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益軒さんと方道さん
平成 26年度特別展「学ぶ楽しみを多くの人に ― 益軒と京書肆柳枝軒」

開催期間：2014 年 7 月 30 日（水）
〜 8 月 24 日（日）

　1708年、79翁貝原益軒は『大和俗訓』のまえがき

で語る。「漢字をしらざる人の為に」「今の俗語」で書

いた……識者の笑い草になるかとも思ったが「わが志

たるすぢ」もあってそうした、と。自号「損軒」を「益

軒」に改め、版の文字も大きくした。楽しみは独り占

めせず世に施せば、万物を生かす「太和の元気」を体

感する至楽に高まると後に語るとおり、85歳で亡くな

るまで、ひらがな交じり本の原稿を工夫しつつ日々を

生きた。

　じつは翁と「志」をともにする出版人が京の六角御

幸町西入ルにいた。茨城（茨木、小川）多左衛門方道。

書肆柳枝軒の二代目。益軒とは親子ほどの年齢差。「先

生」に和語の原稿ありと知っては喜び、「天下之至楽」

を広めようとつとめた。ふたりの本作りの楽しみの余

韻は、後々まで絶えない。

　たとえば、益軒が自分で彫って方道に与えたという

温顔の小像をめぐる祭祀の歴史。柳枝軒は 1906年に東

京に本拠を移し、1913年の益軒二百回忌法要は、下谷

の廣徳寺で、この像の前に営まれた。関東大震災の火

焔をかろうじてのがれたこの像は、いまも世田谷の小

川家で「益軒先生」と呼ばれ、朝夕の献茶が途絶えない。

　また、「年回早繰簿」と題する柳枝軒の過

去帳にしたがっての法事の連なりも。そこ

には「恩人」の命日、回忌年も詳細に並ぶ。

なかでも、平易な文体で寺院の虚飾に警鐘

を鳴らした「面山方大和尚」（曹洞宗中興、

瑞方面山）や「貝原益軒先生」を偲ぶ、そ

れぞれ 100回忌、150回忌といった行事年

の書き留めが「志」の持続を伝える。

　この夏、上記の題を掲げての展覧会が当

館で開かれる。思えば、ことの始まりは、

４半世紀前の本学人文科学研究所の共同研

究班「貝原益軒とその時代」であった。小

川家のご縁をいただいたのは、高倉五条下ﾙ

の宗仙寺の柳枝軒墓域を訪れた私が、そこで営まれて

いた法要に出会ってのこと。95年暮れに研究班の報告

書を出版した際には、「益軒先生」の写真を表紙カバー

に使わせていただいた。損軒と号した時代の狩野派の

肖像画では、方道と共に「至楽」を生きた翁には不似

合いなので。

　それから 10年あまり後、柳枝軒ゆかりの文物の京都

への〝里がえり〟の相談が小川家当代の三郎氏からあっ

た。同氏は、2008年夏に当博物館を訪問されている。

その後 2012年暮れ、当館への寄託ないし寄贈の意を固

められ、合わせて「2013年の益軒三百回忌」を記念す

る催しができればとの希望を伝えてこられた。諸般の

事情で、本展は 14年夏になったけれども、13年夏には、

毎年英国で開催される、民俗学者故カルメン・ブラッ

カー博士記念講演会で、横山が「益軒先生」像をスク

リーンに写して講演した。内容は、前近代日本の文明

化を支えた人びとには、ピクニック好き、施し好きが

多く、益軒『楽訓』はそれらの人びとと共にあった、と。

「エッケンセンセイの顔がよかった」との声がいまも届

く。声の主は老若男女や国籍を問わない。

（京都大学名誉教授／滋賀大学理事　横山俊夫）

2013 年 7 月 18 日、Norwich Cathedral Hostry にて
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明月記と最新宇宙像
—千年を越えて羽ばたく宇宙地球球科学者たち

開催期間：2014 年 9 月 3 日（水） 
〜 10 月 19 日（日）

藤原定家の残した日記「明月記」の中には、安倍晴

明の子孫の観測した超新星（客星）の記録 3 件が記載

され、20 世紀前半の世界の天文学の発展に大きな貢献

をしました。本特別展では、明月記の中の超新星の記

録が、いかにして世界に知られるようになったか、最

近明らかになった興味深い歴史と、京大の宇宙地球科

学者たちとのつながり、さらに関連する最新宇宙研究

について解説します。

20世紀初頭、おうし座の「かに星雲」が秒速 1000 

kmもの高速で膨張していることがわかりました。大き

さから逆算すると 1000年ほど前に、星の大爆発が起き

たらしい。ところが、1000年前ころのヨーロッパの文

献をいくら探しても、星の大爆発らしき記述が見つか

らず、かに星雲の正体は謎につつまれていました。そ

のような頃（1934年）、神戸在住のアマチュア天文家、

射場保昭は、「藤原定家の明月記には、『おうし座のあ

たりで、1054年に木星くらいの明るさの「客星」が出

現した』、という記録がある」ということを、英語で欧

米の天文学者に知らせたのです。それがきっかけにな

り、かに星雲は星の進化の最期の大爆発である「超新

星」の残骸であることが確立しました。これは天文学

の歴史の上で、きわめて重要な出来事でした。何しろ

超新星のときに宇宙空間に放出された窒素や酸素など

の元素が元になって、地球や生命が誕生したのですか

ら、その重要性がわかるというものです。明月記には、

これ以外にも 1006年と 1181年の超新星の記録が残さ

れており、一つの文献で 3つも超新星の記録が書かれ

ているのは、世界最多です。（そのうちの一つ、1006

年の超新星の残骸は、千年後の 2006年に小山勝二京大

教授らによるＸ線観測で、その正体が明らかにされま

した。）

この歴史で重要な役割を果たした射場保昭の正体が

長らく不明だったのですが、2012年に大きな進展があ

りました。まず 2010年に、京大名誉教授の竹本修三博

士（地球物理学）が、「明月記の客星出現の記録を海外

に紹介した日本人－射場保昭氏について」という解説

記事を書かれ、それを HPで公開されました。射場氏

の生没年や職業は謎である、とのコメントつきで。そ

したら、2012年 5月に、「私は射場保昭の次男です」

というメールが竹本先生に届いたのです。このように

して、ついに謎のアマチュア天文家・射場保昭の生没

射場保昭

かに星雲

山本一清
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年（1894～ 1957）、職業（肥料輸入商）や顔写真が明

らかになりました。しかも、興味深いことに、射場保

昭は、京大花山天文台の初代台長である山本一清（1889

～ 1959）とも親交があり、山本の影響を受けていたこ

とが、山本天文台アーカイブの解析から冨田良雄さん

によって明らかにされたのです。山本は、日本人で最

初の国際天文学連合の委員会の委員長として国際的に

活躍するだけでなく、多くのアマチュア天文家を育て

たことで知られています。そのため花山天文台は「ア

マチュア天文学の聖地」と呼ばれることもあります。

そのアマチュア天文家育成の結果として、明月記の記

録が世界に知られるようになり、最先端の天文学の発

展に貢献したとも言えます。何とおもしろいめぐり合

わせでしょうか。

実はこの時代（20世紀初頭）は、京大宇宙地球科学

の黎明期、勃興期でした。東大で物理学を修めた新城

新蔵は 1900年に京大に移って宇宙物理学科（1920年）

の祖となり、花山天文台を作りました（1929年）。新

城はのち 8代京大総長を務め、時計台の東に銅像があ

ります。山本一清は新城の最初の弟子でした。同じこ

ろに東大から京大に移った志田順は地球潮汐で世界的

成果（志田数の発見）をあげ、地球物理学科を開きま

した（1921年）。また志田の弟子の松山基範は地磁気

の逆転の証拠を世界で最初に発見し、地質学鉱物学科

のパイオニアとなりました。新城と志田は東大時代田

中館愛橘の指導を受け、田中館は日本最初の物理学教

授、山川健次郎（のちに東大・京大・九大の総長も務

めた）の弟子でした。ちなみに山川健次郎は会津出身

で白虎隊の生き残りです。大河ドラマ「八重の桜」に

は何度も登場しました。新城も会津出身で、新島八重、

山川健次郎と一緒に写った集会記念写真（1928年）が

残されています。京大の宇宙物理学、地球物理学、地

質学鉱物学の研究者の多くは元をたどると山川健次郎

に行き着きます。実は日本の物理学者の多くも、山川

健次郎の系譜に連なることがわかりました。湯川・朝

永両博士も山川健次郎の曾孫弟子に相当します。戦後

の 1957年、コロナ観測所を建設するために、大学院生

のときに単身ペルーに渡り、半世紀の苦難の末、ペルー

天文学の父となった石塚睦博士は、新城新蔵の孫弟子

（つまり山川健次郎の曾々孫弟子）になります。

今回の京大総合博物館での特別展は、こういう京大

のユニークな宇宙地球科学研究の歴史を明月記ととも

に展示し、超新星や天体爆発現象に関連した最新宇宙

像を紹介します。ご期待ください。

（理学研究科附属天文台長　柴田一成）

石塚睦氏

新城新蔵

3.8m 新技術望遠鏡
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施設見学（総合博物館）

シンポジウムでの集合写真

大野館長の挨拶

台湾大学アレックス・ホン・
セン・ユー教授の講演

本川准教授による趣旨説明

シンポジウム全景

2014年 2月 27日（木）に京都大学泉殿において

「SPIRITS大学博物館・東アジアシンポジウム」を開催

しました。本シンポジウムは平成 25年度から総合博物

館が主体となって取り組んでいる研究プログラム「ア

ジアの標本・人・情報をつないで京大が創生する国際

博物館科学（「京都大学『知の越境』融合チーム研究プ

ログラム」代表：大野照文）」のキックオフミーティン

グとして開催し、ソウル国立大学、国立台湾大学と京

都大学から 6名が発表をおこないました。大野照文館

長からシンポジウム開催の挨拶と「大学博物館がつく

る大学の未来」と題した基調講演がおこなわれました。

大野館長は、大学博物館の役割と大学博物館のネット

ワークづくりの重要性について総合博物館での実践例

を交えながら熱心に講演をされました。本川雅治准教

授から本研究プロジェクトの趣旨説明がおこなわれま

した。アレックス・ホン・セン・ユー台湾大学動物学

研究所教授、イ・センボクソウル大学博物館長には、

各大学博物館の概要について紹介をしていただきまし

た。木村順平ソウル大学獣医学部教授には、ソウル大

学自然史博物館準備委員会で自然史博物館の開館に向

けて尽力されていることについての発表をしていただ

きました。中川からは、2014年 2月 11日にプレオー

プンをした京都大学医学部資料館の紹介をおこないま

した。ディスカッションでは、大学博物館に共通する

問題点や各大学博物館のおかれている状況の違いなど

から生じる悩み、また、大学博物館がおこなう教育普

及活動について等、各大学博物館の取り組みに対する

積極的な意見交換がおこなわれました。

翌 28日には、研究資源アーカイブ映像ステーショ

ン、医学部資料館と総合博物館の見学と 2014年 10月

28-29日に開催する「挑戦するアジアの大学博物館」

SPIRITSシンポジウム（主催：総合博物館）について

の意見交換をおこないました。

参加者がより一層の親睦を深めることができ、また、

大学博物館の役割と未来について見つめ直す大変有意

義な 2日間になりました。 （総合博物館特定研究員　中川千種）

国際シンポジウム

SPIRITS 大学博物館・東アジアシンポジウム 
SPIRITS Symposium on East Asian University Museum

開催日：2014 年 2 月 27 日（木）
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国際シンポジウム

APRU Research Symposium on UNIVERSITY 
MUSEUMS 2014

開催期間：2014 年 5 月 20 日（火）〜 23 日（金）

2014年 5月 20日から 23日にかけて、国立台湾大

学において環太平洋大学協会 大学博物館シンポジウム

がおこなわれた。

このシンポジウムは、「学術標本とその活用・研究に

関する情報を環太平洋地域の大学博物館で共有し、そ

の発展に向けた情報交換のネットワークを構築するこ

と」を目的として京都大学総合博物館で 2012年 9月

に開催されたことを契機としている。

その第 2回である本シンポジウムのテーマは

「Reshaping Outreach Services of University Museums 

through Innovation and Partnership」であった。昨今、

アウトリーチ活動はあらゆる場で重要となってきてい

るが、本テーマでは、それをアウトリーチサービスと

表現している点に、どのようなシンポジウムとなるの

か非常に興味をもって参加した。

総合博物館からは、大野照文館長をはじめ 7人が参

加し、大学別参加人数ではもっとも多かった。なお参

加者全員が発表し、その内訳は講演 1本、口頭発表 1本、

ポスター発表 5本である。

プログラムは 21日と 22日の二日間にわたり発表の

セッションが設定され魅力的な発表が多数あったが、

とくにカナダ、ブリティッシュコロンビア大学の the 

Beaty Biodiversity Museumで Outreach Managerとし

て勤める Jackie Chambers氏の口頭発表が印象的だっ

た。2010年に開館した新しい大学博物館で、大学生・

大学院生ボランティアが中心となってアウトリーチ活

動をしているそうだ。とくに興味深かったのは小学

校教師と大学生・大学院生がペアとなり授業を進める

「Teacher-Scientist Partnership」であった。両者が協力

して学童、PTAによりよい学習環境を提供し、教師陣

は貴重な教育学的な成果を得られる。そして、結果的

に地域と大学のつながりをうながす良いプログラムだ

と感心した。大学博物館の、まさに Outreach Services

といえよう。大学が立地するローカル地域とのむすび

つきを大切に考えることは維持・発展していくために

重要不可欠である。

シンポジウムでは、各日の終わりに議論の時間が設

定されていた。議題は大学博物館の必要性をどう主張

するか、大学博物館の人材をどう確保、維持するかに

関連するものが多かった。少なくとも環太平洋地域の

大学博物館における課題は共通するようである。大学

博物館がいわゆるハコモノとしてではなく、人材を中

心に据えた活動の場としてどうあるべきか。考えさせ

られるシンポジウムであった。

（総合博物館博物館研究員　妹尾裕介）
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アジア脊椎動物種多様性研究拠点形成事業が開始
　日本学術振興会の研究拠点形成事業（B．アジア・

アフリカ学術基盤形成型）として、総合博物館を拠点

機関とする３年間のプロジェクト「アジア脊椎動物種

多様性の研究者・標本・情報一体型ネットワーク拠点」

が平成 26年度より開始されました。中国、韓国、ベト

ナム、タイ、マレーシア、インドネシア各国の拠点機

関と共同して、研究者、標本、情報が一体となったネッ

トワーク形成を目指し、共同研究、国際シンポジウム

開催、若手研究者の育成などを進めていく予定です。

http://www.museum.kyoto-u.ac.jp/acore/indexj.html

（総合博物館准教授　本川雅治）

分野間合同研究発表会
開催日：2014 年 5 月 30 日（金）

　融合チーム研究プログラム—SPIRITS—の一環とし

て分野間合同研究発表会が行われた。この研究プログ

ラムは国境や分野を超えた研究を目指すものであり、

本研究発表会は京都大学総合博物館の構成スタッフの

間の分野間交流を目的として企画された。

　京都大学総合博物館は文化史系と自然史系で建物が

分かれているため、日ごろから互いの話を聞く機会は

少なく、誰がどのような研究を行っているのか把握で

きていない状態であった。自然史系の学生は全員が共

同研究室で過ごしているため日常的に交流があるもの

の、詳しく研究の話を聞く機会や指導教員以外の教員

と話をすることは稀である。異なる研究分野に従事す

る者同士が独立するのではなく積極的に研究交流を図

ることで、新たな視点の着想や、自分の研究を客観的

に見直すきっかけになると考えられ、本研究発表会は

各々が独立しがちな現状を見直す絶好の機会として期

待された。

　当日は京都大学総合博物館で研究活動に従事する教

職員・学生合わせて約 25名が参加した。1人につき約

15分、簡単な自己紹介のあと各々の研究内容について

紹介し、質疑応答という流れで進行した。発表スライ

ドには英語が併記されたが、異分野の相手にわかりや

すく研究内容を伝えるという当初の目的のため発表自

体は日本語で行われた。

　「色々な分野の話を一度に聞けて楽しかった」といっ

た声を多く耳にし、目的にあった会になったと感じた。

一方で、異分野の人にわかりやすく伝えるという、博

物館に関わる人間には重要なスキルを学ぶ場にもなっ

た。

（理学研究科大学院生　谷戸崇，大崩貴之， 

総合博物館博物館研究員　妹尾裕介）
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 I came to Kyoto, as visiting professor for three 
and a half months from March to mid June 2014, under 
the framework "Study on biodiversity and conservation of 
terrestrial vertebrates". I really took advantage of this visit 
to know and learn much more about the nature of Japan and 
the various activities related to biology and ecology and 
especially the role of the institution like Kyoto University 
Museum in the development and sharing of information and 
knowledge on these different objects that nature (biological 
collections) has left us.

 I have entertained contacts and discussions with 
colleagues researchers and their students, and visited specific 
natural places in Japan, among others, the island of Amami 
in the southern part of Japan, which certainly has specificities 
other than found in Madagascar my country, in the structures 
of the habitats, for example, and the species that make up 
the animal biodiversity richness of this small island. As 
mammalogist, I would have liked to see in particular the 
famous little black rabbit endemic to this island (the "Amami 
-no- kurousagi"), but unfortunately the cold winter weather 
did not well prompted them to leave their burrow. But we 
know that this species is endangered in this island because 
of its isolation, and the predation pressure by the introduced 
small Indian civet. However, a conservation program of the 
rich biodiversity of this island is now settled properly by the 
authorities.

 I was particularly interested by the fact that the 
Kyoto University Museum, as a museum does not remain 
just a place of storage and exhibition of collections, but 

active with dynamism connecting the existence of these 
objects through research, collaborations, and exchanges 
of information in taking into account information that is 
acquired on each sample. Everyone must benefit starting with 
the students who will be inspired to reviving their enthusiasm 
at every scientific discipline. It will be the modern conception 
of a university museum.

 From that perspective, I benefited workshops, 
symposia and seminars that took place during the time at the 
Kyoto University Museum and during which I could give 
some presentations regarding the biology and ecology for 
wildlife conservation in Madagascar. This is the main area of 
my present occupation.

 During this stay I could also take the opportunity 
to refine the drafting of two proposals for publications on 
my research work, supported by colleague researchers on 
site with whom I have worked for a long time, but especially 
due to the ease of access for the consultation of the relevant 
scientific literatures provided by Kyoto University.

 In addition, I could also look back, a while, my 
redactions for a guide that I am writing about the realization 
of field works for the conservation of wildlife in Madagascar; 
a little book that I started since decades but I could not finish 
properly.

外国人研究員（客員准教授）2014年 3月 1日～ 6月 15日

Felix Rakotondraparany ( Université d'Antananarivo, Madagascar )

Report for Journal of Kyoto University Museum
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No. 31総合博物館ニュースレター

　ユネスコ無形文化遺産に登録された

“ 和食 ”。その中心にある京料理を科学

するのが今回の特別展です。展示会場

には、天井からいろいろな種類の昆布

がぶら下げされ、昆布の薫りの漂う海

の中の雰囲気となりました。

　展示前半の「海のめぐみ」では、出

汁のもととなる昆布とかつお節が辿る

道のりとそれらのおいしさの裏側にあ

る科学を、科学する料理研究家・サリー

さんの協力により解説し、普段なかな

か目にすることのないかつお節をはじ

めとした様々な節（福島鰹 ㈱ 提供）や、

長年蔵の中で熟成された貴重な蔵囲い

昆布（㈱ 奥井海生堂提供）を展示しま

した。

　後半の「内陸の京で磨く」では、京

都大学の研究室を中心とした研究者と

京都の老舗料亭の料理人たちが協力し

新たな京料理の形を探ってきた日本料

理ラボラトリー研究会が、その研究成

果の一部を展示し、京料理の奥深さを

感じる内容となりました。

　今回の展示は、私たちの生活を支え

ている “ 和食 ” のベースとなる出汁に

ついて知り、同時に “ 和食 ” が科学と

いう分野と融合し発展しつづけている

ことを知っていただく機会となりまし

た。

特別展

「海のめぐみ－内陸の京で磨く－」
開催期間：2014 年 6 月 4 日（水）〜 6 月 29 日（日）

総合博物館日誌（平成 26年 2月～ 6月）

展示

実施日 名称

1月 15日（水）～ 3月 30日（日） 特別展　戦場の「いのち」に寄り添う「赤十字 150年展」

1月 22日（水）～ 3月 9日（日） 特別展　生誕 150周年記念展　ダンヌンツィオに夢中だった頃 －カブリエーレ・ダンヌン
ツィオ（1863-1938）

　2月 1日（土） 関連企画
連続セミナー１「ダンヌンツィオをめぐって －京大人文研・第一次大戦研究班
による連続セミナーと映画上映」　「ダンヌンツィオの時代 －戦争と芸術家」　
岡田暁生（人文科学研究所・教授）

　2月 8日（土） 関連企画
連続セミナー２　「ダンヌンツィオをめぐって －京大人文研・第一次大戦研究
班による連続セミナーと映画上映」　「ダンヌンツィオと第一次世界大戦期のイ
タリア無声映画」　「カビリア」上映　小川佐和子（人文科学研究所・助教）

　2月 9日（日） 関連企画 イタリア語による朗読　「はじめて読むダンヌンツィオ」　朗読：エドアルド・
ペドイャ　解説：内田健一（京都産業大学・助教）

　2月 15日（土） 関連企画
連続セミナー３　「ダンヌンツィオをめぐって －京大人文研・第一次大戦研究
班による連続セミナーと映画上映」　「ダンヌンツィオとフランス －世紀末から
モダニズムへ－」　久保昭博（関西学院大学・准教授）

　2月 23日（日） 関連企画 ミニレクチャー　「京都、フィレンツェ、ダンヌンツィオ」　渋江陽子、星野　
倫、吉田　勉、國司航佑　（京都大学）

　3月 1日（土） 関連企画 講演　「ダンヌンツィオと日本近代文学 －『新しい男』を目指して」　講師：
平石典子（筑波大学・准教授）　コメンテーター：浅野　洋（近畿大学・名誉教授）

　3月８日（土） 関連企画 講演　「ダンヌンツィオの国へ－大正教養世代のイタリア旅行」　講師：末永
航（広島女学院大学・教授）　コメンテーター：真鍋正宏（同志社大学・教授）

2月 2日（土）・16日（日）・22日（土）・ 
3月 2日（日）・9日（日） 関連企画 （5回）ギャラリートーク　研究者による展示の解説

3月 22日（土）～ 3月 30日（日） ロビー展示 
　科学と芸術の交差展－サイエンティストとアーティストのペアによる絵画展－

6月 4日（水）～ 6月 29日（日） 特別展　海のめぐみ－内陸の京で磨く－

6月 7日（土） 関連企画 講演「挑戦する料理人たち」山崎英恵 (龍谷大学准教授・日本料理ラボラトリー会長） 
体験「出汁を味わう」髙橋義弘（瓢亭）下口秀樹（平等院表参道 竹林）吉田修久（修伯）

6月 14日（土） 関連企画
講演「京都の出汁のおいしさ」　伏木　亨（農学研究科・教授） 
体験「出汁を味わう」　栗栖正博（たん熊北店）中村元計（一子相伝なかむら）
高橋拓児（京料理木乃婦）

6月 21日（土） 関連企画
講演「和食 無形文化遺産登録への道のり」　村田吉弘（菊乃井） 
体験「出汁を味わう」　佐竹洋治（竹茂楼）才木充（直心房才気）宗川裕志（京
都調理師専門学校）
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レクチャーシリーズ

実施日 内容・テーマ 講演者

2月 15日（土） no.120 身近なトカゲの世界 小泉有希（理学研究科・博士課程）

3月 8日（土） no.121 多面体を編んで作ろう 塚本靖之（人間・環境学研究科・博士課程）

4月 12日（土） no.122 江戸時代、名所の誕生と書物文化 鍛治宏介（京都学園大学）

5月 10日（土） no.123 江戸のパスポート　旅の不安はどう解消されたか 柴田　純（元京都女子大教授）

5月 17日（土） no.124 顕微鏡を使って宇宙を覗いてみよう 伊藤正一（理学研究科・准教授）

5月 18日（日） no.125 古生物の多様な形に見られるいろいろな規則性 生形貴男（理学研究科・准教授）

6月 14日（土） no.126 のぞいてみましょう　江戸とイギリス 阿部美香（同志社大学・非常勤講師）

博物館セミナー

実施日 内容・テーマ 講演者

2月 14日（金） 第 59回 ABS国内措置の影響－特に分類学・博物館に関連して 中野隆文（理学研究科・学振 PD）

3月 4日（火） 第 60回
Understanding threats to biodiverstiy, their 
impllication to conservational issues; the case of 
Madagascar

Felix Rakotondraparany（総合博物館・客員准教授、［マ
ダガスカル］アンタナナリボ大学・准教授）

4月 11日（金） 第 61回 日本と西欧の庭園デザイン 今西純一（地球環境学堂、農学研究科・助教）

5月 9日（金） 第 62回 On science,scientific thinking and science education Hejcik Pavel（総合博物館）

6月 12日（木） 第 63回 大学とデータベースサービス 戸田健太郎（大阪学院大学非常勤講師、近畿大学非常勤講師）

入館者数
　15,775名　（うち特別観覧　81団体、5,082名）

イベント

実施日 名称

2月 27日（木） シンポジウム　SPIRITS　大学博物館・東アジアシンポジウム

3月 15日（土）
京都千年天文学街道・第 14回アストロトーク 
講演「火星～赤い砂漠の名所めぐり」　作花一志（京都情報大学院大学・教授）　 
４次元宇宙シアター「３Ｄで見る宇宙のすがた～火星のおはなし～」　青木成一郎（花山天文台）

3月 29日（土） 子ども博物館　ヤッサン一座のパッキ紙芝居～４コマ紙芝居もつくれるよ～　ヤッサン一座の紙芝居・担
当：こはる

4月 27・30日・5月 1・2・3・
4・10・11・24・25・31日 ランビルの吊り橋を歩こう !!

5月 6日（火） 青空子ども博物館 in 円山

5月 17日（土）・18日（日） 2014地質の日記念企画展　大地は語る～地球に色を塗る～　理学研究科地質鉱物学教室

5月 24日（土） 京都千年天文学街道・第 15回アストロトーク　講演「宇宙の中の地球」北井礼三郎（花山天文台） 
４次元宇宙シアター「３Ｄで見る宇宙のすがた～太陽のおはなし～」　青木成一郎（花山天文台）

6月 5日（木） 講演・座談会「学術資料・学術活動の映像記録とその活用－メディアの発展を踏まえて－」　飯田卓（国
立民族博物館准教授）・澤田芳郎（小樽商科大学教授）

6月 28日（土） 関連企画　講演「うま味・活かす」　サリー（科学する料理研究家）

＜他会場での展示＞

「驚異の部屋」 －京都大学ヴァージョン」東京展（東京大学総合研究博物館との共催展示）
（インターメディアテク［JPタワー 2階・3階］，平成 25年 11月 1日［金］～平成 26年 5月 25日［日］）




