこどもたちが増えることは、持続

可能なまちづくりにつながります。ぜひこの活動を応援してください。
NPO 法人ミニシティ・プラス スタッフ一同

MMジュニアタイムズは、みなとみらい21エリアマネジメント
活動助成事業を受けています

▲横浜の観光名所を走る「あかいくつ」号

JICAという建物の前を歩いていた時にたま
たま走っていたので撮影しました。赤とベー
ジュの色が鮮やかで窓ガラスがレトロで可
愛いです。このバスに乗ると桜木町から大桟 H.あんみつ
橋まで、キング、クイーン、ジャックの塔や、横
浜中華街、港の見える丘公園、マリンタワーなど、たくさ
んの名所を見ることができます。たくさんの方にこのバス
に乗って横浜を回ってほしいです。

▲

みなとみらいエリアの魅力をこどもたちに取材してもらい、発信し

創刊号 2019 年（平成 31 年）2 月発行
編集 MM ジュニア編集局
発行 NPO 法人ミニシティ・プラス
http://mmjr.minicity-plus.jp/
（e-mail minicityplus@gmail.com）
協力 横浜市立みなとみらい本町小学校

窓からのみなとみらい

部屋のシャッターを閉めるとき
に、ランドマークと観覧車が見え
ました。
コバヤシ レン 明かりがきれいだったので写真
をとりました。

■お問い合わせください
045-306-9004 ( 担当：岩室晶子） minicityplus@gmail.com

「みんなの庭」から見える
ランドマークタワー

「たくさんの人に自然とのつなが 丹治 陽貴
りを体感いただきたい」というコ
ンセプトで作られたマークイズみなとみらい
の屋上にある「みんなの庭」から見えるランド
マークタワーの景色です。
ここから見えるランドマークタワーと、ライト
アップされた美術館前の夜景がきれいで、み
なとみらいの自慢の景色だと思うので紹介を
します。
写真を撮った時は、庭の木々には大きなミカ
ンがたくさんなっていて、甘酸っぱい香りがこ
の庭中に立ち込めていました。このミカンの
オレンジ色と鮮やかにライトアップされたラ
ンドマークタワーの夜景のコラボが素晴らし
く、
この写真を撮りました。

・サポーターの方は、希望すれば編集会議や取材を見学できます。

編集後記
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MMジュニア記者に、すきなまちの写真を撮ってきてもらいました

みなとみらい線の西区にある駅は
いくつあるでしょう？
2．3 つ

MMジュニア編集局

ジュニア記者が選ぶ、お気に入りの風景

西区が、横浜市の中で 1 位なのは
どれでしょう？

1．2 つ

マリンタワーの高さは何メートル？

3．72 階

1．住んでいる人の多さ
3．面積の広さ

Q9

横浜銀行本店にある大きな時計は
どんな時計でしょう？

2．70 階

西区と中区には同じ町名があります。
幾つあるでしょうか？
1．1 つ

3．横浜美術館

横浜市西区に 2018 年新しく生まれた
小学校はなんというでしょう？
1．みなとみらい小学校
3．新高島小学校

Q6

横浜ランドマークタワーは、
何階建てでしょう？

▲

Q2

帆船日本丸と同じ、日本丸メモリアルパーク内に
ある博物館は？

MM ジュニアタイムズ

▲

いくつ正解できるかな？

みなとみらい21エリアマネジメント活動助成事業

ランドマークを見上げてみたら

角さん

これは、美術館の前から撮った
写真です。
美術館の前は夜になると、ライ
トアップされ、幻想的になりま
す。そんな木と一緒に写ってい
るのは、ランドマークです。正面
から見るのもいいですが、この
角度からの景色は格別です。

