
運動能力、近所の公園でぐんぐん伸ばす！

展覧会場に託児所！子ども歓迎、森美術館「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」に親

子で体験

森美術館「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」　会場内

美術館に行きたいけれど足が遠ざかっている親御さん、多いのではないでしょうか？　「騒いではいけない」「展示物に触れては

いけない」といったルールは、特に未就学児の子どもだと、しっかり守りきるのは難しいもの。

現在森美術館で開催中の「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」でおこなわれているのは、展覧会場内に託児所をつくること

で、気軽に美術鑑賞をしてもらいたいという取り組みです。子どもが泣いてももちろん大丈夫。しかもこの展示、3歳の子どもと

一緒に見て回ってもたっぷり楽しめました。

エリア一覧 関東 東京都 博物館‧科学館‧美術館

東京都 博物館‧科学館‧美術館 2022年4月15日

体験 体験コーナーあり 雨でもOK
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「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」って？

実際に子どもと鑑賞してみた

「くらいんぐみゅーじあむ」は本格的な託児所

美術館へ行こう！

「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」って？

Page Top

ホーム

Ads by 

この広告の表⽰を停⽌ 広告表⽰設定 

https://kids.rurubu.jp/article/64283/
https://ad.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvJqIhXYKgJ18amPepoWwRGONNBdrhcYy-tPsaNuXFbvcfHIOv1repfrAnCNN8Hsgj2bgiMnASj--qMn2ALa6cOYn-PnUptLF9_EjfvCWjlkZPFNNAq_K6Vj8essf8mkVx1xeDw5E6a3ByI8xi6ejqtq7DDzRms4EZq0JTS86_R8BasxzdVFfQrVm5xReXDsx4GtOvVlx8hd4EV8_kAw_ZyE1tM_lOamfeD13ZjPRgIWfwWZ1AYipGz3_k29bqIKSPobKbx5EtcwtLe844JqKX_p4dWbHptilnqkUrRzKvnlyZBOjaN_0y7skeWBHWCeeiCz3J-t_vxC_fh7wMAa2PIOq4GDP8SmtKElyCTMEzYx877rnt0jowftQpNO8E_yquJ6QfYJ49jB1D2Dag8voRmLkOlJVsWiGNBFnoQ9bz8dRR0uZT87xhBXonoBgiuTNuRVd2iDq6glWftaHVwixjbXRQ5cWipS0PIncC8q18E7sq27EuDMtmyywCNdY1BuEsLSy9SSjtCEy0eaoaniCjtgCRAZWv467MwrLfEWU0GdyzoJZ80k6Hhl7t5uOeRpO16ScXy8ysJW64_fFer4de1J2dnKX9Yz_D2r-j3pAfhoZrJKKMQyBasvJhUb9ybUuBRwXaexkESFW0f-4YPkLTBP4Kxrq8GeQmkZD4uRVcIutuDG99sp4x9cF73Hebtnbqm6_G83B4VjDKPz2JDmdtlS2k-Tn7Xs-ub6CIgwO9PPQXBVsAPckWjpbHgiZKVrtPZW4xniQVsE_QIcHRiWfjJZlSlOvru4ONwMFNNnIHk8q-mwxfJG1zUZHXTLJIBycDHQpNYYxKDg7RXFhI1t5jOft0I3pxN_iQ_uyK9bOemIHTWXMvmOP92DYvZn8StLU9BeWvfJr3PQfgEZEhewud7_Mf6A6w_pLjOyVxLBIHY4Kr0-dWmv-9R2CUSZNb3zV8Elf0F2yytg6lRB8DuQ_VCT0XQZRFNPYuc4QISWPbGfOmFhxsV0TtZsQY3exK8egv15yt4MxyG1-OxjmTLEIxiTyOn_K6J-1osZqByHap3nNhgXHS-gHBpgjv5whAxEV_HtugVf4z_TYOWyabJwrLffuCLvh2Q9iiLBk0sZ6gmY_yhpxP4JhrLdAN0lEoRmQ0uawQc8E8KfQvpg2aak6z_qxcFaAAOc0E9EFSPhe7vduhGgvJfpa0HIIcUSiNw8j7KRXP7P7PvI4JKyh5WuuCTwktMWVVA3gr8S7NoJvAgnIdEZ_KL5W9FyETRnIr9zqdLXjZHANM&sai=AMfl-YTllfgNct3_JbruBCbW88occsZrsJA9UMjAxDRmE61dMIAxlaPkIaDX5-kEQIGaOZubwZ88pIebgS8LxIP0CJmPnCz95DBhv9Xa2QsF6wB069Qr4tJbTcY_FJvSuaKc71jz_bOlgWQIurTly8IfnBt1V8GASnO5tpgdzX3dafvWsPLstbQRMYRqtZ0IjjAGz3XKEEgiHGL4Z4Vq33Qn9cklghDTtseFpmfp2rrYDjlvf3ijy-47fCjWuWjbxBwlp0XfXPnDQhHJ_YDDbbWljlyxcUTboqDIoQ&sig=Cg0ArKJSzDPoLdPOmcy8&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&crd=aHR0cHM6Ly9zcXVhcmV1cC5jb20&urlfix=1&adurl=https://squareup.com/t/cmtp_performance/subcmtp_net_new/exp_no/pr_spos/d_display/tar_retargeting/p_google/subp_dv360/cn_pos_1pa_allpages/crtype_0_22octa2Static/l_jp/lang_ja/dt_alldevice/%3Froute%3Djp/ja/point-of-sale%26dclid%3D%25edclid!
https://kids.rurubu.jp/area/
https://kids.rurubu.jp/area/6/
https://kids.rurubu.jp/area/24/
https://kids.rurubu.jp/area/24/96/
https://kids.rurubu.jp/area/24/
https://kids.rurubu.jp/genre/96/
https://kids.rurubu.jp/tags/2213/
https://kids.rurubu.jp/tags/87/
https://kids.rurubu.jp/tags/79/
https://kids.rurubu.jp/author/7b46357064cc6ddc17017cfb7d78b376c7042d80c3c5b45659db0b36/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fkids.rurubu.jp%2Farticle%2F92123%2F&text=%E5%B1%95%E8%A6%A7%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E3%81%AB%E8%A8%97%E5%85%90%E6%89%80%EF%BC%81%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%AD%93%E8%BF%8E%E3%80%81%E6%A3%AE%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8%E3%80%8CChim%E2%86%91Pom%E5%B1%95%EF%BC%9A%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%81%A7%E4%BD%93%E9%A8%93
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fkids.rurubu.jp%2Farticle%2F92123%2F
https://social-plugins.line.me/lineit/share?url=https%3A%2F%2Fkids.rurubu.jp%2Farticle%2F92123%2F
https://b.hatena.ne.jp/entry/https%3A%2F%2Fkids.rurubu.jp%2Farticle%2F92123%2F
https://getpocket.com/edit?url=https%3A%2F%2Fkids.rurubu.jp%2Farticle%2F92123%2F&title=%E5%B1%95%E8%A6%A7%E4%BC%9A%E5%A0%B4%E3%81%AB%E8%A8%97%E5%85%90%E6%89%80%EF%BC%81%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%AD%93%E8%BF%8E%E3%80%81%E6%A3%AE%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8%E3%80%8CChim%E2%86%91Pom%E5%B1%95%EF%BC%9A%E3%83%8F%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8D%E3%81%AB%E8%A6%AA%E5%AD%90%E3%81%A7%E4%BD%93%E9%A8%93
https://kids.rurubu.jp/
https://ad.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuowLIliosYGzxYPdXYRGuN0KGR0Ez5C-dPLpDr5mZyGvWqjl8CSoRVPoI-67Ogbmm8_iog8r91JusDBNfxGm6HLZkO4_AhMFSoFsAmwhQKP6Qtas7ydFdeFJxGgMPA0cUAx7z58zMwdNPW1f6l9KEggWA1kE3mS7IAanboCPcUTMscHtHjq885VHyxNdTtaIOvBO-IJUzu4vZBumbBf9r7dxra8-aYwWHxlbLZx1yfNSrya3KA-N6eyshXiK72T5H416ZUtaJnFRwK7udeBQToMf2uvt6yQx5ULG5ugAXGhG1F7nkITr_jjqts_v5BYGutmEigPq_t5espwuqNduYHYxQvWGjSZPc5sEAVwooLevR5oIT0U6z82xHxERP5PBHc1NUbvxxB10muwOw092bTlnTY4GdQxTvyvAF3MWaMR50DCou5VU6MJD_-hdnGd_sEDrzbQbdostxzlSquWwzl0n-OfXfTPpIt6PtMelysL9K2m6RdZBJTNsvgH2BGw3_6MDN5BNT7ce_Dq9dHu6hoxh7df9hUUd4CpteFWErm1eG2aP2jrXwaGlYwYvuAaCLp0rTry8DOaXyIOMGVbMKjgEkEAqE-V3Nlk1HT5niBixfopzhId8Yh7J5hULfQSouvPPISPGxNVFIVAKcO8nBZuYH7A-bdLRTNvqn7B36StKPuYqViKV_Gr52q0orKUfTvgAEdYFcPux91h8TgAvE5U1obiZeDXmrmah8PxlSry2zu8Y74Grg_vhyMb__jNblRQTem1mx_lhWCkg9FynLikIU5F1wfcVa4eSQvx1oJ_-0CvGvxluLacptIxjGr851vML4EOH9ZR2mOkxmfIHh9_y4m0ugXQWUNdMCei0fbML7m-qgNsDxyqKF5qTTKolgok-Jv23Ljbn7RtPHBxuicGuFGv6lCHgcUg-Lc0JgkDap1wko66oQxpbf2PNYzxII8hs8J1A9VU4bjEZEMix458lC9q992gUSn41mZf_KiEwbeYJ-LibdIuizH4H5Wh48Cx_fVKmHSymuucL6oYYGMEWjGN2_BlI-V-orFFGmyyhk41G71cJEbiQ9Fxm8Eb68Mlu8sBq9_ESwamHeqbS9ot1cmpvdQkxoACiz27Ykd2pfqnt6NZaN4PZWnyxaBA1BU52ghFpeELejNMj_CWWiOH5BSaHC2IEjHAg7FXWHfh__P8UR-t_nF3km4g_R3x5KisjprKoZ4CIsIWEBA9gqYUP52hmEm9uVTJoFCavUQRc9iTLzfeeoRI3lqG2pzPpMLwZOH1w&sai=AMfl-YQoUz6wg3glsd161WTl42iO5jN9CYU47zEg092xw2wjO4OzIccyTdJONGSUgY1R178odcnC4pcn8RMwJiam6SXcHugFg3Fk4jycpg-XtGA2Y4npYYG14bp8EAjXbfh2NrVa5V9edzAUTIsN7YB71tsKSXFIR4oMp-agpJuFIcjIY7PjQ42nf8OCt2s9GteLA5w7mmlRQaJ52lLyw_Y54sePa_fCWWWhs0PaNSy20UO9_TBLq9ykH7C0o_EiwnXODoxFALkp9BS-qTsrWQdyFk85PPcItuQ_jg&sig=Cg0ArKJSzM2wfg29zQfa&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&crd=aHR0cHM6Ly9zcXVhcmV1cC5jb20&urlfix=1&adurl=https://squareup.com/t/cmtp_performance/subcmtp_net_new/exp_no/pr_spos/d_display/tar_retargeting/p_google/subp_dv360/cn_pos_1pa_allpages/crtype_0_22octa2Static/l_jp/lang_ja/dt_alldevice/%3Froute%3Djp/ja/point-of-sale%26dclid%3D%25edclid!
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AZhb-cBKgP-oBVJGMRAdW90ow11PHINgX2-cfkbX2QIAoxB5ecxMRDiulvCUkEeRgnAp3zlmf4KCtZVd2Dv8_Qmu8OumizOCicQP5551h5HeIZ4Mg3cqhD4jJGtitBb_8v7eT_SWr3yYOg7GnJkvpyB7QlDaL8AxGSMOPA4G4TeIFlKIRAjyGh7cQmOsaxZKbK2vLLuTQNSwMOvlB_tFYvDBWKnNkh6I386Tc_NWWWbV2ZEbQHju57A1Tu7c9_wVUwe7ZDUk0ntO72O0HYfDEcEnjQ34dlgqTzrOysLgCBXmTa2Ek6hiLmV1hsbiJqugQzq2Og9VEm0N4Q-HlwdyQIFFvEC7GmJfQgjuPIdvcqlAqIzmtbH9tdD8rzjMHcsy5lqv1Kw7qK1PqYMZaNgsGu77xdJzkglLK1S9-BDET7_9dp-BXFpa4e_3QEU0kspH6HzO1E1G8V-KAgi4YsX8SYNLtseB35mkP2SQ63jc2TZSErjsVYO8cjIrWivoRVjrPrjAuuP8KpKI7ffmMSkVOGUzDwmu8WE16AAAOtn8nPyn-QfeJ14R7NOgny1XpPso9Ot1kXE3alsnBmPYVehWg_0A748KA0zXj8GaPFjuZBByzNTvHSfqgZHeZ_xVXtWBfy062eh8Sz7-2j9DSar33AomTA9yGF25nrhWzeTCD3w_oGa2Vfwu8MsAE4T89AybHwN_iiC0eqHq4yFpxqyNs4URDldrOcamuXTrah1Cq1uYHxmrnxMNkVh226esg9KnVMcsGQsNRyldBMDbAbi7ieT4sa51afaNmjMlW3hFR6Zj1m7fYYoAh3XG44mq9w86GZByXYgxTZFTCAYVJ8ljFtUr8kEKTrt8ZVejrGpr09lCDOOETifYcK37DGm_2Ad1uS-TTrXxF3gtUwy1cj6DkxcfOLPV33EigXPCzZH3nZYEyZf2cXF_YXf1DrHLk1nAr4KZybmCDI8UijHjSUACp55Z22Qea9_Awk3MJXSLJ-pkYQb5wz162UFoA_m5M3ZARpAOgLqJNGSxd1grQ9s4kv361JUP2YrvK0ehbN2oFQBDQGo2hqQAvKBzO8IcD7oDg4v8aQBNRBnQ0NEZNO7qC6OjGNqq-S3L0aYhxXYhwdklTg9dKlL_zFAkzJU0y7Gju69mL8ZMNEwAi_vHo5OtpfLA0vV8RdANu7u4lESouTTvm7_2beQDMRlfMoNu5Zz0iIDfVhGBuEo9WdgjKfOfL3Ep3t96qFcAxNdn2UsA9n2W0Kq03vzsFrpfcCAzhxfSpZ_XGPcSjumkRdFrDKUElruCrqrfpACPKadP65VUsBZo_fFx0S-ra3A87YuSX42ZXHhPrwj8jumEyQ8MBaKJTkHfUlTATJ7C4MfokL5acrU3XabX0_TRfTjs2D-fjth013bYu-ADBvD3hEHAGeQfwj_1ebwDo-zly4Ukfv2Ha83R4HYfMemcUi4gBIb-RBIA5auyEGyotfRaABJwUD7-1fxGMcdNsyrLyUgCaH8n2Y8l4-mwVfcmLt9IPiBkMpDBwESF6uqmveVXbh_HJ7vJwnsfl1CInYoMgPA2I59ULfTud-KhtDKzNhRzoLlKPstU652Q1gLn13n8dCHgha13vHhGIrdWH9Q9k5tsk4AgPYNwXiourRE1H00GAoe9V1hBJagB3Q


当展覧会は、アーティスト‧コレクティブ「Chim↑Pom」による初の本格的回顧展。作品の主題は日本社会‧飽食と貧困‧原

爆‧震災など多岐に渡り、いずれも社会に切り込んだメッセージ性の高さが特徴です。

これだけ読むと、「小さい子どもは理解が難しいのでは？」と思いますよね。でも、ちゃんとしたメッセージがわからなくても大

丈夫。子どもは独自の楽しみ方をしていましたし、そういった多視点がこの展示では歓迎されている。そんな空気もあって、親も

肩肘張らずに鑑賞できます。

今回一緒に鑑賞したのは3歳9か月の男子。鉄道が大好きで、博物館には行ったことがありますが、美術館を訪れるのははじめて

です。「美術館に行くよ」と言っても、あまりピンときていない様子。

森美術館「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」　会場入口

長いエスカレーターを乗ると、早速入り口にありました。明るい雰囲気の「くらいんぐみゅーじあむ」。

実際に子どもと鑑賞してみた
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託児所「くらいんぐみゅーじあむ」は、クラウドファンディングによって実現したプロジェクト。なかなか美術館でのびのび鑑

賞できない子育て世代の事情を汲んで、「『くらいんぐみゅーじあむ』は美術館の泣き声」と、子どもの存在を肯定的に見出す

場所を作り出しました。

利用可能な期間は、金‧土‧日曜日の10時～15時まで。基本的に予約が必要ですが（当日空きがあれば、予約無しでも利用可

能）、なんと無料です。

予約時間はもう少しあとなので、先に子どもと一緒に展示室内に入ります。

《ビルバーガー》2018年

室内はこんな感じ。実は怖がりな性格もあって、入る直前、萎縮してへばりついていた子どもでしたが……。

展示風景　「都市と公共性」のセクション

不思議な空間が広がっているのを見るやいなや、ひとりですたすたと展示室の奥へ。
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「どうして壊れてるのかな～」と、破壊された建造物の前にそびえたつネズミ『スーパーラット』を指さして不思議そう。

《堪え難き‧を堪えるスーパーラット―Sukurappu ando Birudo―　森美術館バージョン》（2017/2022年）

少し高い位置にあるので抱っこしてあげると、「あっ、〇〇が壊れてる！電車も壊れてる！」と、大人が気付かないような細かな

破壊物をあげてどこか嬉しそうにしていました。

「あれはなに～？」
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「ハンバーガーがはさまれてる！」

「これ触ってもいい？」

「実はね、ここには『触らないでください』って書いてあるの」

「そっか～」
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それからは、近くにプレートが貼ってある作品は、字が読めなくても「さわっちゃだめなんだよね」と大人しく観察していまし

た。

穴を発見！上部の展示《道》に繋がる階段は、子どもたちに大人気。

他にいた子どもたちもみんなこの穴を見つけてのぼっていましたが、興味を誘うような絶妙なスペースでした。体力のない大人は

少し苦労しながら上部へ。
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《道》（2022年）

上層部はこんな感じのアスファルトの空間が広がっていました。色々気になるものが点々と。奥にある巨大なゴミ袋は、この展

示の目玉のひとつでもある《ゴールド‧エクスペリエンス》（2012/2022年）です。

「これなーにー？」
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なんだろう？　服と、実のようなものが打ち捨てられています。

大人が教えるだけでなく、子どもと一緒に考えられる展示が多数あるのも特徴です。

マンホールの穴は覗いてみると、一見真っ暗。
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《稲岡展示居士》（2009年）

角度を変えると、修行僧が座っていました。子どもは、普段マンホールは蓋が閉まっているもの、という考えと人がいたという驚

きから、隠さなきゃ！と思ったらしく、蓋を持ち上げようと焦る場面も。

閉めたら真っ暗になっちゃうからそっとしておこうね、と言うと、素直に納得して「バイバイ」と挨拶していました。

「ヒロシマ」のセクション内にある参加型のアート《ノン‧バーナブル》（2017/2022年）では、一度折られて広げられた折り紙

を、ふたたび折り鶴にすることができます。子どもはくるくると楽しそうに巻きものに。
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《パビリオン》（2013/2022年）

巨大な折り鶴の山が積み上げられた《パビリオン》（2013/2022年）には、中に入って折り鶴に囲まれるという体験もできます。

間近で見上げる景色は圧巻のひとこと。子どもは怖気づいて入らなかったのですが、気になる人はぜひ現地に行ってみてくださ

い！

映像作品が気になってみたり。
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今回、意外にも、一番大人しくじっと鑑賞していたのがこちらの作品。

展示風景　「東日本大震災」のセクション

福島第一原子力発電所の事故が起こってから約1か月後に、発電所から700メートルほど離れた東京電力の敷地内で撮影した映像

作品《リアル‧タイムス》（2011年）。事故のことはわからなくても、道中の地面にあった亀裂や陥没を不思議に思ったよう

で、子どもなりに思うところがあったのかもしれません。

まだまだ見どころは沢山ありそうでしたが、子どもの集中力がそろそろ切れてきたのもあって、託児所へ！

《くらいんぐみゅーじあむ》入口

入り口に戻って、いよいよ《くらいんぐみゅーじあむ》へ。託児所といっても無料ですし、なんといっても展示室内にあるアー

ト‧プロジェクトのひとつです。どのくらいの規模なんだろうと気になりませんか？

「くらいんぐみゅーじあむ」は本格的な託児所
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スペースはこのような感じ。

10畳ほどのスペースに、絵本や知育玩具など、子どもたちが喜びそうなおもちゃがずらり。保育士の方は通常二人いて、受け入れ

人数に関しては予約児童の年齢によって判断しているそうです。

最初は保育士さんが「遊ぼう」と言って作ってくれたブロックの車庫を遠巻きに見ていた、人見知りの3歳。

ものの1分ほどで、打ち解けて一緒に遊んでいました。さすがプロ！
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次は何で遊ぼうかな？

預け希望の時間は事前予約の際に記入しますが、30分から1時間くらいはゆうに遊んでいられるのではないでしょうか。例えば子

どもと一緒に30分展示を楽しんだあと《くらいんぐみゅーじあむ》に預けて、もう一度じっくり見たいところは大人だけで30

分、といった鑑賞もできちゃいます。

【くらいんぐみゅーじあむ】

営業時間 10時～15時

営業日 会期中（5月29日まで）の金‧土‧日曜

対象年齢 0歳3か月～小学校6年生

料金

無料

※基本事前予約制（空きがある場合は当日予約なしで利用可能）。

また、希望日の2週間前から予約可能。土日の利用申し込みは金曜の17時まで。

詳細は申し込みサイトへ

URL https://cscs.alpha-co.com/event_yoyaku_kihon_form.jsp?E=2620756*3K8wQ

展示風景「エリイ」のセクション

美術館に行きたいけれど子連れだと躊躇してしまう、子どもの美術館デビューの機会を探している……そんな人は、ぜひ一度森

美術館「Chim↑Pom展：ハッピースプリング」を選択肢に入れてみてくださいね。

【Chim↑Pom展：ハッピースプリング】

期間 5月29日（日）まで

営業時間 月‧水～日　10時～22時（最終入館21時30分）、火　10時～17時（最終入館16時30分）※5月3日（火‧祝）は22時まで

定休日 会期中は無休

料金
（平日‧当日）一般　1,800円、高‧大学生　1,200円、4歳～中学生　600円
（平日‧オンライン）一般1,600円、高‧大学生　1,100円、4歳～中学生　500円　3歳以下無料

URL https://www.mori.art.museum/

●掲載の情報は予告なく変更になる場合があります。おでかけ前に各スポットへご確認ください。

●旅行中は「新しい旅のエチケット」実施のご協力をお願いします。

美術館へ行こう！

Page Top

https://cscs.alpha-co.com/event_yoyaku_kihon_form.jsp?E=2620756*3K8wQ
https://www.mori.art.museum/jp/


＼この記事をSNSでシェア！／

「関東」「博物館‧科学館‧美術館」の関連記事

「関東」の人気記事ランキング

関連するテーマをぜんぶ見る

体験 体験コーナーあり 雨でもOK

るるぶKidsライター

お出かけのプロ、るるぶKids編集部の面々からなる情報発信チーム。こどもお出かけ情報に詳しい旅ガイド編集者や現役

保育園ママ＆育メンパパ編集者が、本当におすすめしたい旬な情報をお届けします！

この記事を書いたライター

春休みのおでかけにも！ロマンスカーミュージアムで小田急電鉄と銚子

鉄道のコ …

神奈川県 博物館‧科学館‧美術館

お台場‧東京トリックアート迷宮館でおもしろ写真を撮りまくり！錯覚

を体験し …

東京都 博物館‧科学館‧美術館

専門的でおもしろい東京都の無料の博物館17選（サッカー‧アニメ‧折

り紙な …

東京都 博物館‧科学館‧美術館

身近なくらしがわかる東京都の無料の博物館10選（警察‧消防‧水‧ガ

ス‧お …

東京都 博物館‧科学館‧美術館

埼玉県立川の博物館で水遊び！荒川わくわくランドや噴水広場、大水車

もレポー …

埼玉県 博物館‧科学館‧美術館

東京都で桜‧お花見がおすすめの大型公園（2023春）子ども連れで桜散

歩！

東京都 公園

東北自動車道(東北道)【下り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東北 SA‧PA
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あなたにオススメの記事

巨大滑り台が新設！芹ヶ谷公園（町田市）は

好奇心が芽生える水とアートが特徴

東京都美術館（東京都‧台東区）で、古今東

西の名作に触れよう！

「絵と言葉のライブラリー ミッカ」は好奇

心を刺激する子どものための小さな図書館

東京都のおすすめ博物館12選！科学‧宇

宙‧歴史などを体験

花咲くようにふわっと開いた点心で人気

の�大根パイ�

AD (ミヨシ油脂 on dancyu)

科学的エビデンスに基づいたヘルスケアサー

ビスとは？

AD (日本医療研究開発機構 on ヨミドクター)

新生活をアニエスベーウオッチと一緒に

AD (agnès b. watch)

女子力アガるルームフレグランス【ドットー

ル‧ヴラニエス】

AD (ドットール‧ヴラニエス on andGIRL)

Recommended by 

東北自動車道(東北道)【上り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東北 SA‧PA

関東の電車で行けるいちご狩りまとめ（2023春/東京‧埼玉など）駅近

また

関東 観光牧場‧観光農園

東名高速道路(東名道)【下り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東海 SA‧PA

東京都 公園

東京都 公園

東京都 博物館‧科学館‧美術館

東京都 博物館‧科学館‧美術館

東京都 博物館‧科学館‧美術館

東京都 博物館‧科学館‧美術館

東京都 博物館‧科学館‧美術館

東京都 博物館‧科学館‧美術館

人気記事ランキング

東京都で桜‧お花見がおすすめの大型公園（2023春）子ども連れで桜散歩！

東京都 公園

東北自動車道(東北道)【下り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東北 SA‧PA

東北自動車道(東北道)【上り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東北 SA‧PA

和歌山県で桜‧お花見がおすすめの大型公園（2023）子ども連れで桜散歩！

和歌山県 公園

関東の電車で行けるいちご狩りまとめ（2023春/東京‧埼玉など）駅近また

関東 観光牧場‧観光農園
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⼤型フェリーでの旅なら、移動から忘れられない⾮⽇常を楽しめる

AD

くまモンスポット巡り＆最新「くまモングルメ」を訪ねる旅へ

AD

⾼速料⾦が1万円以上お得に！北関東をめぐる割引プランって？

AD

名神‧新名神高速道路【上り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東海 SA‧PA

カブトムシ幼虫の育て方ガイド！水や温度‧オスメス見分け方‧マット交換の時

特集＆まとめ

兵庫県で桜‧お花見がおすすめの大型公園（2023）子ども連れで桜散歩！

兵庫県 公園

東名高速道路(東名道)【下り】のおすすめグルメ＆お土産があるSA‧PA

東海 SA‧PA

ハシビロコウに会える動物園は6つ！全国12羽の名前や性格は？なぜ動かない

東海 動物園

記事をもっと見る

ニュース‧イベント

【潜入レポ】JR京葉線「幕張豊砂駅」2023年3月18日開業！イオンモー …

千葉県 ニュース‧イベント

東京ディズニーリゾートに期間限定でパティシエ気分を味わえるデザートとキッ …

関東 ニュース‧イベント

【インスタグラム】春のおでかけ応援！キャンペーン開催【お得なクーポンプレ …

ニュース‧イベント

記事をもっと見る

注目記事
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公式SNS

現役ママがほぼ毎日つぶやいてます

気になる写真から記事をチェック！

ニュース＆旬のネタはこちらから♪

移住を考える 昆虫が大好き!! 全国のアスレチック

記事をもっと見る

人気テーマ一覧

アスレチック (240) 動物とのふれあい (264) SDGs (31) 水遊び (156) 雨でもOK (649) 夏にオススメ (160) じゃぶじゃぶ池 (71)

4～6歳にオススメ (172) 体験コーナーあり (358) 雨でもOK (649) 人気のアトラクション (155)

手ぶらでバーベキュー (106) 人気の無料スポット (137) 水遊び (156)

人気テーマをもっと見る

編集部おすすめ記事

【旅行券プレゼント】この春、どこ行く？「るるぶKids」春のおでかけを楽 …

キャンペーン

【インスタグラム】春のおでかけ応援！キャンペーン開催【お得なクーポンプレ …

ニュース‧イベント

お子さんの鉄道愛をお聞かせください！Twitterで＜＃子鉄あるあるエピ …

キャンペーン

【4月6日～7月21日の平日限定】お安くディズニーリゾートへ行こう！「首 …

関東 ニュース‧イベント

下町の遊園地「浅草花やしき」を子ども連れで楽しむ！年齢別おすすめアトラク …

東京都 テーマパーク‧遊園地

編集部のおすすめ記事をもっと見る
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