
くつろぎコーナーはようこそのメッセージ
文化の森の県立近代美術館2階ロビーに、ゆったり大きなテーブルとソファ
そしてチャーミングなランプシェードがお目見えしました。
美術作品との出会いを楽しみに来館された皆さんにとって、心の準備と余韻を
楽しむ場になればと、2年がかりで模様替えを進めてきました。
誰もが自分らしく美術館で過ごせたらいいな、そんな当館の「ユニバーサル」への
思いが形になった“ウェルカムゾーン”です。

とくしま近美のユニバーサル事業

あ の 手
こ の 手
－2018年度・9年目のとりくみを中心に－
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　なんとなく寄っていって、手がのびる。言葉でなく指先が、
身体が、くつろぎの感覚を呼び醒ましてくれます。天井が高く
広い展示室、ロビーの中で、より所となるものが何か少しでも
あったら、そんな思いを小泉誠さんが形にしてくれました。控
え目で人と人の間を絶妙につなぐスマートなデザインの中にも、
やはりここにしかない工夫があります。ここにある椅子は、ど
れも当館コレクションの色合いやかたちをヒントにセレクトした
ものです。

テーブル
デザイン：小泉誠
制作：テーブル工房kiki

間仕切りソファ
デザイン：小泉誠
オレンジのソファのテーマ：
パウル・クレー〈子供と伯母〉
紫のソファのテーマ：
パブロ・ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉
制作：セイコーハウジング（大工の手）

パンフレットラック
デザイン：小泉誠
制作：山田工務店（大工の手）

子供椅子
デザイン：小泉誠
制作：白樫木材＋堺弘幸

4つの椅子
U chair（デザイン：小泉誠）
テーマ：伊原宇三郎〈窓際の静物〉
fufu chair（デザイン：小泉誠）
テーマ：伊原宇三郎〈白衣を纏える〉
pepe side（デザイン：村澤一晃）
テーマ：アントニ・クラーヴェ〈子供と魚〉
LIBERO（デザイン：村澤一晃）
テーマ：ジュール・パスキン〈下着の裸婦〉
制作：宮崎椅子製作所

　「お花だ！」、「ハンカチみたい」、「深海のくらげ」。ペンダント
の形は一つ一つ違い、見た人の印象も当然違います。そして
光は時間帯によって、季節、お天気によっても、ひと時として
同じ表情をしていません。そしてこの光がここにしかない理由が
もう一つ。色 な々イメージを喚起する、しゃれた花びら型のカット
ガラスの原案はなんとレンコン。地元徳島になじみの深いお
野菜が、無機質な建築空間の照明を今ここにしかない「あかり」
の世界へつなげてくれました。

ペンダントライト
デザイン・制作：
徳島ガラススタジオ（原案 尾藤芳尚）
技術協力：
こいずみ道具店＋フレイムス

今日ここにしかない光

手のとどく場所から変えてみた
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誰もが来館しやすい美術館をめざして「ユニバーサル・ミュージアム事業」に取り組んでいます。
2018年は視覚障がいのある人も美術鑑賞に親しむためのアイデアを盛り込んで、展覧会を開催しました。
視覚だけでなく様 な々感覚を使って、交流しながら鑑賞する空間として提案しました。
とくしま流「ユニバーサル」の考え方と言えるかも知れません。会場を4つのコーナーにわけて展示しました。

ユニバーサル美術館展を終えて　三木健司

　「ユニバーサル美術館展」に「空雲」シリーズの木彫３点を
出品する機会をいただきました。出品作品は、彫刻の要素とし
て重要な凹凸を考えて形を作ったものです。普段の展示では、
曲面で構成した形と素材のためか、「触ってもよいか」と言う人
が多くいます。もちろん、自分が会場にいる時は触ってもらって
います。それは、視覚による鑑賞にプラスして触覚で感じても
らうという考えです。目で見て、形として、ものとして、触りた
いんだろうなというのが印象です。
　「ユニバーサル美術館展」で鑑賞会に参加し、全盲の方が
触ることで彫刻を理解しようとしている場面に立ち会え、その会
話に参加した時、触れることに対しての考えが自分の中で変わっ
ていくような感覚がありました。触りながら気付いたことを話し、
共有しながら作品の形を理解していきます。触覚と対話でイメー
ジを膨らませていきます。彫刻鑑賞の際の視覚の補助的な役
割としての触覚ではなく、触覚と対話による鑑賞です。手を通
して考えていました。絵画鑑賞に至っては、対話の中から作品
のイメージを描き出していきます。イメージを描いていく方法は
人それぞれであることが理解できた瞬間でした。
　そもそも彫刻は触覚の芸術であるといえます。手や道具を介
し、直接素材を触ることを通して、自分のイメージを形にしてい
きます。鑑賞者はその表面を介し、形、量感、色、制作の痕

手でみる鑑賞について
　展覧会場に触って鑑賞するコーナーを設けたのは当館では初
めての試み。「見てわかること、わからないこと。触ってわかる
こと、わからないこと。気づきをたくさん集めて。」と案内パネ
ルで呼びかけました。手指の感覚で味わう要素と、言葉や目
で見える要素も交流させながらの「手でみる」を探りたいと考
えました。
　希望した人のみ、ティッシュで手を拭いたり、指輪をはずし
たりなど作品保全に注意してもらいながらの観覧です。

跡等を通して、自分なりのイメージを作成し、作者のイメージを
受け取ろうとします。そのイメージの受け取り方が、常に作者
の意図したものと同じではなく、人によって異なるのですが、そ
れは、イメージの描き方が人によって異なるからであり、そのこ
とを実感的に理解することができました。
　今後の制作においては、特に何かを大きく変えるわけではあ
りませんが、自分の作品に対して鑑賞者がどのようにイメージを
思い描くのかを常に意識した作品づくりを心がけたいと思って
います。

　人体像の構成美をさわやかに表現している宮本光庸作のブ
ロンズ像と、三木健司さんの協力により展示した「空雲」シリー
ズの木彫を通して、入門的に手でみる鑑賞を体験してもらおう
と考えました。版画家一原有徳の質感を強く感じさせる銅版画
の原版も展示し、微細な凹凸と版画イメージのギャップを比較
できるようにしました。
　また展示台は車椅子でも鑑賞しやすいように足元を広くあ
け、安定度の高いデザインを試みました。

多様な鑑賞者の姿をめざす
ユニバーサル美術館展
2018年12月1日［土］−2019年1月23日［日］

三木健司〈球雲〉2009-18年 欅、胡粉、膠　作家蔵



6 7

4つの椅子
腕の形や手ざわり、姿勢や座った気分を比べてもらうところから展覧会ははじまります。
4脚の椅子をえらぶヒントになった絵画作品と一緒に展示しました。

4つの椅子
U chair（デザイン：小泉誠） テーマ：伊原宇三郎〈窓際の静物〉
LIBERO（デザイン：村澤一晃） テーマ：ジュール・パスキン〈下着の裸婦〉
pepe side（デザイン：村澤一晃） テーマ：アントニ・クラーヴェ〈子供と魚〉
fufu chair（デザイン：小泉誠） テーマ：伊原宇三郎〈白衣を纏える〉
制作：宮崎椅子製作所

触図でコレクション
　これまで様 な々展示の機会を通して作成してきた、絵の輪郭
や構図をわかりやすいようにした「触図」。見える人も元の絵
と見比べてみたり、考えをカードに書いたりしてもらいます。 

対話をひろげて
　見る人によって様 な々見方や物語が生まれそうな作品を選ん
で展示しました。同じコーナーに、2017-18 年につくった「手
話ビデオ」や「音声ガイド」などをパソコンで展示しました。

■ 4 つ の 椅 子
伊原宇三郎 白衣を纏える 1928年  油彩  キャンバス  100.6×81.4

 窓際の静物 1927-1928年頃  油彩  キャンバス  60.0×73.1

林武 婦人像 1937年  油彩  キャンバス  72.8×60.6

安井曾太郎 宇佐美氏像 1943-45年  油彩  キャンバス  71.7×59.5

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951年  油彩  板  100.2×73.5

ジュール・パスキン 下着の裸婦 926年  油彩  キャンバス  92.0×73.0

■ 手 で みる鑑 賞
三木健司 空（立方体の雲） 2015年  樟、胡粉、膠  14.2×15.5×14.4＊

 空雲（ココロノカタチ）　2017年  樟、胡粉、膠  19.9×34.2×32.4＊

 球雲 2009-18年  欅、胡粉、膠  18.2×21.5×23.4＊

一原有徳 Fb(2) 1968年 鉄板天然腐蝕、アセチレンバーナー  紙

  39.8×32.1

 Fb(1) 1968年  鉄板天然腐蝕、アセチレンバーナー、

  電気サンダー  紙  39.8×32.1

 RIW59(b) 1971-81年  アルミニウム版腐蝕  紙  41.0×31.6

 CPB 3 1982年  アルミニウム版腐蝕  紙  50.0×37.4

 RS 51 1989年  トタン(鉄)板天然腐蝕、切抜き  紙  

  80.5×121.5

 RS 56 1989年  トタン(鉄)板天然腐蝕、切抜き  紙

  63.0×90.0

 UUQ 3 1992年  鉄板天然腐蝕  紙  3.3×48.3

 ケルンとチョックストーン 1998年  トタン(鉄)版天然腐蝕、切抜き  紙

  208.0×551.0(7枚組コラージュ)

宮本光庸 希 ブロンズ　45.0×32.5×13.0

原版を展示：Fb(1)、RIW59(b)、CPB 3、UUQ 3の原版、チョックストーン類似作品の版。

■ 触 図 でコレクション
岡本信治郎 ヴァン・ゴッホの像 1967年  アクリル絵具  キャンバス  162.1×130.3

奈良美智 UNTITLED（BROKEN TREASURE）
  1995年  アクリル絵具  綿布  150.0×150.0

元永定正 ふにゃらくにゃら 1979年  シルクスクリーン  紙  43.0×95.0

 せのひくいおれんじはまんなかあたり
    1984年  シルクスクリーン  紙  46.0×66.0

森山知己 雪音 2001年  紙本墨画着色  182.5×732.0

ホルスト・アンテス 青いカーテンのある頭部 
  1981-82年  アクリル絵具、木　板  181.5×188.9

イヴ・クライン 空気の建築；ANT 119 1961年  顔料、合成樹脂  紙、キャンバス  

  262.0×200.0

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉8.イカルス
  1947年  ステンシル  紙  42.2×65.1

パブロ・ピカソ　赤い枕で眠る女 1932年　油彩　キャンバス　38.0×46.0

ジュリアン・シュナーベル　マルクス 1983-84年　油彩、皿　板　124.6×115.2

■ 対 話 を ひろげ て
瑛九 少女の顔 1949年  油彩  キャンバス  53.0×45.0

 バレリーナ 1950年  フォトデッサン  紙  26.0×21.0 *a

 女の顔 1950年  フォトデッサン  紙  26.0×21.0 *b

 裸婦 1950年  フォトデッサン  紙  27.3×22.4 *a

 壷と女 1950年  フォトデッサン  紙  26.0×21.0 *a

 池のほとり 1950年  フォトデッサン  紙  26.0×21.0 *b

 ささやき 1950年  フォトデッサン  紙  27.0×22.3 *b

 バレエ 1950年  フォトデッサン  紙  26.0×21.0 *a

 陽気な人 1954年  油彩  キャンバス  60.6×72.7

吹田文明 機械と群集の中より逃れる
  1958年  木版、紙版  紙  60.5×72.2

 星を抱く（C） 1975年  木版、紙版  紙  91.0×61.0

 銀河を渡るB 1998年  木版、紙版  紙  60.0×87.5

堀内正和 箱は空にかえってゆく 1966年  ブロンズ  86.0×36.0×36.0

イヴ・クライン ブルー・ヴィーナス　 顔料、樹脂、石膏  h.70.0

作品は当館蔵（＊三木健司作品のみ作家蔵）
*aは1月6日まで、*bは1月8日から展示。
国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順です。寸法はcm。

出 品 リ スト

閲覧端末技術サポート：志摩守彦（三菱電機システムサービス株式会社）

会場：徳島県立近代美術館 展示室3
入場者数：1,666人
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みつけた絵の中の「あ」
手話通訳を介して解説を進めます。対話型などとうたわな
くても、一つ一つの話がまるでパスを回すようにみんなの
イメージを巻き込んでいきます。

手話通訳付きツアー
12月2日（日）10時-12時
展示室　参加者：6人
進行：竹内利夫（学芸員）

椅子に座ったり目を閉じて手で鑑賞したりと、参加型の要素がいつもより多い解
説会。やっぱり手話を中心にすると実感を伝え合いやすいのでしょうか、たくさん
話し合えた気がするのです。Ｋさんが絵の中に「あ」（の指文字に見える形）を
見つけてからは、絵の前で身振り手振りでダンスも出てきて。どうしてあんなに楽
しかったのでしょう。「あ」探しゲーム、またやりたいです！

音楽からはじまるあれこれ
音楽と美術をクロスして鑑賞と表現の教育を探ります。髙木
先生はいつも和気あいあいの時間を作ってくれます。

美術×音楽で楽しむ表現・鑑賞活動
12月15日（土）16時-18時
アトリエ・展示室　参加者：14人
対象：保育者、教員
髙木夏奈子〔植草学園大学 准教授〕

クロスするねらいは、それぞれに対して持っていた概念から解き放たれ、未知の創作
や鑑賞がひらける可能性があるから。そうわかっていてもなかなか飛べないのも人間
です。保育士さん中心となったこの回、まさに「造形」に良い意味でとらわれず、押し出し、
受けとめ合う、本音のイメージの饗宴が繰り広げられていました。みんなニコニコ顔。

いっしょにいる方法
アートイベントサポーターが進行役をつとめての交流（のリ
ハーサル）。

あの手この手で交流トーク（リハーサル）
12月2日（日）14時-15時
展示室　参加者：9人
進行：アートイベントサポーター

（碇勝貴、小笠原新也、小倉健太朗、鴻野和美、鴻野まどか、坂部由香里、吉田悟）

椅子を介して話す、筆談で話す、触る鑑賞へ誘うという3 つの体験型メニューに、
耳の聞こえない人や、知的障がいのある人も、思い思いの表現方法で、いっしょ
に鑑賞の時間を過ごしました。施設の方のサポートも心強かったです。いつにも
増して、共にアートを共有できるよさを尊く感じた日でした。

音に手をかさねて
回を重ねてバージョンアップする髙木講座。表現、共有が
しやすい素材と楽曲を吟味して。音楽から形や、絵のイメー
ジを探りあてます。

「音楽×美術で〈きいて〉〈みて〉〈さわって〉〈つくって〉楽しむ
  ワークショップ」
12月16日（日）10時-12時
アトリエ・展示室　参加者：29人
髙木夏奈子〔植草学園大学 准教授〕　

だっこスピーカーや、風船の響きにみんなで手をあて、民族楽器の響きやクラシッ
クの旋律を味わいました。音の聞こえない人がつくった作品を触らせてもらうと、

「おー」と声が。見た目にはわからない指先の感触が、打楽器合奏の響きを確か
に思わせるのです。音でも形でもないもので伝え合うお互いのイメージ。

可能性は無限でした。
アートイベントサポーターが進行役をつとめての交流。

あの手この手で交流トーク（本番）
1月13日（日）14時-15時
展示室　参加者：26人
進行：アートイベントサポーター

（小笠原新也、小倉健太朗、河野伊知子、鴻野和美、戸部節子、戸部登夫、吉田悟）

見えない人が進行する対話、聞こえない人が司会する筆談トーク、子どもも大人
もなごやかに手で見る鑑賞へ誘うカード案内。気さくな雰囲気ですが、だからこそ、
人の力や可能性がぱちぱち火花を散らす、そんなホットな時間でした。人の力や
可能性に依存する、プログラム（計画）らしくないプログラム、と言えるのかも。
それ大事ではないかと今考えています。

音が生まれ物語が生まれた
即興演劇の仙石さんのお題にのって、それぞれ絵の物語をつ
くります。今回は人形劇団のやなせさんと珍しい楽器もまじえ。

ゆるやか対話ギャラリー−美術を探っていくための演劇タイム−
12月23日（日・祝）13時-16時30分
展示室　参加者：11人  
仙石桂子［即興演劇シーソーズ主宰・四国学院大学准教授］+スペシャルゲス
ト：やなせけいこ、鈴木香澄［デフ・パペットシアター・ひとみ］

「大人と話し合ってつくれたのが驚いたしうれしい」という小学生の感想がうれしい。
楽器も、身体表現も、確実にコミュニケーションと鑑賞をふくらませ、助けていまし
た。講師さんが信じているから、みんな見よう見まねでも演出し、演奏し、出演し、
分かち合い、できたんだと思います。

やっぱり話せばわかる
マイクとアンプ、ヒアリングループと要約筆記もまじえ、聞
こえにくい人同士も遠慮なく意見を交わせるように。

マイクで交流ツアー
1月19日（土）14時-15時
展示室　参加者：23人
進行：竹内利夫（学芸員）

日頃ほとんどの話は、聞き流したりあいづちうって済ましたり、そんなだなと痛感し
ます。この作品好きだ、この作家どうしてこんな作り方かな、素朴な会話も心を寄
せ合ってはじめて成立するし、それだけで楽しい。Ｙさん、だから僕はうれしそうに
解説しているのだと思いますよ。

教えるのはお手のもの
小学生から幼児も参加する鑑賞教室。

こども鑑賞クラブ「みんなにやさしい美術館」
12月22日（土）14時-14時45分
展示室　参加者：23人
進行：美術館スタッフ

輪郭線で絵をたどったり、言葉でどんな絵なのかを伝えたりすることに、チャレン
ジしてみました。教えるのも伝えるのもみんな上手。なぞなぞ感覚で、語りかけや
名前つけをしてくれました。どこかもどかしいな、という感じも残りますが、そのこ
とを小さな人にも経験してほしいのです。

も よ お し  ■ トーク も よ お し  ■ ワークショップ
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筆談でアート鑑賞
　絵の前に模造紙をひろげて鉛筆でことばを書き込み、
対話の輪をひろげていきます。「耳の聞こえない鑑賞人」
を自認する小笠原さんがリーダーとなり進行。

＿＿＿
筆談トーク　小笠原新也

　本物の作品を直に鑑賞しながらリアルタイムに書き込まれた
コメントや感想は、どれも参加者たちの思いが炸裂していて、
逐次的に発言する対話型鑑賞にはない、自由さや多様性、新
鮮さがすごく感じられました。その分、ファシリテータを務める
自分にも思いがけない発見や作品のイメージのどんでん返しも
また面白く楽しかったです。さらにはこの時に初めて会う者同士
でも新たなコミュニケーション関係が生まれてきて、音声がな
くても和やかな雰囲気の心地よさも感じられました。聞こえる、
聞こえないに関わらず、誰でも自分の書き込みに他者が反応
したり応えてくれることがいかに嬉しいことかを実感できました。
その雰囲気に惹かれてか飛び入り参加者が続出したことも望
外の嬉しさでした。ワークショップが終わって、書き込まれた模
造紙を改めて見ますと、個人個人の思いや思考プロセスが文
字、図形、記号によって視覚化されているので、他者たちの
会話が聞き取れない私にはコミュニケーションの貴重な勉強材
料にもなりますし、新たな鑑賞のヒントにもなります。聴覚障害
者が聞こえる人たちと共にアート鑑賞を楽しみ、コミュニケーショ
ンを深めて行くには効果的な鑑賞ツールであると確信しました。

ちょっと座って見ませんか
　4 つの椅子の座り心地を体験するところから、絵の鑑賞に
進みます。対話で鑑賞をすすめるリーダーは、目の見えな
い戸部さんと河野さん。そしてこの椅子の家具メーカーのス
タッフでもある小倉さん。

＿＿＿
交流トーク　小倉健太朗

　障がいの有無や年齢を問わず、美術作品を通して行った交
流トークは非常に楽しく、興味深いひとときでした。
　「本当はやってみたいんだけどな ..」って気持ちは、日常的に
割と見つかることかもしれません。今回のトークで、目が見えな
いことで絵の鑑賞を諦めかけている声を耳にしました。視力の
有無で鑑賞ができないと判断してしまうのはとても勿体無く感じ
ます。
　視覚を使わず、あの手この手で感じて得た作品の印象は、
僕にとっては目からウロコのものばかりで貴重な体験です。作
品から受け取る印象はそれぞれ異なり、この違いを楽しむこと
もまたユニバーサルで素晴らしいことだと思います。

＿＿＿
それぞれ想像が違うから面白い　戸部節子

　美術への興味が高まったのは、みんなで対話式の鑑賞をし
た時。あれが何回やっても一番わかりやすいです。やっぱりあ
れが一番。みんなそれぞれ想像が違うことが面白いです。あの
方法が参加型としては良いなと思っています。

様 な々感覚を活かして交流することで観覧が身近となり、鑑賞が深まること。
この展覧会のねらいを催しものに仕立てたのが「交流トーク」。視覚や聴覚に障がいをもつ人も含む、
当館のサポーターが主となって進行する、これもユニバ－サル美術館展で当館初の試みでした。

＿＿＿
触図のことなど　河野伊知子

　どんな絵を渡されても、自分で分かるようになりたい。やっぱ
り案内や説明がないと、触るだけでは分からないところがあり
ます。でも自分の希望としては、そこまでわかるようになりたい
なと思います。回数触ることでわかるようになっていくと思ってい
ます。

＿＿＿
アイデア　戸部登夫

　スタッフがいなくても、誰でもがさりげなく、そっと肘をひ
いて誘導してくれるような、美術館がそんな雰囲気になったら、
それが理想ですね。
　ロビーに、以前作ったような、中に手を入れて触る練習をす
る箱を常に置いて、子どもでも大人でも体験できるようにする。
その隣には例えば、リンゴが立体的に見える絵はどんな方法で
描かれているのか、わかりやすい説明もあり、展示室に入る前
の予行演習があったらいいなと思います。

カード  タッチ  トーク
　手でみる鑑賞は慣れない人にはどきどきの体験であり、
戸惑う人も。様々な来館者が安心して鑑賞に進めるように、
ゲーム仕立てのカードで案内というアイデア。リーダーは
手でみる鑑賞の音声ガイドも手がけた鴻野さん。

＿＿＿
ユニバーサル美術館展を終えて　コウノカズミ

　障がいのある方、ない方、子どもや大人、年齢、全てを網
羅するのは難しいと感じたが、鑑賞した人が触れることで小さく
ても何か共通するものも感じているのはわかった。「ユニバーサ
ル」のきっかけ作りはできたと思う。（公開リハーサルの感想）

交 流トー ク
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＿＿＿

ユニバーサル事業について　重白瑞希

　昨年度よりユニバーサル事業の活動に参加しています。本年
度は日下八光「秋深む」の触察図の音声ガイドを担当いたしま
した。サポーターの方が考えてくださった作品の解説の文章を、
サポーターのみなさんと一緒に読んで、音声ガイドを作りました。
みんなで話し合い、協力してひとつのものをつくることにやりが
いを感じ、出来上がったときはとても嬉しく思いました。触察図
とあわせて、作品の美しさが少しでも伝わるような音声ガイド
になっていれば幸いです。
　ユニバーサル事業では、いつも驚きや発見の連続で、サポー
ターの方 と々の交流や制作活動を通して、自分の中の美術の
見方が広がっていくのを感じています。これからも、誰もが美
術館を楽しめるように、協力していきたいと思っています。

＿＿＿
触図の制作　吉田悟

　こんにちは。徳島県立近代美術館サポーターの吉田悟です。
僕は今年からサポーターとしてユニバーサル事業に参加しまし
た。触図の制作について書きます。10 月ごろに参加しました。
　まずはディスカッション。先生の話が続きます。ファシリテー
ター？、初めて聞く言葉ばかりです。絵のことは少しわかります。
日下八光、小学校の頃に習いました。阿南の有名な画家です。
今回、利根川の源流について描いた絵について、触図を制作
することになりました。
　サポーターの先輩に教えてもらいながら、画用紙を使って制
作します。先生のサポートが心強いです。ノリやハサミを使い
ます。工作の授業みたいです。
　２日ぐらいで仕上げました。こんなので、目の不自由な方に伝
わるのかな、と思いながら。
　自分の子供の時を思い出しながら、制作しました。しんどかっ
たですけど、楽しかったです。また、やってみたいです。

＿＿＿
ユニバーサル事業について　碇 勝貴

　私は触察図の作成に参加しました。目が見えなくても作品を
楽しめるようにするにはどうすればよいかを考え、描かれてい
るものの形を浮き出たせたり、いろいろな材料を用いて質感を
表したりするなど、様 な々工夫をこらして触察図を仕上げました。
実際につくったものを視覚障がいの方々に触ってもらいながら、
作品についてお話する機会を設けて頂きました。触察図を通し
て作品がどんなものなのか説明していく中で、触っている方から

「わかりやすい」、「面白い」と言って頂いた時は特にやりがい
を感じました。作品の概要だけでなく、そこからさらに作品に
ついてよさや魅力について感じたことを話し合うことができ、手
ごたえを感じることができました。私は触察図に作品のよさや
魅力を感じてほしい、美術鑑賞を楽しんでほしいという思いを
込めました。結果としてたくさんの笑顔と出会うことができ、充
実した活動に取り組むことができました。

＿＿＿
触図とビデオ制作　小倉健太朗

　目の不自由な方から、触図を用いて絵画の魅力や面白さを感
じたと言って頂いたくことが 1 番嬉しいです。視覚や聴覚の障
がいは多様で、また 1 人 1 人鑑賞に対する考え方も異なります。
一概に触図やビデオが必要不可欠だとは思いませんが、その
時々に応じ、適切で様 な々手法を考え、これからもユニバーサ
ルミュージアムのお手伝いができたらなと思います。

＿＿＿

音声ガイド脚本家デビュー？　コウノカズミ

　今回がほぼ「初ボランティア」となる私の志望動機は、親離
れした子どもへの寂しさ。仕事と家事以外に何かできる事は？と
模索中、アートイベントサポーターの募集を目にし、これだ！と
閃き応募しました。
　初脚本は、日下八光の〈秋深む〉の触察図と人物紹介の２本。
作品について、障がいのある人もそうじゃない人も、老若男女、
皆で意見を交わし、喧々諤々。
　始めは力加減もわからず、自然体でいいと気付いたのは後
半でした。
　特に楽しかったのは、人物紹介脚本。森学芸員さんの講話
を聞き、作品を自分流に解釈・想像・妄想。朝までパソコン
に向かい、気分は直木賞か芥川賞ノミネート作家。
　平面の「絵」が、「文字」に、それを人が演じる事で「立体」
に、音声化で「色づく」のを実感しました。
　形のある物を残せた喜びと達成感、家でいては、決して出
会えなかった人達と縁が、また違った「これから」を作ってく
れました。

＿＿＿
アートイベントサポーターになって　鴻野まどか

　ボランティア活動の経験はありましたが、美術に関するもの
は今回が初めてでした。
　視覚や聴覚に障がいのある人のサポートも初めてで、『触察
図』という言葉も聴きなれませんでした。
　「美術館のイベントサポーターに応募せん？」と母に誘われ、
軽い気持ちで参加したのがきっかけです。そのため、会議に
出ても意見を言うこともできず、場にそぐわない気がしていまし
たが、母が楽しいならいいかと思っていました。
　私は、音声ガイド脚本の助言と推敲をしました。猪突猛進
型の母のブレーキ役も兼ね、なるべく俯瞰で原稿を見るように

しました。平面の絵の奥行きや距離は目で見たら分かりますが、
視覚に障がいがある人にどう言えばなるべく正確に伝えられる
かが一番苦心しました。
　大学の活動もあって数回しか参加できず、熱心なサポーター
では決してなかったですが、母との共同作業はとても楽しかっ
たです。

＿＿＿
アートイベントサポーター　坂部由香里

　県立近代美術館が実施するアートイベントの運営をサポート
するボランティアスタッフです。スタッフの皆さんと話し合いな
がら、アイデアを出したり、触図を作ったりしています。障害の
ある人もない人も大人も子供も外国の方も一緒にワイワイ楽し
く活動しています。人との出会いや新しい経験を通じて自分自
身も成長できるのがこのボランティアの魅力です。ご家族やお
友達と一緒に参加している方もいます。私は１人で参加したの
ですが、人とのつながりが最初は点だったものが線になり輪に
なって面になりドンドン広がっていきました。ボランティアをお
考えの方は是非一歩踏み出してみてください。一緒にしませんか。

見える人と見えない人が対話する手がかりになるように、
絵の中の輪郭や構図など、要素を選ぶところから制作ははじまります。
2017年には立体コピー機を購入し、手作り触図と発泡用紙との
二本立てで取り組んでいます。

日頃手話で話す人が、展示室へ来た時もリラックスしていつもの言葉で感想を話し合ったり、
質問したりできる場でありたい、そんな思いをビデオにしてみようと始めた「手話ビデオ」。
2017年初めて地域の関係者の協力で、学芸スタッフも登場するビデオを制作し、シンポジウムを開催。2018年には子どもや
手話を知らない人にも手話の豊かさが伝わったらと、絵本読み聞かせ風のビデオ、また音声ガイドにも挑戦しました。
サポーターの皆さんと話し合いながら何があったらよいのかを考え、その勢いでシナリオもサポーターが制作。

触 図 づ くり 手 話 ビ デ オ・音 声 ガ イド
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日常をささやかに変える
誰もが使いやすい美術館づくりとして、
2017年にサイン改善や「手話ビデオ」などに
着手しました。

サイン改善
　複数のミュージアムが同居するこの建物には、各館の「玄関」や「ホワイエ」らしき
ものがありません。それが必ずしも入りやすさ、使い勝手につながるわけではない
ことが悩みでした。かといって、大規模に改装するのは難しい現状。サインを整理し
てすっきりと目線を誘導できるように考えました。
デザイン：藤本孝明（如月舎）／美術館ロビー円柱、館名の「表札」サイン、カウン
ターのごあんない、ロビートイレ、所蔵作品展常設パネルとコーナー表示

スロープ
　屋外展示場は眉山の見える気持ちのよい彫刻鑑賞スポットです。長らくテラスの
段差が気になっていました。ゆるやかなスロープに改善して、車椅子を使う方はもち
ろん、みんなが安心できる出入口にできたと思います。

手話ビデオ
　美術館へ行ったときに、いつも使っている言葉で自然に過ごせたらいいな、そん
な光景を短編ビデオにしてみました。だから通訳付きというより「手話ビデオ」と名
付けています。

Webサイト
　ユニバーサル事業には範囲も終わりもないように思えます。考えや広がりが漠然
とでもいつも見えるようになったらいいなと思い、サイトを新設しました。
デザイン：近藤デザイン事務所

参加対象は、どなたでも
　これまで、ユニバーサル美術館を目指す取り組み
では、たとえば、障がい者や外国人というくくりでは
なく一人一人の顔や声を思い浮かべることができる
ようなつながりを大切にしてきました。手話通訳付き
展示解説をはじめて企画したとき（2012年3月）から
ずっと相談に乗っていただき、展示解説にも欠かさず
参加してくれる聴覚障がい者福祉協会の方々。いろ
いろな人たちと対話を重ねることで様々な見方や感
じ方に触れ、それらを手がかりに目は見えないけれど
頭の中に絵を描くことができるようになったとうれしそ
うに話してくださるSさん。東京在住にも関わらず手話
通訳付きの展示解説だけでなく様 な々ワークショップ
に参加しミーティングにも駆けつけてきてくれる頼もし
い徳島県立近代美術館のアートイベントサポーター
のOさん。その他にも、忙しい仕事や学業の合間に活
動に参加してくれるサポーターのみなさん。それらの
人たちが一緒にやろうと、共に歩んでくれたからこそ

「どなたでも」と書く勇気と覚悟を固めることができた
ように思います。
　ユニバーサル美術館展の関連企画として、８つの
ワークショップを行いました。そのうち6つのワーク
ショップの参加対象は、「どなたでも」。その結果、聴
覚や視覚に障がいのある人も障がいのない人も、幼
児を連れた家族も一緒に活動するという場が生まれ
ました。作品の前では、障がい者＝支援される人とい
う関係性が緩やかにほどけていたように思います。
そして、一人一人の感覚や経験が大切にされる場と
なっていました。
　2018年12月2日[日]に行われたあの手この手で
交流トーク（公開リハーサル）では、障がい者支援施
設の協力を得て、5名の知的障がいを持たれた利用
者が参加してくれました。「どなたでも」をさらに広げ
ていく一歩となりました。障がいのある人や障がいの
ない人、外国人や幼児、高齢者等さまざまな人がいる
ことの「あたりまえ」を美術館でもめざしていきたいと
思います。  （亀井幸子）

触図づくりをはじめて
　2013年6月に聾学校（現在の徳島聴覚支援学校）
と盲学校（現在の徳島視覚支援学校）小学部の交流
学習が美術館で行われました。この交流学習の打ち
合わせの時に、触ることで世界を知ることの大切さと
共に、触ることができないものを理解させるためにど
のような支援が必要なのか、といった教師側の姿勢
や学習支援のあり方についても話し合われました。視
覚障がいの特性や障がいを負った時期などによって
も、その支援の在り方は多様です。
　この交流学習をきっかけに、視覚障がい児が美術
館で作品鑑賞するために何かできることはないかと
考え、触図を試作しました。はじめての触図は、作品
の輪郭線の部分に木工用ボンドを盛り上げるように
塗って乾かしたシンプルなものでした。
　以後、触図づくりを続けていますが、試作段階での
障がいのある方や支援者の意見や感想は貴重です。
触図の大きさは、両手で包み込むことができるくらい
のものがよく、大きな作品の全体を手元で確かめると
きにも役立つことがわかりました。
　サポーターの方と一緒に触図をつくるようになって
からは、アイデアも素材もユニークなものになってい
きました。作品に表現されている図と地や、面の重な
りが分かるもの、人物の衣服に布を貼ったり木の幹
には木肌に近い材質のものを貼ったりしたものなど、

作品の特徴にあわせた作り方を工夫しています。目
の見えないサポーターさんのアドバイスが的確すぎ
て触図づくりのハードルはどんどん高くなるばかり。で
も「わかるよ」、「ありがとう」の言葉にやる気も上がり
ます。

触図の限界と可能性
　あるとき、目の見えないサポーターさんから、「丸い
線だけでどうしてりんごやコップを描いたことになる
のかがわからない」と言われて愕然としたことがあり
ました。言われてみればリンゴは丸い立体で、その形
を手で確かめることはできますが、そこに線があるわ
けではありません。ユニバーサル美術館展でも、「線」
で何を伝えられるだろうと悩みながら、4作品の触図
をつくりましたが、作品に描かれているものを伝えき
ることはできません。自分は作品の何を見ているのだ
ろうかと自問自答を繰り返しながら「線」を探す作業
が続きました。

　絵画は線だけでなく色彩や明暗の調子、筆触や絵
具の濃淡など様々な要素が複雑に絡んでいます。見
えている色や形から様 な々感情がわき上がってくるこ
ともありますし、具体物と結びつくこともあります。ま
た、人は隠れている線や形を自分なりにイメージして
つなげて見ることもあります。ですから、一枚の同じ絵
を見ても様 な々意見や感想が出てきます。触図をつく
るときは、「目の見えない人に、自分は何を伝えたい
か」選択していくしかありません。その結果、つくり手
によって様 な々解釈が生まれますし、触図で表現した
いことも違ってきます。これまでは、数人で相談しなが
ら1作品につき一種類の触図を複数つくってきました
が、日下八光日本画展では、〈秋深む〉という作品の触
図を3人のサポーターがそれぞれに工夫を凝らしな
がらつくりました。風景の前景、中景、遠景をわかりや
すく伝えるという目標は共有しましたが、使用する材
料も、何を伝えたいかということも三者三様。目の見
えない方からは、「それぞれの触図を触ってみること
で共通点や違いがあり、自分なりに作品をイメージし
て頭の中で絵を描いていくのに役立った。」と話してく
れました。一種類の触図では伝えきれないけれども、
同じ作品に何通りもの触図があってもいいのだとい
うことに気づくことができました。

展覧会を楽しむために
　鑑賞支援グッズの一つとして、何度か展覧会場の
案内図をつくってきました。順路や各コーナーにどん
な作品が展示されているかをはじめに伝えることで、
余裕をもって展覧会を見てもらえるのではないかと
思ったからです。この取り組みをきっかけに、一点一

点の作品を鑑賞して楽しむということから、展覧会全
体を楽しむということに目標がひろがっていったよう
に思います。
　触図にする作品選びも少しずつ変化していきまし
た。はじめの頃は、美術館職員が展覧会の出品作品
の中から触図にできそうな作品を数点選んでいまし
た。けれども、サポーターのみなさんと触図をつくるよ
うになってからは、展覧会のおすすめ作品の中から
相談して決めるようになりました。「どのように鑑賞を
楽しみたいか。また、視覚障がいの有無に関係なくイ
メージを広げることができ、それぞれの感じ方を大切
にしながら鑑賞できる作品はどれか」といったことが
選ぶポイントとなりました。サポーターのミーティング
で、作品の鑑賞を繰り返し、展覧会担当の学芸員から
も話を聞き、日下八光の〈秋深む〉では触図と合わせ
て使う音声ガイドも作成しました。自分のイメージや感
じたことを大切にしながら作品の理解が深まるように
とサポーターさんが脚本を書いてくれました。目の見
えない人とも一緒に展覧会を楽しめるよう、これから
も、触図づくりや、触図を活用した鑑賞に挑戦してい
きたいと思います。 （亀井幸子）

体験してもらうためのシナリオ
　これまでの当館の「ユニバーサル」の取り組みは、
鑑賞プログラムを軸に展開してきました。建物やデ
ザインの改善といったハード面よりも、鑑賞体験その
ものに意識を向けてきた点は当館の特長だと思いま
す。これには、当初からすべての人に鑑賞をひろめた
いという気持ちがベースにあったことと、「みんなの美
術館プロジェクト」、「美術と手話」の実践者らと交流
し、インクルーシブデザインの手法を体験した時に、
徳島らしさの方向性が自然に決まっていったように思
います。
　実は2014年、2015年にも、作品と合わせプログラ
ムを紹介する展示コーナーを、当館は試みています
が、このたび開催した「ユニバーサル美術館展」とい
う名の展示は、考え方を空間や展示台などの形に落
とし込んでみたいと発想したものです。
　手でみる鑑賞のために特別な展示台を考案した
り、その周りでグループの対話が弾む様子を想定し
て間合いのある空間にしたりとささやかなアイデアを
盛り込んでみました。けれども、観覧する人の身のこ
なしを誘導するのは、思いのほか難しいものだと改
めて痛感しています。
　従来の美術展示の手法を、少しだけ例えば「触る」
という行為にひらいてみたいと考えましたが、やや漠
然とし過ぎた感があります。考えてみれば、特別なシ
ナリオが用意されるわけでもなく、いつもの展示空間
とよく似た状況で、突然「目をとじて指先に集中して
…」と誘われても、体も意識もついていきませんよね。
　逆に、「どなたでも楽しめる」という売り口上に期待
して入場したものの、手を拭いたり座るよう案内さ
れたり、制約が多いと感じた人も少なくなかったよう
です。
　美術館は人が作品と１対１で出会うことのできる、
特別な空間だと思います。どんな身のこなし方で、ど
んな風に時を過ごすのか、その自由さを誰にも謳歌し
てほしいと願っています。その意味で、このたびの展
示手法はオープンなようで逆に一つの立ち居、身の
こなしを前提とする、少 き々ゅうくつな「ユニバーサル」
に走ってしまったのではないかと今振り返っていま
す。鑑賞する人それぞれのストーリーが自由に羽ばた
いていけるようなシナリオを、吟味しなければと考え
ています。 （竹内利夫）
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亀井によるユニバーサルミュージアム
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すべての人に鑑賞を楽しんで 学校教育との連携担当の
もらいたい思い 活動スタート

「視覚障害者とつくる
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