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本年、広島大学総合博物館は、開館10

周年を迎えました。このような節目の年を無

事に迎えることができましたのも、ひとえに

地域の皆様、またご来館いただきました皆

様のおかげと、衷心より感謝いたします。

さて、総合博物館は国立大学の独立法

人化後の平成18年4月に設立されました。

先行する東京大学などの大学博物館と比

べると規模は小さいものでしたが、常設展

示を行う本館を中心に中央図書館など部

局に設置したサテライト館、自然豊かな

キャンパスを利用した自然散策道「発見の

小径」を整備することで、キャンパスをまる

ごと博物館とみなし、屋根のない日本一大

きな博物館として、他の大規模な大学博

物館とは異なる独自の博物館活動を展開

してきました。

その結果、常設展示を行う本館の来館

者は年平均で1万人を数え、10周年を迎え

た本年5月7日に、累計で10万人に到達しま

した。このように開館後年を経るにつれて

来場者が減少するのではなく、むしろ増加

傾向にあるのはすばらしいことです。これ

は学内外における企画展の開催だけでな

く、教養ゼミなどの授業での活用、講演会・

野外観察会など様々なイベントの開催、園

児から小・中・高校生、PTA、さらに障がい

者や外国人など様々な方の利用など、博

物館の地道な普及活動が実を結んだもの

と考えられます。

また平成25年度より実施している全学

の教育プログラムである学芸員養成特定

プログラムでは、その中核を担い、関係部

局の教職員の協力を得て質の高い講義・

実習を行い、即戦力となり得る人材を育て

ています。一方で、全学の学術標本資料

の調査・収集、保存・管理にも注力してお

り、平成27年度に行った確認作業の結果、

その総数は1,258,743点に達することが判

明しています。合わせて、学外からも学術

標本資料の受け入れを行い、それらを新

たな展示に活用するなど、教育・研究の面

でも地道な活動を行っています。

広島大学は文部科学省「スーパーグ

ローバル大学創成支援」タイプA（トップ

型）に採択されています。このため、今後

は、留学生や海外の大学関係者など外国

人の来館者の増加が見込まれ、本学の研

究力を広く一般社会に広める必要性から

も、展示を一層充実させることが課題とな

ると考えます。

世界トップレベルの総合研究大学であ

る広島大学の博物館として、今後も教育・

研究・社会貢献の面での機能をより充実

させ、大学と一般社会の窓口、すなわち

「地域に開かれた博物館」として一層の発

展をとげることを期待しています。

総合博物館開館10周年を迎えて レリジエントな博物館をめざして

越智　光夫 （広島大学長）

　広島大学総合博物館が設置されて

10年が経ちました。その設立には、当時

の牟田学長をはじめとする大学執行部

の英断があったことは言うまでもありませ

ん。それとともに、大学の自由度を高めた

独立法人化の追い風もあったことでしょ

う。特に大学の社会貢献が重視されるよ

うになったことは博物館への期待を大い

に高めたように思います。

　しかしながら、本博物館の船出ははな

はだ心細いものでした。専任スタッフの

少なさだけではなく、事務室も収蔵庫も

未整備でした。本館展示スペースは確

保されたものの、フロア面積は不十分で

した。そこで、やむをえず本館展示を地

域に関わりのあるものに限定し、サテライ

ト展示を重視する「キャンパスまるごと博

物館」戦略をとることにしました。スタッフ

は意気軒昂でしたが、正直のところ先行

き不透明な日々でした。しかし、この頃に

受けた博物館担当の本部職員、関係教

員の皆さんのご厚情は決して忘れること

ができません。また、大学博物館等協議

会での交流から多くの励ましを得ること

ができました。このようなサポートがなけ

れば、間違いなく今日の状況はなかった

ことでしょう。

　その後も様々な難局に遭遇し、多くの

課題に直面しましたが、結果的に博物館

の整備は進み、運営も軌道に乗ってきた

ように思います。事務室や収蔵庫が設け

られ、学術標本資料の収集・保存・管理

でも一定の成果をあげました。国内外の

多くの方が博物館を訪ねてくださり、常設

展示では10万人の入館者数を達成しま

した。企画展ではこれまで注目されてい

なかった様々な研究に光を当てることが

できました。また、学芸員教育ではプログ

ラムの開設部局となり、質の高い学芸員

の養成に取り組んできました。キャンパス

の埋蔵文化財調査業務も担うようにな

り、「キャンパスまるごと博物館」にふさわ

しい体制となりました。学生諸君との交流

も深まり、ミュージアムコンサートや折り紙

展のような斬新な企画が増えています。

　このように本博物館がこの10年に発

展と言ってよいような成果をあげたとす

れば、その要因はどこにあったのでしょ

う。私の答えはレリジエンスです。レリジエ

ンスは災害からの復興過程で昨今注目

されている概念で、回復力や復元力など

と訳されます。不確実な環境の中で、柔

軟に対応して元にもどろうとする力、その

力が本博物館にあったからだと思いま

す。本博物館はこれからもいろんな課題

を克服せねばならないことでしょう。です

から、レリジエンスをもった（レリジエント

な）博物館、そしてレリジエントなスタッフ

であり続けてほしいというのが最大の願

いです。

　本博物館では、毎年春に広報を兼ね

てカレンダーを発行しています。見やすく

て好評ですが、そこには小さく「ここには

あなたの知らない世界があります。知の

オアシス・博物館へ」という文章が添えら

れています。文字は小さいですが、これ

こそが我々の心底から発するメッセージ

です。大学こそ知のオアシスそのもので

すが、博物館にはそれを社会に開かれ

たものにする責務があります。「開かれた

知のオアシス」づくりに向けて本博物館

はこれからも邁進することでしょう。

岡橋　秀典 （広島大学総合博物館　館長）



01 02

学長あいさつ 館長あいさつ
Message from the Director

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9

Annual  Report of  �e Museum

Message from the President

本年、広島大学総合博物館は、開館10

周年を迎えました。このような節目の年を無

事に迎えることができましたのも、ひとえに

地域の皆様、またご来館いただきました皆

様のおかげと、衷心より感謝いたします。

さて、総合博物館は国立大学の独立法

人化後の平成18年4月に設立されました。

先行する東京大学などの大学博物館と比

べると規模は小さいものでしたが、常設展

示を行う本館を中心に中央図書館など部

局に設置したサテライト館、自然豊かな

キャンパスを利用した自然散策道「発見の

小径」を整備することで、キャンパスをまる

ごと博物館とみなし、屋根のない日本一大

きな博物館として、他の大規模な大学博

物館とは異なる独自の博物館活動を展開

してきました。

その結果、常設展示を行う本館の来館

者は年平均で1万人を数え、10周年を迎え

た本年5月7日に、累計で10万人に到達しま

した。このように開館後年を経るにつれて

来場者が減少するのではなく、むしろ増加

傾向にあるのはすばらしいことです。これ

は学内外における企画展の開催だけでな

く、教養ゼミなどの授業での活用、講演会・

野外観察会など様々なイベントの開催、園

児から小・中・高校生、PTA、さらに障がい

者や外国人など様々な方の利用など、博

物館の地道な普及活動が実を結んだもの

と考えられます。

また平成25年度より実施している全学

の教育プログラムである学芸員養成特定

プログラムでは、その中核を担い、関係部

局の教職員の協力を得て質の高い講義・

実習を行い、即戦力となり得る人材を育て

ています。一方で、全学の学術標本資料

の調査・収集、保存・管理にも注力してお

り、平成27年度に行った確認作業の結果、

その総数は1,258,743点に達することが判

明しています。合わせて、学外からも学術

標本資料の受け入れを行い、それらを新

たな展示に活用するなど、教育・研究の面

でも地道な活動を行っています。

広島大学は文部科学省「スーパーグ

ローバル大学創成支援」タイプA（トップ

型）に採択されています。このため、今後

は、留学生や海外の大学関係者など外国

人の来館者の増加が見込まれ、本学の研

究力を広く一般社会に広める必要性から

も、展示を一層充実させることが課題とな

ると考えます。

世界トップレベルの総合研究大学であ

る広島大学の博物館として、今後も教育・

研究・社会貢献の面での機能をより充実

させ、大学と一般社会の窓口、すなわち

「地域に開かれた博物館」として一層の発

展をとげることを期待しています。

総合博物館開館10周年を迎えて レリジエントな博物館をめざして

越智　光夫 （広島大学長）

　広島大学総合博物館が設置されて

10年が経ちました。その設立には、当時

の牟田学長をはじめとする大学執行部

の英断があったことは言うまでもありませ

ん。それとともに、大学の自由度を高めた

独立法人化の追い風もあったことでしょ

う。特に大学の社会貢献が重視されるよ

うになったことは博物館への期待を大い

に高めたように思います。

　しかしながら、本博物館の船出ははな

はだ心細いものでした。専任スタッフの

少なさだけではなく、事務室も収蔵庫も

未整備でした。本館展示スペースは確

保されたものの、フロア面積は不十分で

した。そこで、やむをえず本館展示を地

域に関わりのあるものに限定し、サテライ

ト展示を重視する「キャンパスまるごと博

物館」戦略をとることにしました。スタッフ

は意気軒昂でしたが、正直のところ先行

き不透明な日々でした。しかし、この頃に

受けた博物館担当の本部職員、関係教

員の皆さんのご厚情は決して忘れること

ができません。また、大学博物館等協議

会での交流から多くの励ましを得ること

ができました。このようなサポートがなけ

れば、間違いなく今日の状況はなかった

ことでしょう。

　その後も様々な難局に遭遇し、多くの

課題に直面しましたが、結果的に博物館

の整備は進み、運営も軌道に乗ってきた

ように思います。事務室や収蔵庫が設け

られ、学術標本資料の収集・保存・管理

でも一定の成果をあげました。国内外の

多くの方が博物館を訪ねてくださり、常設

展示では10万人の入館者数を達成しま

した。企画展ではこれまで注目されてい

なかった様々な研究に光を当てることが

できました。また、学芸員教育ではプログ

ラムの開設部局となり、質の高い学芸員

の養成に取り組んできました。キャンパス

の埋蔵文化財調査業務も担うようにな

り、「キャンパスまるごと博物館」にふさわ

しい体制となりました。学生諸君との交流

も深まり、ミュージアムコンサートや折り紙

展のような斬新な企画が増えています。

　このように本博物館がこの10年に発

展と言ってよいような成果をあげたとす

れば、その要因はどこにあったのでしょ

う。私の答えはレリジエンスです。レリジエ

ンスは災害からの復興過程で昨今注目

されている概念で、回復力や復元力など

と訳されます。不確実な環境の中で、柔

軟に対応して元にもどろうとする力、その

力が本博物館にあったからだと思いま

す。本博物館はこれからもいろんな課題

を克服せねばならないことでしょう。です

から、レリジエンスをもった（レリジエント

な）博物館、そしてレリジエントなスタッフ

であり続けてほしいというのが最大の願

いです。

　本博物館では、毎年春に広報を兼ね

てカレンダーを発行しています。見やすく

て好評ですが、そこには小さく「ここには

あなたの知らない世界があります。知の

オアシス・博物館へ」という文章が添えら

れています。文字は小さいですが、これ

こそが我々の心底から発するメッセージ

です。大学こそ知のオアシスそのもので

すが、博物館にはそれを社会に開かれ

たものにする責務があります。「開かれた

知のオアシス」づくりに向けて本博物館

はこれからも邁進することでしょう。

岡橋　秀典 （広島大学総合博物館　館長）



03 04

展示・講演会関係の主な活動状況

活動報告 Activities Report

企画展
● 第９回企画展/総合博物館設立10周年記念企画展part1

海の博物誌
ーエビ・カニの博物画と研究最前線ー

【第1弾】 期　間：2015年6月13日（土）～ 6月20日（土）
　　　　場　所：学士会館2階レセプションホール（東広島キャンパス）
　　　　来場者数：1,920名

【第2弾】 期　間：2015年6月23日（火）～ 11月14日（土）
　　　　場　所：総合博物館本館
　　　　来場者数：8,074名
　　　　　　　　※本館開催のため、参考に本館入館者数
　　　　共　催：平成27年度日本動物分類学会広島大会実行委員会
　　　　協　力：杉浦千里の作品保存会、海の学び ミュージアムサポート

● 第10回企画展/総合博物館設立10周年記念企画展part2
人と自然ー今、ネイチャーへー
期　間：2015年10月30日（金）～ 11月14日（土）
場　所：学生プラザ1階（東広島キャンパス）
来場者数：1,025名

特別展示
● 第5回ふむふむギャラリー

江戸時代の海の幸・山の幸
ー発掘された骨と貝ー
期　間：2015年7月21日（火）～11月7日（土）
場　所：埋蔵文化財調査部門サテライト館

● 第6回ふむふむギャラリー
知られざる 創作折り紙の世界
期　間：2016年2月19日（金）～5月7日（土）
場　所：総合博物館本館
協　力：広大折り紙サークル HiMOC

● 霞地区出土遺物巡回展
戦争を見てきた食器たち
̶広島大学構内から出土した文化財̶
期　間：2015年7月23日（木）～2016年3月31日（水）
共催・場所：舟入公民館（7/23～8/17）

二葉公民館（8/20～9/17）
広島市郷土資料館（10/17～11/23）
段原公民館（12/10～12/24）
大河公民館（1/7～1/20）
仁保公民館（1/23～2/8）
青崎公民館（2/13～2/29）
似島公民館（3/5～3/31）

シンポジウム
● 設立10周年記念公開シンポジウム

明日の大学博物館と広島大学
日　 時：2015年12月1日（火）13：30 ～ 17：00
場　所：中央図書館ライブラリーホール　　参加者数：88名

公開講演会
● 第54回／第9回企画展『海の博物誌』関連イベント

小さいけれどすごいエビ・カニの仲間たち：
コペポーダ
講　師：大塚 攻（生物圏科学研究科 教授）

杉浦千里氏と細密画製作
話し手：増田 美希（杉浦千里の作品保存会）
日　時：2015年6月19日（金）17：30～19:00
場　所：学士会館2階レセプションホール　　参加者数：35名

● 第55回／ミュージアム・カフェ
遺跡の動物骨から読み解く環境・歴史・食文化
講　師：石丸 恵利子（総合博物館 研究員）
日　 時：2015年9月11日（金）18：00 ～ 19：30
場　所：la place（マーメイドカフェ広島大学店）　　参加者数：32名

● 第56回／第9回企画展『海の博物誌』関連イベント
　 ミュージアム・カフェ

瀬戸内海の天然記念物 生きた化石カブトガニ
と明日の里海を語る！ ～なぜ大切なのか～
講　師：西原 直久（さとうみ科学館 館長）
日　 時：2015年10月9日（金）18：00～19：30
場　所：la place（マーメイドカフェ広島大学店）　　参加者数：29名

● 第57回／第10回企画展『人と自然』関連イベント
生命の島 鹿児島県口永良部島での
魚類研究と島での暮らし
講　師：坂井 陽一（生物圏科学研究科 教授）
日　 時：2015年10月31日（土）13：30 ～ 15：00
場　所：教育学部L104講義室　　参加者数：50名

● 第58回／第10回企画展『人と自然』関連イベント
宮本常一が見た瀬戸内の風景
講　師：高木 泰伸（周防大島文化交流センター 学芸員）

山村史のダイナミクスと山村の価値
講　師：藤田 佳久（愛知大学名誉教授）
日　 時：2015年11月3日（火）13：30～16：00
場　所：教育学部L104講義室　　参加者数：79名

Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9

Annual  Report of  �e Museum

フィールドナビ
● 第47回／第9回企画展『海の博物誌』関連イベント

海洋フィールド調査体験ツアー 2015
ナビゲーター：中口 和光（豊潮丸 船長）、清水 則雄（総合博物館 助教）
日　時：2015年4月18日（土）10：00～16：30
場　所：呉市練習船基地～広島湾　　参加者数：38名

● 第48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：2015年5月23日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：30名

● 第49回
山中池とががら山で遊ぼう！
ーキャンパスの里山探検Ⅱー
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：2015年7月11日（土）10：00～14：00
場　所：山中池・ががら山　　参加者数：60名

● 第50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：2015年10月17日（土）13:30～15:30
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：25名

● 第51回/第10回企画展『人と自然』関連イベント
大学の植物施設訪問
ー植物とのふれあい・学びー
ナビゲーター：塩路 恒生（技術センター）
日　時：2015年11月7日（土）13：30～15：00
場　所：植物管理室　　参加者数：22名

ミュージアム・コンサート
● 第4回

演　奏：HUPPs
メンバー：石田 真知、宇城 孝規、川野 亨、冨永 素子、坂本 麻衣、松田 峻典
           （広島大学教育学部音楽文化系コース打楽器専攻）
日　時：2016年3月19日（土）15：00～16：00
場　所：総合博物館本館　　参加者数：159名

運営委員会
第１回運営委員会
開催日：2015年7月22日（水）
第2回運営委員会
開催日：2016年3月1日（火）

団体見学
2015年4月1日（水）～2016年3月31日（木）
利用団体数：123団体
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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９回企画展/総合博物館設立10周年記念企画展part1

海の博物誌
ーエビ・カニの博物画と研究最前線ー

【第1弾】 期　間：2015年6月13日（土）～ 6月20日（土）
　　　　場　所：学士会館2階レセプションホール（東広島キャンパス）
　　　　来場者数：1,920名

【第2弾】 期　間：2015年6月23日（火）～ 11月14日（土）
　　　　場　所：総合博物館本館
　　　　来場者数：8,074名
　　　　　　　　※本館開催のため、参考に本館入館者数
　　　　共　催：平成27年度日本動物分類学会広島大会実行委員会
　　　　協　力：杉浦千里の作品保存会、海の学び ミュージアムサポート

● 第10回企画展/総合博物館設立10周年記念企画展part2
人と自然ー今、ネイチャーへー
期　間：2015年10月30日（金）～ 11月14日（土）
場　所：学生プラザ1階（東広島キャンパス）
来場者数：1,025名

特別展示
● 第5回ふむふむギャラリー

江戸時代の海の幸・山の幸
ー発掘された骨と貝ー
期　間：2015年7月21日（火）～11月7日（土）
場　所：埋蔵文化財調査部門サテライト館

● 第6回ふむふむギャラリー
知られざる 創作折り紙の世界
期　間：2016年2月19日（金）～5月7日（土）
場　所：総合博物館本館
協　力：広大折り紙サークル HiMOC

● 霞地区出土遺物巡回展
戦争を見てきた食器たち
̶広島大学構内から出土した文化財̶
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共催・場所：舟入公民館（7/23～8/17）
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仁保公民館（1/23～2/8）
青崎公民館（2/13～2/29）
似島公民館（3/5～3/31）
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明日の大学博物館と広島大学
日　 時：2015年12月1日（火）13：30 ～ 17：00
場　所：中央図書館ライブラリーホール　　参加者数：88名

公開講演会
● 第54回／第9回企画展『海の博物誌』関連イベント

小さいけれどすごいエビ・カニの仲間たち：
コペポーダ
講　師：大塚 攻（生物圏科学研究科 教授）

杉浦千里氏と細密画製作
話し手：増田 美希（杉浦千里の作品保存会）
日　時：2015年6月19日（金）17：30～19:00
場　所：学士会館2階レセプションホール　　参加者数：35名

● 第55回／ミュージアム・カフェ
遺跡の動物骨から読み解く環境・歴史・食文化
講　師：石丸 恵利子（総合博物館 研究員）
日　 時：2015年9月11日（金）18：00 ～ 19：30
場　所：la place（マーメイドカフェ広島大学店）　　参加者数：32名

● 第56回／第9回企画展『海の博物誌』関連イベント
　 ミュージアム・カフェ

瀬戸内海の天然記念物 生きた化石カブトガニ
と明日の里海を語る！ ～なぜ大切なのか～
講　師：西原 直久（さとうみ科学館 館長）
日　 時：2015年10月9日（金）18：00～19：30
場　所：la place（マーメイドカフェ広島大学店）　　参加者数：29名

● 第57回／第10回企画展『人と自然』関連イベント
生命の島 鹿児島県口永良部島での
魚類研究と島での暮らし
講　師：坂井 陽一（生物圏科学研究科 教授）
日　 時：2015年10月31日（土）13：30 ～ 15：00
場　所：教育学部L104講義室　　参加者数：50名

● 第58回／第10回企画展『人と自然』関連イベント
宮本常一が見た瀬戸内の風景
講　師：高木 泰伸（周防大島文化交流センター 学芸員）

山村史のダイナミクスと山村の価値
講　師：藤田 佳久（愛知大学名誉教授）
日　 時：2015年11月3日（火）13：30～16：00
場　所：教育学部L104講義室　　参加者数：79名

Exhibition / Lecture / Field Navigation / Museum Concert
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海洋フィールド調査体験ツアー 2015
ナビゲーター：中口 和光（豊潮丸 船長）、清水 則雄（総合博物館 助教）
日　時：2015年4月18日（土）10：00～16：30
場　所：呉市練習船基地～広島湾　　参加者数：38名

● 第48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：2015年5月23日（土）13：30～15：30
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：30名

● 第49回
山中池とががら山で遊ぼう！
ーキャンパスの里山探検Ⅱー
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：2015年7月11日（土）10：00～14：00
場　所：山中池・ががら山　　参加者数：60名

● 第50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：2015年10月17日（土）13:30～15:30
場　所：東広島キャンパス内　　参加者数：25名

● 第51回/第10回企画展『人と自然』関連イベント
大学の植物施設訪問
ー植物とのふれあい・学びー
ナビゲーター：塩路 恒生（技術センター）
日　時：2015年11月7日（土）13：30～15：00
場　所：植物管理室　　参加者数：22名

ミュージアム・コンサート
● 第4回

演　奏：HUPPs
メンバー：石田 真知、宇城 孝規、川野 亨、冨永 素子、坂本 麻衣、松田 峻典
           （広島大学教育学部音楽文化系コース打楽器専攻）
日　時：2016年3月19日（土）15：00～16：00
場　所：総合博物館本館　　参加者数：159名

運営委員会
第１回運営委員会
開催日：2015年7月22日（水）
第2回運営委員会
開催日：2016年3月1日（火）

団体見学
2015年4月1日（水）～2016年3月31日（木）
利用団体数：123団体
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　今回の企画は
私の意図というよりも故人となられた偉大なお
二人の方の今でも生き続けている一点の汚点
もない透き通るような「意志」が導いたと思って
います。つまり、企画展で展示した動物プラクト
ンであるカイアシ類の分類学モノグラフの著者
であり、広島に落とされた原爆で亡くなった「森
喬以さん」、また、隙のないエビ・カニの博物細
密画を描いた芸術家であり、若くして他界され
た「杉浦千里さん」です。このお二人は道半ば
で亡くなられましたが、まだまだ仕事がしたかっ

たに違いありません。そして、多くの人に感動を
与えたかったに違いありません。そのことは今
回の特別展でささやかではありますが、実現で
きたものと思っています。彼らの強固で純粋な
今でも生きている意志が私にこの企画をさせ
たのだと思っています。なにやら神がかったよう
な文章になっておりますが、私だけの妄想では
なく、多くの著名な小説家、芸術家などの作品
にもこのような永遠に生き続ける純粋な意志
については描かれております。お二人の作品は
これからも多くの人に感動を与えることでしょ

う。最後に今回の企画を成功に導いていただ
いた杉浦千里さんの作品群を維持・管理され
ているお姉さまの増田美希さんには記してお礼
申し上げます。

大塚　攻 （生物圏科学研究科 教授）

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9

Annual  Report of  �e Museum

企画展 Special Exhibition
Activities Report活動報告

第9回企画展  ［海の博物誌ーエビ・カニの博物画と研究最前線ー］
期間：第1弾 平成27年6月13日（土）～平成27年6月20日（土）／第2弾 平成27年6月23日（火）～平成27年11月14日（土）

場所：第1弾 学士会館2階レセプションホール／第2弾 総合博物館本館
共催：平成２７年度日本動物分類学会広島大会実行委員会　　協力：杉浦千里の作品保存会、海の学び ミュージアムサポート

来場者数：10,061人　第1弾：1,920名／第2弾：8,074名／付帯事業（2回）：67名

第10回企画展  ［人と自然ー今、ネイチャーへー］
期間：2015年10月30日（金）～ 11月14日（土）　　場所：東広島キャンパス学生プラザ1階　　来場者数：1,025名

講演会の様子

　広島大学は、これまで数多くの瀬戸内海

に関する調査研究を行ってきました。本企

画展ではそのような研究成果を博物館の

展示を通じて分かりやすく地域に発信し、

世界一の里海である瀬戸内海の特徴や諸

問題に関して情報発信しました。展示の目

玉として動物プランクトン～エビ・カニ類にス

ポットを当て、①世界一の里海・瀬戸内海の

特徴、②瀬戸内海の食物連鎖、③食物連

鎖を支える甲殻類の世界～エビ・カニの細

密画、④エビ・カニトピック！！⑤広島大学のエ

ビ・カニ研究、⑥瀬戸内海で見られるエビ・カ

ニ類とその現状についてパネル展示及び

実物展示を行いました。関連事業として、プ

レイベント「練習船豊潮丸海洋フィールド調

査体験ツアー」、オープニング講演会「小さ

いけれど凄いエビ・カニのなかま：コペポー

ダ」、「杉浦千里氏と細密画製作」、「瀬戸

内海の天然記念物　生きた化石カブトガニ

と明日の里海を語る！～なぜ大切なのか

～」、「体験展示！探してみよう！ちりめんモン

スター」を実施しました。

　会期中、当初の予想を上回る10,061名の

ご来場を頂き、様々なマスコミにも取り上げ

て頂きました。広島県で初の展示となる杉浦

千里氏の細密画と学術研究をクロスさせる

ことにより、通常の客層とは異なる層にアプ

ローチ出来ました。また、講演会では、知られ

ざるコペポーダの世界を来場者と共有する

ことができました。さらに、「体験してみようチ

リメンモンスター！」では予想以上の親子連

れの来場を頂き、生物多様性や乱獲問題に

もアプローチすることができました。

　これらから当初の目的であった海の大切

さを学び、その現状と未来について考える

「学びの場」を創出することができました。ア

ンケート結果からも海に親しみ、海を知り、海

を守ることの大切さを醸成できたと考えてい

ます。

広島大学総合博物館設立10周年記念企画展
「エビ・カニの博物画と研究最前線」を振り返って

会場の様子

会場の様子

講演会の様子

フィールドナビの様子

会場設営の様子

海洋フィールド調査体験ツアーの様子

て本学の研究成果を紹

介しました。海は口永良

部島（鹿児島県）におけ

る40年に渡る様々な魚

類の生態研究、山は大

白川（新潟県）での山村

についての研究を取り上

げました。また自然が私

たちに与えるのは「めぐ

み」だけではありません。

時には自然災害として

「脅威」があります。今回は、口永良部島の

噴火、広島県の土砂災害を取り上げ本学

の研究成果とともに紹介しました。

関連イベントは、公開講演会とフィールド

ナビを計3回開催しました。いずれも多くの

方にご参加いただき、自然への関心度の

高さを窺うことができました。

民俗学者・宮本常一氏は全国を旅して、

海や山、そしてそれらとともに暮らす人々

の姿・生活を写真に撮り続けました。そこに

は、古き良き日本の原風景がおさめられ、

「人」と「自然」との関わりを感じることがで

きます。しかし、現在はその関係が希薄と

なりつつあるのではないでしょうか？

総合博物館本館のメインテーマは「環

境と人間との共生」です。2015年度は開

館から10年目を迎える節目の年であること

から、10回目の企画展では、「人」と「自然」

の関わりに焦点を当て、私たちにとって自

然とは何なのかを再考することを目的とし

ました。宮本氏の出身地である周防大島

の文化交流センターにご協力いただき、ま

ずは宮本氏の撮影した写真を通して人と

自然の関わりを考える端緒としました。その

上で、海と山それぞれの「めぐみ」につい

また昨年に引き続き、展示に関連したク

ロスワードを実施しました。昨年以上に展

示をじっくりと見る方が増え、結果的に滞

在時間の増加に繋がり、同時に渡したアン

ケートの回収率も46％と来場者の半数近く

の方に回答していただきました。

たか　もち

ち　さと
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　総合博物館が開館して10年。自分と博物館の関
係をよく表す言葉といえば、やはり「エコミュージアム」
と「ネイチャーゲーム」でしょう。ハコとして小さなス
ペースしかとれないから、開き直ってキャンパスを丸ご
と博物館ととらえようと「エコミュージアム」に注目しは

じめ、いまではキャンパ
スを越えた賀茂台地の
エコミュージアムの展開
を構想するに至ってい
ます。他大学でも似た
動きが見られるなか、た
だの先行事例にとどま
ることなく、新しいものを
発信し続けられるように
頑張っていきたいです
ね。また、ネイチャーゲー
ムでは、フィールドナビと

して春秋、多くの家族とキャンパスの自然を感じ続け
てきました。子供たちの自然のとらえ方には毎回驚か
されます。個人的には、行事をするためにキャンパス
の様子を気に掛けてきたので、ちょっとした季節の変
化などにも注意が向くようになりました。これからも続
けるつもりなので、多くの方々に参加していただき、
キャンパスの豊かさをともに味わってもらいたいです。
最後に、自然史博物館の無いレアな都道府県であ
る広島において、広島大学総合博物館の役割は大
きいです。期待に応えていくことが望まれます。

淺野　敏久 （総合科学研究科 教授）

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9

Annual  Report of  �e Museum

設立10周年記念 公開シンポジウム 10年を振り返って
Message from SupportersSymposium

エコミュージアムとネイチャーゲーム

開館から今日まで、企画委員、研究員として博
物館の運営に関わってきました。開館の前夜、内
装工事が続けられている本館で、関係者全員が展
示の準備に追われていたことが懐かしく思い出さ
れます。当時はどれだけの来館者があるか心配で
したが、いまでは年間1万もの人が訪れる広島大
学の「顔」になりました。
今後の広大博物館に期待することは多々ありま

すが、ここでは二つあげたいと思います。その一つ
は地域の自然情報センターとしての役割です。ほと
んどの県には大きな自然史系博物館があり、地域

の自然に関するさまざまな情報を集積しています。
一方、広島県には大きな自然史系博物館がありま
せん。限られたスタッフと予算で、大型博物館の役
割をそのまま果たすことは無理ですが、幸いなこと
に、地元にはさまざまなかたちで広大博物館をサ
ポートしてくれる方々がおられます。この地域との
ネットワークを活用して情報を集め、それをまた地域
に還元できるようになってほしいと思います。
もう一つは地域の子供たちに対しての役割で

す。広大博物館は、「子供でも楽しめる空間」とし
て全国の大学施設の中でも稀有な存在です。大
学が子供向けの企画を行う意義を疑問視する方
もいるようですが、開館当時小学校2、3年生だっ

今後の広大博物館に期待すること

開催日：2015年12月1日（火）　　場所：中央図書館ライブラリーホール　　来場者数：88名

中坪　孝之 （生物圏科学研究科 教授）

た少年少女が、この春
に大学に入学してきまし
た。好奇心旺盛な時期
に科学に親しめる環境
があるかどうかは、本人
の将来を大きく左右しま
す。近年、高大連携が
盛んになっていますが、
広大博物館には引き続
き「小大連携」を進め、そ
こから科学大好き少年少女が育っていくことを期
待します。

明日の大学博物館と広島大学

岡橋館長による報告

パネルディスカッションの様子会場の様子

清水助教による報告 藤野教授による報告

当館は平成18年の開館から10年の節

目を迎えました。この間、総合博物館とし

て文系理系を問わない学際的な企画展

を開催し、公開講演会やフィールドナビ、

日々の団体解説などを通じて、広く地域社

会に本学の研究成果やその魅力を発信

し、学びのショーウィンドウとして活動して

きました。今回のシンポジウムでは、当館の

10年を振り返るとともに、総合博物館とし

ての今後の展望・未来像を議論しました。

本学の教職員や学生だけでなく地域の

方など、私たちの想像を遙かに超える88

名のご参加をいただきました。

シンポジウムでは、吉田総仁理事・副学

長にご挨拶をいただき、まず岡橋秀典館

長・藤野次史教授・清水則雄助教が「広

島大学総合博物館10年の成果と課題」

について報告を行いました。次いで、大野

照文先生（京都大学総合博物館　教授）

に「開かれた総合博物館とは－人類の進

化の視点から考える」と題した基調講演

をしていただきました。人類の進化という

意外な角度から総合博物館のあり方を

語ったもので、博物館の未来像を考える

上で大変参考になるお話でした。その後、

岡橋館長の司会のもと、大野先生に加え

中坪孝之先生（生物圏科学研究科　教

授）・淺野敏久先生（総合科学研究科　教

授）・妹尾周三氏（東広島市出土文化財

管理センター　所長）にご登壇いただき、

「広島大学総合博物館－地域に開かれ

た博物館をめざして」と題したパネルディ

スカッションを行い、「地域に開かれた博

物館」をめぐって、それぞれの立場からご

意見をいただきました。それを受けて参加

者も含めて議論を行いました。建設的な

ご意見を多数いただき、地域と大学博物

館との関わりについて改めて考える良い

機会となりました。

大野先生の講演

・　・

ふさ　ひと
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目を迎えました。この間、総合博物館とし

て文系理系を問わない学際的な企画展

を開催し、公開講演会やフィールドナビ、

日々の団体解説などを通じて、広く地域社

会に本学の研究成果やその魅力を発信

し、学びのショーウィンドウとして活動して

きました。今回のシンポジウムでは、当館の

10年を振り返るとともに、総合博物館とし

ての今後の展望・未来像を議論しました。

本学の教職員や学生だけでなく地域の

方など、私たちの想像を遙かに超える88

名のご参加をいただきました。

シンポジウムでは、吉田総仁理事・副学

長にご挨拶をいただき、まず岡橋秀典館

長・藤野次史教授・清水則雄助教が「広

島大学総合博物館10年の成果と課題」

について報告を行いました。次いで、大野

照文先生（京都大学総合博物館　教授）

に「開かれた総合博物館とは－人類の進

化の視点から考える」と題した基調講演

をしていただきました。人類の進化という

意外な角度から総合博物館のあり方を

語ったもので、博物館の未来像を考える

上で大変参考になるお話でした。その後、

岡橋館長の司会のもと、大野先生に加え

中坪孝之先生（生物圏科学研究科　教

授）・淺野敏久先生（総合科学研究科　教

授）・妹尾周三氏（東広島市出土文化財

管理センター　所長）にご登壇いただき、

「広島大学総合博物館－地域に開かれ

た博物館をめざして」と題したパネルディ

スカッションを行い、「地域に開かれた博

物館」をめぐって、それぞれの立場からご

意見をいただきました。それを受けて参加

者も含めて議論を行いました。建設的な

ご意見を多数いただき、地域と大学博物

館との関わりについて改めて考える良い

機会となりました。

大野先生の講演

・　・

ふさ　ひと
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今年度は、博物館実習1を30名、博物館

実習2を34名が受講しました。

博物館実習1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

で構成し、総合博物館と関連学部の協力

体制によって実施しました。昨年度とほぼ

同じ内容で、土曜日を中心に60時間を超え

る実習時間となりました。

博物館実習2（館園実習）は今年度から

新課程用の授業内容となりました。各自で

実習先の博物館を探して申し込み、8～9月

の夏休み期間中を中心に各博物館で実

習を受けました。実習先は広島県内を中

心に、九州～関東地方の各地に及びまし

た。事後指導は、同じ内容で9月と10月1回

ずつ行いました。最初に代表者3～4名が

館園実習報告を行った後、班に分かれて、

各自の実習概要を報告し、実習の反省点

や課題などについて話し合いました。最後

に班ごとに話し合った内容の要点を発表

しました。多様な博物館での実習報告に

対して、活発な質疑応答が行われました。

学芸員は大変だけれども、とても魅力的な

職業だとの感想も多く、改めて就職先とし

て考える良い機会となったようです。

新課程に移行して4年が経ち、はじめて

プログラムを終了した履修生を送り出すこ

とになりました。1人でも多くの方が学芸員

として活躍することを願っています。

2015年7月16日（木）に、本館入館者9万人を達成しました。

展示会実習総括 広島県立歴史博物館見学 資料取り扱い実習（美術系）

館園実習報告資料取り扱い実習（自然系） 班発表

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9万人達成ニュース：Ⅱ

金好　友子

教育学研究科
造形芸術教育学
専修1年

知ることの喜びを多くの人に

　私達は、視覚障害者茜とんぼの会で、広島市東区内で活動している
グループです。四季を通じて色々な場所に出向いていますが、今回広大
博物館がおもしろいよと聞き、紅葉の始まった広大を訪問しました。博物
館内に入りますと職員の方々が一目で私達の状況を把握して下さり一

つ一つ細かな言葉での説明を受ける事が出来ました。展示物を手で触っても良いとの事で見えにくい中
を恐る恐る手を近づけると突然「それは恐竜のウンチです」と声が掛りビックリして手を引っ込めたりと笑
い声が妙えませんでした。説明だけでは、目の不自由な私達には理解出来ない貴重な展示物も手で触らせて頂きました。その中で、以前広大を
訪問時に広島県の鳥がアビと知り、アビ漁も含めてどんな鳥かなと思っていたが、今回アビの剥製に出逢い感激したと言う事も有りました。まだ
私達の知らない事をたくさん教えて下さる当大学、博物館をもう一度訪問したいと皆で話しています。博物館の皆様目の不自由な私達を親切に
お世話頂きまして本当にありがとうございました。

茜とんぼの会 代表補佐　丸子　都

　私共、あい保育園広島大学前は、平成２７年７月に広島大学内に
開園した認可保育園です。自然環境豊かな広島大学の中の保育
園。その恵まれた環境を生かし、様々な関わりを持たせて頂いておりま
す。その中で昨年秋、広島大学総合博物館の見学をさせて頂きまし

た。扉が開き、博物館に一歩踏み入れた瞬間、「うわぁ～！」と笑顔で周りを見回す子どもたちの反応。
また一つ知らなかった世界の広がりを感じた様でした。本物の恐竜や小魚をくわえた状態の化石、
様々な虫や里山の生き物、瀬戸内の魚の様子。本物にふれる事は、子どもたちにとって何よりの環境でした。そして学芸員さんが子どもたち
の目線に立って説明をして下さる事で、更に子どもたちの興味を沢山引出して下さいました。学芸員さんの手の上のアカハライモリ…。目の
前で見せて頂き、その姿にくぎ付けになった園児たちでした。様々な経験を通じて、子どもたち自身が生きる力を蓄え、未来への夢を広げる為
にも、これからも継続した活動として、今後も見学させて頂きたいと思っております。本物にふれるという貴重な体験をさせていただき、本当に
感謝しております。ありがとうございました。

来館者の声

私たちは学芸員養成科目の変更に伴う学芸員資格取得特定プログラ
ムの改正後、初めて新プログラムを履修する学生でした。要修得単位数
が増えると聞き、当初は不安を覚えましたが、演習やディスカッションを踏
まえた専門性の高く、内容の濃い授業ばかりで楽しく受講できました。多
様な分野を学ぶ学生が集い、同じ机を囲むことで普段はあまり関心のな
い事柄にも自然と耳が傾き、自身の専門外の分野への興味・関心が高
まりました。こうした点は総合大学ならではの良さです。

私が特に印象に残っていることは、広島県立美術館での博物館実習
２です。千足館長は講話の中で「単なる好きという感情や趣味の世界と
博物館のプロフェッショナルは異なる」とお話しされました。求められる高
度な専門性と、博物館の目的や使命を果たす義務がある学芸員の仕事
の重要さを感じました。また、常に上を目指して挑戦し続け、努力を重ね
る姿勢でいなければならないことがわかりました。さらに、専門的な知識は

もちろん語学力やコミュニケーション能力など、様々な資質や能力が必要
だとわかりました。

私は広島大学大学院に進学して引き続き研究を行います。広島大
学で培った学びを活かすことのできる日を夢見て、勉学に励みます。プ
ログラム全体を通して、学芸員は人と物を結び、そこに感動を生み出し、
価値あるモノを後世に伝承する素晴らしい仕事だと実感しました。私は
教育と芸術の両方面からアプローチできる学芸員を目指します。そして、
芸術を通して人の心を豊かにし、知ることの喜びを伝えられる学芸員に
なります。

学生のみならず先生方も同様に、新たなプログラムのもと授業や実習
を考案されました。慣れないことが多い中、私たちの学びをしっかり支えて
くださいました。これまでお世話になった先生方、実習先の学芸員、職員
の皆さま、ともに学んだ学生のみんな、ありがとうございました。

あい保育園広島大学前 園長　猪尻 千恵

記念の集合写真（博物館スタッフ・お友達と）

プログラムが新課程に移行後、はじめてのプログラム修了生を送り出しました。
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　平成27年7月16日（木）に、博物

館本館は9万人目の入館者をお

迎えしました。9万人目は、東広島

市に住む岸本依奈（えな）ちゃん、

6歳。お母様とお友達ご家族とご

来館いただきました。平成26年8月

20日の8万人達成以来、11ヶ月で

の9万人達成となりました。
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今年度は、博物館実習1を30名、博物館

実習2を34名が受講しました。

博物館実習1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

で構成し、総合博物館と関連学部の協力

体制によって実施しました。昨年度とほぼ

同じ内容で、土曜日を中心に60時間を超え

る実習時間となりました。

博物館実習2（館園実習）は今年度から

新課程用の授業内容となりました。各自で

実習先の博物館を探して申し込み、8～9月

の夏休み期間中を中心に各博物館で実

習を受けました。実習先は広島県内を中

心に、九州～関東地方の各地に及びまし

た。事後指導は、同じ内容で9月と10月1回

ずつ行いました。最初に代表者3～4名が

館園実習報告を行った後、班に分かれて、

各自の実習概要を報告し、実習の反省点

や課題などについて話し合いました。最後

に班ごとに話し合った内容の要点を発表

しました。多様な博物館での実習報告に

対して、活発な質疑応答が行われました。

学芸員は大変だけれども、とても魅力的な

職業だとの感想も多く、改めて就職先とし

て考える良い機会となったようです。

新課程に移行して4年が経ち、はじめて

プログラムを終了した履修生を送り出すこ

とになりました。1人でも多くの方が学芸員

として活躍することを願っています。

2015年7月16日（木）に、本館入館者9万人を達成しました。
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グループです。四季を通じて色々な場所に出向いていますが、今回広大
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感謝しております。ありがとうございました。

来館者の声

私たちは学芸員養成科目の変更に伴う学芸員資格取得特定プログラ
ムの改正後、初めて新プログラムを履修する学生でした。要修得単位数
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い事柄にも自然と耳が傾き、自身の専門外の分野への興味・関心が高
まりました。こうした点は総合大学ならではの良さです。

私が特に印象に残っていることは、広島県立美術館での博物館実習
２です。千足館長は講話の中で「単なる好きという感情や趣味の世界と
博物館のプロフェッショナルは異なる」とお話しされました。求められる高
度な専門性と、博物館の目的や使命を果たす義務がある学芸員の仕事
の重要さを感じました。また、常に上を目指して挑戦し続け、努力を重ね
る姿勢でいなければならないことがわかりました。さらに、専門的な知識は

もちろん語学力やコミュニケーション能力など、様々な資質や能力が必要
だとわかりました。

私は広島大学大学院に進学して引き続き研究を行います。広島大
学で培った学びを活かすことのできる日を夢見て、勉学に励みます。プ
ログラム全体を通して、学芸員は人と物を結び、そこに感動を生み出し、
価値あるモノを後世に伝承する素晴らしい仕事だと実感しました。私は
教育と芸術の両方面からアプローチできる学芸員を目指します。そして、
芸術を通して人の心を豊かにし、知ることの喜びを伝えられる学芸員に
なります。

学生のみならず先生方も同様に、新たなプログラムのもと授業や実習
を考案されました。慣れないことが多い中、私たちの学びをしっかり支えて
くださいました。これまでお世話になった先生方、実習先の学芸員、職員
の皆さま、ともに学んだ学生のみんな、ありがとうございました。

あい保育園広島大学前 園長　猪尻 千恵

記念の集合写真（博物館スタッフ・お友達と）

プログラムが新課程に移行後、はじめてのプログラム修了生を送り出しました。
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迎えしました。9万人目は、東広島

市に住む岸本依奈（えな）ちゃん、
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広島市内巡回展「戦争を見てきた食器たち－広島大学構内から出土した文化財－」

イベントピックアップ Events Pickup

Annual  Report of  �e Museum

コンサートの様子

パフォーマンスでも観客をわかす

ミュージアムコンサートを開催しました

2013年に新たな博物館利用の試みと

して始めたミュージアムコンサートも順調

に回を重ね、今年度は第4回を開催する

ことができました。今年度は、教育学部音

楽文化系コース打楽器専攻の学生で結

成された「HUPPｓ」による演奏を159名

の皆様にお楽しみいただきました。1時間

ほどのコンサートでした

が、あっと言う間に終

わってしまった印象で

す。素晴らしい演奏は言

うまでも無く、観客を飽き

させない様々な演出は、

聞き応えだけでなく見応えも十分でした。

このミュージアムコンサートは、回を重ねる

ごとに観客の幅も広がっています。音楽

から博物館、博物館から音楽と双方向に

興味の矢印がのびるという好循環を産ん

でいるようです。「博物館×音楽」の可能

性はまだまだ広がっていきそうです。

知られざる創作折り紙の世界

幼い頃に誰もが親しんだ折り紙。鶴を

折ったことがない人は、いないのではない

でしょうか。そんな折り紙ですが、現在では

デザイン性・表現性が格段に増して、様 な々

ものを折ることができるようになっているの

です。今回のふむふむギャラリーでは、本学

の折り紙サークルHiMOCの協力のもと、メ

ンバーが制作した恐竜や海・山の生き物を

展示しました。いずれの作品もその特徴を

よく捉えているだけでなく、手や爪などを再

現した細かな折り方には感嘆せざるを得ま

せん。展示では、作品だけでなく紙の種類

や創作に際しての学術的な定理、さらにミ

ウラ折りなど技術的応用の紹介を合わせ

て行いました。親しみやすさ故か多くの方

にご来館いただき、テレビニュースや新聞

等のメディアにも大きく取り上げられました。

文化財保護に関する講演会を開催

広島大学の学生や職員をはじめとする

多くの方に文化財の大切さとその保護に

ついて理解を深めていただくために文化

財保護に関する講演会を行いました。6月

25日（木）と11月12日（木）に広島大学学生

生活会議と共同で開催しました。第１回は

文化庁文化財部文化財監査官齋藤孝正

氏を講師にお迎えし、「世界に誇るわが国

の文化財保護制度－文化財全般の保存・

活用業務を学び未来へ伝える－」と題して

お話をいただきました。第2回は、東広島市

出土文化財管理センター所長の妹尾周

三氏を講師にお迎えし、「遺跡・史跡と埋

蔵文化財－遺跡の保護と公開活用－」と

題してお話をいただきました。文化財保護

に関する理解を得るためには、広く継続的

な周知活動が必要です。今後も講演会の

開催をはじめとする幅広い活動を行って

いきたいと思います。

戦後70年の節目にあたる平成27年7月

から平成28年3月にかけて、広島市内の8

つの公民館において巡回展を行いまし

た。中区の舟入公民館から始まり、東区

の二葉公民館、その後は南区内の広島

市郷土資料館、段原公民館、大河公民

館、仁保公民館、青崎公民館、似島公民

館を巡回し、約3,700名の多くの皆様にご

来場いただきました。

今回の巡回展の展示物は、戦時中、

軍事施設の置かれた霞地区と翠地区の

当時の様子を物語るものです。付近に住

んでいる方々に見ていただく機会を設け

ることで、地域の歴史について高い関心を

集めることができたのではないでしょうか。

また、当時を思い起こすことで、現代の暮

らしや平和について見つめ直す契機と

なれば幸いです。

展示パネル

色々な古生物

海・山の生き物 作品（古生物）に見入る子供たち

第2回講演会の様子

学内遺跡見学ツアー

東広島キャンパス内に多数点在する埋

蔵文化財の一部を、気軽に知ることができ

る遺跡見学ツアーを行いました。普段、何

気なく通っていたキャンパスに眠る古代の

遺跡を詳しく解説していくと、参加者の

方々からは感嘆の声がちらほら。復元住

居の存在は知っていたが、説明を聞くまで

何かわからなかった、などの声も。遺跡2箇

所ほどをゆっくり巡り、埋蔵文化財調査部

門展示室へ移動。ここでは学内で発掘さ

れた各時代の土器や石器などを見学しま

した。普段は見ることの出来ない作業室も

公開し、話は尽きず楽しく終わることができ

ました。1時間弱という短い時間でしたが、

知っているようで知らないキャンパスの歴

史が垣間見えたのではないでしょうか。

鴻の巣南遺跡での解説の様子

展示の様子（青崎公民館） 展示の様子（広島市郷土資料館）

コンサートの様子
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2015年2月に本学の名誉教授であった

故佐藤月二先生のご遺族より標本寄贈の

依頼がありました。佐藤先生は、いわゆる博

物学者であり、実に多様な標本を収蔵して

おり、現在までの博物館の調査によると貝

類（3,746点）・動物剥製（29点）・植物（約

1,900点）・書籍（72点）・その他（87点）で、戦

前に朝鮮半島で収集された標本を含む、と

ても貴重なコレクションです。そのような貴重

なコレクションのなかで一際輝いていたの

が76枚の亜鉛凸版でした。これは、広島県

出身の動物プランクトン学者・森喬以氏が

著した「The pelagic Copepoda from the 

neighbouring waters of Japan」の図板

原版です。森氏は原爆死してしまいます

が、これらの資料は焼失を免れ、その後、数

度の奇跡的な偶然を経て佐藤先生の所蔵

するところになっていました。この間の詳細

な経 緯や森 氏

の業績について

は、大塚攻・清

水則雄・佐藤大

規・佐 藤 靖 彦

（2015）：原爆を乗り越えて：森喬以の浮遊性

カイアシ類モノグラフ亜鉛凸版の奇跡的な

再発見．日本プランクトン学会報，62（2）．にま

とめられています。どうぞご覧になって下さ

い。また、今回引受を行った標本の内、貝類

と亜鉛凸版の一部を博物館本館にて常設

展示をしています。そのような経緯を含めて

観覧して頂けますと幸いです。
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2015年度の広島大学構内における開発
や基幹整備等に伴う埋蔵文化財の確認調
査は、霞地区4か所、東千田地区4か所、翠
地区3か所で立会調査を実施し、東広島地
区2か所で遺跡の整備事業に伴う立会調
査を行いました。

広島高等師範学校の建物跡
今年度、興味深い成果が得られたのは、

昨年度から東千田地区で建設が始まった
「東千田未来創生センター」（2016年3月完
成）周辺整備に伴う立会調査です。工事で
は、駐輪場屋根の基礎や透水桝・外灯取設
などのための掘削が行われました。調査範
囲は、統合移転前の教育学部校舎（昭和
27年建設）や一般管理施設棟（昭和12年
建設）に挟まれた中庭で、駐車場などとして
利用されていた場所であるため、それ以前
の土地利用の痕跡が確認できると期待さ
れました。

調査の結果、明
治35年にこの地に
設置された広島
高等師範学校の
建物基礎と思わ
れる構造物や煉瓦積みの桝、石垣などの
遺構が確認されました。調査地は、表土（黒
灰褐色土）・造成土（真砂土）・埋め戻し土

（黒褐色土・暗い褐色土、煉瓦や瓦など含
む）・砂層（黄褐色・黒灰褐色）を基本層序と
し、発見されたコンクリート基礎や煉瓦桝の

多くは、地表下40cm
から１mの砂層中ある
いは砂層上面で確認
されました。

コンクリート基 礎
は、栗石として人頭大
の角礫を敷き、その上
にコンクリートで布基
礎を構築しています。
その上に煉瓦が積ま
れていました。上部の
煉瓦はほとんどが取り
除かれていましたが、コンクリート上面には
煉瓦の形が分かる目地の痕跡が残ってい
ました。コンクリート基礎には、こぶし大前後
の円礫が混ぜられていました。第二次世界
大戦以前の構築物の基礎には円礫が混
ぜられており、これらのことから明治期の建
物基礎であることが分かりました。煉瓦の大
きさは縦11×横23×厚6cmで、現在のもの

（10×21×6cm）より一回り大きなものが使わ
れていました。当時の構造物の煉瓦の積み
方や敷き方が分かる貴重な発見です。

広島高等師範
学校の建物配置
の歴史は、『廣島
高等師範學校一
覧』（明治37～大
正10年）で知るこ

とができます。現在の旧理学部校舎が最初
に記される『広島文理科大學・廣島高等師
範學校・第二臨時教員養成所一覧』（昭和
5年）の配置図との位置関係から、今回発
見された建物基礎は、広島高等師範学校
の「仮書庫及閲覧室」の東端の基礎とそこ
から北側に続く「昇降口・湯呑所・小便室」
の位置と重なることが分かりました。

調査範囲は、一部東千田公園内の植栽

部にも及んでいますが、ここでも建物隅にあ
たると考えられる煉瓦の配列が確認されま
した。東千田公園西側入口は当時の広島
大学正門で、ここからまっすぐ旧理学部棟
へと向かう道路であったため、広島大学時
代にも建物などの大きな構造物はありませ
んでした。その地下には、今も広島高等師
範学校の遺構が残されている可能性が非
常に高いと思われます。

煉瓦桝の保存と整備活用
工事によって、駐輪場屋根の基礎や透

水桝などの施工場所と重なる場所の遺構
の一部は壊されてしまいましたが、現地に
残すことができた遺構はそのまま地下に埋
め戻しています。壊される場所にあった煉
瓦桝を、東広島キャンパス（埋蔵文化財調
査部門展示室前庭）に移設して保存しまし
た。いつでも見ることができますので、明治
期の煉瓦積みの桝を是非ご覧ください。将
来的には、東千田地区に戻して展示する
予定です。

遺跡の整備活用として、今後複数年か
けて鏡西谷遺跡で遺構復元や看板設置
などを行い、中世山城の鏡山城跡と関連
付けながら整備を進めます。そのため、今
年度は現状を把握するために地形測量を
実施しました。鏡西谷遺跡は、桜の季節は
お花見の場所としてもとても良い場所にあ
ります。広島大学構内の遺跡整備が、自然
を散策しながら西条の歴史を学べる身近
な場所となるように、遺跡めぐりなどのイベ
ント開催とともに整備活用を進めていきたい
と思います。

2015年度の広島大学構内における埋蔵文化財の調査と整備

東千田調査地全景

煉瓦桝の移設展示の状況

広島高等師範学校建物基礎の跡

煉瓦積み構造物の検出状況

石垣の検出状況

煉瓦桝の検出状況

標本資料の収集・保存－亜鉛凸版の発見－

佐藤先生と森氏のパネル

本館常設展示の亜鉛凸版 標本引受時の記念撮影

「広島大学地域志向教育研究事業（COC：Center of Community）」を実施しました。

文部科学省の地（知）の拠点整備事業

平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ

拠点　平成27年度「広島大学地域志向教

育研究事業」の助成を受け「東広島市の中

山間地域におけるエコミュージアムの整備事

業̶IT機器活用による新たなモデルの構築

と試行」を実施しました。本事業は、これまで

当館が培ったエコミュージアムの手法と地域

との交流実績に立脚し、新たな地域振興策

として東広島市の中山間地域でエコミュージ

アムを試行したものです。この度は、地域資

源をつなぐ情報ネットワークとしてスマートホ

ンで閲覧可能なNFCタグというIT機器を導

入しました。

東広島キャンパスの学内遺跡6箇所と、こ

れまでに研究実績のある福富町竹仁地区

の8箇所にNFCタグを設置し、ホームページ

を構築しました。特に後者では外国人来訪

者向けに解説文の英文化も合わせて実施

し、全体のアクセス数をサーバ経由で解析し

ました。短期間に多くのアクセス（学内272ア

クセス/20日間、学外272アクセス/60日間）を

集めることができました。NFCタグの活用によ

り、本来馴染みのない遺跡への来訪者の誘

導や遠隔地の来訪者把握、多言語対応等

の可能性を示すことができました。反面、使

い方の困難さや、スマートホン未使用者への

対応、音声対応等にも課題を残しました。多

くの課題が見られましたが、地域の活性化と

大学の研究教育を結びつける新しい博物

館像の試行が行えたものと考えています。

NFCタグのパネル

TOPページ 遺跡ページ 英文ページ

たか　もち
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「広島大学所蔵標本・資料Ⅰ」を発刊しました。

Publication New Museum Collection

出版 展示NEW

Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9 Hiroshima University Museum "News Letter"  HUM-HUM  Vol.9

Annual  Report of  �e Museum

　2016年度オリジナルカレンダーを発行しまし
た。第9作目となる今回は、「博物館のお宝発見

《カイアシ類編》」です。当館の調査により発見
した森喬以の著作「The pelagic Copepoda 
from the neighbouring waters of Japan」の
図版原版をもとにカイアシ類をデザインしました。
博物館らしいデザインだけでなく1枚ものの年度
カレンダーという点でも人気があります。

オリジナルカレンダー

　平成27年12月25日に、「総合博物
館研究報告」第7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、資料5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。

「総合博物館研究報告」
第7号

　「調査研究紀要」第7号を発行しま
した。埋蔵文化財調査部門の発掘調
査と研究の成果です。１編（近世宿
場町四日市遺跡の貝類利用）の研究
報告と2012・2013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。

「調査研究紀要」第7号

魚類模型（ヨダレカケ）東広島キャンパス蜻蛉コレクション檜山被爆コレクション

佐藤月二理科教育コレクション（亜鉛凸版）佐藤月二理科教育コレクション（貝類）

写真と文：藤原好恒（理学研究科 准教授）
よしひさ

　キャンパスに自生するランを2
つご紹介します。こちらは文字通
り春の訪れを告げるランです。素
敵な名前ですね！葉はニラに似て
細長く、両手を広げたような緑の
部分（全幅4cm程）は花びらでは
なく、がく片です。胴体は白い半
透明の薄衣を纏い、舞い降りた
天女のようです。

カキラン（柿蘭）

シュンラン（春蘭）

　こちらの花名は花の色が柿の
実に似ているところからきていま
す。葉はスズランに似て幅広の長
めで交互につき、キャンパスでは
1m位の背丈で群生しています。
名は秋をイメージさせますが、花
期は夏。ラン科にもれずとてもカラ
フルで可憐な花です。

カキラン（柿蘭）

フォトアルバム＠キャンパス
　総合博物館では、様々なイベン
トを企画・開催しています。イベント
の魅力をわかりやすく伝える為に、
チラシを制作する事も大事なお仕
事の一つです。
　チラシを作る時、最初に、どんな
表現を使ってイベントの魅力を伝
えるかを考えます。例えば「動物
骨」の講演会では、ユーモラスな
骨の形や動物のシルエットを使っ
て面白そうだな…と感じてもらう事
を考えましたし、「10周年シンポジ
ウム」では建物から広がる青空を
使って、未来に発展していく博物
館を表現しました。“どんな表現で
魅力を伝えるか（コンセプト）”が実
は一番大切で、多くのチラシの中
から“文章を読んでみようか”と足を
停めてもらえるきっかけ作りにも繋
がります。
　これでいける！と納得できる表現
や構成がまとまると、8割方できた
も同然（私の中では）。頭の中に

あるものを視覚化するだけで、ス
カッとした（ゴチャゴチャしていな
い）チラシが出来上がります。逆に
いまいちかも…と出来上がりに確
信が持てない時、ただただ苦しく、
最初のコンセプトが間違っている
のではないか…と悩みながら作業
を進めることになります。
　チラシを作らせてもらって1年。
今関心があるのは、書体です。書
体は奥が深く自分で作るには時
間もかかるのですが、いつか文字
だけでイメージが伝わるチラシを
作ってみたいと思っています。

シュンラン（春蘭）

　広島大学では、博物館設立以前の

1995年に全学を対象にアンケート調査を

実施しており、その結果、本学が所蔵する

標本・資料は69万点に及ぶことが判明しま

した。その後2006年に広島大学総合博物

館が設立され、様々な学術標本資料を学

内外から収集し、保存してきました。そこ

で、開館10年を迎えるにあたり、博物館が

所蔵もしくは寄託を受けている標本、さら

に膨大なコレクションを所蔵する文学研究

科考古学研究室・理学研究科植物学教

室・教育学研究科自然システム学講座等

にご協力いただき、改めて確認作業を行い

ました。その結果、その総数は1,258,743点

にのぼることがわかりました。2015年11月

に発刊した「広島大学所蔵標本・資料Ⅰ」

は、その成果をまとめた目録です。

　この度の調査は短期間で行ったため、

残念ながら学内全ての標本・資料を網羅

したものではありません。そのため、継続的

な調査が求められています。当館の目的の

ひとつに「学術標本資料の調査・収集、保

存・管理」があります。この目的の達成のた

めにも継続的に調査を実施し、Ⅱ・Ⅲ…と巻

を重ねていきたいと思っています。なお、本

冊子は図書館や当館のウェブサイトなどで

閲覧可能です。

博 物 館 の お 仕 事
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1995年に全学を対象にアンケート調査を

実施しており、その結果、本学が所蔵する

標本・資料は69万点に及ぶことが判明しま
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博 物 館 の お 仕 事
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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。

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

平成27年5月  9日

平成27年9月  7日

平成28年1月15日

株式会社　メリッツ　エデュパーク

株式会社　メリッツ　エデュパーク

日本動物分類学会　第51回大会実行委員会

日　時 団体・個人

総合博物館での教育活動助成のため

生物画展示費用として

目　的

　本コレクションは広島市在住の日野渉
氏の寄託によるものです。
　日野氏は、三菱重工業（株）の設計技
師としてブラジルに赴任されていた際、化
石の魅力にひかれて標本の収集をはじ
められました。300点余の標本の保存状
態は非常によく、学術的・教育的価値が
高くて、生命誕生から現在に至る生物進
化の過程を窺うことができる標本です。
　日野渉氏とその御子息である日野東
氏は、本コレクションが次世代を担う若
者の科学教育に役立つことを希望され、
平成11年7月、本コレクションを広島大学
へ寄託されました。
　本コレクションは、ブラジル・セアラ州サ
ンタナ層産出化石を中心に、ドイツ産、ア
メリカ産等の節足動物、棘皮動物、頭足
類、魚類、爬虫類、哺乳類、その他の動
物化石、そして古生代の植物化石など
からなり、地球に生命が誕生して以来、
極めて複雑な生態系ができるまでの過
程が追跡できる標本群で構成されてい

ます。先カンブリア紀（5億4000万年以
上前）、シアノバクテリアが海水中に大量
に含まれていた珪酸と鉄を岩石化した
縞状鉄鉱層（BIF）や、大気中の二酸化
炭素と海水中のカルシウムを利用して石
灰岩をつくる一方で、酸素を生産して地
球環境を大きく変えた証拠の岩石であ
るストロマトライトをはじめ、無脊椎動物
の進化はもちろん、魚類や爬虫類などの
脊椎動物の進化にいたる体系的な古生
物（化石）の収集が行われています。形
態学的・生態学的・古生物地理学的、さ
らには古環境科学的研究を進めるうえ
で極めて重要な基礎資料を提供する材
料です。
　本来、古生物が破壊や変形・変質を
逃れて、化石として保存される確率は極
めて小さく、さらに研究者によって発見さ
れる確率を考えると、計算できないほど
小さいと言われています。同じ化石は絶
対に二つと得られないといわれるだけで
なく、ただ一個の古生物（化石）でも、進

化の過程を明らかにする基礎資料であ
ることは言うまでもありません。近年、世
界の多くの国が、化石の国外持ち出しを
禁止した事実はその証左といえます。
　日野　渉氏は、自然環境の変化と生命
の進化のきわめて深い関係を追跡すれ
ば、「人類は皆兄弟という思想に自ずと
つながる」という理想のもとに化石を収
集されました。化石は、生命の足跡を示
しており、「人はどこからきて、そしてどこ
へいくのかを考えるまたとない機会を与
えてくれるであろう」とのお考えで、本コ
レクションが広島大学の教育・研究に活
用されることを希望され、寄託されまし
た。当館開館より、展示の目玉として9年
7ヶ月で100,000人超えの来館者（2016
年5月現在）をお迎えしました。数々の出
前展示にも出展され、現在も常設展示
の中心として高く評価され、最も注目され
ている重要標本群のひとつです。

清水　則雄
（広島大学総合博物館）

日野化石コレクション

デジタルミュージアムのクラウド化を実施しました。

大学博物館等協議会2016年大会・
第11回博物科学会を開催します。
6月30日（木）・7月1日（金）に東広島キャンパスで開
催します。30日には、「生物多様性の危機を大学博
物館から考える」（大塚攻・生物圏科学研究科教
授）と題した特別講演を行います。また両日とも研
究発表が行われます。

大学博物館等協議会2015年大会・
第10回博物科学会に参加しました。
6月25日（木）・26日（金）に金沢大学で開催されました。「大学の研究力
発信と大学博物館－第7・8回企画展を事例として－」○佐藤大規・清水
則雄・岡橋秀典（広島大学総合博物館）・橋本知佳（レスター大学大学
院）と題した報告を行いました。

豊栄町が生物多様性保全上
重要な里地里山に選定されました。
オオサンショウウオの生態調査や保全活動を行っている東広島市豊栄
町が環境省の生物多様性保全上重要な里地里山に選定されました。
オオサンショウウオの生息地および繁殖地であることが評価されました。

オオサンショウウオの副読本を発刊しました。
4年間の調査結果をもとにゆるキャラ風にイラスト化されたオオサンショウウ
オを随所に登場させ、小学校4年生向けに清水助教とOBの山﨑大海さん
が製作しました。東広島市の全小中学校全学級配布（学級図書）として
東広島市教育委員会より発刊・販売（100円）されています。

豊栄小学校が
「こどもホタレンジャー発表大会」で
最高賞の環境大臣賞を受賞しました。
東広島市環境対策課などと共働して、オオサンショ
ウウオの出前講座を実施している豊栄小学校（東
広島市）が「こどもホタレンジャー発表大会」（環境
省）においてオオサンショウウオの保全活動を中心
とした「豊栄町ふるさと大好き探検隊～里山の宝物
を守る～」と題した発表を行い、環境大臣賞を受賞
しました。アイランダー2015に出展しました。

11月21日（土）・22日（日）に池袋サンシャインシティで開催されました。第10回
企画展「人と自然－今、ネイチャーへ－」のコンテンツを一部使い、口永良部
島（鹿児島県）の島民と協力し、本学の魚類生態研究を紹介しました。

様々なイベントに協力しました。
日本動物分類学会（6月）、比和自然科学博物館第
71回企画展「シルクロードは海だった」（7～8月）・地
域のエネルギー自立を目指したシンポジウム（3月）
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入館記念に
スタンプを
どうぞ

ス タ ッ フ 紹 介
館長（文学研究科教授併任）　岡橋　秀典

■展示情報・研究企画部門

■埋蔵文化財調査部門

清水　則雄 助教 佐藤　大規 学芸職員 真野　麻紀 事務補佐員

藤野　次史 教授 西口　祐子 技能補佐員石丸恵利子 研究員 大近　美穂 教育研究補助職員
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文学研究科サテライト館
1・2階ロビー他

中央図書館
サテライト館

事務室

工学部総合科学部

教育学部

理学部

文学部

郵便局

法・経済学部

本部中央図書館
サタケ

メモリアルホール

理学部

文学部 法・経済学部

本部中央図書館
サタケ

メモリアルホール

工学部総合科学部

教育学部

郵便局 ● 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）
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

● 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

交通アクセス

JR西条駅前から「広島大学」行バス乗車（所要時間15分）広大中央口下車徒歩5分 
※お帰りも同じバス停から乗車して下さい（バスはキャンパスを反時計回りに周回して西条駅へ戻ります）。

公共交通機関でお越しの場合
①番ゲートよりお入り下さい（他のゲートは入構カード専用です）。
教育学部周辺の駐車場が便利です。※お帰りはどのゲートからも出られます。

車でお越しの場合

stamp

●学長あいさつ
●活動報告
●企画展
●公開シンポジウム
●博物館ニュース
●イベントピックアップ
●埋文の発掘この1年
●出版
●総合博物館からお知らせ
●広島大学が誇るお宝紹介


