
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 renewed and expanded “Museum Start iUeno” website.

Enjoy art activities even during the New nomal!

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、コロナ禍でも楽しめる！「Museum Start あいうえの」のリニューアルしたウェブサイトを紹介します。

人と作品、人と人、人と場所をつなぐ

“Museum Start iUeno” is a learning-design project conducted 
jointly by 9 cultural facilities in Ueno Park. Its aim—to create 
an environment where children and adults can learn together 
and from each other. The project’s special feature is its “art 
communicators” (“Tobira”)", a third adult, neither teacher nor 
parent, who joins participants in activities.

上野公園の９つの文化施設が連携して取り組む、子ど
もと大人が学びあう環境を創造する「ラーニング・デザ
イン・プロジェクト」。先生でも親でもない第3の大人「ア
ート・コミュニケータ（とびラー）」が一緒に活動すること
も、「あいうえの」の特徴です。

What is “Museum Start iUeno”?

「Museum Start あいうえの」とは？

「Museum Start あいうえの」では2021年4月
にウェブサイトをリニューアルしました。上野公園の
文化施設の情報を拡充するとともに、これまでの
プログラムの様子もまとめて見られ、情報満載！ 
また、FacebookやInstagramとも連動し、幅
広い世代に活用してもらえるよう展開しています。
“Museum Start iUeno” has renewed its official website as of 
April 2021. Besides expanded information on cultural facilities in 
Ueno Park, it offers a richly informative look at “iUeno” programs. 
The website is also linked to Facebook and Instagram for easy 
access by people of all generations.

おうちでも“ミュージアム”を楽しもう！
Enjoy the museums at home!

The “Museum Start iUeno” website has been renewed. Until 
now a portal site for Ueno Park cultural facilities, the renewed 
site offers an abundance of information on the 9 cultural spots 
including each facility’s online contents and interviews with 
facility staff. The website also has an English version giving a 
summarized look at “iUeno” along with an outline of its programs. 
Ueno Park is unique for its many cultural facilities within walking 
range of each other. In this rich environment, “Museum Start 
iUeno” is fostering an environment where children and adults 
can learn on the same level as equals. We invite you to browse 
its fascinating website and also participate in “iUeno” programs. 
Enjoy Ueno Park’s museums to the fullest!

(KONO Yumi, Associate Curator, Learning and Public Projects)

　「Museum Start あいうえの」では、「すべて
のこどもにミュージアム体験を！」をモットーに、年
間を通して「観察と鑑賞」をベースにした参加型
プログラムを行っています。参加するすべての子
どもたちは冒険のツール「ミュージアム・スタート・
パック」をもらい、冒険と探究の旅を楽しめます。
しかし、コロナ禍で外出もなかなか難しくなって
しまった今日、ご自宅や学校でも楽しめるウェブ
サイトを展開しています。
　ウェブサイトには、上野公園の9つの文化施
設の基本情報や最新の展覧会情報、プログラ
ム情報をはじめ、ミュージアムを親子で楽しむた
めのポイントなど、ミュージアム（美術館・博物
館）へ楽しく出かけるためのお役立ち情報が盛
りだくさん。家でも楽しめるコンテンツ、例えば、
子どもたちがミュージアムを訪れて発見したこ

と、面白いなと思ったことが書かれている「みん
なの冒険ノート＊1」のページ、過去のプログラム
の記録動画を掲載した「動画チャンネル」なども
ウェブサイトで公開しています。
　また、今回のリニューアルでは、各館の魅力を
伝えるページ「上野公園と９つの文化スポット　
とびらをひらく―上野公園へ出かけよう！」を新
設。このページでは、上野公園と各館の見どこ
ろの紹介、オンラインで楽しめるコンテンツ「おう
ちで楽しむミュージアム」にリンクしています。
　例えば、「働くひと インタビュー」。美術館の人
って、動物園の人って、どんな仕事しているのか
な？ 初めてのミュージアム体験は？ それぞれの
施設で働いているみなさんに、インタビューをし
てきました。ご自身の名前の漢字がご縁で、

「鳥」の飼育係から飼育員のキャリアがスタート
したエピソードを語る恩賜上野動物園の鳥飼さ

んや、今のお仕事を「職に
しよう！」と心に決めるきっ
かけとなった衝撃のワーク
ショップ体験を紹介してく
ださった東京国立博物館
の藤田さん、ラジオの解体
が大好きだった少年時代
を振り返り、博物館に関心
を持つきっかけを語る国
立科学博物館の濱田さん
など、プロフェッショナルた

ちの魅力溢れる素顔に触れることのできるイン
タビューを公開しています。
　2021年度のプログラムの活動ブログも公開
中です。ぜひ、チェックしてみてください。

（東京都美術館 学芸員　河野佑美）

The “Museum Start iUeno” website

「Museum Start 
あいうえの」のウェブサイト

リニューアルしたウェブサイトトップページ
Renewed website and QR code

インタビューページ：
恩賜上野動物園　
鳥飼さん
Interview page: Ms. 
TORIKAI, Ueno 
Zoological Gardens

みんなの冒険ノートのページ
MUSEUM START PACK page

＊1「Museum Start あいうえの」のプログラムに参加した子ど
もにプレゼントしている特製ツール「ミュージアム・スタート・パッ
ク」に入っているアイテムの一つ。ミュージアムで観察したことや
発見したことなどの記録を書くノート

プログラム案内·申込ページ
Program information and application page
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