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1-(3)-①-10 渉外活動 
令和 2年 3月 31日現在 

【東京国立博物館】 

1） 会場提供  1件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者数

（人） 
備考 

1 
11 月 26 日 

～12 月 1 日 
展示会 

台東区主催によるイベント（伝統工芸職人

展） 
平成館ラウンジ 4,814 

 

 
2） 館主催・協力イベント 26 件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者数

（人） 
備考 

1 4 月 2 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2019 桜の街の音楽会 

坂東真奈実＆黒川実咲 法隆寺宝物館 184 

主催：東京・春・音楽祭実行委員

会 

協力：東京国立博物館 

2 4 月 3 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2019「東博でバッハ

vol.45」石川滋 
法隆寺宝物館 128 

主催：東京・春・音楽祭実行委員

会 

協力：東京国立博物館 

3 4 月 11 日 音楽会 
東京･春･音楽祭 2019「東博でバッハ

vol.46」上野通明 
法隆寺宝物館 136 

主催：東京・春・音楽祭実行委員

会 

協力：東京国立博物館 

4 4 月 19 日 講演会 東大寺講演会 平成館大講堂 295 主催：東京国立博物館、東大寺 

5 4 月 27 日 イベント 上野の森バレエホリデイ 野外シネマ 表慶館前 467 
主催：文化庁、上野の森バレエ

ホリデイ実行委員会 

6 5 月 11 日～12 日 イベント 東京シシマイコレクション 2020 プレ 本館前庭 2,215 
主催：東京文化財研究所,日本芸

術文化振興会,東京国立博物館 

7 6 月 16 日 音楽会 東京国立博物館 初夏のコンサート 平成館ラウンジ 167 
主催：東京国立博物館、サロン・

ド・ソネット 

8 6 月 30 日 イベント 初夏東博寄席 平成館大講堂 419 主催：東京国立博物館 

9 7 月 26 日～27 日 イベント トーハクＢＥＥＲ ＮＩＧＨＴ！ 平成館前庭 3,296 主催：東京国立博物館 

10 8 月 4 日 イベント キッズデー 日本の楽器のコンサート 平成館大講堂 374 主催：東京国立博物館 

11 8 月 31 日 音楽会 クラリネットコンサート 平成館大講堂 602 
主催：東京国立博物館、東京ク

ラリネット・クワイアー 

12 9 月 20 日～21 日 イベント 博物館で野外シネマ 本館前庭 5,678 主催：東京国立博物館 

13 9 月 23 日 音楽会 東京国立博物館 秋のコンサート 平成館ラウンジ 240 
主催：東京国立博物館、サロ

ン・ド・ソネット 

14 10 月 11 日 音楽会 
Music Weeks in TOKYO まちなかコンサー

ト 
本館大階段   174 

主催：東京文化会館他 

共催：東京国立博物館他 

15 
10 月 31 日～ 

11 月 4 日 
イベント 

創エネ・あかりパーク 2019 に伴うライトア

ップ 
本館前庭 ― 

主催：「創エネ・あかりパーク

2019」実行委員会 

協力：東京国立博物館 

16 11 月 13 日 講演会 東大寺講演会 平成館大講堂 296 主催：東京国立博物館、東大寺 

17 
11 月 26 日～ 

12 月 1 日 
展示会 第 16 回台東区の伝統工芸職人展 平成館ラウンジ 4,814 

主催：台東区 

共催：東京国立博物館 

18 12 月 6 日～7 日 音楽会 トーハクジャズフェスティバル 平成館ラウンジ 他 750 
主催：東京国立博物館、大和ハウ

ス工業株式会社 

19 12 月 15 日 音楽会 クリスマスコンサート 平成館ラウンジ 255 
主催：東京国立博物館、サロン・

ド・ソネット 

20 
2 年 1 月 2 日～3

日 
イベント 和太鼓（湯島天神白梅太鼓） 本館前 3,089 主催：東京国立博物館 

21 
2 年 1 月 2 日～3

日 
イベント 獅子舞（葛西囃子中村社中） 本館前 2,289 主催：東京国立博物館 

22 2 年 1 月 2 日 イベント 寄席文字 平成館ラウンジ 120 主催：東京国立博物館 

23 2 年 1 月 3 日 イベント クラリネット（ジュリアンズ） 平成館ラウンジ 854 主催：東京国立博物館 

24 2 年 1 月 26 日 イベント 新春東博寄席 平成館大講堂 350 主催：東京国立博物館 

25 2 年 2 月 12 日 音楽会 文化の杜の音めぐり 本館大階段 312 
主催：上野文化の杜新構想実行委

員会 

26 2 年 3 月 14 日 イベント 

「日本博」2020 オープニング・セレモニ

ー 記念講演「月雪花にあそぶ―日本の音

と声と舞」 

本館前庭 ― 
主催：文化庁、日本芸術文化振興

会 
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【京都国立博物館】 

1) 会場提供  95 件 
 

期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 
4 月 1 日、5 日、

8 日 

研修会 従事者研修 研修室、会議室 40  

2 
4 月 4 日、10

日、13 日、24 日 

茶道教室 茶道教室 茶室 5  

3 

4 月 5 日、12

日、19 日、26

日、5 月 10 日、

17 日、24 日、31

日、6 月 7 日、14

日、21 日、28

日、7 月 5 日、12

日、19 日 

授業 授業「伝統芸術入門（茶道）」 茶室 17  

4 
4 月 6 日 茶席 茶席 茶室 7  

5 
4 月 7～11 日 イベント 化粧品会社発表会 明治古都館、平成知

新、技術資料参考館 

119  

6 
4 月 12 日～6 月 9

日 

イベント 特別展にかかる音声ガイドの貸出等 平成知新館 20  

7 
4 月 12 日～6 月 9

日 

イベント 特別展にかかる物販・図録の販売等 平成知新館 20  

8 
4 月 15 日 鑑賞会 時宗展清浄光寺貸切鑑賞会 講堂、展示室 58  

9 
4 月 18 日 研修会 修理技術者資格制度 新任者研修 研修室 18  

10 
4 月 20 日 茶道教室 茶道教室 茶室 5  

11 
4 月 21 日 講演会 時宗展政田マリ講座 講堂 49  

12 
4 月 24 日 イベント 映像上映・演奏 講堂 30  

13 
4 月 27 日 コンサート ヒジヤミュージッククラブコンサート 講堂 180  

14 
4 月 27 日、28 日 茶席 茶会 茶室 50  

15 
4 月 28 日 コンサート 時宗展声明公演 講堂 204  

16 
5 月 12 日、16

日、19 日、22 日 

茶道教室 茶道教室 茶室 5  

17 
5 月 16 日 審査 修理技術者資格制度 登録審査 研修室、会議室 12  

18 
5 月 18 日 茶席 茶席 茶室 30  

19 
5 月 24 日 研修会 損保ホールディングス企業研修 茶室、展示室 27  

20 
5 月 26 日 講演会 国際博物館の日・ICOM 京都大会 2019 開催

記念シンポジウム 

講堂 200  

21 
5 月 30 日 茶道教室 茶道教室 茶室 9  

22 6 月 7 日 講演会 日本結晶成長学会特別講演会 講堂 120  

23 
6 月 11 日 茶席 茶席 茶室 10  

24 
6 月 12 日、15 日 茶道教室 茶道教室 茶室 12  

25 
6 月 18 日 研修会 全国消防長会東近畿支部予防業務研究会 講堂 145  

26 
6 月 19 日、23

日、26 日 

茶道教室 茶道教室 茶室 18  

27 
6 月 21 日 会議 京都市内博物館施設連絡協議会 総会 講堂 100  

28 
6 月 25 日 説明会 ICOM 京都大会出展者説明会 講堂 200  

29 
6 月 28 日 研修会 国宝修理装こう師連盟 加盟工房従業員に

対する講習会 

講堂 120  

30 
7 月 2 日、11

日、19 日 

茶道教室 茶道教室 茶室 25  

31 
7 月 14 日 茶席 茶会 茶室 10  

32 
7 月 15 日、16 日 イベント 京まふ 2019 実行委員会及び記者会見 明治古都館、大会議

室 

150  
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期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

33 
7 月 22 日 研修会 修理技術者資格制度 中・上級講習会 研修室、会議室 12  

34 
7 月 26 日 会議 修理技術者資格制度 試験準備委員会 研修室、会議室 12  

35 
8 月 18 日、19 日 コンサート 「天体と音楽」テーマの科学・音楽コミ

ュニケーション 

講堂、接客室１、２ 285  

36 
8 月 26 日 イベント 市立中学校美術部員「記者体験」 講堂、展示室 134  

37 
8 月 31 日 会議 ICOM-DRMC ワークショップ 会議室１、研修室 30  

38 
9 月 1 日 会議 ICOM-UMAC ワークショップ 会議室１、研修室 30  

39 
9 月 1 日 会議 ICOM COSTUME ミーティング 研修室 10  

40 
9 月 1 日～4 日 イベント 京都の名宝×トッパンＶＲ 講堂 1110  

41 
9 月 1 日～7 日 イベント 臨時出張所開催（切手等販売所） エントランスロビー 5  

42 
9 月 2 日 イベント 訪日外国人向けＶＲ上映付きツアーのテ

スト実施 

講堂 15  

43 
9 月 5 日、13 日 茶道教室 茶道教室 茶室 16  

44 
9 月 5 日 会議 ICOMAM オフサイトミーティング 技術資料参考館 30  

45 
9 月 5 日 会議 ICOM-ICEE オフサイトミーティング 講堂 50  

46 
9 月 7 日 イベント ICOM 京都大会閉会式 明治古都館、技術資

料参考館 

200  

47 
9 月 7 日 イベント ICOM 京都大会閉会パーティー 庭園 1500  

48 
9 月 15 日、9 月

16 日 

茶席 お茶会の開催 茶室 60  

49 
9 月 17 日 研修会 社内研修 講堂 100  

50 
9 月 19 日～23 日 イベント 海外ブランドの企画展 明治古都館、庭園、

接客室 

300  

51 
9 月 19 日、28 日 茶席 茶道教室 茶室 12  

52 
9 月 22 日 茶席 茶席 茶室 5  

53 
10 月 1 日 資格試験 修理技術者資格制度 試験 研修室、会議室１、

会議室２ 

23  

54 
10 月 2 日、4 日 研修会 従事者研修 研修室、会議室 40  

55 

10 月 4 日、11

日、18 日、25

日、11 月 8 日、

15 日、22 日、29

日、12 月 6 日、

13 日、20 日、1

月 10 日、17 日、

24 日、31 日 

授業 授業「伝統芸術入門（茶道）Ⅱ」 茶室 17  

56 
10 月 6 日～11 日 研修会 指定文化財 企画・展示セミナー 会議室１ 30  

57 
10 月 10 日、17

日、19 日、23 日 

茶道教室 茶道教室 茶室 26  

58 
10 月 11 日～11

月 24 日 

イベント 特別展にかかる音声ガイドの貸出等 平成知新館 20  

59 
10 月 11 日～11

月 24 日 

イベント 特別展にかかる物販・図録の販売等 平成知新館 20  

60 
10 月 15 日 鑑賞会 協賛社特別鑑賞会 展示室、接客室２ 2000  

61 
10 月 20 日 イベント 大阪ダイハツ優績店奥様のつどい貸切パ

ーティー 

グランドロビー、講

堂 

110  

62 
10 月 21 日、22

日 

茶席 雑誌「きもの Salon」茶会 茶室 36  

63 
10 月 21 日～28

日 

イベント 展示商談会 明治古都館 360  

64 
10 月 23 日 講演会 日経名古屋支社主催 販売店主・ロータ

リークラブ観覧ツアー 

講堂 50  

65 
10 月 25 日～27

日 

茶席 お茶会の開催 茶室 100  
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期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

66 
10 月 29 日 講演会 展覧会講座の開催 研修室 10  

67 
10 月 29 日 講演会 講演会 講堂 50  

68 
10 月 29 日 講演会 京都新聞マーケティングフォーラム 講堂 30  

69 
10 月 30 日 鑑賞会 日経読者特別鑑賞会 展示室、接客室２ 800  

70 
10 月 31 日 講演会 文化財保護に関する講演会 研修室 49  

71 
11 月 2 日 茶道教室 茶道教室 茶室 5  

72 
11 月 5 日 資格試験 修理技術者資格制度 試験 研修室、会議室１、

会議室２ 

23  

73 
11 月 6 日、14 日 茶席 お茶会の開催 茶室 15  

74 

11 月 6 日、16

日、17 日、23

日、24 日 

イベント 秋は夕暮れ企画 庭園 436  

75 
11 月 7 日 茶席 「わん・碗・ＯＮＥ茶会」開催 茶室 50  

76 
11 月 9 日、10 日 茶席 茶会 茶室 100  

77 
11 月 13 日 茶道教室 茶道教室 茶室 6  

78 
11 月 20 日 イベント コンサート 講堂、接客室１ 200  

79 
11 月 22 日 講演会 講演会 講堂 50  

80 
11 月 27 日 茶席 茶会 茶室 5  

81 
11 月 29 日、30

日 

研修会 修理技術者資格制度 講習会 研修室、会議室２ 11  

82 
12 月 1 日 講演会 公開シンポジウム「文化財を考える」 講堂 210  

83 
12 月 5 日、7 日 茶道教室 茶道教室 茶室 11  

84 
12 月 8 日 イベント 表彰式（京都景観賞京町家部門） 講堂 200  

85 
12 月 14 日 イベント ドレスアップナイト 明治古都館、本館前

広場 

100  

86 
12 月 15 日 講演会 天平会第 850 回例会・研修講演 講堂 50  

87 2 年 1 月 8 日 研修会 河井寛次郎についての研究会 接客室１ 8 
 

88 

2 年 1 月 14 日、1

月 18 日、1 月 22

日 

茶道教室 茶道教室 茶室 18 

 

89 

 
2 年 1 月 26 日 茶席 茶会 茶室 40 

 

90 2 年 2 月 2 日 講演会 副葬品学習講座 講堂 50 
 

91 2 年 2 月 8 日 上映会 映像上映会 講堂 28 
 

92 2 年 2 月 15 日 茶道教室 茶道教室 茶室 3 
 

93 2 年 2 月 16 日 コンサート アンサリーワンマンライブ 講堂 200 
 

94 2 年 2 月 24 日 会議 ICOM に関係したシンポジウムの開催 講堂、接客室２ 150 
 

95 2 年 3 月 11 日 結婚式 結婚式 明治古都館 80 
 

 
 
2） 館主催・協力イベント  27件 

 

期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 13 日 講演会 記念講演会「時宗教団の変遷」 講堂 116  

特別展「時宗二祖上人七百年

御遠忌記念 国宝 一辺聖絵

と時宗の名宝」関連イベント 

2 4 月 24 日 イベント 映像上映・演奏 講堂 30 
主催：アジア・アメリカ現代

音楽協会 後援：当館 
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期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

3 4 月 27 日 講演会 記念講演会「一遍・真教の念仏思想」 講堂 121  

特別展「時宗二祖上人七百年

御遠忌記念 国宝 一辺聖絵

と時宗の名宝」関連イベント 

4 4 月 27 日 コンサート ヒジヤミュージッククラブコンサート 講堂 180 

主催：Hijiya Music Club（京

都国立博物館ミュージアム

パートナー） 後援：当館 

5 5 月 11 日 講演会 
記念講演会「国宝 一遍聖絵─旅と風景、

その魅力と謎─」 
講堂 171  

特別展「時宗二祖上人七百年

御遠忌記念 国宝 一辺聖絵

と時宗の名宝」関連イベント 

6 5 月 18 日 講演会 
記念講演会「時宗のみほとけ─阿弥陀と祖

師像を中心に─」 
講堂 110  

特別展「時宗二祖上人七百年

御遠忌記念 国宝 一辺聖絵

と時宗の名宝」関連イベント 

7 5 月 24 日 イベント 京都・らくご博物館（春） 講堂 173 
主催：当館 制作協力：米朝

事務所 

8 5 月 25 日 講演会 
記念講演会「一遍聖絵に見る聖性と熊野信

仰」 
講堂 190  

特別展「時宗二祖上人七百年

御遠忌記念 国宝 一辺聖絵

と時宗の名宝」関連イベント 

9 6 月 18 日 研修会 全国消防長会東近畿支部予防業務研究会 講堂 145 
主催：全国消防長会東近畿支

部 共催：当館 

10 8 月 9 日 イベント 京都・らくご博物館（夏） 講堂 119 
主催：当館 制作協力：米朝

事務所 

11 8 月 10 日 イベント トラりんといっしょ☆発見！化石ツアー 
講堂、グランドロビ

ー 
60 主催：当館 

12 8 月 18 日、19 日 コンサート 
「天体と音楽」テーマの科学・音楽コミュ

ニケーション 

講堂、接客室１、接客

室２ 
285 

主催：「天体と音楽」実行委員

会 後援：当館 

13 8 月 20 日 講座 
講義「特別企画＜京博寄託の名宝＞鑑賞ポ

イント」 
講堂 39 

主催：京都市教育委員会・京

都市小学校社会科教育研究

会・京都市中学校教育研究会

社会科部会・京都市立高等学

校社会科研究会 

14 8 月 26 日 イベント 記者体験 in 京都国立博物館 講堂、展示室 134 

主催：京都市教育委員会、京

都市中学校美術科教育研究

会 共催：当館 

15 9 月 1 日～4 日 イベント 京都の名宝×トッパンＶＲ 講堂 1,110 
主催：凸版印刷株式会社 共

催：当館 

16 9 月 7 日 イベント 
KYOTO 博物館子どもフォーラム「文化財に

親しむ授業スペシャル！」 

グランドロビー、講

堂、庭園 
84 

主催：KYOTO 博物館子どもフ

ォーラム実行委員会（ICOM 京

都大会 2019京都推進委員会、

京都府ミュージアムフォー

ラム、京都市内博物館施設連

絡協議会、当館） 

17 10 月 13 日 講演会 
開幕記念講演会「冷泉家の歴史と文化 ―

冷泉流歌道をめぐって」 
講堂 168  

特別展「流転 100年 佐竹本三

十六歌仙絵と王朝の美」関連

イベント 

18 10 月 19 日 講演会 
記念講演会「歌仙絵の成立と展開 ―佐竹

本への道のり―」 
講堂 190  

特別展「流転 100年 佐竹本三

十六歌仙絵と王朝の美」関連

イベント 

19 11 月 2 日 講演会 
記念講演会「歌仙絵の最高峰 ―佐竹本三

十六歌仙絵の表現と情緒―」 
講堂 200  

特別展「流転 100年 佐竹本三

十六歌仙絵と王朝の美」関連

イベント 

20 11 月 8 日、9 日 イベント 
十二単お服上げの再現―現代につながる

王朝の美 
講堂 754 

主催：文化庁、独立行政法人

日本芸術文化振興会、当館、

日本経済新聞社、学校法人国

際文化学園 国際文化理容美

容専門学校 衣紋道東京道場 

21 11 月 15 日 イベント 京都・らくご博物館（秋） 講堂 113 
主催：当館 制作協力：米朝

事務所 

22 11 月 16 日 講演会 
記念講演会「佐竹本三十六歌仙絵への想

い」 
講堂 200  

特別展「流転 100年 佐竹本三

十六歌仙絵と王朝の美」関連

イベント 

23 11 月 20 日 イベント コンサート 講堂、接客室１ 200 
主催：Hijiya Music Club 後

援：当館 

24 12 月 1 日 講演会 公開シンポジウム「文化財を考える」 講堂 210 
主催：一般社団法人文化財保

存修復学会 後援：当館 

25 2 年 1 月 4 日 イベント 新春能 講堂 393 主催：当館 

26 2 年 1 月 12 日 イベント 芸舞妓 春の舞 講堂 365 主催：当館 

27 2 年 2 月 9 日 イベント 
トークイベント「いまひとたびの『風神雷

神』 原田マハと京博の研究者たち」 
講堂 180 主催：当館 
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【奈良国立博物館】 

1) 会場提供  41 件 

 期間 

種類 

(イベント、講演

会等) 

イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

1 4 月 7 日 茶会 茶会 茶室 114 茶道審和会 岸正博 

2 4 月 11 日 茶会 茶会 茶室 20 学茶会 黒川宗賢 

3 
4 月 15 日、4 月 22

日 
貸切 

藤田美術館展 

貸切ギャラリートーク 
新館 240 ジェイアール東海ツアーズ 

4 
4 月 15 日、5 月 20

日 
貸切 

藤田美術館展 

藤田関係者貸切ツアー 
新館 62 藤田美術館 

5 毎週木曜日 講座・セミナー 
一般教養講座開催のため 

史跡探訪部講座開催のため 
講堂 

各回 150 

各回 80 

総合計 5,000 

奈良シニア大学 森田緑 

6 5 月 15 日 撮影 
関西テレビ「よ～いドン！」 

水曜日コーナー 
敷地内 － (株)ブリッジ 

7 5 月 17 日 講座・セミナー 新入生合宿研修のため 講堂 40 
京都府立大学文学部歴史学科 諫

早直人 

8 5 月 21 日 撮影 ブライダル前撮り撮影 茶室 6 Wakana style + 峪口治恵 

9 5 月 21 日 撮影 ブライダル前撮り撮影 関野ホール 6 Wakana style + 峪口治恵 

10 5 月 29 日 講座・セミナー 施設見学のため 講堂 24 
東京芸術大学美術研究科文化財保

存学 土屋裕子 

11 6 月 1 日 貸切 藤田美術館展貸切鑑賞会 新館 36 クラブツーリズム 

12 6 月 4 日 ツアー 藤田美術館展ツアー 新館 27 淡交社 

13 6 月 11 日～13 日 調査 交通量を把握するため一時使用 敷地内 1 中央コンサルタンツ㈱ 

14 6 月 22 日 撮影 
奈良テレビ「ゆうドキッ！」「奈良

をつくった偉人」 
敷地内 － C-core 清水真巳子 

15 7 月 10 日 イベント 
クリーンアップならディアパー

ク２０１９ 
敷地内 － 奈良の鹿愛護会 

16 7 月 25 日 撮影 
Web ｻｲﾄ「まいどなニュース」「鹿

だまり」の撮影 
敷地内 1 

(株)おふぃす・ともとも 

國松珠実 

17 8 月 2 日 講座・セミナー 教員対象の研修 講堂 30 
大阪府高等学校美術・工芸教育研

究会 松村理身 

18 8 月 4 日 イベント MASERATI MEETS NARA   敷地内 120 (株)ツーアンドフォー 

19 8 月 5 日～14 日 イベント 
「なら燈花会」ろうそくやオブ

ジェを設置 
当館敷地 ― なら燈花会の会 

20 8 月 17 日 講義 集中講義 講堂 42 奈良女子大学 

21 8 月 28 日 講座・セミナー 
日独学生青年リーダー交流事業

の一環として職員との交流 
講堂 40 国立曽爾青少年自然の家 

22 8 月 29 日 撮影 成人式前撮り 関野ホール 6 ブライダル着付け＊百花＊ 

23 9 月 1 日 イベント 春日野音楽祭まちなかステージ 敷地内 ― 春日野音楽祭実行委員会 

24 9 月 9 日 撮影 ウェディングフォト 関野ホール 6 Wakana style + 峪口治恵 

25 10 月 2 日～4 日 茶会と撮影 茶会及び撮影 茶室 20 藤田美術館 

26 10 月 26 日 講座・セミナー 
「行基誕生 1351 年記念シンポジ

ウム」開催 
関野ホール 150 （一社）近畿建設協会 

27 
10 月 26 日～11 月

14 日 
キャンペーン 正倉院展図録、グッズ等の販売 西新館・地下回廊 ― (財)仏教美術協会 

28 
10 月 26 日～11 月

14 日 
キャンペーン 

休憩所及びフード・ドリンクの

販売 
新館西側敷地 ― ㈲日本クリーンシステムズ 

29 
10 月 26 日～11 月

14 日 
キャンペーン 奈良県特産品の物販 新館西側敷地 ― 校倉な会 

30 
10 月 26 日～11 月

14 日 
キャンペーン 奈良県特産品の物販 新館西側敷地 ― なら和み館 

31 
10 月 26 日～11 月

14 日 
キャンペーン 郵便切手・はがき類の販売 新館西側敷地 ― 奈良中央郵便局 

32 11 月 2 日 撮影 
「歴史街道 わたしたにのまち

の歴史と文化」番組撮影 
敷地内 － 

近畿ケーブルネットワーク放送事

業部 

33 11 月 6 日 講座・セミナー 法華寺 講演 会議室 70 法華寺 

34 
11 月 20 日、11 月

21 日 
茶会 茶会 茶室 30 学茶会 黒川賢成 

35 11 月 22 日 撮影 ウェディングフォト 茶室 6 Wakana style + 峪口治恵 

36 11 月 30 日 講座・セミナー 
平成薬師寺をめぐる 

シンポジウム開催のため 
講堂 125 

大阪大学文学研究科 

教授 藤岡穣 

37 12 月 17 日 敷地提供 
春日若宮おん祭執行に係る敷地

提供 
敷地内 ― 春日大社 

38 2 年 1 月 12 日 茶会 茶会 茶室 20 はっけい会 三木ひとみ 

39 2 年 2 月 4 日～6 日 茶会 珠光茶会 茶室・展示室 87 珠光茶会実行委員会 

40 
2 年 2 月 8 日～14

日 
イベント なら瑠璃絵オブジェの設置 庭園 － なら瑠璃絵実行委員会 

41 
2 年 2 月 15 日、16

日 
イベント ブライダルフェア、記念撮影 関野ホール － Wakana style + 峪口治恵 
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 期間 

種類 

(イベント、講演

会等) 

イベント等の概要 会場 出席者（人） 備考 

※以下は新型コロナウイルス感染予防・拡散防止のため中止 

42 2 年 1 月 28 日 敷地提供 
小学生による、外国人観光客と

の交流及びインタビュー 
敷地内 － 

傘置小学校 

新型コロナウィルス感染症対応の

ためキャンセル 

43 3 月 1 日～14 日 ツアー 
特別陳列「お水取り」 

定期観光バスによる見学ツアー 
展示室 － 

奈良交通 

臨時休館のため使用実績無し 

 
 
2) 館主催・協力イベント  48 件 

 期間 

種類 

(イベン

ト、講演会

等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

1 4 月 4 日 法要 春季仏像供養 なら仏像館 100   

2 4 月 14 日 イベント 
京博マスコット「トラりん」グリーティ

ング 
敷地内 －   

3 
4 月 14 日、21 日、5 月

12 日 
イベント 

庭園ツアー 

（ボランティア室） 
園地 150   

4 4 月 16 日 鑑賞会 賛助会特別鑑賞会 講堂・展示室 58   

5 4 月 17 日 鑑賞会 奈良博プレミアムカード会員特別鑑賞会 講堂・展示室 179   

6 4 月 30 日 イベント 
改元記念公演会「ようこそ新元号！～こ

れまでの奈良博、これからの奈良博～」 
講堂 249   

7 5 月 5 日 イベント 
藤田美術展関連イベント「オリジナル絵

巻を作ろう」 
地下回廊 31   

8 5 月 19 日 イベント 
藤田美術展関連イベント「親子向け抹茶

体験ワークショップ」 
地下回廊 42   

9 5 月 25 日 イベント 
Daiwa Sakura Aid FOR THE GENERATION 

FM802 番組公開収録 
関野ホール 138   

10 5 月 25 日 イベント 
Daiwa Sakura Aid Presents 新元号制定

記念コンサート 
関野ホール 70   

11 5 月 26 日 イベント 
藤田美術展関連イベント「曜変天目茶碗

モチーフのアクセサリー作り」 
会議室 27   

12 6 月 17 日～9 月 9 日 展示 唐招提寺の蓮展示 敷地内の池 －   

13 7 月 6 日 イベント 奈良とは何か？ 講堂 125 奈良女子大学 

14 7 月 13 日 イベント 京博マスコット「トラりん」来訪 敷地内 －   

15 7 月 13 日～9 月 8 日 イベント 

いのりの世界のどうぶつえん関連イベン

ト 奈良博＜－＞奈文研 シャトルバス

運行 

敷地内 267   

16 7 月 23 日 法要 夏季仏像供養 なら仏像館 100   

17 7 月 26 日 イベント 
「夏休みファミリー新聞教室」ではがき

新聞づくり 
講堂・展示室 50 読売新聞奈良支局 

18 7 月 27 日 イベント 
親子講座「どうぶつえんのわくわくガイ

ド」 
講堂 88 中川あや 

19 8 月 9 日、10 日 イベント 
Daiwa Sakura Aid Presents ジュスカグ

ランペールコンサート 
庭園 389   

20 8 月 17 日 イベント 
絵本づくりワークショップ「とびだす！

うごく！いのりの世界のどうぶつ」 
地下回廊 37 奈良教育大学大学院 

21 9 月 1 日 特別鑑賞 関西文化の日プラス なら仏像館 279   

22 9 月 1 日 イベント 英語落語 講堂 148   

23 10 月 2 日 法要 秋季仏像供養 なら仏像館 100   

24 10月 26日～11月 14日 展示 正倉院展 法華寺御流のいけばな展示  西新館 1F ロビー ―   

25 10月 26日～11月 14日 イベント 正倉院展「あるくん奈良スタンプラリー」 地下回廊 ―   

26 10月 26日～11月 14日 展示 正倉院展短歌コンクール受賞作品展示 地下回廊 ― 
主催：奈良国立博物館・読売新

聞社・読売テレビ 

27 10月 26日～11月 14日 茶席 正倉院展「野点のお茶席」 
西新館南側ピロテ

ィ・庭園 
16,000 結の会 

28 10 月 27 日 鑑賞会 正倉院展親子鑑賞会 講堂・展示室 135 
主催：奈良国立博物館・読売新

聞社 

29 10 月 28 日 鑑賞会 賛助会員特別鑑賞会 講堂 142   

30 10 月 29 日 鑑賞会 プレミアムカード会員特別鑑賞会 講堂 182   
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 期間 

種類 

(イベン

ト、講演会

等) 

イベント等の概要 会場 
出席者

（人） 
備考 

31 11 月 1 日 特別観覧 留学生の日 展示室 71   

32 11 月 2 日 イベント 
FM COCOLO Daiwa Sakura Aid GO GO ゴ

ンチチ公開録音 
関野ホール 118   

33 11 月 23 日、24 日 特別鑑賞 関西文化の日 なら仏像館 2,561   

34 11 月 23 日、24 日 特別公開 庭園散策ツアー 庭園 2,333   

35 12 月 17 日 茶会 おん祭「茶会」 
茶室・庭園・西新館

南側ピロティ 
89 主催：裏千家 泉本宗悠 

36 
12 月 18 日～2 年 1 月

13 日 
展示 春日若宮おん祭で使用される備品の展示 展示室 －   

37 
12月 28日～2年 3月 1

日 
イベント 

ゆかりの刀剣神社・博物館スタンプラリ

ー 
なら仏像館 － 主催：春日大社、読売新聞社 

38 2 年 1 月 2 日～5 日 特別鑑賞 おん祭展 無料チラシ配布 春日大社境内 3,285   

39 2 年 1 月 9 日 特別公開 文化財保存修理所特別公開 
講堂・文化財保存修

理所 
148   

40 2 年 1 月 11 日 イベント 

奈良文化クラスター事業 

春日大社、奈良国立博物館連携シンポジ

ウム「最古の刀－日本刀成立の謎に迫る」 

春日大社 感謝・共

生の館 
200 主催：春日大社、読売新聞社 

41 2 年 1 月 22 日 法要 冬季仏像供養 なら仏像館 100   

42 
2 年 2 月 4 日～3 月 22

日 
イベント 

毘沙門天関連展示 オンラインゲーム

「なむあみだ仏っ！－蓮台 UTENA－」の

キャラクター等身大パネル展示 

地下回廊 －   

43 2 年 2 月 4 日 鑑賞会 賛助会員特別鑑賞会 講堂 34   

44 
2 年 2 月 4 日～3 月 22

日 
展示 お水取り展 修二会お松明展示 展示室 －   

45 2 年 2 月 8 日 イベント お水取り「講話」と「現地解説」の会 講堂、展示室 48   

46 2 年 2 月 11 日 イベント 
親子ワークショップ「チョコパンケーキ

を作って食べよう」 
地下回廊 41   

47 2 年 2 月 12 日 鑑賞会 
プレミアムカード会員 

特別鑑賞会 
講堂 166   

48 2 年 2 月 14 日、15 日 イベント ブライダルショー 敷地内 － Wakana style + 峪口治恵 

※以下は新型コロナウイルス感染予防・拡散防止のため中止 

49 2 年 2 月 4 日～6 日 特別鑑賞 お水取り展 無料チラシ配布 東大寺境内 － 
チラシ配布したが臨時休館の

ため使用実績無し 

50 2 年 3 月 4 日 
講演・鑑賞

鑑賞 
お水取り展鑑賞とお松明 講堂・展示室 － 

結の会 告知はしたが臨時休

館のため開催せず 

51 2 年 3 月 7 日、8 日 特別公開 仏教美術資料研究センター公開 
仏教美術資料研究セ

ンター 
－ 

告知はしたが臨時休館のため

開催せず 
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【九州国立博物館】 

1) 会場提供 10件 (イベント、講演会等) 

 

 
期間 

種類 

(イベント、講

演会等) 

イベント等の概要 会場 

出席

者

（人

） 

備考 

1 4 月 21 日 イベント 第 15 回太宰府門前真舞祭 研修室、和室、館外 900 
主催：太宰府門前真舞祭実行

委員会 

2 8 月 1 日 講演会 「足利将軍」内容講演会 研修室 40 主催： 福岡県歴史研究会 

3 10 月 19 日、20 日 イベント 市民茶会 茶室、和室、研修室 250 主催：太宰府茶道文化連盟 

4 11 月 7 日、8 日 研究会 分子アーキテクトニクス研究会 
ミュージアムホー

ル、研修室、和室 
50 

主催：九州大学先導物質化学

研究所 

アルブレヒト研究室（分子ア

ーキテクトニクス研究会） 

5 11 月 8 日～10 日 展示会 
令和モダン bonbon felt tina 展 

展示販売会とワークショップ 
研修室 150 

主催：(有)ティナ・コーポレ

ーション 

6 11 月 15 日 イベント 

ふくおか文化ボランティアフォーラム

2019 

「新しいボランティア像を追う！」 

ミュージアムホール 100 
主催：NPO 法人文化ボランティ

アとびうめの会 

7 11 月 20 日 イベント 特別展「三国志」事前レクチャー ミュージアムホール 120 
主催：公益財団法人佐世保地

域文化事業財団 

8 11 月 26 日 イベント 新作ツアー発表会 研修室 20 
主催：㈱ワールド航空サービ

ス 

9 12 月 13 日 講演会 第２回講座「長崎における関帝信仰」 研修室 70 主催：博悠会 

10 2 年 1 月 25 日 イベント 
有岡奈保 小池優介 デュオコンサー

ト 
ミュージアムホール 150 主催：個人 

 

 

2） 館主催・協力イベント 153 件 

 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 

出席

者

（人

） 

備考 

1 4 月 6 日 イベント 第 81 回はじめての茶道体験 茶室 9 主催：九州国立博物館  

2 4 月 6 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 23 主催：九州国立博物館 

3 

4 月 6 日、 

7 日、13 日、 

14 日 

イベント 

ダンス・ザ･イフク／太ンス宰府ク 

ひびのこづえのコスチューム・アート

が太宰府で踊る ＜「海の生きものを

つくろう」ワークショップ＞ 

研修室 200 
主催：NPO 法人太宰府アートのた

ね 

4 

4 月 6 日、 

7 日、13 日、 

14 日 

イベント 

ダンス・ザ･イフク／太ンス宰府ク 

ひびのこづえのコスチューム・アート

が太宰府で踊る ＜パフォーマンスプ

ログラム＞ 

ミュージアムホール 785 
主催：NPO 法人太宰府アートのた

ね 

5 4 月 20 日 イベント 

九州国立博物館 夜間開館２周年記念 

九博応援大使 サラ・オレイン ミ

ニ・コンサート 
ミュージアムホール 350 主催：九州国立博物館 

6 4 月 24 日 式典 
移動博物館車両 きゅーはく号 贈呈

式 
屋外 -  主催：九州国立博物館 

7 4 月 27 日 講演会 

特別展「大報恩寺 快慶・定慶のみほ

とけ」 

「鎌倉彫刻の巨匠 運慶・快慶とその

次世代の仏師たち」 

ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

8 5 月 1 日 イベント 
新元号「令和」揮毫大会「元号を書い

てみよう！」 
エントランス 720 主催:九州国立博物館 

9 5 月 3 日 イベント 

きゅーはくで楽しく！ 

わく☆わくワークショップ 

わくわく 1 「令和」の古代文字フレー

ムをつくろう！ 

わくわく 2 マイチャームをつくろう！ 

わくわく 3 古代文字のひらがなであ・

そ・ぼ 

研修室 80 主催：九州国立博物館 

10 5 月 4 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 123 主催：九州国立博物館 

11 5 月 4 日、5 日 イベント 

きゅーはく夢ひろば 

「きゅーはく夢ステージ」 

「はらのむし夢ラリー」 

「願いよかなえ！夢こいのぼり in 九

博」 

「オリジナルはらのむしうちわを作ろ

う！」 

ミュージアムホー

ル、他 
880 主催：九州国立博物館 

12 5 月 4 日、5 日 イベント 
「きゅーはく号」体験イベント 

韓服を着てみよう！ 
屋外 - 主催：九州国立博物館 

13 5 月 6 日 イベント 
「あなたの知らない折り紙の世界」～

一枚の折り紙が織りなす不思議～ 
エントランス 30 主催：九州国立博物館 
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 

出席

者

（人

） 

備考 

14 5 月 6 日 講演会 

新元号記念特別企画「令和」関連特別

講演会 

「梅花の宴～遠の朝廷の文華～」 

ミュージアムホール 120 主催：九州国立博物館 

15 5 月 11 日 イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 12 主催：九州国立博物館 

16 5 月 17 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 115 主催：九州国立博物館 

17 5 月 24 日 講演会 

国立扶餘博物館・国立公州博物館研究

者招聘記念講演会 『ふたつの百済-そ

の歴史と文化-』 

研修室 38 
主催：九州国立博物館、九州国

立博物館振興財団 

18 5 月 25 日 講演会 

特別展「大報恩寺 快慶・定慶のみほ

とけ」記念講演会「千本釈迦堂・大報

恩寺の歴史」 

ミュージアムホール 160 主催：九州国立博物館 

19 5 月 26 日 イベント 第 87 回親子で茶道体験 茶室 54 主催：九州国立博物館 

20 5 月 26 日 イベント 

九州国立博物館杯 

特別展「京都 大報恩寺 快慶・定慶

のみほとけ」記念 第 14 回さいふごま

大会 

ミュージアムホール 40 主催：九州国立博物館 

21 5 月 31 日 イベント ライブペイントプロジェクト エントランス 100 主催：九州国立博物館 

22 6 月 1 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 62 主催：九州国立博物館 

23 6 月 1 日 イベント 

太宰府天満宮 九州国立博物館共催 

花菖蒲コンサート 

出演：川波幸恵（バンドネオン）  

ミュージアムホール 440 
主催：太宰府天満宮、九州国立

博物館 

24 6 月 1 日 イベント 九博ホタル鑑賞会 北側散策路 200 主催：九州国立博物館 

25 6 月 2 日 イベント 

太宰府天満宮 九州国立博物館共催 

花菖蒲コンサート 

出演：竜馬四重奏（ヴァイオリン、

笛、鼓）  

ミュージアムホール 720 
主催：太宰府天満宮、九州国立

博物館 

26 6 月 2 日 イベント 第 82 回はじめての茶道体験 茶室 12 主催：九州国立博物館  

27 6 月 7 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 70 主催：九州国立博物館 

28 6 月 8 日 イベント 

太宰府天満宮 九州国立博物館共催 

花菖蒲コンサート 

出演：佐藤和哉（篠笛）  

ミュージアムホール 950 
主催：太宰府天満宮、九州国立

博物館 

29 6 月 9 日 イベント 

太宰府天満宮 九州国立博物館共催 

花菖蒲コンサート 

出演：ドラン（モンゴル馬頭琴）  

ミュージアムホール 600 
主催：太宰府天満宮、九州国立

博物館 

30 6 月 9 日 イベント 馬頭琴ワークショップ ミュージアムホール 10 主催：九州国立博物館 

31 6 月 25 日～30 日 イベント 上海・福岡友好書道聯展 エントランス - 主催：九州国立博物館 

32 7 月 6 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 48 主催：九州国立博物館 

33 7 月 13 日 イベント 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」 

おっきい こんのすけ撮影会 

エントランスホール - 主催：九州国立博物館 

34 
7 月 13 日～ 

9 月 1 日 
展示 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」 

刀剣男士・大般若長光の等身大パネル

設置 

エントランスホール - 主催：九州国立博物館 

35 7 月 13 日 イベント 

ガムランワークショップ 

ジャワのガムラン演奏体験〜アジアの

青銅楽器の魅力〜 

ミュージアムホール 13 主催：九州国立博物館 

36 7 月 14 日 講演会 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」 

記念講演会「室町将軍家の東アジア外

交」 

ミュージアムホール 202 主催：九州国立博物館 

37 7 月 15 日 イベント 

九州国立博物館杯 

特別展「室町将軍」記念 第 15 回さい

ふごま大会 

ミュージアムホール 50 主催：九州国立博物館 

38 7 月 19 日 イベント 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」実践！勘合貿易ワークショッ

プ～あなたは貿易できるか？～ 
研修室 2 主催：九州国立博物館 

39 7 月 19 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 130 主催：九州国立博物館 

40 7 月 20 日 講演会 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」リレー講座 

「足利十五代－ムロマッチクな男たち

－」 

「名刀乱舞！足利将軍」 

ミュージアムホール 230 主催：九州国立博物館 

41 7 月 20 日 イベント 第 8 回スケッチしナイト☆ 文化交流展示室 19 主催：九州国立博物館 

42 7 月 21 日 イベント 

トレジャーハンターみっちーと Dr.ラン

ディのきゅーはくディスカバリー 

「タイムマシンにのって」 

ミュージアムホール 110 主催：九州国立博物館 

43 7 月 23 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展～九博で美

と技を学ぶ～「水彩画」 
研修室 62 主催：九州国立博物館 
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 

出席

者

（人

） 

備考 

44 7 月 24 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展～九博で美

と技を学ぶ～「パステル画」 
研修室 51 主催：九州国立博物館 

45 7 月 25 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展～九博で美

と技を学ぶ～「ボタニカルアート」 
研修室 51 主催：九州国立博物館 

46 7 月 26 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展～九博で美

と技を学ぶ～「日本画」 
研修室 46 主催：九州国立博物館 

47 7 月 27 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展～九博で美

と技を学ぶ～「テンペラ画」 
研修室 51 主催：九州国立博物館 

48 7 月 27 日、28 日 イベント 「いこうよ！あじっぱ夏祭り 2019」 ミュージアムホール 940 主催：九州国立博物館 

49 7 月 28 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展～九博で美

と技を学ぶ～「漫画（童画）」 
研修室 53 主催：九州国立博物館 

50 7 月 28 日 イベント 第 88 回親子で茶道体験 茶室 55 主催：九州国立博物館 

51 7 月 30 日～8 月 4 日 イベント 
「菊池一族 - 室町将軍を悩ませた肥後

もっこす - 」パネル展 
エントランス － 

主催：菊池市役所菊池一族プロ

モーション室 

52 8 月 1 日 イベント 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」視覚に障害をお持ちの方に向

けた特別展観覧ツアー 

ミュージアムホー

ル、特別展示室 
19 主催：九州国立博物館 

53 8 月 3 日 講演会 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」 

記念講演会「室町将軍の再評価－本当

に弱かったのか－」 

ミュージアムホール 301 主催：九州国立博物館 

54 8 月 3 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 32 主催：九州国立博物館 

55 8 月 4 日～7 日 展示 博多祇園山笠「飾り山笠」展示関連 エントランス － 主催：九州国立博物館 

56 8 月 4 日 イベント 
日本の四季 夏だ！マイうちわを作ろ

う！ 
エントランス 50 主催：九州国立博物館 

57 8 月 4 日 
シンポジウ

ム 
2019 全国高等学校 歴史学フォーラム 

ミュージアムホー

ル、研修室 
300 主催：九州国立博物館 

58 8 月 6 日 イベント 
井上涼さんとめぐるびじゅチューン！

きゅーはくナイトミュージアム 
文化交流展示室、他 

台風の 

ため

中止 

主催：九州国立博物館 

59 8 月 7 日 イベント 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十五

代－」実践！勘合貿易ワークショップ～

あなたは貿易できるか？～ 
研修室 31 主催：九州国立博物館 

60 8 月 6 日～10 月 14 日 イベント 
びじゅチューン！きゅーはくなりきり

美術館 
文化交流展示室、他 - 主催：九州国立博物館 

61 8 月 10 日 イベント なりきり考古学者体験【拓本体験】 あじっぱ 15 主催：九州国立博物館 

62 8 月 10 日 イベント 
特集展示「更紗 生命の花咲く布」関

連イベント茜染めワークショップ 
研修室 20 主催：九州国立博物館 

63 8 月 11 日 イベント 
きゅーはくで楽しく！ 

わくわく☆ワークショップ 
研修室 100 主催：九州国立博物館 

64 8 月 11 日 講演会 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」 

華道家元池坊次期家元による特別講演

会・デモンストレーション 

「いけばなにおける室町時代」 

ミュージアムホール 271 主催：九州国立博物館 

65 8 月 12 日 
シンポジウ

ム 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」開催記念 

シンポジウム「京都・等持院 歴代足

利将軍像の謎に迫る」 

ミュージアムホール 254 主催：九州国立博物館 

66 8 月 17 日、18 日 イベント 吉野ヶ里 Days in 九博 ミュージアムホール 1,130 

主催：佐賀県立博物館・美術

館、海の中道海浜公園事務所

（国営吉野ヶ里歴史公園）、吉

野ヶ里歴史公園マネジメント共

同体、吉野ヶ里公園管理センタ

ー 

67 8 月 17 日 イベント 
令和 元年度留学生スペシャルイベント

「茶室探訪 in 九博」 

茶室、特別展示室、

他 
7 主催：九州国立博物館 

68 8 月 23 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 95 主催：九州国立博物館 

69 8 月 24 日 イベント 古代文字のひらがなであ・そ・ぼ！ エントランス 120 主催：九州国立博物館 

70 8 月 24 日 イベント 第 89 回親子で茶道体験 茶室 53 主催：九州国立博物館 

71 8 月 27 日～9 月 8 日 展示 
東九州神楽人の祭展 

京築・庄内・高鍋神楽の魅力を紹介 
エントランス － 

主催：京築連携アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

72 8 月 28 日 イベント 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」視覚に障害をお持ちの方に向

けた特別観覧ツアー 

ミュージアムホー

ル、特別展示室 
6 主催：九州国立博物館 

73 9 月 7 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 23 主催：九州国立博物館 
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74 9 月 7 日、8 日 イベント 

東九州神楽人の祭展 

神楽公演「京築神楽」「高鍋神楽」

「庄内神楽」「京築神楽」 
ミュージアムホール 750 

主催：京築連携アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

75 9 月 7 日、8 日 イベント 
神楽体験ワークショップ「御幣づく

り」 
研修室 30 

主催：京築連携アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

76 9 月 8 日 イベント 
東九州神楽人の祭展 

神楽装束体験（庄内神楽） 
エントランス － 

主催：京築連携アメニティ都市

圏推進会議、神楽の里づくり推

進協議会、大分県、宮崎県 

77 9 月 14 日 イベント 

修復の現場お見せします！ 

特別公開『博物館科学・文化財保存修

復施設』 

バックヤード、修復

施設等 
53 主催：九州国立博物館 

78 9 月 14 日 イベント 第 83 回はじめての茶道体験 茶室 12 主催：九州国立博物館  

79 9 月 14 日 イベント 
ミュージアムコンサート 

オカリナ×秋のアンサンブル 
ミュージアムホール 330 主催：九州国立博物館 

80 9 月 22 日 イベント 

九州国立博物館特別展「三国志」開催

記念 

第 6 回みゅーじあむ寄席 

ミュージカル落語「三国志」 

ミュージアムホール 256 主催：九州国立博物館 

81 9 月 25 日 イベント 
4 階文化交流展示室 特別無料観覧 with

「太宰府 古都の光」 

4 階文化交流展示室

および屋外、他 
－ 

主催：太宰府ブランド創造協議

会事務局 

82 9 月 25 日 イベント 

九州国立博物館文化交流展特集展示

「更紗 生命の花咲く布」記念イベン

ト 

～インドの風～神秘の舞とシタール演

奏 

プログラム 1「インド舞踊パフォーマン

ス」 

プログラム 2「更紗トーク＆オールライ

ブパフォーマンス」 

プログラム 3「クリスタルボウルヒーリ

ングパフォーマンス」 

4 階文化交流展示室

および屋外、他 
100 

主催：古都太宰府ナイトエリア

創出委員会、世界と繋がるクロ

スロード太宰府推進事業実行委

員会 

83 9 月 28 日 講演会 
特集展示「文化財よ、永遠に」講演会 

 「修理、果てしなき挑戦」 
ミュージアムホール 80 

主催：公益財団法人住友財団、

九州国立博物館 

84 9 月 28 日 イベント 

特別展「室町将軍－戦乱と美の足利十

五代－」視覚に障害をお持ちの方に向

けた特別展観覧ツアー 

ミュージアムホー

ル、特別展示室 
6 主催：九州国立博物館 

85 9 月 29 日 イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 12 主催：九州国立博物館 

86 10 月 5 日 イベント 
ワークショップ「修理のヒミツにふれ

てみよう！」 
研修室 25 主催：九州国立博物館 

87 10 月 5 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 108 主催：九州国立博物館 

88 10 月 11 日 イベント 
日比野克彦ワークショップ開催 ～太

宰府と海～ 
研修室 50 

主催：NPO 法人太宰府アートのた

ね 

89 10 月 14 日 イベント 
びじゅチューン！なりきり美術館＆三

国志コンサート 
ミュージアムホール 581 主催：九州国立博物館 

90 10 月 18 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 90 主催：九州国立博物館 

91 10 月 20 日 講演会 

日中文化交流協定締結 40 周年記念特別

展「三国志」関連 講演会「ここまで

分かった“リアル三国志” - 新発見の

考古資料から読み解く - 」 

ミュージアムホール 238 主催：九州国立博物館 

92 10 月 20 日 イベント 
折り紙イベント 

日本の四季 月見うさぎをつくろう！ 
エントランス 50 主催：九州国立博物館 

93 
10 月 22 日～ 

11 月 4 日 
展示 山鹿の灯「灯籠展示」 エントランス － 主催：九州国立博物館 

94 10 月 23 日 講演会 IPM セミナー ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

95 10 月 26 日 イベント 
山鹿の灯「山鹿灯籠 灯籠踊り」「八

千代座こども歌舞伎」 
ミュージアムホール 350 主催：九州国立博物館 

96 10 月 26 日 イベント 
山鹿の灯「山鹿灯籠<擬宝珠ランプ>製

作体験」 
エントランス 30 主催：九州国立博物館 

97 10 月 27 日 イベント 第 90 回親子で茶道体験 茶室 60 主催：九州国立博物館 

98 10 月 27 日 イベント 

九州国立博物館杯 日中文化交流協定

締結 40 周年記念特別展「三国志」記念 

第 16 回さいふごま大会 

ミュージアムホール 80 主催：九州国立博物館 

99 11 月 2 日 イベント 
きゅーはくの森でネイチャービンゴ！ 

〜きゅーはくの森で秋めぐり〜 

館外（きゅーはくの

森） 
15 主催：九州国立博物館 

100 11 月 2 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 77 主催：九州国立博物館 
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101 11 月 3 日 イベント 

第 10 回留学生イベント 

留学生向け「文化交流ツアーin 九博 

2019｣ 

留学生限定イベント「マイ勾玉作り」 

研修室、バックヤー

ド他 
18 主催：九州国立博物館 

102 11 月 5 日 イベント 醍醐の桜 植樹式 屋外 30 主催：九州国立博物館 

103 11 月 6 日 イベント 
特集展示「縄文王国やまなし」開催観

光イベント 
エントランス － 

主催：笛吹市・甲州市組合立釈

迦堂遺跡博物館 

104 11 月 9 日 イベント 
きゅーはくミュージアムコンサート 

「中国悠久の調べ」 
ミュージアムホール 380 主催：九州国立博物館 

105 11 月 10 日 イベント 
九博でアートを楽しもう展 

「イラストレーター谷口親子トーク」 
ミュージアムホール 100 主催：九州国立博物館 

106 11 月 10 日 イベント 第 84 回はじめての茶道体験 茶室 11 主催：九州国立博物館  

107 11 月 17 日 講演会 
特集展示「版経東漸～対馬がつなぐ仏

の教え～」開催記念講演会 
ミュージアムホール 80 主催：九州国立博物館 

108 11 月 19 日 講演会 

令和 元年度文化財防災ネットワーク推

進事業セミナー「不動産文化財と動産

文化財の防災ー現状の課題と今後の連

携に向けてー」 

研修室 41 主催：九州国立博物館 

109 
11 月 19 日 

～12 月 1 日 
展示 

宮地嶽第 52 回光の道全国競書大会作品

展 
エントランス － 

主催：宮地嶽光の道全国競書大

会実行委員会 

110 
11 月 22 日、 

12 月 14 日 
イベント 

夜間開館イベント「三国志ナイトミュ

ージアム～英雄(ヒーロー)現る‼」【手

話通訳付き！】 

特別展示室 700 主催：九州国立博物館 

111 11 月 23 日 イベント 

日中文化交流協定締結 40 周年記念特別

展「三国志」関連イベント 

「夜な夜な三国志」 

ミュージアムホー

ル、エントランス、

他 

400 主催：九州国立博物館 

112 11 月 24 日 イベント 実測体験 なりきり考古学者体験 あじっぱ 15 主催：九州国立博物館 

113 11 月 24 日 イベント 
第 3 回 きゅーはくで楽しく！ 

わくわく☆ワークショップ 
研修室 80 主催：九州国立博物館 

114 11 月 30 日 講演会 

特集展示「縄文王国やまなし」関連講

演会 

日本遺産「星降る中部高地の縄文世

界」 

ミュージアムホール 25 
主催：甲信縄文文化発信・活性

化協議会 

115 
11 月 30 日～ 

12 月 1 日 
イベント 

特集展示「縄文王国やまなし」関連イ

ベント「黒曜石にさわってみよう」、

「縄文服を着てみよう」、「縄文土器

の拓本カードを作ろう」 

エントランス 475 
主催：甲信縄文文化発信・活性

化協議会 

116 12 月 1 日 イベント 
映画「縄文にハマる人々」無料上映会

＆トークイベント 
ミュージアムホール 142 主催：九州国立博物館 

117 
12 月 5 日、 

12 月 11 日 
イベント 

視覚に障害をお持ちの方に向けた 

特別展「三国志」観覧ツアー 
特別展示室 30 主催：九州国立博物館 

118 12 月 6 日、7 日 展示 
夜の九博☆ファンタジア 2019 

「キラキラ博物館」 
エントランス － 主催：九州国立博物館 

119 12 月 7 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 24 主催：九州国立博物館 

120 12 月 7 日 イベント 

夜の九博☆ファンタジア 2019 

「Angelic ハンドベルコンサート／福岡

女学院大学ハンドベル部」「ミュージ

アムゴスペルコンサート①／Sounds of 

DAZ」「ミュージアムゴスペルコンサー

ト②／TEAM SURPRISE with HAKATA 

Sing For Joy」「夜の九博 X’mas コン

サート／小林知加（アルパ）＆永田望

（バイオリン）」 

ミュージアムホール 350 主催：九州国立博物館 

121 12 月 7 日 イベント 
夜の九博☆ファンタジア 2019 

「ステンドグラスワークショップ」 
研修室 50 主催：九州国立博物館 

122 12 月 8 日 イベント 古代文字のひらがなであ・そ・ぼ！ エントランス 93 主催：九州国立博物館 

123 12 月 14 日 講演会 

日中文化交流協定締結 40 周年記念特別

展「三国志」記念特別講演会 

「曹操高陵墓と考古学的発見と研究」 

「三国志の時代と卑弥呼の鏡」 

ミュージアムホール 306 主催：九州国立博物館 

124 12 月 14 日、15 日 イベント 孫次凧ワークショップ エントランス 70 主催：九州国立博物館 

125 12 月 20 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 90 主催：九州国立博物館 

126 12 月 22 日 イベント 第 91 回親子で茶道体験 茶室 63 主催：九州国立博物館 

127 12 月 22 日 イベント 

第 7 回みゅーじあむ寄席 年忘れ落語

会 

「春風亭一之輔、三遊亭天どん二人

会」 

ミュージアムホール 256 主催：九州国立博物館 

128 2 年 1 月 1 日～5 日 イベント 
きゅーはくニッポンの正月 

刀剣オリジナルカレンダープレゼント 
文化交流展示室 － 主催：九州国立博物館 
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129 2 年 1 月１日～13 日 展示 
きゅーはくニッポンの正月 

「ニッポンの凧」 
エントランス － 主催：九州国立博物館 

130 2 年 1 月 2 日、3 日 イベント 
きゅーはくニッポンの正月 

「九博で書初め」 
エントランス 1,035 主催：九州国立博物館 

131 2 年 1 月 2 日、3 日 イベント 
きゅーはくニッポンの正月 

ジャンボだるま落としに挑戦！ 
ミュージアムホール 149 主催：九州国立博物館 

132 2 年 1 月 4 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 23 主催：九州国立博物館 

133 2 年 1 月 7 日～13 日 イベント 
第 4 回ＭＯＡ美術館児童作品展 in 九州

国立博物館  
エントランス － 主催：九州国立博物館 

134 2 年 1 月 12 日 イベント 

第 4 回ＭＯＡ美術館児童作品展 in 九州

国立博物館 表彰式 

関連イベント①ＮＰＯ法人太宰府アー

トのたね ジェルグラスとウィンドス

ターをつくろう！②茶の湯を楽しもう 

ミュージアムホー

ル、他 
180 主催：九州国立博物館 

135 2 年 1 月 15 日～26 日 展示 第 34 回筑紫地区中学校美術展 エントランス － 
主催：筑紫地区中学校美術教育

研究会 

136 
2 年 1 月 15 日～ 

1 月 19 日 
展示 

令和元年度 文化庁 地域と共働した

博物館創造活動支援事業 

連携公開講座「西の都・大宰府と沖ノ

島 東の都・斎宮と伊勢神宮～地域祭祀

の成り立ちと律令祭祀への変質～」 

ミュージアムホール － 主催：斎宮歴史博物館 

137 2 年 1 月 18 日 講演会 

令和元年度 文化庁 地域と共働した

博物館創造活動支援事業 

連携公開講座「西の都・大宰府と沖ノ

島 東の都・斎宮と伊勢神宮～地域祭祀

の成り立ちと律令祭祀への変質～」 

ミュージアムホール 150 主催：斎宮歴史博物館 

138 
2 年 1 月 19 日、 

2 月 9 日 
イベント 

特集展示「刀剣ことはじめ」関連イベ

ント 

ワークショップ＆実演公開「刀剣を見

て触れて体感してみよう！」 

〈体験〉五寸釘でペーパーナイフ作

成、鐔型チャームへの銀象嵌体験、刀

剣の研磨体験、刀の重さ体験 

〈実演公開〉研磨実演、象嵌実演など 

研修室 338 主催：九州国立博物館 

139 2 年 1 月 25 日 イベント 第 85 回はじめての茶道体験 茶室 11 主催：九州国立博物館  

140 2 年 1 月 31 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 90 主催：九州国立博物館 

141 2 年 2 月 1 日 イベント 
第 4 回「きゅーはくで楽しく！わくわ

く☆ワークショップ」 
研修室 35 主催：九州国立博物館 

142 2 年 2 月 1 日 イベント 手話通訳付きバックヤードツアー 館内 70 主催：九州国立博物館 

143 
2 年 2 月 4 日 

～2 月 9 日 
展示 

菊池氏発祥 950 年第 4 回菊池一族と延

寿鍛冶展 PR ブース 
エントランス ― 

主催：菊池一族まつり実行委員

会（菊池観光協会） 

144 2 年 2 月 5 日、6 日 イベント 広川町の工芸品 PR 及び販売 エントランス ― 主催：広川町観光協会 

145 2 年 2 月 8 日 イベント なりきり学芸員体験 あじっぱ 3 主催：九州国立博物館 

146 2 年 2 月 9 日 講演会 

特別展「ルネ・ユイグのまなざし フ

ランス絵画の精華」 

記念講演会「フランス絵画の栄光ー古

典主義からロマン主義まで」 

ミュージアムホール 247 主催：九州国立博物館 

147 2 年 2 月 11 日～16 日 展示 九州女子大学 第 52 回卒業書作展 エントランス ― 
主催：九州女子大学人間発達学

科人間基礎専攻 

148 2 年 2 月 11 日～24 日 展示 アイヌ文化魅力発信プロジェクト エントランス ― 主催：文化庁企画調整課 

149 2 年 2 月 14 日、15 日 展示 
第 44 期「棋聖戦」7 番勝負第 4 局太宰

府対局 

和室、ミュージアム

ホール 
130 

主催：読売新聞東京本社棋聖戦

事務局 

150 2 年 2 月 15 日 イベント 第 9 回スケッチしナイト☆ 文化交流展示室 16 主催：九州国立博物館 

151 2 年 2 月 15 日 イベント 

「焼き物コースターを作ろう ～印花に

挑戦！～」第 1 回【焼き物講座・装飾

体験「印花に挑戦！」】 
研修室 23 主催：九州国立博物館 

152 
2 年 2 月 18 日 

～3 月 1 日 
展示 

令和元年度筑紫地区文化財写真展「ち

くし再発見～ぶらり古墳めぐり～」 
エントランス ― 

主催：筑紫地区社会教育振興協

議会 

153 2 年 2 月 24 日 講座 ユニバーサルガイド養成プレセミナー 研修室 40 
主催：世界と繋がるクロスロー

ド太宰府推進事業実行委員会 

※以下は新型コロナウイルス感染予防・拡散防止のため中止 

154 2 年 2 月 22 日 イベント 

特別展「フランス絵画の精華」関連コ

ンサート 古楽器が奏でるフランス・

バロック音楽のひととき 
ミュージアムホール 

新型コ

ロナウ

イルス

感染症

の感染

拡大防

止のた

め中止 

主催：九州国立博物館 
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 期間 

種類 

(イベント、

講演会等) 

イベント等の概要 会場 

出席

者

（人

） 

備考 

155 2 年 2 月 23 日 講演会 

九州国立博物館「大宰府学研究」事業

シンポジウム「大宰府前夜－筑紫の大

宰と豪族－」 
ミュージアムホール 同上 主催：九州国立博物館 

156 2 年 2 月 26 日 イベント 博多伝統芸能～博多芸妓の世界～ ミュージアムホール 

新型コ

ロナウ

イルス

感染拡

大防止

のため

中止 

主催：公益財団法人九州国立博

物館振興財団 

157 2 年 2 月 29 日 イベント 第 92 回親子で茶道体験 茶室 同上 主催：九州国立博物館 

158 2 年 2 月 29 日 イベント 
第 12 回 九博子どもフェスタ 

～博物館って ともだちだ！～ 

ミュージアムホー

ル、エントランス、

研修室、展示室 

同上 

主催：九州国立博物館を愛する

会、九州国立博物館ボランティ

ア 

159 2 年 3 月 1 日 イベント 

九州国立博物館杯 特別展「フランス

絵画の精華」記念 第 17 回さいふごま

大会 

ミュージアムホール 同上 主催：九州国立博物館 

160 
2 年 3 月 3 日 

～3 月 15 日 
イベント 

特別展「フランス絵画の精華」関連イ

ベント フランス・スタンド 

展示：3/3(火)～3/15(日) 

講演会：3/8(日)、13(金)、15(日) 

ワークショップ：3/8(日)、15(日) 

エントランス、研修

室 
同上 

主催：アンスティチュ・フラン

セ九州 

161 2 年 3 月 6 日 イベント きゅーはくカフェコンサート エントランス 同上 主催：九州国立博物館 

162 2 年 3 月 7 日 イベント 
きゅーはく女子考古部 presents 古代の

宴へようこそ！ 
ミュージアムホール 同上 主催：九州国立博物館 

163 2 年 3 月 7 日 イベント 夜の博物館たんけん隊 館内 同上 主催：九州国立博物館 

164 2 年 3 月 8 日 イベント 第 86 回はじめての茶道体験 茶室 同上 主催：九州国立博物館  

165 2 年 3 月 14 日 イベント 

「焼き物コースターを作ろう ～印花に

挑戦！～」第 2 回【うわぐすり掛け体

験・うわぐすりのお話】 

研修室、交流サロン 同上 主催：九州国立博物館 

166 
2 年 3 月 20 日、21 日、

22 日、28 日、29 日 
イベント さくらまつりスタンプラリー 太宰府市内各所 同上 

主催：古都太宰府ナイトエリア

創出委員会、世界と繋がるクロ

スロード太宰府推進事業実行委

員会 

167 2 年 3 月 20 日 イベント 

「焼き物コースターを作ろう ～印花に

挑戦！～」第 3 回【作品受取・お披露

目会】 

研修室、交流サロン 

同上の

理由に

より延

期 

主催：九州国立博物館 

168 2 年 3 月 28 日 イベント 

太宰府・令和さくらまつり 

（1） 大伴旅人になりきろう！万葉衣装

体験 

（2） 万葉の世界を体験しよう！ 

（3） 桜コンサート♪ 

エントランス、ミュ

ージアムホール、研

修室他 

新型コ

ロナウ

イルス

感染拡

大防止

のため

中止 

主催：古都太宰府ナイトエリア

創出委員会、世界と繋がるクロ

スロード太宰府推進事業実行委

員会 
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b ボランティア受入実績 

1 受入人数 
令和2年3月31日現在 

国立文化財機構計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 奈良文化財研究所 

1,025人 159人 255人 150人 274人 148人 

2 活動内容 

【東京国立博物館】 計159人
種別 (登録人数) 概  要 

生涯学習ボランティア 

（151人） 
1)各種教育普及事業の補助活動の充実を図る 

【教育普及事業の補助】 

  ・スクールプログラム「はじめての東博」実施（通年） 

・学校向けワークショップ補助（通年） 

・ファミリー向けワークショップ補助（通年） 

・一般向けワークショップ補助（通年） 

・工程見本展示鑑賞補助 （通年） 

・ギャラリートーク、各種講演会、イベント事業の実施補助(通年) 

・教育普及事業の告知(「本日の博物館」シール貼替え・通年) 

・東洋館オアシス「アジアの占い体験」実施（通年） 

・本館19室みどりのライオン体験コーナー実施 (通年) 

・日本文化体験補助（通年） 

【保存修復事業の補助（平成31年度は休止）】 

【館内案内】 

・本館 1階エントランス、2階、17室(通年実施) 

・多言語案内・手話の告知バッジによる来館者の案内・誘導(通年) 

【資料印刷・作成】 

・点字パンフレットの印刷（通年） 

・東洋館オアシススタンプ台紙の印刷（通年） 

・たんけんマップの作成・印刷（通年）  

【職場体験実施活動補助】 

受入数：24校 生徒数：76人 (中学、高校合計数) 

【障がい者対応】 

・バリアフリー対応班の発足（42人）  

・東京国立博物館紹介パンフレットの点訳版作成(17冊) 

・博物館案内・各ガイドにおける聴覚障がい者対応のためのコミュニケーションボードの使用

(通年) 

・触知図を使用した館内案内（通年） 

・盲学校のためのスクールプログラムの実施（通年） 

【各種連携事業】 

・「キッズデー」（8月4日）内プログラム 

  アートスタジオ、考古展示室ガイド、東洋館ツアー、法隆寺宝物館ガイド、ワークショップ

補助、キッズコーナー補助、館内案内、体験コーナー 

・「留学生の日」(11月3日)内プログラム 

考古展示室ガイド、彫刻ガイド、陶磁ガイド、本館ハイライトツアー、刀剣・武士の装い

ツアー、英語ガイド、浮世絵ガイド（中国語）実施、館内案内、体験コーナー 

・「博物館でアジアの旅」(9月10日～10月14日)内プログラム 

たてもの散歩ツアー、彫刻ガイド、考古展示室ガイド、東洋館ツアー、樹木ツアー、本館ハ

イライトツアー、館内案内、体験コーナー（特に東洋館オアシスの実施） 

・「博物館でお花見を」（平成31年4月1日～7日内プログラム。令和2年3月10日～31日のプロ

グラムは、新型コロナウィルス拡大防止のため中止） 

 樹木ツアー、本館ハイライトツアー、館内案内、体験コーナー 

【ボランティアデー開催】 

  ・ボランティア募集説明会、ボランティアによる活動紹介ツアー、ボランティア質問コーナ

ー、撮影コーナー、樹木ツアー、本館ハイライトツアー、たてもの散歩ツアー、東洋館ツア

ー、英語ガイド、近代の美術ガイド、庭園茶室ツアー、法隆寺宝物館ガイド、アートスタジ

オ、浮世絵ガイド、お茶会、彫刻ガイド、陶磁ガイド、考古展示室ガイド、刀剣・武士の装

いツアー、通常活動の実施。（12月7・8日） 

2)来館者参加型ガイドツアー等の実施 266回9,921人 

自主企画プログラム（予約ガイド、各種連携事業、留学生の日、ボランティアデーにおける

対応を含む。一日複数回実施の場合は、延べ回数、令和2年2月27日～3月31日のプログラムは、

新型コロナウィルス拡大防止のため中止。） 

・樹木ツアー 15回404人参加 

・浮世絵ガイド  11回582人 

・浮世絵（中国語）ガイド  1回35人 

・本館ハイライトツアー  27回1,235人 
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種別 (登録人数) 概  要 

・法隆寺宝物館ガイド  24回1,166人 

・考古展示室ガイド  25回1,020人 

・考古ガイド（東洋館）   2回87人 

・陶磁ガイド  12回430人 

・庭園茶室ツアー    10回176人 

・お茶会  20回300人  

・彫刻ガイド  22回1,385人 

・彫刻ガイド（東洋館）   1回35人 

・英語ガイド   21回674人（留学生の日の定点ガイド含む) 

・アートスタジオ   8回222人 

・たてもの散歩ツアー   14回418人 

・近代の美術ガイド    10回378人 

・東洋館ツアー  25回773人 

・刀剣・武士の装いツアー    12回440人 

  ・ボランティア活動紹介ツアー    6回161人 
東京藝術大学大学院インターンシップ 

（8人) 
東京藝術大学との連携事業。トーク検討会、原稿作成、リハーサルののち、各自6回ずつギャラ

リートークを実施予定だったが、新型コロナウィルスの拡大防止のため、2月26日以降は中止。学

生にとっては研究の一助になり、ギャラリートークは学内発表とは違う貴重な経験になった。来館

者にとっても展示作品についての理解を深めるきっかけとなった。 

【ギャラリートーク(研究発表)班】8人 

総合文化展展示作品に関するギャラリートークを展示室で行った。【計37回1,408人】 

「ヴィンツェンツォ・ラグーザの『日本の婦人像』」 5回101人 

「雪村の『鷹山水図屏風』の画面構成について」   6回248人 

「宝慶寺石仏龕のかたちとその意味」 6回364人 

「『雪中群鳥』にみる渡辺省亭の洋風表現」6回206人 

「『十二ヶ月花鳥図屏風』の魅力」 6回223人 

「青木繁が描きだした神話画『日本武尊』」1回40人 

「宮川香山と明治の『日本』」4回143人 

「『子日蒔絵棚』にみる光悦の意匠」3回83人 

※「東京藝術大学大学院インターンシップ」は、従前との比較のため、ボランティア数の内数とし

て計上している。従前の「東京芸術大学学生ボランティア」を25年4月より名称変更し、現在は

「1（3）①3」大学との連携事業等の実施」の事業である。詳細は処理番号1313Aを参照。 

【生涯学習ボランティアに対する研修の実施】 計42回 

・新規ボランティア研修 3回 

・基本活動関連研修 13回 

・活動紹介ツアー研修 5回 

・バリアフリー班研修 5回  

・イベント班研修 1回 

・ワークショップ班研修 2回 

・スクールプログラム班研修 11回 

・自主企画グループ研修 2回 

【生涯学習ボランティアに対する解説会の実施】(以下の展示等につき実施) 計3回 

・特別展「国宝 東寺 空海と仏像曼荼羅」 

・特別展「三国志」 

・特別展「出雲と大和」 

【京都国立博物館】  計255人 
種 別 (登録人数) 概  要 

京博ナビゲーター（201人） 京博ナビゲーター（ボランティア）が、下記の活動を行った。 

・ミュージアム・カートやレファレンス・コーナーにおける活動（年始を除く名品ギャラリー開室

日毎日、113日、概算45,477人） 

・特別展「国宝 一遍聖絵と時宗の名宝」関連ワークショップ「一遍さんを探そう！～さわって楽

しむ絵巻物～」（51日、3,896人参加） 

・特別展「流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」関連ワークショップ「顔を描こう！～和歌

で感じる歌仙のこころ～」（37日、5,662人参加） 

・教育普及活動の補助（夏期講座） 

そのほか、京博ナビゲーターを対象とした研修会（4日）、活動の意欲向上と相互に交流を深める

ことを目的とした感謝会（1日）を実施した。 

調査・研究支援ボランティア(22人) 各研究員の指導のもと、調査・研究支援ボランティアが収蔵品調査及び社寺調査の補助を行った。 

文化財ソムリエ(21人) 「文化財ソムリエ」として登録している大学生・大学院生が、当館研究員によるスクーリング（20

回）を受け、下記の活動を行った。 

・京都市内の小中学校への訪問授業(7回・683人) 

・記者体験in京都国立博物館（1回・134人） 

・KYOTO博物館子どもフォーラム「文化財に親しむ授業スペシャル！」（1回・84人） 

・「文化財を教室に！－複製を活用した事例紹介と交流会―」での事例発表（1回） 

京都・らくご博物館学生ボランティア 

（11人) 

当館主催で定期的に開催する「京都・らくご博物館」において、京都女子大学落語研究会の有志が

運営に協力した。 

－　　　－175



【奈良国立博物館】 計150人 
種 別 (登録人数) 概  要 

世界遺産グループ(47人) 【世界遺産学習】 

奈良市の公立小学校5年生の受け入れ 24校 1,332人 

【学校団体案内】 

・小学生、中学生、高校生の受け入れ 10校 833人 

【イベント補助】 

・奈良市教育委員会との共催イベント「親子で学ぼう 奈良の仏像」 2回 66組144人参加 

【その他の活動】 

・わくわくびじゅつギャラリー「いのりの世界のどうぶつえん」の展示室内における質問対応等 

295回 

解説グループ(56人) 【展示案内等の活動】 

・青銅器館のデスクでの質問対応と解説  通年（520回） 

・なら仏像館のデスクでの質問対応と解説  通年（1,106回） 

・西新館名品展のデスクでの質問対応と解説 170回 

・なら仏像館定時ツアー解説 通年（494回）  

・わくわくびじゅつギャラリー「いのりの世界のどうぶつえん」の展示室内における質問対応等 

31回 

・特別陳列「お水取り」ミニツアー解説 →中止 

サポートグループ（47人） 【教育普及事業の補助】 

・公開講座の受付 10回 

・特別講演会の受付 1回 

・サンデートークの受付 11回 

・夏季講座の受付  3日  

【イベントの補助】 

・イベント 改元記念特別講演会「ようこそ新元号！～これまでの奈良博 これからの奈良博～」 

受付と補助 1回 

・親と子のワークショップ「オリジナル絵巻を作ろう」 受付と補助 1回 

・イベント「親子茶会」 受付と補助 1回 

・親子ワークショップ「曜変天目茶碗モチーフのアクセサリー作り」 受付と補助 1回 

・親子講座「どうぶつえんのわくわくガイド」 受付と補助 1回 

・絵本づくりワークショップ「とびだす！うごく！いのりの世界のどうぶつ」 受付と補助 1回 

・アンケート調査 受付と補助 14回 

・イベント「英語落語 in奈良国立博物館」 受付と補助 1回 

・第71回正倉院展親子鑑賞会 受付と補助 1回 

・「文化財保存修理所特別公開」受付と補助 1回 

・お水取り「講話」と「現地解説」の会 受付と補助 1回 

【館及びボランティア室の業務の補助】 

・夏季講座の配布資料袋詰め作業 1回 

・正倉院学術シンポジウムの配布資料袋詰め作業 1回 

・ボランティア対象の各種研修等の受付 14回 

【交流チームの活動】 

・元年度ボランティア親睦会 1回 

・庭園ツアー体験会 1回 

・世界遺産学習体験会の実施 1回 

【庭園チームの活動】  

・春の庭園案内ガイドの実施 計3日 庭園入場者数 1,548人 

・秋の庭園案内ガイド実施 計2日 庭園入場者数 2,333人 

・仏教美術資料研究センター案内ガイドの実施 →中止 

【通信誌チームの活動】 

・ボランティア通信誌「ブリッジ」発行 3回 

【ボランティアに対する研修の実施】 計14回 

・名品展研修 10回 

・特別展、特別陳列、特集展示の研修 4回 

【グループ別の勉強会の実施】計31回 

  ・世界遺産グループ  8回 

  ・解説グループ 14回 

  ・サポートグループ  9回 

【各グループ共通の活動】 

・第71回正倉院展・講堂ボランティア解説 20日 89回 

【九州国立博物館】 計274人 
種 別 (登録人数) 概  要 

展示解説ボランティア(62人) 
文化交流展示室での案内、並びに展示室内及び展示室入口において来館者の質問や案内依頼等に対

応。展示案内は予約団体(一般・学校)、当日受付(個人・グループ)に対応。 

教育普及ボランティア(33人) 

「あじっぱ」で来館者への対応。 

参加体験型のものづくり教室などを企画・実施。 

来館者と展示物を介して交流し、体験を通してアジアの文化を伝える。 
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種 別 (登録人数) 概  要 

館内案内日本語ボランティア(26人) 

館内の概要・施設案内(ガイド)およびバックヤードツアーの案内。 

館内案内は予約団体(一般・学生)、及び当日来館者に対応。 

バックヤードツアーも毎週火・金曜は予約団体のみ、日曜は当日受付で実施。 

館内案内外国語ボランティア(61人) 英語・韓国語・中国語での館内の概要・施設案内(ガイド)及びバックヤードツアーの案内。 

環境ボランティア(26人) IPM(総合的有害生物管理)活動に関する支援。 

イベントボランティア(3人) ボランティア主催イベントの企画・立案・実施。 

資料整理ボランティア(17人) 
郷土人形(土人形)の調書の作成・データ化。 

あじぎゃらでの郷土人形の企画展示。 

サポートボランティア(11人) 
ボランティア広報紙の作成（年４回）やボランティアイベント等の活動をサポート。 

他部会との交流や、他館ボランティアとの交流の企画・立案・実施。 

学生ボランティア(5人) 高校生・大学生によるイベントの企画・実施。 

フィールドボランティア (12人) 博物館周辺の自然環境（山林及び水辺、遊歩道）の保全。 

手話ボランティアグループ（18人） 地域のボランティアグループにより構成。聴覚障がいのある来館者の対応。 

・この他博物館周辺の環境整備グループとして35人が活動（NPO法人「九州国立博物館を愛する会」所属のためボランティアには含まない）。 

(研修)全体研修 12回、部会別研修 35回、グループ研修 72回 

(対応来館者数) 展示解説(6,192人)、館内案内(7,193人)、バックヤードツアー(2,293人) 

【奈良文化財研究所】 計148人 
種 別 （登録人数） 概  要 

解説ボランティア（148人） 平城宮跡資料館、遺構展示館、復原建物等の案内・解説 

・各種ボランティアに対する学習会等 

平城宮跡資料館企画展・特別展の展示研修  16回 

解説ボランティア向け現地説明会 2回 

解説ボランティア勉強会 5回 
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c-③ 学会、研究会等発表実績一覧
令和2年3月31日現在 

国立文化財機構合計 博物館計 東京国立博物館 京都国立博物館 奈良国立博物館 九州国立博物館 

477件 

285件 94件 70件 79件 42件 

文化財研究所計 東京文化財研究所 奈良文化財研究所 共同研究（東京・奈良文化財研究所） 

167件 64件 103件 0件 

本部文化財活用センター アジア太平洋無形文化遺産研究センター 文化財防災ネットワーク推進本部 

16件 0件 9件 

【本部文化財活用センター】 16件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 6件
研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

有形文化財の展覧事

業・教育活動等に関

連する調査研究 

「デジタルデータを用いた複製の制作と活

用 ―教育などの活用目的に応じた複製制

作の指針」 

文化財活用センター副セ

ンター長 小林牧
5月16日 

韓国国立中央博物館 博物館教育

国際シンポジウム「デジタル化時

代、博物館教育の方向と課題」 

2 同上 
「「文化財の活用」で私たちは何を目指す

のか？」 

文化財活用センター副セ

ンター長 小林牧
5月28日 

静岡県博物館協会50周年記念講演

会「観光と文化財の活用は博物館

の新たな指針か」 

3 同上 
「文化財複製の制作と活用―新しい鑑賞体

験をデザインする」 

文化財活用センター副セ

ンター長 小林牧
7月19日 

一般財団法人デジタル文化財創出

機構 シンポジウム「進化する複

製の未来」 

4 同上 
「複製がひらく文化財の未来」パネルディ

スカッション モデレーター

文化財活用センター副セ

ンター長 小林牧
11月23日 

文化財活用センター公開シンポジ

ウム「複製がひらく文化財の未

来」

5 同上 「デジタルアーカイブ運用の技術的課題」 

文化財活用センター デ

ジタル資源担当室長 村

田良二 

2年2月20日 

デジタルアーカイブ学会公開セミ

ナー「ミュージアムとジャパンサ

ーチ」

6 同上 
「明治34年集古会にみる呉服商「大彦」の

小袖コレクション」 

文化財活用センター 企

画担当専門員 髙木結美 
2年1月26日 

シンポジウム「美術品としての日

本染織コレクションはいかに形成

されていったのか」

○その他有形文化財に関連する調査研究 10件
研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

展示・収蔵環境の管

理と改善に関する調

査研究 

展示室内の空気環境 
本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
6月5日 

高知文化財団 第2回学芸員専門

研修会 

2 同上 
文化財施設における保存環境の把握につい

て 

本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
6月20日 文化庁 公開承認施設会議 

3 同上 保存・展示環境の科学 
本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
6月24日 

文化庁 指定文化財（美術工芸

品）企画・展示セミナー 

4 同上 保存科学‐環境制御（保存環境管理） 
本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
9月10日 

令和元年度 国文学研究資料館ア

ーカイブズカレッジ 

5 同上 文化財活用センターの役割について 
本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
10月10日 

文化財虫菌害研究所第39回文化財

防虫防菌処理実務講習会 

6 同上 文化財活用センターの発足とその役割 
本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
10月30日 

国際フォーラム「地域文化を活用

する－地域振興、地域活性に果た

す役割」（台湾・蘭陽博物館） 

7 同上 資料保存の観点からの展示照明管理 
本部文化財活用センター 

保存担当室長 吉田直人 
11月21日 

高知文化財団 第3回学芸員専門

研修会 

8 
文化財の防災に関す

る調査研究 

災害対策調査部会の活動について―2018年

度報告－ 

本部文化財活用センター 

保存担当研究員 間渕創 
6月22日 文化財保存修復学会 第41回大会 

9 

展示・収蔵環境の管

理と改善に関する調

査研究 

文化財活用センターの設立と保存担当部門

の役割について 

本部文化財活用センター 

保存担当研究員 間渕創 
6月22日 文化財保存修復学会 第41回大会 

10 同上 
文化財公開施設のゾーニングと虫菌害対策

の方法・留意点について 

本部文化財活用センター 

保存担当研究員 間渕創 
10月10日 

第39回文化財防虫防菌処理実務者

講習会 

【東京国立博物館】 94件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 77件

研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

有形文化財の収集・

保管・展覧事業・教

育普及活動等に関す

る調査研究 

璽印と皇帝コレクション 学芸企画部長 富田淳 4月 7日 全日本篆刻連盟 

2 同上 山田正平の魅力 日中書法交流史点描 学芸企画部長 富田淳 5月31日 
新潟市會津八一記念館 文芸講演

会  

3 同上 中国絲綢博物館 学芸企画部長 富田淳 8月4日 中国絲綢博物館 

4 同上 王羲之から顔真卿へ 学芸企画部長 富田淳 10月6日 日本書道院 

－　　　－209



 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

5 同上 禅宗の彫刻 企画課長 浅見龍介 5月11日 三井記念美術館 

6 同上 慶派仏師と三十三間堂 企画課長 浅見龍介 9月15日 京都 妙法院 

7 同上 歌仙絵の成立と展開―佐竹本への道のり― 
企画課特別展室主任研究

員 土屋貴裕 
10月9日 

京都国立博物館特別展「流転100

年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の

美」記念講演会 

8 同上 
桜井市三輪山麓における弥生・古墳祭祀の

問題 

企画課特別展室研究員 

山本亮、奈良文化財研究

所埋蔵文化財センター主

任研究員 金田明大 

5月19日 日本考古学協会第85回総会 

9 同上 文物が語るリアル三国志 
企画課特別展室研究員 

山本亮 
8月9日 

特別展関連自治体講演会（東京都

小平市・羽村市） 

10 同上 近畿から見た東日本の古墳と土器 
企画課特別展室研究員 

山本亮 
10月19日 考古学研究会第51回東京例会 

11 同上 奈良盆地以西の円形周溝墓 
企画課特別展室研究員 

山本亮 
11月23日 絵画文シャーマンと２世紀墳丘墓 

12 同上 特別展「出雲と大和」を楽しむ 
企画課特別展室研究員 

山本亮 
2年2月6日 

NHK自治体講演会（東京都青梅

市） 

13 同上 港区 芝丸山第８号墳 

企画課特別展室研究員 

山本亮、調査研究課考古

室研究員河野正訓、ほか

外部研究者 

2年2月15日 東京都遺跡調査・研究発表会45 

14 同上 
瀟湘八景受容の観点からみる大仙院室中障

壁画と庭園  

企画課国際交流室アソシ

エイトフェロー 武瀟瀟 
5月18日 第64回国際東方学者会議 

15 同上 縄文の美を楽しむ―海辺の縄文文化― 
物館教育課教育講座室長 

井出浩正 
10月26日 

松戸市立博物館・歴史を語る（第

3回）講演会 

16 同上 
明早期青花瓷的両種流派―以雲堂手流派為

例 
博物館情報課長 今井敦 6月28日 

灼爍重現 十五世紀中期景徳鎮瓷

器国際学術研討会（於上海博物

館） 

17 同上 中国陶磁と中国文化―日本と比較して 博物館情報課長 今井敦 2年1月27日 文化服装学院 

18 同上 平安時代の書の美～空海から行成まで～ 
東京国立博物館百五十年

史編纂室長 恵美千鶴子 
6月29日 貞香会展講演会 

19 同上 
東京国立博物館所蔵 

蘇州潘氏関連書画について 

列品管理課登録室研究員 

六人部克典 
12月21日 

清代蔵家学術研討会暨蘇州博物館

建館60周年会議 

20 同上 
「地獄極楽めぐり図」に描かれた絵師と歌

舞伎役者 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー 曽田め

ぐみ 

5月3日 

蕨市制60周年記念事業 暁斎連続

講演会Part.2 「暁斎が仏画に込

めた想い」於蕨市民会館コンクレ

レホール 

21 同上 
「東京国立博物館所蔵 松方浮世絵コレク

ションの中の暁斎旧蔵品について」 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー 曽田め

ぐみ 

7月28日 
第45回河鍋暁斎研究発表会 於蕨

眼科 

22 同上 

「河鍋暁斎筆《地獄極楽めぐり図》につい

て（12）―勝田家の奉納記録と描かれた神

仏との関係性を中心に―」 

列品管理課登録室アソシ

エイトフェロー 曽田め

ぐみ 

2年1月26日 
第46回河鍋暁斎研究発表会 於蕨

眼科 

23 同上 
「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」―展覧会

を楽しむために― 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 
4月10日 

NHK自治体講演会（中央区日本橋

公会堂ホール) 

24 同上 
「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」―展覧会

を楽しむために― 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 
4月14日 

NHK自治体講演会（足立区生涯学

習センター4階講堂) 

25 同上 
「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」―展覧会

を楽しむために― 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 
4月19日 

NHK自治体講演会（江東区森下文

化センター2階多目的ホール) 

26 同上 
「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」―展覧会

を楽しむために― 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 
5月11日 

NHK自治体講演会（町田市中央図

書館6階ホール) 

27 同上 
「第５回 観音堂の千手観音と二十八部衆―

観音堂の仏像のみどころ―」 

列品管理課貸与特別観覧

室研究員 西木政統 
12月22日 

仁和寺に学ぶ文化の継承（於仁和

寺） 

28 同上 
大報恩寺のみほとけ 運慶次世代の仏師と

京都 

列品管理課平常展調整室

長 皿井舞 
4月27日 九州国立博物館特別展記念講演会 

29 同上 
中世興福寺における彫刻の復古とオリジナ

ル 

列品管理課平常展調整室

長 皿井舞 
5月8日 

日本建築学会の若手研究会「復古

とオリジナル」 

30 同上 

Breaking a Negative Cycle: Ancient 

Egyptian Collections in Japan and their 

Future 

列品管理課平常展調整室

研究員 小野塚拓造 
9月3日 

CIPEG Annual Meeting as part 

of the 25th ICOM General 

Conference, Kyoto 

31 同上 

Tel Rekhesh during the Late Bronze and 

the Early Iron Ages and its Historical 

Context 

列品管理課平常展調整室

研究員 小野塚拓造、ほ

か外部研究者 

12月29日 

Symposium "The Jezreel Valley 

in the LB-Iron IIA in 

context," Institute of 

Archaeology, Tel Aviv 

University 

32 同上 
南レヴァントから見た3.2kaイベントと古代

地中海世界の大転換期 

列品管理課平常展調整室

研究員 小野塚拓造 
2年2月1日 

日本西アジア考古学会 公開シン

ポジウム「気候変動と古代西アジ

ア－古気候から探る文化・文明の

興亡」 

33 同上 
古墳に学ぶ技術と儀礼 パネルディスカッ

ション 
調査研究課長 河野一隆 7月21日 

東京シンポジウム2019－文化遺産

を考える－ 
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34 同上 先史壁画のデジタルアーカイブと公開活用 調査研究課長 河野一隆 10月24日 新潟国際情報大学 

35 同上 
「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅

―」 

調査研究課絵画・彫刻室

長 沖松健次郎 
4月12日 NHK自治体講演会（調布市） 

36 同上 
「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅

―」 

調査研究課絵画・彫刻室

長 沖松健次郎 
4月16日 NHK自治体講演会（板橋区） 

37 同上 
「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅

―」 

調査研究課絵画・彫刻室

長 沖松健次郎 
4月19日 NHK自治体講演会（あきる野市） 

38 同上 
「特別展 「国宝 東寺―空海と仏像曼荼

羅―」を鑑賞する」 

調査研究課絵画・彫刻室

長 沖松健次郎 
4月23日 

聖心女子学院生涯学習センター文

化講座 

39 同上 
「集められた扇絵―九州国立博物館所蔵

「扇面画帖」の修理報告」 

調査研究課絵画・彫刻室

主任研究員 鷲頭桂 
12月15日 

第5回源氏絵データベース研究会

シンポジウム「室町時代源氏絵研

究の最前線」 

（基盤研究(B)オントロジーに基

づく源氏絵データベースを共有、

活用した源氏絵の総合研究（研究

代表者：稲本万里子）） 

40 同上 
東京国立博物館所蔵 木挽町狩野家模本につ

いて 

調査研究課絵画・彫刻室

研究員 大橋美織 
8月27日 

狩野派與中國／台日聯合工作坊

（台湾中央研究院） 

41 同上 
「特別展 国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅

―」鑑賞の手引き 

調査研究課絵画・彫刻室

研究員 高橋真作 
4月13日 

NHK自治体講演会（新宿区立新宿

歴史博物館） 

42 同上 狩野元信様式の再検討 
調査研究課絵画・彫刻室

研究員 高橋真作 
8月27日 

狩野派與中國／台日聯合工作坊

（台湾中央研究院） 

43 同上 
建長寺の禅宗美術（建長寺宝物風入特別講

座） 

調査研究課絵画・彫刻室

研究員 高橋真作 
11月2日 

第14回鎌倉芸術祭／建長まつり

（建長寺） 

44 同上 
New Discoveries among Textiles in the 

Siebold Collection 

調査研究課工芸室長 小

山弓弦葉 
11月2日 

12th Siebold Conference,  

Leiden 

45 同上 
山中商会の初期の売買に見る日本染織の動

向 

調査研究課工芸室長 小

山弓弦葉 
2年1月26日 

公開シンポジウム「美術品として

の日本染織コレクションはいかに

形成されていったのか」 

46 同上 縄文の美を探る 
調査研究課考古室長 品

川欣也 
4月16日 午餐会講演会(尚友倶楽部) 

47 同上 縄文の美を捉える 
調査研究課考古室長 品

川欣也 
6月1日 

国宝指定20周年記念講演会(新潟

県十日町市) 

48 同上 縄文の美を楽しむ 
調査研究課考古室長 品

川欣也 
6月21日 

2019年第1回国際理解講演会(港ユ

ネスコ協会) 

49 同上 考古学者の考える美 
調査研究課考古室長 品

川欣也 
6月30日 特別講演会(大和文華館) 

50 同上 縄文文化の魅力紹介 
調査研究課考古室長 品

川欣也 
10月9日 

第101期一橋フォーラム21(如水

会) 

51 同上 「縄文展」をふりかえる 
調査研究課考古室長 品

川欣也 
11月2日 

オープンカレッジ第3回(宮畑遺跡

史跡公園・じょーもぴあ宮畑) 

52 同上 
「縄文文化へのまなざし－世界から見た縄

文－」 

調査研究課考古室長・品

川欣也 
2年2月11日 

シンポジウム「世界遺産と縄文－

大森勝山遺跡の世界遺産登録に必

要なものとは？－」(青森県弘前

市) 

53 同上 港区 芝丸山第８号墳 

企画課特別展室研究員 

山本亮、調査研究課考古

室研究員 河野正訓、ほ

か外部研究者 

2年2月15日 東京都遺跡調査・研究発表会45 

54 同上 
北海道常呂郡置戸町置戸山2遺跡の第3次発

掘調査概要報告 

調査研究課考古室研究員 

飯田茂雄 ほか外部研究

者 

5月19日 第85回 日本考古学協会 

55 同上 砂川遺跡とはどんな遺跡であったのか 
調査研究課考古室研究員 

飯田茂雄 
11月9日 

シンポジウム「砂川遺跡—旧石器

時代研究の過去・現在・未来—」 

56 同上 

Towards a Better Understanding of Asian 

Cultures: Challenges Faced by the Tokyo 

National Museum’s Asian Gallery 

調査研究課東洋室長 勝

木言一郎 
10月29日 

7th Asian National Museums 

Association (ANMA) Meeting and 

Coference 

57 同上 
「曹操高陵最新研究報告 -『特別展 三国

志』に関連して-」 

調査研究課東洋室主任研

究員 市元塁 
7月14日 三国志学会 

58 同上 
「策展工作中的理想与现实 —以日本三国展

为例」 

調査研究課東洋室主任研

究員 市元塁 
4月24日 

国家文物局2019年全国展览策划与

实施培训班 

59 同上 「皇帝陵の考古学―三国から隋まで」 
調査研究課東洋室主任研

究員 市元塁 
11月27日 

学習院大学東洋文化研究所 第102

回東洋文化講座 

60 同上 

Passage to the Pure Land: The Sedgwick 

Shotoku and the Cult of the Dancing 

Priest Ippen (1239–1289) 

保存修復課保存修復室長 

瀬谷愛 
5月28日 

アメリカ・ハーバード大学美術館

Study Day 

61 同上 東京国立博物館所蔵資料の保存と活用 保存修復室長・瀬谷愛 10月27日 
日本ミュージアム・マネージメント

学会 

62 同上 
津波に被災した掛軸「切り絵曼荼羅」の応

急修理における一考察 

保存修復課保存修復室ア

ソシエイトフェロー 大

山龍顕 

6月23日 第41回文化財保存修復学会 

63 

特集「やちむん―沖

縄のやきもの」に関

する調査研究 

「東京国立博物館所蔵の琉球資料に含まれ

る陶磁器について」 

企画課特別展室主任研究

員 三笠景子 
9月7日 東洋陶磁学会第2回研究会 
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64 

特集「平家納経模本の

世界―益田本と大倉本

―」に関する調査研究 

明治宮殿の室内装飾に関する一考察 
東京国立博物館百五十年

史編纂室長 恵美千鶴子 
6月30日 家具道具室内史学会 

65 
特別展「出雲と大和」

に関する調査研究 
出雲と大和へのいざない 

調査研究課考古室研究員

河野正訓 
2年2月23日 

日本書紀成立1300年 特別展「出

雲と大和」関連文化講演会（町田

市立図書館） 

66 

特別企画「奈良大和四

寺のみほとけ」に関す

る調査研究 

奈良大和四寺のみほとけ 
列品管理課平常展調整室

長 皿井舞 
9月15日 クラブツーリズム主催講演会 

67 

御即位記念特別展「正

倉院の世界―皇室が

まもり伝えた美―」に

関する調査研究 

御即位記念特別展「正倉院の世界」 
調査研究課工芸室研究員 

三田覚之 
9月29日 

正倉院フォーラム、よみうり大手

町ホール 

68 同上 正倉院と螺鈿紫檀五絃琵琶 
調査研究課工芸室研究員 

三田覚之 
11月09日 雅楽アジアの響き、国立劇場 

69 

特別展「法隆寺金堂壁

画と百済観音」に関す

る調査研究 

法隆寺金堂壁画と百済観音 
保存修復課保存修復室長 

瀬谷愛 
2年1月20日 東京大学仏教青年会 

70 同上 百済観音と聖徳太子のこころ 
保存修復課保存修復室長 

瀬谷愛 
2年2月23日 法隆寺シンポジウム 

71 

特 別 展 「 き も の 

KIMONO」に関する調査

研究 

Textile & Costume galleries 

 in Tokyo National Museum 

調査研究課工芸室長  

小山弓弦葉 
9月3日 

ICOM京都大会コスチューム委員会

（於：京都国立近代美術館） 

72 同上 Kimono: Fashioning Identities 
調査研究課工芸室長  

小山弓弦葉 
9月3日 

ICOM京都大会ICDAD委員会（於：

稲森記念会館） 

73 
博物館環境デザイン

に関する調査研究 

夏季華道綜合講座「気配をデザインする─

東京国立博物館の展示」 

学芸企画部上席研究員 

木下史青 
7月21日 未生流  

74 同上 

谷口吉郎・吉生記念金沢建築館開館記念 

「トーハクとMOMATにまつわる、建築と展示

の話」 

学芸企画部上席研究員 

木下史青、ほか外部研究

者 

8月7日 銀座蔦屋書店 建築 

75 同上 

どくろ茶会 

「どくろ茶会」とは博物館の〈負の象徴構

造〉である 

木下史青(東京国立博物館 

上席研究員・デザイン) 
12月9日～18日 

東京藝術大学大学院美術研究科博

士課程 

76 
博物館教育に関する

調査研究 

デジタルメディア・複製を用いた体験型鑑

賞：ファミリー向け特集展示「親と子のギ

ャラリー」を例に 

博物館教育課教育普及室

長 藤田千織、文化財活

用センター副センター長 

小林牧 

5月16日 

2019年韓中日博物館教育国際シン

ポジウム（韓国・国立中央博物

館） 

77 

博物館教育に関する

調査研究、ＩＣＴを利

用した博物館見学ガ

イドの開発に関する

調査研究 

モノを見る体験を豊かにするICT技術 
博物館教育課教育普及室

長 藤田千織 
8月22日 

第15回教育旅行シンポジウム「Ｉ

ＣＴを活用した教育旅行～新学習

指導要領にいう『深い学び』につ

なげるために～」 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 17件 
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1 
博物館の環境保存に

関する調査研究 
展示用支持具の効果および機能と課題 

企画課デザイン室長 矢

野賀一、保存修復課環境

保存室長 和田浩、同ア

ソシエイトフェロー 黄

川田翔 

6月30日 第38回日本展示学会大阪大会 

2 同上 

博物館・美術館の収蔵庫における照明計画

の現状 

―安全対策としての視点から― 

企画課デザイン室長 矢

野賀一、保存修復課環境

保存室長 和田浩、同ア

ソシエイトフェロー 黄

川田翔 

9月12日 
2019年度(第52回)照明学会全国大

会 

3 同上 
関東甲信越地域における文化財防災ネット

ワークの構築に向けた取り組み 

列品管理課登録室研究員 

六人部克典、保存修復課

環境保存室長 和田浩、

同アソシエイトフェロー 

黄川田翔 

6月23日 文化財保存修復学会第41回大会 

4 同上 
災害対策調査部会の活動について-2018年度

報告- 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 
6月23日 文化財保存修復学会第41回大会 

5 同上 

法隆寺金堂焼損部収蔵庫における壁画の保

存・公開に関する研究 ―数値解析による小

屋裏の送風ファンによる環境調整方法の検

討― 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 
6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

6 同上 
文書保存の基礎知識~書庫環境管理と生物被

害対策 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 
8月29日 

第9回公益財団法人特別区協議

会・東京都公文書館共催セミナー

「地方公共団体の記録資料を未来

に遺す-公文書等の保存をめぐっ

て」 

7 

美術品・輸送機関・

梱包資材の振動特性

情報を集積した安全

輸送のためのシステ

ム構築 

博物館内輸送用防振機能付台車の開発 
保存修復課環境保存室長 

和田浩 
11月27日 

日本機械学会第28回交通・物流部

門大会 
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8 同上 
博物館内の作品輸送で生じる振動レベルの

評価とその対策 

保存修復課環境保存室長 

和田浩 
11月21日 第57回全日本包装技術研究大会 

9 同上 文化財輸送環境の保全 
保存修復課環境保存室長 

和田浩 
2年2月27日 

全国美術館会議保存研究部会第54

回会合 

10 

博物館資料・業務の

情報処理に関する調

査研究 

企業・NPOが参加するオープンサイエンスの

これまでとこれから 2019年版  

博物館情報課情報管理室

主任研究員 阿児雄之 
5月28日 

ジャパン・オープンサイエンス・

サミット2019 

11 同上 
Information Logisticsを基底に学術資料や

文化資源を見つめ続ける 

博物館情報課情報管理室

主任研究員 阿児雄之 
7月26日 学術野営2019 

12 同上 地図 アーカイ ブ の利活用と社会実践 

博物館情報課情報管理室

主任研究員 阿児雄之 

ほか外部研究者 

10月20日 
第28回地理情報システム学会研究

発表大会 

13 同上 地域資料の“逐次公開”に関する考察 

博物館情報課情報管理室

主任研究員 阿児雄之 

ほか外部研究者 

11月23日 第24回情報知識学フォーラム 

14 同上 
学校教育・生涯学習（一般利用）に向けた

文化財・文化資源情報の在り方とは 

博物館情報課情報管理室

主任研究員 阿児雄之 
2年2月21日 

歴博共同研究「総合資料学の創

成」地域連携・教育ユニット研究

会 

15 同上 キュレーション-リアルとデジタルの間- 
学芸研究部特任研究員 

田良島哲 
11月30日 

国立国会図書館「NDLデジタルラ

イブラリーカフェ」 

16 同上 文化財画像活用の課題 
学芸研究部特任研究員 

田良島哲 
12月23日 

アートコンテンツ活用シンポジウ

ム「デジタルアーカイブで拓くア

ートの未来」 

17 同上 デジタルアーカイブ運用の制度的課題 
学芸研究部特任研究員 

田良島哲 
2年2月20日 

公開セミナー「ミュージアムとジ

ャパンサーチ―その可能性と課題

―」 

 

【京都国立博物館】57件 
○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 57件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
幕末・維新史に関する

調査研究 

寺田屋登勢と坂本龍馬―登勢の手紙の真意

― 
上席研究員 宮川 禎一 5月25日 

高知県立坂本龍馬記念館「現代龍

馬学会」総会基調講演 

2 同上 福沢諭吉と坂本龍馬 同上 8月17日 大分県中津市城南公民館歴史講座 

3 同上 坂本龍馬と剣術道場 同上 11月３日 高知県アクトランド講演会 

4 

収蔵品・寄託品等及び

各博物館の特色に応じ

た歴史・伝統文化に関

連する調査研究 

染織品にみる大航海時代－龍光院所蔵品か

ら－ 
企画室長 山川 曉 4月14日 

MIHO MUSEUM  

春期特別展講演会 

5 同上 
Japanese Warriors' Surcoats (Jinbaori)  
in the Age of Exploration 

同上 9月4日  
ICOM KYOTO   
ICOM COSTUME国際委員会 

6 同上 仏像入門 連携協力室長 淺湫 毅 5月16日 『智積院研修会』智積院  

7 同上 木のほとけ 同上 7月26日 
『京都国立博物館夏期講座』京都

国立博物館 

8 同上 美しい仏像に出会う 同上 9月24日 

『高槻市北清水公民館講座 仏像

へのいざない』高槻市北清水公民

館 

9 同上 平安時代の仏像 ―定朝から運慶まで― 同上 11月16日 
『大津市歴史博物館講座』大津市

歴史博物館 

10 

『国宝一遍聖絵と時宗

の名宝』展に関する調

査研究 

国宝一遍聖絵と時宗の名宝展のみどころ 同上 5月15日 
『NHKカルチャーセンター』大阪

教室 

11 同上 時宗のみほとけ 同上 5月18日 
『京都国立博物館夏期講座』京都

国立博物館 

12 

収蔵品・寄託品等及び

各博物館の特色に応じ

た歴史・伝統文化に関

連する調査研究 

An Exotic Three-Centuries-Old Mirror: 

Traditions of Archival Practice and 

Cross-Cultural Curiosity in Japan 

教育室長 永島 明子 9月4日 

ICOM ICDAD Kyoto 2019: The 
Future of Tradition in the 
Arts, East and West. 

13 同上 古墳時代における山の祭祀と河内平野 
考古室主任研究員  

古谷 毅 
8月2日 

大阪府羽曳野市民大学「百舌鳥・

古市古墳群をより深く知るための

世界遺産講座｣ Ⅸ 第11講義 

14 同上 
西宮山古墳の出土遺物 －古墳時代後期にお

ける播磨の首長墓－ 
同上 9月21日 

令和元年度 考古資料相互貸借活

用促進事業 たつの市龍野歴史文

化資料館館 企画展「はじめての

里帰り 西宮山古墳の御宝」関連

ミュージアムトーク 

15 同上 
埴輪と古墳時代の人々 －古代国家成立前夜

の社会像－ 
同上 10月5日 

公益財団法人京都鴨沂会 第４９

回教養講座 

16 同上 平常展示の重層化 －構造と再来性－ 同上 10月8日 
文化庁 第11回指定文化財(美術工

芸品) 企画･展示セミナー 

－　　　－213



 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

17 同上 
古墳時代の空間構造 －居住・生産と古墳・

祭祀－ 
同上 10月26日 

國學院大學博物館 百舌鳥・古市

古墳群世界文化遺産登録記念 特

集展示「王権と古墳-倭国統合の

象徴-」関連ミュージアムトーク 

18 同上 
近代中国におけるデザインの展開―陳之仏

を例に― 

企画室主任研究員 

呉 孟晋 
5月18日 

美術史学会第72回全国大会（於京

都工芸繊維大学） 

19 同上 李仲生的“超現実主義” 同上 6月30日 
「日殖時期現代文藝的共時與差異

論壇」（於国立台湾美術館） 

20 同上 
コレクションをひもとく―最近の中国絵画

史研究について― 
同上 7月6日 

第83回大阪市立大学中国学会（於

大阪市立大学） 

21 同上 
展出「典蔵」－簡介京都国立博物館近十年

来的中国絵画展覧会― 
同上 7月27日 

Research and Exchange for 

International Curation on East 

Asian Painting with a Workshop

（於国立故宮博物院（台湾台

北）） 

22 同上 寄託制度と博物館 同上 8月24日 

特別企画「ICOM京都大会開催記念  

京博寄託の名宝 ─美を守り、美

を伝える─」展土曜講座（於京都

国立博物館） 

23 同上 外交官須磨弥吉郎所看到的高剣父 同上 11月26日 

「先声：高剣父芸術研究国際学術

研討会」（於嶺南画派紀念館（中

国広州）） 

24 同上 土方定一眼中的中国現代美術 同上 11月30日 

「社会変動中的現代芸術与視覚文

化」（於広州美術学院図像与歴史

高等研究院・芸術与人文学院） 

25 同上 
陳澄波在東京：関於1920年代日本美術的動

向 
同上 2年2月7日 

「陳澄波書畫收藏展」学術推広活

動論壇（於国父紀念館（台湾台

北）） 

26 同上 中国山水画の射程―臥遊と臨摸― 同上 2年2月15日 
「それぞれの山水」展ギャラリー

トーク（於駒込倉庫（東京）） 

27 

収蔵品・寄託品等及び

各博物館の特色に応じ

た歴史・伝統文化に関

連する調査研究 

美麗を極める中国陶磁－松井コレクション

の概要－ 

連携協力室研究員 

降矢 哲男 
5月18日 

東洋陶磁学会研究会、京都国立博

物館 

28 

特別展 「佐竹本三十六

歌仙絵と王朝の美」に

関する調査研究 

佐竹本三十六歌仙絵にみる近代数寄者と文

化財保護 
同上 6月29日 

茶の湯文化学会東海例会、昭和美

術館 

29 

収蔵品・寄託品等及び

各博物館の特色に応じ

た歴史・伝統文化に関

連する調査研究 

茶碗－種類と美意識－ 同上 7月17日 
特別講義、多治見市陶磁器意匠研

究所 

30 同上 
朝鮮時代の陶磁器の流れと茶碗にみる名称

について 
同上 7月27日 

第13回 近世貿易陶磁研究調査G 

勉強会、東京都埋蔵文化財センタ

ー 

31 

特別展 「佐竹本三十六

歌仙絵と王朝の美」に

関する調査研究 

近代数寄者が憧れた名品－佐竹本三十六歌

仙－ 
同上 9月25日 

京都政経文化懇話会、ANAクラウ

ンプラザホテル京都 

32 同上 佐竹本三十六歌仙絵の魅力に迫る 同上 10月9日 

日経アカデミア「流転100年 佐竹

本三十六歌仙絵と王朝の美」、日

本経済新聞社SPACE NIO 

33 同上 佐竹本の所蔵者とその想い 同上 10月10日 

連続講演会「佐竹本と近代数寄者

をめぐる物語」、薫習館 KARANI 

HALL 

34 同上 佐竹本三十六歌仙絵の魅力 同上 10月21日 

佛教大学・京都新聞総合研究所提

携講座 もっと知りたい！ 関西

のミュージアム、佛教大学四条セ

ンター 

35 同上 佐竹本三十六歌仙絵の魅力 同上 10月23日 
日経新聞社ロータリークラブ観覧

ツアー講座、京都国立博物館 

36 同上 佐竹本三十六歌仙絵と近代数寄者の美意識 同上 10月24日 

NHK公開講演会「特別展 流転100

年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の

美」、宇治市生涯学習センター 

37 同上 佐竹本三十六歌仙絵と近代数寄者の美意識 同上 10月29日 
大阪美術商協同組合講演会、京都

国立博物館 

38 同上 佐竹本三十六歌仙絵と近代数寄者の美意識 同上 10月30日 

NHK公開講演会「特別展 流転100

年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の

美」、豊中市千里文化センター 

39 同上 佐竹本三十六歌仙絵への想い 同上 11月16日 

特別展 「佐竹本三十六歌仙絵と

王朝の美」記念講演会、京都国立

博物館 

40 同上 佐竹本三十六歌仙絵と近代数寄者の美意識 同上 11月22日 
京都美術倶楽部講演会、京都国立

博物館 

41 

収蔵品・寄託品等及び

各博物館の特色に応じ

た歴史・伝統文化に関

連する調査研究 

知恩院の障壁画 
保存修理指導室研究員 

福士 雄也 
5月26日 

知恩院和順会館 

清風会見学会講座 

42 同上 俵屋宗達筆 風神雷神図屏風 同上 6月19日 
京都国立博物館文化財ソムリエ講

座 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

43 同上 海を渡った扇絵―橋本雅邦最後の大仕事― 同上 8月3日  京都国立博物館土曜講座 

44 同上 近世の画家のスケッチ 同上 2年2月22日 京都国立博物館土曜講座 

45 

収蔵品・寄託品等及び

各博物館の特色に応じ

た歴史・伝統文化に関

連する調査研究 

国宝 後鳥羽上皇像と鎌倉時代の肖像画 
企画室研究員      

井並 林太郎 
6月2日 

島本町立歴史文化資料館  

「水無瀬神宮の社宝 国宝複製完

成展示」講演会 

46 同上 
京都国立博物館の歴史 

～今年の展覧会紹介を兼ねて～ 
同上 6月13日 MKタクシー講演会 

47 

特別展「国宝 一遍

聖絵と時宗の名宝」

に関する調査研究 

『遊行上人縁起絵』の転写とその背景 同上 4月20日 

研究発表と座談会 「一遍聖絵と

遊行上人縁起絵」（仏教美術研究

上野記念財団助成研究会） 

48 

特別展「流転100年 

佐竹本三十六歌仙絵

と王朝の美」に関す

る調査研究 

歌仙絵の最高峰～佐竹本三十六歌仙絵の魅

力～ 
同上 9月25日 京都政経文化懇話会 

49 同上 佐竹本三十六歌仙絵の美と情緒 同上 10月17日 
京都新聞「佐竹本と近代数寄者を

めぐる物語」連続講演会 

50 同上 
流転 100 年 佐竹本三十六歌仙絵の魅力と

真実 
同上 10月18日 NHK文化センター京都教室 

51 同上 流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美 同上 10月21日 一般社団法人清風会記念講演会 

52 同上 
特別展「流転 100 年 佐竹本三十六歌仙絵

と王朝の美」の見方・楽しみ方 
同上 10月23日 

日経カルチャー講演（於京都東急

ホテル） 

53 同上 
「切断」された絵巻と100年の流転 

―佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美― 
同上 10月24日 

NHK公開講演会（於豊能町立ユー

べルホール） 

54 同上 
「切断」された絵巻と100年の流転 

―佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美― 
同上 10月25日 

NHK公開講演会（於高槻市 生涯学習

センター） 

55 同上 流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美 同上 10月29日 京都マーケティング・フォーラム 

56 同上 
特別展「流転 100 年 佐竹本三十六歌仙絵

と王朝の美」 
同上 10月31日 NHK文化センター梅田教室 

57 同上 
佐竹本三十六歌仙絵の諸問題―画風・復元 

・伝来― 
同上 12月26日 

研究会「絵画の再生―改装・復

元・復元根拠」（於早稲田大学） 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 13件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
その他有形文化財に

関連する調査研究 

埋蔵環境による軟質胎土の汚染に関する研

究-鉄に着目して- 

保存科学室長     

降幡 順子 
6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

2 同上 
博多遺跡群出土ガラス容器片の科学調査-吹

きガラスに着目して- 
同上 6月22日 文化財保存修復学会第41回大会 

3 同上 
Disaster Mitigation Approaches in Kyoto 

National Museum 
同上 8月30日 ICOM-DRMC ワークショップ 

4 同上 

Conservation Science and Explorations 

of Cultural Excahnge-the blue color 

agents used to decorate ceramics  

同上 9月3日 ICOM Kyoto 2019 

5 同上 

Early domestic production of lead-

glazed earthenware in Japan: Analytical 

studies of excavatied ceramics from the 

7th and 8th centiries 

同上 9月16日 EMAC 2019 Barcelona 

6 同上 弥生のガラスと青谷上寺地遺跡 同上 11月30日 
第4回青谷かみじち遺跡特別講演

会 

7 同上 京博におけるリスクマネジメント 同上 11月26日 イラン国立博物館等国際研修 

8 同上 近世陶磁器の彩色材料 同上 2年2月15日 京都国立博物館土曜講座 

9 同上 若冲と京坂の画家たち 
保存修理指導室研究員 

福士 雄也 
4月14日 天慶院 山上宗二の遺徳を偲ぶ会 

10 同上 屏風絵を楽しむために 同上 5月18日 
くろちく百千足館 

DNP文化プログラム事業 

11 同上 若冲と京の画家たち 同上 5月31日 城陽プラネタリウム講座 

12 同上 屏風絵が語る江戸初期の京都 同上 7月15日 
くろちく百千足館 

DNP文化プログラム事業 

13 同上 
研究発表に関する総合討論・コメンテータ

ー 

連携協力室研究員   

上杉 智英 
11月26日 

ワークショップ「漢文佛教大蔵経

版本概述―以大蔵経同版比較為

例」（於 国際仏教学大学院大

学） 

 

【奈良国立博物館】 79件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 66件 

－　　　－215



 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

奈良国立博物館の歩み 仏教美術と正倉院

宝物 
館長 松本伸之 4月30日 改元記念講演 

2 同上 奈良とは何か？ 国立博物館設置の意義 同上 7月6日 ４機関協定締結記念シンポジウム 

3 同上 金銅仏の系譜 同上 7月28日 第六十九回法隆寺夏季大学 

4 同上 博物館のこれから 同上 8月24日 社会教育研究全国集会 

5 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

必見 正倉院展 同上 8月25日 桜井市夏季大学 

6 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

The History and Future of Nara National 

Museum 
同上 8月28日 COMCOL基調講演 

7 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

皇室ゆかりの宝物と唐文化 同上 9月23日 正倉院フォーラム大阪 

8 同上 正倉院宝物（パネルディスカッション） 同上 9月29日 正倉院フォーラム東京 

9 同上 正倉院宝物―世界の至宝を見るー 同上 10月4日 奈良経済同友会例会 

10 同上 正倉院展をめぐって 同上 10月10日 関西総領事懇談会 

11 同上 シルクロード文化の結晶 奈良 同上 10月19日 
奈良シルクロードシンポジウム基

調講演 

12 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

聖徳太子と法隆寺（パネルディスカッショ

ン） 
同上 11月2日 法隆寺フォーラム 

13 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

宮廷と正倉院宝物―唐文化との関わり― 同上 11月3日 
正倉院学術シンポジウム2019 

「即位と正倉院宝物」 

14 同上 唐招提寺と奈良の寺院 同上 12月15日 上海博物館展覧会記念講演 

15 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

正倉院展とシルクロード文化 学芸部長 内藤栄 6月22日 
シンポジウム「絲綢之路博物館策

展人論壇 主題と合作」 

16 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

インドネシアの三昧耶鈴について 同上 7月13日 密教研究会学術大会 

17 同上 
當麻寺西塔発見の舎利容器の保存・活用と

複製 
同上 7月19日 

シンポジウム「進化する複製の未

来」―複製、復元の歴史、宗教、

工芸、科学の４つの視点からの発

見とその未来― 

18 同上 
再び、空海の舎利信仰の源流についてース

リランカから東寺まで― 
同上 7月21日 奈良国立博物館サンデートーク 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

19 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

正倉院宝物成立の謎に迫る―なぜ聖武天皇

の四十九日に宝物と薬が大仏に献納された

のか― 

同上 8月23日 薬師寺まほろば塾講演会 

20 同上 
正倉院宝物の魅力と歴史、そして今年の正

倉院展から 
同上 9月27日 アスニーセミナー 

21 同上 正倉院宝物の歴史と特徴 同上 10月1日 京都美術工芸大学出前授業 

22 同上 せいぶ正倉院講座 同上 10月30日 奈良市西部公民館 

23 同上 
「即位と正倉院宝物」パネルディスカッシ

ョン（司会進行） 
同上 11月3日 

正倉院学術シンポジウム2019 

「即位と正倉院宝物」 

24 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

鑑真和上と唐招提寺 同上 12月21日 
「滄海之虹―唐招提寺鑑真文物与

東山魁夷隔扇画展」講座 

25 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

正倉院宝物とシルクロードの動物意匠 列品室長 吉澤悟 8月21日 
第48回奈良国立博物館夏季講座

「仏教美術にみる動物のすがた」 

26 同上 正倉院ガラス器の来た道 列品室長 吉澤悟 9月21日 
「奈良の文化と交通を考える会」

９月例会講演 

27 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

第7回 茶室・八窓庵をのぞいてみませんか 同上 10月13日 奈良国立博物館サンデートーク 

28 同上 行基墓誌断片からみた行基集団 同上 
11月23日、24

日 

第十八回 ザ・グレイトブッダ・

シンポジウム「東大寺と行基菩

薩」 

29 同上 藤田美術館と仏教美術 
情報サービス室長  

岩井共二 
5月8日、9日 

「国宝の殿堂 藤田美術館展」NHK

公開講演会（レイクアルスタープ

ラザ・カワサキ生涯学習センター

／芦屋文化センタールナホール） 

30 同上 藤田美術館の仏教美術コレクション 同上 5月25日 

特別展「国宝の殿堂 藤田美術館

展 曜変天目茶碗と仏教美術のき

らめき」公開講座 

31 同上 
佛從何出生／ブッダはどこから出生したか 

―ブッダイメージの中国化をめぐって 
同上 7月27日 

科研基盤研究(B)「東アジア美術

における仏伝の表象」第5回ワー

クショップ 

32 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

文化遺産としての正倉院宝物 工芸考古室長 清水健 5月26日 
龍谷大学文化遺産学研究会・2019

年度講演会 

33 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

古神宝の世界 同上 6月16日 奈良国立博物館サンデートーク 

34 同上 神使の信仰と造形 同上 8月23日 
第48回奈良国立博物館夏季講座

「仏教美術にみる動物のすがた」 

35 

正倉院宝物や奈良の出

土遺物・伝世品・伝統

工芸・芸能など、当該

地域に密着した文化財

に関する調査研究を実

施し、展覧会等に反映

させる。 

正倉院宝物の成り立ちと伝承 同上 10月5日 
正倉院展フォーラム名古屋～宝物

の魅力を語る～ 

36 同上 正倉院展親子鑑賞会 同上 10月27日 
特別展「御即位記念 第71回正倉

院展」親子鑑賞会 

37 同上 
正倉院に伝わる作り物をめぐって―仮山残

欠を中心に― 
同上 11月1日 

特別展「御即位記念 第71回正倉

院展」公開講座 

38 同上 
達磨寺本仏涅槃図をめぐって―図像の問題

を中心に 
教育室長 谷口耕生 7月27日 

科研基盤研究(B)「東アジア美術

における仏伝の表象」第5回ワー

クショップ 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

39 同上 
東大寺戒壇院厨子扉絵をめぐって―追憶の

天平仏画 
同上 11月24日 奈良国立博物館サンデートーク 

40 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

奈良時代の写経の奥深い世界 企画室長 野尻忠 10月13日 
白鶴美術館秋季展「文字を語る」

講演会 

41 同上 蜷川式胤と奈良の古器旧物 資料室長 宮崎幹子 6月30日 奈良学セミナー 

42 同上 
奈良国立博物館列品台帳の整理―現状報告

―（共同発表） 
同上 12月14日 

科学研究費助成事業 基盤研究

（Ｂ）「明治時代の文化財保護法

制と帝国博物館の成立に関する総

合的研究」第一回研究会  

43 同上 

イギリス王室所有（ロイヤル・コレクショ

ン・トラスト保管）の文化財写真―概要と

歴史的意義―（共同発表） 

同上 12月14日 同上 

44 同上 文化財写真の軌跡―150年のあゆみ― 同上 2年1月11日 

特別陳列「重要文化財 法隆寺金

堂壁画写真ガラス原板―文化財写

真の軌跡―」公開講座 

45 同上 春日大社にまつわる絵師たち 
情報サービス室主任研究

員 北澤菜月 
12月21日 

特別陳列「おん祭と春日信仰の美

術」公開講座 

46 同上 平安時代の寺社参詣 
美術室主任研究員  

斎木涼子 
9月15日 奈良国立博物館サンデートーク 

47 同上 どうぶつえんのわくわくガイド 
教育室主任研究員 

中川あや 
7月27日 

わくわくびじゅつギャラリー「い

のりの世界のどうぶつえん」親子

講座 

48 同上 
「博物館の実例Ⅲ 国立博物館の展示技法と

教育活動」 
同上 8月5日 

文化遺産の保護に資する研修 

2019（文化庁、（公財）ユネス

コ・アジア文化センター 

（ACCU）、奈良文化財研究所主

催） 

49 同上 展覧会紹介 同上 8月17日 
奈良女子大学「博物館情報・メデ

ィア論」講座 

50 同上 原始・古代の祈りと動物造形 同上 8月21日 
第48回奈良国立博物館夏季講座

「仏教美術にみる動物のすがた」 

51 同上 唐鏡寸話―近年の研究成果からー 同上 12月7日 
兵庫県立考古博物館加西分館（古

代鏡展示館）秋季企画展講演会 

52 同上 鏡を楽しむ 同上 2月16日 奈良国立博物館サンデートーク 

53 同上 
近代を旅した仏たち ―奈良ゆかりの仏像を

中心に― 

企画室主任研究員  

山口隆介 
8月24日 

特別陳列「法徳寺の仏像―近代を

旅した仏たち―」公開講座 

54 同上 
古写真と仏像研究 ―奈良ゆかりの仏像を中

心に― 
同上 11月2日 霊山寺 

55 同上 
大行寺本尊阿弥陀如来像のＸ線ＣＴスキャ

ン調査報告 
同上 12月1日 大行寺 

56 同上 

イギリス王室所有（ロイヤル・コレクショ

ン・トラスト保管）の文化財写真 ―奈良博

覧会・奈良博覧会社関係資料の可能性をめ

ぐって― 

同上 12月14日 

科研費基盤研究（Ｂ）「明治時代

の文化財保護法制と帝国博物館の

成立に関する総合的研究」第1回

研究会 

57 同上 古写真と仏像研究 同上 12月15日 奈良国立博物館サンデートーク 

58 同上 仏像の「かざり」をめぐって 
工芸考古室研究員 三本

周作 
4月21日 奈良国立博物館サンデートーク 

59 
教育普及活動に関する

調査研究 

奈良国立博物館の概要とボランティア活動

についての紹介 

ボランティア室アソシエ

イトフェロー 翁みほり 
8月28日 

文部科学省委託青少年国際交流推

進事業 令和元年度「日独学生青

年リーダー交流事業」 

60 同上 

子ども向け展覧会の可能性について―わく

わくびじゅつギャラリー『いのりの世界の

どうぶつえん』を事例として― 

同上 12月20日 大韓民国・国立慶州博物館 

61 

歴史学・考古学・美術

史学などの人文諸学の

見地から館蔵品・寄託

品等の調査研究を行

い、その成果を積極的

に公表する。 

今川義元：公家大名の実像 
保存修理指導室アソシエ

イトフェロー 佐藤稜介 
6月6日 

大阪府高齢者大学校 戦国武将の

生き方に学ぶ科 

62 同上 
室町時代の“公務員”？―幕府官僚の実態

に迫る 
同上 1月19日 

奈良国立博物館サンデートーク 

 

63 同上 
石田三成：なぜ関ヶ原の戦いが起こったの

か 
同上 12月19日 

大阪府高齢者大学校 戦国武将の

生き方に学ぶ科 

64 同上 古代寺院の堂内荘厳 
美術室アソシエイトフェ

ロー 萩谷みどり 
5月19日 奈良国立博物館サンデートーク 

65 同上 国宝八角円堂内装飾画について 同上 11月23日 
榮山寺創建一三〇〇年記念 藤原

武智麻呂公を偲ぶ会 

66 同上 日本历史文化介绍 
企画室アソシエイトフェ

ロー 堀内しきぶ 
12月31日 中国・貴州岑巩第一中学 

 

○その他有形文化財に関連する調査研究 13件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

－　　　－218



1 

館蔵品・寄託品等の調

査研究を文化財の保

存・修理の観点から実

施し、文化財の活用及

び後世への継承に資す

る。 

Ｘ線ＣＴスキャナを用いたアイヌ民族資料

製作技術の可視化 

保存修理指導室長 鳥越

俊行 ほか外部研究者 
6月1日 日本文化財科学会 

2 同上 
石見銀山遺跡から出土した金属製錬に伴う

廃棄資料のＸ線ＣＴ調査 
同上 6月2日 日本文化財科学会 

3 同上 

Ｘ線ＣＴによる金銅製杏葉の構造技法に関

する比較検討―鳳凰文を有する福岡県船原

古墳と奈良県珠城山三号墳出土杏葉を事例

として― 

同上 同上 同上 

4 同上 
特別展「快慶」に伴うＸ線ＣＴによる快慶

作品の新知見 

保存修理指導室長 鳥越

俊行、上席研究員 岩田

茂樹、情報サービス室長 

岩井共二、企画室主任研

究員 山口隆介 

6月22日 文化財保存修復学会 

5 同上 
文化財の保存と活用―ＣＴによる調査を例

に― 

保存修理指導室長 鳥越

俊行 
7月５日 

第三回 Ｘ線・ＣＴテクニカルセ

ミナー 

6 同上 
日本の文化財の調査と修理―奈良国立博物

館を例に― 
同上 7月29日 

韓国国立慶州博物館学術交流セミ

ナー 

7 同上 文化財を科学するⅥ 同上 8月18日 奈良国立博物館サンデートーク 

8 同上 文化財の防災について 同上 11月14日 
令和元年度第二十回愛知県文化財

建造物担当者課題研修会 

9 同上 災害時の文化財レスキューについて 同上 11月27日 
令和元年度第三十七回三重県文化

財講習会 

10 
その他有形文化財に関

連する調査研究 

博物館情報・メディア論 資料のドキュメ

ンテーションとデータベース 
資料室長 宮崎幹子 

6月4日・11月

22日 
同志社大学 

11 同上 博物館情報・メディア論 同上 

12月21日・26

日・2年1月12

日 

京都府立大学 

12 

有形文化財の収集に関

する調査研究を行い、

その成果を積極的に公

表する。 

Community Involvement in Collection 

from Far Away in Time: Case of Kō 

企画室アソシエイトフェ

ロー 堀内しきぶ 
9月3日 

第25回ICOM（国際博物館会議）京

都大会2019  

COMCOL-CIPEG合同セッション 

13 同上 

Archaeological Collections of National 

Museums: The Project to Use Them with 

Communities Close to Their Original 

Place 

企画室員 松木悠 9月3日 

第25回ICOM（国際博物館会議）京

都大会2019  

COMCOL-CIPEG合同セッション 

 

【九州国立博物館】 42件 

○有形文化財の展覧事業・教育活動等に関連する調査研究 20件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1  

有形文化財の収集・保

管・展覧事業・教育普

及活動等に関する調査

研究 

Inclusive Programs in Kyushu National 

Museum 

学芸部企画課特別展室研究

員 西島亜木子 
11月5日 

2019 International Conference 

on Cultural Accessibility and 

Social Inclusion（会場：Chang 

Yung-Fa Foundation 

International Convention 

Center、台北） 

2  同上 「古墳時代の赤色顔料」 
学芸部博物館科学課保存

修復室長 志賀智史 
2年2月11日 

関連講演会（会場：出雲弥生の森博

物館） 

3  

特集展示「館蔵名品展

更紗 生命の花咲く

布」に関する調査研究 

「更紗 生命の花咲く布」 
学芸部文化財課長  

原田あゆみ 
8月31日 

九州国立博物館が貴賓館にやって

来る！歴史講座（会場：旧福岡県

公会堂貴賓館） 

4  

日中文化交流協定締結

40周年記念 特別展

「三国志」に関する調

査研究 

三国志がいざなう旅 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
10月9日 

たびコト塾スピンオフ（会場：電

気ビル共創館） 

5  同上 特別展「三国志」応援セミナー 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
10月19日 

Bizcoli（会場：九州化経済調査

協会） 

6  同上 
ここまで分かった“リアル三国志” - 新発

見の考古資料から読み解く - 

学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
10月20日 

特別展「三国志」記念講演会（会

場：九州国立博物館内） 

7  同上 特別展解説講座「三国志」 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
11月7日 

しっとこ九博（会場：筑紫野市歴

史博物館） 

8  同上 特別展「三国志」の見どころ 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
11月19日 

ピーポート甘木文化趣味講座（会

場：朝倉市総合文化センター） 

9  同上 特別展「三国志」ハイライト 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
11月29日 

福岡市商工会議所（会場：九州国

立博物館内） 

10  同上 考古学から見た三国志 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
11月29日 

世界史研究会（会場：九州国立博

物館内） 

11  同上 発掘された三国志 
学芸部企画課特別展室主

任研究員 川村佳男 
12月18日 

大野城市シニア大学（会場：九州

国立博物館内） 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

12  

特集展示「版経東漸～

対馬がつなぐ仏の教え

～」に関する調査研究 

九州国立博物館展覧会「版経東漸～対馬が

つなぐ仏の教え～」の見どころ 

学芸部文化財課資料登録

室研究員 松浦晃佑 
11月9日 

特集展示「版経東漸～対馬がつな

ぐ仏の教え～」開催記念講演会

（会場：対馬市峰地区公民館） 

13  同上 
対馬のさまざまな版経 ―渡来の地・継承の

地― 

学芸部博物館科学課保存

修復室アソシエイトフェ

ロー 瓜生翠 

11月9日 

特集展示「版経東漸～対馬がつな

ぐ仏の教え～」開催記念講演会

（会場：対馬市峰地区公民館） 

14  同上 
九州国立博物館展覧会「版経東漸～対馬が

つなぐ仏の教え～」の見どころ 

学芸部文化財課資料登録

室研究員 松浦晃佑 
11月10日 

特集展示「版経東漸～対馬がつな

ぐ仏の教え～」開催記念講演会

（会場：対馬市交流センター） 

15  同上 
対馬のさまざまな版経 ―渡来の地・継承の

地― 

学芸部博物館科学課保存

修復室アソシエイトフェ

ロー 瓜生翠 

11月10日 

特集展示「版経東漸～対馬がつな

ぐ仏の教え～」開催記念講演会

（会場：対馬市交流センター） 

16  同上 
反響当然！？「版経東漸～対馬がつなぐ仏

の教え～」の魅力と楽しみ方 

学芸部文化財課資料登録

室研究員 松浦晃佑 
11月17日 

特集展示「版経東漸～対馬がつな

ぐ仏の教え～」開催記念講演会

（会場：当館ミュージアムホー

ル） 

17  

特集展示 住友財団修

復助成30年記念「文化

財よ、永遠に」特集展

示に関する調査研究 

「文化財よ、永遠に」―展示の見どころ

と、赤色顔料から探る吹上遺跡― 

学芸部博物館科学課保存

修復室長 志賀智史 
11月1日 

日田市教育委員会令和元年度考古

学講座（会場：当館ミュージアム

ホール） 

18  

特別展「ルネ・ユイグ

のまなざし フランス

絵画の精華 大様式の

形成と変容」 

ルネ・ユイグのまなざし フランス絵画の

精華 大様式の形成と変容 

学芸部特任研究員  

臺信祐爾 
2年2月20日 

しっとこ九博（会場：筑紫野市歴

史博物館） 

19  同上 
ルネ・ユイグのまなざし フランス絵画の

精華 大様式の形成と変容 

学芸部特任研究員  

臺信祐爾 
2年2月21日 

Bizcoli（会場：九州化経済調査

協会） 

20  同上 
ルネ・ユイグのまなざし フランス絵画の

精華 大様式の形成と変容 

学芸部特任研究員  

臺信祐爾 
中止 

大野城市 シニア大学（会場：九

州国立博物館内） 

 
○その他有形文化財に関連する調査研究 22件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1  
その他有形文化財に関

連する調査研究 

Visualization of feeding process of 

larvae of the wood-boring beetles using 

X-ray computer tomography 

京都大学大学院農学研究

科准教授 簗瀬佳之、学

芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 渡辺祐

基、京都大学生存圏研究

所研究員 藤本いずみ、

京都大学生存圏研究所教

授 吉村 剛、京都大学

大学院農学研究科教授 

藤井義久 

5月12日～16日 

The 50th Annual Meeting of the 

International Research Group 

on Wood Protection 

2  同上 

Nondestructive evaluation of 

development, feeding, and oviposition 

of the bamboo powderpost beetle, 

Dinoderus minutus 

学芸部博物館科学課アソ

シエイトフェロー 渡辺

祐基、京都大学大学院農

学研究科准教授 簗瀬佳

之、京都大学大学院農学

研究科教授 藤井義久 

5月21日～23日 

The 4th International 

Conference for Integrated Pest 

Management (IPM) for Cultural 

Heritage 

3  同上 

Analysis of ten years data and 

countermeasures to reduce significant 

bird strikes on the large glass walls 

of a museum building by lighting design 

学芸部博物館科学課長兼

環境保全室長 木川り

か、学芸部博物館科学課

環境保全室主任研究員 

秋山純子、学芸部博物館

科学課アソシエイトフェ

ロー 渡辺祐基、富松志

帆、松尾実香、（一財）

九州環境管理協会 岡部

海都、柿本大典、大城戸

博文 

5月21日～23日 

Integrated Pest Management for 

Cultural Heritage 4th 

international conference, 

Stockholm 

4  同上 

Application of humidified warm-air 

treatment to entire historic wooden 

buildings at Nikko World Heritage site 

to control insect attack 

京都大学大学院 藤井義

久、（公財）日光社寺文

化財保存会 原田正彦、

トータルシステム研究所 

北原博幸、京都大学大学

院 藤原裕子、学芸部博

物館科学課長兼環境保全

室長 木川りか、東京文

化財研究所 佐藤嘉則、

小峰幸夫、犬塚将英、古

田嶋智子、国立民族学博

物館 日高真吾、千葉県

立中央博物館 斉藤明

子、（公財）文化財建造

物保存技術協会 福岡憲 

5月23日 

Integrated Pest Management for 

Cultural Heritage 4th 

international conference, 

Stockholm 

5  同上 阿蘇産ベンガラの終焉 
学芸部博物館科学課保存修

復室長 志賀智史 
6月1日、2日 日本文化財科学会36回大会 
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6  同上 
赤外線画像を使った彩色材料の検討―顔料

と染料を混合した場合― 

学芸部博物館科学課環境保

全室主任研究員 秋山純

子、香川県立ミュージアム 

上野進、鹿間里奈 

6月1日・2日 日本文化財科学会36回大会 

7  同上 

被災文書等の修復処置における灰汁の利用

に関する基礎的検討：灰汁の成分分析と酸

性紙文書に対する影響 

学芸部博物館科学課長兼環

境保全室長 木川りか、長

崎県歴史文化博物館 富川

敦子、久保憲司、東京文化

財研究所 早川典子、高知

県立紙産業技術センター 

有吉正明 

6月2日 日本文化財科学会第36回大会 

8  同上 
湿度制御した温風処理による甲虫類の駆除

－社寺建築における効果の検証・続報- 

京都大学大学院 藤井義

久、（公財）日光社寺文化

財保存会 原田正彦、トー

タルシステム研究所 北原博

幸、京都大学大学院 藤原

裕子、学芸部博物館科学課

長兼環境保全室長 木川り

か、東京文化財研究所 佐

藤嘉則、小峰幸夫、犬塚将

英、古田嶋智子、国立民族

学博物館 日高真吾、千葉

県立中央博物館 斉藤明

子、（公財）文化財建造物

保存技術協会 福岡憲 

6月23日 文化財保存修復学会41回大会 

9  同上 湿度制御温風処理における殺虫効果の検証 

東京文化財研究所 小峰幸

夫、佐藤嘉則、（公財）日

光社寺文化財保存会 原田

正彦、学芸部博物館科学課

長兼環境保全室長 木川り

か、京都大学大学院 藤井

義久 

6月23日 文化財保存修復学会41回大会 

10  同上 
高松塚・キトラ両古墳壁画の微生物汚れを

除去する酵素 

東京文化財研究所 佐藤嘉

則、学芸部博物館科学課長

兼環境保全室長 木川り

か、東京藝術大学 貴田啓

子、東京文化財研究所 川

野辺渉、早川典子 

6月23日 文化財保存修復学会41回大会 

11  同上 

ガラス外壁を有する博物館建造物の衝突野

鳥の対策：建物の俯瞰的外観の調査と照

明・音声を利用した対策について 

学芸部博物館科学課長兼環

境保全室長 木川りか、学

芸部博物館科学課環境保全

室主任研究員 秋山純子、

学芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 渡辺祐

基、富松志帆、松尾実香、

（一財）九州環境管理協会 

岡部海都、柿本大典、大城

戸博文 

6月23日 文化財保存修復学会41回大会 

12  同上 
夜間開館開始にともなう昆虫類の侵入調査

について 

学芸部博物館科学課環境保

全室主任研究員 秋山純

子、環境文化創造研究所 

山崎久美子、石橋陽見子、

学芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 渡辺祐

基、富松志帆、松尾実香、

環境文化創造研究所 川越

和四、学芸部博物館科学課

長兼環境保全室長 木川り

か 

6月23日 文化財保存修復学会41回大会 

13  同上 「資料保存」 
学芸部博物館科学課長兼環

境保全室長 木川りか 
8月26日 

2019年度文化庁「大学における文

化芸術推進事業」博物館マネジメ

ント人材育成研修会、くまもと文

学・歴史館 

14  同上 「彩色材料に関する面的調査法の検討」 
学芸部博物館科学課環境保

全室主任研究員 秋山純子 
8月28日～30日 

東アジア文化遺産保存学会大田大

会（韓国） 

15  同上 考古学から見た朝鮮半島と九州の関係 

学芸部企画課長兼文化交流

展室長兼特別展室長  

白井克也 

11月5日 福岡歴史観光市民大学第18回 

16  同上 
「漆器の魅力 五十嵐蒔絵を中心に（長沢

鼎所用漆器について）」 

学芸部文化財課資料登録室

長 川畑憲子 
11月2日 

鹿児島国際大学主催講演会「漆の

世界からみえることー長沢鼎と漆

器の文化―」（会場：鹿児島国際

大学博物館実習施設（鹿児島国際

大学ミュージアム）） 

－　　　－221



17  同上 
X線CTによるオオナガシバンムシ幼虫の行動

および成長の評価 

学芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 渡辺祐

基、学芸部博物館科学課長

兼環境保全室長 木川り

か、京都大学大学院農学研

究科研究員 藤原裕子、京

都大学大学院農学研究科教

授 藤井義久 

11月30日 
第31回日本環境動物昆虫学会年次

大会 

18  同上 
文化財の生物被害と加害生物およびレベル

コントロールについて 

学芸部博物館科学課長環境

保全室長 木川りか 
12月5日 

IPMコーディネータ研修、（公

財）文化財虫菌害研究所 

19  同上 「更紗をめぐる交流史」 
学芸部文化財課長 原田あ

ゆみ 
2年2月8日 

「東南アジア「古代史」の下限と

しての14・15世紀に関する地域・

分野横断的研究」第4回研究会

（会場：早稲田大学戸山キャンパ

ス） 

20  
水中遺跡の保存活用に

関する調査研究 

近年の水中文化遺産保護に対する取り組み

の動向 

学芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 佐々木蘭

貞 

7月5日 

文化遺産国際協力コンソーシア

ム・西アジア分科会 東京文化財

研究所 

21  同上 昇平丸の調査：水中考古学の可能性 

学芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 佐々木蘭

貞 

8月10日 照国講演会 照国神社 鹿児島市 

22  同上 
浅海底探査の新技術：ドローン搭載グリー

ンレーザーによる調査（仮称） 

学芸部博物館科学課アソシ

エイトフェロー 佐々木蘭

貞 

2年2月13日 

研究集会「水中遺跡保護行政の実

態Ⅱ」（水中遺跡保護体制の整備

充実に関する調査研究事業） 滋

賀県大津市 

 

 

【東京文化財研究所】 64件 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 16件 
○有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 11件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

文化財に関する調査研

究成果および研究情報

の共有に関する総合的

研究 

資料紹介 東京文化財研究所架蔵 平子鐸嶺

自筆ノート類について―その収載内容とノー

ト類のもつ意義― 

文化財情報資料部客員研

究員 津田徹英 
5月31日 文化財情報資料部研究会 

2 同上 
河原の風景―ライプツィヒ民族学博物館所蔵

「四条河原遊楽図屛風」について― 

文化財情報資料部文化財

アーカイブズ研究室長 

江村知子 

10月6日 美術史学会東支部例会 

3 同上 日本絵画にみる四季の表現 

文化財情報資料部文化財

アーカイブズ研究室長 

江村知子 

11月21日 

イギリス・セインズベリー日本藝

術研究所 Third Thursday 

Lecture  

4 同上 
至高の気品―土佐光起撰『本朝画法大伝』の意

義、そして意図するもの― 

文化財情報資料部主任研

究員 小野真由美 
11月23日 美術史学会東支部例会 

5 同上 

東京文化財研究所のパブリックドメイン資料

-文化財を知り、守り伝えるための資料蓄積と

研究支援 

文化財情報資料部研究員 

橘川英規ほか 
2年1月17日 

パブリックドメイン資料の利用条

件についてのシンポジウム 

6 
近・現代美術に関する

調査研究と資料集成 

The Minakuchi Rapier, European Sword 

produced in Japan 

文化財情報資料部広領域

研究室長 小林公治 
9月3日 ICOM京都大会ICFA委員会 

7 同上 
南蛮漆器成立の経緯とその年代―キリスト教

聖龕を中心とする検討― 

文化財情報資料部広領域

研究室長 小林公治 
9月24日 文化財情報資料部研究会 

8 同上 
日本唯一の伝世洋剣、水口レイピアの調査と

研究 

文化財情報資料部広領域

研究室長 小林公治 
11月1日 第53回オープンレクチャー 

9 同上 
水口レイピア、日本で造られたヨーロッパの

剣 

文化財情報資料部広領域研

究室長 小林公治 
11月9日 

水口町郷土史会創立60周年記念講

演会 

10 同上 
日本中世のガラスを探る—2018・2019年度の調

査をもとに— 

東海大学非常勤講師 林

佳美 
12月24日 文化財情報資料部研究会 

11 

文化財情報の分析・活

用と公開に関する調査

研究 

文化財情報の記録－文化財の写真について－ 
文化財情報資料部専門職

員 城野誠治 
12月2日 

文化財の記録作成とデータベース

化に関するセミナー 

 

○無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 5件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

無形文化遺産保護に関

する研究交流・情報収

集 

「国際研究者フォーラム 無形文化遺産研究

の展望―持続可能な社会にむけて」Session 

1, 2においてチェアをつとめた 

無形文化遺産部音声映像

記録研究室長 石村智 
12月17日 

アジア太平洋無形文化遺産研究セ

ンター主催「国際研究者フォーラ

ム 無形文化遺産研究の展望―持

続可能な社会にむけて」 

2 

無形文化財の保存・継

承に関する調査研究及

び無形文化遺産に関わ

る音声・画像・映像資

料のデジタル化 

講演「芸能を支えるもう一つの技―楽器製作

をめぐって」 

無形文化遺産部無形文化

財研究室長 前原恵美 
7月25日 

武蔵野大学能楽資料センター主催

関連講座 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

3 同上 
「もう一つの及川コレクション―及川尊雄氏

収集紙媒体資料―について」 

無形文化遺産部無形文化

財研究室長 前原恵美 
2年2月1日 一般社団法人 東洋音楽学会 

4 

無形民俗文化財の保

存・継承に関する調

査研究 

モノが語る人、自然、社会―箕をめぐる民俗

学的研究 

無形文化遺産部 主任研

究員 今石みぎわ 
10月13日 日本民俗学会第71回年会 

5 同上 「儀礼文化」の保護と活用について 

無形文化遺産部無形民俗

文化財研究室長 久保田

裕道 

2年3月8日 儀礼文化学会 

 

 (2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 25件 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 1件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

文化財情報の分析・活

用と公開に関する調査

研究 

光学的調査の方法と成果-科学写真からわかる

こと 

文化財情報資料部専門職

員 城野誠治 
12月8日 

那智参宮曼荼羅絵巻本の仕立てを

探る 國學院大學 

 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 24件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

文化財の生物劣化の現

象解明と対策に関する

研究 

Application of humidified warm-air 

treatment to entire historic wooden 

buildings at Nikko World Heritage site to 

control insect attack 

客員研究員 藤井義久、生物

科学研究室長 佐藤嘉則他 
5月23日 

Integrated Pest Management for 

Cultural Heritage 4th 

international conference 

2 同上 湿度制御温風処理における殺虫効果の検証 

アソシエイトフェロー・

小峰幸夫 

生物科学研究室長・佐藤

嘉則他 

同上 文化財保存修復学会第41回大会 

3 同上 
湿度制御した温風処理による甲虫類の駆除 ―

社寺建築における効果の検証・続報― 

客員研究員 藤井義久、生

物科学研究室長 佐藤嘉則

他 

6月23日 同上 

4 同上 
リアルタイム浮遊菌数測定と生態解析によっ

て室内浮遊菌の実態に迫る 

生物科学研究室長 佐藤

嘉則他 
9月10日 日本微生物生態学会第33回大会 

5 
保存と活用のための

展示環境の研究 
有機酸発生源探索のための簡易調査法の試案 

保存科学研究センター長 

佐野千絵他 
6月23日 文化財保存修復学会第41回大会 

6 

文化財の材質・構

造・状態調査に関す

る研究 

国宝 日月四季山水図の蛍光X線分析 
保存科学研究センター副

センター長・早川泰弘 
6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

7 同上 
煉瓦造窯の保存と活用に関する調査－愛知県

常滑市の事例－ 

分析科学研究室長 犬塚

将英他 
同上 同上 

8 同上 
桐箱やキリ材からの有機酸の放散と金属に及

ぼす影響 

客員研究員 古田嶋智子、       

分析科学研究室長 犬塚将

英 

6月23日 文化財保存修復学会第41回大会 

9 

屋外文化財の劣化要

因と保存対策に関す

る調査研究 

新宮市万歳の一遍上人名号碑と江戸時代に行

われたその補修について 

修復計画研究室長 朽津

信明他 
6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

10 同上 
天草市アンモナイト館における緑色生物の制

御 

修復計画研究室長 朽津

信明他 
6月23日 文化財保存修復学会第41回大会 

11 同上 
過去の写真と現状の三次元計測に基づく荒島

石の侵蝕速度の検証 

修復計画研究室長 朽津

信明他 
10月24日 

日本応用地質学会2019年度研究発

表会 

12 

文化財修復材料と伝

統技法に関する調査

研究 

ミャンマー産漆塗膜の硬度試験 研究員 倉島玲央他 6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

13 同上 
五島列島産マフノリの抽出条件に対する粘度

変化 

明治大学大学院 相澤真

凜 

保存科学研究センター 

早川典子 

明治大学 本多貴之 

6月22日 文化財保存修復学会第41回大会 

14 同上 
文化財保存修復に用いられる促進劣化試験後

のバインダー17の構造解析 

明治大学大学院 渡邊祐

利乃 

保存科学研究センター客

員研究員 本多貴之 

同上 同上 

15 同上 
有機溶媒を含んだゲルの文化財クリーニング

への適用 

アソシエイトフェロー藤

井佑果他 
同上 同上 

16 同上 古典的膠の製造方法と各用途的性の体系化 

客員研究員宇髙健太郎、

早川典子、藤井佑果、大

場詩野子、岡部迪子他 

同上 同上 

17 同上 
画絹の物性に及ぼす断面形状・殺蛹方法の影

響 ―大和文華館所蔵作品調査データ含めて―  

修復材料研究室長 早川典

子他 
同上 同上 

18 同上 
まめのりの脂質、タンパク質、糖質成分の反

応熱分解GC/MSによる検討  

修復材料研究室長 早川

典子他 
同上 同上 

19 同上 真鍮泥が紙の劣化に及ぼす影響 

保存科学研究センター客

員研究員・貴田啓子、保

存科学研究センター修復

材料研究室長・早川典子 

他 

6月23日 同上 

－　　　－223



 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

20 同上 
琉球漆器朱漆楼閣山水人物箔絵盆の科学的調

査 
研究員 倉島玲央他 6月22日 同上 

21 同上 
文化財修復に有用なポリビニルアルコール分

解酵素の性質の検討 

大阪産業技術総合研究所

研究主任 山中勇人、客

員研究員 酒井清文他 

9月25日 日本防菌防黴学会第46回年次大会 

22 

近代の文化遺産の保

存修復に関する調査

研究 

近代文化遺産としての森林軌道 
アソシエイトフェロー石

田真弥 
6月5日 

林野庁屋久島森林生態系保全セン

ター 

23 同上 
煉瓦造建造物の補修方法に関する一考察 煉瓦

転用補修の可能性 

アソシエイトフェロー石田

真弥、特任研究員 中山俊

介 

11月9日 産業考古学会 

24 

高松塚古墳・キトラ

古墳の恒久的保存に

関する調査研究 

高松塚・キトラ両古墳壁画の微生物汚れを除

去する酵素 

生物科学研究室長 佐藤

嘉則他 
6月23日 文化財保存修復学会第41回大会 

 

(3）文化遺産保護に関する国際協働 17件 
○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 17件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
アジア諸国等文化遺

産保存修復協力 

Conservation and Sustainable Development 

Plan of TaNei Temple: Conservation of the 

East Gate 

文化遺産国際協力センタ

ーアソシエイトフェロー 

マルティネス・アレハン

ドロ、アンコール地域保

存管理機構遺跡保存課 

セア・ソピアルン 

6月11日 
The 32nd Technical Session of 

ICC-Angkor 

2 同上 

Conservation and Sustainable Development 

Plan of TaNei Temple: Restoration Works 

on the East Gate 

文化遺産国際協力センタ

ーアソシエイトフェロー 

ヴァル・エリフ・ベル

ナ、アンコール地域保存

管理機構遺跡保存課 セ

ア・ソピアルン 

12月10日 
The 33rd Technical Session of 

ICC-Angkor 

3 同上 

Towards the Conservation and Sustainable 

Development of TaNei Temple: Restoration 

of the East Gate 

文化遺産国際協力センタ

ーアソシエイトフェロー 

ヴァル・エリフ・ベル

ナ、同保存計画研究室長 

金井健、同研究員 安倍

雅史、同アソシエイトフ

ェロー 間舎裕生、京都

工芸繊維大学助教 アレ

ハンドロ・マルティネ

ス、文化遺産国際協力セ

ンターアソシエイトフェ

ロー 淺田なつみ、同セ

ンター長 友田正彦 

1月22日～1月

23日 

早稲田大学文化財総合調査研究所

主催国際シンポジウム「文化遺産

を知りそして伝えるーメコンがつ

なぐ文化多様性－」 

4 同上 
南アジアにおける東京文化財研究所の文化遺

産国際協力 

文化遺産国際協力センタ

ー長 友田正彦 
1月24日 同上 

5 
保存修復技術の国際

的応用に関する研究 

The field course - Challenges and Issues 

to Wall Painting Conservation 

文化遺産国際協力センター

研究員・前川佳文 
6月8日 

The Ministry of Culture and 

Tourism of Turkey 

6 同上 

ミャンマー・バガン考古遺跡群における壁画

保存修復に向けた調査研究」-パガン王朝と復

興期における壁画の比較研究- 

保存科学研究センターアソ

シエイトフェロー・鴫原由

美 

文化遺産国際協力センター

研究員・前川佳文 

6月22日 文化財保存修復学会第41回大会 

7 同上 
Lokahteikpan Wall Painting Project, 

pagoda 1580 

文化遺産国際協力センタ

ー研究員・前川佳文、ダ

ニエラ・マーフィ(文化

協会バスティオーニ)、 

ステファーニア・フラン

チェスキーニ(文化協会

バスティオーニ)、 チー

リン(ミャンマー宗教文

化省考古国立博物館局) 

7月26日 

The Ministry of Religious 

Affairs and Culture of 

Myanmar, Archaeology, National 

Museum and Library 

8 同上 

Me-taw-ya Pagoda Project, Capacity 

Building; a Conservation Project for the 

Repair, Strengthening and Recovery of 

Archaeological Area and Monuments of 

Pagàn, Burma 

文化遺産国際協力センタ

ー研究員・前川佳文、ダ

ニエレ・アンジェロット

(文化協会バスティオー

ニ)、 チーリン(ミャンマ

ー宗教文化省考古国立博

物館局) 

同上 同上 

9 
在外日本古美術品保

存修復協力事業 

ナショナル・ギャラリー・オブ・ビクトリア

所蔵 佐々木泉玄筆『般若図』（絹本着色 掛

軸装）修復事例報告 

文化遺産国際協力センタ

ーアソシエイトフェロー 

小田桃子、東北芸術工科

大学文化財保存修復セン

ター講師 元喜載、文化

遺産国際協力センター技

術支援研究室長 加藤雅

人、株式会社修護 君嶋

隆幸、株式会社修護 白

井啓太  

6月22日 文化財保存修復学会第41回大会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

11 

ブータン王国の歴史

的建造物保存活用に

関する拠点交流事業 

Practical Measures of Conservation of 

Vernacular Dwellings in Japan 

文化遺産国際協力センタ

ー保存計画研究室長 金

井健 

6月24日 事業専門家会議 

12 同上 
Proposal for Practical Restoration Method 

of Lham Pelzom House 
同上 2年1月16日 

Workshop on Conservation of 

Traditional Houses 

13 

文化遺産国際協力拠

点交流事業「ネパー

ルの被災文化遺産保

護に関する技術的支

援事業」 

カトマンズ盆地内ネワール集落の無形文化要

素分析による集落の位置づけに関する研究 

- 2015 年ネパール地震後の世界遺産暫定リス

ト・コカナにおける震災状況調査報告 その 

12- 

東京大学大学院・工学系

研究科都市工学専攻・修

士課程・原 洪太 

東京大学大学院・工学系

研究科都市工学専攻・修

士課程・永門 航 

札幌市立大学デザイン学

部・准教授・森 朋子 

9月5日 日本建築学会2019年大会（北陸） 

14 同上 

コカナにおける被災した伝統的民家の再建実

態（被災後４年）、2015年ネパール地震後の

世界遺産暫定リスト・コカナにおける被災状

況調査報告 その11 

札幌市立大学デザイン学

部・准教授・森 朋子 
同上 同上 

15 同上 

コカナの震災復興から見たネワール集落の民

家再建の実態と課題，ネパール地震後の文化

遺産保護国際協力事業調査報告 

札幌市立大学デザイン学

部・准教授・森 朋子 
11月9日 

日本都市計画学会 2019年度全国

大会（第54回学術研究論文発表

会） 

16 同上 

Effective Integration between Methods of 

Urban Planning and Preservation of 

Historic Settlements 

神戸芸術工科大学芸術工学

部教授 西村幸夫 
2年1月5日 

The Third Mayors' Forum on 

Conservation of Historic 

Settlements in Kathmandu and 

Kavre Valleys 

17 同上 

Conservation Plan and Administrative 

Incentive for Protection of Historic 

District 

保存計画研究室長 金井健 同上 同上 

 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 6件 
○文化財情報基盤の整備・充実 2件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

専門的アーカイブと

総合的レファレンス

の拡充 

日本美術の記録と評価についての研究―

「田中一松資料」の保存活用 

文化財情報資料部文化財ア

ーカイブズ研究室長 江村

知子 

2年1月7日 東京文化財研究所総合研究会 

2 同上 

「売立目録デジタルアーカイブの公開と

今後の展望―売立目録の新たな活用を目

指して―」 

文化財情報資料部研究員 

安永拓世ほか 
2年2月25日 文化財情報資料部研究会 

 

○調査研究成果の発信 4件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
文化財情報基盤の整

備・充実 

Linked Dataを用いた地域文化遺産情報の

集約 

文化財情報資料部アソシエ

イトフェロー  三島大暉 
6月25日 文化財情報資料部研究会 

2 同上 
Two solutions for orthographical 

variants problem 

文化財情報資料部研究員  

小山田智寛他 
9月3日 2019 CIDOC annual conference 

3 同上 
文化財の記録作成、データベース化の意

義 

文化財情報資料部文化財情

報研究室長 二神葉子 
12月2日 

文化財の記録作成とデータベース

化に関するセミナー 

4 同上 
文化財情報のデータベース化およびその

活用について 

文化財情報資料部研究員  

小山田智寛 
12月2日 

文化財の記録作成とデータベース

化に関するセミナー 

 

【奈良文化財研究所】 103件 

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究 22件 

○記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 22件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
我が国の記念物に関する

調査研究（庭園） 
日本庭園の特質と歴史 

文化遺産部研究員  

高橋知奈津 
7月31日 

令和元年度鳥取県文化財庭園技術

者講習会基礎コース 

2 同上 文化財庭園の保存管理 同上 9月3日 
令和元年度鳥取県文化財庭園技術

者講習会基礎コース 

3 同上 歴史的庭園の調査 同上 9月28日 
令和元年度鳥取県文化財庭園技術

者講習会基礎コース 

4 同上 伯耆地方の民家の庭園 同上 11月24日 
令和元年度庭園の歴史に関する研

究会 

5 

飛鳥・藤原京跡出土

遺物・遺構に関する

調査研究等 

古代畿内の集落と官衙の成立過程に関す

る一考察 

都城発掘調査部アソシエイト

フェロー 道上祥武 
5月18日 大阪市立大学日本史学会 

6 同上 参河三嶋贄荷札の年代 
都城発掘調査部上席研究員 

山本崇 
6月10日 日本史研究会古代史部会 

7 同上 
飛鳥時代宮都土器編年の再編に向けてー

飛鳥・藤原地域を中心にー 

都城発掘調査部室長 尾野

善裕 
7月13日 

奈良文化財研究所・歴史土器研究

会共催シンポジウム 飛鳥時代の

土器編年再考 

8 同上 飛鳥時代における須恵器食器の法量変化 
都城発掘調査部主任研究員 

森川実 
7月13日 

奈良文化財研究所・歴史土器研究

会共催シンポジウム 飛鳥時代の

土器編年再考 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

9 同上 
飛鳥時代における土師器杯Ｃ・杯Ａの変

遷とその区分 

都城発掘調査部研究員 大澤

正吾 
7月13日 

奈良文化財研究所・歴史土器研究

会共催シンポジウム 飛鳥時代の

土器編年再考 

10 同上 2019年全国出土の木簡 
都城発掘調査部上席研究員 

山本崇 
12月8日 木簡学会第41回研究集会 

11 同上 藤原宮出土瓦の年代と生産体制 
都城発掘調査部主任研究員 

石田由紀子 
11月12日 

中国社会科学院考古研究所2019年

度考古研究系列学術講座（第15

講） 

12 同上 本薬師寺と薬師寺―同笵瓦からの検討― 
都城発掘調査部主任研究員 

石田由紀子 
11月30日 仏教芸術学会シンポジウム 

13 同上 奈良県の鴟尾 
都城発掘調査部アソシエイ

トフェロー 道上祥武 
2年2月1日 

第20回古代瓦研究会シンポジウム 

鴟尾・鬼瓦の展開Ⅰ 

14 

文化的景観及びその

保存・活用に関する

調査研究 

文化的景観からみた京の輪郭 
文化遺産部研究員 
惠谷浩子 

5月27日 
2019年度龍谷史学会定期総会学術

講演会 

15 同上 世界遺産と文化的景観 
文化遺産部研究員 
惠谷浩子 

6月7日 
はびきの市民大学・世界遺産講座

Ⅸ 

16 同上 水がもたらす景観とその保全 
文化遺産部研究員 
惠谷浩子 

9月28日 令和元年度歴史文化セミナー簡修館 

17 同上 産業が生んだ景観と暮らし 
文化遺産部研究員  

惠谷浩子 
11月23日 

近畿産業考古学会2019年度年次大

会 

18 同上 
京都北山杉の里・中川の文化的景観と京

都 

文化遺産部研究員  

惠谷浩子 
11月27日 第1回テリトーリオ研究会 

19 同上 当たり前の風景の語り方 
文化遺産部研究員  

惠谷浩子 
2年2月24日 

横手市歴史文化基本構想中間報告

会 

20 同上 
日本庭園の飛石における切石の利用につ

いて 
景観研究室長 中島義晴 10月26日 日本造園学会関西支部大会 

21 同上 

「勢州稲生村三社絵図」および「神宮寺

古図絵巻」に描かれた伊奈冨神社庭園

（七島池）の植生 

景観研究室長 中島義晴 11月10日 日本造園学会関西支部大会 

22 

水中文化遺産に関す

る調査研究 
水中遺跡出土遺物の保存処理法 -鷹島海

底遺跡出土遺物を中心に- 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか7名 

6月14日 水中考古学公開セミナー 

 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究 71件 
○文化財の調査手法に関する研究開発の推進 29件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

１ 
動植物遺存体の分析

方法の研究開発 
古代房総における貝類利用の実態 

環境考古学研究室長 山崎

健 
6月15日 日本動物考古学会第7回大会 

2 
同上 

動物の骨から見た縄文人の食料 
環境考古学研究室長 山崎

健 
6月29日 

新潟県考古学講演会「縄文時代の

食べ物」 

3 
同上 

動物遺存体からみたサケ 
環境考古学研究室長 山崎

健 
9月8日 海洋考古学会第10回研究会 

4 
同上 

朝日遺跡の動物利用 
環境考古学研究室長 山崎

健 
11月23日 

朝日遺跡考古学講座「動物の骨角

から道具を作る」 

5 
同上 波怒棄館遺跡出土の石器の刺さったマグ

ロ属椎骨の分析 

環境考古学研究室客員研究

員 松崎哲也 
6月15日 日本動物考古学会第7回大会 

6 
同上 人と動物の関わりからみた東北の縄文文

化 

環境考古学研究室客員研究

員 松崎哲也 
8月20日 泉北教養講座「古代史講座」 

7 
同上 

キカシグサ属（ミソハギ科）の花粉形態 
環境考古学研究室客員研究

員 上中央子 
12月8日 日本植生史学会第34回大会 

8 年輪年代学研究 
年輪年代学的手法による参河贄荷札の同

一材推定 

年代学研究室長 星野安治，

都城発掘調査部上席研究員 

山本崇 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

9 

同上 ‘Stable’ hydroclimate is specific to 

a narrow temperature window: 

observations from Guatemalan varves, 

1413±4 to 2015±0 CE 

員数22(3番目) 年代学研究

室長 星野安治 
7月27日 

20th Congress of the 

International Union for 

Quaternary Research (INQUA) 

10 
同上 

滋賀県草津市・鞭崎神社本殿の建築的特徴 
員数4(3番目) 年代学研究室

長 星野安治 
9月3日 2019年度日本建築学会大会 

11 

同上 

年輪年代学的手法による木簡の同一材推

定（第2報） 

年代学研究室長 星野安治，

都城発掘調査部主任研究員 

桑田訓也，史料研究室研究

員 山本祥隆 

2年3月16日 第70回日本木材学会大会 

12 

埋蔵文化財の探査・計

測方法の研究開発 

Where am I in the Forest? - 

Application of SLAM/LiDAR Technology 

to Measurement and Geophysical Survey 

of Archaeological Sites in Forest 

金田 明大・山口 欧志 4月25日 

47th Computer Applications and 

Quantitative Methods in 

Archaeology 

13 

同上 
桜井市三輪山麓における弥生・古墳祭祀の

問題 

小林青樹・金田明大・山本 

亮・萱原朋奈・新里 遥・中

島愛理 

5月18日 日本考古学協会第85回大会 

14 
同上 文化財の調査研究における三次元計測デ

ータの質 
山口 欧志 5月19日 日本考古学協会第85回大会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

15 

同上 渤海上京龍泉府遺跡出土紋様塼の復元ー

破片資料の三次元計測データを用いた試

みー 

中村 亜希子 5月24日 京都・朝鮮古代研究会 

16 
同上 

廉価型GPSの遺跡探査への利用 金田 明大・山口 欧志 6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

17 
同上 文化財のデジタル記録と可視化：遺跡・遺

物を残し伝える 
山口 欧志 6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

18 
同上 SfM-MVS技術による土中の柱と木製部材の

位置関係の復元 

中村 亜希子、浦蓉子、金

田明大、山口欧志 
6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

19 
同上 GPR機材の成果の比較：より良好な成果を

目指して 
金田 明大・山口 欧志 6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

20 
同上 新たな可視化方法の試行：文化財の特徴を

捉えるために 
山口 欧志 6月23日 第4回文化財方法論研究会 

21 
同上 国史跡黒川遺跡群を中心とした立山信仰

関連文化遺産のデジタル記録とその活用 
山口 欧志 6月15日 

2018年度日本海学研究グループ支

援事業 研究成果発表会 

22 
同上 

文化財のための三次元計測（中級編） 山口 欧志 6月22日 第4回文化財方法論研究会 

23 
同上 現場の写真から出土遺物の立体的位置関

係を復元する 
中村 亜希子 6月22日 第4回文化財方法論研究会 

24 
同上 

デジタル技術で結ぶ人と未来と文化財 山口 欧志  
奈良文化財研究所 第１２５回公

開講演会 

25 

同上 
史跡上市黒川遺跡群の三次元計測とその

活用 
山口 欧志 11月10日 

第19回黒川フェスティバル－中世

の里、黒川郷を行く－ 歴史講演

会 

26 

同上 
SfM-MVSと深度合成を組み合わせた種子圧

痕等の非破壊三次元計測 
山口 欧志 11月16日 

山梨県考古学協会2019  設立40周

年記念・臨時企画  技術で拓く文

化財研究 

27 

同上 
Metashapeによる3Dモデルの作成ー中級編

ー（遺物） 
山口 欧志 11月16日 

山梨県考古学協会2019  設立40周

年記念・臨時企画  技術で拓く文

化財研究 

28 
同上 

渤海国上京城遺跡出土塼の復元研究 中村 亜希子 12月1日 日本中国考古学会2019年度大会 

29 

同上 

七里壁と安波賀街道の記録と調査 
阿部 来・藤本 康司・山口 

欧志 
12月8日 

日本遺産調査研究講演会「石から

読み解く中世・近世のまちづく

り：笏谷石編」 

 

○文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 42件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
建造物の彩色に関す

る調査研究 

モンゴル匈奴時代Chikhertyn zoo遺跡出

土顔料の調査(Ⅰ) 

保存修復科学研究室アソシ

エイトフェロー 柳成煜 

ほか4名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

2 

同上 
モンゴルの壁画に用いられた顔料の分析

について 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか3名 

6月2日 日本文化財科学会第36回大会 

3 

同上 
モンゴル9世紀ウイグル帝国遺跡出土顔料

の研究(Ⅰ) 

保存修復科学研究室アソシ

エイトフェロー 柳成煜 

ほか2名 

8月29日 

2019 Daejeon International 

Symposium on Conservation of 

Cultural Heritage in East Asia 

4 

同上 テラヘルツ波イメージング技術を用いた

彩色文化財の界面調査（2）‐知恩寺所蔵

紙本金地著色天橋立図屏風の事例調査‐ 

保存修復科学研究室客員研

究員 金旻貞 
8月29日 

2019 Daejeon International 

Symposium on Conservation of 

Cultural Heritage in East Asia 

5 

同上 

テラヘルツ波イメージング技術を用いた

彩色文化財の海面調査（3）‐大覚寺所蔵

重要文化財障壁画事例調査‐ 

保存修復科学研究室客員研

究員 金旻貞 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか2名 

8月29日 

2019 Daejeon International 

Symposium on Conservation of 

Cultural Heritage in East Asia 

6 
考古遺物の保存処理

法に関する調査研究 

カラム実験による埋蔵時の鉄製遺物の腐

食機構に関する検討 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

7 

同上 

溶媒蒸発速度の制御による水浸出土木製

遺物の保存処理における薬剤含浸の効率

化（その１） 

保存修復科学研究室研究員 

松田和貴 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

8 

同上 
イメージ・プロセッシングソフトウェアを

用いた木簡情報分析(Ⅰ) 

保存修復科学研究室アソシ

エイトフェロー 柳成煜 

ほか1名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

9 

同上 
ポータブルXRFによる丹後地域における碧

玉製管玉の産地分析 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  ほか５名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

10 

同上 古代末～中世における境界領域のガラス

玉－北海道および鹿児島県喜界島出土ガ

ラス玉の産地と鉛同位体比分析－ 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  ほか１名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

11 

同上 
一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損文書の保存処

理Ⅰ-焼損温度と変形挙動の推定- 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか4名 

6月2日 日本文化財科学会第36回大会 

12 

同上 
一乗谷朝倉氏遺跡出土焼損文書の保存処

理Ⅱ-医書写本『湯液本草』の安定化処理- 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 

6月2日 日本文化財科学会第36回大会 

13 

同上 
水中遺跡出土遺物の保存処理法 -鷹島海

底遺跡出土遺物を中心に- 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか7名 

6月14日 水中考古学公開セミナー 

14 
同上 出土木製品の恒久的な保存と一時的な保

管 

保存修復科学研究室研究員 

松田和貴 
6月15日 

奈良文化財研究所第124回公開講

演会 

15 

同上 

Distribution of products and transfer 

of bead-making technology of potash 

glass 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  

保存修復科学研究室客員研

究員 大賀克彦 

6月18日 

The 3rd SEAMEO SPAFA 

International Conference on 

Southeast Asian Archaeology 

(SPAFACON2019) 

Bangkok, Thailand 

16 

同上 
木簡の定量的解析を用いたデジタルコン

テンツ化の基礎研究 

保存修復科学研究室アソシ

エイトフェロー 柳成煜 

ほか1名 

8月29日 

2020 Daejeon International 

Symposium on Conservation of 

Cultural Heritage in East Asia 

17 

同上 
モンゴル匈奴墓出土ガラス玉類の考古科

学的研究 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  ほか４名 

8月30日 
2019東アジア文化遺産保存国際シ

ンポジウムin大田 

18 

同上 

未定Ｃ群製管玉からみた朝鮮半島と日本

列島 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  

保存修復科学研究室客員研

究員 大賀克彦 ほか３名 

8月30日 
2019東アジア文化遺産保存国際シ

ンポジウムin大田 

19 

同上 

Effect of reburial conditions on the 

corrosion of marine iron artifacts 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 

保存修復科学研究室研究員 

松田和貴 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか1名 

9月2日 

The interim meeting of the 

ICOM-CC Metal working group 

2019 

20 

同上 

海底遺跡における銅製文化財の腐食が抑

制される埋め戻し法の検討 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 

保存修復科学研究室研究員 

松田和貴 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか1名 

10月19日 日本銅学会第59回講演大会 

21 

同上 

Ancient glass beads excavated in Japan 

and along the Silk Road 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  

11月9日 

Silk Roads: Archaeology, 

Museums and Heritage science, 

University of Nottingham, 

Ningbo, China 

22 

同上 

日本出土ガラス玉類の起源と交易ルート 

考古第一研究室研究員（保

存修復科学研究室兼任）田

村朋美  

11月27日 
International Symposium of 

'Wold of Ancient Glass' 

23 

遺構の安定した保存

のための維持管理方

法に関する調査研究 

X線照射による大分市高瀬石仏で採取され

た凝灰岩の水分拡散係数の測定 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほか３

名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

24 

同上 

乾湿風化による軟岩性石造文化財の劣化

メカニズムの検討 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか1名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

25 

同上 

元町石仏における脱塩を用いた塩類風化

抑制手法に関する研究 －セロファンで

遮られたNaCl溶液の半透性と浸透性の測

定ー 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか３名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

26 

同上 

日本における文化遺産の防災 

Disaster Mitingation Sistem for 

Cultural Heritages in Japan 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 

保存修復科学研究室アソシ

エイトフェロー 中島志保 

6月15日 
第三届建築遺産保護技術国際検討

会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

27 

同上 

大分市高瀬石仏の保存環境分析と対策の

評価 その３）X線照射による凝灰岩の吸

水速度の測定 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほか３

名 

6月23日 日本建築学会近畿支部発表会  

28 

同上 

浸透現象の物理的メカニズムと建築材料

中の溶液移動に及ぼす影響に関する考察 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほか１

名 

6月23日 日本建築学会近畿支部発表会  

29 

同上 

大分市高瀬石仏の保存環境分析と対策の

評価 その３）X線照射による凝灰岩の吸

水速度の測定 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほか３

名 

9月3日 2019年日本建築学会大会 

30 

同上 

浸透現象の物理的メカニズムと建築材料

中の溶液移動に及ぼす影響に関する考察 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほか１

名 

9月3日 2019年日本建築学会大会 

31 

同上 

模擬古墳から検討した埋蔵環境下におけ

る遺物保存に関する研究 （その６）石室

及び周辺地盤内酸素、二酸化炭素濃度変動

の把握と数値解析 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 ほか２名 

9月3日 2019年日本建築学会大会 

32 
同上 一軸圧縮下における凝灰岩のX線CTと

Digital Volume Correlation 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほ４名 
9月3日 2019年日本建築学会大会 

33 

同上 熊本地震における被災歴史的建造物復旧

支援の取り組み -建築工会の活動を通じ

て- 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 

11月19日 
文化財防災ネットワーク推進事業

セミナー 

34 

同上 
Conservation of Takase stone Buddhas, 

Oita, Japan –  evaluation of 

countermeasures based on field survey 

and numerical approach 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 ほか３

名 

12月3日 

2019 international symposium 

on Dazu Studies and the 20th 

anniversary celebration of the 

Dazu Rock Carvings inscribed 

into the World Heritage List 

35 

高松塚古墳、キトラ古

墳の恒久的保存に関

する調査研究 

モンゴルのショロン・ボンバガル古墳の環

境調査、モニタリングについて 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか2名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

36 
古墳壁画の恒久的保

存に関する調査研究 

モンゴルのショロン・ボンバガル古墳の環

境調査、モニタリングについて 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか2名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

37 同上 

模擬古墳から検討した埋蔵環境下におけ

る遺物保存に関する研究（その6）石室及

び周辺地盤内酸素、二酸化炭素濃度を数値

解析による再現 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか３名 

6月1日 日本文化財科学会第36回大会 

38 

同上 

慶陵東陵の西壁面人物図のイメージング

分析法による劣化損傷の評価 

保存修復科学研究室客員研

究員 金旻貞 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 ほか3名 

6月2日 日本文化財科学会第36回大会 

39 

同上 

模擬古墳から検討した埋蔵環境下におけ

る遺物保存に関する研究（その6）石室及

び周辺地盤内酸素、二酸化炭素濃度を数値

解析による再現 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 ほか３名 

6月22日 日本建築学会近畿支部発表会  

40 

同上 

模擬古墳から検討した埋蔵環境下におけ

る遺物保存に関する研究 （その5）4年間

の測定結果による石室内環境の把握と数

値解析による石室内温湿度の再現 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

保存修復科学研究室研究員 

柳田明進 ほか３名 

9月4日 2019年日本建築学会大会 

41 
同上 文化財の調査・保存・活用に関する取り組

み 

保存修復科学研究室アソシ

エイトフェロー 中田愛乃 
11月23日 東京都市大学 キャリアデザイン 

42 

同上 

Environmental design of protection 

facility of decorated ancient tombs 

for condensation control 

埋蔵文化財センター主任研

究員 脇谷草一郎 

保存修復科学研究室客員研

究員 小椋大輔 

埋蔵文化財センター長・保

存修復科学研究室長 高妻

洋成 

12月3日 

2019 international symposium 

on Dazu Studies and the 20th 

anniversary celebration of the 

Dazu Rock Carvings inscribed 

into the World Heritage List 
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 (3）文化遺産保護に関する国際協働 6件 
○文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 6件 

 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 

西アジア・中央アジ

ア諸国等における文

化財修復保存協力事

業 

北朝期の葬具から見た6世紀のソグド人 
国際遺跡研究室アソシエイト

フェロー 影山悦子 
5月18日 第64回国際東方学者会議 

2 
文化財保護に関する

国際協力の推進 
14世紀－16世紀王都に関する調査報告 

国際遺跡研究室専門職 佐藤

由似 
7月27日 東南アジア古代史研究会 

3 同上 

The first Theravada Buddhist temple 

at Angkor?  

Restoration of Western Prasat Top  

国際遺跡研究室専門職 佐藤

由似 
10月24日 

フリンダース大学考古学科研究

セミナー 

4 同上 

Preliminary Report of the Research 

and Restoration Project of Western 

Prasat Top 

国際遺跡研究室専門職 佐藤

由似 
12月10日 

第33回アンコール国際技術調整

委員会 

5 同上 

Emerging Archaeo-chemical Evidences 

of Pottery Use from Terminal 

Pleistocene to Early Holocene East 

Asia 

国際遺跡研究室長 庄田慎矢 8月9日 
ラ・トローブ大学考古学セミナ

ー 

6 同上 
Biomarker and Isotopic Approach for 

the Detection of Cereal Cooking 
国際遺跡研究室長 庄田慎矢 12月17日 

International Symposium of 

Palaeoethnobotanical 

Discoveries and Studies on 

the Tibetan Plateau and 

Surrounding Areas 

 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用 4件 

○文化財情報基盤の整備・充実 4件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
文化財に関するデー

タベースの充実 

Prospects and Potential for the 

National Digital Repository of 

Archaeological Site Reports 

企画調整部研究員 高田 祐

一 
4月26日 

46th annual conference of 

Computer Application and 

Quantitative Methods in 

Archaeology 

2 同上 
デジタル技術を活用した発掘調査報告書

のアクセス性向上の試行 

企画調整部研究員 高田 祐

一 
5月19日 

日本考古学協会第８５回（2019

年度）総会 

3 同上 発掘調査報告書のデータ量を推計する 
企画調整部研究員 高田 祐

一 
6月22日 文化財方法論研究会 

4 同上 考古学デジタルデータの課題と可能性 
企画調整部研究員 高田 祐

一 
9月10日 

考古学・文化財データサイエン

ス研究集会「考古学ビッグデー

タの可能性と世界的潮流」 

 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 0件 

 

【文化財防災ネットワーク推進本部】 9件 
 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

1 
文化財等の防災・救

援等への寄与 
展示用支持具の効果および機能と課題 

文化財防災ネットワーク推進

室員（東京国立博物館 学芸

研究部保存修復課環境保存室

長） 和田浩 

6月30日 日本展示学会第38回研究大会 

2 同上 文化遺産の防災について 
文化財防災ネットワーク推進

室長 岡田健 
8月25日 

JIA文化財修復塾 近畿支部 現

地講習1 

3 同上 

中国・四国地方における地域文化財防災

体制と文化財防災ネットワーク推進事業

との連携について 

文化財防災ネットワーク推進

室長 岡田健 

文化財防災ネットワーク推進

室アソシエイトフェロー 

中島志保 

8月30日 
平成31年度全文協中国・四国ブ

ロック文化行政主管課長会議 

4 同上 
歴史的建造物に付属する動産文化遺産の

価値 

文化財防災ネットワーク推進

室長 岡田健 
9月11日 

立命館大学ユネスコ・チェア「文

化遺産と危機管理」国際研修 

5 同上 
博物館・美術館の収蔵庫における照明計

画の現状-安全対策としての視点から- 

文化財防災ネットワーク推進

室アソシエイトフェロー  

黄川田翔 

9月12日 第52回照明学会全国大会 

6 同上 京都国立博物館の防災 

文化財防災ネットワーク推進

室アソシエイトフェロー  

中屋菜緒 

9月16日 
立命館大学ユネスコ・チェア「文

化遺産と危機管理」国際研修 

7 同上 
文化財建造物及び美術工芸品保存施設の

防災について 

文化財防災ネットワーク推進

室員（奈良国立博物館 学芸

部保存修理指導室長） 

鳥越俊行 

11月14日 
愛知県文化財建造物担当者課題

研修会 
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 研究テーマ 発表テーマ 発表者（職名・名前） 実施日 学会等名 

8 同上 災害時の文化財レスキューについて 

文化財防災ネットワーク推進

室員（奈良国立博物館 学芸

部保存修理指導室長） 

鳥越俊行 

11月27日 三重県文化財講習会 

9 同上 
文化財防災ネットワーク推進事業につい

て 

文化財防災ネットワーク推進

室アソシエイトフェロー  

黄川田翔 

12月18日 
令和元年度茨城県博物館協会研

修会 
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c-⑥ 調査研究刊行物一覧 
令和2年3月31日現在 

【東京国立博物館】 
○調査研究刊行物  4件

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 「MUSEUM」679号～684号 各1,900 
美術館・博物館・大学・研究所等 2,988件

(各498件×6) 

2 「東京国立博物館紀要」55号 700 美術館・博物館・大学・研究所等  352件 

3 「東京国立博物館文化財修理報告」XX 600 美術館・博物館・大学・研究所等  152件 

4 「法隆寺献納宝物特別調査概報」XL 文王呂尚・商山四晧図屏風 2 600 美術館・博物館・大学・研究所等   95件 

○展覧会図録等  23件
刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 

特別展図録 

特別展『美を紡ぐ 日本美術の名品―雪舟、永徳から光琳、北斎まで―』 ― ― 

2 特別企画『奈良大和四寺のみほとけ』 ― ― 

3 日中文化交流協定締結40周年記念  特別展『三国志』 ― ― 

4 住友財団修復助成30年記念 特別企画『文化財よ、永遠に』 ― ― 

5 御即位記念特別展『正倉院の世界―皇室がまもり伝えた美―』 ― ― 

6 特別展『人、神、自然 ―ザ・アール・サーニ・コレクションの名品が語る古代世界―』 ― ― 

7 日本書紀成立1300年 特別展『出雲と大和』 ― ― 

8 特別展『法隆寺金堂壁画と百済観音』 ― ― 

9 特別公開『高御座と御帳台』（東京国立博物館版、京都御所版） ― ― 

10 特集陳列 『博物館でアジアの旅 LOVEラブアジア』 2,000 美術館・博物館・大学・研究所等 

11 

特集陳列 

そのほか 

『平家納経模本の世界─益田本と大倉本─』 2,000 美術館・博物館・大学・研究所等 

12 『伝説の面打たち』 2,000 美術館・博物館・大学・研究所等 

13 『朝鮮王朝の宮廷文化』 2,000 美術館・博物館・大学・研究所等 

14 「親と子のギャラリー ツノのある動物」リーフレット 5,000 

15 「やちむん―沖縄のやきもの」リーフレット 5,000 

16 「文化財よ、永遠に 仏像修復の現場から」リーフレット 55,000 

17 「近世日本と外国文化」リーフレット 5,000 

18 「天皇陛下と宮中儀礼」リーフレット 5,000 

19 「物館に初もうで  子・鼠・ねずみ」リーフレット 10,000 

20 「前川家伝来の雛飾り―華麗なる江戸の極小雛道具」リーフレット 3,000 

21 「東京国立博物館コレクションの保存と修理」リーフレット 8,000 

22 『東京国立博物館セレクション 小袖』日本語、英語 
日本語版4,000 

英語版2,000 
美術館・博物館・大学・研究所等 

23 そのほか 『東京国立博物館ハンドブック』 日本語、英語（改訂版） 
日本語版2,000 

英語版2,000 

※東京国立博物館ニュースの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

【京都国立博物館】 
○調査研究刊行物   4件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 研究紀要『学叢』第41号 800 美術館・博物館・大学等 

2 『文化財保存修理所 修理報告書』17 450 
美術館・博物館・図書館・大学・研究機関・

教育委員会等 

3 
科学研究費補助金［基盤研究（A）］報告書『河内地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究

<金剛寺編>』 
600 大学・図書館・研究機関等 

4 
科学研究費補助金［基盤研究（A）］報告書『河内地域の仏教文化と歴史に関する総合的研究

<歓心寺編>』 
600 大学・図書館・研究機関等 

○展覧会図録等  3件
刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『時宗二祖上人七百年御遠忌記念 特別展「国宝 一遍聖絵と時宗の名宝」』 ― 美術館・博物館・大学等 

2 『特別展「流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」』 ― 同上 

3 『京都国立博物館寄託の名宝 -美を守り、美を伝える-』 8,000 同上 

※博物館だより、Newsletterの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

【奈良国立博物館】 
.○調査研究刊行物   3件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 奈良国立博物館研究紀要「鹿園雑集」第21号 700 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2 
奈良国立博物館 文化財保存修理所 修理報告書 第1号 600 美術館・博物館・大学・研究機関等・教育委

員会等 

3 信貴山朝護孫子寺蔵 国宝 信貴山縁起絵巻 調査研究報告書－研究・資料編－ 500 美術館・博物館・大学・研究機関等 
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○展覧会図録  9件
刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 

特別展 

特別展『国宝の殿堂 藤田美術館展 曜変天目茶碗と仏教美術のきらめ

き』 
11,460 

美術館・博物館・大学・研究機関等 

2 『御即位記念 第71回正倉院展』 4,500 美術館・博物館・大学・研究機関等

3 
『In Commemoration of the Enthronement: The 71th Annual Exhibition of 

Shōsō-in Treasures』 
2,900 

美術館・博物館・大学・研究機関等 

4 特別展『毘沙門天―北方鎮護のカミ―』 6,200 美術館・博物館・大学・研究機関等 
5 

特別陳列 

わくわくびじゅつギャラリー『いのりの世界のどうぶつえん』 2,800 美術館・博物館・大学・研究機関等 

6 特別陳列『法徳寺の仏像 ―近代を旅した仏たち―』 2,300 美術館・博物館・大学・研究機関等 

7 
特別陳列『おん祭と春日信仰の美術―特集 春日大社にまつわる絵師た

ち―』 
1,350 

美術館・博物館・大学・研究機関等 

8 
特別陳列『重要文化財 法隆寺金堂壁画写真ガラス原板 ―文化財写真

の軌跡―』 
2,500 

美術館・博物館・大学・研究機関等 

9 特別陳列『お水取り』 5,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

※博物館だよりの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

【九州国立博物館】 
調査研究刊行物  2件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 九州国立博物館紀要『東風西声』 第15号 950 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2 九州国立博物館 文化財修復報告 第２号（平成18年度～平成20年度） 750 
文化財所有者・博物館・行政機関・研究機

関等 

○展覧会図録等  9件

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 
特別展 京都 大報恩寺 快慶・定慶のみほとけ 1,347 美術館・博物館・大学・研究機関等 

2 室町将軍－戦乱と美の足利十五代－ 1,577 美術館・博物館・大学・研究機関等 

3 日中文化交流協定締結40周年記念 三国志 1,378 美術館・博物館・大学・研究機関等 

4 
ルネ・ユイグのまなざし フランス絵画の昇華 大様式の形成

と変容 
1,290 美術館・博物館・大学・研究機関等 

5 
特集展示等 館蔵名品展「更紗 生命の花咲く布」 1,400 美術館・博物館・大学・研究機関等 

6 住友財団修復助成30年記念 文化財よ永遠に 1,600 美術館・博物館・大学・研究機関等 

7 版経東漸～対馬がつなぐ仏の教え～ 1,500 美術館・博物館・大学・研究機関等 

8 縄文王国やまなし 4,000 美術館・博物館・大学・研究機関等 

9 
刀剣ことはじめ 刀剣ワールド財団と九博の名刀 国宝・重要

文化財にまなぶ刀剣入門 
15,000 展示室内で配布 

※アジアージュの発行数については「1-(3)-②-6 広報刊行物一覧」参照 

【東京文化財研究所】 
○調査研究刊行物

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究  3件 
・有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 0件 

・無形文化財、無形民俗文化財等に関する調査及び研究 3件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 パンフレット「日本の芸能を支える技Ⅴ調べ緒 山下雄治」 300 
実演家、楽器製作者、大学・研究機関・教

育委員会・図書館等 

2 目録「もう一つの及川コレクション―及川尊雄氏収集紙媒体資料―」 300 大学・研究機関・図書館等 

3 船大工那須清一と鵜舟を造る 300 大学・研究機関・図書館等 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  6 件 
・文化財の調査手法に関する研究開発の推進 1件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『春日権現験記絵巻七・巻八 光学調査報告書』 500 大学・研究機関、図書館等 
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・文化財の保存修復及び保存技術等に関する調査研究 5件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『国宝日月四季山水図 光学調査報告書』 400 博物館・美術館、県立図書館他 

2 
『国宝高松塚古墳壁画恒久保存対策事業報告書2 特別史跡高松塚古墳生物調査報告―高

松塚古墳石室解体事業にともなう生物調査―』、598p、同成社、19.9.30 

3 「文化財修復の現状と諸問題に関する研究会」報告書 500 博物館・美術館、大学図書館他 

4 『コンクリート造構造物の保存と修復』 600 博物館・美術館、大学図書館他 

5 『国際シンポジウム「台湾における近代文化遺産活用の最前線」報告書』 600 博物館・美術館、大学図書館他 

(3）文化遺産保護に関する国際協働  24 件 
・文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進 24件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『各国の文化財保護法例シリーズ［24］中国』 300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

2 『世界遺産研究協議会 遺産影響評価とは何か』 200 大学・研究機関・教育委員会等 

3 『遺産影響評価のための世界遺産と開発事案等の関係に関する基礎調査』 － 委託者に提出 

4 アルメニアにおける染織文化遺産保存修復ワークショップ2017-2019 110 関係団体（国内、アルメニア）等 

5 『東南アジア諸国等文化遺産保存修復協力 令和元年度成果報告書』 50 外部評価委員会、所内 

6 
『Technical Cooperation Project for the Conservation and Sustainabe Development of Ta 

Nei Temple, Angkor -Progress Report of 2019-』 

260 大学、研究機関、関係団体（国内、カンボジ

ア）等 

7 『大陸部東南アジアにおける木造建築技術の発達と相互関係』 20 外部評価委員会 

8 
The Silk Road Friendship Project: Training Workshop for the Research Planning for 

Reconstruction of Damaged Historic Cities and Buildings, 2019 

10 関係団体（国内、シリア） 

9 
Capacity Development Project Improvement for the Conservation and Management 

Systems of Wall Paintings in the Republic of Turkey 
30 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

10 
Capacity Building Report -Mission Nº5-; study, risk assessment and intervention proposal of 

the wall paintings decorating the southern wall of Lokahteikpan 
30 同上 

11 旧和宇慶家墓の保存に向けた調査研究令和元年度成果報告書 60 同上 

12 平成27年度 在外日本古美術品保存修復協力事業 般若図 No.2015-5 修復報告 300 博物館・大学・研究機関・図書館等 

13 『シンポジウム「文化遺産の意図的な破壊―人はなぜ本を焼くのか―」報告書』 300 大学・研究機関・図書館等 

14 
『第25回文化遺産国際協力コンソーシアム研究会「文化遺産保護の国際動向―世界文化遺

産・無形文化遺産・水中文化遺産―」報告書』 
300 大学・研究機関・図書館等 

15 
『第26回文化遺産国際協力コンソーシアム研究会「文化遺産とSDGsⅡ―世界では、いま何

が語られているのか―」報告書』 
300 大学・研究機関・図書館等 

16 『文化遺産国際協力コンソーシアム令和元年度国際協力調査（インドネシア）報告書』 300 大学・研究機関・図書館等 

17 
ブータン王国の歴史的建造物保存活用に関する拠点交流事業―保存候補民家の修理計画

及び保存活用計画検討―文化遺産としての民家の価値評価手法の検討－ 
100 研究機関、関係団体（国内） 

18 

Networking Core Centres for International Cooperation on Conservation of Cultural Heritage 

Project: Conservation and Utilisation of Historic Buildings in Bhutan―Examination of 

Restoration Plan and Utilisation Plan of Farmhouses―Examination of Value Evaluation of 

Farmhouses as Cultural Heritage― 

100 関係団体（ブータン） 

19 ネパールの被災文化遺産保護に関する技術的支援事業総括報告書 150 大学・研究機関・図書館等 

20 
Investigation Report and Proposal of Rehabilitation Plan for the Aganchen Temple and 

Associated Buildings, Hanumandhoka Durbar Square, Kathmandu 
100 関係機関、関係団体（国内、ネパール） 

21 
Rehabilitation Plan for the Southwest Corner of the Mohan Chok, Hanumandhoka Durbar 

Square, Kathmandu 
30 関係団体（国内、ネパール） 

22 Khokana, the vernacular village and its mustard-oil seed industrial heritage, Survey Report 100 関係機関、関係団体（国内、ネパール） 

23 
Proceedings, The Second Mayors' Forum on Conservation of Historic Settlements in 

Kathmandu and Kavre Valleys 
500 大学・研究機関・図書館等 

24 
Proceedings, The Third Mayors' Forum on Conservation of Historic Settlements in 

Kathmandu and Kavre Valleys 
300 大学・研究機関・図書館等 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用  12 件 
・調査研究成果の発信 12件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『東京文化財研究所年報』2018年度版 400 博物館・美術館・大学・研究機関等 

2 『東京文化財研究所概要』2019年度版 2,700 博物館・美術館・大学・研究機関等 

3 『東文研ニュース』70号 1,600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

4 『東文研ニュース』71号 1,600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

5 『東文研ニュース』72号 1,600 博物館・美術館・大学・研究機関等 

6 『平成30年版 日本美術年鑑』 600 大学・研究機関、図書館等 

7 『美術研究』428号 400 大学・研究機関、図書館等 

8 『美術研究』429号 400 大学・研究機関、図書館等 

9 『美術研究』430号 400 大学・研究機関、図書館等 

10 『無形文化遺産研究報告』第14号 500 博物館・美術館・大学・研究機関等 

11 『第14回無形民俗文化財研究協議会報告書』 500 博物館・美術館・大学・研究機関等 

12 『保存科学』59号 650 博物館・美術館・図書館・大学・研究機関等 
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【奈良文化財研究所】 
○調査研究刊行物

（1）新たな知見の開拓につながる基礎的・探求的な調査研究  11件 
・有形文化財、伝統的建造物群に関する調査研究 2件 

刊  行  物  名 発行部数 配   布  先 

1 仁和寺史料 古文書編2 600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

2 湯浅町重要建造物調査報告書 300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

・記念物、文化的景観、埋蔵文化財に関する調査研究 9件 

刊  行  物  名 発行部数 配   布  先 

1 『風景の足跡―考古学からの文化的景観再考』文化的景観研究集会（第 10回）報告書 500 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

2 庭園文化の近世的展開 令和元年度庭園の歴史に関する研究会 報告書 300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

3 史跡等の保存活用計画 300 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

4 「Ⅲ平城宮跡等の調査概要」『奈良文化財研究所紀要 2019』 3000 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

5 
『東アジア考古学論叢Ⅱ―遼西地域の東晋十六国期都城文化の研究―』(奈良文化財研

究所学報第 98冊) 

700 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

6 
『第 22 回古代官衙・集落研究会報告書 官衙・集落と大甕』（奈良文化財研究所研究

報告 23） 

600 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

7 『第 23回古代官衙・集落研究会 灯明皿と官衙・集落・寺院 研究報告資料』 250 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

8 「第 20回シンポジウム 鴟尾・鬼瓦の展開Ⅰ －鴟尾－」 400 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

9 「古代瓦研究Ⅸ 一本づくり・一枚づくりの展開 東日本編」 850 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

(2）科学技術を応用した研究開発の進展等に向けた基盤的な研究  0件 

(3）文化遺産保護に関する国際協働  1件
・文化遺産保護に関する国際協働の総合的な推進調査研究 1件 

刊  行  物  名 発行部数 配   布  先 

1 
『平成 28-30年度文化庁委託文化遺産国際協力拠点交流事業：ミャンマーにおける発

掘調査法・遺物研究法等の考古技術移転を目的とした拠点交流事業報告書』 
400 

文化庁・大学・研究機関・教育委員会・

図書館等 

(4）文化財に関する情報資料の収集・整備及び調査研究成果の公開・活用  20件 
・文化財情報基盤の整備・充実 0件 

・調査研究成果の発信 10件 

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『奈良文化財研究所概要』2019 3000 大学・研究機関・図書館等 

2 『奈良文化財研究所紀要』2019 3000 大学・研究機関・図書館等 

3 『奈文研ニュース』No.73～76 各3000 大学・研究機関 

4 『埋蔵文化財ニュース』No.178～181 各3000 大学・研究機関・博物館等 

・展示公開施設の充実 10件 

刊  行  物  名 発行部数 配   布  先 

1 夏期企画展リーフレット『ならのみやこのしょくぶつえん』(日本語版） 5000 平城宮跡資料館参観者 

2 夏期企画展リーフレット『ならのみやこのしょくぶつえん』(英語版） 100 平城宮跡資料館参観者 

3 夏期企画展リーフレット『ならのみやこのしょくぶつえん』(中国語版） 100 平城宮跡資料館参観者 

4 夏期企画展リーフレット『ならのみやこのしょくぶつえん』(韓国語版） 100 平城宮跡資料館参観者 

5 秋期特別展リーフレット『地下の正倉院展―年号と木簡ー』 8000 販売 

6 冬期企画展リーフレット『発掘された平城 2019』 4000 平城宮跡資料館参観者 

7 飛鳥資料館図録第71冊『骨ものがたり－環境考古学研究室のおしごと』 2800 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

8 飛鳥資料館図録第72冊『飛鳥－自然と人と－』 2000 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

9 飛鳥資料館カタログ第36冊『飛鳥の考古学2019』 1800 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

10 飛鳥資料館図録第23冊『骨ものがたり－環境考古学研究室のおしごと 展覧会報告』 1200 大学・研究機関・教育委員会・図書館等 

【アジア太平洋無形文化遺産研究センター】 
○調査研究刊行物  8件

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 『IRCI概要2019(日本語版)』 
600 

データ版でも公開 
ユネスコ関係、研究協力依頼機関等 

2 『IRCI概要2019(英語版)』 
1000 

データ版でも公開 
ユネスコ関係、研究協力依頼機関等 

3 
『Multi-Disciplinary Study on Intangible Cultural Heritage’s Contribution to Sustainable 

Development Focusing on Education』 

350 

データ版でも公開 
フィリピンのSLT（ノンフォーマル教育施設） 

4 
『Guidelines for Intangible Cultural Heritage Education in Vietnamese Schools Towards 

Sustainable Development Goals(Vietnamese)』 

155 

データ版でも公開 
ベトナムの教育施設 

5 『アジアのカテゴリー2センター（IRCI、ICHCAP、CRIHAP）共同リーフレット』 600 
第14回無形文化遺産保護条約政府間委員会

参加者 

6 
国際研究者フォーラム「無形文化遺産研究の展望―持続可能な社会にむけて」プロシーディ

ングス 

500 

データ版でも公開 
ユネスコ関係、研究協力依頼機関等 

7 
「無形文化遺産のSDGsへの貢献」事業におけるフィリピンのノンフォーマル教育向けガイドラ

イン(英語)（第二版） 
450 

フィリピンのSLT（ノンフォーマル教育施設） 

8 
「無形文化遺産のSDGsへの貢献」事業におけるベトナムのフォーマル教育向けガイドライン

(ベトナム語)（第二版） 
160 

ベトナムの教育施設 
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【文化財防災ネットワーク推進本部】 
○調査研究刊行物  8件

刊  行  物  名 発行部数 配  布  先 

1 
『都道府県および指定都市地域防災計画における文化財等の保全に関する記載一覧および

抜粋』 
80 

47都道府県・政令指定都市文化財所管部局な

ど関係機関 

2 文化財防災ネットワーク推進事業パンフレット（英語版）_更新版 1,000 
推進会議参画団体、有識者会議、47都道府県

など関係機関 

3 2018年度 文化財防災ネットワーク推進事業シンポジウム 報告書 1,000 
講演者、推進会議参画団体、有識者会議、47

都道府県など関係機関 

4 2019年度 文化遺産防災ネットワーク有識者会議 記録集 500 推進会議参画団体、有識者会議など関係機関 

5 文化財防災マニュアル 被災自然史標本の処置例と減災対策（DVD） 500 未配布 

6 文化財防災マニュアル 被災自然史標本の処置例と減災対策（ハンドブック） 1,000 未配布 

7 「長板中形－松原伸夫の技－」パンフレット 1,000 自宅待機のため未確認(東文研) 

8 阿波ばん茶 徳島県 上勝町 那賀町（DVD） 500 自宅待機のため未確認(東文研) 
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