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資料・情報の整備と社会還元
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本館では、文化人類学・民族学を核とする諸分野の資料や情報を集積・整備して国内外研究者の共同利用に供するとともに、展示や各種事業
などを通じて研究成果の社会還元をおこなっています。そのために、資料の収集、管理、情報整備、データベースとコンテンツの制作、展示、各種
事業への展開の方法についても研究を重ねています。
情報管理施設は、これらの活動を支援するために設けられた附属施設です。

平成28年度までの標本資料調査･収集地域
平成29年度の標本資料調査･収集計画地域

平成28年度までの映像取材地域
平成29年度の映像取材計画地域

諸資料の所蔵一覧 平成29年3月31日現在

海外資料

国内資料

標本資料（未登録資料含む）

178,864点

164,717点

343,581点

映像資料

音響資料

映像・音響資料

8,168点

62,651点

70,819点

図書

　日本語図書

　外国語図書

雑誌

　日本語雑誌

　外国語雑誌

文献図書資料

670,057冊

270,944冊

399,113冊

17,027種

10,114種

6,913種

地域（民族集団）ファイル

原典（テキスト）

HRAF Human Relations Area Files

385ファイル

7,141冊

本館の所蔵資料をはじめ、さまざまな研究資料や研究成果の情報をデータベース化し、館内外に広く提供しています。 
（＊印は、館内でのみ利用できるデータベース。各データベースの説明最後の数値は収録レコード数。）

平成29年3月31日現在データベースー覧

標本資料

映像･音響資料

音響資料目録

音響資料曲目
本館が所蔵するレコード、CD、テープなど音響資料の情報。

本館が所蔵する音響資料について、音楽の曲単位、昔話の一話単位で収録した
情報。

映像資料目録
本館が所蔵する映画フィルム、ビデオテープ、DVDなど映像資料の情報。
ビデオテーク

音楽・芸能の映像

本館展示場で提供しているビデオテーク番組の情報。番組をキーワードで検索し
たり、ビデオテークブースと同じメニューから探すことができる。

本館が世界各地で取材したビデオ映像から、音楽演奏や芸能に関係する部分を、
1曲または1テーマごとに抽出した動画データベース。映像は館内限定公開。

3次元CGで見せる建築―東南アジア島嶼部の木造民家 ＊

松尾三憲旧蔵絵葉書コレクション

アフリカ カメルーン民族誌写真集―端信行コレクション

朝枝利男コレクション ＊

西太平洋およびインド洋を中心とする海洋民族写真資料―
大島襄二写真コレクション

佐藤浩司本館准教授が1981年以来調査してきた東南アジア各地の木造建築物
の情報。3次元CGで再現した民家を元に作成したgifアニメーションで、建築物内
外を巡回して見ることができる。 

松尾三憲（みのり）氏が、1919年から1923年までの海軍在職中に、訓練航海の途
上訪れた現地で買い求めた絵葉書の情報（画像あり）。

端信行本館名誉教授が1969年から90年代初頭にかけて行なった、おもにアフリカ
カメルーン共和国の民族学的調査で撮影した写真の情報（画像あり）。

朝枝利男氏が1930年代にアメリカの学術調査団に数回にわたり同行し撮影した、
南太平洋の人々や動植物の写真の情報（画像あり）。

大島襄二氏が、1967年から1991年にかけてアジアやオセアニアなどの調査で撮影し
た写真の情報（画像あり）。

言語資料

梅棹忠夫著作目録（1934～）

吉川「シュメール語辞書」
吉川守氏（広島大学名誉教授）が40年ほどの年月をかけて完成させた、シュメー
ル語の研究ノート。親字33,450語をキーワードに検索・閲覧できる。

中西コレクション—世界の文字資料

Talking Dictionary of Khinina-ang Bontok（ボントック語音声画像辞書）

日本昔話資料―稲田浩二コレクション

rGyalrongic Languages（ギャロン系諸語）［英語、中国語］

世界のさまざまな文字で書かれた図書・新聞・手稿・標本などの資料に関する分析
情報と書誌情報、文字サンプルの画像。これらの資料は、中西印刷株式会社・故
中西亮氏が世界各地で収集。

Lawrence A. Reid氏（ハワイ大学名誉教授）が編集した、フィリピン・ルソン島北部
で話されるボントック語のギナアン方言の辞書。語の派生関係、例文、音声・画像
などのデータを結びつけたマルチメディア・データベース辞書。

稲田浩二氏（当時京都女子大学教授）らのグループが、1967年から1978年にかけ
て日本各地29道府県で現地録音取材した日本昔話資料（446本のテープ・約190
時間）の情報（音声あり）。音声は館内限定公開。

長野泰彦本館名誉教授とMarielle Prins博士が編集した、中国四川省の西北部
で話されるギャロン系諸語のデータベース（音声あり）。81の方言ないし言語それ
ぞれについて、425または1200の語彙項目と200の文例を収録している。

文献図書資料
図書・雑誌目録
本館が所蔵する図書・雑誌資料（マイクロフィルムなどを含む）の書誌・所蔵情報。

梅棹忠夫本館初代館長の論文・著書から本の帯の推薦文まで、あらゆる著作を網
羅した目録情報。

〔図書資料：633,597件　雑誌タイトル：17,027件〕

標本資料目録

標本資料記事索引

韓国生活財

ジョージ・ブラウン・コレクション（日本語版、英語版）

カナダ先住民版画 ＊

本館が所蔵する標本資料（生業や生活、儀礼、製作技術にかかわる用具類など）
の情報（画像あり）。ほぼすべての資料について、標本名、地域、民族、寸法・重量、
受入年度などの基本情報を収録。

本館関連出版物から所蔵標本資料の解説部分を抽出し、その書誌事項を標本
資料別に整理した情報。

ソウルの李さん一家の生活財を網羅した情報。アパートの中にあったすべての物
について、配置と入手方法、物にまつわる家族の思い出を記録（画像あり）。

宣教師であり神学博士でもあったジョージ・ブラウン氏が19世紀末から20世紀初頭
にかけて南太平洋諸島で収集し、現在、本館に収蔵されている民族誌資料の基
本情報（画像あり）。

本館が所蔵する代表的なカナダ先住民版画の基本情報と解説（画像あり）。特
別展「自然のこえ 命のかたち―カナダ先住民の生み出す美」（2009年）の展示資
料を中心に収録。

〔283,275件〕

〔館内公開：264,429 件（内インターネット公開：68,019件）〕

〔60,473件〕

〔7,827件〕

〔2,992件〕

〔158件〕

標本資料詳細情報
本館が所蔵する標本資料（生業や生活、儀礼、製作技術にかかわる用具類など）
の情報（画像あり）。標本名、現地名、訳名、収集地、使用地、使用民族、使用年
代、用途・使用法、製作地、製作法・材料など、より詳しい情報を収録。

〔館内公開：8,842件（内インターネット公開：7,889件）〕

服装･身装文化資料
衣服・アクセサリー
本館が所蔵する衣服標本資料とアクセサリー標本資料の詳細分析情報、および
関連フィールド写真の情報（画像あり）。

身装文献

近代日本の身装電子年表

身装画像―近代日本の身装文化

身装文化に関する雑誌記事、図書の索引情報。1）服装関連日本語雑誌記事（カ
レント）、2）服装関連日本語雑誌記事（戦前編）、3）服装関連外国語雑誌記事、
4）服装関連日本語図書、5）服装関連外国語民族誌で構成。

洋装がまだ日常に定着していなかった1868年（明治元年）から1945年（昭和20
年）の日本を対象とした身装関連の電子年表。「事件」と「現況」、「その年の情
景」、「回顧」、テキスト画像で構成される。当時の新聞記事と身装関連雑誌から
情報を収録。

和装と洋装が拮抗していた期間である1868年（明治元年）から1945年（昭和20
年）までの日本を対象とした身装関連の画像データベース。当時の新聞小説挿
絵、写真、図書中の図版、ポスターなどから画像を収録。

〔173,386件〕

その他
国内資料調査報告集 ＊
日本国内における、1）民具などの標本資料類の所在、2）伝統技術伝承者の所在、
3）民族・民俗映像記録の所在、4）民族・民俗関係出版物の所在、に関する情報。
本館が委嘱した国内資料調査委員による調査報告集（1980年～2003年）をデー
タベース化。 〔21,373件〕

資料とデータベース

標本資料収集および映像取材地域

〔8,168件〕

〔767件〕

〔849件〕

〔50件〕

〔170件〕

〔3,966件〕

〔6,530件〕

〔351,802件〕

〔6,643件〕

〔62,651件〕

〔2,729件〕

〔キーワード：33,450語（40,596頁）〕

〔見出し語：7,637語〕

〔3,696件〕

〔語彙：39,826語　文例：15,706件〕

〔26,539件〕

〔11,549件〕

〔5,108件〕

京都大学学術調査隊写真コレクション
「京都大学カラコラム・ヒンズークシ学術探検隊」（1955年）、「京都大学探検部トン
ガ王国調査隊」（1960年）、「京都大学アフリカ学術調査隊」（1961年～1967年）、
および「第二次京都大学ヨーロッパ学術調査隊」（1969年）が撮影した写真の情報

（画像あり）。 〔館内公開：42,195件（内インターネット公開：22,361件）〕

〔館内公開：20,274件（内インターネット公開：20,125件）〕

梅棹忠夫写真コレクション ＊
梅棹忠夫本館初代館長が、世界各地における調査研究活動の過程で撮影した
写真の情報（画像あり）。 〔35,481件〕
オーストラリア・アボリジニ研究フィールド写真 ＊
小山修三本館名誉教授が、1980年から2004年にかけて、オーストラリア・アボリジニ
文化の調査で記録した、儀礼から風景までの多彩な写真の情報（画像あり）。

〔7,999件〕

西北ネパール及びマナスル写真 ＊
「西北ネパール学術探検隊」（1958年～1959年）が撮影した写真の情報（画像あ
り）。一部に「日本山岳会第一次マナスル登山隊」（1953年）科学班の写真（推
定）を含む。本館に移管された旧文部省史料館資料の一部。 〔620件〕

東南アジア稲作民族文化綜合調査団写真 ＊

タイ民族誌映像—精霊ダンス ＊

日本民族学協会が1957年から1964年にかけて三次にわたり東南アジアに派遣し
た調査団のうち、第一次調査団（1957年）と第二次調査団（1960年）が記録した
写真の情報（画像あり）。

田辺繁治本館名誉教授が調査したタイの精霊ダンスの写真情報（画像あり）。 精
霊ダンスの系統、開催地域、祭主から写真群を閲覧できる。写真は調査報告（タ
イ語）とも関連づけられている。 〔写真：10,082件　調査報告：41件〕

〔4,393件〕

沖守弘インド写真（日本語版、英語版）
沖守弘氏が1970年代後半から20年あまりにわたりインド全域で撮影した、宗教祭
礼・民俗画・芸能・生活文化に関する写真の情報（画像あり）。

ネパール写真（日本語版、英語版）
「西北ネパール学術探検隊」（1958年）に参加した高山龍三氏（当時大阪市立大
学大学院生）らがネパールで撮影した写真、および、同隊が収集し、現在本館に収
蔵されている標本資料の情報（画像あり）。 〔3,879件〕

※現在はwebデータベースとして提供
　eHRAF World Cultures
　地域（民族集団）ファイル：308ファイル　原典（テキスト）：5,781点　676,468頁
　eHRAF Archaeology（先史時代など考古学的な文献データベース）
　地域（民族集団）ファイル：98ファイル　原典（テキスト）：2,370点　149,378頁
　（2016年11月現在の点数）
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本館が所蔵する文献図書資料は公開されていて、どなたでも、どこからでもパソコンや
携帯電話から検索できます。平成28年度の館外からの検索回数は、パソコン292,399
回、携帯電話で10,7876回ありました。

京都大学総合博物館

植村冒険館

香川県立ミュージアム

堺市博物館

3. 映像・音響資料の利用件数　121件　貸出点数　542点

諸資料の利用
本館の所蔵する諸資料は、館内外における諸分野の研究や大学教育、他の博物館への貸付などを通しての社会還元に利用されています。
諸資料の利用に関するお問い合わせは、「民族学資料共同利用窓口」で受けつけています。
平成27年度受付件数は、290件です。

平成28年度

1. 標本資料の貸付件数　9件　貸付資料数　691点
上記のうち、展覧会の展示点数全体における本館資料の貸付件数の占める割合が50 パーセントを超えるものは、下記のとおりです。

4. 文献図書資料

5. 研究アーカイブズ資料

特別利用（原版使用・写真撮影）7件（うち調査研究、著作への写真使用など6件）
文献複写受付 5,623件（うち大学などの機関 2,832件）文献複写依頼 255件
現物貸借受付 659件（うち大学などの機関 623件）現物貸借依頼 451件

閲覧件数　29件　特別利用（写真原板の複製）　11件　142点

2. 標本資料の特別利用（原板使用・写真撮影・熟覧）件数　89件　4,060点
上記のうち、大学関係15件（調査研究、著作の参考資料としての写真利用など）、博物
館関係27件（調査研究、展示に係る写真利用など）

上記のうち、大学関係38件 205点、研究用（個人・研究会など）47件 169点

資料の保存

ウォーク・イン高低温処理庫

二酸化炭素処理や低酸素濃度処理もおこなえ
る多機能燻蒸庫

民族学資料共同利用窓口
TEL・FAX 06-6878-8213　
URL　  http://www.minpaku.ac.jp/research/sharing/helpdesk

標本資料収蔵庫

本館では、研究や展示などに使用する各種の学術資料を収集しています。資料の大半をしめる標本
資料には、虫やカビの害を受けやすい有機素材が多く使われているため、資料の防虫・殺虫対策には特
別な注意を払っています。たとえば海外からの新着資料には、収集地と日本の自然環境や生態系が大
きく異なるため、燻蒸庫で薬剤による殺虫・殺菌処理をおこなっています。一方、日本国内に入ってから
加害された資料には、できるかぎり薬剤を用いない殺虫処理法をおこなうなど、収集地や加害環境、材
質の違いを考慮に入れながら殺虫処理法を使い分けています。このような本館特有の防虫・殺虫対策
を有効に実施するため、平成19年に、大型のウォーク・イン高低温処理庫を新設するとともに、既存の燻
蒸庫を、二酸化炭素処理や低酸素濃度処理もおこなえる多機能燻蒸庫に改修しました。また、燻蒸使
用後の薬剤処理を目的に、触媒燃焼式の除害装置を設置することで、「ひとに、ものに、自然にやさしい」
資料管理を実現しています。これらのシステムは、本館が、他大学などの研究者とともに資料の有効活
用を支えるためにおこなっている保存科学研究の成果のひとつでもあります。

ねむり展－眠れるものの文化誌－
人はいつ、どこで、どうやって眠ってきたのか

北極圏１万２千キロと妻への手紙

瀬戸内国際芸術祭2016連携事業
イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる
The Power of Images
―The National Museum of Ethnology Collection

コーナー展示「食がつなげる絆―韓国の
「キムジャン」にみる分かちあいの文化―」」

平成28年4月6日～6月26日

平成28年9月9日～11月8日

平成28年10月8日～11月27日

平成28年11月8日～12月18日

ベッド、ゆりかごほか

そり、テントほか

仮面、衣類ほか

食器、膳、箸、包丁

30点/40点（75%）

69点/119点（58%）

391点/391点（100%）

21点/21点（100%）

貸付先 展覧会名 貸付資料 展覧会期間

貸付点数／全体の展示
点数・貸付資料が展示資
料に占める割合

みんぱく図書室の活動

1. 教育・研究支援
本館が所蔵する文献図書資料は、専門性の高い蔵書構成となっています。マイク
ロフィルムリーダーを4台設置し、カラーコピー機での複写サービスもおこなっています。
カウンターには司書資格を有するスタッフが常駐し、大学共同利用機関として、教育・
研究活動の支援体制を整えています。

利用案内 月・火、木曜日～土曜日　10:00～17:00（入室は16:30まで）
＊日曜日、祝日、水曜日および博物館休館日は閉室
どなたでもご利用できます。貴重図書などの一部を除き、資料の貸出もできます。
貸出をご希望の方は、現住所・お名前を確認できるもの（免許証、学生証など）をご持参ください。

開室日時

利用資格

2. 文献図書資料の国立情報学研究所を介した目録情報公開を促進
平成28年度は世界25言語の図書を目録登録し、633,597冊が検索可能となりました。 
また、NACSIS-CAT（全国規模の総合目録データベース）への遡及入力事業として、
各国語図書1,752冊、雑誌161タイトル、マイクロ資料5,662件（北米学位論文約5,060件、
新聞雑誌102タイトル602件）を登録しました。95％が入力済みとなりました。

3. 社会貢献など
一般利用者も館外貸出利用ができます。平成28年度の一般利用者の登録者数は
264名、館外貸出冊数は2,054冊あり、順調に利用されています。

雑誌コーナー

図書室カウンター

4. 蔵書検索

学術情報リポジトリ
「みんぱくリポジトリ」は、NII（国立情報学研究所）のJAIRO Cloud（共用リポジトリサー
ビス）を利用して、館内出版物『Senri Ethnological Studies』、『国立民族学博物館
調査報告（Senri Ethnological Reports）』、『国立民族学博物館研究報告』、『国立
民族学博物館研究報告別冊』、『民博通信』等に加えて、外部で出版されたもののう
ち、利用許諾が取得できた論文を随時公開しています。その数は、平成28年度末時
点で約4,458コンテンツで、論文のダウンロード利用数は月平均約17,691件です。平成
29年度から「タイトル」、「著者名」等に英語表記を追加し、英語による論文検索を充実
していきます。

民族学研究アーカイブズの構築
本館では創設以来、文化人類学・民族学研究者の研究ノートや原稿、フィールドで作
成した映像・録音記録などさまざまな資料を集積してきました。これらを活用すべく図
書委員会の下に設置された「アーカイブズ部会」により、平成28年度も継続してアーカイ
ブズ資料の実態調査と目録作成をおこないました。今後も実態調査と目録作成作業
及びデジタル化を継続し、順次公開していくことを目指します。また、初代館長梅棹忠
夫の残した、フィールドノート、スケッチ、写真、メモ、原稿、著作、書評など、知的生産の
素材とそこから生産された多種多様かつ膨大なアーカイブズ資料を整備・保管する収
蔵施設として、平成25年4月に「梅棹資料室」を設置しました。専属担当者（アーキビス
ト）が資料を分析・整理し、主に学術研究等に活用するための支援をおこなっています。

保存箱に収納されたアーカイブズ資料●青木文教（あおき ぶんきょう）アーカイブ
●泉 靖一（いずみ せいいち）アーカイブ
●岩本公夫（いわもと きみお）アーカイブ
●梅棹忠夫（うめさお ただお）アーカイブズ
●大内青琥（おおうち せいこ）アーカイブ
●沖 守弘（おき もりひろ）・インド民族文化資料アーカイブ
●桂米之助（かつら よねのすけ）アーカイブ

●鹿野忠雄（かの ただお）アーカイブ
●菊沢季生（きくざわ すえお）アーカイブ
●杉浦健一（すぎうら けんいち）アーカイブ
●土方久功（ひじかた ひさかつ）アーカイブ
●馬淵東一（まぶち とういち）アーカイブ
●「日本文化の地域類型研究会」アーカイブ
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イントロダクション

地域展示

通文化展示

企画展示場

ビデオテーク、多機能端末室

ビデオテーク　ブース

探究ひろば

ナビひろば

アメリカ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

オセアニア

西アジア

音楽

言語

ナビひろば

中央･北アジア

日本の文化

中国地域の文化

多機能
端末室

東南アジア

イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

朝
鮮
半
島
の
文
化

ア
イ
ヌ
の
文
化

南アジア

企画展示場

ア
フ
リ
カ

（東アジア）

（東アジア）

探
究

ひ
ろ
ば

展示資料が、どのような場所で、どのような人びとによって、どのよ
うに使われているかを、映像と音声を使って解説する携帯型の
展示解説装置です。日本語版、英語版、中国語版、韓国語版を
用意しています。（平成28年度貸出件数：8,098件）

展示の理念と構成
みんぱくにおける展示は、文化人類学・民族学とその関連諸分野の研究成果を多様なメディアを通じて社会に公開し、世界各地の文化についての認識を
深めるとともに、文化の違いを超えた相互理解の場を提供することを目的としています。展示は、本館展示と特別展示・企画展示で構成されます。本館展
示では、世界の文化の多様性と共通性についての広い理解が得られるよう、常設的な展示をおこなっています。一方、特別展示・企画展示は、特定のテー
マについて深く掘り下げた内容の展示を、期間を限って、年に数回開催するものです。

本館展示
本館展示は、地域展示と通文化展示から構成されています。
地域展示では、世界をオセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、それに日本を含むアジア各地域に分け、オセアニアを出発して東回りに世界を一周し、最後に
日本にたどり着く構成をとっています。日本の文化を世界各地の文化との関連の中で理解できるように配慮したものです。みんぱくでは、創設以来、世界の
民族文化に優劣はなく、すべて等しい価値をもつという認識にもとづいて、展示をつくり上げてきました。それぞれの文化に見られる違いは、人類の営みの
豊かな多様性を示すものとして展示されています。また、世界の人びとの暮らしがよくわかるように、衣食住などの生活用品を中心とした展示になっているの
も特徴のひとつです。
一方、通文化展示とは、地域単位でなく、特定のジャンルを取り上げて広く世界の民族文化を通覧する展示で、現在は音楽と言語についての展示を常設し
ています。
本館展示は、1977年の開館以来40年が経ち、世界の社会・文化的状況や学問のありかたなどが大きく変化していることにともない、平成20年度から展示の
新構築を進めました。
その基本的な考え方は、以下の5点に要約できます。1. 国内外の研究者の力を結集する大学共同利用機能の活用。2. 展示に関わる三者、つまり展示を
つくる研究者と展示の対象となる文化の担い手、そして展示の利用者が相互に交流・啓発して文化の違いを超えたフォーラムとしての展示の展開。3. 地域
と世界や日本とのつながりとともに、文化が接触して変化する動態も示すグローカル展示への刷新。4. 情報提供の高度化や深化。5. 利用者の多様な要
求にこたえる展示の実現。
平成21年3月にはアフリカ展示と西アジア展示、22年3月には通文化展示の音楽展示、言語展示と共同利用展示場、インフォメーション・ゾーンの一部（ナビひ
ろば）、23年3月にはオセアニア展示とアメリカ展示、24年3月にはヨーロッパ展示とインフォメーション・ゾーン、25年3月には日本の文化展示のうち「祭りと芸能」

「日々 のくらし」、26年3月には朝鮮半島の文化展示、中国地域の文化展示、日本の文化展示のうち「沖縄のくらし」「多みんぞくニホン」、27年3月には南アジ
ア展示、東南アジア展示、28年6月には中央・北アジア展示、アイヌの文化展示が生まれ変わりました。本館展示場内に設けている企画展示場では、期間を
限って、現代的な問題や最先端の研究成果など個別のテーマを取り上げた展示をおこなっています。この企画展示場は、国内外の大学等の最新の研究
動向を迅速に展示に結びつける、共同利用展示場としても活用しています。
みんぱくでは、情報機器を活用した展示を積極的に展開しています。ビデオテークは、「映像情報自動送出装置」として、みんぱくが世界に先がけて開発し
たものです。約770本の映像番組を自分で選択して視聴することができます。その映像を通じて、本館展示場内で紹介されている民族の生活や、その民
族が生み出したモノが実際に用いられている様子を確認することができます。一方、世界ではじめての映像と音声による携帯型の展示解説装置「みんぱく
電子ガイド」は、平成19年度に新しいシステムに更新され、軽量化とともに、利便性が大幅に向上しました。
また、探究ひろばでは、情報検索端末を用いて展示資料に関するさまざまな情報を検索したり、比較したりすることができ、関連する書籍やみんぱくの刊行物
を閲覧することもできます。

みんぱく電子ガイド

地域展示

オセアニア

ヨーロッパ

アメリカ

アフリカ

地域展示では、世界を大きくオセアニア、アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、西アジア、南アジア、東南アジア、中央・北アジア、東アジアの9地域に分けてい
ます。（各展示場名横の数字は展示場面積）

海がほとんどの面積を占めているオセアニアには、大小数万をこえる島々
が点在しています。そこには、発達した航海術をもち、根栽農耕を営む
人々が暮らしてきました。「移動と拡散」「海での暮らし」「島での暮らし」
では、資源の限られた島環境で、さまざまな工夫をして生活してきた様子
を展示しています。「外部世界との接触」「先住民のアイデンティティ表
現」では、外の世界と出会うなかで、人びとが伝統文化をどのように継承、
発展させてきたかを紹介しています。

ヨーロッパは、16世紀から20世紀にかけて、キリスト教や近代の諸制度をは
じめ、さまざまな技術や知識を世界各地に移植しました。現代、この流れ
が逆転するなかで、世界中からの移民とともに、その文化も社会の一部とな
りつつあります。ここでは、時間の流れに注目しながら伝統的な生活様式
と宗教、近代の産業化、さらに現代の新しい動きが層をなしてヨーロッパを
つくりあげていることを示しています。

広大なアメリカ大陸には、極地から熱帯雨林まで、さまざまな自然環境が見
られます。人びとは、それぞれの環境に応じた生活を営んできました。  一
方で、ヨーロッパ人による征服と植民の歴史を経験したこの地には、日常生
活の隅 ま々で、外来の文化が浸透していきました。ここでは衣、食、宗教
に焦点をあて、アメリカ大陸の多様性と歴史の重なりを明らかにするととも
に、土着の文化資源に現代的価値を見出そうとする芸術家や工芸家の
すがたを紹介しています。

人類誕生の地とされるアフリカは、常に外部世界と結びつきながら変化を
重ねてきました。私たちが、現在目にするアフリカ大陸の中の、文化や言
語の多様性は、そうした変化の結果にほかなりません。人びとの「歴史を
掘り起こす」営みに目を向けるとともに、現在のアフリカに生きる人びとの生
活のありさまを「憩う・働く・装う・祈る」の4つのコーナーに分けて紹介してい
ます。

移動と拡散　海での暮らし　島での暮らし
外部世界との接触　先住民のアイデンティティ表現

生業と一年　宗教・信仰
産業化とともに　変動するヨーロッパ

出会う　食べる　着る
祈る　創る

歴史を掘り起こす　憩う　働く
装う　祈る　アフリカの今

660㎡

250㎡

320㎡

500㎡

展示
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南アジア

東南アジア 東アジア 東アジア

東アジア

中央・北アジア

東アジア西アジア

南アジア地域は、北部の山岳地帯から西はアラビア海沿岸、東はベンガ
ル湾沿岸にいたるさまざまな自然環境のもと、多様な宗教や文化、生活
様式をもつ人びとが共存しあう知恵を育んできました。経済発展が著し
い現代においても、その知恵は保たれています。この展示では、宗教文
化や生業・工芸の多様性、都市を中心とした活気あふれる大衆文化、ま
たグローバル化のなかで花ひらく染織文化のすがたを紹介しています。

中央・北アジアは、ユーラシア大陸の北東部を占める広大な地域です。 
古くから東西南北をむすぶ交渉路としての役割を担い、多様な民族が行
き交ってきました。20世紀に社会主義を経験した後、市場経済に移行し、
グローバル化の波にさらされながら伝統を再評価する動きがみられます。
「自然との共生」「社会主義の時代」というふたつの共通テーマをふまえ
て、「中央アジア」「モンゴル」「シベリア・極北」の3つの地域に生きる人び
との今を紹介しています。

中国地域では、広大な面積と高低差のある地形がうみだす多様な自然
環境のもと、さまざまな民族文化が育まれてきました。漢族が人口の90％
以上を占め、平野部を中心に全国に居住しています。大陸の55の少数
民族は、おもに西南、西北、東北地方の高地や草原に居住しており、台湾
には漢族のほか先住のオーストロネシア系民族が居住しています。また、
世界各地に、中国を故郷とする華僑・華人がくらしています。多様な生活
環境から生みだされたさまざまな民族の文化を、歴史や地域性をふまえ、
生業、装い、楽器、住居、工芸、宗教と文字、漢族の婚礼や祖先祭祀、台
湾の原住民族、華僑・華人をテーマに紹介しています。

森と海に囲まれた東南アジア。熱帯・亜熱帯の気候にくらす人びとは、早
朝の涼しい時間から働きはじめ、40度近くに達する日中は屋内で昼寝な
どをして暑さをしのぎます。夕方、スコールが通り過ぎた後は、少し暑さが
和らぎ、人びとは買い物や農作業に出かけます。日が落ちて涼しくなると、
友人や家族と屋台に出かけたり、演劇を見たりして余暇を楽しみます。 本
展示場では、「東南アジアの1日」をテーマに、その多彩な民族文化を紹介
しています。

アイヌは、北海道を中心に日本列島北部とその周辺にくらし、寒冷な自然
環境のもとで独自の文化をはぐくんできた先住民族です。江戸時代に幕
府による支配が始まり、明治時代に同化がすすめられると、アイヌは差別
を受け生活に困るようになりました。しかし近年、日本政府はその歴史的
事実を認め、アイヌ民族を尊重した政策に取り組みはじめました。ここで
は、伝統を継承しつつ、あらたな文化を創造する人びとの姿を紹介してい
ます。

北海道から沖縄県まで、南北に細長い日本列島は、多様な自然に恵まれ
ています。こうした環境のなかで、隣接する諸文化と影響しあいながら、
さまざまな地域文化を展開してきました。また、近年では多くの外国人
が私たちの隣人として生活をともにしています。ここでは、「祭りと芸能」、

「日々 のくらし」、「沖縄のくらし」、「多みんぞくニホン」という4つの角度か
ら、日本文化の様相を展示しています。

朝鮮半島の人びとは、外部の民族から影響を受けつつも、独自の文化を
育んできました。有史以前は東シベリアの諸民族から、その後は中国か
ら取り入れた文化要素を、独自のものに再編し、世界に例を見ないほど高
度に統合された文化を獲得してきました。近代には日本に植民地支配さ
れ、独立後にはふたつの分断国家として急速な近代化を進めました。そ
して現代には、積極的に世界に進出する韓国人や、コリア系の海外生活
者の姿も見られます。こうした文化の歴史的な重なりや躍動性を、精神
世界、衣食住、あそびと知をテーマに紹介しています。

中東ともよばれる西アジアの人びとは、自分たちが暮らす地域をマシュリク
（日出ずる地）とよび、マグリブ（日没する地）とよばれる北アフリカと深い関
係を保ってきました。乾燥地帯が大部分を占め、遊牧を生業とする人び
とが移動する一方、バグダードやカイロなどでは古来より都市文化が栄え
てきました。多くの住民はムスリムですが、ユダヤ教やキリスト教発祥の地
でもあります。地球規模の変動の時代に移りゆく人びとの暮らしを紹介し
ています。

宗教文化―伝統と多様性　生態となりわい　
都市の大衆文化　染織の伝統と現代　躍動する南アジア

生業　村の日常　都市の風景　芸能と娯楽 アイヌとは　カムイと自然　現代そして未来 祭りと芸能　日々のくらし　沖縄のくらし　
多みんぞくニホン

精神世界　住の文化　食の文化　衣の文化　
あそびの文化　知の文化

自然との共生　社会主義の時代　中央アジア
モンゴル　シベリア・極北

生業　民族楽器　チワン族の高床式住居　装い　工芸
台湾原住民族　宗教と文字　華僑・華人　継承される伝統中国

信仰
砂漠のくらし
パレスチナ・
ディアスポラ
日本人と中東
音文化と
ポップカルチャー

600㎡

730㎡ 270㎡ 1,460㎡

330㎡

710㎡

660㎡310㎡ 朝鮮半島の文化 中国地域の文化

アイヌの文化 日本の文化
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インフォメーション・ゾーン

音楽 言語

イントロダクション

私たち人類は、音や音楽によって意志や感情をつたえ、自分の位置を知
り、訪れたことのない場所や過ぎ去った時に思いを馳せ、心を奮い立た
せたり慰めたりしてきました。また、神仏や精霊など見ることのできない
存在と交わってきました。この展示では、音や音楽と私たちの存在との
かかわりを、世界各地の楽器の例を通して考えます。

音声や身ぶりを媒体とすることばは、高度に発達した伝達手段で、感情
から科学的な知識まで多くの情報を伝えることができます。文化の多様
性を反映すると同時に、人間のもつ認知能力や創造性などを生みだすこ
とばは、人類のもつかけがえのない資産です。インタラクティブな仕掛け
を通して、ことばの仕組みと世界のことばの多様性について紹介してい
ます。

イントロダクション展示は、民博の展
示の見方、文化人類学・民族学の考
え方を直感的に身につけていただ
けるよう工夫した、文字通りのイントロ
ダクション（＝導入）のための展示で
す。ここから世界への旅が始まりま
す。

太鼓　荒ぶる音　ゴング　伝え交わる音　
チャルメラ　演じる音　ギター　歴史の中の音

言葉を構成する要素　言語の多様性　世界の文字

550㎡ 170㎡

通文化展示

ビデオテーク 探究ひろば

世界の人びとの儀礼や芸能、生活の様子、あるいは
展示資料の背景を紹介する映像展示として、昭和
52年に世界ではじめて本館が開発しました。その
後改良を重ね、マルチメディア番組や研究者がフィー
ルドワークで取材した貴重な研究用映像資料も公開
しています。平成24年からの現行システムでは、番
組をより多角的に検索できるようメニュー画面を充実
させるとともに、ブース内部の雰囲気も明るく変え、視
聴環境を整えました。また、ユニバーサルデザインを
意識したブースでは、車いすに乗ったままご利用いた
だけます。

（平成28年度リクエスト件数：57,862件）

展示資料の情報を検索して調べることのできる「リ
サーチデスク」、研究者が取り組んでいる調査を紹介
する「研究の現場から」、展示資料を見てさわって理
解する「世界をさわる」の3つのコーナーを通して、民
博の研究や展示をより詳しく知ることができます。展
示場で見た資料についてもっと知りたい、民博の研
究者って何を調査しているの、モノと身近に接してみ
たい、という探究心を満たし、知識をさらに深める場と
してご活用ください。

リサーチデスク　調べて深める
研究の現場から　知ってつながる
世界をさわる　感じて広がる

平成28年2月25日（木）～5月10日（火）
主催　 国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館、「夷酋列像」展実行委員会（北海道博物館、

一般財団法人北海道歴史文化財団、北海道新聞社）
実行委員長　日髙真吾
実行委員　［館内］ 佐々木史郎、吉田憲司、野林厚志
　　　　　［館外］  右代啓視（北海道博物館）、内田順子（国立歴史民俗博物館）、吉本忍（国

立民族学博物館名誉教授）

平成28年9月8日（木）～11月29日（火）
主催　国立民族学博物館、国立歴史民俗博物館
実行委員長　笹原亮二
実行委員　［館内］ 野林厚志、山中由里子
　　　　　［館外］  鵜飼正樹（京都文教大学）、川添 裕（横浜国立大学）、川村清志（国

立歴史民俗博物館）、松尾恒一（国立歴史民俗博物館）

特別展示

特別展「夷酋列像 ―蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界―」（人間文化研究機構連携展示）

特別展「見世物大博覧会」

巡回展「見世物大博覧会」

日本では、細工物・軽業・曲芸・動物見世物といった様 な々ジャンルの見世物の興行が都市の
盛り場や社寺の祭を中心に盛行し、人びとを魅了しました。本展では、こうした江戸から明
治・大正・昭和を経て現代に至る多種多様な見世物の姿を、絵看板、錦絵、一式飾りや生人
形などの資料をとおして紹介しました。

極彩色の衣装に身を包み立ち並ぶ、12人のアイヌの有力者たち。松前藩家老を務めた画人、
蠣崎波響が寛政2年（1790年）に描いた「夷酋列像」は、時の天皇や、諸藩の大名たちの賞賛
を受け、多くの模写を生みました。蠣崎波響筆のブザンソン美術考古博物館所蔵本と国内
各地の諸本が、はじめて一堂に会しました。絵をめぐって接する人、交叉する物、そして日本
の内に胎動し始めた外の「世界」。18世紀から現在に続く、蝦夷地＝北海道イメージを見渡し
ました。

平成29年1月17日（火）～3月20日（日・祝）　国立歴史民俗博物館

特別展示一覧

「大アンデス文明展―よみがえる太陽の帝国インカ」

「赤道アフリカの仮面―秘められた森の精霊たち」※

「海を渡った明治の民具　モース・コレクション展」

「ケンペル展―ドイツ人の見た元禄時代」※

「大インド展―ヒンドゥー世界の神と人」

「文明の十字路・ダゲスタン―コーカサスの民族美術」※

「オーストラリア・アボリジニ展―狩人と精霊の５万年」

「民族学の先覚者　鳥居龍藏の見たアジア」※

「アイヌモシリ―民族文様から見たアイヌの世界」

「ジャワ更紗―その多様な伝統の世界」

「台湾先住民の文化　伝統と再生」※

「絨毯―シルクロードの華」

「ラテンアメリカの音楽と楽器」※

「現代マヤ―色と織に魅せられた人々」

「シーボルト父子のみた日本」

「異文化へのまなざし―大英博物館コレクションにさぐる」

「なかはどうなってるの？ ―民族資料をＸ線でみたら」※

「大モンゴル展―草原の遊牧文明」

「南太平洋の文化遺産：ジョージ・ブラウン・コレクション」※

「越境する民族文化―いきかう人びと、まじわる文化」

「みんぱくミュージアム劇場―からだは表現する」

「進化する映像―影絵からマルチメディアへの民族学」

「大正昭和くらしの博物誌―民族学の父･渋沢敬三とア
チック・ミューゼアム」

「ラッコとガラス玉」

「2002年ソウルスタイル」

「世界大風呂敷展　布で包む　ものと心」

「マンダラ―チベット・ネパールの仏たち」

「西アフリカ おはなし村」

「アイヌからのメッセージ―ものづくりと心」

「多みんぞくニホン―在日外国人のくらし」

「アラビアンナイト大博覧会」

「きのうよりワクワクしてきた。」

「インド サリーの世界」

「みんぱくキッズワールド：こどもとおとなをつなぐもの」

「更紗今昔物語―ジャワから世界へ」

「聖地★巡礼―自分探しの旅へ」

「オセアニア大航海展―ヴァカ モアナ、海の人類大移動」

「深奥的中国―少数民族の暮らしと工芸」

「アジアとヨーロッパの肖像」

「千家十職×みんぱく：茶の湯のものづくりと世界のわざ」

「自然のこえ 命のかたち―カナダ先住民の生みだす美」

「彫刻家エル・アナツイのアフリカ―アートと文化をめぐる旅」

「ウメサオ タダオ展」

「千島・樺太・北海道　アイヌのくらし―ドイツコレクションを中心に」

「今和次郎　採集講義―考現学の今」

「世界の織機と織物―織って！みて！織りのカラクリ大発見」

「マダガスカル　霧の森のくらし」

「渋沢敬三記念事業　屋根裏部屋の博物館 Attic Museum」

「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる」

「韓日食博―わかちあい・おもてなしのかたち」

「夷酋列像―蝦夷地イメージをめぐる人・物・世界―」

「見世物大博覧会」

「ビーズ―つなぐ・かざる・みせる」

平成1年9月14日～12月12日

平成2年3月15日～5月31日

平成2年9月13日～12月4日

平成3年2月7日～4月16日

平成3年8月1日～11月5日

平成4年3月12日～5月19日

平成4年9月10日～12月8日

平成5年3月11日～5月14日

平成5年6月10日～8月17日

平成5年9月9日～11月30日

平成6年3月10日～5月24日

平成6年9月8日～11月29日

平成7年3月16日～5月30日

平成7年9月14日～11月30日

平成8年8月1日～11月19日

平成9年9月25日～1998年1月27日

平成10年3月12日～5月26日

平成10年7月30日～11月24日

平成11年3月11日～5月31日

平成11年9月9日～2000年1月11日

平成12年3月18日～5月14日

平成12年7月20日～11月21日

平成13年3月15日～6月5日

平成13年9月20日～2002年1月15日

平成14年3月21日～7月16日

平成14年10月3日～2003年1月14日

平成15年3月13日～6月17日

平成15年7月24日～11月25日

平成16年1月8日～2月15日

平成16年3月25日～6月15日

平成16年9月9日～12月7日

平成17年3月17日～6月7日

平成17年9月8日～12月6日

平成18年3月16日～5月30日

平成18年9月7日～12月5日

平成19年3月15日～6月5日

平成19年9月13日～12月11日

平成20年3月13日～6月3日

平成20年9月11日～11月25日

平成21年3月12日～6月14日

平成21年9月10日～12月8日

平成23年9月16日～12月7日

平成23年3月10日～6月14日

平成23年10月6日～12月6日

平成24年4月26日～6月19日

平成24年9月13日～11月27日

平成25年3月14日～6月11日

平成25年9月19日～12月3日

平成26年9月11日～12月9日

平成27年8月27日～11月10日

平成28年2月25日～5月10日

平成28年9月8日～11月29日

平成29年3月9日～6月6日

展覧会名 展覧会名展覧会期間 展覧会期間

※印は、平成13年以前は企画展に区分されていましたが、現在はすべて特別展に統一されています。
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企画展示

巡回展「ワンロード：現代アボリジニ・アートの世界」

企画展「順益台湾原住民博物館所蔵・学生創作ポスター展
台湾原住民族をめぐるイメージ」

企画展「津波を越えて生きる―大槌町の奮闘の記録」

企画展「ワンロード：現代アボリジニ・アートの世界」

主催：香川県立ミュージアム、市原湖畔美術館、釧路市立美術館
共催：オーストラリア国立博物館

平成28年6月9日（木）～7月19日（火）
プロジェクトリーダー　丹羽典生

平成28年8月6日（土）～9月19日（金）　香川県立ミュージアム
平成28年10月1日（土）～平成29年1月9日（月・祝）　市原湖畔美術館
平成29年4月7日（金）～5月7日（日）　釧路市立美術館

平成28年8月4日（木）～10月4日（火）
プロジェクトリーダー　野林厚志

平成29年1月19日（木）～4月11日（火）
プロジェクトリーダー　竹沢尚一郎

巡回展示
巡回展「イメージの力―国立民族学博物館コレクションにさぐる」
平成28年10月8日（土）～11月27日（日）　香川県立ミュージアム　（入館者数 7,163名）
担当者　吉田憲司

平成26年2月～6月に国立新美術館にて、また、同年9月～12月に本館特別展として開催した「イメージの力─国立民族学博物館コレクションにさ
ぐる」展が、瀬戸内国際芸術祭2016連携事業として香川県立ミュージアムへ巡回しました。
世界各地の神像や仮面をはじめ、民族衣装、墓標、玩具など約390点の資料を選出し、それらを地域や時代などに分類するのではなく、人びとが
作り出したイメージに備わる造形性や効果、機能に着目して展示することで、イメージのもつ力を検証しました。

本展は、オーストラリア西部の砂漠地帯を縦断する1,850キロに及ぶ一本道キャニング牛追い
ルートを、かつてこの界隈で生活していたオーストラリアの先住民アボリジニたちが旅をし描
いた絵画を中心に、映像、写真、オブジェ、言葉を紹介しました。アートと人類学を架橋する
稀有でダイナミックなプロジェクトの記録です。

本展では、本館と学術交流協定を締結している台湾の順益台湾原住民博物館が2006年よ
り隔年で主催、実施している台湾原住民族の文化や歴史を主題とした学生ポスターコンテス
トに入選を果たした作品と原住民族の物質文化を紹介しました。

多大な被害を出した東日本大震災は、多くの日本人の心に深い刻印を残しました。本展は、
本館教授・竹沢尚一郎が震災直後から支援してきた岩手県大槌町の復興の過程に着目し、
現地の人びとが大規模災害をいかに乗り越えてきたか、いかに乗り越えようとしているかを学
ぶことを目的とした展示です。
大槌町の被災前の文化を紹介すると同時に、被災直後の人びとの行動や復旧の試みを展
示の形でたどることで、将来起こりうる大規模災害に対する備えの必要性を示し、災害を乗り
越えて過去から未来へと文化や伝統をつなぐことの意義を考えます。

カムイノミ儀礼

音楽の祭日 in みんぱく

学習キット ｢みんぱっく｣

博学連携事業

ボランティア団体の活動

本館では、国内外の博物館や大学などとの学術連携を通して、文化資源の系統的、有機的活用を実践するためのネットワークづくりを試みて
きました。また、さまざまな団体と連携して、広く社会へ貢献する事業や活動を展開しています。

本館では、公益社団法人北海道アイヌ協会とのあいだに協定を結んで、カムイノミ儀礼を実施していま
す。アイヌ語のカムイノミは「神への祈り」という意味であり、その実施は、本館が所蔵するアイヌの標
本資料の安全な保管と後世への確実な伝承を目的としています。従来は萱野茂氏（故人、萱野茂
二風谷アイヌ資料館前館長）によって非公開でおこなわれていました。平成19年度からは、社団法
人北海道ウタリ協会（現・公益社団法人北海道アイヌ協会）の会員が順にカムイノミとあわせてアイヌ
古式舞踊の演舞を実施し、公開しています。平成28年度は阿寒アイヌ協会の協力を受けました。

学校や各種社会教育施設を対象に、本館の研究成果をわかりやすく伝えることを目的として、学習キッ
ト「みんぱっく」の貸出を実施しています。「みんぱっく」は世界の国や地域の衣装や楽器、日常生活
で使う道具や子どもたちの学用品などをスーツケースにパックしたもので、14種類23パックを用意して
います。異文化との出会いにおいてどのようにものを見つめ、それらと語らうことができるのか、その先
にある物語をどう読みとるのかという、本館ならではのコンセプトで企画されています。

フランスで始まった夏至の日を音楽で祝う「音楽の祭典」が、平成14年から日本でも「音楽の祭日」とし
て全国で開催されています。
本館もその趣旨に賛同し、平成15年から音楽を愛する一般市民に広く本館施設を開放して実施して
います。平成28年は、6月19日（日）に26のグループや個人が、さまざまな楽器による演奏をおこないまし
た。

校外学習や遠足など博物館見学の準備や事前・事後の学習に役立つツールを紹介することを目的として、春と秋の年に2回「先生のためのガイダ
ンス」をおこない、授業での博物館活用の促進を図っています。平成28年度は52団体152名の参加がありました。また、中学生に「職場体験活
動」の機会を提供しており、平成28年度は5校10名を受け入れました。

「みんぱくミュージアムパートナーズ（ＭＭＰ）」は、本館の博物館活動をサポートする自律的な組織として平成16年9月に発足した団体です。
館内で視覚障がい者を対象とした展示場案内、休日・祝日などのイベント、学校団体向けの展示場体験プログラムの企画、運営といった多岐に広
がる活動を本館との協働で進めています。

貸出パック　平成28年度　貸出件数のべ223件

●極北を生きる─カナダ・イヌイットのアノラックとダッフルコート
●アンデスの玉手箱─ペルー南高地の祭りと生活
●ジャワ島の装い─宗教と伝統
●ブータンの学校生活（平成28年度運用停止）
●インドのサリーとクルター
●アラビアンナイトの世界
●イスラム教とアラブ世界のくらし

●ソウルスタイル─こどもの一日
●ソウルのこども時間
●ブリコラージュ
●アイヌ文化にであう
●アイヌ文化にであう2—樹皮からつくる着物
●モンゴル─ 草原のかおりをたのしむ 
●あるく、ウメサオタダオ展

カムイノミ儀礼

音楽の祭日

みんぱっく
「あるく、ウメサオタダオ展」

博物館社会連携
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受講者総数 2,744名　（平成27年度 2,627名）

世界の諸民族の文化について、最新の研究成果を社会に公開するため、各種事業や広報活動を実施しています。

みんぱくゼミナール
毎月第3土曜日に、研究部の教員などが最新の研究成果をわかりやすく講演しています。

平成28年度実施 □印は特別展関連事業　■印は本館展示新構築の関連事業　○印は企画展関連事業

実施回数

夷酋列像を考える

ヒンドゥー聖地と巡礼の現在

ポスト移行期モンゴルの文化変容

カザフ女性たちの結婚と子育て

飛ばねぇカワウは、ただのカワウだ―鵜飼研究の魅力を語る

軽業の系譜と民俗芸能―特別展「見世物大博覧会」から

言葉から文化を考える―「アラブ的思考様式」再考

博物館の中の古代アメリカ文明

アイヌ語はどこから来たのか。そして、どこへ行くのか。

アイヌ文化と観光

津波を越えて生きる―大槌町の奮闘の記録

人間にとってビーズとは何か？－特別展「ビーズ―つなぐ・かざる・みせる」から

実施日 担当講師 演題

平成28年4月16日（土）

平成28年5月21日（土）

平成28年6月18日（土）

平成28年7月16日（土）

平成28年8月20日（土）

平成28年9月17日（土）

平成28年10月15日（土）

平成28年11月19日（土）

平成28年12月17日（土） 

平成29年1月21日（土）

平成29年2月18日（土）

平成29年3月18日（土）

右代啓視（北海道博物館 学芸主幹）
内田順子（国立歴史民俗博物館 准教授）
日髙真吾

松尾瑞穂

小長谷有紀

藤本透子

卯田宗平

笹原亮二

西尾哲夫

鈴木 紀

中川 裕（千葉大学 教授）
齋藤玲子

齋藤玲子

竹沢尚一郎

池谷和信

□ 455 回

456 回

■ 457 回

■ 458 回

459 回

□ 460 回

461回

462 回

■ 463 回

■ 464 回

○ 465 回

□ 466 回

第456回  「ヒンドゥー聖地と巡礼の現在」

第461回  「言葉から文化を考える—『アラブ的思考様式』
再考」

第457回  「ポスト移行期モンゴルの文化変容」

第464回  「アイヌ文化と観光」

第458回  「カザフ女性たちの結婚と子育て」

第465回  「津波を越えて生きる—大槌町の奮闘の記録」

広報・事業

みんぱくフォーラム   
平成20年度から本館展示場の新構築が始まりました。平成28年度には新しくなった中央・北アジア、アイヌの文化展示を広く社会に紹介するため
に、6月から8月にかけて「中央・北アジアを駆けめぐる―夏のみんぱくフォーラム2016」、12月～2月にかけて「アイヌ展示チアシリカラ！（アイヌの展示を
リニューアルしました）―冬のみんぱくフォーラム2017」と題して、研究公演、映画会、ゼミナール、ギャラリートークなどのイベントを実施しました。

国際協力・研修

JICA課題別研修「博物館とコミュニティ開発コース」の実施“Museums and Community Development”

本コースは、博物館の運営に必要な、収集・整理・保存・展示・教育に関する実践的技術の研修を実施し、博物館を通じて各国の文化の振興に
貢献できる人材を育成するものです。従来から、国際協力機構（JICA）主宰の｢博物館技術コース｣の一環として、本館で約3週間にわたり｢博物
館学国際協力セミナー｣を実施してきましたが、平成16年度からは、本館がJICAから全面的委託を受け、滋賀県立琵琶湖博物館と共同で、4ヶ
月にわたる研修を｢博物館学コース｣として実施し、毎年、開発途上の国や地域から約10名を外国人受託研修員として受け入れています。研修
は、博物館の諸活動に直接かかわる人 に々特化したコースとなっています。平成24年からは東日本大震災後の状況を踏まえ、博物館資料の保
安や防災のカリキュラムを強化するとともに、博物館運営について自らが立案し、実践・普及できるような研修項目、さらには観光関連分野との連携
も追加しました。
平成27年度からは、「博物館とコミュニティ開発」と名称変更し、博物館が地域社会に果たす役割により重点を置いた研修を3ヶ月にわたり行いま
した。平成28年度は、アルメニア・エジプト・イラン・ラオス・メキシコ・ペルー・サモア・ヨルダン・パレスチナ自治政府の9カ国・地域から12名の研修員を
受け入れ、9月28日から12月16日まで研修をおこないました。本館と琵琶湖博物館での実施だけではなく、新潟県中越大震災の被災地や中越メ
モリアル回廊、東京国立博物館や国立科学博物館、広島平和記念資料館などへの研修旅行も行いました。その他、あしや秋祭りのだんじり巡
行にも参加するなど、地域社会とのつながりや日本の伝統を間近で体験することができました。また、研修員全員が自国の博物館の活動や課題
を報告し、検討する公開フォーラム「世界の博物館2016」を平成28年11月23日に本館で開催しました。85名の参加者があり、報告者と活発な意
見交換を展開しました。
コースの名称と運営形態は発展的に更新していますが、博物館を通じた国際交流の促進というコースの目的は、一貫して継続しており、平成29
年3月までに、世界各地からの研修修了者及びオブザーバーは59カ国・地域の238名におよび、国際的ネットワークを築いています。

あしや秋祭りのだんじり巡行 東京研修

開講式 直島研修

民博での研修 滋賀県立琵琶湖博物館での研修
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平成28年6月12日（日）

平成28年6月25日（土）
平成28年7月9日（土）
平成28年7月18日（月・祝）

平成28年11月12日（土）
 11月13日（日）

■

■
■
■

藤本透子、
佐々木史郎（国立アイヌ民族博物館設立準備室）
藤本透子、小長谷有紀
藤本透子、吉田世津子（四国学院大学）
小長谷有紀、藤本透子、佐野伸寿（映画製作者）

川瀬 慈、野林厚志

■印は新展示関連事業

252名

249名
427名
452名

217名

378名
203名
296名

参加者数

参加者数

参加者数

みんぱく映画会

連携講座「みんぱく×ナレッジキャピタル」

上映される機会の少ない文化人類学・民族学に関する貴重な映像資料などを教員の解説を交えて上映しています。

平成26年度に一般社団法人ナレッジキャピタルとの間に取り交わした連携協力協定に基づき、連続
講座「みんぱく×ナレッジキャピタル」を開講しました。この講座では、大阪・梅田のカフェを会場として、
研究者がそれぞれの研究対象をわかりやすく解説しました。

「映像に描かれる〈出会いと創造〉」のテーマにふさわしい映画を選び、研究者の解説による上映会をシリーズで実施しま
す。立場による考え方の違いを互いに認め合いながら、公正で平等な社会をどのように実現すればよいのか、世界各地
に視野を広げて、映画を通して考えます。

映画で知る中央・北アジア

民族誌映画にみる文化への視点 台湾、日本、ノルウェー、エチオピアの作品より

みんぱくワールドシネマ

連携講座「みんぱく×ナレッジキャピタル―世界の『台所』―」

連携講座「みんぱく×ナレッジキャピタル　展示キュレーションの誘惑―新しいみんぱくの展示ができるまで」

平成28年度実施 参加者総数  2,700名

実施日

実施日

実施日

実施日

実施日

回数

回数

デルス・ウザーラ

モンゴル
山嶺の女王　クルマンジャン
くるみの木

虹の物語、霊山、受け継ぐ人々
僕らの時代は、怒 大阪浪速の太鼓集団

禁じられた歌声
パレードへようこそ
幸せのありか

展示キュレーションの誘惑 ～新しいアフリカ展示ができるまで～
展示キュレーションの誘惑 ～新しいオセアニア展示ができるまで～
展示キュレーションの誘惑 ～新しいアイヌの文化展示ができるまで～
展示キュレーションの誘惑 ～新しい日本の文化展示ができるまで～
展示キュレーションの誘惑 ～新しい中央・北アジア展示ができるまで～
展示キュレーションの誘惑 ～企画展「武器をアートに―モザンビークにおける平和構築」ができるまで～
展示キュレーションの誘惑 ～みんぱく展示ツアー～

担当講師

担当講師

担当講師

担当講師

担当講師

題名

題名

題名

題名

題名

第34回
第35回
第36回

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
番外
第6回

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
番外

平成28年9月22日（木・祝）
平成28年12月4日（日）
平成29年2月11日（土・祝）

平成28年5月11日（水）
平成28年5月25日（水）
平成28年6月8日（水）
平成28年6月22日（水）
平成28年7月6日（水）
平成28年7月18日（月・祝）
平成28年7月20日（水）

平成28年11月9日（水）
平成28年11月24日（木）
平成28年12月8日（木）
平成28年12月21日（水）
平成29年1月11日（水）
平成29年1月25日（水）
平成29年2月4日（土）

鈴木 紀、竹沢尚一郎
松尾瑞穂、吉田俊実（東京工科大学）
菅瀬晶子、鈴木 紀、信田敏宏

飯田 卓
南 真木人
新免光比呂
三島禎子
菅瀬晶子
樫永真佐夫
朝倉敏夫

吉田憲司
須藤健一
齋藤玲子
日髙真吾
藤本透子
吉田憲司
吉田憲司

平成28年11月19日（土）･11月20日（日）に、北大阪の8市3町の美術館･博物館の文化祭「北大阪ミュージアムメッセ」を本館にて開催し、展示や
ワークショップ、楽器の演奏、舞踏等がおこなわれました。
また、吹田市と双方の発展と充実に寄与し、地域連携を積極的に推進することを目的とした｢国立民族学博物館と吹田市との連携協力に関する
基本協定｣を締結し、「吹田市5大学･研究機関　生涯学習ナビ」（http : //www.suita5u.com）への参画等、情報発信を進めています。
平成28年9月から10月にかけて、吹田市情報発信プラザ「Inforestすいた」で「みんぱくフェア」を開催し、本館の活動を紹介しました。（来場者数
33,810名）

その他の連携事業

みんぱくウィークエンド・サロン—研究者と話そう
研究部のスタッフと来館者が、展示場内でより身近に語り合いながら、みんぱくの研究を知ってもらうこ
とを目的に、開館30周年記念事業として平成19年度に始まりました。平成28年度も引き続き、ほぼ毎
週日曜日に計40回開催し、参加者は計1,695名でした。

参加者総数 346名

参加者総数 203名

マダガスカル山岳部の食事と台所
閉じられた聖なる空間―ネパールの台所
人生は明るく楽しく―ルーマニアの食文化
セネガルの食事情―クスクスとご飯
ムスリムの肉食、キリスト教徒の菜食―中東・イスラーム世界の食と宗教

（民博展示ツアー）電気・ガス・水道のない台所―ベトナム、黒タイ族の村から
韓国の台所

研究公演・みんぱく公演
文化人類学・民族学に関する理解を深めてもらうことを目的として、世界の諸民族の音楽や芸能などの公演を実施しています。

平成28年度実施 参加者総数  2,112名 ■印は本館展示新構築の関連事業　○は企画展関連事業

黒森神楽×雄勝法印神楽 
in みんぱく公演

トンコリ×ウポポ―アイヌ音楽ライブ
by OKI/MAREWREW

城山虎舞 in みんぱくアイヌ民話人形劇 
ふんだりけったりクマ神さま

実施日

解説

出演

参加者数

実施日

解説

出演

参加者数

実施日

解説

出演

参加者数

実施日

解説

出演

参加者数

平成28年5月29日（日）
日髙真吾
黒森神楽保存会、
雄勝法印神楽保存会 ほか
426名

平成29年1月29日（日）
齋藤玲子
OKI、 MAREWREW
午前の部 306名  
午後の部 433名

平成29年3月19日（日）
日髙真吾
城山虎舞 ほか
353名

平成28年12月3日（土）
齋藤玲子
阿寒アイヌ工芸協同組合 ほか
午前の部 249名  
午後の部 345名

■

○■

平成28年12月23日（金・祝）

人間文化研究機構 北東アジア地域研究推進事業 国立民族学博物館拠点 国際公開セミナー

台湾文化光点計画上映会・シンポジウム

池谷和信、呉人徳司（東京外国語大学）、
山田孝子（金沢星稜大学）

226名

参加者数

極北の自然とチュクチの人びと―みんぱく展示場と映画『ツンドラブック』をつなぐ―
実施日

ツンドラブック

担当講師 題名

平成28年10月16日（日） 笹原亮二、鵜飼正樹 （京都文教大学） 229名

参加者数

「人間ポンプ安田里美　浅草木馬亭公演」上映会
実施日

人間ポンプ　安田里美　浅草木馬亭公演

担当講師 題名

特別展「見世物大博覧会」関連イベント
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平成18年度 平成19年度平成17年度平成16年度平成15年度平成14年度 平成20年度

1,400,000
1,600,000

1,200,000

1,000,000

6,000,000

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2,000,000

1,000,000

0

800,000

600,000

400,000

200,000

0

1,217,242
1,414,062

934,515

717,350668,940
483,476

2,227,967
2,884,068

3,210,454
3,965,910

5,221,89805,412,584

1,000,622

5,018,203

平成22年度平成21年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成18年度 平成19年度平成17年度平成16年度平成15年度平成14年度 平成20年度 平成22年度平成21年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

平成27年度

平成27年度

1,212,017
1,121,684 1,157,781

574,640
603,604

809,641

2,226,783 2,613,790

640,586

2,005,474

平成2８年度

平成28年度

774,417

2,415,3442,338,657

5,158,9955,341,354

3,952,270

ホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/
本館の研究活動、博物館展示・事業活動、大学院教育情報の他、刊行物、文献図書資料、標本資料などあらゆる情報を世界に発信しています。

メールマガジン　http://www.minpaku.ac.jp/museum/enews
メールマガジン「みんぱくe-news」を月１回発行し、最新の研究情報や、特別展・企画展情報、みんぱくゼミナール等の各種事業のお知らせを配信
しています。

ソーシャルメディア　Facebook　http://www.facebook.com/MINPAKU.official
　　　　　　　　　Twitter　http://twitter.com/MINPAKUofficial
　　　　　　　　　YouTube　http://www.youtube.com/MINPAKUofficial
さまざまなソーシャルメディアを活用して、研究、博物館活動を情報発信するとともに、本館及び文化人類学・民族学に関心をもつ人たちが交流す
る場を提供しています。

マスメディアを通じた広報

出版活動

国立民族学博物館要覧2016
National Museum of Ethnology: Survey and Guide 2016-17

要覧

MINPAKU Anthropology Newsletter
月刊みんぱく
みんぱくカレンダー

広報・普及

国立民族学博物館展示ガイド
展示図録 「見世物大博覧会」

展示解説

本館案内リーフレット（日本語、英語、中国語、ハングル、こども用、点字）
展示解説シート（日本語、英語）
団体見学利用案内
特別展展示案内リーフレット

利用案内

インターネット

訪問者数（Visits）　平成28年度　774,417

ページビュー数（Page Views）　平成28年度　2,415,344

※平成24年度より、統計方法を変更しました。

平成28年度の入館者数
年間入館者

入館者総数
1日平均
開館からの累計

246,505人
803人

10,732,170人

「旅・いろいろ地球人」
 平成21年4月から毎日新聞夕刊（毎週木曜日）に掲載
 平成17年4月から21年3月までは、「異文化を学ぶ」というタイトルで掲載

「みんぱく世界の旅」
 平成25年7月から29年3月まで毎日小学生新聞（毎週土曜日）に掲載

「考える舌　みんぱく食の民族誌」
平成27年5月からから28年6月まで京都新聞（毎週水曜日）に掲載

「先住民族を知ろう」
平成28年10月から12月まで朝日小学生新聞（毎週日曜日）に掲載

広く社会に本館の研究や博物館活動について広報するため、マスメディアを通じた広報活動を展開しています。「報道関係者と民博との懇談
会」（毎月第3木曜日開催）において、「研究こぼれ話」などのコーナーをもうけ、みんぱくの研究や博物館活動を積極的に紹介しています。28年
度はテレビ（20件）、ラジオ（71件）、新聞（884件）、雑誌（72件）、ミニコミ誌（177件）、その他（155件）の各媒体総数1,379件で、本館の活動が紹介
されました。
大阪府と毎日放送（MBSラジオ）の共催イベント「万博へGO！With MBS 2016」へ協賛参加し、特別展「見世物大博覧会」関連として、平成28
年9月10日（土）に、タレントの浜村淳氏、MBSアナウンサーの玉巻映美氏、藤林温子氏を招いて本館教授・笹原亮二とのトークイベントを本館にて
開催しました。


