
　 芸術・文化へのより深い理解を促すため、特別展に関連した各分野の専門家や作家、関係者を招いて開催。

平成31/令和元年度・令和2年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

　実施無し。

平成31/令和元年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

　実施なし。

令和2年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

7月4日(土) 葛西由香氏（日本画家・出品作家）
葛西由香の世界（《道産子追憶之
巻》と日本画の名品と同時開催）

平成31/令和元年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

12月22日(土) ギャラリー・トーク
鈴木大有氏（書家・公益社団法人創玄書
道会理事）

金子鷗亭「川端文学燦文集」

令和元2年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

　実施無し。

●教育普及事業

1.美術講演会

聴講者数

アーティスト・トーク 40

聴講者数

　 出品作品について、所蔵者、関係者が解説を行った。

 　会場:特別展示室（要観覧券)

聴講者数

117

3.ギャラリー･トーク

聴講者数

2.アーティスト・トーク

　 作品制作について、作家本人が解説した。

聴講者数

56



5.ギャラリー・ツアー／見どころ解説

平成31/令和元年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

5月11日(土) ギャラリー・ツアー 星野靖隆(当館学芸員) 世界の名作絵本原画がやってきた！

6月1日(土) ギャラリー・ツアー 井内佳津恵(当館学芸課長) 世界の名作絵本原画がやってきた！

6月8日(土) ギャラリー・ツアー 柳沢弥生(当館主任学芸員) 世界の名作絵本原画がやってきた！

6月29日(土) ギャラリー・ツアー 柳沢弥生(当館主任学芸員) ミュシャ　運命の女たち

7月6日(土) ギャラリー・ツアー 井内佳津恵(当館学芸課長) ミュシャ　運命の女たち

8月17日(土) ギャラリー・ツアー 星野靖隆(当館学芸員) ミュシャ　運命の女たち

9月7日(土) ギャラリー・ツアー 井内佳津恵(当館学芸課長) 球体のパレット

10月19日(土) ギャラリー・ツアー 柳沢弥生(当館主任学芸員) 球体のパレット

10月26日(土) ギャラリー・ツアー 星野靖隆(当館学芸員) 球体のパレット

１１月２３日(土) ギャラリー・ツアー 井内佳津恵(当館学芸課長) 金子鷗亭「川端文学燦文集」

1月４日(土) ギャラリー・ツアー 柳沢弥生(当館主任学芸員) 金子鷗亭「川端文学燦文集」

1月18日(土) ギャラリー・ツアー 星野靖隆(当館学芸員) 金子鷗亭「川端文学燦文集」

1月25日(土) ギャラリー・ツアー 井内佳津恵(当館学芸課長) 金子鷗亭「川端文学燦文集」

2月15日(土) ギャラリー・ツアー 星野靖隆(当館学芸員) 橋本三郎展／鵜川五郎展

2月22日（土） ギャラリー・ツアー 柳沢弥生(当館主任学芸員) 橋本三郎展／鵜川五郎展

3月14日（土） ギャラリー・ツアー ―― 橋本三郎展／鵜川五郎展

3月21日（土） ギャラリー・ツアー ―― 橋本三郎展／鵜川五郎展

3月28日（土） ギャラリー・ツアー ―― 橋本三郎展／鵜川五郎展

令和2年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

4月25日(土) ギャラリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

5月9日(土) ギャラリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

7月26日(土) 見どころ解説 石井紗輝(当館学芸員) 《道産子追憶之巻》と日本画の名品

8月2日(土) 見どころ解説 柳沢弥生(当館主任学芸員) 《道産子追憶之巻》と日本画の名品

8月16日(土) 見どころ解説 石井紗輝(当館学芸員) 《道産子追憶之巻》と日本画の名品

10月3日(土) ギャラリー・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

10月10日(土) ギャラリー・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

10月31日(土) ギャラリー・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

11月21日(土) ギャラリー・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

11月28日(土) ギャラリー・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

12月19日(土) 見どころ解説 村山史歩（当館学芸課長） 色もよう心もよう

1月16日(土) 見どころ解説 村山史歩（当館学芸課長） 色もよう心もよう

2月6日(土) 見どころ解説 石井紗輝(当館学芸員) 海と山との対話

2月20日(土) 見どころ解説 石井紗輝(当館学芸員) 海と山との対話

25

11

10

12

18

23

21

25

17

中止

中止

3

5

12

16

11

10

21

聴講者数

24

中止

中止

中止

9

52

63

63

21

13

25

　 会場: 特別展示室(要観覧券)（ギャラリー・ツアー）、講堂（参加無料）（見どころ解説）

聴講者数

31

31

62

　 展覧会の見どころや展示作品について、展覧会会場で解説した。（約30分）
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6.ファミリー・ツアー/ツアー

令和2年度
期日 演題 講師 関連展覧会など

4月29日(日) ファミリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

5月3日（日） ファミリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

5月４日（月） ファミリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

5月5日（火） ファミリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

5月6日（水） ファミリー・ツアー ―― 愛するひと　やなせたかしの世界

10月11日（日） キッズ・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

11月1日（日） キッズ・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

11月22日（日） キッズ・ツアー（講堂） 柳沢弥生(当館主任学芸員) リサ・ラーソン展

7.美術映画会

　 美術に関する興味、関心を高めてもらうため､年間を通じてテーマを設定し、映像を上映した。

　 時間: 14:00～　

　 会場: 講堂（参加無料）

平成31/令和元年度　『世界美術館紀行』(4月20日[土]～)
期日 上映プログラム 上映時間／規格 関連展覧会など

4月20日(土)
『世界美術館紀行』①　ロダン美術館、
マルモッタン美術館、ギュスターヴ・モ
ロー美術館

44分／DVD上映 世界の名作絵本原画がやってきた！

5月18日(土)
『世界美術館紀行』②　ゴッホ美術館、
アムステルダム美術館、マウリッツハイス
美術館

50分／DVD上映 世界の名作絵本原画がやってきた！

6月１5日(土)
『世界美術館紀行』③　ウフィツィ美術
館、ピッティ宮殿パラティーナ美術館、
ボルゲーゼ美術館

50分／DVD上映 ―

7月13日(土)
『世界美術館紀行』④　カタルーニャ美
術館、ミロ財団美術館、カルースト・グル
ベンキアン美術館

50分／DVD上映 ミュシャ　運命の女たち

8月10日(土)
『世界美術館紀行』⑤　ホイットニー美
術家、フリック・コレクション、バーンズ財
団美術館

50分／DVD上映 ミュシャ　運命の女たち

9月14日(土)
『世界美術館紀行』⑥　オルセー美術
館Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

50分／DVD上映 球体のパレット

10月12日(土)
『世界美術館紀行』⑦　ナショナル・ギャ
ラリー、テート・ブリテン、コートールド美
術館

50分／DVD上映 球体のパレット

11月9日(土)
『世界美術館紀行』⑧　ウィーン美術史
美術館、オーストリア美術館、セガン
ティーニ美術館

50分／DVD上映 球体のパレット

1月11日(土) 「金子鷗亭の世界」 50分／DVD上映 金子鷗亭「川端文学燦文集」

2月8日(土)
『世界美術館紀行』⑨　アルテ・ピナコ
テーク、オスロ国立美術館、レンバッハ
ハウス美術館

50分／DVD上映 橋本三郎展／鵜川五郎展

3月7日(土)
『世界美術館紀行』⑩　シャガール美術
館、シャンティイ城、ロートレック美術館

50分／DVD上映 橋本三郎展／鵜川五郎展中止

23

27

21

40

8

17

27

30

16

35

　 毎週日曜日のファミリー・タイム(9:30～12:00)およびゴールデンウィーク中、主に親子連れを対象に、展覧会の見どころや展示作品について、
　 展覧会会場で解説した。（約30分）
　 会場: 特別展示室(要観覧券)/講堂（参加無料）

聴講者数

聴講者数

中止

中止

中止

中止

中止

23

25

14

58



令和2年度 『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏教美術』他（5月9日［土）～）
期日 上映プログラム 上映時間／規格 関連展覧会など

5月9日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』①　飛鳥・白鳳時代　仏教伝来
と聖徳太子

48分／DVD上映 愛するひと　やなせたかしの世界

6月13日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』②　天平時代　鎮護国家の美
しき仏

48分／DVD上映 愛するひと　やなせたかしの世界

7月11日(土)
「山口蓬春　新日本画の先駆者―蓬春
モダニズム―」　他

33分／DVD上映 《道産子追憶之巻》と日本画の名品

8月15日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』③　平安時代Ⅰ　密教と曼荼
羅世界

48分／DVD上映 《道産子追憶之巻》と日本画の名品

10月17日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』④　平安時代Ⅱ　華麗なる王
朝の美

48分／DVD上映 リサ・ラーソン展

11月8日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』⑤　鎌倉時代　運慶と快慶

48分／DVD上映 リサ・ラーソン展

12月12日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』⑥　室町時代　禅林と会所

48分／DVD上映 色もよう心もよう

1月9日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』⑦　桃山時代　天下人の造形

48分／DVD上映 色もよう心もよう

2月13日(土) 「田辺三重松　画業の鬼」ほか 30分／DVD上映 海と山との対話

3月6日(土)
『後世に伝えたい文化遺産　珠玉の仏
教美術』⑧　江戸時代　将軍家と庶民
の仏

48分／DVD上映 海と山との対話15

6

14

8

4

1

3

聴講者数

中止

中止

3
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　 会場：特別展示室(要観覧券)、ホールなど

平成31/令和元年度
期日 タイトル 出演者 関連展覧会など

7月14日(日)
ギャラリー・コンサート
「ミュシャによせて」（一日2回）

長内一真（ピアニスト） ミュシャ　運命の女たち

6月30日(土) 合唱コンサート 女声コーラス　トリル ミュシャ　運命の女たち

7月28日(日) 合唱コンサート
遺愛女子中学・高等学校音楽部、函館
MB混声合唱団

ミュシャ　運命の女たち

12月21日(金) クリスマス・ハンドベル・コンサート 遺愛女子中学・高等学校音楽部 金子鷗亭「川端文学燦文集」

令和2年度
期日 タイトル 出演者 関連展覧会など

　実施無し。

聴講者数

67

62

120

166

9.コンサート

　 展覧会をより深く味わってもらうため、展覧会の内容にちなんだ楽曲によるコンサートを開催した。合唱コンサートでは、地域の合唱団、近隣の
　 学校の合唱部に出演いただき、地域や近隣の学校との連携を図った。

聴講者数
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　 会場: 講堂、展示室

平成31/令和元年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／指導 対象／実施内容

5月25日(土)
世界の名作絵本原画がやってきた！
「トートバッグにプリントしよう！」

平方亮三氏(版画家)
当館学芸員

子どもから大人までが対象。展覧
会鑑賞、トートバッグに版画の技法
で装飾体験。

7月27日(土)
ミュシャ　運命の女たち
「美術館でチェコ刺繍に挑戦！」

松井真佐子氏(工芸家)
当館学芸員

子どもから大人までが対象。展覧
会鑑賞、小さな布にチェコ刺繍お
よびチェコのアンティークボタンを
つける体験。

11月30日(土)
金子鷗亭「川端文学燦文集」
「つるし雛に挑戦！」

山上照子氏(つるし雛作家)
当館学芸員

子どもから大人までが対象。展覧
会鑑賞、桃をモティーフとしたつる
し雛を制作。

令和2年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／指導 対象／実施内容

8月8日(土)
《道産子追憶之巻》と日本画の名品
「日本画に挑戦！」

安積徹氏(日本画家)
市立函館高校ボランティアスタッフ
当館学芸員

子どもから大人までが対象。展覧
会鑑賞、はがき大の紙などに日本
画の画材で描画を体験。

10月24日(土)
リサ・ラーソン展
「陶芸の絵付けに挑戦！」

高井秀樹氏（陶芸家）
市立函館高校ボランティアスタッフ
当館学芸員

子どもから大人までが対象。コース
ター大の素焼きの円盤に絵付けを
行い、講師が焼成を行い、後日参
加者に渡した。

12

31

47

10.マジカル・ワークショップ

　 特別展にあわせ鑑賞と制作を行うプログラムを展開、各回の企画と進行は当館学芸員と、市立函館高等学校生徒、北海道教育大学函館校
   学生が連携して行った。またテーマにあわせて外部講師と協働して行うなど質の向上を図った。

参加者数

10

参加者数

23

61



　 会場: 講堂、展示室

平成31/令和元・2年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／指導 対象／実施内容

　実施無し。

　 時間: 14:00～(約2時間)

平成31/令和元年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／指導 対象／実施内容

10月5日(土)
金子鷗亭「川端文学燦文集」
松前高校書道部×木育
書道パフォーマンスとワークショップ

北海道松前高等学校書道部
天満谷貴之氏(書家・同校教諭)
当館学芸員

小学生以上／展覧会鑑賞、書道
パフォーマンスの鑑賞と体験

令和2年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／指導 対象／実施内容

11月7日(土)
常設展　鷗亭と賢治・光太郎
書道パフォーマンス（会場：ホール）
(11：00～/14：00～）

北海道松前高等学校書道部
古川貴志氏(書家・同校教諭)
当館学芸員

子どもから大人まで／展覧会鑑
賞、書道パフォーマンスを鑑賞した
のち、揮ごうした作品はホール壁
面に展示。

参加者数

２０

参加者数

　当館と北海道松前高等学校との連携協定に基づき、同校書道部を講師に招いて書道パフォーマンスを開催した。

　 会場: 講堂、ホール

11.ワークショップ

　 特別展にあわせ鑑賞と制作または体験を行うプログラムを展開。各回の企画と進行は当館学芸員が担い、テーマにあわせて外部講師と協働
　 して行うなど質の向上を図った。

参加者数

12.書道ワークショップ

33

62



　 ホールに来館者全般を対象にした創作コーナーを設置した。

　 時間: 開館中

　 会場: ホール

平成31/令和元年度
期日 テーマ 講師 対象／実施内容

7月13日(土)
～8月18日(日)

資料提供: 木村伸仁氏(函館市立椴法華
小学校教諭)

来館者／道南の木材の削り節を
使ったコラージュハガキづくり

12月14日(土)
～1月19日(日)

資料提供: 木村伸仁氏(函館市立椴法華
小学校教諭)

来館者／紙テープとふせん紙を
使った豆本づくり

令和2年度
期日 テーマ 講師 対象／実施内容

7月18日(土)
～8月16日(日)

来館者／厚紙を使った屏風作り

11月1日(土)
～11月7日(日)

来館者／紙やポンポンで小人の飾
り作り

12月12(土)
～1月17日(日)

冬休みハコビ・アトリエ ―

　 時間: 11:00～(約30分)

　 会場: 特別展示室

平成31/令和元年度
期日 タイトル 出演 関連展覧会

4月28日(日) 絵本のよみきかせ 函館絵本の会 銀のふね 世界の名作絵本原画がやって来た！

3月15日(日) 絵本のよみきかせ 函館絵本の会 銀のふね

3月22日(日) 絵本のよみきかせ 函館絵本の会 銀のふね

令和2年度
期日 タイトル 出演 関連展覧会

　実施無し。

参加者数

夏休ハコビ・アトリエ「ハコビ×木育　木製シールで森の
そよ風をはがきにのせて♪」

314

13.ハコビ・アトリエ

参加者数

中止

中止

14.絵本のよみきかせ

　 毎週日曜日のファミリー・タイム(9:30～12:00)に、展覧会にちなんだ絵本や詩の読み聞かせを行うとともに、地域の団体との連携を図った。

参加者数

86

中止

冬休みハコビ・アトリエ「豆本に挑戦！」 138

参加者数

夏休みハコビ・アトリエ「ミニ屏風を作ろう！」 110

芸術週間ハコビ・アトリエ「ノームを作って連れて帰ろ
う！」

59

63



　 会場: 当館展示室、市立函館博物館、高龍寺、旧相馬家住宅

平成31/令和元年度
期日 関連展覧会 引率 備考

4月6日(日) 当館学芸員
一般対象。当館を含め4館を周り、
蠣崎波響の作品を鑑賞した。

4月7日(日) 当館学芸員
一般対象。当館を含め4館を周り、
蠣崎波響の作品を鑑賞した。

令和2年度
期日 関連展覧会 引率 備考

4月11日(土) 当館学芸員

4月12日(日) 当館学芸員

平成31/令和元年度
期日 テーマ 講師／開催場所など 関連展覧会

7月4日(土)
ランチ＆トーク
ミュシャ展×五島軒

講師: 柳沢弥生(当館主任学芸員)
会場: レストラン五島軒

ミュシャ展　運命の女たち

7月19日(金) シャンパーニュの夕べ 会場: 当館ホール ミュシャ展　運命の女たち

8月11日(火)
カフェ&トーク
～ミュシャ展でクロワッサンを～

講師: 澤田基氏(ちいさなしあわせパン☆
店主)、柳沢弥生(当館主任学芸員)
会場: 当館展示室・カフェ

ミュシャ展　運命の女たち

令和2年度
期日 テーマ 講師／開催場所など 関連展覧会

5月30日（土） パン&トーク
講師：澤田基氏（ちいさなしあわせパン☆
店主）会場：当館カフェ

やなせたかし展

　 上記のほか、必要に応じて外部の個人・団体と連携し、様々な事業を開催した。

29

21

参加者数

中止

17.その他のイベント

参加者数

やなせたかしの世界展 中止

16.美術と味覚のイベント

 　展覧会のテーマにちなんだ内容設定のもと、展覧会を視覚と味覚とにより、いっそう楽しめるプログラムを提供。一部事業では、地域の団体・
   飲食店・菓子店と協働し、地域との連携を図った。

参加者数

23

ミュージアム・コレクション春～夏 27

15.波響ぐるっと4館ツアー

　 高龍寺所蔵の蠣崎波響《釈迦涅槃図》の公開にあわせて、函館市内の四つの施設が所蔵する蠣崎波響の名品を紹介するツアーを開催し、
   地域の他の施設との連携を図った。

参加者数

ミュージアム・コレクション春～夏 24

やなせたかしの世界展 中止
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平成31/令和元年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／出演者など 内容など

5月12日(日) 引率: 当館学芸員
函館市中央図書館との連携協力
で、展覧会鑑賞の後に、図書館を
訪問した。

7月２１日(日) 引率: 当館学芸員
ミュシャ展を観覧した後、高龍寺で
《地獄草紙》を観覧。

8月8日(木) 引率: 当館学芸員
箱館奉行所、函館市教育委員会と
の連携で徒歩による見学ツアーを
実施。

令和2年度
期日 関連展覧会／テーマ 講師／出演者など 内容など

7月2日(火)
～7月7日(日)

七夕まつり×日本画の名品展
短冊に願いを書いて飾ろう！

当館ホールに笹飾りを設置し、来
館者に願い事を書いた短冊を飾っ
てもらう。

ハコビ×箱館奉行所×五稜郭
夏休みアート・ツアー

18

ハコビ×中央図書館
絵本原画展2館ツアー

8

19

参加者数

26

参加者数

ハコビ×高龍寺　怖い絵2館ツアー
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　 上記のほか、館内で多数のプログラムを提供した。

平成31/令和元年度
期日 テーマ 講師／開催場所など 関連展覧会／内容など

通年 アートにタッチ
協力: 北海道函館盲学校
会場: 当館ホール

ブールデルの彫刻4点に直接手で
触れて鑑賞。点字による解説は、
函館盲学校協力により作成。

令和2年度
期日 テーマ 講師／開催場所など 関連展覧会／内容など

通年 アートにタッチ
協力: 北海道函館盲学校
会場: 当館ホール

平成31/令和元年度
期日 開催校 講師 テーマ

10月17日(土) 七飯養護学校／七飯養護学校おしま学園分校 柳沢弥生(当館主任学芸員) 「おいしいアートのつくりかた」

令和2年度
期日 開催校 講師 テーマ

11月１９日(土) 函館市立旭岡小学校 柳沢弥生(当館主任学芸員) 「おいしいアートのつくりかた」

石井紗輝（当館学芸員）

平成31/令和元年度
期日 講師 対象 会場

8月8日(金) 当館学芸員
小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の教員

当館講堂・展示室など

1月9日(金) 当館学芸員
小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の教員

当館講堂・展示室

令和2年度
期日 講師 対象 会場

　実施無し。

18.その他のプログラム

参加者数

1,170

20.道立函館美術館活用学習のための指導者研修

 　函館美術館を活用した学習の充実及び学校と美術館等との一層の連携を図るため、長期休暇期間に、学校教員を対象に美術館の活動の
   理解促進及び美術館の活用方法等についての研修を行った。

参加者数

14

参加者数

参加者数

参加者数

中止

19.出張アート教室

　 所蔵作品の有効活用を図るため、学芸員が学校に美術作品を持参し、児童・生徒を対象に美術作品を見せながら、わかりやすく鑑賞の手ほ
   どきを行った。   ＊平成29年度は申請なしのため不開催。
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10

参加者数

65
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 　時間: 10:30～(約30分)

 　会場: 講堂、特別展示室

平成31/令和元年度
期日 関連展覧会 講師 会場

4月19日(土) 世界の名作絵本原画がやってきた！ 星野靖隆(当館学芸員) 当館講堂・展示室

6月29日(土) ミュシャ展　運命の女たち 柳沢弥生(当館主任学芸員) 当館講堂・展示室

9月14日(土) 球体のパレット 井内佳津恵(当館学芸課長) 当館講堂・展示室

11月23日(土) 金子鷗亭「川端文学燦文集」 井内佳津恵(当館学芸課長) 当館講堂・展示室

2月22日(土) 橋本三郎展／鵜川五郎展 星野靖隆(当館学芸員) 当館講堂・展示室

令和2年度
期日 関連展覧会 講師 会場

4月25日(土) 愛するひと　やなせたかしの世界 ―

7月11日(土) 《道産子追憶之巻》と日本画の名品 村山史歩(当館学芸課長) 当館講堂・展示室

10月10日(土) リサ・ラーソン展 柳沢弥生(当館主任学芸員) 当館講堂・展示室

12月12日(土) 村山史歩(当館学芸課長) 当館講堂・展示室

2月13日(土) 海と山との対話 石井紗輝(当館学芸員) 当館講堂・展示室5

3

6

参加者数

中止

22

24

21.教員のための鑑賞研修

 　函館美術館を活用した学習の充実及び学校と美術館等との一層の連携を図るため、展覧会ごとに、渡島･檜山管内の幼稚園、小中高等学
   校ならびに特別支援学校の教員を対象に展覧会の内容の理解促進及び活用方法等についての研修を行った。

参加者数

7

28

11

色もよう心もよう 6
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22.博物館実習

平成31/令和元年度（夏季）
遠隔地在住学生対象

期日: 令和元年7月25日(木)～8月4日(日)　10日間　

実習生: 1名（東北芸術工科大学１名）

実習日程カリキュラム

9:30 10:00 12:00 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

　 温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 閉講挨拶

遠隔地在住学生対象

期日: 令和元年11月11日(月)～11月22日(日)　10日間　

実習生: 1名（八洲学園大学1名）

実習日程カリキュラム

9:30 10:00 12:00 13:00 13:30 14:30 15:00 16:30 17:00

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

　 温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 日誌記入

温湿度点検 閉講挨拶

実施無し。

11月22日(金) 特別展展示作業 作品管理の実際 実習の振り返り／質疑応答

※実習終了後に全体に対するレポートを課した。内容は、実習をふまえた上で美術館活動のあり方を考察。字数は4000字程度提出。

11月21日(木) 特別展展示作業 特別展展示作業 特別展展示作業

特別展展示作業 特別展展示作業

特別展展示作業

特別展展示準備 特別展展示準備

11月20日(水) 特別展展示作業

11月16日(土) 特別展展示準備

11月19日(火) 特別展展示作業 特別展展示作業

11月14日(木) 特別展撤去作業 生涯学習と美術館 特別展撤去作業

11月15日(金) 他館見学〈市立函館博物館〉 避難訓練 教育施設の管理と運営

11月12日(火) 特別展撤去作業 特別展撤去作業 特別展撤去作業

11月13日(水) 特別展撤去作業 特別展撤去作業 特別展撤去作業

※実習終了後に全体に対するレポートを課した。内容は、実習をふまえた上で美術館活動のあり方を考察。字数は4000字程度提出。

11月11日(月) 特別展撤去作業 特別展撤去作業特別展撤去作業

平成31/令和元年度（冬季）

教育事業運営補助

作品管理の実際 教育事業運営補助

8月4日(日) 作品管理の実際 作品管理の実際 実習の振り返り／質疑応答

8月2日(金) 作品管理の実際

8月3日(土) 作品管理の実際 作品管理の実際

7月31日(水) 作品管理の実際

8月1日(木) 作品管理の実際

第一収蔵庫清掃

作品管理の実際 教育事業運営補助

教育事業運営補助 教育事業運営補助

7月30日(火) 他館見学〈市立函館博物館〉 ボランティア活動について 作品管理の実際

令和2年度

　大学の依頼により、学芸員資格認定のための実習を希望する学生を受け入れ、実施した。

7月25日(木) 生涯学習と美術館 作品取り扱い（軸・屏風・陶磁）ガイダンス、函館美術館の活動、館内見学

7月26日(金) 教育施設の管理と運営 作品の保存環境について 作品の保存環境について

7月27日(土) 教育事業運営補助 教育事業運営補助

7月28日(日) 教育事業運営補助
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