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戦後70年企画

������������������ ��������� !"

7月25日（土）～9月15日（火）

戦場に赴いた女性たち ～従軍看護婦～戦場に赴いた女性たち ～従軍看護婦～

今も生き続ける上原良司の言葉今も生き続ける上原良司の言葉

日赤救護員の制服（日本赤十字社長野県支部蔵）

上原良司「所感」昭和20年5月10日（個人蔵）
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肢体不自由の子どもの命を守った肢体不自由の子どもの命を守った
したいしたい

証言「戦争体験を語る」講座
戦争体験証言集収集

証言「戦争体験を語る」講座
戦争体験証言集収集
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開催期間

関連行事

平成27年7月25日（土）～ 9月15日（火）　45日間

7月25日（土）  13時30分～15時　　講堂

8月15日（土）  13時30分～15時　　講堂

講演会、証言、講座の終了後  30分間程度
　企画展示室

「戦争体験を語る」
　８月８日（土）・22日（土)、 ９月５日（土）・12日（土)
　13時30分～ 15時　　講堂

演　題「長野県と長野県民の1945」
講　師　上條 宏之氏（長野県短期大学学長）

「戦争遺跡に見る祈りの形　～戦没者への祈り～」
　原　明芳 (当館総合情報課長）

（休館日  9月14日を除く開催期間中の月曜日）

詳細は後日ホームページでお確かめください

１ 講　演　会

２ 証　　　言

３ 講　　　座

４ 展 示 解 説

光明学校の児童（旧上山田町）（個人蔵）
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平成27年 5 月30日（土）～ 7 月12日（日）
　　　  7 月25日（土）～ 8 月23日（日）
　　　 9 月19日（土）～10月18日（日）

平成27年 5 月30日（土）～ 7 月12日（日）
　　　  7 月25日（土）～ 8 月23日（日）
　　　 9 月19日（土）～10月18日（日）

長 野 県 立 歴 史 館
長 野 県 伊 那 文 化 会 館
安曇野市豊科郷土博物館

長 野 県 立 歴 史 館
長 野 県 伊 那 文 化 会 館
安曇野市豊科郷土博物館

会期・場所

鴨徳利（長野県埋蔵文化財センター提供）

人面付小型土器（宮田村教育委員会提供）

長野県埋蔵文化財センターの調査成果から長野県埋蔵文化財センターの調査成果から

県内市町村教育委員会の調査成果から県内市町村教育委員会の調査成果から

●伊那会場

　　7月25日（土）  遺跡報告会

　　8月22日（土）  伊那文こどもまつり
●安曇野会場

　　9月20日（日）  石川日出志氏講演会

　　10月3日（土）  遺跡報告会

※詳細はホームページをご覧いただくか、
　または直接当館までお問い合せください。

関 

連 

行 

事
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北村遺跡  SH1172基
埋葬人骨とイノシシ製飾りの位置

垂飾品

腕輪

イノシシで飾るイノシシで飾る ～縄文人のいのりとファッション感覚～
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野尻湖黒曜石物語野尻湖黒曜石物語

写真２　持ち込まれた石槍（左：長さ約8cm,21g）

写真１　試し割りをして持ち込まれた石核（左：長さ約12cm,730g）

３万年前、石核で持ちこんだ

２万年前、半完成品で持ちこんだ
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近代の地図が生まれるとき近代の地図が生まれるとき
文献史料をよむ

久能村（左）・梨沢村（右）

中山道 沓掛宿（左）・同 軽井澤宿（右）
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INFORMATION
インフォメーション

INFORMATION
インフォメーション

■2015年（平成27）
5月～8月の行事予定

表紙の写真の解説

長野県立歴史館たより　夏号　vol.83
2015年（平成27）６月16日発行

編集・発行　長野県立歴史館
〒387-0007  千曲市屋代260-6
電話 026-274-2000（代）  FAX 026-274-3996
E-mail　rekishikan@pref.nagano.lg.jp
ホームページ　http://www.npmh.net/

印刷　奥山印刷工業（株）

月5 講座・イベント

　1・   8
15・22
29

休館日

月7

月6

　6・13
14・21
27

休館日

月8
　3・10
17・24
31

休館日

行事アルバム

古文書講座
初級Ａ　第1回 6月 7 日㈰
初級Ｂ　第1回 6月18日㈭
中級Ａ　第1回 6月 6 日㈯
中級Ｂ　第1回 6月18日㈭
上　級　第2回 6月27日㈯

古文書講座
初級Ａ　第2回 7月 5 日㈰
初級Ｂ　第2回 7月16日㈭
中級Ａ　第2回 7月 4 日㈯
中級Ｂ　第2回 7月16日㈭
上　級　第3回 7月25日㈯

古文書講座
上　　級　第4回 8月22日㈯

考古学講座
　第1回　6月20日㈯
　13時30分～15時00分

考古学講座
　第3回　8月15日㈯
　13時30分～15時00分

考古学講座
　第2回　7月18日㈯
　13時30分～15時00分

歴史館セミナー
　6月27日㈯
　13時30分～15時00分

　4月18日㈯当館講堂にて春季企画展講演会を開催し、富
山大学人文学部教授・鈴木景二先生から「信濃と北陸を旅
した人びと」と題してご講演いただきました。善光寺信仰
と地域交通の変化、参勤交代の道中日記などからみた宿場
や街道の裏話など、たいへん興味深いお話でした。

　5月4日・5日と天気にも恵まれ、2日間で約400名が参
加しました。バックヤード探検を楽しみ、石のアクセサ
リーをつくり、さらに企画展のクイズに挑戦するなど、複
数のイベントを楽しんでいる子どもたちの姿が見られました。

戦後70年企画

速　報　展

歴史館で夏休み

ヒ  ミ  コ

8月1日㈯・8月2日㈰
10時00分～15時00分

やさしい信濃の歴史講座
上田会場 　8月29日㈯
13時30分～15時00分

長野県の
遺跡発掘2015

5/30㈯～7/12㈰
2015

 ■講演会
　5/30㈯  13時30分～15時
　「卑弥呼の時代から
　　　　　　ヤマト王権へ
　～その時シナノに何が起きたか～」
　講師　大 塚 初 重　氏
　　　（明治大学名誉教授）

■遺跡報告会
　6/6㈯　13時30分～
　　　　　　　15時20分

■埋文体験デー
　7/4㈯  10時～15時

●巡回展１　
伊那文化会館
　7/25㈯～8/23㈰

●巡回展２　
安曇野市豊科郷土博物館
　9/19㈯～10/18㈰

長野県民の1945

■講演会
　7/25㈯  13時30分～
　「長野県と長野県民の1945 」
　講師　上 條 宏 之　氏
　　　（長野県短期大学学長）
■戦争体験を語る
各回　13時30分～
8/ 8 ㈯ 「長野空襲を語る」
8/22㈯ 「兵士の戦場体験を語る」
9/ 5 ㈯ 「勤労動員を語る」
　　　   「学童疎開を語る」
9/12㈯ 「満洲移民を語る」

－疎開・動員体験と上原良司－

7/25㈯～9/15㈫
2015

＊＊＊＊ 春季企画展講演会から ＊＊＊＊

＊＊＊＊ 歴史館でこどもの日 ＊＊＊＊

▲石のアクセサリーづくり

縄文人になろう▶


