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春休みプログラム
『つけたり・とったり』で遊ぼう

ミナ ペルホネン
The future from the past

未来は過去から
子どものワークショップ

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
「まるびぃ飛行クラブ̶
紙飛行機をとばそう」

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
「ジャンプマスターの空のお話」

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
OpenSkyプロジェクト
「トークショー～
なぞなぞ宇宙講座in金沢」

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
まるびぃ飛行クラブ
「描こう！写そう！空の絵日記」

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
まるびぃ飛行クラブ
「ふわふわ飛行機を飛ばそう」

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
まるびぃ飛行クラブ
「飛ぶふしぎ」
大人向けプログラム～
マグナス効果って何？

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

2010年4月3日［土］、
4日［日］13:00–16:00

（自由入場）

4月11日［日］
14:00–17:00 

5月1日［土］–5日［水祝］
13:00–16:00

（自由入場）

5月29日［土］
14:00–16:00

6月19日［土］
18:00–20:00

6月20日［土］、27日［土］、
7月17日［土］–19日［月］、
25日［日］、
8月13日［金］–15日［日］
13:00–16:00

（自由入場）

7月25日［日］
10:30–12:00 

14:00–15:30

8月6日［金］
18:30–20:00 

2

1

6

1

1

9

2

1

ブルーノ・ムナーリの絵作りゲーム「つけたり・とったり」で遊ぶと共に、
参加者自身の自由な発想でシートを制作した。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
参加費：無料

作家のデザインした様々な模様の布を切り抜き、手提げバッグを
制作した。
講師：皆川 明
対象：小学生～中学生
参加費：300円

紙飛行機の様々な折り方や飛ばしかたを工夫して、キッズスタジオや
広場で飛ばした。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
参加費：無料

スカイダイビングとハンググライダーの専門家でありインストラクター
の千田氏より、空と、そこを人が飛ぶことについてのトークを行った。
また、広場でハンググライダーの飛行体験も行い、その様子をWebで
生放送した。
会場：展示室13

講師：千田一博、八谷和彦　参加費：無料

宇宙開発の現役エンジニアである野田氏や特撮映画の女優である
藤谷氏を招き、今考えられる小惑星への移住計画などの話を聞いた。
その様子はWebで生放送した。
会場：レクチャーホール
講師：野田指令、藤谷文子、八谷和彦
参加費：1500円

空を眺めて発見したことを絵に描いたり写真に撮ったりして日記を
制作し壁面に飾った。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
参加費：無料

極薄の発泡スチロールペーパーを自由な形に切り抜いて、ふわふわと
浮かぶように飛ぶ飛行機を作った。
対象：小学生～中学生
参加費：300円

飛行体が空を飛ぶしくみのひとつ「マグナス効果」を紹介し、それを
利用した凧を制作した。
対象：中学生以上
参加費：500円　協力：金沢工業大学
企画運営：戸田拓海、畑邊昌也、石田裕子、桑原竜摩、木村健太郎、
森下竜太（金沢工業大学工学部航空システム工学科）

185
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30

40

623
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キッズスタジオ・プログラム

［2010年度］ハンズオン・まるびぃ！
A. ワークショップ
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八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
まるびぃ飛行クラブ
「飛ぶふしぎ」
子ども向けプログラム～
こんな形が飛ぶの！？＋
プロペラの力！

八谷和彦《OpenSky》
プロジェクト
まるびぃ飛行クラブ
「作って飛ばそう！
羽ばたき飛行機」

Alternative Humanities

～新たなる精神のかたち：
ヤン・ファーブル×舟越桂
「変身バッジを作ろう！」

コレクション展
「目には見えない確かなこと」
「何を話しているのかな？
《秘密の話》」

高嶺格：
Good House, Nice Body

～いい家・よい体
「インクルーシブ・アーキテク
チャーみんなで作る巨大
段ボール建築」

コレクション展
「目には見えない確かなこと」
菱山裕子ワークショップ
「てくてくお散歩『秘密の話』を
見つけよう！」＜子ども向け＞

コレクション展
「目には見えない確かなこと」
菱山裕子ワークショップ
「夕暮れの街角で『秘密の話』を
見つけた。」＜大人向け＞

2010年8月7日［土］
10:30–15:00

8月8日［日］
10:30–12:00

14:00–15:30

8月19日［木］
13:00–15:30 

9月18日［土］–20日
［月祝］、10月16日［土］、
11月13日［土］、
12月11日［土］、
1月22日［土］
13:00–16:00

10月23日［土］
13:00–17:00

10月24日［日］
10:00–16:30

（2日間連続）

11月6日［土］
13:00–15:00

11月6日［土］
17:00–19:00

1

2

1

7 

2

1

1

翼が空を飛ぶ力を生む様子を理解し、木の葉や円環など変わった翼
の飛行機を作ったほか、プロペラの飛行力を利用したグライダーを
制作した。
対象：小学4年生以上　参加費：500円
協力：金沢工業大学
企画運営：戸田拓海、畑邊昌也、石田裕子、桑原竜摩、木村健太郎、
森下竜太（金沢工業大学工学部航空システム工学科）

ゴム動力で翼を羽ばたかせて飛ぶ飛行機を制作した。
講師：高橋祐介（羽ばたき飛行機製作工房）、宗像俊龍（超小型飛行
体研究所）、八谷和彦《OpenSky》プロジェクトアーティスト）
対象：小学生以上
参加費：1500円

展覧会の作品鑑賞を行った後、自分がどんな姿に変身したいかを
考え、その姿をイメージしたバッジを制作する。
対象：小学生
参加費：200円＋鑑賞券

菱山裕子作品《秘密の話》をキッズスタジオに展示した。表情や仕草
からいろいろな物語を想像して、何を話しているのか、言葉を吹き出し
に書いて展示していった。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
入場無料

大人も子どもも、大勢で一緒に、巨大な段ボールの建築作りに挑戦
した。段ボール素材のモジュールを組み合わせながら造形物を自由
に形成し、美術館の広場を中心に様々な場所で移動・設置を繰り返
していった。
講師：家成正勝、水野大二郎
対象：小学生は保護者同伴　参加費：無料

作家の菱山裕子と、菱山の制作した人物像作品2体と一緒に美術
館の広場を散歩した。作品が置かれた様子を写真に撮り、そのプリ
ントを画用紙に貼って眺めながら、いろいろな場面や会話を想像し
て台詞や絵を描き広げた。
対象：小学生～中学生
参加費：200円

作家の菱山裕子と、菱山の制作した人物像2体と一緒に、夕暮れの美
術館周辺を散歩した。路地に作品を置きながら、作品と風景の間で生
まれるいろいろな会話や物語を想像してその様子を写真に撮った。
対象：高校生以上
参加費：300円＋お茶代実費
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キッズスタジオ・プログラム
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高嶺格：
Good House, Nice Body

～いい家・よい体
子ども向け鑑賞プログラム
「わたしの“いい家”、
どんないえ？」

冬のワークショップ
「ぼくの手・わたしの手
～手のひらカードを作ろう」

コレクション展
「目には見えない確かなこと」
ワークショップ
「《秘密の話》を描こう！」

コレクション展
「目には見えない確かなこと」
イブニング・ワークショップ
「目に見えるのは確かなこと？」

春休みプログラム
「くるっと・びりびり  紙で作ろう！
春のいきものたち」

2010年12月18日［土］
10:00–15:30

2011年
1月8日［土］–10日［月］
15日［土］、16日［日］
13:00–16:00

2月20日［日］
13:00–15:00

3月15日［火］
18:30–20:00

3月25日［金］–27日［日］
13:00–16:00

1

5

1

1

3

作家（高嶺格、渡辺菊間）がプロジェクト・メンバーらとともに作った
「家」を探検し、自分にとっての“いい家”を想像してスケッチや言葉
で表現した。
対象：小学生
参加費：無料

小中学校合同展に会期を合わせた家族連れ向け造形プログラム。
自分の手を画用紙に型取って切り抜き、指にポーズを付けてレリーフ
を作成した。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
入場無料

菱山裕子作品《秘密の話》の人物像を観察し、その表情やポーズ
から、どんな気持ちか、どんな場面なのかを想像した。作品の写真を
撮ってそれを切り抜き、画用紙に貼って、人物像の周りの様子を絵に
描いて発表した。
対象：小学生
参加費：100円

「目で見ていること、体で感じていること」の不思議を、錯視のカード
を作るなどして体験し、自分の目が見ていることは「確かなこと」なの
かについての意識を深めた。
協力：金沢工業大学　感動デザイン工学研究所
企画運営：川中麻耶、出蔵遼平、中村智美、丹羽花子、水口加菜、
三上菜月（金沢工業大学情報学部心理情報学科）
対象：高校生以上　参加費：100円

色画用紙を丸めた筒からスタートして、破いたり、曲げたり、貼り付
けたりしながら、自分のアイデアで様々な動物や植物などを作った。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
入場無料

7

270

7

12

154
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プレイルーム
「かたちで遊ぼう！」

すくすくステーション

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

Aのワークショップ
実施日以外の休日
（計80日間）

13:00–16:00

（自由入場）

2010年5月11日［火］–7月15日
［木］の間の火曜・木曜
10:00–13:00（自由入場）
2011年9月14日［火］–12月21

日［木］、1月13日［木］–3月17日
［木］の間の火曜・木曜
10:00–12:30（自由入場）

80

62

親子で自由に滞在しながら、シンプルな幾何学積み木やビー球を
転がすコース作りなどの形作り遊びを行った。想像しながら遊びかたを
参加者自身でアレンジ出来るように、日用品や異種の遊具を組み
合わせた見本も提示した。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
入場無料

平日の乳幼児連れの保護者のため、美術館の情報コーナー及び休憩
スペースとしてオープン
対象：未就学児と保護者
入場無料

4,619

781

B. プレイルーム

すくすくステーション

キッズスタジオ・プログラム
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春休みプログラム
「くるっと・びりびり
紙で作ろう！春のいきものたち」

サイレント・エコー
コレクション展I

ワークショップ
『つたわる・ひろがる』を描こう

サイレント・エコー
コレクション展I

子どもギャラリーツアー
「ひびきを感じよう  伝えよう」

イエッペ・ハイン 360°
子どもギャラリーツアー
「鏡の迷宮を探険しよう」

Inner Voices̶内なる声
ワークショップ
「身体を使って織る」

サイレント・エコー
コレクション展Ⅱ
ワークショップ
「いろいろカラーWork

色を泳ごう」

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

2011年4月2日［土］
4月3日［日］
13:00–16:00

（自由入場）

6月11日［土］
11:00–12:00

7月10日［日］
13:00–16:00

（自由入場）

8月18日［木］
9:45–10:15

8月25日［木］
13:00–13:30

10月15日［土］
13:00–17:00

2012年3月31日［日］
10:30–12:00／
14:00–15:30

2

1

2

4

1

2

色画用紙を丸めた筒からスタートして、破いたり、曲げたり、貼り付け
たりしながら、自分のアイデアで様々な動物や植物などを作った。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）

最初にジュゼッペ・ペノーネ作品《伝播》を鑑賞し、次に共同での
絵画制作を行った。白い大きな画面に自分の指紋をスタンプし、
そこから広がっていく輪を思い浮かぶままに描いた。
対象：小学生から大人まで

子ども向けの鑑賞プログラムとして、コレクション展作品のグループ
鑑賞と個人鑑賞を行い、発見したことを伝え合った。
対象：小学生～中学生

子ども向けの鑑賞プログラムとして、イエッペ・ハイン作品《回転する
迷宮》の鑑賞を行った。
対象：小学生（保護者同伴可）

アーティストとともに過ごしながら、黄麻を素材として自分の身体を
使ってシンプルな紐を織っていった。
講師：呉夏枝
対象：中学生以上
参加費：700円

山崎つる子作品《WORK》を鑑賞した後、ブリキの板の表面に様々
な色の染料を流して混ぜ合わせ、作品を制作した。
対象：小学生
参加費：500円

131

13

7

40

11

17

［2011年度］ハンズオン・まるびぃ！
A. ワークショップ
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ハンズオン・まるびぃ！
プレイルーム
「かたちで遊ぼう！」

すくすくステーション

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

Aのワークショップ
実施日以外の休日
（計119日間）

13:00–16:00

（自由入場）

2011年4月12日–7月14日、
9月6日–12月22日、
2012年1月17日–3月22日
の間の火・木曜
（休日および
展覧会休場日を除く）

10:00–12:30

（自由入場）

119

73

親子で自由に滞在しながら、シンプルな幾何学積み木やビー玉を
転がすコース作りなどの形作り遊びを行った。想像しながら遊びかたを
参加者自身でアレンジ出来るように、日用品や異種の遊具を組み
合わせた見本も提示した。
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
入場無料

平日の乳幼児連れの保護者のため、美術館の情報コーナー及び休憩
スペースとして運営した。
対象：未就学児と保護者
入場無料

6,108

1,320

B. プレイルーム

すくすくステーション

キッズスタジオ・プログラム



53金沢21世紀美術館学芸課　事業報告2010–2012年度

1

2

3

4

5

6

素材と遊ぶ
「石を彫ろう！ ～新生物誕生」

素材と遊ぶ
「石で作ろう！～新生物誕生～」

素材と遊ぶ
「粘土→陶土→穴窯↑
～陶土をつくろう～」

菱山裕子ワークショップ
「君も『フシギいきもの図鑑』
に登場しよう」

素材と遊ぶ
「粘土をつくろう」

ス・ドホ｜パーフェクト・ホーム
「マイ・パーフェクト・ルーム」

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

2012年6月9日［土］ 、
16日［土］ 、 23日［土］ 、 
30日［土］
9:00–12:00（全4回）

6月23日［土］、30日［土］
13:00–16:00

（自由入場）
8月9日［木］
15:30–17:00

23日［木］
10:00–12:00

7月7日［土］、21日［土］ 
10:00–15:00

8月25日［土］、
10月6日［土］
13:00–16:00

（全4回）

8月11日［土］
13:00–16:00

（自由入場）

9月8日［土］
13:00–16:00

（自由入場）

2013年3月2日［土］
13:00–15:00

1

4

1

1

1

1

4日間の石彫体験を通して、石の素材感に触れた。様々な石の素材を
観察した後、石川県で採掘された日華石を叩き、彫り、研磨してゴツ
ゴツやツルツルにして、世界で1つの「石の生きもの」を作った。
講師：渡辺秀亮　会場：プロジェクト工房　対象：中学生～大人
料金：3,000円

大人向けプログラム「素材と遊ぶ『石を彫ろう！～新生物誕生～』」と
関連して子ども向けの造形プログラムを行った。石ころを集めた中から
一つ選び、形や模様から新しい生物をイメージして作り、名前とその特
徴を考えた。
8月9日には金沢湯涌創作の森との共同事業「アートフル林間学校」
プログラムとして、8月23日には小学校サマースクール対応プログラム
として実施した。
講師：渡辺秀亮　対象：子どもから大人まで　参加無料

陶土づくりを通して、土の手触りや色、匂いなどの素材感を味わった。
前半では大地から粘土を掘り出し、乾かし、砕き、練り、焼きものの
素材となる「陶土」を作った。後半では自作の陶土で器やオブジェな
どを作り、12月に穴窯で焼き上げて完成させた。
講師：戸出雅彦
会場：プロジェクト工房、金沢卯辰山工芸工房、おしがはら工房
料金：3,000円

「変身」をテーマに、想像上の生きものに自分が変身して写真を撮り、
その名前や特徴を考えて「フシギいきもの」のカードを作成した。制
作されたカードを集めて図鑑を完成させた。
講師：菱山裕子
参加費：無料

大人向けプログラム「素材と遊ぶ『粘土→陶土→穴窯↑～陶土を作
ろう～』」と関連して子ども向けの造形プログラムを行った。粉末状の
陶土に水を混ぜ、自分の手で粘土を作った。出来上がった粘土を
使って自由に造形を行った。
講師：戸出雅彦　対象：子どもから大人まで
参加無料

「ス・ドホ｜パーフェクト・ホーム」展を鑑賞し、参加者自身の「マイ・
パーフェクト・ホーム」を紙箱や色画用紙などを素材に制作した。
対象：小学生
参加費：500円

6

199

14

89

25

16

［2012年度］ハンズオン・まるびぃ！
A. ワークショップ
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プレイルーム
「かたちで遊ぼう！」

すくすくステーション

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

事業名等 実施日時 実施回数 内容 参加者数

Aのワークショップ
実施日以外の休日
（計101日間）

13:00–16:00

（自由入場）

2012年4月3日［日］–19日［火］、
9月4日［日］–11月29日［火］、
2013年1月22日［日］–
3月22日［木］の間の火・木曜
（休日および展覧会休場日を除く）

101

72

親子で自由に滞在しながら、自由に造形表現を行った。今年度は、
特に素材に触れることをテーマにした造形プログラムを展開した。
大人向けの連続ワークショップ「素材と遊ぶ」シリーズとも関連
して素材を選んだ。
4–6月 「素材の引き出し  紙」
6–8月 「石で作ろう！新生物」
9–10月 「粘土を作ろう」
11月–12月 「木で作ろう！新生物」「木で木を描こう」
2月 「紙×折る×切る  雪の世界を作ろう」
3月「絵の具でかこう  のび～る線」
対象：子どもから大人まで（幼児は保護者同伴）
入場無料

平日の乳幼児連れの保護者のため、美術館の情報コーナー及び休憩
スペースとして運営した。
対象：未就学児と保護者
入場無料

6,493

1,280

B. プレイルーム

すくすくステーション

キッズスタジオ・プログラム




