
～ 展示内容・入館料・イベントの詳細など詳しい内容などは各館にお問い合わせください ～

県立図書館/文化情報センター
◆「図書館で涼もう！2016」
　①8/2㈫「紙芝居を作ろう」
　②8/18㈭「アート体験！ドローイング」
◆郷土資料展示　7/15㈮～9/7㈬
　「紀州が生んだ将軍吉宗」
 

 
 

◆サマー遊ing2016　7/21㈭～7/24㈰
　～遊びのなかで「学ぶ楽しさ・知る喜び」～

県立紀南図書館
◆特別展示「自由研究」　７/１㈮～8/31㈬
◆１日図書館員になってみませんか　8/24㈬

なつやすみの美術館6

徳川頼宣像　和歌山県立博物館蔵

平成28年7月2日㈯～
　　　　　9月19日（月・祝）
夏休み中の子どもとおとなが一緒に楽しむ展覧会。
６回目となる今回は、記録と記憶をテーマに作品を紹介します。

平成28年7月16日㈯～8月31日㈬

　　　　 

平成28年7月16日㈯～
　　　　　　　　9月4日㈰

予約開始日／対象／定員／
参加費／時間など詳しくは
お問い合わせてください

小学校の郷土資料室の様子

夏期企画展

企画展

特別展

平成28年7月16日㈯～
　　　　　　　8月31日㈬

家族でお出かけ

7月23日(土)～8月31日(水)

スタンプラリー ５館のスタンプを全部集めると、最後の場所でコンプリート記念に各館のオリジナル
缶バッチをプレゼント！さらにダブルチャンスもあるよ！！詳しくは裏面を見てね

学校にあるたからもの

和歌山県立紀伊風土記の丘
073－471－6123

和歌山県立自然博物館
073－483－1777

和歌山県立図書館
073－436－9500
和歌山県立紀南図書館
0739－22－2061

和歌山県立博物館
073－436－8670

きのくに人物百科きろく と きおく

夏休みは
イベントがいっぱい！

学校にあるたからもの

きのくに人物百科きろく と きおく

夏休みは
イベントがいっぱい！

５館スタンプラリー

夏休みを利用し、家族で和歌山の歴史・文化・美術・自然などをより身近に触れていただくため、
県立近代美術館、県立博物館、県立紀伊風土記の丘、県立自然博物館、県立図書館にてスタンプ
ラリーを実施します。いろいろな体験学習やワークショップに参加し、楽しんでいただけるよう、各
館イベントを用意し、ご来館をお待ちしています。

泳ぐカメ泳ぐカメ

自然博物館オリジナル
ペーパークラフトプレゼント

期間中来館
者に

県内の学校に設けられた郷土資料室に保管されて
いる、くらしに用いられた民俗文化財や遺跡から
出土した埋蔵文化財を紹介する。
7/23㈯～8/31㈬「クイズラリー」(入館者対象)
　※クイズ参加者には、景品をプレゼント
7/18（月・祝）10：00～15：00
　ＨＡＮＩ－１選手権(スーパーヘビー級) ※要予約
7/24㈰13：30～15：30
　縄文土器づくり※要予約
8/7㈰13：30～15：30
　土偶を作ろう※要予約
8/11（木・祝）～14㈰10：00開始／13：30開始
　夏休みモノづくり体験(ハニワ・勾玉)※当日受付
8/21㈰13：30～15：30
　竹馬づくり※要予約
8/28㈰13：30～15：30
　カラー勾玉づくり※要予約

和歌山県立近代美術館
073－436－8690

7/30 ㈯、8/21 ㈰、9/19（月・祝）いずれも 14：00～　フロアレクチャー
8/6 ㈯ 14：00～　こども美術館部（鑑賞会）
　「おぼえるってどんなこと」（小学生対象）
7/31 ㈰、8/14 ㈰いずれも 14：00～
　こどもギャラリートーク
8/28 ㈰ 10：00～
　ワークショップ「きろくと　きおく」（要申込）
8/10 ㈬～13㈯、16㈫～19㈮
　いずれも 11：00～、13：30～、15：00～
　たまごせんせいと
　　「わくわくアートツアー」

－姿とことば－

きのくに―和歌山には、弘法大師空海や明恵上
人・徳本上人、徳川頼宣をはじめとする歴代の
紀伊徳川家の人々、華岡青洲や本居宣長など、
非常に多くの偉人がいます。この企画展では、
平安時代～江戸時代に和歌山で活躍し、ゆかり
のある様々な有名人について、肖像画と記録を
中心に紹介します。

お絵かきしよう
　前期：7/22 ㈮～ 7/24 ㈰ 9：30～ 17：00
　後期：8/17 ㈬～ 8/19 ㈮ 9：30～ 17：00
さわってみよう！ 8/6 ㈯ 10：30～ 12：00
きいてみよう！　7/31 ㈰、8/14 ㈰、8/20 ㈯
　　　　　　　　いずれも 13：30～ 14：00

ウミガメやスッポンなど、泳ぐカメに
ついて楽しく学ぼう！
ウミガメを中心に12種約30匹のカ
メたちが大集合。
ウミガメの赤ちゃんもやってきます。

イ
ベ
ン
ト

イベント

イ
ベ
ン
ト

すがた

－ウミガメのふるさと和歌山－

家族でお出かけ
５館スタンプラリー

栗田宏一《ソイル・ライブラリー／和歌山》2007年



※（　）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

県立紀伊風土記の丘
〒640-8301 和歌山市岩橋1411
℡073-471-6123
http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp
開館時間9:00～16:30
　　　　(入館は16:00まで)
※駐車場のご利用は8:00～18:00
月曜休館　駐車場有(無料)
【入館料】
一般190(150)円　大学生90(70)円

図書館
スタンプ

近代美術館
スタンプ

博物館
スタンプ

風土記の丘
スタンプ

自然博物館
スタンプ

スタンプラリー応募用紙〈スタンプ5個集めた応募用紙は必要事項を記入して受付に渡してね〉

●住所　〒

●氏名 (ふりがな )

●電話番号またはメールアドレス

●ご意見

交通・アクセス

どこからスタートして、どこでゴールしても良いよ。きみのゴールを楽しみに待っている！

→和歌山県立近代美術館／和歌山県立博物館

→和歌山県立自然博物館

→和歌山県立図書館

〈ダブルチャンス！！〉

県立近代美術館
〒640-8137和歌山市吹上1-4-14
℡073-436-8690
http://www.momaw.jp
開館時間9:30～17:00
　　　　(入館は16:30まで )
月曜休館　駐車場有（有料）
【入館料】
企画展
　一　般510（410）円
　大学生300（250）円
常設展
　一般340（270）円
　大学生230（180）円
※（　）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

※（　）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

※（　）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

県立博物館
〒640-8137 和歌山市吹上 1-4-14
℡073-436-8670
http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
開館時間 9:30 ～ 17:00
　　　　(入館は 16:30 まで )
月曜休館　駐車場有 (有料 )

【入館料】
一　般 280円（220円）
大学生 170円（140円）  

【入館料】
一般 470円（340円）

県立自然博物館
〒642-0001 海南市船尾 370-1
℡073-483-1777
http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp
開館時間 9:30 ～ 17:00
　　　　(入館は 16:30 まで )
月曜休館　駐車場有 (無料 )

県立図書館
〒641-0051 和歌山市西高松1-7-38
℡073-436-9500

県立紀南図書館
〒646-0011 田辺市新庄町3353-9
(県立情報交流センターBig・U内）
℡0739-22-2061
http://www.lib.wakayama-c.ed.jp
開館時間
火曜～金曜　　10:00～19:00

児童室　平日　10:00～19:00
（本の整理のため17：00～17：30は閉室）
児童室　土・日・祝　10:00～17:00

駐車場有(無料)

　 ・ ＪＲ「和歌山」駅(西口)から　②番のりば【和歌浦方面行き】　約10分
　 ・ 南海電鉄「和歌山市」駅から　⑨・⑩番のりば　約7分
　　「県庁前」下車　南へ徒歩約2分
　 ・ 駐車場〈有料〉最初の1時間が200円、以後30分ごとに100円
　　一般車90台(高さ制限2.6m)、バス駐車スペース有(要事前連絡)

　 ・ ＪＲ「和歌山」駅(西口)から　①②番のりば【海南市方面行き】　約30分
　 ・ 南海本線「和歌山市」駅から　⑧⑨番のりば【海南市方面行き】　約30分
　 ・ ＪＲ「海南」駅から　①②番のりば　約10分　
　　「琴の浦」下車すぐ
　 ・ 駐車場〈無料〉
　 ・ 阪和自動車道「海南I.C.」から和歌山市方面へ約10分
　　和歌山市から国道42号線毛見トンネルを越えて右折

　 ・ ＪＲ「和歌山」駅から　①②番のりば【県庁前経由和歌浦方面行き】　約20分
　 ・ 南海「和歌山市」駅から　⑧⑨番のりば【県庁前経由和歌浦方面行き】　約20分
　　　　「高松」下車　徒歩約3分
　 ・ 駐車場〈無料〉

ＪＲ和歌山駅

南海
和歌山市駅

田井ノ瀬駅

海南駅

和歌山港駅

和歌山電鐵貴志川線

紀勢本線

和歌山線
阪
和
自
動
車
道

和歌山城

和歌山IC

琴の浦

R42

R370

海南東IC

県庁

中
央
通
り

県庁前

三年坂通り

けやき大
通り

デイリー
ヤマザキ

県立近代美術館 県立博物館
紀伊風土記の丘

県立自然博物館

紀伊風土記の丘

高松

県立図書館

月曜休館・毎月第２木曜休館

土・日・祝　　10:00～18:00

さらに、5館のスタンプ全部集まった応募用紙に
必要事項を記入し各館の受付に渡すと、抽選で景
品（文房具）が5名に当たります。(※応募期間は
8/31まで。抽選結果は賞品の発送をもってかえさせてい
ただきます。)

※押印はスタンプラリーポイント1ヶ所につき、お一人様
1回とさせていただきます。
※応募用紙１枚につき１ヶ所で複数の押印は無効となり
ます。
※応募用紙は５館のホームページから印刷することも可
能です。
※スタンプをあつめている途中で応募用紙を紛失した場
合は、スタンプの再押印はいたしません。

５館のスタンプ全部あつめてね。最後の場所でオ
リジナル缶バッチがもれなく記念にもらえるよ。
(※配布期間は8/31まで。応募用紙1枚につき缶バッチ1
セットをプレゼント)

→和歌山県立紀伊風土記の丘
　 ・ ＪＲ「和歌山」駅(東口)から　⑤番のりば【紀伊風土記の丘行き】　約20分
　　　終点下車　バス停より遊歩道徒歩約5分
　 ・ ＪＲ和歌山線「田井ノ瀬」駅下車　徒歩30分
　 ・ ＪＲ「和歌山」駅より　タクシー約10分
　 ・ 駐車場〈無料〉
　 ・ 阪和自動車道「和歌山I.C.」から約5分


