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　初めてクリムトの作品と出会ったのは、誰も
が知る《接吻》でした。その時は作品名も知ら
ず、目の前にある１枚の絵。恍惚の表情で接吻
をしているのに、その女性の足元は崖にかかっ
ている。これって、道ならぬ恋ではないか、瀬
戸際の愛を表現しているのかな？ さまざまな人
生を経て最終的にこの表情での接吻なのだろ
うか？ などと、１つのシーンでいろいろな想像
が膨らみ、クリムトの世界に心奪われました。
　その後、他のクリムト作品もみるようになる
と、色彩や女性の表情などから独特の色香と
気品が醸し出されていると感じました。私は、
絵画はもとより、映画や舞台でも、女性が活躍
する作品を好んで観ます。容姿の美しさだけ
ではない、ふとした時に感じる女性の気品や
色気を描いた作品が好きで、そこに贅沢さを
感じるのですが、まさに、クリムトの絵にはそう
いった要素が詰まっていて、初めて目にして以
来、その世界観に魅了されています。

　女性の描き方に加え、独特な色使いも魅力
です。特に金を多用しているのにギラギラした
感じではなく、「箔」という感じでエレガントです
よね。クリムトは、浮世絵や琳派の影響を受け
ていると言われていますが、金の使い方など
は、まさに琳派の影響を受けていると感じま
す。自分が好きになった西洋の絵画が、実は日
本文化の影響を受けて描かれていたなんてと
ても興味深くて嬉しいですよね。そういう文化
のミクスチャーって本当に素敵だと思います。
　絵画は、色や柄の組み合わせという部分で

女性が魅力的に描かれた独自の世界観に
引き込まれ想像力を掻き立てられる

絢爛豪華でエレガントな金の使い方が
日本文化の影響という縁

藤原紀香
FUJIWARA Norika

Interview

輝くあの 人と a r t の 素 敵な 出 発 点

Wherever she travels, 
actress FUJIWARA Norika invariably visits the art museums 
and cultural heritage sites at her destination. 
We asked her about the appeal of Gustav Klimt, 
a painter who holds an irresistible fascination for her.

国内外を問わず、旅先では
美術館や文化遺産巡りは
欠かせないという女優の藤原紀香さん。
数多くの作品を鑑賞する中、
魅了されてやまない画家の一人と称する
グスタフ・クリムトの魅力について
うかがいました。

藤原紀香（ふじわら・のりか）
女優。神戸親和女子大学在学中に第24回ミス日本グランプリを
受賞。ファッション誌のモデルを経て、大学卒業後に上京し、以
後、女優としてドラマ、映画、舞台と活動の場を広げる。2019年
9月3日～17日には、国民的漫画『サザエさん』のサザエ役とし
て明治座の舞台に立つことが決定している。芸能活動とともに、
ボランティア活動、文化貢献活動にも力を注ぎ、日本赤十字広報
特使、京都国立博物館文化大使等を歴任するなど、多岐にわた
り活躍中。自身のNPO“スマイルプリーズ世界子ども基金”を立
ち上げ、各国に学校を建設するなど国内外の子どもたちの教育
支援事業を継続している。
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My first encounter with Klimt was The Kiss. While not knowing 
the work’s name, I was captivated by it—how the woman’s foot 
is hooked on a cliff while they are kissing with such ecstasy. 
There was so much to imagine in a single scene, I fell in love with 
Klimt and his world.
I am attracted to works that focus on women, even movies and 
plays. I especially like works that, instead of simply depicting 
their physical beauty, also mysteriously evoke their feminine 
beauty and sexuality. Klimt’s paintings are full of such elements, 
so they hold a strong appeal for me. Then, Klimt’s unusual 
handling of color is another aspect of his charm. His frequent 
use of gold is always elegant, never glittery. He is said to have 
been influenced by ukiyo-e prints and Rinpa-style paintings. His 
handling of gold definitely shows the influence of Rinpa, I feel.
Also, the dress I am wearing today combines designs and images 
featuring the checkered patterns and arabesques appearing in 
Klimt’s paintings. My hair too is done in a style reminiscent of 
the women in Klimt’s paintings, and our photo shoot was also 
undertaken with that atmosphere in mind. It was fun using my 
whole body to express this Klimt world I love so much.
The exhibition “Gustav Klimt: Vienna—Japan 1900” to start from 
April 23rd will be a splendid opportunity to see numerous Klimt 
works in Japan. This time, besides sumptuous paintings with 
dazzling gold and works portraying women’s beauty and sexual 
allure, I hope to discover yet another side of Klimt’s appeal.

会期
2019年4月23日(火)～7月10日(水)

特設ウェブサイト
https://klimt2019.jp

Gustav Klimt: Vienna – Japan 1900

クリムト展 
ウィーンと日本 1900

の感想を語り合いながら美味しい食事と美味
しいお酒を楽しみたいタイプで、美術館へは友
人と連れ立って行きます。その時に、文化遺産
を守るための保存、修復にも多大なお金がか
かることや、修復基金の話などもします。そして、
賛同してくれた友人とともに関連商品の中から
グッズを購入したりするのですが、それがまた共
通の思い出になったりして、無理なく修復に貢
献できる良い機会になっています。
　若い頃は、海外に行くとメインはショッピン
グでしたが、年齢を重ねることで、文化を知る
ことの大切さを感じるようになり、国内外を問
わず、旅先では必ず美術館や文化遺産に足
を運ぶようになりました。行くたびに発見があ
り、まだまだ知らないことがたくさんある自分の
無知さ、未熟さに気づかせてくれる。美術館は
私にとって、好奇心、刺激、学びを与えてくれ
る知的財産の宝庫であり、先人たちが教えて
くれることに感謝とリスペクトが生まれる場所。
そんな思いを持つようになってからは、文化を
知り、後世に継承していくことの大切さを感じ
るようになりました。長年、京都国立博物館の
文化大使を務めていますが、今後も絵画鑑賞
に加え、文化継承のお役に立ついろいろな活
動にも参加していきたいと考えています。
　今回、東京都美術館で開催される「クリムト
展」は、多くのクリムト作品を日本でみることの
できる、またとないチャンスです。以前より行き
たいと思っているオーストリアのベルヴェデーレ
宮オーストリア絵画館監修のもと、開催される
展覧会なのでとても楽しみにしています。私が
好んでみていた絢爛豪華で金を魅力的に使
った作品、女性の美しさと色気を描いた作品
だけでなく、《ヘレーネ・クリムトの肖像》など、

「可憐」をテーマに描いた作品も来日するとの
ことで、まだ知らないクリムトの新たな魅力を
探してみたいと、今からワクワクしています。

はファッションに通ずる部分も大きいと思いま
す。職業柄なのか、絵画に描かれた服をみて、
こんな衣装を着てみたい、この色いいな、こ
の柄が素敵だから舞台の衣裳に取り入れ
たいなどと考えることも多く、逆に衣装を
見て絵画を連想することもあります。
　今日着ているドレスがまさにそれ！ 
桂由美さんがパリコレで発表された

「ユミカツラクチュールドレス」。このコ
レクションを拝見した際に「クリムト
だ！」と直感的に感じたドレスです。
　桂由美さんに聞くと、クリムトの
絵画たちからインスパイア
された市松柄のロ
ングシフォンド
レスだそう。日
本古来の市松
柄と、クリムトの
描き出した柄を
ミックスさせたモダ
ンなドレスに仕上げ
たということでした。
一目で魅了されたもの
でしたので、美術関連の
仕事があれば絶対にこの
ドレスを！ と思っていたら、
なんと、今回のクリムトのお話
が来て、引き寄せた！ と感じま

したね。ヘアスタイルもクリムトの絵に登場する
女性をイメージし、撮影もその雰囲気を意識し

て臨みました。全身で大好きなクリ
ムトの世界観を表現することが
できて楽しかったです。

　私は、「好き」と思うと、関
連グッズを持ちたくなり集める
タイプなので、クリムトをモチ

ーフにしたグッズもクッショ
ン、ボールペン、傘、携帯

ケース、カバンなどいろ
いろと持っています。

展覧会に行くとミュ
ージアムショップ
にも必ず立ち寄
り、好きな画家
のグッズ選びを

楽しんでいます。
ショップで見つけ

たら必ず購入す
るのが、代金の

一部が絵画の修
復基金となる商
品です。
　私は、展覧会

「好きだから買う」が、
文化を守り継承することに

撮影場所：東京都美術館 ホワイエ（ロビー階）　
衣装：Yumi Katsura　スタイリスト：今井聖子（カンナ）　
ヘアメイク：Yosuke Nakajima (Perle management)
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す。展覧会の円滑な準備、運営を行うためには、
グループ内のまとめ役として、またグループの窓
口として、当館との連絡調整を行うグループ代
表者の存在も欠かせません。グループと美術館
が緊密に協働することではじめて、これまでにな
い独自の企画展が実現できるのです。
　また、日本のモダニズム建築の巨匠、前川國
男によって設計された東京都美術館は、展示
室も個性的です。「都美セレクション グループ

　「都美セレクション グループ展 2019」は
2018年3月から企画の募集が始まり、7月に
募集を締め切るまでに19件の応募がありまし
た。1次審査では、各グループより提出された

書類を元に慎重に議論を重ね、2次審査に進
むグループが選出されました。9月に行われた
2次審査では各グループによるプレゼンテーシ
ョンと質疑応答が行われました。
　パワーポイントを使用した説明だけでなく、
追加の配布資料や作品等を持ち込んで熱心
に説明するグループもありました。審査委員か
らは、グループのコンセプトや展示計画等、鋭
い質問も投げかけられ、審査会場は熱意と緊
張感に包まれていました。厳正なる審査を経て
選ばれた3組のグループ、「過去・現在・未来を
考える」、「エゴイメ・コレクティヴ」、「ヘテロトピ
ア」により、絵画、写真、インスタレーションなど
さまざまなジャンルの作品を紹介します。

　2019年6月の開催に向け、各グループと当館
学芸員が一緒に運営準備を進めていきます。学
芸員が準備段階から関わることで、作家やグル
ープの表現したいことをより効果的に展覧会で
実現できるようさまざまなアドバイスを行っていま

現代作家たちと創り上げる
東京都美術館の新しい一面

現代作家グループと特色あるギャラリー

展」で使用するギャラリーA・B・Cは、天井が
高かったり、斫

は つ

りの壁だったり、床がタイルだっ
たりと、どのギャラリーもそれぞれに特徴があり
ます。その特徴を生かしつつ、作家の表現がよ
り具体化するよう、図面等を用いて入念な事前
打ち合わせを行っています。準備もだんだんと
佳境に入ってきました。グループの熱い思いが
込められた展覧会に是非ご期待ください。

（東京都美術館 学芸員　田中宏子）

The Group Show of Contemporary Artists is held with the aim of 
supporting artists in their pursuit of new horizons. Artist groups 
are publicly invited to submit exhibition proposals. Groups 
whose proposals are selected, through a strict juried process, 
then prepare and hold their exhibitions.
This time, 19 submissions were received. As a result of stringent 
first and second stage judging, three groups were selected. The 
groups—“Think about the Past, Present, Future,” “egó eímai 
collective,” and “Heterotopia”—will hold exhibitions in “Group 
Show of Contemporary Artist 2019” from June 9th-30th.
Each group is currently at work, planning and preparing their 
exhibition. From the planning stage, they are guided by the 
curators, who advise them on effectively expressing what 
they wish to express in the exhibition. In these circumstances, 
it is highly important to choose a representative member to 
coordinate the group and be its spokesperson.
Only through close collaboration between the group and 
museum can a distinctive exhibition unlike any other be 
achieved. Preparations for the June opening are now reaching 
fever-pitch. Don’t miss it!　  (TANAKA Hiroko, Assistant Curator)

新しい発想によるアートの作り手の支援を目的に2012年のスタート以来、毎年開催してきた「都美セレクション 
グループ展」。これまでに開催したグループ展は、7年間で46展覧会にも及びます。今年は3グループによる展覧
会を開催します。
The Group Show of Contemporary Artists has been held annually since 2012, when launched with the aim of supporting artists 
in their pursuit of new horizons. In the ensuing 7 years, a total 46 exhibitions have been featured in Group Shows. For this year’s 
show, three groups are scheduled to hold exhibitions.

都美セレクション グループ展 2019

Through Close Collaboration between Artist groups and Curators—Achieving a Distinctive Exhibition Like No Other

グループと学芸員との緊密な協働により、
これまでにない企画展の実現へ

展 覧 会 の 舞 台 裏

都美セレクション グループ展 2019
Group Show of Contemporary Artists 2019

□会期
2019年6月9日(日)～6月30日(日)
□ウェブサイト
https://www.tobikan.jp/
exhibition/2019_groupshow.html
□審査委員
大谷省吾（東京国立近代美術館 美術課
長）、大橋修一（埼玉大学 名誉教授）、野地
耕一郎（泉屋博古館 分館長）、山村仁志

（東京都美術館 学芸担当課長）
□開催グループ（展覧会場）
過去・現在・未来を考える（ギャラリーA）
エゴイメ・コレクティヴ（ギャラリーB）
ヘテロトピア（ギャラリーC）

ギャラリーA
星座を想像するように－過去、現在、未来
Past, Present, Future - Like Imagining a Constellation

瀬尾夏美《あたらしいまち》2017年（参考作品）
SEO Natsumi, new town, 2017 (Reference work)

ギャラリーB
彼女たちは叫ぶ、ささやく
 －ヴァルネラブルな集合体が世界を変える
Shouts and murmurs by women—the Vulnerable collective will 
change the World

岸かおる《spare-part》2013年（参考作品）
KISHI Kaoru, spare-part, 2013 (Reference work)

白井美穂《From Dusk To Dawn》(左)、《反転波》(右) 
2018年（参考作品）
SHIRAI Mio, (left) From Dusk To Dawn, (right) Reversal Wave, 
2018 (Reference work)

ギャラリーC
ヘテロトピア  Heterotopia

過去・現在・未来を考える

エゴイメ・コレクティヴ

ヘテロトピア
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　美術館を活用した鑑賞授業をまだ実施した
ことのない、幼・保・小・中・高等学校の教員
を対象に、“ミュージアム・デビュー”を応援す
るプログラムです。
　閉館後の夜に特別開室して開催するティー
チャーズ・カフェは、展示室を “カフェ”と称し
た交流の場。とびラー（アート・コミュニケータ）
と一緒に子どもたちの学びの場としての美術
館について考えます。
　上野公園の9つのミュージアムが連携して子
どもたちのミュージアム・デビューを応援する

「Museum Startあいうえの」の活動から、学
校向けプログラムとその事例を紹介。鑑賞ツー
ルを使ってワークショップを体験するほか、子
どもと同じプログラムで特別展を鑑賞し、授業
づくりのヒントをみつけてもらいます。美術・図
工専科以外の先生も参加可能です。

　「ティーチャーズ・デイ」とは、当館や海外で
の実践事例をレクチャー＋ワークショップ形式
で研修を行う1dayプログラム。小・中・高等
学校の教員を対象にし、年1回、夏に実施して

Support in creating art appreciation class plans! 
“Teachers Day”

鑑賞授業づくりをサポート！
ティーチャーズ・デイ

The Museum offers art communication programs designed to take visitors beyond simple viewing to a deeper “experience” of the 
artworks. This time, we focus on the “Teachers Program,” which connects the museum’s services with the needs of schools.

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、学校と美術館をつなぐ「ティーチャーズ・プログラム」の活動をご紹介します。

人 と 作 品 、人 と 人 、人 と 場 所 を つ なぐ

The Teachers Program invites elementary, junior high, and 
high schools to utilize the museum to teach art appreciation 
and expose their students to authentic works of art. The 
program familiarizes teachers with the museum and helps 
them create lesson plans. 
Concretely, a range of programs are offered at the 
museum enabling teachers to see actual exhibitions and 
children-oriented programs, obtain information, and learn 
techniques. By such means, the museum supports and 
motivates teachers in their instruction of art appreciation.

小・中・高等学校の鑑賞授業などで美術館を活用して
もらい、子どもたちが本物のアートにふれる機会の創
出を目的に実施。先生に美術館を知ってもらい、授業
づくりを応援するプログラムです。
当館では、先生方が展覧会や子どもたち向けのプロ
グラムを体感できるさまざまなプログラムを実施、情報
を発信することで、鑑賞授業の実施につなげていただ
くためのサポートやきっかけづくりをしています。

What is the “Teachers Program”?

「ティーチャーズ・プログラム」とは？

います。この研修会は、東京都立の美術館・博
物館・ホール（劇場）を管理運営する公益財
団法人東京都歴史文化財団の「学校と文化
施設をつなぐティーチャーズプログラム」の一環
として実施されています。
　各施設で実施している子ども向けプログラ
ムを先生方に体験してもらい、校外学習の立
案や下調べなどに活用されています。

　鑑賞授業に向けた研修の一環として、特別
展・企画展の開催中（会期最初の週末から1
週間）、小・中・高等学校の先生方を展覧会に
ご招待しています。

Experiencing the same program as the children!

グループに分かれたワークショップで子どもと同じプログラ
ムを体験！

Junior Guides are clearly explaining the exhibition and exhibited 
works for Junior high school children and Younger. We are giving 
Junior Guide to teachers participated in Teachers Week.

中学生以下の子どもたちに配布しているジュニアガイド。
展覧会の内容を分かりやすく解説したシートです。ティーチ
ャーズ・ウィークに参加した先生にもお渡ししています

Sitting on the floor and looking at pictures, like the children. A 
rare and valuable experience!

子どもたちと同じように床に座って絵をみる、通常ではで
きない貴重な体験も！

The art museum becoming a classroom. From teachers to students—widening the circle of enjoying art

美術館がいつもの教室に！
先生から生徒へ、アートの輪を広げるプログラム

Welcome to the exhibitions 
“Teachers Week”

展覧会を知ろう！
ティーチャーズ・ウィーク

Experience the “Museum Start iUeno” program 
for schools “Teachers Cafe”

「Museum Start あいうえの」の
学校向けプログラムを体験！
ティーチャーズ・カフェ

https://www.tobikan.jp/learn/
teachersday.html

各プログラムへの参加申込み、
申請方法等の詳細は

東京都美術館ウェブサイトをご参照ください。

＊毎年6月頃に参加者を募集。募集定員40人程度。事
前申込制。

＊事前申込制。先着順。

＊ウェブサイトより参加申請書を入手し、必要事項を明記
の上、当日持参。

Using art cards, choosing the one you want to see and discuss 
your reasons. Then see the actual, authentic painting.

アートカードで自分が「み
たい」絵を選び、その理由
を話し合うワークショップ。
これから実物をみられると
思うとワクワク
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　東京都美術館で開催される公募団体
展や学校教育展を観に行きたい、と思っ
たとき、みなさんはどこから情報を得てい
らっしゃるでしょうか。
　当館の代表電話やロビー階の総合案
内でお知らせしている基本情報は、当館
が毎年制作している「年間スケジュール

（公募団体展・学校教育展一覧）」に基づ
いています。さらに、月ごとに制作している

「公募展カレンダー」で、詳しい内容をお
知らせしています。これは、当館を使用さ
れる公募団体や学校教育機関から、事前
に展覧会の情報を集約・編集し、発行し

ているものです。
　展覧会・団体名、ジャンル、会期（開催
時間）、会場、観覧料や問い合わせ先ま
での情報を掲載していますが、ゴシック体
のフォントを用いて、シンプルな中にも洗
練されたデザインを心がけています。ま
た、Ａ3縦サイズながら、立ったままでも見
やすく、持ち運びしやすいよう、じゃばら折
りに仕上げています。該当月の約1カ月前
から、当館の総合案内や各展覧会場で
配布していますが、日本語版は上野公園
の案内所や交番でも入手できます。さら
に、海外からの来館者のニーズにお応え

Getting Info on Art Group & School Education 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

毎月発行される
「公募展カレンダー」

The monthly
 “Art Group Calendar.”

展覧会への道しるべ
――公募団体展・学校教育展の広報について

Where do you go for information when wanting to see 
art group and school education exhibitions at the Tokyo 
Metropolitan Art Museum? 
The museum’s monthly “Art Group Calendar” not only lists 
the exhibitions and names of groups holding them but 
also art genres covered, exhibition periods and venues, 
admission fees, and where to direct inquiries. Calendars 
are placed out one month prior to the applicable month 
at the main Information Counter and entrance of each 
gallery. Besides an English version, a Chinese version 

(simplified characters) is being issued, starting from the 
February 2019 edition, to meet the needs of overseas 
visitors.
Click on “Art Group Calendar” at the top of the museum’s 
“Art Group & School Education Exhibitions” webpage to 
download the calendar as a PDF. If any museum strikes 
your interest as you browse the list, please do not hesitate 
to drop in and see it.

(OKAMOTO Junko, Chief of Creative Connections)

して、英語版のほか、2019年2月号から
は中国語版（簡体字）も発行しています。
　ウェブサイトでは、トップページの「展覧
会カレンダー」から、特別展などと同じよう
に、公募展示室等で開催されている展覧
会の一覧をご覧いただけるとともに、その
枠をクリックすると、「公募団体・学校教育
展」のページに飛んで、「公募展カレンダ
ー」や「年間スケジュール」をPDFでダウ
ンロードしていただけます。
　公募団体展・学校教育展にお越しの
際は、来館前にまずウェブサイトの「公募
展カレンダー」をチェックしていただき、来
館された後は、正門右手のLED掲示板
の表示や、ロビー階総合案内横の料金パ
ネルを確認した上で、公募棟エレベータ
ー前のデジタルサイネージモニターで、現
在地から展覧会会場への順路をたどって
いただければと思います。
　もちろん、各展覧会の主催団体も独自
に広報活動を行い、展覧会の周知を図っ
ています。これらの情報を元に、少しでも
気になる展覧会がありましたら、どうぞお
気軽に足をお運びください。

（東京都美術館 交流係長　岡本純子）

館内のリーフレット棚のほかに「佐藤慶太郎記念 アー
トラウンジ」でも配布しています
Calendars are available in Sato Keitaro Memorial Lounge 
as well as on leaflet shelves.

公募棟エレベーター前のデジタルサイネージモニター
Digital signage monitor near the Citizen’s Gallery Wing 
elevator.

※展覧会の出品作品や関連事業等は直接、各公募団体・学校教育機関に最新情報をお問い合わせの上、お越しください。
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＊『東京都美術館紀要』　The Bulletin of Tokyo Metropolitan Art Museum　https://www.tobikan.jp/archives/publication.html

As a part of the museum archives program devoted to investigating and displaying materials 
related to the Tokyo Metropolitan Art Museum’s history, an oral history is being compiled 
based on interviews with curators and librarians formerly active at the museum. Please see 
The Bulletin of Tokyo Metropolitan Art Museum for interview content.

(KOBAYASHI Akiko, Associate Curator)

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.

　19世紀末、さまざまな文化活動が活況を呈した「世紀末ウィー
ン」。20名以上の執筆者たちの論考によって、絵画や彫刻といっ
た美術のみならず、建築、音楽、演劇、ファッション、文学、哲学、
経済など多方面から当時のウィーンを考察。クリムトが活躍した

「総合芸術都市ウィーン」の実像に迫る論文集です。
（東京都美術館 学芸員　髙城靖之）

池田祐子 編／竹林舎 刊／2016年

『西洋近代の都市と芸術4　
ウィーン　総合芸術に宿る夢』

美術情報室蔵書より　「クリムト展　ウィーンと日本 1900」おすすめの一冊
From the Library and Archives Book recommendation

Library 

Seiyo kindai no toshi to bijutsu 4: Wein—Sogo bijutsu ni yadoru yume
(“Western Modern Cities and Art 4: Vienna—Comprehensive Art City”) 
IKEDA Yuko (editor) / Chikurinsha (Publisher) / 2016

Innovations gave new life to many cultural forms during the “Viennese Modern Age” in the 
late 19th century. In this volume of essays, over 20 writers examine multiple aspects of fin de 
siècle Vienna, not only painting and sculpture but also architecture, music, drama, fashion, 
literature, philosophy, and economics. The essays vividly evoke the figure of “Vienna, the 
comprehensive art city.”　　　　　　　　　　　(TAKASHIRO Yasuyuki, Assistant Curator)

美術情報室

　東京都美術館の歩みに関する資料を調査、公開するミュージア
ム・アーカイブズ事業の一環として、かつて当館で活動した学芸員
や司書へのインタビューを行うオーラル・ヒストリーを行っています。
インタビュー内容は『東京都美術館紀要』でご覧いただけます。

（東京都美術館 学芸員　小林明子）

Oral History of Tokyo Metropolitan Art Museum東京都美術館のオーラル・ヒストリー
Archives

　子育て中の方にもゆっくりと美術鑑賞を楽
しんでいただきたいと、2014年から託児サー
ビスをスタートしました。0歳から6歳までの未
就学児を対象に、託児専門の保育者がお子
さんをお預かりします。
　お子さんの年齢や人数に応じて規定数の
保育者が配置され、担当制でお世話をするの
で安心です。また、託児室には、床にクッショ
ンマットを敷いた専用のスペースを設けて安全
面にも配慮、おもちゃや絵本なども揃え、ママ
やパパたちが美術鑑賞を楽しんでいる間にお
子さんも楽しい時間を過ごしています。
　都美では、託児サービスをもっと身近に感
じていただけるように「パパママデー」と呼ん
でいます。特別展会期中の週末や祝日を中心
に年40日程度設定しています。事前予約制の
ため予定も立てやすく、また、上野公園内のほ
かの文化施設にお越しの方もご利用いただけ

ます。お帰りの際には、お子さんの様子を報告
させていただくなどの対応が好評で、リピータ
ーの多い人気のサービスです。美術鑑賞や博
物館めぐりにご活用ください。

Were you aware of Tokyo Metropolitan’s “Mother and Father Day”? 
We asked administrator HATAKEYAMA Masahiro 
about the museum’s child care services, which are popular with repeaters.

東京都美術館の「パパママデー」をご存知ですか？
リピーターも多く人気の託児サービスについて、
管理係の畠山誠弘に聞きました。

Introducing 
Our Child Care Service

託児サービスのご案内

While Mom and Dad are Enjoying the Artworks, the Children Too Are Having a Fun Time

ママやパパたちが美術鑑賞を満喫している間に、
子どもたちも楽しい時間を過ごしています

The museum’s child care service was launched in 2014 so that 
people raising children could also enjoy art. The service accepts 
infants and preschoolers aged 0 to 6. Skilled caregivers care for 
and supervise the children.
The number of caregivers posted corresponds to the number and 
ages of children to receive care. Individualized care is provided, 
so parents and guardians can be free from worry. A space with 
a mat-covered floor is established in the child care room for the 
children’s safety, and toys and picture books are provided. While 
parents and guardians are enjoying art, their children too can 
have a fun time.
At the Tokyo Metropolitan Art Museum, the name “Mother and 
Father Day” is used for friendly approachability. About 40 such 
days are established, primarily on weekends and holidays during 
special exhibitions. An advance reservation system enables ease 
of planning by parents and guardians, who are also welcome to 
visit other cultural facilities in Ueno Park.
When time to return home, you will receive a report on your 
child’s stay—a feature that has made the service popular among 
repeaters. Please feel free to use our child care service when 
touring the park’s art and historical museums.
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の開通、関東大震災の影響等で、何度か上野
界隈で遷座（移転）をしましたが、昭和3（1928）
年より御創祀の地に最も近い現地に遷座。以
来、この地で大国主命と少彦名命の二柱の薬
祖神と菅原道真公をお祀りしています。
　私は、生まれも育ちも五條天神社ですから、
上野公園はまさしく庭。子どもの頃は妹弟と木
登りをしたり、不忍の池で採った蓮の実をこすっ
て熱を持たせたアチチ玉を作ったり、まだ舗装
されていない土の道で自転車を乗り回したりと、

　五條天神社の御創祀は約1900年前、日
や ま と

本
武
たけるのみこと

尊が東夷征伐のため、上野忍が岡をお通り
になられたとき、大

おおくにぬしのみこと

国主命と少
すくなひこなのみこと

彦名命の薬祖神
にご加護をいただいたことに感謝され、この地
に両神をお祀りされたことに始まります。
　当家は江戸時代、徳川家光公に連歌師とし
てお仕えしていた先祖が、五條天神社と花園
稲荷神社の宮司職を賜って以来、代々宮司とし
てお仕えし、私が12代目です。
　五條天神社は、東叡山寛永寺の開山、鉄道

自然あふれる遊びの宝庫でした。年を重ねた
せいか、昔の遊び場がほとんど無くなってしまっ
た公園に一抹の寂しさを感じますが、一方で、
文化の森ゾーンが整備され、小学生の時に開
館した東京文化会館のこけら落としの際には、
地元の小学生の演奏会が行われ私も小ホール
でオルガンを演奏するなど、歴史の1ページに
参加できたという貴重な思い出もあります。
　上野公園は、時代とともに変わりゆく景色も
あれば、ずっと変わらず引き継がれるものもあり
ます。変わらない物の代表格が東叡山寛永寺
の時の鐘です。神社仏閣に休日はありません
が、時の鐘にも休日はなく、6時、12時、18時
につかれる鐘の音は毎日聞こえてきます。特に6
時の鐘は、近隣の方が整列して鐘の音を聞き、
一礼してからラジオ体操や散歩に向かう姿を
お見かけします。「いい習慣が残っているな」と、
嬉しく思いますし、私にとっても心安らぐ貴重な
時間です。ラジオ体操やお散歩の後は、仲間と
モーニングに行くのが近隣のお年寄りの日課ら
しく、これも微笑ましい地域交流ですよね。人の
営みの中に上野公園という場所が根付いてい
ると感じます。
　朝は近隣の方々が訪れる時間、昼間は動物

園に訪れる人、文化施設に訪れる人で賑わい、
夕方はまた静寂の場となる。私は、この上野公
園内の1日の催事記のような時の流れを感じる
のがとても好きです。また、当社の庭で何気なく
咲く季節の花々や木 を々見るのも好きです。春
は桜、梅、椿、山茶花、福寿草等、百花繚乱。
公園の桜並木も素敵ですが、ときには静寂に
包まれた神域で心穏やかにお花を愛で、時の
鐘に耳を傾ける大人の時間をお過ごしになる
のも素敵だと思います。

うえのの ときどき谷根千

Ueno no U

I Like Ueno. Here, Continuity and Change Coexist

変わりゆくもの、受け継がれるものが
塩梅よく共存する町上野が好き

五條天神社 宮司

始澤澄江さん

SHIZAWA Sumie, 
Gojo Tenjin Shrine chief priest

The Ueno area features many trendy shops while retaining the 
mood of Tokyo’s old downtown quarter. 
This time, we asked the chief priest of Gojo Tenjin Shrine about 
the true appeal of Ueno Park, where she was born and raised.

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、生まれも育ちも上野公園という
五條天神社宮司が、上野公園の魅力を紹介します。

Gojo Tenjin Shrine stands where Yamato Takeru stopped to offer 
prayers to Okuninushi and Sukunahikona, deities of medicine 
and magic, some 1,900 years ago when passing through Ueno 
Shinobu-gaoka on his mission to conquer the eastern barbarians.
I am the 12th generation chief priest, my ancestors having served 
in that role since the Edo period (1603-1868). Because I was 
born and raised at Gojo Tenjin Shrine, I view Ueno Park as my 
garden. As a child, I played in the woods of the park with my 
younger brother. Much of Ueno Park’s scenery has changed 
over time, but some aspects remain unchanged, even now. The 
foremost example is the Kanei-ji Temple bell tower. Every morning 
around 6 a.m., local people line up and wait to hear the bell, 
then bow once and begin doing radio calisthenics or taking their 
morning walk. Seeing this, I think “Good customs still persist in 
Ueno” and feel glad.
Mornings are when local people visit. Afternoons, the park gets 
festive with people visiting the zoo and cultural facilities, and 
evenings, everything grows quiet again. I like sensing the flow 
of time each day in Ueno Park. I also like seeing the trees and 
blossoming flowers in the Gojo Tenjin Shrine garden. On your 
next visit, why don’t you admire the flowers in the silence of the 
shrine compound and listen for the sound of the temple bell?

Chief priest Shizawa at the main shrine. 
Medical students visit to pray to the deity 
of medicine for a passing exam score.

五條天神社本殿前の始澤宮司。薬
の神様をお祀りしていることから医
学部の受験生が合格祈願に訪れる

Next to Gojo Tenjin Shrine are the torii gates of Hanazono 
Inari Shrine. These days, people are ever present taking 
commemorative photos.

五條天神社のお隣、花園稲荷神社の鳥居。外国人観光
客にも大人気で、最近は記念写真を撮る人が絶えない

Priest Shizawa likes observing the seasonal complexion of the 
trees from the connecting corridor.

渡り廊下から木々の季節の“顔”を見るのがお気に入り。
始澤宮司だけの癒しスポットだそう
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東京府美術館 旧館の食堂（1926年頃撮影）
Tokyo Metropolitan Art Museum—The Original Building’s 
Restaurant (photographed in Around 1926)

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

The Tokyo Prefectural Art Museum, designed by OKADA 
Shinichiro and constructed in 1926, boasted a restaurant 
on its ground floor. It was the Japanese prototype of the art 
museum restaurant, a facility taken for granted these days. 
In creating its interior design, KAJITA Megumu established 
wood furnishings and Art Nouveau-style lighting in a simple 
space with rows of pillars. The restaurant, which featured a 
standard Western menu, was known particularly to artists as 
a place to socialize and relax.

(KOBAYASHI Akiko, Associate Curator)

　1926年に岡田信一郎の設計により建設さ
れた東京府美術館には食堂があった。今は当
然のように併設されるミュージアム・レストラン
の始まりもここにある。室内デザインを手掛け
た梶田恵は、角柱の並ぶシンプルな空間に、
木製家具とアール・ヌーヴォー様式の照明を設
えた。定番の洋食が提供された食堂は、くつろ
ぎの場として、ときには美術家たちの社交の場
として親しまれた。

 （東京都美術館 学芸員　小林明子）

グスタフ・クリムト《ユディトⅠ》(部分)1901年　ウィーン、ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
Gustav Klimt, Judith I, 1901
© Belvedere, Vienna, Photo: Johannes Stoll


