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平成 24 年 4 月 1 日現在

ユーラシア文化館事業

［ 運営方針 ］

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。

今年度の企画展は、夏休み時期に日本・モンゴル外交樹立 40 周年を記念した展示を、歴

史博物館と連携して開催し、秋から冬にかけては日本・インド国交樹立 60 周年を祝し、イ

ンド文化を紹介する特別展を、横浜のインドコミュニティーの協力を得て実施します。各

展示の関連事業としては、連続講座、特別講演会やイベントを実施し、また、常設展示室

や中庭を活用した市内小学校団体の見学利用を積極的に誘致します。今年度は開館 10 周年

であるため、都市発展記念館と連携して開館 10 周年感謝デーを設け、市民とともに楽しめ

るイベントを実施します。さらに、ユーラシア文化に対する市民の興味と理解を深めるた

め、シンポジウムや連続講座も開催します。これらの事業には市民ボランティアを積極的

に導入し、市民協働事業を拡充します。

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

ホームページで多くの画像に親しんでもらえるよう収蔵資料のデータベースを拡充し、市

民への公開、サービスの向上に努めていきます。

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号）

（１）資料収集・保存

項 目 目的・内容

資料の寄贈・寄託 市民に理解と協力を求め、資料を流出・滅失・破損から守る。

資料購入 展示で活用しうる資料や、調査研究に資する資料を収集する。

資料の保管 資料は温湿度を一定に保った収蔵庫で保管する。所蔵資料の情報は

データベースに入力し管理する。

資料修繕 文献・資料の修復を行う。

環境調査 保存環境を良好な状態に保つため、展示室・収蔵庫の環境調査を都

市発展記念館と共同して定期的に行う。また資料保存に関する最新

の知見を入手することに努める。

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団
平成２４年度事業計画

（平成２４年４月 1日から平成２５年３月３１日まで）
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（２）資料の整理

資料の公開に向け資料群に応じた適切な分類方法を検討、整理し、館蔵資料データベースを拡充

する。

（３）文献資料の整理

考古・美術資料と並ぶ所蔵資料の柱である文献資料の公開に向け、特に貴重な元大英博物館東洋

部長バジル・グレイ旧蔵書と漢籍から優先的に整理・分類を行う。整理が終わったものから順次公

開していく。

項 目 目的・内容

バジル・グレイ旧蔵書 蔵書の分類を行う。

洋図書・和図書・和雑誌 書誌データを入力し、データベースを構築する。インターネットで

の蔵書検索（ＯＰＡＣ公開）を拡充する。

２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号）

（１）調査研究

項 目 目的・内容 今年度の成果目標

日本における「ユーラ

シア」の理解に関する

研究（１／３年）

「ヨーロッパ」と「アジア」を合わせ

た「ユーラシア」という言葉を広め、

理解を深めるため、日本の出版物や学

校教育の中でユーラシアという単語が

どう使われ、どう教えられてきたのか

を調査し、講座等でその成果を公開す

る。歴史博物館との連携事業。

①戦前にモンゴル・シベリアで調査を

行った研究者たちの「ユーラシア」の

概念を調査する。

②考古学・歴史学の出版物および小中

学校の教科書で、「ユーラシア」がど

のように使われているかを記録する

東部ユーラシアの文化

交流の研究（１／３年）

日本を含む東部ユーラシア諸地域の文

化交流について調査研究を行う。

歴史博物館との連携事業。

①両館学芸員の専門性をクロスさせ

た共同研究の具体案を構築する。

②研究成果の公開方法（シンポジウム

、講座講演会、出版、展示）を計画。

館蔵絵図の研究（１／

１年）

当館所蔵絵図「自鑪庁至烏斯蔵程站輿

図」と類品との比較研究を行う。昨年

度試行した赤外撮影を実施、その成果

とともに絵図の特別公開を行う。

東海大学との共同研究。

① 赤外撮影を行う。

②常設展示室での特別公開を実施す

る。

インド精神文化の研究

（1／１年）

インド精神文化を代表するヒンドゥー

教の神々について、文学・美術・音楽

などに表される信仰の歴史を辿り、開

港以来横浜と長い交流のあるインドに

対する興味と理解を深める。

①ヒンドゥー美術の研究

②日本・インド交流史の研究

③特別展での成果公開

横浜市内にあるユーラ

シア関連資料の調査・

研究（２／５年）

横浜市民が保管するユーラシア関連資

料について調査し、データを蓄積・公

開する。ユーラシアの遺跡等の写真資

①デジタルアーカイブズのためのサ

ーバーの整備。

②デジタルアーカイブズ公開開始
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料については、デジタルアーカイブズ

に掲載できるよう市民に働きかけてい

く。

遊牧世界の物質文化の

研究（２／５年）

国内にある遊牧民の資料（考古資料・

民族資料）について調査し、データを

蓄積・公開する。

①主に関東にある遊牧民の資料（考古

資料・民族資料）について所在を確認。

②撮影を行う。

③モンゴル関連企画展で成果を公開

する。

収蔵資料と関連資料の

研究（２／５年）

当館収蔵資料及び関連施設所蔵のイス

ラーム資料に関する調査を行う。

①館蔵ガラスに関連した資料を調査。

②研究成果の公開方法（講演会、出版、

展示）を検討する。

メソポタミア楔形粘土

板文書の研究（２／５

年）

Neo-Sumerian Administrative

Texts of the Hirose Collection 収録

資料の翻字読み直しに関する調査を行

い、ガラスビュー英語版を作成する。

①既に和訳した文書内容を英訳する。

（２）資料の整理

資料の公開に向け資料群に応じた適切な分類方法を検討し、整理を行う。

３ 常設展事業（定款第４条第１項第２号）

（１）横浜ユーラシア文化館の常設展示室の維持管理を行う。（観覧者目標数 ３０，０００人）

（２）館報「News from EurAsia 横浜ユーラシア文化館ニュース」第１７・１８号を発行する。

（各１０，０００部）

（３）ニュース性、企画展示とのつながり、関連機関との連携、市の施策を考慮に入れた展示替えを行

う。

（４）学芸員による解説（和英）を行う。実施は予約制とし、市民・利用者の希望に沿った解説内容と

なるよう努める。

（５）展示室内・ライブラリーでの「利用者・学芸員双方向コミュニケーション」の充実を図る。

（６）クイズラリーやスケッチなど常設展示室でのミニイベントを企画する。

（７）コーナー展示として、収蔵資料の特別公開、市民寄贈資料のお披露目展示、大学教育連携展示を

行う。

（８）ワークショップで取り上げる常設展資料についてボランティアによる解説が実施できるよう、研

修を開始する。

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第２号）

（１）企画展（観覧者目標数 １３，０００人）

企画展名称（仮称）／開催期間 観覧者目標数 目的・内容

「日本人を魅了した遊牧世界―モ

ンゴル・シベリアの文化―」

平成２４年７月２８日（土）

～９月２３日（日）

5,000人 日本・モンゴル外交樹立 40 周年を記念し、日本

人による調査成果から、この地域の諸文化を紹

介する。歴史博物館との連携事業。
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「インドの神様女神さま －ヒン

ドゥー美術の魅力－」（日印国交樹

立 60 周年特別展）

平成２４年１０月６日（土）

～平成２５年１月１４日（月・祝）

8,000人 横浜インド商人が活躍し始めた19世紀から現代

に至るインド精神文化を、美しいヒンドゥーの

神々を通して紹介する。絵画、ブロンズ像、民

芸品を展示。

企画展関連ギャラリートーク 各回 10 人 企画展に対する興味と理解を深めることを目的

として、展示解説を行う。無料

平成２５年度以降開催予定の企画

展調査

平成２５年度企画展開催のために資料調査など

を行う。

（２）講座・講演会

項 目 内 容

企画展に関連した講座 企画展「モンゴル・シベリアの文化―日本人研究者の記録から―」

関連連続講座の開催

特別展に関連した講演会 特別展「インドの神様女神さま」関連特別講演会の開催

シンポジウム 「ユーラシアとは」をテーマにパネルディスカッションを含むシンポ

ジウムを開催（２０１３年３月）

（３）普及啓発

項 目 参加者目標数 目的・内容

ワークショップの開催 各回30人 1階フリースペースを活用し、館蔵品に関連したもの作り

体験学習を実施。お客様対応には市民ボランティアも導

入できるよう研修を行う。

写真展の開催 企画展来館者数 企画展に関連した写真パネル展を「ユーラシア風景写真

展」としてシリーズ化させ、ユーラシアへの興味を定着

させる。

横浜市職員向けの研修 各回30人 教育委員会事務局職員を対象に、館の事業・活動に対す

る理解を深め、今後の業務に活用できるよう、研修会を

実施（教育委員会との連携）。

講演会 ギャラリートーク
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常設展関連ギャラリー

トーク

各回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う。予約日に実施。無料

近隣企業との連携 横浜中華街の店舗とのタイアップ企画で、館の活動内容

・収蔵品と店舗のレシピ創作とのコラボなどを実施。

「子どもアドベンチャ

ー2012」への参加

50人 横浜市が取り組んでいる児童を対象とした夏休み企画へ

の参加 8月中旬

（４）集客イベント事業

項 目 内 容

ミニコンサート ユーラシア諸地域の文化に親しめるような民族音楽を紹介。企画展開

催時または感謝デーなどのイベントの一環とする。

10周年感謝デー 都市発展記念館との連携事業として、3月15日の開館日前後に全館無

料の「感謝デー」を設け、市民サービスを強化する。

「武家の古都・鎌倉」世界遺産

登録推進事業

「武家の古都・鎌倉」世界遺産登録推進事業に関連してユーラシアの

世界遺産パネル展を１階フリースペースで開催する。

（５）市民協働

項 目 内 容

ボランティアの活用 市民ボランティアが学校団体見学、展示解説、ワークショップ等にお

いて積極的に活動できるよう、本年度は研修・試行を実施。

（６）大学・学校連携

項 目 内 容

博物館利用の促進 小学校団体の見学利用を推進する。

教員向け研修の企画 教育委員会生涯学習文化財課と連携して、常設展示の内容をもとにし

た教員対象の研修を企画、実施する。

大学教育連携展示 大学所属の研究者と協働で、講義に合わせた小規模展示を実施する。

小学生団体の見学夏祭り
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（７）広報出版・情報発信

項 目 内 容

出版物発行 研究紀要の発行

広報誌「横浜ユーラシア文化館ニュース」を作成する。

（各１０，０００部発行、年２回）

リーフレット類作成・配布 横浜ユーラシア文化館案内パンフレットを配布し、催し物案内を作成・

配布する。

ホームページの運営 ホームページでの最新情報、展示内容、資料解説、イベント等の案内、

および、OPAC検索、全国漢籍データベースへのリンク。

メールニュース配信 最新情報を確実に提供するため、登録された希望者にメールニュースを

配信する。

その他の広報 ・日本大通り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

・テレビ、ラジオ等放送媒体による施設案内

・フィルムコミッションへ積極的に協力し、当館を撮影場所としてＰＲ

・タウン情報誌、旅行情報誌への施設案内掲載

・市内観光案内所、観光施設へのチラシ訪問配布

・スタンプラリー等による集客

・横浜フランス月間２０１２参加

・横浜グランドミュージアムＨ２４年度プロモーション参加（横浜観光

コンベンション・ビューロー主催）

・ミュージアム・クイズラリー参加（夏期 神奈川県立博物館主催）

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

把握を行う。

学校連携事業 財団エデュケーター、教育委員会指導主事を通じて教育現場のニーズを

把握し、教員、生徒に向けた情報発信を行う。

（８）実習生・研修生の受け入れ

項 目 内 容

博物館館務実習 学芸員資格取得を目指す実習生を受け入れる。約１０名。

社会研修 インターンシップなどの受入

職場体験 市内中学生の職場体験の受入

５ 情報事業（定款第４条第１項第２号）

（１）収蔵資料等データ入力

各施設の収蔵品、寄贈・寄託資料及び市域指定文化財のデータベース化を図る。

（２）ホームページを利用した市民ニーズの把握

ホームページ上で、施設に対する市民のニーズを把握する。

ホームページアクセス目標件数 ６５，０００件
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６ ユーラシア文化館施設維持事業（定款第４条第１項第３号）

横浜ユーラシア文化館の施設維持を行います。

（１）横浜ユーラシア文化館の施設維持


