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事業名 実施期間 内容
無料開館 日ごろから無料で公開している。
記念品贈呈 5月17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講座「平等を実現する場と
しての博物館：多様性と包括性」

5月17日14:00〜15:30

今年の「国際博物館の日」のテーマ「平等を実現する場として
の博物館：多様性と包括性」について、世界の博物館の事例
や歴史を紹介しながら、博物館の使命や、わたしたちの博物
館にいまできることは何かを考える。

北海道 釧路市立博物館 記念品贈呈 5月16日、17日 各日先着10名に缶バッジを贈呈する。
無料開館 4月25日 全ての展示を無料で公開する。
ロビー展　お宝見せます 4月18日～5月13日 未公開資料を展示する。
無料開館 5月16日、17日 全ての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月16日、17日 先着50名に記念品を贈呈する。

館内解説案内「文化財建造物をめぐる」
5月16日、17日

時間未定
ふだんは入ることができない当館の旧館部分（国の登録有形
文化財）を、解説員が解説案内をする。

講演　土曜セミナー 5月16日13：30～15:00 テーマ未定。
岩手県 一関市博物館 無料開館 5月16日～17日 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

バックヤードツアー 5月17日
収蔵庫など、普段来館者が立ち入りできない区域を学芸職員
が案内する。

無料開館 4月15日～5月6日
北上展勝地さくらまつり期間中、全ての展示を無料で公開す
る。

刀剣展関連イベント③刀剣講話とギャラリートー
ク、相談会

4月29日 講話、ギャラリートーク、相談会を実施する。

刀剣展関連イベント④こどもの日スペシャル「刀
剣型ペーパーナイフをつくってみよう」

5月5日
刀鍛冶指導のもと、刀剣型のペーパーナイフを作成する。
※参加有料・要事前申し込み（申し込み方法は博物館ホーム
ページに掲載）

岩手県 花巻市博物館 無料開館 5月23日 全ての展示を無料で公開する。
宮城県 鹽竃神社博物館 無料開館 5月18日 全ての展示を無料で公開する。

宮城県 仙台市縄文の森広場 記念品贈呈 5月9日
イベント「山田上ノ台式縄文乃春」のSNSを利用した情報拡散
へ協力した参加者に記念品を贈呈する。

宮城県 仙台市富沢遺跡保存館（地底の森ミュージアム） ゴールデンウイーク手づくり工房 5月3～5日 3日間限定の体験メニューを実施する。
無料開館 日ごろから無料で公開している。
記念品贈呈 5月17日 来館者全員に記念品を贈呈する。

ボーダレス・アート展－3年間の軌跡－
5月18日～
8月30日

平成29～令和元年までの3年間実施してきた多様的で包括的
な社会の実現のため障害のある方の美術作品を展示する
ボーダレス･アート展の3年間の事業を報告する。

山形県 米沢市上杉博物館 無料開館 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 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

無料公開（70歳以上の高齢者及び小･中･高校
生のみ）

5月2日
70歳以上の高齢者及び小･中･高校生のみ入館を無料とす
る。

ふれあいコンサート 5月17日14:00～14:40 茨城県警察音楽隊によるロビーコンサートを開催する。
茨城県 上高津貝塚ふるさと歴史の広場 無料開館 5月17日 全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17日 全ての展示を無料で公開する。

茨城県 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 自然観察会「タチスミレを観察しよう」 5月17日10:00～12:00
菅生沼に生息するタチスミレなどの絶滅危惧植物を観察す
る。

無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
企画展「如鳩と沼田居」 4月18日～6月7日 足利が生んだ類まれな2人の画家を紹介数る。

常設展示ウォークラー 5月17日10:00～12:30
ウォークラリーの用紙を持って問題を解きながら展示室内を
巡る。

学芸員なんでも相談 5月17日10:30～12:00
学芸員に普段から気になっていること等、なんでも相談でき
る。

学芸員リレートーク 5月17日13:00～15:00
4名の学芸職員が展示室でリレー形式で各専門分野の興味
深い話を行う。

千葉県 鴨川シーワールド 特別レクチャー「シャチ　ものしり講座」
5月16日・17日

12：30～、
5月18日11：30～

1970年10月のオープン当初より、日本で初めてシャチを飼育
し、パフォーマンスを公開した。1998年には日本で初めてシャ
チの繁殖に成功し、「ラビー」が誕生、2008年には、当館で生
まれ育った「ラビー」による3世の出産にも成功した。特別レク
チャーでは、まもなく50年を迎える当館のシャチ飼育の歴史や
シャチにまつわる貴重なエピソードを、写真や映像を用いて紹
介する。

千葉県 芝山町立古墳・はにわ博物館 無料開館 5月17日 全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 スルリとすりぬけるまぼろしの壁をつくろう 5月17日 偏光板を利用して工作する。

春の展示　うめ・もも・さくら 2月15日～5月17日
日本人になじみ深い、うめ・もも・さくらについて、科学的・文化
的側面から紹介する。

チバミュージアムフェスタ2020～千葉県立美術
館・博物館展覧会～「オリンピック・パラリンピッ
ク」と千葉のスポーツ史

2月22日～5月10日
千葉県ゆかりの人々の活躍を軸に、オリンピック・パラリンピッ
クと千葉のスポーツ史について紹介する。

ミュージアム・トーク
5月23日

11:00～　14:30～　（各回
30分程度）

国際博物館の日等に関連して、博物館の社会的役割を紹介
する。

千葉県 千葉県立房総のむら トピックス展「房総の牧から酪農へ」 4月25日～5月31日
江戸幕府が房総で経営していた牧が、どのように変遷して
いったか、酪農への変換を視点に紹介する。

無料開館 日ごろから無料で公開している。

地元キッズのアートな力発見！ 4月14日～6月30日
薬円台小学校　知的障害特別支援学級（ひまわり学級）児童
の制作した版画を、郷土資料館３階「ふなばしギャラリー」に展
示する。

無料開館 5月19日～24日 全ての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月19日～24日 各日先着50名にポストカードを贈呈する。

東京都 上野地区の博物館等 上野ミュージアムウィーク2020 5月2日～24日 上野地区の各館が記念事業を実施する。 【注1】
無料開館 5月2日 全ての展示を無料で公開する。

昭島人物紹介展「橋本敏美エッグアート展」 5月2日～24日
橋本敏美氏による精緻かつ華麗なエッグアート作品を堪能し
ていただきます。

無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

国際博物館の日記念　講演会 5月17日　時間未定
企画展示「再登場！髪型切手図鑑」展に合わせ、藤澤紫氏
（国際浮世絵学会常任理事）が浮世絵と髪型について講演す
る。（予定）

郵便局臨時出張所開設 5月17日10:30-17:00 国際博物館記念小型印（イラスト入り消印）を使用する。
東京都 古賀政男音楽博物館 無料開館 5月17日 全て展示を無料で公開する。
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19日～23日 来館者全員にポストカードを贈呈する。

無料公開（常設展のみ） 5月18日 常設展示のみ無料で公開する。

上野学園大学ミュージアムコンサート
5月9日13:00～、

15:00～
（各回30分）

上野学園大学の学生によるミニコンサート

上野の山で動物めぐり　～「うごき」と「しせい」
～

5月17日9:00～12:30
上野動物園、国立科学博物館、東京国立博物館による連携イ
ベントを開催する、

記念品贈呈 5月18日
企画展「古典×現代2020―時空を超える日本のアート」来場
者 先着100名にステッカーを贈呈する。

入場無料及び記念品贈呈（公募展「第116回
太平洋展」）

5月18日 入場無料とし、先着10名に記念品を贈呈する。

入場無料及び記念品贈呈（公募展「72回　三軌
展」）

5月18日 入場無料とし、来場者に記念品を贈呈する。

入場無料及び記念品贈呈（公募展「第42回　日
本新工芸展」）

5月18日 入場無料とする。

記念品贈呈（ミュージアムショップ「スーベニアフ
ロムトーキョー」（地下１階、1階））

5月18日
￥3,300（税込）以上の購入でPORIGAMI国立新美術館立体建
物カードを贈呈する。

コーヒーのサービス（カフェ「カフェテリア カレ」
（地下１階））

5月18日 16時以降の食事利用者にコーヒー1杯をサービスする。
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備考

北海道 浦幌町立博物館

北海道 美幌博物館

千葉県 船橋市郷土資料館

千葉県 千葉県立中央博物館

東京都 国立新美術館

東京都 荒川区立荒川ふるさと文化館

茨城県

都道府県 館名

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

※予定が変更される場合がありますので、必ず各館のウェッブサイト等で確認ください。

東京都 切手の博物館

青森県 青森県立郷土館

【注1】

栃木県 足利市立美術館

群馬県 群馬県立自然史博物館

岩手県 北上市立博物館

東京都 家具の博物館

茨城県天心記念五浦美術館

東京都 国立科学博物館



 
2020年度「国際博物館の日」記念事業一覧　（2/4）

事業名 実施期間 内容
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備考都道府県 館名

東京都 品川区立品川歴史館 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
東京都 新宿区立新宿歴史博物館 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 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 東京家政大学博物館 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（常設展のみ） 5月19日 常設展のみ無料で公開する。

国際博物館の日記念ツアー「上野の山で動物
めぐり～動物の『うごき』と『しせい』」

5月17日9:00～12：30
動物の動きと姿勢をテーマに、上野動物園、国立科学博物
館、東京国立博物館の専門家と3つの施設をめぐりながら、各
施設をつないで見る新しい楽しみ方を提供する。

国際博物館の日記念ガイダンス
5月19日

11:00～11:30,
14:00～14:30

来館がより楽しいものになるよう、博物館の仕事の裏側と今日
のおすすめ作品を紹介する。

月例講演会「東京国立博物館における国際交
流」

5月30日13:30～15:00 海外の博物館・美術館との

東京都 東京富士美術館 記念品贈呈 　 5月12日～5月17日 来館者全員に記念品を贈呈する。
東京都 東武博物館 無料開館 5月16日 全ての展示を無料で公開する。
東京都 刀剣博物館 無料開館 5月17日  全ての展示を無料で公開する。

入館料減免（一般入館料） 5月17日 入館料一般300円を100円引きの200円に減免する。
記念品贈呈 5月17日 先着5名にオリジナル歴史的カメラ手拭を贈呈する。

東京都 パナソニック汐留美術館 無料開館 5月18日  全ての展示を無料で公開する。
東京都 三井記念美術館 無料公開（学生・外国人のみ） 5月18日 学生および外国人の入館を無料とする。
東京都 民音音楽博物館 無料開館 日ごろから無料で公開している。
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を贈呈する。
東京都 郵政博物館 記念品贈呈 5月18日 来館者に記念品を贈呈する。（なくなり次第終了）

無料開館 日ごろから無料で公開している。

Museum Week 2020 5月18日～29日
早稲田大学内のMuseum（演劇博物館、會津博物館、早稲田
大学歴史館、スポーツミュージアム）にて様々なイベントを行
う。

静岡県 静岡市美術館 記念品贈呈 4月24日
プレミアムフライデーの4月24日15:00以降の展覧会観覧者に
オリジナルグッズを贈呈する。

静岡県 ふじのくに茶の都ミュージアム セミナー「こんなに楽しい?! 急須の魅力」
5月24日

10：30～、13：30～

様々な急須を見たり触れたりしながら、実際に急須でお茶をい
れてお菓子とともに楽しむ。
講師：常滑焼急須コーディネーター　岩附由加里　氏
参加費：500円（別途、観覧券要）

無料開館 日ごろから無料で公開している。

富士山とバラをたのしもう！　富士山かぐや姫
ミュージアム　博物館まつり

5月17日10:00～14:30
型染、陶芸、和紙造形、竹細工、木彫、葉彩画などの体験・展
示即売ブース、かやぶき農家でのおんがく会、古代の弓矢体
験などが楽しめる１日を提供する。

静岡県 三島市郷土資料館 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 日ごろから無料で公開している。

新蔵資料／学芸員の研究成果紹介展 4月18日～5月26日
博物館に新たに収蔵された資料、学芸員の最新の研究成果
を紹介する。

図録等の減額販売 5月1日～31日 豊橋市自然史博物館が発行した図書を格安で販売する。
無料公開（常設展のみ） 日ころから無料で公開している。
入館料減免（企画展） 5月16日、17日  当日料金から100円割り引く（他の割引と併用不可）
記念品贈呈 5月16日、17日 先着100名に収蔵品目録などを贈呈する。
「芳年-激動の時代を生きた鬼才浮世絵師」ギャ
ラリートーク

5月16日、17日
14:00～

担当学芸員による作品解説

愛知県 古川美術館、分館爲三郎記念館 国際博物館の日記念事業 初風炉茶会
5月28日

10:15～、11:00～、11:45～、
13:30～、14:15～、15:00～

茶室の“躙り口”からの出入りは、精神的なバリアフリーである
ことから、“平等を実現する場”であると言える。炉から風炉に
替わる区切りの席を設ける。

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17日 先着20名に缶バッジ、シールを贈呈する。
岐阜県 光ミュージアム 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17日 全ての展示を無料で公開する。
記念品贈呈 5月17日 先着20名に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 展示解説 5月17日13:30～14:00 開催中の展覧会に関連した展示解説を実施する。

神奈川県 相模原市立博物館 博物館案内解説「もっと知りたい博物館」
5月16日 13:00～13:30、

15:00～15:30
通常は公開していない機械室や収蔵庫等のバックヤードをご
案内する。

神奈川県 山口蓬春記念館 記念品贈呈 5月17日 来館者全員にオリジナルグッズを贈呈する。
無料開館 日ごろから無料で公開している。

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1日～5月6日
9：30～16：00

館内には収まりきら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
2,603点を期間限定で公開する。

自然館ミュージアムトーク 5月6日 自然館の常設展示、トピックス展示について担当学芸員が来

野外学習「野比海岸の地層」 5月17日10：00～12：00

野比海岸で見られる地層や岩石、活断層である北武断層など
を見学します。逗子層や葉山層群といった横須賀の土地をつ
くる代表的な地層のほか、蛇紋岩や石灰岩などの三浦半島で
は珍しい岩石を観察する。

神奈川県 横浜美術館 記念日贈呈 5月18日 来館者全員に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 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月17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16日13：30～15：00
2020年8月1日で開館20周年を迎えるに当たり、その間のさま
ざまな主催事業、市民との連携事業を多々行ってきた様々な
できごとを振り返り、これからの歴史博物館を展望する。

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で開催の企画展の招待券を贈呈
する。

新潟県 新潟市新津美術館 記念品贈呈 5月19日 先着100名に記念品を贈呈する。
無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
国際博物館の日　特別歴史講演会「古文書か
ら探る戦国の城」

5月16日13:30～15:00
竹井英文氏が戦国の城の築城過程や管理などの実態につい
て講演する。

新潟県 ドナルド・キーン・センター柏崎 学芸員によるのギャラリートーク
5月17日

11:00～、14:00～
昨年のキーン先生没後のリニューアル展示を学芸員がギャラ
リートークを実施する。

新潟県 ミティラー美術館 無料開館 5月18日 全ての展示を無料で公開する。

富山県 富山県水墨美術館
鳥尾新氏による講演会「発見！墨の魅力 富山
ゆかりの水墨画」

4月19日
墨の魅力と富山ゆかりの画家たちについての企画展「発見！
画人んたちと富山 墨の作品から」の記念講演会を開催する。

富山県 富山市科学館 国際博物館の日の紹介文とポスターの掲示 4月下旬～5月末 収蔵品展「科学博物館のお！宝展」の会場内で紹介する。
富山県 氷見市立博物館 無料公開（常設展のみ） 5月17日 常設展のみ無料で公開する。

石川県 小松市立博物館				 記念品贈呈 5月18日
来館者全員にオリジナル缶バッジまたはマグネットを贈呈す
る。

石川県 小松市立本陣美術館 記念品贈呈 5月17日 来館者全員にポストカード、特製缶バッジを贈呈する。
石川県 小松市立宮本三郎美術館 記念品贈呈 5月17日 オリジナル缶バッジまたはマグネットを贈呈する。

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 「う
つろう」

5月15日18:30～19:30
参加者限定の夜間イベント。ライトアップ・ライトダウンされた
鈴木大拙館を学芸員の案内で回る。※イベント参加者のみ入
館可。

無料公開（常設展のみ） 5月18日 常設展のみ無料で公開する。

スポット展示「高浜の漁船」～胡間利一氏資料
お里帰り～（仮）

4月25日～5月10日

高浜は漁師町である塩土・事代などがあることから漁船の製
作や修理を手掛ける船大工が多く存在した。本スポット展示で
は故 胡間利一氏が使用された船大工道具が平成31年度に
町指定文化財になったことに関連して、胡間氏が実際に製作
に使用した船大工道具と製作した和船模型を「お里帰り」とし
て紹介する。

無料公開 日ごろから無料で公開している。
特別展　オリンピック・パラリンピックと教科書
（仮）

5月1日～7月5日
教科書に掲載されたオリンピック・パラリンピックの選手やエピ
ソードを紹介する。

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

岐阜県 美濃加茂市民ミュージアム/みにかも文化の森

東京都 日本カメラ博物館

東京都 東京国立博物館 【注1】

愛知県 豊橋市自然史博物館

愛知県 豊橋市美術博物館

東京都 早稲田大学會津八一記念博物館

静岡県 富士山かぐや姫ミュージアム

新潟県 新潟県立歴史博物館

新潟県 新潟市歴史博物館

神奈川県 横須賀市自然・人文博物館

福井県 高浜町郷土資料館

福井県 福井県教育博物館
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事業名 実施期間 内容
　2020年「国際博物館の日」記念事業等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020.5.14.現在

備考都道府県 館名

長野県 茅野市八ヶ岳総合博物館 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
長野県 野尻湖ナウマンゾウ博物館 記念品贈呈 5月18日 先着20名に記念品を贈呈する。

無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

スライド説明会 5月17日14:00～
発掘調査の様子をわかりやすく解説する。（須賀遺跡・沢城
跡・盤城山遺跡）

特別展　リサ・ラーソン　創作と出会いをめぐる
旅

3月21～5月31日

旅と出会いをテーマに交流のあった、濱田庄司（日本）やピー
ター・ヴォーコス（アメリカ）らの作品とともに紹介する。リサ・
ラーソンの新たな魅力を浮き彫りにしてゆく回顧展。料金=一
般800円 。

ギャラリートーク　〈申込不要・要入場券提示〉
3月29日、4月26日

13:30～
特別展の担当学芸員による列品解説を行う。

子ども向け特別講座　自分だけのマイキーをお
皿に　〈事前申込制・先着順〉

5月23日
10:00～12:00
13:00～15:00

リサ＆ヨハンナ・ラーソンの絵本「ナイト・キャット」の読み聞か
せと作品制作の講座を開催する。＊料金=1370円
＊受付３月21日（土）～５月６日（水）＊定員=午前と午後各30
人 ＊対象=未就学児～小学６年生

特別展　期間限定メニュー　スウェーデンの春
を呼ぶスイーツはいかが？

3月21～5月31日
陶芸の森内のレストラン「ブラウン・ライス＆ウォーター」で、伝
統的なスウェーデン菓子セムラをはじめ北欧の春から初夏の
草花をイメージした自家製デザートを提する。

滋賀県 長浜鉄道スクエア 記念品贈呈 5月16日～18日 来館者全員にオリジナルトートバッグを贈呈する。
滋賀県 彦根城博物館 記念品贈呈 5月18日 先着300名に記念品を贈呈する。

無料公開 日ごろから無料で公開している。
学芸員のよる、展示苦労話と作品解説 2020/5/18 13:30～14:30 定員15名。（要電話予約: 075-741-4323）

京都府 京都国立博物館 記念日贈呈 5月17日 先着100名にトラりんオリジナルグッズを贈呈する。
京都府 鞍馬山霊宝殿 記念日贈呈 5月17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
京都府民デー、
京都青少年デー

全ての展示を無料で公開する。

京都府 龍谷大学 龍谷ミュージアム 開館時間の延長
5月9日、16日、

23日、30日
閉館時刻を20:00（最終入館19:30）に延長する。

大阪府 柏原市立歴史資料館 記念品贈呈 5月16日 来館者全員に有料冊子を贈呈する。
無料開館 日ごろから無料で公開している。

記念品贈呈 5月2日
講演会「びいどろ・ギヤマンを愛でる」参加者全員にオリジナ
ルグッズを贈呈する。

大阪府 絹谷幸二　天空美術館 無料開館 5月18日 全ての展示を無料で公開する。
大阪府 国立民族学博物館 記念品贈呈 5月17日 先着100名に記念品を贈呈する。
大阪府 吹田市立博物館 無料開館 5月16日、17日 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月17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「山畑古墳群の石
棺」

5月17日
春季企画展示「ものづくりのまち東大阪－古墳づくりのあよ
み」展の内容に沿った講演会を開催する。

兵庫県 小野市立好古館 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

小磯記念美術館マンスリーコンサート　―絵と
音の共演―

5月17日14：00～15：00
当館学芸員による作品解説や音楽プロデューサーによる作品
への印象などトーク形式で行い、コンサートの曲目に結びつけ
る。

記念品贈呈 5月17日 先着100名に記念品を贈呈する。
バードウィークフェスティバル 5月上旬～下旬 野鳥写真展・探鳥会などを開催する。
フォトコンテスト 5月上旬～下旬 園内の写真を展示する。

兵庫県 神戸市立博物館 無料公開（コレクション展示室のみ） 5月19日 コレクション展示室を無料で公開する。
兵庫県 たつの市立龍野歴史文化資料館 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

無料開館 日ごろから無料で公開している。
文化財ウォーク（さくらＦＭウォーク） 5月17日 枝川周辺の文化財をめぐる歴史ハイキングを実施する。

兵庫県 姫路市書写の里・美術工芸館 記念日贈呈 5月17日 先着30名に館関連グッズ（予定）を贈呈する。
無料公開（常設展のみ） 5月17日 常設展のみ無料で公開する。
記念日贈呈 5月17日 クイズラリー参加者に記念品を贈呈する。
常設展ガイド 5月17日 ボランティアガイドによる常設展のガイド・説明を行う。

奈良県 水平社博物館 無料開館 5月17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（常設展のみ） 5月19日 全て展示を無料で公開する。

奈良県 歴史に憩う橿原市博物館 無料開館
5月15日～5月21日

（5月18日休館）
全ての展示を無料で公開する。

無料開館 5月18日 全ての展示を無料で公開する。

春期企画展「ほとけさまと動物たち」

前期：
4月18日～5月24日
後期：
5月26日～7月5日

※会期中無休、5月25日
前後期一部展示替え

古来より人々は、さまざまな動物たちと関わりながら生活して
きた。信仰の世界においては彼らの、人間にはない能力に畏
敬の念を込め、神仏の使い、あるいは乗り物などの役割を与
えられ、神格化・仏格化されている。また多様な姿は、装飾デ
ザインとしてもあらゆる面で目にする。本展では仏教・密教の
世界にみられる身近な動物、日本にはいない動物、空想上の
動物などを高野山に伝わる宝物を通じてご紹介する。
【同時開催】
小特集「写真でみる高野山の登録有形文化財（建造物）」
【主な展示品】
国　宝　仏涅槃図　金剛峯寺［4/26（日）～5/10（日）期間　限
定公開］
国　宝　金銀字一切経（中尊寺経） 金剛峯寺
重　文　両頭愛染曼荼羅図　金剛峯寺［前期］
重　文　普賢延命菩薩像　正智院［後期］
重　文　舞楽装束類（天野社伝来）のうち蛮絵袍　金剛峯寺
重　文　蝶形磬　親王院
未指定　馬頭観音立像　金剛峯寺

霊宝館ミュージアム法話～お坊さんと霊宝館巡
り～

5月9日
13:00～13:45

高野山霊宝館は密教、仏教の美術品を鑑賞するだけでなく、
展示品（仏像）を信仰の対象として捉えた「拝める霊宝館」の
観点から、お坊さんによる文化財を題材とした法話を聴きなが
ら仏像や仏画を鑑賞していただきます。
※予約不要、参加費無料（要拝観料）

ミュージアムトーク
未定

13:30から訳1時間
春期企画展「ほとけさまと動物たち」の担当学芸員による展示
解説

和歌山県 田辺市立美術館 「国際博物館の日」記念公開対談 5月9日 公開対談を実施する。
無料開館 5月3日 毎月第一日曜日に無料開館を実施する。
記念品贈呈 5月6日 イベント参加者に缶バッジ等の記念品を贈呈する。

たんけん美術館・博物館 5月6日 13:00～15:00
隣接する近代美術館と博物館のバックヤードを見学し、博物
館の仕事への理解を深める。

和歌山県 和歌山県立博物館 バックヤードツアー 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。

和歌山県 和歌山市立博物館 無料開館 5月13日～15日 全ての展示を無料で公開する。
鳥取県 鳥取市歴史博物館やまびこ館 無料開館 5月16日、17日 全ての展示を無料で公開する。

記念日贈呈 5月17日 バックヤードツアー参加者にボールペンなどを贈呈する。
バックヤードツアー（はくぶつかんのウラ側　探
検の旅）

5月17日
10:00～、14:00～

普段は見ることのできない博物館ノウラ側を探検し、博物館の
仕事を調査する。

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

広島県 広島県立歴史博物館
国際博物館の日（2020）記念事業　令和２年度
春の展示「芸備の文人たち－知の世界に遊ぶ
－」

４月17日～５月31日

「文人」とは儒学などの高度な知識を背景に，様々な文化的な
活動を行った人々。もともと「文人」は中国で生まれた言葉で，
彼らは高い文化的教養を持ち，公的な役職につくなどのほ
か，私的な面でも思想・文化をリードした。日本でも江戸時代
中頃（18世紀頃～）になると「文人」と呼ばれる人々が数多く登
場するようになる。この展示会では，江戸時代に芸備地方で
活躍した「文人」たちを中心に，彼らの活動や交流に迫る。

京都府 川島織物セルコン織物文化館

滋賀県 滋賀県立陶芸の森（陶芸館）

鈴鹿市考古博物館三重県

兵庫県 神戸市立小磯記念美術館

和歌山県 高野山霊宝館

兵庫県

島根県 島根県立古代出雲歴史博物館

兵庫県

大阪府 関西大学博物館

兵庫県 神戸市立森林植物園

大阪府 東大阪市立郷土博物館

和歌山県 和歌山県立近代美術館

西宮市立郷土資料館

姫路文学館
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備考都道府県 館名

山口県 萩博物館 記念品贈呈 5月18日 先着50名にオリジナルグッズを贈呈する。
山口県 毛利博物館 無料開館 5月18日 全ての展示を無料で公開する。（庭園は有料）

記念品贈呈 5月19日 来館者全員に記念品を贈呈する。
テーマ展「自然の美－植物画でみる日本を彩る
花－」

4月24日～5月24日 植物画の展示を中心に、植物の美しさや不思議を紹介する。

教育普及講座　埴輪を作ろう！ 5月9日 素焼き調粘土を使って古代の埴輪つくりを体験する。
教育普及講座　歴史探訪「古地図を片手に街を
歩こう－肥中街道・山口編１－」

5月23日 古地図を片手に歴史の道を歩く。

地質めぐり（第１回） 5月31日 山口市内の露頭を観察する。
無料公開（常設展のみ） 5月3日～6日 常設展のみ無料で公開する。

企画展「蔵出し！とくしま“宝もの”展」 4月24日～6月7日
博物館が所蔵する指定文化財やタイプ標本など、よりすぐり
の資料を一挙公開する。

徳島県 徳島県立鳥居龍蔵記念博物館 無料公開（常設展のみ） 5月3日～6日 常設展のみ無料で公開する。
無料開館 日ごろ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16日
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。

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 全ての展示を無料で公開する。
愛媛県 今治市内の博物館等 無料開館 5月10日または18日 市内の博物館等14施設を無料で公開する。 【注2】

愛媛県 愛媛県歴史文化博物館
特別展「かこさとし絵本展～未来を生きる子ども
たちへのメッセージ～」

4月25日～6月21日
「たるまちゃん」シリーズでおなじみの絵本作家 かこさとし の
複製原画を紹介する。

福岡県 北九州市立美術館 記念日贈呈 5月17日 先着100名にポストカードを贈呈する。
福岡県 九州国立博物館 無料公開（常設展のみ） 5月19日 常設展のみ無料で公開する。

無料公開
5月16日～25日
（休館日を除く）

無料で公開する。

記念品贈呈
5月16日～26日
（休館日を除く）

来館者全員にポストカード、一筆箋などを贈呈する。

福岡県 市民ミュージアム　大野城心のふるさと館 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
無料公開（常設展のみ） 5月16日～24日 常設展のみ無料で公開する。

記念品贈呈 5月16日～24日
常設展入場者のうちクイズに参加者にポストカードを贈呈す
る。

無料公開（企画展・常設展）
5月16日～24日

（18日休館）
常設展示および企画展示を無料で公開する。

福岡市博物館開館30周年記念　大福岡城展プ
レイベント講演会

5月23日14:00～15:30
10月8日～11月29日に開催する「福岡市博物館開館30周年記
念　大福岡城展」を前に，展覧会の見どころや福岡城の魅力
について担当学芸員が紹介する。

ギャラリートーク
5月16日～5月24日

毎日14:00～(5/18休館)
常設展示や企画展示の見どころを，学芸員が日替わりで解説
する。

バックヤードツアー 5月16日11:00～12:00 普段は見ることができない福岡市博物館の裏側を案内する。

ワークショップ「金印をつかってみよう！」 5月17日13:00～15:00
国宝の金印はどのようにつかわれていたのか？　木簡に手紙
等を書き，金印のレプリカを使って，粘土で封印する方法（封
泥）を体験する。

無料公開（常設展のみ）  5月16日～24日 常設展示のみ無料で公開する。

記念品贈呈  5月16日～24日
スタンプラリー参加者の中から抽選で観覧券、レストラン食事
券、グッズなどを贈呈する。

子ども探検隊 5月16日10:30～11:30
小中学生対象のバックヤードおよびギャラリーツアーを実施す
る（定員：20人）

アイリッシュハープ演奏会
5月16日　開場13:30

開演14:00
アイリッシュハープの演奏会を美術館で開催する。
（定員：180人）

つきなみ講座「平成元年から見る現代美術（所
蔵品を中心に）」

5月16日15:00～16:00
「平成元年の日本人像」展開催にちなみに、平成元年（1989
年）ごろ制作された作品から現代美術を解説する。（定員：54
名）

建築ツアー 5月17日10:30～12:00
前川國男が手掛けた福岡市美術館の建築を鑑賞する。バック
ヤードも見学する。（定員：20名）

英語ツアー　スペシャル
5月19日～23日

11:00～　40分程度
ボランティアが英語でコレクション展示を案内するスペシャル
ツアーを実施する。（定員：6名程度）

講演会　変わる？ミュージアム　～ICOM京都大
会から見えてきたもの

5月23日13:30～15:30
2019年に京都にて開催されたICOM世界大会。その報告と、
後半は、講師と当館学芸員と対談形式で、博物館定義がどう
変わるかについて深掘りする。（定員180名）

初めてのベビーカーツアー
5月24日　①10:00～

10:40　②11:00～11:40
小さいお子さんと一緒に作品を見たい！という方のためのツ
アーを実施する。（定員：各5組）

福岡市美術館　おおほり寄席　第20回ひなたの
会・真打ち昇進披露「柳亭小痴楽　独演会」

5月24日　開場13:30　開
演14:00

美術館で落語寄席を行う。有料。（定員：18名）

ギャラリーツアー
5月16日～24日　11:10～
14:00～　40分程度（休館

日をのぞく）
ボランティアがコレクション展示から3点の作品を紹介する。

佐賀県 佐賀県立九州陶磁文化館 記念品贈呈 5月17日、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12日～5月17日
来館者全員（未就学児を除く）にポストカード2枚セットを贈呈
する。

長崎県 長崎歴史文化博物館 無料公開（常設展示のみ） 5月17日 長崎県民の常設展入場料を無料とする。
熊本県 熊本県博物館ネットワークセンター 無料開館 日ごろから無料で公開している。
熊本県 玉名市立歴史博物館こころピア 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。

黎明館企画展「にほんの飾り・さつまの飾り－
貴人・武士から庶民まで 飾りに込めた想いと憧
れ－」（仮）

5月19日～8月30日
日本人の暮らしの様々な場面を豊かに彩ってきた絵画や工芸
品，道具，武具などを，装飾に着目して紹介し，図柄に込めら
れた意味や人々の想いを紹介する。

特別展示　国宝　太刀：銘「国宗」 4月21日～5月10日
鹿児島県の文化財の中で，唯一，国宝に指定されている太刀
を期間限定で展示する。

鹿児島県 中種子町立歴史民俗資料館 無料開館 5月17日 全ての展示を無料で公開する。
無料公開 日ごろから無料で公開している。

記念日贈呈 5月18日
来館者全員にポストカードを、抽選で来館者に桜島の絵を贈
呈する。

沖縄県 沖縄県立博物館・美術館 無料公開 5月23日 博物館常設展と美術館コレクション展を無料で公開する。

【注2】 つぎの施設（１４館）を無料公開する。
<実施日：5月10日>
・河野美術館　・玉川近代美術館　・大西藤山歴史資料館　・野間仁根バラのミュージアム（吉海郷土文化センター）　・村上海賊ミュージアム　・村上三島記念館（上浦歴史民俗資料館）
・大三島美術館　・ところミュージアム大三島　・伊東豊雄建築ミュージアム　・岩田健母と子のミュージアム
<実施日：5月18日＞
・今治城　 ・朝倉ふるさと美術古墳館　・波方歴史民俗資料館　・伯方ふるさと歴史公園資料館

鹿児島県 鹿児島県歴史資料センター黎明館

山口県 山口県立山口博物館

徳島県 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館

徳島県 徳島県立博物館

福岡県 福岡県立美術館

【注1】上野ミュージアムウィーク2020
    実施期間：5月2日～5月24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 吉井淳二美術館

福岡県 福岡市美術館

福岡県 福岡市博物館

福岡県 九州産業大学美術館


