
平成 28 年度第 2 回運営協議会議事録 
 
日時 平成 29 年 3 月 16 日（木）午後 1～3 時 
会場 北区飛鳥山博物館 2 階講堂 
 
【出席】 
運営協議委員―熊野正也会長、真家和生委員、大沢榮美委員、小川正代委員、 

大沼敏夫委員、新田潔委員、中村都士治委員 
博物館   ―田草川昭夫教育振興部長、山本三雄館長、石井達馬管理運営係長、 

大野英樹事業係長、鈴木直人博物館主査・学芸員、中野守久学芸員、 
石倉孝祐学芸員、鈴木信也管理運営係主任主事、田中葉子学芸員、 
安武由利子学芸員、増田由貴学芸員、 

 
【欠席】 
君塚仁彦副会長、吉田優委員、小林誠委員、久保埜企美子学芸員、中島広顕学芸員、 
牛山英昭学芸員 
 
【議事】 
① 平成 28 年度博物館事業報告（中間報告）について 
事務局   1、館利用状況（1 頁） 

中間報告のため、数字については 2 月末現在のものを掲載。入館者数 93,183
人。桜の開花時期により、3～4 月の入館者に影響あり。 
2、展示（2 頁） 
特別展示室にて、企画展 3 回、特別展覧会 1 回、わくわく展示 1 回、学校対

応展示 1 回、スポット展示 1 回、合計 7 回を開催。その他、テーマ展示 1 回、

ミニ展示 1 回を開催。テーマ展示については 7 頁「桐ケ丘遺跡の旧石器」と

題して、新出資料を公開する機会をつくるとともに、常設展示の旧石器のコ

ーナーを拡充させるねらいから、平成 28 年度のみ行った。なお平成 29 年度

以降も、常設展示室の活用や新出資料の公開を図っていきたい。 
4、講座・講演会（9 頁） 
他機関とのコラボレーション、専門性を持った学芸員同士のコラボレーショ

ン、利用者層の拡大などを念頭に入れながら行った。一般向け 28 講座、展示

関連 22 講座、わくわくミュージアム講座 13 講座、合計 63 講座。そのうち

18 講座が新規、45 講座が継続。 
5、出張授業（31 頁） 
回想法プログラムについては「昔の道具で思い出がたり」という事業を展開

しているが、28 年度は申込がなかった。一般講義は 5 団体 6 回。うち 2 回は、

博物館活動支援センター様および東京都三多摩公立博物館協会様からの依頼

により、当館の回想法の取組について講演を行った。 
6、団体見学（32～36 頁） 
一般 43 団体、小中学校 21 校、高等学校・専門学校・大学・大学院 4 校、合

計 67 団体。一般見学 43 団体のうち、デイサービスのご利用が多い。 
小中学校の見学は、小学校 14 校、中学校 6 校、その他 1 校の合計 21 校。歴

史学習の導入として、4 月に小学校 6 年生の見学が集中している。川口市から

は、小学校低学年の生活科の一環、校外学習としての利用。豊島区、荒川区



から「来て、見て、さわって！昔の道具」展の道具調べに関連しての見学。 
7、学校対応・支援事業（37 頁） 
「来て、見て、さわって！昔の道具」を 1～2 月に開催。区内の小学校ほとん

どの学校 38 校が来館。 
小中学校支援事業 学校の依頼により縄文土器作りを実施。 
高等学校・大学支援事業 協力事業 筑波大学「ミュージアムにおける映像

制作」研究への協力。 
教員支援事業 北区教育研究会小学校社会科研究部臨地研修会を当館で実施。 

 
委員 A   最近、自治会や町内会などで郷土史を編集したいという人が多い。リタイヤし

た人で自分史を書きたいという人がいる。その際の資料として、博物館の図

録を活用している。 
人が来なければ意味がない。北区には 150 のシニアの会がある。老人会で実

際に動くのは、ご婦人方。そういった人たちは他地域から来た人が多く、博

物館に行くように勧めている。今後も博物館の認知・活用に協力したい。 
 
会 長   口コミでのアピールの説得力が大きい。言われた人が足を運びやすい。今後 

とも声をかけていただければ、区民にも博物館にもプラスになる。 
 
委員 B    考古楽講座「遺跡に行こう！秋」のねらいに、「参加者同士の交流をはかり、

友の会のような団体への発展を促す」とあり、備考に「区民との協働」とあ

る。具体的にはどのように展開していくのか。 
 
事務局   ご指摘のとおり、他講座は一方向的でこちらから提供したものを愉しんでい

ただくというもの。考古楽講座も当初はそのような形でスタートしたが、リ

ピーターが多いため、その方々にお声掛けし、参加者の視点を取り入れてと

もに候補地を選んでいる。その遺跡を選択するメリットや、現地に行くため

の交通手段、参加可能人数など、計画からともに考える講座にしている。最

終的には参加者が独立して遺跡探訪の会などを設立し、そこに学芸員がサポ

ートする形にしたい。またメンバーの博物館に何かサポートしたいという気

持ちも尊重したい。 
 
委員 C   他区の博物館では、博物館としてサポーター制度を設けている。考古学のほか

に、他分野ではそういった試みは行っているのか。他区では、サポーターと

ともに図録を作っている例もある。学芸員が良質でレベルの高いものを作る

のも一つの在り方だが、サポーターとともに図録などを作成するのも、一つ

の方向性と思われる。飯田市では市民研究員制度がある。高齢者や退職をし

た人など、地域への関心をもっておられる方もいる。学芸員のフォローを受

けながら論文の執筆できるような制度を検討願いたい。 
 
事務局   サポーター制度はまだ考古楽講座においてのみ行っているところ。他の講座

でもリピーターの方を中心に同じような形で展開していければ。サポーター

の方々とともに何かを作り上げていくことは、これから進めていきたい。 
市民研究員については、仙台にある地底の森ミュージアムでは、市民学芸員

という形でそれぞれテーマを持って一年間博物館に通い、学習・調査のサポ



ートを学芸員が行い、論文を作り上げて卒業という形をとる例もある。そう

いった事例を参考にしながら、活用される博物館を進めていきたい。 
 
会 長   葛飾区には各部門のボランティア活動があり、例えば考古学ボランティアが

ある。学芸員のフォローを受けながら、ボランティアが全ての工程に関わる。

発掘・記録・整理を行い、その成果をもとに区民への報告として特別展示を

行っており、とても評判がよい。口コミで広がっており、一つの在り方では

ないか。日本史や民俗など各分野でも、自分たちで町のことを調査している。

非常に前向きな取り組みであり、注目されている。 
 
委員 D  博物館活動支援センター、東京都三多摩公立博物館協議会において、久保埜学

芸員に回想法についての講演をしていただいた。その報告をしたい。回想法

は北名古屋の博物館が取り組んでおり、北名古屋方式といわれている。久保

埜学芸員は少し方式が異なり、色々と工夫して取り組んでおられる。その方

法をご紹介いただき、それはそれで非常によいということで、久保埜方式と

いう名前で、講演を聞いた方々が呼んでいる。 
筑波大学「ミュージアムにおける映像制作」研究への協力について、どのよ

うな趣旨で行われたのか。どういった反響があったのか。 
考古学講座について、同感である。現状これだけの展示・講座をこれだけの

人数でやっているのは、かなり限界に近いのではないか。発展的な方法とし

て、区民で興味を持っている方々をサポーターやボランティアとして育てて

いく。事例として、東京農工大学の科学博物館にいくつかボランティア団体

があり、その一つに絹織物をテーマとした団体がある。その活動は、蚕が食

べる桑を畑を耕して育てるところから始まり、蚕の繭をとって製品に仕上げ

るまでを行う。3 年間程のコースで要所要所の指導は学芸員が行うが、セミナ

ー入口から卒業までの課程はボランティアが管理しており、非常にレベルが

高い。北区飛鳥山博物館のポテンシャルで、あるテーマでの専門的なセミプ

ロのレベルまで育てられるようなプログラムを考えてはどうか。 
 
事務局   筑波大学への研究協力について。常設展示室でご覧いただける映像資料の類

は、一度撮ってしまうと、固定的なものでありなかなかリニューアルできな

い。新たな映像作成には、専門の業者に依頼することになり、コストがかか

る。今はタブレットやスマホなどで映像が撮れるようになり、それを加工す

ることが簡単になっている。筑波大学の西岡教授は情報メディア論の研究者

であるが、博物館の学芸員が自ら、低コストで迅速に展開できる可能性を探

りたいという依頼であった。 
当館としては、今後は固定的な文字の解説パネルや映像のほかに、個別的な

展示資料の解説を展開していく広がりがあるのではないかということからお

引き受けした。そこで私と久保埜と安武の 3 名が常設展示室の資料を選び、

お借りしたカメラやパソコンの使い方を教わりながら、約 1 分間強の映像の

撮影・編集までを行った。筑波大学で行われた「ミュージアム IT セミナー」

において、西岡教授が発表を行い、紹介していただいた。その反響としては

後日、練馬区の博物館から今後予算が限られていく中で、ぜひお話を聞きた

いという連絡があった。実際にやってみて、可能性の高さを感じ、マンネリ

化する常設展示室を活性化させる一つの手法ではないかと考えている。 



 
委員 E   小学校の視点からお話しさせていただく。有難いのは、「来て、見て、さわっ

て！昔の道具」である。小学 3 年生から社会科が始まり、学習計画の適切な

時期に開催していただいている。具体的に触れて経験できるのは、子どもた

ちにとって大変重要である。北区の全小学校に定着してきている。 
さらに学習が進むと、地域の年中行事を扱う。その際に西が丘小学校での稲

付の餅搗き唄、なでしこ小学校・岩淵小学校での白酒祭りなど出張授業を行

っておられる。今後、各学校の位置する地域史の学習に対する要望が強くな

るのではないか。子どもたちが身近な歴史に触れる機会となる。 
小学校 6 年生から歴史の授業が始まるが、歴史学習となると、文章・写真と

いった紙資料での学習が中心となる。教室内だけでなく具体的にとなると、5
月に鈴木主査に本校での出張授業をお願いし、実物資料をお持ちいただいて

縄文・弥生時代のお話をいただいた。他校でも歴史学習の導入には苦労して

いる。歴史の概観をしながら、身近な地域での出来事に触れられればと思う。 
6 月には小学校の社会科部会が博物館にお邪魔したが、未だ博物館の活用の幅

広さが周知されていない。呼びかけを続けているところだが、利用させてい

ただく際にはご協力をお願いしたい。 
平成 31・32 年あたりに新しい学習指導要領になる。現在の「昔の道具」がそ

のまま通じるのかどうか。検討していかねばならない。 
来年度から北区の社会科の副読本『わたしたちの北区』を改訂する作業に着

手するので、ご協力をいただきたい。 
出張授業をお願いするにしても、なかなか時間がとれない学校も多い。提案

として、学校に一定期間ミニ博物館ができないか。それがもとになって、博

物館への興味につなげられないか。実物資料に繰り返し接する機会が重要な

のではないか。 
 
会 長   学校からの貴重な意見や要望に近づけるように努めていただければと思う。 
 
委員 F   「来て、見て、さわって！昔の道具」展は、どのような内容だったのか。 
 
事務局   「来て、見て、さわって！昔の道具」について、要素は 2 つある。一つは体

験学習として、かまど・せんたく・ふろしき体験がある。昔の道具を使って、

小学校の授業の 1 コマにあたる 45 分の中でプログラムを作り、子どもたちが

体験する。もう一つは昔の道具調べとして、展示室に 80 点ほどの資料を展示

し、時代を 3 つに区分して、明治の終わり、大正から昭和の初め、昭和 30～
40 年代の生活の様子が分かるようにしている。最初に学芸員が概略を説明し

たうえで、子どもたちに主体的に道具に触れてもらい、45 分間で道具の質感

や使い方を学んでもらう。 
 
委員 F   45 分間というのは随分短い。実際に使い方を習得するというより、なんとな

く体験するという程度なのではないか。東北でも大きな地震があったが、万

が一災害が起こり電気が止まると、便利な道具が使えなくなる。今の子ども

たちは火の起こし方も分からない。救援を待つばかりである。これからの教

育は情報を得るだけでなく、心と体で身につけることが必要なのではないか。 
 



委員 A   博物館に付随するスーベニアものやレストランといったものを充実させる努

力が、博物館が生き残るには必要なのではないか。外国の博物館はスーベニ

アものに力を入れている。 
 
② 平成 29 年度博物館事業計画について 
事務局   1 平成 29 年度展示・イベント・講座・講演会事業計画のポイント（1 頁） 

展示事業については、常設展示室活用展示の実施ということで、28 年度には

行わなかった常設展示活用＆回想法導入展示を復活する。 
講座・講演会事業について、コラボレーション活動の推進、利用者の拡充は

28 年度に引き続き重点的に行っていきたい。 
展示は例年どおり企画展 3 回、特別展覧会 1 回、夏休みわくわく展示 1 回、

学校対応事業 1 回、ミニ展示 1 回、常設展示室活用展示 1 回、その他の展示 1
回の合計 9 回。イベントは夏休みわくわくミュージアム 1 回、GO!ゴー!ミュ

ージアム 1 回の合計 2 回。講座・催し物は、一般向け講座 31 講座 39 回、展

示関連講座 15 講座 22 回、わくわく講座 13 講座 24 回の合計 59 講座 85 回。

28 年度は 63 講座 92 回であり、29 年度の講座数が減っているが、これは非常

勤学芸員の退職、および新しい学芸員の就任があり、新任が初年度に講座を

担当することは困難なため。 
3、講座・講演会（6～14 頁） 
29 年度の一般講座のうち、新規講座は 10 講座。このうち先程のコラボレーシ

ョンを重点的に行うものは、4 番の「こんにちは赤ちゃん体験講座「アーユー

レディ？博物館でお産準備」。継続講座であるが、昨年度に続き、助産師の方

と異ジャンルコラボレーションを行う。対象は北区内在住または在勤の妊婦

とその家族、普段あまり博物館に来ない方を対象として、利用者の新規開拓

も目指している。10 番「座学＋野外講座「冨士塚めぐり」」、従来は野外講座

として行っていたものを見直しを図り、地元の方とのコラボレーション、富

士講の方にお話をしていただくという工夫を加えて重点課題に取り組んでい

る。14 番「映像企画 2017 特別セミナー」、東京都写真美術館の学芸員の方と

のコラボレーションという形で行う予定。 
（16～18 頁） 
展示関連講座のうち、新規が 9 講座。28 年度まではサロン講座という名称で、

常設展示室の中で講座を行ってきた。それに一区切りをつけて、よい点よく

なかった点をふまえ、新たに常設展示活用講座として行う。サロン講座の場

合は、各学芸員がひと月に 1 回、常設展示室を会場に 10 か月連続で行ってい

たが、それに捉われず、常設展示室と野外、常設展示室と講座などをつない

で講座を行おうという試み。2 番「中世熊野と武士団・豊嶋氏」は講座と常設

展示を結びつける。3 番「王子貝層の謎を解く！」は常設展示室と野外を結び

付けて、ひとつの講座にする。8 番「縄文人骨が語ること」は、従来どおり常

設展示室で完結するもの。13 番「じっくり読み解く北区の浮世絵」、常設展示

室の浮世絵コーナーでは多人数でじっくりご覧いただくことが難しいため、

そういったところは講堂で解説し、常設展示室で実物を見ようという試み。

14 番「ドキどき考古資料にさわってみよう！」、1 日 1 回では少人数しか参加

できないため、同内容で 3 回行うことで多くの方に参加していただきたい。

普段さわることが難しい資料を、あえてさわってもらう。 
 



会 長   来年度も数多くの多種多様な事業を展開される。学芸員の負担を考えると、

関心する。とにかく体を壊さないように。 
 
委員 B   「夏休み土器づくり教室」計 5 回、平成 28 年度の事業報告において「例年落

選者多数のため、今年度は 1 回増加」とあるが、次年度もまた 5 回では体験

できない人が出るのではないか。 
 
事務局   応募者多数のため、28 年度は 1 回増やしたが、それでもさらに多数の応募が

あった。状況が変わっていないのは確か。可能な限り 6 回・7 回というように

増やせればよいのだが、夏休みの他事業があり、日程が詰まっている。また、

土器づくりは作って終わりではなく、こちらで焼かなければならない。公園

の中で野焼きをするわけにはいかないので、体験学習室の釜を使用するが、

一度に焼ける数が限られている。少しでも多くの方に参加の機会を提供した

い気持ちはあるが、なかなか難しい。 
 
会 長   子どものやりたいという気持ちに応えるためにはどうするかということの解

決の一つとして、先程からご意見があったように、学芸員で全てやらなけれ

ばならないという考え方ではなく、ボランティアが担う部分があってもよい

のではないか。 
 
委員 F   大学生の展示による火災事故があったのは記憶に新しい。小学生だけでなく大

学生を対象にした事業を行ってはどうか。常設展示室に弥生式住居の復元が

あるが、そこに囲炉裏がある。煮炊きや暖をとるだけでなく、明かりをとる

といったことから教えていただければ。現代は、家庭でのしつけがおろそか

になりがち。小さな積み重ねの歴史を教えていただきたい。 
 
会 長   生涯学習の中で意識していってよいのかもしれない。 
 
委員 D   先程、E 委員からもお話があったが、小学校にスポット展示のような形で実

物資料を展示して見てもらう。出張講座だけでなく、半年から一年間、子ど

もたちにじっくり見てもらう機会を作ってはどうか。そこに北区飛鳥山博物

館蔵と明記し、関連のものが博物館にあることを示せば、博物館への来館を

促す効果もあるのではないか。 
 
委員 C   明治 150 年を迎えるにあたり、A 委員からもお話があったように、郷土史や

個人史への関心が高まっている。北区が日本の近代化の中でどのように変わ

ってきたのか。何を獲得し、何を失ってきたのか。明治以降の地域の変遷を

取り上げてはどうか。個々の専門を活かした事業はすでに取り組んでおられ

るので、学芸員の総力を挙げて取り組んでいただきたい。 
 
事務局   2018 年に明治 150 年、今年は大政奉還 150 年となる。明治維新をどのように

評価するかという問題はさておき、いわゆる地域の近代化の中で様々な動き

があり、その一つとして、28 年度秋に滝野川反射炉の展示を行った。従来、

石神井川というのは、秋の紅葉の名所として多くの浮世絵に描かれる場所で

あったが、これが一転、産業立地ということで、水力を使い、タービンを回



し、それによって反射炉を築造したり、あるいは火薬を製造したり、さらに

明治以降は王子製紙や内閣抄紙部といった工業立地となった経過がある。 
この企画展を実施するにあたり、ご指摘のように、私共だけでは到底できな

い大きなテーマであり、また地域史を研究されている方の長い研究の歴史も

ある。こういった方々のお力をお借りし、企画展の図録でも北区史を考える

会、東京産業考古学会、こういったところにいらっしゃる先生方にご執筆を

いただき、またご指導・ご助言を賜った。あわせて国立科学博物館の先生方

や、北区の部屋の先生方、戸部家文書をはじめとする調査をされた諸先生方。

博物館で完結するのではなく、広く地域の皆様方の総力をお借りして、なん

とか展示ができたという次第である。 
今後、明治維新を肯定的にとるのか、否定的に考えるのかは別として、いわ

ゆる地域の発展・展開・変遷、何を得て何を失ったのか。これまで名所、浮

世絵と単体で行ってきたが、これを地域の景観がどのように移ろってきたの

か。今回、春の浮世絵の展示でもそういった内容を展開しているところでは

あるが、いただいたお話を今後の活動の中で活用させていただきたい。 
 
事務局   ただいまご意見を頂戴し、29 年度の事業計画案についてはご承認賜ったとい

うことでよろしいか。（会場内、拍手）。ありがとうございます。 


