
平成２０年度横浜ユーラシア文化館事業報告 

（平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日まで） 

  

 横浜ユーラシア文化館は、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。平成 20

年度は、都市発展記念館と共に開館５周年を祝う年として、市民参加型の企画展示｢みんな

でエキスポ 小さな万国博覧会｣を両館共同で開催しました。また、初めての試みとして、

西アジアという広範囲を対象とした企画展示「西アジアに迫る～江上波夫のまなざし」を

開催し、初公開を含む館蔵資料の魅力をアピールしました。さらに、開港１５０周年にあ

たる２１年度の企画展示｢東西交流の証｣(仮称)の準備を進めました。 

継続して行った事業として、インターネット蔵書検索 OPAC の冊数を増やすとともに、世

界的に貴重なメソポタミア楔形文字粘土板文書のデータベースについては、国内外で初め

て最新のデジタル画像と文字情報を重ねて見せるデジタル公開法「ガラスビュー」を導入

し、ホームページ上で子どもから大人まで広く親しんでいただけるコンテンツを完成しま

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１８４点 
寄託５３点 

主な収集資料：イスラームのミニアチュール、フィ

リピンの民族資料、書籍ほか 
資料の購入 ２３点 主な収集資料：スタイン「北西インド・南東イラン

調査報告」ほか 

資料のマイクロ化 0 点 主な複製資料：なし 

資料の複製公開 0 点  

資料貸出 0  点  

写真資料の貸出 ２ 点 学校教材として、また、報道機関へ、写真（画像デ

ータ）の貸出しを行った。 

（２）文献資料の整理  

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 ６１９件 

洋図書・洋図録・和図書 書誌データの入力を行い、OPAC 公開した。 入力件数 ２７０件 
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（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 

－  
（―） 

－  
（―）

６７  
（３）

５３  
（－）

１２０  
（３） 

２，６４８
（2,528）

図書 １６  
（５） 

－  
（－） 

８０  
（３３２） 

－  
（－） 

 ９６  
（３３７） 

１９，４６６ 
（19,370） 

雑誌 ３  
（１１） 

－  
（－）

３６  
（１１６）

－  
（－）

３９  
（１２７） 

７，５１６ 
（7,477）

電子資料 ４  
（－） 

－  
（－）

１ 
（－）

－  
（－）

５  
（－） 

１４  
（９）

合  計 ２３  
（１６） 

－ 
（－）

１８４ 
（４５１）

５３ 
（－）

２６０  
（４６７） 

２９，６４４
（２９，３８４）

 ※（ ）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 燻蒸の急を要する資料がなかったため実施せず。 
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 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 

市内にあるユーラシア関連資料の

調査（２／２年次） 
市民が保管するユーラシア各地の資料調査を行った。成果の一部

を企画展「みんなでエキスポ」で公開。調査・公開の過程で資料

の寄贈を受けた。 
企画展示「東西交流の証」関連資

料の研究（１／１年次） 

企画展開催のため、イスラーム関係の収蔵資料、文献資料および

関連資料の調査研究を行った。成果は次年度企画展示に生かす。

「ユーラシアの造形」関連資料の

研究（３／５年次） 

館内外のガラス資料の調査研究を行い、研究成果を企画展示「西

アジアに迫る」と図録（シリーズ『ユーラシアの造形』１）で公

開した。 

メソポタミア楔形粘土板文書の研

究（６／８年次） 

文書のデジタル化完成。次年度のホームページ公開に向けて関連

資料や文献の調査研究を継続し、画像と付帯情報を重ねて見せる

「ガラスビュー」のコンテンツを完成させた。 

 



 

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、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、

積極的な集客を図りました。 
（１）常設展示室での実施事業 

項  目 事 業 内 容 

展示更新 企画展に連動した展示替えを行った。 

 前年度～５／１８（日）  「エジプトの小さなガラスの円盤」展関連展示

 ６／２（土）～８／３１（日）新収蔵資料「古代エジプト木棺」を展示 

 １／２４（土）～４／１２（日）「西アジアに迫る」展関連展示 
ミニイベント ４月 ミュージアムで遊ぼう Part４～Part6 の開催（１月まで） 

６月 フランス月間への参加 解説シートの配布 
６月 探検シート（中近東文化センター付属博物館ほかとの連携）の配布 

（１２月まで） 
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（～8 月） 
１０月 アジアンウェーブ月間への参加、ギャラリートーク実施 

（２）常設展示観覧者の推移 

有料入館者（人）  

大人 小中 計 

無料入館

者（人）

合計 

（人） 

前年比 開館 

日数 

1日平均 

入館者(人)

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

１９年度 14,407 1,371 15,778 5,758 21,635 116.1% 304日 71 

１８年度 10,368 1,219 11,587 7,044 18,631 126.2% 306日 61 

 

            

新収蔵資料ギャラリートーク       探検シートに挑戦する参加者 

４ 企画普及事業（寄附行為第４条第２・４・５・６・８号） 

  常設展示を補うテーマや新たな調査研究の成果に基づく企画展示を開催し、収蔵資料

の初公開も行いました。「西アジアに迫る」展では、展示品のこぶ牛をもとにマスコット

キャラクターを作り、ニックネームを募集したほか、展示に関連したクイズやギャラリ

ートーク、コンサート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

く感じてもらえ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
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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 

「エジプトの小さな

ガラスの円盤」 

H20.1.26(土)～

5.18(日) 

 20 年度会期 42 日 

一般 

500円 

小中 

250円 

20年度 

1,952人

 

１日あたり    

46人 

日本初公開のガラス資料などを通して、珍しい中世

イスラーム時代のエジプト都市生活を紹介した。 

 

①講演会「中世エジプトの都市とくらし」 

イスラーム考古学研究所との連携により、中世イ

スラーム時代の都市生活をテーマに講演会を実施

した。 

４／２６（土）  

参加料：１，０００円 参加者：１１９人 

企画展 

「みんなでエキスポ 

－小さな万国博覧会

－」 

H20.6.5(土)～

H20.8.31(日) 

会期76日 

大人 

400円 

小中 

250円 

3,423人

１日あたり    

45人

開館５周年を記念し、ユーラシア文化館と都市発展

記念館の存在を広くアピールすることを目的に、市

民や企業から「思い出の宝物」を募集し、展示した。

①「宝物」募集への応募総数  

１６７件（ 終出品１６１件） 

②パネル展示「旧横浜市外電話局の８０年」「５年間

の歩み」会期中実施 

③ 鉄道写真展「横浜発―日本を走る／日本発―大陸

を行く」会期中実施 

④日本大通り URANIWA-Labo 

６／２（土）、８／２２（土）～２３ 

  参加者：２２０人 

⑤両館広報誌『News from EurAsia』 と『ハマ発

Newsletter』拡大合併号（展示資料掲載）の作成 

５０００部作成 定価３００円 

⑥夏休み子どもウォーク「家族でめぐる夏の山手 

歩いて学んで美味しい!」 

７／２０（日）、２７（日）、８／３（日） 

参加者:２０人 

企画展 

「開館６周年 西アジ

アに迫る ～江上波

夫のまなざし～」 

H21.1.24(土) 

～H21.4.12(日) 

20年度会期  57日 

一般 

500円 

小中 

250円 

1,881人

 

１日あたり    

33人

館蔵資料を広く公開して館に親しんでもらうととも

に、西アジアの文化への理解を深めるため、収蔵資

料と遺跡などの写真や映像を展示公開した。展示に

関連して市民が参加できるイベントを開催した。 

① ギャラリートーク 会期中の土・日曜日、予約日

に実施。 参加者：２０９人 

② 図録『西アジアに迫る』（シリーズ『ユーラシア

の造形』1）の作成 定価：７００円 



③ 新キャラクター イランのこぶ牛に名前をつけ

よう！ 応募総数 ２８１通 

④ ワークショップ「くさび形文字を体験！」の開催

３、４月の土曜日に実施 参加者：７３人 

⑤ ｺﾝｻｰﾄ＆ﾄｰｸ「ペルシアの伝統音楽」の開催 

ペルシアの民族音楽のコンサートと館蔵資料に

描かれた楽器を紹介･解説した。 

 ３／２９（日）  

 参加料：１，５００円 参加者：８５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。 

 

             

夏休みこどもウォーク               ワークショップ 
 
（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） 

２０年度 3,944 3,312   7,256  74.0% 175 41.5 

１９年度 7,136 2,668 9,804 309.6% 167 58.7 

１８年度 1,722 1,445 3,167 30.3% 88 36 

※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、19年度、20
年度は2回、1８年度は、１回の企画展示を開催しました。 

 

             

みんなでエキスポ展示風景          こぶ牛「こぶちゃん」命名式 
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（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 5～20 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  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」10号 発行（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 

ミュージアムで遊ぼう！Part ４～６ チラシ作成・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 

日本大通駅コンコースで企画展関連写真展を開催 

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 

フィルムコミッションに協力し、当館を撮影場所としてＰＲ 

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 

アンケート回答者、イベント参加者へのＤＭによる集客 

フランス月間、アジアンウェーブに参加し、広報でも連携 

学校連携事業 小学校への出前授業の実施（７／１４） 

社会科研究会研修会での講演（８／２５） 

教育委員会指導主事と中学校への広報協議 
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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～８月にかけて４回実施 

受入数：１２人（各回３名） 

 

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 

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。 
簡易検索端末・文献検索端末 

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４５,１７４件（前年度３３，８７４件） 

 

６ 管理運営事業（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：収蔵庫空調ダクトへのフィルター増設工事を実施 

所在地：中区日本大通１２ 

 
７ 特別会計事業（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、アートクリップ、企画展図録等を販売した。 
  ② 吉田初三郎鳥瞰図２種、よい子の交通双六、円筒印章アクセサリーなど、新商品を開発した。 
  ③ 開館５周年記念グッズを製作、販売した。 
  ④ 各企画展、フランス月間、アジアンウェーブ等に合わせ、商品のライ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 
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＜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２０年度 平成１９年度 平成１８年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
７，５４２ ７，１５８ ５，２１６

（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２０年度 平成１９年度 平成１８年度 

横浜都市発展記念館 

横浜ユーラシア文化館（千円） 
８６ ８１ ７４ 

 
 


