
第６６回全国博物館大会における施設見学当選者について 

 

以下の通り決定いたしましたので、お知らせいたします（すべて敬称略）。 

集合場所等、詳細につきましては、大会当日にお渡しする資料にてお知らせいたします。 

 

◆Ａコース 東京国立博物館文化財用Ｘ線ＣＴ装置視察 

14:00～ 

秋政 久裕 石関 亮 稲田 陽介 井上 瞳 植田 憲司 

書上 元博 川端 宏典 小堀 俊夫 髙瀬 一嘉 髙橋 信裕 

辻 秀人 長嶺 睦 増田 博行 最上 志乃 渡邊 妙子 

（以上 15名） 

 

14:30～ 

伊豆原 月絵 岩城 紀子 岩島 美月 大西 珠枝 川本 利恵 

菅野 和郎 久保 恭子 酒井 尚子 澤田 まどか 髙橋 美奈子 

田邉 三郎助 矢内 みどり 山口 孝子 廣江 正幸 飯田 一紅子 

（以上 15名） 

 

 

 

◆Ｂコース 国立科学博物館筑波研究施設収蔵庫視察 

青木 雅樹 荒木 誠 有田 和康 加藤 廣美 菅野 剛宏 

木下 史青 佐々木 史郎 佐藤 隆男 三野 麻衣 嶋 和彦 

島口 天 田中 裕二 手島 綾 橋本 早帆 服部 禎宣 

村上 隆広 村沢 秀樹 吉田 直人 （以上 18名）  
 

 

 

◆Ｃコース 世界遺産・国立西洋美術館建築視察 

10:30～ 

河野 克彦 小嶋 ひろみ 篠原 徹 庄武 憲子 鈴木 隆仁 

瀬古 久美子 田崎 龍一 冨田 和俊 中村 友昭 畑﨑 伸仁 

花岡 拓郎 花澤 隆博 本間 浩一 牧野 𠮷秀 湊 公夫 

宮本 真希子 （以上 16名）    

 

 



 

14:00～ 

相川 順子 東 剛 有松 重雄 岩崎 泉 小野 精三 

﨑山 幸子 桜井 千夏 佐藤 すず江 島 沙織 長谷川 むんな 

花田 美穂 船越 真知子 町田 小織 松沢 寿重 三木 敦司 

（以上 15名） 

 

 

 

◆Ｄコース 恩賜上野動物園 開園前パンダ舎等見学 

石川 由美 今西 晃一 岩井 利信 岡田 知己 亀田 正司 

河合 正朝 熊谷 美和 宍戸 正芳 下倉 久美 瀬川 渉 

髙橋 廣至 田島 さか恵 田中 裕子 趙 玉萍 坪井 ひろ子 

長澤 由美子 中島 隆太 中武 寿裕 中村 玲 東出 菜代 

廣瀬 薫 松岡 希代子 松本 伸之 三上 拓也 三谷 理華 

山川 いづみ 山本 浩智 リン ウェイ 若林 真理子 和田 源二 

（以上 30名） 

 

 

 

◆Eコース 平成３０年度 世界津波博物館会議参加（主催：外務省他） 

大久保 裕明 大島 光春 河村 由紀彦 北村 美香 工藤 充 

熊谷 香寿美 後閑 亜有美 小池 信之 小泉 英一 小関 那央子 

小銭 佐知子 小林 宜文 駒井 忠之 斎藤 靖二 桜井 彩 

澤井 恵子 塩田 紘子 瀬谷 愛 田中 秀行 千野 亮 

中嶋 文香 長谷川 賢二 秦 恭裕 平田 功 平塚 幸人 

森 俊憲 山田 浩充 山西 良平 山本 哲也 山本 博昭 

脇谷 真弓 (以上 31名）    

 

 

以上 


