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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
“Museum Cruise” Program̶Inviting Fourth Graders from Kanazawa Schools to the Museum

子どもたちが現代アートの多様な表現にふれ

By inviting fourth graders at Kanazawa el-

1. 「コレクション展2

死なない命」鑑賞風景

（やくしまるえつこ《私は人類 ver.金沢》）

あいながら“感じる心”を養い、地元の美術館に

ementary schools to the Museum, this art

慣れ親しむことを目的として、金沢市内で学ぶ

appreciation program aims to familiarize

小学4年生を学校単位で招待する作品鑑賞プ

the children with their local museum and to

3. 子どもたちをクルーズ・クルーが見送る様子

ログラム。当日、子どもたちは少人数のグルー

foster “receptive minds” by exposing them

4. 鑑賞体験を活かした図工の授業の板書

プに分かれて大人のボランティア「クルーズ・ク

to a wide range of contemporary art. On

ルー」とともにコレクション展を見てまわりなが

visit day, the children are divided into small

ら話しあったり、美術館を散策したりする。12

groups, and first tour the Collection Exhibition

年目となる今回は、学校での事前学習を支援

with volunteers “Cruise Crew”, discussing

するためのツールとして、活動概要を3分にま

what they see, after which they explore the

とめ た「ミュージアム・クルーズ紹 介DVD」を

Museum. For the programʼs 12th year, this

作成した。また、ミュージアム・クルーズと美術

time, an “Introducing the Museum Cruise

以外の教科を繋ぐ可能性を検討し、その結果と

DVD” outlining activities in three parts was

3. Scene of the Cruise Crew sending the children off

して国語や道徳教育と結びつけた事前学習や、

created for use at schools as a preliminary

4. Arts and crafts class blackboard giving play to

展覧会の鑑賞体験を踏まえた図工の授業など

learning aid. The possibility was also explored

が行われた。

of connecting the Museum Cruise to elemen（髙橋洋介）

tary school classes other than art, with result
that preliminary learning was conducted in
language and moral education classes, and
the subject of experiencing art at exhibitions
was introduced in arts and crafts classes.
(TAKAHASHI Yohsuke)
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2. 「コレクション展2

死なない命」鑑賞風景

（日比野克彦《明後日の種》・部分）

（金沢市立小立野小学校）
5. クルーズ・クルー対象
「フォローアップ研修 村田香織さん（ダンサー）とともに」
1. “Collection 2 Undying Life” art appreciation scene
（YAKUSHIMARU Etsuko, I’m Humanity, Kanazawa ver.）
2. “Collection 2 Undying Life” art appreciation scene
（HIBINO Katsuhiko, SEEDS of THE DAY AFTER
TOMORROW, partial）

art appreciation experience (Kanazawa Municipal
Kodatsuno Elementary School)
5. “Follow-up Training with MURATA Kaori (dancer)”
for the Cruise Crew

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
“Museum Cruise” Program̶Inviting Fourth Graders from Kanazawa Schools to the Museum

2017年9月6日（水）–12月8日（金）、のべ48日間

2017.9.6(Wed.)–2017.12.8(Fri.), 48days

参加：60校、4,349名

Participants: 4,349 people

（内訳：児童4,126名＋引率223名）
作品鑑賞プログラム・メンバー（クルーズ・クルー）
：

(Pupils: 4,126, Teachers: 223)
Cruise Crew (volunteers): 66 people

66名
Organized by:
主催：

21st Century Museum of Contemporary Art,

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion

共催：金沢市教育委員会

and Development Foundation)

助成：金沢ライオンズクラブ

Co-organized by: Kanazawa Board of Education
Grants from: Kanazawa Lions Club

記録集：
「2017年度 ミュージアム・クルーズ記録集 ようこそ、

Publication:

まるびぃへー見て、感じて、考える『出会いの場』」

Museum Cruise Document Book 2017,

金沢21世紀美術館、2018年

21st Century Museum of Contemporary Art,

21×14.8 cm、79p、800円（税込）

Kanazawa,2018

ISBN：978-4-903205-69-4

21×14.8 cm, 79p, ¥800 (tax included)
ISBN: 978-4-903205-69-4

広報件数：2件
Publicity: 2
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