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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・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，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６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 澤田 和人   

 

 

［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，2012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 ３  歴博講演会」（333～334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，2012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」（335

頁）を参照。 
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歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等 

第82回歴博フォーラム 

「描かれた都市の風俗と名所─京都を中心に─」         2012年４月21日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 歴博講堂 

 参加者 216名 

 

１．開催趣旨 

 ３月27日～５月７日に開催する，機構連携展示「都市を描く─京都と江戸─」の関連事業として，展示を

行う歴博と国文学研究資料館の両館において，連続シンポジウムを行う。 

 連携展示では，歴博においては，第Ⅰ部「洛中洛外図屏風と風俗画」を開催するため，このシンポジウム

では，主に京都に関連した内容を扱う。まず展示プロジェクトメンバーが，展示内容を敷衍する形で報告を

行い，次に国文研側の展示担当者に，国文研での展示資料を紹介しつつ，当館における展示資料との関連に

ついても触れていただく。 

 

２．開催内容 

13：00～13：05 開会挨拶 平川南館長 

13：05～13：25 趣旨説明と展示概要の紹介 小島道裕（歴史研究系） 

13：25～13：55 報告１ 松尾恒一（民俗研究系） 

              「洛中洛外図屏風と風俗画に見る舞いと踊り─中世から近世へ─」 

13：55～14：25 報告２ 岩崎均史（たばこと塩の博物館） 

              「洛中洛外図と近世初期風俗画」 

14：25～14：40 休憩 

14：40～15：10 報告３ 井田太郎（近畿大学） 

              「江戸と京を比較する─海のない京／山のない江戸─」 

15：10～15：30 コメント 大高洋司（国文学研究資料館） 

              「職人絵と洛中洛外図屏風」 

15：30～16：00 質疑応答 

 

３．総 括 

 当館と国文学研究資料館が連携して行った，機構連携展示「都市を描く─京都と江戸─」（3/26～5/6）の

関連企画であり，シンポジウムとしても，前週４月14日（土）に国文研で行われた「描かれた都市の風俗と

名所─江戸を中心に─」と対をなすものである。国文研シンポでは，当館からも，展示に関わった岩淵令治・

大久保純一両教員が報告しており，100名の定員がすぐに申し込み締切となる盛況であった。 

 今回の歴博フォーラムでも，同様に展示に関わった研究者が報告を行う形を取り，まず歴博での展示「洛

中洛外図屏風と風俗画」について概要を紹介し，民俗（祭礼芸能）・美術史（風俗画）からの報告，そして，

国文研での展示「江戸名所と風俗画」の題材との比較や通観を行う視点からの報告とコメントを行った。（井



265 

田氏は３月まで国文研教員） 

 質疑の時間は十分なかったが，国文研シンポで報告した，岩淵・大久保両教員が，総括的な発言を行った。

終了後には，展示室での展覧を行い，関係者が適宜質問に応じた。 

 企画展示を題材としたフォーラムであり，また連携展示としても，その内容をさらに深め，広める上で有

意義であったと言える。 

 

第83回歴博フォーラム 

「人・音・文化─紀州徳川家伝来楽器コレクションをめぐって─」 
2012年７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 130名 

 

１．開催趣旨 

 本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションは，人と音楽との関わり，その文化的広がりを物語る数

少ない歴史資料のひとつである。本フォーラムでは，このコレクションの歴史的意義を問うとともに，収集

者である江戸後期の藩主徳川治宝と同時代の武家が共有していた音楽思想にせまる。同時に，現代を生きる

私たちが，音楽の歴史にどのように接近できるかについて考えたい。 

 開催中の企画展示「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽」（平成24年７月10日（火）～９月２日（日））

を概観し，理解を深められるような内容とする。 

 

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館長） 

13：10～13：35 報告１ 遠藤 徹（東京学芸大学准教授） 

              「武家の雅楽への接近と楽律学」 

13：35～14：00 報告２ 水野僚子（日本女子大学准教授） 

              「紀州徳川家旧蔵楽器コレクションの伝来について」 

14：00～14：25 報告３ 日高 薫（当館研究部情報資料研究系教授） 

              「美術工芸としての紀州徳川家伝来楽器コレクション」 

14：25～14：45 休憩 

14：45～15：10 報告４ 高瀬澄子（沖縄県立芸術大学准教授） 

              「日本で作られた律管」 

15：10～15：35 報告５ 清水淑子（日本雅楽会） 

              「現在に伝わる笙の調律」 

15：35～16：00 報告６ 伊達伸明（美術家） 

              「『楽器の分割再構成』という実験─創作楽弓『一弦さん』のねらい─」 

16：00～16：30 質疑応答 
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司 会：内田順子（当館研究部民俗研究系准教授） 

 

３．総 括 

 本館が所蔵する紀州徳川家伝来楽器コレクションをテーマとして，コレクションの歴史的意義を問うとと

もに，人と音楽との関わり，その文化的広がりについて考察し，また現代人との接点をさぐるフォーラムと

した。 

 企画展示「楽器は語る─紀州藩主徳川治宝と君子の楽」（平成24年７月10日（火）～９月２日（日））の関

連企画としておこなったものであり，展示を概観し，理解を深めてもらうことを目的としている。 

 フォーラムの報告者は，すべて，実際に展示の立案・構成に関わった展示プロジェクトのメンバーであり，

各々の専門分野（文献史学・美術史学・音楽学・美術家など）から，展示の内容を掘り下げる報告をおこな

った。 

 展覧会の開始後間もない時期の開催であり，同じ企画展関連行事のコンサートと日程が前後したこともあ

り，入場者数はやや少なめであったが，参加者からは熱心な反応があった。 

 質疑応答においては，極めて専門的な内容の質問が含まれ，企画展示と同様に，専門家と一般の参加者と

のあいだの知識や理解の隔たりを感じた。その他，アンケートによれば，楽器に関連するフォーラムである

ため，楽器の音を実際に聞きたかったとの要望が多く寄せられ，報告中に映像を用いた清水氏の報告が好評

であるなど，楽器をテーマとしたフォーラムならではの参加者の期待があることを認識させられた。 

 

第84回歴博フォーラム 

「河童とはなにか」                           2012年７月28日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 後 援 日本民俗学会 

 会 場 早稲田大学大隈記念講堂大講堂 

 参加者 552名 

 

１．開催趣旨 

 河童は，鬼や天狗とともに日本の妖怪のなかでも知名度が高く重要な位置を占めている。水の妖怪である

河童伝承は各地に豊富で独自の民俗を形づくっているだけでなく，歴史・文学・絵画・アニメ・町おこしな

どさまざまな領域やプロジェクトと関わりながら機能している。フォーラムでは多面的な視座から河童を取

り上げて，その全体像に迫りたい。なお，本企画は，第四室リニューアルにおける「妖怪の世界」の研究的

な背景をなすものである。 

 

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館長） 

              十重田裕一（早稲田大学文化推進部長） 

13：10～13：30 フォーラムの趣旨 常光徹（国立歴史民俗博物館教授） 

13：30～14：00 報告１ 香川雅信（兵庫県立歴史博物館学芸員） 
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              「河童イメージの変遷」 

14：00～14：30 報告２ 小馬徹（神奈川大学教授） 

              「北の河童・南の河童とその歴史」 

14：30～15：00 報告３ 立石尚之（古河歴史博物館学芸員） 

              「河童伝説に由来をもつ家伝薬」 

15：00～15：30 報告４ 松村薫子（呉市海事科学館  大和ミュージアム学芸員） 

              「河童と町おこし─キャラクター化する河童」 

15：30～15：50 休憩 

15：50～16：00 コメント 小松和彦（国際日本文化研究センター所長） 

16：00～16：10 コメント 和田寛（河童研究会顧問） 

16：10～16：50 総合討論 司会 飯倉義之（国際日本文化研究センター機関研究員） 

16：50～17：00 閉会の辞 

総合司会 松田睦彦（国立歴史民俗博物館助教） 

 

３．総 括 

 本フォーラムは，第四展示室の新構築における「妖怪の世界」とかかわって開催した企画で，学術的な面

での基礎を構築するものである。常光の趣旨説明のあと，つぎの４名が報告した。香川雅信「河童イメージ

の変遷」，小馬徹「北の河童，南の河童とその歴史」，立石尚之「河童伝説に由来をもつ家伝薬」，松村薫子「河

童と町おこし―キャラクター化する河童」である。報告に対して，小松和彦，和田寛がコメントをし，総合

討論をおこなった。「妖怪の世界」のコーナーでは，河童を中心に取りあげる。河童については早くから関心

をもたれ，民俗学の分野でも研究が蓄積されているが不明な点も多い。とくに近世以降の河童イメージの変

遷については，今回の報告と議論のなかである程度の道筋が明らかになった。全国的に分布する河童伝承は

地域によって変化に富むが，東北と九州における伝承の共通点に着目してその歴史的，民俗的な背景につい

て検討し一定の成果が得られた。また，総合討論のなかでは，河童をどのように展示すべきかについての意

見も交わされ有益だった。 

 

第85回歴博フォーラム 

「『江戸』の発見と商品化─大正期の三越の流行創出と受容─」 
2012年１月21日（土） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 歴博講堂 

 参加者 216名 

 

１．開催趣旨 

 近代以降における大衆向け商品の開発には，流行の創出が不可欠であるが，その中で伝統的なものに新た

な価値を見いだし，過去の素材を利用する手法がある。その過程では，歴史学や民俗学，美術史学などの研

究成果が取り込まれてきた。共同研究「歴史表象の形成と消費文化」では，テーマの一つとして「江戸」表
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象の原点である大正期の「江戸趣味」の誕生とその大衆化をとりあげ，三越百貨店における「流行」の発明

の過程とその方法を明らかにしてきた。さらに，地方有力者がこうした流行をいかに受容したのかという点

も検討した。本フォーラムでは，こうした成果を一般に示したい。 

 

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） 

13：10～13：20   「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 岩淵令治（国立歴史民俗博物館研究部歴史研究系） 

13：30～14：00 報告１「消費社会黎明期における百貨店の役割 

            ─三越の商品開発と流行の近代化─」 

            神野由紀（関東学院大学） 

14：00～14：30 報告２「三越による通信販売と地方資産家の流行受容」 

            満薗勇（日本学術振興会） 

14：30～14：45 コメント１ 藤岡 里圭（関西大学） 

14：45～15：00 休憩 

15：00～15：30 報告３「三越の流行創出と近代文学」 

            瀬崎圭二（広島大学） 

15：30～16：00 報告４「三越における光琳戦略の意味 ─美術史の文脈から─」 

            玉蟲敏子（武蔵野美術大学） 

16：00～16：15 コメント２ 濱田 琢司（南山大学） 

16：15～16：50 総合討論・質疑応答 司会 岩淵令治 

16：50～17：00 閉会の挨拶 

 

３．総 括 

 本フォーラムは，第四展示室の新構築と関連して進行してきた共同研究「歴史表象の形成と消費社会」に

ついて，一般向けの中間報告を意図したものである。まず，第四展示室の新構築について代表の小池淳一が，

フォーラムの主旨について共同研究の代表である岩淵が説明した後，以下の４名による報告とコメントがあ

った。神野由紀「消費社会黎明期における百貨店の役割─三越の商品開発と流行の近代化─」，満薗勇「三越

による通信販売と地方資産家の流行受容」，藤岡里圭「大正期における百貨店の量的および質的発展」（コメ

ント１），瀬崎圭二「三越の流行創出と近代文学」，玉蟲敏子「三越における光琳戦略の意味─美術史の文脈

から─」濱田琢司「百貨店における展覧活動と啓蒙活動─民芸運動を中心に─」（コメント２）。さらに，最

後に総合討論・質疑応答があった。 

 入場者数が多く，会場はほほ満席で，第四展示室にかかわる共同研究の成果公開という意図は十分に尽く

せたと言える。また，三越・伊勢丹ホールディングスからの聴講があり，同社が所蔵する資料の貴重さをあ

らためて喚起できた点も成果といえる。 

 ただし，アンケートをみると，テーマを三越の商品化に絞ったため，共同研究全体とのかかわりが聴講者

に伝わりづらかったようであった。また，今回は中間報告ということもあって，既存の研究をベースに依頼
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した報告もあったため，一部新味がないという意見も寄せられた。進行中の共同研究をわかりやすく伝える

ことの難しさを認識させられた。 

 

第86回歴博フォーラム 

「ここまでわかった！縄文人の植物利用」             2012年12月15日（土 ） 

 主 催 国立歴史民俗博物館 

 会 場 歴博講堂 

 参加者 269名 

 

１．開催趣旨 

 開発型共同研究「縄文時代の人と植物の関係史」（平成22～24年度）の一環として，共同研究の研究成果を

より広く発信するために，フォーラムを実施します。縄文時代の植物利用に関する最新の成果を取り上げ，

特に縄文時代の高度な森林資源利用や，栽培植物利用の実態，その時間的変遷について，共同研究の成果を

提示します。 

 

２．開催内容 

10：00～10：05 開会の挨拶 平川 南（国立歴史民俗博物館長） 

10：05～10：20 工藤雄一郎（国立歴史民俗博物館助教） 

          「趣旨説明 共同研究『縄文時代の人と植物の関係史』」 

１．最新の研究方法とその成果 

10：20～10：50 報告１ 佐々木 由香（株 パレオ・ラボ） 

              「ここまでわかった！縄文人の植物利用」 

10：50～11：25 報告２ 小畑弘己（熊本大学教授） 

              「マメを育てた縄文人」 

11：25～12：00 報告３ 鈴木三男（東北大学名誉教授） 

              「縄文人が漆に出会ったのはいつ？」 

12：00～13：00 休憩 

２．縄文の水辺の遺跡「下宅部遺跡」 

13：00～13：30 報告４ 千葉敏朗（東村山ふるさと歴史館・主任学芸員） 

              「適材適所の縄文人─下宅部遺跡─」 

13：30～14：00 報告５ 永嶋正春（国立歴史民俗博物館准教授） 

              「下宅部遺跡出土漆関係資料について」 

14：00～14：30 報告６ 吉川昌伸（古代の森研究舎代表） 

              「縄文人と植物との関わり─花粉から分かったこと─」 

14：30～14：40 休憩 

３．人と森との関わり，縄文から弥生へ 

14：40～15：10 報告７ 那須浩郎（総合研究大学院大学助教） 
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              「イネと出会った縄文人─縄文時代から弥生時代へ─」 

15：10～15：40 報告８ 能城修一（森林総合研究所木材特性研究領域チーム長） 

              「縄文人は森をどのように利用したのか」 

15：40～15：50 休憩 

15：50～16：30 討論・質疑（司会：坂本 稔） 

 

３．総 括 

 本フォーラムは，開発型共同研究「縄文時代の人と植物の関係史」（平成22〜24年度）の成果報告の一環と

して開催したものであり，縄文時代の植物利用研究の最前線をより一般向けにわかりやすく紹介することを

目的として開催した。工藤雄一郎がフォーラムと共同研究の趣旨説明をおこなった後，８本の報告と最後に

討論をおこなった。まず，佐々木由香が最近20年の研究成果のトピックを紹介した後，小畑弘己が圧痕研究

から明らかになってきた縄文人によるマメの栽培化の問題を紹介し，鈴木三男は植物学の立場から，ウルシ

がいつ，どのように日本に入ってきたのかを紹介した。報告４〜６は共同研究での中心的な研究対象となっ

た下宅部遺跡の研究成果に重点を置いたものである。そして，東アジアでの稲作の開始と縄文時代から弥生

時代への移行期の問題を那須浩郎がまとめ，能城修一が遺跡出土木材の研究から，縄文人の森林資源の管理

の様相を紹介した。 

 申込人数も12月初旬には定員を超えて早々に締め切り，当日の入場者数もきわめて多く会場は満席となる

など，一般にとっても身近な「植物」の利用の文化史に対する興味・関心の高さが改めて浮き彫りとなった。

特に，縄文人によるクリやウルシの管理，マメの栽培化は学際的研究の最前線の成果であり，それらを分か

りやすく解説したことは，来館者のアンケートをみても非常に好評だったことがわかる。ただし，プロジェ

クターとPC（Mac）との接続に不具合があり，午前中の発表ではスライドが発表中に消えてしまうトラブルが

頻発した。絶対にあってはならないミスであり，事前の確認不足を深く反省したい。 

 

第87回歴博フォーラム 

「巳年の初噺」                             2013年１月19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 478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「へび」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。 
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２．開催内容 

13：00～13：15 開会の挨拶 館 長 

13：15～13：45 報告１「巳の民俗」        山田慎也（民俗研究系） 

13：45～14：15 報告２「蛇の伝承」        小池淳一（民俗研究系） 

14：15～14：30 休憩 

14：30～15：00 報告３「蛇の造形─日本の美術工芸品に見る蛇の表現─」  日高薫（情報資料研究系） 

15：00～15：30 報告４「浮世絵にみる蛇の吉と凶」 大久保純一（情報資料研究系） 

15：30～15：45 休憩 

15：45～16：15 報告５「蛇のイメージと癸巳年」  上野祥史（考古研究系） 

16：15～16：40 質疑応答 該当者 

16：40～16：50 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。 

 関係者を除き468名の参加があり，アンケートを通じて251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。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。 

 今回のフォーラムではポスター・チラシによる広報効果が大きいことが確認できた。また，朝日新聞千葉

版では１月初旬にフォーラム関連記事を取り上げていただいたことも参加者増加に大きな効果があったよう

である。 

 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「蛇」の姿を知る機会として好意的な意見が多かった。講師５名30分にしてなお，報告時間が短いとい

う意見があったのも意外である。そして，アンケートでは，初参加の方も少なくないことがうかがえ，歴博

PR企画としては十分に機能しているようである。 

 本企画は「干支」を対象とした７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。また，都内での開催を歓迎し，その継続を望む声も多い。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７ 

「祭りと熱狂─信仰と造形─『比婆荒神神楽』『長崎くんち』」 
2012年10月20日（土） 

 主 催 人間文化研究機構，国立歴史民俗博物館 

 後 援 日本民俗学会 

 会 場 新宿明治安田生命ホール 

 参加者 145名 
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１．開催趣旨 

 祭りは，町や村を基本とする共同体の祈願の実践と意味づけすることができるが，神事の中核を担う宗教

者（神主，僧侶，祈禱師等）や，これを支える氏子や信徒集団，その家族や親せき，友人，さらには当日の

み訪れる見物人まで，さまざまな人々によって営まれる。その実践は，神を迎えもてなし，見る人を楽しま

せるためのさまざまな諸行事や芸能など，有形・無形の諸造形によって構成される。 

 本フォーラムでは，2001年度に制作された『長崎くんち』，最新制作の『比婆荒神神楽』（2011年度）の上

映，及び，2013年オープン予定の民俗新展示のための映像として製作された『能登宇出津あばれ祭』の上映

と，制作担当者の解説，さらにフロアとの討論を通して，日本における共同祈願の歴史と現在に伝承される

文化としての特質を考える。 

 

２．開催内容 

10：30～10：40 開会挨拶 平川 南 

10：40～10：50 本フォーラムの趣旨説明 

10：50～13：00 上映Ⅰ「長崎くんち」 解説：福原敏男（武蔵大学） 

13：00～13：50 休憩 

13：50～14：40 講演「祭りと熱狂─信仰と造形─」神田より子（敬和学園大学） 

14：50～16：20 上映Ⅱ「能登宇出津あばれ祭」 

        上映Ⅲ「比婆荒神神楽」 

        解説：松尾恒一 

16：20～16：55 総合討論・質疑応答 

16：55～17：00 閉会の辞 

 

３．総 括 

 松尾による最新制作の『比婆荒神神楽─地域と信仰─』（2011年度），2001年度に福原敏男氏によって制作

された『風流のまつり 長崎くんち』，及び，2013年オープン予定の民俗新展示のための映像として製作され

た『能登宇出津あばれ祭』の上映を，各制作担当者の解説とともに行い，日本における共同祈願の歴史と現

在に伝承される文化としての特質を考えた。 

 あわせて，日本の祭礼・芸能文化を専門とする神田より子氏による，本フォーラムのテーマ「祭りと熱狂」

をタイトルとする講演を行い，川村氏の司会により，神田氏，福原氏，松尾による討議を行った。 

 祭礼・芸能にともなうことの多い熱狂や騒乱を文化的・社会的に考える重要性について共通認識には至っ

たが，その考察・検討の視座として以下のような論点が，今後さらなる課題として取り組む必要があること

が浮き彫りとなった。 

・祭り・芸能を行う主体と観客との関係性。特に，近現代の都市祭礼における反社会的とされる行為の文化

的な視点からの分析や，行政等の取り締まりなど，祭礼の当日の秩序維持と祭りの熱狂との相互の関係性。 

・都市祭礼における，商工業者を主とする経済的な担い手や，労働的な担い手となる周辺農村地域など，運

営と社会階層の問題。 

・中国・オランダなど外国文化との交流，芸妓などのプロの芸能や，新体操など現代文化との交錯により変
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化・変容し続ける祭礼の内容と伝統の意味や意義。 

・憑依などの，個人的な精神的なありように関心が向けられがちな宗教者の行為についての，共同体にとっ

ての意義や役割。 

 

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。なお「歴博映画の会」の当初より，プログラムについては本館研究部の職員が考案

していたが，2012年度から，年３回のうち１回について，研究部職員は国立歴史民俗博物館友の会の担当者

と協力し，歴博が所蔵する映像資料をいくつか視聴し，テーマと上映作品をともに検討してプログラムを作

成するように変更した。2012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

16回である。 

 

【第15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24年６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 風の盆のあるまち─富山市八尾の都市文化─ 

６．上映作品 

    「風の盆ふぃーりんぐ─越中八尾マチ場民俗誌」（1998年制作，上演時間90分） 

  制作：小林忠雄（当時：本館民俗研究部，現在：北陸大学） 

  製作協力：富山テレビ放送会社，富山テレビ事業会社 

７．内容 

  1998年制作の民俗研究映像「風の盆ふぃーりんぐ─越中八尾マチ場民俗誌」を上映し，その解説をおこな

う。この作品は，春の曳山と９月に風の盆おわら踊りという２つの民俗行事を中心としながら，八尾の人々

の日常生活や年中行事を描くことを通じて，マチ場における民俗の特質を明らかにしたものである。 

８．解説 青木隆浩（本館研究部） 

【第16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24年10月6日（土）13時30分～15時30分 
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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 千葉の民俗芸能─祭囃子と神楽─ 

６．上映作品 

    「祭囃子」（千葉県の民俗芸能７，2011年，上映時間20分） 

  企画：千葉県無形民俗文化財連絡協議会 

  協力：市原市教育委員会・香取市教育委員会・東金市教育委員会・木更津市教育委員会・一宮町教育委

員会監修：千葉県教育委員会映像記録作成委員：松崎憲三・入江宣子 

  制作：（株）プロダクション135 

    「神楽」（千葉県の民俗芸能６，2010年，上映時間29分26秒） 

  企画：千葉県無形民俗文化財連絡協議会 

  協力：千葉市教育委員会・市原市教育委員会・印西市教育委員会・本埜村教育委員会・東庄町教育委員

会・旭市教育委員会・一宮町教育委員会 監修：千葉県教育委員会 

  制作：（株）プロダクション135 

７．内容 

  千葉県では数多くの民俗芸能が伝承されている。千葉県の民俗芸能のうち，祭囃子と神楽を記録・紹介

した作品を上映し，その特徴について考えるとともに，伝承や上演方法の変化および民俗芸能の伝承に

おける映像の役割について検討する。 

８．解説：内田順子（本館研究部） 

【第17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25年2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 水俣病を考える 

６．上映作品 

    「水俣の子は生きている」（1965年，上映時間25分） 

  製作：牛山純一，監督：土本典昭，©製作著作：日本テレビ 

    「水俣の甘夏」（1984年，上映時間55分） 

  製作：米田正篤・枡田耕一， 監督：小池征人，©水俣病患者家庭果樹同志会 水俣病センター相志社・

青林舎 

７．内容 

  水俣病は，高度経済成長期の日本を象徴する公害病であり，その名は国内のみならず世界にも知られて

いる。被害者の今を考えると，水俣病はまだ終わっておらず，そして汚染によって引き起こされる公害

とそれが引き起こす痛みや苦しみも，なくなっていない。このことを改めて捉え返すため，今回は水俣

病に係わる二つの作品を上映する。 

  一つは，水俣を扱った記録映画を多く撮った土本典昭の最初の作品，「水俣の子は生きている」である。
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これは，公害裁判が始まる前に製作された，胎児性水俣病患者を扱ったドキュメンタリーである。 

  これに加えて，小池征人監督の「水俣の甘夏」を上映する。水俣病の経験を踏まえた漁師たちが，汚染

ということを自らの問題として考え，向き合い続けようとする作品である。 

  これら，異なる時期に製作された二つの作品を重ね合わせながら，水俣病という公害が被害者をどのよ

うに過酷な状況に陥れ，同時に，住民たちにどんな課題をつきつけたのか，そしてそもそも現代社会に

おける公害とは何かを考えてみたい。 

８．解説 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。2012年度は11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」（334～335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。2012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」（228～232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，2012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。 

 日程等の詳細は「第二部  事業編 Ⅷ  広報・普及 ４  歴博探検」（334頁）を参照。 
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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。 

 2012年度は下記のとおり開催された。 

2012年７月22日（土） 10：00～14：30 

会場（担当教員）：第２展示室（小倉 慈司），第６展示室（原山 浩介） 

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。 

 2012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：2012年７月28日（土），29日（日），８月11日（土），12日（日） 

開催場所：エントランスホール 

参加人数：84名 

歴博をつかった自由研究相談室作品展 

開催期間：７月10日（火）～９月２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，企画展示「楽器は語る

─紀州藩主徳川治宝と君子の楽─」と関連した体験プログラムも用意した。 

 2012年度は下記の日程で開催された。 

開催日：2012年８月11～15日 

開催場所：エントランスホール 

参加者延べ人数：1604名 


