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２７年度これまでを振り返って
館長：岸

今年度最後の企画展「化石－太古の不
思議な生き物たち－」の準備に勤しんで
いる時期での振り返りになりますが、こ
れまで「凧」、「土偶」、「蝶と蛾」、「昭和
の暮らしを彩るさまざまな文物」を対象
とした展示会を行いました。そして、ご
覧いただいた方々のアンケートからさま
ざまなことを学び、改善に活かそうと努
めてまいりました。残念ながら全てに対
応することはできていません。
展示の説明文にルビを付けたり、３Ｄ
プリンタによる複製に触れる展示コーナ
ーを導入したり、また、一部のパネルを
更新する際に写真を増やしたり、額を県
産木材のものに変更したりしてきまし
た。
今年度から東北芸術工科大学に加え、
山形大学の学生に資料整理や展示のボラ
ンティア支援をいただいています。若い
感性による本館資料の活用につながれば
幸いと思っています。
また、県立博物館に寄贈・寄託いただ
いた資料を適宜展示しました。私たちは

善一

そうした文物の背景にある「思い」を大
切にしなければならないと考えていま
す。
おかげさまで、3 月 8 日に博物館利用者
数も 5 万人台を突破しましたが、2 月 20
日付山形新聞「美術館・博物館訪問もゼ
ロ」という記事で、20 歳以上の県民 1773
人のアンケート結果「0 回」48.5％が報じ
られています。無回答 27.1％という数字
も気になりますが、県としての取組みだ
けでなく、本館としての取組みも継続工
夫していかねばならないと改めて思いま
した。
文化財の概念も広くなっていますが、
博物館は「モノ」を展示して来館者を迎
えるところです。現存の収蔵資料の整理、
調査を進め、県民の皆さまに興味関心を
持っていただける企画展示を行なってい
きます。
今後も、皆さまのご意見を活かし、
「お
もしろく、ためになる博物館」をめざし
ていきますので、ご支援よろしくお願い
します。

企画展の展示報告
共同企画展「私たちのたからもの」 －モノから振り返る昭和のくらし 終戦まで－
平成 27 年 12 月 12 日（土）～ 平成 28 年 2 月 14 日（日）

山形県立博物館友の会との共同企画展
「私たちのたからもの」はこの度で 7 回目
を迎えました。
前回の共同企画展では、絵図や地図で昔
のやまがたの様子を読み解きましたが、今
回は日常の風景を伝える様々な生活用具
や戦時下の暮らしをうかがわせる品々な
どから、昭和初期から終戦までのくらしと
文化を振り返りました。当時の様子を知る
方もそうでない方も、今では見かけなくな
ってしまった日用品や当時の生活を伝え
る写真などを見て懐かしく感じられたよ
うです。また、昭和初期の扇風機などのデ
ザインそのものを気に入ったという方も
いらっしゃいました。期間中に行われた展
示解説会や講演会などの関連行事にも多

くの皆さんに参加していただき、関心の高
さを感じました。
展示した資料のほとんどは特別な文化
財ではありません。まさに私たちの身の回
りにある「たからもの」の発見につながっ
た展示会となったのではと思います。これ
からも、広範な生涯学習の場としてより親
しまれる博物館となるように、友の会とさ
らに連携していきます。

展示会場の様子

展示解説会の様子

企画展のご案内
企画展「化石 －太古の不思議な生き物たち－」
開催期間：平成 28 年 2 月 27 日（土）～ 平成 28 年 5 月 8 日（日）

太古の地球上で生息していた不思議な
生き物たち。地球環境の激しい変化の中、
様々な生き物たちが繁栄し姿を変え、そし
て絶滅していきました。
この企画展では、当館収蔵の多くの三葉
虫やアンモナイトの化石を中心に生物の
進化や絶滅にいたる地質時代の背景を紹
介します。さらに、普段は本館の収蔵庫内
の金庫に保管されているヤマガタダイカ
イギュウの多くの化石も展示します。
この展示会にあたり自由に手に持って
観察できるように山形大学工学部の協力
を得て、３Ｄプリンタによる化石のレプリ
カを作成しました。あわせて期間中に化石
のレプリカつくりの体験イベントを開催
し、化石が教える生物の進化や大昔の地球

の様子などを、子どもたちと学んでいきま
す。多くの方々に化石の魅力を感じ取って
いただければ幸いです。
また、この会期中に５年目を迎える東日
本大震災の被災資料も、文化財レスキュー
に取り組んだ東北大学総合学術博物館か
ら借用しました。がれきの中から綺麗によ
みがえった化石もご覧ください。

アンモナイトとオウムガイ

三葉虫ブルメイステラ

みやこ

企画展「京と山形の交流

－伝えられたやきもの－」
開催期間：平成 28 年 5 月 21 日（土）～ 平成 28 年 6 月 26 日（日）

古来山形の人々は最上川と日本海の舟
運により京・上方と活発に交流しました。
もたらされた、伊万里あるいは京都などで
作られた色鮮やかで優美なやきものは、県
内の旧家に今でも大事に伝えられていま
す。今回の展示品もその一つです。江戸時
代の伊万里焼を中心とし、10 枚あるいは
20 枚などの組み物で箱に入れられて伝え
られていました。江戸時代のやきものが当
初の組み物の状態を残して伝えられるこ
と自体珍しく、鎖国下でありながらも中国
（清朝）のやきものも含まれることは驚き
です。江戸時代の京と山形の交流の一端
を、城下町山形の生活と文化に華を添えた
やきものからさぐります。

講演会：
6 月 19 日（日）13：30～15：00
会場：本館講堂
みやこ

演題：（仮題）「 京 と山形の交流」
講師：菊池慶子氏（東北学院大学文学部教授）
展示解説会：
5 月 21 日（土）, 6 月 5 日（日） 13:30～

色絵八角中皿

祝！

東京国立博物館の特別公開「国宝土偶

蓮小鳥文水指

縄文の女神」に国宝「縄文の女神」と

祝！ 東京国立博物館の特別公開「国宝土偶 縄文の女神」に
国宝「縄文の女神」と国宝附（つけたり）
「土偶残欠」の計 42 点を出品します
開催期間：平成 28 年 3 月 23 日（水）～ 平成 28 年 4 月 17 日（日）
会場：東京国立博物館本館１階 特別４室

山形県が有機 EL を使用した展示ケース
を作製し、東京国立博物館に贈呈されるに
あたり、3 月 23 日（水）より 4 月 17 日（日）
まで特別公開「国宝土偶 縄文の女神」が
行われます。
この展示会には、国宝土偶である「縄文
の女神」の他に、同じく本県西ノ前遺跡か
ら出土した国宝附（つけたり）
「土偶残欠」
も出品されます。土偶残欠の他県での公開
は国宝指定後初めてになりますので、貴重
な展示会になります。この機会にぜひ、次
世代展示ケースと国宝土偶の共演をお楽
しみ下さい。

※国宝土偶「縄文の女神」不在中は、レプリカでの
展示なっております（3 月 17 日～4 月 19 日）。不在
期間をご確認の上お越しください。

国宝土偶「縄文の女神」

国宝附「土偶残欠」

ご来館団体（平成 27 年 11 月～平成 28 年 3 月）
県内学校関連
河北町：北谷地小学校

上山市：上山小学校

天童市：津山小学校 天童南部小学校 成生小学校
中山町：長崎小学校

南陽市：梨郷小学校

山形市：大郷小学校 大曽根小学校
第七小学校

干布小学校

東根市：長瀞小学校

蔵王第一小学校

第九小学校 第十小学校 高瀬小学校

第三小学校

第四小学校 第六小学校

楯山小学校 千歳小学校

西山形小学校 東小学校 東沢小学校 南山形小学校

西小学校

村木沢小学校 明治小学校

山形大学附属小学校 山寺小学校
山形城北高等学校
東北文教大学 山形大学

県内保育園・幼稚園関連
山形県：あおぞら幼稚園 木の実北保育園

平塚保育園 星幼学園

山形聖マリア幼稚園

その他
山形県：尾花沢市玉野地区公民館 寒河江市西部地区公民館

寒河江市東部公民館

田川地区自治振興会 デイケアらくせいクラブ 東根市神町公民館

山形市観光協会

山形市役所施設見学会 六区いきいきサロン
宮城県：宮城県岩沼市児童デイサービス「ゆうちゃん」
岩手県：花巻市博物館
福島県：白河市東公民館

友の会ご案内
山形県立博物館友の会は博物館事業を支援し、地域文化の発展に貢献するとともに、会員相互の交流を図ることを目的とする。

◆主な活動

会員の学習と交流（講演会・学習会・会報等の発行）

博物館との共同企画展の開催

博物館への協力（教育活動・資料調査・展示・広報活動への協力）
◆会員種別

個人会員（年会費 1,000 円） 団体会員（年会費 2,000 円）
家族会員（年会費 1 人 600 円）

◆会員になると

地域への貢献（出版物刊行・販売）

※個人会員と住所が同じ家族

会員証の発行 会報・友の会行事案内・催物案内の送付 その他、会員特典あり

山形県立博物館

山形県立博物館 教育資料館（分館）

〒990-0826 山形市霞城町 1 番 8 号

〒990-0041 山形市緑町 2 丁目 2 番 8 号

TEL：023-645-1111 ／ FAX：023-645-1112

TEL：023-642-4397 ／ FAX：023-642-4403

URL：http://www.yamagata-museum.jp

URL：http://www.yamagata-museum.jp/education-museum/

