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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　内田　順子　　

［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，2014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　Ⅹ　広報・普及　３　歴博講演会」（425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，2014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　Ⅹ　広報・普及　５　くらしの植物苑観察会」（427

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94回歴博フォーラム

「歴史にみる震災」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年４月19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　232名

１．開催趣旨

　日本の歴史上の震災を，東日本大震災を経験した今日の視点から捉え返し，震災の歴史をめぐって人びと

の経験に即して考えるとともに，社会にとって震災とは何か，また歴史から学ぶことのできる教訓は何かを

考える。

２．開催内容

13：00～13：05　開会挨拶　久留島　浩（本館館長）

13：05～13：15　趣旨説明　原山　浩介（本館研究部歴史研究系）

13：15～13：45　講演１　　蛯名　裕一（東北大学災害科学国際研究所）

　　　　　　　　 「東日本大震災からの歴史資料保全と歴史災害研究」

13：45～14：15　講演２　　北原　糸子（元国立歴史民俗博物館客員教授）

　　　　　　　　 「歴史災害を見直す意味について」

14：15～14：45　講演３　　津久井　進（関西学院大学災害復興制度研究所／弁護士）

　　　　　　　　 「被災者の避難と救援」

14：45～14：55　質疑応答

14：55～15：00　閉会挨拶　原山　浩介

総合司会　原山　浩介

３．総　括

　本フォーラムは，企画展示「歴史にみる震災」を念頭に置き，展示プロジェクト委員及び展示パネル・展

示図録執筆者に講師を依頼し，ギャラリートークと連動させる形で計画・実施した。

　蝦名・北原両氏の講演は，展示内容からさらに踏み込んだ内容になっており，とりわけ貞観地震津波や，

それぞれの震災における避難・救援といった事柄について，より深い内容を伝えることができた。また津久

井氏には，展示内容との関わりにおいては阪神・淡路大震災に焦点を当てた，被災者をめぐる法制度に関す

る講演を依頼していたが，同時に，福島第一原子力発電所の事故をめぐる避難・救援に関わる内容も含むも

のとなった。原子力災害の問題は，展示のなかにはさほど盛り込むことができなかったこと，また来館者や

フォーラム申込者のなかに原子力災害ないしは原発問題に対する言及が欲しいとの要望があったことを踏ま

えると，展示を補う内容になったと考えられる。

　フォーラム終了後にはギャラリートークを行い，講演者と，フォーラムに参加していた他の展示パネル・

展示図録執筆者にも案内をお願いし，概ね好評であった。
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　なお，今回のフォーラムは，それぞれの講演者の持ち時間を30分とし，全体を短めに終わらせ，できるだ

け多くの来場者に展示場に足を運んでもらうことを意図していた。アンケートには，この方式に関して肯定

的な意見がある一方で，講演時間が短すぎるとの意見が多く，また午前中からフォーラムを実施すべきとの

意見もあった。展示を見てもらうこととフォーラムに足を運んでもらうことの連動をどのように実現するの

が良いのか，課題を残す結果となった。

第95回歴博フォーラム

「古代東アジアの文字文化交流」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年11月１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　262名

１．開催趣旨

　古代東アジアにおける文字文化の諸様相を取り上げ紹介し，国際企画展示「文字がつなぐ─古代の日本列

島と朝鮮半島─」の理解の手助けとなることをめざす。企画展示そのものの解説だけではなく，中国史や韓

国史など様々な東アジアの視点から見た漢字文化の多様性と相互作用，連関性を考える。

２．開催内容

10：00～10：35　開会挨拶　青山　宏夫（本館副館長）

10：05～10：10　趣旨説明　小倉　慈司（本館研究部歴史研究系）

10：10～10：40　報告１　　安部聡一郎（金沢大学）

　　　　　　　　 「中国秦漢・魏晋南北朝期の出土資料と東アジアの文字文化」

10：40～11：30　報告２　　李　　京燮〔イ ギョンソプ〕（大韓民国東国大学校）

　　　　　　　　 「６～７世紀古代日本の文字資料と韓国古代史研究」

11：30～12：00　報告３　　田中　史生（関東学院大学）

　　　　　　　　 「漢字文化と渡来人」

12：00～13：00　休憩

13：00～13：30　報告４　　仁藤　敦史（本館研究部歴史研究系）

　　　　　　　　 「正倉院文書の世界─公文と帳簿─」

13：30～14：00　報告５　　三上　喜孝（本館研究部歴史研究系）

　　　　　　　　「文字がつなぐ古代東アジアの宗教と呪術」

14：00～14：30　報告６　　平川　　南（人間文化研究機構理事）

　　　　　　　　 「古代の「村」は生きている」

14：30～15：00　報告７　　橋本　　繁（早稲田大学）

　　　　　　　　 「高麗木簡からみた朝鮮半島の文字文化」

　　　　　　　　閉会挨拶　小倉　慈司

総合司会　小倉　慈司
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３．総　括

　本フォーラムは古代東アジアにおける文字文化の諸様相を取り上げ紹介し，開催中の国際企画展示「文字

がつなぐ─古代の日本列島と朝鮮半島─」展の理解の手助けとなることを目指したものである。

　フォーラム後に展示を見てもらう時間を作るために，10時開始とし，15時終了という形をとった。午前中

には，戸籍をテーマとして中国から朝鮮半島への文字文化の伝来，ついで韓国の木簡文化と日本への影響，

中国系も含めた渡来人が文字文化に与えた影響，という３本の報告，午後には，正倉院文書についての紹介，

展示第２章に対応する宗教関係の報告，展示第３・４章に対応する地域社会における文字文化の受容，特設

コーナーに関わる高麗沈没船木簡の紹介，という４本の報告を行なった。報告時間は30分（第２報告は通訳

が入るため50分）であったが，時間を厳守していただき，スムーズに運営を行なうことができた。

　報告時間が30分であることにつき，アンケートでは賛否両論あったが，７本の報告を立てたことには意味

があり，また30分であるが故に密度の濃い報告となったように考える。ただ途中に休憩時間を設けることも

検討した方が良かったかもしれない。また昼をはさんだことについては食堂の受け入れ能力の問題など課題

が残った。15時終了としてもその後に展示を見る時間は１時間30分であり，それでは足りないという意見も

あった。なお，さらに広い会場を期待する意見もあったことを付け加えておきたい。

第96回歴博フォーラム

「干支とヒツジ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年１月17日（土）

　主　催　国立歴史民俗博物館

　会　場　ヤクルトホール（東京都港区東新橋1-1-19）

　参加者　398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「ひつじ」を取り上げ，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。今回は，他の干支の動物とは異なり，日本の歴史や文化のな

かでは，比較的馴染みの薄いヒツジを取り扱うため，干支全体をながめる視点も盛り込みたい。身近な干支

に因んで，歴史に興味を持っていただくことを目指したい。

２．開催内容

13：00～13：15　開会挨拶　久留島　浩（本館館長）

13：15～13：50　報告１　　小池　淳一（本館研究部民俗研究系）

　　　　　　　　 「十二支と羊の伝承」

13：50～14：25　報告２　　大久保純一（本館研究部情報資料研究系）

　　　　　　　　 「日本美術におけるヒツジとヤギ─浮世絵を中心に─」

14：25～14：50　休憩

14：50～15：10　映像紹介１　解説者：川村　清志（本館研究部民俗研究系）
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　　　　　　　　 「牧羊社会について」

15：10～15：35　映像紹介２　解説者：上野　祥史（本館研究部考古研究系）

　　　　　　　　「中国の歴史と羊」

15：35～16：00　報告３　　川村　清志

　　　　　　　　 「アンソロポロジストは年始に羊の夢を見るか」

16：00～16：20　質疑応答

16：20～16：30　閉会挨拶　小池　淳一

総合司会　小池　淳一

３．総　括

　ネズミ（子年）から数えて８回目（通算では９回目）の干支フォーラムで申込みは比較的早い時期に満員

となり，関心と期待の高さを感じさせた。

　今回は諸般の事情から登壇者は３名であり，比較的，報告時間にはゆとりがあったので，それを反映した

ユーモアを交えた報告や図像の提示などが，かなり好評であった。後半は映像による報告が中心となったが，

興味深い映像であると評価する意見と，映像に対する違和感の表明と賛否は分かれたように思われる。

　ヒツジという前近代の資料が極端に少ないテーマで，海外のヒツジ利用や近現代のヒツジ飼養にまで視点

を広げた内容は，総じて好意的に受け止められたといえる。日本の歴史と文化のなかの干支として限定的に

とらえるのではなく，広範かつ多角的な干支（とその動物）をめぐる知識の開陳として期待されていること

がアンケートからはうかがえる。

　都内会場での開催を評価し，「歴博は遠い」とする意見も例年とほぼ同様であった。歴博へのいざないと

なる要素をさらに増やしてもよいように思われる。また最後の質疑は例年似たような質問があること，想定

外の（登壇者の専門領域から逸脱した）質問も少なくないことから，対応の仕方については一考を要するで

あろう。干支に関する基礎知識や比較的容易に説明できる関連事項についてはあらかじめ，レジュメ集に収

録することも模索してよいだろう。

　なお，会場内の暖房が効きすぎていた，席が狭かった，照明が不適当であったという意見も複数あり，会

場の管理についても改善する余地があるように思われる。

歴博映像フォーラム９

「日本各地の盆行事と葬送墓制の最近の変化」　　　　　　　　 　　2014年６月21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　300名

１．開催趣旨

　本フォーラムは，平成25年度制作の民俗研究映像「盆行事とその地域差」の上映を行ない，それをもとに

現代の日本社会で起こっている葬儀や墓の民俗変化について考えてみるものである。第一に，伝統的な日本

各地の盆行事の地域差とその意味についての解読を試みる。第二に，長いあいだ土葬であった近畿地方でも
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最近急速に火葬化が進んでいるが，その火葬化が何をもたらしているのか，その変化と意味についての解読

を試みる。

　この研究映像は，第１部「盆行事とその地域差─盆棚に注目して─」，第２部「土葬から火葬へ─両墓制

の終焉─」からなっているので，現在の日本各地の盆行事や墓の変化について，その具体的な実態を見るこ

とができる。そして，講演では，戦後の日本民俗学がやや等閑視してきた柳田國男が提唱した比較研究法の

視点と方法について，その可能性を追跡し再確認して，民俗学の学問としての独自性，独創性を理解してい

ただけるようにわかりやすく解説する。

２．開催内容

10：30～10：35　開会挨拶　久留島　浩（本館館長）

10：35～11：10　趣旨説明　関沢まゆみ（本館研究部民俗研究系）

　　　　　　　　 「盆行事の民俗史／火葬化の現在史」

11：10～12：00　上映Ⅰ

　　　　　　　　 「盆行事とその地域差─盆棚に注目して─」

12：00～13：00　休憩

13：00～13：30　上映Ⅱ

　　　　　　　　 「土葬から火葬へ─両墓制の終焉─」

13：30～13：55　講演１　　新谷　尚紀（國學院大學）

　　　　　　　　 「葬儀は誰がするのか，してきたのか？─血縁・地縁・無縁の三波展開─」

13：55～14：20　講演２　　大本　敬久（愛媛県歴史文化博物館）

　　　　　　　　 「祖霊とみたまの歴史と民俗」

14：20～14：45　講演３　　小田島建己（東北大学大学院）

　　　　　　　　「葬法と衛生観念─山形県内の事例を参考にみる移り変り─」

14：45～15：10　講演４　　武井　基晃（筑波大学）

　　　　　　　　 「沖縄の祖先祭祀と自動車社会化」

15：10～15：30　休憩

15：30～15：50　コメント　小川　直之（國學院大學）

15：50～16：50　総合討論

16：50～17：00　閉会挨拶

総合司会　内田　順子（本館研究部民俗研究系）

３．総　括

　本映像フォーラムは，平成25年度国立歴史民俗博物館民俗研究映像「盆行事とその地域差」を上映し，そ

れに関連する研究発表と討論とを行なったものである。

　第１部「盆行事とその地域差─盆棚に注目して─」では，日本各地の伝承を広く俯瞰し，その地域差の意

味について解読して，比較研究法の有効性を確認した。それに関連して，比較研究法の活用の事例として，

新谷「葬儀は誰がするのか，してきたのか？─血縁・地縁・無縁の三波展開─」，大本「祖霊とみたまの歴



267

Ⅲ－１　講演会・フォーラム等による研究成果の公開

史と民俗」の発表が行なわれた。第２部「土葬から火葬へ─両墓制の終焉─」では，両墓制が伝えられてき

た近畿地方の農村で近年急速な火葬化にともない従来の埋葬墓地の利用に変化がおこっている実態を紹介し

た。そのような2000年以降の葬送墓制の変化について，1997年度・98年度に本館が実施した葬送・墓制の習

俗の変化（1960年代と90年代の比較）の追跡調査を行なった小田島「葬法と衛生観念─山形県内の事例を参

考にみる移り変わり─」，武井「沖縄の祖先祭祀と自動車社会化─」の発表が行なわれた。この後，小川氏

から，比較研究法の有効性と課題などについて基本的に評価できるとするコメントがあり，討論では，会場

の質問に答えることとした。盂蘭盆の歴史，ケガレ（穢れ）の歴史，火葬の普及による沖縄の洗骨習俗の変

化，葬儀の前に火葬を行なう遺骨葬の受容の地域差などについて壇上からの解説があった。今後の葬儀のあ

りかたについては，費用と規模の上で多様な選択がなされるが，各地の民俗伝承をみるかぎり，近世村請制

以来続いてきた地縁による相互扶助のシステムが高度成長期を経て解体していること，今後は血縁中心で業

者のサービスを受ける簡便な家族葬の形が基本となるだろう，などの見解が述べられた。

　なお，本フォーラム記録は『盆行事と葬送儀礼』（吉川弘文館　2015年）として刊行予定である。

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。2014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22回である。

【第21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26年５月３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　現代の葬送儀礼

６．上映作品

　　「現代の葬送儀礼　村落における公共施設での葬儀─長野県下條村宮嶋家」

　　 （2005年，製作／国立歴史民俗博物館，制作監督／山田慎也，製作協力／ＴＶ－４，日本映像制作株式

会社，45分）
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７．内容

　　 　本映像は2005年に行われた長野県南部の下條村のある家の通夜から埋葬までの記録である。この映像

を含む，現代の葬送儀礼というテーマで制作された一連の映像は，一般家庭の葬儀や葬祭業者，葬儀用

品メーカーなどの関わりなどの記録を通して，2000年代の葬儀の動態と地域の変容，葬儀産業の進展を

照射するものである。

　　 　現在，急速に葬儀が小規模化，簡略化しており，葬儀の意義が問われるようになっている。この映像

ではそれ以前の多数の参列者がまだある葬儀の時代を映し出しているが，その後の変容の萌芽も見えて

いるなかで，人びとにとって葬儀とはなんであるのか，その意味も考えてみたい。

８．解説　山田慎也（本館研究部民俗研究系）

【第22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26年10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　我が家の記録

６．上映作品

　　①「我が家の記録　昭和十四年／昭和十五年」

　　　（宮本馨太郎制作，各７分，宮本記念財団所蔵）

　　②「和良比裸祭」

　　　（岩田僖一郎〈歴博友の会会員〉制作，昭和59年，８分54秒）

　　　「千葉ニュータウン中央駅の開通前後（仮題）」

　　　（岩田僖一郎撮影，昭和59年，26分30秒）

７．内容

　　 　なにげなく撮影された家族や地域の映像は，時が経つと歴史やくらしに関する記録資料としての価値

が生まれてくることがある。日本の民俗誌映画の先駆者として知られる宮本馨太郎氏が撮影・制作した

家族についての映画「我が家の記録」は，子供の誕生日や宮参り，自宅の庭で遊ぶようすなどが記録さ

れている。これらは昭和10年代のくらしの記録として貴重なものとなっている。「和良比裸祭」「千葉

ニュータウン中央駅の開通前後（仮題）」は歴博友の会会員である岩田僖一郎氏から提供していただい

た映像で，撮影から30年を経過している。地域の祭りや町のようすの移り変わりを比較するために，現

在のようすとあわせて上映する。これらの映像の上映を通して，身近な対象を撮影した映像の意味や価

値を考えたい。

８．解説：内田順子（本館研究部民俗研究系）

【第23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２月７日（土）13時30分～16時15分
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Ⅲ－１　講演会・フォーラム等による研究成果の公開

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　東のムラ・西のムラ

６．上映作品

　　「景観の民俗誌　東のムラ・西のムラ」

　　 （1993年度，制作／福田アジオ・篠原徹・菅豊，製作／国立歴史民俗博物館，製作協力／岩波映画製作

所，116分）

　　制作：福田アジオ・篠原徹・菅豊

　　製作：国立歴史民俗博物館

　　製作協力：岩波映画製作所

７．内容

　　 　「景観の民俗誌　東のムラ・西のムラ」は1993年度に制作された民俗研究映像であり，千葉県佐倉市

飯塚を舞台とした「東のムラの生活」（57分）と滋賀県甲賀郡甲南町稗谷（現・甲賀市稗谷）を舞台と

した「西のムラの生活」（59分）の２本組になっている。東日本と西日本のムラの景観を２本の映像で

対比させる構成になっており，制作者の福田アジオがかつて村落類型論をもとに展開した景観論を学術

的な背景としたものである。

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。2014年度は19回開催された。

　開催日程は「第二部　事業編　Ⅹ　広報・普及　４　総合展示ギャラリートーク」（426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。2014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」（206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，2013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。
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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。

　2014年度は下記のとおり開催された。

2014年７月21日（月）　10：00～14：30

会場（担当教員）：第１展示室（工藤，高田）

参加人数：32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。

　2014年度は下記のとおり開催された。

2014年８月１日（金），19日（火），27日（水）　９：50～11：30

会場（担当教員）：くらしの植物苑（青木，澤田，川村）

参加人数：24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。

　2014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：2014年７月26日（土），27日（日），8月９日（土），10日（日）

開催場所：エントランスホール

参加人数：67名

歴博をつかった自由研究相談室作品展

開催期間：2014年７月15日（火）～８月31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




