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「展覧会をつくる2008」
報告：北田　克己

平成 20 年度特定研究「展覧会をつくる 2008」

研究代表者　吉井　章
大井健次、大井健二、北田克己、鰕澤達夫、伊東敏光、加治屋健司、
中村圭、菊田恵、竹澤雄三（美術評論家）、松田弘（広島県立美
術館学芸課長）

序

平成 20 年度特定研究「展覧会をつくる」は平成 16 年度から 19
年度にかけて実施した指定研究「高度な芸術・文化を育てる「まち
づくり NPO」の研究−地域の芸術・文化教育による広島市の活性
化−」（以下「NPO 研究」という）の一環として実施された市民講座「展
覧会をつくる」を継承し、独立したプログラムとして実施したもの
である。
平成 20 年度をもって一連の研究に区切りをつけたことを受けて、
これまでの活動の報告と検証、評価を行い、研究の総括としたい。

都市の課題へのかかわり

「NPO 研究」では、「アートは、「個」の表現が、都市や地域といった「公
（社会）」のレベルへインパクトを与えうる、象徴的な表現活動で
あり、その社会的重要性は、文化的都市を標榜する国内外の他都
市の事例をあげるまでもなく、自明である。」

「またこの活動は、本学関係者や学生の教育・学習インセンティブ
を高める意義がある。他方で、市民参加ないし市民によるこの地
域文化教育の運営母体形成を促進する必要がある。（研究目的か
ら抜粋）」としている。

都市にとっての芸術文化レベルは、世界の主要都市の現状を見る
までもなく、都市とそこに住まう市民の生活の質において、緊要な
課題である。残念ながら、現実には地域間格差が拡大している可
能性が指摘でき得ようし、時には都市の格の問題として深刻化す
る危険性を孕み、市民の誇りに関わることと認識される。

平成 13 年、「文化芸術振興基本法」（以下、基本法という）が公
布された。
第二条「基本理念」（３）には「文化芸術の振興に当たっては、文
化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であ
ることにかんがみ、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、
文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造できるような
環境の整備が図られなければならない。」と謳われている。大学
はどのようにここに関わるのだろうか。

「NPO 研究」、「展覧会をつくる」ともに、芸術学部の活動が地域
の文化芸術を振興し、それが学内外の人材育成に還元されるとい
う循環が形成されるような社会環境整備を目指すことで通底して
いる。

こうした都市、市民と芸術文化に関わる問題解決について芸術学
部を擁する本学としていかに関わるかそして、この課題について、
市民とどのように連携していくかが本研究の起点である。

芸術資料館の可能性

芸術資料館の設備やコレクション、そしてその将来には大きな可
能性が内包されている。現在はその規模が相当縮減されたものの、
全国を見渡しても小さな資料館としては卓抜した財政条件にも恵ま
れていた。
その環境の中で、美術館、博物館としての基軸になる収集計画、
方法について十分に注意を払われていただろうか。その結果として
のコレクションが必ずしも質に問題ありというわけではないにせよ、

「未来の世代に伝えるための美術品収集と保存」という資料館の最
も基本的な役割についてさえ不明確な状況を生んでいた。収蔵品
収集における財政的効率性、倫理的妥当性に加え、運営組織の脆
弱さも指摘される。
つまり、芸術資料館はそこに大きな美点と、同じくらい多くの課題
を抱えていたのである。

芸 術 資 料 館 は 芸 術 学 部 棟 のア プ ロ ー チ に つ つ ましく「Art 
Museum」と銘打っている。どのような思惑があったとしても、単
なる教材管理の倉庫などと貶められるものではない。大学ミュー
ジアムは伝統と権威を体現するものであり、豊かな文化、教育活
動の拠点でもある。

大学にとっての芸術資料館は教育研究支援をその柱としているが、
間違いなく大学の発信装置であり、他方、地域と大学を結びつけ
る知の交差点でもある。
芸術資料館に対する期待は、本研究のもうひとつの背景ともなっ
ている。

市民講座「展覧会をつくる」の特色

「展覧会をつくる」は、芸術資料館の活用を視野に入れながら、
市民講座として展開をしてきた。市民講座、公開講座は本学の社
会貢献事業として、多種多様に実施されているが、本研究の特色
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は以下のようになろう。

１．受講者が展覧会を自ら企画し、開催運営する体験型プログラ
ム

２．「創作」と「教育」の現場である本学の特色を活かした講座内
容、指導体制

３．市民、学生の協働
４．受講者の主体性を尊重した運営
５．大学と市民を結ぶネットワークの形成
６．市民が有する芸術文化に関する人材、潜在的能力の発掘
７．市内美術館との連携

特に、展覧会を実際に開催するには学芸的知識だけでなく、広報、
来場者対応、展示会場の設営など様々な付帯作業が発生する。経
験のない受講者が連携してこれを遂行しなければならない。また、
初対面の受講者間で異なる意見を集約する過程も困難さを伴う。
講義だけを受け身で聞く公開講座と比較すると受講者の負担は大
きい。
それでもなお、展覧会という形あるものに受講者の労力と知識の
蓄積が成果として可視化され、入場者の反応に接して得られる非
日常的な達成感を経験するためのプログラムを導入した。

また市民受講者は、単なる受信者ではない。市民講座、またその
後形成されたネットワークなどを通じて、市民がその潜在能力や大
学、地域、文化に対するニーズを発信する機会を得る。そのよう
なデータこそ期待されるのである。

平成 16 年度市民講座「展覧会をつくる」

受講者 20 名を当初 4 グループに分け、それぞれに企画を提案す
る手法をとった。企画案のプレゼンテーションに対して、教員、市
内美術館学芸員が講評を行い、全員でディスカッションによる検
討を行う。翌週はさらに企画を修正して提出し、プレゼン、講評
を繰り返した。
ディスカッションの上、４つの企画案をひとつに絞り、広報、作品
研究、教育プログラムなど担当グループに再編成した。
講座各回に講義、実務セッションを設定し、知識を深めながら作
業を行った。
展覧会会期中には必ず教育プロクラム（講演、ワークショップなど）
を実施することを課題とした。
スタッフとして、本学学芸員履修学生 1 名が参加している。

以下、実施した受講者プログラムを記載する。開講時点での計画

であり、実際には運営上適宜変更や調整を行った。研究としての
講座開講前の立案作業や、教員と市民を含むスタッフのみで行っ
た行程については入っていない。以降毎年についても同様である。

＜プログラム＞
日　程　6 月 30 日開講　週 1 回、全 10 回（展覧会会期、反省会

を含まず。その他に作業日、自主勉強会など）
会　場　まちづくり市民交流プラザ、広島市立大学、芸術資料館

1　講義「美術館の理念」／実務　グループ編成、企画候補の検
討

2　講義「表現者としての美術館」／実務　各グループテーマ案発
表、各グループ企画書作成 

3　講義「美術館と市民」／実務　各グループ企画プレゼンテーシ
ョン、実施展覧会の決定

4　講義「美術館の運営」／実務　展示計画、パブリシティ計画、
教育プログラム、諸手続き、手配

5　美術館実習 I「特別展と美術品の扱い」　ひろしま美術館
6　美術館実習 II「空間をデザインする I」／実務　仮展示、パブ

リシティ用作品撮影、展示計画決定
6　講義「空間をデザインする　II」／実務　各原稿展提出、ポス

ター、フライヤデザイン決定、版下制作  
8 実務 版下入稿、パブリシティ準備、教育プログラム準備
9 実務 サイン作製、展示パネル作製、パブリシティ準備、
　　　　 教育プログラム準備
10 実務 最終準備
陳　列　設営、開梱、作品チェック、展示
展覧会　オープニング
　　　　教育プログラム
撤　収
反省会

＜展覧会＞「SAMURAI’ S DANDYSM
　　　　　 〜手の中の日本の美〜　武士のオシャレ金工展」
芸術資料館　9 月 20 日〜 26 日
主な展示品：刀装具（拵え）芸術資料館蔵

＜教育プログラム＞
講演「刀剣について」渡邊妙子　佐野美術館館長
デモンストレーション「金工の伝統技法」　若山裕昭教授（芸術）
ワークショップ「刀の拵えを手にとって見る」市民受講者

＜ねらい＞
展覧会企画、開催運営の実務とともに、美術館学芸活動に関する
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知識を深める。
受講者の自主的学習姿勢を引き出す。
地域貢献としての美術館教育プログラムを紹介し、その可能性を
探る。
市民が芸術資料館の公開について触れる機会とし、大学のプレゼ
ンスを高める。

＜検証・評価＞
プログラム内容の充実に留意したが、反面、受講者、指導者・ス
タッフ側双方にとって時間、労力の面から少なからぬ負担であった。
芸術資料館収蔵品を軸にすること以外、白紙からの企画であった
ため、企画を検討する時間が限られる不満があった。
また大学側から与えるべき情報が整理されておらず、例えば予算を
伴う立案に困難さを感じることがあったようである。
開講期間の長さが適切かどうかを問うた事後のアンケートでは、意
見が相半ばしている。足かけ４ヶ月におよぶ期間は負担だが、講
座内容からすれば時間が足りないというのが概ねの意見であった。
初心者には作業工程全体の把握が難しく、作業のフローをよりわ
かりやすく示す必要を感じた。

受講者は講座を新しい体験ととらえて、意欲的な姿勢で取り組ん
だことから、講座は活気に満ちていた。想定したプログラム通りに
は行程が消化できず、常に柔軟に対応しなければならない困難さ
はあったが、展示は充実したものになった。
一方、４本の企画案をひとつに絞ることで続ける動機を見失ったり、
作業の多さから脱落した受講者もあり、最後まで作業を続けたの
は 6 割程度であった。

講座を終えての受講者の意見には、市民受講者にとって芸術資料
館は殆ど未知の存在であり、まず収蔵品の充実に驚くとともに、
その活用と将来に期待があった。
市内美術館関係者も講座に強い関心を寄せ、本学ならではの活動
との評価も示された。

展示会場は、空間デザイン教員の監修によって独創的な空間にな
った。芸術表現と機能性を求める展示が高次元に融合した作例と
して記憶されるべきものになった。

受講者、指導者・スタッフ側ともに初めての経験であり、様々な課
題も表出したが、運営についての多くのノウハウを学ぶ結果となっ
た。

＜報　道＞
テレビ・ラジオ：ホームテレビ・特集 2 本、RCC ラジオ・ニュース

新聞告知：中国新聞、朝日新聞
新聞紹介記事：中国新聞 2 本、読売新聞、産経新聞、毎日新聞
雑誌：ウィンク備後福山、アストラム・リビング、ウェンディ広島、

＜入場者＞　767 名

平成 17 年度市民講座「展覧会をつくる 2005」

前年度に同じく、受講者 22 名を 4 グループに分け、それぞれに企
画を提案する手法をとった。企画案のプレゼンテーション、講評、
ディスカッションによる検討も同様。
公募した受講者に加え、前回受講者から 5 名がサポーターとして
参加した。また、スタッフとして本学学芸員過程履修学生数名が
交代で参加した。
今回も講義と実務を並行して進める講座運営であるが、本学芸術
学部教員が創作について語る場を設けて表現と人について理解を
深めることで、企画検討の参考とさせた。また地域小学校との連
携を探ること、教育プロクラム実施は必須の課題とした。

＜プログラム＞
日　程　７月 13 日開講　週 1 回、全 10 回（展覧会会期、反省会

を含まず。その他に作業日、自主勉強会など）
会　場　まちづくり市民交流プラザ、広島市立大学、芸術資料館

1　講義「美術館企画について」／実務　導入企画案の検討　ひ
ろしま美術館

2　講義　作家によるトークセッション I ／実務　各グループテー
マ案発表、各グループ企画書の作成

3　講義　作家によるトークセッション II ／企画プレゼンテーショ
ン、実施展覧会の企画概要決定

4　美術館講義「美術館教育プログラムについて」　広島市現代美
術館

5　企画、展示計画の決定、印刷物デザイン検討 
6　印刷物デザイン決定・入稿、教育プログラム・教材デザイン決

定
7　展示造作製作、教育プログラム作成
8　教育プログラムプレゼンテーション、教育プログラム教材作製、

パブリシティ
9　教育プログラム作成、教育プログラム教材作製、パブリシティ 

まちづくり
10　教育プログラム作成、教育プログラム教材作製
陳　列 
展覧会　オープニング、教育プログラム
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撤　収
反省会

＜展覧会＞「白と黒の展覧会　子供の眼差し　作家の眼差し」
芸術資料館　10 月 17 日〜 23 日
主な展示品：奥村 土牛 「大下図 蓮」「大下図 軍鶏」、浅野 陽 「白

化粧鉄絵 不二 大皿」、AZUMI 「白釉・黒釉シリー
ズ ／ティーポット」以上芸術資料館所蔵、子供たち
の絵

＜教育プログラム＞
講演「欧米の美術館」松田　弘　広島県立美術館主任学芸員
ガイドツアー「芸術の象牙の塔　アトリエツアー」市民受講者
ワークショップ「消印スタンプをつくる」太田三郎
ワークショップ「銀から生まれる白と黒」市民受講者

＜ねらい＞
基本的に前年と同様であり、重複する点については割愛する。
地域小学校との連携を探る試み。

＜検証・評価＞
前年に引き続き、プログラムはなるべく詳細なものを作成した。同
時に一覧性に優れた工程表や模式図的などを多用し、ビジュアル
に作業フローを理解できるように改善した。
プログラムの量的内容については、前年の経験を基に検討したが、
前年並みとした。

テーマは自由とし、小学校との連携を取り入れることとした。その
ため、近隣小学校のほとんどの校長、美術教員と面会し、協力の
要請を行った。初等美術教育の現場は、校長の理解や意欲によっ
て大きく左右される状況を感じたが、平均的な反応は希薄である。
その中で、伴南小学校、本川小学校に授業を組んでいただいた。
初中等教育現場との連携には、指導を含んだ明解なプログラムの
提供が望ましく、言うまでもなく、担当教員との事前の調整、コミ
ュニケーションが欠かせない。人的にも時間的にも妥協すればよ
い成果が得られないことは自明であるが、そうした労力を割ける
環境が自然に出現することはない。このようなテーマで大学が取り
組むとすれば、体制の整備が欠かせないことになる。

美術館運営において、こどもたちをどのように受け容れるか、は大
きな課題である。大学の地域貢献の視点からも、安易に排除すべ
きではないと感じているが、先方の状況に左右されることもあり複
雑である。まず、初等美術教育に関わる教員との交流から始める
べきであろう。

伴南、本川小学校の児童たちは、黒と白の画用紙にそれぞれ、反
対色の白と黒で描画した。両校とも教員は熱心に対応してくださり、
200 点を超える子供たちの作品は、芸術資料館の作品とともに会
場を飾った。本川小学校では新聞取材もあり、地域の期待も確実
に存在することを認識させられる。

展覧会会場は子供たちの作品に支えられる形で独自の荘重な空間
となったが、「白と黒」という可能性のあるテーマを掘り下げられず、
内容はやや凡庸に終わった。受講者の主体性を尊重する趣旨から、
スタッフは議論の行方を待つ姿勢を守った。しかし、市民主催と
は言え、芸術資料館企画としての展覧会として質を維持する必要
があり、その接点をどう求めてゆくか、次年度への課題となった。

また、作品研究と創作の現場に対する理解、体験が展示に深みを
与え得るが、作品研究指導については芸術学部を擁しながらも外
部の講師に依存せざるを得ない現状である。芸術資料館の収蔵品
活用の観点からも、大学にとって積年の課題である。

＜報　道＞
テレビ・ラジオ：NHK テレビ　生中継
新聞告知：中国新聞
新聞紹介記事：中国新聞 2 本

＜入場者＞　576 名

平成 18 年度市民講座「展覧会をつくる 2006」

受講者の応募定員を昨年度より減らし 16 名を応募、受講経験者
からサポーター 4 名を加えて 20 名を 3 グループに分けた。
テーマについては、芸術資料館所蔵の瑛九の版画作品を中心とし
た展覧会企画を提案してもらうこととした。
展示作品は予め提示されているが、瑛九の多様な表現遍歴をどの
ようなコンセプト、構成で展開するか、企画が容易になったわけで
はない。

＜プログラム＞
日　程　６月 21 日開講　週 1 回、全 10 回（展覧会会期、反省会

を含まず。その他に作業日、自主勉強会など）
会　場　まちづくり市民交流プラザ、広島市立大学、芸術資料館

1　講義「展覧会の企画と運営」実務を中心として／実務　グルー
プ分け、自己紹介

2　講義「市大芸術資料館の収蔵作品」／実務　企画案検討
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3　企画案検討、企画プレゼンテーション、講評
4　講義「パブリシティについて」／実務　企画案検討企画プレゼ

ンテーション　講評、広報計画
5　講義「学芸員の仕事」、美術館実習／実務　広報担当、計画決

定　広島県立美術館
6　ポスター等印刷物デザイン、展示計画案検討、オープニング案

検討
7　ポスター等印刷物デザイン決定、展示計画案決定、オープニ

ング案検討、手配
8　講義「教育プログラム」／実務　教育プログラム案検討、作品

研究
9　教育プログラムプレゼンテーション、作品研究
10　展示・教育プログラム資料作成
11　展示・教育プログラム資料作成、会場準備、
　　オープニング準備
陳　列
展覧会 オープニング、教育プログラム
撤　収
反省会

＜展覧会＞「銅版画　夢・人・愛　瑛九展」
芸術資料館　10 月 16 日〜 22 日
主な展示品： 瑛九版画作品　芸術資料館所蔵

＜教育プログラム＞
講演「瑛九とその銅版画の世界」　友安一成教授（芸術）
ガイドツアー「創造の泉　アトリエツアー」　市民受講生
ワークショップ「銅版画体験ワークショップ」　友安一成教授（芸
術）、市民受講者

＜ねらい＞
前年と同様。

＜検証・評価＞
瑛九の版画群から抽出した３つのカテゴリーは、受講者の作品に
対する真摯な眼差しと研究の成果である。作品研究は鑑賞者と作
品をより強く結びつける経験となった。
瑛九の多彩な創作の足跡がこうした意欲を喚起したものと思われ
る。本研究が目論む教育を触媒とした市民と芸術文化の邂逅につ
いて目覚ましい反応を示した例になった。

展示会場は作品の鑑賞環境を優先する一般的な展示の常識を揺
り動かす、六角形のアクリル展示装置を中空に設置するプランであ
った。課題は、アクリルの材質、照度を押さえた照明の品質など、

主にかけられるコストに起因するものである。
市民受講者が版画研究室の協力を得て銅版画技法を学び、ワーク
ショップで来場者に指導するプログラムも実施し、好評を得た。

＜報　道＞
テレビ・ラジオ：NHK テレビ、広島 FM、広島ケーブルテレビ
新聞告知：中国新聞
新聞紹介記事：中国新聞 2 本

＜入場者＞　353 名

平成 19 年度市民講座「展覧会をつくる 2007」

少年誌の編集者であった故大伴昌司氏について特集番組を担当し
た NHK の番組制作者から NHK に寄託された大伴氏の遺品展示
について照会があり、これを展覧会のテーマとして取り上げた。受
講者応募の段階から展覧会の内容を告知したため、その分野に関
心があり、知識豊富な市民の応募があった。
市民受講者 9 名と市民スタッフ 3 名を加えた 12 名で 2 グループ
を構成した。またビジュアルデザイン学生約 10 名が学生グループ
として加わった。
企画は市民、学生が合同で行い、その後学生が展示会場計画の
策定、市民が教育プログラム、作品研究を主に担当した。
展示作品が予め選定されている状況からの開講であったため、前
年までのプログラムを圧縮した日程とした。
関連する及川久男教授（芸術）の大伴昌司研究と連携した。

＜プログラム＞
日　程　9 月 19 日開講　週 1 回、全８回（展覧会会期、反省会を

含まず。その他に作業日、自主勉強会など）
会　場　まちづくり市民交流プラザ、広島市立大学、芸術資料館

1　講義「ビジュアルジャーナリスト大伴昌司」、「展覧会のコンセ
プト作りと資料調査 - 実務を中心として」/ 実務　グループ分け、
自己紹介　ひろしま美術館

2　講義「教育プログラム」、「展示における空間デザイン」／実務
企画、作品選定、チラシデータ入稿

3　実務　企画案検討、作品選定、企画プレゼンテーション、教
育プログラムプレゼンテーション、講評

4　講義「作品の扱い」　美術館実習　ひろしま美術館
5　講義「ウルトラマン撮影現場の裏話」／実務　展示計画プレゼ

ンテーション、企画プレゼンテーション、教育プログラムプレ
ゼンテーション、オープニング、展示関連仕様決定、物品発注
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6　講義「大伴昌司関連」／実務　作品研究、ワークショップ準備、
リーフレットデータ入稿

7　実務　展示準備、ワークショップ準備、リーフレットデータ最
終入稿、作成

8　実務　作品研究、ワークショップ準備、展示、準備
陳　列
展覧会　オープニング、教育プログラム
撤　収
反省会

＜展覧会＞　「図解・大伴昌司の脳世界　大伴万博 EXPO’ 07　
—怪奇と調和—」
芸術資料館　11 月 4 日〜 11 日
主な展示品： 大伴昌司遺品　メモ、指示書など　個人蔵

＜教育プログラム＞
講演「ビジュアルジャーナリスト大伴昌司」　及川久男教授（芸術）
ワークショップ「自分解剖図鑑をつくろう！」　市民受講者
ワークショップ「平成ノアの方舟」　市民受講者
ギャラリートーク　市民受講者

＜ねらい＞
基本的に前年までと同様。
学生の参画者が市民と協働で展覧会を企画、運営する。その運営
ノウハウ蓄積、データ収集を行う。

＜検証・評価＞
市民受講者と学生の連携をどう進めるかが大きな課題であった。
メーリングリストが活用され、市民受講者の積極的な意見投稿、
情報交換がなされたことは企画を進める上で効果をもたらした。
一方、両者一体となった作業は、時間、空間など物理的な課題が
あり、それぞれの行程によって進めた。学生参画については、教
育に支障の生じない参加のあり方に考慮すると現実的だったと考
えている。
市民との協働というねらいにおいては、接点が限られていたが、大
伴氏の時代を経験した受講者の熱意に満ちた意見に触れたことは
学生にとって得難い経験であり、一定の成果を得た。

＜報　道＞
テレビ・ラジオ：NHK テレビ、NHK ラジオ、RCC ラジオ生中継
新聞告知：中国新聞 5 本
新聞紹介記事：中国新聞
雑　誌：まるごと安佐南安佐北

＜入場者＞　375 名

平成 20 年度市民講座「展覧会をつくる 2008」
ウィンターフェスト・プロジェクト

公募した市民受講者 11 名に市民サポーター 2 名が加わり、13 名
を 2 グループに分けた。これに加え、造形応用研究を履修した芸
術学部学生約 20 名が参画した。　
学生参画を考慮し、プログラムを出来る限り圧縮した。そのため、
研究組織からある程度の具体的プログラムの提案を示した。
1. 野外と芸術資料館展示室での企画展を連動させ、光をテーマ

とした作品制作を行う。
 このプログラムを「ウィンターフェスト」として地域の文化行事

として提案する。
2. キッズキャンパスと連動し、こどもたちの絵画提供を受け、「ウ

ィンターフェスト」実施期間中に展示する。

＜プログラム＞
日　程　10 月 15 日開講　週 1 回、全８回（展覧会会期、反省会

を含まず。その他に作業日、自主勉強会など）
会　場　まちづくり市民交流プラザ、広島市立大学、芸術資料館

1 プログラムについて
 野外展示と展示室展示の概要説明、・「ﾗﾝﾌﾟｼｪｰﾄﾞを作ろう！」

概要説明
 講義「光の美術的意味」／実務　グループ分け、自己紹介、・

展覧会名とコンセプト検討
2 展覧会のイメージ
 講義『美術史と光』／実務　展示室と野外展示の提案、広報、

教育ﾌﾟﾛｸ ﾗ゙ﾑ（講演、ワークショップ）検討、展覧会名とポスター、
チラシ提案

3 展示室企画と広報手段の決定
 講義『現代美術と光』／実務　ポスターデザインの確定・展覧

会名決定、展示室の企画案のプレゼンテーションと決定、広報・
教育プログラムの検討、作品研究

4 ワークショップと作品制作
 講義「民俗学からの光について」／実務　作品研究、作品制

作準備、教育プログラム案プレゼンテーションと決定、配布物
の計画、展示関連物品発注

5 ワークショップと配布物
 実務　作品研究、作品制作、配布物作製、教育プログラム（講

演、ワークショップ）のプレゼンテーションと決定・オープニ
ング計画プレゼン、ポスター・チラシの配布作業
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6 オープニングに向けて
実務　展示準備、ワークショップ準備、オープニング準備・配布
物完成、展示室と野外展示との調整

陳　列
展覧会　オープニング、ワークショップ、講演会
撤　去
反省会

＜展覧会＞「ウィンターフェスト　ひかり　あかり　いのり　ふわ
り　メッセージ 2008」
芸術資料館　10 月 24 日〜 29 日
主な展示品： イサム・ノグチ「あかり」芸術資料館所蔵、

＜教育プログラム＞
講演「照明のデザインプロセス」　城谷耕生　プロダクトデザイナ
ー
講演「冬の光と祭り　– 民族学の視点から -」　篠田知和基　民俗
学者
ワークショップ「メッセージカードをつくろう」　市民受講者、参画
学生
ワークショップ「メッセージボード」　参画学生
インスタレーション　天灯とキャンドルによるインスタレーション

＜ねらい＞
地域に冬期の新たな文化的、祝祭的行事として光りを使った行事
を提案する。また芸術資料館の企画展を同時開催する。

＜検証・評価＞
展示室内の展示にとどまらず、市民が参加できる野外での光のイ
ンスタレーション実施も意図したが、具体的プログラム実施には至
らなかった。
キッズキャンパスとの連携によって、地域園児たちの絵画を立体作
品化して展示したが、今後より内容を伴った地域連携を実現する
には、市民側の組織化にも手をつけねばならない。現時点では、
市民が作品化の能力を有する芸術学部学生によるインスタレーシ
ョンをまず鑑賞、経験する機会提供を行った。
市民受講者は、今回も教育プログラム、作品研究を担当した。
受講者の応募状況、加えて展示、教育プログラムが内容的に低調
であったことは否めず、市民を主体とした市民講座による芸術資料
館活用のプログラムは、従来からの運営に目途をつけ、学生の積
極的参加もあり、プログラムを刷新する時期との認識をもった。
一方、施設の窓を使った照明作品を担当した学生は、日常絵画を
専門としており、企画や設計、製作作業は領域を超えた経験であ

った。
市民との協働という面で、実際にはほとんどを担当に別れての作
業であったが、展示会場の完成はそれを乗り越える一体的な経験
であったことを成果としたい。

＜報　道＞
テレビ・ラジオ：広島ホームテレビ・ニュース
新聞告知：中国新聞 2 本、
新聞紹介記事：読売新聞
雑　誌：西日本タイムス

＜入場者＞　309 名
 

市民講座の総括

各年次の報告、評価については以上に述べたが、市民講座全体を
通しての課題と検証、評価をもって総括としたい。

＜文化芸術、教育分野における市民参加＞
本学が地域連携に一層の取り組みを進めるべきは社会的、時代的
要請であり、既定の潮流である。一方、地域にある人材資源を発
掘し、大学と連携するネットワークを構築する努力も求められてい
る。
市民講座「展覧会をつくる」は芸術資料館活用を軸とした市民参
加実験を研究目的のひとつに掲げたが、本研究を通じて大学、芸
術資料館に理解を深めた市民から、自ら関与し、寄与、貢献に意
欲をもつ人材がネットワーク化されたことが大きな成果と考えられ
よう。その中には文化芸術分野において豊かな経験と専門知識を
有する人材も含まれている。
こうした人材を活用するために、大学、芸術資料館がいかに組織
を整備し、受入体制を取り得るか、検討すべき時期に来ている。

＜パブリシティと情報ネットワーク＞
各年次の展覧会広報では、ポスター、チラシを作成し、媒体への
働きかけなどを積極的に行った。省察すれば、全体のプログラム
運営の中で、その活動に割いた比重は限定的であり、集客結果な
どに反映されている。しかし、本研究の継続自体が大きな広報の
役割を演じたものと任じている。
一方、受講者、スタッフなどを含めたネットワークの構築には着実
に取り組んだ。
受講者、参画者は社会人として、学生としてそれぞれの生活がある。
対面でのコミュニケーションが理想だが、時間は限られており意
見交換、意思疎通を補うため、メーリングリストを導入した。
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平成 16 年時点の登録は 20 名中 13 名であり、まだファックス、
電話での連絡も必要であった。年を重ねるごとに受講者のメーリ
ングリスト利用率は上がり、講座運営に欠かせないツールになった。
このような連絡、情報共有の効率的手段は受講者の講座継続の意
欲にも寄与するものと思われる。
また紙媒体で毎回講座通信を発行し、受講者のコメントや報告、
教員のコラム記事などを掲載した。これは受講者の一体感とモチ
ベーション向上に寄与した。

同時に、講座および展覧会のウェブサイトを立ち上げ、講座の進
捗に合わせて更新を行った。こうしたメディアは広報としての効果
については多くを望めないものの、オンライン上に活動のドキュメ
ンテーションがアーカイブされることになり、後年、情報提供を求
められることもあった。検証はできていないが、入試広報の面か
ら受験生に対する間接的影響も期待されよう。

＜アートワーク＞
本研究は創作活動のためのアートプロジェクトとは趣旨を異にして
おり、基本的に記録されるべき作品を持たないが、必要とされるア
ートワークについては質の追求を怠らなかった。市民提案であれ、
学生提案であれ、デザイン教員の専門的助言が加えられ、クオリ
ティを確保してきた。ポスター、チラシの広報用紙媒体が一例で
ある。
さらに、展示会場の空間デザインは本研究のアートワークを代表
するものである。
また平成 20 年度の「ウィンターフェスト」で制作された「スノーフ
レークス」は領域を超えた学生の制作成果として記憶されるべき
であろう。

＜教育研究と地域連携＞
地域連携や市民との協働がもたらす学生の教育に対する寄与や影
響、さらに進めて、そうした教育を推進するための本学教育の枠
組みづくりについて、本研究をもって検証を行うには事例の蓄積が
不足している。それでも、その有用性に大きな疑問は持ち得ない。
地域にある要望や意見をどのように取り込めるかが肝要であり、そ
のためには地域との多様なチャンネルを築いておくべきである。
本研究では、その意味でひとつの経路を構築しており、活用して
ゆきたい。

＜芸術資料館のあり方＞
詳しくは別の報告などに譲るが、国内外の主要大学ミュージアムで
は大学の学術活動、学生教育を支援する施設としての役割と同時
に、地域社会への貢献、市民との交流により大きな役割を果たす
べきとの潮流が支配的である。「大学ミュージアムから、大学にあ

るミュージアム」への転換が迫られているというのである。

本研究を通じて、大学にとって、また地域における芸術資料館の
もつ有用性について可能性の一端を検証することはできた。この
付属施設は大学が市民と共に育ててゆく価値のある施設であり、
またそのような施設として育てていくべきであると結論づけたい。
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