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②規程
■禅文化歴史博物館規程

平成14年 4 月 1 日制定

平成21年10月30日改訂

平成22年 4 月 1 日改訂

平成27年 4 月 1 日改訂

（設置）

第 1条　駒澤大学（以下「本学」という。）に駒澤大学

禅文化歴史博物館（以下「博物館」という。）を置く。

（目的）

第 2条　博物館は、本学の建学理念に基づき、博物館法

に準拠し、研究資料の調査、収集、整理、保管、展示

を行い、斯学の発展、普及に寄与するとともに、本学

博物館学講座の実習にその場を提供することを目的と

する。

（事業）

第 3条　博物館は、前条に掲げる目的を達成するため、

次の事業を行う。

⑴　資料の収集、整理、保管、閲覧、展示及び調査・研

究に関する事業

⑵　資料の解説、作製、貸借に関する事業

⑶　収集資料の目録、研究報告書等の作成、配布に関す

る事業

⑷　講習会、研究会、講演会等の実施に関する事業

⑸　本学博物館学講座への協力に関する事業

⑹　研究機関、学校、社会教育への協力に関する事業

⑺　その他、必要と認められる事業
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（職員）

第 4条　博物館に次の職員を置く。

⑴　博物館長（以下「館長」という。）　 1人

⑵　学芸員その他の職員　若干人

（館長）

第 5条　館長は、本学の専任教授のなかから学長が選考

し、全学教授会の同意を得て、学長がこれを委嘱する。

2　館長は、博物館を代表し、事務・事業を統轄する。

3　館長の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。

4　学長が退任したときは、館長は原則として前項の規

定にかかわらず退任するものとする。

5　館長に長期にわたる事故があり、代行者が必要と認

められたときは、本学の専任教授のなかから学長がこ

れを選考し、全学教授会の同意を得て、学長が委嘱す

る。

（学芸員）

第 6条　学芸員は、博物館資料の収集及び展示、普及活

動等の博物館事業に携わる。

2　学芸員は、学芸員資格を有する本学教職員の中から

学長が委嘱する。

（博物館運営委員会）

第 7条　博物館に博物館の運営に関する事項を協議する

ため、博物館運営委員会（以下「運営委員会」という。）

を置く。

2　運営委員会に関する規程は、別に定める。

（博物館資料選定委員会）

第 8条　博物館に収蔵すべき資料を選定するため、博物

館資料選定委員会（以下「資料選定委員会」という。）

を置く。

2　資料選定委員会に関する規程は、別に定める。

（雑則）

第 9条　この規程に定めるもののほか、博物館の管理・

運営上必要な事項は、運営委員会がこれを定める。

（改廃）

第10条　この規程の改廃は、運営委員会及び全学教授会

の議を経て、学長がその意見を聴き、これを行う。

附　則

1　この規程は、平成14年 4 月 1 日から施行する。

2　駒澤大学禅文化歴史博物館を英語で表記する場合は、

The�Museum�of�Zen�Culture�and�History,�Komazawa�

Universityとする。

附　則

この規程は、平成21年10月30日から施行する。

附　則

この規程は、平成22年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この規程は、平成27年 4 月 1 日から施行する。

③禅文化歴史博物館の組織・人員
・禅文化歴史博物館常勤スタッフ
館長� 永井　政之

係長� 越山　紫信

�� 沖田　恵子

�� 塚田　　博（嘱託：学芸員）

�� 佐藤　大樹（嘱託：学芸員）

・禅文化歴史博物館運営委員会
委員� 禅文化歴史博物館長� 永井　政之

� 教務部長� 猿山　義広

� 図書館長� 日笠　完治

� 仏教学部准教授� 程　　　正

� 文学部教授� 酒井　清治

� 経済学部教授� 曽我　信孝

� 法学部教授� 浦田　早苗

� 経営学部教授� 高田　光明

� 医療健康科学部講師� 保科　正夫

� GMS学部教授� 朴　　正洙

� 総合教育研究部教授� 鈴木　裕子

� 禅文化歴史博物館（学芸員）塚田　　博

� 禅文化歴史博物館（学芸員）佐藤　大樹

幹事� 禅文化歴史博物館係長　越山　紫信

� � 沖田　恵子

・禅文化歴史博物館資料選定委員会
（禅文化歴史博物館紀要編集委員兼任）
委員� 禅文化歴史博物館長� 永井　政之

� 仏教学部教授� 佐藤　秀孝

� 仏教学部教授� 村松　哲文

� 文学部教授� 酒井　清治
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委員� 総合教育研究部教授� 佐藤　憲昭

禅文化歴史博物館（学芸員）塚田　　博

禅文化歴史博物館（学芸員）佐藤　大樹

幹事� 禅文化歴史博物館係長　越山　紫信

沖田　恵子

④施設
・施設概要
施設名称　駒澤大学禅文化歴史博物館（耕雲館）

所在地　　東京都世田谷区駒沢1-23-1

設計監理　菅原榮蔵

�（改修：熊谷組一級建築士事務所・

トータルメディア開発研究所）

施工　森田土木建築事務所

�（保存改修　熊谷組・トータルメディア開発研究所）

様式　ライト風

工期着工� （保存改修1999年10月）

竣工　1928年 4 月30日（保存改修2001年 3 月31日）

建築面積　559.78㎡

延床面積　1569.89㎡

地下 1階　567.36㎡

1 階　535.47㎡

2 階　415.59㎡

3 階　66.1㎡

ＰＨ　13.52㎡

構造　ＳＲＣ　鉄骨鉄筋コンクリート造

階数　地上 3階　地下 1階

外壁　スクラッチタイル貼り一部吹付け外装材

屋根　コンクリート下地ウレタン系塗膜防水

中央部　トップライト

主要用途

地下 1階　博物館実習室・作業室・鑑賞室・収蔵庫

1階　エントランスホール・法要スペース・

展示室 5室・大学史資料室

2階　館長室・事務室・学芸員室・貴賓室・

展示室 5室

3階　収蔵庫

電気設備　引込み　受変電設備　高圧引込

分電盤　キュービクル式（175ＫＶＡ）

照明設備　一般照明・展示用照明

弱電設備　放送・電話・ＴＶ・ＬＡＮ・防犯　

機械設備　空調機：パッケージ型エアコン（GHP，EHP）

給水方式　受水槽、高置水槽による重力式

給湯器　　電気、ガス湯沸器による局所給湯

防災設備　非常用照明・誘導灯・自火報

防災設備　消火器

禅文化歴史博物館（東京都選定歴史的建造物「耕雲館」）

館内図面




