
● 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
● 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

● 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）

● 開館時間／開館日
● 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」

本館

埋蔵文化財調査室サテライト館

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

中央図書館サテライト館

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）。

専門は人文地理学です。開館以来スタッフとともにミュージアムドリー
ムを追い続けてきました。お陰様で、夢は着実に実現し、広島大学
ならではの博物館になってきました。今は地域をミュージアム化するこ
とを夢見ています。東広島に「賀茂台地エコミュージアム」を実現し
て、もっと地域を活き活きさせられないか。オオサンショウウオや景観
への注目など、すでにその胎動は始まっています。飽くなき夢の追求
が、本博物館のいのちのようです。
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総合博物館からお知らせ

ご利用案内（すべて入館無料です）

岡橋  秀典館長（文学研究科教授併任） 清水　則雄助教

専門は、動物生態学。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。

専門は文化財学で、城郭建築の復元を中心に古建築（神社・寺
院・住宅・城郭）等の調査研究を行っています。最近は、古建築
をアウトドアミュージアムとして活用することで若い世代にも興味を持っ
てもらえないか模索中です。博物館では、化石や剥製に囲まれ、楽
しく刺激的な日 を々過ごしています。未知の世界に接することが多く、
目から鱗が落ちっぱなしです。自身が得た経験を来館者の皆様に
伝え、ひとりでも多くの方に「ヘー」と言ってもらえるようこれからも精進し
ていきます。“知のオアシス“博物館でお会いしましょう。

　総合博物館では、博物館をより安定させるために、財源の確保が必須となっています。そこで皆さま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。皆さまを対象に、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。

佐藤　大規

寄付のご案内 Tel.082-424-4212

学芸職員

お問い合わせ先：
広島大学総合博物館

寄付者一覧

橋本　知佳事務補佐員

修士課程での専門は魚病学。総合博物館では本館担当。『職員
ならば毎日見る展示でも、来館者の方には常に“一期一会”だ（W
先生談）』を旨に、利用者の皆さんが快適に館内を見学できるよう、
ご案内や展示室の維持に務めています。2006年にオープンした博
物館も、もうじき十周年を迎えます。開館当初に比べると、博物館の
役割もずいぶんと多様になってきました。規模や人員は当時から変
わりませんが、これもご協力くださる教職員、学生、さらには来館者
の皆様のおかげです。まだまだ至らぬことも多いので、これからもビシ
ビシご意見をお聞かせ下さい。

文教ニュースに掲載されました。 大学博物館等協議会2013年大会・
第8回博物科学会に参加しました。

収蔵庫が増加しました。

印刷／中本総合印刷株式会社

編集・発行／広島大学総合博物館

〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1
TEL：082-424-4212（広島市内からは市外局番が必要）
http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum/
E-mail  museum@hiroshima-u.ac.jp

広島大学総合博物館

ニューズレター Vol.7

第44回公開講演会（環境講演会）『九州大学伊都キャン
パス 生物多様性保全事業 ノーネットロスを目標とするチャ
レンジ』（矢原徹一氏）、第45回公開講演会『原爆と広島
大学』（利島保氏・静間清氏）、第7回企画展「広島大学
のチカラ－リサーチ・ユニバーシティーの研究最前線」の様
子が掲載されました。

5月30日（木）・31日（金）に宮崎大学で開催されました「“生
きた教材”企画展を活用した博物館実習の成果と課題～地
方自治体と連携した企画展を事例として～」（清水則雄、橋
本知佳、永田千織、佐藤大規、藤野次史、岡橋秀典）と
題した報告を行いました。

2013年4月より、教育学部B棟8階にある部屋（26㎡）を収蔵庫として利
用することになりました。

エコネットひがしひろしまに加入しました。
2013年4月より、市民・事業者・団体と市が連携・協力して、環境問
題の改善に取り組む「エコネットひがしひろしま」に加入しました。

スタッフ紹介
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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

開館時間／10:00～17:00（火～土曜日・入館は16:30まで）
休 館 日／毎週日・月曜日、祝日、年末年始

※広島市内からは市外局番が必要です。

平成25年 ４月23日

平成25年11月 7日

平成26年 1月31日

山﨑　大海

エデュパーク

東広島市自然研究会

日　時 団体・個人

総合博物館の教育活動のため

目　的

オオサンショウオの保全のための研究・教育のため

第1回 ミュージアム・コンサート by ヴァイオリニッシモ（2013年3月9日）
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展示・講演会関係の主な活動状況

活動報告 Activities Report

企画展
● 第7回企画展
広島大学のチカラ
̶リサーチ・ユニバーシティーの研究最前線
期　間：2013年11月2日（土）～11月16日（土）
場　所：東広島キャンパス学生プラザ1F
来場者数：1,028名

　
　
　

特別展示
● 平和展示コーナー新設記念　特別展示
期　間：2013年7月20日（土）～12月26日（木）
場　所：総合博物館本館

● 作品寄贈記念　特別展示
野鳥を彫る～バードカーバー松長由岐子の世界
期　間：2014年2月15日（土）～3月28日（金）
場　所：総合博物館本館

● 大学法人本部特別展示
広大が誇る研究のプロフェッショナル「DP」のチカラ
期　間：2014年3月18日（火）～
場　所：東広島キャンパス法人本部棟2Fロビー

　
　
　

公開講演会
● 第43回
広島の貝類̶ 30年見つめつづけて̶
講　師：鳥越　兼治（教育学研究科　教授）
日　時：2013年3月13日（木） 13：30～14：30
場　所：総合博物館本館
参加者：45名

● 第44回／広島大学環境講演会
九州大学伊都キャンパス生物多様性保全事業
ノーネットロスを目標とするチャレンジ
講　師：矢原　徹一（九州大学　教授）
日　時：2013年6月20日（木） 14：00～16：00
場　所：東広島キャンパス法人本部棟4F会議室［広島地区TV中継有］
参加者：56名

● 第45回／平和展示コーナー新設記念講演会
広島文理科大学心理学教室に残った
被爆ドライバー
講　師：利島　保（広島大学　特任教授）

広島・長崎の被爆資料の収集と
原爆放射線の研究
講　師：静間　清（広島大学　特任教授）
日　時：2013年7月20日（土） 13：30～15：30
場　所：教育学部L104教室～総合博物館本館
参加者：40名

● 第46回／第7回企画展「広島大学のチカラ」関連イベント
広島大学学術標本共同資料館
オープニング記念講演会&施設見学会
85年の歴史を紡ぐ広島大学植物標本庫
̶特色あるコケの研究とその資産
講　師：出口　博則（広島大学　特任教授）

広島大学デジタル自然史博物館と
標本データベース
講　師：山口　富美夫（理学研究科　教授）

コケ研究最前線̶ゼニゴケ研究
講　師：嶋村　正樹（理学研究科　助教）

広島大学地質標本収蔵室について
講　師：早坂　康隆（理学研究科　助教）
日　時：2013年11月9日（土） 13：30～15：30
場　所：先端物質科学研究科4F 401N～学術標本共同資料館
参加者：61名

● 第47回／第7回企画展「広島大学のチカラ」関連イベント
ミュージアム・カフェ

科学者の黎明
～18世紀のフランスを舞台にした
科学の専門職業化の歴史を紐解く
講　師：隠岐　さや香（総合科学研究科　准教授　広島大学DP）
日　時：2013年11月15日（金） 18：00～19：30
場　所：ラ・プラス（マーメイドカフェ 広島大学店）
参加者：45名

● 第48回／作品寄贈記念　特別展示　関連イベント
広島大学でみられる野鳥
講　師：新名　俊夫
（東広島の野鳥と自然に親しむ会 会長、環境省登録環境カウンセラー）

ギャラリートーク～バードカービングの世界
講　師：松長　由岐子（寄贈者、バードカーバー）
日　時：2014年2月15日（土）13：30～15：30
場　所：教育学部L109教室～総合博物館本館
参加者：60名

　
　

フィールドナビ
● 第35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：2013年5月18日（土） 13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者：32名

● 第36回
二神山に登る！～里山の散策
ナビゲーター：塩路　恒生、清水　高、宇都　武司（技術センター）、

佐藤　大規（総合博物館）
日　時：2013年7月6日（土） 10：00～12：00　
場　所：総合博物館～二神山
参加者：23名

運営委員会
第1回運営委員会
開催日：2013年８月1日（木）
第2回運営委員会
開催日：2014年3月10日（月）

団体見学
2013年４月1日（月）～2014年3月31日（月）
利用団体数：学内外から計130団体

Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.7 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.7

Annual  Report of  �e Museum

● 第37回
海洋フィールド調査体験ツアー 2013
ナビゲーター：中口　和光（豊潮丸　船長）
日　時：2013年10月19日（土） 10：00～16：30
場　所：呉市練習船基地～広島湾
参加者：42名

● 第38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：2013年10月27日（土） 13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者：58名

● 第39回／第7回企画展「広島大学のチカラ」関連イベント
広島大学が誇る！
日本鶏資源開発プロジェクト研究センター施設見学
ナビゲーター：都築　政起

（日本鶏資源開発プロジェクト研究センター長、生物圏科学
研究科教授）

日　時：2013年11月9日（土） 9：30～11：30
場　所：日本鶏資源開発プロジェクト研究センター
参加者：29名

● 第40回
キャンパスの遺跡を歩く
～先史・古代の人々の暮らし
ナビゲーター：藤野　次史（総合博物館　教授）
日　時：2014年3月15日（土） 13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内
参加者：19名

　
　
　

ミュージアム・コンサート
● 第1回
演　奏：ヴァイオリニッシモ
メンバー：小村　茉莉加、宮崎　真理子、吉田　百合絵、三登　えりか

（教育学部第4類音楽文化系コース　有志）
日　時：2013年3月9日（土） 14：00～15：00
場　所：総合博物館本館
参加者：30名

● 第2回／作品寄贈記念　特別展示　関連イベント
演　奏：flügel
メンバー：森山　光恵、松原　保子、藤巻　幸起、末田　雅基、川野　亨

（教育学部第4類音楽文化系コース　有志）
日　時：2014年2月21日（金） 18：30～19：30
場　所：総合博物館本館
参加者：56名
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広島・長崎の被爆資料の収集と
原爆放射線の研究
講　師：静間　清（広島大学　特任教授）
日　時：2013年7月20日（土） 13：30～15：30
場　所：教育学部L104教室～総合博物館本館
参加者：40名

● 第46回／第7回企画展「広島大学のチカラ」関連イベント
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フィールドナビ
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Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert
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　昨年より学生
スタッフ（総合博

物館技術補佐員）の仲間入りをし、今回はじめ
て企画展に携わりました。
　準備からお手伝いさせて頂きましたが、本当
に新たな発見の連続で、4年間もいて実は広
島大学の事なんてこれっぽっちも知らなかった
のだと痛感しました。
　ことに今回は理系がメインの展示です。私自
身完全な文系人間であり、どうにも難解な数式
や機械を見せられると拒否反応が出てしまうタ
チなのですが、出来上がった展示から個々の

先生方の研究は専門的で時に難解なものでは
あるけれど、その研究のタネは日常にあふれる
些細な出来事と気付き、「難しいけどおもしろい
ことをしている広大」を紹介しようというスタンス
で展示に臨みました。
　スタッフもできるだけ来場者に声をかけ、自分
自身が展示物から得た気付き、展示について
の簡単な説明をさせて頂くことで、少しでも展示
物を見るお手伝いをしようと心がけていました。
　大学博物館は大学の「知」を集積する場所
であると同時に、その「知」を発信するメディア
でもあるのだなと実感しました。私たち学生ス

タッフも大学の情報を発信するメディアの一構
成員としてこれからの活動を充実させていけれ
ばと思っています。

曽我　俊裕（広島大学大学院文学研究科博士課程前期）

　総合博物館に
よる第7回企画展

「広島大学のチカラ」および関連イベントには、
多くの方々にご来場いただきました。ありがとう
ございます。
　今回の企画展は、本学が研究大学強化促
進事業に選ばれたのを機に本学の研究を広く
一般に紹介するために企画されました。本学は
研究推進機構を設置し、特に優れた研究を行
う教授職（DP：Distinguished Professor）を
選定しています。展示では、本学を代表する研
究者としてDPの先生方の研究を紹介するゾー

ンを設け、当機構もこれを全面的にバックアッ
プしました。これまで、広島大学では、研究の全
体像を展示の形で学内外に紹介したことはあり
ませんでしたが、今回はそれに果敢に挑戦した
もので、学内外への広報効果を期待しました。
　「難しい」といった声もあったようですが、会
場に足を運んだ際には、パネル等をじっくりと見
られている方が意外に多かった印象を持ちまし
た。このような研究発信を広く一般向けに行う
ことの意義を感じているところです。
　無事開催することができたのは、博物館ス
タッフの協力あってのものです。またこのような

展示を企画し、学生・教職員・地域住民（小
中高含む）の方々に、さらに広島大学を知って
もらえればと思います。

「難しい」といった声もあったが

市川　哲也（広島大学学術・社会産学連携室研究企画室）設営の様子 会場見学

博物館は「知」を発信するメディア
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企画展 Special Exhibition
Activities Report活動報告

　「研究とはなにか」という問いに明確な回

答を導き出すのは、至難の業です。今回の

企画展は、広島大学が文部科学省の「研

究大学強化促進

事業」の支援対象

に選ばれたのを機

に、「研究とはなに

か」をもう一度考え

直すために企画し

ました。

　総合大学である広島大学における研究

は、教員数が約1,700人ということからも分か
るように大変多岐に渡っており、そう簡単に

一望することはできませんし、すべてを紹介

することは困難です。そこで本企画展では、

本学から誕生した7名の日本学士院賞受
賞者（ゾーン1）や10名の「特に優れた研究
を 行う教 授 職（DP：Distinguished 
Professor）」（ゾーン2）の研究を紹介した
ほか、放射光科学研究センターや両生類

研究施設をはじめ

とする世界に誇る研

究施設（ゾーン3）、
未来を支える若手

研究者の取り組み

（ゾーン4）をパネ
ルや資料で紹介し

ました。

　展示内容が最先端研究を紹介するもの

であったた

めやや難解

であり、集

客という点

では苦戦し

ましたが、こ

れから大学

を目指す中

高生や本学の学生には、知的好奇心をくす

ぐる刺激的な内容であったらしく、熱心にパ

ネルを読み込む来場者の姿も時折見ること

ができました。現在、広島大学で行われてい

る最先端研究の一端を垣間見ることができた

のではないでしょうか。

　会期中には、関連イベントとして、「広島

大学が誇る! 日本鶏資源開発プロジェクト
研究センター施設見

学」・「広島大学学

術標本共同資料館

オープニング記念講

演 会＆施 設 見 学

会」・DPによる「ミュー
ジアム・カフェ」を開

催しました。

　鶏舎や尾長鶏（国

の特別天然記念物）

の見学、コケ・鉱物

標本についての研究

のお話や実物見学、

カフェという和やかな雰囲気の中、コーヒー

を片手に聞く科学者という職業の誕生につ

いてのお話しに、多くの方 に々足を運んでい

ただきました。

団体見学の様子

会場の様子

会場入口

日本鶏資源開発プロジェクト研究センター見学

ミュージアム・カフェ学術標本共同資料館見学

講演会

「研究とはなにか」をもう一度考え直す

第7回企画展  ［広島大学のチカラ̶リサーチ・ユニバーシティーの研究最前線］
期間：2013年11月2日（土）～11月16日（土）／場所：東広島キャンパス学生プラザ1F／来場者数：1,028名
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　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本年度は新設さ

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）を、大学院生や編入生等を対象

に実施しました。後期8名の学生を担当しま
した。

　博物館実習Ⅰでは、広島大学法人本部

ロビー展示やバードカービングの展示など

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。5
学部の学生が集まったのでなかなか実習ス

ケジュールが合わず大変な面もありました

が、移行期間ならではの少人数の授業とい

うこともあり、学生間の激しい議論も展開さ

れました。

　博物館実習Ⅱでは、昨年の実習生を対

象に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

を行う報告会を実施しました。

“新学芸員プログラム”スタート 2013年11月2日（土）に、本館入館者7万人を達成
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博物館実習Ⅰ・Ⅱ概要ニュース：Ⅰ 本館入館者数7万人達成ニュース：Ⅱ

　平成25年11月2日（土）に、本館入館者7万人を達成しました。7万人目の入館者となったのは広島大学教育学部OB（昭和31年入学）の
団体で、同日に開催されるホームカミングデイに参加するために来学中で、移転完了した東広島キャンパスをご見学されている最中でした。

　6万人を達成した平成24年11月22日から一年以内での7万人達
成となります。4～7月の教養ゼミでの博物館見学や、8月のオープン
キャンパス、11月の大学祭など、各行事による入館者の増加に加え、
団体利用の定着も安定した入館者数につながっていると思われます。

　今後も、スタッフ一同、入館者の皆様にご満足頂ける博物館を

目指してゆきます。

　平成25年度の博物館実習Ⅰにおいて主な活動となったのが、広島大学本部ロビーにおける展示「広大のチカラ」展の計画でした。それぞれが考えてきた案
を出し合い、時には議論を重ねながら、パネルの配置やバナーのデザインといったものを考えていきました。その中で興味深かったことは、最終的に完成した案
が、誰が出したものとも違う、話し合ううちに作り出されたものになっていたことです。そうやってひとつのものを作りあげていくのは難しいことではありましたが、
大きな達成感を得ることでもありました。そして「何かを伝えること」の面白さをひしひしと感じることでもありました。本部の展示を見ていただければ、その端々に
私たちの試行錯誤の痕を垣間見ることがあるかもしれません。
　展示を作る上で重要なのは、いかにして展示にストーリーを持たせていくかである、という話を聞いた事があります。しかし、今回の博物館実習を通して、展
示の背後にある学芸員の活動にも様々なエピソードがあるということを感じました。それは展示物のようにスポットライトを当てられるものではありません。けれど
実習の場では、広島大学総合博物館がどのような状況にあるか、どのような取り組みを学芸員の皆さんが行っているかといった生の声を聞き、その活動を目の
当たりにすることができました。そのような体験を通して、私の中の「博物館」という場所はより生きたものになっていったと思います。私が来館者として訪れてき
た多くの博物館にも、何かを伝えるための学芸員の方々の見えない努力があることを知ったのです。それは私にとって新たな、そして大きな発見となりました。
　何かを伝えるためにストーリーを作って行くこと。その影にある努力を何より自分自身が楽しんでいくこと。博物館実習Ⅰを通して学んだそのような営みの大切さを、
そのための方法を、これからも忘れずにいたいと思います。足立　桂

文学研究科
博士課程前期
人文学専攻

展示会の背景に、学芸員の見えない努力を感じた。

　去る11月、広島県文化財協会の恒例行事「広島県文化財臨地研究会」において、本館と埋蔵文化財調
査室サテライト館を見学させていただきました。私は今回初めてお邪魔しましたが、驚いたことが二つあります。
　一つ目は、豊富な実物展示です。あまり広いとは言えない展示室に、化石、標本などの貴重な資料が数多
く展示されており、中には手で触れ、感触を確かめることのできる物もあって、自然と好奇心が刺激されます。
当研究会の参加者は、50～ 60歳代が中心の「大人の団体」でしたが、子供のように目をキラキラさせて展
示に見入る姿が非常に印象的でした。
　二つ目は、博物館職員の方々の親しみやすさです。展示内容は、広島大学における研究成果に基づく専
門性の高いものですが、案内をしてくださった皆様の明るい笑顔と身振り手振り（と時 ジ々ョーク）を交えた分

かりやすい解説で、展示に引き込まれていきました。四方から投げかけられる参加者からの質問にも一つひとつ丁寧に答えていただき、楽
しく充実した博物館見学となりました。
　今回は限られた時間での見学でしたが、必ずまた訪問し、今回見学できなかった5つのサテライト館も含めてじっくり見学させていただき
たいと思っています。

山下　真実広島県教育委員会事務局管理部文化財課

　本年度の、キャリア訪問学習として、西条町の精米機の世界的メーカーサタケと広島大学
を選択しました。学校としてのねらいは、専門的な知識をビジネスに生かす例としての企業訪問、
自分の学びたいことを学べる大学への訪問です。行きたいところや学びたいことがはっきりすれ
ばその目的に向かいしっかり学習に取り組めると考えています。
　サタケの歴代社長の研究心に感銘を受け、広島大学に移動しました。まず講義室で、教授
による授業を受け大学生気分に浸りながら、最大のイベントである総合博物館を見学しました。
　事後学習の生徒の作文では、何よりも多く記述のあった場所です。NHKテレビで安土城再

現にあたりコンピューターグラフィックを担当された文化財学を研究されている佐藤大規さんによる宮島の神社の説明、また魚類生態学を
研究されている清水則雄さんによる魚類の性転換の話や広島大学のすばらしさなど、この2名による熱心な説明に、生徒達は釘付けに
なっていました。深い研究のお話を実に楽しそうに生き生きと話され、あらためて研究のすばらしさ、楽しさを実感していました。同時に生徒
は研究者に対する憧れをもったようで、われわれ教師のねらいをそこで達成したという感じがしました。最後に、この企画にお手伝いいただ
いた大学産学・地域連携センターの方や大学内を案内いただいた学生キャンパスガイドの皆様に感謝申し上げます。

井上　恭治東広島市立河内中学校　1年学年主任

広大での記念撮影の様子（前列左から2人目が
井上恭治先生）
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　平成25年12月25日に、「総合博物館研
究報告」の第5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。広島近隣地域についての報告が多

いのが特徴です。

　本号には、原著論文4編、短報1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、博物館のウェブサイトよりPDF
をダウンロードできます。

● Koichiro KAWAI, Hiroyuki KATO, Hidetoshi SAITO and 

Hiromichi IMABAYASHI…Genetic Relationships among 

Lancelet Populations in Seto Inland Sea Inferred from 

Mitochondrial DNA Sequences
● 小出　美由紀…自然保護区における「コア施設」の役割－山陰中
央地域を事例として－ 
● 重田　利拓・薄　浩則・冨山　毅・坂井　陽一・斉藤　英俊・
清水　則雄…瀬戸内海山口湾における絶滅危惧種アオギス
Sillago parvisquamis（キス科）の標本に基づく生息と繁殖の確認 
● 山﨑 大海・清水 則雄・土岡 健太・上田　進・高松 哲男・佐藤 

捷德・桑原 一司…東広島市豊栄町に生息する国の特別天然記念
物 オオサンショウウオの保全に向けた実践的研究
● 河合　佑樹・坂井　陽一・橋本　博明…広島湾と安芸灘の境
界に位置する鹿島における浅海魚類相－潜水センサス法による魚
種組成の周年変化の調査－
● 佐藤　大規・檀上　浩二…広島県福山市鞆町の「鞆の津塔」
● 新名　俊夫・谷口　昌司…広島大学東広島キャンパス構内の鳥
類相
● Kazuya NAGASAWA …Caligus epidemicus (Copepoda: 
Caligidae), a Pathogenic Sea Louse of Wild and Captive 

Fish in Indo-West Paci�c Region: a Review
● 山内　健生…広島文理科大学動物学教室における卒業論文

「総合博物館研究報告」第5号の発行

　2014年度オリジナルカレンダーを発
行しました。第7作目となる今回は、「キャ
ンパスまるごとミュージアム《遺跡編》」で
す。埋蔵文化財調査部門の協力を得
て、キャンパスの魅力の一つ、遺跡をピッ
クアップしました。遺跡の写真を取り入
れて、歴史の重みを感じさせるデザイン
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、ぜひこの機
会にお立ち寄り下さい。

オリジナルカレンダー
の発行

広島大学生物生産学部附属練習船「豊潮丸」一般公開

展示 × 音楽のコラボレーション
豊潮丸

第2回 写真と文：藤原好恒（理学研究科 准教授）
よしひさ

第1回

　リケジョ、広大にも多くの優秀な理系女子

がいます。もしかしたらその理由の一つが広

大のこの木にあるかも知れません。ニュート

ンが万有引力を発見するきっかけとなったと

伝えられるリンゴの木。2008年にやっと結
実。大器晩成のようです。2000年に東大か
ら寄贈。 ニュートンのリンゴ（林檎）の花：理学部周辺

オオガハス（大賀蓮）の花：大賀一郎博士によって、
東京大学の敷地に2000年以上埋もれていた果実が
発掘され、それを発芽・開花させて得られた品種が
2012年に理学部に分譲された。

ニュートンのリンゴの木

　こちらは、2000年間の永き眠りから目覚め
たオオガハス（大賀蓮）。白雪姫を遙かに

超えた超眠り姫です。大賀一郎博士によっ

て、東大内に2000年以上埋もれていた果
実から現代に蘇りました。淡い綺麗なピンク

です。2012年に東大から分譲。

眠り姫、オオガハスの花
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　豊潮丸は、中国・四国・近畿地方では

唯一の国立大学法人が所有する水産系

練習船です。全長40.5m、幅8.5m、国際
総トン数400トン、電動全旋回式縦軸推進
器を搭載し、最新の航海装置・観測設備

を備えた最新鋭海洋調査船です。

　総合博物館では、生物圏科学研究科と

共催で、豊潮丸で海洋調査を体験できる

日帰りツアー「海洋フィールド調査体験ツ

アー」を2007年より、毎年実施しています。
　呉港を出港し、広島湾の江田島を一周

するツアーです。朝10：00に呉港を出港し、
16：00に帰港します。瀬戸内海や豊潮丸
に関する事前講義、放水訓練や船内の案

内（ブリッジ、エンジンルーム、研究室など）、

機器の解説、生物の解説を船員さんや博

物館スタッフが行います。実際に海水の透

明度を計測（透明度板）したり、海水温や

クロロフィル量を計測（バンドン採水器、

CTD）したり、泥の採集（SM採泥器）や、
小型底曳き網（ドレッジ）、桁網（ビームト

ロール）などを行います。プランクトンや、ウ

ニやエビ、魚などの

魚介類にも実際に触

れることのできる体験

ツアーです。当初は

高校生を対象に考え

ていましたが、小学生

を同伴した親子連れ

の皆様の応募が増

加し、近年は高倍率の抽選となっています。

　約5時間の航海に参加者は心地よい疲
労感のなか、調査体験を満喫しています。

参加者の満足度も高く、瀬戸内海のすばら

しさ、自然環境の大切さを少しでも理解する

一助になっていると思っています。

　幅広い博物館利用の一環として、教育

学部の学生によるコンサートを開催しまし

た。「博物館×音楽」をテーマにした新しい

試みです。第1回はヴァイオリンを中心とし
たクラシックな編成で動物剥製をはじめとす

る展示物に囲まれた空間に、「G線上のアリ
ア」や「どんぐりころころ変奏曲」、「見上げて

ごらん夜の星を」など４人の学生演奏者が

織りなす美しい調べが鳴り響き、別世界に

いるような不思議な時間を楽しみました。

　続いて開催した第2回は、特別展示中

の野鳥彫刻（バードカービング）にちなんで

「白鳥の湖」など鳥と関係する曲を中心に演

奏が行われました。5人のメンバーによる愉
快なトークを織り交ぜながらの楽しい演奏に

参加者一同聴き入っていました。博物館と

いう空間の新たな一面を垣間見ることができ

るよい機会となったのではないでしょうか。

ツアーの様子
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　平成25年12月25日に、「総合博物館研
究報告」の第5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
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されるほか、博物館のウェブサイトよりPDF
をダウンロードできます。
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Lancelet Populations in Seto Inland Sea Inferred from 
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● 新名　俊夫・谷口　昌司…広島大学東広島キャンパス構内の鳥
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Caligidae), a Pathogenic Sea Louse of Wild and Captive 
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オリジナルカレンダー
の発行

広島大学生物生産学部附属練習船「豊潮丸」一般公開

展示 × 音楽のコラボレーション
豊潮丸
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明治時代の初めには、欧米文化を紹介した啓蒙書と江戸時
代の寺子屋で使用されていた往来物などが教科書として用
いられていました。前者の例では、地理の教科書と考えられる
福沢諭吉訳の『世界国尽』などが、また後者の往来物につい
ては、『文章往来』など数種類が所蔵されています。

心をつなぐ
「ふれあいビオトープ」

　季節を問わず、いろいろな人が「ふれあ
いビオトープ」を訪れます。入学したばかり
の大学生にとっては、心を休める憩いの場
となり、生物学を勉強する学生にとっては、
身近な研究の場となります。学外からやって
くる子供たちは、ビオトープでメダカやオタ
マジャクシを追いかけ、生き物とのふれあい
を通じて「命の大切さ」「自然の仕組み」を

学びます。また、ビオトープでの親子のふれ
あいは、親と子のきずなを深める貴重な体
験です。
　ビオトープの生き物は自然です。決して
飼育されているものではありません。私たち
と同じ大学の一員として、ここで暮らしている
のです。ふれあいビオトープは、人と生き物
をつなぐ環境教育の場として重要な役割を
担っています。そして、ここで学んだことは地
域の環境保全活動へのきっかけとなって、
さらに発展していきます。

塩路　恒生（技術センター）

生物多様性のホットスポット
　弥生時代の農耕文化が始まった頃か
ら、人々は山林を切り開き農地を耕して暮
らしてきました。常に人手が加わることで維
持管理されてきた人里の多様な生態系を
里地（里山）と呼んでいます。そこには人 と々
ともに慣れ親しんだ多くの動物や草花が共
生し、昔から童謡や和歌、絵画などに登場
してきました。しかし、昔から続いてきた里地
の多くが、山林や農地の放棄、開発や改
修による改変、外来生物の侵入などにより
減少変化し、それに伴い多くの在来生物が
絶滅の危機に瀕しています。
　広島大学東広島キャンパスにも移転前
には山林や農地、ため池などの里地がモ
ザイク状に広がっていました。山を削り、谷
や池を埋め、水路を改修し、里地の多くは

造成に伴い失われましたが、かろうじてキャ
ンパス中央を流れる流域沿いに開発を免
れた里地が残されました。そこには、ギフチョ
ウ、ゲンジボタル、ハッチョウトンボなどの
珍しい動物やサギソウ、ササユリ、エヒメア
ヤメなどの美しい草花などが細 と々生きなが
らえていて、一部の人たちにはその存在が
知られていました。その他にもキャンパス内
に点在する多様な里地環境には30種類以
上の絶滅危惧種を含めて多くの動植物が
残っていることがわかっています。
　「発見の小径」はキャンパス内に残され
た貴重な里地生態系とそこに生きる動植物
を公開することで自然教育の教材として活
用することを目指して整備しました。貴重な
生物を観察できる３カ所のホットスポットには
解説の看板を設置し、その間を自然の散
策路で結んでいます。
　この豊かな自然環境は広島大学の貴重な
財産であり、適切な管理作業を続けて保全
していく必要があると思います。しかし、近年
はアメリカザリガニやブルーギル、オオカナ
ダモなどの外来生物の繁殖によりヤゴやゲン
ゴロウ類の在来種が激減しています。また、
水質の富栄養化によりガマやヒシが繁茂し
水生植物の多様性が低下するなど、早急な
対応が迫られている課題があります。

青山　幹男（技術センター）

Annual  Report of  �e Museum

Discovery Trail  Museum Collection No.7

自然散策道 発見の小径 広島大学が誇る お宝紹介Ⅶ

小学生の観察会

New Museum Collection

展示NEW
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教科書をどうして保存するの？
　教科書は学科や教科の教育内容そのも
のではありませんが、それを教える、あるいは
学ぶための主たる教材として編纂されていま
すので、当時の学校での授業の様子を推
測できますし、子どもたちの認識の具体を知
ることもできるのです。なぜなら、近代の学校
教育においては、「教科書を教える」「教科
書を学ぶ」ことが中心だったからです。
　広島大学図書館には、近代以降の教
科書類が豊富に所蔵されています。これに
匹敵するのは、国立教育政策研究所教育
研究情報センター教育図書館、教科書研
究センター附属教科書図書館、東書文
庫、東京学芸大学附属図書館などがあり
ます。これらの図書館の所蔵教科書と比較
すれば、広島大学の教科書コレクションは、
量的に多いわけではありませんが、体系的
に分類・整理されていることや画像データ
ベース化されていること、またキーワード検索
できるという点では、研究的意義は大きいと
考えられます。

広島大学図書館にはなぜ多く
の教科書が所蔵されているの？
　その理由を、広島大学の歴史から考えて
みたいと思います。広島大学の前身校には、
教員養成所であった白島学校（明治7年創

設）に端を発した広島師範学校（明治18年
創設）、広島高等女学校（明治20年創設）、
広島高等師範学校（明治35年創設）、三
原女子師範学校（明治42年創設）、広島
工業専門学校（大正9年創設）、広島高等
学校（大正12年創設）、広島文理科大学
（昭和４年創設）、広島青年師範学校（昭
和19年創設）、広島女子高等師範学校（昭
和20年創設）などがあります。また戦後も、教
育学部（昭和53年に教育学部と学校教育
学部に分離、平成12年に統合）を中心に教
員養成が行われてきています。
　このような歴史を反映して、広島大学に
は、近代から現代にかけての、初等教育機
関から大学を含む高等教育機関の教科書
が多数所蔵されており、他の大学では得ら
れない資料の宝庫となっているわけです。

教科書コレクションのすごさは
何だろう？
　教科書コレクションは、教育学部の前身
である広島高等師範学校、広島女子高等
師範学校、広島師範学校、三原女子師
範学校、広島青年師範学校の時代から
蒐集され、現在は附属中央図書館に所蔵
されている教科書の中から、江戸時代に寺
子屋で使用された往来物から1951（昭和
26）年までのもの約5,600冊を画像データ

ベース化したものです。
　全体的な特色は、大きく次の3点です。①
江戸時代の往来物から第二次世界大戦
直後の教科書まで、すべての時期の教科
書がある程度そろっているので、近代の歴
史教科書の歩みをたどることができること。②
どの学科（教科）の教科書もそろっているこ
と。③初等教育から高等教育までの教科書
があることです。このように、日本の教科書の
全体像を把握することができることが、教科
書コレクションの最大の特色だと考えます。

小原　友行
（教育学研究科社会認識教育学講座　教授）

世界国尽

文章往来

教科書コレクション

体験の様子

青山幹男氏は、2014年4月2日に逝去されました。ご冥福を
心よりお祈り申し上げます。
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明治時代の初めには、欧米文化を紹介した啓蒙書と江戸時
代の寺子屋で使用されていた往来物などが教科書として用
いられていました。前者の例では、地理の教科書と考えられる
福沢諭吉訳の『世界国尽』などが、また後者の往来物につい
ては、『文章往来』など数種類が所蔵されています。

心をつなぐ
「ふれあいビオトープ」

　季節を問わず、いろいろな人が「ふれあ
いビオトープ」を訪れます。入学したばかり
の大学生にとっては、心を休める憩いの場
となり、生物学を勉強する学生にとっては、
身近な研究の場となります。学外からやって
くる子供たちは、ビオトープでメダカやオタ
マジャクシを追いかけ、生き物とのふれあい
を通じて「命の大切さ」「自然の仕組み」を

学びます。また、ビオトープでの親子のふれ
あいは、親と子のきずなを深める貴重な体
験です。
　ビオトープの生き物は自然です。決して
飼育されているものではありません。私たち
と同じ大学の一員として、ここで暮らしている
のです。ふれあいビオトープは、人と生き物
をつなぐ環境教育の場として重要な役割を
担っています。そして、ここで学んだことは地
域の環境保全活動へのきっかけとなって、
さらに発展していきます。

塩路　恒生（技術センター）

生物多様性のホットスポット
　弥生時代の農耕文化が始まった頃か
ら、人々は山林を切り開き農地を耕して暮
らしてきました。常に人手が加わることで維
持管理されてきた人里の多様な生態系を
里地（里山）と呼んでいます。そこには人 と々
ともに慣れ親しんだ多くの動物や草花が共
生し、昔から童謡や和歌、絵画などに登場
してきました。しかし、昔から続いてきた里地
の多くが、山林や農地の放棄、開発や改
修による改変、外来生物の侵入などにより
減少変化し、それに伴い多くの在来生物が
絶滅の危機に瀕しています。
　広島大学東広島キャンパスにも移転前
には山林や農地、ため池などの里地がモ
ザイク状に広がっていました。山を削り、谷
や池を埋め、水路を改修し、里地の多くは

造成に伴い失われましたが、かろうじてキャ
ンパス中央を流れる流域沿いに開発を免
れた里地が残されました。そこには、ギフチョ
ウ、ゲンジボタル、ハッチョウトンボなどの
珍しい動物やサギソウ、ササユリ、エヒメア
ヤメなどの美しい草花などが細 と々生きなが
らえていて、一部の人たちにはその存在が
知られていました。その他にもキャンパス内
に点在する多様な里地環境には30種類以
上の絶滅危惧種を含めて多くの動植物が
残っていることがわかっています。
　「発見の小径」はキャンパス内に残され
た貴重な里地生態系とそこに生きる動植物
を公開することで自然教育の教材として活
用することを目指して整備しました。貴重な
生物を観察できる３カ所のホットスポットには
解説の看板を設置し、その間を自然の散
策路で結んでいます。
　この豊かな自然環境は広島大学の貴重な
財産であり、適切な管理作業を続けて保全
していく必要があると思います。しかし、近年
はアメリカザリガニやブルーギル、オオカナ
ダモなどの外来生物の繁殖によりヤゴやゲン
ゴロウ類の在来種が激減しています。また、
水質の富栄養化によりガマやヒシが繁茂し
水生植物の多様性が低下するなど、早急な
対応が迫られている課題があります。

青山　幹男（技術センター）
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教科書をどうして保存するの？
　教科書は学科や教科の教育内容そのも
のではありませんが、それを教える、あるいは
学ぶための主たる教材として編纂されていま
すので、当時の学校での授業の様子を推
測できますし、子どもたちの認識の具体を知
ることもできるのです。なぜなら、近代の学校
教育においては、「教科書を教える」「教科
書を学ぶ」ことが中心だったからです。
　広島大学図書館には、近代以降の教
科書類が豊富に所蔵されています。これに
匹敵するのは、国立教育政策研究所教育
研究情報センター教育図書館、教科書研
究センター附属教科書図書館、東書文
庫、東京学芸大学附属図書館などがあり
ます。これらの図書館の所蔵教科書と比較
すれば、広島大学の教科書コレクションは、
量的に多いわけではありませんが、体系的
に分類・整理されていることや画像データ
ベース化されていること、またキーワード検索
できるという点では、研究的意義は大きいと
考えられます。

広島大学図書館にはなぜ多く
の教科書が所蔵されているの？
　その理由を、広島大学の歴史から考えて
みたいと思います。広島大学の前身校には、
教員養成所であった白島学校（明治7年創

設）に端を発した広島師範学校（明治18年
創設）、広島高等女学校（明治20年創設）、
広島高等師範学校（明治35年創設）、三
原女子師範学校（明治42年創設）、広島
工業専門学校（大正9年創設）、広島高等
学校（大正12年創設）、広島文理科大学
（昭和４年創設）、広島青年師範学校（昭
和19年創設）、広島女子高等師範学校（昭
和20年創設）などがあります。また戦後も、教
育学部（昭和53年に教育学部と学校教育
学部に分離、平成12年に統合）を中心に教
員養成が行われてきています。
　このような歴史を反映して、広島大学に
は、近代から現代にかけての、初等教育機
関から大学を含む高等教育機関の教科書
が多数所蔵されており、他の大学では得ら
れない資料の宝庫となっているわけです。

教科書コレクションのすごさは
何だろう？
　教科書コレクションは、教育学部の前身
である広島高等師範学校、広島女子高等
師範学校、広島師範学校、三原女子師
範学校、広島青年師範学校の時代から
蒐集され、現在は附属中央図書館に所蔵
されている教科書の中から、江戸時代に寺
子屋で使用された往来物から1951（昭和
26）年までのもの約5,600冊を画像データ

ベース化したものです。
　全体的な特色は、大きく次の3点です。①
江戸時代の往来物から第二次世界大戦
直後の教科書まで、すべての時期の教科
書がある程度そろっているので、近代の歴
史教科書の歩みをたどることができること。②
どの学科（教科）の教科書もそろっているこ
と。③初等教育から高等教育までの教科書
があることです。このように、日本の教科書の
全体像を把握することができることが、教科
書コレクションの最大の特色だと考えます。

小原　友行
（教育学研究科社会認識教育学講座　教授）
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教科書コレクション

体験の様子

青山幹男氏は、2014年4月2日に逝去されました。ご冥福を
心よりお祈り申し上げます。



● 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
● 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

● 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）

● 開館時間／開館日
● 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」

本館

埋蔵文化財調査室サテライト館

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

中央図書館サテライト館

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）。

専門は人文地理学です。開館以来スタッフとともにミュージアムドリー
ムを追い続けてきました。お陰様で、夢は着実に実現し、広島大学
ならではの博物館になってきました。今は地域をミュージアム化するこ
とを夢見ています。東広島に「賀茂台地エコミュージアム」を実現し
て、もっと地域を活き活きさせられないか。オオサンショウウオや景観
への注目など、すでにその胎動は始まっています。飽くなき夢の追求
が、本博物館のいのちのようです。
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総合博物館からお知らせ

ご利用案内（すべて入館無料です）

岡橋  秀典館長（文学研究科教授併任） 清水　則雄助教

専門は、動物生態学。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。

専門は文化財学で、城郭建築の復元を中心に古建築（神社・寺
院・住宅・城郭）等の調査研究を行っています。最近は、古建築
をアウトドアミュージアムとして活用することで若い世代にも興味を持っ
てもらえないか模索中です。博物館では、化石や剥製に囲まれ、楽
しく刺激的な日 を々過ごしています。未知の世界に接することが多く、
目から鱗が落ちっぱなしです。自身が得た経験を来館者の皆様に
伝え、ひとりでも多くの方に「ヘー」と言ってもらえるようこれからも精進し
ていきます。“知のオアシス“博物館でお会いしましょう。

　総合博物館では、博物館をより安定させるために、財源の確保が必須となっています。そこで皆さま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。皆さまを対象に、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。

佐藤　大規

寄付のご案内 Tel.082-424-4212

学芸職員

お問い合わせ先：
広島大学総合博物館

寄付者一覧

橋本　知佳事務補佐員

修士課程での専門は魚病学。総合博物館では本館担当。『職員
ならば毎日見る展示でも、来館者の方には常に“一期一会”だ（W
先生談）』を旨に、利用者の皆さんが快適に館内を見学できるよう、
ご案内や展示室の維持に務めています。2006年にオープンした博
物館も、もうじき十周年を迎えます。開館当初に比べると、博物館の
役割もずいぶんと多様になってきました。規模や人員は当時から変
わりませんが、これもご協力くださる教職員、学生、さらには来館者
の皆様のおかげです。まだまだ至らぬことも多いので、これからもビシ
ビシご意見をお聞かせ下さい。

文教ニュースに掲載されました。 大学博物館等協議会2013年大会・
第8回博物科学会に参加しました。

収蔵庫が増加しました。

印刷／中本総合印刷株式会社

編集・発行／広島大学総合博物館

〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1
TEL：082-424-4212（広島市内からは市外局番が必要）
http://home.hiroshima-u.ac.jp/museum/
E-mail  museum@hiroshima-u.ac.jp
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第44回公開講演会（環境講演会）『九州大学伊都キャン
パス 生物多様性保全事業 ノーネットロスを目標とするチャ
レンジ』（矢原徹一氏）、第45回公開講演会『原爆と広島
大学』（利島保氏・静間清氏）、第7回企画展「広島大学
のチカラ－リサーチ・ユニバーシティーの研究最前線」の様
子が掲載されました。

5月30日（木）・31日（金）に宮崎大学で開催されました「“生
きた教材”企画展を活用した博物館実習の成果と課題～地
方自治体と連携した企画展を事例として～」（清水則雄、橋
本知佳、永田千織、佐藤大規、藤野次史、岡橋秀典）と
題した報告を行いました。

2013年4月より、教育学部B棟8階にある部屋（26㎡）を収蔵庫として利
用することになりました。

エコネットひがしひろしまに加入しました。
2013年4月より、市民・事業者・団体と市が連携・協力して、環境問
題の改善に取り組む「エコネットひがしひろしま」に加入しました。
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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

開館時間／10:00～17:00（火～土曜日・入館は16:30まで）
休 館 日／毎週日・月曜日、祝日、年末年始

※広島市内からは市外局番が必要です。

平成25年 ４月23日

平成25年11月 7日

平成26年 1月31日

山﨑　大海

エデュパーク

東広島市自然研究会

日　時 団体・個人

総合博物館の教育活動のため

目　的

オオサンショウオの保全のための研究・教育のため

第1回 ミュージアム・コンサート by ヴァイオリニッシモ（2013年3月9日）


