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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13回，植物苑観察会12回，歴博フォーラム４回，歴博映像フォーラム１回，人間文

化研究機構公開講演会・シンポジウム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，2011年度は13回開催した。

　開催日程・演題・講師については「第二部�事業編��Ⅷ��広報・普及　３��歴博講演会」（295〜296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，2011年度は12回開催した。

　開催日程・演題・講師については「第二部�事業編��Ⅷ��広報・普及　６��くらしの植物苑観察会」（297頁）

を参照。

歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等

　国立歴史民俗博物館の共同研究をはじめとした研究プロジェクトの研究成果や企画展示に関連した事例研

究や報告などを広く一般の方々に紹介する「歴博フォーラム」を４回開催（うち２回は都内で開催）し，本
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館の民俗映像研究の成果を紹介することを目的とした「歴博映像フォーラム」を都内で開催した。また，人

間文化研究機構公開講演会・シンポジウムを歴博が主催となって，大阪で開催した。

第78回歴博フォーラム

「近代化のなかの誕生と死」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年10月29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

　後　援　日本民俗学会

　会　場　早稲田大学小野記念講堂

　参加者　173名

１．開催趣旨

　近代以降の国民国家形成過程の影響を受けて展開する誕生と死の民俗について現代の問題も含めて検討す

ることを目的とする。このフォーラムは第４室リニューアルに伴う展示室閉鎖期間における代替措置でもあ

り，またリニューアル後の新たな展示の研究的背景でもあり，それらの情報発信としても意図している。さ

らに今年度から開始された共同研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」と，科研費基盤研究Ｂ「国民

儀礼化する通過儀礼・年中行事の資料論的研究」の成果の一部でもある。

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）

　　　　　　　　　　　　　　　十重田裕一（早稲田大学文化推進部長）

　13：10〜13：20　民俗展示の新構築について　小池淳一（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系）

　13：20〜13：30　フォーラムの趣旨　山田慎也（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系）

　13：30〜14：00　報告１「いのちの近代─トリアゲバアサンから助産師へ─」

　　　　　　　　　板橋春夫（國學院大學）

　14：00〜14：30　報告２「命の選択をめぐる民俗」

　　　　　　　　　鈴木由利子（宮城学院女子大学）

　14：30〜15：00　報告３「葬儀の変化と死のイメージ」

　　　　　　　　　山田慎也（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系）

　15：00〜15：30　報告４「近代国家と墓制─死者の「共葬」をめぐる実践─」

　　　　　　　　　前田俊一郎（文化庁）

　15：30〜15：50　休憩

　15：50〜16：05　コメント１　浮ヶ谷幸代（相模女子大学）

　16：05〜16：20　コメント２　土居　浩（ものつくり大学）

　16：20〜16：50　総合討論・質疑応答　司会　小池淳一

　16：50〜17：00　閉会の挨拶

　総合司会　小池淳一
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３．総　括

　第４室リニューアルに伴う展示室閉鎖期間に置ける代替措置でもあり，またリニューアル後の新たな展示

にも寄与し，情報の発信にもなった。さらに共同研究「民俗儀礼の変容に関する資料論的研究」の研究会の

一環としても開催した。

　近現代の誕生と死の民俗とその変容に主に検討した。板橋報告では，近代の出産の民俗，とくにトリアゲ

バアサンの役割やウブヤの機能などを考察し，近代産婆から産婦人科への移行といった医療化と民俗の変容

について検討を行った。また鈴木報告は，間引きや堕胎の歴史をとおして生命観の変遷について検討を行っ

た。医療技術の発達によって胎児が可視化されることで，生命の認識はより強くなり，水子供養などが盛ん

になっている状況を指摘した。山田報告では，葬儀の変容について，特に近代に誕生した告別式が，地方に

広まっていく中で多様な展開になりつつも，次第に収斂化していった過程を分析した。前田報告は，墓地法

制が整備されていく中で，墓地の形態が収斂化していく一方で，埋葬地と石塔建立地を別にする墓制が新た

に成立するなど，民俗と法制のせめぎ合いについて考察した。

　これに対し，浮ヶ谷氏が，近代の制度もまた民俗の影響を受け形成している点を指摘し，近代制度と民俗

の相互作用について留意すべきであるとコメントした。また土居氏が地域としての東京について葬制，墓制

について報告するなかで，「近代化」の内容をより明確な概念で規定していく必要性を指摘した。

　こうして生と死の認識について近代の諸制度と民俗の相互作用を今後も留意して検討する必要を認識し

た。

第79回歴博フォーラム

「祇園大塚山古墳と５世紀という時代」　　　　　　　　　　　　　　�2011年11月５日（土）
　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　国立歴史民俗博物館講堂

　参加者　252名

１．開催趣旨

　５世紀は，古墳時代を考える上で大きな画期であるといえよう。朝鮮半島など東アジア世界各地との結び

つきが，金工技術や窯業生産の導入や渡来系集落の出現など，新たな展開をもたらす。千葉県木更津市に所

在する祇園大塚山古墳とその出土資料を評価することにより，こうした５世紀という時代の様相を概観する

ことにしたい。

２．開催内容

　13：00〜13：05　開会の挨拶

　13：05〜13：40　「上総地域の古墳からみた祇園大塚山古墳」

　　　　　　　　　白井久美子（千葉県教育振興財団）

　13：40〜14：15　「甲冑出土古墳としての祇園大塚山古墳」

　　　　　　　　　古谷　毅（東京国立博物館）

　14：15〜14：25　休　憩
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　14：25〜15：00　「金銅装眉庇付冑と古墳時代中期」

　　　　　　　　　橋本達也（鹿児島大学研究総合博物館）

　15：00〜15：35　「垂飾付耳飾と古墳時代中期」

　　　　　　　　　高田貫太（国立歴史民俗博物館研究部考古研究系）

　15：35〜16：10　「同型鏡と古墳時代中期」

　　　　　　　　　上野祥史（国立歴史民俗博物館研究部考古研究系）

　16：10〜16：20　質疑・総括

　16：20〜16：30　閉会の挨拶

３．総　括

　千葉県に所在した祇園大塚山古墳について，古墳の築造と副葬品の系譜という視点から評価を試みた。同

古墳で出土した金銅装甲冑や銀製耳飾，超大型の中国鏡は，日本列島において類まれな優品であり，５世紀

における上総・木更津地域の特質を浮き彫りにするとともに，上総から倭世界，そして東アジア世界を眺望

することを可能にする。当フォーラムは，こうした重要な資料について，共同研究の成果を反映しつつ，総

合的な情報発信をする機会であったと位置付けている。

　地元の千葉県内の古墳に関するフォーラムということもあり，ほぼ満席の聴講者を得ることができた。ア

ンケートには概ね好意的な意見が寄せられており，研究者にも一般参加者にも幅広く，有益な情報を提供す

ることができたものと考えている。なかには，千葉県の資料に基づいて，５世紀という時代の日本列島の様

相や東アジア世界とのつながりについて知見を得たとの声もあり，身近な地元の資料から日本歴史へとアプ

ローチするという本フォーラムの目的は一定程度果しえたものと評価したい。この成果は，改めてフォーラ

ム成果報告書として刊行準備を進める予定である。

　また，千葉県教育振興財団の白井久美子氏に参画いただき，県内の関係機関と提携して情報発信できたこ

との意義も大きいと考えている。現在，本館が進めている木更津市教育委員会と研究交流事業などと重ねつ

つ，こうした地元関係機関との提携した情報発信を積極的に進めてゆきたいと思う。

第80回歴博フォーラム

「地域開発と文化資源」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�2011年12月３日（土）
　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　国立歴史民俗博物館講堂

　参加者　118名

１．開催趣旨

　このフォーラムは，共同研究「地域開発における文化の保存と利用」（2009〜11年）に基づいており，文

化や自然が地域開発や産業変化の中でいかに価値を変化させ，地域の生活に影響を及ぼしてきたのかを問題

提起するものである。また，第４展示室新構築のＡゾーン「『民俗』へのまなざし」のうち，Ⅰ−②「現代

の観光とおみやげ」とⅡ「開発と景観」に関連した講演を行うことで，第４展示室閉室の代替措置とするこ

とをも目的としている。
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２．開催内容

　10：00〜10：10　開会の挨拶　平川　南（国立歴史民俗博物館長）

　10：10〜10：20　開催の趣旨　小池淳一（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系，民俗学）

���〔地域開発と自然〕

　10：20〜10：50　講演１「世界遺産が地域社会にもたらしたもの」

　　　　　　　　　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系，林学）

　10：50〜11：20　講演２「アイヌ観光と博物館」

　　　　　　　　　野本正博（アイヌ民族博物館）

　11：20〜11：35　コメント　内田順子（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系，民俗学／音楽学）

　11：35〜11：50　質疑応答

　11：50〜13：00　昼食

���〔地域開発と宗教・芸能〕

　13：00〜13：30　講演３「近代に生まれた『民謡の里』�─麦屋節とこきりこ唄を中心として」

　　　　　　　　　川村清志（札幌大学，民俗学）

　13：30〜14：00　講演４「四国遍路の文化的価値─その歴史と現在」

　　　　　　　　　浅川泰宏（埼玉県立大学，文化人類学）

　14：00〜14：15　コメント　山田慎也（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系，民俗学）

　14：15〜14：30　質疑応答

　14：30〜14：40　休憩

���〔地域開発と近代化〕

　14：40〜15：10　講演５「大正・昭和戦前期の炭鉱労働世界」

　　　　　　　　　長廣利崇（和歌山大学，経済史）

　15：10〜15：40　講演６「近代産業遺産と文化遺産制度─北九州市の製鉄施設を事例として─」

　　　　　　　　　山本理佳（青山学院女子短期大学，地理学）

　15：40〜15：55　コメント　重信幸彦（国立歴史民俗博物館研究部客員教授，民俗学）

　15：55〜16：10　質疑応答

３．総　括

　このフォーラムは，共同研究「地域開発における文化の保存と利用」の中間報告として，また平成25年３

月に開室を予定している第４展示室Ａゾーンの中テーマ「開発と景観」と小テーマ「現代の観光とおみやげ」

の予告編として開催した。大規模開発によって産業や生活，文化が大きく変化した時，何が文化財として保

存され，地域の歴史として語られるのか，またそこで消えていくもの，あるいは新たに創出されていくもの

は何かというテーマを中心とし，林学，文化人類学，民俗学，経済史学，地理学といった学際的なメンバー

で実施した。メンバーの協力により，全体的に充実した内容になったと自負している。

　なお，できるだけ幅広くＡゾーンの内容を伝えたかったため，講演者とコメンテーターの人数を多めにし

て，１人当たりの持ち時間を短くした。ところが，参加者はそれぞれの講演者からもっとたくさんの話を聞

きたかったらしく，時間とコメントに対する不満がいくつか見られた。
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　また，このフォーラムは文化資源の負の側面に焦点を当て，歴史や文化の描き方について問題提起をする

目的もあったが，それに対する会場の反応は良かった。その意味で，第４展示室Ａゾーンの予告編としては

一定の役割を果たせたと考えている。

第81回歴博フォーラム

「新春たつ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�2012年１月21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　308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。当年の干支である「龍」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「龍の民俗」

　　　　　　　　　山田慎也（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系）

　13：35〜14：00　報告２「龍の伝承」

　　　　　　　　　小池淳一（国立歴史民俗博物館研究部民俗研究系）

　14：00〜14：15　休　憩

　14：15〜14：40　報告３「龍の姿─美術工芸品に見る龍の表現─」

　　　　　　　　　日高　薫（国立歴史民俗博物館研究部情報資料研究系）

　14：40〜15：05　報告４「浮世絵に描かれた龍」

　　　　　　　　　大久保純一（国立歴史民俗博物館研究部情報資料研究系）

　15：05〜15：30　報告５「江戸の龍─江戸藩邸の龍神・水神の“公開”�─」

　　　　　　　　　岩淵令治（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系）

　15：30〜15：45　休　憩

　15：45〜16：10　報告６「中世びとの“龍”イメージ」

　　　　　　　　　高橋一樹（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系）

　16：10〜16：35　報告７「古代中国の龍」

　　　　　　　　　上野祥史（国立歴史民俗博物館研究部考古研究系）

　16：35〜16：55　質疑応答　　該当者

　16：55〜17：00　閉会の挨拶
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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。

　308名の参加があり，アンケートを通じて176名の意見を聞くことが出来た。参加者は，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

験がない方や，歴博フォーラムへ参加したことのない方が1/3程度であった。また，特別企画「龍年のたつ」

の広報にも一定の効果があったようである。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

あったと評価できる。

　また，ポスター・チラシと並んでホームページによる広報効果が大きいことや，博物館や図書館・公民館

などの公共機関だけでなく自宅でフォーラムを知る割合が高いことを確認することができた。

　内容については，初参加の方も参加を重ねた方もともに，歴史，民俗，美術，考古という視点からさまざ

まな「龍」の姿を知る機会として好意的な意見が多かった。

　最後に，本企画は「干支」を対象とした６回目のフォーラムとなるが，参加者には新春の恒例事業として

定着しているようである。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６

「アイヌ文化の伝承─記憶と人，人と人とをつなぐ映像─」　　　��2012年２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

２．開催内容

　10：00　あいさつ　平川　南（国立歴史民俗博物館長）

　10：10　趣旨説明　内田順子（国立歴史民俗博物館）

　10：25　上映１「アイヌ文化の伝承　平取2010」

　11：25　コメント　貝澤耕一（室蘭工業大学）

　11：45　休憩（昼食）

　13：00　上映２「アイヌ文化の伝承　白老2010」

　14：00　コメント　野本正博（アイヌ民族博物館）

　14：20　参考上映　「舟を綴る」（床田和隆撮影・編集・監督）

　14：50　休憩

　15：05　講演１「精霊としての映像─アフリカ「森の民」とのつながり─」

　　　　　分藤大翼（信州大学全学教育機構）

　15：40　講演２「映像記録事業を伝承の支えとするために─無形民俗文化財記録映像の事例から考える─」

　　　　　俵木　悟（成城大学）

　16：15　総合討論
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　16：45　質疑応答

　総合司会：松田睦彦（国立歴史民俗博物館）

３．総　括

　現代のアイヌ文化の伝承活動についての民俗研究映像（制作担当：内田順子）の上映をおこない，保存会

を基盤とする伝承活動（平取）と，博物館を中心とする伝承活動（白老）の特色等を紹介した。映像作品の

制作・研究協力者である貝澤耕一・野本正博両氏から，伝承の難しさや課題についてコメントをいただいた

ほか，野本氏はさらに，自身のイタオマチプ（板綴り舟）制作の記録映像も紹介され，アイヌ民族である「個」

としてのアイデンティティの重要性について話された。アイヌ民族自身の言葉によって，また，紹介された

映像そのもののインパクトによって，観客に伝わるものがあったようである。

　フォーラム後半は，文化伝承に映像が寄与するために，というテーマで，映像人類学の分藤大翼氏と，日

本の無形民俗文化財に関する映像制作の方法論についての研究成果のある俵木悟氏にご講演いただいた。

フォーラム全体を通して，映像というものが本質的に不完全なものであるが故に，上映することを通して他

者との対話の機会をつくることや，ひとつの映像作品だけでなく，一般向けの短い作品，伝承者用の資料的

な作品，論文などのテキストなどとあわせて映像制作を行うことの重要性が確認された。

　現在のアイヌ文化の伝承に関する問題だけでなく，映像の役割を考えるという，ふたつのテーマをひとつ

のフォーラムで扱うことについては，アンケートで否定的な意見も見られたが，概ね，好感をもって受け入

れられたようである。当日回収された30枚をこえる質問用紙や，アンケートの内容からは，古代日本とアイ

ヌとの関係や，アイヌ語の伝承についての記入が多く，それらに関心が高いことがうかがえる。近代以降の

考古学，人類学の研究史において，さまざまなイデオロギーの中でアイヌが研究され，その位置づけが変遷

してきたこと，また，近代以降のアイヌ文化の研究が言語研究に偏っていたことを伝えていく必要性がある

と感じられた。アイヌ文化の現在を紹介する民俗展示の新構築においても，この点には十分考慮したい。ま

た，歴博における考古・歴史の展示においてアイヌ文化をどのように扱うか，ということについても課題が

残されていると思われる。

人間文化研究機構公開講演会・シンポジウム

第16回人間文化研究機構公開講演会・シンポジウム

「アジアから琉球弧を考える─海洋をめぐる人・モノ，文化─」　2011年９月23日（土）
　主　催　人間文化研究機構，国立歴史民俗博物館

　共　催　大阪歴史博物館

　会　場　大阪歴史博物館�講堂

　参加者　245名

１．開催趣旨

　前近代における琉球王朝による統治，現在にも続くノロ・ツカサによる地域の共同祈願など，沖縄・奄美

を中心とする南西諸島は，本土と大きく異なる歴史と文化を有することで知られている。その独自性は，長

期にわたる東アジア・東南アジアとの貿易を中心とする交流によって形成されてきたが，その様相は，九州
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に近い奄美地方，前近代における政治的な中心部となった沖縄本島，最南の八重山地方など，それぞれの自

然・社会環境と深くかかわった，あるいは歴史的に形成されたそれぞれの地域性も色濃く存する。

　南西諸島のこうした文化的な独自性を，海外からの関心をも踏まえて，考古学・歴史学・民俗学等の先端

の研究者による報告と討議により，アジア的な視野から問い直す。

　近年の沖縄の歴史・民俗の研究コミュニティとして特筆される一つに，2006年のヴェネツィア大学での国

際沖縄研究大会を機に，国際琉球・沖縄学会が立ちあげられ，沖縄・日本内地のほか，中国・韓国・アメリ

カ・オーストラリア・ヨーロッパに拠点が設けられた。昨年10月には，ソウル大学人類学会が“海洋の世界

から見た東アジア─琉球・沖縄の視点─”をテーマとする「沖縄国際学術会議」を主催したが，これにも国

際琉球・沖縄学会がかかわっており，国際的な連携のもとでの研究体制が構築されつつある。

　本シンポジウムでは，こうした研究の状況，学会の動向をも踏まえつつ，法政大学沖縄文化研究所との協

力により，研究所の長期にわたる研究蓄積をも反映させたシンポジウムを開催する。

２．開催内容

　12：30　開会の辞　　　石上　英一（人間文化研究機構理事）

　12：35　機構長挨拶　　金田　章裕（人間文化研究機構長）

���［講演・報告］

　12：40〜13：20　問題提起／映像上映「西表島の稲作儀礼」

　　　　　　　　　解説：松尾恒一（国立歴史民俗博物館��民俗研究系��教授）

���【基調講演】

　13：20〜14：05　「奄美の宇宙−昭和30年代の民俗調査から」

　　　　　　　　　ヨーゼフ�クライナー（法政大学特任教授）

���【報告】

　14：20〜14：45　「近世琉球の生業と島産品」

　　　　　　　　　得能壽美（沖縄文化研究所所員）

　14：45〜15：10　「八重山諸島の先史文化」

　　　　　　　　　島袋綾野（沖縄考古学会会員）

���［コメントと討論］

　15：25〜16：20

���【コメント】

　小熊　誠（神奈川大学教授）

　真栄平房昭（神戸女学院大学教授）

���【討　　論】

　司　　会：上野祥史（国立歴史民俗博物館��考古研究系��准教授）

　パネラー：松尾恒一，ヨーゼフ�クライナー，島袋綾野，得能壽美，小熊誠，真栄平房昭

　16：20〜16：25　主催機関挨拶　平川南（国立歴史民俗博物館長）

　16：25〜16：30　閉会の辞　石上英一
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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。民俗に関

する映像制作にはふたつのカテゴリーがあった。ひとつは「民俗研究映像」で，当館の民俗研究系の研究者

が研究している対象を，研究者の視点で映像化するものである。1988年より制作を開始し，現在も継続して

いる。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対象を映像化する「民俗文化財映像資料」である。1984年より

制作が始まり，2008年に至るまでに計25作品が制作された。当館ではこのほか，民俗学・歴史学関連の民俗

誌映画・記録映画を収集・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。2011年度の開催は下記の通りである。

第12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５月７日（土）13時30分〜15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：船をめぐる信仰と習俗

　上映作品①：「壱岐の船競漕」（2007年制作，35分）

　企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，製作：毎日映画社

　上映作品②：「隠岐のシャーラブネ」（2008年制作，33分）

　企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，製作：毎日映画社

　�内容：日本では，北海道から沖縄に至るまで，船競漕行事をおこなっている地域が広く点在している。と

りわけ，西日本と南西諸島に多く見られる。年中行事の中で，神事色の濃い船競漕を伝えている壱岐の聖

母宮の祭りにおける船競漕行事を記録した映像を紹介する。また，盆に迎えた先祖の霊を送る習俗のひと

つとして，隠岐のシャーラブネを紹介する。隠岐では男の子たちによってこの行事が伝えられてきたが，

人口の減少とともに，現在では大人が中心となって行事を行うように変化しつつある。

６．解説：内田順子（本館・研究部）

第13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10月１日（土）13時30分〜15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：金沢の暮らしと技術

　上映作品：「金沢七連区民俗誌」（1992年制作，120分）

　制作：国立歴史民俗博物館　小林忠雄・管豊，　製作協力：北陸東通

　�内容：金沢七連区とは，金沢市内で近代以降に用いられていた行政単位のことであり，下町にあたる東山
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区では現在でも旧称の七連区を用いることがあるという。この作品では，その東山区にスポットをあて，

そこで活躍する伝統職人，商家，芸能に携わる人々の日常生活と年中行事等の伝承世界をモノグラフとし

て描いている。そこでは，周辺地域が古い町並みを取り壊していく中，都市化や機械化を受け入れながら

生活する人々の様子が写し出されている。

６．解説：青木�隆浩（本館・研究部）

第14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：2012年３月３日（土）13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：ドキュメンタリーフィルムでみる三里塚

　上映作品：「三里塚　第二砦の人々」（1971年制作，143分）

　小川紳介監督

　�内容：1966年，新東京国際空港が三里塚に建設されることが発表された。住民不在のままなされたこの決

定は，三里塚の農民たちのなかに強い反発を生み出し，その後，長きにわたる反対闘争が展開される。闘

争から長い時間を経た今日，三里塚闘争をめぐっては，時として学生活動家などのイメージが表に出がち

だが，小川紳介の作品からは，むしろいやおうなく空港建設に対峙せざるを得なくなった農民たちの姿が

学生たちとともに描き出される。本作品は小川紳介による三里塚シリーズの第４作目にあたる。1971年２

月に始まった強制執行の渦中に置かれた農民の様子を，深いところから描き出している。

６．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，2011年度は13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」（296〜297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。2011年度は会期中の土曜日に行われた。

　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」（196〜205頁）のうち各企画展示の関連行事を参照。
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［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，2011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おり，年間で約4000部配布している。

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。2011年度は５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」（296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。

　2011年度は下記のとおり開催された。

2011年７月23日（土）　10：00〜14：30

会場（担当教員）：第１展示室（林部　均），第３展示室（岩淵　令治）

参加人数：29名（保護者等除く）

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，作品をつくりあ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。

　2011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：2011年７月30日（土），31日（日），８月６日（土），７日（日）

開催場所：エントランスホール

参加人数：74名
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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４日（日）

開催場所：休憩室（第２展示室・第３展示室間）

出品点数：13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，企画展示「紅板締め─

江戸から明治のランジェリー─」と関連して襦袢づくりを行った。

　2011年度は下記の日程で開催された。

開催日：2011年８月６日（土），７日（日），12日（金），13日（土），14日（日）

開催場所：エントランスホール

参加人数：土器　1,269名　襦袢づくり　615名


