
総合展示室

１テーマ

古地図・絵図からさぐる
アイヌ語地名※ 『蝦夷風俗十二ヶ月屛風』を読む(2)

新選組の元幹部隊士　永倉新八松浦武四郎の地図からさぐる
アイヌ語地名※

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※

２テーマ

北のシルクロード：
サンタン交易と蝦夷錦

新しく仲間入りした歴史資料たち

関東におけるアイヌ文化の活動

看板あれこれ

「すまい」を彩るタイル

３テーマ

４テーマ

５テーマ

アイヌ語地名研究者・山田秀三の葉書から※

岩手県から北海道へ渡った神楽

たくぎん（北海道拓殖銀行）

北海道の地名にちなむ植物※

モノから見るアイヌ文化
̶耳飾りのいろいろ

北海道にいるのいないの？
モグラの仲間

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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公開中～10月11日(金) 10月12日(土)～12月18日(水) 12月21日(土)～4月10日(金)

※9/23まで開催の第5回特別展「アイヌ語地名と北海道」関連

10月〜３月
2019年 2020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15回企画テーマ展  第16回企画テーマ展 蔵出し展

エゾシカ 北海道神宮 模型でみる札幌建築物語

当館には、100点以上の建築模型が収蔵されて
います。今回の展示では、その中から、明治以
降、北海道の中心都市として発展してきた札幌
のまちを彩っていた建物たちを紹介します。

エゾシカってどんな動物？
どんな暮らしをしているの？　
人とどのように関わってきたの？
昔は絶滅寸前になったって本当？　
増えすぎて困っているって本当？
どうすればいいの？
エゾシカのあれこれをわかりやすく紹介し、
野生動物との共生について考えます。

創祀150年となる札幌神社、後の北海道神宮が、
当館に寄託している考古・民族資料について、
明治30年（1897）の札幌神社祭典の様子を伝
える石版画などから、六代宮司白野夏雲の役割
に焦点をあてて紹介します。また、二代宮司と
なる菊池重賢が、明治5年（1872）に実施した
神社取調を再考します。

10/12　→12/15 2/8　→4/5 2/8　→4/5土 土 土日 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
ガリ版でいんさつ屋さん！

［シンポジウム］いま、あらためてエゾシカ問題を考える

ガリ版は、ひと昔前に使われていた印刷方法です。実際の道具を使って印刷し、昔
の技術を体験してみよう！

本州でのシカ問題への先進的な取り組みを紹介するとともに、エゾシカ対策の現状
や課題について考えます。※1
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行事番号

講師：会田理人・鈴木明世 
日時：10月6日（日）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：子ども向け（小学生／中学生、小学生以下は保護者同伴）
　　　　　　10名（先着）
申込：事前申込、9月7日（土）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：横山真弓氏（兵庫県立大学）、宇野裕之氏（道立環境科学研究センター）、
　　　伊吾田宏正氏（酪農学園大学）
日時：10月19日（土）13:00〜16:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、100名（先着）
申込：事前申込、9月20日（金）から電話受付開始　道民カレッジ：環境生活3/ジュ1

11 月
ミュージアムコンサート　アイヌ音楽ライブ

［文化の日講演会］植物を食べるシカ、シカに食べられる植物

紅葉の森で動物を探そう！

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。

植物を食べるシカも、シカに食べられる植物も様々な工夫をしています。そのせめ
ぎ合いをじっくり学びます。※1

秋の森を歩いてエゾシカなどの動物の痕跡を探しましょう。※1
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行事番号

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

講師：高槻成紀氏（麻布大学いのちの博物館）
日時：11月3日（日・祝）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：どなたでも、80名（先着）　
申込：事前申込、10月4日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：表渓太・水島未記・鈴木あすみ・堀繁久、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：11月9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）
申込：事前申込、10月10日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

11 月
鳥のつばさの標本をつくろう！

アイヌ語　はじめの一歩

エゾシカまつり

剥製や骨格標本、鳥の標本にはいろいろなものがあります。鳥のつばさの標本を一
緒に作りながら、構造を学んでみましょう！

アイヌ語って日本語と似てるの？　どのくらい違うの？　アイヌ語をゼロから知り
たいひとのための講座です。　

ふれる・つくる・あじわうなどの体験をとおして、楽しみながらエゾシカについて知
ろう！　親子でどうぞ。※1
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行事番号

講師：鈴木あすみ、表渓太
日時：11月30日（土）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：やや大人向け（小学生以下は保護者同伴）、10名（先着）
申込：事前申込、10月31日（木）から電話受付開始

講師：遠藤志保
日時：11月10日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）
申込：事前申込、10月11日（金）から電話受付開始
道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

日時：11月16日（土）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。

1 月
じっくり！「見て聞いてアイヌ文化の世界」

博物館のバックヤードを見てみよう

総合展示室内では途中までになっているアイヌのお話。解説と一緒に“最後まで”
聞いてみましょう。

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：遠藤志保
日時：1月11日（土）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）
申込：事前申込、12月12日（木）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18日（土）11:00〜14:00　　会場：収蔵庫など
対象・定員：やや大人向け（小学生以下は保護者同伴）、10名（先着）　　
申込：事前申込、12月21日（土）から電話受付開始

12 月
文字であそぼう♪　消しゴムはんこづくり

稲わらで縄をつくって、巨大人間あやとりに挑戦！

開拓使の頃のエゾシカと人

貝の化石で標本をつくろう！

アイヌの物語を聴いてみよう

歴史の中の「声」を聴く：北海道アイヌ協会創設のころ

博物館で新年祈願!?　日本の画材で絵馬づくり

好きなものや、自分の名前のかたちをもとに、消しゴムをほって、自分だけのハン
コをつくります。

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、巨大人間あやとりに挑戦します。

明治初期の北海道でシカがどのように利用されたのか、激減して禁猟に至ったのは
なぜか、文書から探ります。※1

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！

アイヌの物語を聴いてみませんか。お話の内容とアイヌ語の解説付きで、節をつけ
て語るお話を2つ紹介します。

戦後間もない1946（昭和21）年に設立された北海道アイヌ協会。初代理事長の演説
や、活動に関わった人の回想など、人々の「声」を通して時代のすがたを探ります。

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

講師：田中祐未・三浦泰之・水島未記
日時：12月1日（日）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：子ども向け（小学生／中学生、小学生以下は保護者同伴）
　　　　　　30名（先着）
申込：事前申込、11月2日（土）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：池田貴夫・舟山直治
日時：11月17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18日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1

講師：山田伸一
日時：11月24日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）
申込：事前申込、10月25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、畠誠氏（北広島市エコミュージアムセンター知新の駅）
日時：12月7日（土）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：子ども向け（小学生／中学生、小学生以下は保護者同伴）
　　　　　　20名（先着）
申込：事前申込、11月8日（金）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：大谷洋一
日時：12月8日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）　
申込：事前申込、11月9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：小川正人
日時：12月15日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）　
申込：事前申込、11月16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：田中祐未・三浦泰之・水島未記
日時：12月22日（日）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（土）から電話受付開始　　道民カレッジ：教2/ジュ1



・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。

 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　  ■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）

■アイヌ語講座　  ■特別イベント
※1 第15回企画テーマ展関連

1 月

2 月

雪のなかで宝さがし

羊毛を紡ぐ①

博物館のバックヤードを見てみよう

羊毛を紡ぐ②

渡島半島に暮らしたアイヌ民族の歴史と文化

雪の森で動物を探そう！

雪のつもったヒミツの場所で宝さがし！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！

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？　あなただけの糸を紡い
でみましょう。

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。

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？　あなただけの糸を紡い
でみましょう。

明治初期に開拓使函館支庁管内に暮らしたアイヌ民族約700人。彼らがたどった歴
史を民具と文書からたどります。

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！
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行事番号

行事番号

3 月
じっくり見よう！アイヌの着物

択捉島紗那の学校と高城重吉

北海道博物館所蔵のアイヌの民族衣装を蔵出しします。見比べながら、アイヌの着
物についてゼロから学んでみませんか？

1880（明治13）年に開拓使が択捉島紗那に設置した学校を中心に、この地域に生き
たアイヌの人々の歴史を考えます。
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行事番号

講師：亀丸由紀子・遠藤志保
日時：3月1日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、40名（先着）
申込：事前申込、2月2日（日）から電話受付開始　　道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

講師：小川正人
日時：3月22日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）
申込：事前申込、2月23日（日）から電話受付開始
道民カレッジ：ほ2/必1/ジュ1

講師：舟山直治・池田貴夫
日時：1月25日（土）13:30〜15:00　　会場：講堂
対象・定員：子ども向け（小学生／中学生、小学生以下は保護者同伴）
　　　　　　40名（先着）
申込：事前申込、12月26日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1

講師：尾曲香織・会田理人・池田貴夫
日時：2月8日（土）10:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、10名（先着）
申込：事前申込、1月9日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：教4/ジュ1

講師：杉山智昭・山際秀紀
日時：1月26日（日）11:00〜14:00　　会場：収蔵庫など
対象・定員：やや大人向け（小学生以下は保護者同伴）、10名（先着）　　
申込：事前申込、12月27日（金）から電話受付開始

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

講師：大坂拓
日時：2月16日（日）13:30〜15:30　　会場：講堂
対象・定員：大人向け（中学生以上）、80名（先着）
申込：事前申込、1月17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・水島未記・堀繁久、自然ふれあい交流館スタッフ
日時：2月29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）
申込：事前申込、1月30日（木）から電話受付開始　　道民カレッジ：ジュ1



   

　■ 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

◯ ◯ 

電話での申し込みは011-898-0500（受付時間9：30〜17：00）

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！

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。

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

ミュージアム
トーク

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。

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。

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

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（金）から電話受付

11月30日（土）→12月18日（水）　開館日毎日
しめ縄づくり

事前申込

お米をとった残りのわらでミニほうきを作ってみよう。
技術はいらない、根気が必要。さあ挑戦してみよう。

ワラでミニほうきをつくろう！
土 日 祝

1月4日（土）→19日（日）　開館日毎日

1月25日（土）→2月11日（火・祝）　　　　　　に開催

申込不要

開館時間内のいつでも参加できます。

シカ笛はシカをとる時に鳴らして、おびきよせる道具です。身近な材料で作って鳴らし
てみましょう♪

10→11月 に開催
つくって鳴らそうシカ笛♪

土 日 祝 振 申込不要

開館時間内のいつでも参加できます。

※11月30日（土）を除く　

指だけで毛糸を織りましょう。不思議な模様が現れて…細長い布になり、可愛いブレス
レットのできあがり！
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：１月16日（木）から電話受付
道民カレッジ：教１／ジュ１

2月15日（土）→3月                に開催
指織りで毛糸のブレスレットをつくろう

事前申込土 日 祝

〔エゾシカ展関連で10/14，10/22，11/4，11/23限定〕

〔エゾシカ展関連で
 11/23限定〕

振


