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大学教育と博物館

はじめに──本報告の背景と目的

　今般，博物館法施行規則が改正され，2012年度入
学生から施行される運びとなっている。これに伴い，
学芸員資格取得に必要な博物館に関する科目を拡充す
ることが課題となっている。
　名古屋大学文学部内に設けられた「学位プログラム
検討ワーキンググループ」では，学芸員養成課程委員
会として筆者がメンバーに加わり，この問題について
も議論を行ってきた。その過程では，単にカリキュラ
ムをどのように変更するか，という制度的検討にとど
まらず，広く学芸員養成のあり方をいかにすべきか，
大学教育と博物館の関係をいかにすべきか，という観
点からも検討を進めている。
　今回は，その検討を踏まえ，筆者個人の立場とし
て，名古屋大学における学芸員養成課程のあり方に関
する中間的な報告を行いたい。「中間的」としたのは，
新学芸員養成課程が始まって一定の期間が経った段階
で，再度総括する必要があると考えるためである。
　なお，ワーキンググループでは，この問題を検討す
るための材料を収集すべく，羽賀祥二研究科長と筆者
が，近隣の公立博物館等の職員にインタビューを行
い，博物館の現状と課題，求められる学芸員のあり方
についての意見を聴取した1）。また，筆者が自治体の
文化財関係職員に対する研修の講師として招かれた
際2），受講された埋蔵文化財調査員，学芸員の方々と
非公式に意見交換する機会があった。このほか，筆者
が個人的に私立美術館元学芸員と議論をする機会を持
った。そのほか，第29回教育研究推進室ワークショ
ップにおける舘野和己氏の報告3）は，本報告と大いに
関係しており，示唆を受けることが多かった。本報告
は，それらの成果の一部を盛り込むとともに，筆者自
身が文化財関係機関に在職し4），展示の実務を行った
経験5）を踏まえている。ただし，筆者の専門領域が日
本古代の文献史学であるため，それに偏った側面があ
り，考古学，美術史学などの場合では当然のことが
ら，あるいはなじまない部分があるということは了承

されたい。

第１節　学芸員養成課程の目的

　現在，学芸員養成課程の科目を受講する学生は多数
にのぼる。例えば，名古屋大学文学部の「博物館概
論」受講者は年に100名をわずかに下回るという多人
数であり，受講学生の専門分野は日本史学，考古学，
美術史学に限らない広範囲にわたる。しかしながら，
博物館等への就職者数を見ると，さらに大学院へ進学
した上で，年間１～２名でしかない。90％以上の学生
は，せっかく博物館に関する科目を受講しても，結果
として進路に結びついていない。
　それでは，なぜ学芸員養成課程を維持する必要があ
るのだろうかという疑問が当然生ずる。しかしなが
ら，博物館が行っている社会教育の現状を考えると，
大学で博物館関係科目を履修した学生が社会に出るこ
とは大きな意味を持っていると考えられる。
　博物館法によれば，博物館は社会教育法の理念に基
づいて，国民の教育，学術及び文化の発展に寄与する
こととなっている。具体的には，歴史，芸術，民俗，
産業，自然科学等に関する資料を収集・保管・展示し
て教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し，あわせて
博物館資料の調査研究を行うことを目的とし，さらに
地域にある文化財の価値について啓発する機能も担っ
ている。大学教育において学芸員養成課程を置くとい
うことは，単に博物館への就職者を生み出すだけでは
なく，こうした博物館の機能，博物館資料や文化財の
価値，学芸員の職務等々について理解する人材を社会
に送り出す，という役割を担っていることにもなる。
以下，具体的に検討してみよう。
①一般の社会人として

　卒業後，博物館に理解のある学生が一般の社会人と
なった場合，直接的には博物館への来館者となっても
らえる可能性が高まる。博物館に限らず，公的施設
は，近年市場化の波にさらされ，端的には入館者の増
減が評価を左右することになっている。かかる状況の
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中で，博物館の活動に関心を持ち，利用する可能性の
ある社会人を育てることは，大学の役割の一つであろ
う。なお，博物館の中では，資料の保存の観点から，
一定のマナーが求められるが，博物館来館者が大衆化
する中で，その部分が問題となるケースも存在する。
大学としては，そういった側面でも学生の理解を深
め，社会に送り出す責任があろう。
　また，自分自身は利用しなくても（あるいは歴史系
博物館は利用しても美術館は利用しない，その逆，な
ど），博物館の存在意義を理解している有権者・納税
者が多数生み出されるのは，特に公立館にとって望ま
しいことと思われる6）。逆に，公立館は自らの説明責
任を果たすために，広報普及活動に力を入れているの
は当然のことであるが，受けた説明をきちんと理解し
て判断する能力を持った人材を養成することは大学に
限らず学校教育の責任である。
②学校教員として

　次に，これに関連して，初等中等教育との関わりに
ついて検討する。文学部の場合，専門を生かせる進路
として，学校の教員が挙げられる。近年，「博学連携」
として，博物館と学校教育の連携が志向されている。
また，高等学校地歴科の学習指導要領でも博物館の活
用は積極的に謳われている。しかし，博物館学芸員が
生徒に理解してもらえる展示をつくるスキルを持た
ず，学校教員が展示を理解して生徒に伝えるスキルを
持っていないことが課題となっている。
　博物館によっては，学校から指導主事クラスの人材
をスタッフとして迎え，両者の橋渡しをするという取
り組みを行っている場合もあるが，さらに広く（社会
科見学を引率するのは地歴科の教員に限らない），現
場の教員が博物館展示を理解して教育に活用できるよ
うになることが望ましい。これを実現するために，大
学教育において，学芸員養成と教員養成を，合わせて
行うことには重要な意味があると考える。このことを

通じて，大学の卒業生に限らず，広く中学，高校の生
徒に対しても博物館や文化財の重要性を伝えていくこ
とができると思われる。
③地域の研究グループとして

　以上のような取り組みを通じて，博物館や文化財に
理解のある人材が社会に増えていけば，中にはより積
極的に，地域住民の中における歴史・自然等の研究グ
ループに参加する人も増えると思われる。もちろん，
現状でも，このようなグループは多数存在し，多くの
人々が参加している。住民グループの活動成果を見る
機会がしばしばあるが，参加者の学習・研究に対する
意欲が非常に高く，敬服する場合がある一方で，資料
や文化財の取り扱いや保存・展示について専門的技能
が必要であることに理解がなく，極端な場合，資料を
傷めているケースに接することもある。文化財を後世
に伝えていくためには，一般の人々がその価値を認識
するだけではなく，その保存についても理解をもつ必
要があろう。学芸員としての技能を大学で修得した人
材が地域のグループに加わることがあれば，一定水準
の取り扱いは担保されるであろうし，必要であれば専
門家の助力を仰ぐという判断をすることもできるであ
ろう。また，これまで見落とされてきた地域資料の価
値が再発見され，保存につながる可能性が高まるであ
ろう。
　さらに，日常的な文化財保護の取り組みだけではな
く，大規模な災害への対応も重要である。今般の震災
では，多くの人命が失われ，莫大な物的損害も生じ
た。もちろん，最優先で守るべきは人命であるが，災
害の後も生活していく人々の文化について，その物質
的基盤や記憶の物証を救出することもまた不可欠であ
る。文化財レスキュー事業については，文化庁をはじ
め，国・自治体の文化財関係機関，博物館，大学等が
大きな役割を果たしているが，それだけではなく，地
域の人々の理解，参加も必要であろう。そのために
も，社会へ文化財についての理解を持った人材を送り
出すことが，大学の役割として重要となる。
④博物館のボランティアとして

　博物館が行う社会教育として，一般の人々をボラン
ティアとして迎えるという方策がある。ボランティア
となった一般人に対して博物館や博物館資料に対する
理解を深めると同時に，ボランティアを通じて外部の
一般人に対して普及活動を行ったり，資料調査や情報
収集を行ったりすることが可能になるのである。その
ためには，ボランティアの水準の担保が重要で，本来
は博物館の責任で研修を綿密に行う必要があると思わ
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れる。しかしながら，現実にはその余裕がないケース
が多数存在し，資料の保存の面，マナーの面で問題が
生じているケースもある。こうした現状においては，
大学において，一定水準のボランティアを担いうる人
材を養成し，社会へ送り出すことも重要な課題であろ
う（特殊な技能教育としてだけではなく，通常の専門
教育としても）。
⑤小結

　以上，いくつかの場合に分けて，大学で博物館関係
の教育を行う意味や，そのことを通じて社会から課せ
られた責務について考えてみた。学芸員として博物館
に就職しなくても，学芸員養成課程の授業を履修する
意義は大きいということは示せたと考える。

第２節　大学教育に求められること

　大学では，リベラルアーツの伝統からか，抽象的，
理論的，総合的教育研究が重視され，「手に職を付け
る」教育は優先度が低かったように思われる。また，
一般的な文学部の場合，考古学，美術史学などを除け
ば，文献に基づく研究が主流で，博物館資料のような
モノを扱う訓練は，行いにくかったようにも思われ
る。
　もっとも，名古屋大学文学研究科の場合は，魅力あ
る大学院教育イニシアティブとして「人文学フィール
ドワーカー養成プログラム」が採択されて，対象とし
て物質資料が重視されてきたという経緯があり，ま
た，グローバル COEプログラム「テクスト布置の解
釈学的研究と教育」の中でも，草稿研究は重要な柱と
なっているので，モノとしての資料自体に即した教育
研究は大きな位置づけを与えられている。しかし，そ
れでも，例えば日本史学の場合，現状では資料の取り
扱いに関わる訓練を十全に行っているとは言い難い。
学芸員養成のためには，これを改善する必要がある
が，ここではその点を考えてみたい。
　博物館関係者へのインタビューの中で，新任の学芸
員，または大学での学芸員養成教育に求めることとし
て，いくつかの指摘があった。
①即戦力

　この課題は，大学卒業生の学芸員としての進路の問
題にも関わっている。博物館の現場では，業務が増加
する中で人員が減らされており，新入の学芸員を教育
する余裕がないことが問題となっているケースがあ
る。このため，即戦力が必要とされ，新規採用に当た
っては，インターンや任期付嘱託職員の経験者が求め

られる場合が多い。実際に嘱託職員から正職員に採用
するというケースがあるが，その一方で，嘱託職員は
任期があるので，腰を据えて教育できないという悪循
環に陥る場合もある。また逆に，制度上，嘱託職員か
ら正職員へ移るルートがないために，せっかく育てた
嘱託職員が他館の正職員として流出してしまうという
問題も生じている。こうした状況の中では，学生時代
にどれだけ訓練を積んで即戦力としてアピールできる
かが課題となる。
②広範囲のことがらに対応できる能力

　これは前項の「即戦力」の中身に当たる。この場合
の「ことがら」には，資料や状況を含む。特定の分野
しか知らないということではなく広い分野について理
解しておいて欲しいということが要請されており，大
学としては大きな宿題であると思われる。
③専門的能力

　②とややずれるが，自分の専門性を高めて，一定の
守備範囲についてのスペシャリストになってほしいと
のことであった。そして，単に自分個人の研究として
とどまるのではなく，それを展示などの仕事の中に位
置づけることが強く求められている。それを実現する
ためには，折衝力，説得力，熱意などが重要で，具体
的で実現可能なアイディアを出す能力が必要であると
の指摘があった。専門を仕事に生かす場面は現場で鍛
える部分が多いようにも思われるが，その基盤として
専門性を高める能力を養成するのは大学教育の責任で
あろう。
④柔軟性

　上記①②とはやや異なる観点からの指摘である。こ
れは，現場のことは現場に入ってから身につければよ
いし，そうでないと身に付かないという考えから来て
いる。その現場の状況に柔軟に対応し，また，先任者
から伝授されることを柔軟に吸収する能力が大切であ
るとの指摘であった。はっきりとは確認していない
が，大学で注入される原理原則論を墨守し，現実に柔
軟に対応できないケースに対する苦言かも知れない。
⑤マネジメント能力

　組織を動かす力，他者（上司，行政，外部一般，所
蔵者等々）を説得できる力，説明責任を果たす能力
等々である。これは，上記③の指摘の内容と重なる部
分もあろう。これを大学で身につけるのは容易ではな
いが，演習，実習等々で自覚的に訓練を積む以外にな
かろう。
⑥博物館に対する理解

　これは，たいへん恥ずかしいことではあるが，上記
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①～⑤以前の問題である。公式にインタビューを行っ
た際にも，「博物館実習に来る学生に一から博物館と
は何かを説明しなければならない状況は困る」との指
摘があったが，非公式な意見交換の場，つまり，大学
に対する苦言を出しやすい場ではより厳しく，博物館
に一度も行ったことのない学生が実習に来る場合があ
り，非常に迷惑であるとの意見もあった。文部科学省
が提示した博物館実習ガイドラインで，学内実習，見
学実習の重要性が指摘されているのも，こうしたこと
が背景であろう。前節で，卒業後の社会人としての能
力について触れたが，在学中に一定水準を身につけさ
せる必要がある。
⑦小結

　以上，インタビューで得られた意見を列記したが，
現実にはこれら全てを満たすことは困難である。もち
ろん，次節で検討するように，資料の取り扱いを中心
とする技能を高めるための取り組みは進めるべきであ
るが，広範囲をカバーすることは実際は不可能に近
い。
　私自身，技術的訓練の重要性を痛感しながら文化財
関係機関の現場に携わって来たのではあるが，それで
もなお，大学として果たすべき機能は，抽象的，理論
的，総合的教育・研究にあるようにも思われる。それ
は，狭い特定の課題だけではなく，幅広い状況に柔軟
に対応できる基盤となりうるものである。多くの分野
についてスペシャリストになることは，実際は学生時
代にできるものではない。どんな現場に遭遇してもそ
の場でスペシャリストになることができるだけの総合
的能力を身につけることが必要であろう。技術教育だ
けではなく，専門分野についての理論的な教育はやは
り重要で，それが単なる技術者養成と異なる大学固有
の役割であるように思われる（このことは，後述の現
役学芸員に対する社会人教育にも関わっている）。
　もう一つ，以上のこととは別に付言すれば，精神論
も重要であろう。近年，精神論的な教育は敬遠される
傾向にあるように思われる。私自身，そうした教育を
受けることも，行うことも，避けてきたのではある
が，資料を大切にするという精神，言い方を変えれば
原理原則論を涵養することは，技術的訓練の前提であ
ろう。技術を身につける以前に，その精神，あるいは
原則に照らして，なすべきこと，なすべからざること
を判断する能力がなければ，本質を見誤る。
　もっとも，なすべきと判断したことを実行するに当
たっては，専門的に訓練された技術が必要となる。次
節では，その訓練のあり方について考えたい。

第３節　学生に対する資料取り扱いの訓練

　前節の小結では理論的総合的教育の重要性を指摘し
た。一方で，資料に即した訓練も軽視できないのは当
然である。しかしながら，特に文献史学の教育の場
合，文字から得られる知見の分析に偏り，考古学や美
術史学と比較するとモノとしての資料自体を取り扱う
訓練が不十分であるのは否めない。今般の博物館法施
行規則の改正に当たっては，博物館実習の実質化が求
められており，これに応えるための努力が必要である
が，現実問題として，博物館実習だけでは不充分であ
る。そこで，以下，博物館実習の枠を越えた訓練の方
策について考えてみたい。
①大学の制度的教育として

　大学の責任で学生を博物館に送り出し，訓練を積ま
せるやり方である。大学側で教育に役立つ業務を選択
できることになる。教育の一環であるから，博物館へ
の伝手の有無などに左右されず，公平に訓練を行える
メリットがあろう。一方，単位認定などで学生の業務
に対する責任感は担保できるかも知れないが，学生に
公平に機会を提供する以上，意欲や能力の無い学生が
送り込まれる恐れがある。また，博物館側にしてみれ
ば，博物館実習だけでも負担が大きいのに，更に学生
の指導を行うということは過重な負担を強いることに
なる。また，学生に，あるいは博物館所蔵資料に事故
が生じた場合の責任の所在には課題があろう。
②博物館の業務として

　アルバイト，ボランティアなどとして学生が博物館
の業務に加わり，訓練を積むやり方である。博物館側
にとっては自らに必要な業務を行うことそのものにあ
たるので，負担は少ない。また，アルバイトの場合
は，意欲，能力のある学生を選択して雇用できるメリ
ットもある。一方，大学側にとっては，教育目的と業
務が合致するとは限らないので，大学教育の一環とし
て位置づけるのは困難である。また，伝手や学生の意
欲能力により採用が左右される可能性があるので，公
平性には問題がある。ボランティア活動によって単位
認定しているケースも存在するが，責任感の担保や，
教育上の目的との整合性が保証できないので，単位認
定にはなじまないと考えられる。アルバイトの場合
は，博物館側に予算が付くかどうか，あるいは仕事自
体があるかどうかに左右されるという問題もある。
③学生自身の研究として

　学生が行う研究について必要な資料を博物館等で調
査する中で訓練を積むやり方である。学生が本来行う



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 6

135

大学教育と博物館

べきことがらであり，かつ，博物館側からみれば，所
蔵資料を教育的配慮の下に一般公衆の利用に供すると
いう博物館法上の義務を果たすことでもある。しか
し，研究に必要な限りで取捨選択が行われることにな
り，資料調査の訓練にはなっても博物館業務の訓練に
ふさわしいとは限らない。
④小結

　以上，学生の訓練についていくつかの方策を列記し
たが，それぞれメリット，デメリットがある。名古屋
大学で実際に行おうとする場合には，大学の制度とし
て学生を送り込むのは現実的ではないであろう。意
欲，能力に問題のある学生が，「制度があるから」「単
位になるから」という理由で博物館に送り込まれ，館
側がその指導に労力を割かれるような事態はあっては
ならない。
　大学として行うべきことは，博物館業務におけるア
ルバイトなどの需要と，意欲のある学生の需要の橋渡
しをすることであろう。その際，博物館に迷惑をかけ
ないためには，当該の学生に対して，専門的，技術的
訓練を事前に行っておくことが前提となる。
　また，館の業務としての調査研究に学生が参加した
場合，調査報告書に学生の名を明記してもらえるよ
う，博物館側に要請することも重要だと思われる。前
節で述べたように，学芸員の新規採用にあたっては，
即戦力が求められ，業務経験の有無で採否が左右され
る可能性が高い。報告書に名前があれば，履歴，また
は業績に書くことができ，即戦力であることをアピー
ルできる。
　もっとも，以上のようなことは，名古屋大学文学部
の場合，現状でもそれぞれの専門教育の中で行ってお
り，ことさら述べるまでもないことである。これまで
も大学と博物館・文化財関係機関との関係が蓄積され
てきており，それを維持継続することが重要である。
制度的に整えること，別の言い方をすれば制度的に縛
りをかけることは，学生の意識や館の負担の問題か
ら，かえって有害であるというのが本節での主張であ
る。

第４節　 大学と博物館・博物館学芸員 

との関係

　直接学生の訓練に関わる部分以外でも，大学と博物
館は多くの接点を持っており，それを活用すること
で，学生の教育にも寄与できる可能性が生ずる。以
下，いくつかの局面について検討する。

①研究上の協力

　大学も博物館も，研究という面で共通の仕事をして
おり，連携できる可能性は大きい。実際，博物館職員
に対する公式のインタビューの場では，好意的，肯定
的意見をうかがうことができる。
　しかし，博物館等と大学とでは，研究のスタイルに
相違点がある。博物館は現に存在する資料，調査によ
り新たに見いだされた資料，そしてこれからも存在し
続ける資料，それらの中でも特に館蔵資料について調
査研究する責任がある。しかし，大学の場合，研究課
題を設定して，それに必要な資料を博捜して調査する
ことになる。例えば，館の責任として行う悉皆調査
や，自治体史に伴って行う悉皆調査に大学の研究者が
参加するという場合（これはそれぞれの組織が主体と
なるものであり，必ずしも大学教員の直接のニーズに
合致しているとは限らない）でなければ，大学と博物
館の間でミスマッチが生じる恐れがある。
　また，博物館等が業務上の課題を解決するために大
学等の研究者と連携しようとする場合は，当然それに
ふさわしい連携相手を選択することになる。それは必
ずしも地域の大学とは限らない。また，調査のために
必要な機材や技術が大学にあるとは限らず，大学以外
の研究機関の方が連携相手としてふさわしい場合も多
い。
②学芸員の研修，社会人教育

　博物館では現場の業務のスキルアップのため，学芸
員の研修が必要である。しかし，これは大学以外の専
門研究機関が現に担っている。個々の研究・教育者と
して優れた人材は大学にあっても，組織的対応として
大学が研修を行う能力はなく，研修を行っている研究
機関や組織に，大学教員が個別に招かれるという形で
協力する形になろう。
　大学として求められることがあるとすれば，それ
は，現役学芸員を大学院の社会人学生として迎えるケ
ースである。もっとも，これは博物館によって需要の
有無には差があり，学芸員採用に際し修士号を条件と
し，博士号は論文博士で取ることが通例の館の場合に
は，当てはまらない。しかし，そうでない博物館の場
合は，学芸員側で社会人入学に対する関心は非常に高
い。また，社会人学生を経験した学芸員の意見を聴取
しても，たいへん好評である。
　社会人学生として学芸員を迎えることは，学芸員自
身のメリットだけではなく，一般の学生に対しても刺
激となり，最前線の現場で業務をしている学芸員と人
的交流が生まれることも，重要な効果であろう。



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 6

136

　しかしながら，課題も多い。学芸員が社会人入学を
しようとした場合，最も障碍となるのは，本来業務が
多忙であることである。これに関しては，大学は如何
ともし難いが，大学側としても社会人学生が受講しや
すい環境を整える必要があろう。
　名古屋大学大学院文学研究科博士後期課程の場合で
は，必修の科目を履修する必要がある。しかし，内容
上，あるいは時間帯の面で，学芸員の需要，条件と整
合しないケースが生じる可能性がある。実際，限られ
た時間で履修するのであるから，自分の研究に有効な
授業を効率的に受講したいという要望があり，さら
に，現状のカリキュラムでは，社会人入学は困難であ
るとの意見もあった。現在の運用は，社会人学生向け
に別枠で授業を開講して対応しているが，仕組み自体
として，（社会人学生に限らず）多様な学生のニーズ
に対応した多様な内容の授業を用意し，時間帯にも融
通を利かせることができるように，柔軟な制度として
運用していく必要があろう。
　なお，大学院に求める授業の内容としては，実務上
の課題の解決に関わるものよりは，理論的，総合的な
内容を期待する意見があった。第２節で，これから学
芸員になろうとする学生に関して理論的，総合的教育
の重要性を指摘したが，現役学芸員に対しても同様の
ことが言える。
③社会教育への協力

　もう一点，博物館など社会教育機関と大学が連携し
うる場面として，公開講座などに大学教員が講師とし
て赴くケースがある。第１節で，一般社会の中に文化
財等に理解のある人々を増やすことの重要性を述べた
が，その観点からも必要な事業である。これも従来行
われてきたことであるが，学芸員等から意見を聴取す
ると，依頼したくても窓口がわかりにくいという指摘
があった（これは研究上の連携の場合にも当てはま
る）。愛知県の事業として，講師の人材に関わるデー
タベースが作られており7），また，名古屋大学でも社
会連携推進室があり，ワンストップの窓口となってい
る。しかし，外部からわかりにくいというのは事実で
あり，窓口を設けて情報公開をするだけではなく，窓
口が存在すること自体の周知も図るべきであろう。ま
た，文学研究科としても窓口を設けたり，広報先を広
げるなどの措置が必要かも知れない。

　ただ，データベースなどによる人材情報の公開は，
便利なのは事実であるが，細切れに検索された情報が
一人歩きして，かえって依頼する側の要望と，大学教
員側で対応可能なことがらとのミスマッチが生ずる恐
れもある。きめの細かい情報提供が必要であろう。
④小結

　以上，いくつかの局面について，大学と博物館の連
携の可能性について検討した。それぞれ別個のことが
らではあるが，いずれの場合でも，双方の需要と供給
のミスマッチを防ぐことが課題であると思われる。そ
のためにもお互いの情報交換が求められよう。

おわりに

　以上，４節にわたって大学教育と博物館との関係を
考えてきた。それぞれのまとめは「小結」で述べたの
で繰り返さないが，これらのことがらを踏まえ，今後
の学芸員養成課程の充実を進めていきたい。
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美術館〈新宿〉），奈良文化財研究所飛鳥資料館企画展「うず
もれた古文書　みやこの漆紙文書の世界」（2006年）

６） 博物館の来館者，公開講座の受講者などは，博物館の活動
に関心があって足を運んでいるのであるから，その価値につ
いて一定の理解を示していることが期待できるが，問題は足
を運ばない人が価値を理解するかどうかであろう。足を運ん
でくれなければ，博物館は直接働きかけることはできない。
「博物館を利用する人」だけではなく「利用しなくても理解
する人」を育てるのも学校教育の役割であろう。

７） 愛知県生涯学習情報システム「学びネットあいち」
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博物館法施行規則改正について

１．博物館法施行規則の一部を改正する省令への対応
　平成21年４月30日公布，平成24年４月１日施行
　名古屋大学では，学年進行により平成25年度から実質的に所要の科目を開講する必要。
　改正の概要：博物館に関する科目及び単位数……「８科目12単位」→「９科目19単位」
　博物館実習に関する規程「博物館実習ガイドライン」制定。実質化。人数限定。
　学芸員養成課程の「専任教員」設置……「博物館学の専任教員が望ましい。」

別表：博物館関係科目新旧対応表（括弧内は担当部局）

旧カリキュラム 新カリキュラム
生涯学習概論１単位） 生涯学習概論２単位

博物館概論２単位 博物館概論２単位
博物館経営論１単位 博物館経営論２単位

博物館資料論２単位 博物館資料論２単位

博物館資料保存論２単位

博物館展示論２単位

博物館情報論１単位 博物館情報・メディア論２単位
視聴覚教育メディア論１単位
教育学概論１単位 博物館教育論２単位

博物館実習３単位 博物館実習３単位

２．学芸員養成課程の必要性
　学生のニーズ：名古屋大学における学芸員資格関係科目履修者数の一例（平成22年度）

科目名 授業コード 文 教育 経済 情報 理 計
博物館概論 （0103345） 65 ２ ２ １ 70

（0103346） 19 １ １ ２ ３ 26

計 84 １ ３ ４ ４ 96

「博物館概論」は，他に名古屋大学博物館教員が全学教育科目として開講。
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　司会：どうもありがとうございました。博物館法施
行規則というのが改正され，来年度から施行されると
いうことで，それに関して学芸員資格取得のための科
目が変わるわけですね。カリキュラムが変わっていく
ということで古尾谷先生がかかわりが深いので中心に
なって検討していただいたということで，大学教育と
博物館との関係はいろいろな問題があるということを

非常に具体的にお話しいただきました。いろいろご専
門でかかわりの深い先生方もおいでですし，それから
若い学生の方々も来ておられるようですのでどうぞご
自由に質疑応答をしていただければと思います。どう
ぞどなたからでも。
　Ｑ：ではよろしいですか。とても原理的なところか
ら初めていかにも古尾谷先生らしい非常に緻密なご報
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告をいただいてありがとうございます。改めてこの問
題について認識を深めることができたと思います。ワ
ーキングのメンバーとして古尾谷先生にはいろいろご
提言をいただいているわけなのですけれども，今日改
めて少しご意見をお伺いしたいなと思うのは，教職課
程の場合には教職課程委員会でいろいろ調整を行って
実施をしているわけですよね。ただしその場合には，
一方で名古屋大学に限定することなく一般的に言って
それに対応するものとして，教育学部においてカリキ
ュラムの研究であるとか，あるいはさまざまな教育に
関する研究教育が行われているわけですよね。
　一方でやはりこちらの学芸員の養成に関して学芸員
養成課程委員会で古尾谷先生にもいろいろご尽力いた
だいているわけなのですけれども，教職に比べると，
やはりこちらの方がかなり研究に関するところのバッ
クボーンがないというか，あるいは十分ではないので
はないかという印象を受けるわけです。今回この施行
規則の改正に伴ってこれだけ単位が増えているわけ
で，こうなってくると組織的にもこういうカリキュラ
ムに対応した責任講座というのがこれまでですとうち
の場合いないですけれども，私学などだとどこの大学
も１人ぐらい学芸員課程の専門の先生がいたりするわ
けですけれども，やはりもう少し文化財学といったと
ころまで含めて１つの学部で言えば専攻のようなもの
がつくられていっていいのではないかなという印象を
改めて受けたのですけれども，そのあたりは古尾谷先
生はどういうふうにお考えでしょうか。
　古尾谷：ありがとうございます。全くその通りであ
りまして参考資料の最後のところで書きましたところ
ですけれども，正式に言うと博物館法施行規則の一部
を改正する省令という省令が今回出ておりまして，そ
の中でどういうことが求められているかというと学芸
員養成課程の専任教員というものを設けるということ
が求められているところであります。それは学芸員養
成課程にかかわるカリキュラム全体について責任を持
つ教員でありまして，大学として組織的に対応してい
るということが求められるということになります。今
の話の続きで言えば，単に個々ばらばらに科目を立て
るということではなくて，それを大学という組織とし
て全体に対して責任を持って運営していくということ
が求められているということになります。
　しかもその担当者なのですけれども博物館学の専任
教員が望ましいという書き方がなされています。いき
がかり上，その専任教員の代表として，今名古屋大学
では私が担当する予定でおるのですけれども，私は博

物館学の専門研究者ではありませんので，文科省にと
っては望ましからざる人物ということになります。別
に文科省の要求に応えるというだけではなく，やはり
博物館学の学問研究としてそれをやっている人がいる
ということが望ましいというのは，それはその通りで
あります。私のような者が片手間にやるのではなく
て，ちゃんと学問として博物館学というものを修めて
いる人，あるいは文化財学というのを修めている人が
スタッフとして加わっていただけるのが，文科省向け
としても実質的にもありがたいなというふうに思って
いるところであります。
　Ｑ：よろしいですか。まず最初にちょっと事実確認
させていただきたいのですけれども，日本史で学芸員
をしていて社会人や大学院生をしていらっしゃる方が
いらっしゃると言われましたけれども，そういう方は
休職をされて大学の方に来られたのでしょうか。
　古尾谷：何人かおられますがケースバイケースで
す。今ドクターコースに在籍しているのは２人ですか
ね。（補足）：１年にいる彼はマスターコースの２年間
は休職でした。今は在職でドクターコースに来ていま
す。
　古尾谷：（博物館が休館日の）月曜日とかが中心に
なりますかね。卒業された方でお話を伺った方の例と
して挙げた方は，多分月曜日とか博物館の休館日を利
用して単位を取られたという方だったと記憶していま
す。ただその時には先ほど申しました通り必修単位と
いうのが今ほどではなかったので，それで対応はでき
たということになります。
　Ｑ：私の研究室にも社会人の方が４人いるのですけ
れども，けっこう大変でして負担が大きくて，古尾谷
先生のお話の中でも，社会人の学生が受講しやすい環
境を整える必要があるとか，多様な学生のニーズに対
応した柔軟な多様な内容の授業を開講するというふう
なことを言われているのですけど，今現実でもわれわ
れはものすごい負担を強いられているわけで，それ以
上はちょっと無理なのではないのかなというふうなこ
とも思うのですが。
　古尾谷：学位プログラム検討ワーキンググループの
席でもそういった方向で発言しております。
　Ｑ：ですから，専任の教員をやはり２～３人置かざ
るを得ないのではないかな……。
　古尾谷：はい，おっしゃる通りきめ細かい対応する
ためにはそういった形が本来であればふさわしいだろ
うと思います。
　Ｑ：１人２人ではなくて２～３人置いた方が人員が
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減らされたときに対応できると思います。難しいこと
かもしれないですが。
　古尾谷：はい，おっしゃる通りだと思います。
　司会：すみません，実際に博物館に就職した人が年
間１～２名しかいないという，これはどうしてそんな
に少ないのですか。
　古尾谷：そもそも退職して空きができるとかいうこ
とでないと新規採用がないという問題もあれば退職し
てもあとを埋めてもらえないという人員削減の結果
……。
　司会：ポストがないから？
　古尾谷：はい，そのへんは大学の教員も同じだと思
いますが。もちろんまれには新規開館ということもあ
って，実際新しくできた博物館に日本史学研究室の卒
業生が行ったというケースもあってそれは大変幸いな
例だったのですけど，ここしばらくの公共事業に対す
る風当たりの強さからしてそういったことがこれから
望めるかというとあまり期待できないということで
す。
　司会：そもそも博物館法施行規則が改正される理由
というのは何なのですか。博物館が増えてきてという
そういうことではないのですか。
　古尾谷：そういうことではなく質の担保が求められ
るということだろうと私は思っているのですけれど
も，すみません，出来上がった改正法への対応に汲々
としていてそもそも改正の理念等々について私は頭が
回っておりませんでした。一般論として学芸員の質の
向上が求められているのに対して審議会が設けられて
そこで答申を出してその答申に基づいて改正されたと
いう経緯だったというように理解しておるのですが。
　司会：出口もちゃんとあって……。
　古尾谷：ええ，それがここしばらくのこの改正に伴
うさまざまな説明会などが開催されて，その時の情報
が公開されているのですが，出口の件は必ず問題にな
って，これだけしっかりやっても，ちゃんと就職でき
るような人材を育成をしても，育成した人が活躍でき
る場がないではないのか，という批判は当然そういっ
た会議の場では出ているところであります。おっしゃ
る通りの問題があるというのは事実です。
　Ｑ：でもどうなのでしょう，今の点ですけどもこの
科目の現在の受講者からすれば年に１人，２人という
のは少ないように見えるかもしれないですけど，本当
にこういうことを目指したいという学生の割合とかを
考えれば，１年に１人，２人がもしこういうところに
就職できていたらそれはかなり割合は高い……。

　古尾谷：現実には名古屋大学の１～２名という率は
かなりいいというのは確かなことで，ただこれもちょ
っと内訳を言いませんでしたが嘱託の任期付きの方と
かも含めての数ですから，それを考えるとちょっと暗
い気分にはなるのですけども。それでも１～２名いれ
ば悪い数字ではなくて，実際私立大学などの場合何百
人も資格取得者を出しておいて１人も就職できないケ
ースというのももちろんありますので，それに比べれ
ば恵まれた数字かなというのはそれはおっしゃる通り
かなと思います。
　Ｑ：受講者が多いのは今高校生などに文学部の説明
に行ってやはりどのような資格が取れますかというの
が必ずあって，文学部として教職，学芸員ぐらいしか
言うことがないというのが若干あるだろうと思うので
す。今の学生は大変資格志向なので取れるものなら単
位を取っておこうみたいな形のが多いのではないか
と。
　Ｑ：あと保護者にしたところで年間53万円ぐらい
の授業料を支払っているわけですから子どもにはちゃ
んと学芸員資格を取っておきなさいという意向はある
と思います。
　司会：若い方が。
　Ｑ：じゃあちょっといいですか。どうもご苦労さま
でした。私は名古屋大学の博物館の運営委員をしてお
ります。是非ということで今日聞かせていただいたの
ですが，そのこととはちょっと離れて，今，博物館実
習の件もお話を伺っていましたが，ちょうど今私ども
の講座でもまさに現場の博物館活動に大学院の教育が
もう深くかかわっています。これは日本史学研究室の
先生とも共同である寺院資料の調査をずっと前からさ
せていただいていますが，その調査が自治体の博物館
と連携して，今度来年ですけれども展覧会を行うこと
になって，その後，今，準備委員会を立ち上げて準備
に向かって進んでいるところなのですが。そこで博物
館の方，学芸員の方，いずれも名古屋大学の出身者の
大ベテランの方と，その日本史の先生と私と，それか
らこちらの院生と共同してその委員会を立ち上げて，
展覧会に向けて，これはずっと今まで行ってきた調査
とそれからその寺院のさまざまな文化財，資料を保存
に向けた活動と連携してその１つの成果展示という形
で行われているわけなのですが，それが実際の博物館
での事業を名古屋大学が連携して行うという。それも
われわれが中心となってつくるというふうな形で，そ
の成果が具体的に出るのですが，そういう場なのです
ね。
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　実はもう１つ，これは私の属する講座の別の先生の
方のプロジェクトですが，無形文化財の花祭りの，こ
れも単なる調査ではなくて保存継承に向けた事業とい
うことで，そちらにも取り組んでいまして，両方のフ
ィールドで展開していることになっているのですね。
こういう活動がおのずからそういういろいろな流れの
中で出てきて，われわれがそれを担うというか連携し
ながら行うということになって，細かいものはまだほ
かにもいっぱいやっていることはだいたい古尾谷先生
もご存知だと思うのですが，こういう活動をうまく今
のこの文学部における博物館教育に実践というかこの
カリキュラムとうまくつなげられないか，結び付けら
れないかということです。
　実際，文学部の貴重資料室には，今，その寺院の資
料を預からせていただいて，その整理をおそらくこれ
からかなり長い期間ずっと続けていくことになると思
うのですが，そこで現物のその資料の保存，整理とい
うことと，それからそれにかかわるのはわれわれだけ
ではなくてどうしても学部生を含めてですね。一緒に
手伝って作業をしてもらわなければいけないというこ
とでそこがおのずから実習というか資料に触れて大切
だとか価値とかということ，それでその成果が将来的
に生きるということになっていくと思うのです。おそ
らく長いスパンではその寺院全体の資料の文化財指定
ということに名古屋大学の文学研究科が深くかかわる
ということになっていくと。これは多分私の定年退職
後のことになると思うのですけれども，それがつなが
っていけば本当に素晴らしいことだと思います。もう
１つは花祭りの方の無形文化財の方についても，そう
いうことができるかというふうにも思うのですが。そ
れはどうこれから自治体の博物館の充実ということに
結び付けて生かしていけるかということをぜひこうい
う機会に連携させていただければというふうに思いま
す。ちょっと，もしビジョンと何かクロスするところ
があればお願いしたいと。
　古尾谷：はい，もちろんそういった取り組みをされ
ていることは承知しておりまして，関係の先生とも，
そのお話は話題には出ておりましたところです。もち
ろん大学院教育の中でそういった実際の現場で資料調
査なり展示なりの現場にかかわっていく活動というの
はおっしゃる通り大事だと私も思っているところなの
ですけれども，ただ博物館の学芸員資格取得のための
教育の中に位置付けるというのはなかなか厳しいもの
があるというのが正直なところです。というのは今日
もちょっと申しましたけれども現実に意欲だとか能力

だとかがマッチしていない学生も，単位化すると公平
に履修できる形にすることになると思いますけれど
も，そうしたミスマッチのことを考えると学芸員資格
取得の科目の中にそれを乗せていくというのはちょっ
と正直躊躇するところがあるのです。つまりものの扱
い方を知らない人がいきなり重文級の資料を触るとい
うのはなかなか厳しいだろうなというのが正直なとこ
ろで，むしろ学部教育の中で，そういう他所様の資料
でないところできちんと訓練を積んだ上で，例えば大
学院生になってからそういうところに参加するとかい
う在り方の方が望ましいのかなというのが正直なとこ
ろです。いかがなものでしょう。
　Ｑ：いろいろご懸念というか慎重なのは分かるので
すが，われわれは実はもう待ったなしで取り組まない
といけないということと，それからもう１つはうちの
講座などはまさに典型的なミスマッチ軍団みたいなも
のでもう初めて取り組む人ばかり，あるいは留学生も
含めて実はその現場に直接放り込まれて悪戦苦闘しな
がらやっているという状態なので，これはそういう積
み上げ式では対応できないということで今実は非常に
そういうことも含めて苦慮して取り組んでいる最中で
す。
　古尾谷：それをこの課程に乗せてしまうと，もっと
いろいろな多様な学生が放り込まれるというご苦労を
増やすことになるのではなかろうかという懸念がある
のですけれどもいかがなものでしょう。
　Ｑ：やってみると意外とできると思います。という
のは，これはほかの部分でも，素晴らしいタレントを
発揮してくれる人たちがいっぱいいますので，そうい
う可能性をむしろわれわれは生かそうというようなこ
とをやっています。
　古尾谷：ありがとうございます。ちょっと考えさせ
てください。ありがとうございました。
　Ｑ：お伺いしてもよろしいでしょうか。高等教育研
究センターの方から参りました。勉強になりました，
ありがとうございます。それで初めのところで学芸員
養成課程の学生というのは非常に多い，受講する学生
が多いのだけれどなかなかキャリアには結び付かない
ということが先ほどの話題に上りまして，その中でな
ぜ学芸員養成課程を維持していくのかということが今
回のお話の主眼だったのですけれども，どちらかとい
うとメインとしては博物館にとってプラスになる，博
物館が見学者であったりボランティアであったり，ア
ルバイトであったり地域の研究グループだったりとい
うところも，そういう知識がある人が入ることによっ
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て，博物館側がこういう人材を大学が育成しておくこ
とでプラスになるのですよというような観点がどちら
かというと多くて，教育的な視点で学生にとってキャ
リアには結び付かないけれどもこういったことを履修
することがプラスになるのだというところではどちら
かというとちょっと今回のお話の中ではそれほどは入
っていないのではないでしょうか。強く感じたのは社
会人教育の部分ではこういった形で教育内容が充実す
ることで社会人，特に学芸員の方が大学に入っていく
ときに非常に有益なのだというところだと思うのです
けれども，普通の学生が実際にはキャリアには結び付
かないとしてこういった形で学芸員養成課程を履修す
ることの教育的な目標というか成果とかそういった部
分というのはどのようにお考えでしょうか。
　古尾谷：ただそうなってきますと必ずしも学芸員の
資格取得のための科目という位置付けではない部分
で，今おっしゃったようなことは考えております。つ
まり文化財なり資料なりというものをきちんと取り扱
えて，そこから何かをつかみ取ることができる能力を
身に付けるということは大事だと考えておりまして，
それは別に学芸員養成課程としてやろうとやるまい
と，それは大事なことだろうと考えていて，これまで
もやってきているところではあります。一方でそれが
まだ十分ではないという認識も持っており，充実させ
たいという意識は持っております。どちらかというと
私自身の考え方としては，学芸員養成課程とはかかわ
りなくても，学生の立場としてそういう能力を身に付
けることができるというのは大事だろうなというふう
に考えてやってきているところであります。ただ今回

は学芸員養成課程という枠でお話しさせていただいた
のでおっしゃるようなことが前面に出てきてしまった
のは否めないというのはおっしゃる通りでした。
　同じような形で，例えばさっきも少し触れましたけ
ども，学芸員養成課程という形ではなく，例えばこれ
までも魅力ある大学院教育イニシアチブで人文学フィ
ールドワーカー養成プログラムという形でプログラム
をやっておりましたけれども，それのかかわりで私自
身行ってきた授業等々では，今申し上げましたような
形で，こういう，資料をきちんと扱える学生を育てた
いということでこれまでも進めてきたところでありま
す。それは必ずしも学芸員養成課程とかかわらないけ
れどもそういう形でやってきたという経緯がございま
す。
　Ｑ：私も文学研究科の出身なのでもちろんこういっ
た形でその文学研究科の人材育成というか教育目標と
いうか目的というのが設定されているというのがもち
ろんあった上で，それに寄与するというような形で学
芸員養成課程がもともとある文学部なり研究科なりの
教育目標，目的にプラスになるのだというような観点
や視点はあるのかなということでちょっと考えを……。
　古尾谷：ごめんなさい，おっしゃる通りで，そうい
うことも，もう少し追求すればあったのだろうなと今
ご指摘いただいて思いました。反省しました。先ほど
申しましたように私の頭はこの規則改正にどう対応す
るのかというのがまず再優先の課題としてありました
ので，それでこういう話になりましたけれども，おっ
しゃる通り普段これまでやっておりました取り組みに
接続させて考えればおっしゃる通りだと思います。申



Μεταπτυχιακά 名古屋大学大学院文学研究科 教育研究推進室年報 Vol. 6

142

し訳ございません。
　司会：そろそろ時間も来たようですけどもほかに質
問はございませんでしょうか。
　Ｑ：私の研究は博物館とあまり縁がないのですけれ
ども大変面白くうかがいました。それで１つ，今の最
後の質問と絡めたいのですけれども。今回のこの背景
というのは博物館の学芸員になるためのハードルが非
常に高くなるということですね。そうすると学芸員の
資格取得を目指して頑張る学生の数は100人ほどいた
のがだいぶ少なくなるだろうと思うのです。そうした
らば一番最初に古尾谷先生がおっしゃっていた博物館
に関する一般的な知識というものを潜在的に持ってい
る学生が社会の中にたくさん増えることが望ましいと
いうことに対しては逆の方向に行ってしまいそうなの
ですがそれはいかがでしょうか。そしてまたこの博物
館関係の授業というのは今まで学生のころから調べた
ことがあったのですけども，おそらく博物館概論だと
か経営論だとか資料論だとかそういう博物館何々論と
いう科目は資格取得を目指している人以外はあまり取
らないのではないかなと思うのですけども。そうする
とかえって何かその授業が寂しくなってしまうのでは
ないかなという心配がありますけれども。
　古尾谷：はい，おっしゃる通りで，そのあたりのこ
とに関しては，関係者で話題に上るたびに指摘されて
いるのは事実です。かえって取る人は減るだろうと
か，それからそもそも学芸員養成課程を維持できない
大学が増えてくるのではないかという懸念ももちろん
あって，それを放棄してしまう大学が出た場合にはま
さにおっしゃる通り逆効果です。名古屋大学ではなん
とか学生の資格取得のために維持しようということで
これまでやってきているわけですけれども，そうでな
いところが出てくる恐れがあるというのもおっしゃる
通りなのです。
　ただ，もうこちらとしては，どうやって規則改正に
対応していくかということを再優先課題として考えな
ければならないので，どうやったらこちらの授業負担
を抑えた上で学生に取りやすい形で授業を提供してい
けるのか，学生の便宜のためには，どうしたらいいの
かというのを考えていくということでしか，対応でき
ないので，そちらに偏った話をさせていただいた次第

です。それの大前提としてはおっしゃるようなことは
その通りで，私も同様の懸念を持っています。
　それに対してどうするかということなのですけれど
も，一応ここにおられる先生も含めて学芸員関係の教
員で話し合いをしている中では，やはり最優先は学生
が取りやすいようにということを考えております。な
るべく学生にとっても，授業を提供する教員にとって
も，お互い無理のないような形で進めていくという形
でしか，今の立場として対策の取りようがないのかな
と思います。何かほかにご意見とかアドバイスとかあ
ればお伺いできれば幸いなのですけども。
　Ｑ：むしろ逆の懸念の方を僕は感じるのですけど。
つまりこれは望ましいかどうかは別として現在の文学
部の学生の例えば専攻分属状況とか就職先の状況を考
えると，むしろこういうふうな経営論とかという授業
があると，そこに学生が集まるのではないかという，
そういう危惧の方が逆にするのですが。学芸員とは直
接関係なく資格は資格として，こういう授業が将来就
職する時役に立ちそうと。
　古尾谷：そのあたりもちょっと蓋を開けてみないと
分からないところはございます。そのあたりのことも
含めて，実は来年度の授業計画を立てております。来
年度の新入の学部１年生はまだ専門の科目を取ること
ができませんが，一部，３年次編入の学生とか大学院
生とかが，新カリキュラムを履修する学生として入っ
てきます。そこで，そういう学生を対象に，試運転的
に新課程用の授業を開講しようかと考えております。
そこで，多分来年度であればそうそう人数はいないで
しょうから，そのあたりでリサーチをして傾向を考え
て，次年度以降に生かしていけたらな，というような
ことを考えております。また何かアドバイス等々あり
ましたらご教示いただければ大変助かります。
　司会：では時間ももう過ぎたころなのですがよろし
いでしょうか。今日は最初にあったように中間的な報
告だということで，実際蓋を開けてみてどうなったか
というようなお話は，また是非このワークショップで
お話ししていただければと思います。では今日はこれ
で終わりにしたいと思います。どうもありがとうござ
いました。
　古尾谷：どうもありがとうございました。


