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指定管理者 文化の杜共同企業体 

文化の杜共同企業体自主企画事業 

朝日新聞社提供 

 

本展の見どころをご案内します。「大迫力のはく製がいっぱい！」来

ます。哺乳類のからだの不思議や仕組みを観察できます。つぎに、

「アフリカゾウの全身骨格が目の前に！」現れます。哺乳類のなかで

も陸上で最大といわれるアフリカゾウの全身骨格の大きさを実感でき

ます。「“三大珍獣”勢ぞろい！」ジャイアントパンダ、オカピ、コビトカバ

が会場にお目見えします。またハンズオンの展示や「アニマルモーシ

ョン」で動物の大きさやはやさを体感できます。 

私たちのなかま‐哺乳類のことを知る絶好の展覧会。この夏皆さま

のご来場をお待ちしています。（文化の杜共同企業体 謝花佐和子） 

 

この夏、世界各地の哺乳類が沖縄に大集合します。2010年に東京上野の国立科学博物館、2013年に青森県

立美術館で開催され、約 80万人がみた「大哺乳類展」が県立博物館・美術館にやってきます。本展は、国立科学

博物館所蔵の「ヨシモトコレクション」を中心に、はく製、骨格など約 150点を一挙公開します。なかなかみることので

きない動物を体感できる展覧会です。 

 

入場券 一般・大学生 小・中・高校生 幼児(3歳以上)

当日券 1200円 600円 400円

団体券 1020円 510円 340円

～ 

ふれあい体験室体験キット No.7「いろいろな木と草」から植物のつくりと葉の

働きを知るワークショップ。 

植物は光合成という働きで二酸化炭素と水と光で栄養をつくっているよ。

「光合成ペンダント」をつくって、オオカナダモが呼吸をしたり光合成している

様子をペンダントの水溶液の色の変化から観察しよう♪ 

 

☆ふれたい博士の「光合成ペンダント」 

日程：7 月～9 月の毎週土曜日 

1 回目 10:00  2 回目 10:30 

3 回目 11:00  4 回目 11:30  

（所要時間 30 分） 参加費：150 円 

対象：小さなお子さんから大人（小3以下、大人同伴） 

定員：当日先着 60 名（各回 15 名） 9 時より受付 

 

ふれたい博士の「光合成ペンダント」 

 

■どうぶつ博士にきいてみよう！8/21・28(金) 

■マングースの解剖と骨格標本づくり 8/4(火)・5(水)･6(木)･11(火) 

■夜のやんばるの森観察会 8/8(土) 

■アニマルバルーンアートづくり 8/9(日) 

■動物園のよもやま話 8/15(土) 

■chili(チリ)でどうぶつちぎり絵 8/23(日)・8/30 

■移動ふれあい動物園 7/26・8/23(日) 

 

詳しくはホーム

ページをみてね 
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美術館：コレクション展 

7 月 17 日(金)～8 月30 日(日) 

一 般 1000円(800) 

高大生 800円(640) 

小中生 600円(480) 
( )は前売り及び 20 名以上の団体 

博物館企画展」/美術館企画展/全館の

年間パスポートでご見学いただけます。 

2015年6 月 13 日(土)～2016年3 月 13 日(日) 

戦後間もない頃（1948 年）那覇市首里儀保に

主に東京美術学校（現東京芸術大学）出身等の

画家たちが集い、美術村が作られました。ニシムイ

美術村の誕生です。戦争により、自然や文化まで

が焼き尽くされ、変わり果てた沖縄の状況を憂い

ながらも、画家たちは戦後沖縄の文化や美術の復

興に奔走しました。混沌とした時代に、依頼に応じ

肖像画を描き、生活の糧を得ながらも独自の芸術

活動を展開しました。沖展（沖縄美術展）の開催

や、戦後沖縄の文化活動、美術・工芸の発展に

貢献しました。戦後 70年が経った今日、改めてニ

シムイをとおして戦後沖縄の芸術、文化を検証す

る展覧会を開催します。  (美術館 仲里安広) 

一  般：310円 (250円)  高大生：210円 (170円) 

小中生：100円 (80円)   (  )20名以上の団体 

※県内小中生及び 70歳以上の方は無料 

 
左から具志堅以徳、安谷屋正義、安次嶺金正、玉那覇正吉 

沖縄の人々にとって海は、生活と切り離すことのできない特別で身近な存在です。しか

し、サンゴ礁や大陸棚を超えた先にある、水深 200m 以上の深海はどうでしょうか？近年

テレビなどで巨大ダイオウイカやオオグソクムシ等が話題になりますが、深海はまだまだ知

られざる未知の世界というイメージが強いですね。 

実は日本周囲の海洋には深い海溝が存在しています。多様な生き物の生態系ととも

に、海底資源や海洋プレートがあり、地球や生命の研究において最適な環境を有している

といわれています。本展では「深海と生命」をテーマに海を知ろうとする人類の挑戦や深

海の環境、生き物について、アトラクション方式の体験型展示で分かりやすく紹介します。

私たちが知らないと思っていた深海の世界は、実は意外に身近なところに関わりがあったり

します。その答えをぜひ本展で探してみてください。（文化の杜共同企業体 金城美奈子） 

 

 博物館企画特別展示室 

☆学芸員によるキュレータートーク 

8/22(土)豊見山愛  10/24(土)仲村保  1/23(土)島筒格   

時間：14:00～15:00 ※展示室入場にはチケットが必要 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

昨年度の学芸員教室の様子 

「キッズカメラマン」の様子 

 

■■■ ■ ■■  
■■  ■■ ■■■  美術館コラム ■ 

作ル♪観ル♪創ル♪考えル♪ 

★「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
14:00～16:00

■博物館常設展 ボランティアガイド
【毎週水・金・日】14:00～17:30

9 木
■博物館常設展 展示解説会
講師:園原謙 14:00～15:00

■博物館文化講座 シンポジウム
「発掘！沖縄の先史集落」
14:00～17:00

■ふれあい体験室ワークショップ
ふれたい博士の「光合成ペンダント」

★しまくとぅばプロジェクト連続講座
第3回「しまくとぅばの辞書をつくろ
う」　13:00～14:30
講師:かりまたしげひさ氏

★しまくとぅばプロジェクト連続講座
第4回　「しまくとぅばを知る」
講師:西岡敏氏　15:00～16:50

13 月 休館日

14 火
県民ギャラリー1　7/14～7/19
「沖縄旺玄会小品展」

15 水
県民ギャラリー3  　7/15～7/19
「60days Art therapy」

17 金
■「深海体験　海底二万里の世界」
開催期間:7/17(金)～8/30(日)

■「大哺乳類展 ぼくらのなかまたち」
開催期間:7月18日(土)～9月6日(日)

■博物館学芸員講座
「ハトはなぜ首を振って歩くのか？」
講師:藤田祐樹  14:00～16:00

■美術館「ニシムイ展 太陽のキャンバ
ス」ギャラリートーク
講師:安次富長昭氏 14:00～15:30

■ふれあい体験室ワークショップ

19

■美術館「ニシムイ展 太陽のキャンバ
ス」ギャラリートーク
講師:崎山律子氏 14:00～15:30

★しまくとぅばプロジェクト連続講座
「うちなーぐちリーディング」
14:00～15:30 講師:国吉朝政氏

21 火 休館日

22 水

県民ギャラリー1.2.3
「琉球ガラス×ヴェネチアングラス モダ
ンアートの世界」 7/22～7/26

■博物館バックヤードツアー
講師:山崎真治(人類)14:00～15:00

■博物館体験学習教室
「昆虫標本づくり」1回目
講師:山﨑仁也　9:30～12:00

■ふれあい体験室ワークショップ

26 日
■博物館体験学習教室　9:30～
「昆虫標本づくり」2回目

27 月 休館日

県民ギャラリー1　　7/28～8/2
「毅彦・毅志+亘3人展」

県民ギャラリー2　7/28～8/2
「bitter melon」

■博物館学芸員教室2015
1.砂の中から宝を探せ！！
2.貝器づくりに挑戦
3.印じゃなーい？

29 水

■博物館学芸員教室2015
4.動物の歯と食べ物を調査せよ！
5.糸を作ってみよう！
6.アダン葉のハブグヮーを作ってみよう

■博物館学芸員教室2015
7.水玉模様のゾウリムシを観察しよう
8.カンカラ三線を作って弾いてみよう

■海底二万里の世界「深海のお話と水圧
実験」GODACのおでかけ講座
①11:00～　②14:00～

■博物館学芸員教室2015
9.オリジナルの家系図をつくろう！
10.漆喰シーサーを作ろう！

県民ギャラリー3
「建築模型展」　7/31～8/2

火28

日

土18

土25

※博物館常設展 ボランティアガイド
【毎週火・水・金・日】14:00～17:30
 7/22(水)～8/30(日)まで

金31

木30

6/29(月)～7/7(火)
消毒休館日

日12

水8

土11

 

■ ■■■ ■ ■ ■ 
■ ■■■ ■■ ■ 

■博物館コラム 

■■ 

■■■ はくび通信 Vol.14  夏号   

7 月イベントカレンダー 

 

楽しい、楽しい夏休み。お家でゴロゴロしているのはもっ

たいない！！！そんなときは、美術館へ行ってみませ

んか。 

美術館では８月１日（土）・２日（日）の２日間、「夏休み

こどもフェスタ」を開催します。ふだんなら怒られちゃう、

大きな窓ガラスにおもいっきりお絵かきできたり、テレビ

でみたようなカッコいいカメラや道具を使って家族の写

真をとったり（気分は、プロのカメラマン）、図工や美術

の得意な先生に教わりながらお絵かきしたり、ワクワク、

ウキウキの１日になりますよ。楽しんでいるうちに夏休み

の宿題もできちゃうかも！ 

チラシをよくみて応募してね。(o^-^o)v 

(美術館：島筒 格) 

夏 休 フ ェ ス タ も こ ど 

「中庭が水族館」の様子 

■美術館夏休みこどもフェスタ 2015 

8月 1日(土) 

①中庭が水族館 

②似顔絵教室 

③紙芝居「ニシムイ物語」を作ろう 

※詳しくはホームページ又はチラシを見てね。 

8月 2日(日) 

④写生大会 

⑤キャラクター描き方教室 

⑥キッズカメラマン 

み 

自分の住んでいる沖縄県について、作ル・観ル・創ル・考えル♪ 

お待たせしました。毎夏恒例夏休み！学芸員教室今年も開講します。 

博物館では、7 月 28 日(火)～7 月 31 日(金)の４日間、”夏休み！学芸員教室“を開講

します。地学、人類、生物、歴史、美術工芸、民俗の学芸員が、小中学生向け講座を開

催します。また、8月１日(土)の学芸員講座も夏休み子ども向け講座を開催します。 

『貝器づくりに挑戦』って、貝から一体何が作れるの？『水玉模様のゾウリムシを観察しよ

う』って、ドット柄のゾウリムシ観られるの？『漆喰シーサーをつくろう』って、どんなシーサー

にする？『オリジナルの家系図をつくろう』って、家系図って何かな？など、沖縄について

作ル、観ル、創ル、考えル！！が面白いよ。 

夏休み！博物館で、『ルルルル♪』してみない？！詳しくは、ＨＰで確認して下さいね。                               

(博物館：金城久枝) 

 
■博物館学芸員教室 7/28(火)～7/31(金) 

1砂の中から宝を探せ！！              

2貝器づくりに挑戦 

3印じゃなぁーい？ 

4動物の歯と食べ物を調査せよ！ 

5糸を作ってみよう！ 

6アダン葉のハブグヮーを作ってみよう！ 

7水玉模様のゾウリムシを観察しよう 

8 カンカラ三線を作って弾いてみよう！！ 

9オリジナルの家系図をつくろう 

10漆喰シーサーを作ろう 

※詳しくはホームページ又はチラシを見てね。 



   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■編集後記■ 

 今年もあつい夏がやってきました～！ 

博物館・美術館では夏休みに合わせて色々な催し物を企

画しています。涼しい館内で学んでいるうちに夏休みの

宿題が終わってしまうかもしれません。 

催し物の詳細はホームページでご確認ください。 

また、はくび通信へのお問い合わせは館内情報センター

まで。「はくび通信」発行窓口  

館内情報センタ-：098-941-1187 

 

■■ 

■■■ はくび通信  Vol.14  夏号   

9 月イベントカレンダー 8 月イベントカレンダー 

■沖縄県立博物館・美術館 ■■■ 

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1  

TEL:098-941-8200 FAX:098-941-2392 

☆開館時間：9：00～18：00 (金・土は 20：00 まで) 

※入館は閉館 30 分前まで ☆休館日：月曜日 

（月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館） 

http://www.museums.pref.okinawa.jp 

 

 

1 火

県民ギャラリー1.2.3   9/1～9/6
「ＪＡＧＤＡ沖縄地区グラフィックデザ
イン展2015」

2 水

3 木

4 金

5 土

■博物館学芸員講座
講師:山﨑仁也(生物)
14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士の光合成ペンダント」

6 日

7 月 休館日

8 火

県民ギャラリー1
「Ｔechura works　木彫展」
9/8～9/13

9 水
☆「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
14:00～16:00

10 木

■博物館常設展　展示解説会
講師:與那嶺一子(美術工芸)
14:00～15:00

11 金

12 土
■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士の光合成ペンダント」

13 日

☆しまくとぅばプロジェクト連続講座
「うちなーぐちリーディング」
講師：国吉朝政氏 14:00～15:３０

14 月 休館日

15 火

県民ギャラリー1.2.3
希望のカタチ展～もとぶ総合病院利用者
の造形作品展～ 9/15～9/21

16 水

17 木

18 金
■美術館企画展「石田尚志 渦まく光」
開催期間:9/18(金)～10/25(日)

■博物館文化講座
「琉球王国時代の地方役人」
14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士の光合成ペンダント」

20 日

21 月

22 火

23 水

県民ギャラリー1
「公文書写教室 浦添地区合同成果展」
9/23～9/27

24 木 休館日

25 金

■博物館特別展　「琉球弧の葬墓制-風
とサンゴの弔い-」
開催期間:9/25(金)～11/23(月)

■博物館バックヤードツアー
講師:與那嶺一子(美術工芸)
14:00～15:00

☆しまくとぅばプロジェクト連続講座
「シマクトゥバの辞書をつくろう」
講師：かりまたしげひさ氏
14:00～15:30

■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士の光合成ペンダント」

27 日

28 月 休館日

29 火

30 水
県民ギャラリー1
「香港子ども絵画展」 9/30

26 土

土19

 

※掲載できていないたくさんの催し物が

ございます。また、日程が変更になる場

合がございますので、詳しくはホームペ

ージのイベントカレンダーをご覧くか、お

問合せください。 

 

■博物館学芸員講座

「博物館体験！」 9 :15～12 :00

講師:金城久枝(教育普及)

■ふれあい体験室ワークショップ

■「美術館夏休みこどもフェスタ2015」

1「中庭が水族館」

2「似顔絵教室」

3「紙芝居【ニシムイ物語】をつくろう」

2 日

■「美術館夏休みこどもフェスタ2015」

4「写生大会」

5「キャラクター描き方教室」

6「キッズカメラマン」
3 月 休館日

県民ギャラリー1

「筆文字あ～と展」　8/ 4～8/ 8

県民ギャラリー2

「禅画展」　8/ 4～8/ 9

7 金

■「海底二万里の世界」関連イベント

「深海生物を描こう」

■「海底二万里の世界」関連イベント

「深海のお話と水圧実験」

■美術館コレクション 「ニシムイ展」

演奏会「ニシムイと音楽の夕べ」

☆しまくとぅばプロジェクト

「シマクトゥバの辞書をつくろう」

講師:かりまたしげひさ氏

14:00～15 :30

■「海底二万里の世界」関連イベント

「宝石サンゴについて知ろう！」「深

海ザメについて知ろう！」

■「海底二万里の世界」関連イベント

「活魚車によるミニ水族館」

■ふれあい体験室ワークショップ

10 月 休館日

11 火

県民ギャラリー2・3・スタジオ

「第27回 沖縄県特別支援学校中学部

総合文化祭」　8/ 11～8/ 16

12 水
☆「方言札」世代ぬハナシむぬ語い

14:00～16 :00

13 木
■博物館常設展 展示解説会

講師:仲里健(地学) 14 :00～15 :00

■博物館文化講座  14 :00～16 :00

「動物園のよもやま話」

講師:島袋洋次氏／吉岡由恵

県民ギャラリー1

「北大東村の景観」 8/ 15～8/ 21

■ふれあい体験室ワークショップ

16 日

☆しまくとぅばプロジェクト連続講座

「うちなーぐちリーディング」

講師:伊狩典子氏　14:00～15 :30
17 月 休館日

18 火
県民ギャラリー2.3　8/ 18～8/ 23

「美術の先生がつくった作品展」

■博物館体験教室「昆虫標本づくり」

講師:山﨑仁也(生物)9 :30～12 :00

■美術館バックヤードツアー・コレク

ションギャラリー　10:30～12 :00

講師:仲村保／島筒格

■美術館「ニシムイ展」

鑑賞ツアー 13 :00～13 :30

■博物館バックヤードツアー

講師:崎原恭子(歴史)

 14 :00～15 :00

■美術館コレクションギャラリー

「ニシムイ展」キュレタートーク

講師:豊見山愛　14:00～15 :00

■ふれあい体験室ワークショップ

県民ギャラリー1 「キャンドルスクー

ルかふ～生徒作品展」　8/ 23のみ

■「海底二万里の世界」関連イベント

「深海生物を描こう」

■「海底二万里の世界」関連イベント

「深海のお話と水圧実験」

24 月 休館日

29 土 ■ふれあい体験室ワークショップ

31 月 休館日

土1

火4

土8

23 日

土15

土22

博物館・美術館では展示室入

口のチケット係のことを『もぎ

り』とよんでいます。もぎりの

お仕事は、単にチケットを確認

することだけではなく、お客様

の近くにいる事で、色々なお問

い合わせを受けたりします。 

もぎりの皆さんに、お仕事で心

がけていることをききました。 

 A，チケットをあつかう業務の他にも、お問い合わせへ

の対応など、来館された皆様に気持ちよく滞在してい

ただけるようスタッフ一同心がけています。 

いつも丁寧な対応とステキな笑顔で迎えてくれま

す。ぜひ『もぎり』のスタッフに会いに来てください。                      

■お知らせ■ 

当館では博物館常設展・美術館コレクショ

ン展の音声ガイダンスの貸し出しを行ってい

ます。五ヶ国語対応で無料です。 

中文 

また今年度は、お持

ちのスマートフォン

で博物館の常設展の

ガイダンスをご利用

いただけます。アプリ

をダウンロードして、

お試しください。 

お問い合わせは館内情報センター：098-941-1187 


