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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，常設・企画展示関連イベントがあげられる。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８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，民俗
研究映像アンコール上映会２回，歴博映画の会３回，展示解説，常設・企画展示関連イベントを開催しており，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　仁藤　敦史

［講演会・フォーラム等］

歴博講演会　不定期の第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。不定期の第２
土曜日に本館講堂で実施し，2017年度は８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」（339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，2017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」（340頁）を
参照。

歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等
第105回歴博フォーラム

「URUSHI　ふしぎ物語─人と漆の12000年史─」 2017年８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　238名（定員　260名，申込み人数　303名）

１．開催趣旨

　共同研究「学際的研究による漆文化史の新構築」（2013～2015年度）の成果にもとづき，縄文時代から現代にわ
たる日本列島の漆文化に関する最新の研究状況を報告するとともに，2017年７月11日（火）～９月３日（日）に開
催中の企画展示に対するより深い理解をうながすことを目的とする。
　展示構成にしたがい，植物学・民俗学・考古学・美術史学・文化財科学など各専門領域からの報告を予定。

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「植物としてのウルシとその利用」 能城　修一（明治大学黒耀石研究センター）
13：35 報告②「中世の漆器生産と流通」 四柳　嘉章（石川県輪島漆芸美術館）
14：00 報告③「ウルシの伝承」 小池　淳一（国立歴史民俗博物館）
14：25 休憩
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14：45 報告④「漆器の領分―婚礼調度の世界」 竹内奈美子（東京国立博物館）
15：10 報告⑤「桃山文化期における東南アジア産輸入漆の調達と使用」
 北野　信彦（龍谷大学文学部）
14：45 報告⑥「海を渡った漆器」 日高　　薫（国立歴史民俗博物館）
16：00 質疑応答
16：30 終了

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，共同研究「学際的研究による漆文化史の新構築」（2013～2015年度）の成果にもとづき，2017
年７月11日より開催中の企画展示「URUSHIふしぎ物語─人と漆の12000年史─」に対するより深い理解をうなが
すことを目的として開催した。
　共同研究と展示プロジェクトのメンバーによる植物学・民俗学・考古学・美術史学・文化財科学など各専門領域
からの報告によって構成し，漆文化の多彩さや広がり，自然科学との協業による最新の成果などを示すことができ
た。
　参加者はたいへん熱心で，終了後にも多くの質問が寄せられた。また，地方からの参加者も多数認められた。
　企画展示との連動企画ということで，展示の見学時間にも配慮して，半日の開催時間内に６名の報告をおさめる
こととなったため，一人あたりの報告時間が短くならざるを得なかった。アンケートにも，「それぞれの報告をもっ
と聞きたかった」という感想が複数見られたが，今回の企画展の内容を伝えるためには，６本の報告は必要な数で
あり，時間配分も妥当であったと考えている。
　なお，この日の企画展示図録の売り上げは108冊であり，フォーラム参加者の多くが休憩時間に企画展示図録を
購入していた。

第106回歴博フォーラム

「年号と日本文化」 2017年９月16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　228名（定員　260名，申込み人数　298名）

１．開催趣旨

　大宝年間（701-704）以降，独自の年号を使い続けている我が国には，膨大な関連資料群が伝存しているが，年
号に関する学術的な研究は乏しいのが現状である。共同研究「広橋家旧蔵文書を中心とする年号勘文資料の整理と
研究」では，日本の歴史，思想，政治，学術，言語などの諸分野の研究に新たな可能性を切り開くことを目指し，
館蔵資料を中心に年号に関する調査・研究を進めてきた。改元を間近に控え，年号に対する国内の関心が高まって
いる中，本フォーラムを実施することで，これまでの研究成果の可視化および社会への還元を図る。

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 水上　雅晴（中央大学文学部）
13：15 基調報告「日本年号の特色」 所　　　功（京都産業大学・名誉教授）
14：10 休憩
14：20 各論報告１「中国の年号と予言」 石　　立善（上海師範大学哲学与法政学院）
14：50 各論報告２「鎌倉幕府の「延慶」改元・改暦への関与」 福島　金治（愛知学院大学文学部）
15：20 各論報告３「難陳―朝廷における改元議論の実態」 水上　雅晴
15：45 質疑応答・まとめ 大川　　真（中央大学文学部）
16：00 終了

総合司会　大川　　真　
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３．総　括

　日本の公年号の文化史的意義を考える趣旨で本フォーラムを企画・実施した。
228名の参加者があり，アンケートを通して140名もの貴重な意見をうかがい，また，参加の状況を知ることができ
た。
　参加者の86パーセントが60歳以上と年齢層が偏っているのは，年号の歴史を振り返る内容であるから，予想され
た面もあるが，20代以下が３パーセントしか占めないというのは予想外であり，テーマをもう少しとっつきやすい
表現にするなどの工夫を講じるべきだったかも知れない。参加者の大半が千葉県内及び近隣の都県から来館されて
いるが，ある意味タイムリーなテーマなので，都内で開催することを考える余地もあった。
　内容に関する回答を見ると，「内容が分かりづらい」など反省を促される意見も一部寄せられているが，全体と
しては興味をもって最後まで聴いていただけたようであり，本フォーラムを企画・開催した意義は少なからずあっ
たと思われる。
　とりわけ，日本の年号の状況を外部から見るために，中国から来ていただいた石立善教授の報告に対して，「面
白かった」という感想が多数寄せられており，国際的な視点を導入したことは成功したと言えよう。
　プログラムの進行に関しては，「時間が短くて残念」との感想が目立ち，意見交換の時間があまり取れなかった
ことに対する指摘もなされた。発表者の人数をしぼった方が良かったかも知れない。
　フォーラムの場で発表できなかった事柄については，研究報告特集号などにおいて発表することで，「もっと知
りたかった」という聴衆からのリクエストに応えるつもりである。

第107回歴博フォーラム

「戦後社会運動のなかの『1968年』」 2017年10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　209名（定員　260名，申込み人数　288名）

１．開催趣旨

　平成29年度本館企画展示「「1968年」─無数の問いの噴出の時代」が対象とする個々の社会運動（ベ平連を中心
とするベトナム反戦運動，熊本水俣病闘争，三里塚闘争，横浜新貨物線建設反対闘争，社会運動を面としてとらえ
る研究事例として神戸の社会運動，など）に即した問題提起，および企画展示では扱うことができなかった沖縄闘
争を特に主報告として取り入れ，1968年の社会運動の特質と歴史的意義，およびその限界（問題点）を全体として
議論する。
　学生運動を含む「1968年」像については，討論の中で問題提起の場を作り，歴博講演会の主題につなげる。

２．開催内容

10：30 開会の挨拶 久留島　浩（国立歴史民俗博物館長）
10：40 趣旨説明　 荒川　章二（国立歴史民俗博物館）
10：45 「「1968年」と沖縄闘争」 大野　光明（滋賀県立大学人間文化学部）
11：30 「平和運動の展開：ベトナム反戦とベ平連運動刀」 平井　一臣（鹿児島大学理事）
10：00 昼食
12：50 「経済成長と豊かさへの問い：熊本水俣病闘争」 安田　常雄（神奈川大学法学部）
13：15 「三里塚闘争：戦後民主主義と戦後農政への問い」 相川　陽一（長野大学環境ツーリズム学部）
13：40 「住民運動の噴出とその問い：横浜新貨物線反対運動」 安田　常雄
14：05 「地方都市から戦後社会を問う：神戸の街から」 黒川　伊織（神戸大学国際文化学研究科）
14：30 休憩
14：45 「「1968年」社会運動と学生・若者」 荒川　章二
15：15 設営替休憩
15：30 質疑応答（報告者全員の登壇）
16：50 終了

総合司会　原山　浩介（国立歴史民俗博物館）
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３．総　括

　展示開幕から10日ほどのフォーラムであったが，すでに１週間以上前から定員を上回る申込者となり，展示テー
マについての関心の高さを伺わせた。しかし，当日台風による悪天候となり，現実の入場者は申込者数の７割強の
209人ということになった。関東圏以外の参加者が４％と少なかったのは，この悪天候による欠席と推測される。
アンケートの回収率は４割であった。
　アンケート集計結果の参加者年齢別では，この問題にもっと強く関心を寄せる同時代体験世代以外が，３割に上っ
たことが注目される。展示場のギャリートーク参加者からも10月末頃から青年層・壮年層の参加が目立つようになっ
てきているが，当初の懸念に反して，比較的若い世代が関心を示す展示となり，そしてそのようなフォーラムでも
あったと考えられる。また，歴博フォーラム初参加者が４割，そして今回初の歴博入館者が13％（入館体験０およ
び１回含めて18％）であることは，歴博の展示戦略における現代史展示の重要性を改めて考えさせるものであろう。
　一人ひとりの報告の短さに関する不満はいつものようにあるものの，「御機関がこのようなテーマを取り上げた
事に敬意を表します，勇気にリスペクト」，「個々のテーマが重いのに，短時間で掘り下げに苦心されたことがわか
る」，そして同時代を体験してきた世代からは，「自分では総括でできていないので，種々の見方，考え方が聴けて
良かったです」という積極的評価が得られた。フォーラムの評価につき「よかった」65％，「どちらかというと良かっ
た」23％，合わせて88％の好評価が得られたこと，そして10時半に開会し16時半までの時間枠を越えた長丁場であっ
たにもかかわらず，参加者数がほとんど減らず，また討論時間を延ばさざるを得ないほどの多数の質問が寄せられ
ことと併せて報告しておきたい。

歴博映像フォーラム12

「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」 2018年３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　147名（定員　260名，申込み人数　174名）

１．開催趣旨

　本年度の映像フォーラムでは，宮城県気仙沼市小々汐で被災した尾形家住宅を対象とした生活資料の救援活動を
扱った民俗映像を紹介する。東北地方太平洋沖地震以降，宮城県気仙沼市小々汐の尾形家住宅を対象として生活資
料の救援活動を続けてきた。一般に，被災地域の資料を保全する文化財レスキュー活動では，どれだけの資料が保
全できたのか，またどのような手順で保全をしたのかといった成果や手法に注目が集まる。一方で，この作品は，
被災現場での生活資料の保全から洗浄，整理，保管に至る作業のなかで，生活資料の所有者やその家族，作業に携
わる市民が，その過程をどのように経験し，そのなかで過去の生活とどのように向き合ってきたのかに注目する。
そして作業の進展のなかで，人びとがモノや景観といった広い意味での物質文化を目の前にすることを通じて，過
去の地域の生活を思い出して語る行為に注目した。東北地方太平洋沖地震による津波の被災地域は，現在，大規模
な土地改変により過去の景観が失われ，経験を語る上で手がかりとなるものが消えつつある。そのなかで，いかに
過去と現在，そして未来を結んでいくのかをモノを通した語り，モノを語る行為に注目して紹介する。

２．開催内容

13：00 開会挨拶 林部　　均（国立歴史民俗博物館副館長）
13：10 趣旨説明「気仙沼・尾形家と文化財レスキュー活動から見えた課題」
  葉山　 茂（国立歴史民俗博物館）
13：30 研究映像「モノ語る人びと―津波被災地・気仙沼から」上映
14：30 休憩
14：40 講演１「被災物から語りを引き出すこと」 山内　宏泰（リアス・アーク美術館）
15：15 講演２「災害の記憶化とモニュメントの創出」 川村　清志（国立歴史民俗博物館）
15：50 総合討論
16：20 質疑応答
16：30 終了

総合司会　柴崎　茂光（国立歴史民俗博物館）
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３．総　括

　2017年度の映像フォーラムでは，宮城県気仙沼市で本館職員が続けてきた被災住宅の家財の収集とその資料化の
過程に焦点を当て，物質文化としてのモノと対峙する人びとが，災害によって失われていく生活の記憶を言語化し，
生活を喪失した経験を位置付けていこうとする過程の映像を紹介した。2011年の津波によって被災した地域では，
被災直前まで生活空間に存在していた多くの家財が，災害を経てガレキとして処分されたが，家財に焦点を当て地
域の人々にその記憶を語ってもらうことで災害前後の文化の継承が可能であることを，映像を通して示した。
　映像作品については概ね好意的な感想であった。メディアで知っている被災地像とは異なる現場の状況を映像か
ら読み取る参加者も多かった。また当館第四展示室の尾形家模型の展示をフォーラム前に見学してから，フォーラ
ムに参加することで，映像の意味が深まったとする感想もみられた。この点は，博物館の機能である展示と，研究
活動の（展示以外の）成果公開とが有機的に結びついた事例として位置付けることができ，本館を会場としてフォー
ラムを開催した意義があったと言える。
　今回，例年長時間になることを考慮して，フォーラムの開催時間の短縮化を試み，開催時間に対する否定的な意
見はみられなかったが，一方で趣旨等について十分に説明する時間を確保できなかった点は反省材料である。また
予算的な問題から博物館を会場としたことで，例年の映像フォーラムの参加層の出席が著しく減ったことは，改め
て会場選びの上で検討すべき課題であろう。
　今後，熊本大学や新潟県立歴史博物館等でのアンコール上映を計画している。

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
2018年１月５日（金）

１．開催趣旨

　2016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

　会　場：鹿児島大学農学部101 講義室
　主　催：鹿児島大学農学部，共催：国立歴史民俗博物館
　　参加者：93名（定員　300名）
　　スケジュール：「大学と地域」（学部１年生必修）の関連講義として開催（一般にも公開）
　　　18：00～　　　　開場
　　　18：10～　　　　開演
　　　　　　　　　　　総合司会　奥山洋一郎（鹿児島大学農学部）
　　　　　　　　　　　趣旨説明　柴崎　茂光（国立歴史民俗博物館）
　　　18：30～　　　　映像上映
　　　　　　　　　　　屋久島の森に眠る人々の記憶（80分）18：30～19：50
　　　　　　　　　　　質問などの受付（10分）　　　　　　19：50～20：00
　　　20：00　　　　　終了

３．総　括

　今回のアンコール上映会は，九州で初めての開催となった。開催日は降雨と低温が続いたことや，年初で受講生
らが新年会のバイトなどで出席できないといった事情があったものの，100名弱の参加者が集まった。参加者の内
訳をみると，20代以下の参加者の割合が６割程度と最も多くを占めていた。大学でアンコール上映会を開催するこ
とは，若年層に対して，民俗学への関心，歴博への関心を高めるきっかけになる可能性がある。満足度（全体の感
想）については，「よかった」・「ややよかった」と回答する割合は，概ね８割に達していた。鹿児島県内からの来
訪者が90%と最も多かったが，遠方では，愛知県（２人），山口県，兵庫県（各１人）からの参加者もいた。新し
い歴史的事実を知ったといった好意的な意見の他に，開始時間をもう少し早くしてほしいといった意見や音響がや
や聞き取りにくいといった問題点も指摘されており，今後の課題としたい。
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民俗研究映像「明日に向かって曳け」アンコール上映会
2017年12月９日（土）

１．開催趣旨

　2016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
分野の大学や博物館での上演が求められている。すでにこれまで鹿児島大学，佛教大学宗教ミュージアムにおいて，
映像の上映会を実施してきた。これによって歴博の活動や研究内容について，より広い周知と広報をはかることが
できると考える。さらに12月９日には富山大学人文学部において，以下のスケジュールで本映像の上映会を行った。

２．開催内容

　会　場：富山大学人文学部講義室
　　主　催：富山大学人文学部・中井研究室，共催：国立歴史民俗博物館
　　参加者：91名（定員　220名）
　　スケジュール：（学部3,4年生向けの選択科目との併設）
　　　12：30～　　　　開場
　　　13：00～　　　　開演・挨拶　中井 精一（富山大学人文学部）
　　　13：05～　　　　趣旨説明　川村 清志（国立歴史民俗博物館）
　　　13：20～　　　　映像上映
　　　　　　　　　　　第１部：明日に向かって曳け（100分） 13：20～15：00
　　　　　　　　　　　（15：00～15：15　休憩）
　　　　　　　　　　　解説・討論　中井 精一，川村 清志　　15：15～16：15
　　　16：15　　　　　終了

３．総　括

　上記の日程で，富山大学人文学部にて，「明日に向かって曳けー石川県輪島市皆月山王祭の現在」のアンコール
上映会を行った。当日は，富山大学人文学部の学生を中心として，90名ほどの参加者があった。また，撮影地の能
登半島から近いということもあり，輪島市皆月の区長伏見孝一氏の他，皆目青年会のOBの倉本啓之氏，さらに皆
月青年会の役員五名に出席いただいた。
　今回，学生からのアンケートは行わなかったが，映像の視聴後に富山大学カウンターパートである中井精一教授
とディスカッションを行いつつ，会場とも活発な議論を行った。
　また，中井教授の計らいで，倉本氏と青年会員のなかから升本一理副会長と小谷奉之会長に登壇してもらい，彼
らから祭りの現状の説明を受けるとともに，直接，会場とのやりとりも行われた。そこでは，作品のテーマであっ
た青年会の活動や故郷との関係について詳細な質疑応答がなされた。これらの様子については，映像で記録を行っ
ており，作品のその後と映像が与える影響，あるいはフィードバックの作用を示す事例として，今後，新たな作品
に活用する予定である。
　今回は，アンケートを用意できなかったため，詳細な感想を取得することができなかった点が反省点であった。
今後は，質問内容を整理し，定型化したうえで，他の会場とも比較可能なアンケートの作成を行いたいと考えてい
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
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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。2017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30
回である。

【第30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　2017年６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　沖縄の成巫儀礼─イザイホウ─
６．上映作品
　　「イザイホウ」1966年，49分
　　主なスタッフ：野村岳也，嶋本道雄　天保俊英　福島幸雄
７．内容
　沖縄県南城市の久高島は，琉球王国の神話において重要な位置を占める神の島として知られ，数多くの祭祀を受
け継いできた島である。イザイホウは，久高島の女性が神役組織に加わるための祭祀で，12年に一度，午の年に行
われたが，1978年を最後に途絶えている。今回上映する作品は，1966年に行われたイザイホウを記録したものであ
る。祭祀のようすだけでなく，島の暮らしや祭りの準備も記録した貴重な作品である。
８．解説　内田順子（本館研究部民俗研究系）

【第31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　2017年11月18日（土）13時00分～16時15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　ドキュメンタリーフィルムでみる三里塚　２
６．上映作品
　　　「三里塚・辺田部落」　1973年　146分（監督　小川紳介）
７．内容
　1966年に閣議決定された三里塚への成田空港建設計画に対し，住民たちから強い反対の声があがった。ドキュメ
ンタリー映画の監督であった小川紳介は，その三里塚において，住民に寄り添いながら，ドキュメンタリーを撮り
続けた。この「三里塚・辺田部落」は，1968年の「日本解放戦線 三里塚の夏」から続く一連の作品のひとつであり，
古い歴史のある村落に住み込み，民俗的な世界をも含んだドキュメンタリーを撮影したものである。「闘争」とい
う一般的なイメージを超えて，そこに住んでいる人びとの生活世界を描いた作品である。
８．解説　相川　陽一（長野大学環境ツーリズム学部）

【第32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　2018年２月10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　山村集落における伝統的な植物利用
６．上映作品・内容
　　民俗文化財映像「祖谷のかずら橋」，1990年，企画：国立歴史民俗博物館，協力：文化庁，
　　　制作：東京シネ・ビデオ，31分
　　　内容： 山岳地帯のつり橋を架ける技術を中心に，徳島県西祖谷村におけるかずら橋の製作工程を映像によっ

て記録に残した作品。
　　　「草・つる・木の恵み」，2005年，演出・脚本：姫田忠義，制作：姫田蘭・今井友樹，
　　　製作：民俗文化映像研究所・紀伊国屋書店・ポルケ，協力：白川村・白川村教育委員会，34分
　　　内容： 1998年に制作した「草・つる・木の恵み―飛騨白川郷」（1998年）を再編集したもの。岐阜県白川郷
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における伝統的な草木や樹木の利用を再現した映像。
７．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。2017年度は４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」（340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。2017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」（151頁）のうち各企画展示の関連行事を参照。

［常設・企画展示関連イベント］

　企画展示『デジタルで楽しむ歴史資料』の関連イベントとして「ワークショップ『歴博夜桜幻影箱』をつくろう」
を，『世界の眼でみる古墳文化』の関連イベントとして，「クイズ形式ワークシート『わたしの眼でみる古墳文化』」
を開催した。また，常設展示の関連イベントとして，「もんようびょうぶ」を開催した。
・「ワークショップ『歴博夜桜幻影箱』をつくろう」
　2017年５月３日（水），５日（金），研修室：56人
・「もんようびょうぶ」
　2017年１月16日（火）～４月８日（日），たいけんれきはく：1664 人
・「クイズ形式ワークシート『わたしの眼でみる古墳文化』」
　2017年３月６日（火）～2018年５月６日（日），企画展示室：16,490人


