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１．その時、美術館は 

	 当館の学校の団体鑑賞は、クラス単位でひとつの作品の前に集まって、スタッフのナビゲーションにより

みんなで話し合いながら鑑賞するギャラリートークと、お気に入りの作品を選んで、絵や言葉でかきとめる

自由鑑賞が活動の中心でした。	

しかし、新型コロナウィルスの感染が神戸市で確認され臨時休館となった令和2（2020）年3月上旬から現

在まで、ガイドツアーやボランティアのイベント補助等も含め、近い距離で人と接する事業は全て中断して

いる状況です。	

エッセイ 

ほぼ全ての展覧会が延期あるいは中止となった令和２（2020）年度の展覧会スケジュール

ほとんど全ての展覧会が「会期変更」か「延期」か「中止」となった、当館の令和２（2020）年度のスケジュール	

新型コロナウィルスの感染拡大により、美術館の活動は大幅な見直しを迫られています。

これまで、作品と人をつなげる、人と人をつなげることを目指し、コミュニケーションを

重視してプログラムを組み立ててきた美術館の教育普及活動は、これからの時代に、どの

ような形でその目標を遂げることができるのでしょうか。当館の活動を例に考えてみよう

と思います。 
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６月初めの美術館の再開にあたり、当館では、公益財団法人日本博物館協会のガイドライン「博物館にお

ける新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン」１に沿って、ウィルスの感染防止対策として、全ての来

館者に対し、入館時のサーモグラフィーによる発熱の確認、マスクの着用、連絡先の把握を行い、館内移動時

や鑑賞時には、こまめな手洗いや消毒、人と人の距離を最低１ｍ（できれば２ｍ）あける、展示室の中やトイ

レではなるべく話さない、壁やケースに触らない等を来館者にお願いしました２。	

もちろんスタッフも常時マスク着用のうえ、出勤時に非接触型の体温計で熱を測り、消毒液で手を消毒し

たり、こまめに手を洗ったりして感染予防を心がけています。	

臨時休館となった際に開催していた「ゴッホ展」は途中３日半のみ再開しましたが、政府の専門家会議の見

解を踏まえ再び臨時休館となり、そのまま会期を終えることになりました。それにより想定していた収入が

全く入らないばかりか、チケットの払い戻し費用が発生するなど美術館は大きなダメージを受けました。	

それに続く「超・名品展」は、既に全国から名品をお借りしていましたので、休館中に展示作業を予定通り

行い、開幕を待つのみとなっていました。しかし、緊急事態宣言が発令され、休館が改めて延長され、6/2（火）

にようやく開館したものの、わずか１週間の公開となってしまいました。	

その時点で、令和２年度の後半に予定されていた展覧会３本が、全て海外から作品を借用する内容で、開催

が危ぶまれました。そこで、急遽、「ミナ	ペルホネン／	皆川明	つづく」展の皆川明さんとミナ	ペルホネン

のご理解とご協力をいただき、大幅に会期を延長して開催することになりました。	

ミナ	ペルホネン展は、当館の前に開催されていた東京都現代美術館で多数の来場者を集めた人気の展覧会

で、当館でも同様の状態になることが予想されました。そのため、混雑を避けるため、館として初めて予約制

を導入することになりました。	

図図１１：：アアルルココーールル消消毒毒液液         図図２２：：ササーーモモググララフフィィーー         図図３３：：個個人人情情報報のの把把握握                                    

図図４４：：当当館館ＨＨＰＰのの予予約約画画面面  
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予約は、専用のホームページかプレイガイドのみで行うことになっており、高齢者を中心に多くの方から

電話でも受け付けてほしいという要望を多数いただきましたので、これ以降の展覧会では電話でもお伺いし

ています。	

ミナ	ペルホネン展は、狭い部屋が複数ある会場構成になっていましたので、展示室に入場できる人数をよ

り少なく設定しました。一般団体は基本的にはご遠慮いただき、高等学校や専門学校、大学等のファッション

やデザインを学んでいる生徒や学生さんのみ、１時間に20名以下という人数制限を行ったうえ、分散して入

場、鑑賞いただきました。	

とはいえ、県の方針では、感染対策を講じた上で、来館者サービスを再開すべしということが示されていま

したので、こども対象のワークショップは制限付きで８月から再開しました。	

また、学校団体の受け入れは、ほとんどの予約がキャンセルとなりましたが、９月から、こちらも制限付き

で受け入れることになりました。	

	

２．オンラインの可能性	

今回、改めて重視されたのがホームページや SNS などオンラインの活用です。当館では Facebook や

Instagramでの発信は既に活発に行っていましたが、「おうちミュージアム」３に代表される、自宅や学校で

活用できるホームページ上のコンテンツの発信はタイムリーには行えませんでした。	

しかし、コロナを機に、当館ホームページに、美術館とみなさんをつなぐ「つながる	ひろがる	美術館」を

開設しました４。	

美術館のこれまでの「こどものイベント」から、自宅や学校で身近にある素材で制作できるようにアレンジ

した「つくって・みる・ひろば」と、美術館の活用方法や魅力を伝える「みる・みる・ひろば」の２種類を展

開しています。これらのコンテンツは、小学生を対象に制作していますが、こどもや大人といった区別なく活

用していただけることを願っています。	

また、令和２年度は、これまで培ってきた地域のミュージアムの横の繋がりを活かして、白鹿記念酒造博物

館（西宮市）と芦屋市立美術博物館（芦屋市）と連携し、教員向けの研修を行う予定だったのですが、コロナ

の影響で行えなくなったため、その代替案として、夏休みに小・中・高校生のためのワークシート「どこでも

ミュージアム	 わくわくワークシート」を作成し、各館のホームページで公開しました。	

図図５５：：当当館館ＨＨＰＰ「「つつななががるる  ひひろろががるる  美美術術館館」」  
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それぞれの館の特徴を活かし、白鹿記念酒造博物館は小学生向けにお酒ができる工程を学べるものを、芦

屋市立美術博物館は中学生向けに地域ゆかりの美術グループ「具体美術協会」の一員でもある元永定正の抽

象作品を取り上げたものを、当館は高校生向けに「コレクション展」に展示されていた野村仁の鶴の群れを映

した写真を楽譜にして演奏した作品《‘Grus’Score》を題材に作成しました５。	

当館のワークシートでは学習指導要領に則り、身の回りの世界を別の意味に転換する「見立て」を高校生に

呼びかけ、SNSでアップしてもらうことを目指しました。ただ、このように一方向の発信では、誰がどのよう

に活用してくれているのか把握することが困難です。参加者の反応をいかに得るのかが現在の課題となって

います。では双方向にすれば良いのかというとそう簡単でもありません。既に各地の美術館で、オンラインで

の双方向の試みが行われています。しかし、筆者の知るところでは、オンラインでのギャラリートークやワー

クショップは５名程度が適切な人数で、クラス全員とまではなかなか行きません。また、当館のように、ハー

ド面の環境が整っていない例もあります。しかし、それも昨今の通信環境の整備や通信技術の革新とともに

カバーされていくのかもしれません。それに期待もしています。	

ただ、さまざまなハードルが残されているとはいえ、これらオンラインを使った事例は、美術館がこれまで

なかなかリーチ出来ていなかった未来館者（美術館に来ていない人）にアクセスできるというメリットがあ

り、これからの美術館の教育普及の新たな活動を生む糸口ともなり得ます。これからはリアルに加えて、オン

ラインが積極的に活用されていくでしょう。	

	

３．その時、こどものプログラムは	

これまで 1か月に一度は開催してきた「こどものイベント」は、３ヶ月に一度のペースの開催となり、参加

者も５家族程度（2021年 4月現在は20名程度）に定員を絞ったうえで、３密を避けた内容にしています。	

具体的には、道具を共有するリスクの少ない解説会や、ワークシートを使用した親子での鑑賞が中心です。	

実施回数が減った分、先ほど触れたホームページで公開中のコンテンツを作成したほか、新たな試みとし

て、開館 50周年記念事業として行う予定だったこどものイベ

ントの特別企画を、急遽開催が決まった「今こそ GUTAI	 県美

の具体コレクション」展の関連イベントとして開催することに

なりました。	

「はがき（メール）アートでコンクール！」は、具体の作家

も手掛けた「メールアート」にヒントを得た事業で、往復はが

きに作品を描いて送ってもらい、審査後、美術館に展示し、そ

の後作品を返信するというものです。	

本事業は、大人数の参加者を集められない美術館にとって、

久々にたくさんのこどもたちの作品に触れられる嬉しい機会

となりました。こどものイベントのリピーターや近くに住むこ

どもたちはもちろん、学年全体や美術部単位、他府県の絵画教

室の参加もあり、具体の作家に負けない個性的な作品がたくさ

ん集まりました。	

全ての応募作品は 1/26(火)～2/7(日)に「今こそ GUTAI」展

の最後のコーナーに展示され、受賞者はホームページに作品を
図図６６：：募募集集チチララシシ
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掲載させていただきました。展示作品は、ユニークなものが多く、たくさんの来館者が足を止め、思わず笑顔

になるシーンもよくみかけました。	

先日、中・高校生部門で兵庫県立美術館長賞を受賞した生徒さんの中学校へ偶然、出前授業で伺ったのです

が、その生徒さんは、美術の授業で習った表現に夢中になり、何かの機会に発表したいと思い、美術の先生に

相談されたそうです。それが、偶然にも当館のポスターが届いた翌日だったそうで、先生がこのコンクールを

勧めてくださいました。その学校には美術部が無いということなのですが、美術室の前に生徒が自主的に制

作した作品を発表するコーナーがあったり、地元のデザイナーを招いて一緒に制作する機会を設けたりと、

生徒の意欲を引き出す工夫をされています。今回の受賞についても、学校もご家庭もとても喜んでくださり、

当館からは副賞をお送りしたものの表彰状が無かったので、校長先生がお手製の盾を準備してくださってい

ました。その盾からは先生方の愛情が伝わってきて、心が温かくなりました。	

	

４．その時、学校の団体鑑賞は 

4.1 学校の団体鑑賞の新しいかたち	

	 学校の団体鑑賞の再開にあたっては、県のガイドラインと日本博物館協会のガイドラインに則り、制限を

設けて受け入れることになりました。これまでに経験したことのない状況に、どのように対処し、どのような

成果を得、どのような課題が残ったのか触れようと思います。	

	 当館では、ガイドラインに従い、学校団体の対応人数を、レクチャーを行う部屋の定員の１/２を目安に設

定しました。最も大きなミュージアムホールの定員が250名ですので、その１/２の 125名が最大受入人数と

なります。	

実現の前には、リスクを回避するためのさまざまな課題があり、館内の調整に多くの時間と労力を費やし

ました。まず館の方針があり、それに則って現場で運用するというのが本来あるべき姿ですが、誰も経験した

ことのない状況で、県の方針では「学校団体の受入れを再開すること」とされていましたが、「感染対策を徹

底したうえで」という条件付きであり、「感染対策を徹底する」とはどのようなことなのか、一般の来館者へ

のリスクが本当に無いと言えるのか疑問視する職員もいて、実際に対応する現場のスタッフ（教育普及担当

の私たち）が具体的なモデルを作って提案し、更なる課題を炙り出し、それに対する対策を改めて提案すると

いうプロセスを繰り返し、ようやく実現しました。	

具体的には、展示室に同時に滞在できる人数について床面積を目安に算出し、一般の来館者も入場できる

余裕を持たせて学校枠の制限人数を決定します。展示室はそれぞれ大きさが異なりますので、最も狭い展示

室の制限人数を基本としました。それから、その制限

人数を守るために、完全入れ替え制＝「ところてん方

式」で鑑賞してもらうことになりました。もちろん館

としても温湿度に影響の出ない範囲で外気を導入した

り、展示室の二酸化炭素濃度を測定したりするなど万

全を期したうえでのことです。	

「ところてん方式」では、展示室と展示室の移動の

際に重ならないことが肝要ですので、１グループ（当

初20名、現在は30名）に１人のスタッフが付き、ツ

図図７７：：「「ササイイレレンントトおお題題」」出出題題ののよよううすす  



エッセイ：コロナと共にある美術館の教育普及活動	

 6 

アー形式で案内することになりました。先生にも１グルー

プに最低 1 人は付いていただき、移動時には児童生徒がは

ぐれないように後方の見守りと、展示室でのマナーとコロ

ナ対策（肩を組んだり、手をつないだりしない、マスクを下

げない等）の指導を行ってもらいます。	

展示室では、鑑賞を少しでも能動的なものにしてもらう

ため、展覧会のテーマに合わせて、展示室毎に考えた「問い

かけ」をスタッフが静かに掲げて見せる、名付けて「サイレ

ントお題」を新たに考案しました。	

例えば、「2020年度コレクション展Ⅱ	 視覚遊戯―美術

と目の愉しいカンケイ」６では第１章が「戯れのまなざし」というテーマで、思わず触れたくなるような、表

面の仕上がりが特徴的な作品を展示していたので、『さわり心地を想像して、文字で表現してみよう』としま

した。お題を出すと、皆、食い入るように作品を熱心に見てくれるので、本当に触ってしまわないか心配する

ほどでしたが、嬉しかったです。	

また、次の展示室では、「現れた力と運動」というテーマで、重力や運動のような姿形の無いものを表した

作品がピックアップされており、特にこの部屋では「力学」という名のもとに、植松奎二の、まるで重力に反

するかのように見える作品がたくさん展示されていたので、お題は『なにか不思議？なにが不思議？』として

みました。	

こどもたちは、それらの作品には何かの仕掛けがあると考えているようですが、重力とバランスによって

成立していることを話すと、とても驚き、ほかの子を呼んできて熱心に鑑賞する姿がしばしばみられました。	

展示室では会話は控えるというルールにしているのですが、「サイレントお題」を出すと、それに対する答

えを教えに来てくれる子もいますし、お題や作品についての質問を受けることもあります。そうすると、さす

がに黙っているわけにもいきませんので、結局、小さな声で話すことになります。	

今回のコロナの中で実際に対応してみて、こどもたちに黙って鑑賞してもらうことなど（特に関西では）不

可能だということがわかりました。そして、私たちスタッフも黙って対応することなど（特に関西では？）不

可能だということもわかりました。	

しかし、そのささやかなコミュニケーションが、私たちにとってかけがえのないものとなったのも事実で

す。限られた人数をツアー形式で案内していることもあり、こども達とは物理的に距離を置いていたとして

も、心理的にはいつもより近い位置で鑑賞できているように感じています。	

	

4.2 展示室の外の新たな試み	

新しい団体鑑賞のかたちは、レクチャーを行う部屋から、展示室までの移動の仕方や、「ところてん方式」

で生まれた待ち時間の過ごし方など、これまで考える必要がなかった課題をもたらしました。	

来館者とすれ違わないことを第一目的とした「屋外彫刻鑑賞ルート」は、開放的な屋外で彫刻を見るという

体験が思いのほか楽しいらしく、小学生も中学生もとても喜んでいます。石の作品に座ったり、風で動く作品

の影を追ったりと、展示室とはまた違った魅力があります。	

とある中学校の生徒さんは、新宮晋の風で動く彫刻《遥かなリズム》を見て、『あれは、見えない風の動き

を見せる作品ですね』と私に伝えに来てくれて、作者のメッセージが伝わっていることに感動しました。	

図図８８：：「「ササイイレレンントトおお題題」」  
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この屋外ルートは、冬場・夏場や雨天時は難しいです

が、条件が適えば、コロナ後もこのルートをメニューに加

えてみようと思っています。	

「ところてん方式」は、時間差を付けて移動しますの

で、待ち時間が発生します。どのタイミングで見ても問題

のない内容で、スタッフが誰でも対応できるよう、展示に

関する作品の画像をパワーポイントのスライドショーで

映写することにしました。	

内容は、実際に鑑賞する作品と、今回は鑑賞しないが紹

介したい作品を画像で紹介するもので、実際に鑑賞する

作品は、鑑賞前のモチベーションアップとして、また鑑賞

後のふりかえりとなることを目指しています。鑑賞しない作品は、当館を代表するふたりの画家、金山平三と

小磯良平の作品に絞り、郷土の作家について知ってもらう機会としました。	

ふたりの作品は２階にそれぞれの記念室があり、いつもはコレクション展の一部として鑑賞してもらって

いるのですが、２階をルートに入れると、狭い階段を往復する際に３階から降りてきた特別展の来場者とす

れ違うことになるということと、１階は出入口が別々で、概ね一方通行になっているのに対し、２階は出入口

が同じで展示室での入れ替わりが難しいという課題があり、今回は残念ながら外しました。	

スライドショーは、実際にいくつかの学校を受け入れているうちに、作品画像だけでは集中力が持たない

ことがわかってきたので、現在は、作品に関するクイズやミニ解説なども交えて紹介しています。	

なお、団体利用については、一般の来館者が来館日時を選択できるよう、ホームページの「お知らせ」欄に

掲載したうえに、館内でも来館当日に券売と改札に滞在時間を掲示しています。	

	

4.3 新たな試みを通して得られたもの	

以上の新たな試みは、私たちが予測していなかった成果をもたらしました。そのいくつかを紹介します。

「サイレントお題」をやってみて、リピーターの先生方から言われたことは、冒頭にギャラリートークを行っ

ていた時より、彫刻への反応が良くなったということでした。今回「ところてん方式」で紹介した当館のコレ

クション展の展示室は、１階の５つの展示室を回るルートで設定しており、後半にやってくるのが彫刻を展

示している「展示室５」です。	

図９：屋外彫刻ツアー。右奥が新宮晋の作品 

図図1100：：展展示示室室５５のの展展示示風風景景  
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この部屋は、他の部屋とは趣がかなり異なります。壁面に作品が掛かっておらず、全体的に薄暗く、それぞ

れの作品はスポットライトで照らし出されています。ギャラリートークを行っていたときは、展示室をずん

ずん進み、対象作品の前まで案内していたので、自分のペースで作品に出会う新鮮さがなかったのでしょう。

ルートに沿って進み、その途中で出会う彫刻がそんなにインパクトがあるものだったとは全く思っておらず、

意外な発見でした。	

また、今回は、展示テーマに合わせて「問いかけ」を作っているので、学芸員の視点が伝わり、これまでよ

り作品をよく理解できたという言葉も聞きました。それは探究的な鑑賞にもつながるもので、今回新たに得

られた手ごたえのひとつです。	

「ところてん方式」は、部屋ごとに鑑賞時間を設けているので、時間が足らなかったというこどもたちの声

が多く聞かれましたが、時間制限があることでかえって集中できたという先生からの指摘もありました。	

コロナ以前は、ギャラリートークで能動的に鑑賞するヒントを得たら、各自が自由に鑑賞し、その間にお気

に入りの作品を探してメモやスケッチするというものが当館の定番メニューでしたが、今後は展覧会のテー

マに沿って鑑賞するというプログラムも設けてみても良いのかもしれません。	

いずれにしても、大切なことはどのような学びを目的としているかということでしょう。それぞれの学校

の目的にしたがって、今回新たに発見した要素を組み込んで、学びの場を提供できればと思っています。	

	 	

５．その時、大人・一般向けのプログラムは	

一般の方を対象としたレクチャーやギャラリートークは、当初、マスクとフェイスシールドを付けた状態

で解説を行うのは考えられないという意見もあり、なかなか再開されませんでした。当然ミュージアム・ボラ

ンティアによるさまざまな来館者向けの活動（ガイドツアーやこどものイベント、団体鑑賞の補助など）も中

止することになりました。	

兵庫県では、秋には感染も落ち着きを見せ、10 月中旬に制限が一部緩和されました。このタイミングで来

館者との距離が取れる座学形式のレクチャーについては、人数制限をおこなったうえで再開することになり

ました。その後、年末に向かって感染者が徐々に増加していきましたが、緊急事態宣言が再び発令された令和

３（2021）年１月 13日（水）以降も、社会教育施設の運営に関しては更なる制限強化には至りませんでした。

ウィルスの感染防止対策を徹底することは、全ての活動の基本的且つ絶対的な実施条件となっており、幸い

にも現在のところ館内での感染は起こっていません。	

前身の兵庫県立近代美術館の開館時から続く美術講座は、令和２年３月から休講となり、2020 年度前期講

座の開講も見送られました。10 月からの後期講座は、感染予防対策を徹底して開講することになりました。

美術講座を行うアトリエ２は、天井高が 7.2ｍあり空間の圧迫感はありません。しかし、受講生は１講座の定

員が30名となっており、制作用の大きな机に隣通しで２人ずつ座らないと全員を収容できないため、人と人

の距離の近さは否めません。そこで以下の感染予防対策を行いました。	

	 ・講座前の手の消毒	

	 ・受講生同士の会話は極力控える	

	 ・道具の貸し借り、共有は必要最低限のもの（エッチングのプレス機など）を除いて行わない	

・講座の前後に机と椅子を消毒する	

・先生のお手本や見本を見せる場合は書画カメラとプロジェクターを使用し、一か所に集まらない	 	
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アトリエは外気を導入しており、扉を閉めても

空気は入れ替わっているのですが、不安解消のた

めか、ほとんどの講座で巨大なガラス戸を開放し

た状態で行われていました。アトリエは美術館の

端に位置しており、コンクリートで囲まれている

ため、夏場でもひんやりしています。冬場はガラ

ス戸を閉めないと空調が利かないのですが、不安

が先行したようで、冬場も扉が全開で、コートを

はおって制作される姿も見られました。	

講師の中には、ご高齢の両親と同居の方もいて、

電車通勤を自動車通勤に切り替えられたり、ご家族

から美術館へ行くことを止められた高齢の受講者がいらっしゃったり、それぞれが不安を感じつつの再開と

なりましたが、制作に取り組まれる受講生のみなさんの生き生きとした表情をうかがっていると、この美術

講座を再開できて本当に良かったとも思えるのです。	

	 	

６．その時、ボランティア活動は	

当館では令和２年度、ミュージアム・ボランティアとして 250 名の方が登録されていました。６月の美術

館再開後にまず「事務局会議」を開催し、美術館のボランティア担当とボランティアの世話役が今後の活動に

ついて協議しました。	

新聞や展覧会案内などの整理を行う「資料班」の活動は、少人数（２人以下に制限）で行える新聞記事の整

理作業から再開されました。しかし、コレクション展のガイドツアーを行う「解説班」やこどものイベントの

補助を行う「こども班」は、内部での研修などは行っていますが、まだ本来の活動の再開には至っていませ

ん。	

全てのボランティアが参加できる特別展のスライド解説は「今こそ GUTAI」展から再開しました。これは、

学芸員が作成したシナリオに従い、パワーポイントで画像を投影しながら解説するもので、事前に担当学芸

員による説明会と練習日を設け、毎週日曜の 11時から 15分程度、人数制限を行ったうえで実施しています。

会場の案内などもボランティアが行うため、毎回複数名が活動されています。	

	 	

７．これからの課題	

	 今後、美術館では展覧会のあり方も変わっていくでしょう。これまでの美術館では目に見えるわかりやす

い指標として、多くの来場者を呼び込むことを目指していました。しかし、今や来場者数を制限しなければ開

催できないのです。今回の新型コロナウィルスの感染拡大は、美術館の展覧会のあり方を大きく変えること

になるでしょう。	

当館の場合はこれまで、集客を目指すエンターテイメント性の高いあるいは有名な美術館や作家等の展覧

会と、集客という点では難しいかもしれないけれども美術館が紹介すべき郷土の美術や現代の作家を紹介す

るものや、学芸員の研究を活かした地道な展覧会等をバランス良く散りばめて開催してきました。それは全

体の収支のバランスを取る意味もありました。今の状態が続けば、今後、地道な展覧会の実現が難しくなるこ

とが危惧されます。しかし、本来重視すべきコレクション展より、集客を目指した興行的な特別展の開催に力

図図1111：：美美術術講講座座ののよよううすす  
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を入れる日本の美術館の姿については、これまでも批判の声がありました。今回のコロナは、「美術館は何の

ために、誰のためにあるのか」という根源的な問いを考える良い機会となるかもしれません。	

鑑賞のかたちもコロナによって変わらざるを得ない状況です。現在、当館の展示室では、感染予防のため、

誰とも話をせず、小さなお子様連れやサポートが必要な方以外はひとりずつ距離を取りながら鑑賞していた

だくことをお願いしています。それは、コミュニケーションを重視してきた教育普及担当者としてはとても

残念なことです。	

とはいえ、静かな空間で作品に向き合いたいという方も一定数いらっしゃるのは事実で、そのような方に

とっては、今の美術館は理想的な鑑賞環境であると言えます。実際、アンケートにも予約制への肯定的な意見

が思ったより多くみられました。	

しかし、学校の授業での鑑賞やこどものプログラムなど、さまざまな人と一緒にコミュニケーションしな

がら鑑賞するプログラムは、それぞれの価値観の交換や共有等、ひとりでは得ることの出来ない学びや気付

きがあり、これまで当館ではそれを重視してきました。美術館で他者と共に学ぶ機会が失われていることは

最も大きな問題です。発話しないで、それぞれの気付きを共有する良い方法が無いか、私たちは今も探し続け

ています。	

	

８．おわりに	

この１年間でわかったこと、それは、制限があるからこそ生まれるもの、気付くことがあるということで

す。これまで当たり前のように行ってきたことが、本当にベストな選択だったのか、他の可能性を潰していな

かったか、考えることを怠っていなかったか、それはどのような状況であっても忘れてはいけないことだと

思います。それを胸に美術館の教育普及活動のあるべき姿を模索し続けようと思います。	
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