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年報２００８の発行にあたって 

 

群馬県立自然史博物館は、開館１３年目を迎えました。平成２０年という年は、１００年に１

度といわれる世界同時不況や原油高によるガソリン等の燃料の高騰などから、日本各地の行楽地

や観光地を訪れる人々が減尐しました。本館もその影響を受け、来館者の減尐傾向がはっきりし

ました。今後の館のあり方には一層の工夫が求められると考えられます。 

そんな中でも、新しい試みとしていくつかの事業の改善や新設を実施してきました。 

その一つは企画展です。夏の企画展である「フィッシング」では、魚類の生態や形態をレクリ

エーションとして人気のある釣りを切り口にして展示を構成し、新たな来館者層の開拓を行いま

した。「きれいで不思議な貝の魅力」では、３万点を超える標本を寄贈していただいたことによ

り開催することができました。大谷コレクションは本館の収蔵資料として大きな存在になりまし

た。開館以来実施してきた調査をもとに開催した「わかった！かわった？群馬の自然」は、博物

館の役割である調査・研究を大きく意識した企画展です。 

第二は学校教育への支援や普及事業の改善です。群馬県教育委員会は平成 20 年度から尾瀬学

校を実施し、小・中学校から積極的な参加がありました。本館では尾瀬の成り立ちや自然環境に

ついての展示を行っていることから、尾瀬学校の事前・事後の学習を行ってもらうようプログラ

ムを用意しました。本年度は 2 つの学校がこのプログラムで事前学習をしてくれました。また、

高校生に屋外で調査を行い自ら課題を設定して研究を進める機会を提供するために、高校生学芸

員の募集を行いました。16 名の高校生が 5 名の学芸係職員とともに調査・研究を行い、１年間

のまとめを各高校に報告しました。 

自然史調査は第４次に入り、対象地区を県北西部の長野原町に設定しました。この地域は大規

模なダムの建設計画が進んでいるため、地域の自然を記録することが急がれている地域です。 

限られた予算、人員で館の運営に努力していますが、それを側面で支えていただいているボラ

ンティアの方々には多方面にわたりお世話になっております。また、県内外の研究者、自治体関

係者のご指導やご協力をいただけることで、より開かれた博物館として充実できているものと思

っております。 

この度、平成２０年度における事業の概要をまとめて年報として発行いたしました。ご高覧の

上、今後の自然史博物館の運営につきましてご指導ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

平成２１(2009)年６月 

 

 

群馬県立自然史博物館 

館 長  長谷川 善和  
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Ⅰ 管理 

１ 沿革 

群馬県立自然史博物館の前身である群馬県立自然科学資料館の沿革も含めて記録します。 

 

昭和 32 年 3 月 12 日 群馬県立博物館開館（群馬県富岡市一ノ宮１３５３） 

昭和 54 年 10 月 17 日 群馬県立歴史博物館設置に伴い、群馬県立博物館廃館 

昭和 57 年 7 月 16 日 旧群馬県立博物館（富岡市一ノ宮）を改修し、群馬県立自然科学資料館が

開館 

昭和 63 年 12 月 1 日 自然科学資料館整備拡充調査構想委員会を設置（学識経験者 10 名、行政

職 6名） 

平成 1 年 4 月 1 日 群馬県教育委員会社会教育課学習文化室に選任職員 1名配置 

平成 4 年 2 月 3 日 建築プロポーザルにて内井昭蔵建築設計事務所に建設基本設計を委託 

平成 4 年 3 月 31 日 建築基本設計終了 

平成 5 年 1 月 28 日 (株)丹青社と展示実施設計委託契約を締結 

 (財)日本科学技術振興財団と展示実施設計の監修業務の委託契約を締結 

平成 5 年 7 月 31 日 建設実施設計終了 

平成 5 年 8 月 31 日 展示実施設計終了 

平成 6 年 6 月 30 日 建築工事等着工 

平成 6 年 8 月 12 日 展示工事入札、(株)丹青社が落札 

平成 7 年 4 月 1 日 長谷川善和氏（理学博士横浜国立大学名誉教授）が参与に就任 

平成 8 年 3 月 15 日 建築工事等竣工 

平成 8 年 3 月 27 日 群馬県立自然史博物館の設置及び管理に関する条例を公布 

平成 8 年 3 月 31 日 群馬県立自然科学資料館を廃止し、資料は自然史博物館に引き継ぐ 

平成 8 年 4 月 1 日 群馬県立自然史博物館発足（前橋市大友町庁舎３階） 

職員 18 名（副館長、次長、総務課 3 名、教育普及課 3 名、学芸課 7 名）

非常勤嘱託 5名 

長谷川善和氏（理学博士横浜国立大学名誉教授）が初代館長に就任 

平成 8 年 5 月 1 日 建築ＪＶ側から群馬県に建物の引き渡し 

平成 8 年 5 月 16 日 付帯ホール（愛称「かぶら文化ホール」）の管理運営にあたる財団法人か

ぶら文化ホールが設立許可 

平成 8 年 5 月 27 日 大友町庁舎から富岡市の自然史博物館に移転 

平成 8 年 5 月 31 日 財団法人かぶら文化ホールにホールの管理運営等を委託 

平成 8 年 9 月 1 日 展示解説員（非常勤嘱託）8 名採用 

平成 8 年 9 月 14 日 展示工事竣工 

平成 8 年 10 月 21 日 開館記念式典 

平成 8 年 10 月 22 日 開館（一般公開） 第１回企画展「アルゼンチンの恐竜たち」開催 

平成 14 年 1 月 開館５周年記念企画「ミュージアム・ポスター展」開催(1月4日～2月17日) 

 開館５周年記念講演会「ヒトと森と －森がヒトをはぐくむ」開催（1 月

26 日）講師：宮脇 昭氏（国際生態学センター研究所長）、河合 雅雄

（兵庫県立人と自然の博物館館長） 

平成 14 年 6 月 9 日 入館者 100万人達成 

平成 18年 7 月 15日 開館 10 周年記念展「コアラ大陸オーストラリア ～ふしぎな動物たちの

世界～」開催 

平成 19年 1 月 4日 開館 10周年記念事業「自然史博物館のあゆみ展」開催 

平成 20年 8 月 8日 入館者 200万人達成 
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２ 組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業体系 

管理運営 

人事、組織 

総務係 
予算、経理 

施設管理 

庶務 

事 
 

業 

展示 
常設展示保守、改修 

学芸係 
企画展示 

普及事業 

一般対象 

展示解説 

教育普及係 

ファミリー自然観察会 

講演会 

自然史講座 

天体観望会 

ミュージアムナイトツアー 

バックヤードツアー 

サイエンス･サタデー 

小中学生対象 
自然史博物館探検隊 

教育普及係 
子どもミュージアムスクール 

高校生対象 高校生学芸員 学芸係 

学校教育支援 

館内授業 

教育普及係 博物館体験学習 

教育用資料貸出 

博物館実習 学芸係 

 

 

 

 

 

館長 

（嘱託） 

副館長 

（事務職） 

総務係 
係長（事務職） 

事務職２人 

教育普及係 
次長（係長兼務） 

教育籍職員４人 

展示解説員８人（嘱託） 

学芸係 
係長 

教育籍職員４人 

学芸員４人 

資料整理員１人（嘱託） 

人事、組織、庶務、経理、財

産管理 

普及事業企画・運営、学習支

援、広報、博物館支援活動 

博物館資料の保管・管理、企

画展示、常設展示保守、調査

研究 
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事 
 

業 

調査研究 

長野原地区総合調査 学芸係 

山中層群の古生物学的研究 

研究報告 

情報システム  全体 

資料収集・保存・管理 

採集 学芸係 

製作委託・購入 

寄贈・寄託・移管 

貸出・借用管理 

文献・図書管理 

博物館支援活動・広報 

ボランティア 教育普及係 

友の会 

視察受入 

広報 

相談指導 

自治体等との連携 
調査 全体 

相談指導 

 

４ 歳入歳出決算 

 

歳入        卖位（千円） 

区 分 金 額 内     容 

博 物 館 入 館 料 ３０，６１６ 観覧料 

施 設 使 用 料 ７１２ レストラン、ミュージアムショップ 

雑 入 １，０５４  

計 ３２，３８２  

 

歳出 

事 業 名 金 額 内     容 

館 運 営 ２４９，６２０ 館の維持管理、事業運営等 

博 物 展 示 ４３，５８２ 常設展示メンテナンス、企画展 

教 育 普 及 活 動 ２，５６４ 観察会等教育普及事業 

調 査 研 究 １３，０７８ フィールド調査、学会参加 

計 ３０８，８４４  
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Ⅱ 事業の概要 

1 展示 

 (1)常設展示 

県民が自然の生い立ちや群馬県の多様で豊かな自然環境などへの理解を深め、自然に親し

みながら学習する施設とするため、展示に際して、①資料についてはできる限り実物を揃え

る ②資料のケース内の展示を極力減らして身近に展示し、実物を実感してもらう ③資料

を観覧するだけでなく、資料によっては直接手で触れたり、随所に映像や体験コーナーを設

けたり、参加・体験型の展示を心がける、以上の3点に配意している。 

展示の保守にあたっては、通常年どおり、2回の展示全体（Ａ～Ｅコーナー）のメンテナ

ンスと電球類の交換を行った。 

常設展示は、下記の5つのコーナーに区分されている。 

① 地球の時代（Ａコーナー） 

誕生から 46 億年を経て現在に至る、地球の発達すなわち大地が形成される過程、ならび

に地球に生命が誕生し、その生命が様々な環境に適応し多様化していく過程の二つを軸とし

て、その中に群馬県の地質や化石を絡めて、生命の進化史を群馬県の自然史と対比しながら

世界的・日本的規模で展示している。本コーナーの展示は、今の自然環境の基盤となる地球

（太陽系）の形成と生命の誕生と先カンブリア時代の発展を紹介する「水の惑星と生命の誕

生」、「生命を育てた太古の海」（古生代）、「恐竜の時代」（中生代）、「哺乳類の時

代」（新生代第三紀）、「人類の時代」（新生代第四紀）の５つに分けられる。展示の中心

は大型恐竜の骨格標本で、地球上で最大の生物を代表するブラキオサウルス（全身骨格が復

元された恐竜としては最も背が高い）、カマラサウルス、マメンキサウルスといった世界三大

大陸の恐竜（竜脚類）の全身骨格を展示している。またボーンベッド展示では、アメリカで発

見されたトリケラトプスの全身骨格（実物）の化石の産出した状況をガラスの床下に観察でき

る。 

平成 20 年度には、Ａ-4「哺乳類の時代」展示の一部のレイアウトと展示標本を変更し

た。ハクジラ類化石を１つの展示ケースに集約し、空いた展示ケースに記載の完了した吉井

町産パレオパラドキシア骨格化石と関連資料のアメリカ産デスモスチルス臼歯化石を展示し

た。その他には富岡層群産深海性サメ類化石（ラブカ、カグラザメ）、アメリカ産アロデス

ムス頭骨化石レプリカを展示に追加した。また、Ａコーナー全体を通して、研究の進展によ

って分類学的位置等が変更された標本の新規ラベルを作成し、既存のものと交換した。Ａ-3

「恐竜の時代」での展示に使用するため、ティタノサウルス形類復元図のパネルを作成し

た。展示機器の保守点検については、Ａ-1 の大型拡散霧箱について年２回、Ａ-3 の動刻

（ロボット関係: ティランノサウルスなど）を年 4回実施した。 

                            展示資料数 1,093点） 

② 群馬の自然と環境（Ｂコーナー） 

多様で豊かな群馬の自然環境を低湿地から亜高山帯まで、また利根川や尾瀬など代表的

な地域に分けてジオラマ、標本、映像等で紹介している。特に山地帯の展示ではブナ林、亜

高山帯はシラビソ－オオシラビソ林、丘陵帯はクヌギ－コナラ林、低湿地は茂林寺沼の周辺

の植物、尾瀬では湿原植物を、それぞれジオラマで再現している。また、利根川では3つの

水槽に上・中・下流に代表的な魚を生体で展示している。 

それぞれの場所ごとに哺乳類や鳥類などの剥製やレプリカ、アクリル標本などを数多く

展示するとともに、日本を代表する尾瀬の湿原をミズバショウの妖精ミズビーが尾瀬シアタ

ーによって案内している。水槽展示のメンテナンスは年18回実施している。 

                            （展示資料数1,355点） 
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③ ダーウィンの部屋（Ｃコーナー） 

老博物学者のロボットが生物の進化について説明する。展示室内は、博物学者の書斎や

倉庫、実験室をイメージし、数多くの標本を間近に見ながら、資料に触れたり、機器を操作

したりしながら観察できる参加体験型の展示となっている。平成12年度に寄贈されたダーウ

ィンの直筆書簡と顕微鏡を展示している。 

平成20年度には、本コーナーに設置されている引き出し展示ならびにキャビネット展示

の内容を更新した。また、動刻（ロボット）については、その保守点検を年4回実施した。 

（展示資料数540点） 

④ 自然界におけるヒト（Ｄコーナー） 

このコーナーは、「1 動物としてのヒト」「2 ヒトの起源と進化」「3 ヒトの特徴」と

いう3つの展示で構成されている。展示のコンセプトは、等身大立体教科書であり、教科書

等で縮小され、平面的に紹介されてきた有名な図を、実物標本や模型・複製等で再現してい

る。                              （展示資料数364点） 

⑤ かけがえのない地球（Ｅコーナー） 

人間の生活が地球全体に及ぼす影響を紹介し、環境問題について考える機会を与える展

示である。エコボール、ドードーやトキなど絶滅、または絶滅の危機にある動物の紹介や、

森林の保水作用を説明する模型、環境クイズの映像などを展示している。 

                                （展示資料数29点） 

 

(2) 企画展示 

① 第29回企画展「100年の標本が語る群馬の植物」 

趣旨： 全国都市緑化フェアに協賛し、平野部・都市近郊を中心とした植物の変遷を、

収蔵標本から紹介した。さらに現在群馬の平野にみられる植物もあわせて展示

し、植物の多様性の喪失や、移入種の問題を提起した。また、標本のつくりか

たや植物観察・調査の方法を展示や関連行事を通して紹介し、ライフワークと

しての植物の観察や研究への関心を高める場とした。 

 

内容： ・写真が語る群馬の町と緑 

群馬の都市域と里山の風景写真、地形図等を新旧対比することで、群馬の平

野・丘陵域の変化をイメージ的に展示 

・昔の群馬のまちは植物の楽園 

館林と前橋を例に、過去の標本を展示し、50年前までの群馬の平野部の豊か

な植物相と景観様性を紹介 

・里山にはこんな植物がありました 

渡良瀬川流域の標本を例に、現在みられなくなった里山の植物を紹介。また、

過去に普通種だった絶滅危惧種をとりあげることで、次のコーナーにつなげた。 

・群馬の植物は今 

絶滅危惧種と外来植物を例に群馬県の植物相の変化を解説した。 

・標本を作り整理し活かす 

博物館における標本作成・標本整理を紹介するとともに、標本整理の基礎に

なる、分類体系について解説した。 

・全国都市緑化フェアイベント情報 

協賛事業である、全国都市緑化ぐんまフェアについてＰＲした。 

展示点数：約350点 
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期  間：平成20年4月1日（火）～5月6日（火）開催日数32日 

入館者数： 17,883人（24,382人）平成20年度〔（ ）内は開催期間中〕 

  

設計・施工：株式会社ウチダテクノ 

その他：図録を1000部作成し、配布・販売した。 

 

② 第30回企画展「フィッシング 魚の生態と人の知恵」 

趣旨： 魚釣りは、日本の国民的なレジャーの１つであり、これまで、多くの人々が釣

りをとおして魚や自然と親しんできた。一方、様々な環境の変化による在来魚

の減尐や本来その地域に生息していなかった外来魚が生態系に与える影響が懸

念されている。このような背景を踏まえ、ヒトが魚の生態に応じて編み出して

きた釣り道具と技法の変遷を切り口に、淡水魚の生態や多様性について紹介し

た。そして、魚類の生態や形態などについて理解を深めてもらうとともに、外

来生物による生態系への影響や種の保存活動、養殖の現状などについて展示す

ることにより、魚類を取り巻く生態系保全について考えてもらうことをねらい

とした。 

内容： ・魚類の生態と形態  

魚類の基本形態と種による形態のちがいを、硬骨魚類と軟骨魚類を比較しなが

ら骨格標本と剥製で紹介。魚類の視覚、聴覚、嗅覚、臭覚、及び給餌行動と関

係の深い口と歯の作りを剥製と標本で解説。  

・釣り具の歴史 

ヤママユガの体内から取り出したテグス、古代の釣り針、江戸和竿など、

糸、針、竿、オモリ、ウキの素材や機能、開発の歴史を紹介。 

・魚類の生態と釣り 

①ウグイ・オイカワの釣り②コイ釣り、③フナ釣り④タナゴ釣り⑤ワカサギ

釣り⑥アユ釣り⑦ヤマメ・イワナの釣り⑧フライフィッシングについて、魚

類の生態、形態、生息場所の観点から説明し、その生態に対応した釣り方を

紹介。釣り方に応じた釣り竿、糸、仕掛け、びくなどの道具やエサとなる昆

虫類、植物餌、配合餌、毛鉤、フライを展示。 

・サケ科の魚たち 

1940年に絶滅した田沢湖のクニマスの標本を展示し、絶滅の経緯を紹介。ヒメ

マス、アマゴ、ビワマスなど群馬県では見られない魚種を生体展示。また、在

来のサケ科魚類を剥製で展示。山形県鶴岡市の大鳥池に生息しているといわれ

る巨大魚タキタロウの調査の歴史を紹介。 

・在来魚の危機 

日本の絶滅種と群馬県レッドデータリストに掲載されている魚種を展示し、

魚を取り巻く環境を紹介。シナイモツゴ、モツゴとゼニタナゴを生体展示。

特定外来生物に指定されている魚類 13 種、養殖用として移入されている外来

魚が日本に入ってきた経緯、生態、現状を紹介。 

・魚類の増殖と保護 

群馬県水産試験場が取り組んでいる種苗生産、系統保存、保護増殖、巨大ニジ

マス「ギンヒカリ」の開発、電力中央研究所赤城試験センターのトラフグの養

殖を紹介。藤岡市の天然記念物「ヤリタナゴ」の保存活動を紹介。 

展示点数：約900点 
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期  間：平成20年7月12日(土)～8月31日(日) 開催日数48日 

入館者数：31,729人 

関連事業：記念講演会「謎の魚「クニマス」 その生態と絶滅の背景」 

日 時：7月20日（日）13:30～15:45 

会 場：学習室 

講 師：秋田県水産振興センター所長 杉山秀樹 

参加者：82人 

記念講演会「新種の発見とはどういうことか 日本の魚類相の特徴から」 

日 時：8月9日（土）13:30～15:45 

会 場：学習室 

講 師：京都大学総合博物館教授 中坊徹次 

参加者：60人 

自然教室 「アユの生態と友釣り」 

日 時：7月 26(土) 13:30～15:30 

会 場：群馬県水産試験場 

講 師：群馬県水産試験場研究員 

参加者：28名 

自然教室 「フライフィッシングの世界 水生昆虫の生態とフライ(毛鉤）」 

日 時：8月 3(日) 13:30～15:30 

会 場：実験室 

講 師：フィッシングジャーナリスト 佐藤成史 

参加者：40名 

自然教室 「ぐんまの最高級ニジマス「ギンヒカリ」の開発と渓流魚の生

態と釣りアユの生態と友釣り」 

日 時：8月 24(日) 13:30～15:30 

会 場：群馬県水産試験場箱島養鱒センター 

講 師：群馬県水産試験場研究員 

参加者：18名 

設計：株式会社丹青社 

施工：中央宣伝企画株式会社 

その他：図録を1000部作成し、配布・販売した。 

   

③ 第31回企画展「きれいで不思議な貝の魅力」 

趣旨： 「貝類」とは「貝殻(Shell)を持つ軟体動物」である。これらの軟体動物は動

物界を構成する分類卖位の中でも最も大きい「門」の一つであり、5億年以上

の歴史を有する。その種類数は二枚貝や巻貝をはじめとして世界で約 10万種

以上、日本だけでも約 7000種が知られる。軟体動物が棲息する環境は海のほ

かにも、川や池、陸上など様々な環境に生活の場を広げ、私たちの身のまわり

で繁栄している動物の一つである。私たち人類は、軟体動物の中でも「貝類」

を食物として活用してきた。さらに、それを貨幣や装飾品、工芸品に加工した

り、真珠を採取するなど生活や文化など様々な場面で利用してきた。つまり

「貝類」は私たちにとって有益かつ魅力的な動物である。本企画展の目的は、

様々な色や形の貝殻、食卓に上がる貝、真珠の養殖、装飾品や工芸品に用いら

れる貝類を展示し、貝類の生態や多様性について標本や生体で紹介すると共に、
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貝類や貝殻の魅力と人類との関わりを紹介することによって、来館者が「貝

類」に対する理解を深められる機会を提供することである。そして人類に害を

及ぼす貝類や絶滅のおそれのある貝類、貝類の移入種問題についても紹介し、

私たち人類と自然環境との関係について考える機会も併せて提供した。 

内容： ・プロローグ 貝と人とくらし 

「よそおう」「あそぶ」「かなでる」など私たちの行動をキーワードとして、

貝と人とのつながりについて標本や加工品、映像で紹介した。中でも一般の

関心が高い真珠については展示面積を大きくした。「たべる」についても、

寿司ネタとなる貝類の生体展示や寿司屋カウンターでの展示（食品サンプル

など）などで高い関心が得られた。ほかのコーナーも含め、本企画展でもハ

ンズオン展示を積極的に取り入れた。エントランスにはポスターとほぼ同デ

ザインのバナーとオオシャコガイの実物標本を展示した。 

・貝の形態と分類 

貝類の生物学的特徴と、それを構成する各分類群の形態的・生態的特徴につ

いて、現生標本（殻標本、液浸標本、真空凍結乾燥標本）、化石標本、各種

模型、そして映像を用いて展示した。中でもオウムガイの生体展示は、その

ユーモラスな動きから人気が高かった。また、歯舌やアサリの生活史、ダイ

オウイカの眼などに関する事柄をトピックとして展示した。 

・貝の進化 

軟体動物の初期放散や化石貝類、現生貝類に見られる進化の一端について、

化石標本、現生標本（液浸標本、殻標本）、映像等で展示した。北海道産の

アンモナイトやイノケラムスの実物化石をハンズオン展示した。また、クリ

オネとナメクジを生体展示したが、前者は特に人気が高かった。 

・貝に魅せられて 

標本で見る「世界海産貝類図鑑」では、世界各地のオキナエビスをはじめと

する菱田嘉一氏収集のコレクション（京都市青尐年科学センター所蔵）につ

いて、色、形態、分類群などを元にして展示した。そして「貝殻に魅せられ

て」では今年度本館に多大な資料を御寄贈くださった大谷洋子氏が国内各地

産標本を中心としたコレクション、そして高橋茂氏が収集した、県内産の淡

水貝と陸貝のコレクションや自作ジオラマ等を展示した。本コーナーでは、

自然科学においてコレクションを収集し、それらを保管し活用することがい

かに重要性であるか、来館者の理解を高められるように配慮した。 

・生息域からさぐる貝の形態と生態 

海水域、非海水域（淡水域、陸域）など、生活する環境ごとに異なる貝の種

類やその構成、それらの生活様式について、実物標本（殻標本、液浸標

本）、模型、生体展示、映像などによって紹介した。群馬県に生息する貝類

についてより理解を深めていただくために、淡水貝と陸貝に関する展示面積

を多めにするように配慮した。生体については、タカラガイ（海水域）、ド

ブガイ、カワニナ等（淡水域・清水良治氏協力）、マイマイ類（陸域）を展

示した。 

・貝のため、人のため 

近年問題視されている貝類そのものあるいは貝類とヒトとの関わりにおける

危機的現状について、現生標本、生態写真などを元に、絶滅危機（マメタニ

シ、カラスガイ等）と外来生物（カワヒバリガイ、スクミリンゴガイ等）の

観点から展示し、これからの貝との関わりについて来館者が考えられる展示
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とした。 

 

また、会場内にテーブル等を設置して、いろいろな貝殻を直接観察できるハ

ンズオンのコーナーを設置した。 

 

展示点数：約 1300点 

期  間：平成 20年 9月 27日(土)～11月 24日(月・祝日) 開催日数 51日 

入館者数：33,342人 

関連事業： 自然教室「貝とその利用 ―貝のストラップ作り―」 

日 時：9月 28日（日）14:00～15:30 

会 場：実験室 

講 師：松本 功（教育普及係为幹） 

参加者：30人（小学 4年以上、3年以下は保護者同伴） 

自然教室「貝の解剖学入門 ～貝ってどんな生き物？～」 

日 時：10月 26日（日）13:30～15:30 

会 場：実験室 

講 師：杉山直人（学芸係専門員） 

参加者：20人 

記念講演会「奈落の底 ―深海に棲む貝類」 

日 時：10月 11日（土）13:30～15:30 

会 場：学習室 

講 師：奥谷喬司（日本貝類学会会長） 

参加者：35人 

講演会「貝の魅力、人との出会い」 

日 時：11月 9日（日）13:30～16:30 

会 場：実験室・企画展示室 

講 師：大谷洋子（西宮市貝類館 研究員） 

参加者：30名 

ミニイベント「ホラガイを吹いてみよう」「貝のスタンプを押してみよう」 

             「貝の標本プレゼント」 

日 時：11月 24日（月） 

    11時～11時 30分・14時～14時 30分：ホラガイ・スタンプ 

    9時 30分～14時 30分：プレゼント 

会 場：企画展ゲート前（エレベータ脇） 

参加者：90人(ホラガイ)、50人(スタンプ)、550人(プレゼント) 

                       

実施設計・展示施工：株式会社ウチダテクノ 

生体展示：有限会社山本海水養魚研究所 

その他：図録（本文 40p.）を 1000部作成し、配布・販売した。 

 

④ 第32回企画展「わかった！かわった？群馬の自然」 

趣旨： 群馬県立自然史博物館では、開館以来、県内の生物や地形地質に関する調査・

研究を行ってきた。その結果、新種の古生物の記載や、過去の調査空白域のデ

ータの知見などの新たな知見が得られた。加えて、外来生物の侵入や里山環境
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の変化など、自然環境の変化を明らかにした。本展示では、自然史博物館が行

ってきた一連の調査の成果を展示するとともに、調査方法や風景を紹介し、一

般県民への自然史調査への関心を喚起することを目的とした。自然史調査や、

研究報告に発表された事象の「その後」を紹介し、環境問題や、自然科学の進

歩への関心を高めるための契機とした。 

内容： ・自然史博物館の調査・研究 

群馬県立自然史博物館における調査研究の概要と調査研究活動の沿革、調査

用具と調査方法を解説した。 

・群馬の自然を記録する 地域の戸籍作り－地域の生物調査と地形地質調査 

下仁田・单牧地域調査、奥多野地域調査、県内鉱物委託収集の成果から、自

然史博物館の研究活動の基本たる地域の自然史調査を紹介した。 

・群馬の自然を記録する 群馬の化石からわかること 

富岡層群（新生代）、山中層群（中生代）の古生物学的研究の成果と、その後

の研究の進展について紹介した。 

・群馬の自然環境をみつめる 群馬の原風景は今 

群馬の里山と低湿地の現状を紹介した。 

・群馬の自然環境をみつめる 外来生物調査 

群馬の外来生物の現状を紹介した。 

・情報コーナー 

当館の調査研究成果の報告書を紹介するとともに、リレートークなどの場と

し、博物館からの調査研究活動の情報発信の場とした。 

展示点数：約380点 

期  間：平成21年3月14日（土）～3月31日（火）開催日数14日 

入館者数：6,899人 

関連事業： 博物館リレートーク 

日 時：期間中の毎週土曜日 

会 場：企画展示室 

講 師：学芸係職員毎週2名 

参加者：のべ37人 

自然教室「群馬県のサル・クマ・カワウ」 

日 時：3月22日（日） 

会 場：屋外、実験室 

講 師：県環境森林部自然環境課 坂庭浩之、宮下雄基 

県立自然史博物館学芸係 姉崎智子 

参加者：31人 

設計・施工：株式会社ノブプランニング 

その他：企画展と同時に冊子「侵入する動物たち」1000部を発行した。 

 

(3) ミニ展示 

 ① 群馬産ティタノサウルス形類化石特別展示 

19年度から継続して、ティタノサウルス形類化石を特別展示した。なお９月後半か

らは展示資料を群馬県産標本と解説パネルのみとした。 

展示会場 自然史博物館エントランス（常設展示室入口付近） 

展示期間 平成 20（2008）年 4月 1日～12月 28日 
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展示点数：4 点→1点（群馬県産ティタノサウルス形類化石レプリカ） 

 

② ナイスステップな研究者2007パネル展示 

長谷川館長が「ナイスステップ名研究者2007」として表彰されたことを受け、文部科

学省科学技術政策研究所为催の「ナイスステップな研究者2007シンポジウム」の会場に

展示されたパネルを展示した。 

展示会場：自然史博物館エントランス（学習室前の回廊部分） 

開催期間：平成 20（2008）年 4月 30 日（水）～6月 1日（日） 

 

③「群馬のワシ・タカとその仲間たち」 

群馬県自然環境課、県林業試験場との共催で第 32 回企画展「わかった？かわっ

た！群馬の自然」のプレ展示として、ミニ展示「群馬のワシ・タカとその仲間たち」

を開催した。群馬県には 26 種のワシ・タカとその仲間たち（以下、猛禽類とする）

が棲息している。捕食する獲物は为に小型・中型の哺乳類、鳥類、魚類、両生類、爬

虫類、昆虫類であるが、各種とも为な獲物を効率的に捕食するために、身体器官を適

応させてきた。この展示では、平成 20 年度に群馬県野鳥の森・小根山森林公園鳥獣

資料館より管理移管された資料を中心に，県内における猛禽類の棲息状況と、彼らの

多様な姿を紹介し，その生態について関心を高めてもらう場とした。 

展示会場：自然史博物館企画展用ゲートから企画展示室入口前までの通路． 

開催期間：2009 年 1月 24日（土）～2009年 2月 15日（日） 

 

(4) 共催展示 

①「カイコと糸を吐く昆虫たち」 

日本絹の里との共催で第 43 回特別展「カイコと糸を吐く昆虫たち」を開催した。展

示コーナーは「カイコはどのように糸を吐くの？」「こんなに多くの昆虫が糸を吐く

の？」「クモとクモの糸」「生きたいろいろなカイコ」の 4 つである。昆虫ドイツ箱

約 90 箱、クモ標本などをカイコやヤママユの生体とともに展示した。また昆虫写真の

コーナーも設置した。 

展示会場：日本絹の里（高崎市金古町） 

開催期間：平成 20年 7月 19日～平成 20年 8月 22日 

   

②「ハガキにかこう海洋の夢絵画コンテスト」入賞作品展 

第 31 回企画展「きれいで不思議な貝の魅力」開催にあたり、この企画展の協力機関

の一つである独立行政法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）から、標記展示の共同実施の

申し入れがあったため、これを了承して実施した。 

第 1 回から第 9 回コンテストの入賞作品については、JAMSTEC 作製による各回ごと

の入賞作品をまとめたポスターを掲示した。直近の第 10 回の入賞作品については額装

された作品 16 点を、JAMSTEC の業務に関するパネルと共に展示した。過去の入賞作品

には、当館ミュージアムスクールの卒業生の作品もあった。 

展示会場：自然史博物館エントランス（学習室前の回廊部分） 

開催期間：平成 20（2008）年 9月 27 日～11月 24日 

 

③「群馬のワシ・タカとその仲間たち」 

   Ⅱ-１-(3)-③に記述。 
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２ 教育普及 

(1) 教育普及事業 

① 展示解説 

  常設展示室並びに企画展示室の解説は、展示解説員が行った。展示解説は、時間を決め

て行う「定時解説」と来館者の質問にその場で応える「随時解説」を実施した。「定時解

説」は、常設展示室内を、Ａコーナー(地球の時代)、Ｂコーナー(群馬の自然と環境)、2

階(ダーウィンの部屋、自然界におけるヒト、かけがえのない地球)の 3つに区分し、それ

ぞれ 30分で 1日 2回実施した。企画展開催中は、それに企画展示室の解説（30分）を加

えて行った。 

 

平成 20年度 定時解説・随時解説年間記録表 

月 開館日数  常設展 企画展  全参加者 一日平均 随時解説回数 随時解説参加者 

４ 26 47 33 75 2.88 662 1,555 

５ 27 187 1 188 6,96 954 2,152 

６ 19 116  116 6,11 673 1,362 

７ 26 159 32 191 7,35 954 1,895 

８ 30 423 99 522 17,40 1,536 3,241 

９ 25 139 0 139 5,56 837 1,848 

10 27 308 89 397 14,70 1,330 3,050 

11 26 337 56 393 15,12 1,060 2,260 

12 16 233  233 14,56 388 828 

１ 22 181  181 8,23 605 1,427 

２ 22 87  87 3,95 630 1,344 

３ 26 27 294 321 12,35 1,979 938 

   

 学校等の団体に対しては、下表のリストに示した「スポット解説」を行った。スポット

解説は、引率者と事前の打ち合わせを行い、特定の展示資料について 10 分程度の解説を

行った。 

スポット解説リスト(解説所要時間 10分) 

タ イ ト ル 内       容 対   象 人 

カマラサウルス 

 (Ａコーナー) 

実物化石「カマラサウルス」を

中心に恐竜全般 
幼・小・中・一般 約80(小) 

絶滅に瀕している動物 

 (Ｅコーナー) 

人間の生活のために絶滅した動

物の話 
小・中・一般 約30(小) 

アフリカにすむ動物 

 (エントランスホール) 

骨格標本を見ながらキリンやゾ

ウの話 
幼・小・中・一般 約50(小) 

飛ぶタネのおはなし 
いろいろなタネの運ばれ方を実

演を交えながら紹介します。 
小・中・一般 約50(小) 

    

スポット解説の実績 

内    容 団体数 内    訳 

「カマラサウルス」 42 幼保 1  小学校 36  特別支援学校 1  その他 4 

「絶滅に瀕している動物」 2 小学校 
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「アフリカにすむ動物」 1 特別支援学校 

「飛ぶタネのおはなし」 1 中学校 

展示解説員の研修については、今年度４名が変わっため、解説員研修を定期的に実施し

た。新人解説員については、22 日間集中的に研修を実施し、基礎的な解説内容の定着を

図った。また、解説員全体の資質向上のため、全体研修を 16 回実施した。6 月 25 日には、

千葉中央博物館への視察研修を行い、他館の解説員と解説方法の工夫や接遇について情報

交換、意見交換を行った。また、6 月 18 日、12 月 2 日は、展示資料の面白さやその価値

について、館長より講義を受けた。7 月 16 日・23 日、11 月 19 日・26 日、2 月 24 日・25

日には、常設展示室の解説の内容、お客様への対応等について、解説員、学芸係、教育普

及係で確認し合った。7 月 3 日・10 日、2 月 25 日、3 月 4 日・12 日には、企画展の解説

を充実させるため、企画展担当者より講義並びに企画展の展示資料の説明を行った。 

 

② ファミリー自然観察会 

 群馬県内の自然についての理解を深めるために、県内各地を会場として自然観察会を開

催し、家族で自然に親しむ機会を提供した。 

月 日 テーマ 概  要 講 師 参加者数 

4月27日(日) 
まちかど植物観察会 

(企画展記念観察会) 

高崎城跡の土塁や姉妹都市公

園、その周辺の植物を観察し

た。在来植物だけでなく、外

来植物も観察できた。 

県自然環境調査会顧問 

 里見 哲夫 

学芸係 

  大森 威宏 

21 

7月27日(日) 夏の昆虫観察会 

北毛青年の家(高山村)周辺を

会場に、チョウや甲虫など、

夏に見られる昆虫の観察をし

た。 

 県自然保護指導員 

 成田 正嗣 

自然観察指導員 

  茂木 孝允 

25 

12月14日(日) 冬鳥の観察 

邑楽町の多々良沼公園と県緑

化センターを会場に、冬鳥の

観察及び館林地域で見られる

野鳥の話を行った。 

日本野鳥の会群馬県支部 

 太田  進 

 

 

7 

3月22日(日) 
地質の宝庫 

   ：下仁田探検 

下仁田町で見られる根なし山

や断層、新生代の化石が含ま

れる地層など特徴的な地質を

観察した。  

下仁田自然学校運営委員 

 角田 寛子 

学芸係 

 髙桒 祐司 

26 

合   計 79 

 

③ 天体観望会 

博物館の天体ドームに設置している 40cm 反射望遠鏡・15cm 屈折望遠鏡や移動式の天体

望遠鏡、双眼鏡を使い、その時季に見られる代表的な星座・星雲、惑星について観察した。 

月 日 テーマ 概  要 講 師 参加者数 

10月４日(土) 

夏の星座・秋

の星座(その1) 

月、木星、海王星、天王星、M13、

M57、アルビレオなど、この時期に

見られる天体を観察した。 

県立ぐんま天文台 

 田口  光 23 

11月 2日(日) 

夏の星座・秋

の星座(その2) 

金星、月、木星、アルビレオなど

、この時期に見られる天体を観察

した。 

学芸係 

 杉山 直人 22 
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11月29日(土) 

秋の星座や惑星 木星、金星、アルデバラン、ミラ

などこの時期に見られる天体を観

察した。 

県立ぐんま天文台 

西原 英治 29 

2月28日(土) 

冬の星座 曇天で天体が観察できなかったの

で、学習室で観察する予定だった

月、惑星、恒星やルーリン彗星の

話をした後、屋上に移動し40cm反

射式望遠鏡の説明をした。 

学芸係 

 杉山 直人 

 髙桒 祐司 26 

合   計 100 

 

④ 自然史講座 

  群馬の自然について考える講座を開催し、県民の自然への興味・関心や知識を高める

機会を提供した。 

月 日 テーマ 概  要 講 師 参加者数 

5月18日(日) 

「ケモノ最前線拡

大中－人とけもの

の境界線－」～県

内各地で繰り広げ

られるけものたち

との闘い【近世編

】～ 

群馬県職員で７人のメンバーで構

成している地方自治研究グループ

「チームししどって」が講師とな

り、群馬と深いつながりを持つ猪

土手の歴史やその背景、そして現

在のイノシシと人との関係につい

て解説した。 

林業試験場独

立研究員  

 小野里 光 

他６名「チー

ムししどって

」 

 33 

6月15日(日) 

「ケモノ最前線拡

大中－人とけもの

の境界線－」～県

内各地で繰り広げ

られるけものたち

との闘い【現代編

】～ 

現在のイノシシや野生動物と人と

の関係について、イノシシの捕獲

数も最近では急増している状況が

最新データから説明された。最後

に、イノシシと人間が共に生きる

ことができる社会をつくるための

課題が提示された。 

学芸係 

 姉崎 智子 

 47 

11月30日(日

) 

「きのこの不思議

をさぐる」 

きのこをテーマに設定し、自然界

におけるきのこの役割について解

説された。また、群馬ときのこの

関係やきのこの栽培、きのこの毒

やきのこの採集についても解説さ

れた。 

日本きのこ研

究所 

村岡为任研究

員 
 50 

2月1日(日) 

「ねずみ速報2008

－ぐんま西毛のね

ずみ調査からわか

ること－」 

前半の齧歯類の話では、日本に棲

息しているネズミ類について、家

ネズミと野ネズミの生態について

詳しく解説された。後半では群馬

西毛のねずみ調査について解説さ

れた。 

学芸係 

 木村 敏之 

 42 

合   計 172 
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⑤ 企画展記念講演会 

 企画展に協力いただいた研究者や展示内容に関連する専門家を招いたり、企画展担当

者が講師となったりして、企画展に関連した講演会を開催した。 

月 日 テーマ 概  要 講 師 参加者数 

7月20日(日) 

謎の魚『クニマ

ス』－その生態

と絶滅の背景－ 

田沢湖に生息していたサケ科の魚

クニマスの生態や特徴、そして絶

滅の背景を解説した。 

秋田県水産振興センター所長

 杉山 秀樹 81 

8月9日(土) 

新種の発見とは

どういうことか

ー日本の魚類相

の特徴からー 

魚屋さんに並ぶ身近な魚の中に新

種が存在していたという驚きの事

実や、新種発見に至る調査研究の

過程を紹介した。 

京都大学総合博物館教授 

 中坊 徹次 
60 

10月11日(土) 

奈落の底ー深海

に棲む貝類 

深海に棲む貝類調査の歴史や、深

海の貝類の生態や多様性について

紹介した。 

日本貝類学会会長 

 奥谷 喬司 

 

35 

11月9日(日) 

貝の魅力、人と

の出会い 

貝の魅力や貝を集めることの喜び

、そして貝を通しての人との出会

い、また環境の変化に影響を受け

る貝について紹介した。 

西宮市貝類館研究員 

 大谷 洋子 
33 

合   計 209 

 

⑥ 企画展記念自然教室 

 企画展に展示された資料や標本、また企画展に関連した資料や標本等を題材として、生物

の体のつくりや生態、調査方法や人とのかかわりについて紹介した。 

月 日 テーマ 概  要 講 師 参加者数 

7月26日(土) 

アユの生態と友

釣り 

県水産試験場を会場に、アユの生

態と友釣りについて解説したり、

場内の見学をしたりした。 

県水産試験場 

 佐藤 敦彦 

 小西 浩司 

  松岡 栄一 

28 

8月3日(日) 

フライフィッシ

ングの世界 

－水生昆虫の生

態とフライ（毛

鉤）－ 

水生昆虫の生態や渓流魚の種類と

生態、フライの効果的な使用方法

などについて実物を見せながら解

説をした。 

フィッシングジャーナリスト 

 佐藤 成史 

40 

8月24日(日) 

ぐんまの最高級

ニジマス『ギン

ヒカリ』の開発

と渓流魚の生態

と釣り 

『ギンヒカリ』の開発やヤマメ・

イワナなどの冷水性魚類の研究に

ついて解説したあと、箱島養鱒セ

ンター場内の見学を行った。 

県水産試験場 

 泉 庄太郎 

 新井  肇 

 垣田誉志史 

18 

9月28日(日) 

貝とその利用－

貝のストラップ

作り－ 

貝と人とのかかわり、貝の利用に

ついて紹介した。また、貝を利用

したストラップ作りを行なった。 

教育普及係 

 松本  功 27 

10月26日(土) 

貝の解剖学入門 サザエ、ホタテガイ、イカなど貝

の解剖を行ない、貝の体のつくり

について学習した。 

学芸係 

 杉山 直人 16 
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11月24日(月) 

企画展ミニイベ

ント 

館職員がホラガイや貝のスタンプを

用意し、ホラガイ吹きや貝のスタン

プ押しなどの貝遊びを行った。 

学芸係 

 杉山 直人 

 姉崎 智子 

 140 

3月14･21･28

日(土) 

学芸員リレート

ーク 

県民に企画展の展示内容をより理

解してもらうとともに、県民の自

然に関する興味関心を高めるため

に実施した。 

学芸係 

   のべ6名 
34 

3月22日(日) 

群馬のサル・ク

マ・カワウ 

県民の群馬の自然に関する興味・

関心を高めるために、群馬の動物

「サル･クマ・カワウ」について

学習した。 

県自然環境課

 坂庭 浩之 

  宮下 雄基 

学芸係 

 姉崎 智子 

31 

 

⑦ 自然史博物館探検隊 

 子どもたちが夜の展示室を見学したり、展示室内で宿泊したりして、自然史博物館を

より身近なものと感じるとともに、自然や地球、生きものについての興味・関心を高め

るために博物館探検隊を実施した。具体的には、普段公開していない収蔵庫の見学、展

示室の裏側の探検、企画展学習等を行った。参加者への指導は、企画展担当者１名、教

育普及担当者２名、展示解説員３名で行った。 

      日   時：8月 16日(土) 集合 午後 6:00  

          8月 17日(日) 解散 午前 8:00 

      参加人数：小学生 29名  （募集対象：小学 4～6年生） 

 

⑧ 子どもミュージアムスクール 

  小学５年生から中学２年生を対象に、様々な体験を通して自然のしくみを知り、自然

を大切にする理科好きな子どもの育成をめざして子どもミュージアムスクールを実施し

た。今年度は、３コースに分け、コース別にテーマに沿って 10 回～11 回の課題追究学

習を行った。 

コース名 概    要 指導担当  

職員  

参加  

者数  

キノコ採集・

培養 

キノコの採集や培養を通して、菌類につい

て考えた。外部講師として林業試験場キノコ係職

員にも参加していただいた。調査方法は「菌類の

採集方法・菌類の同定・胞子や組織の顕微鏡観察

・キノコの組織分離・スケッチや標本リストの

作成・菌糸の観察・菌の植え付け・採集記

録の整理まとめ・実験結果の考察」という

順で進めた。 

学芸係  

金井 英男 

４ 

昆虫調査 ツマグロヒョウモンというチョウが急速に分布を

北に拡大していることから、その分布を調

査するとともに採集を行い、一部を展翅標

本にした。また、卵を採取し羽化までの生

態を観察した。博物館の周辺だけでなく、

参加者の地域周辺も調査した。 

学芸係 

高橋 克之 

２ 
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大地の歴史調査 河川礫を採集し分類することにより、礫を採集し

た地点よりも上流の地質を推測した。岩石

の特徴や分類、成因などの予備知識を博物

館の常設展示や図書資料で学び、採集した

標本を照合することにより、大地の歴史と

した。また化石を採集し古環境の推測にも

取り組んだ。 

学芸係 

杉山 直人 

６ 

合   計 16  

 

⑨ ビデオ上映会 

自然に対して興味関心を持つきっかけとなることを目的として、参加無料のビデオ上

映会を行った。対象は、子どもや子どもを含む家族連れとし、上映内容も自然に関係す

る低学年用のものを多くした。毎週土曜日の午前 11 時と日曜日の午前 11時、午後 2 時

に上映した。また、今年度も夏期休業中平日の午前 11 時、午後 2 時に上映した。

ただし、上映場所である学習室を他の行事で使用する場合は上映を行わなかった。 

月 上 映 作 品 上映回数 参加者数 

4 昭和３０年代の群馬 11  43  

5 

ディスカバリーチャンネル「羽毛恐竜の誕生」  

ディズニーアニマルワールド「ライオン」(GWビデオ

上映) 

      9  

      6 

182   

258  

6 五味太郎ビデオライブラリー「たべたの  だあれ」 7  77  

7 ビジュアル博物館「魚類」 25  182  

8 
ディズニーアニマルワールド「カメ」 

「淡海と生きる～琵琶湖～」 

     21 

19  

499   

205  

9 まんが日本昔ばなし「座敷童子／ナマズの使い」  9  212  

10 ビジュアル博物館「骨格」 12  72  

11 ビジュアル博物館「鳥類」 4  130  

12 宇宙へ行こう「夢と冒険の旅」 8  102  

1 「白いファンタジア」 12  39  

2 ディズニーアニマルワールド「アザラシ」 9  168  

3 「静かなるメッセージ」 8    19  

合   計 160   2,241  

   

⑩ 移動博物館 

遠隔地のため博物館に来館する機会の尐ない人や、身体的な都合により来館しても十

分に見学できない人に博物館を利用する機会を提供するため、県内各地の学校や公民館

へ資料を運んで展示する移動博物館を開催した。前年度中に各学校、公民館に開催希望

をとり、希望会場で実施した。会場から要望がある場合は、体験活動を行った。体験活

動は、飛ぶタネの模型づくりと化石のレプリカづくりの 2 種類とし、会場職員と協議し

て決定した。 

会      場 期   日 利用者数 

  みどり市東公民館   5月23日(金)～  5月25日(日)    3日間       486 

  館林市大島公民館  11月 7日(金)～ 11月 9日(土)    3日間      601 
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県立あさひ養護学校   1月20日(火)～ 1月22日(木)  3日間      275 

合   計     1,362 

     

⑪ サイエンス・サタデー 

学校週５日制の対応事業として、毎週土曜日の午後２時から３時まで、実験室や館周

辺を活用した生物や地学に関連する簡卖な実験・観察・ものづくり教室を行った。対象

を小学生以上とし、講師や補助指導は館職員とボランティアが行った。 

月 テーマ 概    要 参加者数 

4 

ツバメ型グライダーをつく

ろう 

イワツバメとツバメの違いやツバメのから

だのつくりを学び、つばめ型グライダーを

つくった。 

   176 

5 

砂と火山灰を観察しよう 川の砂と海の砂、火山灰をわんかけした鉱

物の結晶を双眼実体顕微鏡で観察して記録

した。 

   151 

6 

マンモスの歯のレプリカを

つくろう 

マンモスの歯のレプリカや、マンモスの学

習を通してマンモスや化石に対する興味関

心を高めた。 

   175 

7 
ガラスビーズを使った顕微

鏡をつくろう 

ガラスビーズを使った顕微鏡をつくり、植

物の細胞の観察を行った。 
   180 

8 

クルクル絵本でつくるアユ

の一生 

群馬県の魚アユの一生をストーリーにした

クルクル絵本をつくり、魚に対する興味関

心を高めた。 

   222 

9 

飛ぶタネの模型をつくろう カエデ、フタバガキ、アルソミトラのタネ

の模型をつくりタネや植物に関する興味関

心を高めた。 

    99 

10 

アンモナイトのレプリカを

つくろう 

アンモナイトについて、化石の観察やオウ

ムガイを通して学ぶとともに、レプリカを

つくった。   

   125 

11 

モミジを観察しパウチ標本

をつくろう 

６種類のモミジを観察し、モミジの同定の

仕方（見分け方）を学び、パウチ標本をつ

くった。 

    93  

12 

牛乳パックでクリスマスカ

ードや年賀状をつくろう 

紙の歴史やリサイクルについて学ぶととも

に、牛乳パックを原料にしてはがき大の紙

を作った。 

    73  

1 
からくりカレンダーをつく

ろう 

立体視について学ぶとともに、立体視写真

のついたカレンダーを作った。 
    99   

2 

土の中の微生物を観察しよ

う 

土を採集してピンセットやツルグレン装置

で動物をつかまえ観察し、土壌動物につい

て学んだ。 

   121 

3 
偏光板万華鏡をつくろう 鉱物を見わけることができる偏光板を使っ

て万華鏡をつくった。 
   163 

合   計  1,514 
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⑫ ミュージアムナイトツアー 

夜の博物館を館職員が案内した。実施の時間は 17:30～19:00 を設定し、閉館後の時

間帯に行った。恐竜絶滅の原因を薄暗い展示室内の壁を利用して映像で見せたり、夜行

性の動物の生態について紹介したり、夜の博物館の特徴を生かして解説を行った。 

    開催日：10月 25日（土）・11月 1日（土）・15日（土） 

       参加者：９２名 

⑬ バックヤードツアー 

普段は公開していない博物館のバックヤード（収蔵庫や研究施設）を館職員が案内し

た。今年度は、第３２回企画展の記念イベントとして、収蔵庫に保管してある化石や標

本を紹介するだけでなく、資料整理の仕方や方法などについても詳しく紹介した。午前

２回、午後２回、計１日４回実施した。 

       開催日：2月 15日（日）・3月 15日（日） 

    参加者：３４名 

 

(2)教育支援 

 ① 教職員研修の受入 

 高崎市教育委員会が行っている教員対象の「高崎市立幼・小・中・特別支援学校中堅

教員の体験研修」の参加者を受け入れた。              

高崎市立矢中中学校教諭１名  

活動日：8月 19日～8月 22日 

内 容：菌類資料整理（金井）昆虫資料整理(高橋克)貝類資料整理(杉山) 

     チラシ等の発送作業（上原） 

 

 ② 高等学校教育への支援 

支援先 対象 実施日 会場 人数 内    容 対応職員 

県立尾瀬高

等学校 

高1 11月13日 

 

自 然 史

博物館 33 

自然史博物館の展示概要

、博物館ボランティアに

よる展示解説 

里見 

上原 

高橋秀 

県立前橋東

高等学校 

高1 12月12日 自 然 史

博物館 24 

博物館の役割と学芸員の

仕事、レプリカづくり体

験 

里見 

上原 

高橋秀 

新島学園 

(SPP事業) 

高 1 ～

3 

8月4日 

8月11日 

新 島 学

園 
15 

化石の研究から、群馬県の

太古の環境を探る（講義） 

髙桒 

上原 

12月7日 碓氷川・

自 然 史

博物館 

15 

化石の研究から、群馬県の

太古の環境を探る（実習

） 

髙桒 

上原 

 

③ 学校教育支援 

   ア 総合的な学習の時間への対応（一般見学は除く）           計 8校、70名 

学 校 名 学年 実施日 人数 内  容（対応方法） 対応職員等 

吉井町立吉井西小学校 6 6月12日 50 川の観察方法（派遣） 武井 

富岡市立西小学校 3 7月4日 3 恐竜・化石（来館） 上原･髙桒 

富岡市立西小学校 3 7月11日 2 蛇宮神社の鳥・植物、鏑

川の魚（電話） 

上原･木村 
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高崎市立群馬单中学校 1 8月5日 4 鳥について(図書の閲覧) 斉藤 

藤岡市立北中学校 1 8月22日 3 恐竜・化石（来館） 上原･髙桒 

富岡市立高瀬小学校 4 8月22日 3 博物館の来館者への対応

（来館） 

上原 

太田市立綿打中学校 1 10月19日 3 絶滅動物・植物(来館) 上原 

富岡市立北中学校 1 2月13日 2 職業インタビュー(来館) 木村 

計 70  

 

    イ 小学校・中学校及び理科主任会等への講師派遣・支援    計 28回 受講者 757名 

講師派遣・支援先  対象  実施日  会場  人数  内     容  対応職  

富岡市小中学

校校長会 

校長 4月9日 富岡市教育

委員会 

17 自然史博物館の効果

的な利用方法 

上原 

高崎市小学校

理科为任会 

教員 4月17日 高崎市立中

居小学校 

52 同上 上原 

高崎市中学校

理科为任会 

教員 4月17日 高崎市立矢

中中学校 

22 同上 武井 

前橋市小学校

理科为任会 

教員 4月17日 前橋市立朝

倉小学校 

46 同上 松本 

前橋市中学校

理科为任会 

教員 4月25日 前橋教育プ

ラザ 

22 同上 高橋秀 

富岡市小学校

理科为任会 

教員 5月8日 富岡市立富

岡小学校 

11 同上 上原 

県小学校理科

部会 

教員 5月22日 県生涯学習

センター 

60 同上 高橋秀 

県中学校理科

部会 

教員 5月29日 県生涯学習

センター 

50 同上 上原 

吉井町小中学

校理科为任会 

教員 6月13日 吉井町立中

央中学校 

11 同上 武井 

安中市立小学

校理科为任会 

教員 6月20日 安中市学習

の森 

14 同上 上原 

県立赤城養護

学校 

小学生

・教員 

6月20日 県立赤城養

護学校 

20 

 

化石をさがそう－大昔の

生き物の話と化石探し－ 

髙桒 

高崎市小学校

理科为任会 

教員 7月24日 高崎市立矢

中小学校 

30 

 

教室でできる大地のつく

りと変化～地層・火山 

上原 

 

妙義尐年自然

の家 

小学生 7月27日 妙義尐年自

然の家 

 妙義の植物 大森 

安中市小中学

校理科为任会 

教員 7月29日 自然史博物

館 

21 

 

昆虫標本の作製・昆虫

標本を使った模擬授業 

高橋克

・上原 

玉村町小学校

理科为任会 

教員 8月6日 自然史博物

館 

7 レプリカづくり・昆虫

標本を使った模擬授業 

上原 

 

富岡市小学校

理科为任会 

教員 10月8日 鏑川の露頭 10 富岡層群の地層・化石

の観察 

髙桒・

上原 

高崎市中学校

理科为任会 

教員 10月15日 自然史博物

館 

10 簡易顕微鏡づくり・

火山のモデル実験 

高橋秀 
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藤岡市中学校

理科为任会 

教員 10月22日 藤岡市立東

中学校 

7 自然史博物館の効果

的な利用方法 

高橋秀 

県小中学校高

等学校理科教

育研究会 

中学生 10月26日 群馬大学教

育学部 

40 県理科研究発表会にお

ける指導講評 

上原 

安中市立東横

野小学校 

小6 10月31日 碓氷川の露

頭 

47 地層・化石の観察 髙桒・

上原 

富岡市立妙義

小学校 

小3～6 11月6日 妙義尐年自

然の家 

18 貝のストラップづく

り 

松本 

安中市立九十

九小学校 

小6 11月20日 碓氷川の露

頭 

16 地層・化石の観察 髙桒・

上原 

高崎市立城单

小学校 

科学ク

ラブ 

11月26日 高崎市立城

单小学校 

25 レプリカづくり 上原 

沼田市小中学

校教育研究会

養護部会 

養護教

諭 

11月17日 自然史博物

館 

24 ヒトの歯のレプリカづ

くり 

高橋克 

高崎市立单八

幡小学校 

科学ク

ラブ 

12月10日 高崎市立单

八幡小学校 

31 レプリカづくり 松本 

県総合教育セ

ンター 

教員 1月21日 県総合教育

センター 

100 総合的な学習の時間に

おける支援内容につ

いて 

上原 

高崎市立六郷

小学校 

科学ク 2月18日 高崎市立六

郷小学校 

25 飛ぶタネの模型づく

り 

高橋秀 

安中市立秋間

小学校 

小4 2月20日 安中市立秋

間小学校 

21 天体観察 高橋秀 

 計   757   

 

   ウ  館内授業                     計 53 校、88 回、3,059 名  

学校名 学年 実施日 人数 授業内容 授業数 

千代田区立一橋中学校 1 4月18日 148 レプリカ 3 

太田市立沢野中央小学校 4 5月14日 73 レプリカ 2 

千代田区立お茶の水小学校 5 5月16日 54 レプリカ 2 

板橋区立板橋第七小学校 5 5月21日 56 植物化石 1 

大泉町立東小学校 4 5月22日 69 レプリカ 2 

板橋区立高島第一小学校 5 5月23日 76 レプリカ 2 

太田市立韮川小学校 4 5月28日 75 飛ぶタネ 2 

伊勢崎市立殖蓮第二小学校 3 5月29日 65 飛ぶタネ 2 

大泉町立北小学校 4 5月30日 94 レプリカ 2 

東久留米市立第四小学校 6 6月3日 16 レプリカ 2 

群馬県立赤城養護学校 小1～中3 6月6日 15 飛ぶタネ 1 

群馬県立赤城養護学校 小3 6月6日 3 パウチ標本 1 

太田市立单小学校 4 6月10日 74 レプリカ 2 

板橋区立志村第四小学校 5 6月11日 84 レプリカ 2 

玉村町立芝根小学校 3 6月12日 86 レプリカ 2 
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東久留米市立第五小学校 6 6月13日 100 レプリカ 2 

東久留米市立第八小学校 6 6月18日 20 レプリカ 1 

目黒区立原小学校 6 6月18日 52 レプリカ 1 

渋川市立小野上小学校 5 6月19日 15 レプリカ 1 

板橋区立蓮根小学校 5 7月2日 83 植物化石 2 

板橋区立天津わかしお学校 5 7月2日 10 植物化石 1 

東久留米市立下里小学校 6 7月9日 25 レプリカ 1 

目黒区立鷹番小学校 6 7月11日 82 レプリカ 2 

目黒区八雲小学校 6 7月16日 73 レプリカ 2 

目黒区立碑小学校 6 7月18日 59 レプリカ 2 

練馬区難聴学校 小1～中1 7月23日 29 レプリカ 1 

鴻巣市立鴻巣東小学校 5 7月24日 59 レプリカ 2 

文京区立文林中学校 2 9月12日 55 レプリカ 2 

目黒区立不動小学校 6 9月15日 64 レプリカ 2 

中野区立野方小学校 5 9月17日 66 レプリカ 2 

板橋区立高島第五小学校 5 9月19日 32 レプリカ 1 

中野区立中野昭和小学校 5,6 9月24日 85 植物化石 2 

板橋区立北前野小学校 5 9月26日 35 レプリカ 1 

前橋市立広瀬小学校 3 10月3日 70 レプリカ 2 

桐生市立西小学校 4 10月7日 49 レプリカ 1 

富士見村立白川小学校 6 10月8日 28 レプリカ 1 

板橋区立徳丸小学校 5 10月8日 86 レプリカ 2 

板橋区立高島第三小学校 5 10月10日 54 レプリカ 2 

板橋区立志村小学校 5 10月15日 52 レプリカ 1 

榛東村立北小学校 4 10月16日 70 レプリカ 2 

板橋区立志村第一小学校 5 10月17日 48 レプリカ 1 

板橋区立志村第二小学校 5 10月17日 86 レプリカ 2 

大泉町立西小学校 4 10月21日 101 レプリカ 2 

前橋市立元総社小学校 4 10月22日 47 レプリカ 1 

板橋区立上坂橋第四小学校 5 10月23日 53 植物化石 1 

板橋区立志村第三小学校 5 10月24日 30 植物化石 1 

高崎市立中川小学校 3 10月30日 73 飛ぶタネ 2 

高崎市立国府小学校 6 11月13日 55 レプリカ 2 

高崎市立上郊小学校 6 11月14日 42 レプリカ 2 

太田市立中央小学校 4 11月26日 77 レプリカ 3 

高崎市立八幡小学校 3 1月14日 68 飛ぶタネ 2 

東久留米市教育センター 
学習適応教室 

中1～中3 1月30日 
 

20 植物化石 1 
 

甘楽町立秋畑小学校 5,6 3月5日 18 植物化石 1 

計   3059  88 

※授業内容は以下の通り 

レプリカ:「化石のレプリカを作ろう」、植物化石：「植物化石を探そう」、飛ぶタネ：

「飛ぶタネの模型を作ろう」、パウチ標本：「葉っぱのパウチ標本を作ろう」 
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   エ  ビデオ上映会                           上映回数 52回    参加者数  4,288名 

 上 映 作 品    校  種  上映回数     参加者数 

「ドラえもん地球大探検」 

小学校 

幼稚園 

特別支援学校 

     44 

      1 

      2 

      3,664 

        157 

          56 

「ドラえもん生きもの大探検] 小学校       3            216 

「ハローキティドキドキ恐竜ワールド」 特別支援学校       1            156 

 その他 小学校       1             21 

                              計      52          4,288 

 

   オ  職場体験活動（中学校・高等学校）        計 12 校・38 日・延べ 44 名 

学 校 名 学年 実施日 人数 内    容 対応職員 

高崎市立片岡

中学校 

2 5月27日～31

日 

1 展示解説 上原・高橋秀

・武井 

安中市立松井

田東中学校 

1 8月6日～8日 1 

 

レプリカの型作り、サ

イエンス・サタデー準

備、昆虫採集・標本

づくり 

武井・上原・ 

松本 

群馬県立聾学

校（高等部） 

2 8月20日～22日 1 昆虫標本づくり・石器

資料の登録・発送作業 

上原・高橋克 

 

甘楽町立第二

中学校 

2 8月28～29日 4 

 

 

標本収集、データ入力、

アンケート集計、昆虫採

集・標本作成、サイエン

ス・サタデー準備 

金井・杉山・ 

松本・上原・ 

高橋秀・武井 

安中市立松井

田单中学校 

2 9月2日～5日 2 企画展撤収作業、デ

ータ入力 

高橋克 

吉井町立入野

中学校 

2 9月4日～5日 2 昆虫採集・標本づく

り、アンケート集計 

松本・上原・

高橋秀・武井 

安中市立第一

中学校 

2 9月9日～12日 2 昆虫標本作製、企画展

撤収作業、アンケート

集計 

高橋克・上原 

吉井町立西中

学校 

2 9月24日～25日 4 菌類資料整理・館内授

業補助、レプリカ型づ

くり・化石のクリー

ニング 

金井・高橋秀・

武井 

富岡市立北中

学校 

2 9月30日～ 

10月3日 

2 貝類資料整理・昆虫関

係・魚類関係・アンケ

ート調査及び集計 

杉山・高橋克・

木村・松本・ 

上原 

富岡市立妙義

中学校 

2 10月1日～3日 2 昆虫採集・標本づくり

・化石のクリーニング

・缶バッジづくり 

松本・上原・ 

高橋秀・武井 

甘楽町立第一

中学校 

2 10月22日～23日 4 

 

昆虫関係・魚類関係・

貝類関係・館内授業の

補助 

高橋克・木村・

杉山・上原 
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富岡市立单中

学校 

2 10月29日～31日 4 

 

 

菌類関係・昆虫関係・

植物関係・貝類関係・

魚類関係・レプリカ

の型づくり・缶バッ

ジづくり 

金井・高橋克・

大森・杉山・ 

木村・高橋秀

・武井 

 

富岡市立西中

学校 

2 11月5日～7日 1 菌類関係・貝類関係 金井・杉山 

安中市立第二

中学校 

2 11月11日～14日 4 

 

苔類関係・菌類関係・

昆虫関係・貝類関係・

魚類関係・教育普及

関係 

里見・金井・ 

高橋克・杉山・

木村・上原・

武井 

群馬県立吉井

高等学校 

1 12月9日～11日 6 

 

苔類関係・菌類関係・

昆虫関係・古生物関係

・展示物の清掃 

里見・金井・ 

高橋克・髙桒 

群馬大学教育

学部附属中学

校 

1 2月13日 4 

 

昆虫関係 高橋克 

 

   カ 教育用資料貸出                                   延べ 48 団体 

番 貸出先  貸出日  返却日  貸出資料  使用目的  

1 高崎市立城東小学校 6月24日 6月26日 レプリカ作成 理科授業 

2 吉井町立入野小学校 6月24日 6月27日 昆虫標本 理科授業 

3 安中市立原市小学校 6月28日 7月5日 昆虫標本 理科授業 

4 富岡市立富岡小学校 7月1日 7月5日 頭骨標本、歯 歯科保健 

5 甘楽町立第一中学校 7月6日 7月13日 頭骨標本 理科授業 

6 赤堀図書館 7月8日 7月15日 レプリカ作成 科学教室 

7 高崎市尐年科学館 7月16日 7月27日 頭骨標本 公民館事業 

8 伊勢崎市図書館 7月18日 7月31日 化石セット、頭

骨標本 

科学教室 

9 吉井町立多胡小学校 7月30日 8月6日 反射望遠鏡 星空観察会 

10 前橋市児童文化センター 8月1日 

 

8月6日 

 

レプリカ作成、化

石セット 

科学教室 

11 甘楽町立新屋小学校 8月6日 8月9日 反射､屈折望遠鏡 星空観察会 

12 富岡市立妙義小学校 8月16日 8月17日 レプリカ作成 理科授業 

13 榛名公民館 8月16日 8月24日 レプリカ作成 科学教室 

14 高崎市立高松中学校 8月20日 8月27日 レプリカ作成 理科授業 

15 群馬県立藤岡中央高等学校 8月21日 8月22日 頭骨標本 生物授業 

16 富岡市立丹生小学校 9月3日 9月6日 反射､屈折望遠鏡 星空観察会 

17 高崎市立八幡中学校 9月4日 9月17日 頭骨標本 理科授業 

18 甘楽町立第一中学校 9月23日 9月25日 レプリカ作成 理科授業 

19 中之条町立中央公民館 9月26日 9月27日 レプリカ作成 科学教室 

20 富岡市立单中学校 9月28日 10月4日 頭骨標本 理科授業 

22 前橋市立上川淵小学校 10月7日 10月23日 レプリカ作成 理科授業 

23 富岡市立富岡中学校 10月10日 10月10日 ハンマー、ゴーグル 総合学習 
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24 安中市立原市小学校 10月22日 10月31日 ハンマー、ゴーグル 野外観察会 

25 上野村立上野小学校 10月22日 11月4日 レプリカ作成 理科授業 

26 安中市立西横野小学校 10月29日 11月5日 ハンマー 野外観察会 

27 高崎市尐年科学館 10月30日 11月3日 レプリカ作成 科学教室 

28 安中市立原市小学校 11月3日 11月7日 レプリカ作成 理科授業 

29 高崎市立六郷小学校 11月11日 11月14日 レプリカ作成 理科授業 

30 高崎市立下室田小学校 11月11日 11月14日 頭骨標本、歯 歯科保健 

31 下仁田町立青倉小学校 11月11日 11月20日 頭骨標本、歯 歯科保健 

32 前橋市立大胡小学校 11月24日 11月29日 レプリカ作成 理科授業 

33 玉村町立单小学校 11月24日 12月2日 レプリカ作成 理科授業 

34 安中市立九十九小学校 11月27日 11月30日 レプリカ作成 理科授業 

35 吉井町立多胡小学校 12月12日 12月17日 反射望遠鏡 星空観察会 

36 神流町教育委員会 12月20日 12月26日 反射望遠鏡 星空観察会 

37 前橋市立大胡小学校 1月12日 1月17日 レプリカ作成 理科授業 

38 吉井町立吉井小学校 1月16日 1月29日 反射､屈折望遠鏡 星空観察会 

39 高崎市立倉賀野中学校 1月27日 1月30日 レプリカ作成 理科授業 

40 甘楽町立新屋小学校 1月29日 1月31日 屈折望遠鏡 星空観察会 

41 吉井町立吉井小学校 2月7日 2月18日 反射､屈折望遠鏡 星空観察会 

42 单牧村立单牧小学校 2月17日 2月20日 レプリカ作成 理科授業 

43 富岡市立黒岩小学校 2月19日 2月21日 反射､屈折望遠鏡 星空観察会 

44 甘楽町立新屋小学校 2月24日 3月1日 折望遠鏡 星空観察会 

45 下仁田町立西牧小学校 3月5日 3月7日 反射望遠鏡 星空観察会 

46 藤岡市立藤岡西中学校 3月5日 3月14日 化石セット 理科授業 

47 伊勢崎市立あづま中学校 3月20日 3月26日 化石セット 理科授業 

48 安中市立松井田東中学校 3月25日 3月27日 頭骨標本、歯 理科授業 

※貸出資料名 

レプリカ作成：「化石のレプリカ作成セット」、昆虫標本：「昆虫標本セット」、

頭骨標本：「動物頭骨標本」、歯：「歯のレプリカセット」、化石セット：

「いろいろな化石セット」、反射望遠鏡：「反射式天体望遠鏡」、屈折望遠鏡

：「屈折式天体望遠鏡」 

 

④ 博物館実習 

学芸員資格取得のため、当館での実習を希望した学生を対象に博物館実習を行った。 

・募集期間     平成２０年４月１日（日）～４月３０日（木） 

・受入期間     平成２０年７月３０日（水）～８月９日（土）〔実質１０日間〕 

・大学別受入人数： １０名 

学校名 人数 学校名 人数 学校名 人数 

群馬県立女子大学 ２名 新潟大学 ２名 帝京科学大学 ２名 

茨城大学 １名 帝京大学 １名 桜美林大学 １名 

一橋大学大学院 １名     

 

   ・为な実習内容：博物館の組織・業務についての講義 

                    常設展示、企画展示コンセプトについての講義及び見学 
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                    教育普及活動実習（サイエンスサタデー） 

                    資料整理実習（植物、昆虫、哺乳類、魚類、岩石、古生物） 

                    企画展計画立案・展示製作実習 

 

         大学の学外実習として、実習生を受け入れた。 

・実習期間平成２０年７月３０日（水）～８月１９日（火）〔実質２１日間〕 

・ 所属大学：日本大学生物資源学部                 １名 

・为な実習内容：資料整理実習 

   

⑤  独立行政法人科学技術振興機構・科学館連携支援事業 

「地層からよみとる地球の歴史」  

平成 20 年度の支援事業として、上記企画が採用された。本企画のねらいは、地層の露

頭を実際に観察し、地層の学習指導のポイントを学ぶとともに、地層の広がりを実感す

ることや、地層から得られた化石・事前に準備した化石のレプリカの型、レプリカの作

成方法等を学ぶことである。 

研修会を２日間の日程で計画し、１回目（講義・体験活動）を２回目（地層観察会）

の事前学習的な内容で設定した。また、講師は群馬県の地層・化石に詳しい当館専門員

の古生物担当と、県内を中心とした地質学に大変詳しい下仁田自然学校長（群馬大学名

誉教授）の野村哲先生に依頼した。 

    第１回 日時 ８月１８日（月） ９：００～１２：００ 

        場所  自然史博物館実験室 

        内容 「群馬の化石」について 、レプリカの型作り及びレプリカづくり 

    第２回  日時 １０月１８日（土）９：００～１５：００ 

        場所 高崎観音山ファミリーパーク周辺 

        内容 地層観察会～地層の広がりを実感しよう～ 

 

⑥ 高校生学芸員 

高校生が野外や屋内での調査、研究を行い、学芸係職員が指導する事業として実施した。 

   分 野   参 加 者 担 当 

１ 蘚苔類 富岡東校等学校３名 里見 

２ 菌類 下仁田高等学校３名 金井 

３ 古生物 富岡東校等学校３名 髙桒 

４ ネズミ調査 富岡東校等学校２名、下仁田高等学校１名 木村 

５ ほ乳類解剖・分析 富岡東校等学校２名、下仁田高等学校２名 姉崎 

 

⑦ その他の連携 

前橋育英高校サイエンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）事業への協力として、

7/21に前橋育英高校で実施された同事業の講義（講師 安藤寿男 茨城大教授）の実施に

あたって、講義中で生徒が観察するために使用する演示用化石標本について実施した。 
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３ 資料収集・管理 

(1)収蔵資料数 

№ 分  野 20年度 全登録 

1 哺乳類 19  950  

2 鳥類 128  1、115  

3 両生・爬虫類 14  567  

4 魚類 103  680  

5 昆虫 2、657  28、890  

6 クモ類 0  47  

7 甲殻類 0  457  

8 その他の節足動物 0  2  

9 軟体動物 0  1、952  

10 その他の無脊椎動物 0  129  

11 ロット標本 0  578  

12 種子植物 4、137  40、198  

13 シダ植物 319 4555 

14 蘚苔類 201 505 

15 藻類 1 318 

16 地衣類 27 274 

17 菌類 408 2682 

18 細菌類 0 0 

19 人類 0 1909 

20 古動物 104 3836 

21 古植物 0 2626 

22 岩石 63 1073 

23 鉱物 328 1703 

24 環境・地質現象 0 1 

 
合 計 8、509 95、047 

 

(2) 資料購入    

№     資 料 名 称   分 野 数量   購入先 

1 シロワニ（現生サメ類顎乾燥標本） 魚類 1 
株式会社パレオ

サイエンス 

2 オオワニザメ（現生サメ類顎乾燥標本） 魚類 1 同上 

3 シロカグラ（現生サメ類顎乾燥標本） 魚類 1 同上 

4 パライスルス（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

5 プロトラムナ（白亜紀サメ歯化石） 古生物 2 同上 

6 レプトスティラックス（白亜紀サメ歯化石） 古生物 2 同上 

7 クレトラムナ（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

8 クレトキシリナ（白亜紀サメ歯化石） 古生物 2 同上 

9 スカパノリンクス（白亜紀サメ歯化石） 古生物 3 同上 

10 アーケオラムナ（白亜紀サメ歯化石） 古生物 2 同上 

11 エオストリアトラミア(白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 
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12 ネコザメ類（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

13 メリストドン（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

14 
シュードヘテロドンタス（白亜紀サメ歯化

石） 

古生物 
1 

同上 

15 パラオルサコドゥス（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

16 シネコドゥス（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

17 アノモトドン（白亜紀サメ歯化石） 古生物 1 同上 

 

(3) 委託製作資料・資料整理・資料修復    

№ 委 託 名 称 分野 数量 委 託 先 名 称 用 途 

1 
外来植物樹脂包埋標本作製業務委

託 
植 物 1 国陽工芸 株式会社 展示 

2 
大型異常巻アンモナイト化石複製

品作製業務委託 
古生物 一式 

株式会社 ｾﾞﾈﾗﾙｻｲｴﾝ

ｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 
展示 

3 
ニホンハナガメ化石複製品作製業

務委託 
古生物 一式 

株式会社 西尾製作

所 
展示 

4 
平成 20 年度群馬県産等化石複製品

作製業務委託 
古生物 6 合名会社 中馬工房 展示 

5 
ゲムエンディナ等化石複製品作製

業務委託 
古生物 2 

株式会社 プラニー

商会 
展示 

6 植物標本整理委託 植 物 
 

㈱ケービックス 収蔵 

7 
群馬県産ヒゲクジラ類レプリカ標

本作製業務委託 
古生物 一式 合名会社 中馬工房 研究 

 

 

(4) 寄贈資料・管理移管資料     

№ 受贈資料名称 分野 数量 受贈者 受付年月日 

1 原油標本等（管理移管） 地学 47 
群馬県立安中高等

学校 
H20.3.28 

2 
剥製・骨格標本（管理移

管） 
生動物 101 

群馬県立太田高等

学校 
H20.3.30 

3 群馬県産植物さく葉標本 植物 2、000 樋口 佳友 H20.5.24 

4 アフリカゾウ全身骨格 哺乳類 1 
群馬サファリワー

ルド(株) 
H20.5.28 

5 トキ剥製（管理移管） 鳥類 1 
群馬県立沼田高等

学校 
H20.5.28 

6 ゴイサギ等（管理移管） 鳥類等 603 群馬県自然環境課 H20.6.18 

7 
500 万年後の生物（ガネ

ットホエール） 
生物 1 豊島 亜由美 H20.6.21 

8 イヌワシ剥製 鳥類 1 今井 一男 H20.7.29 

9 チョウ乾燥標本 昆虫 238 小池 佐衛子 H20.9.17 

10 オオフウチョウ剥製 鳥類 1 横倉 千穂 H20.10.1 

11 ツキノワグマ剥製 哺乳類 1 松岡 孝治 H20.10.11 

12 石器等 人類 99 手賀 衛 H21.1.21  
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13 
昆虫標本・貝類標本・書

籍等 
生物 8式 堀 泰雄 

H21.1.21 

14 
プランクトン標本（管瓶

127本） 
生物 127 片山 満秋 

H21.1.21 

15 貝類標本 貝類 34、817 大谷 洋子 H21.2.28 

16 
オオカラモズのペリッ

ト、画像 
鳥類 3 富岡 六郎 

H21.3.7 

17 ヤマシギ剥製 鳥類 1 田中 耕太郎 H21.3.7 

18 キジ剥製 鳥類 2 八木 保 H21.3.9 

19 群馬県産植物さく葉標本 植物 2、850 須藤 志成幸 H21.3.11 

20 フンボルトペンギン剥製 鳥類 1 中嶋 史子 H21.3.19 

 

 

 

(5) 寄託資料     

№ 寄託資料名称 数量 寄託者名称 寄  託  期  間 備考 

1 剥製・骨格標本 101 群馬県立太田高等学校 
17.5.1～

20.3.30 
寄贈へ 

2 トキ剥製 1 群馬県立沼田高等学校 
17.6.1～

20.5.31 
寄贈へ 

 

 

 

(6) 借用資料       

№ 借用資料名称 数量 借用先名称 借 用 期 間 備考 

1 
両羽博物図譜魚類

図譜川魚部 
4 酒田市立図書館 4.21～5.12 

  

2 松波旭信鮎竿等 12 財団法人 日本釣振興会 6.29～9.7   

3 サケ等魚類標本 21 栃木県立博物館 6.18～9.10   

4 魚類剥製標本 12 
ミュージアムパーク茨城 

県自然博物館 
6.18～9.10 

  

5 
寺西貝塚 貝層は

ぎとり作業写真 
8 板倉町教育委員会 5.13～6.30 

  

6 貝製品写真 1 北相木村考古博物館 5.26～11.24   

7 
魚類剥製標本（イ

トウ 雄等） 
17 株式会社丸大 5.3～9.12 

  

8 
山伏（三重院）の

映像 
44 神澤 敏昭 5.15～11.30 

 
9 

シロスジカミキリ

幼虫 1点 
1 群馬県立ぐんま昆虫の森 5.22～9.15 

  

10 カワマス等画像 6 北海道立中央水産試験場 5.21～ 
使用

許諾 

11 軟体動物生体画像 51 
山崎 旬一（著作権者 

菅野 徹） 
6.1～12.13 

使用

料 
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12 
真珠養殖関係の画

像 
25 

ミキモト真珠島 真珠博

物館 
4.25～12.13 

  

13 
アンモナイト（パ

ラプゾシア）写真 
1 林原自然科学博物館 6.2～11.24 

 
14 

釣針（栃原遺跡出

土）、鑑札等 
8 群馬県立歴史博物館 6.18～9.7 

  

15 鉄製釣針状金具 1 前橋市教育委員会 6.25～9.10   

16 
マングローブ沼等

画像 
5 伊左治 鎮司 6.23～11.24 

  

17 
クニマス液浸標

本、標本瓶 
2 京都大学総合博物館 6.30～9.9 

  

18 
ヤマベ竿（フカセ

釣り）等 
68 

財団法人 日本釣振興会

群馬支部 
7.5～9.15 

  

19 
魚拓(タキタロウ)

魚拓標本 
1 鶴岡市朝日庁舎産業課 7.5～9.15 

  

20 
四代目東作 真鮒

竿等 
30 江東区中川船番所資料館 7.1～9.15 

  

21 
サンゴノフトヒモ

属の一種の標本等 
10 東京大学総合研究博物館 8.13～12.20 

  

22 
ケハダヒザラガイ

乾燥標本等 
19 

ミュージアムパーク茨城

県自然博物館 
8.13～12.20 

  

23 
ビプルビナ(卖板

類)等貝類化石標本 
22 栃木県立博物館 8.13～12.20 

  

24 
アオイガイ(頭足

類)生体写真 
1 東海大学海洋科学博物館 7.31～11.24 

  

25 
深海性貝類標本、

画像等 
36 海洋研究開発機構 8.20～12.20 

  

26 貝紫で染めた糸等 3 夢紫博物館 8.8～12.13   

27 
オキナエビスガイ

等貝類標本 
268 京都市青尐年科学センター 9.8～12.13 

  

28 貝の入ったカゴ等 381 
ミキモト真珠島 真珠博

物館 
9.10～12.13 

  

29 真珠化石標本 1 瑞浪市化石博物館 8.20～12.20   

30 螺鈿等 49 大谷 洋子 8.20～12.13   

31 
アサリの生活史に

関する画像資料 
7 

千葉県水産総合研究セン

ター 
8.28～12.13 

  

32 
中区・寺西貝塚の

出土状況写真 
1 

(財)横浜市ふるさと歴史

財団 
9.1～11.24 

  

33 貝紫染めブラウス等 7 寺田 貴子 9.1～11.24   

34 法螺貝 1 
村上 晃道（本山修験宗 

三重院） 
9.3～12.20   

35 タニシ類標本等 13 高橋 茂、幸一 9.5～12.13   

36 
貝料理食品サンプル

等 
16 西宮市貝類館 9.2～12.13   
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37 オオタカ写真 30 群馬県林業試験場 12.16～2.25   

38 

現生シーラカンス

CTスキャン映像

(DVD) 

1 
日本大学生物資源科学部 

獣医学科 

H21.7.1～

H21.9.30 
  

39 
北海道産Ｋ／Ｔ境

界標本 
1 馬場 健司 4.1～H23.3.31 継続 

40 
ベレムナイト等山

中層群産標本 
3 松原 剛史 4.1～H23.3.31 継続 

41 
沼田湖成層産貝化

石等 
1 佐藤 千代子 4.1～H23.3.31 継続 

42 
山中地溝帯産アン

モナイト化石等 
  2 松原 剛史 1.5～H23.3.31   

43 
赤谷層産タコブネ

化石等 
 6 佐藤 千代子 

H21.1.5～

H22.3.31 
  

44 県内産金鉱石  3 吉澤 功 H21.1.4～2.28   

45 
シーラカンス模式

標本の鱗、硬貨 
 2 京都大学総合博物館 H21.6.27～9.13   

46 猛禽類画像 19 福田 修三 H21.1.8～2.16   

47 猛禽類画像 53 菅根 正夫 H21.1.14～2.16   

48 

庭谷層産カルカロ

ドン・メガロドン

化石 

1 上村 英雄 
H21.1.24～

H22.3.31 
  

49 ハヤブサ等画像 30 富岡 六郎 H21.1.15～2.16   

50 ヤマドリ写真 3 群馬県林業試験場 H21.1.16～1.30   

51 
シーラカンス大型

ポスター 
1 京急油壺マリンパーク H21.3.5～9.14   

52 桐生市産ゾウ化石 1 宮崎 重雄 H21.3.1～4.11   

53 
タイリクバラタナ

ゴ 
25 群馬県水産学習館 H21.3.11～5.6 

譲渡

依頼 

54 
ストロマトライト

等岩石標本 
9 

神奈川県立生命の星地球

博物館 

H21.4.1～

H22.3.31 
継続 
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(7) 貸出資料 

№ 貸出資料名称 数量 貸出先名称 貸出期間 

1 ドバト骨格 1 群馬県立妙義尐年自然の家 H20.2.21～2.26 

2 断層剥離標本等 3 群馬県立館林美術館 6.13～9.19 

3 
アウストラロピテクス全

身骨格等 
2 浜松市立浜松科学館 7.18～9.5 

4 カマラサウルス幼体等 31 
沖縄県立博物館・美術館 

・沖縄タイムス社 
7.1～9.18 

5 
カマラサウルス等恐竜全

身骨格画像 
2 

株式会社ベネッセコーポレ

ーション 
6.6～7.31 

6 
ガー化石(レピサステウ

ス)画像 
1 株式会社テレビマンユニオン 6.13～7.5 

7 
アマルガサウルス全身骨

格等 
6 姫路科学館 7.1～9.25 

8 桐生市産三葉虫化石等 11 佐野市葛生化石館 6.19～10.31 

9 
スピノサウルス類歯化石

等 
2 株式会社ホールマン 6.24～7.1 

10 
ティランノサウルス下顎

骨等 
53 

青森県立三沢航空科学館 

/科学技術館 
7.17～8.26 

11 
カルカロドン・メガロド

ン歯化石等 
18 富岡市立妙義小学校 8.16～8.17 

12 
クチベニタケ等菌類レプ

リカ標本 
13 埼玉県立川の博物館 9.1～11.28 

13 
カウディプテリクス化石

レプリカ 
1 

ミュージアムパーク 

茨城県自然博物館 
9.25～1.25 

14 K/T 境界層標本 1 
ミュージアムパーク 

茨城県自然博物館 
10.4～H21.1.25 

15 オサガメ全身骨格等 12 東海大学自然史博物館 12.16～H21.4.10 

16 
スピノサウルス類頭部標

本（画像） 
3 株式会社小学館  ～H20.12.10 

17 
プテロダウストロ全身骨

格 
1 福岡県青尐年科学館 H21.1.26～4.10 

18 
コエラカントゥス等シー

ラカンス類化石 
2 財団法人ふくしま海洋科学館 H21.2.24～6.30 

19 
アクセルロディクティス等 

シーラカンス類化石 
2 財団法人ふくしま海洋科学館 H21.2.24～6.30 

20 
アブラナ、チョウ頭部等 

植物・昆虫拡大模型 
6 群馬県立ぐんま昆虫の森 H21.2.27～5.15 

21 
マウンテンリードバック

剥製等 
11 角川映画株式会社 H21.3.9～3.20 

22 
ゲレヌク、レッサークド

ゥ（剥製） 
2 角川映画株式会社 H21.4.1～4.3 

23 鳥類・獣類標本 120 
群馬県環境森林部 

（野鳥の森鳥獣資料館） 

H21.3.27～

H24.3.26 
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(8) 特別観覧 

№     観覧資料名称 数   特別観覧申請者 申請期間 備考 

1 
トリケラトプス等恐竜

歯化石 
5 京都大学大学院 黒須 弘美 H20.6.3   

2 カマラサウルス 1 
ブリカムヤング大

学大学院 
森 浩嗣 H20.6.19   

3 
ライオン、ヒョウ、ト

ムソンガゼル等 
5 角川映画株式会社 北村 陽一 H21.1.14 有料 

4 
イモガイ類標本、県内

産凝灰岩標本 
6 高崎市教育委員会 角田 真也 H20.11.15   

5 
群馬県産化石フジツボ

類 
31 京都大学大学院 野村 真一 H20.12.18   

6 三葉虫化石 30 長野県長野市在住 宮入賢一郎 H21.2.7   

7 
オグロヌー、シマウマ

（剥製） 
2 株式会社ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 成田 豊 H21.2.25 有料 

8 ブラキオサウルス頭骨 1 RC GEAR 横山 隼 H21.2.24 有料 

9 
恐竜骨格、卵、ゾウ類

化石等 
15 東京学芸大学 佐藤たまき H21.3.17   

10 カマラサウルス 1 ボン大学(ドイツ) ｸﾘｽﾁｬﾝ･ﾚﾒｽ 
H21.3.10 

～3.11 
  

11 
群馬県内の河川礫（利

根川・神流川） 
2 高崎市教育委員会 角田 真也 H21.3.14   

12 館内研究・標本保管設備 
 

青山学院大学文学部 清水 信行 H20.8.14   

 

(9) 画像等使用許可 

№ 使用画像名称 数 使用者名称 使用開始日 

1 コモグラ 1 国立山口徳地青尐年自然の家 H20.4.10 

2 シャニダール洞窟復元ジオラマ 1 株式会社学習研究社 H20.4.22 

3 クロサンショウウオ 1 株式会社バサラ H20.5.3 

4 アウストラロピテクス(肉付・骨格) 2 
株式会社ジーニアスエデュケ

ーション 
H20.5.14 

5 タペヤラ全身骨格 1 朝日新聞社 H20.3.20 

6 エオラプトル全身骨格等 5 株式会社偕成社 H20.7.10 

7 スピノサウルス類の歯等 6 株式会社学習研究社 H20.6.30 

8 方解石 1 NHKエデュケーショナル H20.7.9 

9 コッコステウス 1 株式会社第一研究社 H20.8.1 

10 エコボール等 2 株式会社プランディット H20.10.5 

11 
｢ﾈｱﾝﾃﾞﾙﾀｰﾙ人の謎」図録 p.21の

人類進化系統図 
1 大崎市教育委員会（宮城県） H20.12.1 

12 ブラキオサウルス全身骨格 1 
株式会社小学館集英社プロダ

クション 
H20.8.7 

13 
ネアンデルタール人のジオラマ

等 4点 
4 朝日新聞出版 H20.12.1 

14 トリブラキディウム 1 株式会社新潮社 H20.12.23 
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15 アファール猿人化石レプリカ 1 毎日新聞社 H21.1.1 

16 ボーキサイト鉱石 1 株式会社 TBSテレビ H21.1.21 

17 「鳥たちの世界」図録p.7の図2点 2 福岡県青尐年科学館 H21.1.30 

18 
グロッソプテリス、コッコステ

ウス 
2 株式会社新潮社 H21.2.25 

19 
研究報告第 9号 p34の図 3（シロ

ムス化石頭骨） 
1 

ドナルド・ブリンクマン 

（Tyrrell Museum、CANADA） 
H21.3.28 

20 尾瀬の泥炭層標本 1 朝日印刷工業株式会社 H21.3.24 

21 玄武岩 1 
株式会社極東電視台（日本テ

レビ） 
H21.3.25 

 

(10) 燻蒸作業 

№    実施内容 実施日 受託者 使用薬剤 

1 第二収蔵庫 防虫 H20.6.23～7.1 関東港業株式会社 アイオガード 

2 燻蒸庫 
防虫 

防カビ 
H21.2.20～2.27 

特許理化興業株式

会社 
アイオガード 

3 燻蒸庫 
防虫 

防カビ 
H21.3.7～3.10 関東港業株式会社 アイオガード 

4 燻蒸庫保守点検   H21.3.17～3.18 関東港業株式会社   

 

(11) 科学系博物館情報ネットワーク開発事業自然史標本データ整備事業 

国立科学博物館の科学系博物館情報ネットワーク開発事業及びＧＢＩＦ（地球規模生物多

様性情報機構）の生物標本収蔵データベースネットワークへの参加に伴い、当館の収蔵デー

タベースシステムにあるデータの加工・変換を行った. 

・ 変換データ数：10、000件 

・ データ変換委託事業期間：平成 20年 12月 15日～3月 14日 

・ データ変換業務委託先：株式会社ケービックス 
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４ 調査研究 

(1) 八ッ場地域の総合調査 

平成 20 年度から 22 年度までの 3 ヵ年にわたり、吾妻郡長野原町（川原畑、川原湯、横壁、

林、長野原地区の吾妻川流域）を対象として地学、生物（動物、植物）の総合的な調査を実

施する。対象地域は八ッ場ダム建設予定地 2020 年度の運用開始に向け、移転代替地の整備

や、道路・鉄道等の付け替え工事が進んでいる。埋没予定地域からも資料を収集し、採取を

行い、1993 年に長野原町で実施した調査データとの比較をして、その後の変遷を詳らかに

することを目的としている。 

① 調査内容 

・哺乳類 ネズミ類を中心に、トラップによる捕獲 

・両生類・爬虫類 カエル・サンショウウオ・ヘビ類を中心に捕獲 

・昆虫類 捕虫網・トラップによる捕獲 

・高等植物・蘚苔類・地衣類 

・菌類  

・岩石 採集もしくは工事関係者による資料提供 

 

② 調査日および調査内容 

第 1回  8月 18日  調査候補地 横壁 4 箇所（白岩沢 2 箇所含む）、川原湯

2箇所、林 3箇所の 9箇所を下見 菌類採集 

第 2回  9月 22日～23日 哺乳類（ネズミ類） 

第 3回  9月 23日～24日 昆虫類 

第 4回  9月 25日  菌類 

第 5回  9月 27日～28日 蘚苔類・地衣類 

第 6回   9月 28日  高等植物 

第 7回  10月 7日～8日  昆虫類 

第 8回  10月 9日  菌類 

第 9回 10月 23日  菌類 

第 10回 11月 14日  蘚苔類・地衣類 

 

(2) 山中層群の古生物学的研究 

多野郡や甘楽郡に分布する山中層群は、群馬県を代表する中生代白亜紀前期の河口から海

にかけて堆積した地層である。この地層からは既に恐竜やアンモナイト、植物など様々な化

石が報告されているが、近年、この山中層群から多数のサメ類化石の産出が知られるように

なった。白亜紀前期のサメ類群集は、現代型サメ類の発展を考える上で重要であるが、世界

的に見てもその概要すら明らかでない。 

本調査研究は、平成 17 年度から 19 年度にかけて実施した調査研究を継続するものであり、

神流町恐竜センターと共同で山中層群（为に瀬林層）の発掘調査を行い、当時の生物相を明

らかにすることを目的として実施している。 

① 館外での調査等活動の実施日とその内容 

第１回  4月 19日 化石採集、現地調査等（於 神流町恐竜センター） 

第２回  4月 20日 現地調査、講演要旨作成準備（於 神流町恐竜センター） 

第３回  6月 28日 学会発表準備（於 神流町恐竜センター） 

第４回  7月 6 日 日本古生物学会で発表（於 東北大学） 

第５回  7月 7 日 標本調査（於 東北大学理学部自然史標本館） 

第６回  3月 6 日 標本調査（於 神流町恐竜センター） 
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第７回  3月 11日  標本調査（於 神流町恐竜センター） 

第８回  3月 18日  掘削作業（於 神流町神ヶ原地内） 

第９回  3月 19日  掘削作業・標本整理（於 神流町神ヶ原地内、恐竜センター） 

② 調査概略 

平成 20 年度は、平成 17・18 年度の掘削後、神流町内に集積・保管してある脊椎動物

化石多産層準の岩塊から引き続き化石の採集ならびにその剖出作業を実施した。この作

業には神流町恐竜センターが独自に募集した「神流で恐竜見つけ隊」参加者の協力を得

た。また、従前の化石多産層準の岩塊量が尐なくなってきたため、再度同一地点におい

て重機を使用して脊椎動物化石多産層準の掘削を実施した。これまでの研究成果の一部

について日本古生物学会 2008 年年会において学会発表を実施した（演題 群馬県神流

町の瀬林層から産出した板鰓類化石群）。 

 

(3) 美術館・博物館調査研究 

① 山中層群産ネズミザメ目化石の研究 

群馬県多野郡神流町から発見されたサメ類化石のうち、ネズミザメ類化石の分類学的

研究を実施した。研究に当たっては、海外で産出した白亜紀のネズミザメ類歯化石なら

びに形態的類似性を有する現生ネズミザメ類２種（シロワニ、オオワニザメ）の顎乾燥

標本を取得して、既存の標本と併せて山中層群産化石との比較に用いた。 

研究の結果、山中層群産ネズミザメ目４種類のうち３種類については、先行研究の同

定結果からの変更は無いが、大きな为咬頭の両側（前後）に一対の副咬頭を伴う歯冠を

持つという特徴がほぼ共通してみられる。そのため歯冠の舌側面と唇側面の表面形状と

共に、同定の際には歯根形態が重要であることが確認された。残る１種類は、副咬頭を

伴わない点が他の３種類と異なっているため、それらとは別種だと考えられる。唇側面

の形状では、白亜紀後期にいた種類と似た点も見られる。 

歯の大きさに着目すると、複数の科が含まれているにも関わらず、山中層群産出のネ

ズミザメ類の歯化石は全体的に小型である。大きなものでは 2cm 弱の高さを有するが、

大部分は 1cm 前後であり、5mm 程度のものも尐なくない。白亜紀後期にはクレトキシリ

ナのように体長が 5m に達する種類も知られているものの、地球に出現したばかりの白

亜紀前期のネズミザメ類の歯の大きさは、山中層群だけでなく他の産地（フランスな

ど）でも小型であることから、当時のネズミザメ類の体長は、現在のミズワニないしは

ネズミザメ程度の大きさしかなかったと推定される。 

 

②  群馬県産ヒゲクジラ類化石の分類学的研究 

群馬県多野郡吉井町の鏑川河床より発見されたヒゲクジラ類化石の分類学的研究を行

った。研究の結果、本標本は狭義のケトテリウム科の新属新種であることが判明した。

特に頭頂部において左右の頭頂骨が広く接するなど、狭義のケトテリウム科の中でも原

始的な形態を数多く保持していることが明らかとなった。これまで狭義のケトテリウム

類の大半は大西洋沿岸域より報告されており、北太平洋域では比較的まれである。本標

本は北西太平洋域では最古の狭義のケトテリウム類となることが判明した。さらに本標

本及び既報の化石標本をもとにヒゲクジラ類における系統解析を行い、従来の”ケトテ

リウム科”について再検討した。以上の研究成果については、論文を投稿中である。 

  

③  群馬県産外来植物チェックリスト制作 

群馬県では 1987 年の群馬県植物誌以来、植物目録は作成されていない。一方で、特

定外来植物のミズヒマワリなどの侵入など近年急速な外来植物の侵入が認められ、過去
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を含めた群馬県産外来植物の目録が求められてきた。本事業では、昨年度分布調査や収

蔵標本調査から得られた成果をもとにチェックリストを作成・出版した。本チェックリ

ストに掲載された外来植物は 525 種（雑種含む）で、同じ種内に含められる変種・亜種

を含めると 537 種類になった。このうち、A 国外外来種は 488種（＋12 種類）、B 国

内外来種は 32 種、C 人工交配等による園芸品種は 5 種であった。A と C を「帰化植

物」として扱うと、その総数は 493種（505種類）であった。 

 

④  甘楽・富岡地域の蘚苔類調査 

甘楽・富岡地域の蘚苔類の調査を行った。県内の蘚苔類については群馬県植物誌で目

録を作成しているが、実際に現地調査を行った地域はほとんどなく、十分な資料とは言

えない。また、群馬県单西部には石灰岩の堆積している地域が多いが、高等植物や蘚苔

類では石灰岩地帯に特異に分布する種があることが報告されている。今回の研究では、

県内の蘚苔類分布を明らかにする一歩とするとともに、県内の石灰岩地帯での蘚苔類の

分布状況を明らかにすることも目的とした。 

今回は、甘楽郡内の２地域、富岡市内の１地域について調査を行い、採取した 250 余

点の資料で 105 種の蘚類を確認した。この中には、石灰岩地帯特有の種（６種）や、環

境省のレッドデータリストで準絶滅危惧種に指定されているものも含まれている。採取

した資料については未同定のものも 100 点余りあるため、引き続き同定作業を行ってい

る。 

この調査で採取した資料は自然史博物館に保管し、登録した。また、調査結果の一部

は、自然史博物館第３２回企画展「わかった！かわった？群馬の自然」で展示して県民

に公開すると共に、関連事業において調査内容等を紹介した。 

 

(4) 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業 

「営農管理的アプローチによる鳥獣害防止技術の開発」 

平成１９年度から平成２１年度の３カ年にわたり、中課題「イノシシの生息個体数推

定技術と効率的な個体数調整技術の開発」の小課題「イノシシにおける個体群パラメー

ターの解明」について、（独）中央農業総合研究センターより受託研究を実施している。 

本研究は、有害鳥獣駆除や狩猟により捕獲されたイノシシのサンプル（頭骨、子宮、

卵巣、胎児）を用いて、歯牙の萠出・交換やセメント質年輪法などに基づく年齢査定

を行い、年齢別妊娠率や胎児数、また捕殺パターンを調査し個体群パラメーターを推

定するものである。平成 20 年度は、年度当初より対象地域を尐なくとも１カ所増やし、

新規にデータ、サンプル収集の体制を構築し、サンプルの増加をはかるととともに、

分析を継続した。また、収集したデータを平成 19年度の成果と比較することで、イノ

シシの年齢別の繁殖状況とその経年変化について明らかにすることを目的とした。 

2007 年 4 月から 2008 年 12 月末までに収集され、剖検が終了した検体は 243 個体

である（頭骨のみ、骨格のみの個体も含む、メスは 113 体）。収集地域は、吾妻郡、

甘楽町、桐生市、旧松井田町である。結果として、群馬県では 2 才前後から妊娠個

体が確認され、胎児サイズからの推定出産時期は 3 月から 9 月と幅があり、妊娠胎

児数は４頭が最も多いことが明らかとなった。今後は、県内の地域間における傾向

の相違および経年変化を把握するため研究を継続する。 

 

(5) 群馬県立自然史博物館研究報告第 13号の発行 

 内容は、論文 17編（原著論文 12、資料 3、雑報 2）である。 
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５ 情報システム 

自然史博物館情報システムは平成 20 年度より第三次システムの運用を開始した。システ

ム概要は以下の通りである。情報システムは 5 つのサブシステムから構成されており、これ

らが相互連携して機能することにより、来館者、外部利用者、館職員が利用しやすいように

設計されている。 

(1) 収蔵品管理システム 

収蔵資料の属性データをデジタル化して一元管理するためのシステムである。データは

属性情報だけでなく画像等の管理も行っている。また、一元管理されたデータは、展示情

報システム、普及広報システムと連携を図り有効活用している。使用しているソフトウェ

アは MusethequeV3 である。 

 (2) 展示情報システム 

情報コーナー展示システム、常設展示用展示システム、来館案内（プラズマディスプレ

イ）の３つからなる。収蔵情報・クイズ・ビデオ・図書情報が簡卖な操作で見られるよう

に構成されており、館内の情報コーナー及び各展示コーナーの端末で利用できる。収蔵情

報は収蔵品管理システムと連動しており、新たな収蔵品の情報を直ちに見ることができる。

ビデオ番組は、群馬県内の自然環境および景勝地などを過去に撮影したもの等、合計 200

タイトルを保有している。来館案内は、企画展、イベントの情報を常時配信している。 

(3) 図書文献管理システム 

館所蔵の図書文献を管理し、図書情報の検索に活用している。収蔵情報は展示情報シス

テム、普及広報システムに反映され、来館者が図書室、情報コーナーに保管している図書

を検索できる。 

(4) 普及広報システム 

インターネット上で、イベント、博物館活用ネットワーク、友の会、ボランティア、収

蔵品、図書、博物館実習等の各情報や、施設案内・博物館だよりなどを紹介している。展

示室・イベント情報については動画配信を行っている。学習用ワークシート、調査報告書、

博物館便り（デメテール）は、すべてＨＰからダウンロードできる。また、イベントや団

体・学校利用に関する質問、博物館の資料・展示・研究に関する質問、システム・ホーム

ページに関する質問についてそれぞれ電子メールでの対応も行っている。 

(5) 学習支援システム 

学校から学年卖位などの団体で来館し、展示室で課題解決学習を行いたいという要望に

応える形で作成したプログラムである。児童・生徒が各コーナーの展示資料の見方や展示

場所をコンピュータで調べ、実物の資料を観察ながら学習できるシステムである。 
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６ 広報・出版事業 

(1) 広報（情報発信）・広告・取材 

博物館の広報誌「デメテール(群馬県立自然史博物館だより)」を年３回、イベントカレ

ンダーを年 2 回発行し配布するとともに、各企画展に際してポスター・チラシを学校、関

係機関、友の会会員等に配布した。また、見学予定の団体に対してプロモーション用ビデ

オの貸出を行った。さらに写真・資料を雑誌・広報誌等に提供し、館および企画展を紹介

した。 

  ①  プロモーション用ビデオの貸出 

      平成 20年度貸出件数 123件 

 

  ②  活字媒体 

出版社等 掲載誌（紙） 月日 内   容 備考 

さきたま子

ども情報セ

ンタ－ 

わくわくネット 4.1 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

新潟日報事

業社 

おでかけ大好き「

ファミリー遊び場

ガイド」 

4.1 常設展示室紹介 資料提供 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

4.2 ファミリー自然観察会「まちか

ど植物観察会」紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

4.3 サイエンスサタデー「ツバメ型グ

ライダーをつくろう」のお知らせ 

資料提供 

 

日本鳥類保

護連盟 

私たちの自然 4.5 第29回企画展の紹介 資料提供 

富岡市・甘

楽町 

夢ふうせん 4.8 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事  第29回企画展の紹介 取材 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

4.12 ファミリー自然観察会「地質の

宝庫・下仁田探検」の紹介 

資料提供 

 

群馬県尐子

化対策・青

尐年課 

ぐーちょき通信 4.15 常設展示室紹介 資料提供 

高崎市教育

委員会社会

教育課 

子ども活動デーイ

ンフォメーション 

4.17 博物館イベント情報 資料提供 

朝日新聞社 
群馬マリオン 4.17 20年度ミュージアムスクール生

募集の案内 

資料提供 

 

東京新聞社 新聞記事 4.17 第29回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 4.18 サイエンスサタデー・企画展の

紹介 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 4.19 第29回企画展の紹介 取材 

上毛新聞社 (三山春秋) 4.22 第29回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

5.3 サイエンスサタデー「砂と火山

灰を観察しよう」のお知らせ 

資料提供 
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読売新聞社 
新聞記事 5.4 「スタバスズキリュウの化石」

について 

取材 

上毛新聞社 

「ゆうまちゃんの

掲示板」 

5.10 自然史講座「ケモノ前線拡大中

－人とけものの境界線－」のお

知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
グラフぐんま 5.16 サイエンスサタデー「砂と火山

灰を観察しよう」の紹介 

資料提供 

読売新聞社 群馬よみうり 5.17 博物館紹介 資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 5.18 ミュージアムスクール開校式の

紹介 

取材 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

5.19 移動博物館のお知らせ 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 5.19 移動博物館の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 5.21 常設展示室（Ａコーナー）の紹

介 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 5.25 移動博物館の紹介 取材 

毎日新聞社 新聞記事 5.29 新種の魚化石について 取材 

上毛新聞社 
新聞記事 5.29 自然史講座「ケモノ前線拡大中

その２」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
グラフぐんま６月

号 

6月 サイエンス・サタデー「砂と火

山灰を観察しよう」の紹介 

資料提供 

富岡市・甘

楽町 

夢ふうせん（６６

号） 

6月 博物館イベント情報 資料提供 

群馬県広報

課 

教育ぐんま６月号

(フォト日記) 

6月 サイエンス・サタデー「砂と火

山灰を観察しよう」の紹介 

資料提供 

群馬県広報

課 

教育ぐんま６月号(

お知らせコーナー) 

6月 第30回企画展のお知らせ 資料提供 

上毛新聞社 

「ゆうまちゃんの

掲示板」 

6.6 サイエンスサタデー「マンモスの

歯のレプリカをつくろう」のお知

らせ 

資料提供 

朝日新聞社 
群馬マリオン 6.6 サイエンス・サタデー「砂と火

山灰を観察しよう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

6.22 臨時休館のお知らせ 資料提供 

パリッシュ

出版社 

月刊パリッシュ７

月号 

6.23 博物館イベント情報  

上毛新聞社 
グラフぐんま７月

号 

7月 第30回企画展関連行事の紹介 資料提供 

高崎市教育

委員会 

子ども活動デーイ

ンフォメーション 

7月 博物館イベント情報 資料提供 

上毛新聞社 

「ゆうまちゃんの

掲示板」 

7.3 サイエンスサタデー「ガラスビ

ーズを使った顕微鏡をつくろう

」のお知らせ 

資料提供 
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上毛新聞社 

「ゆうまちゃんの

掲示板」 

7.5 第30回企画展記念講演会「謎の

魚『クニマス』－その生態と絶

滅の背景－」のお知らせ 

資料提 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

7.6 ファミリー自然観察会「夏の昆

虫観察会」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

7.11 第30回企画展記念自然教室「ア

ユの生態と友釣り」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 

上毛新聞(情報パ

レット) 

7.11 第30回企画展記念講演会「謎の

魚『クニマス』－その生態と絶

滅の背景－」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 7.12 第30回企画展記念講演会・自然

教室・観察会の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
「ゆうまちゃんの

掲示板」 

7.12 第30回企画展のお知らせ 資料提供 

朝日新聞社 群馬マリオン 7.17 第30回企画展関連行事の紹介 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 7.17 県立５施設スタンプラリ－ 資料提供 

読売新聞社 群馬よみうり 7.19 第30回企画展の紹介 資料提供 

桐生タイム

ス社 

TOWN わたらせ 7.19 サイエンスサタデー「ガラスビー

ズを使った顕微鏡をつくろう」の

紹介 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 7.20 第30回企画展の紹介 取材 

朝日新聞社  7.21 第30回企画展関連行事の紹介 取材 

株式会社地

球丸 

Fly Rodders 7.24 第30回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 7.26 緑化フェアを振り返って 資料提供 

中木新聞店 
ニューライフ富岡

８月号 

7.26 サイエンスサタデー「クルクル絵

本でつくるアユの一生」の紹介 

資料提供 

中木新聞店 
ニューライフ富岡

８月号 

7.26 第30回企画展関連行事の紹介 資料提供 

朝日新聞社 新聞記事 7.30 第30回企画展の紹介 取材 

上毛新聞社 

「ぐんまちゃんの

掲示板」 

8.1 第30回企画展記念自然教室「フ

ライフィッシングの世界」のお

知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 

「ぐんまちゃんの

掲示板」 

8.4 第30回企画展記念講演会「新種

の発見とはどういうことか」の

お知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 

「ぐんまちゃんの

掲示板」 

8.5 第30回企画展記念自然教室「ぐん

ま最高級ニジマス『ギンヒカリ』

の開発と渓流魚の生態と釣り」の

お知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 

「ぐんまちゃんの

掲示板」 

8.7 サイエンスサタデー「クルクル

絵本でつくるアユの一生」のお

知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 8.9 ２００万人入館記念セレモニー 取材 
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読売新聞社 新聞記事 8.9 ２００万人入館記念セレモニー 取材 

朝日新聞社 朝日ぐんま 8.15 ２００万人入館記念 取材 

朝日新聞社 朝日ぐんま 8.15 第30回企画展・200万人入館記念 取材 

上毛新聞社 
グラフぐんま８月

号 

8.16 第30回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 8.18 第30回企画展の紹介 取材 

上毛新聞社 新聞記事 8.18 自然史博物館探検隊の紹介 取材 

朝日新聞社 群馬マリオン 8.21 第30回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 8.24 職員募集のお知らせ 資料提供 

朝日新聞社 
群馬マリオン 8.28 サイエンス・サタデー「飛ぶタ

ネの模型をつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
グラフぐんま９月

号 

9月 第31回企画展の紹介 資料提供 

群馬県広報

課 

教育ぐんま９月号

(フォト日記) 

9月 第30回企画展記念自然教室「フラ

イフィッシングの世界」の紹介 

資料提供 

群馬県広報

課 

教育ぐんま９月号(

お知らせコーナー) 

9月 第31回企画展の紹介 資料提供 

富岡市・甘

楽町 

夢ふうせん（６７

号） 

9月 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 9.1 ムサシトミヨの標本 取材 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

9.11 サイエンス・サタデー「飛ぶタネ

の模型をつくろう」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

9.17 第31回企画展記念講演会「奈落の

底－深海に棲む貝類」のお知らせ 

資料提供 

国土交通省 国土交通９月号 9.24 博物館の紹介 資料提供 

朝日新聞社 新聞記事 9.24 第31回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

9.27 第31回企画展のお知らせ 資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 9.28 第31回企画展の紹介 取材 

上毛新聞社 
グラフぐんま10月

号 

10月 ミュ－ジアムナイトツア－の紹介 資料提供 

高崎市教育

委員会 

子ども活動デーイ

ンフォメーション 

10月 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

中木新聞店 
ニューライフ富岡

１０月号 

10月 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

10.2 天体観望会「夏の星座・秋の星

座（その１）」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
上毛新聞(情報パ

レット) 

10.3 第31回企画展記念講演会「奈落

の底－深海に棲む貝類」の紹介 

取材 

上毛新聞社 
新聞記事 10.3 第31回企画展記念自然教室「貝

のストラップづくり」の紹介 

取材 

上毛新聞社 

「ぐんまちゃんの

掲示板」 

10.3 サイエンス・サタデー「アンモ

ナイトのレプリカをつくろう」

のお知らせ 

資料提供 
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上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

10.4 天体観望会「夏の星座・秋の星

座（その２）」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

10.5 ミュ－ジアムナイトツア－のお

知らせ 

資料提供 

朝日新聞社 
群馬マリオン 10.7 第31回企画展記念講演会「奈落

の底－深海に棲む貝類」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 10.8 第31回企画展記念講演会「奈落

の底－深海に棲む貝類」の紹介 

取材 

上毛新聞社 
上毛新聞「ぐんま

ちゃんの掲示板」 

10.11 第31回企画展記念講演会「貝の魅

力・人との出会い」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

10.12 第31回企画展記念自然教室「貝

の解剖学入門」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 10.22 開館記念日の紹介 資料提供 

日本経済新

聞社 

日経サイエンス１

２月号 

10.25 第31回企画展の紹介 資料提供 

朝日新聞社 群馬マリオン 10.25 ナイトツアーの紹介 資料提供 

毎日新聞社 

新聞記事 10.28 サイエンス・サタデー 「モミ

ジを観察し、パウチ標本をつく

ろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
「ぐんまちゃんの

掲示板」 

10.29 移動博物館の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 10.31 ぐんまの音探し（ティランノサ

ウルス） 

資料提供 

株式会社で

りじぇい 

月刊でりじぇい１

１月号 

11月 第31回企画展の紹介 資料提供 

パリッシュ

出版社 

月刊パリッシュ１

１月号 

11月 第31回企画展の紹介 資料提供 

群馬県広報

課 

ぐんま広報 １１

月号 

11月 ファミリー自然観察会「冬鳥の

観察」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
グラフぐんま１１

月号 

11月 ファミリー自然観察会「冬鳥の

観察」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 11.3 第31回企画展「きれいで不思議

な貝の魅力」の紹介 

資料提供 

朝日新聞社 
群馬マリオン 11.6 第31回企画展記念講演会「貝の

魅力・人との出会い」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 11.7 第３１回企画展「きれいで不思

議な貝の魅力」読者プレゼント 

資料提供 

上毛新聞社 

「ぐんまちゃんの

掲示板」 

11.8 サイエンス・サタデー「モミジ

を観察しパウチ標本をつくろう

」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 11.8 第31回企画展記念講演会「貝の

魅力・人との出会い」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 11.9 移動博物館（レプリカづくり）

の紹介 

資料提供 
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上毛新聞社 新聞記事 11.12 ナイトツアーの紹介 取材 

上毛新聞社 
新聞記事 11.13 第31回企画展記念自然教室「貝

の解剖学入門」の紹介 

取材 

読売新聞社 群馬よみうり 11.14 博物館の紹介 取材 

上毛新聞社 
情報パレット 11.14 ファミリー自然観察会「冬鳥の

観察」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

11.15 天体観望会「夏の星座や惑星」

のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

11.17 自然史講座「きのこの不思議を

さぐる」のお知らせ 

資料提供 

朝日新聞社 
群馬マリオン 11.21 ファミリー自然観察会「冬鳥の

観察」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

11.24 ファミリー自然観察会「冬鳥の

観察」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 11.25 第31回企画展体験教室「ホラガ

イをふこう」の紹介 

取材 

朝日新聞社 
群馬マリオン 11.26 自然史講座「きのこの不思議を

さぐる」の紹介 

資料提供 

群馬県広報

課 

教育ぐんま１２月

号(フォト日記) 

12月 ミュージアムナイトツアーの紹

介 

資料提供 

富岡市・甘

楽町 

夢ふうせん（６８

号） 

12月 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

株式会社で

りじぇい 

月刊でりじぇい１

２月号 

12月 トナカイの特別展示 資料提供 

中木新聞店 

ニューライフ富岡 12月 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 

グラフぐんま１２

月号 

12月 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

12.1 自然史博物館休館のお知らせ 資料提供 

朝日新聞社 

群馬マリオン 12.11 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 

タカタイ（takata

i） 

12.12 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」の紹介 

資料提供 

読売新聞社 

群馬よみうり 12.12 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 

ぐんまちゃんの掲

示板 

12.12 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」のお知らせ 

資料提供 
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上毛新聞社 新聞記事 12.14 トナカイの特別展示 取材 

上毛新聞社 
新聞記事 12.16 自然史講座「きのこの不思議を

さぐる」の紹介 

取材 

 

上毛新聞社 

上毛新聞(情報パ

レット) 

12.19 サイエンス・サタデー「牛乳パ

ックでクリスマスカードや年賀

状をつくろう」の紹介 

資料提供 

中木新聞店 
ニューライフ富岡 12.26 サイエンス・サタデー「からくり

カレンダーをつくろう」の紹介 

資料提供 

高崎市教育

委員会 

子ども活動デーイ

ンフォメーション 

1月 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

 

シンクリー

ド 

月刊raifu１月号 1月 ミニ展示「群馬のワシ・タカと

その仲間たち」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 

ぐんまちゃんの掲

示板 

2009.1.

1 

自然史講座「ねずみ速報2008－

ぐんま西毛のねずみ調査からわ

かること－」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 

ぐんまちゃんの掲

示板 

1.8 サイエンス・サタデー「からく

りカレンダーをつくろう」のお

知らせ 

資料提供 

 

上毛新聞社 

新聞記事 1.9 自然史講座「ねずみ速報2008－

ぐんま西毛のねずみ調査からわ

かること－」 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 1.21 移動博物館 取材 

毎日新聞社 新聞記事 1.22 移動博物館 取材 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

1.24 自然史博物館臨時休館のお知ら

せ 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 1.31 サイエンス・サタデー「イヌワ

シ型グライダーをつくろう」 

取材 

上毛新聞社 
グラフぐんま２月

号 

2月 サイエンス・サタデー「土の中

の微生物を観察しよう」の紹介 

資料提供 

富岡市・甘

楽町 

夢ふうせん（６９

号） 

2月 博物館イベント情報の紹介 資料提供 

どりむ社 
パートナー 2月 サイエンス・サタデー「土の中の

微生物を観察しよう」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

2.2 バックヤードツアーの紹介 資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

2.5 サイエンス・サタデー「土の中の

微生物を観察しよう」のお知らせ 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 2.6 ミニ展示「群馬のワシ・タカと

その仲間たち」 

取材 

上毛新聞社 
新聞記事 2.12 ミニ展示「ダーウィンの部屋」

の紹介 

取材 

上毛新聞社 新聞記事 2.17 バックヤードツアーの紹介 取材 

読売新聞社 
群馬よみうり 2.20 サイエンス・サタデー「偏光板

万華鏡をつくろう」の紹介 

資料提供 
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朝日新聞社 

新聞記事 2.2 サイエンス・サタデー「偏光板

万華鏡をつくろう」・天体観望

会の紹介 

資料提供 

中木新聞店 

ニューライフ富岡 3月 サイエンス・サタデー「偏光板

万華鏡をつくろう」・バックヤ

ードツアーの紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
グラフぐんま3月

号 

3月 第32回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

3.3 バックヤードツアーの紹介 資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

3.6 サイエンス・サタデー「偏光板

万華鏡をつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

3.7 自然教室「群馬のサル・クマ・

カワウ」 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 3.8 野生動物調査・対策報告会 取材 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

3.13 学芸員リレートークの紹介 資料提供 

上毛新聞社 
ぐんまちゃんの掲

示板 

3.14 第32回企画展の紹介 資料提供 

読売新聞社 群馬よみうり 3.14 第32回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
上毛新聞「テレナ

イン」 

3.14 第32回企画展の紹介 資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 3.19 第32回企画展自然教室「群馬の

サル・クマ・カワウ」 

資料提供 

読売新聞社 
群馬よみうり 3.20 博物館紹介（常設展・企画展）

の紹介 

取材 

朝日新聞社 
朝日ぐんま 3.20 博物館紹介（常設展・企画展）

の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
新聞記事 3.23 博物館紹介（常設展・企画展）

の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 
上毛新聞(情報パ

レット) 

3.27 サイエンス・サタデー「イヌワシ

型グライダーをつくろう」の紹介 

資料提供 

上毛新聞社 新聞記事 3.30 第32回企画展の紹介 取材 

 

③ 電波媒体 

氏名 電波媒体 番組名等 放送内容 月日 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンスサタデー「ツバメ型グラ

イダーをつくろう」の紹介 
４月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
第 29回企画展の紹介 ４月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

ファミリー自然観察会「まちかど

植物観察会」の紹介 
４月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

ファミリー自然観察会地質の宝庫

：下仁田探検」の紹介 
４月 
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大森 威宏 ＮＨＫ おはよう日本 第 29回企画展の紹介 4.9 

高橋 秀武 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 

自然史講座「ケモノ前線拡大中－

人とけものの境界線－（近世

編）」の紹介 

4.23 

大森 威宏 ＦＭ桐生 
You’ve 

got  Kiryu 
第 29回企画展の紹介 4.28 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「砂と火山

灰を観察しよう」の紹介 
５月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「ケモノ前線拡大中－人

とけものの境界線－」の紹介 
５月 

高橋 秀武 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「ケモノ前線拡大中－人

とけものの境界線－」の紹介 
5.15 

アナウンサー ＦＭ群馬 あさナビ 移動博物館のお知らせ 5.21 

アナウンサー 群馬テレビ ジャストＮ 移動博物館のお知らせ 5.21 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「マンモス

の歯のレプリカをつくろう」の紹

介 

６月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「ケモノ前線拡大中－人

とけものの境界線－」の紹介 
６月 

高橋 秀武 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 

自然史講座「ケモノ前線拡大中－人

とけものの境界線－（現代編）」の

紹介 

6.3 

アナウンサー ＦＭ群馬 あさナビ 
サイエンスサタデー「マンモスの歯

のレプリカをつくろう」の紹介 
6.11 

アナウンサー 群馬テレビ ジャストＮ 
サイエンスサタデー「マンモスの歯

のレプリカをつくろう」の紹介 
6.11 

高橋 秀武 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「ケモノ前線拡大中－

人とけものの境界線－（現代

編）」の紹介 

6.11 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
自然史博物館探検隊の参加者募集 ７月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「ガラスビ

ーズを使った顕微鏡をつくろう」

の紹介 

７月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 30回企画展記念自然教室「ア

ユの生態と友釣り」の紹介 
７月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
第 30回企画展の紹介 ７月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

ファミリー自然観察会「夏の昆虫

観察会」の紹介 
７月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 30回企画展記念講演会「新種の

発見とはどういうことか－日本の魚

類相の特徴から－」の紹介 

７月 
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アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 30回企画展記念講演会「謎の

魚『クニマス』－その生態と絶滅

の背景－」の紹介 

７月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 30回企画展記念自然教室「フラ

イフィッシングの世界－水生昆虫の

生態とフライ－」の紹介 

７月 

金井 英男 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
第 30回企画展の紹介 7.2 

展示解説員 群馬テレビ 風人の画布 
尾瀬関連の展示（Ｂコーナー）の

紹介 
7.11 

金井 英男 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 30回企画展記念講演会「謎の

魚『クニマス』－その生態と絶滅

の背景－」の紹介 

7.11 

金井 英男 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 
第 30回企画展の紹介 7.15 

アナウンサー ＦＭ群馬 あさナビ 
サイエンスサタデー「クルクル絵本

でつくるアユの一生」の紹介 
8.10 

アナウンサー 群馬テレビ ジャストＮ 
サイエンスサタデー「クルクル絵本

でつくるアユの一生」の紹介 
8.10 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 31回企画展記念自然教室「貝

とその利用－貝のストラップ作り

－」の参加者募集 

９月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

天体観望会「夏の星座・秋の星座

(その 1)」の参加者募集 
９月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「飛ぶタネ

の模型をつくろう」の紹介 
９月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 31回企画展記念講演会「奈落

の底－深海に棲む貝類－」の参加

者募集 

９月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
第 31回企画展の紹介 ９月 

アナウンサー ＦＭ群馬 あさナビ 博物館ボランティア募集のお知らせ 9.2 

アナウンサー 群馬テレビ ジャストＮ 博物館ボランティア募集のお知らせ 9.2 

高桒 祐司 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 31回企画展記念講演会「奈落の

底－深海に棲む貝類－」の紹介 
9.10 

高桒 祐司 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
第 31回企画展の紹介 9.26 

高桒 祐司 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 
第 31回企画展の紹介 9.30 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「アンモナイ

トのレプリカをつくろう」の紹介 
10月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
ミュージアムナイトツアーの紹介 10月 
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アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 31回企画展記念自然教室「貝

の解剖学入門」の参加者募集 
10月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

天体観望会「夏の星座・秋の星座

（その２）」の参加者募集 
10月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第31回企画展記念講演会「貝の魅

力、人との出会い」の参加者募集 
10月 

高桒 祐司 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 

第 31回企画展記念講演会「奈落の

底－深海に棲む貝類－」の紹介 
10.7 

高桒 祐司 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 31回企画展記念講演会「貝の

魅力、人との出会い」の紹介 
10.22 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「モミジを

観察しパウチ標本をつくろう」の

紹介 

11月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「きのこの不思議をさ

ぐる」の参加者募集 
11月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

天体観望会「秋の星座や惑星」の

参加者募集 
11月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

ファミリー自然観察会「冬鳥の観

察」の紹介 
11月 

高橋 秀武 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 

自然史講座「きのこの不思議をさ

ぐる」の紹介 
11.12 

高橋 秀武 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「モミジを

観察しパウチ標本をつくろう」の

紹介 

11.13 

高橋 秀武 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「きのこの不思議をさ

ぐる」の紹介 
11.20 

大森 威宏 群馬テレビ 風人の画布 
森と自然の関係（Ｂコーナー）に

ついて 
11.21 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

トナカイ、ジャコウウシ・オグロ

ヌーの特別展示 
12月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「牛乳パッ

クでクリスマスカードや年賀状を

つくろう」の紹介 

12月 

高橋 秀武 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「牛乳パッ

クでクリスマスカードや年賀状を

つくろう」の紹介 

12.9 

武井 郁也 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

「トナカイ、オグロヌー・ジャコ

ウウシの特別展示」の紹介 
12.17 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「からくりカ

レンダーをつくろう」の紹介 
１月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「ねずみ速報 2008－ぐ

んま西毛のねずみ調査からわかる

こと－」の紹介 

１月 
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アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
バックヤードツアー １月 

木村 敏之 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

自然史講座「ねずみ速報 2008－ぐ

んま西毛のねずみ調査からわかる

こと－」の紹介 

1.8 

木村 敏之 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 

自然史講座「ねずみ速報 2008－ぐ

んま西毛のねずみ調査からわかる

こと－」の紹介 

1.14 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
天体観望会「冬の星座」 ２月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

サイエンス・サタデー「土の中の

微生物を観察しよう」の紹介 
２月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
天体観望会「冬の星座」 ２月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 
バックヤードツアー ２月 

アナウンサー ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 32回企画展自然教室「群馬県

のサル・クマ・カワウ」 
２月 

姉崎 智子 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 

ミニ展示「群馬のワシ・タカとそ

の仲間たち」 
2.3 

アナウンサー ＦＭ群馬 あさナビ 
サイエンス・サタデー「土の中の

微生物を観察しよう」の紹介 
2.10 

武井 郁也 
ＦＭいせさ

き 
  

第 32回企画展自然教室「群馬県

のサル・クマ・カワウ」 
2.24 

姉崎 智子 ラジオ高崎 
群馬県から

のお知らせ 

第 32回企画展自然教室「群馬県

のサル・クマ・カワウ」 
2.25 

アナウンサー ＦＭ群馬 あさナビ 
第 32回企画展自然教室「群馬の

化石」 
3.6 

アナウンサー 群馬テレビ ジャストＮ 
第 32回企画展自然教室「群馬の

化石」 
3.6 

高橋 克之 ＦＭ群馬 
ぐんま情報

トッピング 
第 32回企画展の紹介 3.19 
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 (2) 出版物 

種類 名   称 規格 頁数 部数 

博物館だよ

り 

自然史博物館だより「デメテール」No42 
A4版 2p ｶﾗ

ｰ,6p2色 
4 10,000  

自然史博物館だより「デメテール」No43 
A4版 2p ｶﾗ

ｰ,6p2色 
4 10,000  

自然史博物館だより「デメテール」No44 
A4版 2p ｶﾗ

ｰ,6p2色 
4 10,000  

ポスター 

第 30回企画展ポスター B2版ｶﾗｰ   3,000  

第 31回企画展ポスター B2版ｶﾗｰ   3,000  

第 32回企画展ポスター B2版ｶﾗｰ   3,000  

パンフレッ

ト等 

第 30回企画展パンフレット A4版ｶﾗｰ   60,000  

第 31回企画展パンフレット A4版ｶﾗｰ   60,000  

第 32回企画展パンフレット A4版ｶﾗｰ   55,000  

企画展図録

等 

第 30回企画展図録 A4版ｶﾗｰ 37 1,000  

第 31回企画展図録 A4版ｶﾗｰ 37 1,000  

第 32回企画展ハンドブック「侵入する生

物たち」 
B6版ｶﾗｰ 32 1,200  

リーフレッ

ト 

イベントカレンダー2008.10～2009.3 
A4版表ｶﾗｰ

裏１色 
    

イベントカレンダー2009.4～2009.9 
A4版表ｶﾗｰ

裏１色 
  25,000  

研究報告書 研究報告書 No.13 A4版１色 155 800  

年報 平成 20年度年報 A4版１色     

 

７ ボランティア等支援活動 

(1) ボランティア活動 

 情報ボランティアを廃止したため、今年度は 4 区分(解説・郵送・資料整理・サタデー)

で活動を行った。なお、解説ボランティア、サタデーボランティアを募集し、新規 16 名

が加わった。 

① ボランティア登録状況 

19 年度末 新 規 辞 退 20年度末 

87名 4名 6名 85名 

② ボランティア活動状況 

一人二分野まで活動できることとし、活動分野と活動日について希望をとった。 

分     野 人 数 活動回数 

 展示解説   30     300 

 郵便物の発送補助   23    38 

 資料整理   12     127 

 サイエンス・サタデー     37      252 

合  計   100     717 
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③ ボランティア基礎学習会 

 ボランティアの基礎知識向上と生涯教育の一環、ボランティアと職員との交流をねらい

として基礎学習会を２回行った。 

 第１回基礎学習会 第２回基礎学習会 

日  時 20 年 12 月 21 日(日) 13:30～

15:00 

21年 3月 8日(日) 13:30～15:00 

参加人数 14名 20名 

場  所 中会議室 大会議室 

テーマ 虹 カンブリア紀から現在まで、世界中を

駆け回り、生物進化の謎に挑戦する 

講  師 博物館ボランティア 櫻井 昭寛 学芸係为任 田中 源吾 

 

④ ボランティア全体会 

ボランティア全体会を 1回実施した。内容は、館長を含めた館職員といっしょに、一年

間の活動の反省と課題について意見交換を行った。 

日   時：21年 3月 8日(日)10:30～12:30 

参加人数：30名（内職員 6名） 

場  所：大会議室 

 

(2) 友の会 

①  平成 20年度会員数 197名 

内訳  個人会員  43名 

家族会員 35 家族 

賛助会員 21 団体・個人 

② 総会・講演会 

期 日：5月 11日(日)   参加者：28名 

講 師：館長 長谷川善和 

    ③  友の会博物館等視察研修会 

期 日：11月 2 日(日)   7:30～18:30 

場 所：柏木博物館、尖石縄文考古館 

参加者：39名 

    ④ フィールド活動 

 赤城山の植物観察会 天体観望会 冬鳥観察会 

講 師 里見哲夫 杉山直人、高桑祐司 金谷道行、鈴木正利 

日 時 
8 月 2 日(土)  10:00

～12:00 

1 月 25 日 ( 日 )  

18:00～20:00 

2 月 22 日（日）10：

00～12：00 

参加者 15名 21名 17名 

 

    ⑤ 友の会通信 

 第 19号 第 20号 

発 行 日 9月 10日(水) 3月 10日(火) 

編集委員会 7月 10日(日) 1月 25日(日) 

場   所 中会議室 中会議室 

発行部数      500部 500部 
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Ⅲ 資料 

１ 職員の委員会等委員就任状況 

職 ・ 氏 名 名   称 依 頼 先 期 間 

館 長 

 長谷川 善和 

埼玉県立自然史博物館資料評価委

員会委員 

埼玉県立自然史 

博物館 
  

茨城県自然博物館資料評価委員会

委員 

茨城県自然博物 

館 
  

日本蛇族学術研究所理事 
日本蛇族学術究

所 
  

長野県飯田市美術博物館顧問 飯田市   

日本洞窟学研究所理事 岩泉町   

専門員(为幹) 

 金井 英男 
日本理科教育学会関東支部評議員 

日本理科教育学 

会 

H15.4.1

～ 

専門員(为幹) 

 高橋 克之 

第 52回日本学生科学賞・県審査会

審査員 
読売新聞社 H20.10.9 

専門員(为幹) 

 大森 威宏 

前橋市自然環境保全推進委員 
前橋市生活環境 

部 

H17.4.1

～ 

群馬県 RDB改訂（植物部門）検討

委員長 

群馬県自然環境 

調査研究会 

H20.4.1

～ 

群馬県自然環境審議会委員 
群馬県環境森林 

部 

H21.3.25

～ 

すげの会幹事 すげの会 
H20.5.7

～ 

専門員(副为幹) 

 髙桒 祐司 

第 52回日本学生科学賞・県審査会

審査員 
読売新聞社 H20.10.9 

専門員(副为幹) 

 杉山直人 

第 52回日本学生科学賞・県審査会

審査員 
読売新聞社 H20.10.9 

为任(学芸員) 

 姉崎 智子 

群馬県ツキノワグマ保護管理検討

会委員 

群馬県環境森林 

部 

H17.4.1

～ 

群馬県ニホンカモシカ保護管理検

討会委員 

群馬県環境森林 

部 

H20.11.1

～ 

群馬県ニホンジカ保護管理検討会

オブザーバー 

群馬県環境森林 

部 

H20.9.1

～ 

群馬県 RDB改訂（動物部門）検討

委員 

群馬県自然環境 

調査研究会 

H20.4.1

～ 

为任(学芸員) 

 田中 源吾 
日本古生物学会会員係幹事 日本古生物学会 

H19.6.1

～ 
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２ 職員の研修会等講師としての派遣の状況 

研 修 会 等 名 称 主 催 者 期 日 派遣職員 

西部教育事務所初任者研修 群馬県教委・西部教育事務所 H21.2.11 学芸係員 

群馬県自然保護指導員講演会 群馬県自然環境課 4.16 大森威宏 

ぐんまキッズアドベンチャー 

「絆の深める７日間」 
群馬県立妙義尐年自然の家 7.28 大森威宏 

「化石」論文査読 日本古生物学会 H20.5 髙桒祐司 

貸出展示物（翼竜）組立指導 

（於 日本科学未来館） 
朝日新聞社 6.25 髙桒祐司 

貸出展示物（翼竜）組立指導 

(於 沖縄県立博物館・美術館) 
沖縄タイムス社・沖縄文化の杜 

7.10 

～7.12 
髙桒祐司 

「シンポジウム・りゅうき

ゅうときょうりゅう」 

司会・コーディネーター 

(於 沖縄県立博物館・美術館) 

沖縄タイムス社・沖縄文化の杜 7.26 髙桒祐司 

富岡市小学校理科为任会研

修会 
富岡市小学校理科为任会 10.8 髙桒祐司 

友の会フィールド活動（天

体観望会） 
群馬県立自然史博物館友の会 1.25 

髙桒祐司 

杉山直人 

出前なんでも講座「ぐんま

に海があった頃」 
大根栄第二老人クラブ 2.23 木村敏之 

「Mammal Study」論文査読 日本哺乳類学会 H20.11 木村敏之 

「日本セトロジー研究」論

文査読 
日本セトロジー研究会 H20.5 木村敏之 

「化石」論文査読 日本古生物学会 H21.3 木村敏之 

「Journal of Vertebrate 

Paleontology」 

論文査読 

Society of Vertebrate 

Paleontology 
H21.3 木村敏之 

平成２０年度県鳥獣保護員

研修 
県鳥獣保護員研修 4.18 姉崎智子 

「群馬県内の野生動物の現状」 

研究を語りあう動物園行脚 

为催：群馬サファリワールド

株式会社 

企画：遠藤秀紀 

8.7 姉崎智子 
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３ 職員の論文発表等 

(1) 論文等 

職 ・ 氏 名 論        題 発 表 誌 発表年 

館 長 

 長谷川 善和 

A new species of the fossil murine 

Godent from the Pinza-Abu cave、the 

Miyako Island of the Ryukyu 

Archipelago、Japan.(Kawamichi、

S.Kaneko、Y. and Hasegawa、Y.) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:15-28. 

2009 

Early Miocene platanistoid from 

the Mizunami Group、 Central Japan 

(Kimura、 T.、 Hasegawa、 Y. and 

Okumura、 Y.) 

Paleontological 

Research        

(in press) 

2009 

長野県長野市の鮮新-更新統猿丸層よ

りヒゲクジラ類化石の産出(木村敏之・

長谷川善和) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:53-58. 

2009 

栃木県葛生地域の石灰岩洞窟堆積物よ

り産出した Bison化石(長谷川善和・奥

村よほ子・立川裕康) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:47-52. 

2009 

为 幹 

 松本 功 

燻蒸残留薬剤の効果的除去について 

-燻蒸安全チェックリスト付-(野村正弘

・松本功・高橋克之・大森威宏) 

博物館学雑誌、34

：51-62. 

2008 

専門員(为幹) 

 金井  英男 

ロードキルによるタヌキの解剖所見

(坂庭浩之、姉崎智子、田中義朗、黒川

奈都子、金井英男) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:135-137. 

2009 

専門員(为幹) 

 高橋  克之 

燻蒸残留薬剤の効果的除去について 

-燻蒸安全チェックリスト付-(野村正弘

・松本功・高橋克之・大森威宏) 

博物館学雑誌、34

：51-62. 

2008 

群馬県北部のツマグロヒョウモンの分

布拡大について 

(高橋克之・四十万智博・青沼秀彦） 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:145-148. 

2009 

群馬県におけるアサマシジミの分布遷

移と保全 

(松村行栄・高橋克之） 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:149-152. 

2009 

専門員(为幹) 

 大森  威宏 

群馬県館林市のキタミソウ自生地 

(大森威宏・鈴木伸一・吉井広始・増田

和明） 

水草研究会誌、

(90): 18-19. 

2008 

燻蒸残留薬剤の効果的除去について 

-燻蒸安全チェックリスト付-(野村正弘

・松本功・高橋克之・大森威宏) 

博物館学雑誌、34

：51-62. 

2008 

専門員(学芸員) 

 髙桒 祐司 

群馬県の中新統から産出した化石蔓脚 

類(野村真一・髙桒祐司) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:59-68. 

2009 

Eolyttonia (Lyttonioidea、 

Brachiopoda) from Kiryu、 centtal 

Japan.(Tazawa、J. and Takakuwa、Y.) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:29-34. 

2009 
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为任(学芸員) 

 木村 敏之 

長野県長野市の鮮新-更新統猿丸層よ

りヒゲクジラ類化石の産出(木村敏之・

長谷川善和) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:53-58. 

2009 

Early Miocene platanistoid from 

the Mizunami Group、 Central Japan 

(Kimura、 T.、 Hasegawa、 Y. and 

Okumura、 Y.) 

Paleontological 

Research 

(in press) 

2009 

为任(学芸員) 

 姉崎 智子 

「群馬県における鳥獣害対策にむけた

基礎調査－イノシシとアライグマにつ

いて－」(姉崎智子、坂庭浩之) 

『家畜とあゆむ里

と山 報告書』

（独）農業・食品

産業技術総合研究

機構 畜産草地研

究所 御代田研究

拠点 pp78. 

2008 

 「上黒岩遺跡における生業活動」 『縄文時代のはじ

まり－愛媛県上黒

岩遺跡の研究成果

－』小林謙一・国

立歴史民俗博物館

編 pp124-133. 

2008 

「中区 No.2遺跡（元町貝塚）出土の

動物遺体」(姉崎智子、江田真毅、樽

創) 

中区Ｎｏ.２遺跡

（元町貝塚）本発

掘調査報告』財団

法人 横浜市ふる

さと歴史財団 

pp89-102. 

2008 

Morphological and genetic analysis 

of Vietnamese Sus scrofa bones for 
evidence of pig domestication. 

(Ishiguro、 N.、 Sasaki、 M.、 

Iwasa、 M.、 Shigehara、 N.、 

Hongo、 H.、 Anezaki、 T.、 Vu The 

Long、 Phan Xuan Hao、 Hguyen Xuan 

Trach、 Nguyen Huu Nam and Vu) 

Animal Science 

Journal、79: 

655-664. 

2008 

Phylogenetic relationships and 

biogeographic history of 

Paradolichopithecus sushkini 
Trofimov 1977、 a large-bodied 

cercopithecine monkey from the 

Pliocene of Eurasia.(Takai、 M.、 

Maschenko、 E.N.、 Nishimura、 

T.D.、 Anezaki、 T.、 Suzuki、 T.) 

Quaternary 

International、

179: 108-119. 

2008 

群馬県におけるイノシシの分布拡大と

繁殖状況（姉崎智子、坂庭浩之、小野

里 光、戸塚正幸、中嶋 薫、 竹内忠

義、富田公則、木滑大介） 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:119-128. 

2009 
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 錯誤捕獲されたツキノワグマ、カモシ

カの解剖所見について(坂庭浩之、姉崎

智子、田中義朗、黒川奈都子) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:129-133. 

2009 

ロードキルによるタヌキの解剖所見

(坂庭浩之、姉崎智子、田中義朗、黒川

奈都子、金井英男) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:135-137. 

2009 

群馬県におけるニホンザル分布の変遷と

概要(坂庭浩之、 姉崎智子、 上原貴夫) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:95-117. 

2009 

为任(学芸員) 

 田中 源吾 

 

Recent benthonic ostracod 

assemblages as indicators of the 

Tsushima Warm Current in the 

southwestern Sea of Japan. 

(Tanaka、 G.) 

Hydrobiologia、

598:271-284. 

2008 

An exceptionally well-preserved 

Eocene dolichopodid fly eye: 

function and evolutionary 

significance. (Tanaka、 G.、 

Parker、 A.、 Siveter、 D.、 

Maeda、 H.、 Furutani、 M.) 

Proceedings of 

the Royal 

Society of 

London B、

276:1015-1019. 

2009 

Re-examination of type specimens、

Miocene and Pliocene ostracods from 

the Sendai Area（by Ishizaki、

1966).(Tanaka、 G.) 

群馬県立自然史博

物館研究報告、 

13:35-46. 

2009 

 

(2) 学会等発表 

氏     名 発   表   題 学会名等 発表年 

館 長 

 長谷川 善和 

Swimming style of the 

engulfment feeding whales

（Kimura、 T. and 

Hasegawa、 Y.) 

Fifth Conference on 

Secondary Adaptation 

of Tetrapods to Life 

in Water (National 

Museum of Nature and 

Science、 Tokyo) 

2008.6.

9 -6.13 

秋吉台の鍾乳洞などから発見

された哺乳類化石から見た第四

紀の哺乳動物相（長谷川善和） 

日本哺乳類学会 2008年

度大会 公開シンポジウ

ム（於 山口大学） 

2008.9.

14 

琉球列島固有鳥アマミヤマシギ

の化石記録と更新世末-現世の時

空的体サイズ変化（松岡廣繁・

大山盛弘・長谷川善和） 

日本古生物学会第 158回

例会 

（於 沖縄県立博物館・

美術館、琉球大学） 

2009.1.

30-2.1 

沖縄県港川フィッシャーより

産出したイノシシ化石（姉崎

智子、長谷川善和、大山盛

弘、知念幸子、曽塚 孝） 

日本古生物学会第 158回

例会 

（於 沖縄県立博物館・

美術館、琉球大学） 

2009.1.

30-2.1 
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専門員(为幹) 

 大森  威宏 

尾瀬国立公園の指定植物の選

定（黒沢高秀、大森威宏、秋

山弘之、薄葉 満） 

日本植物分類学会研究大

会 (於 東北大学) 

2009.3.

13 

群馬県内の里山地域に生育す

る在来植物種・希尐植物種の

種子発芽の温度特性.（石川

真一、高橋美絵、増田和明、

大森威宏） 

第 56回日本生態学会研

究大会  

（於 岩手県立大学） 
2009.3.

19 

専門員(学芸員) 

 髙桒  祐司 

群馬県神流町の瀬林層から産

出した板鰓類化石群 (髙桒祐

司･佐藤和久･木村敏之･岡田 

大･藤井孝二･山澤 隆) 

日本古生物学会 2008年

年会 

（於 東北大学） 

2008.7.

4-7.6 

日本における深海性サメ類化

石研究の現状(髙桒祐司･鈴木

秀史) 

東京大学海洋研究所共同

利用研究集会「板鰓類の

魅力と多様性」 

2008. 

12.11   

 -12.12 

島根県松江市美保関町の中新

統古浦層より発見された陸生

脊椎動物群(予報）(平山 廉

・河野重範・薗田哲平・高橋

亮雄・仲谷英夫・高桑祐司) 

日本古生物学会 2008年

年会 

（於 東北大学） 
2008.7.

4 -7.6 

島根県松江市の中新統古浦層

より発見された陸生脊椎動物

(河野重範・平山 廉・薗田

哲平・高橋亮雄・仲谷英夫・

酒井哲弥・高井正成・荻野慎

太郎・甲能直樹・高桑祐司・

青木良輔) 

第 130回化石研究会例会  

（於 兵庫県立人と自然

の博物館） 
2008.11

.22 

为任(学芸員) 

 木村  敏之 

Swimming style of the 

engulfment feeding whales

（Kimura、 T. and 

Hasegawa、 Y.) 

Fifth Conference on 

Secondary Adaptation 

of Tetrapods to Life 

in Water (National 

Museum of Nature and 

Science、 Tokyo) 

2008.6.

9 -6.13 

群馬県神流町の瀬林層から産

出した板鰓類化石群 (髙桒祐

司･佐藤和久･木村敏之･岡田 

大･藤井孝二･山澤 隆) 

日本古生物学会 2008年

年会 

（於 東北大学） 

2008.7.

4 -7.6 

为任(学芸員)  

 姉崎 智子 

「群馬県におけるイノシシの

基礎調査」（姉崎智子、坂庭

浩之） 

日本哺乳類学会自由集会 

（於 山口大学） 
2008.9.

12-9.14 

「群馬のシシ土手」（姉崎智

子、小野里 光、戸塚正幸、

中嶋 薫、 竹内忠義、富田

公則、木滑大介 （チームし

しどって） 

シシ垣会議 in 滋賀 
2008.11

.2-11.3 
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为任(学芸員)  

 姉崎 智子 

沖縄県港川フィッシャーより

産出したイノシシ化石（姉崎

智子、長谷川善和、大山盛

弘、知念幸子、曽塚 孝） 

日本古生物学会第 158回

例会 

（於 沖縄県立博物館・

美術館、琉球大学） 

2009.1.

30-2.1 

「考古遺跡のイノシシ、サル

の形態変異 予察的な報告」

（姉崎智子、茂原信生、本郷

一美） 

京都大学霊長類研究所共

同利用研究会「個体レベ

ル比較生物学をめざし

て」（於 犬山国際観光

センター「フロイデ」） 

2009.3.

5-3.7 

「群馬県内におけるアライグ

マ、ハクビシンの生態と分布

について」（自然史博物館、

県自然環境課） 

群馬県野生動物調査・対

策報告会（於 群馬県立

自然史博物館） 

2009.3.

1 

「群馬県におけるイノシシの

生態と分布について」(同上) 
同上 

2009.3.

1 

「赤城山におけるニホンジカ

の生息状況について」(同上) 
同上 

2009.3.

1 

为任(学芸員) 

 田中 源吾 

日本産化石ハムシに保存され

た構造色.(田中源吾、 谷口秀

樹、 前田晴良、 野村真一) 

日本古生物学会 2008年

年会 

（於 東北大学） 

2008.7.

4-7.6 

カンブリア紀の”汚物だめ”

-Orsten型化石鉱脈の保存の

鍵-.(前田晴良、 田中源吾、 

下林典正、 大野照文) 

日本古生物学会 2008年

年会 

（於 東北大学） 

2008.7.

4-7.6 

沖縄県久米島に分布する上

部中新統・上部鮮新統島尻

層群より産出した介形虫化

石群（田中源吾・野村真一

・前田晴良） 

日本古生物学会第 158回

例会 

（於 沖縄県立博物館・

美術館、琉球大学） 

2009.1.

30-2.1 

白亜紀後期異常巻アンモノイ

ド Didymoceras awajienseと

Pravitoceras sigmoidaleの層

序学的・形態学的関係（御前

明洋･岡本 隆･野村真一･一田

昌宏･田中源吾･前田晴良） 

日本古生物学会第 158回

例会 

（於 沖縄県立博物館・

美術館、琉球大学） 

2009.1.

30-2.1 

化石クロフジツボ類の成長線

パターン（野村真一・高谷真

樹・田中源吾・宮地 鼓） 

日本古生物学会第 158回

例会（於 沖縄県立博物

館・美術館、琉球大学） 

2009.1.

30-2.1 
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(3) 著書・訳書 

職 ・ 氏名 書 誌 題 発 行 所 発表年 備考 

専門員(为幹)  

 大森 威宏 

群馬県外来生物調査報告書 
群馬県自然環境

課 
2008 分担執筆 

群馬県外来植物チェックリス

ト 2008 

群馬県立自然

史博物館 
2009   

ブックレット群馬大学 群馬

県に侵入した外来植物の脅威 

（石川真一・清水義彦・大森

威宏・増田和明・柴宮朊和） 

上毛新聞社 2008   

为任(学芸員)  

 姉崎 智子 

群馬県外来生物調査報告書 
群馬県自然環

境課 
2008 

分担執筆 

良好調査報告書・ウェットラ

ンド調査 

群馬県自然環

境課 
2009 

分担執筆 

館 長 

 長谷川 善和 

为任専門員（補

佐）里見 立夫 

専門員(学芸員)  

 髙桒  祐司 

为任(学芸員) 

 木村  敏之 

为任(学芸員) 

 姉崎 智子 

普及書籍「恐竜ハンター」日

本語版 AMNH: The Dinosaur 

Hunters 

Authors: Lowell Dingus and 

Mark Norell (AMNH)  

Publisher: Andre Deutsch 

Ltd. 

訳: 椿 正春  

ソフトバンク・

クリエイティブ

株式会社 

2008 監修 
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(4) その他（自然史に関する解説や意見をマスコミなどに発表） 

氏    名 論     題 発表誌／発行所 発表年 備考 

館 長 

長谷川 善和 

自然史を見せる-大型

動物化石の発掘から復

元まで- 

文部科学省 2008.4.11   

恐竜は本当に絶滅した

のか？ 
沖縄県立博物館 2008.8.2   

フタバスズキリュウ発

掘物語 

飯田市美術・博物

館 
2008.11.2   

恐竜の世界へ招待 横浜国立大学 2008.11.15   

ナウマンゾウの化石、

実は野牛 30年間間

違え展示 

共同通信 

西日本新聞 

大分合同新聞 

山陽新聞 

熊本日日新聞 

信濃毎日新聞 他 

2009.2.5   

専門員(学芸員)  

髙桒  祐司 

へその緒付き魚化石を

発見 
毎日新聞（朝刊） 2008.5.29 コメント 

为任(学芸員) 

姉崎 智子 

研究者０１３.「理工

系でいこう」 

群馬県 人権男女

共同参画課 

pp15. 

2008 記事 

为任(学芸員)  

田中 源吾 

ヘレフォードシャーの

未知なる化石群. 

ニュートン 

vol.28、 no.8 

2008.8 株式会

社ニュートンプ

レス 

 

2008.8.7 

  

 

４ 視察受入 

番

号 
受入日 団  体  名 人数 

1 4月 13日 千代田区教育委員会 13 

2 4月 18日 板橋区教育委員会 59 

3 4月 24日 東久留米市教育委員会 32 

4 4月 26日 練馬区教育委員会 42 

5 5月  9日 目黒区教育委員会 25 

6 5月 13日 中野区教育委員会 27 

7 5月 30日 文京区教育委員会 32 

8 7月 23日 板橋区教育委員会 29 

9 9月  2日 群馬県立歴史博物館 9 

10 2月 10日 西部教育事務所（小・中学校初任者研修） 68 

11 3月  1日 我孫子市鳥の博物館友の会 48 

12 3月 27日 千代田区教育委員会 13 

  合  計  人  数 397 
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５ 来館者アンケート集計結果 

実施日：7月 20 日、8月 13日、8月 29日、10月 12日、11月 22日、11月 23日 

 

来館者データ 

住   所  

 

 

 

 

 

 

誰と来た  

 

 

 

 

どんな目的で 

 群 馬 県   65.3 

 埼 玉 県   14.9 

 東 京 都    6.9 

 栃 木 県    3.0 

 新 潟 県    2.0 

 千 葉 県    2.0 

 山 梨 県    1.5 

 そ の 他    4.4 

 家族で    84.1 

 友達と     3.5 

 団体で     3.0 

 一人で     1.5 

 その他     7.9 

 

 常設展を   57.9 

 企画展を   36.1 

 その他      6.0 

  

 

博物館について 

何 で 知 っ た か  

 

 

 

来 館 数  

 

 

 

職員の対応  

 

 

 

館の施設 

 家族や友達       46.0 

 ポスターチラシ   12.4 

 その他の雑誌     10.9 

 インターネット   11.4 

 るるぶ群馬・まっぷる群馬 9.9 

 新聞              7.9 

 テレビ            1.5 

 ラジオ            0.0 

 初めて    35.1 

 ２～４回  41.6 

 ５回以上  23.3 

 良かった   80.2 

 ふつう     19.8 

 よくなかった 0.0 

 良かった   90.6 

 ふつう      8.9 

 よくなかった 0.5 

 

展示について 

当館の展示は 

 良かった     88.1 

 ふつう     11.9 

 よくなかった   0.0 

※ 回答数：202人  （数値は％） 
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６ 学校アンケート集計結果 

  アンケート提出校 267 校（県内 116校・県外 151校）       （数値は％） 

  学校の所在  

 

 

 

 

 

 

 

                 来館した学年 

 県内   43.4 

 県外   56.6 

    東京  35.2 

    埼玉  16.9 

    長野   3.7 

    千葉   0.7 

 

  小1     3.4     中1      3.4      養護        1.1 

  小2     6.7      中2      4.5      心身学級    0.7 

  小3    20.6      中3      3.0  

  小4    23.2      高1      1.5  

  小5    42.3      高2      0.7  

  小6    15.7      高3      1.1  

 

 

    見学時間（滞在時間）  

 

 

 

 

 

 

 

         見学の位置付け 

     ～1時間        17.6 

 １時間～１時間30分   21.0 

 １時間30分～２時間   20.2 

 ２時間～２時間30分   16.1 

 ２時間30分～３時間    9.4 

 ３時間～３時間30分    8.2 

 ３時間30分～          7.5 

  遠足       15.4      研修       0.0 

  旅行       14.2      校外学習   0.7 

  社会科見学 18.0      生活科     0.7 

  理科学習    6.4      部活動    0.7 

  総合学習    7.1      理数科行事 0.0 

  移動教室   30.0      その他   3.4 

  林間学校    1.5 

 

 

 

 

 

 

  下見の実施  

 

 

 

 

  下見をしなかった理由  

 

 

 

 

  事前指導の内容 

 実施した  65.5 

 実施しな  34.5 

   かった 

 

 利用経験がある      84.8 

 時間がとれなかった  18.5 

 必要性を感じなかった 1.5 

 

 博物館概要     54.7 

 为な展示物     37.5 

 見学の仕方     72.3 

 学習課題の設定 37.5 

 諸注意         64.4 

 実施しない      4.9 

 

 

 

 

 

  博物館紹介ビデオ  

  利用した       28.5 

 利用しなかった   71.5 

 

 チャレンジノート  

 

 

 

 

チャレンジノートの入手方法  

 

 

 

 

    見学の仕方 

 利用した  25.1 

 ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ 25.5 

 利用しない 49.4 

 

  学校保管      67.2 

  下見時受領     13.2 

  購入            9.8 

 貸出用等     0.0 

 全員で         4.5 

 グループ別で  86.1 

 個人で         9.4 
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８ 職員名簿 

 

職  名 氏  名 当館における履歴 

館   長 （ 嘱 託 ） 長谷川 善和 
7.4～ 建設準備室参与 

8.4～ 館長 

副  館  長 佐 藤  幹 夫 16.4～現職 

次  長（教育普及係長） 吉 岡  紀 康 20.4～21.4 

総 務 係 

係 長 青 木  道 則 20.4～21.4 

为 幹 清 水  伸 彦 14.4～現職 

为 幹 齋 藤  則 子 18.4～現職 

教育普及係 

为 幹 松 本   功 
19.4～現職 

15.4～19.3 学芸グループ 

为 幹 上 原  久 志 15.4～現職 

为 幹 高 橋  秀 武 20.4～現職 

为 幹 武 井  郁 也 18.4～現職 

学 芸 係 

为任専門員（係長） 里 見  立 夫 19.4～現職 

専 門 員 金 井  英 男 17.4～現職 

専 門 員 高 橋  克 之 12.4～現職 

専 門 員 大 森  威 宏 10.4～現職 

専門員（学芸員） 髙 桒  祐 司 
8.4～現職 

5.4～8.3建設準備室 

専 門 員 杉 山  直 人 20.4～現職 

为任（学芸員） 木 村  敏 之 14.4～現職 

为任（学芸員） 姉 崎  智 子 17.4～現職 

为任（学芸員） 田 中  源 吾 20.12～現職 

 

嘱託 

展示解説員 
高橋 弘美 外所 宏美 菅野 文華 羽田 恭子 

佐々木尚子 菊地 如子 佐藤 陽子 高橋 智子 

資料整理員 齋藤佳代子 

 

 


