
 
カブトムシやクワガタムシと同じ
甲虫のなかまで、ゾウの鼻の
ように長く伸びた口吻
（目と口の間の部分）が
あ る こ と か ら、こ の
名前があります。ゾウ
ムシ類（上科）は世界に

約 6万種が生息し、まだまだ
多数の新種が眠っている巨大な
分類群です。大部分の種は植物を
食べて生活し、植物の種や食べる
部位などの違いにより、多数の種が
すみわけています。そして、生活の違
いに応じて極めて豊かな形態の多様性
をもちます。九州大学には東洋最大
のゾウムシの標本収蔵があり、それらは
アジアの生物多様性を理解するうえで
極めて重要な価値をもちます。

ゾウムシという昆虫を知っていますか？ 

《p.2へ続く》

場所： 箱崎キャンパス
　　　旧工学部本館1階大講義室

期間： 2013年8月24日（土）

公開講演会 養老 孟司・森本 桂

場所： 箱崎キャンパス
　　　旧工学部本館3階常設展示室

期間： 2013年7月16日（火）～9月1日（日）

展　　　示

絵：奥村
 巴菜

森本 桂 先生

養老 孟司 先生

九州大学総合研究博物館特別企画
平成25年度 特別展示・公開講演会

担当：丸山 宗利 開示研究系・助教

ゾウムシの世界

私は、農学部の森
林管理分野が専

門で、館長就任以
前から

博物館との間で
木製什器の救出

などを協力して行
って参りました。

直前まで農学部
の附属演習林長

を勤め、

ここ10年ほど農
学部の新キャンパ

ス計画専門委員
会委員を務めてお

り、これらの経験
を

新しい博物館運
営に活かしたいと

考えています。

吉田 茂二郎
総合研究博物館第

7代館長

森林分野からの初
館長です
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　毎年5月11日の開学記念日の前後
には、開学記念行事として本学内の
様々な研究施設が一般公開されます。
当館は例年この機会に、普段ご覧頂け
ない収蔵・展示施設を公開しています。
　例えば、常設展示室がある旧工学部
本館には、実は３階の北側に大きな
工学部列品室があり、超高品位の金鉱石

を含む約千点の鉱物・鉱石標本がある
ほか、切削機などの鉱山技術資料も
展示されていて、とても迫力があります。
また４階には、帝大時代の豪華な内装
が残る会議室があり、青山熊治画伯の
大きな壁画が飾られています。

　第一分館では、1階で日本三大鉱物
コレクションと言われている理学部の貴重
地質・鉱物標本を、2階で福岡医科大学
時代からの歴史ある脊椎動物骨格標本や、

学術的に大変
貴重な古人骨
を公開。五十
周年記念講堂
では、大型動物
を中心とした
骨格標本や、
芸術工学府・西鉄バスとのミュージアム
バス企画について、展示いたしました。
　教員によるレクチャーが聴けるのも、
この施設公開のポイントです。今年は
開催日の5月10日が「地質の日」であっ
たので、故松本達郎名誉教授の貴重な
天覧化石を常設展示室で一般公開し、
また、当館前田教授が実物の化石を用
いて化石化のメカニズムについて解説
いたしました。多くの皆様がご来場
下さり、熱心に質問をされていました。

　しかし、そのことは一般にはほとんど
知られていません。本展示は、ゾウムシ
標本を収蔵する農学部昆虫学教室の
協力を得て、ゾウムシの豊かな多様性
と美しさ、そして九州大学が保有する
標本群の価値を知っていただくことを
目的として企画され
ました。展示の運営に
は同教室の学生 4 名
が全面的に関わって
います。展示内容は多岐
にわたり、ゾウムシの

学術的解説
をおこなっ
た パ ネ ル、
世界の美し
いゾウムシ
や代表的な

分類群の標本を主体とし、昆虫標本
写真家の小檜山賢二さんの協力による

大家としても知られています。
ゾウムシ学の基礎と現在
進められている研究内容に
ついて、熱く語っていただき
ました。もう一人は多数の
著作で知られる解剖学者の
養老孟司さんです。実は養老

さんは熱心なゾウムシの研究家でも
あり、ゾウムシについてさまざまな角度
で興味深いお話しをしていただきました。
　展示期間は9月1日までの予定で
したが、好評につき10月20日まで

延期いたしました。
ほかにもゾウムシ
ペーパークラフト
や美しい絵葉書の
無料 配布もあり
ます。まだご覧に
なっていない方は、
ぜひ足をお運び
ください。

巨大で鮮明な
深度合成写真、
昆虫生態写真家
の小松貴さん
による野外撮影
された生態写真、

そして奥村巴菜さん
によ る ゾ ウム シ を
モチーフとし、陶器で
作られた作品が展示
に彩りを添えました。
奥村さんに

は今回の展示にあたって作
られたチラシの絵にも健筆
をふるっていただきました。
また、期間中に2名の演者を
お招きし、公開講演会を
実施しました。一人は名誉
教授の森本桂さんで、ゾウ
ムシの分類学の世界的な

《p.1から続く》

普段なかなかご覧頂けない第一分館の収蔵展示室も公開。

c Takashi Komatsu

コナラシギゾウムシ

陶器のゾウムシ（女子美術大学美術館所蔵）

化石化のメカニズムをレクチャーする
前田先生（右から3番目）。

色とりどりのカタゾウムシ

ゾウムシの深度合成写真

場所： 常設展示室・平常展示室・
 第一分館・工学部列品室・
 旧工学部会議室・五十周年記念講堂

担当：当館教員全員 総括：松本 隆史（　　　　　　　）

期間： 2013年5月10日（金）

－平成25年度開学記念行事－

博物館施設公開

催事・展示クローズアップ
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　箱崎公民館・CLCworksとの共催で、3歳
から小学校6年生までの子ども達、そして
その保護者のみなさんと一緒にワーク
ショップを行いました。初夏のキャンパス

はもう花の盛りを過ぎていましたが、
まだまだ小さな植物達がひっそりと花を
さかせています。子ども達はめいめいに好
きな葉や花をつみ、自由な発想でたくさん
の名前をつけてくれました。その中から気
に入ったものを選んで、電子レンジで即席
ミニ標本を作ります。ファシリテーターの
学生さん達に助けてもらいながら、ミント
の香りの石けんをねりねり作って固めて

標本を貼付けて、はい、出来上がり！最後
の質問コーナーでは、植物博士自身に
ついても質問がよせられ、博士も照れ笑い。
とても楽しいワークショップとなりました。

　韓国の振付家・
演出家チョン・ヨン
ドゥ氏が、福岡の
芸術家（映像作家・
画家ほか）と創作
した演劇・ダンス・
映像・音楽作品を、
第一分館と記念

講堂で公演しました。韓国・英国・日本
出身の７人のダンサーのダンスと俳優に
よる一人芝居がメインで、観客は複数の
会場を巡回しつつ鑑賞しました。歴史を
背負う第一分館の機械たちの間、飛行機
の爆音が響く記念講堂で、演者たちが
孤独と共感を表現し、演者と融合した時
の空間・場の持つ力を再認識できました。

　子どもたちや市民のみなさんをターゲ
ットとして九州大学総合研究博物館が
所蔵する昆虫標本をモチーフにデザイン
を施したバスが、西日本鉄道株式会社の
協力により福岡市内で運行されました。
その名も「キッズミュージアムバス」。
このバスのコンテンツは、芸術工学府
のプロジェクトメンバーが、博物館の
丸山助教にご協
力頂きながら選
んだ世界中の珍
し い 昆 虫 で す。
各座席では背も
たれに想像力を
刺激するような
昆虫の綺麗な一
部分をプリント
し た カ バ ー を

設置し、座席に座るとその昆虫の生態
が分かるという仕掛けを用意しました。
天井の広告スペースには空と樹木を
表現し自然の空間を演出。他にも窓上
部やつり革、車内壁面を利用してメッ

セージの発信を行いました。
　また6月12日～ 7月6日の
間、博物館の常設展示室に
おいて「キッズミュージアム
バス昆虫展」と題して昆虫
の実物標本も展示しました。
写真だけでは味わえない
本当の形や色彩を間近で
感じることができる素晴ら
しい機会となりました。天井のスペースには、自然の空間を演出。

昆虫の綺麗な一部分をプリントしたシートカバー

ワークショップ風景。
思い思いに植物に
名前をつけています。

c Izumiyama Road

－子どもワークショップ－

場所： 箱崎キャンパス21世紀交流プラザ
期間： 2013年7月7日（日）

担当：三島 美佐子 開示研究系・准教授

－世界の昆虫と会えるバス－

キッズミュージアムバス・プロジェクト

担当： （総括）藤川 基
芸術工学府・デザインストラテジー専攻

場所： 西鉄バス車内
期間： 2013年6月6日（木）～9月5日（木）［バス運行期間］

チョン・ヨンドゥ氏作品公演を共催

期間： 2013年3月23日（土）・24日（日）

主催： NPO法人JCDN
共催： 九州大学総合研究博物館・福岡市文化芸術振興財団

場所： 第一分館・五十周年記念講堂２階

一次資料研究系・教授担当：岩永 省三

033°37'22"N  130°25'31"E
baram

草花でオリジナル標本石けんを作ってみよう！

Close-up Event & Exhibition
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館内探訪

　九州大学では、学芸員資格をとるため
の授業や実習をはじめ、他にもいろいろ
な分野の授業で博物館が題材となって
います。このシリーズでは、博物館関連
授業の様子をリポートし、九州大学の
教育の一端をご紹介したいとおもいます。

　今回ご紹介するのは、芸術工学部 3年
生の授業「生活空間造形論・演習」の課題
「九州大学総合研究博物館のデザイン」
です。複数の教員が人間活動の場となる
生活空間設計についての課題を出す科目
で、芸術工学研究院の平井康之准教授・
秋田直繁助教が担当するこの課題では、
学生達は「発想する空間」として博物館
展示を設計します。

　箱崎キャンパス旧工学部本館3階
にある博物館常設展示室のドアを、
合板製ドアから見通しのよいガラス
ドアに取り替えました。
　場所がわかりにくい、開いているか

わからないといったご意見をいただ
くことも多い常設展示室でしたが、
今回ガラスドアに替えるにあたり、枠
の色に九州大学のシンボルカラーで
あるワインカラーを取り入れ、皆様の

目により留まりやすいようにしました。
　ガラス面には博物館のロゴマーク
をあしらい、室内のアーチ窓への
見通しとも相まって、透明感のある
仕上りになっています。
　来館者の方に、「ああ、あのワイン
カラーの扉の部屋ですね」と記憶して
いただけ、扉を開けるのが楽しくなる
ような展示を今後も目指してゆきます。

　まず初回の授業では、当館の常設展示
室や多数の収蔵品があるバックヤード
を案内し、博物館が展示スペースだけ
でなく、標本資料を管理・研究している
場でもある事を体感してもらいます。
初めて当館のバックヤードを見て、収蔵
品の多様さに圧倒される学生も多く
います。2回目以降は、大橋キャンパスの
スタジオでミュージアムデザインの
アプローチについて平井先生による
講義があり、学生はシナリオと模型試作
をすすめていきます。その後、学生は
デザイン案について数回の中間発表を
して講評をうけ、最終的な空間設計の
提案を模型とポートフォリオにまとめて
行きます。

　この授業には、2008年度から当館
教員が博物館の観点での講評に協力して
います。いわば学生がデザイン事務所、
芸工教員がアドバイザー、博物館教員
がクライアントとなり、学生が博物館の
要求に対して独創的なソリューションを
提案していく実践的な授業です。全7回
の演習課題ですが、すべての作品に教員
が 4人がかりで
レビュー・アドバ
イスをする、豪華
かつ厳しい授業
になっています。

学生による作品

博物館のバックヤードを見学して収蔵品に驚く学生たち デザイン実習の様子博物館のバックヤードを見学して収蔵品に驚く学生たち

三島 美佐子 開示研究系・准教授 松本 隆史 開示研究系・助教

生活空間造形論・演習 課題
その１： 芸術工学部

ガラスドアになりました
担当：松本 隆史 開示研究系・助教 福原 美恵子 総合研究博物館・研究支援推進員

シリーズ・大学博物館の授業紹介

Series : Courses Related to the Museum
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館員活躍録

も含まれています。また今回の展示では、
農学部昆虫学教室の大学院生の藤野
理香さんと金尾太輔さんが全面的に
運営にあたり、それぞれ専門のツノゼミ
（これもアリと共生する昆虫の一群）とシロ
アリと共生する昆虫の展示も行いました。
今回の展示は日本各地で注目を集め、
昨年、東京で行われたイベント「昆虫大学」
でも出張展示を行い（2012年11月17、
18日）、今年は北九州市にある到津の森

公園を皮切りに、
糸島市にある
志摩歴史資料館
と兵庫県三田市
にある有馬富士
自然学習センタ
ーでも巡回展示

を行いました。生物の多様性を
支える重要な存在でありながら、
これまでにあまり知られることの
なかった小さな昆虫が、このような
機会に注目を集めることができ、
一研究者として大変うれしく
思います。

　アリは私たちにとってもっとも身近
な昆虫のなかまで、小さい頃には巣の
なかに水を流し込んで遊んだりした人も
少なくないでしょう。そんなアリの巣の
なかに、実はさまざまな別の生物が居候
（広義の共生）していることは、ほとんど
知られていません。私はそういった昆虫
の 多 様 性 解 明
（分類学）や進化を
研究しています。
一昨年に行われた
「ツノゼミの世界」
の展示以来、私は小さな昆虫に注目した
展示を行ってきました。昆虫の展示と
いうと、一般的には大きくて美しいもの
を中心に行われますが、実は昆虫の大半
は 5ミリメートル以下の小さな種であり、
大きな昆虫はむしろ少数派です。です
ので、小さな昆虫を展示することは、昆虫
の多様性の実態を知っていただくために
重要なことなのです。今回のアリの巣に
住む昆虫は、容易に想像できると思います
が、大部分がアリと同等かより小型で、
小さな昆虫の最たるものです。そもそも

アリの巣に住む
昆虫はこれまで
ほとんど注目され
ることのなかった
生きものでした。

私が研究を始めたころには、新しい発見
ばかりで、いまでもさまざまな新事実が
判明しつつあり、新種もまだまだたく
さん見つかります。今回は、共同研究者で
写真家の小松貴さん（信州大学）の協力を
得て、それらの昆虫の生態写真を
中心に解説パネルを展示しました。
どれもすごい瞬間をとらえたもの
で、展示をご覧になった人には、
私の足元に実はすごい世界が広が
っていたことを知っていただけた
かと思います。今回展示した写真の
少なくないもの
は、世界で初めて
撮影された生態
の記録であり、初
めて生態の判明
したものや、日本
初記録の属など

　日本昆虫学会が「昆虫学の発展に寄与する優れた研究を
行い、将来の発展が期待される40歳以下の研究者」を表彰
する「平成25年度若手奨励賞」に「好蟻性昆虫とアリの多様
性と進化」という研究課題で丸山宗利助教が選ばれました。

丸山 宗利 助教ら著
上記の展示関連書籍として、本年2月に
東海大学出版会より上梓されました。
図鑑としては前代未聞の内容ですが、
美しい写真が満載で、各所で好評を得ています。
現在、大型書店店頭で販売しています。

c Takashi Komatsu

c Takashi Komatsu

展覧会ポスター

会場の様子（有馬富士学習センター）

会場の様子（旧工学部本館）

クロシジミ（蝶）の幼虫

ヤマトヒゲブトアリヅカムシ

「アリの巣の生きもの」展の報告
丸山 宗利 開示研究系・助教

日本昆虫学会若手奨励賞
を受賞

「アリの巣の
生きもの図鑑」を出版

巡回展示

丸山 宗利 開示研究系・助教

Series : Museum Jobs from A to Z
シリーズ・大学博物館のお仕事紹介
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これも博物館のお仕事

写真1） コンドライト隕石の顕微鏡写真。横の長さは3mm。

写真2） 火星隕石の顕微鏡写真。

写真3） ユレイライト隕石中のグラファイトの顕微鏡写真。
 グラファイトの一部が黒色細粒のダイヤモンドに変化している。

収蔵庫に搬入した旧県庁木製内装部材。

　現在アクロスが建っている場所
および南側の天神中央公園にかけて、
かつて福岡県庁の建物がありました。
福岡県技師・三条永太郎氏が、明治・
大正期に多くの官庁建築を手がけた

妻木頼黄（よりなか）氏（1859～1916）
の指導下に設計したもので、1915
（大正４）年に竣工した重厚な建物
でした。県庁が1981年に東公園内に
移転した際に、取り壊されてしまい、

石製建築部材が幾つか天神中央
公園に残されているにすぎません。
ところが、木製内装部材の一部が、
九大名誉教授片野博先生によって
かつて蒐集され、芸術工学研究院
の大井尚行准教授の研究室に保管
されてきたと判明し、このたびそれ
らを当館で頂戴することになり受け
取りに行きました。どの部屋のどの
部分の部材か調査し、不足分を

補って復元的に組み立て展示する
ことを目指します。

　隕石は太陽系の歴史を知る上で、
手にとって調べることが出来るほぼ
唯一のもので、太陽系の起源や進化過程
を教えてくれます。九州大学では総合
研究博物館の私の研究室や理学部地球
惑星科学科で、隕石を使った研究を行
っています。
　隕石の多くは火星と木星との間にあ
る小惑星帯から来たもので、太陽系が
出来た45億年前の姿をとどめています。
写真1はコンドライトと呼ばれる隕石

で、1mmより小さなコンドリュール
(球晶）とその間を埋める微細粒の鉱物
からできています。
これは、太陽が生まれようとするとき、
それを取り巻いていたチリ状の微細粒
鉱物や、高温で溶けて、雨滴のように、

して進化してきたかを研究する過程で、
私の研究室の学生が撮影したものです。
　ユレイライト隕石は特徴的にダイヤ
モンドを含んでいます。ダイヤモンド
は5万気圧以上の高圧、1000℃以上の
高温でないと出来ません。ダイヤモンド
がどのようにして出来たかはずっと
定説がありませんでした。写真 3は
ユレイライトという隕石中の石墨（グラ
ファイト）の結晶の一部がダイヤモンド
に変化している写真で、世界で初めて、
私の研究室で撮影されたものです。この
証拠から、ユレイライト隕石の基となっ
た小天体が、衝突によって破壊された時
に、高温・高圧になり、その中に含まれて
いた石墨の一部がダイヤモンドに変化
した、ということが分かりました。

表面張力で丸くなった球晶が集まった
ものとみることが出来ます。コンドライト
隕石の中には有機物を含むものもあり、
九州大学理学部では生命の起源を探る
研究なども行われています。
　写真2は火星から来たと考えられる隕石
で、コンドライト隕石とは様子がずいぶん

異なり、地球の岩石とよく似ています。これ
はコンドライト隕石のようなものが衝突
合体を繰り返し、大
きな惑星となるとき、
その内部が高温になっ
たため、大量のマグマ
が発生し、それが冷
えて結晶化したものと
考えられます。写真2
は火星がどのように

シリーズ・九大博物館での研究の紹介

旧福岡県庁木製内装部材の受け入れ
担当：岩永 省三 一次資料研究系・教授 開示研究系・准教授三島美佐子

中牟田 義博 専門：鉱物学一次資料研究系・准教授

学術標本と研究

隕石－宇宙からのたより－
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館長交友録

上 ： 写真1） リニューアル中の「医用X線管展示コーナー」
下、左 ： 写真2） 国産のガスX線管「キンシ管球」（大正初期）
下、右 ： 写真3） 国産初のクーリッジ管「U形管」（大正中期）

1

2 3

　ガラスは古今東西さまざまに人々を
魅了してきた。X線は高速の電子がター
ゲット材を衝撃して発生するが、この
ときターゲットは高熱化する。X線管は、
高熱対策や電子供給の工夫、さらに
は防護・防電撃化など多彩な進展
を遂げるが、言うなれば “X線発生
の効率化をめざした真空管”であり、
種々のパーツが組み込まれたガラス
管である。これらの実用一点張り
も100本ほども並べてみるとなか
なかに“美しいガラスワールド”を
展開してくれて、学芸員になった
ような気持ちで私は今これらの
展示作業にハマっている。
　当コレクションは元々、先輩達が
教室解体の折にリヤカーで奔走・
集積されたもので、東京の博物館
でもこれだけのコレクションを持つ
ところはないのではないか、とも
聞いた。「勉強のために、お前が展示の
努力をせい」との仰せに、とりあえず
初回の展示を頑張ってみた。地震対策
は皆無であったが、あの福岡西部沖地震
によく耐えてくれたのには驚愕した

（揺れの方向が幸いした）。この度展示
室にX線CT が入ることになり急きょ
引越しを迫られたが、丁度九大博物館
へどうかという話が舞い込んだ。幸い

ほぼ複数本の同型品があったため、一部
を博物館へ、残りは我が分野の財産・
教材として今回展示リニューアルに
着手したわけである（写真1）。
　国産最古品の一つは大正初期の「ガス

X線管」で、金鵄勲章が由来のその名も
「キンシ管球」である（写真 2）。加える
高電圧は誘導コイルであった。やがて
フィラメント加熱により熱電子を放出

させる画期的な「クーリッジ管」に
移行するが、国内では当時の特許
により東京電気（東芝の前身）が
昭和初期まで製造・修理を行って
いた（写真3はその最初期のもの）。
深部治療用のものは長さ1ｍにも
および、展示インパクトはすこぶる
大である。高電圧は変圧器に変わ
るが、整流も機械式から、高電圧整
流管の登場により電気整流に移る。
昭和戦前には防護・防電撃化が
進み、三相装置やコンデンサ装置、
「回転陽極 X 線管」（ターゲットの
回転により熱を拡散させる）の登場
など、今日の基礎となる種々の装置・
X線管が花開いていった。

　これらは一体いかなる人たちを“透か
して”きたのだろうか…興味は尽きない。

　館長に就任し、森本桂先生（九州
大学名誉教授）にお会いした。今年
80歳であるが、毎日当博物館で標本

の整理をされ、最近2冊目の大論文を
出版されたと聞く。そして、もう1冊
出版する計画とのことで、恐るべき
探求心である。森本先生とは、約35年
前の私が院生時代にはじめてお会い
した。私が所属した農学部の森林管理
研究室の西沢教授主催の大型科研
（マツクイムシ被害の防除に関する
総合的研究）の推進会議に、虫の専門
家として参加されていた。会議は、

いつの間にか酒宴になったが、先生方
の研究への思いに大いに感銘を受け
た。そのときの先生方は、今考えれば、
それぞれの夢を語っていたのであろ
う。それから時が流れ、今年、博物館
主催の公開講演会に森本先生にも
御登壇いただき、先生の研究成果を
お聞きする機会を得た(1～2頁参照)。
昔と変わらぬ夢を追い続けている
真摯な姿が非常に印象的だった。感謝。

Series : Research at the Kyusyu University Museum

特別寄稿

医用X線管の歴史を伝える展示作業は楽しい･･･
赤坂 勉 九州大学医学研究院 保健学部門・助教 専門：医用量子線科学分野

－森本 桂 先生－
飽くなき探求者

担当：吉田 茂二郎 総合研究博物館長

7/ 8The Kyushu University Museum NEWSSeptember 2013



展示・講演会関係の活動状況

人事往来

Activities of Exhibitions
& Conference

Personnel
Changes

吉田館長、着任の挨拶

特別展示 公開講演会
講座

書籍出版

関連展示

博物館施設一般公開

団体見学

運営委員会

企画展示

サテライト巡回展示

　私は、農学部の森林分野に属しています。
森林と博物館といえば、植物標本などの
植物分類を専門とする人間だと思われますが、
実際は、森林の取り扱い・管理を専門とし、
夏休み中はほとんど森林の資源・構造調査
に明け暮れています。私は、大学、とりわけ
農学部が移転するこの時期に館長となり、
博物館と農学部の橋渡しが最重要課題だと

思っていますが、それだけに留まることなく、
新しい博物館の創造も目指したいと思って
います。

第7代館長

吉田 茂二郎

●
期間：平成25年7月16日（火）～ 9月1日（日）
場所：箱崎キャンパス博物館常設展示室

「ゾウムシの世界」（p1.報告記事参照）

隕石展示
「宇宙からの便り」（p6.報告記事参照）
期間：平成25年2月20日（水）～継続中
場所：箱崎キャンパス博物館常設展示室

●

「地質の日」記念企画展示
「松本達郎によるご進講と天覧化石」・
「化石化のメカニズムを探る」
期間：平成25年5月10日（金）
場所：箱崎キャンパス博物館常設展示室

●

世界の昆虫と会える
「キッズミュージアムバス」運行（p3.報告記事参照）
期間：平成25年6月6日(木)～ 9月5日(木)
場所：西鉄バス車内

●

「昆虫博士と歩く！こんな昆虫が到津の森に！？
昆虫発見ツアー！！」
期間：平成25年6月30日（日）
場所：北九州市到津の森公園

●

子どもワークショップ（p3.報告記事参照）
「見つけて、名前を付けて！
草花でオリジナル標本石けんをつくってみよう！」
期間：平成25年6月15日（土）、7月7日（日）
場所：箱崎公民館（6月）、箱崎キャンパス（7月）

●

「九州大学ミュージアムバスプロジェクト」

九州大学出版会  2730円（税込み）
プロジェクトの活動をまとめた書籍が発売。

●

各タイトルを順次入れ替えにて巡回展示。
平成24年 8月 14日 （火）～
平成24年 12月 25日 （火）～
平成25年 4月 12日 （金）～
平成25年 6月 13日 （木）～

世界の美しい甲虫シリーズ

世界の美しい甲虫シリーズ
世界の美しい甲虫シリーズ
世界の美しい甲虫シリーズ

「ホウセキゾウムシのなかま」
「ゾウカブトムシのなかま」
「ゴライアスオオツノハナムグリのなかま」
「シロスジカミキリのなかま」

＊糸島市健康ふれあい施設「二丈温泉きららの湯」での展示は、
　平成25年6月をもって終了。
　以降、糸島市市役所二丈庁舎での展示開始。

● 糸島地区サテライト（糸島市志摩歴史資料館、前原市伊都文化会館、糸島市健康ふれあい施設「二丈温泉きららの湯」＊、糸島市市役所二丈庁舎＊）

● 福岡空港サテライト
平成24年 6月 8日 （金）～
平成24年 11月 26日 （月）～
平成25年 5月 24日 （金）～

福岡県の希少な野生生物　魚類編Ⅰ
福岡県の希少な野生生物　魚類編Ⅱ
福岡県の希少な野生生物　魚類編Ⅲ

川と海の生命Ⅲ
川と海の生命Ⅳ

● 福岡市保健環境研究所まもるーむ福岡サテライト
平成24年 6月 28日 （木）
平成25年 7月 18日 （木）～継続中

● 福岡市西部地域交流センター「さいとぴあ」サテライト
平成24年 3月 8日 （木）～
平成24年10月26日 （金）～
平成25年 6月 28日 （金）～

川と海の生命Ⅰ
川と海の生命Ⅱ
化石のヒミツⅠ

●「キッズミュージアムバス昆虫展」
期間：平成25年 6月 12日 （水） ～ 7月 6日 （土）
場所：箱崎キャンパス博物館常設展示室

到津の森公園ミニ企画展
「アリの巣の生きもの」
●

期間：平成25年 6月20日 （木）～7月 15日 （月）
場所：北九州市到津の森公園

●「アリの巣の生きもの」
期間：平成25年 7月 27日 （土） ～ 9月 8日 （日）
場所：糸島市志摩歴史資料館

●「アリの巣の生きもの」
期間：平成25年 7月13日 （土） ～ 10月 6日 （日）
場所：三田市有馬富士自然学習センター 展示室4

●「ゾウムシの世界　養老孟司・森本桂」

期間：平成25年8月24日（土）
場所：箱崎キャンパス旧工学部本館1階大講義室

（p1.報告記事参照）

九州大学開学記念施設一般公開
期間：平成25年5月10日（金）
場所：箱崎キャンパス（p2.報告記事参照）

●

平成25年 5月 25日 福岡市東区箱崎校区
平成25年 7月 29日 社会教育主事講習
平成25年 8月 3日～5日   九州大学オープンキャンパス
平成25年 8月 9日 但陽信用金庫

平成25年 3月 15日 (書面回議) 
平成25年 3月 26日 (書面回議)
平成25年 3月 28日 (書面回議)
平成25年 4月 19日 (書面回議) 
平成25年 5月 27日 

8 / 8 九州大学総合研究博物館ニュース September 2013

編集： 松本 隆史 デザイン： 古賀 桂子 発行: 九州大学総合研究博物館 福岡市東区箱崎6-10-1〒812-8581 TEL & FAX 092-642-4252 HP  www.museum.kyushu-u.ac.jp
印刷： 城島印刷株式会社 発行日： 平成25年9月24日福岡市中央区白金2-9-6〒810-0012 TEL 092-531-7102 FAX 092-524-4411 2013 The Kyushu University Museumc




