日本ミュージアム・マネージメント学会

第２７回大会開催のご案内
◆テーマ：

社会変動の中のミュージアム-人材育成-

◆開催趣旨： 2019 年に京都で開催された国際博物館会議（ICOM）で、新たなミュージアムの定義が上程さ
れ、これからのミュージアムの在り方が大いに議論されている。また、わが国でも、ミュージアムを取り巻く課題に対応
すべく、博物館法や博物館法施行規則への改正の動きがみられる。この動きは、新たな社会変動の中で、ミュージア
ムはどうあるべきか、その方向性を見出そうとする動きであるといえよう。
本学会でも、今までの大会でその方向性を示してきた。2021 年度の大会でも、これから予想される社会変動と、
社会変動に対応するためのミュージアムの課題などを、会員との zoom を介した対話を通して深めていった。対話を
通して、①社会変動に対応できるミュージアムの人材育成の重要性、②ポストコロナ時代の新たなミュージアムの可
能性、に関する議論を深めることの重要性が共有できた。
コロナ渦のなかでのミュージアム活動を継続するために、新たな学芸業務活動への対応のほか、ミュージアム運
営の多様化に伴い、ミュージアムに携わる職員も様々な雇用形態があり、その職責を果たすためにそれぞれの立場
でのスキルアップの充実が急務である。
また、2020 年 8 月に、日本学術会議史学委員会博物館・美術館等の組織運営に関する分科会「博物館法改正
へ向けてのさらなる提言～2017 年提言を踏まえて～」のなかで、「学芸員制度の改正による学芸員の区分の設
定」「学芸員による独創的な研究を可能とする新制度設計」が提言されている。一方、学芸員養成課程を担う教職
員による「全国大学博物館学講座協議会」（加盟大学 173 校）では、文化庁他ミュージアムに関連する学会など
に、博物館法制度改正における学芸員資格制度のあり方に関する意見書を作成、公表している。
こうしたことから、博物館をめぐる人材育成は、大学の学芸員養成教育はもとより、博物館に勤務するスタッフ、さ
らには博物館の活動を支えるボランティアなど、博物館に関わるあらゆる人を対象に、育成方法の見直しが必要な
時期を迎えているものといえる。
しかしながら、これまではこうした認識に対して、それぞれの立場での議論を深化する機会はあったものの、関係
者が一堂に介して人材育成に関する議論を行う場は十分では無かったと考える。博物館に関わる人々が同じ目標
感・課題意識を持ち、その実現・解決に向けた議論を傾ける場は、これまで限られていたと考える。しかも、ミュージア
ムは現場がとても大切でありながら、この２年あまりリモートによる議論が中心だったことを考えると、リモートだから
できたこと、できることを含め、博物館をめぐる人材育成について、多様な切り口から、対面で語り合う機会が必要
であると考える。
そこで、2022 年度の大会では「社会変動に対応できるミュージアムの人材育成」をテーマとし、ミュージアムの現
場職員の立場、管理者・設置者などの立場、大学における学芸員養成の立場、ミュージアムの現場職員の立場、管
理者・設置者などの立場から、社会変動に対応できるミュージアムを支える人材育成に関する課題などを、高知み
らい科学館において「対面・対話」を通して議論を深めていくことにする。

◆日 程：2022 年６月３日（金）～６月５日（日）
◆会 場：

オーテピア４階ホール（高知県高知市追手筋 2-1-1）
※やむを得ない理由により来場できない方のみオンライン参加可

◆主 催：日本ミュージアム・マネージメント学会
◆共 催：高知みらい科学館

ｐ

◆プログラム（予定）：
【第１日目】 ６月３日（金）エクスカーション
13：００ 「高知県立高知城歴史博物館」正面入口前に集合
「高知県立高知城歴史博物館」「高知県立文学館」「高知みらい科学館」見学
参加者に当日事務局よりパスをお渡しします。各自見学（入館料無料）
※エクスカーションは感染症対策のため、団体での見学とせず、各自で見学をお願いします
※高知みらい科学館のプラネタリウムは有料となります。

【第２日目】 ６月４日（土）
13:00～13:45
総会
①2021 年度事業報告
②2021 年度決算
③2022 年度事業計画案
④2022 年度予算案
⑤学会賞・大堀哲賞受賞者報告 ほか
１３:５０〜
開会式
13:50～13:55
開会挨拶:水嶋英治・ＪＭＭＡ会長
13:55～14:05
来賓祝辞 高知市長 岡﨑誠也様
こうちミュージアムネットワーク会長 筒井秀一様
14:05～14:10
会場館からのご挨拶: 髙橋信裕・高知みらい科学館館長
14:10～14:15
学会賞・大堀哲賞授賞式・挨拶
14:15～14:20
大会趣旨説明:江水是仁・大会実行委員長
14:20～14:45
基調講演「改正博物館法で何が変わるのか、課題は何か」
浜田弘明氏（桜美林大学教授）
14:45～14:55
休憩
14:55～15:55
シンポジウム＜第１部＞
①「学芸員養成課程における人材育成の現状とその課題について」（15 分）
井上由佳氏（明治大学専任准教授）
②「高知みらい科学館の新規開館プロセスにおける人材確保と育成について」（15 分）
小新貴士氏(高知市情報政策課課長)
③「科学館における科学コミュニケーション人材の育成」（15 分）
岡田直樹氏（高知みらい科学館学芸員）
④「博物館等の連携による交流と人材育成」（15 分）
筒井秀一(高知市立自由民権記念館館長)
コーディネーター：島絵里子（大阪市立自然史博物館外来研究員）
15:55〜16:15
休憩
16:15〜17:05
シンポジウム＜第２部＞
⑤会場からの質疑応答(40 分)
⑥まとめ（10 分）
18:00〜20:00
情報交換会（高知会場のみで実施）「和餐 帯や勘助」（高知市帯屋町２－２－１５）
【第３日目】 ６月５日（日）
10:00～11:45
会員研究発表【午前の部６組】10 分発表 5 分質疑応答
１ 10:00-10:15
聴覚に障がいを持つ利用者の博物館におけるニー
茂泉 千尋
ズ調査と、手話通訳付きプログラムの実践の課題抽
（九州大学総合研究博物館）
出－九州国立博物館の事例から（第 1 次報告）－
２ 10:15-10:30
多様な来館目的に対応した野外美術館ガイドシステ 阿部 昭博（岩手県立大学）
ム構築の取組み
齋藤 桃子（石神の丘美術館）
３ 10:30-10:45
well-being としてのミュージアムの役割
江水 是仁（東海大学）
－金目エコミュージアムの事例から
10:45-11:00
休憩
４ 11:00-11:15
天然記念物の植生管理方法の改善
小川 義和（国立科学博物館）
～GIS を活用したマネージメントの可視化と共有～
梶並 純一郎（ＮＰＯ法人地域自然情報ネットワーク）
下田 彰子（国立科学博物館）
遠藤 拓洋（国立科学博物館）
５ 11:15-11:30
地域における博物館連携の現状
福田 和浩
〜都道府県単位博物館ネットワークの課題と展望〜 （八尾市立しおんじやま古墳学習館）
６ 11:30-11:45
文学館と観光について
幸山 綾子（大阪府立弥生文化博物館）
11:45～12:00
12:00～13:00

ポスターセッションインデックスプレゼンテーション
休憩

13:00～13:50
ポスターセッション（５組、高知会場のみで実施）
大学生にとって有意義な美術館体験とその可能性 ：
宗像 花草
University of Glasgow
インタビュー調査を踏まえて
2 ふるさとを守る，学ぶ，記録する『10 年間ふるさとなみ 北村 美香
結 creation
え博物館』巡回展の取り組み
高田 みちよ
高槻市立自然博物館
小林 めぐみ
福島県立博物館
西澤 真樹子 NPO 法人大阪自然史センター
3 謎解きをテーマにしたオンライン/オンデマンドプログ 高尾 戸美
多摩六都科学館
ラムの実践に関する考察
筋野 美穂
多摩六都科学館
～令和 3 年度多摩北部広域子ども体験塾の参加者 田中 裕基
多摩六都科学館
のアンケート分析から～
齋藤 正晴
多摩六都科学館
1

４

５

展示制作を通じた組織内活性化と科学コミュニケー
阿部 麗実
ションに関する報告
ー日本科学未来館 「知脳を〇〇する」展ー
博物館学芸員のキャリアデザインの研究
渡邊 麻里
―キャリアトランジションに着目してー

7

14:00～15:00
14:00-14:15

8

14:15-14:30

9

14:30-14:45

10 14:45-15:00

15:00～15:10

株式会社乃村工藝社
大阪市立大学文学研究科

会員研究発表【午後の部４組】10 分発表 5 分質疑応答
大学法人が東京都に所在する大学博物館におけ
杉浦 幸子(武蔵野美術大学)
る人材マネジメントの現状と課題
ーコロナ禍においてオンラインツールを活用したリ 井上 由佳（明治大学）
サーチ
オンライン形式のワークショップ実施における、実施 田代 英俊（公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館）
者、参加者それぞれのメリットと課題について
中村 隆（公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館）
稲垣 裕介（国立研究開発法人理化学研究所）
学生から見た学芸員養成過程の様相 : 資格とし
小池 鷹生（東海大学工学部精密工学科）
ての学芸員、職場としての博物館
学芸員養成課程における小規模博物館を活用した
齊藤 有里加(東京農工大学科学博物館)
オンライン遠隔講義の有効性
〜日本一小さい植物園見学 ： 都心の植物園の機 宮内 元子(元渋谷区ふれあい植物センター)
能と役割を知る〜
閉会式

※今後の新型コロナウイルス感染状況次第では、開催方法を変更することがありますのでご了承下さい
※主催者および発表者の都合により内容を変更することがありますのでご了承ください
◆参加費等：
会 員：1,000 円（対面参加、オンライン参加ともに）
非会員：2,000 円（対面参加、オンライン参加ともに、ただし学生は 1,000 円）
情報交換会費：６，０００円
※こうちミュージアムネットワーク会員の方はＪＭＭＡ会員と同額でご参加いただけます

◆参加お申込み：ＪＭＭＡホームページ https://ssl.edlnc.net/第 27 回大会 参加申込フォーム/
または別紙の参加申込書より事務局までお申込みください。
お申込み期限：2022 年５月２７日（金）
◆参加お申し込み後、５月３０日（月）までに参加費をお振込みください。
振込先：[銀 行] みずほ銀行 稲荷町支店 普通預金 NO.1740890 「日本ミュージアム・マネージメント学会」
[郵便局] 口座番号 00160-9-123703「日本ミュージアム・マネージメント学会」
日本ミュージアム・マネージメント学会大会実行委員会
東京都港区台場２－３－４（株）乃村工藝社内
TEL/FAX：03-3570-2498 e-mail：kanri@jmma-net.org

