
開催日／4月20日（土）～5月16日（木）
観覧料／無料

　県内の図書館職員
が、昨年1年間に出版さ
れた図書の中からお薦
めの本を選び、「こども
にすすめたい本2019」
として紹介します。

県立図書館 甲府市北口 2-8-1
TEL 055-255-1040
FAX 055-255-1042

　 2223

イベント情報
県
立
施
設
の
最
新
情
報
を
お
届
け

EVENT 県立4館（美術館・博物館・文学館・考古博物館）は
小・中学生、高校生などの観覧料が無料です。

ふれあい

1944（昭和19）年 撮影 渡辺好章

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

開催期間／４月２７日（土）～６月２３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。

開館３０周年記念特設展 太宰治 生誕1１0年
　太宰治（1909～1948 青森県生まれ）の生誕110年を記念して、
当館で収蔵する原稿や書簡などの太宰に関連する資料を一堂に展
示。心身再生の場となった御坂峠の天下茶屋、新婚時代を過ごした甲
府市御崎町、妻の実家があり疎開先となった甲府市水門町など、太宰
は山梨に多くの足跡を残しています。現在も、幅広い世代に愛読されて
いる太宰の生涯を追いつつ、山梨との深いつながりを紹介します。

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／４月１３日（土）～６月９日（日）
観覧料／一般1,000円　大学生500円
※前売券は県立美術館で4月12日（金）まで販売
　各種割引などあり。詳しくはお問い合わせください。

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

　こどもたちのデザインマインドを育むNHK Eテレの番組「デザインあ」。本展は「デザイン
あ」のコンセプトを、実際の体験に発展させた展覧会です。優れたデザインには、人と人、人
とモノをより良くつなぐ工夫があります。番組では、身の回りに意識を向け（みる）、どのような
問題があるかを探り出し（考える）、より良い状況を生み出す（つくる）という一連の思考力と
感性をデザインマインドと捉え、斬新な映像表現を用いて伝えています。「デザインあ展」は、
このデザインマインドを、みて、体験できる展覧会です。

開催期間／～５月１３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 県都甲府の５００年
　武田家の隆盛を支えた甲府は、武田信虎が躑躅ヶ崎の地に館を
移し、城下町を開創したことに始まります。江戸時代には、内陸流通
の拠点として経済的に発展し、江戸との地理的な近さから、豊かな
文化が華開きます。明治・大正時代には、伝統を受け継ぎつつ新た
な産業が発展を遂げ、近代都市へと変貌していきます。本展では、戦
国時代から現代まで甲斐国・山梨県の中心であり続けてきた甲府の
歩みを、多様な資料で紹介します。

「ヴィヨンの妻」原稿 （寄託資料）

懐宝甲府絵図（山梨県立博物館蔵） 全日本産業観光甲府大博覧会絵葉書
（個人蔵）

　 2223

開催期間／～6月10日(月)
観覧料／無料

ジュエリーミュージアム 甲府市丸の内1-6-1 山梨県防災新館1階やまなしプラザ内
TEL 055-223-1570　FAX 055-223-1572

企画展 魅惑のゴールド －ジュエリーをたのしむ２－デザインあ展 in YAMANASHI
　ゴールドは太古の昔から世界で最も珍重されてきた貴金属で
あり、いつの時代も世界中でその価値が認められてきました。
本展はシリーズ企画「ジュエリーをたのしむ」の2回目として、『魅
惑のゴールド』と題し、産地山梨ならではの「今身に着けたい」
ジュエリーを展示します。身にまとった人をいかに美しく魅せるか
にまで配慮された〈ゴールド〉のジュエリー。目で楽しみ、身に着け
て楽しめる魅惑のゴールドをご覧ください。

五輪塔　小井川遺跡（中央市） 八稜鏡　百々遺跡（南アルプス市）

（上） リング　制作：（株）山宝
（右上） ブローチ
　制作：村松司　所蔵：（株）秋山製作所
（右下） リング・ペンダント　制作：（株）石友

昨年の展示の様子

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

春季企画展 人口拡大の時代 －郷村・荘園の成立と展開－

資料紹介展示
こどもにすすめたい本2019

開催期間／４月２０日（土）～６月１６日（日）
観覧料／無料

　今からおよそ千年前、平安時代中ごろになると、律令国家
から王朝国家へと国のかたちが大きく変化します。山梨におい
てもこのころから荘園が形成され、遺跡や集落の家の数も急
激に増加します。また、中世になると新たな村落が発生したこ
とが文献史料から明らかになっています。本展では、平安時代
中ごろから中世にかけての社会の様子を、貴重な出土品から
読み解きます。

県立考古博物館

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

開催日／
４月2７日～５月６日、1１日、1２日、1８日、１９日、2５日、2６日
開催時間／10時～ 11時～ 13時～ 14時～ 15時～
参加料／無料

森のガイドウオーク 
　「富士山がつくり出した森の探検」を
テーマに、研究所内のアカマツ林を散策し
ます。富士山の成り立ちや森の移り変わ
り、そこにすむ動物、生育している植物など
について自然解説員の説明を聞きながら、
森の素晴らしさに触れてみませんか。

ここから下の段は広告です。広告の内容については、広告主にお問い合わせください。ここから下の段は広告です。広告の内容については、広告主にお問い合わせください。

つ つ じ が さき
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