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DanDan 編集室による

九段から発信する生涯学習コミュニティペーパー／
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千代田区は1947年3月15日に麹町区と神田区が合併して誕生しました。その際、区の名前を江戸城の
別称である「千代田城」に因んで「千代田区」としました。区の中央に皇居があり、区全体の３分の１を皇居が
占めています。区域は「江戸城」の外濠の内側部分とほぼ一致しており、外郭を含めた城址に当たる場所です。

TAKE FREE

千代田区は徳川幕府時代の本拠地となって以来、政治の中心となりました。明治維新後も新政府が
大名屋敷跡に官庁街を開設するなど首都機能を置き、
「東京」の中心地とし、引き続き、日本の政治の中心が
置かれることになりました。
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講座レポート＆これからの講座

生涯学習（Lifelong Learning）
を自由な発想と多角的なアプローチから組み立てたプランで、豊かな時間と居心地
よい空間（カフェ）を提供する講座です。人と人とのつながりを大切にした、新しい生涯学習の形を目指しています。
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2016年度の九段ＬＬカフェ講座

皇 居 周 辺 の

｜ 千代田区立九段生涯学習館
©株式会社小学館集英社プロダクション
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今年度のテーマは「千代田区の舞台裏を支える人たち」です。
千代田区の文化、芸術、歴史を裏舞台で繋ぎ、支えている方を講師に迎え、3 講座を展開。
今こそ行きたいジャズクラブ –お茶の水NARUから発信するジャズの魅力–

11月12日［土］11: 30 –14:30
御 茶ノ水で数 多くのジャズミュージシャンを輩 出している「ジャズライブハウス

NARU」のオーナーと、音楽家によるトークセッション！ジャズの歴史からジャズクラブ
の仕組みまで裏話が盛りだくさんの講座でした。最後はトリオのジャズライブも体験。

① 11月23日［水・祝］14 : 00 –16:00

1 回目は忠臣蔵の魅力とは何か？討入りに向かう後半を中心に、イヤホンガイド解説
員が、同じ演目でも違う文楽と歌舞伎のみどころポイントのレクチャーから制作や
演者、舞台裏の話まで。2 回目は歌舞伎と文楽に分かれて観劇へ！

明治大学博物館で学芸員の方を講師に迎え、解説付きの展示見学とバックヤード見学

これから開催！

2月28日［火］17 時までに
九段生涯学習館へお電話
か HPよりお申込ください

を開催。展示の意義と目的、博物館の役割、
また生涯学習としての側面などを探ります。

編集後記 DanDan 編集室 髙島
千代田区には魅力のあるスポットが 沢山あります。編集室でお散歩をしながら、四季や感じたことを書きとめ、かるたを作って
きました。今号で全ての文字が揃いました。今後、
「お散歩かるた」を「千代田かるた」として発展的に作っていきたいです。
▶▶▶

東京都千代田区九段南1- 5 -10
｜〒102-0074
TEL（03）-3234 -2841 FAX（03）- 3262-7460

② 文楽｜12月17日［土］16 :30 –21:30 ② 歌舞伎｜12月18日［日］11: 00 –17: 00

3月11日［土］10:30 –15:00 ランチ付!!

｜本館は皇居に面した北の丸公園内にあります。1952 年に日本で
東京国立近代美術館（ＭＯＭＡＴ）
最初の国立美術館として京橋に開館し、1969年に北の丸公園に移転しました。1970年に京橋の建物を
フィルムセンターに、1977年は同じ北の丸公園内に工芸館を開館しました。東宮御所や旧ホテルオークラも
手がけた谷口吉郎設計の本館は 2002年に大リニューアルをし、現在にいたっています。常時、企画展、
ギャラリー４、所蔵作品展の３つの展覧会を行っています。中でも、所蔵作品展「ＭＯＭＡＴコレクション」は、
年に 4 会期程度、日本画、洋画、版画、水彩、素描、写真、彫刻、映像など13,000点を超える所蔵作品から
約200点を選んで展示する国内最大級のコレクション展示です。解説ボランティアガイドや金・土曜の夜間
開館も導入するなど、常に来館者を意識しているＭＯＭＡＴの
「今」
を、担い手である美術館スタッフに聞きま
した。そこからは、誰もが美術に親しめ、楽しめる場作りに取り組んでいる姿が見えてきました。

DanDan編集室

レクチャー＆舞台 愛され続ける忠臣蔵の魅力 –文楽と歌舞伎それぞれの楽しみ方–

学芸員が案内する大学博物館

ミ ュ ー ジ ア ム の 今

東京国立近代美術館 小学生の鑑賞ワ ークショップ

へ

皇居の周りには、美術館や博物館が
多くあります。その美術館・博物館が、
今、何を私たちに語りかけているのか
にスポットをあててみました。

写真左から 東京国立近代美術館 外観、東京国立近代美術館内「眺めのよい部屋」
、出光美術館 エレベーターホール、出光美術館 館内展示
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特集｜皇居周辺のミュージアムの今

独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館 ［住所］千代田区北の丸公園3 –1 ［TEL］03–5777 – 8600（ハローダイヤル） ［URL］http://www.momat.go.jp
• 金は20: 00まで • 土は所蔵品ギャラリー（4 –2F）、ギャラリー 4（2F）のみ20: 00まで（入館は閉館 30分前まで）
［休館日］月曜日
（祝日の場合は開館、振替日に関してはHPをご覧ください）、展示替期間、年末年始

東京国立近代美術館

［開館時間］10: 00 –17: 00

展示で工夫していることは？

Interview2

品展示のリニューアルを機に、部屋ごとにテーマを設け、展示するように変えました。多彩なジャンルの
作品にいかに興味を持って観てもらうかを大切にしています。
また、作品解説はややもすると「この作家は何年に生まれ誰々に師事し…」
といった説明的な目の
前の作品からは離れた内容になりがちです。私たちは、そこにある作品ありきの解説、鑑賞者に問い

▶▶▶

▶▶▶

Interview1

以前は日本の近代美術史100年の流れを展示することが一番だと考えていました。2012年の所蔵

かけるような言葉を入れるなど双方向的な内容にするように努めています。来館者からも好評で、

解説ボランティアガイドにも聞きました ▶▶▶“対 話”を重視した「所 蔵 品ガイド」が 毎日あり、研修を
受けたボランティアのMOMATガイドスタッフが行っています。

印象に残っている経験は？

すべての人に開かれた美術館

盲学校の生徒をガイドしたことです。付き添ったのは「美術館に行けるの～？」と嬉し
そうな高1の女の子で、気合いが入りました。ですが、作品に描かれている「飛行船」や

「潜 水艦」を説明するにも、そのイメージを上手く伝えることができず、色もどのように

［右キャプション］
「世界一素敵な解説だ！」との声をいただいたことも。
手応えを感じています。 海外からのお客さまから、
▶▶▶

伝えるべきか悩みました。加山又造の作品について「銀色の波の上に、沢山の金色の

現代アート＝わかりにくいもの？

鳥たちが、右から左に並んで飛んでいるよ。」と伝えたとき、女の子が 初めて嬉しそうな

現代作家の作品も展示しています。現代アートは説明的な表現がなく、理解し難いと思われがち

表情になり、ようやく安堵しました。障がいは一人ひとり異なり、決まったやり方もなく、試行

です。ですが、クールで抽象的なものばかりではなく、映像作品や空間自体を演出するものなど、表現

錯誤ですが、全ての人に開かれた美術館の実践のためにも大切な経験の１つでした。

日本画を描き、美術館に通っていたことがボランティアのきっかけ

手法も多様です。また、私たちが生きる社会をもう一度見直そうと問題提起する作品が多いことも
特徴です。

Mana–being ▶▶▶ ガイドツアーで、2017年が酉年であるのにちなみ、鳥を
「鳥が語っていること」をテーマに、描か
テーマにした部屋に案内されました。

最近、私たちが 注目しているのは、東日本大震災後の若手・中堅アーティストによる作品です。

れている鳥 の「 声 」を参 加 者 全員で 考えました。とある作 品 の 二 羽 の 鶴を

震災を経験し、居ても立ってもいられなくなったアーティストたちは、各々の表現をしました。学芸員は

「 夫 婦 」とみる人、
「仲間」とみる人など異なる考えに耳を傾け、いつもより

それらに価値があると判断し、作品を収集しますが、現時点ではこの先どんな価値を持つかは未知数

作品をじっくりと見つめ、自分の心の中に向き合う時間になりました。
［梅田］

です。しかし、数十年と経った後に一連の作品群から何かしら見えてくることがあると信じています。

夏休みなどには、子ども向けのプログラムも行う

現代アートの見方のヒントとしては日ごろの鑑賞でも、何か引っかかる、面白いと思う作家の作品は
気づけるかもしれません。

Message

る美術館
日常の中に存在す
▶▶▶

私たちは美術館をもっと普段使いで楽しんでもらいたいと願っています。
じっくりと作品を観るのはもちろん、疲れたときのリフレッシュやうれしい
気持ちのときにもふらっと立ち寄ったり。みなさんの日常の中、人生の中に
存在するようになったらうれしいですね。桜の季節には「美術館の春まつり」
（3月下旬 〜）を開 催し、桜を描 いた名 作を展 示 するほか、4月2日
［日］は

所蔵作品展の無料観覧日でガイドのスペシャルプログラム「春まつりトーク

広報室の滝本昌子さん

▶▶▶

ラリー」も開催します。
教育普及室の一條彰子さん

日本美術の普及

2016年度は開館50周年・出光美術館／

／

Museum Guide in Chiyoda2

見続けていくといいと思います。一人のアーティストの変遷を追うなかで、他の作品の面白さにも

1966年に出光コレクションを展示する美術館として、丸の内の皇居のお濠に面したビルの９階に開館しました。50周年を記念し、2016年
『海賊とよばれた男』のモデルとなった出光佐三氏が19 歳の時に
4月から2017年 3月まで 8回の展覧会を開催しています。コレクションは、
魅かれた仙厓和尚の「指月布袋画賛」をはじめとし、70 余年にわたって集めたものです。展覧会は日本の書画、中国・日本の陶磁器など
東洋古美術が中心ですが、ルオーの作品や陶片の展示もあります。
作品を見た後や鑑賞中の休憩に、ソファに座り、大きなガラス窓から四季折々の皇居の景色を見ながら、作品の余韻に浸ることができ
ます。学芸員による作品解説や講座も開かれています。時には、千代田図書館や日比谷図書文化館での出張レクチャーもあります。これら
は佐三氏の目標の一つが「日本美術の普及」であったことの一端といえます。出光美術館は来館者がゆったりとした気持ちで美術品を
楽しめる美術館です。

学芸課長代理の八波浩一さんにお話を伺いました ▶▶▶

入館料が無料・国のミュージアム／

／

Museum Guide in Chiyoda1

美術館が社会に果たす役割とは？

三の丸尚蔵館 ｜皇居東御苑内にある宮内庁所管の美術館施設。昭和天皇の崩御後の
1989年 6月に皇室から寄贈されて国庫に帰属した美術品類を保存、研究、公開するための施設
として1993 年11月3日に開館。大手門を入ってすぐの場所にあり、鑑賞後は東御苑を散策し、
楽しめます。
［住所］千代田区千代田1–1 ［TEL ］03 – 5208 –1063
（テレフォンサービス）
［URL］http://www.kunaicho.go.jp/event/sannomaru/sannomaru.html

国立公文書館｜国の行政機関などから移管を受けた歴史資料として重要な公文書などを

▶▶▶

保存し、一般の利用に供する施設として、1971年に設置。所蔵している貴重な資料の中から、
魅力ある題材を取り上げて春・秋の特別展、企画展などを開催しています。また、デジタル
アーカイブも充実し、インターネットで閲覧できます。
［住所］千代田区北の丸公園 3 –2 ［TEL ］03 –3214 – 0621（代表）
［URL］http://www.archives.go.jp/

chief editor ▶▶▶ Chise Hirano deputy chief editor ▶▶▶ Yuichiro Kurozumi design ▶▶▶ Kotaro Kawahara

散策も楽しめます

慌ただしく過ぎていく日々の中、何百年もの間、守り伝えられてきた美術作品を通して、来館者に
極上のひと時と心の安らぎを提供したいと思っています。一点だけでも心に残って忘れられない作品
との出会いがある。そんな鑑賞を演出し、その体験がきっかけとなって、一人でも多くの方に東洋の美術
を身近に感じていただくことができればと。残念ながら、現在は以前とは違い、古美術が生活から
切り離されているようです。少しでもわかりやすく、面白い切り口で古美術作品を紹介し、美術への理解

「指月布袋画賛」仙厓 江戸時代 出光美術館蔵

が広まり、身近なものとなればと願っています。

鑑賞を楽しむために取り組んでいることは？
「伝統と革新の親和」というテーマに基づき、和の美術館というコンセプトで
10 年前のリニューアルで、
館内を一新しました。有機 EL や LED ライトの展示ケースを導入するなどハード面での改善にも努め
ました。50 周年では特にディスプレイにも力を入れています。今後もコレクションを中心に展覧会を開催
し続けていくという基本方針を守る館として、各担当の学芸員が最先端の研究成果をもとに現代との
関わりの中で、より魅力的な展覧会企画を準備できればと思っています。

ロビー／茶室「朝夕菴」では茶道具の展示も

［住所］千代田区丸の内 3 –1–1 帝劇ビル 9 階 ［TEL］03 – 5777 – 8600
（ハローダイヤル）［URL］http://www.idemitsu.co.jp/museum/
［開館時間］10: 00 –17: 00

• 金は19: 00まで（入館は30分前まで）［休館日］月曜日（祝日の場合は開館）、年末年始および展示替期間
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