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小企画：美術の中のかたち‐手で見る造形
東影智裕 展

７月11日（土）～９月22日（火・祝）（64日間）

　1989年に始まった触覚でも作品を鑑賞できるこ
の企画。今年は、東影智裕（1978－　）の作品を
紹介します。毛穴や体毛まで極めて精巧に表現さ
れた動物の頭部のような作品は、時に蝕まれた
皮膚やその漆黒の瞳の表現と相まって、見る者
に深い洞察をもたらします。作品に直接触れるこ
とで、作家の造形思考や行為をより身近に感じら
れる場を提示します。

2020年コレクション展Ⅱ
特集：「新収蔵作品展」（仮題）

10月10日（土）～12月27日（日）（68日間）

　令和元年度の新収蔵品を､既存のコレクションとともにテーマに
沿ってご紹介します｡

小企画：吉田博 播磨造船所 絵画群（仮題）
10月10日（土）～12月27日（日）（68日間）

　吉田博（1876－1950　福岡県出身）は、明治、大正、昭和にわたっ
て活躍した版画家、洋画家です。彼がアジア・太平洋戦争時に旧・
播磨造船所（相生市）の作業風景を描いた絵をまとめて展覧しま
す。

令和２年
区分

６月 ７月 １０月 ３月１２月１１月

コ
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ョ
ン
展

展
　
　
　
覧
　
　
　
会

特
別
展

イベント等

・ コンサート　　　　　　　　　　　館内の様々なスペースを活用したコンサート
・ 映画会　　　　　　　　　　　　　「KEN-Vi名画サロン」「県美シネマクラシック」等の映画上映会
・ 「KEN-Vi文化セミナー」　　　県内外の著名な文化人を講師に招いたセミナー
・ こども向けプログラム　　　　小中学生を対象とするワークショップ「こどものイベント」や解説会やおやこ絵画大会等
・ 美術講座　　　　　　　　　　　 日本画、洋画など作品づくりの実技講座

2021年コレクション展Ⅰ
コレクション名品展（仮題）

１月23日（土）～

　コレクションの中から選り抜きの名品を中心
に展示します。

　本展では美術の中の「動き」に着目します。動き回る人や動物、多様性に
満ちた自然の営み―これらは、本質的に「静的」なものである美術において
どのように作品化されているのでしょうか。絵画や立体作品の中にとらえら
れた様々な動きの表現を考えます。

2020年コレクション展Ⅰ
特集：動く！美術－動きはどう表現されてきたか－

３月20日（金・祝）～９月22日（火・祝）（152日間）
※６月29日（月）～７月10日（金）は展示替えのため休室

令和２年度　県立美術館展覧会等計画

２月１月９月４月

令和３年

５月 ８月３月

ミナ ペルホネン／皆川明 つづく
６月27日(土)～8月16日(日)

（44日間）

デザイナーの皆川明（1967－ ）が設
立したブランド、ミナ ペルホネン。流行
に左右されず、長年着用できる普遍的
な価値を持つ「特別な日常服」をコン
セプトとし、オリジナルの生地からプロ
ダクトを生み出す独自のものづくりを
続けてきました。ミナ ペルホネンと皆
川明のものづくりとその思考をこれま
でにない規模でご紹介します。

【主な出展作品】
“pur”2018-19→AW  等

スーラージュと森田子龍（仮題）
11月28日(土)～１月24日(日)

（48日間）

フランスのアヴェロン県と兵庫県の交流
20周年を記念し、アヴェロン県出身の画
家ピエール・スーラージュ（1919－ ）と、
兵庫県出身の書家・森田子龍（1912－
1998）を取り上げます。ふたりの芸術家
が、互いの共通点と相違点について考え
を深め、自らの表現を確立していった軌
跡を振り返ります。

マヌエル・フランケロ展（仮題）
２月６日(土)～４月４日(日)

（50日間）

スペインのマラガに生まれ、現在マド

リッドで制作を続けるマヌエル・フランケロ

（1953－ ）の日本初の個展。1970年代に

絵画を学んだ後、現在では写真やインス

タレーションも含む多様なメディアで表現

するフランケロは、徹底的に追求した極限

のリアリティを体現するアーティストです。

自身の創造の在り様を「現実の地図をつ

くること」と述べるフランケロの作品には、

「写実」や「リアリズム」という言葉では捉

えきれない未詳の世界像が内在していま

す。本邦初公開およそ60点の作品を一挙

公開します。

【主な出展作品】
マヌエル・フランケロ「Things in a room 
(25yrs)」 等

2020県展
８月１日（土）～８月22日（土）
会場：原田の森ｷﾞｬﾗﾘｰ

本館２階大展示室

公募展として美術制作に励む
方々の発表の場として続いてき
た県展は、今年で58回目となり
ます。出品規定は4月中に県内
各所で配布予定。兵庫にゆかり
のある方々のたくさんのご応募
とご来場をお待ちしています。

注目作家紹介プログラム
－チャンネル11－

徳重道朗（仮題）
11月21日（土）～12月20日（日）

現在活躍している作家を紹介す
るシリーズの第11回として、愛知
県を拠点に活動している徳重道
朗（1971－ ）にスポットをあてま
す。今回、アトリエ１を使って、神
戸ないし兵庫の水にまつわるイン
スタレーションを発表する予定で
す。

開館50周年 超・名品 展
４月11日(土)～６月７日(日)

（50日間）

当館は1970年10月に兵庫県立近代美術

館として開館しました（2002年当地への移

転後、兵庫県立美術館に改称。）。

本年（2020年）、開館から50年を迎えるに

あたり、開館以来、節目の年に開催してき

た名作展、秀作展等の続編として開催しま

す。

時間の経過とともに変化する評価のあり

方、私たちと名品の関係などに目を向けな

がら、当館所蔵品もまじえて、各地の主要

美術館から借用した作品約100点を展示し

ます。

【主な出展作品】
・和田三造「南風」 等

共催展
風を食べて動く生命体 テオ・ヤンセン展

７月11日（土） ～９月27日（日）

巨大な人工生命体「ストランドビースト」で知られ、
“現代のレオナルド・ダ・ヴィンチ”といわれるテオ・ヤ
ンセン（1948－ ）の神戸初の展覧会。科学や自然
と結びついた世界的な現代アートを体感できます。

ハリー・ポッターと魔法の歴史
９月５日(土)～11月８日(日)

（56日間）

現代を代表するファンタジー文学『ハリー・
ポッター』シリーズ。その背景には、イギリス
をはじめ世界各国に伝わる魔法、呪文、占
いといった文化が存在します。本展は、大
英図書館が2017年に開催した展覧会の日
本巡回展で、薬学、錬金術、天文学、幻獣
などに関する貴重な資料をハリーが通った
ホグワーツ魔法学校のカリキュラムに沿っ
て展示します。

【主な出展作品】
ラビ・アブラハム・エレアツァール「太古の化
学作業」 等

共催展

明治の金メダリスト 大橋翠石
４月18日(土)～５月31日(日)

独自の虎の絵で、明治時代に
海外の万博で連続して金メダル
を獲得した日本画家、大橋翠石
（1865－1945）。後半生を過ごし
た神戸では初開催となる大回顧
展として、名品約150点を展示し
ます。



 

　

 ひとはく恐竜ラボ

２月
区分

令和２年 令和３年

４月 ５月 ６月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月

兵庫県の特色ある自然

と生きものを紹介

人と自然の関係の変遷、自

然からの警鐘について解説

博物館に寄せられた多数の

コレクションの一部を展示

し紹介

丹波市山南町で発掘されて

いる大型植物食恐竜等の化

石を展示

企
画
展
等

イ
ベ
ン
ト
等

セ
ミ
ナー

・一般セミナー(通年)：地球科学、植物、昆虫、動物と生態系、環境と地域づくり等、専門的な学習ができるセミナー（事前申込必要）
・特注セミナー(通年)：来館する学校等の団体に対して、要望に応じて実施するセミナー（事前申込必要）
・オープンセミナー(通年)：季節や時期に合わせた工作や観察等、気軽に参加できるセミナー（事前申込不要）
・教職員・指導者セミナー(夏季休業中)：教師を対象に、学校や指導の場で役立つ知識や技術が学べるセミナー（事前申込必要）

海や河川の生物たちの

食物連鎖について紹介

貴重な収蔵標本資料や精巧な

模型を展示するほか、これら

資料を活用したセミナーを随

時実施

生命誕生から人類出現、日

本列島の生い立ちや森林の

多様性を紹介

多くの標本を活用し、

熱帯雨林を再現して紹

介

７月 ８月 ３月

令和２年度　県立人と自然の博物館展覧会等計画

常
設
展

テーマ 兵庫の自然誌　 人と自然　 ナチュラリストの幻郷

　　　化石クリーニング展示施設「ひとはく恐竜ラボ」にて発掘後のクリーニング作業の様子を公開

丹波の恐竜化石 水生生物の世界 ひとはく多様性フロア 地球・生命と大地 共生の森

　内容　

収蔵資料展
「頌栄短大植物標本コレクション

～そんなに集めてどうするの～」

7月11日(土)〜9月13日(日)
(65日間)

25万点からなる頌栄短大植物標本コレクション
から、世界に1点しかない標本や絶滅した植物の
標本等、コレクションの中でも特に貴重な標本を
展示します。また、「標本をたくさん集めてわかる
こと」についてもわかりやすく展示します。

ミニ企画展
「ひとはく研究員

展2020 」

２月８日(土)〜
４月19日(日)

(72日間)

展示特別企画

「ひょうごの草原

～人が育んだ草原と生き物の歴史～」
10月10日(土)〜1月7日(木)

(90日間)
兵庫県の草原とそこにすむ生き物について、人とのかかわりの中

でたどった歴史を紹介します。

ミニ企画展「六甲山のキノコ展2020～野生の
キノコの不思議な魅力～」

2月11日(火・祝)〜5月30日(土) (110日間)

ミニ企画展
「ひとはく研究員展2021 」

2月9日(火)〜4月25日(日)

(76日間)

博物館研究員が日々行ってい
る研究、最新動向を紹介し、調
査・研究することの面白さを伝

三田市小・中学校理
科・生活科作品展

9月19日(土)〜

10月6日(火) 

標本のミカタ ～コレクションから新しい発見を生み出す～
「ひとはく」には、動物・植物・化石・鉱物・古写真など、さまざまな標本が収められています。

「標本のミカタ」では、普段は収蔵庫に収められているこのような貴重な標本を公開します。

標本について研究員の説明があったり、顕微鏡で観察したり、実際に触ってみたり…。標本のミカタ（見方）がきっと変わります！

当日は関連のイベントもあります。

＜５月：鳥類標本の世界 小林コレクションの鳥たち＞ ＜６月：川のなかの水生昆虫たち＞ ＜７月：夏のアンモナイト祭り＞ ＜８月：頌栄植物標本コレクション＞

＜９月：化石になった生き物たち＞ ＜１０月：ティティカカ湖の魚たち＞ ＜１１月：タネの世界＞ ＜１２月：記録から兵庫の災害を知る＞

ひとはくキャラバン &移動博物館車「ゆめはく」 ～地域における生涯学習の展開～

移動博物館車「ゆめはく」により、様々な地域・施設で展示・セミナー・体験型プログラム等を実施し、

多くの学習機会を提供するとともに、地域における生涯学習支援、地域づくりを推進する担い手の育成を支援しています。

Kidsサンデー

毎月（2月除く）第１日曜日に小さな子ども達にも楽しめる自然・環境に関するさまざまなプログラムを実施しています。

「共生のひろば」 2月11日(木・祝)
地域の自然、環境、文化を学んでいる個人、グルー

プが集い、日頃の活動を発信し、交流する催しです。

ミニ企画展「植物画展 美しき日本の
野山の植物」

３月20日(金・祝)〜5月17日(日) 

ミニ企画展
「里山に棲む―森の忍者―
リス」
４月25日(土)〜5月31日(日)

(37日間)

但馬牛博物館×ひとはくコラ
ボ展「但馬牛展のお部屋「ま
や体験」」

9月19日(土)〜10月29日(木)

ミニ企画展「知ろう！学ぼう！総
合治水展」

11月３日(火)〜12月13日(日)
(41日間)

えんがわミュージアム ～元気なあそび、スペシャルのんびり時間をえんがわで！～
博物館の中と外、人と人、そして人と自然をゆるやかにつなぐ縁側のような空間を！という思いから企画しました「えんがわミュージアム」です。

当日はイスやテーブルを並べ、誰でもくつろげる空間をつくるほか、採集道具の無料貸し出し、オープンセミナーなどを実施します。

＜４月：身近な鳥をみてみよう！＞ ＜５月：恐竜とあそぼう！＞ ＜６月：水辺の生きものタッチ！＞

＜７月：夏の花を観察しよう！＞ ＜９月：秋の植物を楽しもう！＞ ＜１０月：公園でいきものみっけ！＞



　

・歴史の旅：学芸員が歴史の舞台を案内（年２回）

・教員セミナー：歴史博物館が提案する学校向け博物館活用術（7/31(金））

令和２年度　県立歴史博物館展覧会等計画

歴史
工房

歴博が所蔵する美術・生活文
化・歴史・城郭等の各種資料
を３か月毎に展示替

　大型映像で歴史的な出来事や寺
院・民俗芸術・城など、県内の多
彩な文化風土を紹介するシアター

歴史工房みんなの家

常
設
展

　模型・絵巻写真により、大名行
列の様子を紹介

　「入江コレクション」を中心
に、 江戸時代からの子どものお
もちゃ・本・娯楽などを紹介

こどもはくぶつかん

１階展示室（歴史工房）において館蔵品をテーマに沿って展示予定
春（4～6月）:新収蔵資料ほか　夏（7～9月）:昔の生活道具など　秋（10～12月）:やきもの／仏像　冬（1～3月）:歴史資料など

　約6,000冊の歴史・文化関係
の図書、パソコンによる館蔵
資料や歴史に関する情報検
索、ビデオライブラリー

ひょうごのあゆみ

　「国宝建築探訪」「源平合
戦」など、兵庫の歴史の大き
な流れを発見していくテーマ
展示

　昔風の民家を再現。また、十二
単や甲冑などの着付体験（季節ご
とにその時期の風物詩を音と資料
で紹介）

ひょうごライブラリー バーチャル歴史工房

　歴史博物館のスタッフが歴史
や文化を解説（土曜日午後、日
曜日午前・午後に各１回）

ミュージアム・パフォーマンス

　姫路城天守の内部をモチー
フとした展示空間で、城の歴
史、姫路城と城下町の歴史を
紹介。国内の現存１２天守を
模型で展示

姫路城と城下町

　「灘のけんか祭り」松原屋
台、「魚吹八幡神社秋祭り」
垣内檀尻などを現物と映像・
音響により展示

ひょうごの祭り 館蔵品展示スペース

イ
ベ
ン
ト
等

・歴史講演会：大学や他の博物館の講師による研究成果発表の講演会（年４回）

・れきはくアカデミー：歴史博物館の学芸員による専門研究の発表（年６回）

・連続歴史講座：歴史博物館の学芸員による連続講座（年３講座９回）

・いきいきトライアル：講師と一緒にものづくりに挑戦（年３回）

・地域講演会：「県内地域史の諸相をさぐるⅢ」をテーマに地域の歴史を見つめてきた方が語る講演会（年３回）

７月 ９月８月５月４月

令和２年 令和３年

２月

特
別
展
・
特
別
企
画
展

３月１０月 １１月 １２月 １月
区分

６月

〔特別企画展〕
唱歌！西洋音楽がやってきた！

－明治の音楽と社会－

7月11日（土）～ 8月30日（日）
（44日間）

２００６年、文化庁と日本PTA全国協議
会が、親子で長く歌い継いでいってほし
い日本の歌１０１曲を、「親子で歌いつご
う 日本の歌百選」として選定しました。
「日本の伝統文化として次世代に残した
い歌」のアンケートを行い集まった８９５
曲から選ばれたものでした。
実はそれらには、日本古来の歌は4曲
しか含まれておらず、多くは明治以降に
西洋音楽の枠組で作られた子ども向け
の歌、唱歌などです。唱歌が生まれて約
１４０年経ち、これらの歌は私たちの伝統
文化と感じられるほど、私たちの身体に
なじんでいます。
この展覧会では、幕末における日本人
と西洋音楽の出会いから、明治期の西
洋音楽の導入、日本の音楽そして社会・
文化に与えた影響などを唱歌を中心に
紹介します。本展が現代に生きる私たち
の身体感覚がどのように形づくられてき
たのかを考えるきっかけになれば幸いで
す。

【主な展示資料】
・幕末軍隊鼓手人形 江戸時代／当館
蔵（入江コレクション）

〔特別展〕
女たちのひょうご

－千姫から緒方八重まで－

10月3日（土）～11月23日（月・祝）
（45日間）

江戸時代の女性たちは何を考え、ど
のように生きたのでしょうか。一般的
には、当時の女子教訓書『女大学』な
どで理想とされた、従順で貞淑な女性
像で語られることも多いかもしれませ
ん。しかし、その一方で、よりよい暮ら
しを求めて自ら考え、行動した女性た
ちの存在もまた各地に伝えられてい
ます。
本展では、千姫や田ステ女、大石り
く、緒方八重などの著名な人物から商
家や庄屋の女性など無名の人物ま
で、”ひょうご”ゆかりの女たちを多数
取り上げながら、江戸時代の女性の
多様な人生について考えます。

【主な展示資料】
・三木翠山画「絹本着色田捨女画像」
近代／個人蔵 丹波市立柏原歴史民
俗資料館・田ステ女記念館寄託
・千姫姿絵 江戸時代／弘経寺（茨城
県常総市）蔵 ※常総市指定文化財

〔特別企画展〕
絵そらごとの楽しみ

－江戸時代の絵画から－

1月30日（土）～3月21日（日）
（44日間）

活気あふれる都市やのどかな農村風
景。働く人々や遊びまわる子どもたち。
四季を彩る花と鳥。江戸時代の絵画に
は、さまざまな景色や人、いきものが描
かれますが、画家が見たものがそのま
ま絵になっているとは限りません。描か
れるかたちには約束ごとがあったり、お
めでたいイメージが重ねられたりします。
また、物語の名場面や架空のいきもの
が描かれることもあります。「絵そらご
と」とは、絵に誇張や美化が加わるもの
であることを表現した言葉ですが、それ
こそが絵画ならではの楽しみなのだと
言えるでしょう。虚と実の入り混じった、
絵画における美の諸相をお楽しみくだ
さい。

【主な展示資料】
・石田幽汀「四季風俗図屏風」江戸時
代／当館蔵
・源平合戦図屏風 江戸時代／当館蔵

〔特別展〕
驚異と怪異

－モンスターたちは告げる－

4月25日（土）～ 6月14日（日）
（45日間）

ヨーロッパや中東においては、犬頭
人、一角獣といった不可思議ではある
が実在するかもしれない「驚異」は、神
の偉大な力を示すものととらえられ、自
然に関する知識の一部として伝えられ
ました。また、東アジアにおいては、流
星や異形の生き物の誕生など、通常と
は異なる現象は、天や神仏からの警告
である「怪異」としてとらえられ、歴史書
のなかに記録されました。
本展では、国立民族学博物館所蔵の
民族資料を中心に、人魚、竜、怪鳥、
一角獣など、さまざまな世界の想像上
の生き物について紹介するとともに、
警告・凶兆（モンストルム）を語源とする
怪物（モンスター）の文化史的な意味に
ついて考えてみます。

【主な展示資料】
・人魚のミイラ／ライデン国立民族学博
物館蔵
・件（くだん）の剥製／個人蔵



　　 　　 　　 　　

　　

展示室内には県内各地の遺跡から出土した考古資料やジオラマ・模型・映像 

など多様な展示手法を配し、わかりやすく兵庫県の考古学の謎を解き明かす。

はじめての土器づくり（7/19）、縄文時代の土偶づくり(10/4) キラリ！ガラスアクセサリー（魚形）づくり（2/21)
漢倭奴国王印づくり（2/7  2回実施） 大中遺跡をめぐる(土器炊飯)(11/22)、 実測講座(1/31)

常
設
展

人・環境・社会・交流の４つのテーマで構成 〔発掘ひろば〕
　 自ら体験することによって発掘の楽しさ、謎解
   きのおもしろさ、考古学の楽しさを実感でき、
   幼児から大人まで自然に考古学に親しめる。

 〔 人 〕 私たちの由来 　　 〔環境〕 自然とともに
 〔社会〕 国のなりたち 　　 〔交流〕 みち・であい過去から未来へ

体
験
学
習

組ひもでストラップづくり(8/9、2/28) 古代の技に学ぶかごづくり　～ｸﾗﾌﾄﾃｰﾌﾟ～ (7/26)、～天然つる～（11/29)
まが玉・アクセサリーづくり(7/30、8/2、8/20、12/13) 古代の染め物づくり(7/23)     古代の織物づくり(11/15)
バックヤード見学ツアー ： 普段入れない考古博の舞台裏を案内（年４回） チャレンジ！銅鏡づくり（8/23  2回実施)

考古博DE
お正月

　1月2日（土）

　　　　　　　　　竪穴住居復元プロジェクト　　（令和２年４月～令和３年３月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古代体験プログラム「大中探検隊」に参加しよう！

講
座

特別展・企画展に関連する講演会・シンポジウム・遺跡ウォーク：「弥生時代って知ってる？」関連講演会（２回）、関連シンポジウム（１回）、赤穂市・有年の遺跡散策（１回）、「金銀銅の考古学」関連講演会（１回）、
「兵庫ゆかりの武将たち」関連講演会（３回）

兵庫考古学研究最前線 ： 館長・学芸員等が研究成果を発表（年10回）　　　　　　　　 発掘調査速報会　3/7（日）
教員セミナー ： キラリ！ガラスアクセサリー（魚形）づくり（8/7）

特
別
展
・
企
画
展

体
験
イ
ベ
ン
ト

特別展関連
「天下布武」の
メダルづくり

11月21日（土）

大中遺跡まつり
　11月7日（土）
【播磨町と共催】

考古博DE
夏まつり

　8月22日（土）

古墳時代の家
づくり

7月25日（土）

特別展関連体
験講座「金印を
つくって、手紙

を出そう」
5月23日（土）

ゴールデンウイーク
イベント

「弥生に触れる」
5月4日(月)～
　　　　6日（水）

３月

令和２年度　県立考古博物館展覧会等計画

区分
令和２年 令和３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

〔特別展〕

弥生時代って知ってる？ -2,000年前のひょうご-
４月１８日（土）～７月５日（日）

（６８日間）

近年の研究の進展により、弥生時代は、1,000年以

上の長い時代であったといわれています。大陸との

交流を背景に水田稲作や金属の使用がはじまり、ム

ラからクニへと、現在のくらしの元となる大きな社会

の変化が起こった時代です。本展では、歴史を学ぶ

こどもたちを含めた幅広い年齢層にも興味がもてる

よう、弥生時代の様々なトピックをわかりやすく紹介

します。

〔企画展〕

金銀銅の考古学
７月２３日（木）～８月３０日（日）

（３４日間）

耳飾り、銅鏡などの金

銀銅がつかわれた県内

遺跡からの出土品や、

素材となる金属を採掘

した鉱山遺跡の発掘調

査の成果などを紹介し

ます。

〔特別展〕

兵庫ゆかりの武将たち
－明智光秀とその時代－

１０月１０日(土)～１１月２９日(日) 

（４４日間）

京都や大阪に近接する兵庫

県の各地では、戦国から近世

へと時代が移り変わるなかで、

重要な戦いがくりひろげられま

した。この展覧会では、天下統

一への歩みのなかで、活躍した

武将の肖像画や歴史資料・武

具などのほか、各地での戦い

の様子を伝える資料や関連城

跡から出土した考古資料などを

展示します。

〔企画展〕

ひょうごの遺跡２０２１

-調査研究速報-
１月１６日(土)～３月1４日(日)

（５０日間）

兵庫県が実施した発掘調査と出土品

整理から、最新の調査調査成果を一堂

に公開する展覧会。今回は、令和元年

度に刊行した発掘調査報告書に掲載し

た遺跡と、令和２年度に発掘調査を実

施した遺跡から、選りすぐりの資料を展

示します。



　　 　　 　　 　　

　　

イ
ベ
ン
ト

クイズに正解して、古代鏡缶バッジをつくろうよ！(8/2、8/9、8/16、8/23、8/30)

常
設
展

千石コレクションをガイダンス展示、コレクション展示、画像検索などの常設展
示コーナーで展示し、古代中国鏡の文化を紹介。

無料ゾーンでは映像コーナーや体験コーナーで親しみやすい手法で銅鏡に
親しむ。

体
験
学
習

 金属で鏡をつくろう（7/25、8/8)
スタンプポン！ して古代鏡づくり（8/1、8/15)

特
別
展
・
企
画
展

講
座

講演会：考古楽講座「古代鏡の楽しみ方」（6/13、7/11）、特別解説会「美と微」（4/11）

学芸員による「ギャラリー・トーク」（4/25、5/30、6/27、7/18)

３月

令和２年度　県立考古博物館加西分館「古代鏡展示館」展覧会等計画

区分
令和２年 令和３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

〔春季企画展〕

美と微－美の集積と技巧の微－
３月１６日（月）～９月２２日（火）

（１６８日間）

古代中国の青銅の鏡の背面を飾る繊細な紋様は、往時の文化や思想、理念などが凝縮されていま

す。

今回は、300面以上のコレクションの中から、集約された「美 beauty」と、技巧を極めた「微 dainty」

が 調和する秀麗高雅な銅鏡約20面を精選して展示します。

〔スポット展示〕

麒麟がいる鏡
７月１６日(木)～９月２２日（火）

（６０日間）

銅鏡に表現された架空の聖獣である麒麟

の姿を紹介します。

増築工事のため、特別展・企画展は未定



 

研
修

●麒麟がくる～明智光秀と丹波
 (４月17日～７月15日)

●ひょうごの工芸品
   (７月17日～10月14日)

●ひょうご湯けむり旅
   (10月16日～１月20日)

●ひょうごゆかりの武将（南北朝時代編）
 (１月22日～４月14日)

●時の記念日100周年
   (４月17日～６月17日)

●嘉納治五郎生誕160年
   (６月19日～８月19日)

●淡路花博から20年・兵庫の花　自然
(９月18日～11月18日)

 　●植村直己の軌跡生誕80年、
　　　日本人初エベレスト登頂から50年　 (11月20日～２月17日)

●ひょうごの方言
  (２月19日～４月14日)

●動物園へ行こう
   ～ひょうごの動物園
 (８月21日～９月16日)

●環境問題を考えよう
   (８月21日～10月14日)

●国政調査100年
 (10月16日～12月16日)

●三島由紀夫没後50年
  (12月18日～２月17日)

●キャッシュレス決済の仕組み（課題解決）
  (５月22日～８月19日)

●ひきこもり問題を考える（課題解決）
 (８月21日～11月18日)

●自分らしく生きる～老いの準備～（課題解決）
 (11月20日～２月17日)

・DVD上映会　毎月１回　第３日曜日開催　(協力：ビデオサークル)

 大閲覧室

展
示
計
画

連続講座

利活用講座

・子どもの読書活動の推進を図るための講座（ワークショップ、夏祭り、スキルアップ講座）

２月 ３月

講
座
・
イ
ベ
ン
ト

企画展示

図書展示

学校サポート

図書館職員研修

●日本書紀完成1300周年
 　　(２月19日～４月14日)

・各施設が実施するイベントと連携し、所蔵資料の展示を行う（商工会議所起業セミナー等）

・各団体等が実施する研修会・学習会等に職員を随時派遣（修了レポート作成のための図書館利用法等）

令和２年度　県立図書館展示計画

●日本のプロ野球チーム100年の歴史
   (９月18日～11月18日)

・教員の調査研究や生徒の授業の調べものの支援（①テーマ別セット貸出、②学校サポート講座、③レファレンス）

展示関連講座

子ども読書等

ミニシアター

館外巡回イベント

出前講座

企画展示

ふるさとひょうご
情報室 図書展示

（書評コーナー）

（職員の本コーナー）

令和２年 令和３年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

◎ゴールデンスポーツイヤーズ     (４月17日～４月14日)

●東京オリンピック1964～2020
  (４月17日～９月16日)

●まだまだゴールデンスポーツイヤーズ
  (11月20日～４月14日)

１月

・市町図書館員の資質の向上を図るための研修（新任研修、館長研修、レファレンス研修、地区別研修５回、研究集会２回）

・一つのテーマについて理解を深めるための連続講座（幕末の歴史　全５回、兵庫五国の城　全５回）

・図書館の利用促進を図るための講座
   （自分史作り、野鳥観察、しょくぶつ探検、ブイブイみっけ、法律講座、教職員のためのビブリオバトル、和綴じノート作り、明石城石垣散歩、ビブリオバトル高校生大会、図書館de婚活、図書館寄席）

・図書の展示に合わせた講座（茶室をつくろう、ランニング講座、天体観測、ロビーコンサート）

●栄養の日、栄養週間
    (７月１日～８月31日)

●巌谷小波生誕150年（親子読書室）
  (４月17日～７月15日)

●赤羽末吉生誕110年（親子読書室）
 (７月17日～10月14日)

●ノーベル賞関連展示
   (10月16日～12月16日)

●干支の話
  (12月18日～２月17日)

●鉄人28号VS鉄腕アトム
  (５月22日～８月19日)

●おかえり「はやぶさ２」
   (８月21日～11月18日)

●ベートーヴェン生誕250年
  (11月20日～２月17日)

●大阪万博
 (２月19日～４月14日)

●コナン・ドイル没後90年
    (４月17日～６月17日)

●コンピュータの歴史windowsリリース
35周年記念 ( ６月19日～８月19日)


