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この地層は、約2億年前の中生代に、陸地から大陸棚、さらに大陸斜面を通つて海溝へ流れ込んだ、砂や泥から

なる一種の<土 石流>の 名残りです。海岸の露頭では、小さく、ちぎれちざれとなつた砂岩や、雑多な泥岩が入り

混じつた地層として見られます。これらの地層を<メ ランジェ>ま たは<メ ランジェ堆積物>と 言い、伊仙町喜念

で見られる枕状溶岩とともに、海溝一帯で形成された付加体の一部をなす堆積物です。このようなメランジェ推積

物の典型は、西日本では高知県の海岸一帯や宮崎県の日南海岸の南部でも見られ、日本列島の成立過程を示す貴重

な学術資料となつてしヽます。これら付加体から出来上がった徳之島を含む奄美諸島が<陸 地>と して姿を現すのは、

今から約]千万年前の新生代中新世とよばれる時代になってからのことです。



鹿児島大学総含研究博物館 の フィール ドミュー ジアム とは

平成15年度に鹿児島大学で取り組みが始まつた「地域貢献特別支援事業」の生涯学習プロジェクトに、当博物館が

立案した「鹿児島フィールドミュージアムの構築」事業が取り上げられました。

鹿児島大学の地域貢献プラン構築に際しての基本的考え方

鹿児島県は島峡圏を含め南北600kmに および、その中には、活火山「桜島」をはじめ、世界自然遺産「屋久島」、自

然環境及び独自の文化を保存する「南西諸島」を含んでいます。一方、21世紀では前世紀の社会的発展とその負の遺

産を反省して、持続的発展と循環型社会に支えられた「新しい豊かさ」が求められており、鹿児島県でもさまざまな地

域課題を解決するための新しい研究や取り組みが必要になつています。

地域貢献特別支援プロジェクトでは、この南北600kmに もおよぶ県域をモデルとして、「ITを駆使した医療・福祉・

教育 ・食・環境 ・文化情報システムの構築」をコンセプトとし、「災害防止安全」、「生涯学習」、「文化」、「島峡圏医療・福

祉・健康管理」、「資源環境開発管理」をテーマにした事業の推進を図り、21世紀の「新しい豊かさ」創生を目指します。

「鹿児島フィールドミュージアム」事業概要

鹿児島大学総合研究博物館は鹿児島大学地域貢献事業のひとつとして「鹿児島フィールドミュージアムの構築」を開

始 しました。これによって、鹿児島大学総

合研究博物館では2003・ 2004年 度に鹿

児島県内のいくつかの自治体との連携を

模索してきました。ここでは、その事業を

紹介いたします。

活動方針

□ 独 自の文化と自然を持つ鹿児島県全

体を対象に、地域の魅力を発見するた

めの活動を自治体と連携 して行う。

□ 住 民の主体的な参加のもと、地域の

発展のために、文化財や自然などの再

評価、保存、公開を行う。

□ 文 化財や自然などの情報をデータベ

ース化 し、発信することで実践的で能

動的な生涯学習の場を提供する。

これらを行うために、鹿児島県全体を

ひとつの博物館 「鹿児島フィール ドミユー

ジアム」と位置づけ、その中の展示物に相

当する自然、文化財、施設などを、その形

にこだわることなく「ノー ド」とよび ます

(ノードは結び目という意味を持ちます)。

それぞれのノードに地域の特性を活か

した情報を集積すると同時に、ノードの保

存 ・再評価をフイール ドミュージアム ・ア

ドバイザーに行つていただきます。

さらに、ノード1青報をネットワーク化する

ことにより、現場で本物と接することのでき

る博物館としての活動を展開していきます。

事業概念図

情報の集積 →  情 報の一元化

鹿児島大学総合研究博物館  →
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フィール ドミュージアム
地元で本物に触れるために
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大学が地方自治体のニーズにこたえ、文化遺産等の学術的評価の手助けをすることによって、大学の教員も新たに
研究対象を見出すことができるようになります。鹿児島大学総合研究博物館は大学と地方を結′Sミ役割を担うべき存在
であることを目指して行きます。

2001～ 2002年 度

可能な範囲で活動を開始し、鹿児島市谷山の露頭保存(News Letter No.3にて紹介)、伊仙町小島の地層の露頭
保存をサポート(News Letter No.4にて紹介)しました。2002年度文部科学省「地域貢献特別支援事業」に応募しま
したが採択されませんでした。

2003年 度

文部科学省 地域貢献特別支援事業において「鹿児島フィールドミュージアムの構築」が採択されました(2年 間)。初
年度ということで、前半は「鹿児島フィールドミュージアムの構築」の準備作業を行い、後半には事業担当職員を配置し、
業務がスタートしました。

情報の集積とネットワークの構築の基礎をつくる
。8月23日 、「鹿児島フィールドミュージアムの構築」事業に先駆けて、南種子町教育委員会から打診があった河内化
石礁の大露頭調査 (News Letter No,8にて紹介)。

・10月3日、第 1回 ノード連絡会議を開き、事業内容の説明と質疑応答を行い、継続的なノード間での連携と支援方
法を討議 (詳細は後述)。

・鹿児島大学の研究者からなるサポート体制を構築するためフィールドミュージアム・アドバイザーの募集と、アドバ

イザーの支援できる分野、専門領域の情報を収集。45名 の教員の参加が得られた。
・ノード情報の基礎資料として、各自治体の地域活動、史跡、遺跡、自然に関する情報を視察して収集。
・11月～3月にかけて、参加自治体を訪問し、自治体の現状 (標本や史跡等について)をうかがった。

2004年 度

ホームベージを開設、ノード情報の収集をすすめる
。4月6日、南種子町教育委員会からの依頼により、河内化石礁の保存現場を調査し、アドバイスした。
・7月7～8日、知名町のオパキュリーナ露頭を調査し、アドバイスした。
。9月27日、第2回ノード連絡会議 (詳細は後述)。
・指宿市からの要望 「無形の文化をどのように継承していくか」について、アドバイザーの回答を指宿市へ伝える。
。11月16日、第3回ノード連絡会議および現地討論会を徳之島。伊仙町のご協力のもと開催。
・11月に「鹿児島フィールドミュージアム・ホームページ」をウェブ上にアップした。
'ノード情報の収集のため、参加自治体へ現在入手 ・貸し出し可能な地域の論文 ・書籍をリストアップして編集し、そ
れらをホームページ上に公開した。

・1月22日、第4回 ノード連絡会議および研究交流会 「鹿児島フィールドミュージアムの構築」を開催。

今後 の進 め方
・データベース閲覧のためのシステム構築を進めています。
・地域ごとにこれまでに行われた研究の成果をまとめた著書や学術論文のリストを作成し、公開します。
・大学に蓄積された研究成果を、自治体や地域住民からの要望に十分に応えられるようにするため、大学研究者によ
るサポート体制を確立し、自治体や地域住民との間にネットワークを広げていきます。

フィールドミュージアム構築へ自治体よりいただいたご要望に答えるために
フィールドミュージアム参加自治体からは、具体的な事例をあげて、さまざまなご意見や要望を出していただきました。

これらの要望の多くは、鹿児島大学の研究者と自治体を結びつけて応えていかなければならないものばかりです。



そこで、鹿児島大学内の研究者へ本事業の意義を伝え、参加を呼びかけました。その結果、教員45名 の協力を得

ることができました。最初にそれぞれの教員がどのような専門分野を持ち、どのような研究材料を求めていて、どのよ

うなことに興味があるのか、また、どのような助言や協力ができるのかを聞き、参加承諾のあった教員のデータベース

作成作業を行いました。

参加を承諾した教員のなかには、参加自治体のノードについて、すでに研究を行つたことのある方や、参加自治体

のノードに興味を持っている方もたくさんいました。今後とも協力者の拡充を目指して行きたいと思います。

多くの自治体からの鹿児島フィールドミュージアムヘのご意見 ・ご要望をお待ちしております。

『鹿児島フィール ドミュージアム』ホームベージの内容
ホームページをご覧になるには、鹿児島大学総含研究博物館のページから入るか、下記のURLか らお入り下さい。

http:〃wwwEmuSeumttkagoshima― uttac.jp/fieldmuseum/
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・フィールドミュージアムとは/事 業の概要を概念図を使って説明します。
・活動支援アド′ヾイザー/フィールドミュージアムを支援してくださる鹿児島大学の研究者45名の氏名、専門、支援で

きる内容についてリストアップします。
・活動報告/活 動の最新情報をお知らせします。
・情報マップ/市 町村のマップから各市町村のフィールドミュージアム情報やその地域に関する論文や書籍のリスト

を見ることができます。鹿児島県全体、広域、市町村別のマップからも同様な情報を見ることができます。
・鹿児島の博物館/鹿 児島県にある博物館・美術館・動物園・植物園・水族館などの紹介をします。

フィールドミュージアム・アドバイザーの概要

【アドバイザー】 総合研究博物館 :4名  多 島圏研究センター :1名 法文学部 :5名  教 育学部 :2名 理 学

者5:16名  歯 学部 :2名 工 学部 :1名 農 学部 :8名 水 産学部 :6名

【アドパイスできる分野の概要】 黒潮と気象変動、海洋環境、海底推積物、地形地質、地質災書、大山と火山灰

層、粘土鉱物、鉱物資源、化石、動物学、海洋生物学、甲殻類、貝類、昆虫、寄生虫と書虫、生殖と発生、植物

学、有用植物とキノコ、植物染色体の解析、森林生態学、民族植物学、動植物の遺伝子解析、家畜、震業と人間

活動、水質と汚染、考古学、歴史学、薩摩焼、科学の展示、文明と文化、教育と研究の融合、海洋ゴミ、登山の

方法と歴史、渓流釣り、エネルギー源、歯学関係の展示
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ノー ド連 絡 会 議

「フィールドミュージアムの構築」には、自治

体、各種団体、地域住民との連携が不可欠で

ある。そのための情報 と意見交換を継続 し

て行う目的で、手始めとして7つの自治体と

連携し、ノード連絡会議を開き、フィールドミ

ュージアムのあり方について議論を重ねてき

た。

参加 自治体は始良町 (歴史民俗資料館)、

郡山町 (教育委員会社会教育課、現。鹿児島

市)、指宿市 (考古博物館)、伊仙町 (教育委

員会社会教育課)、知名町 (教育委員会生涯

学習課)、西之表市 (教育委員会社会教育

課 ・種子島総合開発センター)、南種子町 (教

育委員会社会教育課)である。

第 1回 ノー ド連絡会議 / 2 0 0 3 年 1 0月3日

姶良町、郡山町、指宿市、伊仙町の4自治体が参加。

今後の進め方 自 治体は、各ノードの紹介 ・選定 ・運営を行う。大学は、各ノードの位置づけや保存方法を検討し、

情報の取りまとめと発信を行うとともに、大学に蓄積された研究成果を十分に自治体や市民からの要望に応えられるも

のにするため、大学研究者のサポート体制 (メインノード)を確立する。

情報の取りまとめと発信には、総合研究博物館に非常勤職員を雇用し、これにあたらせる。ネットワーク作りやマッ

ズ ガイドの作成は両者で行い、具体的な進め方について検討する予定である。

地方自治体の協力分野等 ケ ーススタカ ーとして4つの自治体が集積した、それぞれの地域の特性を活かした情報

を集積する。その際に、各自治体の施設、組織、動植物、自然景観、文化財等のノードを相互にネットワーク化する。

これらの情報を大学側へ伝える。生涯学習に生かす自然環境や歴史的背景、人材等のデータの再評価、位置付け、

保存方法を検討し、まとめて全体マッ女 ガイドブック等を作成し、発信する。

「鹿児島フィール ドミュージアムの構築」当面の業務計画の概略

(A)メインノードの人的資産である学内の研究者情報の収集

地域のノードに関する相談、助言、指導、調査、同定などの協力を行う鹿児島大学の研究者情報の収集。

(B)各地域のノードに関する問題点などの集約

自治体から出されるノードの調査・鑑定。同定・補修・保存・維持・教育利用・展示などに伴う問題点などを集める。

(C)メインノードと各地域のノードを結びつける方法に関する問題点などの検討

(A)と(B)に関する情報をホームページ上で登録し、公開する。たとえば、離島からの画像データのやりとりなど

を通じた連絡や現地での調査や面談による積極的な結び付けを行う。

第 2回 ノー ド連絡会議 / 2 0 0 4 年 9月2フ日

姶良町・伊仙町'指宿市 ・郡山町・知名町・西之表市・南種子町の自治体が参加。これまでの活動報告と今後の活

動予定について報告を行つた。その上で今後の進め方について意見交換を行つた。

今後の進め方

a)ノ ードのデータベース化 :ノードの提出→「フィールドミュージアム・アドバイザー」に検討を依頼

b)ホ ームページの充実

c)地 域ごとの著書、学術論文等の一覧表作成

d)自 治体や地域住民からの要望に対する大学研究者によるサポート体制の確立
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第3回 ノー ド連絡会議 /2004年 11月 16日 9:00～ 11:00 於 ・伊仙町立東公民館

第3回 ノード連絡会議は現地討論

会をあわせて開催することとし、会場

を徳之島の伊仙町に移して実施した。

地元、伊仙町からは教育委員会担当

者のみならず、大久保 明町長、吉見

健教育長、社会教育課の皆様の参加

があった。参加は、総合研究博物館

館長 ・スタッフ、伊仙町のほか、始良

町 ・才旨宿市 ・鹿児島市 ・西之表市 ・南

種子町である。

活動状況、今後の予定について報

告を行つた上で、会議では地域のノ

ード群の構築 と、自治体や地域住民

の自主性に働 きかけるような事業展

開について、意見交換。自治体から

は「来年以降も鹿児島フィールドミュージアムを積極的に展開してもらいたい」という大学博物館側への強い要望があ

った。同時に、自治体には地域のノードの収集を進めていただくことも確認した。

今後の進め方

大学博物館から

a)ノ ードのデータベース化… 「フィールドミュージアム・アドバイザー」に依頼できる状況にある。提出されたノー

ドの分析や研究をより広い学内研究者に紹介 ・依頼できるよう、今後も「フィールドミュージム・アドバイザー」拡大

に努める。

b)ホ ームページの充実…市町村ごとの著書 ・文献ノード情報の作成、発信に現在着手している。学内の学術情報

基盤センターとの連携により、サーバーの設置やデータベース情報との互換性などの点で協力を得ながら公開ヘ

むけて準備を進めている。

c)地 域ごとの著書、学術論文等の一覧表作成…ホームページヘの掲載、網羅できるよう努力している。

d)自 治体や地域住民からの要望に対する大学研究者サポート体制の確立をさらに推進する。

e)プ ロデユーサーの必要性 → 地域住民のリーダーを育てる。

自治体からのおもな意見

a)鹿 児島大学総含研究博物館/鹿 児島フィールドミュージアムの「冠」を付ける際の条件が出てくるのでは?条 件

の指定を行わないと、悪用の恐れもある(看板を掲げる際のロゴ・マークなど)。

b)ノ ードとして機能させるために、大学側からも市町村への呼びかけを積極的に行つてはしい。

c)来 年以降も「鹿児島フィールドミュージアム」を積極的に展開してもらいたい。事業の消滅が,い配。これまでの

流れをもつと推し進めていただきたい。

伊イ山町現地討論会 11月 16日欲)11:00～1フ:00

自然景観、史跡、人の営みなどのノードを、どのように現地保存し情報発信していくべきかについて、実際にフィール

ドヘ出かけ、そのものを見ながら討論することが「フィールドミュージアムの構築」に

とつて不可欠である。

伊仙町をケーススタディとしてノードを有機的に結び付ける方法や効果的な活用の

あり方について意見交換を行うためノード(現地)を訪れた。

面縄貝塚 [写真A]町 指定史跡 ・面縄第1貝塚では、縄文 ・弥生時代の貝製品や本

州からもたらされた上器、7～8世紀頃の兼久式上器などが多数見つかつている。ま
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た、洞穴では弥生時代の石棺墓が発見され、完全な人骨が出上した(人骨は伊仙町

立歴史民俗資料館に展示)。洞穴内は、その後も風葬に利用されており、いまも人骨

の破片が多数埋まつている。

喜念浜 [写真B]長 さ約1キロメートル、幅約100メートルにおよぶ砂浜が続き、沖

合いは広大なサンゴ礁に囲まれた美しい海水浴場。「ビーチロック」とよばれる、海砂

が自然に回まつてできた岩が浜辺に広がつている。また、ここには縄文～弥生時代

にさかのぼる遺跡もある。

喜念上晴 ・枕状溶岩露頭 [写真C]喜 念上晴の枕状溶岩露頭を見る。大塚館長 ・

大木教員により具体的な年代やどのようにして出来たのかという説明がなされた。

カムィヤキ古窯跡群 [写真D]カ ムィヤキ古窯跡群は、中世の琉球孤地域に流通し

たやきものの窯跡群で、昭和58年 、池の工事中に発見された。現在までに11支群

におよぶ窯跡が発見されていて、100基を超える窯跡が南北lkm、東西2kmの 範囲

に扇状に点在することがわかつている。

故 ・泉重千代翁宅 [写真E]長 寿世界一、故 ・泉重千代翁旧宅を訪問。道路脇には

長寿一記念に伊仙町から贈られた像が建つていた。

天城遺跡 [写真F]伊 仙町指定史跡、天城 (アマングスク)遺跡は1998年 に発掘調

査され、チャート製の台形様石器を中心とした石器群が出上した。縄文土器の出土

した位置よりも下層から発見された台形様石器などの石器組成は、旧石器時代の石

器の可能性が高いとされる。

ミヤド原の1日塩田 [写真G]・製塩所 [写真H]ミ ヤド原の塩田跡を見る。ゴツゴツ

とした琉球石灰岩を削リプールをつくつて海水をため、塩田としていたという。その

向こうには、琉球石灰岩から飛び出したメランジェ堆積物がある。これはこれまで、

紹介されていないものであるが、典型的な堆積構造をみせる見事な露頭である(表

紙および表紙詳説参照)。

つづいて、近くのミヤド原近くの製塩所に行く。現在も海水を汲んで薪で炊きあげ

る天塩の精製を見学した。豊富なミネラルで話題という。

小島AT火 山灰露頭 約 2万5千年前のAT火 山灰層と硫黄鳥島の火山灰層が、畑地

整備事業の際に発見されたもの(News Letter No,41こて紹介)。保存が十分にな

されておらず、現状では風化してきているが、それでも地層がはつきりと見られる。

犬田布岬 ・戦艦大和慰霊塔 [写真l]犬 田布岬の入り口には、犬田布騒動の碑があ

る。薩摩藩の過酷な砂糖政策の犠牲となつた義民を救うべく、犬田布の農民150余

名が明治元 (1868年)年3月 18日暴動を起こした。その後、島の砂糖取締 りは大い

に緩和されたという。当時を偲び、百年祭に当たつて、記念碑が建てられている。

また、犬田布岬には、昭和20年 4月に撃沈された、戦艦大和慰霊碑がそびえ立って

いる。

琉球石灰岩露頭 [写真」]岬 から化石を産出する琉球石灰岩のフイッシヤーを遠望、

侵食された海崖に荒波が叩きつけれていた。この海崖からリュウキユウジカの化石

が発見された。

伊仙町立歴史民俗資料館 ア マミノクロツサギの剥

製、カムィヤキ、戦艦大和の模型など、多くの標本が

ところ狭しと展示されていた。ノード連絡会議中に

大塚館長が寄贈したリュウキユウジカ化石のレプリカ

標本も早速展示されていた。
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第4回 ノード連絡会議 2005年 1月22日 (土)9i30～ 1]i30 鹿 児島大学総合研究博物館

始良町 ・伊仙町 ・才旨宿市 ・知名町 ・西之表市 ・南種子町が参加した。今後の活動についての打ち合わせ、来年度以

降も鹿児島フィールドミュージアムを積極的に展開することを確認し、午後からの研究交流会に備えた。

午後からはこれまでのフィールドミュージアムの構築へのひとまずの総括として、各自治体に、これまでのフィールド

ミュージアムをテーマとした取 り組みについて発表していただき、参加者との意見交換を行つた。学内外から博物館

関係者や一般の参加者も多数あり、フィールドミュージアムヘの期待やあるいは具体的な取 り組みへの積極的な提言

が行われた。

第8回 研究交流会『鹿児島フィールドミュージアムの構築 』
1月22日 (土)13:30～ 16:00 場 所 :鹿児島大学郡元キャンパス総合教育研究棟201室

「大学の役割」 大木 公彦(鹿児島大学総合研究博物館)

「自銀坂の整備」 下鶴 弘 (姶良町歴史民俗資料館)

「伊イ山町のフィールドミュージアムの取り組み」 四本 延宏(伊イ山町教育委員会社会教育課)

「指宿市J31るさとマップ作りの取り組み」 渡部 徹也G旨宿市考古博物館)

「地域博物館基本構想への取り組み」 森田太樹・武原 吉彦は日名町教育委員会生涯学習課)

「鉄砲伝来にまつわる史跡や遺物の紹介」 奥村 学 (西之表市教育委員会社会教育課)

「河内化石の保護」 石堂 和博・徳固 有希乃(南種子町教育委員会社会教育課)

一徳之島伊仙町犬田布海岸に見られるメランジェ堆積物一

プレートテクトエクス 地 球の最も外側をつくっている地殻はいくつかの硬いプレート(岡J板)に分かれており、それ

ぞれが相互に水平運動を行つています。たとえば日本列島はアジアプレートの上にあり、また周辺には、太平洋プレ
ートやフィリピン海プレートなどのプレートがあります。それぞれのプレートは深海底の海嶺 (かいれい)と呼ばれる大

洋底で生まれています。ここでは地球の深部にあるマントルから熱いマグマが湧き出して、峰状の高まりを形作ってい

ます。海底へ流れ出したマグマは海水によって急冷却されてプレートの一部をつくる玄武岩などの枕状溶岩となり、ま

た、しばしば海山などの高まりとなっています。こうして生まれたプレートは、マントル対流によって年間数cmの 速さ
で水平方向へ動き、最後にはそれぞれの大陸の縁にある海浦とよばれる深まりに沈み込んでいきます。このようなプレ
ートの動きをプレートテクトニクスと言います。
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付カロ体とメランジェ推積物 大 洋底のプレートは枕状玄武岩などとともに、生物の遺骸などからなる堆積物を乗せて

海溝の方へ少しずつ動いています。海溝では大洋底のプレートが沈み込むだけではなく、大陸から河川などによつて

運ばれてきた土砂が流れ込んでいます。ここでは陸地から運ばれた土砂と、プレートが運んで来た大洋底の玄武岩や

生物遺骸などからなる堆積物が雑多に混ざりあつて、地層面も不明瞭な独特の堆積物を形成します。これをメランジ

ェ堆積物と呼びます。プレートが運んできた海洋底の噴出物や堆積物が海溝付近で次々に寄せ集められて陸地の一

部になつていくことを付加作用といい、付加作用で出来る堆積物を総称して付加体と言います。メランジェ堆積物は

付加体の代表的な堆積物です。

地球上の10数億年にわたる諸大陸の成長および数億年にわたる日本列島の成長は、このような付加作用によつて

形成されたものが大部分であることが、これまでの研究によつて次第に明らかになつてきました。

日本列島の大部分が形成された約2億年前の中生代には、当時の大陸(ローラシア大陸)の東側のプレート(イザナ

ギプレート)が、海滴一帯に沈み込んでいました。一方、この大陸側からは土砂が大陸棚を通つて、海溝へ流れ込み、

プレートが運んできた枕状溶岩、チャート、石灰岩などとともに、海溝の深部へ潜り込み、メランジェ堆積物を伴つた

厚い付加体を作りました。伊仙町犬田布海岸で見られる地層は、この約2億年前のメランジェ堆積物です。

(大塚裕之)

1 9 4 9年 (昭和24)に新制大学 として発足 し

た鹿児島大学は、すでに55年 の歳月を経 まし

た。現在、鹿児島大学 は8学 部か らなる総合

大学ですが、その前身は旧制の第七高等学校、

鹿児島師範学校、鹿児島高等農林学校、鹿児

島水産専門学校、鹿児島県立大学を母体とし

ています。これらの諸学校時代を加えるとす

でに100年を越す年月が流れています。

その間、前身の諸学校と鹿児島大学ではさ

まざまな教育と研究が行われ、多 くの人材を

世に送りだしてきました。本年度の特別展では

これらの学校 ・大学で使用され、今 日まで受

け継がれた教育 。研究機器や大先輩の皆さん

のレポートなどを展示しました。これらの資料

をとおして、鹿児島大学の「教育と研究の歴史」

を振 り返 り、先人の努力から今 日の教育 ・研

究を見つめ直し、あらたな何かを見つけられ

た方がいたならば主催者としては幸いです。

展示には以下のテーマごとの資料を展示し

ました。

「高等農林時代の機器」、「第七高等学校時

代の機器」、「計算用具、計算機」、「定規、はか

り」、「顕微鏡」、「写真機」、「タイプライター、ワ
ードプロセッサ」、「真空管」。

個々の資料についてさまざまな感想やご教

示をいただきましたが、なかでも、計算機コー

ナーの手回し計算機や初期の電動計算機など

で、計算にかかる労力激減の歴史を実感でき

たことに、学生を中心として大きな反響があり

ました。
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鬼兄島大学総谷牙先博物解が博物解相当)施設にな|,iまくた

2 0 0 5年 2月4日付で鹿児島大学総合研究博物館が文部科学大臣より、博物館法に基づく博物館相当施設の指定を

受けました。これによって、正規の博物館としてあらためて、教育 ・研究 ・公開事業など博物館法に則つた事業の推進
に努めて参ります。これまで以上に関係各位のご協力をお願い致します。

2004年 度後半の活動

■10月30日 (土)13:30～ 16:30

第5回  市 民講座 「アンデス文明とジャガイモ」
講 師 :山本紀夫(国立民族学博物館)

場 所 :郡元キャンパス 総合教育研究棟2階 201号 室

■ 10月 21日 (木)～ 11月 24日 (水)9:30～ 17:30

第4回 特 別展「機器は語る一教育と研究の百年史一」
場 所 :郡元キャンパス総合教育研究棟2階 プレゼンテーションホール

■11月 14日 (日)13:30～ 15:30

第6回 市 民講座「目に見えない宇宙線や放射線を調べよう」
講 師 :戸田一郎 (北陸電カエネルギー科学館)

場 所 :郡元キャンパス 総合教育研究棟2階 201号 室

■ 11月 24日 (土) 14:30～ 16:00

第フ回 市 民講座「宇宙から見る地球、生命そして文明」
講 師 :松井孝典(東京大学大学院新領域倉」成科学研究科)

場 所 :理学部220教 室

■ 12月 18日 (」L) 13:30～ 16:00

第6回  研 究交流会 「マイワシと鹿児島の海」
「黒潮とマイワシの資源変動」 杉本隆成(東海大学)・黒田一紀(元・水産庁)
「近世薩摩の水産資源」 原回泉(鹿児島大学法文学部)

企 画 :市川洋(鹿児島大学水産学部)・櫻井仁人(鹿児島大学工学部)・大木公彦(総合研究博物館)
場 所 :郡元キャンパス 総含教育研究棟2階201号 室

■ 1月 11日 (火)15:00～ 17:00 理 学部地球環境科学科多様性生物学講座 共 催

第フ回 研 究交流会「中国雲南省の生物多様性の保全一その挑戦,好機到来,そして将来一」
講 師 :顧志建 ・楊永平 (中国科学院昆明植物研究所)

場 所 :理学部 1号館 101教 室

■ 1月 22日 (土) 13:30～ 16:00

第8回 研 究交流会「鹿児島フィールドミュージアムの構築」
大木公彦(鹿児島大学総合研究博物館)    下 鶴弘(姶良町歴史民俗資料館)
四本延宏(伊仙町教育委員会社会教育課)   渡 辺徹也G旨宿市考古博物館)
森田大樹・武原吉彦(矢口名町教育委員会生涯学習課)

奥村学(西之表市教育委員会社会教育課・種子島総合開発センター)
石堂和博・徳固有希乃(南種子町教育委員会社会教育課)

場 所 :郡元キャンパス 総合教育研究棟2階 201号 室

■発行/2005年 3月 20日  ■ 編集 ・発行/鹿 児島大学総合研究博物館 〒 890-0065鹿 児島市郡元 1-21‐30

TEL:099-285-81 41  FAX:099-285-726ア

http://www.museum.kogOshimO―u.oc.ip/
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