
2015年-2016年
東京大学総合研究博物館　展示予定表 2015.6.23

施設 種別 名称、[ 会場 ] 会期          2015年 　　　2016年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

MACROSPHERE  [ 旧館 ]
学術標本の可能性

MACROSPHERE  [ 新館 ]
学術標本の可能性

研究現場展示2 CHRONOSPHERE  [ 新館 ]
時を刻む先端研究

2015.4-
　AMSラボ試運転　2015.4-

学芸員専修コース           学芸員専修コース
公開講座

常設展示 建築博物誌／アーキテクトニカ
ARCHITECTONICA

2013.12.14-
　建築博物誌／アーキテクトニカ　ARCHITECTONICA　2013.12.14-

企画展示 建築博物誌モバイル
a　　　　　　　あ

2014.3.8-
　建築博物誌モバイル6　2014.3.28- 　　建築博物誌モバイル7　2015.7.4-

建築博物教室   ●7.4

その他のイベント

常設展示 [ COLONNADE2, COLONNADE3 ]

Made in UMUT　東京大学コレクション

2013.3.21-
　Made in UMUT　東京大学コレクション　2013.3.21-

[ GREY CUBE ]

インターメディアテク建設

2013.3.21-
　インターメディアテク建設　2013.3.21-

[ SPECOLA ]

ケ・ブランリ・トウキョウ

2013.3.21-
　ケ・ブランリ・トウキョウ 3　2015.2.17-

ケ・ブランリ・ト
ウキョウ 4

[ MODULE ]

造形美考――フォルムの「美」をめぐって

2014.6.7-
　造形美考――フォルムの「美」をめぐって　2014.6.7-

[ FIRST SIGHT ]

「複製画」――帝大美術史講座の初期教材

2015.6.27-
2015.7.26  　「複製画」――帝大美術史講座の初期教材　2015.6.27-2015.7.26

[ STUDIOLO ]

アヴェス・ヤポニカエⅡ

2015.5.26-
2015.8.30 アヴェス・ヤポニカエⅡ　2015.5.26-2015.8.30

モバイル展示 [ STUDIOLO通路前 ]

BIZEN MOBILE

2015.1.25-
　BIZEN MOBILE　2015.1.25-

　　   4.23 ● ● ● ●4.16・24・30　連続講演会「アンデス考古学者、フィールドとの対話」
　　　　　　　●4.23 対談シリーズ『「アーティスト×サイエンス」――ヴェイヤン×インターメディアテク』

　　　　　　　　●5.29 ディスカッション『傾聴のアナトミー』
　●6.5 ４大学国際ワークショップ映像作品発表会『Thermodynamic Tokyo』

記録映画上映「日本再発見」  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●  　　　　●

蓄音機音楽会「ジャズ大集成(サミット)」 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　● 　　　　　　　　●

演劇創作プロジェクト 　　　　　　●

　●6.6 アンデスコンサート
　　　　　　　●7月後半 ネパール支援コンサート

東大教室 　　　　 東大教室2015夏

常設展示 太陽系博物学　　　　　　　　　　　あ 2014.7.8-

イベント 関連イベント

モバイル展示 スクール・モバイルミュージアム 2014.10.10-
2015.1.31 　　　　鶏づくし　2015.6.11-2015.10.17

イベント 対談 　4.11●　　4.25● 　5.9●　　5.23● 夢教授相談室

モバイル展示
a

大槌モバイル 2013.9.9-
　大槌モバイル　2013.9.9-

イベント 東大教室＠大槌 2013.10.23-      4.17-18●(12)            6.26-27●(13)                     ●(14)   ●(15)                      ●(16)               ●(17)                      ●(18)

赤坂インターシティ モバイル展示 モバイルミュージアム赤坂 2007.1.17-
　モバイルミュージアム赤坂16　2014.11.17-2015.7.31 　モバイルミュージアム赤坂17　2015.8.3-2016.1.29 　モバイルミュージアム赤坂18

東京大学コミュニケーション
センター

モバイル展示 2008.1.25-
　東京大学コミュニケーションセンター展示　2008.1.25-

学士会館 モバイル展示 七大学展示コーナー
a　　　　　　　あ

2010.5.28-
　学士会館七大学展示コーナー　2010.5.28-

戸隠地質化石博物館
a　あ

モバイル展示 2008.7.26-
　戸隠地質化石博物館展示　2008.7.26-

真壁伝承館歴史資料館
a     a

モバイル展示 2011.9.1-
　真壁伝承館歴史資料館展示　2011.9.1-

国際うなぎLABO モバイル展示 東京大学モバイルミュージアム
in みやざき

2013.10.21-
　東京大学モバイルミュージアム in みやざき　2013.10.21-

モバイル展示 エチオピア・ミレニアム記念
人類進化タイムライン、エチオピア

2008.8-
　エチオピア・ミレニアム記念 人類進化タイムライン、エチオピア　2008.8-

モバイル展示 ラミダス初公開
a　　　　　　　　　あ

2010.2.19-
　ラミダス初公開　2010.2.19-

クントゥル・ワシ博物館 モバイル展示 クントゥル・ワシ遺跡コパ期神殿
蛇のレリーフ

2013.9.29-
　クントゥル・ワシ遺跡コパ期神殿「蛇のレリーフ」　2013.9.29-

国立ワヌコ大学附属博物館 モバイル展示 コトシュ遺跡
『交差した手』の歴史

2013.10.3-
　コトシュ遺跡『交差した手』の歴史　2013.10.3-

ケ・ブランリ美術館
a

モバイル展示 富士山(仮称) 2015.11.2-
　富士山(仮称)　2015.11.2-

エチオピア国立博物館 モバイル展示 最古のホモサピエンス　　　　　　あ 2006.2-
　最古のホモサピエンス　2006.2-

フィリピン師範大学
マニラ校 （仮）        a

モバイル展示 Tuklas Kalikasan
by UMUT + NM + MSU-IIT（仮称）

2015.11 Tuklas
Kalikasan(仮称)

ミンダナオ州立大学
イリガン校（仮）     a

モバイル展示 Tuklas Kalikasan
by UMUT + NM + MSU-IIT（仮称）

2016.1 Tuklas
Kalikasan(仮称)

本郷本館
知の回廊―研究現場展示

研究現場展示1

イベント

小石川分館
建築ミュージアム

イベント

　黄金郷を彷徨う――アンデス考古学の半世紀
　2015.1.25-2015.6.21

TeNQ
宇宙ミュージアム

サ
テ
ラ
イ
ト

文京区教育センター

大槌文化ハウス

JPタワー学術文化総合ミュージアム
インターメディアテク(IMT)

イベント 講演会等

音楽イベント

特別展示

国
内

モ
バ
イ
ル
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム

海
外

モ
バ
イ
ル
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム

エチオピア国立博物館

国
際
共
同
展
示


