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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8回企画展

学術模型が拓く研究の最前線
ー広島大学のチカラPart2
期　間：2014年10月31日（金）～ 11月15日（土）
場　所：東広島キャンパス学生プラザ1階
来場者数：1,429名

特別展示
● 大学病院特別展示

広大が誇る研究のプロフェッショナル
「DP(Distinguished Professor)」のチカラ

期　間：2014年7月17日（木）～ 8月21日（木）
場　所：霞キャンパス・大学病院　診療棟3Fイベントホール

● 第3回ふむふむギャラリー
蝶とフン虫 ～新着 昆虫コレクション
期　間：2014年8月5日（火）～ 9月27日（土）
場　所：総合博物館本館

● 第4回ふむふむギャラリー
霞地区で発掘された大学食器
・東広島キャンパス

期　間：2014年10月10日（金）～ 12月19日（金）
場　所：埋蔵文化財調査部門　サテライト館

・霞キャンパス
期　間：2015年1月20日（火）～ 3月20日（金）
場　所：医学部　医学資料館

公開講演会
● 第49回／第３回ふむふむギャラリー関連イベント
　 講演＆ギャラリートーク

広島の昆虫
講　師：小阪　敏和（広島虫の会　会長）
日　 時：2014年8月23日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：教育学部C203教室　～総合博物館本館
参加者数：36名

● 第50回／第8回企画展
　『学術模型が拓く研究の最前線』関連イベント

出雲大社の研究最前線 ー宝治度本殿の復元ー
講　師：三浦　正幸（文学研究科　教授）
日　 時：2014年10月31日（金）15：00 ～ 16：30
場　所：教育学部講義棟（L205）
参加者数：38名

● 第51回／第8回企画展
　『学術模型が拓く研究の最前線』関連イベント

星野木骨に近代医科学の曙をみる
講　師：片岡　勝子（広島大学名誉教授　元医学資料館長）
日　 時：2014年11月8日（土）13：30 ～ 15：00
場　所：文学研究科リテラ（B204）
参加者数：58名

● 第52回／第8回企画展
　『学術模型が拓く研究の最前線』関連イベント
　 ミュージアム・カフェ

解剖学教育に有用な医学模型の製作
講　師：里田　隆博（医歯薬保健学研究院　教授）
日　 時：2014年11月11日（火）18：00 ～ 19：30
場　所：東広島キャンパス学生プラザ1階
参加者数：30名

● 第53回／第8回企画展
　『学術模型が拓く研究の最前線』関連イベント
　 ミュージアム・カフェ

信長に挑戦する ̶安土城天主の復元̶
講　師：佐藤　大規（総合博物館）
日　 時：2014年11月15日（土）13：30 ～ 15：00
場　所：東広島キャンパス学生プラザ1階
参加者数：43名

フィールドナビ
● 第41回

海洋フィールド調査体験ツアー 2014
ナビゲーター：中口　和光（豊潮丸　船長）
日　 時：2014年4月19日（土）10：00 ～ 16：30
場　所：呉市練習船基地～広島湾
参加者数：45名

● 第42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：2014年5月17日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：東広島キャンパス内 
参加者数：36名

運営委員会
第１回運営委員会
開催日：2014年8月4日（月）
第2回運営委員会
開催日：2015年3月12日（木）

団体見学
2014年4月1日（火）～ 2015年3月31日（火）現在
利用団体数：159団体

Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.8 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.8

Annual  Report of  �e Museum

● 第43回
ガガラ山＆陣ケ平山へ登ろう!!
～キャンパスの里山探検
ナビゲーター：塩路　恒生、清水　高、宇都　武司、坂下　英樹（技術センター）
　　　　　　佐藤　大規（総合博物館）
日　時：2014年7月5日（土）10：00 ～ 13：00
場　所：総合博物館～ガガラ山～陣ケ平山
参加者数：20名

● 第44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：2014年10月18日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：東広島キャンパス内 
参加者数：69名

● 第45回
キャンパスでネイチャーゲーム
ナビゲーター：淺野　敏久（総合科学研究科　教授）
日　時：2015年3月15日（日）13：30 ～ 15：30
場　所：東広島キャンパス内 
参加者数：44名

● 第４6回
キャンパスで考古学な散歩ツアー
ナビゲーター：石丸　恵利子（総合博物館）
日　時：2015年3月28日（土）13：30 ～ 15：30
場　所：東広島キャンパス内 
参加者数：43名

ミュージアム・コンサート
● 第3回

演　奏：広島大学ダブルリード研究会
メンバー：大藤　桃花、岡田　倫弥、猪子　京子、伊藤　友貴、宮岡　優吉
　　　　高尾　美輝、南條　文香、小坂　光、小川　里菜、三登　えりか
　　　　（広島大学教育学部音楽文化系コース有志）
日　時：2015年2月28日（土）14：00 ～ 15：00
場　所：総合博物館本館
参加者数：78名
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　今回の企画展
は昨年同様、本

学の研究紹介がテーマでした。異なるのは前
回のパネル展示に対して「学術模型」を多用
する点で、来場者の方々にどのように受け入れ
られるのかを楽しみにしながら、準備に取り組み
ました。
　会期中スタッフとして活動する中で、今まで
の企画展と比べ質問を受けることが多く感じま
した。また、客層は幅広い世代に渡り、滞在時
間もより長かったように思います。会場にふと
立ち寄る人も多かったようで、模型とはいえ実

物を感じられる展示は親しみやすいようでした。
　自身を含め、誰しも未知の分野には、興味を
持つ以前に一線を引きがちだと思います。一
見難解に感じられる大学の研究はなおさらで、
今回のような内容を身近に感じさせる展示や
説明が、関心を抱くきっかけになりうるのだと思
いました。そう考えると、博物館は「知」を発信
するだけではなく、人と「知」の橋渡しの役割も
担っているのでしょう。
　卒業を前に、今までの学生スタッフとしての
活動を振り返ると、小さな子供との交流が特に
印象に残っています。彼らの未知の事に驚き、

楽しむ姿勢が、自身が学問を志した原点に感じ
られるからかもしれません。加えて私がこの道に
進み、学びの楽しさを知ることができたように、
彼らにもそのきっかけを提供できたらと思ってき
ました。それも今回感じた、人と「知」の橋渡し
なのかもしれません。最後の企画展が、自身と
知の関わりを見つめなおす機会に繋がったこ
とを嬉しく思
い、これから先
に繋げていか
なければと思
う心持ちです。

曽我　しずく （文学研究科博士課程前期修了）

　今回の企画
展「学術模型が

拓く研究の最前線」に、私の趣味？である
「解剖模型」を展示させていただきました。医
学部や歯学部で行われている解剖実習は、
「本物を見る」という点においては無くてはな
らない存在ですが、解剖実習では、わかりにく
い構造もあります。私は学生の理解の一助
として、解剖模型を製作してきました。今回、
その一部の耳小骨機能模型、嚥下機能模
型、顎関節機能模型を展示させていただきま
した。耳小骨はツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨と

いう骨が連結して音を伝えますが、あまりにも
小さいために、どのように動くのかは説明でき
ません。また、咽頭の構造を理解しても、嚥下
した瞬間に咽頭の中をどのように食塊が運
ばれて食道に入っていくのかは、ご遺体では
理解できません。顎の動きは、単なる蝶番運
動ではなく、下顎全体が前に動くという滑走
運動もあります。このような「機能」を合わせ
て説明すると理解しやすくなります。学生プラ
ザで一般の方にもこの模型をお見せでき、ま
たミュージアムカフェでは、多くの方にお集ま
りいただき、お話しできたのは大変良かった

のではないかと思います。実は、この他にも
色々おもしろい模型がありますので、私の所
に来られたらお見せできます。

「解剖模型の展示を振り返って」

里田　隆博 （大学院医歯薬保健学研究院　教授）
展示解説の様子

博物館は「知」の橋渡しの場
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　「模型」と聞いて皆さんは何を連想する

でしょうか。プラモデル？鉄道模型？人によっ

て連想するものは違えど、「模型」は私た

ちの生活にとけ込み、そして親しまれてい

るものと言えるのではないでしょうか。

　実は、研究の世界においても模型は研

究を進め、またその成果を表現する上で

重要な役割を果たしています。生物学に

おける剥製等に代表される博物学的な模

型に留まらず、文系理系の別を越えて

様々な分野で活用されているのです。例を

挙げれば、医学分野における人体解剖模

型、DNA二重螺旋構造等の分子模型、宇

宙科学分野におけるジオラマ、工学分野

における流体模型・風洞模型、文化財学

分野における建築復元模型・歴史資料の

レプリカ、生物工学融合分野におけるバイ

オミメティクス等々…。最近では3Dプリンタ

が普及し、新たな模型の利用が進んでい

ます。

　今回の企画展では、広島大学の研究と

密接な関係のある学術模型を選び、展示

を行いました。主な展示物は広島大学が

所蔵する「星野木骨」のレプリカや安土城

天主復元模型、医学解剖模型、マツダスカ

イアクティブエンジン実物模型、３Dプリンタ

などです。学術模型という実物（モノ）から

本学の研究にアプローチしたもので、新た

な形で本学の研究のチカラを発信できた

のではないでしょうか。

　会期中には、講演会とミュージアム・カ

フェをそれぞれ2回ずつ開催しました。内

容は宝治度出雲大社本殿・星野木骨・医

学解剖模型・安土城天主といずれも会場

に展示している学術模型について、その

模型の製作過程や研究に果たす役割な

どについてお話しいただきました。特に

ミュージアム・カフェは、話し手と聞き手（参

加者）の距離が近く、模型を手に取りなが

らの説明であったた

め、大変分かりやすく

好評でした。

　また新たな試みとし

て、展示内容に関す

るクロスワードを作成

しました。答えを求め

てパネルをじっくりと読

み込む来場者が多く、

結果、滞在時間の大

幅な増加に繋がりまし

た。また同時に渡した

アンケートの回収率も

前年を大きく上まわるなど、思わぬ効果も

ありました。来場者の滞在時間を伸ばす手

法として、今後の可能性を模索する必要

がありそうです。

団体解説の様子

会場の様子 学生の接客対応の様子

会場入口 ミュージアム・カフェの様子

講演会の様子

学術模型が切り拓く研究の世界

第8回企画展  ［学術模型が拓く研究の最前線 －広島大学のチカラPart2］
期間：2014年10月31日（金）～ 11月15日（土）／場所：東広島キャンパス学生プラザ1階／来場者数：1,429名

会場設営の様子
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　今回の企画展
は昨年同様、本

学の研究紹介がテーマでした。異なるのは前
回のパネル展示に対して「学術模型」を多用
する点で、来場者の方々にどのように受け入れ
られるのかを楽しみにしながら、準備に取り組み
ました。
　会期中スタッフとして活動する中で、今まで
の企画展と比べ質問を受けることが多く感じま
した。また、客層は幅広い世代に渡り、滞在時
間もより長かったように思います。会場にふと
立ち寄る人も多かったようで、模型とはいえ実

物を感じられる展示は親しみやすいようでした。
　自身を含め、誰しも未知の分野には、興味を
持つ以前に一線を引きがちだと思います。一
見難解に感じられる大学の研究はなおさらで、
今回のような内容を身近に感じさせる展示や
説明が、関心を抱くきっかけになりうるのだと思
いました。そう考えると、博物館は「知」を発信
するだけではなく、人と「知」の橋渡しの役割も
担っているのでしょう。
　卒業を前に、今までの学生スタッフとしての
活動を振り返ると、小さな子供との交流が特に
印象に残っています。彼らの未知の事に驚き、

楽しむ姿勢が、自身が学問を志した原点に感じ
られるからかもしれません。加えて私がこの道に
進み、学びの楽しさを知ることができたように、
彼らにもそのきっかけを提供できたらと思ってき
ました。それも今回感じた、人と「知」の橋渡し
なのかもしれません。最後の企画展が、自身と
知の関わりを見つめなおす機会に繋がったこ
とを嬉しく思
い、これから先
に繋げていか
なければと思
う心持ちです。
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　新課程の博物館実習1は今年度初めて

3年生が受講し、実質的なスタートとなりまし

た。内容は、学内・学外博物館の見学実習、

展示会実習、資料取り扱い実習の3つで、

総合博物館と関連学部の協力体制で実施

しました。今年度の受講者は46名でした。

　学内・学外博物館の見学実習のうち、学

外博物館見学は11月29・30日に実施しまし

た。広島県立美術館、広島県立歴史博物

館、いのちのたび博物館など、各分野の博

物館についてバックヤードを含めた施設見

学を行いました。展示会実習は総合博物

館が実施する企画展に組み込みました。

資料取り扱い実習は、各分野の教員が実

物を使用して主要な資料の取り扱いや標

本製作などを指導しました。土曜日を中心

に60時間を超える実習時間で、非常に

ハードな内容でしたが、討論会、学外博物

館見学、実習総括などを通じて、受講生に

とって充実した半年であったことを知ること

ができました。また、各種博物館の見学、各

分野の資料取り扱いなどの経験が、学芸

員の仕事を具体的に理解し、改めて学芸

員を目指す契機となったようです。

　博物館実習２（学外での館園実習）は

今年度も大学院生、編入学生が中心で、

受講者は7名でした。

新課程博物館実習1が本格的にスタートしました。 2014年8月20日（水）に、本館入館者8万人を達成

学内博物館見学 発見の小径見学 広島県立美術館

企画展立案の発表広島県立歴史博物館 資料取り扱い実習（自然史）

Annual  Report of  �e Museum

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

博物館実習1・2概要ニュース：Ⅰ 本館入館者数8万人達成ニュース：Ⅱ

　平成26年8月20日（水）に、8万人目の入館者をお迎えしました。8万人目の入館者は、瀬戸内高校1年生の乙田萌実さん。勉強合宿で本

学を訪れていて、その合間に友人4人で博物館へ来館いただきました。平成25年11月2日の7万人達成以来、僅か10ヶ月での8万人達成と

なります。

　大学内でのイベントによる入館者の増加に加え、4～7月の学内

教養ゼミの他、多くの中学校・高等学校の皆様、海外からの見学

者の皆様に利用していただいた事が入館者の増加に繋がってい

ると思われます。今後もスタッフ一同、多くの皆様に足を運んで頂

ける博物館作りを目指していきたいと思います。

中川　満帆

文学部

学問の楽しさ伝える学芸員を目指す

　広島大学総合博物館と東広島市立豊栄小学校との出会いは、豊栄町に棲むオオサンショウウオがもたらし
てくれました。昨年５月の総合的な学習の時間、広島大学総合博物館と東広島市環境対策課による出前授
業「豊栄の川の水とオオサンショウウオ」で、本校４年生児童２２名の「豊栄町環境問題探検隊」が講師の清
水先生と出会いました。その後、７月の現地調査でオオサンショウウオと初対面を果たした４年生児童は、１０月
には３年生児童１６名を引き連れ、社会見学で、清水先生の棲家である総合博物館を訪れたのです。
　入館し、学芸員さんに案内されて館内を巡った児童は、予想もしなかった「本物」の恐竜の骨などと対面し、
大喜びでした。また子どもたちは、恐竜の化石が展示されているのと同じ博物館の中に、自分たちの町にいるオ

オサンショウウオのことが展示されていることに驚くと同時に、誇らしい気持ちになっているようでした。
　想像したこともない未知のものと出合い、話で聞いたことしかないような珍しいものの「本物」に触れて大はしゃぎの子どもたちでした。ま
た、案内してくださった清水先生のお話から、実は「魚の専門家」だったという、子どもたちがそれまで知らなかった先生の一面に出会うととも
に、研究者である清水先生の「興味・関心」の強さ・大きさと研究への一途さに触れ、驚き、感心していました。
　博物館を後にし、「発見の小径」を歩んだ子どもたちは、博物館の中で学んだことが目の前に展開されていることを発見し、いろいろな物
や事柄の「つながり」を実感し、口々に感動の言葉をもらしながら、帰路についたのでした。

東広島市立豊栄小学校　教頭　三宅　将己

　私たちは地域の公民館による学区民大学で、４年にわたり地域の歴史を学ぶグループです。
講座は座学だけではなく、史跡や神社仏閣を実地に赴いて直接見て学んでおります。その一環
として今回貴博物館を見学させていただきました。私たちの講座では常々講師から歴史を学ぶと
き、事象や文章を理解するだけではなく、その時代の背景や制度・仕組み、考え方を考察しない
と本当の理解にならないと言われ続けてきました。今回もそのことを念頭に説明を聞かせていた
だきました。最初の説明を受けた厳島神社は全て清盛が創建したものが残っていると思ってい
たので、大半が後世に造られたものとの事や防災面が考慮されていること、そして、その時代の

浄土信仰の厚さと、それが今残っていることに感銘いたしました。また、発掘物の復元作業の根気のいる作業を続けられていることに敬服
いたしました。続いて見学した古代の竪穴住居（復元）は、今まで本でしか見たことがなかったので感動しました。と同時によく考察されてい
るなと感心いたしました。
　今回の見学を終えて帰りのバスの中でそれぞれの感想を述べ合いましたが、一様に私たちの学習の幅を広げてくれたと感謝していまし
た。改めてこの施設の有難さや、スタッフの皆さんのご配慮に感謝申しあげます。

阪本　竹宏

来館者の声

2006 201220112010200920082007
（年度）

：月別入館者数 ：累計入館者数

2013 2014
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500
（人） （人）

0

20000

40000

60000

80000

100000

　本年度の博物館実習1は例年と異なる…！と多々聞いていたので、今
学期の開始と同時に好奇心でいっぱいだったことを覚えています。学内
実習がメインというカリキュラムの中、今年度初めて私たち受講生は「現
場をより近くで知る」ために広島大学総合博物館をはじめ広島県立美術
館、広島県立歴史博物館、北九州市立いのちのたび博物館を訪れる機
会を設けて頂きました。
　学芸員資格と一言にまとめてしまうとどこか狭い範囲の印象を受けます
が、私たちが見学した博物館の種類からも分かるように、学芸員は理系
文系の別はほとんどなく、仕事は実に多岐にわたることを実感させられまし
た。私自身は単純な計算すら頭を抱える文系人間ですが、殊にいのちの
たび博物館にて理系展示に触れた際には、その来館者を圧倒する展示

構成や万人に対応しようとする博物館側の工夫、そして何より文系学生
にも丁寧に説明をしてくれる学芸員の方々の博物館に対する誇りの持ち
ように胸を打たれました。学問の楽しさに境界線は無いことを改めて感じ、
それを伝えられる学芸員を目指したいと強く思うようになりました。また、各
博物館の展示構成の見学だけでなく、収蔵庫を含むバックヤードを見せて
頂くという好機に恵まれ、大型博物館の運営を覗くこともできました。
　学内では資料や標本の取り扱い方法や、実際に標本作製も行い自分
の知識も高まりました。
　私たちはこれから学外の館園実習に出ます。それぞれの派遣先で各博
物館の特色を観察しながら、自身の思い描く学芸員像をより明確なもの
にして帰ってくることを目標としたいと思っています。

福山市新市町戸手学区民大学　地域をひもとく歴史教室　代表
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博物館実習1・2概要ニュース：Ⅰ 本館入館者数8万人達成ニュース：Ⅱ
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中川　満帆

文学部

学問の楽しさ伝える学芸員を目指す
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ように胸を打たれました。学問の楽しさに境界線は無いことを改めて感じ、
それを伝えられる学芸員を目指したいと強く思うようになりました。また、各
博物館の展示構成の見学だけでなく、収蔵庫を含むバックヤードを見せて
頂くという好機に恵まれ、大型博物館の運営を覗くこともできました。
　学内では資料や標本の取り扱い方法や、実際に標本作製も行い自分
の知識も高まりました。
　私たちはこれから学外の館園実習に出ます。それぞれの派遣先で各博
物館の特色を観察しながら、自身の思い描く学芸員像をより明確なもの
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霞キャンパスで発見された「広大病院」食器の展示を行いました。 蝶とフン虫 ～新着昆虫コレクション
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　埋蔵文化財調査部門のサテライト館で

は、東広島キャンパスにある遺跡で発見さ

れた土器や石器などを常設展示していま

す。現在の展示資料以外にも、収蔵庫に

は多くの貴重な資料を整理保管していま

す。これらの資料についても広く公開して

いくために、定期的にテーマを決めてミニ

企画展を開催することにしました。

　今回は、東広島キャンパスだけでなく、

霞キャンパスの歴史や当時の暮らしを知っ

てもらうために、霞キャンパスで発見された

資料を、東広島キャンパスと霞キャンパス

の医学資料館の2か所で展示しました。

　現在、広大病院内で使用されている食

器はすべてメラミン製ですが、昭和41年ま

では磁器製品が使われていました。これま

での立会・試掘調査によって、多量の碗、

碗蓋、鉢、皿などの病院食器が発見されて

います。各資料には「広大病院」の銘が

青・緑・桃色の釉薬で記されていました。ま

た、裏印の意匠から、美濃窯業製品（岐阜

県瑞浪市）であることがわかっています。

　これらと合わせて、明治期から戦後まで

使われていた陶製食容器（缶詰の代用

品）や星章のついた軍用食器（陸軍の陶

製食器）、統制食器（国が運営統制して生

産した裏面に窯元を示す番号が付けられ

た食器）も展示しました。

　広島市内で展示を開催できたことは、こ

れまで以上に多くの人たちに広島大学の

埋蔵文化財を紹介することができたと同

時に、埋蔵文化財調査部門にとっても有

意義なものでした。

　来館者の中には、「病院食器を一目見

たかった。」と広島市内からわざわざ東広

島に足を運んでいただいた方や、「昔、病

院に来た時に見たことがある。懐かし

い。」、「陶器の缶詰なんておもしろい。」な

ど、さまざまな感想をいただきました。昭和

のものだけど、発掘調査で発見された病

院食器たち、ご覧になった方々は、ちょっと

身近な過去にタイムスリップすることができ

たのではないでしょうか。

ガガラ山頂上付近から ガガラ山頂上でお昼ご飯 勾玉いろいろ 親子で参加

展示の様子 展示の様子 講演会の様子

ガガラ山＆陣ヶ平山に登ろう

　広島大学の東広島キャンパスは、日本

有数の面積を誇っています。その中には、

自然も多く残り、多種多様な生き物が生息

しています。フィールドナビは、そういった

キャンパスの資源を利用した野外観察会

です。今回は、キャンパス内に聳えるガガラ

山と陣ヶ平山に登り、植物や昆虫の観察、

また頂上から一望できるキャンパスや西条

の様子を楽しみました。キャンパス内には、

構成員ですら知らない資源がまだまだたく

さん眠っています。これらを一つ一つ発掘

し、地域の皆様に発信していくのも博物館

の大切な役割だと思います。

勾玉づくり in 大学祭

　大学祭イベントの一環として埋文スタッ

フで勾玉づくりを開催しました。埋蔵文化

財調査部門サテライト館の認知度が低く、

場所もわかりにくいため、準備段階での広

報活動には力を入れました。その甲斐あっ

てか、当日は予想をはるかに超える参加者

の方々。先着100名の方々が思い思いの

勾玉を作り楽しんでいただくことができまし

た。足を運んでくださったのに数が足りず、

お断りの旨を伝えるときは心苦しいばかり

でした。自分で考えた勾玉を一所懸命に

削ったり磨いたりすることで、古代人の知

恵や当時の生活などに思いを馳せること

ができたのではないでしょうか。出来上がっ

た勾玉を手に、達成感・満足感いっぱいの

笑顔で帰られる参加者の方 を々見送り、無

事イベントは終了しました。

　このようなイベントを通して考古学の一

端に少しでも触れて興味を持ってもらえた

ら…と思います。スタッフの一人として、働く

ようになってから考古学という分野にかか

わるようになり、その奥深さに新たな発見を

したり感心させられたりの毎日です。

　今回逃してしまった方も次回にリベンジ

してもらえるような、もっと埋蔵文化財を身

近に感じてもらえるようなイベントづくりを心

がけていきたいです。

　総合科学研究科よりインドネシア産の

糞虫と国内を中心とした蝶コレクション

の移管を受けました。これに東広島市

在住の前原和雄氏が東広島キャンパス

で収集した甲虫を加え、夏休みに合わ

せて特別展示を行いました。色とりどり

の美しい蝶と黒一色で大小様々な糞虫

のコントラスト、人気のカブトムシから今

まで存在を意識していなかった小型

（最小は0.7ミリ）の甲虫の展示に子ども

から大人まで虫好きはもちろん、そうで

ない方にも楽しんでいただけたのでは

ないかと思います。

　会期中には、小阪敏和先生（広島虫

の会　会長）に「広島の昆虫」と題して

県内の虫事情についてご講演していた

だきました。公演終了後、博物館に場所

を移して実施したギャラリートークでは、

小学生をはじめとする参加者からの質

問が尽きることはありませんでした。改

めて昆虫の持つ絶大な魅力に気づか

されました。また実物を前にしてのギャ

ラリートークは、博物館の真骨頂だと感

じました。

展示の様子 展示解説の様子
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勾玉づくり in 大学祭
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フで勾玉づくりを開催しました。埋蔵文化
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　博物館では、H24年度に広島大学地域

連携推進事業の採択を受け、東広島市豊

栄町で国の特別天然記念物オオサンショ

ウウオの保全調査を本格的に開始しまし

た。本学の学生、東広島市自然研究会、東

広島市教育委員会と連携して地域での分

布調査や生態調査を実施してきましたが、

本年度からは科学研究費の支援を受け、

同種の年齢査定や幼生の動向等の調査

研究活動を充実させています。

　また、本年度には地域での教育普及活

動の一環として、東広島市立豊栄小学校

4年生に東広島市環境対策課と協働して

出前授業（座学3回、野外観察会1回）を実

施しました。さらに、9月には第11回日本オ

オサンショウウオの会全国大会（東広島大

会）を主催し、全国から約300名もの関係

者が集いました。清水助教が「東広島市

豊栄町におけるオオサンショウウオの現

状」について基調講演し、豊栄小学校の

児童の皆さんにも成果発表をしてもらいま

した。また、東広島オオサンショウウオの会

として西条山と水の環境機構より「山水

賞」を受賞しました。これらの活動を通じ

て、オオサンショウウオの生活史を解き明か

し、同種の保全に資する活動を更に進め

ていければと考えています。
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　広島大学構内にはいくつかの遺跡があ

ります。もし、開発・整備によって遺跡が発

見され、その遺跡が壊されてしまう場合

は、考古学的な調査を行って記録保存を

しなければなりません。そのため、埋蔵文

化財調査部門では、大学構内の開発・基

幹環境整備に伴い埋蔵文化財の確認調

査を行っています。2014年度は、東広島地

区３か所、霞地区６か所、東千田地区１か

所の立会・試掘調査を行いました。

　今年度もっとも注目すべき調査成果は、

東千田地区の調査です。本地区では、こ

れまで考古学的な調査が行われていな

かったため、地下に残されている埋蔵文化

財の状況については明らかになっていま

せんでした。今年度、「知的人材育成セン

ター（仮称）新営工事」に伴い、試掘および

立会調査を行いました。

　建物建設予定地は、東千田キャンパス

北東部の現在は平地になっていた場所で

すが、大学が東広島に移転する前は旧教

育学部の建物があり、広島高等師範学校

があった1939年の地図にも、校舎などの

建物があったことが記録されています。調

査は、当時建設されていた建物の位置を

確認すること、また、記録に残されていない

その他の遺構や遺物がないかを確認する

ことを目的に調査を行いました。

　調査の結果、現在の地表面（標高約1.5

ｍ）から約1.5ｍ前後土壌を掘削した地点

で、垂直に打ち込まれた木杭の列が検出

されました。これは、径約20㎝前後のマツ

で、杭の頭はすべて同じ高さで平坦に切り

そろえられていました。同様の松杭の列

は、霞地区の現在の外来診療棟建設の際

にも発見され、軟弱な地盤の上のレンガ建

物を支えていたことが分かっています。東

千田地区も霞地区と同様に江戸時代に造

成された埋立地で、これらのマツ杭も建物

建設の際に地中深く打ち込まれたものだと

考えられます。

　この地に建設された最初の大型建物

は、広島高等師範学校（1902年以降）など

の校舎だと考えられます。これらのマツ杭

列がどの建物を支えていたのかについて

は、この地での校舎の建て替えの歴史な

どを考慮して考察する必要がありますが、

1939年の高等師範学校の平面図では、渡

り廊下のような構造物の場所と一致してい

ます。

　近現代に建設される高い建物は、いくつ

ものコンクリート杭を打ち込んで支えられて

いますが、かつては、木杭が多くの建造物

を支えていました。1914年に完成した東京

駅丸の内駅舎や、1920年に日本で最初に

建てられた高層ビルの旧丸ビルなども大量

のマツ杭で支えられていたことが発掘調

査によって明らかになっています。今回発

見された東千田地区のマツ杭列も、広島

の沖積平野や新開地における建物建設

や木材利用の歴史、あるいは東千田地区

の歴史を知るうえで、とても貴重な発見だ

と言えます。今回の調査の成果について

は、今後、埋蔵文化財調査部門の研究紀

要あるいは報告書で詳しく紹介していく予

定です。きっと、東千田公園内の地下には

まだ多くのマツ杭が残され、今もじっとその

地盤を支えていることでしょう。

2014年度の埋蔵文化財調査部門の立会・試掘調査

　総合博物館が所在
する東広島市では、大
変貴重な生き物が今も

生息していることをご存知でしょうか。それは、オオサンショウウ
オです。通称「ハンザキ」「ハンザケ」とも呼ばれ、トキやイリオ
モテヤマネコ等と同様に、国の特別天然記念物にも指定さ
れています。メディアなどで時折紹介されているので、実物は
見たことないがその姿を知っているといった方も多いのではな
いでしょうか。
　総合博物館
では、4年前から
オオサンショウ
ウオについての
調査及び保全
活動を地域の
方々や行政の
皆様と協働して
実施していま
す。大変幸運な
ことに、私はその記念すべき第1回目の調査から参加させて
頂くことができました。初めての調査の時、川の中から3頭も
のオオサンショウウオが発見された時には、とても大きな興奮
と高揚感を感じたことを今も鮮明に思い返すことができます。
以前から生き物や自然が好きだったとはいえ本来の私の専
攻は日本文学であり、生物系とは対極に位置するといってい

いものでしたが、そのことを踏まえてもこれからオオサンショウ
ウオの調査活動に積極的に関わっていきたいという魅力を強
く感じました。
　最初の調査以来、幾度もお手伝いとして調査に帯同させ
ていただきました。気がつけば1回生の夏から4回生の春ま
で、およそ4年間もの間オオサンショウウオに関わっていたこ
とになります。そのような大学生活を通して取り組んできたこ
の活動は、私に多くのものを教えてくれました。体長や体重を
計測する方法、未識別個体に個体識別用のチップを埋め込
む手順等の実務的な知識はもちろん、彼らが如何に厳しい
環境の下で生活しているか、そして護岸工事や人工堰堤の
存在が、彼らの繁殖や移動をどれほど制限してしまっている
のかといった厳しい現状も多く目の当たりにしました。また、そ
のような状況をなんとか改善しようとする多くの方 と々も知り
合いになることができました。長年、オオサンショウウオの保
全活動に取り組んでこられた地域の方々、そして日本各地の
保全活動に参加している方々、時には海外の研究者からオ
オサンショウウオの現状や取り組みを伺うことで、私自身の保
全活動に対する心持ちもより真摯なものになっていったと感
じています。
　私は生物に関しての専門的知識を有してはいませんでした
が、「1人の自然を、そしてオオサンショウウオを愛する者として
調査や保全活動に少しでも貢献することが出来たかな？」と、
卒業を目前に控えた今、感じています。調査に参加する学生
も当初は大変少数でしたが、現在ではその数も増加し、新年

度から5年目を迎えるオオサンショウウオの保全活動が、これ
からもますます賑やかなものになっていくと思っています。

　地域の皆様と行
政の方々、そして学
生を含めた大学の
3者が協働しながら
保全に取り組んで
いくというこの理想
的な形が決して一
過性のものではな
く、これから何年に

も渡って継続していくだろうということ。そして大変僭越ですが
そういった活動の中核を担った学生チームのリーダーとして、
地域の皆様と密接に関わり保全活動に少しでも貢献するこ
とができたこと。これらが、私がオオサンショウウオの保全活動
に参加して最も嬉しく思ったことです。私は卒業後には教育
職に身を置きます。本活動で実際に経験した環境に関する
「生きた」知識は、子供たちに環境保全の重要性を伝える際
に必ず有益なものになると確信しています。
　最後に、本保全活動を通してお世話になったすべての方
に感謝し、またこれから更に多くの学生が活動に参加し、そし
て多くの人々がオオサンショウウオについて関心を持つこと
で、彼らの住むこの素晴らしい環境がいつまでも守られていく
ことを願って結語とさせていただきます。4年間、本当にありが
とうございました。

4年間のオオサンショウウオの保全活動を振り返って

増田　直哉 （生きもの会前会長（文学部4年））

調査の様子。網の中に静置した
オオサンショウウオの体重を計測中

記念すべき第一回目の調査（2011年8月6日）、
3頭のオオサンショウウオを前に
（前列向かって左端が筆者）

調査前

トレンチ調査の様子

木杭の配置状況

調査後掘削状況
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　平成26年12月25日に、「総合博物館研

究報告」の第6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4編、短報1編、資料

3編を掲載しています。広島県内の公立図

書館や全国の国立大学図書館に所蔵さ

れるほか、博物館HPよりPDFをダウンロー

ドできます。
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Publication New Museum Collection

出版 展示NEW

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.8 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.8

Annual  Report of  �e Museum

● 岡田 昇馬・近藤 裕介・平林 丈嗣・橋本 周一郎・戸篠　祥・
　三宅 裕志・足立　文・浦田　慎・大塚　攻
瀬戸内海産大型立方クラゲ類ヒクラゲの出現と成長に関する知見
● Koichiro KAWAI, Sawako HARA and Hidetoshi SAITO
Usefulness of Chironomid Larvae as Physicochemical and 
Biological Indicators 
～ A case study of the mountainous streams in the Gono River 
System ～
● 佐藤　大規
竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区における町家
● 重田　利拓・手塚　尚明・中川　倫寿・冨山　毅・坂井　陽一・
　斉藤　英俊・清水　則雄
瀬戸内海周防灘中津干潟における絶滅危惧種アオギス Sillago 
parvisquamis（キス科）の最新の生息状況（2011-2013年）
● 坪田　博美・井上　侑哉・中原-坪田　美保・内田　慎治・
　向井　誠二
標本同定のツールとしてのDNAバーコーディング ―植物標本の例―
● 青山　幹男・山本　晃弘・福永　みちる・中坪　孝之
広島大学東広島キャンパスのトンボ相
●淺野　敏久・小出　美由紀
大学博物館のイメージに関する調査結果
●木村　祐貴・新野　洋平・坂上　嶺・佐々木　司・清水　則雄
広島大学総合博物館に収蔵された魚類標本：1909-2013年

　2015年度オリジナルカレンダーを発行しました。
第8作目となる今回は、「キャンパスまるごとミュー
ジアム《桜編》」です。実は学内にはたくさんの桜が
植栽されていて、春だけでなくさまざまな季節に花
を咲かせています。今回は、故青山幹男氏が学
内の桜を撮影して作成した「櫻曼荼羅」をもとに制
作しました。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

原 著 論 文

短 報

資 料

蝶コレクション安土城天主復元模型キジ剥製

オオコノハヅク剥製 オニオオハシ剥製人骨

写真と文：藤原好恒（理学研究科 准教授）
よしひさ

「“モドキ”シリーズ１」
　サルオガセモドキ（猿尾枷擬）。
ジャングルといえばこの植物で、垂
れ下がっているイメージのあるあ
れです。パイナップル科。サルオガ
セという地衣類に似ていることか
らモドキの名が付く。根が無く、葉
や茎から空気中の水分を取り込
むエアープランツです。緑色の
3mm程の小さな花を咲かせます。

サフランモドキ（サフラン擬き）（カリナ
タ）の花（雨が降ったあとに開花するこ
とが多く、レインリリーとも呼ばれる）

サルオガセモドキ

「“モドキ”シリーズ２」
　サフランモドキ。有名なサフラン
に似ていることからモドキの名が
付く。サフランはアヤメ科の秋咲、
こちらは彼岸花科の夏咲き。折角
綺麗な花なのでモドキはかわいそ
う、ラテン名から取ったカリナタ、或
いは雨後に開花することからレイ
ンリリーと呼びましょう。

サフランモドキ

フォトアルバム＠キャンパス

　「報告書」Ⅵ（平成26年12
月）と「紀要」第6号（平成27年
3月）を発行しました。埋蔵文化
財調査部門の発掘調査と研究
の成果報告です。報告書は、東
広島キャンパスにある鴻の巣遺

跡の第4次調査の成果で、紀要
には、（中世の土師質土器や近
代の病院食器など）3編の研究
報告と2011年度の立会・試掘
調査の概要や普及活動などを
掲載しています。

　埋蔵文化財調査部門では、遺跡の発掘調
査など重要な業務を行っていますが、調査に
は欠かすことのできない道具がたくさんありま
す。私たちが調査に行く時いつも持って行く
道具の中から、今回は、調査の準備段階で使
う道具たちを紹介します。
　まずは、調査範囲を設定するための「トータ
ルステーション光波測距儀」（通称：コウハ）の
登場です。「反射プリズム」にレーザーを当て
て、距離や角度を測ります。道路の測量などに
使われているものと同じです。一人がプリズム
を持って測りたい場所に移動し、もう一人が
「三脚」（通称：アシ）に据えた光波の計測値を
読みます。ちなみに、三脚の上に乗せる部分

をアタマと呼ぶこともあり、無機物も頭と三本
足があると思うと、心なしか愛着も湧いてきた
りします。
　調査範囲を設定したら、目印として「木杭」
を打ち込みます。木杭を打つのに「掛矢（かけ
や）」という大きな木槌を使いますが、これが
けっこうな重さです。さらに木杭の上に「金槌」
で「釘」を打ち込んで設置完了です。
　次は、調査区の
標高を測るのに必
要な「レベル」、レ
ベル用の「三脚」

（通称：アシ）、「ス
タッフ（標尺）」の
水準測量トリオの出番です。スタッフは3~5ｍ
まで伸びるアルミスタッフと、コンパクトサイズ
の通称「バカボー君」を使い分けます。こちら
も光波と同様、地面と水平になるようにアシに
アタマを据えて、スタッフを立てた所の高さを
測定します。ただ、レベルよりも光波の方が立
てるのが難しく、いかに早く正確に立てられる
かで熟練度が問われます。
　これらの作業がなくては正しい図面が書け
ないので、地味ながらも基本的かつ大事な作
業です。このような準備を経て、正確な調査に
取りかかることができます。

博 物 館 の お 仕 事

サルオガセモドキ（猿尾枷擬）

レベル測定中レベル測定中

コウハで測量中コウハで測量中
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総合博物館からお知らせ 広島大学が誇る お宝紹介Ⅷ

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.8 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.8

Annual  Report of  �e Museum

　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

寄付者一覧

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

※広島市内からは市外局番が必要です。

平成26年6月10日

平成26年8月19日

サンコウトラベル株式会社

東広島市立学校　生活科　総合的な学習の時間部会

日　時 団体・個人

総合博物館での教育活動助成のため

目　的

　「バードカービング」？少し聞き慣れな
い言葉かもしれません。簡単に言うと、
バードカービングは野鳥の彫刻のこと
で、一つの木材から鳥の形を削り出し、
全体を彩色して本物の鳥にそっくりな彫
刻をつくること、またその完成品を指しま
す。その起源は、アメリカにおいて、狩猟
の際におとりとして用いられたデコイとい
う擬似（ぎじ）鳥です。これが、1940年頃
に工芸品として販売されるようになり、こ
の頃にバードカービングという名称が誕
生したと言われています。そして次第に
芸 術 品となっていきました。日本には
1970年代の終わりに入ってきて、現在で
は全国各地でバードカービング教室が
開講され、関連書籍も出版されるなど、
一般に普及しはじめています。
　当館は2013年に松長由岐子氏（バー
ドカーバー、広島県在住）より37点におよ
ぶバードカービングのご恵贈を受けまし
た。松長氏は、約30年に渡ってバードカー

ビングの制作を続けてこられ、当館にご恵
贈いただいた作品は、数点を除き松長氏
が制作したものです。氏の作品はいずれ
も精巧かつ繊細で、まるで生きているか
のようです。制作にあたっては、鳥の図鑑
だけでは細かな部分を把握することがで
きないので、野生の鳥や剥製などを丹念
に観察しており、一つ一つの作品にかけ
る制作時間や制作に対する情熱は、並
大抵のものではなかったと推察されます。
例えばヤマセミは、冠羽を表現するのに
100枚以上の薄い板を張り付けた労作で
すし、雀は縁側に置いていると仲間と勘
違いして生きた雀が寄ってくるほどだと言
います。またシロフクロウは、アメリカにお
いて最も権威のある「WAPD WORLD 
CHAPIONSHIP」において「NOVICE
6部門総合3位（イエローリボン）」入賞と
世界で評価されたものです。さらにこの
他にも数点の作品が、国内外の様々なコ
ンクールで受賞しています。

　ところで、博物館において鳥類を展示
する場合、剥製が最も一般的な手法と
言えます。しかし、剥製は死亡した鳥類
を使うため生 し々く、苦手とする人も少な
くありません。そのため近年では、剥製に
替わって鳥の形態を知る上でバードカー
ビングの展示利用が拡がりを見せていま
す。当館でも寄贈記念展示「野鳥を彫る
－バードカーバー松長由岐子の世界」

（2014年2－3月）を開催し、好評を博しま
した。本物に肉薄するほど見事な松長
氏の作品は、芸術品として見る人を感嘆
させるだけでなく、博物館における展示
品として鳥の形態、ひいては鳥の生態や
生活環境などに興味の幅が拡がってい
く端緒となる博物館資料としての可能性
を秘めているのです。

佐藤　大規
（広島大学総合博物館）

松長バードカービングコレクション

シロフクロウ

ヤマセミ スズメ

アカゲラ

展示風景

エナガ

開館10周年を迎えました。

設立10周年記念 企画展 part1「海の博物誌－エビ・カニの博物画と研究最前線－」
を開催します。

2006年度に開館した当館は、2015年度で10周年を迎えました。これまでご来館いただいた皆様、また地域の
皆様・本学の教職員および学生の方々のご理解・ご協力があってのことと、大変感謝しております。今年度は、
10周年を記念して様々なイベントを開催する予定ですので、どうぞご期待下さい。

歴史資料等保有施設に指定されました。
当館は、公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、内閣総理大臣より2015
年3月31日付で歴史資料等保有施設に指定されました。

大学博物館等協議会2014年大会・第9回博物科学会に参加しました。
6月19日（木）・20日（金）に愛媛大学で開催されました。「広島大学における学芸員資格取得特定プログラム
新課程の実施についてーこれまでの成果と今後の課題ー」（◯藤野次史、岡橋秀典、清水則雄、佐藤大規）と
題した報告を行いました。

様々なイベントに協力しました。
日本オオサンショウウオの会 東広島大会（9月）・水郷水都全国会議（12月）・地域のエネルギー自立を目指した
シンポジウム（3月）・福山市文化講座（3月）
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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。
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2014年12月31日

2014年　4月　1日

2014年　5月　1日

2015年　1月　1日

研究員　退職

教育研究補助職員　退職（現職：島根県大田市教育委員会）

事務補佐員　退職

研究員　新任（前職：徳島大学埋蔵文化財調査室）

教育研究補助職員　新任

事務補佐員　新任

永田　千織

山手　貴生

橋本　知佳

石丸恵利子

大近　美穂

真野　麻紀

ス タ ッ フ 紹 介

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

ご利用案内（すべて入館無料です）

stamp

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  http://home.hiroshima-u.ac.jp/maibun/
※総合博物館本館から徒歩2分

埋蔵文化財調査部門サテライト館

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）。

交通アクセス
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／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）

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／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）
TEL:082-424-6214  http://www.lib.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

館長（文学研究科教授併任）
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