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本調査報告について 
 
 本調査報告は、当財団が平成 16 年より 7 回にわたり実施してきた「21 世紀

ミュージアム・サミット事業」を終了し、現中期計画（平成 28～32 年度）で新

たに立ち上げた「社会教育・文化施設間連携事業」（※）の予備調査として、ロ

ンドン在住のミュージアム研究者である、吉荒夕記氏（ロンドン・研究支援団

体 ArtLogue 代表）に平成 27 年度に委託したものです。 
 
 今回の調査先となったロンドン博物館及びホワイトチャペル美術館（英国・

ロンドン）の展示・アウトリーチ活動等は、移民の多いロンドンにあってミュ

ージアムにおける多文化共生の先駆的事例であり、その関係者からのヒアリン

グは、当財団の上記事業の策定にあたって大きなヒントとなっています。 
 
ロンドン博物館はその企画展「The Peopling of London―fifteen thousand 

years of settlement from overseas」（1993-94 年）、「Belonging：Voices of London’s 
Refugees」（2006-07 年）で移民・難民のオーラルヒストリーを展示の主軸に据え、

その展示を形作るにあたって、移民・難民のコミュニティー・支援団体と協働

しました。 
 ホワイトチャペル美術館は「すべての人の美術館であること」を使命として、

1901 年の設立以来、先駆的な近現代美術を近隣の移民の多い貧困地区に紹介し

てきましたが、近年では移民のセルフエステームを目的とするアウトリーチワ

ークショップも行っています。 
 
 これらの取り組みの内容・手法を知ることは当財団の上記事業にとって資す

るところが大でしたが、日本国内においてミュージアムを軸とした多文化共生

を考える方々にとっても有益であると考えられることから、公開いたします。 
 

（公財）かながわ国際交流財団 
 

※当財団では平成 28 年度に神奈川県立近代美術館、茅ヶ崎市美術館、平塚市美術館、横須
賀美術館、相模湾・三浦半島アートリンクに呼びかけ、新たなプロジェクト・マルパ
MULPA（Museum UnLearning Program for All/みんなで“まなびほぐす”美術館―社
会を包む教育普及事業―）を立ち上げています。 
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注 
 本調査報告の文中にある「別添資料」とは下記のとおりです。また、「巻末資

料」とは報告者である吉荒氏が調査対象であるミュージアム関係者に行った「イ

ンタビュー」とワークショップ等の「観察」から成ります。 
 
〇別添資料 
資料Ⅰ Museum of London 2013-14 rolling visitor research report 

( by Morris Hargreaves McIntyre) 
資料Ⅱ Communications Encouraging Attendance and Participation  

2014/15 (The White Chapel Gallery) 
資料Ⅲ  Galleries of Modern London Summative Evaluation Findings Vol.1 

＆2 ( by Creative Research Ltd) 
資料Ⅳ  Belonging：Voices of London’s Refugees―An exhibition at the  

Museum of London 27 October 2006-25 February 2007 Summative  
evaluation July 2007 ( by Emily Johnsson (Evaluation Consultant/ 
Educational Researcher )) 

資料Ⅴ  How to visit the Museum of London Docklands(Museum of London 
 Docklands) 

資料Ⅵ  Museum of London floor plan and guide(Museum of London) 
資料Ⅶ Museum of London Docklands floor plan and guide 

(Museum of London Docklands)  
資料Ⅷ Whitechapel Gallery January-April 2016 

(ホワイトチャペル美術館リーフレット) 
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イントロダクション 

 

 ロンドンは、その歴史を通して、地球上のあらゆる地域からさまざまな目的で移住した人々

が共に生きる多民族都市である。21 世紀に入り、グローバル化の勢いはさらに増し、今や、こ

の都市の人口の半分は移民の背景をもつ人々で構成されている。近年、シリアやアフガニスタ

ンなど紛争地域から欧州への膨大な数の難民流入についてメディアが伝えたことは記憶に新し

いが、近い将来、その動きが収束に向かうとは考えにくい。かような民族的多様性は、ロンド

ンの文化的／経済的な豊かさや社会的寛容さを育む可能性と同時に、さまざまなレベルでの文

化的・社会的な軋轢が危惧されてもいる。 

 文化表象を重要な使命のひとつとするミュージアムは、人口分布の急激な変化の波を受けて、

従来の収集・展示・来館者サービスのあり方を見直すことを求められた。その背景には、移民

の歴史や文化が公正・公平に、展示に反映されてこなかったり、移民がミュージアム来館者と

して想定されてこなかった事実がある。しかしながら、1990 年代から、ロンドンにある博物館・

美術館はそれらが位置する環境に自らを照らし、その表象のあり方を見直し、積極的に移民コ

ミュニティーに門戸を開く努力を始めた。21 世紀に入っても、急速に、様相を変貌させる社会

に応じて、今も怯みない努力が続けられている。 

 

 この調査報告は、地域史博物館の世界的代表といってもよいロンドン博物館、設立以来ロー

カルの住民に 新のアートを紹介することを本領としてきた、ホワイトチャペル美術館に焦点

を絞り、インタビューや観察など多様な手法による調査によって得た結果を報告するものであ

る。これらの文化施設が、周辺の移民コミュニティーに向け、いかなる活動を具体的に実施し

てきたのか、活動の背景にはどんなコンセプトがあるのか、ミュージアム側からの取り組みは

相手であるコミュニティーにどのように受け止められ、どのような効果をもたらしたのか、そ

して現在の課題はいったい何であるかという点に着目して、検証していく。 
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1．調査の概要 

1.1 調査目的 

 グローバル化のすすむロンドンにおいて、ミュージアムが多文化共生のためにどのような事

業を行っているか、活動の方向性や具体的内容、それに対する移民を含めた利用者の反応や客

観的評価、事業をとりまく課題などを検証する事。 

 

1.2 調査対象 
 多文化共生のための取り組みを積極的に実施してきた下記のミュージアム 

 ・ロンドン博物館     （本館）Museum of London 

所在地 150 London Wall, London  

（分館）Museum of London Docklands 所在 

          所在地 No1 Warehouse, West India Quay, London 

 ・ホワイトチャペル美術館       The Whitechapel Gallery 

所在地 77-82 Whitechapel High St, London 

1.3 調査方法 
 本調査では以下のような方法を採用した。  

・調査目的に関わる既存文献やウェブ上での情報収集と検証 

 ・以下の関係者との対面インタビュー （各約 1時間） 

 氏  名 役  職 

インタビュー1 Frazer Swift   フレイザー・スウィフト氏 ロンドン博物館ラーニング部門 部長 

インタビュー2 Emma Tayler   エマ・タイラー 氏 

ロンドン博物館ラーニング部門 

サプルメンタリースクール・プログラ

ムマネージャー  

インタビュー3 Annette Day   アネット・デイ氏 ロンドン博物館プログラム部門 部長 

インタビュー4 
Smain Bekhti Najah  

スマイン・ヴァキー・ナジャ氏 

ナジャ・サプルメンタリースクール 

校長（アラブ系学校） 

インタビュー5 Vicky Carmile  ヴィッキー・カーマイル氏 
ホワイトチャペル美術館 コミュニテ

ィー・プログラムキュレーター 

インタビュー6 Rebecca Davis  レベッカ・デーヴィス氏 
アーティスト：ホワイトチャペル美術

館からの依頼で、移民コミュニティー

のプログラム企画実践を担当 
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館内外における活動の同行観察 

 活動内容 場  所 

観察 1 
サプルメンタリー・スクール・アドバイザリ
ーグループ・ミーティング（2時間） 

ロンドン博物館本館 

観察 2 
ティーチャーズ・トレーニング・セッション 

（4時間） 
ロンドン博物館分館ドックランズ 

観察 3 

ロンドン博物館によるアウトリーチ活動 

（3時間） 
ナジャ・セカンダリースクール 

観察 4 

ロンドン博物館 展示室内ワークショップ 

（4時間） 
ロンドン博物館分館ドックランズ 
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2．調査結果サマリー 

 本調査から得られた、各館の取り組みの方向性、内容と社会的評価ならびに問題点について、

次のように要約する。  

 ※記述内容が特定のミュージアムと深く関連する場合、そのミュージアム名を（ ）内にいれる。 

 ※青字は、ミュージアム利用者からの反応や評価をもとにしている事柄を示す。 

 

＜展示を通しての多文化表象 （主としてロンドン博物館1）＞ 

○コレクション収集 

  特別企画展示の準備を通して移民に関わるモノの収集を始めた。 

○個別のアイデンティティーから複合的アイデンティティーへ 

1990 年代から現在に至る展示方針には、移民のアイデンティティーを個別に表象する展示

から多文化共生や複合的なアイデンティティーを表象するものへ、という変化がある。 

 ミュージアム利用者にとっては、自分に関連がある個別の展示を見る時は自己との繋が

りを見出し、自尊心を高める事ができる。その一方で、多文化社会ロンドンを俯瞰し、そ

の多様性の中で共存する自分のアイデンティティーを確かめたいとも思っている。 

○特別企画展での展示から常設の展示へ 

企画展を通して収集したモノ、展示の経験、関わりをもったコミュニティーとの関係づく

りで得た事柄が、常設展示に活かされる。 

 企画展示の来館者からも将来的に常設展示にすべきとの希望が高かった。 

○多角的なまなざし 

新聞、テレビなどメディアが、移民／難民に対してネガティヴな面に焦点をあてるという

偏りが多い中で、ミュージアムの展示はより多角的な視点を提供しようとしている。 

 来館者は移民について深く理解できた、移民の社会貢献に感謝できたと評価。移民背景

をもつ来館者は自己に誇りをもったと評価。だが展示の中立性に対する疑問の声もあった。 

○パーソナルなストーリー重視 

パーソナルなヒューマンストーリーを重視するようになった。例えば、オーラルヒストリ

ーを展示の軸に据えるなど。 

 移民のパーソナルな声を伝える事で、展示全体がパワフルで感動的なものになったと来

館者から高い評価。その反面で、展示のバランスや中立性の問題がジレンマになった。 

 

                                            
1 ホワイトチャペル美術館には常設展示がないため、ロンドン博物館についての記述になる。 
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○移民コミュニティーとの協働 

展示の企画段階から移民コミュニティーと協働体制を取る。展示の基本的内容や構成も彼

らとの話し合いの中で決定される。より公正な展示づくりを心がけるだけではなく、協力

関係を構築することで、移民コミュニティーのミュージアムに対するオーナーシップを育

てる。 

 自分たちも展示づくりから関わる事で、ミュージアムとの良好な信頼関係やミュージア

ムが自分たちのものであるという意識が芽生えると評価。 

○文化を固定的に表象しない 

ステレオタイプな表象は、多文化社会の中でその特定のコミュニティーを周縁化させてし

まう怖れがあるため、ある特定の文化を固定的に語ってしまわないように配慮する。 

 

＜ワークショップなど展示外での活動＞ 

○相手を知る 

移民コミュニティーを深く理解する重要性。特に、移民にとってミュージアムがいかに疎

遠な場所であるかを認識する必要がある。そのために、調査対象とした 2 館では、アドバ

イザリーグループミーティング（ロンドン博物館）やローカル・ノーレッジ活動（ホワイ

トチャペル美術館）という仕組みがある。 

○アウトリーチは主要事業 

アウトリーチ活動やティーチャーズ・トレーニング・セッションは補助的な活動ではなく

根幹をなす事業。ミュージアムを疎遠に感じているコミュニティーに対し、少しでも敷居

を低くする役割がある。 

 このような活動を通して、移民グループがミュージアムの存在を知り、歓迎されている

という意識が芽生える。学校には予算がなく、ミュージアムに出かけていく費用が作れな

い現状がある。 

○自文化へのつながりと開かれたアイデンティティー 

ワークショップやイベントでは、特定のコミュニティーをターゲットにする場合と異なる

文化背景をもった複数のコミュニティーを一緒に招く場合がある。前者ではコミュニティ

ーに関係のある糸口を探し、自文化に対する誇りや自尊心を育ててもらう。後者では、音

楽やデザインなどクロスカルチャーなテーマを掲げ、多文化社会ロンドンに住む人として

の開かれたアイデンティティーを育てることを目的としている。 

 移民の参加者は自分の文化に触れる事がとても嬉しい。その一方で、ロンドン人の一員

として、多様な文化も確認したいと思っている。 
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○文化の共通性 

展示やイベントの中にある特定の文化と関わりがあるものがなくても、共通の要素を探し

出し、そこに焦点をあてるようにする。特にアートは誰の作品であろうと、どんな社会背

景があろうと、地域性を越えて、人々に訴えるパワーがあるため、それを利用して、参加

者ひとりひとりのパーソナルな経験と結びつける事ができる（ホワイトチャペル美術館）。 

○オーナーシップを育てる 

展示外のワークショップやイベントでは準備段階からの移民コミュニティーとの協働が重

要。移民コミュニティーが主体的にプログラムに関わる事で、オーナーシップを育てる。 

○家族を巻き込む 

移民コミュニティーの学校を対象にしたワークショップやイベントであっても、子供を通

して家族を巻き込むような工夫をする（ロンドン博物館）。 

 この点を勧めたのはコミュニティーのアドバイザリーグループであった。 

 

＜展示内／外で、一般の来館者や学校団体とは異なる配慮点＞ 

○フレキシブルである事 

移民の学校は、一般の学校団体のような決まったカリキュラムがあるわけではない。また

多様な人々といっしょに事業をすすめるためには、基本だけを決めたら、あとは簡単に修

正が利くようにしておく必要がある。何か活動を行ったらすぐさま利用者の意見や反応を

聞いて、軌道を修正していく柔軟性が重要である。 

○相手の声に耳を傾ける事 

相手にどんな問題があり、何を望んでいるかしっかり耳を傾け、信頼関係を築く。 

 

＜今後の課題＞ 

○継続的な努力 

信頼を築くには時間がかかるし、取り組みに対する評価は客観的に数字で計れるものでは

ない。地道に継続していく努力が必要である。 

○構造的／政治的・経済的な課題 

現在の政治的・経済的な状況の中では、持続可能なプロジェクトが組みにくい。そのよう

な構造的障害を越えて、信頼関係を築いていく必要がある。 

○文化の多様性と流動性 

社会や文化の状況は急激に動いている。そのダイナミズムの中でそれぞれの使命を果たす。 
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3．調査背景 

3.1. 多文化都市ロンドンの概要 
 歴史を通して多文化都市であったロンドンは、近年のグローバリゼーションの影響をうけて、

さらに移民の数が増し、多様性社会の様相がますます色濃くなっている。英国国民統計局によ

ると、グレーター・ロンドン（Greater London2 ：以下、ロンドンと略す。）の総人口数は、2013

年 840 万人を越えた。2001 年の人口数 710 万人と比較すれば、１２年間に 20％近く増加したこ

とになる。また、2001 年と 2011 年の国勢調査による人口の民族比率をみると、全人口に対する

英国人（民族的な意味での）の比率が 2001 年は 59.8%だったのが、2011 年には半分を割り込ん

で、44.9%になっている。実に二人に一人は移民の背景をもつ人々である。言語についても、ロ

ンドンの学校では 300 の異なる言語が使われている3。まさに、超多文化社会（Super Diversity）

といわれるのも頷ける4。 

 

 移民の中で比較的割合が多いのは、インド系、アフリカ系の人々だ。その背景には植民地時

代の歴史がある。また、英国人以外の白人も大きな割合を占めているが、1999 年の EU 統合後は

仕事やよりよい生活を求めて移住してきた東欧の移民がその数字を上げている。民族グループ

による詳しい比率と推移については表 1 を参照されたい。イギリス全国における民族的比率を 

みると、2001 年の全人口に対する英国人の比率は 92％であり、2011 年には 87％に減少してい

る。全国的にみても移民が増えているものの、首都ロンドンは多文化化の規模もスピードも際

立っている。 

 

 ロンドンの各地区における民族グループの割合も、決して一様ではなく、地区によって、さ

まざまな様相を呈している。移民の割合が多いのは東ロンドンや南ロンドンだが、より具体的

な状況については、調査対象の内、二つの施設、すなわちロンドン博物館の分館である「ドッ

クランズ」と「ホワイトチャペル美術館」が、二つともタワー・ハムレッツ区に位置している

ので、「ロンドン博物館分館ドックランズ」と「ホワイトチャペル美術館」について概略を説明

する際に、その地区の多民族の様相について述べる事にする。 

                                            
2 1, 572 平方 km をカバーする行政区。32 の区とシティー・オブ・ロンドンの特別区の合計 33 の地域からなっている。 
3 Baker, P. and Eversley, J, (2000) Multilingual Capital: The Language of London’s schoolchildren and their 

relevance to Economic, Social and Educational Policies. 
4 Spencer, S. (2012) “Super-Diversity and the City（Interview）” , Cities of Migration.  

http://citiesofmigration.ca/ezine_stories/sarah-spencer-super-diversity-and-the-city/  (2016 年 3 月の検索) 
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表 1 グレーター・ロンドンにおける人口割合とその推移（2011 年国勢調査参照） 

 2001（％） 2011（％） 

白人：ブリティッシュ 59.79 44.89 

白人：アイリッシュ 3.07 2.15 

白人：ジプシー＆アイリッシュトラベラー 0.00 0.10 

白人：その他 8.29 12.65 

白人 全体 71.15 59.79 

インド人 6.09 6.64 

パキスタン人 1.99 2.74 

バングラデシュ人 2.15 2.72 

中国人 1.12 1.52 

その他のアジア人 1.86 4.88 

アジア人 全体 13.20 18.49 

アフリカ人 5.28 7.02 

カリブ海諸国人 4.79 4.22 

その他の黒人 0.84 2.08 

黒人 全体 10.92 13.32 

Mixed：白人ｘカリブ人 0.99 1.46 

Mixed：白人ｘアフリカ人 0.48 0.80 

Mixed：白人ｘアジア人 0.84 1.24 

Mixed：その他 0.85 1.45 

Mixed 全体 3.15 4.99 

その他： アラブ系 0.00 1.30 

その他の民族グループ 1.58 2.14 

その他 全体 1.58 3.44 

 

3.2. 調査対象の歴史的／地域的背景  
 調査内容とその結果を報告する前に、調査対象であるロンドン博物館とホワイトチャペル美

術館の歴史的背景および各館の周辺地域の特徴と、その中での各ミュージアムの位置付けにつ

いて簡単に押さえておきたい。 
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＜ロンドン博物館＞ 

 1976 年、英国政府、コーポレーション・オブ・ロンドン、グレーター・ロンドン・カウンシ

ルによって設立されたロンドン博物館は、第二次世界大戦後にロンドンでオープンした 初の

地域史博物館である。博物館の建物はシティー・オブ・ロンドン特別区内にあり、すぐ南側に

はセントポール寺院が聳えている。博物館周辺の地区は、第二次世界大戦中、ドイツ空軍の爆

撃によって壊滅的な破壊を受けたエリアで、戦後は焼け野原になったところだ。そこに、60～

70 年代にかけて、「バービカン・エステート」という巨大な住居空間と、劇場・コンサートホー

ル・図書館など文化施設を備える「バービカン・アーツ・センター」やギルドホール音楽／演

劇学校がつくられ、「バービカン・コンプレックス」といわれる地区が形成された。ロンドン博

物館も同時期につくられたコンプレックスのひとつである。 

 

 ロンドン博物館のミッションは、「ロンドンに対する強い関心、および学びに対する情熱を喚

起する事」にあり、「ロンドンの文化遺産やそこに住む人々、彼らのストーリーに対する目覚め、

正しい認識、理解を高める」ことによってそのミッションを達成するものと謳われている。ロ

ンドン博物館の運営のほとんどは、グレーター・ロンドン当局（GLA）や「シティー・オブ・ロ

ンドン」、アーツカウンシル、宝くじ基金などの公的資金によって回されている。 

 なお、ロンドン博物館には、2003 年、東ロンドンのテムズ川沿いにあるドックランドに建て

られた姉妹施設がある。「ロンドン博物館分館ドックランズ」だ。二つの博物館を区別するため

に、1976 年に設立された博物館を「ロンドン博物館本館」、2003 年設立の館を「ロンドン博物

館分館ドックランズ」、二つの博物館全体をいう時は、単に「ロンドン博物館」とする。以下に、

それぞれの博物館の内容や常設展示の構成、利用者層について報告したい。 

 

＜ロンドン博物館本館＞ 

 ロンドン博物館本館は、世界の 10 大都市であるロンドンとそこに住む人々のストーリーを語

る博物館である。200 万以上のコレクションを保管する他、考古資料のアーカイブとしてもヨー

ロッパの地域史博物館において 大級のコレクションを持つ。 

 常設展示室では、先史時代のテムズ川の定住地時代、古代ローマによって設立されたロンド

ンの語源となった「ロンドニウム」時代、中世、近代、ヴィクトリア時代、世界大戦、戦後、

そして現在に至るまで数千年の都市の発展と市民の様子を年代順に追う。 

 

 この博物館全体（分館であるドックランズも含めて）には、現在、年間 40 万人を超える来館

者がある。ロンドン博物館が行った 2013/14 年度の来館者調査（別添資料 I）によると、ロンド

ン内からが 35％、ロンドン外の英国から 29％、海外から 36％である。ロンドン博物館は内容的
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理由でロンドンに移り住んだソマリア人である。宗教的にもキリスト教徒とイスラム教徒が共

存する。特にイスラム教徒については、全国的にも も人口が多い。「ロンドン博物館分館ドッ

クランズ」の近隣地区に限れば、19 世紀に湾岸地区で働いた中国・アフリカ・カリブ海諸国か

らの移民の歴史の名残が残る。タワー・ハムレッツ地区の人口分布については表 2 を参照され

たい。 

 

＜ホワイトチャペル美術館＞ 

 ホワイトチャペル美術館は、1901 年、東ロンドンのホワイトチャペル地区に聖職者であり社

会改革者でもあるサミュエル・バーネット（Samuel Barnett 1844-1913）によって設立され

た。近現代美術における世界的なアーティストの作品を紹介する美術館として、ロンドンでも

リーダー的役割を果たしてきた公的な美術館である。コレクションはほとんど持たず、今もア

ート界の先陣をいく刺激的な特別展示を次々と打ち出している。これまで企画し紹介してきた

アーティストの顔ぶれをみても、パブロ・ピカソ、マーク・ロスコ、フリーダー・カーロとい

った世界に名をなしたアーティストから、サラ・ルーカス、ソフィー・カルなどの現在活躍中

のアーティストまで多彩だ。 

 

 美術館の構造としては、企画展示が行われるスペースとしてメインの展示場の他に、プロジ

ェクト室やアーカイブ室、フィルム上映室、レクチャー室、カフェ、ショップなどがある。ホ

ワイトチャペル美術館の資金は、アーツカウンシル、宝くじ基金などの公的資金および個人や

グループの寄付、企業のスポンサーシップ、ショップやカフェ、貸し会場からの収益などの自

助資金によってつくられている。 

 

 設立以来、美術館の使命は「すべての人のための美術館である事」にある。「すべての人のた

め」という一言からわかるように、立地としてこの地が選ばれたのも、東ロンドンの住民、特

にアートに触れる事の少ない貧困層にその機会を提供するという博愛精神にあった。そのため、

設立当初から、地域の人々に対する教育活動に力がおかれてきた。この地域はロンドンでも

貧困区であり、歴史的に犯罪が頻発した地区でもある。また、歴史を通して移民の多い地区だ。

その移民グループも年代によって変化がある。19 世紀から 20 世紀前半はユダヤ人が多く住み、

美術館のすぐ裏手には当時世界でもっとも大きいユダヤ人学校があったし、美術館は「ユダヤ

のゲットーの大学」と呼ばれていた。第二次大戦後は、すでに述べたように、バングラデッシ

ュ人が移民の大多数を占めている。 美術館のすぐそばを通るブリックレーン通りは、「バング

ラ・タウン」と呼ばれるほどで、美術館から徒歩 10 分のところには、ロンドンで 大級のモス

クがある。近年はソマリア人の人口も増えてきた。 
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表 2 タワー・ハムレッツ区における人口割合とその推移（2011 年国勢調査参照） 

 2001 （％） 2011 （％） 

白人：ブリティッシュ 42.91 31.18 

白人：アイリッシュ 1.95 1.52 

白人：ジプシー＆アイリッシュトラベラー 0.00 0.07 

白人：その他 6.54 12.42 

白人 全体 51.40 45.19 

インド人 1.53 2.67 

パキスタン人 0.76 0.96 

バングラデシュ人 33.43 32.03 

中国人 1.82 3.19 

ほかのアジア人 0.90 2.28 

アジア人 全体 38.44 41.13 

アフリカ人 2.66 2.10 

カリブ海諸国人 3.36 3.74 

ほかの黒人 0.47 1.49 

黒人 全体 6.50 7.33 

Mixed：白人ｘカリブ人 0.80 1.12 

Mixed：白人ｘアフリカ人 0.40 0.59 

Mixed：白人ｘアジア人 0.69 1.17 

Mixed：その他 0.60 1.20 

Mixed 全体 2.48 4.48 

その他： アラブ系 0.00 1.01 

その他の民族グループ 0.00 1.26 

その他 全体 1.18 2.28 
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4．ミュージアムのとりくみと評価 

4.1. ロンドン博物館本館、常設展示室における移民の表象7 

4.1.1. 展示構成と移民の表象 
 ロンドン博物館本館の常設展示室は、ロンドンの歴史を先史時代から今日まで時系軸を追う

構成になっている。構造的には、玄関ホールのある階上フロアーと、その階下にあるフロアー

の２つのフロアーに分かれる。 

 

 階上フロアーには、先史時代を語る「450,000BC-AD50 LONDON BEFORE LONDON」、ローマの属

州であった時代の「AD50-410 ROMAN LONDON」、中世史を扱う「410-1558 MEDIEVAL LONDON」そ

して、市民戦争からロンドン大火までを語る「1550s-1660s WAR, PLAGUE & FIRE」が順に並ん

でいる。また、階下フロアーは四つのセクションに別れており、順番に、産業革命や植民地化

を通して英国の首都が拡大していく時代についての「1670s-1850s EXPANDING CITY」、ヴィクト

リア時代の商店街を再現した「VICTORIAN WALK」、近代化が進むロンドンを扱った「1850s-1940s 

PEOPLE’S CITY」、戦後から現代のロンドンを表象する「1950s-TODAY WORLD CITY」となる。 

 

 全展示室で、移民について大きく扱っているのは、 後の「WORLD CITY」展示室だが、他の

展示室でも随所で移民について触れており、ロンドンという町がその歴史を通して、さまざま

な民族が共存したコスモポリタンであった事を一貫して語っている。特に、階下フロアーは、

2009 年の 2000 万ポンドをかけた大々的な改築によって、新たにオープンした展示であるが、階

上フロアーと比較して、ロンドンの多文化的な側面を積極的に表象している。 

例えば、「EXPANDING CITY」のものづくりが発展したことをテーマとする展示ケース群の一角

には、18 世紀のシルクのドレスが展示され、シルク産業の発達の背景にフランスのユグノー派

の移民の貢献があることを紹介する。帝国化の歴史を扱うコーナーでは、奴隷として連れてこ

られた黒人たちの厳しい状況や彼らがそれとどう立ち向かったかを語る。 

                                            
7 調査対象としたミュージアムのうち、常設展示室が設置されているのは、ロンドン博物館本館にしかないため、この

項では、他の館についての言及はない。 
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ある。
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っている事
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来館者がその内のひとつを選びタッチ

の答えを選んだのか、その割合が出てくるようになっている。

ゲーム感覚で楽しみながら考えられるだけではなく、来館者

現代のロンドンが抱える諸問題に主体的に

写真 8 インタラクティブ

来館者の反応 
現況について展示をする「

の約１年後、外部の調査グループである「クリエイ

エバリュエーション（総括的評価）

ものではなく、あくまでも一般の来館者の全体像を

そのため調査方法も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

したがって、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

はどうかというようなところに

ない。しかしながら、大規模改修について、利用者の立

                                        
報告書は、質的調査（質問紙：491

」の文字をタッチすれば、

」をタッチすれば、将来的な方向性についての

宗教と教育は相容れるべきではない

宗教学校は、宗教的精神だけでなく全体的に素晴らしい教育を提供する。

宗教学校は、優秀な生徒を選りすぐる事で、他の学校への障害となる

のひとつを選びタッチすると次の画面が表れ、これまで他の来館者たちがど

の答えを選んだのか、その割合が出てくるようになっている。

ゲーム感覚で楽しみながら考えられるだけではなく、来館者

える諸問題に主体的に

インタラクティブ

 
況について展示をする「

の約１年後、外部の調査グループである「クリエイ

（総括的評価）が実施された。調査対象は、移民コミュニティーに絞った

ものではなく、あくまでも一般の来館者の全体像を

も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

はどうかというようなところに「クリエイティブ・リサーチ」

大規模改修について、利用者の立

                                            
491 部）と量的調査

」の文字をタッチすれば、過去のロンドンの宗教学校の歴史や現状が語られ

将来的な方向性についての

宗教と教育は相容れるべきではない 

宗教学校は、宗教的精神だけでなく全体的に素晴らしい教育を提供する。

宗教学校は、優秀な生徒を選りすぐる事で、他の学校への障害となる

すると次の画面が表れ、これまで他の来館者たちがど

の答えを選んだのか、その割合が出てくるようになっている。

ゲーム感覚で楽しみながら考えられるだけではなく、来館者

える諸問題に主体的に関われる、インタラクティブな展示である

インタラクティブな展示（報告者撮影

況について展示をする「MODERN LONDON

の約１年後、外部の調査グループである「クリエイティブ・リサーチ」

が実施された。調査対象は、移民コミュニティーに絞った

ものではなく、あくまでも一般の来館者の全体像を捉え

も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

「クリエイティブ・リサーチ」

大規模改修について、利用者の立

部）と量的調査（インタビュー：

のロンドンの宗教学校の歴史や現状が語られ

将来的な方向性についての三つの答えがでてきて

 

宗教学校は、宗教的精神だけでなく全体的に素晴らしい教育を提供する。

宗教学校は、優秀な生徒を選りすぐる事で、他の学校への障害となる

すると次の画面が表れ、これまで他の来館者たちがど

の答えを選んだのか、その割合が出てくるようになっている。 

ゲーム感覚で楽しみながら考えられるだけではなく、来館者一人一人

、インタラクティブな展示である

展示（報告者撮影

MODERN LONDON」については

ティブ・リサーチ」

が実施された。調査対象は、移民コミュニティーに絞った

捉え、その反応をみるのが目的であった。

も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

「クリエイティブ・リサーチ」

大規模改修について、利用者の立場から客観的に評価したものという意

（インタビュー：70 人）からなっている

のロンドンの宗教学校の歴史や現状が語られ

三つの答えがでてきて

宗教学校は、宗教的精神だけでなく全体的に素晴らしい教育を提供する。

宗教学校は、優秀な生徒を選りすぐる事で、他の学校への障害となる

すると次の画面が表れ、これまで他の来館者たちがど

一人一人が、多文化共存という

、インタラクティブな展示である

 
展示（報告者撮影：2015 年） 

」については、2009 年の

ティブ・リサーチ」社により、サマティヴ・

が実施された。調査対象は、移民コミュニティーに絞った

、その反応をみるのが目的であった。

も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

「クリエイティブ・リサーチ」社による

場から客観的に評価したものという意

人）からなっている。

のロンドンの宗教学校の歴史や現状が語られ

三つの答えがでてきて、来館者が

宗教学校は、宗教的精神だけでなく全体的に素晴らしい教育を提供する。

宗教学校は、優秀な生徒を選りすぐる事で、他の学校への障害となる 

すると次の画面が表れ、これまで他の来館者たちがど

が、多文化共存という

、インタラクティブな展示である。 

 

年のリニュー

により、サマティヴ・

が実施された。調査対象は、移民コミュニティーに絞った

、その反応をみるのが目的であった。

も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

社による調査の関心は

場から客観的に評価したものという意

。 
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のロンドンの宗教学校の歴史や現状が語られ

、来館者が選

宗教学校は、宗教的精神だけでなく全体的に素晴らしい教育を提供する。 

すると次の画面が表れ、これまで他の来館者たちがど

が、多文化共存という

 

ーアル

により、サマティヴ・

が実施された。調査対象は、移民コミュニティーに絞った

、その反応をみるのが目的であった。

も、一般の来館者を無作為に選び、アンケートやインタビューを行うという

、来館者の中に移民背景のある人々がどれくらいの割合あるか、彼

調査の関心は

場から客観的に評価したものという意
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味で重要であるため、この報告書を参考にしながら、移民の展示に関わる箇所を抽出しつつ、

それに関する来館者の反応についてまとめてみたい。（詳細は、別添資料Ⅲ－1＆2参照） 

 

 「クリエイティブ・リサーチ」社の主目的は、「MODERN LONDON」展示室のメッセージが来館

者に伝わっているかどうかを知る事にある。そのメッセージには次の６点がある。 

 

1.「MODERN LONDON」が扱う 17 世紀以降、ロンドンはグローバルな都市になった 

2.ロンドンは常に変化をしている 

3.ロンドンは都市としてユニークなアイデンティティーを持っている 

4.ロンドン人の一人一人はこの都市で異なる人生経験をしている 

5.ロンドンの人口は常に異なる文化的背景をもつ人々で混淆していた 

6.ロンドン人は常にこの都市の変化における意欲的な主体であった 

 

 この主要メッセージの 1、4、5 の文面からも、「MODERN LONDON」展示室全体で、多文化都市

としてのロンドンを伝えようとしている事がわかる。「クリエイティブ・リサーチ」社が実施し

た量的調査では、大半の来館者が博物館側のメッセージを受け止めたと評価した。その半数が

博物館のメッセージを知覚的に認識できたと答え、その内で も言及が多いのが、「ロンドンは

多文化社会である」という点であった。また、残りの約半数はメッセージについて知識や理解

が深まったと答え、その内のもっとも多くの人々が「物事がどのように変化してきたか、変化

しつつあるかがわかった。－例えばその多様化など」と答えている。 

 

 特に、「WORLD CITY」展示室については、多くの回答者がロンドンの住民の多様性についてコ

メントした。中には、来館以前は、1950 年代以降を通し、いかにロンドンが多文化の歴史をも

ってきたか、それほど気が付いていなかったと答えた人もいる。海外からの来館者は、今日の

ロンドンがこれほどまでに多文化社会であることを知らなかったし、驚いたと答えている。逆

にいえば、来館者が展示を見学する事で、ロンドンが多文化社会である事に対する「気づき」

を得たといえる。特に「WORLD CITY」展示室において、回答者が学んだ事は、「テクノロジーの

発展と移民を通しての人口の大きな変化」だと評価する。 

 

 「クリエイティブ・リサーチ」社の量的調査だけではなく、質的調査においても、キー・メ

ッセージが伝わっているかについて、「非常に成功している」と評価している。 

 その質的調査には、来館者へのオープン・インタビューが含まれるが、回答者がインタビュ

ーでこの展示室で見たことは何か、という問いに対し、言及したトピックは以下の通りで、多
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文化共生にかかわる言葉が頻繁に耳にされた。 

 

多様性／人種／若者カルチャー／コミュニケーション／多文化主義／ポップカルチャー

／娯楽／チャレンジ／コスモポリタン／ライフスタイル／将来の問題／オープンな社会

／ファッション／近代化／商業主義／平等な人権／ドラッグ／テクノロジー／貿易／ゲ

イ・プライド／旅行／建築／銀行化／変化／伝統／遺産／急速な発展／ものづくりの斜

陽 

 

 「WORLD CITY」展示室のなかで、どの展示がもっとも面白かったかという質問に対して、多

くの回答者がファッションと同様に、「人権と平等」を扱ったコーナーだと答えた。そのコーナ

ーとは、先述のブリクストン地区などで起こった黒人コミュニティーとの軋轢を表象したエリ

アである。ここでは、何人かの回答者が、今日のロンドンがどんなに多文化であるかを考えさ

せられたと答えている。ある回答者は、彼女自身の人生と非常に重なったと回答した。 

 

 このように、「MODERN LONDON」展示室は、来館者に多文化社会としてのロンドンを伝え、そ

こに生じる問題について考えるきっかけを作っていると言えよう。ただし、僅かな例ではある

が、ネガティヴな反応があったことも報告されている。それは、展示が多文化主義について好

意的に捉える「偏り」があるのではないかという懸念だ。回答者は、展示の「中立性」を求め

ているのである。展示の「中立性」については、後に触れる特別展示「Belonging」展の来館者

調査でもっと大きく取り上げられたので、そちらの方で深く検証したい。 

しかしながら、「クリエイティブ・リサーチ」社の全体的なサマリーは、このリニューアルし

た「MODERN LONDON」展示室は、精神的な関わりをつくり、来館者をパーソナルなレベルで結び

つけることに成功していると、高く評価する。95％の回答者が理解を深めたと同時に、彼らの

態度や価値観にも影響を与えたと答えていることも注目に値する。なぜなら、来館者自身が展

示をみる事で、彼らがいかに異なる文化背景をもっていても、その多様性を認め、それをロン

ドンの重要な側面としてポジティヴに受け止め、ロンドン人の一員としてのアイデンティティ

ーを育てる事ができるからだ。 
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4.2. 特別企画展示における取り組み 

4.2.1. ロンドン博物館特別企画展示の変化 
 近年、期間限定の特別企画展示において、移民コミュニティーの取り込みを目指す動きは、

ロンドン博物館でもホワイトチャペル美術館でも頻繁にみられるようになった。ロンドン博物

館はロンドンの多文化社会全体をテーマとしたものから、ある特定のコミュニティーについて

焦点をあてたものまであるが、どれもこれまで表象されてこなかった人々の「声」を代弁する

という明確な目的がみてとれる。 

 一方、ホワイトチャペル美術館は常設展示室を持たず、常に期間限定の特別展示を回してい

る。特別展示で取り上げるアーティストを選ぶ際に、移民文化の表象を念頭においているわけ

ではない。だが、開館以来、ロンドンでも 新のアートを紹介してきたこの美術館では、特に

1980 年代以降、非西洋出身のアーティストたちを積極的に取り扱い始める姿勢がみてとれるし、

その事が多文化社会を表象する結果になっているといえよう。それについては、この項の 後

に取り上げる。 

 

＜ロンドン博物館＞ 

 移民や多文化社会に関わる特別展示は、1990 年代より積極的に実施されてきたわけだが（表

3）、なかでも、社会的なインパクトが強く、博物館の方向性にとっても重要な役割を果たした

展覧会は、1993-94 年に実施された「Peopling London」展と 2006-07 年に開かれた「Belonging」

展である。 
 1990 年代から 20 年にわたる表象の流れについて、かつてロンドン博物館のキュレーターであ

ったキャシー・ロス氏は、個々の移民コミュニティーの民族性やアイデンティティーについて

個別に扱い、それで展示を構成するようなアプローチから、多文化共生の様子をより融合的・

総合的にみるアプローチへと変化していると論ずる10。クロスカルチャーを語ろうとする姿勢の

変化の背景には、1990 年代末における文化政策の考え方が反映している（前掲書）。こうした過

去の特別展覧会の蓄積の結果が、「MODERN LONDON」における展示作りの基礎を成した事はすで

に述べたとおりだ。 

 
 1993-94 年の「Peopling London」展は、移民や多文化社会が博物館の中心的な課題になった

という意味で、ロンドン博物館における 初の展覧会である。この展覧会では、副題の「Fifteen 

Thousand Years of Settlement from Overseas」からわかるように、「移民」という現象は確かに近

                                            
10 Ross, Cathy. (2015) “From Migration to Diversity and Beyond: The Museum of London Approach” in “ Museums, 

Migration and Identity in Europe : People, Places and Identities” ed, Whitehead, Christopher., Ashgate: Farnham, 
England. 
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年に目覚ましいけれども、実はロンドンの基礎ができる以前にまで遡る事を歴史的に検証する。

展覧会の構成も、18世紀のフランスからのユグノー派の移民、19世紀のユダヤ系の人々の移民、

20 世紀になってからのインド大陸、カリブ海諸国からの移民など、ひとつひとつの移民コミュ

ニティーの歴史的背景やロンドンに定住後の生活ぶり、さまざまな苦労や達成、あるいは社会

的貢献について個別に語る。 
 この展示の準備のために、これまでは収集の対象にほとんどならなかった移民に関わる資料

が真剣に収集された。「コレクションをつくる」という意味でも、社会に広く紹介したという意

味でも、ロンドン博物館において移民の歴史を表象する上で先鞭をつけたという意味でも、こ

の展示が果たした役割は大きい。 

 

 その一方でマイナス面も指摘された。例えば、コミュニティーを分断的に表象するのは、そ

の特徴を象徴的に語るあまり、特定の集団を周縁化させるのではないかという指摘だ（前掲書）。 

あるいは、人種差別について、博物館がもっと教訓的なメッセージを伝えるべきではないかと

いう指摘もあった。21 世紀の移民がそれ以前の移民とは規模も質も全く違う事を、この展覧会

は掘り下げていないという声も聞かれた。しかしながら、移民の問題はあまりに大きく、ひと

つの企画展示のなかですべてを網羅できるわけではない。少なくとも、このような議論が起こ

った事自体が、意味のある展示であったといえる。このパイオニア的な展覧会の後も小規模な

特別展示が繰り返された。 

 
 そうした試行錯誤の中で、次に開催された大掛かりな特別企画展示が、2006-07 年の

「Belonging」展である。この展覧会は、次の点から、ロンドンの博物館全体にとって、記念碑

的な特別展覧会だと思われる。すなわち、オーラルヒストリーが中心の展示になった事、準備

の初期段階から移民コミュニティーと協働したという事、この特別展示で収集された資料やア

プローチが「Modern London」の特に 後の「World City」セクションで活かされたという事。 

次項では、この特別展示に焦点をあてる事にしよう。 

 
表 3 ロンドン博物館における多文化共生をテーマとした特別企画展示 

タイトル 開催年 概 要 

The Peopling of London: Fifteen Thousand  
Years of Settlement from Overseas 1993-94 多文化社会 

United Synagogue 1995 ユダヤ人社会 

Half the Sky: Chinese Women in London Now 1996−97 中国人社会 

Windrush: Sea Change 1998 カリブ海諸国出身者の社会 
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Carnival Costumes ‘98 1998 ノッティンヒル・カーニバル 

Collecting 2000 2000 多文化社会 

Brazil in Mind 2001 ブラジル人社会 

London’s Voices (oral history) 2001-04 多文化社会 

Waiting for Fire 2003-04 ハンガリー人アーティスト Balazs Kicsny
の作品 

Women’s Talk 2004 多文化社会/オーラルヒストリー 

Swedish Design 2004 スウエーデン人社会 

Uzo Egonu’s London 2004-05 ナイジェリア人アーティスト Uzo Egonu
の作品 

The London Jungle Book 2004-05 インド人アーティスト Bhajju Shyam 
の作品 

Reassessing What We Collect 2005 多文化社会 

Roots to Reckoning 2005-06 カリブ海諸国出身者の社会 

Belonging: Voices of London’s Refugees 2006-07 多文化社会 

Campaigning against Slavery 2007 反奴隷制の巡回展 

Out of India 2007 インド人社会 

London, Sugar, Slavery 2007 反奴隷制 

Feliks Topolski 2007-08 ポーランド人アーティスト Felix Topolski
の作品 

Journey to Accompong 2008 奴隷制関係 

Slavers of Harley Street 2008 奴隷制関係 

Landfall 2008 奴隷制をテーマにした作品 

Mandela in London, 1962 2008 アパルトヘイトと南アフリカ 

Forward to Freedom 2009 アパルトヘイト 

London Creatives：Polish Roots 2009 ポーランド人社会 

Living Ancestors 2009 南アフリカ系アーティスト Gabrielle le 
Roux の作品 

Post-Abolition Commemorative Stamps 2009 奴隷制関係 

Galleries of Modern London 2010 常設展のリニューアル 

The Dispossessed 2011 貧困関係 

Freedom From：Modern Slavery in the capital 2011 奴隷制関係 

Journeys and Kinship 2012 奴隷制関係 

Streets of Gold 2012 移民のアーティストの作品 

（注 9 のロス論文の Table2.1 を改変して掲載） 
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4.2.2.「Belonging」展のチャレンジと評価 
 本報告の報告者は、残念ながら 2006-07 年に行われた「Belonging」の展示を見ていない。ま

た、この展覧会専用のカタログも制作されなかった。そのため、展覧会の内容を詳細に再現す

る事は難しい。しかし、展示に関わったキュレーターとのインタビューや展覧会後の評価報告

書やレビューから、まず展覧会の概要をおおまかに示すことにする。そして、それがどのよう

な観点から企画され実践に移されたのか、これまでの移民表象の取り組みと何が違うのか、挑

戦の目的な何だったのかを検証した後、移民を含めた来館者の反応やプロジェクト当事者のフ

ィードバックから、その展覧会がもたらした影響や効果について考察したい。 

 

＜展覧会の概要＞ 

 「Belonging」展は、2006 年 10 月 27 日から 2007 年 2 月 25 日まで４ヶ月にわたり、ロンドン

博物館本館の特別展示室で開催された大型企画展示である。タイトルからも推察されるように、

展覧会の内容は、簡単にいえば、ロンドンに住む難民ひとりひとりのパーソナルな経験を「オ

ーラルヒストリー」という手法を使って紹介し、その周囲にある社会的課題を問いかけるもの

だ。展覧会が扱う年代や移民の出身地も、1993-94 年の「Peopling London」展のような、でき

うる限り多くの移民コミュニティーをカバーし、かつ広い年代にわたる歴史的検証ではなく、

現在の移民の生の「声」を集めることで、1950 年から今日までの難民の経験や日常を物語る。 

展示を手がけた博物館学芸員によると、展覧会の 終的な目的は４つある。 

 

1）展覧会という公的な機会において難民の声が広く聞き届けられる事 

2）来館者が難民の経験や彼らの社会的貢献についてより深い理解と展望を持つ事 

3）難民の背景をもつ人々にプライドやインスピレーションを与える事 

4）難民の背景をもつ人々の経験や見方に複雑性や多様性があるのを来館者が理解する 

 事 

 

 展覧会準備は「難民コミュニティーの歴史プロジェクト」の一環にあたる。このプロジェク

トは 初からパートナーシップの下に進められた。協働したのは、ロンドン博物館、Evelyn 

Oldfield Unit11、London Metropolitan University と、１５の Refugee Community Organisations 

(RCO)12の全１８組織・団体だ（以下、「パートナー団体」という）。  

                                            
11 Evelyn Oldfield Unit は、難民主導のエージェンシーで、難民コミュニティーに対してサポートやトレーニングを提

供している。 
12 15 の団体には次のようなコミュニティーが含まれる。Afghan Association of London, African Community Health 

and Research Organisation, Lwo Cultural Group, BRICKS (Bosnian Resource Information Centre Kosovar 
Support), Chinese Information and Advice Centre, Council for Assisting Refugee Academics, Eritrean Education 
and Publication Trust, Ethiopian Community in Britain, Haringey Somali Community and Cultural Association, 
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 注目すべき事は、「難民コミュニティーの歴史プロジェクト」はロンドン博物館が主導する形

で企画・実践されたのではなく、すべてのパートナー団体が、企画のごく初期の段階から話し

合ったり、協力しあったりして、一緒に作り上げた事にある。たとえば、展覧会の企画準備段

階から難民のコミュニティーに積極的に参加してもらい、展示の内容や構成も話し合いの中で

決定されていった。その事が結果的にこの展覧会を成功に導いたと、担当キュレーターも外部

の評価報告書も認めている。そこでまず、この協働プロジェクトの重要性やその効果について

検証したい。 

 

＜協働＞ 

 この協働プロジェクトには二つの要素がある。ひとつは、数年におよぶ準備期間において、

６週間毎に各パートナー団体が集まって、プロジェクトの目的や方向性など重大事を話し合う

会議を開いた事。もう一つは、オーラルヒストリーを収集する作業にある。 

特に後者のような、いわばミュージアム事業の根幹をなす重要な仕事を、難民の人々が自ら

担ったのは注目に値する。そこでは、まず１５の難民コミュニティーがコミュニティーを代表

するフィールドワーカーを選出し、彼らがオーラルヒストリーの収集を実施した。全１５名の

フィールドワーカーたちは 7-8 ヶ月の間、フルタイムの給与が与えられ、オーラルヒストリー

のインタビューのやり方について、大学の専門家が指導するプロフェッショナルな訓練を受け

た。彼らはコミュニティーに幅広いネットワークを持ち、信頼関係もあるし、この仕事を通し

て、将来的な仕事のスキルをつける事ができるという点で、双方にとって利のある協働作業と

なった。 

 

 展覧会の主要なメッセージ、来館者が学んでほしい事、テーマ構成など、展覧会の骨格はす

べてこのふたつの協働プロセスから話し合われたり、妥協し合ったりして決められた。逆に言

えば、博物館側が 初に考えていた展覧会のアイデアは、「ロンドンに住む難民の貢献について

語る」という、あくまでもシンプルなものに過ぎず、その後、話し合いや共同作業を通して肉

付けされていったという経緯である。 

 

 展覧会づくりの中心は、まさにインタビューアーとしての難民自身とインタビューの回答者

としての難民にあった。そのため、展覧会のテーマ構成も、意図的に準備段階の 後の 後ま

で待たれた。つまり、先に博物館によって決められたテーマがあって、インタビューはそれを

補足するために使われたのではなく、個々のインタビュー自体が展覧会を形作ったといってよ

                                                                                                                                
IMECE Turkish Speaking Women’s Association, Latin American Women’s Rights Service, Latin American 
Disabled People’s Project, Latin American Elderly People’s Project, Roma Support Group, Tamil Relief Centre  
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い。集められた 164 のインタビュー（400 時間）とそれを受けての話し合いの結果、 終的に展

覧会は「家族」「コミュニティー」「ロンドン」「世界」の四つに決定された。 

 

 このような協働型の展示作りをした事は、当然ながら表象の対象である難民の生の声を生き

生きと伝えるだけではなく、難民のコミュニティーに積極的に展示作りに入ってもらうことで、

表象の「対象」ではなく、プロジェクトの「パートナー」として受け入れられ、彼ら自身に博

物館そのものが自分たちのものであると認識してもらう効果がある。この展示を手がけたデイ

氏は、それについて難民を含めた市民の「オーナーシップ」と呼び、これからのミュージアム

が目指すべき姿勢として重要視した。 

 

＜オーラルヒストリーの重要性＞ 

 博物館における従来の表象において、オーラルヒストリーが展示の主軸になる事はめったに

なかった。オーラルヒストリーを取り入れる事があったとしても、展示のメッセージを補完す

るための具体例として扱われるのが一般的だ。オーラルヒストリーが主観的でごく個人的な経

験のみを紹介するという見方からすれば、なるべく公正中立で、社会の視点を広く取り入れよ

うとする博物館展示の基本姿勢にとってはリスクがあるからだ。  

 デイ氏も認めるように、英国では、ここ１５年ほど、さまざまな展覧会でオーラルヒストリ

ーが積極的に取り入れられるようになった13。例を挙げれば、ロンドンの帝国戦争博物館の新展

示「第一次世界大戦」、マンチェスターにある帝国戦争博物館 North、ロンドンの国立海事博物

館、ロンドンの養育院の歴史を語るファウンドリング博物館、そしてすでに述べたロンドン博

物館の常設展示室などである。特に、新しい歴史ミュージアム、リニューアルした展示室には

その傾向がある。ロンドン博物館本館の「Belonging」展も、まさにインタビューで収集された

オーラルヒストリーが展示の主役となった。 

 

では、この展示において、なぜオーラルヒストリーが重要視されるようになったのだろうか。

ロンドン博物館の学芸員によれば、そこには３つの理由がある14。 

1）すべてのパートナー団体が、しばしば周縁化されたり、誤解されたりする難民の経

験について記録し、理解し、考察するためには、パーソナルな証言が重要とみなし

た事。 

2）これまでの戦後史研究において、オーラルヒストリーが驚くほど少ない事。 

3）難民を描く際、従来の表象では彼らの人間性が抜けている状況、あるいは難民に関

                                            
13 Day, A, London’s voices; exhibiting oral history, in ‘Oral History’ ,Autumn 2006, pp95-104. 
14 Day, A，The Refugee communities history project and belonging : Voices of London’s Refugees 
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するパブリックな議論においても難民の声が表に出てこないという不均等な状況に

立ち向かおうとした事。 

 

 先述の全てのパートナー団体が共有したこの姿勢が、展示作りに貫かれ、結果的にオーラル

ヒストリーが展示の中心となったのである。 

 

 展示構成としては、「家族」「コミュニティー」「ロンドン」「世界」という四つのテーマのも

とにそれぞれ「リスニング・パビリオン」が設置された。それらのパビリオンは、各テーマが

結びつくように、かつ、個別のテーマが全体と融合するように、空間デザインやロケーション

に関して配慮がなされ、透明感のある仕切り壁が設けられた。各パビリオンでは来館者がゆっ

くり座って、聞くことができる環境空間がつくられた。ケースにはさまざまなモノが展示され

ていたが、どれもインタビューの声の主（あるじ）に関係するモノが選ばれた。 

 難民の声を展示の軸に据える展示のつくり方は、逆にキュレーターの声が展示にでてくるこ

とを 小限化した。キュレーターが手がけたテキストパネルは、展示の序と結の解説だけであ

る。どれくらい博物館側の言葉が展示に反映されるべきかも、パートナー団体との話合いで検

討され、 小限に抑えられる結果となった。 

 

＜来館者の声と評価＞ 

 特別企画展示「Belonging」展は、４ヶ月の会期中に 32,000 人以上の来館者を得た。１日あ

たり平均して 300 人がこの特別展示を見に来た事になる。また、100 回以上、メディア上で取り

挙げられ、そのほとんどが好意的なレビューであった15。また、来館者調査の専門家であるエミ

リー・ジョンソン氏のチームにより、サマティヴ・エヴァリュエーションの評価があった。本

報告書では、その評価報告（以下、「ジョンソン報告書」という）を手がかりに、展示を手がけ

たデイ氏のインタビューを交えながら、来館者の反応や評価についてまとめてみたい。 

 ジョンソン氏らが採用した調査方法は、100 人の出口質問紙調査、50 人のトラッキング、四

つのフォーカスグループ（自分でも家族でも難民の背景があるグループ２つと難民の背景のな

いグループが二つ）という多様な手段である。デイ氏によれば、ロンドン博物館にとって、こ

れだけの規模のサマティヴ・エバリュエーションが入る事は稀だという。その本格的な調査の

報告書の結論をまとめると次のようになる。 

 

1.すべての被験者グループは、「Belonging」展を「重要」で、「感情に訴えるもの」で、

                                            
15 Day, A，The Refugee communities history project and belonging : Voices of London’s Refugees 
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「情報の豊富」な展覧会だったと評価した。 

2.難民の背景のある被験者グループ16は、ロンドン博物館が彼らの声を届けた事、自分

たちの存在を価値のあるもの、この都市に Belong(帰属)していると感じさせてくれた

事に対して深い感謝の気持ちを表した。 

3.難民の背景のない被験者グループは、この展示はもっと以前に博物館が挑戦してしか

るべきだったと指摘した。 

4.どちらのグループも、この展覧会が「はじめにすぎない」と感じ、それを、難民をと

りまくトピックや問題が大きすぎるし、もっと公の注目を浴びる必要があるから、ひ

とつの期間限定展示では間に合わないと説明した。 

5.英国における難民の生活の実態についてもっと多くの議論やアクションが公的な場

でなされるべきであり、また、この展示がロンドン博物館の常設展示の一部になるべ

きだと求められた。 

 

 ジョンソン報告書からは、この展覧会は来館者によって大変ポジティヴに受け止められた事

がわかる。では、なぜそのような結論が導き出されたのか、また課題があるとしたら、どんな

事にあるのか、再び、ジョンソン報告書（別添資料Ⅳ）とデイ氏のインタビュー（巻末資料：

インタビュー3）を重ねながら、詳しくみていこう。 

 まず、ジョンソン報告書に協力した 100 人の被験者のうち、難民としての背景がある人々は

26％であった。難民としての背景がある人々の方が、この展示をみるために有料の展覧会を訪

れ、はっきりしたモティベーションを持っていたし、トラッキング調査でも、時間をかけて展

示をみていた事が報告されている。また、難民としての背景の有無にかかわらず、ほとんどの

来館者が「オーラルヒストリー」の展示に多くの時間をかけている。そのことは、オーラルヒ

ストリーを展示の中心として、パーソナルな経験を伝えるという、プロジェクト企画側の意図

に合ったことを意味する。 

 

 難民としての背景のない被験者の半数以上は、この展示を見たおかげで、英国の難民に対す

る理解、難民の貢献に対する感謝の念を高めることができたと答えたことは、次の表17やコメン

トからから読み取れる。 

 

Q：難民についての理解が深くなりましたか？（難民につながる背景なし） 

                                            
16 ジョンソン報告書の文脈から、「難民につながる背景のある」とは、自分もしくは親やその前世代が難民としてロン

ドンにやってきた人々を指す。 
17 各％を加算すると 100％にならないが、ジョンソン報告書の中であげられた数字をそのまま参照する。 
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大変よく理解した 34％ 

よく理解した 32％ 

ある程度理解した 26％ 

ほとんど理解できず 12％ 

（コメント） 

· この展示から、たくさんの事がわかりました。たとえば、難民の多くは教育のある人で、出身国

ですでにある社会的地位に達成してきた人だという事とか、死に物狂いで逃げてきて、新しい生

活を始めた事とか、母国に暮らしたくて、ここでの生活の困難さなど・・・。 

 

Q：難民が英国社会に対して貢献したことに感謝の念をもつことができましたか？ 

（難民につながる背景なし） 

大変高まった 38％ 

高まった 27％ 

ある程度高まった 23％ 

ほとんど高まらなかった 11％ 

（コメント） 

· 難民の人たちは、わたしたちの社会の強みになると思った。わたしたちが彼らの事をちゃんと理

解したり、声を聞いたりし始めれば、その事が理解できると思う。 

 

一方、難民の背景のある人の 80％も、この展覧会が自尊心を高める結果になったと評価した。 

Q：英国社会への難民の貢献に対してプライドを高めることができましたか？ 

（難民につながる背景あり） 

大変高まった 42％ 

高まった 38％ 

ある程度高まった 12％ 

ほとんど高まらなかった 7％ 

（コメント） 

· 初の印象、感じた事は、難民たちはこの国のために何かできるってこと。わたしは自分自身に

プライドを感じました。 

 

 被験者の回答から、この展覧会が全体的に高い評価を得ることができたといえるが、もちろ

ん課題もある。ジョンソン報告書やデイ氏のインタビューなどを参考に、下にまとめてみよう。 
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1. 難民につながる背景のある回答者によっては、この展示に自分の文化に関わるモノが

みつからず落胆した、と答えた。 

2. 難民の出身国での厳しい状況、ロンドンに来ることになった経緯があまり語られてい

ない。 

3. ホスト国の人である英国人が、難民の事をどうみているかを展示するべきだった。 

4. 難民の貢献など、ポジティヴな点はよく理解したが、難民を受け入れることで社会が

受けるネガティヴな点については見つからなかった。 

 

 全体に共通する課題は、展覧会がどこに焦点を置くかにある。展覧会がどうしても限られた

空間と時間のなかで行われるのに対し、難民の背景は膨大なもので、現実的に全てを網羅する

事は不可能だ。しかし、ジョンソン報告書もデイ氏もいうように、例えば、1の課題からは、彼

らが自分の文化を見たいと強く思っていること、博物館で表象してほしいと思っていることが

理解できる。その傾向は、ロンドンに移住してからさほど年月がたっていない人の方が高く、

かたや、移住して年月がたっている人の場合は、難民が共有できるもっと一般的な事、例えば、

「アイデンティティーそのもの」とか「記憶」とかの「人種差別」などのテーマの方がよいと

考えているという。上記の 3 や 4 の課題は、展示の公平性やバランスに関わるが、その批判に

ついて、デイ氏は次のように語る。 

 

「移民全体のロンドン社会に与える影響について、展示が中立的に語ったのかという事で

批判を受けました。多文化社会を祝福したり、移民がもたらした貢献を賛美するのはよ

いけれど、負の部分を語っていなくて、偏りがあるのではないかと。ただ、そういう批

判が起こりうる事は、はじめから予想もついていました。個人のパーソナルな物語に焦

点をあてる、オーラルヒストリーを中心に据えるというのが展覧会の主旨ですから、そ

こにははじめから、中立性に対する疑問はあったわけで、それを承知で、それでもこの

展覧会は個人の歴史に光を当てる事に挑戦したのです。（中略）個人のストーリーはパ

ワフルです。大きな歴史よりも、血の通った個人のストーリーにこそ、人々は心動かさ

れる。確かに、社会への影響について、デベートが起こるような展覧会の作り方もあっ

たのでしょうけれど。（パーソナルな物語をとるか公平性をとるかについては）移民難

民の展示をつくる時の大きな課題だと思います。」 

 

 一般的に、いかなる展覧会でも、あまたあるモノやストーリーのうちから、展示のために何

かを選びとるわけだから、決して公正・公平ではありえない。また、展覧会では何か明白なメ

ッセージや主旨がなければ、伝わりにくい。明確な焦点をあてつつバランスよく表象する事は、
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ミュージアム展示が抱える難しさのひとつだろう。だが、その一方で、多くの来館者がテレビ

やラジオの一般メディアが難民についての負の部分を伝える事が多く、それが難民に対する一

般的なイメージになっている事を批判しながら、博物館の展示はより公平で、これまでのイメ

ージを覆すもので、社会にとっても好ましい事だと評価した事を付け加えておきたい。 

 この展覧会の も成功した点は、何よりも難民の「パーソナル」な経験を展示の中心に据え

た事にある。調査を手がけたジョンソン氏自身も、「来館者調査のリサーチャーとして、展覧会

見学の間や見学後に、人々がこれほど関わり合う様にインパクトを受けた展覧会は稀だ。ミュ

ージアムが人々を動かし、関わり合わせ、触発させる力がある事をみせたユニークで卓越した

展覧会であった」と個人的な観点から高い評価で締めくくっている。 

 

4.2.3. ホワイトチャペル美術館での特別展示 
 ホワイトチャペル美術館で開催された、移民アーティストを取り上げた作品やローカルの住

民を意識した展覧会は以下の表 4 のとおりだ。ロンドン博物館と比較すれば、展覧会本数は少

ないとはいえ、1980 年代より意識的に「非西洋アート」を扱っており、近現代美術を扱う美術

館としてはかなり先駆的である。 

表 4 ホワイトチャペル美術館で移民アーティストやローカルの問題をテーマにした展覧会 

タイトル 開催年 概 要  

From Two Worlds : Sixteen Artists of 
Non-European Background 1986 

パキスタン、インド、バングラデシュ、イエメン、ウ

ガンダ、ナイジェリア、南アフリカ等出身のアーティ

ストたちの作品 

Sonia Boyce : Recent Work 1988 カリブ系イギリス人女性アーティスト 

Sonia Boyce の作品 

Woven  Air : The Muslin and Kantha 
Tradition  of Bangladesh 1988 イスラムやバングラデシュの織物の展覧会 

Marketa Luskačová 1991 チェコ出身の写真家Marketa Luskačováによる 

スピタルフィールド18の写真 

Seven Stories about Modern Art in Africa: 
Kentridge,Koloane,El Salahi,Samba 1995 ナイジェリア、スーダン、南アフリカ等アフリ

カの現代アーティストたちの作品 

Krisha,the Divine Lover 1997 17 世紀のヒンズー教美術と現代のインド系ア

ーティストたちの作品 

Early One Morning 2002  アジア系イギリス人アーティストたちの作品 

Back to Black – Art, Cinema and the Racial 
Imaginary 2005 1960/ 70 年代のアフリカ系アーティストたちの

作品 

Where Three Dreams Cross ： 150 
Years of Photography from India, 
Pakistan and Bangladesh 

2010 インド・パキスタン・バングラデシュの写真、

150 年の歴史 

タイトル及び開催年は美術館ＨＰ（http://www.whitechapelgallery.org/about/history/exhibitions-1950-present/）より引用 

                                            
18 スピタルフィールドとは、ホワイトチャペル美術館の近隣エリア。たくさんの移民コミュニティーが存在する。 
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4.3. 展示外におけるプロジェクト 

4.3.1. コミュニティーとの関係構築   
＜新しい関係の構築＞ 

 ミュージアムが移民のコミュニティーと関係性を結ぼうという時に、どういうルートでまず

相手と出会うのだろうか。ロンドン博物館やホワイトチャペル美術館では、大きく三つの手段

を使っている。 

 

1）これまで構築してきたネットワークを使って新しい出会いを作る事。 

2）イベントなどを HP やチラシなどで告知して、参加してもらい、それをきっかけに関 

   係をつくる事。 

3）地域図書館や慈善団体等、すでにコミュニティーとネットワークをもっているとこ

ろから紹介してもらったり、広めてもらったりする事。 

 

 3）の他団体からの仲介について、具体的にどこと協力関係をつくるかは、ミュージアムの規

模やロケーション、プロジェクトの対象によって異なる。ロンドン博物館のセカンダリースク

ール19をターゲットとした活動では、National Resource Centre for Supplementary School(以

下、「NRC」という)という、サプルメンタリースクールの教師にトレーニングを提供したり、共

通の問題について話し合いの場を提供したりと、学校の運営をサポートする全国規模の慈善運

営組織と繋がりをもっている。ロンドン博物館がロンドンの難民についての企画展示

「Belonging」を準備した時は、難民や移民を支援する慈善組織である Evelyn Oldfield Unit

や Refugee Community Organisations と密接に関わった。その関わり方が単なる仲介に留まら

ず、まさに、協働して展示を作り上げたパートナーシップであったのはすでに見たとおりであ

る。     

 ホワイトチャペル美術館の場合は、特定の移民コミュニティーグループというよりも、美術

館が位置するタワー・ハムレッツ区の住民、なかでも、これまで美術館にきたことのない人々

をターゲットにしている。この地域は、本報告書の第３章で記したように、もともと移民の多

い貧民区だった。そこに移住した民族は時代とともに変化したが、現在では大半がバングラデ

シュからの移民である。しかし、これまでの歴史的経緯から、ユダヤ人との繋がりがいまだに

深かったり、近年になって、移住してきたソマリア人たちも混在している。 

                                            
19 セカンダリースクール（Secondary School）とは、義務教育を提供する政府が運営する公立学校や私立

学校とは異なり、移民の子どもたちに母国の言語や文化を教える補足校。授業は週末に開かれ、教員はボ

ランティアベースで子どもたちを教える。 
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 美術館がネットワークをつかむのは、その地域にある図書館や慈善団体、あるいは ESOL

（English for Speakers of Other Languages）の学校（英語を母国語としない人々に英語を教

育するプログラムを教える）などである。現在、助成金を得て実施中であるプロジェクトは、

City Gateway20という移民だけではなく、貧困層や未就労の若者などをサポートする慈善団体を

仲介としている（後述）。時には、アーティスト・イン・レジデンスなどで、あるアーティスト

が、特定のセカンダリースクール(特定の移民集団の学校)を対象にして、活動を行う事もある。 

 

＜相手を知る＞ 

 移民コミュニティーとの関係構築上、欠かせない事として、二つのミュージアムが積極的に

取り組んでいることがある。簡単に言うならば、それは相手をもっとよく知る事、相手に耳を

傾ける事だ。出会いもしないのに、文献やメディア情報などから相手の像を作り上げて、その

彼らをターゲットとしてプログラムをつくり、提供するという手順ではなく、プログラムを企

画する前に、移民の生の「声」をまず聞きにいくという姿勢である。 

 

 例えば、ロンドン博物館では、セカンダリースクールの教師たちを招いて、アドバイザリー

グループをつくり、３ヶ月に一度のペースでミーティングを実施している。現在のところ、ア

ドバイザリーグループは１４名の教師から成っている。報告者も、第二回の会合に参加し、そ

の様子を視察する事ができた。その日のテーマは、セカンダリースクールの学校が自主的に博

物館を訪れた際に自分たちで活用できる学習教材を制作するにあたって、どういう教材をつく

るべきかを話し合う事だった。当日、参加したのは、ギリシア語系の学校から２名、アラブ語

系の学校から２名、ロシア語、フランス語、アルジェリア語の学校から各１名である。ミーテ

ィングの具体的な内容については巻末資料（観察 1）を参照いただくとして、ここではその注目

すべき点を押さえておきたい。 

 

1）博物館側が学習教材についての具体的な青写真をつくり、それをアドバイザリーグル

ープに提示して、メンバーが意見を出し合うというアプローチではなく、学習教材と

は、セカンダリースクールの利用者にとってどんなものか、どんなものが理想的なの

かなど、制作に向けてのブレーンストーミングからアドバイザリーグループとミュー

ジアムがアイデアを共有する。 

2）会議で話し合われた事を土台に、ミュージアム側が素案やモデルをつくり、アドバイ

                                            
20 東ロンドンの社会的に弱い立場にある女性や若者たちを支援する慈善団体。スキルを身につけるトレーニングの提

供、生活支援などの窓口となる。 
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ザリーグループがそれをテストして、改善していく。この会議の途中で、博物館スタ

ッフが、今日話し合われた事をもとにして、アーティストと一緒に教材を作る事にな

ると発言した後で、参加した数名の教師から、博物館とアーティストだけがそれをつ

くるのかという質問があった。それに対する返答は、アドバイザリーグループのメン

バーの意見や希望を優先したり、相談に乗ってもらって作って行くというものだった。

このやりとりには、すでに、教材の利用者となるセカンダリースクールの教師がこの

段階から自分たちのものであるという意識が芽生えていることを意味する。その「主

体性」については、次の項でコミュニティーとの協働について報告する時に再び触れ

る事になるだろう。 

 

 「まず相手を知る」という意味で、ホワイトチャペル美術館で実施されている試みは、「Local 

Knowledge Project」という活動だ。コミュニティープロジェクト・キュレーターのカーマイル

氏によれば、そもそも、このプロジェクトは、彼女が属する教育部門の部長が、まだ美術館に

着任したばかりで、しかもポルトガル出身という経緯から、部長自身がこの地域の事をきちん

と理解したいという個人的に希望から生まれた、比較的新しい試みだという。だが、Local 

Knowledge という考えそのものが、文化人類学や経済学などジャンルを越えて世界に広まってお

り、単に個人の事情だけではなく、この美術館全体の根本的な姿勢/態度になっていることは言

うまでもない。 

 

 この「Local Knowledge Project」は、ロンドン博物館でのアドバイザリーグループの活動の

ように、ミュージアム側がある程度のお膳立てをして招きいれるのではなく、美術館のスタッ

フが地域のイベントやコミュニティーのイベントに積極的に出かけていって、まさにローカル

の人々が日常的な活動をしている環境の中で、人々がどんな事に関心があり、何を望んでいる

のかを探ろうとしているという点で、よりフィールドワーク的なアプローチをとっている。カ

ーマイル氏は、ホワイトチャペル美術館の姿勢について次のように言う。 

 

「ギャラリー側がオーガナイズして、準備して、コミュニティーを招いて、さあ、どうで

しょう、ではない。まず、ギャラリー側が、コミュニティーにでかけていく。あるいは、

コミュニティーが主催するさまざまなイベントにでかけていく。そこで、彼らの声を聞

いて、彼らが何を必要としているのかを探ったり、聞いたりするのです。相手を知り、

彼らからアイデアをもらう。それともうひとつ重要な事は、そういう活動を通して、さ

まざまな移民のグループとネットワークをつくること、関係性を育てることです。」 
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 この「Local Knowledge Project」は美術館としても試行段階なので、今後どのように発展す

るのか、期待したいところだ。 

 

＜協働でプロジェクトをつくる＞ 

 ロンドン博物館では、移民に関わる企画展示をつくる時には、準備段階からコミュニティー

が積極的に関われるようにしている。先に述べた、企画展示「Belonging」展は、その代表的な

例である。その協働には２つの要素があった。１）企画段階の２年の間、パートナーシップを

結んだ組織と６週間に一度の会議を持った事。２）難民コミュニティーのフィールドワーカー

たちが、オーラルヒストリーを中心とするコレクション収集の実践的な役割を担った事である。 

 

 企画段階から移民コミュニティーが関わるような取り組みは、ロンドン博物館のコミュニテ

ィープロジェクトの活動にもみられる。先のセカンダリースクールの教師たちからなるアドバ

イザリーグループとの関係性にも見受けられるし、後述する館内でのワークショップやそれと

繋がりを持たせたファミリーフェスティバルのイベントにもみられる。 

 

ホワイトチャペル美術館は、展覧会の対象は近現代のアーティストの作品であり、アートの

専門的知識と経験をもったキュレーターが準備をすすめるため、ロンドン博物館のように、コ

ミュニティーが展示にかかわるイベントやワークショップの準備段階から参画するような取り

組みはみられない。だが、インタビューに応じた担当者によれば、ひとつのプロジェクトを計

画する際には、始めにしっかりと構造を決めないで、コミュニティーの参加者の声を聞きなが

ら、常に軌道修正をするようにしているという。その姿勢からも、方向性や具体的な内容はコ

ミュニティーの人々の意見が常に反映されていることがわかる。 

   

 このように企画段階から移民コミュニティーと関わりをもつ事は、移民側にはどのような意

味があるのだろうか。アラブ系のセカンダリースクールの学校長であり、ロンドン博物館や大

英博物館とも連携の経験があるヴァキー氏は、大英博物館の企画展示に関わった時の例を出し

ながら、移民コミュニティーがイギリスのミュージアムの本当の利用者になるために、博物館

の企画展示への関わりが長い目で見た時に重要だと主張する。 

 

「大英博物館で別の企画展「エジプト－ファラオへの信仰（Egypt : faith after the 

pharaohs）」21 があった時に、準備段階でコンサルテーションのグループが作られて、

                                            
21 2015/10/29-2016/2/7  古代エジプトにおける、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教の融合や影響をテーマとした展覧 
 会 
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わたしもそこに呼ばれて行きました。2 回ミーティングがあったのですが、 初はイス

ラム系の移民が集まって相談を受けました。二回目は 9 人ぐらいの人が集まりました。

その時は、イスラム系の人たちだけではなくて、キリスト教徒の人、ユダヤ教徒の人も

集まりました。そこで展示の内容について、相談がありました。例えば、この表現で、

問題がないだろうかとか、どのように表現したら適切なのかという話です。そこで、み

んなでコンセンサスを取って、展示の内容が修正されました。こういう企画準備段階か

ら私たちが関わる事はとても大事だと思います。博物館側が 初からすべて作り上げて

しまうのではなく、わたしたちの声も展示の中にきちんと反映されていると思うから。」 

 

＜関係性維持における問題点＞ 

 以上のことから、ロンドン博物館やホワイトチャペル美術館が、さまざまな方法を取って、

移民コミュニティーとの関係構築を図ってきたし、今もその途上であることが理解できるが, 

インタビューに応じてくれた関係者は、博物館側も利用者側も、誰もが健全な関係性を作り上

げるには、すぐに結果は出ない事、辛抱強く維持させていく重要性を主張した。課題は、いっ

たん緒が着いた関係性をどう維持していくかという点にある。 

 ところが、現実にはそれを妨げる問題が潜んでいる。妨害の原因は、館全体の運営、人材と

いう、経営的な問題にあるようだ。移民コミュニティーと関係性を維持していくために も重

要なのは信頼関係の構築と維持であり、それには人的なつながりが欠かせない。ところが、今

回の調査では、館内の構造が短期間で変わったり、役職がなくなったり、担当する人材も期間

限定の契約で長続きしない現状が伺えた。 

 

 例えば、ロンドン博物館で 2005 年ぐらいから、移民文化の表象に深く関わってきたデイ氏は、

２年前に館長が変わってから、役職が変わり、今はほとんど移民と関わっていないという。そ

の背景には、新館長が、経済的な状況に鑑みて、館全体の運営が見直して、館運営の構造が大

きく変わった事にあると指摘する（巻末資料：インタビュー1）。ロンドン博物館において、現

時点でもっとも移民コミュニティーと関わっているのは、タイラー氏だが彼女の給料も外部団

体であるアーツカウンシルから出ており、 ４年と期間が決まっている。ホワイトチャペル美術

館の現時点の担当者であるコミュニティー・プログラム・キュレーターのカーマイル氏もその

上司である教育部長のヴィクトリーノ氏も１年前にこの役職についたばかりだ。 

イギリスにおいて、この状況は、近年における世界的な経済危機や政権交代が起因であるこ

とは否めない。その一方で、英国を含む欧州の難民・移民の問題は以前に増して、深刻になっ

てきている。各館はそれぞれの周辺状況や館の特徴を鑑みつつ、厳しい状況のなかで問題に立

ち向かって行かなくてはならない状況にある。 
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4.3.2. アウトリーチ活動   
 ロンドン博物館、ホワイトチャペル美術館の双方において、移民コミュニティーに開かれた

ミュージアムのあり方を探る際、一般的な教育活動や学校対応と違って、アウトリーチ活動は

決して補助的な活動ではなく、むしろ柱となる活動として位置付けられる。その理由は、移民

にとって、ミュージアムという空間が慣れ親しんだ、居心地の良いものとは言えず、その敷居

を少しでも低くし、彼らが「自分たちは本当に招かれている」と感じてもらうためには、ミュ

ージアム側が待つだけでは不十分で、ミュージアムの方から彼らを訪ねて行く事がとても重要

だからだ。 

 

＜ロンドン博物館＞ 

 ロンドン博物館のセカンダリースクールプログラム・マネージャーであるタイラー氏は、赴

任してまだ３ヶ月経たばかりだが、その間に、１２のセカンダリースクールに出向き、アウト

リーチセッションを実施した。また、これから３ヶ月の間に１５のセッションを実施する予定

だという。月に５回、アウトリーチ活動を行っている計算になる。相手の学校とは、これまで

のネットワーク（タイラー氏が大英博物館に勤務していた時の繋がり）や、NRC からの紹介、他

のイベントを通して出会う。 

 学校におけるアウトリーチ活動の基本的な流れは決まっている。ミュージアムのコレクショ

ンを学校に持って行って、教室内でハンドリング・セッションを行う。その際に、アーティス

トやストーリーテラーなどのフリーランサーを伴う事が多く、それに応じて、「ストーリーづく

り」や「ドローイングセッション」などのテーマをもったアプローチをする。報告者が同行取

材した際の様子は次のとおりである。 

 

 ロンドン博物館スタッフが訪れたセカンダリースクールは、ロンドン北部に位置する、北ア

フリカ出身（アルジェリアなど）の子供たちが多い学校で、アラブ語の習得を目的とする。実

際にセッションを行ったのは、5−7 歳のクラス（20 人）と 7−13 歳のクラス（30 人）だ。当日の

アウトリーチ活動では、「考古学者」になってみようというテーマであった。詳しくは巻末資料

（観察 3）を参照してもらうとして、アウトリーチ活動の全体の様子から注目すべき点を下に列

記する。 

 

1. 展示物の写真を見せながら、ロンドン博物館にどんなものが展示されているかを紹介。 

2. その際、恐竜のあごの骨、ロンドン大火（このトピックはメインの学校のカリキュラ 

 ムにある）の時に使われたヘルメットなど子供たちに親しみあるモノを選択。 



 

 

 内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

する事は、

るのに重要だろう。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。

4. コレクション保存の重要性を伝え、触れる時の注意点を

5. テムズ川から発見された

一部などを見せながら、ロ

6. 後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

立てる。

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

する事は、自らを振り返り、子供たちがその多様

るのに重要だろう。

写真

一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。

コレクション保存の重要性を伝え、触れる時の注意点を

テムズ川から発見された

一部などを見せながら、ロ

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

立てる。 

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

自らを振り返り、子供たちがその多様

るのに重要だろう。 

写真 9 ロンドン

一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。

コレクション保存の重要性を伝え、触れる時の注意点を

テムズ川から発見されたモノ、例えば中国製の茶碗のかけら、ドイツのビール壷

一部などを見せながら、ロンドンが昔から多

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

自らを振り返り、子供たちがその多様

ロンドン博物館 アウトリーチ活動（報告者撮影

一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。

コレクション保存の重要性を伝え、触れる時の注意点を

、例えば中国製の茶碗のかけら、ドイツのビール壷

ンドンが昔から多

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

自らを振り返り、子供たちがその多様性を構成するメンバー

アウトリーチ活動（報告者撮影

一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。

コレクション保存の重要性を伝え、触れる時の注意点を

、例えば中国製の茶碗のかけら、ドイツのビール壷

ンドンが昔から多文化都市であったことを知らせた。

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

を構成するメンバー

アウトリーチ活動（報告者撮影

一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。

コレクション保存の重要性を伝え、触れる時の注意点を伝えた。 

、例えば中国製の茶碗のかけら、ドイツのビール壷

都市であったことを知らせた。

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

を構成するメンバーとして自分を位置付

 
アウトリーチ活動（報告者撮影：2016

一方的な解説ではなく、常に子供たち自身が考えるようにしむけた。 

 

、例えば中国製の茶碗のかけら、ドイツのビール壷

都市であったことを知らせた。

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役

内容的には、一般的な学校へのアウトリーチと大差ないようにもみてとれるが、特に 5

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

として自分を位置付

2016 年） 
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、例えば中国製の茶碗のかけら、ドイツのビール壷の 

都市であったことを知らせた。 

後に面白いと思った事、つまらないと思った事をカードに書かせる。子供たちが自  

分たちの活動のまとめをするだけではなく、後に博物館のフィードバックとして役 

5 にあ

るように、実物に触れながら、ロンドンが古くから移民の多い、多文化都市であった事は理解

として自分を位置付け



 45 

＜ホワイトチャペル美術館＞ 

 ホワイトチャペル美術館では、調査当時に進行形で行われていたアウトリーチの活動があっ

た。「The Art Already Made: Skills Exchange」というタイトルがついたその活動は、2016 年

１月から３月までのシリーズで、City Gateway という東ロンドンの慈善団体との協力関係のも

と、その施設を会場にして実施された。対象は東ロンドンに住んでいる女性で、とりたてて移

民コミュニティーを対象としているわけではない。だが、City Gateway を通して参加する人が

多いため、結果的に移民、特に地域の特徴から、バングラデシュ系の女性たちが多い。 

 この活動の目的は地域の創造性を育み、新しいスキルを発展させる事にあり、ホワイトチャ

ペル美術館が契約したフリーランスのアーティストであるデーヴィス氏がファシリテーターと

なって実施された。また、Paul Hamlyn Foundation と Garfield Weston Foundation からの財政

的な支援を受けており、参加費は無料である。 

 

 この活動がユニークな点は、一方的にある技術を指導する・習得するという、一般的な文化

教室のようなものではなく、副タイトルにあるように、参加者各自がもっているスキルを互い

に交換しあう事にある。具体的には、ヘナを使ったペイント、シルバー食器への彫り物、版画

制作、ガーデニング、料理などさまざまな技術である。主導するアーティスト、デーヴィス氏

によると、この活動の重要な点は新しいスキルを身につけるだけではなく、参加者の女性一人

一人が自尊心を高める事にあるという。 

 

「このワークショップは、特定の先生がいて、スキルを習うという一般的によくある教 

室のようなものではありません。彼女たちはひとりひとり違う分野でとても高い技術 

をもっています。それをお互いに交換しあうのです。ポイントは自分が主体になる事。 

だれかに教えてもらうだけではなくて、自分が教える。そうすることで、自分を尊重 

する気持ちを高めてもらいたいのです。」 

 

 インタビューの中でデーヴィス氏も指摘したように、難民や移民には、人生において苦労を

重ねた場合が多く、ホスト国においても社会的に弱い立場にある。母国である発展途上国にお

いても、女性の立場は社会的に弱い。いわば、二重にも三重にも、自尊心を失った人たちだ。

彼女らは実際にさまざまなスキルをもっていても、そのことに対する自覚すら失っている。こ

のプロジェクトを通して、他の人から新しい技術を学ぶだけではなく、自分が指導者の立場に

なることで、自らを再発見してもらう事、社会のなかの自分の位置を確かめてもらう事に、そ

の重要性がある。 
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 確かに、美術館ではなく、コミュニティーの公的な施設を会場とし、美術館の展示とはかけ

離れた活動をやっているようにみてとれるが、このワークショップの途中で、参加者全員でホ

ワイトチャペル美術館に見学に行く機会がある。その時にやっている特別展示をみんなで見て、

ディスカッションする。参加者のほぼ全員がはじめて美術館に足を踏み入れた人たちだ。デー

ヴィス氏によると、彼らにとって美術館はある種の怖れがあり、自分たちだけでは見に行こう

とは思わないけれど、同じワークショップの仲間、すでに慣れ親しんだ仲間と一緒であれば、

よりリラックスして中にはいることができるという。 

 

 なぜ、移民は美術館や博物館22に対して、ある種の怖れがあるのだろう。余談になるが、付け

加えておく必要がある。報告者自身は、かつて、大学院（博士課程）において、南アフリカの

黒人層の美術館に対する意識を調査した経験があり、その際に読み込んだ文献資料や調査結果

から、次のような理解に至ったが、それは、本調査でのインタビュー相手の意見とも重なる見

解だった。すなわち、移民のミュージアムに対する疎遠感の背景には二つの理由があると考え

られる。 

 

1） 従来のミュージアムが、その長い歴史の中で移民を公平公正に表象してこなかった事。 

1990 年以降、特に英語圏では、ミュージアムの自文化至上主義的な表象について広

く議論され、同時に、欧米のミュージアム自体も、これまでの収集や展示を批判的に

見直し、積極的により開かれ民主的な文化施設になるように努力をしている。しかし

ながら、これまで何世代にもわたって、表象されてこなかった（時には差別の対象で

あった）人々にとっては、ミュージアムは「わたしたちのストーリー」を語るところ

ではないし、なにより「わたしたちのもの」ではないという認識が深く根付いている。 

2）移民・難民の出身国のミュージアム事情。 

ミュージアムは西洋で生まれた概念だが、移民の母国である非西洋諸国でも、ミュ

ージアムは西洋の考え方を基本として発展した。彼らの国でのミュージアムはまだ衒

学的で権威を纏っており、親しみ易い開かれたものとはいえない。また、自分たちの

文化遺産であるというよりも、欧米先進国からの観光客が行くところというイメージ

の方が強い。言い換えれば、母国でもミュージアムは自分たちの身近な存在だったと

はいえない。 

 

 そうした歴史的、社会的背景から、ミュージアムは自分たちのものではないという認識が人々

                                            
22 特に美術館に対する疎遠感は強い。 



 

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

リーチは非常に重要な活動に相違ない。

 
 
4.3.3. 
 ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

可能性を知って

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

民出身の教師ですら、博物館に来たことが

という。

 

 この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ャーズ・トレー

とができ

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

参加教師たちは、これまでの繋

 

 セッションの詳細については、

通して特筆すべき点を列記する。

 

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

リーチは非常に重要な活動に相違ない。

写真

4.3.3. ティーチャーズ・セッション

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

可能性を知ってもらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

民出身の教師ですら、博物館に来たことが

という。 

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ャーズ・トレーニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会

とができた。会場

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

参加教師たちは、これまでの繋

セッションの詳細については、

通して特筆すべき点を列記する。

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

リーチは非常に重要な活動に相違ない。

写真 10 ホワイトチャペル美術館

ティーチャーズ・セッション

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

民出身の教師ですら、博物館に来たことが

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会

た。会場になったの

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

参加教師たちは、これまでの繋

セッションの詳細については、

通して特筆すべき点を列記する。

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

リーチは非常に重要な活動に相違ない。 

ホワイトチャペル美術館

ティーチャーズ・セッション

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

民出身の教師ですら、博物館に来たことが

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会

になったのはロンドン博物館の分

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

参加教師たちは、これまでの繋がりや先述の

セッションの詳細については、巻末資料（観察

通して特筆すべき点を列記する。 

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

 

ホワイトチャペル美術館 アウトリーチ活動（美術館提供

ティーチャーズ・セッション  

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

民出身の教師ですら、博物館に来たことがなかったり、その存在すら知らない人が意外に多い

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会

はロンドン博物館の分館

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

がりや先述の RCO を通して集めたという。

巻末資料（観察 2）を参照していただくとし、ここでは全体を

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

アウトリーチ活動（美術館提供

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

なかったり、その存在すら知らない人が意外に多い

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会

館ドックランズ

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

を通して集めたという。

を参照していただくとし、ここでは全体を

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

アウトリーチ活動（美術館提供

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

なかったり、その存在すら知らない人が意外に多い

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会

ドックランズ。集まったのは、イスラム

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全

を通して集めたという。 

を参照していただくとし、ここでは全体を

の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

 
アウトリーチ活動（美術館提供） 

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

たちに博物館に親しんでもらう事、将来的に生徒たちの社会活動のひとつとして博物館利用の

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

なかったり、その存在すら知らない人が意外に多い

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

ニング・セッションが本調査の 中に実施されたので、観察する機会を得

。集まったのは、イスラム

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

スチャンの学校、ブラジル系の学校、インド・パキスタン系の学校の教師たち全１１名である。

を参照していただくとし、ここでは全体を
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の考えに陰を落としている。そのような状況を改善し、人々の認識を変えるためにも、アウト

ロンドン博物館のセカンダリースクール・マネージャーが担当する重要な仕事として、ティ

ーチャーズ・トレーニング・セッションがある。その目的は、まず移民コミュニティーの教師

利用の

もらう事、そして、実際に生徒たちを博物館に引率する機会があった時に自信

をもって独自のプログラムを作ってもらう事にある。マネージャーのタイラー氏によると、移

なかったり、その存在すら知らない人が意外に多い

この事業も赴任したばかりのタイラー氏の新しい取り組みなのだが、その第一回のティーチ

を得るこ

。集まったのは、イスラム

系の学校、北アフリカ・アラブ語の学校、カリブ海諸国の出身者の多いコミュニティーのクリ

名である。

を参照していただくとし、ここでは全体を
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1.参加者のうち、以前ドックランズに来た人は一人もいなかった。 

2.特別室でのイントロダクションで、各自、「現時点での博物館にいることの居心地の    

具合」を数字にして表した。セッションの終了後にも同様の質問がなされ、すべて    

の参加者の数字が上がった。 

3.同じく、イントロダクションで、参加者各自が、このセッションで「期待」している

事、「心配事」などを、ポストイットに記入し、それを全員で共有した。 

4.今回は「デザイン」というテーマがあることを確認し、「デザイン」についてのブレ

ーンストーミングを行った。そこでは、日常にある身近な「デザイン」に焦点があて

られ、デザインを生む背景にあるさまざまな能力・スキル・工夫を話し合った。 

5.展示室においてのセッションでは、教師が生徒の役割を担い、館のスタッフがファシ

リテートした。そこではモノや建築物のデザインが生まれた背景を説明するのではな

く、基本的に参加者が問題解決のために考えるような工夫がなされていた（洞察を促

す簡単な小道具を使ったり、自分たちの身体を使ったりなど）。 

6.実際に生徒たちを引率してきた場合に、展示室の空間をどう使えるか、展示物を使っ 

て子供たちが楽しく学ぶ工夫について、展示室の中で話し合った。 

7.ドックランズはロンドンの地域文化史の博物館なので、それぞれの民族文化とのつな

がりを探すのは簡単ではない。しかし、例えば「貿易」のコーナーでは、さまざまな

国の名前やそことつながりがあったことをトピックにできる。あるいは、「水夫のス

トリート」では、たくさんの外国人が働いていた歴史を理解できる。多文化社会とし

てのロンドンを、「モノ」を通して学ぶという意味で重要であることを確認した。     

8.博物館のスタッフたちは、床に座って作業をしてもよいとか、ここで絵を描いても

 いなどと助言し、教師が持っているだろう「博物館は静かにお行儀よく見学しな

 てはいけない所」という固定概念を覆そうとする様子が伺えた。 

9.セッションの 後に再び特別室に戻り、学校が博物館を利用する際のガイド冊子が渡

された。そこには例えば、学齢別の学習教材の種類、来館前に学校でするとよい事、 

 博物館利用時の「Please do」と「Please not do」、団体バスの駐車に関すること、 

 ランチの場所、お祈りの場所などが明記されている。（別添資料 V） 

10. 後に、参加者全員で実際に生徒を引率した場合にどんなことが心配かを具体的に

話し合った。 

11．「期待にあったか」「もっとも興味深かった事」「もっとも興味をもてなかった事」「改

善点」を、それぞれがポストイットに書き出した。－後に博物館側の評価となる。  

12.無料のランチが提供された。 
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 セカンダリースクール側は、子供たちの学べる機会、しかも学校が無料で利用できる機会を

探しており、博物館への見学活動は学校側のニーズにも合う。しかしながら、すでに述べたよ

うに、多くのセカンダリースクールの教師たちは、博物館自体の存在を知らなければ、まして

や博物館がそういうサービスを提供している事を知らない場合が多いため、広報という意味で

もこのティーチャーズ・トレーニング・セッションは重要な活動である。また、ミュージアム

が限られた人材や資金で運営している中で、移民の学校の教師たちに博物館の活用方法を広め

る事、そのスキルを伝授する事は、ミュージアム側にとっても効率のよい活動だといえよう。 
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4.3.4. 館内ワークショップ  
＜特定コミュニティー向けの内容：ロンドン博物館＞ 

 ロンドン博物館における館内のワークショップについては、特定のコミュニティー（出身地

が同じ）のセカンダリースクールに特化する場合もあれば、さまざまな文化的背景をもつ移民

全体を対象にすることもある。 

前者の特定コミュニティーに向けての活動では、セカンダリースクールの先生と事前によく

話し合う事が重要である。また、そのコミュニティーと関連のあるモノが博物館（展示されて

いなくても、収蔵庫にあれば）で見つかれば、なるべくそれを使うように工夫する。だが、大

都市の地域博物館として規模の大きいロンドン博物館といえども、意外に移民に関わるモノを

見つけるのは困難だという。そもそもロンドンに関わるモノがコレクションの中心である上、

従来のコレクション収集方針において移民生活史が重要視されてこなかったことが起因してい

る。だからこそ、先述のように、企画展示の準備段階などを通して、移民に関わるモノ（オー

ラルヒストリーを含め）を、近年になって集め始めたわけだ。 

 

 話を戻せば、関連のモノがない場合は、インターネット上の写真や映像から探したり、学校

側からもってもらったりと、工夫をしているという。報告者は、このロンドン博物館の分館に

おける活動を観察する許可を得たので、その具体的な内容等について次に述べる。 

 

＜館内ワークショップ観察：ロンドン博物館分館ドックランズ＞ 

 報告者が観察したのは、ドックランズにおけるイランのセカンダリースクール向けのワーク

ショップ（ランチを含む４時間）だった。参加したのは、6-18 歳の 16 人の生徒たちと、２人の

保護者、１人の教師。ファシリテートしたのは、ロンドン博物館のコミュニティーマネージャ

ーとフリーランスのアーティスト。このワークショップは、全４回にわたるワークショップの

１回目である。 

 

 テーマは「ロンドンをデザインする」で、ものづくりのデザインやエンジニアの基本的な考

え方を学ぶ事にある。ワークショップはまず博物館に慣れ親しむ事から始まって、 終的には、

自分たちで家族向けのアクティビティーを作って、３月のファミリーフェスティバルで来館者

に参加してもらうという目標がある。その詳細は、巻末資料（観察 4）をみていただきたい。こ

こでは、そのワークショップにおいて、注目すべき点を列記する。 
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1. ワークショップの流れは、①特別室でのイントロダクション→②常設展示室での 

 ワークショップ→③特別室でのまとめという流れ。 ②に 2/3 の時間をかけた。 

2. 子供たちが見る展示物は、イランと関わりのあるモノはなかった。しかし、港での仕 

 事に使う典型的なモノ―世界に共通する一般的なデザイン（例：橋やトンネルのデザ 

 イン、物の運搬に使う道具、19 世紀の水夫の街の様子など）。 

3. イントロダクションでは、博物館の実物に触れ、ハンドリング・セッションを行った。 

4. だれがファシリテーターになっても、決して「解説型」ではなく、子供たちに考えさ 

 せようとした。 

5. 描く、体を動かす、アニメーションをつくる、グループで話し合うなど、子供たちが 

 主体的に参加できるよう工夫された。 

6. まとめでは、参加者各自が「楽しかった事」「楽しくなかった事」のメモを残した。 

  それは、子供たち自身の今日の振り返りだけではなく、博物館側のフィードバック 

 にするためである。 

7. 今後のスケジュールを確認し、ファミリーフェスティバルに向けて、このグループで 

 何を作るかについて、ブレーンストーミングから、子供たち主体で物事を決めさせた。 

 （博物館側のお膳立てはほとんどない）。 

8. 無料のランチが用意され、参加者は「歓迎を受けている」という印象を持った。 

 

 この内容からは、相手が移民の子供たちであっても、一般的な学校向けのワークショップと

同じような内容にみてとれるが、より細かく配慮された事が２点ある。ひとつは、博物館とい

う施設に慣れていない子供たちに、まずは「居心地がよい」と感じてもらえるような工夫が随

所にある事。もうひとつは、子供たちが博物館での活動に主体的に関われるように仕向けてい

る事だ。その重要性は、一緒に参加した親も次のように評価した。 

 

「こういうふうに子供たちが主役になっているのはいいですね。そうやって、博物館が自 

分たちのものだって感じますからね。昔はこんな博物館はなかったですよ。」 

 



 

 

＜クロスカルチャーな内容：ロンドン博物館＞

 さま

は、分館

タイラー氏が役職についてから、まだ一度しか試みていない

ャーなテーマをもって、地域住民の家族を招いて実施される。

 全ての人に開かれたイベントとはいえ、他の活動やネットワークを利用して呼びかけ、積極

的に移民コミュニティーを招いている。例えば、

クショップは

昨年行われた第一回の

実施が計画されている

持つ方が、企画をまとめ

 また、すべての民族文化に共通するテーマを決める事が重要で、それによって、文化の共通

性や違いを理解することができる。イベント自身がまさに多文化共生的な方針を

は、参加者である地域住民たちにも評価を

 

 

写真

＜クロスカルチャーな内容：ロンドン博物館＞

さまざまな移民コミュニティーを招いて、博物館の館内で実施されるイベン

は、分館であるロンドン博物館分館

タイラー氏が役職についてから、まだ一度しか試みていない

ャーなテーマをもって、地域住民の家族を招いて実施される。

全ての人に開かれたイベントとはいえ、他の活動やネットワークを利用して呼びかけ、積極

的に移民コミュニティーを招いている。例えば、

クショップはこの

昨年行われた第一回の

実施が計画されている

持つ方が、企画をまとめ

また、すべての民族文化に共通するテーマを決める事が重要で、それによって、文化の共通

性や違いを理解することができる。イベント自身がまさに多文化共生的な方針を

は、参加者である地域住民たちにも評価を

「どの民族にも繋がるような、クロスカルチャーなテーマにします。そこで、同じテーマ

でもさま

ういうレインボーな文化をみることはすばらしい」と評価してくれ

らは、自分たちの文化をみたいと思っている。でも、その一方で、地球上では、

文化が交流していることをみたいと

葉でした。多文化共生の社会にとっては、この視点はとても重要だと思います

（巻末資料：インタビュー

写真 11 ロンドン博物館

＜クロスカルチャーな内容：ロンドン博物館＞

な移民コミュニティーを招いて、博物館の館内で実施されるイベン

ロンドン博物館分館

タイラー氏が役職についてから、まだ一度しか試みていない

ャーなテーマをもって、地域住民の家族を招いて実施される。

全ての人に開かれたイベントとはいえ、他の活動やネットワークを利用して呼びかけ、積極

的に移民コミュニティーを招いている。例えば、

このファミリーフ

昨年行われた第一回のフェ

実施が計画されているフェスティバルでは、「デザイン」がテーマになる。このようなテーマを

持つ方が、企画をまとめやすく、参加者もアクセスしやすい。

また、すべての民族文化に共通するテーマを決める事が重要で、それによって、文化の共通

性や違いを理解することができる。イベント自身がまさに多文化共生的な方針を

は、参加者である地域住民たちにも評価を

どの民族にも繋がるような、クロスカルチャーなテーマにします。そこで、同じテーマ

さまざまな文化のスタイルがあることを学び

ういうレインボーな文化をみることはすばらしい」と評価してくれ

らは、自分たちの文化をみたいと思っている。でも、その一方で、地球上では、

文化が交流していることをみたいと

葉でした。多文化共生の社会にとっては、この視点はとても重要だと思います

（巻末資料：インタビュー

ロンドン博物館分館

＜クロスカルチャーな内容：ロンドン博物館＞

な移民コミュニティーを招いて、博物館の館内で実施されるイベン

ロンドン博物館分館ドックランズでの「ファミリー

タイラー氏が役職についてから、まだ一度しか試みていない

ャーなテーマをもって、地域住民の家族を招いて実施される。

全ての人に開かれたイベントとはいえ、他の活動やネットワークを利用して呼びかけ、積極

的に移民コミュニティーを招いている。例えば、

ファミリーフェスティバルと関連

ェスティバルでは、「音楽」がテーマとなった。また、

スティバルでは、「デザイン」がテーマになる。このようなテーマを

やすく、参加者もアクセスしやすい。

また、すべての民族文化に共通するテーマを決める事が重要で、それによって、文化の共通

性や違いを理解することができる。イベント自身がまさに多文化共生的な方針を

は、参加者である地域住民たちにも評価を

どの民族にも繋がるような、クロスカルチャーなテーマにします。そこで、同じテーマ

な文化のスタイルがあることを学び

ういうレインボーな文化をみることはすばらしい」と評価してくれ

らは、自分たちの文化をみたいと思っている。でも、その一方で、地球上では、

文化が交流していることをみたいと

葉でした。多文化共生の社会にとっては、この視点はとても重要だと思います

（巻末資料：インタビュー2） 

分館ドックランズ

＜クロスカルチャーな内容：ロンドン博物館＞ 

な移民コミュニティーを招いて、博物館の館内で実施されるイベン

ドックランズでの「ファミリー

タイラー氏が役職についてから、まだ一度しか試みていない

ャーなテーマをもって、地域住民の家族を招いて実施される。

全ての人に開かれたイベントとはいえ、他の活動やネットワークを利用して呼びかけ、積極

的に移民コミュニティーを招いている。例えば、先述の

スティバルと関連付

スティバルでは、「音楽」がテーマとなった。また、

スティバルでは、「デザイン」がテーマになる。このようなテーマを

やすく、参加者もアクセスしやすい。
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 タイラー氏の言葉からも、自ら伝統的な文化とのつながりから形成されるアイデンティティ

ーと、多文化社会ロンドンに生きる一員としてのアイデンティティーがバランスよく、各自の

なかで作られる事の重要性が理解されよう。そのバランスよい開かれたアイデンティティーを

つくるために、ミュージアムは大きな役割を果たすことが可能なのだ。 

 

＜美術館でのワークショップ：ホワイトチャペル美術館＞ 

 ホワイトチャペル美術館では、館内で開催されている美術展をテーマとして、コミュニティ

ー・ワークショップを実施している。ひとつの展示期間（約 3-4 か月）において、5−6 のワーク

ショップを実施する。対象は、地域に住むこれまで美術館に来た事のない人々だ。HP やリーフ

レットでの公募や口コミ、地域の図書館などの施設からの申し込みなどを通して人が集まる。

基本的にだれでも入れるが、地域の住人で美術館に来た事が無い人々が優先されるため、結果

的には移民の背景をもった人々が多い。換言すれば、対象にははっきりした移民コミュニティ

ーの限定があるわけではない。このことについては、後で詳しく検証したい。 

 

 ホワイトチャペル美術館における移民向けのワークショップがロンドン博物館と違う点は４

点ある。1）基本的に子供向けではない事、2）アーティスト主導である事、3）特定のコミュニ

ティー向けではなく、ローカルの住民向けになっている事、4)内容がより自由度が高く、柔軟

である事だ。 

 

 1）と 2）については、館の種類や構成の違いに因るところが大きい。まず、ロンドン博物館

が地域史博物館であり、学校向けのサービスを館全体で取り組んでいる23のに対して、ホワイト

チャペル美術館は現代美術を主として展示する。館内部のスタッフ構成も大きく異なる。ロン

ドン博物館は現在のところ、移民コミュニティーに関わるスタッフは、セカンダリースクール

のプロジェクトマネージャーとファミリーフェスティバルの担当者だけである。必然的に移民

コミュニティーと関わるのは、子供を通してという事になる。それに対して、ホワイトチャペ

ル美術館は、一人ではあるがコミュニティー・プログラム・キュレーターというポストがあり、

彼女が外部のフリーランスのアーティストなどと協力しながらプロジェクトを企画運営してい

る。 

 そのキュレーターは教育部門に属しているが、その部門にはほかに学校担当やファミリー担

当のキュレーターがいて、時に協力しながらも、基本的には独立して仕事をすすめている。 

人事については、ワークショップのファシリテーターが館内のスタッフというよりはフリー

                                            
23 館の基本方針を参照 
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ランスのアーティストが担っている事も注目に値する。ワークショップを作る時に、アーティ

ストがどれくらいコミットするのかという点について、美術館側がするのは、広告を打つとか、

参加者と連絡を取るとか、会場を準備するなどの事務的作業で、ワークショップの内容はアー

ティスト主導だという。その理由について、コミュニティー・プログラム・キュレーターは次

のように答えた。 

 

「わたしたちがお願いするアーティストたちは、普通思いつきもしないようなアイデアを

出してくれます。そして、アーティストたちもこの経験から触発されて、これまでにな

いようなアイデアや見方を得る事ができるといってくれます。彼らのアート活動にも非

常にプラスになっている。（中略）ワークショップでは、ほとんどをアーティストに任

せます。アーティストを選ぶのはわたしたちですけれど、ワークショップの内容を決め

たり、実施するのはアーティストたちです。わたしたちは、基本的にアドミニストレー

ションをするだけです。その方がいい。（中略）その方がより独創的でイノベーティブ

でダイナミックな結果が期待できる。」（巻末資料：インタビュー5） 

 

 先端のアートを紹介する美術館ならではの考え方だろう。アーティストに任せるといいつ

つ、彼女は、「その一方で、アーティストと常にディスカッションを絶やさない事も気を付けて

います。もちろん、コミュニティーのメンバーとも。」と付け加えた。 

 特徴のひとつは、対象を特定のコミュニティーに限らず、開かれた状況にしている事にある

が、実際に民族的な背景だけではなく、年齢層も、英語のレベルも幅広い。コミュニティープ

ロジェクトに深く関わるアーティスト、デーヴィス氏は、美術館がワークショップの告知をし

て、実際にどんな人々が集まってくるか直前までわからないという。対象の幅の広さや相手が

事前に把握できない事は、企画運営する上でさまざまな困難を生むに違いない。同様に、展示

されている作品についても、意図的に 小限の知識しか持たないともいう。アーティストは、

こうした状況がむしろプラスになっていると語り、その理由について、彼女が過去に参加した

プロジェクトの影響を交えながら、次のように説明した。 

 

「展覧会の内容については、 小限の情報しかもちません。何か知識を伝えるよりも、コ 

ミュニケーションを大事にしています。こういうアプローチの仕方は、過去に関わった

プログラムから影響を受けました。何年か前に、イギリス南部のケントに「ターナー・

コンテンポラリー」という新しい美術館ができました。オープンしてすぐの頃に、若者

向けのプログラムがあって、その時にとある哲学者と出会いました。その哲学者のアプ

ローチから、美術史的な知識を一方的に伝えるのではなく、作品に出会いながら活発な
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会話を生み出す事の重要さを教わったのです。その会話を通して、関わる人々がより自

分に自信を持ったり、ポジティヴに考えられるようになる。それは、わたしにとっても

重要な経験でした。ホワイトチャペルでも、そのアプローチを大事にしています。だか

ら、あまり準備をしません。その代わりにその時に参加した人々から出てきた話によっ

て、みんなの間の会話がより活発になるようにしています。その意味でも、参加者グル

ープが多様な人々から成っている事は、むしろプラスです。この事は、対話の媒介が美

術作品であることにもあると思います。美術作品はたとえそれがどんなにパーソナルな

背景から生まれたとしても、みんながそこからの会話を共有できる。ワークショップに

参加した人々が、独自のパーソナルな記憶をたぐり寄せる事ができます。美術史的な知

識や作品の専門的な解説を一方的にするのではなくて、作品を媒介にして、参加者ひと

りひとりが自分自身のパーソナルな経験を語り合える場にしたいと思っています。」 

（巻末資料：インタビュー6） 

 

 デーヴィス氏の発言から、第４の特徴であるワークショップの内容を自由度が高く、柔軟な

ものにしている基本的な考え方が根底にあることがわかる。参加する人々がどんな人々か直前

までわからない事ももちろん要因のひとつだ。たとえ同じ展覧会をみても、展示作品にインス

パイアーされてつくられるワークショップは、型にはまったものではない。その時に集まった

グループによって内容が異なってくるし、ワークショップの流れでも変化してくる。 

 

 2014 年に、ハンナ・ヘヒ Hanna Höch（1889-1978）24というドイツ女性の展覧会が催された

時のワークショップを例にしよう。基本的な流れは、まず美術館に招かれ、展示室でまず作品

を自由に鑑賞し、お互いの感想を述べ合う。それから美術館の別の部屋に集まって、さらに話

がすすみ、そこからどんなものをつくってみるか、どんな活動をするかが決まってくる。共通

するのは、ヘヒの作品に影響を受けて、自分たちのパーソナルな経験や記憶について話し合う

ことだ。時には、バングラデシュの村の風景だったり、出身国の政治社会の状況に話が進んだ

り、色と感情のつながりについて話したり、その時にどんな人々が参加し、どんなふうに言葉

が繋がっていくかによる。語り合った後は、一緒に写真を取り合ったり、絵を描いたり、コラ

ージュ作品を作ったり、町に何かを探しに出かけたり、その時の状況に応じてワークショップ

が展開する。 

 きちんと計画され準備されたワークショップがあるわけではなく、あくまでも参加者が主体

であり、デーヴィス氏が言うように、美術館が、作品からインスピレーションを受けて、「参加

                                            
24 戦前から戦後にかけてダダイストとして活躍したドイツ女性。フォトモンタージュで有名。 
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5．おわりに 

 本調査ではロンドンの二つのミュージアムにおける多文化共生の取り組みを展示における文

化表象と展示外におけるプロジェクトの側面から、それぞれの活動内容や評価を検証してきた。

この超多文化都市では、他にも多くのミュージアムが調査対象と似たような活動を実践してい

るのは言うまでもない。例えば、特定の地区をテーマとするハックリー博物館（東ロンドン）、

クロイドン博物館（南ロンドン）、あるいはホワイトチャペル美術館と同様に南ロンドンの貧困

層に向けて活動を続けているサウス・ロンドン・ギャラリーや北ロンドンのザ・ショールーム

など中小規模のミュージアムだけではなく、大英博物館やヴィクトリア＆アルバート美術館、

テートモダンなどの大型館もそれぞれの使命、コレクション、背景に応じてさまざまな活動を

継続している。 

 

 英国やヨーロッパ全体に目を移せば、どの大都市のミュージアムにとっても、多文化共生は

大きな課題だ。特に、本調査対象と同じようなシティー・ミュージアムや現代美術の美術館は

積極的な取り組みがみられる。前者は従来のような土地の歴史や文化遺産を語るだけではなく、

現代のコスモポリタンとしての都市の様子や人々の多様な生活を描こうとしているし、後者で

は、美術館が位置する立地条件も重要だが、「美術」そのものの西洋至上主義的な枠組みを外し

て、非西洋のアーティストも含めた新しいアートを紹介しようとする美術館ならではのチャレ

ンジであろう。地域性や館の種類の違いはありながら、収集・展示は言うに及ばず、イベント・

ワークショップの開催、あるいはミュージアムの根本的な方向性という、さまざまなレベルで

グローバル社会に向き合っている。 

 

 博物館と美術館では、コレクションの対象も機能も異なるので、比較する事自体にさほど意

味はない。だが、本調査の対象である二つのミュージアムに限ってみるならば、ロンドン博物

館の特徴は、地域の移民の学校向けのプロジェクトを実施し、そこを糸口にコミュニティー全

体に働きかけていること。それに対して、美術館側は特定のコミュニティーを対象としてはお

らず、展示されたモノがたとえ民族文化との繋がりがなくても、アートそのものが滞在的に持

つ表現の力を通して、他者や自己について考えるきっかけを提供している。しかしながら、運

営側の基本姿勢として両者に共通する注目すべき点は、1）コミュニティーが受け手ではなく、

主体となるような参加型の取り組みを目指している事、2）人々のパーソナルな経験と結びつけ

る事、3）複層的で流動的で開かれたアイデンティティーの構築を促す事、の３点にまとめられ

よう。 
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 調査でインタビューに協力してくれた人々は、誰もが口を揃えて、取り組みの結果が出るの

は時間がかかると警告した。確かに、本報告の第１章でみたように、来館者数としては移民背

景の人々の数が増えているわけではない。だが、展覧会やイベントでのフィードバックを見れ

ば、たくさんの移民の背景を持もつ人々が足を運び、参加した人たちの大多数からは、移民や

彼らの貢献について深く理解したとか、社会の多様性を前向きに捉えたなど、ポジティヴな評

価があがった。また、移民の人々からも自尊心を高められたとか、複合的なアイデンティティ

ーを持つことができたなど、好意的なフィードバックが見られた。ミュージアムの取り組みが

よりよい社会づくりの役に立ったかを、客観的に数値で測る事はできまい。むしろ、時間をか

けて信頼関係を築き、そのような質のある経験を提供していく、その継続的な努力こそが求め

られているのだろう。多文化社会におけるミュージアムの存在意義は、そこに生きる人々が、「私

はどこから来たのか」ではなく、「わたしは誰であるのか」、「どこへ向かおうとしているのか」、

という根源的な問いに対して、広い視野から考えるきっかけ、その問いについて「他者」と共

有できる機会を提供できる事にあるのではないだろうか。 
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インタビュー 1 

インタビュー相手：Frazer Swift フレイザー・スウィフト氏（FS／ロンドン博物館ラーニング部門部長）   

（前置き） 一連のインタビューの 初はスウィフト氏。彼に出会う前、メールで「コミュニティー・オ

フィサーかマネージャーとインタビューしたいという旨を伝えてある。その返答として、「今はそのような

ポストはないので、このミュージアムがどれほど役に立つかわからない」という返事があった。 

 

Q ：年末のお忙しい時にお時間をいただき、大変ありがとうございました。 

FS：いえ、喜んでお話したいと思います。ただ心配なのは、先にお送りしたメールに書いたように、この

ミュージアムは以前と比べて、移民のコミュニティーに対する活動として、近年は、それほど活発な

動きをしていないのです。だから、どれほどお役に立てていただけるか。まずはその現状を理解して

もらうために、人事の構造など博物館が近年どう変わってきたか説明させてください。 

   2000 年の始めには、私のいるラーニング部門のなかに、移民コミュニティーのエンゲージメントに

関わる仕事をしていたフルタイムのスタッフが三人いました。二人のコミュニケーション・コラボレ

ーターとかオフィサーとかいう役職名でした。ポジションの名称はコロコロ変わるので、はっきりし

た名称は覚えていないのですが。その人たちは、移民の展示ストーリーを考えたり、プログラムを考

えたりする人たちです。もう一人が、インクルージョン・オフィサーで、不就労者や刑務所の囚人な

ど、社会的に不利な立場にある人たちを取り組むプログラムを作ったり、実践したりしていました。

2007 年前後には、彼らはラーニング部門からプログラム部門に移動しました。その当時、ラーニング

部門は博物館全体から切り離されたような存在で、彼らのような仕事は、もっと展示をつくる側に関

わる方が適切だと、当時のミュージアムが考えたからです。ところが、2013 年、館長が変わりまして、

新しい館長はミュージアムが置かれている経済的な状況を徹底的に見直しました。そして、スタッフ

の給料にコストがかかりすぎていると分析したのです。同時に、今後のミュージアムの主な対策を５

本の柱にしました。1）もっと多くの人々に博物館のメッセージが届く事2）もっと世に知られる事 3）

思考を広げる事 4）多くの学校生徒が楽しむ事 5）自分たちの足で立つこと、つまり、簡単に言え

ば運営資金を自分たちで稼ぐという事です。まとめて平たく言えば、ミュージアムの根幹の仕事にフ

ォーカスすべきだと。そして、これまでかかわってきた移民コミュニティーと関わる仕事は、この対

策の重要な要素ではないと結論されて、優先順位から外されたのです。それが現在の状況で、その結

果、移民コミュニティーのエンゲージメントに直接関わるようなポジションは、今の博物館にないと

いうわけです。 

Q : 直接的ではないにしろ、移民コミュニティーの人々と触れるようなお仕事はあるのでしょうか？ 

FS：ラーニング部門として、過去の仕事を受け継いでいるのは、唯一、サプルメンタリースクールと仕事

をしているマネージャーでしょうか。サプルメンタリースクールには、たくさんの移民のコミュニテ

ィーの学校がありますから。でも、この役職も新しくつくられたものです。あなたにその担当者のエ
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マ・タイラーをご紹介しましょう。彼女に直接インタビューするといいでしょう。 

Q ：ぜひお願いします。ところで、お会いする前に文献を調べていて、ロンドン博物館の 近の活動で、

「ボランティア・インクルージョン・プログラム」というのがあって、いわゆる社会的に低層にある

人々をボランティアーとして引き入れて、彼らの社会的な貢献をサポートしているというレポートを

読んだのですが、そのボランティアメンバーの中に、移民の人々が含まれているのではと思ったので

すが。 

FS：ああ、それは、考古学部門がしきっている活動です。確かに活発で、社会的な評価を得てはいますが、

移民や難民のコミュニティーとはあまり関係ないですね。 

Q ：東ロンドンのドックランドに、ロンドン博物館の分館がありますね。そちらはいかがでしょうか？ 

FS：ドックランズは、確かに、移民の多い立地条件のなかにあります。特に、黒人のコミュニティーがた

くさんある。昔は、そこに移民史と関わるキュレーターがいて、「砂糖と奴隷」というテーマの展示を

つくりました。でも、現在はドックランドの分館にはそういう人がいません。分館での仕事も、本館

の方のスタッフで回しているのが現状です。でも、そこではファミリーフェスティバルという催しを

定期的にしていて、それを担当するスタッフがいます。よくエマと一緒に仕事をしています。 

Q ：なるほど、館内人事については、厳しい状況なのですね。それでは運営資金の方はいかがでしょうか？ 

どこか、プライベートのスポンサーがあるとか？ 

FS：いいえ、うちの館は公的なファンドですべてまわしています。プライベートの資金はほとんどありま

せん。公の助成金で賄われているのは、主にスタッフコストです。十年前にいた三人のスタッフのう

ちの二人の給料は、ヘリテージ・ロッタリー基金からでていました。一人の給料はアーツカウンシル

のサポートです。先ほどご紹介したエマ・タイラー、現在活躍してくれている彼女の給料も、アーツ

カウンシルから出ています。博物館が雇ったフルタイムのスタッフではないのです。セカンダリース

クール向けの具体的な活動を知るには、エマに聞くといいでしょう。そして、過去の活動を知るには、

現在、プログラム部門にいるアネット・デイにインタビューするのが一番です。彼女は、今は一般の

展示をつくるキュレーターで、移民コミュニティーとは直接的に関わっていませんが。 

Q ：それは、大変ありがたいです。ぜひ、お二人をご紹介下さい。それと、数年前にリニューアル・オー

プンした常設展示の「モダン・ロンドン」のコーナーには、ロンドンの多文化共生の様子が展示され

ています。その展示をつくったキュレーターがいたらご紹介願いたいのですが。 

FS：残念ながら、現代を扱うキュレーターは、この年末にミュージアムを出てしまうのですよ。ちょっと

タイミングが悪いですね。その代わりでもないけれど、あの全体の展示を振り返った評価レポートが

ありますので、それをお送りしましょう。また、数年前になりますが、移民の問題を扱った重要な特

別展示「Belonging」についても、評価レポートがあるので、お送りします。 

Q ：それは大変ありがとうございます。年末年始でお忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いい

たします。 
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インタビュー 2 

インタビュー相手：Emma Tayler エマ・タイラー氏 

（ET／ロンドン博物館サプルメンタリースクール・プログラムマネージャー） 

Q : まず、どんな役職についておられるか教えていただけますか？ 

ET：サプルメンタリースクール・プログラム・マネージャーです。私は、ロンドン博物館にこの役職に赴

いて、まだ８ヶ月です。実は、このポストは私が 初なのです。ここの館長が替わって、財政的な見

直しがあり、館内の人事構造も変化したのですが、その事は、ボスであるフレイザーがもうお話しま

したね。 

Q ：はい、伺いました。その新しいポストで、どんなお仕事をなさっているか、具体的に教えていただけ

ますか。その前にサプルメンタリースクールとはいったい何かをお話していただいた方がよいですね。 

ET：サプルメンタリースクールは、通常の義務教育の学校とは異なる組織で、その義務教育では充分に学

習しきれない生徒たちのために開かれた学校で、多くの場合、ボランティアーによって運営されてい

ます。学校がお休みの週末に子供たちに特別の教育をしています。そこには、たくさんの移民コミュ

ニティーの子供たちのための学校があります。出身国や民族毎のコミュニティーといってもいいかも

しれません。規模や内容は学校によって違いますが、コミュニティーに密着した学校で、決まったカ

リキュラムがあるわけではありません。先生たちも普段は他の仕事を持ちながら、ボランティアーで

子供たちを教えているのです。 

Q ：自分たちが自分たちのためにつくりあげたシステムなのですね。では、ロンドン博物館は、その学校

のためにどんな目的をもって、どんなプログラムをつくっているのでしょう？ 

ET：根本にある目的は、サプルメンタリースクールの生徒たちはもちろん、その先生にも、子供たちの家

族にも、ミュージアムを知ってもらう事、楽しんでもらう事、そして、ミュージアムやコレクション

のオーナーシップを学びとってもらう事です。 

Q ：オーナーシップというのは、日本ではなかなか馴染みのない言葉ですが、ミュージアムは自分たちの

ものである、ミュージアムのコレクションも自分たちのものだという意識を育てようとするのは、欧

米のミュージアムの根本的な姿勢ですね。それを移民の人たちにも共有してもらうという事。 

ET：そのとおりです。ミュージアムは全ての市民のためにありますから。まだ、ここでの仕事がはじまっ

て８ヶ月ですので、できていることはそれほどないのですが、現時点でサプルメンタリースクールと

一緒にしていることは、基本的に四つあります。一つは、アドバイザリーグループという組織をつく

って、定期的にミーティングを行う事。今、１４人のサプルメンタリースクールの先生たちやコミュ

ニティーの代表に集まってもらって、彼らのコミュニティーがどんなことを望んでいるのか、どんな

ことがミュージアムとしてできるのか、どんなイベントがあったらよいのかを聞いたり、議論して、

次の展開を探っています。３ヶ月に一度開かれるのですが、次は、１月末ですので、夕記さん（報告
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者）もどうぞ様子を観にいらしてください。ここでは、私たちの仕事のアイデアをもらっています。

また、コミュニティーとの関係づくり、ネットワークづくりにとても重要な要でもあります。 

Q ：ありがとうございます。ぜひ、参加させてください。他にはどんなことをしていますか？ 

ET：二つ目には、ティチャーズ・トレーニング・セッションというのをしています。それは、セカンダリ

ースクールの先生たちに声をかけて、まず、先生たちにミュージアムに慣れ親しんでもらうというも

のです。移民のコミュニティーでは、先生ですら、ロンドン博物館に来たことがなかったり、名前す

ら知らない人たちがたくさんいます。だから、まずは、ミュージアムのことを知っていただこうと。

そして、このミュージアムが学校でどんなふうに利用できるのか考えるきっかけをつくってもらう。

あるいは、実際に、具体的なモノをもとにして、そこからどのような学びが得られるのかを考えても

らう。そうやって、ミュージアムに親しんでもらうだけではなく、これを利用する事に自信を持って

もらったり、やり方やスキルを身につけてもらうのです。三つ目には、アウトリーチです。来ていた

だくのではなく、こちらからコミュニティーに出かけていく。この３ヶ月の間に、十数回行いました。

この方法はミュージアムのことを知らなかった学校や関心の薄い学校と取り組むには重要なステップ

です。待っていても来てはくれませんから。私たちが、ミュージアムの展示品、それもコミュニティ

ーと関連のあるモノがあれば、それをもって出かけていく。なかには、学校からミュージアムまでい

く交通費を負担できないコミュニティーも少なくありません。小さな事ですが、そういう配慮もコミ

ュニティーとのよい関係性をつくるには重要なのです。ティーチャ―ズセッションでもこのアウトリ

ーチ活動でも、気をつけている事は、学校だけで終わらずに、コミュニティーの家族とつなげていた

だくようにしています。 

Q ：学校で終わらずに、家族とつなげてもらう？どういうことでしょうか。 

ET：学校とアプローチするには、窓口がありますから、比較的簡単です。でも、プライベートな家族とは、

なかなか直接出会うわけにはいきません。だから、学校を通して、各家庭と関係性をつくっていくの

です。家庭はとても大事です。家庭のなかでアイデンティティーは育まれるし、学校は週末だけだけ

れど、家族とは毎日一緒に過ごす訳で。子供たちを通して、大人たちを巻き込むことができます。移

民出身の大人たちは、ミュージアムへ行く習慣がない人が多いので、子供を通して、大人たちにもミ

ュージアムに親しんでもらおうという狙いです。 

Q ：なるほど、私も南アフリカの美術館で、来館者調査を行った事があるのですが、かつてミュージアム

などに足を運んだことのない大人たちが、先に学校見学でミュージアムを知った子供を通して、今度

は子供たちが大人たちを連れてミュージアムを訪れたケースに注目しました。 

ET：一般的に、ミュージアムでの学びにおいて家庭は重要なファクターですね。全体的な活動の話にもど

れば、四つ目に、マイノリティーのコミュニティーを対象にしたさまざまなイベントを行っています。

学校だけではなくて、家庭にもアピールするようなイベントです。それは、特定のコミュニティーに

限定したイベントではなく、多様なクロスカルチャーなイベントです。その時には、テーマをつくり
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ます。例えば、音楽とかデザインとか。どの民族にも繋がるような、クロスカルチャーなテーマにし

ます。そこで、同じテーマでも多様な文化のスタイルがあることを学びます。それに参加した人々が、

「こういうレインボーな文化をみることはすばらしい」と評価してくれました。 

Q ：レインボーな文化をみることを好意的に捉えている。それはすばらしいフィードバックですね。一般

的には、移民の人々は、自分たちの文化に関心を強くもつといわれますけれど。 

ET：その通りです。彼らは、自分たちの文化をみたいと思っている。でも、その一方で、地球上では、多

様な文化が交流していることをみたいと言いました。彼らの言葉は、私にとっても嬉しい言葉でした。

多文化共生の社会にとっては、この視点はとても重要だと思います。 

Q ：なるほど。ところで、そういうレインボー社会を祝福する事が重要である一方で、自分たちの固有の

文化とのつながりを確認することも、ミュージアムの大事な役割だと思うのですが、たとえば特定の

コミュニティーのサプルメンタリースクールが博物館に訪れた時はどのようなことをするのですか？ 

ET : まず、先生と事前によく話合います。そこで、コミュニティーやその文化に関連のあるモノがあるか

探します。展示はもちろん、収蔵庫にも。でも、意外とないことが多いのです。ロンドン博物館ほど

の規模の大きいところでも。私は以前、大英博物館で同じような仕事をしていました。あそこには、

大量の世界の文化資料があるので、問題はなかったのですけれど。なので、収集は今後の課題にもな

ります。1990 年代ぐらいからでしょうか、この博物館も移民の文化に関わりのあるモノを集め始めた

のですが、まだまだ足りません。そもそも、移民の人たちもなるべくモノを持たずにイギリスにくる

ので、そんな事情もあるのです。探してもない場合は、イメージでもいいからコミュニティーに関連

のあるモノを提示します。コミュニティーの方からモノをもってきてもらうこともあります。 

Q ：多文化共生ととりくむには、グローバル社会のミュージアムは、収集ポリシーから考えないといけな

いということですね。ところで、そのような努力をされて、コミュニティーと関係をつくっている、

まさにその途上にあるわけですが、そもそも、コミュニティーのサプルメンタリースクールとは、ど

のように出会うのでしょうか？ 

ET：ふたつのコンビネーションです。一つは、これまで築いてきたところから、紹介してもらったり、口

コミで広げてもらう事。もう一つは、全く新しいコミュニティーとの出会いです。後者については、

イギリスは幸いなことに、すばらしい団体があって、そこを通じて、紹介していただいたり、出会っ

たりしています。それは、National Resource Centre という慈善団体で、イギリスにおける移民のコ

ミュニティーをさまざまなレベルでサポートする団体です。そこのデーターベースからネットワーク

を広めて行くのです。そこでは、全国のサプルメンタリースクールのなかで、すばらしい活動をした

ところに賞をあげたりと、スクール同士がお互いを刺激したり、鼓舞するしかけをつくったりしてい

ます。 

Q ：日本では、1990 年代から本格的な博物館教育が始まって、今やっと定着した感じがあります。しかし、

移民コミュニティーがエンゲージできるようなミュージアムづくりは、まだまだこれからです。エマ
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さんがしていらっしゃるサプルメンタリースクールへの活動は一般の学校向けの教育活動とどんな点

が違いますか？何に配慮してプログラムづくりをしていますか？ 

ET：まず、コミュニティーに耳を傾ける事です。彼らが何を求めているのか知る。例えば、特定のコミュ

ニティーにフォーカスしたなら、博物館側が、彼らによかれとおもって、プログラムの目的や内容を

決めて、それを提供するのではなく、何より前に彼らの生の声を聞く事。そのためには、スケジュー

ルや内容をなるべくフレキシブルにしておきます。一般の学校は、もうしっかりとしたカリキュラム

ができていて、それにのっとって学校運営を進めている。ミュージアムもそれに合わせていきます。

だから、スケジュールや内容をそれに合わせていける。ところが、カリキュラムのないサプルメンタ

リースクールの場合はそんなわけにはいきません。だから、３ヶ月先のスケジュールはつくりません。 

たとえば、イベントをやったら、その後すぐにフィードバックをもらいます。それによって次の展開

を考えて行くのです。だから、フレキシブルにしておく事は非常に大事です。 

Q ：相手であるコミュニティーに耳を傾ける姿勢が大事で、そのためにもフレキシブルであれと。そこか

ら次の質問をさせてください。その意味でも、 初におっしゃったアドバイザリーグループの存在意

味は大きいわけですけれど、そのグループから、エマさんが思いつきもしなかった、新しい気づきを

もらったことはありますか？あるとしたら、どんなことでしょうか。 

ET : たいへんいい質問ですね。ええ、いくつかあります。細かな事も、大きな事も。細かな事は、たとえ

ば、イベントは土曜日にも日曜日にも参加できるようにする事とか。学校によって、週によって、サ

プルメンタリースクールの授業の曜日が異なる。そういうことは現場の先生でないと気がつかない点

でした。大きな事では、イベントで、何か大きなクロスカルチャーなテーマを持った方がよいという

のは、アドバイザリーグループから出てきたアイデアでした。また、学校だけに終わらないで、なる

べく家庭を取り込むようにした方がよい結果をもたらすという意見もコミュニティー側から教えても

らった視点です。だから、このグループは私たちのようなノウハウを蓄積していく仕事をしている者

にとって、大変重要な存在なのです。 

Q ： 後に今後の課題を教えていただけますか？ 

ET：現在の仕事を続けながら、今後は学芸側とも協力して、多文化共生をテーマにした特別展示を作った

り、展示に関わらせたいですね。実は、ひと月前に現代を扱う学芸員が博物館を辞職したばかりで、

新しい学芸員にはまだ出会っていません。その新しい仲間と一緒に何かつくれたらよいと思います。

その時には、先ほどいったような、移民の文化にかかわるモノを収集することも大きな課題になるで

しょう。ご存知かもしれませんが、実は、この博物館は６年後に別の場所に移転することになってい

ます。何か、新しい事が決めにくい中途半端な時かもしれませんが、逆にいえば、博物館全体で、ど

んな博物館をつくりたいかをみんなで考える非常に重要な時です。なので、ある意味チャンスでもあ

ります。多文化社会にますます開かれたミュージアムに、みんなでしていければと思います。 

Q ：現場からの貴重なお話をありがとうございました。 
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インタビュー 3 

インタビュー相手：Annette Day アネット・デイ氏（AD/ロンドン博物館プログラム部門部長） 

 

AD :私は現在、展覧会づくりのプログラム全体を担う部門の部長をしています。私が移民・難民の問題に

直接的に関わったのは、7-8 年前までなので、今日はロンドン博物館の過去の話をさせて下さい。あ

あ、それと 2010 年にオープンした常設展示の「モダン・ロンドン」づくりにも関わりましたので、そ

のお話もいたしましょう。 

Q ：よろしくお願いいたします。デイさんは、ロンドン博物館が移民の問題に取り組み始めた頃からかか

わっておられるのでしょうか？ 

AD：いいえ、私は１４年ここで働いています。この博物館が本格的に取り組み始めたのは、1993−94 年の

特別展示「The Peopling of London」前後からだと思います。その時に、移民に関わる資料を集め始

めたんです。オーラルヒストリーを担当するポストもできました。その後、中国とかユダヤとかベト

ナムなど、個別のコミュニティーをとりあげた展覧会とかイベントが行われましたが、どれも小さい

規模のものです。 

Q ：では、時間が限られているので、デイさんが直接的に関わるようになってからのお話を聞かせていた

だけますか？ 

AD：期間限定の特別展示、「Belonging」展の企画に関わった時からです。それは、移民や難民問題を中心

にした本格的な特別展示でした。前の「The Peopling of London」展は、ロンドンのさまざまなコミ

ュニィティーを個別に扱って、その歴史を振り返る事でしたが、「Belonging」展では、「Family」とか、

「London」とか、「World」などとテーマを決めて、そのテーマの下に、多彩なコミュニティーのスト

ーリーを展開させました。 

Q ：ロンドン博物館独自で、企画から運営までしたのですか？ 

AD：いいえ、それはパートナーシップのプロジェクトでした。ロンドン博物館の他に、London Metropolitan 

University の大学院、それから Evelyn Oldfield Unit という、難民のエージェンシーの組織、そし

て１５の異なるコミュニティーが一緒になった共同プロジェクトです。 

Q ：その１５のコミュニティーとはどのように出会ったのですか？ 

AD：Refugee Community Organisations (RCO)というところから繋げてもらいました。このプロジェクトに

は、内部的に三つの目的がありました。それは、コレクションの構築、展覧会づくり、トレーニング

です。 

Q ：トレーニングですか？  

AD：はい。１５のコミュニティーからフィールドワーカーを募ってもらいました。フィールドワーカーた

ちは、自分たちのコミュニティーからそれぞれ１０前後のオーラルヒストリーを集める事を担います。
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半分は英語で、半分はコミュニティーの言語で。 

Q ：どういった事を聞くのですか？ 何かトレーニングとか何を聞くかという枠組みがあるのですか？ 

AD：基本的には、人々のこれまでの個人的な人生史です。でも、そこに、大学のオーラルヒストリーの専

門家が関わってもらい、相談しながらインタビューの内容を決めて行きました。基本的にはオープン

エンドの自由なインタビューですが、面白かったのは、聞く順番が逆転している事です。まず、 初

にイギリスに到着してから現在までの話を聞く、それから母国での話を聞くのです。なぜそれがよし

とされたのか、かなり前の話なので忘れてしまったのですが。そうやって、160 近くのストーリーが

集まってくる。それから、そこに共通したテーマを選びだしました。「Family」とか「London」とか。 

Q ：なるほど。先にミュージアム側が構成をがっちり決めておくのではなく、コミュニティーのストーリ

ーがまず先にある。 

AD：そのとおり。展示づくりから、移民の人々の話に耳を傾けるという姿勢を大事にしました。そして集

めたストーリーに共通するテーマをみつけ、それが展示の大きな構成になったのです。オーラルヒス

トリーが中心ではありますが、そこには、インタビュー相手の写真を展示する、あるいは彼らに関わ

るパーソナルなモノも展示されました。展覧会のカタログをつくらなかったので、どんな様子か具体

的におみせできないのが残念ですが。 

Q ：展示と平行して、何かイベントとかワークショップなどを開きましたか？ 

AD：はい。主には各コミュニティーの文化的な催しです。例えば、アフリカンダンスの日とか。あるいは、

子供たちや家族向けのイベントとか。 

Q ：何かシンポジウムのような事も？ 

AD：ああ、それはなかったですね。 

Q ：では、「Belonging」展がもたらした効果についてお話いただけますか？ 

AD：まず、何よりも、この展覧会を通して、この博物館にたくさんの移民にかかわる資料が集まった事で

す。もちろんオーラルヒストリーが主ですけれど。モノ（オーラルヒストリーも含め）がなければ、

博物館でストーリーを語る事はできませんから。そして、その事は、このプロジェクトの三大目的の

一つでした。それから、展示を通して、難民に対する理解が深まった事も重要な評価のひとつです。

この展覧会では来館者を対象に評価をしました。その報告書がありますので、そちらをみてください。 

Q ：はい。確かにスウィフトさんから送っていただいています。すぐれた評価をされていますね。そこを

みればわかるのかもしれませんが、デイさんにとって、 も注目すべき反省点を聞かせていただけま

すか？ 

AD: 移民全体のロンドン社会に与える影響について、展示が中立的に語ったのかという事で批判を受けま

した。多文化社会を祝福したり、移民がもたらした貢献を賛美するのはよいけれど、負の部分を語っ

ていなくて、偏りがあるのではないかと。ただ、そういう批判が起こりうる事は、はじめから予想も

ついていました。個人のパーソナルな物語に焦点をあてる、オーラルヒストリーを中心に据えるとい
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うのが展覧会の主旨ですから、そこにははじめから、中立性に対する疑問はあったわけで、それを承

知で、それでもこの展覧会は個人の歴史に光を当てる事に挑戦をしたわけで。 

Q ：確かに、評価報告書を斜め読みすると、来館者の多くも、個人のストーリーにもっとも感銘を受けた

と。それがこの展覧会のよさだと。 

AD：そうなんです。個人のストーリーはパワフルです。大きな歴史よりも、血の通った個人のストーリー

にこそ、人々は心動かされる。確かに、社会への影響について、議論が起こるような展覧会の作り方

もあったのでしょうけれど。移民難民の展示をつくる時の、大きな課題だと思います。さて、そのよ

うな特別展示の積み重ねがあって、コレクションもそれなりに増えてきました。そして、ロンドン博

物館の常設展示の新しい時代の半分が展示替えされる時に、館として移民の歴史を織り込む事になり

ました。2010 年の事です。 

Q ：1700 年以降現代までの展示、まさに常設展示の半分のスペースを変える、あの大掛かりな展示替えに、

デイさんもかかわられたのですね。 

AD：はい。 後の「ワールド・シティー」のセクションのオーラルヒストリーのコーナーだけですけれど。

あそこには、「Belonging」のプロジェクトで集めたオーラルヒストリーもたくさん使いました。 

Q ：常設展示の一角を担当されたという事で、そこでどんな事に気を配られたか、教えていただけますか？ 

AD：何より気をつけたのは、よくあるオーラルヒストリーの展示のように、片隅に閉じられたコーナーの

中で、ヘッドホンを使って体験するような展示ではなくて、もっと開かれた、他の展示と融合されるよ

うな展示にする事でした。展示を見ていただくとわかるように、そこは２面の壁に大きくプロジェクタ

ーを使って移民の人たちひとりひとりに取材したインタビューの映像を常に流しています。音声も、ヘ

ッドホンのような媒体を使いません。そのコーナーに入れば、自然に流れてくるように工夫を施してい

ます。そこには、居心地のよいソファーが置いてあります。そのコーナーは展示構成の隅ではなく、む

しろ中心に位置しています。そういう３Ｄ空間の中で、来館者にゆっくりと鑑賞してもらいたいのです。

そのようにした目的は、展示のなかでオーラルヒストリーを現前させる事が大事だからです。移民の

人々の歴史や現在が、特別で社会全体とかけ離れた経験ではない事。ロンドンの現代史の重要なファブ

リックである事を表象したかった。 

   もうひとつ気をつけたのは、オーラルヒストリーのコーナーでとりあげる個人を、ある特定のコミュ

ニティーの代表として固定させるような扱い方は、避けるように気をつけました。博物館の展示のなか

で語られるストーリーは、ある民族なら民族のステレオタイプをつくってしまいがちです。コミュニテ

ィーひとつのなかにも、たくさんの顔があります。そういう多様性やダイナミズムを重要視しました。 

  思い出すのは、ある難民の経験をもつ、アフリカ系のアーティストの言葉です。彼は、私は難民という

レッテルのついたアーティストではない。ひとりのアーティストとしてみてもらいたい。難民や移民の

人々を語ろうとするときに、そういうセンシティヴな問題を無視してはいけないと思います。 

    そうそう、今、私は仕事上で直接的に難民、移民と関わっていないといいましたが、ひとつ 近関わ
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った展示の仕事があります。同じ、「ワールド・シティー」のなかである展示ケースを新たにしました。 

  2012 年のロンドンオリンピックの展示ケースの隣にあるのですが、それは、イスラムの女性の衣装を

テーマとした展示です。そこでは、展示物である服をなるべくパーソナルなストーリーと結びつけま

した。それまでなら、衣装店で新しく買って、展示するのが、従来のやり方だったのですが、そこで

の展示には実際の女性たちが来ていた服を寄贈してもらいました。いろんな機会に彼女たちが袖を通

した服です。展示にもっと個人の生活や習慣が膨らんで、生き生きとストーリーを語ってくれます。 

Q ：それは面白いですね。服ひとつでも、アプローチの仕方で、展示が生きてくるよい例ですね。展示に

至るまではどんな準備をしたのですか？ 

AD：この展示も、イスラムの若い人たちに企画段階から関わってもらいました。「イスラム教徒は何を着る

か」というプロジェクトをおこして、衣装を通して、衣装そのものよりもロンドンに住んでいる人々

の経験を表象しようとしました。そのプロジェクトに参加した若者たちは、服とアイデンティティー

の関係についてディスカッションしたり、ロンドン博物館の収蔵庫にあるさまざまな衣装のコレクシ

ョンをみて話したり、ホワイトチャペル地区に行ってフィールドワークをしたりしました。そして

後に自分たちが実際に着た衣装を、六つの機会に代表させて、ロンドン博物館側に寄贈してもらった

のです。六つの機会とは、例えば、大学に行く 初の日とか、モスクに行く日とか、仕事に行く時の

服とか・・・。そしてそれが常設展示に反映されたわけです。 

Q ：ロンドンで生活するイスラム系の人々のアイデンティティーを、服を通してパーソナルにみせる展示

というわけですね。さて、今までいろいろと具体的なお話を興味深く伺ってきたのですが、 後に、

日本のミュージアムに、何かアドバイスをいただけないでしょうか。もちろん、イギリスと日本では、

環境も文化的背景も周辺諸国との関係も異なりますが、それを越えて、これまでの 10 年にわたるご経

験から、ご助言いただけると嬉しいです。 

AD：そうですね。まず、適切な人に出会う事。パートナーとなるコミュニティー側の人材あるいはその仲

介となる人について、適切な人です。まず、なによりコミュニティーと強いネットワークを持ってい

る人である事。彼らの文化について幅広く、深い知識を持っている人である事。そんな人と出会う事

が大事だと思います。そして、「ヒューマンストーリー」にフォーカスする事。それについてはもう何

度もお話しましたね。確かに、全体的で中立的な立場も大切だとは思いますが、そういうヒューマン

ストーリーこそが、 もパワフルなメッセージになります。それから、当たり前の事ですが、彼らの

言葉に耳を傾ける事。そして、ミュージアムが、彼らを本当に歓迎していると、彼らに感じてもらえ

るか、それに常に配慮する事です。私たちは、毎日ミュージアムで働く側なので、彼らにバリアーが

ある事を忘れがちです。彼らは母国でそんなに博物館が身近ではないのです。だから、わたしたち博

物館側が思っている以上に、彼らにとって博物館は敷居の高いところです。それに博物館側が気がつ

かなくてはいけません。 後に、時間がかかることを覚悟する事ですね。 

Q ：次の大型企画展の展示づくりでお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。



 70 

インタビュー 4 

インタビュー相手：Smain Bekhti Najah スマイン・ヴァキー・ナジャ氏 

（SB/サプルメンタリースクール校長（アラブ系学校）） 

 

Q : 年初のロンドン博物館のアウトリーチ活動の時に、お会いしましたね。その節はありがとうございま

した。子供たちも活発でしたね。 

SB: こちらこそ、ありがとうございました。子供たちはロンドン博物館の出前授業をとても楽しんでいま

した。ああいう実物に触れる事が大好きですから。それに外からお客さんが来てくれるだけでも、嬉

しい事のようです。 

Q ：あのアウトリーチは１回限りのものなのでしょうか？それとも、近い将来にロンドン博物館に訪問す

る計画をおもちなのでしょうか？ 

SB: ロンドン博物館には、実は、すでに学校から訪問しているのです。親もいれて総勢３０−４０人のグル

ープでした。 

Q ：出前授業をおこなった２つのクラスの子供たちですか？ 

SB: いえ、そんなわけではありません。というのは、校外活動はあくまでもカリキュラム外の活動になる

ので、自由参加なのです。義務ではないので、こちらでコントロールしているわけではありません。 ３

月にドックランズの方にも行く予定ですが、その時もだれが来れるかわかりません。 

Q ：なるほど。そもそもロンドン博物館とはどんな経緯で関係をつくられたのでしょうか。 

SB: エマ・タイラーさんとのつながりです。もう数年にわたります。今、ロンドン博物館で担当している

エマは、去年まで大英博物館にいました。そこでの彼女の仕事も今と同じような仕事です。大英博物

館で、彼女がオーガナイズしたイベントに参加しました。エマがロンドン博物館に移ったので、ロン

ドン博物館とも繋がりができたということです。今度、自然史博物館にいったら、そことも繋がりが

できるでしょう。エマが行くところについていってるみたいですね。（笑） 

Q ：やはり、人と人の繋がりから始まるということですね。大英博物館とはどんな活動をしたのでしょう 

か？  

SB：大英博物館の展示室で子供たちはさまざまな活動に参加しました。例えば、展示室で地図をもって宝

探しするのはとても人気がありましたね。子供たちはやはり何か自主的にすることが好きです。ただ

静かに説明を聞いているだけでは、すぐに飽きてしまって、繋がりをなくしてしまいます。何か課題

を与えられた方がよっぽど楽しく過ごせるのです。何かを探したり、描いたり、作ったりする－そう

いう自主的で活動的な遊びの要素がないと。 

Q ：大英博物館とロンドン博物館はコレクションが違うので、活動の内容も違うと思うのですが。たとえ

ば、大英博物館にはイスラム系のモノもありますよね。ロンドン博物館にはほとんどないけれど。や

はり、そういう繋がりがあるモノを使うのでしょうか？ 
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SB : もちろん、そうです。全部が全部そういうわけでもないけれど。大英博物館のイスラム文化の展示室

に行った時は、文字に注目しました。私たちの学校では、アラブ語を教える事が大きな目的ですから。

子供たちは、学校で勉強している言葉が何百年も前から使われている事にびっくりしていました。壷

とか皿とかに知っている文字をみつけると嬉がっていました。古い文字は決して今のアラブの言葉と

同じではありませんが、似ているところがあります。だから、宝探しのような感じになるのでしょう

か。それから、やはり自分との繋がりを感じるのでしょうね。誇りを感じるというか。そういう意味

で大英博物館に行った事はうちの子供たちにとってとてもよい経験でした。 

Q ：自分のアイデンティティーと結びつくのですね。では、ロンドン博物館の魅力はどこにあると思われ

ますか？ロンドン博物館には大英博物館のような体験はあまり期待できないけれど、ヴァキーさんの

学校の子供たちがロンドン博物館に行くことはどんな利点があるのでしょうか？ 

SB：もちろんロンドン博物館にはロンドン博物館のよさがあります。だって、子供たちはロンドンに住ん

でいますから。大英博物館は自分のルーツとの繋がりだけれど、ロンドン博物館は現在の自分との繋

がりです。自分がロンドンの一部だと感じる事ができます。平日に通っているメインの学校でも勉強

している事がたくさん出てきます。ロンドン大火の事とか、バイキングの事とか、古代ローマの事と

か、戦争の事とか、みんなすでに知っている事です。すでに知っている事について出会えたからこそ、

子供たちはとても楽しんでいました。大英博物館では自分のおじいちゃんやおばあちゃんの世代、も

っと前の世代の文化や伝統と繋がりを感じるから大事です。ロンドン博物館はロンドンで生活してい

る、ロンドンに帰属している人として、現在の自分と繋がっているからとても重要だと私は思います。 

Q ：なるほど、それぞれに自分との繋がりを見つける事ができる重要な経験だと。ところで、校外学習に

はさまざまな活動があると思うのですが、では、セカンダリースクールにとって、ミュージアムに行

く意義というのは、一般的にみてどこにあるのでしょうか？ 

SB：ほかの校外活動といえば、うちの場合は例えばウェストミンスター大学にでかけました。そこでは、

大学とはどういうことろか、何ができるのかを見せてもらって、主に将来的にどんな仕事につきたい

か、考えてみる、インスパイアーされることが大きな目的です。 博物館は、まず何より、モノがある

ことですね。先に言ったように、子供たちはすでに知っている事から世界を広げます。学校や教科書

ででてくるロンドン大火の話が、今度は、モノででてくる。当時使われたヘルメットとかバケツとか

ホースとか。主流の学校にとっては、学校のカリキュラムでやっている事に沿って、ミュージアムで

の経験が決まってきます。かたやセカンダリースクールには、そのようなはっきりとしたカリキュラ

ムがあるわけではないので、セカンダリースクールの生徒たちにとって、ミュージアムに行くことは、

何か興味のあるもの、トピックを探す事とか、新しい物事に出会う事にあると思います。その他にも、

自分で探求する考える能力を育てるという目的のためにも魅力的な場所だと思います。例えば、お金

というものが、社会に応じて、時代に応じて、どう使われてきたかを比較するとか。そのためにも、

やはり博物館の中で何の目的もなく歩き回ったり、話を聞いたりするのではなくて、何か課題を与え
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られる事、それが達成されたら、それに対して言葉でよいからご褒美がもらえることが大事だと思い

ます。 

Q ：今まではヴァキーさんの学校が経験なさった事についてお聞きしましたが、今度はもっと一般的な事

を質問させてください。ヴァキーさんの学校が大英博物館やロンドン博物館とこれまで関わられたよ

うに、近年、ロンドンの博物館や美術館は移民の背景のあるセカンダリースクールと一緒に活動をす

ることが増えてきました。その大きな目的のひとつは、多文化社会であるロンドンが、より融合的で

より開かれた社会にする事にあるといわれますが、まず、それについて、どう思われますか？ 

SB：その通りだと思います。私たちも、多文化社会の一員ですから。 

Q ：その上で、ミュージアムはいろいろな努力をしているわけですが、将来的に移民のコミュニティーの

人々がもっと自主的にミュージアムに足を運んでもらいたいと考えています。でも、現実的にはなか

なかそのような状況はできていない。そこでヴァキーさんのお立場から、どうしたらもっとよくなる

と思いますか？ 

SB：ミュージアムはがんばっていると思いますよ。数年前に大英博物館でやった「メッカ巡礼展」なんて、

イスラム教の根本を大掛かりに展示した、大変興味深く、すばらしいものでした。あれは大成功でし

たね。たくさんの人々が集まった。まず、ある特定の文化をちゃんと「表象」する事です。私たちの

ストーリーを語ってくれていると感じる事ができる。でも、全ての文化についてそうあるべきです。

ひとつだけ取り上げるのはだめ。経験を応用させて、なるべく異なる文化を表象する事が大事だと思

います。それから、展示の企画準備段階から移民のグループに聞く事。実は私も関わったのですが、

大英博物館で別の企画展「エジプト－ファラオへの信仰 Egypt:faith after the pharaohs」25があっ

た時に、準備段階でコンサルテーションのグループが作られて、私もそこに呼ばれて行きました。二

回ミーティングがあったのですが、 初はイスラム系の移民が集まって相談を受けました。二回目は

9人ぐらいの人が集まりました。その時は、イスラム系の人たちだけではなくて、キリスト教徒の人、

ユダヤ教徒の人も集まりました。そこで展示の内容について、相談がありました。例えば、この表現

で、問題がないだろうかとか、同表現したら適切なのかという話です。そこで、みんなでコンセンサ

スをとって、展示の内容が修正されました。こういう企画準備段階から私たちが関わる事はとても大

事だと思います。博物館側が 初からすべて作り上げてしまうのではなく、私たちの声も展示の中に

きちんと反映されていると思うから。だから、大事なのは、きちんと表象する事と準備からたくさん

の人がディスカッションに関わる事でしょうか。でも、関係性をつくるのはなんといっても時間がか

かる事だと思います。 

Q ：今日は、ドックランズで先生向けの博物館トレーニングに参加されるのですね。何を期待されていま

すか？ 

                                            
25 2015/10/29-2016/2/7  古代エジプトにおける、ユダヤ教・イスラム教・キリスト教の融合や影響をテーマとした展 

覧会 
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SB : この博物館には、私自身が来た事がないので、まずどんなモノがあるか教えてもらいたいと思います。

その上で、実際に子供たちを連れてきた時に、どんな活動ができるか、いろいろなリソースとノウハ

ウを持って帰りたいと思っています。実際に３月に学校の生徒たちを連れてくる事になっていますし

ね。 

Q ：そうでしたね。きっと具体的な活用の仕方を学ばれる事でしょう。まずはヴァキー先生ご自身が楽し

んでくださいね。今日はお忙しい中、本当にありがとうございました。同じ活動について、違う視点

からご意見を伺えて、とても重要なインタビューになりました。 
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インタビュー 5 

インタビュー相手：Vicky Carmile ヴィッキー・カーマイル氏 

（VC／ホワイトチャペル美術館コミュニティー・プログラムキュレーター） 

Q  :ホワイトチャペル美術館は、1901 年の設立以来、ローカルの貧困層にアートを楽しんでもらう目的で

建てられたと聞きます。それ以来一貫して、ローカルのための美術館を目指してきたその蓄積からは、

日本の美術館や博物館から学ぶ事が多いと思います。今日はよろしくお願いいたします。コミュニテ

ィー・プログラム・キュレーターという役職のようで、まず、ヴィッキーさんのお仲間、現在の美術

館のスタッフ構成からお話いただけますでしょうか。 

VC：私はエデュケーション部門にいます。この部門には、四人のフルタイムキュレーターがいます。ひと

りは、大人向けのレクチャーなどパブリックプログラムを担当するキュレーター、家族向けのプログ

ラムを担当するファミリープログラムを担当するキュレーター、 学校向けのプログラムを担うスクー

ル／ティーチャー・キュレーター、そして、コミュニティー向けのプログラムに責任をもつ私です。

後はこの部門を全体的に管轄する部長と私たちを助けてくれる一人のスタッフという構成です。あな

たの調査には、私が も関わりのある責任者です。 

Q ：他にボランティアーなど、スタッフがいるのでしょうか？ 

VC：いいえ、常勤で働いているボランティアーは現在いません。何かイベントの時に、その場かぎりとし

て、集まってもらうボランティアスタッフがいますけれど。インターンシップも取っていません。ロ

ンドン・メトロポリタン大学（London Metropolitan University）という大学が近所にあり、そこの

学生が職場体験で入ってくれます。なので実質的には、私たちだけで回しています。 

Q ：財源はどうでしょうか？ 

VC： ヘルプスタッフは 1年契約なのですが、彼女の給料は遺産基金という公的なサポートから出ています。

City Gateway というプログラムでは、それに特化してファンドを得ました。Paul Hamlyn 基金という

チャリティー財団から出ています。それ以外は公的な援助はほとんどありません。以前はローカルの

行政機関からわずかな助成金があったのですが、今はありません。残念ながら、財政的にはどこのミ

ュージアムも大変厳しいのが現状です。 

Q ：なるほど。それでは、具体的にコミュニティーキュレーターとしてどんな事をなさっているか、具体

的にお聞かせ下さい。 

VC: まず、コミュニティー・ワークショップというのを行っています。これはアーティストが主導する内

容です。ホワイトチャペル美術館には常設展示はなくて、すべて期間限定の特別展示で成りたってい
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ます。そのひとつの展覧会毎に、４～６つのワークショップを開いています。１回毎で２時間ぐらい

のワークショップです。その内容は、特別展示の内容や、主導するアーティストによってさまざまで

す。  

Q : アーティストというのは、特別展示で取り上げたアーティスト自身ではないのですか？ 

VC：違います。展示のアーティストは現役の人もいますが、亡くなった方もたくさんいます。ワークショ

ップを主導するのは、ロンドンをベースに活躍している別のアーティストです。 

Q ：イギリスのミュージアムで活躍している、いわゆるアーティスト・エデュケーターといわれる人でし

ょうか？ 作品制作のかたわらで、時々、ミュージアムからコミッションをうけて、子供たちのため

にアクティビティーをするという。 

VC：そういう人たちもたくさんいますね。でも、内では純粋にアーティストです。エデュケーションには

ほとんど関わった事のないような。ホワイトチャペル美術館はその方がよいと考えたのです。 

Q ：どういうところがよいのか、教えていただけますか？ 

VC：簡単にいえば、よりクリエィティブで刺激的だからです。アーティスト・エデュケーターだと、やる

事がだいたい決まっています。展示された作品を元にして、似たような作品を作ってみようとか。と

ころが、私たちがお願いするアーティストたちは、普通思いつきもしないようなアイデアを出してく

れます。そして、アーティストたちもこの経験から触発されて、これまでにないようなアイデアや見

方を得る事ができるといってくれます。彼らのアート活動にも非常にプラスになっている。 

Q ：アーティスト主導のワークショップでの役割分担はどうでしょうか？ ヴィッキーさんたちがどれく

らいお膳立てをするのですか？ ワークショップの何パーセントぐらいがアーティストの役割になる

のですか？ 

VC：このワークショップでは、ほとんどをアーティストに任せます。アーティストを選ぶのは私たちです

けれど、ワークショップの内容を決めたり、実施するのはアーティストたちです。私たちは、基本的

にアドミニストレーションをするだけです。その方がいい。それも、さっき言った理由からなのです

けれど、その方がより独創的でイノベーティブでダイナミックな結果が期待できる。アーティストは

面白いですよ。私は彼らと一緒につくる仕事をとても興味をもってやっています。美術館側はアーテ

ィストのサポートをするだけです。でも、もちろん、その一方で、アーティストと常にディスカッシ

ョンを絶やさない事も気をつけています。もちろん、コミュニティーのメンバーとも。 

Q ：なかなかエキサイティングでクリエイティブな活動をしていらっしゃるのですね。それがこの美術館

がもつ伝統的な特徴でもあるようです。そんな中でも失敗なさった事例もあると思うのですが、何か

そんな例があれば教えてください。 
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VC：もちろん、成功ばかりではありません。一つ例をあげると、あるアーティストと一緒に地域の学校と  

ともにプロジェクトをすすめてきました。何回もワークショップを重ねて、 後にその成果である共

同作品をギャラリーの展示室で展示しようとしました。でも、その展示を準備しようという間際にな

って、学校側からクレームが来たのです。学校長がその展示の事は聞いていなかった、それは状況的

に困るから展示させるわけにはいかないと。 

Q ：コミュニケーション・ロスということですか？ 

VC：そうです。常に連絡を密にしてきたつもりが、抜けがあった。だから、反省としては、必ず相手側の

トップクラスとはじめにきちんと話を通しておく事です。トップクラスを 初に巻き込んでおくこと

ですね。 

Q ：なるほど。でも、そういう失敗事例も今後の蓄積になるのですね。では、ワークシップ以外にはどん

な活動をされているか聞かせていただけますか。 

VC: 比較的新しい活動なのですが、「Local Knowledge Project」という取り組みをしています。簡単にい

えば、私たちが対象とするローカルコミュニティーの事を私たち自身がもっと知りましょうというの

が目標です。実は、このプロジェクト、私たちの新しいボスである Sofia Victorino がはじめたので

すが、彼女はまだ赴任して間もないため、しかも、ポルトガルからきた人なので、とりあえず、本人

が仕事をする相手は、いったいどういう人たちなのかを知りたかったのですね。でも、それが私たち

スタッフすべての認識を新たにすることになったわけで（笑） 

Q ：相手を知る事が取り組みの根本にあるのですね。 

VC：そのとおり。私たちの活動の基本姿勢です。もっともっとコミュニティー寄りであろうと努力する。

ギャラリー側がオーガナイズして、準備して、コミュニティーを招いて、さあ、どうでしょう、でな

はい。まず、ギャラリー側が、コミュニティーに出かけていく。あるいは、コミュニティーが主催す

るイベントに出かけていく。そこで、彼らの声を聞いて、彼らが何を必要としているのかを探ったり、

聞いたりするのです。相手を知り、彼らからアイデアをもらう。それともうひとつ重要な事は、ここ

を通して、移民のグループとネットワークをつくること、関係性を育てることです。 

こういう地道な活動が、コミュニティープロジェクトをつくっていく上で根幹になるのです。 

Q ：それでは、そういう移民グループにどうやって出会っていくのでしょうか？ 

VC：地元にある地域図書館や学校、チャリティーグループを通して紹介してもらいます。こちらからコミ

ュニティーのイベントにでかけていって、ネットワークを作ることもある。あるいは、逆に、こちら

がコミュニティーオープンデイなどのイベントを立ち上げて、そこに参加していただいて、関係性を

作っていく。また、既にあるネットワークを大事にして、そこから口コミで伝えてもらうという方法
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でやっています。 

Q ：ターゲットの相手に出会って、そしてそのターゲットにあわせてプログラムをつくっていくわけです

が、そういう活動には助成金がでるのでしょうか？  

VC: いえ、 初にお話したように、助成金はほとんどでません。プログラムによっては、ある特定のプロ

グラムに、チャリティー団体から財政的な支援を受けて、行う場合もあります。例えば、City Gateway

という団体とのコラボレーションもその一つです。City Gateway とは、東ロンドン、特にロンドンの

も貧困区であるタワー・ハムレッツ区をベースにした慈善団体です。主に、不労の若者や、女性な

ど、社会的に弱い立場にある人たちに職業訓練をしたり、コミュニティーイベントを行っているとこ

ろです。City Gateway のメンバーにはバングラデシュ出身の女性が多いです。このコラボレーション

には、アメリカの慈善団体が資金援助を出してくれています。このコラボレーションでも、アーティ

ストが主導して、その女性たちと、スキル交換のワークシップを行いました。このプログラムは、助

成金がついているので、よくフィードバックをもらったり、後でディスカッションしたり、評価を受

けたりしています。評価調査は、現在、進行中なので、残念ながらきちんとご報告できないのですれ

けど。 

Q ：その報告書が作成されたらみせていただける機会があるといいですね。ところで、ヴィッキーさんは、

以前ミュージアムエデュケーターだったとお聞きしましたが、今やっていらっしゃるコミュニティー

プロジェクトは、ミュージアムエデュケーション、たとえば学校団体や一般の家族へのサービスと何

が根本的に違うのでしょうか。 

VC：コミュニティー向けのプロジェクトは、まず何よりも、フレキシブルでなければいけません。学校向

けのプロジェクトは、もっとストラクチャーが決まっているのです。学校にはカリキュラムがあって、

ミュージアムやギャラリー側もそれに沿った内容のものを、学校のスケジュールにあわせて、企画を

たてていきます。コミュニティー向けのプログラムは、もっとオープンにすべきです。コミュニティ

ーの方には学校教育のような決まったものはないですから。それと、そのことにも関わるのですが、

ギャラリー側がもっとコミュニティーを知る必要があります。彼らはどういう人たちなのか、どんな

文化をもっているのか、彼らの関心はどのようなものなのか、彼らは何を求めているのか、そして、

ギャラリーは何ができるのか。私たちは知っているようで知らない事がまだまだたくさんある。だか

らこそ、プログラムをオープンにしておくべきなのです。 

  例えば、１ヶ月先の事はちゃんと決められません。常に、ある活動を行って、その経験から学んだ

事、問題点などから、軌道修正していく–そういう柔軟な姿勢が大事だと思います。相手に聞く姿勢を

常に基本姿勢にしています。関係構築には大変な時間がかかります。信頼関係をつくるには、とにか

く、相手をリスペクトすること、理解しようとする努力と時間が鍵ですね。 
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Q ：それでは、インタビューの 後に今後の課題を聞かせて下さい。 

VC：これまで具体的な取り組みをご説明してきました。そのひとつひとつは大変エキサイティングでうま

く行っていると思います。ワークショップ毎にはほとんどの場合成功しているし、参加者の人たちも

喜んでくれています。問題は、それが一般の来館につながっていないことです。今、はっきりした割

合はわかりませんが、ローカルの移民のコミュニティーからギャラリーに自主的に足を運ぶ人の数は

さほど増えていません。例えば、今私がはっきりと数値でしめせる例は、ギャラリーの年間スケジュ

ールにはファミリーデイという、一般の家族をターゲットにしたイベントがあるのですが、ローカル

からの来館者は残念ながらゼロに近いものでした。私たちがやっているコミュニティープロジェクト

の取り組みを美術館に自主的にやってくるという習慣に結びつけたい、それは今後の大きな課題です。

それと、もうひとつはもちろん助成金を得る事ですね。 

Q ：どちらも重要な課題ですね。ところで、前者の課題、もっとたくさんの移民のコミュニティーメンバ

ーが自主的にギャラリーを訪れてくれるようにする、そのための鍵は何だと思われますか？ 

VC：さきほどの事を繰り返しますが、やはり、相手に対するリスペクトだと思います。それをもって関係

性を築いて行く事、それにはそれなりの時間がかかる、その覚悟をもって地道にやっていく事に尽き

るのではないでしょうか。何事にもオープンに取り組み、相手の様子をみながら軌道修正し、経験を

重ねて行く事だと思います。それは、日本など社会環境や文化的な背景が違うでしょう。ターゲット

であるコミュニティーも違うでしょう。それに合わせてきっと多様なプロジェクトがつくられること

でしょう。でも、まず相手をリスペクトすることは、いつの時もどんな社会でも共通する認識ではな

いでしょうか。 

Q ：大変貴重なアドバイスをありがとうございました。 
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インタビュー 6 

インタビュー相手：Rebecca Davis レベッカ・デーヴィス氏 

（RD／ホワイトチャペル美術館の嘱託アーティスト） 

Q ：まず、デーヴィスさんがホワイトチャペル美術館のコミュニティープロジェクトに関わり始めた背景

を教えていただけますか？ 

RD：ホワイトチャペル美術館に関わり始めて２年になります。知人のアーティストがすでにこのギャラリ

ーに関わっていて、その人からの繋がり私も関わるようになりました。私はエレファント＆キャッス

ルという南ロンドンの地区の出身ですが、グラスゴーの大学でアートの学位をとりました。大学では

イラストレーションを専攻していたのですが、人々を描く事に も関心があって。多様な社会で暮ら

す人々を描くうちに、だんだん社会的な側面に関心を持ちはじめ、社会的なあるいはドキュメンタリ

ー要素のある作品づくりになっていったんです。それで、もっともっと人々と関わりたいと。もとも

と、そういう個人の関心があったから、ギャラリーのワークショプとも繋がったといえます。 

Q ：なるほど。では、ご自分の制作活動と、ギャラリーでのワークショップづくりは全く別ものではなく

て、アーティストとしてのご自身の関心の中心でもあるということですね。 

RD：そのとおりです。ホワイトチャペル美術館の設立の背景に、貧困エリアである「ローカルの人々にア

ートを」という目的があった事は、もうご存知でしょうか？このギャラリーはそもそもそういう歴史

的背景があるのですが、私が関わる前に、コミュニティープロジェクトの多くはアーティスト・ツア

ーだったそうです。 

Q ：「アーティスト・ツアー」とは何でしょうか？ 

RD：ギャラリーにローカルの人々を招いて、その時美術館でやっている展覧会を見学してもらう。そこか

ら、地元のアーティストが展示された作品を解説して回るというツアーです。はじめは一方的な解説

だったけれど、だんだんよりインタラクティブなものになっていった。今、私が関わっているプロジ

ェクトは大きく２つあります。そのどちらもが、ツアーというよりも、もっと参加型のワークショッ

プになっています。 

Q ：具体的にどんなワークショップか教えていただけますか？ 

RD：ひとつは 「The Art Already Made」というタイトルがついたプロジェクトです。これは、ローカル

の女性を対象としています。このプロジェクトは美術館を会場にしていません。かつての活動のよう

に展示が先にありきではない。 

Q ：アウトリーチ活動のようなものですね。それはある特定の移民コミュニティーをターゲットにしてい  
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 るのですか？ 

RD：アウトリーチといえるでしょう。でも、ターゲットは特にありません。ただ、ローカルの女性という

だけです。ひとつだけはっきりしているのは、近所に住み、これまで美術館に来た事のない女性を優

先している事。だから、年齢層も、文化的背景も、英語のレベルも、実にさまざまです。この近所に

は、バングラデュ出身の人々がたくさん住んでいるので、結果的にはバングラデシュの女性が多くな

っただけで、特にターゲットにしたわけではありません。そういう女性たちと基本的にはスキル・エ

クスチェンジをしています。 

Q ：スキル・エクスチェンジとは具体的にどんなスキルでしょうか？ 

RD：ヘナを使ったペイントとか、シルバー食器への彫り物とか、手芸とか、プリントメイキングとか、い

ろいろです。このワークショップは特定の先生がいて、スキルを習うという一般的によくある教室の

ようなものではありません。参加する女性たちは一人一人違う分野でとても高い技術をもっています。

それをお互いに交換しあうのです。ポイントは自分が主体になる事。だれかに教えてもらうだけでは

なくて、自分が教える。そうすることで、自分を尊重する気持ちを高めてもらいたいのです。 

Q ：難民や移民の経験がある人は、自信を無くした人が多いですからね。 

RD：そのとおり。特に女性は。このワークシップはオフサイトの活動で、シリーズになっています。この

プロジェクトは、City Gateway という慈善団体などから援助を受けて活動しています。そのため外部

からの評価もはいります。ちょうど今その評価の 中なのです。 

Q ：ギャラリーのコミュニティープロジェクトキュレーターからもその評価の話を聞きました。そういう 

振り返りの作業は大事ですね。もうひとつのプロジェクトのお話を聞かせてください。 

RD：もうひとつは、定期的に繰り返している「コミュニティー・ワークショプ」です。季節毎に５−６回の

ワークショップがあるのですが、これはギャラリーで開催中の展覧会にインスパイアーを受けた活動

内容を行っています。 

      たとえば、2014 年にやった「Hanna Höch」展26では、彼女の作品からヒントを得て、コラージュ作

品をつくりました。この活動は美術館の建物内で行われます。通常のスケジュールは、館内のワーク

ショップの部屋に集まってもらって、そこでイントロダクションをする。それから展覧会を一緒に観

に行き、ディスカッションをする、またワークショップの部屋に戻って、みんなでいっしょに制作す

るという流れです。 

Q ：対象はどういう人々でしょうか？広告を出して集まった人々なのでしょうか？それとも、ターゲット 

                                            
26  22 のハンナ・ヘヒ（Hanna Höch）の大掛かりな回顧展。雑誌のイメージを切り抜いて重ね合わせたコラージュが 

特徴。 
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をもって話を持ちかけるのですか？ 

RD：美術館がウェブサイトやリーフレットで広告を出します。それに申し込めば基本的に誰でもよいので

すが、近所のしかも一度も美術館に来た事がない人々を優先していると広告に謳っているし、実際そ

のように選択されます。あるいは、地元の慈善団体や図書館や語学学校（ESOL）を通して人が集まり

ます。ESOL の学校はとても期待していますね。だって、何より無料のワークショップだし。英語を通

常の教室ではない場所で学ぶ機会にもなるから。 

Q ：なるほど。では、またこのプロジェクトもさまざまな年齢層や文化背景をもった人が集まるという事

でしょうか？ 

RD：そうです。バングラデュの人もいれば、東ヨーロッパの移民の人々もたくさんいる。英語のレベルも

バラバラです。学習障害を持つ人々や精神的な問題がある人もきます。 

Q ：それだけ幅が広いとワークショップをオーガナイズするのは、なかなか難しいでしょうね。 

RD：ええ、ファシリテーターになる私も、みなさんに会うまで、どんな人がくるのかわかりません。だか

ら、肝心なのは、ワークショップのコアだけ決めて、あとはなるべくオープンにフレキシブルにして

置くようにしています。その場で即座に自由にワークショップ全体を作りあげていく。 

Q ：さきほど、このワークショップでは展覧会をみんなで観に行って、ギャラリーでディスカッションを

なさるという事でしたが、それについては、ある程度何を話すか決めておくのですか？ 

RD：いいえ。展覧会の内容については、 小の情報しかもちません。何か知識を伝えるよりも、コミュニ

ケーションを大事にしています。こういうアプローチの仕方は、過去に関わったプログラムから影響

を受けました。何年か前に、イギリス南部のケントに「ターナー・コンテンポラリー」という新しい

美術館ができました。オープンしてすぐの頃に、若者向けのプログラムがあって、その時にとある哲

学者と出会いました。その方のアプローチが、美術史的な知識を一方的に伝えるのではなくて、作品

に出会いながら活発な会話生み出す事の重要さを教わったのです。その会話を通して、関わる人々が

より自分に自信を持ったり、ポジティヴに考えられるようになる。それは、私にとっても重要な経験

でした。ホワイトチャペルでも、そのアプローチを大事にしています。だから、あまり準備をしませ

ん。その代わりにその時に参加した人々からでてきた話によって、みんなの間の会話がより活発にな

るようにしています。その意味でも、参加者グループが多様な人々からなっている事は、むしろプラ

スです。そして、美術作品はたとえそれがどんなにパーソナルな背景から生まれたとしても、みんな

がそこからの会話を共有できる。ワークショップに参加した人々が、独自のパーソナルな記憶をたぐ

り寄せる事ができます。美術史的な知識や作品の専門的な解説を一方的にするのではなくて、作品を

媒介にして、参加者ひとりひとりが自分自身のパーソナルな経験を語り合える場にしたいと思ってい
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ます。 

Q ：展示主導というよりも、観る人が主体になるようなワークショップを目指しているのですね。ところ

で、さきほどコアーを決めるという事をおっしゃっていましたが、コアーとは例えばどんな内容なの

でしょうか。 

RD：はい、１年を通してひとつのコアーというかテーマを決めています。今年は、「ランゲージ」というテ

ーマです。どんな展示からも「ランゲージ」に結びつけながらやっています。季節毎に５−６のワーク

ショップを開催しますが、そのどれも「ランゲージ」というテーマのもとに大まかな企画をします。

何かテーマがある方が、たとえ漠然とでも、みんなが共有できる方向性ができるのです。 

Q ：移民のコミュニティーを対象にワークショップをする時、どんな事に配慮されますか？そのワークシ

ョップは一般のイギリス人向けのワークショップと何が違うのでしょうか？ 

RD：移民コミュニティーをターゲットにしているわけではないのですが、ローカルの今まで美術館に来た

事がない人々に向けてアピールすると、結果的に集まってくる人々の大半が移民や難民になったとい

うだけのことなのです。一般の英国人向けのワークショップと大きな違いはないと思います。むしろ、

移民の人々をひとつのグループとして一括りにしない方がよい。そうする事で、逆に彼らを周縁化さ

せてしまいますから。そういう特定の箱の中に人々を容れない方がよいと思います。ただ、小さな事

かもしれませんが、文化的な背景の違いに気をつけた方がよい時もあります。例えば、イスラム系の

人々が参加するのならば、ヌードのイメージを選ばないようにするとか。何か障害をもった人がいる

ならば、アクセシビリティーに配慮するとか。 

Q ：日本の美術館や博物館は、デーヴィスさんたちの取り組みがどれほど効果をもたらしているのかを知

りたいと思っていますが、日々参加者とともにいる中で何か感触をもっていらっしゃるでしょうか？  

RD：ワークショップをやれば、個々の参加者が楽しんでくれている。より自分をポジティヴにとらえてく

れているという感触は確かにあります。 

Q ：先日、美術館のコミュニティーキュレーターの方にインタビューした時に、こういう活動を続けては

いるけれど、さて、移民コミュニティーの人々が個人的来館者としてギャラリーに自主的に足を運ぶ

かというと、そうでもないと、それが課題だと言われていましたが、それについてはどう思われます

か。 

RD：客観的な評価はとても難しいと思います。それは数値に表せるものでもない。とにかくこういう活動

は長年の蓄積が重要です。コミュニティーの人々と信頼関係を構築するのは、数回のワークショップ

で果たせるものではないでしょう。私は、個人的にエレファント＆キャッスルのコミュニティーと一

緒にワークショップを継続的にやっていて、その活動自身が私の作品制作なのですが、すでに数年に
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及んでいます。信頼関係をつくるにはそのような継続が必要ですけれど、美術館はなかなかそれが難

しい。ファンドを得ながらやるプロジェクトなら、その資金援助がなくなれば、関係は途絶えてしま

います。美術館のスタンスも内部的な構造も変わるし、スタッフも変わる。腰をおちつけて年月をか

けて関係性をつくるような環境にはなかなかなりにくい。私は、実は、美術館や博物館などの公的な

文化施設に対して、批判的なのです。 

Q ：ほう。持続的な関係構築の環境ができていないという意味でですね。他に例えばどんな面について批

判的なのでしょうか？ 

RD：美術館や博物館が社会を変えようとしている。そのことはよい事なのですが、美術館や博物館自体も

変わらないといけないと思います。ミュージアム一般にまだまだ権威的な性質が根付いています。構

造的にもそう。学芸員とエデュケーションやコミュニティーを担う役職のあいだは同等であるべきな

のに、まだ伝統的なヒエラルキーがある。移民のコミュニティー、これまで美術館に来た事もない人

たちにも足を運んでもらおうとしていて、いろんな活動をするのはよいのだけど、彼らの事をほんと

うにどれだけ知っているのか疑問です。美術館がいくら彼らを招こうと思っても、人々の心の中に美

術館に対してある種の怖れや不安がある事がほんとうにわかってはいない。美術館に自主的に来ても

らいたいならば、そういう不安がある事を美術館がきちんと理解しなければ、始まりません。お金を

ひとつとってもそうです。無料なのかお金がかかるかなのかは、大きな違いです。どちらかはっきり

わからなければ、お金をとられるかもしれない。そんな不安があったら来ませんね。無料でやるのは

当たり前だけれど、それならば、無料であることを明確に知らせなくてはいけません。彼らが本当に、

ウェルカムされていると思えるかどうか。とても大事な事です。 

 もうひとつは、彼らの多くは、美術館や博物館が自分たちのストーリーを語っているところだとは

思っていません。もちろん、従来のミュージアムがそういう西洋文化至上主義の文化施設だったから、

その印象が長く影響を及ぼしているのですが。彼らはミュージアムをまだまだ本当には自分たちのも

のとは思っていません。ここは自分たちのものであると思わせる、彼らが居心地よい場にする、そう

して始めて彼らは自主的にミュージアムに足を運ぶのではないでしょうか。だから、なんとか移民の

コミュニティーにも開かれた施設であろうとするならば、まず自分自身を批判的に見直す事から始め

るべきだと、私は思います。 

そういう意味で、イギリスはここ数年、残念ながらよい方向にいっていると思えません。それは政

治的、経済的な状況が大きく影響をしています。保守党政権になってから、文化への締め付けは大変

厳しいです。労働党政権の頃は、もっと多文化社会に対する取り組みも多かったように思いますけれ

ど。厳しい社会状況ですね。とはいっても、なんらかの前向きな取り組みができるはずです。 

Q：美術館の外の立場から、貴重なご意見をお聞きしました。ありがとうございました。 
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観察 1：サプルメンタリースクール・アドバイザリー・ミーティング 

 

＜本活動の背景＞ 

 ロンドン博物館におけるサプルメンタリースクール向けの活動に対する学校側の助言グループの会議。 

2015 年秋から始まって、今回は 2回目のアドバイザリー・ミーティング。現時点で１４名のサプルメンタ

リースクールの教師たちが参加。今回のテーマは、学校がセルフガイドで利用する学習教材を製作するに

当たり、どんなものが適切かを話し合う。 

 

＜流れ＞ 

① これまでの全体的な活動の経緯についての説明（プログラム・マネージャー） 

・アクティヴィティー・ウィーク：音楽や音をテーマにしたワークショップを実施。さまざまなコミュ

ニティーの人々が集まった。参加者の９０％が始めての来館だった。 

・アウトリーチ活動：これまでに１２セッション、３月末までに１５セッション予定。 

・「私たちのロンドン、あなたの博物館」というワークショップを予定。多文化を祝福するイベントで、 

参加者が共同で作品をつくる。出来上がった作品は常設展示に３年間展示。 

② 今日の課題：どんな学習教材を製作するべきか。 

（1） 学習教材についてのブレーンストーミング。参加者全員が、「あなたの学校にとっての学習教材とは

何か」を、ポストイットに書き、みんなでシェアする。 

「感覚的に刺激のある」「もっと学ぶ事を促すもの」「批判的な考えを促すもの」「ストーリー

テリング」「音楽的なものがよい」「クロス・カルチャーなものがよい」「文化にかかわるも

の」「歴史に関わるもの」 

（2） どのタイミングで使える教材が必要か？来館する前か来館中か？  

場所 ロンドン博物館本館  日時 2016／1／28   18－20 時 

ファシリテーター ロンドン博物館サプルメンタリースクールプログラムマネージャー  

参加者 計 7名：ギリシア語 2名／アラブ語 2名／ロシア語 1名／フランス語 1名／アルジェ

リア語 1名 
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来館する前に欲しいと言う意見も、来館中もいるという意見もあった。前者はオンラインで使

えるもの。後者は来館中に使えるパッケージ的なもの。 

（3） ２つのグループに分かれて、Aどんな内容がよいか、B どんな形態をもっていたらよいかを話し合 

う。 

A―カルチャー、ロンドン、アイデンティティー 

B―紙もの、ゲーム的なもの、宝探しのようなもの 

③ 全体的ディスカッション 

大英博物館のコミュニティーパートナーシップの部門とパートナーシップの可能性。一緒に教材を

つくる可能性を探る。セカンダリースクールでは、「言語」を学ぶ事が目的。 

・博物館で教材を使って、そのサポートができるとしたらどんなものが思い浮かぶか？ 

「辞書的なもの」「各年齢層で違うもの」「言語というもののコーディングシステム－さまざ 

 まな言語のなりたちに共通する–象形文字とか」 

・大英博物館のスタッフがアーティストと一緒に教材を作ることになっていると説明。教師側から、 

「博物館とアーティストだけが一緒につくるのか？」という、質問があがった。 

（返答） 初に教師のみなさんにお聞きし、みなさんの希望を優先させたり、相談にのってもらう。制

作途中段階で、1-2 回、テストをする。 

④ 今後の予定確認 
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観察 2：ティーチャーズ・トレーニング・セッション 

 

＜本活動の背景＞ 

ロンドン博物館およびその分館における始めてのティーチャーズ・トレーニング・セッション。今回の

セッションは、博物館にとっての実験的な役割もあるが、2016 年 3 月 5-6 日に実施されるファミリーフェ

スティバル「ロンドンをデザインする」に向けて、セカンダリースクールが参加するための誘導的な役割

もある。 

 

＜全体の流れ＞  

① イントロダクション（於：館内のワークショップ室） 

サプルメンタリースクールプロジェクトマネージャー主導 

(1)  このミュージアムにきた事があるか？ − 参加者はひとりも来た事がなかった。 

(2)  自己紹介 

(3)  本日のプログラムの紹介 

(4)  博物館の概要とどんなものがみられるかを説明 

(5)  現時点で、この場にいてどれくらい快適かを数字で示す 

(6) 各自、今日のセッションで何を期待し、どんな心配があるかを書き出す 

(7) ３月のイベントのテーマである「デザイン」「科学」「発明」についてのブレーンストーミング 

  例： 日常にある科学的発明品をだしてみる。それらがどう繋がっているか。 

(8)  科学的発明やエンジニア、デザインについて、必要なスキルの提示                             

観察力／分析力／考察力／チームワーク等  

場所 ロンドン博物館分館ドックランズ 日時 2016／2／7   11～16 時 

ファシリテーター ・ロンドン博物館サプルメンタリースクールプログラムマネージャー 

・フリーランスのヘリテージ・インタープリター 

参加者 計１１名：イスラム系学校／北アフリカ系アラブ語の学校／カリブ海系クリスチャン

の学校／ブラジル系学校／インド・パキスタン系学校 
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子供たちに、博物館にある発明・デザインを見ながら、科学的に考えさせるにはどうしたらよ

いかを話し合う。 

② 展示室でのワークショップ（於：館内常設展示室のテムズ川と都市のコーナー）インタープリター主導 

 (1)  テムズ川沿いに人々が住み始める歴史背景 

 (2) 問題：いかに対岸と行き来するか―橋をかける。 

 (3) 問題：丈夫な橋にするにはどうしたらよいか。                       

自分たちの身体を使ったり、ロープや角材などの簡単な道具を使って、橋の設計デザインを考える。

アーチ型の橋から吊り橋へ。 

 (4)  展示にあるビクトリア時代のエンジニア、ブルネイの事業を紹介、理解する 

 (5)  それを応用させたイギリスに現存の橋の例の紹介 

 (6)  イギリスだけではなく、違う文化では、同じような問題があった時に、どんな解決が考えられ、デ 

ザインされたかを提示することも可能 

 (7)  同様の流れで、川底のトンネルの設計について話合う。問題があり、それを解決するために観察分 

析／考察することを、学校でもつくれそうな簡単な道具を使って理解する。このような活動は、来 

館前でも、展示のなかでも、来館後でも応用できる。 

③ 0-5 歳までの遊びのコーナー「Mudlarks」を見学し、どう使えるか話し合う。 

（ランチ休憩） 

④ 展示室の「セーラーズ・タウン」の探検 

ロンドン博物館サプルメンタリースクールプロジェクト・マネージャー主導 

ヴィクトリア時代の水夫の街の様子を再現した展示室を探索し感想を述べ合う。子供たちはこ

ういう空間に浸る事は好き。このエリアは、ヴィクトリア時代からたくさんの移民が住み、仕事

をしてきた。 

⑤ 展示室でのワークショップ（於：巨大な船をドックにいれる展示コーナー）インタープリター主導 

（1）巨大な船が造られるように―問題：どうやってその船をナビゲートするか。 

（2）川の深さはどれくらいか―どうやって調べる？ 

（3）先に問題があり、それを解決するために、どうするかを考えさせる。シンプルな道具を使って説明す 
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る。機能を考えてどんな素材を使うか、どんな形であるべきか。 

⑥ 展示室でのワークショップ（於：ドックランドでの貿易のコーナー） プログラムマネージャー主導 

輸出入に関わる展示品から、たくさんの国の名前を探す。 

⑦ まとめ（於：館内のワークショップ室）プログラムマネージャー主導 

(1) プリント物の配布:「学校から来館した際のガイド」 

例 利用可能な学習教材、理想的な館の利用方法、バスの駐車、ランチスペース、お祈りの部屋 

（特にイスラム教徒向け）、リフトなどの情報 

(2)  実際に子供たちを連れてきた時の心配事について共有しよう―話し合い 

例 A：英語が分からない生徒が多いため、自国語のオーディオガイドの利用はないか？ 

―現時点ではない。代案について意見を出し合う。ビジュアル情報を使うなど言語に頼らな 

くてもよい方法を考える。キーワードだけを事前に学校で学んでくる。 

例 B：多くの子供たちが博物館のような所に来ると、バラバラに動いてコントロールしづらい。 

   ―この解決方法も参加者全員で話し合った。子供の人数に対して理想的な大人の数。移 

動する時には、 初と 後に大人が付き添う。博物館内のあるエリアで活動をすることに 

決めたら、あらかじめ館のスタッフにその事を告げる。2-4 人の小グループに別れて、そ 

のグループで行動できるような事を考える。 

例 C：展示室のなかのどこから始めるのが理想的か？ 

―全員で話し合う。学校の目的や生徒の年齢、関心などの状況によるが、セイラーズハウス 

等や、機会類がおいてあるところは子供たちにも取っ付き易い。いつも展示室全体を見て 

回るだけではなく、時には一つの展示物についてみんなで活動するような事も入れるとメ 

リハリがつく。戦争のエリアは文字量が多いので目的でなければ難しいかもしれない。 

（3）今日いちばん面白かった事。面白くなかった事。期待に沿わなかった事は？改善点？ 
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観察 3 ロンドン博物館によるアウトリーチ活動  

 

＜本アウトリーチ活動の背景＞ 

 ロンドン博物館スタッフが、博物館の資料をもって、ロンドンにあるセカンダリースクールに出前授業

に行く。1 ヶ月に 3-4 回の頻度で実施。今回のアウトリーチで訪ねた学校は北東ロンドンに位置し、5-15

歳のローカルの子供たちが通ってくる。主として、アラブ語を教える事、文化を教える事を目的とする。 

 ロンドン博物館とは、当博物館のコミュニティープログラムマネージャーとの個人的なつながりから。

彼女は、かつて大英博物館で同様の仕事をしており、すでにこの学校に来た事がある。また、2015 年 11

月に学校からロンドン博物館を見学した。 

 

＜1時間授業の流れ＞ 

① イントロ 

(1) ミュージアムに行った事があるか―どのミュージアムに行ったか？ 

(2) ロンドン博物館に行くとどんなものが見れるか？ 

―先史時代からヴィクトリア時代まで、違う時代の展示品の写真パネルをみてのディスカッション 

例：恐竜のあごの骨（子供たちに親しみのあるものから、ロンドンに恐竜がいたという驚き）古代

ローマ時代のロンドニウムと書かれた記念碑（ロンドンの起源）、ロンドン大火の消火に使わ

れたヘルメット（子供たちがよく知るトピック） 

(3) 本日のメイントピック：考古学者になってみよう。 

考古学者は何をする人か？どうやって、発見をするか？考古学者になるにはどんなスキルがいる 

か？―注意深く見る事、モノを丁寧に扱う事、分析をする事など 

場所 Najah Supplementary School 

(ナジャ・サプリメンタリースクール/

北アフリカ、アラブ系)   

日時 2016／1／16   10－13 時 

ファシリテーター ロンドン博物館サプルメンタリースクールプログラムマネージャー  

参加者 クラス A 5－7 歳 20 人＋教師 2人 ／ クラス B 7－13 歳 30 人＋教師 2人  
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② ハンドリング・セッション：考古学者になってモノを観察する 

（1） 2-3 人のグループになり、グループ毎にトレーにのったモノ（博物館資料）が渡される。モノはみ

んなテムズ川で発見されたもの―でも違う時代のものトレーには、バラエティーに富むように選ば

れた３つのオブジェクトが載っている。 

（2）まず、手に触れずに観ただけで何がわかるか  

（3）手にとってみよう。そこから何がわかるか？重さ、感触など 

（4）モノはいったい何か？どんな人が使ったか？なぜ、テムズ川でみつかったか？ 何でできているか？ 

モノ同士の比較。中国のもの、ドイツのビール壷、地中海の壷―ロンドンは昔から多民族国家だった

事。 

③ まとめ：ロンドン博物館のポストカードを子供たちひとりひとりに配布する。その裏に、友達にあて 

て、今日みんなが何をしたか、何を学んだかなどを書いてもらい、集める。 

＜フォローアップ＞ 

  ポストカードは、評価の一環として今後の活動の参考にする。今日の授業の子供たちのまとめになる。 

一端、ミュージアムでまとめたら、学校に送る―それは、子供たちがミュージアムとの関わりを深め 

る。 

＜教師からの直後のフィードバック＞ 

・とても楽しかった 

・こどもたちはみんな引き込まれていた 

・こどもたちは、モノにさわることが大好き 

・学校は予算がないので、なかなかミュージアムに行く事ができない。ミュージアム側から来てくれ 

ることはとてもありがたい。サプルメンタリースクールはどこも、こういう活動を期待していると 

思う。 
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観察 4 ロンドン博物館 展示室内ワークショップ 

ワークショップ活動 ：テーマ「ロンドンをデザインする」 

 

＜本活動の背景＞ 

 本活動は、４回にわたるセッションの 初のワークショップ。ワークショップシリーズの成果を、ロン

ドン博物館分館で開催されるファミリーフェスティバルで披露する（2016．3.5-6 予定）。博物館での活動

により、広くデザイン／エンジニアリング／アート／発明の背景にある考え方を学ぶ。 

＜全体の流れ＞  

① イントロ（於：館内ワークショップ室）サプルメンタリースクールプロジェクトマネージャー主導 

(1) このミュージアムにきた事があるか？−子供たちはひとりも来た事がなかった。 

(2) この博物館で何がみられるか説明 

―ドックランズの歴史的背景、船造り、貿易、テムズ川に関わるモノ 

（3）ハンドリングオブジェクトを使って、目の前のモノは何かをグループ毎に推測し合う。 

大きさ、重さ、素材から、何のために造られたかを考える。例： 潜水靴／警報棒 

(4)「デザイン」「アート」とは何か。ドックランズで働く人々が、必要があって、機能を重視してデザ 

インを考案し、新しいものをつくることを知る。 

② 展示室でのワークショップ（於：館内常設展示室のテムズ川底トンネルの開発のコーナー） 

アーティスト主導 

(1) 展示の説明－なぜ、川底にトンネルをつくる必要ができたか。橋をどうデザインするか 

場所 ロンドン博物館分館 ドックランズ 日時 2016／1／30   11－16 時 

ファシリテーター ロンドン博物館サプルメンタリースクールプログラムマネージャー 

ロンドン博物館ファミリーフェスティバルオフィサー 

フリーランス・アーティスト 

参加者 イラン系のサプルメンタリースクール 

6－18 歳 生徒 16 名／保護者 2名／教師 1名  
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（2）自分たちで、川底のトンネルをデザインしよう。各自、紙とペンでどういうふうに造るかを工夫しな 

がら描く。 

（3）そのトンネルがどんなふうに川底を走っているか、展示室の床を利用して、テープを貼る。 

（4）描いた橋の発表し合い。 

（ランチ休憩） 

③ 展示室「水夫の町」の探検 サプルメンタリースクールプロジェクトマネージャー主導 

ヴィクトリア時代の水夫の街の様子を再現した展示室を探索し、デザインに絡めて感想を言い合う。 

④ 展示室でのワークショップ（於：館内常設展示室のテムズ川底トンネルの開発のコーナー） 

アーティスト主導 

・この博物館の建物はかつて倉庫だったところ。そこでの仕事の話。 

・荷物を移動させるための大きな道具をみて、それが何のための道具かを考えさせる。 

・その道具の動きを、自分の体を使って動いてみる。 

・他の２つの道具も同様の活動をする。 

・大きな紙に、３つの道具の動きを線で描いてみる。 

・３つの道具のある部位を描き切り取る。そのパーツをたくさん作り、それらを動かしながら、アニ 

メーションを作成する（Ipad のアニメーションソフトフェアーを利用）。 

⑤ まとめ（於：館内のワークショップ室）サプルメンタリースクールプロジェクトマネージャー主導 

・今日何をしたかを順番に辿る。 

・いちばん楽しかった事、楽しくなかった事を紙に書く。  

・ファミリーフェスティバルの説明 ロンドン博物館ファミリーフェスティバルオフィサー 

・フェスティバルでどんなものを造りたいか、どんな活動をしたいか、アイデアを出し合う。すべて 

子供たちの意見が軸になるような話し合い 

⑥ 今後の予定について 
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