
ミドコロ＝
美術作品の中に見つけるよさ＋美術館の中に見つける居場所。
どちらのミドコロも見つけるのは自分。
安心して過ごすことのできる身の置き場。
いつもの日常と自分らしくつながっているからこそ、
芸術体験はすてきな「非日常」の思い出になります。

見どころ
    見つけた
ユニバーサル美術館展5年目の向かう先

Universal Museum 
2018-2022　



2 3

スタートライン
色とりどりの樹種に、素朴な言葉や絵文字に点字。「ミッツミキ」が鑑賞
物語をつむいでいく可能性に夢がふくらみました。子どもも、外国にルー
ツのある人も、会話が難しい人も、手に手をとってアートを楽しむ交流の
場を思い浮かべました。コロナ禍が肩寄せ合うこと、触れることを難しく
しました。しかし、オンラインによる美術館活動を通して、また車椅子利
用者のアクセスを考える中で、来館したことのない人、来館するのがとて
も難しい人への想いが募っていきました。誰もが楽しめる美術館になる
ためのハードルは、まず誰にも可能性が開かれていること。ユニバーサ
ル美術館展は、今一度スタート地点に立ちます。

誰もが楽しめる美術館を目指す「ユニバーサルミュージアム
事業」。手話通訳つきツアーなど参加型プログラムの工夫に
加え、展覧会の形で新しい観覧体験を提供する試みとして、
「ユニバーサル美術館展」を開催しました。よいアイデアや
見つけた可能性を、美術館の中で恒常化していくことが目標
です。
まず、手でみる鑑賞や、ミッツミキなど、あの手この手で見る
手助けの方法に取り組んでいきました。鑑賞の手段やツー
ルの話です。2021年の新たな挑戦は、見る人の身体に合わ
せて、居場所自体を変えること、そして作品の場自体をも再

手でみる
触ってわかること、見てわかること
見方のマナーをアップデートしたい
＊2018　テーマ：視覚障がい

「ツール」見る手助け
自分らしく観覧できるように 20222018 「アクセス」安心の手助け

安心して来館できるように

安心の街
ピクトグラムでわかる章案内
やさしい日本語の鑑賞ヒント
＊2020　テーマ：外国人・子ども

ことばをつなぐ
耳で目で手触りでことばをつなぐ
聞こえる聞こえないの垣根なく
＊2019　テーマ：聴覚障がい

目線を合わせて
相手の目線に身をおくと
見えてくる違う世界
＊2021　テーマ：肢体不自由

何をしてきた 何をつづける

考すること。床を高くする、作品を低くする、様々な目線に向
けてサインデザインの高さにもバリエーションを取り入れま
した。
車椅子の目線で作品を間近に感じたり、テーブルを囲んで
彫刻の声を聴くように鑑賞したり、思い思いの場所に椅子を
持ち運んで自分の観覧スペースを作ったりして、人の立ち居
振るまいが変わったように思われました。自分なりに歩きまわ
り、発見を楽しめるのがミュージアムの醍醐味です。人中心の
ミュージアムの可能性。それがこの展示事業で見つかったも
の、続けていきたいテーマです。
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色々な声をきく
 大きな紙に筆談で感想を寄せ合う。
見えない人と一緒に話しながら
1枚の絵を深めていく。
見えていること、いないこと、
伝え合うってこんなに楽しい。

Jチャットスペース
「美術館で待ち合わせ」
2021年12月18日［土］ 講師：仙石桂子
（四国学院大学准教授・即興演劇シーソーズ、劇団オムツかぶれ主宰）

LMあの手この手で交流トーク
2021年12月19日［日］
ナビゲーター：聞こえない鑑賞人、
見えない鑑賞人（アートイベントサポーター）

外から自分をみる
 
絵を見てつぶやいたメモがお芝居に。
ふとした思いを、みんなで
物語としてすくいあげてくれた。
絵も自分も新しくなった気がした。

人生がみえる
木の一生を身ぶりで表す。
グループでの話合いも身ぶり手ぶり。
展示室で絵を模写する時にも、
みんなの人となりが、
絵に重なって見えた。

K車椅子ユーザの目線でみるツアー
2022年1月9日［日］ 14時-15時
進行：美術館スタッフ

LM身ぶり手ぶりワークショップ
「森とアートのひそひそ話」
2021年12月12日［日］ 13時-16時
庄﨑隆志（演出家・劇作家・俳優・ノンバーバルコミュニケーター）

他者の目線に
身をおく
 
他者の立場をわかるのは難しいけど、
身をおいてみて初めて見える
ものもある。自分の目線に
気づくこともできる。

K展覧会ツアー
2020年7月24日［金・祝］、8月10日［月・祝］ 
14時から15時  進行：美術館スタッフ

ぶらり参加
話をききながら、考えごとしながら、
一緒に歩くだけでも楽しい。
いつもと違う学び方。

L展覧会ツアー
2021年12月26日［日］ 
10時-12時（手話通訳付）、
2021年12月26日［日］、
2022年1月10日［月・祝］ 
14時-15時
進行：美術館スタッフ

難しいこと
言わなくていい
話すほど広がる。
美術館の過ごし方が広がる。
自分の中の、絵の見方も増えていく。

参加すると いいこと
美術館には色々なタイプの参加型催しがあります。
楽しみ方、過ごし方、ふやしませんか。

M和の音色で楽しむ美術鑑賞
2020年9月5日［土］14時-16時、
9月6日［日］ 10時-12時
髙木夏奈子（植草学園大学教授）、
細川和子（アートイベントサポーター）他

感覚ほぐすと
見えてくる
 
琴を触り、スピーカーを触り、絵の形の
パズルを触り、色んな接し方で音楽や美術と
出会った。みんなのイメージが違ったり
交わったりして、何倍にもふくらむ。

KMLワークショップ
「ハンドサインでこんにちは!」
2020年8月23日［日］ 14時-16時
 庄﨑隆志
（演出家・劇作家・俳優・ノンバーバルコミュニケーター）

伝わると暖かい
 
あだ名とか、はい、いいえとか、
手から手へ伝え合う内、
だんだん他のことも伝え合える
ような気がしてくる。
絵の中の登場人物のこととか。
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こんな展覧会あります

〈作品配置図〉 〈作品配置図〉

所蔵作品展 ユニバーサル美術館：
「ハロー、お気に入りをさがそう!」
2020年7月23日［木・祝］－9月13日［日］

情報：さっぱり
鑑賞：安心と居場所をみつけたい

所蔵作品展 
体にやさしいユニバーサル展示：
好きな目線で
2021年12月11日［土］－2022年1月10日［月・祝］

通路：ゆったり
鑑賞：可能性のアート!

外国にルーツのある人や幼児連れの家族が安心を感じて観
覧できることを目標にした展示です。外出も旅行も制限され
る日々の中、「安心して過ごせる街」を会場づくりのテーマと
しました。街・家・自然と徳島の風土、といったリラックスでき
る内容の作品を選定。道路標識風のサイン、ピクトグラム映
像で案内する文章のない章パネル、やさしい日本語で書か
れた短い鑑賞ヒントの吹き出しカードなど、わかりやすさも安
心のキーワードだと考え取り組みました。洒落た折りたたみ
スツールを持ち歩いてもらえるようにしました。

車椅子ユーザや歩くのが難しい人にマイペースで観覧しても
らうことを目標にした展示です。見る高さを一つの切り口とし
て、作品の多様な見え方、人それぞれ全ての見どころ（目線）
に価値があるのだと確かめることができるような会場としま
した。初めて30センチ床上げの観覧ステージも制作。出品内
容は、生まれたばかりのように立つ黒川弘毅のブロンズ像、シ
ンプルで意外性を秘めた中井克巳の「ものはひらく」をヒント
に、内なる変化の可能性として人間の造形をとらえ直しまし
た。見下ろす、見上げる、卓上でまじかに眺めるなど、色々な
視線で鑑賞してもらえたと思います。高低2段組みパネルや
床置きパネルなど高さを工夫したサインも好評でした。

© K.SUGAI & JASPAR, Tokyo, 2022 （G2810） © Allan D’Arcangelo / VAGA at ARS, NY / JASPAR, Tokyo 2022 （G2810）
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工夫
ユニバーサル美術館展で試みた色々な工夫。みんなに役立つ
アイデアにつながっていきそうです。最近の取り組みを紹介しましょう。

ボディポエムで鑑賞
身体で絵の特徴を表すボディポエムを、クイズ仕立て
のビデオ番組にしました。コロナ禍で肩寄せ合う活動
が難しくなり、その代替案として企画しましたが、これ
が結構オンラインでも面白い。やってること自体が面
白いのだろうと思います。体で絵の模写をしていると
「形の強弱や勢い、リズムを感じる」と庄崎さんは言
います。そういう鑑賞のリアルさが伝わるのかなと思
います。

ステージの目線
30センチの床上げステージを作ってみました。車椅子ユー
ザーと視線を共有したり、違いに興味を持ったりすることを
願いました。足の入る彫刻台で、卓上で見るように彫刻を眺
めるのも新鮮でした。床置き、高い場所の展示など、色々な高
さのステージで作品は違う表情を見せてくれます。それを感
じる鑑賞者の見る
構えやふるまいも多
様になっていきます。
これからも積極的に、
目線の高さのことは
話題にしていこうと
思います。

遠隔で味わう目線
デジタル画像を使って、手元で明るく作品の魅力を見るコー
ナーを作ってみました。もちろん実物と色もつやも違います。
でも実物では見えないところまで拡大して迫ることができる
のも魅力です。見たいところにレンズを動かすって楽しいで
すよね。外出しにくい人、展示室で観るのが難しい人、色々な
人と美術館をつなぐ新しい目線の楽しみ方になる予感がしま
す。実物の代わり、コロナ禍で仕方なく、そんなマイナスの意
味ではない、見たい気持ちに応える任務を果たせる美術館に
なっていけたら。

サインは橋渡し
最近は日本でも外国語4表記のサインが増えています。なら
ば、車椅子ユーザーと立って読む人用の2表記はいかがで
しょう。実際デザインしてもらってみると、違う立場の人同士
をつなぐ橋渡しをサインが果たしているようで、いいなと思
います。他にも色々な「つなぐ」役目を見つけていけるかも知
れません。

ピクトグラムが語る
元々は聴覚障がいのある人から、長文の日本語パネル
は疲れるという話を聞いたのがきっかけで、「あえて
見える化する＋少なく簡潔にする」をコンセプトに挨拶
パネルやマナー掲示板をピクト化し、楽しく動かしてみ
ました。使ってみれば豊かな情報伝達を喚起してくれ
ることに驚きました。そこで外国にルーツのある人向
けに、いわゆる章パネルを映像にしてみました。字で
描くとまわりくどくなることも、絵文字で伝えれば相手
も自分なりにイメージをふくらませてくれます。美術展
の会場でいい仕事する「動くピクトさん」。もっと活躍
の場がありそうです。

やさしいヒント
外国にルーツのある人に向けた「やさしい日本語」の作品解
説版です。絵に興味がわくきっかけとなるように、登場人物の
様子や描かれ方の特徴などをつぶやきます。それを点検ソフト
（やさにちチェッカー・「やさしい日本語」科研グループ）など
を参考に直していきます。語彙を減らし、文章をシンプルにす
るために、絵の良さや素敵なところを念入りに選びます。この
仕事楽しいです。一緒にやってくれる人募集中! 会場で障が
い者施設の支援員の人から「こんな案内あるなら、一緒に楽
しめそう。」と感想をもらえたのがうれしかったです。
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つづけていく
いつか美術館へ行ってみたいと思っている人、外出が難しい人、あなたも含めて
「誰にも」つながりのある美術館になりたい。そのために続けていくアイデア。　

車椅子と美術展示
目線の高さ、移動に必要な通路の幅をメインテーマに展示を
考えてみました。見上げたり、離れて見渡したりする、多様な
人の立ち居ふるまいが現れると、空間がやわらかく豊かに見
えました。企画に先立って徳島県身体障害者連合会の協力で
少人数の鑑賞会をした時のこと、一緒に見る体験が皆さん楽
しかったようで、「周りの人が声をかけ、手伝うことでカバー
できることも多い」とアンケートを書いてくれました。誰かの
目線に合わせ設計される展示室の日常には、静かな我慢や願
いがかくれていると思います。一緒に見る楽しさを目標にす
るなら、まだまだできることはあるはす。何せフレキシブルで
ニュートラルさが売りの近代美術館建築なのですから。

ボディランゲージ
手話で話す人も、あまり話せない人も、みんなが伝え合う楽
しさを体験できたらと思い、庄崎隆志さんのワークショップを
始めて3年になります。ボディランゲージというと豊かで大き
く強い表現力、といったイメージがあるでしょうか。庄崎さん
のプログラムは弱い人、小さな声、まだうまく言えない気持ち、
そこにむしろ目線を合わせていきます。だからこそ、声を発
せず動くこともない美術作品との対話にフィットするのかも
知れません。これから美術館では、認知症や知的障がいなど
色々な背景を持つ人向けのプログラムを広げたいと思ってい
ます。言葉だけに頼らず体ごと、人柄丸ごと、大らかにアート
で対話する場所がつくれたらいいなと考えています。

来る前に見るページ
安心して訪問できそうな場所か確かめてもらえるように「イテ
ミヨ itemiyo」のページをつくりました。館内の様子がわかる
スライドツアー、ビデオめぐり、施設をチェックできるマップな
ど。まだまだ手始めで、何か必要な情報なのか教えてもらわ
ないと充実できません。そもそも、橋口亜希子さん（発達障害
を手がかりとしたUDコンサルタント）、綿貫愛子さん（東京都
自閉症協会）、高橋秀俊さん（高知大学）をはじめ色々な方か
ら、外出や施設利用に不安を抱える人のことを教わったのが
出発点。エイブル・アート・ジャパンの梅田亜由美さんが「アク
セスアートプログラム・オンライン」試行事業に誘ってくれた
おかげで生まれたご縁です。

共に歩み、学び合う
12月19日に行われた「あの手この手で交流トーク」は美術
館とサポーターとの協働企画。目の見えない河野さんがナビ
ゲーターを務めるKKチームの鑑賞は、何の前触れもなく、彼
女の静かな語りからはじまった。サポーターお手製の触図が
置かれた机の前に座り、優しく触れる姿に見とれていると、
「作品の左上に細長い四角があって・・・その中には小さな三
角が、一つ、二つ、三つ・・・」と声が聞こえてきた。みなその声
に導かれるように河野さんが触れているであろう作品の部分
に視線を重ねていた。目の見える人も見えない人も、もうすぐ
お母さんになる人も1歳の赤ちゃんもパパもママも一緒に作
品を見て触図を触って、感じたことや思い浮かんだことを話
していくと、細長い四角は短冊や手ぬぐい、キャラ弁をつくっ
たあとの海苔にも見えてくる。あるサポーターは「私には和風
の柄の平たんな模様を並べた作品に見えていたものが、皆の
意見を聞いているうちに、意味を持ち、立体になり、最後は動
き出した。一つの作品を皆で鑑賞することがこんなに面白い
というのは、この歳になって新鮮な驚きだった。」と。
少し離れた別の作品の前では、目の見えない戸部さんを中心
に、目の見える人、見えない人、聞こえない人も聞こえる人も
一緒にワイワイと楽しそうに話していた。
この一体感や安心感が生まれたのは、展示室に入る前にサ
ポーターによる楽しいコントをみてもらったから。そこには、

「自分の見方や感じ方が大切にされる場なんだよ！」という
メッセージが込められていた。
鴻野さんの展示室と日常生活をつなぐ絶妙なコントのシナリ
オ、筆談トークに磨きがかかる小笠原さん、ややこしい進行
をわかりやすくイラストにしてくれた遠藤さん等々、サポー
ターの一人一人が「自分らしさ」を発揮し、試行錯誤しながら
生き生きと活動する姿があった。ユニバーサル事業を続けて
こられたのは、共に歩み、学び合うことができるこのような仲
間がいたから。
来年度は、みんなとどんなことをしようかと今からワクワクし
ている。
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演劇はつづく
演劇を取り入れた交流型の美術鑑賞プログラムをかれこれ10年は続けて
いる。「えー恥ずかしいわ」と敬遠する人の気持ちはわかる。今年の仙石さ
んのプログラムでは、参加者の物語を俳優がアウトプットしてくれる流れ
にしてみた。皆何とも言えない顔つきで「自分の」世界を眺めていた。踊ら
にゃ損とは考えないし、表現力を磨くことが目標でもない。ただ、言葉だけ
に頼らず、ということは現実の行動にも束縛されることなく、「仮に」体を自
由にしてみると不思議なことに体同士での他者との対話が起こる。絵の感
想をつぶやいただけ、日頃の思いがもれただけ、だのに、美術と社会の大海
原と自分はつながっている、そんな全能感で幸せになる。演技なのかドラマ
ティックなのかはどうでもいい。新しい出会いが起こるから、やっぱりやめら
れないのだ。（タケちゃん）

きんびの「ユニバーサル」って？
「みんなが楽しめる美術館」というときの「みんな」とは？
それは、漠然とした誰かではなく、美術館で出会うことができる人。一人一
人個性を持ったかけがえのない人たち。
誰もが楽しめる美術館」というときの「誰も」とは？
赤ちゃん、美術は苦手だと感じている大人、病気で美術館に来られない人、
美術館のことを知らない人等々、様々な人たちも含まれていると思い至る。
どうすれば、出会いつながることができるのか課題は山積み。けれども「何
してるの？」と声をかけてくれる人、「一緒に」歩いてくれる人、「がんばって
るね」と見守ってくれる人がいるから、試行錯誤を続けていける。
徳島近美の取り組みをダイバーシティーとか、インクルーシブとか、いろん
な新しい言葉で語ることもできるだろう。でも、すでに多くの人に浸透して
いる「ユニバーサル」は、普遍的で多くの人と共有できる言葉。これからも、
誰もが安心して、ワクワクできる居場所に美術館をしていきたい。出会いを
大切にしながら。（カメさん）

あとがき

見どころ 見つけた
 ユニバーサル美術館展5年目の向かう先 
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