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　淺野 敏久 館長 （総合科学研究科教授併任）

■展示情報・研究企画部門

■埋蔵文化財調査部門

清水 則雄 准教授 佐藤 大規 学芸職員 坂本 直子 事務補佐員真野 麻紀 事務補佐員

藤野 次史 教授 石丸恵利子 研究員 大近 美穂 教育研究補助職員

人 事 異 動

2016年12月31日 西口 祐子 技能補佐員 異動

2017年　3月31日 岡橋 秀典 館長 退任

2017年　4月　1日 淺野 敏久 館長 新任

2017年　4月　1日 坂本 直子 事務補佐員 新任

● 就任ごあいさつ
● 活動報告
● 企画展
● 大学博物館等協議会2016年度大会の開催
● 博物館ニュース
● イベントピックアップ
● 埋文の発掘この1年
● 出版
● 総合博物館からお知らせ
● 広島大学が誇るお宝紹介

● 開館時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
● 休 館 日／毎週日・月曜日、祝日、お盆、年末年始

ご利用案内（すべて入館無料です）

本館

● 開館時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
● 休 館 日／毎週土・日曜、祝日、年末年始
　TEL:082-424-6198
　http://home.hiroshima-u.ac.jp/maibun/
※総合博物館本館から徒歩2分

埋蔵文化財調査部門サテライト館

● 開館時間／9:00～17:00
● 休 館 日／毎週土・日曜、祝日、年末年始
※最寄りのバス停は、「広大中央口」（文学研究科・理学研究科）、
　「大学会館」（生物圏科学研究科）

文学研究科サテライト館／理学研究科サテライト館／
生物圏科学研究科サテライト館

● 開館時間／開館日
　 授 業 期／8：30～22：00（月曜日～金曜日）
　　　　　　10：00～20：00（土曜日・日曜日）
　 休 業 期／8：30～17：00（月曜日～金曜日）
● 閉 館 日／図書館のホームページをご覧ください。
　TEL:082-424-6214
　http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp
※最寄りのバス停は「広大中央口」

中央図書館サテライト館

交通アクセス

JR西条駅前から「広島大学」行バス乗車（所要時間15分）広大中央口下車徒歩5分 
※お帰りも同じバス停から乗車して下さい（バスはキャンパスを反時計回りに周回して西条駅へ戻ります）。

公共交通機関でお越しの場合

①番ゲートよりお入り下さい（他のゲートは入構カード専用です）。
教育学部周辺の駐車場が便利です。※お帰りはどのゲートからも出られます。

車でお越しの場合
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Message from the New Director

この4月より博物館長に就任しました。

よろしくお願いします。本博物館の前身

の1つ、総合地誌研究資料センターの頃

から委員などをしてきましたが、内部の

執行に関わることには初めてで、戸惑う

ことばかりです。

11年前に生まれた総合博物館です

が、いろいろな制約のもと、施設や組織、

予算などからみて、小さな博物館として

出発しました。ただし、それを逆手にとっ

てキャンパス丸ごと博物館ととらえること

で、国内有数の「広さ」を誇る博物館活

動を展開しています。大学を取り巻く厳

しい情勢の中、博物館も難しい問題に

直面しています。ここでそれらを説明し

ても堅苦しいですし、それらには、スタッ

フとともに関係教職員等の協力を仰ぎな

がら立ち向かうしかありません。これらに

は真摯に対処しますと申し上げるに止

め、ここではせっかくの機会なので、自分

が個人的にやってみたいと思っているこ

とを述べてみます。

第1に、現在も取り組んでいる賀茂台地

エコミュージアムのさらなる展開です。私は

20年以上前から大学とは関係なくエコ

ミュージアムの活動に関わっており、この地

域のエコミュージアムの可能性に期待を

もっています。ただし、これまでは単発の活

動が生まれはしても、それらが相互にうまく

結びつくまでには至りませんでした。広島

大学総合博物館を「コア」あるいは仲介

者、触媒とすることで、地域の自然から歴

史・文化までを総合できるエコミュージアム

を実現できないかと思っています。

第2に、エコミュージアムとも関係ありま

すが、エコツーリズムやグリーンツーリズ

ムを意識し、広島大学発の地域学習ツ

アーを、キャンパス内で主に行っている

フィールドナビと並ぶ、博物館のフィール

ド活動の1つにできないかと思っていま

す。地域の自然・文化遺産と大学の知

的・人的資源をうまく結びつける仕掛け

としたいです。今後、増えることが予想さ

れる留学生らと地域をつなぐ教育的効

果もあると思います。

第3に、環境教育に関わる企画展を、

学内の教員はもとより、学生や外部の市

民グループなどと協力しながら、行って

みたいと思っています。エコミュージアム

において、住民・市民の参加はその中心

をなすものです。企画展に限らず、多様

な人 と々の協働を模索してみたいです。

なお、以上は私の思いにすぎず、正規

の構想・計画ではありません。それを館

長就任の抱負として書くと誤解を招くか

もしれないですが、あえて書いてみまし

た。それは、日々の業務に追われる中で

も、こんなことをやってみたいという気持

ちを持っていたいと思うからです。私の

思いだけではなく、スタッフや委員、学生

スタッフ、外部の市民グループなど、いろ

いろな思いを持ち寄れる場に博物館を

したいです。資金も人員もスペースも限

られる中、実際にできるかどうかは別とし

て、面白いことができる場所、そんな博

物館にしていきたいと思います。

博物館、「面白いことができる」場所 これからの総合博物館のために

淺野 敏久

　今年（2017年）の3月で、11年間務め

た総合博物館の館長職を退かせていた

だきました。在職中、学内外の多くの方に

ご支援をいただきましたこと、この場を借

りて厚く御礼申し上げます。

　お陰様で本博物館は、設立時の「海の

ものとも山のものともわからない状況」を

脱し、昨年度には時限措置も目出度く撤

廃されました。しかし、このような着実な前

進の中でも、在職中は常に差し迫った課

題に追われ、じっくり考える暇などありませ

んでした。この度、HUM-HUM執筆の機

会をいただきましたので、過去を振り返り

ながら、これからの博物館について考え

てみたいと思います。

　総合博物館設立時の学長は、牟田泰

三先生でした。大学の独立法人化により

大学が自分の裁量で博物館を設置できる

ようになったのはよかったのですが、組織、

スペースともに、これでやっていけるのかと

不安になるくらい小さなものでした。学長

からは、小さく生んで大きく育てなさいとの

励ましの言葉をいただきましたが、とてもそ

れを素直に受け取れる状況ではありませ

んでした。事務室もない、机もない、お金も

ない（借金はありました）といった、ないな

いづくしの中で、スタッフの皆さんはよくつ

いてきてくれたと思います。ただ、今から思

うと、小さいことの良さもあったのです。シン

プルな組織だけに、新しい博物館を作ると

いう夢を共有して、希望を胸に抱きながら

機動的に動くことができました。NHKのプ

ロジェクトXばりに、危機が襲来してはみん

なの力で克服するというストーリーを繰り

返していました。その後、この10年間で、組

織は確かに大きくなりました。出発時は、教

員（助手）1名、専門職員1名、事務職員1

名の計3名でしたが、今は教員（教授、准

教授）2名、専門職員2名、事務職員3名の

計7名になっていて、決して大学の中の

「隙間」的な組織ではなくなっています。そ

れゆえ、小さい時のメリットを保持するとと

もに、大きくなったメリットを十分に発揮す

ることが求められるでしょう。

　次の浅原利正学長は、学生支援に注

力されました。それは今も学生プラザとい

う形で目に見える形で存在しています。

「学生が成長する大学」を掲げた学長

の姿勢は、博物館にも大きな影響を与え

たように思います。特に、学芸員の養成

や学生参加型の企画展の実施を通じ

て、博物館が学生を成長させる場となり

うることをご理解いただけたことはありが

たいことでした。毎年、企画展のための

学長裁量経費を頂戴できたのもこの点

が大きかったでしょう。今後も学生が成長

する場としての機能を強化、拡大して

いってほしいと思います。

　現在の越智光夫学長になってからは、

国際化や広報への対応が大きな課題に

なっているように思います。展示や説明

の英語対応はもちろん、研究業績や情

報発信の国際化にも大いに力を入れる

必要があります。それとともに急速に進

む大学改革への対応も求められるでしょ

う。博物館が教育面で貢献できるのは、

学芸員教育以外にも多々あると思いま

すが、その辺を積極的に切り拓いていっ

ていただきたいと願っています。

　これからの10年、博物館をめぐる環境

に大きな変化があることは間違いありま

せん。そうした中で、守りだけにならずに

チャレンジングな姿勢を保ち続けて欲し

いと思います。ピンチはチャンス！　20周年

のシンポジウムを楽しみにしています。

岡橋 秀典
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展示・講演会関係の主な活動状況

活動報告 Activities Report

企画展̶̶ ̶
● 第11回企画展

大いなる飛翔ー鳥の世界からー
【第1期】 期　間：2017年3月10日（金）～3月19日（日）
　　　　場　所：学生プラザ1F（東広島キャンパス）
　　　　来場者数：327名

【第2期】 期　間：2017年3月22日（水）～4月27日（木）
　　　　場所①：東広島市役所
　　　　来場者数：1,281名
　　　　場所②：総合博物館本館
　　　　来場者数：1,454名　※本館開催のため参考として本館入館者数
　　　　後　援：東広島市教育委員会

特別展示̶̶ ̶̶
● 第7回ふむふむギャラリー

里山のたからものオオサンショウウオのいま
期　間：2016年8月6日（土）
場　所：東広島市豊栄町豊栄ふれあいグラウンド へそ祭り会場
来場者数：732名

● 第8回ふむふむギャラリー
海辺のムラから町へ
ー地御前南町遺跡ー
期　間：2016年10月31日（金）～12月2日（金）
場　所：埋蔵文化財調査部門サテライト館

● 第9回ふむふむギャラリー
アンモナイトワールド
ー太古の海をのぞいてみようー
期　間：2016年11月5日（土）～2017年2月24日（金）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：総合博物館学生スタッフ

● 第10回ふむふむギャラリー
広島考古学よもやま展示
期　間：2016年12月19日（土）～2017年1月22日（金）
場　所：舟入公民館1階ロビー
共　催：公益財団法人広島文化財団文化財課、舟入公民館

● 夏の特別展示
キャンパスの甲虫とトンボ
期　間：2016年8月18日（木）～9月30日（金）
場　所：総合博物館本館

● 職場体験中学生特別展示
100年先も残しておきたい広大のお宝
ー私たちの広大セレクションー
期　間：2016年10月7日（金）～10月29日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：職場体験中学生

シンポジウム・公開講演会̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
● 第59回／瀬戸内圏フィールド科学教育研究センターフォーラム

日本のカブトガニの保全に関するシンポジウム
日　 時：2017年2月18日（土）13：00～17：00
場　所：生物生産学部 C206講義室
主　催：広島大学生物圏科学研究科附属

瀬戸内圏フィールド科学教育研究センター
共　催：広島大学総合博物館
参加者数：72名

● 第60回／第11回企画展「大いなる飛翔」関連イベント
ラムサール条約湿地のワイズユース
講　師：淺野 敏久（総合科学研究科 教授）

コウノトリの野生復帰を軸にした地域の包括的再生
講　師：菊地 直樹（総合地球環境学研究所 准教授）
日　 時：2017年3月18日（土）13：30～16：00
場　所：教育学部 L104講義室
参加者数：15名

フィールドナビ̶̶̶̶̶
● 第52回

春のキャンパス遺跡めぐり
ナビゲーター：埋蔵文化財調査部門スタッフ
日　 時：2016年4月9日（土）
参加者数：32名

● 第53回
ネイチャーゲームで遊ぼう!！（春編）
ナビゲーター：淺野 敏久（総合科学研究科 教授）
日　 時：2016年5月14日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者数：70名

● 第54回
発見の小径を歩こう！！
～キャンパスの里山探検 3　※雨天中止

Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert
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● 第55回
ネイチャーゲームで遊ぼう!！（秋編）
ナビゲーター：淺野 敏久（総合科学研究科 教授）
日　 時：2016年10月15日（土）13：30～15：30
場　所：附属幼稚園
参加者数：86名

ミュージアム・コンサート̶̶̶̶̶̶̶̶̶
● 第5回／第11回企画展「大いなる飛翔」関連イベント

出演：うたっちゃおーず
メンバー：俵 麻美子・草野 千裕・森川 友恵・菅 康裕・

梶谷 陽介・南條 文香・末田 雅基
（広島大学教育学研究科音楽文化系コース有志）

日　 時：2017年3月10日（金）18：00～19：00
場　所：総合博物館本館
参加者数：38名

その他のイベント̶̶̶̶̶̶
● 第9回ふむふむギャラリー「アンモナイトワールド」関連イベント

アンモナイトの化石レプリカを作ろう
日　 時：2016年12月3日（土）・2017年1月7日（土）
企画・ナビゲーター：総合博物館学生スタッフ
場　所：総合博物館本館・教育学部講義室
参加者数：9名（第1回）・14名（第2回）

運営委員会̶̶ ̶̶ ̶
第１回運営委員会
開催日：2016年9月14日（水）
第２回運営委員会
開催日：2017年1月30日（月）
第３回運営委員会
開催日：2017年3月24日（金）

団体見学̶̶ ̶̶
2016年4月1日（金）～2017年3月31日（金）
利用団体数：122団体
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活動報告 Activities Report

企画展̶̶ ̶
● 第11回企画展
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　　　　来場者数：1,454名　※本館開催のため参考として本館入館者数
　　　　後　援：東広島市教育委員会

特別展示̶̶ ̶̶
● 第7回ふむふむギャラリー

里山のたからものオオサンショウウオのいま
期　間：2016年8月6日（土）
場　所：東広島市豊栄町豊栄ふれあいグラウンド へそ祭り会場
来場者数：732名

● 第8回ふむふむギャラリー
海辺のムラから町へ
ー地御前南町遺跡ー
期　間：2016年10月31日（金）～12月2日（金）
場　所：埋蔵文化財調査部門サテライト館

● 第9回ふむふむギャラリー
アンモナイトワールド
ー太古の海をのぞいてみようー
期　間：2016年11月5日（土）～2017年2月24日（金）
場　所：総合博物館本館
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● 第59回／瀬戸内圏フィールド科学教育研究センターフォーラム

日本のカブトガニの保全に関するシンポジウム
日　 時：2017年2月18日（土）13：00～17：00
場　所：生物生産学部 C206講義室
主　催：広島大学生物圏科学研究科附属
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共　催：広島大学総合博物館
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● 第60回／第11回企画展「大いなる飛翔」関連イベント
ラムサール条約湿地のワイズユース
講　師：淺野 敏久（総合科学研究科 教授）

コウノトリの野生復帰を軸にした地域の包括的再生
講　師：菊地 直樹（総合地球環境学研究所 准教授）
日　 時：2017年3月18日（土）13：30～16：00
場　所：教育学部 L104講義室
参加者数：15名

フィールドナビ̶̶̶̶̶
● 第52回

春のキャンパス遺跡めぐり
ナビゲーター：埋蔵文化財調査部門スタッフ
日　 時：2016年4月9日（土）
参加者数：32名

● 第53回
ネイチャーゲームで遊ぼう!！（春編）
ナビゲーター：淺野 敏久（総合科学研究科 教授）
日　 時：2016年5月14日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者数：70名

● 第54回
発見の小径を歩こう！！
～キャンパスの里山探検 3　※雨天中止

Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert
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ネイチャーゲームで遊ぼう!！（秋編）
ナビゲーター：淺野 敏久（総合科学研究科 教授）
日　 時：2016年10月15日（土）13：30～15：30
場　所：附属幼稚園
参加者数：86名

ミュージアム・コンサート̶̶̶̶̶̶̶̶̶
● 第5回／第11回企画展「大いなる飛翔」関連イベント

出演：うたっちゃおーず
メンバー：俵 麻美子・草野 千裕・森川 友恵・菅 康裕・

梶谷 陽介・南條 文香・末田 雅基
（広島大学教育学研究科音楽文化系コース有志）

日　 時：2017年3月10日（金）18：00～19：00
場　所：総合博物館本館
参加者数：38名

その他のイベント̶̶̶̶̶̶
● 第9回ふむふむギャラリー「アンモナイトワールド」関連イベント

アンモナイトの化石レプリカを作ろう
日　 時：2016年12月3日（土）・2017年1月7日（土）
企画・ナビゲーター：総合博物館学生スタッフ
場　所：総合博物館本館・教育学部講義室
参加者数：9名（第1回）・14名（第2回）

運営委員会̶̶ ̶̶ ̶
第１回運営委員会
開催日：2016年9月14日（水）
第２回運営委員会
開催日：2017年1月30日（月）
第３回運営委員会
開催日：2017年3月24日（金）

団体見学̶̶ ̶̶
2016年4月1日（金）～2017年3月31日（金）
利用団体数：122団体
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企画展 大学博物館等協議会2016年度大会・第11回博物科学会の開催
Special Exhibition Conference

第11回企画展  ［大いなる飛翔ー鳥の世界からー広島大学のチカラpart3］
期間：第1期　平成29年3月10日（金）～ 3月19日（日）
　　　第2期　平成29年3月22日（水）～ 4月27日（木）

場所：第1期　学生プラザ1F/第2期　東広島市役所・総合博物館本館　　後援：東広島市教育委員会
来場者数：第1期　327名/第2期　2,735名

開催日：2016年6月30日（木）～ 7月1日（金）
場所：広島大学東広島キャンパス 学士会館レセプションホール

来場者数：約150名

広島大学は、世界トップレベルの総合研

究大学です。数多くの研究者が日本、引いて

は世界に誇る研究を行っています。広島大

学総合博物館では、そのような研究を紹介

するだけでなく、研究者の顔が見える企画

展を「広島大学のチカラ」と題して開催して

きました。今回の企画展は、その第3弾です。

本企画展では、平成29年が酉年という

ことにちなみ、「飛翔」をテーマにして、本学

のニワトリ研究にスポットを当てました。また

当館は「キャンパスまるごと博物館」構想を

推進しており、その活動の一環でキャンパス

内の動植物相の調査に力を入れています。

今回は、その成果の一つである鳥類相の

調査結果をパネル展示するとともに、国の

特別天然記念物「尾長鶏」をはじめとする

様々な鳥類のはく製やバードカービング

（野鳥彫刻）などの実物を多数展示しました。

ニワトリなど鳥類は私たちの生活に身近な

存在であるためか、研究を紹介するパネル

を読み込む来場者が多かった印象を受け

ました。またはく製はじっくり観察することが

できるので、珍しい鳥だけでなく普段よく見

かける鳥の大きさや色などを改めて実感す

ることができたという感想をたくさんいただき

ました。

なお、はく製の一部は、破損したものをそ

のまま展示したものもありました。また標本の

整理から展示にいたるまでの過程を紹介

するなど、普段はあまり表に出ないはく製や

博物館とはく製の関係について学芸員の目

線から紹介するなど新たな試みも実施し、

好評でした。

会期中には公開講演会を2回開催しまし

た。ニワトリに関する最新研究の紹介と施

設見学、さらにラムサール条約やコウノトリを

題材に野鳥保護と私たちの社会との関係

についての講演も実施しました。いずれの

講演会も会場から数多くの質問が出るな

ど、関心の高さを窺うことができました。

なお、本企画展はより多くの方に本学の

研究力を発信するため、東広島市役所でも

展示を行いました。市役所を訪れる多くの

方に展示を見ていただくと同時に、展示を

見て博物館のことを知り、その後、来館され

た方もおり、予想以上の効果を上げること

ができたと思っています。

大学博物館等協議会の2016年度大会

（第19回大会）及び第11回日本博物科学

会が、2016年6月30日（木）・7月1日（金）に、

広島大学東広島キャンパス学士会館レセ

プションホールにて開催されました。参加館

数は大学博物館を中心に24館で出席者

数は約150名（大学博物館関係101名、学

生・一般約50名）に及びました。

初日の午後１時から開催された大学博

物館等協議会は、岡橋秀典大会実行委

員会委員長、越智光夫広島大学長の歓

迎の挨拶に始まり、大塚攻広島大学教授

による「生物多様性の危機を大学博物館

から考える」と題する特別講演が行われま

した。本講演では、今日、恐竜時代の終焉

をもたらした第5の大量絶滅に次ぐ第6の

大量絶滅が進行中であると警鐘を鳴らし、

大学博物館はこの生物多様性の危機を

社会に訴える大きな可能性を有すると主

張しました。今後の大学博物館の活動に

対する貴重な問題提起となったように思い

ます。

研究発表では「まるごと博物館」、「地域

と社会連携」、「研究」、「展示とマネジメン

ト」「教育・情報」に関わる18題の口頭発

表、13題のポスター発表、各博物館の紹

介ポスターも合わせて展示されました。

館長会議、協議会総会、博物科学会総

会が行われ、いずれも活発に議論が交わ

されました。例年通り、各大学博物館の意

欲的な取り組みが紹介され、熱心に意見

交換が行われました。新しい取り組みやそ

れぞれが抱える問題点などを共有でき、参

加者にとって大変有意義な大会となりまし

た。また、どのセッションにおいても学生の

博物館へのアプローチが進みつつあるこ

とが報告され、大学博物館がとるべき一つ

の方向が示されていたように思います。発

見の小径・両生類研究センター・学内遺跡

見学には多数の参加者があり好評でし

た。本会議の開催は本博物館にとって大き

な課題でしたが、スタッフ一丸となって対処

することができ、また多くの方にご助力いた

だき、よい経験をさせていただいたことに

感謝します。

会場の様子（第1期）

講演会の様子

講演会の様子

学長挨拶の様子

ポスター会場の様子

発見の小径見学の様子

両生類研究センター見学の様子

学内遺跡見学の様子

発表会場の様子

講演会の様子

施設見学の様子

会場の様子（第2期・市役所）

会場の様子（第2期・本館）



05 06Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.10 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.10

Annual  Report of  �e Museum

企画展 大学博物館等協議会2016年度大会・第11回博物科学会の開催
Special Exhibition Conference

第11回企画展  ［大いなる飛翔ー鳥の世界からー広島大学のチカラpart3］
期間：第1期　平成29年3月10日（金）～ 3月19日（日）
　　　第2期　平成29年3月22日（水）～ 4月27日（木）

場所：第1期　学生プラザ1F/第2期　東広島市役所・総合博物館本館　　後援：東広島市教育委員会
来場者数：第1期　327名/第2期　2,735名

開催日：2016年6月30日（木）～ 7月1日（金）
場所：広島大学東広島キャンパス 学士会館レセプションホール

来場者数：約150名

広島大学は、世界トップレベルの総合研
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を読み込む来場者が多かった印象を受け

ました。またはく製はじっくり観察することが

できるので、珍しい鳥だけでなく普段よく見

かける鳥の大きさや色などを改めて実感す

ることができたという感想をたくさんいただき

ました。

なお、はく製の一部は、破損したものをそ

のまま展示したものもありました。また標本の

整理から展示にいたるまでの過程を紹介

するなど、普段はあまり表に出ないはく製や

博物館とはく製の関係について学芸員の目

線から紹介するなど新たな試みも実施し、

好評でした。

会期中には公開講演会を2回開催しまし

た。ニワトリに関する最新研究の紹介と施

設見学、さらにラムサール条約やコウノトリを

題材に野鳥保護と私たちの社会との関係

についての講演も実施しました。いずれの

講演会も会場から数多くの質問が出るな

ど、関心の高さを窺うことができました。

なお、本企画展はより多くの方に本学の

研究力を発信するため、東広島市役所でも

展示を行いました。市役所を訪れる多くの

方に展示を見ていただくと同時に、展示を

見て博物館のことを知り、その後、来館され

た方もおり、予想以上の効果を上げること

ができたと思っています。

大学博物館等協議会の2016年度大会

（第19回大会）及び第11回日本博物科学

会が、2016年6月30日（木）・7月1日（金）に、

広島大学東広島キャンパス学士会館レセ

プションホールにて開催されました。参加館

数は大学博物館を中心に24館で出席者

数は約150名（大学博物館関係101名、学

生・一般約50名）に及びました。

初日の午後１時から開催された大学博

物館等協議会は、岡橋秀典大会実行委

員会委員長、越智光夫広島大学長の歓

迎の挨拶に始まり、大塚攻広島大学教授

による「生物多様性の危機を大学博物館

から考える」と題する特別講演が行われま

した。本講演では、今日、恐竜時代の終焉

をもたらした第5の大量絶滅に次ぐ第6の

大量絶滅が進行中であると警鐘を鳴らし、

大学博物館はこの生物多様性の危機を

社会に訴える大きな可能性を有すると主

張しました。今後の大学博物館の活動に

対する貴重な問題提起となったように思い

ます。

研究発表では「まるごと博物館」、「地域

と社会連携」、「研究」、「展示とマネジメン

ト」「教育・情報」に関わる18題の口頭発

表、13題のポスター発表、各博物館の紹

介ポスターも合わせて展示されました。

館長会議、協議会総会、博物科学会総

会が行われ、いずれも活発に議論が交わ

されました。例年通り、各大学博物館の意

欲的な取り組みが紹介され、熱心に意見

交換が行われました。新しい取り組みやそ

れぞれが抱える問題点などを共有でき、参

加者にとって大変有意義な大会となりまし

た。また、どのセッションにおいても学生の

博物館へのアプローチが進みつつあるこ

とが報告され、大学博物館がとるべき一つ

の方向が示されていたように思います。発

見の小径・両生類研究センター・学内遺跡

見学には多数の参加者があり好評でし

た。本会議の開催は本博物館にとって大き

な課題でしたが、スタッフ一丸となって対処

することができ、また多くの方にご助力いた

だき、よい経験をさせていただいたことに

感謝します。

会場の様子（第1期）

講演会の様子

講演会の様子

学長挨拶の様子

ポスター会場の様子

発見の小径見学の様子

両生類研究センター見学の様子

学内遺跡見学の様子

発表会場の様子

講演会の様子

施設見学の様子

会場の様子（第2期・市役所）

会場の様子（第2期・本館）
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今年度の博物館実習1は40名、博物

館実習2は23名が受講しました。

博物館実習1は、学内・学外博物館の

見学実習、展示会実習、資料取り扱い実

習で構成し、総合博物館と関連学部の協

力体制によって実施しました。実施内容、

実施時間は昨年度とほぼ同じでしたが、

今年度から、展示会実習において展示

解説実習を始めました。これまで、館園実

習先の展示解説で苦労したという経験

談が多く寄せられていたことから、新たな

試みとして取り入れたものです。また、資

料取り扱い実習の美術系では、次年度か

ら西洋美術の大島先生に実習担当をお

願いできることとなり、西洋絵画の取り扱

い実習を試験的に実施しました。美術系

ではこれまで日本美術を中心に実施して

きましたが、次年度からは西洋美術資料

の取り扱いも併せて実施し、より充実した

内容となる予定です。

博物館実習2（館園実習）は、広島県内

および西日本各地の博物館を中心に館園

実習をお願いしました。事後指導は館園実

習実施時期に合わせて実施し、9月・10月と

年明けの2月に行いました。9月・10月の事後

指導では、代表者による館園実習報告、実

習の反省点や課題などのテーマに基づく

班討論、班討論の成果発表と意見交換を

行いました。充実した館園実習であったこ

とを窺い知ることができるとともに、学芸員

の魅力を改めて実感することができたとの

報告に数多く接することができました。

新課程となって多くの単位取得が義務

づけられ、専門の修学と学芸員資格取得

の両立が一層大変な状況となりました。し

かし、学芸員資格取得プログラムに登録

し、総仕上げとしての実習を終えた受講

生からは、自分の専門を見つめ直し、就

職のことを考え直す良い機会となったと

の話を多く聞きました。また、実習を通じて

学芸員を目指し、博物館に就職した話を

少しずつ耳にするようになりました。プロ

グラムの内容を一層充実させるとともに、

一人でも多くの受講生が学芸員として巣

立っていくことを願っています。

10月3～7日の5日間、広島県立中学校3

年生3名の職場体験実習を実施しまし

た。当館が職場体験を受け入れるのは初

めてのことで、私たちスタッフも中学生同

様に緊張感をもって初日を迎えました。

今回の職場体験実習では、学芸員の

様々な仕事を通して「働く」ことの厳しさと

楽しさを知ってもらうことに重点を置きまし

た。博物館本館や収蔵庫・標本の見学、

埋蔵文化財資料の取り扱いなどを体験し

た後、メインイベントとなる当館所蔵の標

本を使ったミニ展示の企画・展示を行いま

した。これは学芸員の表に現れない仕事

の一つです。その成果は「100年先も残し

ておきたい広大のお宝－私たちの広大セ

レクション」として形となりました。展示の初

日には、実習生による展示解説を実施し、

その様子は中国新聞に掲載されました。

短期間で展示を作り上げ、さらに人前

で解説をするのは、とても大変で、実習生

は頭を悩ませていましたが、しっかりとやり

遂げたことで、「働く」ということの厳しさ

だけでなく楽しさも実感できたのではない

でしょうか。数年後、社会に出た際に今回

の体験が活かされるのならこれほどうれ

しいことはありません。

博物館実習1・展示解説実習

博物館実習1・学内博物館の見学

博物館実習1・学外博物館見学（環境ミュージアム）

博物館実習1・学内博物館見学・班討論の成果発表

博物館実習2・実習報告

博物館実習1・資料取り扱い実習（歴史・考古系）

Annual  Report of  �e Museum

Museum News 1 Museum Practice Work Experience ProgramMuseum News 2

2016年度の博物館実習1・2実施報告ニュース：Ⅰ

尾森 武尊

理学研究科
地球惑星システム学
専攻1年

私は３年次に博物館実習1、４年次に博物館実習2を履修しま
した。

博物館実習1では展示案を出し合ってのプレゼンテーション
や、学外での博物館見学の機会がありました。中でも強く印象に
残ったのは資料取り扱い実習です。様々な分野の資料の展示方
法や保存方法を体験する授業で、美術品や文献を扱うのは理学
部に所属する私にとって刺激的な内容でした。展示を見ただけで
は分からない裏側を理解できた瞬間はとても楽しかったです。

広島市こども文化科学館での博物館実習2は、実習1で学んだ
内容とは違うことを実践したいという意志で臨みました。実習中主

に関わったのは子供向け教室事業での作業補助です。最初に役
割を聞いた時は普段関わることのない子供を相手に意思疎通が
上手くできるか不安でした。しかし、職員の方の対応を見つつ実践
していくうちに、興味のありそうな話を起点として優しく接するように
すれば喜んで貰えるようになりました。運よく私も興味を持っている
恐竜を題材にした回だったのが功を奏したと思います。以降はこれ
をきっかけにして低年齢層への対応が得意になりました。ただ、自
分から進んで仕事を見つけることが出来なかったのが心残りです。

２つの実習を終えて、一番感じたのは学芸員に必要な技術と知
識が多岐に渡ることです。授業で身に着けたことを日常生活も含
め、活用しながら更に精進していきたいと思います。貴重な経験の
機会を支えてくださった皆様、ありがとうございました。

中学生職場体験実習を実施しましたニュース：Ⅱ

昨年の10月、私たち職場体験実習生3人
は、広島大学総合博物館で職場体験実習
をさせていただきました。1週間という短い期
間でしたが、多くの貴重な体験を通して働く
ことについて少しでも知ることができたと思
います。
私は歴史を学ぶことが好きで、将来は学

芸員として働くことに興味を持ち始めていま
した。しかし、具体的な仕事内容について一
部のことをぼんやりと知っていただけでした。
学芸員とは、働くこととは。この2つの疑問を
持ち、私は職場体験実習に臨みました。

実習の中で特に印象に残ったことは2つ
あります。　
1つ目は、展示についてです。博物館に

は剥製、化石、歴史的資料など広島県にゆ
かりのある様々な分野、種類のものが展示
されていました。見学者は展示物に触れ、
時には学芸員の方々の分かりやすい解説
を聞きながら見学できます。地元について
楽しみながら再発見することができるよう工
夫されているのだと分かりました。

2つ目は、資料の管理についてです。管
理室には貴重な資料がたくさんありました
が、中には損傷が激しいものも大切に保管
されていました。学芸員の方々によると、
「捨ててしまえばそれまでだが、活用させよ
うとすることが大切」だとおっしゃっていまし
た。私はそれを聞いて学芸員の方々の見え
ない努力を感じました。
これら2つのことから私は、学芸員とは資
料を生き生きと展示し、様々な方法で後世
に伝えていくための職業なのだと学びまし
た。また、私たちは最終日に資料の展示から
発表までを体験させていただきました。そし
て、働くとは、自分が楽しみながら相手を楽

しませるよう努力をすることだと学びました。
最後に、お忙しい中、私たちに貴重な体

験をさせていただいた広島大学関係者の
皆様、学校の先生方、本当にありがとうご
ざいました。学んだことを忘れず、将来に向
けて頑張ります。

学芸員の仕事の楽しさ
広島高等学校1年 山澤 綾乃

埋蔵文化財資料の取り扱い

展示構成の相談

展示の様子

展示解説の様子

日常生活では出来ない経験
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今年度の博物館実習1は40名、博物

館実習2は23名が受講しました。

博物館実習1は、学内・学外博物館の

見学実習、展示会実習、資料取り扱い実

習で構成し、総合博物館と関連学部の協

力体制によって実施しました。実施内容、

実施時間は昨年度とほぼ同じでしたが、

今年度から、展示会実習において展示

解説実習を始めました。これまで、館園実

習先の展示解説で苦労したという経験

談が多く寄せられていたことから、新たな

試みとして取り入れたものです。また、資

料取り扱い実習の美術系では、次年度か

ら西洋美術の大島先生に実習担当をお

願いできることとなり、西洋絵画の取り扱

い実習を試験的に実施しました。美術系

ではこれまで日本美術を中心に実施して

きましたが、次年度からは西洋美術資料

の取り扱いも併せて実施し、より充実した

内容となる予定です。

博物館実習2（館園実習）は、広島県内

および西日本各地の博物館を中心に館園

実習をお願いしました。事後指導は館園実

習実施時期に合わせて実施し、9月・10月と

年明けの2月に行いました。9月・10月の事後

指導では、代表者による館園実習報告、実

習の反省点や課題などのテーマに基づく

班討論、班討論の成果発表と意見交換を

行いました。充実した館園実習であったこ

とを窺い知ることができるとともに、学芸員

の魅力を改めて実感することができたとの

報告に数多く接することができました。

新課程となって多くの単位取得が義務

づけられ、専門の修学と学芸員資格取得

の両立が一層大変な状況となりました。し

かし、学芸員資格取得プログラムに登録

し、総仕上げとしての実習を終えた受講

生からは、自分の専門を見つめ直し、就

職のことを考え直す良い機会となったと

の話を多く聞きました。また、実習を通じて

学芸員を目指し、博物館に就職した話を

少しずつ耳にするようになりました。プロ

グラムの内容を一層充実させるとともに、

一人でも多くの受講生が学芸員として巣

立っていくことを願っています。

10月3～7日の5日間、広島県立中学校3

年生3名の職場体験実習を実施しまし

た。当館が職場体験を受け入れるのは初

めてのことで、私たちスタッフも中学生同

様に緊張感をもって初日を迎えました。

今回の職場体験実習では、学芸員の

様々な仕事を通して「働く」ことの厳しさと

楽しさを知ってもらうことに重点を置きまし

た。博物館本館や収蔵庫・標本の見学、

埋蔵文化財資料の取り扱いなどを体験し

た後、メインイベントとなる当館所蔵の標

本を使ったミニ展示の企画・展示を行いま

した。これは学芸員の表に現れない仕事

の一つです。その成果は「100年先も残し

ておきたい広大のお宝－私たちの広大セ

レクション」として形となりました。展示の初

日には、実習生による展示解説を実施し、

その様子は中国新聞に掲載されました。

短期間で展示を作り上げ、さらに人前

で解説をするのは、とても大変で、実習生

は頭を悩ませていましたが、しっかりとやり

遂げたことで、「働く」ということの厳しさ

だけでなく楽しさも実感できたのではない

でしょうか。数年後、社会に出た際に今回

の体験が活かされるのならこれほどうれ

しいことはありません。

博物館実習1・展示解説実習

博物館実習1・学内博物館の見学

博物館実習1・学外博物館見学（環境ミュージアム）

博物館実習1・学内博物館見学・班討論の成果発表

博物館実習2・実習報告

博物館実習1・資料取り扱い実習（歴史・考古系）

Annual  Report of  �e Museum
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2016年度の博物館実習1・2実施報告ニュース：Ⅰ

尾森 武尊

理学研究科
地球惑星システム学
専攻1年

私は３年次に博物館実習1、４年次に博物館実習2を履修しま
した。

博物館実習1では展示案を出し合ってのプレゼンテーション
や、学外での博物館見学の機会がありました。中でも強く印象に
残ったのは資料取り扱い実習です。様々な分野の資料の展示方
法や保存方法を体験する授業で、美術品や文献を扱うのは理学
部に所属する私にとって刺激的な内容でした。展示を見ただけで
は分からない裏側を理解できた瞬間はとても楽しかったです。

広島市こども文化科学館での博物館実習2は、実習1で学んだ
内容とは違うことを実践したいという意志で臨みました。実習中主

に関わったのは子供向け教室事業での作業補助です。最初に役
割を聞いた時は普段関わることのない子供を相手に意思疎通が
上手くできるか不安でした。しかし、職員の方の対応を見つつ実践
していくうちに、興味のありそうな話を起点として優しく接するように
すれば喜んで貰えるようになりました。運よく私も興味を持っている
恐竜を題材にした回だったのが功を奏したと思います。以降はこれ
をきっかけにして低年齢層への対応が得意になりました。ただ、自
分から進んで仕事を見つけることが出来なかったのが心残りです。
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展示構成の相談

展示の様子

展示解説の様子

日常生活では出来ない経験
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ニュース：Ⅲ 来館者の声

2016年5月7日（土）に10万人、
2016年12月7日（水）に11万人を達成しました

　わたしは、化石を見て、生き物は、すごいと思いました。
　アンモナイトという生き物がいました。はじめは、まっすぐだったのですが、これでは敵におそわれると簡単に折
れてしまうと気づき、だんだんとからをまいて折れにくいように進化しました。このように、どうやったら生き残れる
かと考えたアンモナイトは、人類の何倍も生き続けていたと思います。
　そして、化石になる確率は低いということも初めて知りました。わたしは、何でも化石になると思っていたけど、

例えば町がうもれても、そこで生きている人は、たったの１人くらいしか化石になれない確率と聞いてびっくりしました。わたしは、デパートの
大理石の中にも化石が見つかることがあると教えてもらったので、今度、買い物に行く時には、さがしてみたいです。

郷田小学校6年（当時）　中村　菜音

化石を見て

　私達「木いちごの会」は広島大学附属幼稚園に子どもを通わせている母親の集まり
です。
　昨年冬に広島大学総合博物館の見学をさせていただきました。今回は母親のみを
対象にしたので、乳幼児を連れての方もいましたが、大半が自身のみで母親同士の大
人な博物館見学をすることができました。学芸員の方の説明もゆっくり聞くことができ、
気になることを質問するゆとりもあり、ゆったりとした時間を過ごすことができました。私自
身は子どもと幾度となく訪れていたのですが、いつもとは全く違う雰囲気の中での見学

はとても楽しかったです。
　博物館というと、まだ小さな子どもとは行きにくい場所だと感じますが、こちらの博物館は触っていい物もあり、「恐竜のうんち」という子ど
もの好きなフレーズもあります。そして何より、感じたことを声に出して話すことができるので、参加してくださった保護者の方から、また子ど
もと訪れたいという声が聞かれました。すると、今年の３月に幼稚園の親子行事で、博物
館見学の機会があり、多くの親子のにぎやかな笑い声が館内に響いていました。子ども
と楽しめる博物館が身近にあるのはとても幸せなことなので、これからも訪れたいと思い
ます。また、様々なイベントも企画されているとのことなので、参加してみたいです。
　最後になりましたが、広島大学総合博物館の皆様、素敵なひと時をありがとうござい
ました。

平成２８年度木いちごの会会長　長船　要

　私は、広島大学総合博物館に行って、様々なことを学びました。
　広島大学総合博物館はたくさんの化石があってとてもびっくりしました。実際に化石をさわって、説明もしても
らいました。私が一番おどろいたことは、死んだ魚の体内で水しょうができることです。魚のやわらかい部分が時
間がたつとなくなり、その中に水が入りこんで水しょうができるそうです。すごいなあと思いました。アンモナイトを
実際にさわって、どんな手ざわりかも知りました。アンモナイトは進化していって、巻貝みたいな形になったことも

初めて知りました。自分が生活しやすいように進化していってすごいと思いました。
　また、広島大学総合博物館に行って、まだ私が知らないことをたくさん知りたいと思いました。

郷田小学校6年（当時）　中根　千尋

広島大学総合博物館へ行って学んだこと

10万人記念写真（ご家族・博物館スタッフと）

11万人記念写真
（PTAの皆様・キャンパスガイド・博物館スタッフと）　

解説の様子

New Museum Collection

広島県の石コーナーオオサンショウウオレプリカ（制作：三澤はじめ）ヒグマのはく製

鳥類はく製コレクション（左：カワセミ、右：トラツグミ）オオサンショウウオの化石レプリカ（制作：三澤はじめ）前原甲虫コレクション

来館者10・11万人達成

　平成28年度、総合博物館本館は10万人
目、11万人目のお客様をお迎えしました。
　記念すべき10万人目のお客様は東広島
市にお住まいで、お魚を見るのが大好きな
山岡　暁志君。お母様、お祖母様、お姉さ
ん、妹さんとご来館いただきました。
　総合博物館は平成18年11月の開館以
来、年間1万人を超えるペースでお客様を
お迎えし、９年7ヶ月で10万人を達成しまし
た。また、平成27年7月16日（9万人達成記
念日）から、10ヶ月間で1万人のお客様に来
ていただいたことになります。
　11万人目は広島市中央区にお住まいの
倉本　多賀子様。広島観音高等学校PTA28

名・先生2名とご一緒にご来館いただきまし
た。5月7日の10万人達成以来7ヶ月間での達
成と、嬉しい最短記録となりました。
　平成28年度、総合博物館は122の団体
様にお越しいただきました。解説を通して
博物館に興味を持っていただき、「次は家
族を連れてきます」「孫と一緒に来ます」と
声をかけて下さる方 も々多くいらっしゃいま
した。来館していただいた方々が博物館の
周知にご協力くださっていることが、最短記
録につながっているのかもしれません。
　今後もスタッフ一同皆様に楽しんでいた
だけるよう、展示・解説に力を入れていきた
いと思います。

あかし

展示NEW
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ワークショップ「アンモナイトの化石レプリカを作ろう」

このワークショップは、展示物を「見る」だ
けではなく、対話による学習と体験を通して
アンモナイトへのより深い興味を刺激するこ
とを目的として、主に小学生と家族を対象に
企画・実施しました。最初にミニ講義を行
い、実物を前にクイズやイラストを交えなが
らアンモナイトが生きていた時代の話や体
の特徴などを紹介しました。続くレプリカ作

り体験では、お湯でやわらかくした樹脂粘
土を実物から型取りしたシリコン型にはめ
込みレプリカを作成してもらいました。型か
ら本物そっくりのレプリカを取り出した瞬間
の参加者の驚きと笑顔が印象的でした。学
生スタッフが主体となり、このような市民参
加型の教育プログラムを実施したことで、
大学博物館の敷居を低くし、市民に身近で

親しまれる博物館活動に少しでも貢献でき
たのではないかと思います。会期中に2回
実施し、さらに会期終了後の3月には学外
の青少年団体から依頼を受け、出前講座
を行うという貴重な経験もできました。
博物館利用者との直接的な交流を通し

て、教育普及活動を実践的に学べる良い機
会になりました。（学生スタッフ　小出　美由紀）

アンモナイトワールド－太古の世界をのぞいてみよう

　広島大学総合博物館には常設展示され
ている標本の他に、普段は収蔵庫の中で
保管されている標本も数多く存在していま
す。実はその中にも、本当は皆様にご紹介
したい標本がたくさんあるのです。そこで今
回のふむふむギャラリーでは、そのような日
の目を見ていない標本のうち、最もポピュ
ラーな化石の一つであるアンモナイトにス
ポットを当てた展示を行いました。様々な色・
かたち・大きさのアンモナイトと、その知られ
ざる世界をお楽しみいただけたことと思い
ます。特に人気だった化石は、「異常巻き」
と呼ばれる変わった巻き方をしたアンモナイ
トや、光って見えるアンモナイトでした。また、
触れるアンモナイト化石は、大きさや手触り
を直に体験でき、とても好評でした。
　今回の展示は、私たち博物館の学生ス
タッフが主体となって企画・製作しました。

様 な々学部・研究科の学生スタッフが協力し
て展示を製作したことで、より親しみやすく
分かりやすいものになりました。例えば、「ヒ
ロッグ」と「アンモナイト博士」が登場する解
説パネルも、学生スタッフが解説内容・文章

展示の様子

展示設営中

ミニ講義の様子 レプリカ作り概要説明 上手くできた？ どれがいい？ 記念写真

触れる展示 大学祭で解説をする学生

展示パネル

表現・デザインなどの面で協力して作り上げ
たものです。私たちにとっても、展示の企画・
製作を自分たちの手で行うとともに、ご来場
いただいた皆様の反応を体感できる貴重な
機会となりました。（学生スタッフ　手塚　寛）

公開講演会「広島大学の自然環境と文化財保護」

　広島大学のキャンパスには、豊かな自然
環境や多くの埋蔵文化財が存在します。身
近な自然や文化財保護について理解を深
めるため、環境講演会と文化財保護講演
会を合同で開催し、学内外から多くの方々
に参加いただきました。
　環境講演会では、本学技術センターの
塩路恒生氏より東広島キャンパスの里山
管理についてご講演いただき、広島大学の
統合移転前から移転後にかけての環境整
備などについて、知る人ぞ知る貴重な話を
聴くことができました。
　文化財保護講演会では、広島県教育委
員会文化財課の沖憲明氏をお招きし、埋
蔵文化財を中心とした文化財保護の目的
と意義についてお話しいただきました。文化

財保護講演会は今回で3回目を迎え、引き
続き、学生を始めとしたより多くの方に、文
化財保護への関心を寄せていただくことを
目指します。
　講演会の後には、実際に屋外に出て、
キャンパスの自然と遺跡の見学会を設けま
したが、講演で聴いたことをそのまま肌で
実感していただけたのではないでしょうか。
ぶどう池の北側から鴻の巣南遺跡へ回り、
発見の小径を抜けて山中池南遺跡に出る
ルートで、キャンパスを横断しました。自然の
豊かさや、人々の歴史に思いを馳せなが
ら、仲秋の夕暮れ時の情緒ある散策となり
ました。

春のキャンパス遺跡めぐり

　春の穏やかな気候の中、32名の参加
者と桜や景色を楽しみながら、大学の敷
地内にある遺跡をめぐりました。
　桜が舞い散るキャンパスを抜け、山中
池南遺跡第2地点に到着。ここでは、看板
に取り付けられた「NFCタグ」にスマート
フォンをかざして、遺跡の説明などが書か
れたサイトにアクセスすることができます。
早速、参加者の皆さんに試していただきま
した。
　遺跡のそばの山中池の桜並木を眺め
ながら、次は鏡西谷遺跡に向かいました。
鏡山とががら山の間を通る、大きな坂道を
登り切った辺りが鏡西谷遺跡になります。
今回のイベントの最大の難所でしたが、
声を掛け合いながら、小さな子どもたちも

元気に登り切りました。遺跡内の遊歩道
には桜のカーペットが敷かれ、隣接した農
場からは放牧中の牛たちの歓迎を受け、
のどかな春の風景を満喫することができ
ました。遊歩道を進むと移設された横穴
式石室が見学できます。さらに遊歩道を
登ったところは絶景スポットで、みんなで記
念撮影を行いました。
　帰りは、鏡山の山頂や西ガガラ遺跡・新
池遺跡をバスの車窓から眺めつつ、キャ
ンパスに移動しました。これらの遺跡は保
存区となっていて、車道から近い所に看
板が立っています。最後は鴻の巣南遺跡
の復元竪穴住居や展示室を見学して遺
跡めぐりを終えました。

山中池南遺跡第2地点を散策

山中池の桜並木

鏡西谷遺跡で記念撮影

文化財保護講演会の様子

復元竪穴住居（遺跡見学会）

稲穂が実る田んぼ（発見の小径）
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2016年度の広島大学構内における埋蔵文化財の調査と整備 オオサンショウウオ研究

2016年度の広島大学構内における開発
や基幹環境整備等に伴う埋蔵文化財の調
査は、東広島地区6件、翠地区1件、三原地
区2件、向島地区1件の計10件で、いずれも
立会調査を行いました。また遺跡の保存整
備として、看板改修やフェンス設置など8件
の事業を行いました。それらの調査・整備の
一部を紹介します。

三原城・三原城下町遺跡の立会調査
三原地区（附属三原幼稚園・小学校・中

学校）では、小学校校舎の昇降口耐震補
強工事と教生宿舎まわりの屋外給水修繕
工事が実施されました。三原地区の敷地
は、全域が三原城・三原城下町遺跡の範囲
に含まれているため、試掘・発掘調査あるい
は掘削工事の際に立ち会って遺跡の確認
を行う必要があります。

耐震補強工事は、建物外周りや建物内
部を地表下0.65ｍから1ｍ程度掘り下げま
した。掘削の結果、三原城に関連すると考
えられる遺構や遺物は検出されませんでし
たが、溝の石垣ではないかと思われる石列
を確認しました（詳細な時期は不明）。掘削
埋土からは近代の磁器や柱として利用した
と考えられる角材などが出土しました。当該
地は近世には三原城の侍町が、明治以降
は三原小学校や高等女子師範学校があっ
た場所で、いずれかの時期の遺構や遺物
が確認される可能性があります。検出され
た石列は、調査区外に続いている可能性

が高く、今後の調査
で注意が必要です。

給水修繕工事で
は、建物周りの既設
の給水管を付け替
えるため、深さ0.4か
ら0.5ｍまで掘り下げ
ました。遺構は検出
されませんでした
が、狭小ながら一部

地山と考えられる面が確認されました。調
査の場所は北方に位置する桜山の南麓に
あたり、整地等のために山際が削られてい
る可能性があり、この場所は包含層が薄い
のかもしれません。現在の地下の堆積状況
が気になるところです。埋土には時期不明
の磁器や陶器が含まれていました。三原地
区では、今後の調査で三原城関連の遺構
や遺物の発見が期待されます。

東広島地区と霞地区の遺跡整備
　東広島地区の農場北側で中世山城の
鏡山城跡の南麓に位置する鏡西谷遺跡
は、弥生時代と中世を主体とする遺跡で、
一部を保存区として残しています。特に、鏡
山城と関連した中世の暮らしや文化を知る
うえでも重要な遺跡で、景観も良く、多くの
人に訪れてほしい場所です。今後複数年
かけて盛り土や芝張りを行う計画です。今
年度は、一部で芝張りとフェンスの取り付け
を行いました。今後、花が咲く植物を植える
ことも計画しています。見て美しく・歴史も学

べ・楽しめる遺跡整備を目指しています。
　霞地区では、2013年に薬学部西側の立
体駐車場建設に伴う調査において検出さ
れた、旧陸軍兵
器 補 給 廠（ 支
廠）に関連する
大型建物の礎石
の移築復元を行
いました。東西16
ｍ、南北25ｍの
大型建物に使用
されていた礎石
で、建物基礎の
地下構造がわかるように復元しました。
2014年度に移築復元していた石組桝と石
組排水路と同じ立体駐車場の一階北側に
設置しており、自由に見学することができま
す。是非、近代の技術と文化を現地でご覧
ください。

　科学研究費：若手研究（B）2014～
2016年度「天然記念物オオサンショウウ
オの保全に向けて大学博物館が開発す
る環境教育プログラム」の調査・研究を実
施しました。
　3年間にわたり野外調査を実施し、マイ
クロチップによる個体識別により成体60
個体、計７つの自然巣穴と産出卵、のべ
1,347尾の幼生を確認しました。幼生の離
散調査により、これまで謎であった幼生の
巣立ちのタイミングや巣穴下流の人工堰
堤に幼生の流下離散が制限され幼生が
長期間堰堤上部に高密度に溜まってい
ることを明らかにしました。さらに田植え
時期の用水路への導水によってその幼
生が田へ流され死滅している事実をはじ

めて明らかにしました。
　また、これまで未解明であったオオサン
ショウウオの年齢についても、広島市安佐
動物公園との共同研究により指骨片の
染色断面画像から年齢査定に成功しま
した。
　環境教育プログラムでは、講演会・観
察会を3年間で28回実施したほか、地元
の東広島市立豊栄小学校と連携を行い
小学校4年生（11～24名）に野外観察会
を含む4度の出前授業を3年間実施しま
した。東広島市豊栄町で主催した「第11
回日本オオサンショウウオの会全国大会」

（296名参加）にて児童が発表し、児童に
よる地域での普及啓発用の看板製作や
ネームプレートの製作へ展開しました。ま

た、これまでの調査成果をまとめた小学
生を想定した副読本を東広島市教育委
員会と協働して製作・発行しました。この
副読本は1万部発行し、東広島市内の全
小中学校の学級図書として全クラスに配
布されています。
　このような成果を受け、2016年１月には
環境省が選定する日本の「生物多様性
保全上重要な里地里山」に東広島市豊
栄町の椋梨川が「オオサンショウウオの
繁 殖 地 」として選 定されました。また、
2016年２月には出前授業先の豊栄小学
校が「こどもホタレンジャー2015」にて全
国46団体中の最高賞である環境大臣表
彰を受賞するなど、調査・研究活動の成
果が着実に実を結びつつあります。

鏡西谷遺跡芝張り作業

三原地区石列検出状況

鏡西谷遺跡フェンス設置

西ガガラ遺跡第2地点看板改修

霞地区礎石移築復元 霞地区復元遺構

三原地区地山面検出状況

鏡西谷遺跡芝シート設置

オオサンショウウオ 出前授業での記念撮影 副読本オオサンショウウオがいるらしい

こどもホタレンジャー2015 表彰式
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こどもホタレンジャー2015 表彰式
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　2017年度オリジナルカレンダーを発行しました。
第10作目となる今回は、本年の干支「酉」にちなみ
「キャンパスまるごとミュージアム《鳥類編》」です。
　東広島キャンパスでは、ため池や森林、校舎が、
コリドー（緑の回廊）や渡りの中継地等の役割を果
たしていると考えられ、夏鳥、冬鳥等が季節ごとに
飛来します。一年間にわたる毎月の調査により、ヒ
ヨドリ、メジロ、ツグミなど、55種1628羽の鳥類が確
認されています。その成果を基にデザインしました。

オリジナルカレンダー
「総合博物館研究報告」

第8号

写真と文：藤原好恒（理学研究科 准教授）写真と文：橋本知佳（日田市立博物館 学芸員）
よしひさ

里山でこの花に気づいたときはビクッ
としました。なぜなら、花の形がヘビが
首をもたげた様子に似ていたからで
す。でも名の由来は茎の色模様がマ
ムシのそれに似ているところで、確か
に似ています。雄株と雌株があります
が、研究報告によると、長年の生長
過程で偽茎直径が～15mmを越える
と性転換（雄→雌）するそうです。

マムシグサ（蝮草）の雌株の花

フォトアルバム＠キャンパス

　博物館の大事なお仕事の一つ
に、展示解説があります。
　新入生に解説する教養ゼミを
はじめとして、キャンパスガイドの
学生さんが案内してくれる、中・高
校生やPTAの団体様、園児の皆
さん、支援学級の皆さん、地域の
文化サークルの方々、外国の
方々等々、ご来館いただいた皆
様に楽しんでいただけるようにと
スタッフ一同、お客様の反応に一
喜一憂しながら解説に取り組ん
でいます。
　展示物の知識や情報をお伝え
するだけでなく、直に触ってもらっ
たり、時には鳴き声を聞いてもらっ
たりと、お客様のニーズに合わせ
て、あの手この手で楽しんでいた
だくのが広大博物館の大きな魅
力。本物を体感してもらいながらの
コミュニケーションを通して、興味
を広げてもらうお手伝いをさせても
らっています。

　設立当初から変わらない展示
解説への取り組みが、地域の
方々に徐々に浸透し、リピーター
となってくださった団体様やお礼
のお便りを届けてくださる団体様
など、うれしい評価にも繋がってい
ます。
　少し敷居が高く難しそうな感じ
がする（たぶん…）大学博物館
が、実は身近で楽しい場所である
ことをひとりでも多くの皆様にお伝
えできればと思っています。

マムシグサ（蝮草）の花ー植物管理室生態実験園

こちらはあの有名なおとぎ話の主人公の名
がついています。花の中から花序の先が天
高く伸びそして垂れ下がる様子 (長さ～
50cm)が釣竿と釣り糸の様子に似ていると
ころに由来しているようです。春の花はこげ
茶色で目立ちませんが、秋には幸運ですとレ
インボウカラーに着色した実を見ることができ
ます（私は運に見放されています）。

ナンゴクウラシマソウ（南国浦島草）の花

ナンゴクウラシマソウ（南国浦島草）の花
ー植物管理室生態実験園

博 物 館 の お 仕 事

　平成28年12月25日に、「総合博物
館研究報告」の第8号を発行しました。
　広島大学総合博物館に関わる学術
研究の成果を公表することを目的とし
て、文化史、自然史、地誌等の様々な
分野の論文を掲載しています。
　本号には、原著論文4編、短報1編、
資料3編を掲載しています。広島県内
の公立図書館や全国の国立大学図
書館に所蔵されるほか、博物館HPより
PDFをダウンロードできます。

「調査研究紀要」第8号

　「調査研究紀要」第8号を発行しま
した。埋蔵文化財調査部門の調査と
研究の成果です。1編（鏡千人塚遺
跡・鏡西谷遺跡出土の中近世煮炊
具について）の研究報告と2014年度
の立会・試掘調査の概要や普及・研
究活動などを掲載しています。広島大
学学術情報リポジトリＨＰより閲覧・ダ
ウンロードすることができます。

広島大学総合博物館を退職して、早く

も二年以上が経ちました。この場を借りて、

在職中にお世話になった皆様には心から

御礼申し上げます。また、HUM-HUMへ

の寄稿の機会を頂きありがとうございまし

た。この期間中、私はイギリスのレスター

大学で博物館学を学ぶために留学をし

ていました。初めての海外生活では、困

難もありましたがとても楽しいものでした。

そこで、本文では報告も兼ねて留学体験

の一部を紹介したいと思います。

初めに、滞在先となったレスターはとて

も住みやすい町でした。ロンドンから電車

で北へ約1時間ほどの距離にある内陸に

位置し、観光都市としてはあまり知られて

いないのが不思議なほど、魅力的な場所

があふれていました。例えば市立博物

館、ここでは化石や世界の動物標本、エ

ジプトのミイラや絵画など、興味の向くまま

に展示を楽しめました。また、広大な大学

付属の植物園では季節ごとに様々な花

が咲き、暖かい季節には敷地内にカフェ

もオープンしてたくさんの人が訪れていま

した。他にも、キャナル沿いのこじんまりと

したカフェや、ビックリする程おいしいホッ

トチョコレートのお店など、疲れたときや

困ったときに気分転換できる癒やしスポッ

ト（主に食べ物ばかりですが）として、私

の留学生活では欠かせない重要な場所

になりました。

そんなレスターでよかったことは、市内

にある二つの大学に世界中から多くの留

学生が集まるため、とても多様な民族の

中で生活できたことです。私が利用して

いたシェアハウスには、イギリス（アフリカ

系、インド系）や中国、韓国、イタリア、アメ

リカなど、様々な国籍の学生が住んでい

ました。それ以外にも、中東のイラクやサ

ウジアラビア、リビアなどからの学生とも一

緒に語学を学ぶ機会を得ました。特に、

大学院で面白かった講義の一つに実践

的に展示を作るグループワークがあり、私

たちの班はアメリカ、中国、台湾、日本から

のチームで、西アフリカから輸入された装

身具（腕輪だろう）の展示に取り組みまし

た。展示物についての情報収集や展示

デザイン、役割分担などを決めるディス

カッションでは、お互いの好みや主張、教

育課程の違いが感じられてとても楽し

かったです。

このように、新しい場所で、他民族の中

での生活は大変に思うこともありました

が、結果として多くの新鮮な驚きや喜びを

得られる貴重な機会になりました。国や文

化が違うからこそ、意見を交えて話し合う

ことの難しさや大切さも感じることができ

ました。帰国後に振り返ると、学問として

の学びだけでなく、日常体験の一つ一つ

が本当に価値のある経験だったと思えま

す。現在は、大分県日田市にある博物館

で学芸員の仕事に就くことができました。

広島大学総合博物館での経験と合わせ

て、ぜひ実践の場で活用できるように勤

めていきたいと思っています。
色とりどりの花が咲く大学付属植物園

New Walk Museum （市立博物館）

展示完成！（グループワークにて）
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Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.10 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.10

Annual  Report of  �e Museum

　総合博物館では、博物館をより安定させるため、財源の確保が必須となっています。
　そこで皆様から継続的にご寄附（賛助金）を頂き、博物館の常設展示や企画展ほかの充実を図りたいと考えております。
　今後とも、広島大学総合博物館の良き理解者として本趣旨にご賛同いただき、健全な運営にご協力いただきますようお願い
申し上げます。皆様を対象に、講演会や野外観察会などをお楽しみいただく企画のご案内もしております。このような機会を通じ
て忌憚のないご意見も博物館にお寄せいただければ幸いです。
※寄付金は「スタッフの人件費」や「広告宣伝費」などの中間コストに使われることはありません。寄付金を活用する分野を指定していただくことも可能です。寄付のお申し込み

と寄付先の指定についてはスタッフまでお気軽にご相談ください。

寄付のご案内 Tel.082-424-4212お問い合わせ先：
広島大学総合博物館

寄付者一覧

開館時間／10：00～17：00（火～土曜日）
休 館 日／毎週日・月曜日、祝日、お盆、年末年始

平成28年  9月15日

平成28年10月13日

平成28年10月27日

広島YMCAチャイルドケアセンター

西鉄旅行株式会社　神戸支店

株式会社メリッツ

日　時 団体・個人

総合博物館での教育活動助成のため

目　的

　広島大学総合博物館の常設展示の
中で、化石と同じくらい人気があるものに
動物剥製があります。開館以来、迫力あ
るツキノワグマや優雅なタンチョウ、希少
なトキ、日本固有種であるムササビなどが
来館者の目を引きつけてきました。今回
は、当館が所蔵・管理する剥製コレクショ
ンの内、その中心となる鳥類の剥製を紹
介します。
　当館が所蔵・管理する鳥類剥製を来
歴で分類すると①本学の研究室が保管
していたもの、②学外より寄贈を受けたも
の、③当館が依頼をして製作したものの
3つになります。この内、最も点数が多い
のは①です。そのほとんどが教育学研究
科自然システム教育学講座によって保管
されていたもので、その総数は80点を越
えています。製作年代が確実に分かるも
のでは、大正2年（1913）に製作されたも
のがあり、その他の剥製も概ね戦前に製
作されたと考えられるとても古い剥製群
です。ラベルによると島津製作所や三省
堂といった企業が製作したものが多く含

まれており、広島大学の前身校である広
島県師範学校などの時代に、教育用に
購入され、それが現在まで伝わったと考
えられます。第11回企画展「大いなる飛
翔－鳥の世界から」の開催に合わせて整
理・クリーニング作業を行い、一部を公開
し、好評を博しました。また比較的保存状
態の良好であった剥製のクリーニング
は、学芸員資格を取得した学生が行い、
教育活動にも役立てています。
　次に点数が多いのは③です。③は東
広島キャンパスや東広島市内、およびそ
の周辺で拾得した鳥の死骸を剥製製作
会社に依頼し、剥製としたものです。本
館に常設展示しているキジやアオサギな
どがこれに当たり、他にもメジロ・ツグミ・ヒ
ヨドリ・キジバトなど、私たちの生活に身近
な種が多いのが特徴です。比較的珍し
いものには、コノハヅクやノスリがありま
す。姿勢に注文をつけることができるた
め、木に留まっている姿や飛翔している
姿など、展示する状況を想定して、最も
見栄えがよい姿にしています。

　②は学外より寄贈されたものですが、
日本にいる種だけでなくオニオオハシや
キンケイ・ギンケイ・極楽鳥など外国産が
含まれているのが特徴です。外国産らし
く派手で優雅な姿をしたものが多く、来館
者を楽しませてくれています。
　ところで、剥製の人気の秘密はどこに
あるのでしょうか。まず剥製には、間近で
生き物の形態を観察できるという利点が
あります。もちろん動く鳥を観察するのも
楽しいのですが、じっくりと形態を観察す
るという点では、剥製に敵いません。また
その大きさを実感できるというのも魅力の
一つです。つまり剥製は優れた教材と言
えます。また誰にでも分かりやすいという
のが人気がある所以ではないかと考え
ています。
　今後も剥製たちが来館者の皆様を楽
しませることができるようにしっかりと保存
し、次の世代に伝えていくことが学芸員
の責務と考えています。

佐藤　大規
（広島大学総合博物館）

鳥類剥製

様々なイベントに協力しました。

広島大学総合博物館ガイドのデザインを
変更しました。

第11回ふむふむギャラリー
「KENDAMA－けん玉の過去・現在・未来」
を開催中です（9月2日まで）。

　2016ひろしま総文（第40回全国高等学校総合文化祭）・
2016年度 広島県建築士会東広島支部主催事業・リビング

「こども未来はっけん大学」・中国三峡文物保護成果パネ
ル展・広島大学夕学講座

大学博物館等協議会2016年大会・
第11回博物科学会を開催しました。
　6月30日（木）・7月1日（金）に東広島キャンパスで開催しました。「大学
博物館が推進する地域貢献活動の展開－オオサンショウウオが輝く賀
茂台地エコミュージアムの形成をめざして－」◯清水則雄（広島大学
総合博物館）・土岡健太（東広島自然研究会）・真野麻紀・佐藤大規・
岡橋秀典（広島大学総合博物館）と題した口頭発表および「IT機器を
利用したエコミュージアム整備の試行」◯佐藤大規・清水則雄・石丸恵
利子・藤野次史・岡橋秀典、「展示室を飛び出して　構内遺跡整備と
出土資料を利用した地域社会との関わり」〇石丸恵利子・大近美穂・
西口祐子（広島大学総合博物館）と題したポスター発表を行いました。

IYGU（国際地球理解年）に協力しました。
　日本学術会議主催学術フォーラム「持続可能な社会の実
現に向けた草の根活動の振興－IYGUの試み」において、

「地球理解・地球振興とIYGU日本の活動」岡橋秀典、「シン
ボル種オオサンショウウオの草の根型保全活動と地域･自治
体･大学の協働」清水則雄と題した発表を行いました。

　生物圏科学研究科附属瀬戸内圏フィールド科学教育研
究センター竹原ステーション（大塚攻教授）と協働して、福武
財団の助成を受け製作・発刊しました。博物館本館にて無
料配布しています。

　「東広島市の中山間地域におけるエコミュージアムの整備事業－IT
機器活用による新たなモデルの構築と試行」と題した事業を実施し、
地域連携推進事業成果報告会でその成果と課題を発表しました。

　総合博物館長として、本学の教育研究成果を地域に発信すること
に尽力されるとともに、現代インド研究センター初代センター長として、
本学のインド・南アジア地域研究の向上に大きく寄与されるなど、本学
の発展に顕著な貢献をされました。

カブトガニの生態を記した冊子
「カブトガニをみんなで守ろう！」を発刊しました。

文部科学省の地（知）の拠点整備事業
平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点
平成27年度「広島大学地域志向教育研究事業」
の助成を受けました。

岡橋秀典前館長が広島大学学長表彰2016を
受賞しました。

トキ

展示の様子 クリーニング作業中

カワセミ クイナ

ギンケイ
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　淺野 敏久 館長 （総合科学研究科教授併任）

■展示情報・研究企画部門

■埋蔵文化財調査部門

清水 則雄 准教授 佐藤 大規 学芸職員 坂本 直子 事務補佐員真野 麻紀 事務補佐員

藤野 次史 教授 石丸恵利子 研究員 大近 美穂 教育研究補助職員

人 事 異 動

2016年12月31日 西口 祐子 技能補佐員 異動

2017年　3月31日 岡橋 秀典 館長 退任

2017年　4月　1日 淺野 敏久 館長 新任

2017年　4月　1日 坂本 直子 事務補佐員 新任

● 就任ごあいさつ
● 活動報告
● 企画展
● 大学博物館等協議会2016年度大会の開催
● 博物館ニュース
● イベントピックアップ
● 埋文の発掘この1年
● 出版
● 総合博物館からお知らせ
● 広島大学が誇るお宝紹介

● 開館時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
● 休 館 日／毎週日・月曜日、祝日、お盆、年末年始

ご利用案内（すべて入館無料です）

本館

● 開館時間／10:00～17:00（入館は16:30まで）
● 休 館 日／毎週土・日曜、祝日、年末年始
　TEL:082-424-6198
　http://home.hiroshima-u.ac.jp/maibun/
※総合博物館本館から徒歩2分

埋蔵文化財調査部門サテライト館

● 開館時間／9:00～17:00
● 休 館 日／毎週土・日曜、祝日、年末年始
※最寄りのバス停は、「広大中央口」（文学研究科・理学研究科）、
　「大学会館」（生物圏科学研究科）

文学研究科サテライト館／理学研究科サテライト館／
生物圏科学研究科サテライト館

● 開館時間／開館日
　 授 業 期／8：30～22：00（月曜日～金曜日）
　　　　　　10：00～20：00（土曜日・日曜日）
　 休 業 期／8：30～17：00（月曜日～金曜日）
● 閉 館 日／図書館のホームページをご覧ください。
　TEL:082-424-6214
　http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp
※最寄りのバス停は「広大中央口」

中央図書館サテライト館

交通アクセス

JR西条駅前から「広島大学」行バス乗車（所要時間15分）広大中央口下車徒歩5分 
※お帰りも同じバス停から乗車して下さい（バスはキャンパスを反時計回りに周回して西条駅へ戻ります）。

公共交通機関でお越しの場合

①番ゲートよりお入り下さい（他のゲートは入構カード専用です）。
教育学部周辺の駐車場が便利です。※お帰りはどのゲートからも出られます。

車でお越しの場合


