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第１１章 特色ある取り組み 

 
 本学では、開学以来、さまざまな活動に取り組んできたが、そのすべてを紹介すること

はスペース的に不可能であるため、ここでは最近の活動から大きなものを二つ選んで紹介

する。一つは、平成 23年３月 11 日に起きた東日本大震災に関わって、被災した文化財を

救済するボランティア活動である。もう一つは、本学は平成 24年に創立 60周年を迎えた

が、10 年前の平成 14 年に創立 50 周年を記念して設置された 50 周年記念資料室の活動で

ある。 
 
第１節 被災文化財救済ボランティア活動への参加 

 

１．現状の説明 

 
 本学では、東日本大震災によって被災した資料を預かり保管している。また、学生・教

員有志等が、ボランティアとして、その被災資料のクリーニング作業に取り組んでいる。

これらの活動は、被災地の復興支援活動の重要な一環である。 
 
はじめに被災文化財救出ボランティア活動の取り組みにいたる経緯について説明する。 

平成 23年３月 11 日に起こった東日本大震災では、博物館・資料館・図書館等の文化施

設ならびに文化財が甚大な被災を受けた。被災地の再生に欠かせないこれらの文化遺産を

救済して後世に伝え、ふるさとの復興を支援しようという活動が、被災地を中心に展開し

ている。山形県内では、ボランティア団体「山形文化遺産防災ネットワーク（以下、山形

ネット）」が、震災後まもない時期から、被災地の依頼をうけて文化財レスキューを行って

いた。しかし、被災地の復興が進むまでの間、資料を保管・収蔵する場所の確保が緊急課

題となっていた。山形県内の他大学でも被災した資料の救済活動が始まったが、被災資料

の数量が急速に増加する中、他大学にはそれらを保管・収蔵する場所がないという事態が

発生した。 
そのため、本学では、被災資料の一時的な保管場所として学内の一室を提供することと

し、平成 23年５月、宮城県名取市にある宮城県農業高等学校の図書資料が搬入され、つい

で、同年６月、陸前高田市立博物館に寄贈された資料が搬入された。また、文化財レスキ

ューに必要な被災地救援物資（段ボール、消毒用アルコールなど）も保管し、山形市や新

潟方面と被災地の中継拠点とした。 
当初、被災資料の応急処置（冷凍凍結乾燥、ドライクリーニングなど）は、山形市にあ

る東北芸術工科大学文化財保存修復研究センターにおいて、山形ネットのボランティアと

して行われ、本学には応急処置を施された資料のみ搬入されていたが、６月以降は山形ネ

ットの支援活動に賛同した本学の教員・学生有志が、陸前高田の被災資料のドライクリー

ニング作業にも取り組むようになった。 
 
 次に、本学において行っている被災資料の救済活動の現状について概略を述べていく。 
現在、被災資料は、風通しの良い場所を選んで保管・収蔵している。保管している資料
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は、①宮城県農業高等学校の図書資料、②陸前高田鳥羽源蔵氏資料、の２件である。ボラ

ンティアの活動内容は、以下の通りである。 
①資料のドライクリーニング 
毎週金曜日、放課後（午後４時ごろ）から午後７時半ごろまで 
刷毛で泥を払い、アルコール消毒してカビ止めする。現在、この作業は完了した。 

②保管室の調湿管理 
 資料保全のため、温湿計を設置し、毎日、温度・湿度を測る。湿度が高い場合は、窓の

開閉を行い、湿度調節をする。 
③資料の目録照合・整理 
 宮城県農業高等学校の図書資料を目録照合し、ラベル順に配架する。陸前高田資料につ

いては、図書資料は目録を作成し、書簡類・研究資料は１点ごと封筒に入れ整理する。 
 いずれも学生および教員がボランティアでおこなっている。参加者は、日本史学科およ

び国語国文学科の学生がほぼ主である。教員は、各学科にわたっている。参加人数は、

毎回異なっているため、一例として平成 24年４月をあげると、４月 20日が学生 11人、

社会人（本学教員を含む）２人、27 日が学生 15 人、社会人（本学教員を含む）３人で

あった。また、「山形ネット通信」第３号に、本学における活動を学生が報告している（資

料 11－１－１）。 

 
 
２．点検・評価 

 
①効果が上がっている事項 
 
 この取り組みに関して、効果が上がっている点を整理すると以下の３点があげられる。 
１．被災地の文化財を保管し、整理した上で返却するという一連の作業は、日本史学科お

よび国語国文学科、さらに学芸員課程、司書課程を有する本学の特性を生かした、特色

ある被災地の復興支援と位置づけることができる。ちなみに、宮城県農業高等学校同窓

会からは、高校図書資料の保全に尽くしたことに対し、日本史学科・国語国文学科学生

宛の感謝状をいただいている。 
２．ボランティア活動への学生参加は、学芸員課程、司書課程等の資格科目を履修する学

生にとっては、科目で習得した内容の実践にもなっており、教育上の動機付けの効果を

高めている。また、ボランティア団体山形ネットの文化財救援活動を、「史学実習」など

の授業に取り入れることにより、教育内容が充実した。 
３．学生のボランティア活動は、記念資料室でのパネル展示や新聞取材を通して、地域に

広く発信している。その結果、卒業生や地域の方々も参加するようになり、地域貢献の

面でも効果を上げている。 
 
②改善すべき事項 
 
現在は東日本大震災で被災した文化財の救出を行っているが、同時に地域の文化財を守
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り伝えていくという意識を学生が持てるように、さらに授業の中に取り入れていく必要が

ある。 
 

３．将来に向けた発展方策 

 
①効果が上がっている事項 
 
地域に対する発信については、今後も記念資料室での展示活動などを通して、さらに進

めていく必要がある。 
 
②改善すべき事項 
 
 東日本大震災で被災した文化財を救出する活動に参加することだけではなく、地域の文

化財を将来に向けて守っていくという意識を学生が持って社会に出て行くことが重要であ

る。そのためにも一時的な活動に終わらせることなく、授業の中に取り込むなど、今後も

継続して行く方策を検討しなければならない。 
 
４．根拠資料 

 

11－１－１ 山形ネット通信 第３号 
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第２節 50周年記念資料室 

 

１．現状の説明 

 

 山形県立米沢女子短期大学 50 周年記念資料室（以下、記念資料室）は、創立 50周年記

念事業の一環として、本学の歴史を記念し、学内外から往時の資料を収集して整理・保存・

展示を行い、長く後世に伝えることを目的として平成 14年 10月 29日に開設された展示施

設である。記念資料室は常設展示室、特別展示スペース、受付カウンター及び図書閲覧ス

ペースにわかれている。常設展示室では本学の母体であり平成 7 年に廃止された旧家政

科・家政学科の資料及び大学史関係資料が展示されている。特別展示スペースは学生や教

員の企画展示の発表の場、日本史学科の学芸員資格科目である「博物館実習」などの実習

教室として使用されている。またピクチャーレール、アクリルケースが装備されており、

模擬展示等を行うことができる。記念資料室入口には受付カウンターを設け、その背後に

記念資料室が収集する本学の出版物や他の博物館や史料館から送られてくる図録・目録な

どが開架され閲覧に供されている。利用状況であるが、毎週水曜日、木曜日、金曜日の午

後１時から４時まで開館しており、本学学生だけでなく誰でも入館可能である。入場料は

無料となっている。入館者数は年度によりばらつきがあるがおよそ年間 900 名から 1700

名の間で推移している。平成 23 年度の記念資料室の総入場者数は延べ 943名であった（資

料 11－２－１）。 

 
 次に記念資料室の主な活動について述べる。 

現在における記念資料室の活動は、①資料の収集・整理・保存に関する業務、②展示業

務、③教育普及活動、④広報業務、と大きく４つにわけることができる。 
 

ア 資料収集・保存 
①は学内の教育・研究・行事などで作成されるさまざまな資料の収集・整理・保存に関

する業務である。収集としては、教員の著書及び教員に関する著作物、本学で作成・授受

された公文書並びに行政資料、学園祭である吾妻祭のパンフレットなどである。資料整理

としては、以前から記念資料室で保存してある８ミリビデオや VHS などの映像資料のデ

ジタル化、カセット音源のデジタル化をすすめるとともに、未整理資料の目録カード化を

継続して行っている。また、資料保存の環境整備もすすめ、調湿剤・防腐剤の交換、保存

資料のメンテナンスを常時行っている。空調設備の管理は資料の保存管理に不可欠である

が、記念資料室には冷暖房装置が４個設置され室内の温度調節をはかるとともに、展示ケ

ース内には調湿剤を入れて対応している。収蔵スペースは記念資料室の外部に一定の空間

に仕切られた場所を確保し充てているが、収蔵庫の最低条件としての密閉性は確保されて

いない。 
 

イ 展示業務 
②の展示業務であるが、常設展を通じて本学の歴史や建学の理念を広く社会に明らかに

するとともに、特別展示スペースを利用しての企画展の開催により教員や学生に研究や教
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育の成果を発表する場を提供し、その成果を広く地域社会に還元している。常設展では本

学の歩みを旧家政学科資料を中心に年表・パネル及び本学収蔵資料によって紹介している。

特別展示スペースは学内だけでなく地域に開放されており、記念資料室の『館内案内』に

おいて「特別展示スペースは市民の方々や学生のみなさんの発表の場としても利用できま

す。ご希望の方は大学までお問い合わせください」と記され地域住民に周知されている（資

料 11－２－２）。企画展は記念資料室が開設されて以来 37回開催されている（資料 11－２

－３）。平成 23年度は６回開催され、教員や学生による多彩な内容の展示が行われ 445名

の入場者があった。企画展はオープンキャンパスと連動して開催されるなど、高校生やそ

の保護者にたいして大学の理念や教育・サークル活動を紹介するよき場となっている。ち

なみに平成 23 年度の企画展の開催期間・主催・企画展名・来館者数は次の通りである（資

料 11－２－４）。 
平成 23 年４月 19日～21日 佐々木紀一准教授      「室町公家の書」 79名 

７月 14 日～22日 写真部               「写真展」 44名 

       10月 ７日～14日 山形文化遺産防災ネットワーク「復興への第一歩」 
 平成 24年１月 16日～20 日 岩原真代准教授  

「『源氏物語』とその世界～伝えられる物語～」177名 

      ２月 27日～３月２日 佐々木紀一准教授 「室町時代の武家歌人」43名 

  
ウ 教育普及活動 

③の教育普及活動であるが、記念資料室は学芸員資格科目（博物館経営論・情報論、博

物館実習）の実習教室として、企画展示スペースを使用して学生が古文書や展示物に実際

に触れ、取扱い方や保存方法を自らの作業を通じて感覚を学びキャリアへの動機づけを図

ることに寄与する場を提供している。また、前述したように展示スペースを教員や学生・

地域住民に開放しており、研究やサークル活動の発表の場として幅広く利用されている。

また、山形県飯豊町との交流事業である「いいで子ども大学」では、小学生を記念資料室

に案内し学生が資料の説明などを行うことで、学生及び小学生の教育活動に寄与するとと

もに地域貢献の重要な場として機能している。 
エ 広報業務 

④の広報業務であるが、記念資料室の活動に関する情報、常設展・企画展開催の情報、

資料の寄贈募集のお知らせは学内及び地域社会に広く周知される必要がある。そのため、

大学が発行する大学広報、教育振興会が発行する会報に記念資料室に関する情報を適宜掲

載するように努めている。特に学外者及び地域住民に対してはオープンキャンパスや吾妻

祭・米沢史学会といった学外者が多数集まる機会を利用して宣伝している。また、来館者

用のパンフレットを作成し記念資料室において来館者に無料で配布し、記念資料室に関す

るあらゆる情報が得られるようになっている。また、県内・県外の中学校や高校の学生及

び教員の大学訪問、要人の視察に際しては記念資料室を案内し、本学の建学の理念や歴史、

教育研究活動の実情を知ってもらい、本学の役割と意義が理解されることに役割を果たし

ている。 
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次に記念資料室の活動の意義について述べると以下の通りである。 

これらの諸活動はいずれも本学にとって重要な役割を果たしている。これからの大学は

研究の場としてだけではなく、その成果を地域社会に還元し、積極的に地域と交流してい

くことが求められている。本学の「公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標」に

おいても、「前文」の２において「地域に開かれた大学づくり地域に根ざした教育研究及び

その成果の還元に努めるとともに、地域との連携、協働に積極的に取り組み、地域に開か

れた大学づくりを図る」ことが明確化されているとともに、「第２ 大学の教育研究等の質

の向上に関する目標」の「１ 教育に関する目標」の「(４) 学生の確保」において「大

学の特色、求める学生像、その他入学者の選抜に関する情報を積極的に発信」することが

求められている。記念資料室の常設展や企画展の活動は、大学の歴史や建学の精神及び教

員・学生の研究成果を地域社会に目に見える形で具体的に示し、地域社会や高校生などに

大学像を発信し、大学の地域貢献、研究の社会への還元活動として重要であると位置づけ

られる（資料 11－２－５ 第２―１―（４））。 
また、学芸員資格科目は本学の日本史学科学生が習得できる資格であり、日本史学科学

生のキャリア形成の重要な柱であり科目の充実が望まれている。特に重要なのが実習科目

であり、学芸員に必要な古文書や文化財の取り扱い方や修理・保存方法を実際の教材を使

用して習得する必要がある。「中期目標」の「第２ 大学の教育研究等の質の向上に関する

目標」の「１ 教育に関する目標」の「（５）学生支援の充実」において「③キャリア支援 

学生が就職、編入学等、進路についての希望を実現できるよう、早い段階からの進路につ

いての動機付けを含めたキャリア支援の充実を図り、就職率及び進学率の維持、向上を図

る」ことが明確化されているが、古文書や模擬展示スペースが充実しているなど、記念資

料室は学芸員科目の学習を行う上で適した環境を備えており、そこでの１年次からの学習

は、学芸員資格取得の動機づけとしては最適である（資料 11－２－５ 第２―１―（５））。 
さらに資料収集活動は、活動を通じて大学の歴史と研究・教育活動の歩みを後世に伝え

るだけではなく、それらの資料を利用しての大学史、地域と大学の交流の実態、学生の生

活史、大学の地域貢献活動の実績の評価を行う場合の基礎的なデータを提供し、今までの

大学活動を検証し、今後の活動の在り方を見据えるうえでの重要な指針になる。また、教

員がそれらの資料を利用して大学史や地域貢献の歴史を研究するための重要な資料ともな

る。また、学生が目録カード作成や展示などの作業に実際に携わることで、学生の学芸員

資格に必要な資料保存整理技術の向上に寄与している。これは「中期目標」の「第２ 大

学の教育研究等の質の向上に関する目標」の「１ 教育に関する目標」の「（３）教育実施

体制の充実」において「③教育環境 学生に良好な環境で質の高い教育を提供するため、

施設設備、資料等の計画的な整備及び長期的な視点に立った維持管理により、教育環境の

向上を図る」、および「２ 研究に関する目標」において「（２）研究実施体制の整備 研

究水準の向上のため、柔軟な研究者の配置及び研究環境の向上を図り、研究活動を推進す

る体制を整備するとともに、研究活動の適正な評価を行い、その評価結果の活用を図る」

という理念に照らし合わせても重要な活動である（資料 11－２－５ 第２－１－（３） 第

２－２－(２））。 
 
 



公立大学法人 山形県立米沢女子短期大学 自己点検・評価報告書 
第 11 章 特色ある取り組み 

- 163 - 
 

 記念資料室の管理運営組織についても説明しておく。 

記念資料室は「記念資料室管理運営要綱」に基づいて運営されている（資料 11－２－６）。

要綱には記念資料室の積極的な活用及び大学関係資料の収集と適正な保存管理を行うこと

が定められている。管理運営のための組織として記念資料室管理運営委員会（以下委員会

という）が置かれている。委員会は年１回以上開催され、管理運営の方策、年間業務計画、

予算、展示資料の収集および保存管理について審議する機関となっている。委員会は委員

により構成され、委員は教育振興会・さわらび会・生活文化研究所長・事務局長・各学科

から選出された者の計９名で構成される。委員長は生活文化研究所長が充てられる。生活

文化研究所は地域貢献を行い地域社会の諸問題の解決に努めるという本学の建学の精神を

実現するため附置されている研究所であり、「中期目標」の「第２ 大学の教育研究等の質

の向上に関する目標」の「３ 社会貢献に関する目標」において「（１）地域貢献の推進 地

域と大学の窓口として生活文化研究所の活動を図る」と明記されているなど本学の地域貢

献の拠点となる施設である（資料 11－２－５ 第２－３－(１））。その所長が委員長をつ

とめることによって、生活文化研究所と記念資料室の有機的連絡体制がとられ、より効果

的な地域貢献、研究教育活動の活性化が図られる仕組みとなっている。記念資料室の業務

に関係する予算は教育振興会の特別会計予算に計上されるが、教育振興会から委員が派遣

されることで、活動内容と予算の適合性が効果的にチェックされる仕組みになっている。

また、各学科および事務局から委員が選出されていることは、記念資料室の諸活動が大学

全体の合意形成のもと円滑に行われることを示している。 
記念資料室の通常の管理運営を行うため委員会の下に管理運営部会が置かれている。管

理運営部会は常設展示資料の収集保存管理や企画展の実施、来館者への対応といった具体

的な運営業務を担当する。管理運営部会は、日本史学科及び健康栄養学科選出の委員、日

本史学科長が推薦する日本史学科教員、事務局長が指名した事務局職員、日本史学科の嘱

託助手の計５名で構成され、部会長は日本史学科選出委員がつとめる。研究上資料を扱う

ことに習熟した教員を複数配し、且つ学芸員資格課程が設置されている日本史学科の教員

が部会長をつとめ通常の管理運営を中心的に担当することで、専門的な展示と企画展実施、

資料の効果的な収集と保存が達成される（資料 11－２－６）。 
現在、本学学生と教員の有志が東日本大震災で被災した文化財を保管・修復・クリーニ

ングし、現地に返却する作業を実施している。この活動に対して記念資料室では、備品等

の貸し出しや保管スペースの提供など、積極的な支援を行っている。これは、記念資料室

が本来歴史資料の保存収集とその技術の習得の場として機能してきたことを考えると、記

念資料室が活動に従事する教員や学生や地域住民を率先して支援することが望まれている

といえよう。 
 
２．点検・評価 

 
 現状の説明で述べたように、おおよそ運営方針に沿って活動が進められている。 
①効果が上がっている事項 
 記念資料室の運営に携わる教員のさまざまな努力と熱意により、大学内において記念資

料室の果たす役割と存在意義に対する認識が高まっている。退職した教員からの最終講義
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の原稿の提供、または貴重な大学史資料の提供の申し出が行われている。このような認識

の高まりの背景として、東日本大震災において東北各地で被災した歴史資料のクリーニン

グ活動を記念資料室が率先して支援し、歴史資料の保存・修理に大きな役割を果たし、そ

の活動が新聞記事で紹介され、実際の活動として教職員・学生の目に触れたことによる影

響が大きい。また、活動に参加した学生や地域住民の資料保存活動への継続した参加がみ

られ、学芸員資格や資料保存技術の習得などキャリア意識の高まりが確認できる。また、

企画展の実施も教員やサークルの理解と活発な活動、記念資料室の学内および地域への周

知により安定的に実施され、一定の入場者数を確保している。 
 
②改善すべき事項 
 企画展の開催が特定の教員・サークルに偏る傾向がみられるとともに、地域住民による

開催も行われていない。また、大学の記念資料室という性格を考慮すると、大学史に関係

する企画展の開催が望まれる。また常設展の展示も、過去だけでなく、現在の大学の学科

構成や研究教育活動をふまえた内容に改善・充実してゆく必要がある。そして、大学史資

料を活用した本学の大学史の研究を広く社会に発信する媒体として大学史紀要などの発刊

も必要となろう。企画展の開催時期により入場者数のばらつきがみられるので、長期休暇

中や年度末の時期の企画展開催の学内および周辺へのより周到な周知と周知方法の改善が

求められる。収蔵スペースは貴重な資料を保管収蔵するスペースとして記念資料室に不可

欠であるが、現在は密閉性・防犯性をそなえた場所が確保されていない。また、日々増加

する資料の収蔵に対応する広さも十分に確保されているとはいえない。収蔵庫の早急な整

備が検討される。本学で作成される公文書並びに行政資料は事務局で管理され一定の保存

年限を過ぎたものは廃棄されることになる。大学史資料の廃棄や散逸を防ぐためにも、事

務局から記念資料室へ文書を引き継ぐシステムの確立が必要となる。また、同じく資料収

集の役割を持つ図書館との役割分担・連携関係の明確化も求められる。 
 
 
３．将来に向けた発展方策 

 
①効果が上がっている事項 
 引き続き学内及び地域社会へ記念資料室の役割と意義の周知活動を行い、資料収集・保

存活動の活発的な実施と、それに連動する形での学生のキャリア意識の形成と、東日本震

災以後の全国的な資料保存活動への参加をはかり、学内だけでなく地域住民も参加する形

での記念資料室の活発な活動を継続する。企画展の実施については、さらに充実した内容

と回数及び入場者数を確保するべく、学内及び地域社会へのより徹底した周知をはかる。 
 
②改善すべき事項 
 企画展の開催が特定教員・サークルに偏る傾向に対しては、学内に企画展の実施方法や

手続きの方法、開催する場合には展示技術など記念資料室でサポートすることなどの周知

を行い、申し込みの増加をはかる。地域社会・住民の方に対しても、同様の周知をより目

につきやすい場所や広告媒体を利用して知ってもらうよう努力する。常設展示についても、
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過去と現在及び学科の特徴などの諸バランスをよく検討し、より現在のニーズにあった内

容にする必要が望まれる。大学史関係の企画展・展示のより充実した実施については、学

内の教職員に大学関係資料の提供を呼びかけるとともに、退職した教職員からの大学史関

係資料の収集を行うことが必要となる。また、企画展の時期による入場者数のばらつきに

ついては、開催時期の検討や周知方法のより柔軟な方法の採用などの改善が必要となる。

大学史紀要の発刊にむけた基本的作業の開始や収蔵スペースの予算化による十分な広さと

機能を持つ施設への改善が求められる。事務局と図書館と記念資料室のあいだでの大学史

資料及びその他貴重な資料についての収集保存に関する取り決めの確立を行う。 
 
 
４．根拠資料 

11－２－１ 記念資料室の延べ見学者数 
11－２－２ 山形県立米沢女子短期大学 50周年記念資料室館内案内 
11－２－３ 企画展の歴史 
11－２－４ 平成 23 年度記念資料室活動報告 
11－２－５ 公立大学法人山形県立米沢女子短期大学中期目標（既出１－８） 
11－２－６ 記念資料室管理運営要綱 


