
 
2016年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（1/6）

事業名 実施期間 内容
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　
開館時間の延長 5月18日（水） 通常17:00までのところ、20:00まで開館。

展示解説＆資料にさわってみ
よう

5月18日（水）
18:00～30分程
度

常設展示室の夜間開放に合わせ、常設展示室
の解説実施。ふだんはガラスケースに入ってい
る資料を一部取り出し、触れるようにする。

夜学講座「博物館と文化的景
観」

5月18日（水）
19:00～20:00

今年の国際博物館の日のテーマである「文化的
景観」とはなにか、浦幌の「文化的景観」も含め
て解説。

2 北海道 神田日勝記念美術館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

3 北海道 釧路市立博物館 記念品贈呈
5月14日（土）、
5月15日（日）

各日、希望者のみ、先着10名に総合案内(展示
解説書)を贈呈。

記念品贈呈 5月21日（土） 講座参加者について、オリジナル栞を贈呈。
講座「東日本大震災と文化財
レスキュー」

5月21日（土）
13：30～15:00

東日本大震災による博物館資料の被害とその
修復活動について紹介。

無料開館 未定 全ての展示を無料で公開する。
「国際博物館の日」記念行事 未定 未公開資料や研究成果の紹介。

無料開館
5月21日（土）～
5月22日（日）

全ての展示を無料で公開する。

「国際博物館の日」館内特別
案内　文化財建築をめぐる

5月21日（土）、
5月22日(日)
11:00～、13:00
～

普段一般公開していない旧館を当館解説員が
解説しながら案内。観覧無料。※各回先着20人

 

「国際博物館の日」記念　三
遊亭大楽「ひとり寄席」

5月21日（土 ）
13：30～15:00

地元出身の真打落語家による古典落語の寄
席。観覧無料。※定員60人

 

7 岩手県 一関市博物館 無料開館 5月15日（日） 全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15日（日） 博物館のバックヤードを案内。
無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。

9 岩手県 遠野市立博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員に記念品を贈呈。
10 岩手県 花巻市博物館 無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。
11 宮城県 カメイ美術館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着20名について、ポストカードを贈呈。
12 宮城県 鹽竈神社博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

13 宮城県
芹沢長介記念東北陶磁
文化館

無料開館
5月21日（土）、
5月22日（日）

全ての展示を無料で公開する。

14 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（水） 全ての展示を無料で公開する。

15 秋田県 秋田県立博物館 舞台裏ガイドツアー
4月28日（木）～
5月8日（日）

普段入ることができない博物館の裏側を職員の
解説つきで案内。

記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。

所蔵美術展
3月11日（金）～
5月22日（日）

伊勢正義の作品を中心に所蔵する美術品を展
示。

17 山形県 本間美術館 記念品贈呈 5月18日（水）
来館者全員に館オリジナル「古布包ストラップ」
を贈呈。

18 山形県 米沢市上杉博物館 無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。
19 福島県 福島県立博物館 無料開館 5月5日（木） 常設展示のみ無料とする。

20 茨城県
上高津貝塚ふるさと歴史
の広場

無料開館
5月15日（日）、
5月18日（水）

全ての展示を無料で公開する。

21 茨城県 土浦市立博物館 無料開館
5月15日（日）、
5月18日（水）

全ての展示を無料で公開する。

22 茨城県
ミュージアムパーク茨城
県自然博物館

タチスミレを観察しよう
5月15日（日）
10:00～12:30

菅生沼に生育するタチスミレなどの絶滅危惧植
物の観察。

23 栃木県 小山市立博物館 無料開館 5月18日（水）

24 栃木県 栃木県立博物館
県立博物館の日イベント（県
博デー）

5月15日（日）
博物館コンサート、クイズにチャレンジ、キッズツ
アー、学芸員とっておき講座・電子顕微鏡～ミク
ロの世界探検～を実施。

25 栃木県
那須塩原市那須野が原
博物館

無料開館 5月15日（日） 全ての展示を無料で公開する。

26
～
102

群馬県
群馬県博物館連絡協議
会加盟館

「国際博物館の日」キャン
ペーン

5月14日（土）～
5月29日（日）

群馬県博物館連絡協議会加盟の78館にて、入
館者にハガキ（スタンプラリー用紙）を配布。応
募ハガキの中から抽選で100名に記念品（クリア
ファイル）を贈呈。

注1

5月15日（日）
9:30～12:00

生物・地学分野で日頃疑問に思っていることに
ついて、学芸員への相談可。実験室の顕微鏡
等を自由に利用可。（持ち帰り可能）

5月15日（日）
13:00～16:00

化石のレプリカ作り・飛ぶタネの模型作り（持ち
帰り可能）

104 埼玉県 入間市博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。
日曜美術講座「暁斎：その人
と美」第53回

5月15日（日）
14:00～15:00

テーマに沿って1時間ほど、当館館長河鍋がス
ライドを用いて、レクチャーする。

バックヤード探検
5月15日（日）
1回目　11:00～
2回目　13:30～

普段は見ることのできない博物館の裏側、標本
製作室の見学。

観察会「本多静六の森を訪ね
る」

5月14日（土）
日本初の林学博士である本多静六は2016年に
生誕150周年を迎える。本多静六が埼玉に寄贈
した自然の森を歩く。（要申込み）

観察会「春の岩畳の生きも
の」

5月21日（土）
春の生きものが出そろった岩畳の観察会。埼玉
県では生息地が限られるキバネツノトンボや水
辺の生きものの観察。（要申込み）

無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
「何だコリャ？～形から入る考
古学～」

3月12日（土）～
6月19日（日）

展示物をシルエットで見てもらい、想像力・好奇
心を醸成する。

108 千葉県 芝山古墳・はにわ博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

109 千葉県 千葉県立関宿城博物館 昔のくらし展
4月26日（火）～
7月3日（日）

昔なつかしい、かつての生活用品や農耕具等を
展示。

110
～
120

東京都 上野地区の博物館等
上野ミュージアム・ウィーク
2015

5月7日（土）～
5月22日（日）

上野のれん会の協力のもと、上野公園近縁の
13施設が、無料開館や各種イベントを実施す
る。上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。

注2

121 東京都 足立区立郷土博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

河鍋暁斎記念美術館埼玉県105

木更津市郷土博物館　金
のすず

千葉県107

埼玉県立自然の博物館埼玉県106

103 群馬県 群馬県立自然史博物館
博物館の日イベント「自然史
博物館を利用しよう」

注1

8 岩手県 岩手県立博物館

16 秋田県
小坂町立総合博物館郷
土館

5 北海道 美幌博物館

青森県立郷土館青森県6

備考No. 都道府県 館名
企画中の記念事業等

1 北海道 浦幌町立博物館

4 北海道
北海道立北方民族博物
館



 
2016年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（2/6）

事業名 実施期間 内容

無料開館
5月14日（土）～
5月29日（日）

全ての展示を無料で公開する。

昭島人物紹介展『阿部一皐
書・篆刻作品展』

5月14日（土）～
5月29日（日）

書家・篆刻作家の阿部一皐氏の作品を展示。開
期中、観覧無料。

無料開館 5月18日（水） 全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（水） 記念小型印(イラスト入り消印)使用。

124 東京都 古賀政男音楽博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　

記念品贈呈
5月17日（火）～
5月21日（土）

来館者全員にポストカードを贈呈。

特別展「海の器」を開催
4月12日（火）～
7月1日（土）

当館所蔵の漆土品や陶磁器から酒樽、徳利な
どの酒器の展示。

無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。

上野の山でトラめぐり～国際
博物館の日記念ツアー～

5月15日（日）
9:00～14:30

「トラ」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の下
めぐりながら、動物の観察や講義、美術品の鑑
賞を行うセミナー。

ミュージアム何でも探検「上野
公園建物ツアー」

5月21日（土）
13:30～15:30

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築物をめぐりな
がら分かりやすく学ぶツアー。

上野学園大学ミュージアムコ
ンサート

5月22日（日）
13:00～、15:00
～

上野学園大学の学生による弦楽四重奏のコン
サート（各回30分程度）

無料開館 5月18日（水）
「MIYAKE ISSEY展： 三宅一生の仕事」のみ無
料とする。

記念品贈呈 5月18日（水）
「オルセー美術館・オランジュリー美術館所蔵
ルノワール展」入場者先着100名にポストカード
を贈呈。

128 東京都 品川区立品川歴史館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
129 東京都 杉野学園衣裳博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。
130 東京都 台東区立朝倉彫塑館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にミュージアムグッズを贈呈。
131 東京都 たばこと塩の博物館 無料開館 5月5日（木） 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

たてもの探検ツアー
5月18日（水）
15:00～15:40

館の内外をめぐりながら、建物にまつわるエピ
ソードや、そこに込められた思いの紹介。
要事前申込　定員20名

東京国立近代美術館工
芸館

無料開館 5月1日（日) 全ての展示を無料で公開する。

東京国立近代美術館フィ
ルムセンター

無料開館 5月18日（水） 上映会を除き、展示会を無料とする。

東京国立近代美術館本
館

無料開館
5月1日（日）、
5月15日（日）

常設展示のみ無料とする。

上野の山でトラめぐり～国際
博物館の日記念ツアー～

5月15日（日）
9：00～14:30

上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物
館の3人の講師と一緒に、本物のトラ、骨格のト
ラ、作品のトラをめぐる高校生以下を対象とした
ツアー。

無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。

国際博物館の日記念ガイダン
ス「トーハクへようこそ」

5月18日（水）
11:00～11:30
14:00～14:30

初めて東京国立博物館を訪れた人のために、
東京国立博物館の歴史と当日のオススメ作品
の紹介。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　

記念品贈呈 5月18日（水）
来館者全員に企画展「アインシュタイン展」図
録・ポストカードより、1つ選択して贈呈。

無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。

入館料割引 5月18日（水）
通常一般入場300円のところ100円割引の200円
で入館可。

記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にオリジナルグッズを贈呈。

138 東京都
日本銀行金融研究所貨
幣博物館

記念品贈呈 5月18日（水）
アンケート回答者先着100名にポストカードを贈
呈。

139 東京都 日本女子大学成瀬記念 無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　
140 東京都 松岡美術館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。

無料開館 5月18日（日）
外国人・学生に対し、全ての展示を無料で公開
する。

特別展　ユネスコ無形文化遺
産登録記念
北大路魯山人の美　和食の
天才

4月12日（火）～
6月26日（日）

魯山人ならではの個性的な作陶の世界をご紹
介します。

142 東京都 武蔵野市立吉祥寺美術 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　
記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。

144 東京都 森美術館 入館料割引 5月18日（水）
一般の入館料1,800円を1,500円に割引。（対象
は一般入館料のみ。他の割引との併用は不
可。）

145 東京都 野球殿殿堂博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員について、ポストカードを贈呈。
146 東京都 郵政博物館 記念品贈呈 5月17日（火） 来館者全員に記念品を贈呈。
147 山梨県 釈迦堂遺跡博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。
148 山梨県 写真・絵手紙体験学習館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にポストカードを贈呈。
149 山梨県 身延山宝物館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員に記念品を贈呈。
150 静岡県 島田市博物館 「こどもの日の集い」無料開館 5月5日（木） （詳細は未定）
151 静岡県 裾野市立富士山資料館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員に特製缶バッヂを贈呈。
152 静岡県 沼津市明治史料館 無料開館 5月15日（日） 全ての展示を無料で公開する。
153 愛知県 安城市歴史博物館 無料開館 5月22日（日） 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　

ワークショップ「つながるおは
なし～ガリ版絵本をつくろう
～」

5月15日（日）
13：30～15:30

お話しの「タネ」をもとにガリ版で絵本の1ページ
をつくり、参加者それぞれがつくったページを自
由につなげて1冊の絵本制作。(4/23～5/5申込
受付・先着順・10組)

　

155 愛知県 豊橋市自然史博物館 記念品贈呈
5月17日（火）～
5月22日（日）

先着500名について、博物館研究報告等を贈
呈。（入館料は無料）

　

企画中の記念事業等
備考

北名古屋市歴史民俗資
料館

愛知県154

注2

注2東京国立博物館東京都134

刀剣博物館東京都136

日本カメラ博物館東京都137

三井記念美術館東京都141

東京理科大学近代科学
資料館

東京都135

明治大学博物館東京都143

東京都133

国際基督教大学博物館
湯浅八郎記念館

東京都125

国立科学博物館東京都126

国立新美術館東京都127

家具の博物館東京都122

ちひろ美術館・東京東京都132

No. 都道府県 館名

切手の博物館東京都123



 
2016年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（3/6）

事業名 実施期間 内容

開館40周年記念講演会
4月24日(日）
13:30～15:00

「極限世界から宇宙生命の可能性を探る」長沼
毅（広島大学大学院生物圏科学研究科教授）

開館40周年記念講演会 5月14日（土）
「地中深くから観る宇宙～ニュートリノから暗黒
物質の正体に迫る～」伊藤好孝（名古屋大学宇
宙地球環境研究所教授）

157 岐阜県 こども陶器博物館 無料開館 5月15日（日） 全ての展示を無料で公開する。

158 岐阜県 関ヶ原町歴史民俗資料館
世界三大古戦場（ワーテル
ロー、ゲティスバーグ、関ヶ
原）

3月19日（土）～
7月31日（日）

ナポレオン戦争、南北戦争、濃州関ヶ原合戦で
の決戦地の紹介。

159 岐阜県 高山祭屋台会館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着100名にポストカードを贈呈。
無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

記念品贈呈 5月18日（水） 先着50名について、ポストカードを贈呈。

無料開館 5月22日（日） 全ての展示を無料で公開する。

入館無料デ―博物館に行こ
う！

5月22日（日）
ジェムストーンさがし、手づくりアクセサリー、鉱
物・化石展示即売、企画展示説明会、クイズラ
リー、水晶さがし。

162 神奈川県
鎌倉市鏑木清方記念美
術館

展示解説
5月18日（水）
13：30～14:00

「博物館と文化的景観」に関連した解説を行う。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　
第6回企画展「NOBORITO
1945 ―登戸研究所70年前の
真実―」明治大学中野キャン
パス出張展示

5月18日（水）～
6月10日（金）

2015年に実施した企画展について、同大学の中
野キャンパスにおいてパネルを中心とした出張
展示を行う。

トピックス展示「三浦半島の地
質図展」

4月23日（土）～
7月3日（日）

5月10日の地質の日を記念して、三浦半島の地
質図9点を展示。

トピックス展示「石から鉄へ-
古墳の道具」

4月27日（水）～
8月21日（日）

西方の先進地域から、横須賀に伝えられた初
期の金属器の紹介。

人文館常設展示解説(考古・
歴史)

5月3日（火）～5
月4日（水）

(5月3日)人文館2階の民俗および近世、近代の
展示解説。(5月4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解説。

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（火）～5
月5日（木）

展示室には収まりきれないほどの大形の木造
船、竹で編んだ巨大な生け簀、タコ・イカ・マグロ
など様々な種類の釣り針など、2603点を期間限
定で公開。

　

自然観察会「野比海岸の地
層」

5月8日（日）
野比海岸の地層や岩石、断層などを観察しなが
ら、三浦半島の地球科学の紹介。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　

自然観察会「干潟の生き物」 5月21日（土）
横須賀市内にわずかに残された小田和湾の干
潟でくらす、カニや貝、渡りの途中の旅鳥などの
生き物の観察。

自然観察会「横須賀しぜん散
歩」

5月28日（土）
横須賀市内の海岸を歩き、海岸環境の保全を
考えながら、海岸植物と昆虫を観察。

165 新潟県 新潟市新津美術館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着150名の有料観覧者に粗品を贈呈。
166 新潟県 新潟市歴史博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

167 富山県 百河豚美術館 記念品贈呈 5月18日（水）
お花のプレゼントまたはハーブティーサービス
※なくなり次第終了

開館時間の延長 5月21日（土） 通常17:00までのところ、19:00まで開館。
イブニングプラネタリウム「火
星」

5月21日（土）
18:00～18:40

見頃を迎えている火星の最近明らかになった姿
について紹介する。

169 富山県 氷見市立博物館 無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。
170 石川県 金沢市立安江金箔工芸 記念品贈呈 5月18日（水） 有料入館者に博物館手づくりのグッズを贈呈。
171 石川県 金沢湯涌夢二館 記念品贈呈 5月8日（日） 来館者全員にポストカードを贈呈。

無料開館 （日頃から無料で公開している） 　
館長講座「文明開化の光と
影」

5月8日（日）
14:00～15:30

人びとの生活文化に文明開化がもたらした功罪
について考える。

173 福井県 ふくい藤田美術館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

174 長野県
下諏訪町立諏訪湖博物
館・赤彦記念館

無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

記念品贈呈 5月18日（水）
来館者全員にポストカード(セット)、クリアファイ
ル1枚贈呈。

企画展「御柱を知る-人と時を
つなぐ諏訪の大祭」

3月12日（土）～
6月19日（日）

7年目ごとに一度行われる諏訪の御柱祭につい
て紹介。

講演会「巨樹より生まれしも
のの神話-〈御柱〉の深層へ-」

5月22日（日）
13:30～15:00

講師北篠勝貴先生(上智大学文学部准教授)

176 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。

177 長野県
野尻湖ナウマンゾウ博物
館

記念品贈呈 5月18日（水） 先着20名に一筆箋を贈呈。

178 三重県 亀山市歴史博物館 無料開館 5月14日（土） 全ての展示を無料で公開する。
179 三重県 鈴鹿市考古博物館 無料開館 5月21日（土） 全ての展示を無料で公開する。

180 滋賀県
愛荘町立歴史文化博物
館

無料開館
5月3日（火）～
5月5日（木）

全ての展示を無料で公開する。

181 滋賀県 木下美術館 無料開館 5月22日（日） 全ての展示を無料で公開する。
観音寺城ウォーク 5月14日（土） 博物館見学と近接する観音寺城跡の見学会。
春季特別展記念講演会 5月22日（日） 特別展「信長の家臣たち」に関する講演会

183 滋賀県 野洲市歴史民俗博物館
テーマ展「近江の老農　大岡
利右衛門」

3月19日（土）～
5月29日（日）

農事改良に生涯を捧げた、近代の農業指導者
の紹介。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している）  

緞帳機織風景特別見学
5月18日（水）
13：00～

通常予約制の織物文化館見学のところを当日
のみ予約なしで先着10名で手織工場・織物文化
館の解説付特別案内を実施。所要時間約70
分。ロビー集合。

185 京都府 京都国立近代美術館 無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。
186 京都府 京都国立博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着100名について、ポストカードを贈呈。
187 京都府 京都市考古資料館 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員にオリジナルクリアファイルを贈呈。
188 京都府 鞍馬山霊宝殿 記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員に散華5枚組を贈呈。

189 京都府 博物館さがの人形の家 無料開館
5月15日（日）
5月21日（土）

京都府在住の住民を対象として、15日（府民
デー）と21日（青少年デー）を無料とする。

福井県立こども歴史文化
館

福井県172

No. 都道府県 館名
企画中の記念事業等

備考

富山県168

多治見市美濃焼ミュージ
アム

岐阜県160

中津川市鉱物博物館岐阜県161

岐阜県博物館岐阜県156

神奈川県
明治大学平和教育登戸
研究所資料館

163

川島織物セルコン織物文
化館

京都府184

諏訪市博物館長野県175

滋賀県立安土城考古博
物館

滋賀県182

横須賀市自然・人文博物
館

神奈川県164

富山市科学博物館
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事業名 実施期間 内容
記念品贈呈 5月3日（火） アンケート回答者に記念品贈呈。 　

ゴールデンウィークに資料館
内を電車が走る！Part7

5月3日（火）～5
月5日(木)
10:00～12:00
13:00～15:00

市民が作った昭和35年頃の国鉄向日町駅と駅
前町並み模型にNゲージの鉄道模型を連結させ
て電車走行実施。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している）
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　
春季特別展「卑弥呼の時代と
泉州－拠点集落「下田遺跡」
を探る-」

4月14日（土 ）
～7月10日（日）

堺市下田遺跡をモデルケースに卑弥呼の時代
の紹介。特徴的な地域色を示す泉佐野の遺跡
について考える。

192 大阪府 和泉市久保惣記念美術 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
無料開館 5月16日（月） （日頃から無料で公開している） 　
記念品贈呈 5月16日（月） 来館者全員にポストカード（予定）を贈呈。

館内ガイドツアー
5月16日（月）
14：00～

館スタッフと伴にお話、実演等を交えながら館内
ツアー実施。（約１時間）

194 大阪府
大阪府立弥生文化博物
館

やよいミュージアムコンサート
2016 vol.2

5月15日（日）
14：00～

ピアノソロ、ピアノ連弾コンサート

記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員に文化財ガイド他を贈呈。

史跡高井田横穴特別公開
5月21日（土）
10:00～15:00

普段は施錠している横穴を公開および案内。

196 大阪府 国立国際美術館 無料開館 5月14日（土） 常設展示のみ無料とする。

197 大阪府 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月22日（日）
先着100名について、ポストカードとチケットフォ
ルダを贈呈。

198 大阪府 日本工芸館 記念品贈呈
5月1日（日）～
5月31日（火）

来館者全員にポストカードを贈呈。

199 大阪府 東大阪市立郷土博物館 無料開館 5月22日（日） 全ての展示を無料で公開する。
200 兵庫県 あさご芸術の森美術館 無料開館 5月22日（日） 全ての展示を無料で公開する。
201 兵庫県 圓山記念日本工藝美術 無料開館 5月18日（水） 常設展のみ無料とする。
202 兵庫県 神戸市立小磯記念美術 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
203 兵庫県 神戸市立博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着50名にポストカードを贈呈。

204 兵庫県 西宮市立郷土資料館 紙すき教室
5月8日（日）
10:30～12:30

「名塩雁皮紙」（国重要無形文化財）の里・名塩
で紙すき体験。

205 兵庫県 兵庫陶芸美術館 記念品贈呈 5月15日（日） 先着50名に記念品を贈呈。

206 奈良県 香芝市二上山博物館

かしのき博士クラブ～文化財
に親しむワークショップ～
「フィールドワーク　二上山誕
生のふしぎ」（現地学習）

5月29日（日）
10:00～16:00

子どもたちが二上山の自然や歴史に親しむた
めのワークショップ。太古火山であった二上山に
登り、溶岩が作る不思議な形や複雑な地層を観
察し、二上山誕生のふしぎを探る。

207 奈良県 水平社博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
208 奈良県 天理大学附属天理参考 記念品贈呈 5月18日（水） 先着70名にボールペン・クリアファイルを贈呈。

209 奈良県 奈良県立民俗博物館
国立博物館の日記念ワーク
ショップ「奈良のハチミツのお
話と蜜蝋キャンドル作り」

5月15日（日）
13：30～

奈良の養蜂文化の歴史にふれながらハチミツ
やミツロウを楽しむワークショップ。

210 奈良県 奈良国立博物館 無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。

211 奈良県 歴史に憩う橿原市博物館 無料開館
5月18日（水）～
5月22日（日）

全ての展示を無料で公開する。

212 和歌山県 高野山霊宝館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

213 和歌山県 田辺市立美術館
公開対談　諏訪敦（画家）×
鈴木理策（写真家）

5月14日（土）
14:00～

4月16日（土）～6月26日（日）に開催の特別展
「鈴木理策写真展　意識の流れ」に合わせた公
開対談。

214 和歌山県 和歌山県立自然博物館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着50名について、館バッヂを贈呈。

215 和歌山県 和歌山県立博物館 たんけん近代美術館・博物館
5月5日（木）
13:00～15:00

和歌山県立美術館と当館の合同バックヤードツ
アー。

無料開館
5月21日（土）～
5月22日（日）

全ての展示を無料で公開する。

資料相談会
5月21日（土）
10:00～12:00
13:00～15:00

家にあるモノ、こんなモノ、これって何？にできる
限り回答。

やまびこクイズ・オリエンテー
リング

5月22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
公園のクイズに解答。上位入賞者には景品もあ
り。

　

217 島根県 石見安達美術館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

バードウォッチング講座 5月22日（日）
鳥のさえずりから種類の判別を行うための野外
講座。

石になった巨木を見に行こう 5月22日（日）
大田市久手町にある大型樹木化石を見学する
巡検イベント。

219 岡山県 岡山県立博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

記念品贈呈
5月18日（水）～
5月22日（日）

毎日先着20名に鉛筆、けしゴムセット（名前入
り）を贈呈。

221 岡山県 夢二郷土美術館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着20名にポストカードを贈呈。
222 広島県 しぶや美術館 記念品贈呈 5月18日（水） 新館（有料）入館者全員にポストカード2枚を贈

223 広島県 広島県立歴史博物館 春の展示開催記念講演会 5月21日（土）
「蘇民将来・鬼・急々如律令」の考古学―中世の
呪符木簡の様相―
講師：当館主任学芸員　尾崎光伸

224 山口県 毛利博物館 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。

225 山口県 山口県立山口博物館
歴史探訪「古地図片手に街歩
き―山口藩庁編―」

5月21日（土）
10:00～11:30

江戸時代の古地図を片手に幕末の史跡探訪。
※工事のため展示室閉鎖中。

無料開館
5月3日（火）～
5月5日（木）

常設展示のみ無料とする。

文化の森こどもの日フェスティ
バル

5月9日（木）
9：30～16:00

美術作品の「ミニ解説」など、子供、家族向けの
楽しい企画あり。参加無料。

無料開館
5月3日（火）～
5月5日（木）

常設展示のみ無料とする。

文化の森こどもの日フェスティ
バル

5月5日（木）
9:30～16:00

鳥居龍蔵にちなんだぬり絵やすごろくを実施。
参加無料。

無料開館
5月3日（火）～
5月5日（木）

常設展示のみ無料とする。

文化の森こどもの日フェスティ
バル

5月5日（木）
9:30～16:00

体験コーナーなどの、子ども・家族向けの楽しい
企画実施。参加無料。

No. 都道府県 館名
企画中の記念事業等

備考

徳島県立博物館徳島県228

つやま自然のふしぎ館
（津山科学教育博物館）

岡山県220

徳島県立近代美術館

徳島県立鳥居龍蔵記念
博物館

徳島県

徳島県

226

227

鳥取市立歴史博物館鳥取県216

島根県立三瓶自然館島根県218

柏原市立歴史資料館大阪府195

大阪音楽大学音楽博物
館

大阪府193

泉佐野市立歴史館いず
みさの

大阪府191

向日市文化資料館京都府190



 
2016年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（5/6）

事業名 実施期間 内容
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　

記念品贈呈 5月18日（水）
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。

考古学入門講座 5月28日（土） 講演会。
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している） 　
記念品贈呈 5月18日（水） 来館者全員に缶バッジを贈呈。
阿波人形浄瑠璃芝居定期公
演

5月21日（土）
松茂町の「ふれあい座」による人形浄瑠璃芝居
の上演と記念品を贈呈。

231 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（水） 全ての展示を無料で公開する。

232 香川県 香川県立ミュージアム 無料開館 5月18日（水） 全ての展示を無料で公開する。
無料開館 5月15日（日 ） 観覧料無料施設。

5月15日（日 ） 勾玉作りたい件を実施予定(当日申込可)
無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員にポストカードを贈呈。

235 愛媛県 今治城 記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員にオリジナルポストカードを贈呈。

無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。

記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員に記念品(ポストカード)を贈呈。

237 愛媛県 大西藤山歴史資料館 無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員にポストカードを贈呈。
無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。

記念品贈呈 5月15日（日 ）
入館者先着50名にオリジナルバリィさん缶バッ
ヂを贈呈。

240 愛媛県 吉海郷土文化センター 無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員にポストカードを贈呈。
無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員にポストカードを贈呈。
無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員に文化財の冊子をプレゼントする。
無料開館 5月15日（日 ） 観覧料を無料とする。
記念品贈呈 5月15日（日 ） 来館者全員に手作りミニ水軍旗を贈呈。

245 愛媛県 村上三島記念館 無料開館 5月15日（日 ） 施設の観覧料を無料とする。
無料開館 5月3日（火） （日頃から無料で公開している）  

企画展「いざなぎ流の里・物
部」

4月29日（金）～
6月26日（日）

香美市物部町に伝わる民間信仰・いざなぎ流を
象徴する御幣、祭文や呪文の帳面、仮面等の
展示。物部の歴史や民俗の紹介。

247
～
259

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
2016

5月7日（土）～
5月22日（日）

12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
などが当たる。

注3

260
～
270

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14日（土）～
5月22日（日）

14施設において無料開館または入館(園)料を実
施。あわせて、各館において講演会やワーク
ショップ、スタンプラリーなど、さまざまなイベント
を開催。

注4

271 福岡県 九州国立博物館 無料開館 5月18日（水） 常設展のみ無料とする。
無料開館 5月14日（土） （日頃から無料で公開している）
記念品贈呈 5月14日（土） ポストカード贈呈、なくなり次第終了。

無料開館
5月14日（土）～
5月22日（日）

常設展示のみ無料とする。

ギャラリートーク

5月14日（土）
13:30～
5月21日（土）
14:00～

学芸員が、作品の解説・案内を行います。

コレクション展クイズ
5月14日（土）～
5月22日（日）

展示会場でクイズに回答し、全問正者には、くじ
引きによるプレゼントを進呈。

無料開館
5月14日（土）～
5月22日（日）

常設展示のみ無料とする。

福岡市美術館クロージング
トークショー「これからの美術
館」

5月21日（土）
14：00～16:30

福岡市美術館のリニューアルを控え、全国で
様々なアートシーンをつくってきたディレクターや
作家たちが「美術館の未来」についてトーク。

森で遊ぶマントをつくろう～そ
してお散歩に出かけよう！

5月15日（日）
10：30～12:00

「キッズコーナー森のたね」で遊ぶための服づく
り。作った服を着て大濠公園散歩。

建築ツアー

5月14日（土）、5
月22日(日)
10:30～12:00
13:３0～15:00

1979年、前田國男が設計した福岡市美術館の
建築鑑賞。

福岡市美術館ハイライトツ
アー

5月14日（土）～
5月22日(日)
11:00～、14:00
～(40分程度)

ボランティアと一緒に福岡市美術館のコレクショ
ンを鑑賞する入門編のツアー。

ミニワークショップ

5月17日（火）～
5月20日(金)
10:00～14:30の
間、随時

タネ型の箱の中から3つの素材を引いて、その
素材とハサミやテープを使って「森のなかま」づ
くり。

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している）  
記念品贈呈 5月18日（水） 先着50名について、ポストカードを贈呈。
無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している）  
記念品贈呈 5月18日（水） 先着10名にポストカードを贈呈。

277 大分県 大分県立美術館 記念品贈呈 5月18日（水） 先着100名にオリジナルクリアファイルを贈呈。

278 鹿児島県
石橋記念公園　石橋記念
館

無料開館 5月18日（水） （日頃から無料で公開している）  

279 鹿児島県 鹿児島県立博物館 博物館まつり 5月22日（日）
科学教室、天文教室、楽しい実験、ふれあい
コーナー等。

No. 都道府県 館名
企画中の記念事業等

備考

274

高知県立歴史民俗資料
館

高知県246

九州大学総合研究博物
館

福岡県272

村上水軍博物館愛媛県

注4

注4

注4

佐賀県立九州陶磁文化
館

佐賀県275

長崎純心大学博物館長崎県276

福岡県立美術館福岡県273

福岡市美術館福岡県

244

伯方ふるさと歴史公園(資
料館)

243 愛媛県

玉川近代美術館愛媛県241

ところミュージアム大三島愛媛県242

大三島美術館愛媛県238

河野美術館愛媛県239

伊東豊雄建築ミュージア
ム

愛媛県234

岩田健母と子のミュージ
アム

236 愛媛県

徳島市立考古資料館徳島県229

朝倉ふるさと美術古墳館愛媛県233

松茂町歴史民俗資料館・
人形浄瑠璃芝居資料館

230 徳島県



 
2016年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（6/6）

事業名 実施期間 内容

こどもの日・黎明館キッズフェ
スタ

5月5日（木）
「こどもの日」に合わせ、小学生を対象に黎明館
周辺の史跡巡りや館内展示の案内、体験コー
ナーでの活動。

学芸講座「なごやさげんたと
時敏史料」

5月15日（日）
13：30～15:00

名越時敏(左源太)とその著作者「名越時敏史
料」の魅力解明。

黎明館講演会「著者・多胡吉
郎が語る「長沢鼎ブドウ王に
なったラスト・サムライ～薩摩
から世界へ、世界から薩摩へ
～」」

5月29日（日）
13：30～15:00

作家・演出家の多胡氏による長沢鼎についての
講演。

薩長同盟締結150年黎明館企
画展「幕末薩摩外交-情報収
集の担い手たち-」

5月24日（火）～
9月11日（日）

薩摩藩の外交交渉及び情報収集を担った人物
に関連する資料展示および外交と成果の紹介。

281 沖縄県 浦添市美術館 無料開館 5月18日（水） 常設展示のみ無料とする。

No. 都道府県 館名
企画中の記念事業等

備考

【注1】
群馬県博物館連絡協議会「国際博物館の日」キャンペーン
●実施期間： 5月14日（土）～5月29日（日）
キャンペーンを実施する群馬県博物館連絡協議会の加盟館（全78館）については、
群馬県博物館連絡協議会のホームページでご確認いただけます。
http://grekisi.pref.gunma.jp/15.html

【注2】
上野ミュージアムウィーク2016
●実施期間： 5月7日（土）～5月22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/

【注3】
 北九州ミュージアムウィーク2016
●実施期間： 5月7日（土）～5月22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://kitakyushu-culcul.jp/museum-week/

【注4】
福岡ミュージアムウィーク2016
●実施期間： 5月14日（土）～5月22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/

鹿児島県立歴史資料セン
ター黎明館

鹿児島県280


