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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11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，民俗
研究映像アンコール上映会５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。

広報連携センター　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，2016年度は11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」（351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を関連
づけ，歴史への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，2016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」（352頁）を
参照。

歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等
第101回歴博フォーラム

「万年筆が拓いた時代：万年筆の生活誌にむけて」 2016年４月16日（土）
　主　催　国立歴史民俗博物館
　会　場　プリミエール酒々井
　参加者　89名（定員　320名，申込み人数　137名）

１．開催趣旨

　企画展示「万年筆の生活誌」にあわせて，多岐にわたる同展示をより深く見るための指針となることを意図した
フォーラムであった。実用化や大量生産の体制が整いはじめてから概ね一世紀を経ようとする万年筆が，どのよう
な文化史的な意義を有しているのか，万年筆を切り口に近代の筆記とそれに関連するさまざまな社会的民俗的な事
象を取りあげた。また日常的な筆記具であった万年筆をとりあげることで，西洋起源の万年筆が，近代の日本社会
のなかでどのような発展を遂げたのか，さらにそれによって私たちの「書く」という経験がどのように形成されて
きたのかを多角的に検討した。

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）
10：05 趣旨説明 小池　淳一（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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Ⅰ　万年筆，再び
10：10 「人とモノ（道具）の現在から」 松田　睦彦（国立歴史民俗博物館）
10：30 「万年筆語り」 中谷　宗平（学識経験者）

Ⅱ　かつて，万年筆の時代があった
10：50 「ペンと近代化」 佐藤　健二（東京大学大学院人文社会系研究科）
11：10 「日常必需品としての万年筆　その１」 島村　恭則（関西学院大学社会学部）
11：30 「日常必需品としての万年筆　その２」 武井　基晃（筑波大学人文社会科学研究科）
11：50 休憩
12：00 公開インタビュー　証言：ある万年筆の現場 新倉　信義（学識経験者）
  聞き手　重信　幸彦（東京理科大学）
  　　　　小池　淳一（国立歴史民俗博物館）
12：30 閉会の挨拶

総合司会　重信　幸彦

３．総　括

　企画展示「万年筆の生活誌―筆記の近代―」の展示意図を学術的に整理し，新たな視点と論点とを登録するため
に開催した本フォーラムは，参加者の数は必ずしも多くはなかったものの，熱心な聴衆に支えられたといえよう。
アンケートからうかがえる点としては，全体として満足度が高かったことに加え，これまでに歴博フォーラムに参
加したことのない方々の来場が比較的多かったことが挙げられる。特殊なテーマのように捉えられがちであるが，
歴博フォーラムの新たな参加者層の掘り起こしにつながったといえるのではないだろうか。
　内容に関しては万年筆そのものよりも万年筆をとりまく社会的な装置や位置づけ，他の用具との比較などが中心
であったため，万年筆そのものの機構や筆記感覚に関する話題や分析を期待された方にはやや物足りなかった面が
あったようである。しかし，多角的に万年筆文化を問い直し，企画展示のより深い理解へと導こうとした意図は概
ね理解を得られたのではないか，と考える。
　本フォーラムは，講堂の耐震工事のために例外的に館外での開催となったが，それによる課題も生じた。まず，
会場のアクセスが歴博から良くなく，午前中の開催によって企画展示との連動を図ったにもかかわらず，実質的に
は不可能となってしまった点は悔やまれる。シャトルバス等の運行を立案してもよかったと思い至ったのは終了後
であった。また会場の空調に対する不満も多く指摘があった。不慣れな会場であったことも原因であるが，快適な
環境を維持して，議論に集中してもらうために細やかな対応をすることを今後も留意しなければならないと思われ
る。

第102回歴博フォーラム

「『延喜式』ってなに！？」 2016年９月17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　257名（定員　260名，申込み人数　316名）

１．開催趣旨

　基幹研究プロジェクト「古代の百科全書『延喜式』の多分野協働研究」の開始にあたり，研究の対象である『延
喜式』という史料がどのようなものであるのか，その内容の多様性について紹介し，『延喜式』，またプロジェクト
について関心を持っていただく。なお，特集展示「『延喜式』ってなに！？」とも連動し，基幹研究プロジェクト「総
合資料学の創成」および科研基盤研究（Ｂ）「史料学的検討を重視した『延喜式』の基礎的研究」16H03485の成果
発信も兼ねる。

２．開催内容

13：00 開会の挨拶 久留島　浩（国立歴史民俗博物館長）
13：05 趣旨説明「『延喜式』とは」 小倉　慈司（国立歴史民俗博物館）
13：15 報告１「謎の発酵食品，豉（クキ）をめぐって」 荒井　秀規（藤沢市生涯学習部郷土歴史課）
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13：45 報告２「『延喜式』のアワビと古代の食文化」 清武　雄二（国立歴史民俗博物館）
14：15 休憩
14：25 報告３「８代将軍徳川吉宗と『延喜式』」 中村　光一（上武大学ビジネス情報学部）
14：55 報告４「古代韓国の鉄と農具」 金　　在弘（韓国・国民大学校文科大学）
  通訳　稲田奈津子（東京大学史料編纂所）
15：45 質疑応答
16：00 閉会の挨拶
総合司会　仁藤　敦史（国立歴史民俗博物館）

３．総　括

　準備研究も含めた共同研究・科研の成果発信にキックオフ的な意味合いも込めて企画したが，募集開始16日目で
締め切りとなる予想外の盛況であった。
　内容は『延喜式』を知らない一般の方々や古代史以外の研究者にまず関心を持ってもらうことを目的とし，食品
や染色，江戸時代の研究，韓国農具との比較など，多様な側面を紹介することに重点を置いたが，その目的は充分
に達成することができたと考える。ある程度『延喜式』についての知識を有していた人にとっても，イメージがか
なり変わったことが感じられた。アンケート回答者の92％（回収率60.3％）から高い評価を得ることができた（「ふ
つう」が７％）。反省点としては，たとえば，各報告において『延喜式』研究の第一人者であった虎尾俊哉氏の名
前がしばしば登場するにもかかわらず，虎尾氏自身についての説明が不足していたため，どういう人物であるかと
いった疑問がアンケートに寄せられるなど，まだまだ古代史研究の視点から脱し切れていなかったことが挙げられ
る。
　予稿集は共同研究経費で製作することとしたため，同時に開催した特集展示の解説を掲載するなど種々工夫を施
すことができた（A４判　総頁61頁）。またアンケートにも工夫を図り，フォーラムに参加して学んだことや関心
を持ったことを問う設問を追加したことによって，単に参加者の関心を把握するということだけでなく，参加者自
身の主体的学習意欲を高める効果もあったのではないかと考える。当日午前中には特集展示のギャラリートークを
実施し，68名の参加を得た。
　課題としては，アンケート回答者に限られるとはいえ，参加者に占める高齢者の比率が高いことが挙げられる（60
代以上が78％）。今後，若年層，また関心を持ちながら定員を超えたために参加することができなかった人たちに
向けての発信の仕方を考えていきたい。
　なお開催に際して集英社の後援をうけた。『歴博』300（2017年１月）「歴博けんきゅう便」に紹介記事を掲載し
たので，あわせ参照されたい。

第103回歴博フォーラム

「金鈴塚古墳のかがやき」 2016年11月26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　257名（定員　260名，申込み人数　271名）

１．開催趣旨

　金鈴塚古墳は古墳時代後期末葉の６世紀末頃に造営された前方後円墳である。金鈴等の装身具，装飾性の高い馬
具や装飾付大刀など，奈良県藤ノ木古墳にも比肩する特筆すべき副葬品が数多く出土した古墳として著名である。
前方後円墳の築造や器物の副葬が衰退する時期において特異な性格をもつものであり，群馬県綿貫観音山古墳など
とともに古墳築造が終焉を迎える時期の東国社会を考える上で重要な資料である。歴博と木更津市は，過去６年の
間，金鈴塚古墳出土資料の検討を協同して進めてきた。ここでは金工品を取上げ，器物の製作技術，器物の社会的
価値，そして東国における金鈴塚古墳の築造という視点から，古墳時代社会から古代社会への変容過程について考
えることにしたい。

２．開催内容

10：00 開会の挨拶 藤尾慎一郎（国立歴史民俗博物館副館長）
10：10 「金鈴塚古墳とその出土品趣旨説明」 稲葉　昭智（木更津市郷土博物館金のすず）
10：40 「「金装」をみる科学の「眼」」 永嶋　正春（国立歴史民俗博物館元教授）
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11：10 「金鈴塚古墳の装飾付大刀」 大谷　晃二（島根県立松江北高等学校）
11：50 昼食
12：40 「金鈴塚古墳の馬装」 宮代　栄一（朝日新聞社編集委員）
13：10 「金の「すず」と金鈴塚古墳」 田中　裕（茨城大学人文学部）
  上野　祥史（国立歴史民俗博物館）
13：40 休憩
13：50 「武器の副葬と軍事編制」 内山　敏行
  （公益財団法人とちぎ未来づくり財団埋蔵文化財センター）
14：20 「装飾付大刀と東国社会」 瀧瀬　芳之
  （公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団）
14：50 休憩
15：00 「金鈴塚古墳の時代」 上野　祥史
15：30 「東国社会とヤマト王権」 仁藤　敦史（国立歴史民俗博物館）
16：00 質疑応答
16：30 閉会の挨拶 高澤　茂夫（木更津市教育委員会）

総合司会　上野　祥史

３．総　括

　本企画は，２期６年をかけて歴博が木更津市教育委員会と実施した国内交流事業の成果報告の一つである。金鈴
塚古墳と出土した馬具・装身具に焦点を絞り，上総地域，東国，古墳時代社会という３つの視点から金鈴塚古墳を
評価して，古墳時代社会から古代社会への変容過程を展望した。
　アンケートによれば，参加者の多くは千葉県在住者であった。千葉県所在古墳を対象とした企画であり，歴博で
の開催を反映したものと考える。アンケートに寄せられた意見は好意的なものが多い。多彩な視点でコンパクトに
金鈴塚古墳を理解できた，金鈴塚古墳から古墳時代，東アジア世界に関心がひろがる，千葉・木更津の古墳に改め
て注目したなどの意見を頂戴した。また，翌日には当該資料を所蔵する木更津市郷土博物館金のすずには，多くの
来館者が到来したとの報も受けている。研究成果をひろく情報発信する，という企画の意図は概ね果たし得たと判
断したい。

第104回歴博フォーラム

「酉の鳥」 2017年１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　224名（定員　260名，申込み人数　313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。

２．開催内容

13：00 開会の挨拶 久留島　浩（国立歴史民俗博物館長）
13：10 報告１「トリの伝承」 小池　淳一（民俗研究系）
13：35 報告２「生活と鳥」 山田　慎也（民俗研究系）
14：00 報告３「民俗芸能の鳥」 川村　清志（民俗研究系）
14：25 休憩
14：40 報告４「民俗芸能の鳥」 大久保純一（情報資料研究系）
15：05 報告５「古代東アジアの鳥」 上野　祥史（考古研究系）
15：30 報告６「考古資料にみるトリ」 山田　康弘（考古研究系）
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15：55 質疑応答
16：20 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。
　224名の参加があり，アンケートを通じて117名の意見を聞くことが出来た。今回は歴博での開催となったため，
千葉県からの参加者が２/３を占めた。また，歴博への来館あるいはフォーラムへの参加が複数回ある方の参加が
大多数であった。
　内容については，「鳥」という動物は日常生活では馴染み深いものの，歴史（美術），民俗，考古という視点から
紹介されたさまざまな「鳥」の姿に対しては，知見を新たにする機会として好意的な意見が多かった。発表時間を
限定したコンパクトな報告に対しても好意的な意見が寄せられている。身近な干支を題材として，幅広く歴史的世
界へ誘うという目的は一定程度果たしえたものと考える。
　本企画は「干支」を対象とした11回目のフォーラムとなる。戌年から開始した「干支」に因むフォーラムも，企
画主旨・内容ともに一つの区切りを迎えたものと考えたい。

歴博映像フォーラム11

「明日に向かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭2015」 2016年７月２日（土）
　主　催　国立歴史民俗博物館
　会　場　東京大学弥生講堂一条ホール（東京都文京区弥生１丁目１－１）
　参加者　145名

１．開催趣旨

　本年度の映像フォーラムでは，石川県輪島市皆月の山王祭に関わる青年会に焦点を当てた民俗映像を紹介する。
これまで歴博の民俗映像では，複数の祭礼に関する作品が制作されてきた。この山王祭は，既発表の祭礼ほどの広
がりや歴史的な深度は持たない。その代わりに本作品では，長期にわたるフィールドワークによって，過疎化のな
かで存続の危機に瀕する祭りの現在を焦点化している。今回の映像では，これまでの民俗映像とは異なり，研究者
自身による撮影，編集，制作を実現した作品となっている。同時にナレーションや題字，音楽などで，青年会の全
面的な協力をえることで，地元との共同制作という側面をもっている。以上のような，これまでにない試みの民俗
映像作品を紹介したいと考える。

２．開催内容

10：30 開会挨拶
10：35 「祭りのフィールドワークと映像化─七つの浦，四方の風にむけて」
  川村　清志（国立歴史民俗博物館）
11：20 民俗研究映像「石川県輪島市皆月山王祭─式次第とその構造」上映
11：50 休憩
12：50 民俗研究映像『明日にむかって曳け─石川県輪島市皆月山王祭2015』上映
14：30 休憩
14：40 講演１「祭りの映像をとるということ」 葉山　　茂（国立歴史民俗博物館）
15：15 講演２「祭礼の記録化の試みとその可能性」 佐々木重洋（名古屋大学大学院文学研究科）
15：50 講演３「映像民族誌と将来像」 分藤　大翼（信州大学学術研究院総合人間科学系）
16：20 休憩
16：30 総合討論〈パネリスト〉葉山　茂，佐々木重洋，分藤　大翼
 　　　　〈討論司会〉　川村　清志
17：00 閉会挨拶

総合司会　柴崎　茂光（国立歴史民俗博物館）



190

３．総　括

　2016年度の映像フォーラムでは，石川県の輪島市門前町皆月地区で行われる「山王祭り」に焦点をあてた映像民
俗誌を紹介した。過疎化と高齢化のなかで皆月山王祭りは存続の危機に瀕している。世帯数は100軒をきり，曳山
を担っていた青年会員も，村の中に３名しか残っていない。限界集落としての皆月が抱える問題は，今日の地域社
会が抱える構造的な危機を投影している。本映像では，２年半にわたる調査活動の中で，祭りを支える青年会とそ
のOBに焦点を当てた映像民俗誌を作成した。
　映像作品についての感想は概ね好評であった。とりわけ，撮影の舞台となった皆月地区の出身で，現在，東京近
郊に在住している方からは自らの経験と重ね合わせた貴重な感想をいただいた。ただ映像自体が104分とかなりの
長編であることに加えて，丸一日のフォーラム形式での公開については，賛否が分かれたようである。また，当日
は，申込み人数に対して入場者数がかなり少なく，全体としても定員を超えることができなかったことは反省して
いる。
　今後は，名古屋大学，鹿児島大学，富山大学などの大学機関，さらには各地の博物館と連携し，博物館資料の重
要なメディアとしての映像作品を，教材や資料として公開していくことを予定している。

民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」アンコール上映会

１．開催趣旨

　平成28年２月20日に開催した歴博映像フォーラム10「屋久島の森に眠る人々の記憶」は，申込みを締め切るなど
概ね好評で，ホームページを見て申込みを断念した人も多く存在することが予想された。映像フォーラムに来るこ
とができなかった方や，もう一度映像を見たいという方のために，民俗研究映像「屋久島の森に眠る人々の記憶」
を，以下のスケジュールで行った。

２．開催内容

（１）平成28年10月６日（木）
　会　場：東京農業大学百周年記念講堂
　主　催：東京農業大学，共催：国立歴史民俗博物館
　※林業経済学会の研究会Boxとしても公開
　参加者：301名（定員　800名）
　スケジュール：共通演習を公開講義として開催
　　16：00～　　　　開場
　　16：30～　　　　開演
　　　　　　　　　　主催者挨拶　関岡東生（東京農業大学環境科学部・教授）
　　　　　　　　　　趣旨説明　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館研究部・准教授）
　　16：40～18：40　映像上映
　　　第１部：屋久島の森に眠る人々の記憶（80分）　16：40～18：00
　　　第２部：復活した岳参り（30分※解説含む）　　18：00～18：30
　　　質問などの受付　　　　　　　　　　　　　　　18：30～18：40
　　18：40　　　　　終了

（２）平成28年10月13日（木）
　会　場：国立歴史民俗博物館講堂
　参加者：118名（定員　260名）
　　13：30～　　　　開場
　　14：00～　　　　開演
　　　　　　　　　　趣旨説明　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館研究部・准教授）
　　14：10～16：10　映像上映
　　　第１部：屋久島の森に眠る人々の記憶（80分）　14：10～15：30
　　　第２部：復活した岳参り（30分※解説含む）　　15：30～16：00
　　　質問などの受付　　　　　　　　　　　　　　　16：00～16：10
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　　16：10　　　　　終了

（３）平成28年11月23日（祝・水）
　会　場：東京大学農学部１号館８講義室
　主　催：東京大学農学部林政学研究室，共催：国立歴史民俗博物館
　参加者：31名（定員　180名）
　スケジュール：森林環境経済学を公開講義として開催
　　12：30～　　　　開場
　　13：00～　　　　開演
　　　　　　　　　　主催者挨拶　永田　信（東京大学農学部・教授）
　　　　　　　　　　趣旨説明　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館研究部・准教授）
　　13：10～15：45　映像上映
　　　第１部：屋久島の森に眠る人々の記憶（80分）　13：10～14：30
　　　　　　（14：30～14：45　　休憩）
　　　第２部：復活した岳参り（30分※解説含む）　　14：45～15：15
　　　その他の研究映像（30分）　　　　　　　　　　15：15～15：45
　　15：45～16：15　ディスカッション
　　16：15　　　　　終了

（４）平成28年12月８日（木）
　会　場：宇都宮大学峰ヶ丘講堂
　主　催：林業女子会＠栃木
　共　催：国立歴史民俗博物館，後援：日本森林学会
　参加者：72名（定員　100名）
　　16：00～　　　　開場
　　16：30～　　　　開演
　　　　　　　　　　主催者挨拶　福沢朋子（林業女子会＠栃木）
　　　　　　　　　　趣旨説明　柴崎茂光（国立歴史民俗博物館研究部・准教授）
　　16：40～18：40　映像上映
　　　第１部：屋久島の森に眠る人々の記憶（80分）　16：40～18：00
　　　第２部：復活した岳参り（30分※解説含む）　　18：00～18：30
　　　質問などの受付　　　　　　　　　　　　　　　18：30～18：40
　　18：40　　　　　終了
　司会　山本美穂（宇都宮大学農学部・教授）

３．総　括

　都内・首都圏の大学での開催を含む初のアンコール上映会となった。大学で開催した上映会では，歴博で開催し
た上映会と比べて，20代以下の若年層の出席割合が著しく高くなった。いずれの上映会においても，「よかった」・
「ややよかった」と回答する割合が８割を超えており，若年層に対して民俗学への関心，歴博への関心を高める効
果も期待された。より多くの若者にみてもらいたいという希望が叶い，上映会を大学で開催することの意義・潜在
的な可能性が確認できた。なお学生は常に入れ替わるため，来年度以降も，アンコール上映会を継続することを望
む。

民俗研究映像「明日に向かって曳け」アンコール上映会 平成28年12月17日（土）

１．開催趣旨

　平成28年７月２日に開催した歴博映像フォーラム10「明日に向かって曳け」は研究映像として感心がもたれ，関
連分野の大学での上演を求められている。博物館と東京都内という非常に限られたエリアでしか視聴できないこと
は大きな問題であった。今後は，要請のある地方の大学や博物館と連携しながら，研究映像の上映を行いたいと考
える。これによって歴博の活動や研究内容のより広い周知と広報をはかることができると考える。このような試み
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の試行として，民俗研究映像「明日に向かって曳け」を，以下のスケジュールで行った。

２．開催内容

　会　場：鹿児島大学法文学部講義室
　主　催：鹿児島大学法文学部兼城研究室，共催：国立歴史民俗博物館
　参加者：210名（定員　320名）
　スケジュール：学部3,4年生向けの選択科目の授業の公開講義として開催
　　12：30～　　　　開場
　　13：00～　　　　開演
　　　　　　　　　　趣旨説明　川村清志（国立歴史民俗博物館研究部・准教授）
　　13：10～16：20　映像上映
　　　第１部：明日に向かって曳け（100分）　 13：10～14：50
　　　　　　　（14：50～15：10　　休憩）
　　　ディスカッション　　　　　　　　　　　15：10～16：20
　　16：20　　　　　終了

　司会　兼城　糸絵（鹿児島大学法文学部・准教授）

３．総　括

　上記の日程で，鹿児島大学にて，「明日に向かって曳け」アンコール上映会を行った。当日は，鹿児島大学法文
学部の学生を中心として，200名を超える参加者があった。特別のコメンテーターとして，鹿児島大学法文学部の
中路武士准教授においでいただき，作品の論評を行っていただいたうえで，兼城准教授を交えて全体的な討論を行
うことができた。
　学生の多くからは，出席をかねた感想とアンケートを回収することができた。当日の回収分は195枚であったが，
作品の内容についても非常に深い理解がなされていることがわかる感想が多かった。
　感想の中に印象的な場面についての設問を設けたが，かなりの比率で，映像中盤の「台風のために祭りが中止に
なりそうな場面」をあげる者が多かった。その他に「村全体で準備をしているシーン」，「青年会としての自覚が必
要だと語るシーン」，「祭りの役割と自分の仕事である福祉の仕事を関連づけて説明するシーン」など，映像を万遍
なく見ていることも伝わってきた。また，自分の地域の現状を感想の中で紹介するレポートも見られたことも大き
な収穫であった。本映像を上演することで，地域社会における歴史と文化の所在を現在の視点から再考し，その研
究拠点の確立と連携を目指す我々の目的とも合致するものであった。
　他方で鹿児島という撮影地域を離れた場所での上演によって，映像の中の言葉が理解しづらいという意見や，映
像についての課題も示された。今後，これらの課題の改善をはかるだけでなく，新たな映像化に際して，コメント
や感想を参照し，検討していきたいと考えている。

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。2016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27回である。

【第27回「歴博映画の会」】
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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28年８月６日（土）13時30分～16時00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　1970年代のアイヌ文化
６．上映作品
　　「イヨマンテ　熊おくり―北海道平取町二風谷―」
　　　（1977年，企画・製作：民族文化映像研究所，総監督・脚本：姫田忠義，103分）
７．内容
　今回の上映作品は，1977年３月，二風谷で行なわれたアイヌ民族の儀式「イヨマンテ」を記録した映画である。
イヨマンテとは，クマの魂を神の国へ送り返す儀式である。萱野茂氏の指導のもと，若い世代のアイヌの人々にイ
ヨマンテを伝えるために行なわれた儀式であり，この映画も，儀式の準備段階から丁寧に記録されている。儀式を
実践する人々，そして映画を制作する人々の，アイヌ文化をきちんと伝えたいという熱意から生まれたような作品
である。しかしその背景には，アイヌ文化が失われてしまうという危機感があったかもしれない。本作品の上映を
通して，1970年代の二風谷におけるアイヌ文化の伝承について考える。
８．解説　内田順子（本館研究部民俗研究系）

【第28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28年10月１日（土）13時30分～16時00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　明日に向かって曳け－石川県輪島市皆月山王祭2015
６．上映作品
　　「明日に向かって曳け（ディレクターズカット版）」
　　　（企画・製作：国立歴史民俗博物館，監督：川村清志，2016年，103分）
７．内容
　2016年７月２日に開催された歴博映像フォーラムで公開された歴博研究映像『明日に向かって曳けー輪島市門前
町皆月山王祭2015』の本編ではカットしたシーンも含めて再編集した作品を上映する。これまで歴博の民俗研究映
像では，複数の祭礼に関する作品が制作されてきた。この山王祭は，既発表の祭礼ほどの広がりや歴史的な深度は
持たない。その代わりに本作品では，長期にわたるフィールドワークによって，過疎化のなかで存続の危機に瀕す
る祭りの現在を焦点化している。この作品はこれまでの民俗映像とは異なり，研究者自身による撮影，編集，制作
を実現した作品となっている。同時にナレーションや題字，音楽などで，青年会の全面的な協力をえることで，地
元との共同制作という側面をもっている。さらに今回は，既発表の作品に再編集を加え，内容を充実させたものと
した。
８．解説：川村清志（本館研究部民俗研究系）

【第29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29年２月４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　白川郷の合掌造り民家
６．上映作品
（１）「コガヤとともに」
　　　（制作：姫田蘭・今井友樹，製作：民族文化映像研究所・紀伊國屋書店・ポルケ，1998年，36分）
（２）「合掌造り民家はいかに生まれるか」
　　　（制作：姫田蘭，製作：民族文化映像研究所・紀伊國屋書店・ポルケ，1994年，42分）
７．内容
　「コガヤとともに」は，茅葺き屋根によいとされるコガヤ（カリヤス）が昭和30年以降，急速に減ってきた中，
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その復元・復活事業を記録したものである。一方の「合掌造り民家はいかに生まれるか」は，白川村戸賀野集落の
田島家が所有していた合掌造り民家を解体し，荻町集落に移築した時の記録映像である。
ともに第４展示室「開発と景観」に関わる内容であり，展示をより深く理解してもらうために上映するものである。
なお，上映後は「開発と景観」の展示と関連させた解説をおこなう。
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。2016年度は16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」（352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。2016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」（143頁）のうち各企画展示の関連行事を参照。

［企画展示関連イベント］

　「万年筆の生活誌」の関連イベントとして，「万年筆によるアンケート記入」「万年筆組み立て教室」を，「身体
をめぐる商品史」の関連イベントとして，「昭和の化粧ぬりえ」を開催した。また，特集展示「戦国の兜と旗」の
関連イベントとして，「オリジナル兜をつくろう」を開催した。
これらのプログラムは下記日程で開催した。
・「万年筆によるアンケート記入」
　2016年３月８日（火）～５月８日（日），企画展示室Ａ入口　824人
・「万年筆組み立て教室」
　2016年４月２日（土），30日（土），ガイダンスルーム，142人
・「昭和の化粧ぬりえ」
　2016年10月18日（火）～12月18日（日），たいけんれきはく，約3,000人
・「オリジナル兜をつくろう」
　2016年８月20日（土），21日（日），研修室，45人

［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，2016年度現在，第１・２・３・４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2,100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。
　2016年度は下記のとおり開催された。
2016年７月18日（月・祝）　10：00～14：30
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会場（担当教員）：第３展示室（横山，福岡）
参加人数：27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
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。
　2016年度は下記のとおり開催された。
2016年８月９日（火），24日（水），　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：21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。
　2016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：2016年７月23日（土），24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：59名
歴博をつかった自由研究相談室作品展
開催期間：2016年７月12日（火）～８月28日（日）
開催場所：休憩室（第２展示室・第３展示室間）
出品点数：16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。
　2016年度の開催は下記のとおりである。
鋳造体験
開催日：2016年８月11日（木・祝）～15日（月）
開催場所：研修室
参加人数：144名

弥生衣装体験
　「弥生衣装体験」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。弥生時代の女性の衣装とアクセサリーを試着し，吉野ヶ里遺跡の写真を背景に写真撮影をした。
　2016年度の開催は下記のとおりである。
弥生衣装体験
開催日：2016年７月30日（土）～８月10日（水）
開催場所：たいけんれきはく
参加人数：396名




