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１ 講演会・フォーラム等による研究成果の公開

 

[概 要] 
 

 国立歴史民俗博物館では，日常的な研究の実施状況を広く内外に公開するためにさまざまな催しを行って

いる。主要なものとしては，歴博講演会・植物苑観察会・歴博フォーラム・歴博映像フォーラム・歴博映画

の会・展示解説と，体験などをともなう各種のファミリー向けプログラムがあげられる。また歴史系総合誌

『歴博』の編集刊行を多年にわたって継続している。こうした催しや刊行物を通じて，一般の方々に歴博の

活動に興味と関心を持っていただくことを目的として，博物館型研究統合に基づく研究活動とその成果の発

信を行っている。 

 本年度は，歴博講演会 11 回，植物苑観察会 11 回，歴博フォーラム３回，歴博映像フォーラム１回，歴博

映画の会３回，展示解説，各種のファミリー向けプログラムをそれぞれ開催したほか，『歴博』誌６冊の刊行

を行った。また科学研究費補助金・学術創成研究に関わる研究集会，報告会も随時行っており，研究成果の

発信と周知，それに伴う討論や反響を経て，さらなる調査研究の課題を模索している。 

博物館活用担当 岩淵 令治   

 

[講演会・フォーラム等] 

歴博講演会 毎月第２土曜日 14：00～16：00 歴博講堂にて 

当館教員や館外の研究者が，自らの研究分野の最新情報を一般の聴講者にも分かり易く発表する。毎月第

２土曜日に本館講堂で実施し，2010 年度は 11 回開催した。 

 開催日時・演題・講師等は「第二部 事業編 Ⅷ 広報・普及 ３ 歴博講演会」（277～278 頁）を参照。 

 

くらしの植物苑観察会 毎月第４土曜日（12 月は第１土曜日）13：30～15：30  

 くらしの植物苑は，生活文化を支えてきた植物を系統的に植栽し，素材となった植物と博物館の展示資料

との関連づけた理解を深めることを目的として，1995 年９月に開設した。観察会は，一般の方を対象に実施

し，四季折々の植物を観察し，人と植物とのかかわりについての理解を深めている。毎月原則第４土曜日に

くらしの植物苑で実施し，2010 年度は 11 回開催した。 

 開催日時・演題・講師等は「第二部 事業編 Ⅷ 広報・普及 ６ くらしの植物苑観察会」（279 頁）を参

照。 
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歴博フォーラム・歴博映像フォーラム 

第 75 回歴博フォーラム 

「アジアの境界を越えて」                  2010年７月 24日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 新宿明治安田生命ホール 

 参加者 251 名 

 

１．開催趣旨 

中国大陸を中心とした東アジア世界では，歴史の流れの中でいくつもの「境界」を見出すことができる。 

古く，境界はぼんやりした広がりをもつものであり，境界を一つの線として認識するのは，近代国家が成立

してからのことである。そして，境界も一様ではなかった。国家・王権が意識する境界と，人々の活動から

見出せる境界は必ずしも重なるものではない。また，境界を越えることの意味も，近現代社会とは同じでは

ない。 

境界を如何に認識するのか。 

その境界を越える時何が生じるのか。 

古代と近現代を対照して，このことを考えたのが企画展示である。フォーラムを通じて，企画展示のアピー

ル・紹介・広報を進めるとともに，そのエッセンスを伝える場としたい。 

２．開催内容 

13:00～13:05  開会の挨拶 平川 南(国立歴史民俗博物館長) 

13:05～13:20 「アジアの境界を越えて」趣旨説明 

上野 祥史（国立歴史民俗博物館 考古研究系） 

13:20～13:50 「５世紀東アジア世界の境界―朝鮮半島の場合―」 

 吉井 秀夫（京都大学大学院文学研究科） 

13:50～14:20 「渡来の実態―境界を越えた人・もの・技術―」 

高久 健二（専修大学文学部） 

14:20～14:50 「王権の天下観―自己主張する世界―」 

        仁藤 敦史（国立歴史民俗博物館 歴史研究系） 

14:50～15:00  休  憩 

15:00～15:30 「中国王朝と北方の民」 

 佐々木 史郎（国立民族学博物館 民族社会研究部） 

15:30～16:00 「南へ越境した民―国家のはざまで―」 

 塚田 誠之（国立民族学博物館 先端人類科学研究部） 

16:00～16:10   休  憩 

16:10～16:40 「アジアの境界―展示資料の紹介―」 

上野 祥史 

16:40～16:50  閉会の挨拶  上野 祥史 
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３．総 括 

 今回のフォーラムは，企画展示「アジアの境界を越えて」のアピール・紹介・広報を進めるとともに，そ

のエッセンスを伝える場として開催された。 

 吉井秀夫氏は５世紀東アジア世界の朝鮮半島を取り上げ，百済の故地である朝鮮半島西南部の場合，百済

の出現と成長にともなって，その境界の範囲と意味がどのように変化したと考えられるのかについて検討し，

当時の百済世界の境界は，百済中央勢力からの影響がみられる文物の分布圏によって設定出来るとした。し

かし，文化的な断絶による明確な境界線を引くことは容易ではないことも指摘した。 

高久健二氏は，わが国における渡来人の痕跡を示す文化要素として，初期竈，初期馬具，馬の殉葬，初期

須恵器が有力であり，大阪湾沿岸と，榛名山東南麓一帯における古墳時代の渡来人の実態を遺構や遺物から

検証した。 

仁藤敦史氏は古代東アジア世界においては，外交関係の媒介物として刀剣の授受が大きな意味を有してい

たことと，どの国においても世界の中心に位置するという小中華的な観念や支配の正統性，国家の由来など

自己中心的な世界秩序を構成するようになるのが一般的であるという事例を挙げた。 

佐々木史郎氏は近世におけるアムール川流域，サハリン，北海道，千島列島に広がっていたアイヌの人々

を例にとって，国境が確定する以前の彼らの立場と活動について言及した。 

 塚田誠之氏は南に越境した民を取り上げ，その移住の契機を畑作農耕と内戦や迫害などの国家との関わり

に分けて解説した。また，移住後の文化変容について，変わらなかったものと変わったもの例を呈示した。 

 以上の内容をふまえ，上野祥史氏から企画展示で展示した主な資料を紹介した。 

 アンケート結果によれば，参加者からは「よかった」という感想が多く，企画展示のエッセンスが聴講者

に伝えられた。 

 

 

第 76 回歴博フォーラム 

「声・音・身体の文化をめぐる地域性と国際性」 2010 年 10 月 30 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 共 催 早稲田大学文化推進部・日本口承文芸学会 

 会 場 早稲田大学小野記念講堂 

 参加者 113 名 

 

１．開催趣旨 

大学共同利用機関である国立歴史民俗博物館が早稲田大学と連携して，研究と，これを活かした民俗展示新

構築に向けて，研究者・大学生・大学院生，及び一般向けのフォーラムを開催する。以下のテーマについての，

各分野の専門の研究者の発表・報告とともに，歴博が研究映像として制作してきた祭礼・芸能等の，関連の民

俗文化関係の映像の上映をあわせて行う。 

２．開催内容 

10:30～10:40 あいさつ  安田 常雄（国立歴史民俗博物館 副館長） 

             瀬戸 直彦（早稲田大学 文化推進部長） 
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10:40～11:55 映像上映Ⅰ「黒島民俗誌－島譜のなかの神々」 

       映像解説   篠原 徹（滋賀県立琵琶湖博物館長） 

11:55～12:15 趣旨説明  松尾 恒一（国立歴史民俗博物館 民俗研究系） 

12:15～13:10 休  憩 

 東アジア世界の中での沖縄の民俗 

                  司会：松尾 恒一 

13:10～13:35 映像上映Ⅱ 「西表島 稲の祭り－豊年祭 節
シ

祭
チ

」 

       映像解説  松尾 恒一 

13:35～14:20 基調講演  「東アジア世界における八重山地方の民俗」 

             石垣 博孝（石垣市文化財審議委員） 

14:20～14:55 発  表１ 「石垣島の女性宗教者と地域の現在 

             澤井 真代（法政大学沖縄文化研究所研究員） 

14:55～15:15 休  憩 

15:15～16:15 声・音・ことばを“見せる”こと－歌謡・口承文芸の保存と展示－ 

司会：小池 淳一（国立歴史民俗博物館 民俗研究系） 

発  表２ 「口承文芸展示の可能性」 

  高塚 さより (江東区深川江戸資料館) 

       発  表３ 「映像記録作成と展示」   

内田 順子 (国立歴史民俗博物館 民俗研究系) 

16:20～16:50 総合討論 

司会：松尾 恒一 

パネラー：石垣 博孝・高塚 さより・澤井 真代・内田 順子 

コメンテーター：寄川 和彦（石垣市立八重山博物館 学芸員） 

16:50～17:00 総括・閉会のあいさつ 

小池 淳一 

３．総 括 

第４・民俗展示室の新構築に向けて，その内容を一般に向け，アピールするとともに，討議を通じてより

豊かな，稔りある展示を実現することを目標として開催した。第４・民俗展示室の新構築に関わるフォーラ

ムとしては，その第一回目となる。内容は次の２部より構成され， 

◇東アジア世界の中での沖縄の民俗 

◇声・音・身体の民俗文化を見せること 

前者は，３つの展示ゾーンのうちのひとつ，B．おそれと祈り（他は A．民俗へのまなざし，及び C．くら

しと技）の中の，Ⅰ．「めぐる時間と祭り」コーナーに関わるもので，列島最南端の地域で，東アジア等の影

響を強く受けた民俗の形成と，近現代において変貌し続ける地域と民俗の変容をテーマとして，講演と研究

発表を行った。 

後者は，祭礼・芸能をはじめとする無形の民俗をいかに展示するか，ボランティア活用の可能性や，画像・

映像資料の有効性と問題点等につき，研究発表を行った。 

あわせて，研究映像として制作された「黒島民俗誌―島譜の中の神々―」，及び，本コーナーの展示映像
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として制作された「西表島 祖納 稲の祭り―豊年祭 節祭―」「西表島 干立 節祭」の映像と，制作担当者に

よる解説を行った。 

なお，早稲田大学，及び日本口承文芸学会と連携して開催し，また展示協力機関のひとつ石垣八重山博物

館の協力を得て，大学共同利用機関として，大学・学会・地域の博物館といった研究者コミュニティとの協

業を実現することができた。 

一般のみならず，南島を専門とする研究者や，研究機関所属の研究者の参加も得，今後の展示に向けた，

意義のあるフォーラムとなった。 

 

 

第 77 回歴博フォーラム 

「新春うさぎばなし」 2011 年１月 22 日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 ヤクルトホール 

 参加者 351 名 

 

１．開催趣旨 

年末年始は十二支に因んだものに触れる機会が多く，各年の干支である動物のイメージが膨らむ季節であ

る。動物は，歴史の流れの中で，さまざまな意味を付加され，時代ごとに異なる評価を与えられ，時々でそ

の姿を変える。各年の干支を取上げ，動物という視点を通じて，歴史上の諸事象を検討し，背後に広がる豊

かな世界を紹介することにする。身近な干支に因んで，歴史に興味をもっていただくことを目指したい。 

２．開催内容 

13:00～13:10 開会の挨拶          平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

13:10～13:35 報告１「ウサギの伝承」   山田 慎也（国立歴史民俗博物館 民俗研究系） 

13:35～14:00 報告２「ウサギの説話」   小池 淳一（国立歴史民俗博物館 民俗研究系） 

14:00～14:15 休  憩 

14:15～14:40 報告３「ウサギの意匠」   日高 薫（国立歴史民俗博物館 情報資料研究系） 

14:40～15:05 報告４「浮世絵の中のうさぎ」 大久保 純一（国立歴史民俗博物館 情報資料研究系） 

15:05～15:30  報告５「江戸の兎」   岩淵 令治（国立歴史民俗博物館 歴史研究系） 

15:30～15:45 休  憩 

15:45～16:10  報告６「“兎”と中世」   高橋 一樹（国立歴史民俗博物館 歴史研究系）  

16:10～16:35  報告７「中国古代のウサギ」    上野 祥史（国立歴史民俗博物館 考古研究系） 

16:35～16:55  質疑応答 

16:55～17:00 閉会の挨拶 

３．総 括 

本企画は，身近な干支を題材として，一般に幅広く歴史への関心をもってもらうことを目的に開催した事

業である。歴博の PR という広報的な効果を期待して，従前と同じく都内で開催することとした。351 名の参

加があり，アンケートを通じて 214 名近くの方の意見を聞くことが出来た。この「声」をもとに，本企画の
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総括をしてみたい。 

 まず，都内及び神奈川県や埼玉県など，地理的に歴博から離れた地域からの参加が目立った。また，参加

者のうち，歴博への来館経験がない方が１／３程度であり，歴博フォーラムへ参加したことのない方が半数

を超えている。そして，今後の歴博企画には注意したい，或いは歴博を訪れてみたいという，具体的な声が

寄せられている。こうしたことから，本企画を通じた歴博の PR 活動は効果的であったと評価できよう。 

また，ポスター・チラシによる広報効果が極めて大きいことや，博物館や図書館・公民館などの公共機関

でフォーラムを知る割合が高いことを改めて確認することができた。 

 歴史，民俗，美術，考古という視点から「うさぎ」の姿を紹介した内容については，概して好印象の意見

が多かった。そして，「うさぎ」への関心から参加した方には，歴史世界への誘いを果たしえたものと感じる。

また，相互に深く関係した各報告は，発表者にとっても多くの知見を得る機会であったとの感を受ける。 

今後の「干支」企画に期待する声が多く寄せられており，本企画が一般には新春の恒例事業として認識さ

れつつある。また，都内での開催を歓迎し，その継続を望む声も多かった。こうした声に耳を傾けつつ，今

後も「干支」企画を推進してゆきたいと思う。 

 

 

歴博映像フォーラム５ 

「平成の酒造り」 2010 年９月４日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 新宿明治安田生命ホール 

 参加者 185 名 

 

１．開催趣旨 

関東地方の清酒製造業では，酒造りの一切を従来越後杜氏や南部杜氏といった出稼ぎの蔵人集団に任せ

ていたが，1990 年代中頃から彼らの数が急激に減ってきたため，自社で通年雇用の労働者を養成するか，

あるいは経営者家族の一部が自ら酒を造るなどの対応を迫られるに至った。そして，現在では越後杜氏が

関東地方にほとんどいなくなり，南部と地元の混成か，あるいは地元の労働力だけで酒造りを行うように

なっている。今回のフォーラムでは，「下野杜氏」という新たな認証制度を設け，地元労働力の育成に取

り組んでいる栃木県酒造業の現在を記録した民俗研究映像「平成の酒造り」を中心として，酒造技術と労

働力編成の変遷について考える。 
２．開催内容 

11:00～11:10 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

       趣旨説明 青木 隆浩（国立歴史民俗博物館 民俗研究系） 

11:10～12:40 上映Ⅰ「平成の酒造り 製造編」 

12:40～13:30 休憩 

13:30～14:00 報告①「杜氏労働の歴史的特性」 

           宮地 英敏（九州大学附属図書館付設記録資料館・准教授） 

14:00～14:30 報告②「甲州勝沼におけるぶどう生産とワイン醸造の展開」 
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           湯澤 規子（筑波大学大学院生命環境科学研究科・助教） 

14:30～15:30 講演「栃木の酒造りと次世代酒造技術者育成への取り組み」 

岡本 竹己（栃木県産業技術センター食品技術部・特別研究員） 

15:30～15:40 休憩 

15:40～17:10 上映Ⅱ「平成の酒造り 継承・革新編」 

17:10～17:30 討論 司会：青木 隆浩 

       閉会の挨拶 

３．総 括 

映像フォーラムは民俗研究映像を軸とした学術フォーラムである。５回目を迎えた今回は，「下野杜氏」と

いう独自の認証制度で地元労働力の養成に努力している栃木県を対象にして，現代の酒造りをとりまく環境

を取り上げた。上映した映像のうち「製造編」では，栃木県内の酒造会社４社の酒造りの様子をまとめ，酒

造好適米の栽培や刈り入れの様子，酒造りを経て，顧客サービスで終わる内容が上映された。「継承・革新編」

では，酒造組合の行事と栃木県産業技術センターの技術指導に，酒造家の大吟醸造りと生酛造りの様子を挟

み込む方法で構成している。 

「継承・革新編」の中に登場する栃木県産業技術センターの岡本竹己氏には「栃木の酒造りと次世代酒造

技術者育成への取り組み」と題する講演を依頼し，栃木県における酒造の技術者養成の具体的な方法が紹介

され，杜氏コース受講生の目標として栃木県酒造組合独自の「下野杜氏」認証制度による新たな杜氏誕生に

ついて語られた。 

酒造りに関連して，宮地英敏氏は「杜氏労働の歴史的特性」と題し，労働史研究における杜氏労働の分類

や位置づけが報告され，湯澤規子氏は「甲州勝沼におけるぶどう生産とワイン醸造の展開」について，近年

のワイン造りについて報告が行われた。 

今回のフォーラムは「酒」といういわゆる嗜好品がテーマであったためか，初めてフォーラムに参加され

た方々が多く，新たな聴講者を獲得できた。この点はポスター・チラシを含め，広報の成果の１つと考えら

れる。アンケートに記載された意見によれば，映像についての評価が２分されている状況が認められる。わ

かりやすい，あるいは焦点が絞れていないという意見に分かれた点は注目される。 

全体的には「よかった」・「どちらかというとよかった」との感想が８割を占めており，「平成の酒造り」

の現状の一端を伝えることができたといえよう。 

 

 

歴博映画の会 

国立歴史民俗博物館では，日本の民俗と歴史に関する映像資料の制作と収集をおこなってきた。 

当館の映像制作には，おもにふたつのカテゴリーがある。ひとつは「民俗研究映像」で，当館の民俗研究

者が，研究者の視点で対象を映像化するものである。1988 年より制作を開始し，すでに 22 作品が制作され

た。もうひとつは，歴博と文化庁とで協議の上，「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」の中から

撮影対象を選び，一般向けにわかりやすく映像化する「民俗文化財映像資料」である。1984 年より制作が始

まり，2008 年に至るまで，計 25 作品が制作された。 
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当館ではそのほか，民俗研究の一環として，民俗学・歴史学関連の民俗誌映画・記録映画を収集し，保管

している。 

これらの映像を通じて民俗と歴史への知識と理解がより深められることを期待し，2007 年年度より，国立

歴史民俗博物館友の会の協力を得て，「歴博映画の会」を開催して上映することとした。2009 年度の開催は

下記の通りである。 

 

第９回歴博映画の会 

１． 主催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２． 開催日時： 2010 年５月１日（土）14時 30 分～16 時 30 分 

３． 場所：国立歴史民俗博物館講堂 

４． 入場料：無料 

５． テーマ：金物の町・三条 － 町・仕事場・人びと － 

６． 上映作品： 金物の町・三条民俗誌（2002 年，90 分） 

制作：朝岡 康二・内田 順子 

製作協力：毎日映画社 

製作：国立歴史民俗博物館 民俗研究部 

内容： 越後金物の集散地として知られる三条は，信濃川と五十嵐川の合流点に位置し，古くから川港

として栄えてきた。幕末から近代にかけて急速に金物の商圏を関東平野に広げ，全国的な産地に成長

し，戦後は日常金物の生産に加えて機械部品・プレス・鍛造などの多角的な金属製品の生産を担って

発展した。それに伴い，仕事場，工場が町の中から周辺地域に移動して，現在の地理的な様相を呈す

るものになった。本作品では，町の構造や工場の地理的変遷と，仕事場から工場へ・手仕事から機械

加工へという変容の様相とともに，その結果としての撮影当時の「現在」を記録している。また，手

仕事から工場生産まで，大小様々な生産現場において撮影を行い，そこで働く人びとの営みも捉えて

いる。 

７． 解説：内田 順子（本館・研究部） 

 

第 10 回 歴博映画の会 

１． 主催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２． 開催日時： 2010 年８月７日（土）14時 30 分～16 時 30 分 

３． 場所：国立歴史民俗博物館講堂 

４． 入場料：無料 

５． テーマ：遠野の観光と昔話 

６． 上映作品：「観光と民俗文化 遠野民俗誌 94／95」（1995 年，45 分） 

「民俗文化の自己表現 遠野民俗誌 94／95」（1995 年，45 分） 

制作：川森 博司（神戸女子大学） 

製作協力：毎日映画社 
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内容：岩手県遠野市は，柳田國男の代表的な著作である『遠野物語』の舞台としてよく知られている。

この作品は，遠野市の住民が『遠野物語』をもとに地元の文化を意識的にとらえ直し，新たな自己表

現のあり方を模索しながら，それを観光化に結びつけようとしている様子を描いたものである。 

７．解説：青木 隆浩（本館・研究部） 

 

第 11 回歴博映画の会 

１． 主催：国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会 

２． 開催日時： 2011 年２月５日（土）14時 30 分～16 時 30 分 

３． 場所：国立歴史民俗博物館講堂 

４． 入場料：無料 

５． テーマ：日系アメリカ人の戦時強制収容の記録 

６． 上映作品：「From a Silk Cocoon : Japanese American Renunciation Story」（2005 年，57 分，日本語

字幕） 

監督：サツキ・イナ，スティーブン・ホーサップル 

制作・脚本：サツキ・イナ 

内容：第二次世界大戦中に，アメリカ合衆国で強制収容された日系アメリカ人の姿を，遺された家族

の記録を軸に描き出した作品である。この記録のなかには，検閲を受けた手紙，日記，俳句などがあ

り，絶望と孤独の中に生きた家族の姿が刻み込まれている。戦争という事態が引き起こした差別や偏

見と，これにさらされた人びとの生き方を描いたものである。 

７． 解説：サツキ・イナ（カリフォルニア州立大学サクラメント校名誉教授） 

司会：原山 浩介（本館・研究部） 

 

 

[展示解説] 

総合展示ギャラリートーク 

一般を対象に，当館教員が総合展示の内容について解説し，理解を深めてもらうことを目的とした企画で，

企画展示，歴博講演会，歴博フォーラム等催事のない土曜日を中心に開催している。第３展示室における特

集展示や，当館所蔵の重要文化財「洛中洛外図屏風」甲本公開においても行われており，2010 年度は 12 回

開催された。 

開催日程は「第二部 事業編 Ⅷ 広報・普及 ５ 総合展示ギャラリートーク」（278～279 頁）を参照。 

 

 

企画展示ギャラリートーク 

一般を対象に，当館教員及び館外研究者が，企画展示内容について解説し，理解を深めることを目的とし

た企画である。2010 年度は会期中の毎週土曜日に行われた。 
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開催日程は「第一部 研究編 Ⅱ 資料の収集・研究成果の公開 －博物館資源センター－ ２ 展示 企画

展示」（179～185 頁）のうち各企画展示の関連行事を参照。 

 

 

[ファミリー向けプログラム] 

れきはくこどもワークシート 

 当館では，小学生・中学生を対象とした「れきはくこどもワークシート」を作成しており，小学校・中学

校団体等の見学や事後学習を効果的に行えるように作成した「歴史と話そう」（2008 年度作成）や，展示資

料の観察を主眼とした「さがしてみよう」（小学校１～２年生対象），「じっくりみよう」（小学校３年生以上

対象）がある。「さがしてみよう」「じっくりみよう」は，2010 年度現在，第１・２・３展示室に対応してお

り，土日・祝日及び夏休み等長期休暇の開館日に配布している。第５展示室に対応したものは 2010 年度に作

成し，次年度から配布される予定である。また，2010 年３月にオープンした第６展示室については 2011 年

度に作成する予定である。 

 

歴博探検 

小学生を主に対象とした「歴博探検」は，当館の教員が「隊長」となり，展示室や，普段は見ることので

きない調査室や整理室などを見学したり，総合展示や企画展示の展示資料の新しい見方を提供したりと，各

教員が工夫を凝らした内容が特徴の体験学習型プログラムである。2010 年度は５月，８月，11 月，２月の第

２土曜日に開催された。 

日程等の詳細は「第二部 事業編 Ⅷ 広報・普及 ４ 歴博探検」（278 頁）を参照。 

 

れきはくをかこうよ 

 「れきはくをかこうよ」は，小学生から中学生を対象とした，当館の展示を使ったスケッチ会として，2001

年度より開催している。このプログラムは総合展示室を会場とし，好きな展示物を選んで写生するもので，

絵を描いたあとに展示物の解説や作品へのコメントを当館の教員から受けることで，より展示物への理解と

興味を高めようという試みである。完成した作品は当館ホームページの「子どもサイト」にて，画像を掲載

している。 

2010 年度は下記のとおり開催された。 

2010 年７月 31 日(土) 10：00～14：30 

会場（担当教員）：第１展示室（西谷 大），第４展示室（松尾 恒一） 

参加人数：29 名（保護者等除く） 
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歴博をつかった自由研究相談室 

 当館では，夏休みの期間中にエントランスホールにコーナーを設置し，当館の教職員及び学校教諭やを相

談員として，小学校・中学校および高等学校の児童・生徒を対象に，夏休みの自由研究課題に関する相談を

受け付け，アドバイスを行っている。当館の展示資料，博物館の見方，博物館の機能等に関わる題材や助言

を提供することにより，課題を自ら調べ，作品を作り上げるための手助けを目的とした取り組みである。ま

た，前年度の自由研究相談室の参加者から出品を募り，作品の展覧会を行っている。 

2010 年度の開催は下記のとおりである。 

 

歴博をつかった自由研究相談室 

開催日：2010 年８月７日（土），８日（日），14 日（土），15 日（日） 

開催場所：エントランスホール 

参加人数：92 名 

 

歴博をつかった自由研究相談室作品展 

開催期間：７月 13 日（火）～９月５日（日） 

開催場所：休憩室（第２展示室・第３展示室間） 

出品点数：10 点 

 

 

体験コーナー 

 夏休みの期間中に，主に家族連れを対象として，展示室と関連のある実物資料，レプリカ，教材を利用し，

資料の意味や読み解きを伝え，また，これから見学する展示室への興味関心を高めるために，体験コーナー

を開催している。今年度は，毎年恒例の土器の観察や洛中洛外図屏風パズルに加え，くらしの植物苑および

第３展示室特集展示「伝統の朝顔」と関連した朝顔図譜づくりを行った。 

 2010 年度は下記の日程で開催された。 

 

開催日：2010 年８月７日(土)，８日(日)，14 日(土)，15 日(日) 

開催場所：エントランスホール 

参加人数：土器 649 名 朝顔図譜 211 名 
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