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EVENTye 県立4館（美術館・文学館・博物館・考古博物館）と富士山世界遺産センターは
小・中学生、高校生などの観覧料が無料です。

太宰治 「陰火」原稿（山梨県立文学館蔵）

「文豪ストレイドッグス」キャラクター　
樋口一葉

Ⓒ2016 朝霧カフカ・春河35/KADOKAWA/文豪ストレイドッグス製作委員会

フジフイルム・フォトコレクション
「私の１枚」日本の写真史を飾った101人

県立美術館 甲府市貢川1-4-27
TEL 055-228-3322　FAX 055-228-3324

開催期間／7月1日（土）～8月20日（日）
観覧料／一般1,000円　大学生500円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

開催期間／７月２６日（水）～９月２５日（月）
観覧料／一般420円　大学生210円
（常設展観覧料でご覧いただけます）

甲府市貢川1-5-35
TEL 055-235-8080　FAX 055-226-9032県立文学館

県立博物館 笛吹市御坂町成田1501-1
TEL 055-261-2631　FAX 055-261-2632

　1848（嘉永元）年に写真技術が伝来して以来、日本で
は多くの優れた写真家が作品を残してきました。本展では、
その中でも特に重要な101人の写真家が撮影した「この
1枚」と呼べる代表作を展示し、日本写真史の軌跡を紹
介します。幕末の写真をはじめ、戦前戦後に活動した木村
伊兵衛などの代表作、そして荒木経惟といった今日現役
で活動する写真家たちの作品など、日本写真史を語る上
で欠かせない作品をぜひご覧ください。

開催期間／7月15日（土）～8月28日（月）
観覧料／一般500円　大学生250円　
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

企画展　「人類と宇宙 ―星空をめぐる歴史物語―」

特設展　「作家のデビュー展」 
樋口一葉　芥川龍之介　太宰治　林真理子　保坂和志　神永学　辻村深月 ほか

開催期間／7月15日（土）～8月27日（日）
観覧料／一般320円　大学生210円
※各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

　山梨にゆかりの深い作家のデビュー当時の作品の魅力
や、当時の作家の思いについて紹介します。樋口一葉の
手紙、芥川龍之介「羅生門」草稿、「太宰治」署名の原稿
の中で最も古い「陰火」原稿など、近代作家の初期の名
品資料を展示します。また、山梨県出身で現在活躍中の
林真理子、保坂和志、神永学、辻村深月の直筆も間近で
見ることができます。会期中は「文豪ストレイドッグス」との
コラボレーション企画もあります。ぜひ、お楽しみください。

　キトラ古墳（奈良県）の天文図やロケット開発の歴史、山梨
初公開となる小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰ったイトカワ微
粒子の実物資料などを展示し、人類と宇宙の関わりの歴史を紹
介します。太古の人々による宇宙観測から、最新の科学技術に
よる宇宙開発まで、人々が宇宙に挑み続けてきた足跡をたどる
ことで、広大で今なお謎に満ちた宇宙と、私たちが生きる地球を
より身近に感じていただけます。夏休みは、博物館で宇宙旅行
をお楽しみください。

ふれあい

富士山世界遺産センター 富士河口湖町船津6663-１ 
TEL 0555-72-0259　
FAX 0555-72-0211

企画展　「再現 冨嶽三十六景の世界」展
　浮世絵師・葛飾北斎
が描いた冨嶽三十六景
には、富士見の名所と
なった各地の名勝や信
仰にゆかりのある文物
が描かれています。冨嶽
三十六景を通して見え
てくる世界遺産富士山
の魅力を紹介します。

い   へ  い

木村伊兵衛《秋田おばこ　秋田・大曲》
1953年　富士フイルム株式会社蔵

荒木経惟〈センチメンタルな旅〉より 
1971年　富士フイルム株式会社蔵

県立科学館 甲府市愛宕町358-1
TEL 055-254-8151  
FAX 055-240-0168

夏期特別企画展
「科学捜査展 ～真犯人はだれ？！～」
　指紋鑑定をはじめ、DNA鑑定や画像解析方法など科
学捜査の最先端技術を紹介します。会場内にセットされ
た事件現場の証拠か
ら、真犯人をゲーム感
覚で捜す科学捜査体
験や謎解きチャレンジ
もあります。

開催期間／７月１５日（土）～８月２７日（日）
観覧料／大人２００円　高校生以下無料
※入館料別途。土曜日は、高校生以下入館無料

開催日／７月８日（土）、９日（日）、１５日（土）、１６日（日）、１７日（月・祝）、２２日（土）～３１日（月）
　　　　８月１日（火）～２０日（日）、２６日（土）、２７日（日）
開催時間／①１０：００～　②１１：００～　③１３：００～　④１4：００～　⑤１５：００～　所要時間は約５０分
参加料／無料

　富士山科学研究所周辺の森を歩きながら、溶岩の
上にできた森の成り立ちや移り変わり、そこにすむ動
物・生育している植物の特徴などを、専属の解説員が
説明します。一周300メートルの遊歩道は、車いすや
ベビーカーの利用も可能ですので、気軽に参加できま
す。また、解説員が入れ替わり案内しますので、毎回、
新たな発見があります。季節によって変わりゆく森の
様子を、目や耳、森の中の空気から感じとってみては
いかがですか。

森のガイドウオーク

富士山科学研究所 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
TEL 0555-72-6206　FAX 0555-72-6183

土偶　いっちゃん（重要文化財）　
一の沢遺跡（笛吹市）　縄文時代中期

土偶　桂野遺跡（笛吹市）　縄文時代中期　

冨嶽三十六景「甲州三坂水面」
（山梨県立博物館蔵）

甲府市下曽根町923
TEL 055-266-3881　FAX 055-266-3882

夏季企画展　「考古博の土偶」

開催期間／7月15日（土）～8月27日（日）
観覧料／無料

　考古博物館のアイドル土偶「いっちゃん」をはじめ、県
内各地で発見されたえりすぐりの土偶たちを一挙に公
開します。見ていると思わず笑顔になる面白い表情をし
た土偶や、普段は展示していない貴重なコレクションも
この機会に紹介します。また、夏休み期間中の展示に
合わせて、「土偶と埴輪って、どこが違うの？」「どんな意
味があるの？ 」など、子どもたちの素朴な疑問にもお答
えします。

県立考古博物館

研究所周辺にある、ゆったりとした遊歩道

は  にわのぶ よし
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