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● 活動報告
● 企画展
● 博物館ニュース
● イベントピックアップ
● 来館者の声
● 研究
● 出版
● 日本エコミュージアム研究会全国大会 in 東広島
● 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　 https://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」（文学部・理学部）、
　「大学会館前」（生物生産学部）

文学部サテライト館／理学部サテライト館／
生物生産学部サテライト館

● 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　 https://www.l ib.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2018年大会・
第13回博物科学会に参加しました。
　6月21日（木）・6月22日（金）に香川大学で開催されました。「大学博物館を活用
した学生主動によるフィールドナビと学生ワークショップ」○石丸恵利子（総合博物
館）・塩路恒生（広島大学技術センター）・梅本健治・藤野次史（総合博物館）と題
した報告を行いました。

　10月1－5日に県立広島中学校3年生4名の職場体験を受け入れました。5日間の
集大成として「立体図鑑～あなたの手の中に新しい発見を～」と題した展示を作
成しました。また東広島市内の特別支援学級中学生の職場体験も実施しました。

職場体験の受け入れを行いました。

　今回、初めて全学に募集を行いました。4回実施した説明会に約50名の参加が
あり、新たに15名が仲間入りしました。今年度以降も募集を続けようと考えています。

学生スタッフの募集を行いました。

Announcements総合博物館からお知らせ

文学部サテライト館

理学部サテライト館

生物生産学部サテライト館

大学会館前

博物館学生スタッフ
「星座をさがそう～夜空のいきものたち～」展の撤収作業を終えて（2018.12.7）
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運営委員会̶̶ ̶̶ ̶
第1回運営委員会
開催日：2018年9月７日（金）
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12月28日（金）
第4回運営委員会（メール審議）

団体見学̶̶ ̶̶
2018年4月3日（火）～2019年3月30日（土）
利用団体数：164団体（授業利用含む）

その他のイベント̶̶̶̶̶̶
● 第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント

「土器づくりワークショップ」
講　師：東広島市教育委員会文化課 石丸 恵利子（総合博物館）
日　時：2018年11月10日（土）13：30～16：30
場　所：東広島芸術文化ホールくらら 工作室
参加者数：23名

● ワークショップ
「埋蔵文化財学講座～土器づくり・土器焼き～」

講　師：石丸 恵利子（総合博物館）
日　時：【土器づくり】2019年2月22日（金）～24日（日）10：00～16：00

【土器焼き】2019年3月23日（土）～24日（日）9：00～12：00
場　所：広島大学総合博物館 埋蔵文化財調査部門
参加者数：34名/土器づくり、18名/土器焼き　

特別展示̶̶ ̶̶
● 第14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生態　パネル展示」
期　間：2018年4月15日（日）
場　所：トムミルクファーム・セントルマルシェ
共　催：東広島オオサンショウウオの会
来場者数：413名

● 第15回ふむふむギャラリー／伊能忠敬没後200年記念企画展示
「地図をつくる・地図からわかる」

期　間：2018年8月21日（火）～ 9月29日（土）
場　所：総合博物館本館
主催・共催：広島大学総合博物館・東京地学協会・地理科学学会
協　力：河出書房新社

● 職場体験中学生特別展示
「立体図鑑～あなたの手の中に新しい発見を～」

期　間：2018年10月5日（金）～ 10月27日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：職場体験中学生

● 第16回ふむふむギャラリー
「星座をさがそう～夜空のいきものたち～」

期　間：2018年11月3日（土）～ 12月1日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：総合博物館学生スタッフ有志

● 第17回ふむふむギャラリー
大崎下島御手洗町の写真と絵画展

「自然 歴史 文化 芸術－島の魂・再考」
期　間：2018年12月14日（金）～ 2019年3月2日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：渠 蒙（広島大学たおやかプログラム 大学院生）
協　力：宮川 トム（アーティスト・大崎下島住民代表）
共　催：広島大学総合博物館

「伊能忠敬の測量とその後の測量：世界や地球をどう測る」
講　師：星野 由尚（元国土地理院長）
第二部　地図から広がる世界。マクロな視点・ミクロな視点から

「宇宙から地球を見る：人工衛星からとらえる地球環境」
講　師：作野 裕司（広島大学）

「都市と地図：新しい地図の試みと都市空間の魅力再発見」
講　師：匹田 篤（広島大学）

「デジタル伊能図を使ってひらける世界（教育・まちあるき）」
講　師：阿部 志朗（益田翔陽高校）
日　時：2018年9月15日（土）13：00～17：00
場　所：5-Days こども文化科学館１階 アポロホール
主　催：広島大学総合博物館・東京地学協会・広島市こども文化科学館
後　援：地理科学学会・日本測量協会・第六管区海上保安本部
　　　　国土地理院中国地方測量部・中国新聞社
参加者数：103名

● 第65回/第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント
「地域に貢献する大学博物館
－テュービンゲン大学博物館（MUT）の事例－」
講　師：トーマス・クノフ（テュービンゲン大学特任教授）
日　時：2018年11月12日（月）18：00～19：30
場　所：ライブラリーホール（広島大学中央図書館内）
参加者数：48名

● 第66回/第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント
「西条盆地の遺跡と広島大学の移転」

講　師：妹尾 周三（東広島市出土文化財管理センター所長）

「広島大学の埋蔵文化財とその特色」
講　師：藤野 次史（総合博物館 教授）
日　時：2018年12月2日（日）13：00～15：30
場　所：東広島市市民文化センター研修室1・2
参加者数：25名

● 第67回/日本エコミュージアム研究会 全国大会 in東広島
「エコミュージアムは地域の資源を守れるのか？」

基調報告「エコミュージアムは何をめざす？」吉兼 秀夫（前JECOMS 会長）
活動報告1：山形県朝日町：安藤 竜二（NPO 朝日町エコミュージアム協会）
活動報告2：山口県萩市：山本 明日美（NPO 萩まちじゅう博物館）
活動報告3：福井県南越前町：
　　　　　　 田中 保士（田倉川と暮らしの会・アカタン砂防エコミュージアム）
東広島市の取り組み
　自然遺産：「賀茂台地エコミュージアムとオオサンショウウオの保護活動」
　　　　　　清水 則雄（広島大学総合博物館）
　文化遺産：「西条酒蔵通りとボランティアガイド」
　　　　　　徳永 京子（東広島ボランティアガイドの会）
　歴史遺産：「古代安芸国の官営工房と須恵器生産」
　　　　　　妹尾 周三（東広島市教育委員会）
総合討論「賀茂台地エコミュージアムの可能性と課題」
　問題提起：「賀茂台地エコミュージアムは何ができる？」
　　　　　　淺野 敏久（広島大学総合科学研究科）
日　時：2019年3月21日（木）13：00～17：20
場　所：総合科学部L201講義室
主　催：日本エコミュージアム研究会（JECOMS）
　　　　広島大学総合科学研究科21世紀科学プロジェクト（文明と自然研究）
　　　　広島大学総合博物館
参加者数：67名
※3月22日（金）に東広島市豊栄町において現地見学・ワークショップを開催

公開講演会̶̶ ̶̶ ̶
● 第64回/伊能忠敬没後200年記念企画講演会

「地図をつくる・地図からわかる」
第一部　伊能忠敬の業績と広島との関わり及びその現代的意味を知る

「英国海図と伊能図－瀬戸内海をめぐって」
講　師：八島 邦夫（元海上保安庁海洋情報部長）

企画展̶̶ ̶
● 第13回企画展/平成30年度東広島市出土文化財企画展
　 「大学と埋蔵文化財
　　～キャンパスの遺跡・発見された文化財の魅力～」

【第1期】 期　間：2018年11月7日（水）～11月12日（月）
　　　　場　所：東広島芸術文化ホールくらら　市民ギャラリー
　　　　来場者数：734名

【第2期】 期　間：2018年11月16日（金）～12月15日（土）
　　　　場　所：東広島市出土文化財管理センター　展示室
　　　　来場者数：342名
共　催：東広島市教育委員会（出土文化財管理センター）
協　力：北海道大学埋蔵文化財調査センター、東北大学埋蔵文化財調査室、東京

大学埋蔵文化財調査室、金沢大学埋蔵文化財調査センター、京都大学文
化財総合研究センター、大阪大学埋蔵文化財調査室、岡山大学埋蔵文化
財調査研究センター、島根大学総合博物館、山口大学埋蔵文化財資料館、
愛媛大学埋蔵文化財調査室、徳島大学埋蔵文化財調査室、九州大学埋
蔵文化財調査室、熊本大学埋蔵文化財調査センター、鹿児島大学埋蔵文
化財調査センター、広島大学文学研究科考古学研究室、広島大学敦煌学
プロジェクト研究センター、平山郁夫美術館

フィールドナビ̶̶̶̶̶
● 第64・67・69・70回

里山の植物観察をしよう！ ー入門編2018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
主　催：理学研究科 植物管理室　

共　催：広島大学総合博物館
参加者数：29名/64回、23名/67回、雨天中止/69回、28名/70回

01（64回）春の野草、スミレ、タンポポの見分け方
日　 時：2018年4月21日（土）13：00～15：30

02（67回）初夏の樹木の見分け方
日　 時：2018年6月2日（土）13：00～15：30　

03（69回）水草の観察と秋の野草の見分け方 ※雨天中止

04（70回）秋の樹木とドングリの見分け方
日　時：2018年10月20日（土）13：00～15：30

● 第65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：2018年5月19日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：50名

● 第66回
「キャンパスの遺跡と自然探検隊」
ナビゲーター：学生スタッフ　
　　　　　　塩路恒生（技術センター）　石丸恵利子（総合博物館）
日　時：2018年5月26日（土）10：00～13：00
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：20名

● 第68回
「古川の生き物を探そう！！」 ※平成30年7月豪雨のため中止

● 第71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：2018年10月27日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：43名

● 第72回/第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント
「東広島キャンパス遺跡巡り」
ナビゲーター：藤野 次史（総合博物館 教授）
　　　　　　東広島市教育委員会文化課
日　時：2018年11月18日（日）10：00～15：00
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：19名
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運営委員会̶̶ ̶̶ ̶
第1回運営委員会
開催日：2018年9月７日（金）
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12月28日（金）
第4回運営委員会（メール審議）

団体見学̶̶ ̶̶
2018年4月3日（火）～2019年3月30日（土）
利用団体数：164団体（授業利用含む）

その他のイベント̶̶̶̶̶̶
● 第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント

「土器づくりワークショップ」
講　師：東広島市教育委員会文化課 石丸 恵利子（総合博物館）
日　時：2018年11月10日（土）13：30～16：30
場　所：東広島芸術文化ホールくらら 工作室
参加者数：23名

● ワークショップ
「埋蔵文化財学講座～土器づくり・土器焼き～」

講　師：石丸 恵利子（総合博物館）
日　時：【土器づくり】2019年2月22日（金）～24日（日）10：00～16：00

【土器焼き】2019年3月23日（土）～24日（日）9：00～12：00
場　所：広島大学総合博物館 埋蔵文化財調査部門
参加者数：34名/土器づくり、18名/土器焼き　

特別展示̶̶ ̶̶
● 第14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生態　パネル展示」
期　間：2018年4月15日（日）
場　所：トムミルクファーム・セントルマルシェ
共　催：東広島オオサンショウウオの会
来場者数：413名

● 第15回ふむふむギャラリー／伊能忠敬没後200年記念企画展示
「地図をつくる・地図からわかる」

期　間：2018年8月21日（火）～ 9月29日（土）
場　所：総合博物館本館
主催・共催：広島大学総合博物館・東京地学協会・地理科学学会
協　力：河出書房新社

● 職場体験中学生特別展示
「立体図鑑～あなたの手の中に新しい発見を～」

期　間：2018年10月5日（金）～ 10月27日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：職場体験中学生

● 第16回ふむふむギャラリー
「星座をさがそう～夜空のいきものたち～」

期　間：2018年11月3日（土）～ 12月1日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：総合博物館学生スタッフ有志

● 第17回ふむふむギャラリー
大崎下島御手洗町の写真と絵画展

「自然 歴史 文化 芸術－島の魂・再考」
期　間：2018年12月14日（金）～ 2019年3月2日（土）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：渠 蒙（広島大学たおやかプログラム 大学院生）
協　力：宮川 トム（アーティスト・大崎下島住民代表）
共　催：広島大学総合博物館

「伊能忠敬の測量とその後の測量：世界や地球をどう測る」
講　師：星野 由尚（元国土地理院長）
第二部　地図から広がる世界。マクロな視点・ミクロな視点から

「宇宙から地球を見る：人工衛星からとらえる地球環境」
講　師：作野 裕司（広島大学）

「都市と地図：新しい地図の試みと都市空間の魅力再発見」
講　師：匹田 篤（広島大学）

「デジタル伊能図を使ってひらける世界（教育・まちあるき）」
講　師：阿部 志朗（益田翔陽高校）
日　時：2018年9月15日（土）13：00～17：00
場　所：5-Days こども文化科学館１階 アポロホール
主　催：広島大学総合博物館・東京地学協会・広島市こども文化科学館
後　援：地理科学学会・日本測量協会・第六管区海上保安本部
　　　　国土地理院中国地方測量部・中国新聞社
参加者数：103名

● 第65回/第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント
「地域に貢献する大学博物館
－テュービンゲン大学博物館（MUT）の事例－」
講　師：トーマス・クノフ（テュービンゲン大学特任教授）
日　時：2018年11月12日（月）18：00～19：30
場　所：ライブラリーホール（広島大学中央図書館内）
参加者数：48名

● 第66回/第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント
「西条盆地の遺跡と広島大学の移転」

講　師：妹尾 周三（東広島市出土文化財管理センター所長）

「広島大学の埋蔵文化財とその特色」
講　師：藤野 次史（総合博物館 教授）
日　時：2018年12月2日（日）13：00～15：30
場　所：東広島市市民文化センター研修室1・2
参加者数：25名

● 第67回/日本エコミュージアム研究会 全国大会 in東広島
「エコミュージアムは地域の資源を守れるのか？」

基調報告「エコミュージアムは何をめざす？」吉兼 秀夫（前JECOMS 会長）
活動報告1：山形県朝日町：安藤 竜二（NPO 朝日町エコミュージアム協会）
活動報告2：山口県萩市：山本 明日美（NPO 萩まちじゅう博物館）
活動報告3：福井県南越前町：
　　　　　　 田中 保士（田倉川と暮らしの会・アカタン砂防エコミュージアム）
東広島市の取り組み
　自然遺産：「賀茂台地エコミュージアムとオオサンショウウオの保護活動」
　　　　　　清水 則雄（広島大学総合博物館）
　文化遺産：「西条酒蔵通りとボランティアガイド」
　　　　　　徳永 京子（東広島ボランティアガイドの会）
　歴史遺産：「古代安芸国の官営工房と須恵器生産」
　　　　　　妹尾 周三（東広島市教育委員会）
総合討論「賀茂台地エコミュージアムの可能性と課題」
　問題提起：「賀茂台地エコミュージアムは何ができる？」
　　　　　　淺野 敏久（広島大学総合科学研究科）
日　時：2019年3月21日（木）13：00～17：20
場　所：総合科学部L201講義室
主　催：日本エコミュージアム研究会（JECOMS）
　　　　広島大学総合科学研究科21世紀科学プロジェクト（文明と自然研究）
　　　　広島大学総合博物館
参加者数：67名
※3月22日（金）に東広島市豊栄町において現地見学・ワークショップを開催

公開講演会̶̶ ̶̶ ̶
● 第64回/伊能忠敬没後200年記念企画講演会

「地図をつくる・地図からわかる」
第一部　伊能忠敬の業績と広島との関わり及びその現代的意味を知る

「英国海図と伊能図－瀬戸内海をめぐって」
講　師：八島 邦夫（元海上保安庁海洋情報部長）

企画展̶̶ ̶
● 第13回企画展/平成30年度東広島市出土文化財企画展
　 「大学と埋蔵文化財
　　～キャンパスの遺跡・発見された文化財の魅力～」

【第1期】 期　間：2018年11月7日（水）～11月12日（月）
　　　　場　所：東広島芸術文化ホールくらら　市民ギャラリー
　　　　来場者数：734名

【第2期】 期　間：2018年11月16日（金）～12月15日（土）
　　　　場　所：東広島市出土文化財管理センター　展示室
　　　　来場者数：342名
共　催：東広島市教育委員会（出土文化財管理センター）
協　力：北海道大学埋蔵文化財調査センター、東北大学埋蔵文化財調査室、東京

大学埋蔵文化財調査室、金沢大学埋蔵文化財調査センター、京都大学文
化財総合研究センター、大阪大学埋蔵文化財調査室、岡山大学埋蔵文化
財調査研究センター、島根大学総合博物館、山口大学埋蔵文化財資料館、
愛媛大学埋蔵文化財調査室、徳島大学埋蔵文化財調査室、九州大学埋
蔵文化財調査室、熊本大学埋蔵文化財調査センター、鹿児島大学埋蔵文
化財調査センター、広島大学文学研究科考古学研究室、広島大学敦煌学
プロジェクト研究センター、平山郁夫美術館

フィールドナビ̶̶̶̶̶
● 第64・67・69・70回

里山の植物観察をしよう！ ー入門編2018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
主　催：理学研究科 植物管理室　

共　催：広島大学総合博物館
参加者数：29名/64回、23名/67回、雨天中止/69回、28名/70回

01（64回）春の野草、スミレ、タンポポの見分け方
日　 時：2018年4月21日（土）13：00～15：30

02（67回）初夏の樹木の見分け方
日　 時：2018年6月2日（土）13：00～15：30　

03（69回）水草の観察と秋の野草の見分け方 ※雨天中止

04（70回）秋の樹木とドングリの見分け方
日　時：2018年10月20日（土）13：00～15：30

● 第65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：2018年5月19日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：50名

● 第66回
「キャンパスの遺跡と自然探検隊」
ナビゲーター：学生スタッフ　
　　　　　　塩路恒生（技術センター）　石丸恵利子（総合博物館）
日　時：2018年5月26日（土）10：00～13：00
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：20名

● 第68回
「古川の生き物を探そう！！」 ※平成30年7月豪雨のため中止

● 第71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：2018年10月27日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：43名

● 第72回/第13回企画展「大学と埋蔵文化財」関連イベント
「東広島キャンパス遺跡巡り」
ナビゲーター：藤野 次史（総合博物館 教授）
　　　　　　東広島市教育委員会文化課
日　時：2018年11月18日（日）10：00～15：00
場　所：東広島キャンパス内　　　参加者数：19名
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第13回企画展・平成30年度東広島市出土文化財企画展

「大学と埋蔵文化財～キャンパスの遺跡・発見された文化財の魅力～」
期間：第1期 2018年11月7日（水）～ 11月12日（月）／第2期 2018年11月16日（金）～ 12月15日（土）

場所：第1期 東広島芸術文化ホールくらら 市民ギャラリー／第2期 東広島市出土文化財管理センター 展示室
　来場者数：第1期　734名／第2期　342名

共催：東広島市教育委員会（出土文化財管理センター）
協力：北海道大学埋蔵文化財調査センター、東北大学埋蔵文化財調査室、東京大学埋蔵文化財調査室、金沢大学埋蔵文化財センター、

京都大学文化財総合研究センター、大阪大学埋蔵文化財調査室、岡山大学埋蔵文化財調査研究センター、山口大学埋蔵文化財資料館、島根大学総合博物館、
愛媛大学埋蔵文化財調査室、徳島大学埋蔵文化財調査室、九州大学埋蔵文化財調査室、熊本大学埋蔵文化財調査センター、鹿児島大学埋蔵文化財調査センター、

広島大学文学研究科考古学研究室、広島大学敦煌学プロジェクト研究センター、平山郁夫美術館

広島大学東広島キャンパスは日本でも有

数の広大な敷地で、緑豊かな自然が残され

ています。私たちはこのキャンパスを丸ごと

博物館と見立てて活動を行ってきました。こ

のキャンパスには数多くの遺跡（埋蔵文化

財）が保存されています。出土遺物や保存

遺跡を利用して、広く普及活動を行ってい

ます。これらの活動は広島大学の大きな特

徴の一つです。

広島大学構内における遺跡調査は東広

島への統合移転が契機で、東広島市・広島

市などのキャンパスで旧石器～近代・現代

の遺跡が多数発見されました。2018年は遺

跡調査開始から40年という節目にもあたる

ことから、「大学と埋蔵文化財」をテーマに

企画展を開催しました。

本企画展は3つのサブテーマで構成しま

した。テーマ1は「広島大学の埋蔵文化財」

です。東広島キャンパスの遺跡を中心に旧

石器～近代の遺物を展示しました。また、文

学研究科考古学研究室の協力で、スクモ

塚古墳（東広島市西条三永キャンパス）の

調査成果を紹介しました。スペースの関係

で普段は目にすることのない資料も展示す

ることができ、様々な時代の遺跡が大学内

に数多く存在していることを知っていただけ

たのではないかと思います。

テーマ2は「日本各地の大学の埋蔵文化

財」です。全国の大学では、数多くの遺跡

が発見されています。国立大学のうち、広

島大学を含む15大学では、大学内の開発

に伴う埋蔵文化財調査に対応するため専

門部署を設置しています（表題の協力の項

で記載した14施設。以下、「調査部門」）。

遺跡保護と開発の円滑な実施や埋蔵文化

財の研究・普及活動などを通じ、大学が行

うべき社会的責務の一端を担っています。

ここでは各大学の特色ある埋蔵文化財や

「調査部門」の研究活動を紹介しました。ま

た、西日本の「調査部門」を中心に出土遺

物を展示しました。全国の「調査部門」所蔵

遺物の展示、研究活動概要などの紹介は

全国的にも初めての試みで、多くの方々の

関心を集めました。

テーマ3は「世界文化遺産と大学」です。

竹野 菜つみ

東広島市教育委員会
文化課調査係　埋蔵文化財調査員

“くらら”での展示を見てくださった、発掘調
査を行う現場作業員の方々から「見応えが
あったよ」や、河内のセンターへ立ち寄って
いただいたお子様から「昔の人ってすごい
ね！」と感想をいただきました。その時の好奇
心高まった目の輝きを、私は忘れられませ
ん。現代の暮らしにおいて「埋蔵文化財」を
身近に感じる機会は少ないです。多くの人
が「知っている。貴重なものである。しかし、よ
く分からない。」という曖昧な存在ではないで
しょうか。今回、普段見ることのできない東広

島市に眠っていた遺跡や遺物の調査・研究
成果を展示・公開することで、多くの方に興
味を持っていただけたと実感しました。この
企画展示を通して、「祖先と現在を生きる私
たち」「市民と教育機関」を、文化財が繋い
でくれたと思います。歴史を自分の経験に取
り込めた時に感じるわくわく感。これが、郷土
を想う、東広島市民の「人づくり」の一端に
なれば嬉しく思います。また、今後、多くの方
と、共有できた時間と感動を大切にし、さらに
発展させていくことができれば幸いです。

企画展「大学と埋蔵文化財～キャンパスの遺跡・発見された文化財の魅力～」を共催して

欧米をはじめ各国の主要な大学では大学

博物館を設置して研究・教育・普及活動を

実施しています。その中で（埋蔵）文化財は

大きな役割を果たしています。今回の企画

展では、世界遺産を保有する2つの教育・研

究機関を紹介しました。ドイツ・テュービンゲ

ン大学は中世の城をそのまま博物館として

います。世界遺産の旧石器時代の遺物を

含む大学所蔵の学術資料が収蔵・展示さ

れ、研究・教育に活用されるとともに、地域

貢献の中核となっている様子を紹介しまし

た。中国・敦煌研究院は世界遺産敦煌莫高

窟をはじめとする多数の石窟寺院の研究と

ともに、保護や公開方法の研究を担ってい

ることを紹介しました。

関連イベントとして、講演会、土器づくり

ワークショップ、見学会を行いました。講演会

は2回実施しました。11月の講演会では、

テーマ3で紹介したテュービンゲン大学の

トーマス・クノフ先生をお招きして、テュービン

ゲン大学博物館を例に、大学博物館の地域

貢献についてお話いただきました。12月の講

演会では、テーマ1に関連して、東広島市教

育委員会の妹尾周三氏に東広島市の遺跡

の調査が広島大学移転とどのような関わり

を持ちながら進められていったのか、総合

博物館の藤野次史氏に広島大学の埋蔵文

化財が広島県や全国の遺跡と比較してど

のような特色があるのかについてお話いた

だきました。土器づくりワークショップは第1期

展示会中に会場と同じ建物内で実施しまし

た。参加者は展示物がより身近に感じられ

るようになったのではないかと思います。見

学会は11月18日に東広島キャンパスの整備

遺跡や周辺の遺跡を約1日かけて巡りまし

た。全行程約5㎞の長丁場でしたが、美しい

景色、おいしい空気、歴史的景観を満喫で

きたのではないかと思います。

会場入口の様子（第1期、くらら） 会場内の様子（第1期、くらら）

講演会（クノフ氏） 講演会（妹尾氏） 東広島キャンパス遺跡巡り

土器づくりワークショップ
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第13回企画展・平成30年度東広島市出土文化財企画展

「大学と埋蔵文化財～キャンパスの遺跡・発見された文化財の魅力～」
期間：第1期 2018年11月7日（水）～ 11月12日（月）／第2期 2018年11月16日（金）～ 12月15日（土）

場所：第1期 東広島芸術文化ホールくらら 市民ギャラリー／第2期 東広島市出土文化財管理センター 展示室
　来場者数：第1期　734名／第2期　342名

共催：東広島市教育委員会（出土文化財管理センター）
協力：北海道大学埋蔵文化財調査センター、東北大学埋蔵文化財調査室、東京大学埋蔵文化財調査室、金沢大学埋蔵文化財センター、

京都大学文化財総合研究センター、大阪大学埋蔵文化財調査室、岡山大学埋蔵文化財調査研究センター、山口大学埋蔵文化財資料館、島根大学総合博物館、
愛媛大学埋蔵文化財調査室、徳島大学埋蔵文化財調査室、九州大学埋蔵文化財調査室、熊本大学埋蔵文化財調査センター、鹿児島大学埋蔵文化財調査センター、

広島大学文学研究科考古学研究室、広島大学敦煌学プロジェクト研究センター、平山郁夫美術館

広島大学東広島キャンパスは日本でも有

数の広大な敷地で、緑豊かな自然が残され

ています。私たちはこのキャンパスを丸ごと

博物館と見立てて活動を行ってきました。こ

のキャンパスには数多くの遺跡（埋蔵文化

財）が保存されています。出土遺物や保存

遺跡を利用して、広く普及活動を行ってい

ます。これらの活動は広島大学の大きな特

徴の一つです。

広島大学構内における遺跡調査は東広

島への統合移転が契機で、東広島市・広島

市などのキャンパスで旧石器～近代・現代

の遺跡が多数発見されました。2018年は遺

跡調査開始から40年という節目にもあたる

ことから、「大学と埋蔵文化財」をテーマに

企画展を開催しました。

本企画展は3つのサブテーマで構成しま

した。テーマ1は「広島大学の埋蔵文化財」

です。東広島キャンパスの遺跡を中心に旧

石器～近代の遺物を展示しました。また、文

学研究科考古学研究室の協力で、スクモ

塚古墳（東広島市西条三永キャンパス）の

調査成果を紹介しました。スペースの関係

で普段は目にすることのない資料も展示す

ることができ、様々な時代の遺跡が大学内

に数多く存在していることを知っていただけ

たのではないかと思います。

テーマ2は「日本各地の大学の埋蔵文化

財」です。全国の大学では、数多くの遺跡

が発見されています。国立大学のうち、広

島大学を含む15大学では、大学内の開発

に伴う埋蔵文化財調査に対応するため専

門部署を設置しています（表題の協力の項

で記載した14施設。以下、「調査部門」）。

遺跡保護と開発の円滑な実施や埋蔵文化

財の研究・普及活動などを通じ、大学が行

うべき社会的責務の一端を担っています。

ここでは各大学の特色ある埋蔵文化財や

「調査部門」の研究活動を紹介しました。ま

た、西日本の「調査部門」を中心に出土遺

物を展示しました。全国の「調査部門」所蔵

遺物の展示、研究活動概要などの紹介は

全国的にも初めての試みで、多くの方々の

関心を集めました。

テーマ3は「世界文化遺産と大学」です。

竹野 菜つみ

東広島市教育委員会
文化課調査係　埋蔵文化財調査員

“くらら”での展示を見てくださった、発掘調
査を行う現場作業員の方々から「見応えが
あったよ」や、河内のセンターへ立ち寄って
いただいたお子様から「昔の人ってすごい
ね！」と感想をいただきました。その時の好奇
心高まった目の輝きを、私は忘れられませ
ん。現代の暮らしにおいて「埋蔵文化財」を
身近に感じる機会は少ないです。多くの人
が「知っている。貴重なものである。しかし、よ
く分からない。」という曖昧な存在ではないで
しょうか。今回、普段見ることのできない東広

島市に眠っていた遺跡や遺物の調査・研究
成果を展示・公開することで、多くの方に興
味を持っていただけたと実感しました。この
企画展示を通して、「祖先と現在を生きる私
たち」「市民と教育機関」を、文化財が繋い
でくれたと思います。歴史を自分の経験に取
り込めた時に感じるわくわく感。これが、郷土
を想う、東広島市民の「人づくり」の一端に
なれば嬉しく思います。また、今後、多くの方
と、共有できた時間と感動を大切にし、さらに
発展させていくことができれば幸いです。

企画展「大学と埋蔵文化財～キャンパスの遺跡・発見された文化財の魅力～」を共催して

欧米をはじめ各国の主要な大学では大学

博物館を設置して研究・教育・普及活動を

実施しています。その中で（埋蔵）文化財は
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れ、研究・教育に活用されるとともに、地域

貢献の中核となっている様子を紹介しまし

た。中国・敦煌研究院は世界遺産敦煌莫高
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るようになったのではないかと思います。見
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会場入口の様子（第1期、くらら） 会場内の様子（第1期、くらら）

講演会（クノフ氏） 講演会（妹尾氏） 東広島キャンパス遺跡巡り

土器づくりワークショップ
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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37名、博物館実習2は29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。一昨年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。
　ターム制への完全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。

Annual  Report of  �e Museum

Museum News 1 Museum Practice �e Number of VisitorsMuseum News 2

博物館実習1・2を担当しました。ニュース：Ⅰ

湯澤 春佳

教育学部
第二類自然系コース

　博物館実習1では、展示解説や資料取り扱い実習や見学実習な
ど、これまでの座学の講義とは大きく変わり実践的な活動が約６０時間
にわたって行われました。実習1では、学部も専門もばらばらな学生が
集まり受講します。私は自然系の学芸員を目指して実習を受講しました
が、歴史・考古系や美術系の内容の実習も行い、自分の専門以外を
取り扱う貴重な機会となりました。
　博物館実習1で一番印象的だったのは、展示解説実習です。実習
での初めての活動で、事前に総合博物館の展示物について解説がで

きるよう準備を行い臨みました。１つの展示物について他の実習生に
向けて解説を行う実習ですが、相手の顔を見ながら話をすることや反
応を見て話し方や内容を変えていくことに苦労しました。なにより、様々
な受講生を相手にすると同じ解説を行っても反応が違ったり、自分に
はない視点からの質問がきたりと予想外のことが多く臨機応変な対応
が非常に難しかったことを覚えています。しかし、回数を重ねていくごと
にそれらができるようになっていくと、興味をもって聞いてもらえるように
なって嬉しいとともに楽しく解説を行えるようになりました。
　今後博物館実習2を受講する予定ですが、博物館実習1での経験
をもとに学芸員への道を頑張っていきたいと思います。

本館入館者数13万人達成ニュース：Ⅱ

人に伝える難しさとたのしさ

NHK科学番組「ダーウィンが来た！」に出演しました！

　2018年7月18日に総合科学研究科の山
田俊弘教授より、先生の研究グループがマ
レーシアで採取し、近雅博先生により新種
記載された食糞性コガネのタイプ標本の引
受を行いました。タイプ標本とは模式標本の
ことで、生物を分類し新種を登録するときに
登録される正模式標本と準模式標本に分
けられます。自然史の業界では「タイプ標本

を持たずして博物館とは言えない」と言わ
れるほど重要なもので、当館では設立以来、
タイプ標本の受け入れを希望していました
が、残念ながら博物館に時限が設けられて
いたため、受け入れをお断りしていた経緯
がありました。設立11年目に時限が撤廃さ
れたために、晴れてこの度の受け入れとなり
ました。詳細は下記です。

タイプ標本の受け入れを行いました。

　2018年10月2日、総合博物館本館は13万
人目のお客様をお迎えしました。
　13万人目のお客様は山陽女子学園高等
部（広島県廿日市市）1年生、石井可南子さ
ん。大学見学の一環で、同級生・先生ととも
にご来館いただきました。
　ちなみに、どなたが13万人目のお客様に
なるのかは、当日までわかりません。来館さ
れた山陽女子学園高等部の皆さんに、「こ

の中に13万人目のお客様がいます！！」とス
タッフが発表すると、驚きと喜びの声が上が
りました。
　石井さんからも、「広島大学を見学できた
上に、13万人目になる事ができて、喜びが倍
になりました。とても驚きました！」との感想を
いただきました。
　2018年は7月に豪雨災害が発生したこと
もあり、お客様の減少が心配されましたが、

実際には例年通り年間1万人を超えるお客
様をお迎えすることができました。

来館者13万人達成

博物館実習1・企画展の立案とプレゼン風景

博物館実習1・展示解説の実演

博物館実習1・学外博物館収蔵庫見学

博物館実習1・学外博物館空調機械室見学

博物館実習1・学外博物館展示解説の聴講

博物館実習2・班討論のプレゼン風景

13万人記念写真（同級生・先生・博物館スタッフと）

番組の様子（番組HPより）

標本写真（記載論文より）

マメダルマコガネの仲間のOchicanthon属の2新種とマメダイコクコガネMicrocopris属の1新種をマレー半島から記載し,
Ochicanthon niinoi sp. nov., O. okudai sp. nov. およびMicrocopris hosakai sp.nov.と名付けた.
記載論文：Teruo Ochi and Masahiro Kon（2014）：Notes on the coprophagous scarab-beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) from Southeast 
Asia (XXIII). Two new species of Ochicanthon and one new species of Microcopris from the Malay Peninsula. Kogane,Tokyo,(16):79-89.

（越智輝雄・近 雅博（2014）：東南アジア産食糞性コガネについての知見(XXIII)．マレー半島からのOchicanthonの2新種およびMicrocoprisの1新種）.

　3月3日（日）19時30分～19時58分放送、NHK総合テレビ『ダーウィンが来た！生きもの
新伝説』第587回「守れ！オオサンショウウオ 豪雨からの復活大作戦！！」に清水則雄 准
教授が出演しました。
　世界最大の両生類で、国の特別天然記念物でもあるオオサンショウウオ。平成30年
7月豪雨によって、オオサンショウウオが暮らす広島県椋梨川（むくなしがわ）は大きな被
害を受けました。番組では、当地で7年間オオサンショウウオの生態を研究している清水
准教授が、豪雨災害の影響を紹介するとともに、地元豊栄小学校の子供たちと進めて
いる椋梨川での調査や保全活動の様子が紹介されました。高視聴率を記録し、NHK
の担当者からも高い評価を頂いたと担当ディレクターから喜びのコメントが届きました。
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博物館実習1・2を担当しました。ニュース：Ⅰ

湯澤 春佳

教育学部
第二類自然系コース

　博物館実習1では、展示解説や資料取り扱い実習や見学実習な
ど、これまでの座学の講義とは大きく変わり実践的な活動が約６０時間
にわたって行われました。実習1では、学部も専門もばらばらな学生が
集まり受講します。私は自然系の学芸員を目指して実習を受講しました
が、歴史・考古系や美術系の内容の実習も行い、自分の専門以外を
取り扱う貴重な機会となりました。
　博物館実習1で一番印象的だったのは、展示解説実習です。実習
での初めての活動で、事前に総合博物館の展示物について解説がで

きるよう準備を行い臨みました。１つの展示物について他の実習生に
向けて解説を行う実習ですが、相手の顔を見ながら話をすることや反
応を見て話し方や内容を変えていくことに苦労しました。なにより、様々
な受講生を相手にすると同じ解説を行っても反応が違ったり、自分に
はない視点からの質問がきたりと予想外のことが多く臨機応変な対応
が非常に難しかったことを覚えています。しかし、回数を重ねていくごと
にそれらができるようになっていくと、興味をもって聞いてもらえるように
なって嬉しいとともに楽しく解説を行えるようになりました。
　今後博物館実習2を受講する予定ですが、博物館実習1での経験
をもとに学芸員への道を頑張っていきたいと思います。

本館入館者数13万人達成ニュース：Ⅱ

人に伝える難しさとたのしさ

NHK科学番組「ダーウィンが来た！」に出演しました！

　2018年7月18日に総合科学研究科の山
田俊弘教授より、先生の研究グループがマ
レーシアで採取し、近雅博先生により新種
記載された食糞性コガネのタイプ標本の引
受を行いました。タイプ標本とは模式標本の
ことで、生物を分類し新種を登録するときに
登録される正模式標本と準模式標本に分
けられます。自然史の業界では「タイプ標本

を持たずして博物館とは言えない」と言わ
れるほど重要なもので、当館では設立以来、
タイプ標本の受け入れを希望していました
が、残念ながら博物館に時限が設けられて
いたため、受け入れをお断りしていた経緯
がありました。設立11年目に時限が撤廃さ
れたために、晴れてこの度の受け入れとなり
ました。詳細は下記です。

タイプ標本の受け入れを行いました。

　2018年10月2日、総合博物館本館は13万
人目のお客様をお迎えしました。
　13万人目のお客様は山陽女子学園高等
部（広島県廿日市市）1年生、石井可南子さ
ん。大学見学の一環で、同級生・先生ととも
にご来館いただきました。
　ちなみに、どなたが13万人目のお客様に
なるのかは、当日までわかりません。来館さ
れた山陽女子学園高等部の皆さんに、「こ

の中に13万人目のお客様がいます！！」とス
タッフが発表すると、驚きと喜びの声が上が
りました。
　石井さんからも、「広島大学を見学できた
上に、13万人目になる事ができて、喜びが倍
になりました。とても驚きました！」との感想を
いただきました。
　2018年は7月に豪雨災害が発生したこと
もあり、お客様の減少が心配されましたが、

実際には例年通り年間1万人を超えるお客
様をお迎えすることができました。

来館者13万人達成

博物館実習1・企画展の立案とプレゼン風景

博物館実習1・展示解説の実演

博物館実習1・学外博物館収蔵庫見学

博物館実習1・学外博物館空調機械室見学

博物館実習1・学外博物館展示解説の聴講

博物館実習2・班討論のプレゼン風景

13万人記念写真（同級生・先生・博物館スタッフと）

番組の様子（番組HPより）

標本写真（記載論文より）

マメダルマコガネの仲間のOchicanthon属の2新種とマメダイコクコガネMicrocopris属の1新種をマレー半島から記載し,
Ochicanthon niinoi sp. nov., O. okudai sp. nov. およびMicrocopris hosakai sp.nov.と名付けた.
記載論文：Teruo Ochi and Masahiro Kon（2014）：Notes on the coprophagous scarab-beetles (Coleoptera, Scarabaeidae) from Southeast 
Asia (XXIII). Two new species of Ochicanthon and one new species of Microcopris from the Malay Peninsula. Kogane,Tokyo,(16):79-89.

（越智輝雄・近 雅博（2014）：東南アジア産食糞性コガネについての知見(XXIII)．マレー半島からのOchicanthonの2新種およびMicrocoprisの1新種）.

　3月3日（日）19時30分～19時58分放送、NHK総合テレビ『ダーウィンが来た！生きもの
新伝説』第587回「守れ！オオサンショウウオ 豪雨からの復活大作戦！！」に清水則雄 准
教授が出演しました。
　世界最大の両生類で、国の特別天然記念物でもあるオオサンショウウオ。平成30年
7月豪雨によって、オオサンショウウオが暮らす広島県椋梨川（むくなしがわ）は大きな被
害を受けました。番組では、当地で7年間オオサンショウウオの生態を研究している清水
准教授が、豪雨災害の影響を紹介するとともに、地元豊栄小学校の子供たちと進めて
いる椋梨川での調査や保全活動の様子が紹介されました。高視聴率を記録し、NHK
の担当者からも高い評価を頂いたと担当ディレクターから喜びのコメントが届きました。
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　広島大学には120万点を超える標本資
料がありますが、その大部分は収蔵庫に収
められているため普段は目にすることができ
ません。そこで今回、この膨大な数の標本
の中からいくつかの「いきもの」を厳選し、そ
れらを「星座」と関連させた展示をすること
にしました。
　この企画展の企画・製作は、様々な学部・
研究科の博物館学生スタッフが主体となっ
て行いました。製作にあたって私たちが大
切にしたコンセプトは「見て・触って・知って

おもしろい」、そしてそれぞれの学生スタッ
フが各々の持ち味を生かすことです。ただ
標本を見て終わるのではなく、実際に触れ、
解説パネルやクイズを通して「いきもの」の
生態や「星座」にまつわる神話、星そのもの
について知り、幅広い視点から実物の「いき
もの」と「星座」を見比べられる展示を作る
ことができました。また、LEGOサークル「ら
いごっと」の協力で、「いきもの」と「星座」を
レゴで再現した新しいタイプの展示を加え
ることもできました。

イベントピックアップ Events Pickup

Annual  Report of  �e Museum

学生企画「星座をさがそう ～夜空のいきものたち～」

「地図をつくる・
　　地図からわかる」

　伊能忠敬といえば日本人なら誰でも知っ
ている歴史上の有名人。日本中を実測して
歩き、精巧な日本地図（「伊能図」）を作成し
たことで知られています。2018年は、忠敬の
没後200年にあたり、各地で様々なイベント
が開催されました。当館では東京地学協
会・地理科学学会の共催のもとミニ企画展
を開催しました。忠敬の地図制作方法（実
測・製図）をパネルや間縄といった実測道具
とともに紹介、さらに地図に関する本学の研
究、平成30年7月豪雨の傷跡の地図を合わ
せて展示しました。パネルは実測や製図の
大変さだけでなく、忠敬が傾けた情熱やい
かに精緻な地図を作るために工夫したのか
という“研究者”としての側面を紹介しまし
た。パネル内のイラスト（作成：松原遙香さん 
総合科学部・博物館学生スタッフ）のおかげ
もあり、より分かりやすく伝えることができたと

自賛しています。会期中には講演会を開催
し、八島邦夫氏・星埜由尚氏に「伊能図」の
現代的な意義について、また作野裕司氏ら
に地図を使った最新の研究成果について
お話いただきました。103名の参加があり、
改めて忠敬の成し得た業績に思いをはせ
ると同時に最新の研究に
触れることで、地図の奥深
さを感じることができまし
た。また広島県立歴史博
物館の全面的な協力のも
と忠敬に深く関係した箱
田良介（福山出身）ゆかり
の地を巡るバスツアーを開
催し、とても好評でした。

　展示期間中の大学祭では、2日間で1,300
人を超えるお客様にご来館いただき、「おも
しろい」と感じてもらえたようです。企画・製
作に携わった学生スタッフの半数以上が博
物館に入ったばかりの新人で、至らぬ点も
多々あったと思いますが、学生同士で試行
錯誤しながら１つのものを作っていくのは非
常に充実した良い経験でした。今後も同じよ
うな機会があれば、今回得た経験を生かし
てより良いものを作っていきたいと思います。

（学生スタッフ　大﨑 壮巳）

　大崎下島御手洗。この島は、文化・歴史・自然が豊富な場所です。御
手洗は瀬戸内海の他の島と同じく、人口減少・高齢化に加えてインフラ
とサービスの低下の問題に立ち向かっています。私たち「たおやかオン
サイトチームプロジェクトチーム12」のミッションは、現地での研究、調査
やリバースイノベーションを元に、これらの問題を解決し、持続可能な地
域作りを行うことです。
　地域の文化を守るために、まずは視点を「よそ者」から「地元民」に
切り替えることが大切でした。私たちは御手洗の夏祭りに参加し、地元
住民の方とたくさん交流しました。そして調査を行い、多くの人にアン
ケートに答えていただきました。その結果、住民の多くに、島外の人たち
にもっとこの島の美しさと独特の文化を知って欲しいという希望がある
事が分かりました。この展示会は、その目的を達成するはじめの一歩と
なりました。
　今回の展示は博物館の協力をえて、「たおやかオンサイトチームプロ
ジェクトチーム12」によって開催しました。現地での調査・研究結果と御
手洗に移住したアーティストの写真と絵を組み合わせた展示会で、アー
トと研究のコラボレーションです。都会の文化や発展案をコミュニティに
押しつけず、地元住民の「声」と「希望」を中心にした展示となるように
工夫しました。展示は御手洗の「自然」、「歴史」、「文化」、「芸術」、豊
町での「研究活動」の5つで構成しました。内容はとても対照的です。
御手洗には美しさや深い歴史がありますが、その一方で、我々の研究
の結果は、高齢化と過疎化の問題に向き合っている集落の姿を浮き彫
りにしました。
　来館者は冬期にもかかわらず1,000人を超え大変盛況で、新聞やラ
ジオでも紹介されました。展示ではアンケートを行い、多くの方にご回答
いただきました。このアンケートから得られたデータによって問題の解決
方法を探すヒントが見えてきました。今後は、研究成果を地域社会に還
元・共有して問題解決の道筋を探っていきたいと考えています。

Mitarai, Osakishimojima. This island community is full of cultural, 
historical and natural appeal.
But Mitarai is not immune from the challenges facing all rural 
communities in Japan. The population is rapidly aging and decreasing. 
Like thousands of other island communities in the Seto Inland Sea, 
Mitarai is facing depopulation, an aging community, and a slow decline of 
infrastructure and services. These conditions threaten its very existence.
Without newcomers or increased interaction with people outside the 
island, the things that make Mitarai so special might be lost forever. 
Already, we are seeing important cultural practices disappear in other 
villages on the island. Our primary mission with the Taoyaka Onsite 
Project was to help create conditions to stimulate bottom-up development 
through onsite research and reverse innovation.
Our team (Team 12) wanted to respect and preserve local culture, so we 
shifted our perspective from ‘outsider’ to ‘local’ by actively participating 
in Mitarai’s traditional summer festival and interacting with residents. 
We conducted our fieldwork and a large number of townspeople answered 
our survey questions. From our results, we discovered people in Mitarai 
want the outside world to know about the beauty of the island and its 
unique culture. This exhibition was one step towards achieving that goal.
Created by Team 12 of the Taoyaka Onsite Project and co-organized by 
Hiroshima University Museum, the exhibition combines the academic 
results from onsite fieldwork with photographs and paintings made by 
artists who moved to Mitarai. “Rethinking the Island’s Soul - Mitarai, 
Osakishimojima” is a combination of art and academia. It focuses on the 
voices and aspirations of local people, rather than imposing urban culture 
or development ideas onto the community.
This exhibition was structured across five themes: Mitarai's nature, 
history, culture, art, and research activities conducted in the community. 
The photographs and paintings showed an idyllic island community with 
a rich heritage, while the research data revealed the reality of an aging 
community facing depopulation challenges.
During the exhibition, media reports about our activities included a 
Chugoku Shinbun newspaper article printed on December 21, 2018, the 
ICC Chugoku-Hoso Radio "Urarakana no Tan" show aired on January 6, 
2019, and the Kure City cable television show "Yutaka Topics" broadcast 
on January 18, 2019. The exhibition received more than a thousand 
visitors. Among them, 369 answered a questionnaire survey about the 
exhibition and their understanding of the challenges facing the island’s 
future. The data from the questionnaires will give us clues about where 
to look for possible solutions. After the exhibition, we will bring these 
research results back into the community and share our findings with 
local residents.

島の魂・再考 - 研究者と地域アーティストとの
コラボレーション：大崎下島御手洗町の写真と
絵画展 『自然 歴史 文化 芸術』
Re-thinking the Island Soul ‒ A Collaboration Between 
Researchers & Community Artists through the
special exhibition of “Nature, History, Culture & Art” 
about Mitarai, Osakishimojima island

会場の様子

講演会（星埜氏）

展示設営中 展示風景 大学祭 考案したクイズ レゴで再現した「いきもの」

箱田良介誕生の地
（福山市神辺）

パネル（測量方法）

渠 蒙（キョモウ）
Meng Qu (Mo)
総合科学研究科 大学院生
たおやかプログラム（博士課程教育リー
ディングプログラム）文化創生コース
PhD. Candidate 
(Human/Tourism Geography),
Taoyaka Program (for Leading 
Graduate Schools), Cultural 
Creation Course, Hiroshima 
University. 

宮川 トム
Tom Miyagawa Coulton
英国育ちの日英ハーフの写真家・
ライター
2015 年に広島県呉市の瀬戸内海
の島、大崎下島へ妻と移住。
Photographer/Writer. Born in 
Tokyo and raised in the UK.
Relocated with his wife from 
Tokyo to Mitarai in 2015

展示会場にて関係者と 現地調査の様子 説明会の様子 会場の様子（写真） 会場の様子（絵画）

けん なわ
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変化や焼き上がりまでの色の変化など、
色 と々興味深い発見があります。約一月乾
燥させた後に、弥生時代の焼き方とされる
覆い焼きを行い、焼き色にムラができるなど
趣のある作品が完成しました。今回参加さ
れた陶芸家の方も新しい発見があったと喜
んでおられました。これからも多くの人たち
に遺跡の発掘調査で出土した実物の資料
を見て・触って、また実際の体験を通して歴
史や文化を学んでほしいと思います。

　また、遺跡間を結ぶ遊歩道では、技術セ
ンター職員の方々の協力によりキャンパスの
自然観察を楽しみました。東広島キャンパス
には多くの遺跡が存在し、様々なルートを設
定することができます。東広島植物園によっ
てキャンパス全体の里山整備が続けられて
おり、ががら山の遊歩道の整備など遺跡保
存区の活用に協力いただいています。埋蔵
文化財調査部門では、これからもキャンパス
の遺跡を守り地域の歴史文化の教材として
活用していきます。

埋蔵文化財学講座
～土器づくり・土器焼き～
　ワークショップは毎回人気のイベントで、今
年は土器づくりと土器焼きを実施しました。
参加者の皆さんは、古代人の土器づくりを
学びながら、熱心に思い思いの作品を作り
上げました。土器づくりは、やってみると結構
難しいこと、粘土が乾燥するまでの大きさの
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　私たち東広島市立福富中学校は、地域学習の一環として、福富町の宝である「水」
を未来へ残すために必要な里山について学習を進めてきました。その中で、里山について、
そして自然の大切さについて広島大学総合博物館に私たちの学びのヒントがあるとお聞き
し、今回社会見学として訪問させていただきました。
　博物館内では、恐竜の化石やカエルの立体オブジェなど、多くの資料に生徒共々圧
倒されました。里山について自分達が調べ
てきたことをさらに発展させていただくことが

でき、また、それらに関連した資料から、新しい学びの芽を生やすことができました。清水先
生の解説も、丁寧に大変分かりやすく、展示物とともに本物を体験できる貴重な時間となり
ました。その後、発見の小径も散策させていただきました。もともとあった自然を生かした展
示方法やビオトープ等を使った自然保護の方法の様子を知ることができました。
　これからも私たちは、生徒教員一丸となって福富町の自然について学習を進めていきます。
学びのきっかけをたくさん与えていただいた広島大学総合博物館をはじめ、多くの関係者様
にこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。

福富中学校 教諭　川地 真悟

博 水槽掃除編物 館 の お 仕 事
　広島大学総合博物館には２台の水槽があり、1台は広島県の河川にす
む淡水魚が、もう1台は主に瀬戸内海にすむ海水魚が飼育・展示されてい
ます。これらの水槽を維持管理するには餌やりや清掃といったメンテナンス
作業が欠かせませんが、水槽の掃除については博物館の学生スタッフが
行っています。現在は５人程度の学
生スタッフが交代で２週間に一度、
水槽の掃除を行っています。
　一口に掃除といっても水替えから
ポンプの分解洗浄、魚の健康状態
のチェックなど多くの作業が必要にな

�e Voice of Visitors 

来館者の声

　埋蔵文化財調査部門が実施するイベン
トは、遺跡を巡りながら歴史を学ぶフィールド
ナビと、作ることや触ることなどの体験を通し
て暮らしの中の技術や文化を知るワーク
ショップが特徴です。2018年度も両イベント
を実施しました。

キャンパスの遺跡と自然探検隊
　フィールドナビでは、本学学生がナビゲー
ターとなってキャンパスの遺跡を巡り、遺跡
の説明や地域の歴史を紹介してくれました。
ナビゲーターを務めた学生たちは、人に説
明することの難しさや実際に遺跡に足を運
ぶことの大切さを実感できたようで、とても良
い経験になったのではないでしょうか。

り、始めたての頃は覚えるのが大変でした。また、掃除だけでなく、展示す
る魚を野外から採集してくることもあります。掃除の際には、魚が健康に
暮らせること、ご覧になる方が観察をしやすいことの2点に気を付けるよう
にしています。また、博物館の中に水槽があるため周辺の展示物に水が
かからないように気を使いながら作業する必要があり、水漏れのチェック
にも気を使います。
　このように苦労することも多いです
が、訪れた方が身近な魚が生きてい
る姿を実際に見て、自然環境への興
味を持つきっかけとなればいいなと
思っています。

（統合生命科学研究科 児玉 敦也）

工房跡の説明の様子

鏡西谷遺跡の説明の様子

土器づくり：参加者の作品

土器焼き：火入れ後の様子土器焼き：窯づくりの様子

　せんとく幼稚園では、子ども達の興味関心をもっていることを保育の中心にし
て活動を行っています。昨年度の年長組は、年中児の頃から生き物に興味が
ありました。その興味の持ち方も、「かわいい」といった好きではなく、動物図鑑
や、昆虫図鑑をじっくりと見て、新たな発見を楽しむなど、なかなか愉快な観点で
した。そんな様子をみていて、何か子ども達に新たな発見を楽しんでもらえる場
所はないだろうかと調べていた所、この広島大学総合博物館という場所がある
ことを知り、お伺いさせていただくことになりました。
　子ども達がどんな反応を示すのか、とても楽しみにしていたのですが、恐竜や
魚、象など、たくさんの化石や、アライグ

マ、蝶々やカブトムシの標本など普段見ることのできない物をたくさん見ることができ、子ども達は大喜
び。到着してから帰るまで大興奮で、博物館の方に「これは何ですか？」と質問の嵐でした。博物館の
方 も々、子ども達の質問に、一つ一つ丁寧に答えていただき、子ども達は「まだ帰りたくない!」と、帰る時
間ギリギリまで色々な物を見学している様子が見られました。
　博物館から帰った後も、興味関心は深まるばかりで、最終的には、幼稚園で博物館を作ることになりま
した。自分達が見て感動したことを、みんなに伝えてあげたいと思ったようです。博物館を作るにあたって、
設計図を描いたり、展示の仕方を考えたりと、子ども達は本当に真剣に取り組んでいました。その時の姿
から、子ども達が博物館で、いかに充実した時間を過ごさせていただいていたのか、改めて感じました。
　そして、卒園前に、みんなで作った「ふじ組博物館」の写真をもって、もう一度博物館へ伺いました。自
分達で色々な事を調べて、みんなで協力して博物館を作ったあとに見る展示は、また一段と違った発見
があったようで、子ども達は、本当に大喜びでした。

せんとく幼稚園 主任　府川 千紗
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　そして、卒園前に、みんなで作った「ふじ組博物館」の写真をもって、もう一度博物館へ伺いました。自
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せんとく幼稚園 主任　府川 千紗
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　2019年度オリジナルカレンダーを発行しました。
第12作目となる今回は、東広島キャンパスの自然散
策道「発見の小径」をモチーフにした「キャンパスまる
ごとミュージアム　発見の小径編」です。
　「発見の小径」の魅力は、キャンパス内に生息す
る多様な生き物を、いつでも自由に、身近に見学でき
ることです。今回のカレンダーを見れば、どこにどんな
生き物が生息しているのか、一目瞭然です。
　博物館の「ゆるキャラ」ヒロッグが、散策のモデル
コースも紹介しています。
　ぜひ「発見の小径」に足をお運び下さい。

オリジナルカレンダー
「総合博物館研究報告」

第10号

写真と文：藤原好恒（統合生命科学研究科 准教授）
よし ひさ

　トウモロコシは雌花と雄花が別の箇所につきます。
雌花は背丈の中位の高さに何カ所か付き、受粉後は
店でよく見かけるトウキビになります。一方、雄花は一
番上にススキの穂のように紐状に何本かつきます。で
すが、この写真では１０本くらいある雄花穂のうち、中
心で直立している雄花穂のてっぺんに更に雌花が付
いています。既に受粉したようで小さなトウキビの粒が
見えています。こういう状態はまれに見られるおもしろ
い現象です。この異常な雌花がしっかり黄色いキビに
なったかは定かではありません。

トウモロコシ（玉蜀黍）、
雄花の上にもう一つの雌花が（東広島植物園）

フォトアルバム＠キャンパス

　最近は年中見かけるフルーツ、キウイ。実は、キウイも一つの木に雌花と雄花が別々に咲
きます。写真は雌花，小窓が雄花です。雌花には中心に白い触手のようなめしべが数十本
見えます。雌花と雄花が別々に咲くのは、アケビ、カキ、クリ、ガマ、ヒメコウゾ、ハシバミ、カボ
チャ、キュウリ、ヘチマなど身近に結構あります。雄花と雌花が別々に付く理由の一つは、自
分の花粉で受粉しないで他の生体が放った花粉で受粉
し、強い子孫を残すためのようです。そのために、同じ木
に付く雌花と雄花の咲く時期を僅かにずらし、自身の花
粉で受粉しにくいような仕組みがあります。

キウイの雌花と雄花（東広島植物園樹木園）

　平成30年12月25日に、「総合博物
館研究報告」の第10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7編、資料4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。

「キャンパス絵地図」の
改訂版を発行

　2011年以来、7年ぶ
りの改訂です。この間に
新たに建った建物や新設
された施設、さらにキャン
パス内の見所の追加を行
いました。作画は前回に
引き続き鳥瞰図の名人エ
ディット・キューさんが担
当。一緒にキャンパス内
を巡り変更になった場所
を確認しました。この絵地
図は、当館が推進する
キャンパスまるごと博物館
構想に欠かせないアイテ
ムです。キャンパス散策
のお供に是非お持ちくだ
さい！博物館本館で配布
中です！！

「調査研究紀要」
第10号

　「調査研究紀要」第10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。
　2016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。

Annual  Report of  �e Museum

Research

研　究

東アジアの旧石器時代研究

　人類史の最初の時代である旧石器時代
の研究を行っています。これまでの研究活
動は主に3つにまとめられます。一つ目は、
東アジアにおける旧石器時代狩猟具の研
究で、日本列島の槍先形尖頭器を中心とし
ています。槍先形尖頭器とは、平面が木ノ
葉のような形をしており、主に槍の穂先に使
用したと考えられる石器です。日本列島で
は後期旧石器時代中頃（約2万年前）以降
に製作されるようになりました。槍先形尖頭
器の形態や組成の変遷（編年）、製作技
術、槍先形尖頭器を特徴とする石器群の
構造（石材入手・運用と石器製作・器種組
成などの関係）や槍先形尖頭器の出現背
景などの解明に取り組んできました。また、
中国大陸と周辺地域における狩猟具の編
年研究なども行なっています。
　二つ目は、日本列島における旧石器時代
の地域性研究です。石器の形態的特徴、
石器組成、石材や石器素材の獲得・管理
技術などの研究を通じて、各時期の地域
性、地域集団の遊動
領域や遺跡形成状
況の変化などの解明
を行ってきました。
　三つ目は、石器石
材研究です。中・四国

地方を主体としています。石材原産地遺
跡、消費地遺跡の調査を通じて、どのように
石材を獲得し使用しているかを解明してき
ました。利用石材がどのように分布している
かを解明することがとても重要で、石材分
布調査にも力を入れています。
　最後に近年継続的に行っている石材調
査について少しお話します。遠隔地まで運
ばれて利用される広域石材（黒曜石、安山
岩など）は研究が進んでいますが、石材原
産地周辺の比較的狭い範囲で利用される
地域石材はほとんど研究が行われていま
せん。そこで、広島県域の地域石材である
高田流紋岩類の調査を継続的に行ってい
ます。高田流紋岩類は8千万～1億年前

（中生代白亜紀後期）の火山活動に伴って
生成された凝灰岩が主体で、供給源のマ
グマが流紋岩や流紋岩に近い性質を持つ
ため「流紋岩類」の名前で呼ばれていま

す。広島県中部～東部に分布し、比較的簡
単に入手できる石材と考えられてきました。
現在、西条盆地周辺の調査を行っています
が、調査を始めてみると、石器に利用されて
いるのは、ガラス化の進んだ凝灰岩にほぼ
限定され、同質の石材は簡単には入手でき
ないことがわかってきました。旧石器人が採
取した場所は確認できていませんが、石材
産地は非常に小規模で、高田流紋岩類の
分布範囲の中にスポット的に点在しており、
どこにどんな石質の石があるかを熟知して
いないと採取できないような産状です。西条
盆地の旧石器時代の遺跡では点数の多少
を問題にしなければ、ほぼ全時期を通じて
利用されている石材ですが、主体的に利用
するのは後期旧石器時代中頃に限られて
います。今後の石材分布調査を通じて、石
材原産地遺跡や周辺遺跡の発見、石材
利用の様相や背景などを解明したいと考
えています。

藤野 次史 （総合博物館）

研究成果（著書）

雄花

雄花 雌花

雌花
普通はできないところに付いた

西ガガラ遺跡第1地点の高田流紋岩類製石器石器石材利用可能な石材サンプル

石材分布調査風景（東広島市安芸津町）石材サンプルの採取

キウイ

トウモロコシ
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　埋蔵文化財調査部門には、広島大学の
東広島市への統合移転に伴う発掘調査の
遺物のほか、広島市霞地区、東千田地区、
翠地区などの調査遺物、調査部門構成員
による発掘調査の遺物、寄贈遺物など、約6
万点の資料（埋蔵文化財）が収蔵・展示さ
れています。東広島地区の資料は旧石器
時代から近世・近代の約3万年にわたる各
時代の遺物で、西条盆地の歴史を具体的
に示す貴重な資料です。広島市内のキャン
パスの遺跡は近代～現代を主体とし、とくに
近代の資料は第二次世界大戦以前の広
島の歴史を語るために欠くことのできないも
のです。構成員の発掘調査遺物は、広島
県内の製鉄遺跡関連資料および旧石器時
代資料が主体です。寄贈資料は、今田三
哲コレクションが中核で、貴重な縄文時代
の遺物が含まれています。
　所蔵資料のうち、ここでは東広島地区鏡
西谷遺跡Ｃ地区掘立柱建物から出土した
遺物を紹介します。建物跡は東西約9ｍ、南
北約4.5ｍの規模で、3間×2間の東西建物

です。隣接するB地区やＦ地区の遺構と共
に鎌倉時代前期（約800年前）の居館を形
成していました。掘立柱建物は地面に円柱
状もしくは角柱状の穴を掘り、その穴に柱を
差し込んで立て固定する形式の建物で
す。Ｃ地区の掘立柱建物は居館の中心的
な建物であったと考えられます。この建物跡
からは、多量の土師質土器（坏・皿・鍋・釡）
とともに、中国産青磁（碗・皿）、瓦器（埦・
皿）、東播系須恵器（捏鉢・甕）、亀山焼（捏
鉢・甕）、石鍋、鉄製鎌、砥石などが出土しま
した。中国産青磁は宋から輸入されたもの
で、中国南部（現在の福健省）の同安窯の
製品です。瓦器は型作りで、内面を丁寧に
磨き、窯焼きをして炭素を吸着させて灰黒
色に焼き上げた素焼きの土器です。出土品
は大阪南部（和泉型）で製作された製品で
す。東播系須恵器、亀山焼は古代須恵器
の流れをひくもので、前者は兵庫県明石市
周辺に、後者は岡山県倉敷市に産地があ
ります。石鍋は長崎県西部で製作されたも
のでした。出土遺物の多くを占める土師質

土器は「かりそめ」の器と言われています。
武家の儀礼や饗宴に使用され、そのたびに
廃棄されたものと推定されます。ほとんどは
在地産ですが、わずかに京都周辺で製作
されたもの（京都系土師器）が含まれていま
した。これらの資料を通じて西条盆地の拠
点となる有力者の館に西日本各地の物資
が集まっていた様子や館で行われていた
儀礼や饗宴の様子が想像されます。
　出土土器類は型式学的な研究から13世
紀初頭を前後する限定された時期に使用
され、廃棄されたことがわかりました。1時期
の土器類の組み合わせがわかる貴重な資
料で、安芸地方（広島県西部）の鎌倉時代
前期を代表する資料です。土器研究や編
年研究の基準資料となっています。また、中
世前期の物資の流通や背景となる社会を
研究する上で欠くことのできない資料で、多
くの研究者に利用されています。

藤野 次史 （総合博物館）

埋蔵文化財調査部門の所蔵資料
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日本エコミュージアム研究会全国大会 in 東広島
Japan Ecomuseological Society National Conference in Higashihiroshima

Annual  Report of  �e Museum

　3月21日と22日の両日、日本エコミュージ

アム研究会（JECOMS）と広島大学総合

博物館、総合科学研究科21世紀科学プロ

ジェクト（文明と自然研究）の主催により、

「エコミュージアムは地域の資源を守れる

か？」をテーマとする「日本エコミュージアム

研究会全国大会 in 東広島」を開催しまし

た。初日にはキャンパス内で講演や発表を、

翌日には豊栄地区で現地見学会とワーク

ショップを行いました。全国のJECOMS会

員や県内各地の関心ある方々にお集まりい

ただき、積極的な情報交換や活発な意見交

換ができました。

　初日は、基調講演の後、山形県朝日町と

山口県萩市、福井県南越前町の活動報告

があり、後半で、東広島市内でのエコミュー

ジアム活動の可能性と課題について話題

提供と討論を行いました。

　基調講演では、JECOMS前会長の吉兼

秀夫氏が、近年の観光で「図」から「地」へ

とまなざしが移っており、エコミュージアムの

出番はまさに来ていると述べ、「記憶の井

戸」を掘る作業を通して「自文化の自分化」

を図ること、「持続的な社会」を意識した将

来を見据えた活動を行うこと、必要に応じて

フィールドでの「ストーリーや演出」を行うこ

と等を指摘されました。各地の報告では、住

民の主体性、行政との関わり、防災遺産な

ど貴重な情報が得られました。

　東広島セッションでは、オオサンショウウ

オの保護活動、酒蔵地区でのボランティア

ガイド活動、賀茂台地の考古遺跡を紹介

し、賀茂台地エコミュージアムの可能性と課

題をまとめました。総合討論では、地域の中

でバラバラになっている各サイトや住民活

動をどうすれば結びつけられるのかが議論

されました。

　翌日の豊栄での活動は、午前中に現地見

学（オオサンショウウオの生息地、本宮八幡

神社、トムミルクファーム、乃美地域センター

のオオサンショウウオの保護施設と乃美の大

方にまつわる歴史の展示）を、博物館スタッ

フや地元の方の解説とともに行いました。地

元女性会の皆さん自慢の昼食を食べ、午後

からは「豊栄宝物語」と題するワークショップ

で、地域のよいところを語り合いました。

　2日間、盛りだくさんの内容で、いろいろな

情報が飛び交いました。運営に関わってい

るとそれらを落ち着いて吟味する余裕はあり

ませんでしたが、参加者の皆さんは、十分に

楽しんで刺激を受けられたようです。今後、

この大会を足がかりに、私たちが行ってきた

賀茂台地エコミュージアムの活動を本格的

に実践していきたいと思っています。

東広島市の取り組み（妹尾周三氏）

基調報告（吉兼秀夫氏） 各地からの報告（安藤竜二氏）

現地見学（オオサンショウウオ） ワークショップの様子
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● 企画展
● 博物館ニュース
● イベントピックアップ
● 来館者の声
● 研究
● 出版
● 日本エコミュージアム研究会全国大会 in 東広島
● 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　 https://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」（文学部・理学部）、
　「大学会館前」（生物生産学部）

文学部サテライト館／理学部サテライト館／
生物生産学部サテライト館

● 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　 https://www.l ib.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2018年大会・
第13回博物科学会に参加しました。
　6月21日（木）・6月22日（金）に香川大学で開催されました。「大学博物館を活用
した学生主動によるフィールドナビと学生ワークショップ」○石丸恵利子（総合博物
館）・塩路恒生（広島大学技術センター）・梅本健治・藤野次史（総合博物館）と題
した報告を行いました。

　10月1－5日に県立広島中学校3年生4名の職場体験を受け入れました。5日間の
集大成として「立体図鑑～あなたの手の中に新しい発見を～」と題した展示を作
成しました。また東広島市内の特別支援学級中学生の職場体験も実施しました。

職場体験の受け入れを行いました。

　今回、初めて全学に募集を行いました。4回実施した説明会に約50名の参加が
あり、新たに15名が仲間入りしました。今年度以降も募集を続けようと考えています。

学生スタッフの募集を行いました。

Announcements総合博物館からお知らせ

文学部サテライト館

理学部サテライト館

生物生産学部サテライト館

大学会館前

博物館学生スタッフ
「星座をさがそう～夜空のいきものたち～」展の撤収作業を終えて（2018.12.7）


