
第 学年２【2012年度　資格取得科目  博物館学芸員資格取得科目】

視聴覚教育メディア論
担当教員 翁長　直樹

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
デジタルメディアの普及，情報化の進展にともない博物館・美術館おけるメディアの利用内容、形態も変化しつ
つある。本講座では音声から文字、活字、映像そして今日のインターネットまで、メディアの歴史的な変遷、そ
の思想的背景について学ぶ。特に今日のもっとも重要な映像を中心に学び、視聴覚的発想を理解する。また現代
の博物館・美術館の役割を考える。

【授業の展開計画】
メディアの歴史と思想的背景について学ぶ
メディアの種類と構造、役割について理解する
現代社会におけるメディアの現状と課題について新聞等を活用して学ぶ
博物館・美術館の歴史と現状を理解する
博物館・美術館におけるメディア利用の役割と実例について学ぶ
特に今日最大のメディアである映像を毎回視聴し、理解を深める

１　　オリエンテーション　

２　　メディアとは何か
３　　メディアの変遷  　　文字　図像　音声　写真　映像
４　　メディア論の現在　　マクルーハンを中心に
５　　メディアを読む　　　主に写真、テレビ、映像を中心に
６    写真メディアについて
７　  テレビメディアの今日
８    映像メディアについて（１）　ドキュメンタリー
９　  映像メディアについて（２）　教育的映像
１０　映像メディアについて（３）　コマーシャル　　
１１　映像メディアについて（４）　映画
１２　映像メディアについて（５）　テレビドラマ

１３　現代メディア社会の現状と課題

授業の形式：講義、視聴ノート等。

【履修上の注意事項】

【評価方法】
授業毎の視聴ノート、レポートによる。

【テキスト】
特にテキストは指定しない。

【参考文献】
関連分野の参考書リストは講義中に配布する。



第 学年１【2012年度　資格取得科目  博物館学芸員資格取得科目】

博物館概論
担当教員 知念　勇

対象学年 １年 開講時期 前期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
博物館法において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示
して教育的配慮のもとに、一般公衆の利用に供する社会教育施設として位置づけられている。
　博物館及び博物館活動を概念的に理解するために、博物館とは何か、博物館法の趣旨、博物館発達史、などと
ともに、博物館の基本的な機能である資料収集・整理保管・調査研究・教育普及の有機的関連について講義する
。

【授業の展開計画】
第１週　博物館とは
第２週　博物館の種類
第３週　欧米の近代博物館発達史
第４週　日本の近代博物館発達史
第５週　沖縄の博物館発達史
第６週　博物館法の趣旨①
第７週　博物館法の趣旨②
第８週　博物館の基本的な機能

第９週  調査研究
第10週　教育普及
第11週　展示論①
第12週　展示論②
第13週  博物館と生涯学習
第14週  これからの博物館
第15週  学芸員制度
第16週　テスト

【履修上の注意事項】
特になし

【評価方法】
テストと出席状況を参考にして評価を行う。

【テキスト】
なし、講義内容と関連する資料をコピ－して随時提供する。

【参考文献】
加藤有次他編『博物館学概論』新版博物館講座１　雄山閣出版　平成12年,古賀忠通他編『展示と展示法』博物
館学講座７　雄山閣出版　１９９０年,諸澤正道編『開かれた博物館を目指して』国立科学博物館　平成３年,『
新しい時代の博物館制度の在り方について』これからの博物館の在り方に関する検討協力会議  平成１９年
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２【2012年度　資格取得科目  博物館学芸員資格取得科目】

博物館学史
担当教員 -比嘉　明子

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
博物館について表に見える活動だけではなく、保存や研究といった博物館の土台を支える学芸員の仕事や博物館
に関する人びと、場所の果たす役割について学び、内部からの視点、学芸員に必要な視点を養う。

【授業の展開計画】
博物館の成り立ちや役割、機能について、博物館の活動に即しながら概観する。学芸員の働きだけでなく、博物
館に関わる人びとの仕事についても紹介し、博物館という場所がどのような活動を行い、展開しているところな
のかを学び、考える。

講義概要説明

博物館学とは

博物館の歴史

博物館の役割（1） 収集—

博物館の役割（2） 保存—

博物館の役割（3） 展示—

博物館の役割（4） 教育普及—

博物館の役割（5） アウトリーチ活動—

博物館に関わる人びと（1） 学芸員—

博物館に関わる人びと（2） 博物館のスタッフ—

博物館に関わる人びと（3） ボランティア／来館者—

博物館という場（1） 管理・運営—

博物館という場（2） 建物・施設—

博物館という場（3） 地域—

博物館のこれからを考える

【履修上の注意事項】
普段から博物館や美術館、資料館等へ足を運び、関心を持っておくこと

【評価方法】
出席状況、講義内容に関するコメント、期末レポートにより総合的に評価する

【テキスト】
講義ごとにプリントを配布する

【参考文献】
講義の中で適宜紹介する

レポート提出



第 学年

週 授　　　　　業　　　　　の　　　　　内　　　　　容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

２【2012年度　資格取得科目  博物館学芸員資格取得科目】

博物館学評論
担当教員 -比嘉　明子

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
博物館について主に来館者の視点から概観し、多角的に博物館を捉えることを目指す。博物館の抱える問題点や
課題等についても言及し、これからの博物館がどうあるべきかを実際の博物館体験通して、考察する。

【授業の展開計画】
現代の博物館はどのようなものなのか。博物館を取り巻く状況や問題点、課題等について、博物館評価の考え方
を元にしながら、みていく。博物館の今後についても、人や施設設備、新たなメディア等による展開＝博物館の
可能性について、事例を示しながら考えていく。

講義概要説明

博物館評価とは

博物館評価（1） 展示１—

博物館評価（2） 展示２—

博物館評価（3） 来館者からの視点—

博物館の可能性（1） ボランティア—

博物館の可能性（2） バリアフリー—

博物館の可能性（3） 地域との繋がり—

博物館の可能性（4） 外への広がり—

博物館体験とは

調査・発表「博物館体験」（1）

調査・発表「博物館体験」（2）

調査・発表「博物館体験」（3）

調査・発表「博物館体験」（4）

博物館体験を通して

【履修上の注意事項】
普段から博物館や美術館、資料館等へ足を運び、関心を持っておくこと

【評価方法】
出席状況、講義内容に関するコメント、調査／発表、期末レポートにより総合的に評価する

【テキスト】
講義ごとにプリントを配布する

【参考文献】
『博物館体験　学芸員のための視点』ジョン・H・フォーク／リン・D・ディアーキング・著／高橋順一・訳／雄
山閣／1996年

レポート提出
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１【2012年度　資格取得科目  博物館学芸員資格取得科目】

博物館教育論
担当教員 -前田　一舟

対象学年 １年 開講時期 後期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
博物館は、教育基本法の改正に伴い生涯学習の理念等が盛り込まれ、その実現を図る為、現代社会のニーズに対
応した教育活動の場が進められようとしている。そのため、博物館学芸員には調査研究に裏付けられた高度な専
門性とその学習への活用が強く求められている。
 本講義では、博物館における教育とは何かを県内外の事例から学芸員の果す役割等について資質を養うことを
ねらいとする。

【授業の展開計画】
地域に根ざした博物館と学芸員の果すべき役割は、地域とのリレーションシップづくりが不可欠であり、知的発
見の場として、さらに学習の成果の活用という教育活動が重要視されなければならない。講義で取り扱う内容は
、知的発見の場を設定する為に欠かせない調査研究をはじめ、その成果をもとに、どのような手法で学校教育と
生涯学習等へ活用できるか、学習を通してどのように地域産業に結びつけられるかを博物館の現場から事例を取
り上げていく。

講義概要説明及び学生からみた博物館のイメージと印象

博物館における教育普及活動とは

博物館と教育普及活動の調査研究その１

博物館と教育普及活動の調査研究その２

郷土教育とテーマの抽出の方法

県内の博物館施設における教育普及活動

県外の博物館施設における教育普及活動

利用者の声とボトムアップのビジョンづくり

博物館のパートナーシップづくりの手法

郷土教育と博物館のリレーションシップづくり

郷土教育と博物館のリレーションシップづくり

生涯学習と博物館のリレーションシップづくり

教育から考えるミュージアム産業

市民主導と市民協働の博物館づくり

博物館と教育のこれから

【履修上の注意事項】
講義の進行によっては博物館に関する日本の最新報道からトピックの順序を変えたり、一部変更することがある

。講義を受講する上での最低限のマナー（携帯電話・遅刻・居眠り・退出・私語）は、心得ておくこと。また、
課題などの提出期限は厳守するものとし、締切日以降の提出は一切受け付けないので充分に留意すること。

【評価方法】
本学の学部履修規定第16条に基づき、100点を満点とし、80点以上を優、70点以上80点未満を良、60点以上70
点未満を可、60点未満を不可として評価を行なう。なお、採点の基準は、講義への出席に60点、レポート及び発
表等40点とし、詳細は初回講義の冒頭で説明する。

【テキスト】
講義中ではテーマにまつわるレジュメや論文、資料等を配布する。また、ビデオやスライド等も活用して情報
の提供を図る。

【参考文献】
安村敏信『美術館商売』勉誠出版2004年
塚原正彦『ミュージアム集客・経営戦略』日本地域社会研究所1999年
小菅正夫『＜旭山動物園＞革命』角川書店2006年

テスト



第 学年２【2012年度　資格取得科目  博物館学芸員資格取得科目】

博物館経営論
担当教員 -稲福　政斉

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 1

準備事項

備考

【授業のねらい】
博物館の果たすべき役割は、生涯学習への社会の意識の高まり、情報化の進展、諸技術の発達等にともない、昨
今著しく変化を遂げている。このような状況をふまえ、調査研究、資料の収集や保存、展示、教育普及などに関
する専門的な知識や技術はもとより、社会の動向を的確に捉え、なおかつ経営的視点をそなえたバランス感覚に
富む学芸員の養成が必要とされる。本講義では、今日の学芸員に求められる博物館経営に関する基本的な考えか
たや基礎的知識を学び、学芸員としての資質を養うことをねらいとする。

【授業の展開計画】
博物館の現状を見据えつつ、よりよい博物館経営の方向性を導き出すにはどのような方策が考えられるかという
テーマのもとに授業を進めていく。
取り扱う内容は博物館経営の基礎を中心に、おおむね次に掲げるとおりであるが、博物館経営の実践例や、今日
の博物館の実情などについても可能な限り取り上げ、講義内容に随時反映させていく予定である。
　　　１．博物館経営とは
　　　２．現代社会における博物館の役割
　　　３．博物館の規模と経済的経営の形態
　　　４．博物館経営と指定管理者制度

　　　５．博物館倫理と博物館経営 
　　　６．よりよい博物館経営のために

【履修上の注意事項】
本講義では博物館経営の理論についてはもとより、情報を的確に処理してそれをもとに自ら考え、理解を深める

という、学芸員に求められる資質を養うこともあわせて目的としている。そのため、板書やレジュメでは要点の
みを示し、講義内容の詳述は行わないので、重要と思われる内容は各自でノートなどにまとめ、充分に理解する
ことを要する。また、課題等は締切後の提出を一切受付けないので、提出期限は厳守するよう留意されたい。

【評価方法】
　出席状況と課題（レポート）の内容などを勘案し、成績評価を行う。なお、詳細は第１回目の講義冒頭におい
て説明を実施する。

【テキスト】
　講義の冒頭に、レジュメや資料等を配布する。

【参考文献】
■全国大学博物館講座協議会西日本部会 編　『概説 博物館学』2002年　芙蓉書房出版
■水藤真　『博物館を考える－新しい博物館学の模索』1998年　山川出版社　
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博物館資料論
担当教員 -後田多　敦

対象学年 ２年 開講時期 後期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 2

準備事項

備考

【授業のねらい】
博物館活動の中核である資料の取り扱いについて、収集・整理・保管・管理・研究、展示という活動の基本的な
技術を修得しながら、その技術の裏付けとなる方法論を獲得することを目標とします。また、資料の取り扱いを
学ぶことで、「モノ」を通して博物館の社会における存在意義や役割と学芸員の職務について考え、仕事のなか
で自ら技能と職業意識を高めることのできる姿勢を習得することも目標にします。

【授業の展開計画】
資料の収集・保存・活用などを具体的な実例を用いながら講義します。博物館は自然系・人文系・美術系など多
様で、そのタイプによって資料もその扱いも大きく異なりますが、ここでは人文系・美術系の資料を中心に進め
ます。目的を持った資料収集や資料を使った研究、展示における資料の問題など、具体的は段階や局面における
資料についの議論や活用の方法を講義します。また、地元の具体的な事例を取りあげることで、現場で実際に直
面するだろう課題を身近に感じられるようにします。

ガイダンス・さまざまな博物館

沖縄における博物館

博物館と資料Ⅰ

博物館と資料Ⅱ

博物館資料の種類

沖縄における博物館資料

資料の収集

資料の整理

資料の保存

博物館資料の展示・公開

博物館資料の調査研究Ⅰ

博物館資料の調査研究Ⅱ

展示会と展示資料

博物館と資料を考える（まとめⅠ）

博物館はどうあるべきか（まとめⅡ）

【履修上の注意事項】
博物館に限らずいろいろな場所を訪ねて実際に「モノ」を見て、資料や展示について考える機会を多く持つよう

にしてください。

【評価方法】
出席とレポート（１～２回）、試験で総合評価します。
20分以上の遅刻は欠席扱いとします。

【テキスト】
なし。必要に応じてプリントを配布します。

【参考文献】
全国大学博物館学講座協議会西日本部会編『新しい博物館学』（芙蓉書房出版、2008年）
加藤有次他編『博物館資料論（新版・博物館学講座５）』（雄山閣出版，1999年）
水藤真著『博物館を考える』（山川出版社、1998年）
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博物館情報論
担当教員 -稲福　政斉

対象学年 ２年 開講時期 前期

単位区分 必 授業形態 一般講義

単位数 1

準備事項

備考

【授業のねらい】
今日の博物館において、学芸員には、資料に関する膨大な情報を多くの人々が有効に活用できるデータベースの
構築や管理、情報提供を求められた際に的確に対応しうる技量の練磨、市民に対して知的、美的な興味を喚起さ
せる情報発信の手法への習熟など、情報の収集、整理、活用における広汎かつ高度な知識と技術に関する理解が
不可欠である。本講義は、博物館情報のもつ意義を考えるとともに、事例の調査と考察により、博物館における
情報の提供と活用の方法などについて学ぶことをねらいとする。

【授業の展開計画】
授業は、講義とグループ学習により構成する。
講義では博物館における情報についての基本的な考え方や知識を中心に、おおむね次に掲げる内容を取り扱う。
  １．博物館情報論とは
  ２．博物館における情報の意義とその種類
  ３．デジタル情報とアナログ情報
  ４．博物館における情報化の現状
  ５．博物館資料のデータベース化
  ６．展示におけるマルチメディアの活用

  ７．博物館情報の今後
また、グループ学習では、県内外の博物館に関する情報について実際に調査してその成果を発表しあい、質疑等
をとおして相互にその内容を検討することにより、博物館における情報発信の現状やその役割、課題点などにつ
いて考察を深める。
なお、博物館現場の今日的な実情等についても、随時授業内容に反映させていく予定である。

【履修上の注意事項】
この授業では、情報を的確に処理し、それをもとに考え理解を深めるという、学芸員に求められる資質の修得も

あわせて目的とする。そのため、板書やレジュメでは要点のみを示し内容を詳述しない。重要と思われる箇所は
各自ノートなどにまとめ充分に理解することを要する。また、グループ単位での調査、発表が中心となるので、
互いにおおいに討議を重ね、また分担協力して自主的に学習を進めていく姿勢を求める。
なお、課題等は締切後の提出を一切受付けないので、提出期限は厳守するよう留意されたい。

【評価方法】
本学の学部履修規程第16条に基づき、100点を満点とし、80点以上を優、70点以上80点未満を良、60点以上70点
未満を可、60点未満を不可として評価を行う。
なお、評価対象は出席、グループ発表、提出物とし、採点基準については初回講義の冒頭で詳細を説明する。

【テキスト】
テキストは特に指定しない。
毎回配布するレジュメおよび資料により、講義や実習を進める。

【参考文献】
加藤有次 他　編　『博物館情報論（新版・博物館学講座11）』1999年　雄山閣出版
石森秀三　『博物館経営・情報論』2000年　放送大学教育振興会
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