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平成２３年度横浜ユーラシア文化館事業報告
（平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで）

今年度は「ユーラシアとは何か？」という原点のテーマに立ち返り、ユーラシアと日本・

横浜との繋がりや対比を意識して、各企画展内容の見直しから始めました。東部ユーラシ

ア世界という観点から、歴史博物館との共同研究も見据え、次年度から２つのテーマを手

掛けていくこととなりました。

また、都市発展記念館と同じ建物にある強みを生かして、都市発展記念館企画展開催時

には、日本とユーラシアを対比したテーマでパネル展示を行うことで、集客とサービスの

向上を図りました。そのほか、二施設一体となって、市内小学校４年生を対象とする解説

付き団体受入や、各種イベントの実施、１階レイアウト変更による新規事業展開、専属デ

ザイナーを雇用してチラシの自主作成や広報媒体の見直しを行いました。

さらには、市民ボランティアの活用によるワークショップの充実を図り、外国人コミュ

ニティーや各国大使館などの外部機関の協力を得ることでより幅広い事業展開を実現しま

した。

この結果、常設展観覧者数は３２，７５３人、企画展観覧者は１４，１８５人、市内学

校団体来館数は７９校６，４２８人（うち小学校４年生６２校６，０７２人）となり、ギ

ャラリーを活用してのパネル展や市民ボランティアによる体験学習の実施、９周年イベン

トの開催（２日間で３，４３７人来館）など、多彩な事業展開を実現しました。

これにより、今年度は過去最高の観覧者に恵まれ、ミュージアムショップ販売収入の大

幅増に貢献することも出来ました。

各事業報告

１ 資料収集保管事業（定款第４条第１項第１号①）

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１０８２点

寄託 ０ 点

主な収集資料：東南アジア採集陶磁器および民族資

料等、中国漢代陶器および国内採集陶片等、写真

アルバム等

資料の購入 ０ 点 主な収集資料：なし
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資料熟覧 １０ 件 青銅製鹿形飾板等11点（韓国国立中央博物館研究者

による資料調査）、楔形文字粘土板文書等16点（岡山

県立美術館による展覧会のための資料調査）ほか

文献資料熟覧 １ 件 The Houghton Shahnamehなど（女性教育振興会）

資料の貸出 １ 点 自鑪庁至烏斯蔵程站輿圖複製1点（東海大学研究者と

の共同研究のため）

収蔵資料の画像利用 １０ 点 楔形文字粘土板文書1点（『図書館教育ニュース』少

年写真新聞社）、アラビア文字呉州赤絵皿１点（「開

運！なんでも鑑定団」テレビ放映）、漢代画像石拓本

5点（日本動物愛護協会機関紙に掲載）ほか

（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 ９２９件

洋図書 書誌データの入力は既に完了。

和図書 書誌データの入力を行い、OPAC 公開した。 入力件数１２６件

雑誌 書誌データの入力を行った。 入力件数１６８件

（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
（－）

1,052
（６０５）

０
（－）

1,082
（６０５）

4,681
（3,599）

図書 １５
（１２）

０
（－）

１１７
（３３）

０
（－）

１３２
（４５）

19,595
（19,643）

雑誌 ８
（－）

０
（－）

１９
（４６）

０
（－）

２７
（４６）

7,800
（7,773）

電子資料 ０
（－）

０
（－）

１
（－）

０
（－）

１
（－）

17
（16）

合 計 ２３
（１２）

０
（－）

１０６
（６８４）

０
（－）

1,082
（６９６）

32,113
（31,031）

※（ ）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
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２ 調査研究事業（定款第４条第１項第１号①）

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。東部ユーラシア世界という観点から、歴史博物館との共同研究も見据え、

次年度から２つのテーマを手掛けていくこととなりました。

（１）基礎的調査研究

項 目 目的・意図 及び 内容・成果

フィリピン等民族資料の研究（１

／１年）

収蔵するフィリピン等民族資料について、撮影、基本情報（資料

名・収集時期・地域・年代など）を確認、データベース化し、そ

の成果を企画展「フィリピンの文化と交易の時代」として公開し

た。

横浜市内にあるユーラシア関連

資料の調査・研究（１／５年）

市民から寄贈を受けた資料の調査と整理を進め、成果を館報で公

開した。公開により、新たな受贈申入れを受けることができた。

遊牧世界の物質文化の研究（１／

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、

データを蓄積することを目的に、外部研究者との研究会を実施し

た。体験学習教材用として、ゲルの寄贈を受けることができ、体

験学習として使用するために、組立の実験を行った。

収蔵絵図の調査（１／２年） 当館所蔵絵図「自鑪庁至烏斯蔵程站輿圖」について、外部研究者

と共同研究することを検討することとなった。今年度は、赤外線

による調査を実施した。

収蔵資料と関連資料の研究（１／

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し

て、今年度は館蔵ファイアンスに関連した資料調査を実施した。

成果については、特別展「古代エジプト 青の秘宝ファイアンス」

として展示公開した。

メソポタミア楔形粘土板文書の

研究（１／５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

版の作成を検討した。データベースの公開に向けて、データ修正

を完了した。

３ 常設展事業（定款第４条第１項第１号②）

常設展示室において、収蔵資料の特別公開や、企画展と連動した展示替えを行いまし

た。また、都市発展記念館が開催する展覧会のテーマに合わせた写真パネル展を開催し、

集客とサービスの向上を図りました。

（１）常設展示室での実施事業

項 目 事 業 内 容

展示更新 ・6 月「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（12/10-25）。

会期中にギャラリートーク実施 12/17・18・25 参加者：28 人

・写真パネル展「新しい都市の交通・LRT～海外を走る次世代の路面電車」（1/28
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～4/1）、また情文プラザにて「世界のトラム」（3/3～3/18）。

都市発展記念館特別展「横浜にチンチン電車が走った時代」関連企画とし

て、世界の路面電車を紹介。

（２）常設展示観覧者の推移（目標数 30,000 人）

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

２３年度 10,401 981 11,382 21,371 32,753 272.7% 306 日 107

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

（３）速報ミニ展示の試行

サッカーオリンピック予選に合わせ、１階無料ゾーンで速報ミニ展示「クウェート展」を開催し、

クウェートの国と文化を紹介した。観覧者５１１人。

４ 企画普及事業（定款第４条第１項第１号②）

今年度は「ユーラシアとは何か？」という原点のテーマに立ち返り、ユーラシアと日本・

横浜との繋がりや対比を意識して、各企画展内容の見直しから始めました。また、都市発

展記念館と二施設一体となって、市内学校団体受入や、市民ボランティアの活用によるワ

ークショップの充実、外国人コミュニティーや各国大使館などの外部機関の協力による各

種イベントを実施しました。

（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「フィリピンの

文化と交易の時代

ハロハロで Good！」

H23.7.16（土）～

9.25（日）

会期 62 日

一般

400円

小中

200円

5,339人

（目標数

3,100 人）

１日あたり

86人

館蔵のフィリピンの民族資料や考古学資料を紹介し

連続講座を実施した。展示室内にフィリピンの生活

道具や衣装に触れる体験コーナーを設けたほか、大

学授業との連携や、市民団体や市内外在住のフィリ

ピン人と協働でイベントを行った。

①展覧会図録の出版

定価：９００円、販売冊数：２１１冊

②イベント「フィリピン ハロハロ夏祭り」

８／６・７、９／２４

ダンス、音楽、おはなし会、ギャラリートーク、

民族衣装試着などを開催。

当日の入館者 2,401 人、体験参加者 652 人

③連続講座「フィリピンの文化と交易の時代」

8/20・27、9/3・10（全４回）

参加者：１５２人

④ギャラリートーク ７回実施 参加者：１５５人

⑤生活道具や衣装に触れるワークショップ

期間中、延べ１３日開催 参加者：５５２人
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特別展「古代エジプト

青の秘宝ファイアン

ス」

H23.10.8(土)～

H24.1.9(月・祝)

会期 76日

一般

500円

小中

250円

8,846人

（目標数

6,000 人）

１日あたり

116人

国内所蔵の古代エジプト・ファイアンス資料を通し

て、その歴史や願い、魅力、製作技法など様々な視

点から紹介した。また、エジプトと日本の関わりを

写真パネルで紹介し、エジプト文化に親しめるよう

に体験コーナーを設置した。体験コーナーでは市民

ボランティアの協力を得た。

①パネル展示「今も昔も日本人はエジプトが好き！」

②展覧会図録の販売

定価：１４５０円、販売冊数：３０７冊

③関連講演会「ファイアンスの謎に迫る」

１２／３ 参加者：９９人

【共催】日本ガラス工芸学会

④ギャラリートーク ６回実施 参加者：１３７人

⑤エジプトプチ体験コーナー

民族衣装試着、ヒエログリフスタンプなど

参加者：８３３人

ボランティアのべ活動人数 ３５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。

ハロハロ夏祭り ファイアンス展展示解説

（２）企画展示室観覧者の推移（目標数 9,100 人）

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）

２３年度 3,566 10,619 14,185 362.2% 138 103

２２年度 1,902 2,014 3,916 132.2% 124 32

２１年度 1,596 1,366 2,962 40.8% 104 28

※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、21年度は１

回、22年度・23年度は2回の企画展示を開催しました。
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（３）開館９周年感謝イベントの実施

事業名称 参加者数 事 業 内 容

開館9周年感謝イベントの開催

H24.3.10（土）・11（日）

全２日間

3,437人 開館９周年を記念して、都市発展記念館との共催により

イベントを開催。市民ボランティアや市民グループの協

力を得て、常設展・特別展の無料開放、手回しトロッコ

試乗体験、コンサート、おはなし会、大道芸、交通局復

興記念映画上映、ギャラリートーク、民族衣装試着体験

等を行った。

（４）普及啓発

項 目 参加者

数

事 業 内 容

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。

フランス月間への参加

H23.7.16（土）～8.31（水）

フランス月間に参加しフランスミュージアムグッズ販売

と、ライブラリーでの書籍によるフランス紹介を行った。

「子どもアドベンチャー2011」

の開催

H23.8.17（水）・18（木）

全２日間

53人 当初予定の夏休み子どもウォークを変更し、市内小中学

生を対象に１日職業体験を実施した。

当初定員（予定 20 名）を大幅に上回る応募があったため、

追加で受け入れた。展示解説体験や出土煉瓦の水洗い、

受付体験、バックヤードツアーなどを実施した。

「ミュージアム・クイズラリー

よこはま2011」への参加

H23.7.16（土）～8.31（水）

258人 子ども向け夏休み企画として、神奈川県立歴史博物館を

中心に関内・山手地区の博物館施設１５館で実施した。

同時に、都市発展記念館・新聞博物館・放送ライブラリ

ー・シルク博物館と連携して、各施設を巡るツアーも開

催した（8/24、参加 12名）。

ゲル組立ワークショップ

H23.12.23（金）

H24.3.6（火）

モンゴル人留学生と歴博ボランティアとの協働で、ゲル

の組立実験を行った。

ボランティア活動人数 12/23 ６人、3/6 ６人

子どもアドベンチャー ゲル組立ワークショップ
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（５）学校連携事業

項 目 事 業 内 容

市内学校団体見学の受入 小学校４年生のカリキュラムで学習する吉田新田にあわせて、「吉

田新田の開発とその後」（関外地区の発展）をテーマに、職員によ

る解説とミニ体験のメニューを開発、市内学校団体を誘致し、予

想以上の好評を博した。

79校 6,428人（うち、小学校4年生 62校 6,072人）

教員向け研修の企画 財団エデュケーターと、吉田新田の学習をはじめ、横浜の歴史を

テーマとする教員向け研修の検討を行った。「吉田新田の開発とそ

の後」の研修については、次年度から当施設でも実施することと

なった。

学芸員実習の受け入れ １２名の学生を受け入れた。企画展準備や実習により、学芸員の

仕事について総合的な理解を深めると同時に、当館イベントスタ

ッフとして活躍した。

インターンの受け入れ ２名の学生を受け入れた。当館イベントやワークショップのスタ

ッフとして職業体験を行った。

職業体験の受け入れ 小中学生の１日職業体験（子どもアドベンチャー・前述）及び中

学生を中心とした職業体験の受け入れを行った。中学生について

は合計で２校９名を受け入れたが、うち８名については財団初の

試みとなる８名５日間の体験を受け入れた。

出前講座 戸塚高校夏休み講座「戸高まなび塾」へ講師を派遣した。

市内小学校団体見学 職業体験
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（６）市民協働事業

項 目 事 業 内 容

市民ボランティアによるワーク

ショップの実施

歴史博物館の協力を得て、歴史博物館活動支援ボランティアによ

る当館でのワークショップを実施した。また、次年度から館の内

外でボランティア活動の範囲を拡大するための準備を行った。

・エジプトプチ体験コーナー のべ活動人数 ３５人

・ゲル組立ワークショップ のべ活動人数 １２人

・９周年感謝イベント のべ活動人数 １２人

計 ５９人

（７）平成２４年度に向けての取り組み

歴史博物館と連携強化の一環として、次の事業を実施し、次年度から行うための準備を進めた。

項 目 事 業 内 容

歴史博物館との共同シンポジウ

ムの実施

H24.2.5（日）

歴史博物館企画展「火の神・生命の神－古代のカマド信仰を

さぐる」の関連事業としてシンポジウム「古代における加耶と倭

の文化交渉」を共催事業として実施し、国内外から第一線の研究

者を講師・コメンテーターとして招聘し、多くの参加者を得た。

またユーラシア文化館での関連展示やチラシ配布など、２館で連

携して展示内容の充実と集客の向上に取り組んだ。

日本における「ユーラシア」の理

解に関する研究の実施

「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ために、歴史博物館との連携

準備を進めた。

東部ユーラシアの文化交流の研

究の実施

当日本を含む東部ユーラシア諸地域の文化交流について、歴史博

物館と共同で調査研究を行うための準備を進めた。

（８）広報

項 目 事 業 内 容

印刷物作成 都市発展記念館・ユーラシア文化館個々で作成していた館紹介リ

ーフレットと半期ごとの催し物案内を、大きく見やすいものに統

合した。また、企画展チラシだけでは発信しきれないイベント情

報を別刷りの自主製作チラシで作成し、配布先の見直しを図りな

がら、定期的に配布した。館報については、継続して配布した。

・横浜ユーラシア文化館催し物案内（館案内リーフレット）

・企画展示ポスター・チラシ

・館報『News From EurAsia』第１５・１６号（各10,000部）

優待カードの発行 年間パス「ＥＡハマ発カード」の特典を大きく見直し、販売を継

続した。年会費 １，５００円
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その他広報 横浜市を通じての記者発表

市内学校・公共施設へのチラシ配布

日本大通り駅改札外・市営地下鉄関内駅改札外掲示板へのポスタ

ー掲出

ホームページ・ブログによるインターネットでの情報配信

テレビ・ラジオ・ケーブルテレビ・インターネット等放送媒体へ

の情報提供、取材受入

新聞各社・雑誌・タウン情報誌・旅行情報誌・その他広報誌等へ

の情報提供、取材受入

市内観光案内所へのチラシ訪問配布

市外都市旅行代理店への施設説明

フィルムコミッションへの協力による撮影場所としてのＰＲ

近隣へのダイレクトメール発送

５ 情報事業（定款第４条第１項第１号②）

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６６,８５０件（前年度５１，４３２件）

６ ユーラシア文化館施設維持事業（定款第４条第１項第１号③）

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：アナログ光電式煙探知機の交換修繕

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（定款第４条第１項第２号）

（１）ミュージアムショップの経営

① ミュージアムショップのレイアウト変更
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ミュージアムショップの配置を従来の場所からエレベータホール前へ移設し、観覧者の動線上に

ミュージアムショップがあり、商品を目に留める位置となるよう、レイアウトを変更した。

② ミュージアムショップ商品の見直し

オリジナル商品・委託商品の販売実績を再検討し、商品および販売価格の見直しを行った。イベ

ント開催時のセールなどで大幅な割引も実施し、停滞する商品在庫の圧縮を図った。

③ オリジナル商品の販売

各企画展図録や刊行物のほか、地図・絵葉書・メモ帳・DVD・クリアファイルなどを販売した。

また、新商品として「こぶちゃん飴」を販売した。

④ 委託商品の販売

各企画展やフランス月間などのイベントに合わせ、商品のラインナップを大幅に変えることで、

売れ筋の商品を陳列した。

（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２３年度 平成２２年度 平成２１年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
９，１２０ ５，４４７ ７，０２５

（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２３年度 平成２２年度 平成２１年度

横浜都市発展記念館

横浜ユーラシア文化館（千円）
７８ ７７ ８２


