アンケート回答結果
「練馬におけるキッズフレンドリー・ミュージアム」事業では、開催したイベントの参加者を対象にアンケートを実施しました。
回収

1．この催しをお知りになったきっかけ
■インターネット

234

61.4%

■友人に誘われて

55

14.4%

■チラシ

34

8.9%

■新聞

10

2.6%

■ちひろ美術館だより
■その他

8

2.1%

41

10.8%

ちひろ美術館だより
新聞

50.5%

140

38.5%

40

11.0%

■期待以上

325

89.3%

■期待通り

39

10.7%

■期待以下

0

0.0%

■知っていたが、初めて来館
■知らなかった

練馬区の子ども・子育て世代とともにある地域の美術館子育て支援事業

平成29年度

その他

活動報告

チラシ
インターネット
友人に誘われて

知らなかった

2．開催館（ちひろ美術館/練馬区立美術館）のことはご存知でしたか
■知っていて、来館したことがある 184

365 枚

知っていたが、初めて来館

知っていて、来館したことがある

3．内容の満足度
期待通り

期待以上

半数以上の方が、インターネットで事前に情報を収集し、子連れで外出できる施設や参加できるイベントを調べていたことが

分かります。次いで多いのが、友人からの誘いでした。子育て世代への普及活動として、WEB サイトや SNS での発信の重要性が、
あらためて数字として表れました。

半数近くの方が、イベントへの参加をきっかけに初来館してくださいました。満足度については、
「期待以上」が 89％を超え、
「期

待通り」が 10.7％、
「期待以下」は 0％でした。
「また来たい」
「ぜひ継続して開催してほしい」という声も多く、実際に、複数回来館・

参加してくれた親子も見られました。地域の子育て環境の充実に貢献するという本事業の目的・意義が参加者にきちんと伝わり、
評価していただけた結果と受け止めています。

「美術館に子連れで行っても大丈夫？」「子どもが退屈しそう」という、子育て世代の方からの声をよく耳
にします。

「練馬区の子ども・子育て世代とともにある地域の美術館子育て支援事業」（通称「練馬におけるキッズフ

レンドリー・ミュージアム事業」）では、平成28年度より、0歳〜小中学生の子どもと保護者を対象に、地

親子で来館しやすい環境整備の実施および事業の発信

域に根差した身近な美術館として、日常的に親しんでもらえる環境作りを目指しています。
●美術館でのやくそく

●利用者への広報活動
（鑑賞のガイド作成）

館内に設置・配布。表面には美

40,000部を製作。館内で

術館をみんなが楽しむための約

来館者が自由に手に取れる

束事を掲載、裏面は鑑賞の思い

ほか、区 内の幼 稚 園・保 育

出を記せるものとしました。

この報告書をご覧になり、ぜひお気軽に美術館にお出かけください。

美術館の外とは違うお子さんの姿に出会えるお手伝いができれば、うれしく思います。

練馬におけるキッズフレンドリー・ミュージアム事業実行委員会規約 （抜粋）

園・小学校に配布しました。

目的：地域とともにある美術館同士と地域の子育て支援団体が協同し、それぞれのネットワーク
と各施設が持つ場所を最大限に活用しながら、地域の文化・芸術振興と、子育て支援の更

なる充実を目指す。

実行委員会構成団体について

事業： 1．親子を対象とする鑑賞教育活動。

ちひろ美術館・東京

練馬区立美術館

特定非営利活動法人手をつなご

〒177-0042 東京都練馬区下石神井4-7-2
tel. 03-3995-0612
https://chihiro.jp
https://www.facebook.com/chihiro.tokyo

〒176-0021 東京都練馬区貫井1-36-16
tel. 03-3577-1821
http://www.neribun.or.jp/museum/
https://twitter.com/nerima̲museum

〒177-0045 東京都練馬区石神井台5-9-6
tel. 03-6767-2577
http://tewotsunago.ciao.jp/index.html

企画・制作：練馬におけるキッズフレンドリーミュージアム事業実行委員会
協力：NPO法人赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会

撮影：青山哲雄（Dot Study)、ちひろ美術館・東京、練馬区立美術館

2018 年 3 月発行

2．子育てに悩む保護者をサポートする活動。

3．事業全体を広く周知するための包括的な印刷物の制作。
4．その他、目的の達成に必要な活動。

文化庁平成 29 年度 地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業

親子のための鑑賞教育活動

感受性を育み鑑賞力を深める体験型イベント

美術の鑑賞なんて難しそう、
と大人でも思ってしまっていませんか。あかちゃん（０歳）も美術に親しむことができます。

体験型ワークショップ

芸術との出会いは、子どもの感受性を刺激し、
ことばや感情、知的興味などさまざまな発達に影響を与えてくれます。
言葉が話せなくても、足をバタバタさせたり、指さししたり……展示室での子どもの反応に注目すると、わが子の新しい一面を

美術館に親しみ、展覧会をさらに楽しむための入口として、美術・芸術を「体感」する体験型ワークショップを開催しました。

手や体を使うことにより、画家・作家の製作時の気持ちや技術の高さに気付き、また、作品と対峙し鑑賞する力を深めました。

発見できます。絵について親子で会話したり、大人自身も新しいことに関心を持てたり。親子で思い出に残るひとときを過ごし
ました。

●ちひろの水彩技法体験ワークショップ
●夏休み子どもギャラリートーク

●赤ちゃん/子どものための鑑賞会

＠ちひろ美術館・東京

＠ちひろ美術館・東京

2017年8月7日（月）
・8月14日（月）

2017年7月21日（金）〜7月23日（日）、2018年1月2日（火）
・3日（水） ＠ちひろ美術館

2017年10月1日（日）
・2018年1月14日（日）

参加者からの声
「ひとつの絵から、自由に想 像していいということが
分かりました。話しかけながら説明してくださったの
で、子どもも一緒に作品を体感できたと思います」
「 美 術 館での子どもとの接し方がよくわかった」
「大
人も楽しめましたが、子どもが子どものペースで楽し
めたのがうれしかったです」
「これを機に、子どもに
美 術 館 好きになってほしい」
「 暗い感じの絵にも、子
どもがとても良く反応していて、意外で楽しかったで
す」
「 はじめて子どもと一緒に芸術鑑賞ができた」
「子
どもが 初めてのことを楽しんでいる様 子が 見られて

●美術館をつかまえる！？館内探検とフロッタージュ

2017年7月29日（土）
・30日（日） ＠練馬区立美術館

良かった」

●赤ちゃん鑑賞会

2017年10月21日（土） ＠練馬区立美術館

●鑑賞プログラム「トコトコ美術館」

2017年6月25日（日）
・7月8日（土）
・9日（日）、9月30日（土）
・10月1日（日）、
12月2日（土）
・3日（日）、12月10日（日） ＠練馬区立美術館

保護者のための子育て支援事業
子育てに難しさを感じる大人は少なくありません。子どもの感性を育てるとともに大人の子育てを力強く支えてくれる「わらべ
うたあそび」や、具体的に親子のコミュニケーションの方法を紹介する親業講演会、区内あちこちでも実施運営されている「子
育ての広場」の出張、ひとりだけで芸術と向き合うための託児保育など、今までより肩の力を抜いて「子育て」に向かいあえるよ
うなプログラムを開催しました。

●藤島武二展関連ワークショップ
「はだのいろってどんな色？アクリル絵の具を重ねて色を作ろう」
2017年8月3日（木）
・4日（金） ＠練馬区立美術館

●小野木学展関連ワークショップ
「しりとり絵本を作ろう」

2018年1月20日（土）
・21日（日） ＠練馬区立美術館

参加者からの声

親子コンサート等

美 術も音 楽も「 芸 術 」はつながっています。枠 組みにとらわれず芸 術に親しむきっかけづくりとして、

「 簡 単 そうに 見 えて い た 、
画 家 の 技 法 の 難しさが 分

「美術館」で「音楽」に親しめるような、親しみやすいプログラムを企画、実施しました。

かりまし た 」
「 子どもたち
が 、絵 をより身近に感じる
ことができ、楽しめました」
「 親 子 で 体 験 できて 楽し
かった 」子どもにとって 良
いだろうと思って参 加した

●わらべうたあそび

●親業講演会「―今日から実践できる―

●出張子育てのひろば

が 、大 人 自身にとっても良

・11月18日（土） ＠ちひろ美術館・東京

2017年10月12日（木） ＠ちひろ美術館・東京

＠ちひろ美術館・東京

アートに囲まれた場 所で、

2017年7月1日（土）
・9月16日（土）

●保育者派遣
・コンサート時の託児保育

2017年11月3日（金・祝） ＠練馬区立美術館

・親業講演会時の託児保育

2017年10月12日（木） ＠ちひろ美術館・東京

子どもに気持ちが伝わる話し方」

い企 画だった」
「静かな

2017年10月27日（金）
・2018年1月23日（火）

やさしい音楽を聴くことが
でき、子どもたちに素 敵 な

参加者からの声

体験をさせてあげることが
できました」

「家の近くに子育ての広場がないので、こういう催しをもっと開催してほしいです」
「 子どもの反応がとてもよく、
子どもが楽しそうな様子がうれしかった」
「 子どもに寄り添う大切さを知りました」
「 落ち着いた空間で、癒され
るひとときでした」
「 子どもが集中して聞いていて、新しい発見があった」
「 はじめてでしたが、落ち着いた雰囲気
で、ぜひ友人も誘ってまた来たいと思いました」

●ロバの音楽座「ゆかいなコンサート」
2017年9月2日（土） ＠ちひろ美術館・東京

●小野木学展関連パフォーマンス『オコトドナモ」
2018年1月13日（土）
・14日（日） ＠練馬区立美術館

