
こどもひかりプロジェクトの１年　2014
2014 年度（平成 26年度）事業報告書
2014 年 4月 1日～ 2015 年 3月 31日まで

全国のミュージアムが力を合わせて東日本大震災被災地の子どもたちを元気づける「こ

ども☆ひかりプロジェクト」の 2014 年度の活動です。若者とのコラボレーションの取り

組み「ミュージアムネットワークでユースの社会力ＵＰ！プロジェクト」は、２年目とな

り、頼もしく成長したユーススタッフ、新たに加わったユーススタッフが、年間を通して、

さまざまな場面で大活躍。ユースががんばって編集したフリーペーパー「ミュージアムキッ

ズ！」にちなみ、7月には、「ミュージアムキッズ！フェア」を開催。たくさんの子どもた

ちに楽しんでもらいました。
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事業
フェスティバル・キャラバン
ミニフェスティバル in マリンピア松
島水族館
新たに募集したユーススタッフの

スタートアップの場を兼ね、ミュー

ジアムキッズ ! 創刊準備号 No.1 で

ユースが取材させていただいたマリ

ンピア松島水族館にお願いし、ミニ

フェスティバルを開催させていただ

きました。
2014 年 6 月 7 日 ( 土 )10:00 ～ 15:00　マリン
ピア松島水族館 ( 宮城県松島町 )
たいけん者数 約 500 名／ 4 プログラム／ス
タッフ数 32 名 ( うちユース 24 名 )
( 助成 : 住友商事東日本大震災ユース・チャレ
ンジプログラム 2014)

キャラバン in アクアマリンうおのぞ
き
ミュージアムキッズ ! フェアの翌

日、アクアマリンふくしまに立ち寄

らせていただきました。
2014 年 7 月 21 日 ( 月 )　10:00 ～ 15:00　アク
アマリンうおのぞき（福島県いわき市）
来場者数 約 200 名／ 4プログラム

in マリンピア松島水族館
いろんなミュージアムが水族館に集合！ スペシャルな体験イベントがいっぱいだよ。
ユーススタッフ（大学生）のお姉さん、お兄さんと、楽しい一日をすごしましょう。 

日時：2014 年 6月 7日 ( 土）10:00～15:00
会場：マリンピア松島水族館　ペンギンランド前

海に眠る 化石のレプリカつくり
プラスティック粘土で、アンモナイト化石のレプリカをつくります。
presented by 兵庫県立人と自然の博物館

はてな☆BOX ～うみのなかまたち～
創作アート。ひみつの材料で、うみのなかまたちをつくろう。
presented by 福岡市美術館・大阪新美術館準備室

星座万華鏡
誕生日の星座を、紙コップで、キラキラとつくります。
presented by 加古川市立少年自然の家

開館 9:00～17:00
入館料 大人 1,400 円／小中学生 700 円
 幼児（3歳以上）350 円

〒981－0213 宮城県宮城郡松島町松島字浪打浜 16
電話（022）354-2020　http://www.marinepia.co.jp

【鉄道利用】  JR 仙石線「松島海岸」駅下車 徒歩 3分
【自家用車利用】 町営三十刈無料駐車場から徒歩 8分
  県営浪打浜有料駐車場から徒歩 3分

※　プログラムは無料で、当日自由参加です。（材料がなくなり次第終了）
※　別途、マリンピア松島水族館の入館料が必要です。

プログラム

こどもひかりプロジェクト事務局
〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6
兵庫県立人と自然の博物館内
電話：090-9119-2005（こどもひかりプロジェクト清水）
E-mail：amk@kodomohikari.com

ミニ

7 月は仙台で、もっとスゴい！【要申込】

フェア

【日時】2014 年 7月 21 日（月・祝＝海の日）
【会場】仙台市産業情報プラザ（AER ５F）
【参加費】大人 1,000 円・小人 500 円（２歳以下無料）
【定員】先着 200 組
ホームページをご覧になり、お早めに、お申し込みください。

全国のミュージアムによる、よりすぐりのミュージアムたいけん！
テーマは、あおいろ。

※　こども☆ひかりミニフェスティバル in マリンピア松島水族館は、「住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 2014」の助成を得て実施します。

→　http://www.kodomohikari.com

マリンピア松島水族館は、2015 年 5月に閉館となります。
88 年の歴史の最後の１年。パパ・ママ、おじいちゃん・おばあちゃんといっしょに、ぜひお越しください。

こどもひかりプロジェクトは、全国のさまざまな
ミュージアムが連携して、東北の子どもたちに、
笑顔と夢をプレゼントする活動をしています。
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ミュージアムキッズ！フェア
仙台市での 3回目のフェスティバ

ルは、少し趣向を変え、定員設定・

事前申込制・有料としました。たく

さんの子どもたちに参加いただくこ

とはできませんでしたが、参加者は

余裕をもって楽しめたのではないか

と思います。また、はじめての試み

として、「何か青いものを身につけて

来てね」と、ドレスコードを設定。

参加証は、キラキラ青色のリストバ

ンドに。

AER1 階アトリウムでは、仙台市地

下鉄東西線市民応援部のイベントが

同時開催されました。
2014 年 7 月 20 日 ( 祝）10:00 ～ 15:00　仙台
市産業情報プラザ多目的ホール・AER広場(宮
城県仙台市 )
 後援 : 日本財団、全国科学館連携協議会、全
国美術館会議
協力 : 盛岡ペットワールド専門学校
プレゼント出展 : 福島市教育委員会文化課、
NPO 法人テイクオフみさわ、日本宇宙少年
団みさわ分団、神戸ファッション美術館、公
益財団法人白鶴美術館、アエル ( 株 )、デザ
インファーム(株)、丸善書店(株)、(株)オフィ
スベンダー、( 株 ) ポケモンセンター、( 株 )
エムジョイ 
来場者数 約 550 名／ 12 プログラム／スタッ
フ数 77 名 ( うちユース 33 名 )

http://www.kodomohikari.com

主催：こどもひかりプロジェクト
後援：仙台市・仙台市教育委員会
協力：アエル（株）・オフィスベンダー 文具の杜・KHB東日本放送

東西線をあそんじゃお！
アエル1階・2階アトリウム
（参加無料・申込不要）

いよいよ来年開業の「地
下鉄東西線」。みんなで車
両の絵をかいたり、自分が
コマになって、巨大すごろ
くにチャレンジしてみよう！

仙台市地下鉄 東西線まちづくり市民応援部

2014 年7月 21日（月・祝＝海の日）

参加費

申込方法

同時開催

対象・定員・申込

〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘6丁目
兵庫県立人と自然の博物館内  こどもひかりプロジェクト事務局
TEL：090-9119-2005（清水）  E-mail：  amk@kodomohikari.com

お問合せ

アクセス：仙台駅西口徒歩2分　ペデストリアンデッキで直結
仙台駅付近の駐車場はたいへん混雑します。公共交通機関をご利用ください。

全国のミュージアムが仙台に集まるよ！
テーマは「あお色」。
何か青いものを身につけてきてね！

仙台市青葉区中央1丁目3-1　仙台駅直結

（アエル）

大人 1,000 円／子ども 500円
（2 歳以下無料）

10:30～17:00

参加者には素敵な
　プレゼントがもらえる

よ！

"ぐりり"も
遊びにくる

よ！KHBマスコ
ットキャラ

クター

・幼児～小学生（保護者同伴）
・先着200組限定
下記により、E-mailまたはホームページ
からお申し込みください。

岩絵具でつくる
夏のキラキラ　はがき

日本の伝統的な絵具の材料をつかって、
青色の暑中見舞いをつくろう。
はがきの持ち込みもOK!

いろんなタネを観察したり、紙とクリッ
プで、くるくる回るタネを作って飛ば
そう。

青色のちょうちょの写真や絵と「ひっつき
むし」で、髪飾りをつくっちゃおう。

旧石器時代や縄文時代のことについて体
験しながら学べます。クルミなどを使って
縄文風のストラップをつくります。

青い海に漂うミクロな生き物「放散虫」の
化石を、大～っきく拡大して、レプリカに
します。

黒い紙にニードルを使って、
てんてん・てん♪って絵をかこう！

直径 6m のドームが出現。本格的プラネタ
リウムで、夏の星座や七夕の星たちを紹介
します。夏の星空を楽しもう！

青色の魚が泳ぐ姿を見てみよう！ 
ウニやヒトデ、サメなどを手にとって
観察してみよう！

日本科学未来館の科学コミュニケーターと
一緒に体験する科学実験です。真空ポンプ
を使った実験を通して、真空のふしぎと宇
宙の謎にせまります。

石器を使った
レザークラフト・縄文風
ストラップづくり

ひっつきむしで、
髪かざり

きらりん☆てんてんで
絵を描こう

大きな青い絵を描こう！

小さな化石の
レプリカづくり

夏のすばらしい星空を
見よう！モバイルプラネ
タリウムがやってきた

実験！もしも・空気が・
なかったら

お申し込みいただいた方には、こちらから返信をさしあげています。このアドレスからのメール
を受信できるよう、ドメイン指定ください。お申し込みから二日以内にこちらからの返信が
ない場合、お手数ですが、お電話にてお問い合わせをお願いいたします。

代表者氏名（よみがな）・大人の人数・子どもの学年（または年齢）と
人数、お電話番号を、電子メールで、amk@kodomohikari.comへ。
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小関高明（関西モバイルプラネタリウム）
田中慎悟（加古川市

水谷亜希・山川 曉・
白石大作（京都国立博物館）

松井 彩（日本科学未来館）

佐藤祐輔（地底の森ミュージアム）
鈴木英梨（仙台市縄文の森広場） 古谷 裕（兵庫県立人と自然の博物館）

絞りの模様を作り、藍の生葉で、シルクの
ハンカチを染めます。また、体を使って藍
色の糸をコースターに織り上げます。

藍の生葉染め＆
藍糸のからだ織り制作！

池内一誠・土屋和美
和田かおり（神戸ファッション美術館）

泉田佳代（石橋美術館）
蒲池昌江（福岡アジア美術館）
高柳有紀子（大阪新美術館建設準備室）

大松真菜（こどもひかりユース）
監修：岡田可斗子（キッズプラザ大阪）

高瀬優子（兵庫県立人と自然の博物館）

世界のキラキラな昆虫標本を展示。
生きたヘラクレスオオカブトもやって来るよ。

（移動博物館車「ゆめはく」）

キラキラ・
あおいろの昆虫たち

青空に飛ばそう、
くるくる回るタネ

（移動水族館車「アクアラバン」）

キラキラ・
あおいろの魚たち

とっても大きな紙に、手や足を使って
みんなで青い絵を描こう！

イラストレーション：いよりふみこ

アエル広場イベント
参加無料・申込不要

 １階（北側屋外）　アエル広場
Ａ会場
B会場

B会場

 5階  仙台市情報・産業プラザ多目的ホール

とくに記述のないイベントは
Ａ会場です。参加費・申込が
必要です。

仙台・宮城ミュージアムアライアンス事務局

SMMA
紹介コーナー 

仙台・宮城のすてきなミュージアムを
ご紹介。

ショップ

店長：山下治子（アム・プロモーション）

あるある、ミュージアムな掘り出し物！
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田村っ子ゆめまつり 2014
市全域で避難区域が解除となった

田村市では、かつて行われていた「ゆ

めまつり」が復活。こどもひかりプ

ロジェクトにお声かけいただき、キャ

ラバンに行ってまいりました
2014 年 9 月 21 日 ( 日 ) 田村市船引公民館（福
島県田村市）
来場者数 約＊＊＊名／ 5プログラム、スタッ
フ数＊＊名（うちユース＊＊名）

キャラバン in ムシテックワールド
田村っ子ゆめまつりの前日、これ

までのフェスティバルや２個にこプ

ログラムでご縁のあるムシテック

ワールドに、立ち寄らせていただき

ました。
2014 年 9 月 20 日 ( 土 ) ふくしま森の科学体験
センタームシテックワールド（福島県須賀川
市）
来場者数 約＊＊＊名／ 4プログラム、スタッ
フ数＊＊名（うちユース＊＊名）

( 助成 : 住友商事東日本大震災ユース・チャレ
ンジプログラム 2014)

こども☆ひかりミュージアムスト
リート 2014
ユース主体のイベントとして、昨

年に引き続き、仙台市アエルで開催

させていただきました。地下鉄東西

線市民応援部イベント「キャップこ

ねくと」も同時開催。
2014 年 12 月 23 日 ( 火・祝 ) アエル２階アト
リウム（宮城県仙台市）
来場者数 約＊＊＊名／ 5プログラム、スタッ
フ数＊＊名（うちユース＊＊名）
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キャラバン in 一関
岩手県立児童館「いわて子どもの

森」のキャラバン事業「あそびにコ

ンビニ」にジョイントさせていただ

きました。
2014 年 10 月 4 日 ( 土 ) 中里公民館 ( 岩手県一
関市 )
来場者数 約＊＊＊名／ 3プログラム、スタッ
フ数＊＊名（うちユース＊＊名）

キャラバン in いわてこどもの森
ユーススタッフの合宿研修を兼ね、

いわて子どもの森を訪問させていた

だきました。
2014 年 10 月 5 日 ( 日 ) いわて子どもの森（岩
手県一戸町）
来場者数 約＊＊＊名／ 4プログラム、スタッ
フ数＊＊名（うちユース＊＊名）

( 助成 : 住友商事東日本大震災ユース・チャレ
ンジプログラム 2014)
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子どもたちへのプレゼント
２個にこプログラム
福島のミュージアム関係者から、木

の実など、地元産の自然素材が使い

にくいというお話をきき、2013 年度

から、子どもたちへ松ぼっくりやど

んぐりをプレゼントする活動を開始

しました。今年も、たくさんの子ど

もたちから、かわいいお礼のメッセー

ジをいただきました。
（助成：セブン -イレブン記念財団）

研究会
公開研究会 ミュージアム×ユース
for キッズ
ユースとのコラボレーションを

テーマとして、阪神・淡路大震災か

ら 20年となった神戸市にて、公開研

究会を開催しました。
2015 年 2 月 1 日（日）神戸ファッション美術
館（兵庫県神戸市）
参加者 48 名

（助成：日本学術振興界科学研究費／住友商事
東日本大震災ユース・チャレンジプログラム
2014）

フリーペーパー「ミュージアム

キッズ！」を発行
2013 年度ユーススタッフの活動の

集大成として、A5 判 16pp の小さな

雑誌をつくりました。2014 年度は、

No.2 を発行。

ユース編集部が、取材に、原稿執

筆に、大活躍（悪戦苦闘？）。

ホームページから、PDF ファイル

をご覧いただけます。
（助成：住友商事東日本大震災ユース・チャレ
ンジプログラム 2014）

東日本大震災を経験したこどもたちを元気づけたい！と
いうことから始まったミュージアムの連携活動「こども
☆ひかりプロジェクト」。3年を経た現在、その活動は、
こどもたち向けのプログラムの実践を通して、東北の若
者たち「こどもひかりユース」を育てるという形へも発
展していきました。若者とともに活動することで、ミュー
ジアムで働く大人たちも活性化し、さらに「若者を育てる」
という共通理念のもと、緩やかで、かつ具体的なミュー
ジアムの連携が促進され、ネットワークにもさらなる広
がりが出てきました。その中心的な役割を担っているの
が、阪神・淡路大震災を経験した阪神間の人であること
は偶然ではないでしょう。二つの大震災に思いを馳せな
がら、新たな時代のために、大人は、若者は、ミュージ
アムは、何をしていくのか、フェイス to フェイスでニコ
ニコ話し合う、交流の空間です。

東日本大震災を経験したこどもたちを元気づけたい！と
いうことから始まったミュージアムの連携活動「こども
☆ひかりプロジェクト」。3年を経た現在、その活動は、
こどもたち向けのプログラムの実践を通して、東北の若
者たち「こどもひかりユース」を育てるという形へも発
展していきました。若者とともに活動することで、ミュー
ジアムで働く大人たちも活性化し、さらに「若者を育てる」
という共通理念のもと、緩やかで、かつ具体的なミュー
ジアムの連携が促進され、ネットワークにもさらなる広
がりが出てきました。その中心的な役割を担っているの
が、阪神・淡路大震災を経験した阪神間の人であること
は偶然ではないでしょう。二つの大震災に思いを馳せな
がら、新たな時代のために、大人は、若者は、ミュージ
アムは、何をしていくのか、フェイス to フェイスでニコ
ニコ話し合う、交流の空間です。

日時 2015 年 2月 1日（日）
 第一部 13:00～17:00　第二部 18:00～20:00
会場 

 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1
 六甲ライナー「アイランドセンター」駅下車すぐ 
 http://www.fashionmuseum.or.jp
 第二部は近隣の会場にて。
近くのホテル　ホテルプラザ神戸、神戸ベイシェラトンホテル

対象 ミュージアムの関係者（学生を含む）
定員 50 名程度（先着順）
参加費 第一部 2,000 円＋第二部（食事込） 5,000 円
 いずれも学生は半額、こども☆ひかり倶楽部メンバーは
 1,000 円キャッシュバック！（第一部のみ）

申込法 E-mail で amk@kodomohikari.comへ
記入事項　参加者全員の氏名、よみがな、所属、学校学年（学
生のみ）、第一部の参加、第二部の参加、関心事や自己紹介を
ひと言（これらの情報は参加者に公開します）。

2015.2.1SUN

INKOBE
2015.2.1SUN

INKOBE

公開研究交流会

第一部 13:00～17:00　ユースを核とした、ミュージアム連携の可能性
総合司会：水谷亜希（京都国立博物館）
はじめに
・清水文美（こどもひかりプロジェクト代表）「こどもひかりプロジェクトとユースの
あゆみ」

話題提供 I　ミュージアムへの期待　進行：和田かおり（神戸ファッション美術館）
・田中恒子（大阪教育大学名誉教授）「子どものために、大人のために、たからものを」
話題提供 II　大人が思う、新たな姿　進行：八木 剛（兵庫県立人と自然の博物館）
・田中梨枝子（神戸ゆかりの美術館）「もっと市民の力でつくっていける美術館があっ
てもいいんじゃないかな、って思う」

・望月涼子（静岡科学館 る・く・る）「幼児向けプログラムをもっとやっていきたい、っ
て思う」

・嶽山洋志（兵庫県立大学講師・兵庫県立淡路景観園芸学校）「若者たちと、子どもの
ための公園づくり。覚悟を決めたらなんでもできる、と思う」

話題提供 III　ミュージアムとコラボする若者より　進行：三上 響（こどもひかりユー
ス・東北大教育学部 3年）

・阪上洸多（ひとはく連携活動グループテネラル・神戸大農学部 2年）
・芝 涼香（京都国立博物館文化財ソムリエ・京都大大学院教育学研究科１年）
・服部修弥（こどもひかりユース・宮城教育大教育学部 2年）
・コメンテーター 佐藤 泰（仙台・宮城ミュージアムアライアンス運営委員長）
テーブルトーク　ミュージアム×ユース for キッズ、近未来の姿
・ファシリテーター：鬼本佳代子（福岡市美術館）

第二部 18:00～20:00　キッズに届けるための、メディアづくり
総合司会：八尋智之（九州国立博物館）
話題提供
・松田万緒（キッズプラザ大阪）「アメリカのミュージアムでは・・・でした」
・山下治子（（株）アム・プロモーション）「専門誌ミュゼのこれから」
・征矢彩香（こどもひかりユース・宮城学院女子大学芸学部２年）・小野寺かこ・佐藤 
萌（同 東北大農学部 1年）「ミュージアムキッズ！創刊へ」

funded by：日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研究（C）25350413 ／住友商事 東日本再生ユースチャレンジ・プログラム 2014

お問い合わせ
こどもひかりプロジェクト事務局
〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘6丁目
兵庫県立人と自然の博物館内
TEL:  090-9119-2005（清水） 
E-mail:  amk@kodomohikari.com

プログラムの最新情報はHPでご確認を
http://www.kodomohikari.com

　主催 こどもひかりプロジェクト
　共催 兵庫県立人と自然の博物館・神戸ファッション美術館（予定）

　  この前後の期間、神戸ファッション美術館や兵庫県立美術館など、
阪神間のミュージアムでは「阪神・淡路大震災から 20年」に関連し
た展覧会などの催しが多数行われています。詳しくは各館のサイトへ。

題字：さとういずみ
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運営
賛助会員を設けました

プロジェクトの準備が始まったの

は、2011 年 6月。呼びかけのしかた

や趣旨書をつくり、関係者への呼び

かけを始めました。2011 年 11 月、

団体「こどもひかりプロジェクト」

の規約を施行。以後、オフィシャル

サイトの開設、グループメールの開

設など、少しずつ運営に必要なツー

ルを整えていきました。

2014 年度は、団体の基盤的経費を

安定的に確保するため、これまでの

一口500円カンパの呼びかけに加え、

賛助会員の制度を設けました（個人

一口 3,000 円／年，法人一口 10,000

円／年）。
個人賛助会員 23 名、法人賛助会員 3団体、個
人寄付金 51 件、法人寄付金 7件

オリジナルグッズを制作

スタッフの目印として「バンダナ」

を、カンパくださった方、賛助会員

になってくださった方へのお礼の品

として、「ミニタオル」と「ステッカー」

を製作しました。

雑誌掲載・出講など

大松真菜 ( ユース ), 2015. ちょっと成長しまし
た。こども☆ひかりプロジェクトユースス
タッフの活動 . Musee, 110: 36.
征矢彩香 ( ユース ), 2014. いざっ、福島キャラ
バンへ出動 !.Musee, 109: 37.
八木 剛 ,2014. 震災が生み出した新しいプラッ
トフォーム : こども☆ひかりプロジェク
ト .Musee, 107: 37.
和田かおり , 2015. ミュージアムは、学ぶこと
を学び、育ち合う場 . Musee, 110: 38.
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会計報告
くわしくは、別途、計算書類をご覧ください。
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こどもひかりプロジェクトの１年  2014

2014 年度（平成 26年度）事業報告書
2015 年 4月 30日

こどもひかりプロジェクト

http://www.kodomohikari.com

TIMELINE
2015 年
2 月 1 日　公開研究会 ミュージアム×ユー
ス for キッズ （神戸ファッション美術館）

2014 年
12 月 23 日（火祝）　こども☆ひかりミュー
ジアムストリート～イブイブ集まれキッ
ズたち～ （AER，仙台市）

10 月　ミュージアムキッズ！創刊準備号
No.2 発行

10 月 5 日（日）　キャラバン in いわて子ど
もの森（岩手県一戸町）

10 月 4 日（土）　キャラバン in 一関（中里
公民館，岩手県一関市）

9月 21 日（日）　田村っ子ゆめまつり 2014
（船引公民館，福島県田村市）

9月 20 日（土）　キャラバン in ムシテック
ワールド（福島県須賀川市）

8-11 月　ユーススタッフ ミュージアム訪
問研修（東京・九州・関西）

7月 21 日（月）　アクアマリンうおのぞき
（福島県いわき市）

7月 20 日（日祝）　ミュージアムキッズ！
フェア（仙台市産業情報プラザ・AER，
仙台市）

6 月 7 日（土）　ミニフェスティバル in マ
リンピア松島水族館（宮城県松島町）

4～ 5 月　ユーススタッフ募集説明会（東
北大学、宮城教育大学等）


