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平成２２年度横浜ユーラシア文化館事業報告

（平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで）

横浜ユーラシア文化館は、国内外の関連機関と連携し、ユーラシア諸地域の人々や文化

の交流に関する調査研究を行い、その成果を展示、出版、講演会、イベントなどを通して

公開する施設です。

今年度については、企画展「遊牧世界の造形」、特別展「シャルジャ、砂漠と海の文明交

流―アラビアの歴史遺産と文化―」の２つの企画展を実施し、積極的な関連事業を実施し

て、普及啓発に努めた結果、猛暑による周辺観光客の激減や、震災による臨時休館等の影

響もありましたが、平成２１年度の来館者数減少に歯止めをかけることができました。

各事業報告

１ 資料収集保管事業（寄附行為第４条第１号）

ユーラシアの考古・美術・民族・歴史資料および文献等を分類・整理するとともに、

良好な状態で保管するため、収蔵庫や展示室を常に適切な状態に保つよう環境検査を行

いました。

（１）資料収集・保存

項 目 点 数 事 業 内 容

資料の寄贈・寄託 寄贈６０５点

寄託 ０ 点

主な収集資料：ベトナムの陶器および古窯址調査写

真等、中国内蒙古自治区オロンスム遺跡等採集資

料、トルコの写真、絵はがき等ほか

資料の購入 ２ 点 主な収集資料：書籍 The Costume of Russian empir

e, London 1803、書籍 Wall Paintings from Anci

ent Shrines in Central Asia, Kyoto 2009

資料熟覧 ２ 件 地理図等31点（九州国立博物館による展覧会のため

の資料調査）、青銅製鍑2点ほか（富山大学研究者に

よる青銅製鍑鋳造方法の研究）

文献資料熟覧 １ 件 The Houghton Shahnamehなど（東京大学大学院生）

資料の貸出 １ 点 開港資料館「痛っ・・・歯が痛い」展への貸出

収蔵資料の画像利用 ５ 点 自鑪庁至烏斯蔵程站輿圖1点（研究報告書東海大学文

学部）、楔形文字粘土板文書2点（『よくわかる世界の

神様』PHP総合研究所、『チャレンジ６年生 未来！

発見Book』ベネッセコーポレーション）、青銅製鍑2

点（『鍑の研究』雄山閣）
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（２）文献資料の整理

（３）資料収集実績

区 分 購入 複製 寄贈 寄託 合計 累計

考古・美術・民
族・歴史資料

０
（－）

０
（－）

６０５
（３９７）

０
（－）

６０５
（３９７）

3,599
（2,994）

図書 １２
（１０）

０
（－）

３３
（１２２）

０
（－）

４５
（１３２）

19,643
（19,598）

雑誌 ０
（４）

０
（－）

４６
（２０７）

０
（－）

４６
（２１１）

7,773
（7,727）

電子資料 ０
（２）

０
（－）

０
（－）

０
（－）

０
（２）

16
（１６）

合 計 １２
（１６）

０
（－）

６８４
（７２６）

０
（－）

６９６
（７４２）

31,031
（30,335）

※（ ）内は、前年度点数。

（４）資料の保管

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

保存燻蒸処理 資料保全のため、受贈した民族資料および書籍の二酸化炭素燻蒸

を実施し、収蔵庫へ納めた。

環境検査 虫菌による被害を未然に防ぎ、大気・塵埃・光線等の影響を最小

限に抑えるため、年６回の環境検査を実施した。

（５）資料保管施設

保管施設 保 管 資 料

横浜都市発展記念館・横浜ユー

ラシア文化館収蔵庫（200 ㎡）

考古・美術・民族・歴史・文献資料を収蔵

外部倉庫（大黒ふ頭） 図書（江上文庫の重複本など）、販売用出版物などを収蔵

２ 調査研究事業（寄附行為第４条第１号）

収集資料の整理や、企画展や講演会の基礎的資料収集のための調査研究・資料整理を

行いました。

（１）基礎的調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

平成 22 年度特別展「シャルジャ、

砂漠と海の文明交流」開催のため

の調査研究（１／１年次）

平成22年度特別展「シャルジャ、砂漠と海の文明交流」を当館で

開催する上で資料の選択、展示設営などの工夫を図るために展示

資料の調査及び、巡回展会場でのレイアウト調査を行った。

市内にあるユーラシア関連資料

の調査（１／１年次）

市民協働の一環として平成19年度より実施してきた「横浜市内に

あるユーラシア関連資料の調査」を継続、市民から寄贈を受けた

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

バジル・グレイ旧蔵書 書誌データの内容を確認した。 入力件数 ３７８件

和図書 書誌データの入力を行い、OPAC 公開した。 入力件数 ７件

雑誌 書誌データの入力を行った。 入力件数 ２８６件
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資料の調査と整理を進めるとともに、市民からの資料に関する質

問・相談に対応した。市民寄贈申し出資料(トルコの剣)等の受贈

を受けることができた。

収蔵絵図の調査（１／１年次） 平成 18 年に第 1 の類品が、平成 20 年には第 2 の類品が北京で発

見された当館所蔵絵図「自鑪庁至烏斯蔵程站輿圖
ろちょうよりうしぞうにいたるていたんよず

」について 3 回

目の特別公開を実施、これまでの調査成果と合わせて関連の未発

表収蔵資料を公開した。今回の成果により、大学教育との連携は

次年度も継続できる見込みとなった。

館蔵陶器資料の調査研究（１／１

年次）

平成 22 年度は、館外の古代エジプトのファイアンス（施釉陶器の

一種）の調査研究を行った。その成果は、平成 23 年度特別展で公

開する。

メソポタミア楔形文字粘土板文

書の研究（８／８年次）

当館所蔵の書籍から楔形文字粘土板文書やシュメールに関する文

献資料を調査し、当館の所蔵する楔形文字粘土板文書全点を検索

できるデータベースを新たに作成した。

３ 常設展事業（寄附行為第４条第２号）

常設展示室において、連続講座、収蔵資料の特別公開、企画展と連動した展示替え、

学芸員による解説、各種クイズの実施、および市の広報施策であるテーマ月間に参加す

ることで、常設展示室を積極的に活用しました。

（１）常設展示室での実施事業

項 目 事 業 内 容

展示更新 ・6 月は「フランス月間」に合わせ、ライブラリーでフランス関係の書籍を紹

介。

・収蔵絵図「自鑪庁至烏斯蔵程站輿図」特別公開（12/11-26）。

会期中にギャラリートーク実施 12/19・23・26 参加者：１７人

大学連携特別公開「自鑪庁至烏斯蔵

程站輿圖」

楔形文字粘土板文書データベースの検索

画面
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ミニイベント 4 月 クイズ関連展示資料のレプリカ（帯鉤）試着コーナー開設（2 階エレベ

ーターホール）（～12 月）

６月 フランス月間への参加（歴史紹介）

７月 神奈川県立博物館主催「ミュージアム・クイズラリーよこはま」に協力、

企画・実施（7月 17 日～8 月 31 日）総参加人数 257 人

9 月 ミュージアムで遊ぼう Part 7「クイズラリー 今日から君も名探偵」の

開始（9/14～12/26）

参加者：一般 34 人、小中学生 33 人、未就学児 2人、計 69 人

１月 ミュージアムで遊ぼうPart8「クロスワードパズル in EurAsia」の開催

（1/4～2/13）

参加者：一般22名、小中学生3人、未就学児2人、計27人

連続講座 英語による東洋美術史講義を4月から8月まで隔月一回実施。参加者39人。

（２）常設展示観覧者の推移

有料入館者（人） 無料入館

者（人）

合計

（人）

前年比 開館

日数

1日平均

入館者(人)大人 小中 計

２２年度 6,003 844 6,847 5,162 12,009 115.8% 304 日 40

２１年度 5,739 789 6,528 3,839 10,367 63.5% 304 日 34

２０年度 9,157 1,237 10,394 5,935 16,329 75.5% 303 日 54

４ 企画普及事業（寄附行為第４条第２・４・５・６・８号）

ユーラシア文化館ならではの広い視野で、ユーラシア諸文化紹介の企画展事業を実施

し、関連した講演会、ギャラリートーク、参加型のイベント、コンサートやクイズを実

施することで市民が国内外の歴史や文化をより身近で興味深く感じられるように工夫し

ました。ニーズの把握・顧客満足度を高めるためのアンケート調査も継続しました。

（１）企画展の実施

企画展名/開催期間 観覧料 入館者数 目的・意図 及び 内容・成果

企画展「遊牧世界の造

形―人と暮らす動物

たち―」

H22.5.22（土）～

9.5（日）

会期 92 日

一般

500円

小中

250円

1,927人

１日あたり

21人

草原の 5 種類の主な家畜「五畜」の造形を展示、あ

わせて、展示解説、ワークショップ、近隣の博物館、

動物園と連携した見学会等を行い、楽しくわかり易

い内容で遊牧世界を紹介した。

①展覧会図録の出版 １３００部作成

定価：800 円、販売冊数：158 冊

②イベント「ゲルに集まれ！」６／２～５

市民協働で、中庭にゲルを建ててイベントを開催。

・モンゴル童話のお話し会 参加者： ４２人

・コンサート 参加者：１８０人

③展示解説「五畜蘊蓄」
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5/29, 6/12, 6/26, 7/10, 7/24（全５回）

参加者：５３人

④ワークショップ「作ってみよう“人と暮らす動物

たち”」 ８／７・２１

参加者：３１人

⑤見学会「ウマ/ラクダ ミュージアムで会う！公園

で会う！」 参加者：２０人

⑥ウェブクーポン「抽選で五畜グッズプレゼント」

利用者：１４人

特別展「シャルジャ、

砂漠と海の文明交流」

H23.2.19(土)～

H23.3.27(日)

会期 32日

（内、東日本大震災の

ため、5 日間の臨時休

館）

一般

500円

小中

250円

1,988人

１日あたり

74人

シャルジャ首長国の考古資料、首長の古地図コレク

ション、民族資料や現代アートなどの展示資料を通

して、アラビア半島の歴史、文化を紹介した。

①オープニングイベントの実施

②展覧会図録の販売

定価：１５００円、販売冊数：１０５冊

③ワークショップ「アラビア書道に挑戦！」

２／２７ 参加者：４６人

④ギャラリートーク３／１３・２６

参加者：１０４人

⑤講演会（３／１２）は東日本大震災により中止。

⑥民族衣装試着

２／２０以降の毎週土・日曜日

参加者：２６４人

企画展基礎調査 来年度開催予定企画展の基礎調査を行った。

（２）企画展示室観覧者の推移

有料入館者

（人）

無料入館者

（人）

合計（人） 前年比 開館日数 1 日平均

入館者（人）

２２年度 1,902 2,014 3,915 132.2% 124 32

２１年度 1,596 1,366 2,962 40.8% 104 28

家族で参加夏休み見学会・市内動

物園との連携事業

企画展「遊牧世界の造形」

連続解説「五畜蘊蓄」

特別展「シャルジャ、砂漠と海の

文明交流」ギャラリートーク
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２０年度 3,944 3,312 7,256 74.0% 175 41

※ユーラシア文化館と都市発展記念館は企画展示室を共用しており、ユーラシア文化館は、20年度は2

回、21年度は１回、22年度は2回の企画展示を開催しました。

（３）普及啓発

項 目 参加者数 事 業 内 容

常設展関連ギャラリートーク ９６人 常設展に対する興味と理解を深めること

を目的として展示室内で作品解説を行っ

た。予約日に実施。無料。

企画展・常設展関連アート＆グルメ ６３人 横浜中華街の店舗とのタイアップ企画。展

示と食文化を連携させた広報で相乗効果

を図った。

（４）広報出版・情報発信

項 目 事 業 内 容

出版物発行 広報誌「News From EurAsia」13・14号 発行（各10,000部）

リーフレット類作成 横浜ユーラシア文化館展示チラシ作成・配布

横浜ユーラシア文化館催し物案内作成・配布

優待カードの発行 名称:「ＥＡハマ発カード」、価格:1500円

リピーター誘致のため、オリジナルグッズ割引特典つきの年間パ

スを販売した。

その他の広報 中区との連携（英文広報誌に企画展情報を掲載）

日本大通駅改札外掲示板へのポスター掲出

市営地下鉄関内駅改札外掲示板へのポスター掲出

インターネットでの施設案内

当館ホームページ・携帯サイト・メールニュースでの情報配信

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等マスメディアによる企画展広報

タウン情報誌、旅情報誌への施設案内掲載

市内観光案内所、ホテルへのチラシ訪問配布

旅行代理店とのタイアップ広報

クイズラリー等による集客

チャレンジラリー シート作成配布

館入口設置ボード等によるショップ商品宣伝

フランス月間に参加し、広報でも連携

放送ライブラリーとの連携広報（特別展）

新聞販売店と連携し、招待券を首都圏に配布（特別展）

デジタルサイネージ（電子看板）の設置（特別展）

映画配信会社との協働宣伝（特別展）

学校連携事業 ・ハマアップの「授業づくり講座（図画工作）」に参加

・小学校団体誘致を検討（次年度から実施）
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（５）実習生の受け入れ

項 目 事 業 内 容

博物館館務実習の受け入れ 博物館学芸員資格取得を目指す「博物館実習」受講生を受け入れ、

指導を行った。

期間：６月～１０月にかけて４回実施

受入数：１２人（各回２～４名）

中学生職業体験の受け入れ 博物館での職業体験を希望する中学２年生を受け入れ、資料整

理、広報活動、パネル作成などを体験してもらった。

洋光台第二中学校 ２年生２名

市役所職員研修の実施 館の運営や学芸専門職の業務内容に対する市職員の理解を深め、

意見交換をする場として展示の見学と研修を実施した。12 月に 2

回実施、総参加者数 23人

５ 情報事業（寄附行為第４条第４・５・６号）

インターネット等を利用して、調査研究・展示・出版・講演会・ミュージアムショッ

プなどに関する情報を提供するために、データの更新等を行い、情報の発信に関わる機

器類の保守管理を行いました。

項 目 事 業 内 容

簡易検索端末・文献検索端末 資料：常設展示室に設置された端末で主な展示資料の検索が可

能。

文献：館蔵文献の OPAC を公開することで、館外からのインター

ネット検索を可能にした。

メールニュースの配信 希望者に対するメールニュースの配信を行った。

インターネットによる情報公開 財団開設のホームページ上で、財団各施設案内をはじめ、展示・

催し物・刊行物の広報や、収蔵資料・図書文献資料等の紹介を行

った。

アクセス件数 合計４２,１１４件（前年度４５，１４７件）

６ ユーラシア文化館施設維持事業（寄附行為第４条第７号）

横浜ユーラシア文化館の維持管理及び運営を行いました。

管理対象施設 事業内容・所在地など

横浜ユーラシア文化館 施設の維持管理

・主な修繕：収蔵庫系統空調機の不具合対応、光電アナログ式煙

感知器交換

所在地：中区日本大通１２

７ ユーラシア文化館・都市発展記念館収益事業（寄附行為第４条第８号）

（１）ミュージアムショップの経営

① 絵葉書、メモ帳、企画展図録等を販売した。
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② 吉田初三郎クリアファイル２種、DVD「映像でたどる昭和の横浜」シリーズ第３巻、ユーラシ

アの民族衣装をモチーフにしたクリアファイルなど、新商品を販売した。

③ 各企画展、フランス月間等に合わせ、商品のラインナップを大幅に変え、ショップの「目新し

さ」を保つよう努めた。

（２）自動販売機（１台）の設置

＜各事業の推移＞

（１）ミュージアムショップ売上の推移

項 目 平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
５，４４７ ７，０２５ ７，５４２

（２）自動販売機の設置

施設利用者の利便を図るため、各館に自動販売機を設置しました。

項 目 平成２２年度 平成２１年度 平成２０年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
７７ ８２ ８６


