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金沢 21 世紀美術館 

2012 年度 第 2 回中学生まるびぃアートスクール 開校のお知らせ 
テーマは「魔法の書道」 

  
 金沢 21 世紀美術館では 9 月 29 日より、金沢市内の中学生を対象に 2012 年度第 2 回「中学生まるびぃアート
スクール」を開催します。 当日の模様をご取材下さいますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

記 
■開催概要 
◎プログラム名：   「魔法の書道」 
◎主催：        金沢21世紀美術館［(公財)金沢芸術創造財団］ 
◎共催：              金沢市中学校文化連盟 
◎後援：              金沢市教育委員会 
◎連携校：            金沢市立城南中学校	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 金沢市立紫錦台中学校	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 金沢市立兼六中学校 
◎スケジュール：      第１回：9月29日(土) 13:00-16:30 
                      第２回：9月30日(日) 10:00-16:00 
                      第３回：10月14日(日) 10:00-16:00 
                      第４回：10月21日(日) 10:00-16:00 
                      第５回：11月18日(日) 10:00-16:00 以上、全５回 
◎場所：              金沢21世紀美術館 プロジェクト工房、キッズスタジオ 
◎アーティスト：      椿昇（現代美術作家、京都造形芸術大学教授・美術工芸学科長） 
                      シロくま先生（京都造形芸術大学講師） 
◎参加者：            金沢市立城南中学校	 	 美術部	 	 11 名	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 金沢市立紫錦台中学校	 美術部	 	 19 名	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 金沢市立兼六中学校	 	 美術部	 	 11 名(人数は予定)	 

◎問合せ： 学芸課 TEL 076-220-2801（担当：黒澤、木村） 

中学生まるびぃアートスクール 
「魔法の書道」 
©椿 昇  ©シロくま先生 
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■	 中学生まるびぃアートスクール 
2005 年度に金沢 21 世紀美術館が立ち上げた学校連携プログラム「まるびぃアートスクール」(※次ページ
参照)の中で、特に金沢市内の中学生を対象としたプログラム。アーティスト・学校・美術館が協力して、中
学生による美術鑑賞・制作のワークショップを行います。 
昨年度に続き第二回となる 2012 年度は、金沢市内の３校と連携し、部活動、課外活動などの形態で約 45
名の生徒が 2名のアーティスト、椿昇氏とシロくま先生とともに 5回のワークショップを実施します。本事
業の成果及びワークショップの過程は美術館・生徒・教員が協力して記録し、記録書籍を作成するとともに、
展覧会の形で発表します。  
 
プログラム「魔法の書道」： 
2012 年度の「中学生まるびぃアートスクール」は連続ワークショップ「魔法の書道」を行ないます。 
日常の中で、誰もが自由に使いこなす「言葉」には、どのような意味や気持ちが込められているのでしょうか？
書かれた文字や言葉からは、どのような意味や気持ちを読み取ることができるでしょうか？今回のアートス
クールでは、「言葉」や「文字」を「詩」や「書」にした作品を鑑賞し、中学生自身も作品づくりに取り組み
ます。世の中の流行りの言葉もめまぐるしく変わり続ける中で、今の時代に生きる中学生たちが、一人ひとり
「今の自分にピッタリの言葉」を発見し表現することは、ひいては自分らしい表現の発見につながることで
しょう。 

    
  
 
■アーティスト プロフィール 
◯椿 昇（つばき のぼる） 
現代美術系プレイングマネージャー、
神戸松蔭中高美術教師（担任でバス
ケット部顧問）＞京都市立芸術大学
非常勤講師＞インターメディウム研
究所講師＞帝塚山学院大学人間文化
学部准教授＞京都造形芸術大学空間
演出デザイン学科長など転々とした
後、今は京都造形芸術大学美術工芸
学科教授・学科長。 
 
◯シロくま先生 
（しろくませんせい） 
京都造形芸術大学専任講師、アート
ディレクター、デザイナー。  
	 
 

 
 
 
 
 
 
 

椿 昇 シロくま先生 

金沢21世紀美術館　2012年度中学生まるびぃアートスクール「魔法の書道」

9月 29日第 1回ワークショップについて

「はじめの一歩」のはじめに

「口に出さない想いは消える、書き記さない考えも消える」消えることはとても

怖いと人類は考えてきました。死ぬという肉体の消滅にも増して、忘れ去られる

という記憶の消滅を人類は恐れました。だから人類は想いを歌い、そして文字を

生み出して記録して来たのです。語らなければ、記さなければ、先人の到達した

知識を受け継ぐことはできず、当然のように君も僕も無かった。ワークショップ

「魔法の書道」は、ビックリするほど大それた思想を根源に考えだしたのですが、

よくよく考えるとそれはとても普通のことでした。

　そうです、原点に戻ろうというわけです。想いをリズミカルに口ずさんでみる

（超恥ずかしい） ＞ トモダチと共有する（超難しい） ＞ それを文字で書いてみる

（超伝わらない）。たったこれだけなのでが、試験の答えをテストの前だけ覚えて

忘れる人生を送っていると、すっかりこの能力が消えてゆくのです。言われたこ

とだけこなして過ごす日常に慣れてしまうと、自発的に思考し、自発的に行動す

る能力は要らなくなった盲腸のように萎縮してしまいます。

　今回はこの目的を達成するために、スーパーゲストのヘタレビーボーイ氏に

アイスブレイク※をお願いすることになりました。中学生諸君もう逃げられませ

んよ！初日から、現代に蘇った空也上人がフリースタイルの世界に君たちを巻き

込みます。

　 ※アイスブレイク：初対面などでのグループ活動のはじめに、お互いが打ちとけるために行う準備運動的な活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　椿 昇（現代美術家）

こわ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうめつ

　　　　　　 きおく　　　　　　　　　　　　　 おそ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とうたつ

　　　　　　　　　  つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ぼく

　 まほう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふつう

　　　　　　　　　　　　　　　　　もど

 ちょう は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もうちょう　　　　　　　 いしゅく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  よみがえ　　　くうや しょうにん

 こ

まほう

つばき のぼる
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ワークショップの内容とスケジュール(予定)： 
 ・第 1 回 「想いをつくる」 9 月 29 日（土） 13:00-16:30  
内容：想いを言葉にする、声を出してみる、パフォーマンスしてみる。心をこめて言葉を書く。 

 ・第２回 「筆をつくる」  9 月 30 日（日） 10:00-16:00  
内容：いろんな材料で筆をつくる。 

 ・第３回 「言葉を作る」  10 月 14 日（日） 10:00-16:00  
内容：本に書かれた文字を白い絵の具で消し、言葉を浮かび上がらせる 

 ・第４回 「巨大な文字とミクロな文字」（仮）10 月 21 日（日） 10:00-16:00   
内容：仲間と協力して巨大な文字を書く、自分でできる極限まで小さな字を書く。 

 ・第５回 「メッセージ、ポエム、ソング、レター、メール」11 月 18 日（日） 10:00-16:00  
内容：ほんとの想いを言葉にする。書きたいことをメッセージする。書きたいもので書きたいものに書く。 

	 ※この後、展覧会を2013年1月にキッズスタジオで開催(予定)。また、記録集を2013年3月刊行(予定) 
 
 
 

■	 取材について 
・	 9月29日、30日のワークショップ・ブログラムを報道関係者の皆様へ公開いたします。 

この機会にご取材いただき、貴媒体にて広く周知いたたげますようお願い申しあげます。 
・	 取材にあたっては、予め下記内容についてご理解、ご了承いただきますよう、お願い申しあげます。 
・	 取材ご希望の場合は事前に広報室までご連絡下さい。 
 
◯取材可能日時:      9月29日(土) 15:00～16:30 
                     9月30日(日)14:00～16:00 
          ※ワークショップ・プログラムの進行の都合上、上記時間内での取材をお願いします。 
 
◯集合場所・時間:   9月29日(土) 14:45 総務課事務所にお集まり下さい。 
                     9月30日(日)13:45 総務課事務所にお集まり下さい。 
          当日のそれまでの流れをブリーフィング後、現場へご案内します。 
 
◯撮影: 
・ ワークショップ開催中の撮影は可能です。ただし、撮影不可の生徒がいる場合は予めお知らせいたします。 
・	 撮影場所を指定させていただく場合がございます。ご了承ください。 
・	 展示室内では筆記具は鉛筆をご使用ください。シャープペンシルも使用不可です。 
・	 展示室内でのフラッシュ、ライトのご使用はご遠慮ください。 
・	 当日撮影された画像を掲載する際は、可能な範囲で下記事業名を表記ください。 

   金沢21世紀美術館 中学生まるびぃアートスクール「魔法の書道」 
・ 当日撮影された画像・映像は、本プログラムの広報目的以外ではご使用にならないよう、お願いいたします。 

 
 
◯インタビュー 
アーティスト、学校関係者、中学生へのインタビューや取材は、ワークショップ・プログラム終了後に行なってください。 
プログラムの進行中はお声をかけぬようご配慮ください。なお学校関係者および中学生は当方が指定する方に限らせて頂きま
す。 
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※	 備考1 
「まるびぃアートスクール」とは 
「まるびぃアートスクール」とは、金沢21世紀美術館が「美術館の教室化/地域̶美術館の連携強化」を目的とす
る学校連携事業として2005年度に立ち上げた教育普及プログラムです。美術・音楽・科学・映像・パフォーマン
スなど、美術と他の分野にまたがる複数のテーマ/プログラムを準備し、その中から、小学校低・中・高学年及び
中学生・高校生やクラブ活動など、異なる対象とそれぞれの要望に基づいたプログラムを選択、活用できるよう
になることを目指し、協働でのソフト開発を中心として推進しています。これまで、4校の小学校において4人の
アーティストにより、小学校3年生、4年生、5年生を対象とするワークショップが生まれました。また昨年は、中
学生まるびぃアートスクールとして「考え方を考える」を実施しました(次ページ参照)。 

 
これまでの経緯 
2005 年度まるびぃアートスクール 主催：文化庁 金沢21世紀美術館 
①「音のかけらワークショップ」 
招待作家：金沢健一 
連携校：金沢市立長田町小学校 ４年生４８名 
②「ペイント・マイ・ルーム」 
招待作家：西山美なコ 
連携校：金沢市立犀川小学校 ３年生６４名 
2006 年度まるびぃアートスクール 主催：文化庁 金沢21世紀美術館 
①「ミンナデツドウミンナテツドウ」 
招待作家：小島久弥 
連携校：金沢市立新竪町小学校 ５年生２２名 
②「わたしの気になるもの探し」 
招待作家：木村太陽 
連携校：金沢市立材木町小学校 ４年生７１名 
2011 年度まるびぃアートスクール「中学生まるびぃアートスクール」 
主催：金沢21 世紀美術館 共催：金沢市中学校文化連盟 後援：金沢市教育委員会 
①「考え方を考える」※詳細は次ページ参照 
招待作家：椿昇、シロくま先生 
連携校：金沢市立泉中学校 美術部員 ２１名、 
金沢市立小将町中学校 美術部員 ２５名、 
金沢市立犀生中学校 美術愛好会(SAM)メンバー ９名  
 
 
 
※備考 2 
2011 年度 中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」 実施概要 
○スケジュール： 第１回：2011年9月17日(土) 13:30-16:30 「魔法のひきだし」 
 （全５回）   第２回：    9月18日(日) 10:00-15:00 「キャラメル箱の冒険」 
         第３回：       10月16日(日) 10:00-15:00 「street diamonds」 
         第４回：       10月23日(日) 10:00-15:00 「micron tape」 
         第５回：       11月19日(土) 13:30-16:30 「シロくま先生とは何か？」 
○会場： 金沢21世紀美術館 プロジェクト工房、キッズスタジオ 
○アーティスト： 椿昇（現代美術作家、京都造形芸術大学教授・美術工芸学科長） 
         シロくま先生（京都造形芸術大学講師） 

まるびぃアートスクール コンセプト 
金沢 21 世紀美術館は、その特徴の一つとして「子どもたちとともに成長する美術館」を志しています。 
平成１７-１８年度文化庁芸術拠点形成事業としてスタートした「まるびぃアートスクール・プログラム」は、
地域の学校と連携し、美術館が媒介となって作品と作品を創った人（アーティスト）と作品をみる人（鑑賞者）
が出会い、つながり合うことを目指します。 
美術館内のコレクション展や企画展では、現代の世界のアーティストのさまざまな作品を紹介しています。まる
びぃアートスクールのプログラムでは、作品を生み出すアーティストたちの多様な発想と表現に、五感をつかっ
て身体全体で出会い、触れ合います。 
まるびぃアートスクールの体験を通じて、世界にはいろいろな感じ方、見方、考え方、表現の仕方があることを
理解する力や他の人を思いやる想像力、そして生きる力につながる創造力が養われるよう願っています。 
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○連携校・参加者： 金沢市立泉中学校 美術部員   13名 
（計3校40名）    金沢市立小将町中学校 美術部員 18名 
          金沢市立犀生中学校 美術愛好会(SAM)メンバー 9名 
○内容：2人のアーティストとともに「考え方を考える」をテーマとして全5回のワークショップを行った。自分
の気になる身近なものを集めて分類し並べ方を考えて展示したり、キャラメル箱の中に自分の考えた物語を造
形したり、路上のゴミと思われるものを使ってオリジナルの「格好いい！」Tシャツなどを制作。思いや考え
を込めて表現するワークショップを通じて、自分の視点で物事と向きあい、仲間に伝え合うことにもチャレン
ジするなど、全体を通して豊かな発想で構想したり表現方法の工夫を深める様子が見られた。仲間の前での発
表についても活発な発言がみられ、言葉や形、身体表現にまで及んだ多様なプログラム内容を通じて、学校、
作家、美術館の連携の下、中学生の美術活動の新たな場を創出することができた。 

  また、これらのワークショップの成果発表の場として展覧会「魔法のひきだし」を開催し（2012年1月6日～
15日、会場：キッズスタジオ）、期間中約1,700名の来場があった。 

 上記の活動記録と製菓をアーティストとともにドキュメント冊子にまとめ、記録集「魔法のひきだし」を発行
した。 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 ・集めたものを並べてアーティストと語り合う（第1回）	 ・キャラメル箱の中に自分の物語の世界を描く（第2回）	 

	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 ・シロクマに変身するための着ぐるみ制作（第5回）	 	 	 ・展覧会「魔法のひきだし」展示風景	 
 
 
 
 
 問い合わせ先 

〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1   
金沢 21 世紀美術館  
      広報担当:広報室 落合・沢井 
      教育普及担当:学芸課 黒澤、木村    
TEL：076-220-2814  FAX：076-220-2802 
              http://www.kanazawa21.jp/ 
              press@kanazawa21.jp 


