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展示・講演会関係の主な活動状況

活動報告 Activities Report
Exhibition / Lecture / Field Navigation
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フィールドナビ̶̶̶̶̶
● 第73回
歩こう！！学ぼう！！キャンパスの桜と水！
－キャンパスの里山探検4－
ナビゲーター：塩路 恒生・坂下 英樹・宇都 武司（技術センター）・佐藤 大規（総合博物館）
日　時：2019年4月6日（土）10：00～12：00
場　所：東広島キャンパス内
参加者数：30名

● 第74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：2019年5月25日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者数：37名

● 第75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：2019年10月19日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者数：67名

● 第76回
キャンパスのドングリ観察
ナビゲーター：塩路 恒生（技術センター）
日　時：2019年11月9日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者数：46名
※午前に抽選落選者に対してショートver.を実施
参加者数：18名

● 第70回/藤野次史教授退職記念公開講演会
考古学研究と博物館
講　師：藤野 次史（総合博物館 教授）

※講演終了後、鴻の巣南遺跡の見学会を実施
日　時：2020年2月15日（土）14：00～16：45
会　場：リテラ（文学部B204教室）
参加者数：113名

● 第71回/東広島市オオサンショウウオ保護施設
　　　　　オオサンショウウオの宿オープン記念講演会

　　　　 ※新型コロナウィルスの感染拡大予防により開催延期

①里山の宝物オオサンショウウオ
講　師：清水 則雄（総合博物館 准教授）
日　時：2020年3月20日（金・祝）

②研究とゆるキャラで描く保全の未来
講　師：山﨑 大海（イラストレーター・研究者）
日　時：2020年3月21日（土）

※両日とも講演会（13：30 ～ 14：15）終了後、オオサンショウウオの宿の
　見学会を開催
場　所：乃美地域センター
主　催：広島大学総合博物館・東広島オオサンショウウオの会
後　援：東広島市・東広島市教育委員会

特別展示̶̶ ̶̶
● 第18回ふむふむギャラリー
魚がつくる模様と形
～アマミホシゾラフグのつくる
ミステリーサークルの秘密に迫る！～
期　間：2019年11月2日（土）～ 12月21日（土）
場　所：総合博物館本館
主　催：広島大学総合博物館
協　力：千葉県立中央博物館分館 海の博物館

● 第19回ふむふむギャラリー
魅力発見！広大バードウォッチング
期　間：2020年1月10日（金）～3月31日（火）
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

● 職場体験中学生特別展示
遺物連鎖
－時代と共にうつり変わる遺物たち－
期　間：2019年10月11日（金）～10月31日（木）
場　所：総合博物館本館
企画・展示：職場体験中学生

公開講演会̶̶ ̶̶ ̶
● 第68回
水俣問題のこれまでとこれから
－公害と地域の再生－
講　師：森山 亜矢子（一般社団法人 環不知火プランニング）
日　時：2019年7月5日（金）16：30 ～ 18：00
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：51名

● 第69回/第18回ふむふむギャラリー関連イベント
ミステリーサークルをつくるアマミホシゾラフグ
－彼は芸術家かロボットか？
講　師：川瀬 裕司（千葉県立中央博物館分館 海の博物館 主任上席研究員）

数理モデルから迫る
ミステリーサークルの秘密
講　師：西森 拓 （広島大学大学院統合生命科学研究科 教授）

※講演終了後、ギャラリートークを実施
日　時：2019年11月30日（土）13：00 ～ 15：30
会　場：教育学部K203教室  
参加者数：49名

運営委員会̶̶ ̶̶ ̶
第1回運営委員会（メール審議）
第2回運営委員会
開催日：2019年７月12日（金）
第3回運営委員会（メール審議）
第4回運営委員会（メール審議）
第5回運営委員会
開催日：2020年3月25日（水）

来館者数̶̶ ̶̶
2019年4月2日（火）～2020年3月３日（火）
※新型コロナウィルスの感染拡大予防に
　より3月4日～31日は休館
来 館 者 数：10,648名
利用団体数：163団体（授業利用含む）
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キャンパスまるごと博物館を唱えてきた本
博物館では、活動範囲を広げ、地域まるごと
博物館を展開したいと考えています。豊栄
町でのオオサンショウウオ調査や出前講座、
観察会など、エコミュージアム的な活動はすで
に行っていました。今は、それをより体系的に、
かつ拡充して行う段階になっています。
2019年度、観
光振興の観点
から周辺地域
への人の動きを
つくりだしたい
東広島市ととも
に、共同研究と
して「エコミュー
ジアム構想に基
づく周遊観光ツ
アーに関する研究」を行いました。この研究で
は、有志を募ってワーキンググループをつくり、
市内の現地視察、関係者への聞き取り、住民
自治協議会へのアンケート調査などを行い、
それを踏まえて、「学び」ツアーの提案、東
広島エコミュージアム地域資源マップ、プロ

モーションビデオなどをアウトプットとして示し
ました。
ツアーとして以下の５つを提案しました。
①オオサンショウウオやブッポウソウなど野生
生物の保護、獣害、ジビエ、牧場体験、合鴨農
法など、農村地域での人と生き物の関わりをい
ろいろな切り口から体験する「農村での暮らし
と自然との関わり」を学ぶツアー、②水の郷
百選の１つである東広島の特色ある水の景
色、例えば、日本酒と地下水、水源地を守る
市民の里山活動、数々のため池などを見学
する「水や水辺と私たちの暮らし」を学ぶツ
アー、③瀬戸内海に面しコンパクトにまと
まった安芸津町をフィールドに、カキ養殖や
酒造り、瀬戸内の歴史などを体感する「瀬
戸内海の自然と海の恵み」を学ぶツアー、
④バイオマス産業都市に指定され、今後、
バイオマス利用の進展が期待される東広
島市の自然エネルギーに関わる現場を見て
歩く「東広島市の再生可能エネルギー」を
学ぶツアー、⑤市内に数多く存在する遺跡
や神社仏閣などを菖蒲前伝説とからめて見
学する「歴史・文化遺産からみる当地域の成り

立ち」を学ぶツアー、です。
本年度はより実践的に活動したかったので
すが、新型コロナウィルスの影響でフィールドを
舞台とした活動は行えなくなっています。状況
をみながら再始動を図りたいと考えています。
なお、博物館のウェブページで
プロモーションビデオを見られる
ので、ぜひご覧ください。
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退職ごあいさつ 研　究
Message from the Former Director Research

2020年3月に広島大学を退職しました。
40年間、広島大学の埋蔵文化財業務に携
わったことになります。在任中は、学内の
方々をはじめ、広島県内自治体の埋蔵文化
財関係者、工事関係者など、多くの方々の
協力に支えられて職責を全うすることができ
ました。この場を借りて心より感謝申し上げま
す。埋蔵文化財というと、耳馴れない方が多
くいらっしゃると思いますが、遺跡や遺物の
ことです。総合博物館埋蔵文化財調査部門
は、広島大学における開発の円滑な実施と
埋蔵文化財保護のための調整、埋蔵文化
財の調査・研究・普及活動を主な業務とし
ています。なぜ、こうした部門が博物館にあ
るのか、少しお話したいと思います。

広島大学は1981年に東広島市へ統合移
転を始めました。移転に先立つ1978年から約
3年間、分布・試掘調査が行われ、多くの遺跡
の存在が判明したことから、1980年に広島県
教育委員会が発掘調査を実施しました。

1981年には広島大学に統合移転地埋蔵文
化財調査委員会が設置され、埋蔵文化財調
査室が発掘調査にあたることになりました。
調査が完了した2001年までの間に約30遺跡
が発見され、そのうち20遺跡以上が保存さ
れました（一部保存を含む）。2004年の大学
法人化に伴って東広島地区以外の広島大
学キャンパスにも業務を拡大し、新たに多くの
遺跡が発見されました。一方、法改正により
2012年度から学芸員資格取得のための科目
が大幅に増加しました。これに対応するた
め、総合博物館と埋蔵文化財調査室を統合
して、改組した総合博物館が資格取得のた
めのプログラムの中核としてその任にあたる
ともに、埋蔵文化財業務も引き継ぎました。
本学の総合博物館は、「キャンパス丸ごと

博物館」を標榜して活動を続けています。東
広島地区は広大な敷地の中に豊かな自然
が残されており、同時に全国的にも稀にみる
多くの遺跡が残されています。こうしたこと

から、組織統合以前より総合博物館と埋蔵
文化財調査室は協力して教育・普及活動を
行ってきました。両者の統合により、今日まで、
幅広い博物館活動を実施し学芸員養成教育
に大きく貢献してきたと自負しています。また、
埋蔵文化財調査部門の業務により、広島市
霞地区「広島陸軍兵器補給廠（支廠）」遺跡、
東千田地区「広島高等師範学校」遺跡など、
東広島地区以外でも重要な遺跡が発見され
ました。調査および保存は未だ部分的です
が、今後、博物館活動の重要な資源となると
思います。
近年、本学博物館は、東広島地域の方 と々

協力しながら各種の活動を行い、賀茂台地
全体を「まるごと博物館」として博物館活動を
展開することを志向しています。国際化の
潮流にあっても、地域に基盤をおき、地域の
独自性を発信できることは大きな強みである
ことに疑う余地はありません。今後、ほかの
キャンパスを含めた地域資源の一層の保全
と活用を通じて、本学博物館が大きく発展して
いくことを祈念しています。

総合博物館と埋蔵文化財

藤野 次史
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鴻の巣南遺跡での現地説明会

エコミュージアム構想に基づく周遊観光ツアーに関する研究

退職記念講演会の様子

退職記念パーティーの参加者と

赤崎芋掘り

並滝寺池

茅葺古民家

志和の時報塔 三津湾

小倉神社 そば打ち体験
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それを踏まえて、「学び」ツアーの提案、東
広島エコミュージアム地域資源マップ、プロ

モーションビデオなどをアウトプットとして示し
ました。
ツアーとして以下の５つを提案しました。
①オオサンショウウオやブッポウソウなど野生
生物の保護、獣害、ジビエ、牧場体験、合鴨農
法など、農村地域での人と生き物の関わりをい
ろいろな切り口から体験する「農村での暮らし
と自然との関わり」を学ぶツアー、②水の郷
百選の１つである東広島の特色ある水の景
色、例えば、日本酒と地下水、水源地を守る
市民の里山活動、数々のため池などを見学
する「水や水辺と私たちの暮らし」を学ぶツ
アー、③瀬戸内海に面しコンパクトにまと
まった安芸津町をフィールドに、カキ養殖や
酒造り、瀬戸内の歴史などを体感する「瀬
戸内海の自然と海の恵み」を学ぶツアー、
④バイオマス産業都市に指定され、今後、
バイオマス利用の進展が期待される東広
島市の自然エネルギーに関わる現場を見て
歩く「東広島市の再生可能エネルギー」を
学ぶツアー、⑤市内に数多く存在する遺跡
や神社仏閣などを菖蒲前伝説とからめて見
学する「歴史・文化遺産からみる当地域の成り

立ち」を学ぶツアー、です。
本年度はより実践的に活動したかったので
すが、新型コロナウィルスの影響でフィールドを
舞台とした活動は行えなくなっています。状況
をみながら再始動を図りたいと考えています。
なお、博物館のウェブページで
プロモーションビデオを見られる
ので、ぜひご覧ください。
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退職ごあいさつ 研　究
Message from the Former Director Research

2020年3月に広島大学を退職しました。
40年間、広島大学の埋蔵文化財業務に携
わったことになります。在任中は、学内の
方々をはじめ、広島県内自治体の埋蔵文化
財関係者、工事関係者など、多くの方々の
協力に支えられて職責を全うすることができ
ました。この場を借りて心より感謝申し上げま
す。埋蔵文化財というと、耳馴れない方が多
くいらっしゃると思いますが、遺跡や遺物の
ことです。総合博物館埋蔵文化財調査部門
は、広島大学における開発の円滑な実施と
埋蔵文化財保護のための調整、埋蔵文化
財の調査・研究・普及活動を主な業務とし
ています。なぜ、こうした部門が博物館にあ
るのか、少しお話したいと思います。

広島大学は1981年に東広島市へ統合移
転を始めました。移転に先立つ1978年から約
3年間、分布・試掘調査が行われ、多くの遺跡
の存在が判明したことから、1980年に広島県
教育委員会が発掘調査を実施しました。

1981年には広島大学に統合移転地埋蔵文
化財調査委員会が設置され、埋蔵文化財調
査室が発掘調査にあたることになりました。
調査が完了した2001年までの間に約30遺跡
が発見され、そのうち20遺跡以上が保存さ
れました（一部保存を含む）。2004年の大学
法人化に伴って東広島地区以外の広島大
学キャンパスにも業務を拡大し、新たに多くの
遺跡が発見されました。一方、法改正により
2012年度から学芸員資格取得のための科目
が大幅に増加しました。これに対応するた
め、総合博物館と埋蔵文化財調査室を統合
して、改組した総合博物館が資格取得のた
めのプログラムの中核としてその任にあたる
ともに、埋蔵文化財業務も引き継ぎました。
本学の総合博物館は、「キャンパス丸ごと

博物館」を標榜して活動を続けています。東
広島地区は広大な敷地の中に豊かな自然
が残されており、同時に全国的にも稀にみる
多くの遺跡が残されています。こうしたこと

から、組織統合以前より総合博物館と埋蔵
文化財調査室は協力して教育・普及活動を
行ってきました。両者の統合により、今日まで、
幅広い博物館活動を実施し学芸員養成教育
に大きく貢献してきたと自負しています。また、
埋蔵文化財調査部門の業務により、広島市
霞地区「広島陸軍兵器補給廠（支廠）」遺跡、
東千田地区「広島高等師範学校」遺跡など、
東広島地区以外でも重要な遺跡が発見され
ました。調査および保存は未だ部分的です
が、今後、博物館活動の重要な資源となると
思います。
近年、本学博物館は、東広島地域の方 と々

協力しながら各種の活動を行い、賀茂台地
全体を「まるごと博物館」として博物館活動を
展開することを志向しています。国際化の
潮流にあっても、地域に基盤をおき、地域の
独自性を発信できることは大きな強みである
ことに疑う余地はありません。今後、ほかの
キャンパスを含めた地域資源の一層の保全
と活用を通じて、本学博物館が大きく発展して
いくことを祈念しています。

総合博物館と埋蔵文化財

藤野 次史

03 04

鴻の巣南遺跡での現地説明会

エコミュージアム構想に基づく周遊観光ツアーに関する研究

退職記念講演会の様子

退職記念パーティーの参加者と

赤崎芋掘り

並滝寺池

茅葺古民家

志和の時報塔 三津湾

小倉神社 そば打ち体験
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博物館実習1・2を担当しました。ニュース：Ⅰ

木村 優斗

先進理工系科学研究科
博士課程後期

自身がこだわりを持っていることを題材に博物館の企画展を考え
よう。博物館実習1はこの企画展立案実習から始まり、展示解説実習
や学内外の博物館見学、土器や剥製などの資料取り扱い実習が行わ
れました。この企画展立案実習は学芸員が企画展の予算を獲得する
ためのコンペティションを体験できる実習で、投票によって班ごとの
案から良かったものが選ばれるという内容でした。私はメガネへのこ
だわりからメガネの展示を考え、いくつかメガネを持参し、それらを班
のメンバーに見てもらいながら説明を行いました。実物を用いた説
明が功を成したのか、班としての案にしてもらえました。その後班で

ポスターを作成し、全体へのプレゼンテーションを行いました。ポス
ターにどんなことを書こうか、どんな構図にしようか、メンバー同士で
ワイワイと話し合いながらの作成がとても楽しかったです。他の班の
プレゼンテーションでは意外なもので立案された企画展や文字に工夫
が凝らされたポスターなどを拝見しました。この実習を通して、魅力的な
企画展を考えるのはもちろんですが、学芸員にはその案を魅せるため
の力も求められていることを実感しました。

次は学外の博物館で博物館実習2を行う予定です。現在新型
コロナウイルスは博物館にも影響を与えています。この状況下で
学芸員には何ができるのかを考える機会にもなればと思っています。

本館入館者数14万人達成ニュース：Ⅱ

学芸員に必要な魅(見 )せる力

博物館実習1・学外博物館展示解説の聴講 博物館実習1・資料取扱実習・動物剥製のクリーニング 博物館実習1・資料取扱実習・化石の発掘 博物館実習2・報告風景

博物館実習1・企画展の立案とプレゼン 博物館実習1・展示解説の実演 博物館実習1・学外博物館バックヤード見学 博物館実習1・学外博物館収蔵庫見学
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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38名、
博物館実習2は31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。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。特に本年度
は、学生一人が液浸標本、剥製を1標本ず
つ取扱やクリーニングを実施し、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。

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。

タイプ標本の受け入れを行いました。

2019年8月21日、総合博物館本館は14万
人目のお客様をお迎えしました。

14万人目のお客様は、岡山からお越しのご家
族、生き物好きな高校生とそのご両親でした。

遠方からも足を運んで頂けるお客様がい
らっしゃること、当博物館を知って頂けることは
大変嬉しいことです。そして14万人目という記念
すべきタイミングを迎えたこの日が、お客様に
とってもよき思い出のひとつとなれば幸いです。

総合博物館は、13万人達成以来（2018年
10月2日）、10ヶ月間で1万人のお客様をお迎

えしたことになります。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。

今年度は、新型コロナウィルスの影響によ
る休館もあり、お客様をお迎えすることが難
しい状況もありますが、みなさまに安心してご
来館いただけるよう感染防止対策を行い、
みなさまのお越しをお待ちしております。

今後も、常設展示の他、年間を通じて様々
な展示・イベントを開催していきます。たくさん
のお客様に「面白かった」「また訪れたいな」

と思っていただけるようスタッフ一同で力を
尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。

来館者数14万人達成

14万人記念写真（後列右から二人目が14万人目のお客様）

標本の記載図（記載論文より）

記載論文：ATSUYA KODAMA, KOICHIRO KAWAI & HIDETOSHI SAITO（2018）：A new species 
of Tanytarsus van der Wulp, 1874 (Diptera: Chironomidae) and the first Japanese record of 
Tanytarsus ovatus Johannsen, 1932 with DNA barcodes. Zootaxa 4422 (4): 591‒599.

（児玉敦也・河合幸一郎・斎藤英俊（2018）：DNAバーコードを用いたTanytarsus属の1新種とTanytarsus 
ovatusの日本初記録.

一時保護施設「オオサンショウウオの宿」がオープンしました！

施設見学の
様子

飼育水槽室

アジを摂餌中の
オオサンショウウオ施設外観

3月19日（木）東広島市と地域と連携したオオ
サンショウウオの一時保護施設「オオサンショウ
ウオの宿」が豊栄町の乃美地域センター内に
オープンしました。清水准教授が2011年から
取り組んでいるオオサンショウウオの調査研究
から見えてきた同種の「痩せ問題」「幼生の
流失問題」のほか全国的に進行している

「交雑種」問題を解決するための施設です。
痩せ個体を育成する水槽室、交雑個体を

隔離する大型プールを備え、プールの外周には
漫画を用いた解説パネルとオオサンショウウオ

に配慮した多自然型の護岸（3工法）の実物
展示もあります。コロナウイルスの影響で式典
は中止となりましたが、保護の中核施設として、
またエコミュージアムのコア施設として今後の
活用が期待されます。見学を希望される方は
センターへ事前に連絡が必要です。

2019年2月20日に統合生命科学研究科の
児玉敦也氏より、キャンパスのぶどう池から
新種記載されたユスリカのタイプ標本（13
標本）のご寄贈を頂きました。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
では昨年に続き2例目の受け入れとなり大
変喜ばしいことです。詳細は下記です。
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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38名、
博物館実習2は31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。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。特に本年度
は、学生一人が液浸標本、剥製を1標本ず
つ取扱やクリーニングを実施し、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
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（児玉敦也・河合幸一郎・斎藤英俊（2018）：DNAバーコードを用いたTanytarsus属の1新種とTanytarsus 
ovatusの日本初記録.

一時保護施設「オオサンショウウオの宿」がオープンしました！
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様子
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皆さんは「鳥」と聞いてどのようなことを
イメージしますか？日常的によく見かけるス
ズメやカラスでしょうか。鶏肉や卵と答える
人もいるかもしれません。それぞれ異なるも
のをイメージしたのではないでしょうか。そ
れだけ「鳥」は多様で、私たちにとって身近
な存在であるといえます。今回の展示で
は、そんな多様で身近な存在である鳥を

「歴史・形・生態・人との関わり・広島大学で
の研究」という5つの視点からクローズアッ
プしました。

この展示を行うにあたって、専門や学年
に関わらず多くの学生スタッフが集い、
個々の興味関心にそった視点から「鳥」に
ついて考え、その魅力を存分に紹介できる
よう試行錯誤を重ねました。その中で私自
身、身近だからこそあまり知らなかった

「鳥」の魅力に気づかされ、最高のメン
バーとともに楽しみながら展示制作を行う
ことができました。普段は収蔵庫に収めら
れていて見ることができない、総合博物館
が誇るバードカービング（野鳥の彫刻）のコ
レクションやはく製標本をふんだんに用い
た見ごたえのある展示の数々に加え、展示
メンバーが作成した骨格標本やクイズ、広
島大学で見られる鳥の紹介、身近な道具
で例えたクチバシ体験など、オリジナリティ
溢れる展示にすることができたと思います。
そして、新キャラクターである「ふむどり」も

登場！ヒロッグとともに展示を盛り上げてく
れました。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で
一般公開の期間は短くなってしまいました
が、それでも多くの方にご来館いただきまし
た。来館者を対象に実施したアンケートでは

「鳥への興味が広がった・学生が企画した
と知って驚いた」といったコメントもあり、多く
の方から好評価を頂くことができました。
　また展示期間中には、ギャラリートークを
実施しました。学外の方に展示解説を行う
初めての機会であったため、緊張してうまく
話せなかった点も多々ありますが、来館者
という存在をこれまで以上に身近に感じる
ことができました。この企画展示を通して得
た「人に伝える」という経験を、今後の自分
の研究や次の学生企画展示に生かしてい
きたいと思います。

（学生スタッフ 大﨑 壮巳）

　全長10cmの小さなフグが、砂でできた直
径約2ｍの「ミステリーサークル（円形幾何
学模様）」を海底につくることが発見されて
世界中で大きな話題になりました。フグは
いったい何のために、どのように、この精巧
なミステリーサークルをつくるのでしょうか？
研究の最前線を紹介するミニ企画展を千
葉県立中央博物館分館海の博物館の協
力を得て実施しました。
　アマミホシゾラフグは2015年「世界の新
種トップ10」（国際生物種探査研究所）に選
出された世界的に有名なフグの仲間です。
　展示では、ミステリーサークルの実物大
3D模型を目玉として、数少ない標本から制
作したフグのレプリカとともに展示しました。
特異な生態を紹介する動画やパネルも準
備し、数理モデルから解析したシュミレー

ション結果（2つの単純なルールの下で掘削
行動を繰り返すと、必然的にミステリーサー
クルが出来上がる！）も紹介しました。
　会期中には川瀬裕司氏と西森拓氏にア
マミホシゾラフグは芸術家かロボットか？、数
理モデルから読み解いたミステリーサーク
ルの秘密についてご講演頂き、模型を前に
したギャラリートークでも大いにフグ談義に

花が咲きました。
　このほか、魚がつくる模様と形の多様性
を紹介するパネルや展示物（液浸標本等
や学生サークル「ホネホネ団」製作の魚類
頭骨標本）のほか、広島大学で長年行わ
れている魚類の野外生態研究をパネルと
模型を用いてわかりやすく展示し大変好
評でした。

魚がつくる模様と形～アマミホシゾラフグのつくるミステリーサークルの秘密に迫る！～ 魅力発見！ 広大バードウォッチング

Events Pickup

イベントピックアップ
Events Pickup

イベントピックアップ

椋田 紘樹

生物生産学部
4年

　第18回ふむふむギャラリー「魚がつくる模様と形～アマミホシゾラフ
グのつくるミステリーサークルの秘密に迫る！～」と第19回ふむふむ
ギャラリー「魅力発見！広大バードウォッチング」に製作した骨格標本を
出展させていただきました。骨格標本を作りたい、それだけの気持ちで
ホネホネ団として活動を始めて早3年、遂にここまで来たかと胸がいっ
ぱいです。ホネホネ団の活動では、学内外から届けられた生物の遺
体、そのままから骨格標本を作製しています。作製に取り掛かる度、多
種多様な肉や骨の付き方に驚かされ、そして悩まされ、命の大切さ、生

き物のしたたかさや不思議さに思いを馳せております。この度のギャラ
リーでは合わせて、ダツ、サワラ、ニホンウナギの頭骨とスズメとメジロの
全身骨格標本を出展しました。骨が青いダツ、いかにも肉食という歯を
したサワラ、外見からは想像できない骨の形をしたニホンウナギ、一見
同じような体躯をしているのにも関わらず、がっしりとした骨格を持つス
ズメ、スズメよりも線の細い骨格のメジロと、なかなか気づくことのない
隠された生き物のユニークな一面をお伝えできたのではと思っていま
す。ホネホネ団といたしましても、この経験をモチベーションにつなげ、こ
れからも活動を続けていきたいと考えています。

ホネホネ団の活動を通じて

会場の様子

学生スタッフ（展示設営を終えて） 後列左はしが筆者

展示準備中

本学の研究紹介展示の様子①

ギャラリートークの様子

ギャラリートークの様子

ギャラリートークの様子 ホネホネ団製作の展示の様子

本学の研究紹介展示の様子②

展示の様子

展示の様子

「ふむどり」作成：桑名知碧
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Excavation

埋文の発掘この1年

　2019年度の広島大学構内における埋蔵
文化財の調査は、東広島地区11件、霞地
区2件、翠地区1件の計14件の立会調査と、
東広島地区1件の試掘調査を行いました。
また、遺跡の保存整備として、遺跡法面保
護の芝張りや復元住居の整備などを行い
ました。それらの一部について紹介します。

東広島地区の試掘・立会調査
　東図書館南側の大学会館前バス停の
北側緑地帯には国際交流拠点施設が建
設される予定です。隣接する大学会館建
設の際に遺跡（ぶどう池南遺跡第2地点）
が確認されたため試掘調査を行いました。
新たな遺跡の発見が期待されましたが、残
念ながら遺構や遺物は確認されませんでし
た。今後も自然地形が残されていると考えら

れる場所での開発は、遺跡の有無に注意し
ていく必要があります。
　また、東広島地区では2018年7月の西日
本豪雨災害において、ががら山や陣が平
山の斜面などを中心に遺跡となっている場
所も多く被災しました。構内に隣接する国
史跡鏡山城跡も大きく被害を受けました。

　それらの災害復旧工事が行われ、ががら
山の南斜面にあるががら職員宿舎西（東ガ
ガラ遺跡）、農場北西（鏡西谷遺跡）、陣が
平山南斜面（陣が平城跡）などにおいて、
遺跡の状態や遺構・遺物の有無を確認す
るために立会調査を実施しました。

　調査の結果、遺構は検出されませんでし
たが、陣が平山南斜面の調査地点では、
弥生土器や土師質土器などが出土し、陣
が平下遺跡第2地点として周知の遺跡に
登録されました。
　また、陣が平城跡の関連遺構と考えられ
る場所は、土砂の流出や法面形成により削
平されたため現状を記録しました。

鏡西谷遺跡の法面保護整備
　農場北西に位置する鏡西谷遺跡では、
法面保護のための芝（ティフブレア）張り整
備を数年間かけて実施してきました。

　これまで種子を貼り付けたシートの敷設
やピット苗を育成して現地に移植する方法
を行ってきましたが、本年はすでに芝が育
成した30×35㎝のシートを敷設する方法
で、遺跡の最も高く見晴らしのよい地点約
140㎡において事業を実施しました。遺跡
の保護活用には継続した草刈りや整備が
欠かせず、これからも埋蔵文化財調査部
門は、構内にあるすべての遺跡の保護活
用に努めたいと思います。

国際交流拠点施設建設地点の試掘の様子

ががら山南斜面災害時の状況

ががら山南斜面復旧整備後の状況

陣が平城跡関連遺構地点の掘削作業後の状況

鏡西谷遺跡の芝張りの様子

Events Pickup

イベントピックアップ

OF LOCAL HERITAGE BY KAMO PLATEAU 
ECO-MUSEUM, HIGASHI-HIROSHIMA 
CITY IN JAPAN」（地域博物館セッション）
と題したポスター
発表を行い、国内
だけでなく海外の
博物館関係者と
議論を深めました。
　メインの会議では、これからの博物館の位
置づけに関する議論が行われ、地球規模の
問題に博物館が積極的に関わることが求め
られました。当館としても、その方向性を強調
することには異論はありません。また様 な々議
論に参加し、当館がこれまで進めてきた方向
で活動を続けてくことの意義を感じると同時
に、新たな知見や手法を取り入れるため国際
交流は欠かせないと感じました。

名所の現地見学と盛りだくさんの行事が行
われ、120の国と地域から過去最多の4,590
名の参加がありました。
　当館のスタッフはイベントやセッションに参
加 す るとともに、「THE UNIVERSITY 
MUSEUM WORKS ON UTILIZATION 
AND PROSPECTS OF BURIED 
CULTURAL  PROPERTIES  ON  
CAMPUS」（大 学 博 物 館 セッション）・

「CONSERVATION AND UTILIZATION 

　ICOM KYOTO 2019（国際博物館会議
京都大会）に参加しました。ICOMは3年に1
度開かれる博物館の国際会議で、日本では
初めての開催です。隈研吾氏やセバスチャ

ン・サルガド氏らに
よる基 調 講 演や
「地域博物館」な
ど様々なセッション
に分かれての研究
発表、二条城など

　ドングリのフィールドナビは久々の開催で
す。キャンパス内を巡りながら11種のドングリ
の見分け方や特徴などを学びました。散策
後には、教室で手製の図鑑作りを行い、とて
も好評でした。

　これまでのフィールドナビでは未踏の地で
あった角脇調整池の周辺を桜や水の流れ
を追いながら散策しました。折良くソメイヨシ
ノが満開となり、美しい花を愛でながら、生き
物の観察、古建築・円筒分水（水分配施
設）、キャンパスの水処理など多岐に渡って
学びを深めました。

　森山亜矢子氏（一般社団法人環不知火
プランニング）に「水俣問題」についてお話
いただきました。同一の地域に被害者と加
害者が同居していることが問題の解決を困
難にしていること、一見無関係に思える自分
自身にも便利な生活を求めることで加害者
としての側面があることに気づかされまし
た。参加者、特に若い学生は感じることが
あったようで、講演後はたくさんの質疑が取
り交わされました。

講演会の様子

桜を愛でつつ散策

葉っぱの特徴を解説中

会議の様子

ポスター発表の様子 ポスター発表会場

セッションでの様子

2019年度の広島大学構内における埋蔵文化財の調査と整備ICOM KYOTO 2019に参加しました。

水俣問題のこれまでとこれから 歩こう！！学ぼう！！キャンパスの桜と水 キャンパスのドングリ観察
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　人間社会科学研究科の川田です。昨年
度より、小学生５・６年生と中学生を対象とし
たジュニアドクター育成塾「広島ものづくり
革新的イノベーション未来科学者リーダー
育成プログラム」の実施主担当をしておりま
す。本プログラムは、ものづくりを通して、受
講生がもつ理数・情報分野に対する興味・
関心を飛躍させ、将来、人・社会の諸課題
に果敢に挑戦し、イノベーションを起こす傑
出したリーダー人材とイノベーションを起こ
す人を支える人材を育成することを目的と
しています。また、個々の受講生を指導する
のではなく、グループとして希望するラボに
配属させ、能動的に活動させることで多様

来館者の声

博 デジタルミュージアム編物 館 の お 仕 事

「広島大学の自然」を編集中のCSR

調査の様子 桜曼荼羅

�e Voice of Visitors 

な能力をもち、互いに認め合い、一人ひとり
の個性を活かした有機的かつ機能的な相
互関係を築く能力を育成することも目指し
ています。
　このプログラムの動機付けを行う上で、最
も重要な広大科学体験ツアーを、総合博物
館にお願いし、2019年7月27日と9月7日にそ
れぞれ136名と119名もの受講生を受け入
れていただきました。清水先生には、総合博
物館で科学の面白さや広島大学の研究の
すばらしさを説明いただきました。塩路先
生、佐藤先生、石丸先生には、フィールド
ワークの小径で広島大学内での自然環境
や生物多様性の大切さや、遺跡より昔の

人々の営みを想像する手助けとなる説明を
いただきしました。先生方の説明に受講生
だけでなく、保護者も真剣な眼差しで聞き
入っていたのが印象的でした。
　この度は、予定の受講生数を大幅に増
やす無理なお願いにも関わらず、丁寧に対
応いただき大変感謝しております。ありがと
うございました。今後も、本プログラムでの受
講生のラボ活動の指導や2期生のセミナー
の開催等で、大変お世話になることがある
かと思いますが、その際はよろしくお願いい
たします。

　昨年の10月、私たち職場体験学習生の
三人は広島大学総合博物館で職場体験
学習をさせていただきました。短い期間では
ありましたが、作品の展示や発表、その他に
も様々な貴重な体験をさせていただき、とて
も印象深い経験でした。

　職場体験活動に向け、正直なところ、私
自身、将来の夢が明確にある訳ではありま
せんでした。ただ幼い頃に博物館で見た展
示から、自分も人に喜んでもらえるような、人
を驚かすことができるようなものを作りたいと

感じたことを思い出し、このような漠然とした
思いで博物館に行くことを決めました。

　実習が始まってみると、漠然とした気持ち
で博物館に行くと決めたことを申し訳なく感
じるほど、学芸員の仕事は忙しく奥が深い
ものだと知りました。例えば一つ展示するだ
けでも、見てくださる方に何を伝えたいのか
を一番に考えながら、展示物を置く土台か
ら向きまで細かく決めていきます。一つの展
示を企画してから完成させるまでに何ヶ月も
かかるそうで、学芸員の方の展示に対する

情熱とこだわりを、
より近い場所で感
じることができまし
た。さらに印象的
だったのは、学芸
員の方が説明するときに「あえて原稿は作
らず、相手に合わせて話し方を変えている」
と言われていたことです。対面しているか
らこそ伝えられることを伝える。それは学
芸員に限らず働く上でとても大切なことだ
と感じました。
　私は今、新たに将来の夢や目標ができま
した。それは、広島大学総合博物館で職場
体験学習をさせていただかなければ得られ
なかった目標だと思っています。目の前にい
る相手のことを一番に考え、一番楽しんでも
らえるものを創り出す。広島大学総合博物
館で学んだこのことを自分の将来に生かし
ていきたいと思います。

人間社会科学研究科
准教授

川田 和男

ウナギの頭骨 シカの頭骨

サワラの頭骨

ダツの頭骨 イノシシの頭骨

ハモの頭骨

展示NEW New Museum Collection

広島高等学校1年

仁田 真碧
（写真中央）

　博物館のデジタル関係のお仕事の一つを紹介します。私は学生ボランティアCSR
（キャンパス・スチューデント・レンジャー）と一緒に「広島大学デジタル自然史博物館」とい
うWebサイトの中の特集ページ「広島大学の自然」を作成しています。主な活動はキャン
パス内の動植物を調査して写真を撮影し、Webページに掲載して情報発信することです。
博物館では東広島キャンパスを「キャンパスまるごと博物館」としてとらえ、整備された散策
道「発見の小径（こみち）」があります。豊かな里山的自然の中を歩くと四季折々の多くの
動植物が観察できます（情報の収集）。これらを記録してデータベース化し（情報の蓄積）、

「広島大学の自然」で定期的に発信しています（情報の発信）。これらは同時にキャンパス
内の動植物相を明らかにしていく作業でもあり、地道ですがやりがいのある活動です。

「広島大学の自然」を見て、生き物に興味を持ってくれる人が増えていって
くれると嬉しいです。　　　　　  　　　　  （契約技術職員 池田誠慈）

広島大学の自然
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　博物館のデジタル関係のお仕事の一つを紹介します。私は学生ボランティアCSR
（キャンパス・スチューデント・レンジャー）と一緒に「広島大学デジタル自然史博物館」とい
うWebサイトの中の特集ページ「広島大学の自然」を作成しています。主な活動はキャン
パス内の動植物を調査して写真を撮影し、Webページに掲載して情報発信することです。
博物館では東広島キャンパスを「キャンパスまるごと博物館」としてとらえ、整備された散策
道「発見の小径（こみち）」があります。豊かな里山的自然の中を歩くと四季折々の多くの
動植物が観察できます（情報の収集）。これらを記録してデータベース化し（情報の蓄積）、

「広島大学の自然」で定期的に発信しています（情報の発信）。これらは同時にキャンパス
内の動植物相を明らかにしていく作業でもあり、地道ですがやりがいのある活動です。

「広島大学の自然」を見て、生き物に興味を持ってくれる人が増えていって
くれると嬉しいです。　　　　　  　　　　  （契約技術職員 池田誠慈）

広島大学の自然
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広島大学が誇る お宝紹介

　至極当たり前のことですが、標本や資料
がしゃべることはありません。しかし、彼らは
私たちに伝えたいことがたくさんあるので
は？と感じることがあります。というのも、今号
でご紹介する「秀敬被爆岩石コレクション」
からそれを強く感じたのです。
　今（2020年）から75年前（1945年）の8月6
日、米国によって広島市に投下された原子
爆弾は、多くの人命を奪うとともに市街を瓦
礫の山に変えました。そのような中、本学の
前身校のひとつ広島文理科大学の教員・
学生が東京大学などの教員とともに現地に
入り、未知の爆弾の影響を調べるため様々
な標本の収集を行いました。その際に小林
丈児（広島文理科大学）や長岡省吾（後の
平和資料館長）らとともに調査に同行して
いた秀敬によって収集・保管されいたのが
約125点におよぶ秀敬被爆岩石コレクション
です（一部、小島らが収集した標本を含
む）。このコレクションは爆心地付近で収集
されたもので、瓦や岩石・レンガなどで構成

されています。多くの標本には収集年月日
や収集場所が記されており、さらにより詳細
な情報を記したノートが広島大学文書館に
保存されています。
　本コレクションの秀逸な点はいくつかあり
ますが、ここでは以下の2点を挙げておきま
す。まず一つ目は、ほとんどの標本の収集
場所・年月日が特定されていることです。本
コレクションの岩石に限らず植物や昆虫な
どにしても、収集した場所・年月日などを記し
ておくことは、その標本が後の研究に利用
されるなど、いつまでも輝かせておくために
最重要な情報なのです。こういった情報が
残されていないと、後に利用する研究者な
どが検討することができなくなってしまいま
す。二つ目は、被爆直後に収集され、その後
屋内で保管されていたため、後の核実験な
どによるフォールアウトの影響を受けていな
いことです。それはどういうことかというと、
本コレクションは広島に投下された原爆の
みの情報を持っているということなのです。

この2点のため、本コレクションは後日様々な
研究に利用されることが可能となりました。
実際に広島大学工学部の葉佐井博巳氏
や静間清氏らによる原爆中性子線量計画
や黒い雨の研究、さらに近年では、田賀井
篤平氏（東京大学総合研究博物館）による
熱量の研究などに利用されています。今後
も様々な分野の研究に時を越えて利用され
ることが期待されます。
　研究や技術の進歩は日進月歩です。今日
できない、思いつかなかったことを明日でき
るようになり、思いつくかもしれません。物を
言わない標本・資料をその時が来るまで保
管しておくのも博物館の重要な役割の一つ
だと強く思います。

（総合博物館 佐藤大規）

秀敬被爆岩石コレクション

万代橋の欄干 清病院の塀護国神社の玉石

瓦（赤色の文字が収集年月日などを記したもの）

イランイランの花

　広島大学薬学部附属の薬用植物園をご存じでしょうか。年間を通して、薬用植物はも
ちろんのこと身近な植物や木もたくさん見ることができます。広島大学病院がある霞キャ
ンパスにあって、1週間前迄に申し込めば平日10～16時で見学ができます（Webpage
をご覧ください）。今回はその中から2つご紹介。イランイランの花。そんなものイランなん
て言ってはいけません、花からとれる精油は多くの有名
な香水で使われています。酸味を微かに含むとても魅惑
的な香りがし、女性の魅力を高めてくれます。クレオパト
ラも好きだったとか。初めて見たときはどれが花かわかり
ませんでした。写真中央の緑色をしたイソギンチャクを逆
さにしたようなものが花（～10cm）。9月中旬撮影。芳
香が強くなるのは花が黄色くなってからです。

イランイランの花（薬用植物園）

フォトアルバム＠キャンパス

　普段は気にせず食べるだけですが、花が咲きます。夏秋頃に素麺と共に食すのはこ
の花穂（写真）。一方、春に見かけるのは若芽。咲いた花は5cm程の淡黄色で透明性
があり、天女が纏う羽衣とはこのようなものかもと思わせてくれます。でも黄色い舌でアッ
カンベーしているようにも見え、愛嬌もあるかわいらしい
花です。すぐにしぼんでしまうところに儚さも見られ、それ
がまた魅力を増しています。香辛菜。食べると馬鹿？に
なるは学術的な根拠はなく、むしろ集中力増強効果が
確認されているそうです。9月中旬撮影。

ミョウガ（茗荷）の花（薬用植物園）

ミョウガ（茗荷）の花

「永遠に残したい曽根干潟
～世界的に貴重な野鳥と生きた化石
カブトガニの楽園～」を発行

　大塚副館長が中心となって外部資金の支援を受けて
行ってきたカブトガニの保全活動の内容をまとめ出版しま
した。福岡県北九州市の曽根干潟は日本最大級のカブ
トガニの生息地として知られていますが、近年、開発によ
る破壊の危険が迫っています。地元の保全団体や日本
カブトガニを守る会、国際自然保護連合（IUCN）のメン
バーとも連携して本書を発行し、北九州で実施したシン
ポジウムで無償配布しました。2020年7月より改訂版を
Amazonの個人出版制度を利用して好評発売中です。

Publication

出版

　第13作目となるオリジナルカレンダーを発行しまし
た。当館は開館以来、キャンパスをまるごと博物館と
みなしたエコミュージアム活動を推進しています。今
回は、当館の活動の目玉でもある“エコミュージアム”
の概念をイラストで表現しました。柔らかく可愛らしい
デザインが好評でした。これをきっかけに多くの方が
エコミュージアムについて関心を持っていただけたら
と思います。

オリジナルカレンダー
「総合博物館研究報告」

第11号の発行

　2019年12月25日に、「総合博物館
研究報告」の第11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4編
を掲載しています。なお、本号より電子
媒体のみでの発行となりました。博物
館HPや図書館のリポジトリからPDF
をダウンロードできます。

「調査研究紀要」
第11号

　「調査研究紀要」第11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編の研究報告
（霞地区および広島湾沿岸域の出土
貝類とその利用）と2017・2018年度
の試掘調査・立会の概要、教育普及・
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。

写真と文：：藤原好恒（統合生命科学研究科 准教授）
よし ひさ

フィールドノート

参考文献：
静間清・佐藤大規（2015）：広島原爆の初期調査で収集され
た被爆岩石資料とその原爆放射線研究への利用．
広島大学総合博物館研究報告，7，55-74．
田賀井篤平（2020）：『はじける石・泡立つ瓦 蘇る石の記憶－
ヒロシマ・ナガサキ』智書房．

平和展示の様子
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の試掘調査・立会の概要、教育普及・
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。

写真と文：：藤原好恒（統合生命科学研究科 准教授）
よし ひさ

フィールドノート

参考文献：
静間清・佐藤大規（2015）：広島原爆の初期調査で収集され
た被爆岩石資料とその原爆放射線研究への利用．
広島大学総合博物館研究報告，7，55-74．
田賀井篤平（2020）：『はじける石・泡立つ瓦 蘇る石の記憶－
ヒロシマ・ナガサキ』智書房．

平和展示の様子
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ス タ ッ フ 紹 介

■埋蔵文化財調査部門

清水 則雄 准教授 佐藤 大規 学芸職員 池田 誠慈 契約技術職員

藤野 次史 特任教授 川島 尚宗 准教授 石丸恵利子 研究員 梅本 健治 教育研究補助職員

■事務

池田　礼 契約一般職員 上野 恵子 契約一般職員 清水 美恵 契約一般職員

人 事

異 動

2020年2月29日 藤田　慧 契約一般職員 退職 2020年3月31日 藤野 次史 教授 退職 2020年3月1日 清水 美恵 契約一般職員 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
※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）、「山中池」（両生類）、
　「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
両生類研究センターサテライト館

● 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
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〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1
TEL：082-424-4212
E-mail ： museum@hiroshima-u.ac.jp

大学博物館等協議会2019年大会・
第14回博物科学会に参加しました。

9月27日にビオトープの整備作業を行いました。教職員・学生の有志11名で草の掻き出
しや泥上げなどを行いました。里山保全活動は、2018年度に実施したイシモチソウ自生地
の整備作業に続いて2回目となりました。次年度以降も活動を継続する予定です。

東広島キャンパスの里山保全活動を行いました。

2019年度ジュニアドクター育成塾・2019年度グローバルサイエンスキャンパス（GSC）・
「かもしだす東広島の魅力」探訪ツアーズ（東広島市）

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

6月27日（木）・6月28日（金）に秋田大学で開催されました。「日本列島15大学の連携と
埋蔵文化財資料の活用－企画展「大学と埋蔵文化財」を通して－」○石丸恵利子・佐藤
大規・清水則雄・梅本健治・藤野次史・大塚 攻・淺野敏久（総合博物館）、「賀茂台地エコ
ミュージアムの推進～廃校プールを活用したオオサンショウウオ保護公開施設の設置～」
○清水則雄・藤田 慧・佐藤大規・大塚 攻・淺野敏久（総合博物館）と題した報告を行い
ました。

2020年3月1日 池田 誠慈 契約技術職員 新任 2020年5月1日 川島 尚宗 准教授 新任2020年4月1日 池田　礼 契約一般職員 新任

淺野 敏久 館長 （人間社会科学研究科教授 併任） 大塚　攻 副館長 （統合生命科学研究科教授 併任）

■展示情報・研究企画部門

蓮光寺（安芸津町）の大イチョウ
（エコミュージアム「学び」ツアーの試行）

広島大学総合博物館




