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展示・講演会関係の主な活動状況

活動報告
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Annual  Report of  �e Museum

特別展示̶̶ ̶̶
● 第11回ふむふむギャラリー
KENDAMAーけん玉の過去・現在・未来
期　間：2017年7月1日（土）～ 9月2日（土）
場　所：広島大学総合博物館本館
共　催：一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク
協　力：広大けん玉サークル「DAMAけん」

● 第12回ふむふむギャラリー
【第1期】 戦争を見てきた食器たち
期　間：2017年7月6日（木）～ 8月5日（土）
場　所：瀬野公民館 ロビー
【第2期】 掘り出された広島の戦争遺跡
期　間：2017年8月12日（土）～ 9月3日（日）
場　所：牛田公民館 ロビー

● 第13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：2017年8月5日（土）
場　所：豊栄ふれあいグランド へそ祭り会場
来場者数：720名

● 職場体験中学生特別展示
時を超えてよみがえる広大の宝
ー私達が残しておきたいモノー
期　間：2017年10月6日（金）～10月31日（火）
場　所：総合博物館本館　　企画・展示：職場体験中学生

● 新着コレクションお披露目
期　間：2017年11月4日（土）～11月25日（土）
場　所：総合博物館本館

公開講演会̶̶ ̶̶ ̶
● 第61回／第11回企画展「大いなる飛翔」関連イベント
鳥類の免疫機能・生殖機能の解明に挑む！
講　師：吉村 幸則（生物圏科学研究科 教授）

みなさま、日本鶏ってご存知ですか？
ーその存在と活用法ー
講　師：都築 政起（生物圏科学研究科 教授）
日　時：2017年4月8日（土）13：00 ～ 16：30
場　所：生物生産学部 C206講義室
参加者数：38名

● 第62回／第11回ふむふむギャラリー
「KENDAMA－けん玉の過去・現在・未来」関連イベント
けん玉大學
講　師：窪田 保（一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク 代表）
日　時：2017年7月1日（土）13：00 ～ 16：00
場　所：教育学部 K108講義室
参加者数：73名
共　催：一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク

● 第63回／第12回企画展【第2弾】記念講演会

広島大学のインド研究
講　師：岡橋 秀典（文学研究科 教授・前現代インド研究センター長）

台頭するインド
ーインド人の活力と世界進出の秘密にせまるー
講　師：山下 博司（東北大学大学院国際文化研究科 教授）
日　時：2018年2月3日（土）13：00 ～ 15：00
場　所：ライブラリーホール（広島大学中央図書館内）
共　催：広島大学現代インド研究センター
参加者数：163名

企画展̶̶ ̶
● 第12回企画展【第1弾】
　 日本人研究者が見たインドの原風景写真展
インドの人・くらし・風土 ー藤原健蔵写真コレクションからー
【第1期】 期　間：2017年11月11日（土）～ 11月25日（土）
　　　　場　所：学生プラザ1F（東広島キャンパス）
　　　　来場者数：542名
　　　　共　催：広島大学現代インド研究センター
【第2期】 期　間：2017年12月1日（金）～ 2018年2月10日（土）
　　　　場　所：総合博物館本館
　　　　来場者数：1,062名　※本館開催のため参考として本館入館者数
　　　　共　催：広島大学現代インド研究センター

● 第12回企画展【第2弾】
インドを知ろう ー広島大学のチカラpart4ー
期　間：2018年2月1日（木）～ 2月9日（金）
場　所：学士会館2階レセプションホール（東広島キャンパス）
来場者数：432名
共　催：広島大学現代インド研究センター

フィールドナビ̶̶̶̶̶
● 第56・58・60・63回
里山の植物観察をしよう！ ー入門編ー
ナビゲーター：塩路 恒生（技術センター）
場　所：東広島キャンパス 発見の小径
参加者数：34名／ 56回、31名／ 58回、24名／ 60回、28名／ 63回

01（56回）春の野草、スミレ、タンポポの見分け方
日　時：2017年5月13日（土）13：00 ～ 15：30

02（58回）初夏の樹木の見分け方
日　時：2017年6月10日（土）13：00 ～ 15：30

03（60回）水草の観察と秋の野草の見分け方
日　時：2017年9月9日（土）13：00 ～ 15：30

04（63回）秋の樹木とドングリの見分け方
日　時：2017年10日21日（土）13：00 ～ 15：30
主　催：理学研究科 植物管理室
共　催：広島大学総合博物館
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運営委員会̶̶ ̶̶ ̶
第１回運営委員会
開催日：2017年8月29日（火）
第2回運営委員会（メール審議）
第3回運営委員会
開催日：2018年3月30日（金）

団体見学̶̶ ̶̶
2017年4月1日（土）～ 2018年3月31日（土）
利用団体数：197団体（授業利用含む）

その他のイベント̶̶̶̶̶̶
● ワークショップ
夏の青空 考古学・楽 体験広場
期　間：2017年7月25日（火）～ 8月30日（水）のうち火～金曜日
場　所：総合博物館 埋蔵文化財調査部門

● 第11回ふむふむギャラリー
「KENDAMAーけん玉の過去・現在・未来」関連イベント
けん玉ワークショップ
講　師：広大けん玉サークル「DAMAけん」
日　時：2017年8月5日（土）13：00 ～ 15：00
場　所：教育学部 L204講義室
参加者数：63名　　　　　　　   共　催：DAMAけん

● 第12回企画展【第2弾】関連イベント
オートリキシャに乗ってみよう！
日　時：2018年2月4日（日）13：00 ～ 17：00
場　所：東広島キャンパス 北第7駐車場
参加者数：88名

● 第57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：2017年5月20日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：53名

● 第59回
発見の小径を歩こう！ ーキャンパスの里山探検3ー
ナビゲーター：塩路 恒生・宇都 武司・坂下 英樹（技術センター）・

佐藤 大規（総合博物館）
日　時：2017年7月15日（土）10：00 ～ 12：00
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：65名

● 第61回
ががら山の遺跡と自然探検
ナビゲーター：総合博物館埋蔵文化財調査部門スタッフ、

技術センタースタッフ
日　時：2017年9月30日（土）10：00 ～ 15：00
場　所：ががら山　　　　　　 参加者数：16名

● 第62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：2017年10月14日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：49名
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企画展
活動報告

第12回企画展　第1弾 日本人研究者が見たインドの原風景写真展

［インドの人・くらし・風土ー藤原健蔵写真コレクションからー］
期間：第1期 2017年11月11日（土）～ 11月25日（土） / 第2期 2017年12月1日（金）～ 2018年2月10日（土）
場所：第1期 学生プラザ1F / 第2期 総合博物館本館　　共催：広島大学現代インド研究センター

来場者数：第1期 542名 / 第2期 1,062名

広島大学には、長きに亘り連綿と続く研

究がたくさんあります。現在まで50年に渡っ

て行われてきたインド地域研究はその代表

例で、本学を代表する研究のひとつでもあ

ります。2017年は日印友好交流年であり、各

地で様々なイベントが開催されるなど、日本

とインドの関係がクローズアップされる年で

した。そこで本企画展ではインドをテーマと

して、半世紀におよぶ研究の歴史や最新の

研究成果、さらにインドという国を紹介し、外

務省から認定を受けた交流年のイベントの

一環として実施しました。

ただインドはすべてにおいて実に多様

で、そう簡単には全体をとらえることができま

せん。また少しでも多くの方にインドを知って

もらいたいという思いもあり、展示を2つの内

容・時期に分けることとしました。

その第1弾が日本人研究者が見たインド

の原風景写真展「インドの人・くらし・風土－

藤原健蔵写真コレクションから－」です。本

学におけるインド研究を牽引する広島大学

現代インド研究センターが所蔵するインドで

撮影された約8,000枚におよぶ写真の中か

ら、「こどもたち」「女性」「はたらく人」「動物

と人」「大地と風

土」「調査風景」と

いったテーマごとに

約90枚を選び展示

しました。これらの

写真を撮影したの

は、藤原健蔵先生（1931－2013）です。藤原

先生は南極地域観測隊として南極点陸路

到達を果たしたメンバーであり、その豊富な

経験をもとに70年代～90年代半ばのインド

地域研究を主導しました。地理学者である

藤原先生はインドをマクロ・ミクロ様々な視
藤原健蔵先生

「ヒマラヤ山麓の村」（第1弾人気1位の写真）

長埜 恵実

文学部4年
博物館学生スタッフ

今回、私は第12回企画展「インドを知ろう－広島大学のチ
カラpart4ー」のパネル作成や運営に携わらせていただきまし
た。特に印象に残っているのが、パネル作成に関する自身の
視点の変化です。パネル作成の最初の段階では、インドという
国を数枚のパネルにどのようにまとめればよいのかということば
かりに重点を置いていました。自身の専門分野外のこととなる
と、参考文献に書いているものの全てが重要なものに見えてし
まい、なかなかパネルにうまくまとめることができませんでした。し
かし、作業を進めていく過程で、うまくまとめることではなく、来館
者の方に興味を持ってもらえそうな話題をまとめることに視点を
移しました。パネル作成の視点を、うまくまとめようという自身の
主観的な視点から、来館者は何に興味を持つかという客観的
な視点に変化させたのです。初めてインドに詳しく触れるという
来館者の視点に立って、数多くある話題の中から興味を持っ
てもらえそうな話題を選択し、博物館の先生方にもアドバイスを
いただきながら、担当するパネルの作成を無事に終わらせるこ

とができました。
また視点の多様性は
パネル作成だけに限ら
れたことではありません
でした。展示室のレイ
アウトの際にも、ただ見
栄えがいいからそこに
展示物を置くのではな

く、どの順番で、どこに配置すれば、来館者はより分かりやすく、
また見やすくなるのかということを客観的に見ていく必要があっ
たのです。改めて、視点の多様性が必要であることを再確認す
るきっかけともなりました。
さらに今回の企画展への参加は、視点の多様性の再認識
だけでなく、限られた時間内での作業、様々なことに臨機応変
に対応する柔軟な姿勢などを学びながらの活動でした。これか
ら社会に出ていく上で、活かすことのできる貴重な経験をさせて
いただき、私にとって学びの場ともなった企画展となりました。

視点の変化を感じた

第12回企画展　第2弾 ［インドを知ろうー広島大学のチカラpart4ー］
期間：2018年2月1日（木）～ 2月9日（金）　　場所：学士会館2Fレセプションホール

共催：広島大学現代インド研究センター　　来場者数：432名

展示設営中

点でとらえており、写真からもそれがよく伝

わってきました。その視点を通して、インドと

いう国を感覚的にとらえることができたので

はないでしょうか。

続いて開催した第2弾は、「インドを知ろう

－広島大学のチカラpart4－」と題し、研究

の歴史や成果、さらにインドの衣食住を紹

介するパネルやインドのオート三輪タクシー

「オートリキシャ」、サリー・パンジャビドレスと

いった民族衣装、香辛料などを展示しまし

た。またファッションを通じてインドの女性の

自立を支援している学生サークル「Mode 

for Smiles」の活動紹介もしました。

研究の歴史は1967年にはじまり、2017年

はちょうど50周年でした。多くの研究者が携

わり、その内容も時代に合わせて変化して

います。それは、最新の研究成果を示した

パネルにも顕著にあらわれていて、「経済発

展と産業開発」「都市と農村」「自然と文

明」と実に多彩です。またインドの衣・食・住

については、学生スタッフが試行錯誤を繰り

かえしながらパネルを完成させました。専門

家とはひと味違った目線からインドを紹介し

たもので来場者からも好評でした。

期間中には、公開講演会と体験イベント

「オートリキシャに乗ってみよう！」を開催しま

した。講演会はインド研究を牽引し、本企画

展を監修していただいた岡橋秀典先生に

研究の歴史、山下博司先生（東北大学）に

は世界で活躍するインド人のパワーの秘

密についてお話しいただきました。学生（大

学の世界展開力強化事業によりインド留

学をする学生含む）や一般市民など163名

の方にご参加いただき大盛況でした。また

体験イベント「オートリキシャに乗ってみよ

う！」は、88名のご参加があり、子どもから大

人まで幅広い世代の方に楽しんでいただ

きました。
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広島大学には、長きに亘り連綿と続く研

究がたくさんあります。現在まで50年に渡っ

て行われてきたインド地域研究はその代表

例で、本学を代表する研究のひとつでもあ

ります。2017年は日印友好交流年であり、各

地で様々なイベントが開催されるなど、日本

とインドの関係がクローズアップされる年で

した。そこで本企画展ではインドをテーマと

して、半世紀におよぶ研究の歴史や最新の

研究成果、さらにインドという国を紹介し、外

務省から認定を受けた交流年のイベントの

一環として実施しました。

ただインドはすべてにおいて実に多様

で、そう簡単には全体をとらえることができま

せん。また少しでも多くの方にインドを知って

もらいたいという思いもあり、展示を2つの内

容・時期に分けることとしました。

その第1弾が日本人研究者が見たインド

の原風景写真展「インドの人・くらし・風土－

藤原健蔵写真コレクションから－」です。本

学におけるインド研究を牽引する広島大学

現代インド研究センターが所蔵するインドで

撮影された約8,000枚におよぶ写真の中か

ら、「こどもたち」「女性」「はたらく人」「動物

と人」「大地と風

土」「調査風景」と

いったテーマごとに

約90枚を選び展示

しました。これらの

写真を撮影したの

は、藤原健蔵先生（1931－2013）です。藤原

先生は南極地域観測隊として南極点陸路

到達を果たしたメンバーであり、その豊富な

経験をもとに70年代～90年代半ばのインド

地域研究を主導しました。地理学者である

藤原先生はインドをマクロ・ミクロ様々な視

講演会（岡橋先生）

講演会（山下先生）

点でとらえており、写真からもそれがよく伝

わってきました。その視点を通して、インドと

いう国を感覚的にとらえることができたので

はないでしょうか。

続いて開催した第2弾は、「インドを知ろう

－広島大学のチカラpart4－」と題し、研究

の歴史や成果、さらにインドの衣食住を紹

介するパネルやインドのオート三輪タクシー

「オートリキシャ」、サリー・パンジャビドレスと

いった民族衣装、香辛料などを展示しまし

た。またファッションを通じてインドの女性の

自立を支援している学生サークル「Mode 

会場の様子（第2弾）

for Smiles」の活動紹介もしました。

研究の歴史は1967年にはじまり、2017年

はちょうど50周年でした。多くの研究者が携

わり、その内容も時代に合わせて変化して

います。それは、最新の研究成果を示した

パネルにも顕著にあらわれていて、「経済発

展と産業開発」「都市と農村」「自然と文

明」と実に多彩です。またインドの衣・食・住

については、学生スタッフが試行錯誤を繰り

かえしながらパネルを完成させました。専門

家とはひと味違った目線からインドを紹介し

たもので来場者からも好評でした。

期間中には、公開講演会と体験イベント

「オートリキシャに乗ってみよう！」を開催しま

小学生と学生スタッフ（民族衣装試着体験）

オートリキシャ会場の様子（第1弾）

展示会場の様子（第1弾）

した。講演会はインド研究を牽引し、本企画

展を監修していただいた岡橋秀典先生に

研究の歴史、山下博司先生（東北大学）に

は世界で活躍するインド人のパワーの秘

密についてお話しいただきました。学生（大

学の世界展開力強化事業によりインド留

学をする学生含む）や一般市民など163名

の方にご参加いただき大盛況でした。また

体験イベント「オートリキシャに乗ってみよ

う！」は、88名のご参加があり、子どもから大

人まで幅広い世代の方に楽しんでいただ

きました。

オートリキシャに乗ってみよう！
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本学の学芸員資格取得特定プログラム
は、専門分野だけでなく学芸員としての幅
広い知識と素養を身につけるために5学部
（教育学部・文学部・理学部・生物生産学
部・総合科学部）の学生に3系（歴史・考古、
自然、美術）の分野横断的な授業を実施し
ていることが特徴です。当館と各学部の教
職員が連携・協働して実施しており全国的
にも高く評価されています。今年度の博物
館実習1は35名、博物館実習2は36名が受
講しました。
博物館実習1は、学内外の博物館の見

学実習、展示会実習、資料取り扱い実習を
行いました。昨年度からはじめた展示解説
実習では、5学部3系のそれぞれの個性や
創意工夫に満ちた展示解説が繰り広げら

れ学生同士の良い刺激となったようでした。
また、資料取り扱い実習も同様に普段扱わ
ない資料に触れることで新たな発見と多様
な刺激を受けたようです。特に美術系では、
日本美術に加え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りま
した。
博物館実習2（館園実習）は、学生個々

人が選んだ博物館に1週間程度赴き、実際
の学芸員として業務に従事する実習です。
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。実習の報
告会では反省点や課題などの班討論、成
果発表のプレゼンテーション・意見交換を行
いました。それぞれに充実した館園実習で
あったことを窺い知るとともに、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。ここでも異
分野の実習内容に驚く声も聞かれました
が、既存の枠にとらわれない学芸員として
の幅広い素養が培われたと思います。
ターム制への移行に伴い専門分野の修
学と学芸員資格取得の両立が一層大変な
状況となっています。しかし、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もなり
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。

博物館実習1・発見の小径の見学

博物館実習1・学内博物館の見学

博物館実習1・展示会実習：企画展の立案

博物館実習1・学内保存遺跡の見学

博物館実習1・展示会実習：展示解説の実演2

博物館実習1・展示会実習：展示解説の実演

Annual  Report of  �e Museum

Museum News 1 Museum Practice 

博物館実習1・2を担当ニュース：Ⅰ

藤本 将也

生物圏科学研究科　
大学院生

私は将来、水族館で働く学芸員になることを志し、博物館実習
１・２を受講しました。学部３年の後期はタイへ留学していたため、
実習１は学部４年の時、実習２は大学院１年の時に履修しました。
まず博物館実習１では資料の取り扱い実習や学外博物館見
学、展示解説実習などを行いました。実習１で扱った資料は多様
で、自身の専門外のため普段は接する機会がない絵巻や陶器な
どの資料に触れる機会を得る事が出来ました。また展示解説実
習では事前に展示物について理解を深め、それを実習生に解説
を行いました。いざ解説してみるとかなり難しく、制限時間を超えて
しまったり、早口になってしまったりして自身の解説における改善

案を多く見つけることが出来ました。
次に博物館実習２は姫路市立水族館で行いました。この水族
館は幼少期から通っていた馴染みのある水族館でした。実習内
容は魚類のサンプリングや標本作成、生物への給餌などを行いま
した。実習を通して印象に残った事は実際の学芸員は常に複数
の仕事を抱えており、極めて多忙であるということでした。しかし同
時に学芸員として楽しんで働いている姿も大変印象的でした。
実際に私も実習を楽しんで行う事ができ、得難い経験をするこ

とができました。
本実習を通して学芸員が多様な知識・技能を要求される大変さ

を抱えながらも楽しく、やりがいのある仕事だと感じ、さらに学芸員
を志す気持ちが強くなりました。

博物館実習の大変さとやりがい
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総合博物館が創設されてから2度目とな

る外部評価委員会を2017年12月14日

（木）、広島大学において開催しました。

2011年度から2016年度までの6年間を対

象に、自己点検評価の結果と、学外の有識

者7名からなる外部評価委員会からの評価

及び提言をまとめた自己点検・外部評価報

告書 2011-2016年度の発行を予定していま

す。外部評価委員会のメンバーは、大学博

物館、公立博物館、マスコミ、地方行政、市

民、学生など、なるべく多分野にわたること

に留意し就任をお引き受けいただきました。

報告書は、博物館のウェブサイトより公開を

予定（2018年7月）しています。

�e Number of  VistorsMuseum News 2

外部評価・相当施設・来館者12万人ニュース：Ⅱ

外部評価の実施と自己点検・外部評価報告書の発行

　2018年2月14日付けで文部科学大臣より

「博物館相当施設」に指定されました。

　2006年に設立された当館は、これまで博

物館法の制度上では「博物館類似施設」と

いう位置づけでした。開館10年を経て、一

定の活動実績を上げてきたことから、この

度、「博物館相当施設」としての指定を求め

ることとしました。博物館には、制度上、登録

博物館、博物館相当施設、博物館類似施

設の3種類があり、大学博物館は登録博物

館にはなれないので、文部科学大臣が指

定する博物館相当施設に申請することとし

ました。博物館相当施設になることで、本博

物館には、教育・研究施設であることに加え

て、社会教育施設であることが、これまで以

上に求められることになります。

　指定されることのメリットとしては、

①外部資金獲得力の強化（国の補助金な

どへの応募が可能となります）。

②学芸員養成上の資格強化（博物館法と

リンクした実習館となることができます）。

③地域連携・地域貢献の強化（地域の中核

施設として他の博物館施設との共催事

業を実施しやすくなります。国内外からの

資料の借受手続きも簡素化されます）。

④社会的認知度の向上（法律に基づく博

物館としての位置づけ）があげられます。

博物館相当施設に指定

　2017年11月4日（土）に、総合博物館本館
は12万人目のお客様をお迎えしました。
　12万人目のお客様は東広島市にお住ま
いの、山崎 孔志（こうし）君（7歳）。お父様、
妹さんとご来館いただきました。
　総合博物館は2006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
えしています。今回は11万人の達成以来
（2016年12月7日）、11ヶ月間で1万人のお客
様をお迎えしました。
　記念日となった11月4日は広島大学の大
学祭の日でした。開館以来12年目にして初
めての大学祭開催中での記念セレモニー
とあって（大学祭では1,000人前後の来館
者があります）入館者が多い中スムーズに

できるのか・・・・・スタッフにとってはドキドキ
の一日となりました。
　総合博物館本館は4つのゾーンからなる
常設展示の他、ふむふむギャラリーや企画

展示、特別展示など、年間を通じて様々な
期間限定の展示も開催しています。スタッフ
一同、楽しく学べるイベントを今後も企画・
開催していきます。

来館者12万人達成

12万人記念写真（ご家族・スタッフ・学生スタッフと）
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Annual  Report of  �e Museum

�e Voice of Visitors 

来館者の声

　国際室の小宮山です。現在、日本語・日本文化特別研修という約２週間の短期留学生のプログラムを担当して
おり、学内見学先の一つとして総合博物館をいつも利用させてもらっています。年間200人ほどがお世話になって
いるでしょうか。
　広島大学は狭隘な広島市内の分散キャンパスから統合移転して現在の自然豊かな東広島キャンパスに拠点
を移しました。とても広い敷地のため来訪者に大学の全容をご覧に入れる機会がなかなかとれないなか、総合博物
館は本学のメインキャンパスの成り立ちの経緯とともに、現在の魅力を含めて簡潔に紹介してくれる施設として、本
当に重宝しています。

　留学生たちも初めて訪れる広島大学の広さは漠然と分かるものの、自分自身のいる場所について、渡されたマップや館内の踏める航空写
真、そしてジオラマを見るにつれて漸くその実感を相対化できるようになるようです。そして
触って良い展示物やユニークな化石に喜び、キャンパス内の様々な動植物の生態へも理
解を深めていきます。
　私自身、仕事柄、そして個人的な興味関心から、国内外の大学の展示施設をよく訪問
します。歴史館や博物館など名称や展示内容は様々で、展示への力の入れ方もピンキリ
です。そして「ピン」と思える展示室は共通してスタッフの質が高いです。「組織は人」とは
正にそのとおりで、折角良い「物」を持っていても、それを生かせている組織はそう多くはあ
りません。
　本学の総合博物館は、その「人」を持っている数少ない展示施設と思います。実は私の
中では展示物を見せに行くのは建前で、博物館スタッフの丁寧な解説やサービス精神を通
じて、日本人の仕事に対する真剣さや質の高さを見せに行っているのです。そしてその思惑
通り、「自分の国では考えられないほど解説が丁寧で面白い」とか「日本人の仕事への情熱
に感動した」という言葉が留学生の口から漏れ出るのを聞いて、ひとりほくそ笑んでいます。
　総合博物館の展示品「広島大学人」は自信を持って万人にお勧めできます。

国際室 准教授　小宮山 道夫

　生活科見学で広島大学附属幼稚園と交流した後、総合博物館
に見学に伺いました。好奇心旺盛でいつも元気いっぱいの15人
の1年生の子供たち。ふだんから図鑑を見たり生き物を捕まえて観
察したりするのが大好きなので、見学前からとても楽しみにしていま
した。
　まずホールに入って、動物のはく製や骨格標本などを見せていた
だき、子供たちは目がくぎ付けになりました。そして、それらが身近に

いる生き物だったことを聞き、さらに興味津々でした！館内を回ると宇宙のものから化石、生きた
魚など多岐にわたる展示品があり、そのたびに子供たちは歓声をあげて楽しんでいました。どん
な質問をしても即座にていねいに答えていただき、時間があっという間に過ぎてしまい、もっと
長く時間設定しておくべきだったと反省したほどです。見学後もおうちの方と再び来館した子も
いて、図鑑などでは味わえない「本物」に触れられることの素晴らしさを実感しました。また、子
供たちの身近な生き物への愛情も深まった気がしています。企画ものの展示もいろいろされて
いるそうなので、折々に訪ねていきたい博物館です。子供たちにワクワクする時間を与えてい
ただき、本当にありがとうございました。

東広島市立吉川小学校 2017年度第1学年担任　空本 純子



して4年が経過
し、部材を緊縛
していた蔓や
紐が劣化して
脱落していまし

たので、新しいものに取りかえました。また、
鏡西谷遺跡では中世の掘立柱建物跡の柱
穴の位置に擬木を用いて建物跡を実寸大
で復元整備しました。実際に検出された位
置とは異なりますが、建物の規模や当時の
景観を現地で感じてもらえればと思います。
遺跡見学の小休止にベンチとしても利用で
きます。

　霞地区では、薬学部研究棟西側に昨年
度復元した広島陸軍兵器支廠の建物礎石
に説明板を設置しました。復元遺構と合わ
せて見学していた
だくと建物基礎の構
造をよく理解するこ
とができますので是
非ご覧ください。

も検出されています。広島陸軍兵器補給廠
（支廠）の遺構で、第4未填薬弾丸庫と推定
されます。

駐車場の舗
装工事でもコン
クリート床面を
検出しました。
建物の一部と

考えられますが、調査面積が狭く規模や性
格は不明です。広島大学附属高校の宿舎
（攻学寮）、あるいは広島陸軍兵器補給廠
（支廠）に関連する遺構の可能性がありま
す。また、道路改修工事では、コンクリート面
やコンクリート構築物などを検出しました。コ
ンクリート面は厚さ10cm前後で、基礎構造
は認められませんでした。コンクリート構築
物はコンクリート面の上に複数のコンクリート
の仕切りを設置したもので、浄化槽に類似し
ています。これらも広島陸軍兵器補給廠（支
廠）に関連する遺構の可能性があります。
この他に、霞地区ではミュージアム建設に
先立って試掘調査を実施しました。旧大河
内駅の隣接地にあたりますが、遺構は検出
されませんでした。
東広島地区と霞地区の遺跡整備
　東広島地区では、鴻の巣南遺跡の復元
住居の補修を行いました。復元住居を設置
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　「博物館で働かない？」学芸員になりたかった
私に先輩が言ってくれたのは1年生が終わる頃
で、それから3年間、学生スタッフとして博物館に
関わりました。美術館好きな私は「博物館」がピ
ンとこず、自分にできる仕事があるのか不安でし
たが、博物館での勤務は特技を生かせるものや

博 物 館 の お 仕 事

土居 美月

教育学部卒
元博物館学生スタッフ

新しい経験ばかりで、いつも驚きや達成感にあふれて
いました。
　私が主に携わったのは、企画展の準備・受付やポス
ター制作です。企画展では、化石や剥製など、普段接
する機会のない“本物の”資料の展示やレイアウトを試
行錯誤したりしました。受付時はお客様が心地よく展示
を楽しめるように笑顔で応対をしたり、準備時に学んだ
知識を使って解説を行ったりしました。これらの経験を
通して自分の専門領域以外に関心を持つ楽しさを学
びました。
　また、ポスター制作ではミュージアムコンサートなどイ
ベントの広報をしました。元々パソコンを使って制作する
ことは好きでしたが、たくさんの情報をわかりやすく魅力
的に伝える技能が身に付いたのは、この制作を通して

Excavation

埋文の発掘この1年

2017年度の広島大学構内における埋蔵文化財の調査と整備
2017年度における開発に伴う調査は、東

広島地区5件、霞地区9件、東千田地区1
件、竹原地区1件、三原地区1件の合計17
件で、立会・試掘調査を行いました。また、遺
跡保存区の整備も行いました。それらの一
部を紹介します。
霞地区の立会・試掘調査

霞地区では、駐輪場設置工事などに伴っ
て立会調査を実施しました。駐輪場設置地
点では薬学部研究棟西側で、コンクリート床
面とコンクリート基礎を検出しました。コンク
リート床面は20cm前後の厚さがあり、床面
下には割石を用いた基礎を設置して頑丈な
構造になっていました。コンクリート基礎は幅
約60cmの帯状の形状で、コンクリート床面
の南側で確認されました。コンクリート面の
一部に高まりが見られ、壁が構築されてい
た可能性があります。同一の遺構と考えら
れるものが2013年度の立体駐車場建設工
事や2014年度の渡り廊下設置工事などで

復元住居葛蔓緊縛補修

建物基礎説明板設置

駐車場舗装工事地点　コンクリート面

駐輪場設置工事地点コンクリート床面・基礎

です。制作したポスターをスーパーやSNSで見かける
と嬉しくなりました。
　他にも得られたものはたくさんあります。その中で
も、異分野の人と関われたことは特筆すべきことで
す。学生スタッフには魚や文化財を研究するなど実に
様々な人がいます。これは総合博物館ならではと思い
ます。各自の研究に対する熱い思いを聞く中で関心
のなかった分野や苦手意識のあった分野が「面白
い」と感じられました。
　広大博物館は学生の特技を最大限に発揮させて
くれる学生にとって貴重な場です。そこで学んだこと
は、美術教師になれた私にとって必ず今後も活きて
いきます。何より帰ることのできる場所が出来たこと
がかけがえのない財産です。

鏡西谷遺跡の掘立柱建物跡の
復元整備

鏡西谷遺跡に
設置した擬木
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イベントピックアップ

Annual  Report of  �e Museum

世界初の展示！？「KENDAMAーけん玉の過去・現在・未来」

ワークショップの様子

講演会の様子

座談会の様子

窪田 保

一般社団法人 グローバル
けん玉ネットワーク 代表

　けん玉は日本人の誰もが知っている、国民的玩具ともい
える遊び道具ですが、実は海外にも古くから似たような遊び
道具が多数存在しています。知っているようで知らない「け
ん玉」の奥深い世界をより多くの人に知って欲しいと思い、
けん玉博物館を開くことが近い将来の夢の一つです。
　そんな中、今回のKENDAMA展が実現しました。
　日本で今知られるけん玉の形状は、大正時代に広島県
呉市の江草濱次さんが考案し、廿日市で作り始められた「日
月ボール」が起源です。わずか100年ほどの歴史しかありま
せんが、現在はこのけん玉が「KENDAMA」として世界に広
がりを見せています。広島に深い縁のあるけん玉の展示を、

母校である広大博物館でできた事に大きな意味を感じてい
ます。
　博物館展示&講座という新しい取り組みでしたので、慣れ
ない展示準備に焦り、講座にお客さんが来てくれるか毎日
不安になり、当日ギリギリまで話す内容を考えて、でもなんか
全部が楽しい、という不思議な感覚。忘れられないイベントと
なりました。
　おそらく、博物館においてけん玉を中心にした企画展は世
界初と言えると思います。実現してくださった広島大学総合
博物館には本当に感謝しています。ありがとうございました。

　「けん玉」の展示は可能ですか？という本
学OBからの依頼に最初は戸惑いました。し
かし、その戸惑いは、窪田保さん（一般社団
法人グローバルけん玉ネットワーク代表）に
直にお話しを伺い、すぐさまこれは面白そう
だ、うちにしかできないという確信に変わりま
した。そもそも当館は「新しい試み」や「挑
戦」が大好きです。そういうわけでその後は
とんとん拍子に展示やイベントの内容が決
まっていきました。
　展示は先住民族のイヌイットのけん玉か
らフランスで大流行したビルボケ、さらに大
正時代に広島県廿日市市で製造が開始さ

れた日月ボール（現在のけん玉の起源）など
約200点の実物を並べ、これにパネルを交
えてけん玉の歴史を紹介しました。またアニ
メキャラとコラボしたものや蒔絵を施したも
のなどはじめて目にする貴重なけん玉も会
場を彩りました。
　会期中に開催したイベントも大盛況でし
た。特に「けん玉大學」での窪田さんの講
演ではけん玉は世界に誇るべき日本の文
化財だと実感しましたし、著名なけん玉プレ
イヤーが一堂に会した座談会では、皆様の
熱い想いが会場にも伝わってきて、いろいろ
と考えさせられました。また広大けん玉サー

クル「DAMAけん」に講
師をお願いしたワーク
ショップでは、誰もが夢中
で楽しんでいる様子が
印象的でした。
　広島大学総合博物
館のキャッチフレーズは、
「ここにはあなたの知ら
ない世界があります。知
のオアシス 博物館へ」
です。

今回の「けん玉」の展示は当館の真骨頂で
あり、まさにこのフレーズにあてはまるもので
あったと思っています。

展示会場の様子
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いキャンパス内に多くの遺跡を保存整備し
ているのが広島大学の特徴の一つです。
キャンパスの遺跡を巡りながら地域の歴史
に親しむフィールドナビも、今年度は「ががら
山の遺跡と自然探検」と題して自然観察と
コラボして実施しました。これからも体験型
のイベントをとおして歴史や文化を身近なも
のに感じてもらえるように充実した場の提案
を目指します。

　私たちの暮らしの中には身近なところに
文化財が存在しています。地域の歴史や文
化財保護についての理解を深めるため、総
合博物館では広島大学学生生活委員会と
共催して、本学学生・教職員および一般を対
象に「文化財保護に関する講演会」を開催
しています。今回で4回目を数え、「文化財は
みんなのもの～先人の知恵に学ぶ保存と修
復～」と題して広島県教育事業団埋蔵文化
財調査室前室長の伊藤実氏にお話をして
いただきました。
　講演では、文化財とは何か、また文化財
は国民の共有財産であることを改めて学
び、われわれ国民は文化財を大切に保存し

て公開活用に努めなけ
ればならないと文化財保
護法に定められているこ
とを理解することができま
した。埋蔵文化財（遺跡
や遺物）は、国や公共団
体から指定や選定を受
けていなくても、埋もれている状態ですでに
文化財と認定されていて、遺跡を無断で掘
ると文化財保護法違反になることは、学生を
はじめとした参加者も知らない人が多かっ
たのではないでしょうか。
　ここで改めて、伊藤さんの熱のこもったお
言葉の一部を紹介します。「文化財は祖先

Events Pickup

文化財保護に関する講演会「文化財はみんなのもの」

考古学ワークショップ
「夏の青空 考古学・楽 体験広場」

　土器、勾玉、鹿角アクセサリー作りと発掘
調査の疑似体験ができる考古学ワーク
ショップを学生アルバイトの協力により開催
しました。暑い季節でしたが、期間中168名
もの参加者があり、皆さんにとって思い出に
残る楽しい夏休みのひと時になったのでは
ないでしょうか。土器は粘土をこねて鉢や
皿、人形など個性豊かなものが出来上がり
ました。よく乾燥させたのちに、焼き上げて
皆さんにお渡ししました。一部は薪や藁を
覆って焼き上げ、趣のある色合いに仕上げ

ることができました。勾玉や鹿角アクセサ
リー作りでは、金属や電動の道具のない時
代のものづくりの苦労を実感できました。お
父さんお母さんたちも子どもそっちのけで
集中して取り組んでいました。疑似発掘で
は結果的には砂場遊びのようにもなりました
が、たくさんの遺物を発掘した子どもたちは
とても自慢げにしていました。大人にも子ど
もにも一番人気のコーナーでした。
　昔の人たちの暮らしや技術を様々な方
法で体験できるのが考古学の醍醐味で、広

遺跡と自然探検記念撮影

何が見つかるか発掘疑似体験 土器の覆い焼き 窯を壊して土器取り出し粘土をこねて土器や人形づくり

講演会の様子 講演会チラシ

が現代に伝えた文化遺産　人の未来を創
造する共有財産　文化財を保存してより良
い状態で未来の人たちに」
　知らず知らずのうちに学生たちが文化財
を壊さないよう、また法律を犯さないよう、広
島大学としてもしっかり文化財保護について
の周知活動を継続していきたいと思います。
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2005年、縁あって広島大学地域連携セ
ンターに着任し、2018年3月まで地域連携
の仕事に携わらせていただきました。お世話
になった方々に心からお礼申し上げます。
思い起こすと、着任した当時、地域連携

センターにおいて広島大学の地域貢献活
動として「キャンパスツアー」を実施していま
した。毎週金曜日に予約なしで実施し、毎回
2ヶ所の研究室を訪問するという先進的な
取組みに驚いたものです。ただ、参加者の
減少と担当者の負担が大きいことから効果
が疑問視され、2006年度には活動中止が
議論されるに至りました。このとき総合博物
館が開設されることになり、総合博物館との
共催により活動を継続することができまし
た。それ以来、「キャンパスガイド」と名称を
変更し、学生によるキャンパスの案内と総合
博物館の見学をセットにしたツアーを実施し
ています。その後、金曜日のレギュラーガイ

ド以外に様々な団体客の案内やオープン
キャンパス・大学祭等でのガイドを引き受
け、多い年には三千人以上をご案内する活
動へと発展しています。
ところで、総合博物館とは開館時からい

ろいろなご縁があります。開館前にレイアウ
トの相談を受け、階段教室を改装した傾斜
のある床を利用するためウッドデッキを提案
しました。現在、このスペースは学習・体験ス
ペースとして多目的に活用されています。ま
た、両者で予算を出し合い、手持ちサイズの
「キャンパス絵地図」を作成しました。この絵
地図は、ガイド参加者に記念品としてプレゼ
ントし好評を頂いています。さらに、総合博
物館のキャラクターである「ヒロッグ」のキャ
ンパスガイドバージョンをポスターやグッズ
などでも活用しています。
このように、キャンパスガイドと総合博物
館は深い関係のもとに歩んできました。多く

の来館客への対応で忙しい中、時にはぎり
ぎりになってガイドのお願いをするなど無理
を聞いていただきました。参加いただいた皆
様からは、大変喜ばれています。改めてお礼
を申し上げたいと思います。これからも、小
粒だけどもピリリと辛い特徴のある博物館と
して益々充実していかれることを心から祈念
するとともに、キャンパスガイドとともに広島
大学を盛り上げていただくようお願いいたし
ます。

   塚本 俊明

キャンパスガイドの様子

ニホンイタチ剥製 タイリクイタチ剥製アライグマ剥製

展示
NEW
New Museum 
Collection

広島工業大学 工学部 教授
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　2018年度オリジナルカレンダーを発行しました。
第11作目となる今回は、総合博物館が地方自治体・
地域の方 ・々学生と2011年8月から行っている「オ
オサンショウウオ調査」をモチーフにしたものです。
　「オオサンショウウオ」はまだまだ謎の多い生き物
です。試行錯誤しながら一歩一歩進めてきた調査の
一部を「すごろく」の形にして紹介しています。

オリジナルカレンダー
「総合博物館研究報告」

第9号

写真と文：藤原好恒（理学研究科 准教授）
よしひさ

春になると珍しい花に出会えます、花
筏。花が枝ではなく葉っぱの真ん中
にぽつんと咲く様子から、葉っぱとい
う筏に載った花と見立てられたので
しょう、ナイスネーミングです。色は
葉っぱと同じ緑色でサイズは３mmぐ
らい。なので、つい見逃してしまいま
す。雌雄異株。雌花からできる黒い実
は食べられるそうです、がんばって探さ
なくちゃ！

ハナイカダ（花筏）の雄株の花

フォトアルバム＠キャンパス

ハナイカダ（花筏）の雄株の花

変わった花と言えば、食虫植物ウツボカズラも
その一つ。正しくは捕虫器。キャンパスにはいく
つか食虫植物が自生もしくは温室で管理されて
います。食虫植物は姿が普通の植物とは異な
る物があるので、怖い物見たさでついつい捕虫
器の中をのぞき、後悔しています。これに虫が
好んでやってくるとは、もしかしたら虫はケーキみ
たいに感じているのかもと思ったりしています。
不思議ですね。

ウツボカズラ（靫葛）の捕虫器

ウツボカズラ（靫葛）の捕虫器

　2017年12月25日に、「総合博物
館研究報告」の第9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5編、資料6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。

広島大学東広島キャンパスのサクラ

　東広島キャンパスでは、71品種・
1,300本を超えるサクラを観察する
ことができます。本冊には、その内の
52品種を掲載しました。
　4,000部を無料配布しました（現
在は配布終了）。今後は、すべての
品種を掲載するなど増補改訂した販
売版を制作する予定です。

『生活大百科2017』に
記事を掲載しました。

　『生活大百科』は、東広島市・竹
原市の店舗情報などが掲載された地
元本です。地域に開かれた博物館と
して、より多くの地元の方々に来館い
ただくきっかけとなれば幸いです。引
き続き2018年度も掲載予定です。

「調査研究紀要」
第9号

　「調査研究紀要」第9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（山口県周南
市細野遺跡出土の旧石器時代石器）
の研究報告と2015年度の立会・試
掘調査の概要、普及・研究活動報告
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。
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Research

研　究

近世城下町の動物考古学

松江城下町遺跡町屋出土の動物遺存体（松江市教育委員会所蔵）

（松江市教育委員会所蔵）松江城下町遺跡武家屋敷出土の動物遺存体

シンポジウムの様子 城下町シンポチラシ

　科学研究費：基盤研究（C）2014～2018
年度「近世城下町の資源利用と文化・流通
に関する動物考古学および同位体考古学
的研究」（研究代表者：石丸恵利子）を実施
しました。
　5年間にわたり、松江城下町遺跡や徳島
城跡、高松城跡などの中国四国地方にあ
る近世遺跡から出土した動物遺存体の分
析を通して、近世の動物資源利用や食文
化について考察を行いました。動物遺存体
とは遺跡から出土する貝殻や動物骨の総
称で、武家屋敷などではハマグリやアカニシ
などの貝類、マダイやスズキ属などの魚類、
ニワトリやカモ科などの鳥類、イヌやニホンジ
カなどの哺乳類など、多様な動物資源が利
用されていたことが明らかになりました。
　魚類には包丁で鋭く切断された痕跡が
多く観察され、特にマダイは頭部が左右に2
分割あるいは両側面が切断されて3分割し
た、いわゆる兜割り（梨割り・内割り）にしてさ

ばいた痕跡が特徴的です。また、松江城下
町遺跡では町屋の工房跡と考えられる場
所から、ウシの角鞘を利用したことを示す加
工痕のある角資料がまとまって出土しまし
た。高松城跡や丸亀城跡ではアカニシに穿
孔の痕跡が多く確認されました。これはアカ
ニシの殻が蛸壺として用いられた可能性を
示すもので、江戸時代の書物『日本山海名
産図会』には高砂（兵庫県）の海でのイイダ
コ漁が描かれ、現在でも瀬戸内海の高見
島や小手島で行われているアカニシの殻を
利用した漁法です。
　また、炭素・窒素同位体分析によって、ヒト
や動物がどのような食料資源を多く摂取し
ていたのかを明らかにすることができます。
これらの原理や特徴を利用して海産魚類
の産地や動物への給餌について考察しま
した。日本海側の遺跡でも松江城下町と出
雲地方の遺跡とではマダイの同位体比が
異なることや、ウシの餌としてアワ・ヒエ・キビ

などのC4植物が与えられていた可能性な
ど興味深い結果が得られました。
　最終年度にはシンポジウム「発見！掘って
分かった城下町の暮らし」を開催しました。
広島城跡や松江城下町遺跡など中国四国
地方の4つの近世遺跡の発掘担当者によ
る調査成果の発表と、それらの遺跡におけ
る動物資源利用や食文化の特徴につい
て、広く一般に研究成果を公開しました。
　動物遺存体は地中に埋まることによって
その多くが消失してしまいますが、近世に
限らず縄文時代や弥生時代などのすべて
の時代の遺跡から出土し、幸い残された資
料からは各時代の動物資源利用の様相や
食文化などの当時の暮らしを復元するため
の多くの情報が得られます。動物考古学
は、土器や石器などからは知ることができな
い歴史を明らかにすることができる興味深
い研究分野です。

高松城跡・丸亀城跡出土のアカニシ（香川県埋蔵文化財センター所蔵）
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 森喬以（もり・たかもち）氏（1902～1945）は
海洋動物プランクトンとして最も重要なカイ
アシ類の分類学者であった。カイアシ類はほ
とんどの稚仔魚が餌とする重要な天然餌
料なので、水産学上研究が欠かせない、体
がわずか数ミリという微小動物なのである。
1937年に、森は日本沿岸に生息する175種
の詳細な図と記載文からなる大著”The 
Pelagic Copepoda from Neighbouring 
Waters of Japan”を独力で創り上げて発
表した。このモノグラフは世界的にも有名な
著作であり、世界中の後陣のプランクトン研
究者が研究に活用した。80枚（現在は76枚
のみが残る）の図は亜鉛凸版を原盤として

大塚攻・清水則雄・佐藤大規・佐藤靖彦 （2015） 原
爆を乗り越えて：森喬以の浮遊性カイアシ類モノグラ
フ亜鉛凸版の奇跡的な再発見. 日本プランクトン学
会報 62（2）: 123‒128.
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/files/public/3/38
077/2015091010355188796/BullPlanktonSocJap
an_62-2_123.pdf

印刷されたものであるが、長らくその行方が
分からなかったのである。何故なら、森は
1945年8月6日に広島市に落とされた原爆で
亡くなっているのである。わずか43才であっ
た。だれもが森とともに原盤も地上から消え
失せたと考えるであろう。しかし、これらが不
思議な運命によって2015年1月に広島大学
総合博物館に辿り着いたのだ。森は太平洋
戦争が次第に激化するのを危ぶみ、原爆
投下前に亜鉛凸版を比治山町にある寺に
疎開させたのである。森は大学での専門教
育を受けたわけでもないが、なにかの内的
力によって独力でこの偉業を成し遂げた。
凸版も私財を投じて作成した。それらが広

島文理科大学出身の田中稔純氏から広島
大学学校教育学部名誉教授故佐藤月二
氏、その子息佐藤靖彦氏、総合博物館清
水則雄氏を通して著者へ情報が伝わり、日
本、世界のプランクトン研究者を驚かせた再
発見となったのである。亜鉛凸版は広島大
学総合博物館に常設展示されている。森
の学問に対する執念、研究を成し遂げた達
成感などをこの凸版を見て感じてほしい。
合掌。

　森の生涯、研究業績、亜鉛凸版の再発
見の経緯に関するさらに詳しい情報は以
下の論文をご覧ください（以下のサイトから
ダウンロードができます）。

大塚　攻
（生物圏科学研究科 教授）

森 喬以の浮遊性カイアシ類モノグラフの亜鉛凸版原盤

5月2日、広島県佐伯郡平良村（現廿日市市）生まれ
広友中学校卒業
生物学・化学・数学の教員免許取得
広島市商業学校教諭(数学）
この頃、プランクトン採集を始める
『The pelagic Copepoda from the neighbouring 
waters of Japan』を自費出版
森生物研究所と光明塾を開設
広島市立造船工業学校（広島市商業学校の組織替え
による）教諭
8月6日、原爆死（43才）

明治35年（1902）
大正 9年（1920）
大正13年（1924）

昭和 2年（1927）
昭和12年（1937）

昭和17年（1942）
昭和20年（1945）

森　喬以  Takamochi　Mori

Plate 62　オイトナ属Oithonaカイアシ類
2種が描かれている常設展示の様子

The Pelagic Copepoda from 
Neighbouring Waters of Japan
（1964年再版）の表紙と見開き

亜鉛凸版（右下が左図のPlate 62）
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ス タ ッ フ 紹 介

　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 藤田 慧 契約一般職員小出美由紀 契約一般職員

藤野 次史 教授 石丸恵利子 研究員 梅本 健治 教育研究補助職員

人 事 異 動

2017年　9月　3日 坂本 直子 契約一般職員 退職
2017年12月　1日 小出美由紀 契約一般職員 新任
2018年　3月31日 真野 麻紀 契約一般職員 退職

2018年　3月31日 大近 美穂 教育研究補助職員 退職
2018年　4月　1日 藤田 慧 契約一般職員 新任
2018年　5月　1日 梅本 健治 教育研究補助職員 新任

● 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／8：30～24：00（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）
● 休 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

　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

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

大学博物館等協議会2017年大会・
第12回博物科学会に参加しました。
　6月22日（木）・6月23日（金）に山形大学で開催されました。「博物館学生スタッフ
によるアンモナイトを題材としたミニ企画展とワークショップの実践」○小出美由紀
（総合科学研究科）・手塚寛（理学研究科）・尾森武尊（理学部）・谷綺音（総合科学
研究科）・長埜恵実（文学部）・真野麻紀・佐藤大規・清水則雄（総合博物館）と題し
た報告を行いました。

　シンポジウム「ヒト，カブトガニ，干潟－海はだれのもの？」（於：北九州市自然史・歴
史博物館）・2017年度グローバルサイエンスキャンパス（GSC）・日本生物学オリン
ピック2017

下記のイベントに協力しました。

Announcements総合博物館からお知らせ


