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徳島県立博物館年報 第15号

（平成17年度）

平成18年（2006）7月31日発行

資料の収集・保存と活用

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

6. 資料の交換

7. 資料の提供

8. 館蔵資料数

9. 資料収集委員会

10. 文献資料の収集

11. 資料の燻蒸

調査研究

1. 課題調査

2. 分野別（個別）調査研究

3. 科学研究費補助金による研究

4. 他機関との共同研究

5. 研究成果の公表

展示

1. 常設展

2. 企画展

3. 特別陳列
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4. 館外での展示

5. 常設展の更新及び活性化に向けての取り組み

6. 展示関係出版物

普及教育

1. 普及行事

2. 学校教育支援事業

3. 博物館友の会

4. 普及教育関係出版物

シンクタンクとしての社会貢献

1. 各種委員会委員等の受諾

2. 講師の派遣

3. 大学教育への寄与

4. 学会・研究会等の運営への寄与

5. 博物館ネットワーク

情報の発信と公開

1. 博物館の広報活動

2. テレビ・ラジオへの出演等

3. インターネットによる情報提供

4. 外部ネットワークとの連携

5. 情報システムの変更

管理運営・マネージメント

1. 組織・職員

2. 予算

3. 博物館協議会

4. 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
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5．平成17年度文化庁芸術拠点形成事業「元気な博物館づくりプロ

ジェクト」の実施

6. 視察等博物館関係来訪者

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17年度も6名（人文3、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

園瀬川産魚類 7点

エゾシカ頭骨 1点 辻野泰之

ヒラズゲンセイ・セミほか昆虫 多数

●植物

県内各地の標本 多数

海浜生植物標本 多数

●地学

モササウルス歯 1点

大分県産岩石 2点
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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

栗坂層座二枚貝化石 1点

２．購入資料

なし

購入資料合計 0点

３．寄贈資料

●動物（脊椎動物）

イノシシ頭骨 1点 阿部保夫氏

オオアカゲラ 1点 松本久市氏

ニホンカモシカ 1点 徳島県文化財課

コルリ 1点 東條秀徳氏

四国産イシドジョウ標本 6点 洲澤譲

ヤツメウナギの一種写真 3点 徳島新聞社阿南支局

アナグマ写真 2点 徳島新聞社牟岐支局

岡山県産アユモドキ画像 7点 岡山淡水魚研究会

マムシ黒色個体 1点 徳島新聞社小松島支局

スズメ 1点 尾方めぐみ氏

コウモリの一種 1点 佐藤南海氏

牟岐川産アユカケ画像 2点 徳島新聞社牟岐支局

徳島南環状道路調査魚類標本 多数 国土交通省徳島河川国道事務所

ヤマカガシ写真 2点 福永里子氏

オオタカ 1点 吉田和人氏

ヤマドリ 1点 桜谷小学校

アオバト 1点 吉田和人氏

タシギほか鳥類 4点 曽良寛武氏

江湖川南地区ほか魚類標本 多数 徳島県農山村整備課
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野村ダム湖産ミドリガメ 2点 高橋弘明氏

スッポン 1点 岸渕隆一氏

佐那河内村産シコクトガリネズミ 1点 井口光二氏

那須産ヒメヒミズ 1点 佐藤亮氏

オオウナギ 1点 葛木憲二氏

キジバト 1点 文化の森保安センター

アカネズミほか 2点 田渕武樹氏

西祖谷山村産ヨシゴイ画像 1点 徳島新聞池田支局

竹須賀地区（川内町）産ほか魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

ニホンジカ剥製 1点 榊実氏

ゴクラクチョウほか 多数 天羽一夫氏

福井川産ナガレホトケドジョウ標本ほか 多数 大川健次氏

タシギ 1点 宮本勇氏

鳴門市カワバタモロコ調査ほか魚類標本 徳島県農山村整備課

キジ 1点 手塚喜久雄氏

ヤマドリ 1点 森芳雄氏

ハイタカ 1点 牟岐少年自然の家

岡川産魚類標本 徳島県河川課

ハイタカ 1点 長尾碩修氏

フクロウ 1点 石川茂夫氏

動物による樹皮剥ぎ跡写真 2点 岡崎秀一氏

徳島南環状道路調査魚類標本 多数 国土交通省徳島河川国道事務所

那賀川西部地区ほか調査魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

キジバト 1点 文化の森保安センター

コミミズク 1点 神野忠氏

ハイタカ 1点 吉田和人氏

ツクシガモ剥製 1点 渡辺誠氏

奥の池（脇町）産魚類標本 徳島県農山村整備課

ヤマネ 1点 森本利幸氏
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ヒミズ 1点 徳島県立農業大学校

蜂須賀正氏氏蔵書 7点 蜂須賀正子氏

徳島県農山村整備課「田んぼの生きもの調査」魚類標本 多数 徳島大学大学

院エコシステム研究科

新居浜市東川産魚類標本 多数 高橋弘明・渋谷雅紀氏

暮越池（小松島市）産魚類標本 多数 徳島県農山村整備課

イシドジョウ標本 多数 洲澤譲

マミチャジナイ 1点 石川茂夫氏

オキナワオオコウモリ 1点 佐々木健志氏

徳島県産ツキノワグマほか哺乳類剥製 25点 徳島県立県民の森資料館（徳

島県林業振興課）

水田魚道調査魚類標本 多数 徳島大学大学院工学研究科エコシステム専攻

●動物（無脊椎動物）

吉野川河口産無脊椎動物標本 多数 徳島県都市道路整備局

徳島市川内町産甲殻類標本 多数 徳島県農山村整備課

吉野川河口産無脊椎動物標本 366点 徳島県都市道路整備局

ナガミミズ亜目の一種 4点 高橋忠雄

徳島南環状道路調査底生動物標本 多数 国土交通省徳島河川国道事務所

那賀川西部地区ほか調査底生動物標本 多数 徳島県農山村整備課

●昆虫

エゾゼミ 1点 吉田正隆氏

フユシャク 2点 永井洋三氏

●植物 

徳島県産標本 多数 木下 覚氏

徳島県産標本 多数 田渕武樹氏

徳島県産標本 18点 佐治まゆみ・成田愛治氏

インドネシア産種子 9点 西山保典氏

フィリピン及びタイ産種子果実 5点 船越英伸氏

ススキ標本 1点 木場英久氏
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沖縄県石垣島産植物 2点 村上構三氏

トキワススキ 美馬町産 1点 真鍋邦男氏

オオニワゼキショウ 1点 斉藤 正氏

ミャンマー産イネ科標本 51点 高知県立牧野植物園

県民の森調査証拠標本 多数 剣山県民の森資料館

土地改良関連調査証拠標本 多数 徳島県土地改良事業団体連合会

●地学

徳島県内産化石標本ほか 19点 徳島大学地学教室

蝦夷層群産二枚貝化石 28点 辻野泰之氏

愛媛県産束沸石 1点 田邊一郎氏

イノセラムスおよびヒメバラモミ 2点 竹田秀雄氏

硫黄および石膏 ２点 佐藤陽一氏

高知県産オウムガイ化石 1点 岩田博英氏

黒曜岩 7点 魚島純一氏

珪化木および鉄砲石 34点 中根昭氏

唐ノ浜層群産貝化石 15点 三本健二氏

三葉虫、アンモナイトほか 8点 天羽一夫氏

植物化石 4点 加藤正明氏

鳴門海峡海底産貝化石 1点 小野守、澤靖彦氏

植物化石 1点 小川誠氏

栗坂層産アンモナイトほか 14点 水野吉昭・蜂矢喜一郎氏

小松島市産完新世貝化石 4点 石田啓祐氏

栗坂層産アンモナイトおよび二枚貝 2点 水野吉昭氏

羽ノ浦層産ウミシダ化石 1点 鎌田誠一氏

羽ノ浦層産ウミシダ化石 4点 大路樹生氏

岡山県産マクガイ類化石 1点 西川忠行氏

中生代化石および岩石 6点 糸魚川幸次氏

●考古

徳島県指定有形文化財考古資料 樋殿谷出土蔵骨器関係資料 18点 竹内 進氏
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●歴史

棟札 ５点 北原国雄氏

●民俗

カメラ 1点 佐藤正年氏

昭和33年の徳島市街のプリント写真

4点 高田豊輝氏

婚礼衣装打掛・長襦袢 2点 葛佐ふみ子氏

笠・目籠・蓑 ７点 北原国雄氏

竹籠 ２点 渡部武雄氏

唐竿 １点 阿芸克子氏

人寄せ用具 10点 増谷重之氏

海女用具 ４点 ハン・チュンセン氏

肥桶 １点 小林哲夫氏

盥 １点 坂崎初雄氏

●美術工芸

須木一胤資料 877点 須木成芳氏

蒔絵提重 1点 近藤 豊氏

４．寄託資料（新規分のみ）

●美術工芸

薄蒔絵煙草盆ほか 2点 鬼田洋一氏

亀画賛 閑々子筆 1点 今川一夫氏

木造十一面観音立像ほか 2点 青蓮院

梅竹蒔絵重箱ほか 3点 三谷昌敬氏

仮面ほか 25点 藤野安信氏

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」の項に記載した。
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●動物

昆虫標本 10箱 池田町教育委員会

マダラギンポ標本 1点 東京海洋大学海洋科学部

イタチ骨格標本・仮剥製 18点 京都大学理学研究科

ウミタナゴ標本 10点 京都大学総合博物館

タモロコ標本 5点 高橋弘明

●地学

メタセコイアの球果および産状写真 23点と11枚 夕張市石炭博物館

唐ノ浜産二枚貝化石 3種 筒井牧子氏（国立科学博物館）

自然金（山金および砂金） 2点 特別展Go!Go!ゴールド実行委員会

和泉層群スッポン化石および新生代貝化石 10点 きしわだ自然資料館

勝浦町産イグアノドンの歯化石(写真） 1点 小学館出版局

ジュラ系栗坂層産アンモナイト 6点 深田地質研究所

羽ノ浦層産ウミシダ化石 7点 大路樹生氏（東京大学大学院理学研究科）

チラノサウルス骨格（写真） 1点 小学館

●考古

田村谷銅鐸〔複製〕ほか 27点 海南町立博物館

古屋岩陰出土遺物ほか 30点 愛媛県歴史文化博物館

鮎川西ノ宮遺跡出土臼玉ほか 19点 徳島市立考古資料館

若杉山遺跡出土石臼ほか 19点 徳島市立考古資料館

忌部山古墳群出土資料 23点 ガレの森美術館

●歴史

近代部落史関係資料 12点 松茂町歴史民俗資料館

徳島大空襲関係資料 37点 川内中学校

灯火管制用電球笠ほか ６点 鳴門教育大学附属図書館

阿波忌部関係資料 ７点 ガレの森美術館

●民俗

鬼神面 1点 高知県立歴史民俗資料館

琺瑯看板ほか 37点 徳島市立徳島城博物館
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●美術工芸

森崎春旦筆 松に鷹図下絵ほか 3点 徳島市立徳島城博物館

村瀬魚親筆 みとものつら絵巻 1点 徳島市立徳島城博物館

須木一胤筆 徳島城図 1点 名古屋市秀吉清正記念館

渡辺広輝筆 祖谷山絵巻 1点 徳島市立徳島城博物館

６．資料の交換

●植物（受入数）

オレゴン州立大学（OSC) 140点

東北大学(TUS) 225点

７．資料の提供

●動物

スズメ 2点 北海道大学大学院地球環境科学研究科

ツキノワグマほか体毛 5点 名古屋大学環境学研究科

高知県産レッドデータ魚類データ 34点 高知大学理学部自然環境科学科

８．館蔵資料数

平成18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。

９．資料収集委員会
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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。

17年度は、委員会に諮るべき資料について教育委員会内での事前了解を得

るに至らず、委員会は開催できなかった。

１０．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）

12,048冊（平成17年度分 108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,
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Nature, Paleobiology, 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、文化人類学、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

●当館刊行物の定期発送先（平成18年３月末現在）

博物館ニュース 1,408ヶ所

博物館年報 471ヶ所

研究報告 国内 555ヶ所

国外 152ヶ所

展示解説 235ヶ所

企画展図録 自然 132ヶ所

人文 242ヶ所

１１．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。

2005年1月からはこれまでの燻蒸剤に代わって酸化エチレン製剤を使用す

る予定である。

17年度は減圧燻蒸装置による燻蒸は実施していない。
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●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。

2005年1月からはこれまでの燻蒸剤に代わって酸化エチレン製剤を使用し

ている。

17年度は2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。

17年度は、生物収蔵庫、歴史民俗収蔵庫（特別収蔵庫1・2、馴化室を含

む）において、酸化エチレン製剤の燻蒸剤を使用した全室密閉燻蒸を行っ

た。燻蒸後、使用したガスは大型の活性炭吸着装置で回収した。また、燻

蒸剤の使用量をできるだけ少なくするために、考古収蔵庫と地学収蔵庫で

はエムペントリン製剤による簡易燻蒸を実施した。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［15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低をなす活動である。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。

平成17年度は、館長を含む15名の学芸スタッフがこの業務に携わった。

１．課題調査

平成17年度は、次の４つの課題調査を行った。

（１）徳島県における水平社運動史の基礎資料調査

水平社は，近代日本における部落解放運動団体として著名であり，その活

動が人権確立に向けて果たした役割は大きい。徳島県においても1924年に

水平社が結成され，以後80年を経た。

近年，全国的には関係資料の調査研究が進められており，水平社の歴史的

意義を問い直す動きが盛んであるが，徳島県においては十分な資料調査が

行われておらず，組織・運動の実態も曖昧なままである。それはこれまで

の地域社会史研究の大きな欠落ともいえる。

そこで、徳島県における水平社運動関係資料の調査・検討を行うことによ

り，徳島県の歴史像をより豊かにしていくことはもちろん，常設展におけ

る近代史関係コーナーを充実させていく足がかりとしたいという考えか

ら、本調査を実施した。

●調査メンバー
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博物館学芸員：長谷川賢二（歴史）

館外調査員：朝治 武（大阪人権博物館）、関口 寛（四国大学経営情報学

部）、生駒佳也（徳島市立高等学校）、松山隆博（徳島県立総合教育セン

ター）

●調査日程と調査地

４月～５月：井藤家資料の撮影、デジタルデータ整理

９月17日～18日：第１回調査会

３月12日～13日：第２回調査会

●調査概要および結果

徳島県における部落解放運動史の中心人物である井藤正一の関係資料（日

記、書簡等）について、遺族の理解を得て撮影し、基礎資料を得ることが

できた。また、過去の関連研究文献をたどり、徳島県における近代部落史

研究の現状と課題を確認した。その結果、今後は井藤が先導した融和運動

の実態をとらえることが重要課題であることを確認した。

（２）カワバタモロコの生息調査

2004年9月に吉野川下流域の用水路において、コイ科の淡水魚、カワバタ

モロコの生息が58年ぶりに確認された。これまで、徳島県版レッドデータ

ブックでは「絶滅」したものとして扱われていた。本種を保全するうえで

必要不可欠な生息範囲と生息環境を明らかにする目的で、現地調査および

データの解析を行った。

●調査メンバー

博物館学芸員：佐藤陽一

●調査の概要および結果

第1発見場所を中心に、隣接域の水路をセグメント単位で56地点を設定

し、カワバタモロコを含む魚類相および物理環境（水深、流速、濁度、溶

存酸素量、水路形状、周辺環境など）を測定した．

56地点中20地点で生息が確認された。生息環境を明らかにするために、因

子分析、ロジスティック回帰分析、判別分析および分類木分析を行った。



15号（調査研究）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/15_2005/chosa.htm[2012/04/30 15:48:16]

その結果、護岸形状や植物カバーがカワバタモロコの生息に関係している

ことが示唆された。

（３）徳島県のヤスデ類

ヤスデ類は森林落葉の消費者として重要な位置を占めていることから、

ある地域にどのようなヤスデ類が生息しているか、すなわちヤスデ類相

の解明は、その地域の生態系を理解する上で欠かせないものである。徳

島県のヤスデ類相については今まで断片的な報告があるのみで、まとま

った報告はなされていない。よって、本課題では徳島県のヤスデ類相に

ついて総合的な調査を計画した。

●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

徳島県の山間部を中心に調査を行い、ミドリババヤスデ、ノコバシロ

ハダヤスデ等の生息を確認した。また、過去に採集された徳島県産ヤス

デ類の標本の同定や文献調査も行った。これらの結果を総合すると、徳

島県には少なくとも50種のヤスデ類が生息しているものと思われるが、

全貌を解明するにはさらに詳細な調査が必要である。

ヤスデ類の生息環 境についても調査を行ったところ、杉の植林が適

したものと考えられた。人為的な環境がこの群の生息に適した環境で

あることは注目に値するであろう。

（４）徳島県の海岸植物群落の昆虫相

現在、徳島県では吉野川河口部や那賀川河口部の干潟をはじめ、海岸線に

関係した道路や護岸工事が計画あるいは施工中であり、周辺の物理環境や

動植物への影響調査、モニタリング手法の研究などを行っている。

このような工事等によって影響を受けやすい海浜性植物群落や干潟、海岸

林などに生息する生物相の調査は、県立博物館として情報や資料の集積を

行っておく必要があると考え、課題調査として計画した。 

●調査メンバー
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博物館学芸員：大原賢二（動物）

館外調査者：林 正美（埼玉大学教育学部教授）

●調査の概要及び成果

5月24日、阿南市椿町

6月17日、海部郡海部町

8月20日、松茂町笹木野

9月30日、海部郡由岐町

10月25日、徳島市川内町小松海岸

2006年3月28日～30日、吉野川河口干潟、沖洲干潟；那賀川河口、大潟干

潟、海部川河口部など。

（館外調査者の都合で、今年度は3月末の１回しか調査に参加できなかっ

たため、そのほかの時期は、大原が単独での調査を行った）。

・各調査地点共に、砂の中に生息する半翅目昆虫を主な指標種として調査

を行った。シバやその他のイネ科に依存するカスミカメムシや、スナカメ

ムシなどを各地点で採集できたが、これらは徳島での記録はない。

・一昨年の台風後の影響がまだ残っているところも多く、砂が流出した

り、逆に砂に覆われて植物が見えなくなっている所など、回復にはもうし

ばらく時間がかかりそうである。

・海岸樹林の中の昆虫相の調査が十分にできていないため、次年度は樹林

の調査も重点的に行いたいと考えている。

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

徳島県のヒラズゲンセイの分布調査を行った。17年度は徳島市内での発生

も新たに2カ所確認できたが、昨年度と同様に発生地や個体数などの公表

は行わなかった。

［3］アサギマダラの移動調査
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アサギマダラの移動に関する標識再捕法による調査を17年度も継続した。

春の記録は得られなかったが、秋の移動記録は非常に多く得られた。特に

明神山から鹿児島県の南西諸島の喜界島や小宝島への記録や，沖縄県与那

国島への約1600ｋｍの長距離移動が確認されたことは特筆すべき記録と

なった。

佐藤陽一（動物・脊椎動物）

［1］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。

［2］矢作川河口周辺海域における仔アユの分布要因に関する研究

豊田市矢作川研究所の山本敏哉氏との共同研究。データ解析を担当した。

［3］ナガレホトケドジョウの生息環境に関する研究

復建調査設計株式会社の若宮慎二氏との共同研究。データ解析を担当し

た。

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）。

小川 誠（植物）

［1］藍住町の植物相調査

平成17年度阿波学会の調査の一環として、藍住町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、石川県での分布調査を

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。
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［4］県内産絶滅危惧種の保全に関する調査

徳島県内の湿地生絶滅危惧植物の分布調査を行い，ポテンシャルハビタッ

トマップを作成した（徳島大学大学院工学研究科エコシステム専攻との共

同）。

茨木 靖（植物）

［1］県産植物相の調査

徳島市を中心に、徳島県の植物相の調査を行った。 

［2］ススキ属他イネ科植物の比較研究

国内外各地のイネ植物について、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］ 県内における海流種子等の漂着状況を調査し、報告した（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。

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、

貝化石の分類学的検討を行った（高知県分は三本健二氏と共同）。

［2］ 藍住町の地形発達史に関する研究

平成17年度阿波学会の調査の一環として、藍住町地域の地形発達史に関す

る研究を行った（西山賢一氏らと共同）。

［3］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）を行った（石田啓祐氏らと共

同）。

［4］日本産アワジチヒロ属二枚貝の系統と分類に関する研究
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各地から産出するアワジチヒロ属化石の計測を行った（横川浩治氏と共

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。

［2］アンモナイト類の気室ー連室細管系破損に対する生体反応様式に関

する研究

笹川科学研究助成を受けて、アンモナイト類の気室ー連室細管系破損に対

する生体反応様式の解明を行った。

［3］上部ジュラ系坂州層群栗坂層に関する研究。

那賀町に分布する上部ジュラ系坂州層群栗坂層から産出する動物化石や堆

積相の調査を行った（佐藤正氏らと共同）。

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］那賀川流域で採集した石器類の集成。

［3］若杉山遺跡を中心とする徳島県における朱採掘遺跡の確認調査。

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

低酸素濃度処理法による殺虫処理を行った。また、大型資料に応用可能で

あると思われる大型の窒素発生装置の有効性を確認するための実験を行っ

た。

［2］展示室内等における害虫の生息調査

昨年までに引き続き，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
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行い，害虫被害の防除に役立てる予定である。

［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、保存処理等

・徳島市教育委員会、海部町教育委員会、高松市教育委員会、高知県埋蔵

文化財センター、愛媛県埋蔵文化財調査センターなどの依頼を受け、出土

文化財の蛍光Ｘ線分析による材質調査を行った。

・徳島市教育委員会の依頼を受け、出土文化財のX線透過撮影を行った。

・つるぎ町の依頼を受け，棟札の赤外線ＴＶカメラでの調査を行った。

・つるぎ町教育委員会（旧貞光町教育委員会）の依頼を受けて行っていた

江ノ脇古墳出土金属製品の保存処理を完了した。

●徳島県危機管理局・消防防災航空隊の協力を得て、徳島県内の遺跡等の

空撮を行った。（8月3日）

山川浩實（歴史）

［1］蜂須賀家の御家騒動の調査

蜂須賀家における最大の御家騒動について、当館所蔵の史料から御家騒動

の実態を調査した。

［2］近世地主の経営に関する調査

板野郡大代村の豪農岡家の経営について、当館所蔵の岡家文書をもとに、

小作経営や醸造業などから近世地主の経営について調査した。

長谷川賢二（歴史）

［1］熊野信仰史に関する調査

旧木沢村の熊野権現縁起の成立に関連する文献調査を行ったほか、鎌倉期

の熊野信仰と四国辺路に関する資料の所在調査・検討を行った。

［2］中世期書写大般若経の調査

香川県東かがわ市の若王寺所蔵大般若経の調査を行い、修験道や阿波に関
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係する記載について検討した。

［3］利用効果の検証を含めた博物館評価のあり方の検討

文化庁芸術拠点形成事業「元気な博物館づくりプロジェクト」の一環とし

て、博物館の利用効果の検証を中心に、アンケート調査の実施・分析を行

い、利用の質的側面からの評価のあり方を検討した。

庄武憲子（民俗）

［1］岡田式渡船に関係する資料の整理

特別陳列「失われた交通路 吉野川の渡し」を開催するにあたって、保存さ

れている岡田式渡船の分権契約書等の資料の整理を行った。

［2］徳島県内の八朔行事に関する資料の収集と整理

宍喰で行われている八朔の雛祭り習俗の特異性を検討するために、県内の

八朔行事の事例を収集、整理し比較した。

［3］海部地方における年棚・盆棚習俗の事例収集と整理

海部という地域において、年中行事の中心である正月と盆のまつり場、年

棚と盆棚の事例に地域的特徴が見られるか確認することを目的に、これま

で報告されてきた事例の収集、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

た。

［2］伊島潜水漁民の出稼ぎ・移住に関する民俗学的研究

阿南市伊島からの近代以降の出稼ぎ・移住に関する調査を行った。器械潜

水漁を生業とすることによって生じた出稼ぎ移住の実態と、それにとも

なった文化伝播の痕跡を明らかにすることを目的として検討した。 

［3］唐竿の地域差に関する調査

藍住町における唐竿の形態、材質、使用形態などの特質について調査し
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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］県下所在美術工芸品の調査

［2］須木一胤資料の調査

徳島師範学校教師であった須木一胤の業績を調べ、遺品を整理調査した。

［3］飯塚桃葉の研究

阿波藩御用蒔絵師飯塚桃葉について、最新の研究動向をふまえつつ伝記と

作品の調査研究を行った。

３. 科学研究費補助金による研究

●若手研究（B)：伊島潜水漁民の出稼ぎ・移住に関する民俗学的研究（平

成17年度～19年度）

研究代表者：磯本宏紀

●笹川科学研究助成：アンモナイト類の気室ー連室細管系破損に対する生

体反応様式の解明

研究代表者：辻野泰之

４. 他機関との共同研究

●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

●若王寺所蔵大般若波羅多経調査会「財団法人赤澤記念財団奨励助成 若王

寺所蔵大般若波羅多経調査」（平成17～18年度）

研究代表者：山西 仁（東かがわ市文化財保護審議会副会長）

当館の研究分担者：長谷川賢二
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５. 研究成果の公表

（１）徳島県立博物館研究報告第15号の発行

2006年3月31日発行、Ｂ5判164ページ、900部

（＊は館外研究者）

論文

三本健二*・中尾賢一：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(2) ．p. 1-14.

清水孝昭*：愛媛県伊予灘島嶼部沿岸域より得られた魚類 ．p. 15-64.

清水孝昭*・高橋弘明*・渋谷雅紀*：愛媛県西条市の淡水魚類 ．p. 65-114.

小川誠・田渕武樹*：徳島県産植物ノート(2) －徳島県新産４種－ ．p. 115-

120.

調査報告

大原賢二：アサギマダラの移動に関する徳島県の記録（2005年） ．p.

121-155.

短報

茨木靖・佐治まゆみ*・成田愛治*：徳島県から新たに発見された帰化植物

アメリカカニツリDanthonia spicata (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.（イ

ネ科） ．p. 157-158.

魚島純一：徳島県立鳥居記念博物館の展示室および収蔵庫における温湿度

変化 ―空調設備のない博物館施設における湿度制御の可能性について―

．p. 159-164.

（２）公表論文・報告・記事等一覧（*印：館外研究者）

●動物

〈論文・調査報告〉（☆：査読付学術雑誌）

☆Dusek-Soo Choi, Kenji Ohara and Ho-Yeon Han(2006). Taxonomic

notes on the Volucella pellucens species group (Diptera: Syrphidae) with

a description on one species from the Eastern Palaearctic. Zootaxa,
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(1185): 1-19.

☆Shelley＊, R. M., C. T. McAllister＊, T. Tanabe (2005.12) A synopsis of

the milliped genus Brachycybe Wood, 1864 (Platydesmida:

Andrognathidae). Fragmenta Faunistica, 48 (2): 137-166.

Sato, Y. and T. Okabe．2005.05．Influences of benthic fine particulate

matter on stream fishes.The 7th Indo-Pacific Fish Conference Abstract

Book: 196．

Tashiro, Y., Y. Kozuki, Y. Sato, M. Okubo and H. Murakami.

2005.07．Influence of connectivity of irrigation calal with a river on fish

community in a suburban area. 3rd annual Joint Seminar between Japan

and Korea on Ecology and Civil Engineering annexed to Workshop on

International Network for River Restoration (Nagoya University): 35-40．

☆田代優秋・上月康則・佐藤陽一・大久保美知子・村上仁士．2006．都市

近郊農業水路の魚類群集に及ぼす水路構造と河川との連続性の影響．水工

学論文集，50(): 1219-1224．

〈普及的記事〉

大原賢二（2005.6）キュウシュウエゾゼミ.徳島県立博物館ニュース（館蔵

品紹介）,（59）：4．

大原賢二（2005.9）「似ている？似ていない？」擬態はどこまで効くか.徳

島県立博物館ニュース

（Culture Club）.（60）：2-3

佐藤陽一．2005.05．さかな博士の吉野川魚図鑑 連載第13回：カワバタモ

ロコ．四国三郎吉野川，19: 5．

佐藤陽一．2005.07．さかな博士の吉野川魚図鑑 連載第14回：ボウズハ

ゼ．四国三郎吉野川，20: 10．

佐藤陽一．2005.12．さかな博士の吉野川魚図鑑 連載第15回：シマドジョ

ウ．四国三郎吉野川，21: 6．

佐藤陽一（協力）．2005.12．「さかな博士の川魚かんさつ」に約30名が

参加．時間を忘れて魚を追いかけました．四国三郎吉野川，21: 6．
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佐藤陽一．2006.03．駿河湾での深海魚採集．研究職評ニュース，(91): 1．

田辺 力（2005.6）クラゲ,サンゴ,イソギンチャク,は同じグループなのに形

が違っていて不思議です.徳島県立博物館ニュース（Q＆A）,（59）：7

●植物

〈論文・調査報告〉（☆：査読付学術雑誌）

茨木 靖：出土植物遺体について．徳島県教育委員会・徳島大学埋蔵文化財

調査室編，庄（庄・蔵本）遺跡ー徳島大学蔵本団地体育館建設に伴う発掘

調査報告書ー，p.41-43.

☆茨木 靖・木場英久* (2005.10) 日本新産帰化植物イネ科ヒッパリガヤ. 植

物研究雑誌. 80（4）：250-251.

池渕正明*・茨木 靖(2005.12) 徳島県由岐町鹿ノ首岬東浜へ漂着したプラス

チック浮子の季節変化. 漂着物学会誌 3: 13-17.

Ibaragi, Y. (2006. 3). Gramineae. In: N. Tanaka et al (eds.), The Flowering

plants of Mt. Popa, Central Myanmar. MAKINOA: 83-88. 

木下 覚＊・茨木 靖・植北ちず子＊・小川 誠・片山泰雄＊・木村晴夫＊・

小松研一＊・佐治まゆみ＊・成田愛治*

（2005.3）木沢村の植物．．阿波学会紀要 第51号 木沢村総合学術調査，

阿波学会：37-53．

茨木 靖・佐治まゆみ・成田愛治（2006.3）.徳島県から新たに発見された

帰化植物アメリカカニツリ

Dantehonia (L.)P.Beauv.exRoem&Schult.(イネ科).徳島県立博物館研究報

告,（16）：157-158.

☆Funamoto T.* & M. Ogawa (2004) A comparative study in cytological

characters of Japanese species of Leucosceptrum, Lamiaceae (Labitae).

Chromosome Science 8:109-113.

小川 誠・田淵武樹（2006.3）.徳島県産植物ノート（2）-徳島県新産4種-徳

島県立博物館研究報告,（16）：115-120

〈普及的記事〉
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小川 誠（2005.12）ナルトサワギクとヒロハフウリンホオズキ.博物館

ニュース（館蔵品紹介）,（61）：4.

茨木 靖（2005.6）標本交換：オレゴンの花がやってきた.徳島県立博物館

ニュース（情報ボックス）,（59）：

●地学

〈単行本・図書〉

中尾賢一・石田啓祐*（2005.8）：徳島県の沖積層．日本の地質増補版編

集委員会編，日本の地質増補版, p.303．

〈論文・調査報告〉

中尾賢一：庄遺跡徳島大学蔵本団地体育館地点から出土した貝類について

のコメント．徳島県教育委員会・徳島大学埋蔵文化財調査室編，庄（庄・

蔵本）遺跡ー徳島大学蔵本団地体育館建設に伴う発掘調査報告書ー，p.38-

40.

石田啓祐*・元山茂樹*・吉岡美穂*・岡本治香*・西山賢一*・橋本寿夫*・

森江孝志*・中尾賢一・小澤大成*・香西武*・辻野泰之．徳島県木沢村地域

の秩父ー黒瀬川帯海底火山噴出物の組成と随伴層の微化石年代．阿波学会

紀要，(51)：p. 9-16．

石田啓祐*・岡本治香*・吉岡美穂*・辻野泰之・中尾賢一・香西武*．南部

黒瀬川帯の坂州不整合と上部三畳系寒谷 層．阿波学会紀要，(51)：p. 17-

23．

石田啓祐*・岡本治香*・辻野泰之・中尾賢一・香西武*・HIRSCH

Francis*（2005.12）：四国東部の南部黒瀬川帯上部三畳系寒谷層と坂州不

整合：層序，堆積相，フォーナ．徳島大学総合科学部 自然科学研究 19:

19-29.

三本健二・中尾賢一：高知県の鮮新統唐の浜層群穴内 層から新たに確認さ

れた貝類化石（2）.

徳島県立博物館研究報告（16）：1-14.

〈普及的記事〉
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両角芳郎（2005.9）昨年,園瀬川沿いで噴砂が見られたというのはほんとう

ですか？徳島県立博物館ニュース（Q&A）,（60）：7

辻野泰之（2005.9）ナノナビス類の化石（白亜紀二枚貝）.徳島県立博物館

ニュース（館蔵品紹介）,（60）：4

●考古

〈論文・調査報告〉（☆：査読付学術雑誌）

魚島純一（2006.3）芝遺跡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．芝遺跡 海部小学校体育館・校舎建設に伴う発掘調査報告

書，海部町教育委員会：120-121．

魚島純一（2006.3）徳島県立鳥居記念博物館の展示室および収蔵庫におけ

る温湿度変化－空調設備のない博物館施設における湿度制御の可能性につ

いて－．徳島県立博物館研究報告，（16）：159--164．

〈普及的記事〉

高島芳弘（2005.5）縄文の美［1］ 赤漆塗り壷形土器（重文） 徳島新聞夕

刊記事

高島芳弘（2005.5）縄文の美［2］ 赤漆塗り櫛 徳島新聞夕刊記事

高島芳弘（2005.5）縄文の美［3］ 遮光器土偶（重文） 徳島新聞夕刊記事

高島芳弘（2005.5）縄文の美［4］ 石刀 徳島新聞夕刊記事

高島芳弘（2005.5）縄文の美［5］ 腰飾り 徳島新聞夕刊記事

高島芳弘（2005.5）縄文の美［6］ 喜田貞吉と是川遺跡 徳島新聞夕刊記事

魚島純一（2005.6）保存するということ.徳島県立博物館ニュース

（Culture Club）,(59):2-3.

●歴史

〈単行本・図書〉

長谷川賢二（2005.7）水主神社経函の材木．唐木裕志・橋詰 茂編「中世の

讃岐」，美巧社：198-199．

〈論文・調査報告〉（☆：査読付学術雑誌）

長谷川賢二（2005.5）四国山系における山地利用の歴史．鎌田磨人編，
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「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年度～平成16年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）（2）研究

成果報告書）」：17-23．

小串重治*・鎌田磨人*・長谷川賢二（2005.5）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．鎌田磨人編，「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年度～平成16年度科学研究費補助金（基盤研究（Ｂ）（2）研究成果報

告書）」：25-43．

長谷川賢二（2005.8）一四世紀の阿波における三宝院流熊野長床衆の痕跡

とその周辺－徳島県神山町勧善寺所蔵大般若経巻二〇八奥書をめぐって

－．四国中世史研究，（8）：1-18．

長谷川賢二（2006.3）阿波足利氏の守札．朱，（49）：54-66．

長谷川賢二（2006.3）第１章 元気な博物館づくりプロジェクトの経過；第

２章 アンケート調査から見た徳島県立博物館の意義と課題．元気な博物館

づくりプロジェクト実行委員会編，「元気な博物館づくりプロジェクト?親

しまれる博物館を目指す評価手法の開発? 報告書」，元気な博物館づくり

プロジェクト実行委員会：9-20，21-96．

〈普及的記事〉

山川浩寶（2005.9）焼け野原の徳島市街．徳島県立博物館ニュース（情報

ボックス）,（60）：6.

山川浩寶（2006.3）蜂須賀家のお家騒動．徳島県立博物館ニュース

（Culture Club）,（62）：2-3.

長谷川賢二（2005.4）江戸時代に大衆化した四国八十八カ所巡り．日経マ

スターズ，（34）；42-43．

長谷川賢二（2005.4）徳島水平社創立八〇周年記念展を終えて．（財）徳

島県同和対策推進会編，「人権問題テキスト 展望2005年度」，（財）徳島

県同和対策推進会：18-24．

長谷川賢二（2005.11）紙碑 小山靖憲先生を偲んで．山岳修験，（36）：

94．
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長谷川賢二（2005.12）南北朝時代の写経と山伏?神山町勧善寺所蔵大般若

経を例として?．徳島県立博物館ニュース（Culture Club）,（61）：2-3．

●民俗

〈単行本・図書〉

庄武憲子（2006.3）図版解説 動物を描いた小絵馬，（財）徳島県文化振興

財団徳島県郷土文化会館民俗文化財編集委員会編「民俗文化財集 第20集?

館蔵品?石井真之助小絵馬コレクション」，（財）徳島県文化振興財団徳島

県郷土文化会館：129-133．

〈論文・調査報告〉（☆：査読付学術雑誌）

庄武憲子（2006.3）海部地方の年棚と盆棚?特集「海部地方の民俗」にむ

けて．徳島地域文化研究，（4），徳島地域文化研究会：74-83．

磯本宏紀（2005.10）季節労務と器械潜水漁?徳島県伊島からの出稼ぎ．四

国民俗，(38)，四国民俗学会：10-35．

磯本宏紀（2006.3）漁場選択・漁法選択の論理から?伊島・出羽島におけ

る里海利用．徳島地域文化研究，(4)，徳島地域文化研究会：19-36．

〈普及的記事〉

庄武憲子（2006.3）新刊紹介 阿南市女性ボランティア文化財愛護コース

『ふるさと阿南 むかしばなし』．徳島地域文化研究（4），徳島地域文化

研究会：129-130．

磯本宏紀（2005.7）第5番札所 無尽山地蔵寺；第6番札所 温泉山安楽寺；

第7番札所 光明山十楽寺；第8番札所 普明山熊谷寺；第23番札所 医王山薬

王寺．郵趣サービス社編，「四国八十八ヶ所の文化財遺産 シリーズ切手コ

レクション」第2集，郵趣サービス社．

磯本宏紀（2005.12）阿波踊りはもともと,死者の霊を慰めるための踊りだ

と聞いたことがありますが・・・県内にはほかにどんな盆踊りがあいます

か？徳島県立博物館ニュース（Q&A）,（61）：7.

●美術工芸

〈普及的記事〉
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大橋俊雄（2005.12）須木一胤の資料が寄贈されました.博物館ニュース

（情報ボックス）,（61）：6.

（４）学会・研究会等での発表（*印：館外研究者）

市川俊英＊・大原賢二（2005.07）落葉性コナラ属植物の樹液・樹洞を利

用するハナアブ類について．日本昆虫学会四国支部第44回大会（徳島）．

大原賢二（2005.09）徳島県における指定管理者制度の考え方．日本昆虫

学会第65回大会，小集会（昆虫担当学芸員協議会）（岡山）．

Sato, Y. and T. Okabe*．2005.05．Influences of benthic fine particulate

matter on stream fishes. The 7th Indo-Pacific Fish Conference (Taipei)．

Tashiro, Y.*, Y. Kozuki*, Y. Sato, M. Okubo* and H. Murakami*.

2005.07．Influence of connectivity of irrigation calal with a river on fish

community in a suburban area. 3rd annual Joint Seminar between Japan

and Korea on Ecology and Civil Engineering annexed to Workshop on

International Network for River Restoration (Nagoya)．

唐沢重考＊・佐々木健志＊・肘井直樹＊・B. Frederic＊・B.Lucio＊・萩野

康則＊・林 正美＊・伊藤良作＊・岸本年郎＊・中村修美＊・布村 昇＊・須

磨靖彦＊・田中真悟＊・田辺 力・谷川明男＊（2005. 5）．ヤンバルの森

における着生植物オオタニワタリの土壌動物群集II．日本土壌動物学会第

28回大会（名古屋）．

田辺 力・曽田貞滋＊（2005. 6）．交尾器多様化による種分化：ミドリバ

バヤスデ種複合体．日本動物分類学会第41回大会（徳島）．

田辺 力・曽田貞滋＊（2005. 7）．交尾器多様化による種分化：ミドリバ

バヤスデ種複合体．第115回徳島生物学会公開シンポジウム（徳島）．

田辺 力・曽田貞滋＊（2005. 8）．交尾器多様化による種分化：ミドリバ

バヤスデ種複合体．第7回日本進化学会大会ワークショップ

「交配形質の進化と種分化」（仙台）．

田辺 力・曽田貞滋＊（2005. 9）．ヤスデにおける交尾器の鍵と鍵穴．日

本昆虫学会第65回大会（岡山）．
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小川 誠（2005.11）徳島県産植物に関する２～３の新知見 その3．四国植

物研究会（高知）．

E. Harada*, M. Ogawa, M. Kamada* & M. Mitsuhashi * (2006.3). Mapping

potential habitats of rare hygrophyte species for conservation planning

in rural regions. The Second Scientific Congress of East Asian Federation

of Ecological Societies（新潟）．

中尾賢一（2005. 4）潮汐堆積物主体の堆積サイクルと貝化石群ー更新統北

有馬層（長崎県）の例ー．日本堆積学会2005年例会（福岡）．

中尾賢一（2005.11）更新世前期と完新世の干潟～内湾棲貝類群集の比較

－下部更新統加津佐層（長崎県）を例にして－

．熊本地学会平成16年度総会（熊本）．

石田啓介*・岡本治香*・辻野泰之・中尾賢一・香西 武*・Francis

Hirsch*（2005. 9）南部黒瀬川帯の上部三畳系寒谷層と坂州不整合 .日本地

質学会第112年学術大会（京都）.

魚島純一（2006.3）中四国地域の文化財保存ネットワークの現状と課題．

中四国九州保存修復研究会（福岡）.

長谷川賢二（2005.6）指定管理者制度との向き合い方．徳島博物館研究会

例会（徳島）．

長谷川賢二（2005.12）天正の法華騒動と三好長治．阿波郷土史会例会

（徳島）．

長谷川賢二（2006.2）アンケート調査に見る博物館の意義と課題．徳島博

物館研究会例会（徳島）．

庄武憲子（2005.4）徳島県内の「数ケ寺詣」について．徳島民俗学会例会

（徳島）．

庄武憲子（2005.7）八朔－徳島県の事例報告－．四国民俗学会研究発表会

（徳島）．

磯本宏紀（2005.4）鉄条打撃部をもつカラサオの受容．四国民具研究会例

会（池田）．
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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、様々なテーマを定

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、開館15周年が過ぎても基本的な展示の構成は開館以来変わっていない

ことから、常設展の更新（リニューアル）が大きな課題となっている。し

かし、厳しい財政状況のもとで、事業化のめどは立っていない。

企画展は、専用の企画展示室を使って年３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、２，３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、年々企画展予算が削減され、規模の

大きな企画展の開催は難しくなっている。

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17

年度は次の展示を行った。

●島のくらし

前年度～４月17日（火）

伊島・出羽島のくらしを民と写真により紹介した。
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●谷田蒔絵?はなやかな草花のデザイン?

前年度～４月17日（火）

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。

●徳島城下町

4月19日（火）～6月19日（日）

徳島城下町絵図や錦絵版画などから、徳島城下町の構成や拡大の様子を紹

介した。

●阿波忌部の世界

６月21日（火）～８月21日（日）

阿波忌部の実像と歴史について、考古・歴史資料によって紹介した。

●旅行みやげ?土鈴・郷土玩具?

８月23日（火）～10月30日（日）

故久米惣七氏のコレクションを中心に、全国各地の特色ある土鈴や郷土玩

具を展示した。併せて、全国各地の銘菓の由来を、菓子箱・包装紙などに

より紹介した。

●博物館の誕生

11月１日（火）～１月15日（日）

徳島県博物館の設立（1959年）を中心に、戦前から戦後までの徳島の博物

館史について紹介した。

●複製資料・復元資料

１月17日（火）～４月９日（日）

レプリカなどの複製資料や，元の状態を再現した復元資料賀持っている役

割を紹介した。

●出羽島写真展?写された島のくらし?

１月17日（火）～４月９日（日）

昭和20年代後半から約20年間にわたって出羽島で生活したアマチュアカメ

ラマンによって撮影された写真を中心に，島の生活誌を紹介した。

（３）トピック展示
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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17年度は

次の展示を行った。

●森のツキノワグマ

前年度～４月３日（日）

ツキノワグマの生態について紹介した。

●新収蔵資料紹介

4月5日（火）～5月15日（日）

平成16年度に歴史・民俗分野で新たに収蔵した資料を紹介した。

●きみは万博（ばんぱく／ＥＸＰＯ）を見たか

５月17日（火）～9月25日（日）

愛知万博の開催にちなみ、大阪万博（1970年）の関連資料を展示した。

●北アメリカの植物?オレゴン州立大学との標本交換から?

９月27日（火）～11月27日（日）

オレゴン州立大学との交換によって収蔵した植物標本を紹介した。

●雑草や木から作った紙

11月29日（火）～１月29日（日）

身近な植物から紙を作る方法と，いろいろな植物をから作った紙を紹介し

た。

●御鷹狩図

１月31日（火）～２月26日（日）

幕末期の徳島藩主による鷹狩を描いた絵巻物を展示した。

●朱の精製の広がり

3月4日（土）～5月14日（日）

由岐水銀鉱山丹波坑口付近から採集した石杵を中心として、水銀の採掘・

精製遺跡の分布調査の成果の一部を紹介した。

２．企画展
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平成17年度は、次の３回の企画展を行った。

（１）第１回企画展「縄文の美ー亀ヶ岡文化の世界ー」

この企画展では，亀ヶ岡文化の中心地と考えられている東北地方北部の馬

淵川，岩木川流域の資料を中心に，亀ケ岡式土器や漆製品，骨角器と遮光

器土偶などのまじないの道具などを展示した．あわせて，徳島県出身の歴

史学者喜田貞吉と亀が岡文化とのかかわりについても紹介した。

なお，文化庁の出品勧告を受け，重要文化財8件74点が出品された。

●主催 徳島県立博物館・文化庁

●期間 平成17年4月26日（火）～5月29日（日）（34日間）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成と主な展示資料

(1)亀ヶ岡文化

・様々な形と文様の亀ヶ岡式土器：是川遺跡出土の亀ケ岡式土器

・植物質遺物と漆工芸：是川遺跡出土の赤漆塗り飾り太刀・弓

漆と顔料，漆塗土器，籃胎漆器と木胎漆器，西日本の漆製品，篦形木製品 

・まじないの道具：亀ヶ岡遺跡出土の遮光器土偶，二枚橋（２）遺跡出土

の土面・石刀

土偶・岩偶，土版・岩版，土面，石刀，腰飾り

・装飾品：朝日山（１）遺跡出土のひすいなどの勾玉，沼津貝塚出土の骨

角製装飾品

・実用の美：今津遺跡出土の石鏃

(2)亀ヶ岡文化の西日本への伝播：橿原遺跡出土の亀ケ岡式土器・遮光器土

偶

(3)喜田貞吉と亀ヶ岡文化：日本石器時代 植物性遺物図録 

●展示資料点数 合計241点（うち重要文化財8件74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 6,259人

●企画展関連行事
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(1)展示解説（各日とも14：00～15：00）

第1回：５月１日（日） 参加者52人

第2回：５月15日（日） 参加者22人

(2)土偶スケッチ（各日とも10：00～16：00）

第1回：５月１日（日） 参加者98人

第2回：５月15日（日） 参加者184人

(3)記念講演会

日時：５月８日（日）13：30～15：00

講師：岡田康博氏（文化庁記念物課調査官）

演題：『亀が岡文化の成立ー三内丸山から是川中居へー』

参加者：131人

(4)土製耳飾りをつくろう

日時：５月29日（日）13：30～16：00

参加者：15人

（２）第２回企画展「絶滅」

絶滅の原因は様々であり，地質時代に起こった大規模な火山噴火や隕石の

衝突に伴う環境の激変といった天変地異だけでなく，もっと小規模で緩や

かな環境の変化や生物どうしの関係の変化によっても起こる．人類が誕生

してからは，とりわけ他の生物に対する影響が大きく，多くの生物を絶滅

させてきたと考えられる．その傾向は時代を経るに従ってますます強ま

り，現在では世界規模での対策が求められるようになってきた．この企画

展では，地質時代の絶滅から現代の絶滅までを広く見渡すと共に，現在絶

滅の危機にさらされているレッドデータ生物を多く取り上げ，生物の絶滅

について考える機会を提供した．

●期間 平成17年7月22日（金）～8月31日（水）

●会場 博物館企画展示室

●展示構成

（１）絶滅とは？：ウシなど脊椎動物骨格標本（当館蔵）
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（２）地質時代の絶滅：パラサウロロフス（愛媛県立総合科学博物館），

マンモスの牙，三葉虫ほか（当館蔵）

（３）生きた化石：オウムガイ，カブトガニほか（当館蔵）

（４）絶滅のおそれのある生きものたち：オニバス（宮崎県立総合博物

館），トキ，コウノトリ，ニホンカワウソ，カワバタモロコ（当館蔵）ほ

か

（５）野生生物を絶滅から救う：オオフウチョウ，アライグマほか（当館

蔵）

（6）その他：お絵かきコーナー，らくがきコーナー

●展示資料点数 合計289点

●観覧料 一般200円／大学生100円／高校生以下無料（夏休み期間）

●期間中の観覧者数9140人

●企画展関連行事

（1）企画展示解説

7月24日（日）14：00～14：30

7月31日（日）14：00～14：30

（2）ミュージアムトーク「滅びゆく魚たち」

8月27日（土）13：30～15：00

講師：佐藤陽一（徳島県立博物館）

会場：博物館講座室（入場無料）

（３）第３回企画展（文化の森開園15周年記念）「ふるさと再発見ー15の

人・もの・場所」

この企画展では、文化の森開園15周年を記念して、図書館、博物館、近代

美術館、文書館、21世紀館の5館が共催で、ふるさと徳島にゆかりの深

い、15の人・もの・場所を取り上げ紹介した。

あわせて、文化の森5貫の15年間のあゆみを出版物や展覧会ポスターなど

で紹介した。

●期間 平成17年10月22日（土）～11月27日（日） （36日間）
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●会場 博物館企画展示室・21世紀館多目的活動室・近代美術館ギャラリー

●展示構成と主な展示資料

（１）ふるさと再発見?１５の人・もの・場所?

〈人〉 

・蜂須賀正氏（絶滅鳥ドードーに関する資料）

・中川虎之助（砂糖づくり関係資料，国会における鳴門架橋建議案）

・モラエス（初版本）

・岡本韋庵（自筆原稿）

・酒井弥蔵（江戸時代の旅行・芝居に関する資料）

〈もの〉 

・太布織り（全国唯一の伝統技法のすべて，実演あり）

・南海地震（飯原和夫作絵本『シロのないた海』の原画）

・農村舞台

・四国遍路

・郷土料理・菓子 

〈場所〉 

・吉野川（江戸時代の絵図，吉野川に架かる橋の写真パネル）

・鳴門（消された地図，写生許可証）

・眉山

・離島

・思い出のランドマーク（一般から募集した１５年以上前の写真）

（２）文化の森５館の１５年間のあゆみ

文化の森５館の１５年間の出版物，企画展ポスターなど

●展示資料点数 650点 （一般公募写真「思い出のランドマーク」展示は

260枚）

●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 3,045人

●企画展関連行事

［1］オープニング記念 三番叟
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日時：１０月２２日（土） 午前９時３０分～９時４５分

会場：文化の森３館棟エントランスホール

出演：川内北小学校人形浄瑠璃クラブ・平成座

参加者：86人

［2］記念講演会

日時：１０月２３日（日） 午後１時３０分～３時

講師：瀬戸内寂聴氏（作家・徳島県立文学書道館長）

演題：「若者と四国遍路」

会場：文化の森・野外劇場 （雨天の場合は21世紀館イベントホール）

参加者：500人

［3］徳島ゆかりの民謡大会

日時：１0月30日（日） 午前10時30分～

会場：文化の森・21世紀館イベントホール

参加者：247人

［4］太布織り実演

日時：１１月４日（金）午前１０時～午後５時

１１月５日（土）午前１０時～午後３時の間

会場：企画展会場内

実演者：木頭太布庵メンバー

参加者：11月4日 223人、11月5日 51人

［5］映画上映会

日時：１１月１２日（土） 午後２時～３時４５分

題目：「鳴門秘帖」（長谷川一夫主演，衣笠貞之助監督，大映1957年）

会場：文化の森・21世紀館イベントホール

参加者：183人

●展示資料（写真）の一般募集の試み

この企画展では、15のテーマのうちの1つである「思い出のランドマー

ク」のコーナーに展示する１５年以上前に撮影された写真で、今は見られ

なくなってしまったなつかしい風景や建物などが写ったものを一般から募
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集し、パネルにして展示する試みを実施した。

応募期間は平成17年4月15日から6月30日までで、39件約500点の応募が

あった。

３．特別陳列

（１）トクシマ・木工芸の道具と技

平成16年度に寄贈を受けた木工職人の故大寺喜好氏の道具と平成16年度に

収蔵した唐木仏壇彫刻制作に関係する資料を展示し、徳島の主な産業のひ

とつである木工の一端を紹介した。

●会期 平成18年１月８日（日）～１月29日（日）（19日間）

●会場 博物館企画展示室

●主な展示資料

＜職人大寺喜好氏のこと＞

削り台

鏡台の飾り彫刻制作用の木型

＜木工芸の道具＞

前挽鋸、胴付鋸、平鉋、外丸鉋、内丸鉋、面取鉋、中薄鑿、壺丸鑿、裏丸

鑿

＜唐木仏壇の彫刻＞

唐木仏壇彫刻型紙

唐木仏壇彫刻

●観覧料 無料

●観覧者数 3,475人

●展示解説

平成18年1月15日（日） 参加者30人

（２）失われた交通路 吉野川の渡し

平成13～14年度にかけて行われた吉野川渡し研究会による調査の成果を中



15号（展覧）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/15_2005/tenran.htm[2012/04/30 15:48:19]

心に、現在確認されている吉野川の渡し場の紹介と渡船関係資料、昭和初

期に架けられた吉野川の橋梁に関する資料を展示した。

●主催 吉野川渡し研究会・徳島県立博物館

●後援 国土交通省徳島河川国道事務所

●会期 平成18年２月18日（土）～３月19日（日）（26日間）

●会場 博物館企画展示室

●主な展示資料

＜上流域の渡し＞

岩屋の渡しから立石の渡しまで33箇所の渡しの説明と写真のパネル（国土

交通省徳島河川国道事務所蔵）

＜中流域の渡し＞

毛田渡しから西条渡しまで38箇所の渡しの説明と写真のパネル（国土交通

省徳島河川国道事務所蔵）

＜下流域・旧吉野川・今切川の渡し＞

井内渡しから宮島渡しまで19箇所の渡しと巡航船の説明と写真のパネル

（国土交通省徳島河川国道事務所蔵）

旧吉野川の渡し21箇所の説明と写真のパネル（国土交通省徳島河川国道事

務所蔵）

今切川の渡し11箇所の説明と写真のパネル（国土交通省徳島河川国道事務

所）

＜渡船の姿＞

岡田式渡船資料（個人蔵）

増田淳氏資料（個人蔵）

●観覧料 無料

●観覧者数 3,848人

●展示解説

第1回：平成18年２月19日（日） 参加者21人

第2回：平成18年２月26日（日） 参加者20人
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（３）2005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（生涯学習政策課・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

?2005年度文化の森同和問題啓発標語ポスター・資料展

平成17年８月６日（土）～８月14日（日）

入場者数 1,594人

?2005年度文化の森人権問題啓発展

平成17年12月６日（火）～11日（日）

入場者数 656人

●会場 近代美術館ギャラリー・ミニシアター（ビデオ上映）

●入場者数合計 2,250人

（４）文化の森 阿波人形浄瑠璃ウィーク（展示の部）

阿波人形浄瑠璃に親しみ、魅力を再発見していただくことを目的として、

神山町寄居座所蔵の人形浄瑠璃用衣装、小道具等を展示した。

●共 催 徳島県立２１世紀館・徳島県立文書館

●会 期 平成18年８月12日（土）～８月20日（日）

●会 場 ２１世紀館多目的活動室

●観覧料 無料

●観覧者数 1,824人

（５）「佐那河内村いきものふれあいの里」展

佐那河内村大川原にある「いきものふれあいの里」の周辺の動植物を紹介

し、大川原の魅力を知ってもらうことを目的として共催事業として開催し

た。当館へ寄贈された哺乳類や鳥類のはく製などを展示した。

●主 催 徳島県立いきものふれあいの里・徳島県立博物館

●会 期 平成18年3月25日（土）～26日（日）
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●会 場 21世紀館多目的活動室

●観覧料 無料

●観覧者数 555人

４．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、昨年度から

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）

の貸し出しを行っている。

17年度は各分野から数テーマを挙げてリスト化したチラシを作成し、徳島

県博物館協議会加盟館等に配布して周知を図った。その結果，次の２件の

貸し出しがあった（パッケージ名称、貸出先、期間の順に表記）。 

・徳島水平社（松茂町歴史民俗資料館）

平成17年８月２日～10月31日

・阿波忌部の世界（ガレの森美術館）

平成18年２月７日～２月28日

（２）移動展

収蔵資料の活用を促進するため、前項の展示パッケージ貸し出しを始めた

のにあわせ、当館が主体となって展示を企画・構成する移動展にも重点的

に取り組むことにしている。17年度は、次のような実績となった。

■移動展「写真に撮られた島のくらしー写真民俗誌の試みー」

出羽島の住民の方が撮影されていた多くの写真が当館に寄贈された。それ

はこの島のいろいろな行事や暮らしを記録した貴重な資料である。

これらの写真を島の方々や関係町村においても展示して見ていただこうと

計画し、次の2会場で開催した。

(1)牟岐町海の総合文化センター（１階ロビー）

●主催 徳島県立博物館・牟岐町教育委員会
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●会期 平成18年7月16日（土）～8月8日（月）

●展示品 出羽島に関する古写真（36点）

(2)出羽島漁村センター（２階大会議室）

●主催 徳島県立博物館・牟岐町漁業協同組合出羽島支所・出羽島部落会

●会期 平成18年8月10日（水）～9月5日（月）

●展示品 出羽島に関する古写真（40点）

■移動展「戦争体験」

太平洋戦争末期の昭和20年7月4日未明に、徳島市周辺はアメリカ空軍のB-

29爆撃機129機によって猛烈な焼夷弾攻撃をうけた。この空襲の様子を、

写真や焼夷弾の破片、溶けてしまったビンなどの資料で紹介し、戦争の悲

惨さを訴えた。

●主催 藍住町立図書館・徳島県立博物館

●期間 平成17年8月3日（水）～8月18日（木）

●会場 藍住町立図書館

●展示品 空襲関係資料 20点

●入場者数 2,342人

■移動展「世界の昆虫」

夏休み期間中に図書館を訪れる方々に、昆虫の色や形の面白さを見てもら

うことを目指した。地球上でもっとも繁栄している生物である昆虫の代表

として、南米や東南アジアの大型カブトムシやクワガタムシ、徳島県の昆

虫の一部を展示した。

●主催 藍住町立図書館・徳島県立博物館

●期間 平成17年8月19日（金）～9月11日（日）

●会場 藍住町立図書館

●展示品 東南アジアのカブトムシ標本など 3箱

●入場者数 3,210人

■移動展「北アメリカの植物」
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●主催 松茂町歴史民俗資料館・徳島県立博物館

●期間 平成18年2月4日（土）～3月5日（日）

●会場 松茂町歴史民俗資料館

●展示品 北米産植物標本および徳島産比較標本 16点

●入場者数 1,867人

５．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

るとともに、館内での検討を深めていく必要がある。 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、17年度には次の調査を行った。

・九州国立博物館、大阪人権博物館：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

くよう取り組みを始めた。

17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］展示解説の促進
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・日曜日とクイズラリーのない土曜日の午後に30分程度で受付案内員によ

る展示解説ツアーを実施した。参加希望者が少なく、実施回数は14回だっ

た。なお、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。

・部門展示（人文）における展示解説

「阿波忌部の世界」「土鈴・旅行みやげ」開催中に、担当学芸員による展

示解説を試行した。行事として周知されていなかったこともあり、参加者

は少なかった。

［3］部門展示（人文）、トピック展示の活用

展示替えしたコーナーを、定例のクイズラリーの設問に取り組むなど、活

用を進めた。

６．展示関係出版物

■企画展図録・解説書

●第１回企画展図録「縄文の美ー亀ケ岡文化の世界ー」

2005年3月31日発行、Ａ4判63ページ（全カラーページ）、700部＋友の会

増刷300部

●第２回企画展解説書「絶滅」

2005年7月22日発行、Ａ5判105ページ（93カラーページ）、700部＋友の

会増刷300部

●第３回企画展（文化の森開園15周年企画展）図録「ふるさと再発見ー15

の人・もの・場所ー」

2005年10月22日発行、Ａ4判72ページ（64カラーページ）、900部＋友の

会増刷300部

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［15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17年度は、年間90回の普及行事を実施した（実施計画では93回、雨天

などでの中止3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かなり定着してきてはいるが、交通の便などの

関係もあり，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。

６月12日（日）藍染めをしよう 参加者11人

７月18日（月）火おこし［1］ 28人

８月14日（日）戦時中の食事・すいとんをつくろう 24人

８月21日（日）火おこし［2］ 33人

９月４日（日）勾玉をつくろう［1］ 47人

10月２日（日）土器づくり［1］ 18人

10月30日（日）土器づくり［2］ 17人

12月11日（日）正月飾りをつくろう 29人

１月22日（日）トンボ玉をつくろう 14人

２月５日（日） ベーゴマをまわしてみよう 31人

３月５日（日）勾玉をつくろう［2］ 23人
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３月26日（日）わらぞうりをつくろう 27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。

５月29日（日）伊島を歩こう 18人

６月５日（日）徳島城の刻印をさがそう 31人

11月６日（日）出羽島を歩こう 中止

11月13日（日）美馬を歩こう 14人

12月18日（日）一宮城を歩こう 中止

３月19日（日）阿波忌部探訪ツアー 18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。1７年度

は文化の森周辺のほか、徳島市、鳴門市、阿波市、勝浦町、池田町、由岐

町、宍喰町などで実施した。

４月30日（土）眉山の地質ハイキング 32人

５月８日（日）磯のいきもの［1］ 78人

５月15日（日） 浜辺の植物 20人

５月22日（日）磯のいきもの［2］ 62人

６月12日（日）鳴門の地層見学 23人

７月10日（日）河口のいきもの 中止

７月30日（土）水生昆虫のかんさつ 70人

７月31日（日）漂着物をさがそう！ 41人

８月20日（土）川魚かんさつ 23人

９月10日（土）鳴く虫のかんさつ 47人

９月25日（日）白亜紀の地層を歩こう 30人

10月２日（日）黒沢湿原に咲く花をさがそう 25人

10月９日（日）アサギマダラをさがそう 15人

10月23日（日）地層のかんさつ 6人

10月30日（日）歩いて地図をつくろう 11人
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11月20日（日）土柱周辺の地質見学 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

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17日（日）アンモナイト標本をつくろう 18人

４月24日（日）春の野草かんさつ 22人

５月29日（日）ミクロの世界ー電子顕微鏡で昆虫を見よう［1］ 30人

６月19日（日）ミクロの世界ー電子顕微鏡で化石を見よう［1］ 23人

７月17日（日）タングラムをつくろう 22人

８月７日（日）かんたんな貝の標本のつくり方 58人

８月23日（火）標本の名前を調べる会 83人

９月18日（日）ジグソー地図をつくろう［1］ 14人

９月25日（日）ミクロの世界ー電子顕微鏡で植物を見よう［1］ 12人

10月16日（日）秋の野草かんさつ 17人

11月13日（日）ジグソー地図をつくろう［2］ 6人

12月４日（日）ミクロの世界ー電子顕微鏡で化石を見よう［2］ 9人

12月18日（日）恐竜の歯のレプリカをつくろう 22人

１月15日（日）貝化石標本の作り方 14人

１月29日（日）ミクロの世界ー電子顕微鏡で昆虫を見よう［2］ 19人

２月19日（日）ミクロの世界ー電子顕微鏡で植物を見よう［2］ 14人

３月18日（土）古美術品の保存と取りあつかい 18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。

７月31日（日）花のＴシャツをつくろう 15人

８月28日（日）葉脈標本でしおりをつくろう 47人
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11月20日（日）リースをつくろう 47人

11月27日（日）雑草で年賀状をつくろう 23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。

８月27日（土）滅びゆく魚たち 15人

11月26日（土）経巻が語る中世の阿波 17人

２月11日（土）阿波侯のお抱え蒔絵師・飯塚桃葉 17人

３月11日（土）海女・海士道具が語るもの 7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。1７年度は５～７月に阿波海南文化村で実施した。

５月22日（日）亀ヶ岡文化と喜田貞吉 35人

６月26日（日）中世阿波の熊野信仰 41人

７月24日（日）銅鐸製作の技術 57人

■企画展・特別陳列関連行事

企画展や特別陳列等の開催中に、次の展示解説等の行事を行った。

●企画展「縄文の美」展示解説

第１回：５月１日（日） 参加者 52人

第２回：５月15日（日） 参加者 22人

●企画展「縄文の美」関連行事 

５月１日（日）土偶スケッチ［1］ 98人

５月８日（日）記念講演会 131人

５月15日（日）土偶スケッチ［2］ 184人

５月２９日（日） 土製耳飾りをつくろう 15人 

●企画展「絶滅」展示解説

第１回：７月24日（日） 参加者 80人
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第２回：７月31日（日） 参加者 72人

●企画展「ふるさと再発見」関連行事

10月22日（土） オープニング記念「三番叟」 86人

10月23日（日） 記念講演会 500人

10月30日（日） 徳島ゆかりの民謡大会 247人

11月４日（金） 太布織り実演 223人

11月５日（土） 太布織り実演 51人

11月12日（土） 映画上映会「鳴門秘帖」 183人

●特別陳列「トクシマ・木工芸の道具と技」展示解説

１月15日（日） 参加者 30人

●特別陳列「吉野川の渡し」展示解説

第１回：２月19日（日） 参加者 21人

第２回：２月26日（日） 参加者 20人

●特別陳列「吉野川の渡し」関連行事

２月26日（日）特別陳列ストーンペインティング 28人

３月12日（日）オカリナ演奏 56人

●部門展示「阿波忌部の世界」展示解説

第１回：７月２日（日） 参加者 10人

第２回：７月24日（日） 参加者 11人

第３回：８月14日（日） 参加者 21人

●部門展示「旅行みやげ」展示解説

第１回：９月11日（日） 参加者 6人

第２回：10月16日（日） 参加者 14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
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単な記念品を贈呈している。

４月９日（土） 126人（小121・中5・高0） 

４月23日（土） 142人（小132・中10・高0）

５月14日（土） 91人（小91・中0・高0）

５月28日（土） 131人（小128・中3・高0）

６月11日（土） 108人（小106・中2・高0） 

６月25日（土） 98人（小87・中6・高5） 

７月９日（土） 109人（小106・中3・高0） 

７月23日（土） 136人（小124・中11・高1） 

８月13日（土） 94人（小86・中8・高0）

８月27日（土） 91人（小91・中0・高0） 

９月10日（土） 73人（小66・中7・高0）

９月24日（土） 120人（小104・中16・高0） 

10月8日（土） 84人（小83・中1・高0） 

10月22日（土） 140人（小126・中10・高4） 

11月12日（土） 101人（小101・中0・高0） 

11月26日（土） 76人（小75・中0・高1） 

12月10日（土） 103人（小103・中0・高0） 

12月24日（土） 51人（小50・中1・高0）

１月14日（土） 78人（小76・中2・高0）

１月28日（土） 71人（小70・中1・高0） 

２月11日（土） 104人（小104・中0・高0） 

２月25日（土） 135人（小129・中6・高0） 

３月12日（土） 123人（小118・中5・高0） 

３月26日（土） 143人（小138・中5・高0） 

参加者合計 2,528人（小2415・中102・高11）

■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（木）
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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・拓本をとろう・貝殻の絵をかこう・土偶と写真を撮ろうを

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。

参加者：414人

●夜の博物館 ドキドキ体験ツアー ８月６日（土） 

夜間の常設展見学と文化の森での昆虫観察をセットにした行事を行った。

参加者 36人

●博物館Ｖキング ９月２３日（金） 

博物館ボランティアが中心となって企画し，体験コーナーとして，木の葉

の昆虫作り・化石発掘・海藻おしば・古代人に変身・古代米を食べよう・

和歌を作ろうを行った。

参加者 429人

●博物館文化の日フェスティバル 11月３日（木）

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，

博物館ボランティアの方が中心となって企画し，化石のレプリカ・どんぐ

りクッキー・LED工作・和歌づくり・化石発掘・スケッチ大会・古代人に

変身を行った。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：1237人

●シンポシウム「博物館と地域のこれからを考える」

３月５日（日） 60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。
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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。

［1］上八万小学校 4月26日（火） 6年生 71名

火おこし 魚島

［2］中野島小学校 5月6日（金） 6年生 26名 

火おこし 魚島

［3］鳴門教育大学 9月26日（月） 2年生 117名

博物館と人 長谷川

［4］八万南小学校 11月2日（水） 3年生 126名 

博物館探検 大原

［5］城西高校 11月4日（金） クラブ 6名 

太布織り実演 磯本

［6］八万南小学校 1月13日（金） 3年生 88名

博物館探険1 大原

［7］八万南小学校 1月27日（金） 3年生 88名

博物館探険2 大原

（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
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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］三本松高等学校（香川県） 5月11日（水） 2年生 34名

香川県立三本松高等学校におけるスーパーサイエンススクール研究開発の

取り組みで，国営讃岐まんのう公園の自然生態園で自然の多様性のすばら

しさについて講義を行った．（講師：小川）

［2］一宮小学校（徳島市） 5月23日（月） 全校 98名

水生生物の採集と観察を通して，鮎喰川の水質について考える。 （講師：

大原）

［3］藍畑小学校（藍住町） 6月7日（火） 4年 44名

環境教育の一環として，や帰化植物の悪影響や少なくなってきた植物の在

来種について指導した。（講師：茨木）

［4］板野南小学校（板野町） 6月8日（水） 3年 36名

モンシロチョウの成長と世界の昆虫について話をした。 （講師：大原）

［5］八万南小学校（徳島市） 7月8日（金） 4年 中止

水生生物調査 （講師：大原）

［6］入田小学校（徳島市） 7月14日（木） 1～6年 80名

水生生物の採集と観察を通して，鮎喰川の水質について考えさせた。 （講

師：大原）

［7］上八万小学校（徳島市） 10月14日（金） 4年 73名

園瀬川の水生動物の観察を行った。 （講師：佐藤）

［8］鴨島小学校（吉野川市） 10月26日（水） 4年 68名

昔の農具を実際に見せながら，使い方について指導した。（講師：磯本）

［9］北島小学校（北島町） 10月26日（水） 6年 78名

6年生を対象に鳴門市鳴門町竜宮の磯周辺で地層の観察を指導した。（講

師：中尾）

［10］富田小学校（徳島市） 10月27日（木） ３年・保護者 77名

アンモナイトの殻を削り，内部の構造が観察できる標本作りを行った。

（講師：辻野）
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［11］中野島小学校（阿南市） 11月9日（水） 6年 23名

「大地のつくり」についての授業を行った。（講師：中尾）

［12］馬路小学校（池田町） 11月14日（月） 6年 6名

大地のつくり、地層のできかた、いろいろな化石等について授業を行っ

た。（講師：中尾）

［13］小松島小学校（小松島市） 11月15日（火） 6年 21名

大地のつくり、地層のできかた、いろいろな化石等について授業を行っ

た。（講師：辻野）

［14］鴨島小学校（吉野川市） 11月15日（火） 6年 69名

地層や化石のできかた、火山活動等について授業を行った。（講師：中

尾）

［15］中野島小学校（阿南市） 11月16日（水） 4年 28名

昔の道具を実際に見せながら，使い方について指導し，昔のくらしについ

て考えさせた。（講師：磯本）

［16］ 馬路小学校（池田町） 11月17日（木） 4年 6名 

昔の道具を実際に見せながら，使い方について指導し，稲作の一年と関連

づけさせた。（講師：磯本）

［17］北島南小学校（北島町 ） 11月17日（木） 6年 53名

大地のつくり、地層のできかた、いろいろな化石等について授業を行っ

た。（講師：辻野）

［18］ 皆瀬小学校（つるぎ町） 11月17日（木） 6年 1名 

総合的な学習で，スズカケソウについて指導した。 （講師：小川）

［19］論田小学校（徳島市） 11月29日（火） 6年 77名

「大地をさぐる」として地層のできかたやできた地層、化石のできかたと

化石の観察の授業を行った。（講師：中尾）

［20］南部中学校 （徳島市） 11月29日（火） 1年 250名

義経と遍路の道について，講演した。（講師：長谷川）

［21］富岡小学校（阿南市） 12月9日（金） 6年 29名

6年生社会科の学習で、徳島大空襲について指導した。（講師：山川） 
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（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、平成15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］川内中学校（徳島市） 9月20日～30日

貸出資料：徳島大空襲解説・写真パネル他

利用目的：行事（文化祭）

［2］城東小学校（徳島市） 10月22日～28日

貸出資料：三葉虫ほか 5点

利用目的：理科

［3］馬路小学校（池田町） 11月1日～14日 

貸出資料：火おこし道具

利用目的：総合

［4］北島小学校（北島町） 11月7日～11月11日

貸出資料：アンモナイトほか（和泉層群産化石）13点

利用目的：理科

（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 7月12日～13日 5名

博物館の現状，歴史・考古・美術工芸資料の整理，企画展準備見学

［2］富岡東高校 7月22日 5名

博物館の現状・企画展見学（キャリアリサーチ）

（５）教員のための研修
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［1］高校・障害児教育諸学校人権主事研修会 4月27日（水）

同和問題解決への取り組み （講師：長谷川）

［2］小・中学校人権教育主事研修会 5月11日（水）

同和問題解決への取り組み （講師：長谷川）

［3］城東高校職員研修会 7月8日（金） 

同和問題解決への取り組み （講師：長谷川）

［4］国府養護学校職員研修会 7月15日（金）

人権教育の見直し （講師：長谷川）

［5］阿南市小中学校理科合同研修会 7月26日（火）

化石標本・「絶滅」解説 （講師：佐藤）

博物館の裏側見学 （講師：魚島）

［6］地域学習のための臨地研修会 7月27日（水） 

勾玉づくり （講師：魚島）

［7］平成16年度10年経験者研修

・８月２日（火） 参加者30名

展示スケッチ（講師：田辺）

古代の乳製品「蘇」をつくる（講師：長谷川） 

・８月３日（水） 参加者22名

植物標本（講師：茨木

石像物見学（講師：磯本）

・８月４日（木） 参加者25名 

民具資料整理（講師：庄武）

ミクロの世界（化石）（講師：中尾）

（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
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ている。

［1］２月11日 ボーイスカウト「火おこし」(午前),「裏側見学」(午後)(こ

ども20名・大人23名)

３． 博物館友の会

●会員（平成17年度末）

個人会員（年会費 2,000円） 130人

家族会員（年会費 3,000円） 94組353人

賛助会員（年会費 10,000円） 1人

●役員（平成1７年度）

会 長：石原 侑

副会長：和田賢次・関眞由子・両角芳郎（博物館長）

幹 事：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：石尾和仁・川下浩子

●事業

［1］博物館出版物の増刷・頒布

17年度博物館企画展の図録および徳島の自然と歴史ガイド4「徳島大空

襲」5「徳島の銅鐸」の印刷、同じく徳島の自然と歴史ガイド1「徳島城」

の増刷・頒布を行った。

［2］広報活動

17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.28～30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９行事実施した。

○日帰り研修会 

日 時：6月 5日（日）

場 所：須磨海浜水族館、明石天文科学館、明石城
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参加者：42人

○地引き網体験 

日 時：7月31日（日）

場 所：阿南市中林海岸

参加者：68人

○バッタの観察会

日 時：9月 4日（日）

場 所：園瀬川河川敷

参加者：13人

○雑草の名前を調べる会

日 時：9月11日（日）

場 所：園瀬川河川敷

参加者：5人

○花のペンダントをつくろう 

日 時：10月9日（日）

場 所：博物館実習室

参加者：10人

○一泊研修会

日 時：10月22日（土）～10月23日（日）

場 所：奈良県桜井市、天理市

参加者：32人

○徳島城絵図ウォーク

日 時：11月13日（日）

場 所：徳島城山

参加者：17人

○八万の昔を調べる

日 時：11月20日（日）

場 所：八万町法花

参加者：24人
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○神山の梅見と二宮神社

日 時：3月 5日（日）

場 所：神山町阿野二宮神社

参加者：19人

４． 普及教育関係出版物

■徳島の自然と歴史ガイド

●徳島の自然と歴史ガイド4 徳島大空襲

2005年12月25日発行、B6判53ページ（35カラーページ）、700部+友の会

増刷300部

●徳島の自然と歴史ガイド5 徳島の銅鐸

2006年3月31日発行、A4判72ページ、700部+友の会増刷400部

■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１７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.59（2005年６月25日発行）

Culture Club 「保存する」ということ

館蔵品紹介 キュウシュウエゾゼミ

企画展 「絶滅ー生きものはなぜ滅びるのか？」

情報ボックス 標本交換：オレゴンの花がやってきた 

レファレンスＱ＆Ａ クラゲ、サンゴ、イソギンチャクは同じグループなの

に形が違っていて不思議です 

●No.60（2005年９月15日発行）

Culture Club 「似ている？似ていない？」
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館蔵品紹介 ナノナビス類の化石（白亜紀二枚貝）

企画展 「ふるさと再発見ー15の人・もの・場所ー」

情報ボックス 焼け野原の徳島市街 

レファレンスＱ＆Ａ 昨年、園瀬川沿いで噴砂が見られたというのはほんと

うですか？

●No.61（2005年12月１日発行） 

Culture Club 南北朝時代の写経と山伏ー神山町勧善寺所蔵大般若経を例と

してー 

館蔵品紹介 ナルトサワギクとヒロハフウリンホオズキ

平成17年度第１回特別陳列 「トクシマ・木工芸の道具と技」

平成17年度第２回特別陳列 「失われた交通路・吉野川の渡し」 

情報ボックス 須木一胤の資料が寄贈されました

レファレンスＱ＆Ａ 阿波踊りはもともと、死者の霊を慰めるための踊りだ

と聞いたことがありますが・・・県内にはほかにどんな盆踊りがあります

か？

●No.62（2006年３月25日発行）

Culture Club 蜂須賀家の御家騒動

野外博物館 加茂谷川沿いの遺跡

企画展 「奇跡の化石たち」 

博物館イベント企画運営スタッフの活動

■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判のビ
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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

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］ ［15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17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17.6.8～18.3.31）

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

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）

徳島県田園環境検討委員会委員（平成18.1.17～2年間）

マリンピア沖洲環境調査検討委員会委員（平成18.2.1～20.1.31）

佐藤陽一

とくしま川づくり委員会委員（平成13.12.15～19.12.14）

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17.4.11～18.3.31）
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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員（平成15.4.1～ ）

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17.4.1～18.3.31）

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）

国土交通省アゴヒゲアザラシに関する検討会メンバー（平成17.11.15～

18.5.31）

小川 誠

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17.4.11～18.3.31）

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成15.7.1～18.6.30）

徳島県土木工事環境配慮アドバイザー（平成17.4.1～18.3.31）

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）

田辺 力

環境省希少野生動植物種保存推進員（平成15.7.1～18.6.30）

日本昆虫学会編集委員（平成14.4.1～18.3.31）

中尾賢一

日本第四紀学会博物館連絡委員（平成17.8.1～19.7.31）

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）

徳島県田園環境検討委員会委員（平成18年1.17～2年間）

山川浩實
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徳島市立考古資料館協議会委員（平成17.7.1～18.3.31）

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17.4.1～18.3.31）

「人権教育指導者用手引書」作成委員会委員（平成17.7.29～18年度）

徳島地方史研究会評議員（平成17.4月～18.3月）

日本山岳修験学会理事（平成17.11月～19.11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

17.4.1～19.3.31）

「人権教育指導者用手引書」作成委員会委員（平成17.7.29～18年度）

第22回国民文化祭徳島県実行委員会吉野川文化探訪フェスティバル企画委

員会委員（平成17.10.3～ ）

磯本宏紀

第22回国民文化祭徳島県実行委員会人形浄瑠璃企画委員会委員（平成

17.8.4～ ）

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19日 長谷川賢二 平成17年度新規採用職員研修で講演「人権問題2（同

和問題１）部落史を考える」（徳島県自治研修センター）

7月14日 魚島純一 徳島県立文書館『古文書保存講座』で講演「文書資料の

保存科学」
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11月12日 長谷川賢二 NHK大河ドラマ『義経』とその時代テレビセミナー

で講演「奥州平泉の黄金文化」（ＮＨＫ徳島放送局）

11月16日 長谷川賢二 池田町人権教育推進講座で講演「部落史から考える

私たちの課題」（池田町人権教育推進協議会）

12月７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「修験

道史再考」、「中世の熊野信仰」

12月14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

における三宝院流山伏」、「戦国軍記の世界」

１月26日 長谷川賢二 第12回美術館・歴史博物館学芸員専門研修会で講演

「来館者調査の意義と方法」（文化庁）

２月５日 長谷川賢二 徳島の古文書を読む会総会で講演「史料と歴史の広が

り」

２月８日 長谷川賢二 人権問題研修で講演「部落史を考える」（徳島県自治

研修センター）

２月９日 長谷川賢二 平成17年度第３回徳島県教育委員会事務局職員等人

権問題研修会で講演「部落史から考える私たちの課題」

２月15日 長谷川賢二 第26回部落解放・人権徳島地方研究集会第６分科会

で講演「博物館と人権問題のあいだ」

３月16日 長谷川賢二 平成17年度人権問題講演会で講演「部落史から考え

る私たちの課題」（徳島県立図書館）

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。

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17.4.6～18.3.24）

長谷川賢二

鳴門教育大学非常勤講師（博物館特論）（平成17.10.３～18.3.31）
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磯本宏紀

四国大学非常勤講師（博物館実習?）（平成17.4.1～17.9.30）

（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17年度は、８月22日（月）～26日（金）に実習生の受け入れを行っ

た。実習生は24人で、大学別の内訳は次のとおりである。

鳴門教育大学 ６人 四国大学 ５人 

高知大学 ４人 愛媛大学 ４人

徳島大学 ２人 高知女子大学 １人 

明治大学 １人 日本女子大学 １人

４．学会・研究会等の運営への寄与

（１）学会・研究会等の開催

17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。

●日本動物分類学会第41回大会

開催日：６月11日（土）～12日（日）

会 場：博物館講座室、実習室

参加者：59名

●日本昆虫学会四国支部第44回大会
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開催日：７月23日（土）

会 場：博物館講座室、実習室

参加者：29名

●徳島博物館研究会例会

開催日：２月23日（木）

会 場：博物館応接室

参加者：５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

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
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（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94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

度は愛媛県美術館が事務局館をつとめた。当館は徳島県幹事館になってい

る。

平成17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。

●17年度役員会・総会

日時：７月７日（木）10：30～16：30

会場：愛媛県美術館

議事：平成16年度事業報告及び決算報告について

平成17年度事業計画及び予算について

その他

講演：進 悦子氏（愛媛県総合科学博物館学芸員）「アメリカ・エクスプロ

ラトリアムでの研修報告」

●研修・視察

日時：７月８日（金）9：00～12：00

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国立美術館巡回展「名作とは何

か？ 近代の日本美術」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、年々増え、平成18年３月末現在では52館になっている。当館が事務局

をつとめている。

●17年度事業

［1］役員会の開催

６月８日（水）、徳島県立博物館応接室にて開催した。
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［2］総会の開催

日時：６月８日（水）14：30～16：30

場所：徳島県立博物館講座室

議事：16年度事業報告並びに決算報告

監査報告

17年度役員選出

17年度事業計画並びに予算案

会則の改正

その他

講演：篠 雅廣氏（高知県立美術館長）

「ミュージアムの危機管理と地域社会」 

［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. 19，20，21を発行・配布した。

［5］研修会の開催 参加者45名

日時：18年２月28日（火）13：00～16：30

場所：松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館

内容：施設見学および講演会

講演：松下師一氏（松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館主任学

芸員）

「松茂町歴史民俗資料館・人形浄瑠璃芝居資料館の運営方針と実践ー「松

茂文化」の向上と学校教育支援ー」

［6］博物館マップの改訂・発行

博物館マップを改訂し，６月に発行した。市町村合併に伴い，次期マップ

の作成委員会も開催した。

改訂した博物館マップをホームページに掲載した．

［7］先進地の博物館施設の調査 参加者19名

日時：11月９日（水）8：30～18：00

訪問先：北淡震災記念公園野島断層保存館及び洲本市立淡路文化史料館
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（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、35機関・団体が加入している。

平成17年度は、第10回総会（10月16～17日）が熊本県水俣市で開催さ

れ、21機関・団体から31名の参加があった。

当館は発足時から加入しており、総会に職員を派遣してきたほか、加入機

関・団体との個別的な協力も行っている。また、第10回総会において、事

務局構成団体に入ることが決まった。

（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

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。17年12月末時点で34館園・団体の

学芸員等74名（当館からは３名）が参加している。

平成17年度（事業年度は１月～12月）は、インターネットGIS（いきもの

マップ）事業の推進，友の会サミットの開催，学芸員技術講習会（鳴く虫

聞き分け講座）の開催，超高解像度人間大昆虫写真展の巡回（国際花と緑

の博覧会記念協会等との共催），広島「自然の博物館」をつくる会シンポ

ジウムへの協力等の事業が行われた。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［15号目次］

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


15号（情報）

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/nenpo/15_2005/joho.htm[2012/04/30 15:48:22]

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 236ケ所

中学校 93

高等学校・その他学校 54

学会・研究所・同好会等 102

県および県教育委員会各課・機関 62

市町村教育委員会 24

公民館・隣保館 226

市町村および大学図書館 32

博物館施設 441

宿泊施設 38

報道関係機関等 77

●催し物案内の電子メールサービス

登録者 (18年３月末現在の登録者251名）

●報道機関への資料提供
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17年度は次のような資料提供を行った（各月の催し物あんない以外）。

４月1日 平成１６年度３月期の購入資料について

４月15日 思い出のランドマーク』写真募集について

４月6日 部門展示「徳島城下町」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1日 部門展示「阿波忌部の世界」の開催について

７月5日 企画展「絶滅?生きものはなぜ滅びるのか？」の開催について

7月8日 移動展示「写真に撮られた出羽島のくらし?写真民俗誌の試み」の

開催について

8月2日 部門展示「旅行みやげ?土鈴・郷土玩具」の開催について

8月26日 平成17年度文化庁芸術拠点形成事業「元気な博物館づくりプロ

ジェクト?親しまれる博物館を目指す評価手法の開発?」の実施について

8月19日 「昆虫パラタクソノミスト養成講座（初級）の開催について

9月16日 「博物館Vキング」─ボランティアスタッフが贈る秋の博物館ま

つり─の開催について

10月6日 企画展「ふるさと再発見?１５の人・もの・場所?」の開催につい

て

10月11日 部門展示「博物館の誕生」の開催について

10月31日 文化の日フェスティバル「博物館Vキング」の開催について

12月6日 特別陳列「トクシマ・木工芸の道具と技」の開催について

1月18日 特別陳列「失われた交通路 吉野川の渡し」の開催について 

2月15日 シンポジウム「博物館と地域のこれからを考える」の開催につい

て

3月3日 トピック展示「朱の精製の広がり?若杉山遺跡とその周辺?」の開催

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
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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

者・内容の順に記す。

５月31日 佐藤陽一 四国放送テレビ「530フォーカス徳島」（今切川で目撃

されたエイについて）

６月3日 小川 誠 四国放送テレビ「おはようとくしま」（吉野川で見つかっ

た帰化植物メリケントキンソウについて）

6月12日 魚島純一 四国放送ラジオ出演「サンデーウエーブ」（トピック展

示「きみは万博を見たか？」の紹介）

8月18日 佐藤陽一 四国放送テレビ「朝６３０」（企画展「絶滅」の紹介）

８月21日 魚島純一 ケーブルテレビ徳島 「フレッシュ情報局」（普及行事

『火おこし』）

８月21日 魚島純一 四国放送テレビ 「530フォーカス徳島」（普及行事

『火おこし』）

11月10日 小川 誠 NHKラジオ「おはようとくしま」（勝浦川のフジバカマ

について）

12月22日 佐藤陽一 四国放送テレビ「530フォーカス徳島」（2006年度 ナ

カちゃんはどうなるのかの予想）

3月14日 佐藤陽一 四国放送テレビ「530フォーカス徳島」（徳島県版レッ

ドデータブック絶滅危惧種スナヤツメについて

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

(18年３月末現在の登録者251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
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担当より回答を行っている。平成17年度には記録されたものだけでも44件

の問い合わせが寄せられている。

（２）ホームページ

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（図１）の

アクセス数の累計および１日あたりのアクセス数は図２のとおりである。

どちらも順調に増加しており、平成１7年度１年間でトップページに約

35,600件のアクセスがあり、前年の9％増となっている。

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
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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17年度の追加内容について

は下記のとおりである。

・「イベント企画運営スタッフの活動」として、今年度行ったボランティ

アによるイベント企画の様子を掲載した。

・ブロードバンドに対応した高精度画像の試みとしてブラウザ上で画像の

拡大縮小が任意にできるツールを利用し、植物写真や標本画像を公開し

た。

４．外部ネットワークとの連携

当館では，文部省の補助事業の一つとして、平成12年度および13年度に環

瀬戸内自然史系博物館ネットワーク推進事業に参加し、博物館の横断検索

やいきものマップなどの外部とのネットワーク連携事業を行ってきた。

平成17年度は国立科学博物館が行っている自然系博物館における収蔵品

データ整備事業に参加し、さらなる連携を深めた。事業の内容は全国の科

学系博物館のホームページの内容の横断検索で、サイエンスミュージアム

ネット（http://science-net.kahaku.go.jp/）で160館以上のホームページを

一度に検索することができる。また、収蔵品データの検索も準備されてお

り、当館からは赤澤時之維管束植物コレクションと徳島県産淡水魚類コレ

クションのデータを整備し提供した。日本語の検索およびGBIF(Global

Biodiversity Information Facility:地球規模生物多様性情報機構 )のデータと

しても横断検索できる予定である。

５．情報システムの更改

平成17年度は４期目となる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、それに伴う博物館システムの更改作業

を行った。
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（１）システムの構成

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。博物館システムの更改

については次のような方針で望んだ。

・博物館の業務システムは基本的に現状をベースに改良を加える。

・情報提供はインターネットを用い，ブロードバンド（大容量通信）や携

帯電話等の新しい通信手段に対応する。

その結果、次のような構成で４期システムを運用することになった。

a）業務用システム

業務用システムでは、コンピュータ室・研究室・作業室・収蔵庫・事務室

等をイーサーネット（1000BaseT）のLANでつないだ．ファイルサーバ

(MacOSXサーバ)とデータベースサーバ（FileMaker Server 8）の２台の

サーバを設置した．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。職員１人に１台の端末を配置し，デ－

タベ－スやファイルを共有している。これらの端末は、作業の内容に応じ

た仕様となっており、たとえば収蔵庫では常設の端末ではなくノート型パ

ソコンを活用している。

b）情報提供用システム

情報提供用としては、Linuxサーバを用いて，WWWサーバと資料データ

ベースを構築した。また、文化の森で共通で使用する全文検索用サーバを

１台設置した。さらに、柔軟なデータベース公開ができるようにMacOS X

サーバとFileMaker Server 8 Advanced によるWebデータベースを構築し

た。インターネットの回線が徳島県教育総合センターに集約されたため

に、これらの情報提供用サーバを２組用意し，館内用は文化の森のコン

ピュータ室に、外部（インターネット）用は教育総合センターに設置し、

館内用サーバから自動的にデータが更新される仕組みを用意した（図

３）。

（２）新システムの運用とデータの移行

新システムは2006年3月２７日から運用が開始された．ドメイン名が
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comet.go.jpからtokushima-ec.ed.jpに変更になり，ホームページのアドレ

スはhttp://www. museum.comet.go.jp/から

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/に変更になった．あわせて職員

のメールアドレスも変更になった．このため，ホームページのメールアド

レスやリンクの書き換えが必要となった．

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［15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18年５月１日現在）

（２）職員名簿（平成18年5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

＜普及課＞

普及課長（吉田副館長の兼務）

係 長 幸坂 敏行

事務主任 鈴木 康司

臨時補助員 吉田 英司

文化推進員 市原 孝枝

受付案内員 尾崎 敏美

〃 河野 怜子

〃 石山 昌代

＜自然課＞

自然課長（大原副館長（動物）の兼務）

専門学芸員 佐藤 陽一（動物 ）

主任学芸員 小川 誠（植物）
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〃 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 田代 優秋

文化推進員 武田 佳子

〃 廣澤 祥子

＜人文課＞

人文課長 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 佐藤 麻衣

文化推進員 尾方めぐみ

〃 坂島美津子

（３）人事異動

退職：田邊 力・主任学芸員、平成17年12月31日付退職、熊本大学教育学

部へ

山川 浩實・人文課長、平成18年３月31日付定年退職

＜平成18年４月１日付異動、カッコ内は前職）

転出：森口 正一・主幹兼総務課長、教育委員会事務局福利厚生課主幹へ

川田 純子・事務主任、21世紀館事務主任へ

古東 謙司・主事、小松島中教諭へ

転入：鈴木 康司・普及課事務主任（小松島中教諭）

昇格：高島 芳弘・人文課長（専門学芸員）

（４）平成17年度非常勤・臨時職員
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●臨時補助員

宮城 佳代（平成17.4.1～18.3.31）

市原 孝枝（平成17.4.1～18.3.31）

埴渕 裕子（平成17.4.1～18.3.31）

●文化推進員（非常勤特別職）

新居 京（平成15.4.1～18.3.31）

武田 佳子（平成17.4.1～ ）

尾方めぐみ（平成17.4.1～ ）

坂島美津子（平成17.4.1～ ）

廣澤 祥子（平成17.5.1～ ）

●受付案内員（非常勤特別職）

鈴木 真弓（平成15.4.1～18.3.31）

北西 奈々（平成15.4.1～18.3.14）

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～ ）

古東 由加（平成17.2.1～18.2.18）

福島 千晶（平成17.2.1～18.3.31）

２．予算

 

２月現計予算額（２月補正後の予算額）を上表に示す。
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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。

17年度は協議会を1回開催した。

●17年度博物館協議会

日時：平成17年8月19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）平成17年度予算及び事業概要について

（3）その他

●徳島県立博物館協議会委員名簿

（平成18年3月31日現在）

区 分 氏 名 役 職 等

学校教育

野崎 知子

県小学校教育研究会理

科部副会長

伊沢小学校校長

藤田 憲夫

県中学校校社会科教育

研究会会長

貞光中学校校長

計盛眞一朗

県高等学校教育研究会

地歴学会副会長

勝浦高等学校教頭

社会教育

澤田 英敏
徳島市立徳島城博物館

館長

一山 典 徳島市考古資料館館長
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大石 雅

章（副会長）
鳴門教育大学教授

学識経験

中村 昌

宏（会長）
徳島文理大学教授

佐野佳代子
四国放送報道制作局美

術部部長代理

友滝 洋子
藍住町国際交流協会会

長

田中 育代

車いすテニスサークル

「フィフティー・ラ

ブ」選手

４． 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）ボランティア企画型行事の実施

普及関係の所でも紹介したが、より新しい視点からの博物館の利用促進を

図るための試みとして、県民参加による常設展示室を使った企画事業を進

めることになり、9月23日（秋分の日）と11月3日（文化の日）に常設展示

室内でイベントを開催することを目標にして、博物館職員といっしょにイ

ベントの企画運営に携わるボランティアを公募し、活動を行った。

応募者は13名で、5月から8月にかけて月２回程度の会合を持ち、ボラン

ティアスタッフを中心に企画案の創出から、企画の決定、企画に必要な道

具の準備、作成、広報など一連の作業を進め、下記のイベントを開催し

た。

ボランティア参加者からは、活動を通して博物館をより深く知ることがで

きたことや、自身の特技を活かしたイベントを開催できて楽しめたなど、

おおむね好評の意見を得た。今後、今回の成果を継承・発展していくため

の取り組みを考える予定である。
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●博物館Ｖキングー博物館ボランティアスタッフが贈る秋の博物館まつ

りー

日時：平成17年9月23日（金）秋分の日

9：30～16：00

場所：博物館常設展示室・博物館実習室

内容：楽しい館☆ものしりクイズ

和歌（うた）で詠む博物館

木と葉で昆虫づくり

変身！！古代へタイムシリップ

食べてみませんか？古代の食事

あなたも化石発掘名人

海藻おしばをつくろう

参加者：886名

●文化の日フェスティバル 博物館Vキング

ー博物館とボランティアスタッフが贈る秋まつり 第2弾ー

日時：平成17年11月3日（木）文化の日

9：30～16：30

場所：博物館常設展示室・博物館実習室

内容：楽しい館☆ものしりクイズ

和歌（うた）で詠む博物館

フルカラーLEDで貝のアクセサリーをつくろう（阿南工業高等専門学校協

賛）

変身！！古代へタイムスリップ

食べてみませんか？ドングリクッキー

あなたも化石発掘名人

レプリカ作りと拓本どり

スケッチ大会

参加者：1,237名
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（２）昆虫パラタクソノミスト養成講座

生物分類学や生物多様性研究、環境調査、環境教育等の分野で・自然史系

の学術標本・サンプルを正しく同定し、整理する能力を有する者で博物館

や環境調査・教育において必要とされる人材「準自然分類学者（=パラタ

クソノミスト）」が求められる機会が多くなっている。北海道大学では文

部科学省21世紀COEプログラム事業（卓越した拠点づくり）の一環とし

て、平成15年度から各種の「準自然分類学者（=パラタクソノミスト）養

成講座」を開催している。こうした講座の受講については徳島県技術士会

等からも要望があったように、大学に自然史系を持たない県内ではいろい

ろな分野で、かなり需要があると考えられる。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の実施検討を行った。

その結果、北海道大学の了解を得て17年度に開催することが許され、9月

に昆虫分野での講座を実施した。

講座名：昆虫パラタクソノミスト養成講座（初級）

主催： 徳島県立博物館・北海道大学総合博物館

日時： 平成17年9月17日（土）～18（日）

場所： 博物館実習室・文化の森総合公園

内容： ・昆虫類の採集方法と基本的な標本作製技術の修得をめざす。

・目（order）までの同定ができるように昆虫分類の基礎の修得をめざす。

対象： 一般・学生（高校生以上）で、昆虫類の標本作製や分類等に関心が

あり、2日間とも受講できる者。

参加者：18名

５．平成17年度文化庁芸術拠点形成事業「元気な博物館づくりプロジェク

ト」の実施

平成17年度文化庁芸術拠点形成事業として申請していた「元気な博物館づ

くりプロジェクトー親しまれる博物館を目指す評価手法の開発ー」が採択

された。このプロジェクトは、当館で取り組んでいる中期活動目標にもと
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づく自己点検・評価に加えて、利用者の視線を付加させた博物館評価の手

法を開発することで、多くの人に親しまれる文化・学習拠点としての博物

館を実体化させるための道筋を考えることを目的としたものである。

申請に先立って鳴門教育大学・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」を設立して

おり、そこを実施主体として取り組んだ。また、県内の学芸員等による自

主研究団体である徳島博物館研究会とも連携した。

事業内容は次のとおりである（実施期間：８月１日～３月15日）。

●アンケート調査の実施

博物館が県民の生涯にわたる学習プロセスの中にどのような位置を占めて

いるのかということを探ることで、博物館の社会的役割の現状把握を試

み、博物館利用の質的な意義を明らかにしようとして実施した。当館を含

む文化の森内、高校・大学、近隣の博物館等で調査を行い、徳島県内在住

者からの1,358件の回答を分析対象とした。その結果、利用者像が明確にな

るとともに、多くの情報（例えば、幼少期の博物館利用の重要性がうかが

えることなど）が得られた。

●シンポジウムの開催

上記のアンケート調査の結果を公にするとともに、今後の当館のあり方に

ついて検討する場としてシンポジウムを開催した。

日時：３月５日（日） 13：30～16：45

会場：文化の森・21世紀館イベントホール

内容：テーマ「博物館と地域のこれからを考える」

趣旨説明 両角 芳郎（実行委員会会長・館長）

アンケート調査から見た博物館の意義と課題 長谷川賢二（実行委員・当館

主任学芸員）

市民の拠点としての博物館に求められるもの 山本 準（実行委員会副会長・

鳴門教育大学教授）

若者と博物館 中村 昌宏（実行委員会副会長・徳島文理大学教授）

複合文化施設の可能性 仲田 耕三（実行委員・県立近代美術館専門学芸員）
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パネルディスカッション

コーディネーター 大石 雅章（実行委員・鳴門教育大学教授）

コメンテーター 松下 師一（徳島博物館研究会代表・松茂町歴史民俗資料館

主査兼主任学芸員）

参加者：60名

●報告書の刊行

上記の調査やシンポジウムの内容をまとめた冊子を刊行した。

体裁：Ａ４判、150ページ

構成：序?元気な博物館づくりへの道

第１章 元気な博物館づくりプロジェクトの経過

第２章 アンケート調査から見た徳島県立博物館の意義と課題

第３章 博物館と地域のこれからを考える

参考資料 徳島県立博物館の中期活動目標と自己点検・評価

発行部数：1,000冊

６．視察等博物館関係来訪者

５月26日 ＪＩＣＡ青年招聘事業（フィリピン教育代表団）一行 33名

５月31日 ＪＩＣＡ青年招聘事業（東南アジア諸国教育関係者）一行 23名

６月３日 鳥居龍蔵を考える会 鳥居貞義氏ほか２名

７月10日 NPO法人四国自然史科学研究センター一行 7名

7月25日 京都大学大学院理学研究科教員および北京大学教官・学生 一行

16名

11月16日 徳島大学総合科学部長 和田 眞氏ほか３名

12月14日 文化庁文化財部記念物課文化財調査官 清野孝之氏

１月23日 東京人権啓発企業連絡会関係者 ３名

１月24日 八尾市人権協会 笠原秀己氏

１月25日 福岡県人権啓発情報センター 松尾正美氏

１月27日 神戸大学教授 高橋昌明氏

２月23日 東京女子大学教授 水藤 真氏
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３月２日 鹿児島県立博物館学芸主事 中峯浩司氏

３月５日 衆議院議員 後藤田正純氏

３月29日 国立歴史民俗博物館助手 上野祥史氏

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［15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

17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2,910点下回った。昨年度も1,709点下回って

いたので、2年連続して下回ったことになる。もともと年間の資料収集点数はバラツキが非常に大きい

ので、これをもって直ちに低下傾向にあるとはいえないが、昨年度は購入による収集が0点であったこ

とが関係しているかもしれない。平成12～16年度の購入資料点数の平均値および中央値はそれぞれ

15,416点と1,596点であり、資料収集に少なからず貢献していたと考えられる。

・寄贈資料件数は、目標値より32件多かった。

・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5件少なかった。

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/04mokuhyo.htm
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〈1-3〉

・昨年同様、収蔵資料点数に対するDB登録点数の割合として算出した。昨年度は40.0％であったの

で、わずかに向上している。ただし、この数値は大きなコレクションを1つでも受け入れると低下して

しまうので、これによる評価には注意が必要である。

〈1-4〉

・資料特別利用件数は、目標値より5件下回った。

・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。

〈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〉

・昨年度は鳥居記念館博物館の資料を受入れる前提で収蔵スペースについて検討した。しかし、今年

度になって鳥居記念博物館の処遇が不明確となったため、収蔵スペースの検討は、現在は棚上げの状

態である。

・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。

２．調査研究
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〈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。

・研究報告や外部機関の紀要の掲載論文は、昨年度までは一般著述に含めていたが、今年度から学術

論文に入れることにした。そのため、学術論文数が増え、一般著述が減っているように見えている。

・学会・研究会での発表は、目標25回に対して21件と、やや低調であった。

〈2-3〉

・増加傾向が見られる。しかし、科研費による共同研究は減少している。

〈2-4〉

・アマチュア研究者との共同研究を〈2-3〉からこの項目に移した。今後とも、新たな角度からの取り

組みを検討する必要がある。

〈2-5〉

・今年度は、科研費、民間研究助成金ともに獲得することができた。今後、これらの申請には積極的

にとりくむ必要がある。

３．展示
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〈３-１〉

・常設展観覧者数は目標を下回った（前年度比9,032人減）。企画展観覧者数の減少の影響が大きいと

思われる。ただし、閑散期にあたる２，３月の観覧者は増加している（2月；前年比115人増、3月；同

211人増）。この時期に開催した特別陳列の効果と思われる。

・今年度の利用状況調査は4～5月に行ったほか、8～10月に文化庁芸術拠点形成事業の一環で行ったも

のもある。前者と後者ではリピーター率に差があるが、回答数の差が大きいこともあり、一概に比較

はできない。

・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）は実質ゼロで、取り

組みが不足した。

〈３-２〉

・企画展観覧者数は目標を達成しているものの、前年比14,366人の減。

・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あまり進んでいない。
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・観覧者の満足度を調査したのは「縄文の美」の１回だけだが、総合的に満足感を示した割合は69％

であった。目標値に満たなかったが、質的に一定の評価が得られたものと考える。

〈３-３〉

・特別陳列等の開催回数は21回あり、目標の10回を大きく超えている。ただし、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り、共催展も２回ある。これらを差し

引いた博物館独自の取り組み回数は17回となる。常設展示室ロビーを利用した展示もあった。

・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、17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を、継続して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。移動展・共催展5回、

パッケージ展示2件となり、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、取り組みを強化する必要があると考え、組立式展示ケースを制作して態勢整備を進めた。

〈３-５〉

・常設展の内容に関する冊子として、徳島空襲コーナーと銅鐸コーナーに関連する『徳島の自然と歴

史ガイド』が刊行できた。

・展示解説等については、昨年度までのものに加え、部門展示（人文）における解説を２本の展示に

おいて試行した。企画展ほどの情報が行き渡らないこともあり、参加者は少なかった。18年度には、

普及行事の広報に組み込み、参加状況を見ることで今後の取り組みを考えていきたい。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クイズラリーの設問に組み込む試みも

行った。また、クイズラリー自体もポイントカードの導入などの改善を進めた。

・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、公募ボラ

ンティアを募り、ボランティアと学芸員が共同でイベントを開催し、成果を得た。

〈３-６〉

・先進館調査は継続しているが、リニューアルに向けての実質的な検討はできなかった。開館20周年

を目処にしたリニューアルの実現を目指して、再起動を図りたい。
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４．普及教育

〈4-1〉

・企画展・特別陳列の関連行事が増えたり、部門展示の展示解説を行ったりしたため、行事数・参加

者数とも増えた。

・ボランティアが中心になって行ったVキングと文化の日フェスティバルでは、新しい行事もあり、参

加者数を伸ばした。

・普及行事の参加者の満足度は、15行事で行ったアンケート結果から算出したが、おおむね好評で

あった。

〈4-2〉

・出前授業は前半は少なかったが、後半は広報の成果か依頼が増えた。資料貸出件数は少なかった。

・博物館が学校教育支援事業を行っていることを知らない教職員もまだ多い。今後は時期を考え，機

会を捉えて広報する。

〈4-3〉

・ガイドブック2冊「徳島大空襲」「徳島の銅鐸」を出版した。

・普及記事は全般的に少なく、分野的には動物（魚類関係）及び人文系に集中し、それ以外の分野で

は特に少なかった。新聞記事の執筆など、機会あるごとにはたらきかけていきたい。

〈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、会員が自主的に行事を立案・企画

し、継続的に実施できているものもある。
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５．シンクタンクとしての社会貢献

〈5-1〉

・レファレンスが年々増えているのは、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。この他にも、電話での問い合わせなど記録として残されていないものも相当数あると思わ

れるので、きちんと記録することを心がけたい。

〈5-2〉

・講師派遣依頼が昨年に比べて少なかった。また、特定の分野の学芸員に集中した。

・受講者数をカウント・記録する方法を検討したい。

〈5-3〉

・各種検討委員会委員の受諾数は、ほぼ昨年と同じでである。17年度での新規委嘱は6件で、昨年度か

らの継続及び再委嘱がほとんどである。

〈5-4〉

・当館での博物館実習を希望する学生がやや減少したが、今後とも減少傾向になるかどうかはまだ判

断できない。

〈5-5〉

・日本動物分類学会大会、日本昆虫学会四国支部大会の大きな学会が2つあった。
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〈5-7〉

・藍住町立図書館、出羽島漁村センター、松茂町歴史民俗資料館等との共催による移動展など、館外

での展示活動への積極的な取り組みが見られた。

・県博物館協議会連携事業「歴史の道」の開催準備を当館が主導して行った。その結果、平成18年4月

から19年3月にかけ、全部で13の企画展等が順次開催されることになった。

６．情報の発信と公開

〈6-1〉

・資料提供件数は目標の30件/年には達せず、前年よりやや減少している。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55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、企業に対するちらし配布場所の新規開拓を行った。また、フェリー

発着場でのチラシ配布枚数を増やし、特別陳列「吉野川の渡し」では吉野川流域にチラシを重点的に

配布するなどの工夫を行った．今後ともこうした改善努力を続けていくことが望まれる。

・マスコミ出演等件数は前年より1件減少した。

・Eメールサービス登録件数は前年度より減っているが、エラーメール等が戻ってきていたアドレスを

削除するなどしたためであり、それに従い目標数値の見直しが必要である。なお、平成17年度には13

名の新規登録者があった。

〈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る。
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７．マネージメント

〈7-1〉

・17年度は特段の取り組みは行われなかった。

〈7-2〉

・文化庁芸術拠点形成事業「元気な博物館づくりプロジュエクト」の一環として、アンケート調査を

実施した。

・県外利用者の割合は、2つの企画展で調査した。

〈7-3〉

・初めての試みとして公募ボランティアを募り、ボランティアが主体になって企画するイベントを2回

実施した。のべ19名が準備及び当日の運営に参加した。

・文化庁芸術拠点形成事業「元気な博物館づくりプロジュエクト」の実施に当たっては、館外の委員

を含めた実行委員会を組織した。

〈7-4〉

・厳しい財政状況を反映し、館運営予算は16年度より約7,000千円減少した。昨年度に引き続く企画展

開催経費の削減（3,753千円）が主なものである。
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・これまで博物館資料の購入に充ててきた美術品等取得基金が16年度末で廃止された。それに伴

い、17年度から博物館費（一般会計予算）に13,000千円の資料購入費が計上されたが、諸般の事情か

ら1点の購入もできず、2月補正予算での全額減額を余儀なくされた。

〈7-5〉

・法令に定められた年2回の防災訓練は、3館合同で実施された。

・停電、盗難、けが人や病人の発生等に備えた防災マニュアルも整備していく必要がある。

〈7-6,7-7〉

・16年9月に策定した「徳島県立博物館の中期活動目標」に基づき、16年度事業の自己点検・評価を行

い、その内容を年報やホームページに掲載した。また、8月の博物館協議会において討議いただいた

（外部評価）。

・中期活動目標を単なる作文に終わらせないよう、活動目標に基づく実践、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ために、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］ ［15号目次］

http://www.museum.tokushima-ec.ed.jp/default.htm
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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、無料観覧者数が大き

く増えている。そのために13年度までの無料入館者とまったく同質の表示は

できなくなった。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。

（※）冊子版では、常設展・企画展等の詳細な統計を掲載しているが、ここでは、総利用者数のみを掲載した。

[博物館のトップページ] ［年報のページ］ ［15号目次］

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