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2007年度より読み聞かせと作品鑑賞をつな
げた鑑賞教育プログラム「絵本を読もう」を
継続的に実施している。ライブラリアンとキュ
レーターやエデュケーターが協働してプログラム
をつくりあげ、参加者がともに美術館に興味・
関心を持って過ごせることを目的とする。
活動の構成は、ライブラリアンが子どもたちの
年齢層にあわせた手遊びなどを行い、展覧会
やテーマに沿った絵本の読み聞かせなどを
行う。その後、担当キュレーターやエデュケー
ターとともに作品鑑賞や造形活動、館内外の
探検等を行う。絵本という入口が小さな子ども
連れで来館することへの抵抗感を減らし、子ども
と大人が一緒に美術館を楽しめる機会となって
いる。

（木貞友里）

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs

Since fiscal 2007, we have regularly conduct-

ed the art education program “Story Time,” 
which connects picture book reading and 

listening to art appreciation. The museum 

librarians, curators, and educators collabo-

rate in creating the program, whose aim is 

to awaken children’s interest in the Museum 

to give them a more stimulating experience. 

The librarian does hand and finger play with 

the children in accord with their ages and 

reads picture books related to the exhibition’s 

theme aloud with them. Afterwards, the chil-

dren join the coordinating curator and educa-

tor in viewing artworks, engaging in creative 

activities, and exploring the Museum. As 

an approach, picture books lessen parents’ 
resistance to bringing small children to the 

art museum and give children and adults an 

opportunity to enjoy the Museum together.

 

(KISADA Yuri)

絵本を読もう

「アペルト07　川越ゆりえ　弱虫標本」とともに 活動風景

絵本を読もう

「ローカル・テキスタイル1　TO&FRO　うすく、かるく」

とともに 活動風景

Story Time for “Aperto 07 KAWAGOE Yurie Insect 

Specimen of a Coward” activity scene

Story Time for “Local Textile 1　TO & FRO　Thinner, 

Lighter” activity scene
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アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs

「絵本を読もう」  ※全て料金無料
「コレクション展1　PLAY」とともに
2017年7月16日（日）
参加：16名
・わらべうた「だんごだんごだんご」
・絵本『ころころころ』作・元永定正
 （福音館書店、1984年）　
・絵本『いろいろおせわになりました』
  作：やぎゅうげんいちろう（福音館書店、2008年）
・作品鑑賞：牛嶋均
  《ころがるさきの玉　ころがる玉のさき》

「アペルト07　川越ゆりえ　弱虫標本」とともに
2017年8月23日（水）
参加：15名
・わらべうた「おてぶし」
・絵本『てんてんむし』
  作・絵：あべ弘士（童心社、1999年）
・絵本『ムッシーげきじょう』
  作・絵：土橋とし子（教育画劇、2004年）
・ワークショップ：
  「つかまえた！わたしのココロの〇〇ムシ」
・展覧会鑑賞

「コレクション展2　死なない命」とともに
2017年9月23日（土・祝）
参加：21名
・わらべうた「ここはとうちゃんにんどころ」
・絵本『どっしーん！』
  作・絵：岩田明子 （大日本図書、2014年）
・絵本『だんどんだんどん』
  作：内田麟太郎／絵： かつらこ（PHP研究所、2010年）
・作品鑑賞：イ・ブル《セイレーン》、
  椿昇《エステティック・ポリューション》、
  Chim↑Pom《SUPER RAT(Showcase)》

日本・デンマーク外交関係樹立150周年記念展 

「日々の生活―気づきのしるし　Everyday Life―
Signs of Awareness」とともに
2017年10月14日（土）
参加：26名
・絵本『どうぞのいす』作：香山美子／絵：柿本幸造   

 （ひさかたチャイルド、1981年）
・わらべうた「きびだんご」
・絵本『王さまライオンのケーキ』
  作・絵：マシュー・マケリゴット／訳:野口絵美
  （徳間書店、2010年）
・作品鑑賞：《はじまりのしるし》、
  《CHAIR PARADE（チェア・パレード）》

「コレクション展2　死なない命」とともに
2017年11月11日（土）
参加：24名
・わらべうた「おいもにめがでて」
・絵本『はなのさくえほん』
  作：いしかわこうじ（童心社、2010年）
・絵本『ローズのにわ』作・絵：ピーター・レイノルズ  

  （主婦の友社、2010年）
・作品鑑賞：日比野克彦 《明後日の種》

「ローカル・テキスタイル1　TO&FRO　
うすく、かるく」とともに
2017年12月9日（土）
参加：17名
・わらべうた「いとまき」
・絵本『わたしのワンピース』絵と文：にしまきかやこ
  （こぐま社、1969年）
・絵本『ペレのあたらしいふく』
  作・絵：エルサ・ベスコフ／訳：小野寺百合子
  （福音館書店、1976年）
・展覧会鑑賞

「魔法のごはん」とともに
2018年1月6日（土）
参加：8名
・絵本『おにぎり』ぶん・平山英三／え・平山和子
  （福音館書店、1992年）
・わらべうた「おにぎり」
・絵本『たべたものはどうなるの』え・たしろたく
  （女子栄養大学出版部、1997年）
・絵本『きょうのごはん』作：加藤休ミ（偕成社、2012年）
・展覧会鑑賞

「コレクション展3　見ることの冒険」とともに
2018年2月10日（土）
参加：3名
・わらべうた「グーチョキパーで何作ろう」
・絵本『どんどんくるくる』
  文： 中尾昌稔／絵： 岩田明子（大日本図書、2015年）
・絵本『ねこってこんなふう？』
  作： ブレンダン・ウェンツェル／訳： 石津ちひろ
（講談社、2016年）
・作品鑑賞：小金沢健人《蝶を放つ》、
  トニー・クラッグ《私自身の》《何としても》、
  角永和夫《Wood No.5 CJ》《Glass No.4 H》

「ジャネット・カーディフ＆ジョージ・ビュレス・ミラー」
とともに
2018年3月3日（土）
参加：5名
・わらべうた「おやゆびねむれ」
・絵本『シルクハットぞくはよなかのいちじにやってくる』
  作： おくはらゆめ（童心社、2012年）
・絵本『ぴょーん』作・絵： まつおかたつひで
  （ポプラ社、2000年）
・絵本『ペンギンたいそう』作：齋藤槙
  （福音館書店、2016年）
・作品鑑賞：《マリオネット・メーカー》、
  《アンバランス 6（ジャンプ）》


