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［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・くらしの植物苑観察会・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，研究者のみならず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12回，くらしの植物苑観察会12回，歴博フォーラム４回，歴博映像フォーラム１回，機構
連携シンポジウム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　横山百合子

［講演会・フォーラム等］

歴博講演会　毎月第２土曜日13：00～15：00　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，2015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　Ⅺ　広報・普及　２　歴博講演会」（327頁）を参照。

くらしの植物苑観察会　毎月第４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，2015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　Ⅺ　広報・普及　４　くらしの植物苑観察会」（328頁）を
参照。

歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等
第97回歴博フォーラム

「人と植物の文化史─くらしの植物苑がみせるもの─」　　　　　2015年10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　215名

１．開催趣旨

　平成27年度は，くらしの植物苑の開苑20周年にあたる。そこで，この20周年を記念して，植物苑の常設展に関連
した第Ⅰ部「くらしの中の植物たち」と特別企画に関連した第Ⅱ部「季節の伝統植物」のⅡ部構成で講演をおこな
い，最後に人と植物の関わりについて討論する。

２．開催内容

10：00 開会の挨拶 久留島　浩（国立歴史民俗博物館長）

第Ⅰ部　くらしの中の植物たち
10：10 「くらしの植物苑が目指してきたこと」 辻　誠一郎（東京大学大学院）
11：10 「縄文人の植物質食料と木の道具」 工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館）

１ 講演会・フォーラム等による研究成果の公開
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11：35 「ジャパンと呼ばれた漆工芸」 日高　　薫（国立歴史民俗博物館）
12：00 休憩

第Ⅱ部　季節の伝統植物
13：00 「伝統の桜草」 茂田井　宏（野田さくらそう会）
13：25 「伝統の朝顔」 仁田坂英二（九州大学大学院）
13：50 「伝統の古典菊」 平野　　恵（台東区立中央図書館）
14：15 「菊栽培の流行と小袖模様」 澤田　和人（国立歴史民俗博物館）
14：40 休憩
14：55 「冬の華・サザンカ」 箱田　直紀（恵泉女学園大学名誉教授）
15：20 「くらしの植物苑からみる植物園の誕生と多様性の発見」 大場　秀章（東京大学名誉教授）

16：05 総合討論　司会：青木隆浩（国立歴史民俗博物館）
 閉会の挨拶

総合司会　青木　隆浩

３．総　括

　第97回歴博フォーラムは，今年度くらしの植物苑開苑20周年を記念して，午前中に常設展示をテーマとした第Ⅰ
部「くらしの中の植物たち」，午後に年４回の特別企画をテーマとした第Ⅱ部「季節の伝統植物」，そして，日本全
国，さらには世界におけるくらしの植物苑の位置づけをする大場秀章氏の講演で構成した。アンケートの結果は良
好で，とくに午前中の講演が人気であった。また，講演を聞いて，植物苑に行ってみたい，あるいはよく観察して
みたいという意見が少なくなく，フォーラムを開催した効果はあったと思われる。さらに，ある大学の教員からは，
希少な園芸植物を保存するために協力関係を結びたいとのありがたい申し出まであり，くらしの植物苑の活動内容
を伝える目的は，一定程度果たせたと思われる。
　反省点としては，最後の２つの講演が時間超過したため，結果的に総合討論をおこなうことができず，質問用紙
への返答のみに切り替えざるを得なかったことがあげられる。また，植物学の専門家が，遺伝子やDNAといった
植物学の簡単な専門用語を使ったところ，とくに年配の参加者からは話を理解できないといった苦情がいくつか
あった。ただし，くらしの植物苑としては，解説に植物学的な見地からの裏付けが必須であり，この点についての
対応は難しいところではある。

第98回歴博フォーラム

「さらにわかった！縄文人の植物利用─その始まりと編みかご・縄利用─」
2015年11月21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　222名

１．開催趣旨

　2012年までに行った開発型共同研究「縄文時代の人と植物の関係史」およびそれ以降の研究において進展があっ
た，縄文時代の人と植物の関係史に関する新たな研究成果を一般に分かりやすく提示する。
　今回は特に，福井県鳥浜貝塚の縄文時代草創期から前期の資料の再調査によって明らかになってきた縄文時代の
植物利用の初源の様相を紹介するとともに，編組製品の素材研究と復元製作実験から明らかになってきた，縄文人
による植物素材選択や使い分けなどの技術を紹介する。

２．開催内容

10：00 副館長挨拶 藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物副館長）
10：05 「縄文時代の前半期ってどんな時代？16000年前から6000年前まで」
  工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館）
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10：25 「縄文時代の低湿地遺跡─鳥浜貝塚が教えてくれること」
  鯵本眞友美（福井県立若狭歴史博物館）
10：55 「鳥浜貝塚から見えてきた縄文時代前半期の植物利用」
  能城　修一（森林総合研究所）
11：30 昼休憩，復元かごの解説〈ガイダンスルーム〉
  小林　和貴（東北大学植物園）
  高宮　紀子（バスケタリー作家）
  本間　一恵（バスケタリー作家）
13：00 「編組製品の技法と素材植物」 佐々木由香（パレオ・ラボ，明治大学
  　　　　　　　　　　　　研究・知財戦略機構）
13：40 「8000年前の編みかごから何がわかるのか？─佐賀県東名遺跡─」
  西田　　巌（佐賀市教育委員会）
14：10 「東名遺跡と三内丸山遺跡のかごを復元する」
  高宮　紀子
14：30 休憩，復元かごの自由見学〈ガイダンスルーム〉
14：50 「縄文のかご作りに刃物はいらない？下宅部遺跡の4000年前の編みかご」
  千葉　敏朗（東村山ふるさと歴史館）
15：20 「下宅部遺跡と正福寺遺跡のかごを復元する」
  本間　一恵
15：40 「鳥浜貝塚から40年─さらにわかった！縄文人の植物利用─」
  鈴木　三男（東北大学名誉教授）
16：20 終了挨拶

総合司会　工藤雄一郎

３．総　括

　本フォーラムでは，2012年12月に開催した「ここまでわかった！縄文人の植物利用」の後，３年間の研究の成果
について縄文時代前半期および編組製品研究に焦点を絞って合計９本の講演を行った。申し込みは受付開始から
１ヶ月で290名を超えて締め切りになるなど，この分野の研究への注目の高さが改めて浮き彫りとなった。
　アンケート結果を見ると，今回のフォーラムの講演内容についての満足度が極めて高かったことがわかるが，そ
れ以上に今回初めて実施した「ガイダンスルームでの復元かごの紹介」が大変好評であった。
　今回のフォーラムでは昼休憩を90分確保し，この間にガイダンスルームでフォーラムの講演内容の一部でもある
縄文時代の編組製品の復元品９点（うち２点は歴博所蔵品）を公開し，フォーラム関係者が解説を行った。また，
午後の20分休憩でも解説を行った。縄文時代の編組製品製作技術について，講演スライドと口頭での説明に合わせ
て復元品を間近で見ることができたことで，講演内容の満足度の向上に直結したものと考えられる。フォーラム開
催に合わせてガイダンスルームに復元品を並べて紹介するという初めての試みであったが，このような紹介方法を
許可していただいた博物館資源センターおよび実施にあたってサポートしていただいた広報連携センターの皆様に
改めてお礼申し上げたい。

第99回歴博フォーラム

「縄文時代・文化・社会をどのように捉えるか？」　　　　　　　　　2015年12月６日（土）
　主　催　国立歴史民俗博物館
　会　場　明治大学リバティタワー1031教室
　参加者　220名

１．開催趣旨

　縄文時代・文化・社会について，その来歴・文化的範囲・地域性・社会のあり方という四つのテーマを中心に，
現在の縄文時代研究のオピニオンリーダー達が意見を交換する。なお，本フォーラムは，明治大学日本先史文化研
究所と共催とする。
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２．開催内容

10：00 開会の挨拶 藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物副館長）
［テーマ１］縄文時代・文化の来歴
10：15 「縄文時代はどのように語られてきたのか？」 山田　康弘（国立歴史民俗博物館）
［テーマ２］縄文文化の範囲
10：45 「縄文文化における北の範囲」 福田　正宏（九州大学埋蔵文化財調査室）
11：15 「縄文文化における南の範囲」 伊藤　慎二（西南学院大学）
11：45 昼食・休憩
［テーマ３］縄文文化の地域性
12：40 「東日本の縄文文化（東北地方を中心に）」 菅野　智則（東北大学埋蔵文化財調査室）
13：10 「中部日本の縄文文化（中部・東海地方を中心に）」 長田　友也（中部大学）
13：40 「西日本の縄文文化（近畿地方を中心に）」 瀬口　眞司（滋賀県文化財保護協会）
14：10 休憩
［テーマ４］縄文社会をどのように捉えるか
14：30 「環状集落にみる社会複雑化」 谷口　康浩（國學院大學）
15：00 「縄文社会複雑化と民族誌」 高橋龍三郎（早稲田大学文学学術院）
15：30 「縄文社会をどう考えるべきか」 阿部　芳郎（明治大学）
16：00 質問回答・ディスカッション
16：45 総括コメント 設楽　博己（東京大学大学院）
16：55 閉会の挨拶

総合司会　工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館）

３．総　括

　本フォーラムは2012年度から2014年度にかけて行った共同研究「先史時代における地域多様化・社会複雑化の研
究」の一環として開催したものである。３年間の研究成果を踏まえて合計９本の講演を予定したが，前日に講演者
の母親の訃報がもたらされ急遽一名欠席となったため，当日は８本の講演を行った。
　今回のフォーラムは，講演者が研究の第一線で活躍するオピニオンリーダー達であったこともあり，予定定員が
１週間程で埋まってしまったことや，参加を希望したものの当日参加がかなわず，申し込み段階でお断りした数が
200組を超えるなどの点を勘案すると，その注目度合いは非常に高かったと言える。また，講演内容が非常にレベ
ルの高いものであったにもかかわらず，アンケート結果をみると，満足度が普通以上の人が98％を超えていること
から，一般向けのフォーラムとしても，まず成功したものと考えている。
　アンケートでは講演時間の遵守を求める声も存在したが，その点は当初から質問回答・討論の部分で調整を行う
予定であったこと，フォーラムの終了時間をほぼ予定どおりとできたこと，交通の便の良い都心で開催したことな
どから，特に大きな問題ではないと考えている。
　なお，この場を借りて，博物館資源センターおよび実施にあたってサポートしていただいた広報連携センターの
皆様にお礼を申し上げたい。

第100回歴博フォーラム

「申年のサル」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年１月16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　328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。身近な干支を入り口として，歴史の世界へと誘うことを目指す。
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２．開催内容

13：00 開会の挨拶 青山　宏夫（国立歴史民俗博物館副館長）
13：10 報告１「サルの伝承」 小池　淳一（民俗研究系）
13：35 報告２「生活のなかのサル」 山田　慎也（民俗研究系）
14：00 報告３「サルの民俗芸能と信仰」 川村　清志（民俗研究系）

14：35 *****　休憩　*****

14：55 報告４「描かれたさる」 大久保純一（情報資料研究系）
15：20 報告５「造形のなかのサル」 日高　　薫（情報資料研究系）
15：45 報告６「古代東アジアの申」 上野　祥史（考古研究系）
16：10 質疑応答
16：25 閉会の挨拶

総合司会　上野　祥史

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企画であ
る。328名の参加があり，アンケートを通じて187名の意見を聞くことが出来た。今回においても，都内及び神奈川
県や埼玉県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。本企画は「干支」を対象とした10回目のフォーラムとなるが，現状でも新
たな参加者を得ており，本企画による歴博のPR効果は継続しているものと考える。
　「猿」という動物が日常生活では馴染みが薄いため，歴史，民俗，美術，考古という視点からさまざまな「猿」
の姿を知る機会として好意的な意見が多かった。また，川村報告では，報告につなげる形で石川県能登地方のアア
マメハギの実演があった。その臨場感に会場は沸き，絶賛する声がアンケートには多く寄せられた。なお，生物学
的な動物についての情報を求める希望も寄せられるなど，フォーラムを通じて文化史を超えたつながりを感じると
ころもあった。
　最後に，入場・講演時の会場マナーに対して主催者側が積極的に注意喚起することを求める意見が複数寄せられ
ていたこと，都内での開催を望む声が圧倒的であったことを，フォーラムに対して寄せられた意見として報告して
おきたい。

人間文化研究機構第27回公開講演会・シンポジウム

「没後150年　シーボルトが紹介した日本文化」　　　　　　　　　　　2016年１月30日（土）
　主　催　人間文化研究機構，国立歴史民俗博物館
　後　援　文部科学省
　会　場　ヤクルトホール
　参加者　365名

１．開催趣旨

　二度にわたる来日を通じ，精力的に日本関係資料を収集したことで知られるフィリップ・フランツ・フォン・シー
ボルトは，著書の出版のみならず，園芸植物の通信販売や，四都市で開催された日本展示など，さまざまな手段に
よって，19世紀の西洋世界に「異文化としての日本」を紹介した。人間文化研究機構が2010年度から推進してきた
「日本関連在外資料の調査研究」事業による成果をまじえ，没後150年を記念して，シーボルトの功績を振り返る
とともに，今後のシーボルト研究の展望を論じる。

２．開催内容

13：00 主催者挨拶 立本　成文（人間文化研究機構長）
13：05 企画趣旨 日高　　薫（国立歴史民俗博物館教授）
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13：35 基調講演「シーボルト父子の日本コレクションとヨーロッパにおける日本研究」
  ヨーゼフ・クライナー（ボン大学名誉教授・
  法政大学国際日本学研究所客員所員）
14：35 *****　休憩　*****
14：50 講演「ジャポニズムの先駆けとなったシーボルトの植物」
  大場　秀章（東京大学名誉教授）
15：35 講演「近世日本を語った異国人たち：シーボルトの位置」
  松井　洋子（東京大学史料編纂所教授）
16：20 *****　休憩　*****
16：35 パネルディスカッション「シーボルト研究の現状とこれから」
 パネリスト：ヨーゼフ・クライナー×大場　秀章×松井　洋子×日高　薫
 司会：大久保純一（国立歴史民俗博物館教授）
17：25 挨拶 久留島　浩（国立歴史民俗博物館長）

総合司会　佐藤洋一郎（人間文化研究機構理事）

３．総　括

　「没後150年　シーボルトが紹介した日本文化」をテーマに研究発表を行った。趣旨説明は国立歴史民俗博物館
の日高薫が，基調講演はボン大学名誉教授のヨーゼフ・クライナー氏が，講演は東京大学名誉教授の大場秀章氏と
東京大学史料編纂所教授の松井洋子氏が担当した。パネルディスカッションでは，上記の講師に加え，国立歴史民
俗博物館の大久保純一が司会として加わり，聴衆からの質問に答えたほか，シーボルト研究の現状とこれからにつ
いて議論を深めた。
　当日は天候不良のため，定員530名のところ，事前申込みは627名まで受け付けたが，関係者も含めた最終的な参
加人数は365名だった。メディアは，NHK報道局科学・文化部，NHKエデュケーショナル，朝日新聞社等が取材
に訪れ，広く人間文化研究機構の日本関連在外資料の調査研究事業を紹介するという当初の目的を達成することが
できた。

歴博映像フォーラム10

「屋久島の森に眠る人々の記憶」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年２月20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（東京都新宿区西新宿1-9-1）
　参加者　244名（定員　320名，申込人数　369名）

１．開催趣旨

　屋久島は，1993年に山岳地域の大部分が世界「自然」遺産に登録され，縄文杉などに代表される「原生的な」自
然を求めて，多くの観光客がやってくるようになった。しかし屋久島の山岳地域は，「人々が手をかけた」場所で
もあった。
　とりわけ大正期から昭和40年代半ばにかけて，国有林内に森林軌道や林業集落が形成され，国が主導する形での
林野開発が進められた。当時の状況を知る人々が年々少なくなっていく中で，本フォーラムでは，民俗研究映像「屋
久島の森に眠る人々の記憶」の上映を行い，林業集落での暮らしや，林業集落への思いを紹介するとともに，屋久
島の林野開発や世界自然遺産登録がもたらした様々な影響を振り返る。また林業に関する講演・研究映像に加えて，
「岳参り」と呼ばれる山岳信仰に基づく風習や，屋久島の生業・暮らしの在り様についても，映像や講演として紹
介する。
　これらの発表を踏まえた上で，保護地域（世界遺産，国立公園）における文化・歴史的な遺構の保存のあり方や，
民俗映像の撮影や一般公開が地域づくりもたらす可能性についても議論したい。

２．開催内容

10：30 開会挨拶
10：35 本フォーラムの趣旨説明 柴崎　茂光（国立歴史民俗博物館准教授）
10：40 民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」上映
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12：00 休憩
13：00 講演１「林業遺構に関する保存の現状　─北海道の事例」
  八巻　一成（森林総合研究所北海道支所グループ長）
13：45 講演２「宮之浦集落における岳参りの歴史」 渡邉　剣真（宮之浦岳参り伝承会　所願（トコロガン））
14：15 参照映像 「復活した岳参り」上映
14：40 休憩
14：55 講演３「島のモノサシ，外のモノサシ，その違い─民俗研究映像の可能性」
  安藤　潤司（元南日本新聞社屋久島支局長）
15：25 参照映像「屋久島の生業・暮らしに関する映像今昔」上映
15：55 休憩
16：10 総合討論〈パネリスト〉八巻　一成，渡邉　剣真，安藤　潤司
 〈討論司会〉柴崎　茂光
 閉会挨拶

総合司会　柴崎　茂光

３．総　括

　屋久島国有林にかつて存在していた林業集落の暮らしや，そこで暮らした人々の思いを記録した民俗研究映像「屋
久島の森に眠る人々の記憶」を午前中に公開した。午後からは，岳参りと呼ばれる屋久島の山岳信仰に基づく風習
の映像・報告や，北海道の森林鉄道の保存の状況，屋久島の報道のあり方などについての報告を行った後に，林野
開発や地域づくりのあり方を幅広く討論した。悪天候にも関わらず，244名の来場があった。
　当日は，岳参りスタイルの服装で登場したりするなどの工夫が功を奏し，アットホームな雰囲気に包まれた。映
像の途中でインタビューをいれて長時間のフォーラムでも飽きないような試行も行った。さらに事前に質問票を配
布せずに，最後のディスカッションタイムで，フロアから自由にコメント・質問を求めた。檀上での議論と関係の
少ない質問もあがったものの，予想以上にフロアから積極的に質問が出された。自由なコメント・質問方式にした
ことで，参加者の参加者意識が高まったことを間接的に表している。単一の答えを求めず，参加者自身に考えてほ
しかったので，自由コメント欄に賛否双方の意見が出されたことも，企画側の狙い通りの結果が得られたと考える。

歴博映画の会
【概要】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，各々
の研究対象を，専門的な視点から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が協議の上，「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い映像を記録する「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。当初，「歴博映画の会」のプログ
ラムは，本館研究部の職員が考案していた。しかし，2012年度からは，年３回のうち１回を研究部職員が友の会の
担当者と協議し，歴博が所蔵する映像資料のいくつかを視聴しながら，テーマと上映作品について検討してプログ
ラムを作成するように変更した。2015年度の開催は下記の通りであり，プログラムを友の会と共同で作成したのは
第25回である。

【第24回「歴博映画の会」】
１．開催主体　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　平成27年５月２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．料金等　入場無料，申し込み不要
５．テーマ　轆轤技術の展開─木地から万年筆へ─
６．上映作品
　　①「奥会津の木地師」
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　　　（1976年，企画・製作／民族文化映像研究所，紀伊國屋書店，29分）
　　②「筆記の近代誌─万年筆をめぐる人びと─（本篇）」
　　　（2008年，製作・著作：大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立歴史民俗博物館
　　　　　監督：小池淳一，編集協力：毎日映画社）
７．内容
　　①「奥会津の木地師」
　　　 　本映像は，昭和初期まで福島県南部の山間地で盛んに移動生活をしていた木地師の家族による，当時の生

活と技術の再現記録である。森の中での木地屋敷の制作にはじまり，椀作りが行われる。男たちは山へ入っ
てブナを倒し，その場で椀の荒型を作る。女たちが荒型を木地屋敷に運び，椀の外側を削って成型するカタ
ブチ作業，中を刳るナカグリ作業と続く。さらに男たちが手引きロクロで椀に仕上げていく。できあがった
椀は馬の背で町へ運ばれていく様子が示される。

　　②「筆記の近代誌─万年筆をめぐる人びと─（本篇）」
　　　 　本映像は，日本人の筆記の近代を担ってきた万年筆をめぐる技術と職人とを記録した作品である。
　　　 　万年筆は明治時代に輸入されはじめ，大正時代になると国内でも生産が可能になった。国産の万年筆はロ

クロを用いて細長い軸を巧みに削りだす技術に支えられていた。ここではエボナイト，木材，セルロイドな
どから胴軸やキャップを作り出し，ペン先やクリップをつけて万年筆が作られていく工程や，漢字・ひらが
な・カタカナといった日本語の多様な文字を滑らかに書くためのペン先の調整，研磨の方法，さらに長期の
愛用に耐えうる美しい装飾や修理，調整の技術，そして販売にあたっての細やかな心遣いの様子を映像で記
録して，日本人の筆記環境を支えてきた「わざ」を描いている。

８．解説　川村清志（本館研究部民俗研究系）

【第25回「歴博映画の会」】
１．開催主体　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　平成27年９月５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．料金等　入場無料，申し込み不要
５．テーマ　津軽の民間信仰
６．上映作品
　　①「津軽の地蔵（ジンジョ）さま」
　　　 （民俗文化財映像資料，企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，製作：（株）大峠プロダクション，

2007年度記録，30分）
　　②「津軽のイタコ」
　　　（民俗文化財映像資料，企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，製作：桜映画社，1993年度記録，37分）
７．内容
　　①「津軽の地蔵（ジンジョ）さま」
　　　 　青森県五所川原市金木町喜良市の地蔵信仰の習俗を記録した映画。集落の安全を守る行事であり，春と秋

に行われるカネコタタキや，４～11月の間，毎月１回行われる数珠まわしの行事，地蔵の衣替えなど，女性
たちを中心に行われてきた地蔵信仰の習俗や，川倉の賽の河原地蔵尊における旧暦６月の大祭の様子などが
記録されている。

　　　　ゆふいん文化・記録映画祭　第１回「松川賞」入選作品
　　②「津軽のイタコ」
　　　 　津軽地方でイタコと呼ばれる盲目の巫女たちによって行われる，口寄せや加持祈祷，卜占などの習俗を記

録した作品。イタコになるときの儀式の再現，家庭での口寄せの様子，オシラ講でのイタコの仕事，恐山や
川倉の賽の河原地蔵尊のイタコマチにおける口寄せの様子などが記録されている。

　　　　第32回日本産業映画・ビデオコンクール　日本産業映画・ビデオ賞
　　　　第41回優秀映像教材選奨　教養部門　優秀作品賞
８．解説：内田順子（本館研究部民俗研究系）

【第26回　歴博映画の会】
１．開催主体　国立歴史民俗博物館，協力：国立歴史民俗博物館友の会
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２．開催日時　平成28年２月６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．料金等　入場無料，申し込み不要
５．テーマ　酒造技術の伝承
６．上映作品
　　　「平成の酒造り　継承・革新編」
　　　　（2009年度，制作：青木隆浩，製作協力：毎日映画社，88分）
７．内容
　栃木県では，越後杜氏と南部杜氏の減少に伴い，季節出稼ぎの蔵人集団と地元の通勤労働者の協同で，あるいは
経営者家族と地元の通勤労働者のみで酒造りを担うようになっている。それに伴い，かつては門外不出とされてき
た杜氏の酒造技術を組合内で共有し，地元での人材育成を進めている。さらに，地元労働者の増加は，地元の米や
酵母を使って，郷土色の強い清酒を造る動機にもなっている。そこで，今回の「歴博映画の会」では，栃木県内の
４つの蔵元を事例とし，ベテラン杜氏から若手の地元労働者に技術が受け継がれていく様子と，酒造組合の技術に
関連した勉強会や交流会を通じて人材育成や情報網の整備を進めている様子を伝える。
８．解説　青木隆浩（本館研究部民俗研究系）

［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，主に
特集展示の解説を中心に開催している。2015年度は２回開催された。
　開催日程は「第二部　事業編　Ⅺ　広報・普及　３　総合展示ギャラリートーク」（328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，理解を深めてもらうことを目的とし
た企画である。2015年度は会期中の土・日曜日を中心に行われた。
　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」（140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，2015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。

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。
　2015年度は下記のとおり開催された。
2015年７月20日（月）　10：00～14：30
会場（担当教員）：第４展示室（松尾，松田）
参加人数：28名（保護者等除く）

あさがおをかこうよ
　「あさがおをかこうよ」は，小学生を対象とした，くらしの植物苑の朝顔を使ったスケッチ会として，2014年度
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から開催した。このプログラムはくらしの植物苑を会場とし，好きな朝顔を選んで写生するもので，朝顔をつぶさ
に観察することで，より植物への理解と興味を高めようという試みである。
　2015年度は下記のとおり開催された。
2015年８月６日（木），20日（木），　９：50～11：30
会場（担当教員）：くらしの植物苑（青木，澤田，日高，川村）
参加人数：13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。
　2015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：2015年７月25日（土），26日（日），８月８日（土），９日（日）
開催場所：エントランスホール
参加人数：80名
歴博をつかった自由研究相談室作品展
開催期間：2015年７月14日（火）～８月30日（日）
開催場所：休憩室（第２展示室・第３展示室間）
出品点数：15点

鋳造体験
　「鋳造体験」は，2014年度に企画展示「弥生ってなに？！」の関連イベントとして行われたプログラムである。
小学生以上の参加者が，「生駒銅鐸」「銅鏡」「銅銭」の鋳型に溶かした低融点合金を流し込み，ミニチュアを作製
した。
　2015年度の開催は下記のとおりである。
鋳造体験
開催日：2015年８月15日（土），16日（日）
開催場所：ガイダンスルーム
参加人数：52名




