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「兵庫の近代」
歴史研究の最前線。研究成果をお話しいただきます

時　間／各回14：00～15：30
定　員／50名（事前申込）

場　所／当館地階ホール
費　用／各回300円（友の会会員は無料）

場　所／当館地階ホール
費　用／無料

歴史講演会

れきはくアカデミー

「資料から見た桂米朝」

「軍都と城郭－1931年大阪城天守閣の復興をめぐって－」

落語研究家　小澤  紘司  氏

金沢大学教授　能川  泰治  氏

7月 4日

8月  29日

当館の学芸員が研究結果を発表します

時　間／各回14：00～15：30
定　員／50名（事前申込）

「織田政権の天正八年播磨・但馬検地帳」

「広告と近代のくらし」

「特別企画展『唱歌！ 西洋音楽がやって来た』について」

「怪異から妖怪へ」

前田  徹

吉原  大志

山田  加奈子

香川  雅信

4月25日

5月 9日

7月25日

8月 8日

兵庫県立歴史博物館ホームページへは、

　　　　　YouTubeの兵庫県立歴史博物館チャンネルに直接アクセスするとき⇒

当館学芸員による展示資料等の
「Web解説」をぜひご覧ください

令和３年度下半期の兵庫県立歴史博物館もよおし

当館では、令和３年10月以降も、さまざまなもよおしを開催します。

10月以降に開催するもよおしについては、後日発行する『れきはく もよおし

案内−下半期版−』にてご案内いたします。どうぞお楽しみに！！

なお、10月以降は当館施設・設備の大規模改修工事のため、開催は当館以

外の会場で実施する予定です。

一　　般

200円

大学生

150円

高校生以下

10：00～17：00

12,600円

13：00～17：00

8,400円

10：00～12：00

4,200円

区　分
ホール
使用料

無　料

★開 館 時 間 ／ 午前10時～午後5時（入館は午後4時30分まで） 

★休　館　日 ／ 毎週月曜日（月曜日が祝日・休日の場合は開館。翌平日休館）
　　　　　　　　施設・設備大規模改修に伴う休館について
　　　　　　　　当館の施設・設備大規模改修のため、令和3年10月から令和5年3月頃
　　　　　　　　まで休館させていただく予定です。（期間が決定次第当館ホームページ
　　　　　　　　でお知らせします。）

★観　覧　料 ／ ①1階は無料です。2階ミュージアムカフェのみをご利用の場合、
　　　　　　　　　観覧料は不要です。
　　　　　　　　②ホール・体験ルームでの催しのみに参加される場合、観覧料は不要です。
　　　　　　　　　（別途参加費が必要な場合があります）

　　　　　　　　※特別企画展の際は、観覧料が変更となります。
　　　　　　　　※70歳以上の方は半額です。
　　　　　　　　※障がい者は別途割引があります。障がい者１人につき、介護者１人は無料
　　　　　　　　　となります。
　　　　　　　　※団体でのご来館をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。

★ホール使用料 ／

【交通】
●ＪＲ姫路駅・山陽電車山陽姫路駅から、神姫バス「姫路医療センター経由」系統で約8分、
　『姫山公園北・博物館前』で下車
●城周辺観光ループバス（令和3年2月現在 土日祝日のみ運行）で約8分、『博物館前』下車

【駐車場】
●近隣の市営有料駐車場 （城の北、姫山）をご利用ください。
●大型バスでご来館の場合は、事前に当館にご連絡ください。

02教Ⓟ2-031A4

利用のご案内

表紙
表紙上：ポスター（映画「メトロポリス」）　昭和戦前期　当館蔵（入江コレクション）
　　　　（春季特別企画展より）
表紙下：梅園唱歌図　1887年（明治20年）　楊洲周延　当館蔵（入江コレクション）
　　　　（夏季特別企画展より）

神戸大学大学院人文学研究科教授
兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室　客員研究員　古市  晃  氏

武庫川女子大学准教授　
兵庫県立歴史博物館ひょうご歴史研究室　客員研究員　古野  貢  氏

場　所／当館地階ホール
費　用／各回300円（友の会会員は無料）

地域講演会

ふるさとの再発見、魅力ある歴史の世界へ誘います

時　間／各回14：00～15：30
定　員／50名（事前申込）

「『日本書紀』と『風土記』からみた古代の播磨」

「中世播磨の赤松氏について」

6月 6日

9月  12日

「県内地域史の諸相をさぐるⅣ」
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令和3年度 上期
  上半期版（2021年4月〜9月）

友の会共催

事前申込

事前申込

事前申込

友の会共催

■申込
 
 6月4日金～6月18日金

■申込  5月6日木～5月21日金

■申込  8月12日木～8月27日金

■申込  3月25日木～4月9日金

■申込  4月9日金～4月23日金

■申込  6月25日金～7月9日金

■申込  7月8日木～7月23日金

■申込  7月29日木～8月13日金

検索兵庫県　歴博

場 所／当館地階体験ルーム　 定 員／20名　 
費 用／1,000円（友の会会員 600円）

てんこく

いきいきトライアル

■申込  6月30日水～7月16日金

講師／中澤  光昭  氏（元公立高等学校長）　 　

専門家とものづくりに挑戦しませんか

「篆刻教室～印を彫る～」

7月31日

〈案　内〉 竹内  信（当館学芸員）

歴史の旅
皆さんを歴史の舞台へご案内します

定　員／20名（事前申込）
費　用／実費＋保険料（100円）

「ひょうご博物館探訪シリーズ
　～尼崎市立歴史博物館と尼崎の町並みを訪ねる～」

5月30日

■申込  4月24日土～5月8日土

13：30～15：30

■申込  7月28日水～8月13日金

講師／松尾  哲  氏（松尾哲工房）
「姫路はりこ・お面の絵付け」

8月28日
10：30～15：30

友の会共催 事前申込

友の会共催 事前申込

各もよおしへの申込み方法 

※詳細は当館事業企画課までお問い合わせください。

※新型コロナウイルス感染状況等により、すべてのもよおしの内容を変更する場合があります
　ので、最新の情報は当館ホームページでご確認をお願いいたします。

★事前申込のもよおしは、申込み期間中に当館ホームページから、もしくは往復はが
きにてお申込みいただけます。申込者が定員を超えた場合は抽選とし、結果は申込
者全員にお知らせします。
ホームページ：各講座ご案内ページより申込み手続きを行ってください。
　往復はがき：次の①～⑥を記入し、兵庫県立歴史博物館事業企画課あてにお申込

みください。①講座名　②住所　③氏名（ふりがな）　④年齢
　　　　　　　　　　　　　　⑤電話番号　⑥友の会会員の方は会員番号
★参加費以外に交通費・入館料の実費が必要となる場合があります。
★小学生以下が参加する場合は、保護者同伴とし、保護者の氏名も記入してください。
★お申込みにあたっては、お一人ずつ手続きをしてください。
　グループなど複数名での参加のご希望には添えないことがあります。



月別もよおし案内 令和3年（2021）4月～9月の展覧会

　錦絵、引札、新聞・雑誌広告、ポスター、チ
ラシなど、近代の社会のなかでは、さまざま
な広告が生み出されてきました。この展覧会
では、当館が所蔵する広告関連資料を中心
に、明治から大正、昭和にかけての広告の移
り変わりをたどることで、その背景にある近
代のくらしの変遷を読み解きます。

　西洋音楽が本格的に日本に導入されたの
は、明治期です。多くの人々にとっては、小学
校で習う唱歌が最初に出会う西洋音楽でし
た。そして唱歌が生まれて約１４０年経つ今、
世代を問わず広く親しまれ伝統的な日本の
歌と感じられるほど私たちの身体になじんで
います。
　この展覧会では、幕末における西洋音楽と
の出会い、明治期の西洋音楽の導入とその
影響などについて唱歌を中心に紹介します。

示
　
　
　
　
　
　
展

月

唱歌！西洋音楽がやって来た
― 明治の音楽と社会 ―

特別企画展

広告と近代のくらし
特別企画展

引札（酒肴洋酒煙草　姫路市威徳寺町　田中戸次）明治期
当館蔵

歌川芳員「散兵太鼓譜附双六」 1866年 
当館蔵(入江コレクション)

内容を変更する場合があります
ので、ご了承ください。

令和３年  4月24日土～6月20日日 令和３年  7月17日土～9月5日日

5月 6月 7月 8月 9月4月

春季
夏季

新収蔵資料

歴史工房の展示予定

昔の生活道具など

れきはくアカデミー①
「織田政権の天正八年播磨・但馬
 検地帳」

歴はく倶楽部①
「ペンダントをつくろう」 

25日日

特別企画展
「広告と近代のくらし」開幕

24日土

歴史の旅①
「尼崎市立歴史博物館と尼崎の町並
みを訪ねる」＊

歴はく倶楽部②
「親子風車（おやこかざぐるま）を
 つくろう」 

30日日

れきはくアカデミー②
「広告と近代のくらし」

9日日

地域講演会①
「『日本書紀』と『風土記』からみた
 古代の播磨」

歴はく倶楽部③
「革でアクセサリーをつくろう」 

  

6日日

特別企画展
「広告と近代のくらし」閉幕

20日日

27日日

特別企画展
「唱歌！西洋音楽がやって来た
 ̶明治の音楽と社会̶」開幕

れきはくアカデミー③
「特別企画展『唱歌！西洋音楽がやって
 来た』について」

歴はく倶楽部④
「木の列車をつくろう」 

歴史講演会①
「資料から見た桂米朝」

17日土

25日日

教員セミナー30日金

いきいきトライアル①
「姫路はりこ・お面の絵付け」

31日土

4日日

れきはくアカデミー④
「怪異から妖怪へ」

歴はく倶楽部⑤
「万華鏡をつくろう」 

  8日日

22日日

いきいきトライアル②
「篆刻教室～印を彫る～」

28日土

歴史講演会②
「軍都と城郭－1931年大阪城天守閣の
復興をめぐって－」

29日日

地域講演会②
「中世播磨の赤松氏について」

特別企画展
「唱歌！西洋音楽がやって来た
 ̶明治の音楽と社会̶」閉幕

12日日

  5日日

4月

5月

6月

7月

8月

9月

令和３年
（2021）

兵庫県マスコット 
はばタン

１階歴史工房でも館蔵資料等を
展示しています。

郷土の歴史を愛好する人々が、歴史博物館を通して生涯学習や交流を深め
ています。会員に様々な特典があり、自分にあったボランティア活動にも
参加できます。詳細は歴史博物館事業企画課まで。

時　間／各回10：00～11：30、13：00～14：30
定　員／午前12名　午後12名（先着順）

どなたでもご参加いただけます。（小学校４年生以下のお子様は保護者同伴）

会員特典

年間会員（4月～3月）
後期会員（10月～3月）
年間会員（4月～3月）
後期会員（10月～3月）

3,000円
2,000円
2,000円
1,000円
1,000円

正会員

高校生以下正会員

家族会員  （正会員の同居家族1名につき）

■研修旅行（史跡ウォーク）「赤穂城下を歩く」
■「歴はく倶楽部」（イベントボランティアによる親子対象のワークショップ）

① 観覧料金の免除　　　　　　　　② 友の会だよりの送付
③ 展覧会やイベント情報の送付　　④ 研修旅行（会員限定）への参加
⑤ 図録の割引販売　　　⑥ ミュージアムカフェでの飲食料金の割引
⑦ ボランティア活動への参加　　　⑧ 提携館の入場料を割引

兵庫県立歴史博物館友の会

場　所／当館1階ロビー
費　用／1回100円

1「ペンダントをつくろう」 

2「親子風車（おやこかざぐるま）をつくろう」 

3「革でアクセサリーをつくろう」 

4「木の列車をつくろう」 

5「万華鏡をつくろう」 

みんなでつくってあそぼう

歴はく倶楽部

おもな
活動紹介

年会費

5月20日木

4月25日
5月30日
6月27日
7月25日
8月22日

※新型コロナウイルス感染状況によっては内容を変更する場合があります。

ひょうご歴史研究室

◆ひょうご歴史研究室は、平成27年（2015）4月、県民の郷土に対する愛着
を深め、「ふるさと意識」に根ざしたひょうご文化の発展・継承をめざし、館
内に開設されました。県内外の自治体や大学関係者などと連携して、次のテ
ーマを中心に研究を進めています。
　①『播磨国風土記』　　②赤松氏と山城　　③たたら製鉄
なお令和2年度から「鳴門海峡の渦潮」調査研究プロジェクトに着手して
います。

◆研究成果を公表するための「研究紀要」の発行や、県民向けの研究成果発
表フォーラムを開催するほか、随時、関連企画もおこなう予定です。詳細
は「ひょうご歴史研究室」ホームページをご参照ください。

（2021） （2021）

当日受付

◆10月以降については、後日発行する
　「れきはくもよおし案内－下半期版－」
　にてご案内します

＊印のもよおしは、館外で実施
されるんだよ。気をつけてね！
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