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会員各位 

第６６回全国博物館大会 

大会委員長 銭谷眞美 

 

第６６回全国博物館大会のご案内 

拝啓 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より博物館の運営、活動に

ご尽力を賜り、改めて厚く御礼申し上げます。 

 さて、今年で第６６回目を迎える全国博物館大会は、日本博物館協会の創設 90 周年

にあたるとともに、来年 9 月に開催されるＩＣＯＭ（世界博物館会議）京都大会のプ

レ大会として、記念すべき大会となります。 

 開催地の東京・上野地区は、長年にわたり各種の博物館が集中する地域であるとと

もに、上野「文化の杜」新構想や観光の拠点としても重要な意味を持つ地域であり、文

化経済政策の観点からも中心的役割を担う地域です。 

 本年の大会テーマである「博物館からつながる」には、博物館の相互連携、行政や大

学・商業組織等との協働・連携による事業展開、観光施策との連携、多様な関わりを創

る市民との協働、環境教育、学校教育との連携等々さまざまな思いが込められていま

す。上野地区の博物館のご協力をいただき、今年は分科会もメインテーマにつながる

６つのテーマで、それぞれの博物館園で開催いたします。 

 また、博物館関連企業や関連団体のご協力をいただき、大会期間中に東京国立博物

館表慶館でミュージアムメッセを開催することとなりました。東京都葛西臨海水族園

所有の移動水族館「うみくる号」も東博内にお目見えします。 

 大会 2 日目の夕刻には、先の東日本大震災での津波による被災から蘇った陸前高田

のリードオルガンの生演奏も予定しております。 

 大会開催に合わせ、日博協東京支部加盟館や東京都博物館協議会加盟館のご協力で、

都内の数多くの館園で入館（園）料の減免も実現できました。 

 本年の全国博物館大会に参加いただき、首都東京ならではの充実したプログラムを

是非ご堪能いただき、各館園の活動充実の糧としていただければ幸いです。 

 

敬具 

 

 

 

 

  



＜開催要項＞ 

 

主  催  公益財団法人日本博物館協会 

共  催  東京都歴史文化財団、東京都博物館協議会、 

日本博物館協会東京支部 

後  援  文部科学省、観光庁、上野観光連盟（すべて予定） 

会  期  平成３０年１１月２８日(水)～３０日(金) ３日間 

会  場  大会主会場   

東京文化会館 小ホール（上野駅前) 

                  住所：〒110-8716 東京都台東区上野公園 5-45 

TEL:  03-3828-2111（代表）    

分科会会場    

          東京国立博物館 

住所：〒110-8712 東京都台東区上野公園 13-9 

TEL:  03-3822-1111（代表） 

 

国立西洋美術館 

住所：〒110-0007 東京都台東区上野公園 7-7 

TEL:  03-3828-5131（代表） 

 

                       国立科学博物館 

 住所：〒110-8718 東京都台東区上野公園 7-20 

TEL:  03-3822-0111（代表） 

 

 東京都美術館 

住所：〒110-0007 東京都台東区上野公園 8-36 

TEL:  03-3823-6921（代表） 

 

                       恩賜上野動物園 

住所：〒110-8711 東京都台東区上野公園 9-83 

TEL:  03-3828-5171（代表） 

 

東京文化会館 小ホール 

                  住所：〒110-8716 東京都台東区上野公園 5-45 

TEL:  03-3828-2111（代表）    

 

 



羽田空港 （京浜急行） 品川 上野

    （東京モノレール） 上野浜松町 （JR山手線/京浜東北線）

所要時間：約45分　　　　　　　　　　　料金610円　　IC 601円

羽田空港第1ビル

所要時間：約35分～45分　　　　　　 料金660円　　IC 648円

会場　案内図

交通案内　（主会場：東京文化会館）

羽田空港から

（JR山手線/京浜東北線）

不忍池 上野動物園 東京都美術館

東京国立

博物館

国立科学

博物館
国立西洋

美術館

JR上野駅

公園口改札

東京メトロ・上野駅

京成線・京成上野駅

東京文化会館

黒田記念館

噴水

○交番

JR上野駅 公園口から 徒歩 1分

東京メトロ上野駅7番出口から 徒歩10分

京成上野駅 正面口から 徒歩10分



＜日程＞ 

第１日目：１１月２８日（水） 会場：東京文化会館小ホール 

 

（情報交換会会場） 

   東天紅 上野本店 

   東京都台東区池之端 1-4-1 上野不忍池畔  

          （東京文化会館より徒歩１５分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時間 プログラム 

９：３０～１０：００ 受付   

１０：００～１０：５５ 

 

 

 

開会式 

 挨 拶：銭谷眞美 (公財)日本博物館協会長 

 祝 辞：文部科学大臣（予定） 

 ゲスト紹介：スアイ・アクソイICOM会長（通訳あり） 

 表彰式：特別表彰、顕彰、棚橋賞、博物館活動奨励賞 

１０：５５～１１：００ 大会決議起草委員発表 

１１：１０～１２：００ 記念トーク 三浦しをん（作家） 

       聞き手：海部陽介 国立科学博物館  

１２：００～１５：００ 昼食 

ミュージアムメッセ見学（東京国立博物館 表慶館） 

１５：００～１６：３０ 全国博物館フォーラム（行政報告、ICOM京都大会 

について他） 

１６：３０～１８：００ ミュージアムメッセ出展業者 プレゼンテーション 

１８：３０～２０：００ 情報交換会（於：東天紅 上野本店） 



第２日目：１１月２９日（木） 会場：上野５館及び東京文化会館小ホール 

時間 プログラム 

１０：００～１２：３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科会１ 

「ICOM フォーラム『世界の博物館事情とその取組み』」 

＜会場：東京国立博物館＞ 

分科会２ 

「博物館がつなぐ・博物館からつながる 

―サイエンスとカルチャー」  

＜会場：国立科学博物館＞ 

分科会３ 

「世界とつながるコレクション情報」 

＜会場：国立西洋美術館＞ 

分科会４ 

「ミュージアム・コミュニケーション 

―『多様な関わりを創る』市民との協働」      

＜会場：東京都美術館＞ 

分科会５ 

「博物館における環境教育」 

＜会場：恩賜上野動物園＞ 

分科会６ 

「ウェルカム ミュージアム！ 観光からつながる」 

 ＜会場：東京文化会館＞ 

 

１２：３０～１４：１５ 昼食 

（１３：００～１４：００大会決議起草委員会） 

 

１４：１５～１６：００ シンポジウム（分科会の総括） 

 司会   半田昌之 日本博物館協会専務理事 

 報告者 島谷弘幸 九州国立博物館長 

 報告者 小川義和 国立科学博物館 

 連携推進・学習センター長 

 報告者 川口雅子 国立西洋美術館 情報資料室長 

 報告者 稲庭彩和子 東京都美術館 学芸員 

アート・コミュニケーション係長 

 報告者 鈴木 仁 恩賜上野動物園 教育普及係長 

報告者 佐々木秀彦 東京都歴史文化財団  

事務局企画担当課長 



１６：１０～１６：５０ 陸前高田リードオルガンコンサート 

演奏：中村由利子 / 歌唱：白鳥英美子 

１７：００～１７：３０ 全体会議、閉会式 

 

分科会１「ICOM フォーラム『世界の博物館事情とその取組み』」 

＜会場：東京国立博物館 平成館１階 大講堂＞ 

「ICOM の概要」スアイ・アクソイ ICOM 会長 

「ICOM 京都大会について」講師：佐々木丞平 ICOM 京都大会 2019組織委員長 

京都国立博物館長 

「世界の博物館事情とその取組み」 

コーディネーター：島谷弘幸 九州国立博物館長 

講師：世界各国の博物館関係者からの事例報告 

内容：2019 年 9 月に京都で開催される ICOM世界大会に向けて、世界各国から博物館

の専門家を招聘し、京都大会の意義について共有する。さらに、世界の博物館を取り

巻く現状を報告し、ICOMが果たす役割について議論を深める。 

（同時通訳あり） 

 

分科会２「博物館がつなぐ・博物館からつながる―サイエンスとカルチャー」 

＜会場：国立科学博物館  日本館２階講堂＞ 

 司会：小川義和 国立科学博物館連携推進・学習センター長 

講師：大和田努 帯広百年記念館学芸員 

講師：井上卓朗 郵政博物館長 

講師：坂本 昇 伊丹市昆虫館副館長 

講師：羽村太雅 手作り科学館 Exedra館長 

内容：科学を生活や文化と有機的に結びつけ，人々や地域の学びを促進している諸事

例を報告。専門性を有し，特色ある活動を行うミュージアムが，他の機関や地域社会等

と連携して活動することの可能性について議論する。 

 

分科会３「世界とつながるコレクション情報」 

＜会場：国立西洋美術館  講堂＞ 

司会：馬渕明子 国立西洋美物館長 

講師：山梨俊夫 国立国際美術館長 

講師：植松由佳 国立国際美術館情報資料室長 

講師：川口雅子 国立西洋美術館情報資料室長 

講師：田所夏子 石橋財団ブリヂストン美術館学芸員 

 



内容：博物館における収蔵品情報の整理・公開に関する事例を報告。国を挙げて文化財

情報の連携が模索されているわが国の現状に鑑み、個々の美術品情報の中身はどうあ

るべきかという点について国際動向を踏まえつつ考える。 

 

分科会４「ミュージアム・コミュニケーション 

―『多様な関わりを創る』市民との協働」＜会場：東京都美術館 講堂＞ 

コーディネーター：稲庭彩和子 東京都美術館学芸員 

アート・コミュニケーション係長 

講師：藤田千織  東京国立博物館教育普及室長 

講師：白木栄世  森美術館アソシエイト・ラーニング・キュレーター 

講師：稲庭彩和子 東京都美術館学芸員 アート・コミュニケーション係長 

内容：ミュージアムと一般の人々をつなぐ「多様な関わりを創る市民や団体」の活動に

ついて、最新の事例を紹介。ミュージアムの持つ文化資源を有意義に市民とミュージ

アムが共に活用していく方法と課題について考える。 

 

分科会５「博物館における環境教育」 

＜会場：恩賜上野動物園 管理事務所会議室＞ 

司会：鈴木 仁  恩賜上野動物園教育普及係長 

講師：諏訪哲郎  学習院大学教育学科教授・日本環境教育学会長 

講師 荒井 寛  多摩動物公園野生生物保全センター長 

講師：三橋弘宗  兵庫県立人と自然の博物館主任研究員 

講師：増田直広  公益財団法人キープ協会環境教育事業部主席研究員 

講師：羽澄ゆり子 東京都多摩市立連光寺小学校教育連携コーディネーター 

内容：環境保全について自ら考え、行動する人々を増やしていくことを目指し、博物館

における環境教育を通じて、特に次世代を担う子どもや若者にどのようなプログラム

を提供すれば良いか、最近の環境教育の実践例を基に全員参加型の議論をする。  

 

分科会６「ウェルカム ミュージアム！ 観光からつながる」 

＜会場：東京文化会館  小ホール＞ 

司会：佐々木秀彦 東京都歴史文化財団事務局企画担当課長 

講師：滝本昌子   東京国立近代美術館企画課広報室長 

講師：茅野雅弘  上野観光連盟事務総長 

講師：山名尚志  文化科学研究所代表取締役社長 

講師：サム・ホールデン 赤坂文化社 

内容：多言語対応や共通パス、ナイトミュージアム等の事例を紹介し、充実したミュー

ジアム体験を国内・海外からの利用者にどのようにもたらすか、観光資源として期待

が高まるミュージアムの取り組みを考える。 



第３日目：１１月３０日（金） 

時間 プログラム 
 
08:30～ （適宜） 

 
施設見学（及び会議参加） 

＊早朝より自由参加プログラムとして、以下５コースの施設見学（及び会議参加）を

行います。 (参加費無料・各コースとも昼食：各自） 

    ご希望のコースをお選びの上、お申し込みください。（複数申込 可） 

  なお、Ａ～Ｄコースは定員制のため、お申し込みいただいても参加していただけ

ない場合は抽選となります。当選者の氏名は１１月９日に日本博物館協会のホー

ムページに掲載する予定です。（定員に達しない場合も掲載いたします） 

 

◆Ａコース 東京国立博物館文化財用Ｘ線 CT装置視察（15名×4回） 

                                                                                                                                             

◆Ｂコース 国立科学博物館筑波研究施設収蔵庫視察（30名） 

  

◆Ｃコース 世界遺産・国立西洋美術館建築視察（15名×2回） 

 

◆Ｄコース 恩賜上野動物園 開園前パンダ舎等見学（30名） 

  

◆E コース 平成 30年度 世界津波博物館会議参加 

 ９：３０～１３：３０（東京国立博物館大講堂：同時通訳あり）  

 

 ＊各コースのより詳細な情報については、後添＜見学施設の紹介＞を参照願います。 

 

 

入館（園）料減免について 

日博協東京支部および東京都博物館協議会加盟館（園）に対し、大会開催期間前後

（１１月２８日～１２月２日）の入館（園）料減免措置のご依頼をしております。 

減免措置に応じていただける館（園）の詳細は１０月中旬ごろに日博協ＨＰにて公

表できる予定です。施設見学と併せてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜見学施設の紹介＞  

◆Ａコース 東京国立博物館文化財用Ｘ線 CT 装置視察 

【東京国立博物館】 

場所：東京都台東区上野公園 13-9 東京国立博物館資料館 

日時：11月 30日（金）14:00～、14:30～、15:00～、15:30～の計 4回 

定員：各回 15名（事前申込み） 

東京国立博物館所有の大型 X線 CT装置の概要説明および活用事例を紹介します。 

 

◆Ｂコース 国立科学博物館筑波研究施設収蔵庫視察 

【国立科学博物館筑波研究施設】 

場所：茨城県つくば市天久保 4-1-1 国立科学博物館筑波研究施設 

日時：11月 30日（金）10:20～12:30 

   つくばセンター（つくば駅）10:00発のテクノパーク大穂行バスで筑波実 

   験植物園下車が便利です。鉄道およびバスの運賃は各自負担となります。 

定員：30名（事前申込み） 

概要説明後，2グループ程度に分かれて収蔵庫を案内します。 

 

◆Ｃコース 世界遺産・国立西洋美術館建築視察 

【国立西洋美術館】 

場所：東京都台東区上野公園 7-7 国立西洋美術館本館 

日時：11月 30日（金）10:30～11:30（1回目）14:00～15:00（2回目） 

定員：15名/回（事前申込み） 

世界遺産に登録された本館について解説します。 

 

◆D コース 恩賜上野動物園 開園前パンダ舎等見学（30名） 

【恩賜上野動物園】 

場所：東京都台東区上野公園 9-83 恩賜上野動物園内 

日時：11月 30日（金）8:30～9:30 

定員：30名（事前申込み） 

パンダ舎を中心に、開園前の動物園の見学を行います。 

 

＜会議＞ 

◆E コース 平成 30 年度 世界津波博物館会議 （主催：外務省他） 

場所：東京都台東区上野公園 13-9 東京国立博物館 大講堂 

日時：11月 30日（金）9:30～13:30 

テーマ（案）：時間軸から見た「津波博物館」の役割 

       ～災害を風化させないため各世代でどう伝承すべきか～ 



 

資料交換のご案内 
 

資料交換ご希望の館園は、パンフレット、リーフレット等各６５０部を 

平成３０年１１月２６日（月）必着にて下記宛先にご送付ください。 

送付先：〒110-0007 東京都台東区上野公園 12-52 黒田記念館別館 3F 

 公益財団法人日本博物館協会 

 全国博物館大会事務局あて 

TEL: 03-5832-9108  FAX: 03-5832-9109 

 

     

情報交換会のご案内 
 

大会を機に親睦を深め、情報を交換する場として、下記により情報交換会を開催 

いたします。参加される方は大会参加申込書にてお申し込み下さい。 

  日   時  平成３０年１１月２８日（水）１８時３０分～２０時００分 

  会   場    東天紅上野本店 ３階 鳳凰の間 

              〒110-8707 東京都台東区池之端 1-4-1 上野不忍池畔 

       TEL: 03-3828-5111 

  参 加 費    ６,０００円 

 
     

お弁当のご案内 
 

大会初日１１月２８日（水）、２９日（木）は昼食としてお弁当を有料で提供いたし

ます。ご希望の方は大会参加申込書にてお申し込みください。 

   

  お弁当代    １,０００円（税込・お茶なし） 

   

 ※ 配布場所・時間・食事スペースなど詳細については当日配布される資料を 

ご覧下さい。 

 ※ 上野地区は昼食時にレストランが大変混雑いたします。お弁当のお申し込み 

をお勧めいたします。 

 

 
             

 

※ 情報交換会・お弁当のキャンセル受付は、共に１１月９日（金）までとさせていた

だきます。それ以降は、キャンセルの場合でも費用を申し受けますので、予めご了承

ください。 

 

キャンセルについて 



   

参加申込み方法等のご案内 

 

大会参加申込み及び参加費お支払いの締切は平成３０年１１月１日（木）です。 

 

参加申込  ①別紙申込書にご記入のうえ下記宛に郵便またはＦＡＸでお送りくださ

い。 

      ②参加費等を指定の口座にお振り込みください。 

       大会参加費    会員 ６，０００円  会員外 １０，０００円 

       情報交換会会費     ６，０００円 

       お弁当代（昼食用）   １，０００円 ／ 日（２８日・２９日） 

       ※ご入金の確認をもってご参加の受付完了となります。 

 

            

申込書送付先 

公益財団法人日本博物館協会「大会係」 

〒１１０－０００７ 東京都台東区上野公園１２－５２ 

         黒田記念館 別館３階 

      ＴＥＬ（０３）５８３２－９１０８ 

      ＦＡＸ（０３）５８３２－９１０９ 

支払い方法 ・郵便振替 番号：００１９０－３－８０１２３ 

      加入者名：公益財団法人日本博物館協会 

 

・現金書留 上記申込書送付先へ、申込書を同封の上ご送付ください。 

 

・三井住友銀行 霞が関支店 （普）５１９５４１２ 

 口座名：公益財団法人日本博物館協会 

※銀行振込をご利用の場合は、必ず①お振込日時、②お振込み人様名

義、③参加者氏名、④参加者のご所属、をご連絡ください（電話でも

ＦＡＸでも結構です）。 

銀行振込の場合、お申し込み者様とお振り込み人様の照合が困難な

場合があります。ご入金の確認をもってご参加の受付完了となりま

すので、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 


