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沖縄県立博物館・美術館×八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館 合同企画展

2012 年 12 月 7 日（金）
～2013 年 1 月 20 日（日）

当館では 2012 年 12 月 7 日より、八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館と合同で港川人の発
見者、大山盛保（おおやませいほ）さんの生誕 100 年を記念し、「発見への情熱」と題した
企画展を開催しています。
大山さんが 1970 年に発見した港川人は日本列島の人類のルーツを考える上で重要な人骨
です。その港川人は、些細なきっかけから発見されました。1967 年 11 月 1 日、大山さんは
あわいし

庭に運び込まれた粟石に目を留め、その中に動物化石が含まれていることに気づきました。

大山盛保（1912-1996)

大山さんはその粟石が、具志頭村（現 八重瀬町）港川の採石場から運ばれたことを突き止め、現地に足を運ぶと、採
石場の崖面に大きな石灰岩の割れ目（フィッシャー）があり、その中にたまった赤土の中に動物の化石がたくさん含ま
れていることを発見しました。大山さんは、動物の化石があるなら、それを追いかけてきた人の化石も見つかるかも知
れないと考え、仕事の合間を縫って採石場に通いつめ、ついに港川人を発見したのです。
普通の人なら、石の中に化石を見つけても、それが何だろうとか、どこから来

+

たのだろう、などと調べることはないかも知れません。港川人は、大山さんの
洞察力と信念、そして一途に物事に取り組む情熱によって発見されたのです。
（博物館

山崎真治）
一

般：300 円（240 円）

高大学生：200 円（160 円）
小中学生：100 円（ 80 円）

片方の展示会場の(八重瀬町会
場 or おもろまち会場)半券提示
で、もう一方の展示会場が 2 割
引でご観賞いただけます。

※( )内は前売り及び 20 人以上の団体料金

大山さんが収集した化石
（八重瀬町立具志頭歴史民俗資料館所蔵）

ハンゾーくん
オリジナルわら算
「4 月 16 日の誕生日を記録」

ふれあい体験室

☆ふれあい博士の「ワラ算づくり

体験キット No.26 「記録の工夫 1～わら算」は、琉球王国時代(1429～1879 年)、読み
わら

～文字や数字の代わりに稲藁を
使って、記録しよう」

書きができない農民や庶民を中心に、稲藁などの身近な植物を縄にしたり、結んだりし

日程：1 月～3 月の毎週土曜日

て、数の記録や計算の道具として使われました。

1 回目 10:00 / 2 回目 10:30
3 回目 11:00 / 4 回目 11:30

1 月からのふれあい体験室ワークショップでは、
「ふれたい博士のわら算づくり～文字
や数字の代わりに藁を使って、記録しよう」を開催します。
「ふれたい博士」とは、ワー
クショップに参加して体験を深めたひとのことです。普段、触れることが少なくなった
わら

（所要時間 30 分）
対象：5 才から大人
（小 3 以下は大人同伴）
定員：当日先着 40 人

「藁」を実際に使って、昔の人々のたくさんの工夫や知恵が込められた「わら算」をも

（各回 10 人）朝 9 時より受付

とに「オリジナルわら算」を作りましょう。（渡部貴子）

参加費：100 円
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次回展覧会
文化の杜
共同企業体
自主企画展

エリザベト・ルイーズ・ヴィジェ・ルブラン
「王妃マリー・アントワネット」1778 年
（ブルトゥイユ城蔵）

生誕から 250 年以上たった今でもカリスマ性を保ち、私たちを惹きつけてやまない 18 世紀のフランス王
軍艦「ベル・プル（美し
妃マリー・アントワネット。オーストリアのハプスブルク家に生まれた彼女が、フランス王太子（後のル
き雌鳥）」のヘアスタイル
イ 16 世）に嫁いだのはわずか 14 歳のとき。その美貌と香り立つ気品で熱狂的に愛されながらも、37 歳と
（復元）
、2001 年、カラコ・
いう若さで革命の波に飲み込まれ露と消えました。
カヌズ工房蔵
王妃として華やかで優雅な宮廷生活を送りながらも、妻として母として悩み、最期はひとりの女性とし
て毅然と散っていったその一生をたどります。
アントワネットお気に入りの女流画家ヴィジェ・ルブランの描いた肖像画をはじめ、彼女の洗練された
美意識を伝える衣装や調度品、そして豊富な時代史料とともに、激動の時代を生き抜いたアントワネット
の実像に迫る展覧会をお楽しみください。
（文化の杜共同企業体

金城美奈子）

引き裾の宮廷衣装（復元）
2012 年 (カラコ・カヌズ工房蔵)

一 般：1200（960）円

ア ントワ ネットが着

小中生：400 （320）円

ていたドレスを、肖像

※池田理代子特典付チケット 1600 円(当日券のみ)

画 や衣装 日誌をもと

※金･土曜日はマリー・アントワネット展のみ 18:00

高大生：800 （640）円
※( )は前売り及び団体料金

に、テーラーの協力に

で終了いたします。展示室入場は 17:30 まで。

よ り特別 に再現！ア

☆ドレスコード特典：2/8(金)～2/28(木)の間に、リボンを
つけてご来場された方にはオリジナル缶バッジをプレゼ
ント！
♡ バレンタイン・ホワイトデー特典：2/9(土)～2/11(月）、
3/9(土)～3/10(日)の間に、カップルでご来場された方に
は豪華景品が当たるスペシャル抽選会を実施。

ン ティー クの布やレ
ースを使った衣装計 5
着を展示します。

軍艦「ベル・プル（美しき雌鳥）」の
ヘアスタイル（復元）、2001 年
（カラコ・カヌズ工房蔵）

©La Vie de MARIE-ANTOINETTE 2012-13

美術館 企画展

スタジオジブリ・三鷹の森ジブリ美術館全面協力のもと、「風の谷のナウシカ」から「コクリコ
坂から」まで、宮崎駿監督直筆のレイアウトを中心に高畑勲・宮崎駿両監督がジブリ以前に手
掛けた作品も含め、約 1,300 点のレイアウトを公開、アニメーションの魅力が詰まった「レイア
ウト」を読み解きながら、日本が世界に誇るスタジオジブリの創造の秘密に迫ります。
アニメーション制作において画面づくりの要となり、表現者の演出意図を反映させた画面設
計図である「レイアウト」が鑑賞できる貴重な展覧会で、どのようにアニメーションが制作され
るのかを知ることができ、またジブリ作品を新たな視点で鑑賞できるようになる絶好の機会で
す。 （文化の杜共同企業体 謝花佐和子）

一 般：1200
小中生： 600

(960)円 高大生：800(640)円
(480)円 ( )は前売り及び団体料金

■■
■■■

はくび通信 Vol.4 1 月号

1 月イベントカレンダー
☆新春の舞 14:00～14:30

1 火 県立芸術大学琉球芸能専攻学生有
2

☆お正月工作教室
はぶぐゎーをつくろう
水 1回目10:00 2回目11:00
3回目14:00 4回目15:00

3

☆お正月工作教室
にょろにょろ歩くヘビのおもちゃづくり
木 1回目10:00 2回目11:00
3回目14:00 4回目15:00

4

金 休館日

☆博物館バックヤードツアー
講師：岸本弘人（当館学芸員）
14:00～15:00
☆｢アジアをつなぐ－境界を生きる女たち

5 土 1984‐2012｣

関連イベント｢開けアジアのとびら！｣
民族衣装 10:00～16:00
民族楽器体験 11:00～/15:00～
☆ふれあい体験室ワークショップ

7

月 休館日

県民ギャラリー1・2・3

9 水 第２8回 浦添工業高校インテリア科

■博物館学芸員コラム

■ ■■■
■ ■■■

■ ■ ■
■■ ■

バックヤードツアーって なぁ～に？
バックヤードを辞書で引くと “裏庭”、別のものでは“商

RECOVERY
AGENCY (WE
ARE AT
品の在庫保管場所や加工場などがある売場の
裏側のこ
と”とあり、どちらも“裏”という単語がありました。

YOUR
SERVICE)
では、皆さんは博物館の裏側ってどのようなものを思
い浮かべますか。
CABLEGRAM:HOTLINE

PHONE=

博物館では毎月１回、先着 12 名の受付でバックヤードツアーを開催しています。普段

入る（見る）ことのできない博物館の裏側を、学芸員が案内する特別なツアーです。ツア
+2347033344357

卒業作品展1/9～1/13

ーは博物館３階の学芸員の部屋から始まり、１階と地下を含めて 10 個の収蔵庫や、研

☆美術館コレクションギャラリー3
キュレータートーク 15:00～16:00
講師：仲里安広（当館学芸員）

究室、資料の管理方法などを解説していきます。

☆博物館学芸員講座
「沖縄にいたシカの話」 14:00～16:00
12 土 講師：藤田祐樹（当館学芸員）
☆おもろ夜会vol.9 17:00～20:30
高嶺剛監督作品連続上映会
上映作品：パラダイスビュー
野性的でやんちゃなオキナワンロッカー
☆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連続講座
「しまくとぅばを知る」第10回
講師：狩俣繁久氏 14:00～15:50

毎回、案内する学芸員が異なるので、解説内容はそ
の日のお楽しみ！バックヤードツアーに参加して、博物
館の裏側を探検しませんか？

（博物館 池原盛浩）

☆博物館バックヤードツアー☆
RE: FUND ALERT/FINAL
NOTICE.

1 月 5 日 ・ 2 月 2 日 ・ 3 月 2 日（土）
当日先着 12 名：参加費無料
14:00～15:00（9 時より総合案内にて受付開始）

☆「平成25年度特別展 生物多様性展」

お
知
ら
せ

13 日 関連講座 第2回

沖縄の爬虫類、両生類(ﾍﾋﾞやｶｴﾙ)の話
講師：山﨑仁也（当館学芸員）
10:00～11:45
15

火 休館日

県民ギャラリー1 1/16～1/20
舞心（まごころ） 金島利彦写真展
県民ギャラリー2 1/16～1/20
絵で伝えよう！わたしたちの町の
16 水 たからもの ユネスコ絵画展

■美術館学芸員コラム

I am Mr.Sven Andre Model, a
安谷屋正義
エスキース
｢ある風景｣
United
Nations
foreign
envoy展to
戦後すぐに活躍した画家というと戦前からの世代
）
Africa
and Europe

☆展示解説会 博物館常設展示室
14:00～15:00

金城安太郎など第
1 世代の画家たちであったが、やが
for
finance
and special matters

☆美術館バックヤードツアー
講師：豊見山 愛（当館学芸員）
14:00～15:00

玉那覇正吉など第２世代の美術家たちに受け継がれ
attached
to IMF and EFCC

☆博物館学芸員講座 「沖縄化石研究のパ
イオニア 大山盛保と発見への情熱」
19 土 講師：山崎真治（当館学芸員）
14:00～16:00
☆「大山盛保生誕100年記念 発見への情
熱」展示解説会 16:30～17:15
講師：山崎真治（当館学芸員）
☆ふれあい体験室ワークショップ
☆博物館体験学習教室「草木染で手織り」
20 日 講師：江谷紋子 9:30～18:00
月 消毒休館日
火 消毒休館日

県民ギャラリー1･2･3 1/23～1/27
23 水 沖縄県委託事業 「多様な陶器生産シス
テム構築事業」成果発表会
☆博物館学芸医院講座
「蟹の話はいかがかに？～オオガニの
調査から見えてきたもの～」
26 土 講師：山﨑仁也（当館学芸員）
14:00～16:00
☆ふれあい体験室ワークショップ
28

■■■■ ■■ ■■
■■ ■■
■

県民ギャラリー3 1/16～1/20
琉球絣南風原花織を利用した
新商品開発成果展

17 木 講師：岸本弘人（当館学芸員）

21
22

■
■

月 休館日

※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。

である名渡山愛順、大嶺政寛、大城皓也、山元恵一、

て戦後から活動を開始した安次嶺金正、安谷屋正義、
ることになります。

なかでも安谷屋正義は戦後から絵画をはじますが、
Nigeria.Your
email
すぐに 60 年代には沖縄画壇をリードする画家になっ

ていきます。本展覧会は、2011
address
was年に開催された「安谷
among

the

屋正義」展の際、遺族から寄贈されたエスキース（下

絵）３千数百点のうちから、タブロー（油彩画）に参
outstanding
beneficiary's whose
考となる作品を精選し約 70 点を展示するものである。

もちろん本作は数多くあり、今後もそれに合わせて随
fund
has been pending

塔 エスキース 1 安谷屋正義

時展示していく予定です。

エスキースとはいえ、それのみでも完成された造形
for
so long and some hoodlums
性を持つ安谷屋のエスキースから制作の秘密を考え

る良い機会となるでしょう。
(美術館 翁長直樹）
or
rather radicals
have been

using
this opportunity
『エスキース「ある風景」展』は
1 月 20 日（日）～5 月 12 日（日）美術館コレクションギャラリー1 で開催。
アーティストトーク：2 月 16 日（土） 15:00～16:00 コレクションギャラリーのチケットが必要です。

to get money from you. Using the

お
知
ら
せ

■■

はくび通信 Vol.4 1 月号
2 月イベントカレンダー
県民ギャラリー1・2 2/1～2/3
第35回沖縄県工芸公募展

1 金 県民ギャラリー3 2/1～2/3
ワーク＆カルチャーハートワークス
臨床美術作品展
☆博物館バックヤードツアー
講師：山崎真治（人類）
14:00～15:00
☆美術館コレクションギョラリー１
2 土 エスキース「ある風景」展
キュレータートーク
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

4 月 休館日
★文化の杜共同企業体自主企画展

8 金 ｢マリー･アントワネット物語展｣

■ごあいさつ■

☆美術館コレクションギャラリー2

新年あけましておめでとうございます。

｢大和コレクションⅥ｣キュレータートーク

本年が多くの方々にとって、良い年となりますよう

講師:大城仁美（当館学芸員）
15:00～16:00

お祈り申し上げます。文化の杜共同企業体も運営、

☆｢スタジオジブリ･レイアウト展｣関連催事

管理、企画、教育普及をしっかりと遂行し、県立博

｢『もののけ姫』はこうして生まれた。｣
DVD特別上映会 10:00～18:30

物館・美術館の発展に尽くしていく決意です。
今年も多彩な企画を県民の皆様にお届けする予
定です。
どうぞお楽しみください。
文化の杜企業体代表：平良知二

とってもお得な

年間パスポート！！

2/8～4/14

☆博物館文化講座
「坂本竜馬と水中考古学－沈没船い
ろは丸の水中調査から－」
講師：吉崎伸氏
14:00～16:00

9 土 ☆おもろ夜会vol.9
高嶺剛監督作品連続上映会
私的撮夢幻琉球J・M、夢幻琉球
つるヘンリー 17:00～20:30
トーク：新城郁夫氏

沖縄県立博物館・美術館では、展覧会を何度でもご覧い
ただける、とってもお得な年間パスポートを発行してい
ます。ご自分へのご褒美に。またご贈答にも喜ばれるひ
と品です。お年玉、卒業祝い、入学祝いなどの贈り物に
いかがでしょうか？

パスポート種類
一般

高校・大学

県外・小中

県内・小中

博物館

料金表（１名様）
常設
企画・特別展

\3,700

\2,300

\1,200

\800

県民ギャラリー1・2・3
沖縄の新たな発展につながる大規模

美術館

コレクション
企画・特別展

\3,900

\2,600

\1,300

\1,000

パネル展

博物館
美術館

すべての展示
（対象外あり）

\7,000

\4,500

\2,500

\1,800

☆ふれあい体験室 ワークショップ

12 火 休館日
13 水 返還跡地利用計画提案コンペ
2/13～2/17

■■■

3 月イベントカレンダー

☆｢マリー･アントワネット物語展｣関連催事
ひなまつりワークショップ
(1)アントワネットの愛したバラと小花の
ドライフラワーボール
2 土 講師：宮崎真己氏
(2)ロココの女王アントワネット風
ビーズアクセサリー
講師：喜友名葉弓氏
(3)アントワネットの愛したスイーツで作る
マカロンストラップ
講師：新里玲香氏
11:00～/13:30～/15:30～
☆博物館バックヤードツアー
講師: 藤田祐樹（当館学芸員）
14:00～15:00
☆ふれあい体験室ワークショップ
☆｢マリー･アントワネット物語展｣関連催事
ひなまつりワークショップ
(1)アントワネットの愛したバラと小花の
ドライフラワーボール
講師：宮崎真己氏
(2)ロココの女王アントワネット風
3 日 ビーズアクセサリー
講師：喜友名葉弓氏
(3)アントワネットの愛したスイーツで作る
マカロンストラップ
講師：新里玲香氏
11:00～/13:30～/15:30～

4 月 休館日
県民ギャラリー1・2・3

16 土

☆美術館コレクションギャラリー1
エスキース「ある風景展」
関連催事アーティスト・
ギャラリートーク
講師：調整中 15:00～16:00

■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。

17 日 ☆平成25年度特別展
「生物多様性展」関連講座 第3回
沖縄の鳥の話
講師：山﨑仁也 10:00～11:45

18 月 休館日
県民ギャラリー1

19 火 グループＰ 2/19～2/24
☆展示解説会 （歴史）
博物館常設展示室

21 木 講師：崎原恭子 (当館学芸員)
14:00～15:00
★美術館企画展 2/22～5/6
「スタジオジブリ･レイアウト展」

22 金

県民ギャラリー2･3 2/22～2/24
インターナショナルデザインアカデ
ミー
修了制作デザイン展
「Ｄｅｄｓｉｇｎ Ｍｏｎｓｔｅｒ

☆美術館コレクションギャラリー1
鑑賞ツアー
エスキース「ある風景」
16:00～17:00

23 土 ☆美術館バックヤードツアー
講師：大城仁美（当館学芸員）
14:00～15:00
☆ふれあい体験室 ワークショップ

25 月 休館日
県民ギャラリー1・2・3

26 火 ヒューマンアカデミー那覇校

第5回修了展示会 2/26～3/3

※日程が変更になる場合がございます。
詳しくは当館ホームページのイベント
カレンダーをご覧下さい。

☆博物館文化講座「有名？無名？島の生き
物たち」 14:00～16:00

9 土 講師：伊澤雅子氏

TEL：098-941-1187

☆ふれあい体験室ワークショップ

11 月 休館日

☆博物館学芸員講座（民俗）
講師:久場政彦（当館学芸員）
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
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

8 金 那覇市障害者美術展 3/8～3/10

県民ギャラリー2 3/12～3/17

12 火 大沼茂一・渋谷健太郎 写真展

博物館・美術館からのお知らせ
☆お正月は博物館･美術館へ Go！
名器三線で新年の縁担ぎ！県指定有形文化財の「盛
嶋開鐘附胴」や「江戸与那」など三線の名器５挺を博物
館常設展 美術工芸部門に展示いたします。
☆museum café 茶花 よりご案内
“茶花”ではスタッフブログを行なっています。ぜひ、のぞ
いてみてくださいね。 http://chaka.ti-da.net/
■編集後記・基本情報
あけましておめでとうございます。手探りで始めた
“はくび通信”もおかげさまで Vol．4 を発行する
ことができました。これからも博物館・美術館の
HOT な情報をお届け出来るようにがんばります！
はくび通信 発行部署：館内 情報センター
ご意見、ご感想をお寄せください。
TEL：098-941-1187
joho@bunkanomori.jp
■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（月曜が祝日の場合は、翌平日が休館）
○年末休館日 12/29～12/31（1/1～1/3 臨時開館いたします）

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

☆美術館コレクションギャラリー2
アーティスト･ギャラリートーク
講師:調整中
15:00～16:00
☆｢スタジオジブリ･レイアウト展｣関連催事

16 土

｢『もののけ姫』はこうして生まれた。｣
DVD特別上映会 10:00～18:30
☆博物館学芸員講座（歴史）
講師:岸本弘人（当館学芸員）
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
連続講座第12回 14:00～15:50
「しまくとぅばを知る」
講師:仲原穣氏

☆平成25年度特別展
「生物多様性展」関連講座 第4回
17 日 沖縄の無脊椎動物（虫やサンゴ）の話
講師：山﨑仁也（当館学芸員）
10:00～11:45
☆マリー･アントワネット物語展
特別講座 14:00～16:00
｢マリー･アントワネットと18世紀の美術｣
講師：浅野春男氏

18 月 休館日
☆展示解説会 博物館常設展示室

21 木 講師:片桐千亜紀（考古）
14:00～15:00

☆美術館コレクションギャラリー2
鑑賞ツアー｢大和コレクションⅣ｣
16:00～17:00
23 土 ☆美術館バックヤードツアー
講師:大城直也（当館学芸員）
14:00～15:00
☆ふれあい体験室ワークショップ

25 月 休館日
☆｢マリーアントワネット物語｣
11:00～17:00
オープンカフェと蚤の市

31 日 イベント

