Asahimachi Museum, Niigata University Newsletter No.12 October. 2014

ISSN 2185-7431
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旭町学術資料展示館の現状と課題
新潟大学旭町学術資料展示館長

❖愛媛大学での大学博物館等協議会大会の開催

橋本

博文

資料を展示する場としては限界に来ているように察せ

今年、６月に愛媛大学で開催された大学博物館等協

られる。これまでのように、外部から貴重資料を借り

議会の大会では、開催校を代表して愛媛大学学長が歓

て来て展示することは勿論のこと、自前の資料を展示

迎の挨拶とともに、基調講演を行った。そこからは愛

することさえ憚れる状況が近づきつつある。

媛大学として大学博物館を戦略的に重要視している姿

一方、当館の延床面積は224㎡で、そのうち、展示

勢がひしひしと伝わってきた。開館初年度の入館者数

スペースが153㎡、事務室が65㎡、その他収蔵スペー

61,000人以後、ここ２、３年は４万人台の入館者数と

ス等が６㎡となっており、収蔵スペースは限りなくゼ

のことであるが、この数字でも当館の10倍の数である。

ロに近い。先の『日本ユニバーシティ・ミュージアム

来年度の大会開催校に手を挙げた金沢大学は図書館

総覧』をもとに全国の大学博物館と比較すると、延床

に併設された資料館をもっているが、
現在その施設の整

面積では平均1,987㎡に対し、約８分の１（78館中71
位）、展示スペースでは平均594㎡に対し、約４分の１

の大会には、本学から館長１名が参加したのに対し、館

（82館中70位）、収蔵庫面積に至っては平均405㎡に対

長以下、
教員・事務方の総勢８名のスタッフを送り込み、

し、約70分の１（70館中の70位）となっており、最下

次年度の開催校としての準備の意気込みが感じられた。

位である。「展示館」という呼称も、納得といったと

一方、
山形大学では、
これまでの図書館建物の一角に

ころだ。博物館実習の見学実習では「反面教師」とし

併設された博物館を、来年度正門近くの人文学部棟の

て「活用」している。その欠を補うため、別棟のプレ

整備に併せて独立・移転させ、
より良い立地で面積的に

ハブ倉庫を２棟置いているが、温湿度の管理ができな

も拡充させるという。その他、日本海側では、弘前大学

いため、貴重な資料は収納できず、梱包材や体験学習

が博物館を新設し、島根大学もミュージアム専任の教

用の道具類などが収められているにすぎない。そのた

員スタッフを配置させるなど、どこも魅力ある大学創

め、市民からの資料の寄贈話があっても、断ち切れに

りとして大学博物館を重視する姿勢を鮮明にしている。

なったり、お待ちいただいたりしている状況である。

❖
「展示館」という名称

❖新しい博物館・美術館をめざして

2007年発行の『日本ユニバーシティ・ミュージアム

先日、当館運営委員の国内大学博物館の先進地視察

総覧』
（緒方泉編著）によれば、日本の各大学博物館

の報告会、「新しい博物館・美術館をめざして」では、

の呼称は以下のようになっている。

時間の無い中、最後に会場からの質問を１人だけ受け

博物館（54）
、資料館（35）
、美術館（12）
、史料館（８）、

付けた。当日、質問された方に、その後たまたま展示

資料室（７）
、展示室（６）
、展示館（４）
、ミュージ

館でお会いし、質問趣旨を尋ねる機会に恵まれた。質

アム（３）
、その他（22）

問者は、本学人文学部の卒業生で、中田瑞穂先生や甘

「博物館」
・
「美術館」
・
「ミュージアム」は一つに括

粕健先生を顕彰する企画展を見学されて、本学卒業生

ると、全体の約46％にのぼる。本学の「展示館」が如

であることを誇りに思ったと語られた。できれば、偉

何に少数派であるかが分かる。

大な先生方の業績を常時展示して欲しいとも付言され

❖施設の老朽化と狭隘性

た。北海道大学や愛媛大学、名古屋大学などでは、そ

当館は昭和４年（1929）建築の本学としては現存す

のような大学史的なコーナーを設けている。

る最古の建物である。同年建設の３代目萬代橋は国の

今後、キャンパス内の再開発の機会をとらえて、移

重要文化財になっているが、当館は新潟市域に現存す

転・拡充の方向を模索しつつ、大学の貴重な学術資

る鉄筋コンクリート造の最古級建物として国の登録有

料・遺産の掘り起こしや学部等に点在している学術資

形文化財となっている。しかしながら、築80年を超え

料の展示に組織的に関わりながら、全学部が個々に所

て老朽化が深刻で、雨漏りなどに屋根の防水シートの

蔵する貴重な学術資料の整理・集約化を進め、展示す

張り替えなどの対処療法でどうやら凌いできた。それ

べき貴重資料・研究成果の公開をこれまで以上に推進

でも側方ひび割れ部からの雨水の浸み込みなど、貴重

する「新しい大学博物館」をめざしたいものである。
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備・拡充をしようとしていると聞く。今回の愛媛大学で
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開催期間：2013年７月27日㈯～８月25日㈰

2013年夏、
あさひまち展示館では近隣の文化施設と連携し、

「Wave from Sweden －スウェーデン現代美術家展 ART MINERS－」を開催
しました。
スウェーデンウプサラの現代美術家集団「ART MINERS」。彼らの現代アー
トと会場となった伝統的日本家屋との異なる文化の融合は、今までにない「波」
を新潟に運んできました。

Wave from Sweden スウェーデン現代美術家展
教育学部芸術環境講座

江戸時代から明治にかけて港町としての賑わいを見

イナーズの作家さん達の発案で炭鉱夫を象徴するス
コップの協働インスタレーションが行われ、今までに

す歴史的な建築や庭園が文化施設として保存され一般

なかった雰囲気のあさひまち展示館アプローチとなり、

に公開されています。

また室内は、グループ展として小品を持ち寄っていた
だきました。

物館新潟分館、これらの西大畑地区の４つの文化施設

展覧会が始まって感じたことは、主役は、あくまでも

とあさひまち展示館にスウェーデンの現代美術家のグ

日本の伝統的な和風建築空間であるということ。作品は、

ループ、ART MINERS（MINERS＝炭鉱夫の意、芸

それをより一層魅力的に感じさせるための装置として

術の探求者）の作品を展示する計画が、展示館長の橋

存在し機能していたということでした。
西大畑地区の建

本博文先生から提案されました。

築や庭園を造った当時の新潟の大工さんや庭師の人達

伝統的な日本の建築空間にスウェーデンの現代美術
の作品群が、展開され，どのような空気がそこに流れ
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晃

せた新潟市の西大畑地区は、現在でも当時の面影を残

安吾 風の館、砂丘館、旧齋藤家別邸、北方文化博
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郷

とクライアントがもたらした文化が如何に洗練された
ものであったか、
改めて認識することになりました。

るのかとても興味深く感じたと同時に、はたして調和

スウェーデンの作家さん達を受け入れる体制は、試

するのか、
また対立や拮抗をもたらすのか、
それはとて

行錯誤のぶっつけ本番で駆け抜けていったわけですが、

も実験的な試みであると感じ、まさにこのコラボレー

新潟市や各館のご協力で無事に終えることが出来まし

ションが展覧会のテーマになってゆくと感じました。

た。ヨーロッパでは、アーティストインレジデンスが

幸いなことに各館の施設を維持管理する方々からは、

盛んに行われ芸術家の受け入れ

この企画に対し全面的に協力していただく事が出来、

体制もとても良く整っています。

スウェーデンの作家さん達は、伝統的日本式の空間に

そうしたことの充実、整備が今

自作を展示できる事にとても大きな期待感と喜びを示

後の課題ですが展覧会は、と

しておられました。

ても意義のあることだったと

古い洋館建築であるあさひまち展示館は、展覧会の

感じております。
炭坑夫を象徴する

テーマとは異なる空間の性質を持つため、展示館の扱

インスタレーション▶

いをどうするかが課題でした。しかしそこはアートマ
旧市長公舎 安吾 風の館

旧齋藤家別邸

各会場の様子
（撮影：村井

北方文化博物館 新潟分館

勇）

砂丘館
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「Wave from Sweden
－スウェーデン現代美術家展 ARTMINERS－」に参加して
新潟大学大学院教育学研究科美術教育専修１年

佐藤

詩織

「Wave from Sweden- スウェーデン現代美術家展

スウェーデンは自然豊かでありながら自動車などの工

ART MINERS-」は、スウェーデンの大学町ウプサラ

業も発展している国ということもあり、
日本の産業にも

の現代美術家グループの人達が日本との対話を通して

似ているところがあると思います。
アーティストとの交

自国の文化のあり方、さらには現代を問う芸術作品を

流やアート作品を通して、
距離は遠くともどこか繋がっ

展開する展覧会でした。あさひまち展示館を含めた西

ている部分があるのだと感じることが出来ました。

大畑・旭町の５つの会場で開催されました。今回私は

スウェーデンの美術家の方々は、日本家屋を目の当

学生アシスタントとして作品制作及び展示作業に関わ

たりにして感動し、新潟に滞在中に構想が変化し、作

らせていただきました。

品や展示内容を変更する場面もあったようです。自分

スウェーデン人作家のアシスタントということで、

自身も作品を作ることがあるので、アーティストの持

普段あまり機会のない国際交流は新鮮な体験でした。

つ作家としての感性の鋭さ、豊かさを感じとりました。

アーティストとの会話を通して、日本に住んでいては

あさひまち展示館のスタッフやアーティストの方々

わからない日本の特徴に気付かされると同時に、国は

が通りかかるたびに私達アシスタントの仕事を気にか

違えども共通する感性に感動することもありました。

けてくれ、大変励まされました。完成した時には一緒
に展示を作った充実感を感じることができました。ス
ウェーデンと日本、言語も文化も違う国をまたいだ展
覧会のため、実行委員の方々のご苦労は並大抵のもの
ではなかったと思いますが、結果として異文化が混じ
り合いつつもそれぞれの文化を再認識できる貴重な展
示だと感じました。今回のようなすばらしい企画にア
シスタントとして携わることが出来、美術や展示につ
いて学ぶ者として大変有意義なものとなりました。

教育学部の学生が
デザインしたポスター
同じデザインの
クリアファイルも
好評でした。

オープニングパーティーで

スウェーデンをイメージして

挨拶する橋本館長

作られた和菓子

あさひまち
展示館での
ギャラリートーク

あさひまち
展示館
ART MINERS のメンバーと大野さん・近藤さん
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美術科の学生たちと作業後の記念撮影
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新潟大学旭町学術資料展示館

開催期間：2013年10月５日㈯～12月１日㈰

あさひまち展示館企画展「甘粕健先生の足跡」を見学して
新潟市歴史博物館
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本展は新潟大学旭町学術資料展
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事業メモリー

学芸員

小林

隆幸

ておりました。野帳は、現場で確認した遺構や遺物、

示館
（愛称：あさひまち展示館）を

地形などの情報をメモするときに使用します。条件の

会 場 に、
2013年10月 ５ 日 ～12月 １

悪い環境や限られた時間の中での使用となるため、書

日の期間に開催された企画展です。

く時には簡潔かつ的確さが求められます。甘粕先生の

2012年８月４日にご逝去された甘

野帳には丁寧なスケッチと的確な説明が書かれ、無駄

粕健先生の一周忌を期して、故人

な線や文字がありません。現場の状況を即座に理解し、

をしのび、その業績を顕彰すると

必要な情報を切り取る能力と絵がお得意だったことに

いう趣旨のもとに企画されました。

よるものでしょう。野帳が展示されていた背面には、

決して広くはない展示室に、古墳研究や遺跡保存に

先生の小学生頃の作品である「キツネノヨメイリ」と

まい進した先生の人生が凝縮して納められていました。

題した切り絵が展示されていました。絵心豊かな作品

展示品は写真、書籍、原稿、図面、発掘出土遺物、愛

で、しかも行列をなす一匹一匹のキツネが丁寧に作ら

用品など多岐にわたりました。これらを通して、業績

れています。こうした幼少の頃からの画才と丁寧さが

ばかりか先生のお人柄も見て取れます。また、展示作

先生の野帳に引き継がれたようです。

業や解説パネルの製作は考古学を専攻する新潟大学の

この企画展を通じて

学生によるもので、今回の企画展が学生にとってのト

甘粕先生の業績を再確

レーニングの場にもなっていました。これは甘粕先生

認するとともに、業績

による演習だったのでしょうか。

の基礎にある仕事への

展示品の中で特に感銘を受けたものが、遺跡の調査

真摯な姿勢やスキルの

の際に携帯する野帳です。以前から先生の野帳を拝見

大切さを学ばせていた

する機会はあり、要点を的確にまとめる見事さに驚い

だきました。

Lecture
講演会
meeting

甘 粕 展 講 演 会

企画展会期中の11月10日㈰、
宮川

野帳や小学生の頃の切絵の展示

開 催 日：2013年11月10日㈰
会
場：医学部第５講義室

が催され、県内外から考古学ファンが集まりました。

すすむ

徏氏
（文化財保存全国

宮川先生と甘粕先生の出会いや文化財保存全国協議

協議会元代表委員）を講師に

会の設立について、また、文化財保存運動に関わる人

迎え
「今、世界遺産をめざす

間模様等の貴重なお話に参加者からは、「甘粕先生と

百舌鳥古墳群 戦中戦後の荒廃

の文化財保存運動当時の情熱が肌に伝わってまいりま

も

ず

にはじまった文化財保存運

講演する宮川先生

動 －甘粕健さんとの出会い－」と題した関連講演会

Project
企画展示

exhibition

した」「甘粕先生の人柄がしのばれます」との声が多
数寄せられました。

開催期間：2013年12月21日㈯～2014年３月23日㈰

脳外科医・中田瑞穂生誕120周年展

中 田 瑞 穂（1893－1975）

－その研究、教育、芸術－

あさひまち展示館ではこれを記念し、旧齋藤家別邸を

は新潟大学の前身、新潟医

はじめ、近隣の會津八一記念館・砂丘館・北方文化博

科大学に1922年に着任し、

物館新潟分館とともにその業績を紹介する展示会を開

新潟大学に日本初の脳神

催しました。３月２日㈰には

経外科を設立し、数々の研
究 業 績 を 挙 げ、 多 く の 医

ご講演中の生田房弘先生
ほととぎす

関連講演会が開催され、170
名を超える多くの方が参加

学生を教育しただけでなく、不 如帰派の俳人として、

し、生田先生・蒲原先生・神

高浜虚子や會津八一と親交がありました。

林先生のお話に熱心に耳を

2013年は、中田瑞穂の生誕120周年に当たる年です。

傾けていました。

挨拶する髙橋姿学長
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開催期間：2013年７月17日㈬～８月30日㈮

微化石展
微化石展

～地層の中の小さな芸術品～
新潟大学大学院自然科学研究科

2013年夏、新潟大学
駅南キャンパス「とき
めいと」にて、サテラ
イトミュージアム企画
展「微化石展」を開催
しました（会期：2013
年７月17日～８月30日）
。「ふれあいトーク」で語りかける
岸本直子さん
（摂南大学）
会期中には、新潟大学
の関連施設などが連携してスタンプラリーを実施しま
した。展示会場の
「ときめいと」のほか、あさひまち展示
館、理学部サイエンスミュージアム、新潟県立自然科学
館、佐渡市内の理学部附属臨海実験所と両津郷土博物
館、糸魚川市内のフォッサマグナミュージアムで台紙
を配布し、このうち２ヶ所見学すると記念品がもらえ
るという仕組みでした。
展示会場には、微化石についてのパネルや標本、３
Ｄプリンターを用いて制作された微化石の拡大模型な
どを展示しました。展示物の中には、学術研究を通し
て収集された標本や微化石写真もあり、貴重な資料を
広く公開する良い機会となりました。
また、
微化石を普
及のツールとして利用するために考案された微化石を

ギャラリー
Project
トーク

前期博士課程２年

植原

和樹

テーマとしたトランプや編みぐるみ、ビーズ細工など
も展示されました。体験型の展示物として、微化石を実
際に顕微鏡で観察していただくコーナーを設けました。
これは、数種類の微化石を観察できるようにしてあり、
「美・微化石総選挙」というタイトルで気に入った微化
石があれば用紙に絵を書いて投票をする仕組みでした。
会期中の８月３日と８月24日には、会場内で子ども
たちを対象に体験イベントを開催しました。化石のレ
プリカ作り、地質ぬりえのほか、微化石についてわか
りやすく紹介する「ふれあいトーク」を実施しました。
なお、この企画展は、新潟
大学コア・ステーション「形
の科学研究センター」、「地球
環境・地球物質研究センター」、
佐渡市教育委員会、糸魚川市
教育委員会の共催、ＮＰＯ法
人ジオプロジェクト新潟、新
潟県立自然科学館、フォッサ
マグナミュージアムの協力
により実施されました。

開催日：2014年３月１６日㈰

exhibition

中田瑞穂先生（1893－1975）
生誕120周年記念イベントの
一環として、さる３月16日新
潟大学旭町学術資料展示館に
て、 こ の タ イ ト ル で ギ ャ ラ
リートークをさせていただ
いた。
新潟は中田先生によって
始められた日本のてんかん
外科発祥の地とされており、
私が脳外科医になったとき
にはすでに退官されていた先生は私にとって神格化さ
れた存在である。1970年代には、ロボトミーなどの精
神外科とてんかん外科が混同されたことによる、てん
かん外科の全否定の時代があったが、1980年頃から世
界的にてんかん外科が復活し、私もてんかん外科を新
潟で再興しようと志し、当院てんかんセンターを全国
規模の施設に育ててきた。中田先生の「癲癇2000年」
（1984年刊）は私の座右の書であり、
「好むと好まざる
とにかかわらず、いつしかてんかんと切っても切れな
い因縁を生じた。
」という先生に同感である。同時代
にカナダ・モントリオール神経学研究所教授のワイル
ダー・ペンフィールド先生（1891－1976）がてんかん
外科の父として活躍し、手術時に脳皮質を電気刺激し

亀山

茂樹

て明らかにした脳機能地図は教科書には必ず掲載され
ている「脳のこびと」と呼ばれて有名である。中田先
生も同じように電気刺激による運動中枢の同定をされ
ていたことが「脳手術」（1947年）に書かれている。
まだ全身麻酔もなく、手術顕微鏡もない時代に大脳半
球剔除術という大胆且つ最先端の手術を行い、「７例
のうち３例とび離れていい結果が得られ、親たちが心
か ら 感 謝 し 喜 ん で い る 」 と「 外 科 今 昔 」（1958年、
1999年新版）に書かれた。また、「（手術）適応を正し
くとれば、非常に好転する」とも書かれていて、てん
かん外科が薬物治療より優れるというエビデンスが明
らかになった2001年以降、世界的にてんかん外科が発
展している。
当院では、重度の稀少難治てんかんである視床下部
過誤腫症候群の定位温熱凝固術を開発し、国内外から
多くの患者が入院している。また、中田先生が創設さ
れた新潟大学脳研究所とてんかん原性の基盤を解明す
るための共同研究
を続けている。中
田先生以来のてん
かん外科の歴史と
伝統がここ新潟で
今も息づいている
と思いたい。
ギャラリートーク
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国立病院機構西新潟中央病院院長
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友の会バス見学会

開催日：2013年９月１日㈰

東日本大震災復興支援「特別展」の見学
あさひまち展示館

2013年９月１日、福
島県内で開催中の東
日本大震災復興支援
特別展をメインに３
か所を見学場所とす
るバス旅行に参加し
ました。当日は磐越
自動車道から福島県に入り、最初の見学場所である
福島文化財センターを訪れ、
「発掘された日本列島
2013」を見学しましたが、事前学習として８月25日
に橋本館長講演の「陵墓の埴輪・東日本大震災復興
と埋蔵文化財保護」を受講していたことから大変理
解しやすい見学となりました。
次に福島県立美術館での特別展「若冲が来てくれ
ました」を見学、動物たちを描いた作品や、四季折々
の中で自然が見せる一瞬の表情をとらえた作品など、
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土屋

藤夫

生命の輝きや喜びを表現した江戸絵画には大きな感
銘を受けました。見学の最後は郡山市内にある大安
場古墳群で、特に１号墳は、４世紀後半につくられ
た全長83ｍの東北地方最大の前方後方墳で、係員の
説明を受けた後ガイダンス施設に行き、古墳をつく
る様子や埋葬の方法も学習することが出来ました。
見学の全体を通じて感じたことは、先人達がつ
くった国の歴史や文化の素晴らしさを思い、震災被
災者にとっては分断された地域コミュニティを再び
取り戻し、復興に向かっ
ての大きな心の支えにも
なる特別展であると思い
ました。最後に感慨深く
有意義な機会をつくって
いただいた橋本館長に御
礼申し上げます。

開催日：2014年３月８日㈯

「折り紙でお雛さまを作ってみよう」
あさひまち展示館

2014年３月８日㈯、
「折
り紙でお雛さまを作ってみ
よう」と題して体験教室を
開催しました。この体験教
室は2014年２月１日㈯～３
月30日㈰まで開催した企画
展「新潟大学あさひまち展示館 雛まつり」の関連イ
ベントです。この時期全国の多くの展示施設で雛人形
の展示がありますが、この新潟でもギャラリー蔵織さ
んが中心となり
「湊新潟 雛人形・町めぐり」
と銘打っ
て、雛人形を展示する施設の連携を図ってくださり、
そこに参加させていただきました。
体験教室を開催した日は既に３月３日の桃の節句の
日を過ぎていましたが、定員数を超える申し込みをい
ただきました。折り紙の指導は、折り紙、草花を材料
とした工作指導を各所でされている塚田知次さんと、

Experience
ニュース
classroom

友の会

美和

清水でおこない、展示館ボランティア会員のなかでも
折り紙を得意とする中野道夫さん・阿部知惠子さんに
もご協力いただきました。参加者のなかには本格的な
折り紙を経験しているかたもいて、持参されていた専
用道具はとても参考になりました。参加者は全員女性
で比較的近い世代だったせいもあり、工程が進むにつ
れ互いに教え合ったり道具を融通しあったりと、和や
かな雰囲気で作品を完成させることができました。終
了 後 の ア ン ケ ー ト で は、
「この機会で新しい知り合
いができ、楽しかった」、
「季節の折り紙を教えてほ
しい」などの意見があり
ました。これらを踏まえ
今後の体験教室に活かし
ていきたいと思います。

新潟県内初の円筒埴輪を発見！
新潟県内初の円筒埴輪を発見！

皆さんは、新潟県内に存在する600基を超える古墳
のうちで、埴輪をもつ古墳は何基存在すると思われま
すか。隣の群馬県では昭和13年にまとめられた『上毛
古墳綜覧』に１万基前後の古墳が確認されていますが、
そのうちの少なくとも１割に相当する１千基前後には
埴輪が存在すると考えられます。一方、新潟ですが、
実はわたしが新潟に赴任する19年前には意外なことに

清水

人文学部

橋本

博文

１基も確認されていませんでした。幸い、赴任２年目
に現・南魚沼市の飯綱山古墳群10号墳で壺形の埴輪を
発見しました。それから15年たった一昨年、新潟市歴
史博物館に郷土史家で民俗学者の金塚友之亟氏のコレ
クションが寄贈され、その中に円筒埴輪が含まれてい
ることが明らかになりました。その埴輪には「牡丹山」
という墨書きがあり、それを展示したところ、土地勘

平成25年度
のある新潟市東区の住民
から、地元の諏訪神社の
高まりが採集地であり、
古墳の可能性があるので
はないかという指摘
が あ り ま し た。 そ れ
を 承 け て、 歴 史 博 物

新潟大学旭町学術資料展示館
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館の学芸員、小林隆幸氏が同館のニューズレター『帆檣
成林』に資料紹介し、それを拝読した筆者が指摘のあっ
た現地を訪ね、そこで円筒埴輪の基部破片を１片採集し
ました。その埴輪の土と金塚氏採集埴輪の土が酷似する
ことから、両者が同一地から出土したものと結論付けま
した。これによって、新潟県内にも円筒埴輪をもつ古墳
の存在することが、ほぼ確実となりました。

牡丹山諏訪神社古墳
表面採集円筒埴輪

平成25年度 あさひまち展示館 活動記録
あさひまち展示館企画展示
開催期間
2013．3．30 ～ 5．26

タイトル

展

博物館でお花見を！

示

室

担

企画展示室

展示館

2013．6．8 ～ 7．19 うちわ展

企画展示室

展示館

2013．7．8 ～ 9．22 戦争と平和を考える

２Ｆロビー

人文学部

あさひまち展示館 サテライト・ミュージアム
駅南キャンパス「ときめいと」企画展示

当

開催期間

タイトル

2013．7．17～8．30

出雲崎沖海底古木
の謎を追う

2013．7．27 ～ 8．25

Wave from Sweden
－スウェーデン現代美術家展
ART MINERS－

企画展示室

教育学部

2013．10．5～
2014．1．8

2013．9．4～29

埴輪展

企画展示室

人文学部

友の会行事

2013．9．13～29

地学実験Ａ実習発表展

企画展示室

理学部

2013．10．5 ～ 12．1

古墳研究と文化財保存運動の先
達 甘粕健先生の足跡

企画展示室

人文学部

2013．12．21
～2014．3．23

脳外科医・中田瑞穂 生誕120
企画展示室
周年展－その研究、教育、芸術－

展示館

2013．12．26
～2014．1．30

お正月

２Ｆロビー

展示館

２Ｆロビー

展示館

2014．2．1 ～ 3．30 あさひまち展示館

雛まつり

担

微化石展 －地層
の中の小さな芸術 理学部
品－

開 催 日
2013．9．1

テーマ

農学部

講

バス見学会
（福島県文化セン
ター・福島県立美
術館・大安場古墳
群）

当

師

橋本博文館
長

フォーラム・講演会
開 催 日

タイトル

講

師

会

場

2013．6．15

あさひまち展示館友の会企画講演会「縄文時代の
住居と集落について」

2013．8．25

講演会「『陵墓の埴輪』と『東日本大震災復興と
橋本博文館長
埋蔵文化財保護』を中心として」

ときめいと

2013．11．10

講演会「古墳研究と文化財保存運動の先達
健先生の足跡」

医学部研究棟１階第５講義室

2014．3．2

生田房弘（新潟大学名誉教授）・蒲原宏
講演会「脳外科医・中田瑞穂の研究、教育、芸術」（日本歯科大学 医の博物館顧問）・神林
恒道（會津八一記念館館長）

医学部研究棟１階第４講義室

宮川徏（文化財保存全国協議会元代表委
員、現常任委員）・橋本博文館長

有壬記念館

ギャラリートーク・体験教室
開 催 日

タイトル

講

師

関連企画

2013．4．6

ギャラリートーク

橋本博文館長

博物館でお花見を！

2013．6．22

うちわ作り体験教室

大澤清二(佐渡市在住)

うちわ展

2013．7．7

ギャラリートーク

橋本博文館長

うちわ展

2013．7．26

アーティストトーク

Kajsa Haglund（ART MINERS）

Wave from Sweden －スウェーデン現代美
術家展 ART MINERS－

2013．9．28

ギャラリートーク

橋本博文館長

埴輪展

微化石展体験イベント

岸本直子（摂南大学理工学部機械工学科
講師）・大学院自然科学研究科学生

微化石展

2013．10．19
歴史的実験機器の魅力を語ろう！
～11．16

原田修治工学部教授・石川文洋理学部准
教授・鈴木光太郎人文学部教授・大矢誠
工学部准教授

常設展示

2013．10．27

勾玉を作ってみよう！

展示館職員

新大WeeK2013

2013．11．10

ギャラリートーク

橋本博文館長

古墳研究と文化財保存運動の先達
甘粕健先生の足跡

2014．3．8

体験教室「折り紙でお雛さまを作ってみよう」

展示館職員

雛まつり

2014．3．16

ギャラリートーク「中田瑞穂先生とてんかん外科」 亀山茂樹（西新潟中央病院院長）

2013．8．3, 8．30

移動博物館
開催期間

タイトル

会

場

2013．8．10～8．19

佐渡金銀山パネル・啓発ポスター展

新潟空港

2013．9．10～10．6

微化石展

糸魚川フォッサマグナミュージアム

2013．12．16
～2014．1．31

佐渡を世界遺産に！「金を中心とする佐渡鉱山の
遺産群」パネル展

-地層の中の小さな芸術品-

新潟大学中央図書館

脳外科医・中田瑞穂 生誕120周
年展 －その研究、教育、芸術－
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あさひまち展示館入館状況
◆入館者数

（2013年４月～2014年３月）
学

月

内

学

外

学生 教職員 学生 教員研究者 一般

計

4月

3

29

6

21

185

244

5月

55

15

4

10

156

240

6月

50

25

7

14

217

313

7月

171

44

16

74

287

592

8月

38

38

122

68

512

778

9月

9

20

6

39

223

297

10月

32

32

40

46

169

319

11月

49

30

12

124

219

12月

28

36

3

21

2014年1月

8

21

2

2月

8

18

3月

19
470

計

◆団体入館者
日

付

団体名

人数

2013年8月2日 石山地区公民館 石山チャレンジクラブ

23

2013年10月12日 まちのお宝探検隊

３0

2013年11月6日 下山中学校2年生

10

2013年12月12日 金山町のみなさま

27

434

2013年12月19日 町あるきの会

11

228

316

◆講義・実習等での活用

35

145

211

4

32

179

241

25

14

40

275

373

333

236

524

2795

803

3,555

4,358

日

付

講義・実習名

受講者数

2013年５月12日 オリエンテーション/保健学科

41

2013年6月23日 考古学概説A/人文学部

38

2013年7月13日 地学実験A/理学部

19

2013年7月13日 平和を考える/副専攻

150

通

年

博物館見学実習

50

8

◆資料受入リスト
資料名
吟光

女禮式之図

月耕

婦人風俗尽

月耕

婦人風俗尽

雛人形（お雛様

説明
浮世絵

2013年11月29日

購入

御殿山のさくら

浮世絵

2013年11月29日

購入

挿花

浮世絵

2013年11月29日

購入

人形

2014年２月18日

購入

カルタ

2014年３月13日

寄贈

版画

2014年３月31日

編入

絵画

2014年３月31日

寄贈

お内裏様）共箱付

中田瑞穂作「俳句歌留多」
東海道遠州路武州一円出羽奥州蝦夷松前
中田瑞穂作

江戸大雨風大津浪出火

絵画作品（印刷物）
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編集後記
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※開館日：水・木・金・土・日曜日の週5日間

新潟に新しい風を吹かせた「Wave from Sweden」
展。初めての試みに悪戦苦闘の日々でしたが、たくさ
んの方々にご来場いただき、大成功を収めることがで
きました。
多くの皆様のご協力のもと、
無事に企画を終
えることが出来ましたこと、
改めて御礼申し上げます。
この企画を機に深めることができた周辺施設との連
携を大切に、今後も地域の中での大学博物館としての
役割を果たしていきたいと考えております。

