
日がしずむと森の動物たちは
元気に動きはじめます。北海
道博物館に出現した夜の森を
探検しよう！ やみに光る目、
草をふむ音、空をわたる影。
さあ、こわがらないで。いつ
もは見ることのできない動物
たちのすがたを、そっとのぞ
いてみませんか？

企画テーマ展

クローズアップ展示

特別展

4/8 （土）  ー  6/2 （金） 6/3 （土） ー 8/4 （金） 8/5 （土） ー 10/6 （金）

1 《松前屏風》を読む 《蝦夷風俗十二ヶ月屏風》を読む
（右隻：1〜6月）

《蝦夷風俗十二ヶ月屏風》を読む
（左隻：7〜12月）

2 新選組の元幹部隊士　永倉新八 開道の旅 ―《北海道巡教錦絵》― 北海道の双六あれこれ

3 山田秀三とアイヌ語地名を歩く ―登別― 先祖供養を行うときの屋内

4 文字に記されたアイヌ語 ―18〜19世紀頃の資料から― 首都圏、近畿地方の近現代史

5 岩手県から北海道へ渡った神楽 いろいろな鋸

6 札幌オリンピック たくぎん（北海道拓殖銀行）

7 北海道のカタツムリのいろいろ リンゴはなぜ赤い？
果実と種子のヒミツにせまる

総合展示室には、ふだんの総合展示だけでは十分に紹介しきれない話題や、北海道博物館が所蔵する資料などを、テーマを決めて定期的に入れ替えて
紹介する展示コーナー「クローズアップ展示」があります。ぜんぶで7か所あり、展示スケジュールは以下のとおりです。
 ＊ご観覧には総合展示のチケットが必要です。

   
〒004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53-2

TEL 011-898-0466 （総合案内）   FAX 011-897-1865

HOKKAIDO MUSEUM
Exhibitions & Events Schedule 
2017.4-2017.9

行事あんない

4 - 9月
2017年度 前期

第8回企画テーマ展

夜の森
―ようこそ！動物たちの世界へ―

日がしずむと森の動物たちは元気に
動きはじめます。北海道博物館に出
現した夜の森を探検しよう！ やみに
光る目、草をふむ音、空をわたる影。
さあ、こわがらないで。いつもは見
ることのできない動物たちのすがた
を、そっとのぞいてみませんか？

4/28　 −6/4金 日

入場無料

7/8　 −9/24土 日

無料 有料

会場：特別展示室
いまから140年ほど前に北海道へ伝
わってきた野球は、スポーツとして、
遊びとして、北海道の社会や産業、く
らしのうつりかわりと深く結びつきな
がら、たくさんの人びとに親しまれて
きました。この特別展では、そんな北
海道における野球の歩みを、数々の実
物資料や写真などから紹介します。そ
れでは、始めましょう、プレイボール！

会場：特別展示室

第3回特別展

  プレイボール！
―北海道と野球をめぐる物語―

チラシ/ポスター　トリミングイメージ（A4）

̶北海道と野球をめぐる物語̶　

北海道博物館第3回特別展



ちゃれんがワークショップ
モノづくりをしたり、標本をつくったりする体験入門型の講習会です。
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自然観察会

1 エゾアカガエルの合唱を聞こう
雪どけの時期にしか聴けないエゾアカガエルの歌声に耳をかたむけ、早春の花や
動物たちを観察します。 ＊自然ふれあい交流館との共催事業 

日時 4月22日（土）10:00〜12:00 会場 野幌森林公園内
（自然ふれあい交流館集合）

講師 堀繁久・水島未記・表渓太、濱本真琴・扇谷真知子（自然ふれあい交流館）

対象 どなたでも 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、3月23日（金）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

2 「あなたの街のコウモリの森」in野幌森林公園
実は北海道はコウモリ天国。皆さんの街にもいるコウモリたちの不思議な暮ら
しぶりをご紹介します。＊トーク（90分）のあと観察会（60分）

日時 5月20日（土）17:00〜19:30 会場 講堂（トーク）
野幌森林公園内（観察会）

講師 中島宏章氏（フリーランス写真家）、堀繁久・水島未記・表渓太

対象 どなたでも 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、4月21日（金）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

3 「北海道フラワーソン」に参加しよう!
「北海道フラワーソン」に北海道博物館チームとして参加します！　
森林公園の植物を一緒に調べましょう。＊自然ふれあい交流館との共催事業 

日時 6月18日（日）10:00〜12:00 会場 野幌森林公園内
（自然ふれあい交流館集合）

講師 堀繁久・水島未記・表渓太、濱本真琴・扇谷真知子（自然ふれあい交流館）

対象 どなたでも 定員 40名（先着）
申込・方法 事前申込、5月19日（金）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

ちゃれんが子どもクラブ
小・中学生限定の体験型行事です。

4 縄文土器をつくる（全2回）
縄文文化の土器のつくり方を学び、それを「野焼き」して完成するまでを体験
します。＊江別市教育委員会との共催事業

日時
第1回：つくる
6月4日（日）10:30〜15:30
第2回：焼く
6月25日（日）10:30〜15:30

会場
第1回：講堂
第2回：江別市セラミックアート
センター

講師 右代啓視・鈴木琢也

対象 どなたでも 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、5月5日（金）より電話受付 道民カレッジ 教養8 ジュニア2

5 石器をつくる
旧石器文化から使われている白滝産の黒曜石を材料に石器をつくり、現代の道
具と比較してみましょう。 

日時 7月9日（日）10:30〜15:30 会場
北海道博物館正面入口の西側広
場（雨天の場合正面入口付近ある
いは講堂）

講師 本吉春雄氏（湧別川流域史研究会）、右代啓視・鈴木琢也

対象 どなたでも 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、6月10日（土）より電話受付 道民カレッジ 教養4 ジュニア1

6 ちいさな野球盤づくり 
家庭の中の身近な材料を使って野球盤のミニチュアを手作りします。できあがっ
たら早速プレイボール！ 
日時 7月22日（土）13:30〜15:00 会場 講堂

講師 村上孝一・舟山直治

対象 小学生／中学生 定員 30名（先着）

申込・方法 事前申込、6月23日（金）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

7 トノサマバッタを追いかけよう
夏といえばバッタにキリギリス！　パタパタと音を立てて飛ぶ巨大なトノサマ
バッタ、つかまえられるかな？ 

日時 8月5日（土）10:00〜12:00 会場 野幌森林公園内
（自然ふれあい交流館集合）

講師 堀繁久・水島未記・表渓太、濱本真琴・扇谷真知子（自然ふれあい交流館）

対象 小学生／中学生 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、7月6日（木）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

8 フェルトで野球のバットとボールのストラップをつくろう
フワフワのヒツジの毛を使って、フェルトのバットとボールを作ってみよう。金
具をつければ、自分だけのストラップの完成だ！ 
日時 8月19日（土）13:30〜15:00 会場 講堂

講師 会田理人

対象 小学生／中学生 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、7月20日（木）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

9 トコロテンの不思議
トコロテンはふしぎな食べもの。食べたことある？　どうやって作るかわかる
かな？　トコロテンのふしぎを感じてみよう！ 

日時 9月2日（土）13:30〜15:00 会場 講堂

講師 会田理人・尾曲香織

対象 小学生／中学生 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、8月3日（木）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

10 アンモナイトを解剖しよう
ホンモノの化石やアンモナイトと似た生き物をじっくりしらべて、アンモナイ
トがどんな生き物だったのかを考えてみよう。 
日時 9月16日（土）13:30〜15:00 会場 講堂

講師 栗原憲一・圓谷昂史

対象 小学生／中学生 定員 40名（先着）

申込・方法 事前申込、8月17日（木）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

○■休館日、○祝日開館日、■自然観察会、■ちゃれんがワークショップ、■ちゃれんが子どもクラブ、■ミュージアムカレッジ・講演会、■特別イベント、■ミュージアムトーク
○祝日の4月29日（土）、5月3日（水）、5月4日（木）、5月5日（金）、7月17日（月）、8月11日（金）、9月18日（月）、9月23日（土）は開館します。
　それに伴い7月18日（火）、9月19日（火）は休館となります。
○7月17日は、北海道みんなの日（愛称：道みんの日）です。それに伴い総合展示室の観覧料は無料となります。

○所属先を記していない「講師」は、北海道博物館職員（学芸員・研究職員）です。
○小学生以下の年齢の方は、保護者の同伴をお願いいたします。
○さらに詳しい行事内容を、ウェブサイトでご覧いただけます。

企画テーマ展関連

特別展関連

特別展関連
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特別展関連

ミュージアムカレッジ・講演会
当館のスタッフや国内外の研究者等による講義形式の行事です。

11 最新研究報告―北海道と極東ロシアのシマフクロウ―
北海道とロシアのシマフクロウについて、野外調査やDNA分析で明らかになっ
た新発見を報告します。 
日時 4月30日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 竹中健氏（シマフクロウ環境研究会代表）、表渓太
対象 小学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、3月31日（金）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

12 昆虫写真家 海野和男の生きもの写真のススメ
海野和男氏（昆虫写真家）に生きもの写真の魅力や撮影のコツを語っていただき
ます。 
日時 5月28日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 海野和男氏（生きもの写真リトルリーグ実行委員長）
対象 小学生以上 定員 50名（先着）
申込・方法 事前申込、4月29日（土）より電話受付 道民カレッジ ジュニア１

13 学校をつくる─近代北海道のアイヌ民族による小学校設置の取り組み─

自分たちの村に小学校をつくりたい─そう考え、取り組んだアイヌ民族の歴史
をたどってみます。 
日時 6月11日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 小川正人
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、5月12日（金）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

14 一途一心の野球道（みち）
プロ野球パ・リーグの審判員を29年間務めた講師から、プロ野球審判の舞台裏
や野球の魅力を熱く語っていただきます。
日時 7月16日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 山崎夏生氏（NPB審判技術委員）
対象 小学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、6月17日（土）より電話受付 道民カレッジ 教養2

15 明治・大正・昭和の日記に見る北海道と野球
北海道における、スポーツとして、また娯楽としての野球の広がりを、函館の
高校生などが書き残した日記から探ります。 
日時 7月30日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 三浦泰之
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、7月1日（土）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

16 日本野球界の現状と課題 〜野球王国北海道を目指して

北海道社会人野球界で数々の実績を残された柳さんから、同協議会の理念や活
動などについてお話しいただきます。 
日時 ８月6日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 柳俊之氏（NPO法人北海道野球協議会理事長）
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、7月7日（金）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

17 樺太全島野球大会
樺太の豊原で開催された樺太全島野球大会から、大正末〜昭和戦前期の樺太実
業団野球チームの活躍を探ります。
日時 8月27日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 会田理人
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、7月28日（金）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

18 北海道高等学校野球連盟70周年を迎えて
北海道高野連会長の田中さんから、同連盟の理念や活動について、ご自身の野
球人生を交え、お話しいただきます。 
日時 9月10日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 田中俊一郎氏（北海道高等学校野球連盟会長）
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、8月11日（金）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

19 ブラバン応援　もうひとつの夏の闘い
『ブラバン甲子園大研究』を執筆された梅津さんから、野球応援の歴史とブラバ
ン応援についてお話しをいただきます。
日時 9月17日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 梅津有希子氏（ライター）
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、8月18日（金）より電話受付 道民カレッジ 教養2

20 全道樺太実業野球大会
1929（昭和4）年に始まった全道樺太実業団野球大会から、大正末〜昭和戦前期
の実業団野球チームの活躍を探ります。 
日時 9月24日（日）13:30〜15:30 会場 講堂
講師 会田理人
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、8月25日（金）より電話受付 道民カレッジ ほっかいどう学2

特別イベント

21 北海道ジオパークまつり2017
道内ジオパークの関係者が一堂に集まり各地の魅力をPRします。楽しいワーク
ショップがいっぱい！
日時 7月15日（土）10:00〜16:30 会場 講堂
講師 道内ジオパーク関係者
対象 どなたでも 定員 なし
申込・方法 申込不要、直接会場へおこしください

22 博物館寄席「北海道 野球の歴史で ございます」
北海道野球史に輝かしい足跡を残す函館太洋倶楽部の久慈次郎選手。講談「久
慈次郎伝」、はじまり、はじまりー。
日時 9月3日（日）13:30〜15:00 会場 講堂
講談：荒到夢形氏（講釈師）、案内役：下斗米哲明氏（歴史研究家）
対象 中学生以上 定員 80名（先着）
申込・方法 事前申込、8月4日（金）より電話受付 道民カレッジ 教養1

行事の申込方法

「申込・方法」欄に「事前申込」とあるものは、お電話での受け付けとなりま
すが、ご来館時、はっけん広場にて、直接お申し込みになることもできます。
FAX・メールでのお申し込み
・電話での申し込み開始日の1週間後より受け付けます。
・電話での申し込み（先着）を優先しますので、受付開始時点で募集を締め切　　
　っている場合もございます。予めご了承ください。
・当館から受付が完了したこと等の返信をさせていただきます。1週間経過し
　ても返信がない場合は、お手数ですがお電話にてお問い合わせくださいま
　すようお願いいたします。
FAX・メールでの申し込み方法
・宛先：FAX 011-898-0590 メール m.charenga@pref.hokkaido.lg.jp
・下記の要領で送信してください。
   件名：行事番号、行事名、お名前
   本文：①行事番号 ②行事名 ③お名前、学年（小・中学生の場合）
　　　   ④保護者氏名・続柄（2人まで）（小学生の場合）
　　   　⑤電話番号（携帯電話など） ⑥FAX番号、またはメールアドレス

電話での申し込みは  011-898-0500 （受付時間9:30〜17:00）
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総合展示室のイベント
総合展示室でいつも行っているイベント

＊総合展示のチケットが必要です。

祝日に行うイベント
＊会場が総合展示室の場合は、総合展示のチケットが必要です。

　■ 開館時間　
　 9:30〜16:30 （10 – 4 月） 　9:30〜17:00 （ 5 – 9 月）　＊閉館時間の30分前までにお入りください。

　■ 休館日
    毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は直後の平日）、年末年始（12月29日〜1月3日）、臨時休館（12月14日･15日）

　■ 料金（総合展示室）　
     一般 600 （500）円、大学生・高校生 300 （200）円
      ＊（　）内は10名以上の団体料金　＊ 障害のある方は無料（障害者手帳などをご提示ください）
　  ＊中学生以下、65歳以上の方は無料（年齢のわかるものをご提示ください）

　■ 交通案内
     ○バス　新札幌駅から バスターミナル・のりば ⑩（北レーン）　ジェイ・アール北海道バス新22「開拓の村」行き乗車、「北海道博物館」下車。
　　　　　 森林公園駅から　東口のりば　新札幌駅からの上記のバスが森林公園駅に寄ります。
　　　　　　 大麻・江別方面から　 ジェイ・アール北海道バス・夕鉄バス新札幌方面行き乗車、「厚別東小学校前」下車（バス停から徒歩15分）。
    ○タクシー　新札幌駅から約10分　○徒歩　森林公園駅から20〜25分　○駐車場有（無料）

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp（ウェブサイト）
@Hokkaido_Museum（ツイッター）  

〒004-0006 北海道札幌市厚別区厚別町小野幌53-2
T E L 011-898-0466 （総合案内）   FAX 011-897-1865
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Sapporo Shinrinkoen

Shinsapporo

「じっくり観察する」「ホンモノにふれる」「道具を使う」「何かを
つくる」などのたのしい体験ができる部屋です。

「はっけんキット」が約40種類あり、自由に使うことができます。

夜の森で元気いっぱい飛びまわる動物を紙で作ってみよう。
さぁ、うまく飛ばすことができるかな？

4→6月

総合展示室をまわりながら、展示のみどころを解説スタッフが1時間程度でお
話しするツアーガイドです。
開催時間：14:00〜15:00   事前申込：不要　定員：約20名（先着）
総合展示室プロローグ（1F入口付近）にお集まりください。

ちゃれんがラリー

簡単な問題に答えながら総合展示を楽しく学ぶことができるクイズラリーで
す。まずは展示室入口で「たんけんマップ」（リーフレット）を手に入れましょう。
展示をじっくり見て、準備ができたら、情報デスクへ行きましょう。クイズに
正解したらスタンプがおせます。

夜に飛ぶ動物を作ろう！

巨大アンモナイトにさわったり昔のきものを着たり

「はっけんキット」は40種類！

H

土 日 祝

資料にさわったり、何かをやってみたりすること
ができるコーナーが総合展示室内に登場します。
開催時間：10:00〜16:00 　事前申込：不要

ハンズオン

学芸職員が、展示のみどころや、最新の研究な
どについてお話しします。
事前申込：不要　定員：約20名（先着）

ミュージアム
トーク

学芸員
ハローデスク

学芸職員が、情報デスクに座っています。
ふだんなかなか聞けないお悩みや、調査・
研究のご相談は、この機会にどうぞ。
開催時間：10:00〜16:00

屋上スカイビュー特別開放
展望階にある屋上スカイビューを開放します。札幌のまち、森林公園、百年記
念塔を眺めることができます。開催時間：10:00〜16:00   ＊雨天強風時等は中止

アイヌの人のゴザ編みの方法で、かわいいコースターができちゃうよ。
作ろう！　使おう！　マイコースター！

7→9月
アイヌ民族のゴザ編み機でコースターを作ろう！

土 日 祝

ハイライトツアー

はっけんイベント
土曜日・日曜日・祝日に、ものづくりができます。

＊総合展示室では、スマートフォンを使った展示解説サービスを行っております。
　日本語・英語・中国語（中国）・中国語（台湾）・韓国語・ロシア語に対応しています。
＊北海道博物館内のほぼ全域で、公衆無線LAN（無料Wi-Fi）がご利用になれます。

 北海道のかたつむり　話し手：堀繁久

日時 4月29日(土・祝)13:00〜13:30 会場 総合展示室　第5テーマ

 企画テーマ展「夜の森」道先案内　話し手：表渓太

日時 5月3日（水・祝）、4日（木・祝）、5日（金・祝)
13:00〜13:30 会場 特別展示室

 全島樺太実業野球大会　話し手：会田理人

日時 7月17日(月・祝)13:00〜13:30 会場 特別展示室

 ベースボールがやって来た　話し手：山田伸一

日時 8月11日(金・祝)13:00〜13:30 会場 特別展示室

 野球盤ものがたり　話し手：舟山直治

日時 9月18日(月・祝)13:00〜13:30 会場 特別展示室

 暮らしのなかのストーブ　話し手：村上孝一

日時 9月23日(土・祝)13:00〜13:30 会場 総合展示室 第3テーマ

（中地階）
入場
無料

MBF


