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　僕のアートとの出会いは、“絵を描くと褒めら
れる”ことでした。幼稚園児の頃、描いた絵が
郵便局に展示され、小学校の写生大会では金
賞になるなど、特に好きではなかったけれど、絵
を描くと評価されることが続き、絵に興味を持つ
ようになりました。
　美術館で最初にみた展覧会は、小学6年生
の時に父と行った国立西洋美術館の「ゴッホ展」

（1985年）でした。１枚の絵の前に人が群がり、
全然進まない。こんな大変な思いをしないと絵
をみられないのか！ と衝撃を受けました。僕も
必死にみるのですが、周囲の人のパワーに圧
倒され、会場を出る頃にはヘトヘト。「こんなにも
多くの人を惹きつける絵を描く画家ってすごい
な」と、絵ではなく画家という存在に感動し、僕
も画家になりたいと思ったことを覚えています。

　高校では美術部に入り、美術館にもよく行き
ました。上野公園内の施設を１つ選んで見学す
るという学校の課外授業では、同級生の美術
部員と都美で日展をみました。日本画、洋画、
彫刻、工芸美術、書など、展示作品の多さに

「世の中にこんなに作家がいるのか」と衝撃を
受け、それぞれの作品の上手さには刺激を受け
ました。
　高校2年生と3年生の時には、都美で開催さ
れる全日本学生美術展に部員全員で出品しま
した。実家のある春日部（埼玉）からは上野まで
電車で1時間程。自分たちで絵を運べる距離だ
し、みんなで出品しよう！ と盛り上がり、30号の
油絵を描きました。梱包したカンヴァスを抱えて
地下鉄に乗り、都美に運ぶことが僕らにとって

“絵を描くと褒められる”が
僕とアートの接点

地下鉄を降りて都美まで歩く道のりは
今でも特別な時間と空間

輝くあの 人と a r t の 素 敵な 出 発 点
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片桐 仁
KATAGIRI Jin

Since debuting in the comedy duo “Rahmens,” 
KATAGIRI Jin has expanded into acting, sculpture and other
diverse fields. Attracted to the art field since a child, 
he has frequently visited Tokyo Metropolitan Art Museum 
since high school. We asked him about 
his experiences at the museum and the fascination of art. 

コントグループ「ラーメンズ」でデビューし、
俳優・彫刻家として
幅広い活動を続ける片桐仁さん。
子どもの頃からアートに関わる仕事をしたいと
考えていた片桐さんにとって都美は
高校生の頃から縁のある場所だったとか。
そんな都美にまつわる思い出や
アートの魅力についてうかがいました。

Interview

片桐 仁（かたぎり・じん）
俳優・彫刻家。1973年生まれ。多摩美術大学卒業。大学在学
中にコントグループ「ラーメンズ」を結成。存在感を買われ舞台・
ドラマ・映画など俳優として活躍するほか、著書の出版や粘土細
工の作品展開催など彫刻家としても活動中。2015年より全国の
イオンモールにて開催された個展「不条理アート粘土作品展『ギ
リ展』」では、開催地にちなんだ新作を展示することでも話題に。
2019年6月には、初の海外個展「ギリ展台湾」を開催、鯛の形
のお椀《鯛椀（たいわん）》を制作。海外進出の夢を叶える。
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My first encounter with art was getting praised whenever I drew 
a picture.
People liked the pictures I drew in kindergarten and elementary 
school, and this aroused my interest in pictures. 
For an extracurricular class in high school, I attended a Nitten 
exhibition being held at Tokyo Metropolitan Art Museum. The 
Japanese-style paintings, Western-style paintings, sculptures, 
craft pieces, and calligraphy—all the many artworks amazed me. 
“There are so many artists,” I thought, and the high quality of the 
works struck me deeply.
I visited Tokyo Metropolitan Art Museum many times as a high 
school student, but it was always the walk from the subway 
to the museum that I liked. The varied scenery I saw, walking 
through the park, and the metal sphere catching my eye 
as I entered the gate. “Here I am at Tokyo Metropolitan Art 
Museum!”—this kind of feeling. 
Currently, I am also active doing art. I create at home and almost 
always have trouble. At such times, if I see artworks at the 
museum, I get my motivation back. For me, the art museum is a 
place for getting positive energy. 
If there is a painting you like, you really must go see the real thing. 
This is what I feel. When standing in that space, experiencing 
the artwork with my own sensibilities, there are so many things 
I notice and feel. 
“Masterpieces of Impressionism: The Courtauld Collection” will 
display famous works by Manet, Renoir, Degas, Cezanne, and 
Gauguin, I hear. It will be a chance to see many famous works 
I know about but have never seen, right here in Tokyo. I hope 
many people will attend the exhibition, because there is so much 
to feel from the actual paintings. I will absolutely go.

に、頭の中で考え過ぎると手が動かなくなるん
です。そんな時、美術館に来ていろいろな作品
をみると、みんな命懸けで頑張っているなと思
い、純粋に作りたいものを作ることの大切さを
再確認できます。するとモヤモヤした思いが晴
れ、帰る頃には「よし、家に帰ったら制作を続け
よう」と、元気が出ます。僕にとって美術館や作
品鑑賞は前向きなパワーをもらえる場所、パワー
スポットです。
　僕は絵をみる時、画家の手順を追ったり、
絵の具の置き方など技術のことばかりみてい
ましたが、最近は、「絵画鑑賞って娯楽的要素
があるのだな」とあらためて気づかされまし
た。画家の人としての背景が好き、会場の雰
囲気が好き、知識がないけど感覚的に好き、
上手いと思うだけでもいい。絵の見方は自由
です。
　先日、「ムンク展」をみた8歳の次男が、帰るな
り「ムンクはね、すごいんだよ」と、特に絵が好き
でも詳しくもないのに楽しそうに話す様子を見
て、「よくわからないけど楽しい」っていいなと思
いました。アートファンとしても今後そんな展覧会
が増えることを期待します。　
　そして、好きな絵が1枚でもあれば絶対に生
でみた方がいいです。印刷物では伝わらないそ
の場の空気を自身の感覚で感じられます。特に
油絵は、大きさ、色、絵の具を重ねることででき
る表面の凹凸など、本物をみて気づくこと、感じ
ることが多くあると思います。
　「コートールド美術館展　魅惑の印象派」で
は、マネ、ルノワール、ドガ、セザンヌ、ゴーガン
など、有名な作品が数多く展示されると聞きまし
た。存在は知っているけれど、実物をみたことの
ない名画の数々を東京でみられるチャンスで
す。本物ならではの何かを感じられると思いま
すから、多くの方に生でみていただきたいです。
僕も絶対にみます。

は一大イベントですごく楽しかったです。展覧会
に出品するのも、自分の作品を多くの人にみて
もらうのも初めてで、アーティストへの道を歩いて
いる気分でした。2年生の時は賞を取ったので

「俺、いけるかも！」と、根拠のない自信を持った
りもしましたね（笑）。
　都美には高校生の頃から何度も足を運んで
いますが、僕は地下鉄を降りてから都美の正門
までの道のりが好きです。坂を上り、公園の中を
歩きながら目に入ってくる景色、正門を入ると目
に入る球体とコの字型の建築を見ると都美に
来た！ と感じます。僕にとって、駅から都美に向
かう時間、空間からその時 に々感じる感覚は今
でも特別なものです。

　大学は油画には進めず、受かったのは多摩

美の版画。美大にはものすごく絵の上手い人が
いるし、「絵の上手い仁ちゃん」という僕のアイデ
ンティティーは完全に失われました。そんな時、
学校で披露したネタがウケたので、お笑いの道
へ進みました。徐 に々美術館に通う回数は減っ
ていき、当時、都美で開催されていた五美大展

（東京五美術大学連合卒業・終了制作展）で
は、お笑いとアートを融合させた面白い作品を
作ろうと顔の版画を出品しましたが、油絵への
挫折感が強く、高校時代のような楽しさは無くな
っていました。
　しかし現在では、お笑いや芝居をする傍ら、
彫刻を制作して個展を開催するなど、ありがた
いことにアートも仕事にさせてもらえています。自
室で制作しますが、試行錯誤だらけ。こんなに
夢に近いことをしているのに何を悩むことがあ
るんだ！ と思いますが、毎回ウジウジと悩みま
す。言葉にならないから絵や彫刻で表現するの

鑑賞者として、アーティストとして
アートの楽しみ方はさまざま

会期
2019年9月10日（火）～12月15日（日）

特設ウェブサイト
https://courtauld.jp

Masterpieces of Impressionism: The Courtauld Collection

コートールド美術館展 
魅惑の印象派

撮影場所：東京都美術館 東門階段付近にて
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　「作家とは、個々に打ち合わせを重ねまし
た。新作は構図やモチーフの構想段階で相談
したり、スケッチを見ながら打ち合わせをする
など、6者6通りの制作過程がありました」と語
る田中学芸員。各作家の描く子どもの魅力、
描き方、雰囲気が伝わるよう、展示スペースの
壁面や天井高も考え、新作のサイズを大きくす
るのか、敢えて小さくした方がいいのかなどの
協議も行いました。

　本展では、3つのタイプの展示スペースを3
章6エリアで構成。作品の選定と同時に、どの
ようなスペースで展示すれば絵の世界観がよ
り伝わるのか、天井の高低、展示壁面の広さ
や色、来場者の順路なども考慮しながら、展
示構成も作家と何度も打ち合わせを行い決定
します。テーマと空間が決まっており、そこに合
う作品と展示構成が重要という共通認識を徹
底することで、表現したい内容と空間が合致し
た構成も見所の１つです。
　第1章は、「愛される存在」をテーマに、子ど
もの愛らしく無垢な姿を描いた作品を通じて、
子どもに注がれるさまざまな視線が感じられる
空間。第2章は「成長と葛藤」をテーマに、大
人になる過程で避けられない思春期の葛藤を
表現した作品群。第3章は「生命のつながり」
をテーマに、自然の中の人間、自分も次の世
代をつくる生命の循環の一部だと感じられる
世界が広がります。
　若手からベテランまで幅広い世代の作家を
紹介する本展では、新作も含め、作家とともに
選んだ50点以上の作品が展示されます。「子
どもという普遍的なテーマの中で、作家と子ど
もとの距離感、それぞれの作家の表現の違い
を感じ、自分に響く作品を見つけてほしいで
す」と本展への思いを語ってくれました。

　「この展覧会では、大人である作家がモチ
ーフとしての子どもをどのように見て、表現する
のかをテーマにしました」と企画意図を話す田
中学芸員。出品作家の選定にあたり、公募団
体展や個展に足を運ぶなどの調査を行い、複
数の候補者をリストアップ。その後、美術館の

中で協議を重ねた結果、6名の出品作家が決
定したという。　　　
　展示作品は、「作家と打ち合わせをし、1点
ずつ出品の可否の確認を行いました。この
時、アトリエで既存の作品を実際に見て、新作
を加えるか否かも検討していきます。作家の全
員がテーマへの理解が深く、出品に意欲的
で、新作を展示予定です」。

作家とともにつくり上げる展覧会

作品の世界観を伝える展示構成と空間演出

As the exhibition coordinator, I chose the theme of looking at 
the ways adult artists see children and express them as a motif. 
When selecting the participating artists, I attended Public Entry 
Exhibitions and solo exhibitions to conduct research. As a result 
of my investigation, six artists were chosen to participate this 
time. 
Then, in selecting works to display, I confirmed with each artist 
the actual works they would have available. This time, all six 
artists plan to display new works created in 2019, among them 
works created especially for this exhibition.  
I repeatedly held meetings with each of the six artists. We 
conferred at the layout stage, held discussions while looking 
at sketches, and I endeavored to accommodate each artist 
in his or her distinctive production process. For this exhibition 
of artists ranging from young painters to veterans, we plan to 
display over 50 works, including new works, selected together 
with the artists.
The subject of children is a universal theme. In this respect, I 
hope visitors will try to sense each artist’s emotional distance 
from children and approach to expressing them, and try to find a 
particular painting that strikes them deeply. 

公募団体に所属する現役作家の作品を通じて、毎年テーマを決めて現代の美術を紹介する「上野アーティストプ
ロジェクト」。3回目を迎えた今年は、「子どもへのまなざし」をテーマに、絵画を手がける6名の作家を紹介します。
開幕まで約50日、本展を担当している田中宏子学芸員に準備の状況を聞きました。
Each year, the “Ueno Artist Project” selects a theme and showcases works by contemporary artists who are currently active in 
art groups. Now in its third year, the Ueno Artist Project this time features works by six painters under the theme, “Artists Look 
at Children.” Some 50 days before the exhibition’s opening, we asked the exhibition’s coordinating curator, TANAKA Hiroko, 
about the state of preparations underway.

上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」

To sense the artists’ emotional distance from children and their approach to expressing them as a motif

作家と子どもとの距離感、表現の違いをみる

展 覧 会 の 舞 台 裏

上野アーティストプロジェクト2019
「子どもへのまなざし」

Ueno Artist Project 2019: “Artists Look at Children”

□会期
2019年11月16日（土）～
2020年１月5日（日）
□ウェブサイト
https://www.tobikan.jp/
exhibition/2019_uenoartistproject.html
□出品作家
大久保綾子（一陽会）、木原正徳（二紀会）
志田翼（独立美術協会）、新生加奈（日本美
術院）、豊澤めぐみ（新制作協会）、山本靖久

（主体美術協会）

Above: Scene of photographing artworks for 
display in pamphlets and catalogues.
Left: Visiting the artist’s studio to see actual works 
and confirm the display order and space needed

チラシや図録に掲載する作品画像を撮影す
る様子（上）。作家のアトリエに足を運び、実
際の作品をみて展示順やスペースを確定し
ていく（左）
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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
豊かなものになります。

　「ミュージアム・スター
ト・パック」は、特別な
パックです。子どもたち
がミュージアムを継続
的に楽しむための、好

“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. 

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.

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。

What is “Museum Start iUeno”?

「Museum Start あいうえの」とは？

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！

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.”

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。

人 と 作 品 、人 と 人 、人 と 場 所 を つ なぐ

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

ミュージアム・
スタート・パック

Museum Start Pack

A Special tool for the adventure in 
Ueno Park, enriching museum experiences

図解！ ミュージアム・スタート・パック
Illustration! Museum Start Pack

Enjoy Ueno Park with your Museum Start Pack!

あいうえの

※内容は変更になる場合がございます。

https://museum-start.jp

全プログラムの詳細と申し込み方法は
ウェブサイトへ

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！

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！

9つのオリジナルバッジを集める
ことができる！

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！

Step

1 Explore Ueno Park and enjoy the museums

上野公園で
ミュージアムを楽しもう

Step

3 Collect the original pin badges at “Bibit-Point”

ビビットポイントで
オリジナルバッジを集めよう！

Step

2 Record your museum experience on 
your notebook

ノートに記録を書こう

　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
密の呪文を唱えると
もらえるよ。

オリジナルバッジのもらい方
How to get the original pin badges 

　＊3

　＊4

例えばこんな冒険の記録が書ける！

　＊1

　＊2国立科学博物館

　　＊1～4  撮影： Masako Nakagawa
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　東京都美術館の貸出施設には、公募
展示室やギャラリーのほかに、講堂とスタ
ジオがあります。
　講堂は、交流棟ロビー階に位置し、定
員は、車椅子スペース5台を含む230名
です。内部は、木製の壁面や天井に囲ま
れた、温もりのあるデザインです。プロジェ
クターやマイクの貸し出しもありますので、

目的に合わせてお使いいただけます。
　展覧会の初日などには公募団体展の
開会式や表彰式、会期中は講演会やシ
ンポジウムなどの関連事業が行われてい
ます。また、演奏会や映画会、セミナーな
ど、芸術文化に関する事業の会場として
幅広くご利用いただいています。さらに、
学校教育展が開催される時期は、卒業・

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

Use of the Auditorium and Studio (facilities for School Education & Public Entry Exhibition activities)  

学校教育機関・公募団体の講堂・
スタジオ利用について

2019年5月の公募団体展より、表彰式の様子（「第72回 創造展」 創造美術会）
Scene of Public Entry Exhibition awards ceremony, May 2019 
(“FINE ART EXHIBITION SOUZOUTEN,” SOUZOU BIJUTSUKAI)

Rental facilities at the Tokyo Metropolitan Art Museum 
include an Auditorium and Studio as well as the Citizen’s 
galleries. 
The Auditorium, located on the LBF floor of the Interchange 
Wing, has a 230 - person room capacity including five 
wheelchair spaces. Events related to Public Entry Exhibition 
opening ceremonies, awards ceremonies, and exhibition-
related lectures and symposiums are held in this space. 
The Auditorium can also be used for performances, film 
showings, seminars, and other wide-ranging art and 
cultural events.
The Studio, located on the 2F of the Interchange Wing, 

has a 50 - person room capacity. Because the use of 
water and paints is permitted, the Studio is used for 
workshops, sketching sessions, meetings, and other 
wide-ranging utilities. 
Although priority is given to events supporting museum 
projects, School Education Exhibitions, and Public Entry 
Exhibitions, general groups engaging in nonprofit art and 
cultural activities can also apply for use on the internet 
upon obtaining prior approval and registration. Please see 
the museum’s website for details.  

                 (SHIBATA Yuriko, Assistant Curator)

修了制作として、学生がパフォーマンスを
披露する場ともなります。
　スタジオは、交流棟2階に位置し、定員
は50名です。スタジオ内は、水や絵具の
使用が可能な上、椅子やテーブルなどの
備品もあり、学校教育展や公募団体展の
ワークショップ、美術団体のデッサン会や
絵画制作、そのほか講演会や会合など、
芸術文化に関する事業を開催する場とし
て、さまざまな用途に利用されています。
当館のスタジオで制作された作品が、公
募団体展に出品されることもあります。
　このように、講堂やスタジオが利用され

ることにより、美術館が鑑賞する場である
と同時に、つくる喜びや意見を共有し、芸
術文化に対する理解を深め、美術を通し
たコミュニケーションを促す、相互交流の
場となることが期待されます。
　館事業や学校教育展、公募団体展で
の利用が優先とはなりますが、営利目的で
はなく、芸術文化に関する事業であれば、
一般の団体も審査・事前登録の上、インタ
ーネットで申込みができます。詳細につい
ては当館ウェブサイトをご覧ください。

（東京都美術館 学芸員　柴田友里子）

2019年5月の公募団体のスタジ
オ利用より、人物デッサン会の様子

（現代パステル協会）
Scene of Art Group figure drawing 
session, Studio, May 2019 (Modern 
pastel society Japan)
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Tokyo Metropolitan Art Museum provides various facilities to ensure 
the comfort and safety of your visit. 
We asked administrator MOTEGI Daisuke about the Breastfeeding Room.

東京都美術館では、安心してご来館いただけるよう
さまざまな設備をご用意しています。中央棟ロビー階にある
授乳室について管理係の茂木大輔に聞きました。

To people who visit with 
small children

小さなお子様をお連れの方へ

A private breastfeeding room comfortable for father as well. Also, relax in warmth on a large sofa

パパも一緒に利用OKの個室タイプの授乳室や
ぬくもりのある大型ソファでおくつろぎいただけます

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.

Now you can research the Library’s collection using the ALC (Art Library Consortium) Search

ALC Searchで蔵書検索ができるようになりました

美術情報室

　美術情報室には現在約50,000点の蔵書
がありますが、閉架の資料も多いため、事前
に検索をしていただくとよりスムーズにご利用
いただけます。美術情報室の蔵書については
インターネットの蔵書検索ページ＊1から検索で
きますが、2019年4月より、ALC（美術図書館
連絡会）が公開している横断検索システム
ALC Search＊2からも検索ができるようになり
ました。
　ALCは美術および関連分野における情報
資源を共有し調査研究の推進を図る国内美術
図書館のコンソーシアム（共同事業体）で、当館
を含め、特色ある蔵書を有する12の施設が加
盟しています。それらすべての加盟施設の蔵書
を一度に検索できるのがALC Searchです。
　お探しの資料が美術情報室に無い場合で

も、どこの施設ならその資料があるのかが分か
り大変便利です。資料をお探しの際にはALC 
Searchもご利用いただき、美術情報室だけ
でなく、他の加盟施設にも足を運んでみては
いかがでしょうか。

（東京都美術館 学芸員　髙城靖之）

The Library and Archives currently possesses about 50,000 
items in its collection. Because many are on closed shelves, 
you can access the materials more easily if you first run an 
Internet search. A search can be made using the our collection 
search page＊1, but as of April 2019, you can also use ALC 
Search＊2 made available by the Art Library Consortium. ALC is a 
consortium of nationwide art museum libraries seeking to share 
information on art and related fields so as to promote research. 
ALC Search provides access to the materials of all twelve 
facilities (including this museum) belonging to the consortium. 
If the materials you seek are not at this museum’s library, you 
can conveniently locate them at another member facility. When 
searching for material please feel free to use ALC Search and 
visit not only our Library and Archives but the other consortium 
facilities as well.          (TAKASHIRO Yasuyuki, Assistant Curator)

ALC Searchの
トップページ
ALC Search Top Page

Copyright © 2004- 
The Art Library Consortium, 
All rights reserved.

The Library strives to improve the convenience of its services. 
This time, we introduce a new method of searching the Library’s collection. 

美術情報室では利用者の利便性向上に努めています。今回は新たな蔵書検索方法についてご紹介します。

＊1 蔵書検索  http://jmapps.ne.jp/tobikan_opac/　＊2 ALC Search  https://alc.opac.jp/search/all/index.html
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うえのの ときどき谷根千

Ueno no U

東叡山寛永寺 執事

石川亮岳さん

ISHIKAWA Ryogaku,
Steward, Toeizan Kanei-ji Temple

The Ueno area features many trendy shops while retaining the 
mood of Tokyo’s old downtown quarter. 
This time, Kanei-ji’s steward describes Ueno’s charms as a place 
of history whose “Bell of Time” has tolled daily since the Edo 
period.period.

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、江戸時代より撞かれる「時の鐘」が響き渡る
上野の魅力を東叡山寛永寺執事が紹介します。

す。寛延年間（1748‒1751）の資料によれば、
最北で標高の高い場所にあった寛永寺の時
の鐘が一番鐘を務め、次いで市谷八幡東円
寺、赤坂成満寺、芝切通しの順に撞かれていま
した。当時の人 は々時の鐘に合わせて生活をし
ていたため、鐘撞きは重要な職務。柏木家は世
襲（名跡）で上野の時の鐘の請負人を務め、
最寄りの武家・寺社・町方から鐘

か ね つ き せ ん

撞銭の徴収も

　江戸時代より上野の町にその音色を響かせ
る寛永寺時鐘堂の「時の鐘」は、寛文9（1669）
年、柏

か し わ ぎ こ う こ

木好古という人が幕府に願い出て建立
され、初代の請負人（鐘撞きの責任者）となりま
した。時の鐘は幕府の支配下にあり、江戸城の
太鼓の音を受けた一番鐘の鐘撞き人が「捨て
鐘」を3回撞くのを合図に、決められた順番、回
数、間合いで江戸市中10か所の鐘が撞かれま

行っていました。
　しかし、上野戦争で寛永寺が一時的に全山
退去となり時の鐘も途絶えます。柏木家の尽力
で明治2（1869）年に再開するも、第二次世界
大戦で2度目の休鐘を余儀なくされました。
　寛永寺より依頼した鐘撞人によって鳴鐘が
再復活したのは昭和22（1947）年。以降、時
の鐘は年中朝６時、正午、夕方６時の1日3回
撞かれ、令和となった今も江戸時代から続く鐘
の音色を響かせています。時鐘堂の鐘は今でも
この界隈で一番標高の高い場所にあるため、
鐘の音は広範囲に響き渡ります。特に朝6時の
鐘、文化施設が休館日で公園の人通りも少な
い月曜の夕方6時の鐘はよく聞こえます。自身が
気ぜわしい状態だと定刻に撞かれる鐘の音を
つい聞き逃してしまうこともあるため、穏やかな
状態で夕方の鐘の音を聞けた日は、よい1日を
終えられたと嬉しく思います。
　上野在住の私が法衣でも、私服でもよく足を
運ぶのが、大仏山と清水観音堂です。大仏山
は、標高が高く、正面に時鐘堂を、眼下には江
戸時代と同じ場所にある桜並木を見渡せ、清
水観音堂の「月の松」からは、江戸時代の浮世
絵師 歌川広重が《上野山内月のまつ》《上野
清水堂不忍ノ池》で描いた辯天堂と不忍池を
見ることができます。何百年も前にこの場所に
いた人と同じ景色を見て、同じ鐘の音を聞ける
のは、上野公園ならでは。町の喧騒から離れた
上野の山で鐘の音に耳を傾け、江戸の人々の
暮らしに思いを馳せる時間がとても好きです。
また、公園内では多くの御朱印を集めることが
できます。寛永寺だけでも、清水観音堂、上野
大仏（釈迦如来、薬師如来の2種）、不忍池辯
天堂、輪王寺開山堂（両大師）、寛永寺根本中
堂の６種、護国院大黒天、上野東照宮、五條天
神社、花園稲荷神社も巡れば10種の御朱印
が集められるので是非お越しください。

Kanei-ji Temple’s “Bell of Time”—a part of life since Edo times.
The bell’s reverberation invites feelings of peace.

江戸時代から継承される寛永寺の時の鐘
その音に耳を傾ける穏やかなひととき

Steward Ishikawa Ryogaku in front of Kanei-ji 
Kompon Chudo.Because the temple gate closes 
with the 6:00 evening bell, it has long been called 
the “bell to chase people out of Ueno.”

東叡山寛永寺根本中堂前の石川執事。
江戸時代、境内の門は鐘に合わせて閉
められるため、夕刻6時の鐘は町民に

「上野の追い出し鐘」と呼ばれていた

“Moon Pine” Shinobazu Pond glimpsed from Kiyomizu Kannon Hall 
through a circular branch in the shape of the moon—the subject of 
a famous Hiroshige Ukiyo-e print. A typhoon destroyed the Moon 
Pine in the Meiji period, but it was recreated 150 years later in 2012. 

「月の松」。清水観音堂の境内から月のように丸くなった枝
を覗き不忍池を見た光景は歌川広重の浮世絵にも描か
れた。明治時代に台風で消失し、2012年に150年ぶりに
復活した

Kanei-ji Temple’s “Toki-no-kane.”Even the poet Basho sang of the 
bell: Amid clouds of blossoms, the bell of Ueno? Or Asakusa? 

寛永寺時鐘堂の「時の鐘」。松尾芭蕉も「花の雲　鐘は
上野か　浅草か」と詠んだ

Kanei-ji Temple’s Toki-no-kane (“Bell of Time”) has told the time of 
day in Ueno since the Edo period (1603-1868). In Edo times, the 
bell was indispensable to people for knowing the time. The bell 
was twice silenced during World War II, but since its return to duty 
in 1947, a bell ringer has tolled the bell three times a day—at six 
o’clock each morning and evening and at twelve noon.
The Toki-no-kane is not the only place in Ueno Park offering an 
experience unchanged since Edo times. One can view the bell 
tower and Sakura-dori Avenue from the Daibutsu. Visitors to the 
“Moon Pine” at Kiyomizu Kannon Hall can enjoy the views of Benten 
Hall and Shinobazu Pond depicted in Ukiyo-e prints by Utagawa 
Hiroshige. At these sites, one can see the same scenery and hear 
the same temple bell as people hundreds of years ago. 
One can also collect many “go-shuin” temple seal stamps in Ueno 
Park. You can get six by touring Kiyomizu Kannon Hall, Ueno 
Daibutsu (2 kinds: Shaka Nyorai & Yakushi Nyorai), Shinobazu 
Benten Hall, Rinnoji Kaizan-do, and Kanei-ji Kompon Chudo. If you 
also visit Ueno Daikokuten, Ueno Toshogu, Gojo-ten Jinja Shrine, 
and Hanazono Inari Shine, you can get ten seal stamps in one day.
Priest Ishikawa Ryogaku in front of Kanei-ji Kompon Chudo.
Because the temple gate closes with the 6:00 evening bell, it has 
long been called the “bell to chase people out of Ueno.”
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正岡子規記念球場
Shiki Masaoka Memorial Stadium

This and That in Ueno Park上野公園あれこれ

The Shiki Masaoka Memorial Stadium (Masaoka Shiki-kinen-
kyujo) 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)

　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）

表紙の
写真 

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
© Courtauld Gallery (The Samuel Courtauld Trust)


