Living History

（生きた歴史体感プログラム）

文化庁補助金事業

促進事業 事業説明会
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Living History 促進事業とは

説明会では

Living History とは、生きた歴史を体感するプログラムです。研究
資料等に基づいた歴史的な出来事や生活を再現する復元行事や展
示・体験などのプログラムを開発し、文化財に新たな付加価値を
付与し、日本文化の魅力度向上及びインバウンドの促進を図ります。

説明会では文化庁の担当者から「Living History 促進事業」の目的
や主旨をご説明し、次年度の募集（令和元年 12 月公示予定）につ
いてご案内いたします。また、同じく文化庁が推進する文化財多
言語解説整備事業についてもお知らせいたします。

スケジュール（各回共通）
13:30〜
14:00〜

基調講演

受付開始
基調講演：歴史に精通する有識者による基調講演
事業説明：文化庁担当者による説明
Living Historyの目的及び事業主旨
次年度（令和2年度）事業の募集要項／令和元年12月初旬募集開始予定
● 今年度
（平成31年度）採択案件事例紹介
● 文化財多言語解説整備事業についてのお知らせ
●
●

15:40〜
16:00

個別質問コーナー
終了予定

日本の歴史・文化に精通した有識者をお招きし、
それぞれの視点から歴史をテーマにお話しいた
だきます。

文化財多言語解説整備事業
説明会では「文化財多言語解説整備事業」につ
いてもご案内いたします。
訪日外国人旅行者の満足度を向上させるため，
文化財に対して先進的・高次元な多言語解説を
整備する事業です。

基調講演者
11/26(火) 東京

12/3（火）京都

大石 学

ロバート キャンベル 先生

先生

東京学芸大学名誉教授。ＮＨＫ大河ドラマ「新
選組！」
「 篤姫」
「 龍馬伝」
「 八重の桜」[花燃ゆ」
「西郷どん」などの時代考証を務める。著書に
『時代劇の見方・楽しみ方』などがある。日本に
おける時代考証の第1人者。

お申込み方法

URL

11/27（水）金沢

国文学資料研究館長、日本文学研究者。ニュー
ヨーク市出身。専門は江戸・明治時代の文学、特
に江戸中期から明治の漢文学、芸術、思想など
に関する研究を行う。テレビでMCやコメン
テーター等をつとめる一方、新聞雑誌連載、書
評、ラジオ番組出演など、さまざまなメディア
で活躍中。

11/29（金）福岡

本郷 和人

先生

東京大学史料編纂所教授。著書にはベストセ
ラーにもなった「東大教授がおしえるやばい日
本史」の他『天皇はなぜ生き残ったか』
『戦国武
将の明暗』など。
「世界一受けたい授業」などの
出演の他、NHKドラマ「平清盛」など時代考証も
数多く手掛けている。

12/４（水）仙台

河合 敦

先生

著書に『いっきに！同時に！世界史もわかる日
本史』や『世界一わかりやすい日本史』シリー
ズ、
『人生を変える幕末志士たちの言葉』などが
ある。メディア出演も多数。堅苦しいイメージ
の歴史をわかりやすく楽しく伝えることを
モットーに「世界一受けたい授業」などメディ
ア出演も多数。

下記URLをクリックしてください。
（定員50名：満席になり次第締め切り）

https://camail.knt.co.jp/form/pub/knt_kbc/living_history

お問い合わせ先

「Living History促進事業」事務局
株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 首都圏地域交流センター
TEL／03-6863-0891
営業時間／月〜金 9:15〜18:00（土日祝日休み）
専用メールアドレス／livinghistory2020@or.knt.co.jp
主催

文化庁 文化資源活用課

Living History 促進事業 事業説明会

会場のご案内

（生きた歴史体感プログラム）

11

26 火

東京
会場

TKP 新橋カンファレンスセンター

住所

〒100-0011
東京都千代田区内幸町 1 丁目 3-1 幸ビルディング
カンファレンスルーム 13B

連絡先

03-4577-9270

アクセス

都営三田線 内幸町駅 日土地内幸町ビル口 (A5 出口付近 ) 徒歩 1 分
内幸町駅 A5 出口は工事中の為閉鎖されておりますが、A5 出口近くの日土地
内幸町ビル口よりお越しいただけます。(5：30 〜 23：00)
JR 新橋駅 日比谷口 徒歩 7 分
東京メトロ銀座線、都営浅草線 新橋駅 8 番出口 徒歩 7 分
東京メトロ日比谷線、丸ノ内線、千代田線 霞ケ関 ( 東京都 ) 駅 C4 徒歩 8 分

11

27

水

金沢
会場

TKP 金沢カンファレンスセンター

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町 1-33 アパ金沢ビル 6 階
カンファレンスルーム 6A

連絡先

076-231-1160

アクセス

JR 北陸本線 金沢駅 兼六園口〈東口〉バス 3 分
JR 北陸本線 金沢駅 兼六園口〈東口〉徒歩 15 分

11

29 金

福岡
会場

TKP カンファレンスシティ博多

住所

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前 3-19-5 博多石川ビル 1F
TKP ホール

連絡先

092-432-1160

アクセス

JR 鹿児島本線 博多駅 徒歩 6 分
福岡市地下鉄空港線 博多駅 徒歩 6 分

12
住所

3

火

京都
会場

TKP 京都駅前カンファレンスセンター

〒600-8211
京都府京都市下京区真苧屋町 195 福井ビル 3F
カンファレンスルーム 3B

連絡先

075-600-2822

アクセス

JR 東海道本線、東海道新幹線 京都駅 徒歩 5 分
京都市営烏丸線 京都駅 中央口 徒歩 5 分
近鉄京都線 京都駅 中央口 徒歩 5 分
JR 湖西線、JR 奈良線 京都駅 地下東口 徒歩 5 分

12

4

火

仙台
会場

TKP 仙台カンファレンスセンター

住所

〒980-0013
宮城県仙台市青葉区花京院 1-2-3 ソララガーデンオフィス 3F
カンファレンスルーム 3A

連絡先

022-200-2614

アクセス

JR 東北本線 仙台駅 西口 徒歩 3 分
仙台市地下鉄南北線 仙台 ( 地下鉄 ) 駅 徒歩 5 分
【車でお越しのお客様】 ●提携駐車場のご案内
（営業時間内最大料金が 100 円 OFF）※駐車場によって多少内容が異なります。
①リッチモンドホテル仙台、②広瀬通 SE ビル、③カウベルパーキング
④仙台本町ホンマビルディング ※①から順に施設から近い順番です。
尚、提携駐車場御利用条件として TKP 仙台の会場を当日利用されるお客様限定とし、
空きを確保する為、事前の予約が必要になります。詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
●その他近隣大型パーキング やまいち花京院パーク

お申込み方法

URL

下記 URL よりお申込みください。
（文化庁 Living History ホームページからもアクセスできます）

https://camail.knt.co.jp/form/pub/knt_kbc/living_history

