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みんなでつくろう！ あたらしい学びのカタチ

あたらしい問いを見つけよう。

未来はみんなの手の中に！



　おそらく想像していたのは科学系の博物館のよう
な場所だ。ところが足を踏み入れた瞬間に、方々に
置かれているおびただしい数の「展示」に圧倒され
る。ひとつひとつの展示に夢中になっている人たち
がいる。遊んだり、触ったり、乗っかったりしている。
博物館というより遊び場と呼ぶのがふさわしい場所
に並んでいるのは、展示というより、遊び道具なのだ。
　様々な科学現象、機械のメカニズムや動植物の不
思議、視覚や聴覚といった人間の五感の働きなどを
示す展示はひとつひとつクリエイティブで刺激的だ。
ショーケースのなかで昆虫たちが死んだネズミを食
べている。屋上に設置されたピンホール・カメラから、
サンフランシスコ湾の上空を羽ばたくかもめたちの

All Hands on Deck!
従来の学びのあり方に限界を感じる人たちがいま、世界のあちこちであらたな提
案をしはじめている。たとえば、サンフランシスコの Exploratorium、ニューヨ
ークのSchool for Poetic Computation、そして山口県の山口情報芸術センター
［YCAM］。メソッドは違えども、共通するのは「Hands-on」、つまりより実践的か
つ実験的なスタイルだ。ニューヨーク在住のジャーナリスト、佐久間裕美子がそれ
ぞれの現場に携わるスタッフとの対話を通して新しい学びのカタチに触れる──。

英語教師を経て、大学院で教育心理
学を専攻したが、学校教育以外の学
びの場に可能性を感じ、子供のため
のミュージアムCAMPで子供のた
めのワークショップなどを手がけ
る。その後、米国に移住してエクス
プロラトリアムへ。

佐久間裕美子　慶應大学卒業後、イェール大学で修士号を
取得。1998年からNY在住。通信社などを経て2003年に
独立。著書『ヒップな生活革命』であたらしい時代のライ
フスタイルのあり方を提言。世代を問わず広く共感を呼ぶ。

手を伸ばして「Sensitive Plant（オジギソウ）」に
触れてみる。葉っぱはどんな反応をするだろう？

Tinker to 
Learn

San Francisco（USA）

Exploratorium

自分の手を動かして探求する

みんなでつくろう！ 
あたらしい学びのカタチ

ニューヨーク、サンフランシスコ、山口
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かどうかリアルタイムで実験している。
  「誰でも作れるよ、ということを示すために、わざ
とホームセンターで買える素材を使ったり、仕組み
がわかるように配線をむき出しにしたり。ここでは
作られるものすべてがプロトタイプなんです」。そ
う教えてくれたのは日本人スタッフの松本亮子さん。
肩書は「ティンカリング・スタジオ」の「ラーニン
グ・デザイナー」だ。手を動かして試してみる、と
いう意のTinker という言葉にエクスプロラトリアム
の真髄がある。スタッフたちがそれぞれの思いつき
をあれこれ試し、素材を組み合わせていく。ショッ
プではそのプロセスが見えるし、それを見てムズム
ズすれば、「ティンカリング・スタジオ」にはビジタ

ーが好きに使える素材やツールが揃っている。
  「人は子供のときに一番ティンカリングするんです
よね」という松本さんの言葉が心に響く。近年、好
奇心の赴くままに何かに触れて、自分の手を通して
考えることがあっただろうか。エクスプロラトリア
ムの展示が、私たちの生活のなかに存在する自然
現象や物事の仕組みを示す「結果」なのだとしたら、
なぜそれがそうなっているかの道筋を理解するため
には自分の手で探求してみなければならない。答え
はある、でもそこにたどり着くのは自分なのだ。そ
のプロセスは楽しい。だってここエクスプロラトリ
アムでは、展示という名の遊び道具が「触ってごら
ん、楽しいよ」と呼びかけてくるから。

姿が見える。へーと感心しながら、足を進めてしまう。
そしてちょっと待てよ、とはっとする。
　さっき通り過ぎた「Listening Vessels（聞いてい
る器たち）」という展示にはシンプルな説明が書かれ
ていただけ。自分は仕組みを理解し切れないまま通
り過ぎてしまった。なるほど、ここは「Up to You」（あ
なた次第）な場所なのだ。そう思い至った瞬間、展
示についた懇切丁寧な説明を読んで理解したような
気持ちになる、という受動的な「学び」の方法にすっ
かり慣れてしまっていた自分に気づかされる。
　館内にはあらゆるタイプの機械がひしめく「ショッ
プ」と呼ばれる工房があって、展示のスペシャリス
トたちが、何かのアイディアが展示として形になる

All Hands on Deck!

All Hands on Deck!

650 点もの体験型の展示品がある館内の東端、
イースト・ギャラリーは「リビング・システ
ムズ（生命体）」をテーマにした展示を行う
セクション。探求の仕方はビジター次第だ。

誰かが考えた答えや解説なんてつまらない。自分の身体
や五感を使って、たくさんの不思議をさがしてみよう！

マンハッタンプロジェクトを指揮し
たロバート・オッペンハイマーの弟
で、物理学者のフランク・オッペンハ
イマーが 1969 年にサンフランシスコ
に創立した学びのためのミュージア
ム。2013 年に、数十年間放置されて
いたピア 15（1934 年建設）を改築し
た現在のロケーションに移転した。改
装を担当したのは建築事務所EHDD。
www.exploratorium.edu

エクスプロラトリアム
（サンフランシスコ）
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　一度は世の中のたくさんの問題を解決
すると期待されたテクノロジーが、難民や
戦争、格差といったリアルな問題を解決
できなかっただけでなく、サイバー戦争と
いう新しい課題を生み出している。メディ
ア、アート、イノベーションという３つの世
界を行き来しながら、今、これまで以上に
テクノロジーを救うためにはエンパシーや
芸術的表現が必要なのではないかという考
えに出会うことがある。School for Poetic 
Computation（SFPC）への訪問で実感した
のも、まさにそのことだった。
  「for Poetic Computation」、直訳すれば「詩
的な計算のために」。普通に考えると対極に
ありそうな情報科学と詩を同じ文脈で考え
る「学校」である。カギカッコに入れるのは、

一般的な認識の学び舎とは距離があるから。
ここでは誰が先生で、誰が生徒なのかわか
らない。古典的な学府で教鞭を執った経験
から、オルタナティブな教育を模索するこ
とを決めたアーティストたちの集団が創設
しただけあって、学生の組織のような自由
な雰囲気に溢れている。
　創立者のひとり、チェ・テユンは、テクノ
ロジーを表現に取り込むパフォーマンス・ア
ーティストで、オキュパイ・ウォール・スト
リート運動に参加したり、既存の大学で教え
る中で、ソフトウェアのコードを無償で公開
し、誰でも自由に共有できるオープンソース
の理念と、「Peer to Peer（コンピュータ同
士を接続するというテクノロジー用語であり、
仲間同士の、という意でもある）Teaching」

Taeyoon Choi
チェ・テユン さん

ニューヨークとソウルを拠点に
活動するアーティストでアクティ
ビスト、エデュケーター。パフォ
ーマンス・アートやドローイング、
電子工学を融合したインスタレー
ションを専門に手がける。SFPC
の共同設立人のひとり。

お話を伺いました

photo_Naoko Maeda
text_Yumiko Sakuma

New York（USA）

Peer to Peer
Learning
みんなで教えあい、みんなで学びあう

School for Poetic Computation
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を信じるようになった。そしてこの2つの理
念を信じる仲間たちが集まって、2013 年に
SFPCを立ち上げた。
  「ここでは生徒も教えないといけないんで
す」とテユン。6000ドルもの学費を払って
わざわざ人に教えたいと感じる人が、定員
15名に対してその４倍も応募してくるのだ
という。「人に何かを教えるためには、その
題材を心底理解していないといけない。他
者に教えることで、自分の弱みを知り、さ
らに多くのことを学ぶことができる。学び
の方法として効果がとても大きいのです」。
　10週間のカリキュラムを通して、一人ひ
とりが教える側と教えられる側を体験する。
その結果、生徒と教師の数だけ、その人数
分の集合知が生まれる。集合の学びを最大

化するために、それまでの経験や学びたい
内容などを踏まえたキュレーション（入学
審査）によって学生の顔ぶれが決められる。
　この学校にやってくる学生は、おおよそ
２つのタイプに分けられるという。
  「テクノロジーの業界で働き、十分なお金
を稼いでいる。でも仕事から精神的な充足
感を得ることができずに、それを埋めるた
めの自己表現の場を求めている人たち。ま
たは、文筆家やアーティストで作品にテク
ノロジーを取り込みたい人たちです」
　計算と数字がすべての世界に、計算でき
ない要素を加えてみる。数式では理解でき
ない表現の世界に技術を足してみる。彼ら
のゴールは目に見える成果ではなく、予期
できない化学反応なのだろう。

5月の下旬に行われたオープン・スタジオの様子。

10 週間にわたる講座が終わると、受講に
興味のある学生たちが卒業生たちの作品を
見るオープン・スタジオが開催される。電
子工学やテクノロジーを使いながら有機的
・アーティスティックな内容の作品が多い。

教えることこそ、もっとも効果的な学び。自分の知識や経
験を、まわりの人に教えてあげることからはじめよう！

「more poetry, less demo（技術的で
はなく、より詩的に）」をモットーに、
コンピューターの根幹にある基本概念
「コンピュテーション（計算）」を用い
たさまざまな表現方法を学ぶ。教師と
学生の数はほぼ同数で、学生には自分
の専門知識を他の学生と共有すること
が求められる。10 週間にわたる講座
は、春と秋の年２回開催。海外からの
参加も可能。sfpc.io

スクール・フォー・ポエティック・
コンピュテーション（SFPC）
（ニューヨーク）

Peer to Peer
Learning

All Hands on Deck!
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上）「コロガル公園シリーズ」の最新版「コモンズ」。特徴的な形状の床面にはスピ
ーカーや映像などのメディアテクノロジーが随所に埋め込まれている／下）利用す
る子供たちとYCAMスタッフがアイディアを出し合う「子どもあそびばミーティ
ング」。優れたアイディアは「コロガル公園コモンズ」に実装される。

大きな人に、小さな人が従うだけ。そんな関係からは何もあ
たらしいことなんて生まれない。いろいろな対話を重ねなが
ら、自分たちならではのルールや方法をつくっていこう！

photo_Shintaro Yamanaka（Qsyum!）
all photo: courtesy of YCAM
text_Yumiko Sakuma
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Yamaguchi（JPN）

Learning 
from Kids
ルールや常識を外してみる

山口情報芸術センター［YCAM］

All Hands on Deck!

Daichi Yamaoka
山岡大地  さん
エデュケーター

Takayuki Ito
伊藤隆之  さん
R＆Dディレクター

Keina Konno
今野恵菜  さん
映像エンジニア／デバイス・エンジニア

左

中央

右

お話を伺いました
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2003 年に山口市に開館したアートセ
ンター。展示空間の他に映画館、図書
館、ワークショップ・スペース、レス
トランなどを併設。20 名ほどの常駐
スタッフで構成された研究開発チーム
「YCAMインターラボ」が、様々な分
野のアーティストや表現者たち、市民
とのコラボレーションを通して、展示、
ワークショップ、調査研究などを主導
している。www.ycam.jp

山口情報芸術センター
［YCAM］
（山口県）

シャルを制限する結果になる。
　山口県山口市にある山口情報芸術センター［YCAM］
の「コロガル公園シリーズ」は2012年から始まった
仮設公園を作るプロジェクトで、すでに当たり前とさ
れるルールや社会観念に思考停止せず、自分で考える
ことの出来る人を育てることを目指して始まった。公
園で行われることやその進化の形は、場の管理者であ
るYCAMと利用者が一緒に決めていく。利用者の大
半である子供とともに「子どもあそびばミーティ ング」
を開き、利用者の要望を聞いた上で実際に公園をアッ
プデートするうちに、一種の自治体のようなものが生
まれ、この場所のあり方が決められるようになって行っ
た。公園自体が巨大なすごろくになったこともあった
し、ヤギがいたら楽しい、という発案で、ヤギのぬい
ぐるみが登場したこともある。子供たちが園内放送を
したり、小学生２人によって始まった署名運動によっ
て、一度終わった展示が復活したこともあったという。
大人がルールを決めて課すのではなく、大人のルール
や常識を共有しない「小さな人たち」が、自分たちの
世界を作ったのだ。
　そしてそこには小さな人たちを対等なパートナーと
みなし、彼らの判断能力を信頼して、過剰なヘルプを
供給したり、意思を阻害したりせずに可能な限りの自

　子供と１日過ごして疲弊したことがある。ことある
ごとに「どうして？」と聞かれて、そのたびに間違い
のない説明をしなければならないプレッシャーに震え
た。つい「だってそうだから」などと一番ダメな答え
を返してしまいそうになる自分を発見し、そもそも自
分が信じていることは正しいのだろうかと自問自答す
る、の繰り返しだった。自分が教えられてきた「ルー
ル」と違うことを子供がすると、止めそうになる。そ
してそのたびに間違っているのは自分なのかもしれな
い、と教えられる。
　思えば、自分にとっての成長過程は「できないこと」
「やってはいけないこと」を教えられることの積み重ね
だった。とすると自分のポテンシャルのピークは幼少
時代にあったことになる。恐れはなかったし、何にで
も挑戦した。そして今、自分に必要なのは、教え込ま
れたことを疑い、そこから解放されるプロセスだと感
じている。子供と過ごす時間はそのチャンスを与えて
くれる。
　社会にはたくさんのルールがある。公園にいけば
「ボール遊びは禁止です」「大声で遊ばないように」な
どとルールが書き連ねてある。最大公約数の「民」全
員への配慮をするうちにどんどんルールが増える。そ
してそのルールが、本来その場所が持っているポテン

由や自治をサポートする「大きな人たち」の存在があっ
た。彼らがなるべく禁止事項を増やさない場所を作
ることを目指した結果、有機的に自治体のようなもの
が生まれた。つまり何かが自然に派生する余地を残し、
「教える」ではなくともに作り、見守る姿勢を続けると、
利用者の中で自発的に「学び」が生まれたということ
になる。既存の枠組みへの問題意識から生まれたイン
フォーマルな学びの試みの最前線を追いかけてみたら、
「学ぶ」と「教える」の境界がなくなったり、並列したり、
反転したりしていた。そのかけ合わせ方で未来の学び
のカタチは、無限に多様になれる気がした。

最新のモーションセンサーカメラを取り付けた会場内で、プロジェ
クションマッピングの実験を行い、遊びへの転用の可能性を実験中。

photo_Shintaro Yamanaka（Qsyum!）
all photo: courtesy of YCAM
text_Yumiko Sakuma
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子供たちの要望で実現した巨大なすごろくを
模した展示。スタッフが良かれと定期的にコマ
を動かしたところ、発案者の男子から「遊ぶ
のに邪魔だからやめてほしい」と抗議を受けた。

Learning 
from Kids
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All Hands on Deck!

MIRAI SUMMER CAMP 2019

あらゆる分野のトップランナーたちが、「子どもにこそ、世界の最
先端を」との思いを胸に、子どもに本気で向き合うワークショップ
「MIRAI SUMMER CAMP」が今年も六本木ヒルズで開催されます。
この夏を、子どもたちが未来を見つける第一歩にしてみませんか？

全19プログラム｜子どもたちと未来を見つけにいこう！

ソニーのIoT型プログラミングツール
「MESH」であたらしい遊びを考える

MESHは、無線でつながるセンサーを、ビジュ
アルプログラミングでつないでいくだけで、自

分の考えた仕組みをつくっていくことができるツールで
す。このワークショップでは、身近なものとMESHを
組み合わせて、あたらしい遊びを考え、実際に作ります。
創造力や問題解決力、論理的思考力を身につけられます。

普段はソニー株式会社で、MESHプロジェクト
のリーダーをしています。主に「開発」と「事

業全体」の 2つの仕事をしています。お客様とのコミュ
ニケーションを通して、製品に対するご要望を受け止め
て開発に活かすことや、想像もしなかったようなMESH
の使われ方を知ることが、この仕事の面白さですね。

「一期一会（いちごいちえ）」です。もともと
は茶道に由来することわざです。「あなたと出

会っているこの瞬間は、二度と来ない。だからこの一瞬
を大切に思い、最高のおもてなしをしましょう」という
意味です。いろいろな出会いがこれからたくさんありま
す。そのひとつひとつをぜひ大切にしていってください。

A1

A2

A3

人間はどうやって歩き、走っているか。
競技用の義足で実際に実験してみよう

義足に触ったことはありますか？ どんな構造を
していて、素材は何でしょう？ あるいは、私が

15歳で義足になった時の心境の変化や 2012ロンドンパ
ラリンピックに出場したことまで、ふだんみんなが聞く
ことのない義足の話。義足って大変？ 障害者って大変？ 
いろいろな考えがあるけれど私は楽しんでいますよ。

建設会社で設計の仕事をしています。公共施
設の工事に携わったり、道路を掘って水道管

を入れていくライフラインの図面を描いています。沢山
の人が関わる工事を進めていくためには凄いチームワー
クが必要ですが、みんなで協力しあってつくっていくの
は楽しいし、終わったときの感動もとっても大きいです。

「好きなことを見つけて楽しもう」─ 陸上教室
で教えていると、すぐに結果が出ることを期

待して練習している子供と、楽しみながら練習する子供
がいます。もちろん、簡単には速くはならないし、結果
が出るまでには長い時間が必要です。練習も辛い。でも
辛い練習も楽しみながら行えれば必ず乗り越えられます。

A1

A2

A3

アートから湧き上がる「どうして？」を
身近なことに繋げて言葉にしてみよう

このWSでは、「こども哲学」と「ものづくり」
が体験できます。こども哲学とは、みんなで一

緒に「問い、話し、考える」こと。今回は、森美術館で開
催中の「塩田千春展：魂がふるえる」を鑑賞し、探求の
冒険に出ます。冒険の後半は、最新のクリエイティブツー
ルを使ったものづくりの時間をもつのでお楽しみに！

「どうして勉強しなきゃいけないの？」「幸せっ
てなに？」「普通ってなんだろう？」といったみ

んなが抱くような疑問について、こどもやおとなと「問い、
話し、考える」ことをしています。いろんな人の、いろ
んな考えに出会うことができて、発見や驚きがあり、自
分の考えや視点もひろがっていくのがとても面白いです。

私の好きな言葉は「のびのび」です。私たちは、
日常生活を送るなかで、いろんなことに囚わ

れてしまいがちです。でも本当は、自分の気持ちや考え
を、無理に型にはめなくていい。のびのびと、問い、話し、
考えていい。そこで見つけたあなただけの答えをもとに、
自由に、自分で道をつくっていっていいと思うのです。

A1

A2

A3

Takehiro
Hagiwara
プロジェクトリーダー
MESHプロジェクト
ソニー株式会社

Jun
Haruta
スプリンター
（短距離走者）

Takako
Ijiri
ファシリテーター
こども哲学おとな哲学
アーダコーダ

8/20（火）① 10：30～12：00 ② 14：00～15：30
参加費：無料／定員：各回 10名／推奨年齢：小学１～６年生

MESHであたらしい遊びをつくってみよう！
（ソニー　MESHプロジェクト）

協力：Swimmy（エス・エー・アイ）

協力：NPO法人こども哲学・おとな哲学 アーダコーダ、VIVITA株式会社

〈 PROGRAMMING 〉

8/11（日）10：00～17：30
参加費：¥1,000（材料費）／定員：30名／推奨年齢：小学３～６年生

まちと美術館のプログラム
「塩田千春展で“こども哲学”しよう」

（森美術館）

〈 ART & SCIENCE 〉

8/4（日）13：00～15：00
参加費：無料／定員：20名／推奨年齢：小学４～中学３年生

足のメカニズムを理解して、
競技用義足を体験しよう

（Xiborg）

〈 DESIGN & HUMAN 〉

萩原丈博さん

春田 純さん
井尻貴子さん

photo_Koutarou Washizaki
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このワークショップでは
どんなことが学べますか？Q1

Q2
Q3

ふだんはどんなお仕事を
されていますか？ 
子どもたちに届けたい

「好きな言葉」とは？

 “でんきの波”をあやつる回路を自分で
つくり、音楽演奏に挑戦してみよう

電気を通す特殊なインクで描けるペンを使っ
て、 “でんきの波”をあやつるための圧力センサ

ーを自分だけのオリジナル回路でつくり、それを使って
「音」という「波」をコントロールしながら音楽演奏をし
てみましょう。電子楽器（アナログシンセサイザー)を使っ
て音の仕組みや音の作り方なども学んでいきます。

システム開発・アプリの開発などを行ってい
ます。また、音楽イベントなどでの演奏、照

明演出なども行っています。それぞれ違うことをやって
いるように見えますが、自分が作ったり手がけたりした
ものがお客さんによろこばれたり楽しんでもらえた時、
自分にとってとても楽しく、充実した気持ちになれます。

「自然（アナログ）を大切に」ですね。技術は
急速に進歩していますが、人はデジタルでは

なくアナログな存在。今日のデジタル技術はかなり精密
にアナログを「真似」できるようになりましたが、自然
を知らなければデジタルでは表現できません。自然をよ
く知ることがこれからもっと大切になってくるはずです。

A1

A2

A3

あたらしい農法に触れ、生き物同士の
関係を生かした生態系づくりを学ぼう

「協生農法」とは、地球の生態系が元々持って
いる、自己組織化能力を利用する農法です。こ

れが普及すると、食料生産と生物多様性を両立させたま
ま、人類にとって有用な植物が自発的に育つ生態系を作
り出せるようになります。また、このような生態系の要
となる「表土の循環」についてもワークを通じて学びます。

協生農法という持続可能な地球の実現を目指し
た農法の研究をしています。自然生態系、そし

て人間の身体といった、物凄く複雑な世界を上手く理解・
制御・利用するために勉強し、実際に農園で生き物を観
察したり仲間と議論します。これまでわかっていなかっ
たことがわかることがこの仕事の面白さのひとつです。

「自己の真の限界を穿（うが）つ」という私の
尊敬する先生の言葉です。誰でも現状の自分に

ついて「これで良い」と思いがちですが、世界トップク
ラスの実力を得て世に大きな影響を与えたいと思ったら、
現状の自分に満足することなく、強靭な目的意識と意志
力をもって自ら鍛錬することが必要だ、という教えです。

A1

A2

A3

なぜ記憶に残るのか？を知るために
「回路」の仕組みに注目してみよう

特殊なインクペンと LEDシール、さらに紙や
絵を使って、自分だけのオリジナルの「光る

うちわ」をつくります。その中で LEDを発光させる回
路の仕組みを学ぶとともに、アート（芸術）とペーパー
クラフト（デザイン）と電気工学（科学・工学）を融合
させるクリエイティブな楽しみに触れてもらえたら！ 

たとえば、折り紙でつくった作品をインター
ネットに接続したらどうなる？ といった具合

に、センサーや回路、プログラミングといった最新の技
術と、紙でできた本やペーパークラフトをつなぎ合わせ
る方法を研究しています。Chibitronics という教育ツー
ルキットを開発製造する会社の共同創設者でもあります。

「wonder（不思議）」ですね。この世界が、自
分の想像をはるかに超えた驚きに満ちている

ことに触れる感覚であり、日々の生活からより大きく、
エキサイティングな世界へと私たちを連れ出してくれる
もの。だから「知らないからダメ」なんて思わないでく
ださい。それこそが、疑問と学びのはじまりなのですから。

A1

A2

A3

Nobuhiro
Takata
電子楽器の開発者

Jie Qi
特任助教
東京大学大学院
工学系研究科　
川原研究室 

Kousaku
Ohta
リサーチアシスタント
株式会社ソニーコンピュータ
サイエンス研究所

Question

協力：Bang & Olufsen, KORG INC., G-ROKS, 竹尾, Yoko Dobashi 協力：Chibitronics、ERATO川原万有情報網プロジェクト協力：シネコカルチャー

8/18（日）19（月）① 10：00～12：00 ② 14：00～16：00
参加費：無料／定員：各回 20名／推奨年齢：小学３～６年生

※日時により推奨年齢が異なります

夏の思い出を「光るうちわ」で記憶に残そう
（東芝メモリ）

〈 ART & SCIENCE 〉

8/12（月）① 10：00～12：00 ② 14：00～16：00
参加費：¥3,500／定員：各回 10 名／推奨年齢：小学４～６年生

にぎったり、ふんだり！ 
圧力を使って“でんきの波”をあやつろう！

（エレファンテック）

〈 ART & SCIENCE 〉

7/20（土）14：00～16：30
参加費：無料／定員：25名／推奨年齢：小学 5～中学 3年生

ゲームやワークを通して野生のしくみを学ぼう！ 
環境の変化に強い農法とは？
（ソニーコンピュータサイエンス研究所）

〈 SCIENCE 〉

高田展弘さん ジー・チーさん

太田耕作さん

期間： 7月13日（土）〜8月25日（日）

会場： 六本木ヒルズ内各所、アークヒルズ、虎ノ門ヒルズ

www.roppongihills.com/sp/workshop/2019/
概要＆申込方法は下記、六本木ヒルズWEBサイトをご確認ください　

MIRAI SUMMER CAMP以外にも
各ヒルズで多数のプログラムを開催！ 熱中！プログラミング初体験
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　六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで開催中
の「PIXAR のひみつ展 いのちを生みだすサイエン
ス」。アメリカのボストン・サイエンス・ミュージ
アムから始まり北米８カ所、約 150 万人以上を動
員した展覧会で、アジアは初上陸となる。アニメー
ションを子どもだけでなく大人をも感動させるコン
テンツに昇華した、ピクサー・アニメーション・ス
タジオ（ピクサー）が、どのように作品を生みだし
ているのか、制作プロセスを観ることができる本イ
ベント。ピクサー作品の人気作を違った側面から楽
しめることもあり、４月の開幕から大人気を誇り、
リピーターも多数。その理由は２つある。ひとつは
作品作りの一部を体験できること、そしてもうひと
つ。CGアニメーションの制作は想像以上に手仕事
が多いことに驚かされるからだろう。
　展覧会は 3Fチケット売り場の裏にあるイントロ
ダクションシアターで、ピクサーの世界に入るため
のプレゼン映像を観るところから始まる。そこから
52F の会場へ上がると、ピクサーの制作プロセスを
来場者が体験しながら学ぶことができるよう工夫さ
れたハンズオン展示が。そのプロセスは大きく分
けて８つで、モデリング（粘土模型から 3Dモデル
を作成）、リギング（3D化したキャラクターの関
節や筋肉をつける）、サーフェイス（キャラクター
の外見を決める）、セット＆カメラ（キャラクター
がいる世界をあらゆる方向から撮影できるように構
築）、アニメーション（キャラクターを動かす）、シ
ミュレーション（現実世界の物理法則を作品に取り
入れる）、ライティング（照明の強弱をつける）、レ
ンダリング（デジタルデータを映画館で上映する映
像に変換）。パッと聞いただけでは、ほとんどの人

が何のことかよく分からないだろう。が、各エリア
にはプロセスの解説やツールの動かし方を日本語で
ガイドしているので、遊び感覚でピクサー作品に触
れることができ、それが最大の魅力となっている。
　これらのプロセスは、順番通りというわけではな
く、ほとんどが同時進行。実際の現場は千人を超す
スタッフが関わっており、これら各プロセスを担当
するクリエイターが１～２シーンを担当し、常に監
督・プロデューサーにフィードバック。その繰り返
しで、２時間前後の長編アニメーションに仕上げて
いる。その制作期間は、企画立案から完成までに５
年前後。おそらく多くの人は「CGは手描きのアニ
メーションよりも簡単に手早く作れる」と思ってい
るだろうが、じつは手描きのアニメーションよりも
多い人力と科学的な知識、それに時間が費やされて
いるのだ。分かりやすいところでいうと、ライティ
ング。『ファインディング・ニモ』シリーズのドリ
ーの巨大模型を使って、どのように明かりを照らせ
ば効果的に見えるかを体験できる展示がされている
のだが、試してみれば一目瞭然。光量や光の向き、
陰影や背景への影響など、緻密な計算の上で仕上げ
ていることがわかるはずだ。
　老若男女、あらゆる人を感動させる作品を輩出し
続けるピクサーの仕事を知ることができたら、その
次には７月12日公開の最新作『トイ・ストーリー４』
を TOHOシネマズ 六本木ヒルズで観賞することを
おすすめしたい。ピクサーの原点ともいえる『トイ
・ストーリー』シリーズの最新作を観ることでさら
にその手仕事の素晴らしさを実感できるはず。キャ
ラクターの「いのちを生みだすサイエンス」がどう
いうことかを知ると、作品を観る目も変わるだろう。

ピクサーのCGアニメーションはどう
やってつくられているんだろう？ そ
の貴重な制作プロセスのひみつを本格
的に体験できる展覧会が現在、六本木
ヒルズ展望台 東京シティビューで開
催中。いちどでも触れたなら、今後作
品を観る目は大きく変わるはずだ──。 体験しよう！ ピクサーのCG作品ができるまで

会期：９月16日（月・
祝）まで　※会期中無
休　会場：六本木ヒル
ズ展望台 東京シティ
ビュー（六本木ヒル
ズ 森タワー52 階） 開館時間：10 時 00 分～22
時 00 分（最終入館 21 時 30 分） 入場料：一般
1,800 円、高校生・大学生 1,200 円、４歳～中
学生 600 円、シニア（65 歳以上）1,500 円

制作過程で作られたアートワークを
保管する「ピクサー・リヴィング・
アーカイブス」。最新作のスタッフ
にとっても貴重な資料室だ。

（写真中央）

『トイ・ストーリー４』は、前作で
アンディからボニーに引き継がれた
おもちゃ達が、かつての仲間との再
会をきっかけに、友情や絆について
考えさせられるというストーリー。
７月 12 日より TOHOシネマズ 六
本木ヒルズにて公開。

クーリー監督
も待ってるよ！

The Secret of

PIXAR's STORYTELLING

TOY STORY 4

text_Masamichi Yoshihiro

© Disney / Pixar

© Disney / Pixar

011
PAGE

JULY no.97
HILLS LIFE2019



こんにちは、ヒルボックルです。いよいよ夏本番！ みなさま、この夏はどんなご予定でしょうか？ わたくしは、もちろんヒルズで。今年のおすすめ、教えちゃいます。

IN
Goings On About Town

HILLS  FOCUS

六本木グルメバーガーグランプリ 2019　●日程：７月 13 日（土）～８月 31 日（土） ●場所：六本木ヒル
ズとその周辺施設の飲食店 19店舗  ●結果発表：９月上旬に六本木ヒルズの公式WEBサイトで発表予定　
●詳：www.roppongihills.com/sp/burger_2019/ ※ 7 月 5日（金）公開予定

GOURMET
BURGER

GRAND PRIX

Roppongi

1950 年に日本初のハンバーガーショップがオープンした〈ハンバーガー発祥の地〉六本木
を舞台に、六本木ヒルズ内の飲食店19店舗が参加。ハンバーガーの人気投票を行い、六
本木No.1のハンバーガーを決める祭典「六本木 グルメバーガーグランプリ」が今年も開
催される。６回目となる今年は、24種類のバーガーがエントリー。上質な100%ビーフパ
ティを使った王道ハンバーガーなどが勢ぞろい！ 美味しさはもちろん、見た目のインパク
トや創造性を競い合う。六本木ヒルズでは、「六本木 グルメバーガーグランプリ」以外にも、
激辛系やスイーツ系など、ここでしか出会えない変わり種バーガーも多数登場。個性豊か
なグルメバーガーの中からぜひ自分のお気に入りの一品を見つけ出そう！

六本木No.1に輝くのはどのバーガー!?

TASTE & VOTE
FOOD

photo_Koutarou Washizaki

   インスタキャンペーンも実施！ 
商品券（5,000円相当）を抽選で20名様にプレゼント
〈特設ページ〉

https://hillslife.jp/feature/burger_2019/ 

FASHION
夏の装いにこそジュエリーを

FOOD
個性豊かなバーガーが勢ぞろい

FESTIVAL
未来はもっと、楽しくなる

GIFT
心ときめく手土産で差をつけよう

BUSINESS
アイデアひとつで社会を変える！

EVENT CALENDAR
ヒルズエリアでできること、全部

ヒルズで満喫！ 東京の夏

INDEX

instagram @hillslife_daily

twitter @hillslife_
facebook @hillslifedaily

Follow Us On!
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六本木ヒルズが提案するのは、女性の魅力を引き出す洗練さ
れたエレガントなジュエリー。上質な素材を使い、細部まで美
しく仕立てたクラフトマンシップ溢れる“お守り”のようなア
イテムが揃う。時を越えて愛せるプレシャスな輝きを、夏の肌に。

HILLS IN FOCUS

CLOSE UP

D耳たぶのラインに流れるよう
に沿うダイヤモンドの葉っぱ
モチーフに、大人の遊び心が光る片
耳イヤカフ。ホワイト＆イエローゴー
ルドのコンビもユニーク。イヤカフ
（18KYG× 18KWG×ダイヤモンド） 
¥140,000（税込 ¥151,200）／サエ
ミジュエリー（ジー ギフト アンド 
ライフスタイル 03-6812-9163／六
本木ヒルズ ヒルサイド B1F）

C思いやりの心や他人への愛情
を深めるというグリーントル
マリンを、立体的なアンティーク調
デザインのリングに仕立てた。石座
や爪部分の繊細な加工は見ているだ
けでうっとり。リング（18KYG ×グ
リーントルマリン） ¥240,000（税込 
¥259,200）／メゾンルーバス（ビー
ムス 03-5775-1623／六本木ヒルズ 
ウェストウォーク 3F）

BA構築的なデザインに 60 年代の
フィーリングがプラスされたコ
レクション。様々な要素が融合しモダ
ンな存在感を放つリングは、パリのセ
レクトショップcoletteとのコラボレー
ション。どんな装いにもマッチするシ
ンプルさも今の気分。リング（18KWG） 
¥135,000（税込 ¥145,800）／レポシ
（エストネーション 0120-503-971／六
本木ヒルズ ヒルサイド 1F・2F）

纏う人のシンボルになる上質な輝き

ESTNATION

g GIFT AND LIFESTYLE

A

C

B

D

〈 @ROPPONGI HILLS 〉

ダイヤモンドを埋め込んだ球
体と半円のモチーフに、アメジ
ストを組み合わせた片耳ピアス。構
築的で知的なエレガンスを漂わせる。
ピアス（キャッチ部分 18KYG×本体
10KYG×アメジスト×ダイヤモンド） 
¥139,000（税込 ¥150,120）／リー
フェジュエリー（ユナイテッドアロー
ズ 六本木 03-5786-0555／六本木
ヒルズ ウェストウォーク 2F）

UNITED ARROWS ROPPONGI

BEAMS

アークヒルズには心地よいテラス席で寛げるレストランがいっぱい！「THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN」や「SPROUT Café さくら坂」もオープンしたんですって。
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独特の存在感を放つアンティークウォッチから、カジュアルな
装いにマッチするミサンガまで。表参道に出揃ったのは、トレ
ンドを取り入れつつ、自分らしいスタイルをつくれる多彩なア
イテム。おしゃれの可能性を広げながら、旬のムードを纏おう。

夏を彩るジュエリー図鑑

photo_Kazuya Aoki
styling_Kayo Yoshida
text_Ayumi Kinoshita（POLYVALENT）
edit_RCKT/Rocket Company* FASHION

D正面から耳たぶの後ろにか
けて流れるシルバーが独特
のカーブを描き、角度により表情
を変える。一見シンプルながら有
機的なフォルムが今っぽい洗練さ
を漂わせている。ピアス（スター
リングシルバー） ¥32,000（税込 
¥34,560）／イリス 47（アーバン
リサーチ 03-6721-1683／表参道
ヒルズ 本館 B3F）

Cエレガントな装いはもちろ
ん、白 T シャツとデニムなど
のカジュアルなスタイルにも合わせ
たい、蝶モチーフの華やかなチョー
カー。アーカーらしい遊び心と洗
練されたモダニティあふれる 1 品
に仕立てた。チョーカー（18KYG） 
¥192,000（税込 ¥207,360）／アー
カー（アーカー 03-5785-0790／表
参道ヒルズ 本館 B1F）

Bシルクコードとゴールドを編
み込んだブレスレットは揺
れるフリンジが手元を美しく魅せ
る。写真のように 2 本を組み合わせ
るなど、自由な発想で楽しもう。ブ
レスレット （18KYG ×シルク） 各
¥122,000（税込 各 ¥131,760）／
キャロリーナ・ブッチ（アッシュ・
ペー・フランス ビジュー 03-5410-
0361／表参道ヒルズ 本館 B1F）

Aダイヤモンドベゼルが印象的
なアンティークウォッチは小
ぶりなのでブレス感覚でつけられ
る。時を経た重厚感に加え、ネイ
ビーのクロコ革ベルトで洗練され
たノーブルな雰囲気も。ウォッチ
（18KWG ×ダイヤモンド×本革ク
ロコ） ¥300,000（税込 ¥324,000）
／オメガ（ケアーズ 03-6912-0316
／表参道ヒルズ 本館 B1F）

洗練の幅が広がる“今の気分”がここに

CARESE

URBAN RESEARCH

H.P.FRANCE BIJOUX

AHKAH

A

C

B

D

〈 @OMOTESANDO HILLS 〉

日差しを受けてリュクスな輝きを放つジュエリーは、自分に自
信を与えてくれる特別なアイテム。夏の身軽なファッションに
も、お気に入りのジュエリーをひとつプラスするだけで洗練さ
れた雰囲気に。自分らしさを表現する大切な一品を見つけよう。

よい夏はよい汗から。アークヒルズなど７施設では、唐辛子から麻辣までさまざまな激辛料理がそろう「夏の激辛フードフェスティバル」が７月 10日にスタート！
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六本木ヒルズ
アリーナ

66プラザ

日比谷線
六本木駅

EXシアター
EXシアター六本木

EXタワー17F

大屋根プラザ

テレビ朝日本社

入口

メトロハット

乃木坂

渋谷

六本木ヒルズ
ノースタワー

六本木ヒルズ
森タワー

六本木六丁目
交差点

地下道

麻布十番 環状
3 号線け

や
き
坂

テレビ朝日正面

テレビ朝日
けやき坂プレイス

毛利庭園

六
本
木
通
り

東京で最も夏の夜空に近いのは、六本木ヒルズの展望台 東京シティビュー。浴衣を着て行けば、屋上スカイデッキへの入場料が無料になるキャンペーンもありますよ！ 

HILLS IN FOCUS

map_Kenji Oguro
edit_RCKT/Rocket Company*

SUMMER STATION 2019

ドラえもんの
ひみつ道具を集めよう
夏祭りのメイン会場、アトリウ
ム 2 階では昨年大好評だった
ドラえもんの ARアトラクショ
ンがさらにバージョンアップ！

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

©藤子プロ・小学館・
テレビ朝日・シンエイ・ADK

食の発信基地、
Hills YOKOCHO
テレビ朝日の人気番組とのコ
ラボメニューからお祭りの定
番メニューまで、大人も子供
も楽しめるフードエリア。

ジャニーズJr.
ミュージアム開催！

ファン待望！
劇場版おっさんずラブ展

応援サポーターの HiHi 
Jets や美 少年とともに
SUMMER STATION の
歴史を振り返ります。

ドラマ『おっさんずラブ』
の劇場版公開（8/23（金）
～）に向け、劇場版の予
習ができる展覧会を開催。

パパママ一番
裸の少年 夏祭り！
HiHi Jets、美 少年ほか人気
ジャニーズ Jr. が出演する音
楽ライブ。公演期間は 7/18
（木）～ 8/25（日）です。

かき氷の名店が
次々に入れ替わる！
今年初登場のお店も加わり、
さらにジャニーズ Jr. プロ
デュースの「インスタ映え」
なコラボメニューも！

この時期だけの
水上デッキで乾杯！
六本木ヒルズ毛利庭園にしつら
えた水上デッキ。「ジムビーム
ハイボール」や「こだわり酒場
のレモンサワー」が楽しめます。

等身大のドラえもんが
みんなをお出迎え
SUMMER STATION の 玄 関
口、66 プラザに今年もたく
さんの等身大ドラえもんが登
場！　記念撮影にぴったり。

テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り 
SUMMER STATION 

●日程：7月13日（土）～8月25日（日） 
●時間：10：00～19：00 ※イベント
内容や演目によって異なります ●場
所：六本木ヒルズ内各所、｠テレビ朝日
本社内、その他周辺エリア ●詳細：
www.tv-asahi.co.jp/summerstation

　テレビ朝日・六本木ヒルズ全域を
中心に開催される毎年恒例のイベント
「SUMMER STATION」。毎年順調に
来場者数を伸ばし、昨今は六本木の 夏
のお楽しみとして定着。会場はますますの
盛り上がりを見せています。 
　6年目となる今年のテーマは「未来は
もっと、楽しくなる」。令和元年、来る東
京オリンピックを目前に控え、さらに進化
した夏祭り。テレビ朝日本社では ARな
ど最新のテクノロジーを駆使したアトラク
ションや「ロンドンハーツ」など人気番組

の世界に入り込めるブース、屋上に設え
られ空に向かって跳ねるバンジートランポ
リンなどのスポーツ体験アトラクションも。
　六本木ヒルズアリーナでは子供に大
人気のヒーローショーや音楽イベントを
連日開催。等身大のドラえもんがずらり
と並ぶ 66プラザも記念撮影に人気のス
ポットです。遊び疲れたら大屋根プラザ
の Hills YOKOCHOで味わえる番組コ
ラボメニューに水上デッキで味わうハイ
ボール＆レモンサワー、有名店のかき氷
など、ひと味違う夏の食体験も。

　EXシアターの劇場版おっさんずラブ
展はファン必見！　夏祭りオフィシャル応
援サポーターHiHi Jets、美｠少年をは
じめ人気ジャニーズ Jr.が出演するライブ
も夏祭りを盛り上げます。
　スマホで簡単！お得な前売りチケット
「サマパス」は、いつでもどこでも購入
できる電子チケットになり、入場もスマ
ホで簡単に。新時代を迎え、進化した
SUMMER STATION。子供から大人
まで幅広い年代が楽しめるので、ぜひ
足を運んでみて。

もっと楽しく、さらに便利に！
進化を遂げる新時代の夏祭り

FESTIVAL

アリーナステージで
ヒーローショー
音楽ライブや「騎士竜戦隊リュ
ウソウジャー」「仮面ライダー
ジオウ」のヒーローショーを
開催。詳細は HP にて。

※写真は過去の様子・イメージです。 

SUMMER STATION

MAP
六本木エリアを舞台に
夏恒例のフェスティバルが開幕

CHECK!

CHECK!
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ドライミストってご存知ですか？ 六本木ヒルズの 66 プラザや虎ノ門ヒルズのオーバル広場で見かける霧のシャワー。気温を約１～３℃低下させる効果があるんですって。

HILLS IN FOCUS

text_Mariko Uramoto
photo_Kazuya Aoki

g GIFT AND LIFE STYLE

ここだけでしか手に
入らない、オリジナル
フレーバーティー

オリーブの実をたっぷり
はさんだバターサンド

大人の男性にもおすすめ
シックなコーヒーゼリー

富山銘菓をモダンにした、
五味五色の美しい和菓子

滋味深い野菜餡のどら焼きは
小さなサプライズに

華やかなルックスと
軽快な食感が印象的

スタイリッシュなパッケージに華やかな小菓子が 9種類。黒トリュ
フや柚子など森田一頼シェフならではのユニークな素材使いとさま
ざまな口当たりが楽しめる。アソート 9（リベルターブル）¥3,500

g オリジナルブレンドの紅茶。
ダージリンファーストフラッシュ
に香り高いローズをブレンドし、
エレガントな香りの世界を堪能
できる。フレーバーティー（Tea 
company / g ）¥3,000

神戸の菓子店の新ブラン
ド。東京で購入できるの
は g だけ。神戸元町バ
ターサンド TONOWA-
オリーブ -12 個入り（亀
井堂総本店）¥2,400

ブランデーを加えたタイ
プとホワイトチョコレー
トソースが入った２種。
ジュレ オ カフェ カサブ
ランカアソート 6（ジョ
ンカナヤ）¥3,000

薄焼き煎餅に和三盆を塗
り重ねた繊細な「薄氷」
を現代風にアレンジ。抹
茶や桜など５つの風味が
セットに T五 24 枚入り
（五郎丸屋）¥3,000

しっとりとした焼き生
地に紫芋やかぼちゃを
使った素朴な野菜の餡
がたっぷり。野菜餡の
どら焼き 8個セット（麻
布野菜菓子）¥2,381

ギフトにふさわしいビューティ、ファッションアイテムなども ●住所：東京都
港区六本木 6-10-2 六本木ヒルズヒルサイドB1F ●問：03-6812-9163 ●時間：
11：00～21：00 不定休 ●URL：g-roppongi.jp ● Instagram：g_roppongi

出会いがある。ギフトを
贈る予定はなくても、こ
こに来れば「あ、あの人
これ喜びそう」なんて思
いも膨らみそうだ。

いつもお世話になっているあの人に。久しぶりに会う友
達へ。初めましてのご挨拶に。日常のさまざまなシーン
で活躍する手土産。シチュエーションはさまざまでも、
相手が笑顔になるものを贈りたい。できれば、渡したと
きに「これはね」なんて話も盛り上がるとより楽しい。そ
んなギフトを見つけるなら〈g GIFT AND LIFE STYLE〉
へ。ここでは人気パティスリーや地方の名物スイーツな
ど各地から厳選した注目のアイテムを紹介。しかも、季
節に合わせてラインナップが変わるから、訪れるたびに

贈った相手と会話が弾む
心ときめくおいしいギフト

GIFT
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@HILLS
未来への挑戦者たち

HILLS IN FOCUS今回の訪問先

text_Kazuko Takahashi
photo_Koutarou Washizaki

東京の夏は六本木ヒルズの盆踊りでしめるのがヒルボックル流。今年は８月 23日（金）から 25 日（日）までやるんですって。毎年話題のグルメな屋台もお見逃しなく！

向井英伸さん　Blue Lab 代表取締
役社長兼みずほ銀行・常務執行役
員。みずほ銀行では長くリテール
業務に従事。キャッシュカードの
ボーダレス化、インターネットバン
キングにおける新システムの導入、
リテーラーとのアライアンスなど、
新ビジネスの提案も数多く経験。

株式会社 Blue Lab

TYPE：コンサルティングなど

PLACE：愛宕グリーンヒルズ

COMPANY PROFILE「テクノロジーと
アイデアで、未来の
ビジネスを切り拓く」

BUSINESS

上。AI、IoT、ブロックチェーンなどのテ
クノロジーを活用した新ビジネスの開発
や、既存ビジネスの効率化に取り組む。
 「現在は金融系のアイデアが多いですが、
金融はどんな場面にも必要で、夢の実現
や活動の促進を後押しする。その利便性
やシームレス性を高めていきたいです」
　例えば、J-Coin Pay。送金や決済がス
マホひとつでできることに加え、みずほ
だけでなく、約 60の参加金融機関の預
金口座との入出金もアプリがあれば「い
つでも・どこでも・無料で」できる。
 「キャッシュレス化によって人手やコス
トが削減できれば、価値創造や余暇活動
に人の活力を振り向けることができます。
また、J-Coin Payは、当社が複数の事業
者とともに普及を進める『スマートスタ
ジアム』とも連動しています。『スマート
スタジアム』は、先端技術を駆使してス
タジアムと観客のつながりを構築し、新
しい観戦体験を提供します。例えば、ス

　社名は、シリコンバレーがあるカリフォ
ルニアの青い空と、新しいビジネスモデ
ルを作るブルーオーシャンのブルーをイ
メージしている。みずほ銀行がシリコン
バレーに拠点を持つベンチャーキャピタ
ル・WiLと設立。商社や保険会社なども
出資するインキュベーターカンパニーだ。
 「Blue Labは、テクノロジーの発展によ
る社会や生活様式の変化の中で機動的に
新しい価値を創造する組織です。多様な
人材が混ざり合って新しいビジネスを創
出し、生活者・社会・企業がサスティナ
ブルに発展できる、まさにシリコンバレ
ーのエコシステムを実現していきます」
　事業化を進めるプロジェクトは 20 以

マホアプリでのチケットレス化、座席か
ら飲食の注文や決済などができ、また、
スタジアム以外に地域のイベントなどに
も活用できるサービスです」
　競合も存在するが、「日本のキャッシュ
レスは、事業者同士が争うフェーズに至っ
ていない。まずは現金文化とどう戦うか」
と向井さん。向井さんはみずほ銀行でリ
テール事業、経営企画、IT企画などに従事。
新事業にも多く携わってきた。
 「これまでも外部の人達と知恵と力を合わ
せて新しいビジネスに取り組んできたので、
Blue Labに来た今でも基本姿勢は変わり
ません。事業の拡大を図りながらアイデア
を生み続けるのは容易ではありませんが、
アイデアひとつで社会を変えられる仕事
はとてもエキサイティングです。Blue Lab
が発信するビジネスやライフスタイルをみ
ずほ銀行や参加企業に還流させ、ひいて
は日本経済の閉塞感を払拭する起爆剤に
なれたらと思っています」

あらゆる産業・業種に視野を拡げ、オープンイノ
ベーションやプラットフォームの創出を実現。

地銀などの株主各社をはじめ、様々な企業から多様なプレーヤーが集まるオフィス。WiLが参画する共創空間「Ignition Lab MIRAI」でも異業種間交流を活発に行っている。
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今年も楽しい夏を過ごせそう。あ、表参道ヒルズの秋冬アイテム先行予約・受注会にも行かなくちゃ！ 気が早い？ これも夏の醍醐味ですから！ では皆さん、ごきげんよう！ 

text_Kazuko Takahashi
photo_Koutarou Washizaki

HILLS IN FOCUS

EVENT CALENDAR

六本木ヒルズ
www.roppongihills.com

AUGUST
JULY

2019 ROPPONGI HILLS

edit_ Miho Matsuda

FOOD & DRINK

アサヒビール「BLACK NIKKA」の期間
限定 BAR をオープンしました。大人を
楽しませてくれるウイスキー、BLACK 
NIKKA。クリア、リッチ プレンド、
ディープ ブレンドの３つの BLACK の
それぞれの個性に合わせて６日ずつ、３
つの夜のスタイルを展開いたします。こ
の BAR でお気に入りのスタイルを発見
してください ●場所：ヒルズカフェ ●
時間：11：00～23：00

7.7
（SUN）

10.27
（SUN）

7.6
（SAT）

9.8
（SUN）

8.25
（SUN）

7.5
（FRI）

7.13
（SAT）

7.12
（FRI）

9.16
（MON）

9.30
（MON）

開催中

開催中

開催中 開催中 開催中~

~ ~ ~

~ ~ ~
ENTERTAINMENT & ACTIVITY

今年の六本木ヒルズの夏セールは、メン
ズ・レディス・キッズアイテムからライ
フスタイル雑貨まで、人気ショップ約
60店舗が最大70％のプライスオフ！ 今
すぐ手に入れたい今季のトレンドアイテ
ムがお得な価格で豊富に揃います。この
機会をぜひお見逃しなく！ ●場所：六
本木ヒルズ対象ショップ ●時間：11：
00～21：00 ●問：03-6406-6000 ●詳：
www.roppongihills.com

アメリカ・カナダで 150 万人以上を魅
了した展覧会がアジア初開催。PIXAR
アニメーション制作の裏側を、カギとな
る８つの制作工程を通して紹介する体験
型展示です。ご家族でお楽しみ下さい 
●場所：六本木ヒルズ展望台 東京シティ
ビュー ●時間：10：00～22：00（最
終入場 21：30） ●料金：一般 1,800 円
ほか ●問：03-6406-6652 ●詳：www.
tokyocityview.com/pixar-himitsu-ten

CULTURE FOOD & DRINK

地中海とサハラ砂漠に挟まれた神秘の国
「モロッコ」をテーマに、キャンドルが
灯る幻想的で洗練された大人の空間で、
エスニック色豊かな料理をご堪能くだ
さい ●場所：グランド ハイアット 東京
2F 「フレンチ キッチン」 ●時間：17：
30／18：00／20：00 ／20：30 の ４
回制 ●問：03-4333-8781 ●詳：www.
tokyo.grand.hyatt.co.jp/restaurants/
recommended/beer-garden/

バーベキューテラス
～French Moroccan Style～

CULTURECULTURE

進撃の巨人展FINAL塩田千春展 ： 魂がふるえる

人気漫画『進撃の巨人』の原画展。原作
の世界を体感できるコンテンツや貴重な
原画の展示など、最後にして最大の集大
成となる展覧会をお楽しみください。※
7/5～7 は先行公開日程となり一般公開
は 7/8～となります ●場所：森アーツ
センターギャラリー ●時間：10：00～
20：00（最終入館 19：00） ●料金：一
般 2,000 円ほか ●問：03-5777-8600 ●
詳：www.kyojinten.jp

ベルリンを拠点に活動する塩田千春の過
去最大級の個展。大型インスタレーショ
ンを中心に、25 年にわたる活動を網羅。
集大成となる本展を通して、生きること
の意味や人生の旅路、魂の機微に触れ
てください ●場所：森美術館  ●時間：
10：00～22：00（火曜日は 17：00 まで）
※入館は閉館の 30分前まで ●料金：一
般 1,800 円ほか ●問：03-5777-8600 ●
詳：www.mori.art.museum

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

第69回「社会を明るくする運動」
青少年健全育成大会 in 六本木

犯罪や非行のない安全・安心な地域社
会を築くための取り組みを推進する「社
会を明るくする運動」が、六本木ヒル
ズで開催。様々な式典や地域の子ども
たちによる演奏・パレードも実施しま
す ●主催：社会を明るくする運動港区
推進委員会 ●場所：六本木ヒルズアリー
ナ ●時間：13：30～（パレード 16：
00～） ●入場：無料 ●問：03-3578-
2379（港区保健福祉課福祉活動支援係）

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

テレビ朝日・六本木ヒルズ 夏祭り 
SUMMER STATION

テレビ朝日の人気番組コンテンツとグルメ
が大集結！ 六本木の夏を盛り上げる大型
イベントが今年もやってきます。日替わり
の屋外音楽ライブ、人気番組関連の飲食
ブース、超人気アニメブースやスポーツコ
ンテンツなど、盛りだくさん！ 特別な夏の
１日をお楽しみください ●場所：テレビ朝
日・六本木ヒルズほか ●時間：10：00～
19：00 ほか ●問：0570-005-551 ●詳：
www.tv-asahi.co.jp/summerstation/

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

 KIDS’WORKSHOP 2019

子どもたちの想像力や好奇心を育てる、
キッズのためのワークショップが今年も
登場。最新技術の体験や、六本木ヒルズ
内の企業やショップ＆レストラン、関係
施設が開催する特別プログラムを展開し
ます。事前応募制のプログラムもご用意
しているので、HPをチェックして家族
みんなでお出かけください ●場所：六
本木ヒルズ各所 ●時間：期間中随時開
催 ●詳：www.roppongihills.com

FOOD & DRINK

六本木ヒルズ
バーガーグランプリ 2019

夏の祭典「六本木グルメバーガーグラン
プリ」が今年も開催！ ヒルズ内のレス
トラン＆カフェが渾身のバーガーで競い
合います。今回も「レギュラーメニュー
部門」と「特別限定メニュー部門」の２
つの部門でグランプリを決定。食べて投
票に参加しよう！ ●場所：六本木ヒル
ズとその周辺施設の対象レストラン＆カ
フェ ●時間：11：00～23：00 ※店舗
により異なる ●問：03-6406-6000

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

六本木ヒルズ盆踊り

六本木ヒルズセール
2019 サマー

毎年恒例の盆踊りが今年も登場します。
浴衣に着替えて「六本人音頭」を踊りま
しょう。夏ならではの日本の文化をご体
験ください！ ●場所：六本木ヒルズ ア
リーナ ●時間：8/23（金）前夜祭・縁
日屋台 17：00～21：00 （盆踊りはあり
ません）8/24（土）、25（日）縁日屋台
15：00～21：00・盆踊り17：00～20：
00 ●入場：無料 ●問：03-6406-6000 
●詳：www.roppongihills.com

~7.20
（SAT）

8.4
（SUN）

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

六本木ヒルズ朝の太極拳

六本木ヒルズ夏の風物詩、「朝の太極拳」
を今年も巨大な蜘蛛のオブジェ、ママン
のある「66 プラザ」にて開催。爽やか
な朝の陽ざしのもと、健康的な朝を迎え
ませんか？ 複数回の参加で、六本木ヒ
ルズのレストランで利用できるチケット
をプレゼント！ ●場所：66プラザ ●時
間：7：30～8：15（土日のみ開催） ※
雨天中止 ●入場：無料 ●問：03-6406-
6000 ●詳：www.roppongihils.com

7.13
（SAT）

8.23
（FRI）

7.13
（SAT）

8.31
（SAT）

8.25
（SUN）

8.25
（SUN）

~ ~~

BLACK 3 STYLES BAR
PIXARのひみつ展

いのちを生みだすサイエンス
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PRESENT

https://hillslife.jp/magazine/

応募期間　

7月1日（月）～15日（月）
PIXARのひみつ展　いのちを生みだすサイエンス

「HILLS LIFE DAILY」の
ページからお申し込みください。

ACCESS DATA

〈 愛宕グリーンヒルズ 〉
地下鉄三田線「御成門駅」A5 出口徒歩 3分
日比谷線「神谷町駅」3 出口徒歩 4分

〈 虎ノ門ヒルズ 〉
銀座線「虎ノ門駅」2 出口徒歩 5分
日比谷線「神谷町駅」4a 出口徒歩 6分
丸ノ内線・日比谷線・千代田線
「霞ヶ関駅」A12 出口徒歩 8分
三田線「内幸町駅」A3 出口徒歩 8分
JR東海道線・京浜東北線・山手線・
横須賀線「新橋駅」烏森出口徒歩 11分

〈 アークヒルズ 〉

都営 01系統（渋谷⇔新橋）
「赤坂アークヒルズ前」下車

南北線・銀座線「溜池山王駅」13 出口徒歩 1分
南北線「六本木一丁目駅」3 出口徒歩 1分

〈 六本木ヒルズ 〉
日比谷線「六本木駅」1C 出口徒歩 0分
（コンコースにて直結）
大江戸線「六本木駅」3 出口徒歩 4分
大江戸線「麻布十番駅」7 出口徒歩 5分
南北線「麻布十番駅」4 出口徒歩 8分

RH01 系統（渋谷⇔六本木ヒルズ）
「六本木ヒルズ」「六本木けやき坂」下車
都営 01系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」下車
都営 88系統（渋谷⇔新橋）
「EXシアター六本木前」下車

駐車料金
全日：300 円／30 分（600 円／ h）0:00～24:00
1 日料金
全日：3,000 円／24h
24 時間以上の駐車は、
通常料金（300 円／30 分）が加算されます。
※P3は料金が異なります。

〈 表参道ヒルズ 〉
銀座線・半蔵門線・千代田線
「表参道駅」徒歩 2分
千代田線・副都心線
「明治神宮前（原宿）駅」徒歩 3分
JR山手線「原宿駅」徒歩 7分

駐車料金
700 円／ h（以降 350 円／30 分）
10:00～24:30（日曜は 24:00 まで）
※お買い上げ金額ごとに、
店舗にて駐車サービス券を発行します。

HILLS IN FOCUS

EVENT CALENDAR
OMOTESANDO HILLS / ARK HILLS / TORANOMON HILLS

AUGUST
JULY

2019

10組20名様 ご招待
北米で150万人以上を魅了した
展覧会がアジア初開催。PIXAR
アニメーション制作の裏側をカ
ギとなる8つの制作工程を通し
て紹介する体験型展示です。

INFORMATION
HILLS CARD KIDS CLUB　
会員募集中！

スデー特典をご用意。是非ご入会ください 
●受付場所：ヒルズカード カスタマーセンター

お子さまとそのご家
族にうれしい情報を、
メールニュースで定期
的にお届け。会員限定
の優待サービスやバー

サマースカイブッフェ

２組４名様ご招待
8/10（土）～13（火）の
４日間、六本木ヒルズ森
タワー51 階にて、大人
からお子様までお楽しみ
いただける料理の数々を
ブッフェスタイルでご用意します。このディ
ナーブッフェに２組４名様をご招待します。
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新たにヒルズにオープンします！ NEW PRODUCT

表参道ヒルズ 虎ノ門ヒルズ
www.omotesandohills.com www.toranomonhills.com

アークヒルズ
www.arkhills.com

FOOD&DRINK

YONA YONA BEER GARDEN 
in ARK Hills

アークヒルズの夏の風物詩、「YONA 
YONA BEER GARDEN in ARK Hills」。
日本を代表するエールビール「よなよな
エール」など、ヤッホーブルーイングの
人気クラフトビールを味わえます。緑豊
かなアーク・カラヤン広場で、夏の夕べ
をお楽しみください ●場所：アーク・カ
ラヤン広場 ●時間：17：00～22：00（土
日祝は11：00～）●料金：クラフトビー
ル 700円ほか ●問：03-5458-8176

6.26
（WED）

7.13
（SAT）

~ ~9.1
（SUN）

10.14
（MON）

虎ノ門ヒルズ六本木ヒルズ表参道ヒルズ

「トラのもん」ゴルフボールティーピー ティーBALANCESTYLE

虎ノ門ヒルズの公式キャラクターとして
親しまれている「トラのもん」のグッズ
に新しい仲間が増えました。本年より展
開中のゴルフグッズに加え、今月より新
たにゴルフボール第二弾も発売。手土産
やギフトに最適です。今夏さらに拡充予
定！ ●場所：虎ノ門ヒルズ森タワー2F
アトリウム、六本木ヒルズアート＆デザ
インストア ●詳：toranomonhills.com/
about/toranomon.html#flg-goods

35 年の歴史を持つ台湾タピオカミルク
ティー発祥の店「春水堂」が設立したテ
イクアウト専門ティースタンド「ティー
ピー ティー」が登場。看板ドリンクの
「鉄観音ラテ」をはじめ、日本限定の「タ
ピオカ抹茶ラテ」「大粒タピオカミルク
ティー」などをお楽しみいただけます 
●場所：ヒルサイド 1F ●時間：11：
00～22：00（L.O. 21：45） ●問：03-
6406-6000 ●詳：jp.tp-tea.com/

サッカーのあるファッションライフ
をコンセプトにしたセレクトショップ
「BALANCESTYLE」がオープン。オラン
ダ・アムステルダム発のラグジュアリー
ブランド「BALR.（ボーラー）」、サッカー
選手のために生まれた「GIOCATORE
（ジョカトーレ）」を中心に、サッカーのあ
るファッションを提案します ●場所：本
館B3F ●時間：11：00～21：00（日曜
20：00まで） ●問：03-6864-5318

開催中 開催中

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

OMOTESANDO HILLS SALE
2019 SUMMER

表参道ヒルズの人気ショップ約 50 店舗
が参加し、メンズ・レディス・キッズの
ファッションアイテムからアクセサリー・
ライフスタイル雑貨まで、今シーズンの
トレンド商品を 30～50％（最大 70％
OFF）で販売。お目当てのアイテムを
お得に手に入れるチャンスをお見逃しな
く！ ●場所：表参道ヒルズ全館 ※一部
店舗を除く ●時間：11：00～21：00（日
曜 20：00まで）●問：03-3497-0310

7.15
（MON）

~開催中

FOOD & DRINK

大人のかき氷

夏の注目スイーツといえば、かき氷！ 
表参道ヒルズのレストラン＆カフェ11
店舗では“大人が喜ぶ贅沢なかき氷”を
展開しています。ディナータイムの締め
くくりにも、優雅なカフェタイムにも
ピッタリです。ぜひ大人のひんやりス
イーツタイムをお楽しみください ●場
所：表参道ヒルズ内対象店舗 ●時間：
店舗により異なる ●問：03-3497-0310 
●詳：www.omotesandohills.com/

8.31
（SAT）

8.31
（SAT）

~ ~開催中 開催中

FOOD & DRINK

フレッシュフルーツ KAKIGORI

フレッシュフルーツをトッピングした、
夏にぴったりのかき氷が登場！ 今年は
チョコレート味の氷にバナナとたっぷり
のココナッツソースをかけた「チョコバ
ナナ」と、ジューシーな桃とバニラアイ
スを乗せた「ピーチ」の２種のフレーバー
です ●場所：ペストリー ショップ ●時
間：8：00～19：00（土日祝 10：00～）
●料金：1,450 円～（税別）●問：03-
6830-7765 ●詳：andaztokyodining.com

FOOD&DRINK

ルーフトップ・ラウンジ

「スカイパーク」は、アークヒルズ サウ
スタワー屋上に位置し、約 1,000㎡の面
積を誇る、開放的な屋上庭園です。緑や
風を感じる空間で、バーベキューを楽し
みながら優雅なひと時をお過ごしいた
だけます ●場所：サウスタワー屋上庭
園 スカイパーク ●時間：平日 17：00
～23：00、土 12：00～23：00、日祝
12：00～22：00（７～９月は土日祝の
み開始時間が 15時からとなります）

ENTERTAINMENT & ACTIVITY

GREEN WORKSHOP

都心でも豊かな自然を残すアークガーデ
ン。四季を通して様々な表情を見せる
樹木や草花、そこに集う鳥などを身近
に体感する、子どものための体験プロ
グラムです。１回からの体験参加も随
時受付中！ ●場所：アークガーデンほ
か ●時間：10：00～12：00 ●料金：
一回 3,000 円（チケット制） ●問：03-
6406-6663 ● 詳：www.arkhills.com/
events/2019/03/003897.html

EVERY

4th SATURDAY

Now On Sale
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伝統の木工技術を持つ職人が20の工程を経て製造

「子どもにとって、“あそび”は生きる上で大切なこと」という理念の下、あそびを通
して子どもの成長に貢献してきた「ボーネルンド」。知育玩具のパイオニアである同社
の取り組みをご紹介する第２弾では、オリジナルの“あそび道具”を取り上げます。

子どもが初めて使う楽器だから
“本物の音色”を追求する

photo_Kenya Abe　text_Ai Sakamoto

BørneLund Story 2

店内にあるあそび道具の多くを、実際に手に
取って試すことが可能。専門のインストラク
ターが常駐し、あそび方の説明や、あそび道
具選びのお手伝いもしてくれる。７月７日、六
本木ヒルズアリーナにて、親子でダイナミッ
クに遊べるイベントを開催。ボーネルンドが
プロデュースした同フロアの親子休憩室でも、
イベントを随時開催予定。東京都港区六本木
6-10-2 六本木ヒルズ ヒルサイド B2F　03-
5770-3390　営 11：00～21：00　無休

ボーネルンドショップ
六本木ヒルズ店

問合せ先：ボーネルンド
www.bornelund.co.jp

おさかな
シロフォン

１歳半ごろから使える入門用。ド
からドまでの１オクターブ（8 音
階）ある。幅 45cm、黄と青の２色。

専用バチが２本付いている。
10,000 円（税別）。

［仕上げ］［調律］［塗装］［研磨］［成型］
パーツを組み立て出来上がり周波数を使ってチューニング魚の頭と尾をカラフルに着色木の表面を滑らかに磨く無垢材を裁断し、形を整える

厳選した広葉樹の板材を音盤用に
裁断。一定の幅にカットした後、
厚さや幅などの精度を高める。

音盤は上面を２回、塗装後にもう
１回研磨。ボディは安全を考慮し
て、細かい部分まで磨いていく。

色むらが出ないよう着色するのも
熟練の技。キレイに発色させるた
め、３回ほど塗料を吹きかける。

“本物の音色”に欠かせない正し
い音階は、周波数を測りながら調
律。寸分の狂いも許しません。

音盤をとめるネジは、子どもが外
しにくいよう別注品を使うなど細
部にこだわる。目を入れて完成。

ボ
ーネルンドが取り扱うあそび道具と
言えば、海外から輸入された既製品
というイメージが強いかもしれませ

ん。しかし、中には独自開発した商品もあります。
赤ちゃんから小学生の発達段階に合わせた、多
種多様な経験のできるあそび道具を網羅するこ
とを目指す同社。必要なアイテムが世界中を探
しても見つからなかったり、あっても入手しづ
らい場合は、国内外のメーカーとコラボレーショ
ンしたオリジナル商品を製作しています。
　魚の形をした木琴「おさかなシロフォン」も
その一つ。子どものあそび心を刺激するデザイ
ンと叩きやすさ、正確な音階を兼ね備えた木琴
が誕生したのは、30 年以上前のことでした。
 「子ども用に、よい素材できちんと調律された
木琴を作りたいというのが、ボーネルンドの希
望でした」と話すのは、木琴を製造する工房の
責任者・小林昭義さん。そこには子どもが初め
て出合う楽器、つまり初めて奏でる音だからこ
そ、きちんと調律された“本物の音色”であっ

てほしいという思いが込められています。また、
「子どもがより愛着を持てるように、ボディを
魚の頭と尾、音盤（鍵盤）を骨に見立てた魚形
を提案された時には、驚きました（笑）。今見
ても色褪せないのもすごい」とも。
　９名のスタッフが働く工房では、板材の成型
から研磨、塗装、調律、仕上げまで約 20 の工
程を経て、オリジナル木琴を製造。自然素材で
ある木の個性を見極めながらの作業となるため、
大半は人の手を介して行われます。
「木目の詰まり具合や、節などを見ながら手作
業しています。小さなお子さんが触れるもので
すから、細かい部分までサンドペーパーをかけ
て滑らかにすることも欠かせません。木琴づく
りで大切にしているのは、正しい音階はもち
ろん音の伸びや余韻。子どもたちの記憶に残る、
よい音を作り出したいと思っています」
　愛くるしい木琴に込められた“本物の音色”
に対する両者の思い。多くの子どもたちに、長
く愛されてきた理由がそこにありました。
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THE SOUL TREMBLES
CHIHARU SHIOTA
FUMINORI NAKAMURA

1972 年大阪府出身、ベルリン
在住。2008 年芸術選奨文部科
学大臣新人賞受賞。世界各地の
美術館での個展やシドニー・ビ
エンナーレ（2016）、横浜トリ
エンナーレ（2001）などの国
際展に多数参加。2015 年第 56
回ベネチア・ビエンナーレ国際
美術展日本館代表。

1977 年愛知県出身、東京在住。
「銃」（2002）で新潮新人賞を
受賞しデビュー。『土の中の子
供』（2005）で芥川賞、『掏摸
〈スリ〉』（2010）で大江健三
郎賞、『私の消滅』（2016）で
Bunkamura ドゥマゴ文学賞を
受賞。作品は海外でも翻訳され、
高く評価されている。

7/10 発売の文庫版『私の消滅』（文春文庫）。単行本
と同じく塩田さんの作品写真が装丁に使われている。

photo_Masahiro Tamura
text_Shinichi Uchida

塩田千春《どこへ向かって》2019年  
Courtesy: Galerie Templon, Paris/Brussels

塩田千春は、記憶、不安、夢など、かたちの無いもの
を表現した鮮烈なパフォーマンスやインスタレーション
で知られるアーティスト。過去最大規模の個展が森美
術館で開幕するにあたって、塩田自らが切望した、小
説家・中村文則との初対談が実現。ジャンルを超え通
じ合う二人が、互いの表現の本質を語り合います。

魂はどこにあるのか ── 対談：塩田千春   中村文則

塩田千春  さん
（アーティスト）

中村文則  さん
（小説家）

ベルリンを拠点に活動する塩田千春の過
去最大級の個展。25 年にわたる活動の
集大成となる本展を通して、生きること
の意味や人生の旅路、魂の機微に触れ
てください ●会期：～10 月 27 日（日）
※会期中無休 ●場所：森美術館（六本
木ヒルズ森タワー53 階） ●時間：10：
00～22：00（最終入館 21：30）※火曜
日のみ 17：00 まで（最終入館 16：30） 
●料金：一般 1,800 円ほか ●問：03-
5777-8600 ●詳：www.mori.art.museum
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中村　やっとお会いできました（笑） 塩田さんとの
ご縁は、僕の小説『私の消滅』（2016）の単行本
の装丁に、作品写真を使わせていただいたのがは
じまりでした。無数の黒い糸の中に白いドレスが浮
かぶインスタレーションの写真でしたね。
塩田　私は、あの小説を、人としての形を残した
まま内面を失うことを描いた作品として読みました。
私のテーマのひとつ「不在のなかの存在」にぴっ
たりと通じていたので、作品の写真を装丁に使っ
ていただけてうれしかったです。
中村　塩田さんの作品は、作中に人がいないのに、
むしろその不在によって人の存在を感じさせる点
もとても印象的です。同時に、ドレスを「第二の皮膚」
と捉えたり、ピアノを使った作品は個人的な「記憶」
から出発していたり。以前はパフォーマンスアート
も手がけていたそうで、作中にご自身を投影する
ような表現も多い。そのあたりに僕は文学に通じ
るものをとても強く感じています。
塩田　私の作品は、自分の中の「何か違うな」と
いう気持ちから始まることが多いんです。世界の
成り立ちを、科学や情報としては理解できても、
なぜ自分がこの世界にいるのかなど、未だわから
ないことばかり。作品を通してそこに辿りつけたら、
との思いが強いんです。
中村　よくわかります。生きる上での違和感とい
うことでは、僕などは物心ついた頃からそうやって
生きてきたので。でも程度の差こそあれ、誰だっ
てそうだと思うんです。塩田さんの作品には、僕ら
が日常的に見ているものが、現実とは違うものとし
て出てきますよね。宙に浮いたり、無数の糸からなっ
ていたり。そうした作品と向き合うとき、「この世
界って本当はこう見えるのかもしれない」と真実め
いた何かに触れる瞬間を感じます。

無数に編まれた「糸」の先にあるもの

中村　作品で糸を使うようになったきっかけはな
んだったのですか？
塩田　絵画をやっていた頃は、線で空間を描くわ
けですが、私には二次元の線ですべてを表すのが
難しかったんです。そのうち三次元の表現に取り
組むようになり、糸を使って空間に黒い線を引き
出したのが始まりです。中村さんの作品にもよく「黒
い線」が象徴的に登場しますね。
中村　あれは、人間の関係性は家族や友人といっ
た直接的なものだけでなく、無意識の領域でもつ
ながっていると思ったことから来ています。ある人
が受けた影響が別の人に連鎖したり、世界を別の
角度から見たら無数の線で繋がっているのではな
いかと。僕の場合、それを悪や闇の面から描くこ
とも多いのですが。
　無数の線が張り巡らされた塩田さんの作品では、
ひとつの線に目がいくと、さらに奥の線、さらにそ
の奥の線へとどんどん引き込まれていく。三次元
の奥行きというか、ひたすらその先へと誘惑されて
ゆく感じがありますね。
塩田　私は、人間の影のような部分を見つめよう、
そこにこそ大事なものがあると思って作品を作って
います。本当の自分はこうなんだけれど誰にも打
ち明けられないとか、自分もいつか死ぬことへの
不安とか。先ほどの奥へ奥へということで言えば、
やがて線すら見えなくなった時、初めて何かが見
えてきたり、「真実がわかるかも？」という気持ち
が生まれる。人は上っ面にごまかされやすいけれ
ど、本当はその奥にひっそりとある塊のような、ご
ろっとした何かを見たいんじゃないでしょうか。
中村　よく「この小説で何を表したかったのです
か？」と聞かれるんです。たぶん簡潔な答えを期
待されているのですが、僕は「いや、ですからそ
れをコレ（自著を手に取りながら）で表したのです」

と答えるしかない。文学とは、そこに書かれた言
葉の意味の全体で、その全体以上のものを表すも
のだと思っています。世界の成り立ちの真実に届
くかどうか、追い求め続けること。僕は小説で「人
間とは何か」「世界とは何か」と向き合いたいんで
すよね。

光と陰のなかに見る、世界と自身のすがた

塩田　作品をつくる過程では、自分の中から出発
しながらも途中で自分から切り離して「他者」にな
ることも必要ですよね。自分と作品との間に距離
が生まれはじめて、他者と共有し得るものになる。
中村　つまり客観性ですね。人間の明るい部分に
対する陰の部分というのは誰にでもあるし、そこに
自覚的なのはむしろ良いことなのではないかと思い
ます。光だけでなく闇も避けては通れないというこ
とは、塩田さんの作品にも強く感じます。だからこ
そ塩田さんの作品の前では周囲を忘れて内面に浸
り、自分を見つめることができる。そこに、塩田作
品の優しさを感じます。作品を前にして、誰かが
はじかれる感じが一切しないんですね。
塩田　私は2017 年に癌の告知を受けたのですが、
そのとき「ああ、今日と明日って違うんだ」と初め
て気づく感覚がありました。さらに、今回の個展
のオファーを頂いたのは、癌の手術のまさに前日
の夜のことでした。「生きていてよかった！」と思
うほどうれしかったけれど、翌朝には手術室に入り、
以来、どうやってこの身体と付き合っていけばい
いのか戸惑い続けてきました。いまは抗がん剤治
療も終えて復活しましたが、その間ずっと中村さん
の小説を読んできたんです。死と寄り添い、自分
の闇を見ながら生きるのはすごく辛い。でも中村さ
んの小説を読むことを通して、創作のエネルギー
や生きる活力をもらいました。今となっては、自分
の器も少し大きくなったように感じます。
中村　読者の方々からは、暗いけれど読み終わ
ると元気になるという声もよくいただきますけれ
ど……。確かに、何も抱えていない人はいないし、
孤独や闇も芸術的なものに昇華できると僕は信じ
ています。

「たましいってどこ？」という問い

中村　今回の個展のタイトルは「魂がふるえる」
ですね。僕は人間って、意外と物理学ですべて説
明できてしまうのではと思うこともあります。ただ
同時に、素粒子の組み合わせで「意識」が生まれ
るのが不思議で仕方がない。では人が死んだら意
識や魂はどうなるのか？ そういったことを、他の
小説で書いたこともあります。
塩田　たとえば、癌の手術や治療というのはもの
すごくシステマティックに決まっていきます。そ
の段取りの中では、「私」などまったく存在しな
い。魂が触れたり、心が感じるものなどどこにも
ない。これには人間の不条理を感じざるを得ませ
んでした。病に限らず、自分の生や死については
誰だってよくわからないものです。でも、だった
らどうして私たちは心を持って生まれてきたのか。
心さえなければ、迷うことなくベルトコンベアー
に乗って元気な自分を取り戻せるのか？ そんな
疑問に囚われたとき、人ってやっぱりこうして誰
かと対話していくしかないんだと感じます。そこ
には進化も何もない。魂をふれあわせていくしか
ない。ただただ作品を通して問い続けること、関
わり続けることしかありません。今回あえてタイ
トルに「魂」という言葉を使ってみたのはそんな
理由からでした。それが展示とうまく共鳴してく
れているとよいのですが。
中村　展覧会がオープンしたら、その「魂」の行方
を辿りながら作品とじっくり対話してみたいです。
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Bringing New Ideas to Life in Tokyo

www.moriliving.com

photo_Yasutomo Ebisu
text_Mari Matsubara
edit_Kazumi Yamamoto

杉本博司さんにとっての
リビングとは？Q

ライフスタイルが多様化する中で、私たちの居住スタイルもいま大
きく変わろうとしています。そこで今号より「住まい」「生き方」「暮
らし」を表す「リビング」をめぐって、各界の著名人にお話を伺う
シリーズがスタート。第１回は2005年に森美術館で個展を開催す
るなど、世界的に活躍する現代美術家の杉本博司さんを訪ねました。

01

024
PAGE

JULYno.97
HILLS LIFE 2019

1948年東京生まれ。74 年よりニューヨークを拠点に写
真を媒介とした現代美術家としてスタート。2008 年に建
築設計事務所〈新素材研究所〉を、09年〈公益財団法人
小田原文化財団〉を設立。17年には自身の古美術と石材
蒐集、建築の知見を結集させた〈江之浦測候所〉を建設。
その他舞台の脚本・演出、造園、執筆と活動は多彩。

杉本博司

　そこはいわゆる“居間”や“くつろぎの空間”
の概念をはるかに超えていた。14畳に床の間２
畳を加えた畳敷きのスペースに、写真では見え
ないが反対側には屋久杉の余材を乱張りにした
板の間が続く大空間。窓際は一段下がって、瓦
敷きの露地になっている。ゲストはここで草履
を履いて露地に降り、一枚ガラスの引き戸を開
けてベランダへと出る。垣根と植栽に縁取られ
た延べ段や飛び石を進んでつくばいを使う、つ
まりここは茶室と茶庭を意識した構成にもなっ
ているのだ。築52年のマンションの１室を自身
でリノベーションし、外と内の境界が曖昧なこ
の空間を、杉本は＜うちはそと＞と名付けた。
「昔から“せめて畳の上で死にたい”と言うじゃ
ないですか。私もそう。だから畳は私の居住空
間にとって必要です。でも正座は苦痛だし、現
代の生活様式にどうしたら畳を取り入れられる
か？ そこで、正座した時の目線とさほど変わら
ないようにローテーブルとスツールの高さを計
算し、それに合わせて床の間の位置も少し上へ
上げました。戦後に進駐軍が日本家屋を接収し、
土足で踏み込んで畳の上にじかにテーブルや椅
子を置いたのを連想して、“進駐軍接収スタイル”
と私は呼んでいるのですが（笑）」
　樹齢1,000年超のカナダ産米ヒバの分厚い一
枚板を２枚並べたテーブルは、奥の１枚に炉が
仕込まれており、釜をかけて立礼式の茶を楽し
める。テーブルの脚を支えるのは杉本建築の代
表的素材の一つである光学ガラス柱だ。
「海外に長くいると、人の家に招かれることが
多いのです。すると返礼としてこちらもお招き
しなきゃならない。そういうことができる場所
であるということが、まず私の住まいに求める

第一条件です。畳や床の間、露地のある空間で
のもてなしは、外国のゲストには特に喜んでも
らえます。なおかつ自分のアーティストとして
の活動の打ち合わせにも対応出来る場所であっ
てほしい。最近は写真から古美術、建築、古典
芸能のプロデュース、さらに今秋にはパリ・オ
ペラ座公演の演出を控え、活動分野がどんどん
広がっているので、ここでダンスや演奏のリハ
ーサルもしますし、個人的に先生を招いて謡や
仕舞のお稽古もします。古美術や建築関係の蔵
書はすぐ隣室から取ってこられますしね」
　この部屋にはおよそ“まったりと無為にくつ
ろぐ”といった気配が見当たらないが……。
「朝早く6時くらいに目覚めて、この部屋でひと
りで考えごとをします。誰にも邪魔されず、頭
脳をクリスタルクリアに働かせて仕事の構想を
練る。こうした時間を持つことはアーティスト
として必須です。昼間はひたすら雑用に追われ、
夜は会食が入ったりしますから」
「あなたにとってリビングとは？」との問いか
けに対し、返ってきた謎めいた答えは「死んで 
いない こと」。つまり仕事の打ち合わせも客人
のもてなしも、道楽の温習も孤独な黙考も、と
にかく生きている時間のすべてが“リビング”
なのだというメッセージか。「やりたいことがあ
りすぎて死んでいるヒマがない」との名言を放っ
た杉本の、生を充実させる時間すべてに対応す
るのがこの空間なのだろう。
「昔の木造家屋は経年変化で味がつき、長く住
み継いでいくものでした。その良さをマンショ
ンの中で改装しながら求めていきたいのです」　
　高層化しハイスペックを極める首都東京の、
リビングのひとつの理想形がここにある。

Answer
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南イタリア・シチリア島の
土着品種ネロダーヴォラ
100％のチャーミングな赤。
なるべく自然のままに育て
た有機栽培のぶどうを使用
している。ジューシーな果
実味ときれいな酸味、プラ
ムのような香りがラム肉や
焼き野菜を引き立てる。

野菜に込めた生産者の情熱と信念を皿の中で伝えたい
　店をオープンするにあたって、小柳シェフが「ぜ
ひに」と考えたのは石窯の導入だった。「最初は炭
火焼きをメインにする予定でしたが、この石窯と出
会ってすっかり気にいってしまって」とうれしそう
に語る。フランス産の石を使った石窯は、野菜の
火入れには最高な道具だという。「約 500℃ですが、
石の輻射熱で中まですぐに火が通るので、野菜の水
分が飛びにくく、かつ外側はカリッと焼けるのが理
想的です」。当初予定していた炭火との二刀流にす
ることで料理への視界も一気に開けた。小柳シェフ

が力を入れる野菜のグリルは国産、有機のものが中
心。「ただ美味しく調理するだけでなく、料理に生
産者の思いをのせて伝えられたら」という。そこで
機会をとらえては産地を旅して生産者の仕事や考え
方を知ることにも積極的だ。ブラッスリー ルービ
ンは、モーニングから始まるオールデイダイニング。
料理はニューヨークのフュージョンなスタイルで、
そこに炭火、石窯、自家製チップスができるフード
ドライヤーなど、小柳シェフがその時にベストと考
えた調理法を組み合わせている。

東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 2F
モーニング／7:00～10:00
ランチ／11:00～17:00
ディナー／平日・土 17:00～23:30
（L.O.22:30）
日・祝 17:00～22:00（L.O.21:00）
※ただし休前日をのぞく
定休日：無休
03-3588-1018

2つの“焼き方”で素材を極める

炭火焼きラムコンボ 
旬野菜ぞえ

炭火で焼き上げたラム肉はしっとり柔らか。ラムの出汁
を使った優しい味のグレービーソースで。野菜は丸ごと
自慢の石窯で焼き上げるため、炭火で焼いた時とはまた
違った美味しさになる。石の輻射熱効果を使って素材に
短時間で火を通すことができるので、外は香ばしく、中
はジューシーで旨味が凝縮。食感の変化を楽しむために
付け加えたのは、パリッとした菊芋の自家製チップス。

NYの名店ザ シティ ベーカリーのオー
ナーであるモーリー・ルービンの名を
冠したブラッスリーが東京に初登場。
朝からディナーまで多彩なメニューが
登場する。約 60 種類のパンが並ぶ併
設するベーカリーのパンも提供。

素材の持ち味を引き出す
石窯が料理に大活躍！

THE CITY BAKERY 
BRASSERIE RUBIN

・ベーカリーレストラン

ザ シティ ベーカリー ブラッスリー ルービン

RECOMMENDATION

Food T hinkers ⓬

日本の食材を再発見する“ひと皿”

ザ シティ ベーカリーが手掛ける『ブラッスリー ルービン』は 6月にオープン
したばかり。自慢の石窯を使って、旬の国産野菜を瑞々しく軽やかに焼き上げる。

photo_Takahiro Imashimizu　edit & text_Jun Okamoto

Masahiro Koyanagi 
小柳眞廣さん

THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN
統括料理長

調理科を卒業して料理の道へ。和食を始め世界各
国の料理で研鑽を積み『ブレッド＆タパス 沢村』
の料理長を経て『ブラッスリー ルービン』の統括
料理長に就任。その豊かな経験から学んだ、ひと
つのジャンルにとらわれない柔軟な発想を駆使し
てこの店らしいメニュー作りに取り組んでいる。

今回の料理人

ムラサキ
にんじん

キクイモ

主流の五寸にんじんより
も歴史が古いとされ、や
やスリムで甘みが強い。
紫はポリフェノールの一
種アントシアニンによる
もの。この日は神奈川産。

北米原産のキク科の植物
がつけるゴツゴツした塊
根。栄養価が高いことで
見直され、日本でも最近に
なってよく見かけるように
なった。この日は長野産。

ヤング
コーン
寒暖の差が大きいほど味
が良くなるトウモロコシ。
その実が大きくなる前に
収穫したもの。ひげや内
側の柔らかい皮も美味し
い。この日は山梨産。

今回の食材 ①

今回の食材 ③

今回の食材 ②

隣の工房で焼き上げた
バゲット、フォカッチャ、
カンパーニュなどのか
ご盛りパンが +200 円
（一人）でおかわり自由。
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text_Mari Matsubara
photo_Aya Kawachi

　クルマの通行量が多く、交通渋滞の坩堝だった
ニューヨークの中心街が、ここ10 年の間にその様
相を一変させている。交差点のアングルに「プラザ」
と呼ばれる広場が設けられ、デッキチェアでくつろ
ぐ人の姿が見られたり、自転車専用道路やバスレー
ンが設置されたり、かつて自動車が我がもの顔で行
き交っていたストリートは、今や歩行者やサイクリ
ストが安全に通行できるストリートへと変化を遂げ
た。対立意見と闘い成し遂げたこの変革を、当事
者だったジャネットさんは「ストリートファイト」と
呼び、世界中の市長や交通局と協働して、人間中
心の街路設計の重要性を訴えている。

── ニューヨークのストリート変革のために行った
ことを具体的に教えてください。
Ｓ　４つのポイントがあります。第１に自転車専用道
路を整備したこと。今では 400 マイル（約 640㎞）
にも伸びています。実はニューヨークでは公共交通
機関の利用者は 62%で、自転車利用者が 35%も
いたにもかかわらず、これまで本格的な自転車通行
網がなかったのです。車のためだけに設計された道
路では自転車は危険でした。第２に、市内にプラザ
と呼ばれる広場を 60 カ所設置しました。たとえば
交差点の一隅の路面をペイントして自動車進入禁止
にし、デッキチェアを置き、人々が憩える場所にし
たのです。それだけでなく、お年寄りやベビーカー
を押す母親などにとって道幅の広い道路を渡るとき
の中継地点にもなるので、安全性が高まります。第
３に快速バスレーンを設けました。これにより、自
動車とバスの通行を明確に分離し、よりスムーズな
交通が保てます。最後にシェアサイクルシステムを導
入しました。市内 750 カ所のステーションに12,000
台の自転車が配備され、市民が気軽に自転車を借り

られるようになりました。自転車専用道路の整備拡
張と相まって、「自転車移動」という選択肢を安全
に市民に提供することに役立ちました。
── 必然的に車道が狭まることで周辺地域の車の
渋滞を招くのではないかとの懸念から、この計画に
反対する人も多かったのではないですか？
Ｓ　もちろんです。移動量を最大化させるのが道路
の役目だという先入観に麻痺してしまっている人々
が反論を唱えました。でも本来、道路は人間のた
めのものです。街の中における道路の占有面積は
かなり広い。この貴重な不動産を車のためだけに
使うというのはかなりもったいない話ですよ。それ
に、過去 60 年間あらゆる都市で渋滞緩和のため
に車線増設がなされましたが、一向に事態は良くな
らない。車線を増やして渋滞を解決しようとするの
は、ベルトを緩めて肥満を解決しようというのと同
じ。だから考え方を根本的に変えるべきなのです。
── 反対論をどのように説き伏せましたか？
Ｓ　たとえば自転車専用道路を増やすことで、地元
の経済が潤うことを示しました。歩行者やサイクリ
ストが通り沿いの店に立ち寄り、買い物をする機会
が増えたので、ローカルの小売業の売上げは 172%
に増大しました。すると地価も上がり、デベロッ
パーは喜びます。交通事故死者数は 2001 年から
2018 年の間に 48% 減少しました。以前の公共バ
スは渋滞のせいで歩くより遅いと不評でしたが、バ
スレーンが確保されたことでスピードアップしまし
た。というわけで、みんなが得をするのです。こう
した取り組みはお金をそれほどかけずに、すぐに実
行できることばかりなのですよ。一夜のうちに路面
をペイントする、たったそれだけで翌日からストリー
トを一変させることができます！
── 東京でもストリート改革は可能でしょうか？

Ｓ　東京の主要地域は土地の高低差も少なく、街
路が密な作りになっていて、世界的に見ても自転車
移動に向いている街だと思います。それにもともと
公共交通が発達しており、他の都市がうらやむほど
基本的なインフラが整っていますから、あとは道路
に対する新しい視点さえ持ち込めば、劇的に変わる
でしょう。街路改革を一般の人にも快く理解しても
らうためにはビジュアルデザインが欠かせませんが、
日本はデザイン美学が圧倒的に優れていますから、
その点でも大いに期待できます。ストリートは巨大
なキャンバスなんですよ。そこへ地元のアーティスト
や美大生、さらにはボランティアなどを巻き込んで
ペイントし、安全で、見た目にも美しい環境を作り
上げる。その結果、地域コミュニティーとのつなが
りも強化されます。官民が一緒になって、街路の主
権をクルマではなく、人間に取り戻すのです。東京
の今後の街路整備に期待しています。
── つまり「ストリートファイト」の根幹は、私たち
の考え方の変革なのですね？
Ｓ　その通り。「反クルマ」なのではなく、移動の
選択肢を増やしたい。カーファーストではなくヒュー
マンファーストの街を目指すのはエンジニアリング
の問題ではなく、想像力の問題なのです。

26

ジャネット・サディク=カーンさん
ブルームバーグ・アソシエイツ代表

お話を伺いました──

2007 年から13 年までブルームバーグ市長の下でニュー
ヨーク市交通局局長を務め、歩行者や自転車に優しい街
路改革を主導。現在は前市長が創設した非営利コンサル
ティング団体の代表、米国都市交通担当官協議会、及び
グローバルデザイニングシティイニシアチブの議長として
世界各地の市長や交通局に助言を行う。著書の翻訳版『ス
トリートからの都市改革（仮）』が今年 9月に発行予定。

交通渋滞の坩堝！ 以前のタイムズスクエア ( 左 ) 自動車進入
禁止にし、歩行者が集う「プラザ」を設けた現在の様子 ( 右 )

ニューヨークの街路を劇的にシフトさせた元ニューヨーク市交通
局局長のジャネット・サディク= カーンさんが、森記念財団 都
市戦略研究所主催の講演のため初来日。ストリートをどのように
変えたのか？ その画期的な取り組みについてお話を伺いました。

Street Design
for People
クルマ中心から人間中心の街

ストリート

路へ
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福音館書店の絵本と

親子で歩く港区散歩

HILLS 
AREA 
WALKING 
GUIDE 〈30〉

六本木～白金台今回のルート

夏休みは、子どもたちの「わくわく」を刺激する場所へ。家
に帰ったら、そこにまつわる絵本を開いて、もっと深く知る
楽しみを教えたい。今回は福音館書店がおすすめの絵本をセ
レクト。絵本と一緒に、親子で街にでかけよう。

illustration_Natsuki Camino　
map_Ryoko Yamasaki　
edit_Miho Matsuda

1956 年に月刊物語絵本「こどものとも」
を創刊し、それから 60 年以上にわたり
『ぐりとぐら』『魔女の宅急便』『エルマ
ーのぼうけん』など、たくさんの人に愛
される本を生み出してきた出版社。月刊
科学絵本「かがくのとも」は今年創刊
50 周年。8/23～9/8 にはアーツ千代田
3331 にて特別展「あけてみよう かがく
のとびら展」を開催。www.fukuinkan.
co.jp/kagakunotomo50/event/

有栖川宮記念公園

C

緑豊かな公園で
セミと友達になろう

六本木ヒルズから歩いて約 15 分、
広尾駅からは約 3分。麻布台地の地
形を生かし、丘や渓谷、池、日本庭
園などみどころたっぷり。遊具のあ
る児童コーナーや、東京都立中央図
書館も併設 ●場所：港区南麻布5-7-
29 ●入場：無料 ●休園日：年中無
休 ●詳：www.arisugawa-park.jp

港区立郷土歴史館

F

縄文時代から現代まで
地域の歴史を学ぼう

●場所：港区白金台 4-6-2 ゆかしの
杜内 ●時間：9：00～17：00（土
曜～20：00） ●休館日：第 3 木曜
（祝日の場合は前日休館）、年末年始、
特別整理期間 ●料金：一般 300 円、
小中高生 100 円 ※特別展・企画展
は別料金 ●問：03-6450-2107 ●詳：
www.minato-rekishi.com

森美術館

A

美術館ではどんな人が
働いているんだろう？

10/27（日）まで「塩田千春展：魂が
ふるえる」開催 ●場所：六本木ヒル
ズ森タワー53階 ●時間：10：00～
22：00（火曜は17：00まで）※入館
は閉館 30分前まで ●休館日：会期
中は無休、会期中以外は閉館 ●料金：
一般 1,800 円ほか ●問：03-5777-
8600 ●詳：www.mori.art.museum

さくら坂公園
（ロボロボ園）

B

大好きなロボットと
一緒に世界の旅へ

六本木ヒルズレジデンスの南側にあ
る「さくら坂公園（通称ロボロボ園）」。
ロボットのタワー「ロボロボロボ」、
公園全体のアートディレクションと
遊具は現代アーティストの崔正化さ
んによるもの ●場所：港区六本木
6-16-46 ●入場：無料  ●詳：www.
roppongihills.com/green/

麻布山 善福寺

D

都会の中にあるお寺は、東京の歴史の宝庫

824年に弘法大師によって開山。都内では金竜山浅草寺に次いで
長い歴史をもつお寺。幕末から明治にかけてアメリカ合衆国公使館
としても使用されている。福沢諭吉の墓所もある ●場所：港区元
麻布1-6-21 ●問：03-3451-7402 ●詳：www.azabu-san.or.jp/

「現代アートを中心に、建築やデザ
インなど、世界各地の作品に出会
うことができる森美術館。親子で一

「75 本の桜並木が続く、静かな散策
路に隣接するさくら坂公園のシンボ
ルは、カラフルなたくさんのロボッ

ちが美術作品を楽しめる
のは、美術館で働くたく
さんのプロたちのおかげ
だとわかるはず！ 美術館
に足を運ぶことが、今ま
で以上に楽しくなる１冊
です」／『美術館にもぐ
りこめ！』さがらあつこ ・
文／さげさかのりこ・絵

たり、空を飛んだりしな
がらの世界旅行は、とて
も楽しそう！ 各地の珍
しい植物や生きものもた
くさん登場し、想像力が
大いに刺激される作品で
す」／『ぼくのロボット
大旅行』松岡達英・作

緒に展覧会を鑑賞したあとは、絵本を開いて、
美術館の舞台裏をのぞいてみましょう。私た

トたち！ ロボット好きの子どもたちにおすすめ
したいのが、大きなロボットに乗って世界中を
めぐる『ぼくのロボット大旅行』です。海に潜っ

国立科学博物館附属
自然教育園

E

都会のまんなかで
四季折々の自然を観察

●場所：港区白金台 5-21-5 ●時間：
9：00～17：00（5/1～8/31）、9：
00～16：30（9/1～4/30） ※入園
は 16：00 まで ●料金：一般・大
学生 310 円、高校生以下無料 ●休
園日：月（祝日は開園）、祝日の翌日、
年末年始 ●問：03-3441-7176 ●詳：
www.ins.kahaku.go.jp

「コナラ、カシ、ミズキなどの落葉
樹や常緑樹、水辺にはススキやヨシ
が広がる附属自然教育園。四季折々

を見てみたいお子さんに
は、『自然図鑑』を。海や山、
街中で、いろいろな動植物
と出会うためのコツ、観察
するために必要なものや手
順を紹介。自然観察の相棒
になる１冊です」／『自然
図鑑』さとうち 藍・文／
松岡達英・絵

の植物や昆虫に親しむことができる場所です。
自然観察が好きで、じっくりと生きものや植物

「都心にあるとは思えないほど、緑いっ
ぱいの有栖川宮記念公園。夏には、鳥や
昆虫たちが元気いっぱいに活動し、セミ

た１冊です。長い時間を土の
中で過ごし、生まれてから５
年目の夏にやっと羽化するア
ブラゼミ。その生態を知ると、
セミの声もまた違った聞こえ
方をしてきます」／『ぼく、
あぶらぜみ』得田之久・文／
たかはしきよし・絵

たちの声もにぎやかに響きわたります。『ぼく、あ
ぶらぜみ』は、そんなセミたちの一生を優しく描い

「日本の歴史や伝統、文化を現代に語り
継ぐ、街のお寺。子どもたちにとって、
そんなお寺やお墓はちょっと怖いけれど、

尚さん、小僧は、昔話にも、と
てもよく登場しますね。この『さ
んまいのおふだ』も、お寺の小
僧や和尚さんが登場する１冊で
す。おそろしい鬼婆をやりこめ
る、ちょっととぼけた表情の和
尚さんが魅力的です」／『さん
まいのおふだ』水沢謙一・再話
／梶山俊夫・画

興味を惹かれる場所なのかもしれません。お寺や和

「昨年開館した郷土歴史館では、縄文時代から
現在までの港区の自然・歴史・文化を学ぶこと
ができます。建物は東京大学の内田祥三教授に

存・改修しています。おうちに帰っ
て読んでいただきたいのは、『絵
で見る 日本の歴史』です。縄文
時代から昭和までの人々の暮らし
を、丹念に描きこまれた絵で、一
望することができます」／『絵で
見る 日本の歴史』西村繁男・作

よって設計され、昭和13年に建設された旧公衆衛生院を保
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