
    

 21 世紀ミュージアム・サミット開催一覧 (役職は実施時のもの) 

 

 
 
 
 
 
■第 1部 シンポジウム：2004年 3月 19日、日経ホール（東京都千代田区） 
・基調講演 ：河合隼雄文化庁長官 
・パネリスト：フランソワーズ・カシャン （前フランス美術館総局長） 

ロナルド・デ・レーウ    （アムステルダム国立博物館長） 
ジェームズ・クノー      （コートールド美術研究所館長） 
キャサリン・リー・リード（クリ―ヴランド美術館長） 
 

■第 2部 円卓フォーラム：2004年 3月 20日- 21日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 ・討議者（50音順）：第１部参加講師４名 

岩渕 潤子 （静岡文化芸術大学助教授） 
植木 浩  （ポーラ美術館長、元文化庁長官） 
岡 真理子 （国際交流基金芸術交流部長） 
樺山 紘一 （国立西洋美術館長） 
酒井 忠康 （神奈川県立近代美術館長） 
竹田 博志 （日本経済新聞社編集局文化部編集委員）  
建畠 晢   （多摩美術大学芸術学科教授） 
堤 清二   （セゾン文化財団理事長） 
芳賀 徹   （京都造形芸術大学長） 
福原 義春 （かながわ学術研究交流財団理事長、東京都写真美術館長、資生堂名誉会長） 
蓑 豊     （大阪市立美術館長） 
雪山 行二 （横浜美術館長） 

 
 
 
 

 

■第 1部 シンポジウム：2006年 1月 27日、日経ホール（東京都千代田区） 
 ・基調講演 ：河合 隼雄（文化庁長官） 
 ・パネリスト：マーク・ジョーンズ      （ヴィクトリア・アンド・アルバート美術館長） 

アルフレッド・パックマン （ポンピドゥー・センター国立美術館長） 
二―ル・ベネズラ         （サンフランシスコ近代美術館長） 
ラース・ニッティヴ       （ストックホルム国立近代美術館長） 
 

■第 2部 円卓フォーラム：2006年 1月 28日- 29日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 ・討議者（50音順）：第１部参加講師４名 
 

植木  浩    （ポーラ美術館長、元文化庁長官） 
岡部  あおみ（武蔵野美術大学造形学部教授） 
酒井  忠康  （世田谷美術館長） 
妹島  和世  （建築家） 
高階  秀爾  （大原美術館長、西洋美術振興財団理事長） 
竹田  博志  （日本経済新聞社編集局文化部編集委員） 
堤  清二    （セゾン文化財団理事長） 
永井  多恵子（日本放送協会副会長） 
西澤  潤一  （首都大学東京学長） 
野崎  弘    （東京国立博物館長） 
原  俊夫    （原美術館長） 
福武  總一郎（ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ代表取締役会長） 
福原  義春  （かながわ学術研究交流財団理事長、東京都写真美術館長、資生堂名誉会長） 
森  佳子    （森美術館長） 

 
 
 
 
 
 

第 1 回 21 世紀ミュージアム・サミット「文化の継承と創造」 
  【主催】かながわ学術研究交流財団、日本経済新聞社、国際交流基金 

 

 

第 2 回 21 世紀ミュージアム・サミット「21 世紀、美術館は生き残れるか」 
【主催】かながわ学術研究交流財団、日本経済新聞社 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
■第 1部 円卓フォーラム「新たなる美術館像を求めて」 

2008年 3月 21日- 22日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 ・討議者：  ジェルマン・ヴィアット（ケ・ブランリー美術館文化遺産コレクション局長、フランス文化遺産局学芸局長） 

 范 範安（ファン・ディアン）（中国美術館長） 
 サイモン・グルーム（スコットランド・ナショナル・ギャラリー近現代美術館長） 
 ヴィシャカ・デサイ（アジア協会理事長） 
 池田 修  （BankART1929代表） 
 後小路 雅弘（九州大学大学院人文科学研究院教授） 
 岡部 あおみ（武蔵野美術大学造形学部教授） 
 北川 フラム（アート・ディレクター/アートフロントギャラリー主宰） 
 清水 敏男（インディペンデント・キュレーター、学習院女子大学教授） 
 高階 秀爾（大原美術館長、西洋美術振興財団理事長） 
 南條 史生（森美術館長） 
 林田 英樹（国立新美術館長） 
 原 俊夫 （原美術館長） 
 福原 義春 （かながわ国際交流財団理事長、東京都写真美術館長、資生堂名誉会長） 

 前田 富士男（慶應義塾大学アート・センター所長、同大学文学部教授） 
 南嶌  宏 （女子美術大学教授、熊本市現代美術館長） 
 蓑  豊   （サザビーズ北米本社副会長、金沢 21世紀美術館特任館長、大阪市立美術館名誉館長） 

 山梨  俊夫（神奈川県立近代美術館館長） 
 雪山  行二（横浜美術館長） 
 

■第 2部 シンポジウム「ミュージアム・イノベーション～変わるミュージアム」 
2008年 4月 2日、日経ホール（東京都千代田区） 

 ・特別講演  青木 保   (文化庁長官) 
・基調講演  アンリ・ロワレット(ルーヴル美術館長) 

 ・モデレーター 高階 秀爾 （大原美術館長、西洋美術振興財団理事長） 
 ・パネリスト アンリ・ロワレット（ルーヴル美術館長） 

青柳 正規 （国立西洋美術館長） 
徳川 恆孝  (徳川記念財団理事長) 

 
 
 
 
 
 
■2010年 2月 27日- 28日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 ・基調講演 ：鷲田 清一（哲学者、大阪大学総長） 

佐伯 胖 （認知心理学者、青山学院大学教授） 
 ・事例報告 ：マーガレット・バーチュネル（イザベラ・スチュアート・ガードナー美術館キュレーター/教育普及）

稲庭 彩和子（神奈川県立近代美術館学芸員） 
フレデリック・ルサール（ルーヴル美術館来館者政策・芸術教育部門普及部長） 

 ・パネルディスカッション 
 ・パネリスト（基調講演者、報告者を除く） 

高階 秀爾（大原美術館長、西洋美術振興財団理事長） 
建畠 晢 （国立国際美術館長） 
蓑 豊   （サザビーズ北米本社副会長、金沢 21世紀美術館特任館長、大阪市立美術館名誉館長） 

山梨 俊夫（神奈川県立近代美術館館長） 
一條 彰子（東京国立近代美術館教育普及室主任研究員） 
福原 義春（かながわ国際交流財団理事長、東京都写真美術館長、資生堂名誉会長） 

 

 
 
 

 

 

 

 

第 3 回 21世紀ミュージアム・サミット「ミュージアム・イノベーション」 
【主催】かながわ国際交流財団、日本経済新聞社 

 

 

第 4 回 21 世紀ミュージアム・サミット「100 人で語る美術館の未来」 
【主催】かながわ国際交流財団、日本経済新聞社、神奈川県 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

■2012年 2月 4日- 5日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 ・基調講演：池澤  夏樹（作家） 

ジョン・ホールデン（英国シティー大学客員教授、政策シンクタンク DEMOSアソシエイト） 

 ・分科会 A：佐々木  秀彦（東京都美術館 交流係長・学芸員） 
島田  圭    （神奈川県教育委員会生涯学習課グループリーダー） 
森  亜津子  （横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館） 
柳沢  秀行  （公益財団法人大原美術館 学芸課長） 
山西  良平 （大阪市立自然史博物館長） 
高階  秀爾 （公益財団法人大原美術館長） 

 ・分科会 B：小川  義和 （国立科学博物館学習・企画調整課長） 
小野  範子 （茅ヶ崎市立小和田小学校教頭、元神奈川県・茅ヶ崎市教育委員会指導主事（美術教育）） 
佐藤  優香 （国立歴史民俗博物館助教） 
端山  聡子 （平塚市社会教育課学芸員） 
西田  由紀子（よこはま市民メセナ協会会長） 
建畠  晢  （埼玉県立近代美術館長、京都市立芸術大学長） 

 ・分科会 C：岡本  真   （アカデミック・リソース・ガイド株式会社代表取締役/プロデューサー）、
稲葉  洋子 （神戸大学附属図書館情報管理課長「震災文庫」担当） 
鎌田  篤慎 （ヤフー株式会社Ｒ＆Ｄ統括本部） 
丹治  雄一 （神奈川県立歴史博物館主任学芸員） 
福島  幸宏 （京都府立総合資料館歴史資料課主任） 
水谷  長志 （東京国立近代美術館情報資料室長） 
水沢  勉  （神奈川県立近代美術館長） 

 ・分科会 D：並木  美砂子（千葉市動物公園飼育課主査） 
荻原  康子 （公益社団法人企業メセナ協議会事務局長） 
田口  公則 （神奈川県立生命の星・地球博物館主任学芸員） 
村尾  知子 （東京都写真美術館 管理課） 
蓑  豊   （兵庫県立美術館長、金沢 21世紀美術館特任館長、大阪市立美術館名誉館長） 

 

 
 
 
 
 
■2014年 2月 8日- 9日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 ・基調講演：ジャック・ラング（元フランス文化大臣、世界アラブ研究所）、 
 ・各国文化政策報告： 

ダラ・ウィリアムズ＊（在日オーストラリア大使館政務担当公使） 
エドアルド・クリサフッリ（駐日イタリア大使館イタリア文化会館、文化アタッシェ）、
金  英順    （美術史家） 
島谷  弘幸  （東京国立博物館副館長）   
＊暴風雪のため到着できず同館文化担当官徳仁美代理報告 

 ・鼎談パネリスト：中山  恭子（参議院議員） 
高階  秀爾  （大原美術館長） 
福原  義春  （当財団理事長） 

 ・各国分科会ファシリテーター、講師： 
井上  昌之   (日本経済新聞社文化事業局総務) 
ベルナール・ド・モンフェラン（元在日フランス大使/FRAC Aquitane理事長） 
原  久子    （大阪電気通信大学教授） 
岩渕  潤子  （アグロスパシア株式会社主筆・編集長） 
隈元  信一   (朝日新聞編集委員) 

・事例報告：佐々木  秀彦（東京都美術館交流係長） 
山内  宏泰  （リアス・アーク美術館学芸係長） 
熊谷  慎一郎（宮城県図書館司書） 
草薙  奈津子 (平塚市美術館館長) 
桜井 武      (熊本市現代美術館館長) 
伊藤 達矢    (東京藝術大学特任助教) 
稲庭 彩和子 （東京都美術館学芸員アート・コミュニケーション担当係長） 

・報    告：山下  和茂  (文化庁文化財保護部長)  

第 5 回 21 世紀ミュージアム・サミット「100 人で語るミュージアムの未来 II」 
【主催】かながわ国際交流財団、日本経済新聞社、神奈川県 

 

 

 

第６回 21 世紀ミュージアム・サミット「ミュージアムが社会を変える」 
【主催】かながわ国際交流財団、日本経済新聞社、神奈川県 

 

 

 



・討    論 :池田  修   （BankART1929代表） 
山野  真悟  （黄金町エリアマネジメントセンター事務局長） 
遠藤  水城  （HAPSエグゼクティブディレクター） 
建畠  晢    （埼玉県立近代美術館長） 

・総括討論パネリスト： 
高階  秀爾  （大原美術館長） 
蓑  豊      （兵庫県立美術館長） 
建畠  晢     (埼玉県立近代美術館長) 
水沢  勉   （神奈川県立近代美術館長） 
栗原  祐司 （東京国立博物館総務部長） 

 

 

 

 

 

 

 

■2016年 2月 27日－28日、湘南国際村センター（神奈川県葉山町） 
 歴史軸から見たミュージアムと地域社会 
 ・基調講演： 
       ラース・ニッティヴ （香港Ｍ＋館長） 
       李 龍雨  （上海ヒマラヤ美術館、国際ビエンナーレ協会会長） 
 ・講  演： 
       高階 秀爾 （大原美術館長） 
       水沢 勉  （神奈川県立近代美術館長） 
 地域に根付く文化のプラットフォーム 
 ・オリエンテーション 栗原 祐司（東京国立博物館館長） 
 ・報  告：太下 義之 （三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング芸術・文化政策センター長） 
 ・対  談：青木 保  （国立新美術館長）×建畠晢 (埼玉県立近代美術館長) 
 ・事例報告：山出 淳也 （ＮＰＯ法人 BEPPU PROJECT 代表理事/アーティスト ） 
       中村 政人 （アーツ千代田 3331 統括ディレクター） 
       拝戸 雅彦 （あいちトリエンナーレ 2016 チーフキュレーター） 
       住友 文彦 （アーツ前橋館長） 
 ・パネルディスカッション： ファシリテーター 藤浩志（十和田市現代美術館長） 
       安部 沙耶香（平塚市美術館学芸員） 
       清水 有  （せんだいメディアテーク学芸員） 
       塚田 美紀 （世田谷美術館主任学芸員） 
       遊免 寛子 （兵庫県立美術館学芸員） 
 ・総括討論：モデレーター 水沢勉 
       青木 保 
       高階 秀爾 
       建畠 晢 
        蓑 豊（兵庫県立美術館長） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 回 21 世紀ミュージアム・サミット「ミュージアムが社会を変える」 
【主催】かながわ国際交流財団、日本経済新聞社、神奈川県 

 

 

 


