
◎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／毎週日・月曜日、祝日、年末年始

■サテライト館
●埋蔵文化財調査室サテライト館
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

●文学研究科サテライト館  ●理学研究科展示スペース  ●生物圏科学研究科展示スペース
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）

●中央図書館サテライト館
開館時間／開館日
授業期／ 8：30～21：00（月曜日～金曜日）10：00～17：00（土曜日・日曜日）
休業期／ 8：30～17：00（月曜日～金曜日）
閉館日／祝日・年末年始・大学創立記念日・定例整理日（第4木曜日）
※最寄りのバス停は「広大中央口」

Hiroshima University Museum "News Letter"

博物館長よりごあいさつ
運営委員が語る博物館への期待
総合博物館この1年
公開講演会
フィールドナビ
フォトアルバム＠キャンパス
イベントポスターこの一年
寄付者一覧・各種委員
広島大学が誇るお宝紹介
スタッフ紹介
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＊ニューズレターの名前の「ふむふむ」はどういう意味?
　広島大学総合博物館の英語名Hiroshima University 
Museumの頭文字「HUM」を2回くり返した言葉です。その
ほか、ニューズレターを読んで、博物館の取り組みについて
“フムフム”とうなずきながら知ってもらうことを期待する意味も
こめています。

■交通アクセス
●公共交通機関でお越しの場合
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）。

●車でお越しの場合
①、③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。
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助教　清水  則雄
　
　専門は、魚類生態学。南西諸島や瀬戸内海で、陸上産卵
魚ヨダレカケの生態や浅海魚類相の変化に関する研究などを
行っています。博物館は、沢山の教職員や来館者の方々のご
協力と励ましでここまで来ることができました。様々な出会いに感
謝しつつ、これからも愚直に頑張っていく所存です。今後ともご
指導の程、よろしくお願いいたします。カープにサンフレッチェ、
生粋の広島県人です。

◎研究活動と最近の業績
●清水則雄・原 政子・坂井陽一・橋本博明・具島健二（2011）．陸上産卵魚ヨダレカケの卵表面の微細構造．
魚類学雑誌，印刷中．

●清水則雄・門田 立・坪井美由紀・坂井陽一（2010）．潜水センサスを用いた瀬戸内海倉橋島における浅海
魚類相ー出現魚種の季節的消長ー．広島大学総合博物館研究報告2： 43-52． 

●重田利拓・清水則雄（2010）．瀬戸内海初記録のババガレイMicrostomus achne（カレイ科）．広島大学総合
博物館研究報告2: 53-56.

●坂井陽一・越智雄一郎・坪井美由紀・門田 立・清水則雄・小路　淳・松本一範・馬渕浩司・国吉久人・大塚 攻・
橋本博明（2010）．瀬戸内海安芸灘の浅海魚類相ーホシササノハベラとホシノハゼの分布に注目して．生物圏
科学49：7-20．

●中坪孝之・清水則雄・渡辺一雄（2010）．大学キャンパスの昆虫相-広島大学東広島キャンパス-．昆虫と自然．
45（9）：22-24．

Norio Shimizu

事務補佐員　橋本  知佳
　
　修士での専門は魚病学。2006年の博物館オープンより、主
に本館の受付や案内などを担当しています。最近、来館者の様
子が、初期の「博物館なんてあったんだ！？」から、「一度来てみた
くて…」に変わってきたことを感じ、この些細な認知度の上昇を、
密かにうれしく思っております。今年度の活動を振り返ると、特に
学生の協力が大きな力になった一年でした。学外からの団体見

学に“引っ張りだこ”のキャンパスガイドは言わずもがな。常設・企画展示やイベントの運営で、
短期の学生スタッフたちが意欲的に取り組む姿は、とても新鮮で頼もしかったです。開館五
周年を迎えるこれからの一年、やはり多くの皆様のご協力を得ながら、『小さくともしっかりとし
た一歩』をスローガンに努めたいと思います。

Chika Hashimoto

館長（文学研究科教授併任）　岡橋  秀典
　
　専門は人文地理学で、日本の農山村問題や現代インドの国
土空間構造について研究しています。地理学という学問の性格
からか、自然人文にこだわらず幅広い関心をもっていますが、そ
れが博物館の活動には向いているようです。いつも総合博物館
を大学のオアシスにしたい、そんな気持ちで活動を進めています。
実は私にとってもオアシスなのかもしれません。

◎研究活動と最近の業績
●福山市（2010）『福山市史　地理編』（監修）．
●岡橋秀典（2010）「大学と博物館―広島大学総合博物館の事例から」．地理55-10、26-32.　
●岡橋秀典（2010）「東広島市における市民の景観意識と景観づくりへの課題―アンケート調査にもとづく一考
察」．広島大学総合博物館研究報告２、19-33．

●岡橋秀典・番匠谷省吾・田中健作・Ｒ.Chand（2011）「インドの山岳州における工業化と低開発問題―ウッタ
ラカンド州の事例から」．地理科学66-1、1-19．

Hidenori Okahashi

学芸職員　渋谷  綾子
　
　2010年6月に大阪から来ました。専門は植物考古学です。日
本各地の遺跡から出土した石器の表面や土器の付着物（焦げや
吹きこぼれなど土器の内容物）より、植物のデンプン粒を取り出し
てそれらのもととなった植物を明らかにし、過去から現在までの人
と植物のかかわりを研究しています。博物館を通したさまざまな出
会いは私自身の研究活動に大きな影響を与えており、これまで以
上に人脈が広がっています。今後ともよろしくお願いいたします。

◎研究活動と最近の業績
●渋谷綾子（2010），「高山寺貝塚，溝ノ口，市脇，下芳養，丁の町・妙寺遺跡から出土した縄文時代石器の
残存デンプン粒分析」，和歌山市立博物館研究紀要：25，105-117.

●渋谷綾子（2010），「日本列島における現生デンプン粒標本と日本考古学研究への応用―残存デンプン粒の形
態分類をめざして」，植生史研究：18（1），13-27.

●渋谷綾子（2010），「石器残存デンプンからみた三内丸山遺跡の植物利用の変遷」，特別史跡三内丸山遺跡
年報：13，79-88.

Ayako Shibutani

タ ッ フ 紹 介
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清水　則雄
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運営委員が語る博物館への期待

広島大学総合博物館長　岡橋 秀典

　総合博物館が設置されて５年が経とうとしている。本館

展示は半年ほど遅れてスタートしたので、オープン後４年と

ちょっとになる。この間の入館者は４万人を超えた。１年に１

万人くらいの勘定となる。このように多くの方にお越しいた

だいているのは、大学のさまざまな部署から来館者を紹介し

てもらっていることが大きい。入学センターからは高校生や

PTAの団体、国際センターからは外国の特に大学関係の

お客様、広報グループや地域連携センター（キャンパスガイ

ド）からは老若男女、多彩な一般のお客様を、という具合で

ある。このように博物館を学内から活用いただいているのは、

大変ありがたいことである。それだけに展示の品質管理は

常に怠ってはいけないと思う。博物館は大学から社会に開

かれた窓であり、ショーウィンドウなのだから。

　ところで、昨年、退職された教職員の団体、広大マスター

ズ広島の皆さんにお越しいただいた。本館を見学いただき、

私が本博物館の経緯などの話をさせてもらった後、意見交

換を行った。激励の声が多い中で、まだまだ広報が足りない、

広島市では知られていないぞとの痛烈なお叱りを受けた。

まったく、そのとおりである。こども科学館での企画展など、

少しは広島市への展開を心がけてきたが、まだまだ自己満

足の域を出ていない。そこで、来年度は早速、本博物館

が主催者となって、名誉教授と現役の先生のコラボレーショ

ンによる大学公開講座を広島市で開くことにした。「博物館

おススメ ！ 広大ワクワク講義　学問の怪人」と銘打つこのシ

リーズは、これまでの公開講演会の実績をふまえたものだけ

に自信をもってお薦めできる。広島市民に博物館をアピー

ルできる絶好の機会と今から楽しみにしている。

　最後に少し中長期的な展望をお話ししたい。平成24年

度から、学芸員養成の仕組みが大きく変わる。その折には、

本博物館は学内実習をはじめとして、学芸員養成プログラ

ムに重要な役割を果たすようになるだろう。広島大学が博

物館を設置した効果がこれからじわじわと出てくるはずであ

る。今後の課題として、研究面での展開も見過ごすことが

できない。幸い、一部のコレクションの整理は既に始まって

いる。本博物館は、スタッフ各人が指示待ちではなく、自ら

動くことでいつも力を発揮してくれている。そろそろ、この方

面にも良い成果が出てくることを期待している。
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　総合博物館も開館から4年が経過し、存在感を増すと

ともに、各種の活動も軌道に乗ってきた感がある。しかし、

内外における周知度はまだまだのところがある。解決策と

して魅力ある展示を作り上げることはもちろん第一である

が、これからは展示企画、普及活動の一部などを、内外の

ボランティア（学生を含めた学内の人々、博物館活動に

理解と意欲のある外部の人々など）の力を借りながら一緒

に作り上げることも試みてみたらいかがだろうか。

　コレクションが命の「ミュージアム」は、収集された「もの」の性格に大

きく左右されますが、同時に、その「もの」をどう見せるのか、という問

題もまた永遠の課題であるように思います。企画展のテーマ、空間配

置、動態展示法などなど挙げれば切りがないのですが、「もの」の見せ

方が新しい価値を生み、あるいはまた「もの」を超えたコレクションへと

繋がってきている時代です。思えば、「ミュージアム」は図書室や動植

物園を包含するアイディアでありました。広島大学の知的遺産が、一

つのエコ・ミュージアムとなって拡がっていくことを期待しています。

　ニュルンベルクの学校博物館に行った時に、学術的に特

別に価値がある展示物は少ないのに子どもたちや家族連れで

賑わう企画がありました。ドイツ全土から募集したカンニング方

法を展示したものでしたが、出品者を全国から募って参加させ、

学校教育に生かすというアイデアは教育機能の展開を目指す

広大博物館が参考にできると思いました。学生たちや小中学

生・高校生を参加させて学習の刺激となり、学問の入り口

に導けるように教育機能を充実できたらと考えています。

　広大博物館が開館以来４年間で、入館者４万人に達し

ました。年間１万人のペースであり、交通至便ではない立

地を考えると、スタッフの皆様の頑張りには頭が下がります。

もし機会に恵まれたら、世間で話題になっている物（例えば

クニマスなど）の展示ができればとの淡い期待もありますが、

簡単ではないですね。今後は博物館法改正によって、学

芸員養成の需要も高まります。社会の多様なニーズに応

え続ける博物館を目指したいと思います。

埋蔵文化財調査室  准教授

藤野  次史
Tsugifumi Fujino

工学研究科　准教授

千代  章一郎
Shouichirou Sendai

教育学研究科　教授

由井  義通
Yoshimichi Yui

学術支援担当　副理事

渡部  慎二
Shinji Watanabe

写真：ゼミ生とともに

　もっと社会へ、もっと広島市へ
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学術支援担当　副理事

渡部  慎二
Shinji Watanabe

写真：ゼミ生とともに

　もっと社会へ、もっと広島市へ



総合博物館この1年

0403

Annual Report of The Museum

02

01

　平成22年12月25日に、広島大学総合博物館に関

わる学術研究の成果(文化史、自然史、地誌等)を公

表することを目的として「総合博物館研究報告」の第2

号を発行しました。

　学内外より、原著論文5編、

短報1編、資料1編の投稿をい

ただきました。紙媒体では、広

島県内の公立図書館や全国の

国立大学図書館でごらんいただ

けます。また、博物館のウェブ

サイトより、PDFファイルを配布

中です。

　平成22年11月末に、開館以来4万人目の来館者をお
迎えしました。4年で4万人、1年1万人の計算となりますが、
年間の来館者数は少し減少傾向です。8月のオープン・
キャンパスや10月の団体見学、11月の大学祭などで多数
のご来館を頂いています。この時期以外にも集客力の高
いイベントを行うなどの対策を検討中です。

　企画展は、特別企画展や出前展示を加え、東広島キャ
ンパス、東広島市の道の駅、広島市こども文化科学館
で開催してきました。やはり、広島市内の集客力は大きな
魅力です。今後も、企画展のテーマにも合わせて、広島
市内や近隣施設への積極的な出前展示を展開する予定
です。

◎原著論文
　○淺野敏久・飯田知彦・光武昌作・榎本隆明・林健児郎
　　保護活動支援を目的とした野鳥観察ツアーの評価と課題
　　ー広島県内でのブッポウソウとカンムリウミスズメ観察ツアーを事例としてー
　○Susumu OHTSUKA, Yusuke KONDO, Yoichi SAKAI et al.
　　In-situ Observations of Symbionts on Medusae Occurring in Japan, Thailand, 　
　　Indonesia and Malaysia
　○岡橋秀典
　　東広島市における市民の景観意識と景観づくりへの課題ーアンケート調査にもとづく一考察ー
　○Koichiro KAWAI, Yuji INA and Hiromichi IMABAYASHI
　　Genetic Relationships between 'Gogi', a Subspecies of Japanese Common charr, 
　　Salvelinus leucomaenis imbrius, Distributed around the Watershed Borders in the 
　　Western Chugoku Mountains, Japan, on the Basis of RAPD Analysis
　○清水則雄・門田 立・坪井美由紀・坂井陽一
　　潜水センサスを用いた瀬戸内海倉橋島における浅海魚類相ー出現魚種の季節的消長ー

◎短報
　○重田利拓・清水則雄
　　瀬戸内海初記録のババガレイMicrostomus achne（カレイ科）

◎資料
　○平原友紀・久保晴盛・木村茉南美・向井誠二・坪田博美
　　広島県植物誌（1997）以降に広島県廿日市市宮島から報告された種子植物
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本館入館者4万人達成

「総合博物館研究報告」第2号の発行
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◎過去の企画展の来場者数

④

29,927

①特別企画展『湯川秀樹・朝永振一郎生誕百年記念展ー素粒子の世界を拓くー』
2007.6.9～7.8（26日間） 広島市こども文化科学館

②企画展『氷の大陸に挑むー南極観測50年の歩みと広島大学ー』
2007.7.24～8.3（11日間） 東広島キャンパス学士会館

③企画展『世界遺産宮島の魅力ー発進！！広大の宮島学ー』
2008.7.18～8.7（18日間） 東広島キャンパス学士会館

④企画展『豊かな里海・瀬戸内海ものがたり』
2009.7.18～8.30（39日間）広島市こども文化科学館

⑤出前展示『里山・里海の生きものたち』
2009.9.27～10.4（8日間） 道の駅「湖畔の里福富」

⑥企画展『里山のめぐみー生物多様性を育む世界ー』
2010.10.29～11.21（21日間）東広島キャンパス大学会館

ヒロッグのストラップができました！

展示NEW!

カレンダー発行!

　広島大学総合博物館
のマスコットキャラクター
「ヒロッグ®」がストラップ
になりました。広島大学
生協各店で2010年10
月末から販売しています。
ヒモの色は、ピンク、黄、
青の3色あります。広島
大学へお越しの際は是
非、ご利用ください。

　4作目の製作となる博物館カレンダーを発行します。
本年度は、理学
研究科の藤原好
恒准教授のご協
力を頂き、キャンパ
ス内で見られる動
物の写真を使用し
ました。総合博物
館本館で配布して
いますので、お近
くにお越しの際は、
是非、お立ち寄り
ください。

アオサギ剥製

ウグイス剥製

テン剥製

植生遷移のジオラマ

文学の小庭（看
板）

アブラコウモリ剥製

オオタカ幼鳥剥製

カヤネズミ剥製 シメ剥製

スズメ剥製

タンチョウ剥製
ノスリ剥製

ハシボソガラス剥製

ハヤブサ剥製

メジロ剥製

ヤマガラ剥製
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　多くの人が里山に心からの安ら
ぎを得るには理由がある。ヒトとい
う生物種の精神（心）は、過去数
十万年以上に渡って、「その中で
生活を営んできた環境」の中に身
を置くことに、もっとも進化学的に
適応しているからである。それは、

「果樹の散在する雑木林の脇に小川が流れ、鶏犬あいは
む世界」、すなわち里山に他ならない。そこは子供たちの
素晴らしい遊びと教育の場であり、大人の食糧と生活資
材の生産と憩いの場でもあった。企画展は、このヒトの心
の本源的な故里、里山の価値をよく語りつくしていた。西
条キャンパスは里山環境の真っただ中にある。広島大学
総合博物館が里山の価値の普遍性を示すことは、大学
構成員や地域の方々だけでなく社会全体に広大をアピー
ルすることでもある。生物学は、ヒトの里山への回帰こそ
21世紀人類の最大課題と語っているからである。

　1991年創立。東広島市地域を主

な調査・研究地とし、「自然大好き」の

一般市民からなる任意団体。現在、会

員数140名、随時、観察会、展示会、

講演会、小旅行などを行う。「会報：東

広島の自然」と「東広島の自然誌」を発行。年会費2000円

　詳しくは、０９０－８２４３－７８9８　土岡にご連絡ください。
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観察会の様子
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　確か7月下旬の暑い日、清水
さんから「里山のめぐみ」展への資
料出品依頼をいただきました。展
示計画資料を見せていただいた
時、取り上げる分野の幅広さに
ただ感心しました。当館のような
一博物館だけでは到底取り扱い

きれない多彩な展示構成で、“総合大学の総合博物館”
のアカデミックな底力がひしひしと伝わってきたのを覚えて
います。展示会場にもお邪魔しましたが、大人だけでなく

子どもの興味を引くような仕掛けもほどよく散りばめられて
おり、“楽しく学ぶ”場を提供するという昨今の博物館の
方向性に則ってうまくまとめられていました。
　そんな学際的な空間に、当館のヤママユ資料も展示し
てありました。私たちが普段常設展示室で見るのとは全く
違い、資料たちが何かよそ行き風でかしこまっているよう
に私の眼には映りました。そして、学芸員の方にはご理
解いただけると思うのですが、自館の収蔵資料を貸出先
の施設で見たときには、なぜか自然と頬が緩んでしまうも
のなのです。
　こんなささやかな喜びを求めて、また新たな施設との連
携、協力関係を広げていくというのも許されていいと私は
考えるのですが、みなさんはどう思われますか？

　「東広島市の大地」展が、
東広島市自然研究会創立20
周年の記念行事として、平
成22年7月、東広島市市民
ギャラリー（フジグラン東広島２
F）で開かれました。（財）東広
島市教育文化振興事業団の

共催、広島大学総合博物館の協賛で未公開収蔵品の
一部公開もあり、6日間の短い期間でしたが、東広島市
市長ご夫妻をはじめ、500人近い予想以上の来館者を
迎えて盛会のうちに無事終えることができました。

　この展示会は、東広島市自然研究会の現顧問・広
島大学総合博物館客員研究員の沖村雄二さんを中心
に企画・実施され、その内容は、私たちがよって立って
いる東広島市の大地 ・黒瀬川によって形成された西条
層の調査－研究の成果から、白市盆地・西条盆地・
黒瀬盆地の成り立ち、新発見の“上三永衝上断層”、
安芸津町ホボロ島の生物侵食作用をはじめ、市内の詳
細な地質図・河川図・分水嶺の写真や図を示した30
枚を超すB1パネルのほかに、化石や岩石の展示もしま
した。あわせて、東広島市自然研究会の会報「東広島
の自然」（創刊号～No.41）および「東広島市の自然誌」
を（No.１～３）展示して、20年にわたる会の活動を紹介
しました。総合博物館の展示資料をはじめ、西条層と黒
瀬川の関係には多くの質問を頂き、本会が来年度から
発行を予定している生物関係のパネルにも多大な関心
が寄せられていました。

広島市郷土資料館  主任（学芸員）

ヤママユ資料たちー無事にお務めを果たしましたー
稲坂　恒宏

東広島市自然研究会会長

「東広島市の大地」展を振り返って
土岡　健太
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シンポジウムの様子展示会場の様子

企画展

東広島市自然研究会について

　国際学術研究都市として生涯学習のまちづくりの実現をめざ

す東広島市主催の生涯学習フェスティバルに、本学のエクステ

ンションセンターと連携して出張展示を行いました。博物館が誇

る日野化石コレクションやナウマンゾウ化石、動物剥製、骨格標

本を展示したほか、大学紹介や各種講演会等のパンフレット類

の配布もあわせて行いました。隣のブースでは広島大学マスター

ズの展示も行われ、相乗効果により、多くの人で賑わいました。

04

展示会場の様子

展示会場の様子

出前博物館

『新たに創造する生涯学習のまちづくり』出張展示
●期 間 ：
●会 場 ： 
●協 力 ：

第20回東広島市生涯学習フェスティバル

2010年11月6日（土）～7日（日）
アクアパーク（東広島運動公園）体育館
広島大学エクステンションセンター

＊来場者数 ： 約400人　　

　東広島市自然研究会からの要請を受け、実物化石を中心と

した出前展示を行いました。「東広島市の大地」展
●期 間 ：
●主 催 ： 
●協 力 ：
●後 援 ：

東広島市自然研究会　創立20周年記念

2010年7月20（火）～7月25日（日）
東広島市自然研究会、（財）東広島市教育文化振興事業団
広島大学総合博物館（協賛出展）
東広島市教育委員会・広島大学マスターズ

＊来場者数 ： 約500人

『里山のめぐみ  ー生物多様性を育む世界ー』
●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 
●協 力 ：

第4回企画展

2010年10月29日（土）～11月21日（日）
広島大学東広島キャンパス大学会館1F大集会室
広島大学総合博物館
広島市郷土資料館、東広島市教育委員会、島根県立三瓶
自然館サヒメル、庄原市立比和自然科学博物館、環境省自
然環境局

＊入場者数 ： 2,323人

　広島大学東広島キャンパス周辺は、かつては地域住民が利

用する里山であり、今もなお生物多様性の高い環境を保持し

ています。今回の企画展では、こうした地の利を活かし、里山の

もつ豊かな世界と今日抱える諸課題を、学内外のこれまでの研

究成果や標本資料などをもとに紹介しました。

　展示内容は、里山に関する本学の文理双方にまたがる総合

展示のほか、里山研究の講演会、古典文学に描かれた里山に

関する講演会、どんぐりの観察会、キャンパス内のががら山の活

用を考えるワークショップを実施しました。また、オープニング記念

シンポジウム「明日の『さとやま』を語る～いのちの源、くらしの礎

を求めて～」では、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペ

レーティング・ユニット所長のアン・マクドナルド先生に基調講演

をいただき、学内外の4名の先生がたとあわせてシンポジウムを

していただきました。会場とのやり取りも盛り上がりました。

広島大学名誉教授

企画展を振り返って
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」

渡辺　一雄



　多くの人が里山に心からの安ら
ぎを得るには理由がある。ヒトとい
う生物種の精神（心）は、過去数
十万年以上に渡って、「その中で
生活を営んできた環境」の中に身
を置くことに、もっとも進化学的に
適応しているからである。それは、

「果樹の散在する雑木林の脇に小川が流れ、鶏犬あいは
む世界」、すなわち里山に他ならない。そこは子供たちの
素晴らしい遊びと教育の場であり、大人の食糧と生活資
材の生産と憩いの場でもあった。企画展は、このヒトの心
の本源的な故里、里山の価値をよく語りつくしていた。西
条キャンパスは里山環境の真っただ中にある。広島大学
総合博物館が里山の価値の普遍性を示すことは、大学
構成員や地域の方々だけでなく社会全体に広大をアピー
ルすることでもある。生物学は、ヒトの里山への回帰こそ
21世紀人類の最大課題と語っているからである。

　1991年創立。東広島市地域を主

な調査・研究地とし、「自然大好き」の

一般市民からなる任意団体。現在、会

員数140名、随時、観察会、展示会、

講演会、小旅行などを行う。「会報：東

広島の自然」と「東広島の自然誌」を発行。年会費2000円

　詳しくは、０９０－８２４３－７８9８　土岡にご連絡ください。
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　確か7月下旬の暑い日、清水
さんから「里山のめぐみ」展への資
料出品依頼をいただきました。展
示計画資料を見せていただいた
時、取り上げる分野の幅広さに
ただ感心しました。当館のような
一博物館だけでは到底取り扱い

きれない多彩な展示構成で、“総合大学の総合博物館”
のアカデミックな底力がひしひしと伝わってきたのを覚えて
います。展示会場にもお邪魔しましたが、大人だけでなく

子どもの興味を引くような仕掛けもほどよく散りばめられて
おり、“楽しく学ぶ”場を提供するという昨今の博物館の
方向性に則ってうまくまとめられていました。
　そんな学際的な空間に、当館のヤママユ資料も展示し
てありました。私たちが普段常設展示室で見るのとは全く
違い、資料たちが何かよそ行き風でかしこまっているよう
に私の眼には映りました。そして、学芸員の方にはご理
解いただけると思うのですが、自館の収蔵資料を貸出先
の施設で見たときには、なぜか自然と頬が緩んでしまうも
のなのです。
　こんなささやかな喜びを求めて、また新たな施設との連
携、協力関係を広げていくというのも許されていいと私は
考えるのですが、みなさんはどう思われますか？

　「東広島市の大地」展が、
東広島市自然研究会創立20
周年の記念行事として、平
成22年7月、東広島市市民
ギャラリー（フジグラン東広島２
F）で開かれました。（財）東広
島市教育文化振興事業団の

共催、広島大学総合博物館の協賛で未公開収蔵品の
一部公開もあり、6日間の短い期間でしたが、東広島市
市長ご夫妻をはじめ、500人近い予想以上の来館者を
迎えて盛会のうちに無事終えることができました。

　この展示会は、東広島市自然研究会の現顧問・広
島大学総合博物館客員研究員の沖村雄二さんを中心
に企画・実施され、その内容は、私たちがよって立って
いる東広島市の大地 ・黒瀬川によって形成された西条
層の調査－研究の成果から、白市盆地・西条盆地・
黒瀬盆地の成り立ち、新発見の“上三永衝上断層”、
安芸津町ホボロ島の生物侵食作用をはじめ、市内の詳
細な地質図・河川図・分水嶺の写真や図を示した30
枚を超すB1パネルのほかに、化石や岩石の展示もしま
した。あわせて、東広島市自然研究会の会報「東広島
の自然」（創刊号～No.41）および「東広島市の自然誌」
を（No.１～３）展示して、20年にわたる会の活動を紹介
しました。総合博物館の展示資料をはじめ、西条層と黒
瀬川の関係には多くの質問を頂き、本会が来年度から
発行を予定している生物関係のパネルにも多大な関心
が寄せられていました。

広島市郷土資料館  主任（学芸員）

ヤママユ資料たちー無事にお務めを果たしましたー
稲坂　恒宏

東広島市自然研究会会長

「東広島市の大地」展を振り返って
土岡　健太
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企画展

東広島市自然研究会について

　国際学術研究都市として生涯学習のまちづくりの実現をめざ

す東広島市主催の生涯学習フェスティバルに、本学のエクステ

ンションセンターと連携して出張展示を行いました。博物館が誇

る日野化石コレクションやナウマンゾウ化石、動物剥製、骨格標

本を展示したほか、大学紹介や各種講演会等のパンフレット類

の配布もあわせて行いました。隣のブースでは広島大学マスター

ズの展示も行われ、相乗効果により、多くの人で賑わいました。

04

展示会場の様子

展示会場の様子

出前博物館

『新たに創造する生涯学習のまちづくり』出張展示
●期 間 ：
●会 場 ： 
●協 力 ：

第20回東広島市生涯学習フェスティバル

2010年11月6日（土）～7日（日）
アクアパーク（東広島運動公園）体育館
広島大学エクステンションセンター

＊来場者数 ： 約400人　　

　東広島市自然研究会からの要請を受け、実物化石を中心と

した出前展示を行いました。「東広島市の大地」展
●期 間 ：
●主 催 ： 
●協 力 ：
●後 援 ：

東広島市自然研究会　創立20周年記念

2010年7月20（火）～7月25日（日）
東広島市自然研究会、（財）東広島市教育文化振興事業団
広島大学総合博物館（協賛出展）
東広島市教育委員会・広島大学マスターズ

＊来場者数 ： 約500人

『里山のめぐみ  ー生物多様性を育む世界ー』
●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 
●協 力 ：

第4回企画展

2010年10月29日（土）～11月21日（日）
広島大学東広島キャンパス大学会館1F大集会室
広島大学総合博物館
広島市郷土資料館、東広島市教育委員会、島根県立三瓶
自然館サヒメル、庄原市立比和自然科学博物館、環境省自
然環境局

＊入場者数 ： 2,323人

　広島大学東広島キャンパス周辺は、かつては地域住民が利

用する里山であり、今もなお生物多様性の高い環境を保持し

ています。今回の企画展では、こうした地の利を活かし、里山の

もつ豊かな世界と今日抱える諸課題を、学内外のこれまでの研

究成果や標本資料などをもとに紹介しました。

　展示内容は、里山に関する本学の文理双方にまたがる総合

展示のほか、里山研究の講演会、古典文学に描かれた里山に

関する講演会、どんぐりの観察会、キャンパス内のががら山の活

用を考えるワークショップを実施しました。また、オープニング記念

シンポジウム「明日の『さとやま』を語る～いのちの源、くらしの礎

を求めて～」では、国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペ

レーティング・ユニット所長のアン・マクドナルド先生に基調講演

をいただき、学内外の4名の先生がたとあわせてシンポジウムを

していただきました。会場とのやり取りも盛り上がりました。

広島大学名誉教授

企画展を振り返って
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」

渡辺　一雄



Annual Report of The Museum

0807

公開講演会 05 イベントポスター  この1年 07

フィールドナビ（野外観察会） 06

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.4 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.4

第33回 2010年度企画展　オープニング記念シンポジウム
『明日の「さとやま」を語る
～いのちの源、くらしの礎を求めて～』

■「里山・里海がもたらす可能性」／アン・マクドナルド（国連大学高等研究所いし
かわ・かなざわオペレーティングユニット所長）

■「里山のシンボル、ギフチョウの現状と未来」／渡辺 一雄（広島大学　名誉教
授）

■「コウノトリの再導入がもたらすもの」／内藤 和明（兵庫県立大学　自然・環境科
学研究所　講師／兵庫県立コウノトリの郷公園）

■「里地里山の新たな活用、企業と連携した保全活用」／竹田 純一（里地ネッ
トワーク事務局長、東京農業大学　学術研究員）

■シンポジウム「いのちの源、くらしの礎を求めて／コーディネーター：中越 信
和（広島大学国際協力研究科　教授）

◎日　時：2010年11月3日（水・祝）13：00～17：00　教育学研究科L205講義室
◎参加者：97名

第34回 『古典文学に描かれた里山の風景』
◎講　師：妹尾 好信（文学研究科　教授）
◎日　時：2010年11月12日（金）18：00～19：20　教育学研究科L102講義室
◎参加者：11名

第16回 『広島大学東広島キャンパスの野鳥』
◎ナビゲーター：新名 俊夫（環境カウンセラー［環境省登録］、“東広島の野鳥と自然に
親しむ会”会長）

◎日　時：2010年2月27日（土）13：00～ 15：00　東広島キャンパス内
◎参加者：68名

第17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　准教授）
◎日　時：2010年5月15日（土）13：30～ 15：30　東広島キャンパス内
◎参加者：26名

第18回 広島大学大学院生物圏科学研究科・
総合博物館共同企画

『海洋調査船「豊潮丸」一般公開　海洋フィールド調査体験ツアー』
◎ナビゲーター：郷 秋雄（生物生産学部　船長）
◎日　時：2010年8月22日（日）10：00～ 16：00　呉市練習船基地
◎参加者：38名

第19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　准教授）
◎日　時：2010年10月16日（土）13：30～ 15：30　東広島キャンパス内
◎参加者：26名

第20回 『どんぐりの観察』
◎ナビゲーター：青山 幹男（技術センター）
◎日　時：2010年11月7日（日）10：00～ 12：00　東広島キャンパス内
◎参加者：37名

第21回 『ががら山に夢を描くワークショップ』
◎ナビゲーター：塩路 恒生、青山 幹男（技術センター）
◎日　時：2010年11月20日（土）13：00～ 17：00　東広島キャンパス内
◎参加者：15名

第29回 『東広島の景観まちづくり』（地域貢献研究）
■「東広島市の景観まちづくりに向けて」／岡橋 秀典（広島大学文学研究科教授）
■「景観まちづくりの本質～見える景観と見えない景観～」／深尾 甚一郎（近
江八幡市職員、景観と文化研究会）

■「美しいふるさとで住民自らが輝こう―北はりま田園空間博物館の取り組
み」／丸山 好一（NPO法人「北はりま田園空間博物館」代表）

■「景観町づくりの夢を語る」／総括コメント：塚本 俊明（広島大学地域連携セン
ター教授）

◎日　時：2010年3月17日（水）13：30～17：00　文学研究科B204大講義室
◎参加者：40名

第30回 『海の鉱山～レアメタルを濃縮する海産動物の謎を追って～』 
◎講　師：道端 齋（理学研究科　教授）
◎日　時：2010年5月7日（金）18：00～19：30　教育学研究科L102教室
◎参加者：32名

第31回 『新時代の学芸員養成過程について  ー九州産業大学
美術館の試みー』

◎講　師：緒方 泉（九州産業大学美術館　学芸室長）
◎日　時：2010年7月13日（火）16：20～18：00　文学研究科B204大講義室
◎参加者：21名

第32回 『里山の自然～里山とはどんな自然か／里山の生物多
様性の保全／バイオマス利用による里山林の保全～』

◎講　師：田端 英雄（応用里山研究所）
◎日　時：2010年10月29日（金）16：20～17：50　総合科学研究科K305講義室
◎参加者：73名
◎共　催：総合科学部・総合科学研究科

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
イベントポスター

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第16回 フィールドナビ
「広島大学東広島キャンパスの野鳥」

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第17回 フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！ 春編」

第18回 フィールドナビ
「豊潮丸調査体験ツアー」

特別講演会
「環境月間講演会 生物多様性を考える」
協力：総合博物館

第20回 フィールドナビ
「どんぐりの観察」

第19回 フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！ 秋編」

第21回 フィールドナビ
「ががら山に夢を描くワークショップ」

第29回 講演会
「景観からのまちづくり
ー美しいふるさとの創造ー」

第31回 講演会
「新時代の学芸員養成課程について
ー九州産業大学美術館の試みー」

第30回 講演会
「海の鉱山ーレアメタルを濃縮する
海産動物の謎を追ってー」

第34回 講演会
「古典文学に描かれた里山の風景」

photo album@campus

日本では、会社のオフィスで
見かける観葉植物であるが、
花はかなり珍しい！ ２年待っ
てやっと写真に納めることが
できました。莟の長さも10cm
を優に超え、底部側面にある
蜜線から出る蜜に蟻がたくさ
んたかっていました。

フォトアルバム@キャンパス その四

パキラの花
キャンパス内にたくさん咲い
ているブタナ（豚菜）の花。
普通はまん丸な花をつけま
すが、写真は長方形をして
います。生長点が線上に広
がった帯化現象で、生育環
境が良いときに見られます。
とても珍しい！

タンポポ虫、発見！

写真と文：藤原好恒氏（理学研究科准教授）
よし　ひさ
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第33回 2010年度企画展　オープニング記念シンポジウム
『明日の「さとやま」を語る
～いのちの源、くらしの礎を求めて～』

■「里山・里海がもたらす可能性」／アン・マクドナルド（国連大学高等研究所いし
かわ・かなざわオペレーティングユニット所長）

■「里山のシンボル、ギフチョウの現状と未来」／渡辺 一雄（広島大学　名誉教
授）

■「コウノトリの再導入がもたらすもの」／内藤 和明（兵庫県立大学　自然・環境科
学研究所　講師／兵庫県立コウノトリの郷公園）

■「里地里山の新たな活用、企業と連携した保全活用」／竹田 純一（里地ネッ
トワーク事務局長、東京農業大学　学術研究員）

■シンポジウム「いのちの源、くらしの礎を求めて／コーディネーター：中越 信
和（広島大学国際協力研究科　教授）

◎日　時：2010年11月3日（水・祝）13：00～17：00　教育学研究科L205講義室
◎参加者：97名

第34回 『古典文学に描かれた里山の風景』
◎講　師：妹尾 好信（文学研究科　教授）
◎日　時：2010年11月12日（金）18：00～19：20　教育学研究科L102講義室
◎参加者：11名

第16回 『広島大学東広島キャンパスの野鳥』
◎ナビゲーター：新名 俊夫（環境カウンセラー［環境省登録］、“東広島の野鳥と自然に
親しむ会”会長）

◎日　時：2010年2月27日（土）13：00～ 15：00　東広島キャンパス内
◎参加者：68名

第17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　准教授）
◎日　時：2010年5月15日（土）13：30～ 15：30　東広島キャンパス内
◎参加者：26名

第18回 広島大学大学院生物圏科学研究科・
総合博物館共同企画

『海洋調査船「豊潮丸」一般公開　海洋フィールド調査体験ツアー』
◎ナビゲーター：郷 秋雄（生物生産学部　船長）
◎日　時：2010年8月22日（日）10：00～ 16：00　呉市練習船基地
◎参加者：38名

第19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　准教授）
◎日　時：2010年10月16日（土）13：30～ 15：30　東広島キャンパス内
◎参加者：26名

第20回 『どんぐりの観察』
◎ナビゲーター：青山 幹男（技術センター）
◎日　時：2010年11月7日（日）10：00～ 12：00　東広島キャンパス内
◎参加者：37名

第21回 『ががら山に夢を描くワークショップ』
◎ナビゲーター：塩路 恒生、青山 幹男（技術センター）
◎日　時：2010年11月20日（土）13：00～ 17：00　東広島キャンパス内
◎参加者：15名

第29回 『東広島の景観まちづくり』（地域貢献研究）
■「東広島市の景観まちづくりに向けて」／岡橋 秀典（広島大学文学研究科教授）
■「景観まちづくりの本質～見える景観と見えない景観～」／深尾 甚一郎（近
江八幡市職員、景観と文化研究会）

■「美しいふるさとで住民自らが輝こう―北はりま田園空間博物館の取り組
み」／丸山 好一（NPO法人「北はりま田園空間博物館」代表）

■「景観町づくりの夢を語る」／総括コメント：塚本 俊明（広島大学地域連携セン
ター教授）

◎日　時：2010年3月17日（水）13：30～17：00　文学研究科B204大講義室
◎参加者：40名

第30回 『海の鉱山～レアメタルを濃縮する海産動物の謎を追って～』 
◎講　師：道端 齋（理学研究科　教授）
◎日　時：2010年5月7日（金）18：00～19：30　教育学研究科L102教室
◎参加者：32名

第31回 『新時代の学芸員養成過程について  ー九州産業大学
美術館の試みー』

◎講　師：緒方 泉（九州産業大学美術館　学芸室長）
◎日　時：2010年7月13日（火）16：20～18：00　文学研究科B204大講義室
◎参加者：21名

第32回 『里山の自然～里山とはどんな自然か／里山の生物多
様性の保全／バイオマス利用による里山林の保全～』

◎講　師：田端 英雄（応用里山研究所）
◎日　時：2010年10月29日（金）16：20～17：50　総合科学研究科K305講義室
◎参加者：73名
◎共　催：総合科学部・総合科学研究科

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
イベントポスター

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第16回 フィールドナビ
「広島大学東広島キャンパスの野鳥」

第4回 企画展
「里山のめぐみー生物多様性を育む世界」
配付資料

第17回 フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！ 春編」

第18回 フィールドナビ
「豊潮丸調査体験ツアー」

特別講演会
「環境月間講演会 生物多様性を考える」
協力：総合博物館

第20回 フィールドナビ
「どんぐりの観察」

第19回 フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！ 秋編」

第21回 フィールドナビ
「ががら山に夢を描くワークショップ」

第29回 講演会
「景観からのまちづくり
ー美しいふるさとの創造ー」

第31回 講演会
「新時代の学芸員養成課程について
ー九州産業大学美術館の試みー」

第30回 講演会
「海の鉱山ーレアメタルを濃縮する
海産動物の謎を追ってー」

第34回 講演会
「古典文学に描かれた里山の風景」

photo album@campus

日本では、会社のオフィスで
見かける観葉植物であるが、
花はかなり珍しい！ ２年待っ
てやっと写真に納めることが
できました。莟の長さも10cm
を優に超え、底部側面にある
蜜線から出る蜜に蟻がたくさ
んたかっていました。

フォトアルバム@キャンパス その四

パキラの花
キャンパス内にたくさん咲い
ているブタナ（豚菜）の花。
普通はまん丸な花をつけま
すが、写真は長方形をして
います。生長点が線上に広
がった帯化現象で、生育環
境が良いときに見られます。
とても珍しい！

タンポポ虫、発見！

写真と文：藤原好恒氏（理学研究科准教授）
よし　ひさ
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広島大学
が誇る
お宝紹介 稲葉貝類コレクション

広島大学は、学術的に貴重な標本資料を約70万点所蔵しています。
特に国内外から評価の高い標本資料について紹介します。

Collection No.004

　主な研究領域は軟体動物分類学ですが、博物学者でもあり

広く瀬戸内海全域を網羅する生物群（動物および海中の植物）

の採集と分類に尽力し記載に努めました。

　同人の採集した標本と、既に採集されていた標本並びに多数

の研究者による報告に基づき、瀬戸内海産の生物種の目録を

編纂し、昭和38年に「瀬戸内海の生物相」を発表しました。昭

和58年には「増補改訂瀬戸内海の生物相Ⅰ」を、平成元年には

「増補改訂瀬戸内海の生物相Ⅱ」を公刊しました。瀬戸内海全域

の、しかも、ほとんど総ての生物群を網羅する目録は、これが初

めてです。

　これらの著作には、瀬戸内海の動植物4300余種が記載され、

瀬戸内海の生物学を学ぶ研究者には必携の書として評価されて

いるばかりでなく、瀬戸内海の動物植物相を網羅した唯一の著

作であるため、同人の研究業績は環境保全や環境アセスメントを

行う際になくてはならない業績として現在でも利用されています。

　本コレクションは、広島大学理学部付属臨海実験所に在職

（昭和２８年より昭和６０年まで）されていた時に集められた貝類の

コレクションです。特に珍しい貝や美しい貝だけを集めたわけでは

なく、普通種の貝もまんべんなく集められています。同一種の変

異なども比較的多く所蔵されています。貝の採集場所は主に臨

海実験所周辺の瀬戸内海ですが、瀬戸内海以外の場所に調査

採集旅行に行かれた時に持ち帰った標本もあります。広島県帝

釈峡を中心に陸産の貝や絶滅危惧種となるカワシンジュガイなど

の淡水産の貝もあります。さらに面白いものは考古学にかかわる

貝塚等の標本や化石等も見られます。これらは，稲葉先生の興

味の広さを物語っているでしょう。貝塚の貝の破片を持ってきて綺

麗で完全な標本と比較しながら破片の貝の正体を地道に確認さ

れていた姿を思い出します。

　また、貝は当時臨海実験所に在職していた教官・職員そして

学生達によって採集されたものも多くあります。採集してきたまま

の貝は汚れていたり、生物が付着したりしていましたが、先生が

気になる貝があるとどんなに汚れて付着物が付いていてもその標

本を取り上げてゆっくりと時間をかけて自作の先を尖らせたピンセッ

トと希塩酸とハブラシで時間をかけて丁寧に付着物などを除去して

綺麗な標本としています。当時は広島貝類談話会もよく催されマ

ニアが集まっていました。そのマニアの方達から興味深い貝などを

寄贈されたものもあります。１９７０年代から１９９０年代までの瀬戸

内海中心部に生息していた貝類を調べるには良い情報があると

思います。当時普通に見られていた種が現在見られなくなったり、

逆に当時は見られなかった種が現在普通に見られるようになった

りしている種もあります。このような瀬戸内海の貝類の変遷を伺う

こともできます。

広島大学大学院教育学研究科　教授　鳥越兼治

寄付者一覧

【運営委員】
岡橋　秀典（総合博物館　館長）

淺野　敏久（総合科学研究科　准教授）

古瀬　清秀（文学研究科　教授）

由井　義通（教育学研究科　教授）

岡村　　誠（社会科学研究科　教授）

道端　　齋（理学研究科　教授）

高畠　敏郎（先端物質科学研究科　教授）

國生　拓子（保健学研究科　教授）

千代章一郎（工学研究科　准教授）

大塚　　攻（生物圏科学研究科　教授）

吉栖　正生（医歯薬学総合研究科　教授）

小池　聖一（国際協力研究科　教授）

周田　憲二（法務研究科　教授）

藤野　次史（埋蔵文化財調査室　准教授）

坪田　博美（理学研究科　准教授）

清水　則雄（総合博物館　助教）

渡部　慎二（学術支援担当　副理事）

坂口　浩司（学術推進グループ　リーダー）

山本　尚史（学術推進グループ　専門員）

桑原　　健（学術推進グループ　主査）

【企画委員】
青山　幹男（技術センター　緑環境アドバイザー）

大塚　　攻（生物圏科学研究科　教授）

勝部　眞人（文学研究科　教授）

河合幸一郎（生物圏科学研究科　准教授）

坂井　陽一（生物圏科学研究科　准教授）

千代章一郎（工学研究科　准教授）

竹下　俊治（教育学研究科　准教授）

塚本　俊明（産学・地域連携センター　教授）

寺田健太郎（理学研究科　教授）

中坪　孝之（生物圈科学研究科　准教授）

藤野　次史（埋蔵文化財調査室　准教授）

古瀬　清秀（文学研究科　教授）

山崎　博史（教育学研究科　教授）

【研究員】
淺野　敏久（総合科学研究科　准教授）

大塚　　攻（生物圏科学研究科　教授）

於保　幸正（総合科学研究科　教授）

勝部　眞人（文学研究科　教授）

河合幸一郎（生物圏科学研究科　准教授）

川野　徳幸（平和科学研究センター　准教授）

小宮山道夫（文書館　准教授）

坂井　陽一（生物圏科学研究科　准教授）

作野　裕司（工学研究科　助教）

佐竹　　昭（総合科学研究科　教授）

佐藤　裕哉（原爆放射線医科学研究所　助教）

竹下　俊治（教育学研究科　准教授）

谷田　　創（生物圏科学研究科　教授）

塚本　俊明（産学・地域連携センター　教授）

坪田　博美（理学研究科　准教授）

出口　博則（理学研究科　教授）

寺田健太郎（理学研究科　教授）

長澤　和也（生物圏科学研究科　教授）

中坪　孝之（生物圈科学研究科　准教授）
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　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。
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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、年末年始

®

総合博物館では、博物館活動の運営・企画に関して、
各部局より選出して頂きました運営委員・企画委員からご意見を頂戴するとともに、
研究員・客員研究員にも多大なご協力を頂いております。以下に一覧を記しまして感謝の意を表します。

稲葉　明彦（１９３５－２００５）
広島大学名誉教授
（昭和23年から広島文理科大学（動物学教室）勤務－広
島大学理学部－昭和28年より広島大学理学部附属臨海
実験所勤務－昭和60年3月31日退官）
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広島大学
が誇る
お宝紹介 稲葉貝類コレクション

広島大学は、学術的に貴重な標本資料を約70万点所蔵しています。
特に国内外から評価の高い標本資料について紹介します。

Collection No.004

　主な研究領域は軟体動物分類学ですが、博物学者でもあり

広く瀬戸内海全域を網羅する生物群（動物および海中の植物）

の採集と分類に尽力し記載に努めました。

　同人の採集した標本と、既に採集されていた標本並びに多数

の研究者による報告に基づき、瀬戸内海産の生物種の目録を

編纂し、昭和38年に「瀬戸内海の生物相」を発表しました。昭

和58年には「増補改訂瀬戸内海の生物相Ⅰ」を、平成元年には

「増補改訂瀬戸内海の生物相Ⅱ」を公刊しました。瀬戸内海全域

の、しかも、ほとんど総ての生物群を網羅する目録は、これが初

めてです。

　これらの著作には、瀬戸内海の動植物4300余種が記載され、

瀬戸内海の生物学を学ぶ研究者には必携の書として評価されて

いるばかりでなく、瀬戸内海の動物植物相を網羅した唯一の著

作であるため、同人の研究業績は環境保全や環境アセスメントを

行う際になくてはならない業績として現在でも利用されています。

　本コレクションは、広島大学理学部付属臨海実験所に在職

（昭和２８年より昭和６０年まで）されていた時に集められた貝類の

コレクションです。特に珍しい貝や美しい貝だけを集めたわけでは

なく、普通種の貝もまんべんなく集められています。同一種の変

異なども比較的多く所蔵されています。貝の採集場所は主に臨

海実験所周辺の瀬戸内海ですが、瀬戸内海以外の場所に調査

採集旅行に行かれた時に持ち帰った標本もあります。広島県帝

釈峡を中心に陸産の貝や絶滅危惧種となるカワシンジュガイなど

の淡水産の貝もあります。さらに面白いものは考古学にかかわる

貝塚等の標本や化石等も見られます。これらは，稲葉先生の興

味の広さを物語っているでしょう。貝塚の貝の破片を持ってきて綺

麗で完全な標本と比較しながら破片の貝の正体を地道に確認さ

れていた姿を思い出します。

　また、貝は当時臨海実験所に在職していた教官・職員そして

学生達によって採集されたものも多くあります。採集してきたまま

の貝は汚れていたり、生物が付着したりしていましたが、先生が

気になる貝があるとどんなに汚れて付着物が付いていてもその標

本を取り上げてゆっくりと時間をかけて自作の先を尖らせたピンセッ

トと希塩酸とハブラシで時間をかけて丁寧に付着物などを除去して

綺麗な標本としています。当時は広島貝類談話会もよく催されマ

ニアが集まっていました。そのマニアの方達から興味深い貝などを

寄贈されたものもあります。１９７０年代から１９９０年代までの瀬戸

内海中心部に生息していた貝類を調べるには良い情報があると

思います。当時普通に見られていた種が現在見られなくなったり、

逆に当時は見られなかった種が現在普通に見られるようになった

りしている種もあります。このような瀬戸内海の貝類の変遷を伺う

こともできます。

広島大学大学院教育学研究科　教授　鳥越兼治
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◎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／毎週日・月曜日、祝日、年末年始

■サテライト館
●埋蔵文化財調査室サテライト館
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

●文学研究科サテライト館  ●理学研究科展示スペース  ●生物圏科学研究科展示スペース
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）

●中央図書館サテライト館
開館時間／開館日
授業期／ 8：30～21：00（月曜日～金曜日）10：00～17：00（土曜日・日曜日）
休業期／ 8：30～17：00（月曜日～金曜日）
閉館日／祝日・年末年始・大学創立記念日・定例整理日（第4木曜日）
※最寄りのバス停は「広大中央口」

Hiroshima University Museum "News Letter"

博物館長よりごあいさつ
運営委員が語る博物館への期待
総合博物館この1年
公開講演会
フィールドナビ
フォトアルバム＠キャンパス
イベントポスターこの一年
寄付者一覧・各種委員
広島大学が誇るお宝紹介
スタッフ紹介
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＊ニューズレターの名前の「ふむふむ」はどういう意味?
　広島大学総合博物館の英語名Hiroshima University 
Museumの頭文字「HUM」を2回くり返した言葉です。その
ほか、ニューズレターを読んで、博物館の取り組みについて
“フムフム”とうなずきながら知ってもらうことを期待する意味も
こめています。

■交通アクセス
●公共交通機関でお越しの場合
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）。

●車でお越しの場合
①、③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。
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助教　清水  則雄
　
　専門は、魚類生態学。南西諸島や瀬戸内海で、陸上産卵
魚ヨダレカケの生態や浅海魚類相の変化に関する研究などを
行っています。博物館は、沢山の教職員や来館者の方々のご
協力と励ましでここまで来ることができました。様々な出会いに感
謝しつつ、これからも愚直に頑張っていく所存です。今後ともご
指導の程、よろしくお願いいたします。カープにサンフレッチェ、
生粋の広島県人です。

◎研究活動と最近の業績
●清水則雄・原 政子・坂井陽一・橋本博明・具島健二（2011）．陸上産卵魚ヨダレカケの卵表面の微細構造．
魚類学雑誌，印刷中．

●清水則雄・門田 立・坪井美由紀・坂井陽一（2010）．潜水センサスを用いた瀬戸内海倉橋島における浅海
魚類相ー出現魚種の季節的消長ー．広島大学総合博物館研究報告2： 43-52． 

●重田利拓・清水則雄（2010）．瀬戸内海初記録のババガレイMicrostomus achne（カレイ科）．広島大学総合
博物館研究報告2: 53-56.

●坂井陽一・越智雄一郎・坪井美由紀・門田 立・清水則雄・小路　淳・松本一範・馬渕浩司・国吉久人・大塚 攻・
橋本博明（2010）．瀬戸内海安芸灘の浅海魚類相ーホシササノハベラとホシノハゼの分布に注目して．生物圏
科学49：7-20．

●中坪孝之・清水則雄・渡辺一雄（2010）．大学キャンパスの昆虫相-広島大学東広島キャンパス-．昆虫と自然．
45（9）：22-24．

Norio Shimizu

事務補佐員　橋本  知佳
　
　修士での専門は魚病学。2006年の博物館オープンより、主
に本館の受付や案内などを担当しています。最近、来館者の様
子が、初期の「博物館なんてあったんだ！？」から、「一度来てみた
くて…」に変わってきたことを感じ、この些細な認知度の上昇を、
密かにうれしく思っております。今年度の活動を振り返ると、特に
学生の協力が大きな力になった一年でした。学外からの団体見

学に“引っ張りだこ”のキャンパスガイドは言わずもがな。常設・企画展示やイベントの運営で、
短期の学生スタッフたちが意欲的に取り組む姿は、とても新鮮で頼もしかったです。開館五
周年を迎えるこれからの一年、やはり多くの皆様のご協力を得ながら、『小さくともしっかりとし
た一歩』をスローガンに努めたいと思います。

Chika Hashimoto

館長（文学研究科教授併任）　岡橋  秀典
　
　専門は人文地理学で、日本の農山村問題や現代インドの国
土空間構造について研究しています。地理学という学問の性格
からか、自然人文にこだわらず幅広い関心をもっていますが、そ
れが博物館の活動には向いているようです。いつも総合博物館
を大学のオアシスにしたい、そんな気持ちで活動を進めています。
実は私にとってもオアシスなのかもしれません。

◎研究活動と最近の業績
●福山市（2010）『福山市史　地理編』（監修）．
●岡橋秀典（2010）「大学と博物館―広島大学総合博物館の事例から」．地理55-10、26-32.　
●岡橋秀典（2010）「東広島市における市民の景観意識と景観づくりへの課題―アンケート調査にもとづく一考
察」．広島大学総合博物館研究報告２、19-33．

●岡橋秀典・番匠谷省吾・田中健作・Ｒ.Chand（2011）「インドの山岳州における工業化と低開発問題―ウッタ
ラカンド州の事例から」．地理科学66-1、1-19．

Hidenori Okahashi

学芸職員　渋谷  綾子
　
　2010年6月に大阪から来ました。専門は植物考古学です。日
本各地の遺跡から出土した石器の表面や土器の付着物（焦げや
吹きこぼれなど土器の内容物）より、植物のデンプン粒を取り出し
てそれらのもととなった植物を明らかにし、過去から現在までの人
と植物のかかわりを研究しています。博物館を通したさまざまな出
会いは私自身の研究活動に大きな影響を与えており、これまで以
上に人脈が広がっています。今後ともよろしくお願いいたします。

◎研究活動と最近の業績
●渋谷綾子（2010），「高山寺貝塚，溝ノ口，市脇，下芳養，丁の町・妙寺遺跡から出土した縄文時代石器の
残存デンプン粒分析」，和歌山市立博物館研究紀要：25，105-117.

●渋谷綾子（2010），「日本列島における現生デンプン粒標本と日本考古学研究への応用―残存デンプン粒の形
態分類をめざして」，植生史研究：18（1），13-27.

●渋谷綾子（2010），「石器残存デンプンからみた三内丸山遺跡の植物利用の変遷」，特別史跡三内丸山遺跡
年報：13，79-88.

Ayako Shibutani
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