
は　じ　め　に

昭和51年5月5日に開館した岐阜県博物館は、この平成18年5月に開

館30年目を迎えます。すでに入館者は230万人を超え、岐阜を代表する

総合博物館として県民に親しまれ、着実な歩みを進めてまいりました。生涯

学習の場として、また学校教育の場として大勢の皆様に御活用いただきまし

たことに、心より感謝申し上げます。

さて、平成17年度も、当館は資料収集・保管・調査研究・展示・教育普

及などの活動に力を尽くしてまいりました。特別展は2回、夏の「線路は続

くよ～岐阜、鉄道のあゆみ～」と秋の「『名水・温泉・名勝』展～水と大地の

ハーモニー～」です。資料紹介展等は4回、春の「ようこそ　昆虫の世界へ！」

と冬の「美濃ゆかりの赤羽刀」、（財）岐阜県教育文化財団文化財保護センター

主催の「発掘された飛騨・美濃の歴史」、岐阜県図書館と当館共催の「古地図

の世界一城下町絵図－」です。そのほか、マイミュージアムギャラリー展示

を8回実施しました。また、土・日曜日を中lmこ開催する講座等は118回

を数え、今までで一番多くなりました。昨年度は、16年度末の名鉄美濃町

線の廃止、愛知万博の開催などもあり、当初来館者の減少を心配しておりま

した。しかし、上記の特別展や資料紹介展が好評であったことと、4月から

の小中高生入館料全期間無料化の効果が重なり、16年度より1万8千人は

ども多い7万7千人余りの方に御観覧いただくことができました。誠にあり

がたいことです。

今年度は、様々な節目の年ということで、開館30周年を記念する特別展

「緑いきいき！岐阜の森」、飛騨美濃合併130周年を記念する特別展「錦絵

が語る美濃と飛騨」など、興味深い展示を企画しております。当館としては、

これらの企画に力を尽くすとともに、30年を節目として、もう一度「ふる

さと教育」の一端を担う郷土博物館として、その使命を見っめ直し、今年度

を新たな出発の年としたいと考えております。

ここに、上記のような平成17年度の活動の記録と平成18年度の事業計

画の概要を紹介する館報第29号を刊行しました。御高覧いただき、当館の

更なる発展のため御指導を賜れば幸いに存じます。

平成18年4月1日
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岐阜県博物館長　　古　川　和　明
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I　博物館概要

〔設置日的〕

岐阜県の人文、自然両分野にわたる諸資料を収集、保

管、調査研究、公開し、併せて教育普及活動を行うこと

により広く県民の学習の場となり、また文化財保護の精

神の潤養に役立て、新しい教養と文化の発展に寄与する

ことを目的とする。

〔基本的性格と方針〕

1　基本的性格

・岐阜県の人文（考古、歴史、民俗、美術工芸）、自然

（動物、植物、地学）等に関する諸資料の収集保管、

展示、調査研究及びそれらの活用を図る総合博物館と

する。

・県内外の博物館及び相当施設との活発な交流を図ると

ともに、本県の中央博物館としての役割を果たす内容

と設備を有する施設とする。

・学校・社会教育機関等との密接な連携を図り、利用者

が楽しく学習することができ、未来への研究心と創造

性を開発させるような生涯学習機関とする。
・マルチメディアを活用し、「ハイパーハイビジョン風

土記」を主とした地域情報や博物館資料などのデジタ

ル化、情報の収集、加工及びインターネットによる情

報発信を行い、情報化社会に対応した電子博物館を目

指す。
・資料の収集及び保存並びに展示に関する専門的な調査

研究を推進する。

2　基本方針

（1）資料収集

県内の人文・自然等に関する資料を収集する。

資料は、実物を中心とするが、必要に応じて厳密な

考証に基づく復元模型を含める。

輔人の外、寄贈、寄託、借用等により収集する。

（2）展禾構成

展示は、常設展示と特別展示とする。

常設展示は、総合展示と課題展示とし、それぞれ人

文、自然の2部門に分ける。総合展示は、誰にも親し

めるよう平易な展示を心掛け、本県の歴史や社会、文

化の概要と、自然環境の概要を理解しやすく展示する。

課題展示は、内容において、前者よりやや高度なもの

とする。

特別展示は、特定の企画とテーマを設けて、展示を

する。

展示は、（ア）生涯学習の場として、幅広い年齢層

に親しめる展示、（イ）資料の単なる羅列ではなくス
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トーリー性のある展示、（ウ）各時代の特色やテーマ

の本質をとらえた展示、（ェ）できる限り実物資料の

展示をするが、更に、図表、模型等多種類の資料も活

用した展示、（オ）できる限り資料に直接触れること

のできる展示、（カ）視聴覚機器などを取り入れ、見

る人に強く訴える展示、（キ）解説が明確で分かりや

すい展示、とする。

展示室の主題と内容は次のとおりである。

〇人文展示室1（人文総合展示）

主題「郷土のあゆみ」一原始時代から近代、現代に

至るまでの歴史の流れと、各時代の特色を分かりやす

く展示する。

〇人文展示室2（人文課題展示）

主題「郷土の民俗と美術工芸」－特色ある郷土の民

俗と美術工芸を部門別、時代別に展示する。

○自然展示室1（自然総合展示）

主題「郷土の自然とおいたち」－郷土の自然の概要

を生態的に分かりやすく展示する。

○自然展示室2（自然課題展示）

主題「郷土のさまざまな自然」－特色ある自然物や

事象をテーマ別に系統的に展示する。

○特別展示室（特別展示）

特定の企画とテーマを設けて年に数回展示する。

（3）調査研究

・博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行

つ〇

・博物館資料の保管及び展示等に関する技術的な研究

を行う。

（4）教育普及活動

教育普及活動は県民との対話のツール（道具）である。

博物館の特性とそれを生かした調査研究の成果を集

約し、県民ニーズに即した教育普及活動の展開を図る。



〔沿革〕

昭和46年3月　岐阜県百年記念事業推進委員

会において、博物館の建設を

決定

4月　教育委員会社会教育課に博物

館準備担当を配置

6－9月　博物館懇談会を設ける

昭和47年4月　博物館開設準備室を設置

展示委員会を設ける

昭和48年8月　起上式挙行

昭和49年3月　展示実施計画樹立

10月　定礎式

昭和50年3月　展示工事着手

7月　本館建築竣工

昭和51年1月　展示工事完了

4月　岐阜県博物館条例公布

岐阜県博物館設置

展示資料等製作完了

5月　開館記念式典挙行　一一一般公開

「巨匠三人展」・「スポーツ

栄光展」

7月　皇太子・同妃殿下行啓

8月　特別展「ふるさとの文楽」

入館者10万人を突破

10月　入館料徴収開始

11月　特別展「熊谷守一展」

昭和58年4月　特別展「岐阜県の考古遺物」12月

5月　入館者80万人を突破

7月　特別展「長良川」

10月　特別展「郷土の生んだ先覚者」

昭和59年4月　特別展「濃飛の戦国武将」

7月　特別展「ふるさとの昆虫」

8月　入館者90万人を突破

10月　学習ビデオスタディコーナー

設置

特別展「濃飛の蘭学」

昭和60年4月　特別展「濃飛の縄文時代」

7月　特別展「鉱物の世界」

10月　特別展「美濃の刀剣」

入館者100万人を突破

12月　自然展示室Ⅱを改装

昭和61年4月　特別展「徳山の四季とくらし」

7月　特別展「奥飛騨の自然」

9月　人文展示室Iを改装

10月　開館10周年記念式典を挙行

岐阜県博物館協議会から中間

答申

平成3年3月　岐阜県博物館案内標識を設置

4月　特別展「ふるさとの木の文化」

7月　特別展「．ふるさとの哺乳動物」

10月　置県120年・岐阜鹿児島姉妹

県盟約20周年記念展「鹿児島←

その自然と歴史－」

11月　入館者140万人を突破

平成4年3月　岐阜県博物館協議会から「新

しい時代・県民ニーズに対応

する博物館の在り方について」

答申

4月　特別展「飛騨のあけぼの－交

流する縄文・古代人－」

7月　特別展「恐竜王国・恐竜一謎

とロマンー」

10月　特別展「近世に輝く濃飛の群

像」

開館10周年記念展「ふるさと　平成5年3月　入館者150万人を突破

の祭り」

昭和62年4月　特別展「飛騨の弥生時代」

入館者110万人を突破

7月　特別展「外国から侵入した生

きものたち」

10月　特別展「飛騨の匠」

旧徳山村民家移築復元

昭和52年5月　特別展「日本伝統工芸秀作展」昭和63年1月　自然展示室Iを改装

入館者20万人を突破

7月　特別展「郷土の化石展」

11月　特別展「鉄斎」

昭和53年4月　入館者30万人を突破

特別展「濃飛の甲胃」

7月　特別展「世界のコガネムシ」

10月　特別展「能面と装束」

昭和54年4月　入館者40万人を突破

特別展「濃飛の先史時代」

7月　特別展「世界の貝」

10月　特別展「濃飛の文人」

11月　「視覚障害者（触察）コーナー」

開設

昭和55年4月　特別展「宝暦治水と薩摩藩」

5月　入館者50万人を突破

7月　特別展「化石の世界」

10月　特別展「蓑虫山人」

昭和56年4月　特別展「美濃の絵馬」

5月　入館者60万人を突破

7月　特別展「御岳山は生きている」

10月　特別展「ふるさとの美濃古陶」

昭和57年4月　特別展「高賀山の信仰」

入館者70万人を突破

7月　特別展「ふるさとの植物」

10月　特別展「東洋の貨幣」

4月　特別展示室ショーケース改修

特別展「ふるさとの湿原」

7月　中部未来博一88記念展「中山

道一美濃十六宿一」

10月　特別展「中生代の化石」

入館者120万人を突破

平成元年4月　特別展「濃飛の古墳時代」

7月　特別展「ふるさとの野鳥」

8月　16日恐竜足跡化石白川村で発

見

10月　特別展「移ろいゆく年中行事」

11月　日本生命財団から図書「岐阜

県博物館総合案内」4，000冊の

寄贈を受ける

平成2年4月　特別展「輪中と治水」

7月　特別展「白山」の自然」

「恐竜足跡化石レプリカ除幕

式グリーンアドベンチャー標

識設置（自然観察のこみち）

岐阜県博物館協議会に、「新

しい時代・県民ニーズに対応

できる博物館の在り方につい

て」諮問

入館者130万人を突破

10月　特別展「濃飛の仏像」
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4月　特別展「土と炎の芸術」

9月　29日大型は乳類足跡化石を美

濃加茂市で発掘

10月　特別展「失われゆく植物」

11月　「ハイパーハイビジョン風土

記」イメージシュ　ミ　レーショ

ンソフトの完成

平成6年1月　20日マイ・ミュージアム棟起

工式

3月　大型は乳類足跡化石を展示

4月　特別展「川に生きる一水運と

漁労－」

8月　恐竜の歯等荘川村で発見

9月　特別展「美濃山地の自然」

10月　入館者160万人を突破

12月　ユタ州訪問（花フェスタ“95

展示化石の借用、交流の推進）

平成7年3月　マイ・ミュージアム棟工事の

完成ハイパーハイビジョン風

土記「ひだ・みの紀行」美濃

路編ソフト完成

4月　特別展「岐阜の淡水魚」

花フェスター95にユタ州恐竜

化石を展示

7月　マイ・ミュージアム（マルチ

メディア情報センター）落成

式典挙行　一般公開

8月　恐竜ゼミナールGIFU－95開

催

10月　特別展「美濃・飛騨の古代史

発掘一律令国家の時代－」

人定三百年記念「円空展」

（名古屋市と共催）



県下第1号として「マルチメディア工房・ぎ

ふ」開設

11月　円空シンポジウム「世界におけ

る円空」

平成8年5月　入館者170万人を突破

7月　開館20周年記念展「恐竜のふ

るさとユタ」

8月　アメリカ合衆国ユタ州プリガ

ムヤング大学付属地球科学博

物館と友好提携調印式挙行

10月　飛騨美濃合併120周年記念展

「岐阜県の明治維新」

11月　飛騨美濃合併120周年記念

「文化講演会」

講師　作家　阿川弘之氏

作家　山田智彦氏

平成9年3月　ハイパーハイビジョン風土記

「ひだ・みの紀行」中山道編

ソフト完成

4月　特別展「花と烏のイリュージョ

ンー江戸の学問と芸術－」

9月　特別展「薬草のふるさと伊吹」

11月　入館者180万人を突破

棚橋賞受賞「岐阜県博物館

アロサウルス骨格標本展示　　　　　　　　　全国ハイビジョン手づくりソ

4月　ハイパーハイビジョン風土記　　　　　　　　フトフェスタ2001グランプリ

「ひだ・みの紀行」完成記念　　　　　　　　受賞

事業：風土記フォーラム「マ　平成14年2月　NEDO共同研究事業太陽光発

ルチメディアで調べる岐阜の

魅力」

7月　特別展「つのつのかぶとむし」

9月　特別展「能面へのいざない－

白山山麓から－」

平成11年7月　特別展「恐竜時代－モンゴル

と手取層群の恐竜たち－」

入館者190万人を突破

電システム完成

3月　バリアフリー対策事業小型モ

ノレール（スロープカー）完

成

4月　特別展「温泉展～湯の華から

のメッセージ」

5月　入館者210万人を突破

10月　特別展「中山道街道400年」

9月　特別展「恐竜時代」入館者4　平成15年7月　特別展「昭和くちしの歩み～

万人突破

10月　特別展「水とまつり－古代人

の祈り－」

特別陳列「円空展一魂を木に

刻んで－」

30年代を中心に～」

9月　特別展「野の幸・山の幸、岐

阜～発見！キノコと山菜、薬

草の魅力～」

10月　入館者220万人を突破

平成12年7月　特別展「海を越えた明治－ヨー　平成16年7月　特別展「タイムトラベル石器

ロッパが愛した焼き物の美－」

9月　特別展「すばらしき東濃の自

然、再発見一巨大ヒノキが見

てきた生き物たち－」

11月　入館者200万人を突破

時代～大昔はどんなくちしを

していたの？～」

9月　特別展「堂山ミュージアム

～ドングリころころオオタカ

びゅ－ん～」

‘‘マイ・ミュージアム’’－来　平成13年7月　特別展「あのころいた鳥－そ　平成17年5月　入館者230万人を突破

るべき世紀の新しい博物館を

目指して一」財団法人日本博

物館協会表彰

平城10年3月　ハイパーハイビジョン風土記

「ひだ・みの紀行」飛騨街道・

郡上街道編ソフト完成

歴代館長名簿

ういえばトキもおったげな－」

9月　特別展「七代目団十郎と国貞、

国芳一芝居、錦絵、中iLi道－」

11月　ハイビジョン静止画番組「石

たちの動物園」（マイミュー

ジアムギャラリー）

7月　特別展「線路はつづくよ

～岐阜、鉄道のあゆみ～」

9月　特別展「『名水・温泉・名勝』

展～水と大地のハーモニー～」

在職期間（年度） 倩�����kﾂ� 俤ﾙ�XｯｨｭH�僖�7��｢�氏　　名 

1 傴ｩ��S�D��小　幡　忠　良 湯�平成3年～平成4年 們(��68��ﾔｸ��&｢�

2 傴ｩ��S)D���諸��SID��松　尾　克　美 ����平成5年～平成6年 �����(����,9&｢�

3 傴ｩ��SYD���諸��SiD��大　橋　桃之輔 ����平成7年～平成8年 ��H���X��ｮH��Oﾂ�

4 傴ｩ��SyD���諸��S吋��吉　本　幹　彦 ��"�平成9年～平成10年 俘(��68������ﾕr�

5 傴ｩ��S僖��関　谷　美智男 ��2�平成11年～平成12年 �8��:���u8���ﾂ�

6 傴ｩ��c�D���諸��c�D��廣　田　照　夫 ��B�平成13年～平成14年 俘(��ｻH��ﾔx��Eb�

7 傴ｩ��c)D���諸��c9D��森　崎　利　光 ��R�平成15年～平成16年 兀����(��ｩH��謦�

8 兌ﾙ�ﾈﾋ9D���[ﾙ�ﾃ)D��伊　藤　秀　幸 ��b�平成17年 �ｨ��J���ﾍﾈ��Wb�
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〔施設・設備〕 ��

博物館 冏ｸｭ�8､ｲ�

（ホ＿ル吹抜き肝急1 休憩 

人文展示室2　　　　ラウンジ 

マイ・ミュージアム 　4階 �����7h���������ﾍ�5x麌�ﾉ磯ﾒ�gｸｭ�(､ｸ�8�(���X��=ﾈ･ﾒ�

マルチ 据務 垂 マイ・ミュージアム 3階 又�7(�(6X4(����D�7����G�����ｧxﾇﾈｺ倚�����殲�

第整室ハイビジョン 　ホール 　／ 俾儺ﾘｩﾙYHｻ����*ﾘ�B�ﾈ邵��ﾟB���Tｨ�ｫ2���ﾙ"�

マイ・ミュージアム 　2階 ��7�����gｸｭ��､ｲ�

l 

● 彩藷 塵ミユ－ジアも ギャラリー マイ・ミュ－ジアム 儺ｩzｹki�c���2�ｨ�ｩ����c9e�Z丶������4ｹ{I68ﾜ���������9g"�

l階 ���

ヽ 

［∨ エント ランス ホール 、人、 サービス ヤード 偬IW��ｹｨ�r�b���WB�'X���
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・主要室（名及び面積）

本　館 俯ｨ����������kﾂ�面積（請） �7ﾘ48�X7�8X�ｸ5x4�8��室　　　　　名 冤ｩ�������｢�

1　階 ��c����ﾌ���c(���ﾌ���c8���ﾌ���cH���ﾌ���cX���ﾌ��314．1 126．0 192．0 99．4 55．0 ����､ｲ�エ　ン　ト　ラ　ン　ス　ホ　ー　ル 都h�C��
2　階 �7ﾘ487�8X�ｸ5x4�8�4ﾘ888�8ｨ�ｲ��������ﾌ��ﾕH��������202．3 25．3 18．5 

3　階 �6�487(5x8x987ｨ�ｸ8ｲ�+(������������192．3 47．0 

2　階 俾��)5x麌���齷�)5x麌�"�ｻﾙ7乂x���ﾗX��;��ﾊH�8���ch���ﾌ��583．8 478．8 95．4 174．5 93．2 142．8 

4　階 �7ﾘ8ｸ6�8�6h4(4�5�5�5x4���x����ﾞﾈ������206．3 31．2 

3　階 ��ﾉ[i5x麌���942．2 

人文展示室2 特別展示室 図書資料室 特別収蔵庫 鼎s��C����8�C"�#3(�C���C(�C�����������������ｨ��������������43．8 

2　館外施設
さ　護 儷8馼ﾏhﾉ�ﾙ?ﾈﾏｹ�ﾂ�

織 機 裏 儷8馼�ｲ�享 

の ����ﾂ�／ ／ 

み ち　　　購着後 剄} 

百㌔　需博民意 

（1）自然観察のこみち

館内における“郷土の自然’’の展示に対応し自然環境

の中に生きた展示として、季節とともに移り変わる自然

のすがたを観察できるようにしたこみちである。

全長約830mで、途中見晴らし台が3ヶ所、万葉集の

植物の案内、ツツジの群生地、百草園、マンサクの林な

どが設けられている。

なお、樹林の特徴などが学習できるようグリーンアド

ベンチャー常設コースとして、40本の樹木にQ＆Aパネ

ルを設置している。

（2）旧徳山村民家

徳山ダム建設計画に伴い、徳山村は開村となり藤橋村

になったが、徳山の生活を後世に語り継ぐため、当時徳

山村戸入在住の宮川澄雄さんから家屋の提供を受け、昭

和62年10月7日、移築復元を完了したもので、生活用具

なども展示し、無料開放している。なお、平成13年9月、

茅葺屋根の一部葺き替えを実施した。

。誓蓮襲饗堅∴績蕊－ 
灘羅霞露頭露闘話語悪因園 

享∴∴言． 　∴／：∴ 　∴ 

∴∴∴ ������������h����ｨ���

∴∴ �� �� �����ｨ耳�����H�����h���＼葦 � ����������������厩ﾈ���������

－7－

・様　　式　木造かやぶき2階建、南平入り

・主　　材　ブナ・トチ

・建面積120．97nf

・延面積197．48請

・間取　り　下図参照

・建築年代　幕末から明治初年ごろと推定

・屋　　根　入母屋、切り落とし窓っき

＝一°“－－一一－ 劍��?�ｶ��i訂叶革‾“　　　　一〇‾ 

lT Iブト、 人を 紺 凉ﾒ���:��?｢���用 ヤ （持越〉 川i 凵@　ミズパ‘ 　（水場） ，I∴ニ＿－．＿俄輔 

好調 出 ��h���dX�xﾋ��8�ﾈ��ｶr���4�4�5h6TX����ﾈﾇ�訷���898�8幄�3��

品 田 ��X�仞�(�ｨ,h�ｲ�EG&�������Xｭi8ﾈｺ������������wH���
・カ、ヤェ 。　。　　　　聖堂 

▲1階間取り図

l　’1　　、天井一 

峡直∴／／責＼虻撮ノ生≡物置 

臨諾 ＿山田 �h���ﾓャ粟ﾈ尸|ｨ�|ｨ搏��
／ 

レ　　　　＼、’ 

藍／ ��ﾈ5��
”‾1－－－－－－－－－－－一 筆聖篭豊 ＼L 

I ��

llⅢⅢⅢ曲技嘉電機　＿＿＿ニー：＿ 　　」＿＿＿＿＿＿．＿＿」 

▲2階間取り図



Ⅱ　平成18年度　組織・運営

組　織〕　　　　　　　総務部長i 剿豫yyﾙ+)��%99b�

機構 ��
人　文　担　当 

L壁．＿＿卓　副館長 剪�

学芸部長i　　〇一十 劍齪���(��%8��9b�

マイ・ミュージアム担当 

教育普及担当 

匡門相談役 
職員 

平成18年4月現在

職名（担当） 倩�����kﾂ�職名（担当） 倩�����kﾂ�職名（担当） 倩�����kﾂ�

館　　　　　　　長 侘4末刎���k��【学　芸　部】 ��Y[ﾘﾘ(謦��^�ivﾘ謦�（マイ・ミュゾ7ム担当） 偃���Oh���x��k��

副　　　館　　　長 冢ﾈﾋI�8ﾗ2��Ynﾉ��樞�6饐9l��学　芸　部　長 刮ﾛ長補佐 　′′ 　′′ （教育普及担当） 

【総　務　部】 凵i人文担当） 劔����68��ｷh��謦�

総　務　部　長 刮ﾛ　長　補　佐 劍�)68ｼY&｢�-����ﾉ�ﾂ�

（管理調整担当） 刮ﾛ長補佐（民俗） 俥(��ﾏｸ��ﾕ���Eb�
課　長　補　佐 凵V　　（歴史） 傀ｨ������ｵ���爾�課長補佐 ′′ 学芸業務専門職 ′／ 【専門相談役】 

主　　　　　　　査 �H���8��������（兼）学芸主事（考古） �+x��夊��ﾔｸ��?����ﾈ�����ﾕ���Wb�

主　　　　　　　査 �:���ｶx���8����主事（美術工芸） 偃x夐oYuB�'(�8��枻�仆ﾘ������ﾔh��Wb�

主　　　　　　　事 �+x��夊��懐t9jB�（自然担当） 劔W�68ﾔｹJ｢�鉑Ohﾔ�h��

管理業務専門職 ／′ ′′ ′′ ／′ ／′ 日日雇用職員 �6����8��u8�����課長補佐 課長補佐（植物） （兼）課長補佐（地学） 主任（動物） 

河田知香 額額ひとみ 六鹿真紀子 西部真由美 小泉あゆみ 熊澤由香 剞逑｡克彦 木澤慶和 説田健一 桂、嘉志浩 

学芸業務専門職（地学） 

〔事業計画〕

1　展示活動

展　　　　示　　　　名 弍ｨ������ｭB�主　な　展　示　内　容 

常　設　展 �,ｨ����D��県内の自然や人々の暮らしを展示しています。動植物、化石、 歴史、美術・工芸などについて、わかりやすく楽しく展示して います。 

開館30周年記念特別展 ����CH�C#��仞��ｨ���県土の約80％を覆う岐阜県の多様な森を紹介します。動物にす みかを提供したり、雨水を貯えたりする、森のいろいろな働き や仕組みについて考えます。 
「緑いきいき！岐阜の森」 ����Ch�C#X��?ｨ�｢�

文化財保護センター特別展 「縄文人ってなかなかすごい日 ����Cx�C�X��7��ｨ���徳山ダム建設に伴い発掘された遺跡を紹介し、縄文人を中心と 

～わくわく徳山縄文ワールド～」 主催：（帥岐阜県教育文化財団文化財保護センター ����C��C8�冦ｨ�｢�した徳山地区の様子を明らかにします。 

飛騨美濃合併130周年記念特別展 ����C��C�X�仞��ｨ���岐阜県に関係する錦絵を展示し、そこに描かれた風景や人物、 
「錦絵が語る美濃と飛騨」 ����C���C#���?ｨ�｢�街道、名所などについて紹介します。 

資料紹介展 ����C���C3�����ｨ���色や形、性質などがユニークでおもしろい岩石や鉱物を取り⊥ 
「おもしろ岩石・鉱物展」 ����C�(�C�x��?ｨ�｢�げ紹介します。 

資料紹介展 ����C��CH����ｨ���江戸時代から昭和時代までの、おカネに関する資料と歴史を紹 
「おカネの文化史～篠田家資料より～」 ����C(�C�(�佇��X�｢�介します。 

岐阜県図書館収蔵資料展示 ����C(�C�x��7��ｨ������C8�C#����X��｢�全国各地の名所旧跡、神社、お寺、山、温泉など江戸時代の観 
「古地図の世界一名所旧跡図一」 剏�nを古地図で紹介します。タイムスリップして江戸時代の旅 
主催：岐阜県図書館・岐阜県博物館 剄s気分が味わえます。 

マイ　ミュージアムギャラリー 侈yj�*�.h-�ﾊx.H*�.�,ﾉ_ｸ��,ﾈ��V�.)�h･Xｧx�,ﾉ�ﾈ惠ﾞﾉV�/�5x麌ﾏh､ｨ+X-ﾈ+x�"�
（P．10の下表を参照してください。） 
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2　平成18年度の教育普及事業

事業名 弍ｨ��?｢�対　　　象 �.�R�内　　　　　　　　容 丶�HﾗX踪�佝蔭ﾉzｨ�｢�

力 ル チ ャ l 講 座 店��#��般 ��3�kﾂ�講演会「IT時代の宝島　～今、博物館がおもしろい～」 �H�8��:r�

7／15 儉｢�20名 �6h5x5�8ｸ�X4��ｸ4ﾈ7(5�6ywｹ�ﾃ)?ｨｭHﾗXﾜ�t��?ｩm｢�岐阜女子大学教授　ほか 

7／16 儉｢�20名 �6h5x5�8ｸ�X4��ｸ4ﾈ7(5�6ywｹ�ﾃ)?ｨｭHﾗXﾜ�t�)?ｩm｢�岐阜女子大学教授　ほか 

8／27 �ｨ��Lｨ���X��ｻ8��蹴�30名 俾��(ｬ��檍�Vﾆ迄ﾋH,ﾉ��,ﾈﾊ兒ｨ*�ｸ�b� 

10／14 儉｢�20名 �6h5x5�8ｸ�X4��ｸ4ﾈ7(5�6ywｹ�ﾃ)?ｨｭHﾗXﾜ�t��?ｩm｢�岐阜女子大学教授　ほか 

10／15 儉｢�20名 �6h5x5�8ｸ�X4��ｸ4ﾈ7(5�6ywｹ�ﾃ)?ｨｭHﾗXﾜ�t�)?ｩm｢�岐阜女子大学教授　はか 

10／29 儉｢�130名 弍)Xﾈ,ﾉ��讓ﾗXﾜ��XﾋH��蓼ﾆｸ,h+ｸ,ﾉ�h*ｹ_ｸ�b�船戸政一 

11／11 儉｢�20名 �6h5x5�8ｸ�X4��ｸ4ﾈ7(5�6ywｹ�ﾃ)?ｨｭHﾗXﾜ�t#�?ｩ?｢�岐阜女子大学教授　ほか 

11／12 儉｢�20名 �6h5x5�8ｸ�X4��ｸ4ﾈ7(5�6ywｹ�ﾃ)?ｨｭHﾗXﾜ�t#)?ｩ?｢�岐阜女子大学教授　ほか 

2／18 儉｢�20名 俎X��Xｯ)Xﾈ,ﾈ-�,h*�+ﾘ+��b� 

3／21 儉｢�40名 ��Y�ﾈ,ﾈ+ﾘ-�,ﾈ孳�(ﾗXﾜ�� 

毎月第3水曜日 儉｢�なし 凛(�(4X4�6(6�984�� 

た の し い 博 物 館 滴���b�親　　　　　　　子 �3�kﾂ�恐竜教室「恐竜ってどんな生きもの？」 ��

4／23 ��X�����������������30名 ��X��,YH饂渥�%Hﾉ�� 

5／3 ��X�������������������40名 �ｹ��,ﾈ8ﾈ7h8ｨ4ｨ/�,�*ﾘ.ｸ*B� 

5／14 ��X�����������������20名 俾��(ｬ��檍�X廬+�/�ｬ��+X.h*H�b� 

5／24 儉｢�20名 �7�5ﾈ5(98ｬ�%�､x訷鑄����-h+ﾘ,X.h+X���8,YV�+�*H�����井野久子 

6／11 儉｢�300名 凛(�(4�8ｨ4x986X�ｸ8ｨ984�� 

6／18 儉｢�40名 乂�+X*)�ﾈ.郁hｻ8��岐阜折紙会 

6／25 ��X�����������������30名 ��X��,YH饂渥�%Hﾉ�� 

6／28 儉｢�20名 �7�5ﾈ5(98,Xｬ�%�,����XﾜｩYx�(hﾊ兀�*(/�,�*ﾘ.ｸ*B�井野久子 

7／1 ��X�����������������20名 仍ｸ,ﾉ]�-ﾈ*i_ｸｻ8*h-ﾈ+x����7(4�6x�ｸ7h,ﾈ齷�(ｬ����� 

7／8 ��X�����������������15組 ���Z蔚ygｸ/�,�*ﾘ.ｸ*C�� 

7／17 ��X�����������������15組 ���Z蔚ygｸ/�,�*ﾘ.ｸ*C"� 

7／22 儉｢�30名 �-ﾈ*ｨｼｨ/�,�*ﾘ.ｸ*B� 

7／23 ��X�����������������40名 �ｹ��,ﾈ8ﾈ7h8ｨ4ｨ/�,�*ﾘ.ｸ*B� 

7／30 �ｩLｨ�傅ﾈｧy�h決�8�｢�20名 �4X6(6�6��ｸ6ｨ984�4��ｸ6x�傲H*ｸ､xｻ8��｢�堀江均 

8／2 ��X�����������������10組 傅ﾉ+�,ﾈﾙﾈ,ﾉUygｸ/�,�*ﾘ.ｸ*C�� 

8／5 儉｢�30名 �-ﾈ*ｨｼｨ/�,(*ﾘ.ｸ*B� 

8／6 儉｢�20名 冦�7ｨ8ｸ5��ｸ/�,�*ﾘ.ｸ*B�井藤一樹、渡部京子 

8／9 ��X�����������������10組 傅ﾉ+�,ﾈﾙﾈ,ﾉUygｸ/�,�*ﾘ.ｸ*C"� 

8／13 ��X�����������������20名 俾��(ｬ��檍�X5ｨ7�,ﾈ蝿嶌/�ｬ��+X.h*H�b� 

8／19 ��X�����������������20組 ��*�+�+Xｮﾘ/�,�*ﾘ.ｸ*B� 

8／27 儉｢�40名 冦�,ﾉ:�*ﾘ*�.�+�.�,8*ﾘ.��市原信治 

9／2 儉｢�30名 �-ﾈ*ｨｼｨ/�,(*ﾘ.ｸ*B� 

9／17 ��X�����������������30名 傴ｩ��,ﾈ*�.�+�.�/�,�*ﾘ.ｸ*H��?ｨﾏX����｢� 

10／1 ��X�����������������10組 �,x/�*�.�,ix�+�H,Yuh-ｨ*B�中田手元 

11／18 ��X�����������������15組 俔ﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ*�.�+�.�/�,�*ﾘ,�,H-ﾘ.h*H�倩h,�,�-��｢� 

11／19 儉｢�200名 �;�(,ﾈ*ﾘ.x+X/��ﾈﾋ�+X.h*B�宮Ii憶雄 

11／23 儉｢�計40名 �8ｨ�ｸ5�,8*ﾘ.��佻����Xﾍ�8�｢�二村弘子 

11／29 儉｢�20名 �7�5ﾈ5(98,X,(*ﾘ.ｸ*H��D陞ｩw�8�986�8x987ﾘ6(6x,h*�+ｸ.ｲ�*(,ﾉJ)�ﾈ�X*吋霈ｩ�ﾂ�井野久子 

12／3 ��X�����������������30名 舒)���XﾗｩZ�5x��*�.�+X.ｸｻ8�� 

12／10 儉｢�40名 刎�Yx/�,�*ﾘ.ｸ*H�刋��ｨ�｢�石原文雄 

12／17 儉｢�40名 �.ﾘ.xﾝxﾔ���+X-��ﾈ.�/�,�*ﾘ.ｸ*H�ｲ�山口嘉蔵 

12／23 儉｢�50名 �H.�+�/�,(*ﾘ.ｸ*B�北村隆嗣 

1／6 ��X�����������������20名 俾��(ｬ��檍�X�,ﾈ���4X4�6(6�984��b� 

1／21 ��X�����������������30名 仆�{8ｻ8��Xｻ�{8,ﾈ*ﾘ.x+X�b� 

2／4 ��X�����������������30名 傴ｩ��,ﾈ*�.�+�.�/�,(*ﾘ.ｸ*H��?ｨﾏX����｢� 

2／11 ��X�����������������20名 俾��(ｬ��檍�Y7�+�/�ｬ��+X.h*H�b� 

2／17 儉｢�20名 �:H-�,�,ﾈｸｹWHｻ8��日比野准 

2／25 ��X�����������������40名 傴ｩ��,ﾈ*ﾘ.x+X/��ﾈﾋ�+X.h*B� 

3／4 ��X�����������������30名 ��X��,YH饂渥�%Hﾉ�� 

3／11 ��X�����������������15組 倩h,X訷ﾞﾈ.�*�.�+�.�/�,�*ﾘ.ｸ*H�倩h7X�ｸ8�8�98,h7�6ｩ�ｨ�｢� 

3／18 ��X�����������������15組 俔ﾘﾌｸ鳬�8,ﾈ*�.�+�.�/�,�*ﾘ,�,H-ﾘ.h*H�倩h,�,ﾘ-��｢� 
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事業名 弍ｨ��?｢�対　　　象 �.�R�内　　　　　　　　容 丶�HﾗX踪�佝蔭ﾉzｨ�｢�

特 型 イ丁 事 滴��#��般 �3��kﾂ�春のグリーンアドベンチャー ��

5／4 儉｢�なし 仆�*��刎��靉ｸ�佻����Xﾍ�8�｢�清翔高等学校太鼓部 

5／21 儉｢�計80名 ��8ﾙ����ﾝY(iEｨ5H6X8�486x檍�ｨ齷�(ｬ��檍�佻����Xﾍ�8�｢� 

8／26 傅ﾈ�Y(h�Xﾘ(���b�50名 �Hｷ�-ﾘﾜﾈ�Z渥9.����:饂��Y��Z��X峪���XﾗｩZ��｢� 

10／28 �(h��ｧx���h��決��屬�300名 儷9D靠h���YH饂渥�/���h+X.h*B� 

11／3 儉｢�300名 做�,ﾈ4�8ｨ�ｸ984�6�7�986�88�ｲ� 

11／5 儉｢�130名 做�,ﾈ5(985H�ｸ6v冶��7�8X�ｸ5x4�8�耳�,ﾈ尨ｧ�/��h��H,X���アンサンブルさくら 

1／7 儉｢�400名 俯Y��*�.H/���-x.h*B� 

企 画 展 関 連 事 業 店�縒�般 �#Ykﾂ�東濃の木曽ヒノキ備林自然観察会 ��僞ｩ�厭�ｬyyﾘ��X蹴�

5／28 儉｢�130名 �<�¥ｩ5xﾗX�檍�Xｯ)Xﾈ,ﾉ��,ﾘ*�.�+X.ｸ*(��&雕X,ﾉ|�,ﾉ(h*��.xﾊ�,�-�,H���b�小野木三郎 

6／4 儉｢�20名 仞�揶�(,ﾉ�一��(ｬ��橙� 

8／20 儉｢�130名 價ﾘﾄ�+(ﾛ雲�ﾙ�檍�Y;�(,ﾉ>ｩ[h鳬�8�h��ﾗX�檍�Y;�)>ｩ[b�[h嶌,ﾈﾆ餽��b�泉　拓良ほか 

9／23 ��X�����������������なし �-�*�+X,ﾉLYm�/���,�,H-ﾘ.h*H�佻����Xﾍ�8�｢� 

9／24 ��X�����������������なし �-�*�+X,ﾉLYm�/���,�,H-ﾘ.h*H�佻����Xﾍ�8�｢� 

10／7 儉｢�なし ��Y�ﾈ,ﾈｵｨ��X)�(､y��.溢���佻����Xﾍ�8�｢� 

10／8 儉｢�なし ��Y�ﾈ,ﾈｵｨ��X)�(､y��.溢���佻����Xﾍ�8�｢� 

10／9 儉｢�なし ��Y�ﾈ,ﾈｵｨ��X)�(､y��.溢���佻����Xﾍ�8�｢� 

10／22 儉｢�130名 �<�¥ｩ5xﾗX�檍�Xｯ)Xﾈ,hｽ�､x�b�菅原真弓 

ギ 関ヤ 連ラ 事リ 業） 滴��3��般 �,�+R�ギャラリートーク「木象蕨の世界一その歴史と伝統と 技～」（午前・午後） �>��(�u��

5／30 儉｢�20名 �7�6(6�8��ｸ4鞅X�����,ﾈ揵Z��x蓼,(,ﾈ扎,ﾈ7�6ｨ7ﾈ�ｸ6������NPO法人QUILT21 

6／7 儉｢�20名 �7�6(6�8��ｸ4鞅X�����,ﾈ揵Z��x耳,(扎,ﾈｮ�ｻ�5��ｸ5������NPO法人QUILT21 

6／17 儉｢�20名 �7�6(6�8��ｸ4鞅X�����,ﾈ揵Z��y��Wｨ,ﾈ5(5H�ｸ5x8X�����NPO法人QUILT21 

8／10 傅ﾈ������ｧx�������b�計80名 �6x�ｸ8ｸ7�48986x,X5��ｸ4ﾈ/�,(*ﾘ,�,H-ﾘ.h*H�����佻����Xﾍ�8�｢�Painters　Club　夢パレット 

9／13 儉｢�計80名 �6x�ｸ8ｸ7�48986x,X5��ｸ4ﾈ/�,�*ﾘ,�,H-ﾘ.h*H�����佻����Xﾍ�8�｢�Painters　Club　夢パレット 

10／21 �ｩLｨ�傅ﾈｧy�h決�8�｢�20名 冦�,ﾈ��,X*�.�+X.ｹ�ﾈﾋ��池田幸男 

ボ、 講フ 座テ ィ ア 店���2�ボランティア希望者 �#�kﾂ�共通講座 ��

6／10　　ボランティア希望者 �10名 �>ｩ[i7舒ﾘ,ﾈｮ��)&ﾘ�� 

1／14 �7ｸ8�986X4(4�ｯ9eﾘ�"�10名 傴ｩ��,ﾉ�hｨ磯�{�,ﾈ竧.�X*"� 

合計 涛8馼ｼh������H�3�cYkﾈ�ｳ�#Y�x�ｶ���.�X,�+Y9��｢�剪�

3　マイミュージアムギャラリーの展示（マイミュージアムギャラリーの展示については出展者の責任で行われます）

展　示　期　間 偬�����5x�����"�出　　　展　　　内　　　容 

4／1－5／7 �>��(�u��hｧ�;��木象蕨の匠と技～楽堂の木象蕨と金子コレクション～ 

5／14－6／18 傴ﾈ圸diTh�T�����ﾅ�T版C#��キルトの魅力～アンティークミシンとのコラボ展～ 

6／25－7／30 儖)�ｸ�ﾆ9��ﾘxｺi:��xﾘx�YO)�ｸ耳肩自8�*Hｺi:��xﾘr�飛騨の伝統工芸展～飛騨春慶と一位一刀彫～ 

8／6－9／18 �4E�ｯ)Xﾈ迚YH�U��也FW'8��6ﾇV)k(7�8ﾈ6(6r�心に響くトールペイント 

9／23－10／29 �')68ﾔｹ&ｨ�X�)69�靂��Y~冦駅ｨ���木の実で遊ぶアート・絵筆に込めた夢と自由～羽島の 三人展～ 

11／5－12／10 �4�7X6h8ｸ��8�7H7ﾘ98��4x8ｸ7ﾘ7H8�6h4"�エジプト展覧会～パピルス絵画とエジプトの文化～ 

12／17－2／4 們I68ﾏｨ躋�懐かしさ高田徳利～美濃焼・多治見の通い徳利～ 

2／11－3／21 �7�5H4��X4ｨ8�8H7ﾒ�国際彫刻展～ボーダレス時代の造形表現～ 
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Ⅲ　平成17年度のあゆみ

〔職　員〕

1　職員名簿

職名（担当） 倩�����kﾂ�職名（担当） 倩�����kﾂ�職名（担当） 倩�����kﾂ�

館　　　　　　　長 �ｩJ囲ﾉWb��Ynﾉ��樞�6饐9l��【学　芸　部】 ��Y[ﾘﾘ(謦��^�ivﾘ謦�（マイ・ミューゾ7ム担当） 舒(��Oh���x��k��

【管　理　部】 刳w　芸　部　長 刮ﾛ長補佐 ′′ （兼）課長補佐 

教育委員会事務局課長兼 管　理　部　長 凵i人文担当） 劍ﾄh��ﾞ���ﾔ���[b�

（管理調整担当） 刮ﾛ　長　補　佐 劍ﾘ)68ﾔｹ�"�-����ﾉ�ﾂ�

課　長　補　佐 刮ﾛ長補佐（民俗） 俥(��ﾏｸ��ﾕ���Eb�（教育普及担当） 

主　査 　′′ 主　事 �:���ｶx���8����′′　　（歴史） ������ﾈ��ﾘ���謦�課長補佐 ′′ 学芸業務推進職 ′′ 【専門相談役】 

伊　藤　武　嘉 ��佶8�ｨｧxﾇﾈ皦馼�俟ﾈﾌ8�｢�長　屋　幸　二 剞ｼ　脇　恒　夫 

長　屋　亜佑巳 偃X馼�儖ﾈ��ﾔ杏ﾈ�｢�守屋靖裕 池上尚 千藤克彦 古田靖志 刹ｽ　　　孝　夫 

管理業務推進職 ′′ ′′ ′′ ′′ 〃 日日雇用職員 ��ﾉ�ｩ�xﾆ)Oﾂ�6��ｩu8����69_ﾈ�����ﾉYI�騏)Oﾂ�憖69&ﾘﾘ���ｧｨ-�,h-ﾒ����雍倡��ﾄn�iu(ﾘ��（自然担当） 課長補佐 課長補佐（植物） 〃（地学） 主任（動物） 学芸業務推進職（古生物） 劔W�68ﾔｹJ｢�鉑Ohﾔ�h��

説田健一 脇本晃美／桂嘉志浩 

2　異動

転　出　者　　学　芸　部　長

課　長　補　佐

主　　　　　　任

臨　時　学　芸　員

退　職　者　　館　　　　　　長

教育委員会事務局
参事兼管理部長

管理業務推進職

′′

学芸業務推進職

′′

柴　田　滋　司

石　田　　　克

伏　屋　俊　宏

鹿　谷　亜由美

武　山　妖　司

松　尾　弘之助

小　原　真紀子

進　藤　真由美

春　田　朋　子

山　本　　　猛

脇　本　晃　美

転　入　者　　館　　　　　　長

教育委員会事務局
課長兼管理部長

学　芸　部　長

課　長　補　佐

主　　　　　　査

主　　　　　　事

管理業務推進職

学芸業務推進職

日　日雇用職員

専　門　相　談　役
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下　畑　五　夫

水　野　善　介

大　平　高　司

池　上　　　尚

伊　藤　武　嘉

守　屋　靖　裕

六　鹿　真宗己子

西　部　真由美

富　田　幸　八

桂　　　嘉志浩

熊　澤　由　香

松　尾　弘之助



〔日誌抄〕
平成17年度
4．1　「岐阜県博物館報」第28号発行

1　人事異動に伴う辞令交付

17　自然観察会「ギフチョウを観察しよう」

20　豊山ウォッチング

20　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラフル・悩みについてお答えします～

29　春のクリーンアドベンチャー

30　まが玉をっくろう

5．1　番の公園を探検しよう

1　講演会「私にもできる国際貢献」

3　自然観察会「夏鳥の声を聞こう」
4　入館者230万人達成

4　響け！和太鼓（午前の部）

4　響け！和太鼓（午後の部）

5　バードカービング教室一木をけずって鳥を

つくろう～

7　親子で博物館探検

8　チョウのりん粉をハガキにうつそう

14　自然観察会「カワゲラウォッチング」

18　豊山ウォソテンク

18　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラフル・悩みについてお答えします～

22　昭和のおもちゃをっくろう（日光写真）

29　押し花のアクセサリーづくり

6．1　押し花のアクセサリーづくり

12　豊山オリエンテーリング

15　里山ウォッチング

15　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

18　もっと知りたいパソコン講座（ワード基礎）

19　楽しい折り紙教室

22　趣味のパソコン（ランチョンマットづくり）

26　パンフラワー教室～粘土で花をつくろう～

（午前の部）
パンフラワー教室～粘土で花をつくろう～

（午後の部）
7．2　もっと知りたいパソコン講座（パワーポイ

ントを使ったプレゼンテーション）

3　スキャナとパソコンで古い写真をよみがえ

らせよう

6　趣味のパソコン（絵手紙づくり）

9　自然観察会「ビオトープの生物調べ」

10　江戸時代のおもちゃをっくってみよう（紙

つばめ）

16　ナイトウォッチング

17　夏の公園を探検しよう

18　講演会「川柳と東野大人」
20　里山ウォッチング

20　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～　　　　　23　特別展講演会「温泉評論家の？温泉の話」

23　植物標本をっくろう1　　　　　　　　　　　　30　百年公園・博物館を写生しよう

27　ペーパークラフトの電車をっくって走らせ　11．3　秋のグ）－ンアドベンチャー

てみよう（午前の部）

30　植物標本をっくろう2

30　ミニSLに乗ってみよう

31　ミニSLに乗ってみよう

8．3　小鳥の骨の標本をつくろう1

5　自然観察会「川原の石の見分け方」
6　模型電車を動かしてみよう

7　模型電車を動かしてみよう

10　小鳥の骨の標本をっくろう2

13　木の動くおもちゃづくり

14　火おこし器をっくろう

17　豊山ウォッチング

17　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

20　江戸時代のおもちゃをっくってみよう（紙

つばめ）

21特別展講演会「私と岐阜県の鉄道」
23　夏休み採集物鑑定会（動物・植物・化石・

鉱物）
28　まが玉をつくろう

9．3　もっと知りたいパソコン講座（エクセルで

ライブラリー管理）

7　趣味のパソコン（蔵書管理）

10　親子で博物館探検

17　もっと知りたいパソコン講座（フォトショッ

プエレメンツ）

18　だれでもできるウッドバーニングアート

21豊山ウォッチング

21パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

23　陶芸教室～茶碗をっくろうー

24　まが玉をっくろう

25　紙で手作りおもちゃをっくろう（紙ブーメラ

ンとミニ凧）

10．2　岐阜の歴史講座「古文書から読みとく戦

国武将の実像と虚像」
8　自然観察会「岐阜の温泉現地観察会」

（平場温泉にて）
9　秋の公園を探検しよう

10　竹で一輪挿しやおもちゃをっくろう

15　自然観察会「岐阜の名水現地観察会養老
の滝・菊水泉を訪ねる」

16　講演「岐阜の古寺を巡る」
19　豊山ウォッチング

19　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

22　どんぐりと落ち葉で遊ぼう

6　特別展講演会・文化講演会「名水へのい
ざない～安全でおいしい水を求めて～」

13　秋のコンサートi n　ミュージアム一秋の

音楽を生演奏で～
16　豊山ウォッチング

16　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

19　パソコンで年賀状づくりを楽しもう

20　徳山のくらしを体験しよう

23　リースづくり（午前の部）

リースづくり（午後の部）

26　オI）シナルカレンダーをっくろう

27　発掘速報展講演会「中世の『城』や『村』
を考古学から探る」

30　パソコンを活用しよう（ランチョンマット

と箸袋作成）
12．4　和凧をつくろう（飛行機凧）

18　わら細工～しめ飾りをつくろう～

21里山ウォッチング

21パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

23　花もちをつくろう

1．6　自然観察会「七草ウォッチング」

7　七草かゆを食べよう

18　豊山ウォッチング

18　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

22　講演会「日本刀の魅力」

29　冬の公園を探検しよう

2．5　昭和のくらしを体験しよう

8　パソコンを活用しよう（水彩画を描こう）

12　自然観察会「冬鳥を見つけよう」

15　里山ウォッチング

15　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラフル・悩みについてお答えします～

18　親子で博物館探検

19　豆雛の絵付教室

26　豆雛の給付教室

3．5　化石のレプリカをっくろう

8　パソコンを活用しよう（ワードで春の花を

描こう）
11講演「錦絵の魅力」
15　里山ウォッチング

15　パソコン悩み相談室～パソコンの基本的な

トラブル・悩みについてお答えします～

〔博物館協議会〕
当協議会は、博物館の運営に関し、館長の諮問に応じ、また意見を述べる機関として、岐阜県博物館条例（昭和51年）

第2条及び第3条の規定に基づいて設置され、委員は次のとおりである。

氏　　　名 侏ｸ�����X����kﾂ�

小　川　信　夫 弍)XﾈﾊyH饂渥冲h,ﾈ檍檠+r�

笠　原　多見子 弍)Xﾈﾊxｶ8檍ｻ8支ﾇ井�効什+r�

金　森　昭　夫 �ｩ(i?ｩ�i[xｯ)Xﾈ辷��+r�

川　瀬　尚　信 弍)Xﾉ_ｩ�xxｨ�8ｼhｼy+r�

篠　田　　　薫 �*�*�.)�h自v9'H����+r�

玉　井　博　示占 ��冖ﾈ�ｨｼｨ皐夐gｹ]ﾉ�9Uﾈ��蹴�

堤　　　俊　行 比┷ｯ)Xﾉ_ｩ�xｼy+r�

早　川　万　年 弍)Xﾉ�Xｧxｻ8支ｧyYHｻ8��

平　井　花　画 弍)Xﾈﾊx8h6ﾈ5�5(ｺh檍檠+r�

◎堀　　　幹　夫 弍)Xﾈ����Xｧxｧy+r�

山　口　みね子 弍)Xﾈﾊx揵(hｧxﾕｩ+x檍檍蹴�

若　山　　栄 佛8�8�9zy�Y��(hｧxﾕｨ5�4��ｸ8ｹ�ｩ&ｸ蹴�
（元岐阜県小中PTA連合会役員） 

◎会長　　　　（平成17年8月1日現在五十音別）

任期は平成16年9月24日～平成18年9月23日

（開催状況）

月　日　平成17年8月1日

場　所　岐阜県博物館　講　堂

議　題　岐阜県博物館の総点検
一現状と課題、施設整備と運営方針等について
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〔実施事業の概要〕

今年度は、県民に親しまれ、楽しめる「顔の見える博

物館」を目指して、特別展と資料紹介展をそれぞれ2本、

共催展などを2本、マイミュージアムギャラリーの展示

8本を開催した。そのほか、土・日曜を中lmこ110本余

りの催しものを開催するなど、多くの博物館事業を実施

した。特に資料紹介展「ようこそ　昆虫の世界へ！」特

別展「線路はつづくよ～岐阜、鉄道のあゆみ～」は家族

連れ等多くの入館者を集め、4月からの小中高生入館料

の常時無料化実施の効果もあって、年間入館者が77，715

人という多数となった。企画展会場や常設展会場内など

では積極的に展示解説を行うようにし、来館者とのふれ

あいに努めた。また、調査研究、資料の収集、デジタル

アーカイブ事業についてもその推進に努めた。

1　調査研究事業

自然分野では、鳥獣採集家の台湾における採集日誌、

ブナ原生林、飛騨山脈の植物相などについて、教育普及

分野ではボランティア講座の取組について、人文分野で

は江戸時代の名寄帳（貢租台帳）などについて調査研究

をすすめた。

2　展示活動（下表参照）

特別展は、自然分野で「『名水・温泉・名勝』展～水
と大地のハーモニー」、人文分野で「線路はつづくよ～

岐阜、鉄道のあゆみ～」を開催した。資料紹介展は、自

然分野で「ようこそ　昆虫の世界へ！」、人文分野で

「美濃ゆかりの赤羽刀」を開催した。そのほか、発掘速

報展「発掘された飛騨・美濃の歴史」、岐阜県図書館収

蔵資料展示「古地図の世界一城下町絵図～」を開催した。

3　資料収集活動

人文分野では、錦絵や観光案内資料など当県ゆかりの

資料を購入した。また、鉄道関係資料や昭和の生活用具

など多くの資料を寄贈いただいた。

自然分野では、恐竜のティラノサウルス頭骨レプリカ、

鳥類標本などを晴大した。また、多数の県内動・植物標

本や貝類標本、化石などの寄贈を受けた。

マイ・ミュージアム分野では、情報産業課の運営する

「岐阜ミュージアム」から映像情報の移管を受けて岐阜

県の地域情報として統合し、デジタルコンテンツの充実

を図った。また、収集・保存された資料の活用を促進す

るため、新たな収蔵資料データベース構築に着手した。

4　教育普及活動

「たのしい博物館」「カルチャー講座」など多数の催

しものを開催し、積極的な教育活動を行った。また、小

中高生入館料の常時無料化実施に対応して「子ども用み

どころ案内板」を館内約30箇所に設置すると共に、「ビ

ンゴケーム」のカラー化を進めた。学校団体に対しては

綿密な対応を行い好評を得た。広報活動としては、特に

市町村の小・中校長会へのPRを重点的に行った。

展　　示　　名 弍ｨ����ｭB�展　　示　　内　　容 �?ﾈｭ倆)�B�

常　設　展 僖���ｭB�・人文展示室1の考古（「副葬品の移り変わり」「古墳の終末」「美濃国と飛騨 ��

国」）や「戦国の武将たち」「街道」のコーナー等の展示替えを行った。また、 
文化財保護センター資料紹介コーナーについては、半期ごとにテーマを変 
え展示替えを行った。人文展示室2は、特別展会期に合わせ、季節にも配慮 
して美術工芸や民俗の展示替えを実施した。 

・自然展示室lの「鍾乳洞の自然」コーナーに鍾乳洞模型を設置した。自然 

展示室2に設置した可変展示コーナーは、百年公園の自然に関する展示施 
設とし、季節ごとに展示替えを行った。メインホールから今村式地震計を 
移設し、オオサンショウウオ液浸標本の近くに、その剥製標本も展示した。 

資料紹介展 滴��#8�ﾃh��#b�県内及び外国産の昆虫標本を展示し、昆虫の習性、体の特徴、すみかと食べ �#8�3ss2�
「ようこそ　昆虫の世界へ！」 剳ｨなど、昆虫の神秘的な生態を紹介した。 

夏季特別展 度���h�ﾃ��紕�岐阜県の鉄道のあゆみと、鉄道が岐阜県の近代化に果たしてきた役割等につ ��h�3C���
「線路はつづくよ～岐阜、鉄道 凾｢て多数の資料を通して紹介した。また同時に、環境に優しく大量輸送手段 
のあゆみ～」 凾ﾆしてエネルギー面からも有用な鉄道という観点からも展示を行った。 

秋季特別展 祷���x�ﾃ�����2�身近で関心の高い「名水」「温泉」「名勝」といった「水と大地が関わってで ����3ン2�
「『名水・温泉・名勝』展～水 凾ｫた自然」にスポットをあて、科学的な側面から資料を展示し、その仕組み 
と大地のハーモニー～」 凾竭f晴らしさについて紹介した。 

発掘速報展 ������X�ﾃ�(�����文化財保護センターの活動を紹介し、埋蔵文化財保護について理解を図るこ �8�3鼎b�
「発掘された飛騨・美濃の歴史」 凾ﾆを目的とした展覧会である。今年度は、平成14－16年度に発掘調査した赤 
主催：㈱岐阜県教育文化財団 剳ﾛ木、櫨原村平、東野、八幡前、宿願寺、上恵土城跡・浦畑の6遺跡の出土 

文化財保護センター 剳iを展示した。 

資料紹介展 「美濃ゆかりの赤羽刀」 買�����紿�ﾃ(���"�平成11年に、国から168振りの美濃ゆかりの「赤羽刀」が当館に譲与された。 滴�3#���
その中から、研磨の終了した直江志津・兼元・兼走など20振りの名品ほかを 
展示し、伝統ある美濃の刀剣の素晴らしさを紹介した。 

岐阜県図書館収蔵資料展示 �������(�����ﾃ8��#��平成13年度から、岐阜県図書館世界分布図センターにある古地図を、テーマ �8�3�#��
「古地図の世界一城下町絵図～」 凾�ﾝけ毎年展示している。今回は、岐阜・加納・大垣・高山など県内の城下 
共催：岐阜県図書館 剪ｬと、江戸・大坂・名古屋など県外の有名な城下町の古地図を紹介した。 

マイ　ミュージアムギャラリー 買�x������「UNESCOFAIRJ「『夢・かがやいて』四季の花々展」「Jii柳の群像」「楽 ��しい木の手づくりおもちゃと郷土の自然・文化の写真展」「飛騨の自然の絵画 
4／1－3／21 �,i��m��X-�5x�h�Y(hﾙ�kﾈｼｩ5x�h�Xﾕﾘﾌｸ鳬�8,ﾉ]�.瓜�;仞�,h�(+YY�ｮﾘ�h�Yoｸﾜｨ,ﾉOﾈ�R�

岐阜の三人展　愛らしい豆雛・芥子雛展」の8つの展示会を行った。 
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〔特別展〕
一夏季特別展－

1　展覧会名称

「線路はつづくよ～岐阜、鉄道のあゆみ～」

2　開催期間

平成17年7月16日（土）～9月4日（日）

3　趣旨

明治16年（1883）県内に初めて蒸気機関車が走り始めて

から、鉄道は地元の人々やものを運び続け、岐阜県の発

展に大きな役割を果たしてきた。現在県内の交通手段の

主役は自動車が担っていて、鉄道はやや押され気味になっ

ている。しかし、環境・エネルギー問題も含めて、大量

輸送のできる鉄道の重要性を見直さなければいけない時

期に来ていると思う。

この特別展では、岐阜県の鉄道の歩みと、鉄道が岐阜

県の近代化に果たしてきた役割等について400点余りの

資料を通して紹介した。環境にも優しい鉄道に親しんで

もらう機会になればと考えた。

4　展示内容

（1）鉄道のあけぼのと岐阜

岐阜県で最初に鉄道が開通した東海道線や岐阜駅の変

遷に関わる資料などを主に展示し、当時の鉄道事情を概

観するとともに、岐阜県の鉄道の玄関ともいえる岐阜駅

の変遷を紹介した。

・加納停車場時刻表、新橋横浜間鉄道開通の錦絵、歴

代の岐阜駅（絵はがき・写真）ほか

（2）広がる鉄道網と観光ブーム

明治中頃から昭和初期にかけての鉄道建設と観光地と

の結びっき、そして地元の産業に果たした鉄道の役割な

ど紹介した。

・濃越飛騨鉄道敷設請願趣意書、県内各線の戦前の絵

はがき、昭和初期を中心とした県内各地の観光パン

フ（吉田初三郎など）ほか

∴ 凵@　　　∴： 蘭野∴：瀧 ��

鎚、 　∴／∴ 亂�������耳��ｨ�hﾉﾈ�h�������H���h����������X���

iた士ii。： 凵P／ii頭 ��ｸ�(���i~ﾂ�

展示会場のようす

（3）戦後復興のけん引

鉄道全盛期ともいえる戦後から高度成長期にかけての

鉄道の活躍ぶりと電化・ディーゼル化の様子を資料をも

とにたどっていった。

・SLの縮小模型、県内各線のSLの写真、高山線・越

美南緯の無煙化に関わる列車の写真、閉　塞器ほか

（4）第三セクターと路面電車の行方

地元の人々の足として存続した第三セクターや路面電

車に関わる資料を紹介するとともに、環境やエネルギー

面から見匝されている鉄道（LRTなど）について考えた。

・第三セクター開業時の記念切符・ヘッドマーク、県

内で廃線となった鉄道の写真ほか

（5）新幹線の誕生
‘‘夢の超特急’’と呼ばれて誕生した新幹線に関わる資

料を紹介した。
・新幹線ミニモデル、新幹線試運転ダイヤ、新幹線開

業の写真ほか

（6）復元駅舎・模型コーナー

ローカル駅の駅舎を復元し、実際に使用された機器や

道具等を配置した。岐阜鉄道模型クラブの協力で、HO

ゲージ模型列車のデモ運転を行った。また、北恵那鉄道

歴史保存会の協力で、Nゲージ模型電車のデモ運転と解

説を行った。会場前のフロアーでは、高山線を走るS L

のビデオを上映した。

復元駅舎内部

5　関連事業

・7月24日（日）「ペーパークラフトの電車を作って走

らせてみよう」

協力：岐阜鉄道模型クラブ
・7月30日（土）・31日（日）

「ミニSLに乗ってみよう」（於百年公園駐車場）

協力：岐阜工業高校
・8月6日（土）・7日（日）

「模型電車を動かしてみよう」

協力：岐阜鉄道模型クラブ
・8月21日（日）

特別展講演会「私と岐阜県の鉄道」

講師：鉄道友の会元名古屋支部長　波利正彦さん
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一秋季特別展－

1　展覧会名称

「『名水・温泉・名勝』展～水と大地のハーモニー～」

2　開催期間

平成17年9月17日（土）～11月13日（日）

3　趣旨

「名水ブーム」「温泉ブーム」「観光ブーム」と言われ

る昨今、その対象である名水や温泉や景勝地の数々は、

私たちにとって身近で非常に関心の高い自然であるとい

える。しかもこれらには、「水と大地とがうまく関わっ

てできた自然」であるという共通点が兄いだされること

も興味深い。

今回は、このような「水と大地とがうまく関わりあっ

てできた自然」にスポットを当てた特別展を企画し、名

水や温泉、名勝という興味・関心の高い切り口からさま

ざまな自然の姿を見っめ、自然のすぼらしさを紹介した

いと考えた。さらに、この展覧会を通して、日本の自然

のすぼらしさを満喫していただくとともに、温泉旅行や

名勝の観光に少しでも役にたっことができればと考えた。

展示は、「名水へのいざない」、「温泉へのいざない」、

「名勝へのいざない」、「かけがえのない水環境」、「体験

コーナー」の5つコーナーで構成した。各コーナーの主

な内容は次のようである。

4　展示内容

（1）名水へのいざない
・おいしい水はどのようにしてできるの

・ミネラル等の溶存成分による水の分類

・水の中のミネラルがっくる鉱物

・岐阜の水へのいざない

・ミネラルウォーターの世界

・名水のあるくらし

∴∴∴∴／∴　∴ � 

∴∴∴ ��1、三iCi〔 一∴　　　　　　　　∴∴∴∴∴ ��

i∴　∴ 

一題し ��　園田 吏i 

陸離醗宰態 

綾崇i‾語桑 ∵∴∴ 凵（三ie‾i ∴∴ 忌，i哀ン ��i饗＝ii 整嘩輩 ���ｨｶ8ｴX揩�5｢�∴∴ ����������������������������

i灘藍縫耀‾　　し／し‾繕騨醜聞開聞開聞醸弱震i葉懇親醍 

地下水によってできるさまざまな“砂漠のバラ”

（2）温泉へのいざない
・温泉とは何か

・温泉が湧き出すしくみ

・自然の中の温泉現象

・温泉の湯を見っめる

・温泉の泉質と効能

・岐阜県の温泉

（3）名勝へのいざない
・名勝とは

・渓谷へのいざない

・渓谷にできる蹴穴

・渓谷にできる滝

・鍾乳洞へのいざない

・雨による大地の造形一土柱一

・海岸の名勝へのいざない

：：11∴㌢∴－「「∴∴ ＝i＼裏、 
∴／∴∴∴ � �����∴　tSI �6ｩN��(R�{�躪ｵｸｼ�>Xｵｹ�B�

逐一－51ラ ー‾巌 ∴；∴ ∴∴「／ 偖ﾈ耳��������������� 

醒 �� 

、‾＿凝＿ゞ ��X������h�����b� � ��

匝穴や鍾乳石類の模型

（4）かけがえのない水環境
・海からの贈り物－ビーチガラス一

・海辺からのメッセージ

（5）体験コーナー
・鳴き砂を鳴らそう

・砂粒を顕微鏡で見よう

・湯の華にさわってみよう

5　関連事業

・特別展講演会「温泉評論家の⑫温泉の話」

講師：石川理夫氏（温泉評論家）10月23日（日）
・特別展講演会・文化講演会

「名水へのいざない－安全でおいしい水を求めて－」

講師：深澤喜延氏（山梨温泉文化研究所）

11月6日（日）

・自然観察会　「岐阜の温泉現地観察会（平場温泉にて）」

講師：当館学芸員10月8日（土）
・自然観察会　「岐阜の名水現地観察会　養老の滝と菊

水泉を訪ねる］

講師：当館学芸員10月15日（土）
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〔資料紹介展〕

一資料紹介展1－

1　展覧会名称

「ようこそ昆虫の世界へ！」

2　開催期間

平成17年4月23日（土）～6月26日（日）

3　趣旨

昆虫は今から約4億年前に地球上に出現し、小さな体

と優れた運動能力をいかし、大洋を除くあらゆる環境に

生活の場所を広げた。現在、昆虫の種類は約100万種が

確認され、地球上のすべての動物の中で80パーセント以

上を占めている。しかも、毎年、数千種の新種が報告さ

れており、最終的には世界の昆虫の種類は約500万種と

も言われている。このように昆虫は、現在、地球上で最

も繁栄している動物と言える。

今回の資料紹介展では、県内の昆虫に限らず外国産の

標本も展示し、昆虫の習性、体の特徴、すみかと食べ物

などを通して、その神秘的な生態に触れ、さらに人間の

世界とのかかわりについても探った。
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展示風景（1）

4　展禾内容

次の6つのコーナーに分けて、昆虫標本、写真資料等

を展示した。

（1）昆虫とは

昆虫のなかまである様々な節足動物を展示し、昆虫の

体の仕組みやその特徴を紹介した。

（2）色と形の不思議

昆虫が自然の中で懸命に生きている様子を習性や体の

形、色から浮き彫りにした。
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展示風景（2）

（3）昆虫の食べ物

昆虫の食べ物は多種多様である。成虫を中心に食べ物

とそれに集まる昆虫を紹介した。

（4）さまざまな環境に生きる

昆虫はあらゆる場所に生息しています。水中、洞くつ、

高山帯など特殊な環境に適応した昆虫を紹介した。

（5）人と昆虫

昆虫は古くから人々の暮らしの中で深くかかわってい

ます。外来種の問題も含め愛玩用、食用にされる昆虫や

害虫を紹介した。

（6）体験コーナー

お絵かきコーナーなど。
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展示風景（3）

5　関連事業

5月8日（日）

たのしい博物館「チョウのりん粉をハガ羊にうつそう」

5月14日（土）

カルチャー講座「カワゲラウォッチング」

6月12日（日）9：00－16：00

たのしい博物館「豊山オリエンテーリング」
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ー資料紹介展2－

1　展覧会名称

「美濃ゆかりの赤羽刀」

2　開催期間

平成18年1月4日（水）～2月12日（日）

3　趣　旨

平成11年、当館では168点の赤羽刀を国より譲り受け、

順次研磨・修理・活用を進めている。今年度までに研磨

された赤羽刀が20点となり、今回はそれらの刀剣を中心

に40点ほどの資料を展示した。

武器として接収され、美術品として帰ってきた赤羽刀。

旧約聖書イザヤ書では、戦の世から平和な社会への転換

を「彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌と

する」と表現している。赤羽刀を一つの歴史事象として

とらえたとき、武器から美術品へと役割を変えた日本刀

に平和の獲得を象徴させることもできよう。それゆえ、

今回は日本刀の美しさを見ていただける展示になるよう

留意した。

後壁に黒い幕を張り、刀剣の背後に解説パネルがかか

らないようにし、パネル数も極力少なくした。その加わ

り、日本刀の基本的な見どころ、見方は解説シートを準

備して紹介した。また、さまざまな館の刀剣展示を参考

にし、長時間見ても疲れない高さに刀がくるよう調整し

た。来館者の滞在時問が長い展覧会となった。
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4　展示内容

赤羽刀が展示の中心であるが、理解を深めるための参

考資料も加え、展示を構成した。

（1）美濃ゆかりの赤羽刀

赤羽刀は3つの壁ケースと1台の独立ケースを用いて

展示した。壁ケースの展示はだいたい時代ごとにまとま

るよう構成した。

第1の壁ケースには室町・戦国期の古刀を中心に展示

した。直江志津（無銘）に始まり、兼元、兼走ら美濃を

代表する刀工の作品が並んだ。このケースの端には、関

市下有知重竹遺跡A地点出土資料を並べた。この資料は

室町・戦国期に属し、このケースに並ぶ刀剣が作成され

た時代を想起していただく材料となればと考えた。この

遺跡では大量の砥石、ふいごの羽口など鍛冶関連遺物・

遺構も確認されており、近くには「兼走」の地名も残る

美濃の刀工史上きわめて重要な遺跡である。

第2壁ケースには氏房、政常、信高ら新刀期の刀剣、

第3壁ケースには幕末期の刀剣を並べた。第3壁ケース

後半には、未研磨の赤羽刀3点と刀剣研磨に用いる砥石

を展示し、赤羽刀が輝きを取り戻す過程を紹介した。

独立ケースには兼営の大刀を展示した。刀身の表裏に

奉納銘が刻んであり、360度いずれの角度からも見られ

るようにした。

（2）刀剣製作工程と美濃彫りの鐸

展示会場の中央には、刀剣の美しさについての理解を

助ける目的で参考資料を並べた。まず、刀剣製作工程資

料の中から、地鉄・刃文との関わりが深い鍛造・土置き

などを中心に選び出して展示し、日本刀に美しさが求め

られたことを示すために美濃彫りの鍔を展示した。

（3）体験コーナー

体験コーナーとして、釘を素材にして、打ち、研ぎ、

ナイフを作る工程を紹介した。また、釘ナイフの切れ味

を試す場を準備した。自然担当の助言を得、クスノキの

枝を釘ナイフで削ってもらうことで、クスノキの香りも

体感できるようにした。

今回、刀剣に深い関心を寄せる来館者が多くあり、彼

らはどのような展示、情報を求めているのか知ることが

できた。今後の刀剣展示に生かしていきたい。
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5　関連事業

1月22日（日）講演会「日本刀の魅力」

講師：刀剣研磨師　伊佐地　享　氏

＜捕：赤羽刀について＞

戦後、日本を武装解除する一環としてGHQによって銃や刀剣な
どの武器類が接収された。しかし、日本刀は武器であると同時に日

本の伝統の中で培われてきた美術品であり文化財である。東京都赤
羽の米軍施設に集め置かれた日本刀の中から美術的価値が高いもの
が選ばれ上野の国立博物館に移された。これを赤羽刀と呼ぶ。平成
7年（1995）には議員立法による『接収刀剣類の処理に関する法律』

が成立し、修理と活用を進めるため全国の公立博物館などに譲与さ
れた。
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〔岐阜県図書館収蔵資料展示〕

1　展覧会名称

「古地図の世界　一城下町絵図－」

2　開催期間

平成18年2月18日（土）～3月21日（火）

3　主催

岐阜県図書館・岐阜県博物館

4　趣旨

平成7年7月に移転オープンした岐阜県図書館に併設

された分布図センターの収蔵資料は年々充実し、地図と

その関連資料を含め、14万点を数える。中でも特色ある

資料は「古地図」、「国土地理院関係地図」、「旧ソ連製地

図」、「外邦図」で、これらを柱に、「空間的広がり」と

「時間的広がり」を持っ日本有数の「地図の図書館」と

なっている。

こうした収蔵内容の一端を皆様に知っていただこうと

平成13年度より毎年、県博物館において「古地図の世界」

を共通テーマに古地図展を開催している。

5　展示内容

城下町は文字通り大名の居城を中lmこ発達した都市で

ある。近世になると、政治・軍事だけでなく、商工業の

町としての機能を持ち、武士団以外にも町人たちが居住

区を持った。このため、近代の主要な都市の多くが、こ

うした近世の城下町を母胎として展開し、各地域におけ

る行政・経済・文化にわたる中枢的役割を果たしてきた。

これらの中から県内をはじめ、江戸、大坂、名古屋、仙

台、金沢、駿府、広島、熊本など18の城下町を選び、そ

れらの特色や固有の景観などを、当館が収蔵する城下町

絵図約40点を展示して紹介した。
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展示会場の様子

（1）県内の城下町

県内では、岐阜城廃城後の江戸期の様子がわかる岐阜

町絵図や、家康自ら監督・指揮して造営した加納城の城

下図のほか、大垣、郡上八幡、高山の城下町絵図を展示

した。

（2）県外の城下町

①江戸

江戸城下を描いた江戸図は富士山の見える西を上にし

た木版による刊行図が多数出版された。縦横1m以上の
一枚の紙に収めた大絵図、市街を分割した折本・切絵図

など各種の刊行江戸図や手書き図計15点を、江戸初期か

ら幕末に至る町並みの変遷が分かるように展示した。
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実測図をもとにして正確に描かれた「分間江都図」

（1708（宝永5）年刊／遠近道印作／48×48cm）

②大坂

大坂でも江戸と同様に刊行図が出版された。武家地が

約7割を占めた江戸と比較すると「商都」の名にふさわ

しく城下の大半が町屋（町人地）で、京にならった碁盤の

目の町並みが目を引く。これらの刊行大坂図のうち5点

を、町並みの変遷が分かるように展示した。

③名古屋

名古屋には刊行図はなく、手書きの城下町絵図2種類

を展示した。当時の城下と比較ができるように現在の衛

星画像を並べて展示した。

④その他／弘前、仙台、会津若松、甲府、高田、駿府、

金沢、福井、広島、熊本

幕府直轄の駿府（静岡）と甲府を除いた諸藩の城下町で

は防御上、城下町絵図の刊行が原則禁じられていた。駿

府・甲府は版元名入りの刊行図を、仙台と熊本は明治初

期に刊行されたものを展示し、それ以外は手書き図を展

示した。
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〔㈱岐阜県教育文化財団
文化財保護センター発掘速報展〕

1　展覧会名称

「発掘された飛騨・美濃の歴史」

2　開催期間

平成17年11月15日（火）～12月18日（日）

3　趣　旨

（財）岐阜県教育文化財団文化財保護センターは、県内

各地で埋蔵文化財の発掘調査を実施し、岐阜県の歴史を

解明するうえで貴重な資料を提供している。今回は平成

15・16年度に調査・整理を行った7遺跡を中心に、その

成果を紹介した。展示資料数は391点である。

4　展示内容

壁ケース毎に大きく3つのコーナーを設定し、会場中

央に可動ケース2台でトピックコーナーを設けた。

第1コーナーでは赤保木遺跡、櫨原村平遺跡など、縄

文時代を主とする遺跡の資料を紹介した。赤保木遺跡は

竪穴住居の掘りこみが深く出土土器も残りがよい。特に、

模様のつけかたやキャリバー指向のプロポーションに東

海の影響を色濃く出しながら、東海の土器群にはないや

わらかなボディラインをした土器は縄文土器ファンをう

ならせていた。櫨原村平遺跡では柱穴の大きな掘立柱建

物跡が見っかっており、実物大に拡大した柱穴写真を会

場床に敷いて大きさを実感できるようにした。また、中

世の武具、茶器や中国陶磁が出土しており、富裕層の存

在が示唆された。

奥の壁、第2コーナーは東野遺跡の古墳時代前期資料

を中心に構成した。土器のセット関係を重視して住居跡

毎にまとめて展示したが、S字状口縁台付蜜や高林といっ

た土器が繰り返し並ぶ単調な展示になりがちなところを

展示台の高さに変化を持たせ、住居をイメージさせる装

飾を施したり小物を置くなどして飽かせぬよう工夫され

た。土師器辞を熱心に見比べる考古学ファンも見られ、

多様な来館者に対応できた展示であった。宿願寺跡出土

の常滑焼きの大蜜は、その用途に関心が集まった。

第3コーナーは、上恵土城跡・浦畑遺跡の資料を紹介

した。中世近世の茶道具・生活具などが並んだが、ある

年代以上の来館者は火鉢などを見る際に自分が昔使用し

ていたものと比較する様子がうかがわれ興味深かった。

トピックコーナーは「ヒトヒト（火と人）のつながり」

と題し、炉・竃の移りかわりを紹介した。入口側正面に

は赤保木遺跡の土器敷き炉レプリカと土器敷き炉出土土

器の復元を並べた。接合作業について興味を示す来館者

もあり、発掘調査の整理作業について理解を深めてもら

うこともできたかと思う。

また、粘土と縄文原体などで土器の模様っけを体験で

きるコーナーを設けた。縄文を転がしたり半裁竹管で模

様を描くことは来館者には難しくみえるらしく、施文を

工夫して試みてもらうには人がついてきっかけを与え指

導する必要があった。

土・日・祝日には（財）岐阜県教育文化財団文化財保護

センター職員が、平日には解説員らが、1日に2回程度

展示解説を行うなどギャラリートークに心かけた。

11月27日（日）には、中央大学教授前川要氏を招き、

「中世の『城』や『村』を考古学から探る」と題する講

演会をハイビジョンホールで行った。可児市柿田遺跡や

関市重竹遺跡、飛騨市江馬氏館跡、岐阜市城之内遺跡な

ど県内の調査事例に即して集落の変遷を読み解いた。要

約すると、条里地割との関わりが深い中世前期の集落の

多くは15世紀までに廃絶され、新たに形成された集落が

近世まで続く。新しい集落は館や街道、Iii湊に隣接して

集約的に営まれる。といった内容であった。

会期後半に記録的な大雪に見舞われ、来館者の足を妨

げることとなった。

相生第2小学校5・6年生の見学（12月9日）

＜おもな展示遺物＞
・赤保木遺跡（高山市赤保木）

縄文土器（縄文中期・動物意匠文土器含む）、土偶、

石器類、弥生土器、土師器など
・櫨原村平遺跡（揖斐川町檀原）

縄文土器（早期～晩期）、石器類、石製品、鎧甲部品、

鍔、小柄、中国青白磁（梅瓶など）、天目茶碗など
・東野遺跡（加茂郡坂祝町黒岩）

縄文土器（縄文中期）、土師器類（古墳時代前期）など
・八幡前遺跡・八幡前2号古墳（美濃市松倉）

土師器・須恵器・金属製品（八幡前2号古墳出土）、

弥生土器、石器類など
・宿願寺跡（美濃市）

山茶碗類、灯明皿、カンテラ、常滑大聾、陶錘など
・上恵土城跡（御嵩町）

ロクロ皿、古瀬戸天目茶碗、近世陶器類など

・浦畑遺跡（御嵩町）

山茶碗（井戸底部一括）、中世陶器類（古瀬戸仏具）、

近世陶器類（復興織部・広東茶碗）など
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〔マイミュージアムギャラリー〕

1　運営の概要

県民（在住、在勤、ゆかりの人）が収集・所蔵してい

るコレクションや生涯学習の成果作品を募集し、一定期

間、公開展示の場とする。マイミュージアムギャラリー

企画運営委員会によって承認された展示計画に従い、順

次展示をしていただく。出展者の募集は常時行っている。

2　平成17年度の展示状況

回 �5x麌ｯｨｭB�出展内容 偬�5x�"�

1 滴ﾈ��?ｨ�冦��｢�UNESCO 　　FAIR 弍)Xﾈﾊx8h6ﾂ�5�5(ｺh橙�～ ���､x,Y6�*h.h*H�X.ﾒ�

5月8日（日） �+ﾘ+X,ﾉ*ﾈ,ﾈ+ﾘ*�.x.��,ﾈ�h�Y�(､X�(蝌���

2 店ﾈ��I?ｨ��7��｢�「夢・かがやいて」 四季の花々展 ��ｩ�8�(����)68ｹ韈��～ ���咥+X扎�X訷ﾞﾈ.�7b�

6月19日（日） �8ｨ5X�ｸ7X6�7H8�8��ｸ�R�8ﾈ5x987H8�8��ｸ���

3 塗ﾈ�#Y?ｨ��7��｢������川柳の群像 ��YJｩ[hﾌ��R�一　八　　に　る月 侘9:�dﾙWb�

7月31日（日） 冩i5x���

4 嶋ﾈ緤?ｨ�仞��｢�楽しい木の手づくり 倡8ﾋI�ﾘ���I‾ヽヽ／ �*�.�+�.�,hｻﾙ7�,ﾈ齟�

9月19日（祝） ��(�Y[h嶌,ﾈ���5r�

5 祷ﾈ�#9?ｨ�仞��｢������飛騨の自然の絵画と 草木染め展 �+y$ｩ�ﾈｬ����

10月30日（日） ���O)�ｸ,ﾈ-�*�-ﾘ,亅B��8/�ﾙ�-�,H���長谷川美智子 

6 ���ﾈ綺?ｨ��7��｢�中国名玉展 傚�H��ﾊ｢�′一、、ノ ����9���Xｼｩ}�,ﾈﾔ杏ﾂ�

12月11日（日） 儖ﾈ�����

7 ��(ﾈ��y?ｨ��7��｢����(ﾈ綺?ｨ��?ｨ�｢�江戸時代の捕り物道 具と隠し武器 ～十手・鎖がま・手 裏剣などなど～ �ﾈ飆[h謦�

8 �(ﾈ���?ｨ�偬ｨ�｢�油彩の美・岐阜の三 �ｩ68ﾎ���
大農 ��9�ｨ��Tb�

3月21日（祝） �H.x+X*):I�x�X､育��山下　繁 
雛展 �?ｩNInﾈ����

3　展禾記録「マイ・コレクション」の発行

展示リーフレット「マイ・コレクション」を各回の展

示ごとに発行した。平成17年度は7年度からの通番で、

第79号から第86号まで発行した。

4　出展者による解説・講演・実演等の開催

来館者に対して、出展者による講演会、教室を以下の

ように開催した。

〇第1回「UNE SCO FAI R」

・講演会

演　　　題　「私にもできる国際貢献」

日　　　時　平成17年5月1日（目）

13時30分～15時

講　　　師　岐阜県ユネスコ協会会長　平井花画氏

帰国報告会　「世界遺産スタディープログラム」

報　告　者　今瀬大輔君

場　　　所　マイ・ミュージアム：ハイビジョンホール

出展者代表の岐阜県ユネスコ協会会長　平井花画の講

演会を開催した。ユネスコの活動を、「世界寺子屋運動」

などを中心に、岐阜県でのユネスコ協会の役割や活動を

紹介、特に国際貢献は大げさなものではなく、誰にでも

できることを強調された。続いて、日本ユネスコ協会の

イベント「世界遺産スタディープログラム」に、中部地

方から唯一参加した美濃加茂市の中学生今瀬大輔さんの

帰国報告があり、立派な報告内容だった。

「UNESCO FAIR」特別講演会の様子

〇第2回「『夢・かがやいて』四季の花々展」
・教室

内容　「押し花のアクセサリーづくり」

講師　山田京子氏

日時　平成17年5月29日（日）・6月1日（水）

13時30分～15時30分

場所　本館講堂

出展者の1人、山田京子氏を講師に、押し花の中身や

色などを変えてオリジナルの携帯ストラップ用のアクセ

サリーを作る教室を開催した。自然の花の色を永久保存

して楽しめるもので、参加者は長く愛用できそうなオリ

ジナルアクセサリーを真剣な表情で作成していた。

言 剪�
∴∴ 

∴：∴ 

i＝i永ii＿i � ������ミ‾率葦詰 ������

∴　∴∴ �������ﾉX斡Yi�僭俘ﾂ�

∴∴： ∴∴∴　∴∴∴∴ 刹ｿ薫染響肇醒i＼i＝i 劍ｹﾘ���������ｶﾈｶ2�

∴： � 

「押し花のアクセサリーづくり」の様子
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〇第3回「川柳の群像」
・講演会

演題　「川柳と東野大八」

日時　平成17年7月18日（月・祝）

13時30分～15時30分

講師　詩誌「ききりん」主宰　黒野こうき氏

場所　マイ・ミュージアム：ハイビジョンホール

出展者と共に、「大八文庫」の設立に尽力された黒野

こうき氏を講師に迎え、晩年の東野大八と親交を深めた

坂祝町在住の同氏が、大八氏の幅広い人脈や生前のエピ

ソード、人となりなどを紹介、東野大人の魅力に迫る講

演会だった。

〇第4回「楽しい木の手づくりおもちゃと

郷土の自然・文化の写真展」
・教室

内容　「木の動くおもちゃづくり」

講師　市原信治氏

日時　平成17年8月13日（土）

13時30分～15時30分

場所　本館講堂

出展者が講師となり、自身がこれまでに制作した木の

おもちゃの中から、酉年にちなんで「ついばむ鳥」「昇

る鳥」の木の動くおもちゃづくり教室を開催した。夏休

みの工作にもなるもので、親子の参加者もあり、熱心に

作品作りを楽しんでいた。

〇第8回「油彩の美・岐阜の三人展

愛らしい豆雛・芥子雛展」
・教室

内容　「豆雛の絵付教室」

講師　日比野准氏

日時　平成18年2月19日（日）、26日（日）

13時30分～15時30分

場所　本館講堂

ひな祭りを間近に控えた時期でもあり、二日とも予約

の段階で満員の状態であった。参加者のレベルに応じた

指導で大人からこどもまで楽しめる内容であった。

各展示において、出展者自らが会場内で展示解説を行

い、来館者との交流も深めていた。

来館者からも、出展者ならではの話が開けて大変有意

義だったという感想を開けた。各出展者も、来館者の質

問や意見などを聞いて大変勉強になったり、視野も広まっ

たり、同好者も増えたりと好評だった。

5　博物館同人としての登録

出展者は博物館同人とし、2団体10名に同人登録証を

発行した。

6　平成17年度の出展申し込み

高田徳利のコレクション、一位一刀彫、飛騨春慶のコレ

クション、木象蕨の作品とコレクション、足で描かれた油

彩画、水彩の絵画作品、妻木城に関わる歴史資料、アン

ティークミシンのコレクション、パッチワーク・キルト作品、

パピルス絵画・エジプトに関する資料、花の工芸作品など、

県内各地から計9件の申し込みがあった。珍しいコレクショ

ンやバラエティに富んだ制作作品であった。

7　マイミュージアムギャラリー企画運営委員会

○期日　11月10日（木）

○場所　本館会議室

○議題

（1）これまでの展示の経過と課題について

・毎回の展示で各出展者からの1回から数回の展示解説

や作品展示では製作教室など多彩に催すことができて

いる。講演会も2回開催した。

（2）平成17年度展示計画及び今後の課題について

・地域的なバランスを考えた方がよい。同じ地域で重な

らないように計画したい。

・昨年度からの流れでコレクション中心に計画を組んで

いきたい。

・例示の写真だけでは大きさや内容がわかりにくいので、

実物を見て考えたい。また、写真であっても、できる

だけ多くをみたいものである。

・作品の展示では内容的に判断しかねるものがある。こ

の場では限界があるので、後日実物を会長に見ていた

だき、会長の判断にゆだねたい。

・ギャラリーも10年続いてきて、内容もよくなってきて

いる。今後も一層よい展示を目指していきたい。

・今年度、県の政策総点検があり、財政状況も厳しい折、

マイミュージアムギャラリーについても、今後1年か

けて将来のあり方について検討していき、改善すべき

点が出てきたら、次年度この運営委員会に諮りたい。

＊後日、会長に実物を見ていただき、18年度の計画を確

定した。

○委員の構成

氏名 冩��������������R�

委員 倩Xｹｹ�ﾄ偸�?��名古屋大学名誉教授 

〃 舒)69�ﾉu��会社会長 

′′ 乂ﾘﾋI�ﾘﾊ倡��岐阜県議会教育警察委員会委員長 

〃 ��:�{(爾�岐阜県公民館連合会長 

′′ �'ﾉ(h葈���岐阜県地域女性団体協議会代表 

′′ 兀��)vH謦�前岐阜県博物館長 

′′ �$ｨﾏｸ����枻�岐阜県町村会長（大野郡白IIi村長） 

′′ �-(����ｽ8爾�岐阜県社会教育委員連絡協議会長 

′′ 傴ﾉ68�爾�関市教育委員会教育長 

〃 伜)68����dﾂ�岐阜県市長会代表（可児市長） 

′′ 亳y68����dﾂ�岐阜県芸術文化会議会長 

′′ 偃�ｷｹ�ﾙnR�岐阜県博物館協会理事長 

会長は吉田豊氏、副会長は若宮多門氏が就任。
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〔調査研究・資料収集活動〕

一人文部門－

1　調査研究

＜考古分野＞

○展示資料・館蔵資料に係わる調査研究

常設展示室入口に（財）岐阜県教育文化財団文化財保護

センター資料紹介コーナーを設置し、半期ごとに展示替

えを行っている。

前半期（4－9月）には、岐阜県西部の縄文遺跡（揖

斐郡春日村岩井谷遺跡）と県東南部の縄文遺跡（恵那市

串原大平遺跡）における石鍛利用石材の比較を行った。

西日本で多く用いられるサヌカイトが西濃の一部まで安

定的にもたらされ、長野県の黒曜石が奥三河周辺に多く

もたらされる状況を示すことができた。

後半期（10－3月）には関市下有知砂行遺跡の湧水地

近くで出土した祭祀関連資料を展示した。薄く2枚に剥

いだ板が何枚も出土しており、これをモデルに「ささら」

という楽器を復元した。2枚に剥いだ板を用いたささら

と剥がないままの板を用いたものを作成し、両者の音を

比べることで剥いだ意味を体感できるようにした。

また、研究動向に応じて常設展示の更新を行っている。

＜歴史分野＞

○平成17年度夏季特別展「線路はつづくよ～岐阜、鉄

道のあゆみ～」に係わる調査研究

現在は廃線となっている県内の私鉄や森林鉄道の調査

及び写真資料等の発掘を行った。飛騨の鉄道に関する資

料が少ない中で、旧小坂町や旧上宝村の森林鉄道の貴重

な写真を展示や図録に生かすことができた。

今回の特別展では、岐阜鉄道模型クラブや北恵那鉄道

歴史保存会などの協力を得て、常時模型電車のデモ運転

をしたり、運転操作の体験をしてもらったりすることが

できた。博物館の展示活動に県民が参加する一つの姿を

示すことができたのではないか。また、催し物（ミニS

Lに乗ってみよう）における岐阜工業高校の教師・生徒

の協力も同様である。こうした形の一層の広がりをこれ

からも研究・追求していきたい。

○岐阜県の文化に係わる調査研究

中津Iii市尾澤家から寄贈された資料の整理・調査を進

めている。昨年度に引き続き、主に幕末から明治にかけ

ての書籍（和本類）を中Imこ整理を進めた。彩色された

挿絵入りの往来物や百人一首の解説書などがあり、今後

の展示活動に活かしていきたい。

＜民俗分野＞

○館蔵資料に係わる調査研究

関市後藤家旧宅から過年度に寄贈された資料の整理と

調査研究を進めている。今年度は、医者で庄屋でもあっ

た関市下有知の後藤家旧宅に伝来した文書・記録類を中

心に整理を進め、下有知村幕府領分の「万治三年名寄」

を『岐阜県博物館調査研究報告』第27号で紹介した。そ

の中で、同資料にみられる土地一筆ごとの名請の由緒に

ついて検討し、17世紀前半頃の下有知村の土地関係のお

およその動きを捉えることができた。

また、十六銅鐸（県指定）の寄贈者で昭和初期まで大

垣に住所のあった奈良市岡崎家などからの寄贈資料につ

いても整理・調査を進め、資料の一部を常設展示で紹介

した。引き続き諸家の寄贈資料について調査を進め、今

後の展示活動に活かしていきたい。

＜美術工芸分野＞

○平成18年度特別展「錦絵が語る美濃と飛騨」に係わる

調査研究

美濃や飛騨に関する錦絵を広く探索し、それらについ

て題材や所在などを調査研究した。特別展への出陳も検

討しながら、所蔵者への出品依頼や作品の実査も行った。

たとえ出陳しない作品であっても、岐阜県に関する錦絵

であれば、その情報を収集・蓄積し、特別展が扱うテー

マの総体を見渡せるように努めた。

あわせて最近開催された錦絵の展覧会についても、実

際に足を運んで調査した。主に展示方法や関連事業など

を研究し、本特別展の参考とした。

また、従来から進めてきた錦絵の膳人を、今年度も継

続して行った。館蔵資料の充実を図るとともに、特別展

出品に備えた。晴人に当たっての事前調査は勿論、購入

後も調査を続けた。作品の写真も撮影し、デジタルアー

カイブ化も行った。

本特別展は見るだけのものではなく、多角的に理解で

きる展示も目指す。その一環として、手を動かすことで

体験できる展示ツールの開発を行った。そして、関連事

業の催しものも企画立案し、開催へ向けて準備している。

○寄贈・寄託資料、岐阜県の文化財に係わる調査研究

今年度は書跡・絵画や刀剣の寄贈、仏像の寄託を受け、

これらの調査研究を進めた。その成果は展示等に活かす

予定である。

また、県内の文化財、とりわけ仏教美術に関する調査

に度々参加した。それらの主体は自治体、所蔵者、研究

者と様々である。相互に知的協力を行うと同時に、県内

の文化財についで情報を収集・蓄積した。

○平成17年度資料紹介展「美濃ゆかりの赤羽刀」に係わ

る調査研究

赤羽刀の歴史的意味に即した展示コンセプトを導き、

それにそった展示を行うため効果的な刀剣展示について

調査した。

また、刀剣研磨や中世の鍛冶遺構関連資料（関市下有

知重竹遺跡）について調査した成果を、展示や解説、広

報などに生かした。
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2　資料数一覧

分　　野 亊��������������劍妤��w��寄　託 ��ﾘ����ﾇb�

実　物 兒����ｲ�自作・その他 亊���ﾇh��>�ｯ����H�｢�

考　　古 店�3Ss2�164 鉄"�5，789（5，377） �3c��113 塗�3#c"�

歴　　　史 �8�3�s��34 ��#"�3，334（3，051） 鼎��174 �8�3SSb�

民　　　俗 度�3c3��1 ���7，639（5，376） �#3��114 度�3涛"�

美術工芸 涛s��17 ���995（　514） 涛R�1，336 �(�3C#b�

計 ��x�33cr�216 ��sB�17，757（14，318） 都C"�1，737 �#��3#3b�

3　寄贈資料一覧

資　　　料　　　名 �5��B�

尖底深鉢土器 ���

文寿坊短冊 ���

古梁坊短冊 ���

風麗坊短冊 ���

右麦短冊 ���

友左坊短冊 ���

千村伸雄和歌短冊 ���

引札安積商店 ���

槍銘石塔 ���

刀銘濃州関之住兼安／於甲斐府中 ���

刀銘金沢住藤原信友 ���

刀無銘 ���

鉄道案内・観光パンフレット類 ��c2�

駄知鉄道関係資料 ��r�

戦時中の経済・生活資料 ��"�

江戸時代後期の戯曲の台本 ��2�

レールの文鎮 ���

江戸～明治期の和本類 �3湯�

樽見鉄道開業記念切符他 ��r�

金華山の絵はがき他 釘�

レコード盤（SP）他 涛b�

石工のハッピ・細工道具 �#��

テレビ受像器他 �3B�

岐阜国体のブレザー他 �#��

婦人雑誌附録 �"�

四球ラジオ ���

雛飾り他 唐�

日本人形 迭�

電気アンカ他 �2�

ステレオ他 迭�

次郎左衛門雛他 �#"�

まな板他 �#��

カメラ 迭�

合　　　　計 塔ビ�

4　膳入資料一覧

資　　　料　　　名 �5��B�作者名 

小間吉山合戦 ���歌　川　　芳　虎 

大日本物産図会美濃石灰焼之図 ���三　代歌III広　重 

大日本物産図会美濃石灰山之図 ���三　代　歌　川　広　重 

諸国名橋奇覧飛越の堺っりはし ���葛　飾　北　斎 

真書太閤記本能寺焼討之図 ���楊斎延一・延重 

木曽六十九駅赤坂青墓小萩 ���三　代　歌III豊　国 

諸国六十八景飛騨乗鞍嶽 ���二　代　歌IIi広　重 

太平記英雄鑑 ���歌　IiI　芳　虎 

太平記山崎合戦 ���歌　川　　芳　虎 

江都今様錦国尽飛騨・信濃 ���歌　川　　国　　芳 

日本名勝図会養老爆布 ���小　林　清　親 

大日本三名将鑑 ���豊　原　国　周 

本朝二十四孝美濃国養老 ���松　浦　守　義 

美濃奇観 �"�三　浦　千　春 

中央線案内 ���中部鉄道管理局編集 

養老鉄道名勝案内 ���養　老　鉄　道（梯 

烏轍図「日本ライン御案内」 ���吉田初三郎（画） 

鳥轍図「岐阜名所萬松館」 ���吉田初三郎（画） 

み乃の美濃町 ���吉田初三郎（画） 

美濃郡上八幡 ���吉田初三郎（画） 

日本鳥轍近畿東海大図絵 ���吉田初三郎（画） 

鉄道旅行案内 ���鉄　道　省　編 

長良川鵜飼図 ���水　谷　市　三　郎 

鵜飼図団扇 ��� 

不破之古墳地図 ���藤　井　友　三　郎 

合　　　　計 �#b� 

ー23－



一自然部門一

1　調査研究

＜動物分野＞

（1）チョウ類のルートセンサス

関市小屋名百年公園内で、中島和典氏（博物館サポー

ター）とチョウ類のルートセンサスを行った。調査期間

は4月から10月までとし、月2回（9月のみ1回）、可能な

限り快晴で無風の日に調査を実施した。調査ルートは、

アカマツ林、コナラを中心とした雑木林、草原など多様

な環境が含まれるよう留意し、設定した。今年度の調査

では34種292個体のチョウ類が記録された。

！∴∴ ��X���h�x���耳�����∴ � 
∴∴／ ∴∴ ÷ii〔fi 　‾ir＼駕 　∴∴／ ∴∴∴∴∴ 

∴∴∴∵；∴∵「 � 

∴∴－ ��������h�����R� ������������

iミ÷iri－ ∴：∴ � ��hｮﾙﾙｹoH�R�
：∴∴∴∴ ��

コミスジ

（2）動物採集家折居彪二郎の日誌に関わる調査

暫藤郁子氏（日本学術振興会特別研究員）と共同で、

折居彪二郎が1932年から1933年にかけて、鳥類研究者、

山階芳麿の依頼で台湾を調査した際に記した日誌の文字

起しを行った。その結果を当館の研究報告に執筆した。

＜植物分野＞

（1）平成18年特別展のための資料調査

平成18年度に開館30周年記念特別展「緑いきいき！

岐阜の森」を計画しており、資料収集のための調査を行

なった。

県外では世界自然遺産である屋久島の縄文杉や、巨大

な屋久杉の森の調査、日本の気候下では植生が森林にな

ることを示すための鹿児島県桜島調査、照葉樹の自然林

として日本で最大規模を持っ宮崎県綾町の照葉樹林の調

査などを行なった。

県内では、ブナ林の持っ保水力を展示資料とするため、

郡上市白鳥町石徹白の朝日添川源流のブナ原生林の土層

サンプルを採取した。詳細は当館研究報告第27号で発表

した。そのほか、養老山地のクヌギとアベマキの分布調

査など、県内のはば全域にわたって調査を行なった。

（2）北ノ俣岳植物分布調査

当博物館では、県内の植物分布を明らかにするため、

証拠標本をもとにした植物誌の作成を、岐阜県植物誌調

査会と協力して行なっている。本年度は、標本が全くな

かった飛騨市神岡町内の亜高山帯と高山帯の植物分布調

査を行なった。その結果、161点の植物標本を得ること

ができた。詳細については当館研究報告第27号で発表

した。

ブナ原生林内の土壌（郡上市白鳥町）

＜地学分野＞

平成17年秋季特別展「『名水・温泉・名勝』展～水と

大地のハーモニー～」のための地形調査を行った。

岐阜県警察のヘリコプター（若鮎Ⅱ）の行政利用許可

を受け、5月23日にヘリコプターに乗って上空から岐阜

県内の水の働きによってできたさまざまな地形の写真撮

影を行い、特別展に利用した。

郡上市の阿弥陀ヶ滝、白川村の白水の滝、高山市の平

場大滝について、滝が形成されている地形の全体像や、

上空から見た滝の様子を撮影した。

また、長良川の最上流部の吹谷付近の地形、中流部に

発達する河岸段丘や環流丘陵を撮影した。

この他、下呂市小坂町の巌立や多くの滝を形成する谷、

高山市丹生川町五色ヶ原の撮影を行った。

いずれも、普段見られない角度から自然事象を写真に

納めることができ、貴重な資料となった。資料の一部を

秋季特別展に使用した。同時に、植生などについての撮

影も行い、平成18年度春季特別展に使用する予定である。

畿畿 
羽賀嘱零 　▼ノ： 

琵ii霊灘i二＿ 　　　∴∴∴ ∴∵ 

上空から撮影した平湯大滝周辺の地形
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2　資料数一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年3月31日現在）

分　　野 亊��������������劍妤��w��寄　託 ��ﾘ����ﾇb�

実　物　　複　製 剋ｩ作・その他 亊���ﾇh��>�ｯ����H�｢�

動　　　物 �38�3c���16 ��3"�33，767（18，929） ���0 �38�3scr�

植　　　物 �#H�3c途�86 �����24，973（11，062） ���0 �#H�3都2�

岩石鉱物 �(�3��r�5 都2�2，185（　560） ��2�0 �(�3�唐�

化　　　石 ���3涛��70 �#B�2，092（1，079） 鼎b�28 �(�3�cb�

そ　の　他 田2�22 ��s"�257（　21） ���0 �#Sr�

計 田(�3Cィ�199 鉄���63，274（31，651） 鉄��28 田8�33c��

3　寄贈資料一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年3月31日現在）

資　　料　　名 �5��B�資　　料　　名 �5��B�資　　料　　名 �5��B�

淡　水　貝　類　標　本 �#R�ハ　　ク　　ビ　　シ　　ン ���セイヨウショウロ属の一種 �"�

鳥類　は　く　製標本 途�ハ　　　イ　　　タ　　　カ ���化石（金生山産など） �#���

チョウセンイタチなど �"�リ　　　　　　　　　　　ス ���希　元　素　鉱　物 ����

タ　　　　　ヌ　　　　　キ �"�ネ　　　コ　　　ギ　　ギ ��� ��

コ　ア　ホ　ウ　ドリ　な　ど �"�県内植物さく葉標本 �#���� ��

4　膳入・委託作成資料一覧

資　　料　　名 �5��B�騒　人　先 倬�����{�����kﾂ�点数 �:ｸ��?ﾈ���b�

動　物　標　本　は　く　製 �#��東京内田科学社 丶ﾈ��}���嶌������8ﾈ��7h8ｨ��4｢�3 侘(�������������������ﾂ�

鳥　類　は　く　製　標　本 �3B�個　　　　　　人 �6X4(8���5H4X8ｸ5�:ｨﾙﾈ8ﾃs�8ｨ4｢�1 �5ｨ�86ﾈ6X8ｸ5H484x985�5(�ｸ7ﾈ8ﾈ�ｸ5h8x92�

植　物　遷　移　モ　デ　ル ���岩崎総合研究所 �������?ｸ����;H����lﾘ����ﾅ��1 舒(ﾞ��ﾘﾘxﾊHｸh��

木のトンネルディスプレイ ���セ　イ　メ　イ　社 偖(������ﾈｨ������lﾘ������ﾅ��1 舒(ﾞ��ﾘﾘxﾊHｸh��

森　の　ミ　ニ　ジ　オ　ラ　マ ���もく　もくハウス �� ��

蛙　　　　／iiiii　　懸i 劔� � ����

憲 剪���

＼i＼i 

∴　∴； 劔 剪��� � ��

∴ 剪��� � ��

：∴∴ 凵��� ��

∴∴ �� ��h�h���∴∴ � � 

㌫駁類題薮練 凵�^「 �+�+ｲ���X�������������凵� �������� ���� 
／ ����b���

澄 �� 劍����h��� 亅����� ����

∴∴ 凵�� ���� ��剏q ������劔 

i＝i灘霧 � �� � ��籠 �����ﾈ�h�h��������

憑 ��∴∴： i講 劍������B�∴∴ ∴∴； ∴／i／ 
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－マイ・ミュージアム部門一

1　博物館情報ネットワークシステムによる情報

発信とマルチメディア工房の活用

迅速で大容量の情報を扱うことが出来る博物館情報ネッ

トワークシステムと制作・編集を行うためのマルチメディ

ア工房が活用され、博物館情報が積極的に外部に発信さ

れた。また、著作権再契約により館内での使用制限が無

くなった「ハイパーハイビジョン風土記『ひだ・みの紀

行』」の映像コンテンツは、館内のあらゆる場所や機会

に利用された。

（1）「ハイパーハイビジョン風土記」映像及び自主制

作映像作品のインターネット公開

「ハイパーハイビジョン風土記」の諸コンテンツや自

主制作映像作品を、岐阜県博物館ホームページの「岐阜

県の地域情報」・「岐阜県博物館映像配信コーナー」で

公開中である。

インターネット公開中の「岐阜県の地域情報」

インターネットによる作品公開にあたっては、映像の

二次利用に対する視聴者への制限を行うため、ビデオ編

集装置を用いて、画面端に「岐阜県博物館」「ハイパー
ハイビジョン風土記」のロゴを入れた。また、リアルプ

レーヤーで見ることが出来るように画像サイズを縮小し、

映像をリアルオーディオファイルに変換する等、映像の

編集・加工した。

（2）プラズマディスプレイによる上映

「ハイパーハイビジョン風土記」映像コンテンツをっ

ないだ「里山の自然」「水と大地」「山と森林」などを特

別展会場前やマイミュージアム1階エントランスホール

で上映した。

（3）岐阜県博物館ビデオ・オン・デマンド（VOD）シ

ステムでの配信

VODシステムは、博物館で収集・制作した映像情報

をデータベースとして保管し、マイミュージアム4階V

OD端末2台、3階VOD端末1台により自由に視聴する

ことができるシステムである。

これまで博物館で制作した映像情報を「岐阜県博物館

の紹介」、「岐阜県博物館の催し」、「岐阜県の自然と美」、

「岐阜県の歴史と文化」、「趣味と文化」、「高校生の自主

制作作品」、「ハイパーハイビジョン風土記」、「その他」

の8分野計400作品を公開している。現在までに約10，000

件の視聴利用があった。

（4）人文・自然展示室での上映

人文展示室の遺跡分布および関ヶ原合戦展示、自然展

示室のオートスライド展示を改修し、展示に関連する

「ハイパーハイビジョン風土記」映像を映像用HDD内蔵

ビデオレコーダーに取り込み、リクエストに応じて視聴

できるようにした。

‾‾、i接‾ 凵P持薬 葵 

∴ 處延估����ﾂ��f幡ﾈ*����ｶ9�B��闔ｨ���｢� 

＿一三繁務 

自然展示室の「ハイパーハイビジョン風土記」映像

（5）バーコードを使った特別展での「ハイパーハイビジ

ョン風土記」映像の上映

夏季特別展「線路はつづくよ」、秋季特別展「名水・

温泉・名勝」展では、「ハイパーハイビジョン風土記」

映像の中から、展示に関連する動画をバーコード機で選

択し、上映できるシステムを設置し、上映した。大人か

ら子供まで楽しみながら視聴していただいた。

（6）岐阜県博物館ホームページ

平成9年9月に開設された岐阜県博物館ホームページ

アクセス数は、平成18年2月末現在で27万件を超えた。

公開内容は、各種催しの案内を始め、岐阜県博物館所蔵

資料案内、岐阜県の地域情報案内、楽しく遊びながら学

習できるクイズ形式の博物館案内、携帯電話への配信、

英語による紹介、映像作品の公開等、豊富な内容と充実

した制作コンテンツにより年々拡充を図っている。

2　所蔵品管理用データベース・公開用データベース

今年度、長年の懸案であった「岐阜県博物館収蔵品管

理システム」の再開発を情報産業課「地域情報文化育成

事業」により実施できることになり、収蔵品管理だけで

なく収蔵品情報の公開を極めてスムーズに行うことが可

能となった。また、情報産業課の所蔵する「岐阜ミュー

ジアム」の映像コンテンツ約5，000点の移管を受け、当

館の「岐阜県の地域情報」との統合を来年度行う。

新しく導入される「岐阜県博物館収蔵品管理システム」

は、従来の管理システムに比較し、操作性・安定性・処
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理速度などにおいて格段に優れたシステムであるため、

今後データ入力数や、入力データのインターネット公開

数が飛躍的に増加する。また、収集・制作した映像情報

の中で著作権処理を終えた作品も同様に順次蓄積し、イ

ンターネット公開することが可能となる。

3　ハイビジョンホールの活用

ハイビジョンホールでは、博物館制作のマルチメディ

アソフト「ハイパーハイビジョン風土記」の紹介やハイ

ビジョン映像の定期上映・博物館講座会場としての利用

のほか、外部団体の見学や講習会・イベント等も積極的

に受け入れ、そのサポートをしなから多様な活用を図っ

た。また、今年度DVD作品の充実に努め、様々なジャ

ンルの作品から博物館で上映するにふさわしい作品を選

定し上映するようにした。

・ハイパーハイビジョン風土記、環境映像、映画、衛

星放送、手作り番組等のハイビジョン番組上映

・博物館講座、たのしい博物館活動利用

・幼稚園、小学校の課外研修利用

・オリジナルコンサート等の音楽会

・その他　親子向け番組上映、各種研修会、講演会

秋のコンサートiN　ミュージアム

所蔵するハイビジョンレーザー作品の他にも「ハイパー

ハイビジョン風土記おすすめ番組」や休日や祝祭日には

親子向け作品、自然分野・人文分野に関わる作品などの

質の高いDVD作品を上映し、来館者に楽しんでいただ

いた。また、特別展等の開催期間中は、展示内容に関連

する様々な作品を上映し、展示を盛り上げた。

マイミュージアム4階のマルチメディアスタジオでは、

20台のレファレンス装置を運用し、常時風土記映像の閲

覧ができるよう整備している。今年度も体験学習の一環

や、地元の産業や文化を調べる手段として、多くのクラ

スの児童・生徒に活用いただいた。

4　所蔵資料のデジタルアーカイブ化

所蔵資料のデジタルアーカイブ化の目的は、後生に継

承する必要のある地域固有の文化遺産、伝統芸能等をデ

ジタル化して保存することにより、地域文化を振興し、

地域の情報文化産業の育成である。制作したデジタルアー

カイブは、特別展などにおいて来館者が自由に閲覧で

きるようし、活用を図った。

資料数 �4ｨ6(6y�B�備　　考 

民　　　　俗 �32�36 ��8鉅枴�ﾂ�

美　術　工　芸 �3��114 ��8鉅枴�ﾂ�

合　　　　計 都��150 ��

今年度デジタルアーカイブ化した資料一覧

5　各種情報技術講座とボランティア講座

今年度も、情報技術の普及啓発を目的として、様々な

情報技術に関する講習を行った。従来から行っていた基

礎的な学習内容に加え、受講者のアンケート結果に基づ

いて、新規の内容を開設し、毎回定員を上回る受講希望

者の要望に応えるため、定員や講座数を大幅に増加した。

講座内容は、一般的に利用度の高いソフトの学習、博

物館に関わる機器の使用方法とソフトの学習、子供から

大人まで楽しめる趣味の講座など多様な講習を開催した。

情報技術への関心の高さを反映して、毎回定員を上回

る希望があり、各講座は熱気にあふれていた。

また今年度新たに、当館及び地域の活動・運営のボラ

ンティアとしてサポートを希望する人が、専門的な知識

や技能を学ぶことを目的としたボランティア講座（情報

技術コース）を実施した。

1111／i 

∴ ������劔 �� ：∴∴／∴∴∴∴ � ��∴∴∴∴∴一∴∴∴∴シ 

∴　　　∴∴ ����H���dB� 末迄+�ﾘ(�b� �� 

＼－11、、＼ii鰯 �� 

鎧 � ������顎－ ��

璽瀧漂≧iニ ����畿繁 �� ������������������"���ォ�2�「∴ 

薬挙　へ／接種e 剪�

、 ��儖�ﾌX+8�x���X�R� ��

iii題器器器器 

スキャナーとパソコンで古い写真をよみがえらせよう
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〔教育普及活動〕

1　概要

小中学校では、総合的な学習の時間が定着し一層の充

実が叫ばれている。そのため、「社会教育機関」として、

学校の学習要求に対する細かな対応が重要となってきて

いる。また、高齢化社会を迎え、幅広い年齢層に対する

「生涯学習機関」としての博物館の役割も強く求められ

ている。

博物館への来館は、幼稚園・保育園から小・中・高等

学校などの学校団体ばかりでなく、子ども会や少年団体

をはじめ老人会や福祉施設の団体にいたる幅広い層にわ

たり、昨年度比約1万8千人増となった。

そのため、子どもから高齢者まで多様なニーズに対応

するプログラムや、より体験的な活動内容の開発を工夫

してきた。また、小中高生の無料化が実施され、「子ど

も用みどころ案内板」設置や「ビンゴゲーム」のカラー

化を進め、親しめる博物館を目指した。
一万、年間事業の充実も図ってきた。主な本年度の事

業として、特別展（2回）、資料紹介展（2回）、財団法

人岐阜県教育文化財団文化財保護センター主催の特別企

画（1回）、岐阜県図書館共催の特別企画（1回）、マイ

ミュージアムギャラリー展示（8回）のはか、特別行事・

講演会・講座・自然観察会など年間111回の催しものを

実施した。そのほか、ギャラリー出展者の自主事業（7

回）の実施により、総事業数は132回を数えた。

2　教育活動

（1）催しもの

催しものは、企画展関連事業（12回）、子どもクラブ

（4回）、博物館カルチャー講座（35回）、たのしい博物

館（44回）、特別行事（7回）、ボランティア講座（9回）

の計111回であった。

今年度の催しものの主な活動概要は次の通りである。

全体的に体験的な催しもの事業への参加はどれも大変多

かった。特別行事では、「響け！和太鼓」の高校生の熱

演には、200名を超える参加があった。「秋のコンサート

inミュージアム」では、博物館の特色を生かした演奏会

となり、立ち見がでるほどの盛況であった。「七草かゆ

を食べよう」は、サポーターの皆さんの多大な援助によ

り開催できた。前日の大雪にもかかわらず伝統的な行事

を体験するという意味から、300名を超える参加者があっ

た。今後もこれらの事業の充実を図っていきたい。

博物館講座では、新たに「ボランティア講座」を開設

し、当館及び地域の活動や運営のサポートを希望する人

のために、専門的な知識や技能を学んでもらった。

「昭和のおもちゃをっくろう」「火起こし器をっくろ

う」「まが玉をっくろう」「化石のレプリカをっくろう」

など製作を伴う事業は、家族連れの参加が多く親子で力

を合わせるふれあいの姿が見られた。

「ビオトープの生き物調べ」「植物標本をっくろう」

「小鳥の骨の標本をっくろう」など、新たに百年公園の

自然を生かした講座を開設した。また、「里山ウォッチ

ング」は毎月定例化し自然に親しんでもらった。

（2）入館者対応

特別展「線路はつづくよ」、「名水・名勝・温泉」展で

は、毎日鉄道模型を走らせたり、鳴き砂や水の液性を調
べる実験コーナーを設置したりして、見学者に好評であっ

た。解説員による1日2度の定期解説・案内も行い見学

者との交流を深めた。学校などの団体に対しては、下見

で活動のねらいに合わせたメニューを相談し、活動予定

表を作成した。当日は、子どもたちの生き生きと活動す

る姿が見られた。

（3）学校、福祉施設などの活用

昨年度、幼稚園・保育園、学校、福祉施設などの利用

は、184団体であり、幼稚園・保育園（22）、小学校

（103）、中学校（16）、高校（9）、大学・専門学校（4）、

福祉施設（11）、その他（19）であった。

地域別の利用状況は、下記のようになる。

愛　知　県 �#��C(�2�岐阜地区 ����CH�2�

関　　　市 �#X�CX�2�加茂地区 塗�CX�2�

岐　阜　市 �#��C(�2�そ　の　他 ��H�C��2�

昨年度は、関市の利用が最も多かった。また、岐阜市・

岐阜地区の利用が増えてきた。学年別にみると、小学校

1、2年の利用が半分を占め、百年公園での活動とセッ

トにした利用が多い。

（4）研修会などの活用

学校関係を中lmこして、66団体であった。

（5）出前授業・講師派遣

出前授業の実施回数が9回（小学校6回、中学校2回）

で、総合的な学習の時間や理科での活用が多い。

ほかに、小中学校の教科研修や校内研修、公民館や各

種団体への講師に招増されたのは12回であった。まさに

生涯学習の場として活用されていることがうかがわれる。

3　広報活動

来館者の増加をめざすために、広報活動の充実を図っ

た。特に、以下のことに力を注いだ。

（1）新聞・テレビ・ラジオ・雑誌などのマスコミに対し

て情報提供を積極的に行った。

（2）ポスターやチラシの掲載、設置場所の見直しを図り

効果的な広報を目指した。

（3）児童・生徒の年齢に応じたチラシ・案内文書を作成

し、関市内及び近隣の学校に配布した。

（4）市町村の小中校長会へのPRを積極的に行った。

（5）関市自治会に、回覧による広報を積極的に行った。

4　博物館実習生指導

7月25日（月）から7月29日（金）までの5日間、岐

阜大学（11名）・岐阜聖徳学園大学（4名）・岐阜女子

大学（3名）・滋賀県立大学（3名）・東海女子大学

（1名）・名城大学（1名）・愛知県立芸術大学（1名）
・静岡大学（1名）・京都女子大学（1名）・京都府立

大学（1名）・東京工芸大学（1名）の11大学から28名

の学生を受け入れ、実習生指導を学芸部職員全員で行っ

た。共通実習と選択分野別実習により、実習生が充実し

た活動をすることができるよう工夫した。
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5　資料の貸し出し

分野 亢�����ｭh����kﾂ�資　　料　　名 ��ﾘ�､ｨ跖ｯｩ?｢�貸出終了期日 �5��B�

タルイピアセンター �ﾉ�ﾈﾙ�dh�Ym��ﾘ･�;刔ｨ�ｾ8鵁�h����7ﾈ5r�平成17年3月　8日 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ���i?｢�20 

人 文 冉ｸ､9;��i[x���円空「富士山図」　　デジタル画像 兌ﾙ�ﾃ�yD紿ﾈ���y?｢�平成17年4月10日 ���

岐阜市歴史博物館 冤郁X��ﾊ迂);xｭｸ��l郁X��GxｨH韋ｾ��ｲ�平成17年4月15日 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ�#)?｢�2 

タルイピアセンター �ﾄ薄俛�dh�Ym��ﾘ･�;刔ｨ�ｾ8鵁�b�平成17年4月19日 兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ��y?｢�72 

名古屋市博物館　他3機関 �霑8�YW域ﾘ�)�ﾘ�h���ﾂ�平成17年5月24日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ��Y?｢�2 

岐阜市歴史博物館 凅��X鮖�x訷ｬ�凛y�ﾈ����7ﾈ5r�平成17年8月1日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ��Y?｢�1 

岐阜県美術館 �8���l���ﾉ8ﾋ8���ﾂ�平成17年8月1日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�#9?｢�16 

学習研究社 舒綾ｸ鮑煇晁蕀���ﾈ����7ﾈ5r�平成17年8月17日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�3�?｢�3 

個人 ��ｩ�8��X�X鉑}��)�Y�ﾘ�h���ﾂ�平成17年8月26日 兌ﾙ�ﾃ�yD繹ﾈ�#y?｢�3 

名古屋市博物館 �駟韜ｸ�(ﾌ9Zﾘ�7�)Z���wｩ;�ｹz��#�ﾘhﾌ9Zﾘ�7�)Z��平成17年9月12日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ���?｢�11 

可児市郷土歴史館 �>ﾙ68�)�X�7冦I�2�平成17年9月12日 兌ﾙ�ﾃ�yD��(ﾈ����?｢�1 

（財）岐阜県教育文化財団県政資料館 ��ﾘ�(+ﾘ,8�����(帽���7�6ﾈ8ｲ�平成17年9月29日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ���?｢�44 

個人 丶yF�����5�8�486��平成17年10月18日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�3�?｢�41 

犬山白帝文庫 冤郁X��GxｨH韋ｾ��ｲ�平成17年10月26日 兌ﾙ�ﾃ�yD��(ﾈ���y?｢�1 

個人 們ｩ�韜�{����ﾈ,ﾉnﾈ�)�X�7��餽��ﾈ�｢�平成17年11月11日 兌ﾙ�ﾃ�吋��ﾈ���?｢�4 

個人 �8���l������(荿ﾉ9�h���ﾂ�平成17年11月26日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�#y?｢�2 

学習研究社 �?��8慄�ﾈﾙ�ｵ��Xｪ����Y�ｩf�7儷Y?ﾉEi�ﾘ�h��6h5x5�8ｸ枴�ﾂ�平成17年12月　5日 兌ﾙ�ﾃ�yD��(ﾈ�#�?｢�1 

福岡市博物館 ��xｽ��(ﾞ��ﾉ6�������7ﾈ5r�平成17年12月12日 兌ﾙ�ﾃ�吋��ﾈ����?｢�1 

個人 們ｩ�韜�{���-ﾈ,鵜(�｢�平成17年12月20日 兌ﾙ�ﾃ�吋�(ﾈ�#�?｢�1 

個人 們ｩ�韜�{��僞ﾉ�Y���YEﾉlｨ�｢�平成18年2月1日 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ��?｢�7 

土岐市美濃陶磁歴史館 侏8夐W�:舒ﾙw��X�7�)Z��平成18年2月15日 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ����?｢�12 

自 然 侘)�ﾂ�陸産貝類標本 兌ﾙ�ﾃ�yD紿ﾈ�#9?｢�平成17年4月30日 唐�

多治見市立平和中学校 �:饂�:ｨﾙﾉUygｲ�平城17年4月24日 兌ﾙ�ﾃ�yD綛ﾈ����?｢�18 

岐阜市立青山中学校 �:饂�:ｨﾙﾉUygｸ��5(4�7ｨ4X6�8ｨﾙﾉUygｲ�平成17年5月28日 兌ﾙ�ﾃ�yD緝ﾈ����?｢�16 

羽島市歴史民俗資料館 俑��ｨ�?�Gｸｺﾙ�ｸﾇb�平成17年6月24日 兌ﾙ�ﾃ�yD纔ﾈ�#y?｢�1 

瀬戸市歴史民俗資料館 價�.ｸ8ﾈ7h8ｨ4ｨ��,ﾘ*ﾙ�ｹUygｸ��+凩��X-�?ｹ}��ｨ,�,r�平成17年7月13日 兌ﾙ�ﾃ�yD纔ﾈ�3�?｢�21 

サイエンスワールド �ｹ����4�988(6�486x,�,x�｢�平成17年7月26日 兌ﾙ�ﾃ�yD繹ﾈ�3�?｢�5 

輪之内町立図書館 仍ｹ}�,ﾘ*ﾙ�ｹUygｲ�平成17年7月29日 兌ﾙ�ﾃ�yD纔ﾈ��?｢�25 

日本最古の石博物館 �,ﾘ*ﾙ�ｸ��-�?ｹ}���+凩��ｨ����Z蔚ygｸ,�,r�平成17年7月29日 兌ﾙ�ﾃ�yD纔ﾈ��?｢�62 

飛騨市教育委員会 �8ﾈ7h8ｨ4ｨﾞﾉ�ﾉw�峪�餠ygｸ��峪�霰驢r�平成17年8月　7日 兌ﾙ�ﾃ�yD繹ﾈ��i?｢�40 

御嵩町教育委員会 �ｹ����5ﾘ4^?異ﾈ,�,x�｢�平成17年8月18日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ��9?｢�21 

エコミュージアム関ケ原 �+凩�,ﾈ,ﾘ*ﾙ�ｹUygｲ�平成17年8月31日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�3�?｢�5 

大野町立大野中学校大野分校 �6�987ﾘ�ｸ��5�4ｸ6ﾈ��f夷ﾈ8�4ｸ6ﾈ��,(.�,ﾘ+R�平成17年10月26日 兌ﾙ�ﾃ�yD���ﾈ�#i?｢�120 

笠松町歴史民俗資料館 �486ｸ,ﾈ,ﾘ*ﾙ�ｹUygｲ�平成17年12月21日 兌ﾙ�ﾃ�吋�(ﾈ��Y?｢�1 

小学館出版局 仆�{8,ﾉ�ｹ�X峪�韲ｩ���平成17年12月24日 兌ﾙ�ﾃ�吋�(ﾈ���Y?｢�1 

岐阜大学教育学部附属中学校 �5�5�8�,ﾈ,ﾘ*ﾙ�ｹUygｲ�平成18年1月　6日 兌ﾙ�ﾃ�吋��ﾈ�#�?｢�6 

岐阜市立長良東小学校 俑�(餠ygｸ�儷ygｹJ�?ﾈ.��｢�平成18年1月14日 兌ﾙ�ﾃ�吋��ﾈ�#�?｢�8 

関市立武儀西小学校 ����ｻ��平成18年1月20日 兌ﾙ�ﾃ�吋��ﾈ�#y?｢�10 

郡上市立相生小学校 俑�(餠ygｸ�儷ygｹJ�?ﾈ.��ｨ��4ﾘ7H6�8x4YUygｸ,�,r�平成18年2月10日 兌ﾙ�ﾃ�吋�(ﾈ�#9?｢�18 

岐阜県校長会館 ���Z溢ｩ���平成18年2月10日 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ���?｢�4 

帯広畜産大学　野生動物管理学教室 �?�7ｨ988H7ﾘ6ﾉ:ｨﾙﾉUygｲ�平成18年2月18日 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ�3�?｢�1 

第57回全国植樹祭岐阜県実行委員会 ���Z溢ｩ���平成18年2月22日 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ���9?｢�11 

岐阜新聞社 們ｩ�韜�{��假ym��｢�平成18年3月　4日 兌ﾙ�ﾃ�吋�8ﾈ��i?｢�20 

㈱アドキットインフォケーション 們ｩ�韜�{��伜)nﾉ���｢�平成18年3月20日 兌ﾙ�ﾃ�吋紿ﾈ�3�?｢�3 

岐阜新聞社 們ｩ�韜�{��假ym��｢�平成18年3月22日 兌ﾙ�ﾃ�吋紿ﾈ�#�?｢�60 

ヨツハシ株式会社 弍)Xﾈ,ﾉ�厭�,ﾈ���6h�ｸ5��平成18年3月27日 兌ﾙ�ﾃ�吋紿ﾈ��Y?｢�3 

合　　計 都3B�

6　図書資料

平成18年3月31日現在

図書資料数 儖X��������ﾖﾂ�

人　文　関　係 ��h�3�Sr�含刀剣文庫 

自　然　関　係 ����3s�R�含棚橋文庫・熊田文庫 

総　　　　　　計 �#x�3ss"� 
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7　刊行物の発行

名　　　　　　　　　　　称 價ﾘﾗ9D霾�?｢�判、頁 兀I�B�備考 

岐阜県博物館だより第85号 ��x�CH�C��A4　4頁 �(�3S���友の会増刷（500） 

岐阜県博物館だより第86号 ��x�C��C��A4　4頁 �(�3S���友の会増刷（500） 

岐阜県博物館報第28号 ��x�CH�C��A4　44頁 ���3����前・後期各 

平成18年度岐阜県博物館催しもの案内前期・後期 ��x�CH�C��A2 �(�3S���

平成18年度岐阜県博物館催しもの案内 ��x�CH�C��A4　4ツ折 鉄��3����

岐阜県博物館パンフレット ��x�CH�C��A4　10頁 �(�3����

岐阜県博物館ガイド ��x�C���C#R�A4　4ツ折 鉄��3����

しせんビンゴゲーム3コース（カラー版） ��x�C�(�C#r�A4　両面 �#��3����

岐阜県博物館調査研究報告，Vol．27 ����C8�C3��A4　76頁 都���

【特別展図録】 ��x�Cx�C�b�A4　48頁 田���友の会増刷 

線路はつづくよ～岐阜、鉄道のあゆみ～ 劔（1，000） 

「名水・温泉・名勝」展　～水と大地のハーモニー～ ��x�C��C�r�A4　88頁 田���（1，000） 

【特別展等のポスター・リーフレット】 ��x�Cx�C�b�B2 �(�3���� 

線路はつづくよ～岐阜、鉄道のあゆみ～　　　　　　　　　　ポスター 

線路はつづくよ～岐阜、鉄道のあゆみ～　　　　　　　　　リーフレット ��x�Cx�C�b�A4 鉄X�3����

「名水・温泉・名勝」展　～水と大地のハーモニー～　　　　ポスター ��x�C��C�r�B2 �(�3s���

「名水・温泉・名勝」展　～水と大地のハーモニー～　　　Il一7レット ��x�C��C�r�A4 涛X�3����

【資料紹介展・特別企画のポスター・iI－7レット】 ��x�CH�C#2�B2 �(�3���� 

ようこそ昆虫の世界へ！　　　　　　　　　　　　　　　　　ポスター 

ようこそ昆虫の世界へ！　　　　　　　　　　　　　　　　i十7レット ��x�CH�C#2�A4 �#(�3����

美濃ゆかりの赤羽刀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポスター ����C��CB�B2 都���

美濃ゆかりの赤羽刀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リーフレ小 ����C��CB�A4 �#��3����

【マイ・ミュージアム刊行物】 ��x�CH�C��A4　4頁 ���3���� 

マイ・コレクション第79号 

マイ・コレクション第80号 ��x�CX�C���A4　4頁 ���3����

マイ・コレクション第81号 ��x�Ch�C���A4　4頁 ���3����

マイ・コレクション第82号 ��x�C��C�2�A4　4頁 ���3����

マイ・コレクション第83号 ��x�C��C#R�A4　4頁 ���3����

マイ・コレクション第84号 ��x�C���Cb�A4　4頁 ���3����

マイ・コレクション第85号 ��x�C�(�C���A4　4頁 ���3����

マイ・コレクション第86号 ����C(�CR�A4　4頁 ���3����

マイ　ミュージアムギャラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポスター ��x�CH�C��B2 ���3����

マイ　ミュージアムギャラリー　　　　　　　　　　　　　　　　リーフレ、川 ��x�CH�C��A4 ����3����

マイ　ミュージアムギャラリー　　　　　　　　　　　　　　　　　　DMハガキ ��x�CH�C��ハガキ 滴�3����

8　幼稚園・学校・福祉施設等の利用状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※市町村名は入館時による

月・日 ���Xｧxﾕｨ,�,r�学　年 凅渥��ﾉ�B�利用時間 偃X��,���ｨ���:���>���vR�

4／14 亊h�8�YY�ｵi(b�1 年長 �3��4 �4�8ｨ�ｸ984�6�7�986�88�ｸ���隶ﾘ,8*ﾘ.��

4／16 佗井�ｧxﾕｨ�D8怏�hﾊH�2������2．5 �7(6h4亊8�ﾈ��Yy7亢ﾉ��ﾞﾈ��齷�)5x麌��Y�ﾉ[i5x麌�ﾊ乂r�

4／20 弍)Xﾈ�8�Y?ｩnﾈﾆ(ﾏXｧx�����2�3 �7(6h4亊8�ﾂ�

4／21 亊h�8�Xｭi]ｸ支���鼎��1 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

4／22 弍)Xﾈ�8�X蕀}i>ﾈ惲�5 涛b�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

4／22 弍)Xﾈ�8�X､位傅ﾂ�5 田"�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

4／24 冖ﾈﾌ8夊�8��I&ﾘ�ｨ�Ykﾈﾌ8夊5�487�984�4�8�7R�1－6 �3B�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

4／26 弍)Xﾈ�8�YyY�ﾈ惲�5 田R�2 俾冰(ﾊ乂r�

4／28 �(髦�8�X�(髦ﾘ)9乂xﾕ｢�3 親子 �3Cr�2 俾冰(ﾊ乂r�

5／8 弍)Xﾈ�8�X4�8ｸ�ｸ7h7ｨ�ｸ8��Xｼｸｯ(ｺh���澱�3 俾冰(ﾊ乂r�

5／12 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Ym��ﾙ�ﾉv9'H���鼎C��2．5 俾冰(ﾊ乂r�

5／13 亊h�8�Xｾ�{8惲�4年親子 �#�B�3．5 �4�8ｨ4x986X�ｸ8ｨ984��

5／13 亊h�8�Y68ﾋH惲�6 田b�2 �4�8ｨ�ｸ984�6�7�986�88�ｲ�

5／13 亊h�8�Xﾟx9hｷX惲�2 田R�2．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

5／17 弍)Xﾈ�8�Xｯ(�(ﾘ)9乂xﾕ｢�1 1・2 �3�b�2 倬�{���樣5xﾊ乂x��7(6h4亊8�ﾈ��齷u(ﾊ乂r�

5／19 弍)Xﾈ�8�Y<�¥ｩwｸﾎﾉ��ﾈ7ｨ�ｸ8�ﾏX,ﾈ���都b�3．5 俾冰(ﾊ乂r�

5／19 亊h�8�Y��&ﾘ惲���#��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

5／19 俘(ﾏﾉU8�Y<碓h抦��gｸｻﾘ惲�5 鼎��1 俾��)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ��ﾈｧr�
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月・日i　　　　園・学校など　　　　【学　年 劔x渥��ﾉ�B�利用時間 偃X��,���ｨ���:���>���vR�

5／24　関南・南ヶ丘小　　　　　　　　　　　　　　3 剴3��2 �4�8ｨ�ｸ984�6�7�986�88�ｸ����{���樣5xﾊ乂r�

5／25　山県市・同期会特別養護老人ホーム椋野苑 剴��1．5 俾冰(ﾊ乂r�

5／2　6 亊h�8�Xﾟx9hｷX惲�1 塔b�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

5／26 亊h�8�YW�ｨ惲�2 涛��1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

5／29 �(髦�8�X�圸�ﾈ�8��ｹ���1－6 �32�2．5 仆�{8�������ﾈ.郁hｻ8���齷�)5x麌7(985"�

5／31 倡H�*ﾈ��I&ﾘ�ｨ�X踪��ﾉ(h����������������"����b�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

6／1　関市・下有知小　　　　　　　　　　　　　　2 剴sR�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

6／1　阿久比町（愛知）・阿久比中 �2 �#���2．5 弍)Xﾈ,ﾈ齷�(������齷u(ﾊ乂r�

6／7 亊h�8�YY�ｵi�ﾈ惲�6 ��"�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858���ﾉ[i5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

6／7 亊iU8�YW�ｨ抦������������������������������b�鼎"�3 俯�陌�9ｨ��齷�)5x麌ﾊ乂r�

6／14 亊h�8�YY�ｵi�ﾈ惲�3 ����2 仆�{8�������ﾈ,ﾈ*ﾘ.x+Y�ﾈﾋ���齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

6／14　関市・武儀西小 �1・2 �#��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858����{���樣5xﾊ乂r�

6／14　師勝町（愛知）・師勝中　　　　　　　　　2 剴�S��1 俾冰(ﾊ乂r�

6／16 弍)Xﾈ�8�Xｯ)Xﾉwｸﾎﾈｧxﾕｩ(hｧyYB�2 湯�3．5 俾冰(ﾊ乂x��7(6h4亊8�ﾂ�

年少 1－6 �3b�3 仆�{8������ｻ�{87(6h4���齷u(ﾊ倬｢�

18 �"�自由見学 

38 �(�CR�恐竜解説、自然展示ビンゴ、資料紹介展見学、恐竜ビデオ 

11 ���自由見学 

6／23 �:�]9*ﾈ�X岔�����X橙� �3��1．5 �7(6h4亊8�ﾈ��ｻ�{8������齷u(ﾊ乂r�

i年長 　2 年長 剴���3．5 俾冰(ﾊ乂x��7(6h4亊8�ﾂ�41 ���恐竜解説、自然展示ビンコ 

5 �"�総合学習（人文、教育普及について質問） 

64 ���恐竜解説、自由見学 

18 店�CR�社会教育課題研究（施設・設備の概要、自然・ 人文・特別展見学） 

8／4 丿Yk�ﾋH�8�Y(h匯(h��������������������������迭�1 ��ﾘﾘxｧx��侈乂x��+(ﾛ���竧ﾝ�48985�7(8X�ｸ�｢�

8／10　岐阜市・平成医療専門学校 � 塔R�1．5 俾��(�Y�ﾉ[h�Y<�¥ｩ5x�Tﾔﾘ4ﾘ888�8ｨ�ｸ,ﾈﾊ乂r�

8／11 弍)Xﾈ�8�Y[ﾙ�ﾈ�9|9�ｩnXｧxﾕ｢� 塔B�1．5 俾��(�Y�ﾉ[h�Y<�¥ｩ5x�Tﾔﾘ4ﾘ888�8ｨ�ｸ,ﾈﾊ��ﾈｧr�

8／23 弍)Xﾈ�8�X*�*�.)�h蕀v9'H���年長 塔��1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

8／26　大垣市・北小文化財愛護少年団 剴���1 �<�¥ｩ5xﾊ乂r�

9／14 偸I?ｨ皐�8��I&ﾘ�ｨ�Y�陏��I(b�2 塔r�2 俾冰(ﾊ乂r�

9／29　岐阜市・茜部小 �1 ���2�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��8�48987ﾈ�ｸ8ｸ7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

9／30 佩I�9*ﾈ�X訷/�,�,�*��X,ﾈ橙�小3～中3 �3��0．5 俾冰(ﾊ乂r�

9／30 舒)���8��I&ﾘ�ｨｮ)��>ﾈ抦��������������������2����"�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／4　江南市（愛知）・布袋小　　　　　　　　　1 剴�Cb�1、5 仆�{87(6h4���齷u(ﾊ乂r�

10／4 ��8x�8�Y(i8x惲�3 鼎��3．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��Yy7亢ﾈ��齷u(ﾊ�b�

10／4 弍)Xﾈ�8�Y+y|y�傅ﾂ�1 ���R�3 仆�{8������ｻ�{87(6h4���齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／4 弍)Xﾈ�8�YyY�ﾉ(b�2 �2�6．5 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(�Y�ﾉ[h�TﾔﾙZｩnﾈ,ﾉ�ﾈﾋ�ｨ�:��｢�

10／4　岐阜市・藍川中　　　　　　　　　　特別支援 剴B�2．5 俾冰(ﾊ乂r�

10／5 亊h�8�X岔tﾉ&ﾘ惲�3 都r�4 仆�{8������ｻ�{87(6h4���齷�)5x麌7(9858��Yy7亢ﾈ��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／5　岐阜市・島小　　　　　　　　　　　　　　1 剴��R�3 仆�{8������ｻ�{87(6h4���齷�)5x麌7(9858��<�¥｢�5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／5 亊h�8�X抦ｾ�69(b�2 迭�6．5 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(�Y�ﾉ[h�TﾔﾙZｩnﾈ,ﾉ�ﾈﾋ�ｨ�:��｢�

10／6 亊h�8�X抦ｾ�69(b�2 迭�6．5 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(�Y�ﾉ[h�TﾔﾙZｩnﾈ,ﾉ�ﾈﾋ�ｨ�:��｢�

10／6 冏ｹ�8�8�Y��68惲�1 鉄��2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／6 俔ﾙ>ﾈ�8��I&ﾘ�ｨ�Y:�z(抦��������������������"�塔r�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／6　一宮市（愛知）・大和南小 �1・2 �����3 ���Z�,Yuh-ｨ*H��齷�)5x麌7(985"�

10／6　岐阜市・岐阜聖徳学園大附属小 �3・4 田��1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／7 �X�8�X抦ｾ�69(b�2 迭�6．5 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(�Y�ﾉ[h�TﾔﾙZｩnﾈ,ﾉ�ﾈﾋ�ｨ�:��｢�

10／7 亊iU8�Y�9�ｸ惲�2 田��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／7 ��8x�8�Y�9m淫ﾈ����������������������������2���sb�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858���ﾉ[i5x�ﾆｨ7(9858���<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／7 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Y�x�>ﾈ惲�3 鉄��2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��齷u(ﾊ傴b�

10／7 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Y$�ｨ惲�1 塔R�1．5 ��(ﾆ�uh-���ｻ�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾘ齎ｧx���

10／7　関市・富野小　　　　　　　　　　　　1・2 劍*ﾘ��������3��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／7 弍)Xﾈ�8�Y(iYHｧx���XｧyXﾙ�騅9'H���年長 涛2�1 俾��)5x麌7(9858��齷u(ﾊ乂r�

10／8 �(iEｩ&闔h�Y��,ﾈ��ｾ(ﾗ8��,x/�*�.綾8��｢�親子 �32�6 �,x/�*�.綾8��

10／8　岐阜市・本荘子ども育成会　　　　　　　5・6 剴3R�2．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／9　岐阜市・グループホーム大桐岐協苑 � 唐�3．5 俾冰(ﾊ乂r�

10／12 儖ﾉEｨ�8�Y(itﾉ&ﾘ抦��������������������������"�鼎B�2．5 �,x/�*�.�-�.ｸ*(��ｻ�{8������,x/�*�.疫h-��

10／13 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�X蓼��惲�2 ��3r�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7倬ｩ'�ﾔｲ�

10／13 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Yfｹ_ｸ抦����������������S"���唐�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／13　各務原市“中央小　　　　　　　　　　　　1 剴���1．5 ��(ﾆ�uh-���ｻ�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5r�ﾊ乂x��ｻﾙ7傴h�����h*ｹZ�7(9852�

10／14 冉ｹ_ｹ*ﾈ�Yfｹ_ｹ>ﾈ惲�1 都R�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／14　犬山市（愛知）・犬山北小　　　　　　　　2 剴迭�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7��ﾈｧx���

10／14　恵那市・神坂小　　　　　　　　　　　　3・4 剴#��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�
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月・日 ���Xｧxﾕｨ,�,r�学　年 凅渥��ﾉ�B�利用時間 偃X��,���ｨ���:���>���vR�

10／14 亊h�8�Y;Hﾌｸ惲�1・2・3 鉄B�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／14 亊h�8�YY�ｵh.(-ﾈ.H.�8ﾉv9'H���年中・年長 親子 鉄"�0．5 俾冰(ﾊ乂r�

10／14 弍)XﾉU8�X4�8ｸ�ｸ7h7ｨ�ｸ8�*�*�.��湯�2．5 俾冰(ﾊ乂r�

10／15 佗井�ｧxﾕｨ�D8怏�hﾊH�2�鉄R�3 �7(6h4亊8�ﾈ��Yy7亢ﾈ��ﾔﾘ4ﾘ888�8ｨ�ｸﾊ乂x���ﾂ�[i5x麌ﾊ乂x��齷�)5x麌ﾊ乂x��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／15 ��h.侈y�ﾘ6�5����B�2 ��ﾉ[i5x麌ﾊ乂x��齷�)5x麌ﾊ乂x��齷u(ﾊ乂r�

10／18 亊h�8�YH闃H惲�3 �3��4 仆�{8������諸��,ﾈ*ﾘ.x+Y�ﾈﾋ����ﾉ[i5x麌ﾊ乂x���齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／18 亊h�8�Y�9�ｸ惲�1 小5～中3 塔"�2 仆�{87(6h4���ｻ�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／19 �(iEｩ&闔h�YY�8,ﾈ,(,x*"������1．5 俾��)5x麌ﾊ乂x���ﾉ[i5x麌ﾊ乂r�

10／19 ��ﾘ��ﾊ倡8�Y4ｸ呵轌;�ｻ8����b�1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

10／20 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Y�Y��8ﾈ惲�2 ��#��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／20 俔ﾙ>ﾈ�8��I&ﾘ�ｨ�YnY.ﾘ�(惲�2 田b�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

10／20 丿Yk�ﾋH�8�Y�ﾉ8x惲�2 ��3"�1，5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

10／20 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�YHｸﾋH惲�1 ���R�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

10／20 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Y�Y���ﾈ惲�3 ���R�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

10／20 侈(�(�8��I&ﾘ�ｨ�Xﾚ�皐惲�1・2・3 ��B�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／20 弍)Xﾈ�8�Xﾞｸ�(惲�3 涛��2．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／21 侈(�(�8��I&ﾘ�ｨ�Y�X�)�ﾈ惲�2 ���B�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／21 俔ﾙ>ﾈ�8��I&ﾘ�ｨ�Xﾌ9&ﾙnﾉ>ﾈ惲�1 ��C2�1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

10／21 侈(�(�8��I&ﾘ�ｨ�X蝿ﾙX惲�2 塔"�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／21 舒)���8��I&ﾘ�ｨ�Y�ﾙnﾈ惲�1 ���b�1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

10／’21 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Y�x�惲�3 都r�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��齷u(ﾊ乂r�

10／21 價ｩU9,9*ﾈ�YJｩU9,8惲�1 �3��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／25 亊h�8�Y68ﾋH惲�1 田��1 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

10／25 亊h�8�Y68ﾋH惲�2 都R�2．5 ��h*ｹZ�7(9858��ｻ�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／25 亊h�8�Y68ﾋH惲�3 都��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／25 亊h�8�X願9hｷX惲�1 田��1．5 仆�{8�������-ﾘ,(*�7(9852�

10／25 亊h�8�YY�ｵh.(-ﾈ.H.��ﾉ]ｸ支���2～6才 �3��1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

10／25 亊h�8�Y��&ﾙ]ｸ支���年長 鉄��1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

10／25 伜(ﾊx�8�YW�ｨ惲�2 塔r�1 �8�48987ｨ�ｸ8ｸﾊ乂r�

10／26 弍)Xﾈ�8�Y�YY�惲�1 塔2�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／26 弍)Xﾈ�8�Y+y���ﾈ惲�2 田��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／26 亊h�8�X岔tﾉ&ﾘ惲�1 都��1 ��h*ｹZ�7(9852�

10／27 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�XﾙY68惲�2 �����1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／27 ��X･�8�Xﾕﾙ8ﾈ惲�3 ���R�1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

10／27 弍)Xﾈ�8�Xﾘy6顫ﾂ�2 鉄��2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x���h*ｹZ�7(9852�

10／27 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Y�X躪惲�1・2 都2�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

10／2　7 丿Yk�ﾋH�8�Y�依I(b�2 ���7 ��X�ｩ�ﾈﾋ����ﾉ[h�俟ﾈﾌ9Zｩnﾈ�ｨ,ﾉ�ﾈﾋ�ｨ�:��｢�

10／28 丿Yk�ﾋH�8�Y�依I(b�2 ���7 ��X�ｩ�ﾈﾋ����ﾉ[h�俟ﾈﾌ9Zｩnﾈ�ｨ,ﾉ�ﾈﾋ�ｨ�:��｢�

10／28 俔ﾙ>ﾈ�8��I&ﾘ�ｨ�Xﾌ9&ﾙnﾉ�ﾈ惲�1 ��#��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／28 儖ﾉEｨ�8�YOﾉEｨ惲�1 都��2．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7��ｧx�����-ﾘ,(*�7(9852�

10／28 弍)Xﾈ�8�YmI�8惲�1・2 �3b�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／28 �(髦�8�X願惲�1 ��#R�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

10／28 價ｩU9,9*ﾈ�Y*ｨﾊ傅ﾂ�3・4 澱�1 俾冰(ﾊ乂r�

10／30 ��X･�8�X5�486x784���,x.�4�8�7R�晳D顫ﾘ�Jﾙk�4�8�7R�3－6 鉄��2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858���ﾉ[i5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／1 弍)Xﾈ�8�^､x惲�2 �����1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

11／1 丿Yk�ﾋH�8�Y�依I�h耳惲�1 ���2�1 ��h*ｹZ�7(9852�

11／1 弍)Xﾈ�8�Xﾏｨﾊ傅ﾂ�2 ���R�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

11／1 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�Xﾏﾈ�(惲�2 �����1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

11／2 �(髦�8�Y>ﾉg倡�惲�1 涛"�2．5 ��h*ｹZ�7(9858��ｻ�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／2 亊h�8�X��ﾟx惲�3 塔2�4 �7(6h4亊8�ﾈ��齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾒ�7乂x����4�8ｨ�ｸ984�6�7�986�88�ｲ�

11／2 弍)Xﾈ�8�Y_ｸﾊx惲�1・2 鉄"�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

11／2 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�X､ｩk顫ﾂ�1・2 ��sb�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／2 亊iU8�Xｾ�{8惲�2 1・2 ���2�2．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x���-ﾘ,(*�7(9852�

11／2 價ｩU9,9*ﾈ�Xｷi68ﾊ傅ﾈ彿.ｸｻ8支ｧxｸ����"�1 俾冰(ﾊ乂r�

11／4 亊h�8�Y>ﾈ9hｷX惲��3"�2．5 ��h*ｹZ�7(9858��<�¥ｩ5x7(9858��齷�)5x麌7(9852�

11／／4 亊h�8�X��ﾟx惲�2 涛��3．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7��ｧx�����-ﾘ,(*�7(9852�

11／4 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�YwHﾄ傅ﾂ�3 ���B�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

11／4 冲ｹN9�ﾉ*ﾈ�X揵8x惲�1 鉄b�1．5 俾��)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂x��ｻﾙ7乂x���

11／4 亊h�8�Y�9�ｹ]ｸ支���年中・年長 ��3B�1 俾冰(ﾊ乂r�

11／4 亊h�8�YL(竧惲�1・2 �#"�1 仆�{8ﾊ乂r�

11／5 ��h.侈y�ﾘ6�5��親子 ��2�1．5 俾��)5x麌ﾊ乂x���ﾉ[i5x麌ﾊ乂x��齷u(ﾊ乂r�

11／8 弍)>ﾉ*ﾈ�Y8ﾈ惲�1 涛��1．5 ��h*ｹZ�7(9858��ｻ�{8�����

11／8 弍)Xﾈ�8�Xｯ)Xﾉ�Xｧxｻ8支ｧyYIXﾙ�顫ﾂ�1 �����2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5x7(9858���,ﾉ��Z�,ﾉ�"�
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月・日 ���Xｧxﾕｨ,�,r�学　年 凅渥��ﾉ�B�利用時間 偃X��,���ｨ���:���>���vR�

11／8 儖ﾉEｨ�8�YOﾉEｩ(b�3 都R�2 �<�¥ｩ5xﾊ乂x��8��ｸ4�5h�ｸ6xｧx���7H4(�ｸ8ｸ6�8��ｸ4��

11／9 亊h�8�Xｾ�{8惲�1 ���2�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／9 亊iU8�YY�ﾇﾈ惲�1・2 �3��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／9 弍)>ﾉ*ﾈ�Yfｸ惲�3 塔"�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／9 儖ﾉEｨ�8�YOﾉEｩ(b�3 都b�2．5 �<�¥ｩ5xﾊ乂x��8��ｸ4�5h�ｸ6xｧx���7H4(�ｸ8ｸ6�8��ｸ4��

11／10 儻��*ﾈ�YW��惲�2 年長 鉄��2 做�-ﾘ,(*�7(9858��ｻ�{8������齷�)5x麌�8��9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／10 �ｨｷｸ�8��I&ﾘ�ｨ�X-ﾘ*ｸｺI:�ﾈｼh��湯�1．5 俾冰(ﾊ乂r�

11／11 弍)Xﾈ�8�X�ﾙMi]ｸ支����3R�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��<�¥ｩ5xﾊ乂r�

11／11 儖ﾉEｨ�8�YOﾉEｨ-8+ﾘ,騅9'H���年長 鼎"�1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

11／12 ��h.侈y�ﾘ6�5��親子 ����1．5 俾��)5x麌ﾊ乂x���ﾉ[i5x麌ﾊ乂x��齷u(ﾊ乂x��?ｨﾏX����

11／12 倅�H�X躡&ﾘ��,x.�橙�親子 高等部 塔��1．5 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

11／12 亊h�8�X4�8ｸ�ｸ7h7ｨ�ｸ8�*H.x.xｭb�唐�l 俾冰(ﾊ乂r�

11／16 亊h�8�Y(iEｩwｸﾎﾈｧxﾕ｢�釘�1 俾冰(ﾊ乂r�

11／17 伜(ﾊx�8�X堅齷|y>ﾉ(b�1 �#r�2．5 仆�{8�������h*ｹZ�7(9858��齷�)5x麌7(9852�

11／17 弍)Xﾈ�8�X���ﾈ惲�1 涛b�1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��ｻﾙ7乂x��ﾊ乂r�

11／17 亊iU8�X鮖Oh惲�5・6 ��B�1 儉y¥ｨﾊ乂r�

11／18 佛8�8�8�Xﾅ8�9wｸﾎﾈｧxﾕ｢�中・高 全 澱�1 俾冰(ﾊ乂r�

11／20 �-ﾘ,x.�,ﾈ晳D�&8ﾏ�zﾈ�橙�塔��7 乖�:飩ﾙUﾈ���厭��ﾈﾋ�ｨ�:��

11／22 �(i,4末倡8�X�(ﾏｸ惲�田R�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

11／25 儖ﾉEｨ�8�YOﾉEｨ惲�3 都R�1 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

11／29 冲ｹN9�ﾉ*ﾈ�X揵8x惲�5 鼎��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

11／30 ��Ynﾉ*ﾈ�Y�Ynﾈ惲�5 涛��1．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

12／7 伜(ﾊx�8�X,ﾘ,�+ﾈ,ﾉfｹv9'H���年長 �#R�2．5 仆�{8������ｻ�{87(6h4���齷u(ﾊ乂r�

12／9 佛8�8�8�Y�ｩ�i�i?�惲�5・6 ��b�1．5 仆�{8������Jﾘﾄ��ﾉ_�5xﾊ乂x��齷�)5x麌7(985"�

12／20 儖ﾉEｨ��l韈8�X+ﾘ*�.yv9'H���年長 都R�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

1／19 �(iYHｧx���Xｧr�1 �3��1 ��ﾉ[i5x麌�ﾊ乂x��齷�)5x麌�ﾊ乂r�

1／29 ��h�倡8��I&ﾘ�ｨ�X囮oinﾈﾘ)9乂xﾕ｢�l ���7 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(��ｻ8孜X�ｷ兒ｩnﾈ�｢�

1／31 ��h�倡8��I&ﾘ�ｨ�X囮oinﾈﾘ)9乂xﾕ｢�1 ���7 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(��ｻ8孜X�ｷ兒ｩnﾈ�｢�

2／l ��h�倡8��I&ﾘ�ｨ�X囮oinﾈﾘ)9乂xﾕ｢�l ���7 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(��ｻ8孜X�ｷ兒ｩnﾈ�｢�

2／2 ��h�倡8��I&ﾘ�ｨ�X囮oinﾈﾘ)9乂xﾕ｢�1 ���7 ��X�ｩ�ﾈﾋ��俾��(��ｻ8孜X�ｷ兒ｩnﾈ�｢�

2／2 弍)Xﾈ�8�Y+y|y(b�2 ���6 ��X�ｩ�ﾈﾋ����ﾉ[iZｩnﾈ�｢�

2／17 亊h�8�Y?�9hｷYv9'H���年長 塔b�4 仆�{87(6h4���ｻ�{8������齷u(ﾊ乂r�

2／21 傅ﾉg��8��I&ﾘ�ｨ�Y�h自v9'H���全 ��cB�7 仆�{87(6h4���ｻ�{8������齷�)5x麌7(9858��齷u(ﾊ乂r�

2／22 弍)Xﾈ�8�X��Eｸ惲�3 田B�3 �5��ｨ�ﾈ984�6�7�986�88�ｸ��=ｸ-ﾘ,(*���ｻ�{8������齷u(ﾊ乂r�

2／22 ���^H�8�Y�i,8惲�2 鉄r�3 偸Hﾊ�,�*���ｻ�{8������齷�)5x麌7(9852�

3／1 丿Yk�ﾋH�8�Y=��v9'H���年長 田r�2．5 仆�{8������齷�)5x麌7(9852�

3／4 丿Yk�ﾋH�8�Xﾘxｫﾘ,ﾉm益9'H���年長 都B�1．5 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

3／9 儖ﾉEｨ��l韈8�X��l駭ﾉ]ｸ支���年長・年中 涛2�2 仆�{8������齷�)5x麌7(9858��ｻ�{87(6h4��

3／9 ��8x�8�Y�9m云ｸ支���年長 �����1 仆�{8������齷u(ﾊ乂r�

3／18　郡上市・大中保育園 剩N長 ��R�1．5 仆�{87(6h4���ｻ�{8������齷�)5x麌7(9852�

計 �184団体 ��(�3�3B� 

9　催しもの開催状況

事業名 弍ｩ?｢�対　　象 �.�R�参加 �>�����������������vR�

企画展関連 度��#B�幼児・小学生 �����208 �7��ｸ7��ｸ4�8�7H6x,ﾉ6H棈/�,�*ﾘ,�,I�h.x+�,H-ﾘ.h*B�

事　　　業 度��3��幼児・小学生 �,�+R�374 �7�6･4ﾈ,��h,�,H-ﾘ.h*B�

7／31 况8髦�X抦ｧy�b�なし 田s��ミニSLに乗ってみよう 

8／6 傅ﾈｧy�b�60 塔"�模型電車を動かしてみよう 

8／7 傅ﾈｧy�b�60 ��C��模型電車を動かしてみよう 

8／21 �ｩL｢�130 ���"�特別展講演会「私と岐阜県の鉄道」 

10／8 �ｩL｢�30 澱�自然観察会「岐阜の温泉現地観察会」（平場温泉にて） 

10／15 �ｩL｢�30 �"�自然観察会「岐阜の名水現地観察会　養老の滝・菊水泉を訪ねる」 

10／23 �ｩL｢�130 ���2�特別展講演会「温泉評論家の？温泉の話」 

11／6 �ｩL｢�130 都2�特別展講演会・文化講演会「名水へのいざない～安全でおいしい水を求めて～」 

11／27 �ｩL｢�130 �����発掘速報展講演会「中世の『城』や『村』を考古学から探る」 

l／22 �ｩL｢�30 �3��講演会「日本刀の魅力」 

子　ど　も 度��#2�小学生 �#��27 ���Z蔚ygｸ/�,�*ﾘ.ｸ*C��

ク　ラ　ブ 度��3��小学生 �#��19 ���Z蔚ygｸ/�,�*ﾘ.ｸ*C"�

8／3 傅ﾈｧy�b�20 湯�小鳥の骨の標本をっくろうl 

8／10 傅ﾈｧy�b�20 湯�小鳥の骨の標本をっくろう2 
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事業名 弍ｩ?｢�対　　象 �.�R�参加 �>�����������������vR�

カルチャー 滴��#��一般 偃�ｫ��1 �7�5ﾈ5(99E�-ﾙ�ｩ&ｸ���7�5ﾈ5(98,ﾈｮ馮ｹ4�,�6x8�7X8ｸ�YE�-ﾘ,�,(*(,H*�9ｨ*h+X-ﾈ+x���

講　　　座 店���B�一般 �#��10 俾��(ｬ��檍�X4ｨ8�5�8�4X4�6(6�984��b�

5／18 �ｩL｢�なし 唐�里山ウォッチング 

5／18 �ｩL｢�若干 �2�パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

6／15 �ｩL｢�なし �2�里山ウォッチング 

6／15 �ｩL｢�若干 �"�パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

6／18 儉ｨ�Y��*HﾊCx�8ﾗX�"�20 �#��③もっと知りたいパソコン講座（ワード基礎） 

7／2 �ｩLｨ�Y��*Iiﾃ�x�8ﾗX�"�20 �3��④もっと知りたいパソコン講座（パワーポイ小を使った70レセヾ万一ショの 

7／3 �ｩL｢�20 �#��スキャナとパソコンで占い写真をよみがえらせよう 

7／20 �ｩL｢�なし 釘�里山ウォッチング 

7／20 �ｩL｢�若干 �"�パノコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

8／5 �ｩLｨ�Xｻ8蹴�30 ����自然観察会「川原の石の見分け方」 

8／17 �ｩL｢�なし ���豊山ウォッチング 

8／17 �ｩL｢�若干 ���パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

9／3 �ｩLｨ�Y��*Iiﾈ43x�8ﾗX�"�20 ����⑤もっと知りたいパソコン講座（ェクセルでライブラリー管理） 

9／17 �ｩLｨ�Y�ｨ��8冓ﾈ43x�8ﾗX�"�20 �#��⑥もっと知りたいパソコン講座（フォトショップエレメンツ） 

9／21 �ｩL｢�なし 途�里山ウォッチング 

9／21 �ｩL｢�若干 迭�パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

9／23 �ｩL｢�20 ����陶芸教室～茶碗をっくろう～ 

10／2 �ｩL｢�130 鉄r�岐阜の歴史講座「古文書から読みとく戦国武将の実像と虚像」 

10／16 �ｩL｢�40 �#2�講演「岐阜の古寺を巡る」 

10／19 �ｩL｢�なし 釘�里山ウォッチング 

10／19 �ｨ�YL｢�若干 釘�パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

11／16 �ｩL｢�なし 唐�里山ウォッチング 

11／16 �ｩL｢�若干 ���パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

12／21 �ｩL｢�なし 途�堂山ウォッチング 

1／18 �ｩL｢�なし 澱�里山ウォッチング 

1／18 �ｩL｢�若干 ���パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

2／15 �ｩL｢�なし ����豊山ウォッチング 

3／11 �ｩL｢�30 途�講演「錦絵の魅力」 

3／15 �ｩL｢�なし �3"�里山ウォッチング 

3／15 �ｩL｢�若干 �"�パソコン悩み相談室～パソコンの基本的なトラブル・悩みについてお答えします～ 

たの　し　い 滴���r�一般 �#��22 俾��(ｬ��檍�X4ﾘ7H6�8x4X/�ｬ��+X.h*H�b�

博　物　館 滴��3��一般 �3��36 �-ﾈ*ｨｼｨ/�,(*ﾘ.ｸ*B�

5／1 ��X���30 ��R�春の公園を探検しよう 

5／3 �ｩL｢�20 ��2�自然観察会「夏鳥の声を聞こう」 

5／5 �ｩL｢�20 ��"�バードカービング教室一木をけずって烏をっくろうー 

5／7 ��X���30 �#��親子で博物館探検 

5／8 ��X���20組 �#��チョウのりん粉をハガキにうっそう 

5／22 ��X���40 鼎��昭和のおもちゃをつくろう（日光写真） 

6／12 �ｩL｢�300 ��cb�堂山オリエンテーリング 

6／19 �ｩL｢�40 塔��楽しい折り紙教室 

6／22 �ｩL｢�10 ����趣味のパソコン（ランチョンマットづくり） 

6／26 �ｩL｢�各20 鼎"�パンフラワー教室～粘土で花をつくろう～ 

7／6 �ｩL｢�10 ����趣味のパソコン（絵手紙づくり） 

7／9 ��X���20 �#"�自然観察会「ビオトープの生物調べ」 

7／10 ��X���10組 �#��江戸時代のおもちゃをっくってみよう（紙っばめ） 

7／16 ��X���40 �3R�ナイトウォッチング 

7／17 ��X���30 唐�夏の公園を探検しよう 

8／14 ��X����9D闌��8�ｨ�X閒�8ﾗX�"�20組 �3"�火おこし器をっくろう 

8／20 ��X���10組 �#r�江戸時代のおもちゃをつくってみよう（紙っばめ） 

8／28 �ｩLｨ�X7ｨ�88侈Cx�8ﾗX�"�30 �3��まが玉をつくろう 

9／7 �ｩL｢�10 ���趣味のパソコン（蔵書管理） 

9／10 ��X���30 �#b�親子で博物館探検 

9／18 傅ﾈｧy�h決�2�20 �#��だれでもできるウッドバー二ングアート 

9／24 �ｩL｢�30 �3b�まが玉をっくろう 

9／25 ��X���15組 �#��紙で手作りおもちゃをっくろう（紙ブーメランとミニ凧） 

10／9 ��X���30 ��R�秋の公園を探検しよう 

10／10 �ｩL｢�20 ��R�竹で一輪挿しやおもちゃをっくろう 

10／22 ��X���10組 ��b�どんぐりと落ち葉で遊ぼう 

11／19 �ｩL｢�20 �#��パソコンで年賀状づくりを楽しもう 

11／20 �ｩL｢�200 �#S��徳山のくらしを体験しよう 

11／23 �ｩL｢�各20 鼎B�リースづくり 

11／26 �ｩL｢�20 湯�オリジナルカレンダーをっくろう 

11／30 �ｩL｢�20 ����パソコンを活用しよう（ランチョンマットと箸袋作成） 

12／4 �ｩL｢�40 ����和風をっくろう（飛行機凧） 

12／18 �ｩL｢�40 �#��わら細工～しめ飾りをっくろうー 

1／6 �ｩL｢�20 ����自然観察会「七草ウォッチング」 

1／9 �ｩL｢�40 �3��花もちをっくろう 

1／29 ��X���30 唐�冬の公園を探検しよう 

2／5 ��X���X7ｨ�h�X8冓ﾈ43x�8ﾗX�"�40 鼎B�昭和のくらしを体験しよう 
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事業名 弍ｩ?｢�対　　象 �.�R�参加 �>�����������������vR�

2／8 �ｩL｢�20 �#��パソコンを活用しよう（水彩画を描こう） 

2／12 �ｩL｢�20 ����自然観察会「冬鳥を見っけよう」 

2／18 ��X���30 ��2�親子で博物館探検 

3／5 ��X���40 �3��化石のレプリカをっくろう 

3／8 �ｩL｢�20 �#��パソコンを活用しよう（ワードで春の花を描こう） 

ギャラリー 店����一般 ��3��50 俎X�檍�X鍠,�.�,X*ｸ.俛�ﾝｸﾗhﾊ8�b�

関連事業 店��#��一般 �#��20 ��+X扎,ﾈ4�4�5ｨ5H8ｨ�ｸ,8*ﾘ.��

6／1 �ｩL｢�20 �#��押し花のアクセサリーづくり 

7／18 �ｩL｢�130 塔2�講演会「lii柳と東野大八」 

8／13 �ｩL｢�40 �3��木の動くおもちゃづくり 

2／19 �ｩL｢�20 ��b�豆雛の絵付教室 

2／26 �ｩL｢�20 ����豆雛の絵付教室 

特別行事 滴��#��一般 �3���202 偸H,ﾈ4�8ｨ�ｸ984�6�7�986�88�ｲ�

5／4 �ｩL｢�なし �#�R�響け！和太鼓 

8／23 傅ﾈ�Y(hｧy�b�30 �#2�夏休み採集物鑑定会（動物・植物・化石・鉱物） 

10／30 �(hｧy�h決屬�300 鼎sR�百年公園・博物館を写生しよう 

11／3 �ｩL｢�300 鉄��秋のグリーンアドベンチャー 

11／13 �ｩL｢�130 ��sb�秋のコンサートin　ミュージアム一秋の音楽を生演奏で～ 

1／7 �ｩL｢�400 �3�"�七草かゆを食べよう 

ボランティ 店���R�占う万イ7希望者 �3��14 仄I,ｨﾗXﾜ��

ア講座 店��#��ホ’、ラ万イア受講者 ����10 ��7�5ﾈ5(98,ﾈｮ馮ｳ��

6／4 ���*H5ﾈ6X4#x�8ﾗX�"�10 ����②パソコンの基本1 

6／5 �7ｨ���x8冓ﾈ484��8ﾗX�"�10 �2�まが玉づくり、縄文土器の施文と土笛づくり 

7／17 �7ｨ�88冓ﾈ484��8ﾗX�"�10 �2�火起こし器づくり、石器づくり、あんぎん編み 

10／8 �7ｨ�x�h8冓ﾈ49{假8ﾗX�"�10 唐�⑦Webページの作成 

11／5 �7ｨ����8冓ﾈ484��8ﾗX�"�10 湯�⑧データベース作成の基礎 

12／10 �7ｨ�88冓ﾈ484��8ﾗX�"�10 湯�⑨パソコンの応用 

1／15 �7ｨ�88冓ﾈ484��8ﾗX�"�10 ���昭和の生活資料の取り扱い 

合　計 ��118事業 ��5，506人 ��

10　出前授業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小中学生対象・授業の一環の場合

期　　日 冽�����k������b�対象児童等 ��ﾉ�B�授　　業　　内　　容 

平成17年5月6日 弍)Xﾈ�9zxﾘy6顫ﾈｧxﾕ｢�6年 都��火起こし体験・石器作り体験 

平成17年5月25日 佛8�8�9zy�ｩ�h抦ｧxﾕ｢�3年 �#��校舎周辺の自然観察（総合的な学習の時間） 

平成17年6月28日 ��ｨ����(h����ｧx����ﾕ｢�1年 鼎��化石の話（化石の標本を使って） 

平城17年7月7日 亊h�9zyY�ｵi�傅ﾈｧxﾕ｢�4年 ��R�津保谷の自然観察（総合的な学習の時間） 

平成17年7月13日 佛8�8�9zy�ｩ�h抦ｧxﾕ｢�3年＋保護者 �32�校舎周辺の自然観察（総合的な学習の時間） 

平成17年10月19日 亊h�9zxｾ�{8抦ｧxﾕ｢�6年 �3R�化石の話 

平成17年10月26日 佛8�8�9zy�ｩ�h抦ｧxﾕ｢�3年 �32�校舎周辺の自然観察（総合的な学習の時間） 

平成18年1月25日 ��ﾘ��ﾊ倡9zy>ﾈ9hｷY(hｧxﾕ｢�3年 �3R�大地の変化（化石からわかること） 

平成18年2月10日 ��(鯖*ﾉzyUﾈﾛ(抦ｧxﾕ｢�5・6年 塔��化石の話、堆積岩と火成岩など 

11講師派遣

期　　日 冽�����k������b�対　　　象 ��ﾉ�B�講　　義　　題　　名 

平成17年4月22日 儖ﾈ��Eｨ���8�����]2�森林文化アカデミー1年生 �#��地形および地質と植物の関係 

平成17年5月24日 �阡�8ﾉY�85ｨ��985����ｲ�一般（高齢者生涯学習活動） 田��温泉について 

平成17年5月27日 �阡浦�8��5ｨ��98��5����ｲ�一般（高齢者生涯学習活動） 鉄��温泉について 

平成17年6月12日 �ｨ���8孳�){xｭ����一般 �����温泉シンポシウム「温泉文化の継承と創造」 

平成17年6月18日 �,8ｹ��嚢ｭﾙ�YчWHｽ��園児・小学生・保護者 鼎��津保Ii旧然観察会 

平成17年7月27日・28日 弍)Xﾈﾊxｬ�X�饑�5ｨ985��ｲ�一般 田��岐阜の温泉 

平成17年8月19日 �?ｩgｸ-ﾈ/���/�(h5ｨ985��ｲ�小学校理科担当教員 塔��化石講座 

平成17年8月20日 ��yTH-8.ｨ*�*(5ｨ985��ｲ�子供　保護者 �#��千疋の自然探索会　河IiI編 

平成17年10月28日 亊h�9zxｾ�{8抦ｧxﾕ｢�関市小中学校教員 �#��カワゲラウォッチングについて 

平成17年10月29日 �(h��YH��ｧx�������X��ｧr�一般 都��日光写真をっくろう 

平成17年11月20日 �ｨ���������8���������2�一般 田��濃尾平野における下呂石の利用 

平成18年3月12日 仞���������揶���������"�ボランティア団体参加者 �3��金華山の魅力（金華山のチャート層について） 

ー35－



［図書資料寄贈者芳名一覧］

［博物館関係］

国立歴史民俗博物館

国立科学博物館

国立科学博物館附属自然教育園

東京国立博物館

京都国立博物館

国立民族学博物館

旭川市博物館

浦幌町立博物館

小樽市博物館

釧路市立博物館

苫小牧市博物館

中川町自然誌博物館

根室市歴史と自然の資料館

市立函館博物館

ひがし大雪博物館

穂別町立博物館

北海道開拓の村

北海道開拓記念館

北海道立北方民族博物館

三笠市立博物館

利尻町立博物館

青森県立郷土館

八戸博物館

みちのく北方漁船博物館

岩手県立農業科学博物館

岩手県立博物館

牛の博物館

北上市立鬼の館

斉藤報恩会自然史博物館

仙台市科学館

仙台市博物館

仙台市歴史民俗博物館

地底の森ミュージアム

東北歴史博物館

秋田県立博物館

致道博物館

山形県うきたむ風土記の丘考古資料館

山形県立博物館

福島県立博物館

福島県歴史資料館

茨城県自然博物館

茨城県立歴史館

土浦市立博物館

小山市立博物館

栃木県立しもっけ風土記の丘資料館

栃木県立なす風土記の丘資料館

栃木県立博物館

かみつけの里博物館

群馬県立自然史博物館

群馬県立歴史博物館

高岡市立美術博物館

入間市博物館

さいたま川の博物館

埼玉県立さきたま資料館

埼玉県立博物館

戸田市立郷土博物館

我孫子市烏の博物館

伊能忠敬記念館

市立市川自然博物館

市立市川考古博物館

千葉県立安房博物館

千葉県立大利根博物館

千葉県立中央博物館

千葉県立房総のむら

千葉市郷土博物館

千葉市美術館

千葉市立加営利貝塚博物館

成田山霊光館

船橋市郷土資料館

NHK放送博物館

足立区立郷土博物館

板橋区立郷土資料館

江戸東京博物館

太田区立郷土博物館

家具の博物館

紙の博物館

北区飛烏山博物館

久米美術館

宮内庁三の丸尚蔵館

衆議院憲政記念館

渋谷区立松薦美術館

昭和館

相撲博物館

世田谷区立郷土資料館

たばこと塩の博物館

調布市郷土博物館

府中市郷土の森博物館

逓信総合博物館

東京都写真美術館

東京富士美術館

豊島区立郷土資料館

パルテノン多摩歴史ミュージアム

府中市美術館

三井記念美術館

港区立港郷土資料館

民音音楽博物館

神奈川県立近代美術館

神奈川県立生命の星・地球博物館

神奈川県立歴史博物館

川崎市市民ミュージアム

川崎市立日本民家園

神奈川県立金沢文庫

桜土手古墳展示館

相模原市立博物館

馬の博物館

平塚市博物館

山口蓬春記念館

横須賀市自然・人文博物館

横浜マリタイムミュージアム

横浜市歴史博物館

横浜都市発展記念館

柏崎市立博物館

長岡市立科学博物館

新潟県立歴史博物館

新潟市歴史博物館

魚津水族館

高岡市立博物館

立山カルデラ砂防博物館

富山県立山博物館

石川県立美術館

石川県立歴史博物館

石川県輪島漆芸美術館

加賀市鴨池観察館

小松市立博物館

白山市立博物館

松任市立博物館

（平成17年3月1日～平成18年2月28日〉（順序不同）

敦賀市立博物館

福井県立恐竜博物館

福井県立若狭歴史民俗資料館

福井県立歴史博物館

福井市立郷土歴史博物館

福井市立自然史博物館

山梨県立科学館

山梨県立博物館
一茶記念館

飯田市上郷考古博物館

飯田市美術博物館

大町山岳博物館

さらしなの里歴史資料館

真田宝物館・象山記念館

信州新町化石博物館

長野市立博物館

松代藩文化施設等管理事務所

松本市立博物館

森将軍塚古墳館

上原仏教博物館

静岡県立美術館

静岡市立登呂博物館

沼津市明治資料館

浜松市博物館

浜松市楽器博物館

富士市立博物館

焼津市歴史民俗資料館

愛知県陶磁資料館

愛知県美術館

安城市歴史博物館

熱田神宮宝物館
一宮市博物館

岡崎市郷土館

岡崎市美術博物館

大口町歴史民俗資料館

蟹江町歴史民俗資料館

春日井市道風記念館

江南市歴史民俗資料館

桜ヶ丘ミュージアム

産業技術記念館

瀬戸蔵ミュージアム

田原市博物館

知立市歴史民俗資料館

トヨタ博物館

徳川美術館

豊橋市自然史博物館

豊橋市地下資源館

豊橋市二川宿本陣資料館

豊橋市美術博物館

豊田市郷土資料館

豊田市美術館

名古屋市科学館

名古屋市見晴台考古資料館

名古屋市市政資料館

名古屋市博物館

名古屋市美術館

名古屋市美術倶楽部

半田市立博物館
一宮市尾西歴史民俗資料館

碧南海浜水族館・青少年海の科学館

鳳来寺山自然科学博物館

名古屋市蓬左文庫

博物館　明治村

桑名市博物館
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斎宮歴史博物館

真珠博物館

鈴鹿市考古博物館

鳥羽水族館

藤原岳自然科学館

三重県立博物館

MI HO MU S EUM

安土城考古博物館

大津市歴史博物館

朽木いきものふれあいの里

草津宿街道交流館

滋賀県立近代美術館

滋賀県立陶芸の森

滋賀県立琵琶湖文化館

長浜城歴史博物館

彦根城博物館

野洲市歴史民俗博物館

栗東歴史民俗博物館

京都府山城郷土資料館

京都府立総合資料館

京都府立丹後郷土資料館

京都文化博物館

園部文化博物館

細見美術館

芥川緑地資料館・あくあぴあ芥川

大坂人権博物館

大坂歴史博物館

大阪くらしの今昔館

大阪市立科学館

大阪市立自然史博物館

大阪市立東洋磁器美術館

大阪市立美術館

大阪人権博物館

大阪府立狭山池博物館

大阪府立近っ飛鳥博物館

大阪府立弥生文化博物館

柏原市立歴史資料館

きしわだ自然資料館

岸和田市立郷土資料館

吹田市立博物館

明石市立文化博物館

神戸市立小磯記念美術館

神戸市立博物館

辰馬考古資料館

西宮市立郷土資料館

日本玩具博物館

姫路市立水族館

兵庫県立入と自然の博物館

兵庫県立歴史博物館

飛鳥資料館

橿原考古学研究所付属博物館

奈良県立美術館

奈良県立万葉文化館

奈良県立民俗博物館

和歌山県立紀伊風土記の丘

和歌山県立自然博物錆

和歌山県立博物館

鳥取県立博物館

鳥取市歴史博物館

岡山県立吉備路郷土館

岡山県立美術館

倉敷市立自然史博物館

津山洋学資料館

広島県立美術館



広島県立歴史博物館

広島県立歴史民俗資料館

広島市郷土資料館

秋吉台科学博物館

豊北歴史民俗資料館

下関市立考古博物館

美祢市歴史民俗資料館

山口県立山口博物館

徳島県立博物館

徳島城博物館

香川県自然科学館

香川県歴史博物館

愛媛県総合科学博物館

愛媛県立博物館

愛媛県歴史文化博物館

湯築城資料館

高知県立牧野植物園

高知県立歴史民俗資料館

高知市立自由民権記念館

土佐山内家宝物資料館

九州歴史資料館

北九州市立自然史・歴史博物館

福岡市総合図書館

福岡市美術館

佐賀県立博物館・美術館

佐賀県立名護屋城博物館

長崎県美術館

長崎歴史文化博物館

熊本県立装飾古墳館

熊本県立美術館

熊本市立熊本博物館

御船町恐竜博物館

八代市立博物館

八代市立博物館未来の森ミュージアム

大分県立先哲史料館

大分県立歴史博物館

宮崎県総合博物館

宮崎県立西都原考古博物館

鹿児島県立博物館

鹿児島県歴史資料センター黎明館

鹿児島市立美術館

ミュージアム知覧

沖縄県立博物館

名護博物館

［博物館協会関係］

日本博物館協会

全国科学博物館協議会

神奈川県博物館協会

愛知県博物館協会

京都市内博物館施設連絡協議会

岡山県博物館協議会

［教育委員会関係］

根室市教育委員会

青森県教育委員会

山形県教育委員会

松井田町教育委員会

世田谷区教育委員会

目黒区教育委員会

港区教育委員会

厚木市教育委員会

神奈Iii県教育委員会

藤沢市教育委員会

寒川町教育委員会

城山町教育委員会

十日町市教育委員会

福井県教育委員会

三方町教育委員会

信濃町教育委員会

干曲市教育委員会

御前崎市教育委員会

田原市教育委員会
一宮市教育委員会

一宮町教育委員会

岡崎市教育委員会

大口町教育委員会

春日井市教育委員会

豊橋市教育委員会

豊田市教育委員会

亀山市教育委員会

桑名市教育委員会

久居市教育委員会

紀和町教育委員会

今津町教育委員会

愛知川町教育委員会

米原市教育委員会

滋賀県教育委員会

高島町教育委員会

能登Iii町教育委員会

日野町教育委員会

栗東市教育委員会

能勢町教育委員会

大阪市教育委員会

三田市教育委員会

西宮市教育委員会

出雲市教育委員会

島根県教育委員会

徳島県教育委員会

香川県教育委員会

国分寺町教育委員会

坂出市教育委員会

大牟田市教育委員会

福岡県教育委員会

若宮町教育委員会

大和町教育委員会

長崎県教育委員会

熊本県教育委員会

宮崎県教育委員会

［大学関係］

北海道大学　北方生物圏・植物園

東北学院大学民俗学OB会

東北大学　美学美術史研究室

東北大学総合学術博物館

秋田大学工学資源学部附属鉱業博物館

東北芸術工科大学

山形大学付属博物鰭

筑波大学　歴史・人類学系

筑波大学　地球科学系

筑波大学総合博物館

川村学園女子大学

城西国際大学

お茶の水女子大学　学芸員課程

国際基督教大博物館「湯浅八郎記念館」

園撃院大学　博物館学研究

国華院大望　学術フロンティア事業

園撃院大挙　考古資料館

首都大学東京

実践女子大学

実践女子大学　博物館課程

成城大学　仏像調査団

東京家政学院生活文化博物館

東京農業大学

東京農業大学「食と農」の博物館

東京農工大工学部付属繊維博物館

東京大学埋蔵文化財調査室

東大資料編纂所付属画像史料解析センター

日本大学　文理学部自然科学研究所

日本大学　生物資源科学部資料館

明治大学　学芸員養成課程

明治大学博物館

立教大学　博物館学研究室

早稲田大学

早稲田大学会津八一記念博物館

神奈川大学

新潟大学　理学部地質学科

金沢美術工芸大学

東海大学社会教育センター

愛知大学　文筆合

愛知大学　結合郷土研究所

愛知大学　民具陳列室

愛知大学　博物館学芸員課程

南山大学人類学博物館

名古屋経済大・市郎短大

人物科学研究会

名古屋経済大・市郎短大

自然科学研究会

名古屋経済六・市郎短大

地域社会研究会

名古屋経済六・市郎短大

学術研究センター

名古屋大学　大学院文学部研究科

名古屋大学　大学院環境学研究科

名古屋大学　地球水循環研究センター

名古屋大学　文学部

名古屋大学博物館

滋賀県立大学　人間文化学部

滋賀県立大学　学芸員課程

京都工芸繊維大学

京都大学総合博物館

京都大学大学院　人間・環境学研究科

種智院大学　密教資料研究所

同志社大学歴史資料館

同志社大学　博物館学芸員課程

偶数大学　総合研究所

例数大学　文学部

立命館大学国際平和ミュージアム

関西大学博物館

近畿大学　民俗研究所

天理大学附属天理参考館

吉備国際大学　文化財総合研究センター

尾道大学　芸術文化部

徳島大学埋蔵文化財調査室

九州産業大学芸術学会

九州産業大学美術館

宮崎大学農学部

鹿児島大学総合研究博物館

［役所・研究機関・その他］

文部科学省

文部科学省科学技術動向研究センター
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国土交通省総合政策局情報管理部

国立教育政策研究所

国立国会図書館

アイヌ文化振興・研究推進機構

北海道立アイヌ民族文化研究センター

札幌市博物館活動センター

青森県

青森県環境生活都県史編纂室

青森県史編さん近現代部会

青森県埋蔵文化財調査センター

三内丸山遺跡対策室

東北建設協会

東北電力地域交流部

山形県埋蔵文化財センター

福島県文化財センター白川館

福島県文化振興事業団

宇宙開発事業団

国士技術政策総合研究所

産業技術総合研究所

放射線計測協会

栃木県埋蔵文化財センター

群馬県埋蔵文化財調査事業団

活断層研究会

千葉県教育振興財団

朝日新聞社

岩波書店

エイブル・アート・ジャパン

エコのもりセミナー

悦企画KK・武蔵文化財研究所KK

KK芸術空間

科学技術広報財団

学習研究社

機械産業記念事業財団

宮内庁書陵部

続群書類従完成会

コスモ石油（株）

国際網文学協会

日本自然科学写真協会

小学館

女性のためのアジア平和国民基金事務局

全国珠算教育連盟

全国地域活性化連盟

結合ユニコム

デレーケ研究会

東京都埋蔵文化財センター

東京文化財研究所

独立行政法人文化財研究所

日本テレビ放送網KK

日本ナショナルトラスト

日本宇宙少年団

日本科学技術振興財団

日本教育会

日本自転車普及協会

日本地震学会

日本美術刀剣新聞社

日本放送出版協会

発明協会

美術倶楽部

文化環境研究所

ポーラ伝統文化振興財団

マルチメディア振興センター

山武ハネウェル株式会社

かながわ考古学財団



海洋研究開発機構　横浜研究所

鎌倉文化研究会

桂台北遺跡発掘調査団

香川・下寺尾遺跡群発掘調査団

神奈川県自然環境保全センター

倉見才戸遺跡発掘調査団

玉川文化財研究所

津田山－9遺跡発掘調査出

馬事文化財団

平岡環境科学研究所

民具製作技術保存会

横浜市ふるさと歴史財団

新潟県中越地域文化財救済委員会

上越市

富山県文化振興財団

富山県埋蔵文化財センター

富山市科学文化センター

石Iii県　白山自然保護センター

のと海洋ふれあいセンター

福井県教育庁埋蔵文化財調査センター

福井県自然保護センター

環境省自然環境局　生物多様性センター

山梨文化財研究所

長野県環境保全研究所

長野県埋蔵文化財センター

野外教育研究財団

静岡県埋蔵文化財調査研究所

愛知県

愛知県総務部

愛知県埋蔵文化財センター

渥美町町史編纂委員会

熱田神宮

犬山城白帯文庫

円空学会

春日井再教育文化振興課

国際デザインセンター

瀬戸市史編纂委員会

中部建設協会

豊Iii市文化のまちづくり委員会

豊田市

豊田市遺跡調査会

名古屋営林局

河川環境管理財団

津市埋蔵文化財センター

三重県埋蔵文化財センター

三重自然誌の会

二重動物学会

湖北野鳥センター

楽浪文化財修理所

滋賀県埋蔵文化財センター

滋賀県琵琶湖研究所

古代学研究所（平安博物館）

国際日本文化研究会センター

部落問題全国会議

思文閣

中信美術奨励基金

霊山顕彰会

大阪市学芸員共同研究実行委員会

大阪府文化財センター

解放新聞社

黒Iii古文研究所

シマノ

神戸新聞社

元興寺文化財研究所

宮内庁止倉院事務所

奈良県教育委員会文化財保存課

奈良文化財研究所

鳥取県埋蔵文化財センター

島根県古代文化センター

岡山県自然保護センター

熊平製作所

広島動物園協会

山口貝類研究談話会

徳島県埋蔵文化財センター

香川県埋蔵文化財調査センター

愛媛自然科学教室

北九州自然史友の会

福岡市埋蔵文化財センター

長崎県教育庁原の辻遺跡調査事務所

多摩市文化振興財団

ポシサギグリーン財団

自由中国記事報

Musum VICtOrla

英文自由中国評論

光華董報雑誌社

国立中央固書館

［岐阜県関係］

岐阜県博物館協会

岐阜県立図書館

岐阜県美術館

岐阜県歴史資料館

岐阜市歴史博物館

河Ili環境楽園　自然発見館

岐阜県世界淡水魚水族館

内藤記念　くすり博物館

海津市歴史民俗資料館

タルイピアセンター歴史民俗資料館

大垣市立図書館

みのかも文化の森

美濃加茂市民ミュージアム

可児郷士歴史館

豊蔵資料館

岐阜県現代陶芸美術館

岐阜県陶磁資料館

先端科学技術体験センタ一

束濃地下科学センター

瑞浪市化石博物館

瑞浪陶磁資料館

土岐市美濃陶磁歴史館

中津川市の博物館

中津川市鉱物博物館

飛騨世界生活文化センター

岐阜県教育委員会

各務原市教育委員会

羽島郡三町教育委員会

海津市教委会

垂井町教育委員会

大垣市教育委員会

池田町教育委員会

大野町教育委員会

山県市教育委員会

可児市教育委員会

御嵩町教育委員会

多治見市教育委員会

瑞浪市教育委員会

土岐市教育委員会

恵那市教育委員会

高山市教育委員会

飛騨地区教育長会

下呂市教育委員会

岐阜市立女子短期大学

岐阜女子大学

岐阜聖徳学園大学

岐阜聖徳学園大学短期大学部

岐阜大学教育学部教育研究室

東海女子大学

岐阜経済大学

岐阜医療技術大学

中部学院大学・短期大学

岐阜県高等学校理科実験研究会

岐阜地理学会・県高校地理教育研

岐阜県高等学校生物部会

可児高等学校

岐阜県

岐阜県教育文化財団

岐阜県郷土資料研究協議会

岐阜県広報センター

岐阜県校長会館

岐阜県人権同和教育協議会

岐阜県知事公室広報課

岐阜県地域県民部県民生活安全課

岐阜県統計調査課

岐阜県農業技術研究所

岐阜県農林商工部　商工政策室

岐阜県文化財保護協会

岐阜県歴史資料保存協会

岐阜県教育文化財団

岐阜県民文化祭運営協議会

岐阜県労働者福祉協議会

岐阜教育会

岐阜市教育文化振興事業団

花の都ぎふ推進センター

岐阜県生活技術研究所

岐阜県水産試験場

各務原市埋蔵文化財調査センター

木曽川学研究協議会

自然共生研究センター

岐阜県関ヶ原青少年自然の家

大垣市文化事業団

揖斐Iii市　総務課

せきし子どもセンタ一

関市子ども文化事業実行委員会

関市　秘書広報課

坂祝町

可児市広報課

多治見市文化財保護センター

土岐市企画部結合政策課

蛭川村

岐阜県昆虫同好会

岐阜県植物研究会

日本野鳥の会　岐阜支部

慾斎研究会

美濃民俗文化の会

霊山顕彰会　岐阜支部

岐阜県哺乳動物調査研究会

郡上史談会

可児義雄氏顕彰会

飛騨市
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飛騨考古学会

阿曾在村史編纂会

岐阜新聞社

北白川書房

囲美濃わが街社

樽見鉄道株式会社

飛騨木工連合会

［個人］

生島美和

宇佐美イワオ

小野木三郎

川瀬善忠

古藤邦夫・愛子

清水廣美

清水昭男

白石博男

須賀瑛文

説田健一

中村博吉

林　俊郎

二村弘子

村井良子



〔利用状況〕

1入館者数

本年度は、入館者数77，715人で前年に比べて18，339

人30．9％の増加となった。これは、資料紹介展「ようこ

そ　昆虫の世界へ！」が好評であったことと、特別展の

入館者の増加とともに、高校生以下の入館料完全無料化

による相乗効果の影響ともいえる。

また、開館日数は306日であり、1日平均の入館者数

は254人であった。また、1日の入館者が最も多かった

日は、5月4日で2，478人を数えた。月別の入館者数は

右表のとおりである。団体入館者数は、15，262人で、入

館総数の約19．6％であった。月別では10月が5，820人で
一番多く、団体入館者総数の38．1％を占めている。

春季特別展及び秋季特別展期間中の入館者数は下表の

とおりである。入館者総数は、36，294人を数え一日平均

は、386人であった。

月 傅ﾉ(hﾘ)�b�大学生 �ｩL｢�計 丶ｨｭ�?ｩ�B�一一日平均 

4 �(�3s���23 �(�3ss��5，593 �#b�215 

5 塗�3S#��27 塗�3C�b�12，962 �#b�499 

6 �8�3�c��54 滴�3S���7，633 �#b�294 

7 �(�3ツr�183 �(�3涛b�6，046 �#r�224 

8 �8�3S���218 店�3s�r�9，425 �#b�363 

9 �(�3�#��45 �8�3C#��5，502 �#b�212 

10 塗�3田R�84 滴�3s���11，750 �#b�452 

11 �8�3田��22 滴�3�3��8，030 �#b�309 

12 �3s2�17 ���3�#b�1，416 �#"�i　64 

1 塔���64 �(�3�3B�2，998 �#B�125 

2 ���3�ッ�29 ���3sSb�2，871 �#B�120 

3 ���3C�b�69 �(�3��B�3，489 �#r�129 

計 �3X�33ィ�835 鼎��3C澱�77，715 �3�b�254 

特　　別　　展　　名 弍ｨ����ｭB�小中高生 ��Xｧy�b�一　　般 佗b�

線路はつづくよ～岐阜、鉄道のあゆみ～ 度���h�ﾃ��紕�6，681 �3���9，330 ��h�3C���

「名水・温泉・名勝」展～水と大地のハーモニー～ 祷���x�ﾃ�����2�11，020 ���b�8，757 ����3ン2�

計 ��17，701 鉄�b�18，087 亦�����3h�3#釘�

2　施設利用

今年度の講堂及び研修室等の利用者は、次のとおりであった。

〈講堂〉

4／16

4／28

5／21

5／26

6／3

6／9

6／22

7／22

8／18

8／23

8／26

8／27

9／6

9／13

9／19

岐阜県植物誌調査会

県政モニター認証式

岐阜県植物誌調査会

岐阜県小学校社会科研究部会

百年公園活性化推進会議

森林科学研究所研修会

衛生管理者会議

可蔑教育事務所初任者研修会

岐阜県中学校理科研究部会

関市小学校理科研究会夏季研修会

岐阜市環境部会研修会

岐阜県植物誌調査会

岐阜県高等学校長協会

岐阜県人権施策推進室

岐阜県植物誌調査会

岐阜県林業振興室

岐阜県植物誌調査会

岐阜県高等学校自然科学部会

岐阜県児童生徒科学作品展

岐阜県植物誌調査会

森林愛護少年団交流会

植樹祭サテライト運営協議会

岐阜県高等学校初任者研修会

植樹祭中濃サテライト会場作業部会

岐阜県植物誌調査会

百年公園運営協議会

岐阜県植物誌調査会

岐阜県高等学校地歴公民部会

岐阜県小学校社会科研究会

岐阜県植物誌調査会
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〈研修室〉

4／22

4／28

5／3

6／9

6／14

6／18

7／14

7／16

7／22

8／6

8／18

森林文化アカデミー

県政モニター認証式

岐阜県哺乳動物調査研究会総会

岐阜県高等学校地歴公民部会

関ホトトギス会

岐阜県植物誌調査会

関ホトトギス会

岐阜県植物誌調査会

可茂教育事務所初任者研修会

岐阜県林業振興室

岐阜県中学校理科研究部会

岐阜県林業振興室

ふるさと福祉村シンポジウム

岐阜県児童生徒科学作品展

緑化推進委員会

岐阜県高等学校初任者研修会

各機関連携による教育実践研究会

各機関連携による教育実践研究会

岐阜県高等学校地歴公民部会

岐阜県植物誌調査会

岐阜県小学校社会科研究会

〈ハイビジョンホール〉

4／16

4／25

6／9

6／22

7／22

10／15

10／21

10／22

10／29

11／16

11／20

12／6

1／22

1／31

2／24

岐阜県警察学校初任科生研修

市町村文化行政担当課長会議

岐阜県高等学校地歴公民部会

衛生管理者会議

可茂教育事務所初任者研修会

岐阜県警察学校初任科生研修

ふるさと福祉村シンポジウム

岐阜県高等学校自然科学部会

岐阜県児童生徒科学作品展表彰式

緑化推進委員会

森林愛護少年団交流会

岐阜県高等学校初任者研修会

各機関連携による教育実践研究会

岐阜県高等学校地歴公民部会

岐阜県小学校社会科研究会

〔博物館関係団体〕

1　岐阜県博物館協会

岐阜県博物館協会は、「会員相互の連絡提携のもとに

社会教育の健全な推進と文化の向上に寄与すること」を

目的に、昭和41年に設立された。

公開講座（年4回）、機関紙発行（年3回）、会員研修

会（年3回）等の諸活動をくり広げ、設立の目的に沿う

ように努力した。

平成18年3月現在、会員館園は129、個人会員は16名

主な役員は次のとおり。

会長…土野　守、副会長…松本五三、青木允夫、下畑五

夫、理事長‥・若宮多門、事務局は岐阜県博物館内にある。

〈主な事業〉

協会監査
岐阜県博物館協会役員会・通常総会
機関紙委員会
第61回会員研修会

東海地区博物館連絡協議会総会
第104回公開講座

第1回協会事業検討委員会
機関紙「岐阜の博物館」第148号発行

第105回公開講座会

第2回協会事業検討委員会
第62回会員研修会

第106回公開講座

第3回協会事業検討委員会
東海三県博物館協会交流研修会
機関紙「岐阜の博物館」第149号発行

第4回協会事業検討委員会
第5回協会事業検討委員会
第107回公開講座

公開講座委員会
第63回会員研修会

会員研修委員会
第2回役員会
臨時総会
機関紙「岐阜の博物館」第150号発行
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2　岐阜県博物館友の会

17度の一般会員数は349名、後援会員は12個人・団体。

昨年度比で一般会員は66名の減、後援会員は1個人・団

体の増であった。高年齢化が進み、退会者が増えている

実状にある。会員の方々には、岐阜県博物館を中心に生

涯学習の場としての期待も大きく、個々の旺盛な知的好

奇心から余暇の充実をはかり、意欲的な活動をされてい

て、岐阜県博物館への側面的な協力もいただいている。

博物館「友の会」は、博物館の教育普及と密接な関わ

りがあり、会員の方の協力が、博物館事業を支援してい

くということに期待がもたれている。そんなわけで、

「友の会」の存在や活動内容について、一般の多くの方

に知ってもらうことが必要であり、内容豊かな活動にも

心がけ推進しているところである。

平成17年度の主な事業、行事は次の通りである。

（1）会議

役員会・総会　5月6日（土）

秋季役員会　10月22日（日）

正・副会長会　3月15日（木）

（2）広報誌の発行

①季刊誌「友の会報」は、83号（6月）、84号（10月）、

85号（2月）の年3回発行する。各ページの写真は

従来の白黒からカラーとする。

②「博物館だより」は、85号（夏季特別展）と86号

（秋季特別展）を各500部発行

（3）図録の発行

夏季特別展、秋季特別展に関わるそれぞれの図録「線

路はつづくよ～岐阜・鉄道のあゆみ～」と「水と大地の

ハーモニー　名水・温泉・名勝へのいざない」を各

1，000部発行する。

（4）図録の販売

今年度発行の図録については、従来どおり、特別展期

間中に館内販売と委託販売とを行う。その他、最近、イ

ンターネットの本館ホームページを開いて掲載の図録を

知り、全国各地の個人から問い合わせと注文が、増えて

きている。

委託による図録販売は、県内で従来の「高山陣屋」、

「飛騨・世界生活文化センター」、「木曽三川公園」，「海

津町歴史民俗資料館」、「（財団）岐阜県広報センター」

「岐阜県世界淡水魚園水族館（アクア・トトぎふ）」、「下

呂発温泉博物館」、「レストハウス　花兆」「百年公園事

務所」の9ヶ所と、県外では東京国立博物館、（財団）

歴史民俗博物館（千葉県佐倉市）の2か所と委託販売契

約を結んでいる。今年度は、名古屋市博物館、仙台市博

物館、本県美濃加茂市文化の森　市民ミュージアムでそ

れぞれ円空に関わる特別展が開催され、期間中、当館友

の会発行の写真集「円空さんとわたし」を委託販売契約

により約750冊販売することができた。このように郷土

に係わる自然系・人文系・社会系等それぞれの分野の資

料が県内は言うに及ばず広く全国にまで出ていって利用

購読されることは、まことにうれしい限りである。

（5）探訪の旅

探訪の旅は、海外探訪並びに国内探訪を実施し、その

概要は次のとおりである。

①海外探訪の旅は、原則として隔年実施であるが、ア

ンケート調査の結果要望が高いということで実施。

行き先は中国雲南省世界遺産見学の旅で麗江・大理・

昆明・石林へ9月26日（月）～10月1日（上）5泊

6日で実施。会員の参加者は18名で会員以外からも

10名ほどの参加者があったようだ。

②国内探訪旅第1回（6月22日）は、京都洛北の旅：

衆光院・大仙院・三千院を探訪。衆光院で一般公開

されていない、国宝「方丈障壁画」を鑑賞。方丈建

築の重要な位置にあり、日本最古といわれる大仙院

の本堂（国宝）の玄関も興味をそそるものがあった。

参加者は85名。

③第2回（11月3日）は、北陸金沢の旅：石川県立美

術館・前田土佐守家資料館・武家屋敷を見学。石川

県立美術館では、なんといっても、まず目をうばわ

れたのが、京焼の祖といわれる野々村仁清の最高傑

作「色絵雉香炉」（国宝）、「色絵雌雄香炉」（重文）

だった。前田土佐守家資料館では、前田家伝世のお

びただしい古文書類が会員をいにしえの加賀藩の世

界へと誘い込んでくれた。参加者はバス1台で46名。

（6）博物館との共催事業の実施　（）内は開催数

企画展関連事業（1），特別行事（2），たのしい博物館

（19），ギャラリー関連事業（2），カルチャー講座（4）

（7）会員入館料の補助

会員の博物館見学者は、4月1日～3月31日の1年間

に、特別展期間中以外の平日で171名、特別展期間中に

は138名（夏季特別展に56名、秋季特別展に82名）、合計

で309名の会員の入館があり、その入館料を助成して

いる。
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Ⅳ　利用案内（平成18年度）

●開　館　時　間　　4月～10月　9時00分～16時30分

11月～3月　9時30分～16時30分

●入　館　料

（入館は16時まで）

区　　　　分 冏ｸ��������ｭ���7ﾘ48�X7�8X�ｲ���5x4�8��

通　　　　常 �<�¥ｩ5x､ｨﾜ9(b�

般 �3#���#c��ｨ冷�600（520）円 冖8����{��

大　学　生 �����鉄��ｨ冷�300（200）円 

小　中　高　生 冖8��{��無　料 

●休　館　日　　・月曜日（月曜日が祝日または振替休日の場合はその翌日）

・年末年始（12月29日～翌年1月3日）

●駐　車　場　　博物館には駐車場がありませんので、百年公園の駐車場をご利用ください。

駐車料金…普通（軽）自動車300円、バス820円

●交　　　　通　　東海北陸自動車道　　関インターから車5分

岐阜バス　岐阜上之保線、八幡線、千疋大平台タウン線　　小屋名バス停下車徒歩15分

自家用車をご利用の場合は、百年公園北口からお入りください。

〒501－3941岐阜県関市小屋名字中洞1989　　TEL（0575）28－3111（代表）FAX（0575）28－3110

URL http：／／www．museum．pref．gifu．jp
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