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序 論 報告目的と講義概要

立正大学では同大法学部の共通講座として『現代社会と法Ⅷ』〈地方自治〉「熊谷市の現状と課題、将来

像について」が開講されている。例年約１５回の連続・連携講座として、熊谷市の行政施策などをテーマ

に設定し実施され、その中で熊谷市の文化財に関係した講義を担当した。本稿では講義の概要とともに受

講した学生からのリアクションペーパーの内容を集計し報告することで、文化財保護に対する当該世代

の関心や、将来的な文化財保護の積極的な実施の可能性、行政施策に向けての意識付けについて認識を深

めたいと考えている。

現在、法学部は全 4学年を通じて熊谷キャンパスから大崎キャンパスへと移転しているが、部活動や
履修項目等の関連で法学部学生が熊谷キャンパスにも在籍し、当該の学生の受講を念頭に置いた講座開

設となっている。また同講座については他学部との共通講座に位置付けられ、社会福祉学部及び地球環境

科学部学生の受講もあり、その受講状況を見ると後者 2学部の受講者が大半を占めていた。

講義概要

平成３０年度 立正大学法学部講義

「熊谷市の文化財保護と活用の可能性」

日時：平成３１年（2019）１月１６日（水）１４時３０分～１６時
会場：立正大学熊谷キャンパス１９号館（アカデミックキューブ）Ａ３０５教室

講師：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹

令和元年度 立正大学法学部講座

「文化財保護とオーセンティシティ―熊谷市の文化財保護と国際的動向」

日時：令和２年（2020）１月８日（水）１４時３０分～１６時
会場：立正大学熊谷キャンパス１９号館（アカデミックキューブ）Ａ２０２教室

講師：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹

講義内容 ―熊谷市内の文化財及びオーセンティシティの課題―

平成３０年度講義については、熊谷内における文化財の紹介及び保存修理事業の内容を中心に説明し

た。主題には国宝「歓喜院聖天堂」をはじめ域内に所在している多くの歴史的建造物に着目した。

次年度については前年度講義内容を下地に、指定文化財を含む文化遺産の「価値」について再認識を促

す内容となった。今日広く注目されているオーセンティシティ【authenticity：確実性、真正性など】と
いう用語を踏まえて、文化財保護の可能性と課題を探った。

原初の外観が維持されている文化財の中で、保存修理により部材が変更されているものは「本物か」と

いう議論がある。講義ではオーセンティシティの概念について熊谷市の事例を取り上げながら解説した。

オーセンティシティとは、確実性、真実性、信憑性、真正性などを意味し、世界遺産登録の審査項目の

一つになっている。１９９０年代前半まで、「原初のままで本物か」という基準が重要とされていた。創

建当時の外観でありながらも、素材が「本物」ではないという解釈があり、当時、日本が行ってきた木造

建築の修理について、国際社会からは十分な理解が得られていない状況にあった。

１９９３年には法隆寺と姫路城が日本で初めて世界遺産登録され、この２つの文化財は修理の記録が

詳細に残存していたため「本物」がどこの部分にあるか明確である一方、他の歴史的建造物ではこれらの

情報に関しては不備が多く、現在まで課題として残されている。保存修理の必要性の中で「文化財の真正

性」をいかに保つか、部材の変更も必要不可欠である保存技術において容認する必要があるのではないか

という議論があることから、熊谷市の文化財事例を踏まえて検討を行った。
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第１章 講義概要 平成３０年度 立正大学法学部講義 「熊谷市の文化財保護と活用の可能性」

平成３０年度 立正大学法学部講義

「熊谷市の文化財保護と活用の可能性」

日時：平成３１年（2019）１月１６日（水）

１４時３０分～１６時

会場：立正大学熊谷キャンパス１９号館

（アカデミックキューブ）Ａ３０５教室

講師：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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第２章 「熊谷市の文化財保護と活用の可能性」に対するリアクションペーパー報告

１．文化財に対してどのようなイメージを持っていますか。持っていましたか。

（積極的、ポジティブなイメージについて）

・日本の昔に何が起きていたのか、物によってイメージをくれるもの。変わったものが多く面白い。

・重要な国の物（埴輪）を守っている所。

・その地域の歴史を語る上では、必要不可欠な物で、今後に残しておかなければならないものだと思っ

ている。

・日本の伝統はすごいなと思っています。

・昔から今までで、たくさんの人々が守り受け継いできたもの。

・昔からある物で、日本独自の作り方で作ってある物というイメージをもっていた。

・昔の物は、今はあまりないから貴重なもの。

・日本の文化や歴史を知るために、良いものであると思う。

・国の重要なもの。歴史を知る重要な手がかり。

・日本や県、地域の伝統。観光。

・有名なもの以外にも多くの文化財がある。テレビの取材や撮影が来る。

・「刀剣乱舞」の影響でいいイメージがついてきた。

・古き良き日本にとって大切なもの。守っていきたいもの。

・価値がある。数に限りがある。古い。歴史を感じる。

・歴史的価値があるもので、ロマンがあり、どこか引き込まれるもの。

・特に何のイメージも持っていませんでした。

・歴史が深いものがたくさんあるので、昔の人々がどのように文化財を造り、残していったのか少し興

味を持っていた。

・私は小さい頃から歴史が好きだったので、すごく興味深いです。

・「文化財がある」ということが、その市や町の魅力につながっているもので、大切に保存していかな

ければならないもの。

・日本の歴史を伝えていくために必要な大切なもの。

・その土地にある歴史が深い建物などを管理している。

・その地域の歴史が分かる。地域の代表的な存在（？）

・他にはないようなオリジナリテｲのあるもの。長年に渡って受け継がれていったもの。職人の技術を

身近で体験できるもの。

・私は文化財に対して、高価であり、市民が大切に未来に継承していかなければならない貴重なもので

あるとイメージしていました。見た目だけでは良く分からない物もありましたが、物の背景を知ると

奥深さを感じていました。

・人類の文化の発展とともにつくられ昔から存在しているという点で、ロマンがあるなと思った。

・数百年も前に作られた物とは思えないような素晴らしい建物が多い。

・日本という国が長い年月を経てきた国家だという実感のわく証拠のようなもので、全く自分の生活

1．文化財に対してどのようなイメージを持っていますか。持っていましたか。

（積極的、ポジティブなイメージについて）

（消極的、ネガティブなイメージについて）

2．文化財・文化遺産の保存修理にはどのような課題がありますか。

3．文化財・文化遺産を未来に継承するためにはどのような政策や手段が必要ですか。

4．子どもたちに文化財・文化遺産への関心を持ってもらう方法を提案してください。

5．文化財保護を PR する動画を作成しようとした時、BGM にはどんな音楽を使いますか。

（作曲家、歌手、グループ、曲名等自由に、可能であれば理由も）
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に関わりがなくても、盗難や焼失で日本の損失だと思えてしまう大事なものだと思います。

・古い物や伝統的に引き継がれたりされているもの。現代でもずっと残され続けるほど大切なもの。

・古きよき時代の大切で、その時代の物や事を理解できるもの、勉強できるもの。

・歴史的なものを保存し残していく事は素晴らしいことだと思います。

・貴重で守っていかなければならないもの。

・日本の象徴だと思います。文化財や記念物などがなくなれば、日本の良さや魅力がなくなると思うの

で、あれば日本の印象は良いと思います。

・歴史に関する昔に作られた建物や土器などの物。昔に作られた物が実際に見られるように、守られて

いるもの。

・自分自身が歴史あるものが元々好きなので、歴史を感じられるところが良いイメージ。

・自家が寺で、県の文化財に指定されている仏像があるので、文化財に対して大事にしていくべきだと

思います。

・ちゃんと知ればおもしろいと思っていた。

・昔の歴史を知ることができる興味深いもの。

・友人と鎌倉にお寺を見に行ったりしているので好きです。落ちつく感じがいいと思います。

・その国や町の良いところ。

・歴史のある建物。歴史にとって重要なもの。

・世界に誇れるもの。

（消極的、ネガティブなイメージについて）

・複雑な終わり方をしているものが多い。何がしたかったのかわからない絵。

・あまり人気な感じではない。

・古く堅いものというイメージで、若い人があまり興味を持ちそうにない。

・若い人向けではないかなと思います。

・進んだ干渉的なイメージがあまり無い。

・意味が伝わりにくい。難しいイメージ。

・あまり知識が無いし、分からないものが多い。

・保存するのにコストなどがかかる。復元が困難なものも存在する。

・楽しいものではなさそう。

・身近に文化財がたくさんあるが、近くに住んでいる人も知らない。

・地味？

・興味が無いと訪れることはない。子供には良さが分からない。

・消えやすい。捕られやすい。金がかかる。

・維持するのにお金がとてもかかる。

・特に何のイメージも持っていませんでした。

・文化財といっても、何の需要があるのか理解できず、また小さい子供にとっては、全く興味が無いよ

うなイメージがある。

・地域住民の興味は薄いのではと感じます。

・歴史的背景について興味や関心がない人にとっては、あまり価値を見出せないかもしれない。

・古い建造物。

・楽ではなさそう。責任感が求められている。

・保存するのに、修理や費用などの負担がかかる。修理をする専門の技術者が必要。

・お手など若者があまり好まないようなものが多い。車や新幹線などを使わなければならず、身近に無

い。

・文化財に対してのネガティブなイメージは、どの建物が文化財であるかを知らなかったということ

です。歴史的な古い建造物は星の数ほどありますが、実際どれが文化財の建物であるか知りませんで

した。

・保護しなければ、災害や火災などが起きた時、簡単になくなってしまいそうでもろいイメージがあり

ます。

・文化財などは、好きなのでネガティブなイメージはなかった。

・日本自体、それなりの歴史が長い国家であり、単に遺跡や出土品が飽和気味で、一口に文化財といわ

れてもインパクトが弱くなります。

・実際興味のない人からしたら、別に現代に残していなくても良いもの。
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・あまり知られていない。若者はあまり興味がない古いもの。

・保存するにあたって、お金がかかることが多少なりともデメリットだと思います。

・特になし。

・特にありません。

・本当に有名なものだけだと思っていた。例えば京都にあるお寺など。

・一つの所に数個しかないので、移動するのが大変。

・管理や修理が大変である。

・難しいし、何が良さなのか分からなかった。

・展示会など、若い人たちは行きにくいイメージ。

・一つ一つの距離が遠いので、博物館のように一度で見たい。

・難しいイメージがある。

・昔のもの。寺や神社。良さが分からない。

・興味ない人が多い。

２．文化財・文化遺産の保存修理にはどのような課題がありますか。

・保存修理事業に対する理解不足。所有者の費用的負担の限界。業者・専門的技術者の確保が困難。材

料の確保が困難。

・遺産本来の色や形を変えずに修理をする。

・周期的にやらなければいけない。後世に伝えるための深い知識や技能がないといけない。

・文化財建造物それぞれの価値を見極め、それらの価値を後世に伝えるための深い知識や技術・技能が

必要となる。

・専門的な知識の持った人々の増加。

・昔の物の現状をどうやってキープしていくかだと思う。あとは、お金の問題（どこから出すのか）

・毎日傷がないかとか見て、大事にする。

・昔と同様の部品や塗料がないため、同様な物ができない。それなりの知識や技術が必要。

・文化財・文化遺産の多くは、大体数百年以上の年数が経過しているものが多くある。そのため、現状

を維持するためのコストがかかる。さらに、その文化財・文化遺産に詳しく精通する人材の育成も課

題である。

・文化財・文化遺産建造物それぞれの価値を見極め、それらの価値を後世に伝えるための深い知識や技

術・技能が必要。工事期間が長い。総工費も高い。所有者負担もある。

・土器などは欠けて出土することが多く、博物館で展示されているものは、ない部分をうめて展示して

いるが、雑なものが多いのでもっときれいにつなぐ。

・お金がかかりすぎる。

・保存修理ができる人を増やしていかなければならないと思う。

・保存や修理のための資金の負担が大きい。保存や修理をする業者が減っている。

・修理費を集める事と、その修理技術の担い手、また材料等の確保が課題になると思う。

・技術の継承。

・歴史のある遺産だと思うので、お金がかなり必要だと考える。人材や道具も多く必要なので、そこが

課題になると思う。

・昔の姿のヒントが少ないものだと修理が難しい。

・保存修理に際して負担する費用の面でのお金などの問題。保存修理事業に対しての理解不足。修理の

際に業者・技術者が確保できない。

・元々の材質をなるべく維持して保存修理する必要がある。

・定期的に修理をしていく。「解体修理」や「半解体修理」も行う必要がある。

・保存修理事業に対する理解不足。所有者の費用的負担の限界。専門的な技術者の確保が困難。材料の

確保が困難。

・莫大な費用がかかる。修理のできる人がいない。修理までに時間がかかる。

・文化財・文化遺産の保存修理には莫大な費用がかかるという課題があると思います。また、修理、保

存をしても、現在は震災も多いため、災害に備えた対策をとっていくことも大切であると感じまし

た。

・文化財保護の重要性を、もっと多くの人に知ってもらう必要があると思います。あとは、シンプルに

- 16 -



予算が足りないのを国が考えるべきだと感じました。

・保存修理事業に対する理解不足。所有者の費用的負担の限界。業者・専門的技術者の確保が困難。材

料の確保が困難。

・多くの予算や専門的な技術を要することであるのに、国のような大きい力を持った組織が主体とし

て動かないのでは、いったい誰が保全できるのかと思いました。特に戦闘機の予算比率の話は面食ら

いました。

・とても古いものであるため、修理をする際に他の場所が破損しないか。修理をする際のお金の問題。

・保存修理事業に対する理解不足、所有者の費用的負担の限界、業者・専門的技術の確保が困難、材料

の確保が困難。

・お金の額であったり、修理業者が減少していること。

・保存修理事業に対する理解不足。材料の確保が困難。

・文化財建造物それぞれの価値を見極め、それらの価値を後世に伝えるための深い知識や技術・技能が

必要になる。

・昔の色が少しでもあった場合、それをなくしてきれいにすべきなのか、それを残すべきなのかという

課題。文化財、遺産を保存するにもお金がかかり、募金も集まりにくい。

・若い世代の修理を行う人が少なく、これから先続いてしまうといつかは破損してしまい消えていき、

人々の記憶からもなくなっていってしまう。

・予算的問題。

・修理をしていくうえで、もとの建物と変わらないようにすること。

・現代風にアレンジしてはいけない。歴史を知ることが大切。

・年々、その手段には新しい物が出てきて、その当時とは違うものになってしまうこと。

・昔に比べて、補助金が集まりにくくなったこと。

・昔にはあって、今はない素材を使っていたりすると、修理に時間がかかる。外観が変わってしまう。

・文化遺産にお金をかけるほどの余裕が日本にはない。

３．文化財・文化遺産を未来に継承するためにはどのような政策や手段が必要ですか。

・世代交代に伴う地域コミュニテイの変化。観光と文化遺産のつながりを決めて伝統として残す。

・もっとお金をかけて補強するしかないと思う。

・伝統的な技術や技能で保存すべきものを選定し、その保持者や保存団体を設立しなければならない

とともに、正式な保存技術の技能を持つものを認定する資格を作らなければならない。

・古くなったものは建て直して、そのために修理や保存技術を上げなければいけないと思います。

・よりたくさんの人々に、文化財や遺産を知ってもらい、大切さや良さというものを共有しあっていく

こと。

・文化財などにまつわるイベントなどを全国でやっていく。もっとアピールが必要。

・昔と同じものを使って、同じやつを作ればいい。

・興味を持ったり、知識の多い人を増やすこと。博物館などの設立をする。

・文化財・文化遺産を未来に継承するには、データとして残すことや書物として残すことも重要である

が、人から人へ言葉で伝えることが大切だと思う。そのため、その文化財等に精通している人材の育

成が一つの手段であると思う。

・それぞれの文化財・文化遺産の理解が必要。保存や業者修理に関わるため。そして所有者への援助政

策。

・保存方法の改良をし、今以上に色落ちしにくいインクや過去の塗料と成分を全く同じにし、塗っても

影響を与えないようにする。

・たくさんＰＲ。ＳＮＳ等を活用。

・こまめに修理や点検をしっかり行うことが必要だと思う。自然災害などもたくさん起こるので、現代

にあった修理が必要。（耐震工事など）

・文化財・文化遺産についての講義を国県市町村で開き、理解を深めてもらい、継承をうながす。

・自治体が文化財をアピールして観光客を集める。文化財の持ち主の負担を減らすために、自治体がで

きるだけお金を出す。

・コミュニテイワーク。

・子供たちは文化財に興味を示さないと思うので、もう少し理解してもらえるようにＰＲして関心し

- 17 -



てもらえれば良いように思う。

・文化財の存在を広く知ってもらうためのＰＲ。

・やはり後世へ伝えていくには、後世を生きていく若者にどう継承させていくかだと思う。分化・歴史、

それに対する思いなどをしっかりと伝えていくこと、理解不足のまま担わせないことを目標にして

いくべきだと考える。

・文化財が持っている歴史的価値を今の世代に伝えて、大切にしなければならないと意識させる必要

がある。

・定期的に修理をする事、文化財防火デーといったイベントなどがメインになるが地元民の協力も大

切になってくる。

・負担がかかってしまうが、残しておくために修理をする。高齢世代から若い世代へ語り継ぐ。

・技術を伝えていくために日本人だけでは難しい。外国人からも希望者を募り受け継いでいく。

・私は、文化財・文化遺産を未来に継承していくためには、伝えていく人と伝えていく場所があること

が大切であると思います。人が人に伝えていくことが根本的な継承法であると考えるため、語り継ぐ

ことであると思います。

・私は大学の関係で熊谷に来て、住み始めて３年になりますが、熊谷に遺跡があることも、埴輪などの

有名な文化財があることを知らなかったので、移住して来た人に知ってもらう手段があるといいと

思いました。

・一番の政策は火災の対策だと思う。文化財の周りでは火を使うようなことをしないように注意を呼

びかけるなど。

・観光地化を目指して、そこから収入を得ていくことが必要だと思いますが、何よりも文化財の保存が

これから日本で観光立国をしていくにあたっての公共財になるという考えが広まることが必要だと

思います。

・保存修理とあるように定期的なチェックと修理。見に来る人々の扱い方のルールやマナーを定める。

・もっと文化財や文化遺産に投資する額を増やす。増やすためには、多くの人に知ってもらい足を運ん

でもらって興味を持ってもらう。たくさんの人に売り込む。

・若者の人気が増えている今、若者向けのお土産などを販売すること。

・話しでもあったように若い世代からの支持を確保すべき。きれいな写真が撮れるところなど、グルメ

も。

・ニュースや新聞などでもっと取り上げて興味を持たせることが大事だと思います。

・もっと一つ一つこれがどういうものなのかアピールをして、多くの人に知ってもらえるように身近

にポスターや紹介の動画を簡単に見られると良いと考える。

・壊れかけているところの修理をしてしまうのはもったいないと個人的に思うが、ひどく壊れている

ところを直せば良いと思う。

・仏像とかは新しいものより古く歴史がある物のほうが拝みたいと思うので、昔のまま形などを残し

歴史を表現する。

・学校の授業やテレビとかで、その良さを広めていく。

・歴史を知ること、知ろうとすること。展示会などの雰囲気を変える。

・しっかりと大切なものであるという意識を持たせること。そのために色々な人に興味を持たせる。

・まずは興味を持ってもらうことが必要だと思う。

・文化財の価値を伝えていく。どのように歴史に影響を与えたか理解させる。

・ニュースで取り上げたり、話題になっている有名人に来てもらい宣伝してもらう。

４．子どもたちに文化財・文化遺産への関心を持ってもらう方法を提案してください。

・そこで何が起きていたのかを再現する（人が）。アニメに取り入れる。マンガに取り入れる。

・イメージキャラクターなど使い親しみやすくする。

・子供にわかりやすく興味を持ってもらうためにアニメーションにしてみたりして、子供が好むよう

なＰＲ動画を作ればいいと思う。

・小さい子を何かの行事でそういう文化遺産などに連れて行き、興味を持たせることが大事だと思う。

・近くの文化財や遺産に足を運ぶ。

・昔の物は今の人には難しいものや伝わらないものが多くあるから、今の人たちに分かりやすく説明

したり、見やすくするなどをしていけばいいと思う。
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・イベントをやったり声をかけたりする。

・小学校などに訪問し資料などで興味を持ってもらい、保管してある所に実物を見てきてもらうよう

にすれば、先に説明があると分かりやすいと思う。

・文化財・文化遺産への関心を子供たちに持ってもらうためには、子供たちの目に多く触れる機会が重

要であると考える。それを踏まえると、まずは教科書やノートなどの学習資料に載せることや最近の

子供はスマホを持っているので、歴史ゲームで文化財を登場させることも一つの方法であると思う。

・その地域や市からそれら文化財に関わる社会科授業を行っていく（小・中・高校で）。文化財・文化

遺産周辺のお店等の整備。

・親世代へ地元文化財と関わる行事に参加してもらい、子供も自然に参加してもらうようにする。

・文化財・文化遺産に関するアニメ・マンガを作る。

・子供が目にするようなアニメや現代なら You Tuberといった人達に取り扱ってもらうと良いのでは
ないかと思う。

・学校等でそういった授業をしたり、市で子供たちを対象としたイベントを開く。

・有名な You Tuberに依頼して紹介してもらう。文化財を題材にしたアニメを製作してもらう。また、
アニメやドラマのシーンに文化財を登場させ、その場所だけの限定品があると、子供やアニメファン

が来ると思う。

・日常の中に織り交ぜつつ学習の機会を設ける。

・子供たちが好きそうなアニメや有名人などに協力してもらい、それに関連する形で子供たちに知っ

てもらうのと、わかりやすい動画などを用意するのも良いかと思う。

・社会科見学などのイベントを学校で行うと良いと思います。私の小学校でも町歩きの行事があり、文

化財の見学をしました。

・今の頻度よりもっとたくさん文化財や遺産と触れ合う機会をつくると良いと思う。教室で動画やパ

ンフレットを見るだけでもよいが、実際に見ることにより体感させることでより関心がわくと考え

る。

・子供たちに関心を持ってもらうのは難しいと思う。ただ最近の子供たちは、ゲーム等の影響で愛染明

王とかは名前だけなら知っている人がいるかもしれないので、そこを突いていけばいいかもしれな

い。

・無料で見学できるイベントをたてる。その文化遺産にあったマスコットやキャラクターもありかと。

・ＳＮＳに発信する。子供たちが読むような本に掲載する。親子で文化財・文化遺産めぐり（ツアーと

か）。

・多くの人の目に触れることが大事だと思うので、インスタなどで見てもらえるような写真をあげる。

文化財にちなんだお祭りなどを地域で行う。

・子供たちに文化財・文化遺産について興味や関心を持ってもらえるようになるためには、絵本を用い

ると良いのではないかと思いました。また、絵本だけではなくパネルシアターといって物語を展開し

ながらお話を子供たちに伝えるのも良いのではないかと思いました。

・授業の校外学習などで実際に遺跡に行ったりすると、教科書で見るよりも迫力があるし関心がわく

のではないかと思いました。

・マスコットキャラなど子供に人気の出るものを作り、スタンプラリーのようなもので各文化財を見

て回ってもらう。

・文化財固有のゆるキャラをデザインし、You Tubeのような動画サイトでＰＲすることで、今の子供
が良く使うメディアで発信ができると思います。アニメの舞台にするよりもローコストでやること

ができると思います。

・昔に建てられたものであったりするので、まずは歴史に興味を持ってもらい、その中で文化財や文化

遺産の話をする。

・学校などの遠足で来てもらう。地元にはこんなものがあるともっとアピールする。知らないものには

興味は持たないのでまずは知ってもらう。

・ぼく自身歴史が好きで、歴史の教科書に載っていない情報などを知るのがとても楽しかったので、子

供向けのツアー的な歴史の勉強を楽しくするという企画などはどうでしょうか！

・小学校等へ直接講習しに行ったり、実際に足を運んでもらえるような機会を作る。

・授業でもっと深く学んで、校外学習などでもっと体験したほうが良いと思います。

・積極的な課外学習の取り組みや聞くだけでなく見る時間があったほうが良いと考える。

・その場所にちなんだアニメを作製すれば子供たちも興味を持つと思う。

・文化財・文化遺産のキャラクターなどを作って、子供たちを引き寄せていく。
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・説明をするときに、漫画とか紙芝居とかをする。

・歴史などをアニメーション化、実写化などのイベントをふやす。

・マスコットキャラを作る。

・教科書に記載する。ＣＭや広告を多く取り入れる。

・ドラマ・映画で使ってもらう。

・学校の行事に文化財がある場所に行く機会を作る。マスコットキャラクターを作る。

５．文化財保護を PR する動画を作成しようとした時、BGM にはどんな音楽を使いますか。

（作曲家、歌手、グループ、曲名等自由に、可能であれば理由も）

・SEKAINOOWARI ミステリアスで世界観が人と違うから。MR.children。
・その時流行ってる曲や歌手を使えばいいと思う。

・平井堅の「大きな古時計」のようなしんみりした曲が良いと思う。

・トトロの大きな木のシーンの歌。

・「あの夏へ」（千と千尋の神隠し）

・動画の場面に合わせて流行の曲を流す。見せる年代の人に合わせた年代別の曲。

・乃木坂 46
・情熱大陸 雰囲気が出ると思う。

・その年に流行した曲なら何でもアリだと考える。古い曲過ぎると若い人は知らない可能性もあるの

で、その年に流行した曲なら耳を貸す人も多いと考える。

・「世界に一つだけの花」誰もが知っている。

・あえてハードロックなどの似合わない音楽にすることで、視聴者へのインパクトを大きくする。

・なんでも。

・サカナクション。椎名林檎。東京事変。サカナクションなら「聴きたかったダンスミュージック リ

キッドルームに」のような曲調の音楽。HUMAN ERROR「東京は夜の七時」
・「ビヨンドザタイム」TM network 人類の可能性がみちあふれているから。

・日本の文化財なら落ち着いていて神秘性がある和風の BGMを使用する。理由は外国人などが見た
場合、ロマン性があって惹かれると思うから。

・「アメイジング・グレイス」「Eden（Karafina）」「You raise me up」Super flyの「Ah」
・文化財の内容に合う曲なので、明るいイメージよりも和をイメージした曲ならばぴったりだと思う。

・旅行会社の CMで使われている曲。誰もが耳にしたことがあり、雰囲気にも合うので良いと思いま
す。

・ポップにしすぎるのも良くないと思うが、現代人向けの歌手を採用するのも面白いし、堅苦しい感じ

がなくなるとも思うので、CMソングのような音楽でも良いと思う。
・それぞれの文化財に合った和風な BGMがいいと思う。
・スガシカオの「Progress」、中島みゆきの「地上の星」
・和風な音楽。琴や三味線を使った曲とか。

・Perfumeやサカナクションなど、文化財のクラシックなイメージとは相対するような音楽も使いた
いと思います。

・文化財という貴重なものであるため、私一個人の考えは、クラシック音楽が良いと思います。クラシ

ック音楽といっても明るく弾むような曲調もありますし、落ち着いた曲調もあります。だから多様な

人々に受け入れやすいのではないかと思いました。（ピアノ、悲愴第２楽章、ベートーヴェン）

・アイドルや女優に埴輪のコスプレをさせた CMをとり、観光客が遺跡などに来た際には、そのアイ
ドルなどが声で案内・説明してくれる案内タブレットのようなものを持って見学できたら来客が増

えそうだと思います。（今だと乃木坂などがいいと思います）

・Dragon Force。Blue Stahli。個人的に洋楽が好きなのと、海外の方にも興味を持ってもらえるかな
と考えて。

・流行曲を雅楽や三味線、琴などで演奏したもの。

・クラシック系。しんみりした曲。もののけ姫のようなもの。

・話題性を作るために流行しているアイドルや歌手、または地元出身の歌手など。

・海援隊で「あんたが大将」。

・歌手 BAD HOP 曲「Ocean View」現在の若者の間で流行しているため、注目度は高くなる。
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・国家（日本を代表する歌だから）

・「Y.M.C.A」多くの人が知っていて上手く合わせれば興味を持つ人が多くなるのではないかと思うか
ら。

・ジブリ的な歌。ジブリは幅広い世代で好きな人が多く、ジブリで流れる歌は聞いていて落ち着くよう

な歌ばかりで、その中に入り込んでいけるから。

・ももいろクローバーZ。
・Queenの「I was born to love you」。
・純烈「プロポーズ」時事問題も取り入れる。

・星野源。

・流行に合った曲。

・Queen。
・嵐。幅広い年齢層から指示されており、影響力があるから。

（リアクションペーパーの記述を一部修正し転載している。）

【講義写真】

平成３０年度 立正大学法学部講義

「熊谷市の文化財保護と活用の可能性」

日時：平成３１年（2019）１月１６日（水）１４時３０分～１６時
会場：立正大学熊谷キャンパス１９号館（アカデミックキューブ）Ａ３０５教室

講師：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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第３章 講義概要 令和元年度 立正大学法学部講座

「文化財保護とオーセンティシティ―熊谷市の文化財保護と国際的動向」

令和元年度 立正大学法学部講座

「文化財保護とオーセンティシティ―熊谷市の文化財保護と国際的動向」

日時：令和２年（2020）１月８日（水）
１４時３０分～１６時

会場：立正大学熊谷キャンパス１９号館

（アカデミックキューブ）Ａ２０２教室

講師：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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第４章 「文化財保護とオーセンティシティ」に対するリアクションペーパー報告

１．あなたが生まれ育った市町村に所在する神社仏閣や名勝地を教えてください。

・法華経寺

・代々木八幡宮、猿楽古代住居跡

・高城神社、古宮神社、奈良神社、熊谷寺、文殊寺、妻沼聖天堂

・菅原神社、今城青坂稲実池上神社、天神社、皇大神社、七本木神社、嘉美神社、石神社、熊野神社、

長幡部神社、丹生神社、諏訪神社、上里サービスエリア、神流川渡武蔵側見透灯籠、長久保公園、陽

雲寺、浅間山古墳、金窪城跡、八町河原、大光寺の惣門

・私が生まれ育った町は、静岡県牧之原市です。私の町には般若寺という寺があり、田沼意次ゆかりの

太鼓があります。昔、とてもすごい音が鳴るとうわさで、中を切って開ければ宝があるとされ、切ら

れてしまった切り跡があるのが特徴です。あと名勝地として壮大な茶畑があります。そこでとれたお

茶は日本一おいしいです。

・上志津八幡神社

・千葉県千葉市の浅間神社

・自分が生まれ育った市は、中国の大連市です。大連は港だったので長い歴史がなくて、昔からあるお

寺もないです。名勝地は「老虎灘」というところです。

・覚えていない

・柏神社、廣幡八幡宮、諏訪神社、豊受稲荷本宮、地主神社、塚崎神明社、香取神社、布施弁天東海寺、

愛宕神社、熊野神社、将門神社（平将門公史跡）

・氷川神社、大宮公園、大宮盆栽美術館、埼玉県立歴史と民俗の博物館

・甲神社

・誠之堂清風亭、日本煉瓦史料館、旧渋沢邸、深谷駅、瀧宮神社

・櫻木神社、千葉県立関宿城博物館、上花輪歴史館、旧花野井家住宅

・二嵐山神社

・私が生まれた宮崎県延岡市の周辺には、高千穂神社があります。高千穂市は、多くの観光客が訪れて

いて、高千穂神社も国の重要文化財に指定されています。夫婦円満などのご利益があるとされていま

す。

・八幡神社、三島神社、塩塚高原、翠波高原

・大杉神社、筑波山神社

・秋田市の天徳寺。秋田市内でも街中にある神社で交通の便もよいため、訪れる人が多いイメージがあ

る。近くの幼稚園や小学校は文化学習の一環で訪れる事もある。

・春日山神社

・私の実家の近くにある愛宕神社という神社には、上尾市で無形文化財として大切にうけつがれてい

る祭囃子や、くるま地蔵が有名です。

・私は東京都江戸川区に住んでいるが、善養寺の境内に影向の松という黒松の巨木が生育している。２

０１１年９月に国の天然記念物に指定されている。この巨木の樹齢は６００年を越えている。

・私が生まれ育ったのは熊谷市なので、毎年初詣に行っていた「文殊寺」について紹介します。熊谷に

ある「野原の文殊寺」と呼ばれ、「京都の切戸文殊」「山形の亀岡文殊」とならぶ「日本三体文殊菩薩」

のひとつとされています。昔から学業成就の願いを求め、県内のみならず他県からも多くの人々が訪

1．あなたが生まれ育った市町村に所在する神社仏閣や名勝地を教えてください。

2．文化財・文化遺産を保護するために、どのようなことが必要と考えますか。

3．あまり知られていない歴史的な建造物を多くの人に知ってもらうための方策を考えてください。

4．文化財をＰＲするための映画を製作することになりました。エンディング曲を提案してください。
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れるそうです。私も高校・大学受験の年には、必ず訪れ絵馬に合格祈願を書いていました。

・堀之内貝塚、法華経寺、葛飾八幡宮、真間山弘法寺、下総国分寺

・金比羅神社、善通寺

・足立区 西新井大師

・大杉神社

・熊野本宮大社、熊野那智大社、奥之院、神倉神社、紀三井寺

・上尾市 氷川神社、愛宕神社、昌福寺、少林寺、西光寺、日乗院、十連寺、諏訪神社

・大阪城天守閣、総本山四天王寺、住吉大社

・福岡県北九州市 称名院銅像阿弥陀如来立像、芝津神社梵鐘、大興善寺舎利殿

・兼六園、金沢城、忍者寺、長町武家屋敷、東・西茶屋街、尾山神社等

・私の住んでいた茨城県日立市には、神峰神社という場所がありました。

・熊谷市 文殊寺、高城神社、赤城神社、東漸寺、妻沼聖天堂、熊谷寺、大沼公園、熊谷桜堤、熊谷直

実像、熊谷うちわ祭、熊谷スポーツ文化公園、刀水橋

・群馬県高崎市 榛名神社、少林山達磨寺、慈眼院（高崎白衣大観音）、九折岩、東谷渓谷、高崎城跡、

達磨寺縁起だるま

・№１．妻沼聖天山歓喜院：日本の三大聖天のひとつ、国宝、寺社仏閣

№２．熊谷うちわ祭：八坂神社の大祭、各町の１２基の山車や屋台

№３．圓照寺：星川シンボルロード沿い、熊谷市最古の天台宗の寺院

№４．双伊奈利神社：熊谷寺に隣接、熊谷直実ゆかりの神社

№５．石上寺：駅から徒歩１２分、真言宗智山派の寺院

№６．熊谷聖パウロ教会：熊谷駅近辺、煉瓦つくりの聖堂の教会

・杉並区 井草八幡宮、高円寺氷川神社、宿鳳山高円寺、善福寺公園

・赤城神社、臨江閣

・出雲大社、八重垣神社、宍道湖、石見銀山、松江城

・野比 白髭神社

・群馬県みどり市 岩宿遺跡、桐生市 桐生天満宮、雷電神社

・氷川神社、氷川鍬神社、橘神社、八枝神社、八合神社、諏訪神社、愛宕神社、八雲神社、佐四郎稲荷

神社、胡桃下稲荷神社、春日神社、上尾市原市ふるさとの緑の景観地、上尾丸山公園、上尾市自然学

習館、原市沼、さいたま水上公園

・亀戸天神社、香取神社、深川神明宮、天祖神社、東大島神社、宇迦八幡宮、富賀岡八幡宮、亀戸浅間

神社、猿江神社、富岡八幡宮、州崎神社 お台場大江戸温泉物語、日本科学未来館、パレットタウン

大観覧車、清澄庭園、深川江戸資料館、キッザニア東京、豊洲市場

・稲毛浅間神社、稲毛寺

・氷川神社、八枝神社

・雷電神社、桐生天満宮、賀茂神社、桐生西宮神社、美和神社、日枝神社、比呂佐和神社、貴船神社、

宝徳寺、常祇稲荷神社、宗禅寺、白瀧神社、根精大明神、愛宕神社、大間々神明宮、日限地蔵尊観音

院、赤城神社、御嶽神社、大蔵院、加茂神社、 名勝地：茶臼山、皆沢湧水地、高津戸峡、千代が淵、

桐生が岡公園、山崖の滝、桐生織物記念館、桐生明冶館、大川美術館

・氷川神社

・祐徳稲荷神社、唐津神社、住吉神社

・善光寺、戸隠神社

・身會岐神社、大滝神社、金生遺跡、八千家住宅

・大阪府箕面市 春日神社、八幡大神宮、帝釋寺、勝尾寺

・氷川神社と入口にある狛犬

・福島県郡山市には、「東北のお伊勢さま」と呼ばれている開成山大神宮や安積国造神社、高屋敷稲荷

神社が有名です。

・穂高神社：穂高見命を御祭神としており、長野県安曇野市穂高に立地し、奥宮は北アルプス穂高岳の

ふもとである上高地に祀られる。嶺宮は、北アルプスの主峰奥穂高岳の頂上に祀られる。穂高見命は、

醍醐天皇の神名帳には、名神大社に列せられ古くから信濃における大社とされている。

・愛媛県 道後温泉本館、子規堂、大州城跡

・神社仏閣：弘明寺、鶴岡八幡宮、川崎大使 名勝地：みなとみらい、赤レンガ倉庫、大桟橋、横浜中

華街、ハンマーヘッド／マリンウｵ―ク

・広島県尾道市：千光寺、浄土寺、耕三寺などの神社仏閣、浄土寺庭園
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・群馬県高崎市 神社仏閣：榛名神社（榛名山町）、少林山達磨寺（鼻高町）、慈眼院（石原町）、小祝

神社（吉井町）、妙見寺（引間町）、慈眼寺（下滝町）、清水寺（石原町） 名勝地：榛名湖、白衣大

観音、高崎市役所２１階展望ロビー、徳明園、少林山達磨寺、榛名山ロープーウエイ

・上野国七之宮小祝神社、進雄神社、於菊稲荷神社、高崎神社、達磨寺縁起だるま、烏稲荷神社、総社

神社、九折岩、東谷渓谷、スルス岩、榛名湖、榛名梅園

・三ヶ尻八幡神社、田中神社、龍泉寺、大雷神社

・青森市の神社仏閣：善知島神社、青龍寺など 名勝地：浪岡城跡、山内丸山遺跡、城ヶ倉大橋など、

市内の指定文化財には、さまざまな種類が存在する。特に山内丸山遺跡は、全国的にも縄文初期の住

居や建物群が再現された史跡で、出土品も多く展示されている。

・富岡八幡宮、成田山新勝寺東京別院

・私が生まれ育った市町村は、埼玉県東松山市です。熊谷市の隣に隣接しているため、若干似ていると

ころがある可能性があるかもしれません。東松山市の神社仏閣関係は、箭弓稲荷神社があります。旧

社格は県社で、戦後は神社本片の別表神社となっています。日本三大稲荷神社のひとつとされていま

す。また、名勝地ですと、「こども動物自然公園」「国営武蔵丘陵森林公園」などがあります。

・行田市 忍城、さきたま古墳群（古墳･はにわ）、古代蓮の里、石田堤、行田八幡神社、天州寺、前玉

神社

・笠間稲荷神社、愛宕神社、常陸国出雲大社、笠間工芸の丘、笠間芸術の森公園、茨城県陶芸美術館、

笠間日動美術館、笠間つつじ公園、春風萬里荘、大里石、石切山脈

・私は群馬県富岡市出身で、名勝としては富岡製糸場があります。富岡製糸場は、日本で初めて機械が

導入された工場で、当時は日本で最先端の製糸工場で、明治時代に日本の経済を支えていたひとつで

す。

・自分の生まれ育った町では、“鷲宮神社”が有名です。

・熱田神宮、大須観音、名古屋城

・ヤマトタケルが立ち寄った阿遅加神社、八剣神社、天照皇太神をまつった野々宮神社

・上野国一ノ宮貫前神社、富岡製糸場、大塩湖、一本杉、妙義神社、一峰公園、妙義山、旧茂木家住宅

・武田神社、御岳昇仙峡

・松陰神社、等々力渓谷

・川崎大師

・私が幼少期育った兵庫県神戸市では、歴史的な神社の生田神社をはじめ、旧外国人居留地の街並みが

残る北野異人館街などがあります。小さい頃からよく訪れたり、七五三などイベント時に利用したの

でとても印象に残っています。

・土浦総鎮守八坂神社、愛宕神社、土浦大師不動尊、青麻神社、清滝寺

・熱田神宮、大須観音、日泰寺、名古屋城

・生島足島神社、小諸城址懐古園

２．文化財・文化遺産を保護するために、どのようなことが必要と考えますか。

・しっかり認知してもらうことが必要であり、誰かが管理、保存してもらう。修理費などは国が提供す

る。建物や物などでこわれてしまうのは自然なことなので、形を残し続けることが一番大切だと思

う。

・海外の人に文化を保護していることを伝える。市町村にどれだけの文化財や文化遺産があるか知っ

てもらう。文化財・文化遺産が誰に作られていったのか見て知る。

・個々がかかえている維持管理や保全に取り組む苦労、営業に役立てる。活用の仕方等の情報を交換し

ながら、保護保全の必要を訴えることが必要だと考える。Web構築などで顧客拡大に取り組み、旅
の企画や商品造成など利用者にとって有益な制度を導入する。

・日常の保存環境に気を配り、大切に扱うことが必要であると考える。また文化財に対する防災意識を

高め、地震や火災・水害などのいざというときに対応できる心構えが必要である。私は将来、役場で

働きたいと考えているので、役に立ちたいと思っています。

・文化財や文化遺産は、お寺であったり自然の中にあったりするため、どうしてもセキュリティが甘く

なりがちである上に人が多く訪れるため、少数の人や周りの取り囲む人だけでは完全に保護するの

は厳しいと私は思います。なので、観光に来る人や地元の人全員の意識が大切であり、みんながキレ

イに使うということが必要だと思います。
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・未来の子供たちにも歴史の大切さを伝えていくことが必要だと思う。

・保護する施設を作って、子供たちに見てもらえるような施設を作ったらいいと思った。定期的に点

検、修理を行う。

・伝統的な技術の伝承がとても大事だと思います。中国も文化財が多い国だと思いますが、今の若者が

あまり昔からの伝統的な技術や工芸に興味がないから、多くの文化財の伝承が途絶えています。

・観光客のマナーをしっかりやらせる。

・その地域全体で文化財、文化遺産の保護をしていく必要があると思います。古くなってきた所には募

金をし、改修することもあっても良いと思うし、近くの神社などには年に一度でも良いからお参りす

るということが保護につながると思います。

・文化財･文化遺産の重要度･価値をできるだけ多くの人に知ってもらうことが必要なことだと考える。

子供（主に小中学生）に特に知ってもらうのが必要。なぜなら、こどもの時に生まれた価値観は、一

生変わりづらいと思ったから。

・よく外国人観光客が文化財･文化遺産に落書きをしたり、その周りの植物を引きちぎったりと、外国

人全員が悪いとはいえないが、そういった観光客の方に向けた映像などあれば、少しは良くなると思

いました。

・地域の人達に、文化財や文化遺産があることをアピールし地域全体で保護する。文化財を守っていく

ことが地域の人達の役目だと思う。

・いたずらされないように防犯カメラをつける。天災などで被害を受けにくくさせるために、建物であ

れば、目立たない程度にカバーできるようなものをつける。定期的にメディカルチェックのようなこ

とをする。

・地域住民がそのものに対して理解していくことが大切。

・私は、入場制限することも必要なのではないかと考えます。富士山などでも、登録された後、登山す

る人は増加したが、その反面ゴミのポイ捨てなどの環境が悪くなっているニュースを見たことがあ

ります。観光客が増えることは良いことですが、制限して遺産を保護することも大切なのではないか

と考えました。国として、文化財を保護するために積極的に対策していくことも大切だと考えます。

・文化遺産の良さやめずらしさなどを、次の世代の人々にしっかり伝え、受け継いでいくことが、まず

第一に必要なことだと思う。

・文化財の正しい扱いかたを周知させることで事故を減らす。

・地域の人が残したいものだという思いをもち、大事にすること。例えば、その文化財を傷つけないこ

とや、ゴミのポイ捨てなどを気をつけ、身近な人から行動していく。そうすることによって、他方か

ら来た人に、どれだけ大切に扱っているのかということを知ってもらう。

・環境整備、歴史の継承

・色々な人に知ってもらうため、YouTubeなどでＰＲしたり、祭などで広めることが必要だと思いま
す。

・手入れをして保護をすることも大切だが、昨年の首里城の火災のようになることがあるので、警備を

しっかりすることが必要であると思う。また、近年自然災害が多発していることから、防災対策を行

うことが重要であると思う。

・文化財等を保護するためには、多くの人に興味･関心を示してもらうことが必要だと思います。重要

性を訴えることも大切だとは思いますが、それだけでは何が、なぜ重要なのかが伝わりにくいと思い

ます。そこで、多くの人に興味を持ってもらい、訪れたいと思ってもらう中で、そうした文化財等の

重要性が伝わっていくのではないかと考えます。

・地域住民の保護しようとする気持ちと維持費が必要と考えます。維持費の確保には、税金が不可欠か

と思います。

・できる限り元の姿を残しつつ、定期的に修理をしていく。

・次の世代の人達につないでいく。

・そうじ

・経年による破損があるため、定期的に確認して修理したり、木や紙などの素材によって構成されてい

るのが多く存在しておるので、防災設備をしっかりとすべきである。

・文化財･文化遺産についての知識や興味がある人を増やし、協力者になってくれそうな人を増やすこ

と。文化財･文化遺産の周囲の住民、地域から理解を得ていること。修理･維持に対しての専門技術を

持った人の育成、費用の確保。

・人々が文化財･文化遺産へのマナーや尊重、敬意を示し、大切にすること。

・文化財･文化遺産を保護するためには、莫大な資金が必要である。なので、観光客が増加するように
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し、お金を多く落としてもらうことが大切であると考える。

・皆がその文化財を文化財だと認知することがまず必要。認知されなければ、皆、大切に保護すること

ができない。そして認知され、たくさんの人に来てもらい、収入も得て保護していくことが必要。

・市の職員だけではなく、地域の人達の協力が不可欠であると思います。市で文化財をもっと盛り上

げ、知ってもらうことが必要だと考えます。

・文化財･文化遺産は何年先もきれいに保っておきたいので、定期的に手入れや点検が必要だと思う。

また、それらに気づいて行動に起こす人材も必要。大切にしよう、残していこうという気持ちも必要

だと考える。

・自然災害はどうしても防ぐことは難しいので、周辺の環境をしっかりと把握した上で、保護すること

が大切であると思う。また、周辺の環境の整備も必要であると思う。

・地域が連携して、まず文化財や文化遺産を守るために、多くの人にその存在を知ってもらうことが大

切！存在を知ってもらうために、地域一体となってうちわ祭などのお祭りや小さなイベントを計画

する。そして、保護のための資金をつのる。また、地域外でも代表どうしで連携して助け合ったり、

コラボイベント（マスコットキャラクター同士など）をすると子供から大人まで一緒に楽しめる。

・人間が生活しやすくなっていくにつれて、文化財の保存状況を悪化させている。そのため、文化財保

護行政の一層の強化が必要。

・地域の人々の保護する気持ち、奉仕。何年かおきの修繕作業。

・文化財や文化遺産を単体で保護しようとするのではなく、その周辺地域も含めて保護する必要があ

ると思う。自動火災報知器や消火設備、避雷設備など防災設備などをもっと増やす必要があると思

う。

・市や区のバックアップや修復

・建造物などは、監視カメラなどを設置し防犯を強化したり、文化品や芸術品などは博物館などに集

め、保護していく必要があるのではないかと考えました。

・補修のために資金を集める。文化財を保護するための専門的知識を継承する。

・文化財･文化遺産を保護するために、その物がどれだけ貴重な物なのか知ることが必要だと思いまし

た。知った上でお金を集めるべきだと思いました。

・文化財･文化遺産に落書きなどをする人への対策として、荷物検査などを厳しくする必要があると考

えます。火事や自然災害によって文化財･文化遺産が被害をうけた時は、学校などで文化財･文化遺産

の授業をし、文化財･文化遺産の重要さを学ぶことで意識が変わり、保護活動などを始める人が増え

ると考えます。

・文化財･文化遺産の近くでは、火気など危ないものは持ち込んだりさせないことが大事だと思う。ま

た、ゴミをそこで捨てたりせず、きちんと物を持って帰ってもらうように注意をすることも必要だと

思う。また、所有者の高齢化に伴って、若い世代に継承する必要もあるのではないかと思う。

・その文化財･文化遺産が過去にどのようなものだったのか、価値を理解することが大切であると思い

ます。また、歴史を踏まえて目に見えないような文化も興味を持つことで、文化財を大切にし、保護

しようとする動きが強まると思います。

・耐震、耐火性の素材で改修工事を行う。

・木の建物などが多いので、消火設備や IOTによる２４時間監視、避雷設備を作ったり、木や崖崩れ
防止のための設備を作ったり、もしこわれてしまったら、補助金を出したりする。

・木造建築がほとんどだと思うので、防火対策が必要だと考える。いたずらをする人がいないように、

監視カメラや警備の強化。

・補助金を使ってしっかり手入れをする。保護する職人が少なくなってしまうので、跡継ぎが必要とな

る。職人を公務員としてやとう。やとわないでも、手当てみたいなのを支給する。

・文化財･文化遺産に関する正しい知識の伝承。地域の方々と連携した保護活動。参拝客増に向けた取

り組み。有事の際、早急に修復できる財源の確保。

・維持をしていくのにお金が必要なので、文化財に対する理解と支援を一般住民に協力があると助か

る。今後守るためにも法令をしっかり定めて守っていけるようにする。

・文化財･文化遺産に入場料をとって維持費に当てる。景観を保つためにゴミのポイ捨てなどを防ぐた

めにゴミ箱を多く設置する。

・文化財･遺産を区分を多くし、保護する対象を減らす必要がある。その上で保護する対象とした文化

財は、重要性を多くの人に知ってもらい、市や県からお金をもらい学芸員を投入していく。さらに博

物館等に管理が移った後は、より教育普及活動等が必要であり、また他の博物館にも重要性等を知っ

てもらうことで、博物館同士での協力を円滑にすることが、災害時などで文化財を救うことにつなが
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ると考える。

・各地方自治体が県を挙げて知ってもらった上で、県民のみんなで保護していくことが大事だと思う。

どれくらいの歴史がどのような経緯で作られたのか知る必要もある。

・利用者数を減らさないこと。保護すべきと思わせるほどの魅力。文化財･遺産がある市や町の協力･対

策。定期的な修理、点検。

・災害からの保護。日本は災害大国であり、地震、台風、豪雨など頻繁に起きる災害により、文化財･

文化遺産が被害に遭うことも少なくないため、施設･建物の修繕を密に行っていく必要があると考え

る。また、首里城火災のような焼失を防ぐためにも、防火対策を強化する必要もある。

・文化財建造物それぞれの価値を見極め、価値を後世に伝えるための深い知識や技術、技能が必要とな

る。文化財建造物としての価値を長く維持するためには、適切な日常管理と周期的な保存修理が欠か

せなくなる。

・まずは誰もが文化財や文化遺産に対しての知識をもつことで、どれだけ大切なものかというのを知

る。保管場所や歴史的な関連性をもっと知るようにする。

・文化財の価値を将来の世代へと長く維持、継承していくための保存が一番大切なことです。地域の

人々や、観光で見学に来られている人間が、文化財の価値を理解し、楽しんでいく事が大切なのだと

思います。だからこそ文化財の歴史の知識を世に広めていく必要があると思います。

・各地に多くの文化財を保管している施設があるも、後継者不足が問題化されている。施設内の職員に

も、新卒で務める人の割合と非正規で務める人の割合を比較すると、過疎化･少子化が背景に見られ

る。文化財を次世代に継承することは、国民としての責務でもあるため、地域住民の理解を充分に得

る必要があると考えられる。そのために展示施設への入館料の徴収と地方公共団体からの補助が遺

産保護につながると思われる。

・自治体や住民が日頃から手入れをし、それなりの予算を注ぎ込むことが必要。法や条例の整備。

・文化財･文化遺産を保護するために、文化財･文化遺産がとても貴重で大切なものだということを我々

が認識し、文化財･遺産について積極的に関わっていく必要があるのではないかと思った。

・小さなものは強化ガラスなどの丈夫なケースに入れる。地震など災害から守れるようにする。定期的

に点検をして（大・小関係なく）修理が可能なときに早めに修理をする。（壊れてからではなく）お

金のかかることなので、募金に加え、クラウドファンデイングなどでお金を集めてみる。

・定期的な修理はもちろん、それを深く知り高度な技術が必要であると考える。そして、それを安全に

守っていくためには、何らかの制度や法律、体制などで守る事も欠かせないと思う。

・寄付金を集められるように、地域にとって、その文化財が必要であると認識を得ることが必要である

と思います。漆については、日本の生産量が足りていないのであれば、海外から取り入れても良いと

思います。日本のものを使うということは大事ですが、必要であればやむをえないと思います。

・保護する対象の歴史を知ることが大事だと思う。歴史を知ることで対象物がどれだけ価値があるの

か知ることができ、地域ぐるみでの保護に力を入れられるだろう。

・定期的に点検、修理を行う。文化庁で文化財の保存に欠くことができない伝統的な技術や技能で保存

すべき物を選定し、その保持者や保存団体を認定する選定保存技術制度を設けている。

・観光客を誘致して資金を集めて、建物の維持をする。宮大工を育成する。

・保管の場所、人、文化財･文化遺産自体の価値観、歴史的関連性

・まずは建物の老朽化を防ぐために、日常管理や時には改修工事が必要である。また、名高いほうが絶

対的に後世に残るため、ＰＲ活動は必要であると感じた。

・ゴミをゴミ箱に捨てる。

・老化が進まないようにメンテナンスをしっかりとする。観光客のゴミのマナー。

・人々に知ってもらうことが一番だと思います。興味関心を持ってもらうことで、保護や重要さをわか

ってもらえるからです。また、活用することも大事だと思います。活用しないとすたれてしまったり、

忘れてしまうのではないかと思います。近年、建物の中はあまり変えず、利活用できるようにして、

結婚式場やレストランにする企業もあります。建て替えたりしては良さがなくなってしまうので、あ

くまでも、今ある状態をできる限り残したまま利用する事で、印象に残るようになるのではないかと

思います。

・文化財を保護するための人材が必要だと思う。文化財を利用した地域づくりや町づくりも重要だと

考える。みんなに文化財･文化遺産のことを知ってもらう。

・多くの人に文化財･文化遺産を認知してもらうことが、まず重要だと思った。保護していくためには、

やはりお金が必要なので、多くの人に訪れてもらい、お金を落としてもらう。そのお金を使いながら

保全していく。税金だけでは、まかなえない部分もあると思うので。
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・有形文化財→定期的に手入れをする。 無形文化財→若い世代に伝えていく、文化なども

3．あまり知られていない歴史的な建造物を多くの人に知ってもらうための方策を考えてください。

・歴史上の人物がいないと思うので、新しくその建造物をベースにしたキャラクターなどをつくって

みて、ＳＮＳなどで広めればいいと思う。リスクはあるが、そこを貸しきりにできるようにして、

色々なことをしてもらうなど、空間をお金で一定の期間買ってもらう。テレビでドラマや映画の撮影

地に使ってもらう。

・ガイドマップを作る。料金を払わずに建造物を見られるようにする。テレビで紹介をする。外国人向

けのガイドマップを作る。ツアーをして見てもらうようにする。

・地域ごとに文化遺産について価値を見出していき、地域の財産として継承する取り組みの充実が必

要子供たちに見学をさせて、新聞を作ったりして子供たちに発信させていく。

・まずは、その歴史的な建造物がある地域の人々が、建造物について知っておくことが大切である。チ

ラシを作って紹介をしたり、町全体でその建造物をあげて宣伝しても良いと思う。

・今の時代で全国、世界の多くの人に知ってもらうには、ＳＮＳやインターネットでの拡散が一番多く

の人に知ってもらえると私は考えます。文章や写真だけではわからなければ、動画をのせたり、もっ

と集客するならば、ＳＮＳの投稿からそのままＵＲＬでサイトにとばして、そこで予約や体験の申込

みができたら手軽に多くの人が知ってくれるようになると思います。

・インスタグラムやツイッターなどＳＮＳを活用する。

・雑誌とかでもっと建造物を載せれば、多くの人が知って観光してくれると思う。昔の家とかを壊すん

ではなくて、残しておけば色々な人が見られるし、たくさんの人に知ってもらえると思った。

・インターネットが流行している今の社会では、歴史的な建造物のビデオなどを作ってネットに宣伝

したら、多くの人々が見られるかなと思います。

・県であったり市が大きく取り上げる。

・その市町村のホームページでＰＲしていく事だと思います。歴史的な建造物のどこが魅力で、すごい

建造物なのかを細かくＰＲすれば、より知ってもらえると思います。また、お祭りなどの行事を開催

すれば、知名度も上がり、歴史的な建造物の存在も広く伝わると思います。

・小・中学校に専門家が訪れて、知ってもらう時間を一年に一度だけでも設ける。

・御朱印のようにスタンプラリーとはまた違うが、一つ一つの建造物に行かなければいただくことが

できないものなどがあれば、その御朱印から知る人もいれば、またそれが実際に足を運ぶ理由にもな

ると思いました。

・建造物の展覧会やイベントをおこない、地域の名産品とともにアピールをする。建造物に被害が出な

いところで、名産品を使った料理や郷土料理を出して人を集める。ネットや回覧板で情報をのせる。

・キャンペーンツアーみたいなイベントをしたり、流行りのジャンルか何かで歌を作ったりする。

・ＳＮＳを使って、その建造物を告知していく。

・多くの人に知ってもらうために、メディアにだすことが多く知ってもらえるきっかけになるのでは

ないかと考えます。たとえば、ドラマで使用したり、アーティストのＰＶなどで使用すると、ドラマ

を見ているドラマのファンの人や、アーティストのファンの人が訪れるのではないかと考えます。イ

ンターネットで歴史的な建造物を紹介しても、あまり知られていないので興味を持つ人が少ないと

考えます。やはり、メディア、芸能人とコラボして発信していくことが、早く多くの人に知ってもら

う方策ではないかと考えます。

・インターネットやＳＮＳで広告として載せるのが、今の時代的に一番良いと思う。歴史的な建造物の

ふもとや近くでイベントをしたりする。

・ドラマやアニメの舞台にして聖地としてあつかわせる。

・県、市、自治体など管理している団体が、正しく広めることが第一だと思う。ＣＭやイベント、パン

フレット作成など広める手段はあるが、その建造物を知ってもらった上で、見込める利益も考え、そ

れに見合ったお金で広報活動しなければならない。それらを考えた上で、一番にしなければならない

のは、その地域の人に知ってもらうことだと思う。いきなり手を広げるわけではなく、ローカルテレ

ビのＣＭなどから始め、地道に口コミを広げられれば良いと思う。

・学校の授業で扱う。歴史的建造物をワークショップのアクティビティの材料にする。ＰＲポスターの

作成をＷＥＢ上で募集する。フォトウォークを開催する。

・より多くの人が見ることのできるネットの中でのＰＲをさかんにしてみるのは、有効な手ではない
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かと思います。また、歴史的な建造物であれば、歴史の中でその建物を訪ねた人物や過去にあった出

来事などを調べて、発信してみたりなどもいいかもしれません。何かを祀っている建造物であれば、

年一度大きなお祭りを開いてみたりすると、有名になれば取材なども来て、他県の人からも注目して

もらえる建造物になるのではないでしょうか。

・鉄道の車内広告は宣伝効果があると思う。バスだと地元の人しか見ないし、ＳＮＳだと興味がないと

全く見ない。車内広告であれば、万人が見るし、行きやすいと思う。

・歴史的な建造物を多くの人に知ってもらうには、大河ドラマなど、時代劇のブームに乗っかることが

有効だと考えます。歴史的な建造物ということなので、長い歴史の流れの中で時の権力者と何らかの

関わりのあることが多いと思います。こうした点に着目して、それを前面に打ち出すことが、多くの

人に知ってもらうチャンスにつながると思います。また、情報を発信するために、ＳＮＳをうまく活

用することが重要だと思います。一昔前だと宣伝するにもお金などがかかってしまいましたが、今で

はＳＮＳの発達により、お金をかけず、手軽にＰＲができるようになりました。しかし、裏を返すと、

誰でも情報を発信できることから、その中でもより注目されるＰＲが必要になってくると思います。

・市が推すスポットを中心に各定められた地点にスタンプを設置して、スタンプラリーを開催する。ジ

ョギングコースやウォーキングコースを制定し、知られていない歴史的建造物を通るようにする。市

内循環バスやコミュニティバスのバス停にする。

・ＳＮＳなどを活用し、拡散していく。建造物周辺の観光地をアピールし、それと同時に歴史的な建造

物も知ってもらう。

・ツアーの中に取りこむ。

・駅にポスター

・一般公開を多くして、学校関連などと協力して、修学の一貫で建造物の見学を学生も視野に入れてみ

る。

・歴史的な建造物を巡るツアーや、正月やひな祭りなどの行事でイベントをする。どこが、なんでその

建造物がすごいのかをわかりやすく説明したポスターを、駅などの人の行き来が多い所に設置する。

有名な建造物の所にパンフレットを置いてもらう。

・ＳＮＳでの宣伝や無料パンフレットを作り置いておく。

・アニメやマンガ、ゲームなどで登場させたら、歴史的な建造物を知らない人たちが、聖地巡礼などで

訪れるかもしれない。

・県や市の観光政策課の積極的なＰＲ、地元企業や観光、旅行会社との連携。ＳＮＳを利用して、印象

操作、建造物の世界への周知。公共施設、公共の場での実演、展示ＰＲ。

・その建造物を市報などに掲載したり、その周辺でイベントなどを行うことで、周りの人や外から来た

人に直接来てもらうのが良いと思います。

・文化財･文化遺産の保護する活動にボランティアというかたちで一般の人々に参加してもらい、あま

り知られていない歴史的な建造物を知ってもらう。行事などのイベントを開催し、人を集める。チラ

シなどを配ったり、貼ったりしてＰＲする。ドラマや映画などの撮影地として使ってもらうことで、

全国の人に認知してもらう。

・ＨＰで歴史的な建造物の動画などを作成してアピールする。ＣＭを用いてアピールする。インターネ

ットなどで観光地をアピールする。興味を持ってもらえるようなポイントを見つけてアピールする。

行政と政府が協力して、興味を持ってもらえるよう工夫する。

・マスコットキャラクターを作ると良いと思う。熊谷市をたとえると、コバトンは埼玉県の鳥であるシ

ラコバトをモチーフにしていたり、ニャオざねは市民と行政との「協働のまちづくり」に関心と親し

みを持ってもらうことを目的として誕生した。ねこの鳴き声に熊谷の武将「熊谷次郎直実」公をプラ

スしたイメージキャラクターである。私は、ニャオざねを知ったと同時に、熊谷次郎直実について深

く知ることができた。このように、イメージキャラクター、マスコットキャラクターから、歴史的な

建造物を多くの人に知ってもらうことは可能だと考える。

・テレビやＳＮＳで広めることによって観光客が来る。外国人に向けて日本を感じることのできるイ

ベントを神社仏閣で実施する。

・ＳＮＳを使っての広告。季節によっての歴史的な建造物を撮り、行ってみたいと思わせる必要があ

る。建造物を魅力的に見せる力。

・ＣＭなどで、文化財や文化遺産、歴史的な建造物を流すことによって、ＣＭを見る人はいると思うし、

多くの人に知ってもらえると思う。歴史とかの授業で取り入れて勉強をすれば、多くの人に知っても

らえる。授業の一環として公演などがあれば、参加する人もいるから、知ってもらえると思う。

・動画を作ったり、ＣＭを流したり、それに投資してもっと魅力的にする。
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・ＳＮＳ等を利用しＰＲしたり、何かバズるようなポイントを作るなど、ＴＶや発信力のある人を使い

ＰＲする。

・見学ツアーを開催する。

・見学ができる日を設けたりする。また、チラシ（広告）などで宣伝。

・市町村の人が一般の人にインターネットやＳＮＳで広めてもらうという方策を考えました。市町村

のホームページなどで、歴史的な建造物を詳しく解説したページを新しく作るなどの方策や市町村

がＳＮＳを作り、ＳＮＳに歴史的な建造物の写真を載せることで一般の人の間で話題になるなどの

方策があると考えます。

・ＳＮＳを利用し、写真を載せて若者にも知ってもらえるようにする。また、駅や旅行代理店などにポ

スターなどを貼り宣伝する。何かの特典などでそこの建造物の観光チケットを配ることにより、行っ

た人の口コミやＳＮＳでの共有を利用する。

・建造物が古かった場合には再建するということもできるが、建造物はそのままにして「ＣＧ」で再現

し、そのポスターを配布したり、その建造物が造られた日が分かるのであれば、その建造物にちなん

だお祭りなどをしてイベントで徐々に盛り上げていくことで、多くの人に知ってもらうことができ

ると思います。

・後世にも引き継がせる努力をする。小中高で建造物の魅力や歴史を教える。

・ＳＮＳやインターネットでのイベントを広告したりする。イベントや歴史好きな人のコミュニティ

で広告や宣伝してもらったりする。

・観光マップやパンフレット、サイトに掲載してもらう。建造物についての歴史をサイトに載せたり、

看板にしるしておく。

・ＳＮＳを使って多くの人に見てもらえるようにする。外国人をターゲットにした広告を作る。文化財

は外国人からすると、日本のイメージするものに近いと思うので、日本が好きな外国人をターゲット

にするのがいいと思う。

・お参りすることにより得られる効能（縁結び等）を大々的に宣伝。例）パンフレット作成や駅広告な

どに掲載 参道に沿って、飲食店の誘致。建造物と食べ物、飲み物の関連づけによりブランドイメー

ジの確立 建造物への交通インフラの整備。参道や周辺も含めた街づくり、観光地化。例）川越市

・散歩コースに歴史的な物を組み入れたコースを作る。ガイドブックに記入しておく。マークだけでは

なく名前と要約いれた説明をする。市区町村のホームページに建造物のコーナーを作る。

・ＳＮＳにて発信し、魅力やアクセスなどを多くの人に知ってもらう。学校の遠足や修学旅行にて来て

もらって子供に知ってもらい、後日保護者と来てくれるようにする。

・より影響力のある博物館などで特別展を開いてもらう（東京国立博物館の東寺展などのような）。大

手旅行会社と協力を行い、その建造物をツアーに組み込んでもらい、全国的な知名度を上げる。また、

地域の小学校などで教育活動で普及してもらうことにより、地域を代表する文化財として多くの人

に知っていってもらう。

・小中高の学生たちが勉強のために訪問授業を行う。観光名所として県が県内外問わずアピールして

いく。

・ＳＮＳを頼ってより情報をカジュアルに発信していく。（インスタグラムなど） そこにしかないイ

ンスタ・写真映えスポットを作る。 最寄り駅などでポスターなどを貼って、アクセス方法を記載す

る。このアクセスも実際に簡単にできればより良い。

・ＳＮＳを巧みに利用することで、日本国内のみならず、世界各国の人に歴史的建造物を認知してもら

うチャンスであると考える。日本の四季を生かし、様々な季節に合わせ建造物と周囲の風景を写真に

納めれば、幅広い世代（特に若者や建造物にあまり興味のない人）に共感を得られると予想する。Ｓ

ＮＳ利用は、コストがかからない上に、情報共有対象やスピードという点では有利なため、気軽に使

いやすいのではないだろうか。その反面、撮影禁止の建造物も存在するため慎重に扱う必要がある。

・周知の建物と比べて、火災の危険性が高いものが数多く有り、自動火災報知器、消化設備、避雷設備

など防火施設の設置。

・誰もが簡単に見る事ができる YouTubeやＴＶで、紹介する動画をながす。電車やバスなどの広告の
貼ってある部分に、建造物の紹介写真をのせる。ＴＶで特集をくむ。

・今までの歴史的建造物がたくさんあるけれど、活かしきれていない。→見学ツアー、建物でライブや

イルミネーションのライトアップなどのイベントで貸し出す。観光アップつくり、地域のコースの作

成、歴史的建物のレプリカを道の駅に作成。

・若者へのＰＲ活動をより展開させていくために、ＳＮＳを利用して建造物の魅力を情報発信させる

ことが必要であると思われる。また、観光地化させ観光業として確立させるための観光ボランティア
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協会の設立や、ＪＲなど地域資本との連携を図ることが考えられる。

・ＪＲの駅などに広告をだす。変わった広告でＰＲ（スペースワールド的な） 文化財や古代文明をテ

ーマとしたテーマパークを作る（明冶村やリトルワールド的な）

・市のホームページに大きくあげる。また、歴史的な建造物を知ってもらうために、イベントを行う。

また、チラシを配ってみることを少しずつ行ってみると、多くの人に知り渡っていくのではないかと

考えた。

・ＳＮＳを使う。写真をあげたり、（インスタのストーリーという機能やツィッターのアンケート機能

で）クイズを作って答えてもらったり。YouTubeにＰＲ動画をあげたりする。YouTuberの方にＰＲ
（提供）をお願いするのもいいかと思う。建造物の側で何か催し物を行う。その建造物のキャラ、ゆ

るキャラを作る。キャラクターがいるほうが印象に残りやすいと思うしＰＲもしやすい。

・歴史的な構造物の宣伝はもちろん、現代のツールとなっているＳＮＳを活用しＰＲすることで、多く

の人にみてもらえる可能性が高まるだろう。また、それに伴ってその地で多くの人が楽しめるような

イベントを行うことも効果的であると考える。

・私は富岡市内の小中高で、富岡製糸場について学びました。地域学習として、市区町村内の学校に学

習として取り扱ってもらうことは、効率的だと思います。

・まずＨＰを作ることで誰でも気軽にどのような施設なのかわかるようにする。次にインスタグラム

などのＳＮＳを利用する。そこで話題になれば、ＳＮＳを見た人が来るようになったり、話題性があ

ればテレビの取材がくることもあるだろう。その取材が放送されることで、絶大な宣伝効果を見込め

ると考える。

・幅広く知ってもらうには、テレビでＣＭやテレビ番組内で宣伝する。若者たちに一番知ってもらうに

はスマートフォン（携帯電話）内で宣伝するのが、一番効果が出ると思う。

・地元の小学校が地元探険などで立ち寄って記憶に残す。（私はそれで地元の神社に何があるか覚えま

した）

・興味がない人達でも歴史的建造物に導いて、市町村を活性化する。興味のない人達の市町村の歴史の

理解を深め、後世に残す。観光マップをつくる。地域別のおすすめコースを作成する。隣接に道の駅

を設置する。

・地域での知名度を上げる→全国アピール

・すごいってことをもっと伝える。

・ＣＭなどを作る。アピールポイントを作って雑誌にのせる。

・この前でも記した通り、活用することが大切だと思います。私が七五三で利用した生田神社など、人

生のイベントで歴史的建造物を利用したことは、とても印象深く残ります。利便性や不便な部分を逆

に体感してもらうということは、今なかなかできない体験なので、大切な機会になるのではないかと

思います。あとは、ＳＮＳなどを利用した、何気ない四季の移り変わりなどを写した写真などを更新

することも、興味関心を持ってもらえるきっかけになるのではないかと思います。

・ＳＮＳを使っていろいろな人に見てもらい、知ってもらう。観光ツアーなどをやる。パンフレットな

どを作り配布する。

・メディアを利用する。テレビ番組や YouTube、歴史的建造物をいろいろまわったり、おもしろおか
しくＰＲしていく。芸能人をＰＲ大使にする。映画の撮影などで使ってもらう。聖地巡礼として映画

を好きな人は来てくれる。

・クラスなどでそれぞれが異なる歴史的建造物を調べ発表する時間をつくる。

4．文化財をＰＲするための映画を製作することになりました。エンディング曲を提案してください。

・スフィア「Sign」
・パプリカ（英語版）

・地上の星（中島みゆき）力強い歌詞が文化財の良さを表現してくれる。

・文化財なので演歌など風情のある曲が良いと思います。

・かいじゅうのバラード、タイヨウノウタ（沢尻エリカ）

・栄光の架け橋（ゆず）

・倉木麻衣「渡月橋～君想う～」 中島みゆき「荒野より」「糸」 ONE OK ROCK「In The Stars」
森山直太郎「さくら」 七尾旅人「湘南が遠くなっていく」 折坂悠太「朝顔」

・君が代
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・日本＝和などのイメージを押し出したいので椎名林檎などでいいと想います。

・スピッツ「楓」 乃木坂 46「君の名は希望」「つづく」 かりゆし 58「オワリはじまり」
・ケツメイシ「君とつくる未来」 菅田将暉「まちがいさがし」 平井大「THE GIFT」「Beautiful

Journey」クリスハート「糸」
・その文化財にゆかりのある人に頼んだほうがいいと思います。

・日本の古くからある楽器を使用した曲を作れば良いと考えます。日本らしさが伝わる曲にすると、文

化財をＰＲする曲としてふさわしくなると考えます。

・小田和正「たしかなこと」

・1/6の夢旅人
・Official髭男 dism「Pretender」 曲自体がいいのはもちろんだが、今の時代、意味があっているこ

とよりも、人気や聞いたことがあるなど着眼点が変わっているため、それに合わせた。文化財をＰＲ

する側からしたら心外かもしれないが、この曲がエンディングだから、なんか気になるというきっか

けから見てもらえば、結果的に知ってもらえる。そこから興味を深める人がいるのかもしれないと考

えた。

・サカナクション「ネイティブダンサー」 くるり「ばらの花」

・文化財が音楽であるなら、それをベースにした曲をつくります。物であるなら、物の特徴や小話を歌

詞にした少し笑えるノリのいい歌を作ってみたいです。

・テーマにあったエンディング曲が良いと思う。例えば、沖縄の物→島人ぬ宝 埼玉→なぜか埼玉 千

葉→なのはな体操 などなど

・「もののけ姫」のサウンドトラックで、久石さんの「生きろ」が良いと思います。多くのテレビ番組

でも使われているＢＧＭであり、私自身聞いていると落ち着くからです。

・サラオレイン「明日のMemory」 平原綾香「Jupiter」
・アイドルとか一定のファンを獲得している人達 例 乃木坂とか、一般受けでいくなら米津とか、費

用おさえつつ盛り上げるならゴールデンボンバーとか

・AK‐69「ロッカー（しーん）」
・「世界に一つだけの花」

・無形文化財に認められた音楽や演劇から抜粋したもの。内容に合わせたオリジナルを作る。竹や川、

鳥など自然の音を使う。

・BIG BANG
・RADWIMPS「バイ・マイ・サイ」
・Imagine
・エンディング曲は、その地域につながりのある人にお願いして、それを地域のたくさんの人に出演を

お願いして、町全体でエンディングをつくっていくというのが良いと思います。最近の曲では、

SUPER BEAVERの「ありがとう」がいいと思います。
・熊谷市歌のような馴染み深い曲で替え歌をつくる。はなわが歌っている埼玉県のうたのように、おも

しろおかしく自虐ネタみたいな歌詞にする。子どもから大人まで覚えて歌えるような曲にする。

・大地讃頌→自然の豊かさが伝わりそう。

・明るい、真面目すぎない、流行りそうなリズム（パプリカ的な→振り付け）→子どもも楽しめる、ダ

ンス覚える→映画の内容が頭に入る。文化財を深く知れる。一度だけで終わらない。

・郷ひろみ「２億４千万の瞳」

・ビフォーアフターの歌

・文化財を取り入れた歌、ゆっくりなテンポの歌

・横浜銀蝿

・有名なアーティストにタイアップを依頼して、アーティストのファンの目につくようにする。クセの

強い耳に残るような曲を作り宣伝する。

・米津玄師「Lemon」 ONE OK ROCK「Wherever you are」 Kinki Kids「愛のかたまり」
Aqua Timez「虹」

・SEVENTEEN「Love Letter」or「ヒーリング」 ONE OK ROCK「Wasted Nights」
flumpool「HELP」

・ゆず「栄光の架け橋」

・君が代

・君が代

・FLOW「GO！！！」
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・私だったら、気持ちを伝えるための映画にしたいので、吉田拓郎の「気持ちだよ」という名曲をすす

めると思います。

・乃木坂４６

・乃木坂４６

・自主制作 歌手は地元付近出身の有名な人物を選定。老若男女、万人が親しみやすいメロディー、歌

詞を作成。→歌詞作成のために文化財の関係者、周辺住民を対象にアンケート。歌詞のフレーズ、単

語などを募集。 作成したエンディング曲を地元の団体等が歌う動画を YouTube等動画配信サイト
に配信、大人の人が見られるように。→さらなるＰＲにつながる。

・地元の文化や風土を取り入れた用語を使う。ネットの短い広報用の動画でも流せるもの。

・地元の歌手を起用する。ＰＶなどで地元の方々に出演してもらい街をＰＲする。

・耳につき、はなれない曲。その文化財について知ることのできる曲がよいと感じます。例としては、

古墳の歌などが良いと感じます。「古墳の歌」にしましょう。

・欅坂４６「不協和音」

・クラシックやオーケストラ、Ｊ-ＰＯＰなどが合うかと思います。（米津玄師とか）
・ビートルズ「Let It Be」文化財は時代を越えても「あるがままに」そのままの形として残っていって
ほしいという思いがあるから。また、ビートルズのように世界をまたにかけて、多くの人に長く愛さ

れるような文化財でありつづけてほしいという願いから。

・中島みゆき「糸」 ゴンドラの歌 見上げてごらん夜の星を あな。君失せぬ。 カチューシャの歌。

・「パプリカ」のＰＲバージョン

・文化財の堅苦しいイメージを払拭するために、ポップな若者・子ども受けするようなイメージで作曲

する→米津玄師や Foorinといった人気アーティストを採用する。作曲内容→歌詞に文化財とギャグ
を交えたような誰でも覚えやすい内容にする。

・小室哲哉に作曲してもらう。

・寺、神社みたいな仏教らしい音楽ではなく、若い人たちに人気の歌手の歌をかけてみるのもアリなの

ではないかと思います。理由として、若い人たちに人気の曲にすると、どんな映画なのだろうかと少

し気になって、映画を観てみようと思うかもしれないからです。

・あいみょん「マリーゴールド」 BUMP OF CHIKEN「天体観測」 天月‐あまつき‐「流れ星」

平原綾香「Jupiter」（陸王になってしまうのですが） ラグビーで使われていた Little Glee Monster
「ECHO」のような曲も良いと思う。

・「贈る言葉」「コロニー」「Wherever you are」 「桜坂」

・どの世代に焦点を当てるかは大切だと思います。資金を出してアーティストにお願いすることは有

りだと思います。幅広い世代なら、Mr.childrenやコブクロなどが良いと思います。
・EXILE「Pure」
・パプリカ

・Official髭男 dism「ビンテージ」
・千住明に作曲してもらう。

・沖縄はしゃみせんで弾いた曲など、地域の音楽を流すべき。

・King gnu
・ジェロ、クリスハート、King gnu、はなわ
・その町にゆかりのある人に曲を作ってもらう。その地にゆかりのある人だったら、少なからず思い出

や日常の中で感じたことを歌詞にできると思います。有名な人でなくても、音楽やっている人の感性

ってすごいと思うので、そこはこだわってゆかりのある人がいいと思いました。

・平井堅「＃302」
・GLAY「はじまりのうた」 ゴールデンボンバー「令和」

・威風堂々←意味もふくむ

（リアクションペーパーの記述を一部修正し転載している。）
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【講義写真】

令和元年度 立正大学法学部講座

「文化財保護とオーセンティシティ―熊谷市の文化財保護と国際的動向」

日時：令和２年（2020）１月８日（水）１４時３０分～１６時
会場：立正大学熊谷キャンパス１９号館（アカデミックキューブ）Ａ２０２教室

講師：熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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第５章 考察 文化財保護に関するアウトリーチが果たす役割と効果をめぐって

立正大学の学生を対象とした共通講座は、熊谷市の行政的な各事業の概要や地方公共団体としての役

割などをテーマに掲げ、熊谷市長をはじめ庁内各課の担当者による講義形式で行われている。

本報告書で示した２ヵ年に亘る講座では、熊谷市教育委員会の事業説明を代表して文化財保護に関す

る講義を実施した。両講義については前掲のプレゼンテーション資料からも分かるように内容の重複が

見られるが、２回目について主にテーマ化した「オーセンティシティ」については、熊谷市における文化

財保護と世界的な動向という２つの視線を踏まえた研究序説になったと考えられる。

筆者は文化財保護の説明と合わせて、学ぶ熊谷市の行機関としての役割について重視し、文化財及び文

化遺産をいかに保護し継承するかという点を強調した。文化財の概要及び熊谷市に所在する国宝をはじ

めとする数々の文化財に対する概観を冒頭に、世界的な文化財の保護意識の歴史的変遷などについて示

した。また、熊谷市内における文化財保護の事業は世界的なトレンドと同時代的に実施する方向性を有し

ていることを解説した。

このような文化財保護に関するアウトリーチ（普及・

啓発・情報発信など）を学生に実施することによって、

熊谷市の文化財情報の啓発に留まらず、各地出身者の地

元にある文化財や歴史遺産に対する関心の醸成に繋が

ることが講義のリアクションペーパーの回答からも明

らかになった。２０１０年代、東日本大震災に関連した

防災に係る意識啓発の目的にあった「アウトリーチ事

業」に関心が寄せられるようになって以降、文化財の分

野においても同じく関連手法の探究が進められてきた。

しかしながら、文化財に関する情報が、博物館と美術館、

所有者、寺社仏閣での保存上の課題から限定的な取扱い

になっていた状況もあり、研究者や行政関係者のほか興

味関心を有する一部の人々の中での情報共有に限られ

ていた側面があった。特に若年層における文化財や歴史

に対して興味を持つ愛好者が増えている一方で、「文化

財」という用語に対しても触れる機会が些少となってい

る現状があり、今回の講義における学生の中でも文化財

に対する印象についても明確化されていないなど、関心

の薄らぎを感じることになった。講義の中で示した建造

物の保存修理事業についても初見ともいえる感想を持

った学生は少なくなかった。

文化財保護のアウトリーチは文化財に対する意識現

状の中に、知見のみならず興味関心を付与するという意

味においても肝要になると考えられる。現状において地

域コミュニティが保存を続けてきた文化財の継承が困

難になっている事例もあり、熊谷市下川上の愛染堂保存

事業のように大きな課題を含みながらも新たな方法に

基づいて実行された場合もその一つに挙げられる。この

ような状況から文化財の保存が企図されるためには、学

生を含む若年層の世代が将来的な文化財保護のための

意識啓発の「芽」を維持させていくことが必要である。

なお、２つの講義については動画収録し、動画共有サ

イト「YouTube」において配信している（右掲載、埼玉
新聞での紹介記事）。実際の講義だけでなく、広くアウト

リーチの輪を共有することで熊谷の文化財保の現状を

知り、学び、今後の活かすための媒体に位置付けられる

ことを願う次第である。
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例言

・本報告書は立正大学法学部連続講座での文化財保護に関する講義に対するリアクションペーパーに関

する掲載と考察を含む調査研究の成果について執筆・編集したものである。

・報告内容は立正大学法学部連続講座でのプレゼンターション資料を下地として、これらに対するリア

クションペーパー報告と総論を追加したものである。

・報告書における表記及び記載事項については諸説含む箇所もあり、調査によって得た知見を暫定的に

記した内容も含まれている。御了承願うとともに御教示頂ければ幸いである。

・報告書の作成にあたり、立正大学法学部、立正大学地球環境科学部、立正大学研究推進・地域連携セン

ター長・後藤真太郎教授からの御教示と御協力を得た。感謝申し上げる次第である。

・アウトリーチ事業に関連して、熊谷市文化遺産研究会において市内の文化遺産・建造物等の調査報告と

して報告書を刊行する事業を進めている。本講座での講義に向けた調査研究成果の一環としても位置付

けられ、収集した知見や執筆した文章を編集したものである。同研究会では立正大学と連携し官学連携の

幅を超えたアウトリーチ事業を行う計画である。これらの取組みついて紹介された埼玉新聞での記事内

容を以下に併載する。

調査報告書 1
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―立正大学法学部連携講座での文化財保護に関する講義と

リアクションペーパーから捉えるアウトリーチの効果をめぐって―
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