
講座等カレンダー

　　　　　　（40）  ☎ 　　　　　　（40）  ☎

 Ａ※

　

令和２年度版

●アクセスマップ●

◎Ｍ割（ミュージアム割引）について
※栃木県博物館協会のＭ割参加館の入館券を持って入館日から
　6か月以内にＭ割参加館に入館すると料金割引を受けられます。
※Ｍ割参加館は、当館HPでご確認ください。

■JR 宇都宮駅（西口）から（関東バス）
　◇⑬番乗り場 37「桜通り経由鶴田駅」または「西川田
　　駅」行きで「中央公園博物館前（　）」で下車
　　中央公園内を徒歩約 8分
　◇⑩番乗り場 43「長坂経由新鹿沼」行きで、「文星芸術
　　大学附属中高（　）」下車、南へ徒歩約 8分
■東武宇都宮駅から（関東バス）
　関東バス「東武駅前」バス停で上記バスに乗車

■一般 260 円（200 円）、大学生・高校生 120 円（100 円）
■中学生以下は無料　　　     ※（　)内は 20 名以上の団体割引料金
■県民の日関連（6/13・14・15）、文化の日（11/3）は無料

■月曜日 、祝日の翌平日、6/16
■6/23～ 7/6（定期消毒）、12/28 ～ 1/4（年末年始）

■9:30 ～ 17:00（入館は 16:30 まで）

■鹿沼 IC から約 8.5 ㎞、宇都宮 IC から約 12 ㎞

4 月 7月 8月6月5月

18（土）☆スミレをさがそう！

【宇都宮市多気山】

24（金）とちぎの化石②陸の時代

23（木）とちぎの化石①海の時代

10:00 ～ 12:00（50）☎

10:00 ～ 12:00（50）☎

19（日）春に出会えるガの魅力
　　　　　　　　　

23（土）折り紙でかぶとをつくろう

3（日）☆夜の観察会「カエルと
サンショウウオの夕べ」
18:30 ～ 21:00（20）☎  Ａ※

29（水）日本列島の成り立ちと自然災害
10:00 ～ 12:00（50）☎  10:00 ～ 12:00（50）      ☎  

☆ナスヒオウギアヤメ鑑賞会

開花時期が確定後ＨＰ等で実施日時を発表！

17（日）小泉  斐、無名だけれど  ここがスゴイ！！    

学芸員のお仕事
～新米地学担当が話します～

　　　　　　　　 6（木）地学編　
                      13:30 ～ 16:30  ☎

　 5（水）博物館活用編　
                       9:30 ～ 16:00  ☎

　

  9（土）☆磯の貝を探そう
10:00 ～ 12:00（20）☎  Ａ※

  30（土）新収蔵庫完成記念特別対談
　　　

13:00 ～ 14:30 （200）☎ Ａ※
【養老孟司氏と当館学芸員】

          「ゾウムシから見た
              自然・標本・博物館」  13（土）

   14（日）

☆モリアオガエルの観察会
Ａ※

   6（土）ミジンコやアオミドロを見てみよう
                  10:00 ～ 12:00（30）             ☎  

22（土）栃木の民話語り
13:30 ～ 15:00（100）

生物・地学収蔵庫ガイド

   20（土）恐竜教室
                13:30 ～ 15:00（20）        ☎    Ｃ※

21（日）

26（日）十二単を着てみよう

25（土）☆日光・湯元の昆虫観察会
10:00 ～ 12:00（20）☎  Ａ※
26（日）

14:00 ～ 16:00（200）☎ 

19（日）令和の御大礼
-悠紀地方に選ばれた栃木-

1（土）☆木の葉化石をしらべよう
10:00 ～ 12:00（20）☎  Ａ※￥
　　　　　　　【那須塩原市】

19:00 ～ 21:00（70）☎  Ａ※
　　　　　【栃木県中央公園】

～土ってすごイネ～

16（日）

観察会（☆）・講座

観察会（☆）・講座

教員向け研修
体験しまＳＨＯＷ博物館！

028-634-1312（教育広報課）
■「☎」  マークのものは電話で予約してください。

夏休み宿題応援企画！

申込み
方法について
申込み
方法について

博物館でやってみよう！　　時間：14:00 ～ 15:30　　小学生対象（保護者同伴）

ミュージアムツアー 13:30 ～　土・日・祝日実施　(第３日曜を除く ) 　 キッズツアー 14:00 ～ 14:30  A   ( 第３日曜日：県博デー及び 7/25・8/10)

学芸員とっておき講座　 場所：研修室　時間：13:30 ～ 15:00

市町連携事業 問い合わせ、申込みは
各施設へお願いします。

【地域移動博物館・移動講座】

宇都宮市南生涯学習センター（028-645-0006）

 

 

●講座 「昆虫標本を作ろう！」7/26（日）

●講座 「親子トライ＆ゴー」8/29（土）

●講座 「シニアセミナー南悠塾」10/1（木）※

●講座 「火山灰は宝石箱」8/8（土）
●展示 「恐竜展」8/1（土）～9/6（日）

大田原市ふれあいの丘自然観察館（0287-28-3251）

小山市立博物館（0285-45-5331）

益子町中央公民館（0285-72-3101）

宇都宮市西生涯学習センター（028 -648-7480）
●講座 「身近な昆虫について学ぼう！」8/22（土）※
塩谷町生涯学習センター（0287 -48-7506）

佐野市郷土博物館（0283-22-5111）

●講座 「十二単や鎧を着てみよう」11/28（土）
●展示 「THE  博物館」11/27（金）～12/23（水）
ふみの森もてぎ（0285-64-1023）

●展示 

宇都宮市サンショウウオ保全活動体験教室
①「アメリカザリガニ捕り」  10/17（土）戸祭山緑地
②「サンショウウオ保全活動説明会」12/12（土）宇都宮市役所
③「トウキョウサンショウウオ救出作戦」3/20（土）戸祭山緑地
　【申込先：グリーントラストうつのみや　☎ 028-632-2559】

9 月 10 月

 12（土）☆たんぼ物語 22（火）☆キノコの観察会
　　　 in中央公園

 

10:00 ～ 12:00（30）  ☎  ※
　【栃木県中央公園】

19（土）塩原の化石

10:00 ～ 12:30（20）☎  A※
　　　【宇都宮大学農場】

11 月 12 月 1月 2月 3月
7（土）火山灰は宝石箱

1（日）     　　　　 （20） ☎ 5（土） 　　　　　　（20） ☎

19（土） 木の実クラフトを
               つくろう（20） ☎

10:00 ～ 12:00(20）☎  Ａ※
　8（日）イカの解剖：体の

　　    つくりを知ろう
13:30 ～ 16:30（20）☎ Ａ※￥

  7（日） 化石ざんまい （20） ☎
14（日） 　　　　　　 （20） ☎

31（日） 　　　　 

  24（日） 　　　　　　 （20） ☎

11（月）手ぬぐいでミニ巾着を
　　　つくろう

27（土）・28（日）

7（日） 義経と静御前の
             衣装を着てみよう
  14（日） 扇づくりと貝あわせ
　　　

 　　　

15（日）美しき貝の世界 20（日）タイプ標本って何？
               ～人類の宝、タイプ
　　　 標本を語る～    

17（日）写山楼~谷文晁
　　      一門の絵画学習~

21（日）
               昭和時代のこと  

21（日）
                　　　　　　　
　　　

     7（土） 探検！縄文時代
22（日） 紙すきでオリジナル
                 ハガキづくり（20） ☎

博物館でやってみよう！　　時間：14:00 ～ 15:30

  

学芸員とっておき講座　
20（日）菌類の多様性～キノコと地衣類～

24（土）☆カタツムリ（陸 の貝）
　　を探そう

       
10:00 ～ 12:00（20）☎   A※
　　　　　　　【佐野市】

31（土）

       

13:30 ～ 15:30（20）             ☎

12（土）歯科材料でつくる
　　　　アンモナイト化石の
　　　　レプリカ

       

13:30 ～ 15:30（15）☎  B※

7（日）古墳時代の衣装を着てみよう

  6（日） まゆ玉でお月見うさぎを
               つくろう
21（月） 百人一首で遊ぼう  （20）  ☎　

25（土）    2（土）・3（日）・ 4（月） 鎧を着てみよう   5（火） 

6（土）百人一首で遊ぼう（20）  ☎ 12（日）百人一首で遊ぼう（20）  ☎
15（土）百人一首で遊ぼう（20）  ☎

26（土） 探検！縄文時代

 

  13（日） 義経と静御前の
                 衣装を着てみよう

4（火）七夕飾りをつくろう

18（日）
               土偶とハニワ

  

●講座
●講座
那須烏山市南那須公民館（教育委員会生涯学習課0287-88-6223）

●講座

●講座
栃木市大宮公民館（0282-27-0073）

●講座

●講座 「夏休み子ども科学教室～動物の骨～」   7/31（金）※
●講座 「親子たいけん隊～火山灰は宝石箱～」 10/17（土）※

●講座 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8/20（木）※

小山市立中央公民館（0285-22-9563）

●講座

●講座

「芳賀町の祭礼について」5/23（土）
芳賀町総合情報館（028-677-2525）

 

●展示 

●展示 「化石を探る」7/18（土）～8/30（日）
●講座 「『化石からみた生物の進化』と化石レプリカ作り」7/25（土）
●講座 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　   8/2（日）

●講座「ワークショップ    烏帽子を作ろう」8/1（土）

市貝町立歴史民俗資料館（ 0285-68-0020）

【博物館へ行こう】
宇都宮市　 那須烏山市　8/7（金） 8/22（土）

　

　

〒320-0865　宇都宮市睦町 2-2
       電話　028-634-1311（代）
                    028-634-1312

      
  
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/

◆こちらからも当館HPをご覧になれます。

●お問い合わせ●

（教育広報課）
 FAX     028-634-1310 

令和 2 年 4 月～
　令和 3 年 3 月

講座・見学の予約受付は

　
　　　　　からです。
開催月の 2 か月前の 1日

栃木県立博物館

催し物案内

栃木県立博物館の公式キャラクター
「みーたん」

　

　

宇都宮環状線

至 鹿沼IC

平成通り

県庁

 
 
 

東武宇都宮

滝谷町

桜２丁目

松原３丁目

栃木県立博物館 栃木県

J R

至 日光

至 宇都宮IC

至 大谷

至 鹿沼 文〇文〇

中央公園

県立
博物館東

   1（土）☆セミの羽化を見よう

13:30 ～ 15:30（30）☎  Ａ※
   8（土）昆虫標本をつくろう

17（日）☆中央公園の
               野鳥観察会
9:00 ～ 10:30（40） ※

　　小学生対象（保護者同伴）

20（土） 　　　　　　（20） ☎

11（日） 古墳時代の衣装を
　　　 着てみよう
24（土） わかぴったん  （20）  ☎

　　　　　　（20）  ☎

　　　　　　（40）  ☎

（祝日・6/15を除く）

ここがちがうよ 大人も子どもも新発見！ 承久の乱800周年記念
承久の乱と長沼氏

（20）☎百人一首で遊ぼう
百人一首で遊ぼう

奥日光の沢と両生類

　　 化石からみた生物の進化
10:00 ～ 12:00（50）☎

25（土）

【那須塩原市】

【茨城県ひたちなか市】

【栃木県中央公園】

【塩谷町】

   【日光市湯元】

24（日） 　 　

 百人一首で遊ぼう 百人一首で遊ぼう

■詳細を参加者に後日連絡いたします。■申込みの際にご住所もお伺いします。
■参加費1人100円が必要となります。    ■「￥」のものは別途材料費等が必要です。記号の見方　記号の見方　 Ａ：小学生以上（未満は要相談）

Ｂ：小学校中学年以上定員 要予約 年令制限定員 要予約 年令制限
（２０）　  ☎　 　Ｂ　※　 Ｃ：小学校高学年以上

Ｄ：中学生以上
※：保護者同伴

　28（日）あつまれ！
　　       自然好き
　　    ～活動・研究発表会～
　　10:00 ～ 16:30（200）

体験！昔の暮らし

百人一首で遊ぼう
百人一首で遊ぼう

百人一首で遊ぼう

「ジオパーク構想教室⑱ 太古の海底散歩～那須烏山が海だったころの化石たち～」11/14（土）
「ジオパーク構想教室⑰ 栃木の民間信仰について」6/６（土）

「ジオパーク構想教室⑲ 　　　　　　　　　　　　　　　   1/30（土）ジオパークのものがたりをつくろう」

「中世陶磁器の世界～市貝の中世と県博陶磁器コレクション～」7/18（土）～8/30（日）

「キノコワンダーランド～キノコのひみつ大集合～」8/1（土）～8/30（日）

「夏休み企画！虫博士になろう！～標本づくり体験～」8/4（火）

※印は地域住民等
　優先です。

「自然観察セミナー ～キノコや地衣類について～」 
「仏教美術をめぐる旅」①彫刻編10/17（土）  ②絵画編11/7（土）

「『地層と化石からわかること』と原石からの化石取り出し」

 
「栃木の民間信仰」6/23（火）

大田原西地区公民館（0287-23-8719）
●講座

土器拓本・ミニ土偶づくり

※ ※

●講座

●講座 「ホネほね教室～いろいろな動物の骨をくらべてみよう～」   7/29（水）
●講座 「百物語～怖い話を語ろうか～」 8/30（日）

宇都宮市立南図書館（028-653-7609）

「とっても身近で不思議な生き物”キノコと地衣類♡”」   10/24（土）

折り紙でおひなさまをつくろう

10:00 ～ 12:00（50）☎

ミュージアムツアー 13:30 ～　土・日・祝日実施　(第３日曜を除く) 　 キッズツアー 14:00 ～ 14:30   A   (第３日曜日：県博デー実施)　

宇都宮・会津仕置430周年記念
豊臣秀吉の宇都宮仕置

※集合場所は、中央公園
　管理事務所です。
※参加費はかかりません。

※聴講には当日の観覧券が必要です。
※こちらの講座は4/21(火）から予約を
　受け付けます。

10:00 ～ 14:00（20）☎  Ｂ※

衣装・昔の道具編
                       14:00 ～ 15:30  ☎

                  19:00 ～ 21:00（20）☎ 

場所：研修室　時間：13:30 ～ 15:00

31（金）スクープ！博物館新聞 14（金）まが玉をつくろう（20）☎（20）  ☎

【共催展】
うつのみやの自然パネル展

東図書館　6/4( 木 )~6/16( 火 )　中央図書館　6/18( 木 )~6/30( 火 )　南図書館　7/2( 木 )~7/14( 火 )

開催月の 2 か月前の1日からです。■予約受付は
■キャンセルは開催日 1週間前までに必ずご連絡ください。

開催月の 2 か月前の1日からです。■予約受付は
■キャンセルは開催日 1週間前までに必ずご連絡ください。Tochigi Prefectural MuseumTochigi Prefectural Museum

　　　　　　（40）  ☎

（40）☎ （40）☎
（40）☎

（40）☎C（40）☎

　【栃木県中央公園】

（40）☎

（40）☎（40）☎

しゃざんろう ぶんちょう

ご たいれい

ゆ   き

［　利用案内　］［　利用案内　］

［　交通案内　]［　交通案内　]

自動車

バス

自動車

バス

開館時間

休館日

観覧料

開館時間

休館日

観覧料



展示カレンダー 講座等の申込み
方法について
講座等の申込み
方法について

★駐車場が混雑することがあります。

県博デー
（県立博物館の日）

お知らせ

■学芸員とっておき講座 13:30 ～ 15:00（40）☎
◇詳しくは裏面「講座等カレンダー」参照

10:30 ～ 12:00■博物館コンサート 予約不要   
※コンサートの時間は変更になることがあります。
■キッズツアー 14:00 ～ 14:30
◇小学生向けの解説ツアーです。

予約不要    A

なくなり次第終了9:30 ～■百人一首読み札ぬり絵
◇ぬり絵で楽しく和歌を学びましょう。予約不要    

ちょっとディープな日光の自然ガイド

●学芸員とっておき講座

第１２７回企画展

4/25(土) 6/15(月)

生誕250年記念
偉大なる無名画家   小泉 斐

   偉大なる無名画家   小泉 斐

ちょっとディープな
　　　　日光の自然ガイド

貝ってすてき！
～美しい貝、美味しい貝、とちぎの貝、大集合～

6/21(日)

7/18(土) 8/16(日)

日光の手仕事 
●展示解説   

テーマ展
特別展示 令和の御大礼

※当館・栃木県埋蔵文化財センター・なす風土記の丘資料館
●展示解説   3/7(日)  14:00 ～ 15:00（20）  

1/9(土)～ 3/27(土)の毎週土曜日 14:30 ～ 15:00（20）

テーマ展 テーマ展
　土偶とハニワ

写山楼～谷文晁一門の絵画学習～

テーマ展
　　　長沼氏から皆川氏へ
～皆川文書でたどるその足跡～

承久の乱800周年記念

● 活動・研究発表会
    ２/28（日）
    10:00 ～16:30（200）

2/6(土) 3/7(日)

～ポスター発表～
あつまれ！自然好き
テーマ展 3/20(土)

新収蔵庫ができました！
テーマ展

　栃木県が誇る自然観察地・日光。その自然について、押さえておきたい基礎知識から、マニアックな
情報まで幅広く紹介します。

　色や模様、形が美しい貝、食材になっている貝、栃木県で暮らす貝の展示を通して、貝の魅力に
迫ります。

4 月 7月 11 月 12 月6月5月 1月 2月 3月10 月9月8月

毎月第3日曜日開催 4/19    5/17     6/21   7/19  8/16  9/20
10/18  11/15  12/20   1/17  2/21  3/21

●学芸員とっておき講座
　「小泉 斐、無名だけれど  ここがスゴイ！！」
5/17（日） 13:30 ～ 15:00（40）☎

8/16（日） 13:30 ～ 15:00（40）☎
　「奥日光の沢と両生類」●日光・湯元の昆虫観察会【日光市湯元】

7/25（土） 10:00 ～ 12:00（20）☎  A※
●観察会①「磯の貝を探そう」

●観察会②

5/9（土） 10:00 ～ 12:00（20）☎  A※

●学芸員とっておき講座

11/15（日） 13:30 ～ 15:00（40）☎
　「美しき貝の世界」

●体験講座
11/8（日） 13:30 ～ 16:30（20）☎  A※  ¥

　「イカの解剖：体のつくりを知ろう」

10/10(土)

12/13(日) 1/9(土) 2/14(日)

2/27(土)

9/22(火) 10/10(土)7/18(土)

7/18(土)

028-634-1312（教育広報課）
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　　端午の節句ー鎧ー 昆虫ってなあに 古代の衣装ー七夕編ー いろいろな時代の衣装
宇都宮・会津仕置430周年記念「豊臣秀吉の宇都宮仕置」  7/23(木)～8/30(日）

大地のつくりと変化 おじいさんやおばあさんの子どものころの暮らしー戦時中編ー 身のまわりの石たち

●展示解説  
　
　※すべて 14:00 ～ 15:00（20）
① 4/29（水）② 5/3（日）③ 6/7（日）

① 7/18（土）② 8/22（土）③ 9/19（土）

7/26（日）「日光の地形地質みどころガイド」

9/13（日）「かなり不思議な日光の両生類」
8/30（日）

8/  9（日）「日光のササとサクラともうひとつ」
8/23（日）「ちょっとディープな日光の昆虫」

「すごくディープな日光の貝とミミズ」

●記念講演会 ●トークフリーデー
　「小泉斐（檀山）と近江商人の絵画
　 ~鮎図にはどのような意味があるのか~」
【講師：東北大学大学院准教授　杉本欣久氏】
　 5/10（日） 13:30 ～ 15:30（200）☎  D　　

　 5/4（月）、5/5（火）、
　 5/6（水）、6/14（日）

第１２６回企画展

骨が語る動物の秘密テーマ展

●展示解説 ①  3/20(金） ②  5/6(水）

テーマ展 おじいさんやおばあさんの子どものころの暮らし
関連講座 おじいさんやおばあさんの民話語り

●展示解説 

●リレー講座
　 

※すべて 14:00 ～ 15:00（20）
※すべて 13:30 ～ 15:00（40）☎

※上記の4日間は、作品を見て気がついたこと、
　感じたことなどを話しながら気兼ねなく展覧
　会を楽しんでいただける日です。

●記念講演会

【講師：バードリサーチ  研究員　平野敏明氏】
　 8/2（日） 13:30 ～ 15:30（200）☎

● 展示解説    3/28 (日）

(日）

    14:00 ～15:00（20）

● 展示解説    2/7
    14:00 ～15:00（20）

企画展

■クイズにチャレンジ 10:10 ～ 12:00
◇答えをさがしてね！

予約不要    A
（受付は 11:30 まで）

企画展 企画展

（2月中旬～３月中旬）

■予約受付は開催月の 2 か月前の1日からです。
■キャンセルは開催日 1週間前までに必ずご連絡ください。
■予約受付は開催月の 2 か月前の1日からです。
■キャンセルは開催日 1週間前までに必ずご連絡ください。

（２０）　   ☎　　Ｂ　※　
定員定員 要予約要予約

Ａ：小学生以上
（小学生未満は要相談）
Ｂ：小学校中学年以上
Ｃ：小学校高学年以上

Ａ：小学生以上
（小学生未満は要相談）
Ｂ：小学校中学年以上
Ｃ：小学校高学年以上

●記号の見方●　●記号の見方●　
年令制限年令制限

Ｄ：中学生以上Ｄ：中学生以上
※：保護者同伴※：保護者同伴

テーマ展 日光産の標本から学名がついた動植物 ●展示解説① 10/25（日）  ② 11/14（土）  ③ 1/10（日）   ※すべて  14:00～ 15:00 （20）  

第１２８回企画展

   貝ってすてき！～美しい貝、美味しい貝、とちぎの貝、大集合～

●展示解説① 9/5（土）② 10/3（土）③ 11/7（土）④ 12/5（土）　※すべて 14:00～15:00（20） 

「奥日光の鳥類～40年間の変化～」
●記念講演会

【講師：千葉県立中央博物館学芸員　黒住耐二氏】
　 11/29（日） 13:30 ～ 15:30（200）☎  A※

「住み続ける貝、入ってくる貝、そして未来は？」

※両日とも  14:00 ～ 15:00（20）

あやる

12/20(日)

1/24(日)

4 月 7月 11 月 12 月6月5月 1月 2月 3月10 月9月8月

スロープ展示の仲間を紹介

　江戸時代に活躍した下野出身の画家 小泉斐の生誕250年の節目を記念し、初期から晩年に
かけての斐の作品を中心に、師や弟子たちの作品とあわせて紹介します。

よしひさ

くろずみ    たいじ

4/4(日)

4/4(日)

4/4(日)

6/20(日)

■「☎」  マークのものは電話で予約してください。

●展示解説  
　
　※すべて 14:00 ～ 15:00（20）
① 10/10（土）② 11/21（土）③ 12/6（日）

みやびな衣装ーひなまつりー

生誕250年記念
あやる

【佐野市】「カタツムリ（陸の貝）を探そう」
10/24（土） 10:00 ～ 12:00（20）☎  A※

3館連携共通テーマ「縄文」展

【茨城県ひたちなか市】

小泉斐筆「孔明論将図額」（個人蔵）

イヌの全身骨格

小泉斐筆「鮎図」（個人蔵）

※聴講には当日の観覧券が必要です。 ※聴講には当日の観覧券が必要です。 ※聴講には当日の観覧券が必要です。

ヒタチマイマイ センジュガイ ミサカエミノムシ

8/29(土)

県指定　小泉斐筆「龍に馬師皇図屏風」（大田原市・明王寺蔵）

8/29(土)

8/29(土)8/29(土)

★駐車場が混雑することがあります。
　　　　公共交通機関をご利用ください。

　　　　　9/6(日)
 14:00 ～ 15:00（20）

しゃざんろう ぶんちょう●展示解説   8/1(土) 14:00 ～ 15:00
　　　　　　　（20）  

ー悠紀地方に選ばれた栃木ー

■予定のため変更になることもあります。

ご たい れい

ゆ      き

ロビー展示ロビー展示


