
【期間】 2019年9月28日（水）～11月23日（土）

【会場】 国立民族学博物館　社会連携室（1階）・第4セミナー室（2階）ほか

【主催】 国立民族学博物館／独立行政法人 国際協力機構

・ 期間：約3か月間

・ 参加人数：10人

・ 対象者：各博物館の博物館専門家

・

・ 基盤受入機関：国立民族学博物館

氏名(敬称略) 所属先及び職位

8/15(木) 10:00 16:30 事前打ち合わせ

8/20(火) 10:00 ～ 13:00 KoM

8/28(水) ～ 来日

10:00 ～ 11:00 ブリーフィング 平井健人 JICA関西

11:10 ～ 12:30 オリエンテーション 畑山ゆかり JICA関西

10:30 ～ 12:00 開講式 民博

13:30 ～ 14:30 講義 ガイダンス 民博

14:30 ～ 17:00 講義 ICOMオリエンテーション 民博

17:30 ～ 19:00 レセプション 民博

19:00 ～ 20:00 移動

8/31(土) ～ 休日

9/1(日) ～ 休日

09:30 ～ 18:00 実習 ICOM

18:00 ～ 20:30 実習 国際博物館会議京都大会開会レセプション

9/3(火) 09:00 ～ 18:00 実習
ICOMセッション
"Museum and Community Development"に参加

9/4(水) 09:00 ～ 16:00 実習 ICOM

12:45 ～ 13:45 休憩

14:30 ～ 17:30 実習 ICOMオフサイトミーティング

17:30 ～ 20:30 ICOMオフサイトミーティング　レセプション

09:30 ～ 12:00 講義 民博の展示活動 新免光比呂 国立民族学博物館超域フィールド科学研究部・准教授

13:30 ～ 15:30 講義 日本の民俗博物館（祭りとコミュニティも含む） 笹原亮二 国立民族学博物館学術資源研究開発センター・教授

16:00 ～ 17:00 見学 民族学博物館展示場見学①

9/7(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

9/8(日) ～ 休日

09:30 ～ 12:00 講義 博物館学とバリアフリー１ 奥野花代子 神奈川県立生命の星-地球博物館

13:30 ～ 16:00 講義 日本の先住民族文化 齋藤玲子 国立民族学博物館学術資源研究開発センター・准教授

16:00 ～ 17:00 講義 13：30-16：00講義の予備時間

13:00 ～ 17:00 発表 ミュージアムレポート

17:00 ～ 18:00 運営委員会・博物館研修専門部会　合同会議

09:30 ～ 12:00 講義 文化遺産管理における地域コミュニティの参加 鈴木紀 国立民族学博物館人類文明誌研究部・教授

13:30 ～ 16:00 講義 映像資料の管理 奥村泰之 国立民族学博物館情報課映像音響係・係長

09:30 ～ 12:00 講義 民博の博物館社会連携 上羽陽子 国立民族学博物館人類文明誌研究部・准教授

13:30 ～ 16:00 講義 日本の博物館の歴史と博物館法 大塚和義 国立民族学博物館　名誉教授

16:00 ～ 17:00 （※この枠には講義を入れないこと）

13:30 ～ 16:00 講義 文化の展示の現在 吉田憲司 国立民族学博物館長

16:00 ～ 17:00 見学 民族学博物館展示場見学②

9/14(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

9/15(日) ～ 休日

09:30 ～ 12:00 講義 資料の整理と収蔵 日髙真吾 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

13:30 ～ 17:00 講義 リスクマネジメント 日髙真吾 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

09:15 ～ 10:00 講義 防災訓練

10:00 ～ 12:00 講義 予防保存① 園田直子 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

13:30 ～ 16:00 講義 予防保存② 園田直子 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

09:30 ～ 12:00 講義 博物館の施設･展示場管理（保安･防災･防犯） 関口博 オクトセキュリティー

13:30 ～ 16:00 講義 虫害管理 川越和四 一般財団法人環境文化創造研究所・主席研究員

〇  　　2019年度「博物館とコミュニティ開発」

目的：博物館運営に必要な、収集・整理・保存・展示・教育に関する実践的な技術を修得し、博物館を通じた開発途上国の観光開発や地域・文化振興に
積極的に貢献できる人材を育成することを目的とする。

2019年度「博物館とコミュニティ開発」研修日程

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

9/6(金)

9/5(木)

9/2(月)

8/30(金)

8/29(木)

9/13(金)

9/12(木)

9/11(水)

9/10(火)

9/9(月)

9/18(水)

9/17(火)

9/16(月)
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氏名(敬称略) 所属先及び職位

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

16:00 ～ 17:00 講義 民博の展示について 新免光比呂 国立民族学博物館超域フィールド科学研究部・准教授

09:30 ～ 12:00 講義 地域の歴史とその展示 豆谷浩之 大阪歴史博物館学芸課・課長代理

14:00 ～ 16:00 講義 人権と博物館 吉村智博 大阪人権博物館リバティおおさか

9/20(金) 13:30 ～ 16:00 講義 生きた植物の博物館、とは 松谷茂 京都府立植物園・名誉園長

9/21(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

9/22(日) ～ 休日

09:30 ～ 12:00 発表 専門レポート（全員）

13:30 ～ 16:00 発表 専門レポート（全員）

16:00 ～ 17:00 見学 民族学博物館展示場見学③

09:30 ～ 12:00 講義 博物館の地域社会との関係（はしかけ含む） 布谷知夫 三重県総合博物館・名誉顧問

13:30 ～ 16:00 講義 博物館とバリアフリー 2 廣瀬浩二郎 国立民族学博物館グローバル現象研究部・准教授

09:30 ～ 12:00 講義 特別展示のための設計 福島穣 デザインファクトリー・代表

13:30 ～ 16:00 講義 特別展示のためのディスプレイ 福島穣 デザインファクトリー・代表

16:00 ～ 17:00 見学 民族学博物館展示場見学④

10:00 ～ 12:30 講義
博物館における災害展示と市民活動
新潟研修旅行説明会

林勲男 国立民族学博物館人類文明誌研究部・教授

13:50 ～ 16:00 講義 人と防災未来センター 矢野敏隆 人と防災未来センター・事業部次長兼事業課長

9/27(金) 09:30 ～ 12:00 講義 ミュージアムショップマネージメント、商品開発 織田紳也 一般財団法人千里文化財団・主査

9/28(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

9/29(日) ～ 休日

09:30 ～ 12:00 講義 文化財と損害保険 箱守栄一
元慶応義塾大学大学院　アートマネジメント分野・非常
勤講師

13:30 ～ 16:00 講義 文化遺産とコミュニティ開発 飯田卓 国立民族学博物館学術資源研究開発センター・准教授

～ 移動（大阪→東京）

09:30 ～ 11:30 講義 照明 中矢清司 照明コンサルタント

13:00 ～ 16:30 講義 国立科学博物館 南部留美
国立科学博物館・博物館連携推進・学習センター 連携
推進課連携・国際担当

09:30 ～ 12:00 講義 東京国立博物館 鬼頭智美
独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館学芸企画
部・上席研究員（国際交流担当）

13:30 ～ 17:00 講義 文化財保護政策・東京国立博物館見学 田良島哲
独立行政法人国立文化財機構東京国立博物館学芸企画
部・特任研究員
（併）文化財活用センター デジタル資源担当

17:00 ～ 移動（東京→長岡）

09:00 ～ 10:00 見学 長岡震災アーカイブセンターきおくみらい

10:50 ～ 11:50 見学 やまこし復興交流館おらたる

12:40 ～ 13:40 見学 農家民宿おっこの木

14:00 ～ 15:00 見学 錦鯉の里・小千谷市総合産業会館「サンプラザ」

15:20 ～ 16:00 講義 被災地域とメモリアル施設の関わり 稲垣文彦
公益社団法人中越防災安全推進機構・業務執行理事/統
括本部長

16:00 ～ 17:00 見学 おぢや震災ミュージアムそなえ館

09:30 ～ 11:00 講義 長岡市立中央図書館文書資料室の取り組み 田中洋史 長岡市立中央図書館文書資料室・室長

11:00 ～ 11:20 休憩

11:20 ～ 11:50 見学 長岡城跡（アオーレ長岡等）の見学

11:50 ～ 12:15 見学 アオーレ長岡シアター（長岡花火の映像）

13:00 ～ 14:30 討議 振り返り、ディスカッション

15:00 ～ 17:00 移動（長岡→横浜）

10:00 ～ 12:00 講義 横浜美術館 端山聡子 横浜美術館

13:30 ～ 16:00 見学 横浜美術館 端山聡子 横浜美術館

16:30 ～ 20:00 移動（横浜→大阪）

10/6(日) ～ 休日

09:30 ～ 12:00 講義 保存と修理1（元興寺文化財研究所） 植田直見 公益財団法人元興寺文化財研究所

13:00 ～ 14:00 移動（奈良→大阪）

14:00 ～ 17:00 講義 保存と修理2（大阪府立近つ飛鳥博物館） 廣瀬時習 大阪府立近つ飛鳥博物館・学芸課長

09:30 ～ 12:00 講義 エコミュージアム 大原一興 横浜国立大学　都市イノベーション研究院・教授

13:30 ～ 16:00 講義 博物館の建築 大原一興 横浜国立大学　都市イノベーション研究院・教授

16:00 ～ 17:00 講義 博物館の建築 大原一興 横浜国立大学　都市イノベーション研究院・教授

09:30 ～ 12:00 講義 博物館の運営 蓑豊 兵庫県立美術館・館長

13:30 ～ 16:00 見学 展示場見学（常設展示or特別展示）

10:00 ～ 12:30 講義
Introduction and Preliminary Discussion
Temperature & Relative Humidity

園田直子 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

9/23(月)

9/19(木)

10/1(火)

9/30(月)

9/26(木)

9/25(水)

9/24(火)

10/7(月)

10/5(土)

10/4(金)

10/3(木)

10/2(水)

10/9(水)

10/8(火)
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氏名(敬称略) 所属先及び職位

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

14:00 ～ 16:30 講義
Drawing up a manual
Basic museum activities

園田直子 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

09:30 ～ 10:00 講義 全日程の説明 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

10:00 ～ 11:00 講義
「教育委員会制度とその中における博物館の位置づ
け」＋ディスカッション

五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

11:10 ～ 12:10 見学 常設展示室の見学 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

13:10 ～ 15:00 見学 特別展示室・バックヤードの見学 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

15:10 ～ 16:50 講義
「地方自治体が設置する博物館の運営形態」＋ディ
スカッション

五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

10:00 ～ 12:30 講義 「博物館における写真」の講義 田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

14:00 ～ 16:30 講義 「博物館における写真」の講義 田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

08:30 ～ 12:30 講義
Basic museum activities
Drawing up a manual

園田直子 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

14:00 ～ 15:30 講義 Drawing up a manual 園田直子 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授

09:30 ～ 10:50 講義
「地域歴史博物館における市民活動」＋ディスカッ
ション

五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

11:00 ～ 12:00 講義 「小規模博物館連携について」＋ディスカッション 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

13:00 ～ 13:20 館長あいさつ 中牧弘充 吹田市立博物館・館長

13:20 ～ 14:20 実習 仏像衣装体験 河島 吹田市立博物館・学芸員

14:20 ～ 15:20 見学 見学のための事前学習、瓦と須恵器の窯跡展示見学
五月女賢司
高橋

吹田市立博物館・学芸員

15:30 ～ 16:30 見学 紫金山瓦窯跡、七尾瓦窯跡の見学
五月女賢司
高橋

吹田市立博物館・学芸員

10:00 ～ 12:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

14:00 ～ 16:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

10/12(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

10/13(日) ～ 休日

10:00 ～ 12:30 講義
Drawing up a manual
Finalising 3 manuals
Q&A on preventive conservation

園田直子/川
越和四

国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授/一般財団
法人環境文化創造研究所・主席研究員

14:00 ～ 16:30 講義

Integrated Pest Management
Lecture and Practice: 
Trap investigation (setting up), Early
detection of museum pests

園田直子/川
越和四子

国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授/一般財団
法人環境文化創造研究所・主席研究員

09:00 ～ 12:00 見学
吹田市歴史文化まちづくりセンター（愛称：「浜屋
敷」）「吹田まち案内人」による旧吹田界隈ガイド
ツアー

小原篤男 吹田市歴史文化まちづくりセンター「吹田まち案内人」

13:00 ～ 14:00 見学
「浜屋敷」見学：「施設の概要説明」、「施設の見
学」

小原篤男 吹田市歴史文化まちづくりセンター「吹田まち案内人」

14:10 ～ 16:00 講義
「浜屋敷」講義：「組織運営と活動の概要（仮
題）」＋ディスカッション

10:00 ～ 12:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

14:00 ～ 16:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

10:00 ～ 12:30 講義

Integrated Pest Management
Lecture and Practice: 
Trap investigation (collect), Observation of
museum pests

園田直子/川
越和四

国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授/一般財団
法人環境文化創造研究所・主席研究員

14:00 ～ 16:30 講義

Integrated Pest Management
Lecture and Practice: 
Floor cleaning as a part of preventive
conservation, Measuring "cleaness"

園田直子/川
越和四

国国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授/一般財
団法人環境文化創造研究所・主席研究員

09:00 ～ 12:00 見学 平野町ぐるみ博物館　散策 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

13:00 ～ 14:30 講義
平野の町づくりを考える会　講義「会の沿革・組織
と運動の理念・活動の概要」＋ディスカッション

川口良仁 全興寺・住職

14:50 ～ 16:00 実習 平野町ぐるみ博物館　体験

10/14(月)

10/11(金)

10/10(木)

10/15(火)
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氏名(敬称略) 所属先及び職位

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

16:00 ～ 16:45 ふりかえり・まとめ 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

10:00 ～ 12:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

14:00 ～ 16:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

10:00 ～ 12:30 講義

Integrated Pest Management
Temperature & Relative Humidity
Materials and methods for storing objects
Materials used for storing objects

園田直子/川
越和四

国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授/一般財団
法人環境文化創造研究所・主席研究員

14:00 ～ 16:30 講義
Materials and methods for storing objects
Practice: Making storage boxes

園田直子/川
越和四

国立民族学博物館人類基礎理論研究部・教授/一般財団
法人環境文化創造研究所・主席研究員

10:00 ～ 12:00 見学 高槻市立自然博物館（あくあぴあ芥川）の見学 高田みちよ 高槻市立自然博物館・主任学芸員

13:00 ～ 14:00 子ども向けワークショップのデモンストレーション

14:20 ～ 16:00 講義
高槻市立自然博物館　講義「館の運営と地域とのつ
ながりについて」＋ディスカッション

10:00 ～ 12:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習、質疑応答

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

14:00 ～ 16:30 講義
「博物館における写真」の講義、撮影機材の取り扱
い実習、目的別の写真撮影実習、質疑応答

田上仁志 元国立民族学博物館・映像音響係

09:30 ～ 12:00 講義 博物館と広報活動 辻邦浩 国立民族学博物館　客員教授

13:00 ～ 16:00 講義 展示評価 黒岩啓子 Learning Innovation Network

11:00 ～ 17:00 講義 三重県総合博物館（※三重県研修は１日必要） 布谷知夫 三重県総合博物館・名誉顧問

～ 10:50 移動

10/19(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

10/20(日) 10:00 ～ 18:00 見学 琵琶湖博物館の見学

09:30 ～ 12:00 講義 博物館とマーケティング 田中広樹 (株)海遊館マーケットプレイス部

13:00 ～ 14:00 移動（大阪府→兵庫県）

13:30 ～ 16:30 講義 博物館が地域でおこなう事業 坂本昇 伊丹市昆虫館・学芸員（副館長）

09:30 ～ 12:00 講義 データベース
丸川雄三／山
本泰則／寺村
裕史

国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授/人類基
礎理論研究部・准教授/人類文明誌研究部・准教授

13:30 ～ 16:00 講義 こどもと博物館 染川香澄 ハンズ・オン・プランニング代表

10:10 ～ 12:20 講義 博物館と観光 和泉大樹 阪南大学 国際観光学部・准教授

13:30 ～ 14:30 講義 博物館と観光 和泉大樹 阪南大学 国際観光学部・准教授

16:00 ～ 17:00 講義 地域ミュージアムとコミュニティの関わり 和泉大樹 阪南大学 国際観光学部・准教授

09:30 ～ 12:00 講義 知的財産 伊藤敦規 国立民族学博物館学術資源研究開発センター・准教授

13:30 ～ 16:00 講義
館内ボランティアの育成、ボランティアコーディ
ネートについて

新堀春輔 京都市環境保全活動推進協会

09:30 ～ 12:00 実習
公開フォーラムのための個別指導、
研修監理員との打ち合わせ

13:30 ～ 16:00 実習
公開フォーラムのための個別指導、
研修監理員との打ち合わせ

16:00 ～ 17:00 実習
公開フォーラムのための個別指導、
研修監理員との打ち合わせ

10:00 ～ 12:30 実習 公開フォーラム　リハーサル

13:00 ～ 17:15 発表
公開フォーラム「世界の博物館2019」（みんぱく・
第５セミナー室）

17:05 ～ 18:00 交流会

10/27(日) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

10/28(月) ～ 代休

09:30 ～ 12:00 講義 博物館の社会連携 五月女賢司 吹田市立博物館・学芸員

13:30 ～ 16:00 講義 地域コミュニティの連携について 楠岡泰 滋賀県立琵琶湖博物館・特別研究員

16:00 ～ 17:00 講義 広島研修旅行説明会 菅瀬晶子 国立民族学博物館超域フィールド科学研究部・准教授

09:30 ～ 12:00 移動（大阪→広島）

13:00 ～ 14:30 見学 厳島神社

15:00 ～ 17:00 見学 宮島水族館

11:00 ～ 12:00 講義 広島平和記念資料館 加藤秀一 広島平和記念資料館・副館長(兼)学芸課長

13:00 ～ 15:00 見学 広島平和記念資料館

10/21(月)

10/18(金)

10/17(木)

10/16(水)

10/26(土)

10/25(金)

10/24(木)

10/23(水)

10/22(火)

10/31(木)

10/30(水)

10/29(火)

4/7



氏名(敬称略) 所属先及び職位

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

16:00 ～ 移動（広島→岡山泊）

10:00 ～ 12:00 講義 ベネッセハウスミュージアム 菊田満司 ベネッセハウス　部長

13:30 ～ 16:30 見学 家プロジェクト

～ 移動（香川→大阪）

11/2(土) 11:00 ～ 15:00 見学 MMPワークショップ 新免光比呂 国立民族学博物館・准教授

11/3(日) ～ 休日

09:30 ～ 11:30 講義 デザイン①（調査・構想・計画） 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

12:45 ～ 17:00 講義 デザイン②（基本設計・実施設計・設計監理） 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

09:15 ～ 12:00 講義 景観模型についてのレクチャー（個別発表など） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

12:45 ～ 15:45 実習 研修員レポート作成（模型製作についての準備） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

09:30 ～ 16:30 実習 民族誌映像制作理論の学習 川瀬慈 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・准教授

10:30 ～ 12:00 見学 宇治平等院のミュージアム凰翔館を視察研修 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

13:30 ～ 14:30 見学 東寺の宝物館を視察研修 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

15:00 ～ 17:00 見学
京都鉄道博物館の本館・屋外・ショップ等を視察研
修

福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

09:15 ～ 12:00 実習 模型製作　検討・確認（作図・材料チェックなど） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

12:45 ～ 15:45 実習 模型製作　検討・確認（作図・材料チェックなど） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

09:30 ～ 16:30 実習 民族誌映像制作理論の学習 川瀬慈 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・准教授

09:30 ～ 11:30 実習 ワークショップ研修―ペーパークラフト等― 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

12:45 ～ 17:00 実習 ワークショップ研修―展示構成案― 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

09:15 ～ 12:00 実習 模型製作実習（各部材製作） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

12:45 ～ 15:45 実習 模型製作実習（各部材製作） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

09:30 ～ 16:30 実習
大善院の中で、着物の着付け教室(講師・原清華氏）
撮影

川瀬慈・原清
華

国立民族学博物館人類基礎理論研究部・准教授/着付け
教室「きものシャン」

09:30 ～ 11:30 実習 ワークショップ研修―ゾーニング・設計― 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

12:45 ～ 17:00 実習 ワークショップ研修―設計・講評― 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

09:15 ～ 12:00 実習 模型製作実習（各部材製作） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

12:45 ～ 15:45 実習 模型製作実習（各部材製作） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

09:30 ～ 16:30 実習 編集作業 川瀬慈 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・准教授

09:30 ～ 11:30 講義 ディスプレイ①②（展示製作工事） 福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

12:45 ～ 17:00 発表
個別研修のまとめとフリーディスカッション
常設展示の視察（南・東南アジア等）

福島穣 株式会社デザインファクトリー・代表

09:15 ～ 12:00 実習 模型製作実習（各部材製作） 盛口正昭 有限会社景観模型工房

12:45 ～ 15:45 実習 模型仕上げとまとめ 盛口正昭 有限会社景観模型工房

09:30 ～ 16:30 実習 編集作業 川瀬慈 国立民族学博物館人類基礎理論研究部・准教授

11/9(土) ～ 近隣博物館の見学

14:00 ～ 16:00 個別研修グループH奈良へ移動

～ 休日

10:00 ～ 10:00
泉北高速鉄道 泉ヶ丘駅10:00集合（藤井迎え・終日
引率）

藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

10:00 ～ 12:15 見学 発掘資料の整理・報告書の作成について 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

12:15 ～ 13:00 休憩

15:00 ～ 16:45 見学 文化財保護行政に関する法と制度 大阪府咲洲庁舎文化財保護課

17:00 ～ 17:00 Osaka Metro コスモスクエア駅　解散予定 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

09:30 ～ 12:00 実習
保存処理・修復について（30分ほどの講義）
資料の分析・調査

植田直見
川本耕三

（公財）元興寺文化財研究所保存科学研究グループ嘱託
研究員/保存科学研究グループ嘱託研究員

13:00 ～ 16:00 実習 資料の分析調査
川本耕三
山口繁生

保存科学研究グループ研究員

10:00 ～ 12:30 講義 文化財の3次元計測概説 寺村裕史 国立民族学博物館/人類文明誌研究部・准教授

14:00 ～ 16:00 実習 文化財の3次元計測実習 寺村裕史 国立民族学博物館/人類文明誌研究部・准教授

10:00 ～ 10:00
JR阪和線 三国ヶ丘駅改札10:00集合（藤井迎え・終
日引率）

藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

10:00 ～ 12:15 見学 史跡の保護のあり方 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

12:15 ～ 13:00 休憩

11/4(月)

11/1(金)

11/10(日)

11/8(金)

11/7(木)

11/6(水)

11/5(火)

11/11(月)

5/7



氏名(敬称略) 所属先及び職位

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

14:00 ～ 15:30 見学 特定の時代に特化した博物館における公開活用 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

15:40 ～ 16:40 見学 出土品の保管・池上曽根遺跡見学 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

17:00 ～ 17:00 JR阪和線　信太山駅　解散予定 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

09:30 ～ 12:00 実習 土器の保存・修復（講義を含む） 江野朋子 埋蔵文化財保存研究グループ研究員

13:00 ～ 16:00 実習 土器の保存・修復 江野朋子 埋蔵文化財保存研究グループ研究員

10:00 ～ 12:30 実習 文化財の3次元計測実習 寺村裕史 国立民族学博物館/人類文明誌研究部・准教授

14:00 ～ 16:00 実習 文化財の3次元計測実習 寺村裕史 国立民族学博物館/人類文明誌研究部・准教授

10:00 ～ 10:00
南海高野線 大阪狭山市駅10:00集合（横田迎え・終
日引率）

横田明 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 主査

10:20 ～ 11:30 見学 史跡整備事業のあり方（遺構保存・展示手法） 大阪府立狭山池博物館

11:40 ～ 12:40 休憩

13:40 ～ 15:20 見学 地域に密着した博物館における資料の公開活用 大阪府立近つ飛鳥博物館・近つ飛鳥風土記の丘

09:30 ～ 12:00 実習 伝世資料の保存・修復（講義を含む） 雨森久輝 文化財調査修復研究グループマネージャー

13:00 ～ 16:00 実習 伝世資料（主に木製品）の保存・修復 雨森久輝 文化財調査修復研究グループマネージャー

10:00 ～ 12:30 講義 データベース構築概説 丸川雄三 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授

14:00 ～ 16:00 実習 データベース構築実習 丸川雄三 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授

10:00 ～ 10:00
JR阪和線 久米田駅10:00集合（石田迎え・終日引
率）

石田尚子 大阪府教育庁 文化財保護課 調査事業グループ 技師

10:15 ～ 16:45 見学 発掘調査見学 石田尚子 大阪府教育庁 文化財保護課 調査事業グループ 技師

12:15 ～ 13:00 休憩

17:00 ～ 17:00 JR阪和線 久米田駅　解散予定 石田尚子 大阪府教育庁 文化財保護課 調査事業グループ 技師

09:30 ～ 12:00 実習 古文書の修理 金山正子 文化財調査修復研究グループリーダー

13:00 ～ 16:00 実習 古文書の修理 金山正子 文化財調査修復研究グループリーダー

10:00 ～ 12:30 実習 データベース構築実習 丸川雄三 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授

14:00 ～ 16:00 講義
映像音響資料データベース・展示場情報システム概
説

山本泰則 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授

10:00 ～ 10:00 JR京都線 高槻駅10:00集合（藤井迎え・終日引率） 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

10:30 ～ 12:00 見学
（公財）大阪府文化財センターの発掘調査見学、大
規模開発に伴う発掘調査

藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

13:15 ～ 14:00 休憩

14:00 ～ 14:30 見学 史跡整備・活用のあり方 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

14:40 ～ 15:20 見学 史跡の復元整備・博物館における活用事例 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

15:20 ～ 16:30 見学 史跡の復元整備・博物館における活用事例 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

17:00 ～ 17:00 JR京都線　摂津富田駅　解散予定 藤井陽輔 大阪府教育庁 文化財保護課 調査管理グループ 副主査

09:30 ～ 12:00 実習 出土金属製品の保存・修復（講義を含む）
尼子奈美枝

埋蔵文化財保存研究グループマネージャー

13:00 ～ 16:00 実習
出土金属製品の保存・修復
全体のまとめ

尼子奈美枝
植田直見

埋蔵文化財保存研究グループマネージャー/保存科学研
究グループ嘱託研究員

10:00 ～ 12:30 実習 データベース構築実習 丸川雄三 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授

14:00 ～ 16:00 見学
映像音響資料データベース・展示場情報システム見
学

山本泰則 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・准教授

11/16(土) 10:00 ～ 17:00 見学 近隣博物館の見学

11/17(日) ～ 休日

09:30 ～ 16:00 実習 輸送と梱包 三木英樹 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

16:00 ～ 17:00 実習 収蔵庫見学 園田直子 国立民族学博物館/人類基礎理論研究部・教授

09:30 ～ 11:30 実習 個別研修シェア時間

13:00 ～ 16:30
ファイナルレポート(普及プログラム案)等の個別指
導、研修監理員との打ち合わせ

09:30 ～ 10:00 荷物発送作業

11/15(金)

11/14(木)

11/13(水)

11/12(火)

11/20(水)

11/19(火)

11/18(月)
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氏名(敬称略) 所属先及び職位

日付 時刻
形
態

研修内容
講師又は見学先担当者等

13:00 ～ 16:30 実習 ファイナルレポート最終打合せ

10:30 ～ 16:00 発表 ファイナルレポート

15:20 ～ 16:00 総合討論

16:10 ～ 17:00 修了式・写真撮影

17:00 ～ 17:30 写真撮影

17:30 ～ 19:00 修了レセプション

10:30 ～ 12:00 評価会

13:30 ～ 15:00 運営委員会・博物館研修専門部会　合同会議

11/23(土) ～ 帰国日

11/22(金)

11/21(木)

11/20(水)
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