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八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト

高嶺格：
Good House, Nice Body

～いい家・よい体

① 2010年5月23日［土］ 
11:00–11:30

② 5月23日［土］ 
14:00–14:30

① 6月26日［土］ 
11:00–11:30

② 6月26日［土］ 
14:00–14:30

6月19日［土］ 11:00–11:30

6月19日［土］ 14:00–14:30

7月10日［土］ 11:00–11:30

10月2日［土］ 11:00–11:30

11月6日［土］14:00–14:30

12月19日［日］ 11:00–11:30

日時事業名等 鑑賞・体験担当 参加者数場所内容

授乳室前（●●）→
展示室13

授乳室前（●●）→
展示室13

授乳室前（●）→
長期インスタ
レーションルーム

授乳室前（●●）→
長期インスタ
レーションルーム

授乳室前（●●）→
長期インスタ
レーションルーム

プロジェクト
工房（●●）

プロジェクト
工房（●●）

プロジェクト
工房（●●）

● わらべうた「赤い袋になにいれよ」
「いっぴきちゅう」
● 『ごろごろにゃーん』
長新太  作・画（福音館書店、1984年）
● 『ぼくがとぶ』ささきまき  さく
（福音館書店、1994年）

● わらべうた
① 「ぼうずぼうずかわいときゃかわいけど」
② かぞえうた「いちにさんまのしっぽ」
● 『うみちゃんのまど』中川ひろたか ぶん／
長新太 え（偕成社、1997年）
● 『ぼくがとぶ』ささきまき さく
（福音館書店、1994年）

● 『とき』 谷川俊太郎 ぶん／
太田大八 え（福音館書店、2008年）
● 『だいくのたこ8さん』内田麟太郎 文／
田中六大 絵（くもん出版、2009年）

● わらべうた
「たんぽぽたんぽぽむこうやまへとんでけ」
● 『だいくのたこ8さん』内田麟太郎 文／
田中六大 絵（くもん出版、2009年）
● 『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
「いなかのおじさんたんぼみちとおって」
● 『とき』 谷川俊太郎 ぶん／太田大八 え
（福音館書店、2008年）
● 『だいくのたこ8さん』内田麟太郎 文／
田中六大 絵（くもん出版、2009年）

● わらべうた「せんべせんべやけた」
● 『あな』谷川俊太郎 作／
和田誠 画（福音館書店、1983年）
● 『ヘンリーいえをたてる』D.B. ジョンソン 文
／今泉吉晴 訳（福音館書店、2004年）

● わらべうた「おてぶしてぶし」
「ひとつどんぐりひとのかお」
「どどっこやがいん」
● 『ぼくのうちはゲル』
バ－サンスレン・ボロルマ－ 絵・文／
長野ヒデ子 訳（石風社、2006年）

● わらべうた「おてぶしてぶし」
● 『ぼくのうちはゲル』
バ－サンスレン・ボロルマ－ 絵・文／
長野ヒデ子 訳（石風社、2006年）

黒澤浩美
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
米田晴子
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
米田晴子
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
米田晴子
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
平林恵
（キュレーター）

吉備久美子
（エデュケーター）
米田晴子
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
吉備久美子
（エデュケーター）

① 12

② 13

① 16

② 16

7

21

7

14

16

12

アートライブラリー・プログラム［2010年度］

「絵本を読もう」
読み手：鍛冶裕子
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高嶺格：
Good House, Nice Body

～いい家・よい体

Alternative Humanities

～新たなる精神のかたち：
ヤン・ファーブル×舟越桂

みかんぐみ
「みかんぐみのアイディア
ワークショップ
みんなのがっこう」　

2011年1月15日［土］ 
11:00–11:30

2月12日［土］ 11:00–11:30

3月19日［土］ 14:00–14:30

2010年7月24日［土］ 
14:00–14:30

8月20日［土］ 14:00–14:30

2010年8月17日［火］ 
10:00–11:30

8月25日［水］10:00–11:20

プロジェクト
工房（●●）

プロジェクト
工房（●）

プロジェクト
工房（●）

授乳室前（●●）→
展示室6→
展示室14

授乳室前（●●）→
展示室6→
展示室14

キッズスタジオ（●●）
→デザインギャラリー
→展示室13

キッズスタジオ（●●）
→デザインギャラリー
→展示室13

● 『だれがすんでいるのかな』五味太郎
（偕成社、2001年）
● 『「イグルー」をつくる』
ウーリ・ステルツァー 写真と文／
千葉茂樹 訳（あすなろ書房、1999年）

● 『だれがすんでいるのかな』五味太郎
（偕成社、2001年）
● 『あな』谷川俊太郎 作／和田誠 画
（福音館書店、1983年）

● 『よるのいえ』
スーザン・マリー・スワンソン 文／
ベス・クロムス 絵／谷川俊太郎 訳
（岩波書店、2010年）
● 『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「なかなかほい」
● 『がいこつ』谷川俊太郎 詩／和田誠 絵
（教育画劇、2005年）

● わらべうた「なかなかほい」
● 『がいこつ』谷川俊太郎 詩／和田誠 絵
（教育画劇、2005年）

● 手遊び「おやまがねあったとさ」
● 『あっちゃんあがつく』みねよう げんあん／
さいとうしのぶ さく（リ－ブル、2001年）
● 『うみちゃんのまど』中川ひろたか ぶん／
長新太 え（偕成社、1997年）
かぞえうた「ひとつひとより大きい頭」
● 『ドワーフじいさんのいえづくり』
青山邦彦 作・絵（フレ－ベル館、2003年）

● 手遊び「おやまがねあったとさ」
● 『うみちゃんのまど』
中川ひろたか ぶん／長新太 絵
● へんなかぞえうた
「一本と一本でどんな音」
● 『ドワーフじいさんのいえづくり』
青山邦彦 作・絵（フレ－ベル館、2003年）

吉岡恵美子
（キュレーター）
吉備久美子
（エデュケーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
吉備久美子
（エデュケーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）
吉備久美子
（エデュケーター）

不動美里
（キュレーター）
村田大輔
（キュレーター）

不動美里
（キュレーター）
村田大輔
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）
木村健
（エデュケーター）

黒澤浩美
（キュレーター）
木村健
（エデュケーター）

17

31

30

14

29

16

（金城幼稚園
招待）

26

（川上幼稚園
招待、
かさまい
保育園招待）

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数

アートライブラリー・プログラム
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コレクション展
「目には見えない
確かなこと」

ペーター・フィッシュリ
ダヴィッド・ヴァイス

本当のデザインだけが
リサイクルできる
Only honest design can 

be recyclable.

D＆DEPARTMENT

PROJECT

2010年9月26日［日］ 
14:00–14:30

10月16日［土］ 14:00–14:30

12月11日［土］ 14:00–14:30

2011年1月29日［土］ 
14:00–14:30

2月27日［土］ 14:00–14:30

2010年11月3日［水祝］ 
14:00–14:20

12月4日［土］ 14:00–14:30

2010年11月13日［土］ 
14:00–14:30

授乳室前（●●）→
展示室4前→
展示室13

授乳室前（●●）→
展示室13→
展示室4前→
展示室3

授乳室前（●●）→
展示室6

授乳室前（●●）→
展示室2→
カプーアの部屋

授乳室前（●●）→
展示室4

授乳室前→
光庭2（●●）

授乳室前（●●）→
展示室10→光庭ま
わり→光庭2

授乳室前（●●）→
デザインギャラリー

● わらべうた「ねこじゃらしねこじゃらし」
「あかいふくろになにいれよ」
「いっぴきちゅう」『ねずみくんのひみつ』
なかえよしを 作／上野紀子 絵
（ポプラ社、1981年）
● 『あたまのなかのそのなかは？』
シスカ・フーミンネ 文／
イヴォンヌ・ヤハテンベルフ 絵／
野坂悦子 訳（講談社、2008年）

● わらべうた「おてぶしてぶし」
● かぞえうた「ひとつどんぐりひとのかお」
● 『ねずみくんのひみつ』なかえよしを
作／上野紀子 絵（ポプラ社、1981年）
● わらべうた
「おさらにたまごにはしかけほい」
● 『うちゅうたまご』荒井良二 作・絵
（イ－スト・プレス、2009年）

● わらべうた「ひとやまこえて」
● 『マドレンカ』ピ－タ－・シス 作／
松田素子 訳（ＢＬ出版、2001年）

● 手遊び「はちべえさんとじゅうべえさん」
● 『そうべえ　まっくろけのけ』
田島征彦（童心社、1998年）

● 手遊び「はちべえさんとじゅうべえさん」
● 『月夜のオーケストラ』イェンス・ラスムス
作／斉藤洋 訳（小学館、1999年）

● わらべうた「もどろもどろもものはもどろ」
● 秋のなぞなぞ1題
● 詩「いろんなきのこ」中川李枝子
● 『そしたらそしたら』谷川俊太郎 ぶん／
柚木沙弥郎 え（福音館書店、2000年）

● わらべうた
「おてぶしてぶし」「ひとやまこえて」
● 『そしたらそしたら』谷川俊太郎 ぶん／
柚木沙弥郎 え（福音館書店、2000年）

● 手遊び「おやまがねあったとさ」
● かぞえうた「ひとつどんぐり」
● 『くずかごおばけ』せなけいこ
（童心社、1975年）
● わらべうた「いっぴきちゅう」
● 『おじいさんならできる』
フィービ・ギルマン 作・絵／芦田ルリ 訳
（福音館書店、1998年）

黒澤浩美
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

吉備久美子
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

吉備久美子
（エデュケーター）

米田晴子
（キュレーター）

米田晴子
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

20

18

12

11

17

29

50

11

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数
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ホンマタカシ
ニュー・ドキュメンタリー

2011年3月5日［土］ 
14:00–14:30

授乳室前（●●）→
→展示室14

● 手遊び「はちべえさんとじゅうべえさんが」
● 『モモ、しゃしんをとる』ナジャ 作／
伏見操 訳（文化出版局、1999年）
● 『心にパシャッ』いわさきちひろ 絵／
ゆうきまさこ 構成・文（小学館、2000年）

黒澤浩美
（キュレーター）

10

Alternative Humanities

～新たなる精神のかたち：
ヤン・ファーブル×舟越桂

ペーター・フィッシュリ
ダヴィッド・ヴァイス

① 2010年7月3日［土］ 
14:00–14:30

② 7/ 24［土］ 16:00–16:30

③ 8 /20［金］ 16:00–16:30

2010年11月20日［土］ 
14:00–14:20

展示室11前（●）

展示室11（●）

● 『ファーブルの昆虫記 上』ファーブル 著／
大岡信 編訳（岩波書店、2000年）より
「キンイロオサムシ」一部朗読
● 『あなたが想う本』舟越 桂 画／
天童荒太 文（講談社、2000年）朗読

● 『子どもに語るグリムの昔話1』グリム 著
／佐々梨代子、野村泫 訳（こぐま社、1990

年）より「ルンペルシュティルツヘン」朗読

不動美里
（キュレーター）
村田大輔
（キュレーター）

北出智恵子
（キュレーター）

① 4

② 15

③ 15

24

「朗読のひととき」
読み手：鍛冶裕子

日時 鑑賞・体験担当場所内容

日時 鑑賞・体験担当場所内容

事業名等

事業名等

参加者数

参加者数

アートライブラリー・プログラム
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コレクション展
「目には見えない
確かなこと」

MADE IN JAPANの
置時計
1960年代を中心に

サイレント・エコー
コレクション展I

サイレント・エコー
コレクション展Ⅱ

イエッペ・ハイン360°

ピーター・マクドナルド：
訪問者

2011年4月2日［土］ 
14:00–14:30

① 2011年4月23日［土］ 
11:00–11:30

② 5月21日［土］ 
11:00–11:30

① 2011年5月15日［土］ 
11:00–11:30

② 5月28日［土］ 
14:00–14:30

6月5日［土］ 13:00–13:40

2012年2月11日［土］ 
11:00–11:30

2011年6月18日［土］ 
14:00–14:30

7月9日［土］ 11:00–11:30

① 2011年8月6日［土］ 
14:00–14:30

② 8月7日［日］ 11:00–11:30

③ 9月19日［月祝］
14:00–14:30

④ 10月22日［土］ 
11:00–11:30

⑤ 2012年1月14日［土］
14:00–14:30

⑥ 3月20日［火祝］
14:00–14:30

授乳室前（●●）→
展示室6

授乳室前（●●）→
デザインギャラリー

光庭2（●●）→
展示室7、8、9

展示室11（●●）→
展示室7、8、9

授乳室前（●）→
展示室4、6、3

授乳室前（●●）→
展示室6、14

授乳室前（●●）→
展示室6、14

展示室13（●●）

● わらべうた「ひとやまこえて」
● 『マドレンカ』ピ－タ－・シス 作／
松田素子 訳（ＢＬ出版、2001年）

● わらべうた「ぽっつんぽつぽつあめがふる」
● 『アストンの石』ロッタ・ゲッフェンブラード 

作／菱木晃子 訳（小峰書店、2006年）
● 『ぼくのわたしのたからもの』稲田務 さく
（福音館書店、1987年）

● 手遊び「一本と一本でどんな音」
● 詩「こだまでしょうか」金子みすゞ
● 『しー！ぼうやがおひるねしているの』
ミンフォン・ホ 作／ホリー・ミード 絵／
安井清子 訳（偕成社、1998年）

● 手遊び「一本と一本でどんな音」
● 詩「こだまでしょうか」金子みすゞ
● 『しー！ぼうやがおひるねしているの』
ミンフォン・ホ 作／ホリー・ミード 絵／
安井清子 訳（偕成社、1998年）
● 『おばあちゃん　ひとり　せんそうごっこ』
谷川俊太郎 文／
三輪滋 絵（プラネットジアース、2006年）

● 『もけらもけら』山下洋輔
ぶん／元永定正 え／中辻悦子 構成
（福音館書店、1990年）
● 『もりのなか』マリー・ホール・エッツ
ぶん・え／まさきるりこ やく
（福音館書店、1963年）

● わらべうた「なかなかほい」
● 『まほうのコップ』藤田千枝 構成／
川島敏生 写真／長谷川摂子 文
（福音館書店：月刊版、2008年）
● 『あけるな』谷川俊太郎 作／安野光雅 絵
（銀河社、1976年)

● わらべうた「なかなかほい」
● 『こんにちは　わたし』小長谷清実 ぶん／
堀川理万子 え（福音館書店、2005年）
● 『あけるな』谷川俊太郎 作／安野光雅 絵
（銀河社、1976年）

● かぞえうた
「ひとつひとよりおおきいあたま」
● わらべうた
「ぼうずぼうずかわいときゃかわいけど」
「かたどんひじどん」、「さんといちに」
● 『やまのディスコ』スズキコージ
（架空社、1988年）

黒澤浩美
（キュレーター）

高橋律子
（キュレーター）

村田大輔
（キュレーター）

木村健
（エデュケーター）

村田大輔
（キュレーター）

鷲田めるろ
（キュレーター）
米田晴子
（キュレーター）

鷲田めるろ
（キュレーター）
米田晴子
（キュレーター）

北出智恵子
（キュレーター）
川岸真由子
（キュレーター）

12

① 4

② 13

① 25

② 22

27

（南砺市
「アートで
遊ぼう」
実行委員会）

17

25

29

① 29

② 25

③ 67

④ 30

⑤ 46

⑥ 50

アートライブラリー・プログラム［2011年度］

「絵本を読もう」
読み手：鍛冶裕子

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数
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ピーター・マクドナルド：
訪問者

海みらい
アートプロジェクト
「ピンクとエッロ」

Inner Voices̶内なる声

2011年11月26日［土］ 
11:00–11:30

2011年8月11日［木］ 
14:00–15:00

8月26日［金］
14:00–15:30

2011年8月27日［土］ 
13:00–13:30

9月3日［土］ 13:00–13:30

10月7日［土］ 19:00–19:30

長期インスタレー
ションルーム（●●）

金沢海みらい図書
館グループ学習室1

（●●）→交流ホール

金沢海みらい図書
館グループ学習室1

（●●）→交流ホール

授乳室前（●●）
→展示室10、12

授乳室前（●●）
→展示室10、12

展示室7（●●）

● わらべうた「おちゃをのみにきてください」
● かぞえうた「ひとつひとよりおおきいあたま」
● わらべうた「おてぶしてぶし」
● 『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1984年）
● 『しずかでにぎやかなほん』
マーガレット・ワイズ・ブラウン さく／
レナード・ワイスガード え／
谷川俊太郎 やく（童話館出版、1996年）

● わらべうた「おてぶしてぶし」
● かぞえうた「へんなひとかぞえうた」
● 『だれかさんの目』マイケル・グレニエツ 

絵・文／そまそのあやこ 訳
（セーラー出版、2000年）
『びりびり』東君平
（ビリケン出版、2000年）
● 手遊び「いもにめがでてはがでてほい」
● 『はなおとこ』ヴィヴィアン・シュワルツ 作
ジョエル・スチュワート 絵／
ほむらひろし 訳（偕成社、2009年）

● 手遊び「おさらにたまごにはしかけほい」
● 『ぞうのはな』矢崎節天 作  杉浦範茂 絵
（フレーベル館、2001年） 
『びりびり』東君平
（ビリケン出版、2000年）
● かぞえうた「へんなひとかぞえうた」
● 手遊び「おさらにたまごにはしかけほい」
● 『ねむいねむいおはなし』
ユリ・シュルヴィッツ さく／
さくまゆみこ やく（あすなろ書房、2009年）

● 手遊び
「にゅうめんそうめんひやそうめん」
● 『たこなんかじゃないよ』秋野和子 文／
秋野玄左牟 絵（福音館書店、2005年）
● 『なにをたべたかわかる？』
長新太（絵本館、2003年）

● 手遊び
「にゅうめんそうめんひやそうめん」
「おさらにたまごにはしかけほい」
『わたしのうみべ』
長新太（佼成出版社、2002年）
『たこなんかじゃないよ』秋野和子 文／
秋野玄左牟 絵（福音館書店、2005年）

● わらべうた「おらうちのどてかぼちゃ」
● 『わたし』谷川俊太郎 作／長新太 絵
（福音館書店、1981年）
● 『かきねのむこうはアフリカ』
バルト・ムイヤールト 文／
アンナ・ヘグルンド 絵／佐伯愛子 訳
（ほるぷ出版、2001年）

北出智恵子
（キュレーター）
川岸真由子
（キュレーター）

村田大輔
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

14

39

46

7

9

10

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数

アートライブラリー・プログラム
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モニーク・フリードマン展

魔法のひきだし展

押忍！手芸部と豊嶋秀樹
『自画大絶賛（仮）』

2012年2月17日［土］ 
11:00–11:30

1月7日［土］ 11:00–11:30

3月3日［土］ 11:00–11:30

2012年1月15日［日］ 
11:30–12:00

3月10日［土］ 15:00–16:00

日時 場所 鑑賞・体験担当内容

展示室14前（●●）

展示室14（●●）

展示室11前（●●）

授乳室前（●●）
→キッズスタジオ

光庭2（●●）
→展示室8

● わらべうた「あめこんこんふるなよ」
● 『たいようオルガン』
荒井良二（偕成社、2008年）
『くも』新宮晋（文化出版局、1979年）

● わらべうた「いっぽんといっぽんで」
● 『たいようオルガン』
荒井良二（偕成社、2008年）
『白い森のなかで』ロバート・フロスト ぶん／
スーザン・ジェファーズ え／おざきさえこ やく
（ほるぷ出版、1983年）

● わらべうた「たんぽぽたんぽぽ」
● 『くうき』まど・みちお 詩／
ささやまゆき え（理論社、2011年）
● 手遊び「ぽっつんぽつぽつあめがふる」
● 『空の絵本』長田弘 作／荒井良二 絵
（講談社、2011年）

● 手遊び「おもやのもちつき」
● かぞえうた「おもちのかぞえうた」
● 『ひみつのひきだしあけた？』
あまんきみこ さく／やまわきゆりこ え
（PHP研究所、新装版2008年）
『やねうら』ハーウィン・オムラ／
きたむらさとし（評論社、1996年）

● わらべうた「なかなかほい」
●『てん』ピーター・レイノルズ作／
谷川俊太郎 訳
（あすなろ書房、2004年）
● 『ぞうのボタン』
うえののりこ さく（富山房、1975年）

吉岡恵美子
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

平林恵
（キュレーター）

6

15

14

25

22

サイレントエコー
コレクション展I

モニーク・フリードマン展

2012年6月25［土］ 
14:00–14:20

2月18［土］ 16:00–16:30

展示室11前（●）

展示室11前（●）
→展示室11、
緑の橋、展示室14

『心は孤独な狩人』
カーソン・マッカラーズ 著／河野一郎 訳
（新潮文庫、復刊2001年）
より一部朗読

詩・谷川俊太郎「みみをすます」
詩・中原中也「一つのメルヘン」「春宵感懐」

村田大輔
（キュレーター）

吉岡恵美子
（キュレーター）

7

6

「朗読のひととき」
読み手：鍛冶裕子

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数

事業名等 参加者数
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サイレント・エコー
コレクション展Ⅱ

キッズスタジオ・プログラム

2012年4月7日［土］ 
11:30–12:00

2012年4月22日［日］ 
14:00–14:30

5月12日［土］ 13:30–14:00

① 5月27日［日］ 
11:30–12:00

② 6月9日［土］ 
13:30–14:00

8月11日［土］ 13:30–14:00

9月8日［土］ 13:30–14:00

① 10月13日［土］ 
13:30–14:00

② 12月23日［日］ 
11:30–12:00

11月10日［土］ 13:30–14:00

授乳室前（●●）→
展示室1、
カプーアの部屋、
タレルの部屋

キッズスタジオ（●●）

授乳室前（●●）
→キッズスタジオ

授乳室前（●●）
→館内

授乳室前（●●）→
アートライブラリー
→キッズスタジオ

キッズスタジオ（●●）

授乳室前（●●）
→館内外探検

授乳室前（●●）
→館内外探検

● 『もけらもけら』
山下洋輔 ぶん／元永定正 え／
中辻悦子 構成（福音館書店、1990年）
● 『あな』谷川俊太郎 作／
和田誠 画（福音館書店、1983年）

● 手遊び「たけのこめだした」
● 『あさになったのでまどをあけますよ』
荒井良二（偕成社、2011年）
● 手遊び「いもにめがでて」
● 『きはなんにもいわないの』
片山健（学習研究社、2005年）
→ミニワークショップ「きはなんにもいわないの」

● 手遊び「いもにめがでて」
● 『ルラルさんのにわ』いとうひろし さく
（ポプラ社、2001年）
● 『きはなんにもいわないの』片山健
（学習研究社、2005年）
→ミニワークショプ「きはなんにもいわないの」

● わらべうた「おすわりやすいすどっせ」
● 『きりんいす』岡井美穂 さく
（福音館書店、2003年）
→美術館いす探検

● わらべうた「おてぶしてぶし」
● 『ミリーのすてきなぼうし』きたむらさとし
（BL出版社、2009年）
● わらべうた「きつねがねばけたとさ」
● 『へんしんねこた』菅野由貴子 作・絵
（ポプラ社、2002年）

● わらべうた「もぐらどんのおやどかね」
● 『どろんこどろちゃん』いとうひろし
（ポプラ社、2003年）
● 『みみずのオッサン』長新太 さく
（童心社、2003年）
→ワークショップ「ねんどをつくろう」

● わらべうた「おてぶしてぶし」
● 『ねえ、どれがいい？』
ジョン・バーニンガム さく／
まつかわまゆみ やく（評論社、2010年）
→きょろきょろ探検ツアー

● かぞえうた「ひとつどんぐり」
● 『ざぼんじいさんのかきのき』
すとうあさえ 文／織茂恭子 絵
（岩崎書店、2000年）
→お気に入りの木をさがしにいこう

村田大輔
（キュレーター）

木村健
（エデュケーター）

木村健
（エデュケーター）

吉備久美子
（エデュケーター）

木村健
（エデュケーター）

木村健
（エデュケーター）

吉備久美子
（エデュケーター）

木村健
（エデュケーター）

16

13

16

① 16

② 25

19

25

① 18

② 19

12

アートライブラリー・プログラム［2012年度］

「絵本を読もう」
読み手：鍛冶裕子

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数

アートライブラリー・プログラム
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キッズスタジオ・プログラム

Aloha Amigo! 

フェデリコ・エレロ×
関口和之

コレクション展
ソンエリュミエール
̶物質・移動・時間、
そして叡智

2013年1月5日［土］ 
13:30–14:00

3月24日［日］ 11:30–12:00

2012年6月24日［土］ 
11:30–12:00

9月29日［土］ 13:30–14:00

11月25日［日］ 11:30–12:00

2013年1月27日［土］ 
11:30–14:00

① 2012年7月14日［土］ 
13:30–14:00

② 7月22日［日］ 
11:30–12:00

10月28日［日］ 11:30–14:00

2013年2月9日［土］ 
13:30–14:00

授乳室前（●●）

授乳室前（●●）
→館外探検

展示室13（●●）
→光庭

展示室13（●●）

展示室13（●●）

展示室13（●●）

光庭
→展示室11（●●）

展示室2、
展示室6（●）
→光庭3

展示ゾーン（●●）
（光庭3横）

● 手遊び「おもやのもちつき」
● 『おもちのきもち』かがくいひろし
（講談社、2005年）
● 『せんをひく』砂岸あろ ことば／
大倉侍郎 せん（福音館書店、2010年）
→書き初め

● 手遊び「いもにめがでて」
● 『ふゆめがっしょうだん』冨成忠夫、
茂木透 写真／長新太 文
（福音館書店、1990年）
● 『じっちょりんのあるくみち』かとうあじゅ
（文溪堂、2011年）→ふゆめさがし

● 童謡「ほたる」、
● わらべうた「ほたるこい」の重ね歌遊び
● 『The Conductor』Laetitia Devernay

（Chronicle Books、2011年）

● 手遊び「やすべえじじいが」
● 『やまのかいしゃ』スズキコージ さく／
かたやまけん え（架空社、1991年）
→ウクレレ体験

● 手遊び「やすべえじじいが」
● 『バスにのって』
荒井良二（偕成社、1992年）
→ウクレレ体験

● わらべうた「ひとやまこえて」
● 『バスにのって』荒井良二
（偕成社、1992年）
→ウクレレ体験

● 手遊び「おやゆびねむれ」
● 『よあけ』ユリー・シュルヴィッツ 作・画／
瀬田貞二 訳（福音館書店、1977年）
● 手遊び「いもにめがでて」
● 『せんねんまんねん』まど・みちお 詩／
柚木沙弥郎 絵（理論社、2008年）

● 『ぼくはおこった』ハーウィン・オラム／
きたむらさとし（評論社、1996年）
● 『まるのうた』A.ラマチャンドラン 作・絵／
谷川俊太郎 訳（福音館書店、1975年）

● わらべうた「えんどまめこまめ」
● 『太陽へとぶ矢』ジェルラド・
マクダーモット さく／じんぐうてるお やく
（ほるぷ社、1975年）

木村健
（エデュケーター）

吉備久美子
（エデュケーター）

村田大輔
（キュレーター）
川岸真由子
（キュレーター）

村田大輔
（キュレーター）
川岸真由子
（キュレーター）

村田大輔
（キュレーター）
川岸真由子
（キュレーター）

川岸真由子
（キュレーター）

北出智恵子
（キュレーター）

北出智恵子
（キュレーター）

北出智恵子
（キュレーター）

16

34

22

23

28

36

① 29

② 34

16

20

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数
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ス・ドホ｜パーフェクト・
ホーム

2012年12月1日［土］ 
13:30–14:00

2013年2月24日［日］ 
11:30–12:00

3月9日［土］ 13:30–14:00

授乳室前（●●）
→展示室11、14

授乳室前（●●）
→展示室7、14

授乳室前（●●）
→展示室11、9

● わらべうた
「やすべえじじいがうんぽんぽん」
● 『たなかさんちのおひっこし』大島妙子 作
（あかね書房、1993年）

● 小さなおはなし「あおくんときいろちゃん
（ブラックさんとブラウンさん）」
● 『たなかさんちのおひっこし』大島妙子 作
（あかね書房、1993年）→作品鑑賞

● わらべうた「ずくぼんじょ」
● 『たなかさんちのおひっこし』大島妙子 作
（あかね書房、1993年）

吉備久美子
（エデュケーター）

木村健
（エデュケーター）

黒澤浩美
（キュレーター）

7

13

20

日時 鑑賞・体験担当場所内容事業名等 参加者数

アートライブラリー・プログラム




