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2017年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
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18日（木）
来館者全員にポストカードを贈呈する。
開館時間の延長
5月18日（木）
閉館時間を通常の17:00から20:00に延長する。
浦幌町立博物館
人類固有の争われた歴史を受容しようとする「国
夜学講座「歴史と向き合う博物 5月18日（木）
際博物館の日」のテーマに基づき、アイヌの歴史
館：アイヌの歴史と向き合う」
19:00～20:00
と博物館がどう向き合っていくかを考る。
神田日勝記念美術館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
5月13日（土）、
釧路市立博物館
記念品贈呈
各日先着10名にポストカードを贈呈する。
5月14日（日）
無料開館
4月29日（土）
すべての展示を無料で公開する。
4月22日（土）～
国際博物館の日記念事業
未公開資料等を特別展示する。
美幌博物館
5月7日（日）
100均で作る☆自然かんさつ
4月29日（土）
簡単にできる自然観察グッズを作る。（先着20名）
グッズ
10:00～
5月27日（土）、
無料開館
すべての展示を無料で公開する。
5月28日（日）
5月27日（土）、
記念品贈呈
各日先着150名にメタルボールペンを贈呈する。
5月28日（日）
5月27日（土）、
ふだん一般公開していない、旧第五十九銀行青
特別ガイド 文化財建造物をめ 5月28日（日）
森支店（1931年建築、国の登録有形文化財）であ
青森県立郷土館
ぐる
①11:00～
る郷土館旧館を、無料で解説・案内する。各回先
②13:30～
着20名。
27日：テーマ、講師未定
5月27日（土）、
28日：「あの時7人の侍がいた～正調ねぶた囃子
記念講演
5月28日（日）
誕生秘話～」 講師 太田誠青森ねぶた正調囃子
13:30～15:00
保存会顧問
棟方志功記念館
記念品贈呈
5月18日（木）
有料入場者にポストカードを贈呈する。
一関市博物館
無料開館
5月21日（日）
すべての展示を無料で公開する。
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
博物館の裏側を案内する。①文化財レスキュー
岩手県立博物館
県博バックヤードツアー
5月21日（日）
コース（体験を含む）、②地質・生物部門関連施設
見学コース、③考古学歴史民俗関連施設見学
「国際博物館の日」記念事業
5月18日（木）
昨年秋にリニューアルした常設展示を解説する。
北上市立博物館
「新常設展解説会」
14:00～
参加者は常設展に無料で入館できる。
花巻市博物館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日（木）
オリジナル煎茶「久助」を贈呈する。
もりおか歴史文化館
国際博物館の日！「資料保存 5月18日（木）
博物館の“裏の顔”として普段見えにくい、資料保
のイロハのイ」
19:00～20:00
存業務について学芸員が解説する。
カメイ美術館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着20名に記念品を贈呈する。
芹沢長介記念東北陶磁文化
5月20日（土）、
無料開館（常設展のみ）
常設展を無料で公開する。
館
5月21日（日）
東北福祉大学芹沢銈介美術
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
工芸館
無料開館（常設展のみ）
（日頃から無料で公開している）
秋田県立博物館
来館者全員に不忍池図のポストカードを贈呈す
記念品贈呈
5月18日（木）
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（木）
来館者全員にポストカードを贈呈する。
5月18日（木）
常設展・企画展・バックヤードを見学・解説する。
小坂町立総合博物館郷土館 博物館まるごと見学ツアー
3月11日（土）～
企画展「新収蔵資料展」
平成28年に寄贈された資料を展示する。
5月21日（日）
勾玉は滑石というやわらかい石、石器は頁石とい
山形県立うきたむ風土記の
弓矢･勾玉･石器をつくろう
5月20日（土）
う石を使って、弓矢は竹を加工して作る。参加費
丘考古資料館
各200円。
米沢市上杉博物館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
須賀川市立博物館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
館名

茨城県 古河歴史博物館

事業名

入館料減免

上高津貝塚ふるさと歴史の
茨城県
広場

無料開館

茨城県 土浦市立博物館

無料開館
記念品贈呈

茨城県 徳川ミュージアム
栃木県

日中国交正常化45周年記念
ミュージアムコンサート二胡

那須塩原市那須野が原博物
無料開館
館
館内ウォークラリー・化石のレ
プリカ色づけ体験

群馬県 群馬県立自然史博物館

学芸員なんでも相談
学芸員トークリレー

群馬県 群馬県立歴史博物館

群馬県博物館連絡協議会「国
際博物館の日」キャンペーン

群馬県 館林市立資料館
埼玉県 入間市博物館

無料開館
無料開館
記念品贈呈
日曜美術講座第59回「国際博
埼玉県 河鍋暁斎記念美術館
物館の日記念 暁斎をめぐる人
と時代」
埼玉県 ふじみ野市福岡河岸記念館 無料開館
無料開館
木更津市郷土博物館 金の
千葉県
博物館でフッションショーを ス
すず
ズコレ2017スプリング
千葉県 芝山町立古墳・はにわ博物 無料開館
国際博物館の日事業「スルリと
千葉県 千葉県立現代産業科学館 すりぬけるまぼろしの壁『スルリ
ン』をつくろう」
千葉県 千葉県立関宿城博物館
千葉県 千葉県立中央博物館
千葉県 千葉県立美術館
千葉県 松戸市立博物館

昔のくらし展
国際博物館の日記念「青葉の
森観察会」
ワークショップ「にこにこカン
バッジ」
無料開館
記念品贈呈

5月18日（木）

入館料を一般400円のところを300円に減免する。

5月18日（木）～5
すべての展示を無料で公開する。
月21日（日）
5月18日（木）、
すべての展示を無料で公開する。
5月21日（日）
来館者全員に「光圀花押デザインクリアファイル」
5月18日（木）
を贈呈する。
日中国交正常化45周年の節目に縁の深い楽器を
5月14日（日）
演奏し、歴史と向き合い未来を考える機会とする。
5月21日（日）
5月14日（日）
10:00～16:00
5月14日（日）
10:00～12:00
5月14日（日）
13:30～15:30

すべての展示を無料で公開する。
館内のウォークラリーや化石の色づけを行う。
学芸員に興味のある人を対象とする。
調査・研究に興味もある人を対象とする。

群馬県立博物館連絡協議会加盟館園来場者に
5月13日（土）～31
配付するハガキによる応募者の中から、抽選で
日（水）
100名にクリアファイルを贈呈する。
（日頃から無料で公開している）
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
5月19日（金）
来館者全員に記念品を贈呈する。
5月14日（日）
14:00～15:00

河鍋暁斎と同時代の文化人らとの交流を、河鍋館
長がレクチャーする。

5月18日（木）
5月18日（木）
3月11日（土）～
6月18日（日）
5月18日（木）
5月14日（日）
①10:10～
②12:40～
4月25日（火）～7
月2日（日）
5月21日（日）
13:30～15:30

すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
服装を展示し、その役割や込められた想いに触れ
る。
すべての展示を無料で公開する。

5月5日（金）
5月18日（木）
5月18日（木）

偏光板を使って、まばろしの壁『スルリン』をつくる
工作工作教室を開催する。
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。
国際博物館の日にちなみ、青葉の森公園に植え
られている世界各地の珍しい植物について紹介
「たのしい笑顔」をテーマにカンバッジの製作体験
を行う。
すべての展示を無料で公開する。
先着順（制限人数未定）に記念品を贈呈する。

備考
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都道府県

館名

東京都 上野地区の博物館等

東京都 荒川区荒川ふるさと文化館

東京都 NHK放送博物館

2017年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
実施期間
内容
上野のれん会の協力のもと、上野公園近縁の13
5月6日（土）～
施設が、無料開館や各種イベントを実施する。上
上野ミュージアム・ウィーク2017
【注1】
5月21日（日）
野のれん会加盟店では、使用済み入館券への
クーポンサービスを行う。
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日（木）
先着300名に和紙ファイルを贈呈する。
無料開館
（日頃から無料で公開している）
5月16日（火）～ 各日先着30名とアンケートに回答したイベント参
記念品贈呈
5月21日（日）
加者にオリジナルのペンとメモブロックセットを贈
NHK放送博物館をテーマにしたNHK総合テレビで
5月18日（木）
もっと「探検バクモン」
放送予定（5月17日）の同番組の視聴と制作者の
13:30～15:30
トークを行う。
メインテーマ「働く人とご家庭のためのストレスマ
ンージメント」、食育コーナー「大麦が体に良いわ
5月29日（土）
みんなの健康教室
け」、NHKコーナー「認知症高齢者のために思い
13:30～15:15
出を今に活かす回想法」の３つのテーマを取り上
げる。
事業名

「NHK災害報道～いのちとくらし 5月21日（日）
を守るために～」
13:30～15:00

「特別展・東日本大震災 伝え続けるために」に関
連して、NHKの災害報道について、経験豊かな
NHK放送文化研究所員が報告する。

5月16日（火）、5
月17日（水）、5月
「8Kビューイング『京都 よみが
19日（金）
える黄金空間～妙心寺天球院
8Kスーパービジョン試験放送を受信し上映する。
13:00～13:45
障壁画～』上映会
5日21日（日）
15:15～16:00
「国際博物館の日」を中心にした1週間に、豊かな
放送の歴史、日々進化する放送の「いま」と「これ
から」を伝える事業を集中的に開催する。
国際博物館の日記念ツアー
5月14日（日）9:00 国立科学博物館、東京国立博物館と共催で、生き
東京都 恩賜上野動物園
【注1】
「上野の山でキジめぐり」
～12:30
たキジや標本、キジに関するモノを巡る。
5月13日（土）～5
無料開館
すべての展示を無料で公開する。
月28日（日）
東京都 家具の博物館
昭島人物紹介展「野添晴美 銅 5月13日（土）～5
画家の野添晴美の銅版画作品を展示する。
版画作品展」
月28日（日）
無料開館
5月18日（木）
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（木）
消印にイラスト入り記念小型印を使用する。
東京都 切手の博物館
5月18日（木）～5 竜切手500文（緑）のリコンストラクション・シートを
特別展示
月21日（日）
展示する。
東京都 古賀政男音楽博物館
無料開館
5月18日（木）
すべ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）
国際基督教大学博物館湯浅 無料開館
東京都
5月16日（火）～5
八郎記念館
記念品贈呈
来館者全員にポストカードを贈呈する。
月20日（土）
無料開館（常設展のみ）
5月18日（木）
常設展を無料で公開する。
恩賜上野動物園、東京国立博物館、国立科学博
上野の山でキジめぐり
5月14日（日）
東京都 国立科学博物館
【注1】
物館による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
上野学園大学の学生によるミニコンサートを開催
5月20日（土）
サート
する。
東京都 国立新美術館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着100名にポストカードを贈呈する。
東京都 国立西洋美術館
無料開館（常設展のみ）
5月18日（木）
常設展を無料で公開する。
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
5月18日（木）、
東京都 品川区立品川歴史館
普段は非公開の茶室「松滴庵」の内部を公開す
茶室「松滴庵」の公開
5月19日（金）
る。
東京都 杉野学園衣裳博物館
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員にポストカードを贈呈する。
東京都 たばこと塩の博物館
無料開館
5月5日（金）
すべての展示を無料で公開する。
5月3日（水）～
5月7日（日）、
地質学者の必須アイテムであるルーペの用途を
東京都 多摩六都科学館
虫めがねで地質学
5月20日（土）、
学び観察する。
5月21日（日）
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（木）
先着30名にポストカードを贈呈する。
東京都 東京家政大学博物館
国際博物館の日記念「博物館 5月22日（月）～
企画展・常設展の解説や収蔵庫見学を実施する。
見学ツアー」
5月26日（金）
東京国立近代美術館工芸館 無料開館
5月18日（木）
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フィル 無料開館
5月18日（木）
上映会を除き展示室を無料で公開する。
ムセンター
東京国立近代美術館本館 無料開館（常設展のみ）
5月18日（木）
常設展を無料で公開する。
【注1】
無料開館（総合文化展のみ）
5月18日（木）
総合文化展を無料で公開する。
東京都 東京国立博物館
恩賜上野動物園、東京国立博物館、国立科学博 【注１】
上野の山でキジめぐり
5月14日（日）
物館による連携イベントを開催する。
ブリューゲル「バベルの塔」展来場者先着100名
記念品贈呈
5月18日（木）
に、同展オリジナルのポストカードを贈呈する。
東京都 東京都美術館
5月20日（土）
同館の建物そのものを楽しむツアーを実施する。
建築ツアー
14:00～14:45
先着30名。
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員にオリジナルバッジを贈呈する。
東京都 日本カメラ博物館
入館料割引
5月18日（木）
入館料を一般300円のところを200円に減免する。
無料開館
（日頃から無料で公開している）
東京都 日本銀行貨幣博物館
アンケート回答者、ヒアリング協力者にポストカー
記念品贈呈
5月18日（木）
ドを贈呈する。
学生および外国籍の来館者の入館料を無料とす
東京都 三井記念美術館
無料開館
5月18日（木)
る。それぞれ、学生証、パスポート（写し可）の提
示が必要。
東京都 武蔵野市立吉祥寺美術館 記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員にポストカードを贈呈する。
東京都 明治大学博物館
無料開館
（日頃から無料で公開している）
一般入館料1,800円を1,500円に減免する（他の割
東京都 森美術館
入館料減免
5月18日（木）
引との併用不可）。
東京都 郵政博物館
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員にレターセットを贈呈する。
写真・絵手紙体験学習館（岡
山梨県 田紅陽写真美術館･小池邦 記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員にポストカードを贈呈する。
夫絵手紙美術館）
静岡県 裾野市立富士山資料館
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員に缶バッジを贈呈する。
山田昌久首都大学東京教授（考古学）を招いて、
登呂博物館企画展「石の刃物
弥生時代から古墳時代までに様々な刃物の道具
5月21日（日）
静岡県 静岡市立登呂博物館
鉄の刃物」関連講演会「石の刃
が、どのように石器から鉄器に移り替わっていっ
14:00～16:00
物 鉄の刃物」
たのかについて講演会を開催する。（会場：1階登
呂交流ホール）
静岡県 駿府博物館
記念品贈呈
5月18日（木）
同館所蔵作品のオリジナルファイルを贈呈する。
静岡県 沼津市明治史料館
無料開館
5月14日（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）
5月18日（木）～5 大型映像観覧者先着500名に特別企画展解説書
記念品贈呈
愛知県 豊橋市自然史博物館
月21日（日）
を贈呈する。
企画展「ボランティアがつくった 4月22日（土）～ 同館ボランティアがこれまでに製作したさまざまな
科学教材」
6月4日（日）
科学教材を紹介する。
「NHK放送博物館ミュージアム
ウィーク」

5月16日（火）～
21日（日）

備考
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2017年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
実施期間
内容
5月18日（木）～
愛知県 豊橋市地下資源館
記念品贈呈
先着100名にポスターを進呈する。
5月21日（日）
「関ヶ原合戦」に関して、決戦に至る過程や推移に
企画展「関ヶ原～天下分け目 4月22日（土）～
ついて、その後の歴史の展開を含め、県内外に伝
の合戦と美濃～」
6月25日（日）
わる一級の資料を中心に美濃との関わりを紹介
仏像講座①「仏像が移動す
5月13日（土）
仏像が当初の安置場所から移動されたケースを
る？-安置場所が変わることの 13:30～15:00
取り上げて論じます。
岐阜県
岐阜県博物館
けんぱく教室「スプリングフェス 5月20日（土）、
百年公園のスプリングフェスティバルで、木の実を
ティバル かんぱくワークショッ 5月21日（日）
使ったおもちゃで遊んだり、実物の化石を掘り出
プ」
10:00～15:00
す体験会を開催する。
愛知県史の編纂などの最新の研究成果をもとに
博物館学芸講座 特別企画
5月20日（土）
関ヶ原合戦と美濃との関わりについて語る。講師：
「関ヶ原合戦と美濃」
13:30～15:30
谷口央首都大学東京教授。
岐阜県 こども陶器博物館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
多治見市美濃焼ミュージア 無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
岐阜県
ム
記念品贈呈
5月18日（木）
先着50名にポストカードを贈呈する。
岐阜県 土岐市美濃陶磁歴史館
5月18日（木）
先着20名にポストカードを贈呈する。
記念品贈呈
無料開館
5月21日（日）
すべての展示を無料で公開する。
ジェムストーンさがし、手づくりアクセサリー、クイ
岐阜県 中津川市鉱物博物館
入館無料デー 博物館に行こう 5月21日（日）
ズラリー、水晶さがし、絵本カフェ、鉱物・化石展
示・販売などを行う。
観覧料金割引
5月18日（木）
団体料金を適用する。
神奈川県 神奈川県立金沢文庫
5月14日（日）
金沢文庫の向き合う歴史。講師：専門学芸員 山
国際博物館の日記念講演会
10:30～12:00
地純。
神奈川県 神奈川県立近代美術館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
「国際博物館の日」記念展示解
神奈川県 鎌倉市鏑木清方記念美術館
5月18日（木）
開催中の展覧会について展示解説を行う。
説
無料開館
（日頃から無料で公開している）
5月のさがみはら宇宙の日・国
5月13日（土）、
際博物館の日記念事業「プラネ
こども料金（4歳～中学生）を無料とする。
5月14日（日）
タリウムこども無料デー」
5月のさがみはら宇宙の日・国 5月13日（土）、
館内の天文台（天体観測室）の望遠鏡で昼間の
神奈川県 相模原市立博物館
際博物館の日記念事業「昼間 5月14日（日）（日 天体観測を行う。荒天時には天体観測室を見学
の星の観察会」
程調整中）
する。
通常は予約団体向けにのみ実施している常設展
国際博物館の日記念事業：常 5月13日（土）、
示の展示解説を、個人向けに各日2回、30分程度
設展展示解説ツアー
5月14日（日）
実施する。参加者にはオリジナル缶バッジ（予定）
を贈呈する。
記念品贈呈
5月18日（木）
アンケートに答えた来館者に記念品を贈呈する。
国際博物館の日記念特別展示 4月26日（水）～ 陸軍登戸研究所が製造した偽札の現物を展示す
「ホンモノの偽札を見てみよう」
5月20日（土）
る。
明治大学平和教育登戸研究
神奈川県
5月6日（土）
所資料館
館長山田朗が案内する「陸軍
①11:00～
登戸研究所が製造した偽札」解
所要時間30分。定員各25名（要予約）。
②13:00～
説会
③14:00～
神奈川県 山口蓬春記念館
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員にオリジナルグッズを贈呈する。
トピックス展示「三浦･房総半島 4月22日（土）～7 三浦半島や房総半島から採集した枕状溶岩や蛇
の古い岩石」
月2日（日）
紋岩などの岩石を展示する。
縄文時代の貝塚から出土した、動物園や水族館
トッピク展示「貝塚動物園－横 4月22日（土）～8 でもおなじみのオオカミ･イノシシ･シカ･イルカなど
須賀にもオオカミがいた？－」 月18日（金）
の骨のほか、牙や角で作られた装身具を展示す
る。
展示室には収まりきらないほどの大型の木造船、
国指定重要有形民俗文化財
5月3日（水）～
竹で編んだ巨大な生け簣、 タコ･イカ･マグロなど
「三浦半島の漁撈用具」収蔵庫
5月7日（日）
様々な種類の釣り針など2603点を期間限定で公
公開
開する。
国指定重要有形民俗文化財
国指定の文化財である漁船、生簣籠など三浦半
5月3日（水）
「三浦半島の漁撈用具」収蔵庫
島独自の漁猟用具について解説する。
神奈川県 横須賀市自然・人文博物館 企画展示「横須賀製鉄所の同
横須賀製鉄所の人材や技術、その後への影響に
5月4日（木）
窓生」展示解説
ついて解説する。
鷹取山の地層や岩石を観察しながら、三浦半島
自然観察会「鷹取山の地層」
5月14日（日）
の地球科学について解説する。
小田和湾に残された貴重な干潟で。カニ･貝･魚･
自然観察会「干潟の生き物」
5月27日（土）
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「横須賀しぜん散
海岸を歩きながら様々な海岸植物や昆虫を観察
5月20日（土）
歩」
する。

都道府県

館名

事業名

人文館常設展示解説（考古･歴 5月3日（水）
史）
5月5日（金）
神奈川県 横浜市歴史博物館

大塚遺跡まつり
無料開館
国際博物館の日記念講座「博
物館のチカラ」
記念品贈呈
無料開館
無料開館

5月5日（水）

5月14日（日）
新潟県 新潟県立歴史博物館
5月20日（土）
13:30～15:00
新潟県 新潟市新津美術館
5月18日（木）
新潟県 新潟市歴史博物館
5月18日（木）
新潟県 ミティラー美術館
5月18日（木）
5月7日（日）、
無料開館
5月9日（火）
春の立山曼荼羅公開展（「国際 4月15日（土）～6
富山県 富山県［立山博物館］
博物館の日」記念事業）
月25日（日）
立山曼荼羅絵解き解説会（「国 5月7日（日）
際博物館の日」記念事業）
13:30～14:30
富山県 氷見市立博物館
無料開館
5月18日（木）
石川県 金沢市立安江金箔工芸館 記念品贈呈
5月18日（木）
石川県 金沢湯涌夢二館
記念品贈呈
5月8日（月）
福井県 高浜町郷土資料館
無料開館
5月18日（木）
無料開館
伝・白山開山1300年記念特別
4月29日（土）～6
福井県 福井県立こども歴史文化館 展「泰澄伝説が生まれたころの 月4日（日）
越国」
大人のための館長講座「白山 5月6日（土）14:00
信仰と泰澄伝説」
～15:30
福井県 ふくい藤田美術館
無料開館（常設展のみ）
5月20日（土）
長野県 茅野市八ヶ岳総合博物館
無料開館
5月18日（木）
三重県 亀山市歴史博物館
無料開館
5月20日（土）
無料開館
5月21日（日）
三重県 鈴鹿市考古博物館
3月11日（土）～
速報展 発掘された鈴鹿2016
6月18日（日）
5月3日（水）～
滋賀県 愛荘町立歴史文化博物館 無料開館
5月7日（日）
5月18日（木）、
滋賀県 木下美術館
無料開館
5月21日（日）

5月3日：人文館2階の民俗および近世･近代の展
示についてわかりやすく解説する。
5月5日：人文館1階の旧石器時代から中世までの
考古学の展示について、わかいやすく解説する。
土器の野焼きや火起こし体験など、国指定史跡の
遺跡公園を利用したイベントを開催する。
すべての展示を無料で公開する。
ひとくちには言い表せない博物館の存在価値を
「チカラ」ととらえ、考える。
先着100名に記念品を贈呈する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
普段は展示しない立山曼荼羅を特別公開する。
学芸員による立山曼荼羅絵解き解説会を開催す
る。
すべての展示を無料で公開する。
有料入場者にオリジナル金箔しおりを贈呈する。
来館者全員にポストカードを贈呈する。
すべ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）
泰澄に関わるさまざまな伝説と古代の越国の歴
史や文化を伝える資料を展示紹介する。
泰澄に関わるさまざまな伝説と白山信仰の謎につ
いて解説する。
常設展を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示とスライド説明会を無料で公開す
5月12日（日）14:00～発掘者によるスライド説明会
を聴講無料で開催する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。

備考
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2017年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
事業名
実施期間
内容
特集展示「杉田静山 竹工芸作 3月18日（土）～ 滋賀県無形文化財保持者の竹工芸作品を紹介す
滋賀県 野洲市歴史民俗博物館
品」
5月28日（日）
る。
（日頃から無料で公開している）電話予約制（
川島織物セルコン織物文化 無料開館
075-741-4123）。
京都府
館
5月18日（木）
一般公開していない緞帳等の手織工場と織物文
織物文化館と手織工場見学
13:30～15:00
化会館を90分で解説案内する。先着１０名。
京都府 京都国立近代美術館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
京都府 京都国立博物館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着100名にポストカードを贈呈する。
京都府 京都市考古資料館
記念品贈呈
5月18日（木）
オリジナルクリアファイルを贈呈する。
京都府 鞍馬山霊宝殿
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員に散華（5枚組）を贈呈する。
無料開館
5月5日（金）
すべての展示を無料で公開する。
京都府
舞鶴引揚記念館
国際博物館の日・ICOM京都大 5月1日（月）～
2019年に開催されるICOM京都大会のPRと国際
会PRパネル展
5月31日（水）
博物館会議についてのパネルを展示する。
特別展 浄土真宗と本願寺の
5月21日（日）
名宝II -守り伝える美とおしえ
「幕末から近代の本願寺」 講師 赤松徹眞
13:30～15:00
－記念講演会
5月30日（土）
京都府 龍谷大学龍谷ミュージアム
10:00～12:00（小･
特別展 浄土真宗と本願寺の
中学生、その保 麻田弘潤氏「消しゴムはんこ」を作って仏教に触
名宝II -守り伝える美とおしえ
護者対象）
れる。講師 広田弘潤
－ワークショップ
13:30～15:30（一
般対象）
大阪府 泉佐野市立歴史館いずみさ 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）
記念品贈呈
5月18日（木）
来館者全員に文化財ガイドなどを贈呈する。
大阪府 柏原市立歴史資料館
5月20日（土）
史跡高井田横穴特別公開
普段は施錠している横穴を公開・案内する。
10:00～15:00
大阪府 国立国際美術館
無料開館（常設展のみ）
5月20日（土）
常設展を無料で公開する。
大阪府 国立民族学博物館
記念品贈呈
5月20日（土）
先着100名にえんぴつを贈呈する。
大阪府 吹田市立博物館
無料開館
5月21日（日）
すべての展示を無料で公開する。
5月2日（火）～
大阪府 日本工芸館
記念品贈呈
来館者全員にポストカードを贈呈する。
5月31日（水）
無料開館
5月21日（日）
すべての展示を無料で公開する。
大阪府 東大阪市立郷土博物館
春の史跡ハイキング「石造物探
石切地区から瓢簞山地区にかけての石造物を訪
5月21日（日）
訪1－石切～瓢簞山－」
ねる。
兵庫県 小野市立好古館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
兵庫県 神戸市立小磯記念美術館 無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
兵庫県 神戸市立森林植物園
記念品贈呈
5月14日（日）
先着300名に記念品を贈呈する。
兵庫県 神戸市立博物館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着100名に記念品を贈呈する。
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。
記念品贈呈
5月18日（木）
先着200名にオリジナルマグネットを贈呈する。
閉館時間を通常の16:30から19:00（入場は18:30ま
開館時間延長
5月18日（木）
で）に延長する。
兵庫県 竹中大工道具館
日本人はさまざまなモノに神が宿ると考え、そこに
人の手を加えるときには「祈り」を捧げて神々の御
企画展「祈りのかたち－知られ 4月15日（土）～
心を鎮め安全を祈願してきた。建築工事におい
ざる建築儀式の世界－」
5月28日（日）
て、どのような祈りを込めそれを形にしてきたか
を、残された資料と儀式用具から読み解く。
文化財ウォーク「夙川周辺の文
学芸員による解説を聞きながら西宮市内の文化
兵庫県 西宮市立郷土資料館
5月21日（日）
化財をめぐる」
財を見学する。
記念品を贈呈
5月1日（月）
来館者全員にオリジナルしおりを贈呈する。
兵庫県 姫路文学館
臨時開館
5月1日（月）
休館日にあたるが、平常同様開館する。
常設展示ガイド
5月1日（月）
ボランティアガイドが常設展を解説する。
国立文化財機構奈良文化財
奈良県
記念品贈呈
5月18日（木）
先着32名にポストカードを贈呈する。
研究所飛鳥資料館
奈良県 水平社博物館
無料開館
5月18日（木）
すべての展示を無料で公開する。

都道府県

館名

奈良県 天理大学附属天理参考館

記念品贈呈
記念品贈呈

奈良県

奈良県立橿原考古学研究所
附属博物館

弥生絵画をスケッチしよう！

記念品贈呈
奈良県 奈良県立美術館

奈良県 奈良国立博物館

国際博物館の日記念ギャラ
リートーク
国際博物館の日記念ワーク
ショップ「みて、きいて、ふれる
民具のデザイン」
無料開館（常設展のみ）

奈良県 歴史に憩う橿原市博物館

無料開館

奈良県 奈良県立民俗博物館

5月18日（木）
4月29日（土）～5
月７日（日）
スケッチ会
4月29日（土）～5
月７日（日）
投票期間
5月9日（火）～
6月4日（日）
表彰式
6月11日（日）
5月18日（木）、
5月20日（土）
5月20日（土）
14:00～15:00
5月14日（日）
13:30～

5月18日（木）
5月16日（火）～5
月21日（日）
和歌山県 高野山霊宝館
無料開館
5月18日（木）
5月20日（土）
展示解説会
14:00～
和歌山県 田辺市立美術館
5月27日（土）
展示解説会
14:00～
5月16日（火）～5
和歌山県 和歌山市立博物館
無料開館
月21日（日）
5月20日（土）
鳥取県 鳥取市立歴史博物館
無料開館
5月21日（日）
島根県 石見安達美術館
無料開館
5月18日（木）
記念品贈呈
5月18日（木）
島根県立古代出雲歴史博物
島根県
5月9日（火）～
館
「国際博物館の日」チラシ配布
5月25日（木）
岡山県 岡山県立博物館
無料開館
5月18日（木）
国際博物館の日記念行事 ふ
広島県 広島県立歴史民俗資料館 るさとの丘春まつり「昔むかし 5月14日（日）
の体験イベント大集合」
5月16日（火）～
山口県 小郡文化資料館
記念品贈呈
5月21日（日）
5月16日（火）～5
山口県 下関市立考古博物館
記念品贈呈
月21日（日）
5月20日（土）、
ワークショップ「ストーンペイン
山口県 下関市立美術館
5月21日（日）
ティング」
14:00～16:00
山口県 毛利博物館
無料開館
5月18日（木）
5月16日（火）～
山口県 鋳銭司郷土館
記念品贈呈
5月21日（日）

来館者全員に記念品を贈呈する。
イベント参加者全員に記念品を贈呈する。

スケッチ会を開催する。作品は館内に掲示し投票
を行う。最多得票者に景品を、すべての参加者に
参加賞を贈呈する。

先着100名（18日は有料入館者のみが対象）にオ
リジナルしおりを贈呈する。
担当学芸員が展覧会場で作品の解説をする。
普段は見るだけの資料を動かし、音を聞き観察す
る。
常設展を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
特別展示「熊谷守一 書と絵と肖像」を学芸員が解
説する。（会場：田辺市立美術館）
特別展示「没後20年 脇村義太郎のコレクション」
を学芸員が解説する。（会場：熊野古道なかへち
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
先着30名に記念品を贈呈する。
来館者に「国際博物館の日」の広報活動を行う。
すべての展示を無料で公開する。
県内外の教育機関が実施する歴史体験イベント
を一堂に集め提供する。
来館者全員にポストカードを贈呈する。
すべての来館者に栞を贈呈する。
身に回りの石に彩色、描画する。
すべての展示を無料で公開する。
来館者全員にポストカードを贈呈する。

備考

2017年度「国際博物館の日」記念事業一覧 （5/5）

都道府県

館名

山口県 山口県立山口博物館

山口県 山口市歴史民俗資料館

徳島県 徳島県立博物館

2017年「国際博物館の日」 企画中の記念事業等
実施期間
内容
記念品贈呈
5月18日（木）
すべての来館者に館特製缶バッジを贈呈する。
歴史講座「吉田松陰肖像画の
4月23日（日）
松浦松洞の事績を紹介すろ。
絵師 松浦松洞」
歴史探訪「古地図片手に街歩
江戸時代の古地図を片手に維新の史跡を訪ね
5月13日（土）
き－山口明倫館編－」
る。
埴輪を作ろう！
5月20日（土）
素焼き調粘土を使って古代の埴輪づくりを体験す
親と子の化石観察会
5月21日（日）
美祢市採集場で植物化石を採集する。
5月16日（火）～
記念品贈呈
来館者全員にポストカードを贈呈する。
5月21日（日）
5月3日（水）～
無料開館（常設展のみ）
常設展を無料で公開する。
5月5日（金）
事業名

文化の森こどもの日フェスティ
バル

無料開館
記念品贈呈
考古学講座
無料開館
松茂町歴史民俗資料館・人 記念品贈呈
徳島県
形浄瑠璃芝居資料館
阿波人形浄瑠璃芝居定期公演
徳島県 徳島市立考古資料館

香川県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県

香川県立ミュージアム
朝倉ふるさと美術古墳館
伊東豊雄建築ミュージアム
今治城
岩田健母と子のミュージアム

無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館

愛媛県 愛媛県美術館

記念品贈呈

愛媛県 愛媛県歴史文化博物館

迷路絵本ミュージアムツアー

愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
愛媛県
高知県

無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館
無料開館

大西藤山歴史資料館
大三島美術館
河野美術館
玉川近代美術館
ところミュージアム大三島
伯方ふるさと歴史公園(資料
村上水軍博物館
村上三島記念館
吉海郷土文化センター
高知県立歴史民俗資料館

5月5日（金）
9:30～16:00
5月18日（木）
5月27日（土）
5月18日（木）
5月20日（土）
5月18日（木）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月18日（木）
5月20日（土）
1回目 11:00～
2回目 14:00～
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月14日（日）
5月3日（水）

福岡県 北九州市内の博物館等

北九州ミュージアムウィーク
2017

5月6日（土）～
5月21日（日）

福岡県 福岡市内の博物館等

福岡ミュージアムウィーク2016

5月13日（土）～
5月21（日）

福岡県 九州国立博物館

無料開館（常設展のみ）

福岡県 立花家史料館

記念品贈呈

福岡県
佐賀県

佐賀県

長崎県
大分県
鹿児島県

（日頃から無料で公開している）
来館者全員にオリジナルクリアファイルを贈呈す
講演会を開催する。
（日頃から無料で公開している）
来館者全員に記念品を贈呈する。
松茂町の「ふれあい座」による人形浄瑠璃芝居を
上演し、記念品を配布する。
すべ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）
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
観覧券呈示の先着100名に過去に開催した展覧
会図録を贈呈する。
特別展「迷路絵本」を学芸員が解説する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべ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）
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
すべての展示を無料で公開する。
15施設が連携してスタンプラリー等を実施。スタン
プを集めて応募すると、抽選で企画展招待券など 【注2】
が当たる。
17施設において、無料開館、入館(園)料割引はじ
め、各館において講演会やワークショップ、スタン 【注3】
プラリーなど、さまざまなイベントを開催。

5月18日（木）
常設展を無料で公開する。
5月13日（土）、
来館者全員にポストカードを贈呈する。
5月14日（日）
5月13日（土）～5
福岡県立美術館
無料開館（常設展のみ）
常設展を無料で公開する。
【注3】
月21日（日）
（日頃から無料で公開している）
佐賀県立九州陶磁文化館 無料開館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着50名にポストカードを贈呈する。
無料開館
5月18日（木）
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（木）
閉館時刻を通常の17時から18時に延長する。
記念品贈呈
5月18日（木）
先着20名に「くすり売りの紙風船」を贈呈する。
中冨記念くすり博物館
2月11日（土）～ 佐賀県指定有形民俗文化財である田代売薬関連
特別展「田代売薬」
9月３日（日）
資料を公開する。
春の薬草園見学会
5月14日（日）
同館敷地内にある薬用植物園の観察会を開催す
無料開館
（日頃から無料で公開している）
長崎純心大学博物館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着30名にポストカードを贈呈する。
大分県立美術館
記念品贈呈
5月18日（木）
先着100名にオリジナルクリアファイルを贈呈す
ミニ企画展 国際博物館の日記
地質の日（5月10日）に合わせ、地層のでき方や発
鹿児島県文化振興財団鹿児 念事業「地層が語る鹿児島の 5月10日（水）～
掘調査成果等を剥ぎ取りなどの実物資料や写真
島県上野原縄文の森
歴史」～見る･聞く･触る ジオの 6月11日（日）
パネルで紹介する。
日～
小松帯刀が幕末期の薩摩藩の家老となり、政局
大政奉還150年 黎明館企画展 5月16日（火）～9
の中で果たした功績に関わる資料を展示し、激動
「小松帯刀とその時代」
月3日（日）
の時代の様相を紹介する。

学芸講座「幕末薩摩の情報収
鹿児島県歴史資料センター
集」
黎明館
黎明館講演会「幕末維新の薩
摩藩」（仮）
こどもの日・黎明館キッズフェス
タ
鹿児島県 文化資料センター南溟館
無料開館（常設展のみ）
無料開館（常設展のみ）
沖縄県 沖縄県立博物館・美術館
「国際博物館の日」関連のパネ
ル展示
鹿児島県

体験コーナーなどの子どもや家族向けの企画を
実施する。参加無料。

5月21日（日）
13:30～15:00
5月28日（日）
13:30～15:00
5月5日（金）
5月27日（土）
5月9日（火）～
5月28日（日）

幕末期における薩摩藩の国内外での情報収集と
その成果について紹介する。
講演 宮崎正人東京大学名誉教授･鹿児島県史
編顧問。
「子どもの日」にあわせ、小学生を対象に館内展
示を案内し、体験コーナーで活動を行う。
(常設展は日頃から無料で公開している）
常設展を無料で公開する。
国際博物館の日の解説と同館のこれまでの取り
組みの内容を紹介する。

【注1】上野ミュージアムウィーク2017
●実施期間： 5月6日（土）～5月21日（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/index.html
【注2】北九州ミュージアムウィーク2017
●実施期間： 5月6日（土）～5月21日（日）
詳細については北九州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.city.kitakyushu.lg.jp/shimin/26501130.html
【注3】福岡ミュージアムウィーク2017
●実施期間： 5月13日（土）～5月21日（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/museumweek

備考

