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21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Annual Report for the Year 2016–2017

　読み聞かせと作品鑑賞等を組み合わせた
「絵本を読もう」は、2007年度より継続するプ
ログラムであり、毎回新たな出会いや発見を生
んでいる。
　本年度は活動の場が広がり、「オープンまるびぃ
2016̶夜も美術館̶」では、関連資料を通して作
家や作品の背景を知り、鑑賞へと繋げる「1ページ・
サロン＠アートライブラリー」と、「大人も絵本を読も
うatナイト」を開催。さらに、「music@rt season10 

MERRY MARUBI CHRISTMAS～クリスマスの
おはなし」では、ライブラリアンによる朗読が加
わる演出となった。
　また、「コレクション展1 Nousぬう」関連プロ
ジェクト「モンデンエミコの刺繍日記」は、アート
ライブラリーが展示会場として活用された。

（小松美稀）

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs

Ongoing since fiscal 2007, the “Story Time” 
program combines the reading of picture 

books to children by a librarian with the 

viewing of artworks and other activities, giv-

ing rise to fresh encounters and discoveries 

each time. 

This fiscal year, the scope of the activ-

ities was broadened with the holding of “1 

page salon @ Art Library” in conjunction with 

“Open Marubi 2016: The Museum at Night,” 
in which the backgrounds and ideas behind 

artists and artworks were explored by way 

of material related to “Story Time for Adults 

at Night.” We also held “music@rt Season 

10 Merry Marubi Christmas” in which the 

reading of picture a book by a librarian was 

combined with an orchestral performance. 

During the “Nous̶sewing and living” 
exhibition, the Art Library was used as 

the venue for the related project,“Monden 

Emiko’s Embroidery Diary.” 

(KOMATU Miki)
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絵本を読もう「SUPERFLEX One Year Project̶

THE LIQUID STATE／液相」とともに

プログラム風景

大人も絵本を読もう at ナイト

「工芸とデザインの境目」とともに

プログラム風景

撮影：池田ひらく

1ページ・サロン＠アートライブラリー

プログラム風景

撮影：池田ひらく

「music@rt Season 10 Merry Marubi Christmas 

～クリスマスのおはなし」

プログラム風景

「コレクション展1 Nous ぬう」

「モンデンエミコの刺繍日記」

展示風景

撮影：方野公寛
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「粟津潔、マクリヒロゲル 2　
美術が野を走る：
粟津潔とパフォーマンス」とともに　 

キッズスタジオ・プログラムとともに

 

「西京人̶西京は西京ではない、ゆえ
に西京は西京である。」とともに

「SUPERFLEX One Year Project ― 

THE LIQUID STATE/液相」とともに

「no new folk studio 『Orphe』」
 とともに

2016年
4月17日（日）
11:00–11:40

2016年
5月14日（土）
14:00–14:40

2016年
6月19日（日）
11:00–11:40

2016年
7月16日（土）　
11:00–11:40

2016年
8月11日（木）
11:00–11:40

◎読んだ絵本など
・わらべうた「ずくぼんじょ」
・絵本『ふゆめ がっしょうだん』
写真：冨成忠夫、茂木透／文：長新太（福音館書店、1986年）　
・絵本『にているね!?』作：五味太郎（福音館書店、2014年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：粟津潔作品
案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「もちつき」
・絵本『なんのかみ？』作：やまひらともひこ（福音館書店、1986年）
・絵本『あおくんときいろちゃん』
作：レオ・レオーニ／訳：藤田圭雄（至光社　2008年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎ワークショップ：パルプをつかって紙の作品をつくろう
案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「にゅうめんそうめんひやそうめん」
・絵本『うそうさぎ』作： 谷川晃一（福音館書店、2014年）
・絵本『せかいのひとびと』
作・絵： ピーター・スピア／訳： 松川真弓（評論社、1982年）
・絵本『すぽーつのほん』
文・絵： ディック・ブルーナ／訳： まつおかきょうこ（福音館書店、2016年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：入国審査、西京人《第4章：アイラブ西京̶西京国大統領の
日常》、ギムホンソック《これはうさぎです》、西京人《第3章：ようこそ西京
に―西京オリンピック》
案内：立松由美子（キュレーター）

◎読んだ本など
・わらべうた「ぱんやさんにおかいもの」
・絵本『ぼくのぱん わたしのぱん』
文：神沢利子／絵：林明子（福音館書店、1981年）
・絵本『みんなうんち』さく：五味太郎（福音館書店、1977年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：
「SUPERFLEX One Year Project̶THE LIQUID STATE／液相」
案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「いち に さんまのしっぽ」
・絵本『とんとんとん おとがしますか』
文：木坂涼／絵：のだよしこ（福音館書店、2013年）
・絵本『ひみつのがっき』作：五味太郎（偕成社、2006年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：no new folk studio「Orphe」
案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

26
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「絵本を読もう」…展覧会のテーマに関連する絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行った。

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs
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副題等 実施日時 内容 参加者数

キッズスタジオ・プログラムとともに
　 

「コレクション展1 Nous ぬう」とともに

 

大人も絵本を読もう at ナイト
「工芸とデザインの境目」とともに

「コレクション展2 ダイアリー」とともに

「アペルト02 樫木知子
̶Daydream̶」とともに

「魔法のミミ」とともに

2016年
8月26日（金）
11:00–12:00

2016年
9月25日（日）　
11:00–11:40

2016年
10月15日（土）
17:00–17:40

2016年
11月27日（日）
11:00–11:40

2016年
12月11日（日）
11:00–11:40

2017年
1月7日（土）
11:00–11:40

◎読んだ絵本など
・わらべうた「いちじく にんじん」
・絵本『そよそよとふいている』作：長新太（教育画劇、2004年）
・絵本『だれとだれかとおもったら』作：東君平（福音館書店、1990年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎ワークショップ：「ぬう」と誕生！妖怪パペット
案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「にぎりぱっちり」
・わらべうた「ももや ももや」
・絵本『エングラシアおばちゃんのおくりもの』（福音館書店、2005年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：村山留里子《無題》、
鴻池朋子《風が語った昔話》《物語るテーブルランナー》《裁縫女の部屋》
案内：髙橋律子（キュレーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「なかなかほい」
・絵本『どうぐ』ぶん・え：加古里子（福音館書店、1976年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：《大具道具》、
《フィアット ヌォーヴァ500》《フィアット 500C ツインエア ラウンジ》
案内：内呂博之（キュレーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「うちのうらの」
・絵本『せん』さく：元永定正（福音館書店、1988年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：マレイケ・ファン・ワルメルダム《スカイタイパーズ》、
アン・ウィルソン 《日々の物語》
案内：吉備久美子（エデュケーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「なかなかほい」
・絵本『やっぱりおおかみ』さく・え：佐々木マキ（福音館書店、1973年）
・絵本『とんとんとん』さく：あまのゆうきち（福音館書店、1983年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：「アペルト02 樫木知子 ̶Daydream̶」
案内：内呂博之（キュレーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「ひとつとひとつで」
・絵本『がちゃがちゃ どんどん』作：元永定正（福音館書店、1990年）
・絵本『しずかでにぎやかなほん』作：マーガレット･ワイズ･ブラウン／
絵：レナード･ワイスガード／訳：谷川俊太郎（童話館出版、1996年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：展覧会「魔法のミミ」
案内：木村健（エデュケーター）
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「絵本を読もう」…展覧会のテーマに関連する絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行った。［つづき］

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs
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「工芸とデザインの境目」とともに　 

「トーマス・ルフ」とともに
 

キッズスタジオ・プログラムとともに

2017年
1月21日（土）
11:00–11:40

2017年
2月4日（土）
14:00–14:40

2017年
3月26日（日）
11:00–11:40

◎読んだ絵本など
・わらべうた「ぽっつんぽつぽつ」
・絵本『はまべにはいしがいっぱい』
作：レオ=レオニ／訳：谷川俊太郎（好学社、2012年）
・絵本『だるまちゃんとてんぐちゃん』作：加古里子
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：竹中工務店《野面積み石垣》《コンクリートの壁》、
関ヶ原石材《ビアンコ・カラーラ》、深澤直人／ジオラックス2016《ストーン》、
《お椀》、《大具道具》
案内：立松由美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など
・わらべうた「おせんべやけたかな」
・絵本『ふゆめがっしょうだん』
写真：冨成忠夫、茂木透／文：長新太（福音館書店、1990年）
・絵本『小さな池』作：新宮晋（福音館書店、1990年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：Porträtsシリーズ、Substratesシリーズ、
cassiniシリーズ、ma.r.s.シリーズ
案内：中田耕市（キュレーター）

◎読んだ絵本など
・おはなし「ブラックさんとブラウンさん」
・絵本『ロージーのおさんぽ』
さく：パット＝ハッチンス／やく：わたなべしげお（偕成社、1975年）
・絵本『ここがすき』さく：きたやまようこ（こぐま社、2015年）
読み手：大西洋子（ライブラリアン）
◎ワークショップ：春のまるびぃをおさんぽしよう
案内：吉備久美子（エデュケーター）

参加者合計

23

25 

17

295

「絵本を読もう」…展覧会のテーマに関連する絵本の読み聞かせと作品鑑賞を行った。［つづき］

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs



50

2016年度　金沢21世紀美術館年報 

21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Annual Report for the Year 2016–2017

事業名等

事業名等

実施日時

会期

内容

内容

参加者数

来場者数

市民美術の日 オープンまるびぃ2016̶夜も
美術館̶
「1ページ・サロン@アートライブラリー」

「コレクション展1 Nous ぬう」
関連プロジェクト
「モンデンエミコの刺繍日記」

music@rt season10

Merry Marubi Chrismas

～クリスマスのおはなし」

2016年
10月15日（土）
18:00–18:40　

2016年
5月21日（土）–

9月25日（日）　

2016年
12月23日（金・祝）
①13:00–

②14:30–

一つの作品に焦点をあて、関連資料を通して
その背景にあるものや作家の思いを読み解き、作品鑑賞を行った。
◎紹介書籍
『Chiharu Shiota The Key in the Hand』（Distanz、2015年）
『塩田千春／心が形になるとき』（新宿書房、2009年）
『Marina Abramović : Public body : installations and objects 1965–2001』
（Charta、2001年）
『大地の芸術祭：越後妻有アートトリエンナーレ2000』（越後妻有大地の芸術
祭実行委員会、2001年）
紹介：大西洋子（ライブラリアン）
◎作品鑑賞：塩田千春 《記憶の部屋》
案内：黒澤浩美（キュレーター）

アートライブラリーの空間に展開される本展の関連プロジェクトは、アー
ティスト、モンデンエミコによる会期中（ほぼ）毎日更新される刺繍日記。生
まれたばかりの長女とともに金沢21世紀美術館を散歩しつつ、日々の記録
を積み重ねていく。

クリスマスのおはなしを音楽と絵本の朗読で構成した。
◎朗読した絵本（一部抜粋）
『クリスマスってなあに？』
文・絵：ジョーン・G・ロビンソン／訳：こみやゆう（岩波書店、2012年）

3 

のべ約200人

38,068 

アートライブラリー展示

その他　アートライブラリー・プログラム

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs


