
 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容1 北海道 帯広百年記念館 博物館講座「発見！十勝の海鳥たち」 5月16日（土） 2008年から行われている十勝沖海鳥・海獣調査で得られた新発見を、楽しい調査の様子とともに紹介。帯広百年記念館友の会、十勝管内学芸職員等協議会共催。2 北海道 神田日勝記念美術館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。3 北海道 札幌市青少年科学館 カラユロＫＡＲＡＫＵＲＩ展～メカのしくみと動きのヒミツ～ 4月11日（土）～5月6日（水） イギリスでつくられたユーモアあふれる現代のからくり人形を展示。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。郷土館大ホール回廊案内 5月17日（日） 第五十九国立銀行青森支店として建設され、現在は登録有形文化財となっている特別展示室（大ホール）の回廊や金庫前など、普段一般公開していない場所を当館解説員が解説案内する。ミュージアムコンサート 5月17日（日） 網信岳さんによるヴァイオリン演奏会記念品贈呈 5月17日（日） 有料入館者にポストカードを贈呈。イベントの開催 5月17日（日） 〔第Ⅰ期〕仏の国インドへ―インドの旅と仏6 岩手県 一関市博物館 無料開館 5月17日（日） 日頃は有料で公開しているが、無料とする。無料開館 5月17日（日） 入館料を無料とする。県博バックヤードツアー 5月17日（日） 博物館のバックヤードを案内する。8 岩手県 遠野市立博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に有料パンフレットを贈呈。9 宮城県 カメイ美術館 記念品贈呈 5月17日（日） 先着20名にポストカードを贈呈。10 宮城県 芹沢長介記念東北陶磁文化館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。記念品贈呈 5月18日（月） 先着15名にセットハガキを贈呈。無料開館 6月27日（土） 常設展示のみ無料とする。イベントの開催 6月27日（土） 「勾玉作り」、「砂金採り」、「博物館の裏側たんけん（バックヤードツアー）」等、主に小学生・親子連れを対象とした体験イベントを開催。13 宮城県 宮城県美術館 無料開館 5月17日（日） 常設展示のみ無料とする。14 秋田県 秋田県立近代美術館 ワークショップ 5月17日（日） フェルト毛玉・マスコットを作る。 常設展は日頃から無料公開。15 山形県 本間美術館 記念品贈呈 5月18日（月） 抹茶を通常500円のところ、300円で提供。16 山形県 米沢市上杉博物館 無料開館 5月18日（月） 常設展示のみ無料とする。記念講演会「アメリカのダリー〈狂っていない狂人〉」 5月17日（日） 美学者谷川渥氏を講師に迎え、ダリのアメリカ人をテーマに講演会を行う（事前申込）。担当学芸員による展覧会講 4月26日（日） 企画展担当学芸員による講座。18 茨城県 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。19 茨城県 土浦市立博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。無料開館 5月17日（日） 小人のみ無料とする。HⅡロケットカウントダウンショー 5月17日（日） 50ｍの実物大ＨⅡロケットの発射の様子が楽しめる。おりがみであそぼう 5月17日（日） ボランティアの指導を受けながら折紙ができる。栃木県立博物館 イベント等 5月17日（日） 県立博物館の日イベント（県博デー）：博物館コンサート、学芸員とっておき講座、キッズツアー、クイズにチャレンジ、その他講座、体験活栃木県立博物館（関東地区博物館協会） 関東地区博物館協会H27年度第1回研究会 5月21日（木） 講演会（内容未定）。会場：千葉県立現代産業科学館22 栃木県 那須塩原市那須野が原博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。23 群馬県 群馬県立自然史博物館 イベント等 5月17日（日） 化石のレプリカ作り、飛ぶタネの模型作り。対象：どなたでも、定員：なし、参加費：無料、時間：9：30～16：00、場所：実験室。24 群馬県 館林市立資料館 記念品贈呈 5月17日（日） 応募者に抽選で100名に群馬県博物館連絡協議会記念品（クリアファイル）を贈呈。 群馬県博物館連絡協議会の「国際博物館の日」キャンペーンにあわせ実施（平成27年5月16日～31日）25 群馬県 水と緑と詩のまち前橋文学館 記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。26 埼玉県 入間市博物館（ＡＬＩＴ） 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。27 埼玉県 河鍋暁斎記念美術館 記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。28 千葉県 我孫子市鳥の博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。29 千葉県 鴨川シーワールド イベント等 5月16日（土）～5月18日（月） 国際博物館の日記念行事特別レクチャー「鴨川シーワールド　シャチとの歩み」30 千葉県 木更津市郷土博物館　金のすず 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。31 千葉県 芝山町立　芝山古墳・はにわ博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。32 千葉県 千葉県立現代産業科学館 イベント等 5月17日（日） 工作教室「スルリとすりぬけるまぼろしの壁（スルリン）をつくろう」33 千葉県 千葉県立関宿城博物館 昔のくらし展 5月17日（日） 昔なつかしい、かつての生活用品や農耕具などを展示する。ミュージアム・トーク 5月16日（土）11：00～11：30、14：30～15：00 学芸員による展示室での解説。入場料必要。毎年5月18日は「国際博物館の日」及び「国際植物の日」、また5月22日は「国際植物の日」。博物館での役割を考える。青葉の森観察会 5月17日（日）13：30～15：30 生態園に集合し、青葉の森公園と散策しながら、植物を中心に生き物の観察を行う。当日申込、先着30名。保険料50円。小学生以下は、保護者同伴。35 千葉県 千葉県立房総のむら 春のまつり 5月3日（日）～5月5日（火） 民俗芸能や大道芸、昔の遊びなど子どもから大人まで楽しめるイベントとして開催。36 千葉県 松戸市立博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。37 東京都 足立区立郷土博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。

青森県 棟方志功記念館岩手県立博物館岩手県
No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考
57

青森県 青森県立郷土館4
東北福祉大学  芹沢銈介美術工芸館121720 栃木県

千葉県立中央博物館千葉県

21

34

東北歴史博物館宮城県 諸橋近代美術館福島県栃木県 栃木県子ども総合科学館
宮城県11
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 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考38 東京都 ＮＨＫ放送博物館 リニューアル工事のため、2月16日から11月まで休館。その間、渋谷区神南のNHK放送センター敷地内にある「NHKふれあいホール」ギャラリーにて、放送博物館の収蔵品の一部を展示する「放送90年特別展示」を実施（入場料無料）。特別展示会場内で、「国際博物館の日」のポスター掲示を行う。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。開館時間の延長 5月18日（月） 通常月曜は休館日だが、開館予定。無料開館 5月17日（日）～5月18日（月） 全ての展示を無料で公開する。昭和人物紹介展「川口由美子作陶展」 5月16日（土）～5月31日（日） 陶芸作家川口由美子氏の陶芸作品の展示。開期中、観覧無料。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。イベント等 5月17日（日） 学芸員によるギャラリートーク、ワークショップ「体験！切手はり絵」でオリジナルはがきの作成、郵便局臨時出張所開設、記念小型印（イラスト入り消印）使用42 東京都 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館 記念品贈呈 5月12日（火）～5月16日（土） 来館者全員にポストカードを贈呈。無料開館 5月19日（火） 常設展示のみ無料とする。特別展「大アマゾン展」特別講演会「アマゾンの植物と菌類」 5月10（日）13：00～14：30 アマゾンの植物と菌類について、研究員が解説する。ミュージアム何でも探検「建物ツアー」 5月16日（土）13：30～15：00 明治から昭和にかけての建築・科学技術などについて、上野公園内の歴史的建造物をめぐりながら分かりやすく学ぶツアー。上野の山でゾウめぐり～国際博物館の日記念ツアー～ 5月17日（日）9：00～14：30 「ゾウ」をテーマに、上野動物園、国立科学博物館及び東京国立博物館を各専門家の解説によりめぐることで、ゾウの暮らし、体の作り、私たち人間とのかかわりなどについて学ぶ。上野学園大学ミュージアムコンサート 5月23日（土）13：00～、15：00～ 上野学園大学の学生によるミュージアムコンサート。各回30分程度。特別展「大アマゾン展」特別講演会「アマゾンの鳥と昆虫」 5月24日（日）13：00～14：30 アマゾンの鳥と昆虫について、研究員が解説する。無料開館 5月18日（月） 公募展の一部展覧会について無料予定。記念品贈呈 5月18日（月） 先着100名にポストカードを贈呈。無料開館 5月17日（日）～5月18日（月） 常設展示のみ無料とする。記念品贈呈 5月18日（月） 先着100名にポストカードを贈呈。ボランティアによるガイドツアー 5月18日（月） 常設展示室の作品解説ツアー（定員30名）。2グループに分かれボランティアが作品5～7点を解説する。46 東京都 品川区立品川歴史館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。47 東京都 杉野学園衣裳博物館 記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。記念品贈呈 5月17日（日） 先着100名に一筆箋を贈呈。記念品贈呈 5月19日（火） 来館者全員にポストカードを贈呈。記念品贈呈 5月18日（月） 先着30名にポストカードを贈呈。博物館見学ツアー 5月18日（月）～5月22日（金） 企画展・常設展の解説や収蔵庫見学を予定。50 東京都 東京国立近代美術館 無料開館 5月17日（日） 常設展示のみ無料とする。 フィルムセンターの上映会（大ホール・小ホール）は、当該事業の対象外。51 東京都 東京国立博物館 無料開館 5月19日（火） 総合文化展（常設展）のみ無料とする。 平成27年度「国際博物館の日」記念事業「上野ミュージアムウィーク」として実施。52 東京都 東京農工大学科学博物館 子供科学教室「糸繰り体験をしよう！」 5月16日（土） 簡単な工作で糸繰り機を作成して、まゆから絹糸を繰る体験をする。 その他複数のワークショップを同日に予定、検討中。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。54 東京都 東武博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 入館券購入者1,000名に特製パンフレットとオリジナルクリアファイルを贈呈。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にオリジナルグッズを贈呈。観覧料割引 5月17日（日） 一般入館料300（高校生以上）のところ、100円割引の200円で入館できる。56 東京都 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 イベント等 5月中旬～5月下旬 石神井城に関する特集展示コーナーを設置。 日頃から無料で公開している。57 東京都 松岡美術館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。58 東京都 三井記念美術館 無料開館 5月17日（日） 外国人及び大学生、高校生のみ、全ての展示を無料で公開する。59 東京都 明治大学博物館 記念品贈呈 5月18日（月） 希望者にポストカードを贈呈。 日頃から無料で公開している。60 東京都 郵政博物館 記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードと一筆箋を贈呈。61 山梨県 写真・絵手紙体験学習館 記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にボールペンを贈呈。イベント等 2月20日（金）～9月15日（火） 見延山大学図書館合同企画展「日蓮聖人の御生涯―信心の歩みを運ぶべし―」63 静岡県 上原近代美術館 無料開館 5月18日（月） 全ての展示を無料で公開する。64 静岡県 上原仏教美術館 無料開館 5月18日（月） 全ての展示を無料で公開する。こどもの日の集い 5月5日（火） 詳細は検討中無料開館 5月5日（火） 詳細は検討中66 静岡県 裾野市立富士山資料館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に富士山缶バッヂを贈呈。67 静岡県 沼津市戸田造船郷土資料博物館 無料開館 5月18日（月） 全ての展示を無料で公開する。

日頃から無料で公開している。

東京都 刀剣博物館東京都 日本カメラ博物館

東京都 国立新美術館東京都

大妻女子大学博物館

東京都 東京家政大学博物館

家具の博物館東京都東京都 切手の博物館

東京都 台東区立朝倉彫塑館

394041
東京都 国立科学博物館43

山梨県 身延山宝物館静岡県 島田市博物館

4849
国立西洋美術館4445

65

5355
62

東京都

日頃から無料で公開している。

「国際博物館の日」を記念し、例年上野の文化施設及び上野のれん会にて実施している「上野ミュージアムウィーク」の記念イベントとして実施するもの。（上野ミュージアムウィーク2015：平成27年5月9日（土）～24日（日））
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 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。第9回そろくまつり 5月17日（日） 郷土の偉人である江原素六の命日（5月19日）に近い日曜日に毎年開催している。この日は観覧無料。また、近隣の小学生が江原素六について学習し、まとめたものを作品展として実施す69 静岡県 三島市郷土資料館 郷土教室　古代のくらし 5月10日（日）10：00～12：00、13：00～ 火起こし、勾玉づくり、土器当てクイズ、弥生人風衣装を着てみよう70 愛知県 あま市七宝焼アートヴィレッジ七宝焼ふれあい伝 記念品贈呈 5月17日（日） 展示室入館者全員にオリジナルクリアしおりを贈呈。71 愛知県 安城市歴史博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。72 愛知県 北名古屋市歴史民俗資料館「昭和日常博物館」 国際博物館の日「Theme:Museum for a sustainablesociety」関連ワークショップ 5月17日（日） 「ふかふか綿からヒツジが一匹、二匹……」昔ながらの綿繰り機を使って実綿から種をとる作業を体験し、とれた綿でふかふかモコモコのかわいらしいヒツジを作る。 日頃から無料で公開している。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に鉱物ポスターを贈呈。イベント等 5月16日（土）～6月21日（日） 企画展「日本の生物多様性とその保全」記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。イベント等 5月17日（日） 実験ショー「空気のひみつ」の実施。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者にポストカード、古い収蔵品カタログ、パンフレット等を贈呈。無くなり次第、終了。リレー・トーク 5月17日（日）14：00～ 開催中の新収蔵品展会場で歴史・美術の担当学芸員や民俗研究者が解説を行う。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） 先着50名にポストカードを贈呈。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） クイズラリー参加正解者の中から抽選で記念品を贈呈。イベント等 5月17日（日） クイズラリー、アクセサリー作り、ジェムストーン探し78 岐阜県 美濃加茂市民ミュージア 無料開館 5月17日（日） 有料の企画展を無料で公開する。観覧料割引 5月16日（土） 団体料金を適用。「国際博物館の日」記念講演会 5月16日（土） 演題「金沢文庫は現代的課題に応えられるか」。講師は職員。当日参加。ミュージアム・リレー第213走 5月15日（金） 見学会と講演を実施。活動報告展 4月25日（土）～5月24日（日） 展示。81 神奈川県 鎌倉市鏑木清方記念美術館 イベント等 5月17日（日） 展示解説を13：30から20分程度実施。さがみはら宇宙の日講演会「アンドロメダ銀河とリーヴィットの法則」 5月17日（日）14：00～15：30 大会議室。先着200名。無料。プラネタリウム・全天周映画 5月17日（日） こども（4歳以上中学生以下）無料。83 神奈川県 平塚市博物館 博物館こどもフェスタ2015 5月6日（水） 科学実験、古代生活体験、民具体験など、親子で楽しめる各種のイベントを開催します。山田朗館長出張展示解説会開催 5月17日（日） 明大中野キャンパス低層棟5階ホールにて13：30～14：30（開場13時）。中野キャンパス出張展示「紙と戦争―登戸研究所と風船爆弾・偽札―」 4月22日（水）～5月22日（金） 明大中野キャンパス1階アトリウムにて2014年度に開催した企画展を特別出張展示。85 神奈川県 山口蓬春記念館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にオリジナルグッズを贈呈。記念品贈呈 5月17日（日） ポストカードを贈呈。トピック展示「アメリカ・コロラド高原の化石」 4月25日（土）～6月28日（日） 中生代の恐竜などの展示。人文館常設展示解説（2階民俗・歴史） 5月3日（日） 担当学芸員による常設展示の解説。人文館常設展示解説（1階考古） 5月4日（月） 担当学芸員による常設展示の解説。文化財収蔵庫公開（国指定重要有形民俗文化財「三浦半島の漁撈用具」） 5月2日（土）～5月6日（水） 国指定重要有形民俗文化財の一般公開。国指定重要有形民俗文化財「三浦半島の漁撈用具」解説 5月3日（日） 民俗学研究員による国指定重要有形民俗文化財の解説。自然観察会「春の野鳥観察」 5月5日（火） 身近な雑木林での野鳥の観察。自然観察会「野比海岸の地 5月16日（土） 三浦半島の代表的な地層の観察。自然観察会「干潟の生き物」 5月17日（日） カニや貝、魚など干潟の小動物の観察。自然観察会「横須賀の海岸の植物と昆虫見て歩き」 5月23日（土） 海岸線を歩きながら海岸に咲く植物と花にやってくる昆虫の観察。野外学習「近代化遺産ツアー 5月29日（金） 市内に残された近代建築の見学。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に次回使用入館券を贈呈。里山の生きもの探検 5月17日（日） キョロロ周辺の水辺やブナ林に棲む生きものを捕まえて観察する。隣の動物たち展 ～6月28日（日） 増えたら困る？減っても困る？すぐ近くにいる雪里のケモノ達にスポットをあてた企画展。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員の抽選により記念品贈呈。イベント等 5月17日（日） 新潟県立歴史博物館の招待券抽選プレゼント、国際博物館の日記念講座「ユニバーサル・ミュージアムを考える」（講師：山本哲也（当館研究員））、博物館友の会カフェ、博物館友の会企画「除籍本、研究員の私蔵本フェア」（無料配89 新潟県 新潟市新津美術館 記念品贈呈 5月18日（月） 先着200名にグッズを贈呈。90 新潟県 新潟市歴史博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者にポストカードを贈呈（団体の来館者を除く）。花鳥山水図展 4月9日（木）～6月29日（月） 館内大藤棚の開花にあわせた季節の所蔵品展。92 富山県 百河豚美術館 サービス 5月17日（日） 来館者全員にハーブティーをサービス。93 富山県 滑川市立博物館 大蛸からホタルイカへ～滑川名物史話～ 5月17日（日） 江戸時代に滑川の名物と言われていた「滑川の大蛸」と明治時代から有名になったホタルイカ。滑川を代表する名物の移り変わりについて紹介。 日頃から無料で公開している。

76 岐阜県 多治見市美濃焼ミュージアム豊橋市地下資源館

新潟県

岐阜県 中津川市鉱物博物館

静岡県 沼津市明治史料館
愛知県 豊橋市美術博物館愛知県 豊橋市自然史博物館愛知県

84
86
87

神奈川県 明治大学平和教育登戸研究所資料館

91

68
7374
7775
8082

88 北方文化博物館

神奈川県 横須賀市自然・人文博物館
新潟県 十日町市立里山科学館越後松之山「森の学校」キョロロ新潟県

日頃から常設展、収蔵品展を無料で公開している。日頃から無料で公開している。
神奈川県 神奈川県立金沢文庫79 神奈川県立生命の星・地球博物館神奈川県 相模原市立博物館神奈川県

新潟県立歴史博物館
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 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考94 富山県 氷見市立博物館 氷見市立文化財センター所蔵・民俗資料特別公開 5月17日（日）9：00～16：30 本年3月2日付で国登録有形民俗文化財になった「氷見及び周辺地域の漁撈用具」などを公開。無料。95 石川県 金沢市立安江金箔工芸 記念品贈呈 5月18日（月） 有料入館者に博物館手づくりのグッズを贈呈。96 石川県 金沢湯涌夢二館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。97 石川県 鈴木大拙館 黄昏スペースツアー 5月17日（日） 学芸員による展示解説と館内案内。98 福井県 福井県立こども歴史文化館 「国際博物館の日」記念大人のための館長講座「白川東洋 5月17日（日） 常設展白川静漢字ワールドの展示テーマ、白川静研究内容を解説する。 日頃から無料で公開している。99 長野県 須坂市立博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 先着30名にポストカードを贈呈。100 長野県 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。101 長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物 記念品贈呈 5月18日（月） 先着50名にナウマンゾウピンバッヂを贈呈。102 三重県 亀山市歴史博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。103 三重県 鈴鹿市考古博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。104 三重県 四日市市立博物館 イベント等 5月17日（日） バックヤード見学、時空街道ツアー 日頃から無料で公開している（常設展のみ）。無料開館 5月3日（日）～5日（火） 入館料を無料とする。平成27年度春季特別展「古地図の魅力―日本と近江と村々の姿―」 4月18日（土）～6月7日（日） 「日本の姿」「近江の姿」「江戸期の村の姿」「明治初期における村の組替」と4つのテーマに分け、「古地図の魅力」を紹介。106 滋賀県 近江神宮時計館宝物館 観覧料割引 5月17日（日） 全ての展示を団体割引料金とする。107 滋賀県 木下美術館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。博物館講座「鏡面からみる近江の古墳」 5月17日（日） 講師：細川脩平（当館）トピック展示「古墳時代の鏡」 4月23日（木）～7月1日（水） 上記の博物館講座に関連するミニ展示。109 滋賀県 野洲市歴史民俗博物館・銅鐸博物館 テーマ展「三上藩―藩士鷲見家の歴史」 3月21日（土）～5月31日（日） 野洲郡三上村（野洲市三上）を拠点とした三上藩と藩士鷲見家（すみけ）の歴史を紹介。110 滋賀県 栗東歴史民俗博物館 特集展示「土の埴輪と木の埴輪」（仮称） 5月23日（土）～6月21日（日） 栗東市内の出土品を中心に、様々な埴輪をご紹介します。111 京都府 アサヒビール大山崎山荘美術館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。イベント等 5月18日（月） 13時より手織工場と文化館を解説しながら案内。所要時間1時間。12時50分集合。113 京都府 京都国立博物館 記念品贈呈 5月19日（火） 先着100名にポストカードを贈呈。114 京都府 京都市考古資料館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にオリジナルクリアファイルを贈呈。115 京都府 鞍馬山霊宝殿（鞍馬山博物館） 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に散華5枚組を贈呈。116 京都府 博物館さがの人形の家 無料開館 5月17日（日） 京都市民に対し、無料公開（申込制）。無料開館 5月18日（月） 日頃は有料で公開しているが、無料とする。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員に記念品を贈呈。118 京都府 向日市文化資料館 国際博物館の日記念事業映像上映会「フィルムが語る乙訓・向日」 5月3日（日）～5月6日（水） 開催中のラウンジ展「フィルムが語る乙訓・向日」に関連して、文化資料館が保存する戦前・戦後に撮影された8ミリ・16ミリフィルムの映像を上映する。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。イベント等 5月17日（日） 春季特別展山本宗補写真展「戦後はまだ…刻まれた加害と被害の記憶」（2015年5月3日（日）～7月4日（土））開催期間中につき、5月17日を無料公開する。5月3日（日）、山本宗補（フォトジャーナリスト）によるギャラリートークと講演会、5月30日（土）、林博史（関東学院大学教授現代史）による講演会を実施。聴講無料。120 大阪府 和泉市久保惣記念美術 観覧料割引 5月17日（日） 入館料を一律200円とする（通常600円）。記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。ガイドツアー（定例） 5月18日（月）14：00～ 約60分。122 大阪府 大阪府立弥生文化博物 卑弥呼ミュージアム 5月10日（日） 卑弥呼を題材にしたミュージカルを行う。123 大阪府 関西大学博物館 イベント等 5月17日（日） 関西大学博物館企画展　かんさい・大学ミュージアムネットワーク「大学の扉を開く」 日頃から無料で公開している。124 大阪府 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月18日（月） 先着100名にトーテムポールえんぴつを贈呈。125 大阪府 吹田市立博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。 旧西尾家住宅、旧中西家住宅を含む（日頃から無料で公開している）。126 大阪府 日本工芸館 記念品贈呈 5月1日（金）～5月31日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。無料開館 5月17日（日） 日頃は有料で公開しているが、無料とする。記念品贈呈 5月17日（日） イベント参加者に綿の種を贈呈。春の史跡ハイキング「大阪夏の陣徳川軍の進軍の地を訪ねる」 5月17日（日） 「大阪夏の陣400年一祭プロジェクト」の取り組みとして、生駒山麓にある大阪夏の陣ゆかりの史跡を訪ねる。また、博物館の見学。「国際博物館の日」にちなみイベント参加者及び入館者には入館を無料とする。128 兵庫県 あさご芸術の森美術館－淀井敏夫記念館－ 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。129 兵庫県 小野市立好古館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。130 兵庫県 神戸市立小磯記念美術 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。131 兵庫県 神戸市立森林植物園 記念品贈呈 5月18日（月） 先着100名にポストカードを贈呈。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） 先着200名にマグネットを贈呈。特別展「千代鶴是秀―用を極めて美に至る―」 4月29日（水）～5月24日（日） 大工道具を芸術の域へと昇華させた鍛冶の名工、千代鶴是秀。最高峰の作品群を一堂に展示し、至高の大工道具をうみだした名工の世界に迫る。133 兵庫県 たつの市立龍野歴史文化資料館 記念品贈呈 5月17日（日） 先着10名に図録を贈呈。134 兵庫県 西宮市立郷土資料館 文化財見学ウォーク 5月15日（金） 神園1号墳周辺の文化財や史跡などを巡る。135 兵庫県 兵庫県立人と自然の博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 先着50名にオリジナルグッズを贈呈。

滋賀県立安土城考古博物館
京都府 風俗博物館
京都府 立命館大学国際平和ミュージアム

大阪府 東大阪市立郷土博物館

108105 滋賀県
117
119

127

愛荘町立歴史文化博物館滋賀県
川島織物文化館京都府

大阪音楽大学音楽博物館大阪府

竹中大工道具館兵庫県

112

121

132

日頃から無料で公開している。

日頃から無料で公開している。
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 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に記念品を贈呈。展示講演会「新聞の歴史と今村勤三」（仮） 5月24日（日） 企画展示「近代奈良の情報化」関連行事。講師：山上豊代（歴史研究家）展示ギャラリートーク 4月19日（日）、5月10日（日）13：30～14：00 企画展示「近代奈良の情報化」職員による資料解説。イベント等 5月17日（日） 講師の方をお呼びしてのイベント（内容調整中）。企画展「摩訶不思議な甲虫の世界」に関連した内容。放蝶サービス 5月17日（日） 昆虫館で羽化した蝶を温室へ放していただく。138 奈良県 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 イベント等 5月17日（日） 春季特別展「継体大王とヤマト」の内容に即して研究講座「尾張連氏と断天山古墳」（赤塚次郎氏）、「継体大王と今城塚古墳」（宮﨑康雄氏）を開催。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者にポストカードを贈呈。イベント等 5月17日（日） ミュージアムコンサート、ギャラリートーク140 奈良県 奈良県立民俗博物館 国立博物館の日記念講演「福神と招福」 5月17日（日）13：30～ 手塚山大学教授源城政好氏による講演会。定員60名。141 奈良県 奈良国立博物館 無料開館 5月19日（火） 常設展のみ無料とする。142 奈良県 歴史に憩う橿原市博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。国際博物館の日記念　バックヤードツアー 4月29日（水）13：30～15：00 普段は見られない美術館の裏側を見学するツアー。申込不要。「和歌山と関西の美術家たちリアルのリアルのリアルの」展ワークショップ　「妄想暴走してまんねん」 5月3日（日） 講師：伊藤彩。自らの妄想を元にした不思議な3次元のジオラマを作り、それを写真に撮って2次元にした上で、絵画に描き起こすという伊藤さん独特の制作方法を、参加者にも追体験してもらう。要申込。4月10日（金）締切予定。「和歌山と関西の美術家たちリアルのリアルのリアルの」展ワークショップ　「自然の造形を楽しもう！」 5月5日（火） 講師：君平。最初に和歌山県立自然博物館の学芸員から、植物の構造について実物を観察しながらお話をいただく。その観察を元に、講師の指導により楽しい創作活動を行う（協力：和歌山県立自然博物館）。要申込。4月10日（金）締切予定。「和歌山と関西の美術家たちリアルのリアルのリアルの」展ワークショップ　「空間をとらえなおす」 5月6日（水） 講師：岡田一郎。講師の誘導で、音や気温の変化、空気の動きなどに意識が向くよう神経を研ぎ澄ませることで、それぞれの空間認識を考えなおしてみるという、実験的なワークショップ。要申込。4月10日（金）締切予定。国際博物館の日記念　コレクション展　フロアレクチャー 5月10日（日） 和歌山県立近代美術館が誇る名品の数々を、学芸員の案内にてご紹介する（要入場券）。144 和歌山県 和歌山県立自然博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員にペーパークラフトを贈呈。145 和歌山県 和歌山県立博物館 記念品贈呈 5月17日（日） 先着20名に缶バッジを贈呈。146 和歌山県 和歌山市立博物館 無料開館 5月15日（金）～5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。147 鳥取県 県立童謡館・鳥取世界おもちゃ館（わらべ館） おもちゃのアクションシーン！ 5月17日（日） 小型のオートマタや電池で動くブリキの動物型おもちゃの動く様子をご覧いただく。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。やまびこクイズ・オリエンテーリング 5月17日（日）10：00～12：00 マップを手がかりに博物館と博物館の建つ樗谿公園のどこかに隠されたクイズに解答する。回答数と時間によって得点をつけ、上位入賞者には景品もあり。149 島根県 石見安達美術館 無料開館 5月18日（月） 全ての展示を無料で公開する。150 岡山県 岡山県立博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。 イベント等については未定。無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） 中学生以下の方に昆虫ミニチュアを贈呈。152 岡山県 招き猫美術館 記念品贈呈 5月18日（月） 来館者全員にポストカードを贈呈。情熱の女流書家　山田勝香展 4月25日（土）～6月28日（日） かな書家山田勝香の新収蔵作品を中心に約50点を展示紹介。大木茂写真展「中国辺境の旅」 4月25日（土）～5月17日（日） シルクロードを13,000km、182時間の汽車旅で撮影した約120枚のカラー写真で構成。154 岡山県 夢二郷土美術館 記念品贈呈 5月17日（月） 先着20名にポストカードを贈呈。155 広島県 しぶや美術館 記念品贈呈 5月17日（日） 新館（有料）入館者全員にポストカード2枚を贈156 広島県 広島県立歴史博物館 イベント等 5月17日（日） ふどきの丘春まつり　昔・むかしの体験イベント大集合！157 山口県 毛利博物館 無料開館 5月18日（月） 全ての展示を無料で公開する。158 山口県 山口県立山口博物館 教育普及行事「昆虫を探そう！」 5月10日（日） 参加者に記念品を配付。記念品贈呈 5月17日（日） 来館者全員に考古資料館オリジナルクリアファイルを贈呈。 日頃から無料で公開している。考古学入門講座 5月30日（土） 講演会「稲作の始まり」160 徳島県 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館 阿波人形浄瑠璃芝居定期公演 5月16日（土） 松茂町の「ふれあい座」による人形浄瑠璃芝居の上演と記念品配付。161 香川県 香川県立東山魁夷せとうち美術館 無料開館 5月19日（火） 来館した方の観覧料を無料にする。162 香川県 香川県立ミュージアム 無料開館 5月19日（火） 全ての展示を無料で公開する。163 愛媛県 今治市伊東豊雄建築ミュージアム 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。164 愛媛県 今治市岩田健母と子のミュージアム 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。165 愛媛県 今治市大西藤山歴史資料館 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。166 愛媛県 今治市大三島美術館 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。167 愛媛県 今治市河野美術館 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。168 愛媛県 今治市玉川近代美術館 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。169 愛媛県 今治城 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。170 愛媛県 今治市村上水軍博物館 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。171 愛媛県 今治市吉海郷土文化センター 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。172 愛媛県 ところミュージアム大三島 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。

和歌山県 和歌山県立近代美術館
鳥取県 鳥取市歴史博物館（やまびこ館）岡山県 つやま自然のふしぎ館（津山科学教育博物館）

奈良県 安堵町歴史民俗資料館
奈良県立美術館奈良県

136

143

159

橿原市昆虫館奈良県

148151 岡山県 やかげ郷土美術館
徳島県 徳島市立考古資料館

139

153

137
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 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考173 愛媛県 村上三島記念館 観覧料割引 5月17日（日） 今治市の有料文化施設の観覧料を2割引にする。174 高知県 高知県立歴史民俗資料館 無料開館 5月3日（日） 開館記念日で無料入館とし、各種催しを実施予定。175 福岡県 王貞治ベースボールミュージアム 観覧料割引 5月16日（土）～5月24日（日） リーフレット持参で割引。 福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。北九州ミュージアムウィーク2015 5月9日（土）～5月24日（日） 「北九州ミュージアムウィーク2015」各館をめぐるスタンプラリーを実施。大人も！子どもも！博物館で江戸遊び 5月9日（土） 循環型社会であった江戸時代の遊び（落語・判じ絵等）を体感することを通じ、持続可能な社会のあり方について考える契機とする。177 福岡県 九州国立博物館 無料開館 5月19日（火） 当館4階の文化交流展（平常展）を無料にて公開する。178 福岡県 九州大学総合研究博物館 記念品贈呈 5月16日（土）～5月24日（日） 来館者に記念品を贈呈。 日頃から無料で公開している。福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。無料開館 5月16日（土）～5月24日（日） 常設展のみ無料記念品贈呈 5月16日（土）～5月24日（日） 来館者に記念品を贈呈。180 福岡県 西南学院大学博物館 記念品贈呈 5月16日（土）～5月24日（日） 来館者に記念品を贈呈。 日頃から無料で公開している。福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。181 福岡県 太宰府天満宮宝物殿 記念品贈呈 5月18日（月） 先着50名にポストカードを贈呈。182 福岡県 立花家史料館 イベント等 5月17日（日） 特集展示「刀を見る、伝統を知る　柳川藩主立花家の刀剣」のギャラリートーク観覧料割引 5月16日（土）～5月24日（日） リーフレット持参で割引。記念品贈呈 5月16日（土）～5月24日（日） 来館者に記念品を贈呈。184 福岡県 はかた伝統工芸館 イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） はかたくじで伝統グッズプレゼント 日頃から無料で公開している。福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。観覧料割引 5月16日（土）～5月24日（日） リーフレット持参で割引。イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） 講座「博多博学」無料開館 5月16日（土）～5月24日（日） 常設展のみ無料イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） 大友良英トークショー、バックヤードツアー、ギャラリーツアー、アジアの絵本と紙芝居の読み聞かせ、アーティストトークなど無料開館 5月16日（土）～5月24日（日） 常設展のみ無料イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） ギャラリートーク、コレクション展クイズ無料開館 5月16日（土）～5月24日（日） 常設展のみ無料イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） 特別展「新・奴国展」プレイベント、「黒田長政」レプリカ着用体験、ワークショップ、ロボットショーなど無料開館 5月16日（土）～5月24日（日） 常設展のみ無料イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） 講演会「大仏師　松本明慶が語る仏像彫刻」、ギャラリーツアー、ワークショップなど190 福岡県 福岡市埋蔵文化財センター イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） バックヤードツアー、勾玉づくりワークショップ、考古学講座 日頃から無料で公開している。福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。観覧料割引 5月16日（土）～5月24日（日） リーフレット持参で割引。イベント等 5月16日（土）～5月24日（日） ホンマタカシサテライトトーク、映像上映会192 佐賀県 佐賀県立九州陶磁文化 記念品贈呈 5月17日（日） 先着100名にポストカードを贈呈。 日頃から無料で公開している。
福岡県 福岡市美術館

福岡アジア美術館福岡県 福岡県立美術館

北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）

福岡県 福岡市博物館

福岡県

188189
186185

九州産業大学美術館福岡県179
176

福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。
福岡ミュージアムウィーク2015参加館。参加施設のうち2か所のスタンプを集めると抽選で商品が当たるスタンプラリーを実施。

三菱地所アルティアム

能古博物館

191 福岡県

福岡県183

福岡県187
「博多町家」ふるさと館福岡県
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 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧 2015年度「国際博物館の日」記念事業一覧事業名 実施期間 内容No. 都道府県 館名 企画中の記念事業等 備考193 長崎県 長崎県美術館 記念品贈呈 5月18日（月） 先着50名に記念品を贈呈。194 長崎県 長崎純心大学博物館 記念品贈呈 5月18日（月） 先着30名にポストカードを贈呈。195 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（月） 全ての展示を無料で公開する。記念品贈呈 5月17日（日） 先着50名にオリジナルステッカー又は缶バッジを贈呈。開館時間の延長 5月17日（日） 通常17時までのところ、20時まで開館。イベント等 5月17日（日） パレオプログラム「春の化石教室」197 鹿児島県 石橋記念公園　石橋記念館 石橋と近代化遺産の歴史散策 ゴールデンウィーク中 かごしま探検の会の東川隆太郎氏を講師に迎え、公園周辺の歴史を探訪する。198 鹿児島県 鹿児島県歴史資料センター黎明館 学芸講座「幕末薩摩の留学生～日本近代化の若き先駆者たち～」展示解説 4月25日（土）、5月17日（日） 企画展「幕末薩摩の留学生～日本近代化の若き先駆者たち～」に関する解説講座と展示場での解説199 鹿児島県 加世田郷土資料館 イベント等 2月28日（土）～5月17日（日） 企画展写真展「昭和の加世田」 日頃から無料で公開している。200 鹿児島県 吉井淳二美術館 文化勲章受章者、文化功労者、日本芸術院会員作品展 4月4日（土）～7月20日（月） 洋画、日本画、版画、彫刻、30作品を前期後期展示。 日頃から無料で公開している。記念品贈呈 5月17日（日） 先着20名に勾玉作成キットを贈呈。写真でみる南さつまの野鳥展 5月17日（日） 野鳥を通して身近な自然を観察し、南さつま市の自然の素晴らしさや、自然との共存を考える。202 沖縄県 沖縄県立博物館・美術館 国際博物館の日 5月8日（金）～5月24日（日） 無料入館日、バックヤードツアー、キュレータートーク（いずれも5月16日（土）、パネル展、等。203 沖縄県 名護博物館 無料開館 5月17日（日） 全ての展示を無料で公開する。歴史交流館金峰鹿児島県201
196 熊本県 御船町恐竜博物館
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