The Dilemmas Faced by American Museums ---The Roles of Collection, Exhibition, and Mass Media
Lecture

「ミュージアムのジレンマ
収集、展示、マスメディア」
アメリカには、優れたコレクションを擁する大学附属ミュージアムが存在する一方で、収集方針と寄贈品、寄贈者との間でジレ
ンマを抱える大学ミュージアムも存在します。メジャーミュージアムでも、宗教観や性的志向の表現、あるいは戦争をめぐる展
示が問題となり、マスメディアをしばしば賑わしています。 本講演会では、テネシー大学附属ミュージアムのコレクションをめ
ぐる問題と、スミソニアン協会における南北戦争展示の問題を中心に取り上げ、アメリカのミュージアムが抱えるジレンマに迫
ります。

In the United States, unlike renowned university museums with their history of fine and
well-organized collections, local state university museums are faced with dilemmas and conflict
between their audiences and donors and their collection policies. Meanwhile, major museums create
challenging exhibitions but sometimes, such exhibitions also end up in fierce controversy. This lecture
program presents two museum experts from the United States will provide insights into museum
collection, exhibition and audiences in American society.
【プログラム】

「ミュージアム、
モニュメント、
そして混乱 ---アメリカの文化展示とメモリアル」
"Museums, Monuments, and Messes : Case Studies in American Cultural Exhibitions and Memorials"
エドマンド・ウォーレン・ペリー・Jr.
エドマンド・ウォーレン・ペリー・Jr
( ペリー演劇図書館館長、元スミソニアン協会ナショナル・ポートレート・ギャラリー 研究員 )

Edmund Warren Perry Jr.

Director of the Perry Library of Theater, former Writer and Researcher at the National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

「寄贈のジレンマ、化石、銃 器 --- 収拾のつかない収集について」
“Donation Dilemmas, Fossils, and Firearms :Focusing the Unfocused Museum Collection”
シャノン・ケネディ・ペリー
( テネシー大学附属マクラング自然史博物館、コレクション・マネージャー )

Shannon Kennedy Perry
Collections Manager, McClung Museum of Natural History and Culture, The University of Tennessee, Knoxville, TN

【開催日時 】

2015 年 10 月 28 日
（水）
14: 00 -16:30

※同時通訳付き

Wednesday 28 October 2015, 2:00 p.m. - 4:30 p.m.
Presentations will be in English with simultaneous interpretation.
【会

場】

国立西洋美術館講堂（地下２階）

Auditorium, The National Museum of Western Art, Tokyo (B2 ﬂoor)
【定員および参加方法】

主
後
助

催：国立西洋美術館
援：全日本博物館学会、文化資源学会
成：アメリカ大使館

先着 140 名（聴講無料。ただし聴講券が必要です。）
12:00 よりインフォメーションにて聴講券を配付します。
会場へは開演の 30 分前からご入場いただけます（自由席）
。

Organized by : The National Museum of Western Art, Tokyo
With the support of : The Museological Society of Japan, The Association for the Study of Cultural Resources
With grant from : The Embassy of the United States of America in Japan
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Free of charge, but audience limited to the ﬁrst 140 people to pick up attendance
tickets at the Information Center starting at 12:00 noon.
The Auditorium will open at 1:30 p.m.
休館日：月曜日(ただし９月２１日、
１０月１２日は開館)、
９月２４日
（木）
、
１０月５日(月) 〜１０月９日(金)、
１０月１５日(木)
開館時間：９：３０~１７：３０(金曜日 ９：３０~２０：３０)入館は閉館の３０分前まで
常設展
観覧料金：一般430
（220）
円、
大学生130
（70）
円
黄金伝説展 古代地中海世界の秘宝
観覧料金：一般1,600 (1,400)円、
大学生1,200(1,000)円、
高校生800(600)円
＊
（ ）
内は２０名以上の団体料金。
＊常設展は高校生以下および１８歳未満、
６５歳以上、
黄金伝説展は中学生以下は無料。
＊心身に障害のある方とその付添者１名は無料。
（入館の際に障害者手帳をご提示ください）

お問い合わせ＝国立西洋美術館 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7
⾄鴬⾕

ハローダイヤル 03-5777-8600 http://www.nmwa.go.jp/
プログラムの内容は変更となる可能性があります。最新の情報は当館HPでご確認ください。

