
◎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  ●理学研究科サテライト館  ●生物圏科学研究科サテライト館
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）
●中央図書館サテライト館
開館時間／開館日（季節により変動する場合があります。事前にHP等でのご確認をお願いします。）
授業期／8：30～22：00（月曜日～金曜日）10：00～20：00（土曜日・日曜日）
休業期／8：30～17：00（月曜日～金曜日）
閉館日／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」
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■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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H24年度博物館実習Ⅰ実習生
出前博物館「命のゆりかご」展の展示会場にて（2012年12月9日）

ス

事務補佐員　橋本  知佳
　
　修士課程での専門は魚病学。総合博物館では、本館内の維
持管理や来館者への案内を担当しています。昨年度から、博物
館の利用者が少しずつ増加しているようで、昨年は予想より早い
6万人を迎えることができました。博物館開館直後に小学生だっ
た利用者が大学受験を迎える年にもなり、「広島大学が第一志
望！」なんて話も耳にし、スタッフとしてとても嬉しいお話しに小躍りし

たりしています。博物館が持つ可能性を改めて感じ、これまで以上に、利用する方たちが輝け
る場所になるよう尽力したいです。私の顔を見かけたら、お気軽に声をかけてくださいね！

Chika Hashimoto
学芸職員　佐藤　大規
　
　昨年10月より新たに仲間に加わりました。専門は文化財学で
す。神社・寺院・住宅・城郭建築の調査や復元を主に、付随する
狛犬・神像などの調査も行っています。現在私たちが目にすること
のできる文化財や自然は、上の世代が残してくれたものです。微
力ながらそういった文化財を子や孫の世代に伝えていけたらいい
なと思っています。博物館での日々は人や物との出会いの連続で

す。圧倒的な物量に少々戸惑いましたが、唯一の取り柄ともいえる好奇心旺盛さで毎日楽しく
働いています。しばしば巻が入る展示解説をしていますので、是非博物館にお越しください。
博物館でお会いしましょう。

Taiki Sato

館長（文学研究科教授併任）　岡橋  秀典
　
　専門は人文地理学で、現代インド地域研究と農村地理学の二
本柱で研究しています。後者では、成長を第一義としない「定常型
社会」に移行する中で、今後の日本農村はどうあるべきかに大きな
関心があります。この点で、本博物館の「地域まるごとミュージア
ム」の発想は、日本の農村地域振興に資するところが多 あ々ります

ので、今後博物館と連携して地域での実践活動を強化していきたいと思っています。本博物
館には学芸員教育や大学のショーウィンドウなど、多くの役割が期待されています。少人数なが
らスタッフ全員の力を結集して、創意工夫に満ちた活動を楽しく展開したいと考えています。

Hidenori Okahashi
助教　清水　則雄
　
　専門は、魚類生態学。霧島屋久国立公園の口永良部島で
「陸に上がった魚ヨダレカケの生活史」を長年研究しているほ
か、琉球列島に生息する両生魚類のユニークな暮らしぶりを見
つめながら、進化の不思議を追っています。最近は、地元東広島
市に生息する国の特別天然記念物オオサンショウウオの分布・
生態調査も地域住民の方 と々学生と協働で行っています。これら

専門を活かしながら、大学博物館を媒介とした環境教育＝自然保護を目指しています。博物館
は、まだまだ発展途上です。これからもスタッフで力をあわせ全力で頑張っていく所存です。どう
ぞよろしくお願いいたします。

Norio Shimizu

タ ッ フ 紹 介（展示情報・研究企画部門）

人 事 異 動

2012年7月31日

2012年10月1日

学芸職員　退職　（現職：国立歴史民俗博物館　特任助教）

学芸職員　新任　（前職：三原市教育委員会　非常勤学芸員）

渋谷　綾子
佐藤　大規
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　瀬戸内海は、私たちにとって、身近でかけがえのない「里海」
です。これまで、広島大学では瀬戸内海の人文・自然に関する
数多くの研究が行われています。今回の企画展は、広島県や
三原市、福山市と密接な連携をとり、「海の日」にちなんで開催さ
れる「海フェスタおのみち」の連携企画展として開催しました。地
元の瀬戸内海を対象とした学内外の研究成果や標本の展示
および講演会、野外観察会を行いました。
　展示の目玉としてナウマンゾウの全身骨格のレプリカ（三重県
立博物館所蔵）や庄原クジラ（庄原化石集談会所蔵）のレプ
リカ、オサガメ剥製（大柿自然環境体験学習交流館所蔵）や
初公開となる旧三原女子師範学校液浸魚類標本のほか、貝類
や剥製、化石、瀬戸内海の空撮写真（幅約2ｍ）など約
500点を展示しました。ハンズオンでは、チリモン（チリメンモン
スター）体験や塩のなめくらべ、さわれる化石を用意しました。こ
れらのハンズオンを巡りクイズに答えるスタンプラリーも合わせ

て実施し、全問正解者には展示パネルの縮刷版やチリモン図
鑑も入ったワンダーシーブックをプレゼントしました。
　記念講演会では、総合科学研究科の佐竹 昭教授に「近世
瀬戸内の暮らしと自然」、生物圏科学研究科の長沼 毅准教授
に「山河森海の幸、瀬戸内ワンダーシー」、総合博物館の清水
則雄助教に「陸に上がった魚ヨダレカケの不思議」と題してご
講演を頂きました。また、野外観察会（三原こども博士講座）とし
て、教育学研究科の鳥越兼治教授、総合博物館の清水則雄
助教に「小佐木島の生きもの観察」をご案内頂きました。
　湯﨑広島県知事、五藤三原市長をはじめ、たくさんの来場者
をお迎えしました。リピーターの子どもたちが熱心にチリモンを探
す姿が印象的でした。

企画展

02学生からのメッセージ

　昨年の7月に、三原市で行わ
れた「ワンダーシー 瀬戸内海の
魅力」という企画展で、広島大学
総合博物館のスタッフとして勤務
しました。この活動を通して、外国
からの留学生として日本の歴史
や環境に関する知識を多く学ぶ

ことができました。特に、瀬戸内海にいる魚の名称やチリ

モンの種類をたくさん覚えたり、展示によって里海の食物
連鎖も分かってきました。また、広島大学生物圏科学研
究科の長沼毅先生の「山河森海の幸、瀬戸内ワンダー
シー」という講演会も聴講しました。その講演会を通して、
海と森が密接に結びついているということがとても印象に
残りました。
　企画展では、子供を対象としたたくさんの活動を展開し
ました。チリモンの分類や、スタンプラリーがとてもおもしろ
いと思いました。
　今回の企画展に参加して、わたしは、瀬戸内海の自然
と文化の魅力に深く感動しました。とても有意義な経験に
なったと思います。

　今回の企画展に、私は技術
補佐員として参加しました。広島
大学総合博物館には、十数名の
学生が、技術補佐員として活動
しています。
　私は、企画展の運営に関わる
ことで、以下の3つを享受できたと

実感しています。1つは、企画展示が形作られる現場に
関わることで、どのような点で役割を果たすことができるかに
気づく点。2つ目は、お客様と接することで、よりよい展示
を目指して試行錯誤を繰り返し、どのような工夫を加える
べきかを各自が考え行動に移す点。そして3つ目は、学際
性を養うことができる点です。広島大学総合博物館は、
大学博物館であるため、企画展では、広島大学における
様々な分野の研究成果が織り交ぜられます。今回の企画
展でも、瀬戸内海に関わる様々な学問分野がリンクし、

共有し、影響し合うことが企画展の成功に繋がりました。
技術補佐員は一人の学生として、学際の現場を見ること
で、各々が日々研鑽を積んでいる自己の学びを見つめ
直すことに繋がると確信しています。
　また、技術補佐員として活動する学生は、それぞれ専門
分野や目指すものは異なっています。そのような学生たち
にとって企画展での活動は、個々が日々学び、研鑽を
積んでいる専門分野を、学生の間に現場で活かすこと
ができる機会です。同時に
社会と自らの学びの繋がり
を実感でき、さらに、よりよい展
示づくりに貢献できる、貴重
な機会でもあるのです。
　このように、学生自らが研鑽
できる貴重な機会である企画
展が、みなさまの支えによって
今後より一層発展し、高い
レベルでの学士教育への貢献
が続けられてゆくことを切に
願っております。

文学研究科博士課程前期2年

企画展を振り返って
河合　豊明

総合科学部研究生

企画展を振り返って
房　芳

　広島大学総合博物館による海
フェスタ連携企画展「ワンダーシー 
豊かな瀬戸内海」を福山市神辺
文化会館で開催し、多くのご来場
をいただきました。
　展示では「チリモンコーナー」が
人気になり、地元の走島産と和歌

山県産の２種のちりめんを用意し、その違いを考えてもらいま
した。不純物の少ない走島産は、体験する側にとってはつま

らなかったかもしれませんが、だからこそ特産品になるという
理解につなげました。ナウマンゾウの全身骨格を展示できな
かったのは残念ですが、むしろ上腕骨から全体をイメージ
させることで、その大きさを伝えることができたと思います。
　急な話だったにも関わらず、無事開催することができたの
は、博物館スタッフの熱意あってのものです。福山には自然
系博物館がないというのも、今回の展示につながった理由
のひとつで、福山の海は江戸時代以降に干拓された所が多
く、芦田川には河口堰があり、水質もあまり良くないことで有
名なため、海の豊かさ、生態系について正しく伝え、瀬戸内海
を見直してもらいたいという思いがありました。海フェスタという
大きな事業の一環としてではありましたが、このような海や川に
関係する企画展を開催できた意義は大きかったと思います。

福山市教育委員会
　文化課

企画展を振り返って
手島　智幸

お客様からの要望に応じて、作成した
展示パネル

お客様からの要望に応じて、作成した
チリモン見本

　「WONDER SEA 瀬戸内海の
魅力」展を海フェスタ連携企画展
として、平成24年7月13日（金）～
7月29日（日）の期間で、三原リー
ジョンプラザ展示ホールを会場に
開催しました。この企画展は、平成
24年2月、広島大学総合博物館・

広島県港湾振興課・三原市教育委員会とで最初の会議が
行われ、その後５ヶ月間の短い準備期間を経て開催にこぎつ
けた展示会です。世界有数の内海である瀬戸内海の特徴
を、「みて・ふれて・まなぶ」ことのできる体験型の展示構成
でした。主要な展示は、三重県立博物館所蔵のナウマンゾウ

の全身骨格や旧三原女子師範学校郷土資料室の海産
動物標本を目玉に、親子で楽しめるチリメンモンスター探し
など盛りだくさんの内容でした。この企画展の様子は、多く
のマスコミに報道され、市内外から合計7,437人の入場者
がありました。総じて小学生をはじめとした子どもたちのリピー
ター入場者が多く、子どもたちの心を掴まえたようでした。
　また、会場入口に設置した「海へのメッセージボード」は、
湯﨑広島県知事・五藤三原市長をはじめとして、多くの
見学者の魚型のメッセージカードで会期が進むにつれて
埋め尽くされました。最後になりますが、広島大学総合博物
館スタッフや学生ボランティアのご協力による分かりやすい
展示により、子どもだけでなく大人も瀬戸内海の魅力へ引き
込まれたのではないでしょうか。また、このような企画展をぜひ
三原で開催をしていただき、自然史のミュージアム構想へと
つなげて行きたいと思います。

三原市教育委員会生涯学習課　文化財係長

「WONDER SEA 瀬戸内海の魅力」展を振り返って
時元　省二

『ワンダーシー・瀬戸内海の魅力 in 三原市・豊かな瀬戸内海 in 福山市』
●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 

●協 力 ：

第6回企画展

2012年7月13日（金）～7月29日（日）、8月4（土）～8月12日（日）
三原リージョンプラザ展示ホール（三原市）・神辺文化会館小ホール（福山市）
広島大学総合博物館、第9回海フェスタ実行委員会、三原市、三原市
教育委員会、福山市海の日記念事業推進委員会、福山市教育委員会
三重県立博物館、庄原化石集談会、大柿自然環境体験学習交流館

※入場者数：7,437人（三原市）、2,612人（福山市）

記念式典の様子

展示会場の様子
小佐木島の生きもの

観察の様子

チリメンモンスター体験
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および講演会、野外観察会を行いました。
　展示の目玉としてナウマンゾウの全身骨格のレプリカ（三重県
立博物館所蔵）や庄原クジラ（庄原化石集談会所蔵）のレプ
リカ、オサガメ剥製（大柿自然環境体験学習交流館所蔵）や
初公開となる旧三原女子師範学校液浸魚類標本のほか、貝類
や剥製、化石、瀬戸内海の空撮写真（幅約2ｍ）など約
500点を展示しました。ハンズオンでは、チリモン（チリメンモン
スター）体験や塩のなめくらべ、さわれる化石を用意しました。こ
れらのハンズオンを巡りクイズに答えるスタンプラリーも合わせ

て実施し、全問正解者には展示パネルの縮刷版やチリモン図
鑑も入ったワンダーシーブックをプレゼントしました。
　記念講演会では、総合科学研究科の佐竹 昭教授に「近世
瀬戸内の暮らしと自然」、生物圏科学研究科の長沼 毅准教授
に「山河森海の幸、瀬戸内ワンダーシー」、総合博物館の清水
則雄助教に「陸に上がった魚ヨダレカケの不思議」と題してご
講演を頂きました。また、野外観察会（三原こども博士講座）とし
て、教育学研究科の鳥越兼治教授、総合博物館の清水則雄
助教に「小佐木島の生きもの観察」をご案内頂きました。
　湯﨑広島県知事、五藤三原市長をはじめ、たくさんの来場者
をお迎えしました。リピーターの子どもたちが熱心にチリモンを探
す姿が印象的でした。

企画展

02学生からのメッセージ

　昨年の7月に、三原市で行わ
れた「ワンダーシー 瀬戸内海の
魅力」という企画展で、広島大学
総合博物館のスタッフとして勤務
しました。この活動を通して、外国
からの留学生として日本の歴史
や環境に関する知識を多く学ぶ

ことができました。特に、瀬戸内海にいる魚の名称やチリ

モンの種類をたくさん覚えたり、展示によって里海の食物
連鎖も分かってきました。また、広島大学生物圏科学研
究科の長沼毅先生の「山河森海の幸、瀬戸内ワンダー
シー」という講演会も聴講しました。その講演会を通して、
海と森が密接に結びついているということがとても印象に
残りました。
　企画展では、子供を対象としたたくさんの活動を展開し
ました。チリモンの分類や、スタンプラリーがとてもおもしろ
いと思いました。
　今回の企画展に参加して、わたしは、瀬戸内海の自然
と文化の魅力に深く感動しました。とても有意義な経験に
なったと思います。

　今回の企画展に、私は技術
補佐員として参加しました。広島
大学総合博物館には、十数名の
学生が、技術補佐員として活動
しています。
　私は、企画展の運営に関わる
ことで、以下の3つを享受できたと

実感しています。1つは、企画展示が形作られる現場に
関わることで、どのような点で役割を果たすことができるかに
気づく点。2つ目は、お客様と接することで、よりよい展示
を目指して試行錯誤を繰り返し、どのような工夫を加える
べきかを各自が考え行動に移す点。そして3つ目は、学際
性を養うことができる点です。広島大学総合博物館は、
大学博物館であるため、企画展では、広島大学における
様々な分野の研究成果が織り交ぜられます。今回の企画
展でも、瀬戸内海に関わる様々な学問分野がリンクし、

共有し、影響し合うことが企画展の成功に繋がりました。
技術補佐員は一人の学生として、学際の現場を見ること
で、各々が日々研鑽を積んでいる自己の学びを見つめ
直すことに繋がると確信しています。
　また、技術補佐員として活動する学生は、それぞれ専門
分野や目指すものは異なっています。そのような学生たち
にとって企画展での活動は、個々が日々学び、研鑽を
積んでいる専門分野を、学生の間に現場で活かすこと
ができる機会です。同時に
社会と自らの学びの繋がり
を実感でき、さらに、よりよい展
示づくりに貢献できる、貴重
な機会でもあるのです。
　このように、学生自らが研鑽
できる貴重な機会である企画
展が、みなさまの支えによって
今後より一層発展し、高い
レベルでの学士教育への貢献
が続けられてゆくことを切に
願っております。

文学研究科博士課程前期2年

企画展を振り返って
河合　豊明

総合科学部研究生

企画展を振り返って
房　芳

　広島大学総合博物館による海
フェスタ連携企画展「ワンダーシー 
豊かな瀬戸内海」を福山市神辺
文化会館で開催し、多くのご来場
をいただきました。
　展示では「チリモンコーナー」が
人気になり、地元の走島産と和歌

山県産の２種のちりめんを用意し、その違いを考えてもらいま
した。不純物の少ない走島産は、体験する側にとってはつま

らなかったかもしれませんが、だからこそ特産品になるという
理解につなげました。ナウマンゾウの全身骨格を展示できな
かったのは残念ですが、むしろ上腕骨から全体をイメージ
させることで、その大きさを伝えることができたと思います。
　急な話だったにも関わらず、無事開催することができたの
は、博物館スタッフの熱意あってのものです。福山には自然
系博物館がないというのも、今回の展示につながった理由
のひとつで、福山の海は江戸時代以降に干拓された所が多
く、芦田川には河口堰があり、水質もあまり良くないことで有
名なため、海の豊かさ、生態系について正しく伝え、瀬戸内海
を見直してもらいたいという思いがありました。海フェスタという
大きな事業の一環としてではありましたが、このような海や川に
関係する企画展を開催できた意義は大きかったと思います。

福山市教育委員会
　文化課

企画展を振り返って
手島　智幸

お客様からの要望に応じて、作成した
展示パネル

お客様からの要望に応じて、作成した
チリモン見本

　「WONDER SEA 瀬戸内海の
魅力」展を海フェスタ連携企画展
として、平成24年7月13日（金）～
7月29日（日）の期間で、三原リー
ジョンプラザ展示ホールを会場に
開催しました。この企画展は、平成
24年2月、広島大学総合博物館・

広島県港湾振興課・三原市教育委員会とで最初の会議が
行われ、その後５ヶ月間の短い準備期間を経て開催にこぎつ
けた展示会です。世界有数の内海である瀬戸内海の特徴
を、「みて・ふれて・まなぶ」ことのできる体験型の展示構成
でした。主要な展示は、三重県立博物館所蔵のナウマンゾウ

の全身骨格や旧三原女子師範学校郷土資料室の海産
動物標本を目玉に、親子で楽しめるチリメンモンスター探し
など盛りだくさんの内容でした。この企画展の様子は、多く
のマスコミに報道され、市内外から合計7,437人の入場者
がありました。総じて小学生をはじめとした子どもたちのリピー
ター入場者が多く、子どもたちの心を掴まえたようでした。
　また、会場入口に設置した「海へのメッセージボード」は、
湯﨑広島県知事・五藤三原市長をはじめとして、多くの
見学者の魚型のメッセージカードで会期が進むにつれて
埋め尽くされました。最後になりますが、広島大学総合博物
館スタッフや学生ボランティアのご協力による分かりやすい
展示により、子どもだけでなく大人も瀬戸内海の魅力へ引き
込まれたのではないでしょうか。また、このような企画展をぜひ
三原で開催をしていただき、自然史のミュージアム構想へと
つなげて行きたいと思います。

三原市教育委員会生涯学習課　文化財係長

「WONDER SEA 瀬戸内海の魅力」展を振り返って
時元　省二

『ワンダーシー・瀬戸内海の魅力 in 三原市・豊かな瀬戸内海 in 福山市』
●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 

●協 力 ：

第6回企画展

2012年7月13日（金）～7月29日（日）、8月4（土）～8月12日（日）
三原リージョンプラザ展示ホール（三原市）・神辺文化会館小ホール（福山市）
広島大学総合博物館、第9回海フェスタ実行委員会、三原市、三原市
教育委員会、福山市海の日記念事業推進委員会、福山市教育委員会
三重県立博物館、庄原化石集談会、大柿自然環境体験学習交流館

※入場者数：7,437人（三原市）、2,612人（福山市）

記念式典の様子

展示会場の様子
小佐木島の生きもの

観察の様子

チリメンモンスター体験
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　「里海」、あまり聞きなれない言
葉だが、「人の手が加わることに
よって自然環境が保たれ、生産性
が高められている海岸部」とされ
る。古くから人びとが営んできた
「里山」の考え方を海にあてはめ
たものだ。

　この出前博物館は、中国新聞社が2010年10月から連
載を始めた「命のゆりかご」記事の写真パネルを中心に、
広島大学の瀬戸内海に関係する学術成果を展示したも

のである。しかも会場は、民間の商業施設にある東広島
市民ギャラリー、展示は博物館実習の一環として9名の学
生が頑張った。新聞紙上で見るよりも写真パネルは迫力が
あり、干潟の泥土をはい回る魚、トビハゼ（準絶滅危惧種）保
護への広島大学総合博物館の取り組みは、生息のみなら
ず環境保全の一助となる。
　東広島市安芸津町の南に広がる三津湾は、三方を山
に囲まれた地形から瀬戸内海の縮図とされる。湾内の龍
王島周辺に広がるアマモ場は稚魚の成育場であり、魚食
性魚類の餌場となっている。またカキ筏や真珠筏の下は、
大型魚類の絶好の漁礁といえよう。まさに「里海」の典型
例であり、魚類の宝庫だ。恒久的にこの良好な環境が続く
ことを願いたい。

03博物館実習 04出前博物館概要

2012年度　日本新聞協会賞受賞　写真展
●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 

●共 催 ：
●写真提供：
●運 営 ：

『命のゆりかご～豊かな里海のいきものたち～』

2012年12月4日（火）～12月9日（日）
東広島市市民ギャラリー（フジグラン東広島店2階）
広島大学総合博物館、科学研究費補助金若手研究（B）
絶滅危惧種トビハゼの保全に向けて大学博物館が取り
組む環境教育プログラム
東広島市教育委員会
中国新聞社
平成24年度広島大学博物館実習Ⅰ実習生

　世界でも有数の美しい内海、瀬戸内海は、私たちの生活に
身近な「里海」です。人々は古くから、この海を舞台として生活
してきました。広島大学はこれまで、自然・人文にまたがる多くの
分野から研究を行ってきました。これらの成果は地元のマスコミ
にも多く取り上げて頂き、中国新聞が連載した「命のゆりかご 

瀬戸内の多様な生態系」が2012年度の日本新聞協会賞を
受賞しました。本企画展では、紙面を飾った写真パネルととも
に、関連する広島大学の研究成果をわかりやすく発信しまし
た。特にこの度は博物館実習の一環として学生が展示と運営
を担い、瀬戸内海の豊かさ、その現状と課題、その魅力を発信
しました。また、スペシャルプログラム「里海のいきものからの
伝言」と題して、総合博物館の清水則雄助教、中国新聞社
報道部の衣川圭記者、生物圏科学研究科の海野徹也准
教授にご講演頂きました。＊入場者数 ： 804人

授賞式の様子（前列右から3人目が筆者）

実習の様子

　４ヶ月間、のべ60時間ほどの博物館実習。博物館の「生」の

姿が垣間見られた、収穫の多い時間でした。

　実習中も後ろでは渋谷さんがパネルの印刷。実習の合間に

は清水先生が印刷会社の方と打ち合わせ。展示水槽の魚が死ん

でしまった時は、その魚を用いた標本作成に実習内容が急遽変

更になったり。実習内容もさることながら、スタッフの方々が博物

館運営に取り組む姿やみなさんから聞いたお話、その全てが優

れた教材であり、雄弁に語りかけてくるテキストでした。

　このようにリアルタイムで動いている博物館に身を置いて、

スタッフの一挙一動から学び取ることができる。しかもそんな贅沢な

環境が大学内にある。それがどれだけ重要な意味を持つのか書き

たいと思い、今回賞をいただいた紹介文は、「大学博物館で実習

を受けるということ ―その魅力と意義」というタイトルにしました。

　内容は実習の緊張感・大変さ、そして楽しさなど、伝えたいこと

を伝えたいままに記したものです。なので、今回の賞は忙しい中で

も熱意を持って授業を担当して下さった藤野先生・清水先生を

はじめ、博物館のスタッフの方々への賞だと思っています。

　…思ってはいますが、賞状と副賞はありがたく頂戴いたしま

した（笑）ありがとうございます。

　広大の貴重な環境や最新の研究成果を発信する、そうした

外への発信が大学博物館の重要な使命だと思います。しかし

今回実習を受けて、教育の場として大学に博物館があること

の素晴らしさを知ることができました。毎年多くの実習生を受け

入れていくことになると思いますが、回数を重ねても、実習生の

人数が増えても、博物館としての「生 し々さ」を伝えるような実習

になっていくことを願っています。

博物館実習Ⅰ、Ⅱ概要

　平成24年度から博物館法の一部改正に伴い本学で

も特定プログラムとして新学芸員プログラムが始まりまし

た。当館はその中核を担うこととなり、旧プログラムから

の移行期間である今年度は新設された博物館実習Ⅰ

（学内での博物館実習）、既存の博物館実習Ⅱ（学外で

の博物館実習の事前、事後指導）を、大学院生や編入

生を対象に実施しました。前期1名、後期9名の学生を

それぞれ担当しました。博物館実習Ⅰでは、ワンダーシー

瀬戸内海の魅力展やオープンキャンパス特別展示（南極

展示）、命のゆりかご展など博物館が実施する企画展の

準備や運営に参加してもらうなど60時間を超える人文・

自然系横断的な実践型授業を行いました。前期の受講生

が応募した「My Best 授業紹介コンテスト」では、見事、

優秀賞に選定されるなど目に見える成果もあがりました。

移行期間ならではの少人数での授業ということもあり、

学生間の激しい議論も展開され、我々博物館スタッフに

とっても、大変刺激的な授業となりました。博物館実習Ⅱ

では、館外実習の心得やマナーについての事前指導

と、学生が実習内容のプレゼンテーションを行う報告会

を実施しました。

 My Best 授業紹介コンテスト
文学研究科博士課程前期2年 湯谷　翔悟

　瀬戸内海の生きものたちの姿から見
えてくる現状と課題、魅力に一人でも多
くの方に触れてほしいという気持ちを実
習生全員で一つのカタチにしたものが
『命のゆりかご』展です。博物館実習生
は年齢や学部も全く異なった学生から
構成されていたこともあってか、展示物

や配置を考えるだけでも十人十色の発想や意見が飛び交いま
した。取り入れたい意見ばかりにも関わらず、決められた時間内に
私たちが伝えたい企画展を創り上げる難しさについても学べまし
た。『命のゆりかご』展で最も印象に残ったことは、日々の実生活
を通した今と昔の瀬戸内海の生態系の変化について地域の
方々から教えていただけたことです。一つの写真を通して、瀬戸
内海の変化や瀬戸内海で遊んだ昔の思い出話をお聞きするこ
とができ、文献からは知ることができなかった瀬戸内海にたくさん

出会うことができました。そして、実習生からは広島大学での研究
成果をお話することで、双方にとって大変充実した時間になった
のではないかと思います。私の目標は一つでも多くの気づきを与
えられる展示や接客を心がける一方向のみのものでしたが、お客
様との双方向コミュニケーションによりお互いが新しいことに気
づける機会も博物館にはあることを実習を通して学ぶことができ
ました。『来て良かった』『瀬戸内海にこれか
らも関心を向けていきたい』等の言葉を残し
て帰られたときや、アンケートに素敵な言葉
が添えられていたときの心の充実感は忘れ
られません。実習を通して、広島大学総合
博物館が大学内でも地域の人 と々最も近
い交流のできる場所だと思い、さらなる広島
大学の研究発信や学生を巻き込んだ社会
貢献を期待します。今回の博物館実習を通
して学芸員の様々な業務や知識に間近で
触れる機会を経験できたことで、将来は自
然史博物館や科学館の学芸員になりたい
という想いが堅く強いものになりました。

理学研究科博士課程前期1年

博物館実習を振り返って
山田　紘子

実習の様子

実習生と博物館スタッフとの記念撮影

展示会場の様子

講演会での受付の様子

講演会の様子

東広島市教育委員会　
文化課参事

出前博物館を共催し
て

「命のゆりかご」～豊
かな里海のいきものた

ち

妹尾　周三
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　「里海」、あまり聞きなれない言
葉だが、「人の手が加わることに
よって自然環境が保たれ、生産性
が高められている海岸部」とされ
る。古くから人びとが営んできた
「里山」の考え方を海にあてはめ
たものだ。

　この出前博物館は、中国新聞社が2010年10月から連
載を始めた「命のゆりかご」記事の写真パネルを中心に、
広島大学の瀬戸内海に関係する学術成果を展示したも

のである。しかも会場は、民間の商業施設にある東広島
市民ギャラリー、展示は博物館実習の一環として9名の学
生が頑張った。新聞紙上で見るよりも写真パネルは迫力が
あり、干潟の泥土をはい回る魚、トビハゼ（準絶滅危惧種）保
護への広島大学総合博物館の取り組みは、生息のみなら
ず環境保全の一助となる。
　東広島市安芸津町の南に広がる三津湾は、三方を山
に囲まれた地形から瀬戸内海の縮図とされる。湾内の龍
王島周辺に広がるアマモ場は稚魚の成育場であり、魚食
性魚類の餌場となっている。またカキ筏や真珠筏の下は、
大型魚類の絶好の漁礁といえよう。まさに「里海」の典型
例であり、魚類の宝庫だ。恒久的にこの良好な環境が続く
ことを願いたい。

03博物館実習 04出前博物館概要

2012年度　日本新聞協会賞受賞　写真展
●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 

●共 催 ：
●写真提供：
●運 営 ：

『命のゆりかご～豊かな里海のいきものたち～』

2012年12月4日（火）～12月9日（日）
東広島市市民ギャラリー（フジグラン東広島店2階）
広島大学総合博物館、科学研究費補助金若手研究（B）
絶滅危惧種トビハゼの保全に向けて大学博物館が取り
組む環境教育プログラム
東広島市教育委員会
中国新聞社
平成24年度広島大学博物館実習Ⅰ実習生

　世界でも有数の美しい内海、瀬戸内海は、私たちの生活に
身近な「里海」です。人々は古くから、この海を舞台として生活
してきました。広島大学はこれまで、自然・人文にまたがる多くの
分野から研究を行ってきました。これらの成果は地元のマスコミ
にも多く取り上げて頂き、中国新聞が連載した「命のゆりかご 

瀬戸内の多様な生態系」が2012年度の日本新聞協会賞を
受賞しました。本企画展では、紙面を飾った写真パネルととも
に、関連する広島大学の研究成果をわかりやすく発信しまし
た。特にこの度は博物館実習の一環として学生が展示と運営
を担い、瀬戸内海の豊かさ、その現状と課題、その魅力を発信
しました。また、スペシャルプログラム「里海のいきものからの
伝言」と題して、総合博物館の清水則雄助教、中国新聞社
報道部の衣川圭記者、生物圏科学研究科の海野徹也准
教授にご講演頂きました。＊入場者数 ： 804人

授賞式の様子（前列右から3人目が筆者）

実習の様子

　４ヶ月間、のべ60時間ほどの博物館実習。博物館の「生」の

姿が垣間見られた、収穫の多い時間でした。

　実習中も後ろでは渋谷さんがパネルの印刷。実習の合間に

は清水先生が印刷会社の方と打ち合わせ。展示水槽の魚が死ん

でしまった時は、その魚を用いた標本作成に実習内容が急遽変

更になったり。実習内容もさることながら、スタッフの方々が博物

館運営に取り組む姿やみなさんから聞いたお話、その全てが優

れた教材であり、雄弁に語りかけてくるテキストでした。

　このようにリアルタイムで動いている博物館に身を置いて、

スタッフの一挙一動から学び取ることができる。しかもそんな贅沢な

環境が大学内にある。それがどれだけ重要な意味を持つのか書き

たいと思い、今回賞をいただいた紹介文は、「大学博物館で実習

を受けるということ ―その魅力と意義」というタイトルにしました。

　内容は実習の緊張感・大変さ、そして楽しさなど、伝えたいこと

を伝えたいままに記したものです。なので、今回の賞は忙しい中で

も熱意を持って授業を担当して下さった藤野先生・清水先生を

はじめ、博物館のスタッフの方々への賞だと思っています。

　…思ってはいますが、賞状と副賞はありがたく頂戴いたしま

した（笑）ありがとうございます。

　広大の貴重な環境や最新の研究成果を発信する、そうした

外への発信が大学博物館の重要な使命だと思います。しかし

今回実習を受けて、教育の場として大学に博物館があること
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博物館実習Ⅰ、Ⅱ概要

　平成24年度から博物館法の一部改正に伴い本学で

も特定プログラムとして新学芸員プログラムが始まりまし
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 My Best 授業紹介コンテスト
文学研究科博士課程前期2年 湯谷　翔悟

　瀬戸内海の生きものたちの姿から見
えてくる現状と課題、魅力に一人でも多
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私たちが伝えたい企画展を創り上げる難しさについても学べまし
た。『命のゆりかご』展で最も印象に残ったことは、日々の実生活
を通した今と昔の瀬戸内海の生態系の変化について地域の
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えられる展示や接客を心がける一方向のみのものでしたが、お客
様との双方向コミュニケーションによりお互いが新しいことに気
づける機会も博物館にはあることを実習を通して学ぶことができ
ました。『来て良かった』『瀬戸内海にこれか
らも関心を向けていきたい』等の言葉を残し
て帰られたときや、アンケートに素敵な言葉
が添えられていたときの心の充実感は忘れ
られません。実習を通して、広島大学総合
博物館が大学内でも地域の人 と々最も近
い交流のできる場所だと思い、さらなる広島
大学の研究発信や学生を巻き込んだ社会
貢献を期待します。今回の博物館実習を通
して学芸員の様々な業務や知識に間近で
触れる機会を経験できたことで、将来は自
然史博物館や科学館の学芸員になりたい
という想いが堅く強いものになりました。
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05入館者6万人を達成しました！ 06オープンキャンパス特別展示

08生涯学習フェスティバル

　平成24年11月22日（木）に、開館以来
6年で6万人目の来館者をお迎えしました。
6万人目の来館者となったのは、岡山県立
倉敷天城中学校2年生の加納工さんで、
同級生や先生が見守る中、岡橋館長か
ら、花束やヒロッググッズを進呈しました。
　これまで年間の来館者数は、1年目をピ
ークに微減の傾向にありました。しかし昨
年度より回復の兆しを見せ、平成24年1
月13日の5万人達成以来、僅か10ヶ月で
の大台到達となりました。この成果に慢心
することなく、スタッフ一同、来館者の皆様
に喜んでもらえる博物館づくりを目指した
いと思います。

花束贈呈

記念撮影

●期 間 ：
●会 場 ： 
●主 催 ： 
●協 力 ：

第22回東広島市生涯学習フェスティバルへの出前博物館
2012年11月3日（土）～4日（日）
アクアパーク（東広島運動公園）体育館
広島大学総合博物館
広島大学エクステンションセンター

　国際学術研究都市としての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。地域連携推進事業に採択されたオオサンショウ
ウオの保全活動を紹介するオオサンショウウオの等身大の
レプリカや調査器具、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を展示し、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。

※来場者数：1,002人

展示会場の様子

07大学祭特別展示

●期 間 ：2012年11月3日（土）～4日（日）

　大学祭の開催に合わせ本館内に特別展示「東広島
のお宝」コーナーを加えました。国の特別天然記念物の
オオサンショウウオの剥製・骨格標本、東広島市豊栄町
で産出した水晶（谷山コレクション）など地元東広島市に
縁のある展示を行いました。意外と愛嬌を感じさせるオオ
サンショウウオの剥製や自然の織りなす不思議を感じる
ことのできる美しい水晶に多くの方が見入っていました。

※来場者数：1,044人

本館の様子

広報中の学生スタッフ 東広島のお宝

「東広島のお宝」の展示

●期 間 ：2012年8月7日（火）～8日（水）
※来場者数：1,967人

「のぞいてみよう氷の世界ー南極大陸の学術研究」

　平成24年度の広島大学オープンキャンパスが、8月7
日（火）・8日（水）の二日間で行われました。これに合わせ
て、総合博物館では本館内のN’sスクエア周辺で、特別
展示『のぞいてみよう氷の世界̶南極大陸の学術研究』
（P3参照）を実施しました。展示には、南極から持ち帰った
「三稜石」や広島大学の研究者が実際に乗車した雪上
車の「計器盤」など、実物の魅力を通して広島大学の研
究を身近に感じてもらう工夫をしました。期間中、総合博
物館には、計1,967人（7日：1,305人、8日：662人）の来
館者が訪れ、高校生を中心に多くの方が、広島大学と南
極との意外なつながりに感嘆の声をあげていました。

いと思います。 記念撮影

来館者の声

広島県立西条特別支援学校　八本松分級教諭
橋詰　利恵
　今年度は10月2日（火）、秋の遠足で広島大学総合博物館
に行きました。2年前にも秋の遠足で博物館を見学させてもらい
ました。八本松分級から福祉バスに乗ると、30分ほどで広島大学
総合博物館に到着します。総合博物館の正面玄関前までバスで
入ることができたので、見学の時間を少しでも多くとることができ
ました。博物館の見学では学芸員さんが丁寧に説明をしてください
ました。キバがあるイノシシの話に興味津々で聞き入っていた児童
生徒たちでした。また、魚の化石や恐竜の卵や糞の化石、恐竜の

骨やナウマン象の歯などは、実際に指でなぞって化石の凸凹を
確かめることができ、こわごわ手をのばして触ってみたり、「これは
何だろう。」となんとも言えない表情を見せたりとさまざまな児童
生徒の姿を見ることができました。展示方法にたくさんの工夫が
あり月球儀の紐を引っぱった
り、扉を開けて虫や魚の説明
を見たりと興味をもって見学
することができました。普段の
授業では出会えないものに
触れることができ充実した遠
足になりました。 本館展示中のイノシシ

晃英館中学校　3年
青木　映見
　私は、広島大学総合博物館を見学し
て、宇宙・地球のコーナーに展示されてい
たたくさんの化石のことが一番心に残って
います。
　理由は、普段の生活ではなかなか見るこ

とのできない「本物」の化石を近くで見ることができたからです。そし
てこれらの化石から、いろいろな動物の大昔の姿や生活の場所が

次 と々解明されていることは、素晴らしいことだと思いました。
　博物館を見学し、「研究」はとても時間がかかり、大変なことだと
分かりました。でも自分なりの答
えを出すことができたら、とても
気持ちいいことなんだろうとも思
いました。
　私は今回の博物館見学を
通して、自分のやりたいことの
視野を広げていきたいです。 見学風景

晃英館中学校　教諭
牟田　正平
　我が晃英館中学校（中高一貫）におい
て、中学３年次の広大訪問は、毎年欠かさず
実施している恒例行事の一つです。大学進
学への意識を高めることをねらいとした行事
なのですが、今年度は、高校１年次の文理

選択に結びつけるという新たな目的意識を持って臨みました。
　この訪問で数々の有意義な体験をさせていただきましたが、我々

の目的に最も応えてくれたのは総合博物館見学だったのです。
　「社会に出たら文系も理系も関係ありません。どんなことにも
興味を持って取り組まなければならない場面がたくさんあります」
これは博物館見学のオリエンテーションで、生徒たちに向けられ
た言葉です。
　誰もが自分の興味・関心を安易に決めてしまいがちです。総合
博物館で教わったのは、個々の展示物に関する知識だけでなく、
学問そのものに対する姿勢でした。生徒たちはここでの体験を役
立て、自らの進む道に関して存分に悩んでほしいと思います。
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07大学祭特別展示
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広報中の学生スタッフ 東広島のお宝
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いと思います。 記念撮影
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の目的に最も応えてくれたのは総合博物館見学だったのです。
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09「総合博物館研究報告」第4号の発行

　平成24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4号を発行しました。

　学内外より、原著論文3編、短報1編、資料3編、

書評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

配付中です。

10外部評価の実施と自己点検・外部評価報告書の発行

　総合博物館が創設された2006（平成18）

年度から2010（平成22）年度までの5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 平成18-22年度』を発刊しました。

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、計7名の方に就任をお引き受けいただきま

した。委員からの具体的な提言を今後の活動

に生かしていく必要があります。また、これまで

の足跡を鑑みるよい機会となりました。評価書

は、博物館のウェブサイトでPDFファイルを

公開しています。

カレンダー発行！

　第6作目となる2013年度カレン

ダーを発行しました。デザインは、昨年

度に引き続き、博物館の学生スタッフ

がアイデアを出し合って作成しました。

今回は、釜野靖子さん（教育学部4

年）、新原悠紀さん（総合科学部4

年）、高橋彩華さん（文学部4年）、藤

野泰志さん（文学研究科 博士課程

前期1年）、増田尚哉さん（文学部2

年）、以上5名の協力によります。博

物館の魅力を伝える素敵なデザイン

に仕上がっています。総合博物館本

館で無料配布していますので、この

機会にぜひお立ち寄り下さい。

目　次

○淺野敏久・光武昌作・林健児郎・榎本隆明
ラムサール条約湿地「蕪栗沼及び周辺水田」の保全と活用
○重田利拓・小畑泰弘・星野浩一・岡本裕之・正岡哲治・清水則雄
瀬戸内海で採集されたアルビノのクサフグTakifugu niphobles（フグ科）
○妹尾周三
長門国府・国分寺を中心とした軒瓦の様相

◎原著論文

○広瀬雅人・大塚　攻・近藤裕介・平林丈嗣・富川　光・清水則雄
瀬戸内海中央部で発見された腕足類2種について

◎短報

○佐藤裕哉
原爆と広島大学「生死の火」学術編（復刻版）

◎書評

○中坪孝之・中坪知輝
広島大学東広島キャンパスに生息する哺乳類
―特にニホンテンについて―
○長澤和也・新田理人
広島県産淡水・汽水魚類の寄生虫目録（1925-2012年）
○橋本知佳
教養的教育科目『教養ゼミ』における大学博物館利用と学生による評価
―広島大学の事例から

◎資料

展示NEW!

充実する本館常設展示ー標本・ジオラマの追加

　本年度は、三原市での企画展「ワンダーシー・瀬
戸内海の魅力」の展示のために瀬戸内海の生態
系の頂点に位置する鯨類スナメリの全身骨格と瀬
戸内海の衛星画像全図を製作しました。また、東広
島市で実施した出前博物館「命のゆりかご～豊かな
里海のいきものたち」では、瀬戸内海に生息する準
絶滅危惧の魚類トビハゼのジオラマを製作しました。
さらに本年度実施した広島大学地域連携推進事
業「東広島市に生息する国の特別天然記念物オオ
サンショウウオの分布調査と教育普及活動」では同
種の剥製と全身骨格標本を作成しました。これらの
標本は、企画展での展示の後、本館での常設展示
や特別展示として仲間入りしています。是非、この機
会に御覧ください。

本館平和展示コーナーの新設

　2013年4月から本館に平和展示コーナーが加わ
ります。
　原爆ドームの金具や壁（レンガ）をはじめ、被曝し
た瓦の実物や原爆放射線医科学研究所が所蔵す
る原爆や放射線に関する文献資料などを展示しま

瀬戸内海衛生画像全図

オオサンショウウオ
剥製

オオサンショウウオ
全身骨格標本

スナメリ全身
骨格標本

トビハゼ
模型

打ち合わせの様子

す。また被爆前の広島市内の様子を復元したDVD
や被爆の被害などを示した地図データを見ることが
できる映像コーナーを設置しました。原爆や放射線
について考えるきっかけになることを願っています。
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11サテライト館の整備

　サテライト館とは、各部局（学部や研究科・センター）内の一部を利用して、その部局が持つ標本資料や研究成果

を紹介する展示スペースです。これまでサテライト館は、生物圏科学研究科、埋蔵文化財調査部門、文学研究科、理学研

究科、中央図書館に設置していました。新たに、理学研究科サテライト館のなかに両生類研究施設が展示公開施設とし

て加わりました。また、既存のサテライト館の近況もお知らせします。

両生類研究施設展示スペース

サテライト館　展示担当者の声

生物圏科学研究科教授
河合　幸一郎

　水槽の中を優雅に泳ぐ魚たちを暫し見て

いると、不思議なことにだんだんと気持ちが

穏やかになってゆきます。そんな極上の癒しを与えてくれる空間、

そして独創的な発想につながる新たな発見の空間を目指して、

大きさ・色彩・形態・行動、あらゆる方向に適応放散・収斂を繰り

返してきたさまざまな魚類を展示しています。日本が誇るべき“春の

絶品“ヤリタナゴなどの身近な淡水魚、”北の宝石“オショロコマ

などの渓流魚、プロトプテルスなどの古代魚、豪華絢爛・熱帯魚

の王様ディスカス、口内保育という絶妙な子育てを見せるアフリ

カン・シクリッド、豪快な泳ぎを見せるギンガメアジなどの近海魚、

サンゴのお花畠に戯れるチョウチョウウオなど、いつでも愛嬌

たっぷりの魚たちが迎えてくれます。
生物圏科学研究科

ギンガメアジ 網走オショロコマ

トゲチョウチョウウオ

展示の様子

展示の様子

ピジョンブラッドディスカス

理学研究科長
出口　博則

　長年の広島大学における基礎理学研

究・理学教育の過程で生成された数多い

特色ある資料の一部を展示しています。これらは研究が済んで

役目を終えた資料ではなく、現在もなお研究・教育資料として、2次

的、３次的活用にも耐える、活きている資料です。生物関係では

83年の歴史をもつコケ植物研究で蓄積された数十万点を数える

標本の中から、鈴木兵二博士が広大在職中に研究したミズゴケ

に関する資料を展示しています。同博士が描いたミズゴケの精密

線画の原画と博士が自ら収集した日本産全35種の標本などが

ご覧いただけます。岩石・鉱物関係では、中国地方を中心とした

地域に産する代表的な岩石の実物とその産地を地図に示して

展示しています。また、中国地方の鉱山から採取された鉱石の展示

があります。この鉱石資料は2004年に中国経済産業局鉱業課

から広島大学に寄贈されたものです。上記資料はそれぞれ生物科

学専攻と地球惑星システム学専攻で保存・管理されています。
理学研究科

文学研究科准教授

　大英博物館が植民地主義の恩恵を

被っていることは周知の事実です。外地から

の略奪品がそこを満たしているからです。そこでは陳列することが

大英帝国の力を誇示することにつながりました。現在でもそこを

訪れるものは圧倒的な展示物の量に驚嘆させられます。ひたすら

受身の姿勢で陳列物をみることに終始してしまいます。

　そもそも博物館は英語でmuseumといい、その語源をmuseに

持ちます。ギリシャ神話の詩神に端を発したこの言葉は詩的霊感

などの他に沈思黙考する熟考するなどの動詞の意味も有しています。

したがって本来museumは、陳列品を観るためだけの場所では

ありません。そこから積極的に霊感を得て、考えることが重要なの

です。僕自身も博物館を訪れるとただ観るという行為に満足し、

情報を消費してお終いになりがちですが、時には英語の原義に

立ち戻り、じっくり考える場にしたいと思います。

文学研究科

川島　健

理学研究科附属両生類研究施設長

　両生類研究施設は1967年に設立さ

れた、両生類専門の研究施設です。両生

類を名前に冠した研究教育機関は日本

に例がなく、広島大学を特徴づけるユ

ニークな組織といえます。当施設は、昨年４月から総合博物館

の理学研究科サテライト館の一部として一般公開を始めまし

た。オープンに当たっては総合博物館と理学研究科の強力な御

支援・御指導のもと、玄関ロビーを展示スペースとして整備しまし

た。当施設は、実験動物として様々な利点を有する両生類を研

究材料として、生命科学上の重要な問題にチャレンジしていま

す。特に陸上性のカエルを安定して飼育繁殖できる施設は世

界的にも珍しく、この特徴を生かした研究で世界をリードしてき

ました。展示スペースでは、これまでの研究成果や資料に加え、

施設の沿革、組織、研究内容、さらに、最新研究トピックなどに

ついてパネル展示を行っています。特筆すべきは、標本展示で

す。これまでに当施設で作出･収集された、人為単為発生カエ

ル、核細胞質雑種、人工新種複二倍体、雑種に多発する癌系

統、さらに新種記載の基準標本など、学術的に貴重な標本が

展示されています。また、保全を目的に飼育下繁殖している絶

滅危惧種（天然記念物）については、模型展示をしています。

さらに、次世代モデル実験動物として注目されているネッタイツ

メガエルや広島県内のカエル類･有尾類については、生体を

展示しています。総合博物館の理念として、大学の独自性を目

に見えるかたちで現すことが求められていますので、「両生類研

究の世界拠点」や「両生類ノアの方舟」を目指している当施設

の展示スペースが、本学の研究教育への支援の一助となり、

地域社会へのアウトリーチとして貢献できることを願っています。

なお、学内外から見学者も多く、最近では、貴賓として、秋篠宮

殿下、下村脩博士（ノーベル化学賞受賞）、益川敏英博士

（ノーベル物理学賞受賞）をお迎えしています。

住田　正幸

展示パネル

骨格標本やジオラマ 秋篠宮殿下のご見学風景

オオサンショウウオの液浸標本
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第29回『ネイチャーゲームで遊ぼう！！（春編）』
◎ナビゲーター：浅野 敏久（総合科学研究科　准教授）
◎日　時：2012年5月19日（土）13：30～15：30　東広島キャンパス内
◎参加者：50名

第30回第6回企画展「WONDER SEA　瀬戸内海の魅力」
関連イベント『小佐木島の生きもの観察会』
◎ナビゲーター：鳥越 兼治（教育学研究科　教授）、清水 則雄（総合博物館　助教）
◎日　時：2012年7月28日（土）8：00～15：00
◎参加者：44名

第31回『ネイチャーゲームで遊ぼう！！（秋編）』
◎ナビゲーター：浅野 敏久（総合科学研究科　准教授）
◎日　時：2012年10月20日（土）13：30～15：30　東広島キャンパス内
◎参加者：62名

第32回『海洋フィールド調査体験ツアー』
◎ナビゲーター：中口 和光（豊潮丸　船長）
◎日　時：2012年10月27日（土）10：00～16：30　呉市練習船基地
◎参加者：43名

第33回『どんぐりの観察』
◎ナビゲーター：青山 幹男
   （技術センター　緑環境アドバイザー）

◎日　時：2012年11月24日（土）
　 10：00～12：00　東広島キャンパス内

◎参加者：31名

第34回『古建築の見方！！～旧石井家住宅～』
◎ナビゲーター：佐藤 大規（総合博物館　学芸職員）
◎日　時：2013年2月23日（土）13：30～15：30
◎参加者：21名

イベントポスター  この1年 14

「ＷONDER SEA
  瀬戸内海の魅力」三原

第33回フィールドナビ
「どんぐりの観察」

第34回フィールドナビ
「古建築の見方！！」

第31回フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！！ 秋編」

「命のゆりかご」
～豊かな里海のいきものたち～

第39回公開講演会
東広島市第17回文化財講演会・東広島市自然研究会記念講演会
「里山のたからもの オオサンショウウオ ～東広島の現状と未来～」

第38回公開講演会
「理学研究科附属両生類研究施設展示スペース
オープニング記念講演会」

第29回フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！！ 春編」

第32回フィールドナビ
「海洋フィールド調査体験ツアー」

第40回 第6回企画展「WONDER SEA　瀬戸内海の魅力」
in　三原市　関連イベント

■「近世瀬戸内の暮らしと自然」／佐竹　昭（総合科学研究科　教授）
■「山河森海の幸、瀬戸内ワンダーシー」／長沼　毅（生物圏科学研究科　准教授）
◎日　時：2012年7月21日（土）
　14：00～16：40（三原リージョンプラザ大ホール）

◎参加者：158名

第41回 第6回企画展「WONDER SEA　豊かな瀬戸内海」
in　福山市　関連イベント
『陸に上がった魚！？ヨダレカケの不思議』

◎講　師：清水 則雄（総合博物館　助教）
◎日　時：2012年8月11日（土）13：30～14：30（福山市神辺文化会館）
◎参加者：60名

第42回 広島大学総合博物館 出前博物館
「命のゆりかご～豊かな里海のいきものたち～」関連イベント
『里海のいきものからの伝言～メッセージ～』

■「トビハゼが跳ねる干潟」／清水 則雄（総合博物館　助教）
■「記者の目から見た里海の現在」／衣川　圭（中国新聞社報道部　記者）
■「里海のいきものからの伝言」／海野 徹也（生物圏科学研究科　准教授）
◎日　時：2012年12月8日（土）
　13：30～15：00（御薗宇地域センター大ホール）

◎参加者：52名

第38回 理学研究科附属両生類研究施設
展示スペース　オープニング記念講演会
『世界でオンリーワンの両生類研究施設』

◎講　師：住田 正幸（理学研究科附属両生類研究施設長）
◎日　時：2012年4月26日（木）15：00～17：00（理学研究科E102）
◎参加者：58名

第39回 『里山のたからもの　オオサンショウウオ
～東広島の現状と未来～』

◎講　師：桑原 一司（日本オオサンショウウオの会会長、広島市安佐動物公園前副園長）
◎日　時：2012年6月24日（日）13：30～15：30（アゼイリアホール［豊栄生涯学習センター］）
◎参加者：112名

「ＷONDER SEA
 豊かな瀬戸内海」福山

photo album@campusフォトアルバム@キャンパス その六

こちらは、秋に咲いたイリオ
モテアザミ（西表薊）。
普通に見るアザミの花色は
濃いピンクですが、これは淡
いモモ色のグラデーションが
かかっています。それが何と
なく儚さをイメージさせます。
でも、胴体は棘状葉っぱで
完全防御！このギャップがま
たよろし。

イリオモテアザミ（西表薊）の花（植物管理室大温室）

「綺麗なものには・・・」
お星様のように五角形をして
いるホシアザミ（星薊）。
夏に大きく（直径約5cm）色
白の花を咲かせ、普通のモジ
ャモジャ頭花のアザミとは一
線を画しています。シンプル
ゆえにとても綺麗な花です。
でも毒をもっています、気をつ
けて。生まれは西インド諸島。

ホシアザミ（星薊）の花（植物管理室大温室）

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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  瀬戸内海の魅力」三原
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「どんぐりの観察」

第34回フィールドナビ
「古建築の見方！！」

第31回フィールドナビ
「ネイチャーゲームで遊ぼう！！ 秋編」

「命のゆりかご」
～豊かな里海のいきものたち～
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「里山のたからもの オオサンショウウオ ～東広島の現状と未来～」
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「ＷONDER SEA
 豊かな瀬戸内海」福山

photo album@campusフォトアルバム@キャンパス その六

こちらは、秋に咲いたイリオ
モテアザミ（西表薊）。
普通に見るアザミの花色は
濃いピンクですが、これは淡
いモモ色のグラデーションが
かかっています。それが何と
なく儚さをイメージさせます。
でも、胴体は棘状葉っぱで
完全防御！このギャップがま
たよろし。

イリオモテアザミ（西表薊）の花（植物管理室大温室）

「綺麗なものには・・・」
お星様のように五角形をして
いるホシアザミ（星薊）。
夏に大きく（直径約5cm）色
白の花を咲かせ、普通のモジ
ャモジャ頭花のアザミとは一
線を画しています。シンプル
ゆえにとても綺麗な花です。
でも毒をもっています、気をつ
けて。生まれは西インド諸島。

ホシアザミ（星薊）の花（植物管理室大温室）

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 奈良絵本

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.006

　つい見入ってしまうような鮮やかな絵と、流れるように書か

れた文字とが美しい大型の写本。これらをまとめて「奈良絵

本」と呼んでいます。職人たちの手によって一枚一枚丁寧に

描かれた手作りの本です。絵を描く職人、字を書く職人、本

にする職人の仕事が一つとなり、華麗な姿を見せています。

装丁もとても豪華で、これを花嫁に嫁入り道具の一つとして

持たせたところから、「嫁入本」とも呼ばれたと言います。美麗

なものが多く、なかには海外に流出したものもあります。たと

えばアイルランドのダブリンには世界有数のコレクションがあ

り、ニューヨークにも優れた作品が所有されています。明治

時代に日本に来た海外の人々が買い求め、その国の美術

館や博物館に寄贈したのです。つまり、奈良絵本は世界の

人々の鑑賞に堪える日本の文化財であると言えます。

　奈良絵本は、室町時代の終わりから江戸時代前期に

かけて盛んに作られました。それまで日本では、絵は巻物の形

で描かれることが多く、本の形にすることはほとんどありません

でした。奈良絵本の形態は時代によって数種に分けられ

ますが、最も多い横本（約18㎝×22㎝）の縦幅が室町時代

の絵巻物と似ているので、絵巻物を参考にして作られたとも

考えられています。なお、奈良絵本と同時期に作られた巻物

のことも「奈良絵本」と呼ぶことがあります。

　さて、それではこの「奈良絵本」という名前はどこから来たの

でしょうか。実は、その理由は正確には分かっていません。今

の奈良県のあたりで仏画を描いていた人が副業で作ってい

たからなど、いくつかの説があります。それが「奈良絵本」と一

括して呼ばれ始めたのは、明治時代以降のようです。

　内容はいわゆる御伽草子、つまり「浦島太郎」や「一寸

法師」など、現在「昔話」と呼ばれている話が中心となって

います。継母にいじめられる「継子譚」、武士が活躍する武勇伝、

妖怪や化け物の話など、多彩な物語の世界に思いを馳せ

ながら、人々はこの美しい絵を眺めたのでしょう。

　広島大学にはそのような奈良絵本がいくつか所蔵されて

います。『鉢かづき』のような昔話もありますが、それだけにとど

まらず、平安時代に作られた『伊勢物語』や『住吉物語』など

の物語を奈良絵本の形態にしたものがあり、注目されてい

ます。また、『すゝ めの夕かほ』という一冊があります。隣り合って

住むいい老人にはいいことが、それをまねしようとした悪い

老人には悪いことが降りかかるという、有名な「隣の爺型」

の物語ですが、この話を単独で伝えた写本は広島大学の

この一冊だけということで、大変貴重なものです。

　現在、広島大学図書館のホームページにある「広島大学

図書館特殊コレクション」のページから広島大学の奈良絵本

の画像や内容を見ることができます。

（文学研究科リサーチアシスタント　片桐まい）

寄付者一覧

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.6 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.6

　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。

平成24年  6月17日 東広島市自然研究会 総合博物館の管理・運営のため

Designed by T. Kiriyama

日　時 団体・個人 目　的

寄付のご案内 Tel.082-424-4212（広島市内からは市外局番が必要）
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

®

企画展のテーマを募集しました。

　総合博物館では、200７年より毎年度１回のペースで、過去6回の企画展を開催してきました。これまでは、主に博物館関係者
によってテーマの検討を行ってきましたが、来年度は新たな試みとして、広く学内からテーマを募集しました。
　企画展は、広島大学の研究成果を社会へ発信する大切な機会でもあります。教員・職員・学生の皆様の期待や発想にヒントを
得て、より充実した企画展の実施を目指しています。

平成24年度広島大学地域連携推進事業に
採択されました。

　平成24年度広島大学地域連携推進事業として「東広島市
における国の特別天然記念物オオサンショウウオの分布調査
と教育普及活動」を採択頂き、大学博物館・学生・地域住民・
自治体が一体となった野外調査と講演会や展示を織り交ぜた
教育普及活動を実施しました。

ヒロッグマグカップ企画中！

　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®」の
マグカップを企画することになりました。ストラップとストーンホル
ダーに続く、第三弾のグッズとなります。平成25年度の発売を
予定しています。ヒロッググッズは広島大学生協のみでの限定
販売となっていますので、広島大学へお越しの際は、ぜひ手に
とってご覧ください。

お知らせ 15

「八橋」かきつばたの和歌（『伊勢物語』第九段）姫君のわび住まい（『住吉物語』）
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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  ●理学研究科サテライト館  ●生物圏科学研究科サテライト館
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）
●中央図書館サテライト館
開館時間／開館日（季節により変動する場合があります。事前にHP等でのご確認をお願いします。）
授業期／8：30～22：00（月曜日～金曜日）10：00～20：00（土曜日・日曜日）
休業期／8：30～17：00（月曜日～金曜日）
閉館日／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"

総合博物館この1年

公開講演会・フィールドナビ

イベントポスターこの1年・フォトアルバム＠キャンパス
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■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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H24年度博物館実習Ⅰ実習生
出前博物館「命のゆりかご」展の展示会場にて（2012年12月9日）

ス

事務補佐員　橋本  知佳
　
　修士課程での専門は魚病学。総合博物館では、本館内の維
持管理や来館者への案内を担当しています。昨年度から、博物
館の利用者が少しずつ増加しているようで、昨年は予想より早い
6万人を迎えることができました。博物館開館直後に小学生だっ
た利用者が大学受験を迎える年にもなり、「広島大学が第一志
望！」なんて話も耳にし、スタッフとしてとても嬉しいお話しに小躍りし

たりしています。博物館が持つ可能性を改めて感じ、これまで以上に、利用する方たちが輝け
る場所になるよう尽力したいです。私の顔を見かけたら、お気軽に声をかけてくださいね！

Chika Hashimoto
学芸職員　佐藤　大規
　
　昨年10月より新たに仲間に加わりました。専門は文化財学で
す。神社・寺院・住宅・城郭建築の調査や復元を主に、付随する
狛犬・神像などの調査も行っています。現在私たちが目にすること
のできる文化財や自然は、上の世代が残してくれたものです。微
力ながらそういった文化財を子や孫の世代に伝えていけたらいい
なと思っています。博物館での日々は人や物との出会いの連続で

す。圧倒的な物量に少々戸惑いましたが、唯一の取り柄ともいえる好奇心旺盛さで毎日楽しく
働いています。しばしば巻が入る展示解説をしていますので、是非博物館にお越しください。
博物館でお会いしましょう。

Taiki Sato

館長（文学研究科教授併任）　岡橋  秀典
　
　専門は人文地理学で、現代インド地域研究と農村地理学の二
本柱で研究しています。後者では、成長を第一義としない「定常型
社会」に移行する中で、今後の日本農村はどうあるべきかに大きな
関心があります。この点で、本博物館の「地域まるごとミュージア
ム」の発想は、日本の農村地域振興に資するところが多 あ々ります

ので、今後博物館と連携して地域での実践活動を強化していきたいと思っています。本博物
館には学芸員教育や大学のショーウィンドウなど、多くの役割が期待されています。少人数なが
らスタッフ全員の力を結集して、創意工夫に満ちた活動を楽しく展開したいと考えています。

Hidenori Okahashi
助教　清水　則雄
　
　専門は、魚類生態学。霧島屋久国立公園の口永良部島で
「陸に上がった魚ヨダレカケの生活史」を長年研究しているほ
か、琉球列島に生息する両生魚類のユニークな暮らしぶりを見
つめながら、進化の不思議を追っています。最近は、地元東広島
市に生息する国の特別天然記念物オオサンショウウオの分布・
生態調査も地域住民の方 と々学生と協働で行っています。これら

専門を活かしながら、大学博物館を媒介とした環境教育＝自然保護を目指しています。博物館
は、まだまだ発展途上です。これからもスタッフで力をあわせ全力で頑張っていく所存です。どう
ぞよろしくお願いいたします。

Norio Shimizu

タ ッ フ 紹 介（展示情報・研究企画部門）

人 事 異 動

2012年7月31日

2012年10月1日

学芸職員　退職　（現職：国立歴史民俗博物館　特任助教）

学芸職員　新任　（前職：三原市教育委員会　非常勤学芸員）

渋谷　綾子
佐藤　大規


