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キッズスタジオ・プログラム
Kids Studio Programs

「子どもたちとともに、成長する美術館」を

To help ensure the Museum is a place that

目指し、子どもたちがアートに親しみ、主体的

will “grow in spirit along with children,” we

に表現できる場を開いた。週末・休日プログラム

created spaces where children can familiarize

「ハンズオン・まるびぃ！」で は、年 間を通じて

themselves with art and express themselves

展覧会からテーマを選び造形表現に取り組んだ。

end and holiday “Hands On MARUBI!” pro-

分の人形を作って動かして遊び、
「アペルト07

gram were given themes for art creation se-

川越ゆりえ 弱虫標本」展の時期には自分の心

lected from exhibitions held at the Museum

の中にいる想像上の虫を作るなどした。作家に

throughout the year. During the exhibition

よるワークショップとしては大人向けに、
「池田学

“Collection 1 PLAY,” children created small

展 The Pen―凝縮の宇宙―」で池田とともに細

figures of themselves and moved them

密ペン画に取り組む時間を設けた。また、平日プ

about, and during “Aperto 07 KAWAGOE

ログラムでは新たに「まるびぃ すくすくステーショ

Yurie—Insect Specimen of a Coward,” they

ン」を火曜〜金曜に曜日を拡大し、乳幼児連れ向

created imaginary insects. As an event of

けに休憩と情報提供の場を開いた。

the exhibition “IKEDA Manabu: The Pen
—Condensed Universe—” the artist held a
workshop for adults, at which the participants could draw pictures using a fine pen,
along with Ikeda. Then, the weekday schedule for the program “MARUBI SUKUSUKU
Station” was newly expanded from Tuesdays
to Fridays, and a place for people with infants
to relax and receive information was opened.
(KIMURA Takeshi)
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「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景
「アペルト07 川越ゆりえ 弱虫標本」展関連
プレイルーム「見つけた！わたしのココロの○○ムシ」

2.

「見つけた！ わたしのココロの○○ムシ」参加者作品

3.

「ハンズオン・まるびぃ！」活動風景
「コレクション展2 死なない命」関連

independently. Children attending the week-

「コレクション展1 PLAY」の時期には小さな自

（木村 健）

1.

プレイルーム「未来花研究所」
4.

池田学展ワークショップ
「線画の冒険：石ころから生まれる宇宙」活動風景

5.

「すくすくステーション」わくわくタイム
「ことばで遊ぼう」活動風景

1-2. “Hands On MARUBI!” activity scene
“Found it! My heart sentiment insect” related to the
exhibition “Aperto 07 KAWAGOE Yurie”
3.

“Hands On MARUBI!” activity scene
“Flowers of the future research lab” related to the
exhibition “Collection 2 Undying Life”

4.

IKEDA Manabu workshop “Line Adventure: Space
Born from Pebbles” activity scene

5.

“SUKUSUKU Station” exciting time “Have fun with
words” activity scene

キッズスタジオ・プログラム
Kids Studio Programs

休日プログラム「ハンズオン・まるびぃ！」
「池田学展

The Pen ―凝縮の宇宙―」関連

「コレクション展2 死なない命」関連ワークショップ
「明後日朝顔モビール」を作ろう！
〜いつかくるくる未来の自分へ

ワークショップ
「線画の冒険：石ころから生まれる宇宙」

2017年11月11日（土）– 11月12日（日）

2017年7月1日（土）

企画運営：

講師：池田 学（画家）

金沢美術工芸大学ワークショップ部ちきゅう

対象：中学生以上

協力：明後日朝顔 金沢

料金：500円（材料費）+観覧券

料金：無料

参加：18名

参加：194名

「でっかく作ろう 夏の！マイ・アトリエ」

プレイルーム「かたちで遊ぼう！」

2017年8月24日（木）– 8月25日（金）

2017年4月1日（土）– 2018年3月31日（土）の土日祝日、

対象：小学生以下（保護者同伴）

のべ95日間

料金：無料

対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）

参加：32名

料金：無料
参加：7,402名
［造形コーナー］

日本・デンマーク外交関係樹立150周年記念展
「日々の生活―気づきのしるし Everyday Life―
Signs of Awareness」展関連ワークショップ
「つなごう！ みんなのバザール
『オッテアンデヌッテ』開店♪」
2017年10月14日（土）– 10月15日（日）

4月– 6月「PLAY！ 〜自分を作る・自分と遊ぶ」
7月– 9月「つかまえた！ わたしのココロの◯◯ムシ」
10月– 12月「未来花研究所 〜作ろう・咲かせよう
『ミライフラワー』」
1月– 3月「できるもんね！アート・テクニック
『アニメーション』ミル・ミエールと
『回る合わせ絵』」

料金：200円
参加：146名
平日プログラム「まるびぃ・すくすくステーション」
「まるびぃ・すくすくステーション」
デンマーク・クラブ「LEGOで金沢のまちを作ろう」

2017年4月4日（ 火 ）– 2018年3月30日（ 金 ）火曜日から

2017年10月14日（土）

金曜日（※夏季・冬季休暇中を除く）、のべ158日間

会場：会議室1

対象：未就学児と保護者

料金：無料

料金：無料

参加：39名

参加：3,325名
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