モバイルミュージアム・リスト

2020年10月12日現在
ＵＲＬ

番号

MMナンバリング

タイトル

実施期間

国内・
海外

実施場所

開催施設等

000

MM000JP－ECHIGO

越後妻有アートトリエンナーレ2006「博士の肖像」

2006.7.23-2006.9.10

国内

新潟

福武ハウス

001

MM001JP－AKASAKA(1)

モバイルミュージアム赤坂(1)

2007.1.9-2007.7.20

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

002

MM002JP－MINAMI-AOYAMA(1)

モバイルミュージアム南青山(1)

2006.10.10-2007.7.20

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

003

MM003JP－AKASAKA(2)

モバイルミュージアム赤坂(2)

2007.7.23-2008.2.1

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

004

MM004JP－MINAMI-AOYAMA(2)

モバイルミュージアム南青山(2)

2007.7.23-2008.2.1

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

005

MM005JP－BUNKYO-MF(1)

「文京ミューズフェスタ2007」

2007.11.16-2007.11.23

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

006

MM006CN－GUANGZHOU

「浮遊するアバンギャルド」

2007.11.19-2008.1.6

海外

中国

広東美術館

http://www.gdmoa.org/

007

MM007JP－TODAI-CC

モバイルミュージアム本郷CC

2008.1.25--

国内

学内

東京大学コミュニケーションセンター

http://shop.utcc.pr.u-tokyo.ac.jp/

008

MM008JP－AKASAKA(3)

モバイルミュージアム赤坂(3)

2008.2.4-2008.8.1

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

009

MM009JP－MINAMI-AOYAMA(3)

モバイルミュージアム南青山(3)

2008.2.4-2008.8.1

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

010

MM010CN－TSINGHUA

「異星の踏査＠清華大学」

2008.5.15-2008.5.21

海外

中国

清華大学

011

MM011MN－MONGOLIA

「日本モンゴル協同隊による野生動物調査」

2008.7.6-2009.9.30(確認中)

海外

モンゴル

モンゴル自然史博物館

012

MM012JP－YAMASHINA

モバイルミュージアム山階鳥類研究所

2008.6.17--

国内

千葉県

山階鳥類研究所

013

MM013JP－TOGAKUSHI

長野市立戸隠地質化石博物館

2008.7.26--

国内

長野県

長野市立戸隠地質化石博物館

014

MM014JP－AKASAKA(4)

モバイルミュージアム赤坂(4)

2008.8.4-2009.1.30

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

015

MM015JP－MINAMI-AOYAMA(4)

モバイルミュージアム南青山(4)

2008.8.4-2009.1.30

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

016

MM016ET－ETHIOPIA

国際共同展「エチオピア、人類進化タイムライン」

2008.8.6--

海外

エチオピア

エチオピア国立博物館

017

MM017SY－DAMASCUS(1)

ダマスカス首都祭「神々の誕生」

2008.8.20-2008.8.30

海外

シリア ダマスカス

国立ダマスカス博物館

018

MM018JP－HERMES

「驚異の小部屋」

2008.10.11-2008.11.24

国内

東京 銀座

エルメス銀座店

019

MM019JP－AKASAKA(5)

モバイルミュージアム赤坂(5)

2009.2.2-20097.31

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

020

MM020JP－MINAMI-AOYAMA(5)

モバイルミュージアム南青山(5)

2009.2.2-2009.7.31

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

021

MM021JP－AKASAKA(6)

モバイルミュージアム赤坂(6)

2009.8.3-2010.1.29

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

022

MM022JP－MINAMI-AOYAMA(6)

モバイルミュージアム南青山(6)

2009.8.3-2010.1.29

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

023

MM023JP－TODAI-CG

「新発表のラミダス化石」

2009.10.2-2009.10.31

国内

学内

総合研究博物館

024

MM024JP－NMNS

「新発表のラミダス化石」

2009.11.3-2009.11.29

国内

東京 上野

国立科学博物館

025

MM025JP－AZABU-UNIV.

モバイルミュージアム麻布大学「草原の国の動物たち：モン
2009.10.29-2009.12.25
ゴル」展

国内

神奈川県

麻布大学獣医学部棟

026

MM026JP－AKASAKA(7)

モバイルミュージアム赤坂(7)

2009.2.1-2010.7.30

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

027

MM027JP－MINAMI-AOYAMA(7)

モバイルミュージアム南青山(7)

2009.2.1-2010.7.30

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

028

MM028ET－ETHIOPIA

国際共同モジュール展 「ラミダス、初公開」

2010.2.19--

海外

エチオピア

エチオピア国立博物館

029

MM029LO－LAOS

ラオス－農の技 Laos; The Art of Farming

2010.3.24-2010.4.23

海外

ラオス

国立農林研究所

030

MM030SY－ALEPPO

常設展示「テル・コサック・シャマリ」

2001.9.22--

海外

シリア アレッポ

国立アレッポ博物館

031

MM031SY－DAMASCUS(2)

常設展示「テル・テル・カシュカショク」

2004.12.12--

海外

シリア ダマスカス

国立ダマスカス博物館

032

MM032SY－DAMASCUS(3)

常設展示「テル・セクル・アル・アヘイマル」

2010.2.28--

海外

シリア ダマスカス

国立ダマスカス博物館

1

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2006doctors_descrip
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2007
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2007
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.city.bunkyo.lg.jp/view.php?pageI
d=1449&blockId=200367&calendarMode=art

http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2008
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM010CNhttp://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM011MNhttp://www.yamashina.or.jp/
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2008togakushi.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2008
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM016EThttp://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM017SYhttp://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2008Hermes.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2009
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2009
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2009Ramidus.html
http://www.kahaku.go.jp/event/2009/11ra
midasu/
http://www.azabuu.ac.jp/webmuseum/mongol/
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2010
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM028EThttp://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM029LOhttp://www.um.utokyo.ac.jp/museum/ouroboros/06_03/fiel
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国内・
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開催施設等

033

MM033JP－OKAYAMA-ORIENT

巡回展「遺丘と女神」

2007.9.14-2007.10.28

国内

岡山県

岡山市立オリエント美術館

034

MM034JP－IFJT

「維新：日本人の肖像」

2009.3.17-2009.3.29

国内

東京 新宿区

日仏学院

http://www.institut.jp/ja/evenements/888
1

035

MM035JP－BUNKYO-MF(2)

文京区ミューズネット合同イベント：「時を越える自然の証人 2008.11.12

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

http://www.city.bunkyo.lg.jp/

036

MM036TW－TAIWAN-NMNS

特別展 「フォルモサ（台湾） 自然史探索 －植物篇」

2009.11.18-2010.5.30

海外

台湾

国立自然科学博物館

037

MM037JP－BUNKYO-MF(3)

文京区ミューズフェスタ2009：「日本先史人類学の曙」

2009.12.9

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

038

MM038JP－GAKUSHI(1)

モバイルミュージアム学士会館(1)

2010.5.28-2010.11.11

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

039

MM039JP－TAMA-ROKUTO

「ロクト大昆虫展」

2010.7.17-2010.8.31

国内

東京 西東京市

多摩六都科学館

040

MM040JP－AKASAKA(8)

モバイルミュージアム赤坂(8)

2010.8.2-2011.1.28

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

041

MM041JP－MINAMI-AOYAMA(8)

モバイルミュージアム南青山(8)

2010.8.2-2011.1.28

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

042

MM042IT－MILANO

「楽園の100のセラミック」(1)

2008.2.14-2008.2.19

海外

イタリア ミラノ

ステッリーネ財団

043

MM043IT－FAENZA

「楽園の100のセラミック」(2)

2008.4.24-2008.6.22

海外

イタリア ファエンツァ

ファエンツァ国際陶芸美術館

044

MM044IT－GＩBELLINA

「楽園の100のセラミック」(3)

2008.7.5-2008.9.7

海外

イタリア ジベッリーナ

オレスティアディ財団 地中海織物美術館

045

MM045MA－MARRAKECH

「楽園の100のセラミック」(4)

2008.12.12-2009.1.12

海外

モロッコ マラケシュ

エル・バディ宮殿

046

MM046MA－CASABLANCA

「楽園の100のセラミック」(5)

2009.1.23-2009.2.20

海外

モロッコ カサブランカ

イタリア大使館

047

MM047IT－ITALY-LAVENO

「楽園の100のセラミック」(6)

2009.5.16-2009.6.14

海外

イタリア ラヴェーノ

ラヴェーノ陶芸美術館

048

MM048JP－GAKUSHI(2)

モバイルミュージアム学士会館(2)

2010.11.12-2011.5.1

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

049

MM049JP－TODAI-CG(2)

「アルディの全身化石骨」(1)

2010.10.1-2010.10.30

国内

学内

総合研究博物館

050

MM050JP－HANDSON(1)

マクロ先端科学にふれるハンズオン・ギャラリー

2010.10.3

国内

学内

総合研究博物館

051

MM051JP－SORAHAKU

宙博「火星―ウソカラデタマコト」

2010.10.29-2010.10.31

国内

東京都 千代田区

科学技術館

052

MM052JP－BUNKYO-MF(4)

文京区ミューズフェスタ2010：特別展「ヒマラヤ・ホットス
ポット——東京大学ヒマラヤ植物調査50周年」

2010.12.9

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

053

MM053JP－TODAI-CG(3)

「アルディの全身化石骨」(2)

2010.12.18-2011.2.6

国内

学内

総合研究博物館

054

MM054JP－AKASAKA(9)

モバイルミュージアム赤坂(9)

2011.1.31-2011.7.29

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

055

MM055JP－MINAMI-AOYAMA(9)

モバイルミュージアム南青山(9)

2011.1.31-2011.7.29

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

056

MM056JP－GAKUSHI(3)

モバイルミュージアム学士会館(3)

2011.5.2-2011.11.11

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

057

MM057JP－TEIEN

森のカメラ・オブスクラ

2011.4.16-2011.7.3

国内

東京 港区

東京都庭園美術館「森の芸術」展

058

MM058JP－YUSHIMA(1)-SMM

スクール・モバイルミュージアム「火星」展

2011.5.10-2011.10.18

国内

東京 文京区

文京区立湯島小学校

059

MM059TW－NTU(1)

人体測定法（アントロポメトリア）——人体・形態・運動

2011.5.16－2011.8.14

海外

台湾

国立台湾大学図書館1階中庭

060

MM060TW－NTUA

驚異の部屋——写真家上田義彦のマニエリスム博物誌

2011.5.17－2011.8.14

海外

台湾

国立台湾芸術大学芸術博物館

061

MM061JP－AKASAKA(10)

モバイルミュージアム赤坂(10)

2011.8.1-2012.1.27

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

062

MM062JP－MINAMI-AOYAMA(10)

モバイルミュージアム南青山(10)

2011.8.1-2012.1.27

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

063

MM063JP－FUKUI

森のカメラ・オブスクラ

2011.7.29-2011.8.28

国内

福井

福井県立美術館「森の芸術」展

064

MM064JP－SAPPORO

森のカメラ・オブスクラ

2011.9.3-2011.10.23

国内

北海道

札幌芸術の森「森の芸術」展

065

MM065FR－LYON(1)

Chamber of Curiosities: Manneristic Natural History
photographed by Yoshihiko Ueda（「東京大学コレクション― 2011.9.29-2011.10.22
―写真家上田義彦のマニエリスム博物誌」）

海外

フランス リヨン

ガダーニュ美術館(Musée Gadagne)

2

http://www.nmns.edu.tw/nmns_eng/04exh
ibit/Temporary/exhibitis/FormosaPlants.ht
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_a
cademy_bunka_muse.html
http://www.gakushikai.or.jp/topics/topics_2
01006_01.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2009
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.teknemedia.net/magazine_detai
l.html?mId=3765
http://www.teknemedia.net/paginegialle/fondazioni/fondazione_orestiadi__mus

http://www.artevarese.com/av/view/news.
php?sys_tab=40010&sys_docid=3679&sjl=1
http://www.gakushikai.or.jp/topics/topics_2
01006_01.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2010Ardi.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/web_museum/ouroboros/v15n
http://www.sorahaku.jp/highlight_01.php

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2010Ardi.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2011
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.gakushikai.or.jp/topics/topics_2
01006_01.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011obscura.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/schoolmobile/201105_yushima.
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011Anthropometria
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011Ueda.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2011
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://info.pref.fukui.jp/bunka/bijutukan/h
23_yotei.html#tuki_07
http://www.artpark.or.jp/programs/art/past.
html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011Ueda_Lyon.html

番号

MMナンバリング

タイトル

実施期間

国内・
海外

実施場所

開催施設等

066

MM066FR－LYON(2)

Anthropometria -- Mode & Science by UMUT + Naoki
Takizawa

2011.10.19-2012.1.8

海外

フランス リヨン

服飾美術館(Musée des Tissus)

067

MM067FR－LYON(3)

Jadis le Japon : regards figés par l'Occident（明治期写真
展）

2011.10.10-2011.10.30

海外

フランス リヨン

リヨン市役所(Hôtel de Ville de Lyon)

068

MM068JP－YUSHIMA(2)-SMM

スクール・モバイルミュージアム(2)「骨を毛の声を聞く」展

2011.11.28-2012.3.23

国内

東京 文京区

文京区立湯島小学校

069

MM069JP－SHIOMI-SMM

スクール・モバイルミュージアム「火星」展

2011.11.28-2012.3.23

国内

東京 文京区

文京区立汐見小学校

070

MM070JP－SOUEN-SMM

スクール・モバイルミュージアム「火星」展

2011.11.1-2012.1.31

国内

札幌

札幌市立桑園小学校

071

MM071JP－HIGASHISHIROISHI-SMM

スクール・モバイルミュージアム「時空トラベル－札幌誕生
の旅」展

2011.11.4-2012.1.31

国内

札幌

札幌市立東白石小学校

072

MM072JP－GAKUSHI(4)

モバイルミュージアム学士会館(4)

2011.11.12-2012.5.28

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

073

MM073TW－NTU(2)

形與力——型態的多様性

2011.11.23-2012.3.18

海外

台湾

国立台湾大学図書館1階中庭

074

MM074JP－BUNKYO-MF(5)

文京区ミューズフェスタ2011：「鳥類の驚異」

2011.12.14

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

075

MM075JP－HANDSON(2)

進化にふれるハンズオン・ギャラリー「進化と学術標本」

2011.12.17

国内

名古屋

名古屋大学博物館

076

MM076JP－AKASAKA(11)

モバイルミュージアム赤坂(11)

2012.1.30-2012.8.3

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

077

MM077JP－MINAMI-AOYAMA(11)

モバイルミュージアム南青山(11)

2012.1.30-2012.8.3

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

078

MM078TW- NTU(3)

逸脱美考――規格外規範外規則外

2012.5.17-2012.9.23

海外

台湾

国立台湾大学図書館1階中庭

079

MM079JP－GAKUSHI(5)

モバイルミュージアム学士会館(5)

2012.5.28-2013.6.5

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

080

MM080JP－BUNKYO-KC(1)

火星展

2012.7.7-2012.10.26

国内

東京 文京区

文京区教育センター

081

MM081JP－AKASAKA(12)

モバイルミュージアム赤坂(12)

2012.8.6-2013.2.1

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

082

MM0829JP－MINAMI-AOYAMA(12)

モバイルミュージアム南青山(12)

2012.8.6-2013.2.1

国内

東京 青山

興和不動産株式会社・本社役員室

083

MM083JP－BUNKYO-KC(2)

ホネノカタチ

2012.11.6-2013.3.2

国内

東京 文京区

文京区教育センター

084

MM084TW－LANYANG

白金傳奇－台灣鰻魚展
Platinum Legend - Taiwan Eel Expo

2012.11.27-2013.4.21

海外

台湾

宜蘭縣立蘭陽博物館

085

MM085PE－KUNTUR-WASI(1)

コトシュ遺跡『交差した手の神殿』壁面レリーフ」展

2012.9.25-2013.9.22

海外

ペルー サン・パブロ郡

クントゥル・ワシ博物館

086

MM086JP－HANDSON(3)

観測知にふれるハンズオン・ギャラリー

2012.12.15

国内

名古屋

名古屋大学博物館

087

MM087JP－AKASAKA(13)

モバイルミュージアム赤坂(13)

2013.2.4-2013.8.2

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

088

MM088JP－MINAMI-AOYAMA(13)

モバイルミュージアム南青山(13)

2013.2.4-2013.8.2

国内

東京 青山

新日鉄興和不動産株式会社・本社役員室

089

MM089JP－BUNKYO-KC(3)

鉄ー137億年の宇宙誌

2013.6.1-10.31

国内

東京 文京区

文京区教育センター

090

MM0907JP－GAKUSHI(6)

モバイルミュージアム学士会館(6)

2013.6.5-2013.11.13

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

091

MM091JP－HANDSON(4)

学術資料・標本をつくるハンズオン・ギャラリー

2013. 8. 3-2013.8.4

国内

学内

理学系研究科附属植物園、総合研究博物館

092

MM092JP－AKASAKA(14)

モバイルミュージアム赤坂(14)

2013.8.5-2014.1.31

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

093

MM093JP－MINAMI-AOYAMA(14)

モバイルミュージアム南青山(14)

2013.8.5-2014.1.31

国内

東京 青山

新日鉄興和不動産株式会社・本社役員室

094

MM094JP－OZUCHI

大槌文化ハウス

2013.9.9-

国内

岩手 大槌町

大槌町中央公民館

095

MM095PE－KUNTUR-WASI(2)

クントゥル・ワシ遺跡コパ期神殿「蛇のレリーフ」

2013.9.29-

海外

ペルー サン・パブロ郡

クントゥル・ワシ博物館

096

MM096PE－HUANUCO

コトシュ遺跡「交差した手」の歴史

2013.10.3-

海外

ペルー ワヌコ

国立ワヌコ大学附属博物館

097

MM097JP－MIYAZAKI(1)

国際うなぎLABO

2013.10.21-

国内

宮崎 美郷町

旧町立渡川小学校

098

MM098JP－MIYAZAKI(2)

東大モバイルミュージアムinみやざき

2013.10.21-

国内

宮崎 美郷町

旧町立渡川小学校

3
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http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011Anthropometria
_Lyon.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011Jadis_le_Japon.

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2011Forms_and_Forc
http://www.num.nagoyau.ac.jp/event/other/2011/111217.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2012
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/index_kowa.htm
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2012Extravagance.ht

http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2012
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2012
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2012honenokatachi.
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2012TaiwanEelExpo.
html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM082PEhttp://www.num.nagoyau.ac.jp/event/other/2012/121215.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2013
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2013
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2013tetsu.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2013handson_flyer.p
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2013
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2013
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM091PEhttp://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/MM092PE-
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099

MM099JP－GAKUSHI(7)

モバイルミュージアム学士会館(7)

2013.11.13-2014.5

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

100

MM100JP－BUNKYO-KC(4)

ケモノノカタチ

2013.11.14-2014.3.4

国内

東京 文京区

文京区教育センター

101

MM101PH－MANILA

ANTHROPOMETRIA MODE & SCIENCE III

2013.12.7-2014.4.6

海外

フィリピン マニラ

フィリピン国立博物館

102

MM102JP－AKASAKA(15)

モバイルミュージアム赤坂(15)

2014.2.3-2014.11.14

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

103

MM103JP－MINAMI-AOYAMA(15)

モバイルミュージアム南青山(15)

2014.2.3-2014.11.14

国内

東京 青山

新日鉄興和不動産株式会社・本社役員室

104

MM1104JP－ARCHITECTONICA(1)

腕足動物のアーキテクチャ ――消極的な生存戦略を実現
した巧みな機能デザイン

2014.3.8-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

105

MM105JP－BUNKYO-KC(5)

脳と箱

2014.5.15-2014.8.30

国内

東京 文京区

文京区教育センター

106

MM106JP－ARCHITECTONICA(2)

シマのアーキテクチャ ――瓦屋根の語る琉球諸島の歴史

2014.6.8-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

107

MM107JP－ARCHITECTONICA(3)

地震国のアーキテクチャ ――文化財建造物を自然災害か
2014.9.27ら守る

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

108

MM108FR－GEX

日本、その昔 (Jadis le Japon)

2014.9.29-2014.10.12

海外

フランス ジェクス

ジェクス市役所前

109

MM109JP－KANAZAWA

好奇心のあじわい 好奇心のミュージアム
フードクリエイション＋東京大学総合研究博物館

2014.10.4-2014.10.13

国内

石川 金沢市

金沢21世紀美術館

110

MM110JP－HANDSON(5)

先端科学でふれあうハンズオン・ギャラリー＠大槌

2014.10.4

国内

岩手 大槌町

大槌町中央公民館、大槌文化ハウス

111

MM111JP－BUNKYO-KC(6)

太陽系の秘境

2014.10.10-2015.1.31

国内

東京 文京区

文京区教育センター別館

112

MM112SW－GENEVE

日本、その昔 (Jadis le Japon)

2014.10.13-2014.11.16

海外

スイス ジュネーヴ

バスティオン公園およびジュネーヴ大学前

113

MM113JP－ARCHITECTONICA(4)

鳥のアーキテクチャ ――手を使わずに構造物を作る

2014.10.19-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

114

MM114JP－AKASAKA(16)

モバイルミュージアム赤坂(16)

2014.11.17-2015.7.31

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

115

MM1156JP－MINAMI-AOYAMA(16)

モバイルミュージアム南青山(16)

2014.11.17-2015.7.31

国内

東京 青山

新日鉄興和不動産株式会社・本社役員室

116

MM116JP－HANDSON(6)

先端科学でふれあうハンズオン・ギャラリー＠東大

2014.11.22

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

117

MM117JP－ARCHITECTONICA(5)

窓のアーキテクチャ ――風土と文化のなかで培われてきた
2014.12.14窓の多様性

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

118

MM118JP－BUNKYO-MF(6)

文京ミューズフェスタ2014：外来生物によるチョウ類への影
2014.12.18
響

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

119

MM119JP－ARCHITECTONICA(6)

神々のアーキテクチャ ――古代アンデスの聖なるモノた
ち、その構成原理と表現

2015.3.28-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

120

MM120FR－LYON(4)

コンフリュアンス・モバイル(Gigantea japonica)

2015.4-

海外

フランス リヨン

コンフリュアンスミュージアム(Musée des Confluences)

121

MM121JP－GAKUSHI(8)

モバイルミュージアム学士会館(8)

2015.5-2019.4.16

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

122

MM122JP－BUNKYO-KC(7)

鶏づくし

2015.6.11-2015.10.17

国内

東京 文京区

文京区教育センター

123

MM123JP－ARCHITECTONICA(7)

幾何学のアーキテクチャ ――イワン・レオニドフによる新た
な建築形態の探求

2015.7.4-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

124

MM124JP－AKASAKA(17)

モバイルミュージアム赤坂(17)

2015.8.3-2016.1.29

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

125

MM125JP－MINAMI-AOYAMA(17)

モバイルミュージアム南青山(17)

2015.8.3-2016.1.29

国内

東京 青山

新日鉄興和不動産株式会社・本社役員室

126

MM126JP－HANDSON(7)

博物学でふれあうハンズオン・ギャラリー＠進化学会

2015.8.20-2015.8.23

国内

東京 文京区

中央大学後楽園キャンパス

127

MM127JP－NERIMA

蝉類博物館――昆虫黄金期を築いた天才・加藤正世博士
の世界

2015.10.1-2015.11.29

国内

東京 練馬区

練馬区立石神井公園ふるさと文化館

128

MM128JP－TANSEI(1)

丹青モバイルミュージアム(1)

2015.10.21-2016.1.29

国内

東京 港区

丹青社本社

129

MM129JP－ANNEX(1)

セミ博士の別室――加藤正世の博物学コレクション

2015.11.14-2015.11.30

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

4
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http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2013tetsu.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2013Anthropometria
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2014
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2014
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20140
308c.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2014Noutohako.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20140
608c.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20140
927c.pdf
http://confrontations-photo.org/2014jadis-le-japon/
https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=
17&d=1712
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2014handson_flyer.p
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2014hikyo.html
http://www.unige.ch/public/carrousel/Jap
ondejadis.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20141
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2014
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2014
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2014handson_flyer_a
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20141
214c.pdf

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20150
328c.pdf

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2015torizukushi.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20150
704c.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2015
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2015
http://evolgen.biol.se.tmu.ac.jp/sesj2015/p
oster2015.pdf
http://www.neribun.or.jp/web/0000_reg/0
0_new/file/1383_02.pdf

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2015Semihakase.ht
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130

MM130JP－ARCHITECTONICA(8)

植物のアーキテクチャ ――いのちを繋ぐ種子のかたち

2015.11.21-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

131

MM131JP－TODAI-RI

東大アンデス考古学のかたち

2015.12.5-2015.12.6

国内

学内

理学部2号館

132

MM132PH－MANILA

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2015.12.9-2015.12.20

海外

フィリピン マニラ

フィリピン国立博物館

133

MM133JP－BUNKYO-MF(7)

文京ミューズフェスタ2015：足跡をさぐる

2015.12.17

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

134

MM134FR－PARIS

Le comte des nuages
- Masanao Abe face au mont Fuji

2015.11.3-2016.1.19

海外

フランス パリ

ケ・ブランリ美術館

135

MM135JP－BUNKYO-KC(7)

資源がなくなるということ――ナウル共和国の歴史と地球・
宇宙の資源

2015.12.19-2016.5.28

国内

東京 文京区

文京区教育センター

136

MM136PH－ILIGAN

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2016.1.18-2016.1.29

海外

フィリピン イリガン

ミンダナオ州立大学イリガン校

137

MM137PH－CAGAYANDEORO

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2016.2.2-2016.2.6

海外

フィリピン カガヤンデオロ

セイヴィアー大学

138

MM138JP－ARCHITECTONICA(9)

胎仔のアーキテクチャ ――時間と進化をめぐる動物たちの
2016.1.9変幻自在な体の組み立て方

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

139

MM139JP－AKASAKA(18)

モバイルミュージアム赤坂(18)

2016.2.1-2016.7.29

国内

東京 赤坂

赤坂インターシティ

140

MM140JP－MINAMI-AOYAMA(18)

モバイルミュージアム南青山(18)

2016.2.1-2016.7.29

国内

東京 青山

新日鉄興和不動産株式会社・本社役員室

141

MM141JP－TANSEI(2)

丹青モバイルミュージアム(2)

2016.2.1-2016.8.22

国内

東京 港区

丹青社本社

142

MM142JP－ARCHITECTONICA(10)

演出のアーキテクチャ ――歌舞伎のセリ上げを巡って

2016.4.9-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20160
409c.pdf

143

MM143FR－LAGACILLY

日本、その昔 (Jadis le Japon)

2016.6.4-2016.9.30

海外

フランス ラ・ガシリー

ラ・ガシリー写真フェスティバル

http://www.festivalphoto-lagacilly.com/

144

MM144JP－TANSEI(3)

丹青モバイルミュージアム(3)

2016.8.23-2017.2.3

国内

東京 港区

丹青社本社

145

MM145PE－KOTOSH

「ワヌコの記憶＠東京」

2016.10.1-

海外

ペルー ワヌコ

コトシュ遺跡博物館

146

MM146PH－BUTUAN

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2016.10.12-2017.5.15

海外

フィリピン ブトゥアン

フィリピン国立博物館ブトゥアン分館

147

MM147JP－ARCHITECTONICA(11)

石器のアーキテクチャ ――減少のデザインに秘められた人
2016.11.26類の進化

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

148

MM148JP－BUNKYO-MF(8)

文京ミューズフェスタ2016：ダムに沈む遺跡―発掘調査に
よる救済活動

2016.12.15

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

149

MM149JP－BUNKYO-KC(8)

スクール・モバイルミュージアム
火星探査

2016.12.17-2017.3.31

国内

東京 文京区

文京区教育センター

150

MM150JP－TANSEI(4)

丹青モバイルミュージアム(4)

2017.2.6-2017.8.21

国内

東京 港区

丹青社本社

151

MM151JP－ORIENT

クローズアップ展示 南コーカサス地方で農耕の起源を探
る ―アゼルバイジャンの新石器時代―

2017.2.11-2017.3.26

国内

東京 豊島区

古代オリエント博物館

152

MM152JP－ARCHITECTONICA(12)

太陽系のアーキテクチャ ――隕石に刻まれた46億年史

2017.2.25-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

153

MM153PH－MATI

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2017.5.17-2017.7.1

海外

フィリピン マティ

東ダバオ州立スバンガン博物館

154

MM154JP－ARCHITECTONICA(13)

空間のアーキテクチャ ――建築の記憶を環境の創造につ
なぐ

2017.6.3-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

155

MM155JP－FUJINOKUNI

インターメディアテク国際モバイル展示
雲の伯爵 ――富士山と向き合う阿部正直

2017.6.6-2017.8.13

国内

静岡

ふじのくに地球環境史ミュージアム

5

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20151
121c.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/philippines/201
51204_FLYERS%20for%20Exibit.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2015lecomtedesnua
ges.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2015shigen.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/philippines/201
51204_FLYERS%20for%20Exibit_MSU-IIT.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/philippines/201
60202_FLYERS%20for%20Exibit_Xavier.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20160
109c.pdf
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2015
http://www.um.utokyo.ac.jp/mobilemuseum/exhibition_2015

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20161
126c.pdf

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2016kaseitansa.html

http://aomtokyo.com/exhibition/170211_azerbaijan.ht
ml
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20170

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20170
603c.pdf
https://www.fujimu100.jp/app/files/upload
s/2017/05/kumo_170509.pdf

番号

MMナンバリング

タイトル

実施期間

国内・
海外

実施場所

開催施設等

156

MM156JP－BUNKYO-KC(9)

スクール・モバイルミュージアム
東大昆虫館

2017.6.10-2017.10.14

国内

東京 文京区

文京区教育センター

157

MM157JP－TANSEI(5)

丹青モバイルミュージアム(5)

2017.8.22-2018.2.5

国内

東京 港区

丹青社本社

158

MM158SW－GUSTAVIANUM

インターメディアテク国際モバイル展示
Att mäta moln – Berget Fuji genom Masanao Abes ögon
（雲の伯爵——富士山と向き合う阿部正直）

2017.9.23-2018.2.25

海外

スウェーデン ウプサラ

ウプサラ大学博物館グスタヴィアヌム

159

MM159JP－ARCHITECTONICA(14)

泥壁のアーキテクチャ ――建築にみる1万年前の社会転換 2017.10.21-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

160

MM160DE－NÜRNBERG

Cloud Box : On the art of building a teahouse Excursions into Japanese aesthetics

2017.10.27-2018.2.18

海外

ドイツ ニュルンベルク

Neues Museum Nürnberg

161

MM161PH－MUSUAN

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2017.11.14-2018.2.27

海外

フィリピン ムスアン

セントラル・ミンダナオ大学

162

MM162JP－BUNKYO-KC(10)

スクール・モバイルミュージアム
月面探査

2017.11.25-2018.1.24

国内

東京 文京区

文京区教育センター

163

MM163JP－BUNKYO-MF(9)

文京ミューズフェスタ2017：E.S.モースと東京・文京の遺跡

2017.12.14

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

164

MM164JP－NERIMA(2)

東京大学の昆虫標本がやってくる！

2017.12.17-2017.12.28

国内

東京 練馬区

練馬区立稲荷山図書館２階会議室

165

MM165JP－ARCHITECTONICA(15)

脚のアーキテクチャ ――化石から探る歩き方の進化

2018.1.20-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

166

MM166JP－HYOGO

最古の石器とハンドアックス――デザインの始まり

2018.2.11-2018.4.22

国内

兵庫 三田市

兵庫県立人と自然の博物館

167

MM167JP－TANSEI(6)

丹青モバイルミュージアム(6)

2018.2.13-2018.8.5

国内

東京 港区

丹青社本社

168

MM168JP－UENO(1)

モダンの曙―― 幕末明治ニッポンの面貌（かお）

2018.3.6-2018.4.15

国内

東京 台東区

上野公園

169

MM169PH－MALAYBALAY

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2018.3.19--2018.8.17

海外

フィリピン ブキドノン州マラ
ブキノドン州立大学
イバライ市

170

MM170JP－ARCHITECTONICA(16)

ことばのアーキテクチャ ――人工知能による言語の理解

2018.6.2-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

171

MM171JP－TANSEI(7)

丹青モバイルミュージアム(7)

2018.8.6-2019.2.17

国内

東京 港区

丹青社本社

172

MM172PH－KIDAPAWAN

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2018.8.17-2018.8.27

海外

フィリピン 北コタバト州キダ
クタワト博物館
パワン市

173

MM173PH－TAGUM

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2018.8.27-2018.10.26

海外

フィリピン ダバオ州タグム
市

ダバオ州スポーツ・観光コンプレックス

174

MM174JP－BUNKYO-KC(10)

スクール・モバイルミュージアム
黒い小惑星 リュウグウ

2018.11.17-2019.3.30

国内

東京 文京区

文京区教育センター

175

MM175JP－ARCHITECTONICA(17)

生物共生のアーキテクチャ ――多様な生き物と共生する
建築を考える

2018.12.8-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

176

MM176JP－BUNKYO-MF(10)

文京ミューズフェスタ2018：ワニの研究資料の展示

2018.12.14

国内

東京 文京区

文京シビックセンター

177

MM177JP－OKAYAMA-ORIENT(2)

カフカズ・ネオリティ――東京大学アゼルバイジャン新石器
遺跡調査2008-2015

2019.2.5-

国内

岡山県

岡山市立オリエント美術館

178

MM178JP－TANSEI(8)

丹青モバイルミュージアム(8)

2019.2.18-2019.8.5

国内

東京 港区

丹青社本社

179

MM179JP－UENO(2)

音楽と舞踏ーーストラヴィンスキーとバレエ・リュス

2019.3.15-2019.4.14

国内

東京 台東区

上野公園

180

MM180JP－ARCHITECTONICA(18)

うつわのアーキテクチャ ――土器誕生が物語る人類史の
転換点

2019.3.30-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

181

MM181JP－GAKUSHI(9)

モバイルミュージアム学士会館(9)

2019.4.17-

国内

東京 千代田区

学士会館7大学展示コーナ

6

ＵＲＬ
http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2017konchu.html

http://www.gustavianum.uu.se/gustavianu
m-eng/exhibitions/temporaryexhibitions/measuring-clouds/
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20170
603c.pdf
http://www.nmn.de/en/exhibitions/upcom
ing-exhibitions/2017/on-the-art-ofbuilding-a-teahouse.htm

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2017moon.html

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20180

http://www.tokyoharusai.com/program/page_4926.html

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20180
602c.pdf

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2018ryugu.html
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20181
208c.pdf

http://www.orientmuseum.jp/page0
1.php
http://www.tokyoharusai.com/program/page_6302.ht
ml
http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kyositsu/20190
330c.pdf

ＵＲＬ
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182

MM182JP－BUNKYO-KC(11)

スクール・モバイルミュージアム
昆虫の形と色の不思議――オサムシ研究の巨匠・石川良
輔博士の軌跡

2019.5.25-2019.10.5

国内

東京 文京区

文京区教育センター

183

MM183JP－ARCHITECTONICA(19)

大地のアーキテクチャ――カルトグラフィーの歴史と測地系
2019.7.6の成立

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

184

MM184JP－TANSEI(9)

丹青モバイルミュージアム(9)

2019.8.5-2020.2.3

国内

東京 港区

丹青社本社

185

MM185PH－ILIGAN

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2019.10.01-2019.10.31

海外

フィリピン イリガン

ミンダナオ国立大学イリガン校

186

MM186JP－ARCHITECTONICA(20)

貝のアーキテクチャ ――自然界の建築家たち

2019.10.26-

国内

学内

総合研究博物館小石川分館

http://www.um.utokyo.ac.jp/architectonica/kai.html

187

MM187JP－BUNKYO-KC(11)

スクール・モバイルミュージアム
東京大学三崎臨海実験所コレクション−−相模湾の動物

2019.12.7-2020.3.28

国内

東京 文京区

文京区教育センター

https://www.bunkyo-tky.ed.jp/edcenter/index.cfm/7,html

188

MM188PH－ILIGAN

Mobile Museum Boxes
"The Diversity of Natural History in Mindanao"

2019.12.09-

海外

フィリピン イリガン

イリガン・メディカル・センター・カレッジ

189

MM189JP－TANSEI(10)

丹青モバイルミュージアム(10)

2020.2.3-2020.8.17

国内

東京 港区

丹青社本社

190

MM190JP－UENO(3)

オーレ！、オーラ！、ラララ！――五億年の時を超えた人新
2020.3.13-2020.4.18
世紀深海楽団

国内

東京 台東区

上野公園

191

MM191JP－TANSEI(11)

丹青モバイルミュージアム(11)

国内

東京 港区

丹青社本社

2020.8.17-2021.2.15

7

http://www.um.utokyo.ac.jp/exhibition/2019konchu.html

