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平成２９年度第１回北区飛鳥山博物館運営協議会 会議録 

 

日時 平成２９年６月２９日（木）午後２時００分～３時４２分 

会場 北区飛鳥山博物館 ２階講堂 

 

【出席委員８名】 

熊野正也会長、君塚仁彦副会長、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 

【欠席委員２名】吉田優委員、小林誠委員 

 

 

【事務局】 それでは、ただいまから平成２９年度第１回北区飛鳥山博物館運

営協議会を開催いたします。 

 開催に当たりまして北区教育委員会を代表して、当館の館長よりご挨拶を申

し上げます。 

 

【館長】 皆様、こんにちは。 梅雨らしい天気といいますか、暑かったり雨

が降ったり、足下が悪い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

４月の初めごろでしたか、国の方ではある政治家が学芸員を批判しているよ

うなニュースもありましたが、当時はインパクトのあるニュースで、久々に博

物館、文化財関係のことが取り上げられたななんていうのを記憶しております

が、北区教育委員会といたしましても、文化財業務を、また博物館業務をしっ

かり支えていくために、学芸員を中心にしっかりした体制づくりに努めていき

たいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日は二つほど議題がありますが、皆様の忌憚のないご意見をいただければ

大変ありがたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。 

 

【事務局】 本日は、運営協議会委員１０名のうち、８名の方にご出席をいた

だいております。東京都北区飛鳥山博物館条例施行規則第１２条第２項に定め

られた開催要件であります半数以上の出席を満たしておりますので、これより

開会をいたします。それでは会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

 

【会長】 それでは、ご指名によりまして進行を務めさせていただきます。 

 それでは、平成２９年度第１回北区飛鳥山博物館運営協議会を始めたいと思
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います。 

 本日の議事は、平成２８年度北区飛鳥山博物館事業報告、それと、これから

の博物館について、この大きなテーマ二つで今日は議論していただければと思

います。よろしくご審議のほど、お願いしたいと思います。 

 それでは、１番目の平成２８年度北区飛鳥山博物館事業報告について、事務

局からご説明をお願いします。 

 

【事務局】 お手元にございます平成２８年度の事業報告でございますが、こ

れは前年度の運営協議会の第２回目に於きまして、２月末までの事業報告とし

て報告させていただいたものの完成版でございます。ですので、大きな部分の

訂正はございませんが、２月以降のものが加わったところでございます。その

点を中心にご説明させていただければと思っております。 

 まず１ページ目ですが、開館日数および入館者数でございます。開催日数３

０２日、入館者数は１０４，４６３人という形になりました。 

 続きまして、２ページ目でございます。展示に関してですが、２８年度は２

７年度と同様に７回、２６２日間の展示期間で、５０，７２７名の観覧者がご

ざいました。２７年度に比べまして減っている状況ではございますが、何分、

当館は季節的な事柄に左右されるところが大きいというふうに感じております。

ただ、特に３月から４月にかけまして桜の季節になりますと、その開花が早ま

ったり、遅くなったり、そういったことが観覧者数に響いているところもござ

います。 

 ただ、２７年度と比較してみますと、企画展の観覧者数というのは、さほど

大きく変化はなかったようでございます。ただ、その中で大きく変わったもの

というのが、実はわくわく展示でございます。２７年度は５，０００名ほどの

観覧者数があったのですが、それが３，５４１名という形になっております。

恐らくこれも、昨今、夏の暑さの厳しさですとか、そういったものが多少影響

を及ぼしまして、公園内に人があまり集まらないというようなことも考えられ

るのではないかなというふうに思っております。 

 もう一点がスポット展示でございます。これは、２７年度は、スポット展示

ということではなく、重文指定記念という形で企画した展示を行っております。

重文指定といいますのは、醸造試験場が重要文化財になりましたので、それを

記念した展示を行ったところ、７，０００名ほどの観覧者がございました。そ

の特別な展示もありまして、２７年度は多くの方が観覧されて、そして２８年

度は通常の形に戻ったので、このような数字になったのではないかというふう
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に考えております。 

 続きまして、９ページ目の講座・講演会でございます。２８年度は６３講座、

９２回、３，０９０名の参加者がございました。２７年度と比べまして７３講

座あったのが６３講座と講座数が減っているのですが、回数としましては９６

回と９２回で、大きな減りはございませんでした。ただ、人数が多少減ってお

りますのは、諸般の事情がございまして、計画していた講座を取りやめたもの

が何講座かございます。そういったものの影響もあるかと思っております。 

 続きまして、３２ページをご覧ください。団体見学でございます。団体見学

に関しましては、２７年度６１団体、２，５３１名だったのが、７３団体、２，

６０９名というふうに増えております。この中で、２７年度比較をしまして、

多く見られたのが小中学校の見学でございます。２７年度よりも、２８年度の

ほうが２３校と増えております。２７年度は１４校でした。それが大きく増え

ている要因と見ております。 

 続きまして、４２ページでございます。資料の利用でございます。資料の利

用を３月までで確定した数字でございます。２７年度は５８件だったのですが、

２８年度は６０件、資料点数も１９４点だったのが２１２点というふうに、ほ

ぼ２７年度と同様な推移を示しております。 

 以上、２月以降、３月にまとめまして、数字等で変動が起きましたところを

中心にご説明させていただきました。以上でございます。 

 

【会長】 ありがとうございました。今の事務局のご説明ありました点につい

て、ご質問等がありましたらお受けしたいと思います。 

 いろいろあろうかと思いますけれども、口火を切って、A委員のほうから何

かございましたらお願いしたいんですが。 

 

【委員A】 特に事業報告に関しての質問というのはございませんので、また

次の議題の中でさせていただきたいと思います。 

 

【会長】 ありがとうございます。ご質問等、何か、B委員、いかがですか。 

 

【委員B】 今のところは。 

 

【会長】 ございませんか。 
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【委員C】 事業報告書を見せていただいて、一番感じるのは、やっぱり体験

ですよね。体験の回数を増やしていただいて、そうしたら申込者数の方がはる

かに多い。そういう意味では、体験というのがいろんなところで今、はやりと

いう言葉はおかしいんですけれども、何か一つのキーワードになっているんじ

ゃないかなと、そういう気がしました。 

 

【会長】 体験学習ということですか、今のキーワード、そうですね。博物館

の中で一番とりやすい事業の一つだと思いますけれども。 

 そのほかに何か新しいものがありましたら、考え方がありましたら。 

 

【事務局】 今、委員からお話がありました体験事業でございますが、やはり

多くの方々に博物館を知って、そして利用していただきたい、活用していただ

きたいということもありまして、さまざまな年齢層を対象とするということで、

新たな取り組みというものもしております。それもこれからお子さんが生まれ

るご家族を対象とした「アーユーレディ？」ですとか、そういったようなとこ

ろも幅広くやりまして、さまざまな体験を博物館でしていただこうというふう

に考えております。２９年度も引き続きまして、同じような体験講座をこれか

ら拡充という形でしていきたいと思っております。 

 

【会長】 そのほか、何かございませんか。学校関係のほうでいかがでしょう

か。 

 

【委員D】 小学校のほうから、昨年度、２８年度を見てみますと、やはり学

校に来てくださる回数も増えたと思います。それからもちろん、「来て、見て、

さわって！昔の道具」、これは毎年行われて、本当に定着をしてきたと同時に、

ほかのところでも実際に土器づくりとか、本校でも縄文、弥生の出張授業とか、

それからほかの学校でも、その地域の伝統行事などに合った教材をそろえてい

ただいているなというふうに思います。そういう部分では、少しずつ小学校の

ほうも、博物館の良さといいますか、そういうものがわかってきたというか、

活用できるなということがすごくよくわかってきたのではないかなと思います。 

 本校も、昨年度に引き続き、今年度も縄文、弥生のほう、鈴木先生に来てい

ただいてお願いしたんですけれども、やっぱり実際に矢じりなどを見てさわっ

て、そうすると子どもたちは興味を持ちますし、喜びますし、また、歴史学習

の最初の部分としてはすごく興味がわいたのではないかなと思っています。そ
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ういう意味では大変ありがたく思っています。以上です。 

 

【会長】 ありがとうございました。今、これから次の世代を担う小中学校と

いうか、生徒さん、一時は小学生とか中学生なんていうのと博物館は縁がない

ようなことを言っていたころもありますけれども、また、本当にその重要性と

いうのが逆に、博物館そのものがまた求められてきつつあるということは、非

常に嬉しいと思います。やはり博物館という流れを、事業でも今展開していま

すから、やっぱり博物館というのは実物の資料がある、資料にふれるというよ

うなことから、いろいろなものに興味を持ってくるということになる一つの出

発になるんじゃないかと思います。今後もそれを大いに継続してやっていただ

ければというふうに思います。 

 その他のところで、何か。 

 それでは私の方から、入館者１０万人を超しているということで、私の知っ

ている博物館の中では、本当に１０万人を超えている博物館はそんなにいろい

ろあるわけじゃない、そういう点では非常に活用されている博物館の一つだと

私は思います。これに加えて、次の議題になりますけれども、これからの博物

館をどういうふうに展開したらいいのかというようなときに、非常に、今、北

区の飛鳥山博物館というのは、いろんな地域博物館の中でも注目されている一

つじゃないかというような気がします。それだけ、先を読んだこれからの博物

館はと書いてあるところですね、これから検討するということは、非常に大事

なことだと思いますので、今後、これは基本的には何かというと、私は、専門

職員である学芸員、やはり今いろんな事業の中にいますけれども、大変なグロ

ーバルな、すごく頑張っているなということは実感いたしました。今後とも大

変でしょうけれども、ひとつ頑張っていただければと思います。 

 いろいろなことをお話ししましたけれども、そのほか、何かございませんか。

B委員、ございませんか。 

 

【委員B】 この博物館ができる前に、郷土資料館があったんですよね。赤羽

に住んでおりますので、ちょいちょい行ったんです。そこに一服の洋画があっ

たんです。見ますと、何か大正時代の貨車に、一見西洋人が乗っているわけ。

どう見ても何か引き込み線に、北区のどこかの駅の引き込み線に貨車で引き込

んで、中で出発を待っている感じ、その洋画なんですが、どう見ても日本人じ

ゃないんだよね。どう見ても、何か東南アジアの人じゃなくて、ヨーロッパ系

の人らしいんですよね。 
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 いろいろ考えをめぐらせて、その絵から、その絵がどうしてそのまま北区の

あそこにあったか、何時代にあったんだろうかと、よく見ていると、何か物憂

げな顔している。もしかするとそれは捕虜が引き込み線に入って、ほかへ運ば

れるのを待っているような感じ。それからいろいろ、いや北区には引き込み線

は赤羽にあったのか、王子なのか、恐らくは西洋人が捕虜でいるというのは、

第一次世界大戦のとき、日本が連合軍だから、チンタオというところ、あそこ

に何かドイツの植民地、その捕虜とか、そのような思いをめぐらせて、それに

は、北区には捕虜収容所がなかったから、北区と習志野か何かの軍事施設の、

あっちに回ったのかなとか。そうすると、北区から行く線路がどういうふうに

行ったかとか、いろいろ思いをめぐらせて楽しい思いをしたんですが。 

 この間来たとき、浮世絵をたくさんいただきまして、あれを見ますと、北区

のいろいろな当時の関係がよくわかるんです。ですから、そういう洋画ですか、

そういうものがあったらば出していただくと、北区の人は喜ぶんじゃないかと

思います。恐らくあの絵は北区に関係の絵ですから、だからそういうのも出し

ていただくと、大変北区の人にとっても、ことに我々年配の者には、アルツハ

イマーの予防になって、いろいろいいと思って、私もいろんなそういうことを

感じていますから、予防の一つになるかと思うんですが、そういう、洋画とい

うんですかね、私は一服の洋画で、何か博物館をぐるぐる回る目を開いたので、

そういうものはございませんか。 

 

【事務局】 委員がおっしゃっていらっしゃるのは、もしかしますと郷土資料

館のころ飾ってあった、洋画といいますか、それの写真を引き伸ばしたものは

ではないかと私は記憶しています。赤羽駅を通過する、日露戦争後のロシアの

捕虜を描いた図が、資料館でかつてご紹介したことがあったように記憶してお

ります。それは風俗画報という明治時代から続くグラビア雑誌のようなもので

すね。それの挿絵として描かれていたものなんですが、当館では風俗画報は全

巻そろえて所蔵をしております。今日ここにはおりませんが、他の学芸員です

とか、さまざまな形で講座、展示で活用させていただいておりますので、また

委員が目にしていただく機会をつくれるものかと思います。また洋画も情報を

集めていきたいと思っておりますので、また何かご存じでしたら教えていただ

ければと思います。 

 

【会長】 ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 それでは最後に、E委員、何かお気づきの部分はありませんか。２８年度の
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事業で。 

 

【委員E】 それでは少しお話をさせていただきたいと思いますが、入館者数

の件で、会長と少し重なる発言になってしまうかもしれませんけれども、やは

りこの数はかなり多いというふうに、高く評価できる数だと感じます。それと

同時に、この館のここ数年の動きを見ていると、利用者の年齢層を増やそうと

いう努力が非常に顕著に見られるんですね。特に親子連れ、小さいお子さんと

お母さんを対象にしていくだとかそういう部分は、やはり日本国内の博物館の

中では、かなり特筆される動きなんだろうと思いますので、これから審議事項

の中に入っていくのだと思いますけれども、例えばこんな博物館活動をしてほ

しいということの中で、今後、この前のあるべき姿の中での論点の一つとなっ

ていた、人々が共感し合える博物館の、その人々の中身を掘り下げようとする、

そういう努力がかなりあったんじゃないかと、伸ばしてほしい点だというふう

に痛感をしております。 

 それと、年齢層ということと同時に、たしか王子総合ですか、そういう総合

系の都立高校との交流を進めているとか、それから今後、例えば特別支援が必

要な子どもたち、そういうところにきちっと視野を持った形で活動を展開され

ているようにも見受けられますので、数の内側のその評価、エビデンスとして

の数は非常に重要なんですけれども、そこのところの質的な検討をきちんと進

めつつ、今後を見据えた活動展開の計画をつくっていかれるといいかなと思っ

ています。それが十分できる舞台が確実につくられつつあると思います。意見

ですけれども。 

 

【会長】 ありがとうございました。こういうことで特になければ、今度は次

の議題に入らせていただきたいんですが、よろしゅうございますか。 

 

（異議なし） 

 

【会長】 では、２番目の議題に入らせていただきたいと思います。２番目の

議題は、これからの博物館についてということであります。よろしいでしょう

か、これは非常に、よその博物館でも余り議論をされることはないんですね。

今までやっていることで終わりですというのが精いっぱいであって、これから

なんてでかいことは考えていない。それを先に見て、この北区がやるというの

は、やっぱりゆとりがあるということの一つのあらわれじゃないかと思います
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が、そういう点で、私はちょっと今、いろんな博物館を見ながら気になってい

ることが一つあるんです。 

 多くの博物館は、昭和の40年代の初めのころからずっとたくさん博物館がで

きました。できて、そのころに入っている学芸員の人たちも、そろそろ定年を

迎えるというような時期に来ておりまして、そういう点では、例えば北区の博

物館も学芸員がいつまでもいるわけじゃなくて、いずれは交代することになる

だろうと思うわけなんですが、最近、一番博物館の要である学芸員という専門

職、その人たちが、今までみたいな勤務の体制じゃなくて、５年契約とか、契

約職員みたいな感じで採用されるケースが結構多くなってきている。普通、博

物館は５年たつと、博物館に入ってこれからというときにやめられるという人

が結構ある。これで本当に博物館の運営というものができるんだろうかという

疑問を、実は私、持っているわけなんですけれども、そういうことを頭に入れ

ながら、次に続くような人事配置をちゃんと行った上でこれからの博物館とい

うものを考えないと、せっかくいい皆さんのご意見をいただいても、それは絵

に描いた餅で終わっちゃうと。是非そうならないように、ひとつ館長さんを初

め皆さんにそれをお願いしておきたいなというふうに思います。 

 それでは、早速本題に入りたいと思います。まずは事務局からでしょうか、

ご説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは、議事の二つ目の、「これからの博物館について」に関

しまして、ご説明させていただきます。 

 お手元の資料、Ａ４の表裏、２ページになります、「これからの博物館につ

いて」、そして、参考資料としまして、「これからの北区飛鳥山博物館のある

べき姿」の二つございます。 

 まず、これから検討していただく事項の趣旨でございます。お手元の資料に

もお示しいたしましたが、当館は、平成１０年に開館しまして、もうすぐ開館

２０周年を迎えるところでございます。その中で、平成１７年に博物館のあり

方をまとめて、さまざまな課題をクリアしてまいりました。ただ、博物館のあ

り方そのままでずっと続くわけではなく、その段階段階を経まして見直しです

とか、社会情勢ですとかを見ながら、検討していきたいというふうに思ってお

りまして、平成２４年度から平成２５年度にかけまして、１０年後の博物館の

あるべき姿につきまして、ここ、北区飛鳥山博物館運営協議会におきましてご

検討いただきました。これをまとめたものが「これからの北区飛鳥山博物館の

あるべき姿」という参考資料でございます。その平成２４年、平成２５年度か
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ら、さらに今、５年を経過してきたところでございます。そこでさらなる検討

を重ねましてよりよい方向へ進めてまいりたいと思いまして、この平成２９年

度の運営協議会と、それから平成３０年度の運営協議会を通じまして、皆様の

ご意見を頂戴いたしまして、まとめていきたいと思っております。 

 全てにおいてご討議いただくということは難しいと思いますので、特に重点

的に考えております２点に関しましてご討議いただければと思っております。 

 そこで検討の流れでございますが、平成２９年度第１回、今回は、こんな博

物館活動をしてほしいということで、①グループ活動と博物館との関わりに関

する活動、もう一つが、②学校教育と博物館との関わりに関する活動、この２

点につきまして、フリートーキングという形でいろいろと皆様のご意見を頂戴

できればと思っております。そしてそれを踏まえまして、次回、第２回におき

まして、実現に向けての課題等は何かというところをまとめまして、そこでま

たご意見を頂戴できればと思っております。 

 さらに、年度はかわりますが、平成３０年度に、課題を解決するためにはど

のような方法があるのかという検討をさせていただきまして、平成３０年度内

にまとめるという、このような流れになるかと思っております。そこで、今回、

こんな博物館活動をしてほしいということで、ご討議をお願いしたいと思いま

す。 

 内容につきましては、参考資料に「これからの北区飛鳥山博物館のあるべき

姿」の３ページをご覧ください。参考資料の３ページ目に「（４）人と人とが

共感しあえる博物館」とございます。「博物館活動を通じて、人と人とが共感

しあえる北区飛鳥山博物館をめざします。各種講座等の博物館活動に集った人

たちが地域の歴史・文化を、実物資料を通じて学び、知的感動や共鳴・共感を

ともにできる場としてのグループ活動のきっかけづくりをしていきたいと考え

ます。そして各種グループ活動が博物館活動の一翼を担っていただけるように、

学芸員が支援を行い、また学芸員との緊密な連携を志向いたします」というふ

うに提言しております。その中で、「たとえば、多様なグループの結成・友の

会設置・ボランティア育成など」が考えられますが、その中で取り組んできた

ものもございます。まだ取り組んで実現に至っていないものもございます。こ

のような視点から、まずはグループ活動と博物館との関わりに関する活動とい

うことで、ご討議いただきたいと思っております。 

 また、２番目の「学校教育と博物館の関わりに関する活動」についてですが、

参考資料の２ページ目に書かれております。参考資料の２ページ目に「（２）

共感の場を生み出す博学連携」とあります。「今後も、より博物館と学校が向
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き合い、子どもたちに共感と感動をあたえる場をより深めるために、学芸員と

教員が相互に知恵を出し合い、資料を介在したさまざまなプログラムを作る場

を志向いたします。これらのプログラムを通じて教員に博物館の存在価値を知

っていただき、その資源を学校で活用できれば、学校現場での地域学習の機会

も拡充し、延いては学校から家庭・地域、海外にも共感の輪が広がります」と

いうふうに提言させていただきました。そして、「たとえば博学連携委員会の

見直し・教員向けワークショップの開催・多言語対応常設展示リーフレットの

製作など」が考えられます。その中で実現いたしたところ、それから、これか

らさらに拡充を図っていきたいところ、そういったところもございます。また、

このような中で皆様のご意見等を頂戴できればと思っております。 

 これからの博物館について、資料の２ページ目でございますが、参考を挙げ

させていただきました。既に取り組んでいる活動ということで、①のグループ

活動と博物館とのつながりに関する活動におきましては、例えば前回もご説明

させていただきました、考古学サポーターズメンバー等の取り組みでございま

す。リピーターの方々で結成して、担当者とともに講座を考え、そして実施し

ていくというようなことを取り組んでおります。また、②学校教育と博物館と

の関わりに関する活動ですが、「来て、見て、さわって！昔の道具」を行って

おります。ただ、前回、D委員からお話がありましたとおり、学習指導要領の

改変に伴いまして見直しを図らなければいけないと感じるところでございます。

そういった点も鑑みまして、皆様から、どういう方法がいいのか、いろいろな

ご意見をいただければと思っております。また、出張授業、体験授業、その他

のものも行っていく必要ではないかと思っておりますので、ご討議のほど、よ

ろしくお願いします。私からは以上です。 

 

【会長】 ありがとうございました。それでは今の事務局の説明に関して、皆

様からご質問とかご意見といった形でご発言いただければと思っています。ど

なたでも結構ですが、いかがでしょうか。ではE委員から口火を切ってもらえ

ますか。 

 

【委員E】 グループ活動と博物館とのつながりに関する活動と、学校教育と

博物館の関わりに関する活動ということで、非常にこの博物館のこれから、今

後やはりこの土台を踏まえた価値を高めていく、人のつながりの中で、使い込

まれる博物館を目指していく、もうできている部分もあるんですけれども、そ

れをさらに展開していくための議論なのだというふうに了解をしております。 
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 そのことを前提に考えていくと、例えば今後のサポーターズメンバーの事例

が紹介されておりますけれども、これを他の領域に広げられないかという検討

というのはひとつ可能だろうというふうに思います。考古学だけではなくて、

歴史、それから民俗、そういう部分、あるいは自然史もそうです、地域の自然

をどういうふうに考えていくかという。 

 今「ブラタモリ」という番組が非常に人気で、知り合いの学芸員もたくさん

出てくるので見てて嬉しいんですけれども、ああいう活動をやっていくと、や

はり人文地理的な視野とか、あるいは地域を自然の観点から見る目というので

すかね、そういうことが養われていって、それは先ほど鈴木学芸員さんからも

お話があった新学習指導要領の中で求められている、21世紀型教育の基板を支

えていく力の一つというふうに考えておりますので、そこの可能性がないかと

いうことが一点です。 

 それから、学習指導要領の兼ね合いで言うと、これはD委員のご専門なので、

後でご発言いただければと思うんですが、アクティブラーニングだとか、新し

い教育方法、今回の学習指導要領が記述を要している、かなりそういう部分で

の記述が厚くなっている、チームワークとかですね、そういう意味では、学校

に関しても地域社会とのさまざまな教育資源とのかかわりの中で、チーム学校

というような考え方に倣ってこれから展開されていくということになると、学

校とチームを組みながら地域教育を推進していくということの中で、博物館は

どういう資源提供をしていけるかというようなことも非常に重要なのだと思い

ます。 

 もう一点だけ申し上げたいと思うんですけれども、学校といったときに、先

ほども申し上げたのですけど、日本の博物館の弱点の一つが若年者層というの

でしょうか、子どもたちの博物館体験が少ないと。これは日本人の博物館ライ

フサイクルを考えると、大体小学校の中高学年で初めて学校の先生に引率して

いただいて博物館に見学に行く。それが一歩進んで、今度は学芸員が出前授業

を始める話になっています。ここから先、例えばもうちょっと若年層、アメリ

カでいうとチルドレンズミュージアムいうことになるんですけれども、例えば

幼稚園、そういうようなところと連携できるような活動というのは必ず役立つ

というふうに思いますし、先ほど申し上げた特別支援学校の子どもたちに対し

てどういう活動、あるいは支援ができるかというような視野の広げ方していく

と、なおかつこの博物館のユーザーの層が広がって厚みが増して、価値が高ま

っていくんじゃないかというふうに思っております。 

 ですので、体験学習や、それから実物を基としたさまざまな経験、これの有
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用性ということはかなり前から認識されているんですけれども、これをもう少

し幅を広げる形で、現在のさまざまな教育課題に資するような形で展開してい

かれるといいのではないかというふうに思いますが、ぜひ区民の皆様に、考古

学サポーターズメンバーとか、これまでの活動に関してどういうような評価を

されているのかということも、聞いてみたいところなので、ぜひご発言をお願

いしたいなと思います。 

 

【会長】 最初に口火を切っていただこうと思ったんですが、最後のまとめに

近いような感じでいろいろとお話をしていただきまして恐縮しております。 

今、E委員からお話がありましたけれども、いろんなことに関する皆様から

ご意見を頂戴して、それを参考にしながら議論を深めていくというような形を

とりたいと思います。何かご意見、参考意見等がございましたら、どうぞ遠慮

なく。ではお願いします。 

 

【委員C】 これからちょっと北区観光ボランティアガイドという視点から、

学校教育と博物館のかかわり方というのと、地域学習の機会の拡充という視点

から、ちょっと３点ほどお話ししたいと思うんですけれども、１点目は、じゃ

あ私たちがこの地域学習の機会の拡充はどういうことをやっているのか、それ

から、２点目は、それはどういう仕組みなのか、３点目は、飛鳥山博物館とそ

れがどういう関わりがあるのかということなんですけど。 

 まず１点目なんですけど、小学校、２校なんですけれども、滝野川もみじ小

学校、それから柳田小学校の３・４年生に対して、３年生は座学でその小学校

がある地域の歴史や文化、当然古代からですけれども、それについて座学で７

名から８名ぐらいのグループをつくっていただいて、その中に私たちが入って、

そういう話をする。４年生は、実際にその学校の地域の外に出て、具体的に子

どもたちの周りにあるいろんなものが視点をかえるとこういうふうに見えるん

ですよとか、遊んでいるところが歴史という断面を通ると全然違うものに見え

ますよと、そういう活動をしている。 

 じゃあ具体的にどういう具合になるかというと、今日目にしたんですけど、

北区の歴史の始まり、これは中央図書館さんが出されて、飛鳥山博物館さんも

これまで協力されている、これが既に小学校３年生、４年生の共通の教科書と

して、私たちと、先生と、それから子どもたちの共通の学習でどこまで使って

いくか。 

 ２番目はこの仕組みなんですけど、残念ながら、校長先生と私たち、個人の
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つながりなんですよ。要するに、私たちは北区の行政に属している。学校は教

育委員会なんですけれども、そういう組織対組織のつながりじゃなくて、あく

までも校長先生と私たちという個人のつながりなので、校長先生がもし動いて

しまうと、それが継続できるかどうかという保証は、残念ながら全然ない。じ

ゃあそれを今度はどうしていこうかということは課題としては残っています。 

 今度、飛鳥山博物館との関係でいうと、まずこれから、大変ありがたいとい

うふうにはなっているんですが、もう一つは、例えばこれからの課題と王子田

楽。王子田楽だと、私たちは、子どもたち、滝野川もみじ小でもそれから柳田

小でも、地域の歴史の一つとして、王子田楽、王子神社ですか、有名な踊りな

んですけれども、田楽踊り、それを教えているんですけれども、中央図書館で

は出張で王子田楽を、王子小学校でやっている。飛鳥山博物館は、文字通り展

示をされているし、映像もある。我々は残念ながら映像はないわけですよね。

そういった形、広い連携が何かとれないかなと、それがちょっと、本来的に言

えば、そういうボランティアも、まとめるボランティアコーディネーターがい

ればいいけど残念ながらいないので、そうした広がりを何かできないのかなと

いうのが、今の私たちの気持ちです。以上です。 

 

【会長】 非常に大事ないろんな点をご指摘いただきまして、本当にこれは真

剣に今のお話を形づくるような、今のでいうと例えば個人的なつながり、校長

と、事務レベルで、あくまでも人が切れちゃえばそれでおしまいになっちゃう

という、非常に不安定になっているといいますから、これはある程度継続的に

やっていくにはどうしたらいいか、考えていく必要がありますね。ぜひここも

真剣に考えていく必要があると思うんです。 

 次に、どなたかございませんか。 

 

【委員A】 まず、発言させていただこうと思うときに、一番最初に思うのは、

絶えず北区飛鳥山博物館は、前向きで、どういうふうに改善しようかとか、常

にいろいろ問題意識を持たれて、いつもすばらしいと思っているのですが、そ

れにああいうふうにやったら、こういうふうにやったらと、こちらから思った

ときに適当に申し上げてしまうと、学芸員さんの負担がふえるばかりで、オー

バーワークになっちゃうんじゃないかと、それをすごく気にしながらいつも発

言をさせていただいています。 

 そういう気持ちで、余り言い過ぎないようにということで、ちょっと発言さ

せていただければと思うのですが、今までにも、ここ数年委員をさせていただ
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いて、このこれからの博物館についてということで、さまざまな課題をクリア

してこられたというふうに書いておられるんですね。生涯学習的な視点で、生

まれるところから晩年までですねというような、そういう非常に長期的なとい

いますか、生涯的な視点も持って、実際にそういうテーマの展示もつくってこ

られているということもありますし、国際化ということが問題、テーマ、お題

となったら、そのパンフレットも非常に国際的なものというのをつくってこら

れましたし、その仕組みもまた、参加論のベースにありますけれども、考古学

サポーターズというようなものをですね、次々と本当にクリアしてこられてい

て、これからまださらにどういうふうにというので、すごく申し上げにくいと

ころがたくさんあるんですけれども、例えば、きょう傍聴席を設けておられて、

自発的には今日はおられないんですけど、例えば、博物館さんのほうに、具体

的に学芸員さんのほうに負担にならないような広げ方の一つとして、私今、皆

さんのお話を伺いながら、博物館の博がありますよね、学校の学、教育の教で

もいいと思うんですけど、区民の方の民がありますよね。 

 それから、そのほかに、例えば産業、例えば商店街の方とかそういうような

方とのつながりというのも、台東区の上野のあそこら辺の博物館関係のところ

は、商店街と非常に密な連携を持っておられますよね。なので、そういう商店

街の方をご招待すると。それで、ご招待して、例えばパンフレットとかそうい

うものを提供させていただいて、ある種の負担にならないようにして、こうい

う運営協議会に見てくださいということで、いろんな商店街のグループがある

のか、私はよくわからないのですが、そういう方々の代表の方々ですね、それ

ぞれいろんなアイデアとかチャンネルを持っておられると思うので、そういっ

た方々をご招待するというのも一つかなと思ったりしました。 

 それからもう一つの、学校とどういう組織のつながりを広げていけるかなと

いうふうに思ったときに、さっきおっしゃられたような観光などで、観光業者

の方とか、あるいは観光行政、いろいろ立場がおられると思うんですけれども、

そういう方々はオリンピックも視野に入れながら、この北区飛鳥山博物館もそ

こに何か積極的に加わることというのも、観光関係の方々からのご提言がある

かもしれないので、そういう方々を次回ご招待するとか。 

 一つのキーワードは観光の観ですね。それからもう一つのキーワードはどう

いう漢字がいいかなとちょっと悩んでいたのですが、高齢者とか、老というと

ちょっと、私も高齢者ですから、余り気持ちのいい言葉があるかどうかなんで

すけれども、例えば、デイサービスみたいに高齢者の方がやっぱり外に出て、

お宅にずっとおられるのではなくて、外に出ていろいろつながりを持ってとい
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うことでやられていますけれども、そういうところも博物館活動の中に何かで

きるんじゃないかな、新しい活動として、やっぱり高齢者の方の積極的な生活

の拡大といいましょうか、いい言葉がちょっとないんですけれども、そういう

ようなところにも、博物館がいろんな力を出せるんじゃないかと。 

 ちょっと長くなって恐縮なんですけど、私が所属している人類働態学会とい

う学会がありまして、働態は働くに態度の態なんですね。働き方を研究する会

で、自分のところを申し上げて恐縮なんですけれども、６月17、18、19で、

ちょっと学会が名古屋でありまして、そのときに、富山県の取り組みというも

のがあって、高齢者の方に、まちに出ていただこうと。歩くための、転びやす

いからこういう車を作ったらとかいうような業者の人たちと組んだり、そして

その広場でいろいろ祭りをやったりということで、商店街を含めて、まちぐる

みで、まち興し的に今運動が広がってきている。問題点は何かというと、金の

切れ目が縁の切れ目というようなことで、やっぱり失敗事例もたくさんありま

す 。 た だ 、 小 さ い 成 功 事 例 を 積 み 重 ね て い く と い う こ と で 、 や っ ぱ り 市 民 の

方々のいろんなグループの代表の方が積極的に参加されているというのが一つ

の成功事例として報告されていました。そういうことで、いろいろまだこの運

営協議会にいろんな方々が入ってくださって、いろんなそれぞれの立場から意

見を言ってくださって、すごい組織がありますので、これをもう少し違った角

度から広げられるんじゃないかなというのが一つです。 

 それからもう一つは、会長がおっしゃられたように、やっぱり一番これから

の博物館活動の現状についても、予算の問題と、それから人の問題だと思いま

す。そのために学芸員が前に出る、ここだから言いにくいなと思いつつなんで

すけれども、もう手いっぱいでいろいろやっておられるんですけど、その前に

出るというのはどういう意味かというと、いろんな講座をやられて、その受講

者の方にはお顔が親しみやすくなっていると思うんですけれども、いろんなと

ころにもっとお顔が出て、学芸員の顔が出て、宣伝になればと思うのと、それ

はそれでちょっと言いたいことがもう一つあるんですけど置きまして、行政の

ほうにも、課長さんだけが行かれるだけではなくて、こういう企画があるんだ

けど、行政のほうでどういう応援ができますかみたいに、下心としては予算を

つけてほしいということですね、行政の方で持っているチャンネルでというこ

とで手伝ってほしいとかというようなことも、しょっちゅう行政側に学芸員さ

んが顔を出して、そういうチャンネルをつくるというのも、一ついいのかなと

思ったりしました。 

 それから任期のほうも、これは５年と決まっちゃっているので、それで満足
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ですよということじゃない部分がおありだと思いますので、こういうところは、

特別展でもう少し別な考え方はありませんかとか、何かそういう働きかけはな

さっていかないと、やっぱり共通の整理の仕方ということがありますでしょう

から、博物館はやはり専門職ですので、学芸員は専門職ですから、そういう点

で、少しそういう任期もいろんな考え方でつなげていけるような形のことを行

政で考えていただくというような働きかけも、今後の博物館活動にとっては大

事なのかなと思います。 

 それから、具体的なものとして、幾つか思いつくところがあるのですが、余

り私だけしゃべってもいけないので、一つこういうのはどうかなと思うのは、

例えば、縄文土器を一緒につくるとか、いろんな、単発といったら失礼かもし

れませんが、一つひとつのテーマについてありますけど、夏休みとかそういう

ところを利用して、例えば丸々１日、あるいは１泊２日くらいでずっと全部縄

文人になってみるとか、それも常設展がありますので、律令制度のときのそう

いう係りとか、お米を納税してきた、いろんな町民というか、農民の役目をや

ってみるとか、丸々１日体験みたいなものというのも、何人かの委員の方がお

っしゃってくださったように、やっぱり子どもたちにとっての深いインパクト

になるんじゃないかなと思いました。 

 ちょっと長くなって申し訳ありません。 

 

【会長】 ありがとうございました。身の回りに考えてみると、いろんなやり

方があるんだなと、ちょっと今、A委員にご指摘いただきまして、これも今後

生かすために非常に重要な、改めて、こういうところも重要だったんだなと今

おっしゃられたような気がいたしました。ありがとうございます。 

 では、F委員のほうからお願いします。 

 

【委員F】 金の切れ目が縁の切れ目とおっしゃいましたけれども、行政から

お金をいただこう、いただこうと思っても、なかなか渋って出してくれません。

そういうときに、B委員が、前回のときに、お土産売り場をもっと活性化した

らどうかとおっしゃいましたので、私が考えました拙い考えですけれども、浮

世絵を、あの何十枚からいただいて、あれを自分で塗り絵にしてみたら、私だ

ったらこういう色にしないでこうしてみるんだけどなと思ったことがあるんで

すね。それで、ちょうど今年の、前回でしたかしら、北区のこの博物館の、夏

の子どもたちを集めて何とかするような計画に、というときに、塗り絵という

のが出ていたんです。それで、それは子どもたちばかりでなく、老若男女を問
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わず。そうしますと、あれはなかなか痴呆症か何かに役に立つとか、それから

心を解放していいとか、割合といいこと尽くめがあって、あの浮世絵を白にし

て、それで自分の心で描いてみたらどうでしょう。そして上手にできたらこの

ところにも張っていいし、表の展示室にも張ってあげますから、いかがでしょ

うというと、何も見に来る入場料ばかりじゃなくて、あそこに入るだけで人は

動きますから、そうすると、何となく下(常設展示室)にも行ってみようかなと

いう人も出てくると思いますので、そんなふうな考えはいかがでしょうか。 

 

【会長】 そうですね、今の塗り絵一つにしても、言われてみると、私もかな

り認知症に近づいてきているものですから、そういうことでひょっとしたらと

いうような希望を持てるような、そういうような感じを受けましたけれども、

本当にそういうことを一つひとつ取り上げるのも、大事なことだと思います。 

 

【委員F】 すみません、ついでに、デイサービスや何かに送り込んだらいい

と思うんです。いかがでしょうね、そういうのも。デイサービスってございま

すよね。ああいうところで歌ったり踊ったり、いろんな何だか番組をやってい

らっしゃるようなんですよ。私もちょっと行ったとき、いかがですかって、今

は私の趣味じゃないので入らなかったんですけれども、ああいうところで塗り

絵とかそういうのをやって、折り紙とか、切り絵とかというのをやっていらっ

しゃるようなので、そういうときに、いかがでしょう。それで、たくさんのも

のを高いお値段でと思うと嫌がられるので、何枚か、ちょっと少なくして、お

値段も２００か３００のところで、回数を来ていただくようにして、これ終わ

ったからまた行こうかな、１００円だからいいわとか、２００円だからとか、

ちょっと凝ったものだと２００円にするとか、そういうふうな段階をつけたら

いかがでしょう。ちょっと商売っ気があるのも面白いかなと思います。 

 

【会長】 ありがとうございます。かなり具体的なお話をいただきました。本

当にありがとうございます。 

 そのほかの方、ございませんか。G委員さん、何か。 

 

【委員G】 ちょっと私、行政出身で、先ほどお金の問題で、区長部局との関

係とか、薄々わかるような気もするんですけれども、まずこういった議論の前

提に、予算的にはこの四、五年どうなのかなというのが一点。趨勢としては漸

減傾向にある中で、いろんな話をされても、多分できることも少ないというこ
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とが予想されます。 

 あともう一点は、関西の博物館なんかは指定管理ということで、よく文化財

団なりに指定管理をして、大きく博物館の質が変わったみたいな話をきいたこ

とがあります。その区長部局との、ある種の意向の中で、そういった予算的な

話と、人の話もありますけど、学芸員さんの人の配置も含めて、あと、今ほと

んど図書館とか行っても、区の人はいないんですよね。もう指定管理ですから、

区の職員はいないんです。受付に行っても区の職員は誰もいないような状況に

なったからです。そういった中で、北区としては、博物館は将来的にどうなる

のかなということがおわかりでしたら、お答えにくいようでしたら結構ですけ

ど、前提としてそういうお話があるのかなと思いました。 

 それから、この本題の中で、活動と博物館とのかかわりの中で、例えばとい

うことで、文化財保護ということ、保護も博物館行政の中には入っているとい

うことが書かれていましたので、ちょっとそれに関連して一言言わせていただ

きたいんですけれども、私、建築出身で、たまたま仲間から、古民家調査に入

るので見に来てくれと、見に来ないかという声がかかったんです。それで行く

と、大正ぐらいから昭和初期ぐらいの住宅の、外国風だったり、純和風だった

り、昔ある種事業に成功した方の住宅か何かを見せてもらって、ところがそれ

はもう来月壊すと、そういうような話の中で見に行くわけです。それでいろい

ろお話を聞いてお話をさせていただくと、そこに六、七十年住んでいる方に対

して、ここはすごいですねと言うと、初めてびっくりされるんです。この天井

はすごいですねとか、この仕事は今じゃなかなか大工さんもできませんよみた

いな話をすると、その長年住んでおられる方もびっくりするような話がいろい

ろ出てくると。ある種建築の専門の方が行くので、そういう話もできるんでし

ょうけれども、それはやはり地域の財産なりで、それでたまたまうまく、ちょ

っと前のおそば屋さんの建物が残ってきたのが、おそば屋さんとか銭湯とか、

ちょっと前のライフスタイルを現しているような建物が、今、ほぼなくなりつ

つありますよね。それがたまたま残っていて、今、カフェということにリノベ

ーションして、それが地域のある種、社会教育的な活動に使われるみたいな動

きが出てきておりまして、面白いなと思ったのは、その空間自体を活かすこと

によって、昔を学習するみたいな効果はもちろんあるんですが、それを今のス

タイルで、事業ですから当然ボランティアではなくてそのカフェでちゃんと営

業しながらそういった建築を維持すると。 

 たまたま、そこはおそば屋さんの話でしたので、２階は当時地域の宴会場だ

ったわけですね。ですから大広間があった。ただカフェとしては使いきれない。
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そうすると、夏休み、子どもの寺子屋になっているんです。それを子どもが来

て勝手に使っていいよと、勉強していいよというような空間の使い方をしてい

たりしています。生涯教育の方で言っている居場所づくりですよね、子どもが

行く場所がない、青少年が行く場所がない。我々もそうですけど、これはちょ

っと地域の中である種リタイアした人たちが行くような場所が、実際、居場所

づくりという活動があって、そこでいろいろ活動されると。地域の問題を話し

合ったりするということで、そういう建築などにも、ちゃんとそういったもの

にリノベーション、生かしていく必要があるのかなということです。 

そこで博物館の話に戻りますけれども、文化財なり、博物館行政なのか文化

財行政なのかよくわからないですけれども、登録有形文化財なりの、北区の中

で、どの程度ある種一定価値がありそうなものが残っていて、それを把握され

ているのかどうかということと、それを、住まい手もご存じないと、それだけ

の価値があるというものをご存じないということも多々あるので、そういった

ものに対してのアプローチなり働きかけなり、登録有形文化財にしましょうみ

たいな、そういったことは博物館行政としてはされるのか、よくわからないで

すけれども、ちょっとおわかりでしたらお答えいただきたいなと思います。 

 

【事務局】 お答えできる範囲でお答えします。まず、予算面については、全

国的にやっぱり博物館行政の予算が厳しいというのはよく全国の会議に行った

りしてもお聞きをしている中で、北区の場合、特に生涯学習の博物館ですとか

図書館に対する予算については、しっかり現在も確保され続けているものと思

っております。 

 その中で、法律改正によりまして、指定管理の話が行政に相当入ってきたと

きに、やっぱり一応庁内でいろいろな検討をいたしました。北区としては、博

物館と図書館については、本質的なところは全部民間に出しちゃうのはよくな

いということで、指定管理の道を選んでおりません。ですから、窓口とか、あ

る程度、ここもそうですけど、一定の基準でサービスを落とさないでできる範

囲については、業務委託という形にしておりまして、本来、博物館が考えてい

かなきゃいけない部分につきましては、学芸員が正規職員のままで、本質的な

ところの仕事はしております。図書館なども、例えば本を選んだりとか、レフ

ァレンスをしたりとかという図書館の本来の業務のところは職員がいまだにつ

いているということで、教育委員会として、区長部局等と調整の上、そういう

形で今のところ来ておりますので、すぐに何かそういう意味で体制が変わると

いうことは、今のところ考えておりません。 
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 ただし、過去に委員からもお話のあったとおり、例外にもれず、学芸員さん

がそろそろ定年に差しかかっている方が、だんだん出てくるわけです。その後

をどうするかというのが、ここ５年後あたりを考えたときに大きな課題になっ

てきますので、そこをどういう雇用関係にしていくのか、そういう意味では、

切実な課題でございます。 

 

【事務局】 建築関係の調査につきましての、博物館といいますか文化財関係

の現状をお話ししますと、平成10年ごろに、悉皆的な調査、専ら目視によりま

して、古そうな建物、そういったものが北区内にどのぐらいあるかというとこ

ろを、まとめてはございます。その中で、たまたま商店だったりして、お話が

伺えたところに関しましては、何年ごろ建てられたのですかというような、簡

単なメモ的なものを含め調査票にしたものはございます。プライバシーの問題

もございまして、全てオープンというわけにはいかないんですけれども、そう

いったものは一度させていただいております。ただ、深い調査ですね、１軒１

軒細かく何年ごろですかとか、改築はしましたかというような、少し密な調査

に関しましては、正直なところ、十分にはまだ行えていない所です。 

 建築のことで申しますと、今北区の中で、区の指定が２件ございます。東京

書籍東書文庫という昭和初期の建物と、それから博物館で管理してございます

旧松澤家住宅という建物です。 

 東書文庫の建物に関しましては、現在、教科書図書館という形で、東京書籍

さんが所有されていますので、内容についてああしてくださいという言い方は

難しいところではございますが、建物については、指定文化財としての価値を

保っていただけるようにということで、お願いはしてございます。ご存じの方

もいらっしゃると思いますが、そこにおさまっています近代教科書関係資料と

いうものが、国の重要文化財になっておりますので、かなり文化財としての、

建物の使用につきましても意識の高い所でございますので、いろいろお話しし

ながらご協力いただいています。 

 旧松澤家住宅に関しましては、これもご存じのように、公開して、活用しな

がら文化財として保護していくという建物でございます。ボランティア組織な

どもございますので、そういったボランティアの皆さんと区民協働という形で、

古民家での事業展開をしております。ただ建物として傷んだりしているところ

は、文化財として適切な修理をしながら保存するという形になっております。 

 リノベーション等のお話も出ましたけれども、この近くですと台東区さん、

谷中ですとかを中心に、普通の商店がリノベーションでカフェになっていたり、
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もともと喫茶店だったところが、世代交代でもう後継者がいなくなったところ

にＮＰＯ的な方が入って、そのまま喫茶店を続けていくというようなリノベー

ションの事例もかなりございますが、北区の中で積極的に博物館のほうからリ

ノベーションをしませんかというようなことは、経済的な部分も含めまして、

簡単にじゃあお願いしますというようなこともできませんので、そこまでは踏

み込めていないというのが実情でございます。 

 

【委員B】 たまたま見ていまして、地域ブロックごとの文化財保護推進員、

あるべき姿の、３ページの２行目に、こんな博物館活動をしてほしいという事

例として、文化財保護推進員というのがあります。 

そこで、もちろん博物館がカフェをやりましょうというのは無理な話という

か違う話なので、基本そういった文化財を残すためにはある種の裏打ちは必要

で、それは事業としてはカフェなり何なりなんでしょうけれども、ということ

で、それの最初の価値を見出す役割が、やっぱり博物館にあるのではないかと

思います。その価値を見いだし、関係者に伝える役割があるんだろうと。それ

が私なりに勝手に解釈すると、この文化財保護推進委員とか、そういった活動

の一つに入るのかなというふうに考えます。 

 谷根千でも、今いろんな活動をされていますけど、あそこでは建物を基本的

に地域が守っているわけですね。地域がいろんな建物を残して、平櫛田中さん

の住宅とか、いろんな建物が、もうボランティア活動というか、お掃除までし

て、地域の中で活動して守っているということですが、そこはやっぱり、最初

の博物館としての位置づけなりマーキングなりをする必要があるのかなという

ことです。 

 あともう一点、一番最初の話に戻りまして、多分、博物館行政というのは全

国的に見て今後かなり厳しい状況になっていくだろうというのが推測されて、

そうした中で、やっぱり社会教育の中の、北区の中でも、図書館があって、専

門委員さんがおられて、それからもう一つは文化センターですか、あと生涯教

育の指導、社会教育主事さんがおられて、その方たちと、やっぱり基本的には

連携をうまくとりながら役割分担をしながらやっていかないと、将来的に博物

館だけ社会教育をやっていきますみたいなことは、なかなかきついのかなとい

うことと思います。 

 あともう一つは、地域ですね、地域にやっぱり今回のグループ活動とのかか

わりという中で、地域でのネットワークを組んで、ある種、今まで博物館はを

具体的にというか、地域を記述してきた、書いてきたのを、どちらかというと
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地域を編集する時代になっていくのかなという気がします。一歩下がって、地

域の方々が舞台に出られるような場面を博物館が主体的につくる役割なのかな

というようなことを感じております。以上です。すみません、長くなりました。 

 

【会長】 今、いろんな点でご指摘を受けたんですけれども、例えば今言った

博物館の運営協議会が生涯学習の一環として博物館がありますね。その社会教

育とか、いろいろありますけれども、そういう中でみんな個々で何かやってい

るというような意識があります。これは北区の中でそういう生涯学習がどうあ

るべきかという考え方に、やはりお互いに理解し合えるような機会もあって、

それでもって同じ方向に向かってやるようなことをご指摘を受けましたけれど

も大事なんじゃないかと、そのように感じました。ありがとうございました。 

 それから、学校関係のほうから、これについての何かご意見がございました

らお願いしたいと思います。 

 

【委員D】 それでは、学校の代表というよりも、小学校の現状、学校全般の

現状になるのでしょうか、という点と、それから、新指導要領、今月出ました

けれども、それを見たときに、ほぼ確定かなと思うのですけれども、その中か

ら少しお話をさせていただきたいと思います。 

 一つ目が学校の現状、今、学芸員さんも相当忙しいと思うのですけれども、

学校のほうも確かに忙しいです。というのは、やはり教育課題と言われる外国

語の授業、それから道徳が教科化になりますし、ほかにも防災教育、健康教育、

食育、あとは体力向上、そして薬物乱用防止教育と、まだまだ挙げろといえば

切りがありません。そういうものが一つずつ全部学校の中で指導しなさいよと

いうふうな形になってきています。とてもじゃないけど時間が足りません。で

すから、それが指導要領にある教科と、いわゆるコラボレーションといいます

か、その中でまぜて指導していかなければならないという、そういう工夫が必

要になってきています。 

 博物館に子どもたちが足を運ぶというのも、その兼ね合いってあると思うん

です。先ほどC委員からありましたけれども、そのための簡略化した手段、校

長が１対１というのも確かにそうなんですけれども、それはなぜかといったら、

そうなると話が早いですので、ですから、担当する教員がどこかにお願いをし

て、そして手続を踏んで、そして子どもたちと打ち合わせをして、子どもたち

のことを学習内容とともに打ち合わせをしてというふうになると、物すごい時

間がかかるんですよね。ですから、そこのあたりは、教員も大変忙しいと思っ
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ています。その中で、それがいかに簡略化されるかということが必要になって

くるのではないかなと思いますし、まだまだ、じゃあ博物館に行く、教科に関

連づけない、学習内容と関連されていないことで博物館に行くというのは、ど

の学校もなかなか難しいのではないかなと。それは今申し上げたとおり、時間

数が限られた中でいろんなことをやらなければならないということというのは、

これは現実にあると思うんですね。 

 それからもう一つは、この昨年度の資料を見てもわかるかなと思うんですけ

れども、区内で「来て、見て、さわって！昔の道具」以外に来館しているのは、

ほとんど王子地区の学校ですよね。つまり近いところですね。私は西浮間小学

校ですから、ここから多分一番遠いんじゃないかなと。なかなか来られないで

すね。そうなると、逆に来ていただくことが大変ありがたいかなと思いますし、

それで学習内容と合わせた教材の提示をしてくださると大変ありがたいなと思

っています。 

 ただ、それに関しても、やはりそういうことができるんですが、その打ち合

わせなり何なりというのは時間が必要になってきますので、じゃあ教員のほう

がそれを１から見つけて、発見してということができるのかというと、なかな

か難しいところもあろうかなと。ですから、逆に言うと、「来て、見て、さわ

って！昔の道具」という企画されたものを提示していただいて、どうですかと、

今、小学校３５校全部来ているものですけれども、来やすいというところがあ

るんじゃないかなと思います。ですからそのあたりを、一緒に企画して、こう

いうのがあるという情報を提供していくというその組織というのがやっぱり必

要なのかなと思います。 

 じゃあそれは、私は小学校、社会科の立場で来ているのですけれども、じゃ

あ社会科だけでいいのかと思ったときに、小学校の教科でいうと総合的な学習

も入りますし、本当にそうなのかなと、それだけなのかなと見てみると、もし

かすると理科でも博物館、もちろん使えるかもしれませんし、図工・美術とい

う視点もあるかもしれませんし、そうすると、いろんな視点があるんではない

かなと思います。ここにある資源をよく見ると、社会科からだけではなくて、

ほかの教科、領域にまだまだ活用できる点があるんじゃないかなと思っていま

す。ですから、博学連携、社会科というふうに位置づけてやっているんですけ

ど、今は私が出席しているのですが、もしかするともっと広い目で博学連携を

考えたほうがいいのかなとは思っています。 

 といいながらも、指導要領の社会科について言及させていただきますと、今

まで３年の指導要領、ちょっと読み込みというほどじゃないですけど見てみた
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んですけれども、昔の道具のところがどういうふうに変わってくるのかなと。

読んでみますと、昔の道具というのは、人々の生活の移り変わり、それを道具

でどういうふうに移り変わってきたのかなというのを知ろうということだった

んですけれども、それだけではなくなってきているということになります。つ

まり、知識及び技能を身につけるという中で、ちょっと読ませていただきます。   

市や人々の生活の様子は時間の経過に伴い移り変わってきたことを理解する

のですが、その内容として、例えば交通や公共施設、土地利用や人口、生活の

道具などの時期による違い、そういうものに着目して、変わってきたというこ

とを捉えさせなさいという。どういうことかというと、交通が変化したという

のは、市内ですから、区内の鉄道や主要な道路がどういうふうに整備されて、

その整備される前と今とはどうなのかということとか、公共施設、公民館とか

大きな公共施設、それが昔はどうで今現在どうなっているのか。それから土地

利用などもそうですね、工場だったところがどういうふうに変わったかとか、

そういう生活の、それとその生活の道具との関連をはかって、そして昔と今の

違いを見ていくと。大きく言うと、区の様子が変わってきたところに着目をし

てきているのかなと思っています。 

 これがあって、いろんな区の研究会、それから、都の社会科の研究会、どの

ような教材にしていくかというのはこれからになると思いますけれども、やは

り少し、今の「来て、見て、さわって！昔の道具」は必要なんですけれども、

それだけではおさまらなくなってくるのかなとは思っています。これは、また

これから、来年度、再来年度と、我々も研究していかなければいけませんけれ

ども、ぜひそのときに一緒に研究できたらいいなと思います。以上です。 

 

【会長】 ありがとうございました。本当に、我々も今まで博学というと、今、

D委員がおっしゃったように社会科を、委員がおっしゃるようにやっていたよ

うな、そういうイメージがありますけれども、言われてみますと、確かに理科

とも関係あるし、それから美術なんかにも関係がある。そういうふうに幅広く

逆に活用できるようにすることが、博物館に必要な、これからのあり方に非常

にプラスになるんじゃないかなと、何かそういうような感じを受けました。非

常にこれはありがたいご指摘だろうというふうに思います。 

 そのほかに何か。ではB委員。 

 

【委員B】 今後望まれる飛鳥山博物館の姿の意見の６番ですか、外国人にも

わかる博物館、これは前に当博物館で、英語、フランス語でちょっと作ってい



25 

ただいて、私も通訳関係の仕事をしているので、オリンピック関係のお手伝い

をしているので、いろんな会にそれを持っていって、一生懸命宣伝しているの

ですが、本当に日本語を教える学校というのは北区にも随分ございますね。あ

あいうところへ何か話をしてくれなんて行ったときは、そういうこの当館で出

したもののちょっと要約したものを持っていって、いろいろお話しすると、大

変皆さん喜びますよ。何かこの間のお話だと、中国語のほうが何か、北京語と

か広東語とかあるので、なかなかできないとか何とかございましたが、何か江

戸博物館なんかも外国人が行っていますが、中国の方がみんな使って、大変み

んな中国関係の言葉を使う人たちが大いに利用していますよ。そんな考え方で、

やはりこれからオリンピックも近いし、それから何しろ日本は島国ですから、

いっぱい人が来てくれなくちゃ困るわけ。やはり、中国語圏のほうが多いです

よね。ですから、もし何か今、予算の関係、いろいろとお話を聞きましたが、

中国語のほうの何かそういう案内があれば、もうお話し聞きましたが、何かそ

ういう案内があれば、もうできている、この間のときはまだできてないと聞い

たのですが、あれば、何というか、これから何といっても中国圏から来る人が

多いんですよね。それで英語のほうの関係も日本にも随分大勢いるのですが、

やはりそういうマニアの言語がなかなかいないので、大変だと思うのですが、

そんな点、中国語のほうの何かそういうのがあればと思います。 

 それとあと、お年寄り、シニアですね。シニアの方々というのは、金があっ

て暇でしようがないんですよね。こういうときに、女性群が一番お元気がいい

んです。北区へ来ている女性群というのは、他県から来た人が多いんです、み

んな、お嫁さんに。北区に前からいるという女性よりも、今のシニアの女性の

方というのは、埼玉から嫁に来たとか、そういう人が、皆さん多いんですよね。

ですから、意外と子どもはつながりでこういう人のいいところにあるこういう

立派なお店があると聞いて、知らないという人が多いんですよね。ですから私

もいろいろ、そういうシニアの会に出ると、何しろ行ってみようと、そうする

とやっぱり行ってみて、どうだったというと、みんな中身にあるあれもよかっ

たけど、グッズも多くなったと言っていました。それと、食堂が前よりもよく

なったと言っていますよ。 

 ですから、これからは図書館のような、これは博物館のいろんな展示物とか

なんとか、そういうあれも多い、よくしなくちゃいけないと思うんですが、F

委員がおっしゃったような、来る人というのはグッズものとか、そういう食堂

とか、そういうものが意外と関係するんですね、意外と。そんなあれで、三位

一体と申しますか、いろいろ博物館というのは遊び場じゃないから、そういう
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ものをじゃんじゃん公示をしなくちゃいけないと思うんですが、小川さんがお

っしゃったグッズものとか、それから、食堂なんかもよくしていただくといい

と思うんです。実際に来た人にどうだったと聞くと、前よりよくなったと言い

ますよ、食堂も、グッズも。 

 いろんな博物館、私もいろんな関係で、いろんな外国のできている、何しろ

グッズものに力を入れていますよ。やっぱり金が入らなくちゃしようがないわ

けだから。やはり、何か緊縮財政になると、今お話を聞いていると、どうして

も博物館とか図書館とか、一番に減らされるんですよね。ですから、そういう

点、あれですね、三位一体で、やはり博物館のこういういろんな研究とか専門

的なそういう点も大いによくしなくちゃいけませんが、グッズものとか、それ

からいわゆる食堂なんかもよくしていただくと、いっぱい人が来ると思うんで

すよね。私の経験で、行ってごらん、行ってごらんと、来た人の話が、みんな、

よく言いますよ。具体的な話はおかしいんだけれども、そんなことを言うお方

も随分いましたが、いや、よかったなんて。ですからそういう点も考えていた

だくと、我々庶民は、来る人が多くなると思うんですよね。そんなところで。 

 

【会長】 そうですね、今、B委員のお話を伺って、今の確かに博物館は資料

もさることながら、レストランがつかないということで、博物館で食べていこ

うというような。それで日本の博物館というのは、やはり社会教育機関だとい

うことで、かなりいろんな、お酒とかがない。これは当然のことなんだろうと

思って、わずかですけれども、イギリスの大英博物館とかへ行ってみますと、

ビールは飲めるし、本当に随分日当たりがいいんだなと。それで緊張して入っ

ていくと、やっぱり飲んで見ると見方も変わってくるんですね。だから、こう

いうことは決していいとは言いませんけれども、悪くもないなと、そういうこ

とがあるいはあっても、それは法律に違反しないのであれば、そういうことも

これから考えていく必要があるんじゃないかということを、やっぱり思いまし

た。 

 そういうことで、いろいろとご意見頂戴したんですが、まだまだ足りない点

があろうかと思います。ですけど、今回の皆さんからいただいたお話、これを

参考にしながら、またちょっと進めていただければなというふうに思います。 

 まだありますか。 

 

【委員A】 時間があれば。 
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【会長】 まだありますから大丈夫です。どうぞ。 

 

【委員A】 手短にですけど、博物館の活動として、今、私、皆さんのお話を

伺いながら一つまとめたのは、やっぱり人の問題があるので、再雇用制度みた

いな、そういうのをやっぱり博物館側からいろいろ動かれるといいのかなと。

それでもちろん公務員ですから、公務員のそういう法律の縛りがありますから、

公務員以外の財団をつくって、もう一回再雇用という手もあるし、いろんな方

策が、考えれば考えるほどあろうと思うので、そういう行政の方、きょうは残

念ながらおられないんですけれども、知恵を出し合いながらやるというのが、

ひとつ新しい博物館の方向として大事なのかなと思いました。 

 それから、F委員さんが言ってくださったので、すごく私、具体的に自分の

思っていたものがイメージできたんですけれども、いろんなデイサービスの機

関がたくさんあると思うんですけれども、そこに行くと使用料が幾らとか、お

風呂に入ったら何百円とか、そのアクティビティごとにお金がかかると思うの

ですけれども、それを要介護何度ということで、１割負担とか３割負担とか、

そういうふうにいろいろ段階分けされているので、そういう中に、博物館に行

ってこういう、例えばさっきの塗り絵も、具体的な問題はいろいろあろうかも

しれませんけれども、そういうその博物館活動みたいなものも入れるというの

も、ケアマネジャーさんなんかと、一回どういうふうなことができるかという

のを相談する場面があると、そういうデイサービス側もいろんなアクティビテ

ィ、お客さんになるんでしょうけれども、そういう方々がどういうふうにした

ら満足するか、あるいは健康的な意味でも何かできないかということで、いろ

いろ向こうもニーズをお持ちじゃないかと思うんですね。それに博物館が応え

られるというところがあるんじゃないかというのを、今日、ちょっと皆さんの

お考え、意見を聞いて、私、自分なりにまとめたので、少し、今、お話しさせ

ていただきました。 

 それから、安上がりでよさそうな活動はないかなというので考えていたので、

時間があればですけれども、例えば１日館長みたいな、そういうのを例えば３

月３日は女の子に１日館長、５月５日は男の子とか、あるいは小学校の開校記

念日ごとにその学校から来るとか、クリスマスには誰とか、そういう、余りや

っていると３６５日間、ずっと１日館長とかでしょうけれども、すごくそうい

うやり方も、博物館を近く感じてもらうのにはいいかなと思ったりしました。 

 それから、食育だとかいろんな言葉がありますので、ミュージアムのという

ふうに関しての、博育も物育も館育も余りよくないので、ミュー育とか何かま
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た言葉をつくっていただいて、水族館は海育（うみいく）という言葉を一生懸

命宣伝して、使っておられますので、何か博物館の関係の何かいいネーミング

を、これを考えていただくといいのかなと。 

 それから今、将棋がいろいろ話題になっていますから、ＡＩとの関係みたい

なトピックを、ぜひそういう興味を持った若い世代がたくさんいると思います

ので、何かそういうトピック的なものというのもされてもいいのかなと思いま

す。そんなことを思いました。 

 

【会長】 本当にありがとうございました。いろいろ次から次へと出てきます

ね。 

 

【委員C】 これは希望なんですけれども、資料のまとめ方についてちょっと

お願いしたいなと。参考資料の３ページ目、ここでせっかく、四次元の事象に

それぞれ分けていただいているんですけれども、こちらのほうの事業報告があ

りますよね。そうすると、この事象の中でそれぞれの事業がどれに当てはまっ

てくるのか。例えば、一番左上の（３）番の共感が広がる地域と博物館、これ

はまだ準備段階だと、ほかのところでやっていますと。そうすると、ここのと

きではこういう事業をこれだけやりました。成果はこう出ていますとか、そう

いう形で、ちょっと事業報告をまとめ直していただくと、もう少しこれからや

ろうとしていることを実施がどうなるのかなという感じがするので、あくまで

これは希望で、また大変な業務になってしまうとあれなんですけれども、ちょ

っと希望として、一言。 

 

【会長】 よろしいですか。ほかに何かございませんか。 

 それでは、本日の協議会については、これで終了させていただきたいと思い

ます。それではマイクを司会のほうにお返ししたいと思います。よろしくお願

いします。 

 

【事務局】 どうもありがとうございました。２８年度の事業報告並びにこれ

からの博物館について、今後の博物館活動について、大変貴重なご意見を賜り

まして、ありがとうございました。 

 それでは、閉会にあたりまして、館長からご挨拶を申し上げます。 

 

【館長】 どうも皆さん、お疲れさまでした。重ね重ねでありますが、たくさ



29 

んのご意見をいただいて、大変参考になりますので、今後、次の会議に向けま

して、今日のご意見を整理させていただいて、最終的に少しまとめに向ければ

なと思っておりますので、事務局で整理をさせていただきます。皆さんの意見

から、人・モノ・カネ、どれが欠けてもうまくいかないんだろうなと思いなが

ら、全て潤沢というわけにはいきませんので、知恵を出しながらその辺を補い

ながら、事業をやっていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

【事務局】 以上をもちまして、第１回運営協議会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。 


