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会期：2012 年 7 月 13 日(金)
～9 月 17 日（月・祝）

文化の杜
共同企業体
自主企画展
Science in
Haunted House

誰も触っていないのに物が動く、何もしていないのに音がする、見えないはずの物が見える。通常ではあり得ない
ことがおきると人々は恐怖を感じます。なぜ人間は恐怖を感じるのでしょう？
本展は人間が恐怖として感じるさまざまな怪奇現象を、物理学、化学、生物学などの視線で解き明かし、
「恐怖」と
ゆうれい

いう感情を生み出す脳の仕組みに迫ります。幽霊のいたずらとされてきたポルターガイスト現象やラップ音、人魂、
ゆうたい り だ つ

幽体離脱などの不可解な現象はなぜ起こるのでしょうか？
恐怖はどのように生まれ、私たちの記憶に刻まれるのでしょうか？
現代の私たちが抱える怖れを、どうしたら克服できるのでしょうか？
そもそも、私たちにとって恐怖とは何なのでしょうか？
そうした問いに答え始めた先端科学に触れ、考えていきます。
会場は「体感」
「学習」
「観察」「体験」の 4 つのテーマのエリアで構成しています。
はじめに「お化け屋敷エリア」で実際に恐怖を体感。続いて恐怖について科学的な視
点で紹介、学習する「科学トピックスエリア」に進みます。さらに、そこで学んだこと
を他者の行動で検証する「観察エリア」へ。最後は恐怖を引き起こす現象をあらためて
ぎ

じ たいけん

疑似体験する「体験エリア」。知識を得るだけの展示ではなく、感覚にも訴えることによ
こんげんてき

り、人間にとって根源的な感情のひとつである「恐怖」に迫ります。

ハンゾーくん

ふれあい体験室

一般：1000 円（800 円）

小中学生：600 円（480 円）

高大学生：700 円（560 円）

3 歳以上小学生未満：300 円（当日券のみ）

※( )内は前売り及び 20 人以上の団体料金

※「お化け屋敷で科学する」展は年間パスポートでご見学いただけます。
年間パスポートのお問い合わせは、館内情報センターまで。TEL:098-941-1187

ふれあい体験室の一押しアイテム「ふれたいシート」は、もう体験しましたか？ このシートを使うと、体験がどんどん楽し
くなって「もっと体験したい！」という気持ちになりますよ。体験したキットをシートにチェックしていき、分野ごとにクリアする
と、係りの人にスタンプを押してもらえます。シートは、ふれあい体験室に預けておくことができるので、次に来た時は、体験
を続きからはじめられます。他にも、楽しい問題＆おまけ付き。
配布場所は、１階ふれあい体験
「ふれあい体験室」は入場無料の体験型展示室で

室、限定 5000 部。今年の夏休みは

す。「体験キット」を使って、見たり、聞いたり、触っ

「 マイふれた いシ ート」を作って、

たり、遊びながら楽しく学ぼう。
☆ふれあい体験室ワークショップ

「体験キット」27 種類を全て体験し

毎週土曜日 10：00～12：00 開催

てみよう！

詳細は HP を検索してみよう！

（ふれあい体験室 渡部貴子）
ふれたいシート
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Tabisuru
Kamen

美術館
企画展

する

日休館）
18 種の病魔
「アモック（嘔吐）（スリランカ）」
国立民族学博物館蔵

世界各地に見られる仮面文化。なぜ、人間は時代や空間をこえて仮面をつくり続けて
きたのでしょうか。時代や地域によって仮面の形がさまざまなのは、その誕生の背景や
地域によって異なる考え方が表現されているからです。
沖縄には、決まった日に、私たちが住む世界とは異なる世界からやってくるミルクや
アンガマなどの仮面の神様がいます。また、広くみられる鬼や恐ろしい形相をした仮面
カナダの仮面
国立民族学博物館蔵

さと

には、悪霊から私たちを守ったり、諭すための意味を持つものもあります。これらに共
通して言えることは、異世界からの来訪者として崇められているということです。目に
見えないものを仮面として創り出し、非日常空間に転換する行為は沖縄以外の地でもみ
られます。しかし、他地域の仮面を一堂に会して見る機会は、これまでほとんどありま
せんでした。
本展覧会では、
「顔を隠す」
「変身する」という不思議な機能をもった仮面を「いのり」
や「おそれ」「喜び」のかたちの現れとして紹介し、時代や地域による表現の違い、表

聖獣バロン（インドネシア）
国立民族学博物

現に込められた精神性などを観てもらいます。日本やアジア、オセアニア、アフリカな

パプアニューギニア
の仮面
国立民族学博物館蔵

どのさまざまな仮面をとおして時空を旅し、造形の魅力と変身がもたらす「こころの変
化（旅）
」を楽しむ機会とします。（文化の杜共同企業体 仲里なぎさ）
一般 1000 円

（800）

高校・大学 600 円（480）
小・中学生 300 円（240）

カメルーンの仮面
国立民族学博物館蔵
ミルク（沖縄）
沖縄県立博物館・美術館蔵

✤ ✤ ✤ ✤
✤博物館特別展

※（

）内は前売り及び 20 名以上の団体料

※「旅する仮面」展は年間パスポートでご見学できます。
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次回予告

本土復帰 40 年記念

✤ ✤
✤ ✤

「Okinawa から沖縄へ」

✤

沖縄が本土に復帰して今年で 40 年。人間で言えば
不惑の年齢にあたります。当時の人々が復帰に込め
た思いと、復帰後の 40 年を振り返り、沖縄の将来に

✤
✤

ついて考える機会とします。同時に県民目線でとら
えた「沖縄の現代生活」を写真で募集し展示します。

✤
✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

「山田 實展」

✤

✤

✤

美術館企画展

山田實（やまだ・みのる）は戦後の沖縄写真界の黎明期
を支えた写真家の一人です。過酷な戦争体験とともに、
激動の世変わりを見つめ続けた山田實。
本展では、その全仕事を、
言説や関わった人物、時代背景
とともに辿りながら、山田實の
写真と人物に迫ります。
山田實 波と遊ぶ少年たち

■■
■■■

７月イベントカレンダー
1
2
3

消毒休館日
6/25～7/３

☆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
☆美術館コレクション展

7 土 キュレータートーク

「沖縄の美術がとらえた光と影」
講師：仲里安広（当館学芸員）
15：00～16：00
☆ふれあい体験室ワークショップ
☆子供ワークショップ
「だだっこになろう！」
点と線で遊ぼう！
10:30～12:00

8 日

☆「池間・宮古方言教室
2012年度夏期」
講師：仲間博之氏
14:00～16:00

9 月 休館日
★博物館・企画展
「お化け屋敷を科学する」展
7/13～9/17

■博物館学芸員コラム

■
■

■■■
■■■

収蔵品を守る！

■ ■ ■
■■ ■
くんじょう

全館燻蒸・消毒による休館について

博物館や美術館の役割の中に「収蔵品・資料の保存」があります。保存するためには、温度・湿度
の管理や、文化財をエサにする害虫から守らなければなりません。沖縄県立博物館・美術館では、収
蔵品を害虫から守るために、全館燻蒸・消毒を毎年行っています。
Ｑ どんな消毒薬を使用しますか？

Ｑ 長期間の休館日は必要ですか？

安全ですか？

Ａ 必要です。消毒には薬剤を使用します。

Ａ 病院の消毒にも使用される「シフェノト

そのため、館内の精密機械など、ビニール

リン」という薬剤を使用します。大気中に

をかぶせるなどの養生（保護）をしなけれ

漏れた場合、短時間で分解してしまうの

ばなりません。また、薬剤を使用した後に

で、環境には影響を与えない安全性の高

は安全な空間に戻す必要があります。その

い薬剤です。しかし、殺虫能力があるの

ため長期間の休館が必要になります。

で、直接吸ったりすると危険です。

☆美術館で学ぶ 美術講座

13 金 「絵画の見方2

画家の視点から見た絵画史」
講師： 稲嶺成祚氏
18：30～20：00
★美術館・企画展
「旅する仮面」展
7/14～9/2

14 土

15 日

☆博物館文化講座
「冊封使と琉球
～危険な海を渡る冊封使～」
講師：赤嶺守氏
14:00～16:00
☆ふれあい体験室ワークショップ
☆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
連続講座4回 14:00～15:50

17 火 休館日
18 水

県民ギャラリー1
筆文字あーと展 7/18～7/22

19 木

☆展示解説会
博物館常設展示室
講師：與那嶺一子（美術工芸）
14:00～15:00

21 土

22 日

☆旅する仮面展 関連イベント
ギャラリートーク
講師：須藤義人氏
14:00～15:00
☆ふれあい体験室ワークショップ
☆「池間・宮古方言教室
2012年度夏期」
講師：仲間博之氏
14:00～16:00

23 月 休館日
県民ギャラリー1

24 火 ひ・ちじょう展 7/24～7/29

Ｑ どうして飲食物・生花の持ち込みが禁止
なんですか？

博物館班
仲里学芸員

Ｑ 文化財害虫にはどんな虫がいますか？
Ａ 皆さんがよく知っているゴキブリやシロア

Ａ 生花や飲食物には、いろんな虫がくっつ

リ、ガの仲間やイエバエの仲間がいます。ま

いています。その中に文化財害虫がいると、

た、キクイムシ・シミ・シバンムシ・チャタテム

展示資料や収蔵資料が虫による食害を受け

シなど、その他にもたくさんの害虫がいます。

る危険性があります。資料保存に適した空

カビなども資料にとっては厄介（やっかい） な

間を保つため、持ち込みを禁止しています。

敵です。

※今年度も燻蒸・消毒を予定しています。皆さんのご理解をお願いします。
★消毒休館日：６/２５（月）～７/３（火）
■

■ ■■■ ■ ■■
■ ■■ ■■■

今年も沖縄に夏がやってきました。外の炎天下の日差しから少しの時間であるが美術館の
展示作品を鑑賞しながら涼んでみてはどうですか。
コレクションギャラリー２では、ダニエル・ロート「日の出前の５つの旅（no.3）」
（2006）
という作品が目を引きます。何だかこれは恐竜の化石でしょうか？エイリアンでしょうか？
作家の思考プロセスと観覧者思考がクロスして想像をかきたてます。是非いろんな視点から
作品を鑑賞し、感じたままの解釈を受け止めて欲しいです。

25
26
27
27 金

県民ギャラリー2
建築模型展 7/27～7/29

の心の中の何に琴線（きんせん）が触れるか楽しみで

☆美術館バックヤードツアー
講師：新里義和（当館学芸員）

す。自身の深層心理にある他者への意識を客観的に分

コレクションギャラリー３では、沖縄美術の流れを
紹介しています。入って正面にある山元恵一「貴方を
愛する時と憎む時」
（1951）の作品を鑑賞して、あなた

析しながら鑑賞できる作品です。
（美術館 大城直也）
山元恵一「貴方が愛する時と憎む時」

☆ふれあい体験室ワークショップ

30 月 休館日
31 火

県民ギャラリー1
禅画展 7/31～8/5

※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

■美術館学芸員コラム

「美術館を楽しむ。」

☆夏休み！博物館学芸員教室
7月25・26・27日
25日（水）民俗・考古・歴史
26日（木）地学・人類・生物
27日（金）民俗・美術工芸

28 土 14：00～15：00

（博物館 仲里 健）

美術館コレクションギャラリー
ギャラリー1・2『新しい写真の展開』
ギャラリー3『沖縄の美術がとらえた光と影』
☆美術館コレクションギャラリー9 月 23 日まで開催中。

コレクション展は 3 室で構成されており、それ
ぞれの部屋でテーマを持って展示されていま
す。年に 2 回～3 回の展示替えを行っています。

■■
■■■

８月イベントカレンダー

９月イベントカレンダー
博物館・美術館のお仕事

☆博物館バックヤードツアー
講師：與那嶺一子（美術工芸）
14：00～15：00
☆美術館コレクション展
キューレータートーク
「沖縄の美術がとらえた光と影」
講師：仲里安広（当館学芸員）
4 土 15：00～16：00

び そ う はん

美装班

博物館・美術館ではたくさんの
お仕事があります。今回は博物
館・美術館をいつもピカピカにし
ご紹介しましょう。

8土

この施設特有のカビや害虫を防ぐ
事にも一役かっています。

☆ふれあい体験室 ワークショップ
☆「旅する仮面展」関連講演会
「沖縄の祭祀・芸能と仮面」
5 日 講師：大城學氏
14：00～16：00

美装班・髙島主任に聞きました。

6 月 休館日

A. 文化財を守る事を意識し、13

県民ギャラリー1・2・3
第11回済州特別自治道・

11 土 ☆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 第5回
「しまくとぅばを知る」
講師：西岡敏氏 14:00～15:50
☆「旅する仮面展」関連講演会
「世界の仮面、仮面の世界」
講師：吉田憲司
14：00～16：00

13 月 休館日
県民ギャラリー1・2・3
沖縄県特別支援学校
14 火
中学部総合文化祭
8/14～8/19

☆博物館学芸員講座
「博物館バックヤード探検隊」
講師：池原 盛浩（教育普及）
14：00～16：00
☆「旅する仮面展」関連イベント
「張り子のお面に絵付け体験」
18 土 講師：豊永盛人氏
14：00～16：00
☆ギャラリートーク
「沖縄の美術がとらえた光と影」
15：00～16：00
☆ふれあい体験室 ワークショップ
☆「旅する仮面展」関連イベント
「仮面舞踊」 18：00～
出演：Kembangmas
19 日 17時から体験ワークショップ
☆美術館
夏休み子どもフェスタ！（仮）
15：30～17：００
20 月 休館日
県民ギャラリー1
21 火 沖縄旺玄会小品展
8/21～8/26
☆美術館バックヤードツアー
講師：豊見山 愛
14：00～15：00
☆美術館 鑑賞ツアー
「沖縄の美術がとらえた光と影」
25 土 16：00～17：00
☆「旅する仮面展」関連イベント
ギャラリートーク
講師：久万田晋氏
14：00～16：00
☆ふれあい体験室 ワークショップ

27 月 休館日
県民ャラリー1 8/28～9/9
大城清太 天描画展
28 火 県民ギャラリー2
IDAグラフィックデザイン科
１年作品展
8/28～9/2

☆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

美装班は清掃業務はもちろん、

9日

☆しまくとぅばプロジェクト
連続講座 第６回
「しまくとぅばを知る」
講師：狩俣繁久氏
14:00～15:50

Q.お仕事をする上で心がけてい

10 月 休館日

る事は何ですか？

11 火 「山田實展」

★美術館・企画展
9/11～11/4

名のスタッフで清掃業務を行っ

7 火 沖縄県美術家連盟合同交流展

☆ふれあい体験室
ワークショップ

3 月 休館日

ているお掃除の仕事「美装班」を

☆「旅する仮面展」関連イベント
ワークショップ
「仮面を盛る」
講師：比嘉ブラザーズ
14：00～16：00

8/7～8/12

1土

いつもステキな笑顔で迎

ています。ご来館される全ての方

えてくれる美装スタッフで

が快適に過ごしていただける様

す。ご来館の際は、その笑

に、「とびきりの笑顔」を心がけ

顔にいやされてください。

ています。
（美装班

14 金

☆美術館で学ぶ 美術講座
「絵画の見方3
絵画における平面と立体」
講師： 西村貞雄氏
18：30～20：00
☆博物館学芸員講座 地学
講師：仲里 健（当館学芸員）
14：00～16：00

髙島）

☆「山田 實展」関連イベント

15 土 ギャラリートーク

15：00～16：00

ミュージアムショップ

☆ふれあい体験室
ワークショップ

ゆいむい

18 火 休館日

6 月 23 日は「ユッカヌヒー」

19 水

県民ギャラリー2
JAGDA沖縄地区
デザイン展
9/19～9/23

20 木

☆展示解説会
博物館常設展示室
講師：岸本 敬（民俗）
14：00～15：00

ユッカヌヒーとは旧暦の 5 月
4 日のことで、戦前の沖縄で
は子供の健康や成長を願って
オモチャを買ってあげるなら
わしがあったといいます。

21 金

ミ ュ ー ジ ア ム シ ョッ プで
は、伝統の琉球玩具 張り子を

営 業 時 間

取り扱っております。
「ハーリ

TEL: 098-941-0749

9:00-18:00

ー船」
「ウッチリクブサー」等、

FAX：098-941-0884

種類も揃えており、お土産、

http://shop.bunkanomori.jp

☆山田 實展関連イベント

22 土 キューレータートーク

講師：大城仁美
（当館学芸員）
15：00～16：00

贈 り 物 に 大 変喜 ば れていま

☆ふれあい体験室
ワークショップ

す。ぜひ一度ご来店ください。
（ショップ

玉城）

☆「私がわたしであるため
に」
ギャラリートーク
講師：布施英利氏
15：00～16：00
☆美術館バックヤードツアー
講師：大城直也
14：00～15：00

編集後記・基本情報

はくび通信 7 月号を発行することができました。
これからも楽しく読んでいただけるような「はくび通信」にで
きるよう、がんばります。
ご意見、ご要望がありましたらお寄せください。
発行部署：館内 情報センター TEL：098-941-1187
■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）
○消毒休館日：（6 月 25 日～7 月 3 日）
http://www.museums.pref.okinawa.jp

24 月

休館日
※美術館
コレクションギャラリー
展示替えのため休室
9月24日～28日

★復帰４０周年記念

28 金 「Okinawaから沖縄へ」
9/28～11/25

29 土

★美術館コレクション
9/29～1/14
ギャラリー1
「現代アジア作家展」
ギャラリー2
「私が"わたし″であるために
-共振の美学-」
ギャラリー3
「沖縄の美術が
とらえた光と影」
☆ふれあい体験室
ワークショップ

※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

