
 
2018年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（1/4）

事業名 実施期間 内容
無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月19日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
国際博物館の日記念博物館講座「新
次元の博物館のつながり：新たなアプ
ローチ、新たな出会い」

5月19日
14:30～15:30

今年の「国際博物館の日」の共通テーマについて考える。

北海道 釧路市立博物館 記念品贈呈
5月18日、19日、
20日

18日先着20名、19日、20日各日先着40名に缶バッジを贈呈する

無料開館 5月18日 個人来館者にすべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月18日 個人来館者に記念品を贈呈する。
無料開館 5月26日、27日 すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月26日、27日 各日先着50名にメタルボールペンを贈呈する。

館内特別案内　文化財をめぐる
5月26日、27日
各11:00、13:30

普段一般公開していない国の登録有形文化財・青森県立郷土館旧館（旧
第五十九銀行青森支店）の重厚な鉄扉や金庫、長い回廊、天井や階段
手すりの装飾などを解説しながら案内する。観覧無料。各回先着20名。

三遊亭大楽～ひとり寄席～
5月26日
13:30～15:00

大間町出身で青森市を拠点に活動している落語家による古典落語を楽し
む。観覧無料。

青森県 八戸市博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
岩手県 一関市博物館 無料開館 5月19日、20日 すべての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

県博バックヤードツアー 5月20日
博物館のバックヤードを案内する。①文化財レスキューコース　②自然史
（地質・生物）部門施設見学コース　③文化史（考古・歴史・民俗）部門関
連見学コース

岩手県 遠野市立博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
岩手県 北上市立博物館 記念品贈呈 5月18日 先着50名にオリジナルしおりを贈呈する。
宮城県 芹沢長介記念東北陶磁文化館 無料開館（常設展のみ） 5月19日、20日 常設展のみ無料で公開する。
宮城県 鹽竃神社博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
宮城県 東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
宮城県 宮城県美術館 無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展のみ無料で公開する。

無料開館（コレクション展のみ） 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカードを贈呈する。

秋田県 秋田県立博物館 無料公開 日頃から無料で公開している。
無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 来館者全員に記念品を贈呈する。
新収蔵品展 3月11日～5月20 平成29年度に収蔵した高村光太郎・福田豊四郎等の資料を展示する。
博物館まるごと見学ツアー 5月18日 常設展・企画展・バックヤードを見学する。

山形県 山形県立うきたむ風土記の丘考古資料館 「弓矢・勾玉・石器をつくろう」 5月19日
勾玉は滑石というやわらかい石、石器は頁岩という石を使って、弓矢は
竹を加工して作る。参加費各200円。

山形県 米沢市上杉博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
茨城県 古河歴史博物館、古賀文学館、篆刻美術館 入館料減免 5月18日 入館料を団体料金に割引する。
茨城県 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 無料開館 5月18日、20日 すべての展示を無料で公開する。
茨城県 土浦市立博物館 無料開館 5月18日、20日 すべての展示を無料で公開する。

国際博物館の日記念　徳川ミュージア
ムコンサート　「中国楽器揚琴とチェロ
の共演」

5月20日 14:00～
迎賓庭園である小石川後楽園に見られるように唐風文化を取り入れてき
た水戸徳川家に因み、日中平和友好条約締結40周年記念コンサートを
開く。

国際博物館の日記念ミュージアムトー
ク「黄門様のおはなし（仮題）」

5月18日 西山御殿元所長による徳川光圀に関するミュージアムトークを行う。

自然史講座「ベッドで眠るアフリカのチ
ンパンジー」

5月13日
13:30～15:30

長野県看護大学准教授座馬耕一郎が講演する。

館内ウオークラリー・化石の色づけ体
験

5月13日
10:00～16:00

館内ウオークラリーや化石のレプリカの色づけを行う。

学芸員なんでも相談
5月13日
10:00～12:00

学芸員に興味ある方を対象に行う。

学芸員リレートーク
5月13日
13:30～15:30

調査研究に興味ある方を対象に行う。

群馬県 館林市立資料館 無料開館 日頃から無料で公開している。
埼玉県 入間市博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
国際博物館の日記念　暁斎・暁翠が見
た明治維新50年展

5月1日～6月25日
明治維新150年を記念し、当時の状況や風俗を描いた暁斎・暁翠の作品
展を開催する（予定）。

千葉県 我孫子市鳥の博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
千葉県 木更津市郷土博物館　金のすず 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
千葉県 芝山町立古墳・はにわ博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
千葉県 千葉県立現代産業科学館 まぼろしの壁（スルリン）をつくろう 5月13日 偏光板を利用して不思議な箱を作る工作教室を開催する。

千葉県 千葉県立美術館 こどもの日記念　カンバッジをつくろう 5月5日
子どもたちが自分で描いた絵でカンバッジを作成するワークショップを開
催する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月18日 先着80名にポストカードを贈呈する。

千葉県 八千代市立郷土博物館 無料開館 日頃から無料で公開している。
東京都 上野地区の博物館等 上野ミュージアムウィーク 5月5日～20日 13の施設で各種イベント、特別拝観や観覧料の優遇などが実施される。 【注1】
東京都 足立区立郷土博物館 無料公開 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

東京都 恩賜上野動物園 上野の山でサルめぐり
5月13日
9:00～14:30

「サル」をテーマに上野動物園、科学博物館、東京国立博物館の専門家
とともに3施設をめぐる。

【注1】

無料公開 5月12日～27日 すべての展示を無料で公開する。

昭島人物紹介展「林宏彫刻作品展」 5月12日～27日 石彫家の林宏の彫刻作品を展示する。
無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

郵便局臨時出張所開設
5月18日
10:30～17:00

記念小型印（イラスト入り消印）を使用する。

ワークショップ「切手でデザイン　カード
&しおり作り」

5月18日
13:30～16:30

世界の切手を使ってオリジナルのカードとしおりを製作する。

無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月15日～19日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展のみ無料で公開する。

上野の山でサルめぐり
5月13日
9:00～14:30

上野動物園、東京国立博物館との連携イベントを開催する。

上野学園大学ミュージアムコンサート 9:00～14:30 上野学園大学の学生によるコンサートを開催する。
無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
茶室「松滴庵」の公開 5月18日、19日 普段は非公開の茶室「松滴庵」の内部を公開する。

東京都 杉野学園衣裳博物館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に記念品を贈呈する。
東京都 台東区立朝倉彫塑館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
東京都 たばこと塩の博物館 無料開館 5月6日 すべての展示を無料で公開する。

無料公開 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日～24日 期間中先着50名にポストカードを贈呈する。

東京都 東京国立近代美術館工芸館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
東京都 東京国立近代美術館本館 無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。

無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。
会館時間の延長 5月18日 閉館時刻に21:00に延長する。

国際博物館の日記念ガイダンス「トー
ハクにようこそ」

2018/5/18
①11:00～11:30
②14:00～14:30

博物館の仕事の裏側と当日のオススメ作品を紹介する。

上野の山でサルめぐり
5月13日
9:00～14:30

「サル」をテーマに上野動物園、科学博物館、東京国立博物館の専門家
とともに3施設をめぐる。

無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 プーシキン美術館展先着100名にポストカードを贈呈する。

建築ツアー
5月19日
14:00～14:45

アート･コミュニケーターの案内で美術館を散策する。

無料開館 日頃から無料で公開している。
農工大で博物館を楽しもう！ 国際博物
館の日イベント

5月26日 どの年代の方でも楽しめる記念イベントを開催する。

東京都 東京富士美術館 記念品贈呈 5月18日 記念品を贈呈する。
無料開館 日頃から無料で公開している。

記念品贈呈 5月18日
来館者全員に企画展「アインシュタイン展」の図録またはポストカードのい
ずれかを贈呈する。

入館料減免 5月18日 入館料300円を200円に割引する。
記念品贈呈 5月18日 先着5名にオリジナルマスキングテープを、全員にバッジを贈呈する。
無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 アンケート回答者・ヒアリング協力者にポストカードを贈呈する。

テーマ展　展示解説
5月18日
14:00～14:30

開催中の展覧会について展示解説する。

東京都 パナソニック汐留ミュージアム 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
東京都 松岡美術館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカード贈呈する。
東京都 三井記念美術館 無料開館（外国人･学生） 5月18日 すべての展示を無料で公開する（外国人･学生のみ）。
東京都 武蔵野市立吉祥寺美術館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカード贈呈する。
東京都 森美術館 入館料減免 5月18日 一般入館料を1,700円に割引する。
東京都 郵政博物館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に記念品を贈呈する。

北海道 浦幌町立博物館

【注1】

切手の博物館東京都

秋田県

【注１】

日本カメラ博物館

東京都

河鍋暁斎記念美術館埼玉県

国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館東京都

国立科学博物館東京都

東京都 品川区立品川歴史館

東京都 東京家政大学博物館

東京都 東京農工大学 科学博物館

日本銀行貨幣博物館

備考都道府県 館名
　2018年「国際博物館の日」　企画中の記念事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018.4.25現在

岩手県 岩手県立博物館

秋田県 小坂町立総合博物館郷土館

青森県立郷土館青森県

北海道 平取町立二風谷アイヌ文化博物館

秋田県立近代美術館

茨城県 徳川ミュージアム

群馬県 群馬県立自然史博物館

家具の博物館東京都

東京都 東京国立博物館

松戸市立博物館

東京都

千葉県

東京都 東京都美術館

東京都 東京理科大学近代科学資料館

東京都 実践女子大学香雪記念資料課員
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事業名 実施期間 内容
備考都道府県 館名

　2018年「国際博物館の日」　企画中の記念事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018.4.25現在

山梨県 山梨県立美術館 記念品贈呈 5月18日 先着100名にオリジナル缶バッジを贈呈する。
静岡県 裾野市立富士山資料館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に缶バッジを贈呈する。
静岡県 沼津市明治史料館 無料開館 5月13日 すべての展示を無料で公開する。

無料開館 日頃から無料で公開している。

記念品贈呈
4月24日～5月29
日（火・金曜のみ）

歯ブラシ（子ども用）を贈呈する。

愛知県 蒲郡市博物館 無料開館 日頃から無料で公開している。
無料開館 日頃から無料で公開している。
企画展「自然史博物館30年の歩み」 4月28日～5月27 開館から30年の歩みを写真やポスターなどで紹介する。
図録等の減額販売 5月2日～31日 図録7種を格安で販売する。
記念品贈呈 5月18日～20日 来館者全員に科学ポスターを贈呈する。
学芸員おまかせ投影（無料のプラネタ
リウム投影）

5月20日
15:30～16:30

Google Earth VRの世界各地の映像をフルドームで楽しむ。

愛知県 豊橋市美術博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
岐阜県 こども陶器博物館 無料開館 5月18日 ずべての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカード贈呈する。

岐阜県 土岐市美濃陶磁歴史館 記念品贈呈 5月18日 先着20名にポストカードを贈呈する。
無料開館 5月20日 すべての展示を無料で公開する。

入館無料デー！ 博物館に行こう！ 5月20日
ジェムストーンさがし、手づくりアクセサリー、クイズラリー、水晶さがし、ネ
イチャーゲーム、絵本カフェ、鉱物･化石展示即売を実施する。

岐阜県 光ミュージアム 記念品贈呈 5月18日 先着30名にポストカードを贈呈する。
岐阜県 みのかも文化の森 記念品贈呈 5月13日 先着20名にポストカード、ミュージアムグッズを贈呈する。

神奈川県 鎌倉市鏑木清方記念美術館 国際博物館の日　展示解説 5月18日　13:30～ 開催中の展覧会について展示解説する。
無料開館 日頃から無料で公開している。

記念品贈呈 調整中
ミュージアムショップで税込み1,080円以上の購入者（除外品あり）に記念
品を贈呈する。

5月さがみはら宇宙の日･国際博物館
の日記念事業「プラネタリウムこども無
料公開デー」

5月19日、20日 こどもの観覧料を無料とする。

5月さがみはら宇宙の日･国際博物館
の日記念事業「昼間の星の観察会」

5月20日
10:00～11:00
13:30～14:30

天文台（天体観察室）の望遠鏡で昼間の天体観察を行う。荒天時は天体
観察室の見学を行う。

神奈川県 平塚市博物館 博物館こどもフェスタ2018
5月6日
10:00～16:30

親子で気軽に楽しめ、ためになる様々な体験イベントを開催する。

無料開館 日頃より無料で公開している。
企画展示「横須賀のはじまり－よみが
える古代人のくらし－」

4月28日～6月17
日

市内を中心とする各遺跡から出土した旧石器時代から古代までの遺物を
とおして、横須賀の歴史のはじまりについて紹介する。

トピックス展示「アンモナイトコレクショ
ン」

4月28日～
6月30日

古生代から中生代の海に栄え、イカやタコの親せきであるアンモナイト化
石のうち、厳選した約40点を展示する。

展示解説「横須賀のはじまり」
4月28日
13:30～15:00

市内を中心とする各遺跡から出土した旧石器時代から古代までの遺物を
とおして、横須賀の歴史のはじまりについて解説する。

人文館常設展示解説（民俗･歴史）
5月4日
13:30～14:30

三浦半島の歴史･民俗を、学芸員が最近の話題を交えてわかりやすく解
説する。

人文館常設展示解説（考古）
5月5日
13:30～15:00

三浦半島の歴史･民俗を、学芸員が最近の話題を交えてわかりやすく解
説する。

国指定重要有形民俗文化財「三浦半
島の漁撈用具」収蔵庫公開

5月3日～6日
9:30～16:00

国指定の文化財である漁船、生簀籠など三浦半島独自の漁猟用具を公
開する。

自然観察会「干潟の生き物」
5月13日
9:00～12:00

小田和湾に残された貴重な干潟で、カニ、貝、魚、野鳥など、そこに暮ら
す生き物たちを観察する。

自然観察会「荒崎の地層」
5月19日
10:00～12:00

荒崎周辺の地層や岩石を観察しながら、三浦半島の地球科学について
解説する。

自然観察会「横須賀しぜん散歩」
5月26日
10:00～12:00

平作川上流を歩きながらさまざまな植物や昆虫を解説する。

神奈川県 横浜美術館 記念品贈呈 5月18日 先着100名に横浜美術館オリジナルポストカード（非売品）を贈呈する。
新潟県 柏崎市立博物館 無料開館（常設展のみ） 5月13日 常設展を無料で公開する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
国際博物館の日記念講座「博物館に
おける『記念』」

5月19日
13:30～15:00

記念講座を開催する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
ミュージアムシアター新作映像公開 5月18日　10:00～ 新作アニメーションを公開する。

新潟県 北方文化博物館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカード贈呈する。
富山県 百河豚美術館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にハーブティーをサービスする。
富山県 高岡市美術館 無料開館（一部） 5月18日 コレクション展－高岡の金工・漆芸－を無料公開する。
富山県 高岡市立博物館 無料開館 日頃から無料で公開している。

富山県 富山県［立山博物館］
春の立山曼荼羅特別公開展「立山曼
荼羅を描く絵師」

4月14日～6月24
日

描いた人物がわかる「立山曼荼羅」と関連資料を展示する。

富山県 氷見市立博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

無料開館
4月29日、
5月3日～5日

65歳以上および障害のある来館者に、すべての展示を無料で公開する。

記念品贈呈 5月8日、9日 来館者全員にポストカード贈呈する。
国際博物館の日記念事業「端唄で夢
二の魅力をうたう」

4月22日 14:00～
大正ロマンを代表する竹久夢二の作詩曲をはじめ、江戸の小唄、端唄を
本格的三味線でうたう。

石川県 鈴木大拙館
国際博物館の日記念「黄昏スペースツ
アー」

5月18日
学芸員が夜間ライトアップされた館内を案内しながら、開催中の企画展の
展示作品を解説する。

福井県 高浜町郷土資料館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
福井県 福井県自然保護センター 無料開館 日頃から無料で公開している。
福井県 福井県ふるさと文学館 無料開館 日頃から無料で公開している。
福井県 福井県立こども歴史文化館 無料開館 日頃から無料で公開している。
福井県 ふくい藤田美術館 無料開館（常設展のみ） 5月18日、19日 常設展を無料で公開する。
長野県 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
三重県 亀山市歴史博物館 無料開館 5月19日 すべての展示を無料で公開する。

三重県 斎宮歴史博物館 春季企画展展示説明会 5月19日
「王朝人が愛でた動物たち～あなたはイネ派？ネコ派？それとも？～」を
テーマに学芸員による展示解説を行う。

無料開館 5月19日 すべての展示を無料で公開する。
速報展　発掘された鈴鹿2017 3月10日～6月17 2017年の地域での発掘について展示する。
スライド説明会 5月19日 14:00～ 速報展をスライドを使って解説する。

滋賀県 木下美術館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

滋賀県 滋賀県立安土城考古博物館 金曜城郭講座（全5回のうち第1回）
5月18日
13:30～15:00

滋賀県教育委員会職員が城郭に関する講座を行う。

特別企画　熊倉順吉の陶芸X21世紀の
陶芸家たち展

3月10日～6月17
日

日本陶芸のパイオニアのひとり、熊倉順吉の回顧展を開催する。

ジャズコンサート
4月21日
14:00～15:00

ジャズのイメージを足がかりに新しい時代の表現を追求した熊倉順吉の
愛好した楽曲を演奏する（無料）。

滋賀県 野洲市歴史民俗博物館（銅鐸博物館）
特別陳列「滋賀県野洲の相撲－ふるさ
と野洲の力士 蔵間　初土俵50周年記
念！－」

3月17日～5月27
日

野洲の相撲文化と野洲出身・関脇蔵間を紹介する。

滋賀県 彦根城博物館 記念品贈呈 5月18日 先着50名にオリジナルグッズ等を贈呈する。
無料開館 日頃から無料で公開している。

特集展示「市民学芸員の会10年のあ
ゆみ」（仮称）

5月19日～7月1日
設立から10年を迎えた栗東歴史民族館市民学芸員のあゆみを振り返
る。

京都府 アサヒビール大山山崎山荘美術館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカード贈呈する。
無料開館（企画展のみ） 4月3日～5月19日 企画展を無料で公開する。
企画展　「大谷大学のあゆみ　清沢満
之と真宗大学」

4月3日～5月19日 大谷大学の歴史について紹介する。

無料開館 日頃から無料で公開している。
緞帳の織スケールを実感！織物文化
館と手織工場案内

5月18日
13:30～15:00

通常非公開の手織工場を織物文化館とともに開設案内する。（要予
約:075-741-4323）

京都府 京都国立近代美術館 無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。
京都府 京都国立博物館 記念品贈呈 5月18日 先着100名にトラリンオリジナルグッズを贈呈する。
京都府 鞍馬山霊宝殿 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に散華（5枚組）を贈呈する。

京都府 博物館さがの人形の家 無料開館（京都府民対象）
5月中～下旬の府
民デー・青少年
デー

京都府在住の住民の入館料を無料とする。

無料開館 5月5日 すべての展示を無料で公開する。
展示「国際博物館の日」 5月5日 国際博物館の日を周知する展示を行う。

大阪府 大阪音楽大学音楽メディアセンター楽器資料館 記念品贈呈 5月19日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
無料公開 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 文化財ガイド等を無料で贈呈する。

史跡高井田横穴特別公開
5月19日
10:00～15:00

普段は施錠している横穴を公開、案内する。

大阪府 堺市博物館 連続公開講座「堺の再発見」
5月19日
14:00～15:00

講座「堺をめぐる江戸時代の書家－趙陶斎とその門人－」（講師：学芸員
倉橋昌之）を開催する。

大阪府 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月20日 先着100名にオリジナルメモ帳を贈呈する。
大阪府 日本工芸館 記念品贈呈 5月1日～31日 来館者全員に記念品を贈呈する。

無料開館 5月13日 すべての展示を無料する。
春季企画展示講演会「収穫具のあゆ
み」

5月13日
春季企画展示「ものづくりのまち東大阪－米づくりのあゆみ」展の内容に
沿った講演会を開催する。

石川県 金沢湯涌夢二館

滋賀県 栗東歴史民俗博物館

川島織物セルコン織物文化館京都府

柏原市立歴史資料館大阪府

大阪府 東大阪市立郷土博物館

新潟県立歴史博物館

豊橋市地下資源館

愛知県 愛知学院大学歯学部歯科資料展示室

大谷大学博物館

京都府 舞鶴引揚記念館

神奈川県 相模原市立博物館

多治見市美濃焼ミュージアム岐阜県

中津川市鉱物博物館岐阜県

京都府

滋賀県 滋賀県立陶芸の森陶芸館

横須賀市自然・人文博物館

新潟県 新潟市歴史博物館

三重県 鈴鹿市考古博物館

新潟県

神奈川県

愛知県

愛知県 豊橋市自然史博物館
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兵庫県 伊丹市立博物館 無料開館 日頃から無料で公開している。
兵庫県 小野市立好古館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月18日 先着200名に大工道具マグネットを贈呈する。

企画展「聴竹居－藤井厚二の木造モダ
ニズム建築－」

5月12日～7月16
日

建築環境工学を学問として確立した藤井厚二が設計した日本を代表する
木造モダニズム建築の傑作「聴竹居」の建設90年の節目に、藤井の「日
本住宅」への想いを紹介する。

無料開館 日頃から無料で公開している。
文化財ウォーク「生瀬周辺の文化財を
めぐる」

5月20日
9:30～12:30

江戸時代の宿駅「生瀬」の史跡・文化財をめぐるウォークエベントを実施
する。

兵庫県 姫路市書写の里・美術工芸館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
ギャラリートーク（国際博物館の日記念
事業）

5月18日、19日
各14:00～

作品を前にして学芸員が解説する。

無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。

展示説明
5月18日
10:00～17:00

ボランティアガイドによる展示説明を実施する。

奈良県 天理大学附属天理参考館 記念品贈呈 5月18日 先着順に記念品を贈呈する。

奈良県 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
春季特別展『古代の輝き－日本考古学
と橿考研80年の軌跡I』研究講座

5月20日
13:00～16:30

研究員宮川徏氏と奈良県教育委員会の光石鳴巳氏を講師に講座を開催
する。

記念品贈呈 5月18日、19日 来館者全員にしおりを贈呈する。

ギャラリートーク
5月19日
14:00～15:00

担当学芸員が参加者と展示室を回りながら作品解説を行う。

無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。
開館時間の延長 5月18日 開館9:30、閉館20:00（最終入館19:30）とする。

奈良県 奈良文化財研究所飛鳥資料館

「国際博物館の日」記念事業　飛鳥資
料館2018春期特別展「あすかの原風
景」ウォークイベント　古写真･古地図と
歩く飛鳥

5月11日 （雨天の
場合は5月18日）

入江泰吉や奈文研が撮影した昭和初期の写真や近代に地図を見ながら
飛鳥の景色の変遷をたどる、ウォークイベントを開催する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
春期企画展「室町時代の高野山」 4月14日～7月8日 室町時代の高野山について多数展示する。

和歌山県 田辺市立美術館 展示解説会 5月19日　14:00～ 収蔵品展渡瀬凌雲を学芸員が解説する。
記念品贈呈 5月6日 イベント参加者に付箋セット（日本博物館協会近畿支部作成）を贈呈す
たんけん近代美術館･博物館 5月6日 和歌山県立近代美術館との合同バックヤードツアーを実施する。
特別講演会「百花繚乱・紀州のやきも 5月13日 梶山博史の講演会を開催する。

記念品贈呈 5月6日
イベント参加者全員に付箋セット（日本博物館協会近畿支部作成）を贈呈
する。

たんけん近代美術館･博物館 5月6日 和歌山県立博物館との合同バックヤードツアーを実施する。
和歌山県 和歌山市立博物館 無料開館 5月18日～20日 すべての展示を無料で公開する。
鳥取県 鳥取市歴史博物館 無料開館 5月19日、20日 すべての展示を無料で公開する。
島根県 石見安達美術館

記念品贈呈 5月13日 バックヤードツアー参加者に、ボールペン・缶バッジを贈呈する。
バックヤードツアー（はくぶつかんのウ
ラ側探険の旅）

5月13日
①10:00～ ②14:00

ふだん見ることができない“はくぶつかん”を探険し、はくぶつかんの仕事
を調査する。

島根県 島根県立三瓶自然観
企画展　火山の力～火と水のダイナミ
ズム～

3月17日～5月27
日

火山噴火のメカニズムや災害、火山が作る地形等を紹介する。

岡山県 岡山県立博物館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
岡山県 奈義町現代美術館 無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。
岡山県 夢二郷土美術館 本館・分館 記念品贈呈 5月18日 本館・分館各先着30名にポストカードを贈呈する。
広島県 しぶや美術館 記念品贈呈 5月18日 新館入場者全員にポストカード（2枚組)を贈呈する。
山口県 下関市立考古博物館 記念品贈呈 5月15日～20日 来館者全員に記念品を贈呈する。

山口県 下関市立美術館
国際博物館の日記念ワークショップ「ス
トーンペインティング」

5月19日、20日
各14:00～16:00

石に色を塗ってオリジナルな置物をつくる。

山口県 下関市立歴史博物館 記念品贈呈 5月18日 先着100名にクリアファイルを贈呈する。
山口県 毛利博物館 無料開館 5月18日 博物館を無料で公開する（庭園は有料）。
山口県 山口県立萩美術館・浦上記念館 開館時間延長 5月18日 閉館時刻を19:00に延長する。

記念品贈呈 5月18日 来館者全員に特製「缶バッジ」を贈呈する。
埴輪を作ろう！ 5月13日 素焼き調粘土を使って古代の埴輪づくりを体験する。
木星を見る会 5月26日 大型望遠鏡で木星を観察する。

山口県
山口市歴史民俗資料館、小郡文化資料館、鋳銭
司郷土館

記念品贈呈 5月15日～20日 来館者全員にポストカードを贈呈する。

無料開館（常設展のみ）
4月29日、30日、
5月3日～5日

常設展を無料で公開する。

文化の森 子どもの日フェスティバル
5月5日
9:30～16:00

体験コーナーなどの子どもや家族向けの楽しい企画を実施する（参加無
料）。

無料開館（常設展のみ）
4月29日、30日、
5月3日～5日

常設展を無料で公開する。

文化の森子供の日フェスティバル
5月5日
9:30～16:00

クイズラリーやモニ解説など、子供も大人も楽しめる企画を実施する。参
加無料。

無料開館（常設展のみ）
4月29日、30日
5月3日～5日

常設展を無料で公開する。

文化の森 子どもの日フェスティバル
5月5日
9:30～16:00

体験コーナーなどの子どもや家族向けの楽しい企画を実施する（参加無
料）。

無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 来館者全員に資料館オリジナルクリアファイルを贈呈する。
考古学入門 5月26日 講演会を開催する。
無料開館 日頃から無料で公開している。
記念品贈呈 5月18日 来館者全員に記念品を贈呈する。

阿波人形浄瑠璃芝居定期公演 5月19日
松茂町の「ふれあい座」による人形浄瑠璃芝居を上演し、来場者には記
念品を贈呈する。

無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。
開館時間の延長 5月18日 閉館時刻を19:30に延長する。

香川県 香川県立東山魁夷せとうち美術館 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

香川県 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
丸亀ここがMIMOCA キッズデイ「めかく
しアートツアー」

5月19日、20日
各
①10;30～11:30

小学生から高校生までを対象に、参加者同士で2人1組になり、片方が目
かくしをし、もう１人が説明して作品を鑑賞する。

愛媛県 今治市内の博物館等 いまばりミュージアムDAY 5月13日 市内の博物館等14館を無料で公開する。

特別展「誕生40周年こえだちゃんの世
界」展

4月21日～6月17
日

1977年に誕生したミニドールつきハウス玩具シリーズの「こえだちゃん」の
初代から8代目までが大集合するとともに、キャラクターをデザインした桜
井勇氏によるイラスト原画も展示する。

テーマ展「縄文時代の精神文化－“心”
のよりどころ」

3月24日～9月3日
縄文時代の生と死に関わったとされる道具、謎を秘めた道具、そうした資
料から縄文人たちの“心”のあり方を探る。

テーマ展「よろいかぶと」
4月21日～6月17
日

端午の節句にあわせ、江戸時代の大名家に伝わった「よろいかぶと」の
ほか、武家に伝わった武具などを展示する。GW期間中はよろい着付け体
験イベントを行う。

高知県 高知県立歴史民俗資料館 無料開館 5月3日 歴民の日にすべての展示を無料で公開する。
福岡県 福岡市内の博物館等 福岡ミュージアムウィーク 5月12日～20日 市内の博物館等19施設で入館料の優遇、各種イベント等を実施する。 【注2】
福岡県 九州国立博物館 無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。
福岡県 九州歴史資料館 無料開館 5月20日 すべての展示を無料で公開する。

無料開館（常設展のみ） 5月12日～20日 常設展を無料で公開する。 【注2】
記念品贈呈 5月12日～20日 クイズ参加者にポストカード、過去の図録などを贈呈する。
無料開館（常設展のみ） 5月12日～20日 常設展を無料で公開する。

特別展観覧料割引 5月12日～20日
特別展「レオナルド･ダ･ヴィンチ『アンギアーリの戦い』展」の観覧料を割
り引きする。

常設展クイズ 5月12日～20日 全問回答者に記念品を贈呈する。

秋の特別展「浄土九州－九州の浄土
教美術－」プレイベント

5月19日 講演会を開催する。

バックヤードツアー 5月12日 バックヤードツアーを開催する。
ワークショップ「金印を集めてみよう」 5月13日 ワークショップを開催する。

　 佐賀県 中冨記念くすり博物館 記念品贈呈 5月20日 来館者全員にポストカードを贈呈する。
熊本県 玉名市立歴史博物館こころピア 無料開館 5月18日 すべての展示を無料で公開する。

記念品贈呈 5月18日 先着100名に特製クリアファイルを贈呈する。
夜のおとなの金曜講座　大分県から絵
の具をつくる「貝紫」

5月18日
18:30～19:30

数少ない動物系から得る紫の色材について楽しい講座を開催する。中学
生から一般15名程度・無料。

ボランティアガイドによるギャラリーツ
アー

5月18日
①11:00～12:00
②14:00～15:00

コレクション展Ｉ「くらべる美術」のギャラリーツアーを実施する。大人300
円・高大生200円、要観覧券。

大分県 大分香りの博物館 記念品贈呈 5月18日～20日 来館者全員にポストカードを贈呈する。

福岡県 福岡市博物館

愛媛県歴史文化博物館愛媛県

福岡県 福岡県立美術館

大分県 大分県立美術館

香川県立ミュージアム

兵庫県

徳島県 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館

和歌山県 和歌山県立博物館

徳島市立考古資料館徳島県

奈良県

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館

島根県

和歌山県立近代美術館

徳島県

竹中大工道具館

奈良県 奈良県立美術館

島根県立古代出雲歴史博物館

兵庫県 姫路文学館

香川県

高野山霊宝館

兵庫県 姫路市立美術館

兵庫県 西宮市立郷土資料館

徳島県立博物館徳島県

奈良国立博物館

山口県 山口県立山口博物館

徳島県 徳島県近代美術館

和歌山県

和歌山県
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鹿児島県 石橋記念公園 石橋記念館 無料開館 日頃から無料で公開している。

鹿児島県
鹿児島県文化振興財団鹿児島県上野原縄文の
森

ミニ企画展 国際博物館の日記念事業
「地層が語る鹿児島の歴史」～見る・聞
く・触る ジオの日～

5月10日～6月10
日

地質の日（5月10日）にあわせ、地層のでき方や発掘調査成果等を写真
パネル等で紹介する。

明治維新150周年記念・大河ドラマ「西
郷どん」放送記念「大河ドラマと黎明館
資料II」

4月26日～8月26
日

大河ドラマを切り口とした収蔵品展を開催する。

こどもの日・黎明館キッズフェスタ 5月5日
「こどもの日」にあわせ、小学生を対象に館内展示の案内や大河ドラマ
「西郷どん」に関連したカルタ遊びなどの活動を行う。

鹿児島県 鹿屋市輝北歴史民族資料館 無料開館 日頃から無料で公開している。
沖縄県 浦添市美術館 無料開館（常設展のみ） 5月18日 常設展を無料で公開する。

【注２】福岡ミュージアムウィーク2018
　　実施期間： 5月12日～20日
　　詳細については福岡ミュージアム情報（美術館・博物館等）Fukuoka Museum Infoをご覧ください。
　　http://f-museum.city.fukuoka.lg.jp/

【注1】上野ミュージアムウィーク2018
    実施期間：5月5日～20日
　　詳細については上野ミュージアムウィークの公式ホームページをご覧ください。
　　　http://www.ueno-mw.com/

鹿児島県 鹿児島県歴史資料センター黎明館


