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Step

人 と 作 品 、人 と 人 、人 と 場 所 を つ な ぐ

2

08

ノートに記録を書こう
Record your museum experience on
your notebook

図解！ ミュージアム・スタート・パック

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、
「 Museum Start あいうえの」のプログラムへ
初めて参加する人全員がもらえる冒険の道具「ミュージアム・スタート・パック」
をご紹介します。

Illustration! Museum Start Pack

９つの文化施設の
基本情報や冒険の
ヒントがいっぱいの
ガイドブック付き！

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 “Museum Start Pack,”
a kit of tools for preparing children to participate in the programs of “Museum Start iUeno.”

上野公園のミュージアムが
もっと楽しくなる冒険の道具
A Special tool for the adventure in
Ueno Park, enriching museum experiences

ミュージアム・
スタート・パック
Museum Start Pack

「ミュージアム・スター

ミュージアムでの発
見を記録する、スク
ラップブック機能の
ノート付き！

＊3

ミュージアム・スタート・パックを持って
上野公園をめぐろう！
Enjoy Ueno Park with your Museum Start Pack!

Step 上野公園で

1

ミュージアムを楽しもう
Explore Ueno Park and enjoy the museums

ト・パック」は、特別な

例えばこんな冒険の記録が書ける！

パックです。子どもたち
がミュージアムを継続

Step ビビットポイントで

3

的に楽しむための、好
奇心を刺激する仕掛けがいっぱい。この道具
を使いこなせば、ミュージアムでの体験がより

オリジナルバッジを集めよう！
Collect the original pin badges at “Bibit-Point”

豊かなものになります。

9つのオリジナルバッジを集める
ことができる！

“Museum Start Pack” is a starter kit given to each participant
of the programs of “iUeno.” The kit is full of tools for awakening
children’s curiosity so that they will want to enjoy the museums
regularly. If used properly, the tools can make the museum
experience far richer.
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全プログラムの詳細と申し込み方法は
ウェブサイトへ

「 Museum Start あいうえの」とは？
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What is “Museum Start iUeno”?

オリジナルバッジのもらい方

上野公園に集まる9つの文化施設が連携し、子ども
たちの“ミュージアム・デビュー”を応援。子どもと大
人が共に学びあえる環境を創造する「ラーニング・
デザイン・プロジェクト」です。
Under the name “Museum Start iUeno,” Ueno Park’s 9
cultural facilities are working together to support children
in their “museum debut.” This “Learning Design Project”
is aimed at creating an environment where children and
adults can learn together.

How to get the original pin badges

オリジナルバッジ
は、各施設にある
「ビ
ビッドポイント」で秘
国立科学博物館
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密の呪文を唱えると
もらえるよ。

あいうえの

https: // museum-start.jp
※内容は変更になる場合がございます。

プログラムに参加し
てミュージアム・スタ
ート・パックを手に
入れよう！

＊1〜4 撮影： Masako Nakagawa
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上 野公 園あれこれ

This and That in Ueno Park

東京文化会館に隣接する上野恩賜公園野
球場（愛称：正岡子規記念球場）
。俳人、歌人、
随筆家である正岡子規は、
まだ日本に紹介され
て間もない野球を愛好し、随筆『筆まかせ』に
明治23（1890）年に上野公園で野球の試合を
したと著している。当館の旧館に隣接していた
野球場は現在の場所に移転し、その跡地に新
館が建設された。平成18（2006）年、公園開
園130 年記念事業として子規の句碑「春風や
まりを投げたき 草の原」が設置された。
（東京都美術館 広報担当係長

山崎真理子）

正岡子規記念球場
Shiki Masaoka Memorial Stadium

The Shiki Masaoka Memorial Stadium (Masaoka Shiki-kinenkyujo) is located next to the Tokyo Bunka Kaikan. MASAOKA
Shiki, a poet famed for his haiku and essays, was a passionate
fan of baseball when it was still a new sport in Japan. In an
essay, he once wrote of playing baseball at Ueno Park in 1890.
The baseball ground was formerly located next to the Tokyo
Metropolitan Art Museum’s original building, but when the new
museum building was built on the site of the baseball ground, it
was moved to its present location. In 2005, a plaque bearing the
Shiki haiku poem “Spring wind! I'd like to throw a ball. Grass of a
ballpark “ was established at the entry of Ueno Park in marking
its 130th anniversary.
(YAMAZAKI Mariko, Chief of Public Relations)
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エドゥアール・マネ《フォリー=ベルジェールのバー》
（部分）1882 年
Edouard Manet, A Bar at the Folies-Bergère (detail), 1882
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