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平成２９年度第２回北区飛鳥山博物館運営協議会 会議録 

 

日時 平成３０年３月１３日（火）午後２時００分～４時００分 

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、君塚仁彦副会長、吉田優委員、真家和生委員 

大沢榮美委員、小川正代委員、小林誠委員、大沼敏夫委員 

博物館   ―山本三雄館長、石井達馬管理運営係長、鈴木直人事業係長・学芸員、 

鈴木信也管理運営係主任主事、中野守久学芸員、山口隆太郎学芸員、 

久保埜企美子学芸員、工藤晴佳学芸員、田中葉子学芸員、 

石倉孝祐学芸員、安武由利子学芸員、 

【欠席】 

新田潔委員、中村都士治委員 

 

【事務局】 皆様こんにちは。開会に先立ちまして、事務局より本日の予定のご説明と配

付資料の確認をさせていただきます。お手元の式次第をご覧ください。 

 本日の内容につきましては、会長に議長をお勤めいただき、議事といたしまして、平成

２９年度事業中間報告及び平成３０年度事業計画（案）、そして、これからの博物館につ

いての３点を予定してございます。ご意見、ご協議をいただきました後、お時間が許す方

につきましては、お隣、特別展示室におきまして、春季企画展をご見学をいただければと

思っております。 

 資料の確認をさせていただきます。本日各委員の皆様のお席にお配りしておりますのは、

第２回北区飛鳥山博物館運営協議会の次第、同座席表、平成２９年度事業中間報告、検討

資料といたしまして、これからの博物館について、そして、第１回、前回の飛鳥山博物館

運営協議会の議事録、催し物案内、３０年度の春号、そして企画展のご案内のチラシと図

録を配付させていただいております。不足等はございませんでしょうか。よろしいでしょ

うか。 

 そして、３０年度の事業計画（案）と催し物予定表（案）につきまして、事前にお送り

してございます。ご持参をいただくようにお願いいたしておりますが、お持ちでない方は
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いらっしゃいますでしょうか？ 

 なお、この運営協議会につきまして、区の方針で会議の内容は議事録として区のホーム

ページで公開をさせていただきたく存じます。議事録につきましては録音を録らせていた

だきまして、テープ起こしをして、事前に発言内容について委員の皆様にはご確認をいた

だきます。その関係でマイクを使ってご発言いただきたいと思います。また、発言の際に

はお名前をおっしゃっていただいて、ご発言をお願いいたします。 

 会議は公開とさせていただいておりますので、傍聴を希望される方がいらっしゃいます

ので、あわせてご了解をいただけるようお願いを申し上げます。 

 本日は委員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る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、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

【議長】 それでは、平成２９年度第２回北区飛鳥山博物館運営協議会を始めたいと思い

ます。 

 本日の議事は、平成２９年度北区飛鳥山博物館事業中間報告と、平成３０年度北区飛鳥

山博物館事業計画（案）、そして前回に引き続きまして、これからの博物館についての３

点であります。よろしくご発言のほど、お願いいたします。 

 それでは、まず最初に平成２９年度北区飛鳥山博物館事業中間報告について、事務局か

らご説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは、平成２９年度事業中間報告の冊子がございますが、こちらをもと

にご説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページ目でございます。きょうの事業中間報告は全て１２月末までのデータを取

りまとめたものでございます。開館日数及び入館者数におきましては、開館日数２２８日、

入館者数は８万５，７９６人をカウントしております。 

 ２ページ目をお開きください。展示についてでございますが、特別展示室、それからそ

の他の二つに分けておりますが、特別展示室のほうでは企画展、特別展覧会、わくわく展

示、学校対応展示を開催、そして予定という形になっております。合計で６回、２７１日

間。これは回数・会期・営業日数の３月末までを取りまとめております。ですので、２８

年度よりは回数が１回少ないのですが、日数が２７１と増えた状況でございます。１２月
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末までの観覧者数をカウントしますと、５万６，９４９名ということで、２８年度、全て

３月末までの観覧者数よりは１２月末までの状況で増えております。こちらの方は、２８

年度はスポット展示という規模の多少小さい展示を行っていたのですが、同時期に春期企

画展の開催日数を増やしておりましたので、規模の大きな展示の方で人が多くご来館いた

だいたというふうに思っております。 

 

 その春期企画展ですが、「浮世絵の愉しみ 異なる主題による４回のキュレーション」

という内容で行いましたが、３ページ目の９番のところをご覧になっていただくとおり、

観覧者数が２５，９４６名、前年度の３月も含めますと、総観覧者数３３，１１１名とい

う、大変たくさんの方々にご来館、そしてご観覧いただいたということになります。 

 続きまして、イベントの説明をさせていただきます。６ページ目でございます。イベン

トは、夏休みわくわくミュージアム、それから北区区民まつりに参加するという形で行わ

れました、「ＧＯ！ゴー！ミュージアム」を各１回ずつ２回として４６日間４０営業日行

いました。 

 続きまして、講座・講演会でございます。７ページ目でございます。一般向け講座、そ

れから展示関連講座、夏休みわくわくミュージアム講座というふうに三つを取りまとめて

ございますが、各３月末までのカウントでいきますと、３４講座４３回、展示関連講座が

１４講座２１回、夏休みわくわくミュージアム講座は１４講座２９回でございます。全て

のカウントですと、２８年度より１講座少ないのですが、回数は９３講座と一つ増えてお

ります。 

 ２９年度の講座の傾向としましては、野外講座が非常に好評でございまして、申込者が

非常に多いということが見られました。また例年どおりわくわくミュージアムに関しまし

ては、非常にたくさんの方々からの申し込みがございました。例えば２３ページ目をご覧

いただきたいと思います。２２、２３の見開きになっておりますが、夏休みわくわくミュ

ージアム講座でございます。３の夏休み勾玉づくり教室におきましては、昨年度非常に多

数の申し込みがございましたので、回数を１回増やしたのですが、それをさらに上回り、

５１６名の申込がございました。参加数におきましては、各教室、各３２名ですので、１

６０名のところ１５０名の参加という形になっております。 

 講座の説明は以上でございます。 

 続きまして２７ページ目でございます。展示・講座以外にも出張事業という形で展開を



4 

しております。回想法プログラム、それから一般講義とございますが、回想法プログラム

のほうは１２月末までの現在、お申込がございませんでした。一般講義のほうですが、６

団体８回をカウントしております。ですので、２８年度よりは、増えている状況でござい

ます。 

 続きまして団体見学でございます。２８ページ目でございます。団体見学におきまして

は一般の見学、小中学校の見学、高等学校・専門学校・大学・大学院の見学、保育園・幼

稚園の見学、総合しまして１２月末までの現在では５２団体１，８６９名の見学がござい

ました。特に一般の見学の場合は２９団体７８３名ですが、デイサービス様のご利用が非

常に多いという傾向でございます。 

 続きまして小中学校の見学についてですが、３０ページ目でございます。小学校が１４

校８１３名、中学校４校１０８名、その他１校８名でして、１０月現在までで１９校９２

９名をカウントしております。小学校ですが、１４校のうち８校が区外からの見学でござ

いまして、この小学校の見学そのものが４月から５月に多いという傾向が見られます。こ

れは歴史学習の導入ということで、当館に来館されまして、縄文時代、弥生時代、古墳時

代といった時代の資料をご覧になっていただくというか、ご希望で来館されることが多い

というふうに見ております。 

 続きまして高等学校・専門学校・大学・大学院の見学ですが、３１ページでございます。

大学のほうから４校１５７名の見学がございました。保育園・幼稚園の見学は今のところ

ゼロ園でございます。 

 続きまして、学校支援事業についてのご説明です。３２ページ目でございます。学校対

応事業「来て、見て、さわって！昔の道具」展がございますが、１月２月の開催でござい

ますので、今回の中間のご報告には載せておりません。 

 そして学校の支援事業でございますが、小中学校支援事業として、体験授業と出張授業

を行いました。体験授業は勾玉づくりを社会科の授業として、当館に来館していただきま

して、体験学習室で行ったものでございます。それから出張授業としましては、各中学校、

小学校に学芸員が出張いたしまして、各学校で授業を行ったものです。特に１番の１年生

社会科授業として、北区立飛鳥中学校にこちらから出向きまして授業を行いました。北区

立飛鳥中学校は西ヶ原貝塚の、まさにその上に建っている学校でございまして、古くは校

庭の発掘調査のときの資料が学校で保管されております。その学校で所蔵されている資料

を使って授業をしたいということで、社会科の先生と我々とのコラボレーションという形
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で授業を行ったものでございます。それから、３３ページ目に職場体験がございますけれ

ども、今年度も中学校の２年生が当館で職場体験を行いました。 

 続きまして、学芸員実習でございます。博物館実習として、筑波大学・大正大学・立教

大学の各校から１名ずつ、３名の実習を受け入れました。 

 それから見学実習でございますが、３５ページ目でございます。２９年度は５校です。

実習生、引率の教職員様合わせて１２７名の方が来館がされております。 

 同じ３５ページ目ですが、資料の貸し出しを行っております。２件１２点の貸し出しが

ございました。 

 続きまして、次ページ、３６ページ目でございます。資料の利用でございます。１２月

末現在ですが、４３件３１５点というものです。２８年度が５０件１６３点に対して、本

年度３１５点という非常に多い数字となっておりますが、この表をご覧になっていただき

ますと、ほぼ点数が１点１点というカウントになっております。ただ、実は４１ページ目

の一番上の３４番というところがございまして、これは観察調査ということで、田端不動

坂遺跡出土玉類を調査されて資料利用ということで申請がございました。ですので、その

玉一つひとつカウントすると１４７ということで、これが大きく数字に影響されていると

いうところでございます。 

 続きまして４３ページ目でございます。資料の収集でございます。こちらも受け入れ件

数１２件８４７点とございますが、こちらもその件数の１のところに寄贈されました資料

でございますが、メンコが６９９点と、一括でご寄贈いただきましたので、この数が非常

に大きなカウントになっております。 

 続きまして４４ページ目ですが、資料の購入でございます。１２月末現在まででは２件、

２点でございます。それから最後４５ページですが、資料の保全を行っております。環境

調査を行いまして、収蔵庫の資料燻蒸を実施日にありますように７月に行っております。 

 雑駁ですが、以上で説明を終わらせていただきたいと思います。 

 

【議長】 ありがとうございました。それにしても、この資料ですけれども、実際の事業

の中心である学芸員一人ひとりが関わって、相当数があるわけで、これは決して数が多い

から大変だというだけじゃなくて中身がある。どういうふうな形で皆さんが日常、公務の

時間でそういう勉強を含めて働くことができるのか、まだまだ本当は時間があればもっと

もっとこういうことができるということも相当あるのではないかと思うのですが、そうい
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うところをどういうふうにやっているのか、ちょっと後で聞いてみたいというふうに思い

ます。 

 今、事務局のほうから事業の中間報告の説明をしていただきました。これについて、ご

質問等がありましたらお受けしたいと思います。 

 

【委員A】 今事務局からご報告、ご説明がありましたけれども、２７ページの一般講義

ということで、北区の職員の方にこういう研修講義を行ったわけですけれども、実際、私

も今切羽詰まっておりまして、茨城県の方で、ちょっと掛け持ちで、連続で６名ほどやっ

ているのですが、申し上げたいことは北区の場合にはそういうことはないわけでありまし

て、非常に職員の方も意識が高いというふうに思うのですね。それで具体的に私などもB

委員も参加していただいているんですが、こっちの講義研修は私が中心になってやってお

るのですけれども、具体的にどのようにやられたかご紹介いただければ。簡単で結構です

けれども。どのようにされていますか。 

 

【事務局】 北区の職員課のほうから職員研修として、北区の歴史について講義というこ

となのですが、初めて北区にお勤めになった新人の皆さんに対して、北区のことを知って

もらうということが趣旨でございます。何も北区に就職したからといって区民だけではな

く、遠くからいらしている職員もおりますので、まずは北区のことを随時知ってもらおう

ということで、その一環として、北区の歴史をお話ししております。お話だけですと、な

かなか身近に感じてもらえないということもあります。当初は、北とぴあというところで

我々が出向いてやっていたのですが、そこに大きな会場がありますので、一遍にできるの

ですが、やはり実際に展示を見てもらおうと。展示を見てもらって、お話と展示でもって

北区の歴史を知ってもらおうということになりましたので、ここ数年はこちらのほうに会

場を移して、ここでお話をさせてもらって、その後見学という形になっております。その

担当が３名いるということは、その分回数をふやして、やっているということになります。 

 そして、ただ社会科の歴史の授業ですと、なかなか頭に入って来ないというところもあ

るかと思いますので、多少穴埋めみたいな資料をつくって、話の中でそこに書いてもらう

ですとか、それからやはり区の職員ですので、区民の方と接したときに、こういったこと

が、北区ではこんなものがあるんですよというふうに話していただけるようなところ。ト

ピックス的なところ。例えば王子は狐が有名なんですよというところで、王子稲荷ですと
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か、錦絵に描かれているというのは江戸時代からここが有名だったというような、そうい

ったようなお話をさせてもらっています。区民と接したときに、そういう話をしてもらえ

れば、こちらも大変うれしいなという、そんなようなことでやっております。 

 

【議長】 いかがですか。 

 

【委員A】 何か新任職員の方が来られた場合に、やっぱりいろんな、逆にこう、いろい

ろアイデアというか、そういうものを出してもらうとか、これは行ったことがある人がい

るかとか、区内から採用ということもあるのでしょうけれども。ただやっぱり一緒になっ

てやっていくという姿勢で。どうもややもすると今まで何となくうまくいかないというの

が一般的だったんですが、これからはそういうことを言っていられませんので。一緒にな

って博物館のことを市民課の窓口で、ちょっと何か宣伝していっていただくというふうな

ことまでもっていけるような感じの雰囲気で、こういうレクチャーができればなというふ

うなことをちょっと予想しながら、ちょっと質問させていただいたんですね。 

 それともう一つ、あと一つだけ、とりあえず一つだけと思いますが、２８ページに団体

見学で保育園ですか、幼稚園の見学がゼロ園でゼロ名というのは、何かこれ、やっぱり何

となく全部、全てポジティブに考えていきたいと思うんですけれども、何か対策ってあり

ますか。地域博物館で幼稚園の人々もやっぱり巻き込んでいくみたいな、やっぱり一つの

ポイントじゃないかなと思うんですね。ゼロというのはちょっともったいない数字で、何

か妙案というか、何かないのかと言いますか、ゼロというのはちょっとインパクトがある

ので、どうですかね。 

 

【事務局】 確かにゼロという数字は、かなり目立つところでございます。博物館という

性格もあるのでしょうが、やはりどうしても歴史というものが表に出てくる。特に自然史、

荒川の生態系とかそういったところもございますけれども、どうしても圧倒的に多いのが

歴史というところで、なかなか保育園・幼稚園の子どもたちの理解に通じないというとこ

ろがあるのは現実でございます。 

 ただ、これからの博物館として、こういった保育園・幼稚園にも働きかけるということ

は大切なのではないかなということは我々も思っております。なので、見学という形では

なかなか博物館に赴いてくるということが少ないかもしれませんが、講座ですとか、そう
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いったほかの何か形で保育園・幼稚園さんと何かうまくつながりを見つければいいなとい

うふうに、ちょっと将来的なことで申しわけございませんが、そういうふうには思ってお

るところでございます。 

 

【委員A】 あと図書館ならば絵本で文字が書いてなくても、絵本で子どもたちを楽しま

せることができますよね。だから絵本に見合うような何か、一つのヒントのスタートです

けど、字が書いていなくても、まだ就学、学齢前でも何か対応できると思いますので、そ

れを絵本じゃなくてもっといいものがあるのでしょうけど、それに対応するよう地域博物

館でやっていくと。少子高齢化ですから、少子を小さいうちから、そういう習慣をつけさ

せていくという、習慣ですよね。習慣づければ、こっちのものですから、習慣づけて幼稚

園かあたりか保育園あたりからだんだんつけちゃうと、私は皆さんの努力が実ると思うん

ですよね。 

 やっぱり最終的にこれ１ページの最後ですけれども、１０４，４６８人で、これは２８

年度で、今中間ですけど、８５，７９６人という、今現在の入館者数ですね。やっぱりこ

れはこの内容から見ると、やっぱりもっと来ていいはずだと。そのギャップが何なのかと

いうところを探りを入れてもらいたい。今の時点の中間報告なんだけれども、１０万を

悠々クリアしていいと思うんですよね。そういう内容だと私は思うんです。だから、何で

なんだろうという、そのブラックボックスみたいなところをちょっと探りを、手探りして

いただければ、人数がふえて博物館の地位も上がるんではないかなというふうに、ちょっ

とすみません、議長、長くなりましたけど、以上です。 

 

【議長】 確かに非常にいい指摘もありますし、大いに取り上げてやるような、今の幼稚

園・保育園、これも今後本当に考えてみれば北区のこれからの歴史を、底辺を背負って、

これから新しいやつを目指すのも大事な人材ですから、そこをひとつ考えていただければ

なと確かに思いますね。 

 そのほか、何かございませんか、この中間報告対して。 

 

【委員C】 １ページ目ですけれども、先ほども質問がございましたが、１２月末までの

入館者数、２８年度の１０万人に対して、８５，０００人ということで、３月末まで、昨

年と比較すると１８，０００人ですけれども、１月２月が雪が降ったりして、かなり少な
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いかなと思うんですが。大体見込みとして、２８年度と同じくらいになるかどうか、ある

いは少ないかというのを後でまたちょっと教えていただければと思います。 

 ２点目ですけれども、３ページ目になりますけれども、秋期企画のほうで、実質的に４

２日の営業で１０，７４９名の方が観覧されたということで、見込みの数字よりもこの数

字が多かったのか、少なかったのかという部分ですね。同じような形で４ページ目の特別

展覧会で実質２７日の営業で観覧者数が６，２８４という、この数字の見込みとか、ある

いは予想数よりも多いか少ないかという部分を、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 それから、３０ページになりますけれども、小・中学校の見学ということで、区内の１

２校が来ていないのですが、４月１３日岩手県大槌町立大槌学園中学校、４名の方がもし

かしたら修学旅行かなと思うのですが、この４名の方の目的がもしお分かりになりました

ら教えていただきたいと思いますし、４月２８日都立小石川中等教育学校ということで１

年生が４７名、歴史の学習かなと思います。それから１２月１５日足立区立栗島中学校さ

んということで、１年生のグループ学習、どんな学習をされたかという、ちょっと内容に

興味があるなというふうに思っています。 

 また、区内の１２校については、３月２３日に中学校の校長会がありますので、この資

料をまた提供させていただきたいというふうに思っております。 

 ４点目、３２ページの出張事業ということで、飛鳥中学校さんがお世話になりました。

飛鳥中学校に限らず出張授業の際は、またご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 最後５点目ですけれども、３３ページ職場体験ということで、飛鳥中学校さん２年生大

体８０名くらいでしょうか、稲付中学校さんが２年生１００名くらいでしょうか、十条中

学校さんが１２０名、２年生。赤羽岩淵さん大体１６０名、特に人数が多いところは、職

場体験の場所を見つけるのが大変なんですけれども、また来年以降も職場体験のほうを受

け入れていただければと思います。今年の職場体験、大変ありがとうございました。 

 以上です。 

 

【議長】 ありがとうございました。それではご回答、お願いします。 

 

【事務局】 まず全体の観覧者のことでございますが、今委員からお話があったとおりで

す。どうしても桜の開花に大分左右するというところが大きいところでございます。です
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ので、ある年は開花が早まり、そして次の年は開花が遅まりというふうになると、そこだ

けでもかなりカウントがずれてきております。おおむね平均して９万人から１０万人とい

うところあたりに推移しているのではないかなというふうに思っておりますので、今年は

開花が２０日くらいに早まったということですので、２０日から３１日まで桜に頑張って

もらって、人がたくさん来ていただければというふうに思っておるところでございます。 

 それと２点目の企画展そのものの見込みの数というものを、やはり春は、一番３月から

４月にかけてのお花見の時期が多いところでございます。それからゴールデンウィークも

かかっておりますので、毎年、そうですね、１万から２万までいくと非常に多いところか

なというふうに思っておりますが、それくらいを見てございます。ですので、春期企画展

は８，０００人から９，０００人あたりというところは推移しているところかなというふ

うに思っております。 

 それから、中学校のところでございますが、３０ページでございますが、確かに４月１

３日の岩手県大槌町立大槌学園中学校様は修学旅行という形で、各グループで都内のいろ

んなところを自分たちで決めて、自分たちで回るというようなことがございまして、それ

で学校のほうからご連絡いただきまして、生徒が何グループか行く予定ですというふうだ

ったんですが、どうもうちのほうは４名ということなので。ですので、引率がゼロ名とい

う形でお見えになっております。 

 そのほかの４月２８日の小石川中等教育学校様、これは歴史学習という形でした。それ

からそのほかの戸田市ですとか、足立区のほうですが、校外学習、グループ学習というこ

とで、歴史を学ぶというよりかは、自分で何か電車ですとかそういったものに乗って、自

分でお金を払って何か行動するという、そこに視点がございます。ですので解説は不要で

すというような形でご連絡をいただいた学校でございます。 

 申し訳ございません、戸田市のほうの市立の喜沢中学校さんは、ちょっとお申し込みの

ところに学年がちょっと未記入だったものですので、ちょっと不明ということで傍線をつ

けさせていただいております。 

 それから出張事業、職場体験ですけれども、お申し込みがある限りは当館のほうでご協

力させていただきたいと思っておりますので、どしどし出張事業のほうをお申し込みいた

だければというふうに思っております。 

 以上でございます。 
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【議長】 よろしいですか。ありがとうございました。 

 次、どなたか。B委員さん。 

 

【委員B】 いろいろご意見が出たので少し短かめで、まずはこれだけのアクティビティ

をこなされたということで、本当に敬意を表したいという気持ちで伺っていました。 

 幾つか伺いたい点があるんですが、後で将来のほうに向けてというところに絡めて申し

上げることにして、ここで伺えればと思うんですが、企画展の例えばこの浮世絵のところ、

３万３，０００、物すごい来館者の方が来られてお忙しかったと思うんですけれども、特

にアンケートとか、そういうのもとっておられるかと思うんですけど、こういうところが

よかったとか、何か今後に向けてのリクエストとか、そういう企画展での来館者の方のご

意見とか、ご要望ですね、そういうものをちょっと聞かせていただければありがたいなと

思います。その１点だけです。 

 

【議長】 いかがですか。はい、よろしく。 

 

【事務局】 アンケートを会期中に取りまして、概ねあったのはきれいだなとか、珍しい

ものを見せていただいて良かったとか、なかなか北区に名勝があるということを知ってい

ただくという、まず取っかかりというところで浮世絵というものが活用できたんじゃない

かという、そういう印象得ることができる。まずそういう感性に訴えるところからきてい

ることが一番多いようでございます。 

 以上でございます。 

 

【委員B】 来館中にということではないかもしれませんけれども、担当の学芸員さんが

ご苦労されたカード式のシャッフルして自分で浮世絵展をつくれるみたいな工夫をされた

と思うんですけど、そういうことに関してのご自身での感想とか、何かありましたでしょ

うか。 

 

【事務局】 お寄せいただいたご意見はいろいろ、さまざまございまして、博物館学的に

実験的な精神に富んでみるというご意見もあれば、ばらばらになって散逸してしまうとい

う、そういう欠点の指摘をもちろんございます。なかなか今までにない試みではございま
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したので、実践してみましたけれども、やはり展示というものを学芸員が行うということ

だけでなく、みずから利用者が主体的に資料に向き合って、その場合は自主的な行為では

あるんですけれども、自分で浮世絵を主体的にどういうものを、やっぱり子どもの視点を

入れるとか、ジェンダーを入れるとか、トランスジェンダーで考えるとか、いろいろな江

戸の文化というものを主体的に学ぶ一つのツールになるんじゃないかと思っております。 

 以上でございます。 

 

【委員B】 私もそういう自分なりの展示の仕方ですか、そういうのをやるというのは新

しい企画ですごく新鮮だなと思って、前回伺っていたものですから、いろんなご意見があ

ると思いますけれども、また新しい企画をしてくださるのを期待しております。以上です。 

 

【議長】 よろしいですか。ありがとうございます。 

 引き続いて、何かございませんか。 

 

【委員D】 ご報告、本当にありがとうございました。日本国内で大変レベルの高い活動

をされていると評価させていただいておりますが、毎年同じこと申し上げていますけれど

も、ここ数年、それに磨きがかかっているという感じがいたしております。 

 先ほどA委員からご発言がございましたけれども、実はこの博物館の特色は、１５ペー

ジ、１６ページなどの記載にあるようにいろいろなところにあるのですが、低年齢層、特

に１歳から学齢前の５歳くらいまでの子どもたちをターゲットにした活動を意識的に組み

立てておられるというところに大きな特色がございます。幼稚園や保育園と博物館、日常

的にはなかなか交流がないという点をどう考えるかということが、一つ課題だというふう

に思うのですが、例えば図書館でいうとブックスタート制度というのがあって、実は日本

の博物館では、学芸員の養成のあり方によるのかもしれないなと思い始めているのですけ

れども、なかなかミュージアムスタートという考えが生まれません。日本人のライフスタ

イルの中で、博物館で楽しい体験をした、そういう経験の積み上げが少ないので、どうし

ても学校に入って団体見学はするのだけれども、受験が目の前に来るとガクッと博物館を

訪れる回数が下がってしまい、あとは大学生になって学芸員資格を取るために先生に言わ

れて博物館に何回か見学に行く、というようなサイクルになってしまう。これをどうにか

変えていこうとされている、この博物館がそれを変えようとされているということにアグ
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レッシブさを感じ、私は高く評価をさせていただいております。これまで低年齢層の方々

に向けた活動の中で、どのような課題、あるいは発見だとかがありましたか。何かあれば

教えていただきたいと思います。 

 例えば、いくつか事例がありますけれど、ミュージアム用スタータキットというのでし

ょうか、貸し出し用も含めたもの、体験学習できるようなものを集めた小学校低学年での

授業などで活用できるようなものを、活動成果の積み上げの中で見出された視点を生かし

ながら創っていく可能性はありますか。応用できるものが、展示室に幾つかあるのではな

いかと思っていますが、可能性についてどうお考えかということについてもお聞かせ願え

ればと思います。 

 

【事務局】 低年齢の子どもたちを何とか取り入れるということで、まずは講座が始まっ

ているというところで、今まだ手探り状態のところでございます。確かに子どもたち個々

とそれから幼稚園というふうに団体として見たときも、やっぱり対応の仕方、それから何

をという目的も変わってきますので、展示の中で大きいとか、何かびっくりしたとか、何

かそういうような子どもの感性で見られるようなものというのが、何かこちらのほうで探

って、それをうまく提供できるようなことができればなというふうにも思っております。 

 貸し出しにつきましても、以前も小学校ですとか、そういうところに貸し出し用キット

をどうだろうかというところも含めて検討をしているところですが、なかなか今実現には

なっていないところも現実ではございますので、そこら辺をもう少し検討していきたいな

と思ってございます。 

 

【委員D】 例えば、ブックスタート制度の場合、例えば親子、若いお母さん方から意見

を聞いて図書館のほうでうまく工夫されるという話を聞きます。若いお母さん方は、育児

中ですので、利用されたくてもなかなか時間がなくて来られない。そういう若いお母さん

たちからご意見を聞くようなことがあってもよいと思います。どういうことが博物館とし

て人間の成長に役立てるかというところにも、この博物館が目指すところはある。そうい

うふうに思っておりますので、ぜひチャレンジングな課題だと思うのですが、やっていた

だきたいと思っております。 

 また、せっかく回想法プログラムがあるのに利用者がなかったということですが、これ

もぜひ宣伝・広報に努めていただいて、これはやはり東日本では非常に貴重な事例ですの
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で、ぜひ回していただければなと思います。わくわくミュージアムでこれだけの人数が集

まるわけですので、恐らく示し方を工夫すればニーズの掘り起こしにつながるのではない

かと思います。大いに期待しておりますので、よろしくどうぞお願いいたします。 

 

【議長】 そのほかにございませんでしょうか。 

 私から一つちょっと質問したいのですけれども。これは飛鳥山博物館の大きな一つの特

色だろうと思うのですが、２７年のときに回想法のプログラムがあるんですね。これは本

当に後期高齢者の社会になっておりますし、これ前回に比べて増えているのか、あるいは

横並びなのか、あるいはものによっては幅が増える可能性があるのを汲むことができるの

か。その点についてちょっとお伺いしたいなと思います。 

 

【事務局】 回想法を担当しております学芸員でございます。残念ながら、今年度のご報

告では、デイホームさんからのお申し込みはゼロということで、全体としてはこれまでよ

り下がってしまいました。これには実は、去年私ちょっと体調を崩しまして、お受けでき

ないということもございました。ただ、過去の実践といいますか、中から、やはりデイホ

ームなどは利用者さんが一定期間同じ方がいらっしゃいますので、間をおきながら１年、

例えば２年おきくらいにお願いしたいなというような声は聞いております。ですので、そ

ういう意味では、先ほど君塚先生からもご指摘いただきましたように、リズムを持たせた

広報活動といいますか、そういったことをよりニーズを把握した上で、展開していく必要

があるんだなというふうに思っております。 

 また、先日から常設展示のほうの水塚の母屋を使った回想法を用いた展示も、また今年

は復活をさせました。これはこういったことが周知されまして、デイホームさんの利用も

ふえているのではないかなというふうに思っておりますので、今は時期を限った展示でご

ざいますけれども、何らかの形で通年ご利用いただけるような工夫というのを提案してい

きたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。 

 

【議長】 ぜひ、今後もそこに力を入れてやられるのを、またそれなりに飛鳥山の特徴が

出ているんじゃないか、何かそんな感じがします。そのほか何かございますか。 

 

【委員E】 すみません、時間的によろしいですか。申しわけない。一番目として１２ペ
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ージの１５番の戦中期消費組合運動と滝野川と。私が知る限り、実際ここにも書いてあり

ますけど、これまで実施していなかった内容というふうに書かれておりまして、それで狙

いとして新規利用者の拡大につなげるという。何と言いますか、単に数字の問題ではなく

て、私まちづくりに関連した今仕事をしておりまして、今まちづくりの分野では地域社会

のインフラとして、社会組織論ということが言われています。消費組合、昔は何か住宅組

合があったとか。そういった意味では、道路とかのハード的なインフラと、もう一つのソ

ーシャルなインフラ、やわらかいソフト的なインフラですね。そういう部分は今後のこれ

からの地域社会で非常に重要になっていくのかなというふうな気がいたします。なおかつ

博物館さんで、これまで取り上げていなかったような内容で実施されたということで、新

規利用者ということもありますけども、その内容的な意味合いでどういうふうな狙いで、

今後の思いといいますか、その辺をお聞かせ願いたいということでございます。 

 ２番目が２８ページの先ほど新規職員の講義がありましたけれども、実際今度は６番目

で北区都市計画課がオファーだったのかな、オファーがあって、景観ワークショップとい

うことでやられたという。応募者ということで一般区民ということでよろしいでしょうか。

それに関連して、先日私たまたまちょっと飛鳥山の裏の石神井川を通るチャンスがありま

して、あそこを歩いたら愕然としたんです。昔これは浮世絵なり何なりで見ている石神井

川と今の土木の最先端でつくられた石神井川の違いに。何と言いますか、土木技術的には

治水上は完璧なんでしょうけども、新しくできたばかりでその上に高架道路が通っている。

下から眺めていまして、今後やはりああいうのは、都市計画上、土木技術的にはああいう

ふうにならざるを得ないだろうと。ただ、やっぱり地域の力として、何ていうのか、それ

こそ地域の歴史なり、景観なりも学ぶことによって、初めて新たな風景ができるようにな

ってくるのかなのかなという気がしますので、ぜひこういう土木、技術屋だけに任せるだ

けでなくて、やはりまちづくり行政の分野に博物館として関わっていくことが重要なのか

なという気がしました。 

 それから後、すみません、３６ページ、いろいろ何か画像データの提供というふうに書

かれておりますけど、この辺の著作権の考え方と何らか基準があるのか、あと料金なりが

発生するのか、していないのか。それから、これだけ、ある種博物館が蓄積するデータが

博物館の外に出ていくわけですから、何らかこのごろ、いわゆる広告のチャンスじゃない

のかなということがありますので、その間提供した画像データにちゃんと博物館提供みた

いなキャプションを入れてみたらどうかということ、以上３点です。 
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【事務局】 １点目と２点目について直接かかわりがありますので、お答えをしたいと思

います。いずれにしましても、E委員より社会資本としての文化資源の活用ということで、

ハード面においては、いわゆる都市景観における文化資源、特に失われた景観をどのよう

にまちづくりに生かしていくのかという、そういう提言の中で博物館がかかわっていく使

命ということで、非常に重要なご提言をいただいたと思っております。 

 それから１２ページの、いわゆる戦中期消費組合運動と滝野川という講座に直結した議

論として、いわゆるまちづくりの社会組織論としてのインフラという中での、過去にそれ

がどのように展開があったのかという、こういうものを今後どういうふうに生かしていく

のかというご指摘でございます。実は、２０年ちょっと前ですか、地域史を研究されてい

る会で、この消費組合運動について、お話をしたことがありますが、本当に驚くほどの反

響というか、こういうものはなかったと。そんなものがあったら配給制度はどうなってい

たんだと。消費組合運動なんてやるのは非国民だと。そういうような話すら出るくらい大

変な、地域よっては全く知られていない活動であったのですが、一方で滝野川地域におい

ては、昭和５年段階くらいから、現在の生協運動の前身に当るような地域消費組合運動と

いうのが展開をしていたんです。これがいわゆる戦中期にどういう対応をしていったのか。

最終的にはいわゆる隣互会とか町会組織の中に組み込まれていく、戦時体制の中で組み込

まれていくわけなんですが、そういう中で、いわゆる市民のレベルで自分たちの生活をど

のように維持するかという、真摯な声が出てくる資料でしたので、やはりまだまだ区民の

方には知られていない側面なので、そういうこともありまして、今回戦中期の消費組合運

動について、かなりお話をした経緯があります。 

 また、当館の研究報告という冊子がございまして、その第一号に、実はこの報告も含め

てやっていますが、なかなかそういった研究報告のような雑誌では、一般の方にはなかな

か知られる機会が少ないということもあります。ですので、そういうものにもう一度光を

当てて、いわゆるまちづくりを行っていた戦中期のそういった動向というものにもう一度

脚光を与えることによって、その後、戦後はどのようになっていたのかということを含め

て。あるいは豊島区や文京区といった隣接区でも同じような運動があったり、あるいは荒

川区におけるセツルメント運動とか、こういった問題の中で比較ということをやっていこ

うというので、今回講座をやった次第でございます。 

 そういった個別の問題をさらに広く、いわゆるまちづくりということのソフトとハード
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ということで、大所、高所からのご指摘をいただきまして、今後の勉強の励みにしていき

たいと思っております。ありがとうございました。 

 

【議長】 もう１点については。 

 

【事務局】 資料の利用に関してですけれども、画像データを提供する場合には、一番は

教育目的ということであるならば利用していただくという形で、ご提供させてもらってい

ます。それともう一つが、やはり博物館のＰＲにつながるというところで、資料の画像利

用とかの申請がありましたら、やはりその条件としまして、北区飛鳥山博物館所蔵ですと

か、北区飛鳥山博物館というクレジットを必ず入れてもらうということにしております。

あくまでも教育目的として使うということですので、料金はいただいておりません。 

 以上でございます。 

 

【議長】 よろしゅうございますか。ありがとうございました。 

 それでは大分時間も過ぎてまいりました。特にほかにございませんでしたら、次の平成

３０年度北区飛鳥山博物館事業計画（案）について、事務局お願いします。 

 

【事務局】 それではお手元の平成３０年度北区飛鳥山博物館事業計画について、ご説明

させていただきます。こちらのほうは事前送付させていただきましたので、内容等一つひ

とつのご説明は割愛させていただきます。 

 それでは１ページ目をご覧ください。 

 平成３０年度展示・イベント・講座・講演会事業計画のポイントでございます。展示事

業と講座・講演会事業の二つに分けております。展示事業につきましては、収蔵資料活用

展示の実施ということを挙げました。春期企画展を収蔵資料の活用を狙いとして行う。ま

た、かつて収蔵資料の紹介展示として行われたスポット展示を復活させる、というところ

をポイントにいたしました。 

 ２ページでございますが、３番に春期企画展「明治大正＊東京名所そぞろ歩き」を計画

しております。こちらのほうで下段にも書いてございますが、収蔵品の活用というところ

を狙いとして行っております。 

 また４ページ目でございます。４ページ目にスポット展示というのがございまして、一
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番でございますけれども、その名のとおり帰ってきたということで、長らく行っていなか

った収蔵資料の活用を目的とした展示につきまして、「ＡＳＵＫＡＹＡＭＡセレクション

５－集え！収蔵庫のいれものたち－」を開設する予定でございます。特に寄贈資料、ある

いは購入資料という形で博物館の資料を収集しておりますが、その多くは収蔵庫に保管さ

れておりますので、そういったものを多くの方々にごらんになっていただくということを

目的とした展示を展開しようというところでございます。 

 １ページ目に戻りまして、講座・講演会事業のご説明です。三つのことをポイントに挙

げました。二つ目のコラボレーション活動の推進と三つ目の利用者の拡充、こちらのほう

は平成２９年度に引き続き力を入れていこうということで、設けたものでございます。一

番上に挙げました２０周年に関連した講座の開催ということで、こちらのほうは当館、平

成１０年３月２７日にオープンしてから２０年になりますので、それに関連したこととい

うことで、特に過去に行われた展示や講座を振り返り、それにちなんだ講座を行ってみよ

うということで、挙げました。 

 その下の展示イベント講座講演会事業数でございます。その（３）講座・催し物がござ

いますが、一般向け講座３９講座４８回を予定しておりますが、そのうち２０周年に関連

する講座は１０講座１３回を予定しております。例えば７ページ目をごらんになっていた

だければと思います。４番に開館２０周年記念講座北区遺跡学講座リターンズ「豊島馬場

遺跡」というものがございます。こちらの概略にも載せましたが、過去に行いましたシリ

ーズ講座でございます。そしてこの狙いとして前回落選された方の救済と新規参加者の拡

充ということで、こちらに狙いを絞っております。   

 このように過去の講座を復刻するという形で行う講座、それとその下の５番にあります

ように、開館２０周年記念講座、桜と名所の講座２「桜の美学と実学」とございますが、

こちらは開館記念特別展を振り返り、それの講座を行おうと思ったものでございます。こ

のような復刻版と展示を振り返って、新しく構築したもので、２０周年記念というものを

取り上げていきたいというふうに思っております。 

 そのほか、２０周年ではなくコラボレーション活動の推進ということで行った講座です

が、例えば同じ７ページの３番、こんにちは赤ちゃん体験講座「ア一ユーレディ？博物館

でお産準備」がございます。こちらは継続講座でございますが、先ほどの君塚委員のお話

もありましたとおり、広く博物館の利用者を拡充しようというところに狙いを置きまして、

しかも我々だけではなくて、ほかの方と一緒になって、そういうことを展開していけない
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だろうかということで、継続して開催している講座でございます。このようなコラボレー

ション活動の講座というものも開いております。 

 それから、利用者の拡充というところでいきますと、９ページ目の１１番でございます

が、北区ジュニア考古学クラブ「教科書でみたあの時代にいってみよう－縄文時代編－」

というふうにございます。今までは小学生、中学生、子どもたちというのは夏休みわくわ

くミュージアムの講座において、集中的に展開していったところがございますが、これを

夏休みとか冬休みではないところで展開していったらどうかというところでございます。

そして、これの発展形として、このクラブというふうにございますけれども、メンバーシ

ップのような形で、今後につながっていけるといいんではないかというところで行う講座

でございます。 

 今回の平成３０年度のポイントに挙げた三つの２０周年コラボレーション利用者の拡充

というところで特筆するものはそこなんですが、もう一点今回の特筆するところで、１５

ページの３３番に「観賞のすゝめ」と書いてございます。こちらのほうの概略のほうを見

ていただくとおわかりのように、これも収蔵資料を活用するというところをポイントにし

て展開する講座でございますが、これは新規講座でございます、そこでコミュニケーショ

ンを通じて鑑賞を深めるというところ。それから狙いとして対話型鑑賞という鑑賞法を用

いて、講座参加者の主体的、対話的で深い学びを促すというところで、一方的に講師がお

話をするという講座ではなく、参加者が主体的に講座に参加できるような、こういうよう

な講座の取り組みを試みているものでございますので、これからどのようなふうにこうい

った対話型の講座というものが展開できるかというのを、これから見ていきたいなという

ふうに思っているところでございます。 

 展示、それから講座・講演会につきましては以上でございますが、そのほか学校対応・

支援事業ですとか、学芸員実習、出張事業、団体見学対応、資料の貸出・利用、資料の収

集、保全に関しましては例年どおり取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

【議長】 ありがとうございます。非常に平成３０年度の数多くの事業が上がっています。

何か本当に体を壊さないように頑張っていただきたいと思います。 さて、この内容につ

いてご質問等ございますでしょうか。 
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【委員F】 きょうお願い申し上げたいことは、北区はシニアにとっては一番、何ていう

んですか住みよいと。区長さんがもう北区はシニアが一番住めるところだと。どこの講演

会でもそれをモットーにしていらっしゃいます。ということは、反面、認知症の予備軍が

都内で一番多いということにもなるわけですよね。そういうわけで、私も認知症の予備軍

だから申し上げるわけではございませんが、川崎市の宮前の図書館、そこで認知症に大変

に関心があるというのですか、いろいろ展示から、そういうセクションとか、講演会など

をやって、結構好評を博しているんですよね。意外に認知症のそういう何ていうか、対策

が地方で盛んですね。宮崎県の何かちょっと奥のほうの図書館にもそういう何ていうか、

講演会とか、それから何ですか、展示とかやってね、成功している話があるんですよ。 

 私も図書館と博物館というのは、もう寄って立つ場所が違うわけですよね。ですけれど

も、我が北区は何しろそういう老人には一番住みよいという、そういうことをモットーと

している区でございますから、願わくばそういう認知症対策というと大げさになりますが、

図書館でもいろいろやっているわけですね。今お話を聞いていますと、事務の方だとか、

中学、大学、そういうお話をたくさん承って、３０年度の事業計画なんかを見ますと、こ

れだけ小さい数のグループの方々がこれだけのことをやるということは本当、大変なこと

だとは思って、北区の区民の一員として敬意を表するわけですが、何ていうか、我が飛鳥

山博物館でも何か認知症に関する何かそういう、図書館って今申し上げたように、図書館

と博物館は全然寄って立つ立場は違いますが、何かそういう展示、それからそういう講座

とか、そんなようなことを何ていうか、提案するご予定はございますか。または、そうい

う内容、いろいろと計画していただけますか。 

 

【事務局】 今のご指摘の認知症についてということでございますが、医学的なことで博

物館で展開するということはなかなか難しいとは思うのですが、例えば回想法というもの

で、物を使って昔のことを思い起こしてもらうですとか、それで懐かしむだけではなくて、

思い起こすということで、脳の活性化ですとか、そういったことにつながっていくという

ふうに考えておりますので、博物館らしい、認知症ですとか、そういったことに対するこ

ととして、ただいま下のほうの常設展示室のほうで回想法をイメージした展示を展開した

りしておりますので、またそのほかにも、そういった何か博物館でできることは何か探り

ながら、今後も展開していければなというふうに思っております。 
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【議長】 ありがとうございます。参考にB委員、例の北名古屋市のところもやっていま

したよね。ちょっとそのときの見学の時の思ったことをちょっとお話いただければと思い

ますが。 

 

【委員B】 北名古屋の昭和日常博物館、師勝町ですね。昭和のいろんな生活用具等を大

量に展示していて、そしてそれをその館だけではなくて、それを持っていって認知症予防

に、あるいは進行を遅らせるというのを目的にして、実際に活動しておられるというとこ

ろがありますので、そういうところとのコラボというところも書いておられますので、情

報交換というのを密にされるというのが、ひとつ手っ取り早いのかなと思ったりしていま

す。 

 議長が関係しておられる博物館活動支援センターというグループで、北名古屋市の博物

館の館長市橋さんにご講演いただいたりして、その辺のところ、当時の最新情報をいただ

いたりしていましたので、そういうようなネットワークづくりというものを、この北区さ

んでは担当の学芸員さんが今中心になってやっておられますけれども、ご担当お一人とい

うことでなくて、いろんな方々にそういう認知症についての情報を共有しながら、北区飛

鳥山博物館はそういうのにも目を向けているぞというようなことをやっていかれたらいい

のかなと思います。 

 それから、私、専門の一つが生理学なものですから、認知症授業もするんですけれども、

今川崎市のほうで市長さん挙げて認知症対策をしています。それはどういうことかという

と、ご参考までにということで申し上げるとすると、歌を歌ったりするときに、手とか足

とか動かすというような。あるいはもっと簡単に言えば、数字を１から１０まで数えて偶

数のときに手を叩きましょうとか。だんだんうまくなっていったら今度３の倍数でやりま

しょうとかですね。それがうまくなっていたら今度は足は偶数のときは右に行ってくださ

いとか、奇数のときは左に行ってくださいとか、だんだんレベルアップするんですね。何

を申し上げたいかというか、脳のいろいろな場所、運動するという場所と数を数えるとい

う場所とか、そういう幾つかの場所を連携させて使うという、コグニサイズというエクサ

サイズとコグニション、認知と運動というのを同時に行うというのが医学的にも効果があ

るということがわかって、いろんなところでリハビリ関係のところで、それを進めている

というのが川崎市が今リーダーシップをとっているところがありそうなので、そういうと

ころとの連携をとられながらでやっていくといいのかなとちょっと思いました。すみませ
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ん。 

 

【議長】 ありがとうございました。北名古屋の博物館のほうでひとつ博物館の単独じゃ

なくて、あるいは福祉事務所といろんな事業を協定を結びながらやっているという話も聞

いておりますので、館独自だけじゃなくて、そういう関連の機関とともに一緒にやってい

くのが効果が上がってくるんじゃないかなというふうに考えます。ぜひこれを機に北区に

も今まで始めたやつをさらに発展させてもらえれば、今の問題にもかなり応えることがで

きるんじゃないかなというふうに思いますので、ひとつ頑張っていただければというふう

に思います。 

 さて、次、ご意見なりご質問がありましたらお受けしたいと思いますけれども。 

 

【委員G】 貴重な時間にこんな意見を言うと、ちょっと批判されるかもしれないんです

が、あえて、社会に迎合する必要は全くないと思うんですが、私が今住んでいるところは

葛飾なんですね。亀有はこち亀のキャラクターがあり、立石にはキャプテン翼があり、私

が住んでいる青戸には全くなかったんですけれども、葛西城があって、ついこの間の何て

いうんでしょうか、キャラクターができたんですね。何かやはり子どもたちに北区でもキ

ャラクターはあるかもしれないんですけれども、例えばこの三つの博物館のキャラクター、

何でしょう、この北区飛鳥山博物館の何かキャラクターとか、ゆるキャラとか、紙の博物

館でいえばペーパー君ですとか、例えば渋沢栄一記念館とか、これはちょっと暴言かもし

れないですけれども、シブサンとか、何かそんなゆるキャラとか、そんなものも少し考え

られて、子どもたちを引きつけるなんていうのも一つあるのかなと思うんです。申しわけ

ありません。 

 

【事務局】 私も最近葛西城のキャラクターを拝見いたしましたけれども、実は当館、王

子といえば狐ということで、コン吉君というキャラクターが実はございまして、私も今も

缶バッチしているのですけれども、王子の狐にちなんだコン吉君が当館のキャラクターと

してございます。ただ、このコン吉君が活躍するのは、どうしても夏休みに集中しており

ますので、年間を通して子どもたちに対してアピールということであれば、もう少しメー

カーの方とコン吉君を展開していければいいかなというふうに思っております。また今ミ

ュージアムグッズでもゆるキャラのコン吉君を使ったグッズも展開しておりますけれども、
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さらにそこにアイデアを絞って、もう少しグッズ等を通じてＰＲということを、もっとも

っとさらに展開していければなというふうに思っております。 

 

【議長】 ありがとうございました。そのほかよろしいでしょうか。 

 

【委員H】 ９ページに「教科書でみたあの時代にいってみよう－縄文時代編－」という

のがございますけれども、縄文時代の資料というか、そういうものがここにあるのは、私

の知っているのでは、登呂遺跡にあるようなお家と何か貝塚と、そんなようなものだけの

ような気がするんです。それで、これは渋谷にあります国学院大学のところに博物館があ

りまして、そこに火焔土器とか、いろんなものが置かれているんですね。それでこういう

縄文時代編というのをやるときに、国立博物館からかりるのは何ですけれども、そういう

大学で持っているとか、近しい歴史博物館とかいうのがこの辺にありましたらば、そうい

うところから借りて、似たようなものだけれども、こういうところではこんなふうだった

とか、違いもあると思うので、そういう展示の仕方をして、豊富な資料をここに集めてみ

るのはいかがでしょうか。 

 

【議長】 今の件どうでしょう。 

 

【事務局】 貴重なご意見をありがとうございました。まず１点、この北区は縄文時代の

遺跡が非常に多い地域でございまして、下の展示室の貝塚の剥ぎ取り標本もございますよ

うに、日本でも一番大きいと目されている中里貝塚という貝塚がございます。それから西

ヶ原貝塚という貝塚もございます。そのほかにも住居から出土した土器ですとか、石器で

すとか、たくさんございます。まず、そういったものをベースにしながらですけれども、

まず北区の遺跡について知ってもらうということがもちろんなんですが、この「教科書で

みたあの時代にいってみよう－縄文時代編－」は、それを踏まえまして、ほかのところの

遺跡ですね。教科書に載っているような、例えば加曽利貝塚という貝塚があるんですけれ

ども、そういったものに行って、自分で教科書で見たことがあるものを実感してもらおう

というところに主眼がございます。もちろんほかの講座の中でほかの大学ですとか、それ

からほかの博物館から資料をお借りして展開するということも今後の講座を考えていく中

で、参考にさせていただければなというふうに思っております。 
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【議長】 いかがでございますでしょうか。今の事務局からのお話でよろしゅうございま

すか。 

 

【委員H】 蛇足になるかもしれないんですけれども、ここの土地で遺跡が発見されたと

いうときがありましたよね。それで、そのときの地面のほうを掘った跡とか見ますと、ち

ゃんと雨が、しずくが垂れても、それが中に入らないように周りを彫ってあったり、それ

からそれを上手に下のほうに流すとか、そういったような工夫がちゃんとされているんで

すね。それで、大体ここにそういうお家を建てようと思ったのは、前が海だか川だか、昔

のことでわかりませんけれども、何しろ水があり、貝があり、それで田畑が自分たちで何

か草や何かをできるという、この立地があったようなので、私の住んでいる田端の高台な

んかで言ったらもういっぱいの土器片が出ておりまして、やっぱり今住むときに何ていう

の、ハザードマップとかなんとかといって、川沿いでも何でも平にすればいい、造成すれ

ばいい、山を崩して何とかすればいいというけど、水がもとの土地を知っているから、何

かのときには水がやってくると。だから気をつけなさいと昔の人は言って、そういうとこ

ろにはお家を建てないようにと私は父や母から聞いておりまして、そういうことをすると、

今ハザードマップというのはみんな危ないところにやっているんですよね。そういうこと

が知識として、小さいときから何かで建売できれいになっているから、これはいいや、中

古だけど今度新しくしたからいいとかって、ただ単に表を見るのではなく、その土地柄と

か何かがわかるように、小さいうちから親がわかっていないのかもしれないので、こうい

うところでそういう何げない教え、押しつけるのではない教えをしたらいかがかなと思っ

ております。 

 

【議長】 そうですね、古くから親から子にまた伝わって、こういうところが危ないから

気をつけなきゃいけないよとか、そういうことも確かにこれは大事なことなので、それは

それなりに博物館学の中においても子どもが学校だとか何かのときもそういうことを押さ

えていくのは非常に大事なことじゃないかなという印象を受けました。本当に大事なこと

だと思います。 

 よろしゅうございますか。大分時間も過ぎてまいりましたけれども、平成３０年度事業

につきまして、特に大きな新しいということはないですね。事業の内容としては大体同じ
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ような形で活動を行うということになっているようなので、これは一応承認という形で皆

さんにご賛同いただきたいのですが、いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

【議長】 それでは、その次の一番これから大事なことになるだろうと思いますが、資料

の何番目になりますか、最後のこれからの博物館についての皆さんのご意見を賜ろうとい

うふうに思います。これも計画について最初お話ししていただきましょう。 

 この検討事項について事務局、説明をお願いします。 

 

【事務局】 それでは三つ目の議事でございますが、これからの博物館についてを検討を

していただければというふうに思っております。 

 前回に第１回として、こんな博物館活動をしてほしいというふうに皆様からご意見を頂

戴いたしました。そこで議事録等をもとに、三つにまとめてみました。一つがグループ活

動と博物館とのつながりに関する活動について以下のようなご意見を賜りました。博物館

とボランティアグループが手を組んで学校教育にかかわることはできないだろうか。ある

いは、商店街のグループがあるかどうかは別としても商店街のグループと連携をして、他

業種ならではのアイデアを取り入れたらどうか、というようなご意見。それから街にある

文化財の管理などを、地域ボランティアグループに任せてはどうか、というようなご意見。

フリーな中で、こういうようなご意見を頂戴いたしました。 

 それから２番目の、学校教育と博物館とのかかわりに関する活動についてでございます

が、新指導要領によると教員もタイトな状況になるので、学校に来てもらえるとありがた

いというようなご意見。それから、博物館と学校が一緒に何かを企画して情報を提供する、

そういう組織があるといいのではないかというようなご意見。社会科だけでなく理科や図

工・美術といった視点において博物館と学校が連携できる、そういったこともあるのでは

ないかというご意見。そして、最後が重要かと思いますが、新指導要領について一緒に研

究していく必要があるというようなご意見を賜りました。 

 その他の意見としましては、博物館の運営に、学校だけでなく商店街や観光に携わって

いらっしゃる方などに関わっていただいたらどうかというようなご意見がございました。

それから予算と今後の人の体制が問題だというようなご意見を賜りました。 

 そこで、今回これをもとに課題の抽出というふうに考えていたのですが、もう少し皆様

から博物館でしたいこと、してほしいことをより具体的な形でご意見を賜ればというふう
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に思っております。ということで、第２回協議会で検討していただきたいことを、議題と

して博物館でしたいこと、してほしいことというふうにさせていただきました。例えば、

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、例えばグループとして

博物館の中でどんなことをしてみたいのか。あるいは、博物館にどんなことをしてほしい

のか、こういったようなところで具体的なことを、ご意見を頂戴できればと思っておりま

す。 

 例えば、グループづくりの支援をしてほしいですとか、何か博物館の運営だとか活動に

参加したいですとか、参加できないだろうかという、そういったようなご意見でもいいん

ですけれども、そういったような視点。それからグループに対して博物館はどんなことを

するとよいのかというところで、ご意見をいただければと思っております。 

 ２番目の学校教育と博物館とのかかわりに関する活動におきましても、学校として博物

館でどんなことをしてほしいのか。例えば、本物を見せてほしいですとか、あるいは先ほ

どもありましたけれども、学校に来てほしいとか、そういったようなことでもよろしいか

と思います。あるいは、博物館は子どもたちのためにどんなことをしてあげたらよいのか、

どんなことをするとよいか、といったことを皆様の視点で、何か具体例でも基本的な考え

方でもどちらでもよろしいので、ご意見のほうをいただければというふうに思っておりま

す。 

 

【議長】 ありがとうございました。今事務局のほうから説明していただきましたけれど

も、今回特に検討していただきたいことは、１と２、下の議題としてありますね。これに

ついて皆さんのお考えがあれば、ご意見いただければというふうに思っています。 

 

【委員B】 手短かにと思いますけれども、グループ活動と博物館の関係ということで、

これは３０年度の資料のコラボレーションというのと関係するかと思いますが、保育園の

方々の来館が少ないということでしたけれど、私はちょっと思うところがありまして、と

いうのは、録音されているときにちょっと個別を出すのはあれかもしれませんけど、国立

科学博物館がリニューアルされました。それを見に行きまして地球館の地下３階の人類史

のところですね。あそこはアニメーションなんですね。それで私としては非常に不満だっ

たんですね。せっかく行ったのに漫画ばかりだというみたいなので、私としては非常に不

満をもっていたのですが、実はある学生さん、大学生ですけれども、あそこが一番面白か
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ったと言うんですね。その何ていうんでしょうか、感覚の差にびっくりしました。その学

生さん、明治大学の学生さんなんですけども、その人が言うのは、ともかく全部１００％

の資料を出されても自分たちはわからないと。とにかくこういう時代があって、こんなふ

うに恐竜たちがいたんだなというアニメーションがあるだけで、子どもたちには第１回目

の導入ができるんじゃないかと言うんですね。ですから私はそれは全然、自分が持ってい

る博物館のイメージとは違ったんですけれど、保育園とか幼稚園とか、そういう年齢の来

館者の方を考えたときに、成人のこれからこういうイメージをもってもらえたらというの

と、子どもたちが持っているイメージとか、あるいはこういうものを見たらインパクトを

受けるというのは、かなりギャップがあるんじゃないかと思いました。 

 なので、長々と申し上げちゃいましたけども、そういうことを知っていかないと、子ど

もたちのための展示ってできないんじゃないかなというのを、ごく最近痛感したものです

から、そういうところのコラボレーションというのを、ぜひ幼稚園とか保育園の先生方と

話し合うような場面があると、いろんな解決につながるかなと思ったりしています。 

 ちょっと時間がないところで次々申し上げちゃうのも恐縮なんですけど、言いたいこと

がたくさんあるものですから、もう一つは北区の中でのアクティビティというのも、これ

でいっぱいいっぱいになるまでもうやっておられると思うんですね。それでこれをさらに

広げていくというのに、ほかの区と関連というのを、ちょっと思うところがあるんですが、

各区でもって区立の博物館はいろいろやっぱり予算的なことも含め、それから人員的なこ

とも含めて協力しにくい、協力という言葉があって、そういう書き方をしたのかもしれま

せんけれども、いろいろやり方が違うので、もし一緒に何かやっていくというときに、い

ろいろうまくいく面といかない面とが出てくるんじゃないかと思うので、今後そういうの

を目指して、少し問題整理をされて、北区の博物館というだけでなくて、外に東京だけで

なくて、子ども中心でやっていくような何かそういうものができたらいいのかなというふ

うに思ったりしています。 

 

【議長】 ありがとうございます。ほかに何か。A委員ありませんか。今の件について。 

 

【委員A】 今現実になんですけど、実は自分が今実践していくにはどういう視点だった

らいいのかなというふうに今まさにやっているところなんですよね。僕は、やっぱり学校

と博物館というのは学社連携とか、博学連携といいますけど、うまくスムーズにいかない
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ところがあって、余りうまくいっていないんですよね。いろいろな事例で。小学校や中学

校の先生は資料の取り扱い方なんて知らない人もいるわけです。資料を又貸ししたり。そ

ういうことも私も体験しましたけれども、それはやっぱり考え方を改めて、学芸員のほう

がちょっと僕目線が今まで高過ぎたんじゃないかなと思うんです。自分も含めて。 

 だから、今私も茨城のほうでまさに今、きょう皆さんに答えを聞きたいくらいなんです

けども、学校からのリクエストというのは敷居を低く下げちゃって、もう学校のカリキュ

ラムに博物館をあわせていくという、何かそういうふうなことをやっていかないと、もう

時代が変わったんじゃないかというふうに思います。だから、これまでのややもすると学

芸員というのはちょっとプライドがあって、だからそういう目で見ていたんですけど、そ

れはもう通用しないんじゃないか。 

 だから、さらに繰り返しになるので同じことは言いませんけど、やっぱり小学校、中学

校の先生方の意見をよく聞いて、足りない所はその物を持っていって見せるとか。見せに

行ったらば、来てくれよと。子どもを連れてくるのは大変ですけれども、極端に今度指導

要領も変わりますから、物だけ云々じゃなくて、環境とかいろんな問題も含めて子どもた

ちを教えていかないといけない時代に大きく転換していると思うんですよね。 

 だから、めちゃくちゃ敷居を下げちゃっていいんじゃないかなと、僕は。リクエストを

聞いて。だからこれ以上あれですよ、仕事をふやすというのは本当に、だからお前言いた

いことを言っているなとおっしゃると思います。僕も実際その立場で、皆さんと同じ立場

に今いるわけです。学校の先生方の意見を聞いて、下げてみたらどうですか。めちゃくち

ゃ。一旦。それでどういうことになるかということも、これまでうまくいってなかったこ

とが解決していくんじゃなかなかというふうに思っていますので、私もそれは今実験して

いますので、結果が出ましたらご披露したいと思います。 以上です。 

 

【議長】 確かにいろんなことをこれから試してみて、これからの博物館のために何がベ

ターなのかなということも、いろんなこうしてみると非常に大事なことなんだなというふ

うに思います。そういう点では、今のA委員のこと、ちょっと下げるということも一つの

思い切った、これは決断にかかってくるんじゃないかなと思いますけれども。 

 続いては、D委員、なにかございますか。 

 

【委員D】 今のA委員の話も確かにそうだなと思うところが幾つかあります。やはり社会
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教育というのは学校教育をやや否定的に捉えて、自らの特色を際立たせるところもありま

した。そこのところは下がるというよりは、同じ立場でコラボレーションしていく、協力

していくという、本当に誠実に意見を実直に聞くということと、それから先生方に博物館

をより知っていただくということが大変大切だろうと思っています。教員免許更新講習を

やっていると、やっぱり先生方は博物館そのものを知りたいのだと、本当に知りたいと思

っていらっしゃる方がかなりいらっしゃいます。博物館をテーマにした講座をやると思う

のですが、先生方にやっぱりまだ十分に伝わっていないのだなと。私の大学は教員養成大

学なのですが、教員養成カリキュラムの中で、博物館の教育的な意義や活用法を伝えてこ

なかったという問題もあるのかしれません。 

地域の博物館という視点が今回も盛り込まれていますけれども、アウトリーチも含めて

学校の先生方に手を差し伸べるということだけで大分意識が違ってきますので、そこも大

切なポイントかなと思うのが一点です。 

 それからもう一つ、②の部分に関して、新しい指導要領でアクティブ・ラーニング、つ

まり対話的かつ主体的で深い学びということがこれからの軸になっていくということが叫

ばれています。当館では講座型が多いのですが、実際のところ、外に出て歩く講座に人が

集まっているということも大切です。内容の組み方によっては地理的な観点を含めながら、

防災教育の観点を入れていくようなことも工夫できる、アクティブ・ラーニング的なこと

ができるのではないかと考えています。 

本当は家を建ててはいけない場所に家が建てられている。仙台市にある妻の実家もそう

なのですが地滑りで全壊してしまいました。そういうような視点を小さいころから養うと

いうようなこと。博物館ならではできることなのではないかと思いますので、講座型から

次のステップへ、つまり対話型というか、ともに深く現場に立ち、歩きながら学び合う。

現物を前にして問いを立てる学習をするというか、そういうような語りかけ方、引き出し

方というか、それをぜひご研究いただきたいなと思っています。多分、飛鳥山博物館なら

それができるのではないかと思います。博物館は子どもたちのためにどんなことをしてあ

げたらよいか、というところに対する一つの答えになるのかしれませんけれども、やはり

物を見る目と、現場、まちづくりの問題もそうですけれども、そういうような感性を育む

というか、その点が大切だと思います。今回改めて思ったのは、この膨大なカリキュラム

というか、プログラムがきちんと目的に沿って構造化されているんです。これに来られた

方が、北区民としてどういう区民になるのかと、どういう力をもった人たちになって地域
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に貢献するのかということをずっと考え続けているんです。ですから、お年寄りも含めて、

幼い子どもたちが成長したときに、北区にどういうような貢献をするような人材になって

いくかという、そのような観点も少し盛り込みながら、意識しながら、カリキュラムをよ

りベターなものにしていっていただければというふうに思っています。 

 以上です。 

 

【議長】 ありがとうございました。これで一つひとつのあれに具体的に総合的に考えて、

これも考えなきゃいけないと、いいご指摘だったんじゃないかというふうに私は思います。 

 ほかに何かございますか。 

 

【委員I】 じゃあすみません、学校教育ということでよろしいでしょうか。 

 学校教育ということで幾つかあるんですけれども、まず第一は本当にやっぱり博物館さ

んがオープンな場所を開かれている現状というのがあるんですけど、それに対して小学校、

中学校が開かれておられるんだけど、なかなかそういうふうに外にいく時間帯であるとか

という部分が苦しいというのが本音のところなんですが、ただ、小学校の新しい学習指導

要領の完全実施が平成３３年、中学校が３・４年ということで、小学校、中学校では北区

の場合、小中一貫カリキュラムというのをやっていますので、カリキュラムというのを作

成していますので、ぜひ例えば小学校３年生は全部博物館、生活の中の道具であるとか、

例えば中学１年生２年生であれば、もちろんこちらの博物館もそうですし、やっぱり幕末

から明治にかけて、渋沢栄一さんが住まれた部分、その記念館がありますので、渋沢栄一

一人をとっても幕末から明治にかけての勉強がかなりできます。多分小学校の人物史で渋

沢栄一が入っているんではないかと思うんですけれども、とてもいい環境だなというふう

に思っています。 

 それから内容的に言えば、先ほどご指摘があったように、どんな展示というか、内容と、

３０年度にもあるんですけれども、やっぱり北区の特色といえば、交通網、ＪＲにしても

都電にしても、地下鉄にしても１１の駅があるというのは、なかなか珍しいということで

すので、都電に関する何か展示は来年も考えられているんですけれども、やっぱり１１の

駅というか、ＪＲにしても、地下鉄南北線にしても、そういったものの鉄道の変遷とか、

地理・歴史分野、または社会、公民的分野からの内容で展示とかを考えていただければあ

りがたいと思いますし、やっぱり中学校教育、小学校教育、防災教育とか、やはり環境教
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育とか、こういった面に関しても進んだ展示とかをやっていただけると、小学校、中学校

においては防災教育はこういう観点もあるんだ、あるいは環境教育、こういう観点もある

んだということで、利用させていただくことは可能かなと。 

 それから、やっぱり情報という意味では非常に特色があるのは、今小学生も中学生も実

は家庭の電話というのが３割ないんです。電話一つをとっても、例えば私は伊豆大島に３

年間単身赴任していたんですけれども、波浮にみなとや旅館というのがあるんですけれど

も、その旅館ではまだこういう部分の電話でしたし、もうほとんど小学生、中学生知らな

いんですけれども、赤電話とかピンク電話とか、そして家庭用の黒電話とか、そしてガラ

ケーですか、ガラケーの前に何かお笑いの方がこんな大きな物を持っていますけれども、

ああいった携帯電話の変遷ですとか、今集めていかないとやっぱり厳しいのかなと。 

 それから、やっぱり小学校でも中学校でもエネルギー教育というのがありますので、生

活の中のエネルギー、例えば小学校のときに石炭ストーブを使っていた石炭、それからガ

スストーブになった。それから、というふうな形で生活に密着したエネルギー、そういっ

たものも含めていただくとありがたいかなと思って。 

 取りとめもなくなってしまいましたけど、いろんな発想でまたやっていただけると思い

ますので、よろしくお願いします。 

 

【議長】 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

【委員E】 先ほどのA委員のお話の敷居を下げるというお話で、若干ちょっと、何と言い

ますか、先ほどちょっと早目に来て、博物館の案内板を見たら学芸員さんがどこにいるか

わからないんですよ。グレーがかかっていて。私が知っている博物館ですと、受付からも

う全部見えちゃうんですね。学芸員さんが。気楽に入って、ばか話して帰ってくるみたい

な。どうしてこういうことを博物館でやってくれないのみたいな世間話をして帰ってくる

んですけど。まずそういう何と言うんですか、敷居を下げるということで、我々民と公の

関係がもうちょっとオープンになって距離が縮まるような仕組み、特別に事務室を開放し

ろという話しでもないですけど、いろいろセキュリティ上の問題もあるだろうし、いろい

ろあると思いますけども、とにかくそういうことも一つのあれかなと思います。 

 それから、今私が考えるに、たまたま今日２階から入って上に行ってみて、展示室が二

つくらいありまして、そうすると、区民がいわゆる博物館的な調査、勉強をされている
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方々の貸しスペースと言っては言葉があれですけど、区民の方が企画するような展覧会な

り展示会なり発表会なりという場所があってもいいのかなと。それが直接博物館事業とし

てやるということではなく、ある種貨し館テキナことというのはある種、貸し館的なこと

で。そうすると、もうちょっと区民が博物館に親しみをもって、実際活動にかかわれるの

かなと思います。多分学芸員さんにとってもいい刺激になるのかなと。アマチュアですけ

れども、素人ですけれども、いろいろ勉強されてきたものをそれに展示されると。発表さ

れるというような場があってもいいのかなということをちょっと思いつきました。 

 あと、先ほどの生活用具のエネルギーの変遷とかお話をいただいて、それで私なりに、

取りとめない話になっちゃいますけども、建築の保存は実際非常に難しくて、それで今急

激にこの１０年間余りで町家なりの、ちょっと前のライフスタイルを持っていたような建

築が急速になくなっています。それで、建築の分野でしたら何でしょう、残せるとすれば、

図面を残す。建物を実測して図面を残す、写真を残すくらいのことは、それほどコストが

かからないでできるのかなと。今、それらを博物館の中でだけでやるのは大変な話なので、

やはり区民の建築系の人なりなんなりのボランティアを得て、それでそういう作業をやっ

ていく必要があるのかなという気がいたしました。 

 以上です。 

 

【議長】 ありがとうございました。大分ご意見が出て、この中に今の問いにも答えるよ

うな内容が結構入っています。それを今度ひとつまとめていただきまして、その中から、

確立していただきながら答えを出してもらうと。そのようにしていただければというふう

に思います。 

 時間も大分過ぎてまいりましたので、とりあえずこういう形で、今後またまとめていた

だいたことを我々のほうにもこういうふうになったということで教えてもらえればという

ふうに思います。よろしゅうございますか、そういうことで。 

 それでは、今のこれからの博物館についてというのをまとめてもらうということで、と

りあえずこれで終了にしたいというふうに思います。 

 よろしゅうございますか。 

（異議なし） 

 

【議長】 ありがとうございました。 
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 それではマイクを事務局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】 ありがとうございました。ただいま２９年度の事業中間報告並びに３０年度

事業予定の、ご審議とご承認、そして、これからの博物館、今後の博物館活動についてと

いうことで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、閉会に当たりまして、当館、館長からご挨拶を申し上げます。 

 

【館長】 終了に当たりまして一言ご挨拶させていただきます。 

 今回の会議をもちまして実質２年間の任期が終わり一区切りになるかと思います。引き

続きお願いする先生方もいらっしゃると思いますが、今期限りとなる公募の委員の皆様、

本当に２年間どうもありがとうございました。いただいた意見を踏まえながら、また来期

も少しこのテーマも、もう少しやらなきゃいけないのか、ちょっとその辺の整理をさせて

もらいまして、進めていきたいと思います。 

 今月末には開館以来２０周年ということで２０年がたつことになります。来年度は２０

年の記念事業ということで、冠をつけた事業も多数やっていきます。一つひとつの事業、

毎年コピーにならないように、いろいろ工夫を重ねて企画してまいりますので、これから

もまた博物館のご支援等をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

【事務局】 以上をもちまして、第２回運営協議会を終了とさせていただきます。 

 お時間の許される方、ぜひ特別展示室の企画展のほうをご覧いただきたく存じます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 


