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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。 



エッセイ：コロナと共にある美術館の教育普及活動	

 2 

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  



日本・美術による学び学会誌	 	 美術による学び〈第６号〉 

 3 

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  
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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  



エッセイ：コロナと共にある美術館の教育普及活動	

 8 

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。	

	

	

〈注及び参考文献〉	

１	日本博物館協会ホームページ	 https://www.j-muse.or.jp/02program/projects.php?cat=13	

２	当館ホームページ「ご来館のみなさまへのお願い［県立美術館の感染予防対策］」https://www.artm.pref.hyogo.jp/news/20200528/2050/	

３	北海道博物館の「おうちミュージアム」ホームページ	 https://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/	

４	当館ホームページ「こどもプログラム」https://www.artm.pref.hyogo.jp/kids/index.html	

５	芦屋市立美術博物館ホームページ	 https://ashiya-museum.jp/event-program/14349.html	

６	当館ホームページ「2020年度コレクション展Ⅱ」https://www.artm.pref.hyogo.jp/exhibition/j_2010/detail.html	
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こんなとき、美術館の役割は？ 

今井 敬子＊ 

公益財団法人ポーラ美術振興財団	 ポーラ美術館
＊

前前  編編  

１．もうひとつの扉を全開に―ヴァーチャル美術館への移行 

	 2020 年 4月現在、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な拡大により、感染者の多い各国の地域

の博物館・美術館が休館している。閉館中の館スタッフたちは、文化財を守る必要不可欠な美術館の機能を維

持しつつ、その多くが自宅に留まっている状況にある。	

私の勤務するポーラ美術館は、2020 年 3月以降、感染防止策の一環としてイベントを中止し、代替として

無観客のギャラリートークを撮影、ライブ配信するなど、美術館活動の継続方法を模索してきた。	

4 月に入り、神奈川県を含む７都府県に緊急事態宣言が発令。当館は 4 月 5 日以降の臨時休館を決めた。

刻々と変化する社会状況のなかで、「こんなとき、美術館の役割は？」と考える日々が続いている。	

歴史を振り返り芸術に接するならば、アーティストたちがさまざまな困難と危機的状況を乗り越え、人類

の財産を創造し遺してきたことに、今更ながら深い感銘を覚える。美術館の使命は、そのような貴重な文化財

を保存・公開すること、そして社会の多様な人々とコミュニティに継続的に関わり、芸術と人の力を活かすた

めの「コミュニケーション」と「ラーニング」に参画することにある。	

エッセイ 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策のため、世界各国の地域において人々は自宅待機

し、博物館・美術館は相次いで休館している。このような状況下で、閉館中の美術館はどの

ような役割を担えるのだろうか？国内外の美術館における HP上での活動について紹介する。	

（※原稿内容は、2020年4月初旬から19日のまでの間に収集した情報を元にしている。）	

＃おうちでポーラ美術館	
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現在、多くの学校、美術館、図書館等の門戸が閉ざされている。これほどまで抜本的かつ急激に、人々が学

びの場に繋がるためのライフラインを、ウェブ上に疎開せざるを得なくなるとは、まさに想定外のことであ

った。	

美術館の活動基盤はウェブ上の公式HP、すなわちヴァーチャル美術館に一時的に移され、「コミュニケー

ション」と「ラーニング」に関わる活動の、一層の強化が図られている。「もうひとつの扉」を全開にし、ア

クティブであり続けようとしている各館の公式HP等における試みを紹介したい。	

２．展示空間へのアクセス―展覧会の紹介動画 

	 COVID-19 の拡大防止策のため、休館を決めた国内外の数多くの美術館では、すでに会場の整えられた展覧

会を、どのように「公開」していくべきかが最大の課題となった。「展覧会を観てほしい」「展覧会を観たい」

という主催者側と来館者側の双方の願いを叶える解決策とは。	

日本国内では、まず都市部の施設を中心に、休館中の展覧会の紹介動画を制作・公開する動きが始まった。

現在では、自宅から展示空間にアクセスする機会がかつてなく豊富に提供される、鑑賞者にとって喜ばしい

状況が生じている。	

多くの動画では、企画展担当者が案内役を務める、オンラインのギャラリーツアーの形式を採択している。

企画担当者が自らの言葉で視聴者に向けて語りかけることにより、美術と美術館に対する関心と親しみを喚

起するねらいがある。	

■ 国内美術館／展覧会紹介動画（企画担当者によるギャラリーツアー）

□ 東京都写真美術館／「日本初期写真史関東編」展

https://topmuseum.jp/contents/exhibition/index-3453.html

□ 東京国立博物館／「おひなさまと日本の人形」展

https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2011

□ 森美術館／「未来と芸術」展

https://www.youtube.com/watch?v=b2bMqREXDK8

□ 広島県立美術館／「生誕 135年記念川端龍子」展

https://www.hpam.jp/museum/		ツイッター＃エア美術

図図１１：：ウウィィーーンン美美術術史史博博物物館館公公式式 HHPP よよりり／／hhttttppss::////wwwwww..kkhhmm..aatt//  
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■ ニコニコ美術館による動画配信（制作・提供：株式会社ドワンゴ）

動画サービス会社ドワンゴが臨時休館中の美術館・博物館の活動に協力し、中止になった展覧会の紹介を

ネット配信する好企画。展覧会企画者やゲストによる進行。生配信中に視聴者のコメントが投稿可能で、

双方向型イベントとしての楽しみを提供。タイムシフト視聴も可能。

https://ch.nicovideo.jp/niconicomuseum

江戸東京博物館、三菱一号館美術館、東洋陶磁美術館、東京国立近代美術館、大宮盆栽美術館、京都国立

近代美術館、東洋文庫ミュージアムが実施。

■ 海外美術館／展覧会・展示紹介動画他

□ シカゴ美術館（米）／「エル・グレコ」展

https://www.artic.edu/visit-us-virtually/el-greco-online

□ ポンピドゥー・センター（仏）／「クリスチャン・ボルタンスキー」展他

https://www.centrepompidou.fr/

□ スクデリエ・デル・クイリナーレ（伊）／「ラファエロ」展

https://www.youtube.com/watch?v=F3JDrfGfGUk

□ザ・ブロード（米）／常設展示：草間彌生《Infinity	Mirrored	Room—The	Souls	of	Millions	of	Light

Years	Away》https://www.thebroad.org/

数年来、各国の美術館 HP上では、動画コンテンツの提供が広がりを見せている。展示空間の訪問と作品鑑

賞を、VRの技術を用いてインタラクティブに体験できるコンテンツも普及しつつある（参照：Google	Arts	&	

Culture	https://artsandculture.google.com/）。	

先進的な美術館の HPでは、常設展示の空間をオンラインのコンテンツにおいて“公開”、特別展は“クロ

ーズド”にするなど、選択的な活用を試みている。展示空間に関わるコンテンツの導入に関して、「現実の鑑

賞体験の軽視」ひいては「来館者減少」を招きかねないという危惧、「著作権」の問題など、美術館のスタッ

フの間でも慎重派の見方が根強く残っている。	

現在、臨時休館中の入館料収入を絶たれた美術館の財政は、他の業種と同様に深刻な状況に陥っているが、

幸いにもヴァーチャル美術館が各館の屋台骨を成して存続している。このような苦境を逆手に取り、ヴァー

図図２２：：ニニココニニココ美美術術館館公公式式 HHPP よよりり  
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チャルな美術館訪問者や SNS のフォロワーを増やす方法や仕組みについて、集中的に考え尽くす好機として

捉えたい。	

現状から将来を展望し、「緊急時への備え」という観点を新たに加えるならば、展覧会の紹介動画はいっそ

う画質や構成のクオリティを高めることで、アートの持つ力をリアルに体験させる優良なコンテンツに成長

し、美術館側と鑑賞者の双方の支持を獲得することになるだろう。そして美術館のアーカイブでは、展示会場

の動画記録が、展覧会図録とともに活動報告記録の筆頭に位置付けられるようになるのではないか。	

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策のため、世界各国の地域において人々は自宅待機し、博物館・美術

館は相次いで休館している。このような状況下で、閉館中の美術館はどのような役割を担えるのだろうか？

国内外の美術館における HP上での活動について紹介する。	

３．自宅でアートを楽しみたい、作りたい、学びたい。―オンラインでの学び 

	 この記事の執筆にあたり、普段接することのなかった欧米・アジアの主要な美術館の公式 HP を閲覧した。

国内美術館の HPのほとんどが「休館のお知らせ」の掲示に留まるが、海外の影響力のある美術館では、力強

いメッセージが訪問者を迎え、不安な状況下で自宅に籠る人々に勇気や希望を与えようとしている。	

学校教育がストップし、子どもと大人が一緒に自宅でアートを楽しむコンテンツやアイデアの提供が世界

中で切望されている。国内の博物館では、北海道博物館が「おうちミュージアム」を発信し、子どもと大人が

一緒に楽しめるコンテンツをいち早く提供し始め、現在全国52館がこのプロジェクトに参加している。	

欧米の大規模館の HPでは、イギリスのテートを代表格として、ラーニングに関わるユニークなコンテンツ

が大変充実しており、人々がこのような時だからこそ必要としている「ワクワク感」や「連帯感」を醸成して

いる。	

自宅で楽しむ美術館の取り組みは、SNSを通じてシェアされている。（#MuseumAtHome	#MuseumFromHome）

COVID-19 の影響下で、美術館における学びの場は、当面の間、「対話と接触」を避ける工夫が求められるで

あろう。	

「シャットダウン」中のグッゲンハイム美術館（ニューヨーク）は、会議アプリ Zoomを活用した、世界の

どこからでも参加可能なオンラインの有料ワークショップを提供している。ワークショップ実施において最

大の戦力であるフリーランスのスタッフの雇用を守る方法もまた、模索されているようだ。	

□ 北海道博物館：おうちミュージアムとくべつにオープン！学校がはじまるまで、おうちで楽しもう！

http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/

図図３３：：テテーートトのの公公式式 HHPP よよりり  
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□ テート、テート・キッズ（英）:	ENJOY	ART	WHEREVER	YOU	ARE.	Stay	connected,	calm	and	creative	while

our	galleries	are	temporarily	closed.

https://www.tate.org.uk/

□ メトロポリタン美術館（米）：Experience	the	Met,	Anywhere

https://www.metmuseum.org/

□ グッゲンハイム美術館（米）:	Guggenheim	From	Home

https://www.guggenheim.org/event/event_series/online-programs

４．さいごに—つながり続けるための、実験と備え 

	 美術館が休館する間、スタッフは美術館の再開館に向けた難題解決に粛々と取り組んでいる。美術館の休

館は、美術館活動の休眠を意味するわけではない。美術館 HPをはじめとするヴァーチャルなインフラを活用

して、休館中も人々とつながる回路を特設し、活動の継続をさまざまに実験することが可能であろう。	

どんなときも美術館が人々に寄り添い、美術を楽しみ学ぶ機会を提供する存在であり続けるには―。今回、

国内外の美術館 HPをリサーチした結果、インターネット上での公開に適したコンテンツ制作とその蓄積、ア

ーカイブの充実を日頃から意識的に取り組むことが、「緊急時への備え」「未来への備え」になることを確信

した。COVID-19の収束が、いまだ見えない現状から得られた教訓である。	

（2020年4月19日	記）	

後後  編編  

１．美術館 with コロナ 

	 2020年の春、4月19日に美術による学び研究会メールマガジン313号を投稿した折には、新型コロナウイ

ルス感染症の世界的拡大により、各国の地域の博物館・美術館が閉館。私が勤務するポーラ美術館も臨時閉館

していた。	

その後、6月1日より企画展『モネとマティス―もう一つの楽園』、『ケリス・ウィン・エヴァンス』（当

初 4月 23日から開催予定）他を開幕。7月末以降、海外輸送が再開し借用作品が徐々に到着、追加展示して

現在に至る。	

地震や水害などの自然災害とは異なる今回のコロナ禍においても、美術館・博物館では、緊急措置として

「人と文化財の安全を確保する活動」が肝要であった。「公開活動」や、人的交流によるイベントや授業など

の「学びの活動」の継続については、これまで経験のない創意工夫が求められている。	

いまだコロナ禍における美術館の試みを振り返るには時期尚早ではあるが、将来に向けた記録として、観

光地・箱根にある当館の withコロナの現状報告をする。	

政府の経済⽀援策「GoTo キャンペーン」が開始され、箱根のポーラ美術館には来館者たちの
姿が戻ってきた。⼀⽅で講堂や展⽰室内でのトーク・イベントや学⽣向けの授業は、中⽌した
ままである。with コロナ期における美術による学びの現状について、当館の事例を報告する。 
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〇「ステイホーム」期間（2020年4～5月）：臨時閉館中	

臨時閉館を機に広報担当者を中心に、『おうちでポーラ美術館―みる・よむ・つくる・ポーラ美術館を知る』

『あつ森でポーラ美術館』を立ち上げた。ミュージアムショップは「オンラインショップ」の新設に着手。オ

ンラインを命綱とし、細々ではあるが美術館運営と「学びの活動」を継続する試みを行った。	

・ポーラ美術館公式HP：https://www.polamuseum.or.jp/

〇「自粛緩和」期間（2020年 6～10月現在）：再開館中	

日本博物館協会が策定した『博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン』を当館の空

間と運営に合わせて応用し、手探りの状態で来館者を受け入れている。	

入館予約制は採用せず、館内での三密状態を回避するようコントロールを実施。オンラインによる学びの

コンテンツ提供に着手し、『モネとマティス』展で当初予定していた講演会とギャラリートークの代替えとし

て、動画を展覧会担当者が作成。公式 YouTubeチャンネルなどで公開している。	

・『モネとマティス』展	見どころ解説動画：

https://www.polamuseum.or.jp/sp/monet_matisse/s_20200923_01/	

２．価値の転換期 

	 今回のパンデミックの発生により、生活のなかのリアルとヴァーチャルの関係が、ヴァーチャル優勢に一

気にシフトチェンジした。その結果、急遽扉を閉じた多くの美術館・博物館の場合、そのアイデンティティ

は準備のないまま公式ウェブサイトへ託されるに至った。	

コロナ禍において、文化財の“物質＝リアル”重視の美術館であっても、“情報＝ヴァーチャル”を同等

に充実させ、人々の継続的なアクセスを守らなければ、存在自体が揺らぎ薄らいでいくのは止められないと

いう危機感が生じた。	

美術館で働く人間は、この危機の中で、美術館とはなぜ存在するのか、どのように、だれのためにという

命題が、解像度を上げて見えてくるようになったのではないか。この災禍は、美術館の在り方を根底から揺

るがしながら、これから育てていくべき種子を一斉に顕在化させたといえよう。	

３．オンライン受講者として気がついたこと 

	 美術に関するオンラインの国内外の講座をいくつか受講してみた。自宅待機中に遠隔地で人と繋がる楽し

みと学びをさまざまに享受し、実物を体感したいという欲求や好奇心も刺激された。	

教育機関では、アメリカのスミソニアン・オープン・アクセス（Smithonian	Open	Access）が提供する情報

量と講座のバラエティに圧倒された。連携するワシントン・ナショナル・ギャラリーが制作したオンライン講

座『アートによるクリティカル・シンキング教授法』（Teaching	Critical	thinking	through	art）は示唆に

富んでいる。オンライン講座の進展を注視していきたい。	

・ワシントン・ナショナル・ギャラリー	Teaching	Critical	thinking	through	art

https://www.nga.gov/education/teachers/online-courses.html
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一方でインターネット上の膨大な情報に浴するうちに、行動制限による閉塞感が募り、実際に出あえる人

間はもとより、作品もまた限定されていることを実感し、一期一会の重みがずしりと増した。人と触れ合えな

い閉塞感と孤立感が深まるなかで、美術館が出来ること・やるべきことについて考えさせられた。かつてコロ

ナ以前には、開催が難しかった少数限定のイベントであっても、現在は安全面の対策を講じた上で、館内で対

面にて実施することの意義が成り立つと感じている。	

４．さいごに―これからに向けて 

	 このオンライン化の流れで、ポーラ美術館におけるビジネスパーソン向け（大人向け）のアート・ワークシ

ョンプについても、オンライン化を検討したが、現時点では実施に至っていない。その一番大きな理由は、当

館が開くワークショップについては、（オンライン講座を受講して再認識したことであるが）次の３つの要件

を重視しているためである。	

１．美術館の空間・時間の体験	

２．実作品の体感（＝Wow体験を引き出す質感・立体感・スケール感）	

３．参加者とのリアルな対話	

オンライン会議が日常化した現在では、３つの要件も、「テクノロジーの進化」と「講師のスキルアップ」

を合わせて、ある程度クリアできる日が訪れる予感がする。例えば展示室内でのロボットの「分身」を使った

鑑賞法や、デジタルにおける質感表現の進展に期待が膨らむ。	

幸いにも現在は美術館への来館が可能な状態である。当館ではアート・ワークショップは現在募集をスト

ップしているが、少人数制（5名以下）、三密回避の方策を施して、12月に試行する予定である。先の見通し

が立たない状況であるが、美術館はこれまでよりいっそう、リアルな「出あいの場」として必要とされている

ことは確かだ。美術館で実際に人と出会い、対話をする時間を心待ちにしている。	

（2020年10月18日	記）	
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コロナ禍で再認識した「さわる」「話す」の重要性 

水谷 亜希＊ 

京都国立博物館	 主任研究員
＊

１．はじめに 

	 筆者が勤務する京都国立博物館では、京都を中心とした、おもに江戸時代までの文化財を扱っています。書

画や工芸品、仏像彫刻、考古資料など、扱う作品の種類は多岐に渡りますが、どれも世の中に一点しかない文

化財であるため、来館者が直接触れることはできません。作品は温湿度や照度などが厳重に管理された展示

エッセイ 

ワークショップ「龍馬さんからお手紙です」の様子（京都国立博物館、2016年）	

古美術を扱うミュージアムでは、作品を「見る」ことと、解説を「読む」ことが、来館者の

体験のほとんどを占めます。京都国立博物館では、そこに「さわる」「話す」を加える活動

を行ってきました。コロナの影響で現在は活動中止中ですが、これまでの経緯と、この状況

下で見えたことについて述べます。	
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ケースに陳列され、来館者は、添えられた解説文（キャプション）を手掛かりに、作品に向き合い、鑑賞する

ことになります。	

	 静かな展示室で、解説を読み（または音声ガイドを聞き）、作品を見て、感じ、考える、というスタイルが、

当館にかぎらず多くのミュージアムの展示室での一般的な体験です。しかし「見る」「読む（聞く）」だけで

は文化財の面白さを十分に引き出せないと考え、始まったのが「京博ナビゲーター」による「さわる」「話す」

を中心とした活動です。	

２．京博ナビゲーターの活動 

	 京博ナビゲーター（以下「ナビゲーター」）は、文化財に親しむ入口を来館者に提供するためのボランティ

ア活動です１。平成 26年（2014）、新しい展示棟である平成知新館のオープンとともに活動を開始しました。

主な活動場所は、「ミュージアム・カート」と「ワークショップ」の２ヵ所です。	

ミュージアム・カートは、名品ギャラリー（いわゆる常設展）の期間中に登場します【図１・２】。カート

には、文化財のレプリカや材料見本などのハンズ・オン教材が入っており、実際に手に取って、感触を確か

め、細部や仕組みをじっくり観察することができます。またナビゲーターと対話することで、子どもから大人

まで、楽しく文化財に親しむことができます。当館の場合、アンケートから「展示室では静かに鑑賞したい」

という来館者が一定数いることが分かっていたため、展示室から一歩出た場所にカートを設置し、自由に話

ができる場所を設けました。	

ワークショップは、特別展の期間中の活動です【図３・４】。手を動かし、ナビゲーターとお話しするこ

とで、展示作品や展覧会への理解を深めることができます。	

図図１１：：ミミュューージジアアムム・・カカーートト    図図２２：：体体験験すするる子子どどももたたちち  

図図３３：：ワワーーククシショョッッププのの様様子子   図図４４：：体体験験すするる来来館館者者  
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	 いずれの活動でも「さわる」「話す」が二本柱となっています。活動の際、ナビゲーターには毎回「“解

説”ではなく“対話”をしてください」と依頼しています。情報を伝えることが目的ではなく、対話を通し

て、来館者の興味・関心を引き出すこと、さらに「もう一度作品を見に行こう！」と思ってもらうことを目

指しています。	

３．活動の中止 

	 いずれも好評だったミュージアム・カートとワークショップですが、2020 年 2月頃より、新型コロナウイ

ルスの影響を大きく受けることになりました。感染症の拡大防止のため、 も避けるべきとされた振る舞い

が、「同じものをさわる」ことや「近くでの会話」です。「さわる」「話す」を活動の中心としていたがため

に、京博ナビゲーターの活動はストップせざるを得なくなりました。	

日本博物館協会が出したガイドラインでも、「直接手で触れることができる展示物	（ハンズオン）は感染

リスクが高いので展示しないことを原則とし、止むを得ない場合は職員が管理して消毒を徹底する」と述べ

られています２。	

ナビゲーターの活動を継続できないか、様々な代替案を検討しましたが、結局、約 200 名のマンパワーを

公平に活かす方法は見つからず、活動中止となりました。	

４．制限される中で見えてきたこと 

	 ナビゲーターの活動が中止となり、その他の様々な教育プログラムも制限される中で、改めて「ミュージア

ムでできる体験は何か」を考えるきっかけとなりました。当館で大きなウエイトを占める「見る」「読む」以

外の体験を提供したいという思いから、「さわる」「話す」体験を増やしたという経緯でしたが、実際に始め

てみると、この二つは、人間が何かを認識したり、考えたりする際に、かなり重要なものであると思い知らさ

れました。	

「さわる」ことのメリットは様々あります。一つ目に、対象に触れて動かすことで、能動的に関わっている

という意識が生まれるため、興味がなかった人も、体験するうちに関心を示す効果が期待できます。ナビゲー

ターの体験談でも、「男子中学生に玉眼（仏像彫刻の目）の説明をした時、退屈そうに話を聞きながら体験を

して立ち去ったように見えたが、その後『実際に見て来た！』と友人を連れて戻ってきて会話が弾んだ」とい

うエピソードがありました【図５】３。	

	 二つ目に、触ったり動かしたりできるものであれば、複雑な情報も理解しやすいため、子どもや美術の初心

者も理解しやすくなります。ナビゲーターの体験談では、教科書の写真や、展示室で固定されたものしか見た

ことのなかった「銅鏡」について、復元鋳造を手に取り観察したことで「50年ぶりに疑問が解決した！」と、

来館者に感動されたというエピソードがありました【図６】。	

さわる 
・関⼼が湧く
・複雑な情報も理解しやすい
・視覚以外で対象を認識できる

話す 
・感覚を⾔語化して整理できる
・感動を共有できる
・⾃分に合った情報を得られる
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	 三つ目に、言語や視覚以外の感覚で対象を認識することができるため、目の見えない人や外国人観光客も

楽しむことができます。実際に、銅鏡の文様を触ったり、絵巻の巻き広げをしたりという体験を、目の見えな

い人に楽しんでいただけました。	

「話す」ことのメリットは、自分の感じたことを言語化して整理できること、感動を共有することで充実感

を得られることが、まず挙げられるでしょう。さらに、ナビゲーターは来館者の反応を見ながら対話を行うた

め、自分の状況や、知識量、興味の対象に見合った情報を得ることができるのも重要なポイントです。	

５．情報技術の有用性と現在の限界 

	 新型コロナウイルスの影響で、社会全体の活動が大きく制限されましたが、情報技術の発達のおかげで、あ

る程度は制約を乗り越えられています。10年、20年前であったら、まったく別の状況になっていたでしょう。

当館でも、ウェブサイトに教育コンテンツを掲載したり、情報機器を用いた今後の計画を立てたりしていま

す。その中で、情報技術の有用性と同時に、現在の限界も見えてきました。	

	 人の移動が制限される中、カメラやマイクを搭載した機器越しに、遠隔地にいる人に博物館を見学しても

らう計画も持ち上がりました。実際に試してみると、リアルタイムでコミュニケーションができる点は素晴

らしいのですが、作品を「鑑賞」できるほどの高解像度での通信は難しいことが分かりました。画像だけな

ら、すでにウェブ上にあるデータを単体で見てもらうほうが綺麗です。「コミュニケーション」や「高画質で

の鑑賞」は、それぞれ単体ではすぐにできても、それらを組み合わせて同時に行おうとすると、課題があるこ

とが分かりました。	

	 また当館では密を避けるため、特別展のオンライン事前予約制を導入しました。情報機器の扱いに慣れて

いる方からは、「並ばなくてよい」と大変好評ですが、PC やスマートフォンを持たない高齢の方などは、利

用することができません。当館では検討の結果、現地で購入できる当日券を若干数用意することになりまし

たが、公立館であっても、展覧会や講座の予約をオンラインのみに限定しているミュージアムもあり、利用の

門戸が閉ざされてしまう現状を憂慮しています。情報機器を活用する際には、同時に、そこにアクセスできな

い人へのサポートが必要であると強く感じました。	

６．おわりに 

	 新型コロナウイルスの流行は、いまだ収束しきっていません。感染症対策を行い、バーチャルで体験ができ

る情報技術を 大限活用することが、今できる 善策だとは思いますが、「さわる」「話す」が、これを機に

不要とされることはないであろうと、活動が制限される中で強く認識しました。	

図図５５：：玉玉眼眼模模型型（（如如来来））  図図６６：：銅銅鏡鏡（（復復元元鋳鋳造造））  
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	 感染症に対抗できる状況になった時、「さわる」「話す」は、再びミュージアムで大きな意味を持つと考え

ています。その時まで、せめてこれまでのノウハウを記録し再開に備えたいと考えています。	

〈注及び参考文献〉	

１	水谷亜希・烏賀陽梨沙「京都国立博物館におけるボランティア活動の展開とその意義―京博ナビゲーター―」『学叢』第42号、京都国立博物館、2020

年	

２	「博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」公益財団法人日本博物館協会、令和2年9月18日改定	

https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/200918setgaid3.pdf（2021年03月23日アクセス）	

３	本文中のナビゲーターの体験談は、『京博ナビゲーター活動記録	 2014（平成26）～202０（令和2）年』に基づいている。	

	『京博ナビゲーター活動記録	 2014（平成26）～202０（令和2）年』京都国立博物館、2021年	

https://www.kyohaku.go.jp/jp/culture/pdf/knm-navigator_20210226.pdf（2021年03月23日アクセス）	
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コロナ禍での美術館ワークシートの取り組み 

亀井 愛＊ 

三井記念美術館	 主任（教育普及担当）
＊

ワークシートに取り組む来館者（三井記念美術館、2018 年） 

１．はじめに 

筆者が勤務する三井記念美術館は、江戸時代から三井家および三井グループに縁の深い日本橋の三井本館

（重要文化財）7階に平成17（2005）年に開館した美術館です。現在の収蔵作品は美術工芸品約4000点、切

手類約13万点で、このうち《志野茶碗	 銘	卯花墻》、円山応挙筆《雪松図屏風》など6点の国宝のほか、重

要文化財75点、重要美術品は4点を数えます。常設展はなく、年5回の展覧会を開催しています。当館は公

益財団法人三井文庫の文化史研究部門を担っていることから、学芸員は研究員という位置づけにあるため、

教育普及事業は、教育普及担当1名と学芸員（研究員）4名の連携によって行われています。	

エエッッセセイイ  

新型コロナウイルス感染症の収束の兆しがみえない現在、三井記念美術館では、

年度内の教育普及活動のほとんどを次年度以降に見送ることになりました。	 	

そのような状況のなかで継続的に発行、配布している鑑賞ワークシートについて

ご紹介します。	
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当館の教育普及事業は、一般、子ども、教育機関を対象として展開しており、今回お話しするワークシート

は、教育機関および子ども対象のプログラムで使用されています。	

２．館内活動のひとつワークシート 

ワークシートといっても、セルフガイド、鑑賞ガイドなど様々な名称があり、その定義については様々な見

解がありますが、当館では「なんらかの活動（作業）を伴い、主に展示室内で、問いかけや遊びの手法を交え

て、来館者に展示テーマや展示物等への興味を喚起させ、より深く創造的な理解や発見、感動へと導くことを

目的とする印刷物」と位置づけています。作成にあたっては図 2 のチャートを参考に展覧会担当学芸員と協

議の上、筆者が内容作成、デザイン、印刷、製本すべて行っています。当館は常設展示がないため、展覧会毎

にすべての作品が変わります。そのため、年間 15～30パターン作成し、希望する教育機関を含めると約3,000

～4,000部が配布されています。	

図１ワークシート 

３．教育普及活動の中止、見送りのなかで 

来館者だけではなく、事前学習資料として教育機関にも好評だったワークシートですが、新型コロナウイ

ルスの影響を大きく受けることになりました。感染症の拡大防止のため、日本博物館協会で「手が触れる物を

最低限にする」等の指針１が示されると、ハンズオン展示やワークショップだけではなく、当館の場合、ワー

クシートの配布中止まで検討されるようになりました。	

ホームページでの公開も検討しましたが、当館ワークシートは作品を実際にみられる空間で行うことでよ

り学びを深める設計になっているので、自宅でダウンロードして行っても意味がないのではと考え、様々な

方法を検討したものの、掲載作品の制約もあり今年度オンライン公開は行わず、館内発行を継続していくこ

とになりました。	

図２ ワークシート検討チャート 

ああああ 
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４．作成、配布にあたって 

このような状況下に復職した筆者ですが、コロナ禍のワークシート作成・配布にあたって主に変更したこ

とは以下通りです。	

・滞在時間設定の短縮	 60→40分に。

・作品のもつ情報の豊かさを知る、深めることのできる、投げかけの言葉を増やす。

・サイズ、デザイン、レイアウト展開

（今までは 8～16頁のブックタイプにしていましたが、製本時できるだけ接触をへらすため	

A3を十字折にして展開するタイプに変更(A5)）。	

・ワークシートと共に配布していたワークボート、鉛筆の貸出中止。

・ワークシートと共に配布していた質問用紙、アンケートは館受付もしくはメールでの受付に変更。

その一方、学習指導要領とのリンク、過去の研修会、研究会での意見、アンケート、質問箱の反映は変わら

ず行いました。令和 2年度は、6月の再開館から12月時点で5パターン作成し、約 800部配布されました。

アンケートや内外部の意見を集約し次年度に活かす予定です。	

図3 「国宝の名⼑「⽇向正宗」と武将の美」(2020 年11 ⽉21 ⽇（⼟）〜2021 年1 ⽉27 ⽇（⽔）開催) ワークシート 

５．おわりに 

今回ご紹介したことはとりわけ新しい取り組みではなく、どの館でも行われていることですが、そのひと

つひとつに真摯に取り組み、できることを続けていくことが、当館のような決して大きくはない美術館では

とても大事なことだと思っています。	
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当館では、事前予約制の導入や、音声ガイドアプリなどオンライン化を進めていますが、新型コロナウイル

ス感染症の収束の兆しがみえない現在、学びの場をどのように作り出していくか、試行錯誤の日々が続きま

す。	

〈注及び参考文献〉	

１
博物館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン200918setgaid3.pdf	(j-muse.or.jp)	
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新型コロナウイルス感染症と美術鑑賞教室の一年 

武居利史＊ 

府中市美術館	 教育普及担当主査・学芸員
＊ 

１．はじめに 

	 2020 年度は、新型コロナウイルス感染症により、どこの美術館の教育普及事業にも多大な影響が出たこと

だろう。展覧会事業を再開している美術館でも、ワークショップやギャラリートークのような多数の人が集

まるイベントは、人数を制限して開催したり、休止したりしているところも少なくないようだ。東京の府中市

美術館でも、ワークショップは夏休みを除いてほとんど休止し、オンラインプログラムの開発に力を入れて

いる。しかし、年間を通して受け入れる学校の団体鑑賞は、ただちにオンライン化という選択は難しく、感染

症対策を徹底した形での実施を模索してきた。学校鑑賞が全面中止になった美術館もあると聞いているが、

コロナ禍だからといって子どもたちが美術館で学ぶ機会を奪いたくはない。府中市での学校鑑賞は、中止を

避けるべく努力を重ねてきた。一年間の経過をふりかえるとともに、学校鑑賞における今後の課題について

考えてみたい。	

エッセイ 

美術館訪問が中止になった小学校での学芸員派遣授業で用いたプレゼンテーション資料の動画冒頭シーン	
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２．緊急事態宣言と感染症対策の始まり 

	 府中市美術館では、開館の翌年2001年からすべての市立小中学校で美術鑑賞教室を行ってきた。小学校

は22校、中学校は11校ある。小学校は5年生または6年生が学年でまとまって来館し、団体鑑賞を行う。

中学校は1年生が対象で、ほとんどの学校が夏休みの課題として設定し、個人鑑賞を行う。児童・生徒に

は、美術館が作成した「美術鑑賞の手引き」を配布し、小学校では事前学習に活用、中学校でも事前学習の

ほか、当日持参して入館券として活用している。小学校は、前年度に学校の希望日を出してもらい、調整し

て実施日を決め、年間の計画を立てる。交通手段は、小学校22校のうち、徒歩で来館するのは近隣3校の

みで、あとは美術館予算で借り上げたバスを利用する。中学校は個人鑑賞であるため、指導自体は教員に委

ねているが、小学校は団体鑑賞であるため、事前に図工教員と打ち合わせを行い、前半はクラスに一人ずつ

学芸員がついた解説や対話型鑑賞、後半は児童が好きな作品を観て回る自由鑑賞を行うといった形式で行わ

れている。	

	 2019年度の美術鑑賞教室は、美術館が休館したり、学校が休校したりする直前の2月までに完了したので

直接の影響はなかった。しかし、新年度に入ると最初の緊急事態宣言が発令され、学校も休校状態が続い

た。6月に緊急事態宣言が解除され、学校が再開されたのちも、教育委員会の方針として、1学期中の校外

学習は全面中止になった。そのため 6月に予定していた小学校 3校は、2学期以降に延期ししてもらうこと

にした。同時に、再開にあたって、どのような感染症対策を行いながら実施するかを検討することになっ

た。中学校については、夏休みに個人鑑賞で行うため、来館して個人で鑑賞する分には美術館全体としての

コロナ対策を準用すればよかったが、小学校は団体鑑賞であるため「3密」を避ける独自の対策をもつ必要

があった。9月初頭から小学校の実施が予定されていたため、該当する学校の図工教員と綿密に打ち合わせ

ながら、実施の方策を練った。	

３．２学期再開に向けた感染症対策 

	 もともと美術館の展示室内は空調機が24時間稼働し、室内の空気を排出しているので、密閉による感染

リスクは低い。また、来館者が手で接触する部分は少ないので、マスクを着用し、館内を静かに移動しなが

ら、お互いに距離をとって鑑賞すればかなりのリスクを低減できるだろう。混雑しないように入館制限さえ

適切に行われていれば、比較的安全といえるかもしれない。しかし、学校での鑑賞は一度に大人数が集まる

ことになるし、ギャラリートークでは声を出さなければいけないので注意が必要である。従来の美術鑑賞教

室において、参加者が密集する場面は 3つある。1つ目は、毎回ガイダンスとまとめを行うとき、講座室と

いう部屋を利用することだ。最大 3クラスを同時に収容する場所としてはどう考えても狭い。2つ目は、ク

ラス単位で学芸員が引率してギャラリートークを行う場面である。トークを行うため話し手を囲んで、作品

の前に一定程度人が集まることは避けられない。3つ目は、移動におけるバスの車内である。これらをどう

するかが当初の問題点であった。	

	 1つ目の対策については、講座室に代わるものとして、2.4倍の面積のある市民ギャラリーを使用するこ

とにした。ただし、これは市民ギャラリーが利用されていない場合であって、市民ギャラリーが使えない場

合は、美術館の前庭で行うことになった。また、講座室では毎回、導入用に6分ほどのビデオ「府中市美術

館へようこそ」を見ており、上映設備のない市民ギャラリーではそれが見られなくないだけでなく、十分な

説明ができない恐れもある。そこで美術鑑賞教室を行う全小学校の図工の先生に事前授業に取り組んでもら

うことを考えた。2つ目の対策については、クラスを分割して少人数グループでのギャラリートークを行う
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ことであった。これを本気でやろうとすれば、小グループの数だけ指導者が必要になる。学校側とも相談し

て、図工専科の教員だけでなく、クラス担任にも協力してもらうほか、各展示室で学芸員が待機して、各グ

ループに館内マップをもたせて、いわゆるラリー形式で展示室を巡回してもらうことも考えた。3つ目の対

策については、空席を増やすためにバスを増発する方策が考えられたが、予算に関わる問題でもある。バス

会社に問い合わせたところ、車内の消毒や換気に関しては日本バス協会などが定めた感染予防対策のガイド

ラインがあり、それを励行しているとのことだった１。市内の移動で乗車時間も短いため、会話は控えるな

ど注意して乗車すれば大丈夫ではないかということになった。	

以上の対策案をもとに指導室とも相談し、7月には小学校美術鑑賞教室の感染症対策をまとめ、2学期か

らの再開に踏み切った。	

４．美術鑑賞教室の再開とあらわれた課題 

	 8月から先生と打ち合わせに入ったが、私が心配したのは全校で事前授業に取り組んでもらえるかという

点であった。美術館側から提案した内容は、①ビデオ「府中市美術館へようこそ」を見る、②来館した際に

見ることができる作品を2～3点とりあげ、画像を使った対話型鑑賞を行う、③「美術鑑賞のてびき」を使

って来館当日の流れを確認する、というものだった。実際打ち合わせを行ってみると、心配は杞憂であっ

て、どの先生も快く引き受けてくれた。いままで事前授業に取り組んでいるのは一部の先生でしかなかった

が、今年度はすべての学校で行うのみならず、経験の有無に関わらず対話型鑑賞に取り組んでもらえること

になったのである。これは実際に行ってみて、想像以上の効果があった。たいてい子どもたちは美術館へ来

てから自由に発話できるようになるまで少し時間がかかるのが、今回は最初から子どもたちに能動的に観る

姿勢が感じられるようになったのである。	

	 その一方で、やってみて問題が多かったのは、少人数での鑑賞である。少人数での鑑賞を成功させるに

は、その数に見合った指導者が必要だし、その指導者間での打ち合わせも必要になってくる。現在の体制で

実際にそれを行うのは難しい。9月から10月初旬にかけて5校ほどが、クラスを分割した少人数での鑑賞に

取り組んでみた。しかし、学芸員のトークに参加できず、時間を持て余すグループが出るなど不都合な点も

多く見受けられた。9月頃は、感染症への警戒感が薄らいだ時期でもあり、クラス単位でのギャラリートー

ク禁止は厳しすぎるのではないかという意見も館内から出てくるようになった。そこでギャラリートークを

行う場合の感染拡大防止ガイドラインを自主的に策定し、クラス単位で鑑賞を行う場合は、大きな展示室の

大きな作品を用いること、子どもたちはお互いに1mの間隔を空けること、発話の際は挙手などで許可を求

めてから1人ずつ行うことなどのルールを作って、クラス単位でのトークを10月中旬から再開した。	

	 このようにして、小学校の美術鑑賞教室は順調に進むかに見えたのだが、変調の兆しがあらわれたのが11

月下旬だった。感染者の拡大がマスコミで報じられるようになり、12月に予定する学校から、バスでの移動

が不安であるという声がよせられた。美術館で借り上げているバスは、55人乗りの大型バスと27人乗りの

中型バスを併用して、乗車人数に対応した配車としている。市教委の別の事業では、1クラスに1台の大型

バスを配車する例も出ているため、美術館もそのような措置をとってほしいという要望が出てきたのであ

る。美術鑑賞教室は2月まで続くので、以後全クラスに大型バスを配車するとなるとかなりの予算が必要に

なる。だが、保護者に対して説明責任のある学校の立場もわからないわけではない。バスでの感染が心配で

学校が美術鑑賞教室を断念してしまう事態は避けたく、冬に向けてコロナの状態悪化が進む可能性を考える
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と、大型に切り替える措置が必要と判断し、財政当局とも協議して12月中旬から大型バスを配車する契約

変更を行った。	

５．緊急事態宣言再発令と中止の危機	

	 しかし、問題はそこでとどまらなかった。1月7日に緊急事態宣言の再発令となり、教育委員会からは2

月7日の宣言解除予定日まで校外学習はすべて中止の方針が出た。そこで、1月から2月上旬までに予定し

ていた5校の日程を、学校と協議して2月下旬に延長した。展覧会期の都合で、3月実施はありえないた

め、すでに予定していた 3校とあわせて、半月の間に 8校を実施しなければならない。それだけでも相当の

過密スケジュールである。本当に実施できるのか、館内でも疑問の声が出始めた。もし2月7日までの緊急

事態宣言が延長されれば、教育委員会の校外学習中止の方針も延長されるので、実施は絶望的である。学校

が美術館に来られないなら中止にして、児童が自分たちで美術館に来たときにポストカードのような景品を

配るとか、児童が美術館に来てもらうサービスを検討すべきだといった意見が館内で出てきた。	

	 美術館に来られないことをもって、直ちに美術鑑賞教室を中止とすることに、私は最初から反対であっ

た。美術館に来られないなら、美術館に来なくてもできるような方法で、何らかの美術鑑賞教室を行うべき

ではないかと思ったからである。20年続けていて初めて理解したのだが、私以外の大半の職員は、子どもた

ちが美術館に来ることが美術鑑賞教室だと思っていたのである。だから、実物の作品が見られないような授

業は、美術鑑賞教室ではない。美術館に来られないということは中止にほかならず、コロナ収束後に子ども

が美術館に来たくなるようなサービスを用意し、あとは学校の先生に来館を促すよう指導してもらうべきだ

というのである。学校側はせっかく授業のスケジュールを組んでくれているのだから、訪問が中止でも何ら

かの形で美術鑑賞教室を行うべきではないかと私は考え

た。その方法は、恐らく2つしかないと思った。	

その第1案は、美術館の展示室と学校の教室・図工室

をインターネットで結んだオンライン授業とすることで

ある。コロナ禍で利用が拡大している Zoomなどのアプリ

ケーションを使えば、双方向の通信でできなくはない。

第2案は、学芸員が学校に出向いて行う出張授業であ

る。学校にある大型モニターに作品画像を映し出し、対

話型鑑賞を行うことはこれまでも研究授業などで経験が

あるので、すぐにでもできると思った。私はまず、美術

館を訪問したときのような臨場感を体験してもらいなが

ら、対話型鑑賞を行うには第1案のオンライン授業が効

果的ではないかと考えた。技術的な問題がカギを握って

いるので、府中市市民協働まつりのオンライン中継を担

当したという市民グループに相談し、通信の方法を考え

てもらった。学校の接続テストはしていないが、個人の

スマートフォンを使うなどありあわせの機材を持ちよれ

ば、技術的には可能であるということがわかった。	 保護者あての無料招待状
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６．学芸員派遣授業の実施へ 

ところが、この対応策について1月の館内会議で報告し

たところ、意外にも強力な反対意見が出されたのである。

私が考えた第1案も第2案も、現実味がないという。画像

で作品の真価は伝えられないので、画像や動画で教材を作

り、それを使った授業指導案を考えて、学校で先生に指導

してもらうべきだというのである。しかし、すでに行って

いる事前授業がこの内容に近く、先生にやってもらうなら

ば、ふだんの授業とあまり変わりがない。急場で学校に対

応を押しつける考え方にも疑問があった。どうも美術館で

実作品を見せなければ意味がないという思い込みがあるよ

うなのである。学校が来られないから対応策を考えている

のに、美術館に来てもらわなければ意味がないといって、

指導を学校まかせにするのはいかがなものか。教育普及担

当者として同調するわけにはいかない。指導室に相談した

ところ、教材提供という選択肢は教員の負担になるのであ

まり勧められないという意見も得たので、教材提供のプラ

ンは採用しないことにした。検証結果の得られていないオ

ンライン授業も断念することにし、時間はかかるが確実に

実施できる学芸員派遣授業に決めた。事の成り行き上、私が一人で学校へ出向くことになった。	

緊急事態宣言の延長が決まるまでの間、残る 8校と訪問中止の場合の対応について協議を重ねていたが、

いよいよ宣言延長が決定したことにより、学芸員派遣授業

の可否について各校の判断をうかがった。結果として、3

校が日程の都合などから辞退し、中止となってしまったも

のの、5校での受け入れが決まった。訪問中止となったす

べての学校の児童の保護者あてには、一年間有効な無料招

待状を送付することにし、自由な時間に家族と一緒に来館

できるような措置をとった。派遣授業を行わなかった学校

も、先生が事前授業を行ったり、「美術鑑賞のてびき」を

配布したりするなどの努力をしており、子どもたちへの働

きかけは行ってくれていたので、たんなる中止ではなかっ

た。	

さて、学芸員派遣授業は、4校で6年生を、1校で5年

生を行い、15クラス500人近くを対象に、図工室や教室を

会場に実施した。授業内容は、先生方とも相談しながら準

備した。授業内で使用する動画には2人の図工専科の先生

も登場してくれて、撮影や編集は先述の市民グループが無

償で協力してくれた。展示室の雰囲気を動画で伝えつつ、

学芸員派遣授業の実施計画書

学芸員派遣授業のイメージ	
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静止画も併用することで、3点程度の対話型鑑賞を行った。モニターの利点を生かし、作品の部分を拡大し

て見せたり、作家の制作映像やインタビュー映像を組み合わせたりすることで、立体的な理解につながるよ

うに流れを工夫した。動画を使った鑑賞授業は初めての経験であったが、静止画では伝わりにくい作品の大

きさや質感もある程度伝えられただけでなく、作者の存在や想いといったものにも理解を促すことができ

た。派遣授業はおおむね好評で、学校から出られない子どもたちに新鮮な刺激を与えることができたように

思う。学芸員と一緒に作品を見たという体験が、美術館に行ってみようという気持ちにつながってくれるこ

とを期待したい。	

７．コロナ禍での美術鑑賞教室を終えて 

このように2020年度の小学校美術鑑賞教室は、学芸員派遣授業を行った5校をもって終了した。一方中

学校の美術鑑賞教室は、実施を各校に委ねているため、夏休みが短くなってしまったことで、学校によって

対応が大きく分かれた。例年どおり完全実施した学校もあれば、感染症対策を理由として中止にしてしまっ

た学校もあった。小学校よりも中学校のほうが感染症への警戒心が強く、生徒に美術館へ行くことを勧めら

れないという事情もあるようだ。今後中学校へどのようなサポートをしていくべきか検討が必要である。中

学校の美術鑑賞教室は、個人鑑賞の形式で行っているため、生徒が美術館のホームページにアクセスして事

前事後の学習を行えるようにするなど、オンラインプログラムの整備も求められているように思う。	

	 コロナ禍での美術鑑賞教室を終えて思い直したことは、学校連携の要として20年継続してきた美術鑑賞

教室の大切さである。府中市で育った子どもたちは、全員が小中学生時代に府中市美術館の美術鑑賞教室で

学んだことがある。これは、府中市民にとっての目に見えない大きな資産だ。この活動を絶やしてはならな

いが、克服しなければならない課題もあるように感じた。美術鑑賞教室は、年間を通してルーティン・ワー

クのようになっており、その運営は事務的になってしまいがちだ。それがコロナによって延期や中止を余儀

なくされて、その重要性を再認識させられたのである。一回一回を実施するために、これほどの労力を傾け

なければならなかったことはなかった。だからこそ、美術館と学校の間に築いてきた信頼関係を再確認する

と同時に弱点も見えてきたのである。また館内での議論を通して、美術鑑賞教室に対する認識の相違も浮か

び上がってきた。とくに子どもたちが美術館に来ることが目的化している傾向には、危惧を覚える。美術鑑

賞教室は、あくまで子どもにとってどのような学びを提供するのかということを中心にすえるべきではない

だろうか。	

	 さらに今回、新たに浮上してきたテーマとして ICTの利用がある。学芸員派遣授業でも、電子黒板と動画

コンテンツがなければ、迫力ある授業はできなかったと思う。電子黒板は、みんなで一つの画面に集中して

鑑賞するには効果的だったが、各自に自分のペースで鑑賞させたい場合には逆に足かせになる。新年度から

は児童・生徒にタブレット PCが支給されるが、各自が自分の端末で自由に鑑賞できるようなコンテンツが

開発できれば、こうした問題も解決できるのではないだろうか。また今回実現しなかったオンライン授業で

のギャラリートークも、一人一台の端末があれば全員の発言を汲み取ることができるし、端末を使ったグル

ープ討論などもしやすくなるだろう。	

ただ、美術館関係者には、こうした画像や動画のような複製での鑑賞に批判的な意見も多く、デジタルで

の鑑賞は、美術に対する誤解を招くという人もいる。複製でよいということになると、オリジナル作品を展

示・保有することで成り立つ美術館の存在意義を問われる懸念があるからだろう。私も美術館で実物の作品

と対面することの重要性を否定するものではないし、複製で事足りると考えているわけでもない。だが、美
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術館所蔵の作品画像や美術館が作成した動画にも、インターネットを通じて個人でアクセスしやすくなって

いる時代、むしろそれらの情報とどう関わっていけばよいのかを美術館は示す必要があるのではないだろう

か。コロナ禍により多くの美術館がオンラインでの情報発信に力を入れるようになった。だが、多くは一方

的発信にとどまっており、双方向のコミュニケーションを遮断している。美術館の都合により配信するだけ

で、その関わり方に注意を向けないのはいかがなものかとも思う。教育普及の新たな空間として認識されて

きたインターネットをどのように利用していくのか、美術館界に明確なコンセンサスは形成されてはいな

い。学校側の ICT化が急ピッチで進んでおり、美術館側がその状況に追いついていないことを痛感する一年

間でもあったのである。	

〈注及び参考文献〉	

１	 公益社団法人日本バス協会「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン（第３版）」令和2年6月19日	

http://www.bus.or.jp/news/covid-19guideline_v3.pdf	

貸切バス旅行連絡会「貸切バスにおける新型コロナウイルス対応ガイドライン（第２版）」令和2年6月19日	（令和2年7月21日改訂）	

https://www.anta.or.jp/law/pdf/covid-19_guideline_bus.pdf	
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博物館のオンラインの取り組みは次のステージへ 

中島 徹＊ 

独立行政法人国立科学博物館 マーケティング・コンテンツグループ長
＊

オオンンラライインンでで体体験験ででききるるこことと  

WHOがCOVID-19の流行に対して「緊急事態宣言」を発出したのは2020年1月31日であり、安倍首相が

「緊急事態宣言」を発出したのは4月7日のことだった。世界各地でロックダウンや学校の休校が行われ、

外出自粛、Stay	Homeが叫ばれる中、「学びを止めない」を合言葉に多くの教育関係者がオンラインによる

さまざまな情報発信に取り組んだ。	

メルマガ第316号で当会の上野行一代表が紹介しているが、MITの『Full	STEAM	Ahead１』は、最も早く教

材コンテンツの公開に取り組んだ例であろう。3月初めから10週間に渡ってK-12教材パッケージを提供し

た。オープン当初は大いにアクセスを集めたが、同ホームページのフォーラム機能には第6週目以降の利用

者の投稿は上がっていない。『Khan	Academy２』	を始めとして初等中等領域にもオンライン学習コンテンツ

が大量に公開されている米国では、このコンテンツを使わずとも在宅中の学習を組み立てるのに困らないと

いうことであろうか。	

日本では、経済産業省が展開する『未来の教室３』のホームページに「#学びを止めない未来の教室」を、

文部科学省が『子供の学び応援サイト４』を、それぞれ立ち上げて話題となった。	

エッセイ 

昨年から続くCOVID-19の世界的な流行により、博物館の活動は大きく影響を受けることとな

りました。本稿では、学び研メルマガ第 330 号と 362 号に寄稿した内容を再録し、この１年

間でオンラインの取り組みがより工夫を凝らしたものに進化してきたことを振り返ってみた

いと思います。	
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経済産業省の「#学びを止めない未来の教室」は、もともとICTを活用した先導的な事例の創出に取り組

んだ事業のホームページで、1年目の実証成果を公開するタイミングだったこともあり、オンラインで利用

できる教育サービスのまとめサイトとして機能した。withコロナの新しい日常が長引くことが予感される現

在、ICTの活用に向かう学校現場の支援の入り口として機能していることを評価したい。	

美術館や博物館も、自宅から出られない子どもたちのために何かできることをという想いで、休館中に既

に広報として取り組んでいたオンライン動画配信を積極的に公開し始めた。生き物を扱う動物園や水族館

は、休館中も飼育員が出勤し続けていたこともあって、各館が競ってかわいい動物や魚たちの動画を投稿し

て注目を集めた。そのほかの美術館や博物館も、可能なオンライン動画の発信に積極的に取り組んだ。	

筆者が勤務する国立科学博物館でも、休館中の館内整備の様子や開催延期・中止となった企画展などの動

画配信を行った。	

また、VR革新機構の協力により、数日がかり

で約 1,130㎡の常設展会場全体を撮影して、

『かはくVR５』を公開することができた。休館

中が長引いて、観客も工事も入れない連続した

時間があったからこそ実現できた企画かもしれ

ない。	

これらの多くは、「開館したら是非ご来館く

ださい」という広報的な目的で行われた発信で

あるが、結果的に、オンラインでも美術館や博

物館をそれなりに楽しめるということを一般の

方が体験して理解することにつながったのでは

ないだろうか。	

そして、withコロナの新しい生活様式が定着しつつある現在、さらに多種多様なバーチャルミュージアム

が登場しつつあるが、このことについてはいずれまた別の機会にまとめてみたい。	

オオンンラライインンででもも体体験験のの場場はは創創りり出出せせるるののかか  

オンラインの情報発信には、動画配信だけではなく、教材や手引きを配布する手法もある。「これまで美

術館や博物館に行かないと体験できなかった学習プログラムが、おうちでもできるよ」ということである。	

メルマガ第326号では、兵庫県立美術館の遊免寛子氏が、withコロナの美術館の教育普及活動として、同

館の「つくって・みる・ひろば」の事例や「#おうちミュージアム」の事例を紹介したが、当館でも、未就

学児向け展示室「親と子のたんけんひろば	コンパス」で使われているワークシートの一部６をホームページ

で公開している。このワークシートは、剥製や骨格標本が間近に見られる空間で行うことで、より学びが広

がる設計となっているが、来館せずにダウンロードして自宅のリビングで行うのでは、市販の学習ドリルと

似た体験になってしまうかもしれない。博物館という特別な場所における非日常の体験だからこそ生まれる

学びがあり、同じワークシートを使っても学習効果が異なるのではないかと考えられる。	

こうした”学びの場”の効果を、オンラインはどのように表現できるだろうか。	

オンライン会議のシステムを利用して、参加する親子が同じ画面の中で空間を共有して、こうしたことに

取り組み非日常の体験を提供しようとする事例も増えている。	
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ソーシャルメディアとシェアリングエコノミーのビジネスに取り組むガイアックスは、GWのこどもの日に

早くもオンラインワークショップを集めたイベント『親子でオンライン体験フェス〜	#おうち時間	を楽し

もう〜７』を開催している。	

これまで毎年「ワークショップコレクション」と題した親子向けイベントを開催して、人々が集まる学び

の”場”を提供してきた NPO法人 CANVASも、6月28日に初のオンライン開催となる「オンラインワークシ

ョップコレクション８」を開催し、当館の「親と子のたんけんひろば	 コンパス」も「どこにある？いろん

なしっぽ！」というプログラムを提供して参加した。	

こうした”非日常の場”の演出については、エンターティメント業界はより素早く、アグレッシブにビジ

ネスチャンスを創り出そうとしている。オンライン・ライブ・コンサートやオンライン演劇はもちろんのこ

と、同人誌即売イベントもオンラインで開催されるということである。	

オオンンラライインンだだかからら体体験験ででききるるこことと  

ヤフーCSOで慶應 SFC教授の安宅和人氏は、withコロナの時代のキーワードとして「開疎化」という言葉

を提唱したが、美術館や博物館は現時点では「閉密」な空間である。特別展や企画展を開催し、閉じられた

空間で多くの観客が密集して展示を鑑覧するこれまでの姿は変わらざるを得ないと考えられる。	

この夏、当館も、朝日新聞社との共催で『かはく×朝日	 オンライン科学講座９』を実施した。	

主に小学校中学年を対象とする有料のオンライン生講演会である。当館の3人の研究者が、それぞれに工

夫を凝らしてオンラインだからできる体験の提供にチャレンジした。	

その中から、昨晩行われた恐竜博士真鍋誠の講座の様子をレポートしよう。	

8月15日に実施した真鍋氏の講座では、閉館後の19時から ZOOM会議システムを利用して展示室から配信

した。展示室は、もちろん、恐竜たちの骨格が並ぶ地球館地下 1階である。	

事前に、ワークシート、推薦図書リスト、話題にする新聞記事などをメール送付することで、参加者の期

待を高めながら、体験を深めるために用意しておくと良い準備物も伝えている。参加する100組の子供たち

の表情が見えるように、講師の前には大型ディスプレイを設置してある。	

冒頭で真鍋氏は、前述の『かはくVR』を使うと自宅から館内見学できるだけでなく、自分が解説している

同じ場所から展示の様子を眺められることを伝えてから話し始めた。	

リアルな展示室では、参加者が講師と対面するため、多くの場合、講師の見ている視界を体験することは

出来ない。オンラインでは同じ空間を共有することはできないが、疑似体験だからこそ、同じ目線を共有す

ることもできる。参加者との一体感を演出する

良い工夫だと思う。	

そして、人気の絵本「とりになった	きょうり

ゅうのはなし１０」の読み聞かせを始めた。これ

を導入として、配布した新聞のキッチンサイエ

ンスの記事を題材に、準備していればニワトリ

の手羽を見ながら話を聞くように促して、骨の

話に展開した。真鍋氏は、実物の鳥の骨格標本

を前にして解説した後に、展示されている恐竜

の骨を解説していく。途中で『かはくVR』でも
『かはく VR』を使って講師の真鍋氏の視界を再現してみた 
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観察してみようと体験を補強することを促して

いった。そして、最新の研究の話題まで60分間

一気に話し終えた。	

リアルな講演会であれば、普通は、小学３・

４年生対象の講演会で60分の講義形式のプログ

ラムを設計しない。この学齢の児童が40分を越

えて集中力を維持できるとは考えないからだ。	

でも、オンラインであれば参加者の集中力は

保つことができる。メルマガ第325号で武蔵野

大学の大杉健准教授が指摘されているように、

参加者にとって講師に一対一で見つめられてい

るような感覚となる。また、集中力が切れて席

を外したとしても、それが他の参加者の迷惑と

なったり、伝播して講演の妨げとなったりしないので、集中力の維持を要求する必要も無いわけだ。	

ここで10分間の休憩をとり、その間に LINEで子どもたちからの質問を受け付けることで双方向のやり取

りも実現できた。リアルな場での講演だと、質問は元気で積極的な子どもの声が通りがちだが、オンライン

であれば質問の機会は均等で、これまで質問が出来なかったのであろう低学年の子どもの質問も選ばれた。

合計 70を超える質問が届いていたとのことであり、回答を聞く子供たちの表情も真剣だった。	

また、展示室からの生配信であることを活かして、回答する際に実際の骨格標本の近くまで移動してアッ

プで映しながら解説をするシーンも見られた。この質問タイムは約 30分続けられ、取り上げられた14件の

質問に丁寧な解説を行いながら、標本をじっくりと観察して探究を深めていく研究者の姿を伝えていた。	

真鍋氏は最後に、「質問を考えるということがとても重要。何が分からないのかを見つけ出すことが私た

ちの重要な仕事だ。」と参加した子供たちに向かって話しかけて公演を終えた。	

オンラインだからこその講座の在り方には、まだ決まった型はない。	

オンラインの講座の型を模索する取り組みは、これからも各所で続けられていくことだろう。	

【2020年 8月16日	 第330号を修正】	

オオンンラライインン講講座座ややイイベベンントトのの視視聴聴ににもも慣慣れれててききたた  

COVID-19の流行は、デバイスや接続環境が整ってきたVR元年とも言うべきタイミングで発生した。	

あれから半年が経ち、外出や不特定の方との対面の接触が制限される状況下で、多くの方がオンラインイ

ベントに参加し、動画で視聴することも体験している。また、教育関係者も、日常的にオンライン研修を受

講したり、学会や勉強会に参加したり、授業を行ったりしてだいぶ慣れてきたのではないだろうか。	

ココンンテテンンツツのの公公開開かからら体体験験のの共共有有へへ  

博物館や美術館は、十分とは言えないかもしれないが、これまでも収蔵する標本・資料を写真・動画・３

Dデータをデジタル・コンテンツとして公開してきた。	

地球館地下一階展示室からの配信の様子 
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右図は当館の「標本・資料データベース」１１

のホームページである。アクセスしていただく

と、標本資料に関する数多くのデジタル・コン

テンツが用意されていて、検索するとさまざま

な標本・資料の”情報“を入手することが出来

る。	

でも、何かを探す意図を持って検索したり、

たどり着いたりするのでなければ、一般の観覧

者が能動的にこうしたコンテンツにアクセスし

て、実際に標本・資料のデジタルデータを表示

して鑑賞することはそう多くはないかもしれな

い。	

YouTubeやWebのオンライン講座では、写真や

動画でリアルな展示を紹介して終わることも多

い。私見ではあるが、これで博物館の体験を与

えていることになるのだろうかと感じることがある。	

リアルに博物館を訪問して体験する機会を持ちにくい今だからこそ、デジタル・コンテンツを中心に据え

て、体験を共有する試みに挑戦してみたい。	

博博物物館館がが連連携携ししてて新新ししいい体体験験をを創創造造すするる  

当館では、文化庁令和 2年度文化芸術収益力強化事業に参加して、『ディノ・ネット	デジタル恐竜展示

室』１２を開設した。	

このデジタル展示では、当館が展示で活用

してきたティラノサウルスやトリケラトプス

の３Ｄデータに加えて、新たにアロサウル

ス、パキケファロサウルスの標本骨格を計測

して３Ｄデータを開発して公開した。	

北海道大学総合博物館、群馬県立自然史博

物館、むかわ町穂別博物館も連携して参加

し、各館が所蔵する代表的な恐竜等の化石を

計測して３Ｄデータを開発した。	

４つの博物館が所蔵する恐竜等の化石標本

が一堂に会するという、リアル展示では大規模な特別展でもなければ実現できない、オンラインならではの

展示コンテンツを公開した。公開後にも各館が展示を追加したので、現在では合計 14種類の３Ｄデータが

公開されている。	

ここで公開されているデジタルデータは単なる映像ではない。観覧者が能動的に操作して、見たいところ

に近づいてじっくり観察できるデータばかりだ。	

https://www.kahaku.go.jp/research/specimen/ 

https://dino-net.jp 
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例えば、巨大なティラノサウルスの骨格は、リアルな展示室では下から見上げることしかできないので、

右の写真のように、頭骨を上からのぞいてみることが出来ない。	

デジタルデータを操作して観察することで、観

察者が新たな視点を獲得する可能性が生まれるだ

ろう。	

各館の展示室の様子も360°バーチャルツアー

へのリンクを公開することにした。	

３Ｄデータを見て興味を持った恐竜が展示され

ている博物館の様子をオンラインで訪問すること

で、実際に博物館を訪問してお目当ての恐竜を見

学するときのように、近くにある別の化石にも興

味が拡がるかもしれないと期待している。	

ラライイブブ感感がが体体験験をを強強化化すするる  

そのうえで、2021年2月は毎週土曜日に、各館の学芸員や研究者が出演するオンライン講座を開講してい

る。デジタル化した標本が展示されている博物館の展示室からライブ中継し、監修した研究者が、研究の詳

細や発掘の苦労話などを語る有料の講座だ。	

博物館で行う通常のギャラリートークとは異なり、「ディノ・ネット」の３Dデータを操作して説明した

り、別の館や海外の研究者とオンラインでつないだりしながら、少しディープな話も紹介されている。	

ダウンロードした恐竜の頭骨のペーパークラフトを組み立てて一緒に特徴を観察できるようにしたり、チ

ャット機能を使って参加者からの質問を受け付ける双方向のやり取りも行うこと他の参加の反応を感じられ

るようにしたり、ライブ感を演出する工夫もなされている。	

音楽ライブから帰った後に、その音楽をダウンロードして聞く人が多いように、終了後には紹介された３

Dデータや360°バーチャルツアーでじっくりと展示を見学し直す方も多いことだろう。オンライン講座の

ライブ感が、オンライン見学の体験を強化してくれることを期待している。	

【2021年2月21日	 第362号を修正】	

オオンンラライインンのの取取りり組組みみははささららにに進進化化すするる  

ご紹介した以外にも、国立科学博物館では、小中高生を対象とした「かはくスクールプログラム」、学芸

員資格取得のための「博物館実習」、「サイエンスコミュニケータ養成実践講座」１３、「大学生のための科

学技術史講座」１４、「大学生のための自然史講座」１５等の学習支援事業でもオンラインの活用に取り組ん

だ。	

また、シンポジウムやさまざまなイベントのオンライン配信も行った。「YS-11量産初号機公開プロジェ

クト」１６では、４回のライブ配信で延べ 10万人を超える視聴者を集めた。	

2021年4月25日には3回目の緊急事態宣言が発出されたが、今回も「おうちで“かはく”を楽しも

う！」１７に、「かはくVR」を使った研究者のオンライン見学の動画や、筑波実験植物園からライブ配信等の

コンテンツを追加して、博物館の体験をご家庭にお届けしている。	

「ディノ・ネット」でティラノサウルスの頭を拡⼤してみた 

出来な 。

「ディノ・ネット」でティラノサウルスの頭を拡⼤してみた
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今後、COVID-19の感染拡大が収まっても、オンラインを利用してさまざまな体験を得ていくことは”新し

い生活様式”として定着していくことだろう。一方で、リアルならではの体験の価値は、相対的に高まって

いくに違いない。	

だからこそ、博物館が行うオンラインの取り組みはさらに進化していかなければならないし、リアルなら

ではの体験の在り方とその可能性をいままで以上に追求していかなければならないと思うのである。	

１	MIT『Full	STEAM	Ahead』https://fullsteam.mit.edu/	

	 ちなみに、このページタイトルは、「全速前進！」という意味で、公開するSTEAM教育教材と二重の意味となっていると考えられる。	
２	『Khan	Academy』https://www.khanacademy.org/	
３	経済産業省『未来の教室』https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/	

経済産業省は既に開設していたこのページの内容を充実させるとともに、「#学びを止めない未来の教室」という強いメッセージを掲げた。これをきっ

かけとしてオンラインの教育利用を拡散させたいという戦略的な意図が見て取れる。	
４	文部科学省『子供の学び応援サイト』https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm	

今回、改めてURLを調べてみて、このページが特別支援教育のサイトの下に作られていることに気づいた。文部科学省はオンライン利用教育を「学習

保障という特別なニーズ」として位置付けてこのポータルサイトを立ち上げたことが分かる。	
５	国立科学博物館『かはくVR』https://www.kahaku.go.jp/VR/	

現在は、「日本館」、「地球館」の常設展に加えて、企画展「国立公園展」のVR映像も公開している。	
６	国立科学博物館『親と子のたんけんひろば	 コンパス』https://www.kahaku.go.jp/learning/compass/worksheet.php	
７	ガイアックス『親子でオンライン体験フェス』https://www.gaiax.co.jp/blog/pressrelease04072020/	
８	CANVAS『オンラインワークショップコレクション』http://wsc.or.jp/online/	
９	『かはく×朝日	 オンライン科学講座』https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000047048.html	

翌年2月には第2弾を行い、見逃し配信も販売している。なお、ダイジェスト版は無料で視聴できる。	

2020年夏ダイジェスト版https://www.youtube.com/watch?v=SiZARqSAXnY	

2021年冬ダイジェスト版https://www.youtube.com/watch?v=0earIEIWY9Q&t=14s	
１０	大島英太郎（2019）,『とりになった	きょうりゅうのはなし	 改訂版』,福音館書店	

https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=5773	

	 この作品は、光村図書の「小学校	 国語3年」に掲載されている。	
１１	『標本・資料データベース』https://www.kahaku.go.jp/research/specimen/index.html	
１２	『ディノ・ネット	デジタル恐竜展示室』https://dino-net.jp	
１３	『サイエンスコミュニケータ養成実践講座	SC1』https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/sc/sc.php	
１４	『大学生のための科学技術史講座』	

https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/technography/	
１５	『大学生のための自然史講座』	

https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/natural_history/	
１６	『YS-11量産初号機公開プロジェクト』https://www.kahaku.go.jp/news/2020/YS-11/	
１７	『おうちで“かはく”を楽しもう！』https://www.kahaku.go.jp/news/2020/COVID-19/stayhome.html	
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