Tochigi Prefectural Museum

講座等カレンダー
記号の見方

令和３年度版

栃木県立博物館

催し物案内

令和 3年 4 月〜

■「☎」マークのものは電話で予約してください。

申込み
方法について

028-634-1312（教育広報課）

Ａ：小学生以上（未満は要相談） Ｃ：小学校高学年以上
（ 20） ☎
B※
Ｄ：中学生以上
定員 要予約 年令制限 Ｂ：小学校中学年以上

4月

6月

①11:00〜12:00（20）☎
②13:30〜14:30（20）☎

18（日）動物の標本を作り続けて
…あっ、30年だ（40）☎

29（木）扇ぬりえ体験

栃木県立博物館の公式キャラクター
「みーたん」

●お問い合わせ●
〒320-0865 宇都宮市睦町 2-2
電話 028-634-1311（代）
028-634-1312（教育広報課）
FAX 028-634-1310

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

◆こちらからも当館 HP をご覧になれます。

18（日）☆クビアカツヤカミキリの成虫を 28（土）☆たんぼ物語〜土ってすごイネ〜
探そう
10:00〜12:00 （20）☎ A ※
10:00〜11:30（20）☎ ※
【宇都宮大学農場】
【佐野市】

29（土）衣装編
10:00〜11:30

30（日）昔の暮らし体験①石臼・薬研

（40）☎ A

☎

観察会（☆）
・講座

23（木）真珠のひみつ
13:30〜15:00 （20）☎

10 月
B※

20（月）☆キノコの観察会in中央公園 25（土）土の中にはどんな動物がいるの？
13:30〜16:30 （20）☎ A ※
10:00〜12:00（30）☎ ※
【栃木県中央公園】

学芸員とっておき講座 時間：13:30〜15:00
19（日）
クビアカツヤカミキリ〜話題の害虫まるわかり〜 （40）☎

2（土）☆クビアカツヤカミキリ
の幼虫が食べている
木を探してみよう
10:00〜11:30
（20）☎ ※

【佐野市】

11（土）
わかぴったん （20）☎

26（日）化石を探そう①化石ひろい

3（水）新収蔵庫ガイド
13:30〜14:30 （20）☎

12 月

6（金）昔の道具編
14:00〜16:00
☎

（40）☎

1月

2月

3月

6（土）火山灰は宝石箱
10:00〜11:30 （20）☎ A
6（土）栃木の民話語り
13:30〜15:00（150）

●展示 「殻をもった化石たち〜昆虫の長い進化の旅〜」9/18（土）〜11/28（日）

◎Ｍ割（ミュージアム割引）
について

●講座 「親子自然探検隊」令和3年度中に5回開催※

※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。

「玩具〜なつかしのおもちゃ展〜」5/ 1（土）〜 5/30（日）
「かわいいキノコたち♡」8/21（土）〜 9/26（日）
「作ってみよう！
『ミニチュア土偶』
と
『土器のたく本しおり』」6/12（土）
「ホネほね教室〜いろいろな動物の骨をくらべてみよう〜」8/ 4（水）
「いたいた〜！土の中のかわいい仲間たち★」8/ 8（日）

●展示 「貝づくし！〜美しい貝、美味しい貝、
とちぎの貝〜」7/31（土）〜9/12（日）
●講座 「溶かしてピカピカ☆貝殻づくり」8/11（水）

栃木市大宮公民館（0282-27-0073）

●講座 「夏休み企画！昆虫博士になろう！〜標本を作って昆虫のカラダの仕組みを知ろう〜」8/4（水）※

下野市南河内公民館（0285-48-2393）
●講座 「仏像の話」6/ 3（木）※

しもつけ風土記の丘資料館（0285-44-5049）

●講座 「民俗文化財について」10/30（土）
●講座 「近世下野国の水運について」2/12（土）

塩谷町生涯学習センター（0287 -48-7503）
●講座 「身近な昆虫について学ぼう！」8/21（土）※

［ 交通案内 ］
［ 交通案内 ]
バ ス

■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

自 動 車

■鹿沼ICから約8.5㎞、宇都宮ICから約12㎞
●アクセスマップ●

高根沢町歴史民俗資料館（028-675-3175）

至 宇都宮IC

●展示 「いろいろな時代の衣装と道具」7/17（土）〜 8/29（日）

16（日）野口雨情と栃木
（40）☎

20（日）異界にまつわる民俗 20（日）下野薬師寺〜鑑真和上と
ゆかりのある名刹〜
（40）☎

（40）☎

23（火）昔の暮らし体験③
昔のおもちゃ

●展示 「とちぎの両生類〜この子の名前、なんていうの？〜」7/22（木）〜8/29（日）
●講座 「カエル君のヒミツ」7/31（土）

下野薬師寺歴史館（0285-47-3121）

※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。

■月曜日
（祝日を除く）、祝日の翌平日
■12/28 〜 1/4（年末年始）
■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（6/12・13・15）、文化の日
（11/3）は無料

●講座 「縄文時代の暮らし」10/16（土）
●講座 「栃木の民間信仰について」11/13（土）
●講座 「牛・馬のいる暮らしについて」11/27（土）

16（日）☆中央公園の
あつまれ！自然好き
27（日）
野鳥観察会
〜活動・研究発表会〜
9:00〜10:30（40）※
10:00〜16:30（150）
【栃木県中央公園】

C

ダンゴムシ
17（日）縄文時代の木と
21（日）
ちょっとディープな 19（日）
木の実のおはなし
日光の地形地質ガイド
（40）☎

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）
5（日）
まゆ玉でお月見うさぎを
つくろう

11 月

観 覧 料

●展示 「不思議なキノコの世界」7/17（土）〜8/29（日）
●講座 「不思議なキノコの世界」7/24（土）

佐野市郷土博物館（0283-22-5111）

9（月）
まが玉をつくろう（20）☎

■9:30 〜 17:00（入館は 16:30 まで）

市貝町立歴史民俗資料館（ 0285-68-0020）

●展示 「のぞいてみよう森の中〜くらしの中の身近な植物〜」7/31（土）〜9/ 5（日）

30（金）
スクープ！博物館新聞 （20）☎

開館時間
休 館 日

●講座 「『レッドデータブックとちぎ』を知る〜地形・地質分野〜」6/ 5（土）
●講座 「あなたの知らないナスカラ
（那須烏山）〜「ジオ」の視点から〜」10/ 2（土）
●講座 「知っているようで 知らないサクラ」3/ 5（土）

●展示
●展示
●講座
●講座
●講座

夏休み宿題応援企画！

［ 利用案内 ］

那須烏山市烏山公民館（教育委員会生涯学習課0287-88-6223）

益子町中央公民館（0285-72-3101）

4（水）博物館活用編
9:30〜16:00

9月

●講座 「芳賀町の祭礼について」5/29（土）

※印は地域住民等
優先です。

宇都宮市立南図書館（028-653-7609）

15（日）鉱物と宝石を展示する！
〜企画展ができるまで〜

4（日）七夕飾りをつくろう

☎

【地域移動博物館・移動講座】
芳賀町総合情報館（028-677-2525）

宇都宮市北生涯学習センター（028 -621-7745）

（40）☎

27（日）手ぬぐいでミニ巾着をつくろう

問い合わせ、申込みは
各施設へお願いします。

大田原市ふれあいの丘自然観察館（0287-28-3251）

31（土）☆セミの羽化を見よう
19:00〜21:00（70）☎ ※
【栃木県中央公園】
18（日）江戸時代の狩野派

市町連携事業

小山市立博物館（0285-45-5331）

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

各種展示解説：①「ファミリーツアー（お子様を連れたご家族向け）」10:00〜 ②「ミュージアムツアー」13:30 〜 ※①②ともに 土・日・祝日に実施（第３日曜・県博デーを除く） ③「キッズツアー（小学生向け）」14:00〜14:30 県博デー 及び 5/1、7/22・23、8/13・17

開催月の 2 か月前の 1 日
からです。

C

8月

16（日）
しゃべる押し葉標本 （40）☎

5（水）折り紙でかぶとをつくろう

教員向け研修
体験しまＳＨＯＷ博物館！

C

（40）☎ A

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）

講座・見学の予約受付は

7月

20（日）美術工芸収蔵資料じまん話

学芸員とっておき講座 時間：13:30〜15:00

令和 4 年 3 月

■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。

5（土）☆モリアオガエルの観察会
3（月）☆夜の観察会「カエルと
29（土）☆磯の生きもの探し
19:00〜21:00（20）☎ ※
サンショウウオの夕べ」
10:00〜12:00（20）☎ A ※
【塩谷町】
18:30〜21:00 （20）☎ A ※
【茨城県ひたちなか市】
【那須塩原市】
12
（
土）
新収蔵庫ガイ
ド
●5月下旬開催予定●
①11:00〜12:00（20）☎ C
22（土）☆スミレをさがそう！
☆ナスヒオウギアヤメ鑑賞会
（20）☎
B
※
②13:30〜14:30（20）☎ C
10:00〜14:00
【栃木県中央公園】
【宇都宮市多気山】 ※開花時期が確定後HP等で実施日時を発表します。 13（日）新収蔵庫ガイド

観察会（☆）
・講座

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。

※：保護者同伴

5月

※イベント名の前に☆がついて
いるものは観察会です。

■予約受付は開催月の

（40）☎

5（日）昔の暮らし体験④
火おこし器・火打石

16（土）昔の暮らし体験② 28（日）紙すきでオリジナル 12（日）木の実クラフトを
洗濯板・水桶
ハガキづくり（20）☎
つくろう（20）☎

9（日）化石をさがそう②
木の葉石 （20）☎
10（月）探検！縄文時代

6（日）化石レプリカづくり 21（月）折り紙えぼしづくり
（20）☎

23（水）折り紙でおひなさま
をつくろう

27（日）貝あわせ体験

各種展示解説：①「ファミリーツアー（お子様を連れたご家族向け）」10:00〜 ②「ミュージアムツアー」13:30 〜 ※①②ともに 土・日・祝日に実施（第３日曜・県博デーを除く） ③「キッズツアー（小学生向け）」14:00〜14:30 県博デー 及び 9/20、12/25・26

那珂川町馬頭郷土資料館（0287-92-1103）

至 日光

●講座 「なかがわ化石観察隊！
！」8/ 7（土）

宇都宮環状線

ふみの森もてぎ
（0285-64-1023）

●展示 「島﨑雲圃と小泉斐」10/30（土）〜12/ 5（日）
●講座 「島﨑雲圃と小泉斐」11/14（日）

至 大谷

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」10/16（土）戸祭山緑地
②「サンショウウオ保全活動説明会」12月上・中旬 宇都宮市役所
③「トウキョウサンショウウオ救出作戦」3/19（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】

【博物館へ行こう】
宇都宮市 7/29（木）
・10/26（火） 那須烏山市 7/31（土） 高根沢町 8/ 7（土）

至 鹿沼

栃木県立博物館
至 鹿沼IC

松原３丁目
桜２丁目
文 文
〇
〇

栃木県
中央公園
滝谷町

県庁
JR

県立
博物館東

東武宇都宮

平成通り

講座等の申込み
方法について

展示カレンダー
4月

028-634-1312（教育広報課）

5月

6月

7/13（火）

承久の乱800周年記念

人文系展示

長沼氏から皆川氏へ 〜皆川文書でたどるその足跡〜
●展示解説

4/11(日)14:00〜15:00 （20）
5/22（土）
テーマ展

●展示解説

雪村周継筆「花鳥図屏風」
（部分）当館蔵

4/24（土）

自然系展示

企画展

美術工芸収蔵庫も宝の山！
〜名品たちが語る裏話〜

6/27（日）

収蔵庫は宝の山！

テーマ展
テーマ展

奥羽再仕置430周年記念

●展示解説

10/ 9（土）

11 月

木と木の実の考古学

企画展

① 7/25（日）② 8/28（土）※両日とも14:00〜15:00 （20）

12 月

7/31（土）14:00〜15:00 （20）

山からの贈り物 〜栃木の山村生活誌〜
●展示解説

① 8/ 1（日）② 8/22（日）※両日とも14:00〜15:00 （20）

テーマ展

くぼみ石とクルミ
（鹿沼市明神前遺跡出土）
鹿沼市教育委員会蔵

キッズ展示
4月

【対談者：養老孟司氏と当館学芸員】

5/ 8（土）13:30〜15:00 （150）☎

●リレー講座「収蔵資料じまん話」

6月

7月

8月

9月

●学芸員とっておき講座

①「しゃべる押し葉標本」
5/16（日）13:30〜15:00（40）☎
②「美術工芸収蔵資料じまん話」
6/20（日）13:30〜15:00（40）☎

①4/25（日）②5/ 2（日）③5/9（日）④5/23（日） ●新収蔵庫ガイド
※すべて13:30〜15:00 （40）☎
※各回の内容は異なります。

●展示解説

①5/15（土）②6/6（日）※両日とも14:00〜15:00（20）

●展示解説

スロープ展示の仲間を紹介

開館以来、40年にわたって収集された収蔵資料の逸品を公開するとともに、資料をどのように収
集、保管、活用しているのかを紹介し、世代を超えて資料を引き継ぐことの大切さをお伝えします。

●特別対談 ※聴講には当日の観覧券が必要です。
「ゾウムシから見た自然・標本・博物館」

クビアカツヤカミキリ 〜話題の害虫まるわかり〜
いろいろな時代の衣装

収蔵庫は宝の山！〜博物館の資料収集活動〜

6/12（土）①11:00〜12:00 ②13:30〜14:30
6/13（日）①11:00〜12:00 ②13:30〜14:30
※各回の内容は同じです。（20）☎ C

●展示解説 ① 2/27（日）② 3/ 6（日）
※両日とも14:00〜15:00 （20）

1/23（日）14:00〜15:00 （20）

3/27（日）

し

昔のこと知ってっけ？ 〜道具を知れば暮らしが見える〜
関連講座

おじいさんやおばあさんの民話語り 1/8(土)〜3/26(土)の毎週土曜日14:30〜15:00 （20）
8/21（日）

2/19（土）

クビアカツヤカミキリ

古代の衣装 ー七夕編ー

第129回企画展

う じょう

生誕140年 野口雨情
〜童心の詩人と終焉の地・宇都宮〜

1/23（日）

① 8/14（土）②9/12（日）③11/14（日）※すべて14:00〜 15:00 （20）

大地のつくりと変化

10 月

第130回企画展

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

11 月

12 月

1月

鉱物と宝石の教室

鉱物は、私たちの生活に深く関わっています。特に、鉱物を加工してつくる宝石は、多くの人を惹き
つけます。展示では、多くの鉱物と宝石を紹介します。

●記念講演会 ※聴講には当日の観覧券が必要です。 ●学芸員とっておき講座
「宝石の魅力を科学する
「鉱物と宝石を展示する！〜企画展ができるまで〜」
8/15（日）13:30〜15:00 （40）☎
〜なぜダイヤモンドはキレイに見えるのか〜」
【講師：日独宝石研究所長 古屋正貴氏】
8/ 8（日）13:30〜15:30 （150）☎

木と木の実の考古学 〜縄文時代の低湿地遺跡と植物の利用〜

栃木県の低湿地遺跡として有名な小山市寺野東遺跡、鹿沼市明神前遺跡などの出土品を中心に、
木や木の実などを最大限に有効活用した縄文人のくらしを紹介します。

●記念講演会 ※聴講には当日の観覧券が必要です。
「低湿地遺跡からわかること」

【講師：大田原市なす風土記の丘湯津上資料館長 上野修一氏】
10/31（日）13:30〜15:30 （150）☎

●オープニング展示解説 10/ 9（土）13:30〜15:00（40）
●スポット展示解説

●展示解説

①10/10（日）②10/24（日）③11/13（土）④11/23（火）
※すべて14:00〜14:30 （20）

①7/17（土）②8/21（土）③9/18（土）
※すべて14:00〜15:00 （20）
ブルートパーズ

●トークフリータイム 11/21（日）13:00〜17:00

●関連講座 ①「民俗事例から見た植物利用」
【講師：当館名誉学芸員 柏村祐司氏】
10/23（土）13:30〜15:30（150）☎

●関連講座 ②「栃木の貝塚研究最前線」

【講師：栃木県考古学会顧問
栃木県考古学会会員

11/ 7（日）13:30〜15:30（150）☎

竹澤 謙氏
細谷正策氏

】

●学芸員とっておき講座
「縄文時代の木と木の実のおはなし」
10/17（日）13:30〜15:00（40）☎

ダンゴムシ

●展示解説
3/13（日） オカダンゴムシ
14:00〜 15:00 （20）

身のまわりの石たち
みやびな衣装 ーひなまつりー（2月中旬〜３月中旬）

2月

第131回企画展

紫水晶

3/27（日）

テーマ展 巡回展 栃木の遺跡
〜最近の発掘調査から〜

テーマ展

昆虫ってなあに

5月

1/30（日）14:00〜15:00 （20）

鉱物と宝石の教室

テーマ展

端午の節句 ー鎧ー

●展示解説

9/23（木）
企画展

新収蔵庫ができました！

テーマ展

3月

2/13（日） 2/26（土）

鎌倉殿 源頼朝の義兄弟 足利氏の軌跡

●展示解説

6/27（日） 7/17（土）
テーマ展

テーマ展

12/11（土）
独木舟（栃木市大平町西山田出土）
栃木市教育委員会蔵

2月

1/15（土）

〜縄文時代の低湿地遺跡と植物の利用〜

9/23（木）

■予定のため変更になることもあります。

1月

11/23（火）

徳川家康が下野にやってきた！

7/17（土）

〜博物館の資料収集活動〜

10 月

9/ 5（日）

★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。

Ｄ：中学生以上

☎
B※
（小学生未満は要相談） ※：保護者同伴
：小学校中学年以上
定員 要予約 年令制限 Ｂ
Ｃ：小学校高学年以上

9月

さんそん せ い か つ し

テーマ展

Ａ：小学生以上

●記号の見方● （20）

しも つけ

●展示解説

7/13（火）

6/ 5(土)14:00〜15:00 （20）

8月
狩野派がいっぱい

6/27（日）

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。

7月

5/ 9（日）

テーマ展

■予約受付は開催月の

■「☎」マークのものは電話で予約してください。

県博デー
（県立博物館の日）

3

毎月第

日曜日開催

3月

お知らせ
4/18 5/16 6/20 7/18
8/15 9/19 10/17 11/21
12/19 1/16 2/20 3/20

■博物館コンサート 10:30〜12:00 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。
■クイズにチャレンジ 10:00〜12:00 予約不要
◇答えをさがしてね！（受付は11:30まで）

A

■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

■キッズツアー 14:00 〜14:30 予約不要

A

◇小学生向けの解説ツアーです。

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

