
2019-SW0000H018-01博物館概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限　　

高田　浩二

◎－－－　概要　－－－◎

講義
　博物館にはどんな人が働いているか想像する。
　博物館の財政についてどの様な支出や収入があるか学ぶ。
　博物館の歴史について、世界や日本での違いに気付く。
　博物館にはどのような種類があり、どう分類されているか。
　博物館の諸制度と法的枠組み。博物館とは法的にどう解釈さ
れるか。
　博物館ではどのような仕事がありそれを支える人や地域貢献
について学ぶ。
演習
　博物館の展示を提案する。
　博物館の外部連携案を検討し提案する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学芸員は「雑芸員」と、ネガティブな評価をする方もいるが、
逆に何でもこなせどんな仕事もやれるという、オールマイ
ティーな仕事ができる楽しさがあることに気付くことを目指す
(知識・理解)

学芸員は博物館の要であり、博物館の役割を知ることで学芸員
の重要さ、研究職だけでなく情報発信や交流能力を身につける
(技能)

博物館とは何か、博物館の役割や成り立ち、組織や運営など、
博物館に基礎、基本について学び、博物館で働くこと、博物館
の学芸員はそこで何を果たさないといけないのか理解できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
シラバスで示された学習内容に該当する部分を教科書で確認し
て読んでくる。
毎時間　1時間
復習
講義で記述したノートを元に、講義内容で重要と指摘した部分
を再確認する。
毎時間　1時間

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に学期末の試験成績結果に（90％）、演習での活動度
（10％）、出席を含む平常点についても加味し、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

参考書を使用する。講義中に配布するプリント資料も用い
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

博物館学　Ⅰ　博物館概論※博物館資料論　ISBN
978-4-7620-2284-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義への出席はもちろんのこと、毎回配布する授業感想に
できる限り多くのコメントを書くこと、また演習では積極
的な参加と意見発表を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 講義 博物館の目的や役割
第2回 講義 博物館の組織や人材（求められる学芸
員像、館長像）
第3回 講義 博物館の経営、運営（収入、収支、経
費など）
第4回 講義 博物館の発達の歴史
第5回 講義 博物館の分類
第6回 講義 博物館に関する法律
第7回 講義 博物館のボランティア活動
第8回 講義 地域社会と博物館、博物館の社会連携
第9回 演習 ワークショップ１　（博物館の資料活
用による展示の開発）
第10回 演習 ワークショップ２　（博物館と外部連
携の可能性について）
第11回 演習 ワークショップ３　（自分の博物館を
創造する）
第12回 講義 博物館の危機管理
第13回 講義 博物館の教育活動
第14回 講義 博物館の資料保存と研究
第15回 講義 博物館の資料保存と研究博物館の評価
と今後の課題



2019-SW0000H019-01博物館経営論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/21　２時限　　

馬場　稔

◎－－－　概要　－－－◎

　博物館が持つ役割は、文化財としての資料の収集、その整
理・保管、調査・研究、展示を含む教育・普及の４つに集約さ
れる。これらのうち前３つの機能は博物館が普遍的に担ってい
るものであり、時代の変遷とは直接には関係しない。一方で、
博物館における教育・普及のあり方は社会の変遷とともに変化
する。近年、博物館に対して社会教育機関・生涯学習機関とし
ての役割がより一層求められつつあり、これまでと異なった経
営理念も必要とされる。このような観点から、本講義では博物
館の定義と役割、必要とされる基本的な設備、博物館の運営組
織と役割分担、生涯学習と博物館の役割等について取り扱う。
　博物館の定義と役割では、博物館に求められている社会的要
請の歴史的変化を示し、博物館が本来果たすべき役割を理解す
る。また、これに対応していくために必要な基本的な設備とそ
の管理について検討する。博物館の運営組織と役割分担では、
まず最近の博物館の運営形態の多様化と海外の博物館も参考に
日本の博物館および学芸員がおかれている現状を把握し、学芸
員が関わる実際の業務内容を論じる。さらに、非営利組織であ
る博物館におけるマーケティングの必要性について検討する。
次に、生涯学習と博物館については、学校等他の教育機関との
比較を通じて博物館が持つ独自性と可能性を探り、今後の博物
館のあり方について考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館および学芸員の定義と役割について理解し、自らの意見
を持つことができる(態度・志向性)

博物館に必要な設備について基礎知識を得る(知識・理解)

博物館の運営形態と組織内での業務分担について理解する(知
識・理解)

博物館におけるマーケティングの特徴について、その基礎を理
解する(知識・理解)

博物館が持つ教育機能の特徴を理解する(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習よりも事後学習を重視する。講義内容をもとに配布
資料の理解に努めること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験を５割、レポートを５割として評価す
る。設定した問題について背景を説明し、それに対して自らの
見解や意見を述べることができること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。ただし、必要最小限の資料は毎回配布す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

新版博物館学講座　第10巻　生涯学習と博物館活動（雄山
閣出版、1999）　ISBN 9784639016564
新版博物館学講座　第12巻　博物館経営論（雄山閣出版、
1999）　ISBN 9784639016427
新時代の博物館学（芙蓉書房出版、2012）　ISBN
9784829505519

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私語など他の受講者の迷惑になる行為は厳に慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　博物館の定義と機能
２　博物館の社会における位置づけとその変遷（１）
３　博物館の社会における位置づけとその変遷（２）
４　博物館に必要な設備とその管理（１）
５　博物館に必要な設備とその管理（２）
６　博物館に必要な設備とその管理（３）
７　博物館の運営制度
８　博物館マネージメント（１）組織と人員
９　博物館マネージメント（２）役割分担と業務内容
（１）
１０　博物館マネージメント（３）役割分担と業務内容
（２）
１１　マーケティングの概念
１２　マーケティングの概念と博物館でのその応用
１３　博物館と生涯学習（１）博物館の独自性
１４　博物館と生涯学習（２）今後の教育・普及活動
１５　総括



2019-SW0000H020-01博物館資料論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/29　３時限　　

馬場　稔

◎－－－　概要　－－－◎

　博物館が他の社会教育機関と異なる点は、モノ（資料）を有
する点にあるといっても過言ではない。とはいえ、単に博物館
におかれたモノが直ちに博物館資料となるわけではない。博物
館における専門的職員として学芸員が担う重要な役割の一つ
は、モノから情報をひきだし資料としての価値付けを行うこと
ともいえる。
　上記の観点から、この講義では博物館活動をささえる根幹で
ある博物館資料に関して、まずその概念を説明し、多岐にわた
る博物館資料の種類について概観する。次に、資料の収集、保
存処理、整理保管、活用といった博物館活動の流れの中でそれ
ぞれに必要な理論、基本的な取り扱い、問題点を論じる。ま
た、博物館活動における調査研究の重要性について、特に資料
との関わりのなかで検討し、普及教育にどのように還元してい
くのかを考察する。
　さらに、自然史資料にかぎらず、資料の収集や取り扱いにつ
いては近年国際的にも国内でもさまざまな規制がかけられてい
る。資料の収集や取り扱いについて考慮すべき基本的な制約に
ついても解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館で取り扱う資料の概念と種類について基礎知識を得る
(知識・理解)

博物館資料の収集や取り扱いに関して留意すべき事項を理解す
る(知識・理解)

博物館における調査研究活動の重要性を理解する(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習よりも事後学習を重視する。講義内容をもとに配布
資料の理解に努めること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　原則として定期試験を５割、レポートを５割として評価す
る。博物館資料の概念と収集から利活用までの基本的な流れを
説明できること。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　使用しない。必要な資料は授業時に配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

新版 博物館学講座 5 博物館資料論（雄山閣出版、 1999）
　ISBN 9784639016168
新時代の博物館学（芙蓉書房出版、2012）　ISBN
9784829505519
標本学-自然史標本の収集と管理- （東海大学出版会、
2003）　ISBN 9784486031550

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　私語など他の受講者の迷惑になる行為は厳に慎むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　博物館資料の概念と意義
２　博物館資料の分類　一次資料・二次資料、目的別分類
等の検討（１）
３　博物館資料の分類　一次資料・二次資料、目的別分類
等の検討（２）
４　館種別の博物館資料について
５　資料の収集（１）　収集の方法、手順、注意すべき点
６　資料の収集（２）　留意すべき規制等（１）
７　資料の収集（３）　留意すべき規制等（２）
８　資料の収集（４）　留意すべき規制等（３）
９　資料の整理・保管（１）　整理・保管の基礎
１０　資料の整理・保管（２）　必要な施設の条件
１１　資料の整理・保管（３）　保管について留意すべき
点、資料の登録
１２　伝統的な登録方法、登録の内容、データベースの構
築　
１３　博物館における調査研究の意義と業務上の位置づけ
１４　博物館における調査研究の内容、結果の公開
１５　博物館資料の利活用と付随する問題点、まとめと重
点項目の確認



2019-SW0000H021-01博物館資料保存論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

植野　健造、比佐　陽一郎、片多　雅樹、馬場　稔、外平　友佳理

◎－－－　概要　－－－◎

 博物館により保存・展示する資料の種類は様々であり、資料保
存に必要な知識や技術は異なる。博物館施設で資料保存に実際
に従事している４人の担当者でこの科目を分担し、文化財資
料、考古資料、自然史資料、動物園資料のそれぞれの観点か
ら、保存に関する知識および能力を養う。具体的には、植野は
講義全体の概要や受講上の注意を与える。比佐は考古資料につ
いて、理化学機器を用いた調査・分析・保存、および文化財全
般における保存修復の課題について講義する。片多は博物館等
における様々な文化財の環境保全方法や科学調査方法について
講義する。馬場は自然史資料の特性について解説し、それぞれ
の特性にあった保存・管理について講義、収集から公開までの
一連の流れについて紹介する。外平は種の保存の意義と実際の
方法、および動物園における生きた動物の管理方法や教育への
活用方法などについて講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館における資料の保存・展示環境および収蔵環境を科学的
に捉え、試料を良好な状態で保存していくための知識を習得す
る。(知識・理解)

博物館における資料の保存に関する基礎的能力を身につける。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義を受講するにあたり、生物多様性や保全について予備学習
することを求める（外平）。
講義受講後はその内容について見返し、知識の整理を行うとと
もに、関連書籍やインターネットを通じて発展学習を行うこと
を勧める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 担当者ごとに課題を提示し、レポートの提出を求める。それに
は講義内容の取りまとめだけでなく、そこからの発展学習の成
果を求めることもある。担当者によっては講義中にミニテスト
を行い、成績評価に加味する場合もある。4人の担当者の評価
を合算し、成績評価を行う。レポートの期限内提出と日常的な
講義への出席が必要であることは、言うまでもない

◎－－－　テキスト　－－－◎

講義中に資料プリントを配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

受講前に近隣の動物園（例：福岡市動物園）を見学してお
くことが望ましい（外平）。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 講義の概要と受講上の注意（植野）、博物館資料保存
論の目的と意義（比佐）。博物館資料でもある文化財を後
世に伝え、活用するための基本的な考え方を整理し、文化
財保護の歴史や現代的な課題について述べる。
２. 理化学機器を用いた考古資料の分析技術（比佐）顕微
鏡や蛍光X線分析装置等の紹介や、そこから読み取れる情
報について、実例を示しながら解説する。
３. 出土遺物の保存処理技術（比佐）埋蔵環境下で様々な
変化を生じた出土金属製品や木製品について、保存、活用
のための実務的な内容を提示する。また、有機質遺物の保
存処理装置を援用した被災文化財のレスキューについて触
れる。
４. 保存修復による文化財の活用（比佐）文化財修復につ
いての考え方を整理した上で、出土遺物修復の具体的方法
について提示する（あるいは解説する）。
５. 博物館資料の劣化要因（片多）展示環境や収蔵環境、
梱包・運搬作業、災害など博物館資料の劣化要因を説明す
る。
６．博物館等における環境の保全（片多）博物館資料の種
類や材質の差異から、文化財のおかれている環境を、博物
館IPMの観点を踏まえて解説する。
７．文化財の非破壊調査（片多）レントゲン撮影装置や三
次元計測器等を用いた非破壊調査で得られる成果等を解説
する。
８．文化遺産（片多）水中遺跡や世界遺産等に関して紹介
する。
９. 自然史資料の種類と特徴（馬場）液浸標本、剥製標本
や骨格標本等の乾燥標本、水分を樹脂で置き換えた含浸標
本、生き物の設計図でもあるDNA標本など自然史資料につ
いて紹介する。
10.　自然史資料の保存（馬場）各種自然史標本の特性に
ついて詳しく説明し、種類別の保存方法、展示方法につい
て解説する。
11.　自然史資料の管理（馬場）各種自然史資料を安全に
保管するための設備や管理方法について検討する。
12.　自然史資料の収集から公開まで（馬場）自然史資料
の収集から公開に至る一連の流れを考察する。また、必要
な法的手続きについても紹介する。
13. 動物園資料の飼育保存の目的と具体例（外平）生きて
いる資料としての動物の飼育方法や健康管理について具体
例を挙げて説明し、動物園の社会的使命としての研究活動
について説明する。
14. 種の保存（外平）域外保全の場としての動物園での種
の保存について、国内外の動物園で行われている種別の繁
殖プログラムや血統登録について具体例を挙げながら説明
する。
15. 環境保存の実践活動の例（外平）動物園での資料活用
として、社会的使命の一つである環境教育活動について、
実践例とその効果について説明する。



2019-SW0000H022-01博物館展示論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限　　試験時間割：2019/07/25　４時限　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　美術館勤務経験のある教員が、博物館における展示の役割、
意義、歴史などについて簡潔に概説し、つづいて、展示の実際
的な理論や方法、さらには展示の解説活動などについての基礎
的事項を具体例に則して説明します。そこでは、展示が博物館
活動の他の分野とつねに密接に関連づけられて考慮されるべき
であることを説明します。
　ＤＶＤなど映像教材を使用します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・博物館の展示についての、基礎的知識を習得する。(知識・
理解)

・博物館の展示についての、基礎的技能を習得する。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　教科書の次回授業該当部分を事前に読んでおくこと。
　授業後に、専門用語などを復習、記憶しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　出席回数、毎回提出してもらう短い感想文などの平常点
30％、レポート30％、期末試験40％を目安として総合的に評価
します。レポートの不提出は不可とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

全国大学博物館学講座協議会西日本部会編『新時代の博物
館学』（芙蓉書房出版、2012年）

◎－－－　参考書　－－－◎

『新版　博物館学講座』全15巻（雄山閣）
椎名仙卓・加藤有次編『博物館ハンドブック』（雄山閣）
また、必要な資料は適宜配布します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学芸員課程の必修科目ですから特に厳しくします。レ
ポートを自分で書く意欲を欠く者は受講しない方が賢明で
しょう。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　博物館展示論とは
２　絵画
３　彫刻
４　書
５　動物園
６　水族館
７　工芸品－金工、刀剣
８　工芸品－陶磁、漆工
９　工芸品－甲冑、染色
10　展示体験実習（額装絵画）
11　展示体験実習（掛幅絵画）
12　考古・歴史資料
13　近現代美術
14　保存修復
15　展示照明



2019-SW0000H023-01博物館情報・メディア論

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：後日発表　　

高田　浩二、高橋 伸弥

◎－－－　概要　－－－◎

講義
　視聴覚メディアの原理や視聴覚メディアの効果について学ぶ
　視聴覚メディアによる情報発信の方法について学ぶ
　博物館の役割における情報化と学芸員の仕事を考える。
　博物館（水族館）での情報機器や情報環境の活用事例を知
る。
　情報化における教育利用だけでなく、研究や展示、資料保存
の活用も学ぶ。
演習
　学生のもつ携帯電話も情報メディア（モバイルＰＣ）である
ことに気付き、実際に活用体験する。
　発展著しい情報メディアの環境において、今後の博物館の発
展性を考え意見交換をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館になぜ情報化が必要なのか、博物館資料としての「情報
資料」の大切さに気付く。また、博物館における情報化の実践
活動を知り、単に専門的な実物資料を収集し、展示するだけで
なく、教育利用や資料保存に情報化が寄与していることにも気
付く。(知識・理解)

博物館の将来的な発展に、情報機器や情報環境などがどのよう
に寄与するかを、これまでの講義などを通して、各自で提案、
ディスカッションする。(技能)

学芸員に今後求められるコミュニケーション能力を高めるため
の情報利用についても学び、演習を通して各自で体験的に気付
く。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習
シラバスで示された学習内容に該当する部分を教科書で確認し
て読んでくる。
毎時間　1時間
復習
講義で記述したノートを元に、講義内容で重要と指摘した部分
を再確認する。
毎時間　1時間

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に学期末の試験成績結果に（90％）、演習での活動度
（10％）、出席を含む平常点についても加味し、総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

参考書を使用する。講義中に配布するプリント資料も用い
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

博物館情報・メディア論　ISBN 978-4-324-09584-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義への出席はもちろんのこと、毎回配布する授業感想に
できる限り多くのコメントを書くこと、また演習では積極
的な参加と意見発表を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第1回 講義 視聴覚メディアとその教育効果
第2回 講義 アナログとデジタルのメディア特性
第3回 講義 認知心理学と情報伝達
第4回 講義 視覚情報処理による色の認識と表現
第5回 講義 言語による情報伝達
第6回 講義 映像による情報伝達
第7回 講義 インターネットと情報メディア
第8回 講義 博物館の役割と情報メディア
第9回 講義 学校教育のデジタル化と博物館の情報
化
第10回 講義 インターネットやテレビ電話などの情
報インフラを活用した博物館教育
第11回 講義 携帯型情報端末の博物館活用
第12回 講義 携帯情報端末活用とＷｅｂの連携
第13回 講義 博物館の情報化とＷｅｂ連携、危機管
理
第14回 講義 博物館の調査研究活動の情報化、資料
データベース化
第15回 演習 携帯情報端末を活用した「モノ」の情
報発信演習



2019-SW0000H024-01博物館教育論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・５時限　　試験時間割：2020/01/16　４時限　　

杉山　哲男、山下　啓之

◎－－－　概要　－－－◎

山下（前半）と杉山（後半）の2名の担当者によるオムニバス
形式とする。

前半は、地域での実践の成果を踏まえながら、講義やグループ
ワーク（演習）等を通じて、「博物館と利用者とのコミュニ
ケーション機能」を中心に、博物館教育の意義と理念を学ぶ。
また、それぞれの博物館種が、学校や社会人といった利用者対
象別に実践する特徴的な教材やプログラム開発など、博物館教
育を活用した実例を実際の博物館施設を見学しながら紹介す
る。さらに、今後の博物館教育の課題や展望について、受講生
からの気づきや提案を求める。

後半では、自然史系の多様な博物館教育活動の具体例を紹介
し、教育活動を通じて博物館利用者とのコミュニケーション技
術の重要性を学ぶ。グループワークで様々なコミュニケーショ
ン技術を学び、その集大成として大人から子供までを対象に、
社会教育プログラム「福岡都市圏の成り立ちと環境（仮題）」
の教材を立案し、出来上がったものを発表し、その相互評価を
行う。これらの活動を通して、近郊の博物館の多様な展示資料
の教育的価値を見出し、それを活用した教材による博物館教育
の展開を実践的に体験学習する。

　なお、担当者の山下は現在須恵町歴史資料館の学芸員とし
て、社会教育の視点から博物館と学校教育や地域との連携を実
践している。本講義でも須恵町歴史資料館に受講生を招き、学
校教育との連携プログラムの作成を課題にワークショップを実
施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校教育と異なる博物館教育の特徴と、その目指すべき方向が
理解できる。(知識・理解)

博物館施設での実践を通じて、展示や解説の技法と留意すべき
点が習得できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習と復習の両方を重視する。毎回講義ノートを見直すこと
（毎回30分）。気付いた点や気になる点は、インターネットな
どを用いて探求し、自主的に知識を増幅させ、次の講義には問
題意識を明確にして出席すること。全員で参加する須恵町歴史
民俗資料館以外にも、近郊の博物館施設を積極的に訪ねて、博
物館教育活動の可能性について、情報収集を求める。グループ
ワークでは持ち帰って、次回までに資料の取りまとめや分担成
果物の制作を求めることもある（毎回60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

主に学期末試験の成績（８０％）により評価する。さらにワー
クショップでの参加態度やグループ活動での積極性を評価し
（２０％），併せて最終評価とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない。講義中に配布する資料プリントを用い
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

博物館教育論　ISBN 978-4-324-09246-0
博物館学Ⅱー博物館展示論＊博物館教育論　ISBN
978-4-7620-2285-2
いずれの参考書も図書館理学部分室に収蔵されている。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義計画の前半を担当する山下の講義は7回で、9月30日に
初回を実施する。また、10月6日の日曜日（予定）に須恵
町の博物館施設を見学しながら集中講義でワークショップ
を実施する（2-4回目に相当）。この集中講義の代休は9月
16,23日と１月6日をあてる。
また，杉山が担当する講義は，11月11日以後講義日程に
従って8回開講する。
特に前半の日程について掲示に注意し、指定された日時に
必ず出席すること。
なお、須恵町歴史民俗資料館まで（JRで博多駅から25分，
片道280円＋町内移動バス代100円から170円）の交通費が
必要。
学外実習に際しては、実習先への移動中の万一の事故の備
えとして「通学中と障害危険担保特約」に事前加入するこ
と。また、移動については必ず公共交通機関を利用するこ
と。さらに学外での実習中の事故の備えとして「学研災付
帯賠償責任保険」にも事前加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

山下担当
１　社会教育施設としての博物館
２　博物館における教育活動
３　学校教育と博学館教育との連携
４　市民の学習活動と博物館
５　地域社会と博物館教育その１
６　地域社会と博物館教育その２
７　地域社会と博物館教育まとめ（２～４回目は10月6日
日曜日に須恵町歴史民俗資料館で開催し，杉山が現地指導
で参加する）

杉山担当　
８　自然史系博物館教育のための序論：多様な教育活動
（学校、地域、自治体、研究者、博物館の連携）
９　自然史博物館の友の会・研究会の組織づくりと運営法
１０　博物館教育の教材プログラムの開発手法
１１　教材作成ワークショップ（立案）
１２　教材作成ワークショップ（製作）
１３　教材作成ワークショップ（プレゼン準備）
１４　博物館教育教材の発表と相互評価（前半）
１５　博物館教育教材の発表と相互評価（後半とまとめ）



2019-SW0000H007-01博物館実習Ⅰ「民俗」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

宮岡　真央子

◎－－－　概要　－－－◎

　人文系博物館資料のなかでも、民俗分野の資料に焦点を当
て、それを扱う学芸員として必要とされる基礎的知識・技能の
一端を経験・習得することを目指し、講義と実習をおこなう。
　学内における実務実習として、民俗資料を利用した学内企画
展および清掃や記録を主軸とする調査実習を実施し、資料の取
り扱い方法や展示方法などを実地に学ぶ。また、民俗資料の展
示を含む歴史系博物館の見学実習をおこない、博物館における
資料の収集・保存・研究・展示の具体例を知り、地域社会にお
ける役割や意義について考察する。加えて4年生の博物館実習
の事後報告を手がかりに、館園実習について事前に学習する機
会をもつ。
　これらと同時に民俗学の概説書等を参照しつつ、受講生各自
がそれぞれ身の回りの民俗についてフィールドワークと文献調
査を実施して調査技術を身につけるとともに、その中間報告を
おこなう。そこでの議論をふまえて、各自は期末レポートを仕
上げる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

主に近代以降の人びとの暮らしのあり方とその変遷の探究に重
点を置く民俗分野において、どのようなモノをいかにして博物
館資料とし、展示公開するのかについて、基本的知識を身につ
ける。 (知識・理解)

民俗資料の基本的な取り扱い方法を習得する。(技能)

多様な博物館の多様な活動内容に関心をもつ。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　各自の調査テーマに従い参考書の該当箇所を事前に読み、
フィールドワークと文献調査を実施し、中間報告およびレポー
ト作成を進める。また、見学実習に先立って指定した資料を用
いて事前学習をおこなうとともに、終了後にはその都度博物館
実習簿の該当欄に見学レポートを記入し、事後学習に備える。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業時間におこなう学内実習および授業時間外におこなう学
内実習70％、期末レポート30％を目安として総合的に評価す
る。学内実習では実習に対する態度と積極性を評価基準とす
る。レポートでは明確な問題意識、その問題に対する具体的記
述と考察、授業で学習・考察したことがらや自らの文献調査な
どで得た知識・問題意識の応用などの諸条件の有無や深度を評
価基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない

◎－－－　参考書　－－－◎

民俗調査ハンドブック（新版）　ISBN 978-4642072687
図説日本民俗学　ISBN 978-4642080279
その他は授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　博物館見学実習と民俗資料調査実習は授業時間外におこ
なう（詳細については後日相談・決定・通知する）。
　各自レポート作成のためのフィールドワーク・文献調査
を積極的におこなうこと。
　学内実習（含見学実習）、フィールドワーク等の校外活
動に要する交通費・入館料その他の諸費用は、受講生各自
の負担である。
　無断の欠席・遅刻は厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2～7. 学内企画展の実務作業
8. 地域・民俗・博物館に関する講義
9. 見学実習(1)事前学習
10. 見学実習(1)事後学習
11～12. 学内企画展の反省と総括
13. 館園実習の事前学習
14. 民俗調査の中間報告
15. 見学実習(2)事前学習および授業のまとめ

（上記15回とは別に以下の見学実習と民俗資料調査実習を
おこなう）
［見学実習］
1-2. 見学実習(1)
3-4. 見学実習(2)
［民俗資料調査実習］
5-6. 民俗資料に関する講義
7-13. 民俗資料の清掃・記録
14-15. 文献調査と調査結果の整理



2019-SW0000H007-02博物館実習Ⅰ「美術」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　博物館学芸員課程の中で最も重要な科目は「博物館実習」で
す。この実習の目的は、博物館の現状を主体的に学習すること
にありますので強い意欲が望まれます。人文学部では民俗系、
美術系、歴史系に分かれて、それぞれ「博物館実習Ⅰ」（3年
次後期）と「博物館実習Ⅱ」（4年次前期）の両方を履修しな
ければなりません。
　美術系では、美術館勤務経験のある教員が現場の学芸員の視
線をふまえて実習や見学を行います。
１　学内実習
　博物館活動の基本となる、収集、展示、保存、研究、教育普
及に関する実務と実技を学びます。
２　博物館等の見学実習
上記15回の授業時間に行う学内実習とは別に、授業時間外に博
物館等の見学の実習を行う。見学先や見学に行く日時について
はの詳細については、授業の中で相談しながら決定します。
1)　見学実習　県内および近県の美術館・博物館を訪ねて企画
展示（特別展）と常設展示の実際を見学実習します。見学実習
は、日帰りで３～４回行います。交通費、入館料などの必要経
費は自己負担です。見学する美術館、日時などについては、受
講生の要望も考慮して決めます。例としては以下です。福岡市
美術館、福岡県立美術館、福岡市博物館、石橋美術館、北九州
市立美術館、佐賀県立美術館、熊本市現代美術館、熊本県立美
術館、長崎県美術館、九州国立博物館など
2)　講義・ディスカッション　見学の事前、事後にディスカッ
ションを行います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・博物館活動をじかに体験、見学し、その意義を認識する。
(知識・理解)

・博物館活動の実践で活用できる技能の一端を習得する。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

 授業前後に、実務、実技に関する知識と、見学先の施設や作
品、資料に関する専門用語などを予習、復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

 授業時間に行う学内実習と授業時間外に行う見学実習を総合し
て評価します。積極性、理解度、態度、および見学実習後に記
載するレポート（実習簿にそのつど記述。未記述は不可）を総
合して評価します。欠席は実習の意味がなくなりますので原則
的に認めません。

◎－－－　テキスト　－－－◎

 適宜指示します。

◎－－－　参考書　－－－◎

 適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

 美術館で実習することになりますので、「美術史」と
「芸術」を履修しておくことが望ましい（３年次、４年次
での履修も可）｡
　「博物館概論」「博物館資料論」「博物館教育論」のう
ちから２科目４単位以上修得済みが前提です。

　「博物館概論」「博物館資料論」「博物館教育論」のう
ちから２科目４単位以上修得済みが前提です。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　ガイダンス　授業の内容説明
２　博物館資料の取り扱い　(1)
３　博物館資料の取り扱い　(2)
４　博物館資料の取り扱い　(3)
５　博物館資料の取り扱い　(4)
７　博物館資料の調査　(1)
８　博物館資料の調査　(2)
９　博物館資料の調査　(3)
10　博物館資料の調査　(4)
11　博物館資料の展示　(5)
12　博物館資料の展示　(6)
13　博物館資料の展示　(7)
14　博物館資料の展示　(8)
15　まとめ

　上記15回の授業時間に行う学内実習とは別に、授業時間
外に博物館等の見学の実習を行う。見学先や見学に行く日
時についてはの詳細については、授業の中で相談しながら
決定します。
１　見学実習の概要説明
２　見学する美術館・博物館、展覧会の検討
３　第１回見学会事前学習
４　第１回見学会
５　第１回見学会意見交換、まとめ
６　第２回見学会事前学習
７　第２回見学会
８　第２回見学会意見交換、まとめ
９　第３回見学会事前学習
10　第３回見学会
11　第３回見学会意見交換、まとめ
12　第４回見学会事前学習
13　第４回見学会
14　第４回見学会意見交換、まとめ
15　まとめ



2019-SW0000H007-03博物館実習Ⅰ「歴史」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・４時限　　試験時間割：定期試験なし　　

桃崎　祐輔

◎－－－　概要　－－－◎

博物館学を履修した後、博物館における実際の業務（資料の収
集・整理、展示、教育活動）を経験するのが博物館学実習の目的
である。「博物館実習Ⅰ」では、学内での模擬学芸作業・学外の
見学実習をおこなう。

１　学内実習
　博物館活動の基本となる、収集、展示、保存、研究、教育普及
に関する実務と実技を学ぶ。その実践として、学芸員にとって必
須の特別展覧会の企画と展示、文化財の保管と取り扱い、調書の
作成などをおこなう。現在の博物館は常に観客動員数というノル
マのもとにあり、定期的特別展開催なしの活動は成り立たない。
よってこの授業では自ら博物館の特別展を企画・立案し、展示物
の選定や借り出し・展示解説の作成・図録の編集執筆という一連
の流れをシミュレーションし、各自が展示企画を作成する。
 ２　博物館等の見学実習
1)　見学実習　博物館施設の運営情況を学ぶため、休日等を利用
して県外・近県の観覧施設を３～４箇所程度実地見学する。交通
費、入館料などの必要経費は自己負担とする。見学する博物館は
各館の特別展・企画展日程、受講生の要望を考慮する。過去には
九州国立博物館、福岡市博物館、福岡市美術館、福岡市埋蔵文化
財センター、福岡東洋陶磁美術館、西南学院大学博物館などを対
象とした。
2)　参加体験　博物館は様々なシンポジウムや学会、イベントの
場となることが多い。学内外の学会や各種イベント・祭礼等の運
営に実際に参加し、終了後、参加記を提出する。
3)　講義・ディスカッション　見学実習に際しては、A.事前に調
査検討項目を指定し、B.事後に調書を課題として提出し、C.展示
や空間設計、照明、ミュージアムショップや学芸活動など、運営
の内容について討議をおこない、自身の展示企画に活かせるよう
にする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館の活動と学芸員の職務内容を理解する。(知識・理解)

博物館の資料保管・展示・解説・図録作成の技能を学ぶ(技能)

博物館学芸員に求められる社会性や対人交渉、計画性を身に着け
る(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業後は教材を熟読し復習理解を深める。
学外見学の際はレポート提出を行う。
授業の前でも後でも自主的に博物館見学を行う。
授業以外の機会にも積極的に観覧施設を見学するのはもちろんの
こと、日頃から図録やパンフレットを収集し、比較研究すること
が望まれる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験は行なわない。
全員に「博物館の役割」「学芸員の役割」「展示の観察」「展示
の評価」「特別展の企画」「展示物の選定」などの基礎的作業を
項目別に順次課す。
作成した課題の内容を発表し、出欠ならびに発表内容の良否を評
価の基準とする。
ミニッツペーパー、提出レポートの内容と点数を単位認定の要件
とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

水藤真『博物館を考えるⅡ』　山川出版社（￥1600）
ISBN 978-4634605008

◎－－－　参考書　－－－◎

各自で博物館や美術館等の図録を3冊（自身の興味関心に
沿ったものが好ましい。安価なものでよい）、案内パンフ
レットを15～20枚程度収集し、パンフはA4版のクリアファ
イルに入れて持参のこと。特別展の企画や展示図録を作成
する際の参考書とする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

４年次に卒業論文を履修・提出することが好ましい。研究
職である専門の学芸員となるためには論文執筆をする能力
が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　博物館とは何か
２　各地の博物館とその歴史１
３　各地の博物館とその歴史２
４　各地の博物館とその歴史３
５　博物館の裏方仕事１
６　博物館の裏方仕事２
７　博物館の裏方仕事３
８　石井忠『漂着物辞典』を読む１
９　石井忠『漂着物辞典』を読む２
10　特別展の企画１　タイトルを考える
11  特別展の企画２　開催趣旨を考える
12  特別展の企画３　展示物と構成を考える
13　特別展の企画４　レイアウトを学ぶ
14　特別展の企画５　図録コラムを書く
15　特別展企画書作成
　
上記15回の授業時間中の学内実習とは別に、授業時間外に
博物館等の見学の実習を行う。見学先や見学日程は授業中
に決定通知する。
１　事前学習（見学館と調査検討項目の決定）１
２　博物館見学１
３　事後学習（調書作成・提出）１
４　討議評論１
５　事前学習（見学館と調査検討項目の決定）２
６　博物館見学２
７　事後学習（調書作成・提出）２
８　討議評論２
９　事前学習（見学館と調査検討項目の決定）３
10　博物館見学３
11　事後学習（調書作成・提出）３
12　討議評論３
13　先輩に学ぶ１
14　先輩に学ぶ２
15　先輩に学ぶ３



2019-SW0000H007-04博物館実習Ⅰ「自然史・科学」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：後期：火・５時限　　試験時間割：定期試験なし　　

杉山　哲男、田上　響

◎－－－　概要　－－－◎

　博物館学芸員課程で開講されている講義科目で学んだ理論に
基づいて、「収集・保存」、「調査・研究」、「展示・教育」
の3項目のそれぞれについて、学芸活動の基礎を体験的に学
ぶ。本科目ではグループ学習と個人学習を組み合わせて、自然
史・科学系の実習項目について実践的に取り組む。課題に沿っ
て製作された成果物については、発表と展示によって受講生同
士の相互評価も行う。
　本科目は、15回の授業時間に行う学内実習以外に、学外博物
館施設などで展示体験実習や、その準備のための見学など授業
時間外活動も行う。受講生が博物館施設で実際に展示活動を行
い、来場者からフィードバックを得ることで、教育の効果や個
人的課題と問題点を確認する。これらの学習や体験を通じて4
年次の博物館実習Ⅱに取り組むために必要な基礎力を養成す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

資料収集とデータベース登録の技法について習得できる。(技
能)

展示の技法とワークシートの製作技法について習得できる。
(技能)

展示を実践し、観覧者とのコミュニケーションを体験すること
で、館園実習を行うための準備ができる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

グループ学習における個人の分担部分については、文献やイン
ターネットを通じてあらかじめ予備調査や下準備を行う必要が
ある（毎回30分）。各自が休日を利用し、展示に使う情報や資
料を収集することもある。また成果物の製作に当たっては、実
習終了後に補充調査や補修および仕上げ作業が必要になること
も多くある（毎回60分）。特に学外展示についてはその準備や
展示活動のために講義時間を超えてグループ活動による製作作
業と、展示活動を行う。積極的な学習態度が求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習の課題によって製作展示された成果物、およびその準備活
動や学外施設で実施する展示実習を総合して成績評価する
（80%）。実習課題へ取り組むときの真摯な学びの姿勢、実習
中の積極的な発言なども評価に加味する（20%）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

資料プリントを適時配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

15回の授業時間の実習以外に、下調べのために休日を利用
して情報収集を求める場合がある。また成果物の展示と評
価の確認調査のため、学外施設を利用する予定で、交通費
が必要になる。例年1月末の日曜日を予定しているが、学
外展示活動などの詳しい日程・会場は実習中に予告する。
学外実習に際しては、実習先への移動中の万一の事故の備
えとして「通学中と障害危険担保特約」に事前加入するこ
と。また、移動については必ず公共交通機関を利用するこ
と。さらに学外での実習中の事故の備えとして「学研災付
帯賠償責任保険」にも事前加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

田上担当
1　序論として博物館実習の目的、日程、実習内容の説明
2　収集・保管実習①　資料ラベルの情報収集
3　収集・保管実習②　資料の管理方法とデータベース設
計
4　収集・保管実習③　資料の登録と情報の整理
5　調査・研究実習①　資料の記載・計測・撮影
6　調査・研究実習②　登録資料による調査・研究情報の
収集
7　調査・研究実習③　研究における資料の扱い方

杉山担当
8　展示・教育実習①　チリメンを用いた環境教育ワーク
シートの作成
9　展示・教育実習②　科学実験展示とプレゼンテーショ
ン設計
10　展示・教育実習③　科学実験展示とプレゼンテーショ
ン1
11　展示・教育実習④　科学実験展示とプレゼンテーショ
ン2
12　展示・教育実習⑤　学外展示の基本設計（目的、内容
構成、製作計画の策定）
13　受講生による展示解説実践と相互評価
14　展示のフィードバックと設計修正
15　学外展示の事後指導　観客の評価と今後の課題の議論

学外実習とその準備（杉山担当）
　上記15回の授業時間内実習の他に、以下の学外実習と準
備活動を行う。
1-4　ワークシート作成のためのデータ収集
5-8　学外展示のための資料収集実習
9-11　科学実験展示および学外展示の製作
12-15　展示発表の実施と評価確認



2019-SW0000H008-01博物館実習Ⅱ「民俗」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

宮岡　真央子

◎－－－　概要　－－－◎

　館園実習に備えて、民俗分野の学芸員に必要とされる知識と
技術のさらなる獲得を目指す。
　まず、受講者がこれまでに経験した学内実習を総括し、実習
Ⅰで期末レポートとした民俗調査の報告をおこなう。そして、
受講生による民俗資料を利用した学内企画展の構想を練る。ま
た、各自民俗分野の展示を有する博物館見学をおこない、それ
を報告する。
　民俗学的知識に関するテキストは、博物館実習Ⅰと同様の参
考書『図説日本民俗学』を使用する。また、具体的な民俗調査
の方法や理論、博物館での民俗資料をめぐる諸相については参
考書欄の他の文献を参照する。
　なお、15回の授業時間におこなう学内実習とは別に、博物
館・資料館等で館園実習をおこなう。このための手続きは教職
課程教育センターでおこなうこと。

◎－－－　到達目標　－－－◎

民俗資料を扱う学芸員に必要な実践的知識を習得する。(知
識・理解)

民俗資料の収集・保存・研究・展示という一連の営為の一端を
具体的に経験することを通じて、学芸員に必要な基礎的技能を
身につける。 (技能)

身近な博物館活動に積極的に関与しようとする姿勢をもつ。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　学内企画展のための資料調査、構想案作成を各自おこなう。
また、見学実習前には指定した資料を用いて事前学習に備え、
終了後にはその都度博物館実習簿の該当欄に見学レポートを記
入し、翌週の事後学習に備える。授業の一環でおこなう見学実
習とは別に、各自で博物館見学をおこない博物館実習簿にレ
ポートとしてまとめることも課題とする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学内実習50％、館園実習の態度および成果50％を目安として
総合的に評価する。
　学内実習では態度と積極性を評価基準とする。館園実習の態
度と成果については、実習先での評価とあわせて実習簿や事後
指導時の報告内容などから総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

特に指定しない

◎－－－　参考書　－－－◎

民俗調査ハンドブック（新版）　ISBN 978-4642072687
民俗世界と博物館　ISBN 978-4639015741
図説日本民俗学　ISBN 9784642080279
その他は授業中に適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学内実習（含見学実習）、館園実習、フィールドワーク
等の校外活動に要する交通費・入館料その他の諸費用は、
受講生各自の負担である。
　後期には実習事後指導や学内企画展の実務作業が予定さ
れている。積極的に参加されたい。
　無断の欠席・遅刻は厳禁。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 昨年度の学内実習の総括
3～4. 民俗調査報告
5～6. 博物館見学報告
7. 見学実習(3)事前学習
8. 見学実習(3)事後学習
9.～14.学内企画展準備
15.館園実習の事前指導と授業のまとめ

（授業時間外に別途、見学実習(3)、館園実習およびその事
後指導、学内企画展にかかる実務作業をおこなう）



2019-SW0000H008-02博物館実習Ⅱ「美術」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

植野　健造

◎－－－　概要　－－－◎

　美術館勤務経験のある教員が現場の学芸員の視線をふまえて
実習や見学を行います。
１　学内実習
　博物館活動の基本となる、収集、展示、保存、研究、教育普
及に関する実務と実技を学びます。
２　博物館等の見学実習
1)　見学実習　県内および近県の美術館・博物館を訪ねて企画
展示（特別展）と常設展示の実際を見学実習します。見学実習
は、日帰りで３～４回行います。交通費、入館料などの必要経
費は自己負担です。見学する美術館、日時などについては、受
講生の要望も考慮して決めます。例としては以下です。福岡市
美術館、福岡県立美術館、福岡市博物館、石橋美術館、北九州
市立美術館、佐賀県立美術館、熊本市現代美術館、熊本県立美
術館、長崎県美術館、九州国立博物館など
2)　講義・ディスカッション　見学の事前、事後にディスカッ
ションを行います。
３　博物館等での実務実習
実習Ⅱでは、上記15回の授業時間に行う１学内実習、２博物館
等の見学実習とは別に、博物館等で実務実習を行います。指導
教員と相談のうえ、教職課程教育センターで所定の手続きを
行ってください。この実務実習は、博物館、美術館等でその館
の学芸員が直接指導しますので、美術館を内側から理解するよ
い機会となります。
実務実習は下記①②のいずれかを選択することになります。い
ずれも１名ないし数名しか受け入れません。
　実習館、実習時期の決定は４月中に講義の際に伝えます。
①短期実習（夏期休暇中の１０日間程度）
　福岡県立美術館　佐賀県立美術館　など
②長期実習(前・後学期、夏期休暇を通じて通算１０日間程度)
　福岡アジア美術館　など
　意欲を持って実務実習に臨むことを期待しますが、そのため
にも「美術史」（「日本美術史」「日本美術論」「西洋美術
史」「西洋美術論」）、および共通教育科目の「芸術」（異
なった内容の美術史が複数開講されている）をできるだけ多く
履修しておいてください。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・博物館活動をじかに体験、見学し、その意義を認識する。
(知識・理解)

・博物館活動の実践で活用できる技能の一端を習得する。(技
能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業前後に、実務、実技に関する知識と、見学先の施設や作
品、資料に関する専門用語などを予習、復習しておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　授業時間に行う学内実習と授業時間外に行う見学実習の成績
（積極性、理解度、態度、実習簿に記述するレポートの内
容）、および実務実習の成績（実習館側の評価と実務実習後に
学校に提出する総括レポート）を総合して評価します。欠席は
実習の意味がなくなりますので、特別な場合を除き認めませ
ん。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　適宜指示します。

◎－－－　参考書　－－－◎

　適宜指示します。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　実務実習は美術館の厚意で行われるものですから、実習
意欲が乏しい者は美術館が受け入れを拒否することもあり
ます。
「博物館実習Ⅰ」の単位を修得済みのこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　授業の概要
２　実務実習館の決定、予備調査
３　実務実習館の予備調査
４　作品調査
５　第１回見学会
６　文献調査
７　第２回見学会
８　展覧会準備1
９　展覧会準備2
10　第３回見学会
11　保存修復
12　教育普及
13　第４回見学会
14　まとめ　１
15　まとめ　２



2019-SW0000H008-03博物館実習Ⅱ「歴史」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：火・４時限, 集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

桃崎　祐輔

◎－－－　概要　－－－◎

博物館学を履修した後、博物館における実際の業務を経験するのが
博物館学実習の目的である。「博物館実習Ⅱ」では、実習Ⅰの内容
を踏まえ、学内での模擬学芸作業・学外の見学実習、福岡市近辺の
博物館での実務実習を体験する。
１　学内実習
　博物館活動の基本となる、収集、展示、保存、研究、教育普及に
関する実務と実技を学ぶ。その実践として、学芸員にとって必須の
特別展覧会の企画と展示、文化財の保管と取り扱い、調書の作成な
どをおこなう。現在の博物館は常に観客動員数というノルマのもと
にあり、定期的特別展開催なしの活動は成り立たない。よってこの
授業では自ら博物館の特別展を企画・立案し、展示物の選定や借り
出し・展示解説の作成・図録の編集執筆という一連の流れをシミュ
レーションし、各自が模擬図録を作成する。
２　博物館等の見学実習
1)　見学実習　博物館施設の運営情況を学ぶため、休日等を利用し
て県外・近県の観覧施設を３～４箇所程度実地見学する。交通費、
入館料などの必要経費は自己負担とする。見学する博物館は各館の
特別展・企画展日程、受講生の要望を考慮する。過去には九州国立
博物館、福岡市博物館、福岡市美術館、福岡市埋蔵文化財セン
ター、福岡東洋陶磁美術館、西南学院大学博物館などを対象とし
た。
2)　講義・ディスカッション　見学実習に際しては、A.事前に調査
検討項目を指定し、B.事後に調書を課題として提出し、C.展示や空
間設計、照明、ミュージアムショップや学芸活動など、運営の内容
について討議をおこない、自身の展示企画に活かせるようにする。
３　博物館等での実務実習
　実習Ⅱでは、上記15回の授業時間に行う学内実習・博物館見学実
習とは別に、学外の博物館に委託して実務実習を行う。教職課程教
育センターで所定の手続きを行うこと。この実習は、当該博物館の
学芸員に直接指導いただくもので、見る側ではなくつくる側の立場
を学ぶことを目的とする。
　実習館は受講者の卒業論文テーマや研究テーマに合致している内
容を含むこと、通館可能な環境にあるかを考慮した上で、各館の受
け入れ状況をみて決定する。各館により若干の差があるが、１週間
～２週間前後に及ぶため、日程調整に留意すること。実習終了後
は、実習簿にレポートを記入して提出し、これを評価の対象とす
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館の活動と学芸員の職務内容を理解する。(知識・理解)

博物館の資料保管・展示・解説・図録作成の技能を学ぶ(技能)

博物館学芸員に求められる社会性や対人交渉、計画性を身に着ける
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

授業後は教材を熟読して復習し理解を深めること。
学外見学の際はレポート提出を行うこと。
授業以外でも自主的に博物館見学を行うこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験は行なわない。
全員に「特別展の企画」、「展示物の選定」「キャプションの作
成」「パンフレットの作成」「展示図録の作成」など一連の作業を
項目別に順次課す。
作成した課題の内容を発表し、出欠ならびに発表内容の良否を評価
の基準とする。
作成した模擬図録・実習館での実務日誌・レポート提出を単位認定
の要件とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

テキストは使用しない

◎－－－　参考書　－－－◎

各自で博物館や美術館等の図録を3冊（自身の興味関心に
沿ったものが好ましい。安価なものでよい）、案内パンフ
レットを15～20枚程度収集し、パンフはA4版のクリアファ
イルに入れて持参のこと。特別展の企画や展示図録を作成
する際の参考書とする。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

４年次に卒業論文を履修・提出することが好ましい。研究
職である専門の学芸員となるためには論文執筆をする能力
が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.特別展企画の作成
２.特別展展示物の選定
３.特別展キャプションの試作
４.特別展の展示計画と空間設計
５.特別展パンフレット・図録表紙の試作
６.展示図録の章立て・目次を作成する
７.展示図録の構成
８.展示図録のレイアウト
９.第１回見学会
10.展示図録の解説文の作成
11.第２回見学会
12.展示図録のコラム・寄稿論文の作成
13.第３回見学会
14.展示図録の完成と相互批評
15.後輩に伝える実習体験
上記15回の授業時間に行う１学内実習、２博物館等の見学
実習とは別に、博物館等で実務実習を行う。



2019-SW0000H008-04博物館実習Ⅱ「自然史・科学」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：講義及び実習　　実務経験：　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：前期：月・２時限, 集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

杉山　哲男、馬場　稔、高田　浩二

◎－－－　概要　－－－◎

　自然史系博物館の業務は多岐にわたる。学芸員は資料の収集、保
管、展示はもちろん、調査や研究、講演会の開催など、社会教育活
動も含めて多様な担当業務が予想される。分業化が進んでいる欧米
と異なり、我が国ではこれら博物館活動の全般に携わる資質が学芸
員各人に求められることが多い。
　ここでは自然史・科学系博物館実習2単位を前期開講の事前指導
（北九州市立自然史・歴史博物館１日見学を含む）と、夏休み前後
を利用する博物館施設での実務実習の２つのパートに分けて行う。
事前指導では実務実習に先駆けて、自然史系博物館学芸員として必
要な博物館活動に関する基礎的知識を修得することを目的とする。
　事前指導部分の担当者別概要は以下の通りである。
杉山哲男担当（４回+博物館見学）
　博物館業務と組織、施設の概要を紹介し、博物館学芸員として必
要な資質などについて解説する。実務に関する基礎知識としては古
生物標本の収集活動と系統分類の基礎、子供向け展示の方法と問題
点などを講義し、さらにワークシートの制作と相互評価などの演習
を行う。
馬場稔担当（３回）
　自然史系博物館で取り扱う標本・資料の種類とその取扱法、実習
で行われる作業例について概説する。また、博物館のあるべき姿に
ついての考え方は立場によって異なるが、その理想と現実について
文献資料をもとに考えてもらう。
高田浩二担当（土曜日１日集中開講:３回分に相当）
　自然系博物館である水族館は、資料保存として、環境保全や保護
の役目も担っている。また、博物館の一つとして美術館や歴史系博
物館との連携も欠かせない。多様な機能をもつ博物館の役割につい
て理解し、博物館実習に臨むために必要な意識や心構えなどについ
て講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

博物館活動の現状を理解し、博物館実習の事前に学芸員として必要
な基礎知識を深めることができる。(知識・理解)

自然史系博物館で扱う標本の取り扱いについて、基礎知識を深める
ことができる。(知識・理解)

博物館相互の連携や、博物館や水族館など機能や役割について基礎
知識を深めることができる。(知識・理解)

園館実習を通じて博物館での学芸員の実務内容を実践的に体験し、
博物館の機能と役割、学芸員として必要な技能を習得できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習ではこれまでの学芸員課程教育の講義ノートの関連項目
を見直すことが必要（30分）。成果物（ワークシート）の作成など
については、事前準備60分、製作作業90分程度の時間外学習が必要
である。事後学習では、毎回講義ノートを見直し、気付いた点や気
になる点は、インターネットなどを用いて探究し、自主的に知識を
増幅させ、次の講義には問題意識を明確にして出席することを求め
る。
　博物館施設での実習については、指導者の指示に従い積極的に課
題に取り組むこと。また、実習期間中は毎日実習の記録や実習を通
じての気づきや反省点を実習簿に記録すること（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　事前指導では原則として欠席を認めない。また受講態度も評価項
目（10％）とする。後半の博物館実務実習では、実習先で各自が記
入した実習日誌の記述内容（30％）、実習先担当者の評価
（40％）、および実習終了後に提出を求める最終報告レポート
（20％）を集計し、判定材料とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　適時プリント資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　欠席は原則として認めないので要注意。5月12日（日曜
日）に5、6、7、8回目の講義分を利用して北九州市立自然
史・歴史博物館のバックヤード見学に行く予定。JRスペー
スワールド駅往復の交通費（博多駅から片道1080円）、お
よび常設展示の入場料（360円）が必要。高田先生担当分
は6月8日土曜日に集中（３回分2,3,4限目）で行う予定。な
お都合により変更もありうるので掲示に注意すること。
学外実習に際しては、実習先への移動中の万一の事故の備
えとして「通学中と障害危険担保特約」に事前加入するこ
と。また、移動については必ず公共交通機関を利用するこ
と。さらに学外での実習中の事故の備えとして「学研災付
帯賠償責任保険」にも事前加入することを推奨する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

事前指導
1　学芸員に必要な資質とは何か（杉山）
2　化石標本の収集・展示（杉山）
3　子供博物館とハンズオン展示（杉山）
4　ワークシート製作と教育効果（杉山）
5－8　北九州市立自然史・歴史博物館見学（集中1日，杉
山が引率し現地指導する）
9　自然史系博物館で扱う資料の種類と取扱（馬場）
10　自然史系博物館で行う実習内容の概説（馬場）
11　自然史系博物館の理想と現実（馬場）
12　環境保全と水族館（高田）
13　社会教育施設が連携するツボ（高田）
14　博物館実習の狙いと心得（高田）
15　まとめと総括（杉山）

博物館施設実習
　学外の博物館施設において、定められた期間学芸員実習
を行う。実習中は毎日実習簿を作成する。終了後実習簿の
実習レポートを完成し、提出する。
1-4　実習博物館施設の事前調査
5-8　現地実習
9-12　現地実習
13-15　実習報告文の作成



2019-SW0000H011-01生物学Ａ「博物館」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

伊東　綱男

◎－－－　概要　－－－◎

　今日の生物学は、自己増殖の仕組みを担う遺伝子（DNA）の
解明が発端となって、「生きている」という現象の基盤となる
物質分子を確認し、その機能を探るところまで進んでいる。ま
た、1970年代に組換えDNAの技術が開発されて以来、遺伝子工
学を基盤とするバイオテクノロジーは、医学、薬学、農学、工
学など広い分野で活用されるようになった。それとともに、遺
伝子が関係する事象は、我々の日常生活のあらゆる場面に登場
することとなった。ウィルスや細菌の遺伝子の変異がもたらす
病気、エイズ、遺伝子治療、遺伝子診断、ヒトゲノム計画、ク
ローン、胚性幹細胞（ES細胞）など、遺伝子が関わる事項の記
事が掲載されていない新聞や雑誌を目にすることがない程であ
る。一方で、遺伝子関連の技術の進歩が必ずしも肯定的な側面
ばかりでないことも、しばしば指摘されており、このような事
項を正しく理解し、対処を自ら選択していくことも必要になっ
てくる。
　本講義では、細胞と遺伝子に関する基礎的な事項を解説する
とともに、その応用と身のまわりで出会うトピックを紹介す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

細胞の構造と働きに関する基礎的な事項を知ることができる。
(知識・理解)

遺伝子の構造と働きの基礎を理解できる。(知識・理解)

私たちの生活と遺伝子との関わりの一端を知ることができる。
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、テキストの第１～第３章、第５章、第９章のう
ち授業予定に関連する項目によく目を通すとともに、新聞，雑
誌の科学記事を日頃から読むこと（60分）。復習としては、授
業後に、テキストの授業内容に該当する記述を手がかりに、書
籍やPCを利用して関連情報を検索し内容理解を深めること（60
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：細胞の構造や遺伝子の構造に関する用語の意味
を理解し、それらの働きについて説明できかどうかを評価の基
準とする。
成績評価方法：定期試験の成績のみによって評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学生物学教室編『生物科学』2019年改訂版（新幸印
刷）

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は主にスライドを用いて進め、同時にテキストの該当
個所を指示する。重要なポイントについては板書も併用す
る。また、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　分子から生物個体までの包括的概要
２　原核生物と真核生物
３　細胞の構造-細胞膜-
４　細胞の構造-タンパク合成と修飾に関わる　　構造
５　細胞の構造-エネルギー変換に関わる構造-
６　細胞の構造-核と染色体
７　遺伝子の概念（メンデルの遺伝の法則）
８　遺伝子の本体（DNAの構造）
９　遺伝子情報とは何か
10　遺伝情報の発現の仕組み
11　ヒトの遺伝形質と遺伝子
12　細菌とウィルスの遺伝子
13　遺伝子組み換え
14　免疫（生体防御の仕組みとHIV）
15　まとめ



2019-SW0000H011-02生物学Ａ「博物館」（動物の感覚の世界）

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：後日発表　　

横張　文男

◎－－－　概要　－－－◎

　動物の系統樹をみると、動物界は哺乳類を頂点とする脊椎動物と昆虫
を頂点とする節足動物の２つの大きな枝に分かれている。そのために哺
乳類と昆虫との間には共通性は乏しいと考えられてきたが、最近の分子
生物学の発展によって体制を決める遺伝子や発生過程に共通したものが
多いことが次第にわかってきた。そのような研究成果に基づいて、生物
学的には哺乳類と昆虫との間には従来考えられていた程の大きな違いは
ないとの認識に変わってきた。
　生物進化の過程で、神経系が初めて現れるのはクラゲやヒドラなどの
腔腸動物からである。これらの動物の神経系は散在神経系と呼ばれてい
るが、一様に神経細胞が散らばっているわけではなく、中枢の萌芽的な
構造があることも最近わかってきた。これらの動物がもつ神経細胞は基
本的には我々のヒトの神経細胞と同じしくみで働いている。神経系は進
化の過程で、個々の神経細胞の基本的な働きはあまり大きく変わらな
かったが、神経系を構成する神経細胞数が増加し、ネットワークシステ
ムとして構成は脊椎動物では管状神経系となり、節足動物でははしご状
神経系になった。ヒトでは1011ほどの神経細胞があるのに対し昆虫では
106程度の神経細胞しかない。それにも関わらず昆虫はそれぞれの環境
に適応して棲息し、その種数と個体数でははるかに哺乳類を凌いでお
り、最も地球上で繁栄している動物群ともいえる。先にも述べたよう
に、この二つの動物群は進化の早い段階で分かれたために、神経系につ
いての一方の知識は他方には通用しないと考えられてきたが、最近の研
究ではショウジョウバエと我々との間には、従来考えられていたほどの
大きな違いがないことがわかってきた。
　本講では、そのような新しい視点に立って、動物の一般的特徴をわか
るように留意しながら、動物の感覚系と神経系について脊椎動物（哺乳
類）を中心に話をすすめ、できるだけ無脊椎動物（節足動物）の場合と
比較し、その共通性と特異性の意味を考えていきたい。具体的には、先
ず動物一般の神経系と脳の役割を最初に学ぶ。次いで動物一般に共通す
る神経細胞の構造について学び、静止電位のできるしくみや神経繊維を
電気信号（活動電位）が伝わるしくみについて学ぶ。神経系は多数の神
経細胞からできており、その神経細胞間での情報を伝達する役割を果た
すシナプスの構造と働きについて学ぶ。これらの神経系の基礎単位につ
いて理解した後に、神経系の進化についての大略を学ぶ。個々の神経細
胞は動物で共通しているが、システムである脳神経系には脊椎動物と無
脊椎動物では大きく異なり、脊椎動物では管状神経系であり無脊椎動物
（節足動物）でははしご状神経系である。この違いを理解できるように
する。更に、感覚系について視覚、味覚、嗅覚、温度・湿度・電気感覚
などを脊椎動物と無脊椎動物を比較しながら解説し、受講生がそれぞれ
の特徴を理解できるようにする。最後に脳内での情報統合作用の基礎と
学習と記憶がどのようなしくみで成立するかを理解できるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

動物の神経についての基礎知識を身につける。(知識・理解)

動物の感覚のしくみを説明できる。(知識・理解)

動物の感覚が多様であることを理解し、生物の生きざまを考える態度を
身につける。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　受講者は予習と復習を併せて1～２時間程度してほしい。神経生物学
を含む生物科学の分野は日進月歩の激しい分野ですから、研究の進展に
よって今まで曖昧であったところが明瞭になり、より理解しやすくなる
ことがよくあります。自宅学習では、単に講義でとったノートだけの復
習にとどめず、インターネットなども利用して最新のことを知り、理解
を深めるようにしましょう。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験の結果で評価する。テキストを使用するが、理解しやすくす
るためにスライドも使用する。講義内容はテキストに書かれていること
だけでなく、理解を深めるためにその背景などにも触れるので、講義に
は必ず出席してほしい。授業出席状況を点数化して成績評価に加味する
ことはしないが、授業に出席しなかった場合には定期試験で及第点を得
るのは難しくなる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学生物学教室編「生物科学」2019

◎－－－　参考書　－－－◎

デルコミン著「ニューロンの生物学」（翻訳書）南江堂　
ISBN 978-4-524-22431-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　できるだけ基礎的な部分から講義するが、高校基礎生物
または生物Ⅰに記載されている程度の理解があることが望
ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1　生物とは？、脳とは？、神経とは？　
2　細胞の基本的な構造および神経細胞の構造
3　神経細胞の働き（1）
4　神経細胞の働き（2）
5　シナプスの構造と働き
6　神経系の進化
7　管状神経系とはしご状神経系の比較
8　感覚総論
9　視覚系
10　嗅覚系
11　味覚系
12　聴覚・平衡感覚系
13　温度感覚・湿度感覚・赤外線受容
14　脳の統合作用
15　学習と記憶



2019-SW0000H012-01生物学Ｂ「博物館」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：後日発表　　

伊東　綱男

◎－－－　概要　－－－◎

　どのような生物も、その生存のためには外界のさまざまな刺
激に反応する必要がある。単細胞に始まる進化の過程は、迅速
な反応のために動物において神経細胞を生み出した。さらに、
神経細胞の集中化により誕生した中枢神経系に、情報の伝達、
処理、記憶など、より複雑で高度な機能をもつ脳が誕生した。
脳の進化は、無脊椎動物では昆虫で、また脊椎動物では私たち
ヒトで極致に達した。
　私たちは、様々な感覚情報をもとに脳の中に世界を作り出
し、脳のはたらきで喜び、悲しみ、思考し、記憶し、そして行
動する。つまり私たちの日常は、脳の活動そのものであり、脳
を理解することは私たち自身を理解することに他ならない。
　本講義では、神経細胞の機能や脳の構造、はたらき、感覚情
報の処理の概略などを、ヒトを中心に他の動物との比較やト
ピック的な事項を交えながら解説をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

神経細胞が働く仕組みを理解できる。(知識・理解)

感覚が生じる仕組みを理解できる。(知識・理解)

脳の働きの一端を知ることができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習としては、テキストの第１章、第６章、第８章、第９章の
うち、授業予定に関連する項目によく目を通すとともに新聞，
雑誌の科学記事を日頃から読むこと（60分）。復習としては、
授業後に、テキストの授業内容に該当する記述を手がかりに、
書籍やPCを利用して関連情報を検索し内容理解を深めること
（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

成績評価基準：脳を含む神経系に関する基本的な用語の意味を
理解し、関連する事象を説明できるかどうかを評価の基準とす
る。
成績評価方法：定期試験の成績によって評価し、60点以上を合
格とする。　

◎－－－　テキスト　－－－◎

福岡大学生物学教室編『生物科学』2019年改訂版（新幸印
刷）

◎－－－　参考書　－－－◎

講義の中で、適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は主にスライドを用いて進め、同時にテキストの該当
個所を指示する。重要なポイントについては板書も併用す
る。また、必要に応じて資料を配付する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　動物の反応と環境適応の包括的概要
２　神経細胞の構造と興奮のしくみ
３　神経回路でのシナプスの役割
４　脳と化学物質１－神経伝達物質－
５　感覚と脳 －外界をどう受け取るか－　　
６　視覚－網膜の構造と光刺激の受容ー　
７　ヒトを含めた動物の色覚　
８　脳での視覚情報処理ー情報の抽出
９　脳での視覚情報処理ー情報の統合ー　
10　視覚以外の感覚
11　左右の脳のはたらきの違い　
12　性に伴う脳の差異
13　学習と記憶のしくみ
14　脳と行動の進化
15　まとめ



2019-SW0000H012-02生物学Ｂ「博物館」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：後日発表　　

中川　裕之

◎－－－　概要　－－－◎

　古典遺伝学では概念上の存在であった遺伝子の物質的実体
は、半世紀ほど前にDNAとして同定された。それ以後、遺伝子
を物質として扱う技術が急速に発展し、現代生物学では遺伝子
の組換えがごく一般的な研究技術となっている。基礎研究だけ
ではなく農業や工業などの産業でも、遺伝子組換え技術は微生
物や作物の品種改良技術として利用されている。医療の分野で
も、遺伝性難病の治療法として遺伝子組換え技術の利用が試み
られている。
　本講義では、主に細胞生物学と分子生物学に関する次の４つ
の項目を学ぶ。（１）細胞を構成する主要な分子（核酸、タン
パク質、脂質）とそれらが構成する細胞内構造。（２）DNAに
保持された遺伝情報を複製するしくみ。（３）遺伝情報に基づ
いて機能分子であるタンパク質を生合成するしくみ。（４）遺
伝情報の発現を調整するしくみ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

生命化学の基本的な知識を身につけ、その応用技術を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義資料を講義までに参照し、講義の概要を把握しておくこ
と。（60分）
講義後は、配布資料を利用して講義内容をまとめること。（60
分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
　生命化学の基礎的な知識を使って生命現象および応用技術を
説明できるかを評価の基準とする。

方法
　定期試験で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

使用しない。講義資料（プリント）を講義の進行にした
がって配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

プロッパー細胞生物学　ISBN 978-4-7598-1533-7

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. 細胞の構成分子
　細胞を構成する分子の概説
2. 細胞内構造体
　細胞小器官の概説
3. DNAの機能
　DNAと遺伝情報
4. DNAのパッケージング
　DNAの細胞内パッケージング
5. タンパク質の構造
　アミノ酸とポリペプチド
6. タンパク質の機能
　タンパク質の構造と機能の関連
7. リン脂質
　リン脂質と膜
8. 生体膜
　生体膜の構造
9. 細胞核とDNA
　遺伝情報を保持する仕組み
10. DNAの複製
　複製機構の仕組み
11. 転写
　転写機構の仕組み
12. 翻訳
　翻訳機構の仕組み
13. 遺伝子発現の調節Ⅰ
　調節情報の伝達機構
14. 遺伝子発現の調節Ⅱ
　発現の調節機構
15. まとめ
（必要に応じて講義内容の順序を入れ替えることがあ
る。）



2019-SW0000H013-01地学Ａ「博物館」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は、大気圏、水圏、固体地球圏（岩石圏）、生物圏とい
うサブシステムから構成されており、それらは全体として、相
互作用する継ぎ目のない系（シームレス・システム）である地
球圏を作り出している。そのため、地球上で起こる自然現象の
多くは、複数のサブシステムにまたがる大小さまざまなスケー
ルの現象としてとらえることができ、時間的・空間的に複雑に
関連していることがわかる。この、複合した地球システムの全
体像を理解するためには、まず第一に地球を構成している物質
の状態と成因について知る必要がある。また、約46億年前に太
陽系の一惑星として誕生して以来、地球は絶え間なく変化し続
けてきた。しかも、変化の多くは不可逆的な現象であるため、
地球史の中のその時どきの地球の姿は、地球進化史の中で唯一
そのときにのみ存在した固有のものである。現在の地球の姿も
地球史の中の一つの状態にすぎず、同時にそれは地球誕生以来
46億年にわたる地球の歴史を映し出す鏡でもある。地球史をひ
もとくことで過去の地球の姿を知り、それにより初めて現在の
地球像を正しく理解することができる。
　この講義では、はじめに「地学」の全体像と本講義で扱う領
域について述べ、次に地球圏の成り立ちと各圏について概説
し、さらに固体地球圏の諸特徴、地球圏の歴史を理解する上で
必要な時間スケールを中心に講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地球の成り立ちについて理解を深める。(知識・理解)

大気圏と水圏について理解を深める。(知識・理解)

地球の層構造について理解を深める。(知識・理解)

岩石と鉱物について理解を深める。(知識・理解)

地層と化石について理解を深める。(知識・理解)

地球史の年代について理解を深める。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本を1冊通読する(90分）。
復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ、復習する(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義の理解度に基づき評価する。定期試験を８割、講義時間
に行うミニテストを２割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義中に適宜プリントを配布す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

西村祐二郎（編）:基礎地球科学、朝倉書店
酒井治孝:地球学入門、東海大学出版会
鹿野直建:地球システム科学入門、東京大学出版会
沓掛俊夫:地球史入門、産業図書
杉村新、中村保夫、井田喜明（編）:図説地球科学、岩波
書店
平　朝彦:地質学１（地球のダイナミックス）、岩波書店
平　朝彦:地質学２（地層の解読）、岩波書店
平　朝彦:地質学３（地球史の探求）、岩波書店

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　システムとしての地球、太陽系の中の地球
２　地球を概観する
３　大気圏
４　水圏
５　地球内部の探査法
６　固体地球の層構造
７　固体地球圏を構成する物質:鉱物
８　固体地球圏を構成する物質:岩石
９　火成岩:マグマと火山
10　変成岩と変成作用
11　堆積岩と堆積作用、岩石サイクル
12　地層と化石
13　地球年代学（その１）:相対年代
14　地球年代学（その２）:絶対年代　
15　まとめ



2019-SW0000H014-01地学Ｂ「博物館」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・１時限　　試験時間割：後日発表　　

上野　勝美

◎－－－　概要　－－－◎

　地球は、大気圏、水圏、固体地球圏（岩石圏）、生物圏とい
うサブシステムから構成されており、それらは全体として、相
互作用する継ぎ目のない系（シームレス・システム）である地
球圏を作り出している。そのため、地球上で起こる自然現象の
多くは、複数のサブシステムにまたがる大小さまざまなスケー
ルの現象としてとらえることができ、時間的・空間的に複雑に
関連していることがわかる。この、複合した地球システムの全
体像を理解するためには、まず第一に地球を構成している物質
の状態と成因について知る必要がある。また、約46億年前に太
陽系の一惑星として誕生して以来、地球は絶え間なく変化し続
けてきた。しかも、変化の多くは不可逆的な現象であるため、
地球史の中のその時どきの地球の姿は、地球進化史の中で唯一
そのときにのみ存在した固有のものである。現在の地球の姿も
地球史の中の一つの状態にすぎず、同時にそれは地球誕生以来
46億年にわたる地球の歴史を映し出す鏡でもある。地球史をひ
もとくことで過去の地球の姿を知り、それにより初めて現在の
地球像を正しく理解することができる。
　この講義では、はじめにこの講義で扱う「地学」の領域につ
いて述べ、その後地球表層と地球内部で進行しているグローバ
ルな変動のプロセスおよびメカニズムを学ぶ。さらに太陽系の
形成/地球の誕生以来46億年にわたる固体地球および生命の歴
史について、両者の相互作用という観点から解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大陸移動説と海洋底拡大説について理解を深める。(知識・理
解)

プレートテクトニクスについて理解を深める。(知識・理解)

プルームテクトニクスについて理解を深める。(知識・理解)

地球の形成と初期の地球史について理解を深める。(知識・理
解)

地球生命史について理解を深める。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：参考書に挙げた本を1冊通読する(90分）。
復習：ノートおよび配布プリントをもとに、各自で授業内容を
毎回まとめ、復習する(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　講義の理解度に基づき評価する。定期試験を８割、講義時間
に行うミニテストを２割とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　テキストは使用しない。講義中に適宜プリントを配布す
る。

◎－－－　参考書　－－－◎

西村祐二郎（編）:基礎地球科学、朝倉書店
酒井治孝:地球学入門、東海大学出版会
鹿野直建:地球システム科学入門、東京大学出版会
沓掛俊夫:地球史入門、産業図書
平　朝彦:地質学１（地球のダイナミックス）、岩波書店
平　朝彦:地質学２（地層の解読）、岩波書店
平　朝彦:地質学３（地球史の探求）、岩波書店
丸山茂徳:46億年間地球は何をしてきたか？（地球を丸ご
と考える２）、岩波書店
平野弘道:繰り返す大量絶滅（地球を丸ごと考える７）、
岩波書店
丸山茂徳、磯崎行雄:生命と地球の歴史、岩波新書
神奈川県立博物館編:新しい地球史、有隣堂
ウィリアム・ショップ:失われた化石記録、講談社現代新
書
アンドルー・Ｈ・ノール:生命最初の30億年、紀伊國屋書
店

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　「地学Ｂ」の受講者は、前期科目「地学Ａ」を履修して
おくと良い。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１　講義の概要
２　大陸移動説
３　海洋底拡大説
４　プレートテクトニクス
５　マントル内部のテクトニクス
６　プルームテクトニクスと地球内部の変動
７　太陽系の形成と地球の誕生
８　海洋の形成と地球初期のテクトニクス
９　地球生命の誕生
10　固体地球と地球大気の進化
11　真核生物の出現:生命の複雑化
12　原生代の地球変動
13　多細胞生物の誕生
14　カンブリア爆発と顕生代の生物進化
15　まとめ


