
 

 

 

 

 

報道関係各位 

 

南方熊楠生誕 150周年記念企画展「南方熊楠－100年早かった智の人－」 

開催ならびにプレス内覧会実施のお知らせ 

 

 

 

 

  

国立科学博物館は、12月 19日(火)から平成 30年 3月 4日(日)の期間で、南方熊楠生誕 150周

年記念企画展「南方熊楠－100年早かった智の人－」を開催いたします。 

南方熊楠は、森羅万象を探求した「研究者」とされてきましたが、近年の研究では、むしろ広

く情報を収集し、蓄積して提供しようとした「情報提供者」として評価されるようになってきま

した。その手法は現代のインターネットなどでなされている情報の取り扱いにも通じるところが

あります。2017 年は生誕 150 周年に当たります。これを機会に南方熊楠の生涯とその業績を振り

返り、現在の視点でその位置づけを考えます。 

なお、熊楠も収集した「地衣類」については、関連する企画展「地衣類－藻類と共生した菌類

たち－」（会期：平成 29 年 12 月 19 日～平成 30 年 3 月 4 日）を同時開催します。 

つきましては展示のオープンに先立ち、12月 18日（月）10時 30分～11時 30分の間、プレス

内覧会を実施します。取材・記事の掲載など本企画展の広報に関して特段のご支援・ご協力を賜

りたくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

【会  場】国立科学博物館（東京都台東区上野公園 7-20）日本館 1階企画展示室 

【開催期間】平成 29年 12月 19日（火）～平成 30年 3月 4日（日） 

【開館時間】午前 9時～午後 5時（金・土曜日は午後 8時まで） 

【入 館 料】常設展示入館料のみでご覧いただけます。 

      （一般・大学生：620円 高校生以下および 65歳以上無料） 

【休 館 日】毎週月曜日、12月 28日（木）～平成 30年 1月 1日（月）、1月 9日（火） 

      ただし、1月 8日（月）、2月 12日（月）は開館 

【主  催】独立行政法人国立科学博物館、田辺市、南方熊楠翁生誕 150周年記念事業実行委員会 

【後  援】和歌山県、朝日新聞社 

【特別協力】南方熊楠顕彰会、公益財団法人南方熊楠記念館、京都工芸繊維大学 

【展示概要】別添の「展示概要」参照 

【問合せ先】国立科学博物館 事業推進部 企画展示課 担当：鈴木崇宣 

            〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20 

             TEL：03-5814-9887、FAX：03-5814-9898、E-mail:kikakuten@kahaku.go.jp 

 

平 成 2 9 年 1 2 月 1 日 

独立行政法人国立科学博物館 

プレスリリース 

国立科学博物館（館長：林良博）では、12月 19日（火）から、南方熊楠生誕 150周年記念企画展 

「南方熊楠－100年早かった智の人－」を開催いたします。 

本企画展のオープンに先立ち 12 月 18 日（月）に、別添のとおりプレス内覧会を実施いたしますの

で、併せてご案内申し上げます。 

mailto:kikakuten@kahaku.go.jp


報道関係各位 

    平成 29年 12月 1日 

独立行政法人 国立科学博物館 

 

                                                   

南方熊楠生誕 150周年記念企画展「南方熊楠－100年早かった智の人－」 

プレス内覧会のお知らせ 

平成 29 年 12月 18日（月）10 時 30分～／国立科学博物館 

 

国立科学博物館では、南方熊楠生誕 150周年記念企画展「南方熊楠－100年早かった智の人－」

の開催に先立ち、下記のとおりプレス内覧会を実施いたします。 

当日は、当館担当研究者等による展示解説を行いますので、ぜひご参加いただき、記事として

取り上げていただければ幸甚です。 

記 

 

【日   時】 平成 29年 12月 18日（月）10時 30分～11時 30分（受付開始 10時～） 

【会   場】 国立科学博物館 （東京都台東区上野公園 7-20） 

【受 付 場 所】 国立科学博物館 事務棟入口 ※通用門からお入りください。 

<交通のご案内> ＪＲ上野駅公園口から徒歩 5分 
東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅から徒歩 10分 
京成電鉄上野駅から徒歩 10分  
※駐車場の用意はございません。 
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当日のスケジュール 

10時～        受付開始（受付場所：事務棟入口 ※通用門からお入りください） 

 10時 30分～11時 30分 展覧会内覧（会場：日本館 1階企画展示室） 

・ 当館担当研究者等による展示解説を行い、皆様からのご質問にお

答えします。 

 

国立科学博物館植物研究部菌類・藻類研究グループ長 細矢 剛 

              京都工芸繊維大学環境科学センター 准教授 岩崎 仁 

南方熊楠顕彰会 学術部長 田村 義也 

四国大学 非常勤講師 平川 恵実子 

国立科学博物館 名誉研究員 萩原 博光 

関西大学人間健康学部 准教授 安田 忠典  

 

・ 展示室内の撮影が可能です。 

 

 

 

展示監修者等のプロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都工芸繊維大学環境科学センター 准教授 

岩崎 仁（いわさき まさし） 

 専門は画像情報学、環境材料学。菌類図譜などの画像保存をき

っかけに南方熊楠研究に入り込む。現在は南方熊楠データベース

をテーマに研究を進めており、2017年度より南方熊楠顕彰会の受

託研究「南方熊楠研究用データベースの公開とその利用による研

究」を開始した。書籍に松居竜五と共編で『南方熊楠の森』（方丈

堂出版）。日本写真学会理事、南方熊楠顕彰会理事。 

 

 

 

 

国立科学博物館植物研究部菌類・藻類研究グループ長 

細矢 剛（ほそや つよし） 

 専門は菌類学。ビョウタケ類とよばれる、変形菌なみに小型の

きのこの分類や進化・生態などを、培養や分子データなどを駆使

して研究している。また、日本中の博物館からのデータ提供を受

けて、いろいろな生物の多様性データを世界に発信する活動を

展開。当館の常設展「コウジカビ」「日本のきのこ」などを監修。

特別展「菌類のふしぎ」「ワイン展」監修。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

南方熊楠顕彰会 学術部長 田村 義也（たむら よしや） 

 専攻は比較文学比較文化（特に近代日本美術史・文化史）。 

2000年にイギリス留学から帰国後、南方熊楠旧邸（和歌山県田辺

市）での熊楠蔵書・資料調査に参加し、『南方熊楠邸蔵書目録』

『同 資料目録』を編纂。編訳著書に全訳『南方熊楠英文論考』

『南方熊楠とアジア』『南方熊楠大事典』等。南方熊楠研究会運営

委員。 

国立科学博物館 名誉研究員  

萩原 博光（はぎわら ひろみつ） 

 国立科学博物館在職中の専門は微生物分類学で、細胞性粘菌の

分類を形態ばかりでなく、垂直分布や種間相互作用なども考慮し

て行った。並行して南方熊楠の隠花植物標本と菌類図譜を整理

し、データベース化した。退職後は、南方の生涯を時代背景の中

に位置付け、彼の学問観である「博物之学」と「事の学」を探っ

ている。 

 

 

 

四国大学 非常勤講師 平川 恵実子（ひらかわ えみこ） 

 専門は日本中世文学。四国の寺院を中心に蔵書調査も行って

いる。「熊楠関西」会員として熊楠の日記の翻刻作業をするほか、

南方熊楠が著作に説話をどのように取り込んだのかに興味を持

って研究している。著書に『南方熊楠とアジア』（勉誠出版、共

著）。 

関西大学人間健康学部 准教授  

安田 忠典（やすだ ただのり） 

 専門は体育学（体験学習）、身体文化論。1990年代前半、大学

院生の頃から南方熊楠邸資料調査に参加。南方学の影響を強く受

け、近代の学問や教育の在り方を「身体」という視角から問おう

としている。南方熊楠顕彰会常任理事。 





広報用として写真をご用意しております。
国立科学博物館ホームページの各種手続き・報道関係資料→写真・施設の貸出からお申し込みできます。

(http://www.kahaku.go.jp/procedure/rent/index.html）

【記事利用の際のお願い】
＊写真使用は本展の紹介のみとさせていただきます。本展終了後の使用はできません。

＊写真掲載時には、資料のクレジットを必ずご記載ください。
＊展覧会の開催情報紹介欄に、会期、入館料、開館時間などの基本情報をご掲載いただく場合は確認のため、
校正の段階でお送りください。（記事内容をチェックするものではありません。）

＊ご掲載いただいた場合は、掲載誌等をお送りくださいますようお願い申し上げます。

〈広報に関するお問い合わせ先〉国立科学博物館 事業推進部 広報・運営戦略課 園山千絵
電話 03-5814-9855 FAX 03-5814-9899
E-mail:shuzai@kahaku.go.jp

〒110-8718  東京都台東区上野公園7－20

３．熊楠採集品

所蔵：国立科学博物館

４．菌類図譜

所蔵：国立科学博物館

６．十二支虎腹稿

所蔵：南方熊楠顕彰館

５．南方二書
所蔵：南方熊楠顕彰館

２．南方熊楠像

所蔵：南方熊楠顕彰館

１．チラシ



 

南方熊楠生誕 150 周年記念企画展 

「南方熊楠－100 年早かった智の人－」 

プレス内覧会 参加票 

（平成２９年１２月１８日（月） １０：３０～ ※受付：１０：００～） 

 
 
 
 
 

【 返 信 用 紙 】 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

＜０３－５８１４－９８９８＞ 

 

 

 

 

 

 

参加をご希望される方は、下記項目にご記入の上、１２月１５日（金）までに 

ＦＡＸにてご返信いただければ幸いです。 

お手数をおかけいたしますがよろしくお願い申し上げます。 

 

□ご出席   
 

 

貴社名                             

貴メディア・所属部署名                    

ご芳名                              

連絡先 

住所：〒  -                        

TEL：            FAX：            

メールアドレス：                      

備考                             






