第６３回全国博物館大会開催要項
大会テーマ
「伝承と創造－未来へ伝えるメッセージを博物館から－」

第６３回全国博物館大会は、
「伝承と創造－未来へ伝えるメッセージを博物館から－」をメインテー
マとして開催します。
本大会の開催地広島は、厳島神社（宮島）・原爆ドームの２つの世界文化遺産、多島美で風光明媚な
瀬戸内海・美しい山容を有する地です。そして、本年、呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）
は１０周年を迎え、「呉らしい博物館」とすることにより一層地域の教育、文化及び観光等に寄与
しようと努めているところであり、まさに理想的な博物館像を探ることが求められている状況です。
本大会においても、各博物館が、国際社会・地域社会のニーズ等に応え、博物館による伝承と創造を
興隆し、その総合力を高めていくための方策について考えます。
このメインテーマのもと、基調講演、全国博物館フォーラム、シンポジウム及び分科会を通じて、博
物館の置かれている現状を認識するとともに、課題等の情報を共有し、今後の各博物館の活動をより良
いものとすべく考える機会とします。
（１）基調講演では、広島大学総合博物館館長岡橋秀典氏から「地域に開かれた大学博物館をめざし
て―広島大学総合博物館の挑戦―」について講演をいただきます。
（２）全国博物館フォーラムでは、多様化する経営形態や博物館登録制度、危機管理、国際化など、
日本の博物館が館種や設置者を超えて直面する中長期的な課題の中からピックアップしたテー
マについて、最近の状況や課題を共有し、国の施策の紹介も行いつつ、フロアからの発言も求め
ながら、今後の取組について協議します。重要な点については大会決議に反映させます。
（３）シンポジウムでは、
「未来を考える装置としての博物館」と題して、博物館のこれまでの歩み
と現状を再確認するとともに、「未来」を考える上で、博物館がどのような役割を果たすことが
できるのかという点について考えます。特に、学校教育や生涯学習、地域振興など、地域社会を
取り巻く様々な問題と博物館の関係について、実例の紹介も交えながらパネリスト及び参加博物
館園の方々と議論を深めます。
（４）分科会では、全国博物館フォーラム及びシンポジウムを受けて、①「博物館と教育」（分科会
１）
、②「博物館と異業種連携」
（分科会２）、③「博物館と地域振興」
（分科会３）のテーマのも
と、それぞれ事例発表の後、参加博物館園の方々と議論を深めていきます。
あわせて、呉・江田島、広島、宮島を中心とする文化施設等の見学を通じて、今後の博物館の活動に
役立てるとともに、参加の方々の意見交換や交流の機会となることが期待されます。
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平成２７年１１月１８日(水)～２０日(金) ３日間
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呉阪急ホテル及び呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）
呉阪急ホテル
住所：〒737-0051 呉市中央 1-1-1
TEL: (0823) 20-1111 FAX: (0823) 20-1120
呉市海事歴史科学館
住所：〒737-0029 呉市宝町 5-20
TEL: (0823) 25 -3047 FAX: (0823) 25-3982

参 加 者 １．本協会加盟の下記の者
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２．広島県内の博物館関係者
３．その他博物館協会が認めた者
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第１日目：１１月１８日（水）
時

間
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グ
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ム

１２：３０～１３：３０

受付

（１階ロビー）

１３：３０～１４：１５

開会式
挨 拶：銭谷 眞美 (公財)日本博物館協会会長
祝 辞：文部科学大臣、広島県知事、呉市長
表彰式：顕彰、棚橋賞、博物館活動奨励賞

（４階皇城）

１４：１５～１４：２０

全体会議、決議起草委員選出

（４階皇城）

基調講演「地域に開かれた大学博物館をめざして
（４階皇城）
―広島大学総合博物館の挑戦―」
講師 広島大学総合博物館館長 岡橋 秀典
１５：３０～１５：４５ 特別報告「２０１９年ＩＣＯＭ京都大会の開催について」
（４階皇城）
ＩＣＯＭ日本委員会 委員長 青木 保
１５：４５～１７：１５ 全国博物館フォーラム
（４階皇城）
司会 半田 昌之 日本博物館協会専務理事
講師 ＭＯＡ美術館 館長 内田 篤呉
講師 西宮市貝類館 顧問 山西 良平
講師 東京国立博物館総務部 部長 栗原 祐司
講師 文部科学省生涯学習政策局社会教育課 課長 谷合 俊一
講師 文化庁文化財部美術学芸課 美術館・歴史博物館室 室長 山下 登
１４：３０～１５：１５

１７：２０～１８：００

展示会プレゼンテーション

（４階皇城）

１８：３０～２０：００

情報交換会（地域伝統芸能「音戸の舟唄」のご披露）

（３階安芸）

＊ １８日のお弁当を申し込まれた方の昼食会場は、３階安芸です。
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第２日：１１月１９日（木）
時

間

プ
ロ
グ
ラ
ム
９：３０～１１：４５ シンポジウム「未来を考える装置としての博物館」
司会 呉市海事歴史科学館 館長 戸髙 一成
講師 松山市坂の上の雲ミュージアム 館長 松原 正毅
講師 萩博物館 館長 山本 章三
講師 県立広島大学人間文化学部 准教授 鈴木 康之

（４階皇城）

１１：５０～１２：３０

展示会プレゼンテーション （４階皇城 ）／ 決議起草委員会 （５階麗女）

１２：３０～１３：３０

昼食、休憩

（３階安芸）

分科会１「博物館と教育」
（４階皇城（１）
）
司会 広島県立歴史民俗資料館 学芸課長 田邊 英男
１３：３０～１５：４５
講師 広島平和記念資料館 学芸員 土肥 幸美
講師 府中市歴史民俗資料館 学芸員 谷重 豊季
講師 呉市海事歴史科学館 学芸員 道岡 尚生
分科会２「博物館と異業種連携」
（４階皇城（２）
）
司会 広島県立美術館 学芸統括ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 向田 裕始
講師 広島市こども文化科学館 学芸員 松本 佳也
講師 尾道学研究会 事務局長 林 良司
講師 大和ミュージアム運営グループ 事務局長 上元 新一郎
分科会３「博物館と地域振興」
（４階皇城（３）
）
司会 広島県立歴史博物館 学芸課長 白井 比佐雄
講師 芸北民俗芸能保存伝承館 学芸員 松井 今日子
講師 周防大島文化交流センター 学芸員 高木 泰伸
講師 安芸高田市歴史民俗博物館 学芸員 秋本 哲治
１６：００～１６：３０ 全体会議、 閉会式
（３階安芸）
１７：００～１８：００

呉市海事歴史科学館の展示等案内

分科会１：博物館と「教育」の関係に関する様々な実践事例を報告する。これらの事例報告を通じて、
博物館が、
「教育」にどのように寄与し得るのかという点について考える。

分科会２：多用な業種と連携して、博物館を運営している事例を報告する。これらの事例報告を通じ
て、様々な業種と連携することで、どのような博物館運営が可能になるのかという点について
考える。
分科会３：博物館と地域社会の関係に関する様々な事例を報告する。これらの事例報告を通じて、博
物館が地域の振興、地域の活性化にどのように関わることができるかという点について考える。
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第３日：１１月２０日（金）
時

間

９：００～１６：００
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施設見学

＊９時より自由参加プログラムとして、施設見学を行います。(参加費無料・貸切バス（Ａコース・
Ｂコース）
、貸切船（Ｃコース)利用）
ご希望のコースをお選びの上お申し込みください。
＜施設見学コース＞
◆Ａコース（呉・江田島コース）
（バス）
呉駅 9:00
⇒10:00 海上自衛隊第１術科学校教育参考館（11:30～12:30 昼食） 12:30⇒
⇒13:30 呉市立美術館、酒工房せせらぎ・ギャラリー三宅屋商店
16:00（解散：呉駅）
※途中解散希望の方：13:30 呉市立美術館
◆B コース（広島コース）
（バス）
呉駅 9:00
⇒10:00 平和記念公園、平和記念資料館、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
（12:00～13:00 昼食） 13:00⇒
⇒13:15 広島県立美術館、ひろしま美術館
16:00（解散：広島駅）
※途中解散希望の方：12:00 平和記念公園
◆C コース（宮島コース）
（船）
呉港 9:00
⇒10:00 宮島港 厳島神社・厳島神社宝物館 （12:00～13:00 昼食） 13:00⇒
⇒13:30 宮島水族館（みやじマリン）
15:00⇒
⇒15:30 宮島港（解散）
※途中解散希望の方：12:00（宮島）

４

