令和4年度版

栃木県立博物館
開館40周年

催し物案内

開館40周年記念特別企画展

鑑真和上と下野薬師寺

〜天下三戒壇でつながる信仰の場〜

奈良時代、鑑真和上によって唐から正式な戒律が伝えら
れると、僧侶に戒を授ける儀式を行う寺院が全国に３か
所だけ築かれました。本展では、東国で唯一戒壇が設け
られ、
「天下三戒壇」の一翼を担った下野薬師寺の歴史と、
下野の仏教文化について紹介します。

画像提供

奈良国立博物館

下野薬師寺縁起
(下野薬師寺)

●連続講演会 ※聴講には当日の観覧券が必要です。
「下野薬師寺にまつわる歴史と美術①」☎（150）
【講堂】
9月18日(日)13：00〜16：20
【講師：東京大学名誉教授 佐藤信氏(日本古代史)】
【講師：元国士舘大学教授 須田勉氏(考古学)】

「下野薬師寺にまつわる歴史と美術②」☎（150）
【講堂】
鑑真和上像(東大寺)

画像提供

●記念講演会

国宝 薬師如来立像(唐招提寺)

奈良国立博物館

画像提供

奈良国立博物館

☎（150） ※聴講には当日の観覧券が必要です。

「鑑真和上と戒律の伝来」
【講堂】

9月17日(土)13：30〜15：30
【講師：日本学士院会員
武田科学振興財団 杏雨書屋館長 東野治之氏】

●とっておき見どころ解説

☎（150）
【講堂】
【担当学芸員】

9月25日(日)13：30〜15：00
10月15日(土)13：30〜15：00
10月16日(日)13：30〜15：00

企画展 講演会・講座の申込みについて

■ ☎ のマークがついているものは電話での予約が必要です。

028-634-1312（教育広報課）

10月9日(日)13：00〜15：30
【講師：早稲田大学教授 川瀬由照氏(日本彫刻史)】
【講師：鎌倉国宝館長 山本勉氏(日本彫刻史)】

■博物館コンサート

●記念講演会

☎（150） ※聴講には当日の観覧券が必要です。

「異界と民俗的想像力」
【講堂】

5月8日(日)13：30〜15：30
【講師：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 常光徹氏】

●関連講座①「地獄絵絵解き」☎（20）
【展示室】
5月28日(土)14：00〜15：00
【講師：光琳寺 住職 井上広法氏】

（150）
●関連講座②「栃木の民話語り(異界)」
【講堂】

6月11日(土)13：30〜15：00
【講師：栃木県民話の会連絡協議会・担当学芸員】

●展示解説

①4月30日(土) ②6月4日(土)14：00〜15：00【展示室】

第133回企画展

7/16(土)〜8/21(日)

●ワークショップ
「古代瓦の3Dぬり絵」☎（20） ￥ 200円【1Fロビー】
9月23日(金)13：30〜14：00

■予約受付は開催月の 2 か月前の 1 日からです。
定員に達した時点で受付終了となります。
■ （ ） の中の数字は定員です。

10：30 〜 12：00【玄関ポーチほか】
オーケストラ・吹奏楽・オペラなど
たくさんの団体が美しい音を奏でます。
※時間は変更になることがあります。

■クイズにチャレンジ

10：00 〜 12：00【受付は 11:30 まで】
館内のあちらこちらにあるクイズに
挑戦してください！参加者には博物館
限定缶バッジをプレゼント！

■学芸員とっておき講座

13：30 〜 15：00【講堂】
学芸員が博物館でしか聞けない
“とっておき” の話をします。

■キッズツアー

14：00 〜 14：30【展示室】
解説員が選んだテーマを、小学生向けに
いろいろな角度からご案内します。

■百人一首読み札ぬり絵

［利用案内］
開館時間

9：30〜17：00（入館は16：30まで）

休 館 日

月曜日（祝日を除く）、祝日の翌平日
6/20〜7/4（定期消毒）、12/28〜1/4（年末年始）

観 覧 料
■一般260円（200円）、大学生・高校生120円（100円）、
中学生以下は無料 ※（ )内は20名以上の団体割引料金
■特別企画展は一般1,250円(1,030円)、大学生・高校生620円(510円)
■県民の日関連（6/11・12・15）、文化の日
（11/3）は無料
◎Ｍ割（ミュージアム割引）について

※栃木県博物館協会のＭ割参加館の入館券を持って、入館日から6か
月以内にＭ割参加館に入館すると、料金割引を受けられます。
※Ｍ割参加館は、当館HPでご確認ください。

［アクセス］
バ

ス

■JR宇都宮駅（西口）から（関東バス）
◇⑬番乗り場 37「桜通り経由鶴田駅」または「西川田駅」
行きで「中央公園博物館前（ ）」下車
中央公園内を徒歩約8分
◇⑩番乗り場 43「長坂経由新鹿沼」行きで「文星芸術大学
附属中高（ ）」下車、南へ徒歩約8分
■東武宇都宮駅から（関東バス）
関東バス「東武駅前」バス停で上記バスに乗車

自 動 車

■鹿沼ICから約8.5㎞、宇都宮ICから約12㎞

9：30 〜なくなり次第終了
百人一首とかかわりの深い栃木県。
ぬり絵で楽しく百人一首を学びましょう！

至 宇都宮IC
至 日光

宇都宮環状線
松原３丁目

至 大谷

「下野薬師寺にまつわる歴史と美術③」☎（150）
【講堂】

10月22日(土)13：00〜16：20
【講師：日光市観音寺住職 千田孝明氏(日本仏教文化史)】
【講師：日本女子大学名誉教授 永村眞氏(日本中世史)】

毎月第３日曜日は県博デー
※今年度は、特別企画展があるため、9・10月は開催致しません。
※予約不要

私たちの日常とは異なる世界＝異界。暮らしの中でふい
につながり、福や魔がもたらされます。どこに、いつ、
なにが、なぜ・・・異界を考えます。
重要文化財
東征伝絵巻 巻五（部分）
(唐招提寺)

Tochigi Prefectural Museum

4/23(土)〜6/15(水)

9/17(土)〜10/30(日)

2022年4 月〜2023年3月

栃木県立博物館の公式キャラクター
「みーたん」

第132回企画展

桜２丁目

恐竜時代の海で繁栄したアンモナイト。知っているようで、
意外と知らないアンモナイトについて、たくさんの実物化石
の展示を通して詳しく解説します。

●記念講演会

☎（150） ※聴講には当日の観覧券が必要です。

「もがいて もがいて 古生物学者！
〜私が化石の研究者になったわけ〜」
【講堂】
8月6日(土)13：30〜15：30
【講師：国立科学博物館 地学研究部 研究主幹 木村由莉氏】

●展示解説

7月23日(土)14：00〜15：00【展示室】

博物館ツアーを楽しもう！
●県博デーを除く土・日・祝に実施
■ ミュージアムツアー 13：30〜
解説員が常設展・テーマ展・企画展の中から、
おすすめの展示を20〜40分程度でご案内します。

■ ファミリーツアー 10：00〜
解説員が展示の中からおすすめのポイントを選んで、
お子様連れのご家族に向けて10分程度でご案内します。

文 文
〇
〇

至 鹿沼

栃木県立博物館
至 鹿沼IC

栃木県
中央公園
滝谷町

県庁
JR

県立
博物館東

東武宇都宮

平成通り

［お問い合わせ］
〒320-0865 宇都宮市睦町2-2
電話 028-634-1311（代） 028-634-1312（教育広報課）
FAX 028-634-1310
http://www.muse.pref.tochigi.lg.jp/
こちらからも当館HPをご覧いただけます。→

４月

５月

６月

4/23（土）

異界〜あなたとふいにつながるせかい〜

7/16（土）

●展示解説

5/7(土) 14:00〜15:00

11月

鑑真和上と下野薬師寺

10/30（日）

〜オウムガイ、そしてイカ、タコ〜

テーマ展

法師道鏡牒写(龍興寺)

テーマ展

キッズ展示

講座・観察会︵ ︶

スミレをさがそう！

6月11日(土)生物・地学収蔵庫ガイド
13:30~14:30【研修室】☎（20）

19:30~21:00【栃木県中央公園】☎（50）

5月14日(土)

ダンゴムシとワラジムシ
をさがしてみよう！

6月12日(日)生物・地学収蔵庫ガイド

8月14日(日)昆虫標本をつくろう！

10:00~12:00【研修室】☎（20）

6月 4日(土)

モリアオガエル観察会

19:00~21:00【塩谷町】☎（20）

セミの羽化を見よう！

13:30~15:00【研修室】☎（20）

9月18日(日)

キノコの観察会 in中央公園

10:00~12:00【研修室】 ☎（30）

9月23日(金)古代瓦の3Dぬり絵

13:30~14:00【1Fロビー】☎（20） ￥ 200円

10:00~12:00【真岡市】☎（20）

10月22日(土)

体験

5月 4日(水) 化石ひろい

7月 9日(土) かるたで遊ぼう

4月29日(金) 化石ひろい

5月 5日(木) 折り紙でかぶとをつくろう

7月18日(月) 昔のくらし体験①昔の道具

4月30日(土) 県博たてものツアー

5月29日(日) 昔の布でシジミ貝根付をつくろう

5月 3日(火) 県博たてものツアー

6月11日(土) 紋切り江戸遊び

対象：小学校4年生〜中学校3年生

3/5(日) 3/26(日)
14:00〜15:00

啓孫筆「虎渓三笑山水図」部分

関連講座 おじいさんやおばあさんの民話語り 1/14(土)〜3/25(土)の毎週土曜日14:30〜15:00

●展示解説

テーマ展

アライグマ

地中に生えるキノコ

〜トリュフとその仲間たち〜

12/4(日) 1/22(日) 14:00〜15:00

3/5（日） 3/18（土）

昔のこと知ってっけ？−昔の道具編ー

１月〜３月
1月15日(日)

■予約受付は開催月の2か月前の1日からです。
定員に達した時点で受付終了となります。
■対象は小学生以上（小学生は保護者同伴）です。
■（

） の中の数字は定員です。

※キャンセルについては、開催日1週間前までに必
ずご連絡ください。
■ ￥ は別途材料費が必要です。

（

）観察会について

■保険料１人100円が必要となります。
■詳細を後日郵送にて連絡しますので、申込みの
際にご住所をお伺いします。

体験〜博物館でやってみよう！〜について

（40）
中央公園の野鳥観察会 9:00~10:30【栃木県中央公園】

■時間は14:00〜15:30です。

2月26日(日)活動・研究発表会「あつまれ！自然好き」10:00~16:30【講堂】

■対象は小学生以上（保護者同伴）です。

13：30〜14：30【研修室】☎（20）

学芸員とっておき講座 毎月第３日曜日 県博デーに開催
※予約不要
4 月 17 日
5 月 15 日
6 月 19 日
7 月 17 日
8 月 21 日

11月12日(土) 手ぬぐいでミニ巾着をつくろう
12月 3日(土) まゆ玉でうさぎをつくろう

7月24日(日) まが玉をつくろう
8月28日(日) 探検！縄文時代

身のまわりの石たち
みやびな衣装ーひなまつりー

028-634-1312（教育広報課）

11月 3日(木)生物・地学収蔵庫ガイド

ミミズをよ〜く観察してみよう

8月 7日(日) 七夕飾りをつくろう

とちぎ子どもの未来創造大学

絵の中で集まる愛すべき
おじさんたち

■ ☎ が付いている講座・観察会は予約が必要です。
下記までご連絡ください。

※参加費はかかりません。集合場所は中央公園管理事務所になります。

※開花の状況に合わせて、HP等で実施日時を発表します。

4月24日(日) 扇ぬり絵体験

●展示解説

12/24(土) 1/21(土)
14:00〜14:30

2/26(日) 14:00〜15:00

講座・観察会の申込み

10：00〜12：00【那須塩原市】☎（20） ￥

10：00〜11：30【研修室】☎（20）

9月24日(土)

テーマ展

〜最近の発掘調査から〜

戦争の“記憶”を引き継ぐ

昔のこと知ってっけ？〜道具を知れば暮らしが見える〜

木の葉化石をしらべよう。

13:30~16:00【研修室】 ☎（20）

●5月中〜下旬に開催予定●
ナスヒオウギアヤメ鑑賞会【栃木県中央公園】

※10：30〜11：30

巡回展 栃木の遺跡

いま知ってほしい栃木の外来生物

大地のつくりと変化

11月 5日(土)火山灰は宝石箱

13:30~16:00【研修室】☎（20）

たんぼ物語〜土ってすごイネ〜

テーマ展
●展示解説

12/17(土) 1/29(日)
14:00〜15:00

10月〜12月

8月20日(土)豚足で骨格標本をつくろう！
8月27日(土)

●展示解説

4/2（日）

下野薬師寺跡出土瓦 (下野市教育委員会)

７月〜９月

4月16日(土)

13:30~14:30【研修室】☎（20）

栃木の平野の暮らし 稲作

2/18（土）

11/19（土）
栃木県指定文化財
誕生釈迦仏立像（龍興寺）

古代の衣装ー七夕編ー いろいろな時代の衣装 スロープ展示の仲間を紹介
7月30日(土)

2/5（日）

３月

4/2（日）

7/31(日) 14:00〜15:00

４月〜６月

２月

11/26（土）

いまも生きるアンモナイトのなかま

オカダンゴムシ

10:00~14:00【宇都宮市多気山】☎（20）

テーマ展

8/7(日) 14:00〜15:00

昆虫ってなあに

１月

●展示解説

8/21（日）

端午の節句ー鎧ー

テーマ展

〜天下三戒壇でつながる信仰の場〜

8/21（日）

●展示解説

12月
12/17（土）

9/17（土）

〜太古の海の不思議な生き物〜

「百目鬼之姿絵」
（本願寺）
画像提供 本願寺

10月

特別企画展

8/21（日）

7/16（土）

藁人形(日光市)

ダンゴムシ

９月

アンモナイトの秘密

企画展

テーマ展

テーマ展

８月

アンモナイトの一種
メトイコセラス
白亜紀(アメリカ)

︿実物初公開﹀

展示カレンダー

企画展

6/15（水）

７月

12月11日(日) 木の実クラフトをつくろう

☎（20）

鉱物と宝石を展示する〜企画展ができるまで〜
民俗事例から異界を探る
ダンゴムシってどんな動物？
化石になった生き物たち
顕微鏡で見たキノコの世界

11 月 20 日
12 月 18 日
1 月 15 日
2 月 19 日
3 月 19 日

時間 13：30〜15：00
場所 講堂

栃木県の外来生物 ( 脊椎動物 )
理科室にねむっていた標本たち
栃木の田んぼと米作り
戦争の “記憶” を引き継ぐ
日本絵画のテーマ〜集まるおじさんを中心に〜

大人も博物館でやってみよう！ 11月23日
（水）

1月 8日(日) 化石を楽しもう

10：30〜12：00 県博たてものツアー ☎（20）
13：30〜15：00 化石取り出し体験 ☎（20） ￥

3月12日(日) 昔のくらし体験②昔のおもちゃ

対象：18才以上

☎（20）

2月23日(木) 折り紙でおひなさまをつくろう

■（

） の中の数字は定員です。

■ ☎ が付いている体験は予約が必要です。

028-634-1312（教育広報課）
とちぎ子どもの未来創造大学
7月24日(日)まが玉をつくろう
8月28日(日)探検！縄文時代は
「とちぎ子どもの未来創造大学」との連携事業です。
申し込みはこちらから
https://www.tochigi-edu.ed.jp/
rainbow-net/kodomo-daigaku

