
［概　要］

　歴博は，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・歴博映像祭・歴博映画の会・展示解説や，
総合展示・企画展示の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，総合資料学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11回，歴博フォーラム２回，歴博映像フォーラム１回，歴博
映像祭（計14日間）１回，民俗研究映像アンコール上映会４回，展示解説，総合展示・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，それに対する応答や検証を行うことによって，各活動の改善をはかっている。

広報連携センター長　齋藤　努

［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　国立歴史民俗博物館講堂にて
　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，2018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　Ⅸ　広報・普及　２　歴博講演会」を参照。

くらしの植物苑観察会　毎月第４土曜日13:30～15:30　くらしの植物苑にて
　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，2018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　Ⅸ　広報・普及　４　くらしの植物苑観察会」を参照。

歴博フォーラム・歴博映像フォーラム等
第108回歴博フォーラム
「日本の中世文書」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年10月27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　226名（定員　260名，申込み人数　309名）

１．開催趣旨

　企画展示「日本の中世文書─機能と形と国際比較─」（2018年10月16日～12月９日），および共同研究「中世文書
の様式と機能および国際比較と活用に関する研究」の関連事業であり，展示プロジェクト委員（共同研究員が兼ね
る）が，担当部分を中心に報告し，展示の構成や出品資料に基づいて，日本の中世文書の特質を論じる。
テーマとしては，およそ時代順に，「古代の文書」「古代から中世への展開」「武家の文書」「寺家の文書」「近世への展開」
をそれぞれ扱い，日本の中世文書の全体を見渡せるようにする。

２．開催内容

　13:00　　開会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　林部　均（国立歴史民俗博物館副館長）
　13:05　　趣旨説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小島　道裕（国立歴史民俗博物館）
　13:15　　「古代日本における『文書』の誕生」　　　　　　　　小倉　慈司（国立歴史民俗博物館）
　13:45　　「中世日本における書札様文書の広がり─古代から中世へ─」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 佐藤　雄基（立教大学文学部）
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　14:15　　「将軍の文書と武士団の文書」　　　　　　　　　　　田中　大喜（国立歴史民俗博物館）
　14:45　　休憩
　15:00　　「寺院文書の特性─集団意思決定の方法と様式─」　　横内　裕人（京都府立大学文学部）
　15:30　　「戦国大名の文書と天下人の文書」　　　　　　　　　金子　拓（東京大学史料編纂所）
　16:00　　質疑応答
　16:30 　終了

　総合司会　　荒木　和憲（国立歴史民俗博物館）

３．総　括

　企画展示「日本の中世文書」の会期中に開催したフォーラムであり，登壇者はいずれも展示プロジェクト委員，
かつ母体となった共同研究の研究員である。
　報告は，いずれも今日的な古文書研究の成果に基づき，展示の内容とも関連するもので，開催の目的は十分に達
せられたと言えよう。最後の質疑応答の時間では，壇上に上がることはせずに，関係者席から質問に回答する形を
取ったが，誰が立つかをその場で相談することもでき，うまく機能したと言える。質問内容も総じて内容のあるも
ので，良い時間となった。
　参加申し込みは，開催の10日以上前（10/16）に受付け締切りとなり，関心の高さが窺えたが，アンケートを見ると，
満足度としては「よかった」「どちらかというとよかった」が91％に達しており，期待に応えることができたと思う。
　アンケートに書かれた意見では，一人当たりの報告時間が短かったというものが目立ち，実際時間切れとなる報
告もあったのだが，しかし一人30分という時間は，研究発表としては必ずしも短いものではなく，全体の時間を延
ばすと，展示を見る時間がなくなるなどの問題も生じる。発表時間を増やすよりも，報告内容を絞って時間内にう
まくまとめる工夫の方が重要ではないかと思われる。
　なお，同じ企画展示の関連行事として，相補う形で別途国際シンポジウムを開催した，両者を合わせて一般書と
して刊行する予定である。

第109回歴博フォーラム
「死者と生者の共同性─葬送墓制の再構築をめざして─」

2018年12月15日（土）～16日（日）
　主　催　国立歴史民俗博物館
　共　催　早稲田大学人間科学学術院
　会　場　早稲田大学大隈記念講堂大講堂
　参加者　291名（12/15），227名（12/16）【定員　600名，申込み人数　510名（2日間の区分なし）】

１．開催趣旨

　現在，急速に変容している死者儀礼を中心に，そこに見られる生者と死者の関係性に留意し，現代における死の
観念を照射することを目的とする。従来，葬送墓制の変容は家や地域共同体，寺檀制度など基礎的な社会構造が，
近代化によって個人化したことが要因とされてきた。一方で災害や事故の慰霊行為や合祀墓の紐帯など新たな共同
性を持つ事象も生まれている。こうした事象に対し，緩やかな生者と死者の共同性を指摘し，個人化の進んだ社会
における死の受容のあり方を検討するものであり，社会問題となっている現代人の死への対処法への解決にも貢献
するものである。

２．開催内容

2018年12月15日（土）
　13:00　　開会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　久留島　浩（国立歴史民俗博物館館長）
　13:05　　共催者挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷川　章雄（早稲田大学学術院）
　13:10　　趣旨説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　慎也（国立歴史民俗博物館）

　Ⅰ　無縁化への道程（司会　鈴木　岩弓）
　13:30　　「位牌・墓標と葬送」　　　　　　　　　　　　　　谷川　章雄
　14:00　　「両墓制の終焉と死生観」　　　　　　　　　　　　朽木　　量（千葉商科大学政策情報学部）
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　14:30　　休憩
　14:50　　「死者との社会構想あるいは妄想」　　　　　　　　土居　　浩（ものつくり大学技能工芸学部）
　15:20　　「デジタル時代の弔い方」　　　　　　　　　　　　瓜生　大輔（東京大学先端科学技術研究センター）
　15:50　　休憩
　16:10　　コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈴木　岩弓（東北大学）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  問芝　志保（筑波大学・一貫制博士課程）
　16:40　　質疑応答
　17:00　　終了

2018年12月16日（日）
　Ⅱ　縁なき人々の追悼（司会　森　謙二）
　10:00　　「無縁社会の３つの方向と共同性のゆくえ」　　　　槇村　久子（関西大学）
　10:30　　「近親者なき人の葬送と助葬」　　　　　　　　　　山田　慎也
　11:00　　「送骨と寺院」　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　興匡（大正大学文学部）
　11:30　　コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　謙二（茨城キリスト教大学・名誉教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　大場　あや（大正大学・博士後期課程）
　12:00　　休憩

　Ⅲ　縁なき方向へすすむ墓（司会　村上　興匡）
　13:20　　「〈二・五人称の死者〉の今後」　　　　　　　　　  鈴木　岩弓
　13:50　　「新たな死の共同性」　　　　　　　　　　　　　　小谷　みどり（第一生命経済研究所）
　14:20　　「無縁墳墓改葬制度と墓地埋葬秩序の新構築」　　　森　　謙二
　14:50　　コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村上　興匡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金セッピョル（総合地球環境学研究所）
　15:20　　休憩
　15:40　　質疑応答・総合討論　　　　　　　　　　司会　　山田　慎也
　16:50　　閉会の言葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　山田　慎也
　17:00　　終了

３．総　括

　科研費基盤研究Ｂ「現代日本における死者儀礼のゆくえ─生者と死者の共同性の構築をめざして」（代表：山田
慎也）」の成果公開として，早稲田大学人間科学学術院と共催によって行われた。報告は「無縁化への道程」，「縁
なき人々の追悼」「縁なき方向へすすむ墓」をテーマに，墓の無縁化や引き取り手のない遺骨の増加など現代の葬
送墓制の課題を，近世以降の家制度や多様な民俗を踏まえ，現代のデジタル時代の状況も含めて報告を行い，今日
の研究状況を提示でき開催目的は達することができたと考える。
　この課題は社会的関心も高いため，大きな会場ということで早稲田大隈講堂を人間科学学術院との共催によって
提供を受け，のべ500人を超える聴講者が参加し，よかったが67％，どちらかというとよかった28％と両者併せて
95％と満足度も高かった。進行も順調であり，一人30分の報告は時間が短いとの意見もあったが長くするとデメリッ
トも多いと思われる。会場の利便性から歴博に来たことない人が33％，フォーラムが初めての人が51％と都内会場
開催の重要性を感じた。なおこの成果は，吉川弘文館より書籍として出版予定である。

歴博映像フォーラム13
「二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─」           2019年３月２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　241名（定員　260名，申込み人数　320名）

１．開催趣旨

　「二五穴」は，千葉県房総丘陵の小櫃川周辺に作られたトンネル状の用水路で，トンネルの大きさが「二尺五尺」（お
よそ60㎝×150 ㎝）であることから「二五穴」と呼ばれる。江戸時代の終わり頃から作られ始め，現在も利用され
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ている。トンネルは，長いもので200～700ｍあり，すべてのトンネルをつなぐと，全長は10㎞にもなる。歴博では，
研究プロジェクト「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（2012～2014年度）を立ち上げて，近世史（文献）・
民俗学・生態人類学・生物学・地質学・考古学などの多様な研究分野による研究者で，二五穴について調査を行っ
てきた。その成果は，これまでも，展示・講演会・論文・エッセイなどで発信してきた。しかしそれだけでは，研
究者・調査者の一方的な情報提供に偏ってしまう。地域の未来を担う人びとに研究成果を活用してもらうにはどう
したらよいのか。そこで，地域の歴史を残すために，地域の人びととの「協働」作業として映像を制作できないだ
ろうかと考え，二五穴についての研究映像を制作することにした。本フォーラムでは，二五穴について異なる視点
から制作した２種類の映像を上映し，映像が，地域の記憶と思いと期待を紡ぎ，地域力・地元力を育む力になりう
るか，考えてみた。

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　　趣旨説明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西谷　　大（国立歴史民俗博物館副館長）
　13:20　　研究映像『二五穴─この水はどこへ行くのか─』
　13:40　　研究映像『二五穴─水と米を巡る人びとの過去・現在・未来─』
　14:20　　休憩
　14:30　　講演１「二五穴からみた身の丈にあった技術」　　　  西谷　大
　15:05　　講演２「民俗学と歴史学の邂逅─フィールドを介した学際的研究─」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 島立　理子（千葉県立中央博物館）
　15:40　　講演３「民俗誌映画と地域の記憶」　　　　　　　　  内田　順子（国立歴史民俗博物館）
　16:15　　総合討論・質疑応答
　16:30　　終了

　総合司会：内田　順子
　
３．総　括

　「二五穴」は，千葉県房総丘陵の小櫃川周辺に作られたトンネル状の用水路で，江戸時代の終わり頃から作られ
始め，現在も利用されている。歴博では，研究プロジェクト「日本の中山間地域における人と自然の文化誌」（2012
～2014年度）を立ち上げ，近世史（文献）・民俗学・生態人類学・生物学・地質学・考古学などの多様な研究分野
による研究者で，二五穴について調査を行ってきた。その成果は，これまでも，展示・講演会・論文・エッセイな
どで発信してきたが，よりいっそう，地域の未来を担う人びとに研究成果を活用してもらうことを目的として，地
域の人びととの「協働」作業として研究映像を制作した。
　本フォーラムでは，異なる視点から制作した２本の映像『二五穴─この水はどこへ行くのか─』『二五穴─水と
米を巡る人びとの過去・現在・未来─』を上映し，３つの講演と会場との質疑応答を交えて，研究映像による研究
成果を紹介した。
　２本の研究映像により，「見えない水」と，その維持管理に関わる「見えない歴史・身体知」を可視化することができ，
地元からのフォーラム参加者にも，地元以外からの参加者にも，好評であった。また，映像に含めることができな
かった研究成果や「二五穴」の歴史的重要性については，西谷・島立両氏の講演で，また映像制作の背景について
は内田の講演で必要な情報を補い，映像と講演のバランスについても概ね好評であった。
　今回のフォーラムでは，地元からの参加者が多かったことから，会場とのやりとりの時間を多くとり，20分ほど
質疑応答を行った。地元では「二五穴」ではなく，「用水」と呼ばれることが通常であることから，「二五穴」とい
う名称がひとり歩きしてしまうことの危険性についてなど，活発な質疑応答が行われた。今回制作した研究映像が，
「二五穴」についての必要な情報を提供し，さらなる興味・関心を視聴者に引き起こすことができることを実感で
きた。
　今回の映像フォーラムでは，久留里城址資料館に地元での広報や，君津市民55名の歴博への来館に協力していた
だいた。君津市での巡回上映会についても，今後同館と協力して進める予定であり，研究成果の地域への還元にいっ
そう努力したい。
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歴博映像祭Ⅱ
「民俗研究映像の30年」　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年８月18日（土）～９月２日（日）

（合計14日間）
　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，株式会社毎日映画社
　後　援　いざなぎ流と物部川流域の文化を考える会，一般社団法人日本映像民俗学の会，長崎くんち塾，
　　　　　日本葬送文化学会，一般社団法人日本民俗学会
　会　場　国立歴史民俗博物館講堂
　参加者　1,397名（定員　260名）
　　内訳：8月18日（土）116名，19日（日）93名，21日（火）75名，22日（水）140名，23日（木）56名，
　　　　　24日（金）70名，25日（土）125名，26日（日）122名，28日（火）108名，29日（水）65名，
　　　　　30日（木）110名，31日（金）125名，9月１日（土）62名，２日（日）130名 

１．開催趣旨

　1988年に始まった民俗研究映像の制作から30年を迎えるにあたり，これまでに制作した研究映像を網羅的に上映
し，研究映像制作の当初のねらい，地域社会・民俗文化・映像制作技術等の変化などの視点から映像をよみとき，
映像の蓄積による成果をひろく社会に還元する。

２．開催内容

2018年８月18日（土）10:00～16:10
　10:00　　開幕あいさつ：西谷　大（国立歴史民俗博物館・副館長）
　10:10　　上映：「沖縄の焼物　伝統の現在」（83分）
　11:40　　講演：松井　健（東京大学・名誉教授，琉球大学・名誉教授）
　12:05　　休憩
　13:30　　講演：篠原　徹（滋賀県立琵琶湖博物館）
　14:00　　上映：「黒島民俗誌　牛と海の賦」（60分）
　15:00　　休憩
　15:10　　上映：「黒島民俗誌　島譜のなかの神々」（60分）
　16:10　　終了

８月19日（日）10:00～16:10
　10:00　　上映：「現代の葬送儀礼　収骨器の製造　愛知県瀬戸市」（45分）
　10:45　　上映：「現代の葬送儀礼　葬儀用繊維用品の製造　福井県福井市」（45分）
　11:30　　講演：山田　慎也（国立歴史民俗博物館）
　11:55　　休憩
　13:00　　上映：「現代の葬送儀礼　葬儀用品問屋と情報」（45分）
　13:45　　上映：「現代の葬送儀礼　地域社会の変容と葬祭業　長野県飯田下伊那地方」（46分）
　14:30　　休憩
　14:40　　上映：「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」（45分）
　15:25　　上映：「現代の葬送儀礼　都市近郊における斎場での葬儀　長野県飯田市　佐々木家」（45分）
　16:10　　終了

８月21日（火）10:00～16:40
　10:00　　上映：「金物の町・三条民俗誌」（90分）
　11:30　　解説：内田　順子（国立歴史民俗博物館）
　　　　　【レジュメ執筆：朝岡　康二（国立歴史民俗博物館・名誉教授）】
　11:45　　休憩
　13:00　　講演 青木　隆浩（国立歴史民俗博物館）
　13:25　　上映：「平成の酒造り　製造篇」（88分）
　14:55　　休憩
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　15:10　　上映：「平成の酒造り　継承・革新編」（88分）
　16:40　　終了

８月22日（水）10:00～15:10
　10:00　　上映：「アイヌ文化の伝承　二風谷」（40分）
　10:40　　上映：「アイヌ文化の伝承　白老」（40分）
　11:20　　講演：内田　順子（国立歴史民俗博物館）
　11:45　　休憩
　13:00　　講演：内田　順子
　13:25　　上映：「AINU Past and Present　マンローのフィルムから見えてくるもの」（102分）
　15:10　　終了

８月23日（木）10:30～14:40
　10:30　　上映：「筆記の近代誌　万年筆をめぐる人びと【本篇】」（52分）
　11:25　　講演：小池　淳一（国立歴史民俗博物館）
　11:50　　休憩
　13:00　　上映：「筆記の近代誌　万年筆をめぐる人びと【列伝篇】」（99分）
　14:40　　終了

８月24日（金）10：30～14：55
　10:30　　上映：「鹿嶋さまの村　秋田県湯沢市岩崎民俗誌」（59分）　
　11:30　　解説：青木　隆浩（国立歴史民俗博物館）
　11:45　　休憩
　13:00　　解説：内田　順子（国立歴史民俗博物館）
　13:15　　上映：「芋くらべ祭の村　近江中山民俗誌」（100分）
　14:55　　終了

８月25日（土）10:00～15:15
　10:00　　上映：「盆行事とその地域差　盆棚に注目して」（50分）
　10:50　　上映：「盆行事とその地域差　土葬から火葬へ　両墓制の終焉」（28分）
　11:20　　講演：関沢まゆみ（国立歴史民俗博物館）
　11:45　　休憩
　13:00　　講演：関沢まゆみ
　13:25　　上映：「大柳生民俗誌　宮座と長老」（70分）
　14:35　　上映：「大柳生民俗誌　両墓制と盆行事」（36分）
　15:15　　終了

８月26日（日）10:00～15:30
　10:00　　上映：「出雲の神々と祭り　美保神社」（52分）
　10:52　　上映：「出雲の神々と祭り　佐多神社」（45分）
　11:40　　講演：関沢まゆみ（国立歴史民俗博物館）
　12:05　　休憩
　13:00　　講演：新谷　尚紀（國學院大學）
　13:25　　上映：「芸北神楽民俗誌　伝承」（45分）
　14:10　　上映：「芸北神楽民俗誌　創造」（48分）
　15:00　　上映：「芸北神楽民俗誌　花」（29分）
　13:30　　終了

８月28日（火）10:00～15:35
　10:00　　上映：「屋久島の森に眠る人々の記憶」（80分）
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　11:20　　講演：柴崎　茂光（国立歴史民俗博物館）
　11:45　　休憩
　13:00　　講演：福田アジオ（国立歴史民俗博物館・名誉教授）
　13:25　　上映：「景観の民俗誌　東のムラ」（58分）
　14:25　　休憩
　14:35　　上映：「景観の民俗誌　西のムラ」（58分）
　15:35　　終了

８月29日（水）10:00～15:45
　10:30　　上映：「石を切る　花崗岩採掘の伝統と革新」（69分）
　11:40　　講演：松田　睦彦（国立歴史民俗博物館）
　12:05　　休憩
　13:30　　上映：「石を切る（インタビュー編）石屋の語る仕事と暮らし」（59分）
　14:30　　休憩
　14:40　　上映：「伝承鴨猟と人々の関わり　加賀市片野鴨池の坂網猟」（37分）
　15:20　　講演：安室　知（神奈川大学）
　15:45　　終了

８月30日（木）10:30～15:20
　10:30　　上映：「比婆荒神神楽　地域と振興」（69分）
　11:40　　講演：松尾　恒一（国立歴史民俗博物館）
　12:05　　休憩
　13:30　　講演：松尾　恒一
　13:55　　上映：「物部の民俗といざなぎ流御祈祷」（84分）
　15:20　　終了

８月31日（金）10:00～15:55
　10:00　　上映：「遠野民俗誌94/95　観光と民俗文化」（45分）
　10:45　　上映：「遠野民俗誌94/95　民俗文化の自己表現」（45分）
　11:30　　講演：川森　博司（神戸女子大学）
　11:55　　上映：「遠野民俗誌94/95　遠野の語りべたち」（29分）
　12:25　　休憩
　13:30　　講演：小島　美子（国立歴史民俗博物館・名誉教授）
　13:55　　上映：「椎葉民俗音楽誌1990」（120分）
　15:55　　終了

９月1日（土）10:00～16:05
　10:00　　上映：「明日に向かって曳け　石川県輪島市皆月山王祭の現在」（102分）
　11:45　　講演：川村　清志（国立歴史民俗博物館）
　12:10　　休憩
　13:30　　講演：小林　忠雄（北陸大学・元教授）
　13:55　　上映：「金沢七連区民俗誌　都市に生きる人々」（70分）
　15:05　　休憩
　15:20　　上映：「金沢七連区民俗誌　技術を語る」（45分）
　16:05　　終了

９月2日（日）10:00～15:00
　10:00　　上映：「風の盆ふぃーりんぐ　越中八尾マチ場民俗誌」（90分）
　11:30　　講演：小林　忠雄（北陸大学・元教授）
　11:55　　休憩
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　13:00　　上映：「風流のまつり　長崎くんち」（94分）
　14:35　　講演：福原　敏男（武蔵大学）
　15:00　　終了

３．総　括

　今回の歴博映像祭は，1988年に始まった民俗研究映像の制作から30年を迎えるにあたり，これまでに制作した研
究映像を網羅的に上映し，研究映像制作の当初のねらい，地域社会・民俗文化・映像制作技術等の変化などの視点
から映像をよみとき，映像の蓄積による成果をひろく社会に還元することを目的として開催したものである。
　1988年度以来，歴博が制作してきた研究映像26シリーズを，14日間（平日8日間，土日6日間）にわたって上映し，
各映像についての解説は，原則として，制作した研究者が行った。研究者が制作する映像は，難解であったり，冗
長であったりする場合があるが，研究者の視点が入って初めて映像化できる対象があることを，制作した研究者の
解説が伴うことでよりわかりやすく伝える機会になったことは，アンケートの自由記述からもうかがえる。また，
各研究者から寄稿された映像作品の要旨や，上映当日の口頭の解説では，制作者でなければ知りえないエピソード
などが紹介され，映像制作の背景を共有することができた。要旨は歴博のホームページにも掲載されたので，今後，
研究映像の貸し出し等の活用の際に，利用者に対して映像制作に関わる情報提供ができるようになったのは，本映
像祭のひとつの成果であろう。
　14日間の延べ来場者数は1,397名で，１日の平均は99.7名であった。平日の来場者数が週末を上回る場合もあり，
第１回目の映像祭と同様，平日の開催も，来場者数という点では問題があまりないことがわかった。アンケートで
も，土日の開催を求める声がある一方で，平日だから参加できたという声もあった。
　長丁場のイベントであったため，広報サービス室の担当職員の対応は原則として平日の開場時と閉場時に現場の
状況確認をおこなう程度にとどめるという条件で本映像祭の開催が認められたので，会場の運営は，歴博友の会の
有志が，午前・午後各２名で対応してくださった。これは「歴博映画の会」を，歴博友の会の協力で開催してきた
実績によるものであり，その経験がなければ，今回の映像祭の運営は非常に困難だっただろう。

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11月22日（木）

１．開催趣旨

　本作品は，世界自然遺産で注目され，また本学森林科学科の暖帯林概論の研修先でもある鹿児島県屋久島を舞台
に，大正時代から昭和40年代半ばの林業や人々の暮らしを遺構等の調査からたどり記録・保存したものである。本
作品の上映を通じ，かつての屋久島の林業と人々の暮らしを紹介するとともに林業遺構の保存の取り組みについて
も紹介する。

２．開催内容

　会　場：岩手大学北桐ホール（教育学部総合教育研究棟）
　主　催：岩手大学農学部森林科学科
　共　催：国立歴史民俗博物館
　参加者：52名（定員　200名）
　スケジュール：
　　18:00　　開場
　　18:10　　開演
　　　　　　総合司会　伊藤　幸男（岩手大学農学部）
　　　　　　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
　　19:50　　質問などの受付（10分）　　　　　　　　　　　
　　20:00　　終了

３．総　括

　上記の日程で，岩手大学農学部にて，「屋久島の森に眠る人々の記憶」のアンコール上映会を行なったが，東北
地方では初めての上映となった。
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　岩手大学農学部の学生を中心として，50名ほどの参加者があった。あいにく当日は，強風と雪が舞う悪天候だっ
たが，関東地方からわざわざ足を運んでくださった参加者もいた。
　会場責任者である伊藤幸男氏（岩手大学農学部・准教授）と若干のディスカッションも交えつつ質疑応答を参加
者と行った。質疑の中で，参加者から，「観光で屋久島に行ったことがあり，ある程度内容が予想できたと考えて
いたが，知らない話ばかりがでてきた」といった驚きの声が挙がった。この他に，明治中期に屋久島の林野開発に
携わった祖先がいると聞かされていたが，祖父や父などから伝えられてきた林野開発の様子と，今回映像で紹介さ
れた状況が一部重なり，驚いたという上映会終了後に語る参加者もいた。このように，アンコール上映会を通じて，
屋久島だけでなく，東北地方の山村・山間地域の新たな側面（歴史）に関心を持つ機会が提供されたことは望外の
喜びであった。今後，教育機関が主催となって開催する場合には，学園祭などのイベントに併せて実施するとより
多くの集客が見込めることが対策として考えられるので，機会があればそうした開催も検討してみたい。

民俗研究映像「明日に向かって曳け」アンコール上映会
2018年10月３日（水）

１．開催趣旨

　当企画は，2016年7月2日に開催した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」のアンコール上映会を実施するものである。
　上映する映像は，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，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。皆月同様の地域文化の維持・継承の危機は，全国的に起きている。本企画では，こ
うした地域の課題を共有するとともに，その解決手法を検討することを目的とする。

２．開催内容

　会　場：熊本大学全学教養棟E205教室
　主　催：熊本大学文学部・熊本大学大学院社会文化科学研究科
　共　催：国立歴史民俗博物館
　参加者：150名（定員　250名）
　スケジュール：
　　10:10　　開場
　　10:20　　開演
　　　　　　総合司会　山下　裕作(熊本大学大学院社会文化科学研究科)
　　　　　　趣旨説明　川村　清志（国立歴史民俗博物館）
　　10:40　　映像上映「明日に向かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭2015」（103分）
　　12:23　　質疑応答
　　12:55　　終了

３．総　括

　上記の日程で，熊本大学大学院社会文化科学研究科にて，「明日に向かって曳け─石川県輪島市皆月山王祭2015」
のアンコール上映会を行った。当日は，熊本大学文学部の学生を中心として，150名ほどの参加者があった。学生
が中心であったが，当日は熊本県の教育委員会，さらに熊本市博の学芸部らも参加いただいた。
　学生からのアンケートは136枚が回収されたが，概ね好意的な感想が多かった。「過疎化と高齢化の中で，祭りの
存続のために大人，子どもが一体となって活動を続けていく姿に心を打たれた」や，「400年の歴史を持つ祭りを
『残さねばならない』という使命感に駆られるのではなく，『残したい』と主体的になって考えているところがいい」
といった，この映像民俗誌のテーマを真摯に受け止めたと思われる感想も多くみられた。
　ただ，感想の中には，時間的な長さや冗長性を指摘する声もあり，作品としての改善の余地があることが，改め
て浮き彫りになったと感じている。また，映像の終了後は，本来は昼休みにも関わらず，多くの学生が討論に参加
してくれたことも印象的であった。

188

Ⅲ-１　講演会・フォーラム等による研究成果の公開



民俗研究映像「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」アンコール上映会
 2018年10月21日（日）・10月31日（水）

１．開催趣旨

　2018年3月17日に開催した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」は，被災地域に
おける文化的復興に関する取り組みを扱った映像である。文化財レスキュー活動を通じて救済した文化財を被災地
域の生活文化の発展のためにいかに活用するかは，普遍的な課題である。
　本企画は，新潟県中越地震・同中越沖地震等，数々の災害を経験してきた新潟県中越地域の文化的中核である新
潟県立歴史博物館を会場として，地域の生活文化を保全し活用する手法を共有し，地域文化を語る手段の確立をめ
ざすことを目的としている。そこで「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」のアンコール上映会を下記プロ
グラムの通り実施した。

＜2018年10月21日（日）＞
２．開催内容

　会　場：新潟県立歴史博物館講堂
　主　催：新潟県立歴史博物館
　共　催：国立歴史民俗博物館
　参加者：30名（定員　150名）
　スケジュール：
　　13:50　　開場
　　14:00　　開演
　　　　　　総合司会　田邊　幹（新潟県立歴史博物館）
　　　　　　趣旨説明　葉山　茂（国立歴史民俗博物館）
　　14:30　　映像上映「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（63分）
　　15:33　　コメント１　三井田　忠明（新潟産業大学）
　　　　　　コメント２　三国　信一（新潟県立歴史博物館）
　　15:40　　質疑応答
　　16:10　　終了

３．総　括

　上記の日程で，新潟県立大学歴史博物館講堂において，「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」のアンコー
ル上映会を行った。当日は，30名ほどの参加者があった。
　上映に引き続いて行われた討論では，新潟産業大学の三井田忠明氏から，中越・中越沖地震を経て，博物館は地
域の記憶をいかに次世代に受け継ぐかについて，その方法論に対する問題提起があった。また新潟県立歴史博物館
の三国信一氏からは山古志村で被災資料の保全活動をした経験と博物館活動のなかで経験する物質文化に関わる語
りのおもしろさについて，展示という手法がもつ限界と映像のもつ可能性についての問題提起が行われた。なお，
本上映会では，当初，コメントを池田哲夫氏（新潟大学名誉教授）および大楽和正氏（新潟県立歴史博物館）が担
当する予定であったが，新潟県立歴史博物館側の都合により，池田氏・大楽氏と同様に新潟県内で民具に関わる業
績のある両氏に交代した。
　また，参加者からは物質文化の保全の仕方，その課題についての質問，相談があり，活発な議論ができた。
　今回はアンケートを用意できなかったため，詳細な感想を得ることができなかった点は反省点である。また，新
潟県立歴史博物館との調整に時間がかかったことから，上映会に関する広報がいきとどかず，多数の催しと重なっ
たことで参加者が増えなかった点も反省点である。

＜2018年10月31日（水）＞
２．開催内容

　会　場：熊本大学全学教養棟E205教室
　主　催：熊本大学文学部・熊本大学大学院社会文化科学研究科
　共　催：国立歴史民俗博物館
　参加者：150名（定員　250名）
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　スケジュール：
　　10:15　　開場
　　10:25　　開演
　　　　　   総合司会　山下　裕作（熊本大学大学院社会文化科学研究科）
　     　　    趣旨説明　葉山　茂（国立歴史民俗博物館）
　　10:40　　映像上映「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」（63分）
　　11:43　　質疑応答
　　12:30　　終了

３．総　括

　上記の日程で，熊本大学文学部・熊本大学大学院社会文化科学研究科の学生・一般市民を対象に，歴博研究映像
「モノ語る人びと─津波被災地・気仙沼から」アンコール上映会を開催した。当日は学部学生を中心に，150名ほど
の参加者があった。
　上映会を授業と組み合わせたこともあり，多数の参加者があったこと，また外部への宣伝により，県の土木課職
員等の参加者もあり，上映会が学生に対する教育プログラムとして十分機能するとともに，地域社会の災害復興に
おける課題を行政担当者とも共有することができた。
　質疑応答では映像制作のノウハウや制作費などの制作の実際から，被災地域において映像撮影をする際の課題，
物質文化に注目して地域の生活文化を検討する有効性など，学生から多様な質問があり，活発な議論を行うことが
できた。
　本上映会では，学生にあらかじめアンケートを用意してメモの作成をしながら映像をみる方法を受け入れ教員の
山下裕作教授から提案され，実践した結果，学生による議論が活発化した。アンケートも各項目に対して詳細な記
述があり，物質文化を保全する意味が十分伝わったと考える。

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行ってきた。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。2018年度は，歴博映像祭を開催したため，実施しなかった。

［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。2018年度は10回開催された。
　開催日程は「第二部　事業編　Ⅸ　広報・普及　３　総合展示・特集展示ギャラリートーク」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。2018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」のうち各企画展示の関連行事を参照。
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［常設・企画展示関連イベント］
　企画展示『ニッポンおみやげ博物誌』の関連イベントとして来館者交流イベント「あなたのおみやげ教えてくだ
さい」と「好きなおみやげの絵を書こう！」を，企画展示『日本の中世文書─機能と形と国際比較─』の関連イベ
ントとして，来館者交流イベント「自分の花押や印を作る」と体験型イベント「折紙に印のスタンプを押す」を開
催した。
・「あなたのおみやげ教えてください」（500件）
　「好きなおみやげの絵を書こう！」（500件）
　　2018年７月10日（火）～2018年９月17日（月），企画展示室入口前：合計1,000人
・「自分の花押や印を作る」（作品提出：635件，シートの持ち帰り960件）
　「折紙に印のスタンプを押す」（2,911件）
　　2018年10月16日（火）～2018年12月９日（日），企画展示室入口前：合計4,506人
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