
















































































































































































































































































































































































































































 

 

『沖縄県立博物館・美術館年報』No.８の内容についての訂正 

 

平成28年３月22日付けで発行致しました、『沖縄県立博物館・美術館年報』No.８におきまして、内容

の不足箇所が２点、誤記箇所が１点ございました。皆様にご迷惑をお掛けしたことをお詫びすると共に、

下記の通り訂正させていただきます。 

 

 

◎不足１…69ページ、常設展 展示替えに関する【歴史部門展示室】につきまして、以下の内容が欠落

しておりました。当館活動にご協力いただきました、個人・団体の皆様に、深くお詫び申し

上げます。 

 

 

歴史部門展示室では、様々な資料から歴史をひも解いていく展示を志し、「モノから読む歴史」という

大テーマを設定している。ここでは、様々なテーマに沿った年に数回の展示替えやトピック的な展示を行

うなど、柔軟な展示を行う機能を備えている。 

平成26年度の歴史部門展示室では、「那覇港～往来する人とモノ～」というテーマの展示をほぼ通年で

展示し、11月から12月までは明星大学（東京都）と共催した「ペリー一行の見た琉球・日本」のテーマ

を歴史部門展示室全体で行い、そのほか「戦後の移民～再び海を渡ったウチナーンチュ～」、「琉球王国

時代の地図と測量技術」のテーマを歴史部門展示室の一部分に展示した。 

以下に、それぞれの概要を紹介する。 

○「那覇港～往来する人とモノ～」 

主  旨：琉球王国から国内外への玄関口として機能し、様々な人やモノが行き交った那覇港の歴史の

なかでも、17～19世紀を中心に取り上げ、３つのテーマに分けて紹介する。「１ 王国の港・

那覇港」では、琉球王国の王都であり政治の中心地であった「首里」と、海上交通の要所で

あった「那覇」の強い結びつきを示し、「２ 往来する人・モノ」では、王国の玄関口である

那覇港から行き来した様々な人やモノを紹介する。「３ 那覇のマチ」では、歴史読史地図を

手がかりとして、「那覇四町」とよばれる地域に隣接する久米村や辻・渡地・仲島という遊郭

地区、女性によるマチ（市場）のようすなど、港をとりまく人々の姿を示す。 

展示資料：首里那覇港図屏風、琉球国惣絵図（間切集成図）（真和志間切他）（複製）、「琉球国全図」（琉

球列島並三十六島之図） 他 

展示期間：通年展示（11月29日～12月21日以外） 

 

○博物館特別企画 明星大学創立50周年記念 

「ペリー一行の見た琉球・日本－ウィリアム・ハイネの水彩原画展－」 

主  旨：2014年に明星大学が創立50周年を迎えることを契機として、明星大学および個人が所蔵する

ペリー提督の随行画家・ハイネの原画（水彩画）５枚１組（内４枚は明星大学、１枚は個人）

を一堂に公開し、琉球来航を主軸としたペリー提督の日本来航の歴史を考える展示会とする。 

開催形式：（主催）沖縄県立博物館・美術館、（共催）明星大学 

    （協力）沖縄県立図書館、琉球大学附属図書館、琉球新報社 

    （後援）沖縄タイムス社、NHK沖縄放送局、沖縄テレビ放送、琉球朝日放送、ラジオ沖縄、FM

レキオ、エフエム沖縄、タイフーンfm、沖縄ケーブルネットワーク株式会社 

展示資料：ハイネの原画（水彩画）５枚１組［内４枚は明星大学、１枚は個人所蔵］、ペリー再来航及献

上品絵巻 嘉永７年２月再来航図巻［明星大学所蔵］、ペリー『日本遠征記』、琉米条約（複

製）、W・ボードの墓碑（拓本） 他 



 

 

展示期間：2014年11月29日（土）～12月21日（日） 

展示解説会：2014年12月７日（日）・13日（土）10:00～11:00 

 

○「琉球王国時代の地図と測量技術」 

主  旨： 琉球王国時代、琉球やその周辺を描いた地図が国内外の各地で様々な目的をもって製作さ

れた。琉球ではいつから作成されたのかはっきりしないが、18世紀に最先端の測量術を取り

入れると、測量や製図の技術はめざましい発展を遂げ、現在の地図と比べても遜色のない地

図が作り上げられた。 

     ここでは、琉球王国時代につくられた地図や測量技術に関する最新の研究成果を盛り込み、

王府による測量と地図製作事業を紹介した。 

展示資料：『羽地間切針竿帳』、薩摩藩調製（琉球）図［沖縄県立図書館所蔵］、琉球国惣絵図（間切集成

図）、首里古地図（特大パネル）、久茂地村屋敷図（写）［沖縄県立図書館所蔵］ 他 

展示期間：2015年１月８日（木）～４月12日（日） 

    ＊第１期 １月８日～３月８日、第２期 ３月12日～４月12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペリー一行の見た琉球・日本の展示風景      地図と測量技術の展示風景 

 

 

 

◎不足２…94ページ、当館所蔵の【県指定文化財（有形文化財）】につきまして、以下の内容が欠落して

おりました。深くお詫び申し上げます。 

 

種 別 名   称 員 数 指定年月日 所有者 

工 芸 品 色象嵌粟絵菊花皿 １口 昭54．９．３ 沖 縄 県 

 

 

◎誤 記…191ページ、沖縄県立博物館・美術館の設置及び管理に関する条例（観覧料）別表第２（第11

条関係）につきまして、次ページの通り、内容の誤りがございました。深くお詫び申し上げ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

誤（太字部分） 

区分 

基準額（１人につき） 

一般 大学生及び高校生 中学生及び小学生 

博物館施設 

常設展 1,200円 4,750 円 
450 円（県外の中学生及び小学

生に限る） 

常設展、企画展
及び特別展 

4,200円 2,600円 
1,600円（県内の中学生及び小
学生にあつては、1,150円） 

美術館施設 

常設展 4,900 円 4,600 円 
300 円（県外の中学生及び小学
生に限る） 

常設展及び企画
展 

3,900円 2,600円 
1,300円（県内の中学生及び小
学生にあつては、1,000円） 

 

正（太字部分） 

区分 

基準額（１人につき） 

一般 大学生及び高校生 中学生及び小学生 

博物館施設 

常設展 1,200円 750 円 
450 円（県外の中学生及び小学

生に限る） 

常設展、企画展
及び特別展 

4,200円 2,600円 
1,600円（県内の中学生及び小
学生にあつては、1,150円） 

美術館施設 

常設展 900 円 600 円 
300 円（県外の中学生及び小学
生に限る） 

常設展及び企画

展 
3,900円 2,600円 

1,300円（県内の中学生及び小

学生にあつては、1,000円） 
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『沖縄県立博物館・美術館年報』No.８の内容についての訂正 

 

平成28年３月22日付けで発行致しました、『沖縄県立博物館・美術館年報』No.８におきまして、内容

の不足箇所が２点、誤記箇所が１点ございました。皆様にご迷惑をお掛けしたことをお詫びすると共に、

下記の通り訂正させていただきます。 

 

 

◎不足１…69ページ、常設展 展示替えに関する【歴史部門展示室】につきまして、以下の内容が欠落

しておりました。当館活動にご協力いただきました、個人・団体の皆様に、深くお詫び申し

上げます。 

 

 

歴史部門展示室では、様々な資料から歴史をひも解いていく展示を志し、「モノから読む歴史」という

大テーマを設定している。ここでは、様々なテーマに沿った年に数回の展示替えやトピック的な展示を行

うなど、柔軟な展示を行う機能を備えている。 

平成26年度の歴史部門展示室では、「那覇港～往来する人とモノ～」というテーマの展示をほぼ通年で

展示し、11月から12月までは明星大学（東京都）と共催した「ペリー一行の見た琉球・日本」のテーマ

を歴史部門展示室全体で行い、そのほか「戦後の移民～再び海を渡ったウチナーンチュ～」、「琉球王国

時代の地図と測量技術」のテーマを歴史部門展示室の一部分に展示した。 

以下に、それぞれの概要を紹介する。 

○「那覇港～往来する人とモノ～」 

主  旨：琉球王国から国内外への玄関口として機能し、様々な人やモノが行き交った那覇港の歴史の

なかでも、17～19世紀を中心に取り上げ、３つのテーマに分けて紹介する。「１ 王国の港・

那覇港」では、琉球王国の王都であり政治の中心地であった「首里」と、海上交通の要所で

あった「那覇」の強い結びつきを示し、「２ 往来する人・モノ」では、王国の玄関口である

那覇港から行き来した様々な人やモノを紹介する。「３ 那覇のマチ」では、歴史読史地図を

手がかりとして、「那覇四町」とよばれる地域に隣接する久米村や辻・渡地・仲島という遊郭

地区、女性によるマチ（市場）のようすなど、港をとりまく人々の姿を示す。 

展示資料：首里那覇港図屏風、琉球国惣絵図（間切集成図）（真和志間切他）（複製）、「琉球国全図」（琉

球列島並三十六島之図） 他 

展示期間：通年展示（11月29日～12月21日以外） 

 

○博物館特別企画 明星大学創立50周年記念 

「ペリー一行の見た琉球・日本－ウィリアム・ハイネの水彩原画展－」 

主  旨：2014年に明星大学が創立50周年を迎えることを契機として、明星大学および個人が所蔵する

ペリー提督の随行画家・ハイネの原画（水彩画）５枚１組（内４枚は明星大学、１枚は個人）

を一堂に公開し、琉球来航を主軸としたペリー提督の日本来航の歴史を考える展示会とする。 

開催形式：（主催）沖縄県立博物館・美術館、（共催）明星大学 

    （協力）沖縄県立図書館、琉球大学附属図書館、琉球新報社 

    （後援）沖縄タイムス社、NHK沖縄放送局、沖縄テレビ放送、琉球朝日放送、ラジオ沖縄、FM

レキオ、エフエム沖縄、タイフーンfm、沖縄ケーブルネットワーク株式会社 

展示資料：ハイネの原画（水彩画）５枚１組［内４枚は明星大学、１枚は個人所蔵］、ペリー再来航及献

上品絵巻 嘉永７年２月再来航図巻［明星大学所蔵］、ペリー『日本遠征記』、琉米条約（複



 

ii 

 

製）、W・ボードの墓碑（拓本） 他 

展示期間：2014年11月29日（土）～12月21日（日） 

展示解説会：2014年12月７日（日）・13日（土）10:00～11:00 

 

○「琉球王国時代の地図と測量技術」 

主  旨： 琉球王国時代、琉球やその周辺を描いた地図が国内外の各地で様々な目的をもって製作さ

れた。琉球ではいつから作成されたのかはっきりしないが、18世紀に最先端の測量術を取り

入れると、測量や製図の技術はめざましい発展を遂げ、現在の地図と比べても遜色のない地

図が作り上げられた。 

     ここでは、琉球王国時代につくられた地図や測量技術に関する最新の研究成果を盛り込み、

王府による測量と地図製作事業を紹介した。 

展示資料：『羽地間切針竿帳』、薩摩藩調製（琉球）図［沖縄県立図書館所蔵］、琉球国惣絵図（間切集成

図）、首里古地図（特大パネル）、久茂地村屋敷図（写）［沖縄県立図書館所蔵］ 他 

展示期間：2015年１月８日（木）～４月12日（日） 

    ＊第１期 １月８日～３月８日、第２期 ３月12日～４月12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペリー一行の見た琉球・日本の展示風景      地図と測量技術の展示風景 

 

 

 

◎不足２…94ページ、当館所蔵の【県指定文化財（有形文化財）】につきまして、以下の内容が欠落して

おりました。深くお詫び申し上げます。 

 

種 別 名   称 員 数 指定年月日 所有者 

工 芸 品 色象嵌粟絵菊花皿 １口 昭54．９．３ 沖 縄 県 

 

 

◎誤 記…191ページ、沖縄県立博物館・美術館の設置及び管理に関する条例（観覧料）別表第２（第11

条関係）につきまして、次ページの通り、内容の誤りがございました。深くお詫び申し上げ

ます。 
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誤（太字部分） 

区分 

基準額（１人につき） 

一般 大学生及び高校生 中学生及び小学生 

博物館施設 

常設展 1,200円 4,750 円 
450 円（県外の中学生及び小学

生に限る） 

常設展、企画展

及び特別展 
4,200円 2,600円 

1,600円（県内の中学生及び小

学生にあつては、1,150円） 

美術館施設 

常設展 4,900 円 4,600 円 
300 円（県外の中学生及び小学
生に限る） 

常設展及び企画
展 

3,900円 2,600円 
1,300円（県内の中学生及び小
学生にあつては、1,000円） 

 

正（太字部分） 

区分 

基準額（１人につき） 

一般 大学生及び高校生 中学生及び小学生 

博物館施設 

常設展 1,200円 750 円 
450 円（県外の中学生及び小学

生に限る） 

常設展、企画展
及び特別展 

4,200円 2,600円 
1,600円（県内の中学生及び小
学生にあつては、1,150円） 

美術館施設 

常設展 900 円 600 円 
300 円（県外の中学生及び小学
生に限る） 

常設展及び企画
展 

3,900円 2,600円 
1,300円（県内の中学生及び小
学生にあつては、1,000円） 
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