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　小さい頃から実家の裏山を駆け回ったり、
“ターザンごっこ”に興じたりと山は常に身近に
ある「遊び場」でした。それが「頂

いただき

をめざすもの」
に変わったのは、九州本土最高峰の九重山に
初めて登った小学校6年生のときからです。
　大学進学で上京したときには、まず秩父の武

ぶ

甲
こ う さ ん

山へ登り、やがて神奈川の丹沢や他の山に
も足を運ぶようになりました。若い頃は一人で
登るのが楽しく、本を何冊かザックに入れて、山
で読んだりしていたものです。何年間か山から
離れた時期を経て、40代から再び登るようにな
りました。この頃になると山の素晴らしさや感動
を共有し、語り合える仲間にいてほしいと思うよ
うになり、カミさんや気のおけない友だちと行くよ
うになりました。
　山の楽しみの一つは、雲の形、空の色が秒
単位で変化する光景を見たり、まれに超常現象
かと思うような天体ショーを体験したりできるこ
と。ある年、台風が通り過ぎた直後に八ヶ岳に
入ったのですが、赤岳の頂上付近に着いた頃、
360度、鮮やかな紅蓮の夕焼けに包まれまし
た。そのときは台風一過で青空がまだ出ている
のに夕焼けになり、それも全方向ピンク色に染
まって……その素晴らしさに一緒に登った仲間
も僕も、ただただ感動したものです。

　山で絵を描くようになったのはつい最近で、
携帯用のコンパクトな筆と硯のセット（「野筆」モ
ンベル製）をいただいたことがきっかけです。何
の疑問ももたず、墨絵を描く道具だと思い込
み、たまたま傍にあったヘルメットを描いてみた
ら、見事にはまって。後々、いただいた方からこ

秒単位で刻々と変わる山の景観
天体ショーを仲間と堪能したことも

輝くあの 人と a r t の 素 敵な 出 発 点

Besides his activities as an actor on TV and the stage, 
ISHIMARU Kenjiro is known for his many hobbies, 
including his love for mountain climbing and 
pro-level wind surfing skills. He also enjoys visiting 
art museums and has recently begun 
brushing mountains in ink. We asked him about the appeal 
of ink wash painting and how to enjoy paintings.

俳優としてテレビや舞台で活躍する一方、
プロ級の腕前をもつウインドサーフィン、
登山など、多趣味でも知られる
石丸謙二郎さん。美術館巡りも好きで、
自身も墨絵で山や愛すべきものを
描き始めたという石丸さんに、墨絵の魅力や
絵画の楽しみ方についてうかがいました。

石丸
謙二郎
ISHIMARU Kenjiro

Interview
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携帯用の筆セットとの出会いから
感動や想いを絵で表現するように
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たらいいんだ？」「山の下から立ち昇る白い霞
はどう表現すべき？」「筆の裏側にガーゼをかぶ
せてこすってみては？」など、悩みは尽きず、試
行錯誤の繰り返し。一度筆をおろすと消せない
し、どこまで描き込むか、引き際も大事です。

　絵画や美術品を見るのは昔から好きでした
が、美術館での滞在時間は決して長くはなく、
みたい作品、気に入った作品だけをとことん堪
能し、味わいます。じっくり全ての作品をみていく
と、自分の感性、感覚が削られて摩耗してしまう
気がするんです。好きな作品をみるときに感性
を研ぎ澄まさせておきたいので。
　東京都美術館をはじめ、お気に入りの美術
館には何度も訪れています。約40年前から足し
げく通っている箱根の彫刻の森美術館は周りの
木がどんどん伸びてきましたよね。今や“森の中
の美術館”になったな、など、周りの景色の移り
変わりまで含めて美術館巡りを楽しんでいます。
　自分でも山を描くようになったこともあり、山
岳風景を多く描かれている吉田博画伯の「没
後70年　吉田博展」は楽しみにしています。中
でも、僕も好きな山である穂高山が描かれた作
品は、その存在感、力強さ、山にかかる濃い霧
の描写が巧みで圧倒されます。また、山にかか
る雪渓や海に立つ波、水しぶき、光といった、色
で言えば「白」の描き方には自分が苦心してい
るだけに、やはり目を奪われます。
　今回の展覧会で鑑賞したい作品の一つが

《溪流》という木版画です。水が流れ落ちて泡
立つ様子、さまざまな形に渦巻き、広がるさまを
繊細に、大胆に描写されている作品ですが、動
きのある水というものを木版画でここまで表現
できる見事さ。本当にじっくりと、細部にわたるま
で堪能したいと思っています。

した。そのまま忠実に描写するというより、写真
や記憶からイメージをふくらませ、ときには脚色
しながら、とにかく自由に描く。今はコロナ禍も少
し落ち着き、ぼちぼち山に登れるようになってき
たので、筆セットと小さなスケッチブックを携帯し
て、心惹かれる風景や物に出くわしたときに、そ
の場で描くことも多くなりました。
　以前は何かに感動したり気持ちが高揚する
ものを見ても、どう表現すればいいかわからな
かったのですが、「あの綺麗な光景を伝えるに
は描けばいいんだ！」と気がついたんです。墨絵
との出会いから、描くことで自分の想いや感動
を表現できることを知りました。
　墨絵は奥深い世界。硯で墨をどの程度こす
るかで色に変化をもたせられる。例えば僕の持
っている硯だと3回こするとねずみ色に、5回こ
すればかなり濃い、黒に近い色になる。こすり方
と水の加え方で、濃淡を細かく演出できるので
す。ただ、「白い雪だるまを墨絵で描くにはどうし

れは毛筆書き、つまり字を書くものだと知らされ
たのですが、そのときにはもう墨で絵を描く魅力
にとりつかれてしまっていたんです（笑）。
　描き始めの頃は登山靴など身近な物や、自
分で撮った山や風景の写真を元に描いていま

感覚が摩耗しないように、美術館では
自分の好きな作品に集中

In my youth, mountains were a place nearby I could go to 
have fun. I often climbed them alone, but now I like to share 
my enjoyment of their beauty and generally go with companions 
to chat with. In the mountains, I have seen displays of celestial 
phenomena that appear supernatural. When climbing right after 
a typhoon, for example, the clouds move in unusual ways and 
various conditions coincide. One time, I was amazed to see 
the entire sky turning sunset pink, not only in the West but all 
directions.
I recently received a portable brush and inkstone set and took up 
ink wash painting. I started out painting mountains by referring 
to photos I had taken, but more recently, I am carrying my brush 
set when I go climbing. On coming across a striking landscape, 
I paint it there on the spot. Ink wash painting is a deep world. 
Depending on how many times you grind the inkstone and the 
amount of water you add, you can get delicate gradations of 
dark hues. But depicting white subjects like snow and mist is 
extremely hard. It has been endless trial and error for me, but it’s 
so much fun, I grow absorbed and forget the time.
I like looking at paintings. At art museums, my style is to give 
time to the pictures I want to see. At the YOSHIDA Hiroshi 
exhibition, I look forward to viewing Yoshida’s actual Rapids 
at the Upper Reaches of Tone River. It is dynamically drawn, 
with its water flowing and cascading, creating foam and swirling 
shapes, as the river grows larger. I want to examine its details 
and figure out how the artist expressed the movement of water 
in a woodblock print.

会期
2021年1月26日(火) ～ 3月28日(日)

公式ウェブサイト
https://yoshida-exhn.jp

Yoshida Hiroshi: 
Commemorating the 70th Anniversary of His Death

没後70年　吉田博展

＊撮影場所：青年座映画放送（東京・渋谷）にて　＊2020年9月4日インタビュー

Futago Jizo (“Twin Jizo”), Painted there, under the spell of the 
twin figures (entitled by Ishimaru; painted on a Tanzawa-Oyama 
mountain trail).

その佇まいに惹かれ、初めてその場で筆を走らせた“双
子地蔵”（石丸さん命名、丹沢・大山の登山道にて）

石丸謙二郎（いしまる・けんじろう）
俳優。1953年、大分県生まれ。1978
年、つかこうへい舞台『いつも心に太
陽を』でデビュー。ＴＶ・映画・舞台や

「世界の車窓から」（テレビ朝日系）の
ナレーション、「石丸謙二郎の山カフェ」

（NHKラジオ」など、幅広く活動中。
趣味はスポーツ全般、将棋など。“石
丸流 ” 山歩きのための道具の選び
方、山小屋のマナーから一歩上の山
の愉しみ方までを記した近著『山へよ
うこそ―山小屋に爪楊枝はない』（中
央公論新社）、『山は登ってみなけり
ゃ分からない』（敬文舎）など。
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実力を兼ね備えた声優の杉田智和さんと講談
師の神田伯山さんの二人が起用されました。
　伯山さんのガイド部分は講談にまつわる作
品の中から選ばれました。原稿の作成過程で
は、「講談の内容に忠実な原稿にしたところ、講
談のために史実が脚色された部分があったよ
うで、それを見た伯山さんから、『史実と違ってい
るとよくないので直しましょう』と自らアレンジされ
たところもありました」というエピソードも。ガイド
は、「長くならずに講談の面白さも伝わるギリギリ
の長さ約2～3分におさめ、太鼓のドドンという
音を入れて解説が終わったことを分かりやすく
しました」。余韻を残す演出が多い中、あえてラ
イブ感とテンポよく太鼓の音でメリハリがつけら

れていました。また「浮世絵の世界観と講談の
語りの親和性の高さにあらためて驚きました」と
話しています。
　コロナ禍での臨時休館を経て、最初の特別
展となった「The UKIYO-E 2020」。それまでも
音声ガイド機の殺菌消毒は徹底して行われて
いましたが、「より接触を避けたいお客様にも対
応できるように、お手持ちのスマートフォンで聴く
ことのできる音声ガイドも展開しました」。都美で
は初めての導入となり、「使いづらさがないか心
配でしたが、“新しいことも取り入れているので
すね”とお褒めの言葉もいただき安堵しました」。
さらにナレーションの中には、「密を避けて先に
進みましょう」という言葉がさりげなく加えられた
り、解説の終わりを告げる太鼓のドドンという音
が滞留を防いで次の作品へと導く役割を担っ
たり、密を避ける工夫も盛り込まれていました。　「音声ガイドは、作品鑑賞のサポート役を担う

ものです。聴く方のお一人お一人の背景や会
場から受けるさまざまな印象など、総合的な体
験の中でどういうガイドがふさわしいかをいつも
考えています」。アコースティガイド・ジャパンは、
美術館・博物館や文化施設などで音声ガイド
のコンテンツ企画・制作からアプリ開発、ガイド
機器貸出の運営まで手掛けています。これまで
に都美では、「マルモッタン・モネ美術館所蔵 モ
ネ展」（2015年）をはじめ、「生誕300年記念 
若冲展」（2016年）、「ムンク展―共鳴する魂の
叫び」（2018年）など、数々の音声ガイドに携
わってきました。
　今では世代を問わず人気の音声ガイドが展
覧会にお目見えしたのは約20年前のこと。「最
初の頃は“どんなもの？”というハテナマークが
多かったと思います。作品解説が読みづらいシ
ニアの方に受け入れられ、次第に口コミで広ま
りました」。今では、展覧会の内容に関連した声
優や俳優を起用したナレーション、ドラマ風や
会話風など楽しめる要素を盛り込むなど、日本

独自のスタイルで進化しながら存在感が少しず
つ大きくなってきたといいます。
　音声ガイドの制作で難しいのは、「実際に作
品をみたときに何を伝えたいのか、一番のエッ
センスの部分を見誤らないようにすること。学術
的にみどころのポイントであっても難しすぎては
一般の方には伝わりません。日頃から大切にし
ているのは、片足は学術的な研究のところに立
ち、片足はお客さまに対するピーアールも含めた
分かりやすさのところに立っています」。さらに、
鑑賞の妨げにならないよう、「作品の解釈を押し
付けすぎない」ことを意識しているといいます。

　「The UKIYO-E 2020」は、質の高い黎明
期から幕末にかけての浮世絵作品がずらりと
並び、浮世絵の歴史や変遷を一望できるのが
一番のみどころであることから、「その流れを耳
で聞いているだけでも追えるよう、どういう技術
が発展していったのか、時代の流行り廃れや絵
師の一番輝いていた時期などを分かりやすく紹
介しながら、コンパクトにポイントを押さえて展開
しました」。音声ガイドのナレーターには、人気と

Acoustiguide Japan Ltd. does everything from plan and produce 
audio guides to renting devices. The company has created many 
audio guides for Tokyo Metropolitan Art Museum exhibitions, 
including “Impressionist Masterpieces from Marmottan Monet 
Museum,” “The 300th Anniversary of his Birth: Jakuchu,” and 
“Munch: A Retrospective.”
Audio guides, now popular with people of all ages, first appeared 
in exhibition venues some 20 years ago. Japanese audio guides 
are unique for using actors as narrators and offering content in 
varying styles, dramatic and conversational.
The hardest aspect of production: “To grasp and clearly 
communicate the essential point about an artwork to the person 
viewing it. Academic commentary is generally too difficult for 
visitors to catch. We need to keep one foot in academic research 
and the other in communication—speaking to viewers in clear, 
easy to understand language.”
The UKIYO-E 2020” gives visitors a panorama of the history 
and transitions of Ukiyo-e print art. “Keeping the talking points 
compact and clear was important, so viewers could listen and 
follow Ukiyo-e history with its incoming-outgoing fashions and 
exciting artists of the day.” Two popular dramatic artists served 
as narrators: voice actor SUGITA Tomokazu and storyteller 
KANDA Hakuzan.
Ukiyo-e prints related to storytelling were chosen for Hakuzan’s 
narration. “For clarity, we shortened the narration segments 
to the bare 2 or 3 minutes needed to express the fascination 
of storytelling, and ended each with a taiko drum pounding.” 
Sounding the drum to punctuate the drama of the words 
gives the narration a live feeling. As a safeguard against 
the coronavirus, an audio guide app for smartphones was 
developed. Visitors are also casually advised to “avoid crowding 
and close contact.”

美術展では不可欠な存在に

ライブ感とテンポよく音の展開も

＊2020年8月18日リモートインタビュー

展覧会場で作品以外にも人気を集めるものがあります。その一つが音声ガイドです。「The UKIYO-E 2020 ― 
日本三大浮世絵コレクション」での音声ガイド制作の舞台裏を、株式会社アコースティガイド・ジャパン代表の倉
田香織さんと同社のプロジェクトマネージャーとして制作現場を担当した高橋茜さんにうかがいました。
The exhibition venue has many popular features besides artworks. The audio guide is one. “The Ukiyo-e 2020” audio guide was 
created by Acoustiguide Japan Ltd. We asked KURATA Kaori, representative director, and TAKAHASHI Akane, project manager 
in charge of production, about the work involved.

The narration is brought to life by giving play to Ukiyo-e’s affinity with storytelling

浮世絵の世界観と講談との親和性を生かし
より楽しんでもらえるコンテンツを提供

展覧会の舞台裏

Audio guide device rental counter at the entry to “The UKIYO-E 
2020.”

「The UKIYO-E 2020 ― 日本三大浮世絵コレクション」会
場入り口の音声ガイドカウンター

Scene of KANDA Hakuzan recording the guide (provision: 
Nikkei Inc.)

神田伯山さんの音声ガイド収録風景（提供：日本経済新聞社）
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The Museum offers art communication programs designed to take visitors beyond simple viewing to a deeper “experience” of 
theartworks. This time, we look at “Special Day for People with Disabilities,” held after a one-year hiatus.

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、約1年ぶりに開催した「障害のある方のための特別鑑賞会」の様子を紹介します。

人と作品、人と人、人と場所をつなぐ

Because Special Exhibitions are often crowded, the “Special 
Day for People with Disabilities” is held on days when the 
galleries are closed so participants can view artworks safely 
and comfortably. Prior application is needed for the viewing 
event, held once during each Special Exhibition. Viewing is 
conducted by art communicators (“Tobira”), who greet the 
participants and assist them in seeing the exhibition.

普段は混雑している特別展を障害のある方が安心し
て鑑賞できるよう、休室日に開催する鑑賞会です。事
前申込制で特別展ごとに開催しています。アート・コミ
ュニケータ（とびラー）が受付や移動などのお手伝いを
します。

What is the “Special Day for People with Disabilities”?

「障害のある方のための特別鑑賞会」とは？

2020年9月14日(月)に、「The UKIYO-E 2020 
─ 日本三大浮世絵コレクション」展にて「障害の
ある方のための特別鑑賞会」を開催しました。対
面でのコミュニケーションがとりづらい中、アート・
コミュニケータ（とびラー）とともに、参加者の方々
をおもてなしするための企画を展開しました。
On September 14 (Mon) 2020, the “Special Day for People 
with Disabilities” was held at “The UKIYO-E 2020” exhibition. 
Because conversing face-to-face is currently difficult, a special 
day of welcome enjoyed along with art communicators (“Tobira”) 
was prepared for participants.

コロナ禍で、おもてなしの
気持ちを伝え、
ゆるやかなつながりを作るには？

A day of special welcome, enjoyed with “Tobira”
The “Special Day for People with Disabilities”

Creating a mood of welcome and 
relaxed connection amid the coronavirus crisis

The Special Day for People with Disabilities took place, this time, 
at The UKIYO-E 2020 exhibition. Because conversing would be 
difficult, we wondered if we might create a mood of warm welcome 
in a different form. Hence, we provided each visitor with a “Welcome 
Set” present. The set included uniquely created items stamped 
with eraser “seals” crafted by “Tobira”, a flyer introducing our 
“letter project” soliciting letters from visitors about their memorable 
museum experience, and a flyer introducing our audio program 
featuring original stories—narrated in radio format—by “Tobira”.
On that day, 271 people (including caregivers) took part and 
enjoyed touring the exhibition. Hereafter, we will continue to 
regularly offer this special day when the visitors can enjoy the 
artworks safely at their own pace. The next event will be held 
during the exhibition “Yoshida Hiroshi: Commemorating the 70th 
Anniversary of His Death.” (KUMAGAI Kazumi, Assistant Curator)

「ウェルカムキット」 Welcome Set

　1999年にスタートした「障害のある方のため
の特別鑑賞会」。参加者が安心して展覧会を楽
しんでいただけるよう、2012年からは「とびらプ
ロジェクト」のとびラーと、2015年からは「とびら
プロジェクト」で3年間の任期を満了したアート・
コミュニケータが準備段階から関わり、当日の
鑑賞のお手伝いやお声がけを行っています。
　コロナ禍の中、約1年ぶりの開催となった「障
害のある方のための特別鑑賞会」では、従来の
ように会場で言葉を交わしづらい状況だからこ
そ、おもてなしの気持ちを別の形でお伝えするこ
とができないかと考え、「ウェルカムキット」という
プレゼントをお渡しすることにしました。とびラー
お手製の消しゴムハンコを押したオリジナルシ
ール、お手紙募集の案内チラシとレターセット、
とびラーオリジナル音声コンテンツの案内チラシ
等を１つにまとめたものです。
　中でも、お手紙募集のプロジェクト『美術館
でつながるお手紙プロジェクト』は、美術館での
忘れがたい思い出を、同じように美術館での思
い出を大切にしている誰かに届けてみません
か？ と参加者からお手紙を募集するものです。
作品を通じて時間や空間を越え誰かと出会うこ

とができる美術館での体験を共有しあうことで、
ゆるやかなつながりを生み出せたらという思い
で企画しました。郵送いただいたお手紙はとび
らプロジェクトウェブサイト＊1で1通ずつ紹介して
います。
　また、オリジナル音声コンテンツ『とびラジオ　
とびラーが語る5つの浮世絵』では、とびラーが

「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コ
レクション」展の作品から思いを巡らせ、独自に
創作したオリジナルストーリーをラジオ番組形式
でお届けしました。本コンテンツは、とびらプロジ
ェクトウェブサイトで期間限定公開し、とびラーた
ちが想像した作品世界を参加者にご自宅でお
楽しみいただきました。
　当日は、介助者を含む271名の参加者にゆ
ったりと展覧会を味わっていただきました。作品
１点１点を丁寧にご覧になる姿が印象的でした。

「ウェルカムキット」のお渡しを担当したとびラー
は、参加者が嬉しそうにオリジナルシールを選ぶ
ときの笑顔を見ることができ非常に感激したそ
うです。
　今後もゆったりとしたペースで楽しんでいた
だける1日を安全にお届けできたらと考えていま

す。次回は「没後70年　吉田博展」で開催予
定です。開催日時、対象、申込方法など詳細は
ウェブサイト＊2で告知いたします。多くの皆さまの
ご参加をお待ちしています。

（東京都美術館 学芸員　熊谷香寿美）

＊1　https://tobira-project.info/　＊2　https://www.tobikan.jp/learn/accessprogram.html

アート・コミュニケータと
一緒につくるおもてなしの日

「障害のある方の
ための特別鑑賞会」

当日の「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三
大浮世絵コレクション」展会場風景
Scene of the “Special Day for People with 
Disabilities” at “The UKIYO-E 2020” exhibition
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　秋から冬にかけて、東京都美術館の公
募展示室とギャラリーでは、小学校・中学
校・高校が参加する学校教育機関による
展覧会が開催されます。これまでの授業の
成果をお披露目する場であり、ご家族の方
も楽しみにされていることでしょう。今年度
は新型コロナウイルス感染症の影響のた
め中止になってしまった展覧会もあります

が、例年どのような学校教育展が行われて
いるのかをご紹介します。
　まず、11月の都立高校の定時制・通信
制の生徒が参加する美術・写真・書道部
門の展覧会が年度最初の学校教育展（東
京都公立高等学校定通校長会）で、ここか
ら学校教育展のシーズンが始まります。
　東京都高等学校文化連盟に加盟する

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

School Education Exhibitions spark many thoughts in viewers.

さまざまな思いを呼び起こす学校教育展

2019年11月の学校教育展より、展示会場の様子
(「第70回 東京都立高等学校定時制通信制課程芸術祭」東京都公立高等学校定通校長会)
Exhibition installation view: November 2019 School Education Exhibition 
(“Art Exhibition of Tokyo Metropolitan Part-time & Correspondence High Schools” The Principals' 
Association of Tokyo Metropolitan Part-time & Correspondence High Schools)

Each autumn and winter, the Tokyo Metropolitan Art Museum 
holds School Education Exhibitions for elementary, junior 
high, and high school students to show their artwork. The 
exhibitions give school classes a venue for displaying their 
students’ progress. Below are descriptions of the School 
Education Exhibitions (some of which are being cancelled 
due to the novel coronavirus).
The exhibition of the “Principals' Association of Tokyo 
Metropolitan Part-time & Correspondence High Schools” is 
for part-time and correspondence course students at Tokyo 
metropolitan high schools. It is the first school exhibition of 
the fiscal year at the Tokyo Metropolitan Art Museum.
The “Tokyo High School Cultural Federation Arts and Crafts 

Department” exhibition displays works by art students at 
high schools belonging to the Tokyo High School Cultural 
Federation.
The “Tokyo Public School Art Exhibition” invites the 
participation of Tokyo metropolitan elementary, junior high, 
and high schools and special needs schools. The museum 
gives careful attention to this exhibition because of the 
numerous teachers and visitors who attend. Many other 
school exhibitions are held besides the ones described here.
The School Education Exhibitions offer students memorable 
experiences of showing work at an actual art museum. We 
invite you to attend and enjoy artworks that overflow with 
possibilities.                 (IGUCHI Kodai, Assistant Researcher)

高校の美術部生徒の作品展示は、平面、
立体、映像など多岐にわたっており、今年
度から写真部門の展覧会も開催される予
定です。
　東京都教育委員会主催の展覧会では、
都内公立の小・中学校、高校、特別支援
学校などの生徒が、美術・図工や家庭科
の授業で制作した作品が展示されます。最
も多くのお客さまがみに来られる学校教育
展であり、設営と撤収時にも1000人を超え
る先生方が作業をするので、当館もより一
層の緊張感をもって臨んでいます。ここに挙
げた教育機関のほかにも、たくさんの学校

教育展が開催されており、生徒が意欲的
に取り組んだ作品をみることができます。
　多くの生徒にとって、自分の作品が東京
都美術館で展示されることは素晴らしい
思い出となるでしょう。展示がきっかけで美
術の道へ進む生徒もいるのではないでしょ
うか。また、生徒の作品は、自分自身が子
どもの頃に受けた美術の授業を思い返し、
どこか懐かしい心地にしてくれます。学校
教育展では可能性に満ちた作品に出会う
ことができます。ご都合がつきましたら、ぜ
ひ足をお運びください。

（東京都美術館 専門調査員　井口広大）

2018年12月の学校教育展より、
展示会場の様子 (「第29回 東京
都高等学校文化祭　美術・工芸部
門　中央展」東京都高等学校文化
連盟 美術・工芸部門)
Exhibition installation view: December 
2018 School Education Exhibition 
(“Tokyo High School Cultural Festival 
Central Exhibition of Arts and Crafts” 
Tokyo High School Cultural Federation 
Arts and Crafts Department)
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The Museum Shop, just within the museum entrance. An airy, 
glass-sided space, it features an art corner backed by blackboard panels.

都美のエントランスを入った正面にあるミュージアムショップ。
ガラス張りの明るく開放的な空間の一角に広がるのは、
壁一面に設えた黒板のあるアートスペースです。

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.

美術情報室

身近なアートに出会える“黒板コーナー”
"Blackboard art corner" with fascinating art items.

New arrival books at the Library and Archives

美術情報室から新着図書のご紹介です Museum Shop

ミュージアムショップ

　美術鑑賞を満喫した後は、ミュージアムショッ
プにあるもう一つのアートスペースも必見です。
“黒板コーナー”と呼ばれるスペースには、開催
中の展覧会や季節に合わせたテーマでセレク
トされたグッズが並びます。
　定番の商品では扱わないようなユニークなア
イテムや、美大の卒業制作展の頃には1点もの
の作品が並ぶことも。人気の高いテーマの一つ

には、「ハンドメイドキット」などもあります。黒板コ
ーナーでは、約4週間ごとにテーマと商品が入
れ替わり、身近なアートをご紹介しています。

After touring the galleries, another art space—in the Museum 
Shop—is also a must see. Called the “blackboard art corner,” it 
features unique art items, unavailable elsewhere, related to the 
season or exhibition in progress. During Tokyo University of the 
Arts “Graduation Works Exhibitions,” one-of-kind artworks are 
also displayed. The lineup of DIY kits is also highly popular. The art 
corner’s theme and products are changed about every four weeks.

大きな黒板や流線形の什器には「木版画」をテーマにした商品が並び、木版画の魅力や
美しさを伝える紹介パネルのほか、制作工程を紹介する写真も（2020年8月撮影）
"Woodblock print" themed products arrayed on panels and elegant display fixtures, along with 
photos explaining the print production process.

美術情報室は2020年7月1日(水)よ
り当面の間、予約制で開室していま
す。予約された方を優先といたします
ので、確実にご利用したい場合にはご
予約をお勧めいたします。

Using the Library and Archives
The Library and Archives is temporarily adopting a reservation 
system from July 1 (Wed) 2020. Priority will go to visitors with 
reservations, so a reservation is recommended if you definitely 
plan on using the premises.

美術情報室のご利用についてThe author, who served as a director at several museums over 
many years, has carefully selected 42 of his own forewords penned 
for exhibition catalogues. While forewords, they contain much 
more than simply greetings and acknowledgements. Varying 
his approach, he in one case recounts the circumstances and 
hardships involved in holding an exhibition, while in another—
introducing an overseas artist’s touring retrospective exhibition—he 
writes of actually going abroad with the artist to see his works.
Though no artwork photos are included, the forewords feature 
the author’s precise and clear writing, and his deep insights 
on artists and artworks. Reading them arouses our interest in 
seeing the actual exhibition catalogue and its artwork plates.

(TAKASHIRO Yasuyuki, Assistant Curator)

酒井忠康 著／生活の友社 刊／2019年

『展覧会の挨拶』

Tenrankai no aisatsu (“Art Exhibition Forewords”)
SAKAI Tadayasu (author) / Seikatsu no Tomo Co. (Publisher) / 2019

　複数の美術館で長年館長を務めてきた著者
が、これまで展覧会カタログに寄稿した挨拶文
の中から厳選した42篇を収録。挨拶文といって
も、収録されているものはすべて単なる挨拶に
留まりません。外国人作家の回顧展では、その
作家とともに海外まで作品を見に行った体験
談が綴られ、別の展覧会では、開催に至るまで
の経緯や苦労話が挿入されるなど、多彩な語り
口でそれぞれの展覧会が紹介されています。
　作品の写真などは一切掲載されていないも
のの、そのどれもが、美術作品や作家と深く向
き合ってきた著者ならではの的確でわかりやす
い文章で綴られており、展覧会への興味や関
心を大いに盛り上げてくれます。ひとつの挨拶
文を読むたびに、その展覧会のカタログを読み
たくなる、そして作品を自分の目で見たくなる、そ
んな気持ちにさせてくれる一冊です。

（東京都美術館 学芸員　髙城靖之）
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うえのの ときどき谷根千

Ueno no U

新鶯亭 店主

溝口倭子さん

Proprietor, Shin Uguisutei (3rd generation)
MIZOGUCHI Shizuko

The Ueno area features many trendy shops while retaining the 
mood of Tokyo’s old downtown quarter.
This time, we asked the proprietor of Shin Uguisutei, a tea-house 
founded in Ueno Park 100 years ago, about Ueno then and now.

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、上野公園の一角に創業し100年を超える茶亭、
新鶯亭の店主が上野公園の今昔を紹介します。

建て替え、その風情や面影を引き継いだのが
今の建物です。
　敷地入り口に掲げた看板と暖簾の文字「上
野　鶯団子」は、私の父、二代目がしたためた
ものです。庭木は、植物が好きな二代目がいろ
いろなところから仕入れては植栽したもので、
店の中からも外からも四季折 を々楽しんでいた
だくことができます。現在も庭の手入れは、職人
には頼まずに自己流でやっています。
　創業当時から名物として人気のメニューは、
鶯だんごです。抹茶餡、白餡、小豆餡の3つで
一人前のお団子は、とてもやわらかく黒文字楊

　店の創業は大正4（1915）年です。もとは鶯
亭という貸席専門の料亭を、JR鶯谷駅南口の
前に建つ台東区立忍岡中学校の辺りで、かなり
広い敷地をもって戦前まで営んでいたと聞いて
います。上野公園の開発に携わり、公園の一角
に新たに茶亭を開業したことから店名に“新”の
入った新鶯亭になったそうです。私で三代目、一
緒に店を切り盛りする娘は四代目になります。
　創業時に建てられた平屋の建物は、初代の
趣味に任せてすべて面取りをして建てられた趣
のある一軒屋の日本家屋でした。老朽化により
平成9（1997）年12月に取り壊し、翌年3月に

枝で召し上がっていただいています。
　その味を守り代々受け継いできた鶯だんごで
すが、レシピはありません。餡や餅の繊細な味や
食感を守るには、材料の分量や時間などの数
量で表すことができず、季節や気温により火加
減を変えたり、仕込みの様子を見ながら加減し
たり、日々 変わります。毎日ついている餅のやわら
かさの加減も慣れないととても難しいです。先代
のやり方をそばで見ながら、アドバイスももらいな
がら勘をつかむ感じで受け継いできています。
　餡の仕込みは朝5時頃から始まり、仕込み量
の多い日には3時間くらい餡を煮る作業をして
います。安全に安心して召し上がっていただき
たいから、保存料を使わないことにこだわり、美
味しいものができるように日々 努めています。
　新鶯亭は、ずっと同じ場所で営んでいます。店
の周りも上野公園もずいぶん変わり、私が知って
いるのは昭和20年代後半以降になります。公園
一帯は木 が々鬱蒼とした森のようでしたが、時代
を経て美術館や文化施設が建ち並ぶようにな
り、公園もきれいに整備されて明るくなったのを
感じています。今はコロナ禍で人出は少なくなっ
ていますが、いつの世も変わらないのは全国や
海外からも人 が々集まる場所が上野公園です。
　地元の公立小・中学校の卒業アルバムでは、
上野公園に来て美術館の前で集合写真を撮
るのが定番でした。地元の人にとって上野公園
や美術館は常に身近な存在で、新鶯亭にとっ
ても歴史をともに刻んできた場所でもあります。
　上野公園には美術館以外にもいろいろな建
物があります。お気に入りは、緑の中に凛として
建つ「国立国会図書館国際子ども図書館」で
す。日光でキラキラ輝いて見えるのが素敵だなと
眺めています。今は、ウオーキングに出掛けて
は、上野公園のいろいろな建物との新たな出
会いを楽しみながら、外国人観光客や多くの人
でにぎわう日を楽しみにしています。

The ever-popular “Architecture Walk.” A good way to enjoy Ueno Park’s many striking buildings.

今も昔も多くの人々が集まる上野公園に
集積する建造物を楽しむ“建築散歩” We were founded in 1915. I am the 3rd generation proprietor and 

my daughter, who manages the shop with me, is the 4th generation.
Our Uguisu dango dumplings have been our specialty since our 
founding. They come in three tastes passed down through the 
generations—macha bean paste, white bean paste, and red bean 
paste. No recipe is used, because the amounts of ingredients and 
time needed for the delicate taste of bean paste and mochi rice cake 
cannot be calculated. We adapt the fire’s heat to the temperature 
that day and adjust the ingredients while watching them cook. It has 
always been passed down. You watch your predecessor prepare 
and cook, and listen to her advice until you get the hang of it.
Ueno Park was formerly a dense forest. As times changed, art 
museums and cultural facilities sprang up and the park was 
opened to sunlight. Right now, visitors are few because of the 
novel coronavirus, but foreign visitors and Japanese residents 
have always gathered here through the eras. This is Ueno Park’s 
unchanging charm.
Students at local public elementary and junior high schools 
regularly come to Ueno Park and take group photos in front of the 
art museum for their graduation albums. For local residents, Ueno 
Park and its museums are a familiar part of everyday life. For Shin 
Uguisutei, as well, it’s a place rich with our history.
Ueno Park has many interesting buildings. I like to see the International 
Library of Children’s Literature, National Diet Library gleaming in the 
sun. We eagerly await to the return of crowds of foreign tourists and 
other visitors, strolling about the park enjoying the buildings.

Seasonal beauty: lush greenery planted by the 2nd generation 
proprietor. In early summer, the wisteria arbor bursts into color.

敷地には二代目が集めた木々が生い茂り、初夏には藤棚
が彩を添えるなど四季折々の景観も楽しめる

Dango dumplings in 3 tastes passed down since the shop’s 
founding—macha bean, white bean, and red bean.

創業当初から名物の鶯だんごは、抹茶餡、白餡、小豆餡
の3種類のこしあん。代々、受け継がれた変わらぬ味を守
り続ける

MIZOGUCHI Shizuko (3rdG, 
right) and MIZOGUCHI Noriko 
(4thG, left) at Shin Uguisutei, 
still in its original location.

創業以来この地に建ち続け
る新鶯亭の前で、三代目の
溝口倭子さん（右）と四代目
の溝口典子さん（左）

＊撮影場所：新鶯亭にて　＊2020年8月13日インタビュー
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旧寛永寺五重塔 The Five-storied Pagoda

This and That in Ueno Park上野公園あれこれ

The Five-storied Pagoda, prominently visible from near the 
Tokyo Metropolitan Art Museum’s front gate. A work depicting 
the pagoda will be displayed in the exhibition “Yoshida Hiroshi: 
Commemorating the 70th Anniversary of His Death” (January 
26 - March 28, 2021, Tokyo Metropolitan Art Museum). Erected 
in 1631, it was rebuilt in 1639 after destruction by fire and now 
stands on the grounds of the Ueno Zoo. Some 32 meters in 
height, it has been designated as an Important Cultural Property.

(YAMAZAKI Mariko, Chief of Public Relations)

　東京都美術館の正門付近からも見える旧寛
永寺五重塔は、当館で開催する「没後70年 吉
田博展」（会期：2021年1月26日～3月28日）
に出品される木版画にも描かれています。寛永
8（1631）年、のちに江戸幕府の大老となる土
井利勝によって上野東照宮に寄進され、寛永16

（1639）年に火災により焼失しましたが、同年
に再建。明治期の神仏分離令により各地の神
社所有の塔が取り壊される中、寛永寺の所属
とすることで難を逃れ、昭和33（1958）年には
寛永寺より東京都に寄付されました。高さは32
ｍ（先端の宝

ほ う じ ゅ

珠までは36ｍ）、江戸初期におけ
る仏塔建築の典型的な建造物として国の重要
文化財に指定され、現在は恩賜上野動物園の
敷地内で再建当時の美しい姿を伝えています。

（東京都美術館 広報担当係長　山崎真理子）

表紙の
写真 

吉田博《日本アルプス十二題　劔山の朝》（部分）大正15（1926）年
YOSHIDA Hiroshi, Morning on Tsurugisan, Twelve Scenes in the Japan Alps (detail), 1926


