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運営委員、鶴田一雄先生を偲んで
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●

●

● ● ●●

新潟大学旭町学術資料展示館長

９月20日早朝、群馬の発掘実習の現場で学生から信

橋本

博文

ただければ鬼に金棒だった。

じられない言葉を聞いた。当館運営委員の鶴田一雄先

翌年、その企画展をご覧になった市民の方から、う

生が亡くなられたというのである。一瞬、誰のことか

ちに中田先生の作品が沢山あるので、よろしかったら

とわが耳を疑った。

寄贈したい旨のお話を頂載した。そこで、鶴田先生に
ご相談し、一緒に水原まで出掛けた。中田先生の教え
子の一人であった家田三郎氏のご息女、中田しげみ様
を訪ね、作品の一群を拝見した。その折の選択は、画
帖や額装の書など大筋で鶴田先生と一致していたが、
一部迷うところがあり、先生のお考えと異なる部分が
あった。しかし、他者の考えを尊重し、「それもいい
ですね！」ということになり、落ち着くべきところに
落ち着いた。中田瑞穂先生と所有者の御尊父、家田三
郎氏との関係が窺い知れる、大きな赤いリンゴの描か
ある時、軸物の日本画の展示が続いたので、篆刻教
室でもやったら面白いのではと思いたち、鶴田先生に

鶴田先生（2011年9月24日、新潟県民会館にて）

ご相談した。最初、今度赴任した先生が篆刻を専門と

同僚、鶴田先生には、旭町展示館の運営委員として

しているからお話ししてみるとのご返事だったが、
「お

多くの場面でお力添えをいただいた。最初は裏打ち教

忙しいようなので私が引き受けましょう。
」という最

室だったかと思う。続いて2009年10月31日の新潟大学

終回答になった。その頃も最近ほどではなかったと思

創立60周年『中田瑞穂・高野素十作品展』関連イベン

うが、鶴田先生はお忙しい人だった。2011年12月18日

トの拓本教室では、医学部赤門近くに立つ中田瑞穂先

の篆刻教室は人気が高く、定員を超してしまい、わた

生の「学問の静かに雪の降るは好き」の句碑の拓本採

しは参加できなかった。２回目開催の篆刻教室を心待

りを主にあさひまち展示館友の会のボランティアの

ちにしていたのは、わたし一人ではあるまい。

方々を前に手慣れた様子で実演された。受講者は初め

そして、この2013年の冬、中田瑞穂先生の生誕120

仲間に遠慮して譲り合っていたが、鶴田先生に促され

周年ということで、再度企画

て、そのうち我も我もと碑面に向かって行った。初め

展が計画され、その責任者に

てなので決して上手くはないのだが、
「初めてにして

なっていただくことを快諾さ

は、お上手ですね！」と言う言葉にお人柄が滲んでい

れた矢先のことだった。今後

た。その時、考古学を専門とするわたしは、土器の拓

当面の『中田瑞穂生誕120周

本採りの延長線上にある自己流ではなく、正式な石碑

年展』の成功を約することと、

の拓本採りの方法を鶴田先生から学んだ。

長期的には、先生の運営委員

2010年、
『中田瑞穂・平澤 興作品展』の企画を中田

として心配されていた大学総

先生の教え子であり、新潟脳外科病院の医師である小

合博物館としての当館の飛躍

川 宏先生からいただき、それを実現すべく飾り付け

をお誓いして、お別れの言葉

などを鶴田先生にお願いした。鶴田先生に加わってい

としたい。

合掌

カンラン
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れた「小刀子呉れし超大林檎かな」という俳画である。
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新潟大学旭町学術資料展示館

事業メモリー

開催日：2012年6月9日㈯
Lecture
L
t re
講演会
会 場：有壬記念館
meeting
m
eeting 新潟市内の津波被害と1833年庄内沖地震
災害・復興科学研究所、人文学部

矢田

俊文

庄内沖地震の全体像
南海トラフ周辺で起った1707年宝永地震
は、太平洋側の高知市・大阪市などの低地
に大きな津波被害を与えた。日本海側でも
同様に大きな津波被害をもたらした地震が
起っている。それは天保４年（1833）10月

A

26日の庄内沖地震で、秋田から能登半島に
かけて大きな被害をもたらした。
この地震により、新発田藩では津波によ
り５人の溺死人を出している（網代浜１、
松ヶ崎浜３、河渡１）
。佐渡では79軒の流

1964年新潟地震の地盤災害
ベースマップは、
「新潟地震地盤災害図」新潟大学、1964年
うぐいす色は無被害地域,水色は浸水地域 Ａ.旧新潟町

失家があった。最大の被災地は石川県輪島
市域にあたる輪島崎村・海士村・鳳至町・河井村の４

メートルも内陸に入り込んだ。五十嵐浜に津波が押し

つの町村で、被害は流失家208軒、溺死人ほか47人（溺

寄せ、３回目の津波で新川に架かる五十嵐浜往来橋、

死人29人、溺死人の体18人）にのぼった。

内野往来橋などの橋が落ちた。五十嵐浜往来橋の欄干

庄内沖地震による新潟市の被害

は内野村の田の中まで流されていた。津波は西川の堤

新潟市では液状化の大きな被害があった。特に沼垂
地域の被害は甚大で、舟蔵小路往来地は五寸もしくは
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潟市西区）の畑にまで到達した。

一尺ほど割れて水や砂が吹き出た。また、新発田藩の

新潟町（現在の古町など中心地）へも津波が入り込

御修復蔵は通し

み、床上げした地域もあった。湊に停泊していた船は

柱 が 六、 七 尺

津波によって陸に打ち上げられて壊れ、浜辺に囲い置

（1.8〜2.1メート

2

防を越えて西川に入り、新川の底樋を通って槇尾村
（新

ル）も地面にめ

1964年新潟地震では新潟市中心地（旧新潟町、図の

り込み平潰れに

Ａ）には津波は到達していなかったが、1833年庄内沖

なった。

地震では津波が到達し大きな被害を与えた。日本海側

新潟市内には
津 波 が2.5キ ロ

Project
P
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企画展示

eexhibition
xhibition

いていた大船は引き波で大いに痛んだ。

最大の地震である庄内沖地震の被害を教訓にして、防
災の取り組みを行うことが重要である。

開催期間：2012年4月20日㈮〜6月24日㈰

歴史地震を考える
災害・復興科学研究所

卜部

厚志

2011年３月11日の東北地方太平洋沖地震では甚大な

た。展示は、①地層に記録された津波堆積物、②1964

津波被害を受けたが、歴史史料（日本三代実録）や地

年新潟地震の記憶、③1751年宝暦高田地震での斜面災

層に記録された津波堆積物から、869年にも2011年と

害をサブテーマとした。①では、仙台平野における弥

同様な津波が発生したことが明らかとなっている。今

生時代、869年貞観地震と2011年津波による堆積物の

後の地震災害を予測・軽減するためにも、歴史史料や

剥ぎ取り資料を展示した。②では、新潟地震での新潟

地層に記録された過去

市街部の被害を記録した「新潟地震地盤災害図」のパ

の地震災害を紐解くこ

ネル（地図の上を歩けるように加工）を床面に置き、

とが重要である。

当時の記録集等も展示した。③では、地震による現在

そこで、 歴史地震

の直江津から能生付近までの海岸沿いの斜面災害を記

を史料や地層の記録か

録した「越後国頸城郡高田領往還破損所絵図」の写し

ら考える

を展示した。また、展示期間中に講演会とあわせて、

ことを目的

とした企画展示を行っ

展示資料の解説を行い、来場者の高い関心を得た。
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新潟大学旭町学術資料展示館

事業メモリー
開催期間：2012年7月11日㈬〜9月22日㈯

「あの日あの時の佐渡」｢かしら｣
人文学部

この企画は、昭和45（1970）年から現在にいたるま

池田

哲夫

佐渡の人形芝居に使用する ｢かしら（頭）｣ を展示した。

で、佐渡をテーマに写真を撮り続けている、東京在住

このころの佐渡は、離島といえども高度経済成長の波

の写真家田村祥男さんの写真展であった。

をうけ、大きく生活様式が変わりつつある時代でもあ

田 村 さ ん が、 佐 渡 へ は じ め て 渡 っ た の が 昭 和45
（1970）年の冬であったというから、それから今日ま
で43年間、よく通い続けたものである。

り、その姿が見事に写し出されている。佐渡の民俗研
究者の故本間雅彦さん
は ｢芸術写真は美しい

通い始めた頃の船は、最大でも1,000トンの貨客船

記録写真は楽しい｣

おけさ丸であったと思うが、冬の日本海の荒海は、時

と、その両方を兼ね備

には乗船慣れした佐渡人でさえも胃の内容物を逆噴さ

えた田村さんの写真を

せる揺れであった。両津埠頭の待合室のベンチには、

絶賛したのもうなずけ

人目もはばからず横たわり、船酔いを覚ます下船客の

る写真展であった。

姿もたひたび見かけた。田村さんもその１人であった。

草刈カマ
（佐和田 沢根）

そんな辛い思いをしてまで通い続けたのは、佐渡の
人びととの出会があったからだという。出会った人び
ととの交流はいまでも続くというが、そうして撮りた
めた写真は５万コマにも及んでいる。
今回の企画展では、昭和45年から昭和63（1988）年

嫁入りの日
（小木 田野浦）

頃までの写真120点余りを展示した。前半では人びと
との出会いを生活や祭り等の行事を中心に、後半では

eexhibition
xhibition
人文学部

新潟市（旧・潟東村）出身の

橋本

博文

光・織田観潮・換戸観海・加藤国堂・蕗谷虹児など）

尾竹三兄弟（尾竹越堂・竹坡・

の作品、４．明治期の版画―木版・石版・銅版画、５．

国観）の作品を通覧・俯瞰した。

富山時代の画業―売薬版画と教科書の挿画、６．雅叙

初期には富山の売薬版画やうち

園所蔵の竹坡晩年の作品（写真）などから構成された。

わ絵などで生計をたて、明治期

これらによって、売薬版画などにみる初期の錦絵
（浮

の国定教科書や雑誌・絵本の挿

世絵）作家・版画家としての側面、国定教科書や雑誌・

絵も手掛けるほどの腕前だった。

絵本などの挿画家としての側面、戦争を鼓舞する「戦

国画展で入選するも、アカデミ

争画家」としての側面、大和絵系譜の日本画家として

ズムの美術界には受け入れられ

の側面など幅広いジャンルにわたった活躍の跡を辿り、

ず、岡倉天心らと対立し、竹坡は時の美術界の革新を

マルチ画家としての評価を与えたものである。

唱えて国政に訴えようと衆議院選に立つも、夢叶わず

見学には地元ファン・研究者はもとより、ニュー

落選してしまう。以後、借金を抱えて濫作し、評価を

ヨーク在住の竹坡のお孫さんをはじめとする尾竹家の

落としてしまうが、一方で晩年にも秀作を残した。そ

方々らが遠方より来訪された。

の画業の変遷を、富山市売薬資料館所蔵の売薬版画や
双六・引札、東京都目黒雅叙園発行の絵葉書・新規撮
影の写真、新潟県内の個人所蔵などの作品を中心に一
瞥したものである。
展示は、１．
三兄弟の師（父親尾竹国石・梅堂国政・
川端玉章・小堀鞆音など）の作品、２．三兄弟の作風
の違い・変遷、３．三兄弟の弟子（宮田司山・三枝素
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開催期間：2012年10月17日㈬〜2013年２月１日㈮
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新潟大学旭町学術資料展示館

事業メモリー
開催期間：2012年７月14日㈯〜10月14日㈰

佐渡ジオパークを目指しての取り組み
佐渡市教育委員会社会教育課ジオパーク推進室

2012年、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」に
て、企画展示「佐渡の海洋生物展−生き物たちとのタ
イムトラベル−」が開催されました。当初、７月14日

弥生

「小さいのでは？」と答える人が多く、「実は佐渡島の
ほうが大きいんです。」と答えると、皆さん「えー！」

㈯〜８月31日㈮までの会期を予定していましたが、好

と驚いていました。新潟の人

評につき、10月14日㈰まで会期を延長しました。

にとって身近な島ですが、実
はよく知られていないのです。

も実施しました。これまでのスタンプ設置場所は島内

今回の展示の副題でもある

では理学部附属臨界実験所のみであり、佐渡市の施設

「タイムトラベル」。ジオパー
クは、まさにこのタイムトラ

ではスタンプを設置していませんでした。今回、新た
写真１

に両津郷土博物館にスタンプを設置し、島内のみでも
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市橋

１）。「佐渡は新潟市よりも大きい？」という問題では、

新潟大学の施設と連携し、会期中にスタンプラリー

4

学芸員

ベルを楽しむことができる場

スタンプラリーが完結できるようになりました。両津

所だと思います。佐渡島は長い時間をかけて現在の形

郷土博物館では主にジオパーク関連グッズを景品とし

になりました。佐渡に生息する海洋生物も移り変わっ

て準備しました。中でも普及啓発用のDVDは交換率

てきました。その証拠は、化石として今でも佐渡島内

が高く、ジオパークの普及啓発ツールとして、スタン

に残っています。現在の佐渡島に生息していない種の

プラリーは有効だと感じました。

化石も見つかります。なぜ、そのような生き物の化石

７月14日㈰にはふれあいトーク講師としてときめい

が残っているのでしょう？そこには、佐渡の大地が深

とに赴き、佐渡が目指すジオパークについて紹介しま

く関わっています。そして、その大地の上に、私たち

した。ジオパークは佐渡島内でもまだまだ馴染みがな

は生きているのです。もし、大地と現在の生き物を結

い言葉です。まずは、佐渡島のことを知ってもらおう

ぶお話を聞きたくなったら、是非佐渡ジオパークにお

と思い、佐渡を紹介するクイズを作成しました（写真

越しください。お待ちしております。

理
Project
P
r学oj部
ect
企画展示

開催期間：2012年12月９日㈰〜12月26日㈬

eexhibition
xhibition 『七色の恐竜展』を開催して
自然科学研究科

大学院の授業
「サイエンスコミュニケーション実習」

博士前期課程２年

雅貴

ショップでは、鳥から

の一環として学生主導のこの企画展を2012年12月９日

恐竜への進化を楽しん

から26日の期間に開催しました。この企画展は、専門

で学んでもらおうと受

的な研究を分かりやすく解説し、知ってもらうととも

講生たちでいろいろな

に一般の方々が楽しめるものを創るという趣旨で行わ

アイデアを出しながら

れました。

ワークシートを作りま

この企画展を開催するにあたって、私たち受講生は

内山

した。ミニトークはと

ミニトーク

何回も理学部棟に集まり、展示内容の検討や展示パネ

ても評判が良く、一般の方々に楽しんでいただけたよ

ルの作成、体験イベントの打ち合わせを行いました。

うでした。私たちもパネルの解説やワークショップで

研究や就職活動などで忙しい中、各々の役割をこなし

来場された方々とふれあい、
「伝える」ということの

ていくことに苦労しましたが、受講生全員がこの企画

難しさを実感しました。しかし、来場された方から
「楽

展を成功させようと奮闘しました。

しかった」との言葉をいただいた時はとても嬉しい気

12月９日の体験イベ
ントでは、パネルと化

ワークショップ

持ちでした。
開催にあたって真鍋先生や松岡先生には多くのアド

石の展示のほかに、化

バイスをしていただき、

石のレプリカ作りや

図書館やときめいとの

ワークショップ、真鍋

多くの方々に協力して

先生のミニトークが行

いただいたことに、御

わ れ ま し た。 ワ ー ク

展示パネル

礼申し上げます。
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事業メモリー
開催期間：2013年２月14日㈭〜３月24日㈰

浄草回帰

永吉秀司日本画展

－現代日本画の表現と技法－
本展覧会

れるタブローのみを展示することが多く、このように、

は、本学の

小下図や写生、その作家のセールスポイントでもある

教育学部准

技法の方法などを解説付きで展示する形は、極めて珍

教授であり、

しい。そのことについて同氏に尋ねると、
「日本画の

日本美術院

技法は、個人が専売特許のように扱うことが多く、そ

院友の永吉

のことが日本画の教育的振興の弊害となっている面が

秀 司 氏 が、

ある。教育学部に所属している作家としては、私の持っ

「淨草回帰」

ている日本画のスキルを全て公開することで、今後学

という造語

生たちがそれらの経験を日本画の振興に役立ててほし

をキーワー

い。」と語る。

ドとして制

また、会期中に行われたギャラリートークでは、日

作した日本

本画の画材についての基本的な説明のほかに、バブル

画作品20余点と、同氏が日本美

崩壊や、地球環境の変化に伴い様々な岐路に立たされ

術院に入選した作品の小下図・

た日本画材のエピソードについてユーモアたっぷりに

写生の一部や、材料研究の中で

紹介し、聴講者を大いに沸かせ、小下図や作品の解説

開発した表現技法の一部が日本

では、小下図と本画の違いなどを説明し、聴講者が直

画材の紹介とともに展示された展覧会である。
通常、日本画の個展の場合、その作家の本画と呼ば

接作品に触れる機会を設けるなど、ほかとは一味違う
内容のギャラリートークであった。

大学博物館等協議会2012年度大会・
第７回博物科学会in京都大学に参加して
工学部

担当は「歴史的機器」のコーナーである。平成６年
に改組となったが、工学部共通講座は科学・技術の黎

原田

修治

査・公開活動を行っている「非文献資料リポジトリ研
究会（代表：堀井洋）」から協力要請の進展もある。

明期に旧制長岡高等工業学校の理科教室として設置さ

大会参加の目的は、
「大学」博物館の運営の理念と

れ、多くの「歴史的実験機器」を保有していた。それ

資料の展示・保管方法を学ぶことにあった。260万点

らは、測定原理が見て取れかつ風格ある愛すべき機器

の膨大な資料が「教育研究資料」として一括管理され、

であり、学部共通の学生実験として長く活躍していた。

全てを適切な保存環境で展示・保管しているのが「京

改組後は、旧制新潟高等学校の物理機器管理者の本間

都大学」である。なかでも帝国大学時代の備品番号が

興二助教授と資料の整理とホームページ（HP）作成

貼られ、当時の職人技が感じられる魅力的な展示ケー

に取り掛かった。その後、機械要素部品担当の大矢誠

ス（写真）の利用が印象に残った。つまるところ、蓄

助教授、旧制高等学校実験心理担当の鈴木光太郎教授

積される研究成果

の協力が得られ、平成13年にHPを公開した。この公

をデータベース化

開が契機となり、科学史を専門とされる先生方や歴史

し、広く教育に活

的な機器の活用に尽力されている先生方との交流が始

用できると共に研

まった。特に、科学史専門の永平幸雄教授からは、本

究の発芽に繋がる

学の資料は旧制三高のものと比較してもその収蔵内容

心豊かな「場」と

に特徴があり、保存状態もよく、中でも、工学部が管

「歴史」を提供で
きる処が大学博物

理する「物品監守簿」は貴重な資料との助言があった。
近年では、科学技術教育に用いられた機器資料の調

文系の資料保管庫

館なのであろう。
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事業メモリー
開催日：2012年６月２日㈯

友の会講演会
新潟大学
旭町学術資料展示館

古人骨の見方
あさひまち展示館

͈ٛ

講演会「古人骨の見方」は
2012年６月２日に旭町キャン
パスにて行われました。第一部は日本歯科大学の小林
一広先生に古人骨の調べ方をご講演いただき、第二部
では本学名誉教授熊木克治先生に小片（おがた）コレ
クションの解説をしていただきました。旭町展示館に
は古人骨の常設展示が何点かありますが、我々友の会
会員でもこれを正しく解釈できる者は多くありません。
また、小片コレクションの名前は知っていても、全会
員がその内容・意義を正確に理解してはいなかったと
思います。そのためか、この講演には多くの参加者が
集まり熱心に聴講していました。私自身も大変興味深
く拝聴いたしました。
骨は人体において骨格としての役割がありますが、
コンクリートに埋まっているだけの鉄筋とはちがいま
す。骨は人が生まれる前に「作られ」
、生まれた後も
絶えず「作り替えられる」れっきとした生きた体の部
品です。ですから、その性状は人種に起因する遺伝子
の違いや、生活の影響が刻み込まれています。では、
具体的に骨の何を見ればどのようなことが分かるのか、
解剖学で実際の人体に触れているはずの医学生でもほ
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会

場：医学部第４講義室

友の会

竹石

惇樹

とんど理解がありません。ご
講演では骨から分かることが
「性別」「年齢」「病変」「時代
的推移」の４つにわけて解説
されました。中でも梅毒、ク
リブラオルビタリア等病変は、
古人骨となった人の生を感じ
させました。また時代的推移
において提示された縄文から
現代に至る頭蓋の変化をみる
と、今日の我々に至る人類の
歴史にあらためて思いがめぐります。
このように人類学的にも考古学的にも豊富な情報を
与える骨ですが、新潟大学には遥か旧石器時代から古
墳時代の日本人古人骨、他に海外古人骨が膨大な数、
小片コレクションとして保管されています。複数の重
要遺跡の古人骨を含む高度に集積されたコレクション
は、国内でも有数の規模を誇り研究・教育各方面に
様々に利用されています。解説ではなかなか目にする
ことのできない、コレクションの管理状況などが紹介
されましたが、所狭しと並ぶ標本の写真は圧巻でした。

開催日：2012年11月11日㈰

友の会バス見学会

信濃の博物館と遺跡を訪ねるバスツアー
―北信、無言館を中心に―
あさひまち展示館

2012年の友の会バス見学会は、総勢20名が参加し、
橋本館長に企画・ご案内いただきました。まず最初
に長野県上田市の戦没画学生慰霊美術館「無言館」
へ向かいました。
「無言館」は
1997年に、第二次
世界大戦により戦
地で志半ばに散っ
た画学生の慰霊を
目的として開館し
ました。
館主の窪島誠一郎氏が、出征経験を持つ画家の野
見山暁治氏とともに全国を回り、戦争により亡く
なった画学生の遺族を訪問して集めた遺作や、戦地
で書いた手紙などが展示されている美術館です。
また、2008年には、無言館第二展示館「傷ついた
画布ドーム」が開館しました。バスを降りて、静ま
りかえった森林の中、坂道を歩いて行くと、そこ無
言館の前庭に「記憶のパレット」慰霊碑がありまし
た。黒い御影石でパレットの形をしていて、戦争に
より亡くなった画学生403人の名前と東京美術学校
（現・東京芸術大学美術学部）の授業風景が描かれ

友の会

阿部

知恵子

ていました。
ふうっと深呼吸をして、いよいよ美術館の中へ入
りますと、私達友の会メンバーの他にも、団体・個人
で来館された方々多数でしたが、静寂し、空気が張
り詰めた、そんな空間に作品が展示されていました。
若くして志半ばにして散った若者の作品１点１点
からは訴えてくるものがありました。もっともっと
画きたかっただろう。次は何をどのように画きた
かったのだろう―私は自然に、本当に自然に胸が
いっぱいになり、涙が溢れ、流れました。
限られた１時間という時間内で、第二展示館「傷
ついた画布ドーム」へは、私と２〜３人のみの鑑賞
でとても残念でしたが、印象深い若人の作品に出会
え、感動をもらい、バス見学会で貴重な体験をさせ
ていただき感謝いたします。後日、友人知人家族に、
是非「無言館」に足を運び、彼らの作品を見て欲し
いと話しました。私も再度訪れたい美術館です。
口をつぐめ、眸をあけよ 見えぬものを見、き
こえぬ声をきくために ―窪島誠一郎―
今回のバス見学会、今までにない、美術館の見学
を企画していただいた橋本館長に感謝いたします。
また、次回の企画も期待して楽しみにしております。

平成24年度

Experience
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「折り紙でお雛さまを作ってみよう」

開催日：2013年３月２日㈯

あさひまち展示館

2013年３月２日㈯、13時30分からあさひまち展示館
の事務室内にて、
「折り紙でお雛さまを作ってみよう」
という体験教室を開催しました。
この体験教室は、２月９日〜３月24日の期間に開催
された「〜西大畑・旭町地区のお雛様めぐりをしてみ
ませんか〜あさひまち展示館雛まつり」の企画展示に
伴い催されたものです。当日は５名の参加者が集まり
ました。折り紙をするのは、子供の時以来というかた
から、公民館の講座などで教えるほどの腕をもったか
たまでお見えになりましたが、まったく折り紙をした
ことがないというかたはいませんでした。
今回の体験教室では、３種類の男雛・
女雛の組み合わせを折ってみて、そのな
かで最も好みの折り方のお雛様を和紙の
千代紙で折り、色紙に貼って仕上げをす
るという手順でおこないました。

清水

美和

参加された皆さんは折り紙が初めてでないとはいえ、
折り順や折り方にもコツがあり、ちょっとしたことで
出来栄えを大きく左右するため、その点に注意しなが
ら丁寧に折っていました。
最後に和紙の千代紙で折った男雛と女雛を色紙に貼
り、全員無事に作品を完成させることができました。
同じものでも千代紙の色や柄によって全く雰囲気の異
なる作品になり、それぞれの作品を見比べて感想を話
し合いました。
折り紙は使用する材質や柄次第であらゆるものが表
現でき、大げさかもしれませんが想像してい
たものを表現できた時の感動はひとしおです。
終了後のアンケートでは「季節の折り紙を教
えてほしい」という声があり、季節のものや
和のもの、その時の展示に沿ったものなど今
後の折り紙体験教室の可能性を感じました。

平成24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
期

間

2012. 1 .25〜4 . 8

タイトル

展

1/1うちのDEアート展

示

室

企画展示室１

担

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

期

教育学部

間

タイトル

担

当

2012. 4 .20〜6 .24

歴史地震を考える

企画展示室２

災害・復興科学研
究所・附属図書館

2012. 3 . 7 〜6 .17

3.11からの教訓

災害・復興
科学研究所

2012. 6 .28〜9 .22

戦争と平和を考える

企画展示室２

人文学部

2012. 7 .14〜10.14

佐渡の海洋生物展

理学部

2012.12. 9 〜12.26

七色の恐竜展

理学部

記録写真 あの日あの時の佐渡
2012. 7 .11〜9 .22
企画展示室１
（昭和後期）

人文学部

2012.10.17
〜2013. 2 .1

尾竹三兄弟展

企画展示室１・２

人文学部

2013. 2 . 9 〜3 .24

雛まつり

２Ｆロビー

人文学部

2013. 2 .14〜3 .24

浄草回帰 永吉秀司日本画展
企画展示室１・２
−現代日本画の表現と技法−

教育学部

2013. 3 .30〜5 .26

博物館でお花見を！

人文学部

日

時

2012.11.11

テーマ

講

師

バス見学会
橋本博文
無言館・前山寺・
館長
信濃国分寺

フォーラム・講演会
日

時

タイトル

講

師

会

場

2012. 6 . 2

あさひまち展示館ボランティア友の会企画講演会
小林一広（日本歯科大学新潟生命歯学部
「古人骨の見方−東京寛永寺子院出土の江戸時代
助教）・熊木克治（新潟大学名誉教授）
人骨にみる特徴−」

2012. 6 . 9

企画展 歴史地震を考える 関連講演会 「新潟 矢田俊文災害・復興科学研究所、人文学
市内の津波被害と1833年庄内沖地震」
部教授

有壬記念館

2012. 7 . 8

館長講座「2011年の列島における考古学上の新発
見」

橋本博文館長

ときめいと

2012.11.25

佐渡金銀山世界遺産フォーラム

パネリスト：橋本博文館長

朱鷺メッセ マリンホール

医学部研究棟１階第４講義室

ギャラリートーク・体験教室
日

時

タイトル

講

師

関連行事

2012. 6 . 2

講演会「古人骨の見方」ギャラリートーク

小林一広（日本歯科大学新潟生命歯学部
助教）・熊木克治（新潟大学名誉教授）

あさひまち展示館ボランティア友
の会企画講演会「古人骨の見方−
東京寛永寺子院出土の江戸時代人
骨にみる特徴−」

2012. 6 . 9

矢田俊文災害・復興科学研究所、人文学
講演会「新潟市内の津波被害と1833年庄内沖地震」
部教授・卜部厚志災害・復興科学研究所
ギャラリートーク
准教授

企画展「歴史地震を考える」関連
講 演 会「 新 潟 市 内 の 津 波 被 害 と
1833年庄内沖地震」

2012. 7 .14,
8 . 4 , 8 .25

佐渡の海洋生物展体験イベント

2012.10.27

市橋弥生（佐渡市教育委員会ジオパーク
推進室）・理学部学生・大学院自然科学
研究科学生

佐渡の海洋生物展

勾玉を作ってみよう！

橋本博文館長

新大WeeK2012

2012.12. 9

七色の恐竜展体験イベント

真鍋真（国立科学博物館）・大学院自然
科学研究科学生

七色の恐竜展

2013. 1 .13

尾竹三兄弟展ギャラリートーク

橋本博文館長

尾竹三兄弟展

2013. 3 . 2

折り紙でお雛さまを作ってみよう

展示館職員

雛まつり

2013. 3 .17

浄草回帰

永吉秀司教育学部准教授

浄草回帰

永吉秀司日本画展ギャラリートーク

永吉秀司日本画展
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あさひまち展示館入館状況
◆入館者数
月

ቇౝቇ↢
㪈㪋㩼

（2012年4月〜2013年3月）
学

内

学

外

学生 教職員 学生 教員研究者 一般

ቇౝᢎ⡯ຬ
㪏㩼
ቇᄖቇ↢
䋨ዊቇ↢䉕䉃䋩
㪎㩼

計

ቇᄖᢎຬ䊶⎇ⓥ⠪
㪊㩼

ቇᄖ৻⥸
㪍㪋㩼

4月

6

34

3

16

132

191

5月

54

14

24

26

102

220

6月

53

21

0

17

267

358

7月

139

24

16

21

138

338

8月

10

18

69

17

163

277

2012年6月30日 新潟シティガイド えんでこ

28

9月

10

11

7

16

89

133

2012年10月13日 西大畑少年センター

39

10月

20

25

47

19

144

255

11月

8

27

12

12

136

195

12月

28

17

8

14

171

238

2013年1月

41

14

4

10

171

240

2月

19

16

4

17

163

219

3月

32

31

9

16

248

336

252

203

201

計

420

672

1924
2,328

◆団体入館者
日

付

団体名

人数

◆講義・実習等での活用
日

付

講義・実習名
受講者数
新入生オリエンテーション/
2012年5月12日
38
保健学科
生きている地球/放送大学面
2012年7月7日
30
接授業
2012年7月8日 考古学概説A/人文学部
35
2012年7月14日 地学実験A/理学部
考古学からみた新潟の歴史/
2012年12月2日
放送大学面接授業
2012年12月9日 人文総合演習B/人文学部

3,000

※開館日：水・木・金・土・日曜日の週5日間
（空調工事のため9/24〜10/9まで休館）

通年

博物館見学実習

22
16
18
49

◆資料貸出記録

8

旧小澤家住宅

貸出資料名

貸出期間

貸出目的
「平成24年度 旧小澤家住宅に泊まろ
2012年
う」で、怪談の朗読時のしつらえとし
8月18日〜8月22日
て使用

更新世人骨頭蓋骨レプリカ
（ネアンデルタール人）

◆資料受入リスト
資料名
越後信濃国大地震 １枚
しずか御ぜん・大和国源九郎 ２枚続
七役之内お染・七役之内久松 ２枚続
芝居役者絵 ３枚続
皇居二重ばし １枚
上野公園婦人の酒狂 １枚
吉原大門口 １枚
江都名所浅草観音の図
明治印判 大・中・小皿 ５枚、ソバチョコ
抹茶椀 １個、豆皿 １個
雛人形掛軸 １点
熊本松野家伝来 江戸時代 古雛図 １点

１個、小鉢

１個、

説明
絵図
浮世絵
浮世絵
浮世絵
浮世絵
浮世絵
浮世絵
浮世絵

2012年５月24日
2012年５月24日
2012年５月24日
2012年５月24日
2012年５月24日
2012年５月24日
2012年５月24日
2012年５月25日

購入
購入
購入
購入
購入
購入
購入
購入

陶器

2013年１月29日

購入

掛軸
掛軸

2013年１月29日
2013年３月14日

購入
購入
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編集後記
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貸出先

今号から「あさひまち」を新潟大学学術リポジトリ
でWEBでもお届けすることになります。平成24年度
は東日本大震災の傷跡がまだ生々しい中、歴史地震展
や関連講演会を催しました。また、当館でも協力して
いる佐渡金銀山世界遺産フォーラムに館長がパネリス
トとして参加したほか、収蔵品のミニ展示も行いまし
た。年末には新潟大学医歯学総合病院・協和会のカレ
ンダーに当館から佐渡金銀山の浮世
絵や絵巻を提供し、
好評を得ました。

