
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信 はくび ○博○美  
沖縄県立博物館・美術館 情報誌 

2015 年 秋号  Vol.15  

 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 

博物館特別展示室 

入場券 一般・大学生 高大生 小中生

当日券 800円 500円 300円

団体券 640円 400円 240円

～ 

 

☆ふれたい博士の「土器文様しらべ」 

日程：10 月～12 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：150 円 

対象：小さなお子さんから大人（5 才以下大人同伴） 

定員：当日先着 40 名（各回 10 名） 9 時より受付 

 
 

本展示会では、奄美諸島から八重山諸島までの琉球弧において営まれて

きた多様な葬墓制の文化について紹介します。火葬が普及する以前、すなわ

ち昭和 30年代頃までは、沖縄では主に風葬、与論島以北の奄美諸島では土

葬が一般的でした。また、葬法は違えども、亜熱帯の気候と珊瑚礁の自然を

利用して、死者を時間をかけて骨化させ、後に洗い清めて葬り直すという「洗

骨改葬」の習俗もありました。 

 こうした文化も、火葬への転換で徐々に姿を消し、戦後しばらく続いた葬墓制

は、今まさにがらりと姿を変えています。 

 本展示会では、先史時代から現代まで琉球弧の歴史の中で、とくに村の

人々が協力して行っていた葬送儀礼を取りあげて葬具や映像で紹介します。

また、洗骨儀礼や多様な墓の写真、墓室内を原寸大で再現した墓模型、洗

骨した遺骨を納めた厨子（甕）など、原物資料約 200 点を集めた展示会にな

っています。たくさんの皆様のご来場をお待ちしています。 

 (博物館 大湾ゆかり) 

 

ふれあい体験室体験キット No.12「土層と遺物からわかること」から、土器の

文様を探って、土器の年代を読み取ろう！ 

土器は、土をこねたあと、器の形にして焼いたものです。土器には、時代によ

っていろいろな文様があります。沖縄で発掘された縄文時代の土器にはどん

な文様があるかな？どうやって文様をつけていたのかな？土色の紙粘土を使

って土器に文様をつけた方法を考え、文様から読み取れる土器の年代を調

査しながら、「土器のカケラ風チャーム」をつくってペンダントや壁掛けにしてみ

ましょう。（ふれあい体験室 わたべ） 

琉球風俗絵図(野辺送り)複製 

(ハワイ大学マノア図書館蔵) 



 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

通信はくび○博○美  
沖縄県立博物館・美術館 情報誌

年 秋号
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：企画ギャラリー 2015年9 月 18 日(金)～年 10 月25 日(日) 

カラカラと鳴り響く16 ㎜映写機の音、ピアノの旋律、波の音･･･遠くの記憶を呼び覚ますような音と、うす暗闇に
広がる不思議な世界。 
昨今、現代美術と映像の領域で大きな注目を集めている石田尚志の県内初の大規模個展が開催中です。 
石田の作品は、紙などに線を少し描いてはカメラでひとコマ撮影するという作業を繰り返し、映像化する「ドローイ
ング・アニメーション」という手法によって制作されています。 
例えば、石田の初期の作品では16ミリフィルムでコマ撮影して制作した作品がありますが、16ミリ映写機では１秒
間に24 コマ必要ですので、1 分間で1,440 コマ必要となります。 

どこか懐かしさを感じる、ドローイング・アニメーション 

 

最近の作品でも、制作に数ヶ月を要し、1 万枚を超えるデジタル
スチルが撮りためられ、さらに編集作業を経て作品となります。聞
いただけでも気が遠くなりますね。そうやって生み出された作品だ
からこそ、不思議な魅力があるのだと思います。 
絵画、映像、音楽など様々な表現形式を行き来する、独創性に
富んだ石田の芸術の魅力をご堪能ください。 
(美術館 玉那覇英人) 
 

入場券 一般・大学生 高大生 小中生
当日券 900円 600円 400円
団体券 720円 480円 320円

《海の壁一生成する庭》制作風景 
(横浜美術館/ 2006 年) 

沖縄県芸術文化際 新収蔵品展 
－平成 26年度収蔵資料－ 2015. 11/7(土)～11/15(日)  
2015. 12/8(火)～2016. 1/11(日)  2015. 6/13(土)～2016. 3/13(日)  

太陽のキャンバス 
ニシムイ 

展覧会情報



 

  

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

11 月 25 日(水)－12 月 27 日(日) 

■ゆんたくミュージアムツアー
美術館「ニシムイ展 太陽のキャンバス」
10:30～11:30

県民ギャラリー1.2.3「デジタルデザイン
展」国際ビジネス専門学校
10/2～10/4

■博物館学芸員講座「洗骨儀礼について
考える」
講師:大湾ゆかり　14:00～16:00

■「石田尚志 渦まく光」展キュレーター
トーク  講師:玉那覇秀人
14:00～15:30

■「石田尚志 渦まく光」展 トークセッ
ション「石田尚志の創作-越境するイメー
ジ、音楽、時間、そして場所-」
講師:石田尚志氏・松永真太郎氏
18:00～20:00

■ふれあい体験室ワークショップ

4 日

■「石田尚志 渦まく光」展　映像ワーク
ショップ「絵が、動く」
講師:石田尚志氏  10:00～13:00

5 月 休館日

6 火

県民ギャラリー1.2　女性史展示偉業沖
縄の今を築いた女性達～時代を切り拓い
た「魅力的なうちな～女性のパワー」
10/6～10/11

8 木
■博物館常設展　展示解説会
講師:石垣忍(歴史) 14:00～15:00

■美術館ゆんたくミュージアムツアー
13:00～14:00

県民ギャラリー3・スタジオ
n-cisデジタルクリエイター科作品展
10/10～10/11

■ふれあい体験室ワークショップ

11 日

★しまくとぅばプロジェクト「しまく
とぅばを知る」
講師:仲原譲氏　14:00～15:30

13 火 休館日

14 水
★「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
14:00～16:00

■美術館んたくミュージアムツアー
13:00～14:00

県民ギャラリー1.2.3 デザイン展
KBCインターナショナルデザインアカデ
ミー　10/16～10/18

■博物館文化講座
「葬送儀礼の移りかわり」
講師:崎原恒新氏　14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ

18 日

★しまくとぅばプロジェクト
「うちなーぐちリーディング」
講師:伊狩典子氏　14:00～15:30

19 月 休館日
県民ギャラリー1.2
大倫書道展　10/20～10/25

県民ギャラリー3　ブルースオズボーン
沖縄 みみとも親子写真展
10/20～10/25

■「琉球弧の葬墓制」展関連催事「巡見
ツアー」　9:00～17:00

■美術館バックヤードツアー
講師:仲村保／島筒格
10:30～12:00

■美術館「ニシムイ展」鑑賞ツアー
13:00～13:30

■美術館「ニシムイ展」
「ゆんたくミュージアムツアー」

■美術館「ニシムイ展」
キュレータートーク
講師:仲村保  14:00～15:30

■博物館バックヤードツアー
講師:金城久枝　14:00～15:00

■ふれあい体験室ワークショップ

26 月 休館日

27 火
県民ギャラリー1.2.3  父子三人展-それ
ぞれの軌跡-  10/27～11/1

■「琉球弧の葬墓制」シンポジウム「琉
球弧の葬墓制-その地域と時代」
14:00～17:00

■ふれあい体験室ワークショップ

金2

土24

土31

土3

土10

金16

土17

火20

 

■ ■■■ ■ ■ ■ 
■ ■■■ ■■ ■ 

■博物館コラム 

■■ 

■■■ はくび通信 Vol.15  秋号   

10月イベントカレンダー 

 

戦後まもなく「一千年来の文化財をことごとく灰

燼に帰し、見る影もない沖縄になった」と語り、将来

は自分の力で美術館を設立したいと念願した一人

の男性がいます。それは、大嶺薫（1905～1970）

氏であり、彼の蒐集範囲は沖縄を中心に日本や中

国・南方諸国やヨーロッパ・アメリカにまで及びまし

た。約 3500 点のコレクションは美術工芸、歴史、

考古、民俗など各分野にわたるものです。 

 今回開催される「大嶺薫コレクション展」では、同

氏が探求した世界を展示資料を通して紹介いたし

ます。なかでも沖縄県指定有形文化財でもある

「黒漆山水楼閣人物螺鈿机」は琉球王国文化の

威厳をしめす資料です。ぜひ足を運んで下さい。お

待ちしております。 

(博物館 外間一先) 

 

大嶺薫氏 

黒漆山水楼閣人物螺鈿机 

 

2015.12/17 ～  2016.1/31 木 日 

赤瓦屋根を描く画家として知られる大嶺政寛は戦前戦後を通して、沖縄の原風景を追究

した画家でした。赤瓦がたたずむ風景は時代を超えて沖縄の生活空間が息づく場所であり、

写実と創作の狭間の中で大嶺自身が作りあげた心象世界でした。時代の変遷によって風景

がめまぐるしく変わり続ける現在、大嶺の風景画は沖縄の故郷として輝きをはなちます。 

戦後 70年、生誕 105年目を迎える本年、「大嶺政寛展－情熱の赤瓦、沖縄の原風景を

求めて－」と題して大嶺政寛の変遷と絵画等、その精華を公開します。(美術館 仲里安広) 

 

沖縄の美術シリーズ

大嶺政寛 展 
－情熱の赤瓦 沖縄の原風景と求めて－ 

馬のいる風景 1960年 

八重山風景 1970年 

■■■ ■ ■■  
■■  ■■ ■■■  美術館コラム ■ 

入場券 一般・大学生 高大生 小中生

当日券 800円 500円 300円

団体券 640円 400円 240円

※日程が変更になる場合がございます。
詳しくはスタッフかホームページをご覧
ください 



   

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■お知らせ■ 

 

 

 

 

■編集後記■ 

 10 月に入り、暑さも和らいできましたね。 

芸術の秋がやってきました。この機会に博物館・美術館

で芸術の秋を堪能しませんか♪ 

はくび通信へのお問い合わせは館内情報センターまで。

「はくび通信」発行窓口  

館内情報センタ-：098-941-1187 

 

■■ 

■■■ はくび通信  Vol.15  秋号   

12月イベントカレンダー 11 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 

 

 
■博物館特別展示室１･２
「城間びんがた三代継承展」
12/1～12/6

県民ギャラリー1.2.3
こころの芸術・文化フェスティバル
12/1～12/6

2 水
3 木
4 金

■学芸員講座
講師:仲里健（地学）
14:00～16:00

■「大嶺政寛展」キュレータートーク
講師:仲里安広
14:00～15:30

■ふれあい体験室ワークショップ

6 日

☆しまくとぅばプロジェクト
「シマクトゥバの辞書をつくろう」
講師:かりまたしげひさ 氏
14:00～15:30

7 月 休館日

県民ギャラリー1
城間勇美　写真展
12/8～12/13

県民ギャラリー3
パッチワーク教室QuiltAlice展
12/8～12/13

9 水
☆「方言札」世代ぬハナシむぬ語い
14:00～16:00

10 木

■展示解説会(民俗)
講師:大湾ゆかり
14:00～15:00

11 金
■博物館バックヤードツアー
講師:石垣忍（歴史）
14:00～15:00

■美術館バックヤードツアー
講師:仲村保／島筒格
１０:３０～１２:００

■「大嶺政寛展」ギャラリートーク
講師:稲嶺成祚 氏
１４:００～１５:30

■■ふれあい体験室ワークショップ

13 日

☆しまくとぅばプロジェクト
「しまくとぅばを知る」
講師:仲原 穣 氏
14:00～15:50

14 月 休館日

15 火

県民ギャラリー2
時計文字盤～琉球織物コレクション～
12/15～12/20

16 水
17 木

18 金

県民ギャラリー3
ハートワークス臨床美術作品展
12/18～12/20

■文化講座
「琉球の鐘と北部九州の鋳物師集団」
講師:調整中
14:00～16:00

■ふれあい体験室ワークショップ

20 日

☆しまくとぅばプロジェクト
「うちなーぐち リーディング」
講師:伊狩典子氏
14:00～15:30

21 月 休館日

22 火

県民ギャラリー2.3
押し花＆グラスアート合同作品展
12/22～12/27

23 水
24 木
25 金
26 土 ■ふれあい体験室ワークショップ

27 日
28 月
29 火
30 水
31 木

土19

火1

火8

年末休館日

土5

土12

 

※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

カレンダーをご覧ください 

 

2 月 休館日

3 火
■美術館シンポジウム「ニシムイ画家の絵

画と芸術活動」　14: 00～16: 30

6 金
■美術館ゆんたくミュージアムツアー

10: 30～11: 30

■博物館学芸員講座

講師: 石垣忍(歴史)　14: 00～16: 00

☆第44回 沖縄県芸術文化際

11/7～11/15

■ふれあい体験室ワークショップ

■美術館「ニシムイ展」関連催事 地域連

携劇　1回目14: 00/2回目18: 00

☆しまくとぅばプロジェクト「シマクトゥ

バの辞書をつくろう」

13: 00～14: 30

☆しまくとぅばプロジェクト「しまくとぅ

ばを知る」講師: 西岡敏 氏

15: 00～16: 50

9 月 休館日

11 水
☆「方言札」世代ぬハナシむぬ語い

14: 00～16: 00

12 木
■博物館常設展　展示解説会

講師: 安里進　14: 00～15: 00

■「琉球弧の葬墓制」展関連催事

「古墓巡見ツアー」

講師: 古塚達郎氏　9: 00～12: 00

■美術館ゆんたくミュージアムツアー

13: 00～14: 00

■博物館バックヤードツアー

講師: 仲里健(地学)　14: 00～15: 00

■ふれあい体験室ワークショップ

15 日

■しまくとぅばプロジェクト「うちなーぐ

ちリーディング」

講師: 国吉朝政氏 14: 00～15: 30

16 月 休館日

19 木
県民ギャラリースタジオ

ちいさな絵本展6　11/19～11/22

県民ギャラリー1. 2 . 3

沖縄工芸公募展　11/20～11/23

■美術館ゆんたくミュージアムツアー

10: 30～11: 30

☆しまくとぅばプロジェクト

「シマクトゥバの辞書をつくろう」

講師: かりまたしげひさ氏

14: 00～15: 30

■博物館文化講座

「死者とつながる琉球弧の哭きうた（葬送

歌）の世界」

講師: 酒井正子 氏　14: 00～16: 30

■ふれあい体験室ワークショップ

24 火 休館日

■美術館企画展「大嶺政寛－情熱の赤瓦

沖縄の原風景を求めて－」

11/25～12/27

県民ギャラリー1. 2

創元会沖縄支部展11/25～11/29

県民ギャラリー3

肢体不自由児者の作品展

11/25～11/29

26 木
県民ギャラリースタジオ

小さな絵本展6　11/26～11/29

■講演会「大嶺政寛の人物像」

講師: 宮城篤正 氏　14: 00～15: 00

■「大嶺政寛 展」関連　シンポジウム

「風景画と沖縄」　15: 15～17: 00

■美術館ゆんたくミュージアムツアー

13: 00～14: 00

■ふれあい体験室ワークショップ

30 月 休館日

土14

土7

日8

金20

土28

25 水

21 土

中文 

秋の新メニューは 2種類

のスィーツ❤ 

王道のモンブランと抹茶

のトルテ各 640円（ドリン

クセット 790 円）です。秋

期限定販売！ 

茶花ではパーティーの

ご予約を受け賜っており

ます。お気軽にスタッフへ

お声がけください。 

ご連絡先はこちら↓↓ 

TEL／FAX 098-862-7530 

アドレス 

cafechaka@gmail.com 

 

展示交流員とは展示室

内で展示物とお客様を守

る大切なお仕事です。資料

や作品を見守り、ご来館の

お客様が安全･快適に過ご

していただけるように勤

めています。日ごろから快

くお客様をお迎えできる

よう、さわやかなあいさつ

を心がけています。 

11 月 3 日(火)は、博物館常設展/美術館コレクショ

ン展は文化の日のため、終日無料開放いたします。

この機会に沖縄の歴史や文化、アートを堪能してく

ださい♪ 


