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Ⅰ：趣旨説明 

 

学芸員課程における地域資源の利活用 －大学教育・学術研究・地域貢献のために－ 

 

 令和元年度全国大学博物館学講座協議会東日本部会大会実行委員会 

  國學院大學栃木短期大学 中 村 耕 作  

 

 全国大学博物館学講座協議会の研修会は、開催年次によって、博物館や学芸員養成に関わる政策・行政的な内容、博

物館活動をめぐる新たな動向、開催大学周辺の特色ある博物館活動や学芸員養成の取り組みなど、様々なテーマが取り

上げられてきた。それらは、筆者が着任した 2015 年度以降に限れば、主に〈博物館業界〉あるいは〈博物館業界にお

ける学芸員課程〉を問題とするものであった。 

 こうした中、今回の研修会のテーマは「学芸員課程における地域資源の利活用」とした。これは多分に〈大学の中の

学芸員課程〉を意識したテーマ設定である。同じく地域連携を意識したテーマではあるが、平成 22 年度の神奈川大学

での東日本部会大会のテーマが「博物館に貢献する学芸員課程 1)」であったこととは視点が異なっている。言い換えれ

ば、〈学芸員課程は博物館業界に対していかなる形で貢献をなすべきか〉という問題と同時に、〈学芸員課程は所属大学

（および大学を通じて地域社会）に対していかなる形で貢献し得るか〉という問題意識も可能ではないかという提起で

ある。 

 もちろんこの両者は、現状における、博物館の観光資源化、学芸員資格や課程カリキュラム、その存続という危機意

識を同じくしている。一般に、学芸員課程は資格取得のためのコースに過ぎず、資格取得を目的とした学生集めで大学

に貢献しているだけと思われているかもしれない。しかし、実は資格以上の教育的・学術的効果を生み出しているので

はないだろうか。 

 その１つとして今回取り上げるのが、地域資源の利活用である。そこでは①歴史学・考古学・民俗学・美術史・生物

学などの専門教育科目あるいは専門研究室・大学博物館とリンクし、資料調査・資料の取り扱いや保管・展示などの点

で専門教育・研究の幅を広げる役割を果たしていること、②大学所在地周辺などの特定地域の資料を新たに調査・収集

したり、再評価したりする例が少なくないことが注目される。①は学内連携、②は大学－地域連携である。いずれも地

域の知の拠点として今日の大学 2)に求められる方向性であろう。自分たちの活動が地域貢献するとなれば、学生のモチ

ベーションの向上にも役立つのではないだろうか。調査研究による学術的な貢献、展示・普及事業に携わることで学生

にとっては自身の理解が深まるという教育的効果、地域社会にとっては学術成果の還元という３者を同時に、効果的に

実施することが可能となるのである。 

 ここで重要なのがこれらの活動に付随することが多いと思われる授業時間外の活動への評価である。かつて批判され

たように考古学実習など専門科目の実習と博物館実習を混同するようなあり方は慎むべきであろうが、実際には考古学

にしても学芸員養成にしても、所定の単位日数では本当に必要な専門技能は学生には身につかないし、学術的にも十分

な成果も期待できない中で、教育面でも研究面でも授業時間外の活動の意義は大きい３)。 

 とはいえ、実際には、その実現には課題が多いことも事実である。学術的水準を維持した調査・整理が可能であるか、

そのための時間・予算は確保できるのか、学内外の関係機関との連携は十分に可能か、などの課題が容易に想像できる。

しかし、その一方で、国内には、様々な形で、独自の調査研究・地域連携事業を実施している大学が存在することも確

かである 4)。 

 そこで、その実態を知り、課題を共有し、取り入れるべき点を学ぶという観点から、本研修会のテーマを設定した。

また、その基礎資料として、全博協加盟大学に対してアンケートを実施した。その中から、各大学の実践例の概要と、

アンケートの基礎的な集計をまとめたのが本資料集である。全体アンケートは夏季休暇直前、実践例の追加調査は休暇

中～休暇直後という時間的余裕の少ない中で、非常に有益な情報を寄せていただいた各大学担当者の皆様に厚くお礼申

し上げる。 

 本資料集に収録した事例は本格的な論文や報告書に結びつくものから、限られた授業時間内での活動まで様々である。

また、専門分野に特化したものから、様々な種類の資料を扱うものまで立場の違いも大きい。しかし、負担を感じなが
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らも高い教育効果を求めて取り組んでいる教職員の思いは共通しているだろう。一方で、受講者の数や専門分野の多様

性、金銭的・時間的な問題、学外での活動制限などの課題も明瞭となってきた。また、当初想定していた古文書・考古

資料・生物などの専門領域の一次使用に加え、地域の博物館自体を地域資源として分析対象としているまさに博物館学

ならではの実践例なども知ることができた。 

 本研修会ならびに本資料集をもとに、学芸員課程のあり方や価値についての議論が深まることを期待したい。 

 

註 

1) 平成22年度東日本部会大会「博物館に貢献する学芸員課程」については、神奈川大学の事務局より当日配布資料の提供を受けた。

冒頭の福田アジオによる「問題提起」では、学芸員課程が学外での館務実習で地域博物館に「一方的に負担と迷惑をかけている」

中で、大学（学芸員課程）として博物館側に貢献できるのではないかという課題設定を行っている。以下、発表要旨には、その実

践例として、①明治大学による長野県長和町での博物館実習（古文書調査）による地域資料研究への貢献、②横浜市歴史博物館を

会場とした同館・神奈川大学ほかの研究者による共同研究の成果としての渋沢栄一展への貢献が示されている。当日は③として神

奈川県立生命の星・地球博物館における自然標本に関する報告もあったようだが、詳細は不明である。 

2) 國學院大學栃木短期大学では筆者赴任以前から様々な地域連携事業を実施してきた。栃木県による小中学生向け講座、栃木県によ

る大学・地域連携プロジェクト補助事業、小山市の地域活性化事業（受託研究）、教員免許更新講習、社会科・総合的学習の時間へ

の出前授業、公開講座などの形で地域連携事業、学内連携事業に携わる中で、専門的調査研究とその地域社会への還元における学

芸員養成課程での学習内容の重要性を認識した。なお、「地域の知の拠点」とは、2013年度から文部科学省が実施した「地（知）の

拠点大学整備事業」（2015年度からは「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」）の事業名でもある。 

 中村耕作2019「新学習指導要領における地域連携－地域の文化・文化財・博物館－」『國學院大學栃木短期大学日本文化研究』第4

号 

 早川冨美子・中村耕作2019「発掘した縄文土器をもとにした音楽活動の試み」『國學院大學栃木短期大學紀要』第53号 

3) 筆者にとっては、こうした点が明確に指摘され、また実践報告が行われたのが2016年の四国大学で開催された全国大会である。

愛媛大学（幸泉満夫）での「博物館学ゼミ」の設置とその活動や、徳島文理大学での高松市石の民俗資料館との連携による資料調

査から展示までの取り組みに感銘を受けた。その内容は下記に収録されている。今回、徳島文理大学からは回答が寄せられなかっ

たが、連携する館や資料調査地域を変えつつも、同様の取り組みを継続していることは同大学のPR動画や文化財学科Webサイトに

掲載された連携展覧会のパンフレットからうかがうことができる。また、同時期に報告され、本書にも再録した郡山女子大学短期

大学部の「実践的博物館実習」活動にも刺激を受けた。 

 幸泉満夫 2014 「博物館資科学の新たな可能性－地域に眠る出土文化財の新たな活用システム構築に向けて－」『愛媛大学法文学

部論集 人文学科編』vol.37 

幸泉満夫 2017 「地方国立大学における博物館学芸員養成課程の現状と展望－国立大学法人愛媛大学の取り組み－」『全博協研究

紀要』第19号 

 徳島文理大学文学部文化財学科 2006 『大学教育と地域社会との連携－学生の企画による展覧会開催の取り組み－』 

 徳島文理大学文学部文化財学科http://kgw.bunri-u.ac.jp/bunzai 

 会田容弘・仲田佐和子・桑野聡2017「学芸員養成課程の実質化と地域貢献の試み－郡山女子大学短期大学部文化学科を例として－」

『全博協研究紀要』第19号 

4) 本資料集に収録したアンケートに先立ち、全博協が実施した開講実態調査結果、本学で所蔵している各大学の報告・年報類、Web

サイトなどを検索するとともに、関係者に問い合わせを行った。しかし、いずれも体系的な内容ではないため、新たにアンケート

調査を実施したが、その時点で多様な取り組みが行われていることを知った。そのうち、今回事例報告を依頼できなかった重要な

実践例が東北学院大学（加藤幸治）による東日本大震災を契機とする文化財レスキューと被災地で開催された企画展である。その

内容の重要性に加えて、他大学の学芸員課程受講生が参加していることが注目した理由の１つである（北海学園大学の年報に参加

記が掲載されている）。座学や館内実習を合同で実施する例はいくつかの報告があり、また専門領域における大学合同の調査研究は

多くの例があるが、合同の実地調査・展示は数少ないが効果的な取り組みではないだろか。 

 加藤幸治 2017 『復興キュレーション』社会評論社 

 土肥京夏 2018 「被災ミュージアム再興活動と震災復興」『北海学園大学学芸員課程学事報告書』30 

 森川日菜子 2018 「石巻における被災ミュージアム再興活動を振り返って」『北海学園大学学芸員課程学事報告書』30  
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Ⅱ：学芸員課程における地域資源利用に関する実践事例 

 

例 言 

 

・本資料集には、「博物館学講座・学芸員課程における地域連携の実態に関するアンケート」で、学生が参加する地域

連携事業を実施していると回答いただいた大学に対し、個票を作成するとともに、具体的な内容についての追加の

調査を行って編集したものである。なお、「館務実習」・「見学実習」および教員のみが参画するもの（公開講座な

ど）は除くこととした。 

 

・2019年度４年生履修者数：課程の規模を推定するために原則として４年生（短大は２年生）の履修者を記載いただ

いた。 

・受講生専攻分野：受講生の専門分野と実践活動の関係を検討するため、選択肢により回答いただいた。「その他」に

ついては、FAX・メール回答および追加調査時に具体的に記載いただいたものがある。 

・回答者の専門分野：煩雑となるので原則として「博物館学」は省略した。 

・地域連携事業の内容：アンケートでは以下のものを例示した。 

学外フィールドワーク：発掘、古文書所在調査、無形文化財の記録、聞き取り、生態調査、地質調査など 

 学内での調査研究：所蔵地域資料の整理、学外所蔵資料を借用して整理、校内遺跡・校内生態調査など 

 学内での展示・普及事業、学外での展示・普及事業：普及事業には、展示解説、ワークショップ、調査研究報告な

どを含む 

・参加人数：学生、教員・指導者、その他に関し、選択肢から回答いただいた。 

・実施期間：複数の活動内容（学内／学外の調査／普及）のトータル時間を選択肢から回答いただいた。紙数の都合

上、各大学で実践している最初の項目に併記している。 

・取り組み内容：追加調査に際し、國學院大學栃木短期大学のものを例示した上で、内容や成果物について記載いた

だいた。 

・関連資料：追加調査に際し、駿河台大学のWebテキストを見本に添え、大学のWeb記事、フライヤー、写真等があ

れば提供いただくよう呼びかけた。また、郡山女子大学短期大学部の論考・長崎国際大学の報告書など、編集者側

から掲載を依頼し、許可を得たものもある。 

 

・本アンケートは2019年7月12日付で作成し、11日に全博協加盟大学176校に文書で発送した。同時に、中村のリ

サーチマップページ上に、質問用紙のワードファイルと、同内容のWebアンケートフォームを用意した。締め切り

は9月10日に設定した。また、「実施している」と回答された大学には、本書所収の個票を作成し、8月27日以

降、國學院大學栃木短期大学の実施例と駿河台大学のWebテキストを見本に添え、内容確認および追加記載の依頼

を随時メールにて行った。 

・本アンケートは75校から回答を得た（回答率42.0%）。提出方法の内訳は、Webフォーム35件（47.9%）、メール11

件（15.0%）、FAX27件（36.9%）である。 

・宮城学院女子大学・日本女子大学・専修大学・四国大学についてはアンケートへの早々の回答にも関わらず、編集

者のミスにより、追加記載の依頼が大幅に遅れたため、十分な期間がとれなかった。ここで改めてお詫びするとと

もに、ご対応いただき、掲載を許可いただいたことに感謝申し上げる。 

 

・本資料集の編集は中村耕作が行った。 
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 北海学園大学                   北海道札幌市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔16名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・民族・経済・生物・地学・工学・環境〕 
回答者          〔手塚薫 人文学部 人類学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
■学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
■他科目との連携 〔地理情報システム論〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔新ひだか町博物館、奥尻町稲穂ふれあい

研修センター歴史民俗資料展示室〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
■有志参加 〔課程履修者〕 
 
参加人数 

学生     10 ～15名程度 
教員・指導者 2～3名程度  
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク 3週間以内 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
成果の住民還元用Ａ３判『記憶地図』2枚制作 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・学芸員課程の講義外学習の中での調査研究・フィールドワーク（離島における記憶地図ワークショップの開催と記憶

地図の作成）:奥尻島谷地地区における記憶地図ワークショップでは、3つのテーマ「村祭り」「村の魅力」「災害」を

軸に地域住民各個人が有している記憶をGISを用いて地図上に統合した（2～4年生）。 

・学芸員課程特別講義として、博物館体験普及行事「使ってみよう！昔の道具～石臼でコーヒーを挽く」の運営:新ひ

だか町博物館が収蔵する石臼を用いて来館者とともにコーヒー豆を挽き、試飲してもらう体験活動を実施（3年生）。 

学会発表 

北海道民族学会2018年度第2回研究会 

文献 

佐々木理子・蟬塚咲衣・稲垣森太・手塚薫 2019「記憶地図作成による地域情報の可視化 ―奥尻島谷地地区における

事例―」『北海道民族学』15号 

蟬塚咲衣・佐々木理子・稲垣森太・手塚薫2019「北海道南西沖地震における奥尻島青苗言代主神社例祭の復興過程をめ

ぐる考察 : GISによる祭礼ルートと時間の変化が意味するもの」『立命館大学歴史都市防災論文集』Vol.13★ 

手塚薫2019「道内博物館と連携したミニミュージアム活動」『北海学園大学地域連携推進機構「地域連携事業報告書」』

1号★ 

『北海学園大学学芸員課程学事報告書』2018～2019：30-31号★ 

『北海学園大学「学報」』2018：116号★（次ページ） 

『北海学園大学人文学部「ヒューマン」』2019：Vol.12★（次々ページ） 

★：Web閲覧可能 
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https://www.hgu.jp/about/pdf/newsletter/schoolnews116.pdf  
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http://hgu.jp.s3-website-ap-northeast-1.amazonaws.com/ebook5/human_12/  
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 東京農業大学生物産業学部             北海道網走市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔37名〕 
受講生専攻分野      〔経済・生物・化学〕 
回答者          〔宇仁義和 学術情報課程 博物館学、科学史・技術史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔概論・経営論・実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者 
 

内容 

■学外フィールドワーク １～２週間程度 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動  
■学外での展示・普及活動 
□その他 １～６日程度 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・博物館概論（１年）：展示批評の共有。博物館見学授業の課題として展示批評をおこない、学生が提出したレポート

を見学先に回覧した。 
・博物館経営論（３年）：観光展示施設の展示批評と提言。学生の自由意見を記した付箋を施設の平面図に貼付。見学

先の施設には指摘個所別にまとめた学生レポートのテキストデータを提供した。 
・博物館実習（３年）：地域に関連した展示実習。登録博物館や交流施設の展示室で地域にも関連したテーマの展示会

を実習として開催した。展示解説など関連事業は無し。 
 
・展示実習については東京農業大学オホーツクキャンパス学術情報課程年報「博物館と学芸員を目指す」（実習先や見

学先への配布用）で紹介している。 
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http://nodaiweb.university.jp/muse/ 
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 山形大学                     山形県山形市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔6名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・経済・美術・生物・地学・物理〕 
回答者          〔佐藤琴 山形大学附属博物館 日本美術史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔最上義光歴史館〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上 
教員・指導者  3名 
その他参加者  2名 
 

内容 

□学外フィールドワーク  
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動  
■学外での展示・普及活動 １～２週間程度 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

最上義光歴史館は1989（平成元）年に開館した山形市立の博物館である。2013（平成25）年、最上義光歴史館の学

芸員より展示室の一部を使って、博物館実習生による特別展を開催してほしいとの打診があった。目的は二つ。一つは、

学芸員が二名しかおらず、実習スペースもないため、博物館実習を受け入れていないが、社会教育施設として何らかの

貢献をすることを設置者から求められているから。もう一つは、一般的に博物館への来館が少ない大学生の来館を促し

たいとのことであった。この申し出は、山形大学附属博物館にとってもメリットがあった。山形大学附属博物館は山形

県師範学校の郷土室を前身とし、山形市内では最も歴史のある博物館である。しかし、占有スペースは山形大学中央図

書館（現小白川図書館）の３階の一角のみで収蔵庫などはない。それでも、1980年（昭和55年）より博物館実習を受

け入れ、山形大学の学芸員養成に寄与してきた。その後、2015年11月に人文社会科学部1号館1階にリニューアルオ

ープンを果たしたが、展示設備は十分ではなく、壁面ケースがある展示室を有する博物館での実習は願ってもないこと

だった。また、山形大学附属博物館は山形市の中心部から外れているうえ、土日祝日は休館する。附属博物館に来館し

にくい人々に収蔵品を見てもらう機会だと考え、申し出を受け入れた。 
 山形大学附属博物館は総合博物館であり、3万点以上の資料を有している。なかでも、最も多く外部研究者からの利

用が多いのは山形県内の近世文書である。実習生がこれらを調査したうえでの特別展立案は不可能であるため、指導者

である佐藤がおおよそのテーマを決めたうえで、実習生に企画を考えさせることにしている。2016 年は山形大学附属

博物館収蔵資料のなかから、対外的に良く知られている 10 点を取り上げた。2017、2018 年は山形大学附属博物館が

収蔵する絵はがきを題材にするよう指示し、実習生がテーマと資料選定した特別展を開催した。2019 年は所蔵資料で

ある「最上名所名産名物番付」（江戸時代末期）をテーマにするよう指示し、今と変わらない名物などを紹介する展示

を実施した。  
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https://www.facebook.com/yamadaihaku 
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 宮城学院女子大学                 宮城県仙台市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度履修者数 〔50名〕※３年生 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・美術・工学〕 
回答者          〔大平聡 学芸学部人間文化学科 日本古代史・資料論（学校資料）〕 
 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1名程度 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク 5週間以上 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・古文書調査 学校資料の調査→収集資料の精査→展示の制作（次ページ参照） 

博物館実習 3年生の「博物館実習」受講生を中心に、1.2年生の科目受講生にも呼び掛ける。 
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2018.04.02 

「歴史の力」を信じる。私のゼミの学生が中心となり、間もなく145年の歴史に幕を閉じようとしている小学校の閉

校記念展覧会の準備を進めている。 

2009年に調査を始めて以来、県内15市町で明治にさかのぼる膨大な資料の所在を確認し、日誌を中心に、アジア・

太平洋戦争終結までの資料を収集してきた。この成果をどのように生かしていくか。考えるいとまもなく、7年前のあ

の震災が、解答を与えてくれた。私に学校資料の重要さを教えてくれた最初の調査地、そして恐らく日本でも有数の学

校資料を保存する自治体、気仙沼市から見慣れてきた風景が消し去られた。でも…、学校に保存されている資料の中に、

学区の歴史が残されていますよ。新たな地域の創造の土台に、津波に消し去られる以前の地域の歴史を生かして下さい。

そう考え、展覧会を開いてきた。 

 2016年度からは、授業でも使い始めている。人間文化学科１年生の入門演習では、1人が1年度分を担当し、記述を

読み取る。昨年3月には、その成果をもとに、閉校する気仙沼市立馬籠小学校の閉校記念展を作った。総合コース「東

北と日本」では今年度から、昭和初年の東北の実態を伝えるために、貧困と衛生に関する資料を提示している。その 1

つとして、登米市と気仙沼市から各1校を選んで作製した、1933年度から1935年度の3年分の気象・温度表を配布し

た。1934年は「やませ」のため、東北地方が大冷害に見舞われた年である。200人弱の受講生の中でただ1人ではあっ

たが、気仙沼で 1 日早く低温状況が始まっていたことに気付き、「やませ」の影響を読み取った学生がいた。残念、人

間文化学科の学生ではなかったが。 

 今年は、3月1日、気仙沼市小原木公民館で小原木小学校の閉校記念展の展示作業を行う。前日には最終点検を行い、

学生は、翌朝の出発に向けて大学に合宿する。「歴史の力」に気付いた学生と共に行う作業は楽しい。 

 

  

 

http://web.mgu.ac.jp/essay/1671.html 

  



13 
 

 郡山女子大学短期大学部              福島県郡山市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度２年生履修者数 〔17名〕 
受講生専攻分野      〔歴史・考古・美術・宗教・地域〕 
回答者          〔仲田佐和子 地域創成学科〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者   
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 ５週間以上 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・発掘調査と外部機関での成果展示 
 
文献 
会田容弘・仲田佐和子・桑野聡 2017「学芸員養成課程の実質化と地域貢献の試み－郡山女子大学短期大学部文化学科

を例として－」『全博協研究紀要』第19号（次ページ以下参照） 
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22 
 

 國學院大學栃木短期大学              栃木県栃木市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度２年生履修者数 〔16名〕 
受講生専攻分野      〔歴史・考古〕 
回答者          〔中村耕作 日本文化学科日本史フィールド 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習・資料論〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
■他科目との連携 〔考古学フィールドワーク・古文書

学演習〕 
■専門サークル 〔日本史系サークル・ゼミ〕 
■学内組織 〔國學院大學栃木学園参考館〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  ３～８名程度 
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 
■学内での調査研究 １～６日程度 
■学内での展示・普及活動 １～６日程度 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

①博物館実習における学内博物館管理の地域資料の整理・展示（２年生） 
・國學院大學栃木学園参考館が所蔵・受託している地域資料、特に一括登録されている考古資料の個別の台帳化 
・一部は常設展示に反映 
②考古学実習資料・古文書実習資料を用いた博物館実習・資料論（１年生） 
・考古学専門科目として実施した中根八幡遺跡発掘調査で得られた土器片を用いた、拓本・実測実習 
・古文書実習で目録化している古文書資料群を用いた、裏打ちの実習 
③日本史系サークル・専門ゼミの活動報告展示の開催（サークル・大学博物館との連携） 
・本学日本史フィールドで開講している考古学・古代史～近代史の各研究会および宗教史ゼミ・西洋史ゼミ・物と伝承

の会・博物館学研究会が実施している活動を、本学参考館にて学園祭に合わせて展示（次年度まで通年展示）。博物館

実習担当教員および学芸員による指導で、パネル・リーフレット・グッズ・ミュージアムトーク等を企画。 
※中根八幡遺跡発掘調査（奈良大学と共同調査）と太平山神社絵馬調査が、栃木県大学地域連携活動支援事業に採択さ

れ（2016年度～現在）、調査・展示・報告会・報告書作成を実施。このうち、遺跡調査は授業の一環（考古学フィール

ドワーク）として実施し、資料の一部は博物館実習（上記②）、成果公開の一部を学内展示（上記③）の素材として活

用。絵馬調査はサークル活動として実施し、成果公開の一部を学内展示（上記③）。 
文献 
中根八幡遺跡学術発掘調査団2016～2019「栃木県栃木市中根八幡遺跡第1～4次発掘調査概要報告」『文化財学報』34
～37 

國學院大學栃木短期大学近世史研究会・物と伝承の会2017～2019『太平山神社の絵馬』 
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 駿河台大学                    埼玉県飯能市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔12名〕 
受講生専攻分野      〔社会・経済・法学・情報・その他〕 
回答者          〔野村正弘 メディア情報学部 博物館学・地球科学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔地域の博物館、地域の子ども図書館、地域

の小学校〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1～2名 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク ５週間以上 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 ２週間程度 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆 有） 
■web上で公開（学生執筆 有） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

「博物館実習」： 

①地域博物館の現役学芸員を特別講師として招聘し、仕事の内容や館の現状などを講義していただく。 

②授業の中で博物館見学（年４館程度）を行っている。館種の選定は、その年度に学生が出かける館園実習の館種とで

きるだけ重複しないように行っている。また、見学する館園には可能な範囲でバックヤードの見学をお願いし、担当職

員の簡単な解説もお願いしている。 

 

「博物館学ゼミ」： 

①３年次ゼミナールでは、次年度のゼミナール展示公開に向けて、テーマの決定、企画・構成の検討し、前期で企画案

を確定させている。後期には、具体的な展示物の選定、導線設計・色彩設計・教育事業の検討など行い簡易な基本設計

書が附属した企画書を確定させている。この作業をするにあたり、KJ法や合宿による館園見学と内容検討を１年間かけ

て行う。 

②４年次ゼミナールでは、春期休業中から展示物借用の交渉、展示製作（グラフィックデザイン、動画作成、立体展示

物製作など）を行い、展示平面図とアイテムリストを確定させている。これらの作業が終了したのち、地域博物館の企

画展示室および什器類を借用して展示を公開している。公開に当たって、市の広報と大学 web サイトでの広報（資料

①）、大手新聞社地方支局への記事投げ込み、市設置掲示板へのポスターの掲出を行っている。展示工事と展示撤収工

事はすべて学生が行っている。展示修了後、「展示報告書」の作成を学生が行い、１部を展示した館に対し寄贈してい

る。 
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「まちづくり実践（地域教育支援）」： 

①全学学向けの地域科目で、夏休み宿題相談会、夏休み宿題展示などを行っている。受講学生は、教員、学芸員、司書

の志望者が中心となっている。この授業は、社会教育の体験と異世代との交流の機会を提供するとともに、地域に対す

る貢献の役割を持っている。実際の作業・運営は学生が行うが、各施設との交渉は教員が行う。この授業では２単位が

付与される（活動時間によっては学期を変えて最大４単位の付与ができる）。 
②宿題相談会は会場を、小学校、地域博物館、地域図書館で行っているが、今年度は市立子ども図書館で２日間行った

（資料②）。 
③夏休み宿題展示は、大学に近接する市立小学校の余裕教室を使って行っている。 
 
参考文献 
野村正弘（2016）「競争的外部資金を活用したゼミナール教育」．『メディアと情報資源：駿河台大学メディア情報学部

紀要』．23-1．43-47． 
（https://surugadai.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&ite
m_id=1599&item_no=1&page_id=13&block_id=21 
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（資料①） 

野村ゼミナール企画展「和文化再発見 着物・きもの・Kimono」が開催されています 

2019/06/12ゼミ活動  

 野村ゼミナール I（3 年次）では、「展示は人と物と情報のコミュニケーションをはかるデザインであり、事物の背景にある見えな

い関係を発見し、それらを組み換えること」と理解し、チームで博物館の展示企画書・設計書を作成しています。 

 毎年ゼミナールでの成果を 4年次で展示として発表していますが、今年度はゼミ生が 3年次しかいないため、テーマは教員が提示

したものになります。これまでと同様、飯能市立博物館において、以下のように企画展を公開しておりますので、多くの方にご覧い

ただき、忌憚のないご意見をいただければ幸いです。 

   

 https://www.surugadai.ac.jp/gakubu_in/media/news/2019/kimono.html    
 

（資料②）https://www.surugadai.ac.jp/chiiki/outcampus/internship2_2project.html 
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 千葉経済大学                   千葉県千葉市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔24名〕 
受講生専攻分野      〔経済・その他〕 
回答者          〔菅根幸裕 経済学科 日本史・民俗学〕 
  
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
■学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
■専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔地域の博物館〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・フィールド 平成30年度鴨川市、令和元年度勝浦市（令和2年度いすみ市の予定） 

・期間 9月上旬の1泊2日 成果を大学付属博物館の企画展として学生が展示。 

・内容 平成29年度までは、単に古文書整理・拓本といった調査であった。しかし、平成30年から、博物館を廻る状

況の変化（UNESCO報告・地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業の実施・文化GDPの拡大等）に対応し、

調査結果を踏まえ、経済学部ならではのマーケティング力を生かした「地域資料の活用」及び「地域博物館の再生」

ひいては「地域経済の興隆（「地方創生」「観光立国」を基軸とするもの）」への博物館活動への寄与などを、自治体と

話合い、連携を試行する実習へと変える。 

平成30年度「調査実習成果と地域博物館鴨川市郷土資料館との連携試行」 

①調査実習 鴨川市平塚高梨家の近世六十六部廻国聖史料・及び墓石調査 

②展示 鴨川市郷土資料館「輪廻のラグランジェ展」資料（アニメ）と千葉経済大学学芸員課程が調査・整理した廻国

聖史料（歴史）のコラボ計画→「聖地巡礼の経済」展の企画・キャラクター作成・印刷物デザイン作成を学生主体で

行う。（併せて鴨川市教育委員会・千葉市教育委員会の後援をもらう） 

③実施 資料の借用・返却は教職員が行い、企画・展示・撤去は学生を中心に行う。 

④連携 翌年、鴨川市郷土資料館で「江戸明治の寺社めぐり－鴨川と聖地巡礼－」展開催、大学附属博物館と地域博物

館が、お互いの調査結果（アニメと歴史）を交換して互いに企画展を開催した。 
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 江戸川大学                    千葉県流山市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔7名〕 
受講生専攻分野      〔民俗・民族・社会・地域・環境〕 
回答者          〔髙橋克 メディアコミュニケーション学部こどもコミュニケーション学科 民俗学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織〔下諏訪町立諏訪湖博物館・赤城赤彦記念館〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者 
 

内容 

□学外フィールドワーク  
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動  
□学外での展示・普及活動 
■その他 １～６日程度 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・地域博物館における資料調査と整理（宿泊を伴うボランティア活動） 
本学では、法定科目博物館実習を博物館学実習Ⅰ（学内）・Ⅱ（学外）として各 2 単位の合計４単位でて実施してい

る。地域博物館との活動は、今年度からで、学芸員の養成課程の博物館学実習Ⅰの履修者を中心に声掛けをして有志の

参加者を募っておこなっている。 
具体的には、下諏訪町立諏訪湖博物館・島木赤彦記念館に所蔵されている島木赤彦の書簡の一部、アララギの発展に

多大な支援をおこなった画家であり歌人の平福百穂に関する約 800 通の整理をおこなっている。資料の分類番号の確

認と資料の採寸、内容確認等である。まずは２泊３日の期間で始め、将来的に2026年の島木赤彦没後100年の展示に

関われればと考えている。 
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 明治大学                     東京都千代田区   

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔60名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・社会・経済・法学・地学・情報・地域・ 

商学・経営・情報コミュニケ－ション・国際日本・総合数理・理工・農学〕 
回答者          〔駒見和夫 明治大学文学部 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
■学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
■有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名以上 
教員・指導者  1～2名程度 
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 1～6日程度 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
■準備中 
 

 
取り組みの内容 

・特別支援学校への博物館出前講座 

 2018年度から始めた取り組みで、2018・19年度は東京都内の知的障害特別支援学校 3校（中学部 2校 3回、小学部

1校2回：予定も含む）に向けて実施した。特別支援学校の児童生徒に博物館の学びをひらくとともに、博物館を認知

して利用するリテラシーを育むことを目的にしている。あわせて、講座スタッフに学芸員養成課程の学生を参画させる

ことにより学生の博物館活動への理解を体験的に深め、実践力を高めることも意図したプログラムである。参加の学生

は講座当日の活動だけではなく、計画・準備の段階から関わって取り組む。この2年間は、明治大学学芸員養成課程で

管理する考古資料を教材にして、実物の博物館資料をもとにしたワークショップと、明治大学博物館を題材にして博物

館の魅力を伝える活動をおこない、延べ20名以上の学生（3・4年生）が参加した。この実践は、明治大学学芸員養成

課程の紀要ないしは年報で報告していくことを計画している。なお、4年生については、出前講座の参加を博物館実習

の単位の一部に充てている。 
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 日本大学理工学部                 東京都千代田区   

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔9名〕 
受講生専攻分野      〔工学〕 
回答者          〔伊豆原月絵 一般教育・学芸員系列学芸員課程担当 芸術学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔資料論・保存論・展示論〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
■他科目との連携 〔博物館教育論〕 
■専門サークル 〔ミュージアム・アソシエイツMA〕 
■学内組織 〔ｃｓｔミュージアム（日本大学理工学部

科学技術史料センター〕 
■学外組織 〔船橋市郷土資料館、千葉県立現代産業科

学館、東洋文庫ミュージアム、岡谷蚕糸博物館〕 
■助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者 

内容 

■学外フィールドワーク ５週間以上 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 
 
 

 
取り組みの内容 

・地域の郷土資料館さんの資料整理および展示を行う 
・大学博物館の資料データベース化およびパネル作成とその展示 
・遺跡保存の環境調査及び学会発表 
 
・学芸員課程の有志で構成されるミュージアム・アソシエイツは、学芸員課程の担当教員の伊豆原月絵の下で学芸員

および博物館学を学びたいという１年生から大学院生60人あまりが参加している。 
活動内容は、 
１． 大学博物館の展示解説を担当している。オープンキャンパスはもとより、大学訪問の受験生や中高生の団体の大

学訪問の際は、MAの学生が、博物館の展示解説をボランティアで行っている。 
２． 展示論、実習Ｂでは、大学博物館の解説パネルやキャプションなどの作成を行っている。 
３． 大学博物館の収蔵資料は、ほとんど整理されていないので、授業で行う他、MAのメンバーが、資料整理および

データ入力などをボランティアでおこなっている。 
４． 夏と冬に、観望会（星を見る会）を近隣の住民および学内の学生を対象に事前予約制で開催している。参加者の

９割が近隣の小学生と保護者である。理工学部の船橋キャンパスは、東葉高速鉄道の駅前にあり、キャンパス内

に交通試験路（飛行機の滑走路や自動車用）があり、広い空間が広がり、星空が見やすい。星を見るだけでな

く、野外博物館と捉え、解説パネルやワークシートを作成し、雨天や曇りの場合は、教室でアプリを使ってプラ

ネタリウムの星の解説を行っている。 
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５． 船橋市や公民館からの依頼で、科学教室を開催している。年に４回。 
６． 船橋市郷土資料館、千葉現代産業科学館、東洋文庫ミュージアム、岡谷蚕糸資料館さんなどに協同で資料整理や

展示解説を行っている。特に、船橋市郷土資料館さんでは、６月から11月まで半年間、常設展示スペースに体験

型の企画展を開催し、夏休みにはワークショップも行っている。 
 
・文化祭に於いて、学芸員課程展示を開催、およそ１年間かけて、企画し、広報活動、研究活動を行い、11月の文化祭

（桜理祭）の際に、科学館を開催する。2018年度の来場者数は、２日間で580名。例年500人を超える来場者。体験

型の科学館を開催している。体験型展示資料は、木工や紙製、ダンボール製のものに、ケント紙やスチレンボードを貼

り、デザインして装飾し、展示室の壁も塗り替え装飾して展示空間を整えることを実習Bで行う。ワークショップは博

物館教育論受講者が担当し、実習Ｂの受講者が企画担当学芸員としている。学芸員課程の履修生のほぼ全員、80 名ほ

どが参加する。 
 
※履修者は1年生22名、２年生20名、３年生23名、４年生９名、大学院生２名、科目等履修生２名（社会人） 
 
文献 
原千賀ほか2017「「木村秀政文庫」の資料整理の方法とメタデータの作成方法」『平成29年度 日本大学理工学部 学

術講演会予稿集』https://www.cst.nihon-u.ac.jp/research/gakujutu/61/pdf/A-6.pdf 
栂孝治ほか2017「平成 29 年度東洋文庫ミュージアム特別展の活動報告」同上 

https://www.cst.nihon-u.ac.jp/research/gakujutu/61/pdf/A-4.pdf 
原千賀・栂孝治・伊豆原月絵2018「博物館学に基づく地域住民対象の星空観望会」『平成 30 年度 日本大学理工学部 

学術講演会予稿集』 
安福紘大・今西諒太・伊豆原月絵 2018「船橋市郷土資料館の防災についての企画展とワークショップ」同上

https://www.cst.nihon-u.ac.jp/research/gakujutu/62/pdf/A-10.pdf 
 
 
【郷土資料館】体験型展示「跳ねて 回して 作る 電気」 

日本大学理工学部学芸員課程有志（MA）が中心となって

企画・制作した体験型展示「跳ねて 回して 作る 電気」

を、船橋市郷土資料館にて展示します。船橋市の昭和から現

代までの電気事情や、太陽光発電などのエコ・エネルギーに

ついての紹介、振動力発電や太陽光発電などの体験コーナー

など、「電気」について楽しく学べる展示です。 
※日本大学理工学部学芸員課程有志（MA ミュージアム・

アソシエイツ）は、学芸員課程で学ぶキュレーターの卵の学

生団体です。 
https://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/bunka/ 
0001/0005/0003/p071385.html 
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学芸員課程の活動報告   伊豆原月絵（一般教育・学芸員課程） 

学芸員課程の学生たちは、今年も活動の場を広げています。６月 18 日から船橋市郷土資料館において、常設展の一

部に「地震 台風 備えあれば憂いなし」と題して、それぞれの学科の学問分野の視点を活かした防災について考える体

験型の展示を制作いたしました。このプロジェクトに参加した学生は、２年生から４年生の航空宇宙工学科、電気工学

科、物理学科、電子工学科、交通システム工学科、海洋建築工学科、まちづくり工学科、機械工学科、建築学科の 11 
人の学生たちです。全ての展示品を手作りで制作しました。一番の人気は、手回し発電機を回すと電球が光り、ブザー

が鳴る展示です。来場者の子どもたちが、競うように回して楽しんでくれましたが、かなり強く回すため、会期中に幾

度か修理をしました。壊れないような展示作品を作れるようにしたいと、いろいろと工夫を重ね、展示スキルも上がっ

てきました。８月７日には館内の学習室において、ワークショップを開催しました。 
また、東洋文庫ミュージアム（東京・文京）の企画展「大♡地図展－古地図と浮世絵」において、制作した地形模型

に博物館資料の江戸の古地図を投影したプロジェクションマッピングを 2019 年 10 月 15 日～１月 14 日まで展示

いたします。船橋市郷土資料館で制作した地形模型の技術に新たにデジタル技術を加えた本展示は、駒込の六義園の近

くにある東洋文庫ミュージアムから、上野の山や皇居までの一帯を、地理情報システム（GIS）を用いて等高線を引い

た地図を作成してスチレンボードに貼り、それを切り出した 13 層を重ねて地形模型を制作しました。この展示は、10 
月 18 日の日本経済新聞の夕刊の文化面に写真入りで紹介されました。ぜひ、ご覧いただければ幸いです。 

『日本大学理工学部科学技術史料センター（CST MUSEUM）会報』第18号 2018 
http://www.museum.cst.nihon-u.ac.jp/pdf/kaiho18.pdf 

 
 
初の学外展示 東洋文庫ミュージアムにおいて   原 千賀（航空宇宙工学科３年） 

５月７日と６月４日の２日間、東洋文庫ミュージアムで、「遊んで学ぼう！地震の仕組み」という企画展を開催しま

した。昨年の 11 月の桜理祭で開催された学生学芸員展示を見学いただいた東洋文庫ミュージアムの学芸員から、初

めて学外で企画展を行う機会をいただきました。２日間の企画展のために、春休みから準備を始め、３か月以上を費

やしました。初日朝の設営のため、準備を進めましたが、設営をスムーズに行うことができず、６月の２回目の展示

までの１か月の間に勉強会を開き、東洋文庫ミュージアム学芸員の篠木さんから解説方法を教えていただき、自分た

ちでもできること考え準備を進めました。そのおかげで目指していた解説もできて、真剣に解説を聞いてくれるお客

様も多く、展示を楽しんでいただけました。今回、２度の展示の機会を得られて、私たちは成長に繋げることができ

ました。展示前は不安を感じていましたが、ひとつの展示を行う一連の流れを学び、自分たちの自信に繋がり挑戦し

てよかったと思いました。私たちの成長を助け、見守っていただけた東洋文庫ミュージアムの方々、展示を見学いた

だいたお客様、ご指導をいただきました学芸員課程の伊豆原先生、ご支援を賜りました先生方に心より御礼申し上げ

ます。 
『日本大学理工学部科学技術史料センター（CST MUSEUM）会報』第16号 2017 

http://www.museum.cst.nihon-u.ac.jp/pdf/kaiho16.pdf 
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 日本女子大学                   東京都文京区     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔46名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・社会・美術・宗教・生物・物理・科学・地域・家政〕 
回答者          〔古川元也 文学部史学科 日本史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習・考古学・民俗学〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔成瀬記念館〕 
■学外組織 〔神奈川県立歴史博物館〕 
■助成事業・協定事業〔名古屋大学人類文化遺産テクス

ト学研究センター「宗教テクスト遺産の探査と綜合的

研究―人文学アーカイヴス・ネットワークの構築―」〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1名 
その他参加者  15名程度（延べ） 

内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
■準備中・成果物は作成しない（グループによる） 
 
 

 
取り組みの内容 

①学内博物館で管理資料の整理、展示 

・成瀬記念館（博物館相当施設）が所蔵・管理している資料の整理、展示（授業と一部重なる）。 

・扱う資料は成瀬仁蔵、及び本学草創期関係者の書簡、写真、原稿、その他モノ資料。 

・展示は、実習期間に該当する企画展示であり、一定期間展示を行うもの。 

②博物館に学科から提供されている考古学、民俗学において資料調査に参加（授業と重なる）。 

・考古学担当者が関係している発掘調査に部分的に参加。 

・民俗学担当者が関係している調査（民具、宗教儀礼など）に部分的に参加。 

③神奈川県立歴史博物館が受託した業務への参加（授業と重ならない） 

・博物館が受託している神奈川県内自治体の古文書調査を本学教員と、学生で数日間にわたり資料整理。 

④科研費による共同展示において、基礎資料の整理と調査に参加（授業と重ならない） 

・助成事業として実施した、人間文化研究機構 博物館・展示を活用した最先端研究の可視化・高度化事業『列島の祈

り』において「鎌倉ゆかりの芸能と儀礼」展の調査、整理協力（特別協力として実施）。 

・扱う資料は神奈川県内自治体の古文書、及び調査の際の写真データ整理。 

  

非公表 
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非公表 
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 早稲田大学                    東京都新宿区    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔132名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・民族・美術・生物・地学〕 
回答者          〔雪嶋宏一 教育・総合科学学術院 図書館情報学・書誌学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～50名程度 
教員・指導者  4名 
その他参加者  適宜 
 

内容 

□学外フィールドワーク  
■学内での調査研究 １～２週間程度 
■学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

学内の博物館資料や建築物（国・東京都の指定文化財）を撮影して、キャプションを作成して大学の展示施設で一般公

開している。 
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 武蔵野音楽大学                  東京都練馬区    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔2名〕 
受講生専攻分野      〔音楽〕 
回答者          〔中川俊宏 音楽総合学科 文化史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔概論・実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔武蔵野音楽大学楽器博物館〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      １～10名程度 
教員・指導者   
その他参加者   
 

内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 １～２日週間程度 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ  
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

学内の楽器博物館の所蔵資料を用いた企画展示 
 
成果の一部は下記に公表 
・「博物館学講座活動報告」「博物館実習展示企画の概要」：『音楽総合学科アートマネジメントコース年間活動報告書』

第7号、武蔵野音楽大学音楽総合学科アートマネジメントコース（2019年3月31日発行）※学内資料 
・「博物館実習報告」博物館実習等報告会（2019年1月26日） 
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 中央大学                     東京都八王子市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔22名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・美術〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者  1名程度 
その他参加者 

内容 

■学外フィールドワーク  １～２週間程度 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動  
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

日本史学専攻の教員がゼミ生とともに行っている遺跡の発掘調査で出土した考古資料の調査研究や展示に、学芸員

資格課程の履修者の一部が有志で参加。 

対象となる地域資料は、福島県楢葉町の井出上ノ原遺跡（縄文時代中期集落跡）出土資料である。井出上ノ原遺跡

は、科学研究費による小林謙一の学術調査として、発掘調査をのべ2ヶ月おこない、縄文時代中期複式炉住居を調査

して、既に発掘調査報告書を中央大学文学部から刊行している。 

その遺物について、地元の楢葉町へ移管するに当たって、文学部日本史学専攻小林謙一のゼミ生及び学芸員課程の

一部有志により、中央大学学内の教室にて1週間の展示活動をおこなった。本学は常設の展示施設を有さないため、

既存の教室の設備を用い臨時の展示場としたものである。 
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 帝京大学                     東京都八王子市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔36名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・社会・経済・法学・美術・地理・その他〕 
回答者          〔阿部朝衛 文学部史学科 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  4名程度 
その他参加者  2名程度 

内容 

■学外フィールドワーク  １～２週間程度 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動  
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

①史学科考古学実習では毎年、新潟県ないし山梨県で発掘調査し、その資料は考古学の室内実習や博物館実習で活用さ

れる。調査の概要は、基本的にはその年度内で『帝京史学』に50頁前後の分量で報告される。 

②地理学野外実習は毎年行われ、それぞれの調査地での成果は学生がまとめている。場合によっては、調査成果をポス

ターにして調査地での展示や本学博物館での展示を行っている。 

③史学科美術史ゼミでは多摩市に所在する「辻陶房」に着目し、辻陶房茶会プロジェクトを実施した。本学の茶道部と

連携し、辻氏制作の茶碗を使用してのプロジェクトである。その成果は大学院生を中心として『帝京史学』に報告さ

れている。 

④学内施設を利用した取り組み 

帝京大学総合博物館：本学の各学部・学科の代表者による組織によって総合博物館の活動が維持され、それに学芸員課

程も連携している。常設展示の他に、各学部学科・研究所の研究成果、教育成果が資料・ポスター展示、講演などに

よって数多く公開されている。野外調査を伴う、観光経営学科のゼミ、史学科地理学ゼミでは各地域での催しと共に

博物館でのポスター・資料展示を行っている。今後はさらに増えると予想される。 

帝京大学医学部付属病院：小児科の子どもたちを対象とした「病院アートプロジェクト」を史学科美術史ゼミが実施

した。このプロジェクトの内容は大学院生を中心に『帝京史学』で報告されている。  
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 桜美林大学                    東京都町田市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度博物館実習履修者数 〔41名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・美術・生物・地学・環境・コミュニケーション学・演劇・博物館学〕 
回答者          〔浜田弘明 資格・教職センター博物館学芸員課程 博物館学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔桜美林資料展示室、桜美林草の根国際 

理解教育プロジェクト〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      5～15名程度 
教員・指導者  1～13名 
その他参加者 

内容 

■学外フィールドワーク 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

①学内資料展示室の展示と運営 
・市民にも公開している桜美林資料展示室の年に1度の展示替えを、学内実習の一部として実施 
・学芸員課程を履修している学生を「学生学芸員」に任命し、アルバイトとして展示室の運営・解説業務を担当 
②地元博物館・小学校との連携 
・町田市立博物館と連携協力し、学内の資料展示室で「町田市立博物館所蔵品展」を開催するとともに、市民向けの公

開講座・ギャラリートークなど実施。本展示作業は、博物館実習の一環として学芸員の指導の下に実施 
・桜美林草の根国際理解教育プロジェクトと連携し、生涯学習概論や学内実習で小学校・学童クラブの出前授業実施 
③地域の自然・文化資源を利用した学内実習 
・「石仏調査の方法」では、大学周辺の路傍の石仏調査を行い、記録を調査カード化 
・「多摩ニュータウンの景観調査」では、多摩ニュータウン各所で定点調査を行い、景観写真を記録カード化 
・「昆虫標本の採集と保存」では、大学周辺で昆虫調査と採集を行い、標本化を図り、標本を保存 
・「植物標本の採集と保存」では、大学周辺で植物調査と採集を行い、標本化を図り、標本を保存 
④博物館学ゼミによる大学祭展示 
・毎年大学祭で、博物館学（金子）ゼミにおいて、博物館学に関する展示とパンフレットの配布を実施 
文献 
桜美林大学『博物館学芸員課程年報』12、2009「学生とともに作る展示室－『桜美林資料展示室』の開設－」 
同13、2011「大学と博物館の連携－町田市立博物館との連携事業から－」 
同18、2017「大学祭におけるゼミ展示『博物館の裏側へようこそ』の成果と課題」ほか 
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資料展示室における町田市立博物館との連携展示ポスター 大学祭での博物館学ゼミの展示チラシ 

  

桜美林資料展示室チラシ（学生制作）          草の根プロジェクトとの連携アウトリーチプログラム  
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 和光大学                     東京都町田市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔4名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・美術〕 
回答者          〔半田滋男 表現学部芸術学科 現代日本美術・美術館学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔経営論〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者   
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
■その他 ３～４週間程度 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

近隣社会教育施設をターゲットとした調査活動 
① 科目開始間もない時期の課題 
行政区域内のある文化施設、町田市立国際版画美術館、

町田市民文学館へ行き、調査レポートの課題とする。 
課題：館内外をすみずみまで観察する。 

気づいた点をかたっぱしからメモして、章分けしてレ

ポートにまとめる。 

1.立地条件、外構、建築の特徴 

2.展示内容 

展示の様子 見やすかったか 

3.ロビー、受付、売店など展示以外の館内の様子 

清掃、職員の態度等  々

来館者層、その様子 

 

② 終了まじかな時期の課題 （経営論で習得した内容

を踏まえる） 

課題 《文化施設の改善点を提起する》①と同じ施設を対

象とする 

1.視点 

・現状の問題点を確認する 

・すぐに改善出来る点と、長中期的に改善すべき点を区別

する 

・施設の性格、立地など特性を前提とする 

2.目的 

・利用者の視点に立つこと。 

・あえて現実面に目を向けて、収益性改善に役立つ提案 

3.注意点 

・非現実的な予算を要すると考えられる提案はしない。 

・館の職員や市側が納得する説得力を持たせる。 

4.予定 

授業でグループ毎に発表する（15分間）。映写設備をつか

ってもよい。打合せ及び作業に使ってよい。 

 

③ グループ内での役割は任意。負担が偏在しないよう、

手分けすること。 
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 専修大学                     神奈川県川崎市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔17名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・社会・経済・法学・美術・宗教・情報・地域・環境〕 
回答者          〔髙島裕之 文学部ジャーナリズム学科 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  2名程度 
その他参加者  30名程度 
 

内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 １～６日程度 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ  
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・学内の展示実習室を利用した学生による展示製作、公開 
 「博物館実習」の学内実習の一環として展示を取り入れ、2017 年に開設された展示実習室を使用して、前期 7 月、

後期12月に公開まで含めた実習を行なっている。展示資料は、授業で使用している専修大学所蔵の資料が中心である。 
 参加者は学内者が主であるが、対外的には2018年12月に卒業生、ゲストスピーカーの講演会、「第1回学芸員課程

セミナー 博物館、学芸員のしごと」を一般参加者も募る形で、展示公開と合わせて開催した。 
 
成果の一部は下記に公表 
内田欽三・髙島裕之 2018「展示実習室・博物館実習室の施設概要 展示実習室の活用」『平成 29 年度 専修大学資格

課程年報 パッソ ア パッソ Vol.20』専修大学、25頁 
髙島裕之 2018「展示実習の試行錯誤」『平成 29 年度 専修大学資格課程年報 パッソ ア パッソ  Vol.20』専修大

学、50頁 
髙島裕之2019「第1回学芸員課程セミナー「博物館、学芸員のしごと」開催の記録」『平成30年度 専修大学資格課

程年報 パッソ ア パッソ  Vol.21』専修大学、50頁 
 
  

非公表 
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 神奈川大学                    神奈川県横浜市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔14名〕 
受講生専攻分野      〔生物・地学・物理・化学・情報・経営学〕 
回答者          〔加瀬友喜 理学部生物科学科 古生物学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1～2名程度 
その他参加者 

内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 

 
取り組みの内容 

・相模湾平塚沖浅海域の生物相調査 
神奈川大学湘南ひらつか校舎から近い平塚沖で、学芸員実習に合わせ、担当教員とティーチングアシスタントにより

ドレッジサンプリングによる浅海底生無脊椎動物相の調査を行っている。学芸員実習では、ドレッジした泥砂混じりの

試料から無脊椎動物をソーティングし、それらの大まかな同定、写真撮影、アルコール固定による保存と採取生物のデ

ータ整理を行い、それらの活用法をレポートとして提出させている。また担当教員らにより、調査の成果を神奈川大学

理学誌で報告している。 
 
成果の一部は下記に公表 
大和田正人、金沢謙一 (2011). 相模湾平塚沖の貝類相：2010年夏の調査結果．神奈川大学理学誌, 22巻, p. 79–82. 
大和田正人、小林由弥、大久保 至、金沢謙一 (2012). 相模湾平塚沖の貝類相：2011年9月と10月の調査結果．神奈

川大学理学誌, 23巻, p. 71–74. 
大和田正人、小林由弥、大久保 至、金沢謙一 (2014). 相模湾平塚沖の貝類相：2012年と2013年の調査結果．神奈川

大学理学誌, 25巻, p. 87–90. 
大和田正人、斎藤礼也、小林 剛、吉田汐里、金沢謙一 (2016). 相模湾平塚沖の貝類相：2014年と2015年の調査結果．

神奈川大学理学誌, 27巻, p. 59–62. 
大和田正人、斎藤礼也、緒方大地、清野裕暉、加瀬友喜、金沢謙一 (2018). 相模湾平塚沖の貝類相：2016年と2017年

の調査結果．神奈川大学理学誌, 29巻, p. 73–76. 
 

非公表 
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 北里大学                     神奈川県相模原市   

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔21名〕 
受講生専攻分野      〔生物〕 
回答者          〔朝日田卓 魚類学、水圏生態学 海洋生命科学部海洋生命科学科〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔大船渡市教育委員会〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上 
教員・指導者  2名程度 
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 １～６日程度 
■学外での展示・普及活動 １～６日程度 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

1．大船渡市教育普及事業への参加：海の生き物観察会の実施（研究室所属学生5名ほどがアシスタントとして参加） 
 
2．教員のための博物館の日（2017 年、18 年、19 年）においてワークショップ（イカのひみつをさぐろう）を担当。 

2019年はエイの解剖も実施（学生5名ほどがアシスタント。ワークシートは学生と共同で作成） 
 
3．大船渡市立越喜来小学校での「川のがっこう」開催 
（2001年から毎年1回実施。2010年までは学生7～10名、2011年以降は5名参加）  

 
4．学内ミニ水族館での特別展示：博物館実習（学内実習）で企画した特別展示を学園祭に合わせて実施 
（3年次生30名程度が参加）  

 
 以上は、博物館学ゼミ活動という位置づけで行っているわけではないが、参加学生にとっては、より実践的な学習と

なっている他、博物館にとっても意義深いと考えられる。  
 
  

非公表 
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参考：2019年の大船渡市立博物館の開催案内 

 
 

 

非公表 
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 日本大学生物資源科学部             神奈川県藤沢市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔27名〕 
受講生専攻分野      〔生物・環境〕 
回答者          〔田中雅宏 生物資源科学部博物館 野生動物管理学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔資料論〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク １～６日程度 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

  

非公表 
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 文教大学                     神奈川県茅ケ崎市   

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔6名〕 
受講生専攻分野      〔国際理解・国際観光〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生     1～10名程度 
教員・指導者 4名程度  
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク  
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 5週間以上 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

 キャンバス内の大学図書館に既設の縄文後期遺跡の展示室を学生主体で全面的にリニューアルした。考古学専攻は

ないこと、また展示資料の管轄が市教育委員会にあったため、埋蔵文化財担当の方にレクチャーと運搬の際にご協力

いただいた。完成した展示室は市内で質・量ともに最も充実したものとなったと評価された。展示プランナー並びに

デザイナーは外部から専門家を招き、講義と実践指導をしてもらった。特別な経費が大学から獲得できたことは大き

な支えとなった。 
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 帝京科学大学                   山梨県上野原市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔約100名〕 
受講生専攻分野      〔生物・化学〕 
回答者          〔佐渡友陽一 アニマルサイエンス学科 動物園・動物観〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
■専門サークル 〔①動物園研究部〕 
■学内組織 〔②動物園動物学研究室、③動物園研究部・

動物園動物学研究室などの連合体〕 
■学外組織 〔多摩動物公園ほか〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名程度 
教員・指導者  1～30名 

その他参加者   
内容 

■学外フィールドワーク ５週間以上 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 

 
取り組みの内容 

①多摩動物公園における教育プログラムの運営 
②甲府市遊亀公園附属動物園におけるゾウの観察やエンリッチメントワークショップへの協力 
③羽村市動物公園、甲府市遊亀公園附属動物園等におけるイベントの運営 
 
文献 
秋山真裕子、津村悠介、田邊愛梨、藤川あも、蓮井雅之、佐渡友陽一（2018）学生ボランティアを主体とした教育活動

の意義と可能性, 日本動物園水族館教育研究会誌, vol.25, pp.17-26 
佐々木陸志（2018）多摩動物公園と横浜市立金沢動物園での教育普及活動，帝京科学大学地域連携推進センター年報，

vol.2, pp.75-78 
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Webサイトでの紹介例 
 
「おえかきっず！ ～親子でバッタのひみつをさぐれ～」を開催します 
 
下記の日曜日に多摩動物公園でバッタを使った親子向けワークショップを行っています。バッタを観察したり、絵を描

いたりして、楽しく学ぶ約１時間の教室です。午前の部と午後の部の１日２回実施していますので、多摩動物公園に

お越しの際は、ぜひご参加ください。 
開催日：［2019年］4／28(日)、5／12(日)、6／9(日)、6／23(日)、7／ 14(日)、7／28(日)、9／22(日)、10／13(日)、10
／27(日)、11／10(日)、11／24(日)、12／8(日)、12／22(日)［2020年］1／12(日)、1／26(日)、2／9(日)、2／23(日)、
3／8(日) 

開催時間：午前の部＝11：00～12：00、午後の部＝13：15～14：15 
開催場所：多摩動物公園（東京都日野市）○原則として昆虫館２階のホールにて実施します。ウォッチングセンター内

で実施することもありますので、詳しくはウォッチングセンター入ってすぐの案内にお尋ねください。 
対象：年少～小学校低学年のお子さんと家族６組程度（先着順）○お申し込みは不要です。直接ご来場ください。 
講師：本学 動物園研究部 学生 
料金：動物園入園料が必要ですが、「おえかきっず！」は参加無料です。 
※多摩動物公園の入園料などはホームページをご確認ください。（http://www.tokyo-zoo.net/zoo/tama/） 
 

  
https://www.ntu.ac.jp/chiiki/information/index.php?c=topics_view&pk=1556510843 
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 静岡文化芸術大学                 静岡県浜松市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔10名〕 

受講生専攻分野      〔美術・音楽・デザイン・アートマネジメント〕 

回答者          〔小針由紀隆 文化政策学部芸術文化学科 美術史〕 

 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔大学特別研究費〕 
■学外組織 〔浜松市博物館〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上程度 
教員・指導者  4～10名程度 
その他参加者 

内容 

■学外フィールドワーク ５週間以上 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・昭和20年代以降、浜松市で栄えた染色産業に関わる資料（染色用の型紙）を調査し、データベース化。 
・浜松市博物館での「浜松の染色の型紙」展（2019年）での展示協力、及び展覧会図録への執筆、ポスター、チラシの

デザインなど。 
 
浜松市博物館に3年ほど前、市内の染色関係者から約20,000枚の型紙が寄贈されました。博物館と本学で話し合い、

これらの型紙の特色と染色産業の歴史を紹介する展覧会の企画・開催を決定。それに先立つ基礎的調査を本学の学生に

進めてもらうことになり、約 50 名が調査に参加しました。下記学生の原稿は、寄贈者の遺族と接触し、染色産業が全

盛だった昭和における浜松市の様子を、インタビュー形式でまとめたものです。その他、学生の活動は、調査、印刷物

（ポスター、チラシ）の制作、展示協力、シンポジウム開催の補助と多岐に及んでいます。 
池川恵子2019「相曽形染の想い出～相曽泰子一人語り～」『浜松の染色と型紙』展図録、浜松市博物館 

 

学芸員課程との関係について： 

学芸員資格課程とは別の枠組みで実施した特別事業です。しかし、展覧会開催を前提にした事業の性格上、学芸員資

格課程を履修する学生が多くなりました。資料の展示は、以下の会場・会期で行われました。 

・静岡文化芸術大学西ギャラリー  2018年6月16日～7月1日 

・市民ミュージアム浜北  2018年9月8日～10月21日 

・浜松市博物館  2019年1月29日～3月3日 

＊2018年の2回は、浜松市博物館の展覧会に先立つ中間発表となっていました。 
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 南山大学                     愛知県名古屋市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度博物館実習履修者数 〔21名〕 
受講生専攻分野      〔考古・人類学〕 
回答者          〔黒澤浩 人文学部人類文化学科 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔大学学長室〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
■有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者   
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 １～６日程度 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
■準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

大学学長室主催の小中学生向け講座での業務補助 
①夏休みを利用した小中学生に対するワークショップ形式の講座で、今年は小学生 70 名、中学生 25 名の参加があっ

た。 
②小学生向けの講座の内容としては、70 名を 8 グループに分け、縄文土器を用いて、観察からどのようなことが読み

取れるのかを体験的に知ってもらえるように促した。 
③学生は各グループにそれぞれ1名付き、小学生に対する指導・助言を行った。 
④中学生向けの講座では、人類学博物館の触る展示を活かして、触察によって資料を認知し、自分が触った資料が展示

室のどこにあるか探す、という一種のゲームを行った。 
⑤このゲームでは、視覚によって得られた情報と触覚によって得られた情報との間に差があるかどうかを体験すること

を目的としていた。 
⑥今回は人数が多かったので、2名の学生に補助をお願いした。 
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 同志社大学                    京都府京都市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔85名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・美術〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内 
■学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      85名程度 
教員・指導者  1～2名 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
■準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 
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 花園大学                     京都府京都市    

 

学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔10名〕 

受講生専攻分野      〔歴史・考古・民俗・美術〕 

回答者          〔明珍健二 文学部博物館学芸員課程 物質文化研究・民俗学〕 

 

地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔展示論〕 

■学芸員課程特別事業 

□博物館学ゼミ活動 

□他科目との連携 〔   〕 

□専門サークル 〔   〕 

■学内組織 〔大学博物館〕 

□学外組織 〔   〕 

□助成事業・協定事業〔   〕 

□有志参加 〔   〕 

 

参加人数 

学生      1～10名程度 

教員・指導者   

その他参加者   

 

内容 

■学外フィールドワーク １～２週間程度 

■学内での調査研究 

■学内での展示・普及活動  

□学外での展示・普及活動 

□その他 

 

成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 

■報告書を刊行（学生執筆有・無） 

□web上で公開（学生執筆有・無） 

□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 

■展示・ワークショップ 

□準備中・成果物は作成しない 

 

取り組みの内容 

 博物館学芸員養成課程は専属教員が三名おり、考古学・民俗学・美術史を担当している。博物館活動については、

大学博物館（博物館相当施設）の設置を2000年度に行い、三分野の調査研究を行い博物館教育を行っている。考古

学分野では校地の発掘、本山妙心寺境内発掘、自治体依頼発掘等を行っている。民俗学では自治体依頼の民族調査お

よび共同研究を行い資料の蓄積も行っている。美術史部門においては、博物館を設置し十年ほどは大学所蔵資料の展

観および借用資料による展観を年に二回実施している。その後、妙心寺各塔頭の展観や妙心寺末寺所蔵資料を中心と

した活動を行っている。本学が大学博物館を設置した経緯は、①大学の知的財産の公開を行う ②博物館実習を学内

で実施できる施設を設置することを基本理念としている。 

 大学博物館の運営の一環として、考古学においては発掘によって所蔵資料が蓄積され博物館の平常展の継続的展示

が行われている。さらに校地発掘による企画展を開催している。平常展や企画展は、博物館学芸員の指導によって博

物館実習生および考古学研究室員によって展示替えを行っている。 

 民俗学では、自治体依頼の民俗調査依頼による資料収集が行われ、平常展示を行っている。また文書の収集を行い

取扱いや釈文の作成を実習生と教員によって行っている。また共同研究が行われる際には、実習生が参加し報告書の

作成や展観を実施する計画等にも参画させている。 

 美術史では、年二回の企画展を実施しているが実習生にも展示参加させ資料梱包の技術や展示技術等を学芸員の指

導のもと経験させる。また所蔵絵画資料の資料台帳を作成する作業も行い、博物館資料とは何かを考えさせる機会を

与える。また博物館実習では、実物資料である巻子や屏風を実際に展示させることも行っている。 

 本学の博物館実習は、教員や学芸員だけではなく博物館にかかわりの深いプロを講師として参加していただいてい

る。印刷、写真、資料修復、二次資料(レプリカ)、梱包と運搬、燻蒸、情報管理、博物館設計等のプロに参画いただい

ている。  
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 関西大学                     大阪府吹田市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔4名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・民族・社会・経済・法学・美術〕 
回答者          〔山下大輔 関西大学博物館 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔関西大学博物館〕 
■学外組織 〔近隣博物館園〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      30名以上 
教員・指導者  10名以上 
その他参加者   
 

 
内容 

■学外フィールドワーク ３～４週間程度 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動  
■学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・博物館実習の一環で行う博物館実習展 
 例年11月に、博物館実習を履修する実習生が企画・立案・展示を自主的に行う「博物館実習展」を関西大学博物館

特別展示室で開催し、本学教職員だけでなく一般の方にも広く公開している。展示資料の借用交渉は、学内外を問

わず実習担当教員の指導のもと実習生が主体となって行う。各班のテーマによって、関西大学博物館や関西大学図

書館所蔵以外に、近隣博物館園・個人など外部からも借用する場合がある。 
・博物館実習の履修者の中から近隣博物館園に派遣する「学芸員インターンシップ」 
 近隣博物館に博物館実習生の中から希望のあった学生（3年生以上）を5日以上派遣し、展示解説や普及活動など

を含む学芸業務の職業体験をしてもらう。 
・博物館が実施する普及活動「キッズミュージアム」への参加 
 関西大学博物館が主に小中学生を対象として実施する体験イベント「キッズミュージアム」に、博物館実習生が運

営をサポートし、各種プログラムの担当として参加する。 
・北大阪ミュージアムネットワークやかんさい・大学ミュージアムネットワークの行事への参加 
 大阪北部に所在の博物館園63館が集まり協働する北大阪ミュージアムネットワークや関西圏の17大学18大学ミ 
ュージアムが連携するかんさい・大学ミュージアムネットワークが実施する、各種イベントやシンポジウム等に博

物館実習生を含む学生が参加。 
・遺跡の発掘調査 
 関西大学文学部考古学研究室に所属する学生が自発的に自治体等の行う発掘調査に参加。夏季には自治体と考古学

研究室が主体となる学術的な発掘を実施している。 
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・ひらめき☆ときめきサイエンスの実施 
 関西大学文学部考古学研究室に所属する学生が、本学文学部米田文孝教授の指導のもと、主に考古学の分野での最

新の研究成果をテーマとしたワークショップを開催。 
 
〔参考資料〕 
関西大学博物館紀要（毎年度末に刊行。現在第 25 号まで刊行済。博物館実習および実習展の内容、実習生による博物

館実習展についてのレポートを掲載。本学図書館の学術リポジトリにてウェブ公開。https://kansai-u.repo.nii.ac.jp/） 
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 神戸学院大学                   兵庫県神戸市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度3年生履修者数〔16名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・民族〕 
回答者          〔前畑政善 神戸学院大学教務事務グループ〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者 
 

 
内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動  
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

神戸市埋蔵文化財センター所蔵の埋蔵文化財(主には陶器・土器類)を利用して、本学図書館の小展示場にて約１か月

間、展覧会を開催する。例年11月上旬から12月上旬に開催している。学生（主に3年次政）が神戸市埋蔵文化財セ

ンター学芸員の指導下でテーマから展示シナリオ、展示資料の選定、展示レイアトなどすべての工程を自分たちで行

う。例年、本学図書館発行のミニコミ誌にて展示内容等の紹介を行っている（次ページ）。 
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 神戸松蔭女子学院大学               兵庫県神戸市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔5名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史学・社会学・文化史・美術史 など〕 
回答者          〔守屋雅史 文学部日本語日本文化学科 東洋陶磁史・煎茶文化史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
■有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者   
その他参加者 
 

 
内容 

□学外フィールドワーク  
■学内での調査研究 １～６日程度 
■学内での展示・普及活動  
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

平成28年(2016)11月に、神戸松蔭女子学院大学と神戸市立博物館は連携協定を締結し、学術交流をはじめとした様々

な事業を協働して実施している。その一環として、大学祭(松蔭祭)において、大学構内の人の多く行き交う場所で神戸

市立博物館の移動展示車「おきしお夢はこぶ号」を用いて、神戸市立博物館所蔵のレプリカ作品展を大学と博物館とで

共同開催している（ただし、2019年は神戸市立博物館の諸事業により不開催、2020年は新型コロナウィルスの感染拡

大によって大学祭が中止となり不開催）。大学の博物館実習の授業の一環として、陳列案の作成、作品選定、ご挨拶・

キャプション・一点解説、ポスター・出品目録などの作成を行い、大学祭の開催日当日の作品移動と開梱・梱包は博物

館学芸員により実施し、博物館実習の担当教官と履修者の有志により陳列・撤収、ギャラリートークなどをおこなって

いる。１日だけの展覧会ではあるものの、大学祭を訪れた様々な人々に神戸市立博物館の紹介とともに、資料や作品を

通じた博物館における楽しさの一端を体験してもらうことで、毎年の大学祭の中のイベントとして好評を博している。



59 
 

 帝塚山大学                    奈良県奈良市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔18名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・民俗・社会・美術〕 
回答者          〔清水昭博 文学部日本文化学科 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
■学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔帝塚山大学文学部・帝塚山大学附属博物

館・帝塚山大学考古学研究所〕 
■学外組織 〔城陽市歴史民俗資料館・奈良県立民俗博

物館・島本町立歴史文化資料館・国外所

在文化財団〕 
■助成事業・協定事業〔いずれも共催展示〕 
□有志参加 〔   〕 
 

参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  5名 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク 3～4週間程度 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 
 
 

 

取り組みの内容 

平成29年度私立大学研究ブランディング事業に採択された「『帝塚山プラットフォーム』の構築による学際的『奈

良学』研究の推進」の一環として、令和元年度には学外の3機関（城陽市歴史民俗資料館・奈良県立民俗博物館・島

本町立歴史文化資料館）との間で協約を締結し、共催展示を開催した。 
城陽市歴史民俗資料館では「自瓦自賛－瓦を解き明かす－」（7月6日～9月8日、本学附属博物館共催）を開催

し、学芸員課程を受講する学生・大学院生（既履修者を含む）は本学附属博物館での展示品の抽出作業や特別展の展

示解説を担当した。奈良県立民俗博物館では「絵と道具でたどる昔の奈良のくらし－永井清繁氏のスケッチ帖から

－」（9月21日～12月1日、帝塚山大学共催）を開催し、展示パネルの作成、展示、展示解説、体験イベント、撤収

作業を担当した。島本町立歴史文化資料館では「鈴谷瓦窯跡と東大寺」（10月2日～12月3日、本学附属博物館共

催）を開催し、本学附属博物館での搬出作業、展示、体験イベント（瓦ストラップ・マグネットづくり、瓦拓本体

験）を担当した。 
この他、附属博物館では博物館実習生による企画展示を冬季に開催し（今年度は「我が国の近代文化財保護制度の

歩み（仮）」の予定）、実習生は展示品の選定、他機関との交渉、展示パネルの作成、展示、ポスター・チラシ作成、

展示解説など企画展に関わるほとんどすべての業務を担当している。 
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                            『帝塚山大学附属博物館報』XIV（2019.3.31） 
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 就実大学                     岡山県岡山市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔29名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史〕 
回答者          〔浅利尚民 人文科学部 芸術学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
■学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者   
 

 
内容 

□学外フィールドワーク 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動  
■学外での展示・普及活動 １～６日程度 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・県内の博物館施設等での展示及び調査・写真撮影等を行っている 



63 
 

博物館学芸員課程学生が備中安養寺経塚出土の瓦経（がきょう）を調査 

就実大学人文科学部は倉敷考古館との連携協定を結んでいます。 
 連携事業の一環として、現在、倉敷考古館所蔵の「瓦経（がきょう）」の再調査を行っています。「瓦経」とは粘土

板に経文を刻んで焼いたものです。国指定重要文化財「備中安養寺裏山経塚出土品」と同時に発掘された未整理の瓦

経について、記載された経文の同定作業を行っています。 
 調査は表現文化学科土井通弘教授の指導のもと、本学博物館学芸員課程の学生や、学芸員として活躍する卒業生な

どが参加して解読や写真撮影に取り組みました。 

   

 
https://archive.shujitsu.ac.jp/department/jinbunkagaku/hyogenbunka/hyogenbunka_info/31201.html 
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 県立広島大学                   広島県広島市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔5名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・社会・その他〕 
回答者          〔鈴木康之 人間文化学部国際文化学科 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔展示論〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔宮島学センター〕 
■学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10名程度 
教員・指導者  4～10名程度 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク  １～２週間程度 
■学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動  
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

毎年テーマを決めて、宮島歴史民俗資料館、宮島観光協会との連携のもと、学生による宮島に関する資料調査をフィ

ールドワークもまじえながら実施し、大学図書館で企画展を実施している。また、毎年2回ほどのギャラリートークを

学生が担当している。2019 年度は厳島神社の大鳥居をテーマとし、大学図書館の企画展示ののちには、成果の一部を

宮島歴史民俗資料でも展示する予定である。過去には、広島県立歴史民俗資料館、頼山陽史跡資料館とも連携して企画

展を実施している。 
関連URL: http://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/miyajima/tenji2019.html 
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 四国大学                     徳島県徳島市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔20名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・美術〕 
回答者          〔須藤茂樹 文学部日本文学科 日本美術史・日本中近世史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
■有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク 1～6日程度 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

2018年実績：千葉山安楽寺（美馬市美馬町郡里）の文化財調査  徳島の浄土真宗の代表的寺院である安楽寺の寺宝の

調査を博物館学芸員課程受講者の有志によって 4 日間おこなった。その成果は、2019 年 3 月に本堂で調査報告会を

行い、同月に図録を刊行した。※美馬市からの補助金により、交通費・図録印刷費等を支出。新聞報道あり。 

2019 年度活動：2018 年度の継続として、真言宗寺院の願勝寺の文化財調査を行っている。今年度も報告会と図録の発

行を予定している。 

・学生の自主性を大切にし、資料の調査や図録の編集・執筆という博物館学芸員に必要な技能を習得することを目的と

しているが、あわせて研究の大切さ、おもしろさを知ってもらえたらと思っている。 

・ほかにも石井町の蓮光寺や童学寺の文化財調査も行っている。 
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 久留米大学                    福岡県久留米市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔15名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・民俗・民族・社会・経済・情報・地域〕 
回答者          〔吉田洋一 文学部国際文化学科 日本思想史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔全科目〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔博物館学芸員課程委員会（教員 2 名・職

員 1 名、いずれも兼担）を設置、主に館外実習時の対

応などを行う〕 
■学外組織 〔特に設置していない〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  4～10名程度 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク １～２週間程度 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 
 

 
取り組みの内容 

学外フィールドワークの事例 

・九州歴史資料館及び九州国立博物館へのバックヤードツアー（任意の場合もあり）、など 

 

学内での調査研究 

・古文書整理（調査）（大学図書館所蔵）など 

 

口頭発表・報告会 

・ミュージアムウィーク（福岡市域）開催期間中に個別（またはグループ）で見学し、その内容を発表する。 
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 長崎国際大学                  長崎県佐世保市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔60名〕 
受講生専攻分野      〔観光〕 
回答者          〔中島金太郎 人間社会学部国際観光学科 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

□学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
■学外組織 〔波佐見町教育委員会〕 
■助成事業・協定事業〔波佐見町との連携〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名 
教員・指導者  4～10名程度 
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク ５週間以上 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

東彼杵郡波佐見町と包括連携協定を締結し、同町文化財の本学内でのサテライト展示、公開講座への学芸員の派遣、

町内文化資源の合同悉皆調査、ミュージアムグッズの製作事業などを実施。 

 

・波佐見町内墓地の墓石調査を実施。 

・大学図書館で波佐見焼「くらわんか」と波佐見町の古文書に関する展覧会をそれぞれ1ヶ月程度開催。古文書の展覧

会は、町学芸員の指導のもとで学生が展示を施工。（2019年度は郷土の偉人に関する展示を実施予定） 

・本学の公開講座で、同町学芸員が古文書に関する講演を実施。 

・2020年度に開館予定の同町の博物館で使用するミュージアムグッズの計画を学生とともに実施。プレ事業として、同

町の基幹産業である波佐見焼のマグカップ、コンプラ瓶をグッズとして製作。 

 

文献 

落合知子・中島金太郎編2019『平成30年度長崎国際大学学長裁量経費採択「地域文化資源を活用したMLA連携による

博物館展示教育の実践」実施報告書』（次ページ参照） 
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 九州保健福祉大学                 宮崎県延岡市     

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔3名〕 
受講生専攻分野      〔生物〕 
回答者          〔山内利秋 九州保健福祉大学薬学部動物生命薬科 文化財学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔資料論・保存論・展示論〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
■有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1～3名程度 
その他参加者 
 

内容 

■学外フィールドワーク ５週間以上 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動  
■学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

1.地域社会の課題をテーマとした展示企画の実施(博物館学内実習)。 
 地域課題を取り上げた PBL 型の授業として、博物館学内実習において展示企画を毎年度実施している。調査・資料

収集・展示・評価までを学生が実施する。これらの記録は『九州保健福祉大学博物館学年報』に報告。 
その他口頭発表 
山内利秋2014.6「博物館のない大学の博物館実習－社会の課題解決を目指した学内実習－」全日本博物館学会第40
回研究大会, 明治大学 

山内利秋2015,5「博物館実習をどう考えるか」『2015年度日本ミュージアムマネージメント学会近畿支部・九州支部

合同研究会』,日本ミュージアムマネージメント学会近畿支部・九州支部, 桃山学院大学梅田サテライト 
山内利秋2017.7「災害を学芸員養成の中で考える―2016年熊本地震を経て―」『全日本博物館学会第43回研究大

会』,滋賀県立琵琶湖博物館 
文献 
山内利秋2015「学芸員養成における課題解決型教育『博物館学雑誌』41-1 全日本博物館学会 
 
2.災害時を想定した資料レスキュープログラムへの学芸員課程履修生有志の参加。 
 大規模災害を想定して、隣接他県の大学と協働して災害時における博物館・文化財のレスキュー活動のシミュレーシ

ョンを実施している。 
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口頭発表 
後藤真・奥村弘・山内利秋・佐藤宏之・冨田千夏・天野真志2018.09 第33回人文機構シンポジウム鹿児島大学・人

間文化研究機構協定締結記念シンポジウム『鹿児島の歴史再発見－新しい地域文化像を求めて－』,鹿児島大学 
松山真弓・山内利秋2018.11「隣接地域間での連携について考える」『第5回全国史料ネット研究交流集会』,新潟大学 
 
3.博物館学ゼミ生による、熊本地震にかかる被災博物館・図書館のインタビュー記録化。 
 災害時の記録化を目的として熊本地震において被災した博物館・図書館関係者から、学生がインタビューを実施し

ている。これらの記録は公的機関に保管。 
文献 
山内利秋2019「災後と復興、学芸員課程から博物館の役割を考える」『九州保健福祉大学博物館学年報』8 九州保健

福祉大学学芸員養成課程 
※記録はくまもと森都心プラザ図書館にて保管(現状非公開)。 
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2012年度企画展 動物園があった時代(ころ) 

本学薬学部動物生命薬科学科では学芸員取得のための博物館学実習を行って

います。その過程で「城山動物園」の存在を知りました。延岡にかつて動物園

があったという記憶自体が市民の間からも忘れかけられています。「なぜ城山に

あったのか」、「そこにどんな動物がいたのか」、そんな記録と記憶を手繰り寄せ

る事で、動物園を知る世代と知らない世代とを結び付けていく事が出来ないで

しょうか。今回の展示企画は、こうした意見から生まれました。 
 延岡市民協働まちづくりセンター 
 平成24年7月11日(水)～7月20日(金) 
 
 
 

https://www.phoenix.ac.jp/news/event/20120704/3358 
 

2017年度企画展 災害がやってきた 
東日本大震災、熊本地震など近年日本では大規模災害による大きな被害が後

を絶ちません。被災地の人はそうした中で、大きな苦難の道を歩んでいます。 
 その一方、このような被災した土地の支援や復興に関わっている人たちによ

って、防減災についての様々なノウハウが蓄積されていきました。今までの災

害やその復興までの道のりをかえりみることで、私たちは何を学ぶ事ができる

でしょうか。さて、南海トラフ地震の発生が予測されている中、我々は、自身

の未来のためにどれだけのことを理解し、行動につなげられているでしょう

か。どこに逃げればいいのか、そして何が必要か、何が役立つのかを理解して

いるでしょうか。災害から生き延びてきた人たちのリアルな体験を元に、被災

時に必要とされる知識や手段を知り、そしていざ自分が被災した際にそれらを

活用していけるような展示を目指します。 
 
カルチャープラザのべおか 2階フリースペース（延岡市立図書館2階） 

 平成29年7月14日（金）～23日（日） 
https://www.phoenix.ac.jp/topics/20170630/6517 

 

2019年度博物館実習企画 変わったもの、変わらないもの 

 私たちは幼いころ、公園にある様々な遊具に囲まれて遊んできた。しかし近

年の公園では制限が設けられ、子供たちが遊ぶのにも窮屈を覚えているのでは

ないだろうか。昔ながらの遊具は老朽化や整備不良、それに伴う事故によって

危険視されるようになった。撤去された代わりに改めて安全装置が施されたモ

ノが設置され、あるいは豊かな感性を育むべきこれら構築物事態をなくしてし

まおうとする動きすらある。そう考えると、私たちが遊んでいたころと比べ

て、子供たちが公園の遊具の上から眺めてい景色は随分と様変わりしてしまっ

たのではないかとも思うのである。そこで私たちは様々な公園と遊具からみえ

る景色を、写真に収めてきた。なぜ公園は姿を変えてしまったのだろうか。の

こされたかつての遊具の痕跡と、現代の遊具・公園の姿から、考えてみたい。 
延岡市民協働まちづくりセンター 
令和元年7月11日(木)～7月20日(土) 

http://www.phoenix.ac.jp/topics/20190621/11057 
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 鹿児島国際大学                 鹿児島県鹿児島市    

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔10名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古〕 
回答者          〔鐘ヶ江賢二 鹿児島国際大学博物館 考古学〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

□学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔大学博物館〕 
■学外組織 〔日置市〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10名程度 
教員・指導者   
その他参加者   
 

 
内容 

■学外フィールドワーク ３～４週間程度 
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 
■学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
■web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・福祉施設の通所者のアート作品展示（学内博物館） 
 
・大学と日置市との包括連携協定にもとづく、日置市歴史民俗資料館の活性化にむけた調査・協力（講演会開催の協力、

展示パネル作成協力等） 
 
成果の一部は下記に公表 
肥口美和子2017「「かけはしが結ぶアートの世界」がもたらした『地域で生きていく喜びと力』」『鹿児島国際大学考古

学ミュージアム調査研究報告』第14集 
鐘ヶ江賢二2018「文化財の調査研究における高校生のフィールドワークの可能性―特別企画展『吹上の考古学史をた

どる』展示資料から―」『鹿児島国際大学ミュージアム調査研究報告』第15集 
常田和彦2018「吹上歴史民俗資料館の活用と課題について」『鹿児島国際大学ミュージアム調査研究報告』第15集 
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Webページ 日置市の博物館の活性化にむけたフィールドワークに参加（2018年11月） 

 

 
http://www.iuk.ac.jp/renkei/sangakukan/sangakukan.php?eid=00086   
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 （非公表）                    東京都内       

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔49名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・美術・音楽〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔大学資料センター〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10〜30名程度 
教員・指導者  2〜3名程度 
その他参加者  1〜2名程度 
 

 
内容 

■学外フィールドワーク  
□学内での調査研究 
■学内での展示・普及活動 １～２週間程度 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
■報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
□口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

・大学が調査を行った遺跡の出土資料を用いた拓本等の実習 
・学内資料を利用した展示活動（不定期） 
 

①大学が発掘調査を実施した遺跡の出土平瓦を用いて、拓本や裏打ちの実習などを行っている。 
 
②展示活動については、大学所蔵の考古資料や民族資料を展示するケースと、学生の調査・研究成果をパネル展示する

ケースがある。昨年度は、学科の記念事業に係る展示を博物館実習の一環として実施した。 
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 （非公表）                    中部地方       

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔23名〕 
受講生専攻分野      〔美術〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔保存論〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
■学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者  1名 
その他参加者   

内容 

□学外フィールドワーク 
■学内での調査研究 1～6日程度 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他 
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

学内設置の屋外彫刻の簡単なメンテナンス 
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 （非公表）                    関西地方       

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔4名〕 
受講生専攻分野      〔歴史〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔   〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者   
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
■学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

■紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 
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 （非公表）                    関西地方      

 
学芸員課程の基本情報 

 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み（複数回答可） 

■学芸員課程通常時間内〔実習〕 
□学芸員課程特別事業 
□博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      10～30名程度 
教員・指導者   
その他参加者   

内容 

■学外フィールドワーク 1～6日程度 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
■展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 

歴史博物館、文化ホールへの見学実習を授業内で実施 
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 （非公表）                    中国地方      

 
学芸員課程の基本情報 

2019年度４年生履修者数 〔8名〕 
受講生専攻分野      〔文学・歴史・考古・美術〕 
 
地域資源利活用の取り組み 
実施の枠組み 

■学芸員課程通常時間内〔資料論・実習〕 
□学芸員課程特別事業 
■博物館学ゼミ活動 
□他科目との連携 〔   〕 
□専門サークル 〔   〕 
□学内組織 〔   〕 
□学外組織 〔   〕 
□助成事業・協定事業〔   〕 
□有志参加 〔   〕 
 
参加人数 

学生      1～10名程度 
教員・指導者  1名 
その他参加者  1名 

内容 

■学外フィールドワーク １～６日程度 
□学内での調査研究 
□学内での展示・普及活動 
□学外での展示・普及活動 
□その他  
 
成果の公開と学生の関与 

□紀要・雑誌等に公開（学生執筆有・無） 
□報告書を刊行（学生執筆有・無） 
□web上で公開（学生執筆有・無） 
■口頭発表・報告会（学生発表有・無） 
□展示・ワークショップ 
□準備中・成果物は作成しない 
 

 
取り組みの内容 
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Ⅲ 博物館学講座・学芸員課程における地域連携の実態に関するアンケート（結果速報） 

 
 
１．貴講座・課程について 
 

1-1. 大学名 

 

1-2. 受講者数 2019年度入学学生数〔    名〕 

 

1-3. 受講生専攻分野（該当するものにチェック。複数回答可） 

 文学 歴史 考古 民俗・民族 社会 経済 法学 美術 

 音楽 宗教 生物 地学 物理 化学 情報 工学 地域 

 環境 その他 

 

２．地域連携事業について 

 

2-1. 学生が参加する地域資源の利活用を行っていますか？ 

（必須） 

※2-2 でお聞きする範囲での学芸員課程と関係が深い事例を含

めてお答えください。また、過去・今後の事例があれば、それ

を含めてお願いいたします。 
※「館務実習」・「見学実習」および教員のみが参画するもの（公

開講座など）は除く 
A.実施している 47件（62.7%） 
B.実施していない 28件（37.3%） 
 
実施している場合 

 
2-2. 実施の枠組み（複数回答可） 

A.学芸員課程通常授業時間内 34件（32.4%） 
a 概論 1 
b 経営論 3 
c 資料論 4 
d 保存論 3 
e 展示論 4 
f 教育論 1 
g 情報・メディア論 1 
h 実習 26 

B.学芸員課程特別授業  6件 （5.7%） 
C.博物館学ゼミ活動  7件 （6.6%） 
D.専門サークル  4件 （3.8%） 
E.学内組織との連携 20件（18.9%） 
F.学外組織との連携 22件（20.8%） 
G.助成事業・協定事業  5件 （4.7%） 
H.有志参加  8件 （7.5%） 
 
2-3. 地域資源の利活用の内容 

A.学外フィールドワーク 31件（32.3%） 
※例：発掘、古文書所在調査、無形文化財の記録、聞き取り、生

態調査、地質調査など 
B.学内での調査研究 18件（18.8%） 
※所蔵地域資料の整理、学外所蔵資料を借用して整理、校内遺

跡・校内生態調査など 
C.学内での展示・普及事業 26件（27.1%） 
D.学外での展示・普及事業 19件（19.8%） 
※普及事業には、展示解説、ワークショップ、調査研究報告など

を含む 
E.その他 2件 （2.1%） 
 

2-4. 実施日数（複数の事業がある場合も含め年間通算日数） 

A.１～６日程度 19件（41.3%） 
B.１～２週間程度 11件（23.9%） 
C.３～４週間程度  7件（15.2%） 
D.５週間以上  9件（19.6%） 
 
2-5. 参加人数 

※複数の事業がある場合、重複はカウントしない。指導者には、

TA・大学院生・学外研究者などを含み、特別参加の学部生は含

まない。 
A.学生 １～10名程度 14件 
B.学生 10～30名程度 21件 
C.学生 30名以上 9件 
 
D.教員・指導者 １～３名程度 22件 
E.教員・指導者 ４～10名程度 8件 
F.教員・指導者 10名以上  4件 
 
2-6. 成果の公開と学生の関与 

A.紀要・雑誌等に掲載（学生執筆有） 11件（12.0%） 
B.紀要・雑誌等に掲載（学生執筆無）  6件 （6.5%） 
C.報告書を刊行（学生執筆有） 12件（13.0%） 
D.報告書を刊行（学生執筆無）  0件 （0.0%） 
E.web上で公開（学生執筆有） 3件 （3.3%） 
F.web上で公開（学生執筆無） 6件 （6.5%） 
G.口頭発表・報告会（学生発表有） 18件（19.6%） 
H.口頭発表・報告会（学生発表無）  3 件 （3.3%） 
I.展示 28件（30.4%） 
J.準備中・成果物は作成しない 5件 （5.4%） 
 
2-7. 教育効果についてお考えをお聞かせください 

A.かなり高い 29件（61.7%） 
B.やや高い 17件（36.2%） 
C.どちらかというと低い 1件 （2.1%） 
D.かなり低い 0件 （0.0%） 
E.わからない 0件 （0.0%） 
 
2-8.地域連携としての効果についてお考えをお聞かせください 

A.かなり高い 19件（41.3%） 
B.やや高い 22件（47.8%） 
C.どちらかというと低い 4件 （8.7%） 
D.かなり低い 0件 （0.0%） 
E.わからない 1件 （2.2%） 
 
2-9. 担当者の負担感についてお考えをお聞かせください 

A.かなり高い 18件（39.1%） 
B.やや高い 23件（50.0%） 
C.どちらかというと低い 5件（10.9%） 
D.かなり低い 0件 （0.0%） 
E.わからない 0件 （0.0%） 
 
2-10.実施上の課題（複数ある場合は上位３つをお答えください） 

A.学生の学術的水準 18件（16.8%） 
B.指導者の学術的水準 5件 （4.7%） 
C.人数が多い 5件 （4.7%） 
D.人数が少ない 7件 （6.5%） 
E.学外連携先との関係 14件（13.1%） 
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F.学内関係機関との調整 16件（15.0%） 
G.実施期間 17件（15.9%） 
H.予算 25件（23.4%） 
 
2-10b.実施上の課題その他（可能な範囲で具体的にお書きくだ

さい 自由記述） 

《学生に関するもの》 

・扱う資料への関心、問題意識をどう高めていくか。 
・ボランティアとしての活動となるので、学生の宿泊代や交通

費・食費などの負担。 
《取組内容に関するもの》 

・企画展制作は、正規の授業時間内だけでは全く足りないので、

時間外労働が多量に発生する。 
・結果をとりまとめる時間が確保できない。 
・授業時間内（90分）で終了させることは困難。 
・実施の段取りを調整することにかなりの労力を費やすこと。 
《学内環境に関するもの》 

・指導教員の不足。 
・学芸員課程各科目の担当教員に専任教員が皆無。 
・専任教員に博物館学芸員指導教員がいないため、学芸員関係

の講義をすべて非常勤講師に頼らざるをえない現状が課題で

ある。 
・学内展示スペースの問題。 
・学内の展示施設が整っていないため、成果の発表に制約が生

じる。 
・展示施設の確保に課題がある。 
・年度末開催が多く、学校行事（入試等）との日程調整が大変。 
・学内担当機関の理解が少ないことが大きい。本学の学芸員課

程では、学生から徴収する金額は少なく、学生の負担が少ない

ことは良いことであるが、予算が少ないことに支障がある。ま

た、社会的活動に関しては、学生の教育効果はかなり高く有意

義であるが、教員の活動もボランティアであり、経費は持ち出

しである。担当教員は 1 人であり、時間的、体力的に負担は

大きい。 
・マンパワー、予算の極端な不足。学内規定と専門性が合わない

ために調整が難しい。 
・学内助成金に依拠した事業のため、毎年同じようには実施で

きない点。学内組織が必ずしも協力的ではなかった。 
《学外との関係に関するもの》 

・提携先との調整のうち、日程調整や安価な宿舎の手配はやや

困難 予算が不十のため、学生にかなりの自己負担を強いる。 
・自治体担当者との役割の比率調整。 
・持続的な地域資源活用の取り組み、協力関係の構築（短期的な

事業では地域資源の活用の効果を得るのは難しい）。 
・大学教員に当該分野の専門家が不在だったため、博物館学芸

員への負担が大きくなった。 
・連携する博物館が所蔵するレプリカ作品は主に原品も同館所

蔵の作品が多いので、学生が興味を持つ作品が限定されてく

る傾向があること。 
・連携対象の自治体との交渉が難しいこと。 
・予算が少なく十分な成果発表展示ができないこと。 
 
以下、実施していないとお答えの方にお願いいたします 
 
2-11. 上記2-2の例のような活動の必要性についてお考えをお

聞かせください 

A.かなり高い 0件 （0.0%） 
B.やや高い 14件（51.9%） 
C.どちらかというと低い 4件（14.8%） 
D.かなり低い 2件 （7.4%） 
E.わからない 7件（25.9%） 
 

2-12. 実施しない理由・実施する場合の課題（複数の場合上位

３つをお答えください） 

A.学生の学術的水準 3件 （4.9%） 
B.指導者の学術的水準 0件 （0.0%） 
C.人数 5件 （8.2%） 
D.学外連携先との関係 6件 （9.8%） 
E.学内関係機関との調整 4件 （6.6%） 
F.実施期間 6件 （9.8%） 
G予算 5件 （8.2%） 
H.可能な連携先が存在しない 3件 （4.9%） 
I.学内・学外他部署で同様の活動を実施しているために必要性は

低い 3件 （4.9%） 
J.学生の専門分野が多様で統一的な実施は困難 
 8件（13.1%） 
K.法定科目で十分であり、必要性は低い 
 4件 （6.6%） 
B.やや高い 14件（23.0%） 
 

2-12b. 実施しない理由・実施する場合の課題 その他（可能な

範囲で具体的にお書きください 自由記述） 

《学生に関するもの》 
・学生の時間的負担が大きすぎる。 
・学生の負担。 
・通信教育課程であり、履修者の大半は社会人のため。 
・学外での調査活動は大学院生が中心として参加している。 
《取組内容に関するもの》 
・実施する時間がない。 
・学外フィールドワークや調査研究、課外授業を実施する科目

はあるが、展示公開や普及活動までは行っていない。 
・各種資料の取り扱い技術と館園実習を教えるだけで時間がい

っぱいになる。 
《学内環境に関するもの》 
・履修者が多すぎる。 
・担当教員毎に特色ある指導を行っている為、新たに実施する

ことが困難。 
・各教員が単発で実施していることもあるが、恒常的に実施す

る機会・案件が少ない。 
・課程の授業担当者の多くが非常勤教員であり、限られた授業

時間の中に、その内容を組み込むことが困難であるため。 
・学部、学科の再編があったばかりで、しばらくの間はカリキュ

ラムを変えることができない。また学芸員資格の取得を希望

する学生が多学部、多学科に在籍しているため、課外活動を実

施することが難しい。 
・学外に出るのは学校の許可が必要。 
・学生を学外に連れ出すことが制度的に容易ではない。 
・大学内に調査研究、公開活用に適した施設が必要である。 例
えば大学博物館・資料館のような拠点施設（小規模でもよい）。 

・学生・指導教員共に正課への対応・本来業務等で手一杯であり

時間的な余裕がない。 
・過年度に実施済みのため、今後の予定は決まっていない。 
 
３ 本アンケートについて 
 
3.1 具体的内容の公表について 

A.内容・大学名まで公表可 39件 
B.内容は公開可、大学名は非公表 25件 
C.内容・大学名ともに非公表 11件 
 
3.2 追加調査について 

本アンケートによる定量的検討に加え、実施事例を中心に、定

性的な事例検討も行いたいと考えております。ご協力いただけ

る場合は、下記にお名前と連絡先をご記入ください。
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