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調査研究

1. 課題調査
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3. 科学研究費補助金による研究
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5. 館外での展示
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6. 視察等博物館関係来訪者
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中期活動目標と自己点検・評価

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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資 料 の収 集 ・保 存と活用

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。

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16年度も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

カワバタモロコほか徳島県産農業水路淡水魚 多数

勝浦川河口干潟産魚類 多数

カワラヒワ 1点

マムシ 1点

カムルチー 1点

島根県・岡山県産淡水魚類 多数

徳島県産農業水路淡水魚 多数

日本産多足類 多数
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●植物

県内各地の標本 多数

●地学 

大分県産ヒシの実化石 1点

県内および北海道産白亜紀動物化石 多数

高知県・長崎県産第三紀～第四紀貝化石 多数

２．購入資料

●地学

ドイツ産ジュラ紀ワニ化石（レプリカ） 1点

ハンガリーおよびマダガスカル産白亜紀アンモナイト 31点

レバノン産魚類化石 3

ドイツ・ゾルンホーヘン産カブトガニ化石およびその足跡 1点

ブラジル産白亜紀節足動物化石 24点

ドイツ・メッセル産コウモリ化石 1点

ドイツ・デボン紀三葉虫およびウミリンゴ化石 3点

ドイツ・ゾルンホーヘンおよびブンデンバッハ産化石 17点

レバノン産カブトガニおよびエビ類化石 2点

アメリカ・イリノイ州産動物化石 8点

植物化石 モレスネティア（裸子植物） 1点

●歴史

大般若経巻五百二十一 1点

豊臣秀吉朱印状 1点

道中記 3点

阿波中古城記 1点

御当座和歌 1点

禁裏御会始 3点

徳島城鷲の門棟瓦 1点
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阿州剱山谷右衛門錦絵相撲版画 1点

徳島府図 1点

徳島城下町錦絵版画 1点

万字紋釘隠 5点

本朝智仁英勇鑑・蜂須賀小六正勝錦絵版画 1点

徳島蒸気船火災の図錦絵版画 1点

●民俗

徳島唐木仏壇彫刻型紙 298点

購入資料合計 411点

３．寄贈資料

●動物（脊椎動物）

オオタカほか 多数 曽良寛武氏

カモメ 1点 吉田和人氏

ツグミ 1点 文化の森総合公園保安センター

肱川産魚類標本 多数 国土交通省大洲河川国道事務所

園瀬川・新町川水系魚類標本 多数 徳島県河川課

コバンザメ 1点 茨城県大洗水族館

タウナギ 1点 吉本千春氏

鴨島町寺谷池ほか徳島県産淡水魚標本 多数 徳島県土地改良事業団体連合会

タイマイ剥製 3点 寺井ヒサヱ氏

ゴクラクチョウ剥製ほか 多数 谷崎義人氏

ヒバカリ 1点 徳島県立21世紀館

福井川ほか徳島県産淡水魚類標本 多数 徳島県河川課

徳島県産農業水路魚類標本 6点 古川学氏

大津東部地区ほか徳島県産淡水魚類標本 多数 徳島県土地改良事業団体連合

会

日和佐町産ゴンドウクジラ 1頭 日和佐町住民福祉課
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ヨタカ・クロツグミ 2点 吉田和人氏

徳島県下農業水路全域調査淡水魚類標本 多数 徳島大学大学院工学研究科エ

コシステム専攻

東環状大橋モニタリング調査（カキ礁）魚類標本 多数 徳島県都市道路整備

局

ヤマドリ 1点 白井啓二氏

ムササビ 1点 小川棋文氏

星河内谷川産魚類標本 多数 国土交通省徳島河川国道事務所

吉野川産チワラスボ 1点 徳島大学大学院工学研究科エコシステム専攻

フルマカモメ 1点 吉田和人氏

板野郡中部地区ほか徳島県産淡水魚類標本 多数 徳島県土地改良事業団体連

合会

東環状大橋モニタリング調査魚類標本 多数 徳島県都市道路整備局

ヒクイナ 1点 橋本是徳氏

園瀬川産魚類標本 多数 国土交通省徳島河川国道事務所

トビ 1点 笠井 正氏

徳島市川内町ほか徳島県産淡水魚類標本 多数 徳島県土地改良事業団体連合

会

シロハラ 1点 文化の森総合公園保安センター

トラツグミ 1点 文化の森総合公園保安センター

フクロウ 1点 三島中学校長 藤田憲夫氏

●動物（無脊椎動物）

北島町産淡水無脊椎動物 31点 山本 寛氏ら

上板町六条地区産甲殻類 3点 小坂 剛氏

鳴門市大津町及び羽ノ浦町産淡水無脊椎動物 63点 森本友之・大山 謙氏

板野郡中部及び鳴門市大津町産淡水無脊椎動物 105点 森本友之氏他

相生町及び鴨島町産淡水無脊椎動物 386点 徳島県農林事務所・徳島県土地

改良事業団連
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徳島市八万町園瀬川産淡水無脊椎動物 6点 折野浩司氏

●植物

スナシバ 1点 黒沢高秀氏

徳島県産標本 84点 木下覚氏

インドネシア産種子 4点 西山保典氏

徳島県産イネ科標本ほか 3点 中村喜代治氏

徳之島産イネ科標本 1点 長谷川義人氏

沖縄産イネ科標本 5点 船越英伸氏

徳島県産標本 27点 佐治まゆみ・成田愛治氏

●地学

外国産アンモナイト化石ほか 15点 両角芳郎氏

高知県唐浜産貝化石ほか 34点 三本健二氏

ウミシダ化石 1点 川村政彦氏

生痕化石 1点 長谷寿氏

オウムガイ化石 1点 岩田博英氏

勝浦産シルル・デボン紀化石 15点 大地晴明氏

高知県三角貝化石 1点 高橋 節氏

島根県出雲産ホタテ化石 1点 内田賢治氏

三葉虫および魚化石 2点 大知道治氏

高知県産化石 118点 矢野秋子氏

勝浦産シルル紀サンゴ化石 4点 沖津 昇氏

勝浦産クロム鉄鉱 1点 沖津 昇氏

高知県唐浜産貝化石 3点 小松悦夫氏

東山鉱山絵はがき（コピー） 1点 井上真治氏

●歴史

柄鏡 4点 中村顕也氏

サーベル 3点 真島利臣氏 
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軍刀 1点 須見矩明氏

板碑拓本 24点 竹條教悟氏

●民俗

救命銃 1点 徳島市漁協組合 

木工職人の道具一式 1，811点 大寺隆司氏

櫓ほか 8点 岡敬一氏

JRTビデオクラブ1周年記念作品DVD 1点 三木敬司氏

千歯こきほか 7点 宇山孝人氏

婚礼衣装丸帯ほか 3点 横山和子氏

出羽島漁業資料 4点 山村一豊氏

採貝用漁具 3点 矢倉勢一氏

採貝用漁具 2点 海司保夫氏

磯メガネ 2点 矢倉勢一氏

エビ獲り用漁具 6点 藤本登志夫氏

唐箕 1点 桃本ハルエ氏

祭礼用馬追い衣装ほか 5点 呉羽幸良氏

藍の種入れほか 3点 北原国男氏

奴凧ほか 2点 多喜田昌裕氏

馬鍬ほか 2点 川人計邑氏

8ミリビデオほか 2点 佐藤久子氏

女児産着ほか 2点 岡田修氏

フゴほか 4点 武市義治氏

角隠しほか1，188点 中村顕也氏

４．寄託資料（新規分のみ）

●民俗

祭礼用馬具および衣装 48点 新居榮二氏

●美術工芸
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伊藤若冲筆 鶏図屏風 1点 自性寺

木造十一面観音菩薩立像ほか 2点 青蓮院

５．資料の貸し出し

学校への資料の貸し出しは「学校教育支援事業」の項（ｐ.27）に記載し

た。

●動物

アオギスほか写真 3点 本の事務所

●地学

勝浦町産出イグアノドン歯化石（複製）ほか 2点 ミュージアムパーク茨城

県自然博物館

化石資料および写真 25点 愛媛県総合科学博物館

勝浦町産出イグアノドン歯化石の写真ほか 2点 有限会社ハユマ

アンモナイト等化石資料ほか 90点 御船町恐竜博物館

トウキョウホタテほか 5点 株式会社新学社 

化石資料の写真 4点 株式会社あわわ

ニホンムカシジカ（角） 1点 きしわだ自然資料館

●考古

火おこし道具 5点 三加茂町立歴史民俗資料館

火おこし・トロトロ石器・石鏃 38点 椿町公民館

馬鐸複製ほか 17点 徳島市教育委員会（徳島市立考古資料館）

●美術工芸

林和靖図ほか 7点 徳島市立徳島城博物館 

●民俗

文楽着付人形 お弓ほか 10点 徳島県立文書館

櫓櫂業看板 1点 財団法人徳島県文化振興財団

琺瑯看板ほか 130点 徳島県立あすたむらんど
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６．資料の交換

●植物（受入数）

オレゴン州立大学（OSC) 128点

東北大学(TUS) 314点

北海道大学 (SAPS) 212点

福島大学 (FUKU) 190点

７．館蔵資料数

平成17年３月末日現在の分野別収蔵資料数は次表のとおり。

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。

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、1件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、1件200万円以上の資料がなかったため、委員会は開催しなかっ

た。



14号（収集保存）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/14_2004/shiryo.htm[2012/04/30 15:49:49]

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

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。

●購入図書冊数（デ－タベ－ス登録数）

11,806冊（平成16年度分 206冊）

●購入雑誌

自然史系（27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.,

Lethaia, Palaeontology

人文系（32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
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●当館刊行物の定期発送先（平成17年３月末現在）

博物館ニュース 1,409ヶ所

博物館年報 472ヶ所

研究報告 国内 549ヶ所

国外 152ヶ所

展示解説 231ヶ所

企画展図録 自然 133ヶ所

人文 237ヶ所

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�）である。200４年12月末までは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た。

1６年度は12月までに13回の減圧燻蒸装置による燻蒸を行った。2005年１

月以降は実施していない。

●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ている。200４年12月末までは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た。
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16年度は12月までに３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。

前回は14年度に実施したため，16年度は実施していない。次回の実施は17

年度の予定である。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

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

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15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16年度は、次の３つの課題調査を行った。

（1）潜水漁業の現在とその環境利用

本課題調査は、平成15・16年度の2カ年計画で実施した。

潜水漁は、徳島県においては県南地域で行われる採貝・採藻漁法のひとつ

である。これに関連する歴史学的、民俗学的研究の蓄積は多い。徳島県域

を中心にしてみた場合、旧阿部村の海女についての瀬川清子の昭和初期の

記述、『阿波のいただきさん』として世に出された岡田一郎氏の研究があ

げられる。また、1980年代に行われた歳森茂氏による一連の漁具研究など

がある。

しかし、それ以降、最近の事例報告はあまりみない。民俗事象全般に変化

が予想されるし、他地域では近年しばしば論じられる環境論からの報告は

いまだ十分でない。加えて、近代における出稼ぎや移住など漁民相互の動

きの中で、徳島県域は十分に位置づけられていない。

したがって、漁具、漁法や漁村における民俗に顕れた潜水漁従事者の漁場
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空間への認識方法、資源管理方法、空間認識について、民俗学的アプロー

チにより調査を行った。この調査により、潜水漁に関する労働と離島の環

境利用の実態を明らかにすることを目的とした。

●調査メンバー

博物館学芸員：磯本宏紀（民俗）

館外調査員：小島孝夫（成城大学文芸学部）、木村哲也（周防大島文化交

流センター）、高橋健一（日本民俗学会会員）

●調査日程と調査地

６月４日～６日：出羽島

８月２日～４日：伊島

10月22日～24日：出羽島

２月23日～25日：伊島

●調査概要および結果

調査地を阿南市伊島、牟岐町出羽島として、次のような調査分担で調査を

行い、調査地における環境利用の概要が明らかになった。

小島孝夫：離島における農の役割

木村哲也：山・畑の利用、イモ栽培、イモ食文化

高橋健一：交通・交易と生業、出稼ぎ

磯本宏紀：潜水漁における漁場利用

（2）木屋平村における空間利用の変遷に関する歴史学的・古生態学的調

査

今日、過疎化と高齢化が否応なく進み、山地は荒廃しつつあるが、かつて

は豊かな生活空間であった。その歴史的実態を歴史学及び古生態学の方法

により学際的に明らかにすることが本調査の目的である。

とくに、剣山周辺山間部の木屋平村（現在は美馬市域）には古文書が豊富

であることから、その周辺地域における調査・検討を試みようとした。
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●調査メンバー

博物館学芸員：長谷川賢二（歴史）

館外調査員：三宅 尚（高知大学理学部助教授）

●調査日程

６月5・6日 丸笹山周辺における現地調査、第１回打ち合わせ（長谷川、三

宅）

７月31日 三木家文書の調査（長谷川）

７～10月 丸笹山周辺における堆積物試料採取（三宅）

１月8・9日 第２回打ち合わせ（長谷川、三宅）、高知県梼原村の旧焼畑村

落の調査（長谷川）

３月15・16日 成果検討（長谷川、三宅、調査協力者）

●調査の概要

美馬市の旧木屋平村三ツ木に伝来する三木家文書を中心とする文献史料か

ら得られる山地利用の情報と、湿地において採取する堆積物試料の花粉分

析、植物珪酸体分析及び炭化片分析等の結果により明らかになる植生景観

の変遷とを相互に参照し、山地利用の歴史的変遷を明らかにしようとし

た。

当初は、木屋平村域において文献史料による情報の得やすい場所を選んで

湿地堆積物採取を行い、歴史学・古生態学両面からの分析の整合を図る予

定であったが、相次ぐ台風の襲来の影響を受け、十分な調整ができなかっ

た。結果的には、堆積物の採取はつるぎ町域に属する夫婦池で行われた。

そのため、堆積物の分析結果に対して、文献史料に基づく解釈を行うとい

う形となった。

●調査の成果

［1］夫婦池（女池）で得られた堆積物試料の花粉化石と炭化片の分析結

果から、次のことが明らかとなった。約800年前にはすでに、夫婦池周辺

では火災撹乱が頻繁に生じていたと推察され、ブナ、ツガを主体としつつ
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も、コナラ亜属、クマシデ属、カバノキ属なども混生したやや二次林的な

性格をもつ針広混交林が成立していた。約700年前以降には、先駆性の強

いハンノキ亜属の増加が顕著であり、また、イタドリ属、タケニグサ属、

ヒカゲノカズラ属などの混生する二次草地も分布拡大した。約600年前頃

のソバ属花粉の連続出現はやや低標高域でのソバ栽培を示唆しており、当

地域の山地利用の展開を知る上で重要である。

［2］上記の成果に基づけば、夫婦池周辺では鎌倉～南北朝時代、とくに

13～14世紀において、植生に対する人為的干渉が進んだと考えられる。そ

の「人為」がもたらされた要因については、現在のところ３点考えられ

る。

・14世紀には木屋平村最奥地（剣山直下）の山林利用、領有が進行してい

た（三木家文書）。その動向の延長があり得る。

・南北朝時代は内乱期であるから、政治的・軍事的動向の影響も想定され

る。とくに徳島県では南朝系文書が剣山周辺山間部に集中していることが

手がかりになり得る。

・山地利用に特徴をもつ存在として、木地師の活動が考えられる。た

だ、14世紀における動向を示す確かな史料はなく、検討の余地が大きい。

（3）ミドリババヤスデの種分化

ミドリババヤスデは徳島県の森林土壌中に普通に見られるヤスデ類である

が、その生態や分布等については未だ謎が多い。数年来、本種の調査を

行ってきたが、その中で本種が県内山間部において急速に複数種に種分化

している可能性があることが見出された。このような狭い地域での多発的

な種分化は陸生無脊椎動物ではほとんど報告例がなく、学術的に重要であ

ることから、本種の種分化に関する詳細な調査を計画した。

●調査メンバー

博物館学芸員：田辺 力（動物）

●調査の概要及び成果
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佐那河内村で採集したミドリババヤスデについて室内にて交尾行動の詳細

を観察した。また比較材料として岐阜県郡上市で採集したミドリババヤス

デ及びヒダババヤスデについても同様に交尾行動を観察し、さらに両種の

類縁関係をDNA分析により推定した。その結果、ミドリババヤスデでは、

雄が交尾相手の雌が同種かどうかを判断する際に交尾器形態の整合性に基

づいてしていることが判明した。

節足動物の種認識方法では臭いや行動の違いに基づくものが一般的で、今

回見出されたような形の違いに基づくものとしはトンボの例が知られてい

るだけであり、今回の発見の学術的意義は大きいと思われる。

一方、県内のミドリババヤスデの標本を詳細に観察した結果、交尾器形態

が急速に多様化していることがわかった。

これらを総合すると、徳島県で見られる本種の多発的な種分化は、交尾器

の形態整合性に基づく種認識システムを背景として、交尾器形態の急速な

多様化によってもたらされているもの考えられる。これは新たな種分化機

構の発見として注目されるものである。

この成果については三度の学会発表を行った。

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

徳島県のヒラズゲンセイの分布調査を行った。16年度は徳島市内での発生

も新たに2カ所確認できたが、発生地や個体数などの公表は行わなかっ

た。理由は前年度にインターネットでの県産標本の販売などが行われてい

るとの苦情が寄せられたためである。

［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、16年度もマーキング等の調査を行った。16

年度の秋の移動記録も多数得られ、特に徳島県から鹿児島県の薩摩半島南

西端、南西諸島の喜界島、与論島、および沖縄県沖縄本島ヤンバルの森へ
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の長距離移動が確認された。

佐藤陽一（動物・脊椎動物）

［1］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専攻との共同研究。

［2］小規模水田魚道に関する研究

徳島大学大学院工学研究科エコシステム専攻との共同研究。

［3］那賀川における回遊型カジカの保全に関する研究

徳島大学工学部建設工学科との共同研究。

［4］カワバタモロコ緊急調査

2005年8月に県下で58年ぶりに生息が確認されたカワバタモロコの分布・

生息環境調査を行った。徳島大学大学院工学研究科エコシステム専攻との

共同調査。

田辺 力（動物・無脊椎動物）

［1］県産無脊椎動物相の調査

鳴門市及び徳島市にて海産及び汽水産無脊椎動物相の調査を行った。

［2］ババヤスデ属の種分化及び形態進化についての研究を進めた（曽田

貞滋氏らと共同）。

［3］ヒラタヤスデ属の分類学的研究を進めた（R. M. Shelley氏らと共

同）。

［4］オオタニワタリ根部に生息するヤスデ類の生態学研究を進めた（唐

沢重考氏と共同）

小川 誠（植物）

［1］木沢村の植物相調査

平成16年度阿波学会の調査の一環として、木沢村の植物相調査を行った

（木下 覚、木村晴夫氏らと共同）。

［2］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、沖縄県での分布調査を
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行った。

［3］インターネットでの情報公開に関する研究

インターネットで高精度画像を公開する方法について検討した．

［4］県内産絶滅危惧種の分布調査

徳島県内の絶滅危惧植物の分布調査を行い、県内最大のアゼオトギリ群落

を発見した．

茨木 靖（植物）

［1］県産植物相の調査

神山町を中心に、徳島県の植物相の調査を行った。また、平成16年度阿波

学会の調査の一環として、木沢村の植物相調査を行った（木下覚氏らと共

同）。

［2］ススキ属他イネ科植物の比較研究

国内外各地のススキ属、ネズミガヤ属の標本について、その異同、分布な

どに関しての調査を行い成果を報告した。

［3］県内における海流散布種子の漂着状況を調査し、報告を行った（池

渕正明氏と共同）。

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。

［2］園瀬川の古流路に関する調査

地形・地質、古絵図、揚水井戸の分布、現地での聞き取り調査等に基づ

き、江戸時代初期の改修工事以前の上八万盆地内における園瀬川の古流路

の復元を試みた。

中尾賢一（地学）

［1］浅海成鮮新統～更新統の堆積環境と貝化石相の調査

高知県と長崎県で堆積構造の観察と貝化石の採集 を行った。高知県では、
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貝化石の分類学的検討を行った（一部を三本健二氏と共同）。

［2］国会議事堂に使われた内装用石灰岩の調査

国会議事堂の石材調査（東京都永田町）および露頭調査（阿南市および木

沢村）、聞き取り調査（阿南市）を行った（石田啓祐氏らと共同）。

辻野泰之（地学）

［1］上部白亜系の軟体動物化石に関する研究

異常巻きアンモナイト：バキュリテス類の分類の 検討を行った。特に北海

道蝦夷層群、米国カルフォルニアおよびアラスカから産出する個体につい

て比較調査を行った。

［2］下部白亜系の軟体動物化石に関する研究

勝浦、上勝町に分布する下部白亜系物部川層群藤川層から産出するアンモ

ナイトの分類的検討を行った。

高島芳弘（考古）

［1］石井町前山古墳群の報告書作成に向けた調査

発掘調査時に作成した図面類の整理と20ｍ前後の小さな前方後円墳の類例

を調査した。

［2］企画展『縄文の美』資料調査

青森、岩手、宮城を中心に亀ヶ岡文化関連の資料の所在調査を行った。

魚島純一（保存科学・考古）

［1］臭化メチル燻蒸に替わる燻蒸法の研究

昨年までの実験を引き継ぎ、小型の窒素発生装置を使った中型資料までの

殺虫処理を行った。装置を館外へ持ち出しての処理も実験し、その有効性

を確認した。さらに大型資料への応用についての検討を重ねた。

［2］展示室内等における害虫の生息調査

昨年に引き続き、燻蒸ガスの全廃を控えて、展示室内等での害虫の生息調

査を実施し、どの時期にどの場所でどのような害虫が捕獲できるかを調査

した。今後も継続して行い、害虫被害の防除に役立てる予定である。
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［3］鳥居記念博物館の資料保存環境の調査

鳴門市にある徳島県立鳥居記念博物館において、適切な保存環境づくりの

ための基礎資料とするために、収蔵庫や展示室などの温湿度環境の調査を

行った。

［4］外部依頼による調査、燻蒸処理等

・県教育委員会文化財課などの依頼を受け、県指定文化財の保存環境の調

査、適切な保存環境の助言および燻蒸処理等を行った。

・県立文書館等の依頼を受け、水害を受けて被災した文書資料等の真空凍

結乾燥処理を行った。

・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。

・徳島市教育委員会、阿波学会などの依頼を受け、文化財等の赤外線ＴＶ

カメラでの調査を行った。

・県内市町村教育委員会、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、脱酸素法による殺虫処理を実施し

た。

山川浩實（歴史）

［1］徳島城の石垣の築造年代に関する調査

徳島城の石垣について、野面積み・打ち込み接ぎ・切り込み接ぎの3種類

の石積み技法に分けて調査を行い、山城と平城との石垣について、3期に

わたるおおまかな築造年代を確認した。

［2］徳島城の石垣の刻印に関する調査

徳島城の正門にあたる大手門を中心に存在する文字や図形の刻印につい

て、積み石の位置確認や刻印の分類を行った。さらに徳島城の刻印と、名

古屋城・大坂城の刻印との比較検討を行った。

［3］名古屋城の石垣工事に関する調査 

徳川幕府から名古屋城の石垣工事を命じられた蜂須賀家の工事箇所につい
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て、本丸・西の丸・御深井丸の3箇所を確認した。併せて、石垣工事に伴

う蜂須賀家の刻紋調査を行った。

長谷川賢二（歴史）

［1］熊野信仰の伝播に関する調査

旧木沢村の熊野権現縁起の成立について検討を進めた。

［2］修験道当山派成立前史の再検討

神山町勧善寺所蔵大般若経巻二〇八奥書の記載を手がかりに、熊野信仰の

地方への浸透の様相や修験道当山派の成立前史の検討を試み、日本山岳修

験学会大会で報告した。

［3］四国山地における歴史意識の展開に関する研究

阿波山間部の忌部伝承、剣山周辺の南朝系文書や、祖谷山における平家伝

説を手がかりに、山間地域の歴史意識の様相を検討した。

［4］博物館評価の現状と課題についての検討

日本博物館協会の自己点検ワークショップ方式による博物館評価の意義と

課題、利用者の視点を取り入れた評価のあり方について検討した。

庄武憲子（民俗）

［1］木工道具に関する調査

寄贈を受けた木工道具の展示に向けて、道具の分類方法、使用方法、歴史

的変遷、地域的特徴に関する情報の調査、収集を行った。

［2］徳島県内の数ケ寺詣に関する調査

四国八十八ケ所の巡拝の形態のひとつとされる数ケ寺詣について、県内の

事例収集、整理を行った。

磯本宏紀（民俗）

［1］潜水漁及び漁村構造に関する研究

県南部の漁村を中心に展開される潜水漁について、その環境利用、労働慣

行、生業の複合性に関する調査を継続中である。漁村における生業選択の

論理探り、近代における移住や出稼ぎから生じた労働慣行について検討し
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た。

［2］民俗誌の記述に関する研究

主に昭和初期の民俗学確立期に書かれた民俗誌、民俗調査報告等を調査

し、民俗の変化、民俗記述の変化を検討するための材料として整理した。

また、時代性と記述法の変遷についても考察を進めている。

［3］唐竿の地域差に関する調査

旧木沢村域の教育委員会所蔵資料を中心として、唐竿の形態、材質、使用

形態などの特質について調査した。また、これらのデータをもとに地域差

についての検討も行った。なおこれらのデータは、県内を含む四国唐竿調

査の一部をなすものである。

大橋俊雄（美術工芸）

［1］県下所在の美術品の調査

［2］徳島の画家守住貫魚について、近年発見された資料に基づいて調査

を行った。

［3］飯塚桃葉・谷田忠兵衛の研究

主に新出作品を中心に調査を行った。とくに桃葉については、銘の書体に

注目した。

３. 科学研究費補助金による研究

●基盤研究(A)一般(1)：北米太平洋に分布する海成白亜系の年代層序と生

物相の精密解析（平成14～16年度）

研究代表者：棚部一成（東京大学大学院理学研究科教授）

当館の研究分担者：辻野泰之

●基盤研究(C)一般(2)：北西太平洋白亜系古地磁気層序の確率－根室層

群・下部蝦夷層群を例として（平成14～16年度）

研究代表者：小玉一人（高知大学海洋コア総合研究センター教授）

当館の研究協力者：辻野泰之

●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
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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

●徳島大学地域貢献特別支援事業「学術標本・貴重資料データベース化事

業」（平成15～16年度）

国会議事堂の徳島県産石材に関する調査（当館の協力者：中尾賢一）

●日本博物館協会・常盤大学大学院「博物館の業務改善・経営改革に資す

る自己点検の支援方法に関する調査研究」プロジェクト（平成16～17年

度） 

研究代表者：水嶋英治（常盤大学教授）

当館の研究分担者：長谷川賢二

５. 研究成果の公表

（１）徳島県立博物館研究報告第14号

2004年3月31日発行、Ｂ5判140ページ、1,200部

（＊は館外研究者）

小串重治*・鎌田磨人*・長谷川賢二：徳島県東祖谷山村落合峠における利

用・管理形態の変化とそれに伴う植生の変化．p.1－20

三本健二*・中尾堅一：高知県の鮮新統唐ノ浜層群穴内層から新たに確認さ

れた貝類化石(1).p.21-35.

中島拓*・湯浅喜久一*・梶本泰司*・岡崎真也*・志水克人*・大原賢二：ト

ダセスジゲンゴロウCopelatus nakamuraiの徳島県からの記録.p.37－41.

高橋健一*：海に潜る技術をもつ人びとの出稼ぎ－徳島県伊島の貝捕りさん

－.p.43-60.

大原賢二：アサギマダラの移動に関する徳島県の記録（2004年）.p.61-82.
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茨木靖・木下覺*：徳島県におけるナンカイヌカボ（イネ科）の記録.p.83-

84.

茨木靖・成田愛治*・佐治まゆみ*：ユノミネシダ（コバノイシカグマ科）

の四国における産地.p.85-86.

（２）博物館ニュース "Culture Club" 欄記事

大橋俊雄：「新町川渡初図」の下図．No. 55, p. 2-3.

両角芳郎：上八万盆地の園瀬川の古流路．No.56, p. 2-3.

茨木靖：ムスタン－風の谷の花々を求めて－．No. 57, p. 2-3.

磯本宏紀：写された島のくらし－出羽島の写真－ ．No.58, 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

＜植物＞

Ibaragi, Y. (2004.10) Muhlenbergia longistolon Ohwi (Gramineae), a New

record from Nepal. Journal of Japanese Botany. 79(5): 340-341.

Ibaragi, Y. (2005.3) Miscanthidium junceum subsp. teretifolium

(Poaceae); a new combination for an African grass. Journal of

Phytogeography and Taxonomy52(2): 175-178.

●一般著述（単行本・図書）

＜動物＞

大原賢二（2004.12）Insecta,Diptera,Syrphidae.Fresh-water Invertebrates

of the Malasian Region.p.826-831.

＜歴史＞

長谷川賢二（2004.6）天正の法華騒動と軍記の視線－三好長治の「物語」

をめぐって－．高橋啓先生退官記念論集編集委員会編「高橋啓先生退官記

念論集 地域社会史への試み」 ，原田印刷出版：83-108．
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長谷川賢二（2005.2）中世の伊吹山と山伏―『大原観音寺文書』が語るこ

と―．市立長浜城歴史博物館編「近江湖北の山岳信仰」 ，市立長浜城歴史

博物館・サンライズ出版：72-76．

長谷川賢二（2005.3）第２編第２章のうち ，第１節４宗教と文化；第10節

中世の寺院と神社；第12節勧善寺所蔵大般若経．神山町史編集委員会編

「神山町史 上巻」 ，神山町：203-210 ，306-315 ，323-348．

＜民俗＞

庄武憲子（2005.3）神山のくらし（第1節6 ，第4節2をのぞく）；年中行

事；人の一生．神山町史編集委員会編「神山町史 上巻」 ，神山町：615-

624 ，633-672 ，678-701 ，931-995．

●一般著述（逐次刊行物 ，その他）

＜動物＞

大原賢二(2005.3)赤坂御用地および常磐松御用邸のハナアブ科（双翅

目）．国立科博専報 ，（39）：325-331．

大久保美知子・上月康則・田代優秋・佐藤陽一・村上仁士（2004.09）徳

島県の農業水路を対象とした魚類生息環境の評価について． 第59回土木学

会年次学術講演会要旨集 ，（59）：567-568．

佐藤陽一（2004.05） 魚博士の吉野川魚図鑑 連載第10回：アカエイ．四国

三郎吉野川, 16：5．

佐藤陽一（2004.07） 魚博士の吉野川魚図鑑 連載第12回：スナヤツ

メ．17：10．

田代優秋*・上月康則*・佐藤陽一・大久保美智子*（2004.09）カダヤシと

の混成によるメダカ個体の健全性の変化について．2004年度日本魚類学会

年会講演要旨：51．

佐藤陽一・清水孝昭*・岡部健士*・渋谷雅紀*（2004.09）那賀川下流域に

おけるカジカ・アユカケの分布と生息環境．2004年度日本魚類学会年会講

演要旨：81．
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田代優秋*・上月康則*・平井直彦*・太田充宏*・佐藤陽一・村上仁士

*（2004.11）徳島県における小規模水田魚道の現地実験について．2004年

度ゴリ研究会講演要旨集：3．

佐藤陽一・清水孝昭*・岡部健士・*渋谷雅紀*（2004.11）那賀川下流域に

おけるカジカ・アユカケの生息場評価―偏りのあるデータの解析をどうす

るか？―．2004年度ゴリ研究会講演要旨集：4．

佐藤陽一（2004.12）魚博士の吉野川魚図鑑 連載第12回：ヌマチチブ．四

国三郎吉野川, 18：5．

佐藤陽一（2005.01［2004.03］）淡水魚．徳島県県民環境部環境局環境企

画課編 ，徳島県環境基本計画（資料編）：117-127．

佐藤陽一・古川学*・田代優秋*・大久保美知子*・平井直彦*・東知里*・小

笠原直紀*・上月康則*・村上仁士*（2005.03）徳島県におけるカワバタモ

ロコの分布と生息環境．第52回日本生態学会大会講演要旨集：220．

田代優秋*・上月康則*・佐藤陽一・村上仁士*（2005.03）外来魚カダヤシ

によるメダカへの影響と保全策に関する一考察．第52回日本生態学会大会

講演要旨集：322．

田辺 力（2004. 7）書評: The millipedes (Diplopoda) of the Asian part of

Russia, by E. V. Mikhaljova. Acta Arachnologica, 53: 66．

＜植物＞

Yukawa T*., J.Yokoyama *＆M.Ogawa (2004) A taxonomic revision of

Cremastra (Orchidaceae).Finding of a new species and phylogenic

implications. Journal of Plant Reserch, 117:38

真鍋邦男*・木下覺*・植北ちず子*・小川誠・片山泰雄*・木内和美*・木村

晴夫*・小松研一*（2004.3）美郷村の植物．阿波学会紀要 第50号 美郷村

総合学術調査 ，阿波学会：23-34．

池渕正明*・茨木靖（2004.12）徳島県の漂着種子と果実2. 漂着物学会会報

12: 6.

＜地学＞
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両角芳郎（2004.12）学芸員資格と学芸員の専門性．博物館研究 ，39

(12)：2-4（巻頭言）．

石田啓祐*・吉岡美穂*・岡本治香*・難波亜里子*・中尾堅一・香西武

*（2004.11）徳島県産国会議事堂大理石の研究－その１．産地と地質概

要．徳島大学総合科学部自然科学研究 ，18：15-23．

辻野泰之・前田晴良*・重田康成* (2005. 3) 米国カリフォルニア州

Sacramento Valley 北西部の上部白亜系Chico Formationについての調査報

告. 平成14-16年度科学研究補助金基盤研究(A)(1)研究成果報告書: 北米太平

洋に分布する海成白亜系の年代層序と生物相の精密解析.

重田康成*・棚部一成*・伊庭靖弘*・前田晴良*・辻野泰之 (2005.3) アラス

カ南部 ，Talkeetna山地Alfred Creekに分布する上部白亜系層序. 平成14-

16年度科学研究補助金基盤研究(A)(1)研究成果報告書: 北米太平洋に分布す

る海成白亜系の年代層序と生物相の精密解析.

＜考古＞

魚島純一（2005.3）善通寺市野田院古墳から出土した遺物に付着した赤色

顔料の蛍光Ｘ線分析について．「史跡有岡古墳群（野田院古墳）保存整備

事業報告書」 ，善通寺市教育委員会：90-91．

＜歴史＞

松下師一*・森 千枝*・日野善雄*・根津寿夫*・阿部聡美*・長谷川賢二

（2004.3）美郷村における古文書調査．阿波学会紀要 ，（50）：139-

155．

長谷川賢二（2004.3）書評と紹介 鈴木昭英著『修験道歴史民俗論集一 修

験教団の形成と展開』．山岳修験 ，（33）：67-71．

長谷川賢二（2004.4）「差別をなくす」とはどういうことだろうか．

（財）徳島県同和対策推進会編「展望2004年度」 ，（財）徳島県同和対策

推進会：18-21．

長谷川賢二（2005.2）部落史の視点―近代社会再考―．第32回美馬郡社会

人権・同和教育研究大会分科会報告書・講演録 ，美馬郡人権教育推進協議
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会：19-32．

長谷川賢二（2005.3）小杉榲邨と『徴古雑抄』．史窓 ，（35）：60-73．

＜民俗＞

庄武憲子（2004.7）徳島の河童伝承について．四国民俗 ，（36・37合併

号） ，四国民俗学会：55-82．

庄武憲子（2005.3）五か所参り・十七か所参りについて（名西郡神山町で

の聞き書き）；猿幟について（続報）；新刊紹介 高田豊輝著『栽培から染

色まで―藍染めは誰でもできる』．徳島地域文化研究 ，（３） ，徳島地域

文化研究会：36-47 ，189 ，198-199．

磯本宏紀（2004.12）鉄条打撃部をもつカラサオの受容―徳島県木沢村の

事例―；民具集積 ，(10) ，四国民具研究会：60-69．

磯本宏紀（2005.3）伊島を訪れたヘンドと呼ばれた人々；徳島地域文化研

究 ，(3) ，徳島地域文化研究会：28-35．

＜美術工芸＞

大橋俊雄（2004.10）塗師藤重に関する文献史料－藤重・藤重藤元をめ

ぐって－．漆工史27号 ，漆工史学会 ，46-64．

（４）学会・研究会等での発表（*印：館外研究者）

大久保美知子*・上月康則*・田代優秋*・佐藤陽一・村上仁士

*（2004.09）徳島県の農業水路を対象とした魚類生息環境の評価につい

て．第59回土木学会年次学術講演会（愛知）．

田代優秋*・上月康則*・佐藤陽一・大久保美智子*（2004.09）カダヤシと

の混成によるメダカ個体の健全性の変化について．2004年度日本魚類学会

年会（沖縄）．

佐藤陽一・清水孝昭*・岡部健士*・渋谷雅紀*（2004.09）那賀川下流域に

おけるカジカ・アユカケの分布と生息環境．2004年度日本魚類学会年会

（沖縄）．

田代優秋*・上月康則*・平井直彦*・太田充宏*・佐藤陽一・村上仁士
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*（2004.11）徳島県における小規模水田魚道の現地実験について．2004年

度ゴリ研究会（島根）．

佐藤陽一・清水孝昭*・岡部健士*・渋谷雅紀*（2004.11）那賀川下流域に

おけるカジカ・アユカケの生息場評価―偏りのあるデータの解析をどうす

るか？―．2004年度ゴリ研究会（島根）．

佐藤陽一・古川学*・田代優秋*・大久保美知子*・平井直彦*・東知里*・小

笠原直紀*・上月康則*・村上仁士*（2005.03）徳島県におけるカワバタモ

ロコの分布と生息環境．第52回日本生態学会大会（大阪）．

田代優秋*・上月康則*・佐藤陽一・村上仁士*（2005.03）外来魚カダヤシ

によるメダカへの影響と保全策に関する一考察．第52回日本生態学会大会

（大阪）．

田辺 力・曽田貞滋*（2004.9）雄の交尾器仮挿入による種認識：ミドリバ

バヤスデ種複合体の例．日本昆虫学会第64回大会（札幌）．

田辺 力・曽田貞滋*（2004.9）性的コンフリクトによる交尾器のサイズ多

様化と多発的種分化：ババヤスデ属の例．日本昆虫学会第64回大会シンポ

ジウム「交尾器の進化と多様性：分類学、形態学、行動学、進化学の接

点」（札幌）．

田辺 力・曽田貞滋*（2004.12）雄の交尾器仮挿入による種認識：ミドリバ

バヤスデ種複合体の例．日本動物行動学会第23回大会（福岡）．

田辺 力・曽田貞滋*（2005.3）性選択による交尾器多様化で生じる種分

化：ミドリババヤスデ種複合体．日本生態学会第52回大会（大阪）．

遊川 知久*・横山 潤*・小川 誠（2004.9）サイハイラン属は何種か？ 日本

産未記載種の発見と進化の実態．日本植物学会（藤沢）．

國府方吾郎*・齋藤由紀子*・近藤勝彦*・小川誠・小西達夫*（2004,11）

日本産広義シオン属（キク科）10種における核型と染色体上ribosomal

DNA部位の比較．日本染色体学会（岡山）

小川 誠（2004.10）徳島県産植物に関する２～３の新知見 その２．四国植

物研究会（愛媛）
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小川 誠（2005.3）ホームページの高度情報化 高精度画像の発信につい

て．博物館ホームページ推進研究フォーラム研究集会（静岡）．

両角芳郎（2003.12）徳島県立博物館の自己評価方式．文化庁平成16年度

美術館等運営研究協議会（東京）．

中尾賢一（2004. 6）口之津層群北有馬層の堆積環境と貝化石群．日本古生

物学会2004年年会（北九州）．

石田啓祐*・吉岡美穂*・岡本治香*・難波亜里子*・中尾堅一・香西武

*（2004.9）徳島県産国会議事堂大理石の地質学的位置づけ．日本地質学

会第111年総会・年会（千葉）

辻野泰之・重田康成*(2004. 6) 現生オウムガイの連室細管の切断実験とそ

の修復様式. 日本古生物学会2004年年会 (北九州).

魚島純一（2004.6）小型の窒素発生装置を用いた博物館資料の殺虫処理実

例．第26回文化財保存修復学会大会（奈良）

長谷川賢二（2004.6）博物館と地域のあいだ．徳島博物館研究会例会（徳

島）．

長谷川賢二（2004.11）14世紀における三宝院流熊野長床衆の痕跡．第25

回日本山岳修験学会大会（新宮）．

長谷川賢二（2005.3）学芸員の考える博物館の使命．第１回四国ミュージ

アム研究会（高知）．

磯本宏紀（2004.7）徳島県の山間地で使用されるカラサオ．四国民具研究

会例会（高松）．

磯本宏紀（2004.9）徳島県伊島の生業複合と漁場選択．岡山民俗学会（岡

山）．

磯本宏紀（2004.10）潜水漁における水平漁場と垂直漁場―伊島の漁場選

択の論理―．日本民俗学会年会（尼ヶ崎）．

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

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

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14

周年が過ぎ、常設展の更新（リニューアル）が大きな課題となっている

が、財政的には非常にきびしく分割案や構造的なものをあまり変えない更

新なども検討中である。いずれにしても常設展の更新はできるだけ早期に

実現したいと考えている。

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

自然誌や歴史・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。

しかしながら、予算の削減も行われ、開催回数を減らし、館蔵資料による

特別陳列の回数を増やすことも考えなくてはならなくなりつつある。

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。
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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

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16

年度は次の展示を行った。



14号（展覧）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/14_2004/tenran.htm[2012/04/30 15:49:53]

●復元青銅器

前年度～４月18日（日）

復元鋳造された青銅器を展示し、つくられた当時の青銅器のすがたを紹介

した。あわせて、銅鐸の復元鋳造を例に、当時の鋳造技術についても紹介

した。

●大名行列の世界

４月20日（火）～６月6日（日）

参勤交代や異国船警備などの行列について紹介した。

●なつかしいモノたち

６月８日（火）～10月３日（日）

近年ではあまり見かけなくなった昭和30～40年代の生活道具を展示した。

●阿波の祭り―神馬の馬具と装飾―

10月５日（火）～12月5日（日）

当館に寄託されている阿南市新野町轟神社祭礼の神馬に関する資料を中心

に、現在ではほとんど見ることがなくなった、馬の出る祭りについて紹介

した。

●徳島水平社創立80周年記念 部落解放のあゆみ

12月７日（火）～２月６日（日）

徳島県の近代における部落解放運動の展開について紹介した。

●島のくらし―伊島・出羽島―

12月７日（火）～４月17日（日）

伊島・出羽島のくらしを民具と写真により紹介した。

●谷田蒔絵－はなやかな草花のデザイン－

2月8日（火）～4月17日（日）

徳島独特の漆器である谷田蒔絵を、館蔵品によって紹介した。

（3）トピック展示

未公開資料の活用を中心として、常設展に変化をつけるため、ラプラタ記

念ホール出口に展示ケースを設置して小展示を行っている。平成16年度は
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次の展示を行った。

●牟岐大島の自然とくらし

前年度～４月４日（日）

平成14～15年度課題調査の成果を展示した。

●平成15年度新規購入資料紹介～民俗編～

４月６日（火）～６月7日（日）

平成15年度に購入した資料の一部を紹介した。

●旅をするチョウ─アサギマダラ─

６月９日（火）～10月24日（日）

アサギマダラの移動についての調査成果を紹介した。

●キクの博物誌

10月26日（火）～12月５日（日）

キクの生物としての側面、生活のなかのデザインとしての側面などについ

て紹介した。

●森のツキノワグマ

12月７日（火）～４月３日（日）

ツキノワグマの生態について紹介した。展示した。

２．企画展

平成16年度は、次の３回の企画展を行った。

（１）第１回企画展「サメの世界」

この企画展ではサメやエイ類について、形態の多様性・面白さを中心に、

進化の道筋や生活様式などについて剥製や模型、化石などを通じて紹介し

た。

●会期 平成16年4月24日（土）～5月30日（日） （33日間）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成と主な展示資料
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［１］巨大化石ザメ：ムカシオオホオジロザメの復元顎（神奈川県立生命

の星・地球博物館蔵）

［2］サメの分類学：ピラルクー剥製（当館蔵）ほか

［3］サメの解剖学：コロザメ脊柱（神奈川県立生命の星・地球博物館

蔵）ほか

［4］サメの生態学：ミツクリザメ顎、アオザメ顎（神奈川県立生命の

星・地球博物館蔵）ほか

［5］ジョーズの正体：映画ジョーズポスター（当館蔵）、ホオジロザ

メ、イタチザメ、アカシュモクザメ頭部剥製（［有］東洋近代美術研究所

蔵）ほか

［6］サメの進化：レバノン産板鰓類化石（当館蔵）ほか

［7］サメの紳士録：ジンベエザメ、ホオジロザメ、イトマキエイほか剥

製（［有］東洋近代美術研究所蔵）

［8］サメの利用：フカヒレ、ワサビおろし、健康食品ほか

●展示資料点数 合計約120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 16,704人

●企画展解説（14：00～14：30）

第1回：4月25日（日） 参加者 72人

第2回：5月9日（日） 参加者 67人

（２）第２回企画展「エビとカニ」

エビ、カニ、ヤドカリ類を含む甲殻類は動物の中では昆虫、軟体動物に次

ぐ大きなグループである。また、食べものということもあって一般にはな

じみ深い。しかしながら、その生態や分類の多様性の高さについては一般

にはあまり知られてはいないのが実状である。

この企画展ではこの知られざる甲殻類の世界を、徳島産の主な甲殻類、世

界の多様な甲殻類、カニの形をしたヤドカリ、交尾様式などについて、剥

製や飼育展示により様々な角度から紹介した。また、参加型展示として観
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覧者に展示物の絵を描いていただいて、それを展示するコーナーを設け

た。

●期間 平成16年8月12日～9月20日（月）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成

［1］甲殻類の生態等に関するトピックス

・魚の死体に群がるベニズワイガニ

・椰子の木に登るヤシガニ

・摩周湖の幻の巨大ザリガニ

・いろいろな甲殻類

・カニに似たヤドカリ

・泳ぐカニ：ガザミ類

・毒のあるカニ

・タカアシガニの交尾

・ズワイガニの配偶行動

・エビ・カニの生殖器

［2］徳島の甲殻類

・牟岐沖産甲殻類剥製

・徳島近海産甲殻類剥製

・淡水産甲殻類飼育展示

・干潟のカニ

・エビ・カニ漁法

［3］世界の甲殻類

・分類別剥製展示

・タカアシガニ簡易ジオラマ

［4］エビ・カニの絵をかこう

●展示資料点数 合計約約470点

●観覧料 一般200円／高校・大学生100円／小・中学生50円
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●期間中の観覧者数 11,965人

●企画展関連行事

［1］展示解説（各日とも14：00～15：00）

第1回：8月15日（日） 参加者13人

第2回：8月22日（日） 参加者11人

第3回：8月29日（日） 参加者15人

［2］人形劇「カニのきもち」

日時：8月12日（木）～15（日）及び29日（日）、各日とも13：30～及び

15：00の2回上演

上演：よしのがわひがたファンクラブ

会場：博物館企画展示室

参加者：延べ約550人

（３）第３回企画展「石とくらし」

この企画展では、県内での事例を中心に、古代から現代まで生活のいろい

ろな所で使われる「石」と人間生活との関わりについて紹介した．

●期間 平成16年10月22日（金）～11月28日（日）（33日間）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成主な展示資料

［1］いろいろな石

［2］古代のアクセサリー

［3］石と祈り

［4］くらしの道具

［5］鉱石

［6］石材

●主な展示資料

縄文時代のひすいの大珠（大ぶりの飾り玉）

徳島県産鉱石および関連資料
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国会議事堂に使われた徳島県産石材および関連資料

●展示資料点数 160件1140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 4,141人

●企画展関連行事

［1］徳島市中心部の地質と石材見学 10月3日 13:00～16:00 参加者16人

［2］火打ち石・石器使用実演 11月3日 企画展示室内 参加者256名

［3］勾玉をつくろう� 11月14日 13:00～16:00 参加者47人

［4］展示解説

第１回： 国会議事堂の石材 10月24日 13:00～14:30 参加者16名

第２回： 石造物 10月31日 13:00～14:30 参加者17名

第３回： 交易品としての石材 11月21日 13:00～14:30 参加者6名

３．特別陳列

（１）収蔵品展―人文コレクション―

考古・歴史・民俗・美術工芸の人文系4分野にわたり収集、収蔵された多

くの未公開資料の中から、とくに歴史的に重要な資料、話題性に富む資料

を取り上げて展示した。

●主催 徳島県立博物館

●期間 平成16年6月18日（金）～7月19日（日）

●会場 博物館企画展示室

●主な展示資料

＜考古分野＞

石臼（若杉山遺跡出土）

＜ 歴史分野＞

菅生家文書（徳島県指定文化財）、太龍寺文書、日露戦争関係資料ほか

＜ 民俗分野＞

屋台、浄瑠璃人形、箪笥、長持、風呂、経理用具（銭枡、算盤）、屋号
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印、重箱、三ツ盃、明治期花火 関係資料ほか

＜ 美術工芸分野＞

波蒔絵鞍（飯塚桃葉作・個人蔵）、鶏蒔絵印籠（飯塚桃葉作）、竹花入 銘

旅衣（伝小掘遠州作）、守 家画稿類（守住貫魚・勇魚・周漁ほか）、月に

芋図（鈴木其一筆）ほか

●観覧料 無料

●観覧者数 5,703人

●展示解説

第１回：６月２０日（日） 参加者３５人

第２回：７月１８日（日） 参加者２０人

（２）2004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・入場者

［1］2004年度文化の森同和問題啓発標語ポスター・資料展

平成16年８月7日（土）～8月15日（日）

入場者数 1,568人

［2］2004年度文化の森人権問題啓発展

平成16年12月7日（火）～12日（日）

入場者数 753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 2,321人

４．企画展示室の会場提供
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（１）第28回全国高等学校総合文化祭徳島大会

第28回全国高等学校総合文化祭（高文祭）徳島大会が平成16年７月30日～

８月３日の会期で開催され、文化の森（博物館、美術館、21世紀館）が美

術・工芸部門の展示会場となった。

博物館では、作品搬入から搬出までを含め、７月26日～８月４日の間、企

画展示室を会場として提供した。

期間を通じて延べ2,508人の入場者があった。

（２）第27回ひまわり作品展

県立養護学校・盲学校・聾学校、小・中学校障害児学級の児童・生徒の作

品展である「ひまわり作品展」は、これまで郷土文化会館を会場として開

催されてきた。しかし、16年度は一般障害者のイベント「第８回ぽいんせ

ちあフェスティバル」と同時に文化の森で開催されることになり（会期：

12月17日～19日）、12月15日～19日の間、博物館企画展室を会場として

提供した。

期間を通じて延べ3,221人の入場者があった。

５．館外での展示

（１）展示パッケージの貸し出し

県内博物館の支援及び収蔵資料の展示機会の増加を図るため、展示パッ

ケージ（テーマに応じた展示資料及びパネル、ラベルのセット）の貸し出

しを始めた。

今年度は、植物以外の各分野から１～２テーマずつを挙げてリスト化し、

徳島県博物館協議会加盟館等に配布した。その結果、問い合わせが数件あ

り、実際の貸し出しは１件あった。貸し出し内容は次のとおり（パッケー

ジ名称、貸出先、期間の順に表記）。

・なつかしいモノたち 徳島県立あすたむらんど 平成17.1.12～2.21

（２）移動展
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平成14年度に海南町立博物館において移動展「昆虫の世界」を開催した

が、以後、同様の機会はなかった。前項の展示パッケージ貸し出しを始め

たのにあわせ、パッケージをそのまま利用できない場合でも、開催館から

の要望があれば、当館で展示内容を構成し、移動展として開催するよう考

えていくことにした。結果として、藍住町歴史館 藍の館において、当館で

は２回目の移動展を開催した。

■移動展「日本画書展―江戸から昭和まで―」

●主催 藍住町歴史館 藍の館・徳島県立博物館

●期間 平成16年12月２日（木）～12月27日 （月）

●会場 藍住町歴史館 藍の館新館会議室

●展示品 

渡辺広輝筆「養老の滝図」、狩野祐勢筆「阿波鳴門図」、柴野碧海一行

書、川合玉堂筆「寒汀帰漁図」、橋本関雪筆「富嶽扇面」その他。博物館

蔵品計17点。

●入場者数 898人

６．常設展の更新及び活性化に向けての取り組み

（１）常設展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が、事業化は

実現しなかった（年報７号参照）。その後、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、依然とし

て事業化は認められていない。

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。１６年度に開催した企画展「石とくらし」では、次期常設展

の考え方を部分的に実現しようとした。

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
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も継続してきており、15年度には次の調査を行った。

・国立科学博物館新館：新設館の展示状況の調査

（２）常設展の活性化に向けての取り組み

常設展の全面更新が困難な状況にあることから、現行常設展の手直しなど

を進め、より利用しやすく、また、より変化の見えるかたちへと変えてい

くよう取り組んでいる。16年度は、次のようなことを行った。

［1］部門展示（人文）の計画的運営と広報

年度当初に年間展示替え計画を明確にし、案内チラシを配布して広報に努

めた。

［2］展示の改善

・総合展示の改善

展示室内閲覧用解説シートを設置（日本列島と四国のおいたち）したほ

か、新着資料の展示（古代・中世の阿波）、パネルの追加（徳島の自然と

くらし）なども進めた。

・博物館のバックヤードと展示がつながっていることを示すとともに、学

芸員に親しみをもってもらえるよう、学芸員の似顔絵入りパネルを掲示し

た。

［3］展示解説の促進

・受付案内員による展示解説

夏季より受付案内員による定時展示解説を始め、16年度中に48回行った。

現在は日曜日とクイズラリーのない土曜日の午後に30分程度で実施してい

る。これ以外の日には、要望があれば随時対応することにしている。

・“びっくり箱”を使った解説

昨年度に引き続き、実演用ワゴン（“びっくり箱”）を使用した展示解説

を５回実施した。

７．展示関係出版物
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■企画展図録・解説書

●第２回企画展解説書「エビとカニ」

2004年8月12日発行、Ａ4判8ページ（カラー）、700部＋友の会増刷分200

部

●第３回企画展図録「石とくらし」

2004年10月22日発行、A4判31ページ（カラー）、700部＋友の会増刷分

300部

なお、第１回企画展「サメの世界」では解説書は、作成せず、4ページ

（カラー）のリーフレットを作成して観覧者に無料配布した。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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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16年度は、年間76回の普及行事を実施した（実施計画では82回、雨天

などでの中止６回。他にクイズラリー24回を行った）。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25日(日)石オノをつくろう 参加者11人

5月23日(日)勾玉をつくろう［1］ 49人

6月13日(日)藍染めをしよう 25人

7月24日(土)火おこし［1］ 12人

8月15日(日)戦時中の食事・すいとんをつくろう 28人

8月22日(日)火おこし［2］ 34人

11月 ７日(日)土器づくり［1］ 23人

12月12日(日)土器づくり［2］ 23人

12月19日(日)正月飾りをつくろう 30人

1月23日(日)ベーゴマをまわしてみよう 33 人

2月13日(日)七草がゆをつくろう 15人
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3月20日(日)古代の乳製品をつくろう 29人

■歴史散歩

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。 

4月18日(日)脇町を歩こう 17人

5月 9日(日)辻町を歩こう 11人

5月30日(日)古墳見学? 53人

7月 4日(日)砲台場を調べよう 9人

9月19日(日)古墳見学? 32人

10月31日(日)伊島を歩こう 中止

2月27日(日)国府町歴史ウォーク 28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。16年度は

文化の森周辺のほか、香川県東かがわ市、高知県安田町、徳島市、鳴門

市、勝浦川河口、由岐町、宍喰町などで実施した。

5月16日(日)磯のいきもの? 中止

6月 6日(日)磯のいきもの? 78人

7月 4日(日)川魚かんさつ 37人

7月25日(日)漂着物を探そう！ 28人

8月 1日(日)水生昆虫のかんさつ 中止

9月11日(土)鳴く虫のかんさつ 28人

9月12日(日)河口のいきもの 26人

9月26日(日)白亜紀の地層を歩こう 24人

10月10日(日)アサギマダラをさがそう 19人

2月20日(日)貝化石のかんさつ野外観察と採集 34人

2月27日(日)貝化石のかんさつ標本づくり 19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
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顕微鏡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25日(日)春の野草かんさつ 20人

5月16日(日)アンモナイト標本をつくろう 19人

5月30日(日)電子顕微鏡で昆虫を見よう［1］ 20人

7月11日(日)恐竜の歯のレプリカをつくろう 20人

8月 1日(日)植物標本の作り方・名前の調べ方 16人

8月24日(火)標本の名前を調べる会 70人

9月 5日(日)電子顕微鏡で植物を見よう［1］ 14人

9月18日(土)ジグソー国旗で遊ぼう 17人

10月17日(日)秋の野草かんさつ 17人

12月 5日(日)電子顕微鏡で化石を見よう 18人

1月29日(土)ジグソー地図を作ろう 31人 

1月30日(日)電子顕微鏡で昆虫を見よう［2］ 34人

2月 6日(日)落ち葉の中のいきものたち［1］ 20人

2月13日(日)電子顕微鏡で植物を見よう［2］ 11人

3月 6日(日)落ち葉の中のいきものたち［2］ 19人

3月13日(日)軸物と焼物の取りあつかいと鑑賞 中止

3月13日(日)竹で遊ぼう 20人

■みどりの探検隊

4月18日(日)春の吉野川に咲く花を探そう 11人

5月 9日(日)春の母川に咲く花を探そう 中止

7月18日(日)夏の吉野川に咲く花を探そう 21人

10月 3日(日)秋の吉野川に咲く花を探そう 6人

10月10日(日)秋の母川に咲く花を探そう 中止

■みどりの工作隊
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自然の材料を使い、遊びの要素を取り入れた実習。

8月 8日(日)押し葉カルタで遊ぼう 43人

8月29日(日)葉脈標本でしおりをつくろう 37人

10月31日(日)ドングリゴマを回そう 13人

11月21日(日)リースを作ろう 35人

11月28日(日)雑草で年賀状作り 12人

■ミュージアムトーク

土曜日の午後に、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。

4月17日(土)銅鐸の謎にせまる 29人

6月19日(土)川環境と魚 9人

8月14日(土)蜂須賀家と茶の湯 22人

12月 4日(土)新選組隊士の手紙を読もう 27人 

1月15日(土)阿波忌部とその伝承 54人

3月27日(日)わかりやすい化石学 9人 

■歴史文化講座（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。16年度は５～８月に阿波海南文化村で実施した。

5月23日(日)県南の歴史と文化［1］ 26人

6月27日(日)県南の歴史と文化［2］ 30人

7月25日(日)県南の歴史と文化［3］ 36人

8月22日(日)県南の歴史と文化［4］ 22人 

■企画展関連行事

企画展開催中に、次の展示解説等の行事を行った。

●企画展「サメの世界」展示解説

第１回：４月25日（日） 参加者 72人

第２回：５月 9日（日） 参加者 67人
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●特別陳列「収蔵品展」展示解説

第１回：６月20日（日） 参加者 35人

第２回：７月18日（日） 参加者 20人

●企画展「エビとカニ」展示解説

第１回：８月15日（日） 参加者 13人

第２回：８月22日（日） 参加者 11人

第３回：８月29日（日） 参加者 15人

●企画展「石とくらし」展示解説

第１回：10月24日（日）「国会議事堂の石材」

参加者 16人

第２回：10月31日（日）「石造物」

参加者 17人

第３回：11月21日（日）「交易品としての石材」

参加者 ６人

●企画展「石とくらし」関連行事

［1］徳島市中心部の地質と石材見学

10月 3日(日) 参加者 16人

［2］火打ち石・石器使用実演

11月 3日(水) 参加者 265人

［3］勾玉をつくろう 11月14日(日) 参加者47人

■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

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10日(土) 89人（小 82・中 7・高 0）

４月24日(土) 153人（小 131・中 22・高 0）
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５月 8日(土) 128人（小 116・中 10・高 2）

５月22日(土) 153人（小 151・中 2・高 0）

６月12日(土) 140人（小 128・中 12・高 0）

６月26日(土) 123人（小 119・中 4・高 0）

７月10日(土) 108人（小 103・中 5・高 0）

７月24日(土) 127人（小 125・中 2・高 0）

８月14日(土) 123人（小 115・中 6・高 2）

８月28日(土) 110人（小 107・中 3・高 0）

９月11日(土) 119人（小 117・中 1・高 1）

９月25日(土) 113人（小 110・中 3・高 0）

10月 9日(土) 89人（小 87・中 2・高 0）

10月23日(土) 117人（小 112・中 5・高 0）

11月13日(土) 122人（小 111・中 10・高 1）

11月27日(土) 128人（小 125・中 2・高 1）

12月11日(土) 123人（小 118・中 5・高 0）

12月25日(土) 70人（小 69・中 1・高 0）

１月10日(土) 71人（小 68・中 2・高 1）

１月24日(土) 88人（小 87・中 1・高 0）

２月14日(土) 122人（小 121・中 1・高 0）

２月28日(土) 94人（小 87・中 5・高 2）

３月13日(土) 109人（小 103・中 6・高 0 ）

３月27日(土) 99人（小 94・中 5・高 0）

参加者合計 2,718人（小2,586・中122・高10）

■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（水）

小中学生を対象にクイズラリーを実施した。また，体験コーナーとして，

化石の型どり・押し花でのしおりづくり・ベーゴマをまわそうを行った。

クイズラリーに参加した子どもたちには記念品を贈呈した。
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参加者：726人

●博物館文化の日フェスティバル 11月３日（水）

小中学生を対象にクイズラリーを実施した。また，小中学生を対象に博物

館の展示資料のスケッチ大会を行い，優秀作品を表彰し，全作品を展示し

た。体験コーナーとして，ウツギの笛づくり・はく製や化石のタッチコー

ナー・土器の拓本づくりを行った。クイズラリー・スケッチ大会に参加し

た子どもたちには記念品を贈呈した。

参加者：803人

２．学校教育支援事業

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

育にとって遠足での博物館見学以外にも様々な活用ができる場であるはず

である。また、教育改革に伴う学校完全週５日制や「総合学習」の導入等

とも関連し、博物館等の社会教育機関に対して積極的な学校教育への支援

が要請されるようになった。

当館では、平成12～13年度に「博物館と学校との連携に関する研究会」を

組織し、博物館と学校との連携のあり方等について模索した。それを踏ま

え、14年度から学校教育支援事業として、学校の授業での博物館利用への

支援、学校の授業への講師派遣（出前授業）、学校への博物館資料の貸し

出し、職場体験の受け入れ等を積極的に行うことにしている。

学校にも博物館の学校教育支援事業が周知されつつあり、利用が増えてき

ている。

（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。



14号（普及教育）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/14_2004/fukyu.htm[2012/04/30 15:50:01]

［1］八万南小学校 9月22日（水） 4年生123名 

昔の道具調べ（担当：庄武・魚島）

［2］八万南小学校 10月28日（木） 3年生103名 

文化の森探険（担当：大原ほか）

［3］八万南小学校 11月 ９日（火） 3年生103名 

文化の森探険（担当：大原ほか）

（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］久勝小学校（阿波町） ４月20日（火）

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］上八万小学校（徳島市）４月27日(火)

社会科の学習「火おこし」（講師：魚島）

［3］八万南小学校（徳島市） 5月６日（木）

社会科の学習「火おこし」（講師：魚島）

［4］富岡小学校（阿南市） ５月12日（水）

社会科の学習「火おこし」（講師：魚島）

［5］上八万小学校（徳島市） ５月24日（月）

５年生71名を対象にして，総合学習で水生動物の観察を行った。（講師：

佐藤）

［6］板野南小学校（板野町）６月２日（水）

３年生35名を対象にモンシロチョウの成長と世界の昆虫の話をした。（講

師：大原）

［7］海部小学校（海部町）６月10日（木）

土器づくり（総合学習）（講師：高島） 

［8］八万南小学校（徳島市） ６月18日（金）
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昆虫の体のつくりを説明し，世界の代表的な昆虫の標本を見ながら，昆虫

の紹介を行った。（講師：大 原）

［9］八万南小学校（徳島市）７月６日（火）

園瀬川の水生昆虫の採集と観察（講師：大原）

［10］海部小学校（海部町）７月７日（水）

土器の焼成（講師：高島）

［11］北川小学校（木頭村）７月７日（水）

川魚のかんさつ（講師：佐藤）

［12］海部小学校（海部町）８月５日（木）

海部町教育委員会が実施している交流事業の一環として，勾玉づくりを

行った。（講師：魚島）

［13］小松島小学校（小松島市） ９月15日（水）

３年生36名を対象に昆虫の体とくらしについて話した。（講師：大原）

［14］鴨島小学校（麻植郡） ９月28日（火）

社会科の授業として、ひいおじいさん、おじいさんの頃に使用していた生

活道具の使い方と現在どうなっているかを説明した。（講師：庄武）

［15］富岡小学校（阿南市） 10月１日（金）

社会科「昔の生活道具」（講師：庄武）

［16］新町小学校 （徳島市） 10月12日（火）

6年生29名を対象に「地層と化石」についての授業を行った。（講師：辻

野） 

［17］横見小学校（阿南市） 11月５日（金）

6年生19名「地層と化石」（講師：中尾）

［18］木頭小学校（木頭村） 11月22日（月）

6年生11名「地層と化石」（講師：辻野）

［19］穴吹高等学校（穴吹町） 11月26日（金）

勾玉づくり（講師：魚島）

［20］上八万小学校（徳島市） 11月30日（火）

５年生73名を対象に、室内で水生昆虫の紹介と、昆虫の一般的な概要説明
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をした。（講師：大原）

（３）博物館資料の学校への貸出し

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、昨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布した。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］城西高校（徳島市） 4月14～21日

貸出資料：石鏃・トロトロ石器・須恵器 36点

利用目的：日本史

［2］上勝中学校（上勝町） 5月4～10日

貸出資料：火おこし道具 4点

利用目的：総合

［3］上勝中学校（上勝町） 6月21～28日 33点

貸出資料：復元青銅器・石鏃・トロトロ石器

利用目的：社会科

［4］椿町中学校（阿南市） 7月3～17日

貸出資料：徳島大空襲解説パネル他 37点

利用目的：総合

［5］和田小学校（東祖谷山村） 7月27日～8月2日

貸出資料：火おこし道具 14点

利用目的：親子キャンプ

［6］相生中学校（相生町） 9月16日～10月15日

貸出資料：徳島大空襲解説パネル他 37点

利用目的：総合

［7］川田西小学校（山川町） 9月20日～10月3日

貸出資料：ナウマンゾウ化石他 8点
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利用目的：理科

［8］穴吹高校（穴吹町） 9月21日～10月12日

貸出資料：火おこし道具 8点

利用目的：日本史

［9］城西高校（徳島市） 10月13～22日

貸出資料：火おこし道具 5点

利用目的：日本史

［10］城西高校（徳島市） 10月29日～11月4日

貸出資料：一遍上人絵伝 1点

利用目的：日本史

［11］上八万小学校（徳島市） 11月1日～30日

貸出資料：徳島大空襲解説パネル他 37点

利用目的：総合

［12］藍畑小学校（石井町） 11月3日

貸出資料：火おこし道具 5点

利用目的：総合

［13］津乃峰小学校（阿南市） 11月3～26日

貸出資料：火おこし道具 3点

利用目的：総合

［14］一宮小学校（徳島市） 11月11～22日

貸出資料：アンモナイト他 6点

利用目的：理科

［15］八万小学校（徳島市）11月15～22日

貸出資料：三葉虫の化石他 5点

利用目的：理科

［16］川田西小学校（山川町）11月19～27日

貸出資料：火おこし道具 2点

利用目的：総合

［17］津乃峰小学校（阿南市）12月12～25日
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貸出資料：火おこし道具 2点

利用目的：総合

（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］富岡東高校 7月23日 ６名

キャリアリサーチ

［2］阿波高校 7月28日 ２名

博物館の裏側見学、土器づくり準備、亀が岡文化のスライド鑑賞

［3］津田中学校 ８月１日～２日 ３名

普及行事準備、ガイドブック用写真撮影、貝化石クリーニング、火おこし

実習、植物標本の作製

［4］八万中学校 ９月１５～１７日 ５名

貝化石クリーニング、資料の整理、植物標本の整理

（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

し、当館職員が指導に当たった。

［1］徳島市小学校理科部会研修会 ６月17日（木）

干潟甲殻類観察（講師：田辺） 参加者40名

［2］県内公立小学校教員「やさしい理科実験・観察講座」

７月29日（木） ネイチャーゲームについて、文化の森周辺の植物採集と標

本づくり（講師：茨木）

参加者24名

［3］平成16年度10年経験者研修

・８月３日（火） 参加者42名

土器づくりと縄文の話（講師：高島） 

・８月４日（水） 参加者17名
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古代の乳製品「蘇」をつくる（講師：長谷川）

勾玉づくり（講師：魚島）

・８月６日（金） 参加者５名 

顕微鏡で見る化石（講師：中尾）

化石のクリーニング（講師：辻野）

（６）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。

［1］徳島市立高校理数科教員１名

７月28日（火） 微化石の観察（対応：中尾）

３． 博物館友の会

●会員（平成1６年度末）

個人会員（年会費 2,000円） 123人

家族会員（年会費 3,000円） 93組・336人

賛助会員（年会費 10,000円） 1 人

●役員（平成16年度）

会 長：行成正昭

副会長：和田賢次・関眞由子・両角芳郎（博物館長）

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・石尾和仁

監 査：森本康滋・川下浩子

●事業

［1］博物館出版物の増刷・頒布
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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

16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.25～27を発行し、会員に送付した。

［3］野外活動等

会員を対象とした行事を６行事１０回実施した。

○徳島城絵図ウォーク

日 時：５月１６日（日）

場 所：徳島中央公園

参加者：１５人

○自然体験「お米を作ってみよう」

日 時：６月１２日（土）、７月2４日（土）、

８月２８日（土）、１１月７日（土）、１２月５日（土）

場 所：小松島市新居見町

参加者：のべ３３人

○一泊研修会 「戦国武将蜂須賀氏のふるさとを訪ねて」

日 時：９月１１日（土）～９月１２日（日）

場 所：愛知県江南市，美和町他

参加者：３７人

○八万の昔を探ろう

日 時：10月１７日（日）

場 所：八万町

参加者：１０人

○日帰り研修会「晩秋のかやぶきの里を訪ねて」

日 時：11月2８日（日）

場 所：京都府美山町

参加者：４１人

○和三盆糖製造見学と藍染め体験
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日 時：１月２２日（土）

場 所：上板町

参加者：２９人

※８月１日（日）に予定されていた「地引き網体験」は台風接近により中

止した。

４． 普及教育関係出版物

■徳島の自然と歴史ガイド3「化石－常設展の中の四国周辺地域産化石

－」2005年3月15日発行、A5判32ページ(全ページカラー)、500部＋友の

会増刷分500部 博物館に常設展示されている四国周辺地域産化石の解説

書。友の会で増刷・頒布している。

■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16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.55（2004年６月15日発行）

Culture Club 「新町橋渡初図」の下図

企画展 「エビとカニ」

特別陳列「収蔵品展─人文コレクション─」 

情報ボックス 最近の昆虫の話題─地球は温かくなったのか？

レファレンスＱ＆Ａ モモ？それともスモモ？ 

●No.56（2004年９月17日発行）

Culture Club 上八万盆地の園瀬川の古流路

館蔵品紹介 もう一つの細川成之画像

企画展 「石とくらし」

速報 田んぼの魚道 
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レファレンスＱ＆Ａ 勝浦川の上流で採集した石は化石ですか？

●No.57（2004年12月１日発行） 

Culture Club ムスタン～風の谷へ花々を求めて～

館蔵品紹介 徳島藩大森羽田出陣絵巻

速報 アゼオトギリの群落発見 

情報ボックス 博物館と学校の連携

レファレンスＱ＆Ａ どうやって虫の害を防いでいるの？

●No.58（2005年３月25日発行）

Culture Club 写された島のくらし～出羽島の写真

企画展 「縄文の美─亀が岡文化の世界─」 

館蔵品紹介１ 手押しの一輪車 

館蔵品紹介２ アサリから真珠！

レファレンスＱ＆Ａ 徳島市にある忌部神社の由来を教えて下さい

■その他

●年間催し物案内

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

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。

●博物館の学校支援事業案内

博物館が行っている学校への支援事業を、内容別に紹介したパンフレット
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を作製し、各学校へ送付した。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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シンクタンクとしての社会貢献

博物館は、博物館活動を通じて様々な資源（資料・情報・学芸員の知識）

を蓄積している一種のシンクタンクであるということができる。これらの

資源を活用して地域社会等に貢献する活動を行うことは、博物館の重要な

役割であると考え、博物館の他の事業に差し支えない範囲で積極的に取り

組んで行くことにしている。

１．各種委員会委員等の受諾

平成16年度に博物館職員が委嘱を受けた各種委員会委員、学会役員等は次

のとおり。

両角芳郎

日本博物館協会評議員（平成16.6.21～18.3.31）

徳島県博物館協議会会長（平成16.6.8～17.3.31）

第28回全国高等学校総合文化祭徳島県実行委員会委員（平成14.6.10～

17.3.31）

徳島県教育委員会スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員会委員

（平成15.7.3～18.3.31）

第22回全国国民文化祭徳島県実行委員会委員（平成16.8.6～20.3.31）

大原賢二

徳島県希少野生動植物保全対策検討委員会委員（平成16年度）

東環状大橋建設にかかる環境モニタリング調査アドバイザー（平成16.8.16

～ ）

徳島大学汽水域生態系モニタリング手法研究会委員（平成17.3.15～

18.3.31）

佐藤陽一

とくしま川づくり委員会委員（平成13.12.15～17.12.14）
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徳島県田園環境検討委員会委員（平成15.11.26～17.11.25）

国土交通省四国地方整備局河川・渓流環境アドバイザー（平成16.5月～

17.3.31）

徳島県ビオトープアドバイザー（平成16.4.1～17.3.31）

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成15.7.1～18.6.30）

日本魚類学会標準和名検討委員会委員（平成15.4.1～ ）

徳島県希少野生動植物保全対策検討委員会委員（平成16年度）

東環状大橋建設にかかる環境モニタリング調査アドバイザー（平成16.8.16

～ ）

徳島県土木工事環境配慮アドバイザー（平成16.12.28～17.3.31）

徳島大学汽水域生態系モニタリング手法研究会委員（平成17.3.15～

18.3.31）

小川 誠

日本植物分類学会絶滅危惧植物専門第一委員会委員（平成13.7.1～

16.12.31）

徳島県田園環境検討委員会委員（平成15.11.26～17.11.25）

徳島県ビオトープアドバイザー（平成16.4.1～17.3.31）

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成15.7.1～18.6.30）

徳島県希少野生動植物保全対策検討委員会委員（平成16年度）

徳島県土木工事環境配慮アドバイザー（平成16.12.28～17.3.31）

徳島大学汽水域生態系モニタリング手法研究会委員（平成17.3.15～

18.3.31）

科学系博物館情報ネットワーク推進委員会作業部会委員（平成16年度）

田辺 力

沖縄県版レッドデータブック改訂作業ヤスデ・ムカデ類分科会委員（平成

14.12.1～ ）

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成15.7.1～18.6.30）

徳島県希少野生動植物保全対策検討委員会委員（平成16年度）

日本昆虫学会編集委員（平成14.4.1～18.3.31）
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日本土壌動物学会編集委員（平成14.5.26～16.5.29）

茨木 靖

東環状大橋建設にかかる環境モニタリング調査アドバイザー（平成16.8.16

～ ）

徳島大学汽水域生態系モニタリング手法研究会委員（平成17.3.15～

18.3.31）

山川浩實

徳島市立考古資料館協議会委員（平成15.7.1～17.6.30）

高島芳弘

徳島市立考古資料館資料展示検討委員会委員（平成16.7.1～18.6.30）

長谷川賢二

徳島県人権資料収集検討委員会委員（平成14.6.28～ ）

徳島県人権問題啓発をすすめる会専門委員（平成16.4.1～17.3.31）

本宮町史編纂委員会執筆委員（平成14.6.12～16.8月）

日本山岳修験学会理事（平成15.11月～17.11月）

徳島地方史研究会評議員（平成16.4月～17.3月）

庄武憲子

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

15.4.1～17.3.31）

川田純子

徳島県道州制等研究会公募研究員（平成16.8.24～ ）

２．講師の派遣

館外からの依頼を受けて行った講師派遣等を、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）。

４月７日 長谷川賢二 平成16年度新規採用職員研修で講演「同和問題１

（歴史） 部落史を考える」（徳島県自治研修センター）

４月19日 大橋俊雄 第23回シルバー大学上板校講演「弘法大師のもたらし
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た仏像」

５月28日 茨木 靖 福祉文化教養シリーズ「植物の野外観察」講師（社会福

祉法人カリヨン）

６月17日 田邊 力 吉野川河口干潟の甲殻類等観察・研修会講師（徳島市小

教研生活科部会）

６月25日 魚島純一 全農徳島総会で講演「銅鐸の謎にせまる」

７月1・2日 長谷川賢二 第51回四国地区人権教育研究大会大学教育分科会

で助言

7月10日 大原賢二 福祉文化教養シリーズ「昆虫のはなし」講師（社会福祉

法人カリヨン）

７月18日 田邊 力 徳島新聞カルチャーセンター夏休み親子体験講座「エビ

とカニのふしぎ」講師

７月22日 魚島純一 県立文書館平成16年度古文書保存講座「文書資料の保

存科学」講師

7月30日 山川浩實 第28回全国高等学校文化祭開会式講演「徳島県立博物館

の展示について」

８月25日 長谷川賢二 坂出市奨学生友の会（解放学習）視察研修で講演

「徳島県立博物館における人権問題に関わる取り組み」

９月9日 長谷川賢二 鳴門教育大学人権教育実習で講演「博物館と人権」

10月２日、10月30日 高島芳弘 福祉文化教養シリーズ「縄文土器作り・野

焼き」講師（社会福祉法人カリヨン）

10月13日 大橋俊雄 第24回シルバー大学穴吹校講演「仏像入門－古代から

弘法大師のころまで」

10月25日 大橋俊雄 第24回シルバー大学小松島校講演「仏像入門－古代か

ら弘法大師のころまで」

10月26日 大橋俊雄 第24回シルバー大学三加茂校で講演「仏像入門－古代

から弘法大師のころまで」

10月27日 魚島純一 徳島県高圧ガス保安大会で講演「博物館とガスの意外

な関係」
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11月１日 長谷川賢二 丈六寺秋の特別公開記念講演「天正の法華騒動と三

好長治」（丈六寺顕彰会）

12月２日 長谷川賢二 シルバー大学校大学院歴史・文化講座で講演「中世

の熊野信仰」（１・２）

12月８日 長谷川賢二 美馬郡社会人権・同和教育研究大会で講演「部落史

への一視点」

12月９日 長谷川賢二 シルバー大学校大学院歴史・文化講座で講演「阿波

の板碑」、「唱導の文芸」

12月９日 小川 誠 日本博物館協会 情報部門研修で講演「手作り情報システ

ムの勧め」

12月11日 長谷川賢二 とくしま県民カレッジとくしま人物講座で講演「小

杉榲邨の生涯と『徴古雑抄』」（徳島県立総合教育センター）

12月18日 長谷川賢二 とくしま県民カレッジとくしま人物講座で講演「小

杉榲邨と忌部神社論争」（徳島県立総合教育センター）

１月9日 小川 誠 兵庫県植物誌研究会総会で講演「染色体からみた日本産の

ヨモギ属について」

1月14日 大橋俊雄 第24回シルバー大学徳島校講演「仏像入門－古代から弘

法大師のころまで」

１月22日 長谷川賢二 徳島大学大学開放実践センター公開講座で講演「遍

路の歴史学」

1月22日 小川 誠 とくしま県民カレッジとくしまで講演 「ふるさと再発見

講座 オンリーワンとくしま学 希少植物からみたとくしまの自然」（徳島県

立総合教育センター）

１月27日 長谷川賢二 東祖谷山村人権教育推進協議会視察研修で講演「徳

島県立博物館における人権問題に関わる取り組み」

1月31日 大橋俊雄 第24回シルバー大学上板校講演「仏像入門－古代から弘

法大師のころまで」

2月3日 大橋俊雄 第24回シルバー大学鳴門校講演「仏像入門－古代から弘

法大師のころまで」
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２月15日 佐藤陽一 那賀郡小学校環境・情操教育部会研修会で講演「那賀

川の生物の生息状況から環境・情操教育を考える」

2月24日 大橋俊雄 第24回シルバー大学鴨島校講演「仏像入門－古代から弘

法大師のころまで」

３．大学教育への寄与

（１）大学非常勤講師の受諾

平成16年度に博物館職員が委嘱を受けた大学非常勤講師は次のとおり。

両角芳郎

愛媛大学農学部非常勤講師（博物館学II－博物館資料論）（平成16.4.12～

17.3.31）

高島芳弘

徳島大学総合科学部非常勤講師（博物館概論）（平成16.4.6～17.3.24）

長谷川賢二

鳴門教育大学非常勤講師（博物館特論）（平成16.4.12～17.3.31）

磯本宏紀

四国大学非常勤講師（博物館実習?）（平成16.4.1～16.9.30）

（２）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条において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数名をめどに受け入れること

にしている。

平成16年度は、８月23～27日に実習生の受け入れを行った。実習生は27人
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（男12人、女15人）で、大学別の内訳は次のとおりである。

四国大学 9人 鳴門教育大学 6人

徳島大学 4人 高知女子大学 1人

奈良女子大学 1人 佐賀大学 1人

近畿大学 1人 愛知教育大学 1人

北里大学 1人 都留文科大学 1人

京都造形芸術大学 1人

カリキュラムは別表のとおりである。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。（※別表省略）

４．学会・研究会等の運営への寄与

（１）学会・研究会等の開催

16年度に当館学芸員がお世話し、当館および文化の森の施設を会場として

開催された学会・研究会等は次のとおり。

●徳島博物館研究会第１回例会

開催日：７月10日（土）

会 場：博物館講座室

参加者：15名

（２）当館が事務局等を引き受けている学会・研究会等

●植物談話会

植物に関心のある県内同好者が、毎月１回（土曜日の18：30から）、博物

館実習室で植物分類の勉強会や採集情報等に関する意見交換を行ってい

る。

会員は約25名で、毎回10～15名の参加者がある。

●四国貝類談話会

四国地域および近隣地域在住の日本貝類学会会員を中心に構成されてお

り、観察会・談話会（年１回）、機関誌『まいご』（年１冊）を行ってい
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る。観察会・談話会には20～30名程度の参加者がある。

●四国中世史研究会

四国地域をフィールドとしている中世史研究者によって構成されており、

研究会・史料見学（年２回）、機関誌『四国中世史研究』の刊行（隔年１

冊）を行っている。

●徳島地域文化研究会

徳島における地域文化研究（民俗学的・文化人類学的視点を中心とする）

の発展と普及に寄与するとともに、徳島の地域文化研究に携わる者相互の

情報交換と連絡を図ることを目的とする研究会である。

５．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95館（園）が加盟している。４県

が持ち回りで２年ずつ事務局をつとめることになっており、平成16・17年

度は愛媛県立美術館が事務局館をつとめる。当館は徳島県幹事館になって

いる。

平成16年度の役員会及び総会は次のとおり松山市で開催された。

●16年度役員会・総会

日時：８月５日(木) 10：30～15：00

会場：愛媛県美術館

議事：平成15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

平成16年度事業計画案及び予算案について

講演：小林 真三氏（株式会社コバ代表取締役）「私を育てよう！好奇心を

旺盛にしよう！」

●研修視察

日時：８月６日（金）9：00～12：00



14号（シンクタンク）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/14_2004/sinkutanku.htm[2012/04/30 15:50:02]

場所：愛媛県美術館

内容：日本博物館協会専務理事の報告及び企画展「国際アンデルセン賞の

受賞者たち展」の視察

（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、その

後、年々加盟館が増え、平成17年３月末現在では52館になっている。な

お、事務局は当館に置かれている。

●16年度事業

［1］役員会の開催

６月８日（火）、２月22日（火）の２回、徳島県立博物館応接室にて開催

した。

［2］総会の開催

日時：６月８日（火）14：30～16：30

場所：徳島県立博物館講座室

議事：15年度事業報告並びに決算報告

監査報告

16年度役員選出

16年度事業計画並びに予算案

会則の改正

その他

講演：市橋芳則氏（師勝町歴史民俗資料館学芸員）「『昭和日常博物館』

の試み」 

［3］加盟館園の職員状況と入館者数一覧を作成して配布した。

［4］徳島県博物館協議会ニュースの発行

No. 16，17，18を発行・配布した。

［5］研修会の開催 参加者45名

日時：２月２日（水）13：00～16：30
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場所：Ｊパワー＆よんでんＷａンダーランド

内容：施設概要と事業運営についての説明

サイエンスショー

施設見学

［6］とくしまミュージアムスタンプラリーの実施

15～16年度にまたがる事業として、12月31日まで実施した。加盟館園のう

ち本ラリーに参加する46館の全館あるいは４つのエリアに分けた各エリア

全館のスタンプを集めた人の中から、抽選で10人に完走賞を、40人に地域

賞を贈呈するものである。

抽選は平成16年12月末の締切で行われ、7人の完走賞と11人の地域賞応募

者があり、全員に賞品（図書券）を贈った。

?先進地の博物館施設の調査 参加者19名

日時：11月24日（水）8：30～18：00

訪問先：金陵の郷・金比羅宮博物館

（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、33機関・団体が加入しており、

事務局は和泉市立人権文化センター、柳原銀行記念資料館、水平社博物

館、福岡県人権啓発情報センター、たかみや人権会館で組織されている。

当館は発足時から加入しており、年１回の総会に職員を派遣するほか、加

入機関との個別的な協力も行っている。

第９回目にあたる16年度総会は、９月26～27日、滋賀県大津市のアヤハ

レークサイドホテル及び栗東市立ひだまりの家で開催された。26機関・団

体から47名の参加があった。

（４）西日本自然史系博物館ネットワーク

平成12・13年度に文部科学省の委嘱を受けて行われた環瀬戸内地域自然史
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系博物館ネットワーク推進事業の継承と発展をはかるため、大阪市立自然

史博物館および兵庫県立人と自然の博物館の主導により、個人参加による

ゆるやかな連携組織としてNPO法人西日本自然史系博物館ネットワークが

平成16年４月27日付けで設立された。

平成16年度（事業年度は１月～12月）は、総会および設立記念シンポジウ

ム（２月29日・奈良県立橿原文化会館）のほか、大阪自然史フェスティバ

ルへの出展、奈良ワーキンググループの活動、学芸員向け研修会等の事業

が行われた。

本ネットワークには12月27日時点で25館園の学芸員等62名（当館からは３

名）が参加している。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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情報の発信と公開

博物館を有効に活用する利用者が増えるよう、博物館活動に関する様々な

情報を発信していくことは博物館にとって非常に重要な活動である。最近

はインターネットによる情報発信も重要な手段になっている。

博物館の事業の広報に留まらず、様々なメディアを通じて積極的に情報を

発信するよう努めている。

１．博物館の広報活動

博物館ニュース・企画展ポスター・年間催し物案内リーフレット・月間催

し物案内等の定期的発行と配布、県庁だよりへの掲載、県庁記者クラブを

通じての資料提供、催し物案内の電子メールサービス等により、博物館の

事業の広報活動を行っている。

●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 229ケ所

中学校 92

高等学校・その他学校 56

学会・研究所・同好会等 100

県および県教育委員会各課・機関 66

市町村教育委員会 50

公民館・隣保館 228

市町村および大学図書館 33

博物館施設 435

宿泊施設 38

報道関係機関等 72

●催し物案内の電子メールサービス

登録者 445名(17年３月末現在）

●報道機関への資料提供
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16年度は次のような資料提供を行った。

４月13日 トピック展示「平成１５年度新規購入資料紹介－民俗編－」の開

催について

４月19日 企画展「サメの世界」の開催について

４月22日 「県立博物館子どもの日フェスティバル」の開催について

６月８日 部門展示「なつかしいモノたち」の開催について

６月11日 特別陳列「収蔵品展─人文コレクション─」の開催について

６月21日 トピック展示「旅をするチョウ─アサギマダラ─」について

７月14日 企画展「エビとカニ」の開催について

９月７日 展示パッケージ貸し出しの開始について

９月28日 企画展「石とくらし」の開催について

10月１日 部門展示「阿波の祭り─神馬の馬具と装飾─」の開催について

10月８日 「博物館文化の日フェスティバル」の開催について

11月９日 部門展示「島のくらし─伊島・出羽島」及び「徳島水平社創立80

周年記念部落解放のあゆみ」の開催について

12月３日 県立博物館の購入資料について

１月19日 部門展示「谷田蒔絵─はなやかな草花のデザイン─」の開催につ

いて

３月14日 企画展「縄文の美─亀が岡文化の世界─」の開催について

３月15日 徳島県におけるカワバタモロコの再発見について

●企画展の新聞広告

企画展の広報として，徳島新聞に広告を出した。（各１回）

●文化の森橋への懸垂幕の設置

企画展の広報として，県に都市公園占用許可申請をして，企画展の期間

中，文化の森橋に懸垂幕を設置した。

２．テレビ・ラジオへの出演等

博物館事業のＰＲ等のためのテレビ・ラジオへの出演等を、月日・出演
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者・内容の順に記す。

４月20日 茨木 靖 四国放送テレビ「おはようとくしま」出演（道ばたの春

の野草についての解説）

５月13日 佐藤陽一 四国放送ラジオ出演（企画展「サメの世界」の紹介）

６月１日 佐藤陽一 四国放送テレビ「530フォーカス徳島」出演（アユの生

態について）

６月22日 魚島純一 四国放送ラジオ出演（部門展示「なつかしいモノた

ち」の紹介）

6月23日 山川浩實 四国放送テレビ「収蔵品展について」

７月６日 魚島純一 ＡＩテレビ出演（部門展示「なつかしいモノたち」の紹

介）

８月19日 田邊 力 四国放送ラジオ出演（企画展「エビとカニ」の紹介）

９月２日 田邊 力 ＮＨＫテレビ「イブニング徳島」出演（企画展「エビと

カニ」の紹介）

９月26日 小川 誠 四国放送テレビ「おはようとくしま」出演（桜の狂い咲

きの原因について）

３月17日 佐藤陽一 四国放送ラジオ出演（徳島県で58年ぶりに発見された

カワバタモロコ）

３．インターネットによる情報提供

（１）電子メール

希望者には電子メール（以下メール）による催し物案内を毎月行っている

(17年３月末現在の登録者445名）。

また，ホームページ等を見た人からの質問もメールで寄せられており，各

担当より回答を行っている。平成１６年度には記録されたものだけでも３

０件の問い合わせが寄せられている。

（２）ホームページ
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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(1999）年７月よりホームページ

http://www.museum.comet.go.jp/を開設した。トップページ（右図）の

アクセス数の累計および１日あたりのアクセス数は次ページのグラフのと

おりである。どちらも順調に増加しており，平成１６年度１年間でトップ

ページに約32,600件のアクセスがあった。

ホームページの内容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）

・関連活動紹介（友の会、博物館協議会など）

・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）

ホームページには内容の全文検索やサイトマップを設置し，閲覧者が目的

の内容にたどり着きやすくしている。全文検索についてはシソーラス（同

義語）辞書を用いて，たとえば，「やまざくら」，「山桜」，「ヤマザク

ラ」などの言葉で，検索しても検索できるようにしている。

データベースによる検索では，資料データベースでは人文，動物，植物，

地学の各分野ごとに収蔵資料を検索でき，資料の写真や動植物の分布図な

どが表示できる。また，当館に収蔵している図書についても，図書デ－タ

ベ－スを公開している。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。

ホームページの更新や追加は毎月の催しもの案内のように定期的に行うも

ののほか，各担当により随時行っている，平成１６年度の追加内容につい
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ては下記のとおりである。

・「徳島県立博物館の新たな試み」として，毎年発行している年報や博物

館協議会の議事録をホームページ上でも公開した。また，平成16年9月9日

に作成した中期活動目標についても掲載した。

・県民から広く博物館運営等に意見を収集するために，「ご意見コー

ナー」を設置した（2005年3月18日）．「ご意見コーナー」に投稿された

内容は，とりまとめ者にメールで送信され，内容に応じて担当者に振り分

け，そこからメールで回答を行っている。開設して日も浅いため、３月末

日までに投稿は１件のみであったが，県内の棟札に関する情報が得られ

た．

・「デジタルミュージアム」を開設し，「渡辺広輝筆 光格上皇修学院御幸

儀仗図巻（徳島県指定文化財）」や銅鐸等の貴重資料をホームページで閲

覧できるようにした。また，美術工芸資料の紹介として，高精度画像を用

いた資料紹介を行った。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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管 理 運 営・マネージメント

１．組織・職員

（１）組織図（平成17年５月１日現在）

（２）職員名簿（平成17年4月１ 日現在）

館 長 両角 芳郎

副 館 長 吉田 廣

副館長兼自然課長 大原 賢二

主 幹兼総務課長 森口 正一

＜総務課＞

総 務 課 長（庶務係長兼務）森口 正一

事 務 主 任 川田 純子

普 及 係 長 幸坂 敏行

主 事 古東 謙司

臨時補助員 宮城 佳世

文化推進員 新居 京

受付案内員 鈴木 真弓

〃 北西 奈々

〃 飯沼 美喜
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〃 尾崎 敏美

〃 河野 怜子

〃 石山 昌代

〃 福島 千晶

〃 古東 由加

＜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）

臨時補助員 市原 孝枝

文化推進員 武田 佳子

〃 廣澤 祥子

＜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） 

臨時補助員 埴渕 裕子

文化推進員 尾方めぐみ

〃 坂島美津子

（３）人事異動（平成17年4月1日付、カッコ内は前職）
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転出：斎藤 修一・商工労働部付＝とくしま産業振興機構派遣へ

転入：森口 正一・主幹兼総務課長（川島財務事務所主幹兼出納室長）

昇格：大原 賢二・副館長兼自然課長（自然課長）

（４）平成16年度非常勤・臨時職員

●臨時補助員

渡部 志保（平成16.4.1～17.3.31）

松田 裕子（平成16.4.1～17.3.31）

中川由可里（平成16.4.1～17.3.31）

●文化推進員（非常勤特別職）

松本 絵梨（平成14.4.1～17.3.31）

新居 京（平成15.4.1～ ）

柳本 和美（平成15.5.1～17.3.31）

友成 陽子（平成15.5.1～17.3.31）

●受付案内員（非常勤特別職）

小川まどか（平成13.9.1～16.8.31）

高本 順子（平成14.2.1～17.1.31 ）

岩本 和恵（平成15.2.8～17.1.31）

鈴木 真弓（平成15.4.1～ ）

北西（横田）奈々（平成15.4.1～ ）

飯沼 美喜（平成15.5.1～ ）

尾崎 敏美（平成15.11.1～ ）

河野 怜子（平成16.4.1～ ）

石山 昌代（平成16.9.1～ ）

福島 千晶（平成17.2.1～ ）

古東 由加（平成17.2.1～ ）

２．予算
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２月現計予算額（２月補正後の予算額）を上表に示す。

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。

16年度は協議会を２回開催した。

●第１回博物館協議会

日時：平成16年９月９日（木）13：30～16：00

会場：博物館講座室

議事（1）平成15年度事業の実施状況について

（2）平成16年度予算及び事業概要について

（3）｢徳島県立博物館の中期活動目標（案）」について

（4）その他

●第２回博物館協議会

日時：平成17年3月17日（木）13：30～16：00

会場：博物館講座室

議事（1）平成16年度事業の実施状況について

（2）｢徳島県立博物館の中期活動目標」の状況について

（3）その他
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４．博物館の中期活動目標の策定

21世紀を迎えてますます激しさを増す博物館をとりまく状況の変化に対応

するため、（財）日本博物館協会等の主導により、この２、３年、新しい

「博物館のあり方」や「望ましい姿」についての議論が行われてきた。そ

して、各博物館が自らの存在意義（使命）と中長期計画を内外に明示して

活動を行い、自己点検・評価を進めることにより博物館活動の改善・活性

化を図り、「博物館力」を増大させることの必要性が喚起されてきた。こ

れは、近年導入されつつある「事業評価」では博物館活動を正しく評価す

ることがむずかしく、多様な博物館活動を評価するには多様な視点が必要

であり、各館の使命や活動目標に沿った独自の評価システムの構築が必要

であるとの認識に基づくものである。

こうした状況を踏まえ、当館では15年度から博物館独自の評価システムの

構築に向けて、設置目的や当館に求められる現代的なニーズ、活動の現状

と課題、当面の活動目標、目標の達成度を計るための指標等について検討

を重ねてきた。そして、昨年３月と９月の博物館協議会での討議を経て、

「徳島県立博物館の中期活動目標」として取りまとめた。この中期活動目
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標は必ずしも完璧なものではなく、細部では見直ししていく必要がある

が、この４、５年は基本的にはこの目標に沿って計画的に活動を推進する

とともに、自己点検・評価を行い、また、博物館協議会による外部評価も

受けながら、博物館活動の改善・活性化を図って行きたい。

また、当館の中期活動目標の内容及び中期活動目標の策定に至る経緯につ

いて、平成16年12月に東京で開催された美術館等運営研究協議会（文化庁

主催）において、館長が「徳島県立博物館の自己評価方式」として事例発

表を行った。

５． 県民参加の仕組みづくり、博物館運営支援組織のあり方等の検討

（１）徳島文理大学生による博物館評価に関する研究

徳島文理大学総合政策学部４年生２名が、当館学芸員の協力を得て卒業研

究「徳島県立博物館の外部評価と活性化についての研究」に取り組んだ。

大学生にとっての県立博物館のイメージや利用実態が明確になり、その成

果が博物館協議会の議事の中で活用された。

（２）文化庁平成17年度芸術拠点形成事業への応募

博物館が地域社会において果たしてきた役割を把握するとともに、21世紀

にふさわしい地域的文化・学習拠点として、博物館が機能を発揮できる仕

組みづくりの研究を行うため、文化庁の平成17年度芸術拠点形成事業に応

募することにした。

鳴門教育大学・徳島文理大学・県立近代美術館・県立文書館と連携して

「元気な博物館づくりプロジェクト実行委員会」を設置して協議し、３月

末に企画案をまとめて応募した。

（３）準自然分類学者養成講座の実施の検討

北海道大学では文部科学省の助成を受けて「準自然分類学者養成講座」を

実施している。こうした講座の受講については県技術士会等からも要望が

あったように、県内でも需要があると考えられる。
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そこで、この講座を北海道大学総合博物館と連携して徳島でのサテライト

講座として実施できないか検討を行った。

17年度に試行的に実施する予定である。

６．視察等博物館関係来訪者

５月21日 香川県立文書館 山本秀夫氏

６月８日 高知工科大学総合研究所教授 赤澤 威氏

６月16日 兵庫県埋蔵文化財調査事務所資料保存班 中村 弘氏ほか１名

６月20日 愛媛県重信町中央公民館分館長・分館主事合同視察研修一行 48

名

６月23日 徳島県教育委員 上田利治氏

６月24日 石川県立歴史博物館 濱岡伸也氏

８月25日 坂出市奨学生友の会（解放学習）視察研修一行 20名

11月17日 富山県議会経済企画常任会一行 ８名

11月18日 秋田県立博物館 渡部 均氏

11月27日 関西大学名誉教授 網干善教氏ほか ３名

11月30日 文化庁文化財調査官 禰宜田佳男氏ほか ４名

12月７日 芦原地域生活文化問題協議会一向 48名

１月18日 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 土田健一氏

１月21日 水平社博物館長 守安敏司氏

１月27日 東祖谷山村人権教育推進協議会一行 20名

１月30日 明石市立上西厚生館運営委員会一行 40名

３月18日 國學院大學教授 小林達雄氏ほか ２名

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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中期活動目標と自己点検・評価

徳島県立博物館の中期活動目標

16年度実績と自己点検・評価

１．資料の収集・保存と活用

＜1-1＞

・H15年度を基準とした収蔵資料点数の年度増加目標値は1,709点下回った。しかし、資

料増加点数は年度ごとのばらつきが非常に大きいので（標準偏差25,807点、開館以来の

実績値に基づく）、全体的にみれば16年度がとくに低かったとはいえない。

・寄贈資料件数は、目標値より2件多く、ほぼ平年並みであった。

・受入図書冊数は予算に依存しているため、予算が縮小している中では今後の目標達成

は困難と思われる。

＜1-2＞

・新規寄託受入件数は、目標値より3件少なかったが、ほぼ平年並みと思われる。

＜1-3＞

・当初、評価項目として収蔵資料DB登録率のみをあげていた。しかし、受入資料の総点

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/04mokuhyo.htm
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数が不明なため、当初から算出不能性が問題となっていた。新たに収蔵資料DB登録数の

項目を設け、推移をみて今後目標値を設定したい。ここに示した収蔵資料DB登録率は、

収蔵資料DB登録数を単に1-1の収蔵資料点数で割った参考値である。大きなコレクショ

ンを受け入れると、登録率は低下してしまうので、現時点ではこの基準で目標値を設定

することは妥当でないと考えられる。

＜1-4＞

・資料特別利用件数は、目標値より3件多く、ほぼ平年並みであった。

・なお、資料特別利用件数には貸出以外の件数も含まれている。しかし、年報にはこの

指標のうち貸出資料の記載しかなく、両者の対応付けを今後ははかるべきだろう。

＜1-5＞

・収蔵庫等の点検回数は、実施要領がまだ定まっていないので、今回は評価できなかっ

た。

＜1-6＞

・常設展示室は、収蔵庫のような密閉可能な空間でなく、展示室全体の燻蒸が不可能な

ため、害虫などの侵入による資料の劣化の可能性が大きい。実際、植物乾燥資料等で害

虫が確認されている。

・常設展示室内の空調は温度設定のみ可能で、湿度のコントロールができない。そのた

め、時期によってはカビの発生が懸念される。

・常設展示室の構造的・設備的な問題であるので、現時点では抜本的な対策およびその

検討はなされていない。

＜1-7＞

・鳥居記念館資料の受入に当たり、収蔵スペースが著しく不足することが予想されたた

め、保存処理室1の転用を検討した。予算の確保が最大の課題。

・不定形で大型の資料の多い民俗分野では、すでに収蔵スペースがほとんどなく、考古

収蔵庫の空きスペースを流用している状況である。

・民俗分野以外でも、収蔵スペースに余裕がなくなりつつあることから、収納方法を工

夫するなどして対応している。今後、何年間で収蔵スペースがなくなるのか、その見通
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しを分野ことに検討していく必要がある。

２．調査研究

＜2-1＞

・課題別、分野別に調査研究を実施し、それぞれ成果をえた。

＜2-2＞

・成果の公表数では学芸員毎に偏りがみられた。

＜2-3＞

・外部研究機関から要請のあった共同研究が多くみられた。

＜2-4＞

・新規プロジェクトの企画が必要である。

＜2-5＞

・より積極的な取り組みが必要である。

３．展示
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＜３-１＞

・常設展観覧者数は44,669人で、目標を上回った（前年度比4,872人増）。企画展開催月

における観覧者数が増加しているので、３－２で触れる企画展観覧者数の増加が影響し

ていると考えてよいだろう。また、閑散期にあたる12・１月の観覧者数が増加している

（12月；前年比839人増、１月；同419人増）ことも注意される。この時期の部門展示

（人文）が新聞で報道されたことなどが影響したものと思われる。

・今年度の利用状況調査（3月実施）では、リピーター率は75％であり、継続的な利用

者が多数を占めていることがわかった。

なお、新規利用者が絶えず得られることも必要であるため、リピーター率については高

いほどよいというものではない。

・総合展示を中心とする展示の改善件数（部門展示［人文］の展示替えを除く）は前年

度並みで、わかりやすく親しみやすい展示、新鮮な展示を目指したが、観覧者に浸透す

るほどではなかったようである。観覧者調査でも、「変わらない」という印象が強く、

満足感を示した者は目標に満たなかった。常設展の全面リニューアルが困難な中だけ
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に、新鮮さを感じ、見てよかったと思えるような展示とするにはどのような改善方法が

あるか、検討を重ねていかなくてはならない。

＜３-２＞

・「サメの世界」「エビとカニ」がとくに多数の観覧者を得たため、企画展観覧者数は

32,810人で、目標の２倍以上あった。前年度と比べても8,000人弱の増加となっている。

・企画展は、テーマとタイミングがうまくマッチすれば大量動員が可能になるが、その

見極めは難しい。娯楽性、新規性、学術性等の諸要素を取り合わせた計画的運営が求め

られるところだが、予算の見通しが立たない状況のもと、将来的な開催計画についての

検討は不十分である。

・観覧者の満足度を調査したのは「エビとカニ」の１回だけだが、総合的に満足感を示

した割合は74％であった。目標値に満たなかったものの、質的にも一定の評価が得られ

たものと見てよいだろう。

＜３-３＞

・特別陳列等の開催回数は16回あり、目標の10回を大きく超えている。ただし、そのう

ち２回は教育委員会関係事業への企画展示室の提供であり、また、特別陳列のうち２回

は、近代美術館ギャラリーを会場とする文化の森人権啓発展である。これらを差し引い

た博物館独自の取り組み回数は12回となる。

・15年度から始めた、部門展示（人文）の計画的な展示替え、トピック展示の開催は、

今年度も継続した。これらの展示替えコーナーを目的にした観覧者もあることから、一

定の成果を挙げていると考えられる。

＜３-４＞

・移動展、パッケージ展示の貸し出しは、今年度とくに意識的に取り組みを進めた。

パッケージの貸し出しについては、県内の博物館等に案内チラシを配布して、活用を呼

びかけた。結果的に移動展、パッケージ展示ともに１件ずつ実現し、目標を達成でき

た。

・移動展については、簡単には来館できない遠隔地住民へのサービス強化や地域振興へ

の協力の観点から、今後取り組みを強化する必要がある。
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＜３-５＞

・長らく常設展の内容に関する冊子の発行ができていなかったが、今年度は常設展の化

石を取り上げた『徳島の自然と歴史ガイド』が刊行できた。今後も継続的に取り組んで

いきたい。

・展示解説等については、昨年度までのものに加え、受付案内員による常設展解説を

行ったことが新しい取り組みである。今後の課題として、部門展示（人文）やトピック

展示などの、常設展における期間限定の展示を行うコーナーの解説や利用に力を入れる

ことが挙げられる。例えば、クイズラリーの設問としての活用、企画展で恒例となって

いるのと同様、担当学芸員による展示解説の実施などの取り組みを検討すべきである。

・常設展示室の活性化や新しい利用方法について、利用者の目線に立って考えていくた

め、ボランティアの導入について検討を進めた。

＜３-６＞

・財政状況がきわめて厳しい中、常設展更新については、到底、関係方面の理解が得ら

れる状況ではない。事業としては大きな進展を見ないとしても、これまでに検討した次

期常設展の考え方を活かしながら、現行常設展の手直しや企画展を意識的に行って、内

容を煮詰めていく努力が必要である。また、先進館調査を継続し、絶えず博物館の新し

い展示動向を抑えるよう努めている。そうした経験や調査成果を、学芸員全体で共有す

る態勢づくりが不十分であることは否めないので、今後の取り組み方を検討していきた

い。

４．普及教育
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＜4-1＞

・普及行事参加者の満足度は、24行事で行ったアンケート結果から出したが、おおむね

好評であった。

＜4-2＞

・学校教育支援事業について詳しく知らない教職員も多い。今後、広報に力を入れなけ

ればいけない。

＜4-3＞

・ガイドブックを１冊出版した。新聞・雑誌の普及記事執筆については、相手からの要

望を待つだけでなく、機会あるごとにこちらから働きかけていくことも必要である。

＜4-4＞

・友の会では、会員数・継続率ともに順調に推移している。また、行事では、会員の自

主的な運営へと徐々に移行することができている。

５．シンクタンクとしての社会貢献
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＜5-1＞

・レファレンスが増えている。これは博物館の存在と役割が県民に浸透してきている結

果として評価できる。記録として残されないものが相当数に及ぶと思われるので、きち

んと記録することを心がける必要がある。

＜5-2＞

・講師派遣依頼が増えている。依頼が特定の分野の学芸員に集中することはある程度避

けがたいが、当館学芸員の重要な社会貢献の一環として、可能な範囲で前向きに対応す

ることとしたい。

・受講者数のカウント・記録方法を検討する必要がある。

＜5-3＞

・各種委員等への委嘱依頼が増えいている。特定の分野の学芸員に集中することはある

程度避けがたいが、当館学芸員の重要な社会貢献の一環として、可能な範囲で前向きに

対応することとしたい。

＜5-7＞

・当館は、徳島県博物館協議会の事務局を務めるほか、県内博物館施設の連携強化に大

きな役割を果たしている。
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６．情報の発信と公開

＜6-1＞

・資料提供件数は目標の30件/年には達しなかったものの、前年より多くなっている。博

物館からのより効果的な情報発信として、マスコミに対する資料提供を今後とも積極的

に続けていく必要がある。

・マスコミ取材・報道件数については新聞のみの数であるが、50件となっており、活発

な取材や報道が行われていることが伺える。

＜6-2＞

・広報手段の新規開拓状況では文化の森橋への企画展開催の懸垂幕の設置を行った。良

く目立つ位置にあり、来館者に対する広報効果も高いので今後とも続けていくことが望

まれる。

・マスコミ出演等件数やＥメールサービス登録件数は前年度より増加しているものの目

標値に達していないので、今後の努力が必要である。

＜6-3＞

・インターネットによる情報発信はすべて目標値に達しており、良い状態である。た

だ、発信している情報に偏りがあり、より広い内容での発信が求められている。

７．マネージメント
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＜7-1＞

・16年度は特段の取り組みは行われなかった。

＜7-2＞

・徳島文理大学生２人の卒業研究の一環として同大学生に対する博物館認知度調査が行

われ、当館が協力した。

＜7-3＞

・当館では普及行事の補助スタッフとしてボランティアを導入しているが、積極的な導

入とは言い難い。展示や調査研究など普及行事以外での県民参画についても取り組む必

要がある。

＜7-4＞

・館運営予算は15年度より約27,000千円減少した。企画展開催経費約4,000千円の削

減、資料購入費の削減と執行保留による約23,000千円の減少が主たる要因である。

・17年度は企画展開催経費が更に削減されることになっており、苦しい運営を余儀なく

されている。

＜7-5＞

・法令で定められた年２回の防災訓練は行われているが、内容がマンネリ化している嫌
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いがある。

・火災・地震、盗難等の防災、停電、けが人や病人等の発生等に備えた総合的な防災マ

ニュアルの作成が急がれる

＜7-6・7-7＞

・９月に「徳島県立博物館の中期活動目標」を策定したことは、全国的にも先駆的な取

り組みとして評価できる。

・中期活動目標を単なる作文に終わらせないよう、活動目標を意識した実践、自己点

検・評価をきちんと行い、博物館活動の改善・活性化に結びつけるという方向で、全職

員がいま一層の意識統一を図ることが大切である。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［14号目次］

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