
102

学校連携事業
　

金沢市内小学4年生全児童招待プログラム
「ミュージアム・クルーズ」
○主催：金沢21世紀美術館［（財）金沢芸術創造財団］

○共催：金沢市教育委員会

［2007年度］

○期間：2007年5月29日（火）－2008年2月27日（水）

　のべ50日間

○参加：63校4,578名

○ボランティア：クルーズ・クルー 37名

○担当エデュケーター：吉備久美子、木村健

○担当キュレーター：村田大輔

○ボランティア・コーディネーター：斎藤晶子

［2008年度］

○期間：2008年6月3日（火）－2009年1月27日（火）

　のべ58日間

○参加：64校4,623名

○ボランティア：クルーズ・クルー 50名

○担当エデュケーター：吉備久美子

○担当キュレーター：北出智恵子

○ボランティア・コーディネーター：斎藤晶子

○プログラム・アシスタント：藤本綾

［2009年度］

○期間：2009年9月24日（木）－2010年1月29日（金）

　のべ50日間

○参加：63校4,539名

○ボランティア：クルーズ・クルー 51名

○担当エデュケーター：吉備久美子

○担当キュレーター：吉岡恵美子、髙嶋雄一郎

○クルーズ・クルー・コーディネーター：斎藤晶子

○プログラム・アシスタント：西俣皓

　
　

「教職員対象無料招待ウィーク」
目的：美術館が主催する特別展のスタート1週間

を“無料鑑賞期間”とすることで、学校関係者を通

じて児童生徒への展覧会紹介、団体見学や授業

における展開を考える機会を設ける。

対象：金沢市内・市外を問わず、小学校・中学校・

高等学校・特別支援学校に勤務する教職員

［2007年度］

○合計：44日間（5つの特別展で実施）

○参加：183名

［2008年度］

○合計：27日間（3つの特別展で実施）

○参加：262名

［2009年度］

○合計：35日間（4つの展覧会で実施）

○参加：194名

教育普及データ　2007–2009年度

教育普及データ　
2007－2009年度

○

○
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キッズスタジオ・プログラム

※特に記載のない場合＝

○会場：キッズスタジオ

○対象：子どもから大人まで

○参加費：無料

［2007年度］  

【ハンズオン・まるびぃ！】
A. ワークショップ

1.「コレクション展Ⅱ」 ワークショップ

「つたわる・ひろがる絵をかこう～ペノーネに挑戦！」
○4月8日

○対象・参加者数：小・中学生　32名

ジュゼッペ・ペノーネ《伝播》を観賞し、想像されるも

のを話し合った。後半は紙に自分の指紋を捺し、そこ

から輪を描き広げた。

2.「グレイソン・ペリー」展  ツアー

「グレイソンを探せ！」
○6月3日

○対象・参加者数：小・中学生　12名

作品中に登場する作家自身やクマの人形「アラン」

の姿を探し、感じたことを話し合った。

3.「グレイソン・ペリー」展  ワークショップ

「グレイソンに挑戦！」
○8月10日　参加費：300円

○対象・参加者数：小学3年生～中学生　16名

作品鑑賞の後、自分の写真や雑誌の切り抜きなどを

使って絵画を制作した。

4.「七夕☆まるびぃ」
○7月7、8日

○参加者数：273名

「明後日朝顔プロジェクト21」に関連して、朝顔型の

短冊を竹に飾った。

5.「コレクション展Ｉ」

「山崎つる子絵画ワークショップ」
○7月15日

○参加費：200円

○講師：山崎つる子

○対象・参加者数：小学生　32名

山崎作品の観賞後、白黒印刷の線画にカラーサイン

ペンで彩色し人物像を「変身」させた。

6.「パッション・コンプレックス」展  ツアー

「気になる人を探そう」
○9月23日

○対象・参加者数：小・中学生　16名

作品を鑑賞し、気になった作品や登場する人物像に

ついて発表した。

7.「パッション・コンプレックス」展  家族ワークショップ

「家族の肖像を撮ろう」
○10月14日

○対象・参加者数：小・中学生と家族　8名

作品鑑賞の後、家族の中で互いの肖像写真を撮影し

合った。

8.「荒野のグラフィズム：粟津潔」展  ツアー

「アワヅの世界へようこそ！」
○12月9日

○対象・参加者数：小・中学生　8名

作品を鑑賞し、気に入った作品、気になる作品につ

いて発表しあった。

9.「荒野のグラフィズム：粟津潔」展  ワークショップ

「アースマン・スタンプで描こう」
○3月15日

○参加者数：34名

作家自身が制作に用いたアースマン像や文字など

のスタンプを用いて絵画を制作した。

10.「荒野のグラフィズム：粟津潔」展  ワークショップ

「線で気持を伝えよう」
○3月12日

○対象・参加者数：小・中学生　14名

線を様々な色やひき方で工夫して画面に描き、それ

ぞれの線に「○○な線」と名前を付けた。

11.日比野克彦アートプロジェクト

「ホーム→アンド←アウェー」方式

「明後日朝顔プロジェクト21」ワークショップ

「明後日朝顔観察絵日記」「明後日朝顔俳句」
○5月26日－11月3日のうち20日間

○参加者数：1,971名

会期を通じて朝顔を題材にした絵日記469枚、俳句

約50句が制作された。
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キッズスタジオ・プログラム

12. 同 「花びらあそびでいろいろ発見！」
○8月18、19日

○参加者数：330名

朝顔の花を集め、大きな紙に押し染めをしたり、絞り

水で絵をかくなど共同で絵画制作した。

13. 同 「うきうき種の船を作ろう」
○10月6、8日、11月4日

○参加者数： 201名

収穫した朝顔の種の入れものとして、段ボールで小

型の船を制作し、水に浮かべた。

14. 同 「明後日朝顔のツルで遊ぼう」
○12月8日、1月12－14日、2月11日

○参加者数：416名

11月に収穫した朝顔のツルを素材に、動物、乗り物、

壁飾りなどを自由に制作した。

15. 同 「日比野さんと舞台［But-a-I］を作ろう！」
○3月27日

○講師：日比野克彦

○参加費：300円

○対象・参加者数：小・中学生　20名

2008年度の日比野プロジェクトのテーマとなる「舞

台」をイメージした立体作品を制作した。

B. プレイルーム 「かたちで遊ぼう！」
○上記1－15の実施日を除く休日

（開催日数：101日）

○参加者数：6,833名

親子で滞在して形をテーマに遊ぶスペース。積み木

などの素材は日用品や、スタッフが制作したブロック

類も組み合わせている。

【その他のプログラム】
乳幼児の保護者向け美術館ツアー
「ママパパ向けまるびぃガイド」
○12月4日、1月9日、2月7日、3月7日

○参加者数：26名

乳幼児とともに来館したときに役立つ施設情報の案

内と作品鑑賞体験をセットにした、平日午前のガイド

ツアー。

　

［2008年度］

【ハンズオン・まるびぃ！】
A. ワークショップ
 

1. 「コレクション展II」 ワークショップ

「考える目・耳・手・体」
パートI 「小さな音を大きく聴こう  

小さなものを大きく見よう」
○4月5日　　

○講師：粟津ケン、軸原ヨウスケ

○対象・参加者数：小・中学生　8名

集音マイクで、リンゴを切るなどの身近な音を拡大し

て聴いたり、スライドプロジェクターで小さな物を拡

大投影したりした。

2. 「コレクション展Ⅱ」  ワークショップ

「考える目・耳・手・体」
パートII 「身体を動かして心も躍ろう」
○4月5日

○講師：粟津ケン、軸原ヨウスケ

○対象・参加者数：小・中学生　12名

ドラムの音に合わせて動き心身をリラックスさてか

ら、大きな布に絵の具と手で模様を描く。その布で

作った仮面を被りながら展覧会場の作品を鑑賞した。

3. 「荒野のグラフィズム：粟津潔」展  ワークショップ

「アースマン・スタンプで描こう」
○4月6日

○参加者数：25名

作家自身が制作に用いたアースマン像や文字など

のスタンプを用いて絵画を制作した。

4. 日比野克彦アートプロジェクト

「ホーム→アンド←アウェー」方式  ワークショップ 

「明後日朝顔の花を咲かそう」
○5月3－6日

○参加者数： 489名

昨年収穫した「明後日朝顔」の種を配布し、どんな花

が咲くか想像して紙で花を作り飾った。

5. 「コレクション展 I」ツアー

「プラトンのオルゴール」を聴こう
○5月17日

○対象・参加者数：小・中学生　8名

川崎和男《プラトンのオルゴール》を鑑賞した。

6. 自分で作るアートワーク・キット
「ジョイン太くん」を作ろう
○5月24日

○参加費：200円

○対象・参加者数：小・中学生　28名

ストローを繋げて立体構造を作る幾何学遊具のセッ

トを作り、立体作品を発表しあった。

7.「ロン・ミュエック展」 ツアー 

「気になる人は、どんな人？」
○6月22日

○対象・参加者数：小・中学生　30名

さまざまな人物像から気になるものを探して発表し

合った。

8.「コレクション展I」 ツアー

「からだの中に入ろう　こころの中に入ろう」
○7月5、19日

○対象・参加者数：小・中学生　17名

エルネスト・ネト《身体・宇宙船・精神》の鑑賞体験を

行った。

9.「糸崎公朗 写真展」 ワークショップ

「まるびぃで生きもの発見！
『路上ネイチャー』を撮ろう」
○7月12日

○参加費：300円

○講師：糸崎公朗

○対象・参加者数：小・中学生＋保護者　24名

広場で昆虫や野草などの生きものを探して撮影し

「まるびぃ生きもの図鑑」を作成した。

10.「金沢アートプラットホーム2008」 ワークショップ

「スーパーの袋で花を咲かせよう～花のおくりもの」
○7月26日

○講師：丸山純子

○対象・参加者数：小・中学生　39名

スーパーの袋を素材に花を作った。花は展覧会期

中、商店街を使った作品の一部に使用された。

11.「教えて！ あなたのお気に入りの“まるびぃ”」
○8月13－17、23、24、30、31日

○参加者数：815名

美術館の「お気に入りの場所」を紙に描いて集めた。

場所を選んで鑑賞ツアーも行った。

教育普及データ　2007–2009年度
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12. 「ロン・ミュエック」展  ワークショップ

 「ミュエックに挑戦！」
○8月22日

○対象・参加者数：小・中学生　16名

ミュエック作品を鑑賞し、紙粘土で身近な人の像を

制作した。

13.「金沢アートプラットホーム2008」  ワークショップ

「スター選手を作ろう！」
○9月6日

○対象・参加者数：小・中学生　22名

KOSUGE1-16《AC-21》に使われるサッカー選手の

人形をチーム別に塗装した。

14. 日比野克彦アートプロジェクト  ワークショップ

「日比野さんと -（ハイフン）しよう～
段ボールに毛糸で刺繍」
○9月21日　参加費：300円

○対象・参加者数：小・中学生2人1組　14名

大きな段ボール板に2人1組で向かい合い、毛糸の

刺繍で人物像を描いた。

15. 「サイトウ・マコト」展  ツアー

「気になる人を探そう」
○9月23日

○対象・参加者数：小・中学生 9名

展覧会を鑑賞した後、気になる人の顔や姿を自分で

絵に描いた。

16. ワークショップ「秋のかたちで遊ぼう！～
空飛ぶたねを作ろう」
○10月11－13日、11月1－3日

○参加者数：509名

カエデなど風で飛ぶ種子の形を紙で作り飛ばした。

「アートプラットホーム2008」展・高橋匡太「夢のた

ねプロジェクト」のプログラムと同時開催。

17. ワークショップ「いろんなものをスピーカーに
しよう～身近なかたちを『音』で発見！」
○12月6日

○対象・参加者数：小・中学生 3名

コイルと磁石で作った「スピーカーの核」を身の回り

のものと組み合わせてスピーカーに変身させ、音の

ひびきを楽しんだ。館内も散歩し、イスや扉、看板な

どを響かせて聴き比べた。
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18. ワークショップ
「切って・重ねて・雪の影絵を作ろう！」
○1月10－12日

○参加者数：284名

折り畳んだ紙を切り、雪の結晶のような形を作って白

いスクリーンに貼って、影絵を楽しんだ。

19. 「杉本博司　歴史の歴史」ワークショップ

 「『タイム・トラベル！』 探そう！　私のコレクション」
○期日：2月22日

○対象・参加者数：小・中学生　2名

展覧会を自分の気になるものを探しながら鑑賞し、

感じたことや発見したことを話し合った。

20. 「コレクション展II」 ワークショップ

 「からだアンテナ スイッチON！」
○3月15日

○講師：オオハシヒロコ

○対象・参加者数：小学3年生～中学生　14名

ストレッチして全身の感覚を敏感にしてから、手作

りのアンテナを指や耳につけてそこに意識を集中さ

せ、作品を鑑賞した。

21. ワークショップ
「いわいさんと『リベットくん』を作ろう！」
○3月22日

○講師：岩井俊雄

○対象・参加者数：５歳～小学生と保護者　66名

動かして遊べる紙人形「リベットくん」を制作した。作

品を使ってその場でコマ撮りし、アニメーション映像

を作って鑑賞した。

22. アーティスト・トーク
「子どもが目覚める遊びの時間」
○3月22日

○講師：岩井俊雄

○会場：レクチャーホール

○対象・参加者数：大人向け　50名

子どもがどのように創作活動に目覚めていくか、アー

ティストとしてどのように向き合っているかを語った。

23. ワークショップ「いわいさんちの遊びに挑戦！」
○3月24－29日

○企画：岩井俊雄

○参加者数：423名

作家が娘たちと遊びながら生まれた作品を紹介し、

「リベットくん」「100かいだてのいえ」「どっちが？絵

本」など親子で遊ぶ空間を構成した。

B. プレイルーム 「かたちで遊ぼう！」
○上記1－23の実施日を除く休日

（開催日数：80日）

○参加者数：5,687名

［2009年度］

【ハンズオン・まるびぃ！】
A. ワークショップ

1．無料ゾーン探検ツアー
「まるびぃを散歩しよう！」
○4月18日

○参加者数：8名

無料ゾーンを巡りながらお気に入りの場所探しや作

品鑑賞を行った。

2. 「愛についての100の物語」展  ワークショップ

「オープン・ダイアローグ」
○5月2日－8月30日のうち34日間

○参加者数：2,886名

展覧会を鑑賞して感じたことや発見を、大きな紙に

「吹き出し」のスタイルで自由に書いた。

3. 「愛についての100の物語」展  ワークショップ

「ひょうたん絵日記を描こう」
○7月18日、8月12、30日、9月23日

○講師：ミツル・カメリアーノ（9月23日のみ）

○参加者数：1,134名

光庭で育つ「ひょうたん」の様子を絵日記に描いて

展示した。

4. 「未完の横尾忠則」展  ワークショップ

「探検！横尾ワールド」
○10月3日

○対象・参加者数：小学生　3名

横尾作品を鑑賞し、自分で選んだ作品を色鉛筆で模

写した。

教育普及データ　2007–2009年度
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5. 「きりのなか  ブルーノ・ムナーリの絵本世界」展  

ワークショップ 「直接の映写」
○10月10日

○講師：有福一昭、岩崎清

○対象・参加者数：小学3年生～6年生　10名

ムナーリが行ったワークショップから。スライド枠に

様 な々ものを挟んで投影し、新たな形を発見した。

6. 「きりのなか  ブルーノ・ムナーリの絵本世界」展

ワークショップ 「さまざまなかたち」
○10月11日

○講師：有福一昭、岩崎清

○対象・参加者数：小学1年生～ 4年生　10名

ムナーリが行ったワークショップから。あらかじめ破

かれた紙の形から様 な々物を想像して描いた。

7. 「きりのなか  ブルーノ・ムナーリの絵本世界」展

ワークショップ 「木をつくろう」
○10月11日

○講師：有福一昭、岩崎清

○対象・参加者数：小学1年生～4年生　12名

ムナーリが行ったワークショップから。木の成長の法

則を学びながら、紙で大きな木を共同制作した。

8. 「当房優子の色合わせの楽しみ」展  ワークショップ

「好きな色を集めてブローチを作ろう」
○11月23日、12月6日

○参加費：300円

○講師：当房優子

対象・参加者数：小学3年生～中学生　34名

いろいろな色や模様の布を組み合わせて自分なり

の色合わせを楽しみながらブローチを作った。

9. 「オラファー・エリアソン －あなたが出会うとき」

ワークショップ「遠い・近いを感じよう」
○1月31日

○参加費：100円

○協力：金沢工業大学 感動デザイン工学研究所

○企画運営：西野有香,高津舞子,伊藤慎平,佐藤渉,

福岡寛洋(金沢工業大学情報学部情報心理学科)

○対象・参加者数：小学1年生～ 4年生　26名

エリアソンの作品鑑賞と立体視カード作りを通じて、

目で見える世界の不思議を感じた。

10. 「オラファー・エリアソン －あなたが出会うとき」

ワークショップ「色・いろいろ感じよう」
○2月28日

○参加費：500円

○協力：金沢工業大学 感動デザイン工学研究所

○企画運営：西野有香,高津舞子,伊藤慎平,佐藤渉,

福岡寛洋(金沢工業大学情報学部情報心理学科)

○対象・参加者数：小学1年生～ 4年生　31名

エリアソンの作品鑑賞と色つきメガネ体験を通じて、

日常の感覚と違う色の世界を感じた。

11. 「コレクション展」  ワークショップ

「わたしの《バイサークル》を作ろう！」
○2月20日

○参加費：300円

○対象・参加者数：小・中学生　12名

作品鑑賞後、友人や家族などをイメージして自分に

とってのバイサークルを作った。

12. ワークショップ「つけたり・とったり」で遊ぼう
○3月20－22、25－28日

○参加者数：604名

ムナーリの絵作りカード『つけたり・とったり』を題材

に、自分で描いたカードも加えて新しい絵を生み出

した。

B. プレイルーム 「かたちで遊ぼう！」
○上記1－12の実施日を除く休日

（開催日数：78日）

○参加者数：4,266名

2009-A2 2009-A6 2009-A10

2009-A3 2009-A7 2009-A11

2009-A4 2009-A8 2009-A12

2009-A5 2009-A9 2009-B
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絵本を読もう
［2007年度］

日

12月1日（土）

12月15日（土）

1月5日（土）

1月20日（日）

2月2日（日）

2月16日（土）

3月1日（土）

3月15日（土）

4月6日（日）

時間

13:00－13:30

14:00－14:30

14:00－14:30

14:00－14:30

13:00－13:30

13:00－13:30

14:00－14:30

14:00－14:30

14:00－14:30

場所

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

展示室6→

キッズスタジオ

内容

『まるのおうさま』 谷川俊太郎  文／粟津潔  絵（福音館書店、1971年）

「けむりをふいたかいじゅう」『アフリカの民話1  人くいお母さん』 

立石巌  再話／粟津潔  絵、太平出版社、1971年

わらべうた「おてぶしてぶし」

『まるのおうさま』 

「けむりをふいたかいじゅう」

わらべうた「おてぶしてぶし」

『まるのおうさま』 

「けむりをふいたかいじゅう」

わらべうた「いっぴきちゅう」

『まるのおうさま』 

「けむりをふいたかいじゅう」

わらべうた「ふくすけさん」

『まるのおうさま』 

『さわる』 吉野剛造  文／粟津潔  絵 （日本ブリタニカ、1983年）

『まるのおうさま』 

「人くいお母さん」（『アフリカの民話1  人くいお母さん』

立石巌  再話／粟津潔  絵、太平出版社、1971年）

わらべうた「いもにめがでて」

『まるのおうさま』 

「けむりをふいたかいじゅう」

わらべうた「うめとさくら」

『まるのおうさま』 

「けむりをふいたかいじゅう」

わらべうた「おてぶしてぶし」

『まるのおうさま』

「けむりをふいたかいじゅう」

教育普及データ　2007–2009年度

荒野のグラフィズム：粟津潔展
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絵本を読もう
［2008年度］

日

6月21日（土）

8月23日（土）

日

10月25日（土）

12月20日（土）

2月14日（土）

時間

14:00－14:40

14:00－14:40

時間

14:00－14:40

14:00－14:40

14:00－14:40

場所

キッズスタジオ→

展示室6

キッズスタジオ→

展示室6

場所

光庭（展示室5まわり）

展示室3、4近くの休憩所

→展示室4、展示室6

展示室3、4近くの休憩所

→展示室4、展示室6

内容

『あれれれれ』 柳生弦一郎  さく（福音館書店、1997年）　

『ぼくのおじいちゃんのかお』 天野祐吉  文／沼田早苗  写真（福音館書店、1992年）

『わたし』谷川俊太郎  ぶん／長新太  え（福音館書店、1981年）

同上

内容

『てんてんむし』 あべ弘士  作 （童心社、1999年）

『つきよ』 長新太  作（教育画劇、1986年）

『魔法のことば』 柚木沙弥郎  絵／金関寿夫  訳（福音館書店、2000年）

わらべうた「ひとやまこえて」『てんてんむし』 あべ弘士  作 （童心社、1999年）

『つきよ』 長新太  作（教育画劇、1986年）

『魔法のことば』 柚木沙弥郎  絵／金関寿夫  訳（福音館書店、2000年）

同上

コレクション展 II  「shell – shelter：殻 – からだ」

ロン・ミュエック展

時間

11月24日（月・振休）

1月4日（日）

3月20日（金・祝）

4月4日（土）

時間

14:00－14:30

14:00－14:30

14:00－14:30

14:00－14:30

場所

----------

----------

----------

----------

内容

ワークショップ→『ともだちがほしかったこいぬ』 奈良美智  絵と文（マガジンハウス、1999年）

同上

同上

同上

Pup Patrol～奈良美智ワールドで絵本を読もう～
（展覧会事業として実施）
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絵本を読もう
［2009年度］

日

5月9日（土）

5月23日（土）

6月13日（土）

6月27日（土）

7月25日（土）

8月22日（土）

時間

14:00－14:20

14:00－14:20

14:00－14:30

14:00－14:30

14:00－14:30

14:00－14:30

場所

キッズスタジオ

キッズスタジオ→

授乳室前→

キッズスタジオ

キッズスタジオ中から

授乳室前→

ひょうたん光庭→

キッズスタジオ

キッズスタジオ中から

移動授乳室前→

キッズスタジオ

授乳室前→

レクチャーホールうしろと

ガラス壁の間

授乳室前→

新情報ラウンジ

内容

作品鑑賞（土橋とし子《ア〈我〉とイ〈意〉とEyeのある部屋》）

わらべうた「ひとやまこえて」　

『めちゃくちゃるすばん』 土橋とし子（福音館書店、1999年）

『ありのあわわ』 つちはしとしこ（福音館書店、2002年）　

『めのまどあけろ』 谷川俊太郎  ぶん／長新太  え（福音館書店、1984年）　

『キャベツくん』 長新太（文研出版、1980年）

作品鑑賞（土橋とし子《ア〈我〉とイ〈意〉とEyeのある部屋》）

『ありのあちち』 つちはしとしこ（福音館書店、1998年）

『めちゃくちゃるすばん』 土橋とし子（福音館書店、1999年）

わらべうた「かたどんひじどん」

『よるのようちえん』 谷川俊太郎  ぶん／中辻悦子  え・しゃしん（福音館書店、1998年）

わらべうた「ちゅちゅこことまれちゅちゅこことまれ」「ぼうずぼうずかわいときゃ」

『よるのようちえん』 谷川俊太郎  ぶん／中辻悦子  え・しゃしん（福音館書店、1998年）

『めちゃくちゃるすばん』 土橋とし子（福音館書店、1999年）

作品鑑賞（土橋とし子《ア〈我〉とイ〈意〉とEyeのある部屋》）

『ひょうたんハウス』 土橋とし子（福音館書店、2004年）

わらべうた「あめこんこんふるなよ」

『かきくけっこ』 谷川俊太郎  さく／堀内誠一  え（くもん出版、2009年）

『めちゃくちゃるすばん』土橋とし子（福音館書店、1999年）

作品鑑賞（土橋とし子《ア〈我〉とイ〈意〉とEyeのある部屋》）

『もこもこもこ』たにかわしゅんたろう  さく／もとながさだまさ  え（文研出版、1977年）

作品鑑賞（土橋とし子《ア〈我〉とイ〈意〉とEyeのある部屋》）　

土橋とし子『めちゃくちゃるすばん』（福音館書店、1999年）

『もこもこもこ』 たにかわしゅんたろう  さく／もとながさだまさ  え（文研出版、1977年）

『スイミー』 レオ・レオニ作／谷川俊太郎  訳（好学社、1969年）

作品鑑賞（土橋とし子《ア〈我〉とイ〈意〉とEyeのある部屋》）

土橋とし子『めちゃくちゃるすばん』（福音館書店、1999年）　

わらべうた「一本と一本で」

『もこもこもこ』 たにかわしゅんたろう  さく／もとながさだまさ  え（文研出版、1977年）

『スイミー』 レオ・レオニ／谷川俊太郎  訳（好学社、1969年）

愛についての100の物語

教育普及データ　2007–2009年度
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コレクション展「Shift̶揺らぎの場」

「当房優子の色合わせの楽しみ」

日

10月10日（土）

11月7日（土）

2月6日（土）

3月27日（土）

日

12月19日（土）

12月20日（日）

時間

11:00－11:30

11:00－11:30

14:00－14:30

14:00－14:30

時間

14:00－14:30

14:00－14:30

場所

授乳室前→

展示室3→

展示室6前

授乳室前→

展示室3→

展示室6前

授乳室前→

展示室4→

展示室6

授乳室前→

展示室4

場所

授乳室前→

デザインギャラリー

授乳室前→

デザインギャラリー

内容

『あかいふうせん』 イエラ・マリ  著（ほるぷ出版、1976年）

『光の旅かげの旅』 アン・ジョナス  著／内海まお  訳（評論社、1984年）

作品鑑賞

『あかいふうせん』 イエラ・マリ  著（ほるぷ出版、1964年）

『光の旅かげの旅』 アン・ジョナス  著／内海まお  訳（評論社、1984年）

作品鑑賞

『あおくんときいろちゃん』 レオ・レオーニ  作／藤田圭雄  訳（至光社、1967年）

「いろいきてる！」 谷川俊太郎  文／元永定正  絵（福音館書店、2008年）

 

わらべうた「おてぶしてぶし」「ずくぼんじょ」

『ぽぱーぺぽぴぱっぷ』 おかざきけんじろう  絵／谷川俊太郎  文（クレヨンハウス、2004年）

『あおくんときいろちゃん』 レオ・レオーニ  作／藤田圭雄  訳(至光社、1967年）

内容

『あおくんときいろちゃん』 レオ・レオーニ  作／藤田圭雄  訳（至光社、1967年）

『クレメンタインの冬じたく』 ケイト・スポーン  作／木坂涼  訳（セーラー出版、1995年）

わらべうた「おてぶしてぶし」「いちじくにんじんさんしょしいたけごぼうでほい」

『ぽぱーぺぽぴぱっぷ』 おかざきけんじろう  絵 ／谷川俊太郎  文（クレヨンハウス、2004）

『クレメンタインの冬じたく』 ケイト・スポーン  作／木坂涼  訳（セーラー出版、1995年）
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広瀬光治と西山美なコの
“ニットカフェ・イン・マイルーム”

日

2010年1月9日（土）

1月23日（土）

2月13日（土）

2月27日（土）

3月13日（土）

日

3月6日（土）

時間

13:00－13:30

13:00－13:30

13:00－13:30

13:00－13:30

13:00－13:30

時間

14:00－14:40

場所

キッズスタジオ→

展示室

キッズスタジオ→

展示室　　　　　

授乳室前→

展示室10→7

授乳室前→

展示室

授乳室前→

展示室

場所

レクホ→

展示室13

内容

手遊び「このぶたちびすけ」

「こぶたかげこぶた」 小野かおる  さく（福音館書店、2002）

『あおくんときいろちゃん』 レオ・レオーニ  作／藤田圭雄  訳(至光社、1967年）

わらべうた「おてぶしてぶし」「なかなかほい」

『かげひかり』 元永定正  作・絵／中辻悦子  構成（福音館書店、2004年）

『あおくんときいろちゃん』 レオ・レオーニ  作／藤田圭雄  訳(至光社、1967年）

ちいさなお話「ブラウンさんとブラックさん」

『しりとりあそびあか、みどり、き』 星川ひろ子／星川治雄  著（小学館、2008年）

『色の女王』 ユッタ・バウアー  作／橋本香折  訳（小学館、1999年）

わらべうた「ぽっつんぽつぽつ雨がふる」「赤い袋になにいれよ」「ねこがごふくやに」

『色の女王』 ユッタ・バウアー作  橋本香折訳（小学館、1999年）

『かげひかり』 元永定正  作・絵／中辻悦子  構成（福音館書店、2004年）

わらべうた「ぽっつんぽつぽつ雨がふる」「にぎりぱっちり」

『三つの色のふしぎなぼうけん』

アネット・チゾン、タラス・テーラー  作／竹林亜紀  やく（評論社、1984年）

『かげひかり』 元永定正  作・絵／中辻悦子  構成（福音館書店、2004年）

内容

ちいさなお話「りりあちゃんとしゅんちゃん」

『けいとだま』 大槻あかね  作（福音館書店、2004年）

『わたしの庭のバラの花』

アーノルド・ローベル  文 ／アニタ・ローベル  絵／松井るり子  訳（セーラー出版、1993年）

オラファー・エリアソン－あなたが出会うとき

絵本を読もう
［2009年度］

教育普及データ　2007–2009年度
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博物館実習

 

［2007年度］

○受入期間：2007年8月20日－24日

○受入人数：22人

○講義内容：

・ コレクションと保存管理について

・ 展覧会運営について

・ 教育普及活動について

・ アーカイヴについて

・ 交流事業について

［2008年度］

○受入期間：2008年12月1日－5日

○受入人数：6人

○講義内容：

・ 美術館と学芸員の役割について

・ コレクションと保存管理について

・ 教育普及事業について

・ 展覧会制作について

・ アーカイヴについて

［2009年度］

○受入期間：2009年11月30日－12月4日

○受入人数：18人

○講義内容：

・ 美術館と学芸員の役割について

・ コレクションと保存管理について

・ 作品取扱いについて

・ 教育普及事業について

・ 展覧会制作について

・ アーカイヴについて


