
事業名 実施期間 内容
無料公開 - 日頃から無料公開している

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

夜間開館 5月18日 通常18:00閉館のところを20:00まで開館とする

記念講座「博物館の力」
5月18日19：00～20：

00

「国際博物館の日」のテーマにもとづき、新年度、浦
幌町立博物館が登録博物館として再スタートするこ
との意義を「博物館の力」の観点から考える。

無料公開 5月22日 限定19名につき全ての展示を無料で公開する

記念品贈呈 5月22日 来館者全員にポストカードを贈呈する

北海道 むかわ町穂別博物館 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する（むかわ町民限定）

青森県 弘前市立博物館 無料公開 5月14日  全ての展示を無料で公開する

岩手県 花巻市博物館 無料公開 5月21日  全ての展示を無料で公開する

岩手県 一関市博物館 無料公開 5月14日～5月15日  全ての展示を無料で公開する

山形県 米沢市上杉博物館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

福島県 須賀川市立博物館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

新潟県 小林古径記念美術館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

国際博物館の日記念講座「市民と
ともに歩む歴史博物館」

5月14日13：30～15：
00

2000年8月1日に開館以来、20年以上が経過しまし
た。その間さまざまな事業を行い、市民との連携事
業も多く行ってきました。これまでを振り返り、これか
らの歴史博物館を展望します。

国際博物館の日記念・招待券プレ
ゼント

5月頃
抽選で新潟県立歴史博物館の招待券（常設展・企画
展とも、年度内有効）をプレゼント

新潟県 柏崎市立博物館 無料公開 5月15日 常設展のみ無料で公開する

新潟県 新潟市歴史博物館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

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を贈呈する

上越市立歴史博物館 全ての展示を無料で公開する

高田城三重櫓（上越市立歴史博物館所管） 無料で公開する。所在地：上越市本城町6-1

無料公開 全ての展示を無料で公開する

記念品贈呈 来館者全員にポストカード他、記念品を贈呈する

富山県 松村外次郎記念庄川美術館 無料公開 5月18日 常設展のみ無料で公開する

富山県 富山県立山博物館
春の立山曼荼羅特別公開展「類似
した!?立山曼荼羅」

4月19日～6月12日
模写関係にある曼荼羅を選び、図像を比較して見て
いただけるよう展示

石川県 金沢市立安江金箔工芸館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に金箔しおりを贈呈する

小松市立宮本三郎美術館

小松市立宮本三郎ふるさと館

来館者全員にポストカードを贈呈する

先着順で館特製缶バッジを贈呈する

石川県 KAM能美市九谷焼美術館 五彩館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

石川県 小松市立博物館 記念品贈呈 5月19日 来館者全員に缶バッジ他の記念品を贈呈する

開館時間の延長 5月18日
通常は9:30～17:00まで開館のところを18:15～19:30
夜間開館する（事前予約・定員制）。

黄昏スペースツアー「こしらふ」
5月18日

18:30～19:30

学芸員の案内による夜間館内ツアー。ライトアップ／
ライトダウンされた館の体験を提案。参加者には、
テーマにちなんだ菓子と茶を提供する。

福井県 福井県ふるさと文学館 無料公開 - 日頃から無料公開している

記念品贈呈 5月15日、22日
下記のセミナー、自然教室参加者に恐竜研究ノート
を贈呈する

博物館セミナー「アンモナイトの足
は何本だったのか？」

5月15日 14:00～15:30
新研究によって解明されてきた、アンモナイト生物

学の現在の到達点を紹介する。対象は一般、事前
申込制。

博物館自然教室「フクイティタンの
手足をふくげんしよう」

5月22日 14:00～15:30
フクイティタンの手足を復元するパズルに挑戦する。
対象は小学生とその保護者、完全事前申込制。

長野県 茅野市尖石縄文考古館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

山梨県 岡田紅陽写真美術館・小池邦夫絵手紙美術館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に記念品を贈呈する

群馬県 岩宿博物館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

群馬県 群馬県立自然史博物館 博物館の日イベント 5月15日
「館内ウォークラリー」、「オンラインバックヤードツ
アー」、「企画展ギャラリートーク」などを行います

栃木県 小山市立車屋美術館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

栃木県 小山市立博物館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

栃木県 栃木県立美術館 記念品贈呈 5月18日 希望者にオリジナル缶バッジを贈呈する

茨城県 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 無料公開 5月15日～5月18日 全ての展示を無料で公開する

茨城県 茨城県立歴史館 記念品贈呈 5月18日 先着50名にオリジナルクリアファイルを贈呈する

茨城県 徳川ミュージアム 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

無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

記念品贈呈 5月18日 各展覧会場先着20名にポストカードを贈呈する

新潟県 無料公開 5月18日

5月18日

東京都 上野の森美術館

5月18日新潟県 ミティラー美術館

2022年度「国際博物館の日」記念事業一覧

※予定が変更される場合がありますので、ご来館前に各館のホームページ等でご確認ください。

都道府県 館名
　2022年「国際博物館の日」記念事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022.5.17現在

備考

新潟県 新潟県立歴史博物館

石川県 小松市立本陣記念美術館 記念品贈呈 5月18日

石川県 来館者全員に缶バッジを贈呈する

北海道 浦幌町立博物館

北海道

福井県 福井県立恐竜博物館

石川県 鈴木大拙館

記念品贈呈

二風谷アイヌ文化博物館



事業名 実施期間 内容
都道府県 館名

　2022年「国際博物館の日」記念事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022.5.17現在
備考

東京都 古賀政男音楽博物館 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

東京都 杉野学園衣裳博物館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にポストカードを贈呈する

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セットを贈呈する

東京都 三井記念美術館 無料公開 5月18日 学生・外国人は入場無料

無料公開 5月1日～5月22日  全ての展示を無料で公開する

昭島人物紹介展「岡本正夫彫刻作
品展」

5月1日～5月22日 岡本正夫氏の彫刻作品を展示する

東京都 品川区立品川歴史館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

東京都 足立区立郷土博物館 無料公開
5月5日、14日、18日、

21日
 全ての展示を無料で公開する

無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

展示解説のオンライン配信 5月18～無期限
ホームページにて、主任学芸員が開催中の「ありが
とう！郵便」展の展示解説を実施する

閉架図書利用料無料公開 5月18日 図書室の閉架図書を利用料無料で公開する

豊島郵便局臨時出張所を開設 5月18日
「ありがとう！郵便」展にちなんだ図案の小型印（イラ
スト入り消印）の押印サービスを実施する

記念品贈呈 5月18日 先着5名にオリジナル歴史的カメラてぬぐい贈呈

割引入館（一般入館料のみ) 5月18日 入館料一般300円のところ100円引き

国際博物館の日「フランス美術と現
代日本作家　現代女性アーティスト
とシュザンヌ・ヴァラドンそしてユトリ
ロ」

3月30日～4月24日
西山美術館収蔵シュザンヌ・ヴァラドン版画作品、今
日のアートシーンでもっとも注目を集めるアーティス
トの作品を公開

国際博物館の日「フランス美術と現
代日本作家　河島真規子展」

4月27日～5月22日
ディマシオ美術館（北海道）収蔵作家「河島真規子」
の作品展。 大作から小品まで、現代のロックな魅力
を感じる色鮮やかな世界

国際博物館の日「フランス美術と現
代日本作家　岩田幸一展」

5月25日～6月5日
すぐ隣りにある生活を独特な感性で表現する、故・岩
田幸一の作品展。　代表作「桜」も公開

無料公開 (銘石・ロダン館) - 日頃から無料で公開している

DM持参者入館料無料 （ユトリロ館）
上記国際博物館の日記念展のDM持参者はユトリロ
館含め全館入場無料

東京都 ちひろ美術館
国際博物館の日　ちひろ美術館た
てものガイドトーク

5月18日
国際博物館の日にちなみ、当館の成り立ちや建物
の魅力を伝えるトークイベント

無料公開 - 日頃から無料公開している

「モノで読む古事記」 5月18日
「国際博物館の日」を記念して、Online Museum in
Englishに新動画（2020年実施の企画展「モノで読む
古事記」解説動画〔英語版〕全5本）を公開する

無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

記念品贈呈 5月18日 先着50名にポストカードを贈呈する

無料公開 5月18日 常設展のみ無料で公開する

「上野の山で動物めぐり─動物の
『翼』と『羽』」

5月15日 14:00～15:00
動物の「翼と羽」をテーマに、上野動物園、国立科学
博物館、東京国立博物館の研究員によるウェビナー
を開催する。※事前予約制、先着順

無料公開 - 日頃から無料公開している

記念品贈呈 4月25日～5月30日 来館者全員にポストカードを贈呈する

メトロポリタン美術館展　西洋絵画
の500年

終入場枠 (16:30～17:30) に来場の先着30名にポ
ストカードを贈呈する　※絵柄選択不可

ダミアン・ハースト　桜
16時以降に来場の先着30名にポストカードを贈呈す
る　※絵柄選択不可

第117回 太平洋展での入場料割引 700円（一般・大学生）の入場料金を300円に割引

第44日本新工芸展での入場料割引
700円（一般）の入場料を300円に割引
400円（65歳以上・大学・高校生）の入場料を200円に
割引

74回 三軌展での記念品贈呈
700円（一般）の入場料を300円に割引
ブックマーク（しおり）を先着100名に贈呈

ミュージアムショップ 『スーベニアフ
ロムトーキョー』 での記念品贈呈

地下1階店舗で商品購入の先着30名に国立新美術
ポストカードを贈呈 （会計時にお渡し、1人1枚まで）

カフェテリア カレ（B1F） でのコー
ヒーサービス

15時以降に食事を利用の方にコーヒー1杯をサービ
ス（販売メニューを店内でご利用の方限定）

東京都 森美術館 割引入館 5月18日

一般入館料を100円引きとする
※オンライン料金、当日窓口料金ともに対象
※他の割引との併用不可
※屋上スカイデッキへは別途料金
※森アーツセンターギャラリーへの入館は別料金

記念品贈呈
来館者全員に「オカネノレキシヲヒモトクタビノ
PASSPORT」を贈呈する

展示解説
13:30より30分間、特別版で展示解説を実施（先着10
名）

西山美術館

貨幣博物館東京都 5月18日

東京都

東京都

東京都 家具の博物館

東京都 切手の博物館

東京都 日本カメラ博物館

東京都 國學院大學博物館

東京都 東京国立博物館

東京都 実践女子大学香雪記念資料館

国立新美術館 5月18日

東京都 荒川区立荒川ふるさと文化館



事業名 実施期間 内容
都道府県 館名

　2022年「国際博物館の日」記念事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022.5.17現在
備考

東京都 貨幣博物館 体験展示 5月18日

豊臣秀吉がつくらせた金貨・大判の重さ、徳川家康
の遺産と考えられる「黄金の分銅」の重さなどを体感
できる展示等、現在お休み中のいくつかの体験展示
を当日限りで再開する

東京都 東京国立近代美術館 無料公開 5月18日 常設展示のみ無料で公開する

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

千葉県 木更津市郷土博物館金のすず 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

千葉県 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

千葉県 千葉県立関宿城博物館 パネル展「川辺の鳥たち」 4月19日～6月26日
自然環境の豊かな川辺に生息する多くの鳥たちの
様子をパネルで紹介する。

ミニ展示「使われなくなったモノ」 5月14日～7月10日
生活様式の変化により使われなくなった様々な道具
等（≒民具）を、使い方・使われなくなった理由・後の
時代の代替物とともに紹介する

無料公開 - 日頃から無料公開している

神奈川県 鎌倉市鏑木清方記念美術館 記念品贈呈 5月18日 ポストカードを贈呈する

神奈川県 相模原市立博物館 記念クイズラリー 5月14日～5月22日
博物館や展示資料にまつわるクイズラリーを実施予
定。参加者には「２５周年記念絵はがき」を贈呈。

神奈川県 山口蓬春記念館 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

静岡県 三島市郷土資料館 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

無料公開 5月18日 日頃から無料公開している

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

浮世絵に見る富士の巻狩りと曽我
兄弟の仇討ち

4月29日～7月3日
常設展示室「富士山の玉手箱」において、収蔵品の
中から富士の巻狩りと曽我兄弟の仇討ちを題材とし
た浮世絵作品を中心に紹介する

岐阜県 土岐市美濃陶磁歴史館 記念品贈呈 5月21日、22日 先着50名に缶バッジを贈呈する

無料公開 5月15日  全ての展示を無料で公開する

入館無料デー 5月15日 ジェムストーンさがし、水晶さがし

無料公開 - 日頃から無料公開している

記念品贈呈 5月18日 先着20名に記念品を贈呈する

岐阜県 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 記念品贈呈 5月15日
先着20名（小中学生のみ）にオリジナル折り紙を贈
呈する

無料公開 - 日頃から無料公開している

記念品贈呈 5月14日～5月18日 来館者全員にポスターを贈呈する（ひと家族一枚）

三重県 亀山市歴史博物館 無料公開 5月15日 全ての展示を無料で公開する

無料公開 5月14日～5月15日 常設展示のみ無料公開する

記念品贈呈 5月14日～5月15日 先着50名に記念品を贈呈する

三重県 鈴鹿市考古博物館 無料公開 5月22日 全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

令和4年度春期企画展「鎌倉時代
の高野山」

4月16日～7月10日

ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の放映に伴い、例
年以上に鎌倉時代が注目を浴びている。そこで、約
80年ぶりに再発見された「承久記絵巻（龍光院蔵）」
を中心に、鎌倉時代に関わる文化財を展示し、同時
代の高野山を紹介する。

滋賀県 日本習字教育財団 観峰館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

奈良県 奈良国立博物館 無料公開 5月18日 常設展を無料公開する

奈良県 歴史に憩う橿原氏博物館 無料公開 5月15日～5月21日 全ての展示を無料で公開する

奈良県 奈良文化財研究所飛鳥資料館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員に三尊塼仏マグネットを贈呈する

奈良県 香芝市二上山博物館 無料公開 5月15日 全ての展示を無料で公開する

大阪府 国立国際美術館 無料公開 5月18日 コレクション展のみ無料公開する

大阪府 絹谷幸二 天空美術館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

大阪府 吹田市立博物館
開館30周年記念春季特別展｢出口
座と阪本一房－現代人形劇の継承
と発展－｣

4月23日～6月5日
大正期ヨーロッパの影響を受け、誕生した近代人形
劇を継承する吹田市にあった人形劇団｢出口座｣の
活動と世界の糸あやつり人形を展示する

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 来館者全員にガイドブック・えんぴつを贈呈する

無料公開 5月15日 全ての展示を無料で公開する

春季企画展示に伴う講演会「若江
遺跡の井戸」

5月15日
春季企画展示「ものづくりのまち-井戸 溝 池」の内
容に沿った講演会

記念品贈呈 5月21日、22日 来館者全員にポストカードを贈呈する

展覧会「あつまれ！朝鮮王朝の動
物クリム（絵）」

4月1日～8月21日
朝鮮時代の動物をモチーフにした当館所蔵の美術
品約70点を展示

京都府 京都国立博物館 記念品贈呈 5月18日 来館者全員にクリアファイルを贈呈する

兵庫県 白鶴美術館 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

兵庫県 小野市立好古館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

大阪府 柏原市立歴史資料館

東大阪市立郷土博物館

京都府 高麗美術館

大阪府

和歌山県 高野山霊宝館

千葉県

岐阜県 中津川市鉱物博物館

岐阜県 美濃加茂市民ミュージアム

愛知県 豊橋市地下資源館

三重県 四日市市立博物館

船橋市郷土資料館

静岡県 富士山かぐや姫ミュージアム
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兵庫県 たつの市立龍野歴史文化資料館 無料公開
5月14日、15日、17

日、18日
 全ての展示を無料で公開する

兵庫県 たつの市立龍野歴史文化資料館
特別陳列「脇坂家ゆかりの武具と
龍野武者行列」関連行事　ミュージ
アムトーク

5月15日
岡田平三氏（日本甲冑武具研究保存会近畿支部評
議員）による脇坂家伝来の童具足と甲冑の楽しみ方
についてのトーク。

兵庫県 神戸市立小磯記念美術館 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

割引入館 5月18日 来館者全員に団体割引料金を適用する

記念品贈呈 5月18日 先着100名にオリジナル付箋を贈呈する

兵庫県 神戸市立博物館 無料公開 5月18日 コレクション展のみ無料公開する

兵庫県 神戸ゆかりの美術館 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

広島県 みよし風土記の丘ミュージアム
スペシャルイベント「みんな集ま
れ！体験教室」

５月15日
10:00～15:00

当館「作ってみよう！古代の首飾り」，三次科学技術
教育協会「科学工作教室」他

岡山県 備前長船刀剣博物館 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

岡山県 夢二郷土美術館 記念品贈呈 5月18日 先着30名に記念品を贈呈する

国際博物館の日記念イベント「おも
ちゃドクターのメカニズムおもちゃ
ショー」

5月14日
①11：00～11：20
②14：00～14：20

おもちゃドクターがおもちゃの中身をみせながら「動く
しくみ」を解説するトークショー

国際博物館の日記念イベント「100
年前の世界の遊び体験」

5月15日
11：00～12：00

約100年前の世界の遊びを体験するイベント

記念品贈呈 5月14日 下記のツアー参加者に特製缶バッジを贈呈する

はくぶつかんのウラ側探検の旅
「バックヤードツアー」

5月14日 10:00-11:00,
14:00-15:00

普段は見られない博物館のウラ側を、保存科学専門
学芸員が案内する

香川県 香川県立ミュージアム 無料公開 5月18日 全ての展示を無料で公開する

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

徳島県 徳島県立博物館
企画展「阿波の画壇をたのしむ―
近世の画人と作品－」

4月22日～5月29日

江戸時代、阿波国（今の徳島県）では多くの画人が
活躍した。彼らは狩野派、文人画、円山・四条派、住
吉派の各流派に属し、あるいは独学で絵を学んで、
多彩な作品を生み出した。この企画展では、初めて
一般公開される作品、３０年以上公開されていない
作品もふくめて、彼らの画業をふりかえる。

徳島県 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館 無料公開 - 日頃から無料で公開している

愛媛県 愛媛県歴史文化博物館
特別展「なばたとしたか こびとづか
んの世界展」

4月16日～6月5日

本展では『こびとづかんシリーズ』の原画、なばた自
身が制作したフィギュアや絵画・映像作品を展示。作
品に込められた力強さ、緻密さ、独自の世界観を紹
介します。

愛媛県 坂の上の雲ミュージアム 記念品贈呈 5月18日 先着50名にオリジナル色鉛筆を贈呈

山口県 萩博物館 記念品贈呈 5月18日 先着50名に各種オリジナルグッズを贈呈する

山口県 下関市立考古博物館 記念品贈呈 5月13日～5月22日
館内企画『ぶえ吉を探せ！』実施者にクリアファイル
を贈呈する

山口県 下関市立美術館 記念品贈呈 5月17日～５月22日 来館者全員に記念シールを贈呈する

無料公開 5月14日～5月22日 常設展のみ無料公開する
記念品贈呈 5月14日～5月22日 来館者全員にポストカードを贈呈する
担当学芸員によるギャラリートーク 5月21日 企画担当による展示内容、作品についての話し

福岡県 九州国立博物館 無料公開 5月18日 常設展のみ無料公開する

無料公開 - 日頃から無料で公開している

企画展示「絵でみる太宰府・詩でみ
る太宰府」

4月23日～6月5日
絵や文学作品など、さまざまな形で表現された「太宰
府」の姿を紹介する

無料公開 5月14日～5月22日 常設展のみ無料で公開する

記念品贈呈 5月14日～5月22日
スタンプラリー参加応募者に特別展チケット等を贈
呈する

「現代美術を未来に残すには？～
ナム＝ジュン・パイクのビデオイン
スタレーションを巡って」

5月22日14：00～15：
30

1996年のキャナルシティ開業とともに公開された、ナ
ム=ジュン・パイクのビデオ・アート作品
《Fuku/Luck,Fuku=Luck,Matrix》が2021年に修繕され
ました。本講演会では、同作の修繕に尽力された
溝口直美氏を講師として迎え、近現代美術専門学芸
員との対談という形で、修繕の軌跡を追うとともに、
現代美術を未来に残すための課題と方法、意義に
ついて語ります。

ボランティアによるオンラインギャラ
リートーク

5月15日、17日、20日
11：00～11：45

Zoomを利用し、当館所蔵作品数点を参加者と対話
をしながらオンライン上で紹介する

初めてのベビーカーツアー
5月18日、19日
10：00～10：40

小さなこどもとその保護者を対象に、美術館の作品
を見て楽しむ方法や館内の設備を紹介する

建築ツアー
5月21日

10：30～12:00
前川國男設計の福岡市美術館の建築を鑑賞する

子ども探検隊 （小中学生対象）
5月21日

13：30～14:30
子どもたちに美術館の機能を知ってもらうための
バックヤードツアー

大分県 大分香りの博物館 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

佐賀県 中冨記念くすり博物館 記念品贈呈 5月14日～5月22日
来館者全員に博物館オリジナル紙風船1枚を贈呈す
る

黎明館企画展「顔と面－その姿と想
い－」

3月15日～5月22日
描かれた顔や彫刻の顔，作られた面などをとおして
表現された作品の魅力を紹介する

福岡県 太宰府市文化ふれあい館

島根県 島根県立古代出雲歴史博物館

兵庫県 竹中大工道具館

福岡県

鳥取県 わらべ館

福岡県 福岡市美術館

福岡県立美術館
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黎明館企画展「古文書の世界－中
世文書を中心に－」

5月31日～8月21日
難解に思われがちな古文書について，様式や機能
をはじめ，大きさや形状，紙質など，くずし字が読め
なくても味わうことができる古文書の魅力を紹介する

特別展示　国宝　太刀：銘「国宗」 4月19日～5月8日 県で数少ない国宝の太刀を期間限定で展示する

無料公開 5月22日 全ての展示を無料で公開する

第12回博物館まつり 5月22日
博物館が行っている体験活動を多数実施。当日はプ
ラネタリウムも無料公開する

無料公開 - 全ての展示を無料で公開する

記念品贈呈 5月1日～5月31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 無料公開 5月18日  全ての展示を無料で公開する

無料公開 5月18日 常設展のみ無料で公開する

国際博物館の日2022パネル展 5月10日～5月29日
沖縄県立博物館・美術館の活動を紹介するパネル
展を開催する

おきみゅーシネマラボ＋復帰50年コ
レクション展「FUKKI　QUALIA」プレ
イベント

5月15日

髙嶺 剛監督作品フィルム上映《ウンタマギルー》《パ
ラダイスビュー》を2本立てで上映。当日は、髙嶺監
督と3名のゲストによるトークセッションもあわせて開
催する。

ふれたい博士のてづくりおもちゃ
5月15日・22日

①10：00　②10：30
③11：00　④11：30

昔ながらのてづくりおもちゃに挑戦してみよう！

博物館学芸員講座「復帰50年　沖
縄県の思い」

5月14日
県民意識調査と当時の映像を交えて、復帰当時の
沖縄県民の思いについて語る学芸員講座を開催す
る

バックヤードツアー「人類」 5月28日
学芸員と一緒に普段は見られない博物館のバック
ヤードを探検

博物館文化講座「有珠モシリ縄文
人の生と死」

5月21日
北の縄文人たちの生活と死に関わる習俗について
の 新の研究成果を紹介する文化講座を開催する

ミュージアムツアー 5月21日
普段は立ち入れない美術館のバックヤードをツアー
形式で紹介する

沖縄県立博物館・美術館沖縄県

鹿児島県 鹿児島県立博物館

鹿児島県 吉井淳二美術館

鹿児島県 鹿児島県歴史・美術センター黎明館


