
記者発表（資料配付） 

月日 

（曜日） 
担当課・係 電 話 発 表 者 

その他の発表 

資料配付先 

4 月 8日 

（木） 

社会教育課 

施設・管理班 

 

文化財課 文化財班 

 

078-362-9434 

 

 

078-362-3783 

078-362-3784 

課長 杉谷 康志 

(副課長 山本 司) 

 

課長 甲斐 昭光 

(副課長 柏原 正民)  

－ 

 

令和３年度県立美術館・博物館、図書館の展覧会等計画について 

 
 
 

１ 県 立 美 術 館 

 

２ 県立人と自然の博物館 

 

３ 県 立 歴 史 博 物 館 

 

４ 県 立 考 古 博 物 館 

 

５ 県立考古博物館加西分館 

 

６ 県 立 図 書 館 



　

ギ
ャ

ラ
リ
ー

棟
の
催
し
等

　

３月

2022年コレクション展Ⅰ

　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。　2021（令和3）年、第Ⅰ期の特集「同級生・同窓生」は、当館所蔵品のう
ち、いわゆる官展や団体展に出品された作品を、それぞれの展覧会ごとに
まとめて展示します。特集以外では、マックス・エルンストとジョアン・ミロの
版画や近現代の彫刻作品、小磯・金山両記念室にも所蔵品をそれぞれ多
数出品します。

小企画：「頴川コレクション・
梅舒適コレクション受贈記念展」
４月24日（土）～７月４日（日） （62日間）

　2019（令和元）年に兵庫県が受贈した二つのコレクションを
お披露目する記念展。茶道具の名品や平安から近世にかけ
ての日本絵画などで知られた旧・頴川美術館のコレクション
と、篆刻家・梅舒適が収集した中国書画のうち清代最後の
文人と称され詩・書・画・篆刻に精通した呉昌碩（1844-
1927）の作品を中心に展示します。

　それぞれの作品は、なぜ、今ここで、あなたの目の前にいるのでしょう？この展覧会では、昨年度、美術館に
やってきた新収蔵品や、今年設立40周年を迎える伊藤文化財団からの寄贈作品を中心に、作品たちの歩んで
きた個人史を紹介します。

小企画：「美術の中のかたち―
手で見る造形　東影智裕 展」（仮題）
７月17日（土）～９月26日（日）　（56日間）

　1989（平成元）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。（令和2年度から延期しての開催）

１月９月４月 ５月 ８月 １１月

イベント等

令和３年度　県立美術館展覧会等計画
令和３年

区分
６月 ７月 １０月

2021年コレクション展Ⅱ
特集：「なぜここにいるの－作品たちの人生
伊藤文化財団寄贈作品・新収蔵品を中心に」（仮題） 　７月17日（土）～12月26日（日）　（124日間）

２月１２月 ５月

令和４年

４月

・ 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
特集：「同級生・同窓生」　 ２月13日（土）～７月４日（日）　（118日間）
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スーラージュと森田子龍（仮題）
３月12日（土）～５月８日（日）（50日間）

フランス人画家ピエール・スーラージュ

（1919- ）と、兵庫県出身の書家・森田子龍

（1912-1998）。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。（令

和2年度から延期し、ギャラリー棟で開催）

20201展
８月７日（土）～8月21日（土）

会場：原田の森ｷﾞｬﾗﾘｰ
本館２階大展示室

美術の創作に励む方々の発表
の場として開催してきた公募展
の県展は、昨年、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため
中止しましたが、今年は対策を
十分整えて再開いたします。出
品規定は4月中に県内各所で配
布する予定です。兵庫にゆかり
のある方々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12－

飯川雄大 デコレータークラブ
（仮題）

2月26日（土）～3月27日（日）

現在活躍する若手作家を紹介するシ
リーズの12回目として、兵庫県出身・在
住の飯川雄大（1981- ）の個展を開催し
ます。人の認識の不確かさや、社会の
中で見逃されがちな事象に注目し、鑑賞
者の気づきや能動的な反応を誘発する
「デコレータークラブ」の最新作を発表し
ます。

ミニマル／コンセプチュアル：
ドロテ＆コンラート・フィッシャーと

1960-70年代美術（仮題）
３月26日（土）～５月29日（日）（56日間）

ミニマル・アートとコンセプチュアル・アートは、1960-70
年代の主要な美術動向で、絵画や彫刻といった旧来の
枠組みに収まらない実験的な作品が多く生み出されま
した。当時まだ発表機会の少なかったこうした作品を紹
介する場としてギャラリーを開いたコンラート・フィッ
シャーの旧蔵作品を中心に、この時代の美術を振り返
ります。

【主な出展作品】

リチャード・ロング《歩行による線》 等

コシノヒロコ展
－HIROKO KOSHINO EX・VISION 

TO THE FUTURE 未来へ－
4月８日（木）～６月20日（日）

（64日間）

デザイナーのコシノヒロコ（1937- 大阪・岸和田生まれ、

兵庫・芦屋在住）は、既存の枠組みにとらわれない独自

性を追求し続けてきました。この展覧会では、歴代コレ

クションで発表した洋服、ファッションデザインと平行し

て心血を注ぎ、デザインの源としてきた絵画などを通し

て、未来のもつ可能性を絶えず見つめるコシノヒロコの

全貌に迫ります。

【主な出展作品】
・コシノヒロコ《WORK #1615》 等

アイノとアルヴァ
二人のアアルト フィンランド

－建築・デザインの神話
７月３日（土）～８月29日（日）

（50日間）

20世紀モダニズムの重要な建築
家アルヴァ・アアルト(1898-1976)と
妻アイノ（1894-1949）は、仕事の上
でも良きパートナーとして、フィンラ
ンドの自然から着想を得たシンプ
ルかつ機能的な生活空間の創造
を追求し、人々の暮らしに寄り添い
ました。本展では、約25年間にわた
るアアルト夫妻の仕事の軌跡を、
プロダクトや日本初公開となる資料
をまじえご紹介します。

【主な出展作品】
アイノ・アアルト ボルゲブリック・シ
リーズ 等

ハリー・ポッターと魔法の歴史
9月11日(土)～11月７日(日)

（50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、イギリスはじめ
世界各国に伝わる魔法、呪文、占いがあります。
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。（令和2年度から延期しての開催）

【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

ライデン国立古代博物館所蔵
古代エジプト展

11月20日(土)～２月27日（日）
（84日間）

大英博物館やルーヴル美術館などと並ぶ世界屈指のエジプト・コレク
ションを誇るオランダのライデン国立古代博物館が所蔵する、ミイラや副
葬品を含む約200点を超す展示品によって構成された本展では、近代人
を魅了した遺跡発掘から現代科学によって解明されたミイラの製作法な
ど、古代エジプト文明の魅力をさまざまな視点から紹介します。

【主な出展作品】

パディコンスの『死者の書』 等



 

　

 ひとはく恐竜ラボ

２月
区分

令和３年 令和４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３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
「ひとはくの鳥類標本を

お見せします！」

7月10日(土)〜9月12日(日)
(56日間)

人と自然の博物館の鳥類標本コレクションは、国内トップ
クラスの収蔵点数です。芸術作品のように精巧につくられ
た鳥類標本（本剥製）や、調査・研究に用いる特別な鳥類
標本（仮剥製）及び鳥類の卵の標本など、様々な鳥の標本
を展示します。

ミニ企画展
「ひとはく研究員展

2021 」

２月９日(火)〜
４月18日(日)

(61日間)

展示特別企画

「身近な海のベントス展」
10月12日(火)〜12月26日(日) (66日間)

海岸には、様々な海洋環境が発達し、生息環境に応じて多種多様なベン

トス（底生生物）が見られますが、絶滅の危機に瀕している種も少なくあり

ません。本企画では、私たちの身近で生きる海のベントスの世界を展示し

ます。ミニ企画展「六甲山のキノコ展2021～野生のキノコ
の不思議な魅力～」

2月11日(木・祝)〜5月29日(土) (94日間)

ミニ企画展
「ひとはく研究員展2022」

2月8日(火)〜4月17日(日)

(62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
との面白さを伝えます。

三田市中学校

理科作品展

9月17日(金)〜

10月13日(水) 

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。

＜４月：テンナンショウの世界＞ ＜５月：川にすむ水生昆虫＞ ＜６月：タンガニイカ湖 シクリッドの世界＞ ＜７月：兵庫の農と暮らし＞ ＜８月：ひとはくの昆虫コレクション～標本が未来への遺産となるまで～＞

＜９月：在来種？それとも外来種？兵庫県のヤモリを詳しく見てみよう＞ ＜１０月：タネの世界～有用植物～＞ ＜１１月：神戸層群の植物化石～カエデとフウ～＞

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（1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(金・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「田地川和子 植物画個展」
４月24日(土)〜６月20日(日) 

(50日間)

「毎月かわるよ！江田コレクション展～美麗な甲虫や蝶の標本を毎月入れ替え展示～」

５～12月・２～３月開催

世界の珍しいカブトムシやクワガタ、綺麗な蝶など、江田コレクションから厳選した昆虫標本を月替わり展示する新たなコーナーです。

博物館4階の休憩コーナーの壁面で、5月から展示します。

ミニ企画展

「知ろう！学ぼう！総合治水展」

５月15日(土)〜６月13日(日)
(26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。

＜毎月第３日曜日に開催。開催時間は11：00～15：00＞

「毎月かわるよ！江田コレクション展～美麗な甲虫や

蝶の標本を毎月入れ替え展示～」

５～12月・２～３月開催



　

・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（6/18(金））

令和４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 ７月 ９月８月５月４月

令和３年

イ
ベ
ン
ト
等

・歴史講演会：県内各地の歴史的な出来事や人物などをテーマとした講演会（年３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７回）

・れきはく連続講座：歴史博物館の学芸員による連続講座（年４講座１０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２回）

・地域講演会：県内の各地域に見られる、多様で豊かな歴史と文化をテーマとした講演会（年３回）

　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）　※
新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため停止中

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

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
（4～5月）:新収蔵資料ほか　（6～7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  ※情報検索
とビデオライブラリーは停止中

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）　※新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため停止中

ひょうごライブラリー バーチャル歴史工房

令和３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
を定期的に展示替

　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

〔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17日（土）～ 9月5日（日）
（44日間）

西洋音楽が本格的に日本に導
入されたのは、明治期です。多く
の人々にとっては、小学校で習う
唱歌が最初に出会う西洋音楽で
した。そして唱歌が生まれて約１
４０年経つ今、世代を問わず広く
親しまれ伝統的な日本の歌と感
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
西洋音楽との出会い、明治期の
西洋音楽の導入とその影響など
について唱歌を中心に紹介しま
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）
・歌川芳員「散兵太鼓譜附双六」
１８８６年／当館蔵（入江コレク
ション）

〔特別企画展〕
広告と近代のくらし

4月24日（土）～ 6月20日（日）
（51日間）

錦絵、引札、新聞・雑誌広告や、
ポスター、チラシなど、近代の社
会のなかでは、さまざまな広告
が生み出されてきました。この展
覧会では、当館が所蔵する広告
関連資料を中心に、明治から大
正、昭和にかけての広告の移り
変わりをたどることで、その背景
にある近代のくらしの変遷を読
み解きます。

【主な展示資料】
・映画「メトロポリス」ポスター 昭
和戦前期／当館蔵（入江コレク
ション）
・ポスター「三越呉服店 春の新
柄陳列会」杉浦非水／当館蔵
（入江コレクション）

施設・設備大規模改修工事のため休館

〔巡回展〕
「れきはく”ひょうご五国”歴史文化キャラバン」

摂津：尼崎市立歴史博物館（1/8～2/6）
播磨：みき歴史資料館（2/19～3/21）



　　 　　 　　 　　

　　

砂型で銅鏡づくり

【大中遺跡まつり】 １１月６日（土）【播磨町との共催事業】

2/20（日）

2/27（日）

8/6（金）

メニュー名 実施日

古代の織物に挑戦

キラリ！ガラスの装飾品づくり

教員セミナー　竪穴住居と史跡大中
遺跡について古

代
体
験
講
座

11/21（日）

7/25（日）

8/1（日）

キラリ！ガラスまが玉づくり

人・環境・社会・交流の４つのテーマで構成

　〔 人 〕 私たちの由来　 〔環境〕 自然とともに生きる
　〔社会〕 国のなりたち　 〔交流〕 みち・であい

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
多様な展示手法により、わかりやすく兵庫県の考古学の謎を解き明かす。

〔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。

常
設
展

実施日

古代人の生活体験（後編） 12/4（土）

2日連続：子持まが玉のレプリカをつくろう
1/22（土）

～1/23（日）

見て、さわって、土器をつくろう 1/30（日）

古代の木製農耕具を作って使おう 2/6（日）

チョコレートと金属の鏡づくり

8/8（日）

8/20（金）

8/22（日）

メニュー名 実施日 メニュー名

古代の組紐に挑戦

古代人の生活体験（前編） 11/28（日）

メニュー名実施日

2/13（日）

【講座】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９回）　

古代の技に学ぶかごづくり（天然素材）

貫頭衣をつくろう

はじめての土器づくり

自然を染めよう

古代の技に学ぶかごづくり

貝輪と木のまが玉づくり

7/11（日）

7/18（日）

7/22（木・祝）

令和３年度　県立考古博物館展覧会等計画

区分
令和３年 令和４年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

遺跡ウォーク
「明石の鴟尾・鯱を

めぐる」
10月30日（土）

古代体験
「金印をつくって、手

紙を出そう」
６月19日（土）

「ミニしゃちほこ
をつくろう」

11月14日（日）

関連講演会（３回）

３月

特
別
展
・
企
画
展

関連講演会（３回） 関連講演会（１回）

特
別
展
・
企
画
展
関
連
イ
ベ
ン
ト

遺跡ウォーク
「赤穂市・有年の

遺跡散策」
６月５日（土）

〔特別展〕

弥生時代って知ってる？ -2,000年前のひょうご-
４月１７日（土）～７月４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が興味をもてるよう、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〕

淡路島発掘
７月２２日（木・祝）～８月２９日（日）

（３４日間）

「国生みの島・淡路」として日本

遺産に認定された淡路島。これ

まで触れられる機会の少なかっ

た出土品を紹介し、淡路島の祭

祀をはじめ、島内外との政治関

係や交流にスポットをあてます。

〔特別展〕

屋根の上の守り神
－鴟尾(しび)・鯱(しゃちほこ)－

１０月２日(土)～１１月２８日(日) 

（５０日間）

鴟尾・鯱は建物頂部のひときわ目立つ位置

に置かれた屋根飾りです。鳥の羽をイメージし

た鴟尾は古代寺院などに、龍の顔をした魚を

表現した鯱は城の天守閣などに使われました。

建物を立派に見せるための装飾だけではなく、

災いを防ぐ願いも込められています。普段は

屋根の上にあるために目に触れる機会が少な

いですが、丁寧な表現や華麗な装飾に込めら

れた人々の想いに触れていただきます。

〔企画展〕

ひょうごの遺跡２０２２

-調査研究速報-
１月１５日(土)～３月1３日(日)

（５０日間）

兵庫県が実施した発掘調査の成果を一堂に

公開する展覧会です。今回は、令和２年度刊行

の発掘調査報告書に掲載された遺跡と、過去

に発掘調査を行った遺跡の中から、県指定文

化財を中心に選りすぐりの出土品を展示します。



　　 　　 　　 　　

　　

常
設
展

　・千石コレクションをガイダンス展示、画像検索などで展示し、古代中国の工芸文化等を紹介。
　・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（８/７、８/14)
　スタンプポン！ して古代鏡づくり（７/24、8/21)

特
別
展
・
企
画
展

イ
ベ
ン
ト

講
座

　クイズに正解して、古代鏡缶バッジをつくろうよ！(8/1、8/8、8/15、8/22、8/29、1/2～1/4、1/9、1/16、1/23、1/30、2/6、2/13、2/20、2/27)

　講演会「銅鐸を見る・知る・考える」（7/10）、特別解説会「中国王朝の粋美」（5/29、7/31）

３月

令和３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３年 令和４年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

〔新展示室オープン記念展〕

中国王朝の粋美
４月29日（木祝）～９月１２日（日）

（１１４日間）

新展示室の完成に伴い、展示内容も一新。２つの展示室を時代で区分し、銅鏡にとどまら

ず、技巧と装飾に優れた青銅器、隋唐代の金銀器や華麗な三彩俑などの作品を展示します。

また青銅の楽器を特集した「青銅の響き」も開催します。

〔秋季企画展〕

金と土 青銅の器、陶製の器

９月１８日（土）～３月13日（日）

（１4６日間）

春秋戦国時代から漢代にかけて青銅器は衰退の道を辿ります。シンプルな紋様の実用的な物が増え、さらに副

葬品として用いられた青銅器はそれを写した陶器などに役割が転嫁されます。展示では春秋戦国時代以降に登場

した青銅製の壺類とそれを写した陶製の壺を対比してご覧いただきます。

〔スポット展示〕

干支 寅
１月２日（日)～３月１３日(日) 

（６１日間）

新年を迎え、寅年の干支にちなんだ意匠の

鏡を紹介し、併せて干支の成立事情や意味を

解説します。

〔スポット展示〕

漢鏡銘文を読む１
７月１７日(土)～９月１２日（日）

（５０日間）

前漢代の叙情的な詩集「楚辞」の中

の詩を題材とした銘文のある鏡を取

り上げ、そこに表された人々の思いを

読み取ります。



 

研
修

展
示
計
画

連続講座

一般講座

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

●ビジネス支援➀（課題解決）
（２月１９日～６月１６日）

●変わりゆく生活様式（課題解決）
（６月１８日～１０月２０日）

●ひょうごの方言
   (３月1９日～６月1６日)

●小松左京生誕９０年・没後１０年
（６月１８日～８月１８日）

●五国兵庫の名所・名物・再発見
   (６月1８日～９月1５日)

●日本遺産の地“兵庫津”
   (９月1７日～１月１９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など）

・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など）

令和３年度　県立図書館展示計画

・教員の調査研究や生徒の探究活動の支援（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）

兵庫県ビブリオ
バトル高校生大会

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）

・DVD上映会　毎月１回　第３日曜日開催　(協力：兵庫ビデオサークル)　　新型コロナ感染拡大防止対策のため当面の間は中止

令和３年 令和４年

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ２月 ３月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（人物史：明治維新～明治前期　全５回、ひょうご五国の城に迫る！　全５回）

・県民への情報提供および図書館の利用促進を図るための講座（脳を鍛える歩き方、法律講座、ペーパークラフト、ランニング講座、天体観測、ロビーコンサート、しょくぶつ探検、図書館寄席など）

・県内の高校生に対し、読書活動の推進やプレゼンテーション能力育成を図るためのビブリオバトルの大会

●度量衡記念日100周年
    (４月1６日～６月1６日)

・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、スキルアップ講座）

●発達障害について知ろう（課題解決）
（１０月２２日～２月１６日）

●ひょうごの芸術家たち
(１月２１日～４月２０日)

●「大日本沿海輿地全図」完成200年
( ６月1８日～９月1５日)

●トーマス・エジソン没後90周年
   (９月１７日～１２月１５日)

●直木三十五生誕130周年
（１２月１７日～４月２0日）

●ノーベル賞関連展示
   (１０月２２日～１２月１5日)

●干支の話
  (１２月1７日～２月1６日)

図書館夏祭り ・図書館で一日を楽しくすごしてもらうためのイベント（絵本劇場、ダンゴムシにふれよう、移動博物館車「ゆめはく」による昆虫の展示など）

●かこさとし生誕95年（親子読書室）
  (３月1９日～７月1４日)

●トーベ・ヤンソン没後20年（親子読書室）
 (７月１６日～１０月２０日)

●ビジネス支援②（課題解決）
（２月１８日～４月２０日）

●ひょうごの工芸品
 (３月1９日～６月1６日)

●コープさんは百歳 ～協同と賀川豊彦～
 (８月２０日～１０月２０日)

●秋の夜長の司馬遼太郎～没後25周年、司馬遼
太郎が遺したもの～（１０月２２日～１２月１５日）

●あなたの、新生活応

援します！  (３月1８日

～４月２０日)

●山田風太郎生誕100年・没後20年
（１２月１７日～３月１６日）

 大閲覧室

●東京オリンピック ～苦難を乗り越えて～
  (４月1６日～１０月２０日)

●サッカーの歴史
（１０月２２日～４月２０日）

●大阪万博
（２月１９日～９月１５日）

●宮崎駿生誕80周年
   (９月1７日～1２月1５日)

●昭和の暮らし
  (１２月１７日～４月２０日)


