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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。
 ＊観覧するには総合展示のチケットが必要です。

第9回企画テーマ展

弥永コレクション

企画テーマ展 企画テーマ展

企画テーマ展

第10回企画テーマ展

カムイとアイヌの ものがたり

北海道の自然がつくりだした実物の砂金や砂白金を見たことはありますか？
普段は収蔵庫の奥の金庫に保管されていて、なかなか見ることのできない弥
永コレクションの貴金属を公開いたします。本企画テーマ展では、元弥永北
海道博物館館長の弥永芳子氏が半世紀以上をかけて、研究のために収集した
資料の一部が、北海道博物館に寄贈されたことを記念して、貴金属、貨幣、
アイヌ民族資料、考古遺物、絵画、文書、化石、貝などを紹介します。（写真は、
左から砂金塊、砂白金塊、銀塊）

入場無料

10/20　 →11/26金 日 2/2     →4/8金 日

カムイ――アイヌ（人間）を守ったり、助けたりしてくれる、大切な存在。
でも中には、悪さをしたり、人間に恋してしまったり…。アイヌの人たちが
伝えてきた、いろいろな〈ものがたり〉には、カムイとアイヌのお話がたく
さん。そんな〈ものがたり〉の世界をのぞいてみませんか？

クローズアップ展示

10/7（土）〜12/13（水） 12/16（土）〜2/2（金） 2/3（土）〜

豪商村山家の古文書 松前藩家臣近藤家の古文書 ヨイチ場所請負人林家の古文書

アイヌ民族を描く
 ―早坂文嶺と《蝦夷島奇観》― 馬の肖像画家・畠中露山 生誕200年　旅の巨人・松浦武四郎

先祖供養を行うときの屋内

首都圏、近畿地方の近現代史

いろいろな鋸

たくぎん（北海道拓殖銀行）

リンゴはなぜ赤い？　
果実と種子のヒミツにせまる

祈りの造形 ─死者を悼む―

文字に記されたアイヌ語 ―1890年ごろの北海道庁の試み─

札幌の百貨店

職人の道具と技術 ―馬具・蹄鉄―

どこのウマの骨でしょう？

のこ ていてつ

いた

無料 無料



23 木の実・草の実のヒミツをさぐろう
木や草の実の、不思議な形や鮮やかな色は何のため？　秋の野幌森林公園で、そのヒミツ
をさぐります。 
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）

日時 10月7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）

対象・定員 どなたでも、40名（先着） 道民カレッジ ジュニア1
申込・方法 事前申込、9月8日（金）より電話受付開始

24 雪の森で足跡を探そう
雪の上にのこされた足跡を追いかけて、冬の森の動物たちの行動を推理してみよう！ 
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）

日時 2月24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）

対象・定員 どなたでも、40名（先着） 道民カレッジ ジュニア1
申込・方法 事前申込、1月25日（木）より電話受付開始

自然観察会

35 見てみよう！ カムイとアイヌの物語 ① 
アイヌの物語をアニメーションで見てみませんか？　お話の内容やアイヌ語の解説付き
で、短いお話を２つずつ紹介します。（なお、行事番号35〜37については、毎回違うアニ
メを上映します。） 
講師 遠藤志保・大谷洋一ほか
日時 2月24日(土)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 どなたでも、80名（先着） 道民カレッジ ほ学2／必1／ジュ1
申込・方法 事前申込、1月25日（木）より電話受付開始

36 見てみよう！ カムイとアイヌの物語 ②
アイヌの物語をアニメーションで見てみませんか？　お話の内容やアイヌ語の解説付き
で、短いお話を２つずつ紹介します。（なお、行事番号35〜37については、毎回違うアニ
メを上映します。）
講師 遠藤志保・大谷洋一ほか
日時 3月10日(土)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 どなたでも、80名（先着） 道民カレッジ ほ学2／必1／ジュ1
申込・方法 事前申込、1月25日（木）より電話受付開始

37 見てみよう！ カムイとアイヌの物語 ③
アイヌの物語をアニメーションで見てみませんか？　お話の内容やアイヌ語の解説付き
で、短いお話を２つずつ紹介します。（なお、行事番号35〜37については、毎回違うアニ
メを上映します。） 
講師 遠藤志保・大谷洋一ほか
日時 3月24日(土)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 どなたでも、80名（先着） 道民カレッジ ほ学2／必1／ジュ1
申込・方法 事前申込、1月25日（木）より電話受付開始

アイヌ語講座

31 アイヌ民族の編みものをつくる
－エムシアッの技術でブレスレット－

幾何学的な文様が美しいアイヌ民族の刀帯。その技術を体験してみましょう。 
講師 大坂拓
日時 10月22日(日)10:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 やや大人向け、30名（先着） 道民カレッジ ほ学4／ジュ1
申込・方法 事前申込、9月23日（土）より電話受付開始

32 稲わらで縄をつくって、長なわとびに挑戦！
みんなで協力して、<稲わら>から<なわ>をつくります。最後は、結びつけて長くして、
長なわとびで遊びましょう。 
講師 池田貴夫・舟山直治
日時 11月26日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 どなたでも、40名（先着） 道民カレッジ 教養2／ジュ1
申込・方法 事前申込、10月27日（金）より電話受付開始

33 博物館で新年祈願!?　日本の画材で絵馬づくり
絵馬の歴史をひもときながら、日本の伝統的な画材でオリジナル絵馬をつくります。
講師 春木晶子・三浦泰之・水島未記
日時 12月17日(日)13:30〜16:00 会場 講堂
対象・定員 どなたでも、30名（先着） 道民カレッジ 教養2／ジュ1
申込・方法 事前申込、11月18日（土）より電話受付開始

34 太古の絶滅生物・アンモナイトの復元
アンモナイトってどんな生き物だったの？ 「殻のつくり」と「体のつくり」の観察から調べてみよう！
講師 栗原憲一・圓谷昂史
日時 1月28日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 どなたでも、40名（先着） 道民カレッジ 教養2／ジュ1
申込・方法 事前申込、1月4日（木）より電話受付開始

ちゃれんがワークショップ

25 アンモナイトのレプリカをつくろう
北海道でみつかったアンモナイトと石膏を使ってレプリカ作りに挑戦！ 色づけもして本物
そっくりに仕上げよう！ 
講師 圓谷昂史・栗原憲一
日時 10月7日(土)13:30〜15:00 会場 講堂
対象・定員 小学生・中学生、40名（先着） 道民カレッジ ジュ1／ほ学１
申込・方法 事前申込、9月8日（金）より電話受付開始

26 アイヌ音楽 うたおう・おどろう・ならそう・ひこう
小学生を主な対象とする、アイヌ音楽の初心者向け体験講座です。 
講師 甲地利恵
日時 11月11日(土)13:30〜15:00 会場 講堂
対象・定員 小学生・中学生、40名（先着） 道民カレッジ ジュ1／ほ学１
申込・方法 事前申込、10月12日(木）より電話受付開始

27 文字であそぼう♪　消しゴムはんこづくり
好きなものや、自分の名前のかたちを工夫して、自分の印を考えて、自分だけのハンコを
つくります。
講師 春木晶子・三浦泰之・水島未記
日時 12月9日(土)13:30〜15:00 会場 講堂
対象・定員 小学生・中学生、30名（先着） 道民カレッジ ジュ1／教養１
申込・方法 事前申込、11月10日（金）より電話受付開始

28 いのりのしるし？　絵馬づくりにチャレンジ
絵馬の歴史をひもときながら、自分だけの絵馬をつくります。
講師 春木晶子・三浦泰之
日時 1月13日(土)13:30〜15:00 会場 講堂
対象・定員 小学生・中学生、30名（先着） 道民カレッジ ジュ1／教養１
申込・方法 事前申込、12月16日（土）より電話受付開始

29 雪のなかで宝さがし
雪のつもった森で宝さがし！ 前途は多難…（＞＿＜；）指令書の謎を解き、宝のありかがわ
かったら、昔の道具をつかって雪と格闘。みごと宝を掘りだそう！
講師 舟山直治・池田貴夫
日時 2月10日(土)13:30〜15:00 会場 講堂
対象・定員 小学生・中学生、40名（先着） 道民カレッジ ジュ1／ほ学１
申込・方法 事前申込、1月11日（木）より電話受付開始

30 アイヌ語であそぼう！
アイヌ語ってどんな言葉？ 4色の「アイヌ語ブロック」を並べて、いろいろなアイヌ語の
文をつくり、アイヌ語をたのしく学びましょう。
講師 田村雅史、大谷洋一
日時 3月3日(土)13:30〜15:00 会場 講堂
対象・定員 小学生・中学生、40名（先着） 道民カレッジ ジュ1／ほ学１
申込・方法 事前申込、2月4日（日）より電話受付開始

ちゃれんが子どもクラブ

企画テーマ展「カムイと
アイヌの ものがたり」関連

企画テーマ展「カムイと
アイヌの ものがたり」関連

企画テーマ展「カムイと
アイヌの ものがたり」関連

○ 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。
○「道民カレッジ」の「ジュ」は「ジュニア」、「ほ学」は「ほっかいどう学」、「必」は

「必修」の略です。
○ 所属先を明記していない「講師」は、北海道博物館職員（学芸員・研究職員） です。
○ 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。

 電話での申し込みは 011-898-0500（受付時間9:30 〜 17:00）



38 早坂文嶺作の絵馬「蝦夷地・場所図」を読み解く
下北半島風間浦村の大石神社にある絵馬「蝦夷地・場所図」を、歴史学と美術史の視点か
ら読み解きます。 
講師 五十嵐聡美氏（北海道立近代美術館）、山田伸一
日時 10月15日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ 教養２／ジュ1
申込・方法 事前申込、9月14日（木）より電話受付開始

39 文化の日講演会
自然とつきあう技術－民俗学からみた自然と人間－

自然とともに生きてきた人びととの出会いのエピソードをとおして、私たちが忘れかけて
しまった自然とのつきあい方にせまります。 

講師 篠原徹氏（滋賀県立琵琶湖博物館館長・国立歴史民俗博物館名誉教授・総合研究
大学院大学名誉教授）

日時 11月3日(金・祝)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ 教養２／ジュ1
申込・方法 事前申込、10月3日（火）より電話受付開始

40 アイヌ民族の刀帯－その変化を探る
アイヌ民族の刀帯はどのように変化しながら受け継がれてきたのか。実物資料をもとに、
分かりやすく説明します。
講師 大坂拓
日時 11月19日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ ほ学２／ジュ1
申込・方法 事前申込、10月20日（金）より電話受付開始

41 江戸時代の日露紛争・フヴォストフ事件を読む
19世紀はじめの日露紛争・フヴォストフ事件に関する歴史講座。史料を読み、事件につい
て考えましょう。
講師 東俊佑
日時 12月3日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ ほ学２／ジュ1
申込・方法 事前申込、11月4日（土）より電話受付開始

42 1882年4月、襟裳岬近くで難破した英国船
600名を超える中国広東省出身者を乗せた英国汽船が難破した事件に注目し、津軽海峡の
近代史を考えます。
講師 山田伸一
日時 1月14日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ ほ学２／ジュ1
申込・方法 事前申込、12月16日（土)より電話受付開始

43 野幌周辺の動植物を探る〜化石から現在まで〜
野幌森林公園の動植物やここで見つかる化石など、大都市札幌の近郊に残る自然を紹介し
ます。
講師 水島未記・添田雄二・表渓太・圓谷昂史
日時 2月25日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ ほ学２／ジュ1
申込・方法 事前申込、1月26日（金）より電話受付開始

44 アイヌの物語世界
研究の第一人者である中川裕さんを講師に迎え、アイヌ口承文芸の〈魅力〉と〈学習・継
承の取り組み〉〈これからの課題と展望〉などを語っていただきます。
講師 中川裕氏（千葉大学文学部教授）
日時 3月17日(土)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ ほ学２／ジュ1
申込・方法 事前申込、2月18日（日）より電話受付開始

45 アイヌ音楽を知らない人のための　アイヌ音楽入門講座
アイヌ音楽をよく知らない、あまり聴いたことがないという人のための、アイヌ音楽入門
講座です。
講師 甲地利恵
日時 3月25日(日)13:30〜15:30 会場 講堂
対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ ほ学２／ジュ1
申込・方法 事前申込、2月27日（火）より電話受付開始

講演会・ミュージアムカレッジ

46 はじめての古文書講座①入門編（全3回）
古文書が全く読めない！という方にオススメの講座。練習問題を解きながら、基礎からじっ
くり学びましょう。
講師 東俊佑

日時 1月7日(日)・21日（日）・2月4日（日）
13:30〜15:30 会場 講堂

対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ 教養6／ジュ3
申込・方法 事前申込、12月8日（金）より電話受付開始

47 はじめての古文書講座②続編（全3回）
「はじめての古文書講座①」の続編です。用例や練習問題を解きながら、くずし字に慣れ
ていきましょう。
講師 東俊佑

日時 2月18日(日)・3月4日（日）・18日（日）
13:30〜15:30 会場 講堂

対象・定員 中学生以上、80名（先着） 道民カレッジ 教養6／ジュ3
申込・方法 事前申込、12月8日（金）より電話受付開始

古文書講座

48 ミュージアムコンサート　アイヌ音楽ライブ
アイヌ民族の伝統的な歌・舞踏を忠実に再現・伝承している女性ヴォーカルグループ「マレ
ウレウ」が、さまざまな楽曲を演じる音楽会です。
出演 MAREWREW（マレウレウ）
日時 11月3日(金・祝)12:00〜13:00 会場 記念ホール
対象・定員 どなたでも、100名（先着）
申込・方法 事前申込不要、直接会場へおこしください

49 博物館のバックヤードを見てみよう
博物館の普段の活動の見えない部分を紹介し、一般に公開されていない収蔵庫等も特別に
見ていただきます。
講師 杉山智昭・山際秀紀

日時 12月23日(土・祝)、1月8日（月・祝）
①11:00〜12:00、②13:00〜14:00 会場

収蔵庫・ボイラー室・保
存処理室・展示場ほか

（会議室集合）
対象・定員 やや大人向け、各回10名（先着）
申込・方法 事前申込、11月24日（金）より電話受付開始

特別イベント

 電話での申し込みは 

        　  011-898-0500
   　　　　　　　　　　（受付時間9:30 〜 17:00）
○「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
に加え、ご来館時に、はっけん広場で直接お申し込みいただくことも
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週間後から受け付けます。
・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・メールでのお申し込み方法
・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

行事の申込方法

企画テーマ展「カムイと
アイヌの ものがたり」関連



   

　■ 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）

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

   

〒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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○■休館日、○祝日開館日、■自然観察会、■ちゃれんが子どもクラブ、■ちゃれんがワークショップ、■アイヌ語講座、■講演会・ミュージアムカレッジ、■古文書講座、　■特別イベント。
○祝日・振替休日の10/9（月）、11/3（金）、11/23（木）、12/23（土）、1/8（月）、2/11（日）、2/12（月）、3/21（水）は開館します。それに伴い、10/10（火）、1/9（火）、2/13（火）は休館します。
○12/14（木）〜12/15（金）、年末年始12/29（金）〜1/3（水）は休館します。
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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。
10:00〜16:00に開催します。

ハイライトツアー
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。14:00〜15:00に実施
しています。事前申込不要、どなたでも気軽に参加できます。
定員：20名程度（先着）、総合展示室入口前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。

＊参加するには総合展示のチケットが必要です。

＊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います。
　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）が使用できます。

総合展示室のイベント

H

いつも行うイベント

祝日に行うイベント

はっけんキット

はっけんイベント

土 日 祝

土 日 祝

「織物」ってなんだか難しそう。機械がな
いとできない…？ いえ、そんなことはあ
りません。段ボールのかんたん織機でふか
ふかの布を織りましょう。ミニポーチに
すれば、冬のおしゃれ小物のできあがり！
日時：1月の土・日・祝日
     　午前の部（10:30〜）、午後の部（13:30〜）
定員：各回5名（先着）
申込：12月1日（金）より電話受付

 1月
手織りの「ふかふかミニポーチ」
をつくろう

土 日 祝

土 日 祝

自然素材で染めた羊毛をハンドカード
や紡毛機を使って「糸」にしたり「ふわ
ふわボール」をつくってみよう。
日時：2月の土・日・祝日・振替休日
　　  午前の部（10:30〜）、
　　  午後の部（13:30〜）
定員：各回5名（先着）
申込：1月4日（木）より電話受付

 2月
自然素材で染めた羊毛でつくっ
てみよう

土 日 祝

土 日 祝

お米をとったあとの稲わらを使って、編
んだり毛糸でとめたり、小さなかわいい
かごのできあがり。ちょっとしたもの入
れにピッタリ！
日時：3月の土・日・祝日
　　  午前の部（10:30〜）、
　　  午後の部（13:30〜）
定員：各回5名（先着）
申込：2月1日（木）より電話受付

 3月
かわいい、かわいい小さなかご
をつくってみよう！

土 日 祝

振

昭和50年代、爆発的な人気をえたおもちゃ
にスライムがありました。そのふしぎな物
体・スライムをつくってみませんか？

稲わらを使って玄関用の「玉じめ」や神
棚用の「ごぼうじめ」などをつくります。

【Aコース】玉じめ
【Bコース】ごぼうじめ
【Cコース】宝船（しめ縄づくり経験者の
方限定）
日時：12月1日（金）〜12月24日（日）、　
     　午前の部（10:30〜）、午後の部（13:30〜）
定員：各回10名（先着）
申込：11月1日（水）より電話受付

10→11月

12月
しめ縄づくり

ふしぎな物体 スライムをつくろう

昔のきものを
着たり…

巨大アンモナイトに

さわったり

いつも
できる！

「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」などの体験ができ
る「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。

土 日 祝

電話での申し込みは 
011-898-0500

（受付時間9:30〜17:00）

期間
限定！

12月の開館日と、10・11・１・２・３月の土・日・祝・振替休日開館日限定のイベントです。

開館日毎日（事前申込）

事前申込

事前申込

事前申込


