
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

京都大学総合博物館ニュースレタ
ーNo. 30

京都大学総合博物館

京都大学総合博物館. 京都大学総合博物館ニュースレターNo. 30. 京都
大学総合博物館ニュースレター 2014, 30: 1-8

2014-03-07

http://hdl.handle.net/2433/192948



30
京都大学総合博物館

ニュースレター

March 2014

Newsletter   No. 

国際シンポジウム
National Taiwan University & Kyoto University Symposium 2013 .................. 2

シンポジウム参加記 ............................................................................................... 3

学術交流協定 ............................................................................................................. 3

「ダンヌンツィオに夢中だった頃」展について ........................................... 4

特別展「海を伝える」 ............................................................................................. 5

ロビー展示「もののみかたが変わる瞬間」展 ............................................. 5

特別展　赤十字 150 年展「戦場の「いのち」に寄り添う」................... 5

外国人研究員 ............................................................................................................. 6

研究資源アーカイブ通信 ...................................................................................... 7

総合博物館日誌（平成 25 年 11 月～平成 26 年 2 月） ............................ 8

西田幾多郎京都帝国大学名誉教授色紙（縦 27.2cm ×横 24.2cm）

「ま夏日を／ひるはひねもす／犬ころと／庭のかきねに／たはむれにけり／寸心」
井川徳道氏寄贈。同氏夫人多美子氏が幼少の頃，近所に住む西田名誉教授と散歩を供にした礼に贈られたもの。



2

京都大学March 2014

　京都大学と国立台湾大学との共催による国際シ

ン ポ ジ ウ ム National Taiwan University & Kyoto 

University Symposium 2013 が，2013 年 12 月 19 日，

20 日の二日間にわたって，台北市の台湾大学で開催

されました。

　このシンポジウムでは全部で九つのパラレルセッ

ションが開催され，総合博物館は台湾大学博物館

群との共催で大学博物館に関するシンポジウム

University Museum (1, 2) を行いました。

　19 日午後のセッション University Museum 1 は

台湾大学中央図書館の広い講堂で行われました。京

都大学からの参加は 9 名でしたが，台湾大学 98 名，

台湾の他の大学から 42 名と全体で約 150 名の参加

があり，台湾において大学博物館の存在と活動が大

きく注目されていることがうかがえました。講堂横

にはポスター発表のスペースも設けられ，若手研究

者によるたくさんの発表がありました。

　　京都大学総合博物館と台湾大学博物館群との学

術交流締結式の後，セッション 1 では大学博物館の

役割，大学博物館のコレクションの学術的意義，デ

ジタルアーカイブと大学博物館のネットワークを大

きなテーマに発表が行われました。総合討論でも参

国際シンポジウム

National Taiwan University & Kyoto University Symposium 2013
期間：2013 年 12 月 19 日（木）・20 日（金）

加者からたくさんの積極的な発言があり，大学博物

館の未来と可能性について充実した議論が行われま

した。

　20 日午前には場所を大学博物館群の一つである校

史館に移してセッション University Museum 2 を行

いました。台湾大学の歴史を紹介する校史館の展示

スペースで行われたこの日のセッションでは，大学

博物館の活動に積極的に関わっている学生や，大学

博物館の技術スタッフらによる活動に焦点を当てた

テーマが取り上げられました。学術分野の垣根を越

え，大学の内外に向けた具体的な活動が数多く紹介

され，大学博物館の可能性を実感できる興味深いセッ

ションとなりました。京都大学からは 4 名の若手が

発表しました。

　シンポジウムの前日にあたる 18 日午後には，大野

照文 総合博物館長が楊泮池 台湾大学校長を訪問し，

両大学の博物館が積極的に協力していくことの重要

性について意見交換が行われました。また，2014 年

5 月に台湾大学で開催が予定されている環太平洋大

学協会 (APRU) のシンポジウム University Museum 

Symposium 2014 への協力が要請されました。

（京都大学総合博物館准教授　永益英敏）



3

No. 30総合博物館ニュースレター

学術交流協定
◇ 国立台湾大学博物館群

　京都大学総合博物館は 2013 年 12 月 19 日，国立

台湾大学博物館群と部局間学術交流協定を締結しまし

た。この締結式は，台湾大学で行われた国際シンポ

ジウム National Taiwan University & Kyoto University 

Symposium 2013 のセッション University Museum の

開催に先立って行われ，台湾大学副校長 張慶瑞 教授ら

の立ち会いのもと陳雪華 台湾大学図書館長と大野照文 

京都大学総合博物館長により署名が交わされました。

　台湾大学大学博物館群は，台湾大学が有する様々な

分野の 10 の博物館により構成され，大学図書館との

連携の下に運営されています。この学術交流協定で

は，共同研究，研究者の交流やワークショップの開

催などを通じて，両大学の博物館の協力関係を強化

し，大学博物館の活動のさらなる発展を目指します。

シンポジウム参加記

　私は大野先生や本川先生の「若い学生に海外での発

表の経験の場を与えたい」とのご好意により NTU ×

KU シンポジウムへの参加が決まりました。実際，こ

れが私の海外での初めての発表の場となり，印象に残

る素晴らしい経験となりました。

　初日の大学博物館セッションでは，私は特に NTU

の于宏燦先生の “Museum is GPS” というフレーズが印

象に残りました。この言葉は博物館

の収蔵物によって客観的に過去や現

在の立場や考え方を認識できること

を意味しますが，この Museum とい

う主語は私たちの行動すべてに置き

換えることができると私は思います。

今やるべきことをしっかりと考えて

行動することで，未来にその功績を

つなげることができる。また，未来

には過去の位置を確認しながら，再び自分のすべきこ

とを位置づける。博物館としての意味合いだけでなく，

この概念は非常に大事なことだと感じました。

　2 日目は私たち学生をはじめとする様々な分野から

の発表でした。私は毎週土曜日に京都大学総合博物館

で行われる子ども博物館でヘビの解説をしており，そ

の概要とこの経験を元に私たちがどんなことを考えて

取り組むべきかを自分なりに考えた内容を発表しまし

た。発表後，一人の台湾大学の方がもっと話が聞きた

いと私に話しかけてくださり，そこで自分の発表の成

功を実感しました。また，台湾大学でも去年から子ど

も博物館が始まったとのことで，私たちの取り組みが

広まっていくことを直に感じる

ことができ，嬉しく思いました。

それと同時に，外部の良い部分を

どんどん吸収していこうとする

台湾大学博物館群の方々の熱心

さに刺激を受けました。

　私はこの 2 日間で様々なこと

を考え，行動している人々を知り

ました。これは実際には本当に当

たり前のことなのですが，実感する機会があると素直

に感心し，自分も頑張らなくてはと気が引き締まるも

のです。今回，その一つの機会に誘って頂いた先生方

に感謝すると共に，この経験を無駄にしないよう，努

力を重ねたいと思います。

( 理学研究科修士課程１回生　森山純 )
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「ダンヌンツィオに夢中だった頃」展について
開催期間：平成 26 年 1 月 22 日（水）～  3 月 9 日 （日）　

　イタリアの詩人ダンヌンツィオ（1863-1938）は，

かつて国際的な名声を博していたものの，第二次大戦

後はファシズムの先駆者として忌避された。しかし生

誕 100 周年の 1963 年，彼の「芸術」をテーマとして

開催されたシンポジウムを機に，研究が活発になる。

1985 年には，ようやく彼の「政治」がシンポジウム

のテーマとなり，彼を取り巻いていた過去の歴史も含

めて，冷静に見つめ直され始める。その後，生前と同

じようにメディアを賑わせ，インターネット検索グー

グルの 2013 年の統計によると，イタリアの詩人では

ダンテに次いで最も多くクリックされた。

　2013 年は彼の生誕 150 周年にあたり，150 近いイ

ベントが，イタリアの他，10 に及ぶ国々で行われた。

10 月に東京大学の駒場博物館で始まった本展も，その

一つである。展示は 2 部構成で，まず彼の人生，つい

で日本との関係を紹介する。見どころは何よりも晩年

の家ヴィットリアーレから来た彼の服，靴，インク壺，

初版本，ポスター，ローマ・東京飛行計画地図，自筆

草稿，そして多くの日本人（たとえばニーチェ全集を

訳した生田長江，カルピス社を創業した三島海雲など）

が彼に送ったメッセージである。また，見ごたえがあ

るヴィットリアーレのヴィデオも上映している。その

他に，東京展とは異なり京都展では，京都大学を中心

とする複数の図書館から，彼の国家版全集，諸国語へ

の翻訳，そして日本の文人（たとえば森鴎外，上田敏，

森田草平，平塚雷鳥，三島由紀夫など）との関わりを

伝える書籍，雑誌，新聞を集めた。

　彼の人物像を簡潔に表現することは難しい。詩人，

ジャーナリスト，小説家，デカダン，政治家，ドンファ

ン，劇作家，ダンディー，軍人，カリスマ… これら全

てを一人でこなした。この「比類なき人生」を，今日

の日本人はどのように受け取れば良いのだろうか？ 手

がかりは彼と同時代の詩人である土井晩翠が，ローマ・

東京飛行計画からインスピレーションを受けて書いた

『天馬の道に』（1920 年）の中にあるかもしれない。「大

陸亜細亜欧羅巴，／虚空のうへに隔らず，／千載永く

光栄と／詩歌と平和と文明と／明珠互に相啣み／宝鏡

互に照す時，／天馬の道に南欧の／詩神の寵児生ける

詩を／つらねし勲朽ちざらむ，／人間長く情ありて／

胸の鼓動に英霊を／讃ずる限り朽ちざらむ。」

　 ヴ ィ ッ ト リ ア ー レ の 正 門 に は Io ho quel che ho 

donato（私は贈ったものを持っている）というモットー

が刻み込まれている。このパラドックスは彼の寛大さ

を表現するものだろう。彼が起草した「カルナーロ憲章」

（1920 年）の条文が，それを裏付ける。「十全たる人

間とは，毎日自らの兄弟に新しい贈りものを与えるた

めに，毎日自らの美徳を生み出すことができる者であ

る。」彼が波乱に満ちた人生の中で多くのものを持った

のは，ただそれを贈るためだけだったに違いない。

（京都産業大学助教　内田健一）
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特別展

赤十字 150 年展　「戦場の「いのち」に寄り添う」
開催期間：平成 26 年 1 月 15 日（水）～ 3 月 30 日（日）

特別展

「海を伝える
－理学部に薫る 19 世紀博物学の図書コレクションから－」
開催期間：平成 25 年 12 月 11 日（水）～ 平成 26 年 1 月 12 日（日）

ロビー展示

「もののみかたが変わる瞬間」展
開催期間：平成 25 年 12 月 11 日（水）～ 平成 26 年 1 月 12 日（日）

　理学研究科中央図書室との共催で開催

したこの展覧会の主役は，理学研究科地

球惑星科学専攻地質学鉱物学教室が収集

した貴重書群です。大正 11 年（1922）

の創設以来，地質鉱物学科では，小川琢

治・中村新太郎，槇山次郎ら草創期の教授

をはじめとして，自然科学全般にわたる書

籍・雑誌などを精力的に収集し，そのコレ

クションは，書籍 6 万点，雑誌 1600 タイ

トルを数えるまでになりました。

　世界的にも貴重なこれらのコレクション

は，現在，理学部中央図書室に移管され，

研究・教育に活用されています。しかし，

カビが生えたり，酸性紙であるために劣化

したりして，破損が進んだものも多く，そ

の保全が急務でした。幸い，平成 24 年度

卓越した大学院拠点プログラム予算に

よって，９９冊の修復を実施することが

できました。今回は，修復した書籍の中

から，航海記や貝類図版など，海に関わ

る書籍を選び展示しました。

　各書籍には，図版を拡大したパネルを

添え，書籍の内容をわかりやすく紹介し

ました。また，修復により書籍がどのよ

うによみがえったかを具体的に示すパネ

ルも展示し，理学部中央図書室の地道な

取り組みへの理解の一助としました。

　現在，赤十字国際委員会（ＩＣＲＣ）の

誕生 150 周年を記念した特別展を開催中で

す。

 ＩＣＲＣは，公平で中立，かつ独立した組

織として，武力紛争等によって犠牲を強い

られる人々の生命と尊厳を保護し，必要な

援助を提供することを使命としています。

　今回の展覧会では，150 年間にわたる　

ＩＣＲＣの活動内容を，臨場感ある展示方

法で紹介しています。

　パネル展示された写真からは，戦地での

人びとの苦悩が伝わってきますが，こうし

た厳しい現実だけでなく，人々の生きる力

や強さ，希望を知ってもらい，彼らがより

人間らしい生活を送れるように，私たち一

人ひとりに何ができるかを考えるきっかけ

になることを願います。

　身の回りに多様な気づきがあふれている

ことを伝え，この世界のおもしろさを再発

見してもらいたい。学生の企画・立案によ

る展覧会は，今回で２回目となりました。

　ある瞬間に，何かがわかる。ある時，自

分の中の何かが変わる。国立台湾大学の２

名の学生と，12 人の京都大学の学生とが，

学生生活を送る中で経験したその瞬間を，

各自ポスターにまとめて，総合博物館 1 階

ロビーに展示しました。研究で，教育実習

で，海外旅行でと，その瞬間が訪れる機会

は学生によってさまざまで，会場は，学生

たちのみずみずしい感覚であふれました。

　企画者がポスターの横に立ち，来館者に

その瞬間について語ったり，来館者から寄

せられた気づきの経験を展示場の壁を利用

して展示に組み込むなど，単に，伝えたい

ことを一方的に発信するだけでない工夫も

なされました。

　本展覧会は，大野照文館長が担当する

「教職実践演習」の取り組みの一つでもあ

りました。また，国立台湾大学の学生が

企画に参加するとともに，京都大学の学生

が，台湾大学で開催された国際シンポジ

ウ ム National Taiwan University & Kyoto 

University Symposium 2013 で発表するな

ど，京都大学が進める国際交流にも一役

かった展覧会となりました。
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   Museum and its exhibition activity are mirror of history 
and culture of a community or society. Kyoto University 
Museum is one of the biggest university museums in 
Japan and maybe even in East Asia. The scale and scope 
of the collections in KUM is amazing. More than 2.5 
million objects are collected and well preserved, and the 
most astonishing for me is that half of the objects, mainly 
botanical objects, were from Taiwan. 
  The collections in KUM manifest a sophisticated 
depth and multilayer structure of time frame: from 
paleontological, archeological time to written history, from 
millions of years to recent epoch, and from botanical and 
zoological objects to text and script. As a layman of natural 
history, I could not directly access and use this treasure 
objects to analysis a ‘longue durée’, but visit the exhibition 
in KUM give me fresh stimulation and reflection on what I 
learn before. The “Children Museum” is another innovative 
activity in education and public service we should emulate. 
I admire the free, creative and energetic spirit of KUM, and 
I deeply thank the warm hospitality of all the colleagues 
during my stay.

外国人研究員（客員教授）　招聘期間：平成 25 年 10 月１日～ 平成 26 年１月 10 日

Shao-li Lu （History Professor, National Taiwan University）

Between Library and Museum

  It is a wonderful and pleasure experience for me to stay 

in Kyoto for three months as a foreign researcher in Kyoto 
University Museum. My research topic is concerning about 
the chemical industry and the transformation of everyday 
life before the WWII in the Japanese Empire, especially 
focusing on chemical fertilizer and pesticide in the 
current study. As on the initial stage of the study, the main 
subject of my work is collecting the related works and 
original sources in Kyoto University and other libraries. 
The bountiful and valuable sources collected in the Main 
Library, the library of Faculty of Agriculture, of Institute 
for Research of Humanities, of Faulty of Economics and 
Faculty of Letters are the libraries I frequently visit. In 
addition, the database is very useful as well. 
  Benefit from this free and useful libraries’ collections, 
I wrote a conference paper briefly sketched the history 
of pesticide between Taiwan and Japan. The tentative 
conclusion is that there exists different type of pesticide 
consumption behavior between different agricultural 
sectors and between Japan and Taiwan. Tangerine 
production in Taiwan, for example, was heavily and 
intensively applied the potassium cyanide and hydrocyanic 
acid gas fumigation, which might be a response to the 
quarantine system in Japan proper at that time. But the rice 
production sector tenaciously using manpower, inorganic 
pesticide or mechanical tools to kill insects and prevent 
pest. 
  As the difference between Japan and Taiwan, the 
pesticide industry in Japan developed rapidly between 
1910 and 1940. The social structure of Japan also changes 
dramatically during this period. The agricultural population 
decline while the total population and acreage of arable 
land grew rapidly, accompany with the increasing demand 
of foodstuff.  This structural change impelled the Japanese 
farmer to adopt a more time- and labor-saving process in 
their production. Mechanical and chemical method became 
the convenient solution and the impact was an increasing 
demand on pesticide innovation and application of various 
herbicide in Japan is an obvious evidence of this time-
saving farming activities.  At the same time, Taiwan was 
forced by the Japanese to adopt variety improvement in 
various kind of plant for the purpose of increasing the 
productivity.   Although pesticides were applied in the  

main sector of agricultural product, such as rice, sugarcane, 
tea, and orange, weeding control, one of the most 
important farming processes, was still in human labor, 
not herbicide. Although the total population of Taiwan 
increase three times during the fifty years of colonization, 
the urbanization and industrialization was still in an 
initial stage. Time and labor saving process might not be 
the urgent means in agriculture production. This might 
be another reason that Taiwan appeared different type of 
pesticide consumption in comparison with their Japanese 
counterpart.
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平成 25 年 12 月 24 日～

工学研究科吉田建築系図書室

所蔵関東大震災関係 35mm

映画フィルム（ナイトレート）

調査（複製等緊急対応）。

平成 25 年 12 月 19 日・20 日

国立台湾大学・京都大学合
同シンポジウム博物館セッ
ション「ミクロ的焦点とパ
ノラマ的視点：博物館は万
華鏡」にて「学認」対応の
京都大学デジタルアーカイ
ブシステムを紹介。

平成 25 年 5 月 15 日

河合雅雄京都大学名誉教授イ
ンタビュー研究会（聞き手：
山極壽一教授，大野照文総合
博物館長，於・兵庫県森林動
物研究センター）。 

京都 SKY センター SKY イベ
ント企画での映像ステーション見学。

研究資源アーカイブ通信
　京都大学研究資源アーカイブは，京都大学の教育研究の証拠となる資料（研究資源，一次資料）を保存し，今後の
教育研究に活用していくための大学全体の活動です。総合博物館は，この活動の運営責任部局となっています。研究
資源アーカイブは，連携部局の学術情報メディアセンター，支援機構の情報環境機構をはじめ，各部局等，学内外の
京都大学関係者からの協力により支えられ，進められています。
　この欄では，研究資源アーカイブの活動のようすの一部を，お伝えします。

平成 25 年 7 月 6 日

菅野育子愛知淑徳大学教授
および同ゼミ生の研究資源
アーカイブ・映像ステーショ
ン体験。

平成 25 年 7 月 24 日

京都 SKY センター SKY イ
ベント企画・映像ステーション見学（第 2 回）。

平成 25 年 11 月 14 日

全国歴史資料保存利用機関連

絡協議会全国 ( 東京 ) 大会・

研修会（会場：学習院大学，

視察：東京都公文書館・板橋

区公文書館）への参加。

平成 25 年 12 月 3 日

京都大学デジタルアーカイブシステムのための愛称お
よびビジュアルデザイン審査。

平成 26 年 1 月 16 日

総合博物館研究資源アーカイブ専門委員会（第 11 回）

開催。

平成 26 年 2 月 3 日

（全学）研究資源アーカイブ運営委員会（第 7 回）開催。

平成 26 年 2 月 4 日

京都大学デジタルアーカイブシステムのための愛称お

よびビジュアルデザイン採択作品授賞式。

平成 25 年 12 月 21 日

京都大学アカデミックデイ 2013 へ研究資源アーカイ

ブ資料画像紹介を出展。

平成 26 年 1 月 21 日

新 潟 大 学 人 文 学 部 地 域 映 像

アーカイブへ二次利用関係（規

程，運用等）調査。

平成 26 年 1 月 27 日

（全学）研究資源アーカイブ運

営委員会専門委員会（第 3 回）開催。

平成 26 年 1 月 29 日

医学部記念講堂・歴史資料館へ協力（医学研究科附

属総合解剖センター資料のうち藤浪鑑名誉教授関係

資料を貸出）。

（総合博物館講師　五島敏芳）
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展示
実施日 名称

平成 25 年 7 月 31 日（水）～ 12 月 1 日（日） 企画展　「海」

平成 25 年 10 月 30 日（水）～ 12 月 1 日（日） 特別展　「黙より出でて黙に帰す—西田幾多郎遺墨展—」

平成 25 年 10 月 26 日（土）～ 11 月 3 日（日） 企画展関連期間限定映像展示「クジラがやってくる !?」　

平成 25年 12月 11日（水）～平成 26年 1月 12日（日）特別展「海を伝える－理学部に薫る 19 世紀博物学の図書コレクションから－」

平成 25年 12月 11日（水）～平成 26年 1月 12日（日）ロビー展示「もののみかたが変わる瞬間」

平成 26 年 1 月 15 日（水）～ 3 月 30 日（日） 特別展　赤十字 150 年展　「戦場の「いのち」に寄り添う」

平成 26 年 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）」

＜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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　
会場：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）

入館者数
　9,730 名　（うち特別観覧　57 団体，2,339 人）

イベント
実施日 名称と講演者

平成 25 年 11 月 2 日（土） 特別展関連講演会「西田幾多郎の書」藤田正勝（総合生存学館・教授）

平成 25 年 11 月 17 日（月） 企画展関連ワークショップ「スナメリってなに？～いろんな動物の骨と比べてみよう～」丸山啓志
（理学研究科・博士後期課程）

平成 26 年 1 月 18 日（土） 「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～」はるる（ヤッサン一座の紙芝居）

平成 26 年１月 25 日（土） 第 13 回アストロトーク　　
講演「超新星爆発の目撃者たち」作花一志（京都情報大学院・大学教授）
４次元宇宙シアター「銀河間を飛んで宇宙遊泳を楽しもう！」茶木恵子（子供たちに星空を観せる会）

平成 26 年 1 月 26 日（日） 特別展関連講演会
「生ける石の書、ヴィットリアーレ」ｼﾞｮﾙﾀﾞｰﾉ ･ ﾌﾞﾙｰﾉ ･ ｸﾞｴｯﾘ（ｳﾞｨｯﾄﾘｱｰﾚ財団長）
「ダンヌンツィオ －人生・テクスト・世界」村松真理子（東京大学准教授）

博物館セミナー
実施日 テーマと講演者

平成 25 年 11 月 8 日（金）　第 57 回 「西田幾多郎の墨跡について」藤田正勝（総合生存学館・教授）

平成 26 年 1 月 23 日（土）　第 58 回 「インドネシア華人を追いかけて」北村由美（附属図書館研究開発室・准教授）

レクチャーシリーズ
実施日 テーマと講演者
平成 25 年 11 月 16 日（土）　no.119 「化石・岩石に地質時代の海をみる」松岡廣繁（理学部地質鉱物学教室・助教）・高谷真樹（理学

部地質鉱物学教室・技術職員）・堤　久雄（理学部地質鉱物学教室・技術職員）




