
野外民族博物館リトルワールド

リトルワールド 学芸通信①（2018 年度） 

現在開催中の特別展「モンゴル遊牧民の世界 －草原を旅する民」の関連イベントとして、
3月 25 日（日）にワークショップ「ミニゲルをたててみよう」を開催しました☆

特別展にて公開中の遊牧民のテント「ゲル」は実際に人が住むサイズです。 

その約半分サイズのミニゲルは、今回の展示に合わせて中国内モンゴル自治区の 

ゲル工場に特注したもの。そのため、つくりや素材は本物のゲルとまったく同じで、 

たてかたも一緒です。さて、どんな風にたてていくのでしょうか?! 

▲ゲルの部品についての説明をききます ▲ジャバラ式の壁を広げてつなぐ ▲屋根棒を天窓にさしていきます 

▲屋根棒をさし終わったら骨組み完成  ▲さいごにカバーをかぶせます     ▲完成しました!!! 

完成したミニゲルの前で、モンゴル民族衣装を着て記念撮影タイム。モンゴルの衣装試着

体験ができるのはこのワークショップだけ。ほかにも、ヒツジのくるぶしの骨「シャガイ」

で遊ぶ体験も楽しんでもらいました♪

▲お父さんといっしょにパチリ♪    ▲気分は遊牧民♪          ▲シャガイであそんでみました 

ワークショップ「ミニゲルをたててみよう」は、第 2 回 5/13（日）、第 3 回 6/17（日）

にも開催します♪ぜひご参加下さい！（事前予約制です。詳細はホームページをご覧ください） 

特別展関連企画 

ヒツジの毛でかわいいマスコットをつくりませんか？ 

小さなお子様も楽しめますよ☆

開催日：4/22（日） 時間：①10：30～11：30、②14：00～15：00（約 60 分） 場所：多目的ホール 

参加費：￥500（別途入館料が必要です） 定員：各 10 名（小学生未満は保護者同伴） 
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リトルワールド 学芸通信②（2018 年度） 
 

  

  
  

現在開催中の特別展「モンゴル遊牧民の世界 －草原を旅する民」の関連イベントとして、 
4 月 22 日（日）に「ヒツジの毛でマスコットを作ろう！」を開催しました♪ 
モンゴルだけでなく、世界の多くの遊牧民に飼われてきたヒツジ。ヒツジの家畜化は、およそ 1 万年前ま

でさかのぼることができます。そして、「ヒツジは捨てるところがない」といわれるほど、人間はヒツジの

毛や肉、骨をくらしに役立ててきました。今回は、ヒツジの毛（羊毛）の手触りを楽しみながらかわいい

マスコットを作りました！ 

   
▲説明をききながら作っていきます   ▲モールで骨組みをつくります   ▲骨組みに羊毛を巻きつけていきます 

   
▲仲良し姉妹でハイチーズ☆    ▲かわいいマスコットが完成♪     ▲お家でも作ってね！ 

 

 
  

特別展「モンゴル遊牧民の世界－草原を旅する民」の関連ワークショップ 
「ミニゲルをたててみよう」の参加者を募集中です☆ぜひご応募下さい♪  

遊牧民のテント「ゲル」はどんな風にたてるのかな？半分サイズのミニゲルで体験しよう！ 
第 2 回は 5/13（日）、第 3 回は 6/17（日）（事前予約制です。詳細はホームページをご覧ください） 

◆時間：①10：30～11：30 ②14：00～15：00（約 60 分）◆場所：本館 2 階多目的ルーム 

◆参加費：￥500（別途入館料が必要） ◆定員：各回 10 名（小学生～、低学年は保護者同伴） 

◆申込方法：(TEL)0568-62-5611「特別展ワークショップ係」※定員に達し次第締め切ります 

   
▲第 1 回ワークショップ（3/25）の様子です。他にもモンゴル民族衣装の試着や遊びの体験もできますよ☆ 
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その①：第1 回リトルワールドカレッジを開催しました 
第1回は当館学芸員ソロンガによる特別展「モンゴル遊牧民の世界―草原を旅する民」の展示解説をおこない
ました。午前の部は、教室での座学講義として展示趣旨や、資料収集のエピソード、展示の狙いや目的につい
て現地の写真をスライド等を用いてご紹介しました。午後の部では、受講生の皆さんに会場を見学いただきな
がら、さまざまな見所について解説を行いました。 

   
▲民族衣装スタイルで講義      ▲草原の暮らしについて解説    ▲熱心に聞き入る受講生のみなさん 

 

その②：「山形県 月山山麓の家」屋根の修復工事を開始しました 
経年による劣化等により痩せてしまった屋根の葺き替え工事 
を開始しております。工事予定期間は4月～6月末の予定です。 
工事期間中は一部立ち入りを制限させていただきますが 
ご了承下さい。 
大きな屋根を持つ立派な建物であるからこそ、葺き替え作業も 
なかなかの手間と時間を必要とします。葺き替え作業は、 
専門の職人さんに実施していただいています。 
屋根の葺き替え終了後にはぜひご見学下さいね！ 
 

おしらせ：「ペルー 大農園領主の家」他、一部にツバメ除けを設置中です 
日本では益鳥として親しまれているツバメ。自然に囲まれたリトルワールドにも、毎年多くのツバメたちがや
ってきます。ツバメが巣を作りやすいのは、天敵に狙われる恐れが少なく適度に人通りがあるところで、建物
の軒下などが多いです。どうやらリトルワールドにはツバメに好かれる建物が多いようで…。 
   

☆リトルワールドでツバメに人気の建物 TOP３☆ 

   
▲領主の屋敷も倉庫棟も人気です   ▲イスラーム学院棟の学生房が特に人気  ▲フランス、イタリア、ドイツの順 

白壁と適度な風通しがポイントか？   展示の人形も恐れずに巣を作ります…  人気のスポットはツバメにも人気?! 
  

益鳥とはいいながらも、ツバメが巣を作ってしまうと、巣材や糞によって大切な建物や展示資料が汚れたり 
痛んだりしてしまいます。そのため、巣作りシーズンは一部でカーテンやのれん、テグス等を設置しています。 
展示見学の際にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解くださいませ。 
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リトルワールド 学芸通信③（2018 年度） 
 

  

  
  

現在開催中の特別展「モンゴル遊牧民の世界 －草原を旅する民」のフィナーレとして、
６月 30日（土）、7月 1日（日）の二日間にわたりモンゴル民族の祭典「ナーダム」を 
リトルワールドで初めて開催します♪ぜひぜひお越し下さい！ 
 

  「ナーダム」とは…？ 
モンゴルの草原がもっとも賑わう夏にモンゴル各地で開かれる祭りを「ナーダム」と呼び

ます。主に「男の三競技」といわれる競馬、相撲、弓射などの競技が行われます。モンゴ

ル国では、7 月 11 日の革命記念日に首都ウランバートルで国家祭典として行われるナー

ダムが有名ですが、町や郡、県などの単位でも開催されています。ナーダムは「モンゴル

の伝統祭ナーダム」として 2010 年にユネスコの無形文化遺産に登録されています。 

   
▲内ﾓﾝｺﾞﾙ様式の相撲（ブフ）  ▲子ども騎手が主役の競馬（モリ オラルダハ） ▲弓射（ソル ハルワハ） 

 

 
 
●日時：６月 30日（土）、7月 1日（日）11：00～16：00 

在日モンゴル人力士達によるモンゴル相撲大会、
馬頭琴演奏などのミニコンサート、モンゴルグル
メなど盛りだくさん♪観戦して、鑑賞して、味わ
って、体験して、一緒に大いに楽しみましょう☆ 

●場所：タイ前 芝生広場（雨天時は野外ホール） 
●スケジュール： 
10：45～11：00  開会式（※6/30 のみ） 
11：00～12：00  第 1 部 
  11：00～11：40 モンゴル相撲 第 1回戦 
  11：40～12：00 ミニコンサート（馬頭琴・ホーミー等） 
13：00～14：00  第 2 部 
  13：00～13：40 モンゴル相撲 第 2回戦 
  13：40～14：00 ミニコンサート（馬頭琴・ホーミー等） 
15：00～16：00  第 3 部 
  15：00～15：30 モンゴル相撲 準決勝・決勝戦 
  15：30～15：45 表彰式 
  15：45～16：00 相撲・舞踊体験（演者や力士達との交流タイム） 

▲迫力満点のモンゴル相撲！ 

▲ﾓﾝｺﾞﾙｸﾞﾙﾒも！ 

16：15～16：30  閉会式（※7/1 のみ） ▲馬頭琴演奏♪

★7 月 1 日には、表彰式のプレゼンターとして 

大相撲力士の蒼
そう

国来
こくらい

関（内モンゴル出身、荒汐部屋）が登場予定♪♪ 
（※6/30 は登場されません） 

 
※天候等により内容が変更となる可能性があります。最新情報はホームページ（トピックス）にてご確認下さい。 

協力：モンゴル・ブフ・クラブ、モンゴルレストラン「シンキロー」
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本格的な梅雨シーズンを前に、屋根の修復作業が着々と進行中です 

その①：「台湾 農家」屋根の修復工事が無事に終了しました！ 
瓦を漆喰（しっくい）で固めた屋根が特徴的な「台湾 農家」。経年による劣化のため一部の漆喰が剥離（はく
り）し、壁面は雨垂れによる損傷や汚れが目立つようになっていました。 
そのため、5 月上旬から屋根と壁の修復工事を行っておりましたが、先日（5/28）を持って無事に完了しまし
た。白い漆喰が青空に映えて美しい屋根にうまれかわっていますよ！  

▲ビフォー（5 月上旬撮影）       ▲修復工事の様子         ▲アフター（5/29 撮影） 

その②：「山形県 月山山麓の家」屋根の修復工事、順調に進行中！ 
4月より開始した屋根の葺き替え工事は、現在順調に進行して 
います。工事終了は7月末の予定です。 
工事期間中は一部立ち入りを制限させていただきますが 
家屋内部はご見学いただけます。 
大きな屋根を持つ立派な建物であるからこそ、葺き替え作業も 
なかなかの手間と時間を必要とします。葺き替え作業は、 
専門の職人さんに実施していただいています。 
屋根の葺き替え終了後にはぜひご見学下さいね！ 
 

その③：「沖縄県 石垣島の家」屋根の修復工事がはじまりました 
5月末より、台湾 農家につづいて石垣島の家の屋根修復工事が始まりました。こちらも台風に備えた屋根のつ
くり（漆喰で塗り固めた瓦）が特徴的な家屋です。 
沖縄や台湾と異なり年間の寒暖差が大きい犬山の気候のため、 
漆喰が割れやすくもろくなってしまい一部の剥離がみられます。 
そこで、漆喰を綺麗に塗り固め直す作業を行っています。 
完了は6月末を予定しています。 
足場設置のため一部立入りを禁止いたします。ご了承下さい。 
（衣装体験や売店は変わらず営業しております。） 
  
 

お知らせ：「ポリネシア サモアの家」屋根を一部構造展示にしました 
2019 年度以降に修復予定の「ポリネシア サモアの家」、集会所の建物の一部の構造材及び屋根材を撤去して
おります。ふつうは屋根材に覆われて見えない建物の構造がわかりやすい状態となっています。 
釘を一切使わず、ヤシ縄を使って結束する工法で建てられている家屋の特徴を 
観察することが出来ます。本格的な修復工事がはじまるまで、構造展示にてご見学下さい。 
（立ち入りを禁止しております。案内板等の掲示にしたがってご見学下さい。） 
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リトルワールド 学芸通信④（2018 年度） 
 

  

  
  

春特別展「モンゴル遊牧民の世界 －草原を旅する民」のフィナーレとして、６月 30日（土）、
7 月 1 日（日）の二日間にわたりモンゴル民族の祭典「ナーダム」をリトルワールドで初
めて開催しました♪今回はその模様をお届けしましょう。 

 

 
 
●日時：６月 30日（土）、7月 1日（日）11：00～16：00 
厳しい日差しと蒸し暑さの中、予定通りタイ広場を会場としてナーダムを開催しました。途中にわか雨

があったものの、多くのお客様にお集まりいただけました！ 

在日モンゴル人力士ら 16 名によるトーナメント戦が行われました！今回は内モンゴル様式の相撲大会

ということで、革のチョッキや白いズボン、『ジャンガー』と呼ばれる強者を示す首飾りを身に付けた強

豪力士たちが熱戦を繰り広げました！「モンゴル・ブフ・クラブ」のバー・ボルドー先生によるわかり

やすい解説で、モンゴル相撲の特徴に注目しながら観戦していただきました♪ 

1 日目、2 日目と優勝杯を手にしたのは、チンゲルさん！流石の相撲巧者でした。参加力士の皆さん本

当にお疲れ様でした！ 

 
 
 
 
 
 
 
 

▲土俵は無く、足の裏以外が地面についたら負け ▲入場時に力士が舞う獅子の踊り  優勝杯は特別ｹﾞｽﾄ蒼国来関から授与された▲ 
   

 
 

 
 相撲大会の後は、モンゴル人アーティ

スト 4 名によるミニコンサートをお楽

しみいただきました。物語「スーホの

白い馬」でおなじみの馬頭琴演奏と民

謡、ホーミーを披露してもらいました。

リトルワールドに草原の風が吹くよう

な、素晴らしい調べでした♪ 

「ナーダム」とは…？ 
モンゴルの草原がもっとも賑わう夏にモンゴル各地で開かれる祭りを「ナーダム」と呼びます。 

主に「男の三競技」といわれる競馬、相撲、弓射などの競技が行われます。 

モンゴル国では、7 月 11 日の革命記念日に首都ウランバートルで国家祭典として行われる 

ナーダムが有名ですが、町や郡、県などの単位でも開催されています。 

ナーダムは「モンゴルの伝統祭ナーダム」として 2010 年にユネスコの無形文化遺産に 

登録されています。 
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その①：「沖縄県 石垣島の家」屋根の修復工事が無事に完了しました 
5月末より行ってきた石垣島の家の屋根修復工事が完了しました。 
台風に備えて瓦を漆喰で塗り固めている所が特徴的な家屋ですが、 
沖縄や台湾と異なり年間の寒暖差が大きい犬山の気候のため、 
漆喰が割れやすくもろくなってしまい一部が剥離していました。 
そこで、瓦をしっかりと固定できるよう漆喰を綺麗に塗り固め直す 
作業を行いました。 
 
  

その②：「山形県 月山山麓の家」屋根の修復工事、順調に進行中！ 
4月より開始した屋根の葺き替え工事は、現在順調に進行して 
います。工事終了は7月中旬の予定です。 
工事期間中は一部立ち入りを制限させていただきますが 
家屋内部はご見学いただけます。 
大きな屋根を持つ立派な建物であるからこそ、葺き替え作業も 
なかなかの手間と時間を必要とします。葺き替え作業は、 
専門の職人さんに実施していただいています。 
屋根の葺き替え終了後にはぜひご見学下さいね！ 
 
 
 

 

 
2018年夏のワークショップは、昨年好評をいただいた「火おこし体験」と、開館35周年を記念して
「収蔵庫見学会」を行います！どちらも事前予約制（先着順）ですので、ぜひお早めにご予約下さい。 
  

「火おこし体験」①7/28(土)、②8/11(土)、③8/18(土)（所要時間約 60～90 分） 
時間 ：10：30～12：00（所要時間 60～90 分） 

料金 ：\500（1 名） ※材料費込、リトルワールド入館料が別途必要です。 

                 パスポート会員は\400 です。 

対象 ：小学生以上 （※小学 1～3 年生の方は保護者の同伴が必要です） 

定員 ：各回 16 名 （先着順） 

会場 ：デーキャンプ場 

まいぎり式の火おこし器をつかって火を作り、 
ペルーの土器でポップコーンを調理します。うまくおこせるかな？ ※写真は昨年の様子です。
  

「収蔵庫見学会」①7/29(日)、②8/12(日)、③8/19(日)（所要時間約 60 分） 
時間：14：00～15：00（60 分） 

料金：500 円 ※リトルワールド入館料が別途必要です。パスポート会員は\400 です。 

対象：小学生以上 （※小学 1～3 年生の方は保護者の同伴が必要です） 

定員：20 名 （先着順） 

集合場所：本館プラザ、噴水前 

開館 35周年を記念して、通常は非公開の収蔵庫を特別公開します。 
めったに見られない博物館の裏側を覗いてみませんか。 
  

宛先はこちら ⇒ TEL:0568-62-5611「サマーワークショップ」係 
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リトルワールド 学芸通信⑤（2018 年度） 
 

   

夏休みの特別企画☆サマーワークショップの第 1 回が 7 月 28 日、29 日に行われました。
28 日は「火おこし体験」、29 日は「開館 35 周年記念収蔵庫見学会」です。その模様を    
こちらでレポートします♪ 

 

 
場所：デーキャンプ場 時間：10：30～12：00 

台風が近づく中で天候が危ぶまれましたが、雨に降られること無く無事に開催することが出来ました！ 
例年の大人気コンテンツ「火おこし」は、まいぎり式の火おこし器をつかって火をおこし、その火で   
ポップコーンを作って試食するという内容を楽しんでもらいました♪ 
今回参加された皆さんも、暑い中でしたががんばって火をつけることができていました！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
▲まずは係員の説明をよくきいて、火おこしのコツをおぼえます      ▲親御さんのサポートをもらいながら、一生懸命トライ！ 
 
 
                場所：収蔵庫 時間：14：00～15：00 
ふだんは学芸員以外は入ることがない、博物館の資料を保管する「収蔵庫」。このたび開館 35 周年記念
として特別見学会を開催しました。まずは博物館の資料保存についての説明を聞いてもらい、3 チーム
に分かれて学芸員によるポイント解説を聞きながら収蔵庫を巡ってもらいました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▲収蔵庫での見学のポイントや資料分類についての説明をききます ▲学芸員の見所ポイントでは、実際に資料に触れてもらいました 
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その①：「韓国 地主の家」オンドル床の油紙貼り替えをしました 
「韓国 地主の家」のオンドル部屋の床面には油紙が貼ってあります。これは、オンドルを稼動させる際に、
床下のトンネル部分に充満する煙が部屋に上がってくるのを防ぎ熱だけを伝えるためのものです。経年劣化に
より油分が飛びパリパリに乾燥してしまっていたため、壁紙の交換と合わせて7月のメンテナンス休館日中に、
新しいものに貼り替えました。美しくなった床、壁面をぜひご見学下さいね！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜油紙（韓紙）貼りの手順＞ 

①床一面を綺麗に掃除し床を平らにならす。 

②下張りの紙（白紙）を糊で貼る（2 層）。 

③韓紙（別名油紙）に霧吹きで湿らせビニールで

包んで 30 分ほどおき柔らかくする。 

④韓紙の裏面（紙表面が粗い方）に糊をつけ韓紙

と韓紙が 5 センチ程度重なるようにして貼る。 

⑤韓紙の重なる部分は分厚くなるので三角にカッ

トし木工糊をつけて足で踏みながら貼る。 

⑥重なる部分を白紙で養生して 3 日間乾かす。 ▲オンドル床の断面図 
⑦白紙を剥がして完成。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ビフォー（主人の部屋の床面）。一部が剥がれてしまっている。 ▲アフター（主人の部屋）。床面と壁面が綺麗になりました 

 
  

その②：「山形県 月山山麓の家」屋根の修復が完了しました 
4月より開始した屋根の葺き替え工事が7月中旬をもって無事に終了しました。 
古くなってやせた部分も、新しいカヤが葺かれたことで、大雪に耐えうる雪国の特徴を備えた屋根の面影を 
取り戻すことが出来ました♪ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ビフォー（工事中）                ▲アフター（工事完了後） 
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リトルワールド 学芸通信⑥（2018 年度） 

   

7 月末～8月に、毎年恒例の夏休み特別企画「サマーワークショップ」を行いました！ 
メニューは2種類「火おこし体験」、「開館35周年記念収蔵庫見学会」を各3回ずつ開催し、
参加者の皆さんはそれぞれ楽しみながら夏の思い出をつくっていました♪ 

 

 
場所：デーキャンプ場 時間：10：30～12：00 

例年の大人気コンテンツ「火おこし」は、まいぎり式の火おこし器をつかって火をおこし、その火で   
ポップコーンを作って試食するという内容を楽しんでもらいました♪ 

     

▲火おこし器を回転させるためのリズムを掴みます      ▲出来た火種を麻ワタと新聞紙で包み息を吹きかけます 

      

    ▲ペルーの土器でポップコーンをつくっているところ     ▲お父さん、お母さんとのチームワークで成功しました！ 

 
 
                場所：収蔵庫 時間：14：00～15：00 
ふだんは学芸員以外は入ることがない、博物館の資料を保管する「収蔵庫」。このたび開館 35 周年記念
として特別見学会を開催しました。博物館の資料保存についての説明を聞いてもらい、3 チームに分か
れて学芸員によるポイント解説を聞きながら収蔵庫を巡ってもらいました。 

       
▲収蔵庫見学のポイントや資料分類について説明       ▲学芸員の見所ポイントでは、実際に資料に触れてもらいました 



 
野外民族博物館リトルワールド 

 
 
 

本館展示室・第2 室「漁労」コーナーの一部資料を整頓しました 
7月末～8月頭にかけて行った博物館一般実習（学芸員資格取得を目指す学生のための実習）の一環で、 
本館展示室の第2室にある「採集・狩猟・漁労」コーナーの一部を徹底清掃・整頓作業を実施しました。 
「漁労」に関する数多くの民族資料を、より見やすくわかりやすく見学してもらうために、一部の資料を撤収
したり、並び替えしたり、キャプションの位置や向きを変更したりといった展示改変を行いました。 
学生たちは、これまで学んできた博物館学の内容を活かしながら実際の作業に真摯に取り組んでくれました。 
本館展示室の第2室をご見学の際には、ぜひ実習生たちの成果にも注目してみて下さい！ 

  
▲漁網の目につまったホコリを丁寧に取り除きます      ▲筌（うけ）や伏せカゴも丁寧にホコリを落としていきます 

  
▲アフター。漁労につかわれる道具を見やすく再配置      ▲展示台も清掃しすっきりとなりました 
 

 

 

日本では月の模様を「ウサギが餅をついている」と例えることがよくあります。 

月表面の模様は、国や地域によってさまざまに例えられてきました。 

 世界の人々の目には一体何に見えたのでしょうか？その一部をご紹介します♪ 

【ウサギ説】日本、韓国、中国（薬草を挽いている）、メキシコ 

   【人間説】インドネシア（編み物をする女性）、北欧（本を読むおばあさん）、 

        カナダ先住民（バケツを運ぶ少女）、ドイツ（薪を担ぐ男性） 

   【その他動物など】アラビア地域（ライオン）、南欧（カニ）、インド（ワニ） 

           何に見立てるかは、それぞれの暮らしや生息する動植物、歴史や神話と関係しています。 

月には 
何が住んでいる?! 

みなさんも今度の満月の夜に、もう一度月の模様を観察してみて下さいね♪ 
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リトルワールド 学芸通信⑦（2018 年度） 
 
 
 

 
 

本館展示室・第2 室「着るための工夫」展示の一部を更新しました（9/3） 
「着るための工夫」は本館第2室「技術の部屋」のジオラマコーナーを通り過ぎてすぐの場所にあります。 
この一番最初に目にするコーナーの旧展示資料の一部が劣化していたため、撤収するとともに展示の内容を更
新しました。あたらしい展示では「見やすさ・わかりやすさ」の向上を図るために、資料群の入れ替えをする
とともに「着るための工夫」のイントロダクションを兼ねた解説パネルを設置しました。 
本館展示室の第2室をご見学の際にはぜひご注目ください（ご感想やコメントもお待ちしております）。 

  
▲旧展示の様子①。資料を低い位置に置いていました。    ▲旧展示の様子②：特に獣毛は劣化が進んでいました。 

  
▲リニューアル後。資料にカバーをしました。        ▲斜めの解説パネル、展示台を設置し見やすくしました。 
 

  展示資料紹介 

シナノキはニレ科の樹木です。樹皮の繊維は糸に加工して織り布地を作

ります。アイヌ民族の伝統衣装アットゥシにも用いられます。展示資料

は内皮を乾燥させたものです。樹皮は何層
なんそう

も重なるため、糸にする際に

は、うすく剥
は

がしたものを細く裂
さ

いて繊維にして撚
よ

っていきます。 

樹皮を衣類に用いる例はさまざまな所で見られます。「着るための工

夫」では、樹皮（内皮）を叩いて薄
うす

くなめして布に加工した資料も展示

しています。どの地域・国のモノなのか、確かめてみてくださいね。 

 

 （北海道） 

 

 

 

 

 ▲剥がした樹皮を洗う 
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0 月末のお祭り「ハロウィーン」は、最近は日本でも仮装をしてパーティーを楽しむ人々が増えてき

ハロウィンと死者の日

1
ました。しかし、そもそもハロウィーンって一体何の行事なのか、皆さんはご存知でしょうか？ 
ハロウィーンについて知ることで、お祭りをもっと楽しめるかもしれませんよ♪ 
  

ケルト人の 大晦日
お お み そ か

、サムハインが原型 
ハ

の

キリスト教と出会い、ハロウィーンに 

アメリカにわたったハロウィーン 
1 民た

神

死者の日 

ミュージックライブ公演やグルメ販売などを予定しています。ぜひ一緒に楽しみましょう♪ 

ロウィーンの原型はかつてヨーロッパに広く居住した古代ケルト人の行事にあるとされています。ケルト人
し

暦は夏と冬の二つから成り立ち、夏が終わる 10 月末は一年の 締めくくり、すなわち大晦日でした。10 月は、
幽霊や精霊、超自然的な存在の力が最も力強くなる時期とされ、とくに大晦日（10 月 31 日）は、人々が住む村
に異界から幽霊や精霊がやってくると考えられていました。そのため人々は夜通し聖なる火を 焚

た

き悪霊が近づ
かないようにしました。同時に、先祖の霊にその年の収穫を 捧

ささ

げて感謝をし 豊穣
ほうじょう

を願いました。この行事は、
夏の終わり（Samhain サムハイン）と呼ばれていました。 
 

や
は

がてケルト人の住む地域にはキリスト教が広まり、サムハイン祭はキリスト教のなかに組み込まれ、あるい
いきょう

キリスト教が信者をとりこむために、もともとあった 異教の行事に新しい意味づけを与えて変化させていき
ました。ローマ・カトリック教暦では、11 月 1 日は死者の日、諸聖人を記念する 万

ばん

聖
せい

節
せつ

（All Saints ‘ Day）と
なりました（7 世紀頃）。saint はアングロ・サクソン語では hallow となり、その前日 eve がなまって、10 月
31 日はハロウィーン(All Hallows Eve ⇒ Halloween)と呼ばれるようになりました。キリスト教暦において、11
月 1 日の万聖節、2 日の 万

ばん

霊
れい

節
せつ

が正式な祭日であり、10 月 31 日のハロウィーンは正式な行事として定められ
ていません。しかし、ヨーロッパ、とくにケルトの 影響

えいきょう

が強く残ったアイルランドやスコットランドでは、ハ
ロウィーンはケルトの伝統を残しつつ続けられていました。 
 

9 世紀に入ると、ハロウィーンの 習慣
しゅうかん

は移 ちによってアメリカへ伝えられ、ハロウィーンの本来の精
的・宗教的意味よりも、皆で楽しむ行事としての面が強くなりました。たとえば、子どもたちが魔女やお化け

の格好をしてお菓子をねだって 訪
たず

ね歩く「トリック･オア･トリート」や、かぼちゃをくり抜いて作る「ジャッ
ク・オ・ランタン」は、もともとあった習慣をより楽しく 発展

はってん

させています。現在の日本で親しまれているハ
ロウィーンも、アメリカ由来のもの。そして、もともとハロウィーン行事があったヨーロッパにも 逆輸入

ぎゃくゆにゅう

され
て親しまれています。 
もっと知りたい 「トリック・オア・トリート」の原型 ⇒『ソウリング Souling、ソウルケーキ Soul Cakes』 
人へのヒント♪ 「ジャック・オ・ランタン」のジャックは誰？ ⇒『カブのランタン』『ウィル・オー・ザ・ウィスプ』 
  
 

カト
こ

リック教暦では、11 月 1 日は万聖節（諸聖人を記念する日）、2 日は万霊節（死者の日）とされました。
たましい

の日は、人々は死者のため、天国に行かずに留まっている 魂 のために祈りました。カトリック教徒が多く
住むメキシコでは、これを起源とする祝祭「死者の日（Día de Muertos）」が盛大に行われます。日本のお盆の
ように故人の魂が帰ってくるとされ（11/1 は子ども、11/2 は大人の魂とされます）、色彩豊かに 祭壇

さいだん

を飾り 供
そな

え物をし、街は死者のシンボルであるガイコツ人形や花、カラフルな旗で 賑
にぎ

やかになります。ヨーロッパに起
源を持つお祭りは、新しい文化や地域でオリジナルの要素を加えてバラエティ豊かに変化をしているようです。 

リトルワールドでも、メキシコの「死者の日」をお祝いします♪ 
『デイオブザデッド』11/3（土･祝）、11/4（日） ペルー 大農園領主の家にて 
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リトルワールド 学芸通信⑧（2018 年度） 
 
 
 

 
 

博物館実習生と資料・展示メンテナンスを行いました 
リトルワールドでは、毎年夏に行う博物館実習のほか、近隣の大学ごとの実習受入もおこなっています。 
博物館実習は、未来の学芸員を目指す学生さんたちが資格取得に向けて勉強してきた博物館学の知識をもとに 
実際の博物館業務に臨む、集大成の授業となります。 
実際にどんな作業をするのかは、博物館や美術館によってそれぞれ異なります。古文書などの歴史資料を扱う
館もあるでしょうし、来館者向けのワークショップを実践する館もあるでしょう。リトルワールドでは、 
限られた時間の中ではありますが、できるだけ多くの業務について学んでもらいたいと考え、普段学芸員が 
行っているさまざまな業務を実践してもらっています。 
果たしてどんなことを行っているのか、その一部をご紹介しましょう。 
  
①燻 蒸

くんじょう

後資料のメンテナンスと収蔵業務（10/18） 
◆燻蒸作業とは 

今年の春特別展「モンゴル遊牧民の世界」で展示したモンゴル民族資料の数々は、展示終了後にすみやかに 

撤収し状態チェックを行ったところ、約 4 ヶ月間展示し続けたことによる弊害
へいがい

がいくつかの資料に現れていました。

とくにゲル（テント）の覆
おお

い（フェルト製のカバー）には深刻な虫食い被害が発生していました。 

内モンゴルから収集した質の高いフェルトであるため、展示中からこまめに防虫剤を仕込むなどの対策をしていた

ものの、モンゴルと日本の気候・環境差もあり、被害を食い止めることが出来ませんでした。 

当館では一旦展示した資料や、あらたに収集した資料はすべて「燻 蒸
くんじょう

」という殺虫処理を施してから収蔵してい

ます。虫被害のあったゲル覆いもまた、入念に殺虫処理を行いました。 

◆燻蒸後も手を抜かない 
燻蒸後の資料は、一旦作業場にて状態を確認し、再度防虫・防カビ対策を行ってから収蔵庫へ運び入れます。 

この作業をおろそかにすると、せっかくの殺虫処理が無駄になってしまいます。これ以上の劣化を防ぎ長く保存

し続けるために念入りに作業を行う必要があるのです。モンゴル民族資料のメンテナンスは、博物館実習生と共に

行いました。最初はとまどう姿も見られましたが、次第に真剣に集中して資料メンテナンスを行ってくれました。

ゲル覆いのような大型資料は、多くの人の手で一度でメンテナンスを完了する必要があるため、学生さん達の存在

が大いに助けとなりました。確認とメンテナンスを終えた資料は無事に収蔵庫へ収納することができました。 

 

   
▲燻蒸室からゲル覆いを運び込み、数人で一旦広げます。   ▲ゲルの屋根部分の覆いには、とくに虫被害が集中していました。 
 まずは目を皿のようにして検査をします。1人よりも    虫や卵の死骸、巣の跡、汚れなどを丁寧に取り除いていきます。 
 複数人の目で確認したほうが見落としが少なくなります。  繊維の間にある物は針、表面は手箒などを使い分け処理します。 

ボクはカツオブシムシ。 
羊毛などの獣毛が大好物！ 
他にもイガという蛾の幼虫が 
衣服を食べるよ。
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②野外展示家屋の清掃と点検業務 
◆使わない家はすぐに汚れてしまう 

現在リトルワールドの野外展示家屋は 32 棟。野外家屋には毎日何人もの見学者が訪れるほか、時には予期せぬ

来訪者（虫・小動物・鳥など）があらわれることも…！人が住まう家であれば人の手が加わることで状態が保たれるの

ですが、展示物としての家（そして家具調度類）は劣化の進行も早く、山に囲まれた立地もあり砂土・落ち葉・生

物の巣や死骸なども入り込んでしまいます。これは、野外展示物をもつ博物館の宿命といえるでしょう。本来は毎

日しっかりと清掃したいところではありますが、家屋によっては何部屋もあり展示資料点数も多いなど、常に細部

までは点検できない現状です。そこで、博物館実習生に加わってもらい展示家屋の清掃点検をおこなっています。 

◆トリンギットの家・ナバホの家・ペルー大農園領主の家（10/19）タイ ランナータイの家（10/26） 
 基本的にはみなさんが普段家の掃除をするときと手順は同じですが、「徹底清掃」を合言葉に、天井裏から床下ま

で、手が届く限り（時に脚立なども使いつつ）しっかりと清掃していきます。掃除道具は、柄の長い箒や手箒、雑

巾、ハタキなど日常的なものや、繊細な資料に対しては毛の柔らかい刷毛なども使います。パッと見るとそこまで

汚れていないようでも、実は結構ホコリや汚れがたまっています。さらに、虫の死骸や巣跡などの“大自然からの

贈り物”（と、あえてポジティブに言い表しています）が頻出するのも、常にドアが開け放たれている展示家屋ならでは。

いずれの汚れも見逃さず、勇敢にかつ丁寧に取り除いていきます。 

 清掃を終えたら、次は資料の点検です。リトルワールドの野外家屋に置かれた家具調度品、小物や雑貨類はすべ

て現地から収集した本物であり、博物館資料として登録されています。全ての資料を、記録簿と照合しながら状態

を確認します。この点検を経て、学芸員による展示資料の修復や展示改変等につなげていくのです。 

   
▲細かな道具もひとつずつ汚れをふき取ります。木製の物は   ▲高床下にあるボートも、中板を外して泥砂埃を取り除きます。 
油分を含んだ化学雑巾が役立ちます（タイの家）。        もちろん、このボートも資料ですよ（タイの家）。 
 
 
  

「世界の道具をさわってみよう～何につかう道具かな？」 
今年は小学生を対象としたワークショップを開催します！ 
一見何に使うか分からない珍しい民族資料を、触ったり使ったりしながら 
じ～っくりと観察して「どうやって使うのか」を自由に考えてもらいます。 
普段は触ることが出来ない貴重な資料に触れるチャンス！ 
ぜひぜひご参加下さい♪ 
 
【開催日】①12/15（土）②12/22（土）③12/23（日）④12/24（月）⑤12/29（土）⑥12/30（日） 
【時間】10：30～12：00（約90分、途中休憩有）【場所】多目的ホール【参加費】300円 ※別途入館料が必要 

【対象】小学生 ※小学校低学年（１～２年生）は、保護者とのペア参加です。【人数】各回20名  
★事前予約制です。お電話にてお申込下さい。 

【受付期間】11/16（金）～開催日前日まで 【宛先】TEL：0568-62-5611「ワークショップ受付」係 

※写真はイメージです



 
野外民族博物館リトルワールド 

リトルワールド 学芸通信⑨（2018 年度） 
インドネシアバリ島貴族の家の飾り布を更新しました！ 

 11 月 18 日に、「インドネシア バリ島貴族の家」の飾り布を張り替えました。年に一度の更新になり

ますが、今年も例年通りバリ島の工房にオーダーをかけ、職人さんに作っていただきました。今年のカラ

ーは紫と赤、緑の組み合わせに一新！なかなか華やかな色合いです。 
バリの家の特徴と飾り布 

バリ島では敷地全体を塀などで囲ってしっかり閉鎖しますが、各部屋を開放空間にします。展示家屋の

寝室 3 棟のうち 2 棟は壁が 2 枚しかありません。現地ではこのスタイルが一般的です。壁で囲まれてい

る部屋は夫婦や未婚の娘の寝所に使われるほか、家宝や貴重品の保管場所にもなります。 

また、建物の軒下、柱、寝台、そして壁を専用のカラフルな布で飾るのがもう一つの特徴です。 

 

 
 
 
 

 

 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 色の旗 

 
祭祀場 

 
壁で囲まれている部屋 

寝室 儀礼道具や供物をおく台 

 
穀倉

台所 

 
割れ門の石像 

腰巻のチェック柄には「魔除け」

の意味があり、屋敷に魔物が入

らないように守ってくれます。 

 
寝台 

少し高みに設けられた縁台風

なベッドです。 

集会所(家族団らんの場) 



 
野外民族博物館リトルワールド 

ドイツの展示家屋にクリスマスツリーを展示しました！ 
今年のクリスマスも、例年通り「ドイツ バイエルン州の村」の「ガストホフバイエルン」2 階と、 
「メルヘンバルト」2 階にそれぞれ 1 本ずつ、クリスマスツリーを飾りました。 
今年の飾り付けを担当してくれたのは、愛知県立大学の博物館実習生のみなさんです。若い女性ならでは
の感性で、可愛らしく美しく飾り付けてくれました☆☆☆ 
ドイツ製のツリーに、オーナメントも勿論ドイツ製。クリスマスツリーの本場・ドイツの雰囲気を味わい
に、ぜひお立ち寄り下さいね。 

   
▲４～５人ずつで 1 本を担当   ▲メルヘンバルトのツリー    ▲ガストホフバイエルンのツリー 

 

☆予告☆  
「ペルー 大農園領主の家」のクリスマス飾り『ナシミエント』 
12 月上旬に展示予定です♪ 

こちらも、博物館実習生と共に展示作業を行う予定です。お楽しみに！ 

 
 
 
  

「世界の道具をさわってみよう～何につかう道具かな？」 
今年は小学生を対象としたワークショップを開催します！ 
一見何に使うか分からない珍しい民族資料を、触ったり使ったりしながら 

じ～っくりと観察して「どうやって使うのか」を自由に考えてもらいます。 

普段は触ることが出来ない貴重な資料に触れるチャンス！ 

ぜひぜひご参加下さい♪ 
  
 

【開催日】①12/15（土）②12/22（土）③12/23（日）④12/24（月）⑤12/29（土）⑥12/30（日） 

【時間】10：30～12：00（約90分、途中休憩有）【場所】多目的ホール【参加費】300円 ※別途入館料が必要 

【対象】小学生 ※小学校低学年（１～２年生）は、保護者とのペア参加です。【人数】各回20名  

★事前予約制です。お電話にてお申込下さい。 

【受付期間】各開催日前日まで 【宛先】TEL：0568-62-5611「ワークショップ受付」係 

※写真はイメージです

ゲオルグ教会

にも、小さな 

リースを飾り

つけてます♪ 



 
野外民族博物館リトルワールド 

リトルワールド 学芸通信⑩（2018 年度） 
 
 

新年を迎え 2019 年となりました！！今年もよろしくお願い致します。 

今回は、日本と世界の「年
ねん

賀状
がじょう

」事情
じじょう

についてちょっとだけご紹介します。 

☆24 億 21 万 2,000 
これはいったい、なにを表している数字でしょうか？ 

・・・じつは、2019 年の年賀はがき 発行
はっこう

枚数
まいすう

！ 

 このすべてが 配達
はいたつ

されたわけではありませんが、 

20 億枚以上のはがきが年末から年始にかけて 

日本中を飛び回っていた！ということになります。 

このように、新年にはがきをたくさん贈り合う文化は、世界でもあまり見られません。 

☆世界の「年賀状」的なもの  
手紙を書いて新年を祝うという「年賀状」に似た習慣をもつ文化は他にもあります。 

●中国・韓国 

 新年をお祝いするために「謹賀
き ん が

新年
しんねん

」「福」などと書かれたカードを送ります。 

カードを 封筒
ふうとう

に入れて送るところが日本とはちょっと違いますね。 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 ●アメリカ・イギリスなど 
 クリスマスの 時期

じ き

になると 親
した

しい人たちにカードを送ります。 

「Merry Christmas & Happy New Year」と書き、 

クリスマスを祝うと 同時
ど う じ

に新年もお 祝
いわ

いしてしまうところが 

日本と違って面白いですね。 

 

 

 

 

今回は、小学生対象の「かんがえる+さわる」を通して 

『学び』に焦点を当てたワークショップを開催しました。 

民族資料を触ったり使ったりしながら「どうやって使うのか」 

を自由に考え、参加者の「観察力」「発想力」「表現力」を 

如何なく発揮してもらいました。（12/22、23、30開催）  ▲観察したことをふせんにメモする ▲道具を使って確かめてみる 

 
  

 中国 新年贺卡  韓国  근하신년 

2004 年には 44 億 5 千枚

発行されていたから、 

これでも減ってしまったん

だブ～。 

中国や韓国のトモダ

チによると、日本ほ

ど年賀状は盛
さか

んでは

ないんだって～ 

クリスマスカードと

いうやつじゃ。 

ふぉふぉふぉ。 

  



 
野外民族博物館リトルワールド 

毎年恒例♪ナシミエント展示ができるまで 
 リトルワールドの年末年始は、このシーズン限定のクリスマス展示＆お正月展示が登場します。 

学芸通信⑨でお伝えした「ドイツのクリスマスツリー展示」のほか、「ペルー 大農園領主の家」では 

クリスマス飾り「ナシミエント」展示を行っています。例年通り今回も博物館実習生の手による展示を 

行いました。その様子をリポートいたしましょう♪ 

ナシミエントとは… 
ナシミエント（nacimiento）とは、スペイン語で 「誕生」 を意味します。 

ペルーなどカトリック教徒が多い南米の国々では、クリスマスが近づくと、 

クリスマスツリーのほかにナシミエントを家や教会などで飾る習慣があります。 

1 月中旬頃まで飾られ、カトリックの祝祭期間を彩ります。 
  

今回の展示作業は、１２月８日に中部大学の博物館実習生12名と共に行いました。元気

ハツラツで一生懸命な学生さんたちの手によって、素敵な飾り付けを行うことが出来ました♪ 

   

③②① 

①展示台を搬入して組み立てます。結構な力作業なため、男子学生が積極的にがんばってくれました。 

②人形を置く前に、背後のカーテンに星飾りをバランスよく付けていきます。 

③展示台の上に、大地を表現する緑の紙、川を表す水色紙を貼り付けます。この紙もペルーから収集したものです。 

   

④ 

 

④上段中央に馬小屋、東方３博士と幼子イエス、マリア人形を置き、他の人形をバランスよく置いていきます。 

 牧夫や主婦、ウシ、ラクダ、ヒツジ、ニワトリなどの家畜など、さまざまなポーズの人形があるため、人形の   

向きを考えながらストーリーを持たせて配置します。 

⑤ミニチュアの木や岩、ワラや草を置いて、全体のバランスを見ながら微調整
び ち ょ う せ い

します。 

⑥最後に周囲を簡単に清掃して、ローピングを設置して完了です！ 
  

見た目も美しく華やかに、ペルーのクリスマスの 雰囲気
ふ ん い き

が伝わるように、 

そして何より楽しみながら展示してくれたぞぃ！ 

学生さんたちのセンスが発揮された素敵な展示になったんじゃ☆☆☆ 

⑥⑤

 



 
野外民族博物館リトルワールド 

リトルワールド 学芸通信⑪（2018 年度） 
 

 
「春節（旧正月）飾り」 （展示家屋「台湾 農家」） 

台湾では 春
しゅん

節
せ つ

（旧正月）を盛大にお祝いします。2019 年の旧正月は 2 月 5 日。この日に 
先立って、「聯（レン）」と呼ばれる赤い紙を新しく張り替えます。また、家屋中央にある
『正庁』には、春節に合わせたお供え物も展示しています。リトルワールドの冬ならでは
の装いが、みなさんをお待ちしております。期間限定の展示をお楽しみ下さいね♪♪ 

 

 春節とは中国のお正月で伝統ある祝い事であり、中国だけではなく、全世界の中華系の人々

にとって最も大切な祝日です。春節は 4000 年以上もの歴史があると言われています。旧暦の

年末に先祖や神々への 祭祀
さ い し

が行われ、合わせて新年の 五穀豊穣
ごこくほうじょう

を祈念することが一般的に行

われてきました。 

 

★★ 新しい年の幸せを願って ★★ 
 

 大晦日
お お み そ か

には家族みんながそろって夕食を食べ、団欒
だんらん

しま

す。そして 吉祥
きっしょう

とおめでたい気分を表す絵や 春聯
しゅんれん

(対聯
ついれん

ともいい、おめでたいことばを赤い紙に書き、門や入り口に貼っ

て新年を祝い、邪気を払う)で部屋を飾ったりして新しい年を

迎えます。 

 

大晦日の夕食には餃子や魚など、盛りだくさんの食べ物が

食卓に並びます。餃子は北部地域の人々の大晦日に不可欠な

料理で、日本の「年越しそば」に当たるものです。そして、

もう一つ大事な料理が魚です。魚は中国語で「余（日本語で

余るという意味）」と同じ読み方で、「年年
ネンネン

有魚
ユーユー

」すなわち「年年
ネンネン

有余
ユーユー

」で、毎年良い収穫に恵

まれるという意味が込められた料理です。また、新年を迎えたら、爆竹を鳴らし、龍と獅子の

舞いを 披露
ひ ろ う

するなどの習慣もあります。 

 

中国も日本と同じく十二支があります。

十二支には、ねずみ、牛、虎、うさぎ、龍、

蛇、馬、羊、猿、鶏、犬、猪の 12 種類の

動物がいます。2019 年は猪年です。日本

では「猪」の字は「イノシシ」を意味しま

すが、中国では「ブタ」を意味します。 

◀ 春節の様子を描いた中国の伝統工芸「切り絵」 
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 リトルワールド 学芸通信⑫（2018 年度） 

ミニコラム：日本の仏教との違いは？  
日本の仏教は大乗

だいじょう

仏教と呼ばれ、タイの仏教は上座部
じ ょ う ざ ぶ

仏教と呼ばれています。大乗仏教はインド、中国、

日本などに広まり、全員で救済を目指します。一方で、上座部仏教はスリランカ、ラオス、タイなどに

広まり、厳しい修行によって、個人の救済を目指します。 

 
 

 男性の皆さんサワディーカップ！ 女性の皆さんサワディーカー！ 

3/9 タイエリアのリニューアルオープンに際して、皆さんにもっとタイについて詳しくなってもらいタイ！ 

ということで、今回はタイの 僧侶
そうりょ

の生活について紹介します。 

 

 

タイは 90%以上が仏教徒で、現在 400 以上の寺院があります。タイには 金箔
きんぱく

を使うなどの派手な寺院が

多く、僧侶や周囲の地域住民によって管理されています。寺院では多くの出家者が修行に励んでいます。 

タイでは徳を積むことをタンブンと呼びます。タンブンには親が息子を出家させる、困っている人を助け

る、寺院に 寄付
き ふ

をする、僧侶に 托鉢
たくはつ

をするなどの様々な方法があります。なかでも出家をすることが一番の

タンブンになるといわれています。そのため出家をする人に対して 有給休暇
ゆうきゅうきゅうか

を与える 制度
せ い ど

や、罪を犯した

場合でも出家をすれば許されることもあります。 

 

 

 

 

 

◆厳しい戒律
か い り つ

 

タイの僧侶は生き物を殺さない、盗みをしない、 

女性に触れても、触れられてもいけない、 

嘘をつかない、酒を飲まないなどの戒律を厳格
げんかく

に守っています。 

◆修行の基本は 瞑想
め い そ う

 

修行の基本として瞑想は、座る瞑想の他に歩き瞑想、寝
ね

瞑想など様々な方法があります。 

瞑想によって、煩悩
ぼんのう

を払い、自分を見直します。 

 

  

  

 

 
▲座り瞑想をする僧侶 ▲寝瞑想をしている仏像 ▲歩き瞑想をする僧侶  

◆現代病に悩む 僧侶
そうりょ

たち 

現在では、僧侶の 肥満
ひ ま ん

や生活習慣病などの健康問題が話題になっています。 

その理由として、国が豊かになる過程で人々の食生活が変わり、 

托鉢で高カロリーな物が提供されるようになったということがあります。 

そのため最近では、国や僧侶側が砂糖、脂肪、油をあまり使用していない食品など 

▲托鉢を受け取る僧侶 僧侶の健康を気遣った托鉢を呼びかけています。 

 

 

 

 


