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通信 はくび ○博○美  
沖縄県立博物館・美術館 情報誌 
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 発行： 沖縄県立博物館・美術館 

指定管理者 文化の杜共同企業体 

 

ふれあい体験室 

 

博物館：特別展示室 

体験キット№15「イノー～海の食料庫～」に登場する「マガキガイ」という貝は、沖縄で「ティ

ラジャー」や「コマガイ」と呼ばれ、潮干狩りなどで採集できる、とってもおいしい巻貝です。

生きているときは、グリグリの眼と長ーい口を貝から出して海藻を食べたり、ギザギザのヘ

ラのような貝の蓋で、海底を蹴るように進むなど、観察しても面白い特徴があります。１月

～３月のふれあい体験室ワークショップ(毎週土曜日)では、「ティラジャー」の貝殻で、昔の

てづくりおもちゃ「カイガラゴマ」をつくります。どのようにしたら貝殻が、よく回るコマに変身

するのでしょうか？昔の人々の知恵が込められた、おもちゃづくりを体験してみよう！ 

（ふれあい体験室 渡部貴子） 

☆ワークショップ 

「ふれたい博士の 

ティラジャーでコマあそび！」 

日程  1月～3月の毎週土曜日 

1回目 10:00  2回目 10:30 

3回目 11:00  4回目 11:30  

（所要時間 30分）  

参加費：100円 

対象：5才から大人 

（小 3以下、大人同伴） 

定員：当日先着 40名 

（各回 10名）9時より受付 

 出てくるものは土器のかけらや、壊れた茶碗、貝殻や骨など、お

宝とは程遠いガラクタばかりです。しかし、考古学者にとってはこう

したガラクタが、古代史を復元するためのかけがえのない手がかり

なのです。 

発掘された品々から、昔の人々の生活や文化を解き明かす作

業は、ジグソーパズルのようなものです。一つ一つのピースはたい

した手がかりではありませんが、ある時ふとパズルの図柄が意味

する全体像に気づくことがあります。ちなみに写真２は、サキタリ洞

から発見されたある重要な手がかりです。これが一体何を意味す

るのか、ぜひ会場で答えを確かめてみてください。 

（博物館 山崎真治） 

 

2009 年から沖縄県立博物館・美術館が発掘調査を行っている南城市

サキタリ洞遺跡（ガンガラーの谷内）では近年、新たな発見が続いていま

す。今回の展示会では、発掘調査の成果を一堂に集め、あわせて沖縄

の古代史研究の最前線についてもわかりやすく紹介します。 

発掘というと、恐竜の発掘やインディー・ジョーンズを思い出す人も多

いかも知れません。沖縄では真っ暗闇の危険な洞くつの中や、海に沈ん

だ沈没船でインディー・ジョーンズばりの調査をすることもありますが、多

くの場合、発掘はとても地味な作業です。 

一 般：200円 (160円)  

高大生：150円 (120円) 

小中生：100円 (80円)  

※（ ）内は前売り及び 20名以上の団体料金 
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な
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通信 はくび ○博○美  
沖縄県立博物館・美術館 情報誌 

2014年 新春号 Vol.8  

 発行： 沖縄県立博物館・美術館 

指定管理者 文化の杜共同企業体 

美術館：企画展示室 

一  般： 800円 （640円） 

高大学生： 500円 （400円）  

小中学生： 300円 （240円） 

※( )内は前売り及び 20人以上の団体料金 

森山大道展は美術館の年間パスポートでご覧いただけます 

昨年、年間の来館者数が 600 万人を超え世界一の現代美

術館となったロンドンの国立現代美術館テート･モダン。その集

客数はなんと、ニューヨークの MOMAとパリのポンピドーセンタ

ーを足した数に迫るそうです。そのテートにおいて 2012年末か

ら 2013 年にかけ巨匠ウイリアム･クラインとの大規模な展覧会

を開催し、今、最も国際的な注目を集める森山大道（1938-）の

個展「森山大道 終わらない旅 北/南」を開催します。 

 今年は、森山大道がフリーの写真家として活動をはじめてか

ら、ちょうど 50年の節目に当たります。本展では 50年にわたり

現代写真に圧倒的な影響力を発揮した森山大道の写真の魅

力を代表作で紹介すると共に、タイトルにある「北/南」は、北の

北海道を撮影した写真群と最新作である南の沖縄を撮影した

写真群を大型のデジタルプリントで対峙させようという新たな試

みを示しています。 

 総点数約 850 点。これまでに無い規模の作品が集まる予定

です。それらは、50 年間一貫して路上のスナップ･ショットにこ

だわり続けた写真家が、今なお、問い続ける「写真とは何

か？」という＜終わらない旅＞への新たなる道程の始まりを予

感させるものです。 （美術館 新里義和） 

2014年 1月 23日(木) 

～3月 23日(日) 

10Ｈから 10Ｂまでの 22 段階の鉛筆を駆使し、過酷な運命を生きた人々を緻

密な線描で表現する木下晋。一本の皺も逃さず描き込むその作品の数々は、

人間の生のただごとでない重みを深く問いかけるものとして、観る人の心に強く

残ります。今展では、その絵本原画を出発点にして、16 歳でクレヨンを油彩代

わりに使用して描き、自由美術協会展に初入選したデビュー作《起つ》をはじめ

初期油彩画、さらに長い苦悩を経てたどり着き、彼の代名詞ともなった鉛筆画

の数々へと続いていく、木下晋の長い旅路を紹介いたします。 

 

１０３年の闘争Ⅰ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上原美智子氏 

※詳細はホームページをご覧下さい。 

 

1 水

■新春の舞 琉球舞踊
出演:沖縄県立芸術大学琉球芸能専攻学
生有志 14:00～14:30

2 木

■お正月工作教室(1)
馬ぐゎーをつくろう
場所:正面玄関横
①10:00　②10:30　③11:00
④14:00　⑤14:30　⑥15:00

3 金

■お正月工作教室(2)
トコトコ歩く馬のおもちゃづくり
講師:上運天研成氏とおもちゃのピ
　　 ノキオの会の皆様
場所:正面玄関前
①10:00　②11:00
③14:00　④15:00

4 土 ■ふれあい体験室ワークショップ

6 月 休館日

■かりゆし美術展 9:00～18:00
開催期間:1/7(火)～1/13(月)
主催:沖縄県社会福祉協議会

しまくとぅばプロジェクト
「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
14:00～16:00

9 木
■展示解説会　博物館常設展
講師:山﨑仁也　(生物)
14:00～15:00

10 金

県民ギャラリー1･2･3
平成25年度JA共済全国小･中学生
第41回書道･第31回交通安全ポスター
沖縄県コンクール展示会
1/10(金)～1/12(日)

■博物館学芸員講座
講師:片桐千亜紀(考古)
14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ

12 日

しまくとぅばプロジェクト連続講座
「しまくとぅばを知る」第10回
講師:かりまたしげひさ
14:00～15:50

14 火 休館日

■博物館文化講座
「遺跡出土銭貨が解き明かす琉球貨幣
史～古琉球・銭の物語」
講師:宮城弘樹氏
14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ

19 日

しまくとぅばプロジェクト新春企画
宮里朝光氏によるウチナーグチ講演会
「琉球文化とぅ沖縄言葉」
講師:宮里朝光氏 14:00～15:30

20 月 休館日

21 火

■県民ギャラリー1･2･3
『森山大道　終わらない旅　北／南』
関連催事として行ったポートフォリオ
レビュー入賞者5名による写真展
1/21(火)～1/26(日)

23 木
■森山大道　終らない旅北/南
開催期間:1/23(木)～3/23(日)

■美術館バックヤードツアー
講師:豊見山愛
11:00～12:00

■博物館バックヤードツアー
講師:園原謙(美術工芸)
14:00～15:00

■森山大道　終らない旅北/南
関連シンポジウム
14:00～18:00

■ふれあい体験室ワークショップ

26 日

しまくとぅばプロジェクト新春企画
宮里朝光氏によるウチナーグチ講演会
「琉球文化とぅ沖縄言葉」
講師:宮里朝光氏 14:00～15:30

27 月 休館日

■「森山大道 終わらない旅 北/南」関
連催事　映画上映会
上映18:00～

県民ギャラリー1･2･3
第2回 いずみの森 美術館2014
開催期間1/28(火)～2/2(日)

※美術館コレクション展休室

29 水 ※美術館コレクション展休室

30 木 ※美術館コレクション展休室

31 金 ※美術館コレクション展休室

水8

28 火

11 土

25 土

18 土

 

■博物館学芸員コラム ■ ■■■ ■ ■ ■ 
■ ■■■ ■■ ■ 

7 月イベントカレンダー 

 ■■ 

■■■ はくび通信 Vol.8   新春号   

※詳しくは当館ホームページへ 

 

※詳細はホームページをご覧下さい。 

★平成 25年度博物館企画展 

三線のチカラ 

-形の美と音の妙- 

2014年 2月 18日(火) 

       ～5月 11日(日) 

一 般  500円 (400円) 

高大生  300円 (240円) 

小中生  200円 (160円) 

★三線打 

ティーワジャコンテスト 

現代沖縄の三線製作者に

おける新たな名器の発掘 

当館では 14 年ぶりに三線展を開催します。三線をテーマ

に展示会が１本打てるところが、きわめて琉球・沖縄文化の

特徴といえます。 

この展示会では、改めて工芸的な美を備える三線の形、

そして音を奏でる楽器として三線の音の妙について考えま

す。展示の見どころは、絵画に描かれる三線、県指定文化

財の三線（18 挺）、ハワイ所在の古三線（９挺）、王国時代の

三線音の再現（音色の聞き比べ体験）、さらに 3月 30日から

三線打ティーワジャコンテスト出品作品など、新旧三線 60挺

以上の「三線尽くし」の展示会です。三線を通して見えてくる

沖縄の人々、またその文化を存分にご堪能ください。 

午年に三線展とかけて最後に一言。「馬と三線や値段は

ネーエラン」（馬と三線には値段がつけられない）。戦前の沖

縄の人々の考えの一端です。馬力を以って、新春に三線の

チカラを感じ取ってください。その一見はプライスレスです。

（博物館 園原 謙） 

美術館コレクションギャラリー2 

「沖縄美術から見た手仕事」 

開催期間 2月 1日(土)～5月 18日(日) 

関連催事アーティストトーク 

日時：3月 8日(土）14:00～15:00 

場所：美術館コレクションギャラリー2 

 (※コレクションギャラリーのチケット

が必要です) 

 

 

上原美智子  

■■■ ■ ■■  
■■  ■■ ■■■  美術館学芸員コラム ■ 

１月イベントカレンダー 

 

お知らせ 

本展では、美術館のコレクションを中心に、工芸の美学に迫りたいと思いま

す。ニシムイ美術村があった首里は、戦前に女子工芸学校があり、家々では「ト

ントンカラリ」と、機織りの音が響く場所でした。戦後の１９４７年から、沖

縄美術の復興期にできたニシムイ美術村の画家の一人、山元恵一アトリエに、

妻である画家・文子さんが織の工房を開いたことや、１９６４年に大城織物工

房を開設した、大城志津子さんが女子美術大学で洋画を専攻していたことは、

あまり知られていません。 

あらたな工芸の世界観を見せてくれる、織の上原美智子、陶の國吉清尚らの

作品などを紹介しつつ、現代性ではない手仕事の価値を、美術の視点から見た

いと思います。 
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■編集後記■ 

あけましておめでとうございます。 

今年も「はくび通信」をよろしくおねがいいたします。ご意

見やご要望、とりあげてほしい内容がありましたら、ぜひぜひ

およせください。  

「はくび通信」発行窓口  

館内情報センタ-：098-941-1187 

■博物館・美術館からのお知らせ■ 

●「インカ帝国展」は当館の主催企画展ではございません。 

年間パスポートは対象外ですのでご了承ください。 

お問い合わせは琉球放送(株)TEL: 098-988-5000 

●2/10(月)・11(火)は消毒休館日です。 

●2014 年 4 月より消費税増税に伴い、入場料金が変わります。

ご理解の程、宜しくお願い致します。 

 

■■ 

■■■ はくび通信 Vol.8   新春号   

3 月イベントカレンダー 

■博物館学芸員講座
講師:岸本弘人(歴史)
14:00～16:00

■博物館体験学習教室
「筒描き紅型に挑戦！」連続講座
講師:城間栄市氏
13:15～16:30

■美術館コレクションギャラリー1
「丸山映彫刻展」キュレータートーク
講師:仲里安広 11:00～12:00

■「森山大道 終わらない旅 北/南」
関連催事　映画上映会
上演時間：18:00～(47分～76分)

■ふれあい体験室ワークショップ

2 日

■博物館体験学習教室
「筒描き紅型に挑戦！」連続講座
講師:城間栄市氏
10:00～13:00

3 月 休館日

■「森山大道 終わらない旅 北/南」関連
催事アーティスト･ギャラリートーク
講師：玉城惇博氏
14:00～15:00

■実技講座 「織りの表現」
講師:久田彩夏氏 10:00～11:30

■ふれあい体験室ワークショップ

10 月 消毒休館日

11 火 消毒休館日

12 水

■しまくとぅばプロジェクト
「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
母語であるしまくとぅばをよーんなー目
覚めさせるゆんたく会やいびーん。
14:00～16:00

13 木

■展示解説会　博物館常設展
講師:崎原恭子(歴史)
14:00～15:00

■美術館コレクションギャラリー1
「丸山映彫刻展」
アーティスト・ギャラリートーク
14:00～15:00

■森山大道 終らない旅北/南
キュレータートーク
講師:新里義和 11:00～12:00

■実技講座 「織りの表現」
講師:久田彩夏氏 10:00～11:30

■ふれあい体験室ワークショップ

16 日

■しまくとぅばプロジェクト
連続講座　第11回
「しまくとぅばを知る」
講師:西岡敏氏　14:00～15:50

17 月 休館日

■三線のチカラ－形の美と音の妙
開催期間:2/18(火)～5/11(日)

■サキタリ洞遺跡発掘調査速報展
開催期間:2/18(火)～3/16(日)

■美術館バックヤードツアー
講師:大城仁美 11:00～12:00

■美術館コレクションギャラリー3
「沖縄美術の流れ」
　鑑賞ツアー　13:00～14:00

■博物館バックヤードツアー
講師:久場政彦（民俗）
14:00～15:00

■子ども向け講座 『からだのかたち』
講師:吉田俊景氏
13:30～15:00(未就学児の部)

■実技講座 「織りの表現」
講師:久田彩夏氏　9:30～12:00

■ふれあい体験室ワークショップ

■博物館文化講座
「三線を科学するパート1‐音の物理と心
理的アプローチ-」
講師：高良富夫氏
14:00～16:00

■子ども向け講座 「からだのかたち」
講師:吉田俊景氏
10:30～12:00(小学校低学年の部)
13:30～15:00(高学年の部)

24 月 休館日

土1

8 土

土15

火18

土22

23 日

 

２月イベントカレンダー 

■沖縄県立博物館・美術館 ■■■ 

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1  

TEL:098-941-8200 FAX:098-941-2392 

☆開館時間：9：00～18：00 (金・土は 20：00 まで) 

※入館は閉館 30 分前まで ☆休館日：月曜日 

（月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館） 

http://www.museums.pref.okinawa.jp 

 
※日程が変更になる場合がございま

す。詳しくはホームページのイベント

カレンダーをご覧下さい。 

 

■博物館学芸員講座
講師:園原謙(美術工芸)
14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ

2 日

■「森山大道 終わらない旅 北/南」
アーティスト・トーク
講師:森山大道氏
15:00～16:00

3 月
4 火
5 水
6 木
7 金

■美術館コレクションギャラリー2
「沖縄美術から見た手仕事」
アーティスト・ギャラリートーク
講師:調整中
14:00～15:00

■ふれあい体験室ワークショップ

9 日

■「森山大道 終わらない旅 北/南」
アーティスト・ギャラリートーク
講師:仲里　効氏
14:00～15:00
�

10 月
11 火

12 水

■しまくとぅばプロジェクト
「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
母語であるしまくとぅばをよーんなー目
覚めさせるゆんたく会やいびーん。
14:00～16:00

13 木

■展示解説会　博物館常設展
講師:園原謙(美術工芸)
14:00～15:00

14 金
■美術館コレクションギャラリー1
「丸山映彫刻展」
鑑賞ツアー
13:00～14:00

■博物館文化講座
「三線を科学するパート2」
講師:鳥越俊行氏
14:00～16:00

■美術館コレクションギャラリー2
「沖縄美術からみた手仕事」
キュレータートーク
講師:豊見山愛
11:00～12:00

■ふれあい体験室ワークショップ

16 日

■しまくとぅばプロジェクト
連続講座　第12回
「しまくとぅばを知る」
講師:仲原穣氏
14:00～15:50

17 月

18 火
19 水
20 木
21 金

■美術館バックヤードツアー
講師:大城直也
11:00～12:00

■美術館コレクションギャラリー2
「沖縄美術からみた手仕事」
鑑賞ツアー 13:00～14:00

■博物館バックヤードツアー
講師:片桐千亜紀(考古)
14:00～15:00

■ふれあい体験室ワークショップ

23 日
24 月 休館日

25 火
26 水
27 木
28 金

29 土 ■ふれあい体験室ワークショップ

30 日
31 月 休館日

土1

土8

土22

土15

 

※日程が変更になる場合がございま

す。詳しくはホームページのイベント

カレンダーをご覧下さい。 

 

みなさん、1F にミュージアムショップがあることをご存知です

か？博物館・美術館に関する本やオリジナル商品、染・織・陶器

など、「おー！こんな商品もあるんだ！」と大人も子どもわくわく

する店内です。2月 18 日からの企画展「三線のチカラ」。 

お土産にオリジナルスタンプ、一筆箋、ポストカードはいかがで

すか？ぜひお立ち寄り下さい。 

 

ミュージアムショップ 

ゆいむい 

営業時間：9:00～18:00 

TEL：098-941-0749 

1Ｆ正面入口よりまっすぐです♪ 

◆◇◆ ◇◆◇ ◆◇◆ ◆◇◆ ◇◆◇ ◆◇ 

新年はウマ年。天馬のように力強く歩み、飛びまわる

1年にしたいと思います。 

新年の文化の杜共同企業体の美術企画展は「木下晋

展」「鎌倉芳太郎展」「20世紀フランス絵画展」の 3本で

す。いずれも担当者を中心に準備が進んでいます。期待

に沿う企画展となるはずです。 

入館者 300万人もまじかとなりました。県民の博物館・

美術館に成長しています。今年も宜しくお願い申し上げ

ます。 

文化の杜共同企業体代表 平良知二 

■ごあいさつ■ 

三線スタンプ 


