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県立広島大学宮島学センターは、世界文化遺産「厳島神社」を有する宮島の学術研究（宮島学）、学生教育、
地域連携を一体のものとして事業を展開しています。

The Prefectural University of Hiroshima, Center for Miyajima Studies is tasked with spreading knowledge and 
awareness of Itsukushima Shrine (Miyajima Shrine), a World Cultural Heritage Site, for future generations 
through advanced research on Miyajima. It provides a dedicated student education program, and works with the 
local communities to promote activities and events on Miyajima.

学術研究（宮島学）とは
What is Miyajima Advanced Research (Miyajima Studies)?

宮島の歴史や文化に関する学術研究を推進しています。センター専任教員と、日本史、日本文化史、日本文学、
英文学、中国文学等を専門とする人間文化学部国際文化学科の教員が協力して活動しています。研究成果は
公開講座・講演会、企画展示などを通して積極的に地域に還元しています。

We perform advanced research into the history and culture of Miyajima. The Center brings together experts 
from the Faculty of Human Culture and Science and the Department of Intercultural Studies who specialize in 
Japanese history, Japanese cultural history, Japanese literature, English literature, Chinese literature, etc. In 
turn, the Center arranges exhibitions, presentations and conferences to further inform the public about 
Miyajima and Itsukushima Shrine.
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学生教育とは
What do we mean by student education?

国際文化学科の授業科目「地域文化学（宮島学）」では、教員の最新の研究成果を学びます。
学生たちは、本学が所蔵する古文書、錦絵、明治以降の写真等に触れることができます。また、宮島現地で
の調査活動（フィールドワーク）も実施します。学修の成果は、宮島関係資料を展示する企画展示や、宮島を
訪れた外国人観光客へのボランティアガイド（英語）などにも活かしています。

The purpose of the Department of Miyajima Studies is primarily to provide students of the Department of 
Intercultural Studies with the latest expert knowledge from ongoing research regarding the history and culture 
of Miyajima. Students are able to study, see and touch historic documents, photographs, artworks and relics 
from Miyajima's long past. Additionally, students perform a vast array of fieldwork and hands-on study on 
Miyajima island. Among other activities, students also prepare and exhibit the results of their studies for public 
view and some students will also take the opportunity to learn how to guide on Miyajima in English through a 
special course, after which they will volunteer to guide foreign visitors at Miyajima around the main 
attractions.
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地域連携とは
What are community activities?

廿日市市や一般社団法人宮島観光協会、そして地域の様々な団体と連携して事業をおこなっています。

In coordination with the city of Hatsukaichi and the Miyajima Tourist Association, together with the local 
communities and community groups, the university plays an active role in preserving the history of Miyajima 
while supporting and participating in numerous activities on Miyajima.
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公開講演会（平成27年、岩国市）の様子

研究成果の公開
●『宮島学』（平成26年4月、渓水社）の刊行
●宮島学センター公開講演会（年1回）
●宮島学センター公開講座（年3回）

『宮島学』（平成26年4月刊行、渓水社）

教員による研究テーマ （『宮島学』の目次より）
●厳島神社史における平清盛の幻像（日本文化史）
●王朝文化の継承者としての平家の人 （々日本古典文学）
●厳島に伝わる左方舞楽とその来源（中国文学）
●厳島合戦再考（日本史）
●「厳島八景」文芸と柏村直條（中国文学）
●中世の厳島と能楽（能楽史）
●厳島神社の唐菓子－「ぶと」「まがり」の献上－（日本文化史）
●外国人が見た明治・大正時代の宮島（英文学）
●厳島神社の神仏分離について ―神社の宝物や歴史を守り伝えること―（日本文化史）

十返舎一九「続膝栗毛」挿絵

受託研究の受け入れ
●平成25年7月～平成26年3月31日
　企業名 ： 株式会社日本旅行
　研究テーマ ： 宮島学研究による観光資源の魅力向上
　内容 ： 宮島学研究の成果をもとに、新たな観光商品（旅行）企画を開発

●平成27年10月1日～平成28年9月30日
　企業名 ： 株式会社広電宮島ガーデン
　研究テーマ ： 「続膝栗毛　宮嶋参詣」の研究
　内容 ： 十返舎一九「続膝栗毛」二編上巻下巻「宮嶋参詣」の出版用原稿の作成

平成27年度「知られざる宮島の魅力
－大元神社と大元公園－」の様子

地域連携事業
●宮島観光協会との連携事業（「ぐるっと宮島再発見」のガイド）
●博物館・資料館等との連携事業
　広島市公文書館・廿日市市宮島歴史民俗資料館との連携企画展示
　　平成25年度「シドモア写真展―明治時代の宮島がよみがえる－」
　廿日市市宮島歴史民俗資料館との連携企画展示
　　平成26年度「知られざる宮島の魅力－豊国神社（千畳閣）－」
　　平成27年度「知られざる宮島の魅力－大元神社と大元公園－」
　広島県立歴史民俗資料館（風土記の丘ミュージアム）企画展示への協力
　　平成27年度「県立広島大学の文化財－毛利・宮島・地域のたから－」



〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1-71　TEL（082）251－9550（直通）
※担当者不在時は広島キャンパス地域連携センターにつながります。
FAX（082）251－9405㈹　E-mail : miyajima@pu-hiroshima.ac.jp
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展示作業の様子ギャラリートークの様子 展示の一例 学生が作成したポスター

学生の活動

●学生による宮島関係資料展示（年1回）
学芸員養成課程で学ぶ学生が、本学所蔵の宮島関係資料の調査研究をおこない、その成果の一部
を、展示・公開します。
展示の企画・立案、広報、キャプション（解説）原稿の執筆、展示作業、ギャラリートークも、すべて
学生がおこないます。

●宮島観光ボランティアガイド（英語）
年1回（秋期）、宮島を訪れる外国人観光客を、学生が英語でガイドします。これまで、アメリ
カ、イギリス、イタリア、インド、インドネシア、エストニア、オーストラリア、カナダ、サウ
ジアラビア、ドイツ、フランスからの観光客を案内しました。ガイドはツアー形式でおこ
ない、主に宮島口桟橋－宮島桟橋－海岸通り－狛犬・石鳥居－石灯籠－大鳥居－嚴島神
社－大願寺を案内します。

手水の仕方について説明 舞楽の写真を見せながら高舞台を説明
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