
期日 曜 時間 講　　　　　座　　　　　名 講　　　師 内　　　　　　　　　　容 対象 定員 会場

5月10日 日 13:30～15:00
記念講演会
「『江戸の遊び絵』とは何か」

稲垣　進一
（国際浮世絵学会

常任理事）
展覧会の内容を中心にして、江戸の「遊び絵」を紹介します。 一般 150 講堂

5月16日 土 13:30～15:00
国際博物館の日記念
「市民とともに歩む歴史博物館」

山本　哲也
新潟県立歴史博物館は、2020年8月1日で開館20周年を迎えます。その間、さまざま
な事業を行い、また、市民との連携事業も多々行ってきました。20年間のできごとを
振り返り、これからの歴史博物館を展望します。

一般 50 研修室

5月30日 土 13:30～15:00 女性天皇の歴史 浅井　勝利
近年女性天皇、女系天皇などについての議論が活発化してきています。日本では過
去に10代8名の女帝が誕生していますが、そのうちの8割が古代に集中しています。
女性が天皇になった背景やその影響などについて考えてみます。

一般 50 研修室

6月13日 土 13:30～15:00

地域の資料館へ行って生活道
具をウォッチング①
＜会場：津南町歴史民俗資料館＞
   電話：025-765-2882

陳　玲
地域の資料館を会場として昔の生活道具を見比べ、地域を知る見学会を当館陳研
究員が案内します。会場は津南町歴史民俗資料館。現地集合現地解散です。なお、
津南町歴史民俗資料館の入館料が必要です。

一般 20
現地
集合
解散

6月20日 土 13:30～15:30
ここまでわかった新潟のえご
-えごリンピック２０２０
　　　　　　　　　　成果報告会-

大楽　和正
越後えご保存会

２０２０年5月15日開催の越後えご保存会主催「えごリンピック２０２０」で発表した調査
研究成果について報告します。越後えご保存会の皆さんによる報告も予定していま
す。

一般 50 研修室

7月5日 日
①11：00より
②13：30より

伝統芸能上演会
（午前の部・午後の部）

真明座
国重要無形民俗文化財に指定されている「佐渡の人形芝居」の上演会。午前の部、
午後の部を開催します。たいへんユニークなのろま人形の上演も予定しています。詳
細は当館ホームページやチラシ・ポスターなどでお知らせいたします。

一般
各
150

講堂

7月11日 土 13:30～15:00

地域の資料館へ行って生活道
具をウォッチング②
＜会場：下田郷資料館＞
電話　0256-46-5205（三条市市民部
生涯学習課埋蔵文化財調査室）

陳　玲
地域の資料館を会場として昔の生活道具を見比べ、地域を知る見学会を当館陳研
究員が案内します。会場は下田郷資料館。現地集合現地解散です。なお、下田郷資
料館の入館料は無料です。

一般 20
現地
集合
解散

7月19日 日 13:30～15:00
記念講演会
「戦争体験を記録する
　-長岡空襲を中心に-」

古田島　吉輝
（長岡戦災資料館

顧問）

長岡戦災資料館の語り部ボランティアに空襲体験を語っていただき、講師の古田島
吉輝氏に戦争体験を記録する活動について講演をいただきます。

一般 150 講堂

7月25日 土 13：30～15：00
体験型講座
「博物館の
　　うらがわ探検ツアー」

三国　信一
「博物館の裏側はどうなっているの？」「どんな仕事をしているの？」、ふだんは見るこ
とができない博物館のバックヤードを探険します。 なお、「保護者と小学生以下の組
み合わせ」で複数名での参加とします。

小中
学生・
親子

15
研修室

他

8月8日 土
①10：30～12：00
②13：30～15：00

体験型講座
「自分の指のレプリカを作ろう」

山本　哲也

レプリカって何？なぜ博物館にはレプリカが飾ってあるの？…そんな質問がよく聞か
れます。実際に自分の指のレプリカを作る作業をとおして、レプリカというものを考え
てみます。 なお、「保護者と小学生以下の組み合わせ」で複数名での参加を原則とし
ます。

親子
優先

各20 研修室

8月19日 水
①10：00～12：00
②13：30～15：30

体験型講座
「作ってみよう『本格まが玉』
　　　　　　　　　　　　（夏の部）」

山本　哲也

一般に体験用として使う滑石（かっせき＝硬度1）ではなく、やや硬い石材（硬度3）を
使い、また、昔の製作技法も一部取り入れながら、ちょっとだけ本格的なまが玉作り
を体験します。なお、「保護者と小学生以下の組み合わせ」で複数名での参加を原則
とします。※材料費300円が必要です。

親子
優先

各30 研修室

8月22日 土 13:30～15:00
記念講演会
「発掘された日本列島展
　　　　　２０２０の見どころ（仮）」

文化庁文化財
第二課

文化財調査官

「発掘された日本列島２０２０」の見どころ、最新の発掘調査、研究成果を紹介しま
す。

一般 150 講堂

8月29日
9月5日

土 13:30～15:00
はじめての「くずし字」
　～古文書を読む前に～
　　　　　　　　　　　前編・後編

本多　園子
近世の古文書によく出てくる「くずし字」ってどんなもの？　古文書を実際に読む前の
「超入門編」です。古文書講座にはじめて参加される方や、親子で古文書にチャレン
ジしてみたい方むけの講座です。

一般 35 研修室

9月12日 土 13:30～15:00
シリーズ「この逸品」連続講座①
「星野洋治コレクションと発掘さ
れた新潟県の旧石器時代遺跡」

橋詰　潤
今も日本列島の各地で様々な遺跡の調査が行われ、過去の新たな知見を私たちに
与えてくれています。本講座では、新潟県最古の時代をめぐる研究を当館所蔵資料
などにも触れながら振り返ります。

一般 50 研修室

9月19日 土 13:30～15:00
小瀬ケ沢、室谷洞窟と新潟県の
縄文文化のはじまりをめぐる研
究

橋詰　潤

新潟県阿賀町（旧上川村）に位置する小瀬ヶ沢洞窟、室谷洞窟の発見と調査は、縄
文時代のはじまりについて研究するうえで欠かすことのできない成果を残していま
す。調査から約60年を経てもなお色あせない両遺跡の調査研究について最新の成
果も取り入れながら振り返ります。

一般 50 研修室

10月3日
10月10日
10月17日
10月24日

土 13:30～15:00
古文書講座
　～古文書読解のツボ～
　　　　　　　　　　　　　　（全4回）

 田邊　幹
古文書を読めるようになっていただくことを目的に、古文書の読み方の基礎（ツボ）を
紹介します。

一般 35 研修室

11月7日 土 13:30～15:00 戊辰戦争損害賠償　スネル編 西田　泰民

昨年度に続き、戊辰戦争時に外国商人が新潟でうけた損害に関する賠償請求につ
いて、スネルの事例を取り上げます。外交史料館資料を中心に約15万ドルにもおよ
ぶ請求の内訳、スネルの商品仕入れ先などを検討し、武器商人としてのイメージの
正当性を検証します。

一般 50 研修室

11月21日
11月28日

土 13:30～15:00
古文書講座
　～江戸時代を探る～
　　　　　　　　　　前編・後編

渡部　浩二
江戸時代の越後の人々のくらしがわかるような古文書を教材とし、古文書解読ととも
に文書の社会的背景を解説します。なお。対象者は古文書中級者とします。

一般 35 研修室

12月12日 土 13:30～15:00 年中行事と食の民俗 三国　信一

年中行事には、季節の食物が登場することが多く、それは神仏への供物であったり、
人々のごちそうであったりします。供物は行事の背景・神仏に対する人々の捉え方を
示し、ごちそうは暮らしの中の楽しみ・季節の変化を乗り切る滋養でもありました。食
の民俗に注目して年中行事を紹介します。

一般 50 研修室

12月19日 土 13:30～15:00
シリーズ「この逸品」連続講座②
「尾張藩銃士隊士の北越戊辰
戦争従軍日記」

田邊　幹
当館所蔵の尾張藩銃士隊士の日記から、新政府軍の一兵卒の見た北越戊辰戦争
の様相を紹介します。

一般 50 研修室

 　 　    　 　 　

＜申込方法・手続き＞

・申込方法は、「この用紙」「館内の講座参加申込書」「電話」「葉書」「ファックス」または「メール」での申込となります。 いずれも、希望講座名、お名前、住所、電話番号の４項目を明記してください。

＊講師都合等による実施日の延期（中止）ということもあります。その際、申込者にはご連絡をいたします。当館ホームページなどで御確認ください。お申込されていない方はご連絡できませんので、ご注意ください。

　 

※　申込先
　　　　　〒９４０－２０３５　　新潟県長岡市関原町1-2247-2　　  新潟県立歴史博物館　　経営企画課

　　　　　TEL：０２５８－４７－６１３５         ＦＡＸ：０２５８－４７－６１３６　　　　       ﾒｰﾙ：koryu@nbz.or.jp

　※ お申し込みいただいた際の個人情報は、今後の講座や講演会・イベント等のご案内に使用させていただくことがあります。

　　令和２年度　新潟県立歴史博物館　講座のご案内（令和２年５月～１２月）

携帯電話からの申し込みメールは
こちらからのＱＲコードをご利用くだ
さい。


