
相模原市立博物館企画展・特別展等一覧

No 種類 副題等 展示名称 展示開始日 　 展示終了日 備考

141
開館25周年記念企画

学習資料展
道具が変えるわたしのくらし～過去から未来へ向かう記憶～ 令和2年12月5日 ～ 令和3年1月31日

新型コロナウイル

スの影響のため、

1/13以降中止

140 企画展 開館25周年記念企画 色々な石展 令和2年12月5日 ～ 令和3年1月31日

新型コロナウイル

スの影響のため、

1/13以降中止

139 企画展
開館25周年記念・

山崎弁栄上人没後100周年記念
無量光寺文書・山崎弁栄遺墨展 令和2年9月19日 ～ 令和2年11月15日

138 企画展 開館25周年記念企画展 神奈川の植物、相模原の植物　植物誌から考える生物多様性 令和2年9月19日 ～ 令和2年11月15日

137 企画展 津久井城跡協働調査10周年記念 真・津久井城展－戦国の世に黄金を生む城ー 令和2年3月16日 ～ 令和2年5月6日
新型コロナウイル

スの影響で中止

136 学習資料展 学習資料展ーちょっと昔のくらし　第18回東京オリンピックの頃ー 令和元年11月1日 ～ 令和2年2月24日

135 ミニ展示合同企画展 博物館実習生展 令和元年9月14日 ～ 令和1年10月20日

134 ミニ展示合同企画展 岩崎賀都彰が描いた宇宙 令和元年9月14日 ～ 令和1年10月20日

133 ミニ展示合同企画展 相州　三増峠図 令和元年9月14日 ～ 令和1年10月20日

132 企画展 天文企画展
JAXA連携企画展「オーロラが輝く奇跡の星」写真展ー宇宙観測からわかる

私たちへのメッセージー
令和元年7月20日 ～ 令和1年9月1日

131 企画展 生物企画展 闇に生きる　相模原に住む夜行性の生きもの 令和元年5月25日 ～ 令和1年7月7日

130 企画展 考古企画展
相模原市の遺跡2019　博物館deトレジャーハンターーお宝なぞ解き考古展

－Vol.3
平成31年3月16日 ～ 令和1年5月6日

129 学習資料展
まなべる　くらべる　学習資料展ー便利になった道具とふるさといろはか

るたで見る移り変わりー
平成30年11月1日 ～ 平成31年2月24日

128 実習生展 博物館実習生展 平成30年9月15日 ～ 平成30年10月21日

127 企画展 明治150年関連企画展 相模原にもある幕末・維新のヒーローたちの痕跡 平成30年9月15日 ～ 平成30年10月21日

126 企画展 天文企画展
JAXA連携企画展　リュウグウふしぎ発見！ー小惑星探査機「はやぶさ2」

とこれからの太陽系探査ー
平成30年7月21日 ～ 平成30年9月2日

125 企画展 民俗企画展 仕事・行事・祭りー写真で見るいま・むかしー 平成30年5月26日 ～ 平成30年7月8日

124 企画展 考古企画展
相模原市の遺跡2018　博物館deトレジャーハンターーお宝なぞ解き考古展

－Vol.2
平成30年3月17日 ～ 平成30年5月6日

123 学習資料展 ちょっと昔のくらしージイジ、バアバ、パパ、ママの子ども時代ー 平成29年11月14日 ～ 平成30年2月25日

122 企画展 JAXA・博物館 水金地火木土展ーカイ・メイ！太陽系探査の軌跡ー 平成29年9月16日 ～ 平成29年10月29日

121 収蔵品展 江戸から昭和の津久井ーさまざまな資料に見る郷土の姿ー 平成29年7月22日 ～ 平成29年9月3日

120 企画展 砂展 砂展「日本の砂・海外の砂」 平成29年5月27日 ～ 平成29年7月2日

119 企画展 考古企画展 相模原市の遺跡2017　博物館deトレジャーハンター 平成29年3月18日 ～ 平成29年5月7日
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118 学習資料展 大地さんと未来さんが見つけるちょっと昔のくらし 平成28年11月1日 ～ 平成29年2月19日

117 ミニ展示 養蚕の御札 平成28年10月18日 ～ 平成28年12月28日

116 実習生展 学芸員のタマゴがつくった展示ー平成28年度博物館実習生展示ー 平成28年9月17日 ～ 平成28年10月16日

115 企画展 JAXA・博物館 「宇宙とつながる」写真展 平成28年7月23日 ～ 平成28年9月4日

114 企画展 鳥の羽根、暖かく、美しくまとうもの 平成28年5月21日 ～ 平成28年6月26日

113 企画展 考古企画展 相模原市の遺跡2016　つくいの発掘　いくつも発見！ 平成28年3月19日 ～ 平成28年5月8日

112 学習資料展 学習資料展 平成27年10月24日 ～ 平成28年2月28日

111 開館20周年記念展 こんなモノが集まりましたー博物館20年の歩みー 平成27年10月24日 ～ 平成28年2月28日

110 企画展 JAXA・博物館 あれもこれも世界初！日本の太陽系探査 平成27年7月11日 ～ 平成27年9月27日

109 ミニ企画展 石のステンドグラスー岩石の顕微鏡写真展－ 平成27年6月13日 ～ 平成27年6月28日

108 企画展 図鑑の生きものいっぱいー松原巌樹生物精密画原画展ー 平成27年4月18日 ～ 平成27年5月31日

107 相模原市の遺跡2015 相模原発掘最新情報「塚」の考古学－なぜ人は土を盛ったのかー 平成27年2月7日 ～ 平成27年3月29日

106
核兵器廃絶平和都市宣言30周年事

業
2014　市民平和のつどい「ながさき　戦争・原爆被災展」 平成26年11月26日 ～ 平成27年2月1日

105 学習資料展 大地さんと未来さんが見つける　ちょっと昔のくらしⅪ　戦争と生活 平成26年11月26日 ～ 平成27年4月5日

104
北里研究所創立100周年・

北里大学創立50周年特別記念展
北里の弟子たちー北里柴三郎の贈り物－ 平成26年10月25日 ～ 平成26年11月16日

103 企画展 秋季企画展 尾崎咢堂没後60年展ー咢堂と支策の人びとー 平成26年9月13日 ～ 平成26年10月13日

102 企画展 JAXA×博物館 太陽にいどむー日時計から太陽観測衛星までー 平成26年7月12日 ～ 平成26年8月31日

101 収蔵品展 蔵の中の世界2－市民の力で博物館資料へー 平成26年5月24日 ～ 平成26年6月29日

100 松橋利光写真展 相模原の生きもの見つけた！ 平成26年5月24日 ～ 平成26年6月29日

99 相模原市の遺跡2014 境川流域の開発と暮らし 平成26年3月21日 ～ 平成26年5月6日

98 学習資料展
大地さんと未来さんが見つける　ちょっと昔のくらしⅩ　なになに？この

道具
平成25年11月9日 ～ 平成26年2月23日

97 実習生展 博物館実習生制作展 平成25年9月14日 ～ 平成25年10月27日

96 企画展 舘野鴻　絵本原画展「ぎふちょう」 平成25年9月14日 ～ 平成25年10月27日

95 収蔵品展
埋もれた”モノ”に光を！津久井郷土資料室資料紹介3－市民の力で博物館資

料へ
平成25年9月14日 ～ 平成25年10月27日

94 企画展
JAXA×博物館　はやぶさ2応援企画

展
片道から往復へー新たな宇宙時代の到来ー 平成25年7月13日 ～ 平成25年9月1日

微粒子公開（7/17

～7/28）

93 収蔵品展 収蔵品で知る尾崎咢堂の明治・大正・昭和 平成25年5月25日 ～ 平成25年6月30日

92 収蔵品展 蔵の中の世界・福田家資料紹介ー市民の力で博物館資料へー 平成25年5月25日 ～ 平成25年6月30日

91 企画展
相模原市の遺跡2013　縄文時代のまつりの道具ー川尻遺跡・小池コレク

ション展ー
平成25年4月2日 ～ 平成25年5月6日
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90 平成24年度かながわの遺跡展 勝坂縄文展 平成25年2月16日 ～ 平成25年3月20日

89 学習資料展
～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔の暮らしー学校と家庭と遊

びー
平成24年12月23日 ～ 平成25年2月3日

88 企画展 北里柴三郎展－伝染病の征圧は私の使命ー 平成24年11月10日 ～ 平成24年12月16日

87 収蔵品展 津久井郷土資料室資料紹介ー内郷の学校と子どもたちー 平成24年9月16日 ～ 平成24年10月28日

86 実習生展 博物館実習生制作展 平成24年9月16日 ～ 平成24年10月28日

85 尾崎咢堂記念館企画展 新しく知る咢堂の横顔 平成24年7月15日 ～ 平成24年9月15日
尾崎咢堂記念館事

業

84 企画展 宇宙科学の先駆者たちー糸川英夫と小田稔ー 平成24年7月14日 ～ 平成24年9月2日

83 ミニ企画展 自然観察会のはじまり 平成24年5月26日 ～ 平成24年7月1日

82 企画展 春季企画展 相模原市の遺跡2012　田名塩田遺跡群とその時代 平成24年3月17日 ～ 平成24年5月6日

81 学習資料展
～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらしⅧくらしと道具の

うつりかわり
平成23年11月1日 ～ 平成24年2月26日

80 収蔵品展 津久井郷土資料室収蔵資料紹介ー市民の力で博物館資料へー 平成23年11月1日 ～ 平成24年2月26日

79 実習生展 博物館実習生制作展 平成23年9月10日 ～ 平成23年10月16日

78 2011　市民平和のつどい ヒロシマ原爆展／江成常夫写真展ーヒロシマ万象ー 平成23年8月25日 ～ 平成23年8月31日

77 企画展 はやぶさ地球帰還1周年記念企画展 宇宙とつながる私たちー探査機に托したメッセージー 平成23年5月28日 ～ 平成23年8月17日

76 企画展 春季企画展 相模原市遺跡発掘調査成果展 平成23年3月20日 ～ 平成23年5月8日

75 学習資料展
～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらしⅦお父さんとお母

さんが子どもだったころ
平成22年12月11日 ～ 平成23年2月27日

74 城山エコミュージアム写真展 緑区しろやま・少し昔の写真展 平成22年11月13日 ～ 平成22年11月30日

73 実習生展 博物館実習生制作展 平成22年9月17日 ～ 平成22年10月31日

72 JAXA相模原キャンパス特別公開 「はやぶさ」カプセル特別展示（2日間） 平成22年7月30日 ～ 平成22年7月31日

71 企画展 夏季企画展 こんなに自然　あったんだ！ー相模原市史自然編からー 平成22年7月3日 ～ 平成22年8月31日

70 通年展示 津久井の自然と文化 平成22年4月29日 ～ 平成23年5月8日

69 学習資料展
～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらしⅥ戦争中から戦後

の生活
平成22年1月23日 ～ 平成22年4月4日

68 ミニ展示 フェルトアニマルズ　第2期 平成21年11月25日 ～ 平成22年1月11日

67 企画展 市民と歩いた横浜への道 平成21年9月26日 ～ 平成21年11月23日

66 ミニ展示 フェルトアニマルズ　第1期 平成21年9月8日 ～ 平成21年9月20日

65 企画展 夏季企画展 スキスキ大スキ！カエル展 平成21年5月30日 ～ 平成21年8月30日

64 学習資料展
～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらしⅤなつかしい学校

と遊び
平成21年1月24日 ～ 平成21年5月10日
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63 企画展 みてみて津久井ただいま調査中！！第2期－津久井地域の歴史と文化ー 平成20年10月4日 ～ 平成20年11月30日

62 企画展 みてみて津久井ただいま調査中！！第1期－津久井地域の自然ー 平成20年7月19日 ～ 平成20年9月23日

61 企画展 星空の世界へ 平成20年4月19日 ～ 平成20年6月15日

60 学習資料展 ～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらし 平成19年12月22日 ～ 平成20年3月9日

59 企画展 蚕を育て、糸を売るー相模原の養蚕製糸ー 平成19年9月29日 ～ 平成19年11月25日

58 企画展 相模川の水生昆虫 平成19年7月14日 ～ 平成19年9月17日

57 企画展 な～るほど！サイエンス2 平成19年4月22日 ～ 平成19年6月17日

56 学習資料展 ～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらし3 平成19年1月13日 ～ 平成19年3月11日

55 特別展 秋季特別展 相模川・桂川流域の縄文時代ー川に結ばれた先人の暮らしー 平成18年10月7日 ～ 平成18年12月3日

54 企画展 はっぱはくぶつかん　緑の相模原 平成18年7月15日 ～ 平成18年9月3日

53 企画展 相模野台地の火山灰ー火山灰の地層を調べようー 平成18年3月25日 ～ 平成18年6月18日

52 学習資料展 ～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらし2 平成18年1月14日 ～ 平成18年3月12日

51 開館10周年記念特別事業 博物館の日 平成17年11月19日 ～ 平成17年11月20日

無料上映、バック

ヤード公開、ミニ

コンサート

50 特別展 開館10周年記念特別展 博物館10年の歩み 平成17年10月8日 ～ 平成17年12月11日

49 特別展 夏季特別展 地球46億年ー顕微鏡で見る地球誕生のころー 平成17年7月23日 ～ 平成17年9月4日

48 企画展 プールの生きものー秋・冬・春ー 平成17年3月26日 ～ 平成17年6月19日

47 学習資料展 ～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔のくらし 平成17年1月26日 ～ 平成17年3月13日

46 特別展 相模原市制50周年記念展 相模原ーその開発と変貌ー　第二部変わりゆくまち 平成16年11月13日 ～ 平成17年1月16日

45 特別展 相模原市制50周年記念展 相模原ーその開発と変貌ー　第一部原野からの出発 平成16年10月2日 ～ 平成16年11月3日

44 特別展 晃嶺の百花譜ー五百城文哉の植物画ー 平成16年7月17日 ～ 平成16年8月29日

43 企画展 相模原の石仏ー石仏が伝える地域の歴史ー 平成16年3月20日 ～ 平成16年5月23日

42 新発見考古速報展 発掘された日本列島2003 平成16年1月24日 ～ 平成16年2月22日

41 収蔵品展 第８回収蔵品展 ～大地さんと未来さんが見つける～ちょっと昔の相模原 平成15年10月11日 ～ 平成15年12月14日

40 特別展 夏季特別展 水晶ってすばらしい！ーその美と実用の魅力ー 平成15年7月19日 ～ 平成15年9月23日

39 企画展 なーるほど！サイエンス 平成15年4月26日 ～ 平成15年6月22日

38 収蔵品展 第7回収蔵品展 豊かさの研究ー石器時代から見る未開と文明ー 平成15年1月26日 ～ 平成15年4月6日

37 企画展 子どもたちのくらしー昭和40年代を中心に－ 平成14年10月26日 ～ 平成14年12月8日

36 収蔵品展 第６回収蔵品展 講中の共有道具 平成14年9月14日 ～ 平成14年10月14日

35 特別展 昆虫のふしぎー地球は虫でいっぱいー 平成14年7月20日 ～ 平成14年9月1日

34 江成常夫写真展 時代の肖像ー昭和史の主役たちー 平成14年6月23日 ～ 平成14年7月7日

33 企画展 しらべよう、このまちの植物のこと 平成14年4月27日 ～ 平成14年6月16日

32 企画展 昔のくらし　昔のあそび 平成14年1月26日 ～ 平成14年3月24日
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31 収蔵品展 第５回収蔵品展 桐生亮コレクションー虫や花に魅せられてー 平成13年12月15日 ～ 平成14年1月14日

30 特別展 ”道”再発見―道の役割とその移りかわりー 平成13年10月27日 ～ 平成13年12月2日

29 ロボフェスタ神奈川2001 エネルギー体験館 平成13年10月6日 ～ 平成13年10月14日

28 特別展 星の測量－角度をはかり、位置をもとめるー 平成13年7月20日 ～ 平成13年9月2日

27 企画展 みんなで調べたセミのぬけがら 平成13年4月28日 ～ 平成13年6月24日

26 企画展 縄文人の「環境問題」－廃棄・開発・リサイクルー 平成13年1月27日 ～ 平成13年3月25日

25 特別展 幕末・維新の相模原ー村の殿様　旗本藤沢次謙と村人たちー 平成12年10月28日 ～ 平成12年12月3日

24 収蔵品展 職人の道具 平成12年9月15日 ～ 平成12年10月15日

23 特別展 花を描き、花を知るー植物画の魅力ー 平成12年7月20日 ～ 平成12年9月3日

22 企画展 かわらの小石ー石から探る相模川の歴史ー 平成12年4月29日 ～ 平成12年6月25日

21 企画展 星空探訪 平成12年1月29日 ～ 平成12年3月26日

20 収蔵品展 縄文土器がいっぱい 平成11年12月11日 ～ 平成12年1月16日

19 特別展 （秋季特別展） 描かれた農耕の世界 平成11年10月30日 ～ 平成11年11月28日

18 収蔵品展 相模原の農機具 平成11年9月18日 ～ 平成11年10月17日

17 特別展 （夏季特別展） 水生昆虫の世界ー水の中の小さな虫たちー 平成11年7月17日 ～ 平成11年8月31日

16 企画展 都市化の中のくらし 平成11年4月29日 ～ 平成11年6月13日

15 企画展 現代の時報ー時をはかる、その今と昔ー 平成11年1月24日 ～ 平成11年3月22日

14 収蔵品展 描かれた120年前の神奈川ー迅速測図の世界ー 平成10年10月24日 ～ 平成11年1月10日

13 特別展 （秋季特別展） 浮世絵名品展ー晴信・歌麿・豊国・北斎・広重ー 平成10年9月10日 ～ 平成10年10月11日

12 特別展 （夏季特別展） 相模原が海だったころ 平成10年7月18日 ～ 平成10年8月30日

11 企画展 第1回相模原市遺跡展 新発見　遺跡は歴史を変える 平成10年4月26日 ～ 平成10年6月21日

10 企画展 （冬季企画展） 近世相模原の古文書にみる村の世界ー遺された「みみず文字」は語るー 平成10年2月15日 ～ 平成10年3月15日

9 特別展 （秋季特別展） 太陽系ー母なる太陽とその家族を巡るー 平成9年11月2日 ～ 平成9年12月7日

8 特別展 （夏季特別展） 絵図から地形図へー近代地形図の誕生と発展ー 平成9年7月26日 ～ 平成9年8月31日

7 企画展 段丘崖の植物ー斜面緑地はいまー 平成9年4月27日 ～ 平成9年5月25日

6 企画展 川と生活ー相模川と人々のくらし― 平成9年2月22日 ～ 平成9年3月23日

5 特別展 開館1周年記念 日本の宇宙開発 平成8年11月10日 ～ 平成8年12月23日

4 特別展 勝坂遺跡発掘70年記念特別展 勝坂の民・農耕の民 平成8年7月28日 ～ 平成8年8月31日

3 企画展 相模原の昆虫－身近にいる小さな仲間たちー 平成8年4月28日 ～ 平成8年5月26日

2 特別展 友好都市締結10周年記念 南京博物院・無錫市博物館文物展「江南の至宝」 平成8年2月8日 ～ 平成8年3月10日

1 特別展 開館記念特別展 郷土の巨匠　岩橋英遠展 平成7年11月20日 ～ 平成7年12月10日
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