
前半：

後半：

2012/9/26（水） 2012/9/28（金） 2013/ 2/7（木） 2013/ 2/8（金）

9:30 受付 9:30 受付

9:50
開催挨拶・注意事項 中間課題

10:00 オリエンテーション
　課長挨拶・全体コーディネーター挨拶（後半のねらいの説明）・諸
注意事項

10:00

10:30

①オリエンテーション・講義

 博物館とミュージアム・エデュケーター
　　　（講師：企画運営会議委員・
　　　　　　　 三重県立博物館　布谷 知夫）

10:15

10:30 ②基調講演
　
 
　

12:00 12:00
昼食 昼食 昼食 昼食

13:10 13:10 ⑫講義

14:10 ⑰事例発表　展示室における学び（４）

15:10

14:20

15:20 ④講義

　博物館教育論

　 （講師：放送大学客員准教授

　　　　 　大高　幸）

　

16:20 16:00 振り返りシート記入
16:10

15:30
アンケート記入

まとめ
 
16:20 終了

15:40　修了式
16:10　終了

　

17:10

17:10
⑥講義

16:50

17:00

18:00 18:00

　

　
18:15～ 情報交換会 18:15～ 情報交換会

20:15 20:15

16:10

14:45
⑱ディスカッション・まとめ

　   全体整理と博物館における教育活動に関するディスカッション
   　研修まとめのレクチャー
 
　     （進行：企画運営会議委員・三重県立博物館　布谷知夫）

⑤講義・ディスカッション

　利用者の博物館体験について知る

   （講師：企画運営会議委員・
　　　　　　林原自然科学博物館　井島真知
　　　　　　企画運営会議委員・
            三重県立博物館　布谷知夫）

17:20
17:20
 ディスカッション
　

　  （進行：企画運営会議委員・
　　　　　　林原自然科学博物館　井島真知、
　　　　　　企画運営会議委員・
　　　　　　ハンズ・オン プランニング 染川香澄）

　ミュージアム・コミュニティ

　　　（講師：企画運営会議委員・

　　　　　　　東京都美術館　稲庭彩和子）

⑭講義
  　ミュージアム・エデュケーションの現場から
　
　  (講師：国立歴史民俗博物館　三木美裕)

　

　

⑩グループワーク
　ディスカッション

 　開発プログラムの評価・検証・改良等
 

        （進行：同上）

⑯講義

　  展示室における学び（３）
     　　 博物館における学びのデザイン
               （講師： 東京大学大学院情報学環　特任助教  佐藤優香)

14:00

13:10
Ⅰ､対話型鑑賞プログラム
      (※プログラムの意図の講義を含む)

　 　（講師：企画運営会議委員・
　　　　　　 東京都美術館　稲庭彩和子）

　

　
　

15:05

　　 社会教育と生涯学習

　　　（講師：青山学院大学教授　鈴木真理）

⑬講義・グループワーク・ディスカッション
　
　　展示室における学び（１）
　
　　　江戸博の展示室での学びにつながる工夫

  ガイダンス 10分（14:20～14:30）
       ↓
　講義　「東京都江戸東京博物館の展示と教育普及の取り組み」
　　　（講師：東京都江戸東京博物館　新田太郎）
　　　　　　　15分　（14:30～14:45）
　　　↓
　展示室のワークシート、体験型展示等を展示室で体験（グループワーク）
　　         　80分　（14:45～16:05）　移動含む・適宜休憩
　　　↓
　全体ディスカッション 　30分（16:05～16:35）
　　　↓
　2日目の予告　　15分（16:35～16:50）
　
　
　     （進行：企画運営会議委員・
　　　　　　　　林原自然科学博物館　井島真知、
　　　　　　　　企画運営会議委員・
　　             ハンズ・オン プランニング 染川香澄）

    展示室での学びを深めるツールの事例発表
　　　（受講生：広島県立歴史民俗資料館　田邊 英男）
      （受講生：碧南市藤井達吉現代美術館　鍔本 悠子） （各15分）

　　　　　（進行：企画運営会議委員・林原自然科学博物館　井島真知、
                   企画運営会議委員・ ハンズ・オン プランニング 染川香澄）
14:3515:20

Ⅱ、貝体新書：おとなが学ぶ二枚貝－参加者が経験
をもとに科学的推理をするプログラム

　

　　　(講師：京都大学総合博物館　大野照文）

　

 17:00～プログラムの意図の講義

　博物館での学び

　　　　（講師：青山学院大学教授　佐伯　胖）

ディスカッション
　 (質疑応答：同上)

　（進行：企画運営会議委員・三重県立博物館　布谷知夫
　　　　　　東京国立博物館　鈴木みどり）　　45分

昼食

③ワールドカフェ

 　博物館教育の振り返り
 　自由な情報交換

（ファシリテーター：
　 企画運営会議委員・
   (株)美術出版社「美術検定」事務局　高橋紀子
   企画運営会議委員・徳川美術館　加藤啓子）
　
テーマ
１．ミュージアムにおける学びとは？
２．エデュケーターとしてできること・すべきこと

 ⑧教育プログラム体験

（前半） （後半）

2012/9/27（木）

⑦講義・事例紹介・ディスカッション
　

9:30
⑨グループワーク

　教育プログラム開発・発表
 
 （進行：千葉県立中央博物館 林 浩二、
         企画運営会議委員・
   　　　ハンズ・オン プランニング 染川香澄）

　⑮グループワーク・ディスカッション

　　展示室における学び（２）

　　　江戸博展示室でのツールの作成
　
　　　 ガイダンス 10分（9:30～9:40）
　　　　　　↓
　　　   グループワーク　80分（9:40～11:00）
　　　　　　↓
　　　　 発表　60分（11:00～12:00）

 
　　　（進行：企画運営会議委員・
　　　　　　　林原自然科学博物館　井島真知、
　　　　　　　企画運営会議委員・
　　　　      ハンズ・オン プランニング 染川香澄）

　　学校のよりよい利用形態にむけて

Ⅰ 講義「博物館利用？学校連携？
　　　　　　―よりよい利用形態にむけて―」
　　（講師：東京国立博物館　博物館教育課　鈴木みどり）
      9:30～10:00　　　30分
Ⅱ事例紹介　博物館の現場から
　　　10:00～10:15　（受講生：山梨県立文学館　古川順子）

テーマ：「自館の既存
の教育プログラムや利
用者の「学び」につな
がるツールの振り返
り」
　

⑪課題発表

 　中間課題成果発表
　　ガイダンス　7 分（10:15～10:22）
　       ↓
　　 グループ討議　48分（10:22～11:10）
　　  　4人×11班+3人×3班、各人12分（発表5分・討論7分）
　　　　 ↓
　　 全体事例発表 　各15分（11:10～11:40）
       （受講生：東京都庭園美術館　八巻 香澄）
　　　 （受講生：泉南市埋蔵文化センター　河田 泰之）
         ↓

　　 全体質疑・まとめ　20分（11:40～12:00）

　　 　（進行：企画運営会議委員・
　　　　　　　　新江ノ島水族館　植田育男）

Ⅲ事例紹介　学校教育現場の視点から
　
 （講師：墨田区立業平小学校主任教諭 南 育子
         川越市立霞ヶ関北小学校校長 平岡 健）
    10:15～11:15  各30分

平成２４年度 ミュージアム・エデュケーター研修　　日程表

主催：文化庁、　共催：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館・公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都江戸東京博物館

9月26日（水）・27日（木）・28日（金）　／会場：東京都美術館　アート・スタディルーム　ほか

2月7日（木）・8日（金）／会場：東京都江戸東京博物館　会議室　ほか

全体コーディネーター：企画運営会議委員・三重県立博物館　布谷知夫


