
2011年国際博物館の日　記念事業実施計画書一覧

記念事業Ⅱ　５月１８日以外に行う記念事業

県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

平取町立二風谷アイヌ文化博
物館

二風谷アイヌ文化博物館講座「沙流川流域
のチセについて」

5月19日
19:00～21:00

講師：小林孝二氏（北海道開拓記念館学芸員）。平取町の文化的景観
における主要な特性であるコタンの景観について、明治時代以前の事
例や移り変わりの歴史を一般に普及し、地域にとって貴重 な財産であ
ることを啓発していく。

北海道開拓記念館 あつまれ！森林公園スタンプラリー 4月29日～5月5日
（5月2日は休館）

野幌森林公園周辺の5施設をまわり、スタンプを集めた方に記念品プレ
ゼント

美幌博物館 「国際博物館の日」記念行事 5月中旬 収蔵資料の公開
青森県立郷土館 記念講演会 5月14日 「国際博物館の日」2011年テーマ「博物館と記憶」に即する内容の講演

収蔵資料展2011～新渡戸稲造蔵書　新発見
報告～

5月1日～31日 2月に行った資料調査での新発見を報告

稲生川上水153年記念・2011年国際博物館
の日記念「クイズ大会」

5月3･4･5日 三本木開拓や新渡戸稲造についてのクイズ出題

岩手
岩手県立博物館 県博バックヤードツアー 5月15日 収蔵庫など、普段は来館者の立ち入りを禁止している区域を学芸員が

案内する
こどもの日常設展観覧料無料 5月5日
体験イベント「わくわく春の体験見本市」 5月15日

秋田県立美術館
○

5月14日
13:00～14:00

常設展示「1930年代の藤田嗣治の作品について」

秋田市立赤れんが郷土館
○

5月14日
14:30～15:30

企画展「絵葉書でたどる思い出の秋田市」

秋田県立博物館 5月15日
11:00～11:30

企画展「まちの映画館」

秋田市立佐竹史料館
○

5月15日
13:00～13:30

企画展「館蔵資料展」、常設展「武家の調度品展」

秋田市立千秋美術館 5月15日
14:00～15:00

コレクション展「美術館へ花を観に」

出羽桜美術館 スタンプラリー 4月1日～5月31日 天童市美術館・広重美術館・出羽桜美術館の3館によるスタンプラリー
を実施し、ポストカードをプレゼント

本間美術館 抹茶料金の割引 5月16日～21日 通常500円を期間中は300円
四次元シアター 5月3日～5日 人工衛星「はやぶさ」宇宙旅行上映
おしばのしおりつくり 5月5日 おしばのしおりを作る
春の植物観察会 5月14日 公園内の植物観察

須賀川市立博物館 企画展「名作との出会い」（仮題） 4月26日～6月5日 館収蔵資料を中心に、近現代の絵画・彫刻などの優品を展示
福島県立博物館 ミュージアムイベント「玄如節と会津の民謡」 5月21日 玄如節顕彰会による公演

民謡「会津磐梯山」の基になった「玄如節」と会津の伝統的民謡を紹介
する

北海道

青森

秋田

山形

宮城

十和田市立新渡戸記念館

山形県立博物館

東北歴史博物館

<国際博物館の日・ギャラリートークリレー
2011>みゅーじあむへ行こう！

常設展観覧料無料

福島
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記念事業Ⅱ　５月１８日以外に行う記念事業

県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

第１６回企画展「ムラの風景　くらしの足跡」
（期間中の関連行事：展示案内会）

3月19日～5月8日
（展示案内会は5月
1日）

霞ヶ浦沿岸の古墳時代集落の特徴・特色について紹介

国際博物館の日を記念した臨時無料開館 5月15日 国際博物館の日を記念した臨時無料開館
講座「龍善寺遺跡を知ろう！」 5月15日 考古資料館で龍善寺遺跡及び展示品の解説を聞いた後、龍善寺遺跡

と周辺の遺跡（寄居・うぐいす平遺跡、高井城跡）を歩いて巡る
国際博物館の日記念特別解説 5月15日 学芸員が解説をしながら展示室、バックヤードを案内
国際博物館の日記念ワークショップ 5月15日 毎土曜日に実施しているサイエンスサタデー内で、短時間にできる観

察やものづくりを、ボランティアにより屋台形式で実施
群馬県博物館連絡協議会

○
「国際博物館の日」キャンペーン 5月15日～31日 「国際博物館の日」直前の日曜日に加盟館園に入館した方に、はがき

（スタンプラリー用紙）を配布。抽選で100名に記念品を送付
跡見学園女子大学花蹊記念資
料館

オリジナル絵葉書の配布 4月1日～5月31日 収蔵版画の絵葉書を配布

戸田市立郷土博物館 オリジナルグッズプレゼントへの応募はがき
の配布

5月1日～18日
（5月9日は除く）

市民を対象に館オリジナルグッズ（携帯ストラップ、一筆箋、ペーパー
ウェイト）を各10名に贈呈。応募はがきは左記期間中に館内で配布

千葉県立現代産業科学館 工作教室「偏光板を使った工作」 5月15日 工作教室
八千代市立郷土博物館 国際博物館の日記念講演会 5月22日（予定） 郷土史講演会
家具の博物館 人物紹介展「前田充家家具作品展」 5月21日～6月5日 前田充氏の家具の作品を展示。期間中観覧無料

記念品贈呈 5月17日～5月21日 入館者全員にオリジナル絵葉書をプレゼント
特別展「日本の文様 9　風景･風物」 4月5日～7月15日 入館無料。所蔵資料から、名作、世相、人々の願望を表した風景･風物

が描かれた資料を展示
白根記念渋谷区郷土博物館
文学館

無料開館 5月5日

国立科学博物館 ボランティアによるガイドツアー（先着順） 5月7日～22日
10:30～、13:30～、
14:30～

教育ボランティアが地球館や日本館の展示の見どころなどを案内

国立科学博物館
（全国科学博物館振興財団と
の共同主催）

バスツアー「ミュージアム　なんでも探検」 5月21日
10:00～16:30

東京都内、皇居近隣及び上野公園の科学館、美術館などを巡り、展示
や建物を見学し、新しい魅力を発見する１日バスツアー（事前申込）

※3施設共同主催事業

上野動物園
東京国立博物館
国立科学博物館

博物館・動物園セミナー
「上野の山でネズミめぐり」

5月15日
9:15～14:20

ネズミをテーマに、上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館を
巡り、各施設の学芸員・研究員・動物解説員の案内により動物の生態
観察や講義、標本観察、美術品鑑賞等を行う（事前申込）

無料開館 5月22日
日曜コンサート 5月22日

14:00～、15:00～
定員330名（先着順）。各回30分程度。コンサート用としては、日本で一
番古いパイプオルガンの響きを楽しむ。

たばこと塩の博物館 無料開館 5月5日

群馬

上高津貝塚ふるさと歴史の広
場

群馬県立自然史博物館

埼玉

国際基督教大学博物館
湯浅八郎記念館

台東区立旧音楽学校奏楽堂

東京

千葉

茨城
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県名 館名
非会
員
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東京国立博物館 東京国立博物館へようこそ
―博物館の今日のみどころ紹介―

5月15日
10:00～10:30

研究員による東京国立博物館紹介

日本カメラ博物館 記念品贈呈 5月5日 オリジナルバッジをプレゼント
日本銀行金融研究所
貨幣博物館

貨幣博物館写真集（旧版）、貨幣博物館所蔵
錦絵プリント（絵葉書サイズ）の贈呈

4月30日～5月31日 アンケート回答者から希望者3名に貨幣博物館写真集（旧版）を、同5名
に貨幣博物館所蔵錦絵プリント（絵葉書サイズ）を贈呈（多数の場合は
抽選）

上原近代美術館 ○ 無料開館 5月22日 入館料無料
上原仏教美術館 ○ 無料開館 5月22日 入館料無料
沼津市明治史料館 第5回そろくまつり 5月15日 郷土の偉人江原素六について知ってもらうイベント。子どもたちによる

寸劇発表など
ベルナール・ビュフェ美術館 ワークショップ「のんびり歩いていこう～道を

描く～」
4月24日
5月5･15･22日

展覧会「東海道五十三次～広重から現代作家まで～」鑑賞後、“道”を
テーマに絵巻物を作る

あま市七宝焼アートヴィレッジ
七宝焼ふれあい伝承館

企画展「七宝焼はじめの一歩　七宝鑑賞入
門」

4月29日～6月19日 七宝の材料や作り方を知り、七宝作品の鑑賞の方法を学ぶための企
画展

サイクル・ギャラリー・ヤガミ
自転車資料館

○
世界古代自転車展 5月17日～23日 古代自転車展

知多市歴史民俗博物館
○

収蔵品展　端午の節句　五月人形と郷土の
玩具

5月3日～5日 「甲冑を着てみよう」「火起こし体験をしてみよう」「昔の道具を使ってみ
よう」のイベントを実施。観覧無料。

豊橋市自然史博物館 記念品贈呈 5月21･22日 「貝―美しい形と模様」解説書を来館者に贈呈
豊橋市地下資源館 国際博物館の日記念プレゼント 5月22日 来館者へオリジナル絵葉書をプレゼント
豊橋市美術博物館 新収蔵品展・常設展 5月14日～6月19日 歴史関係の新収蔵品展の観覧無料
岐阜県博物館 資料紹介展「赤坂 金生山～新川化石コレク

ション～」
4月23日～6月26日 「日本の古生物学発祥の地」と呼ばれる石灰石の産地・金生山から採

集された化石等を紹介
岐阜市科学館 チャイルドフェア 5月1･3･4･5日 クラフト教室、恐竜模型教室、ギフチョウ工作教室
馬の博物館 馬とあそぼう こどもの日 5月5日 馬の試乗会や子供向けの催しを開催
神奈川県立金沢文庫 国際博物館の日記念 特別講演会 5月15日

10:30～12:00
演題「金沢の記憶　地域博物館としての金沢文庫」

企画展　「学芸員の活動報告」 4月16日～5月29日
野外観察「身近な自然発見講座」 5月11日
子ども自然科学ひろば「よろずスタジオ」
（葉っぱであそぼ！）

5月15日

神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会
ミュージアム・リレー　第164走

5月17日 箱根写真美術館・箱根美術館・箱根強羅公園の３館園を巡り、芸術や
自然に親しむ

神奈川県立歴史博物館 博物館で遊ぼう！！2011 5月3日～5日 クイズの設問に関連した資料を常設展示室から探し、その資料を見て
問題を考えながら館内を巡る。

静岡

愛知

岐阜

神奈川

神奈川県立生命の星・地球博
物館
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記念事業Ⅱ　５月１８日以外に行う記念事業

県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

箱根強羅公園
○

箱根写真美術館

箱根美術館

平塚市博物館 博物館こどもフェスタ2011 5月7日 各種体験学習やバックヤードツアーなど子供向け行事を集中して実施
横浜市歴史博物館 大塚・歳勝土遺跡公園開園15周年・三殿台

遺跡発掘50周年記念フェスタ
5月4日 土器の野焼き、古代米一口体験、火起こし体験など

小判を探そう 5月3･4日 館内宝さがしでプレゼント

こどもの日 5月5日 小中学生入館無料
富山県博物館協会

○
平成23年度富山県博物館協会総会 4月21日 県内の博物館関係者が集まる機会を捉え、「国際博物館の日」の趣旨

について理解を深める契機とし、今後における記念事業の拡大を促す
富山県立近代美術館 Ｎ響メンバーによる出前コンサート 5月22日10:30～ Ｎ響メンバーによって編成された弦楽四重奏団「ミラージュ・アンサンブ

ル」によるコンサート
富山市科学博物館 講演会「博物館の日特集―いろいろあるよ

博物館―」
5月14日
10:30～11:30

5月18日の「国際博物館の日」にちなみ様々なスタイルの博物館を紹介
する。

石川 北信越博物館協議会 ○ 北信越博物館協議会総会等 5月26日～27日 会員の集まる機会を捉えて「国際博物館の日」について理解を深める
安曇野市豊科近代美術館 春の特別展　風の画家 中島潔の世界展 4月22日～6月5日 日本画家の中島潔の作品約100点を展示
佐久市立近代美術館　由井一
二記念館

今野忠一《老樹》熟覧会 4月29日～5月5日
14:00～16:00

六曲屏風一隻を解説付でじっくり観る。解説開始は14:00と15:40（各回
約20分）

諏訪市博物館 企画展「もののふのいでたち ～諏訪の甲冑
と武具～」

4月16日～6月26日 諏訪高島藩主・藩士家伝来の甲冑、諏訪社大祝諏方家伝来の胴丸、
刀剣などを展示

三重 鈴鹿市考古博物館 国際博物館の日にちなんで 5月15日 無料開放スライド説明会「平田遺跡」
愛荘町立歴史文化博物館 春季特別展「美と祈り―金剛輪寺経典の世

界―」
4月16日～5月29日 滋賀県指定有形文化財「大般若波羅蜜多経」（源敦経発願経）や「観音

玄義科」等を展示。5月3日・4日は国際博物館の日を記念して入館無
滋賀県立安土城考古博物館 体験博物館 5月22日 銅鐸を観察してみよう

「珠玉のヨーロッパ絵画展―バロックから近
代へ―」

4月16日～6月12日 長野市在住のコレクター長坂剛氏が収集した「長坂コレクション」から58
点の油彩画を展示

ゴールデンウィークワークショップ「名画で
びっくりコラージュ」

5月3日～5日 美術館ボランティアの協力も得て、親子で楽しめるワークショップを用意

滋賀県立陶芸の森陶芸館 創作研修館オープンスタジオ「アメリカの陶
芸作家大塚定志講演会＆ワークショップ」

5月21日 滋賀県と姉妹州であるミシガンにあるミシガン大学の陶芸家教授大塚
定志氏を迎えての講演会と制作ワークショップを開催

彦根城博物館 テーマ展「国宝・彦根屏風」 4月15日～5月17日 初期風俗画の傑作「彦根屏風」（国宝）を特別公開
野洲市立歴史民俗資料館　銅
鐸博物館

野洲駅開業120周年記念展「鉄道・駅・まち」 4月23日～6月26日 野洲駅120周年を記念し鉄道や駅、まちのあゆみを紹介

○

富山

天領出雲崎時代館・出雲崎石
油記念館新潟

長野

滋賀県立近代美術館

神奈川県西部地域ミュージアムズ連絡会
ミュージアム・リレー　第164走

5月17日

滋賀

箱根写真美術館・箱根美術館・箱根強羅公園の３館園を巡り、芸術や
自然に親しむ
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県名 館名
非会
員
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かまどめしを炊こう 5月21日 敷地内の移築民家旧中島家かまどでご飯を炊く

ロビーコンサート 5月22日 狛坂磨崖仏前にてコンサート
大谷大学博物館 春季企画展「歴代学長の肖像―明治・大正・

昭和―」
4月1日～5月14日 明治・大正・昭和に就任した大谷大学学長の肖像とその遺品を紹介

京都国立博物館 絵はがきプレゼント 5月5日 先着50名に絵はがきをプレゼント

京都市青少年科学センター 講演会「化石の発掘～心がおどる～」 5月22日 京都市青少年科学センター瀬戸口所長による哺乳類の化石の発掘の
お話

京都市動物園 企画展示「おとぎの国のいま・むかし展」 1月～夏頃 4月にリニューアルオープンしたふれあい施設「おとぎの国」の歴史を紹
介

京都府立堂本印象美術館 企画展「人」を描く―情景から造形へ 5月5日 堂本印象のDVD上演会と学芸員解説を実施
日図デザイン博物館 テキスタイルファブリック展 5月18日～5月27日 ファブリック（生地）を展示
泉大津市立織編館 ふるさとの古文書解読講座 5月13日 郷土に残る古文書をテキストにその読み方と歴史を探る。

いずみさの歴史セミナー 5月15日 企画展「泉佐野サムライ列伝」をテーマに学芸員が話す。
土曜れきし館よろいをつくろう 5月28日 ダンボールや紙でよろいをつくる。

大阪府立近つ飛鳥博物館 古墳時代祭り 5月3日 近つ飛鳥風土記の丘・博物館の存在価値を高めていくことを目的とし
て、様々な催しを行う。

堺市博物館 企画展展示品解説 5月22日 企画展「草書の美―近世日本の書聖貫名菘翁の作品から―」の展示
品を解説

吹田市立博物館 春季特別展オープニングイベント
「権六おどり　40年の時空を超えて」

4月30日
13：30～15：30

大阪万博と上海万博で踊った山田権六おどりの実演と座談会

日本工芸館 オリジナル絵葉書セットプレゼント 5月1日～5月31日 館オリジナルの絵ハガキセットを入館者全員にプレゼント
伊丹市昆虫館 学習参考展 ちょうのくらし 4月6日～7月7日 小学校3年生の学習単元に焦点をあてて、チョウの成長や体のつくり、

飼育方法や身近なチョウの観察方法などを紹介
「技と心」セミナー『ヨーロッパ大工の技－ベ
ルギー・フランス・ドイツの木構造について
－』

5月7日
13：30～15：00

ベルギー･フランス･ドイツの木造技術を紹介し、日本の木造技術と比
較、日本とヨーロッパの木の素性を生かす考え方の違い、共通性を探
る（要申込）

実演・体験教室『ﾍﾞﾙｷﾞｰ大工の技』 5月3日～5月8日
13：30～15：00

ベルギー大工の技を実演・体験

西宮市立郷土資料館 特集展示「百姓逃散―江戸時代の百姓スト
ライキ―」

4月26日～7月10日 市指定文化財「下大市文書」より元文3年（1738年）に起きた百姓逃散
関連の資料を展示

姫路文学館 開館20周年記念特別展「黒田官兵衛の魅力
～天下をねらった播磨の智将～」

4月22日～6月12日 秀吉の天下取りの軍師であり、智謀の人と称される戦国武将黒田官兵
衛を歴史資料と文学作品から紹介。会期中、講演会ほかイベント多数
開催。

兵庫県立歴史博物館 特別展「宝塚歌劇～咲き続けて一世紀～」 3月19日～6月12日 宝塚歌劇の創設から現在に至る輝かしい歴史を紹介

竹中大工道具館

兵庫

京都

泉佐野市立歴史館  いずみさ
の

大阪

栗東歴史民俗博物館
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展示関連講演会 4月24日 参加者に協会グッズを進呈
灯芯ひき・わらぞうり作り体験会 4月29日 参加者に協会グッズを進呈
転読法要見学会 5月8日 参加者に協会グッズを進呈

香芝市二上山博物館 公開講演会 4月29日 演題「斉明天皇陵か！牽牛子塚古墳-二上山凝灰岩と飛鳥-」講師和
田萃氏・京都教育大学名誉教授。先着30名に当館特製ポストカードを
進呈

葛城市歴史博物館 春季特別展「先人からの言伝（ことづて）
―樋口清之博士と竹内遺跡―」

4月30日～6月26日 明治から昭和初期にかけて葛城市竹内遺跡で採集され、昭和10年に
報告された後、その所在が不明となっていた石器や土器などの考古資
料を一般公開

奈良県立民俗博物館 国際博物館の日記念講演会 5月22日 「いま民俗学とは―民俗文化の変容に直面して―」花園大学副学長芳
井敬郎氏

奈良文化財研究所 飛鳥資料
館

春期特別展示「星々と日月の考古学」 ４月16日～5月29
日

星と日月に関する内外の遺物をもとに古代日本人の天文知識や観念
を考察する。

橿原市昆虫館 生命の不思議展 3月15日～6月19日 昆虫類などの体のつくりをイラストで展示・紹介
高野山霊宝館 高野山霊宝館開館90周年記念企画展「宝を

護れ！～大正時代の保存プロジェクト～」
4月29日～7月10日 開館90周年を記念して、霊宝館設立の物語を宝物とともに紹介

企画展：福井正二郎魚類図原画展 4月1日～3月31日 寄贈された魚類図を月替わりで展示する。人の手による図画のちから
や原画の裏に書き込まれた詳細な記録など、氏の魚に対する眼差しや
息吹を感じてもらう。

企画展：友ケ島の植物 4月1日～3月31日 和歌山市加太の沖合に浮かぶ４つの島、沖ノ島、地ノ島、虎島、神島か
ら成る友ヶ島は、瀬戸内海国立公園の一部に指定されており、夏休み
は海水浴やキャンプに訪れる観光客でにぎわう。今回の企画展では、
館所蔵の植物標本を中心に展示し、友ヶ島を彩る野生植物について、
毎月１種ずつ、月替わりで紹介

和歌山市立博物館 入館無料 5月21・22日 5月18日の国際博物館の日にちなみ、入館無料
島根県立古代出雲歴史博物館 国際博物館の日記念キャンペーン 5月16日 記念品進呈
島根県立三瓶自然館 春の企画展「虫たちの百面相～この顔に見

覚えは？」
3月19日～5月30日 マイクロスコープによる虫の拡大体験など、昆虫の体の不思議を紹介

岡山県立博物館 歴史体験　よろいと小袖を着てみよう 5月5日 本物のよろいや小袖を着る体験を通して歴史を身近に感じてもらう
倉敷市立自然史博物館 無料開放日 5月5日 観覧料無料

展示解説会 4月24日、5月15・
21・22日、6月12日

春の展示（部門展）「考古学入門―石器と土器のはなし」の展示解説

記念講演会「弥生土器から土師器へ」 5月14日 講師は奈良文化財研究所考古第3研究室長の次山淳氏
広島県立歴史民俗資料館　広
島県立みよし風土記の丘

国際博物館の日記念行事 5月21・22日 体験イベント（土器炊飯、匂玉づくり、火おこし、土器づくりなど）、記念
品プレゼント（匂玉づくりセット、広島県観光グッズなど）

福山市立福山城博物館 秋季特別展
「大阿部家展　―その流れと武家文化の絆

10月8日～11月27
日

福山城藩主阿部家ゆかりの古文書や美術工芸品を展示、阿部家の流
れと武家文化の絆を紹介

弥勒之里美術館 中国工芸茶（花咲くお茶）体験 5月18日 来館者が試飲

島根

岡山

安堵町歴史民俗資料館

奈良

和歌山県立自然博物館

和歌山

広島県立歴史博物館

広島
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高知 高知県立歴史民俗資料館 歴民の日 5月3日 歴史民俗資料館開館の日にあわせて入館無料

福岡

※4施設共同主催事業

福岡アジア美術館
福岡県立美術館
福岡市博物館
福岡市美術館

4館共同主催「第3回福岡ミュージアムウィー
ク」

5月14日～29日 常設展の観覧無料。スタンプラリー、講演会、ギャラリーツアー、バック
ヤードツアー、アジアの絵本読み聞かせ、常設展クイズ、ワークショッ
プ、高校生が製作したよろい・かぶとの展示・ロボットショー、ロビーコン
サート、創作紙芝居など。

「安野光雅の絵本展」関連講演会 4月16日 大谷靹音氏（津和野町立安野光雅美術館館長）による安野光雅の絵本
の世界についての講演

絵本読み聞かせ・折り紙体験 5月3～5日、8日、
28日

　

鹿児島県立博物館 博物館まつり 5月22日 各種の普及活動（科学教室、天文教室、実験等）を一括に公開
ミュージアム知覧 ○ こどもの日記念事業 5月5日 中学生以下は入館無料

鹿児島

長崎歴史文化博物館

長崎
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