
－ 75 －－ 75 －

立命館大学国際平和ミュージアム2009年１月～12月事業記録

Ⅰ．管理・運営

１．組織

　●名誉館長
　安斎育郎
　●館長
　高杉巴彦
　●副館長
　桂良太郎（2009年9月25日まで）
　小関素明（2009年4月1日から）
　社会連携部
　●次長
　武田敦（2009年3月31日まで担当）
　　　　課長兼務（2009年1月1日から3月31日まで）
　縄本敏（2009年4月1日から担当）
　　　　※2009年4月1日から2人体制
　教育文化事業課
　●課長
　鳥井眞木（2009年4月1日から）
　●課長補佐
　芳賀淳子
　●職員
　舩尾優一（2009年3月31日まで）
　兼清順子
　久保裕之（2009年4月1日から）
　細川智史（2009年6月1日から）
　●契約職員（専門職）
　生田国男（2009年8月1日から9月30日まで）
　●契約職員（事務職）
　宇野陽子
　森下裕子
　世継淳子
　岡㟢薫
　小幡かほり
　黒津早知子
　藤原由美　

２．施設

　2006年度より変更無し
　（1）地下1階

　　常設展示室　　　　751.40㎡
　　準備作業室　　　　175.79㎡
　　収蔵庫　　　　　　 92.56㎡
　（2）1階
　　メディア資料室　　244.89㎡
　　中野記念ホール　　327.60㎡
　　事務室　　　　　　 97.34㎡
　　ラウンジ　　　　　387.85㎡
　（3）2階
　　常設展示室　　　　449.49㎡
　　会議室　　　　　　117.51㎡

３．評議会

　（1）会議
　2009年度第1回　2009年5月27日（水）

　（2）2009年度評議委員名簿
　川口清史　　　　　　総長・学長
　上田寛　　　　　　　副総長（教学・大学院担当）
　中村正　　　　　　　常務理事（教学担当）
　國廣敏文　　　　　　常務理事（学生担当）
　仲上健一　　　　　　常務理事（財務担当）
　上野隆三　　　　　　常務理事（一貫教育担当）
　森島朋三 常務理事（総務担当）
 社会連携部部長
　渡辺公三　　　　　　研究部長
　安斎育郎　　　　　　名誉館長
　高杉巴彦　　　　　　館長
　桂良太郎　　　　　　副館長、展示セクター長（2009

年9月25日まで）
　小関素明　　　　　　副館長、展示セクター長
　藤岡惇　　　　　　　メディア・資料セクター長
　出口雅久　　　　　　平和教育・研究セクター長
　縄本敏　　　　　　　社会連携部次長
　鳥井眞木　　　　　　教育文化事業課課長
　事務局：教育文化事業課

４．運営委員会

（1）会議
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　2008年度第2回　2009年1月20日（火）
　2008年度第3回　2009年3月24日（火）
　2009年度第1回　2009年5月19日（火）
　2009年度第2回　2009年6月30日（火）
　2009年度第3回　2009年9月18日（金）
　2009年度第4回　2009年11月17日（火）
　
　（2）2009年度運営委員・専門委員名簿
　安斎育郎　　　名誉館長、国際関係学部
　高杉巴彦　　　館長
　桂良太郎 副館長（2009年9月25日まで）
 国際関係学部、展示セクター長
　小関素明　　　副館長、文学部、展示セクター長
　赤澤史朗　　　法学部（前期）
　徐勝　　　　　法学部（後期）
　角田将士　　　産業社会学部
　南野泰義　　　国際関係学部
　三上達也　　　政策科学部
　須藤直人　　　文学部
　大島登志一　　映像学部
　藤岡惇　　　　経済学部、メディア・資料セクター長
　雀部晶　　　　経営学部
　八村広三郎　　情報理工学部
　出口雅久　　　法学部、平和教育・研究セクター長
　秋林こずえ　　国際関係学部
 附属校平和教育連携担当
　森島朋三　　　常務理事（総務担当）
 社会連携部部長
　角一櫻　　　　一貫教育部副部長
　徳永寿老　　　教学部次長
　北田正知　　　学生部次長
　近清雅彦　　　国際部次長
　縄本敏　　　　社会連携部次長
　鳥井眞木　　　教育文化事業課課長
　事務局：教育文化事業課
　芳賀淳子　　　教育文化事業課課長補佐
　兼清順子　　　教育文化事業課員
 国際平和ミュージアム学芸員
　久保裕之　　　教育文化事業課員
　細川智史　　　教育文化事業課員
　
５．附属校専門委員

　山本一之　　　立命館中学校・高等学校
　小杉真之　　　立命館中学校・高等学校
　杉浦真理　　　立命館宇治中学校・高等学校

　加藤敦史　　　立命館慶祥中学校・高等学校
　角原真　　　　立命館守山中学校・高等学校
　木村直哉　　　立命館小学校

Ⅱ．事業概要

１．資料収集・保管

（1）寄贈・寄託・保管

　博物館資料を館蔵品と寄託とのそれぞれについて、
物資料・文書資料・図書に分け、常設展示テーマに沿っ
た分類番号を付し、出所先ごとに整理し、収納している。
資料点数（2009年12月末現在）38,091点

（2）殺虫

　エレベーター前に害虫殺虫剤を設置。9月14日に地
階常設展示室、作業室、倉庫1、収蔵庫、外倉庫の燻
蒸を行った。使用した薬剤はブンガノン、ライセント。
昆虫相把握のため燻蒸の前と後にインジケーターを設
置して環境調査を実施した。

２．展示

（1）常設展の参観者

　2009年1月から12月までの入館者数は次表の通りで
ある。

年 個人 団体 全体

2009年 16,190人 33,374人 49,564人

（2）特別展の開催

●特別展：細やかな視線を注いだ随筆家
 岡部伊都子回顧展
①展示会
　会期：2009年4月28日（火）～ 5月31日（日）
　 　29日間
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
 　中野記念ホール
　参観者：3,954人
　主催：立命館大学国際平和ミュージアム
　協力：株式会社藤原書店
　後援：京都府
 　京都市
 　京都府教育委員会
 　京都市教育委員会
 　京都市内博物館施設連絡協議会
 　ＮＨＫ京都放送局
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 　KBS京都
 　朝日新聞社
 　京都新聞社
 　毎日新聞社
 　読売新聞大阪本社

②オープニング式典
　日時：2009年4月28日（火）　9時30分～10時
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　 　1階ロビー
　参加者：49人

③記念講演会
　日時：2009年5月16日（土）13時30分～15時
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
 1階ロビー
　演題：「岡部伊都子を語る」
　講師：窪島誠一郎（無言館館主）
　　　池田良則（洋画家）
　　　尾形明子（文芸評論家）
　コーディネーター：高杉巴彦（国際平和ミュージア

ム館長）
　聴講者：261人

●特別展：世界報道写真展2009
　　　　　－WORLD PRESS PHOTO 2009－
①展示会　札幌三越会場
　会期：2009年9月12日（土）～ 9月21日（月）10日間
　会場：札幌三越　本館10階特設会場
　参観者：4,615人
　主催：世界報道写真展2009北海道実行委員会
 立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　朝日新聞社
　　　　世界報道写真財団
　後援：オランダ王国大使館
 社団法人日本写真協会
 社団法人日本写真家協会
 北海道
 札幌市
 江別市
 北広島市
 石狩市
 北海道教育委員会
 札幌市教育委員会
 江別市教育委員会

 北広島市教育委員会
 石狩市教育委員会
 ＮＨＫ札幌放送局
 北海道放送株式会社
 北海道テレビ放送株式会社
 北海道高等学校文化連盟
 北星学園大学・北星学園大学短期大学部
 札幌ユネスコ協会
　協賛：キヤノン株式会社
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
 ティエヌティエクスプレス株式会社
　北海道協賛：
 アサヒビール株式会社
 医療法人タナカメディカル札幌田中病院
 学校法人北海学園（北海学園大学・北海商科

大学）
 株式会社DNP北海道
 株式会社JAサービス帯広かわにし
 株式会社JTB北海道札幌支店
 株式会社アークス
 株式会社紀伊國屋書店
 株式会社共立メンテナンス札幌支店
 株式会社きんでん
 株式会社熊谷組北海道支店
 株式会社クレオテック北海道事業部
 株式会社ジュンク堂書店
 株式会社ダイヤ書房
 株式会社ニッセンレンエスコート
 株式会社ニトリ
 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
  札幌支店
 札幌グリーンライオンズクラブ
 サッポロビール株式会社北海道本部
 北海道旅客鉄道株式会社
 立命館慶祥中学校・高等学校教育振興会

②記念講演会
 日時：2009年9月13日（日）　14時～16時
 会場：大学共同利用施設ACU　研修室O
  日本生命札幌ビル5階
 演題：「いのちについて」
 講師：守分寿男（映像プロデューサー・演出家）
 演題：「紛争地域の現場から」
 講師：林直光（写真家）
　参加者：50人
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③展示会　立命館アジア太平洋大学会場　
　会期：2009年10月1日（木）～ 10月14日（水）　14日間
　会場：立命館大学アジア太平洋大学（ＡＰＵ）
　　　　本部棟2階コンベンションホール
　参観者：1,949人
　主催：立命館アジア太平洋大学
　　　　立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　朝日新聞社
　　　　世界報道写真財団
　後援：オランダ王国大使館
　　　　社団法人日本写真協会
　　　　社団法人日本写真家協会
　　　　大分県
　　　　別府市
　　　　大分県教育委員会
　　　　別府市教育委員会
　　　　ＮＨＫ大分放送局
　協賛：キヤノン株式会社
　　　　キヤノンマーケティングジャパン株式会社
　　　　ティエヌティエクスプレス株式会社
　　　　別府商工会議所
　　　　社団法人別府青年会議所
　協力：大分交通株式会社
　　　　亀の井バス株式会社

④展示会　びわこ・くさつキャンパス会場
　会期：2009年10月17日（土）～ 11月1日（日）　16日間
　会場：立命館大学びわこ・くさつキャンパス（ＢＫＣ）
　 エポック立命21 エポックホール
　参観者：2,061人

⑤展示会　衣笠キャンパス会場
　会期：2009年11月3日（火）～ 11月29日（日）　23日間
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
  中野記念ホール
　参観者：9,495人
　
　びわこ・くさつキャンパス・衣笠キャンパス会場
　主催：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　朝日新聞社
　　　　世界報道写真財団
　後援：オランダ王国大使館
 社団法人日本写真協会
 社団法人日本写真家協会

 　滋賀県
 　草津市
 　大津市
 　滋賀県教育委員会
 　草津市教育委員会
 　大津市教育委員会
 　NHK大津放送局（びわこ・くさつキャンパス

開催分）
 　びわ湖放送
 　京都府
 　京都市
 　京都府教育委員会
 　京都市教育委員会
 　京都市内博物館施設連絡協議会
 　NHK京都放送局（衣笠キャンパス開催分）
　　　　KBS京都
　協賛：キヤノン株式会社
　　　　キヤノンマーケティングジャパン株式会社
　　　　ティエヌティエクスプレス株式会社

⑥関連企画：講演会
　日時：2009年11月11日（水）　14時40分～16時10分
　会場：立命館大学衣笠キャンパス　明学館96号教室
　演題：「戦場で見た命（ぬち）どぅ宝」
 講師：石川文洋（報道カメラマン）
　コーディネーター：君島東彦（立命館大学国際関係

学部教授）
　参加者：210人

●特別展：南の島の小さな奇跡
　　　　　フィリピン・カオハガンのキルト展
　　　　　～持続可能な経済的自立のあゆみ～
①展示会
　会期：2009年10月1日（木）～ 10月31日（土）　27日間
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　中野記念ホール
　参観者：11,199人
　主催：立命館大学国際平和ミュージアム
　後援：在大阪・神戸フィリピン共和国総領事館
　　　　外務省
 　京都府
　　　　京都市
　　　　京都府教育委員会
　　　　京都市教育委員会
　　　　京都市内博物館施設連絡協議会
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　　　　NHK京都放送局
 　KBS京都
　　　　朝日新聞社
　　　　京都新聞社
　　　　毎日新聞社
　　　　読売新聞大阪本社
　　　　α－STATION FM KYOTO
　　　　NPO京都コミュニティ放送
　
②記念講演会
 日時：2009年10月10日（土）　13時30分～14時50分
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム　1階ロビー
 講師：熊切圭介（写真家）
 小方昌勝（立命館大学アジア太平洋大学名誉

教授）
 崎山克彦（作家・カオハガン島在住）
 吉川順子（カオハガンキルトプロデューサー・

カオハガン島在住）
 ジュディス・タリー（立命館大学アジア太平

洋大学卒業・カオハガン島出身）
　コーディネーター：清水展（京都大学東南アジア研

究所教授）
　参加者：110人

（3）ミニ企画展の開催

　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　2階ミニ企画展示室

　●第41回ミニ企画展：成人式関連展示
　会期：2009年1月10日（土）～ 2月1日（日）

　●第42回ミニ企画展：緊急ミニ企画　ガザの悲劇
　会期：2009年1月9日（金）～ 2月28日（土）
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム　1階ロビー

　●第43回ミニ企画展：第14回ミュージアムロード
「知ったはる？ほんまもんの京都」参加企画

　とんとんとんからりと隣組：調べてみよう、戦時中
の京都の生活

　会期：2009年2月5日（木）～ 3月1日（日）

　●第44回ミニ企画展：アーサー・シイク展
　 “敵の目から見た私たちの姿”
　会期：2009年3月5日（木）～ 3月28日（土）

　●第45回ミニ企画展：発掘された京都の武器2
　－第16師団が埋めた武器－
　会期：2009年4月1日（水）～ 4月17日（金）

　●第46回ミニ企画展：No war No base
　観光では見ることができない沖縄・韓国
　会期：2009年4月25日（土）～ 5月17日（日）

　●第47回ミニ企画展：友禅図案（絵摺り）に描かれた
『韓国併合』

　会期：2009年5月23日（土）～ 6月21日（日）

　●第48回ミニ企画展：経帷子の織人
　ローズマリー・コーツィー展
　会期：2009年6月27日（土）～ 7月26日（日）

　●第49回ミニ企画展：戦時中の新聞・広告・ビラ展
　会期：2009年8月1日（土）～ 8月30日（日）

　●第50回ミニ企画展：「平和をモチーフに」落合峯子
作品展

　会期：2009年9月12日（土）～ 10月8日（木）

　●第51回ミニ企画展：
　第３回 立命館附属校 平和教育実践展示
　会期：2009年10月11日（日）～ 12月18日（金）
　立命館中学校・高等学校
　　　　2009年10月11日（日）～ 10月23日（金）
　立命館守山中学校・高等学校
　　　　2009年10月25日（日）～ 11月6日（金）
　立命館宇治中学校・高等学校
　　　　2009年11月8日（日）～ 11月20日（金）
　立命館小学校
　　　　2009年11月22日（日）～ 12月4日（金）
　立命館慶祥中学校・高等学校
　　　　2009年12月6日（日）～ 12月18日（金）

（4）特別展示

　●カイラ・クラーク（Kyla Clark）「平和のポートレート」展
　会期：2009年12月18日（金）～ 2010年1月31日（日）

３．教育・普及活動

（1）学芸員実習

　2009年度の学芸員実習は、6月28日（日）から9月21日（月）
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に、立命館大学生11名、成安造形大学生1名、京都橘
大学生2名、の合計14名を3グループに分けて受け入れ
た。実習は1グループ数人で各5日間、うち1日は府立
堂本印象美術館（指定管理者：学校法人立命館）で実施
した。

期間 大学 人数

6月28日（日）～ 7月26日（日）

京都橘大学 1名

成安造形大学 1名

立命館大学 4名

8月5日（水）～ 8月10日（月） 立命館大学 4名

9月17日（木）～ 9月21日（月） 立命館大学 4名

（2）講演会およびシンポジウムの開催

　●「私たちにとっての加藤周一」フォーラムin京都
　日時：2009年6月20日（土）　14時～16時45分
　会場：立命館大学朱雀キャンパス中川会館ホール
　プログラム：
　第一部
 VTR上映
 あいさつ：安斎育郎実行委員長
 黙禱
 ヴァイオリン演奏：松野迅
 教え子による「送る言葉」：山本美穂子（立命館大

学文学部学生）
 吉田信（福岡女子大学准教授）
 白戸圭一（代読）（毎日新聞社記者）
 事績紹介：片岡幸彦（GN21代表）
 スピーチ：日高六郎（代読）（社会学者）
 基調講演：一海知義（中国文学者）「加藤周一断想」
　　　　　 山折哲雄（宗教学者）「加藤さんは日

本をどう見たか」
 メッセージ紹介（代読）：鶴見俊輔
　第二部　パネルディスカッション
　 コーディネーター：君島東彦（立命館大学国際関

係学部教授）
　 パネリスト：山折哲雄（宗教学者）
   　一海知義（中国文学者）
　　　　　　　　　ジュリー・ブロック（京都工芸繊維

大学教授）
　　　　　　　　　桜井均（NHK放送文化研究所研究

主幹）

　あいさつ：矢島翠
　参加者：360人

　●第１回国際平和人権セミナー～平和の諸相を見る～
　日時：2009年11月25日（水）　10時40分～12時10分
　会場：立命館大学衣笠キャンパス
 　創思館カンファレンスルーム
　演題：「ベルリンの壁崩壊と人生の転換～ある平和

活動家の体験から～」
　講師： ベラ・レングスフェルト（著述家、元ドイツ

連邦議会議員・CDU）
　司会：出口雅久（立命館大学法学部教授、国際平和

ミュージアム平和教育セクター長）
　主催：立命館大学国際平和ミュージアム
　共催：立命館大学法学会
　参加者：133人

（3）映画会

　●第14回上映会
　「アメリカばんざい～ crazy as usual」
　［2008年/日本/118分］（2回上映）
　日時：2009年7月4日（土）13：00～、16：30～
　会場：立命館大学衣笠キャンパス　以学館2号
　主催：立命館大学国際平和ミュージアム
　企画・協力：（株）如月社
　参観者：204人
　対談：藤本幸久（映画監督）
　　　　君島東彦（立命館大学国際関係学部教授）
　参加者：80人

　●第15回上映会
　「台湾人生」［2008年/日本/81分］（2回上映）
　日時：2009年12月9日（水）13：10～、14：45～
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　中野記念ホール
　主催：立命館大学国際平和ミュージアム
　企画・協力：（株）如月社
　対談：酒井充子（映画監督）
　　　　安斎育郎（立命館大学国際平和ミュージアム

名誉館長、国際関係学部教授）
　参観者：210人

　●特別フィルム公開
　立命館大学教職員組合とミュージアムの共同企画
　「ONE SHOT ONE KILL ～兵士になるということ」
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〔2009年/日本/108分〕（2回上映）
　日時：2009年12月10日（木）15：00～、18：00～
　会場：立命館大学衣笠キャンパス　以学館2号
　共催：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　立命館大学教職員組合
　参観者：35人

（4）その他の事業

　●インターンシップ
　　立命館大学ボランティアセンターにて開講してい

る2009年度ボランティアコーディネータ養成プログ
ラムにおけるインターンシップの受入を行った。

　期間：2009年8月9日（日）～ 8月26日（水）（12日間）
 2009年9月17日（木）に成果発表のための最終

プレゼンテーションを行う。
　テーマ：ボランティアガイド養成講座のプログラム

改善提案
　社会人学生1名を受入。

　●立命館附属校研究会
　日時：2009年8月11日（火）　18時～20時
　会場：立命館大学衣笠キャンパス
　　　　アカデメイア立命21　K201会議室
　出席者：14人（深草2人、宇治3人、慶祥1人、国際平

　　　　和ミュージアム教員・職員8人）

　●養成講座　第4回ボランティアガイド養成講座
　期間：2009年2月7日（土）～ 3月15日（日）（全8回）
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　2階ミュージアム会議室
　受講生：20人
　
　①公開記念講演会＆体験講座
　　日：2009年1月31日（土）
　　会場：立命館大学創思館1階
　　　　　カンファレンスルーム
　　演題：「メディアが伝えないイラクの現実」
　　講師：西谷文和（イラクの子どもを救う会代表）
　　聴講者：41人

　②ボランティアガイド養成講座実地研修
　　期間：2009年4月～ 7月
　　会場：立命館大学国際平和ミュージアム展示室
　　修了生：12人

　●夏休み親子企画
　「へいわってなに？？ 2009」
　日：2009年8月1日（土）、8月2日（日）（各2回）
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　2階ミュージアム会議室
　プログラム：120分
 ・挨拶　高杉巴彦（立命館大学国際平和ミュージ

アム館長）
 ・平和のお話　安斎育郎（立命館大学国際平和

ミュージアム名誉館長）
 ・みやこエコロジーセンターの岩松さん、鈴木さん

と一緒にゴミの減量、環境問題について考えよう（8
月1日）

 ・ 『争・帰・和』など戦争と平和に関する漢字につ
いて大学生のお兄さん、お姉さんと一緒に考え
よう（8月2日）

 ・まとめ、平和へのメッセージ記入
 ・参加証授与
　参加者：8月1日　48人、8月2日　77人、計125人

●2009年度立命館大学教員免許状更新講習
　2007（平成19）年6月の改正教育職員免許法の成立に
より、2009（平成21）年4月から教員免許更新制が導入
されることになり、本学の特色を活かし、多彩な教員
による、必修領域と選択領域の講習を開設した。　
　2009年度は、必修領域と選択領域（6講習）を提供し、
立命館大学国際平和ミュージアムは、選択領域の6講
習の1つ「平和教育」講座を担当した。　
　日時：2009年8月11日（火）　6時間
　講師：安斎育郎（立命館大学国際平和ミュージアム 

名誉館長、立命館大学国際関係学部教授）
　　　　高杉巴彦（立命館大学国際平和ミュージアム

館長）
　　　　桂良太郎（立命館大学国際平和ミュージアム

副館長、国際関係学部教授）
　　　　角田将士（立命館大学産業社会学部准教授、

国際平和ミュージアム運営委員）
　会場：立命館大学衣笠キャンパス　末川会館1階講

義室・国際平和ミュージアム展示室
　受講生：54人（小学校22人、中学校14人、高等学校

11人、中高一貫4人、特別支援3人）

●小学校・中学校教員対象ミュージアム下見見学会
　日：2009年7月29日（水）、30日（木）、31日（金）、
　　　8月20日（木）、21日（金）、27日（木）　（全6回）



－ 82 －－ 82 －

立命館平和研究第11号（2010.3）

　場所：立命館大学国際平和ミュージアム
　プログラム：100分
 ・挨拶　高杉巴彦（立命館大学国際平和ミュージ

アム館長）
 ・平和講義体験　安斎育郎（立命館大学国際平和

ミュージアム名誉館長、国際関係学部教授）
 ・展示見学
 ・収蔵品紹介
 ・個別相談会
　参加者：計48校、88人

●文字・活字文化の日関連企画
　漢字一文字で表す「平和って何色？ 2009」
　文字・活字文化の日（10月27日）を記念して、言葉と

平和について考える催し。
　日：2009年10月27日（火）～ 11月3日（火）
　場所：立命館大学国際平和ミュージアム
　共催：立命館大学白川静記念東洋文字文化研究所
　参加者：199人

●長崎青少年ピースボランティア交流
　期間：2009年12月12日（土）～ 12月13日（日）
　参加者：45人（長崎12人、引率職員2人、京都29人、
　　　　　教職員2人）

●無料公開の日
　国際博物館の日：5月16日　73人、17日　129人
　関西文化の日：11月14日　221人、15日　215人
　4日間 参観者合計 638人

４．交流事業

●日本平和博物館会議
　第16回日本平和博物館会議は、ピースおおさか（財
団法人大阪国際平和センター）が開催館となり、2009
年11月11（水）～ 12日（木）に開催され、立命館大学国
際平和ミュージアムも参加した。
　新たに「対馬丸記念館（沖縄）」の加盟が承認され、計
10館の参加となった。
　世界平和記念日にあたり、核廃絶にむけた共同ア
ピールを発表した。

５．刊行物

　（1）紀要
　『立命館平和研究－立命館大学国際平和ミュージア

ム紀要－』（ISSN 1882-7217）

　①第10号（2009年3月6日刊行）
　　目次：
 ・カンボジア王国におけるDDR（武装解除、動

員解除、社会再統合）実施支援の検証と評価（多
田真規子）

 ・Concept of Peace and Purpose of Peace Education 
in the Changing Times（金惠玉）

 ・Building Peace in Pakistan : Challenges and 
Prospects（Syed Sikander Mehdi）

 ・広島高等裁判所における原爆症認定集団訴訟の
ための証言（安斎育郎）

 ・基地周辺の子どもたちのおかれた現状－普天間
第二小学校の児童たちから垣間見える普天間基
地返還－（池尾靖志）

 ・前芝確三『原子力基本法（試案）』の執筆時期をめ
ぐって（藤田明史）

 ・ひめゆり平和祈念資料館開館20周年－ひめゆり
同窓会の平和運動の軌跡と次世代への継承の取
り組み（普天間朝佳）

 ・The Peacemaking Paradigms of Ritsumeikan and 
Rievalux : Reflections on the Sixth International 
Conference of the International Network of 
Museums For Peace（Clive Barrett）

 ・第6回国際平和博物館会議の特徴と成果につい
て（安斎育郎、高杉巴彦）

 ・資料：「昭和20年の中学生展」（兼清順子）
 ・名誉館長・館長声明
 ・立命館大学国際平和ミュージアム事業報告2008

年1月～ 12月（小幡かほり）

　②別冊（ISSN 1882-7217）（2009年11月1日刊行）
　　目次：
 ・『立命館平和研究　別冊』の刊行にあたって（高

杉巴彦）
 ・〈平和博物館研究〉に向けて－日本における平和

博物館研究史とこれから－（福島在行・岩間優希）
 
　（2）国際平和ミュージアムだより
　『国際平和ミュージアムだより』を年3回刊行し、事

業報告、関係者の随想、推薦本、収蔵資料、入館状
況の紹介などを掲載している。
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通巻号数 巻 号 刊行年月日

46 16 3 2009年3月10日

47 17 1 2009年8月11日

48 17 2 2009年12月1日

　主な記事は以下のとおりである。
　以下の「号」は『国際平和ミュージアムだより』の通巻

号数を、「回」はこれまでの連載回数を表す。

●巻頭つれづれ

号 回 題（執筆者）

46 42 世界に発信し、世界とつながる（安斎育郎）

47 43
あらためて問われる非戦・非差別の思想（安
斎育郎）

48 44 初代館長・加藤周一さんのこと（安斎育郎）

●館長だより

号 回 題（執筆者）

46 3 歴史認識と「戦後解決」（高杉巴彦）

47 4 国家・民族、自立と共存の愛国心（高杉巴彦）

48 5
情報の質と深さ－「世界報道写真展」から

（高杉巴彦）

●時評

号 回 資料名（執筆者）

48 1 2009年のノーベル平和賞（安斎育郎）

●スポット　ミュージアム収蔵品・所蔵品

号 回 資料名（執筆者）

46 43 米英軍艦一覧図（兼清順子）

47 44 防毒面のカフスボタン（兼清順子）

48 45 「陸奥新聞」（兼清順子）

●ミニ企画展

号 回 題

46 10 開催報告（2009年1月～ 2009年3月）

47 11 開催報告（2009年4月～ 2009年7月）

48 12 開催報告（2009年8月～ 2009年10月）

●ここが見どころ

号 回 題（執筆者）

46 11 太平洋戦争コーナー　シンガポールの
攻防と平和教育への進展（桂良太郎）

47 12 ベトナム戦争とアジアの未来－「民衆主
義」と「女性力」－（桂良太郎）

48 13 建物疎開－銃後の「暴力」－（小関素明）

●運営委員リレー連載

号 回 題（執筆者）

46 30 12月7日の真珠湾攻撃（前田忠彦）

47 31
博物館からの情報提供に求められるも
の（八村広三郎）

●ミュージアムおすすめの一冊

号 題 書名（執筆者）

46 44 『人を恋うロバ』（美帆シボ歌集）

47 45
『新版　雑兵たちの戦場：中世の傭兵と
奴隷狩り』（藤木久志）

●特別展報告

号 回 特別展名

46 62 2008年度秋季特別展
昭和20年の中学生展

47 63 2009年度春季特別展　
細やかな視線を注いだ随筆家
岡部伊都子回顧展
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48 64 2009年度秋季特別展
世界報道写真展2009－北海道会場－

●その他の記事

号 題

46

立命館附属校平和教育連続展示に関わって

映画「靖国」上映会

2008年長崎青年少年ピースボランティアとの
平和交流を行いました！

京都の高校生の平和への取り組みの紹介

第4回ボランティアガイド養成講座開講
－市民・学生からの新たな平和の発信に向けて－

47 映画「アメリカばんざい～ crazy as usual」上映会

48

「私たちにとっての加藤周一」フォーラムin京
都の開催報告

夏休み親子企画「へいわ」ってなに？？ 2009

小中学校教員対象下見見学会2009

2009年度博物館実習報告

ボランティアガイド活動日誌

新着図書のご案内

●他には、「平和へのメッセージ」（常設展感想文）、
入館者状況、編集後記などを掲載している。

　（3）ニューズレター
　　Vol.19　　2009年1月16日発行
　　Vol.20　　2009年3月25日発行
　　Vol.21　　2009年5月15日発行
　　Vol.22　　2009年6月26日発行
　　Vol.23　　2009年9月25日発行
　　Vol.24　　2009年11月6日発行

6．研修

（1）教育文化事業課夏期研修

　獲得目標：
　大学における博物館、美術館の可能性について、国

際平和ミュージアムの日常運営に携わる職員の専門
力量を養成する。

　日時：2009年9月24日（木）9：00～ 16：30
　参加者：教育文化事業課職員（堂本印象美術館勤務
　含む）18名
　研修内容：アートリサーチセンター収蔵庫見学、ワー

クショップ・危機管理についてのグループワーク、
細見美術館展示見学、細見美術館学芸員による概説。

（2）教育文化事業課外部博物館研修

　獲得目標：
　優れた他館の展示方法や収蔵方法を直接目にし、学

ぶことにより国際平和ミュージアム、堂本印象美術
館の日常運営に携わる職員の専門力量を養成する。

　日時：2009年11月24日（火）9：30～ 17：30
　参加者：教育文化事業課職員（堂本印象美術館勤務

含む）15名
　研修内容：京都市学校歴史博物館・京都国際マンガ

ミュージアム見学、各博物館学芸員による講義（収
蔵庫や展示準備作業室等のバックヤード見学。）

7．資料の特別利用（貸出）

●戦前・戦後の「食」を知り「食」に学ぶ
　主催：姫路市平和資料館（兵庫県）
　会場：姫路市平和資料館　2階企画展示室
　会期：2009年4月10日～ 7月5日
　貸出：「食料品公定価格便覧」他資料計31点

●平和人権パネル展示会Ⅰ「オキナワ」
　主催：箕面市立萱野中央人権文化センター（大阪府）
　会場：箕面市立萱野中央人権文化センター 1階展示
　　　　ホール・箕面市立第二中学校
　会期：2009年6月20日～ 6月29日
　貸出：写真パネル「沖縄戦と基地」

●原爆と戦争展
　主催：佛教大学黒岩ゼミ（京都市）
　会場：佛教大学第一会議室
　会期：2009年6月30日～ 7月2日
　貸出：写真パネル「イラク、戦争と子どもたち」
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●「反戦・平和展～ 15年戦争と原爆～」
　主催：三郷町立三郷中学校（奈良県）
　会場：三郷中学校体育館
　会期：2009年7月1日～ 7月2日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●あそびの広場　平和コーナー
　主催：白い鳩保育園（京都市）
　会場：たかつかさ保育園
　会期：2009年7月5日
　貸出：写真パネル「原子爆弾：広島・長崎の記録」

●北区あそびの広場
　主催：旭ヶ丘保育園（京都市）
　会場：たかつかさ保育園
　会期：2009年7月5日
　貸出：写真パネル「沖縄戦と基地」

●非核平和パネル展
　主催：本庄市役所（埼玉県）
　会場：本庄市役所市民ホール 
　会期：2009年7月10日～ 7月17日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●平和講演会
　主催：智憧山廣隆寺（北海道・岩見沢市）
　会場：廣隆寺
　会期：2009年7月20日
　貸出：写真パネル「イラク、戦争と子どもたち」

●かわにし人権・平和展第18回パネル展
　主催：川西市役所人権推進課（兵庫県）
　会場：市民公民館、市役所ロビー
　会期：2009年7月21日～ 8月14日
　貸出：写真パネル「沖縄戦と基地」

●平和まつり
　主催：川端診療所（京都市）
　会場：川端診療所
　会期：2009年7月25日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●平和のための信州戦争展
　主催：第21回信州戦争展佐久実行委員会（長野県）
　会場：佐久市生涯学習センター

　会期：2009年7月31日～ 8月2日
　貸出：写真パネル「井戸も掘る医者：ペシャワール

会の医療活動」「ガザの悲劇」

●イスラエル－パレスチナ紛争〈ガザの悲劇〉写真展
　主催：福山市新市図書館（広島県）
　会場：福山市新市図書館
　会期：2009年8月1日～ 8月15日
　貸出：写真パネル「ガザの悲劇」

●「原爆と人間展」
　主催：豊岡市民プラザ（兵庫県）
　会場：豊岡市民プラザ　交流サロン
　会期：2009年8月1日～ 8月16日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●「洛北平和のつどいと戦争展」
　主催：岩倉北9条の会（京都市）
　会場：Mビル・ホール
　会期：2009年8月2日
　貸出：写真パネル「イラク、戦争と子どもたち」

●「平和のパネル展」
　主催：大山崎町役場（京都府）
　会場：大山崎町役場　1階ロビー
　会期：2009年8月3日～ 8月28日
　貸出：写真パネル「原子爆弾：広島・長崎の記録」

●第29回平和のための京都の戦争展
　主催：平和のための京都の戦争展実行委員会（京都府）
　会場：立命館大学国際平和ミュージアム
　　　　中野記念ホール、２階ミュージアム会議室
　会期：2009年8月4日～ 8月9日
　貸出：「愛国百人一首」他資料計60点

●「平和を考える市民のつどい」
　主催：大阪狭山市人権協会（大阪府）
　会場：大阪狭山市立公民館
　会期：2009年8月5日～ 8月10日
　貸出：「臨時召集令状（複製）」他資料19点

●「かみのしまピース21」
　主催：尼崎市立上ノ島総合センター（兵庫県）
　会場：尼崎市立上ノ島総合センター
　会期：2009年8月5日～ 8月13日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」
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●平成21年度京田辺市平和展
　主催：京田辺市平和都市推進協議会（京都府）
　会場：京田辺市コミュニティホール
　会期：2009年8月6日～ 8月12日
　貸出：写真パネル「イラク、戦争と子どもたち」

●城陽戦争展
　主催：憲法9条を守る城陽の会（京都府・城陽市）
　会場：城陽鴻ノ巣会館　4階ホール
　会期：2009年8月9日
　貸出：写真パネル「ガザの悲劇」、資料9点

●藤井寺市「ピースメッセージ2009」
　主催：藤井寺市市民生活部地域振興課（大阪府）
　会場：藤井寺市生涯学習センター　1階ロビー
　会期：2009年8月19日～ 8月23日
　貸出：「支那事変割引国庫債券」他資料計13点

●原爆と戦争の悲惨さと平和の尊さを深める事業
　主催：木津川市市長公室人権秘書課（京都府）
　会場：木津川市役所庁舎1階　住民活動スペース
　会期：2009年8月24日～ 8月25日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●平和に関する講演
　主催：世界へ鳴らそう平和の鐘実行委員会 
　　　　（広島県・三次市）
　会場：ジミー・カーターシビックセンター
　会期：2009年9月5日～ 9月6日
　貸出：写真パネル「ガザの悲劇」

●「平和大使報告会＆沖縄歌舞団」
　主催：八幡市市民部人権啓発課（京都府）
　会場：八幡人権・交流センター 2階
　会期：2009年9月18日～ 10月1日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●醍醐中学校文化祭「沖縄・戦争と平和展」
　主催：京都市立醍醐中学校（京都市）
　会場：醍醐中学校北校舎2階　3年生普通教室
　会期：2009年10月2日
　貸出：写真パネル「沖縄戦と基地」

●豊川高校学園祭「平和・環境・スポーツ」
　主催：豊川高校1年特進コース（愛知県・豊川市）
　会場：豊川高校教室
　会期：2009年10月3日～ 10月4日
　貸出：写真パネル「原爆と人間展」

●戦争と平和についての「お話し」
　主催：小林あきろう（京都市会議員）（京都市）
　会場：花背山の家
　会期：2009年11月26日
　貸出：写真パネル「イラク、戦争と子どもたち」、
　　　　「原子爆弾：広島・長崎の記録」
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日　程 企　画　名 人  数 備　考

1 ～ 12 常設展示入館者数 49,564 ミュージアム常設展示場

1.31 第４回ボランティアガイド養成講座公開記念講演会 41 創思館 1 階カンファレンスルーム

2.7 ～ 3.15 第４回ボランティアガイド養成講座（全 9 回） 20 2 階ミュージアム会議室

4 ～ 7 第 4 回ボランティアガイド養成講座実地研修 12 ミュージアム常設展示室

4.28 ～ 5.31 特別展「岡部伊都子回顧展」 3,954 中野記念ホール

4.28 同上 オープニング式典 49 ミュージアム 1 階ロビー

5.16

同上開催記念講演会　「岡部伊都子を語る」
　講師：窪島誠一郎（無言館館主）
　　　：池田良則（洋画家）
　　　：尾形明子（文芸評論家）
　コーディネーター：高杉巴彦（国際平和ミュージアム館長）

261 ミュージアム 1 階ロビー

5.16 ～ 17 国際博物館の日（16 日：73 人、17 日：129 人） 202 ミュージアム無料公開

5.23 ～ 9.21

博物館実習
A ： 5/23・24 , 6/13・14
B ： 6/28 , 7/5・12・19・26
C ： 8/5 ～ 10　D：9/17 ～ 21

14 A : 0 名 , B : 6 名 , C : 4 名 , D : 4 名

6.20 『私たちにとっての加藤周一』フォーラム in 京都 360 朱雀キャンパス大講義室

7.4 映画上映会「アメリカばんざい～ crazy as usual」 204 以学館 2 号

7.4

映画上映会「アメリカばんざい～ crazy as usual」
上映記念対談
対談：藤本幸久監督
　　　君島東彦立命館大学国際関係学部教授

80 以学館 2 号

7.7 2009 年第 1 回教学部との懇談会 22 至徳館 304 西

7.9 総合企画課との懇談 13 ミュージアム会議室

7.10 一貫教育部、秋林先生と附属校平和教育についての懇談 6 アカデメイア 3 階会議室

7.29・30・31
8.20・21・27 小学校 ･ 中学校教諭対象「下見見学会」 88 ミュージアム会議室、常設展示場他

（7 月：30 校 54 名　8 月：18 校 34 名）

8.1 ～ 2 夏休み親子企画：「へいわ」ってなに ??2009
（1日：ゴミの減量、環境問題　2 日：戦争と平和に関する漢字） 125 ミュージアム会議室、常設展示場他

（1 日目：48 名　2 日目：77 名）

8.4 ～ 8.9 第 29 回平和のための京都の戦争展 3,500 同実行委員会主催　
会場：国際平和ミュージアム

8.9 ～ 8.26 インターンシップの受け入れ（12 日間・90 時間） 1 ミュージアム事務室

8.11 教員免許状更新講習会　選択領域「平和教育」 54 末川記念会館、国際平和ミュージアム

8.11 立命館附属校平和教育懇談会
（免許更新講習参加教員を中心に） 14 ミュージアム会議室

9.12 ～ 9.21 特別展「世界報道写真展 2009」（北海道会場）　 4,615 札幌三越

9.13 同上記念講演会
映像プロデューサー：守分寿男、 写真家：林直光 50 札幌　大学共同利用施設 ACU

10.1 ～ 10.14 特別展「世界報道写真展 2009」（大分会場） 1,949 立命館アジア太平洋大学（APU）

Ⅲ. 立命館大学国際平和ミュージアム企画実施・報告
 2009年１月～12月
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日　程 企　画　名 人  数 備　考

10.1 ～ 10.31
南の島の小さな奇跡
特別展「フィリピン・カオハガンのキルト展」
　　　　～持続可能な経済的自立のあゆみ～

11,199 中野記念ホール

10.10

同上開催記念講演会
第一部講演　写真家：熊切圭介
第二部パネルディスカッション
パネリスト：小方昌勝　崎山克彦　吉川順子　ジュディス・タリー
コーディネーター：清水展（京都大学東南アジア研究所教授）

110 ミュージアム 1 階ロビー

10.17 ～ 11.1 特別展「世界報道写真展 2009」( 滋賀会場 ) 2,061 立命館大学びわこ・くさつキャンパス
（BKC）エポック立命 21 エポックホール

10.27 ～ 11.3 文字 ･ 活字文化の日関連企画「平和って何色？」
一字で表す平和へのメッセージ 199 件 一字で表す平和メッセージカードの件数

11.3 ～ 11.29 特別展「世界報道写真展 2009」（衣笠会場） 9,495 中野記念ホール

11.11
上記関連企画：講演会　「戦場で見た命（ぬち）どぅ宝」
講師：石川文洋（報道カメラマン）
コーディネーター：君島東彦（国際関係学部教授）

210 衣笠キャンパス　明学館 96 号教室

11.11 ～ 12 第 16 回日本平和博物館会議 大阪国際平和センター
（ピースおおさか）

11.14 ～ 15 関西文化の日（14 日：221 人、15 日：215 人） 436 ミュージアム無料公開

11.25 第 1 回国際人権・教育連続セミナー～平和の諸相を見る～
講師：ヴェラ・レングスフェルト 134 創思館カンファレンスルーム

12.9 映画上映会「台湾人生」 210 中野記念ホール

12.9

映画上映会「台湾人生」上映記念対談
対談：酒井充子監督
　　　安斎育郎国際平和ミュージアム名誉館長・
　　　国際関係学部教授

46 中野記念ホール

12.10 特別フィルム公開「ONE SHOT ONE KILL」
作品解説：安斎育郎名誉館長 35 立命館大学教職員組合との共同企画

以学館 2 号ホール

12.12 ～ 13
長崎青少年ピースボランティア交流事業
プログラム：平和講義、ミュージアム見学、京都の高校生・

大学生と平和交流
45 2 階ミュージアム会議室 / 展示室

12.15 2009 年第 2 回教学部との懇談会 9 至徳館 304 西

1 ～ 12

ミニ企画展示
第 41 回　成人式関連展示
第 42 回　緊急ミニ企画　ガザの悲劇
第 43 回　第 14 回ミュージアムロード「知ったはる？ほんま

もんの京都」参加企画
　　　　 とんとんとんからりと隣組：調べてみよう、戦時中

の京都の生活
第 44 回　アーサー・シイク展“敵の目から見た私たちの姿”
第 45 回　発掘された京都の武器 2
第 46 回　No war No base 観光では見ることができない沖縄・

韓国
第 47 回　友禅図案 ( 絵摺り ) に描かれた『韓国併合』
第 48 回　経帷子の織人ローズマリー・コーツィー展
第 49 回　戦時中の新聞・広告・ビラ展
第 50 回　「平和をモチーフに」落合峯子作品展
第 51 回　第 3 回 立命館附属校平和教育実践展示
展示企画：立命館中高→立命館守山中高→立命館宇治中校
　　　　　→立命館小学校→立命館慶祥中高

2 階常設展示室　ミニ企画展示室

12.18 ～
2010.1.31 特別展示　カイラ・クラーク「平和のポートレート」展 2 階エレベータ前ミュージアムラウンジ


