
National Museum of Ethnology International Workshop 
 

Collection Review: Methodology and Effective Utilization for the Museum and the Source Community. 

資料熟覧――方法論および博物館とソースコミュニティにとっての有効活用を探る 

 

 

10/5 (日) 13:00-18:00   4F 大演習室    連続講演  “Reconnect Museum and Source Community” 

ロバート・ブルーニグ (北アリゾナ博物館), ケリー・ハイズ＝ギルピン (北アリゾナ大学), 伊藤敦規 (民博) 

10/6 (月) 13:00-17:00   1F 閲覧室(情企事務室奥)  連続講演(13:00-14:30) “Lost in Translation: Rethinking Hopi Katsina Tithu and Museum Language Systems” チップ・コルウェル (デンバー自然科学博物館) 

10/7 (火) 10:00-17:00   1F 閲覧室(情企事務室奥)  連続講演(13:00-14:30) “Host Museum and Source Community Responsibilities in Collection Reviews”  

シンシア・チャベス・ラマー (国立アメリカン・インディアン博物館), ジム・イノーテ (ズニ博物館) 

10/8 (水) 10:00-17:00   1F 閲覧室(情企事務室奥)  連続講演(13:00-14:30) “Confluences: tracing Hopi connections through UK Southwestern collections past and present” ヘンリエッタ・リディチ (国立スコットランド博物館) 

10/9 (木) 10:00-17:00   1F 閲覧室(情企事務室奥)  連続講演(13:00-14:30) “Hopi Life and Kachina Doll” ジェロ・ロマベンティマ, マール・ナモキ, ダランス・チメリカ, ラムソン・ロマテワマ 

10/10 (金) 10:00-17:00   1F 閲覧室(情企事務室奥)  

 

 

国立民族学博物館は館外の研究者などに所蔵資料の熟覧の機会を提供してきた。たとえば共同研究や各個研究に基づく専門家の招聘、館内外で開催される 

展示準備活動といったものから、毎年一度定期的に実施している北海道アイヌ協会技術者研修までさまざまな形態をとる。もちろん民博以外の日本国内の 

公立機関でも「資料特別利用規則」によって同様の機会を提供している。資料熟覧に基づく情報修正や加筆は資料収集と同様に重要かつ貴重な機会である。 

しかしながら現状としては、特定のフォーマットは存在せず、熟覧の結果得られた情報が自動的に既存の資料台帳に加筆されるわけでもない。 

本ワークショップでは、所蔵機関とソースコミュニティの人々にとっての資料情報の共有と熟覧の記録化の意義について注目し、熟覧作業における項目立て 

や追記の仕方や注意事項といったような資料ドキュメンテーションの望ましいあり方について考察する。ワークショップ期間中には連続特別講演も実施する。 

発表者（参加機関）は民博が学術協定を結んだ米国アリゾナ州の北アリゾナ博物館とニューメキシコ州のズニ博物館に加え、デンバー自然科学博物館、国立ア 

メリカ･インディアン博物館、スコットランド国立博物館を予定している。また、民博が所蔵する約 280 点のカチーナ人形を制作した米国南西部先住民ホピの 

宗教指導者 5 名を招聘し、ワークショップでの議論と成果をふまえながら資料熟覧と地元の伝統的知識に基づいた資料情報加筆を行う。 

※国立民族学博物館 2014 年度フォーラム型情報ミュージアム・大型プロジェクト（「北米先住民製民族誌資料の文化人類学的ドキュメンテーションと共有」） 

※科学研究費補助金（「日本国内の民族学博物館資料を用いた知の共有と継承に関する文化人類学的研究」、若手研究(A) 研究課題番号：26704012） 

 

National Museum of Ethnology (Minpaku) provides academics and researchers an opportunity of collection reviewing. The reviews are made by experts invited for  

cooperation in preparing exhibitions, implementing joint research projects, organizing workshops for the Hokkaido Ainu association craftsperson training etc. Of  

course, not only Minpaku but many other public institutes in Japan provide such opportunities making use of Open Access Resources. The process of data revision and  

complementation while reviewing of a collection is as important for every museum as acquisition of new artifacts. However, no proper format for this process exists and  

results achieved during it are often lost due to not being corrected or added to the existing catalog immediately and automatically. 

In this workshop we will focus mainly on the importance of consulting and sharing information between the museum and the source community. We will also  

discuss the way of registering information of the reviewed item preparing appropriate documentation. Special lectures are planned to take place during the workshop.  

Five Hopi religious leaders will attend to discuss and assess approximately 280 Kachina dolls of the Minpaku collection. 

※National Museum of Ethnology, Info-Forum Museum Project: (Documenting and Sharing Information on Ethnological Materials: Working with Native American Tribes) 

※Grant-in-Aid for Young Scientists (A) MEXT/JSPS #26704012: (Source Community Utilization of Ethnological Collections for Information Sharing in Japanese Museums) 

 

10 月 5 日、6 日および連続講演時間帯は日英逐次通訳有り  館外者要予約（ito@idc.minpaku.ac.jp） 


