
平成１９年度ユーラシア文化館事業報告 
（平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日まで） 

 
 本年度特筆すべきは企画普及事業です。2 回の企画展示を開催し、両展ともに９５％と

いう高い満足度を得ることができました。第一回目「青い煌きウズベキスタン」展は日ウ

国交樹立１５周年にあわせて開催したことと、旅行代理店とのタイアップ広報などで、予

想の２倍以上の入館者数を記録しました。第二回目の「エジプトの小さなガラスの円盤」

展では日本初公開の海外有数のコレクションを、いち早く市民に紹介することができまし

た。各展示に合わせて実施した市民参加型のイベントも好評でした。広報面では、横浜高

速鉄道との協力関係も築くことができました。 
 常設展示事業では、企画展と連動させた展示替えや、収蔵資料の特別公開、クイズラリ

ーなどを開催し、常設展示への集客にも努めました。資料収集保管事業は、インターネッ

ト上での蔵書検索（OPAC 公開）に漢籍を加えることで、さらに幅を広げました。 
 国内外の関連機関との連携が各事業で成果を上げていると評価できます。 
 

 各事業報告  

１ 資料収集保管事業（寄附行為第４条第１号） 

  収集したユーラシアの考古・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２６３点 主な収集資料：藤川繁彦氏旧蔵書 
資料の購入 0 点 主な収集資料：なし 

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 絵図１点 東海大学文学部展示室にて絵図複製1点を公開 

資料貸出 5 点 主な貸出資料：中国唐代大智禅師碑拓本 

（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 書誌データの入力を行い、OPAC 公開した。 

入力件数７５５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４６４件 

漢籍 全国漢籍データベースへ当館のデータを提供し、館蔵漢籍の OPAC 検

索を可能にした。 
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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 

－ 
（―） 

－ 
（2）

３ 
（―）

－ 
（－）

３ 
（２） 

２，５２８
（2,525）

図書 ５ 
（７） 

－ 
（－） 

３３２ 
（３６） 

－ 
（－） 

３３７ 
（４３） 

１９，３７０ 
（19,033） 

雑誌 １１ 
（31） 

－ 
（－）

１１６ 
（31）

－ 
（）

１２７ 
（62） 

７，４７７ 
（7,350）

電子資料 － 
（－） 

－ 
（－）

－
（３）

－ 
（－）

－ 
（３） 

９ 
（９）

合  計 １６ 
（３８） 

－
（２）

４５１
（７0） （－）

４６７ 
（１１０） 

２９，３８４
（28,917）

 ※（ ）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 

オロンスム文書の研究（６／６年

次）） 
 

１８年度に試験公開を始めたオロンスム出土モンゴル語文書デ

ータベースを改良、画像の大きさを２段階に分けて表示する、サ

ムネール画像の表示方法をかえるなど、見やすくした。データベ

ーストップページは、英文ページも作り、海外も視野に入れた幅

広い利用を目指した。 
企画展示「解読！小さなガラスの

円盤」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。 

「ユーラシアの造形」関連資料の

研究（２／５年次） 

企画展開催に向け、館内外のガラス資料の調査研究を行い、研究

成果を展示で公開した。 

メソポタミア楔形粘土板文書の研

究（５／８年次） 

文書のデータベース入力を完了した。今後の公開に向けて関連資

料や文献の調査研究を継続した。 
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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、クイズを実施することで、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。 

 ４／２８（土）～９／ ２（日）「青い煌きウズベキスタン」展関連展示 

 １／２６（土）～５／１８（日）「エジプトの小さなガラスの円盤」展関連

展示 
収蔵資料の特別展示 中国清代の絵図の特別公開とギャラリートークの実施 

 １１／２３（金・祝）～１２／９（日） 

ミニイベント ６月 フランス月間への参加 解説シートの配布 
７月 クイズラリーの実施 
８月 企画展関連展示「触れる展示・民族衣装を着てみませんか」の開催 
９月 ミュージアムで遊ぼう Part4「ユーラシア横断アニマル・クイズ」の開

催（１月まで） 

（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)

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 

１７年度 8,607 1,220 9,827 4,931 14,758 154.9% 302日 49 

 
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、初公開資

料の展示も行いました。同時に、展示に関連した講演会、クイズやギャラリートークを

実施することで市民が国内外の歴史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ケート調査も実施しました。 
（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 

「－シルクロードへの

誘い－青い煌き ウ

ズベキスタン 写真

と美術工芸品でたど

る世界遺産の過去と

現在」 

H19.4.28(土)～

H19.9.2(日) 

大人 

500円 

小中 

250円 

7,910人

１日あたり    

71人

シルクロードの世界遺産、ウズベキスタンの魅力を

写真と美術工芸品を通して紹介。古代オリエント博

物館との共同企画。日ウ国交樹立１５周年に合わせ

て実施した。 

①ギャラリートーク 

 ７／７（土）、９／１（土） 

 参加者：174 人 

②さわれる展示「民族衣装を着てみませんか」 

 ８／１（水）～８／３１（金）参加者：1,122 人 



 参加者：１，１２２人 会期111日 

企画展 一般 1,894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。イ

スラーム考古学研究所との共同企画。 

 「エジプトの小さなガ

ラスの円盤」 

500円 

小中 １日あたり    

H20.1.26(土) 250円 34人  

～H20.5.18(日) ①ギャラリートーク 19年度会期中は2回実施、各回

 20人参加 19年度会期 56日 

②図録等刊行物の作成 

 １，３００部作成 定価：１，４５０円 

 売上  ８５部  

③ワークショップの開催 

 ベリーダンス（エジプト伝統舞踊）と楽器の生演

奏および市民参加型のワークショップ、グッズの

販売を実施した。 

 ３／２２（土） ２回 

 参加料：１，５００円 参加者：１０６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）

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 

１７年度 6,976 3,493 10,469 320.6% 129 81.1 

（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。連

携した広報で相乗効果を図った。 
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                                      触れる展示・ 

               ウズベキスタン展                民族衣装を 

                                      着てみませんか 
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               ギャラリー                  ベリーダンス・ 

               トーク                    ワークショップ 

 

（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」8号・9号 発行（年2回発行、 

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 

 ・レイアウトを見直し、展示案内・施設案内を充実させた 

 ・Ｈ１９年度は年2回発行とし、より新しく詳細な情報提供を

  可能にした 

ミュージアムで遊ぼう！Part ４ チラシ作成・配布 

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・メールニュースでの情報配信 

テレビ、ラジオ等放送媒体による企画展広報 

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 

舞台公演パンフレットへのチラシ折込み 

市民ニーズの把握 実施事業でアンケートを行い、満足度調査と協働に対する市民ニ

ーズの把握を行った。 

学校連携事業の体制作り エデュケーターと協議し、中区小学校に出向いてPRするなど連携

体制作りを強化した。 
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（６）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：9/20（水）～27（水）、9/27（水）～10/4（水） 

10/11（水）～10/18（水）、10/18（水）～10/25（水）

の 4回  
受入数：８人（各回２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 個々の希望者に対するメールニュースの配信を、６月から本格的

に開始した。 

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３３，８７４件（前年度２４，４０５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：なし 

所在地：中区日本大通１２ 

 



 7 

 事業別評価  

事業名称 実施概要 評価 

資料収集保管事業 資料および文献を収集・整理・分類・公開す

るとともに、良好な状態で保管するため、収

蔵庫や展示室の環境調査を定期的に実施し、

改善しました。 

 
A 

調査研究事業 国内外の関連機関と連携して調査研究を行

い、 新の成果を展示、広報誌、HP、ギャ

ラリートークなど様々な手段で公開した結

果、有料入館者数は前年度から約４０％の増

となりました。 

 
 

A 

常設展事業 常設展示の集客力を高めるため、企画展に連

動した展示替え、収蔵資料の特別公開、ギャ

ラリートーク、各種クイズなどを実施しまし

た。 

 

A 

企画普及事業 国内外の関連機関と連携して行った 新の

研究成果を、企画展示でわかりやすく公開

し、予想以上の入館者数を得ました。企画展

に関連した新たな事業として、市民参加型イ

ベントも実施し、館の活動をより身近に楽し

める場を作りました。引き続き、顧客ニーズ

を把握するため、アンケート調査・分析も継

続し、日々、事業の改善に活かしました。 

 
 
 

A 

情報事業 HP を頻繁に更新しました。不特定多数に情

報発信するＨＰに加え、個々の希望者に対し

てはメールニュースを直接配信しました。 

 
A 

管理運営事業 施設管理面では大きな修理もなく円滑な施

設運営ができました。 
A 

 


