
The Museum offers Art and Communication Project designed to take visitors beyond simple viewing to a deeper “experience” of 
the artworks. This time, we look at a “Museum Start iUeno” 

book published in March 2022 and commemorative open lecture held thereafter in May.

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、2022年3月に発行された

「Museum Start あいうえの」の書籍と出版記念オープンレクチャー(2022年5月実施)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 supports children aged 6-18 in 
making their “museum debut” with their family or school group. 
The project’s 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」。参加対象となる6～18歳の“ミュージアム・デ
ビュー”を応援。さらにその保護者、学校団体の“ミュージ
アム・デビュー”も応援。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 あいうえのの10年間の軌跡
を大解説！ フルカラーで事例中心の書籍が発
行されました。そして、発行を記念したオープン
レクチャー「こどもと大人のためのミュージアム思
考のススメ」を実施しました。
A comprehensive look at Museum Start iUeno’s 10 years! Now 
published: a new full-color book featuring case examples. Also 
held: a commemorative open lecture: “An Encouragement of 
Thoughts about Museums for Children and Adults.” 

こどもと大人のための
ミュージアム思考のススメとは……？
What is “An Encouragement of Thoughts about 
Museums for Children and Adults?”

　書籍「こどもと大人のためのミュージアム思
考」はあいうえのの担当者が執筆を担当し、あ
いうえのの10年間を大解剖する書籍です。フル
カラーで事例中心、写真多めの書籍です。
　2013年度にこのプロジェクトがスタートしてか
ら、約3万人の子供と保護者・教員が、あいうえ
ののプログラムに参加してきています。先生でも
ない、親でもない「第3の大人」であるアート・コ
ミュニケータ（愛称：とびラー）とともにミュージア
ムを縦横無尽に活用します。アンケートには、「ゆ
うえんちより楽しかった」とか「ゲームより楽しか
った」「子どもが初めての人たちと積極的に話し
ていた！」という声が寄せられています。
　そんなあいうえののプログラムを、あいうえの
の担当者が理論編と実践編に分けて解説しま
した。理論編では現在、ミュージアムに求められ
ていることや考え方について、事例の紹介や、
専門家・著名人のインタビューや参加者からの
体験談を織り交ぜながら伝えています。実践編
では、5つの思考（視覚的思考・身体的思考・
教材的思考・超越的思考・持続的思考）に沿っ
て、プログラムを解説しています。多くの方に手
に取ってもらいたく、専門的な学術書にならない
よう、プログラム中の生き生きとした様子が伝わ
る写真をフルカラーでたくさん掲載することにも、

こだわりました。装丁は、美しい色での装丁が
特徴のデザイナー・松田行正さんが手がけてく
ださいました。紙にもこだわった手触りの良い
書籍です！
　2022年5月には、この書籍の出版を記念し
て、オンライン・レクチャー「とびらプロジェクト オ
ープンレクチャーvol.12  こどもと大人のための
ミュージアム思考のススメ」を開催しました。
　当日は東京都美術館の一室から配信。書籍
にテキストを寄せてくださった、国立科学博物館
の小川達也さんと文化財活用センターの藤田
千織さん、2022年3月まであいうえのを担当さ
れていた伊藤達矢さん、稲庭彩和子さん、鈴木
智香子さんに登壇していただきました。進行は4
月からプログラムマネージャを務める小牟田悠介
さん（藝大）と熊谷香寿美（都美）です。手話通
訳やUDトークも手配し、情報保障も充実させて
行いました。小川さん、藤田さんには、これまであ

いうえのに参加した子供たちが投稿してくれた
冒険ノートから、お気に入りの1ページを選んで
いただき、そこから、ミュージアムで作品や資料を
見る楽しみについてお話しいただきました。当日
の様子はアーカイブ配信でご覧いただけます。
　秋といえば、芸術！ そして読書！ です。どちら
の要素も兼ね備えた本書籍を手に取っていた
だければ嬉しいです。これからもMuseum 
Start あいうえのにご期待ください！

（東京都美術館 学芸員　河野佑美）

A book “Thoughts about Museums for Children and Adults” and 
open lecture “An Encouragement of Thoughts about Museums 
for Children and Adults”

書籍「こどもと大人のためのミュージアム思考」
と出版記念オープンレクチャー「こどもと大人の
ためのミュージアム思考のススメ」

Marking its 10th year in 2022, Museum Start iUeno published 
a book in March: “Thoughts about Museums for Children 
and Adults” (in Japanese only). The book examines what is 
demanded of museums, today, and issues facing museums in 
the future. Using 5 keywords, it also looks back at what children 
and guardians have experienced at Ueno Park’s cultural facilities, 
through photographs and case examples. To commemorate the 
book’s publication, an open lecture was also held in May: “An 
Encouragement of Thoughts about Museums for Children and 
Adults.” The speakers associate with iUeno discussed new 
learning activities now in progress at the Museum. The scene 
that day can be viewed in the Archives (in Japanese only).
Autumn—the season of art and reading. We hope people will 
read the book and keep their eye on Museum Start iUeno.

(KONO Yumi, Curator, Learning and Public Projects)

藤田さん（右下）のお気に入りの冒険ノートの1ページ
Ms. Fujita (bottom, National Center for the Promotion of Cultural 
Properties) and her favorite “Adventure’s Notebook”

書籍紹介
（Museum Start あいうえのウェブサイト内）

Book introduction (Museum Start iUeno website)

Museum Start あいうえのウェブサイト
Museum Start iUeno website

オープンレクチャーvol.12　アーカイブ配信
Open Lecture vol. 12 
 (Archives at Tobira Project website)

「こどもと大人のためのミュージアム思考」（左右社刊）
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