
総合展示室

１テーマ

古文書を読む
新着資料 フラーシェム家の古文書

開拓使のお雇い外国人B.S.ライマンの弟子 
山際永吾

屏風を読む
《江差屏風》

屏風を読む
《桧山屏風》

北海道の引札あれこれ北海道の双六あれこれ ※

２テーマ
伝承者が生きた近現代 四宅ヤエさん

1870～1920年ごろの札幌

北海道の繊維産業

たくぎん

空飛ぶ鳥の「願いの骨」

３テーマ

４テーマ

５テーマ

人と歴史と ─川村カ子トと旭川─ ※

仕事とくらしのうつりかわり １
毒矢の禁止、そこからの歩み ※

集治監と囚人労働 ※

「北海道百年」※

「生き物たちの北海道」の150年 ※

クローズアップ展示 ＊観覧には総合展示のチケットが必要です
特別な資料を期間限定で紹介！
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9/15(土)～12/12(水) 12/15(土)～2/8(金） 2/9(土)～4/12(金）

※ 北海道150年事業関連

10月〜３月
2018年 2019年

〒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

― 博物館のはたす役割 ―

― 君につながるものがたり ―

第13回企画テーマ展国立科学博物館 巡回ミュージアム 第12回企画テーマ展
アイヌ民族の文化財を

未来へつなぐ
生命のれきしりんご農家の道具

博物館に収められているアイヌ民族資料は、
アイヌの人々が連綿と紡ぎ続けてきた暮らしの
実像を描き出す生き証人と言えます。この貴重な
文化財を後世へ守り伝えるため、現在、博物館
では様々な取り組みが行われています。本展示
では、普段見えない博物館の裏側で実施されて
いる活動について、資料を交えて紹介します。

私たち現代の人間が誕生するまでの間、地球や
そこに住む生き物たちはどのような道のりを歩
んできたのでしょうか。地球最古の岩石、大型
生物エディアカラ生物の化石、陸上に進出した
植物や恐竜の化石、そして私たち哺乳類の化石
などの標本・資料と一緒に、地球のれきし・生命
のれきしをたどる46億年のものがたりをご紹
介します。

国立科学博物館蔵

当館では2017年、札幌市南区で古くから使わ
れてきたりんご栽培の道具を収集しました。そ
れらの資料をいち早く公開します。さらに、明
治初期に開拓使によってりんごが持ち込まれた
歴史や、果樹・苗木栽培の道具、生活の中に見
られるりんごのイメージやデザインなどを切り
口に、りんごの歴史と文化を紹介します。

9/21　→11/25   金

2/8　→4/7金 日

12/8　→1/20土 日日

行事あんない

無料 無料
無料



・道民カレッジ：「ジュ」→ジュニア、「ほ」→ほっかいどう学、「教」→教養、「必」→必修　・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。

10 月
やってみよう、ステンシル！

囚人が逃げた！－明治期の集治監関係の文書から

はじめてからのアイヌ語講座（全3回）第1回

落ち葉でＰＯＮ！

ゆとり古文書講座（全3回）【レベル3】第1回

はじめての古文書講座（全3回）【レベル1】第1回

ステンシルは、型紙を使った印刷技術。自分だけの型紙を作って、ステキに印刷し
てみよう！　【第12回企画テーマ展関連】

明治の北海道では、道路建設などで囚人が働かされていました。逃亡事件の記録文
書からその実態に迫ります。

アイヌ語を知りたい！という方におススメの講座。アイヌ語の物語を通して、基礎
からじっくり学びましょう。

落ち葉であそぼう！秋の野幌森林公園を歩いてキレイな落ち葉を拾いましょう。い
くつ集められるかな？

入門編、基礎編を卒業した方のための初級講座。当館所蔵の古文書などをゆっくり、
じっくり読んでみます。

古文書が全く読めない、という方にオススメの入門講座です。用例や練習問題を解
きながら、くずし字を基礎から学びます。
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行事番号

講師：会田理人・山際秀紀 
日時：10月6日（土）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、9月7日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教1/ジュ1

講師：山田伸一
日時：10月7日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）　
申込：事前申込、9月8日（土）から電話受付開始　  道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

講師：田村雅史
日時：10月13日（土）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、40名（先着）　
申込：事前申込、9月14日（金）から電話受付開始　道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

講師：水島未記・堀繁久・表渓太、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：10月20日（土）10:00〜12:00　　会場：野幌森林公園内
対象・定員：どなたでも、40名（先着）　　　　（自然ふれあい交流館集合）
申込：事前申込、9月21日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：東俊佑
日時：10月21日（日）10:30〜11:50　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）　
申込：事前申込、9月22日（土）から電話受付開始　
道民カレッジ：教1（※3回全回出席で4単位）/ジュ1

講師：東俊佑
日時：10月21日（日）13:30〜14:50　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）　
申込：事前申込、9月22日（土）から電話受付開始
道民カレッジ：教1（※3回全回出席で4単位）/ジュ1

11 月
ミュージアムコンサート　アイヌ音楽ライブ

近世初期における日本人の地理認識の転換

博物館の産業資料を読む

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。

ヨーロッパ人の来航、豊臣秀吉による朝鮮出兵を契機に拡大、転換する日本人の地
理認識について紹介します。

博物館の産業資料に隠されているさまざまな情報を読み解いて、その来歴や特徴を
探り出します。　【第12回企画テーマ展関連】
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行事番号

講師：MAREWREW（マレウレウ）
日時：11月3日（土・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：不要、直接会場へお越しください。

講師：藤井讓治氏（京都大学名誉教授）
日時：11月3日（土・祝）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）　
申込：事前申込、10月4日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：会田理人・山際秀紀
日時：11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）
申込：事前申込、10月5日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

11 月
はじめてからのアイヌ語講座（全3回）第2回

ゆとり古文書講座（全3回）【レベル3】第2回

はじめての古文書講座（全3回）【レベル1】第2回

アイヌ語を知りたい！という方におススメの講座。アイヌ語の物語を通して、基礎
からじっくり学びましょう。

入門編、基礎編を卒業した方のための初級講座。当館所蔵の古文書などをゆっくり、
じっくり読んでみます。

古文書が全く読めない、という方にオススメの入門講座です。用例や練習問題を解
きながら、くずし字を基礎から学びます。
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行事番号

日時：11月10日（土）13:30〜15:30
会場、対象、申込等は10/13の第1回目（行事番号33）と同じ

日時：11月18日（日）10:30〜11:50
会場、対象、申込等は10/21の第1回目（行事番号35）と同じ

日時：11月18日（日）13:30〜14:50
会場、対象、申込等は10/21の第1回目（行事番号36）と同じ

1 月
アイヌ語であそぼう

博物館のバックヤードを見てみよう

4色の「アイヌ語ブロック」をくるくるさせながら、アイヌ語のクイズに答えて遊
びながら、単語を覚えよう！

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。
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行事番号

講師：田村雅史・大谷洋一
日時：1月12日（土）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、10名（先着）
申込：事前申込、12月15日（土）から電話受付開始　
道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

講師：杉山智昭・山際秀紀
日時：1月14日（月・祝）①11:00〜12:00、②13:00〜14:00
会場：収蔵庫ほか　　対象・定員：どなたでも、各回10名（先着）　　
申込：事前申込、12月15日（土）から電話受付開始

12 月
はじめてからのアイヌ語講座（全3回）第3回

稲わらで縄をつくって、長なわとびに挑戦！

ゆとり古文書講座（全3回）【レベル3】第3回

はじめての古文書講座（全3回）【レベル1】第3回

博物館で新年祈願!?　日本の画材で絵馬づくり

アイヌ語を知りたい！という方におススメの講座。アイヌ語の物語を通して、基礎
からじっくり学びましょう。

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す。

入門編、基礎編を卒業した方のための初級講座。当館所蔵の古文書などをゆっくり、
じっくり読んでみます。

古文書が全く読めない、という方にオススメの入門講座です。用例や練習問題を解
きながら、くずし字を基礎から学びます。

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。
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行事番号

日時：12月8日（土）13:30〜15:30
会場、対象、申込等は10/13の第1回目（行事番号33）と同じ

講師：池田貴夫・舟山直治
日時：11月25日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、10月26日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

日時：12月16日（日）10:30〜11:50
会場、対象、申込等は10/21の第1回目（行事番号35）と同じ

日時：12月16日（日）13:30〜14:50
会場、対象、申込等は10/21の第1回目（行事番号36）と同じ

講師：三浦泰之・水島未記
日時：12月22日（土）13:30〜16:00　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも、30名（先着）　
申込：事前申込、11月23日（金・祝）から電話受付開始
道民カレッジ：教2/ジュ1



 電話でのお申し込みは 

011-898-0500
   　　　　　　　　　　（受付時間9:30 〜 17:00）

○「申込」欄に「事前申込」とあるものは、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。
・電話でのお申し込み（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

■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
■講演会（外部講師による講演）　■ミュージアムカレッジ（当館職員による講義形式の講座）

■古文書講座　  ■アイヌ語講座　  ■特別イベント

・道民カレッジ：「ジュ」→ジュニア、「ほ」→ほっかいどう学、「教」→教養、「必」→必修　・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。 ・所属先を記載していない講師は当館職員です。　・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。

1 月

2 月

2 月
脱ゆとり古文書講座（全3回）【レベル4】第1回

羊毛を染める・紡ぐ

ユキウサギを追跡しよう！

スパルタ古文書講座（全3回）【レベル2】第1回

羊毛を染める・紡ぐ

貝の化石で標本をつくろう！

博物館のバックヤードを見てみよう

雪のなかで宝さがし

脱ゆとり古文書講座（全3回）【レベル4】第2回

スパルタ古文書講座（全3回）【レベル2】第2回

自力で古文書を読める方のための実践講座。江戸時代の北海道の歴史を、参加者と
ともに学びましょう。

ふわふわの羊の毛が糸になるまでを体験してみませんか？染めて、梳（す）いてあ
なただけの糸を紡いでみませんか？（2月9日、10日の行事は同じ内容です。）

雪の上を軽やかに走るユキウサギ。足跡を追いかけて、スピードのひみつや行動を
しらべよう！

くずし字判読の基礎力養成講座。ひたすら例文の音読と判読を繰り返し、くずし字
に慣れることをめざします。

ふわふわの羊の毛が糸になるまでを体験してみませんか？染めて、梳（す）いてあ
なただけの糸を紡いでみませんか？（2月9日、10日の行事は同じ内容です。）

砂の中から貝の化石を探しだして、ホンモノの化石図鑑をつくろう！

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。

雪の森で宝さがし！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
てみごと宝を掘りだそう！

自力で古文書を読める方のための実践講座。江戸時代の北海道の歴史を、参加者と
ともに学びましょう。

くずし字判読の基礎力養成講座。ひたすら例文の音読と判読を繰り返し、くずし字
に慣れることをめざします。
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行事番号

行事番号

行事番号

3 月
脱ゆとり古文書講座（全3回）【レベル4】第3回

スパルタ古文書講座（全3回）【レベル2】第3回

自力で古文書を読める方のための実践講座。江戸時代の北海道の歴史を、参加者と
ともに学びましょう。

くずし字判読の基礎力養成講座。ひたすら例文の音読と判読を繰り返し、くずし字
に慣れることをめざします。
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行事番号

日時：3月17日（日）10:30〜11:50
会場、対象、申込等は1/20の第1回目（行事番号49）と同じ

日時：3月17日（日）13:30〜14:50
会場、対象、申込等は1/20の第1回目（行事番号50）と同じ

講師：東俊佑
日時：1月20日（日）10:30〜11:50　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、40名（先着）
申込：事前申込、12月21日（金）から電話受付開始
道民カレッジ：教1（※3回全回出席で4単位）/ジュ1

講師：会田理人・尾曲香織
日時：2月9日（土）10:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、10名（先着）
申込：事前申込、1月10日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教4/ジュ1

講師：表渓太・堀繁久・水島未記、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：2月23日（土）10:00〜12:00　　会場：野幌森林公園内
対象・定員：どなたでも、40名（先着）　　　（自然ふれあい交流館集合）　
申込：事前申込、1月24日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：東俊佑
日時：1月20日（日）13:30〜14:50　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、80名（先着）
申込：事前申込、12月21日（金）から電話受付開始
道民カレッジ：教1（※3回全回出席で4単位）/ジュ1

講師：会田理人・尾曲香織
日時：2月10日（日）10:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、10名（先着）
申込：事前申込、1月10日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教4/ジュ1

講師：圓谷昂史・栗原憲一、畠誠氏（北広島市エコミュージアムセンター）
日時：1月26日（土）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、20名（先着）
申込：事前申込、12月27日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教1/ジュ1

講師：杉山智昭・山際秀紀
日時：2月11日（月・祝）①11:00〜12:00、②13:00〜14:00
会場：収蔵庫ほか　　対象・定員：どなたでも、各回10名（先着）　　　
申込：事前申込、1月12日（土）から電話受付開始

講師：舟山直治・池田貴夫
日時：2月16日（土）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）　　　
申込：事前申込、1月17日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教1/ジュ1

日時：2月17日（日）10:30〜11:50
会場、対象、申込等は1/20の第1回目（行事番号49）と同じ

日時：2月17日（日）13:30〜14:50
会場、対象、申込等は1/20の第1回目（行事番号50）と同じ



   

　■ 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13日･14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（105台・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

祝日・振替休日に行うイベント
＊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。

総合展示室のイベント
いつも行うイベント

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）、総合展示室プロローグにお集まりくだ
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。

H

電話での申し込みは011-898-0500（受付時間9:30〜17:00）

羊毛をくるくる巻きつけて秋色の葉っぱバッチをつくろう！　羊毛のヒミツ、紅葉のフ
シギもわかっちゃうかも？

開館時間内のいつでも参加できます。

開館時間内のいつでも参加できます。

開館時間内のいつでも参加できます。

9→11月 に開催

開館日毎日

開館日毎日

羊毛で落ち葉っち！
土 日 祝 振

稲わらを使って玄関用の「玉じめ」や神棚用の「ごぼうじめ」「宝船」をつくります。
Aコース　玉じめ（90分）
Bコース　ごぼうじめ（90分）
Cコース　宝船（180分、しめ縄づくり経験者の方限定）
時間：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（木）から電話受付

稲わらを織りましょう！　道具はいりません。指だけでサクサク織れば、かわいいト
レーのできあがり。ホントよ！
時間：午前の部（10:30〜12:00）、午後の部（13:30〜15:00）
定員：各回５名（先着）　　申込：2月1日（金）から電話受付
道民カレッジ：教１/ジュ１

羊の毛で干支のイノシシをつくりましょう。丸めた羊毛に顔をつけるとかわいいふわ
ふわのイノシシのできあがり！

雪の結晶の形は、寒さや湿り気で変わります。色紙を切って、いろいろな雪の結晶の
しおりをつくりましょう。

12月1日（土）→24日（月・振）

3月

1月4日（金）→20日（日）

1月26日（土）→2月24日（日）

しめ縄づくり

稲わらを織って、小さなトレーをつくろう

羊毛でふわふわイノシシをつくろう

雪の結晶のしおりをつくろう

＊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）がご利用になれます。

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

はっけんキット

はっけんイベント 入場
無料

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。

期間
限定！

土

土

日

日

祝

祝

に開催

に開催

申込不要申込不要

申込不要

申込不要

事前申込

事前申込


