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開催期間／～10月12日（月・祝）
観覧料／無料

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

ウジェーヌ・ブーダン　《ル・アーヴル、ウール停泊地》
1885年　エヴルー美術博物館　© J.P.Godais-Musée d’Évreux

芥川龍之介の水泳帽子

江東小学校高等科3年生・１２歳の時の日記

 ペンダント等＜香‒kou‒＞

ブローチ兼ペンダント＜次元上昇＞

ブローチ兼ペンダント＜胡蝶蘭＞

きり

くぼみをもつガラス製目薬瓶
（富士川町鰍沢河岸跡出土）

特別展　印象派の故郷 ノルマンディー展 ‒近代風景画のはじまり‒
県立美術館 甲府市貢川1-4-27

TEL 055-228-3322　FAX 055-228-3324
甲府市下曽根町923
TEL 055-266-3881　
FAX 055-266-3882

開催期間／～８月２３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。

夏季企画展  近代山梨の遺跡と遺物
‒養蚕・舟運・堤防・戦争‒

開催期間／7月18日（土）～8月30日（日）
観覧料／無料

開催期間／8月1日（土）～23日（日）、29日（土）、30日（日）
開催時間／10時・11時・13時・14時・15時  （1回約50分）
参加料／無料

　県内各地から出土した近
代の遺物をひも解くと、山梨
を支えてきた産業の存在と戦
争の傷跡が見えてきます。今
回は、明治以降の近代に焦
点を当て、忘れてしまいがち
な記憶をすくい上げて紹介し
ます。

県立考古博物館

南巨摩郡富士川町最勝寺2290-1
TEL 0556-22-8111  
FAX 0556-22-8074

森林総合研究所甲府市貢川1-5-35
TEL 055-235-8080　FAX 055-226-9032県立文学館

　世界遺産富士山
の麓の森をゆっくり歩
きながら、富士山の成
り立ちや森の移り変
わり、そこに生活して
いる動物の特徴を専
門解説員が案内しま
す。自然に触れながら
森でリフレッシュして
みませんか。

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

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

森のガイドウォーク

富士山科学研究所 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
TEL 0555-72-6203　
FAX 0555-72-6183

深海モンスターウォッチ
‒この夏、科学館が
　　　　深海になる！‒
　深海の謎を解き明かす最新の
科学技術や、謎だらけの深海生
物（モンスター）が大集結！ タッチ
プールで生きた深海生物を実際
に触る体験もできます。ドームシネ
マでは、「世界初撮影！ 深海の巨
大モンスター ダイオウイカ」を上映
（観覧料別途）します。

開催期間／7月18日（土）～8月23日（日）
観覧料／大人200円、高校生以下無料（入館料別途）

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
イメージをまとう ‒モチーフジュエリーの魅力‒
　モチーフジュエリーとは、モチーフ自体が持つ
意味、あるいはモチーフに込められた世界観を
「イメージ」しながら、それを「身にまとう」という観
点でデザインしたもの。今回は、山梨で活躍する
デザイナー・作家のイマジネーションあふれる作
品や、古くから幸福のシンボルとして伝えられてき
たジュエリーを紹介します。

　フランス北部ノルマンディーは、フランスで最も人気のある保
養地の一つです。風光明媚なこの地の古い町並みや遺跡は
19世紀初頭、英仏ロマン主義の画家たちに度々取り上げられ
ました。その後、印象派をはじめとする画家たちは、パリからノル
マンディーへと赴き、移ろいゆく光の表情や余暇を楽しむ近代
生活の情景を描きました。今回は、国内外所蔵の絵画や写真
約100点により、主に19世紀初頭から20世紀中頃までの、ノ
ルマンディーにおける風景表現を紹介します。

開催期間／7月18日（土）～8月31日（月）
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。

開館１０周年記念特別展 大化石展 ‒山梨に恐竜はいたか！？‒

特設展　
芥川龍之介の夏休み

開催期間／～8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。

　芥川龍之介（1892～1927年）は、少年時代、どのような夏
休みを過ごしたのでしょうか。残された写真や作品からは、家の
中で勉強や読書に専念しているようなイメージを持たれがちです
が、小学生の時は毎日水泳をし、中学校時代には友人と徒歩
旅行に出掛ける健康で快活な少年でした。自筆の日記や愛用
品など約80点の資料により、あまり知られていない少年時代の
エピソードを紹介します。

森の教室
　夏休み工作教室  プランター作り

開催期間／7月18日（土）～8月31日（月）
※材料がなくなり次第終了
※他のイベント開催時および団体貸切時は不可
※小学生は保護者同伴
材料費／400円　　

　県産スギ材でプラ
ンターを作ります。電
動工具は使わず、か
なづちと錐だけで仕
上げます。30分の工
作時間で、工作の基
本が学べます。

　1千万年前は海の底。4万年前はナウマンゾ
ウが歩き回る寒冷な地。化石を調べることで、今
とはまったく違う山梨の気候や環境が明らかになり
ます。では、山梨に恐竜はいたのでしょうか？ その
謎を探るには、恐竜が栄えた時代に山梨の大地
がどのような姿をしていたのかを知る必要があり
ます。今回は、恐竜化石や県内で発掘されたさま
ざまな化石を通じて、山梨の大地の成り立ちを紹
介します。

ふれあい

めい  び
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