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WADA Ayaka, who leads the female idol group, 
ANGERME, is also deeply knowledgeable about art. 
“Paintings give my life richness,” Wada says. 
We asked her how to enjoy paintings and museums.

アイドルグループ「アンジュルム」の
リーダーとして活動する一方、
美術にも造形が深い和田彩花さん。

「絵画は私の人生を豊かにしてくれる」と語る
和田さんに、絵画と美術館の
楽しみ方についてうかがいました。

和田
彩花
WADA Ayaka 

Interview

　上野公園（東京）は大好きな場所です。東京
都美術館を筆頭に、美術館・博物館があって、
常に多くの展覧会が開かれているのが魅力で
す。頻繁に来ているので、定期乗車券がほしいく
らい(笑)。特に都美の展覧会が大好きで、趣向
を凝らした展示構成が毎回楽しみです。
　なかでも印象に残っているのは、2016年に
開催された「ポンピドゥー・センター傑作展―ピ
カソ、マティス、デュシャンからクリストまで―」で
す。1906～1977年のタイムラインをたどる仕立
てで、展示室内の四方の壁面に作品を展示す
るのではなく、ジグザグ型の壁面のそれぞれに、
作品、作家の顔写真やコメントが紹介されてい
て作品の成り立ちを浮き彫りにしていくものでし
た。時代の流れを追ってみていくと、あらためて

「この作品は、こうした時代背景から生まれたん

だ」ということがすごくよくわかり、本当に好きな
展覧会となりました。
　また、今年の初夏に開催されていた「プーシ
キン美術館展―旅するフランス風景画」も
忘れられません。会場に入るとすぐに、モネの

「草上の昼食」の大きなパネルがあり、まるで
19世紀パリに迷い込んだような演出に、心と
きめきました。こうしたステキな展覧会に出会う
と、本当にうれしくなります。
　私は絵に興味がない人にも、「ぜひ本物を
みてください」って声を大にして言いたいんで
す。「絵画鑑賞」などと構える必要はなくて、「絵
とお友だちになる」ような感覚ならいかがでし
ょう。ちょっとだけ心を開いて絵の前に立つと、
オリジナル作品のものすごいパワーを感じるこ
とができると思います。
　私自身、絵画に目覚めたきっかけは、たまたま
時間がある時に立ち寄った美術館で、マネの作
品と出会ったことです。「真っ黒い絵具でいっぱ

展覧会では、オリジナル作品が持つ
パワーを感じてほしい

輝くあの 人と a r t の 素 敵な 出 発 点

My Dream—To Spend My Life Visiting the World’s Museums and Seeing Painting Masterpieces

人生をかけて世界の美術館を巡り、
たくさんの名画をみることが私の夢
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I love Ueno Park (Tokyo). The park is fascinating because it has 
the Tokyo Metropolitan Art Museum and many other museums, 
and there are always exhibitions underway. I especially like the 
exhibitions at the Tokyo Metropolitan Art Museum. They are so 
thoughtfully constructed, I look forward to them eagerly every 
time.
To people not interested in paintings, I would like to shout in a 
loud voice: please go see the real thing. When you stand before 
a painting with an open mind, you can feel the incredible power 
possessed by an original work of art.
What opened my eyes to paintings was seeing a work by Manet 
at an art museum I happened to visit. Paintings have given me 
something special in my life, ever since. 
I was very excited to hear that the Tokyo Metropolitan Art 
Museum will hold the exhibition “Munch: A Retrospective.” When 
seeing a Munch work, its illusionistic atmosphere strikes me as 
having something in common with the artists of Les Nabis, 
who were active in 19th century Paris. Besides The Scream I 
am also drawn to The Dance of Life. Seeing the women’s bleak 
expressions, I sensed that something had happened in the 
artist’s life, and I suddenly wanted to know all about it.
My dream is to visit art museums around the world. I want to 
spend my life seeing as many paintings as I can. For me, art is a 
window on history, the world, and what is happening in society. 
Through a chance encounter with Manet, I became infatuated 
with art. I am so happy to have found so many things to like and 
do, through my acquaintance with art. 

会期
2018年10月27日（土）～2019年1月20日(日)

特設ウェブサイト
https://munch2018.jp

Munch: A Retrospective

ムンク展―共鳴する魂の叫び

じるものがあるのかなと感じました。《叫び》以
外では、《生命のダンス》も気になっています。
女性の暗い表情に、画家の人生には何があ
ったのだろうかと、俄然、知りたくなりました。
　これまではムンクは「近寄りがたい人」で
作品もあまりみてきませんでした。でも今回の
ムンクの作品が一堂に会する展覧会は、絶好
の機会です。多くの作品に触れることでムンク
の「知られざる一面」を知ることができるので
は、と期待しています。展覧会を通じて、ぜひ
ムンクと“お友だち”になりたいです。

　私にとっての絵画は、人生を豊かにしてくれ
るものです。絵画のない生活は考えられないく
らい、今や私の身体の一部になっています。毎
年だいたい40くらいの展覧会に行きますが、
それでも、見逃している展覧会もたくさんありま
す。「そんなにみたら、みるものがなくなっちゃう
よ」と、言われることもありますが、世界には名
画が数多くあります。私の夢は「世界中の美術
館巡りをすること」。人生をかけて、できる限り
たくさんの絵画がみたいんです。
　今年の6月にはアンジュルムの公演で初め
てパリにも行きました。その企画を最初に聞い
たときには、正直なところライブより、あこがれ
のオルセー美術館に行かれることがうれしくて
(笑)。私にとって美術は、歴史や世界、社会、
世の中を見せてくれる窓なんです。私は、偶然
にもマネと出会い、そこから美術にハマりまし
たが、好きなこと、美術を通してやるべきことが
たくさんできてよかったと思っています。
　「ムンク展」では、ムンクと仲良くなって、そ
の魅力をみなさまに発信する、私設の「ムンク
大使」となって、がんばります！

美術にハマり、やりたいこと、みたいことが
たくさんできて、人生が忙しくなりました

和田彩花（わだ・あやか）
1994年群馬県生まれ。ハ
ロー！プロジェクト所属のア
イドルグループ「アンジュル
ム」のメンバー。アイドル活
動の傍ら、大学院にて西洋
絵画を専門に学んでいる。
美術館巡りや 仏像鑑賞を
趣味とし、好きな画家は、レ
ンブラントとエドゥアール・マ
ネ。著書に『美術でめぐる日
本再発見―浮世絵・日本
画から仏像まで―』（オデッ
セー出版）他。

エドヴァルド・ムンク《叫び》（部分）1910年？
オスロ市立ムンク美術館所蔵 © Munchmuseet

いの世界」や、「闘牛士が倒れているだけ」の作
品など、私の「絵画の常識」を打ち破る作品を
眼前に、「こんなものを描いていいの!?」と、衝撃
を受けたのです。以来、私の人生は絵画に彩ら
れるようになったのですが、美術館は、そんなふ
うに人の心を揺さぶる場でもあるのです。

　今回、「ムンク展―共鳴する魂の叫び」が都
美で開催されると知り、とても楽しみにしてい
ます。《叫び》は、まさに「世界で一番有名な絵
画」の一つですよね。私が活動する「アンジュ
ルム」のメンバーは、私が美術の話をしても残
念なことに反応が薄くて、「なに、それ」って感
じなんです(笑)。でも、《叫び》だけは別。この
絵だけはみんなが知っていて、写真を撮る際
にも、いきなり《叫び》のポーズをとったりするこ
ともあるんですよ。
　今、あらためて作品をみると憂鬱というか、暗
いイメージの絵ですよね。色の使い方も、赤や
青、緑と派手な色を使っているのに、決して明る
くなく……。水平線に向かって続く橋の長い線、
赤い空の曲線など、長い筆致でスッと描かれた
ラインをみていると、私自身も絵の中を彷徨って
いるような気持ちになって、クラクラしてきます。そ
して正面の人物が、「叫んでいる」のではなく、
耳を押さえて自分の内面に入り込んでしまって
いるような印象は、とても怖く感じます。
　マネが大好きで、19世紀パリにあこがれて
いる私ですが、ムンクもこの時代のパリに留学
していたということを、今回あらためて知りまし
た。《叫び》の印象が強烈すぎて、ムンク自身の
ことを何も知らなかったんです。また、ムンクの
作品をみていると、幻想的な雰囲気は、19世
紀のパリで活動した芸術家集団のナビ派に通

「世界一有名な絵」を描いたムンクとは
どんな人なのだろう？ と、興味津々です
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と、作家とともにプランニングを進めています。

　今回は「見る、知る、感じる」の３ステップで
見ていただこうと展示構成を作成しました。

「現代の書」を見て、古典に立脚した新しい表
現を知り、さらに書ならではの独自の世界観
を感じてもらう内容です。
　作品の背景について知っていただける解説
を添えることはもちろん、制作風景のドキュメン
ト映像も会場で上映する予定です。また作家
へのインタビューも進めており、作家自身の声
も届けられるようにと準備しています。
　個性豊かな６名の作家の作品を展示します
が、なかでも幅約10mを超える大きな作品を
ご準備いただいているのは石巻出身の千葉
蒼玄氏です。東日本大震災で、代表作を含め
て作品の大半を津波で失った千葉氏ですが、
その後も精力的に活動を継続。「鎮魂と復活」
をテーマにした作品は圧倒的な迫力で、見応
えのある展示になると思います。
　また、テレビドラマの書道指導なども行う金
敷駸房氏の作品は、洋画家で詩人の村山槐
多の本１冊分を、幅５㎝×長さ10mの特注の
和紙に書き繋いでいったもの。制作は体育館
のような広いスペースを借りて行っています。
総長約5000mにもなる作品からは、書は額
縁に収まって飾られるとは限らないことを、知
っていただける機会になると思います。
　この展覧会では、秋山和也氏のかなや大橋
洋之氏の漢字など、伝統に則った作品からイ
ンスタレーションまで幅広く取り上げ、これまで
の書展とは一味違う展覧会を目指しています。
書の線の強さ、しなやかさ、凄みを、これから
の書道界を担う、個性的かつ実力のある作家
の作品群で味わっていただければと思います。

さと豊かさを感じます。私はその豊かさを現代
芸術の表現の一つとして、美術館で扱っていき
たいという思いを抱いています。現代美術の展
覧会やギャラリー巡りで得た視点も活かして、
今回は少し思い切った展示にもトライしたい

　「上野アーティストプロジェクト」は、テーマに
沿って選ばせていただいた作家と対話を重ね
て展示作品を決め、作家とともに展覧会をつく
り上げていく企画展です。団体に所属する現役
作家の作品とその魅力の発信を通じて、公募
団体展の役割や存在を紹介したいと考えてい
ます。今回は、これまで書を鑑賞する機会がな
かった方にも、「書も楽しく鑑賞できますよ」と、
伝えられる展覧会にしたいと考えています。
　書担当の学芸員としての私のコンセプトは、

「書かなくても楽しい書、読めなくても楽しい
書、読めたらもっと楽しい書」です。今回の「見
る、知る、感じる―現代の書」では、もともと
書に興味・関心のある方はもちろん、初めて見
るという方にも、書の奥深さや魅力を感じてい
ただけるよう、約３年前からリサーチを本格化
し、企画を進めています。
　作家の書の表現には、必ずしも「書」という
枠組みに収まらないものもあり、海のような広

初めてでも奥深さを感じられる展覧会に

By exhibiting the work of contemporary artists active in art 
groups, the “Ueno Artist Project” endeavors to make the Public 
Entry Exhibitions known and show the important role they 
play. The exhibition this time, the fi rst devoted to calligraphy, 
has been under planning, research, and preparation for about 
three years. Its aim is to help people appreciate the depth and 
appeal of “sho” (Japanese calligraphy). This means not only 
knowledgeable viewers but also people having no previous 
experience with “sho.” 
The exhibition is structured to have viewers see the works in 
three steps, “seeing, knowing, and feeling.” Videos of the 
artists at work are being fi lmed for display in the venue. We 
are also conducting interviews with them and creating devices 
for bringing the voices of individual artists into the venue. The 
exhibition will display the artworks with the aim of offering a 
unique viewing experience like never before. Calligraphic works 
are enjoyable to see, even if you cannot read them. Through the 
strength of their lines, their fl owing movement, and their power, 
viewers will know and feel the excitement of calligraphy and also 
grow familiar with talented young artists who will play a role in 
the art of tomorrow.

「公募展のふるさと」とも言われる東京都美術館では、公募団体で活躍している現代作家を紹介するシリーズ「上野
アーティストプロジェクト」を2017年度からスタートしました。美術と書を隔年開催する本展。2年目となる今年度は、

「書の鑑賞」をテーマに公募団体に所属する作家6名を取り上げます。田村麗恵学芸員に話をうかがいました。
Tokyo Metropolitan Art Museum—"home of the Public Entry Exhibition”—has launched the “Ueno Artist Project” exhibition 
series introducing contemporary artists who work within art groups across Japan in 2017. The series will focus on art and 
calligraphy in alternate years. This year, the “Ueno Artist Project” features six artists under the theme, “calligraphy appreciation.” 
We talked to the exhibition curator, TAMURA Yorie. 

上野アーティストプロジェクト2018　「見る、知る、感じる――現代の書」

Feel the power of contemporary art in distinctive calligraphic works 

個性的な作品で味わう、現代の書の魅力

展 覧 会 の 舞 台 裏

□会期
2018年11月18日（日）～2019年１月６日（日）
□ウェブサイト
http://www.tobikan.jp/exhibition/
2018_uenoartistproject.html
□出品作家
秋山和也（謙慎書道会）、大橋洋之（謙慎書
道会）、金敷駸房（創玄書道会）、菊山武士

（産経国際書会）、 鈴木響泉（朝聞書会）、
千葉蒼玄（書道芸術院）

上野アーティストプロジェクト2018
「見る、知る、感じる―現代の書」

Ueno Artist Project 2018: 
“Contemporary SHO—
See, Know and Feel Today’s  Calligraphy”

千葉蒼玄氏のアトリエでの制作の様子。びっしりと書き込
まれた文字は、すべて東日本大震災関係の新聞記事

壁に作品のイメージを設置し、
実際の展示をシミュレーション
することも

書道界を担う個性的な書家の作品を味わう

Scene of production at CHIBA Sogen’s studio. CHIBA is now 
producing a work whose motif is newspaper articles on the 
Great East Japan Earthquake.

An exhibit simulation, with images 
of artworks positioned on walls.
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The Museum offers art communication programs designed to take visitors beyond simple viewing to a deeper “experience” of the 
artworks. This time, we look at the “art communicators” (Tobira) who, 

on completing their term in “Tobira Project,” are becoming active players in their own communities. 

美術館が作品を鑑賞する場にとどまらず、鑑賞を「体験」として、より深める場所になるように、
さまざまなアート・コミュニケーション・プログラムを展開しています。

今回は、「とびらプロジェクト」を任期満了した
アート・コミュニケータが社会で展開している活動をご紹介します。

人 と 作 品 、人 と 人 、人 と 場 所 を つ なぐ

都美から外へ
アート・コミュニティを拡大中!

「とびらプロジェクト」から飛び立った
アート・コミュニケータたち

　東京都美術館を拠点にした「とびらプロジェ
クト」では、アート・コミュニケータ（愛称：とびラ
ー）が3年間の任期で活動しています。プロジェ
クトのスタートから7年。すでに任期を満了した
1～4期のアート・コミュニケータ約140名は、そ
れぞれのコミュニティで活動を展開しています。
In the “Tobira Project,” art communicators “Tobira” play active 
roles at the art museum. Since the project’s start, some 140 
have completed their terms and are engaging in activities in their 
own communities. 

The “Tobira Project” aims to build a fl exible social 
foundation “art community” where people in society 
respect each other's people and subsume each other. 
Art communicators that connects people's diverse values 
through art is the player of that role.

「とびらプロジェクト」は、誰もが誰もを包摂できるし
なやかで柔軟な社会基盤「アート・コミュニティ」の
構築を目指しています。アートを介し、さまざまな
人々の多様な価値観を結びつけるアート・コミュニ
ケータがその担い手となります。

Aims of the “Tobira Project”

「とびらプロジェクト」の目指すこと

団体名  ヨリミチミュージアム

　2016年に始まったワークショップ「ヨリミチ
ミュージアム」。とびらプロジェクトでの活動

「ヨリミチビジュツカン」を前身に、その活動
が引き継がれています。「ふらっと寄り道する
気軽さでミュージアムを楽しもう」をコンセプ
トに、六本木の森美術館など、さまざまなミュ
ージアムで開催。アート・コミュニケータととも
に展覧会を味わい、後半はお茶やお酒を
楽しみながら鑑賞の体験を振り返るという、
2部構成のプログラムが人気です。

　2015年に活動をスタートした「アート・コミュニケー
タ東京」。1期のメンバーを中心に立ち上がった任意
団体で、とびラーを任期満了した多くのメンバーが加
入しています。「障害のある方のための特別鑑賞会」
では、とびラーとともに準備から当日までプログラム全
般に関わっています。コアメンバーを中心に「NPO法
人アート・コミュニケーション推進機構」、愛称PARC

（パーク）を2018年1月に設立。幅広く展開するアー
ト・コミュニケータたちの活動もサポートしています。

http://tobira-project.info

とびらプロジェクト
「とびらプロジェクト」の概要・詳細はウェブサイトへ

　1～4期のメンバーを中心に活動する「一
般社団法人アプリシエイトアプローチ」、略し
てアププ。アートの鑑賞を創造的な活動とと
らえ、「みること・体験すること」を軸に活動を
展開しています。「BENTO おべんとう展―
食べる・集う・つながるデザイン」（会期：7
月21日～10月8日）開催期間中、会場での
ファシリテータ運営を担い、とびラーと一般
公募で集まった約150名のファシリテータと
ともに展覧会を盛り上げます。8月20日に開
催された、子どものための特別な日「キッズ
デー」のマネージメントも担いました。

団体名  アプリシエイトアプローチ 
Appreciate Approach Association

「『BENTO おべんとう展』
ファシリテータ運営」

Thematic exhibition“BENTO–Design for Eating, Gathering and 
Communicating” management and operation for facilitators

　1期、2期のメンバーを中心に、2014年
に始まった活動です。とびラーの活動の中
から生まれた、「アートを介した社会支援」
の構想を引き継ぎ、児童養護施設の子ど
もたちを対象とした鑑賞ワークショップ「ミ
ュージアムに行こう」を開催。アーツカウン
シル東京、子どもゆめ基金などからの助成
も得て、美術館・博物館をはじめ、さまざまな
文化施設にも活動の場は広がっています。

団体名  knock-knock
knock-knock

「ミュージアムに行こう」
“Let’s Go to the Museum” program management

団体名  アート・コミュニケータ東京
Art Communicator Tokyo

「障害のある方のための
特別鑑賞会」

“Special Day for People with Disabilities” facilitator

Yorimichi Museum

「ヨリミチミュージアム」
“Stopping by the Museum” program management

撮影：Shun Onozawa

撮影：中島佑輔
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　東京都美術館では、年間を通して約
250の公募団体による展覧会が開催され
ています。当館の地下3階には「審査室」
と「作業室」というエリアがあり、そこへ公
募展に出品するための作品が日々搬入さ
れてきます。
　ここに作品が搬入されてから展示が完
了するまでには、各団体によって異なりま

すが、さまざまなプロセスを経ています。
　例えば、秋に開催される「院展」（日本
美術院）などでは、「審査室」で入選と落
選を決定するための審査を行っています。
落選した作品は、展示されずに作者のも
とへ返却されるという厳しいもので、複数
の委員によって行われる審査は常に緊張
感に満ちています。また、「作業室」で展覧

The Many Sides of Public Entry Exhibitions

東京都美術館は、年間約250団体の展覧会が開催される「公募展のふるさと」です。
美術団体や学校教育機関などが作る新しい作品との出会いの場をさまざまなトピックでご紹介します。
The Tokyo Metropolitan Art Museum is “the home of the public entry exhibition.” 
Each year, some 250 groups hold exhibitions here. Visitors can enjoy encounters with new works 
by art groups and school education institutions, presented under a wide range of topics. 

公 募 団 体・学 校 教 育 展

彫刻台を使用した展示風景（「第47回 日本彫刻会展覧会（日彫展）」公益社団法人日本彫刻会）
Scene of sculptures displayed on pedestals. (“Nicchouten Exhibition,” Japan Sculptors Association)

公募団体展のさまざまな側面

会図録のための写真撮影を行う団体もあ
ります。このように、審査や写真撮影を行
う団体は、地下3階で念入りな準備に多く
の時間を費やしています。
　一方、比較的小規模の美術団体の中
には、作品を搬入してからわずか一日で
設営を終え、翌日に開室を迎えるものもあ
ります。団体の方々は、限られた時間の中
で設営に奮闘しています。
　多くの場合、トラックで作品の搬出入
を行う業者が展示・設営を代行していま
す。その手際の良さと早さは、「さすがプ
ロ」という感じがします。公募団体展は、
多くの人々の努力によって成り立ってい
るのです。
　設営作業の過程では、さまざまな展示
用備品が使われていますが、作品をより
魅力的に見せるために、この備品が重要
な役割を担っています。
　例えば「彫刻台」は、主に立体作品を
展示するために使用されています。彫刻
の展覧会では、多種多様なサイズの彫刻
台が設置されており、異なった高さの彫
刻群が作る壮観な展示風景に魅せられ

る人も多いでしょう。
　また、「陳列ケース」は、巻物や書作品、
画材などの資料を展示する際にも使用さ
れています。特に、1926～1975年の旧
館時代から使用されている陳列ケースは
非常に古いもので、長い歴史を感じさせ
る独特の趣があります。鑑賞する際は、作
品とともに、このような東京都美術館なら
ではの設備や備品にも注目してみてはい
かがでしょう。

（東京都美術館 専門調査員　井口広大）

Daily, on B3F of the Tokyo Metropolitan Art Museum, 
people are at work preparing for Public Entry Exhibitions. 
The preparation process varies with the art group holding 
the exhibition. 
Some groups on B3F devote considerable time to 
preparation. The Nihon Bijutsuin (“Japan Visual Arts 
Academy”) conducts harsh jurying of artwork submissions 
in the museum’s “Examination Room.” There are also 
groups that hold careful photography sessions to create 
an exhibition catalogue. Comparatively small-scale 
groups, on the other hand, can finishing delivering and 
unpacking their artworks in one day, and some even hold 

their exhibition the next day. Behind the scenes at Public 
Entry Exhibitions, there are always people hard at work.
Preparing display equipment is also important when 
holding a Public Entry Exhibition. Pedestals are primarily 
used for exhibiting sculptural works. At sculpture 
exhibitions, pedestals of all sizes must be installed. 
Display cases are used for exhibiting scroll paintings and 
works of calligraphy. Some of the display cases came 
from our original building and are quite old. When next 
visiting a Public Entry Exhibition, be sure to notice the 
Tokyo Metropolitan Art Museum’s furnishings as well.

(IGUCHI Kodai, Assistant Researcher)

地下3階第4作業室Bでの展示準備の様子（「第52
回 手工芸作品展」一般財団法人日本手工芸指導
協会）
Scene of exhibition preparations in Workroom B on B3F. 
(“Artistic Handicraft Works show,” Japan Handicraft 
Guidance Society)
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The “Library and Archives” (Interchange Wing 1F) is an intimate space 
featuring Western furniture of refined design. 
We asked librarian NAKAMURA Setsuko about ways of enjoying the library.

美術館の中にある小さな図書室「美術情報室」（交流棟1F）は、
洗練されたデザインの北欧家具に彩られた空間です。
司書の中村節子さんに、いろいろな楽しみ方を教えていただきました。

　東京都美術館創立の日（5月1日）を記念し、美術図書室に関す
るアーカイブズ資料展示を行いました。1976年に遡る開室までの
準備、司書による書誌や図録年表の編纂、特別文庫の形成といっ
たこれまでの歩みを、当館所蔵の資料を通じて振り返りました。

（東京都美術館 学芸員　小林明子）

To commemorate the founding day (May 1) of the Tokyo Metropolitan Art Museum, an 
exhibition of archive materials related to the museum’s art library was held. Aspects 
of the library’s progress through the years since 1976—such as preparations for 
the library’s opening, the compilation of bibliographies and chronological tables by 
librarians, and the formation of a book collection—were traced through materials in the 
museum’s archives. (KOBAYASHI Akiko, Associate Curator)

アーカイブズ資料展示「東京都美術館 美術図書室の歩み」
Archive Materials Exhibition—“History of Tokyo Metropolitan Art Museum’s Library”

Archives

美術情報室は、図書・図録・雑誌などを閲覧できるライブラリー。
アーカイブズでは、館の歩みに関する資料を収集・整理・保存・公開しています。
A library open for perusal of reference books, catalogues, and magazines.
The Archives collect, preserve, and display materials documenting the museum’s progress.

　人間の感情を強烈なまでに表現した絵画で多くの人々を魅了
する、近代絵画の巨匠エドヴァルド・ムンク。彼に大きな影響を与
えた人々や書物などに触れながら、彼の人生体験と、絵画作品を
丁寧に紹介したムンクの伝記の決定版。苦難の人生と分かちが
たく結びついたムンクの作品を理解する上でも必須の書です。

（東京都美術館 学芸員　髙城靖之）

スー・プリドー 著／木下哲夫 訳／みすず書房 刊／2007年ムンク伝

EDVARD MUNCH Behind the Scream, 
First published by Yale University Press, London, 2005
Sue Prideaux (author) / KINOSHITA Tetsuo (translator) / 
Misuzu Shobo (publisher) / 2007

＊開室時間／10:00～17:00（閉架資料の閲覧申請、複写申請は16:30まで）
＊「セルフガイド」のご提供等のお問い合わせは、事業係（TEL 03-3823-6921）へ

＊『東京都美術館紀要 No.24』には、美術図書室の歩みに関するオーラル・ヒストリーを掲載しています。
　 http://www.tobikan.jp/media/pdf/2018/archives_bulletin_2017.pdf 

Note: The Bulletin of Tokyo Metropolitan Art Museum No.24 contains an oral history of the art library (in Japanese only).

美術情報室蔵書より　「ムンク展―共鳴する魂の叫び」おすすめの一冊
From the Library and Archives Book recommendation

Library 

The great modern artist Edvard Munch engages viewers with paintings representing intense 
human emotions. This definitive biography of Edvard Munch thoroughly explores his life 
experiences and painting works while touching on people and writings that influenced 
him. An essential book for understanding Munch’s works, which are inseparable from the 
hardships of his life.  (TAKASHIRO Yasuyuki, Assistant Curator)

美術情報室

レファレンスサービスも充実した居心地のよい“図書室”
A Pleasant “Library” Offering Many Reference Services

　静かな環境でゆったりと過ごすことができる空間には、
展覧会に合わせた「セルフガイド」や、「おすすめ図書」を
紹介しています。セルフガイドは、美術作品をみながら“何
を感じたのか”、“どういう発見があったのか”を学ぶような
ことを助けてくれるリーフレットです。気軽に手に取ってご覧
ください。
　カウンターには司書が常駐し、レファレンスサービスにも
対応。ご利用者の方が「知りたい、調べたい」と思うこと
は、何でも調べるお手伝いもしています。

The art library is quiet space for spending time in a relaxing way. It also offers “self-
guides” and “recommended books” related to art exhibitions. “Self-guides” are 
informative pamphlets that help people experience artworks and make discoveries 
in them. Please do not hesitate to take one. A librarian is always stationed at the 
counter, ready to help visitors with reference services. Whatever you want to know 
or investigate, we will do our best to aid you.

全国から網羅的に収集している「セルフ
ガイド」（美術館教育普及関連資料）の
所蔵は700点以上。国内では類のない
特別なコレクションになりつつあり、収集
に力を入れるとともに紹介もしています
The library’s unusual collection of over 
700 “self-guides” from major art museums 
throughout Japan.

美術情報室の一角には展覧会をより深
く楽しめるように、司書の一人ひとりが実
際に読んだ「おすすめ図書」がずらり。
館内で配布中のチラシ「おすすめ図書」
で紹介された本のほか、チラシには載っ
ていない関連本なども揃い、自由に閲覧
できます
Feel free to peruse the “recommended 
books” chosen by the librarian.

Library and Archives
美術情報室
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かけて、その方の干支や星座を描いて差し上
げると、とても喜んでもらえます。そんな笑顔が
うれしくて、一期一会を大切に続けています。
　私は福島県で中学校の美術教師をしてい
たのですが、2008（平成20）年、54歳の時
に早期退職をしました。第二の人生、何か新
しいことを始めようとしていたところ、動画投稿
サイトのYouTubeで、中国には地面に水で

　月に2～3回、週末に新幹線に乗って福島
から上京し、上野公園の動物園前や大噴水
の広場あたりに出没しています。水を入れたバ
ケツと、傘にスポンジをつけた自作の筆を手
に、上野動物園で人気のパンダやキリン、ゾウ
などのほか、干支や星座などをすいすい～っ
と描いています。
　私の絵を見に集まってきてくれた方 に々話し

On weekends two or three times a month, I board the Shinkansen 
in Fukushima and visit Tokyo to perform in front of the Ueno Park 
Zoo and in the Water Fountain plaza. 
I am a former junior high school art teacher. After retiring, I found 
out about the art of “ground calligraphy” using water, which is 
popular in China, on the video website “YouTube.” I decided to 
try using water to draw pictures. 
As a location, I chose my second home, Tokyo, where I spent my 
university years. Here, I selected Ueno Park, the city’s gateway 
from Tohoku and an art environment featuring art museums and 
Tokyo University of the Arts. For five years ever since, except 
on weekends when it rains, I have come here as regularly as 
possible to draw pictures using water.
Ueno Park is truly a human scramble intersection. Lately, I am 
newly appreciating the diverse appeal of this place. People used 
to think me a “suspicious person” when I first began drawing 
pictures on the ground with water, but recently, there are people 
I recognize who come to see me. The depth and richness of 
Ueno, which embraces even mysterious things, might be the 
reason I am drawn to this place.  

漢詩を書く「地書」というものがあることを知り
ました。それなら私は、路上に水で絵を描いて
みようと、チャレンジすることにしたのです。
　場所は、私が学生時代を過ごした第二の
故郷の東京。それも東北からの玄関口で、美
術館や東京藝大などアートの環境のある上野
公園で行うことに決めました。以来約5年、雨
以外の週末は、できる限りここで水を使って絵
を描いています。
　上野公園は、2020年のオリンピック・パラリ
ンピックに向けて公園整備が進み、大きく変容
しようとしています。その流れとともに、私のお
気に入りだった動物園そばのピザ店や、子ど
もたちの歓声が響いていた上野こども遊園地
などがなくなりました。
　その一方で、緑地や噴水の水もきれいにな
り、美術館や博物館へのアプローチとしての公
園という空間の存在も素晴らしく、人々の集う
憩いの場には、季節を問わず外国人観光客
も年々増えています。
　上野公園はまさに人間交差点とも言うべき
場所です。最近あらためて、この多様性に魅
力を感じています。この地で不特定多数の人
に興味を持ってもらい、コミュニケーションをと
りながら、相手を驚かせたり、感心させたりす
ることは、自分の技量が試されることで、非常
に面白いことです。
　地面に水で絵を描くパフォーマンスを始めた
頃は、「怪しい人」と思われていた私ですが、
最近では、常連の顔見知りの方もできました。
ミステリアスな存在さえも包みこんでくれる上
野の懐の広さが、私がこの地に惹かれる理由
なのかもしれません。
　私は人の面前で描く、自分のパフォーマンスを

「面前書画」と名づけました。これからも体力が
続く限り、この広場で続けていきたいと思ってい
ます。見かけたら、どうぞ声をかけてくださいね。

Above / Instant single-stroke sketches of pandas and elephants.  
A bath sponge attached to an umbrella instead of brush, and a 
bucket of water. His current panda is his 5th design, he says. 
Left (P14) / On sunlit weekends, Mr. Murakoshi appears in front 
of the Ueno Park Zoo and in the Water Fountain plaza

上／一筆書きの要領であっという間にパンダやゾウなど
の動物が地面に描かれていく。筆代わりの風呂掃除用の
スポンジをつけた傘と、水の入ったバケツを手にする村越
さん。今、使用しているパンダ柄の「筆」は、5代目
左（P14）／天気のよい週末に、上野動物園前や大噴
水前の広場に出没する村越さん

うえのの ときどき谷根千

Ueno no U

The richness and depth of Ueno Park,which embraces even mysterious things

ミステリアスな存在も包容する
上野公園の懐の深さに惹かれます

水で絵を描く謎のおじさん

村越淳さん

MURAKOSHI Atsushi, The enigmatic man who draws 
pictures using water

The Ueno area features many trendy shops while retaining the 
mood of Tokyo’s old downtown quarter. 
This time, we asked Ueno Park’s “enigmatic” artist who draws on 
the pavement using water about the true appeal of Ueno Park, 
the “human scramble intersection.”   

下町の風情を残しつつ、最先端の店も軒を連ねる上野界隈。
今回は、上野公園の路上に水で絵を描く「謎」のおじさんが、
“人間交差点”と称する上野公園の魅力を紹介します。
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シモーネ・マルティーニ《受胎告知》の
再現模写に関する解説会（1978年撮影）
Informative Talk on Reproducing Simone Martini’s 
Annunciation (photographed in 1978)

Tokyo Metropolitan Art Museum History in Photographs写真で見る東京都美術館の軌跡

エドヴァルド・ムンク《叫び》1910年?　オスロ市立ムンク美術館蔵
Edvard Munch, The Scream, 1910?
© Munchmuseet

In May 1978, ISHIHARA Yasuo, who reproduced a 14th 
century Italian altarpiece, was invited to give an informative 
talk on painting processes and techniques, in the Exhibition 
Room lobby. After opening in a new museum building in 
1975, the Tokyo Metropolitan Art Museum took art education 
activities as an important pillar and began holding art 
courses, art production demonstrations, and lectures. As 
this photograph shows, an eager audience gathered for 
the informative talk. Such was its popularity, a monitor was 
provided for people in the back rows.

(KOBAYASHI Akiko, Associate Curator)

　1978年5月、東京都美術館の企画展示室ロ
ビーにて、14世紀イタリアの祭壇画の再現模写
を制作した石原靖夫氏を招き、制作過程や絵
画技法に関する解説が行われた。1975年の新
館開館を機に、東京都美術館は美術教育活動
を柱のひとつに据え、美術講座や公開制作、講
演会等の実施に力を入れてきた。写真が伝える
とおり、解説会は熱心な観客を集め、後方の人
のためのモニターを用意するほどの盛況を博し
た。  （東京都美術館 学芸員　小林明子）


