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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携

Aimed at turning the museum into a class-

強化を目指し、
2011年度より継続して行う。アー

room and strengthening ties between the

ティスト・中学校・美術館が協力して中学生の

museum and local schools, this program

芸術表現と発表の場を創出する。アーティスに

has been ongoing since ﬁscal 2011. Artists,

椿昇とシロくま先生を招き、市内の3つの中学

junior high schools and the museum cooper-

校の美術部の生徒たち約40名と
「考え方を考

ate in creating a space for junior high school

える」をテーマとする5回連続のワークショップ

students to create and present art. As well

を行うとともに、その成果に基づいた展覧会と

as holding a series of ﬁve workshops on the

座談会を開催し、それらをまとめた記録集を発

theme of “Changing the way you think” with

刊している。毎年取り上げるモチーフを変え、

invited artists TSUBAKI Noboru and Shiro-

2013年度は「魔法のhome」
、2014年度は「魔

kuma Sensei and around 40 students from

法のヒカリ」、2015年度は「魔法のジカン」とし

the art circles at three junior high schools in

て行った。

Kanazawa, we also held exhibitions and talks
（木村 健／エデュケーター）

based on the results of these workshops,
which were also published as a document.
The program dealt with a different motif
each year. In 2013 it was “Magical Home,” in
2014 it was “Magical Light,” and in 2015 it
was “Magical Time.”
(KIMURA Takeshi / Educator)
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1. 2013年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のhome」
ワークショップ活動風景
2. 2014年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のヒカリ」
ワークショップ活動風景
3. 2014年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のヒカリ」
こたつ座談会風景
4. 2015年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のジカン」
ワークショップ活動風景
5. 2015年度中学生まるびぃアートスクール「魔法のジカン」
ワークショップ活動風景

中学生まるびぃアートスクール「考え方を考える」
2013年度「魔法のhome」
事業名等

実施日時

内容

参加者数

ワークショップ

2013年9月21日、

3校（金沢市立鳴和中学校、金沢市立高尾台中学校、金沢市立清泉中学校）の

181

22日、10月6日、

美術部員49名との5回連続のワークショップを展開した。

19日、11月17日

講師：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

2014年1月4–13日

ワークショップでの成果と記録に基づいた展覧会。

展覧会

（1月6日休）

1,579

会場：キッズスタジオ
料金：無料

スペシャル対談「こたつで てつがく」

2014年1月13日

～中学生と考える、生きるってなんだ？

現代思想家・廣瀬純氏を招き、三者でこたつに入って哲学とアートの両面

60

から「家」や「壁」
「窓」といった「境界」について考え、アートや人生とは何
かを語り合った。
出演：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）、
廣瀬純（哲学者）
会場：シアター 21
料金：無料

2014年度「魔法のヒカリ」
事業名等

実施日時

内容

参加者数

ワークショップ

2014年9月23日、

3校（金沢市立緑中学校、金沢市立西南部中学校、金沢大学附属中学校）の

165

10月18日、26日、

美術部員44名との5回連続のワークショップを展開した。

11月15日、16日

講師：椿昇（現代美術家）
、シロくま先生（デザイナー）

2015年1月4–12日

ワークショップでの成果と記録に基づいた展覧会。

展覧会

（1月5日休）

1,087

会場：キッズスタジオ
料金：無料

スペシャル座談会

2015年1月12日

「こたつで量子光学」

光の専門家・江馬一弘氏を招き、サイエンスとアートの両面から

60

「ヒカリとは何か」を語り合った。

～ヒカリってなんだ？

出演：椿昇（現代美術家）
、シロくま先生（デザイナー）

科学と美術で中学生と考える

ゲスト：江馬一弘（物理学者）
会場：シアター 21
料金：無料

2015年度「魔法のジカン」
事業名等

実施日時

内容

参加者数

ワークショップ

2015年9月26日、

3校（金沢市立長田中学校、金沢市立大徳中学校、金沢市立清泉中学校）の

141

27日、10月24日、

美術部員40名との5回連続のワークショップを展開した。

11月1日、8日

講師：椿昇（現代美術家）
、シロくま先生（デザイナー）

2016年1月5–17日

ワークショップでの成果と記録に基づいた展覧会。

展覧会

（1月12日休）

1,882

会場：キッズスタジオ
料金：無料

スペシャルこたつ座談会

2016年1月11日

「最適な答え（マイ・ベストアンサー）」を

理論物理学者・大関真之氏を招き、サイエンスとアートの両面から
「解の求め方と時間の関係」について語り合った。

どう探す？

出演：椿昇（現代美術家）、シロくま先生（デザイナー）

～科学と美術で中学生と考える

ゲスト：大関真之（物理学者）
会場：シアター 21
料金：無料
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