
2011年国際博物館の日　記念事業実施計画書一覧

県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

北海道開拓記念館 歴史講座　テングサ採りの海女の出稼ぎ 5月29日13:30～15:30 テングサ採りを目的に三重県志摩地方から利尻･礼文に出稼
ぎにやってきた海女たちのお話。

北海道大学総合博物館 第73回企画展示　豊平川と私たち 3月8日～5月29日 企画展を実施
ゴールデンウィーク展「岩手県最古の算額」 4月29日～5月15日 元文6年（1741)製作の岩手県最古の算額ほか、関連資料を

展示
刀の見方入門編 5月5日 日本刀を実際に手にとって鑑賞の予定

山形 山形県立博物館 国際博物館の日記念無料開館 5月5日 入館無料

茨城
坂東市立猿島資料館（さしま郷
土館ミューズ）

国際博物館の日記念　所蔵美術品展 4月28日～6月26日 郷土出身の画家、二世五姓田芳柳の作品を中心に所蔵美
術品を展示

企画展「那珂川の漁撈用具」 4月23日～6月15日 企画展オープニング講座を開催し、担当学芸員による展示解
説を実施。会期中は①国際博物館の日ポスターを館内に掲
示、②国際博物館の日のＰＲチラシを配布

特別企画展「つながる北関発掘展」 4月15日～5月15日 会期中は①国際博物館の日ポスターを館内に掲示、②国際
博物館の日のＰＲチラシを配布

講座　人文系ミュージアムカレッジ
街道の歩き方

5月21日 開催時に国際博物館の日のＰＲチラシを配布

各種観察会 ①4月24日
②5月7日
③5月14日
④5月17日

開催時に国際博物館の日のＰＲチラシを配布
①里山の春の草花を見てみよう
②夜の観察会　カエルとサンショウウオの夕べ
③大平山の植物とカラス石を観察しよう
④春の磯をのぞいてみよう

群馬 関東地区博物館協会 ○ 総会、第１回研究会 6月1日 群馬県内を会場に、総会及び第１回研究会を開催
千葉県立関宿城博物館 「昔のくらし展」 5月11日～6月26日 昔なつかしい、かっての生活用品や農耕具を展示
千葉県立中央博物館 国際博物館の日特別企画 5月14日～21日 「国際博物館の日特別企画」と題して自然観察会と講座を計

６件行う
千葉県立美術館 ワークショップ「ワクワク色いろ・創作あーと」 6月4日

10:00～13:00
３歳以上を対象とした創作体験で、手軽にできる複数のメ
ニューを予定（定員100名）

千葉県立房総のむら 春のまつり 5月3日～5日 「遊びと暮し」をテーマに体験や大道芸の上演を行う
船橋市飛ノ台史跡公園博物館 バス見学会 5月28日 「社会教育バス」を利用して他市町村の博物館等を見学

東京

※東京上野地区合同企画

東京国立博物館など９館

上野ミュージアムウィーク 5月7日～5月22日 博物館をはじめとした9つの文化施設と上野のれん会が、毎
年「国際博物館の日」の前後を「上野ミュージアムウィーク」と
して、様々な記念イベントを多数開催。各施設が無料観覧や
記念イベントを行うほか、飲食店舗と合同のスタンプラリー、
クーポンサービス券を実施。

栃木県立博物館

記念事業Ⅲ　 「国際博物館の日」の冠を付けて行っている事業

栃木

千葉

北海道

一関市博物館
岩手
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県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

記念事業Ⅲ　 「国際博物館の日」の冠を付けて行っている事業

上原仏教美術館 特別展「えがかれたほとけさま」（仮称） 4月15日～5月31日 村上葉兵の「如意輪観音」2点、「観音菩薩」、井上球二の連
作「童仏（わらべぼとけ）」を展示

静岡市立芹沢銈介美術館 国際博物館の日記念事業「美術館でお茶を」 5月1･3･4･5日 来館者に日本茶インストラクターによる静岡茶を提供。
沼津市明治史料館 国際博物館の日記念無料開館ウィーク 5月15日～22日 無料開館（5月19日は江原素六の命日）
豊橋市自然史博物館 収蔵資料紹介展「表浜の生きもの」 4月23～6月26日 渥美半島の太平洋に面する海岸（表浜）に生息する動植物を

紹介。火山灰に関する展示も行う。
桑山美術館 ○
大一美術館 ○
古川美術館
ヤマザキマザック美術館 ○

自然観察会①城ヶ島の地層 5月7日
自然観察会②前田川の生き物 5月14日
自然観察会③ウミウシの観察 5月21日
自然観察会④横須賀市西岸の地層 5月22日

知足美術館 ○ 「髭とパラソル」出版記念・新井満原画展 4月1日～5月26日 新潟県出身の芥川賞作家の展覧会
良寛のこころ展 4月1日～7月31日 所蔵品を中心とした展覧会
大徳寺歴代禅僧の墨蹟展 4月1日～6月28日 所蔵品展

石川
金沢市立安江金箔工芸館 金箔教育普及講座「金箔工芸の技法

“摺箔（すりはく）”で箔絵を作ってみよう！」
5月4日、5日
10:00～12:00
13:00～15:00

色紙と和紙ハガキに、金箔で絵を作る。

福井
はたや記念館　ゆめおーれ勝
山

○
春の企画展　未来に輝く繊維の世界 4月29日～5月29日 地元の繊維産業等が開発した最新の繊維技術･製品の展示

長野
長野市立博物館 企画展　プレイ・ミュージアム 4月29日～6月26日 博物館所蔵資料の中から昔の遊び道具を紹介し、実際に楽

しんでいただく。
愛荘町立歴史文化博物館 記念講演会「天台古刹の学問―金剛輪寺聖

経（しょうぎょう）の世界ー」
5月15日 講師は滋賀県教育委員会文化財保護課の井上優。天台古

刹における学問の様子やテキストについて事例を紹介する。
大津市歴史博物館 ミニ企画展「大津事件と津田三蔵」 4月26日～5月29日 明治24年（1891）に大津事件が発生してから本年で120年を

迎えることを記念して実施
滋賀県立琵琶湖博物館 第23回水族企画展示 レッドリストの魚たち 4月29日～9月4日 「滋賀県で大切にすべき野生生物2010年版」所載の淡水魚・

淡水貝を展示し、自然環境を保全していくことの重要性につ
いて考える。

栗東歴史民俗博物館 収蔵品展　栗東の民具～くらしの中のからく
り～

4月29日～7月29日 日本古来の「からくり」を利用したユニークな暮らしの道具の
数々を紹介する

京都

向日市文化資料館 「国際博物館の日」展示案内・ワークショップ 5月4日・5日 学芸員・ボランティアの会による展示案内と、ワークショップ
「古代の織物ミニ体験」・「ぬり絵で名所に花を咲かせましょ
う」の実施

「国際博物館の日」記念ウィーク　「覧覧（らん
らん）優待パス」配布

5月14～18日 ４施設が指定する展覧会を特別優待で観覧できる。

三浦半島の地層や生物の特色を野外で観察。参加者にオリ
ジナル絵葉書を配布

神奈川

新潟

愛知

横須賀市自然・人文博物館

北方文化博物館

滋賀

静岡
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県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

記念事業Ⅲ　 「国際博物館の日」の冠を付けて行っている事業

泉佐野市立歴史館  いずみさ
の

企画展「泉佐野サムライ列伝～日根野氏と
和泉の中世武士たち～」

4月23日～6月5日 中世（12世紀～16世紀）は武士が城館を築き各地で合戦を繰
り広げた時代に泉佐野で活躍した中世武士の歴史に迫る。5
月21日・22は入館無料

吹田市立博物館 春季特別展「万博市民展―千里から上海へ
―」

4月29日～7月3日（予
定）

万博の開催された地元吹田市民にとっての大阪万博を考え
るとともに、40年の時空を超えて、大阪万博の夢が上海へど
う引き継がれたのかを探る

東大阪市立郷土博物館 春の体験イベント「親子による歴史発見ツ
アーと古代人体験」

5月1日 博物館のある生駒山麓の史跡を親子でめぐり、郷土の歴史
にふれるハイキングと博物館見学。また、国際博物館の日に
ちなみ、イベント参加者の入館無料

伊丹市立博物館 春季テーマ展旧村シリーズ第７弾「下河原」 4月29日～6月12日 毎年行っている旧村調査の成果をもとに古文書等で紹介。
今回は旧村シリーズ第７弾

竹中大工道具館 「ベルギー 木の匠の技　Timber-framed
buildings in Belgium」

3月29日～5月15日 製造建築のイメージが強いヨーロッパだが、優れた木造建築
と技術も各地に遺されている。ﾍﾞﾙｷﾞｰ南部ﾜﾛﾝ地方を中心に
隣接する地域の解説も交えながら図面をはじめとして模型や
道具・映像で紹介

西宮市立郷土資料館 国際博物館の日記念歴史ハイキング 5月21日 旧摂津国内の文化財を訪ね歩く

奈良
奈良県立橿原考古学研究所附
属博物館

矢田丘陵周辺の遺跡と農耕儀礼にふれる 5月8日 矢田丘陵周辺の弥生時代の遺跡と現在おこなわれている水
口祭りを見て歩く

和歌山県立紀伊風土記の丘
和歌山県立近代美術館
和歌山県立自然博物館
和歌山県立博物館

和歌山県立博物館 博物館講座「紀州の染織とその魅力」 5月22日
13:30～15:00

開催中の特別展に関わる講演を学芸員が行う。

和歌山市立博物館 春季特別陳列「心の旅・全国の郷土玩具展」 4月23日～6月12日 明治時代後半から戦後高度経済成長期までの全国のおもな
郷土玩具を展示

岡山
夢二郷土美術館 企画展「大正のかほり～夢二美人の装い」 3月29日～7月18日 夢二美人の装いに着目して、夢二がデザインした帯や半襟

図案などを紹介
広島県立歴史博物館 春の展示（部門展）「考古学入門―石器と土

器のはなし―」
4月22日～6月12日 考古学で扱う道具の中で一般的な「石器」と「土器」をとりあ

げ、使い方や作り方、現在の道具への変化の過程などを分
かりやすく紹介

広島市こども文化科学館 ノーベル賞を受賞した日本の科学者 4月9日～5月29日 ノーベル賞を受賞した日本の科学者について、パネルと資料
や映像で紹介

広島城 広島城メモリアルデー 5月28日 昭和33年6月1日の広島城郷土館開館を記念し、6月1日直前
の土曜日にボランティア等の協力を得て、館の内外でさまざ
まな事業を展開

国際博物館の日記念事業　４館共同主催
「和歌山ミュージアムウィーク」

5月1日～5月21日 県立ミュージアム施設4館(和歌山県立近代美術館・和歌山
県立博物館・和歌山県立紀伊風土記の丘・和歌山県立自然
博物館)をめぐるスタンプラリーで、記念品贈呈を行う。最終
日（5月21日）に、和歌山県立近代美術館･博物館内にて4館
合同の事業を行う。

広島

大阪

兵庫

和歌山
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県名 館名
非会
員

記念事業名 実施期間 内容

記念事業Ⅲ　 「国際博物館の日」の冠を付けて行っている事業

佐賀県立佐賀城本丸歴史館 佐賀城本丸歴史館所蔵名品撰
『書画に親しむ』展

4月22日～5月29日 佐賀城本丸歴史館所蔵の中から鍋島直正や副島種臣など
の書画を中心に、未公開資料もあわせて展示

佐賀県立博物館・美術館 コレクション展「平成22年度新収蔵品展」 4月27日～5月29日 平成22年度に新たに収蔵された作品や資料を紹介
長崎 長崎歴史文化博物館 「安野光雅の絵本展」 4月16日～6月5日 安野光雅の貴重な絵本原画や絵画作品約200点を展示

大分
別府市美術館

○
特別展「ようこそ絵織りの世界へ　―麻里の
夢をかなえて―」

4月26日～5月15日 無料開館、ワークショップの実施

宮崎 宮崎県総合博物館 第31回日本自然科学写真協会写真展 4月23日～6月5日 写真展示
鹿児島県上野原縄文の森

○
縄文の森ミニ企画展「～見る・聞く・触る
ジオの日～　地層が語る鹿児島の遺跡」

5月7日～5月19日 鹿児島県内の遺跡の地層剥ぎ取り資料や写真パネル、本物
の火山灰などを展示し、考古学と地層の関係を紹介

鹿児島県立博物館 企画展「ラムサール条約湿地　藺牟田池の
自然」

4月23日～6月19日 鹿児島の池沼の自然を代表する藺牟田池の紹介

佐賀

鹿児島
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