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事業報告

特別展「〜光と鏡のサイエンスアート〜魅惑の万華鏡ミュージアム」実施報告

進　悦子 *

Abstract：  The Ehime Prefectural Science Museum has held the special exhibition “Science Art created by light 
and mirror: The fascinating kaleidoscope museum” for 42 days, from September 22th through November 11th in 
2018. This Exhibition's intention is to make visitors not only understand "scientific side" of a kaleidoscope: how a 
kaleidoscope was originally created, its mechanism of how beautiful patterns were created by light, mirror, glass and 
devised structures. But also it's intention is to enchant visitors with really fascinating and artistic kaleidoscopes, and to 
make them recognize a kaleidoscope's "artistic side" beyond being a child's toy. This report describes the content and 
its making process of the exhibition, and our effort how to display these very fine and fragile glass devices as hand-
on displays. The consideration on this exhibition project is also made based on the results of questionnaires from the 
visitors.
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はじめに

愛媛県総合科学博物館において，2018年 9月 22日（土）
～ 11 月 11 日（日）の 42 日間，特別展「～光と鏡のサイ
エンスアート～魅惑の万華鏡ミュージアム」を開催した．
この特別展は，1816 年万華鏡誕生から 200 年の時を経
たこの期に，万華鏡がこれまでに辿った歴史，万華鏡に
潜む科学的原理，そしてアートとしての万華鏡の煌びや
かな世界を紹介することで，玩具だけではない万華鏡の
サイエンスや芸術としての面を観覧者に見出してもらう
ことを目的として実施した．この報告書では，展示内容，
万華鏡の展示方法及び開催結果を，開催中実施したアン
ケート結果も踏まえ報告する．

展示概要

万華鏡は，1816 年にスコットランドの物理学者デ
ヴィッド・ブリュースターが偏光の実験の最中に発明さ
れた．その後，イギリスやアメリカそして日本にも伝わ
り，発明から 200 年を経た今，世界中に広まり多くの人々
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に親しまれるものとなった．近年は，万華鏡専門のアー
ティストが登場し，芸術品としての万華鏡が注目されて
いる．特別展では，サイエンスの一面を持つ万華鏡の発
明と発展の歴史，内部構造と模様が作り出される原理，
芸術品としての魅力，様々な視点から万華鏡を紹介する．
万華鏡作家とコレクターの協力によってアート万華鏡を
多数展示し，その魅力をより強く伝えることがこの展示
の目的であり特徴である．
展示期間中は，気軽に万華鏡作りを体験出来るイベン
ト，作家指導により本格的な万華鏡を制作体験出来る
ワークショップ，学芸員による万華鏡ギャラリートーク
など多数のイベントを行い，人々の万華鏡に対する深い
興味と関心を掻き立たせ知的満足度を高めることを目指
した．
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展示内容

「レッツプレイ！万華鏡」「万華鏡ヒストリー」「万華
鏡サイエンス」「魅惑の万華鏡ミュージアム」の四つの
コーナーで構成． 

レッツプレイ！万華鏡
万華鏡に触れて見方や遊び方を学ぶことが出来るコー
ナー（写真 1）． 「ジャンボ万華鏡」は，右横のハンドル
を回しながら見るとオブジェクトが回転し模様が変化す
る大型万華鏡で，ツーミラー・スリーミラー・スクエア
ミラーなど 6種類の万華鏡による模様の違いを見ること
が出来る（写真2）．「万華鏡プレイルーム」は，プレイマッ
ト上のテーブルに円盤に書いた絵が模様になる「お絵か
き万華鏡」などの万華鏡を置き，靴を脱いで上がり楽し
めるようになっている（写真 3）．「人間万華鏡」は，鏡
筒の両端にそれぞれが座ると相手の顔が模様となって見
える大型テーパードミラー万華鏡（写真 4）で，内蔵さ
れた LEDライトにより光のラインと共に模様が内部に
広がる（写真 5）．この万華鏡は，作家の松本健夫・美
子氏製作で当館に寄贈された． 

企画展実施結果

事　業　名：平成 30 年度特別展「～光と鏡のサイエンスアート～魅惑の万華鏡ミュージアム」
開催期間　：平成 30 年 9 月 22 日（土）～平成 30 年 11 月 11 日（日）42 日間
会　　　場：愛媛県総合科学博物館　企画展示室
主　　　催：愛媛県総合科学博物館
総入場者数：8,060 人
入　場　料：大人（高校生以上）350 円　小中学生 200 円　幼児無料
対　　　象：一般

図 1　展示室レイアウト

写真 1　「レッツプレイ！万華鏡」コーナー全景

写真 2　ジャンボ万華鏡
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万華鏡ヒストリー
スコットランドの物理学者デヴィッド・ブリュース
ターの，フレネルレンズを利用して灯台の投光性能向上
の研究の最中に万華鏡発明に至った話，万華鏡がアメリ
カに伝承され玩具として世界中に広まったこと，日本へ
の渡来について，芸術品・癒しのツールとして再注目さ

れ現在に至ることをパネルで紹介した（写真 6）．また，
ブリュースター著の論文「The Kaleidoscope」復刻版（写
真 7），今治海上保安部より寄贈された灯台用五等フレ
ネルレンズ（写真 8），万華鏡の前進と言える模様を楽
しむ玩具「八角眼鏡（別名：たこたこメガネ）」（写真 9）
を展示した． 

写真 3　お絵描き万華鏡

写真 6　「万華鏡ヒストリー」コーナー全景

写真 4　人間万華鏡

写真 7　ブリュースター著「The Kaleidscope」復刻版

写真 8　今治海上保安部より寄贈された
　　灯台用五等フレネルレンズ

写真 5　人間万華鏡による模様
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万華鏡サイエンス
「内部構造」「表面反射鏡」「光と鏡の特性」「ミラーシ
ステム」「鏡の角度と像の数」「オブジェクト」「万華鏡
の種類」のパネルで，模様を作り出す仕組みについて解
説．実験装置と実物も添えて模様の違いを確認出来るよ
うにしている（写真 10）． 
「内部構造」は，入場者が万華鏡を「鏡筒・筒・オブ
ジェクト（セル）」に分解出来る（写真 11）． 「表面反射
鏡」では，ガラス表面に銀膜をコーティングして作られ
た万華鏡専用鏡と表面反射鏡と一般的な鏡の上にそれぞ
れビーズを置き，鏡に映る像の見え方の違いを確認する．
表面反射鏡はビーズの実像と虚像が隙間無く一体となっ
たように見えるのに対し，通常の鏡ではガラスの下部に
虚像が映るため，実像との間にガラスの厚さ分の隙間が
生じ，二重にぼやけたように見える（写真 12）.
「ミラーシステム」では，それぞれのミラーシステム
が創り出す模様の違いを見ることが出来る（写真 13）．
2枚の鏡と 1枚の黒いボードで組んで作られた「ツーミ
ラー」，3枚の鏡を正三角形や二等辺三角形に組んだ「ス
リーミラー」，4枚の鏡を正方形（スクエアミラー）や
菱形（ツインミラー）に組んだ「4ミラー」，三角柱の
片方を細くすることで中心に球体が現れる「テーパード
ミラー」，鏡を円筒状にした「サークルミラー」の 5種
類 6本の万華鏡を用意した． 
「鏡の角度と像の数」は，2枚鏡の角度による像の数
や模様を確かめることが出来る（写真14）．角度を90度・
72 度・60 度・45 度・30 度・20 度に固定した 2枚鏡の間に，
入場者がカラーピースを自由に置いて模様を作る． 
「万華鏡の種類」では，8種類の万華鏡を体験出来る
（写真 15）．セルにオブジェクトを入れた「ドライチェ
ンバー」，セルにオイルを充填した「オイルチェンバー」，
チューブにオブジェクトとオイルを封入した「ワンドス
コープ」，筒の先にレンズを付け周りの風景が模様となっ
て映し出される「テレイドスコープ」，円盤を回すと模
様が変化する「ホイールスコープ」，筒の先のマーブル

のガラス玉を回す「マーブルスコープ」，二人で同時に
見ることが出来る「ウェディングスコープ」，ゼンマイ
の回転と共にオブジェクトが動く「オルゴールスコープ」
を用意した． 

写真 9　「たこたこメガネ」は手に持って体験出来る

写真 10　「万華鏡サイエンス」コーナー全景

写真 11　万華鏡の内部構造を知ることが出来る

写真 12　表面反射鏡と普通の鏡
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魅惑の万華鏡ミュージアム
1 三井郁也氏の万華鏡コレクション
北海道の札幌市にある「万華鏡らぼ　光の巣箱　宮の
森」館長の三井郁也氏の万華鏡コレクションから 22 点
を展示した（写真 16）．日本を代表する万華鏡作家であ
る山見浩二氏のダイクロイックフィルムによる光の反射
を活かした作品「VenusⅡ」（写真 17），アメリカのトム
＆キャロル・パレッティ氏作の巻き上げたリボンが模様
となる「スローヨーヨー」，風を吹き込むたびに羽毛が

舞い上がり模様が変化する「フェザー＆レザー」など，
国内外のアーティストによる個性的な作品が揃った．
 2 株式会社アートプリントジャパン海外作家作品
海外作家の万華鏡を輸入・販売する株式会社アートプ
リントジャパンが所有するコレクションから，特に著名
な作家による作品 8点を展示した．2017 年に万華鏡世
界大会 in京都で入賞したアメリカのマーク・ティクル
氏の「Nebla」（写真 18）やアメリカのヘンリー・パー
ガソン氏による木の曲線美を活かした万華鏡，イギリス
のケン＆ドア・フィルホイット氏の真鍮製スタンド万華
鏡（写真 19）を展示した．
3 二神健氏作品
愛媛県で活動する二神健氏によるステンドグラス製の
大型テーパードミラー万華鏡 3点を展示した．ミラーに
スリットを入れ，外部の光がスリットから入ることで網
目を巡らせたような模様となるのが特徴である（写真
20）．

写真 13　ミラーシステムの紹介 写真 16　三井郁也氏の万華鏡コレクション

写真 14　鏡の角度と像の数

写真 17　山見浩司氏の作品「VenusⅡ」

写真 15　万華鏡の種類
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4 松本建夫・美子氏作品
東京都在住の松本建夫・美子氏の作品 12 点を展示し
た．ステンドグラスの技法を活かした豪華な外観とずれ
のない鮮明な模様が特徴である．展示した大型テーパー
ドミラー万華鏡「風雅」は，日本の美と伝統を象徴する
「折り鶴」がモチーフとなっており，球体の中に細い光
の線で描かれた鶴が空間に広がる（写真 21）（写真 22）．
2015 年アメリカで開催された万華鏡世界大会において

最優秀作品賞を受賞した作品である．
5 関西万華鏡同好会作品
「関西万華鏡同好会」の会員 16 名による，ガラス製や
陶器製など作者それぞれの持ち味を活かした万華鏡作品
22 点を展示した（写真 23）（写真 24）（写真 25）．関西
在住の会員で構成される関西万華鏡同好会は 2015 年に
発足し会員数は現在 26 名．京都万華鏡ミュージアムや
大阪市科学館，ギャラリーに於いて定期的に作品展を開
催する活動を行っている．

写真 18　マーク・ティクル氏の作品「Nevla」

写真 19　ケン＆ドア・フィルホイット氏のメタル万華鏡

写真 20　二神健氏のテーパードミラー万華鏡

写真 21　風雅の全景

写真 22　風雅の内部

写真 23　匂梅智春氏のガラス製の作品
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6 投影万華鏡
万華鏡の模様を投影装置とプロジェクターを用いてス
クリーンに映し出して展示した（写真 26）．大阪在住の
万華鏡作家でカレイドスコープフォトン主催の鈴木明子
氏と株式会社 Keiganによって協力・開発された万華鏡
投影装置「万華鏡ビューシステム」を借用した．

関連イベント

学芸員のおもしろ万華鏡ギャラリートーク
担当学芸員が，展示の見どころや裏話を実験も交え
ながら解説した．開催期間中の土・日・祝日 15：00 ～
15：30（約 30 分間）に実施し，合計 300 人の参加者があっ
た（写真 27）． 

万華鏡作家指導によるスペシャルワークショップ
鈴木明子氏，二神健氏による万華鏡ワークショップを
実施した（写真 28）．鈴木氏のワークショップは，小学
生を主な対象とした「ねんどでコネコネ万華鏡作り」（参
加費 3,050 円）（写真 29）と，大人向けの「誕生石を使っ
たジュエリー万華鏡作り」（参加費 5,050 円）を実施した．
二神健氏によるオイルタイプ万華鏡ワークショップ（参
加費 3,550 円） （写真 30）は，定員を大幅に超える申込
み数だったため，午前と午後の 2回に分けて実施した． 

写真 24　山本広美氏の陶器製万華鏡

写真 27　学芸員による万華鏡ギャラリートークの様子

写真 28　鈴木明子氏のワークショップの様子

写真 26　投影万華鏡

写真 25　横井日出昭氏のデジタルとアナログを融合した万華鏡
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プチ万華鏡工作「フラワー万華鏡を作ろう」
簡単な万華鏡作りを体験出来る．二等辺三角形万華鏡
鏡で，角度 36 度にすることで 10 の像が出来花の形のよ
うな模様が広がる（写真 31）（写真 32）．ビーズや貝殻，
シーグラスなど用意した材料の中から参加者が選んで
ケースに入れ，オリジナルの万華鏡を作る．ケースの蓋
を外して中身を交換することが出来る．開催期間中の毎
週土・日・祝日の 13：30 ～ 16：30，エントランスホー
ルにて 1セット 300 円で実施し，19 日間に 1,402 名が参
加した（写真 33）．

写真 29　ねんどでコネコネ万華鏡

写真 30　二神健氏のワークショップで製作した
　　　　　　  　「オイル式万華鏡」

写真 31　フラワー万華鏡

写真 32　フラワー万華鏡の模様

写真 33　プチ万華鏡工作の様子
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写真 34　万華鏡の取り扱いに関する表示

万華鏡フォトコンテスト「万華鏡を撮影して SNS に投
稿しよう！」
展示内の万華鏡の写真及び動画を撮影し「＃愛媛かは
く万華鏡」をつけて SNS (instagram/twitter/facebook)に
投稿するフォトコンテストを開催し，約 100 点の応募が
あった．一次審査によって 20 点に絞り，二次審査にお
いて審査員 5名で 13 点を選び 1位「かはく大賞」2位「館
長賞」3位「カレイドスコープフォトン賞」を，「すご
いで賞」「びっくり賞」など各賞 10 名を決定した（図 2）．
選ばれた作品には，鈴木明子氏作特製万華鏡と賞状を賞
品として渡した． 

レッツトライ！万華鏡検定「キミも万華鏡博士になろう」
初級・中級・上級コースから選んだ検定用紙を持って，
展示室を回りながら問題に答えて進む（図 3）．展示室
出口に設置した「答え合わせコーナー」で自己採点をし
て，自分の万華鏡知識レベルを知ることが出来る．入場
者に展示を隅々まで見てもらうために，解説パネルを読
み，万華鏡を実際に見て実験して確認しなければ答えら
れない問題も取り入れた． 

図 2　万華鏡フォトコンテスト受賞作品

図 3　 万華鏡検定問題用紙

万華鏡展示のための工夫

表示
万華鏡を取り扱いに関する表示を展示室内壁面の随所
に設置した（写真 34）．受付前と「魅惑の万華鏡ミュー
ジアム」コーナー前に，「万華鏡を安全に楽しむための
約束」をスタンドで表示して注目させた（図 4）．また，
各々の万華鏡のすぐ側にも扱い方と注意を促す表示フ
レームを設置した．
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展示監視員の配置
展示室内に展示監視員を配置し，万華鏡の状態確認，
入場者の動向注視，入場者に対して万華鏡の楽しみ方の
案内をした（写真 35）．平日は常時 1名，土日祝日，ま
た団体客や入場者が多い場合は 2名で対応した． 

万華鏡の展示方法
万華鏡は，展示台上にスポンジを黒い布で包み込んだ
クッションを敷きつめ横置きして展示した．円筒型の万
華鏡は転がり落ちないように木製展示台を製作し乗せ
た（写真 36）．スタンドタイプの万華鏡は，ずれ落ちな
いように足の部分にピッタリ合わせた固定台にはめ込み
（写真 37），結束バンドで固定した（写真 38）．形の複雑
な万華鏡は，常時透明アクリルケースに入れて入場者の
希望があった際に展示監視員がケースから取り出して見
てもらうように対応した．
二神健氏のテーパードミラー万華鏡（写真 39）と，

図 4 　約束表示

写真 35　展示監視員

写真 36　木製万華鏡展示台

写真 37　スタンド部分を展示台の穴にはめ込んで固定

写真 38　スタンドの足を結束バンドで固定

関本美紀子氏の「おかしな舞踏会」（写真 40）は，覗き
穴が大きく，モーターでオブジェクトが回転し自動的に
模様が変わるため，透明アクリルケース内に納めてケー
ス外側から鑑賞出来るようにした． 
投影万華鏡は，テントと壁パネルと暗幕を使用して

W400 × D300 × H210mmの暗室を作り，暗室の奥に設
置した自立式スクリーンにプロジェクターで投影し，手
前をオープンにして入場者が鑑賞出来るようにした．万
華鏡映像に合わせた BGMを使用した．
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写真 42　ライトボックスの設置

写真 43　LED懐中電灯で光を当てながら解説するスタッフ

万華鏡鑑賞のための照明
入場者が万華鏡映像を美しく見ることが出来るよう
に，万華鏡のオブジェクトセルに光が当たるようにアー
ムライトを調節した（写真 41）．また，作品の後ろにラ
イトボックスとスタンドライトを用いた（写真 42）．ま
た，展示監視員が LED懐中電灯の光をセルに当てて入
場者に見てもらった（写真 43）．

写真 39　ケースに入った二神健氏の大型テーパードミラー
　　　　　万華鏡

写真 40　ケースに入った関本美紀子氏の「おかしな舞踏会」

写真 41　アームライト照明を真下に落としてオブジェクト
　　　　　セルに当てる

ポスター • チラシ

ポスター（B2 サイズ）とチラシ（A4 サイズ）表面は
同デザインで，漆黒に万華鏡の模様を散りばめて煌めき
を強調した（図 5）．裏面には関連イベントの情報と申
し込み方法を記載した（図 6）．チラシを手に取り持ち
帰るための工夫として，観覧料 50 円引き割引券をチラ
シ表面に備えた． 
ポスター・チラシには「ARコンテンツ」を導入した．
専用アプリ「COCOAR2」をインストールしたスマート
フォンをチラシにかざすと，紙面の万華鏡の模様が動い
て見える．静止画だけでは伝え難い模様の変化を動画で
表現するために用いた．2018 年 9 月 1 日～ 12 月 31 日
の 4ヶ月間で ARへのアクセス数は 627 件あった．
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アンケート調査

会期中に入場者に対してアンケート調査を行った．企
画展示室前に専用コーナーを設置し，入場者はアンケー
ト用紙に自由に記入し回収ボックスに投函する．入場者
特徴調査として，住所（県内（市町村）・県外（何県）），
性別，年齢（幼児，中学生，高校生，16 ～ 19 歳，20 代，
30 代，40 代，50 代，60 歳以上），来館単位（家族・親戚，
友人・恋人，学校団体，一般団体，お一人で），来館頻
度（はじめて，年に 2～ 3回，それ以上）の項目を調査
した．この調査に対して 266 名の回答を得られた．集計
結果は，報告書の後半に記載する．アンケートの記入項

目は以下のとおりである．

企画展を知ったきっかけ（いくつでも選択可）
チラシ・ポスター，博物館ホームページ，マスメディ
ア（テレビ /新聞 /ラジオ /タウン情報誌・フリーペー
パー），家族友人に聞いて，来館して初めて知った，
その他
入場の理由（いずれか 1つに○）
内容に興味があった，常設展示を見に来たついで，
プラネタリウムを見に来たついで，
観光の途中で来館した，家族友人に誘われた，その他
感想（いずれか 1つに○）
大変満足，満足，普通，不満，大変不満
印象に残ったコーナー（3つまで記入）

感想や要望（自由記入）

博物館で実施してほしいイベント（自由記入）

アンケート結果・考察

本特別展の入場者に対して行ったアンケート調査に
266名の回答が得られた．その結果に基づいて考察する．
回答者の地域区分は県内 79.7％，愛媛東部の東予地

区 46.6％と当館近辺からが多いと言える．回答者の年齢
で最も多かったのが 15 歳以下 27.1％だが，30 ～ 50 代
を合わせて 40.2％を上回っていた．同年夏に開催した特
別展「恐竜ロボットファクトリー」の 15 歳以下 61.9％，
30 ～ 50 代 10.6％，2017 年特別展「VRスポーツサイエ
ンス」15 歳以下 62.8％，30 ～ 50 代 9.8％，2016 年特別
展「愛媛のスゴ技」15 歳以下 55.4％，30 ～ 50 代 16.6％
であり，今回の入場者年齢層は他の特別展と比較して高
かったことが伺える．男女別においては，男性 23.7％
女性 63.1％と女性が多い．来館単位は，「家族や親戚」
65.4％と最も多かったが，次点の「友人・恋人」15％が
「恐竜展」1.1％「VRスポーツ展」8.1％と比較して多い
事がわかった．今回の特別展には，博物館近隣地域から
30 ～ 50 代女性で，家族や友人とでの入場者が比較的多
く得られたと考えられる．来場動機が「興味があった」
64.6％，広告媒体が「ポスター・チラシ」「HP」「マスメディ
ア」合わせて 69.5％とどちらも高く，この展示に対して
高い関心を寄せる人が入場していると推測される． 
一番印象に残った万華鏡としてアンケートに多く書
かれていたのは，鈴木明子氏の日本の四季を表現した
「12 ヶ月の季節の万華鏡シリーズ」（写真 44）．その中の
7月「花火の万華鏡」は，ツインミラーシステムによる
二つの花火のような光の輪が交互に映し出され，花火が
消えてゆく余韻も表現しており人気があった．他にも雪

図 5　チラシ表面

図 6　チラシ裏面
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の結晶，お寿司柄の万華鏡もアンケートに複数名前が書
かれており，はっきりとしたモチーフのものは一般に理
解しやすく受け入れられやすいように思える．2番目は，
松本健夫・美子氏作の「風雅」で，そのステンドグラス
製の独特な外観と存在感から，他と逸した風格を漂わせ
ていた．テーパードミラーの大きな覗き穴から模様の撮
影もしやすく，写真コンテストにはこの映像が多く投稿
されていた．

子どもから多く意見が寄せられたものは，関西万華鏡
同好会の江角陸氏「バイオリン」（写真 45）だった．バ
イオリンを弾くように弓を動かすとオブジェクトも回転
して模様が変わり電子オルゴールが鳴り，内蔵されたラ
イトで光る模様を見ることが出来る．このアクションと
ユニークさが深い印象を与えたのであろう．
「初めて見て感動した」「美しくて驚いた」など，普段
見ることの少ないアート万華鏡に触れられた喜びの声が
多く寄せられた反面，「もっと自由に子どもが触れるも
のがあれば良かった」という意見もあった．今回の展示
が「アート万華鏡」にウェイトが置かれており，子ども
向けの内容とのバランスに不満を感じる入場者もいた．
ソフト面においては，「スタッフの方がわかりやすく
解説してくれて良かった」「学芸員の話が面白かった」「ラ
イトを照らしてくれて印象が変わり楽しめた」という声
も寄せられている一方で，「慎重に扱うようにとの注意
がうるさい」という意見もあり，展示を楽しんでもらう
ことと展示を守ることの両立の難しさを改めて感じた． 
この特別展は，2017 年 5 月に京都で開催された万華
鏡世界大会において出展されていた関西万華鏡同好会の
方々，鈴木明子氏より協力を頂けることから始まった．
その後，作家同士のコネクションから他の作家や関係者
の紹介を受けて，アート万華鏡の展示が充実していくこ
ととなった．芸術としての万華鏡の魅力を伝えたい想い
を持つ万華鏡関係者と，歴史とサイエンス，アートの側

写真 45　江角陸氏の「バイオリン」

写真 44　一番人気の鈴木明子氏の「季節の万華鏡」

面を県民に紹介する使命を持つ博物館，二つの想いと協
力によってこの万華鏡展が実現出来たのだと感じる． 

謝　　辞

万華鏡や関連資料をご提供くださったのは，松本建
夫・美子氏，二神健氏，三井郁也氏，鈴木明子氏，関西
万華鏡同好会，株式会社 Keigan，株式会社アートプリ
ントジャパン，京都万華鏡ミュージアム，そして今治海
上保安部の皆様です．お陰様で特別展開催の運びとなり，
多くの方々に万華鏡を楽しみ学んで頂くことが出来まし
た．ここに記し改めて厚く御礼申し上げます．
また，アンケートにご回答くださった皆様に心より感
謝いたします．
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開　催　風　景
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コーナー名 展示物名 数量 その他 グラフィックス
万華鏡ヒストリー 万華鏡の歴史

　
　

万華鏡の発明者　ブリュースター 1 点 製作 A2
カレイドスコープ 1 点 書籍 A4 パネル
5等灯台フレネルレンズ 1 点 実物 A4 パネル
ブッシュスコープ　アメリカに渡った万華鏡 1 点 製作 A2
スティーブン社のおもちゃ万華鏡 1 点 製作 A2
更紗眼鏡 1 点 製作 A2
日本のおもちゃ万華鏡 1 点 製作 A2
心を癒す万華鏡　コージー・ベーカー 1 点 製作 A2
万華鏡の日　日本万華鏡大賞展 1 点 製作 A2
万華鏡美術館マップ 1 点 製作 A2

万華鏡サイエンス
　

万華鏡をばらしてみよう 万華鏡の構造 1 点 製作 A2
鏡と反射 表面反射鏡の性質 1 点 製作 A2
光の性質 光の性質　鏡の反射 1 点 製作 A2
合わせ鏡と像の数 鏡の角度と像の実験鏡 5 点 製作 A2
鏡の数と形
　
　

ツーミラー 1 点 レンタル A3 パネル
スリーミラー 1 点 レンタル A3 パネル
フォーミラー 1 点 レンタル A3 パネル
ツインミラー 1 点 レンタル A3 パネル
テーパードミラー 1 点 レンタル A3 パネル
サークルミラー 1 点 レンタル A3 パネル
レクタンギュラー 1 点 レンタル A3 パネル

万華鏡の種類
　

オイルチェンバー万華鏡 1 点 購入 A4 パネル
ドライチェンバー万華鏡 1 点 購入 A4 パネル
テレイドスコープ 1 点 購入 A4 パネル
ウエディングスコープ 1 点 購入 A4 パネル
オイルワンド万華鏡 1 点 購入 A4 パネル
マーブル万華鏡 1 点 購入 A4 パネル

いろいろオブジェクト シーグラス，ビーズ，貝，パスタ，自然石，ゼリービーンズ 1 式 製作 A2
万華鏡プレイルー
ム

大型万華鏡
　
　

ジャンボ万華鏡ツーミラー 1 点 レンタル A3
ジャンボ万華鏡スリーミラー 1 点 レンタル A3
ジャンボ万華鏡フォーミラー 1 点 レンタル A3
ジャンボ万華鏡テーパードスリーミラー 1 点 レンタル A3
ジャンボ万華鏡ツインミラー 1 点 レンタル A3
ジャンボ万華鏡サークルミラー 1 点 レンタル A3

体験コーナー 手作り万華鏡 6 点 製作 A5
プレイマット
　

お絵描き万華鏡 1 点 借用 A4
たいこ万華鏡 1 点 借用 A4
絵本「万華鏡の中の少女」 1 点 寄贈 A4
人間万華鏡 1 点 寄贈 A4

投影万華鏡 投影万華鏡装置，スクリーン 1 点 一部借用 A2
魅惑の万華鏡の世
界
（作家作品コレク
ション）

二神健氏
　

大型テーパード可動式万華鏡　うに 1 点 借用 A2
大型テーパード可動式万華鏡　サッカーボール 1 点 借用

三井郁弥コレクショ
ン
　

（トム &パレッティ作）フェーザーアンドレザー 1 点 借用 A2
（トム &パレッティ作）スローヨーヨー 1 点 借用
（山見浩司作）テーパード万華鏡 1 点 借用
（山見浩司作）マーブル万華鏡 1 点 借用
（山見浩司作）ブルーステンドグラス万華鏡 1 点 借用
（山見浩司作）大型ステンドグラス　スクエア万華鏡 1 点 借用
（キャリー &デュエット作）雪の結晶万華鏡１ 1 点 借用
（キャリー &デュエット作）雪の結晶万華鏡２　２つ穴 1 点 借用
（ジュディス・ポール作）和風万華鏡 12 点 借用
（ジャニス・チュニック作）スタンド式ホイール万華鏡 1 点 借用
バンコート社　スタンド式万華鏡 1 点 借用

松本建夫・美子氏 風雅 1 点 借用 A2
覗いてごらんワンダーランド 1 点 借用
マッシュルームの親子 1 点 借用
光彩パーラー 1 点 借用
シャイン 5 点 借用
フラワー 3 点 借用

企画展「万華鏡」展示内容　一覧
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関西万華鏡同好会 江角　陸 1 点 借用 A2
大塚　新子・友子 2 点 借用 A3
雁野　清司 2 点 借用 A3
勾梅　智晴 1 点 借用 A3
佐藤　良明 1 点 借用 A3
杉本　洋一・由美子 2 点 借用 A3
須崎　伸一 2 点 借用 A3
鈴木　明子 1 式 借用 A3
関本　美紀子 1 点 借用 A3
舘川　瑞江 2 点 借用 A3
田中　美幸 2 点 借用 A3
山本　広美 2 式 借用 A3
横井　日出昭 2 点 借用 A3
宮崎　久美子 6 点 借用 A3
牧瀬　かおる 1 点 借用 A3
西田　雅之 2 点 借用 A3

アートプリントジャパン ヘンリー・パーガソン作品 1 点 借用 A2
コーキー・ウィークス作品 2 点 借用
マーク・ティクル作品 1 点 借用
ジュディス・ポール＆トム・ダーデン作品 2 点 借用
ケン＆ドア・フィルホイット作品 1 点 借用
フランク・ヒンギス作品 1 点 借用

123 点
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基本情報           
項目 カウント

有効回答数 266

〈来館者情報〉
発地別集計

項目 県内 県外 無記入 小計
東予 中予 南予 県内無記入

回答数 212 168 11 14 19 25 29 266
比率（％） 79.7 63.2 4.1 5.3 7.1 9.4 10.9 100.0 

県内詳細 東予 中予
項目 新居浜市 西条市 四国中央市 今治市 松山市 東温市 伊予市 松前町
回答数 51 25 23 25 44 6 4 1
比率（％） 19.2 9.4 8.6 9.4 16.5 2.3 1.5 0.4

県内詳細 南予
無記名 小計

項目 大洲市 八幡浜市 西予市 鬼北町 宇和島市 愛南町
回答数 5 3 2 1 2 1 19 212
比率（％） 1.9 1.1 0.8 0.4 0.8 0.4 7.1 100.0

県外詳細 四国 四国以外
無記入 小計

項目 高知県 香川県 徳島県 大阪府 広島県 岡山県 熊本県
回答数 3 10 2 1 4 1 1 3 25
比率（％） 12.0 40.0 8.0 4.0 16.0 4.0 4.0 12.0 100.0

入場者発地別集計 入場者県内別詳細（東予地区）
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男女別集計
項目 男 女 無記入 小計
回答数 63 168 35 266
比率（％） 23.7 63.2 13.2 100.0

年齢別集計
項目 15 歳未満 16 ～ 19 歳 20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上 無記入 小計
回答数 72 7 24 48 30 29 26 30 266
比率（％） 27.1 2.6 9.0 18.0 11.3 10.9 9.8 11.3 100.0

15 歳未満詳細
項目 幼児 小学生 中学生 無記入 小計
回答数 9 52 1 10 72
比率（％） 12.5 72.2 1.4 13.9 100.0

来館単位
項目 家族・親戚 友人・恋人 学校団体 一般団体 一人 無記入 小計
回答数 174 40 6 3 13 30 266
比率（％） 65.4 15.0 2.3 1.1 4.9 11.3 100.0

来館回数
項目 はじめて 数回 それ以上 無記入 小計
回答数 66 123 44 33 266
比率（％） 24.8 46.2 16.5 12.4 100.0

広告媒体（重複回答含む）

項目 ポスター・
チラシ

ホーム
ページ

マス
メディア 家族・友人 来館して その他 無記入 小計

回答数 115 55 55 48 36 9 6 324
比率（％） 35.5 17.0 17.0 14.8 11.1 2.8 1.9 100.0

来館動機（重複回答含む）

項目 興味があった 常設展の
ついで

プラネの
ついで 観光の途中 家族友人の

勧誘 その他 無記入 小計

回答数 177 21 18 9 33 9 7 274
比率（％） 64.6 7.7 6.6 3.3 12.0 3.3 2.6 100.0

満足度
項目 大変満足 満足 ふつう 不満 大変不満 無記入 小計 平均
回答数 168 71 4 2 2 19 266 4.3
比率（％） 63.2 26.7 1.5 0.8 0.8 7.1 100.0

5 点 4 点 3 点 2 点 1 点
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感想（文章）
いろいろな展示がありおもしろかったです。もっともっと見たり、作ったり、してみたいです。とっても楽しかったです。
とってもよかったです。キカイがあればもう一回開催してください。
テレビでしか見られなかったアート系の万華鏡を直に見ることが出来たのはとても感動しました。本当にクセになります。
おじさんがこわい。もっとやさしく説明して。
いっぱいみて少し酔ってしまいましたが、きれいでよかった
すごく楽しかったです。ワークショップもよかったです。
想像以上にたくさんの万華鏡が展示されていてよかったです。台の高さが子ども向け？なのか少し低くて見づらかったです。
いすがあればとてもよかった（座れる）。高級な万華鏡ほしくなりました。各地の美術館にも行きます。
スタッフの方も分かりやすく説明してくれて見に来てよかったっと思いました。
鏡をどのように手に入れるか。近くに買い求めるところ。とか、もう少し情報が欲しい。
見るだけでなく触らせてもらえてうれしかったです。
今回、大変楽しく、家族もつれて 2回目来させてもらいました。
気がつけば時間を忘れて 1時間以上おりました !!とても楽しかったです☆☆
とってもすばらしかったです。またこのような展示をお願いします。
ゆっくりみることができたので楽しめた。時々かがんで見ないといけないものがあったので、少し疲れた。万華鏡が購入でき
るといいなーと思うほど楽しめた。
普段見ない珍しいものをたくさんさわったり見たりできて、良い経験になりました。
説明してくださったり、光を当てて、よりきれいに見えるようにしてくださって、楽しめました。
とてもきれいでした。ステキな結婚記念日になりました。
よくぞこれほどの作家さんの万華鏡を集めたものだと感心いたしました。また貸し出した作家さんの協力にも感謝します。光
がテーマの展示をしていただきありがとうございます。
とても満足して、すごいすごい。感動しました。
学芸員さんの話を聞いて、楽しく見られました。
子どもから大人までみんなが楽しめる展示でよかったです。万華鏡にもいろんな種類があっておもしろかったです。
とても興味を持ってみることができました。きれいで良かったです。子ども用に少し低くてしんどかったです。
見る用のライトがあったら、ほしい。明るい方もキレイ。
こんなにたくさんの万華鏡を手に取ってみたのは初めてだったので、とても楽しめました。
万華鏡の作り方を教えてほしい
いろいろ万華鏡を見れてとても嬉しかったです。あとピカピカ光っていてきれいでした。また行きたいと思いました。とても
楽しかったです。
スタッフの方が親切に説明してくださり、とても素敵でした。ありがとうございます。
なかなかこの量のカレイドスコープを見ることができないのでたのしかったです。
どれもとてもきれいだった。よくこんなのが思いついたなと思った。
万華鏡の虹色のものがすごく素晴らしかったです。色塗り体験をしたとき、いろんなものを書きました。おもしろかったので
また行きたいです。
いろんなタイプの万華鏡がたくさん見れたので、勉強になったし、楽しかったです。
たくさん説明してもらえてありがたかった。ライトも照らしてもらえて、印象が全く変わって、すごく楽しめた。ありがとう
ございました。
どれも作品ひとつひとつに作家さんの思い入れが感じられ、全部印象深かったです。
オイルがはいったものなど、ゆっくり座って見れればもっと良かったし、ゆっくりしたかったです。でもとってもいい時間が
すごせました。子どもが小さい頃はよく来たのですが、久しぶりにポスターに誘われて来てみました。また、来たいです。
平日だったので、友人とゆっくりと見学することができました。もう少し数があってもよかったなと感じました。
万華鏡の素晴らしさに感激です。スタッフの方の親切さがとても嬉しかったです。
1時間 30 分ほどいて見ごたえがありました。
説明をしていただき、よく理解できました。
ありがとうございました。いろいろな作品・作者の方々と出会えて、とても癒され、脳の活性化にもなりました。
手に取れないものは、目線を合わせるのに体を低くするのが大変で、たくさん見るのがあった分、しんどくて、あきらめムー
ドになりました。
ゆっくり見て、そしてもっとゆっくり見て感動です。
ちびっ子がこわさないように、呼びかけのスタッフさん。お疲れ様です。大変でしたね。
おもちゃの万華鏡以外見たことがなかったので興味深かったです。
小さい子でも楽しめる内容と心配りがいいなあ！と思いました。展示側が難しい状況でも、なるべく来館者が楽しめるように
工夫してくださっているのが嬉しいです！
手に持って回す際に、手元用の照明があれば、なおきれいに見えると思います。
大切なもので手に取るのドキドキしましたが、いやされました。
万華鏡が好きで見に来ましたが、よく見るものしか知らず、いろいろな種類があることに驚きました。そしてどれも素晴らし
い作品で、とても楽しかったし、感動しました。ありがとうございました。
小さい子がいたのでゆっくり見ることができなかったのが残念。
子ども連れで慎重に取り扱うようにとの informationの仕方があからさまで感じが悪かった。（再入場したとき）特に、見学が
終わった後で、タイトルを見に戻っただけの時だったので、さっきまで静かに楽しんだ雰囲気が台無しになった。それまでに
目を配っていたスタッフの対応で十分だったと思う。
また時々来てみたいと思いました。気分が良くなって前向きになれました。ありがとうございました。
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数年前に宮城県の万華鏡ミュージアムに行き、楽しかったので、今回は子どもと一緒に来ました。喜んでみていましたので、
私も嬉しく思いました。
幼児連れだったので、触ったり、壊したりしないかハラハラでしたので、ゆっくり見られなかったのがザンネン 展示はとても
ステキで、学芸員さんも楽しくもっとゆっくり話を聞いてみたかったです。
万華鏡はとてもよかったです。今まで来させてもらった展示で一番好きです。
学芸員さんのお話が面白かったです。花火の万華鏡もすごいし、でも学芸員さんが見せてくれた万華鏡が一番美しかったです。
係のおじさんがうるさくて、ゆっくり見られなかった。あんなのでは子どもが楽しめません。
担当の人の説明や面白い作品を見せていただいて楽しかったです。
高額な作品が多く、小さな子どもたちが気軽に触れることのできるものが少なく、たいくつになった。もっと自由に触れるも
のが多くあればよかった。
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