
別紙２ 平成１８年度 市町等との連携・移動展示・出前授業等の実施状況 
                                   三重県立博物館 

１ 市町及び他館・機関との協働・連携 
(1) 展覧会関係 

協働・連携先 テーマ 開催場所 期 間 備  考 
県環境森林部
自然環境室 

共同展 
「守ろう！！レッドデー
タブックの生きものたち」 

県立博物館 4/28～9/3 森林環境部と合同調
査した県内稀少動植
物調査の成果の展示 

三重県総合文
化センター 

Ｍ祭！２００６ 展示 
「動物の教科書」 

県総合文化
センター 

7/25～8/6 県総文センターのＭ
祭との共催事業 
(来場者数：3,463 人) 

出前ミュージアム 
「岩石をつくる鉱物」 

前年度～ 
  4/18 日本カモシカ

センター 出前ミュージアム 
「干潟や砂浜の生きもの
たち」 

日本カモシ
カセンター 4/18～ 

11/30 

日本カモシカセンタ
ーとの共催事業 
(同ｾﾝﾀｰ 11/30 で閉園) 

○ 県立博物館移動展示は、すべて開催地の市町等と共催（後述） 
○ 県内市町及び市町立博物館など主催の展覧会への収蔵資料の貸出協力 

（資料貸出先：桑名市博物館・海の博物館・四日市市立博物館・志摩ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ・鳥羽市恐
竜研究振興会・亀山市歴史博物館・輪中の郷(桑名市)・熊野古道ｾﾝﾀｰ・津
市波瀬公民館・志摩市教育委員会） 

(2) 博物館フィールドワーク事業関係 

協働・連携先 テーマ 開催場所 実施日 人数 備  考 
田中川生き物
調査隊 

調べよう！干潟の生き
もの 

津市河芸町 
(田中川河口) 5/14 18 人 調査隊メンバー

を講師に招聘 
7/29 51 人 
7/30 47 人 桑名市教育委

員会 

めざせ！昆虫博士・化
石博士 －博物館「夏
休み自然教室」－ 

桑名市多度町地
内 

8/5 47 人 

桑名市教委との
共催事業 

名張市教育委
員会 

夏休み最後の大冒険 
－化石を探そう－ 伊賀市平田地内 8/26 46 人 名張市教委との

共催事業 
亀山市歴史博
物館 

文化財探訪 
－野登山をめぐる－ 亀山市 野登寺 10/15 25 人 亀山市歴博との

共催事業 
亀山市教育委
員会 

文化財探訪 
－関宿を歩く－ 

亀山市  関宿の
町並み 11/19 7 人 

(雨天) 
亀山市教委との
共催事業 

 ※ 上表以外の博物館教室・フィールドワークについても開催地市町の協力を頂いている。 

(3) その他 
・三重県博物館協会との連携事業「指導者研修 博物館におけるボランティア活動研修会」 
  （連携先） 三重県博物館協会   （期日） 1/27  （参加者）９館 12 人 
・三重県文化振興事業団リーディング連携事業「はくぶつかんイルミネーション」 

   (連携先)  三重県文化振興事業団    (期間) 11/25～12/28 
 

２ 県立博物館移動展示 

移動展示テーマ 開催場所 期 間 来場者数 備 考 

「桑名いま・むかし」 桑名市 
くわなメディアライヴ 

 7/27～ 8/6   4,278 桑名市教委と
の共催事業 

「海のいきもの」 
志摩市 
志摩市文化会館  8/11～ 8/20   2,048 

志摩市教委と
の共催事業 

「ミエゾウと古琵琶湖
層群」 

名張市 
名張市武道交流館いきいき

 8/22～ 8/31   3,259 名張市教委と
の共催事業 

「亀山の自然」 
亀山市 
亀山歴史博物館  9/9 ～12/10   3,578 

亀山歴博との
共催事業 

「絵図にみる巡礼道中
の人々」 

尾鷲市 
三重県熊野古道センター 

 2/10～ 3/18  13,363 熊野古道ｾﾝﾀｰ
との共催事業 

                     来場者数 合計  26,526  



３ 学校との連携 
(1) 学校での展示 

展示テーマ 開催場所 開催日 備 考 
「地震・津波・防災」 伊勢市立大湊小学校   11/3 学校・地区文化祭での展示 
「トバリュウとミエゾウ」 伊勢市立宮川中学校   11/5 文化祭での展示 

(2) 学校・教育関係者への出前授業・講座 

学校など 実施日 内  容 参加者 
中勢地区保育所４歳児担
当研修会 5/30 自然学習の指導者講習会講師 53 

津市立立成小学校 9/22 ５年 国語科「大造じいさんとガン」講師 75 
津市立育成小学校 10/2 ３年 理科・昆虫観察の講師 75 
津市立片田小学校 
（県農水商工部 連携） 10/3 総合学習で片田地区のため池生態調査 25 

津市教育研究会理科部 10/11 トンボの指導者講習会 15 
津市立小戸木保育園 12/5 講演会講師・実技指導 32 
津市立育成小学校 1/18 ３年 理科・昆虫観察の講師 75 
三重生物教育会 1/29 三重生物教育会 3学期研修会 30 
津市立波瀬小学校 2/22 ４年 社会科・三重県の伝統工芸品の講師 14 

 （参考：学校・教育関係者以外） 
実施機関 実施日 内  容 参加者 

上小戸木いきいきサロン 6/30 みえ出前トーク「貨幣の歴史と埋納銭」 47 
津市芸濃中央公民館 7/7 みえ出前トーク「三重にゾウがいたころ」 120 
津聖心カトリック教会 7/14 昆虫観察の講師 30 
みえこどもの城  11/18 「化石採集＆標本作りツアー」講師 60 
亀山市歴史博物館 11/18 亀山歴史博物館講座の講師 39 
三重大学 12/3 科学の祭典参加（昆虫切り絵体験コーナー） 約 300 
三重県生涯学習センター 1/20 市町連携講座（明和町会場）の講師 25 
斎宮歴史博物館友の会 3/4 くれたけきこう友の会講座の講師 35 
名張歴史読書会 3/9 みえ出前トーク「三重にゾウがいたころ」 27 

(3) 学校などの来館対応 

学 校 実施日 内  容 参加者 

津市立南立誠小学校 12/15 ３年 社会科・むかしの道具体験の講師 58 

津市立西が丘小学校 1/16 ３年 社会科・むかしの道具体験の講師 128 

皇學館中学校 1/24 自然講座総合学習（地学・昆虫観察）の講師 42 

○ 遠足・社会見学での児童生徒の来館には、ほぼ全て職員による展示解説を実施している。 
○ 希望により昆虫切り絵・化石レプリカつくり体験、及び、昆虫・化石の講義を行っている。 

(4) 職場体験生徒の受け入れ 
学 校 名 学年・人数 実施期間 内   容 

津市立南郊中学校 ２年生・4人 5/24～26 
津市立橋北中学校 ２年生・4人 9/6～8 
津市立豊里中学校 ２年生・5人 9/12～14 
津市立久居中学校 ２年生・4人 10/4～5 
津市立久居東中学校 ２年生・4人 11/9 
津市立西郊中学校 ２年生・2人 11/14～16 

・人文、自然分野の資料の整理 
・普及事業の準備などの学芸員の

仕事 
・館内の清掃など 

(5) 博物館実習学生の受け入れ 

学 校 名 実施期間 人数 内   容 

三重大学・皇學館大学・愛媛
大学・信州大学ほか 

A ｺｰｽ：7/25～8/6 
B ｺｰｽ：8/1 ～8/6 14 博物館学芸員資格の取得希望者

への専門知識・技術の講義・実習 

三重大学人文学部 5/29・6/2･9･16 20 大学での博物館実習課程の一環
として博物館での実技演習 

 


