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小企画：「生誕100年　元永定正展
―伊賀上野から神戸、そしてニューヨークへ―」
１月22日（土）～７月３日（日） （130日間）

　元永定正（1922-2011、三重県生まれ）は、「具体美術協会」を代
表する作家のひとりとして世界的に知られています。生誕100年にあ
たる今年、伊賀から神戸へ移住し、ニューヨークへ渡るまでの期間
に焦点を絞り、「場の移動≒旅」という観点から作品を紹介します。
初期の代表作と共に、これまで紹介される機会の少なかった作品を
あわせて展覧します。

　特集１は、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。
特集２は、梅舒適コレクションから、中国明・清時代の書画篆刻の名品
を展示します。

　自由に外に出ていく時間が少ない日々が続きました。そこで、美術館で
「旅」の気分を味わってはどうかと考えました。旅が日常を離れて、今いるこ
こからどこかへ赴くことであるならば、旅の空間と時間は、美術館の空間と
そこで過ごす時間に似ています。本展では、彫刻を展示する常設展示室５
および小磯・金山両記念室も一部使用して、美術館での旅、作品への旅を
念頭に選定した作品を展示します。

イベント等

１０月

2023年コレクション展Ⅰ
特集１：「コレクション名品選」（仮題）
特集２：「中国明清の書画篆刻－梅舒適コレクションの精華－」（仮題）
1月～

５月４月 １月

2022年コレクション展Ⅰ
「た・び・て・ん」　１月22日（土）～７月３日（日）　（130日間）
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令和５年

４月３月２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

2022年コレクション展Ⅱ
特集１：「リ・フレッシャーズ―新収蔵品紹介展」（仮題）
特集2：「没後50年　吉原治良の小宇宙(ミクロコスモス)」
7月30日（土）～12月18日（日）（112日間）

　昨年度には寄贈や遺贈により、これまでの県美のコレクションを補完・拡張するような新しい仲間
（作品）たちがやって来ました。特集1では、これら新収蔵作品を一挙に紹介します。特集2では、令和
2年度に寄贈された吉原治良によるスケッチ等の作品群を展示し、没後50年を迎える作家の創作の
秘密に迫ります。

小企画：「美術の中のかたち
―手で見る造形ー」（仮題）
７月30日（土）～９月25（日）　（50日間）

　1989年に始まった触覚で作品を楽しむことが
できる当館の恒例企画。今回は、当館のコレク
ション作品を手で触れて「見て」いただきます。

１２月９月５月 ８月 １１月

令和４年度　県立美術館展覧会等計画
令和４年

区分
６月 ７月

2022 県展
８月６日（土）～８月20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
発表の場として続いてきた公
募展です。昨年同様、今年も
新型コロナウイルス感染症
対策を整えた上で開催いたし
ます。出品規定は4月中に県
内各所で配布予定です。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13－

吉村宗浩
10月８日（土）～11月６日（日）

会場：当館アトリエⅠ

注目作家を取り上げるシリーズの
第13回として、神戸在住の画家、吉
村宗浩（1961- ）の個展を開催します。
30年という時間をかけてたどりつい
た吉村の絵画はオーソドックスで古
典的な肖像画や風景画です。流行
や新しさとは無縁の絵画、他に替え
るもののない美の表現にご期待くだ
さい。

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
３月26日（土）～５月29日（日）

（56日間）

ミニマル・アートは、単純で幾何
学的な形から成る作品を制作する
美術の潮流です。続いて現れたコ
ンセプチュアル・アートは、物質的
な制作物以上にその元となるコン
セプトを重視します。2つの潮流が
展開した1960－70年代当時、自ら
のギャラリーでいち早くこれらの作
品を紹介したフィッシャー夫妻の旧
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】
カール・アンドレ《雲と結晶／鉛、身
体、悲嘆、歌》 等

関西の80年代
６月18日（土）～８月21日（日）

（56日間）

1980年代には、バブル経済とポスト

モダンの思潮を背景に、以前の禁欲的
な現代美術の傾向から一転して、多彩

な表現が花開きました。特に関西では、

兵庫県立近代美術館のシリーズ展

「アート・ナウ」などで若い作家が台頭
し「関西ニューウェーブ」として注目を

集めました。作り手それぞれのリアリ

ティに根差した、今なお新鮮な作品群

を紹介します。

【主な出展作品】
田嶋悦子《Hip Island》 等

ボストン美術館所蔵 THE HEROES
刀剣×浮世絵―武者たちの物語

9月10日(土)～11月20日(日)
（62日間）

本展覧会では、世界最高水準の日本美術コレクショ

ンを誇るボストン美術館の所蔵品から、軍記物語や
武勇伝説に見られる英雄たちの姿を描いた武者絵や

鐔、そして英雄たちの活躍を彩る重要な要素である

刀剣を展示します。また、武者絵の世界をより分かり

やすくご紹介するため、国内コレクションからも刀剣、
浮世絵を特別出品します。

【主な出展作品】
勝川春英《坂田金時土蜘退治之図》 等

李禹煥
12月13日(火)～２月12日（日）

（52日間）

戦後日本でもっとも重要な美術動向のひとつ

「もの派」を代表する美術家、李禹煥（リ・ウファ

ン、1936-）の1960年代末の初期作品から新境

地を示す最新作までを集めた大規模な回顧展

を開催します。李は2000年代に入ってから海外

を主な発表の場としてきたため、日本では2005
年以来の待望の本格的な個展となります。

【主な出展作品】

李禹煥 《線より》 等

恐竜図鑑―
失われた世界の想像/創造（仮題）

３月４日(土)～５月14日(日)
（62日間）

子供から大人まで多くの人々を魅了し続
ける恐竜。本展は、恐竜が“発見”された19
世紀の奇妙な復元図から、チャールズ・R・
ナイトやズデニェク・ブリアンらが躍動する
恐竜たちを生き生きと描き出した20世紀の
絵画、さらには最先端の研究に基づく今日
のパレオアート（古生物美術）まで、恐竜を
はじめとする古代生物のイメージの変遷を
概観します。

【主な出展作品】
ジョン・マーティン《イグアノドンの国》 等

共催展
みみをすますように 酒井駒子

展
７月９日（土）～８月28日（土）

会場：当館ギャラリー棟３階

本展では「よるくま」「金曜日の
砂糖ちゃん」など情景や動物を繊

細に描き出す独特の画風、絵と

響きあう詩的な文で人気を集め

ている兵庫県出身の絵本作家・
酒井駒子氏の絵本原画約２５０

点を展示します。



 

　

 ひとはく恐竜ラボ

２月
区分

令和４年 令和５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)：教職員などを対象に、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４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　

ＳＳＨポスター展示

７月26日(火)〜10月２日(日) (61日間)

企画展

「植物とアート～蒲公英と羊歯～」

第２部 羊歯（しだ）
６月４日(土)〜７月31日(日) (50日間)

古今東西を問わず、植物の姿は人々の関心を惹いてきました。科学者はサイエンス
の眼から研究対象とする一方で、アーティストたちは植物の美しさを絵画、漆器、陶磁
器、着物などに描いてきました。今回の展示では、鮮やかな緑とかたちが魅力の「シ
ダ」に注目して、さまざまな作品を実物の写真・標本とともに紹介します。また、現代の
デザイナーによるグッズも展示します。

ミニ企画展
「ひとはく研究員展

2022 」

２月８日(火)〜
４月17日(日)

企画展

「ひょうごの恐竜展～タンバティタニスとヤマトサウルス～」
７月15日(金)〜１月９日(月・祝) (147日間)

兵庫県での2004年の洲本市と2006年の丹波市からの恐竜化石の発見は一躍脚光を浴び、現在ではともに新属新種の恐竜として学名が与えられています。

さらに、県内産の恐竜の歯や卵殻などの化石も着々と研究が進められています。本企画展では、県内産の２大恐竜をはじめ、恐竜の歯やツメ、卵殻に注目し

て、その特徴に迫ります。また、当館が県民と協働で実施している化石調査や普及教育なども紹介します。ミニ企画展「六甲山のキノコ展2022～野生のキノコ
の不思議な魅力～」

2月11日（金・祝)〜5月28日(土) (92日間)

ミニ企画展

「ひとはく研究員展2023」

2月11日(土・祝)〜4月16日(日)

(56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。

三田市小・中学

校理科作品展

9月16日(金)〜

10月４日(火) 

(16日間)

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、ひとはく新収蔵庫棟「コレクショナリウム」で公開します。

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。

＜１１月：ノミ博士が集めた世界の昆虫コレクション＞ ＜１２月：ひとはくの鳥類コレクション＞

＜２月：頌栄短大植物標本コレクション＞ ＜３月：いろんな地域のマイマイカブリを比較してみよう＞

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。

「共生のひろば」 2月11日(土・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。

企画展
「植物とアート～蒲公英と羊歯～」
第1部 蒲公英（たんぽぽ）

３月26日(土)〜5月22日(日) (50日間)
古今東西を問わず、植物の姿は人々の関心

を惹いてきました。科学者はサイエンスの眼か
ら研究対象とする一方で、アーティストたちは
絵画、漆器、陶磁器、着物などに描いてきまし
た。今回の展示では、なじみのある春の「タン
ポポ」に注目して、さまざまな作品を実物の写
真・標本とともに紹介します。また、現代のデザ
イナーによるグッズも展示します。

ミニ企画展

「知ろう！学ぼう！総合治水展」

５月14日(土)〜６月12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（１月を除く）。開催時間は11：00～15：00＞

ミニ企画展「但馬牛展」

10月22日(土)〜１月９日(月・祝) (61日間)

３０周年スペシャル

「キノコの楽しみ方展」
2月11日(土・祝)〜５月21日(木)

(86日間)

２Ｆ魅せる収蔵庫トライアルスペースを
使って、キノコの魅力を様々な角度から発
信します。これまでの標本陳列型の展示と
は異なり、他館からの大型模型等の借り
入れや、ユニークな標本、展示解説、アー
トや文芸分野とのコラボレーションを含め
て、展示します。



　

・歴史の旅：学芸員が歴史の舞台を案内（年２回）

令和４年度　県立歴史博物館展覧会等計画

歴史
工房

常
設
展

　※令和５年３月（予定）まで休館

　※令和５年３月（予定）まで休館

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8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3講座9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） ※ イベントは館外の会場にて実施

７月 ９月８月５月４月

令和４年 令和５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

令和５年３月（予定）まで、施設・設備大規模改修工事のため休館

〔巡回展〕
“ひょうご五国”歴史文化キャラバン

令和５年３月まで、施設・設備の大規模改修工事の休館中に、摂津・播

磨・但馬・丹波・淡路の旧五国の博物館を会場として、五国それぞれの特色

に注目しながら、当館の所蔵資料をご紹介。会場ごとに少しずつ展示内容

を変え、それぞれの地域ゆかりの資料も多数展示します。

〔巡回展〕
“ひょうご五国”歴史文化キャラバン

4月29日（金・祝）～ 6月14日（火）
（47日間）

【但馬】豊岡市立歴史博物館

《主な展示資料》
・但州小驪山勝景図巻
・城崎温泉絵葉書

〔巡回展〕
“ひょうご五国”歴史文化キャラバン
7月16日（土）～ 8月21日（日）

（37日間）
【淡路】洲本市立

淡路文化史料館

《主な展示資料》
・淡路名所図会
・淡路島水深図

〔巡回展〕
“ひょうご五国”歴史文化キャラバン
9月10日（土）～ 10月18日（火）

（39日間）
【播磨】赤穂市立歴史博物館

《主な展示資料》
・大石内蔵助切腹之図

〔巡回展〕
“ひょうご五国”歴史文化キャラバン

11月12日（土）～ 12月18日（日）
（37日間）

【丹波】丹波市立
柏原歴史民俗資料館

《主な展示資料》
・織田信長像

〔巡回展〕
“ひょうご五国”歴史文化キャラバン

令和5年2月4日（土）～3月5日（日）
（30日間）

【摂津】兵庫県立
兵庫津ミュージアム

《主な展示資料》
・源平合戦図屏風
・高田屋嘉兵衛像



　　 　　 　　 　　

　　

【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６回）　

【古代体験フェスティバル】 １１月５日（土）

古
代
体
験
講
座

メニュー名 実施日 メニュー名 実施日 メニュー名 実施日 メニュー名 実施日

はにわくんをつくろう 7/17（日） キラリ！ガラスまが玉づくり 8/6（土） まが玉のネックレスをつくろう（ユニバーサル）

３月

令和４年度　県立考古博物館展覧会等計画

区分
令和４年 令和５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
・
企
画
展

特
別
展
・
企
画
展
関
連
イ
ベ
ン
ト

関連講演会（１回）
速報会（１回）

関連講演会（４回）

遺跡ウォーク
「赤穂市・有年の

遺跡散策」
６月11日（土）

古代体験
「ミニチュア竪穴住居を

建てよう」
６月26日（土）

古代体験
「草花文の壺
をつくろう」

10月22日（土）

遺跡ウォーク
「西脇市の遺跡散策－
緑風台窯址と周辺の史

跡をめぐる－」
11月20日（日）

ゴールデンウィークイベント

「大中遺跡クイズラリー」
５月３日（火）
～５日（木）

古代人の生活体験－挑戦！弥生の昼ごはん－

8/27（土） 土偶をつくろう 1/28（土）

古代人の生活体験（ユニバーサル） 1/29（日）10/15（土）藍染め体験 7/18（月・祝） まが玉の3つのネックレスをつくろう 8/7（日） 古代人の生活体験－体験！古代の夜－

常
設
展

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。

12/11（日）

11/13（日） 古代の技に学ぶかごづくり（天然素材） 2/5（日）

古代の技に学ぶかごづくり（クラフトテープ）

古代の織物に挑戦 2/19（日）

キラリ！ガラスの装飾品づくり 2/26（日）

はじめての土器づくり 7/24（日） 組みひものキーホルダーをつくろう 8/7（日）

7/30（土） 世界でひとつ！の鏡をつくろう 8/21（日） キラリ！ガラスの装飾品づくり

関連講演会（２回）
シンポジウム（１回）

関連講演会（３回）

組みひものマスクホルダーをつくろう 2/12（日）

教員セミナー　「竪穴住居と史跡大中遺跡について」 8/5（金） キラリ！ガラスまが玉づくり 8/24（水） 琥珀のまが玉をつくろう 1/15（日）

〔特別展〕

弥生集落転生 -大中遺跡とその時代-
４月２３日（土）～７月３日（日）

（６３日間）

竪穴住居が数多く見つかり国の史跡に指定されて

いる大中遺跡は、弥生時代から古墳時代へ社会が移

りゆく時期に突如として大きな集落に成長します。この

頃になると、東播磨ではそれまでの集落から様相が変

化し、弥生のムラが生まれ変わります。竪穴住居や中

国鏡、鉄器などの最新成果から、発見60周年をむか

える大中遺跡と弥生集落の姿を紹介します。

〔企画展〕

ひょうご発掘調査速報

2022 －五国の逸品－
７月２３日（土）～８月２８日（日）

（３２日間）

兵庫県教育委員会が令和3

年度に実施した発掘調査と出

土品調査の成果を一堂に公

開する速報会です。

併せて、県内各地から出土

した県指定文化財を展示し、

地域色豊かな兵庫五国の姿

を紹介します。

〔特別展〕
丹波焼誕生－はじまりの謎を探る－

１０月１日(土)～１１月２７日(日) 

（５０日間）

日本六古窯の一つとして知られる丹波

焼。その始まりについては長らく謎に包

まれていました。解明のきっかけとなっ

たのは、昭和52年に行われた丹波焼最

古の窯の一つである三本峠北窯跡の発

掘調査です。この調査では、それまで周

辺の窯跡では見たことのない、菊花文、

秋草文などの絵が刻まれた陶片（刻画

文陶器）が多数見つかりました。

本展では、調査成果をふまえて、刻画

文陶器と丹波焼の成立について考えま

す。

〔企画展〕
兵庫津-中近世の港湾都市-

１月１４日(土)～３月1２日(日)

（５０日間）

兵庫津は千年を超える歴史を有する港

湾都市であり、初代兵庫県庁が置かれた

“はじまりの地”でもあります。令和4年度に

予定されている兵庫津ミュージアム「ひょう

ごはじまり館」の開館にあわせて、発掘調

査の出土品から中世～近世の兵庫津の歴

史をたどります。



　　 　　 　　 　　

　　

３月

令和４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４年 令和５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
・
企
画
展

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！(8/7、8/14、8/21、8/28)

講
座

　講演会「漢王朝のやきもの」（7/9）、学芸員による「ギャラリー・トーク」（4/9、5/14、6/11）

体
験
学
習

　スタンプポン！ して古代鏡づくり（７/23、8/6)
　金属で鏡を作ろう（7/30、8/20)

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。

〔春季企画展〕

漢王朝のやきもの
３月１９日（土）～９月１１日（日）

（１５９日間）

漢代は、一時期を除き、400年もの長きにわたり統一国家として安定を保った時代です。

中国をはじめて統一した秦の末期から前漢にいたる時代は、戦乱により国土が疲弊していましたが、第５代

文帝と第６代景帝の頃には、社会が安定し漢王朝の基盤が固まりました。

この頃から、より下の階層まで丁寧な葬礼を行うようになり、墓に納めるやきもの（明器）が普及し、褐釉陶

や緑釉陶など多くのやきものがつくられるようになりました。

本展では、令和３年に新しく千石コレクションに加わった焼成や胎土、色や紋様などが異なる多様な漢王朝

時代のやきものを紹介します。

〔秋季企画展〕

儀礼の器 商周青銅器
９月１７日（土）～３月1２日（日）

（１4７日間）

商代に発達し、王やその一族によって儀礼の器として用いられた青銅器と、その器面に表された紋様を紹介します。

〔スポット展示〕

干支 卯
１月２日（日)～３月１２日(日) 

（６１日間）

新年を迎え、卯年の干支にちなんだウサギ

の表された鏡を紹介します。

〔スポット展示〕

蹴鞠を表した鏡
７月２１日(土)～９月１１日（日）

（４６日間）

中国に起源をもつ蹴鞠を表した鏡を

展示し、日本でも宮廷競技として知ら

れる蹴鞠とその文化を紹介します。



 

研
修

●ひょうごの郷土料理
  (２月１７日～６月１４日)

●ひょうごゆかりの文学者～VIKINGの同人たち～
  (６月１７日～９月１４日)

●日本遺産の地”兵庫津”
（９月１６日～１２月１４日）

●本に描かれた兵庫～物語舞台への旅～
（１２月１６日～２月１５日）

●ひょうごで暮らす動物たち
  (２月１７日～６月１４日)

●大中遺跡発見６０周年
 (４月２２日～７月２０日)

●水木しげる生誕１００周年
  (７月２２日～９月１４日)

●「丹波焼」再発見
   (９月1６日～１２月１４日)

●有馬温泉の歴史と谷崎潤一郎
（１２月１６日～２月１５日）

●KOBELCO森の童話大賞(親子読書)
  (３月２５日～６月１５日)

●イメージの魔術師”エロール・ルカイン”(親子読書)
  (６月１７日～１０月１９日)

●ピーターラビット出版１２０周年(親子読書)
（１０月２１日～１月１８日）

●としょかん絵本の福袋(親子読書)
  (１月２０日～３月１５日)

●あなたの生活の中のSDGS①（課題解決）
（４月２２日～８月１７日）

●あなたの生活の中のSDGS②（課題解決）
（８月１９日～１２月１４日）

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

●沖縄県本土復帰５０周年と島田叡
  (２月１８日～６月１５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（図書館利用法や読書の楽しみ方など）

館外巡回イベント

４月 ５月

令和４年度　県立図書館展示等計画

・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

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４年 令和５年

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 ２月 ３月１月

●ぼうさいこくたい in Hyogo
（１１月１９日～２月１５日）

●音楽で振り返る昭和史
  (２月１７日～６月１４日)

●女性のすがた　～いにしえから現代～
（９月１６日～１月１８日）

●くらしのうつりかわり展
  (１月２０日～６月１４日)

●日本の鉄道開業１５０周年
  (８月１９日～１０月１９日)

●ノーベル賞関連展示
（１０月２１日～１２月１４日）

●干支の話
（１２月１６日～２月１５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（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）

 大閲覧室

●あなたの生活の中のSDGS③（課題解決）
（１２月１６日～４月１９日）

・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：明治後期～大正時代　全５回、ひょうご五国の城に迫る！　全３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、ひょうごの方言、シニアのためのスマホ・タブレット講座、天体観測、ちりめんモンスターを探そう、丹波焼きのはじまりを探る、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

●直木三十五生誕１３０周年
  (１２月１７日～６月１５日)

・子どもの読書活動の推進を図るための講座（スキルアップ講座）

●司書が選ぶ！書庫に眠っているオス
スメ本

  (２月１７日～６月１４日)

●昭和のくらし
  (１２月１７日～６月１５日)

●豊かな海を守る、海と陸のつながり
  (６月１７日～１１月１７日)

●動物写真家岩合光昭
  (３月１８日～６月１５日)

●絵本の世界
  (６月１７日～９月１４日)

●森鴎外没後１００年
  (６月１７日～８月１７日)


