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〇  2021年度「博物館とコミュニティ開発」

【期間】 2021年11月10日（水）～12月1日（水）
【会場】 オンライン開催（配信会場：国立民族学博物館　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週間
・ 参 加 人 数 ： 10人
・ 対 象 者 ： 各博物館の博物館専門家
・ 目 的 ：

・ 基盤受入機関：国立民族学博物館

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。

日付 形態 配信区分 研修内容 講師 所属先・職名

11/8(月) 15:00 ~ 16:20 講義 ライブ 通信テスト（JICA-VAN）

11/9(火) 15:00 ~ 16:20 講義 ライブ 通信テスト（ZOOM）

11/10(水) 15:00 ~ 16:00 ライブ 開講式

16:00 ～ 16:30 ライブ ガイダンス

16:30 ～ 17:10 ライブ オリエンテーション

2021年度「博物館とコミュニティ開発」研修日程

時刻
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日付 形態 配信区分 研修内容 講師 所属先・職名

11/11(木) 15:00 ~ 15:05 説明 ライブ ミュージアムレポート

15:05 ～ 15:25 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員１

15:25 ～ 15:45 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員２

15:45 ～ 15:55 休憩 ライブ ミュージアムレポート

15:55 ～ 16:15 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員３

16:15 ～ 16:35 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員４

16:35 ～ 17:00 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員５

17:00 ～ 17:10 まとめ ライブ ミュージアムレポート 新免光比呂 国立民族学博物館・教授

11/12(金) 15:00 ～ 15:25 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員６

15:30 ～ 15:50 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員７

15:55 ～ 16:20 発表 ライブ ミュージアムレポート 研修員８

16:30 ～ 16:35 発表(代読） ライブ ミュージアムレポート 研修員９

16:40 ～ 17:00 発表(代読） ライブ ミュージアムレポート 研修員１０

17:00 ～ 17:05 まとめ ライブ ミュージアムレポート 新免光比呂 国立民族学博物館・教授

17:05 ～ 18:05 会議 ライブ 運営委員会・博物館研修専門部会合同会議

11/13(土) 休日

11/14(日) 休日

時刻
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日付 形態 配信区分 研修内容 講師 所属先・職名

11/15(月) 課題 オンデマンド 日本の先住民族文化 齋藤玲子 国立民族学博物館・准教授

課題 オンデマンド 博物館と観光 和泉大樹 阪南大学・准教授

課題 オンデマンド 知的財産 伊藤敦規 国立民族学博物館・准教授

15:00 ~ 17:25 講義 ライブ 文化の展示の現在 吉田憲司 国立民族学博物館・館長

11/16(火) 課題 オンデマンド 日本の民俗博物館 笹原 亮二 国立民族学博物館・教授

課題 オンデマンド こどもと博物館 安曽潤子 インクルーシブミュージアム・代表

課題 オンデマンド エコミュージアム 大原一興 横浜国立大学・教授

15:00 ~ 17:00 講義 ライブ 民博の展示活動 新免光比呂 国立民族学博物館・教授

11/17(水) 課題 オンデマンド 博物館とマーケティング 田中広樹 株式会社海遊館

課題 オンデマンド 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 公益財団法人千里文化財団

課題 オンデマンド 地域博物館の運営 五月女賢司 吹田市立博物館

15:00 ~ 17:00 特別講義 ライブ 博物館の運営 簔豊 兵庫県立美術館・館長

11/18(木) 課題 オンデマンド リスクマネジメント 日髙真吾 国立民族学博物館・教授

課題 オンデマンド 文化財と損害保険 箱守栄一 （なし）

15:00 ~ 17:15 講義・デモ・質疑応答 ライブ 博物館における新型コロナ対策 日高真吾 国立民族学博物館・教授

11/19(金) 課題 オンデマンド 文化遺産とコミュニティ開発 飯田卓 国立民族学博物館・教授

課題 オンデマンド 文化遺産管理における地域コミュニティの参加 中村誠一 金沢大学・教授

15:00 ~ 17:15 デモ ライブ 輸送と梱包 三木英樹
園田直子

ヤマト運輸株式会社関西美術品支店、
国立民族学博物館・教授

時刻
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日付 形態 配信区分 研修内容 講師 所属先・職名

11/20(土) 休日

11/21(日) 休日

11/22(月) 課題 オンデマンド 資料の整理と収蔵(資料の機能的保管） 小関万緖 国立民族学博物館（企画課博物館事
業係）

課題 オンデマンド 映像資料の管理 奥村泰之 国立民族学博物館（情報課）・専門
職員（映像音響担当）

課題 オンデマンド 虫害管理 川越和四 一般財団法人環境文化創造研究所

15:00 ~ 17:10 講義・デモ・質疑応答 ライブ 予防保存 園田直子・末森薫 国立民族学博物館・教授
国立民族学博物館・助教

17:10 ～ 17:30 指導 ライブ FRに向けた指導 園田直子 国立民族学博物館・教授

11/23(火) 15:00 ~ 17:15 講義・質疑応答 ライブ データベース 丸川雄三・寺村裕史 国立民族学博物館・准教授
国立民族学博物館・准教授

17:15 ～ 17:30 指導 ライブ FRに向けた指導 新免光比呂 国立民族学博物館・教授

11/24(水) 課題 オンデマンド 展示評価 黒岩啓子 Learning Innovation Network

課題 オンデマンド 民族誌映像制作理論の学習 川瀬慈 国立民族学博物館・准教授

15:00 ~ 17:00 見学 ライブ 博物館とバリアフリー (特別展見学含む） 廣瀬浩二郎 国立民族学博物館・准教授

11/25(木) 課題 オンデマンド 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

15:00 ~ 17:00 デモ・質疑応答 ライブ 展示設計デモ 福島穣 デザインファクトリー・代表

11/26(金) 課題 オンデマンド 博物館における災害展示と市民活動 林勲男 国立民族学博物館・教授

課題 オンデマンド 民博の社会連携 上羽陽子 国立民族学博物館・准教授

課題 オンデマンド 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

課題 オンデマンド 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・准教授

15:00 ~ 17:00 講義・質疑応答 ライブ 地域コミュニティとの連携について 楠岡泰・新免光比呂 （なし）
国立民族学博物館・教授

時刻
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日付 形態 配信区分 研修内容 講師 所属先・職名

11/27(土) 休日

11/28(日) 休日

11/29(月) 15:00 ~ 15:05 説明 ライブ

15:05 ～ 15:30 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員１０

15:35 ～ 15:55 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員９

15:55 ～ 16:15 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員８

16:15 ～ 16:20 休憩 ライブ

16:20 ～ 16:40 発表(代読） ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員７

16:40 ～ 16:55 発表(代読） ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員６

16:55 ～ 17:00 まとめ・連絡事項 ライブ

11/30(火) 15:00 ～ 15:20 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員５

15:25 ～ 15:45 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員４

15:50 ～ 16:10 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員３

16:15 ～ 16:35 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員２

16:40 ～ 17:00 発表 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション 研修員１

17:00 ～ 17:10 総合討論 ライブ ファイナルレポート、ディスカッション

17:15 ～ 18:00 閉講式 ライブ

12/1(水) 15:00 ～ 16:00 評価会 ライブ 評価会

16:00 ～ 17:00 合同会議 ライブ 運営委員会・博物館研修専門部会合同会議

時刻


