
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 

the “Museum Start iUeno” project’s diversity program “Museum Trip” held in August 2022.

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8月に実施された

「Museum Start あいうえの」のダイバーシティ・プログラム「ミュージアム・トリップ」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、こどもと
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？

「こどもたちの体験格差をなくしたい！」 
こどもたちを支援する団体と連携して実施して
いるオーダーメイドのプログラム「ミュージアム・ 
トリップ」。今回は「認定NPO法人豊島子ども
WAKUWAKUネットワーク」と連携しました。 
“Eliminate the learning-experience gap among children!” 
The order-made program “Museum Trip” is held in conjunction 
with child support groups. This time, the program tied up with 
Certi!ed NPO Toshima Children’s WAKUWAKU Network.

とびラーと会って、展覧会をみて、
美術館でランチ！ 
Meet Tobira, see exhibitions, and enjoy lunch at the art museum ! 

　Museum Start あいうえのはすべてのこど
もたちを対象にプログラムを実施していますが、
情報が届きにくいこどもたちにも、ミュージアムで
の学びの機会をつくるために、学校の「授業」と
いう枠での受入（学校プログラム）や多様な家
庭環境にあるこどもたちを支援している団体と
連携して実施する「ダイバーシティ・プログラム」
という、ミュージアムに来館する機会を創出する
プログラムを実施しています。
　ダイバーシティ・プログラムには、日本語を母
語としないこどもたちを対象とした「やさしい日
本語プログラム」と社会的支援の必要なこども
たちを対象とした「ミュージアム・トリップ」の2つ
のプログラムがあります。「ミュージアム・トリップ」
は、コロナ禍において約3年実施を休止してい
ましたが、今年8月、久しぶりに実施することが
できました。
　今回は、豊島区を拠点に包括的にこどもたち
の支援をしている団体「認定NＰＯ法人豊島子

どもWAKUWAKUネットワーク」と連携しました。
学びや暮らしを有機的に支えるネットワークをつく
っている団体です。当日まで、担当者とオンライン
での打合せやメールでのやり取りなど、綿密な打
合せを行い、中学1年生から高校2年生までの
12名が参加しました。今回は、夏休みの思い出
の一つになったら、という想いから、企画展「フィ
ン・ユールとデンマークの椅子」の鑑賞と館内レス
トランでのランチをセットにしたプログラムを実施
しました。
　参加者はアート・コミュニケータ（とびラー）と
展覧会をゆったり巡り、お気に入りの一脚を探
します。ある参加者は一脚の椅子の前で、ほぼ
座り込むような状態でじっと観察をしていまし
た。プログラム後のアンケートには「最近こういう
ことに参加していなかったから、久々にできてよ
かった」というコメントがありました。
　近年、こどもたちの「体験格差」について取り
上げられることが増えてきたように感じます。所得
の格差だけでなく、そこから派生する「体験」の
格差も、こどもたちの成長に影響を与えると言わ
れます。しかし、体験格差は所得格差に比べて
見過ごされることが多いのが現状です。ある調
査では、体験活動（自然体験、社会体験、文化
的体験）や読書、お手伝いを多くしていたこども
は、その後、自尊感情（自分に対して肯定的、自

分に満足しているなど）や外向性（自分のことを
活発だと思う）、精神的な回復力（新しいことへ
の興味、自分の感情の調整、将来に対して前向
きなど）が高くなる傾向が見られます＊。一方で、
家庭での自然・芸術文化体験などの「体験」へ
の支出額は所得状況に比例していることも明ら
かになっています＊＊。加えて、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響で、保護者の就労環境が著
しく悪化し、困窮家庭が増加傾向にあること、ま
た、共働きやひとり親家庭など、学校の長期休
みにこどもと予定を合わせることが難しい家庭
も多くなっています。
　あいうえのでは、社会情勢にも注視しながら、
さまざまな状況にいるこどもたちにミュージアム
の楽しさを届けられるように丁寧にプログラムを
準備していきます。

（東京都美術館 学芸員　河野佑美） 

Diversity Program “Museum Trip” 

ダイバーシティ・プログラム
「ミュージアム・トリップ」 

椅子に座ってとびラーと話す参加者（同展） 
A participant and Tobira sit and chat in the Exhibition

Museum Start iUeno offers programs targeting all children. Yet, 
in reality, only a limited number of children (families) are able to 
get information and participate in them. To correct this situation, 
Museum Start iUeno also provides programs enabling children 
to visit the museum in the framework of "classes" at public 
schools (School Programs) and "Diversity Programs" operated in 
cooperation with organizations that support children. This time, 
Museum Start iUeno collaborated with Certi!ed NPO Toshima 
Children's WAKUWAKU Network based in Toshima City, which 
provides comprehensive support for children. Museum Start 
iUeno will hereafter carefully watch social conditions and prepare 
programs to help children in varying circumstances experience 
the joy of museum-going.  

(KONO Yumi,Curator,Learning and Public Projects)

＊文部科学省　令和２年度青少年の体験活動に関する調査研
究結果報告(令和3年9月8日) 

＊＊文部科学省　平成30年度子供の学習費調査の結果につ
いて（令和元年12月18日）

Museum Start あいうえのウェブサイト内
ダイバーシティ・プログラム特集記事 
Feature article on the Diversity Program

 (Museum Start iUeno website) 

認定NＰＯ法人　
豊島子どもWAKUWAKUネットワーク
Certi!ed NPO Toshima 
Children's WAKUWAKU Network 

Groups touring the galleries 
(“Finn Juhl and Danish 
Chairs” exhibition) 

グループごとに展示室を
一巡している様子
（「フィン・ユールとデンマ
ークの椅子」展） 
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