
総合展示室

１テーマ
『蝦夷風俗十二ヶ月屏風』を読む（1） 古地図・絵図からさぐるアイヌ語地名※1

松浦武四郎の地図からさぐるアイヌ語地名※1松浦武四郎の蝦夷日誌を読む

２テーマ

アイヌ語地名研究者・
山田秀三の葉書から※1、※2

岩手県から北海道へ渡った神楽※2

たくぎん（北海道拓殖銀行）※2

北海道の地名にちなむ植物※1、※2

３テーマ

４テーマ

５テーマ

祈りの造形 ─死者を慎む（2）死者用の靴 

サハリン（樺太）アイヌの近現代史

道産子のブラジル移住100周年

おままごとの世界

昆虫から見る生物多様性 

アイヌ語地名研究者・山田秀三の、
アイヌ文化の記録や保存への関わり※1、※2

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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4/13(土)～6/7(金) 6/8(土)～8/16(金) 8/17(土)～10/11(金)

※1　第５回特別展「アイヌ語地名と北海道」関連　　※２　12月18日（水）まで開催

４月〜９月
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

第５回特別展ニュージーランドマオリ工芸学校日本巡回展 第14回企画テーマ展

アイヌ語地名と北海道北の手仕事2019

北海道の地名の多くは、アイヌ語に由来します。
江戸時代の地図にしるされた地名、明治～平成
の風景が物語る地名のうつりかわり、アイヌ語
地名研究の第一人者・山田秀三による調査の記
録など、さまざまな資料を紹介し、〈地名〉を
とおして北海道を見つめなおします。

世界の国々を巡回する、ニュージーランドの先
住民族・マオリの工芸展が、この春、北海道博
物館にやってきます。マオリ工芸学校の教師と
生徒による、彫刻や織物などの工芸作品の展示
と、カパ・ハカ（パフォーミング・アート）公演
や芸術のワークショップを通して、マオリの芸
術と文化を体感してください！

※ワークショップを含めたグランドオープンは5月1日（水）

（山田秀三の地名調査資料より：登別駅付近の地形図）

人々を惹き付けるアイヌの民族衣装。その美と
技は、今も学び受け継がれ、広がり続けていま
す。北海道各地の現代の作り手による作品を、
作者のメッセージも添えて紹介します。

4/27　→6/9   土 7/6　→9/23土 月・祝
4/27　→5/14 火土

日

行事あんない

無料
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アイヌの人びとが利用した植物
新緑の森を歩いて、アイヌの人びとが食べ物や衣服として利用した植物を探しま
しょう。※１
講師：水島未記・堀繁久・表渓太・大坂拓
日時：5/18（土）10:00〜12:00　　会場：野幌森林公園内（講堂集合）
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、4月19日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

はじめての古文書講座（全3回）第2回【入門編】
日時：5/12（日）13:30〜15:30
会場、対象、申込等は4/14の第1回目（行事番号4）と同じ

■自然観察会　　■子どもワークショップ　　■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。

4 月 6 月

7 月

5 月

北蝦夷地ウショロ場所物語

菅江真澄がみた北海道・東北の地名【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

「アイヌ語地名」とはなにか【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

博物館を建てる「モノ」のオリジナル図鑑をつくろう！

エゾアカガエルのラブコールを聴こう

はじめての古文書講座（全3回）第3回【入門編】

北海道ジオパークまつり2019

今井八九郎 ―人と業績―【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

アイヌ音楽 うたおう・おどろう・ならそう・ひこう

縄文土器をつくる（全2回）　第1回　つくる

はじめての古文書講座（全3回）第1回【入門編】

海野和男の生きもの写真のススメ

古文書に親しむ（全3回）第2回【実践編】

古文書に親しむ（全3回）第1回【実践編】

アイヌ語由来の標語・愛称を再考する

のこぎりでネームプレートをつくろう

縄文土器をつくる（全2回）　第2回　焼く

古文書に親しむ（全3回）第3回【実践編】

アイヌの手仕事〜衣文化をさぐる〜

1860年代のサハリン西海岸ウショロ場所のアイヌ支配をめぐる日露の争いについ
て、史料を基にお話しします。

南北海道と北東北をくまなく歩いた菅江真澄の日記と図絵を読み解きます。※２

〈サッポロ〉はアイヌ語地名？〈アイヌ語地名〉の歴史と意味とを、あらためて考
えてみます。※２

北海道博物館の建物をつくるモノ・素材の模様を写しとり、自分だけのオリジナル
図鑑をつくります！

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、早春の花たち
を観察しよう。

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！

19世紀初めごろ北海道を踏査し、貴重な地図や記録を遺した今井八九郎。その人
物と資料の意義を紹介します。※２

アイヌの歌や踊りや楽器を、ちょっとずつ、体験します。歌うこと踊ることが好き
な子、集まれ～！

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。

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

海野和男氏に生きもの写真の魅力や撮影のコツを語っていただき、実際に野外で生
きもの撮影の体験を行います。

くずし字判読の基礎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。

最近広められている「アイヌ語由来」の表現をとりあげて、アイヌ文化を理解する
うえでの問題を検討します。

のこぎりで丸太を切って、ネームプレートをつくってみましょう。昔のおぉ～きな
のこぎりにも挑戦！

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。

アイヌ民族の衣服づくりの継承と技法の研究とに長年にわたり実践的に取り組んで
きた成果をお話していただきます。※１
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講師：東俊佑
日時：4/7（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、3月8日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

6 月
100年前の北海道と朝鮮半島
100年ほど前に朝鮮半島から北海道にやって来た人たちについて、当時の新聞や公
文書をもとに紹介します。

11
行事番号

講師：山田伸一
日時：6/2（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、5月3日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ほ2/必1/ジ1

講師：石井正己氏（東京学芸大学）
日時：7/13（土）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、6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：児島恭子氏（札幌学院大学）
日時：7/6 （土）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、6月7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：鈴木明世・村上孝一
日時：5/11（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、4月12日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：堀繁久・水島未記・表渓太・鈴木あすみ、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：4/13（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）
申込：事前申込、3月14日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

日時：6/9 （日）13:30〜15:30
会場、対象、申込等は4/14の第1回目（行事番号4）と同じ

講師：道内ジオパーク関係者
日時：7/14（日）10:00〜16:30　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも
申込：事前申込不要、直接会場へお越しください。　道民カレッジ：（なし）

講師：佐々木利和（当館非常勤研究職員）
日時：7/7 （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、6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：甲地利恵
日時：4/13（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、3月14日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：右代啓視・鈴木琢也
日時：6/15（土）10:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、5月16日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教4/ジュ1

講師：東俊佑
日時：4/14（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、3月15日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジ1

講師：海野和男氏（生きもの写真リトルリーグ実行委員長）
日時：6/16（日）11:00〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、5月17日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

日時：5/19（日）13:30〜15:30
会場、対象、申込等は4/21の第1回目（行事番号5）と同じ

講師：三浦泰之
日時：4/21（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、3月22日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：奥田統己（当館非常勤研究職員）
日時：6/23（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、5月24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：青柳かつら・山際秀紀・池田貴夫・鈴木明世
日時：6/29（土）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも、20名（先着）
申込：事前申込、5月30日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：右代啓視・鈴木琢也、江別市セラミックアートセンター
日時：6/30（日）10:30〜15:30　　会場：江別市セラミックアートセンター
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、5月16日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教4/ジュ1

日時：6/30（日）13:30〜15:30
会場、対象、申込等は4/21の第1回目（行事番号5）と同じ

講師：津田命子氏（アイヌ服飾研究家）
日時：5/25（土）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、4月26日（金）から電話受付開始　  道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1



（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

電話での
お申し込みは 011-898-0500
行事の申込方法

■自然観察会　　■子どもワークショップ　　■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 ※1 第14回企画テーマ展関連　　※2 特別展関連

・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。

9 月

9 月

特別展関連イベント

7 月

8 月

アイヌ語研究からみた「アイヌ語地名」その2 【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

学芸員による特別展展示解説セミナー

北海道地名クイズ王決定戦

アイヌ語研究からみた「アイヌ語地名」その1 【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

アイヌ語研究からみた「アイヌ語地名」その3 【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

伊能忠敬と間宮林蔵の蝦夷地測量【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

アンモナイトを解剖しよう

［特別フォーラム］ふるさとの〈地名〉をみつめて

草原の主・トノサマバッタをさがそう

古地図と歩く【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

蝦夷通詞とアイヌ語地名【連続講座「アイヌ語地名と北海道」】

ドライアイスであそぼう！

大人のための「アイヌの楽器　まったく初めての体験」

石器をつくる

地図を楽しもう！ A

地図を楽しもう！ B

アイヌ語研究者の視点から、言語学からみたアイヌ語地名研究について語っていた
だきます。※２

北海道の地名にちなんだクイズ大会を開催。※詳細は、5月頃をめどに、当館のウェ
ブサイトなどで告知いたします。※2

アイヌ語研究者の視点から、言語学からみたアイヌ語地名研究について語っていた
だきます。※２

アイヌ語研究者の視点から、言語学からみたアイヌ語地名研究について語っていた
だきます。※２

北海道の地図・測量の歴史で広く名が知られる伊能忠敬と間宮林蔵。二人の足跡や
関係等を紹介します。※２

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。

平取と阿寒、それぞれの地域で〈地名〉をめぐる取り組みを続けてきた経験を語っ
ていただきます。※２

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？

雑誌『O.tone』編集デスク・街歩き研究家の和田哲さんに、古地図と歩く魅力を語っ
ていただきます。※２

上原熊次郎や加賀屋伝蔵などの蝦夷通詞の記したアイヌ語地名のすがたや意義につ
いてお話しいただきます。※２

ドライアイスでロケットやシャーベットをつくってあそぼう！二酸化炭素と地球環
境について、いろいろな実験から考えます。

アイヌの楽器「ムックリ」「トンコリ」を全く知らない大人の初心者が対象の体験
講座です。

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。

いろいろな「地図」を使って、私たちが住んでいる北海道について、楽しみながら
知ってみよう！※２
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講師：切替英雄氏（元北海学園大学）
日時：9/1（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、8月2日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

学校教職員対象「博物館教育プログラム研修会」を開催します。
詳しくは当館ウェブサイトをご確認ください。

開催時間：13:00〜14:00　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも、80名（先着）　事前申込不要　　道民カレッジ：（なし）
7月15日（月・祝）「地名にまつわる〈アイヌの伝承〉をみる」（講師：遠藤志保）
8月11日（日・祝）「江戸時代の古地図・古文献とアイヌ語地名」（講師：東俊佑）
8月12日（月・祝）「北海道の地名うんちく話〜ふるさとに帰省された皆様に」
　　　　　　　　　（講師：池田貴夫）
9月16日（月・祝）「地名の「ル」、そしてわがルベシベ」（講師：大谷洋一）
9月23日（月・祝）「山田秀三のアイヌ語地名研究」（講師：小川正人）

進行：池田貴夫ほか
日時：8月10日（土）13:30〜15:30　　会場：講堂

講師：佐藤知己氏（北海道大学）
日時：8/25（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、7月26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：中川裕氏（千葉大学）
日時：9/8（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、8月9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：髙木崇世芝氏（北海道史研究協議会会員）
日時：8/4（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、7月5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：圓谷昂史
日時：9/14（土）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、8月15日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：関根健司氏（平取町立二風谷アイヌ文化博物館）、
　　　郷右近好古氏（アイヌ料理の店「喫茶ポロンノ」店主）
日時：7/17（水）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、6月18日（火）から電話受付開始　　道民カレッジ：（なし）

講師：堀繁久・表渓太・水島未記・鈴木あすみ、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：8/17（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：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、7月18日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：和田哲氏（あるた出版編集部・『O.tone』編集デスク）
日時：9/15（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、8月16日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：谷本晃久氏（北海道大学）
日時：7/20（土）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、6月21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：表渓太
日時：8/18（日）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、30名（先着）
申込：事前申込、7月19日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：甲地利恵
日時：9/29（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：中学生以上、10名（先着）
申込：事前申込、8月30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：本吉春雄氏（湧別川流域史研究会会長）、右代啓視・鈴木琢也
日時：7/21（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）
対象・定員：どなたでも、40名（先着）
申込：事前申込、6月22日（土）から電話受付開始　　道民カレッジ：教4/ジュ1

講師：鈴木明世・鈴木あすみ・遠藤志保、北海道地図株式会社スタッフ
日時：7/27（土）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：小学生・中学生、40名（先着）
申込：事前申込、6月27日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

日時：8/3（土）13:30〜15:30
申込：事前申込、6月27日（木）から電話受付開始
内容、会場、対象等は7/27地図を楽しもう！A（行事番号25）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19日･20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

◯ ◯ ◯ 

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

＊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。

アイヌ民族のゴザの作り方を体験してみませんか。身近な材料とミニゴザ編み機を使っ
ておしゃれなコースターを作ります。※特別展関連

アイヌ民族のゴザ編み機でコースターをつくろう

昨年、大好評だったポップアップカードがもどってきました！　森林公園を舞台（ステー
ジ）に春の草花や生きものを貼って、飛びだすパノラマをつくろう！

開館時間内のいつでも
参加できます。

両面に絵のついた紙をくるくる回すと二つの絵が合体するよ。博物館のいろいろな展
示物の絵をくるくるさせると、さぁ何が見えるかな？　

4→5月 に開催

、7月25日（木）→31日（水）の開館日毎日6→7月

ポップアップカードでつくる春の森林公園

くるくるピクチャー大作戦！

土

土

日

日

祝 振

祝

土 日 祝

8月1日（木）→18日（日）の開館日毎日、

8月24日（土）→9月29日（日）の

はっけんキット

はっけんイベント 入場
無料

申込
不要

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！

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。

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。
開催時間：13:00～13:30　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

〔5/3～5/6限定〕

〔5/3～5/6限定〕

〔開放日：5/3～5/6、7/15、8/11～8/12、9/16、9/23〕


