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中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」
“Marubi Art School” for junior high school students

美術館の教室化、地域の学校と美術館の連

This program is aimed at turning the art mu-

1.

第1回「ごはんがアブナイ」活動風景

2.

第3回「舐める窓」活動風景

3.

第5回「ごはんの後」活動風景

携強化を目指し、アーティスト・中学校・美術館

seum into a classroom and strengthening the

が協力して中学生の芸術表現と発表の場を創

Museumʼs ties with local schools. Artists

「考え方を考える」と題し
出する。2011年度より

and junior high schools collaborate with the

て継続して実施しており、市内の中学校美術部

Museum to create a space where junior high

の生徒たちと5回連続のワークショップを行うと

school students can make and display works

ともに、その成果に基づいた展覧会と座談会を

of art. Since fiscal 2011, the Museum has an-

開催し、活動の記録集を発刊している。 2017

nually hosted a series of five “Thinking about

年度は講師に椿昇、シロくま先生、家成俊勝の

Ways of Thinking” workshops for art club stu-

三名、ゲストに山フーズを招き、
「魔法のごはん」

dents at Kanazawa junior high schools. Based

と題して、種子にまつわるディベートや、食物を

on the workshopsʼ results, exhibitions and

用いた生活デザイン、食の循環を考えた小屋づ

talks are also held, and records of workshop

くり等を実施し、自分の身体や生活を作りだす

activities published. In fiscal 2017, three lec-

「食」について考えを巡らせた。

turers TSUBAKI Noboru, SHIROKUMA Sensei,
（山下樹里）

and IENARI Toshikatsu were invited to the
workshops. With “yama foods” as a special
guest, activities for thinking about the role
of “food” in creating oneʼs body and lifestyle
were conducted under the theme “Magical
Food.” They included a debate on seeds, lifestyle design using food, and building a hut
for thinking about food circulation.
(YAMASHITA Juri)
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4.

展覧会「魔法のごはん」展示風景

5.

こたつ座談会
「種子を育てて1万年!?

〜農学と美術で考える、

食べ物と身体」開催風景
1–3. Activity scenes
4.

Exhibition “Magical Food” installation view

5.

In-progress scene: Kotatsu round-table talk “10,000
Years of Raising Seeds!? ̶Thinking about Food and
Body through Agriculture and Art”

中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」
“Marubi Art School” for junior high school students

2017年10月7日（土）–2018年1月14日（日）

ワークショップ「魔法のごはん」

2017.10.7(Sat.)–2018.1.14(Sun.)

2017年10月7日（土）、8日（日）、21日（土）、
主催：

11月4日（土）、5日（日）

Organized by:

金沢21世紀美術館［公益財団法人金沢芸術創造財団］

各日10:00 –16:00（10/8と11/5は13:00–16:30）

21st Century Museum of Contemporary Art,

共催：金沢市中学校文化連盟

会場：キッズスタジオ、プロジェクト工房

Kanazawa (Kanazawa Art Promotion

後援：金沢市教育委員会

参加：金沢市額中学校美術部、

and Development Foundation)

協力：旬菜焼はざま（稲藁提供）、

金沢市港中学校美術部、合計46名

Co-organized by:

竹本茂之（竹本工業／粘土提供）

Kanazawa Cultural Federation of
展覧会「魔法のごはん」

Junior High School

アーティスト：椿 昇、シロくま先生、家成俊勝

2018年1月4日（木）–14日（日）

Supported by:

ゲスト・アーティスト：山フーズ

会場：キッズスタジオ

Kanazawa Board of Education

料金：無料

In cooperation with:

入場者数：1,714名

Hazama, TAKEMOTO Shigeyuki

スペシャルこたつ座談会

Artists: TSUBAKI Noboru, SHIROKUMA Sensei,

参加：金沢市立額中学校美術部、
金沢市立港中学校美術部、
合計46名（生徒44名、顧問教諭2名）

「種子を育てて1万年!? 〜農学と美術で考える、

IENARI Toshikatsu

記録集：
「『魔法のごはん』2017年度

食べ物と身体」

中学生まるびぃアートスクール『考え方を考える』」

2018年1月7日（日）14:00 –15:30

金沢21世紀美術館、2018年

会場：シアター 21

Participants: 46 people

18.2×12.8 cm、223p、1,234円（税込）

料金：無料

(44 students and 2 teachers) from Art Clubs of

ISBN：978-4-903205-61-8

出演：椿 昇、シロくま先生、家成俊勝

Kanazawa Municipal Nuka Junior High School,

ゲスト：佐藤洋一郎（農学者）

and Minato Junior High School

Guest Artist: yama foods

入場者数：50名

広報件数：2件

Publicity: 2
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