
学習院大学は博物館と連携しています
学生証をもって博物館にでかけよう！

【連携名称と対象となる博物館】
■東京国立博物館キャンパスメンバーズ：東京国立博物館
■東京都歴史文化財団パートナーシップ：江戸東京博物館・

東京都現代美術館・東京都写真美術館　他
■国立科学博物館大学パートナーシップ：国立科学博物館
■国立美術館キャンパスメンバーズ：東京国立近代美術館

本館・国立工芸館・国立映画アーカイブ・国立西洋美術館
（2022年春まで休館予定）・国立新美術館（国立新美術館
は常設展がありません）

※開室日開室時間は、原則として学習院大学史料館と
同じです。最新の開室情報は、学習院大学史料館HP 
http://www.gakushuin.ac.jp/univ/ua/index.html
から開館カレンダーを御確認ください。

　学習院大学では、学内に博物館相当施設である史料館を
設置するほか、科学技術や美術・歴史などに対する皆さんの
関心を高めることを目的として、学外の博物館と下記の提
携を結んでいます。各館の窓口で学生証を提示すると、常設
展が無料で観覧でき、一部の特別展・企画展が割引になるな
ど、さまざまな特典があります。
　連携や特典についての詳細は、学内担当部署学芸員課程
のHP　http://www.gakushuin.ac.jp/univ/curator/index.html
や、各館HPの連携専用ページをご確認ください。

史料館（東別館）館内案内図

東京国立博物館
平成館　考古展示室　

東京都写真美術館
メインエントランス前

国立科学博物館
日本館　フタバスズキリュウ

東京国立近代美術館・本館
外観

学芸員課程事務室の開室について

原則　月曜日～金曜日　９：30～17：30
　　　　　（11時30分～12時30分は閉室）

　　　　土曜日　９：30～12：30

学芸員
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発行者：学習院大学　学芸員課程委員会
〒171-8588 東京都豊島区目白 1-5-1　学習院大学史料館内　学芸員課程事務室
TEL.03(5992)1181　http://www.gakushuin.ac.jp/univ/curator
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表紙の写真（右上から時計まわりに）
①「学習院初等学科運動会」【山階宮家資料】明治 42 年頃撮影
④「体操（中学科第一年級）」（『大礼奉献学習院写真』大正 4 年発行より）
②③⑤⑥学習院スポーツ関連メダル【高松宮家資料】明治後期～大正時代

（①は勧修寺蔵／学習院大学史料館保管、②～⑥は学習院大学史料館蔵）

画像提供  東京国立博物館 画像提供  国立科学博物館

画像提供  東京都写真美術館 画像提供 国立美術館

i n f o r m a t i o n

※現在、入館に事前予約が必要な場合があります。観覧にあたっ
ては、各館のHPを必ずご確認ください。

学芸員資格に関しては、以下の証明書を発行しています。
○博物館学芸員資格取得証明書〈和文〉〈英文〉
○博物館学芸員資格取得見込証明書〈和文〉〈英文〉
○博物館に関する科目の単位修得証明書〈和文〉
交付を受けるには、中央教育研究棟1階または西5号館4
階にある証明書自動発行機で「申込書」を購入し、学芸員
課程事務室に提出して下さい。なお、証明書は、今日必要
だからといってすぐに発行できるわけではありません。対面
で受け付けた場合の発行日は、事務室閉室日・日・祝日を
除いて和文で原則2日後、英文で7日後となります。就職活
動等で必要になりそうな人は、時間に余裕をもって請求し
てください。
※郵送申請も可能です。
※最新の情報は学習院大学HPや学芸員課程事務室HP
でご確認ください。

学芸員課程事務室よりお知らせ
―各種証明書の発行について―

B u l l e t i n
f o r
C u r a t o r ’ s
C o u r s e

引き続くコロナ禍のなかで.......................２
学芸員の視点
　モノへの想い、人とのかかわり............３
活躍する卒業生
　美術館の現場から
　―収蔵品を末永く後世に伝えるために― ６
博物館実習体験記－１
　群馬県立歴史博物館.............................８
博物館実習体験記－２
　千葉県立美術館 ....................................９
キュレーターズコースへようこそ............ 10

B

学習院大学学芸員課程

2021 No.25



02 Bulletin for Curator’s Course 03Bulletin for Curator’s Course02

今から40年くらい前のこと、私は美
術史を学ぼうと思って学習院大学の文
学部哲学科に入学しました。小さい頃
から絵を描くのが好きだったのです
が、高校時代に才能は無いと自覚し、
ならば好きな絵を見る美術史学とかい
うものをやってみよう、と思ったからで
す。ただ恥ずかしながら、私は大学に
入るまで学芸員という仕事を知りませ
んでした。当然ですが、学芸員資格を
取るための課程についても関心はあり
ませんでした。

このように専門分野にも未熟で、学
芸員についても全く無知だった私がな
ぜ、開館前の準備室時代から含めて
30年近くも博物館の学芸員として働き
続けることになったのでしょうか。私は
その学芸員人生の根底にあり続けた
のは、モノ（ここでは歴史資料や美術
品など博物館資料となり得る全ての物
の総称）への想いと、様々な人たちとの
出会いや交流の面白さであったと思い
ます。学習院大学の思い出も含めて振
り返ってみます。

「絵が好き」というだけで入った大学
の１年次の美術史学の基礎科目で、最
初の衝撃的な出会いがありました。担当
の秋山光和先生が中国の敦煌莫高窟
の壁画について、スライドを写しながら
解説をしてくれる授業でした。しかし先
生はほとんど学生と視線を合わせること
はなく、どこか遠くを眺めるような視線
で流れるように語り続け、チャイムの音
にはっとして授業を終える、というもので
した。これは高校までの授業しか知ら
なかった私には信じられないもので、

「先生には学生が見えていないようだ。

自分が調査してきた壁画のことしか頭
にないんじゃないか。」と心底驚きまし
た。しかしそれと同時に「いい年をした
オジサンが（秋山先生、ごめんなさい）、
我を忘れてこんなに熱くなる美術史っ
てタダものじゃない！」と私まで熱いも
のが心の中に湧きおこりました。最近で
はこのような授業をされる先生は少な
いでしょうが、有無をいわせぬ先生の
迫力に直面し、美術史学とは作品への
愛情、モノへの強い想いを持つことだと
理解したのでした。

そして2年次、小林忠先生の日本の近
世絵画史の授業を受けたときのことで
す。「これはちょっと気持ち悪い絵なん
だけど。」と言いながら写されたスライ
ドの絵を見た瞬間、私は午後の眠気も
吹っ飛んで目をこらしました。こんなす
ごい絵が世の中にあったのか、と鳥肌
が立ちました。それは江戸時代初期に
京都で活躍した絵師、狩野山雪が描い
た「雪汀水禽図屏風」でした。それ以外
にも紹介された山雪の絵はどれも面白
く、私は小林先生のご指導のもと、その
まま山雪にのめり込んでいきました。山
雪の絵が見られるのであればと、まさ
に追っかけるように走り回り、貪るよう
に眺め、「これは山雪へのラブレター
だ！」と言いながら卒業論文を仕上げ
ました。

好きな絵について、自分が発見した
魅力を皆に知ってもらうことはすごく楽
しいことでした。こうしてモノ（私にとっ
ては日本の近世の絵）にのめり込む楽
しさ、そしてモノが持つ秘密や新しい見
方を人に知ってもらう楽しさを知ること
ができた私は、ようやく博物館や美術
館で働く学芸員という存在にも目が行
くようになりました。学芸員になれば、

ずっと好きな絵に囲まれて、ずっと自分
の「好き」を発信し続けられるのだろう
と考えたわけです。私は日本の近世絵
画の勉強をするために大学院へ進学し
たと同時に、学芸員課程を取り始めまし
た。

しかし私が縁あって就職できたとこ
ろは、美術館ではなく東京都の歴史を
扱う歴史系博物館でした。しかも最初
の配属は近代展示ゾーンの明治時代
の担当です。全く違う世界に放り込ま
れた私は、勉強をしてきたことが生かせ
ない、任されたことがわからないと途方
に暮れる日々でした。

ところで皆さんは、博物館の仕事の
ひとつに一般の人びとから資料の寄贈
を受ける、というものがあることをご存
知でしょうか。博物館の資料は購入す
ることもありますが、一般の人からの

「家に古いものがあるけれども、博物館
の役に立てそうなら受け取ってくださ
い。」というお申し出に対応することもと
ても多いのです。近代 資 料 の担当と
なっていた私は、就職直後からこのよう
なお申し出によってたくさんのお宅に伺
い、多種多様な近代の古いものを見せ
ていただくことになったわけです。そし
てそこで得た二つの体験によって、私は
大学で気付くことのできなかった、博
物館の学芸員にとってとても大切なこと
を学びました。

一つは、歴史の連続性ということで
す。

初めて私が担当した寄贈資料は、寄
贈者のおばあ様が明治時代に女学校
で作られたという、椿や折り鶴をモチー
フにした絹の端切れのお細工物でした。
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モノへの想い、人とのかかわり

我妻 直美
 わが  つま  　　 なお 　み

学芸員をめざすあなたへ 学芸員の視点

引き続くコロナ禍のなかで
学習院大学　学芸員課程委員会委員長　
文学部教授　史料館研究員

島尾　新
去年のこのコラムには、佐野みどり先

生が「新型コロナ禍とミュージアム」という
タイトルで、お書きになっていました。一年
が経って、まだ似たような話を書く状況
が続いているとは、思いもしませんでし
た。大学も講義科目はオンラインが多く、
学芸員実習もひとつのクラスを分けて行
うなど不自由な状態が続いて、受講生の
みなさんにもご迷惑を掛けています。とは
いえ、マイナス面ばかり嘆いていても仕方
がありません。とても閑かになった東京で
は、さまざまに絡み合っていることが「可
視化」されたように思えました。私が専門
とする美術について、怪我の功名となった
こと、改めて感じたことから二つだけ。

素直によかったと思うのは「時間予約」
が、多くの美術館で可能になったことで
す。「密」を避けるために導入されたので
すが、欧米の美術館では随分前から常
識でした。もちろん「いつも」ではなく、混
雑しそうな大展覧会の時で、待ち時間が
なくなり会場の混雑も避けられます。日
本では、たとえば若冲の展覧会に長いと
きは五時間待ちという行列ができて話題
になりました。いつもいうのですが、これ
を「大成功」と喜ぶのは問題で、主催者
は儲かるかも知れませんけれど、目的は

「見てもらう」ことですから、押し合いへし
合いの展覧会が、好ましいものであるは
ずはありません。それがやっと「国際標
準」になったといえるでしょうか。

そんななかで「なってほしい」と思いな
がら、それほどならなかったのが「お散歩

コース」です。緊急事態宣言下で外食もま
まならないなか、感染リスクの低い娯楽？
として、散歩する人、公園へ行く人は増え
ました。「密にならない美術館」も、屋根付
きの公園代わりになれると思ったのです
が――大学近くの永青文庫が、椿山荘と
のセットで賑わっていたのは珍しい例で
――全体としては入館者は減りました。も
ちろん「入 館料1200円」といわれれば

「お散歩」になりませんが、無料の展覧会
にも人が入らないという話をよく聞きます。
どうも日本での美術館は、まだ「わざわざ
行く」ところなのです。みなさんのなかで、
銀座の画廊が「お散歩コース」に入ってい
る人は、どのくらいいるでしょうか？　

写真は、一昨年の秋にパリのジャコメッ
ティ協会に行ったときのもの。ふらっと通
りかかったら、灯りがついていて、なにや
ら小さなパーティーみたいなものをやって
いたので、ためしにノックしてみたら「どう
ぞどうぞ」と入れてくれました。２０世紀初
頭の建物で、写真のように「アールデコの
家のなか」にジャコメッティがあります

（ネットで行ってみてください）。日常と非日
常の混じり合う小さな空間のなかに作品
も観る人も馴染んでいます。こんな感じの

「ふらっと寄って感じて観る」ところが、日
本には少ないように思います。

裏返してみれば、日本の美術館の特徴

のひとつは「特別展」が多いこと。したがっ
て、そこへ行くのも「特別」で、求めるのはす
ばらしい「名品」。しかし多くの作品は、ガラ
スに隔てられた向こう側にあって、その前
でおしゃべりをしていると注意され、欧米
では当たり前の、作品の前の床に坐る子
供たちに「これ、何に見える？」と語りかける
先生の姿を見ることもありません。「芸術」と
いえば「展覧会芸術」で、そこいらで目にす
る「ふつうにいい絵」や「ほっとする花瓶」は
なにか別物のようになり、季節に合わせた
絵が掛かり、花が挿された花瓶や香炉の
置かれた床の間は姿を消して、それらで
遊ぶ茶の湯も日常にはなく……。語ればき
りがないのですが、どうも「馴染む」のとは
逆のコースを辿っているように思うのです。

本学では、いま新しい図書館の建設が
進んでいて、これが完成すると現在の図
書館をミュージアムに改修する工事が始
まります。正門から明治の北別館、大正の
東別館を経て、前川國男のミュージアム
へ、というのはなかなかいいお散歩コー
ス。建築とその装飾から絵画や工芸そし
て歴史資料までが繋がり合う空間が生
まれます。学芸員課程を取っているみな
さんには、そんな風景を思い浮かべなが
ら、「美術に馴染む」空間のトータルイメー
ジを作って頂けるといいかなと思います。
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モノに向き合うこと

博物館で学んだこと

元東京都江戸東京博物館学芸員
学習院大学　令和３年度「博物館資料論」担当非常勤講師

しま お       あらた



学芸員の視点

事ですし、いまでも研究のきっかけは
「好き」と「面白い」だと思っています。
ですが、当初はとまどいだらけだった博
物館で長年学芸員生活を続けてこられ
たのは、私があらゆるモノを分け隔てな
くよく見ることに、意義と楽しさを見出
せるようになったからだろうと思ってい
ます。

このような経験を積んだことによって
開くことができた展覧会が、平成24年
（2012）の特別展『日本橋　描かれたラ
ンドマークの400年』です。
そもそもこの展覧会は、平成２３年の

東日本大震災の影響で本来予定されて
いた展覧会が開けなくなってしまった
ため、その空いた時期を埋めるべく急
ぎ私が企画・準備した展覧会でした。
準備期間が限られていたため、他の博
物館や個人のご所蔵者などから資料を
借りてくることは断念し、全て館が所有
するものだけで展示を構成することに
しました。そこで私は館が所有する日本
橋400年の歴史を語るに相応しいあら
ゆる時代の有名無名の絵を抽出し、時
代順に並べるとともに、そこに様々な分
野の資料も動員して視覚的な変化を持
たせました。企画内容以上に、「これぞ
江戸東京博物館の収蔵品展だ。」と思
える展覧会になったと自負しています。
学芸員になって早々、時代や分野にこ
だわらずあらゆるモノから魅力を探し

04 Bulletin for Curator’s Course Bulletin for Curator’s Course 05

初めて見たもので「ああ、明治の教育の
展示物に使えるな。」と思った記憶があ
ります。ところがその後、このお細工物
そっくりな江戸時代の木版による型紙
を収集する機会に恵まれたのです。さ
らにその後、同じようなものが一種の匂
い袋として今も売られているのを街で
発見したのです。この経験から私は、目
の前にあるものが明治時代のもので
あっても、そのルーツは江戸時代にま
でさかのぼれる場合もあるし、また現
代にも引き継がれているものもあるとい
うことに気付かされたのです。私は自分
の好きな江戸時代の絵にばかり関心を
向けていましたが、これ以降私は明治
時代の絵の中にある江戸時代的なも
の、あるいは全く新しいものを探り出し
ていく楽しみを見つけました。それに
よって、それまで持っていた江戸時代と
明治時代、近世と近代に区切る考えを
改め、大きな歴史の流れの中に絵やモ
ノを眺めることができるようになりまし
た。
二つ目は、モノの歴史的な背景を知
ることの重要性です。
美術史学においても、その制作背景
を明らかにしていくことはとても重要な
研究のひとつですが、古いモノにおいて
はなかなか明らかにできないのが実情
です。しかし一般の方々から近代のも
のを寄贈でいただくとき、その持ち主の
方たちは、実に多くの思い出話を語って
くださいます。一見するとただの古い生
活用品が、その思い出話によって日本
の近代史を語る貴重な証拠となる場面
に何度か出くわしました。モノが博物館
資料として生きるためには情報、つまり
歴史的背景はとても重要です。一見す
ると近代になって作られた平凡な生活
用品であっても、その情報内容によって
は、江戸時代の有名絵師の絵と同じく
らい貴重な存在になり得るわけです。
私はどのような時代のどのようなモノで
あっても目を向け、それについて語る人
の話に耳を傾けるようになりました。
学生時代の私は、好きな時代の好き
な絵だけに執着していたと思います。も
ちろん好きなモノを追求することも大

出す面白さを学んだからこそ、あの急場
にできた展覧会だと思っています。
また、この展覧会ではひとつの絵巻

の展示に力を入れました。私は当館所
蔵の「隅田川風物図巻」という江戸時
代の絵巻を研究し、博物館が発行する
研究報告に論文を書いたことがありま
した。巻頭に立派な日本橋が描かれた
この絵巻の歴史的価値や位置付けに
ついてはここでは省きますが、その絵巻
の大きな特徴のひとつは、〈影からくり
絵〉という細工が絵巻全体にわたって
施されているということでした。これは
絵の一部、例えば家の窓や提灯、花火
などの部分を切り抜き、そこにできた穴
に裏から薄い紙を貼っていくという細

工を行うものです。そうした画面に裏か
ら光を当てると、そこだけが明るく光っ
て見えるという実に面白い仕掛けなの
です。私は論文を書いた時からずっと、
この10ｍ近い絵巻の画面を全部広げ
て、その裏から光を当てた状態をたくさ
んの人に見てもらいと思っていました。
そこでこの展覧会を利用し、その展示
方法に取り組むことに決めました。
作品の裏から光を当てるという特殊

な展示方法を安全に、そして効果的に
行うため、私は信頼する博物館照明の
専門家と展示会場造りの会社の方と
じっくり絵巻を眺め、展示方法を検討
しました。その結果、展覧会ではたくさ
んのお客様に、江戸時代の魅力的な絵
巻をしっかりと堪能して頂くことができ
ました。私のこの絵巻に対する「好き」
と「面白い」を、多くの方 と々共有できた
ことは本当に嬉しい思い出となりまし
た。しかし、そもそもこの絵巻の魅力と
価値を論文というかたちできちんと明
らかにすることができたのは、学習院
での学びがあったからこそです。

ところで、前述の絵巻の展示につい
て複数の方たちに協力を求めたように、
展覧会は学芸員だけでつくるものでは

ありません。展示会場を造ってくれる
人、効果的な照明を計画してくれる人、
ポスターやチラシをデザインしてくれる
人、展覧会図録の編集をしてくれる人、
展示物を借りてくるときに車を運転して
くれる人、展示作業を手伝ってくれる
人、音声ガイドを作ってくれる人、展覧
会グッズを作ってくれる人、広報活動を
手伝ってくれる人、人、人・・・博物館や
展覧会の規模によって状況は異なりま
すが、様々な人との協力によって成り
立っています。
このような方たちは、決して展覧会を

企画した学芸員の部下ではありません。
一人一人がその道のプロであり、その道
のいわゆるヲ（オ）タクも多いです。私は
このような方 と々雑談をするのが大好き
でした。展示室の壁紙の面白い使い方、
非常に重い資料を展示する方法、音声
ガイドに適した台本の作り方などなど、
たくさんのことを教えてもらえるからで
す。言い方を変えれば、来館者の満足
度アップに繋がる高度なテクニックの
数々を教えてもらえると言うことです。
そしてこのような雑談を交えた時間

をたくさん持っておくと、切羽詰まった
展覧会準備の最終段階で見事な阿吽
の呼吸が成立することもあります。
先ほど紹介した特別展『日本橋　描

特別展
『日本橋　描かれたランドマークの400年』チラシ

特別展『日本橋　描かれた
ランドマークの400年』

かれたランドマークの400年』の図録を
作成していたとき、印刷直前になって図
録の見返し（表紙と本文の間にある紙）
の種類を決めていなかったことに気付
きました。編集会社が関西にあったた
め、もう現物を見ての打合せは不可能
でした。そこで私は電話で咄嗟にこのよ
うなお願いをしました。「江戸時代の遊
女の下着みたいな赤い紙。でも下品なの
は嫌。」もちろん誰も江戸時代の遊女の
下着なんて見たことないわけですが、担
当者は即座に「わかった。任せて。」と。
でき上がりを見た私はのけ反りました。
予想の上を行く、素晴らしい赤い紙が
挟まっていたのでした。

学芸員にとって大事なことは、分野を
越えてたくさんのモノ（全ての資料）を
よく見ることだと思います。またそれと
同時に、モノや博物館に関わる様々な
人たちの声に耳を傾けることです。これ
らを積み重ねながら、より多くの人たち
が博物館へ足を運びたくなるように、モ
ノの魅力を楽しんでくれるように、努力
することだと思います。辛いこともあり
ましたが、私はモノを見るのも人と関わ
るのも大好きでした。学芸員は、モノと
人の間を行ったり来たりしながら働く
仕事だと思います。

展覧会を支えてくれる人たち

特別展『日本橋　描かれたランドマークの400年』図録

筆者不詳「隅田川風物図巻」（部分）東京都江戸東京博物館蔵　裏から光を当てた時の画像
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美術館の現場から
－収蔵品を末永く後世に伝えるために－
明治神宮ミュージアム　学芸員

進藤 玲奈 （平成26年度　学芸員資格取得、平成27年度　学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程修了）

幼 い 頃 より絵 を 描くことが 好 き
だった私は、大学進学の際には芸術
学部を選び、日本画を専攻しました。
実技科目を中心とした授業が多いな
かで、時 間 数は少ないながらも受 講
を楽しみにしていたのが美術史の講
義でした。段々と「もっとくわしく学ん
でみたい」という気 持ちが 大きくな
り、本 校の大 学院を受 験しようと考
えました。美 術史にはさまざまな分
野 がありますが、今も我々の生活に
深く結びついている日本のやきもの
に興味を持ち、日本陶 磁史を専門と
される荒川正明教授のもとで日本美
術 史を学 びました。現 在は、明 治 期
の 美 術 工 芸 品を主に担 当していま
す。学芸員資格を取得したのは大学
院に入ってからのことです。それまで
漠 然と学芸員になりたいと思ってい
たものが、博 物 館実習を通して実 際
の業 務に触れたことで、明 確な目標
になりました。

 

昨年、明治神宮は鎮座より百年とい
う節目の年を迎えました。それに先立
ち、令 和 元 年（2019）10月、明 治 神 宮
の境内に、鎮座百年祭の記念事業の
ひとつとして明治神宮ミュージアムが
開館しました。明治神宮は、東京都渋
谷区にある神社です。初詣では日本一
の参拝者数で知られていることをご存
じの方もたくさんいらっしゃると思いま
す。皆さんのなかにも、折々でお参りに
訪れたことのある方も少なくないので

はないでしょうか。明 治 神 宮の創 建
は、大正9年（1920）。近代日本の礎を
築かれた明治天皇と、皇后である昭憲
皇太后を御祭神としています。

境内には、都会の只中であることを
忘れてしまうような豊かな緑が広が
り、玉砂利の参道を歩いているだけ
でも心が 洗われる気 持ちがします。
神社を囲む鎮守の森は「杜」という字
であらわし、いわゆる「森」と区 別さ
れることがあります。明治神宮の杜は
人工林で、全国から寄せられた約10
万本の献木によって造成されました。
今ではすっかり自然の森のような雰
囲気を醸し出し、都心にありながらめ
ずらしい動植物も生息しており、驚か
されることもしばしばです。つい最近
のことですが、境 内を歩いている際
に、生まれて初めて間近でタマムシを
目にしました。宝石のようにきらきら
と輝き、無 尽に色を変化させるその
翅は、まさに自然の神秘そのもの。そ
の翅を装 飾として貼り付けた、法 隆
寺の《玉虫厨子》は、飛鳥時 代の人々
にとってさぞ美しいものであっただろ
うと思いを馳せる一時でした。

明 治 神 宮ミュージ アムは、JR「原
宿」駅 や、地 下 鉄「明 治 神 宮 前〈原
宿〉」駅 から徒 歩5分ほどのところに

位置します。昨年、原宿駅が新しくな
り、明 治 神 宮 原 宿 門 の 前 に 出られ
る、アクセスに非常に便利な西口が
できました。大きな第一鳥居をくぐっ
て南参道沿いに進んでいくと、やが
て木立の間から、ゆるやかな屋根を
持つ特徴的な建物が現れます。

明治神宮ミュージアムでは、御祭神
である明治天皇・昭憲皇 太 后ゆかり
の品を中心に収蔵・展示するほか、明
治神宮の歴史や行事をご紹介する展
示室を設けています。建物は、世界的
な建 築 家である隈 研 吾氏の設 計で
す。美術館建築では、根津美術館や、
サントリー美 術 館などを手がけてお
り、昨今、氏の建築に関する展覧会も
行われています。神 社建 築の要素を
取り入れながらも、ぬくもりある木と
ガラスや金属といった工業的素材が
組み合わさったモダンな建築ですが、
大きな外 観にもかかわらず受ける印
象はやわらかく、明治神 宮の杜に見
事にとけこんでいます。

明 治 神 宮 に は、もう 一 つ、「宝 物
殿」という重要な展示施設が大正10
年（1921）より存 在します。長らく、
明治天 皇・昭憲皇 太 后 御物（ご所有
の品）ほか収 蔵 品は、この宝 物 殿 で
大 切に守り伝えられてきました。現
在、収 蔵 品 は、最 新 の 展 示・収 蔵 環
境で末永く保存をしていくために、明
治神 宮ミュージアムへと移されてい
ま す。平 成23年（2011）、国 の 重 要
文化財に指定となった宝物殿は、近
年、修 復 工事 のため 休 館していまし
たが、今秋より期間を定めて再 開 館
する予定です。

私が学芸員として明治神宮に奉職
したのは、まだ 明 治 神 宮ミュージア
ムが 開 館する前、平成30年（2018）
のことです。約1年、新規 施 設の立ち
上げという貴重な機会に携わること
が できたのは、とても幸 運な巡り合
わ せであったと思います。立ち上げ
の 準 備 期 間を 含めても、まだ3年と
少ししか 経っていないことが 信じら
れ ないほど で、想 像 以 上にたくさん
の 体 験をすることが できました。明
治神宮ミュージアムが 開 館してから
は、「宮 廷 文 化 の 優 美」、「ご 宝 物 に
宿るいのち」という2つの企画展を担
当しました。いずれも所蔵品展で、明
治天 皇・昭憲皇 太 后 御物を中心に、
明治期の美 術工 芸 品を紹 介する展
覧会です。前者は宮中で用いられた
調度品や装束、後者は動植物をテー
マにした品々を展示しました。

私 が 学 芸員として過ご すなかで、
とても印象にのこっていることがあり
ます。それ は、展 示 室 で 聞こえてき
た、「わあ、すごい……！」という来館
者の方の感嘆の声です。

明治神宮にとっての核ともいえる大
切な収蔵品は、明治神宮ミュージアム
2階の「宝物展示室」で常設展示をし
て います。明 治21年（1888）、イタリ
ア人画家エドアルド・キヨッソーネが
描いた、明治天 皇・昭憲 皇 太 后の 御
尊影（ご肖像画）。明治22年（1889）、
大日本帝国憲法発布日にお二人でご
乗 車 にな った 御 馬 車《六 頭 曳 儀 装
車》。明治天皇が日頃ご使用であった

《御 常用御 机》、倹 約の精 神の宿る、
小さくなるまで使われた《御鉛筆》。い
ずれも、以前は宝物殿で常設展示さ
れていました。今は、新しい展示環境
での公開となっています。

宝 物 展 示 室に入ると、すぐ目の前
に飛び 込 んでくるのは、側 面をガラ
スで囲うのみで露出展示をしている
大きな《六頭曳儀装車》です。英国製
の 馬 車 で、頂 に 金 色 の 鳳 凰 を 飾る
堂々とした姿 を一目見て思 わず「す
ご い！」と声 をもらす 方も多く、「ど
うやって乗るのかしら？」「どっちに
走るのかしら？」とさまざまな反応が
示され、展 示された収 蔵品そのもの
に、人の心を動 かす大きな力がある
のだ、という当たり前のことにそのと
き改めて気づかされたのです。

明治神宮の収蔵品の多くに共通し
ているのは、御 祭 神 のお人 柄 が、そ
の品々を通して伝わってくるというと
ころ に ありま す。たと え ば、小 さく
なった御鉛 筆からは、ものを大 切に
する心が感じられますし、御 机に敷
かれた毛氈には御使用に際するもの
と思しき跡があり、当時、その机の上
で明治天皇がさまざまなご決定をな
されたであろうことが窺えます。

また、献 上 品であれ ば、制 作 者は
御祭神のことを想って、ふさわしいも
のとなるように心を込めて手がけた
ことでしょう。ため息の出るような美
しさを持つものもたくさんあります。

展示方法や照明、解説などを工夫
することで、収蔵品がもともと備えて
いる魅 力を発 信し、また安心して鑑
賞できる空間づくりをするのが学芸

員の仕事の一つであると私は考えて
います。収 蔵 品を後世に末 永く伝え
ていく、ということを考えると、ただ
見栄えが良ければいいというわけで
はなく、収 蔵 品に与えるダメージは
最 小 限 度 にとどめないといけま せ
ん。私 はまだ まだ 勉 強 中 の 身 で す
が、そのバランスを見きわめるのは、
まさに学芸員の腕の見せどころなの
ではないかと思います。

 

新型コロナウイルス感染症が世界
中 で 猛 威をふるうようになり、各地
の美術館・博物館も多大な影響を受
けました。明治神宮ミュージアムも、
感染拡大防止に協力するため、臨時
休館を交えながら運営しています。

学 芸員を目指 す皆さんにとって、
作品を見たり、調べたりする機 会 が
減ってしまうことは困った事 態なの
ではないかと思います。

昨 今では、図 書 館などが インター
ネット上で 公 開しているデジタル 化
資料も充実してきており、オンライン
展覧会・ギャラリートークなどを実施
している美 術 館・博 物 館もあります
ので、ぜひ活用してみてください。

明治神宮ミュージアムとしては、展
示している映 像 作品のひとつ「杜の
百年」を、YouTubeの明治神宮公式
チャンネル でご 覧 いただ いて いま
す。今後はオンラインでも収 蔵 品に
ついて知っていただき、また魅 力を
お伝えできるよう、従 来の展覧会の
かたちにとらわれずさまざまな可能
性を模索していきたいです。

明治神宮ミュージアム　宝物展示室

明治神宮ミュ－ジアム　1階メインロビー

 しん どう れい  な 　

明治神宮ミュージアムについて

自己紹介 心にのこったこと

皆さんへのメッセージ

活躍する卒業生

明治神宮ミュージアム　外観
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私は2020年9月2日～9月4日の3日
間、群馬県高崎市「群馬の森」内にある
群馬県立歴史博物館で博物館実習を
させていただきました。

私が群馬県立歴史博物館での実習
を希望した理由は、群馬県立歴史博物
館が私の出身地に近い、公立の博物館
であるためです。県立の博物館として、
群馬県民に研究の成果を広く提供する
ことを博物館運営の大きな主軸として
います。私は地域に根ざした博物館運
営に興味があり、地域性に合わせた博
物館運営や、史料の取り扱いや保存方
法などについて学びたいと考えました。
今後博物館実習をされる方の参考に
なれば幸いです。

群馬県立歴史博物館は、博物館法に
基づいて、主として群馬県地域の歴史
の変遷と発展に関する資料を収集し、
保管し、展示して、県民の利用に供し、
その教養・調査研究に資するために必
要な事業を行い、もって教育・学術及び
文化の発展に寄与することを目的とし
て設置されました。そのなかでも群馬
県の歴史・文化の情報発信源として人
と地域をつなぐこと、また県民の貴重
な宝である博物館資料を未来に伝える
ことを主な目的としています。10万点に
及ぶ収蔵資料を活用し、「通史展示」

「テーマ展示」「企画展示」を展開して、
県民が楽しみながら群馬県の歴史・文
化を系統的に学べるようにしています。

私の場合は、新型コロナウィルス感染

拡大防止のために、本来1週間ほど行
われる実習が、3日間に短縮されて行わ
れました。群馬県立歴史博物館では、
実技に関しては展示資料の内容から考
古班、歴史班、美術工芸班、民俗班に分
かれて行われました。その中でも三密
を避けるためにグループ分けされ、より
個別指導に近い形で実習させていただ
きました。私は史学科に所属しておりま
したので、歴史班に配属され、歴史班
担当学芸員の方の業務を経験させてい
ただきました。

以下に具体的な実習内容について、
日を追って簡単にご紹介します。

【1日目】
開講行事・実習生自己紹介
特別館長講話
講義（群馬県立歴史博物館の概要、学
芸係の業務、IPMについて）
館内見学
群馬の森史跡探訪

【2日目】
開館準備業務補助（展示室内の見回り）
解説員解説の聴講
企画展見学
講義(教育普及係の業務、学校連携と
体験学習プログラム)

【3日目】
開館準備業務補助
研究室実習（所蔵品のリスト作成、企画
展示のキャプションや関連資料の作成）
閉講式

この3日間で、実習の指導をしてくだ
さった方の多くが講義中に話題にし、一
番印象に残ったのは、「危機管理」に関
することです。群馬県立歴史博物館で
は、国宝や重要文化財、登録有形文化
財の公開に相応しい施設として「公開承

認施設」に登録されていました。しかし、
文化財を展示中に水滴が展示ケースか
ら垂れるという事故が起き、公開承認
施設から取り消されてしまいました。そ
の後、この事故を教訓に、職員全体で
危機管理を継続的に行う事を改善点と
して取り組んでこられました。実際に講
義していただいた学芸員の方は危機管
理を第1に考え、収蔵資料の管理徹底
を常に意識されていました。初日に教え
ていただいたその危機管理の意識を、2
日目、3日目の開館準備業務補助で実
際に体感する事ができました。また、展
示資料や展示室内の状況を直接確認
することで、資料の安全に関する責任感
というものも感じることができました。

群馬の森は自然豊かなことが県内
では有名ですが、それと同時に展示資
料が虫害を受けやすい環境である、と
いうこともいえます。そこで資料の危
機管理のうち、IPM（Integrated Pest 
Management、総合的有害生物管理）
も特に重視されていました。実際に館
内を見学する際に、IPM担当の方のみ
ではなく、全職員が虫の進入ルートを
考えながら入館するとお聞きし、全職
員での危機管理徹底、という言葉の意
味を学びました。

新型コロナウィルスの影響で、従来
よりも大幅に短縮された実習でありま
したが、その内容はとても深く、それ
まで学芸員になるべく学んできたこと
活用していくためにはどのような学芸
員になればよいか、理想の学芸員像を
描くよい経験となりました。そして地
域密着型の博物館運営について学べ
たことで、よりその博物館運営に携わ
りたいと思うようになりました。この経
験を活かし、今後も研鑽を積んでいき
たいと思います。

博物館実習体験記① 博物館実習体験記②

千葉県立美術館での
実習を終えて

私は2020年8月19日～ 8月25日の計
7日間、千葉県立美術館で実習を行いま
した。この体験記では館の概要、実習内
容及び実習を通じて学んだこと等をご紹
介します。コロナ禍での実習だった為、
毎年行われていた実習とは異なる内容
ではありましたが、この体験記が今後博
物館実習を受ける方々の少しでもお役に
立つことができれば嬉しいです。

千葉県立美術館は「みる・かたる・つく
る」を館の活動方針とし昭和49年に開
館しました。千葉県ゆかりの美術資料を
中心に収集、保管に努め、美術情報を発
信している美術館です。作品収蔵数は約
２８００点に及び、近代日本洋画や近代
日本工芸を中心とした作品等がありま
す。また、美術活動では、美術資料と共
に他地域へ赴き、施設を借りて展覧会を
行う移動展や、蜜蠟画や日本画、陶芸な
ど様々な実技講座の開催、そして年3回
程催される県内の多くの学生により出展
された作品が集う企画展の県展等を
行っています。特に県展はこの館特有の
イベントで地域の文化振興、そして生涯
学習の機会を与えるこの美術館ならでは
の大規模な展覧会です。また、館内外に
は直接触れて鑑賞することが出来る常
設の彫刻作品が展示されており、その中
でも館庭にある野外彫刻は自然との融
合をはかっています。

千葉県立美術館の実習は、本来であ
ればディスカッションや実際にお客様
に作品解説を行う体験等を行っていた

そうなのですが、今回はコロナ禍の影響
により座学や個人ワークを中心とした実
習内容でした。以下、7日間の実習内容
の紹介と共に中でも印象に残った講義
について紹介します。

1日目：県立美術館の管理・事業運営につ
いて、施設見学

2日目：情報資料室の活動と整備、日本画
素材ボックス体験、資料の取り扱い

3日目：彫刻探検ツアー、館の広報と刊行
物・移動展について

4日目：ワークショップの運営、備品の整備、
作品保管整備

5日目：学習支援・対話型鑑賞法、学芸課
の業務、作家・作品の調査

6日目：自宅研修
7日目：受付監視業務、情報ネットワーク 

ホームページの活用

中でも対面でできた貴重な実習は、
資料の取り扱い、作品保管整備、美術
の学習支援への取り組みに関する講義
でした。資料の取り扱いでは、実際に巻
物の資料を扱わせて頂き、展示の方法
と展示後の保存方法までの一連の流
れを体験しました。資料を如何に傷つけ
ないように扱い、保存しているのかを肌
で実感できました。作品保管整備では、
作品が保管されている収蔵庫に入らせ
て頂き、何千と保存されている作品を収
蔵されているか一つ一つ確認をする作
業を少しばかりお手伝いしました。この
作業は年に一回行われているようで、こ
の年から作品をバーコードで管理可能
な運用に変わり、学芸員の業務効率化
を図った瞬間に居合わせることが出来
た貴重な体験でした。そして美術の学
習支援への取り組みに関する講義で

は、子供向けのワークショップの体験
や、タイトルを見ずに作品を鑑賞しどの
ような作品なのかをディスカッションす
る対話型鑑賞法をしたりしました。この
他にも様々な学習支援を目的とした活
動をされており、美術を通じた学習の
機会づくりにとても尽力なさっている様
子を伺うことが出来ました。

１週間という短い期間ではありまし
たが、学校の講義だけでは知ることの
できない美術館・博物館の様子や学芸
員の仕事の魅力や大変さなど、非常に
多くの事を学ぶことが出来た実習内容
でした。講義は千葉県立美術館で勤め
ている学芸員の方々の一人一人が講義
ごとに担当して下さりました。細かな仕
事内容を実際仕事で使われた資料と
共に説明して頂いた為、一つの展覧会
を開催するまでに必要な企画・調査・収
集・保存・展示構成・運搬等の業務に丁
寧に取り組んでいる熱意を感じました。
そうした背景を知ったことで実習前とは
違った観点から展覧会で鑑賞し向き合
えるようになりました。また、博物館や
美術館が後世に継承していけるように
自分で出来る限りの支援をしていきた
いと考えました。

千葉県立美術館

伊藤 涼香

令和２年度
国際社会学部国際社会学科4年

はじめに

美術館の概要

実習内容

いとう すずか上原　優佳

令和２年度
文学部史学科４年

うえはら ゆうか

美術館外観（新緑）

外観

国宝展示室

千葉県高等学校文化連盟
写真専門部会　展覧会風景

実習を終えて

実習を終えて館の概要

実習内容

はじめに

展示室

P8　画像提供：群馬県立歴史博物館 P9　画像提供：千葉県立美術館
　　　　　　　千葉県高等学校文化連盟　写真専門部会

博物館実習を
終えて
群馬県立歴史博物館
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学芸員資格取得のご案内

学習院大学で学芸員資格をとるには
キュレーターズコースへようこそ

将来、博物館で働くことをめざす学生は、学士の称号
を得、必要な授業の単位を修得することで、博物館の
専門職である“学芸員”の資格を取得することができま
す。学習院大学で、その運営を担当するのは学芸員課
程委員会、窓口を担当するのは学内の博物館相当施設
である史料館内に設置された学芸員課程事務室です。

昭和56年に学習院大学で学芸員資格取得がスター
卜してから40年近くを経て、資格をとった学生の数は、
3600人を越えました。もちろんそのなかには、博物館
の現場へ旅立っていった卒業生たちが数多くいます。

各館で活躍中の学芸員を中心とする顔ぶれ豊かな
講師陣による授業。現場の大学博物館として年間数
十名にのぼる実習生を受け入れ、さらに日々現役の学
芸員たちが学生からの相談に応じる史料館のサポー
ト。平成24年度から名称やカリキュラムも新たになっ
た学芸員課程は、このような学内協力体制と、なによ
り実習を受け入れてくださる全国の博物館・美術館と
の関係を大切に継承しつつ、今後もさらに充実した授
業運営をめざします。

２年生で履修登録をし、その後３年生終了時までに、
最低でも「博物館概論」・「博物館資料論」・「博物館資
料保存論」・「博物館展示論」・「博物館教育論」の５科
目の単位を修得し、指定のガイダンスへの出席と所定の
手続きを済ませると、次年度４年生で「博物館実習」を履
修することが出来ます。

この科目は「学内実習」（通年週１回の授業）と、「館
園実習」がセットになった科目です。

通年週１回の「学内実習」のクラスは現在、美術系、

歴史系の2つに分かれ、15名以下の小人数クラス制
となります。ちなみに、令和３年度は６クラス開設され
ました。

「館園実習」は、学習院大学史料館または学外の博
物館・美術館・文学館などの現場で、１～２週間程度行
われます。

この「博物館実習」を履修し資格を取得するには、
以下の［学芸員資格取得までの手続きの流れ］に沿っ
て必要な手続きを踏みましょう。

皆さんはこの広報誌や、先輩の話な
どを参考にして、学習院大学史料館で
実習したいのか、それとも学外の館園で
実習したいのか、その場合どのような館
園で実習したいのか、などをよく考えて
おく必要があります。ただし、基本的には
前年度博物館実習を受け入れてくだ
さった館園以外で実習できる可能性は
少ないですし、たとえば美術館では美
術史専攻以外の学生はほとんど実習で
きないという現状もあります。また、実習
を受け入れてくださる館園には限りがあ
りますので、すべての方の希望を叶える

ことは困難で、希望通りにならない場合
が多々あります。その点はどうかご理解く
ださい。

なお、帰省先などで縁故等があり、館
園実習先を自分で探して依頼しようとす
る人は、心当たりの館と交渉をし始める
前に、必ず学芸員課程事務室に相談に
来てください。理想と現実を踏まえて、

「仮登録」をし、レポートを提出してくださ
い。そのレポートに基づき、委員の先生
方が皆さんの実習クラス、実習館園を決
定いたします。

最短で２年でとることができますが、卒業に必要な単
位とは別なので、４年間かけて計画的に単位をとること
をおすすめします。必要な単位をとると、学部卒業と同
時に資格が取得できます。（大学院生・科目等履修生の
方は、単位が揃った時点で資格が取得できます）

また、科目をとり始める年には、必ず４月上旬に開催

される「博物館に関する科目履修ガイダンス」に出席し
て、所定の手続きをしないと履修が開始できません。ガ
イダンスや単位修得にかかわる事務室からのお知らせ
は、北１号館西側掲示場の掲示板や学芸員課程事務
室のHP、G-port上に掲示されます。

見逃さないように！

学芸員資格を
取得するためには

「博物館実習」の
クラス分けは
委員会におまかせ

① 学士の称号を得ること
② 「博物館に関する科目」の必要な単位をとること

（文化史、美術史など９つの系列のうち、最低２系列にわたり８単位以上、各系列４単位以上）が必要です。 
※詳しくは、最新のシラバスや手引を確認してください

学芸員資格取得までの手続きの流れ

博物館に関する科目および履修年次（参考：令和3年度）

2
3

4
年次

① ４月上旬　博物館に関する科目履修ガイダンス
② 「博物館に関する科目履修申込書」提出

博物館に関する科目履修費（￥10,000）納入
※科目履修登録は２年生以上しかできません。

③ G-Portで今年度履修する各科目を登録

履修に関する重要なお知らせは、北１号館西側掲示場の学芸員課程エリアに掲示されます。

年次

① G-Portで今年度履修する各科目を登録
※「博物館概論」「博物館資料論」「博物館資料保存論」「博物館展示論」「博物館教育論」取得
　（３年次終了までにこの５科目の単位を取得していないと４年生で実習は履修できません。）

② 11月上旬　第１回博物館実習履修ガイダンス
③ 12月初旬　博物館実習仮登録

「博物館実習履修申込書（仮登録）」「特別ガイダンスレポート」提出

年次

① ４月１日頃　博物館実習履修有資格者の発表（掲示）
「博物館実習」通年授業クラス分け発表

② ４月上旬　第２回博物館実習履修ガイダンス
③ 博物館実習履修申込「博物館実習履修申込書」提出

博物館実習履修費（￥5,000）納入
④ ４～６月　館園実習先が順次決定
⑤ ５月頃　館園実習事前ガイダンス
⑥ ５月～12月頃　学内外の各館園での館園実習
⑦ ３月10日頃　博物館学芸員資格取得者発表（掲示）
⑧ ３月20日　卒業式「博物館学芸員資格取得証明書」交付

生涯学習概論 ☆ 生涯学習概論 2 １～４

博物館概論 ☆ 博物館概論 2 ２～３

博物館経営論 ☆ 博物館経営論 2 ２～４

博物館資料論 ☆ 博物館資料論 2 ２～３

博物館資料保存論 ☆ 博物館資料保存論 2 ２～３

博物館展示論 ☆ 博物館展示論 2 ２～３

博物館情報・メディア論 ☆ 博物館情報・メディア論 2 ２～４

博物館教育論 ☆ 博物館教育論 2 ２～３

博物館実習 ☆ 博物館実習 3 4

文化史
 ☆ 文化史特殊講義 4 ２～４

 ☆ 資・史料整理法 4 ２～４

美術史  美術史講義 4 ２～４

考古学 ☆ 考古学 4 ２～４

民俗学 ☆ 民俗学特殊講義 4 ２～４

自然科学史 ☆ 自然科学史 4 ２～４

物理
  力学基礎１ 2 1

  電磁気学１ 2 1

  無機化学Ⅰ 2 1

化学
  無機化学Ⅱ 2 1

  有機化学概論Ⅰ 2 1

  有機化学概論Ⅱ 2 1

  生化学１ 2 1

生物学
  生化学２ 2 1

  動物科学 2 1

  植物科学 2 1

地学
  地学概論Ⅰ 2 ２～４

  地学概論Ⅱ 2 ２～４

必
修
科
目（
19
単
位
）

選
択
科
目（
最
低
２
系
列
以
上
に
わ
た
り
８
単
位
以
上
・
各
系
列
４
単
位
以
上
）

博物館法施行規則
による科目 本学の対応授業科目 単位 履修年次

令和３年度　博物館実習依頼館園
出光美術館・永青文庫・大原美術館・学習院大学史料館・
神奈川県歴史博物館・川越市立博物館・北区飛鳥山博物
館・くにたち郷土文化館・江東区中川船番所資料館・国立
映画アーカイブ・国立科学博物館・古代オリエント博物館・
埼玉県立近代美術館・埼玉県立歴史と民俗の博物館・進化
生物学研究所・世田谷文学館・東京都江戸東京博物館・東
京都葛西臨海水族園・東京都現代美術館・東京都写真美
術館・物流博物館・郵政博物館・横浜開港資料館・横浜市
歴史博物館

卒業生の主な就職先

【国立】宮内庁三の丸尚蔵館・宮内庁書陵部・九州国立博物館・国
文学研究資料館・国立西洋美術館・国立歴史民俗博物館・東京国
立近代美術館・東京国立博物館・東京大学史料編纂所・東京文
化財研究所・文化庁など
【公立】愛知県芸術文化センター・愛知県陶磁資料館・秋田県立
博物館・茨城県立近代美術館・入間市博物館・江戸川区教育委
員会・大磯町郷土資料館・大分県立美術館・大分県立歴史博物
館・大阪市立美術館・大阪府立弥生文化博物館・金沢21世紀美
術館・熊谷市役所埋蔵文化財担当・東京都江戸東京博物館・鹿
沼市立川上澄生美術館・キッズプラザ大阪・群馬県立歴史博物
館・江東区教育委員会・神戸ゆかりの美術館・静岡県立美術館・
品川区立品川歴史館・島根県立美術館建設室・白根記念渋谷区
郷土博物館・文学館・新宿区教育委員会・杉並区立郷土博物館・
高浜市やきものの里かわら美術館・多摩六都科学館・秩父市教
育委員会・千葉県文書館・千葉市美術館・千代田区立日比谷図
書文化館・東京都現代美術館・（財）東京都スポーツ文化事業団
東京都埋蔵文化財センター・豊島区教育委員会・戸田市立郷土
博物館・栃木県立博物館・長野県信濃美術館・東山魁夷館・新潟
県立近代美術館・練馬区立美術館・那珂川町馬頭広重美術館・
平塚市美術館・深谷市教育委員会・福井県立博物館・福井県立
美術館・藤沢市文書館・三鷹市美術ギャラリー・山口県立美術館・
山梨県立美術館・山梨県立文学館・横浜美術館・横浜市歴史博
物館・和歌山市立博物館　など
【私立】出光美術館・上野の森美術館・永青文庫・太田記念美術
館・お札と切手の博物館・学習院大学史料館・鎌倉市芸術文化
振興財団・鎌倉文学館・軽井沢千住博美術館・河鍋暁斎記念美
術館・菊池寛実記念 智美術館・ギャルリータイセイ・サントリー美
術館・渋沢史料館・しょうけい館・承天閣美術館・城西国際大学
水田美術館・静嘉堂文庫・泉屋博古館分館・浅草寺・センチュ
リーミュジアム・竹久夢二伊香保記念館・竹久夢二美術館・東郷
青児記念損保ジャパン日本興亜美術館・徳川記念財団・徳川美
術館・徳川黎明会・中山道広重美術館・難波田龍起・史男記念
美術館・日本銀行金融研究所貨幣博物館・箱根ガラスの森・畠
山記念館・原美術館・平木浮世絵美術館・物流博物館・筆の里
工房・ブリヂストン美術館・細見美術館・前田育徳会尊経閣文
庫・松岡美術館・三井記念美術館・三菱史料館・三宅雪嶺記念
資料館・安野光雅美術館・弥生美術館・郵政博物館・陽山美術
館・横浜開港資料館など
【海外】上海博物館

必修科目19単位すべて
選択科目８単位以上

☆は「博物館に関する科目」特設科目

コロナ下での博物館実習2021　現況報告
新型コロナウィルス（COVID-19）が世界的に

猛威を振るった影響で、昨年度から国内の多く
の大学でも、授業の実施方法などが、変更を余
儀なくされました。

学習院大学では今年度も遠隔主体の授業が
実施され、一部対面授業が行われているという
状況です。学芸員課程では課程の総仕上げの
授業「博物館実習」を対面中心で行い、感染対
策をとりながら、歴史史料や美術品などを取り
扱う実技講習を実施しています。この「博物館実
習」の一部「館園実習」も、博物館の現場での実
習となるため感染リスク上最も実施が危ぶまれ

るところですが、各博物館が徹底した感染対策
や柔軟な対応をとりつつ実習生を受け入れてく
ださったおかげで、今年度も27名の学生が24の
学外博物館で実習を終えようとしています。ま
た、学内の博物館である学習院大学史料館で
も、対面では1回の定員を例年の半分6名とした
うえで、計6回の予定で館園実習受け入れが行
われ、遠隔参加の学生も含めると30名超の学習
院大学生が間もなく無事に館園実習を終えよう
としています。
　御協力いただいたすべての皆様に感謝申し
上げます。


