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徳島県立博物館年報 第12号

（平成14年度）

平成15年（2003）6月30日発行

展覧事業

1. 常設展

2. 企画展

3. 特別陳列

4. 移動展

5. その他の展示

6. 常設展の更新に向けての取り組み

7. 展示関係出版物

調査研究事業

1. 課題調査

2. 分野別（個別）調査研究

3. 文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金による研究

4. 他機関との共同研究

5. 研究用試料の提供

6. 研究成果の公表

7. 研究会・学会等の開催

資料収集保存事業

1. 採集資料

2. 購入資料

3. 寄贈資料

4. 寄託資料

5. 資料の貸し出し
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6. 資料の交換

7. 館蔵資料数

8. 資料収集委員会

9. 文献資料の収集

10. 資料の燻蒸

普及教育事業

1. 普及行事

2. 講師派遣、テレビ・ラジオへの出演等

3. 博物館実習生の受け入れ

4. 学校教育との連携

5. 博物館の広報活動

6. 博物館友の会

7. 普及教育関係出版物

管理運営

1. 組織・職員

2. 予算

3. 博物館協議会

4. 各種委員・非常勤講師等の受諾

5. コンピュータシステム

6. 博物館ネットワーク

7. 視察等博物館関係来訪者

観覧者統計

[博物館のトップページ] ［年報のページ］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/default.htm
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展 覧 事 業

博物館での展示は、常設展と企画展から成る。

常設展は、徳島の自然、歴史、文化、自然のしくみ等が概観でき、また、

全国的・世界的なかかわりについても理解できるよう、いろいろなテーマ

を定めて展示している。部分的な展示替えや資料の入れ替えは随時行って

いるが、基本的な展示の構成は開館以来変わっていない。しかし、開館10

周年が過ぎ、常設展の更新（リニューアル）をどう図っていくかが大きな

課題となっている。

企画展は、専用の企画展示室を使って年３～４回行うことにしている。各

分野・分類群の館蔵コレクションの紹介、学芸員の研究成果に基づく地域

自然誌や文化の紹介、全国的あるいは世界的な広がりの資料の展示など

様々なテーマをおりまぜ、数年先までのスケジュールをたてて計画的に取

り組んでいる。

１．常設展

（１）常設展の構成

博物館の常設展示は、総合展示、部門展示およびラプラタ記念ホールの展

示の３つから構成されている。

●総合展示

「徳島の自然と歴史」を総合テーマとし、徳島の歴史と文化、現在の自然

の姿が概観できるよう、次の７つの大テーマにそって展示が展開されてい

る。

１．日本列島と四国のおいたち

２．狩人たちの足跡

３．ムラからクニへ
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４．古代・中世の阿波

５．藩政のもとで

６．近代の徳島

７．徳島の自然とくらし

●部門展示

総合展示とはちがった角度から、分野ごとの個別的、分類的な展示を行っ

ている。

人文：焼物のうつりかわり／阿波の美術工芸／徳島の歴史・民俗資料 など

自然：いろいろな岩石／鉱物／いろいろな動物／生物の生活と自然のしく

み など

●ラプラタ記念ホールの展示

アルゼンチン共和国のラプラタ大学から寄贈された南アメリカ特有の更新

世哺乳動物化石を展示している。

主な展示資料：

メガテリウム全身骨格（レプリカ）

パノクツス全身骨格及び甲羅

マクラウケニア全身骨格（レプリカ）

トクソドン全身骨格（レプリカ）

スミロドン全身骨格（レプリカ）

ヒッピディオン全身骨格（レプリカ）

ステゴマストドン頭骨（レプリカ）

（２）部門展示の展示替え

部門展示（人文）では、テーマを決めて随時展示替えをしている。平成14

年度は次の展示を行った。

●戦前期徳島の映画館チラシ

３月26日（火）～5月26日（日）（前年度からの継続）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/hasegawa/exhibition/eiga.htm
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平成12年度に購入した大正～昭和戦前期の映画館チラシの一部を展示し

た。

●おまけになった動物たち

３月26日（火）～９月８日（日）（前年度からの継続）

お菓子のおまけのうち，動物をモチーフにした精巧なおまけ192種と，そ

れらに関連した剥製，標本，歴史資料などをあわせて展示した。

●前山古墳群の発掘調査

５月28日（火）～９月８日（日）

名西郡石井町石井にある前山古墳群の発掘調査の成果を展示した。

●知らせる道具・広告

９月10日（火）～12月１日（日）

館蔵品を中心に、さまざまなタイプの看板、引札、ポスターを展示した。

●石垣島の民具

12月３日（火）～３月30日（日）

沖縄県石垣島で作られ、使われた民具を展示した。

２．企画展

平成14年度は、次の３回の企画展を行った。

（１）第１回企画展「貝化石が語る海の記憶」

おもに古生物学的な観点から貝類や貝化石を取り上げた。貝類の生息場所

と化石としての残りやすさの関係、各地質時代の貝化石、四国周辺地域の

貝化石など、このグループの概要を、さまざまな角度から紹介した。

●期間 平成14年４月12日（金）～５月12日（日）

●会場 博物館企画展示室

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/uoshima/bumon-omake.htm
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/isomoto/Home%20Index/Tenji%26Gyoji/exhibition/2002koukoku.htm
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/josetsuten/bumonn_h/2002ishigaki/default.htm
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/kikakuten/2002kaikaseki/default.htm
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●展示内容

［1］貝と貝化石

［2］貝の模様と形

［3］貝がすむいろいろな環境

［4］地質時代の貝化石

［5］四国の貝化石

［6］貝殻や貝化石をつくる鉱物

［7］地層の中の貝化石

［8］貝化石の調べ方

●主な展示資料

赤坂金生山のペルム紀大型貝化石（豊橋市自然史博物館および当館蔵）

世界各地の貝化石（当館蔵）

四国および周辺各地の貝化石（高知県立牧野植物園および当館蔵）

●展示資料点数 合計780点

●観覧料 一般200円／高校・大学生200円／小・中学生100円

●期間中の観覧者数 6,317人

●企画展関連行事

・企画展解説

第１回：４月１４日（日） 参加者60名

第２回：４月２８日（日） 参加者20名

（２）第２回企画展「海道をゆく －黒潮のはこんだもの－」

黒潮が、生物の移動だけでなく人やそれに伴う文化の移動に重要な貢献を

してきたことは間違いないと思われ、徳島の生物や民俗文化の成立基盤の

一端を探るために、黒潮の洗う地域の民俗文化や生物相と比較してみた。

本企画展では、フィリピンや沖縄から南九州へと渡ったと思われる丸ノミ

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/kikakuten/2002kuroshio/default.htm


12号（展覧）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/12_2002/tenran.htm[2012/04/30 15:54:39]

型石器や磨製石斧、貝類の加工品等の資料を中心に、黒潮に乗って北上し

た時代を紹介し、逆に南へと向かう時代の資料も併せて紹介して、黒潮が

海洋民族の移動に影響したことを示した。同時に、黒潮の影響を受けて南

西諸島から四国南部、紀伊半島などに分布している特殊な植物や動物など

を紹介した。また、南西諸島の島々や南九州の自然や人々のくらしもとり

あげ、生物、民俗文化及び徳島にも関わると考えられる資料なども紹介し

た。

●期間 平成14年７月20日（土）～９月１日（日）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成と主な展示資料

［1］海上の道はあったのか

・石器は語る･･丸のみ型石器（鹿児島県加世田市栫ノ原遺跡、高知県と磨

製石斧

（沖縄県西表島）、その他の石器

・貝の道･･貝輪と甕棺（貝輪を付けた埋葬の写真）

・補陀落渡海･･那智参詣曼荼羅ほか

・徳島のカツオ･･木簡に残された調としての堅魚

・阿波と安房･･忌部の足跡（古語拾遺）

［2］イネの来た道

・海を渡ったイネ･･イネは「海上の道」を通らなかった？！

・遺伝子はかたる･･イネのふるさとは中国か（インディカと熱帯ヤポニ

カ）

・イネ作りの証拠･･プラントオパール（温帯ヤポニカ、熱帯ヤポニカ、イ

ンディカ）

［3］黒潮のはこんだもの

ａ.流れのままに
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・漂着物はかたる･･ゴミか宝物か

・アメリカからの手紙･･2年半の旅

・種子がはこばれる･･黒潮の道を物語る証拠

b.南へ北へ

・海流ではこばれた生き物たち･･植物の分布拡大戦略、昆虫の旅

［4］まれびとの系譜

・仮面と祈り･･南西諸島の面と祭り（弥勒、アンガマ、鹿児島県の各島の

面）

［5］琉球弧

a.南西諸島の特徴的な動植物

・ヤンバルの生き物たち･･ヤンバルテナガコガネ、ノグチゲラ、ヤンバル

クイナ

・ヤンバルの植物･･オリヅルスミレ

・昆虫･･コノハチョウ、フタオチョウ、八重山の昆虫

・甲殻類･･ノコギリガザミ、テナガエビ

b.人・くらし

・石の魔よけ･･石敢當（徳島小松島市、三加茂町）、門中墓（写真）

・沖縄の染織･･八重山上布、宮古上布、芭蕉布、紅型など

・農具と生活用具･･植物を利用した民具、ヒラなど

●展示資料点数 実物資料 488点

●観覧料 一般200円／大学生100円／小・中・高校生は無料

●期間中の観覧者数 3,194人

●企画展関連行事 記念トーク（黒潮トーク＋展示解説）

［1］日時：７月28日（日） 13：30～14：30

演題：隆起を続ける珊瑚礁の島―喜界島
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講師：中尾 賢一

会場：講座室及び展示会場

入場者：17人

［2］日時：８月4（日）13：30～14：30

演題：植物の目から見た黒潮の道

講師：小川 誠

会場：講座室及び展示会場

入場者：6人

［3］日時：８月11日（日） 13：30～14：30

演題：コメの渡来ルート

講師：茨木 靖

会場：講座室及び展示会場

入場者：25人

［4］日時：８月18日（日） 13：30～14：30

演題：イモの祭りー根栽農耕文化と黒潮の道ー

講師：庄武 憲子

会場：講座室及び展示会場

入場者：10人

［5］日時：８月24日（土） 13：30～14：30

演題：本土と南西諸島のヤスデ、貝、かに

講師：田辺 力

会場：講座室及び展示会場

入場者：9人

［6］日時：８月25日（日） 13：30～14：30

演題：南島の熊野信仰

講師：長谷川 賢二
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会場：講座室及び展示会場

入場者：16人

［7］日時：９月１日（日） 13：30～14：30

演題：昆虫と黒潮の道

講師：大原賢二

会場：講座室及び展示会場

入場者：18人

（３）第３回企画展「古代のわざ」

古代の人びとが技術の粋を集めて作りだしたさまざまなものに隠された

「わざ」に焦点をあて，文化財の科学的調査などからわかった優れた製作

技術などを紹介した。また，復元された正倉院宝物の一部を展示し，それ

ぞれの宝物に秘められた技術の高さについても紹介した。

●期間 平成14年10月11日（金）～11月10日（日）

●会場 博物館企画展示室

●展示内容及び主な展示資料

［1］出土遺物にみる古代のわざ

縄文・弥生・古墳時代など，時代ごとに代表的な遺物にスポットをあて，

科学的調査などや復元製作によってわかった「わざ」を紹介。

a.縄文土器にみる芸術とわざ

火焔型土器（名古屋市博物館蔵）

土偶（奈良国立博物館蔵）

b.2000年前のハイテク―銅鐸―

大岩山１号銅鐸復元品（野洲町立歴史民俗資料館蔵）

伝徳島県内出土銅鐸（当館蔵）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/kikakuten/2002kodainowaza/default.htm
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c.古墳副葬品にみる工人たちのわざ

新沢千塚第126号墳出土金製垂飾付耳飾〔複製〕（橿原市教育委員会蔵）

王墓山古墳出土金銅製冠帽（善通寺市教育委員会蔵）

［2］よみがえる正倉院宝物

宮内庁などによって復元された正倉院宝物とその製作技術を紹介。

正倉院宝物復元品（銀平脱合子，螺鈿箱，粉地彩絵八角几ほか）（宮内庁

正倉院事務所蔵）

●展示資料点数 合計 85点

●観覧料 一般200円／高校・大学生100円／小・中学生50円

●期間中の観覧者数 3,724人

●企画展関連行事

［1］企画展「古代のわざ」記念講演会

日時：11月３日（日）

講師：木村法光氏（京都市立芸術大学教授，前宮内庁正倉院事務所保存課

長）

演題：正倉院宝物に見るいにしえのわざ

会場：文化の森イベントホール

参加者：67人

［2］企画展「古代のわざ」銅鐸の復元製作実演

日時：10月20日（日）

会場：文化の森野外劇場

実演者：小泉武寛氏・小泉裕司氏（金属工芸家）

参加者：136人

［3］企画展「古代のわざ」展示解説

第１回：10月13日（日） 参加者 29人
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第２回：11月４日（月） 参加者 23人

３．特別陳列

（１）人権教育のための国連10年協賛「丹波マンガン鉱山の記録―在日コ

リアンの労働史―」

丹波地方には、約300のマンガン鉱山があり、1896年頃から1983年頃まで

マンガンの採掘が行われた。これらの鉱山で働いていた人々の多くは、朝

鮮半島からやって来た人たちであり、なかには、戦時中に労働力不足を補

うために強制連行されてきた人もいた。また、被差別部落の人々も職を求

めて鉱山にやって来た。丹波マンガン鉱山の労働を支えた人々には「じん

肺」という病気が降りかかり、鉱山労働を離れた後にも苦しめられること

になった。また、「じん肺」罹患により、偏見と差別が厳しくなった側面

もあった。

この特別陳列は、在日コリアンの元鉱山労働者が鉱山に生きた人たちの心

を刻み、また歴史の教訓に学ぶために独力で設立した人権博物館である、

丹波マンガン記念館の収蔵資料をもとに、鉱山に生きた人々のおかれた状

況を示し、日本の歴史のなかに刻まれた人権侵害の実態を示すことを目的

として開催した。

なお、当館における会期終了後は、徳島県博物館協議会を介した県内博物

館施設の連携事業として、海南町立博物館（７月11日～22日）、石の博物

館（７月31日～８月15日）、土成町郷土歴史館（８月20日～９月４日）、

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館（９月８日～９月25日）を

巡回し、同内容の展示を行った。

●主催 徳島県立博物館・徳島県博物館協議会

●後援 人権資料・展示全国ネットワーク

●期間 平成14年６月25日（火）～７月７日（日）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/kikakuten/2002mangan/default.htm
http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/kikakuten/2002mangan/default.htm
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●会場 博物館企画展示室

●展示構成と主な展示資料

［1］ワシらは山で生きてきた

写真パネル（丹波マンガン記念館蔵）

［2］鉱山での生活

マンガン採掘道具（丹波マンガン記念館蔵）

チゲ（背負子）ほか梱包・運搬具（丹波マンガン記念館蔵）

写真パネル（丹波マンガン記念館蔵）

［3］マンガンってなに？

マンガン鉱物（丹波マンガン記念館蔵）

徳島県産マンガン鉱物（当館蔵）

レール、乾電池ほかマンガン使用製品（丹波マンガン記念館蔵）

［4］丹波マンガン記念館

パネル（丹波マンガン記念館蔵）

●観覧料 無料

●観覧者数 1,195人

●展示解説

７月６日（土） 参加者48人

李龍植氏（丹波マンガン記念館長）を招いて解説していただいた。

（２）楠コレクションの美術・歴史資料

楠コレクションは、徳島県鳴門市出身の故楠育治氏が所蔵されていた美

術・歴史・民俗の諸資料約3,000点である。平成14年３月に、御夫人の弘

美氏より当館に寄贈された。

それらには、光格上皇の御幸の行列を描いた「光格上皇修学院御幸儀仗図

巻」３巻、祖谷への道筋の眺めを描いた「祖谷山絵巻」２巻、全国の名勝

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/kikakuten/2003kusunokicoll/default.htm
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を集めた「全国名勝絵巻」10巻の徳島県指定文化財が含まれている。

楠コレクションはなお整理中であるが、その一部を特別陳列として広く公

開した。

●期間 平成15年１月21日（火）～３月２日（日）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成と主な展示資料

［1］徳島ゆかりの美術資料

光格上皇修学院御幸儀仗図巻 渡辺広輝筆

祖谷山絵巻 渡辺広輝筆

鳴門十一景図 貫名天蓼筆

旧徳島城図 須木一胤筆

墨跡 泰雲書

延生軒詩 高泉禅師書

［2］書画の優品

勢至菩薩画賛 木庵禅師

茶園詩 仙崖書

大和し美し 棟方志功作 

山と水 棟方志功画 

茄子 金島桂華画

［3］歴史・民俗資料

日野資名筆 後伏見上皇院宣

塵摘問答 阿波国文庫本

東海道分間絵図 菱川師宣下絵

角目頭 人形忠作

信楽焼大壺

●展示件数 49件



12号（展覧）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/12_2002/tenran.htm[2012/04/30 15:54:39]

●観覧料 無料

●観覧者数 4,655人

（３）2002年度文化の森人権問題啓発展

文化の森５館と徳島県教育委員会（生涯学習課・人権教育課）との共催

で、年２回の人権問題啓発展（同和問題啓発標語ポスター入選作品展と識

字学級生の作品展）を行った。

●主催 文化の森５館・徳島県教育委員会

●期間

［1］2002年度文化の森同和問題啓発標語ポスター・資料展

平成14年7月27日（土）～8月4日（日）

入場者数 1,066人

［2］2002年度文化の森人権問題啓発展

平成14年12月3日（火）～8日（日）

入場者数 669人

●会場 2回とも近代美術館ギャラリー・21世紀館多目的活動室・ミニシア

ター（ビデオ上映）

●入場者数計 1,735人

４．移動展

徳島県博物館協議会の役員会や総会などにおいても、県立や市町村立の博

物館が連携しての巡回展や移動展などを開催し、博物館活動を盛り上げて

いきたいという要望もあがっている。14年度には前述のように、丹波マン

ガン記念館の資料による巡回展を行ったが、秋には初めての試みとなる

「移動展」を海南町立博物館で開催した。
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資料の貸借という方式でなく、展示構成も当館側である程度検討したもの

を運搬してのこのような展示会はこれまでは行ってこなかったが、今後は

開催館の分野に関係なく、このような企画が増えていくことも考えられ

る。

■2002年度移動展「昆虫の世界」

●主催 海南町立博物館・海南町教育委員会・徳島県立博物館

●期間 平成14年10月26日（土）～11月24日（日）

●会場 海南町立博物館 企画展示室

●入場者数 1,328人

５．その他の展示

平成14年４月１日（月）より６月30日（日）まで，平成13年度の購入資料

である「伝徳島県内出土銅鐸」を，２階総合展示室内ラプラタ記念ホール

の一角において速報展示した。

６．常設展の更新に向けての取り組み

当館では、開館10周年をめどに常設展の全面更新を実現したいと考え、開

館５年目にあたる平成７年度から館内での検討を行ってきた（年報７号参

照）。そして、開館15周年目に当たる17年度にリニューアル・オープンす

る計画で、事業規模を縮小した基本案見直しを行い、予算積算などを行っ

たが、厳しい財政状況等もあって、今回も事業化は認められなかった。

今後、できるだけ早い時期での常設展更新が実現するよう、その方途を

探っている。

また、最近開館した博物館や展示のリニューアルを行った館に対する調査

も継続してきており、14年度には次の調査を行った。

北九州市立自然史・歴史博物館：新規開館の展示状況の調査
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７．展示関係出版物

■企画展図録・解説書

●第１回企画展図録「貝化石が語る海の記憶」

2002年4月12日発行、Ａ4判39ページ（カラー）、700部＋友の会増刷分

300部

●第２回企画展図録「海道をゆく－黒潮のはこんだもの－」

2002年７月19日発行、Ａ4判74ページ（カラー）、700部＋友の会増刷分

300部

●第３回企画展図録「古代のわざ」

2002年10月11日発行、Ａ4判32ページ（カラー）、700部＋友の会増刷分

100部

[博物館のトップページ] ［12号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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調 査 研 究 事 業

調査研究は、博物館における諸活動の根底をなすものである。それは、質

の高い調査研究に裏付けられてこそ、最新の情報を盛り込んだ展示や質の

高いコレクションの収集、内容豊かな普及活動が可能となるからである。

当館の調査研究事業には、複数の学芸員グループで、必要に応じては館外

の研究者も含めて、特定のテーマを定めて年度単位で集中的に取り組む課

題調査、各学芸員がそれぞれの分野や専門とするテーマに基づいて日常的

に取り組んでいる個別調査研究、翌々年以降に予定されている企画展のた

めの事前資料調査などがある。

現在、館長を含む14名の学芸スタッフがこの業務に携わっている。

１．課題調査

平成14年度は、次の３つの課題調査を行った。

（１） 牟岐大島・出羽島の自然と暮らし

大島及び隣接する津島は海部郡牟岐町から約４kmの洋上にある無人島であ

る。これらの島は、離島であることなどの関係からいずれも人工林をまっ

たく見ないため県南の植生を知る上で貴重な存在となっている。また、出

羽島は県内でも数少ない人が住む離島であり、早くから漁業を中心として

開けた土地である。島内は宅地・耕地が多いものの、南面の大池には世界

的に珍しいシラタマモが自生しているなど県内でも特筆に値する地域と言

える。自然環境としては、牟岐町の多くは暖温帯植物区に入るものの、津

島・大島・出羽島などではアコウをはじめとした亜熱帯植物の混成が目立

ち、林床には様々な腐生植物が見られるなど特異な植物が分布しているこ

とも知られている。これらのことから、三島を中心とした牟岐町の周辺の

島々を調査することで、県南部を特徴づける自然及び人文的データが多数
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得られると期待される。しかし、津島・牟岐大島・出羽島を含むその周辺

の島々の自然や人文に関する調査は古いものしかなく、最近の現状はまっ

たく不明と言える。そこで、徳島県立博物館として、この津島・牟岐大

島・出羽島及びその周辺の島々について、２年間にわたりさまざまな分野

での総合調査を行うこととした。

●調査メンバー

博物館学芸員：大原賢二（昆虫）、小川 誠（植物）・茨木 靖（植物：調査

主担者）、中尾賢一（地学）、高島芳弘（考古）、長谷川賢二（歴史）、

庄武憲子（民俗）、磯本宏紀（民俗）

館外調査員：木内和美（植物研究家・牟岐町文化財保護審議会委員）、佐

治まゆみ（植物研究家）、吉田一夫（市場町職員）

●調査の概要および結果

14年度は、本調査の１年目として、次のような分担で調査地域全体の概要

を把握することを目標に調査を行った。1４年度の調査では島の生物相の

概要が明らかになり、特に植物では、ウミヒルモ、ネコノシタなど貴重な

植物が見いだされるなどの成果があった。

大原賢二（分担：昆虫類の幼虫・成虫調査）

小川 誠・茨木 靖（分担：植物相調査）

中尾賢一（分担：地質と貝類化石について）

高島芳弘（分担：考古学的調査）

長谷川賢二（分担：歴史的位置づけについて）

庄武憲子・磯本宏紀（分担：民俗風習について）

（２） 恐竜産出地点周辺の地質と化石

勝浦町立川渓谷の小さな沢の中で、白亜紀の代表的な草食恐竜であるイグ

アノドン類の歯の化石が発見されたのは1994年４月のことだった。発見者

は当時高知大学学生だった菊地直樹氏で、西南日本外帯で２例目、四国で

は初の恐竜化石であった。その年の８月に合同の現地調査が行われ、結果
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は徳島県立博物館研究報告第５号に報告された。恐竜化石を含んでいた地

層は淡水～汽水環境で堆積した立川層の最上部付近であることが明らかに

なった。

それ以降も、化石資料や情報の蓄積が進んでおり、汽水～淡水性の化石を

比較的豊富に産出することがわかってきた。しかしこのフィールドで研究

を行っている研究者は、各地に分散している。それぞれが独自に研究を進

めていることもあって、現状では全体像が見えにくくなってきている。

本調査では、立川渓谷の恐竜発見地点付近の地層から産出する各種の化石

を系統的に採集し、立川層形成当時の堆積環境に関する新たな情報の追加

を計った。立川層の調査を行っている主要な研究者に館外調査員として加

わっていただき、総合的な調査を行った。

●調査メンバー

博物館学芸員：中尾賢一（地学：調査主担者）、両角芳郎（地学）

館外調査員：菊池直樹（御所浦白亜紀資料館）、石田啓祐（徳島大学総合

科学部）、香西 武（鳴門教育大学）、橋本寿夫（藍住東中学校）、平田正

礼（高知市）

●調査日程

10月11日：調査の打ち合わせ

10月13日～14日：勝浦町アゲノ谷周辺での調査と化石採集

●調査の概要および結果

調査前半は、アゲノ谷とその対岸の沢で、徹底的な大型化石の探索を行っ

た。その結果、足印化石の可能性のある堆積構造や四足動物の骨片と考え

られる化石を発見し、その多くを採集した。これらの化石の多くは、やや

石灰質で潮汐作用による堆積構造が発達した泥質岩に入っていた。また、

淡水性二枚貝化石の産出層準をおさえ、多数の化石を採集した。その他、

ナンヨウスギ化石など、これまで報告のない化石の産出も確認した。

調査の後半では、立川層最上部～羽ノ浦層最下部にかけての層準で、綿密
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な露頭観察と化石採集を行い、詳細な柱状図と地質図を作成した。この調

査から、従来の立川層と羽ノ浦層の境界の定義は見直しが必要なことがわ

かった。

（３） 徳島県の半翅類調査

徳島県の昆虫相解明のために、外部の研究者にも参加してもらいながら、

平成12年度からの２年計画でスタートさせたが、セミ科のエゾゼミ類の調

査がまだまだ不十分であると考え、14年度も延長して調査を継続すること

とした。また水生のグループ（異翅目の一部）についても、より詳細な調

査が必要であり、秋から冬季の越冬中の調査を重点的に行うこととした。

3年目となる14年度は、水生半翅類、特にアメンボ類を調査するために初

夏から調査を行い、夏期のエゾゼミ類の調査と共にため池の調査を重点的

に行った。結果的には水生半翅類についてはかなりの成果が得られ、これ

までの文献上の記録も含めて徳島県及び四国における水生半翅類の概要を

研究報告にまとめた。エゾゼミ類に関しては、発生期の天候が極めて不順

で、生息地付近では雨や曇りの日が多く、全国的にも発生数がきわめて少

ない年となったようで、成果は上がらなかった。

●調査メンバー

博物館学芸員：大原賢二（動物）

館外調査者：林 正美（埼玉大学教育学部）

●14年度調査の成果

［1］徳島県のエゾゼミ

7月27～30日に夏季のエゾゼミ類を中心とした調査を行った。28日に神山

町から木頭村までのスーパー林道周辺で調査。29日、三好郡山城町野ガ池

山、30日に三好郡池田町雲辺寺山、脇町大滝山での調査を行った。天候が

悪く数頭が鳴いているにすぎず、スギが高すぎて採集はできなかった。

三好郡山城町野ガ池山の調査後、途中の河川敷で水生半翅類の調査も行
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い、徳島県初記録となるオモゴミズギワカメムシを採集した。

［2］徳島県の水生半翅類

5月16～19日、11月20～23日、15年2月7～9日の3回、林氏と共に調査を

行った。名東郡佐那河内村の八反池、徳島市内の渋野町、麻植郡川島町と

阿波郡市場町にまたがる善入寺島、美馬郡脇町および阿南市などの淡水湿

地、ため池、海岸を中心に調査を行った。

・前年度も触れたが、善入寺島は吉野川の中流域にある流域最大の中洲

で、中に2つの池があり、一つは市場町、一方は川島町に位置する。ここ

では全国的にも貴重なイトアメンボがかなり見られ、今年度の調査では、

オキナワイトアメンボ、ヒメイトアメンボも同時に採集され、３種が同所

的に棲息していることがわかった。このような場所はこれまでの調査では

他に知られていない。 また、川島町側の池では、晩秋にきわめて多数のオ

オミズムシが見られ、エサキアメンボも発見されている。

・阿南市の各地に見られるため池では、それほど環境のいいところは発見

できなかったが、ミズムシ類が見られ、調査が進めばこれまでよりもかな

り多くの種が発見される可能性は高い。

・脇町周辺のため池はこの1年のうちに、すでにいくつかが埋め立てられ

ており、このような水環境の保全についても、その対策を急がねばならな

いと感じた。

（４） 星河内美田銅鐸の復元に関する調査

銅鐸をはじめとする弥生時代青銅器の分布と変遷に関する研究は当館の調

査研究テーマの柱の一つとして掲げており、資料収集方針としても銅鐸お

よびその製作技法に関する資料の収集に努力してきた。

銅鐸の製作技法の研究についても、Ｘ線透過撮影なども応用し、さまざま

な視点から調査を続けている。平成12年度には課題調査として「復元銅鐸

の製作に関する基礎調査」を行った。
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徳島市上八万町より出土した星河内美田銅鐸は、1932年の出土後まもなく

細片に破壊され、４ヶ所に分散されて保管されることとなったため、ごく

初期の調査によって７点の銅鐸があったことは知られるが、その後詳細な

調査はされておらず、形式などについても不明な点があり、一部の研究者

をのぞいて一般にはもとの形を想像することすらできない状態となってい

る。

本課題調査では、県内出土銅鐸の調査研究の一環として、全国に分散して

保管されている星河内美田銅鐸の破片を一堂に集め、詳細な調査を行うこ

とによって、その形式や原状を確定し、県内に特徴的に見られる星河内美

田タイプ銅鐸の原状を一般県民にも容易に理解できるようにするため復元

品を製作するための基礎的なデータを集めようとしたものである。

●調査メンバー

博物館職員：高島芳弘（考古）、魚島純一（保存科学・考古）

館外協力者：難波洋三（京都国立博物館）、小泉武寛（金属工芸家）

●調査の概要

［1］銅鐸破片の写真撮影および接合関係等の確認

東北大学及び同志社大学歴史資料館の協力を得て、それぞれに保管されて

いる星河内美田銅鐸の破片を借用し、写真・Ｘ線撮影を行うとともに、接

合関係等を確認し、できる限り正確に原状を推定するためのデータを収集

する。

［2］Ｘ線透過撮影および蛍光Ｘ線分析による調査

［3］調査結果の検討と原状復元図の作成

難波氏、小泉氏とともに実物の観察を行い、類例などとも比較することに

よって原状の検討を行い、あわせて鋳造欠陥等の検討を行い、復元鋳造の

ためのデータとする。文様構成、各文様の寸法などの確認、接合関係から

全体の慨寸が判明した場合、原状復元のためのイメージ図を作成し、復元

鋳造の資料とする。
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●調査の成果

［1］破片の接合関係の確認

東北大学、同志社大学歴史資料館、そして当館に分散して保管されている

破片を一堂に集め、写真撮影を行った後に、それぞれの破片の接合関係を

確認した。

これまでに明確になっているものの他に、いくつかの新しい接合関係が確

認でき、全体像の解明に役立った。

［2］Ｘ線透過撮影および蛍光Ｘ線分析による調査

ある程度接合関係が明確になった段階で、Ｘ線透過撮影及び蛍光Ｘ線分析

を行った。その結果、特徴的な鋳造欠陥を持つ個体が確認されるなど、接

合関係の確認を追認する結果を得ることができた。データの詳しい分析は

今後さらに時間をかけて行っていきたい。

［3］全体像の推定

類例との比較やそれぞれの個体における文様構成の特徴、破片の位置など

から、各個体の識別、総個体数の類推等の作業を行った。

その結果、７個体あるいは８個体の銅鐸の存在が確認でき、これまで言わ

れている７個体がまとまって出土したという事実が確認できた。ただし８

個体の存在をうかがわせる要素もあり、この場合はこれまでの記述等が誤

りであった可能性も残る。

２．分野別（個別）調査研究

●大原賢二（動物・昆虫）

［1］日本産ハナアブ科の分類学的研究 

［2］徳島県のヒラズゲンセイの分布調査

［3］アサギマダラの移動調査

アサギマダラの移動について、14年度も継続してマーキング等の調査を
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行った。マーキング調査への協力者も増えつつあるが、14年度の移動記録

はきわめて少なく、特に徳島県からの移動が1頭も記録されなかった。

［4］マレーゼトラップによる県内の昆虫相の調査

名古屋市の名城大学農学部昆虫学教室の山岸健三氏と共同で、14年度の１

年間、文化の森総合公園内に2カ所、佐那河内村大川原にある「県立生き

物ふれあいの里」の構内に1カ所、上勝町旭ケ丸の標高800ｍ付近に1カ所

の計4張りのマレーゼトラップを設置し、2～4週間間隔で回収を行って、

その付近の昆虫相の調査を行った。

すでに約2万頭の標本が作成、科までの同定後、当館に納められており、

今後の調査研究用資料として保管されている。今後もいくつかの地点を選

んで設置し継続して調査を行う予定である。

●佐藤陽一（動物・脊椎動物）

［1］県内の淡水魚類相調査

県下の淡水魚類相調査の一環として、県下各地で 調査を行った。

［2］勝浦川に生息する魚類の生息環境に関する研究

調査データ（1999～2001年）に基づき、魚類の生息を予測するためのモデ

ル化手法の比較を行った。徳島大学工学部建設工学科との共同研究。

［3］徳島市国府町以西用水に生息する魚類の生息環境に関する研究

徳島大学大学院工学研究科エコシステム研究科との共同研究。

［4］メダカとカダヤシの種間関係に関する研究。

徳島大学大学院工学研究科エコシステム研究科との共同研究。

［5］松茂町中喜来地区に生息する魚類の生息環境に関する研究。

徳島大学工学部建設工学科との共同研究。

●田辺 力（動物・無脊椎動物）

［1］県産無脊椎動物相の調査

鳴門市にて海岸無脊椎動物相の調査を行った。

［2］ヤスデ類の進化生物学的および分類学的研究

ババヤスデ属の分類学的再検討を報告した。また、本属の交尾器形態の進
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化要因についての研究を進めた。

［3］ヤスデ類の毒成分の分析

ヤスデ類2種について毒成分について報告した（大村 尚、桑原保正氏と共

同）。

●小川 誠（植物）

［1］三野町の植物相調査

平成14年度阿波学会の調査の一環として、三野町の植物相調査を行った

（木下 覚、木村晴夫氏らと共同）。

［2］博物館の情報提供におけるインターネットの利用に関する技術的研

究

前年度に引き続き、博物館のホームページの全文検索および他博物館との

共通検索システムを構築した。

［3］ヨモギ属の分布調査

日本産ヨモギ属の分化と分布の現状を探るため、島根県での分布調査を

行った。

［4］県内の絶滅危惧種の調査

徳島県版レッドデータブックを作成し、さらに普及版の編纂に携わった。

●茨木 靖（植物）

［1］県産植物相の調査

麻植郡美郷村奥野々山を中心に、植物相の調査を行った。

［2］ススキ属の比較研究

国内外の博物館、研究機関より世界各地のススキ属の標本を借用し、その

異同、分布などに関しての調査を行った。

●両角芳郎（地学）

［1］日本の上部白亜系の化石層序に関する研究

阿讃山地の和泉層群から産出するノストセラス科 アンモナイトの分類学的

検討を行った。また、かつて研究して記載・図示した個人標本で、その後
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に公的博物館で保管されている標本について調べ、研究報告に投稿した。

［2］勝浦川流域下部白亜系産化石に関する研究

羽ノ浦層から産出した頭足類の分類学的検討を行った。

●中尾賢一（地学）

［1］沖積平野の堆積学的・古生物学的研究 

高知市中央部と縁辺部の沖積層から産出した貝化石を分析した。一部の資

料については年代測定を行い、古環境の変遷を調べた（三本健二氏と共

同）。

［2］浅海性更新統の堆積環境と貝化石相の調査

長崎県と愛知県で堆積構造の観察と貝化石の採集を行った。

［3］三野町の地質調査

平成14年度阿波学会の調査の一環として、三野町の中央構造線系断層の露

頭調査を行った（橋本寿夫 氏、森江孝志氏らと共同）。

●高島芳弘（考古）

［1］縄文時代の石鏃の形態の変異に関する調査

鮎川遺跡を中心とする那賀川流域で採集した石鏃の図化を行い、基礎資料

の蓄積を行った。

［2］若杉山遺跡の範囲の検討

若杉山遺跡の近くの由岐水銀鉱山丹波坑口付近で採集した石杵の性格につ

いて検討し、合わせて若杉山遺跡の広がりについての検討を行った。

●魚島純一（保存科学・考古）

［1］県内出土銅鐸の調査

県内出土銅鐸、特に昨年度購入した伝徳島県内出土銅鐸に見られる鋳掛け

についてのＸ線透過撮影や蛍光Ｘ線分析などを行った。また、今年度課題

調査として取り上げた星河内美田銅鐸（徳島市上八万町出土）について

も、出土地の確認、出土状況の聞き取り調査等を行い、課題調査の基礎的

な資料とした。
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［2］臭化メチル燻蒸に替わる燻蒸法の研究

これまでに試作した窒素を使った簡易な燻蒸装置（バルーン）を用いた博

物館資料の燻蒸以外にも博物館資料の燻蒸に有効な方法を探るための検討

を行った。植物標本においては低温処理による殺虫を試みることとした。

［3］外部依頼による調査、燻蒸処理等

香川県埋蔵文化財調査センター、高知県埋蔵文化財センター、高松市教育

委員会などの依頼を受け、出土文化財の蛍光Ｘ線分析による材質調査を

行った。

県内教育委員会、博物館施設などの文化財保管施設からの依頼を受け、古

文書、民具などの燻蒸処理を実施した。

［4］新設博物館施設の環境調査

徳島県立文学書道館の新設に伴う館内環境の調査を実施し、空調機の運転

や設定、温湿度測定等の必要な処置についての助言を行った。同館はその

後、東京文化財研究所による環境調査を実施し、国宝・重要文化財の展示

が可能であるとの評価を得ている。

●山川浩實（歴史）

［1］関ヶ原合戦に関する現地調査

1600年（慶長5）に行われた美濃国関ヶ原合戦における蜂須賀至鎮隊の陣

地について、「関原御陣立図」（国立公文書館蔵）、「関ヶ原合戦図」

（名古屋市秀吉清正記念館蔵）の二つの絵図からその陣地の場所を特定

し、現地調査で確認した。

［2］大坂冬の陣に関する現地調査

1614年（慶長19）行われた大坂冬の陣における蜂須賀至鎮隊の陣地（東本

願寺別院）や、その周辺の本町橋付近を調査し、企画展の展示資料とする

ため、写真撮影を行った。

●長谷川賢二（歴史）

［1］熊野三山奉行成立過程の研究

従来から行っている修験道史研究の一部をなす。修験道本山派中枢組織に
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おいて重要な位置を占めたとされる熊野三山奉行の成立について、新たに

園城寺関係系譜に基づく情報を整理して分析を進めた。

［2］中世期書写大般若経の調査研究

香川県大内町水主神社外陣大般若経に見える阿波国海部郡薩摩郷の現地比

定に関する研究史を整理し、研究報告13号に報告した。また宍喰町大日寺

所蔵大般若経を調査したほか、神山町勧善寺所蔵大般若経の奥書を再検討

して奥書データベースを作成した。

●庄武憲子（民俗）

［1］神山町のくらしについての調査

神山町史編纂にあたって、専門委員として神山町での暮らしぶりについて

調査を行った。

［2］三野町の盆棚習俗についての調査

阿波学会において三野町に伝わる盆棚の習俗についての事例収集分析を

行った。

［3］盆棚についての調査

徳島県内に伝わる盆棚の習俗についての事例収集と分析を行った。

●磯本宏紀（民俗）

［1］潜水漁及び漁村構造に関する調査

県南部の漁村を中心に展開される潜水漁を中心として、その空間利用、労

働慣行、 生業の複合性について調査を継続中である。漁村間で生じる地域

差とを探り、その根底にある移住や出稼ぎ通じた労働慣行や漁具の受容に

ついての検討を目指す。

［2］阿讃峠道と山村のくらしに関する調査

三野町を中心にして阿讃峠道に関連する伝説、交通、交易関係について昭

和初期から現在に至るまでの変遷について調査した。

［3］唐竿の地域差に関する調査

四国民具研究会での共同調査の一部である。上板町立歴史民俗資料館の収

蔵資料及び当館収蔵資料と中心にして唐竿の形態、材質等の特質について
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調査した。なお、県内唐竿調査については次年度も継続する予定である。

●大橋俊雄（美術工芸）

［1］徳島藩にかかわる美術作品の調査研究

阿波の絵師、工芸職人の作品と史料について所在調査を行った。

［2］藤重の研究

徳島藩に抱えられた京都藤重家について、文献資料を調べた。

［3］飯塚桃葉の研究

飯塚桃葉の作品の比較検討を行った。

３. 文部科学省・日本学術振興会科学研究費補助金による研究

●基盤研究(Ｂ)一般(1)：二次草地の保全に向けた施策立案のための学際

的・保全生態学的研究

（平成14～16年度）

研究代表者：鎌田磨人（徳島大学工学部助教授）

当館の研究協力者：長谷川賢二、庄武憲子、磯本宏紀

４. 他機関との共同研究

●(社)土木学会四国支部受託研究の共同研究：「正木ダムに係わる河川環

境総合調査」

（平成10～15年）

研究代表者：岡部健士（徳島大学工学部教授）

当館の共同研究員：佐藤陽一

５．研究用試料の提供

●動物

徳島県産ツキノワグマ剥製体毛 若干数 名古屋大学大学院環境学研究科

徳島県産メダカ活魚 若干数 神奈川県立生命の星・地球博物館
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徳島県産トウヨシノボリ縞鰭型活魚 若干数 兵庫県立尼崎北高等学校

６. 研究成果の公表

（１）徳島県立博物館研究報告第13号

2003年3月31日発行、Ｂ5判796ページ、1,200部

（＊は館外研究者）

林 正美*・大原賢二・岩崎光紀*：徳島県の水生半翅類．p. 1-27.

中尾賢一・三本健二*：高知市布師田とはりまや町における完新世貝類相の

変遷とAMS 14C年代．p. 29-40.

高島芳弘．徳島県阿南市の由岐水銀鉱山丹波坑口付近で採集した石杵－若

杉山遺跡の広がりと関連して－ p. 41-51.

長谷川賢二：中世阿波の薩摩郷をめぐる史料と考証－ 昭和前半期における

郷土史家浪花勇次郎の周辺を中心に－．p.53-63.

橋本寿夫*・中尾賢一：四国東端の伊島から得られた白亜紀放散虫．p.65-

75.

茨木 靖・木下 覺*：キダチノネズミガヤの徳島県での記録．p.77-79.

（２）博物館ニュース "Culture Club" 欄記事

磯本宏紀：春を知らせる年中行事－徳島県の太々神楽－．No. 47, p. 2-3.

山川浩實：徳島藩の蒸気船－セントロイス号など購入の顛末－．No.48, p.

2-3.

小川 誠：絶滅から植物を救うために．No. 49, p. 2-3.

田辺 力： 生きものへの二つの接し方．No.50, p. 2-3.

（３）当館刊行物以外への掲載（*印：館外研究者）

●査読付学術雑誌掲載論文

＜動物＞

佐藤陽一・岡部健士*・竹林洋史*（2002.05）徳島県勝浦川に生息する魚
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類の出現／非出現の予測モデル．魚類学雑誌、49(1)：41-52．

Kuwahara, Y.*, H. Omura*, and T. Tanabe (2002. 7) 2-

Nitroethenylbenzenes as natural products in millipede de fense

secretions. Naturwissenschaften, 89: 308-310.

Tanabe, T. (2002.12) Revision of the millipede genus Parafontaria

Verhoeff, 1936 (Diplopoda, Xystodesmidae). Journal of Natural History,

33: 2139-2183.

Omura, H.*, Y. Kuwahara*, and T. Tanabe (2002. 12) 1-Octen-3-ol

together with geosmin: The new secretion compounds from a

polydesmid millipede Niponia nodulosa. Journal of Chemical Ecology,

28: 2595-2606.

＜植物＞

Syamsuardi*, H. Okada* and M. Ogawa(2002. 12) A new variety of

Rannunculus japonicus (Ranunculaceae) and its genetic relationships to

the related species of set. Acris in Japan. Acta Phytotax. Geobot. 53(2):

121-132.

●著書

＜動物＞

佐藤陽一（2002.11）魚の困った名前―差別的和名をどうするか．青木淳

一・奥谷喬司・松浦啓一編「虫の名，貝の名，魚の名：和名にまつわる話

題」、東海大学出版会：172-191．

小池啓一*・小野展嗣*・町田龍一郎*・田辺 力(2002. 7) 小学館の図鑑・

NEO「昆虫」．小学館,207 pp.

●一般著述（単行本・図書）

＜動物＞

大原賢二（2002.3）総合博物館の中の自然史．徳島博物館研究会編「地域

に生きる博物館」，教育出版センター：135-157．
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佐藤陽一（2002.3）博物館における生物の差別的和名の使用―アンケート

調査から―．徳島博物館研究会編「地域に生きる博物館」，教育出版セン

ター：240-261．

佐藤陽一（2002.3）魚類．那賀川町史編さん委員会編「那賀川町史，上

巻」，那賀川町：121-133．

＜地学＞

両角芳郎（2002.3）博物館の学芸組織に関する一考察．徳島博物館研究会

編「地域に生きる博物館」，教育出版センター：97-107．

中尾賢一（2002.3）資料整理・登録の方法－徳島県立博物館の地学資料の

場合－．徳島博物館研究会編「地域に生きる博物館」，教育出版セン

ター：225-239．

＜考古＞

魚島純一（2002.3）博物館施設における燻蒸をめぐる課題と展望―特に小

規模な博物館施設が抱える問題を中心に―．徳島博物館研究会編「地域に

生きる博物館」，教育出版センター：193-203．

＜歴史＞

長谷川賢二（2003.1）近世阿波の藍商人 盛家の巡礼資料．巡礼研究会編

「巡礼論集2 六十六部廻国巡礼の諸相」，岩田書院：191-204．

長谷川賢二（2002.3）博物館における展示と部落問題．徳島博物館研究会

編「地域に生きる博物館」、教育出版センター：262-282．

＜民俗＞

庄武憲子（2002.３）第三章 年中行事；第五章 民間療法．那賀川町史編さ

ん委員会編『那賀川町史 下巻』、徳島県那賀郡那賀川町：754-791、824-

828．

●一般著述（逐次刊行物、その他）

＜動物＞
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大原賢二・中峯浩司*(2002.12) 「2001年の移動記録一覧」．日本鱗翅学

会・アサギマダラプロジェクト編「アサギマダラ年鑑，2001」p. 30-34．

大原賢二・中峯浩司*(2002.12) 「日本列島～台湾におけるアサギマダラの

移動記録一覧（1980～2000年）」日本鱗翅学会・アサギマダラプロジェク

ト編「アサギマダラ年鑑，2001」p. 35-44．

佐藤陽一（2002.3）魚類．（財）とくしま地域政策研究 所編、徳島県環境

現況基礎調査報告書（平成13年度 徳島県委託調査）．（財）とくしま地域

政策研究所：111-120+58-61．

佐藤陽一・高橋弘明・洲澤 譲（2002.3） 淡水・汽水産魚類．徳島県版

レッドデータブック掲載種検討委員会編「徳島県の絶滅のおそれのある野

生生物―動物 編―徳島県版レッドデータブック―［普及版］」，徳島県県

民環境部環境局循環型社会推進課自然共生室：36-40．

佐藤陽一（2002.5）フォーラム「河川・湿地における生態系の保全・復元

―その目標設定の考え方」コメント：水辺生態系の保全・復元目標は達成

できるか？―理想と現実とのはざまで―．平成14年度土木学会四国支部第

8回技術研究発表会講演概要集：25-26．

藤田博行*・岡部健士*・佐藤陽一（2002.5）勝浦川正木ダム上下流の魚類

相とその生息環境．平成14年度土木学会四国支部第8回技術研究発表会講

演概要集：63-164．

上月康則*・佐藤陽一・村上仁士*・花住陽一*・倉田建 悟*・長地 洋

*（2002.5）メダカに対するカダヤシの攻撃行動について．平成14年度土

木学会四国支部第8回技術研究発表会講演概要集：492-493

佐藤陽一（2002.8）魚博士の吉野川魚図鑑連載第6回：トビハゼ．四国三

郎吉野川，12：9．

佐藤陽一（2002.9）農村生態系と魚類．（社）農村環境整備センター編

「平成13年度農村環境技術研修【生態系保全（中国・四国ブロック）コー

ス】テキスト」，（社）農村環境整備センター：1-24．

佐藤陽一・岡部健士*・竹林洋史*・藤田博行*（2002.10） 河川性魚類の生

息と物理環境要因との関係の解析方法の比較．2002年度日本魚類学会年会
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講演要旨集：40．

佐藤陽一（2002.12）ハゼってどんな魚？ ふる～ぶ，34：5．

佐藤陽一（2003.01）魚博士の吉野川魚図鑑連載第7回：タモロコ．四国三

郎吉野川，13：5．

佐藤陽一・岡部健士*（2003.3）魚類調査．（社）土木学会編「ダム水環

境改善事業調査・河川環境調査合併調査委託報告書：勝浦川 勝浦郡上勝町

～勝浦町No. 2，平成15年3月」，（社）土木学会：6-1～13+177．

田辺 力 (2002. 7）片子とババヤスデ―土壌動物学会奨励賞をいただいて

―．どろのむし通信（日本土壌動物学会ニューズレター），28：3-4．

田辺 力 (2002. 11） 第12回国際多足類会議報告． Acta

Arachnologica，51:：158-159．

＜植物＞

小川 誠・木下 覺*・片山泰雄*・木村晴夫*・木内和美*・小松研一*・植北

ちず子*・水上敏夫（2003.3）佐那河内村の植物相．阿波学会紀要 第48号

佐那河内村総合学術調査，阿波学会：25-36．

＜地学＞

両角芳郎（2002.6）Our 徳島の自然と歴史の発信基地－地域に根ざした総

合博物館をめざして－．初等教育資料，756号：74-75．

元山茂樹*・寺戸恒夫*・平尾尚史*・小澤大成*・石田 啓祐*・橋本寿夫*・

中尾賢一・森江孝志*・森永 宏 *・福島浩三*・香西 武*（2002.3）佐那河

内村に分布する地すべり地形と御荷鉾緑色岩類の岩石学的特徴．阿波学会

紀要 第48号 佐那河内村総合学術調査，阿波学会：1-12．

＜考古＞

高島芳弘（2002.12）徳島の遺跡50選 9 前山古墳群 （石井町石井）徳島新

聞，12月15日朝刊．

高島芳弘（2003.2）徳島の遺跡50選 18 田浦の古墳群（小松島市田浦町）

徳島新聞，2月16日朝刊．
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魚島純一（2003.03）高松市長崎鼻古墳で確認された赤色顔料付着遺物の

蛍光Ｘ線分析について．高松市埋蔵文化財調査報告第62集，高松市教育委

員会：115-117．

＜歴史＞

長谷川賢二・生駒佳也*（2002.4）部落問題入門：部落差別をなくすため

に考えるべきことは何だろうか．財団法人徳島県同和対策推進会編「展望

2002年度版」，財団法人徳島県同和対策推進会：15-32．

長谷川賢二（2002.12）三好郡の中世―道と交流―．三好郡郷土史研究会

誌，（11）：3-8．

長谷川賢二（2003.1-3）阿波圏―不思議のハコ；鳥居龍蔵と郷土史；遍路

の季節．徳島新聞1月11日；2月8 日；3月8日朝刊．

長谷川賢二（2003.3）四国遍路史研究の課題をめぐって．鳴門教育大学

「四国遍路八十八カ所の総合研究」プロジェクト報告書１．「四国遍路研

究」：27-44．

＜民俗＞

庄武憲子（2002.9）徳島県の祭礼山車．四国民俗，（35），四国民俗学

会：39-68．

庄武憲子（2003.3）徳島県の盆棚；農村舞台復活への活動；正月の年棚；

新刊紹介 日本藍染め文化協会編『日本の藍-伝承と創造』．徳島地域文化

研究，（１），徳島地域文化研究会：17-38，179，180-181，190．

磯本宏紀（2002.12）民俗学とまちづくり―民俗学、そして宮本常一を見

直す流れの中から―．徳島県県民環境部地域振興局編「阿波の自治」61：

22-25．

磯本宏紀（2003.2）書評『徳島県漁業史』．史窓，（33）：124-129．磯

本宏紀（2003.3）カリサオ考―徳島県板野郡上板町での連枷調査から―．

民具集積，（8）：35-45．

磯本宏紀（2003.3）道で結ばれる空間―三野町太刀野山の伝説から．徳島

地域文化研究，（1）：128-139．
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磯本宏紀（2003.3）新刊紹介：徳島県文化振興財団民俗文化財集編集委員

会編『土成の民俗』．徳島地域文化研究，（1）：188-189．

（４）学会・研究会等での発表（*印：館外研究者）

両角芳郎（2002.10）県立博物館と「文化の森」建設と評価．国立民族学

博物館主催博物館学国際協力セミナー．

大原賢二（2003. 2）アサギマダラの移動の記録，2002年の四国の記録．

日本鱗翅学会四国支部第8回例会（新居浜市）．

佐藤陽一（2002.5）フォーラム「河川・湿地における生態系の保全・復元

―その目標設定の考え方」コメント：水辺生態系の保全・復元目標は達成

できるか？― 理想と現実とのはざまで―．平成14年度土木学会四 国支部

第8回技術研究発表会（徳島）．

藤田博行*・岡部健士*・佐藤陽一（2002.5）勝浦川正木ダム上下流の魚類

相とその生息環境．平成14年度土木学会四国支部第8回技術研究発表会

（徳島）．

上月康則*・佐藤陽一・村上仁士*・花住陽一*・倉田建 悟*・長地 洋

*（2002.5）メダカに対するカダヤシの攻撃行動について．平成14年度土

木学会四国支部第8回技術研究発表会（徳島）．

佐藤陽一・岡部健士*・竹林洋史*・藤田博行*（2002.10） 河川性魚類の生

息と物理環境要因との関係の解析方法の比較．2002年度日本魚類学会年会

（松本）．

田代優秋*・上月康則*・佐藤陽一・大久保美知子*・花 住陽一*・山崎敬生

*・村上仁士*（2003.3）都市近郊農業水路における魚類相とその変動につ

いて．第30回四国魚類研究会（高知）．

花住陽一*・上月康則*・佐藤陽一・田代優秋*・村上仁 士*（2003.3）農業

用水路網におけるメダカの生息ポテンシャル評価について．第30回四国魚

類研究会（高知）．

田辺 力・曽田貞滋*（2002. 9）ババヤスデ属における雌雄間のコンフリク

トによる交尾器形態の多様化．日本昆虫学会第62回大会（富山）．
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田辺 力（2002. 11）多足類の分類と生態．第47会四国植物防疫協議会大会

（徳島）．

田辺 力・曽田貞滋*（2003. 3）ババヤスデ属における交尾器形態の進化：

雌主導の雌雄間軍拡競争の影響．日本生態学会第50回大会（つくば）．

曽田貞滋*・田辺 力（2003. 3）交尾器の多様化による多発的種分化：ミド

リババヤスデ種複合体．日本生態学会第50回大会（つくば）．

Tanabe, T., and T. Sota*（2002. 7） Rapid divergence of genitalia in the

millipede genus Parafontaria driven by sexual conflict. 12th International

Congress of Myriapodology（南アフリカ，ムツンジニ）．

船本常男*・小川 誠・中村卓造*（2002. 9）日本産ノリウツギ（ユキノシ

タ科）の細胞地理．日本植物学会第6回大会（京都）．

小川 誠（2003.3）情報システムの有効活用．MML研究会（小田原）．

小川 誠（2002. 3）仕事に使えるデータベースの事例－徳島県版レッド

データブック作成編－．ＭＭＬ研究会（大阪）．

中尾賢一（2002. 8）地層と貝化石からみた干潟環境．徳島保全生物学研究

会シンポジウム「干潟は生きている－吉野川河口」（徳島）．

横川浩治*・中尾賢一（2003. 2）日本産アワジチヒロ属貝類の系統進化と

分類．日本貝類学会平成15年度（2003年度）大会（豊橋）

魚島純一（2002. 12） 徳島県立博物館における銅鐸の調査．第７回中・四

国九州保存修復研究会（広島）．

長谷川賢二（2002.7）四国における学芸員交流の試み．第25回西日本人文

系学芸員研究会（倉敷）．

長谷川賢二（2002.11）中世後期における修験道組織の一展開形態．徳島

地方史研究会例会（徳島）．

長谷川賢二（2002.12）薩麻駅と薩摩郷．第41回四国中世史研究会（海

部）．

庄武憲子（2002. 8）徳島県の妖怪．四国民俗学会（香川）．

磯本宏紀（2002.5）伝承母体の再編―岡山県真庭郡落合町吉の念仏踊りを

事例として ―．徳島民俗学会例会（徳島）．
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磯本宏紀（2002.6）八丈島民俗誌とその記述について．徳島地方史研究会

例会（徳島）．

磯本宏紀（2003.1）徳島県の潜水漁について．徳島民俗学会例会（徳

島）．

磯本宏紀（2003.3）カリサオ考．四国民具研究会合評会（高知）．

７．研究会・学会等の開催

●四国民具研究会

開催日：6月14日

会 場：博物館講座室

参加者：15名

●植物談話会

開催日：平成13年４月～14年３月までの毎月１回 開催（土曜日の18：30

から）

会 場：博物館実習室

参加者：毎回約15名

●徳島地方史研究会例会

開催日：６月30日

会 場：博物館講座室

参加者：８名

●巡礼研究会資料見学会

開催日：３月21日

会 場：博物館講座室

参加者：７名

[博物館のトップページ] ［12号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm


12号（収集保存）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/12_2002/shiryo.htm[2012/04/30 15:54:45]

資 料 収 集 保 存 事 業

資料の収集と保存は、博物館にとって最も基本的な機能である。当館では

開館以来次の4つを基本方針として資料を収集している。

１）徳島の自然と人文に関する資料のすべてを収集の対象とする。

２）地域に根ざしたテーマを設定し、計画的かつ集中的な収集をする。

３）徳島の概要あるいは特性を把握するため、世界を対象とした比較資料

の収集をめざす。

４）一次資料のみならず、すべての二次資料をも収集する。

資料の収集手段としては、採集・購入・寄贈・交換など様々な方法で行っ

ている。学芸員自らが積極的に収集しているほか、最近では、県民や官公

庁からの資料の寄贈も増えてきている。また、資料の購入には美術品等取

得基金を充てている。

収集した資料は、調査研究に役立てているだけでなく、展示や教育活動、

他の博物館や研究者への貸し出しなどを通じて有効に活用している。

平成14年度は5名（人文2、自然3）の文化推進員・臨時補助員の補助を得

て、資料の整理作業を進めた。

１．採集資料

●動物

カワセミ 1点

園瀬川産魚類 多数

牟岐町大島産鳥類巣 1点

那賀川水系岡川産魚類 多数

石垣島産シロハラクイナ 1点

日本産多足類 多数

ドブガイ 4点
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徳島県産水生半翅類 多数

マレーゼトラップによる県内産昆虫 50,000頭

●植物

県内各地の標本 多数

●地学

勝浦町アゲノ谷産白亜紀化石 30点

日本各地の更新世貝化石 多数

●考古

石臼・石杵（若杉山遺跡周辺） 14点

土器・陶磁器・瓦・骨角器・鉄製品（牟岐大島） 130点

●民俗

重り石 １点

２．購入資料

●動物

カダヤシ拡大模型 2点

メダカ・カダヤシ小型模型 4点

日本のチョウ類標本 489点

ツキノワグマほか哺乳類剥製・骨格標本 14点

●地学

外国産先ジュラ紀頭足類化石 16点

マダガスカル産白亜紀前期アンモナイト 8点

外国産中・古生代アンモナイト化石 22点

巨大白亜紀アンモナイト（レプリカ） 1点

モロッコ産ジュラ紀アンモナイト 2点

北海道及び淡路島産後期白亜紀アンモナイト 7点
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外国産アンモナイト及びタコブネ化 6点

●考古

八貫渡銅鐸* １点

●歴史

東宮御成婚記念日本交通分県地図－其八徳島県 1点

防空笠 3点

徳島藩役人書状 2点

徳島藩士錦絵版画 2点

防火弾他戦時国民生活資料 2点

万字紋柄鏡 1点

武器二百 1点

徳島県戦後復興資料 4点

阿波国板野郡田上郷延喜２年戸籍写 1点

太万字紋柄鏡 1点

火縄銃・付属品 11点

マイクロフィルム版社寺取調類纂 68点

蜂須賀茂韶詩書 2点

●美術工芸

若松鶏図・雪中梅鴛鴦図 松浦春挙筆 1点

鶴図 渡辺尚輝筆 1点

阿波名勝図 藤重春山筆 4点

束菊図小柄 野村正道作 1点

白鷺図 中山養福筆 1点

鍾馗図 鈴木芙蓉筆 1点

中国人物図 河野栄寿筆 1点

那智滝図 藤桃齋筆 1点

枕上初集 柴野碧海編 4点
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瀛環志略 井上春洋ほか訓 10点

図画酔芙蓉 鈴木芙蓉編 3点

成立書并系図共 守住貫魚編 1点

草花円文密陀絵食籠 伝谷田忠兵衛作 1点

東方朔図 渡辺広輝筆 1点

刀 長船彦兵衛尉 於阿州作之* 1点

（*印は14年度資料収集委員会における審査資料）

購入資料合計 1,005点

３．寄贈資料

●動物（脊椎動物）

ツバメ 1点 篠原 拓也氏

オオタカ 1点 柴折 史昭氏

鳥類 多数 曽良 寛武氏

母川産・黒谷川産魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

香川県産海産魚類標本 多数 横川 浩治氏

アフリカ産・南米産卵生メダカ 4点 吉田 卓史氏

クマタカ・キジ剥製 2点 広常 弘幸氏

シロチチブ 8点 横川 浩治氏

ヒヨドリ 1点 徳山 豊氏

徳島市産淡水魚類標本 多数 徳島市

ヤイロチョウ 1点 松本 久市氏

アオダイショウ 1点 文化の森ビルメンテナンス

徳島県産用水路魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

アカショウビン 1点 吉田 和人氏

松茂町中喜来地区産魚類標本 多数 徳島大学工学部

テン 1点 阿部 博樹氏

ホトトギス・ハチクマ 2点 吉田 和人氏
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半田町・三好町産用水路魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

母川産ナマズ・カワアナゴ 2点 （社）農村環境整備センター

松茂町・大麻町産魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

ハセイルカのストランディング写真 6点 池渕 正明氏

ノゴマ 1点 大石 征也氏

セミホウボウ 1点 山口 明氏

テン骨格 1点 森本 康滋氏

松茂町中喜来地区産魚類標本 多数 徳島大学工学部

韓国産ヨシノボリ類標本 1点 岩田 明久氏

ニホンキジ 1点 大塚 義樹氏

ドチザメ 1点 徳島西警察署

ゴイサギ 1点 中津冨紀子氏

トラツグミ 1点 白井 啓二氏

シロハラ・ジョウビタキ 2点 八巻 吉子氏

オオタカ 1点 吉田 和人氏

ドロクイほか魚類 多数 高橋 弘明氏

イカル 1点 西岡 啓二氏

●動物（無脊椎動物）

カブトガニ 1点 石井 恒義氏

オオツチグモ科の一種 1点 野口 航大氏

●植物

ミラノ産種子標本他 多数 森本 康滋氏

ツボミオオバコ 2点 佐治まゆみ氏

オオムギ 1点 吉成 宏氏

ウシノケグサ属植物 1点 田渕 武樹氏

インドネシア産果実標本 3点 西山 保典氏

センノウ 3点 長谷川綾子氏
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オヒゲシバ 1点 真鍋 邦男氏

沖縄県産植物標本 14点 船越 英伸氏

モンキーポット果実 2点 瀬川 忠之氏

キバナアマ 1点 和田 茂夫氏

モダマ種子・果実標本 1点 金井 賢一氏

イネ科植物標本 30点 木下 覚氏

変形菌類標本および文献 10点 石井 愃義氏

シマシロヤマシダ他 2点 中村喜代治氏

ヒゲネワチガイソウ他 24点 片山 泰雄氏

ハチスカザクラ・ウンヌケモドキ 各1点 森本 康滋氏

●地学

鳴門海峡海底産貝化石 9点 小野 守氏

下総層群貝化石ほか 20点 亀井 節夫氏

ビロウドタマキ 4点 遠藤 浩氏

大桑層産動物化石 2点 中根 昭氏

マダガスカル産アンモナイトほか 5点 吉田 浩一氏

カモノアシガキ化石ほか ４点 三本 健二氏

アワジチヒロ化石 18点 川瀬 弘氏

クルミ化石 2点 鎌田 誠一氏

日和佐町産沖積層貝化石 1点 （株）エイトコンサルタント

勝浦町産前期白亜紀アンモナイト 1点 大地 晴明氏

勝浦町産前期白亜紀オウムガイ 1点 板東 一郎氏

淡路島産ディディモセラス（レプリカ 1点 金澤 芳廣氏

稲井層群産三畳紀アンモナイト 1点 吉田 浩一氏

●考古

前山遺跡出土埴輪片・須恵器片 51点 大平真喜太氏

●歴史
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鳥居龍蔵書簡ほか 2点 天羽 利夫氏

板碑拓本 85点 竹篠 教悟氏

拳銃 1点 七條 勝氏

軍用銃 1点 阿南警察署長

防空用消火バケツほか 8点 三好 博之氏

旧日本軍陸軍大尉遺品 22点 高源進太郎氏

●民俗

人寄せの道具 14点 延原 博之氏

看板 2点 長尾 常夫氏

藍商具ほか 4点 元木 康夫氏

絵はがき 3点 田中 泰平氏

カリサオ 1点 板東豊太郎氏

カルサオ 1点 福島 英雄氏

４．寄託資料

●考古

東山出土備前壺及び古銭 1,608点 藤枝 勝義氏

勢合銅鐸 1点 西野 武明氏

ガラス製水注 1点 藤野 安信氏

●歴史

飯尾常連奉書ほか 3点 緒方 俊仁氏

麻植郡川田山棟付帳 9点 住友 房子氏

●民俗

初代天狗久作 加藤清正頭ほか 2点 吉岡 久治氏

祭礼用馬具及び衣装 110点 貝出 昭氏

●美術工芸

河野栄寿筆 梅山水図ほか 3点 濱本 良治氏
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安藤止堂筆 四季山水図屏風 1点 元木 康夫氏

５．資料の貸し出し

●動物

スナヤツメ写真 4点 愛媛県魚病指導センター

吉野川カンドリ舟写真 2点 瀬戸内海歴史民俗資料館

メダカ・カダヤシ模型 1点 川内北小学校

スナヤツメ標本 16点 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究科

ツルグレン装置 5台 川内北小学校

●植物

ハルガヤ属標本 8点 神奈川県立生命の星・地球博物館

ホシクサ属標本 30点 高田 順氏

阿部近一氏研究資料 35点 高知県立牧野植物園

植物写真 3点 （株）サプライズ

●地学

勝浦町産出イグアノドン歯化石（複製） 1点 和歌山県立自然博物館

徳島県産マンガン鉱物など 8点 海南町立博物館

徳島県産マンガン鉱物など 8点 土成町郷土歴史館

徳島県産マンガン鉱物など 8点 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資

料館

鉱物標本 5点 愛媛県総合科学博物館

●考古

若杉山遺跡出土品 2点 石の博物館

復元青銅器・石鏃 26点 応神中学校

若杉山遺跡Ｄ-８区出土土器 岡山真知子氏

恵解山９号墳出土珠文鏡ほか青銅鏡、鉄製武器など 19点 

徳島市教育委員会（徳島市立考古資料館）
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郡里廃寺出土瓦 １点満濃町教育委員会

内ノ御田瓦窯出土瓦ほか瓦・土器類 24点徳島市教育委員会（徳島市立考古

資料館）

●歴史

徳島大空襲関係資料 37点 小松島中学校

徳島大空襲関係資料 37点 千松小学校

徳島大空襲関係資料 37点 川内中学校

戦争関係資料 72点 由岐町青年会

●美術工芸

越前国白山真景図 守住貫魚筆 1点 石川県立歴史博物館 

みとものつら絵巻 村瀬魚親筆 2点 社団法人霞会館

刀 阿州住氏吉ほか 6点 海南町立博物館

●民俗

静御前 義経千本桜 初代天狗久作ほか 4点 徳島市立徳島城博物館

６．資料の交換

●植物（受入数）

福島大学 (FUKU) 105点

北海道大学 (SAPS) 87点

Oregon State University (OSC) 252点

７．館蔵資料数

平成14年３月末日現在の分野別収蔵資料数は次のとおり。

収蔵資料については、整理、標本作製等がすんだものから順次コンピュー

タ入力し、資料データベースを作成している。
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８．資料収集委員会

館長の諮問に応じて博物館における購入資料について審査する機関とし

て、博物館資料収集委員会が設置されている。本委員会は、「美術品等取

得基金による美術品等の取得要領」の規定に従って、200万円以上の購入

資料について審査する。

委員は常任委員（５名以内、任期２年）と特別委員（３名以内）から構成

されており、特別委員は、購入資料に応じて特に必要がある場合にその都

度委嘱される。

本年度は、平成15年２月４日に第16回委員会を開催し、「１．購入資料」

にリストした人文資料2件の購入を諮問した。

９．文献資料の収集

文献資料から得られる情報は、調査研究にはもちろんのこと、展示や普及

教育などの博物館活動全般にわたるレベルアップをはかる上で不可欠であ

る。当館では、人文・自然史分野の専門書や学会誌のほか、徳島県を中心
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とした地方史誌類や普及教育用図書も収集している。また、内外の博物館

等の研究報告・年報・展示解説書等も交換により収集している。た交換に

より収集している。

●購入図書冊数（デ－タベ－ス登録数） 11,241冊（平成14年度分 419冊）

●購入雑誌

自然史系（26タイトル）：生物科学、科学、日経サイエンス、海洋と生

物、月刊海洋、遺伝、プランタ、月刊むし、昆虫と自然、地学雑誌、月刊

地球, American Journal of Botany, Cladistics, Episodes, Evolution,

Geology, Journal of Evolutionary Biology, Journal of Paleontology,

Nature, Paleobiology, Plant Systematics and Evolution, Science,

Systematic Botany, The American Naturalist, Trends in Ecology and Evol.,

Biological Journal of Linnean Society

人文系（34タイトル）：美術研究、美術史、佛教芸術、地方史研究、地

理、芸術新潮、芸能史研究、月刊考古学ジャーナル、月刊文化財、月刊文

化財発掘出土情報、季刊考古学、考古学と自然科学、古文化財の科学、古

代文化、古代学研究、国華、古文書研究、考古学研究、考古学雑誌、九州

考古学、民族学研究、日本の美術、日本民俗学、日本歴史、日本史研究、

歴史学研究、歴史評論、歴史と地理、歴史地理学、史林、史学雑誌、信

濃、Folklore, Journal of American Folklore

●当館刊行物の定期発送先（平成15年３月末現在）

博物館ニュース 1,434ヶ所

博物館年報 491ヶ所

研究報告 国内 547ヶ所

国外 158ヶ所

展示解説 237ヶ所

企画展図録 自然 130ヶ所

人文 236ヶ所
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１０．資料の燻蒸

収集した資料、貸し出し後返却された資料は、原則としてすべて収蔵庫へ

の搬入、展示に先だって燻蒸を行う。

当館では資料の形態や量などによって、次の３種類の燻蒸を行っている。

●減圧燻蒸装置による燻蒸

小型資料の燻蒸は、資料の受け入れのつど、担当学芸員が減圧燻蒸装置を

使って行う。減圧燻蒸装置の有効内寸は、たて130cm×よこ120cm×奥行

140cm（約2.3�）で、燻蒸剤には臭化メチルと酸化エチレンの混合ガスを

使用している。

14年度は14回の減圧燻蒸装置による燻蒸を行った。

●常圧燻蒸庫での燻蒸

減圧燻蒸装置に入れることができない大型の資料は、一時保管庫（24時間

空調）に仮収蔵し、資料が適当な量になった時点で常圧燻蒸庫で燻蒸す

る。

常圧燻蒸庫は床面積20�×高さ３m（約60�）であり、燻蒸は文化財専門

の燻蒸業者に委託し、燻蒸剤には臭化メチルと酸化エチレンの混合ガスを

使用している。

14年度は、４回の常圧燻蒸庫での燻蒸を行った。

●収蔵庫の全室密閉燻蒸

収蔵庫への出入りなどにともなって、害虫やカビなど資料の保存に悪影響

を与えるものが侵入することがある。そのために、原則として３年に１

回、専門業者に委託して収蔵庫の全室密閉燻蒸を行っている。

14年度は、生物収蔵庫、歴史民俗収蔵庫（馴化室、特別収蔵庫1、2を含

む）、及び考古収蔵庫の全室密閉燻蒸を実施したが、臭化メチルと酸化エ

チレンの混合ガスを使用しての燻蒸が次回に実施できるかどうか、現時点

では不明である。
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普 及 教 育 事 業

普及教育事業、とくに普及行事は、「開かれた博物館」をめざし、館員が

県民と直接交流できるよい機会であり、力点をおいて取り組んでいる。

平成14年度は、年間75回の普及行事を実施した。普及行事は県民のあいだ

に定着してきてはいるが、参加者は徳島市内とその近郊在住者に片寄って

いる。そのため、歴史散歩、野外自然かんさつ、移動講座において、郡部

での開催を増やすなどの工夫をしているが、徳島市以外での行事に対して

も参加者は徳島市、鳴門市、小松島市、及び名西郡石井町等からの参加者

が多い。今後、広報の方法などにもさらに工夫が必要であると考えてい

る。

１．普及行事

■歴史体験

昔の人々の生活に関係のある体験を通じて、ものの性質や当時の人々の生

活の知恵を学ぶシリーズ。

４月27日（土） 石オノをつくろう 参加者 28 人

６月２日（日） 江戸時代の農民の主食/麦ごはんを食べてみよう 24人

７月21日（日） 火おこし［1］ 31人

８月24日（土） 火おこし［2］ 25人

９月28日（土） 土器づくり［1］（成形） 33人

10月26日（土） 土器づくり［2］（焼成） 34人

11月24日（土） 石のナイフで切ってみよう 13人

12月７日（土） ベーゴマをまわしてみよう 26人

12月15日（日） 古代の乳製品をつくろう 19人

３月１日（土） 勾玉をつくろう 42人

■歴史散歩
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県内の主な遺跡、町並み、建造物などを見学してまわるシリーズ。

５月19日（日） 古墳見学［1］ 36人

６月16日（日） 蜂須賀家の墓をしらべよう 33人

９月８日（日） 脇町を歩こう 17人

11月10日（日） 辻町を歩こう 4人

２月15日（日） 古墳見学［2］ 29人

３月23日（日） 国府町歴史ウォーク 22人

■野外自然かんさつ

野外にでかけて行う季節に応じた動植物の観察や地質の見学会。14年度は

文化の森周辺のほか、徳島市、鳴門市、引田町、勝浦川河口、那賀川町、

羽ノ浦町、由岐町、などで実施した。

５月12日（日） 磯のいきもの［1］ 76人

５月26日（日） 磯のいきもの［2］ 63人

６月９日（日） 引田町城山の地質見学 8人

７月28日（日） 川魚かんさつ 42人

８月３日（土） 水生昆虫のかんさつ 69人

８月４日（日） 漂着物探し 32人

９月14日（土） 鳴く虫のかんさつ 34人

９月22日（日） 河口のいきもの 29人

10月６日（日） 地層の観察 18人

10月13日（日） アサギマダラをさがそう 17人

11月17日（日） 徳島市内の地質見学 10人

３月16日（日） 立川谷の地質見学 雨天中止

■ミュージアムトーク

土曜日の午後１時３０分から１時間ほど、学芸員が各自の研究テーマや身

近な話題について話をするシリーズ。申し込み不要・定員先着50名で実施

している。

５月11日（土） ちょっとマニアックな貝化石の話 11人
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７月13日（土） 関ヶ原合戦と蜂須賀家 28人

９月14日（土） 古代のわざ 8人

12月14日（土） 渡辺広輝の画業 5人

１月25日（土） 八丈島のなりわいと移り変わり 7人

２月８日（土） 種と実のはなし 3人

■室内実習

主に実習室で行う各種の観察会、講習会。内容に応じて実体顕微鏡、電子

顕微鏡、蛍光Ｘ線分析装置、赤外線テレビカメラ等の機器も併用して観察

を行っている。

「標本の名前を調べる会」は、毎年８月下旬に行う恒例の行事で、学芸員

のほか８名の外部講師の応援を得て実施した。単に名前を教えるだけにな

らないで、いっしょに調べる姿勢で取り組むよう留意している。

４月28日（日） 春の野草かんさつ 16人

８月３日（土） こどもレプリカ教室 49人

８月10日（土） 植物標本の作り方･名前の調べ方 19人

８月18日（日） かんたんな貝の標本の作り方 49人

８月23日（金） 標本の名前を調べる会 200人

10月20日（日） 秋の草と実 16人

１月19日（日） 落ち葉のいきものたち［1］ 22人

２月９日（日） 貝化石標本の作り方 13人

３月２日（日） 落ち葉のいきもの［2］ 14人

３月９日（日） 美術品の取りあつかいと鑑賞 8人

■移動講座

移動博物館の試みとして、学芸員が講師をつとめて館外の社会教育施設と

共催で行う講座。14年度は５～６月に阿波海南文化村で、1～2月に井川町

ふるさと交流センターで実施した。

５月26日（日） 阿波忌部の世界［1］ 47人
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６月23日（日） 阿波忌部の世界［2］ 50人

１月26日（日） 阿波忌部の世界［1］ 33人

２月23日（日） 阿波忌部の世界［2］ 27人

■みどりの探検隊

４月21日（日） 春の那賀川に咲く植物を探そう 雨天中止

８月17日（土） 夏の那賀川に咲く植物を探そう 9人

９月29日（日） 秋の那賀川に咲く植物を探そう 増水中止

10月27日（日）那賀川の河口に咲く花を探そう 6人

■みどりの工作隊

自然の材料を使い、遊びの要素を取り入れた実習。

８月25日（日） 葉脈標本できれいなしおりを作ろう 36人

11月２日（土） ドングリゴマをまわそう 25人

12月１日（日） 雑草で年賀状をつくろう 13人

２月２日（日） ウツギの笛づくり 22人

２月16日（日） 竹であそぼう 12人

■企画展関連行事

企画展開催中に、次の記念講演会及び展示解説を行った。

●企画展「貝化石が語る海の記憶」展示解説

第１回：４月14日(日) 参加者60人 

第２回：４月28日(日) 参加者20人

●企画展「海道をゆく－黒潮のはこんだもの－」黒潮トーク

７月28日（日） 隆起を続けるサンゴ礁の島－喜界島 17人

８月４日（日） 植物の目から見た黒潮の道 6人

８月11日（日） コメの渡来ルート 25人

８月18日（日） イモの祭り（根菜農耕文化と黒潮の道） 10人

８月24日（土） 本土と南西諸島のヤスデ・貝・カニ 9人

８月25日（日） 南島の熊野信仰 16人
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９月１日（日） 昆虫と黒潮の道 18人

●企画展「古代のわざ」記念講演会

11月３日（日）

会 場：文化の森イベントホール

講 師：木村法光氏（京都市立芸術大学教授、前宮内庁正倉院事務所保存課

長）

演 題：正倉院宝物に見るいにしえのわざ

参加者：67人

●企画展「古代のわざ」銅鐸の復元製作実演

10月20日（日）

会 場：文化の森野外劇場

実演者：小泉武寛氏・小泉裕司氏（金属工芸家）

参加者：136人

●企画展「古代のわざ」展示解説

第１回：10月13日（日） 参加者29人

第２回：11月４日（月） 参加者23人

■特別陳列関連行事

●特別陳列「丹波マンガン鉱山の記録－在日コリアンの労働史－」展示解

説

７月６ 日（土） 参加者48人

■巡礼研究講演会「四国遍路と六十六部」

３月22日（土） 参加者173人

会 場：文化の森イベントホール

■クイズラリー

毎月第２・第４土曜日（祝日を除く）に、小・中・高校生を対象にクイズ

ラリーを実施している。この行事は、常設展の活用と入館者の獲得を目的

に始めたもので、参加者が展示資料に関する簡単な問題を解きながら観覧
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することで、新しい発見につながることを期待している。参加者全員に簡

単な記念品を贈呈している。

４月13日（土） 200人（小 194・中 5・高 3）

４月27日（土） 138人（小 128・中 9・高 1）

５月11日（土） 107人（小 103・中 4・高 0）

５月25日（土） 110人（小 105・中 5・高 0）

６月８日（土） 196人（小 185・中 11・高 0）

６月22日（土） 116人（小 105・中 9・高 2）

７月13日（土） 123人（小 119・中 4・高 0）

７月27日（土） 85人（小 81・中 3・高 1）

８月10日（土） 121人（小 112・中 9・高 0）

８月24日（土） 86人（小 76・中 8・高 2）

９月14日（土） 167人（小 158・中 9・高 0）

９月28日（土） 67人（小 63・中 4・高 0）

10月12日（土） 123人（小 116・中 5・高 2）

10月26日（土） 114人（小 110・中 2・高 2）

11月９日（土） 88人（小 84・中 2・高 2）

12月14日（土） 115人（小 115・中 0・高 0）

１月11日（土） 76人（小 70・中 2・高 3）

１月25日（土） 75人（小 74・中 1・高 0）

２月８日（土） 102人（小 106・中 2・高 2）

２月22日（土） 71人（小 68・中 3・高 0）

３月８日（土） 104人（小 101・中 3・高 0 ）

３月22日（土） 65人（小 62・中 2・高 1）

参加者合計 2,449人（小2,329・中101・高19）

■その他の普及行事

●博物館こどもの日フェスティバル

５月５日（日）
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博物館と友の会の共催でウォークラリーを実施した。文化の森に10の

チェックポイントを設置し、それぞれの問題を解きながら各施設をめぐ

る。小学生以下の子どもたちには記念品を贈呈した。

参加者：1,195人

２．講師派遣、テレビ・ラジオへの出演等

館外からの依頼を受けて行った講師派遣、テレビ・ラジオへの出演等を、

月日・担当者・内容（依頼者）の順に記す（内容に依頼者が表現されてい

る場合は依頼者を省略）。これらも広義の普及教育活動につながるとの観

点から、業務に支障のない限り依頼を受け入れることにしている。

４月11日 茨木 靖 NHKテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演（モダ

マ）

４月20日 長谷川賢二 三好郡郷土史研究会総会で講演「三好郡の中世」

（池田町保健センター）

６月６日 田辺 力 NHKテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演（ゲジ

のはなし）

７月21日 中尾賢一 日本野鳥の会徳島支部「沖洲海岸観察会」講師

８月９日 長谷川賢二 城北高等学校職員人権教育研修会で講演「博物館にお

ける展示と人権」

９月26～27日 佐藤陽一 （社）農村環境整備センター 「農村環境技術研

修」講師（海部町）

９月28日 長谷川賢二 ヒストリーチャンネル(CS)「ものの怪のすむ国（後

編）」出演

10月18日 佐藤陽一 阿南市中野島総合センター「岡 川の生物観察」講師

10月18日 魚島純一 NHKテレビ「情報交差点－OURギャラリー」出演（企

画展「古代のわざ」 紹介）

10月24日 大原賢二 NHKテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演（ア

サギマダラ－3）
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11月14日 茨木 靖 NHKテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演（オニ

グルミ）

11月15日 佐藤陽一 土木学会四国支部「技術講習会」講師（徳島大学工学

部）

11月16日 佐藤陽一 国土交通省四国地方整備局「世界子ども水フォーラム

in四国」講師（吉野川ハイウェイオアシス）

12月４日 魚島純一 四国放送ラジオ「えんやこらワイド NTT DOCOMO街角

レポート」出演（歴史 体験「ベーゴマをまわしてみよう」紹介）

12月５日 中尾賢一 NHKテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演（鳴

門海峡の貝化石）

１月17日 佐藤陽一 牟岐川の魚道視察講師（牟岐町産業課） 

１月23日 両角芳郎 ＮＨＫテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演

（阿讃山地の化石）

２月４日 大橋俊雄 NHKテレビ「情報交差点－OURギャラリー」出演（特

別陳列「楠コレクションの美術・歴史資料」の紹介）

２月６日 中尾賢一 NHKテレビ「情報交差点－ネイチャー徳島」出演（ハ

イガイとその化石）

２月８日 魚島純一 四国放送ラジオ「土曜ワイドとくしま」出演（ベーゴマ

について）

２月12日 長谷川賢二 同和問題に取り組む徳島県宗教者連帯会議代表者研

修会で講演「部落差別と迷信・ケガレ観念のあいだ」（ホテル千秋閣）

３．博物館実習生の受け入れ

博物館実習は、博物館法施行規則第１条で、学芸員となる資格を取得する

ために「大学において修得すべ き博物館に関する科目」と規定されている

もののひとつで、登録博物館または博物館相当施設における実習で修得す

ることになっている。

当館では、大学からの依頼により原則として県出身の学生を受け入れるこ
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とにし、夏休み期間中に実習を行っている。４月１日～５月15日が受付期

間で、希望者が多い場合は調整を行い、20数名をめどに承諾書を発行する

ことにしている。

平成14年度は、８月19～23日に実習生の受け入れを行った。実習生は25人

（男２人、女23人）で、大学別の内訳は次のとおりである。

四国大学 10人、徳島文理大学 ４人、徳島大学 ４人、愛媛大学 １人、高知

女子大学 １人、 滋賀県立大学 １人、神戸学院大学 １人、神戸女子大学 １

人

カリキュラムは別表のとおりで、指導の都合上、少人数のグループに分割

した時間帯もある。学芸員と普及係職員が指導にあたり、資料の整理や調

査などについての実習を行った。

４．学校教育との連携

博物館ではこれまでにも、学校行事（遠足等）での団体見学の受け入れや

児童・生徒向けの各種普及行事などを行ってきた。しかし、最近の教育改

革に伴う学校完全週５日制や「総合学習」の導入、社会人講師の受入れ

等々と関連し、博物館等の社会教育機関に対してもっと積極的な学校教育

への支援が要請されるようになってきた。

博物館は本来、実物資料に基づく体験的な学習ができる場であり、学校教

育にとって役立つところであるはずである。当館としても博物館のもつ資
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源（もの・情報・人）とその活用法を普及するとともに、意識的・系統的

に学校教育を支援する活動を行っていくことにしている。

平成12・13年度には「博物館と学校との連携に関する研究会」（略称「博

学連携研究会」）を組織し、博物館と学校との連携のあり方等についての

協議を行ってきた。それを踏まえて、14年度は各支援を発展させ、年度末

にはその成果を教育利用説明会で発表した。

（１）学校の授業での博物館利用への支援

理科や社会科の授業、「総合学習」での活動と関連して、クラスやグルー

プ単位で博物館を利用する例が増えてきた。受け入れに当たっては、展示

資料だけでなく必要に応じて収蔵資料を見てもらったり、学芸員が助言す

るなどの支援を行った。

［1］横瀬小学校（勝浦町）６年生・25人

７月２日（火）

総合学習で、勝浦町の歴史を調べるために館の展示を利用した。資料につ

いて学芸員から説明を行った。（担当者：山川）

［2］城北高校（徳島市）２年生・８人

８月７日（水）

日本史野外講義として来館。（担当者：長谷川）

［3］八万南小学校（徳島市）３年生・111人

９月11日（水）

社会科「昔の道具調べ」で来館。所蔵資料を臨時に実習室へ陳列し、学芸

員が説明しながら体験学習を行った。（担当者：庄武・磯本）

［4］八万小学校（徳島市）３年生・128人

10月18日（金）

社会科「昔の道具調べ」で来館。所蔵資料を臨時に実習室へ陳列し、学芸

員が説明しながら体験学習を行った。（担当者：庄武・磯本）

［5］八万南小学校（徳島市）６年生

10月29日（火）127名・11月19日（火）45名
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総合学習（調べ学習）で来館。１日目に博物館の展示や文化の森各施設を

見学し、各々が課題を設定した。その中で博物館について課題をもってい

る児童が２日目再来館。それぞれの課題について学芸員が説明後、博物館

の裏側見学も行った。（担当者：両角・中尾・庄武・佐藤・茨木・大原）

［6］久勝小学校（阿波町）６年生・46名

10月31日（木）

理科教育の一環として講座室で地層と化石について説明。その後常設展を

見学した。（担当者：中尾）

［7］上八万小学校（徳島市）４年生85人

11月８日（金）

総合学習のテーマとして取り上げている「太鼓づくり」について調べるた

めに来館。（担当者：長谷川）

［8］早稲田実業学校（東京都）高等部２年生・5人

12月20日（金）

校外教室（地域調査）「徳島藩についての調査」で来館。（担当者：山

川）

［9］加茂名中学校（徳島市）2年生・13人

11月22日（金）

アイヌについての聞き取り調査のために来館。（担当者：庄武）

（２）学校の授業への講師派遣（出前授業）

学校からの依頼に応じて、学校での授業に学芸員を派遣した。授業では教

員と協同し、持参した博物館資料を活用するなどして、児童・生徒の理解

を助けるよう工夫した。

［1］八万南小学校（徳島市） ５月１日（水）･２日（木）

６年生３クラスで社会科の学習「火おこし」の授業を、博物館から持参し

た火おこしの道具を使って教員と協同して行った。（講師：魚島）

［2］大松小学校（徳島市） ５月10日（金）
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６年生２クラスで社会科「大昔の人々のくらし（古墳について）」の授業

を行った。（講師：高島）

［3］国府小学校（徳島市） ６月24日（月）

４年生140名で用水路における魚類の生息調査を行った。（講師：佐藤）

［4］池田小学校（池田町） ７月２日（火）

５年生70名にメダカの観察の仕方を講義しその後 ビオトープ予定地におい

て実地指導を行った。（講師：佐藤）

［5］神山東中学校（神山町） ７月15日（月）

全校生徒を対象にして、総合学習で水生昆虫の生息調査をもとにした水質

の判定を行った。（講師：大原）

［6］川内北小学校（徳島市） 11月１日（金）

４年生90名に総合学習「土の中のいきものを調べよう」の授業として土壌

生物についての説明を行った。（講師：田辺）

［7］木頭小学校（木頭村） 11月27日（水）

1・2年生18名を対象に落ち葉を利用したカルタづくりを実施。また、６年

生17名を対象に地層の授業を実施。（講師：小川・中尾）

［8］宝田小学校（阿南市） 12月４日（水）

６年生37名を対象に理科「大地のつくり」についての授業を実施。所蔵資

料を示しながら化石などについて話した。（講師：中尾）

［9］板野東小学校（板野町） ２月14日（金）

５年生33名にメダカをとおして環境問題について考える授業を行った。

（講師：佐藤）

［10］伊島小学校（阿南市） ２月25日（火）

全校９名を対象に伊島近海の魚について授業を実施。（講師：佐藤）

［11］八万南小学校（徳島市）

１年生109名に国語「たぬきの糸車」で、実物の糸車を提示し、その使用

方法などについて話した。（講師：庄武）

（３）博物館資料の学校への貸出し
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学校の授業等で活用してもらうため、平成10年度から博物館資料の学校へ

の貸出しを行っている。学校貸出用資料リストを学校に配布して利用を呼

びかけているが、まだ利用は少ない。

貸出用資料の一層の利用促進を図るため、作年度末に学校貸出用資料解説

シートを印刷し、今年度小中学校および高校に配付した。また、来館した

教職員には必要に応じて解説シートを配布し利用を勧めた。

［1］北小松島小学校（小松島市） ４月27日

貸出資料：復元青銅器（銅鐸、銅剣、銅矛、銅戈）

利用目的：社会科の授業で利用

［2］日和佐小学校（日和佐町） ５月４日～５月11日

貸出資料：火おこし道具一式

利用目的：社会科の授業で利用

［3］上勝中学校（上勝町） ６月８日～６月19日

貸出資料：石鏃・トロトロ石器・須恵器・復元青銅器・火おこし道具

利用目的：社会科の授業で利用

［4］川内北小学校（徳島市） ６月12日～７月19日

貸出資料：メダカ・カダヤシ拡大模型

利用目的：理科の授業で利用。また、飼育水槽横に展示した。

［5］小松島中学校（小松島市） ６月18日～７月５日

貸出資料：徳島大空襲解説パネル・同写真パネル・同遺物

利用目的：総合学習で平和学習・人権学習に利用

［6］城西中学校（徳島市） ６月23日～７月12日

貸出資料：雑草で紙づくり実習キット

利用目的：選択理科の授業で利用。

［7］津乃峰小学校（阿南市） ６月27日

貸出資料：火おこし道具

利用目的：教育キャンプで使用

［8］千松小学校（徳島市） ７月３日～７月５日
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貸出資料：徳島大空襲解説パネル・写真パネル・防空頭巾等

利用目的：総合学習「徳島大空襲を考えよう」で利用

［9］川内中学校（徳島市） ９月10日～９月28日

貸出資料：徳島大空襲資料

利用目的：文化祭ならびに総合学習の時間に利用。

［11］川内北小学校（徳島市） 10月23日～11月８日

貸出資料：ツルグレン装置

利用目的：総合的な学習の時間に利用。

［12］太田小学校（貞光町） 12月11日～12月21日

貸出資料：火おこし道具

利用目的：５・６年生の体験学習に利用。

［13］太田小学校（貞光町） ２月22日～３月１日

貸出資料：火おこし道具

利用目的：５・６年生の体験学習に利用。

（４）職場体験の受け入れ

中学校・高校での職場体験事業の受け入れを行い、生徒に博物館業務を体

験してもらうことによって、博物館に対する認識を高めることができた。

［1］八万中学校（徳島市） ９月10日～９月14日

３名 総合学習の一環として実施。

［2］加茂名中学校（徳島市） 10月１日～10月３日

４名 文部科学省：豊かな体験活動推進事業の一環として実施。

［3］城南高校（徳島市） 12月13日

２名 県インターンシップ推進事業

［4］城ノ内高校（徳島市） 12月16日～12月17日

３名 県インターンシップ推進事業

（５）教員のための研修

徳島県教育委員会等からの依頼により、教員対象の研修会を当館で実施
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し、当館職員が指導に当たった。

［1］海部郡小学校理科教育研究会

６月１日（土）博物館バックヤード 参加者11名

見学：収蔵庫等の博物館の裏側見学（案内：大原・坂本）

［2］平成14年度初任者研修講座 

８月23日（金）21世紀館会議室 参加者29人

講義：博物館の概要及び学校教育との連携（講師：両角）

博物館の普及活動について（講師：坂本）

見学：博物館の裏側見学（案内：大原・魚島・上野）

［3］徳島県中学校社会科研修会夏期巡検

８月27日（火）博物館講座室 参加者20人

見学：収蔵庫等の博物館の裏側見学

企画展の展示解説（案内：魚島・上野）

［4］徳島市小学校総合学習部会研修会

10月17日（木）博物館実習室 参加者35名

講義：博物館と学校教育との連携について（講師：坂本）

実習：秋の草と実（講師：茨木）

［5］名西郡中学校理科部会研修会

10月25日（金）博物館バックヤード 参加者10名

見学：収蔵庫等の博物館の裏側見学（案内：大原・坂本）

（６）博物館の教育利用説明会の実施

「博物館と学校との連携に関する研究会」を過去２年間開催し、議論を重

ねてきた。今年度は授業に役立つ博物館の利用方法を紹介するとともに、

今までに博物館が実施した学校教育支援事業の成果を発表するための教育

利用説明会を実施した。

●日時 ２月１日（土）13：00～16：30

●内容
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＜授業に役立つ博物館利用法＞

・県立博物館の学校教育支援事業について（講師：坂本）

・インターネットを利用した博物館情報の活用について（講師：小川）

＜貸し出し資料の展示と説明＞（各学芸員）

＜博物館利用実践例の発表＞

・博物館を利用した授業を通して（八万南小学校 河野 俊恵）

・出前授業「地層の学習」を通して（木頭小学校 片岡 弘治）

・貸出資料「徳島大空襲」を利用して（川内中学校 小原 伸二）

＜博物館裏側見学＞（案内：魚島・大原）

●参加者 44名

（７）その他

博物館での授業、講師派遣、資料の貸出しに限らず、学校の授業やクラブ

活動等で自然観察、生活体験、歴史学習等をしようとする場合、どんなこ

とをしたらおもしろいか、どんな資料が活用できるかなどについて、学芸

員が博物館での普及行事等の経験を踏まえて教員の相談に応じることにし

ている。

５．博物館の広報活動

博物館ニュースをはじめ、企画展ポスター、年間催し物案内リーフレッ

ト、月間催し物案内等を定期的に幅広く配布することにより、博物館活動

のＰＲにつとめている。これらは県庁記者クラブを通じて広報するほか、

報道機関やタウン紙編集室などへも直送している。また、必要に応じて報

道機関への資料提供を行っている。さらに、電子メールを利用した催し物

案内サービスも行った。

●博物館ニュース、ポスター等の主な県内定期発送先

小学校 236ケ所

中学校 96

高等学校・その他学校 61
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学会・研究所・同好会等 100

県および県教育委員会各課・機関 59

市町村教育委員会 50

公民館・隣保館 237

市町村および大学図書館 33

博物館施設 441

宿泊施設 43

報道関係機関等 69

●電子メールサービス

登録者 393人（平成15年３月31日現在）

●報道機関への資料提供

毎月の催し物案内・県庁だよりや美術品等取得基金によって８月末、11月

末、３月末に購入した資料の内容についても資料提供を行った。

４月20日 「博物館こどもの日フェスティバル」の開催について

６月４日 特別陳列「丹波マンガン鉱山の記録ー在日コリアンの労働史ー」

の開催について

６月４日 部門展示「前山古墳群の発掘調査」の開催について

７月16日 企画展「海道をゆく－黒潮のはこんだもの －」の開催について

９月10日 部門展示「知らせる道具・広告」の開催について

10月２日 企画展「古代のわざ」の開催について

10月25日 移動展「昆虫の世界」の開催について

11月29日 部門展示「石垣島の民具」の開催について

１月15日 特別陳列「楠コレクションの美術・歴史資料」の開催について

３月11日 巡礼研究講演会「四国遍路と六十六部」の開催について

６． 博物館友の会

●会員（平成14年度末）
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個人会員（年会費 2,000円） 112 人

家族会員（年会費 3,000円） 81組・312人

賛助会員（年会費 10,000円） 1 人

●役員（平成14年度）

会 長：寺戸恒夫

副会長：両角芳郎（博物館長）・和田賢次・関眞由子

幹 事：石原 侑・徳山 豊・多田精介・樫原剛一・南部洋子・木下 覚・澤祥

二朗・大杉洋子

監 査：森本康滋・川下浩子

●事業

［1］博物館出版物の増刷・頒布

博物館発行の企画展図録および解説書の増刷・頒布を行った。

［2］広報活動

13年度会員に対し、博物館ニュース、企画展チラ シ、月間行事案内、年間

催し物案内などを送付した。 また、友の会会報「アワーミュージア

ム」No.16～18 を発行し、会員に送付した。

［3］企画展・特別陳列説明会

企画展「貝化石が語る海の記憶」、「古代のわざ」、及び特別陳列「丹波

マンガン鉱山の記憶－在日コリアンの労働史」の開催期間中に、会員を対

象とした説明会を行った。

［4］野外活動等

会員を対象とした行事を10回実施した。

○こどもの日フェスティバル（博物館と共催）

文化の森全体を使ってウォークラリーを実施した。近代美術館や文書館の

協力も得て10のチェッ クポイントをめぐった。参加した小学生以下の子ど

もたちには記念品を進呈した。

日 時：５月５日（日）9：30～16：00

場 所：文化の森総合公園及び各施設
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参加者：1195人

○気になる木を探そう

日 時：５月15日（日）13：00～16：00

場 所：博物館 実習室

参加者：４人

○第７回 園瀬川探検

日 時：６月16日（日）9：00～15：00

場 所：佐那河内村根郷から嵯峨まで

参加者：17人

○秋の研修会 「小豆島」

日 時：９月８日（日）7：00～19：00

場 所：香川県小豆島

参加者：42人

○第８回 園瀬川探検

日 時：10月27日（日）9：00～15：00

場所：佐那河内村根郷から宮前まで

参加者：９人

○冬の研修会 「吉備路」

日 時：11月30日（土）～12月１日（日）

場 所：岡山県高梁市他

参加者：28人

○古美術品の調べ方

日 時：２月23日（日）13：00～15：00

場 所：博物館講座室

参加者：11人

○七輪で鍛冶屋さん

日 時：３月16日（日）13：00～15：00

場 所：博物館 実習室・屋外

雨天のため中止
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○第９回 園瀬川探検

日 時：３月30日（日）9：00～15：00

場 所：佐那河内村宮前から府能まで

参加者：15人

７． 普及教育関係出版物

■博物館見学ノート

2001年11月3日第３版発行、Ｂ5判56ページ

小・中学校の児童・生徒が博物館の展示を利用するにあたり、その教育効

果を高めるのに役立つように作成されたワークシート形式のテキス

ト。1992年3月31日に初版発行して、今回第３版を1,000部印刷した。

利用方法は多様であるが、主に遠足等で来館しワークシートでの学習を行

う学校に配布している。

■博物館ニュース

館の広報誌で、内容は、学芸員の研究の一端を紹介する"Culture Club"、館

蔵品紹介、野外博物館、企画展案内、情報ボックス、レファレンスＱ＆

Ａ、普及行事の案内と記録などから構成されている。Ａ4判・８ページ

（全ページカラー）で6,000部を印刷している。

平成14年度には次の４号を発行した。また、当館ホームページでも公開し

ている。

●No.47（2002年６月15日発行）

Culture Club 春を知らせる年中行事 －徳島県の太々神楽－

新旧館長あいさつ

企画展 海道をゆく－黒潮のはこんだもの－

館蔵品紹介 鶏蒔絵印籠

友の会活動紹介 園瀬川探検

●No.48（2002年９月13日発行）

Culture Club 徳島藩の蒸気船－セントロイス号など購入の顛末－
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情報ボックス 「徳島県地学ガイド」

企画展 古代のわざ

野外博物館 海岸でクルミを拾う

レファレンスＱ＆Ａ 多樋式・深樋式銅剣は細形銅剣とどこがちがうのです

か

●No.49（2003年12月１日発行） 

Culture Club 絶滅から植物を救うために

速報 今山の農村舞台（続報）

特別陳列 楠コレクション

野外博物館 以西用水の魚類

レファレンスＱ＆Ａ 「六十六部」とは何ですか？

●No.50（2003年３月25日発行）

Culture Club 生きものへの二つの接し方 

速報 太布織り技術の伝承と創造への試み 

企画展 歴史を決めた戦い －信長の台頭から家康の覇権まで－

館蔵品紹介 パラプゾシア －世界最大のアンモナイト－

レファレンスＱ＆Ａ ハチは危険な昆虫ですか?

■その他

●博物館催し物案内

１年間の普及行事予定を掲載したＢ4判４つ折のリーフレット。14万部印

刷し、県内の小・中・高校生及び教職員全員に配布した。また、博物館

ニュースとともに発送するほか、展示室入り口に置いて来館者に自由に

とってもらったり、普及行事の参加者に配布したりしている。

●月間催し物案内

各月の普及行事の実施要領、申し込み方法等の案内を印刷したＢ4のビ

ラ。報道関係機関等に配布するほか、来館者にも提供している。

●博物館引率の手引き

学校の遠足などの利用に役立つよう、博物館の入館案内、見学に当たって
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の留意点、観覧料減免申請手続きなどについて説明した印刷物。年度初め

に県内各学校に送付している。

[博物館のトップページ] ［12号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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管 理 運 営

１．組織・職員

（１）組織図（平成15年４月１日現在）

（２）職員名簿（平成14年４月１ 日現在）

館 長 両角 芳郎

副 館 長 本村 忠昭

主 幹（総務課長兼務）斉藤 修一

＜総務課＞

総 務 課 長（庶務係長兼務）斉藤 修一

主 事 亀井 美穂

普 及 係 長 上野 秋利

主 事 古東 謙司

文化推進員 新居 京

臨時補助員 武内 実香

受付案内員 行譜ゆかり

〃 小川まどか

〃 高本 順子

〃 岩本 和恵
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〃 横田 奈々

〃 浅石 由美

〃 鈴木 真弓

〃 大西恵理子

＜自然課＞

自 然 課 長 大原 賢二（動物）

専門学芸員 佐藤 陽一（ 〃 ）

主任学芸員 小川 誠（植物）

〃 田邊 力（動物）

〃 中尾 賢一（地学）

学 芸 員 茨木 靖（植物）

〃 辻野 泰之（地学）

文化推進員 柳本 和美

〃 友成 陽子

臨時補助員 吉田 恵美

＜人文課＞

人 文 課 長 山川 浩實（歴史）

専門学芸員 高島 芳弘（考古）

主任学芸員 大橋 俊雄（美術工芸）

〃 長谷川賢二（歴史）

〃 魚島 純一（考古・保存科学）

〃 庄武 憲子（民俗）

学 芸 員 磯本 宏紀（民俗） 

文化推進員 松本 絵梨

臨時補助員 秋枝真由美

（３）人事異動（平成14年４月１日付、カッコ内は前職）

退職：米益 麻夫（平成15. 3. 31退職）

転出：坂本 和裕（富岡小へ）



12号（管理運営）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/12_2002/kanri.htm[2012/04/30 15:54:48]

転入：斉藤 修一（港湾開発課主幹兼課長補佐）

古東 謙司（小松島中教諭）

昇格：佐藤 洋一・専門学芸員（主任学芸員）

庄武 憲子・主任学芸員（学芸員）

新採：辻野 泰之・学芸員

（４）平成13年度非常勤・臨時職員

●文化推進員（非常勤特別職）

島 さなえ（平成12.4.1～15.3.31）

坪内 千恵（平成13.1.1～15.3.31）

騎馬 貴子（平成14.1.9～15.3.31）

松本 絵梨（平成14.4.1～ ）

●臨時補助員

北川 美紀（平成14.4.1～15.3.31）

柳本 和美（平成14.4.1～15.3.31）

赤澤佐知子（平成14.4.1～15.3.31）

●受付案内員（非常勤特別職）

佐々木道子（平成12.2.1～15.1.31）

山崎 光（平成12.4.19～15.3.31）

加藤 陽子（平成13.4.1～15.3.31）

荒井 美奈（平成13.4.1～15.3.31）

立川 百香（平成14.2.15～15.3.31）

行譜ゆかり（平成13.5.9～ ）

小川まどか（平成13.9.1～ ）

高本 順子（平成14.2.1～ ）

岩本 和恵（平成15.2.11～ ）

２．予算

２月現計予算額（２月補正後の予算額）を下表に示す。
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３．博物館協議会

徳島県立博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも

に、館長に対して意見を述べる機関で、博物館法及び徳島県文化の森総合

公園文化施設条例の規定に基づき設置されている。

14年度は協議会を１回開催した。

●14年度博物館協議会

日時：平成14年7月31日（水）13：30～16：00

会場：博物館講座室

議事 1 平成13年度決算及び事業報告について

2 平成14年度予算及び事業計画について

3 ｢博物館と学校との連携｣について

4 その他
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４．各種委員・非常勤講師等の受諾

平成14年度に博物館職員が委嘱を受けた各種委員会委員、大学非常勤講師

等は次のとおり。

両角芳郎

愛媛大学農学部非常勤講師（平成14.4.12～15.3.31）

日本博物館協会評議員（平成14.6.18～16.3.31）

本村忠昭

徳島市立徳島城博物館協議会委員（平成14.6.1～15.3.31）

佐藤陽一

とくしま川づくり委員会委員（平成13.12.15～15.12.14）

徳島県田園環境検討委員会委員（平成13.12月～15.12月）

国土交通省河川・渓流環境アドバイザー（平成14.5月～15.3.31）

徳島県ビオトープアドバイザー（平成14.6.10～15.3.31）

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成13.7.1～15.6.30）

田辺 力

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成13.7.1～15.6.30）

小川 誠
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環境基本計画策定庁内ワーキンググループ委員 （平成13.6.1～15.3.31）

環境省絶滅危惧植物専門第一委員会委員（平成13.7.～15.12.31）

徳島県田園環境検討委員会委員（平成13.12月～15.12月）

徳島県ビオトープアドバイザー（平成14.6.10～15.3.31）

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成13.7.1～15.6.30）

山川浩實

徳島市立考古資料館協議会委員（平成14.7.1～15.6.30）

高島芳弘

徳島大学総合科学部非常勤講師（平成14.4.1～15.3.31）

徳島市立考古資料館資料展示検討委員会委員（平成14.6.1～15.5.31）

長谷川賢二

徳島県歴史の道整備活用総合計画策定委員（平成13.9.21～16.3.31）

岡山大学文学部非常勤講師（平成14.4.1～15.3.31）

徳島県同和問題啓発をすすめる会専門委員（平成14.4.1～15.3.31）

人権資料収集検討委員会委員（平成14.6.28～ ）

庄武憲子

神山町史編集委員会執筆委員（平成10.7.1～15.3.31）

松茂町歴史民俗資料館･人形浄瑠璃芝居資料館資料館 協議会委員（平成

14.4.1～15.3.31）

５．コンピュータシステム

平成11年度にCOMET（徳島県文化・学習情報システム）のコンピュータシ

ステム更改が行われ、一般への情報提供システム及び業務システムに係わ

る部分が変更された。特に情報提供システムはインターネットベースに変

更された。

（１）システム構成
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博物館のコンピュータシステムは、職員が日常的に使う業務用、来館者や

館外者が利用する情報提供用の２つに大別できる。

業務用システムでは、研究室・作業室・収蔵庫・事務室等をイーサーネッ

トでつなぎ、２台のファイルサーバを中心としたMacintoshによるLANを

構築している。職員１人につき１台のパソコンが支給されている。業務用

サーバのデ－タは、21世紀館に常駐するSEによって毎日バックアップがと

られている。

情報提供用システムでは、館内ではLANにより、館外へはインターネット

による情報提供を行っている。従来のCOMETによる資料データベースの提

供は、Microsoft Windows NT Server によって運用され、21世紀館がシス

テムの管理を行っている。博物館の催し物や各種ニュースなど

は、Macintoshを使ったWWWサーバで博物館のホームページとして公開

され、このサーバに関しては博物館が管理を行っている。

（２）システムの活用

●資料管理

博物館では収蔵資料をデ－タベ－スに登録している。資料データベース作

成は、各分野ごとに担当学芸員が様々な目的に応じた柔軟なデ－タの加工

ができるよう、市販ソフトであるファイルメーカ ーProを用いて行ってい

る。

デ－タベ－スを使って、資料ラベルや資料目録の作成、資料受入れ・貸出

し管理、各種調査や問い合わせのデ－タ作成、情報提供用デ－タの作成等

の作業を行っている。

●各種デ－タベ－スの構築

資料管理以外にも次のような各種のデ－タベ－スを構築し、共有してい

る。

・図書デ－タベ－ス

・画像デ－タベ－ス
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・文献デ－タベ－ス

・発送先住所デ－タベ－ス

●普及活動及び広報活動への活用

各種の広報用印刷物はパソコンを使って編集し、デ－タを印刷業者に渡し

たり、レーザープリンタで出力したものを原稿として用いている。12年度

も、催し物デ－タベ－スを構築し、それを利用して催し物案内文の作成、

行事記録の作成を行うようにした。さらにデ－タベ－スと電子メールソフ

トを連携して、電子メールでの催し物案内サービスを行っている（13年３

月末現在の登録者約299名）。

●COMETを通じての情報提供

文化の森では、COMETを通じて来館者や各家庭にさまざまな情報提供を

行っている。博物館でも収蔵資料デ－タベ－スや図書デ－タベ－スを公開

しており、情報提供する項目のテキストデータおよび画像情報を専用フォ

ルダーに入れておけば、夜のうちに自動的に情報提供用のデ－タベ－スに

取り込まれる仕組みになっている。

●ホームページによる情報提供

インターネット利用者の増加に伴い、博物館でもその技術を活用した情報

提供の可能性を探ってきた。平成11年の７月から、次期ＣＯＭＥＴシステ

ムの実験という性格も兼ねて、新ホームページの運用を始めた。ホーム

ページの主な項目は下記のとおりである。

・博物館の紹介（開館日・交通案内など）

・展示案内（企画展、常設展）

・催し物、普及行事の案内

・調査研究活動の紹介

・収集保存活動（データベース）

・学校等への利用案内

・出版物（展示解説、研究報告、博物館ニュースなどの案内）
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・友の会、博物館協議会

・学芸員関連のページ

・特別メニュー（子供向けメニュー、映像コーナーなど）

●インターネットの活用

電子メールやホームページを職員が利用できるようになり、各種問い合わ

せや連絡、情報の収集に活用している。メーリングリストを利用し、博物

館や研究者間の情報交換もさかんに行われている。

●展示活動への活用

企画展の展示パネルの多くやラベルは、パソコンで作成し、レーザプリン

タやカラープリンタで印刷したものを使うようになった。

●博物館業務管理への活用

日常の博物館業務管理にもシステムを活用しており、定型作業や集計作業

の効率化を図っている。

６．博物館ネットワーク

（１）四国地区博物館協議会及び日本博物館協会四国支部

四国地区博物館協議会及び日本博物館協会四国支部は、四国地区の博物館

及び相当施設の連絡・協議組織で、現在89館（園）が加盟している。四国

地区の会長（支部長）を担当する館が２年ずつ持ち回りで幹事館をつとめ

ることになっている。

平成14年度の役員会及び総会は次のとおり高松市で開催された。

●14年度役員会・総会

日時：５月14日(火) 10：30～16：30

会場：香川県歴史博物館

議事：平成13年度事業報告及び決算報告について

新規加盟施設の紹介及び会費決定について
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平成14年度事業計画案及び予算案について

講演

演題：完全学校週５日制の実施と博物館の果たす役割

講師：藤田 彰一氏（香川県歴史博物館専門職員）

●研修視察 ５月15日（水）9：00～12：00

視察先：四国民家博物館、香川県歴史博物館

（２）徳島県博物館協議会

徳島県内の博物館施設が相互協力して博物館活動の振興をはかるため、平

成８年２月27日に設立された。加盟館は、設立時は31館であったが、９年

度11館、11年度に２館、12年度に３館、13年度に３館が加盟した。13年

度末には1館が退会14年度末には2館が退会したが、14年度当初に新たに3

館加盟したため、全部で50館（平成15年３月末現在）になっている。な

お、当館に事務局が置かれている。

●役員（平成15年３月末現在）

会 長 徳島県立博物館長 両角 芳郎

副会長 大塚国際美術館理事 田中 秋筰

副会長 とくしま動物園長 本田 武

理 事 相生森林美術館長 滝本 憲之

理 事 徳島市立徳島城博物館副館長 吉田 弘

理 事 徳島県立近代美術館長 小川統史郎

理 事 石の博物館長 岩崎 正夫

理 事 松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館長 笹田 博之

監 事 海南町立博物館長 岡田 一郎

監 事 鳴門市ドイツ館長 田村 一郎

●14年度新規加盟館（３館）

徳島県立文学書道館、徳島市天狗久資料館、鳴門市賀 川豊彦記念館
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●14年度事業

［1］加盟館園の組織・職員と展示概要、主な収蔵資料リストを作成し

た。

［2］徳島県博物館協議会ニュースを２回発行した。

［3］役員会の開催

・日時：６月４日（火）13：00～14：00

場所：徳島県立博物館応接室

議事：総会について

・日時：１月30日（木）13：30～15：30

場所：徳島県立博物館応接室

議事：各実施事業についての経過報告、スタンプラリー、会費の変更につ

いて

［4］総会の開催

日時：６月４日（水）14：30～16：30

場所：徳島県立博物館講座室

議事：13年度事業報告並びに決算報告について

監査報告について

14年度役員について

14年度事業計画並びに予算案について

その他－スタンプラリーについて

講演：講師 小川 裕久氏（徳島市立徳島城博物館）

演題 「徳島城博物館の展示公開事業」 

［5］徳島博物館マップの配布

今年度新しく作成した「徳島博物館マップ」を各加盟館で配布するととも

に、県内の観光施設、宿泊施設、交通機関等に配布を依頼した。

［6］巡回展の開催

人権教育のための国連10年協賛「丹波マンガン鉱山の記録―在日コリアン

の労働史―」を、次のとおり開催した。

徳島県立博物館（６月25日～７月７日）観覧者数 1,195 人
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海南町立博物館（７月11日～22日）観覧者数 249人

石の博物館（７月31日～８月15日）観覧者数 3,626人

土成町郷土歴史館（８月20日～９月４日）観覧者数 115人

松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館（９月８日～９月25日）観

覧者数 835人

［7］共同事業検討会の開催 参加者24名

日時：10月16日（水）14：00～16：00

場所：徳島県立博物館講座室

内容：とくしまミュージアムスタンプラリーの今後の取り扱いについて

［8］先進地の博物館施設の調査 参加者17名

日時：11月27日（金）9：00～18：00

高知県立歴史民俗資料館・アンパンマンミュージアムの施設調査を実施。

両館とも担当者から詳細に館運営の状況を聞き取ることができた。

［9］研修会の開催 参加者27名

日時：２月21日（金）13：00～16：30

場所：那賀川町科学センター

内容：博物館と学校教育の連携について実践報告

・那賀川町科学センター

・那賀川町歴史民俗資料館

・相生森林美術館

講演「施設概要と事業運営」

天体望遠鏡などの施設見学

（３）人権資料・展示全国ネットワーク

人権資料・展示全国ネットワーク（略称「人権ネット」）は、人権確立の

ための研究、教育、啓発に寄与することを目的に、人権に関する資料の収

集保管、調査研究、展示等を行う博物館、資料館、人権センター、研究所

等により平成８年に結成された。現在、29機関･団体が加入しており、事

務局は大阪人権博物館、水平社博物館、福山市人権平和資料館、福岡県人
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権啓発情報センター、柳原銀行記念資料館で組織されている。

当館は発足時から加入しており、毎年１回開催される総会に職員を派遣し

ているほか、加入機関との個別的な協力も行っている。

14年度総会は、７月7～8日、徳島簡易保険保養センター（かんぽの宿とく

しま）及び当館を会場として行われた｡22機関･団体から45名の参加があっ

た。新代表に守安敏司水平社博物館長を選出し、15年度総会を鳥取市で開

催することなどが決定されたほか、当館の視察を行った。

７．視察等博物館関係来訪者

４月26日 愛媛県総合科学博物館学芸員 山根勝枝氏

６月１日 海部郡小学校理科部会 15名

８月23日 山形大学人文学部教授 松尾剛次氏

８月24日 文部科学審議官 御手洗康氏

９月 ４日 山梨県教育委員会一行 ９名

９月11日 奈良県教育委員会一行 ８名

10月24 日 国立民族学博物館博物館学国際協力セミナー一行 12名

10月25日 名西郡理科部会 10名

11月18日 愛知教育大学教授 川村善也氏

11月 27 日 京都府隣保館連絡協議会中部地域連絡協議会一行 12名

12月19日 沖縄県文化環境部文化振興課 仲本興哲氏他 2名

１月16日 三重県教育委員会一行 ４名

２月1日 楠 弘美氏他 6名

２月20日 文化・観光施設研修 15名

２月27日 京都国立博物館総務課 吉田良博氏他 2名

３月 6日 国立歴史民俗博物館資料課今井千恵子氏他 2名

３月19日 ラプラタ大学国際関係研究所日本研究センター長 小那覇セシリ

ア氏
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観 覧 者 統 計

平成14年度から小・中・高校生の観覧は、土曜、日曜、祝日および長期休

業中については、常設展、企画展とも無料になったため、これまでとは異

なる入館者のカウント方式となった。無料の観覧者数が増えているのはそ

のためであるが、累計表においてはすべての区分での入館者数を表示する

のは困難であるため、これまでの方式に合わせて表示したものもある。
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●常設展観覧者数（平成2～14年度）
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●企画展観覧者数（平成2～14年度）
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