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2007年度から継続するプログラム「絵本を読も
う」は、ライブラリアンによる読み聞かせで絵本
の世界を共有しながら、キュレーターやエデュ
ケーターと作品鑑賞や造形活動を行い、参加者
をより深い体験へと誘っている。また、2014年
度に開館10周年企画として10年分の展覧会チ
ラシと図録を展示した「チラシコレクション ぼ
くらのキセキ2004–2014」を行い、2015年度に
は「坂野充学 可視化する呼吸」展関連企画「鶴
来現代美術祭アーカイブ展」の会場となるなど、
美術館併設図書室としての可能性を見いだし
ている。

（大西洋子／ライブラリアン）

Ongoing since fiscal 2007, the “Story Time” 
program seeks to involve participants more 

deeply in exhibitions through viewing art-

works or making art with curators or educa-

tors while sharing the world of picture books 

read to them by librarians. In addition, in fis-

cal 2014, as an event to mark the museum’s 

10th anniversary, we held “Leaflet Collection: 

Our Miraculous Path 2004–2014” at which 

we exhibited 10 years’ worth of exhibition 

leaflets and catalogs, while in fiscal 2015 

we were the venue for the “Art Festival in 

Tsurugi Archive Exhibition” held in conjunc-

tion with the exhibition “Sakano Mitsunori: 

Visible Breath” as the facility found potential 

as a library connected to an art museum. 

(ONISHI Yoko / Librarian) 

アートライブラリー・プログラム
Art Library Programs
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絵本を読もう「粟津潔、マクリヒロゲル1 美術が野を走る：

粟津潔とパフォーマンス」とともに

プログラム風景

撮影：中道淳／ナカサアンドパートナーズ

絵本を読もう「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」

とともに

プログラム風景

絵本を読もう「コレクション展1 あなたが物語と

出会う場所」とともに

プログラム風景

「アートライブラリー 開館10周年企画チラシコレクション

ぼくらのキセキ2004–2014」展示風景

「アペルト03　坂野充学 可視化する呼吸 鶴来現代美術祭

アーカイブ展」展示風景

撮影：木奥惠三
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「内臓感覚—遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム　 

「内臓感覚—遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム

 

「内臓感覚—遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム

「内臓感覚—遠クテ近イ生ノ声」

関連プログラム

キッズスタジオ・プログラムとともに

2013年

5月25日［土］

11:00–11:30

2013年

6月22日［土］

11:00–11:30

2013年

7月21日［土］

11:00–11:30

2013年

8月24日［日］

11:00–11:30

2013年

10月26日［土］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・『みみずのオッサン』さく：長新太（童心社、2003年）

・『ドオン！』文：山下洋介／絵：長新太（福音館書店、1995年）

・『もこ もこもこ』作：谷川俊太郎／絵：元永定正（文研出版、1977年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：ピピロッティ・リスト《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》、

オル太《オルガネラ》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

『みみずのオッサン』さく：長新太（童心社、2003年）

『カボチャありがとう』作：木葉井悦子（架空社、1994年）

『やさいのおなか』さく・え：きうちかつ（福音館書店、1997年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：中川幸夫《花神へ》、オル太《オルガネラ》、

ピピロッティ・リスト《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》、

渡辺菊眞《双隧の間》、長新太《無題》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・『むかしむかし』詩：谷川俊太郎／絵：片山健（イースト・プレス、2010年）

・『いわしくん』作：菅原たくや（文化出版局、1993年）

・『どろにんげん』さく：長新太（福音館書店、1997年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：長新太《無題》、渡辺菊眞《双隧の間》、ピピロッティ・リスト

《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》、オル太《オルガネラ》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・『どろにんげん』さく：長新太（福音館書店、1997年）

・『アリのさんぽ』作：こしだミカ（架空社、2005年）

読み手：林和美

◎作品鑑賞：長新太《無題》、渡辺菊眞《双隧の間》、ピピロッティ・リスト

《肺葉（金沢のまわりを飛び交って）》 、加藤泉《無題》、オル太《オルガネラ》、

中川幸夫《花神へ》

案内：吉岡恵美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「いもにめがでて」

・絵本『さつまのおいも』文：中川ひろたか／絵：村上 康成（童心社、1995年）

・絵本『ばけばけはっぱ』写真・文：藤本ともひこ（ハッピーオウル社、 2012年）

・わらべうた「おてぶしてぶし」

・絵本『まいごのどんぐり』作：松成真理子（童心社、2002年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎ワークショップ：はっぱや木の実を使った見立て遊び

案内：吉備久美子（エデュケーター）

22 

15 

13

12 

23 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2013年度
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「ボーダーライン コレクション展II」

とともに

 

キッズスタジオ・プログラムとともに

「島袋道浩：能登」とともに

「ボーダーライン コレクション展Ⅱ」

とともに

「ボーダーライン コレクション展Ⅱ」

とともに

2013年

11月30日［土］

14:00–14:40

2013年

12月21日［土］

14:00–14:40

2014年

1月18［土］

14:00–14:40

2014年

2月15日［土］

13:00–13:40

2014年

3月15日［土］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ここはとうちゃんにんどころ」

・絵本『わたし』作：谷川俊太郎／絵：長新太（福音館書店、1981年）

・絵本『うみのむこうは』作・絵：五味太郎（絵本館、1979年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：宮﨑豊治《眼下の庭》、さわひらき《elsewhere》《airliner》、

ジュン・グエン＝ハツシバ《ナ・トラン、ヴェトナム》、

グレイソン・ペリー《全ての戦いの母としてのクレア》《Ｘ92を持つクレア》

《テート・ギャラリーの前に立つクレア》

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ととけっこう」

・絵本『もうおきるかな？』作：まつのまさこ／

絵：薮内正幸（福音館書、1998年）

・絵本『エイモスさんがかぜをひくと』作：フィリップ・C・ステッド 

絵：エリン・E・ステッド ／訳：青山南（光村教育図書 、2010年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎館内案内：まるびぃきょろきょろ探検ツアー

案内：吉備久美子（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・手遊び「かぜひききつね」

・絵本『おにぎり』作：平山 英三／絵：平山和子（福音館書店、1992年）

・手遊び「おべんとうばこのうた」

・絵本『なにをたべてきたの？』文：岸田衿子／

絵：長野博一（佼成出版社、1978年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：島袋道浩《イイダコ壷》《間垣》

案内：木村健（エデュケーター）、プログラムメンバー

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うめとさくら」

・絵本『わたし』作：谷川俊太郎／絵：長新太（福音館書店、1981年）

・絵本『アンガスとあひる』作：マージョリー・フラック／

訳：瀬田貞二（福音館書店、1974年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：さわひらき《elsewhere》《airliner》、宮﨑豊治《眼下の庭》、
モナ・ハトゥム《地図》

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うめとさくら」

・絵本『わたし』作：谷川俊太郎／絵：長新太（福音館書店、1981年）

・絵本『アンガスとねこ』作：マージョリー・フラック／

訳：瀬田貞二（福音館書店、1974年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：木村太陽《Life’s An Ocean / Dead Finks Don’t Talk》、

モナ・ハトゥム《地図》

案内：米田晴子（キュレーター）

21

24 

29

10 

17  

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2013年度［つづき］
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キッズスタジオ・プログラムとともに

「コレクション展Ⅰ 透過と反射」

とともに

 

絵本を読もう＋

「好奇心のあじわい 好奇心の

ミュージアム」あじわいの体験

「美術が野を走る：

粟津潔とパフォーマンス」とともに

「コレクション展 II 感光と定着」

とともに

2014年

6月1日［日］

14:00–14:40

2014年

7月12日［土］

15:00–15:40

2014年

8月23日［土］

①11:00–11:40

②13:00–13:40

2014年

9月27日［土］

14:00–14:40

2014年

10月11日［土］

15:00–15:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ぽっつんぽつぽつ」

・絵本『あめかな！』さく・え：U.G.サトー（福音館書店、2003年）

・絵本『みずたまレンズ』さく：今森光彦（福音館書店、2000年）

・絵本『あめのひってすてきだな』文・絵：カーラ＝カスキン／

訳：与田準一（偕成社、1969年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎ワークショップ：色水で絵をかこう

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「にゅうめんそうめんひやそうめん」

・絵本『こんにちはわたし』

ぶん：小長谷清実／え：堀川理万子（福音館書店、2005年）

・絵本『まほうのコップ』構成：藤田千枝／写真：川島敏生／

文：長谷川摂子（福音館書店、2008年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：妹島和世＋西沢立衛／SANAA《無重力性と透明性》、

オラファー・エリアソン《La situazione antispettiva（反視的状況）》、

アニッシュ・カプーア《物体としての空間》

案内：木村健（エデュケーター）、中田耕市（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・手遊び「ぱんぱんぱん屋さん」

・絵本『ないた』作：中川ひろたか／絵：長新太（金の星社、2004年）

・絵本『これはなみだ？』写真：栗林慧／文：長新太（福音館書店、1984年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「好奇心をあじわう小部屋」にて「あじわいの体験」

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「どんぐりころちゃん」

・絵本『まるのおうさま』作：谷川俊太郎／絵：粟津潔（福音館書店、1971年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：粟津潔作品、鷲尾友公《Seven years one day》

案内：北出智恵子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ここはとうちゃんにんどころ」

・絵本『もこ もこもこ』作：谷川俊太郎／絵：元永定正（文研出版、1977年）

・絵本『あかちゃんのはなし』作：与田準一／

絵：吉井忠（福音館書店、1967年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：妹島和世＋西沢立衛／SANAA《無重力性と透明性》、

カールステン・ニコライ《ミルク》、ホンマタカシ《Tokyo and My Daughter》

案内：木村健（エデュケーター）中田耕市（キュレーター）

34  

12  

①10

②9

50 

24 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2014年度
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「美術が野を走る：

粟津潔とパフォーマンス」とともに

キッズスタジオ・プログラムとともに

 

「ジャパン・アーキテクツ 1945–2010」

とともに

「犬のための建築」展とともに

「3.11以後の建築」とともに

2014年

10月12日［日］

14:00–14:40

2014年

12月23日［火・祝］

14:00–14:40

2015年

1月25日［日］

14:00–14:40

2015年

2月7日［土］

14:00–14:40

2015年

3月27日［土］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おてぶしてぶし」

・絵本『まるのおうさま』作：谷川俊太郎／絵：粟津潔（福音館書店、1971年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：粟津潔作品、鷲尾友公《Seven years one day》

案内：北出智恵子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「だいこんつけ」

・絵本『リコちゃんのおうち』作・絵：さかいこまこ（偕成社、1998年）

・絵本『ふしぎなおみせ』作：井上洋介（福音館書店、2000年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎ワークショップ：作ろう！未来の「まるびぃタウン」

～ぼくらはアーキテクツ

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ここはてっくび」

・絵本『すてきにへんな家』作：タイガー立石（福音館書店、1992年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「ジャパン・アーキテクツ 1945–2010」展

案内：吉備久美子（エデュケーター）、中田耕一（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ひとつとひとつで」

・絵本『ベンジーのいぬごや』作：マーガレット・ブロイ・グレアム／

訳：わたなべてつた（アリス館、2006年）

・絵本『ゆうたはともだち』きたやまようこ：作（あかね書房、1988年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：隈研吾×パグ、アトリエ・ワン×ダックスフンド、

伊東豊雄×柴犬

案内：立松由美子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うまはとしとし」「おてぶしてぶし」

・絵本『三びきのこぶた』訳：瀬田定二／画：山田三郎（福音館書店、1967年）

・絵本『ドワーフじいさんのいえづくり』作・絵：青山邦彦（フレーベル館、2003年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：坂茂《避難所用 紙の簡易間仕切りシステム4》、

岡啓輔《RC in 蟻鱒鳶ル》

案内：吉備久美子（エデュケーター）、鷲田めるろ（キュレーター）

21  

24 

21 

24 

23 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2014年度［つづき］



81

金沢21世紀美術館学芸課 事業報告2013–2015年度

Curatorial Section, 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa | Annual Report for the Year 2013–2015

副題等 実施日時 内容 参加者数

「犬のための建築」展とともに　 

キッズスタジオ・プログラムとともに 

「われらの時代：

ポスト工業化社会の美術」とともに

「コレクション展1

あなたが物語と出会う場所」とともに

「われらの時代：

ポスト工業化社会の美術」とともに

キッズスタジオ・プログラムとともに

2015年

4月26日［日］

14:00–14:40

2015年

5月23日［土］

14:00–14:40

2015年

6月20日［土］

14:00–14:40

2015年

7月11日［土］

13:00–13:40

2015年

8月8日［土］

14:00–14:40

2015年

9月6日［日］

14:00–14:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ちゃちゃつぼ」

・絵本『なにに なろうかな？』原案・絵：ヴェーラ・フレーブニコワ／

文：松谷さやか（福音館書店、2009年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「犬のための建築」展鑑賞

案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うちのうらの」

・絵本『へんてこ へんてこ』さく：長新太（佼成出版社、1988年）

・絵本『かようびのよる』作・絵：デヴィット・ウィーズナー／

訳：当麻ゆか（徳間書店、2000年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎館内案内：「まるびぃ七百不思議」を探そう

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おつきさまえらいの」

・絵本『お月さまってどんなあじ？』絵と文：マイケル・グレイニエツ／

訳：いずみちほこ（らんか社、1995年）

・わらべうた「おやまがね あったとさ」

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：スプツニ子！《ムーンウォーク☆マシン、セレナの一歩》

案内：米田晴子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おさらにおはし」

・絵本『ドアがあいて…』作：エルンスト・ヤンドゥル／

絵：ノルマン・ユンゲ／訳：斉藤洋（ほるぷ出版、1999年）

・絵本『いちにちおもちゃ』さく：ふくべあきひろ／

え：かわしまななえ（PHP研究所、2009年）

・絵本『くずかごおばけ』作：せなけいこ（童心社、1975年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：藤浩志《ハッピーパラダイズ》

案内：立松由美子（キュレーター）、野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「かれっこやいて」

・絵本『あけるな』作：谷川俊太郎／絵 : 安野光雅（銀河社、1976年）

・絵本『ガオ』作：田島征三（福音館書店、2005年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：束芋《TOZEN》

案内：高橋律子（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「こどものけんか」

・絵本『さんぽのしるし』作：五味太郎（福音館書店、1989年）

・絵本『いつもとちがうさんぽみち』作：間所ひさこ／

絵：なかのひろたか（国土社、1994年）

わらべうた「さよならあんころもち」

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎館内案内：まるびぃをおさんぽしよう　　

案内：吉備久美子（エデュケーター）

20 

26 

15 

11

29 

33 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2015年度
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副題等 実施日時 内容 参加者数

「アペルト02 樫尾聡美

生命の内側にひそむもの」とともに

「誰が世界を翻訳するのか」とともに

 

「Ghost in the Cell：細胞の中の幽霊」

とともに

「魔法のジカン」とともに

「アペルト03 坂野充学

可視化する呼吸」とともに

「コレクション展2 

歴史、再生、そして未来」とともに

2015年

10月31日［土］

14:00–14:40

2015年

11月21日［土］

14:00–14:40

2015年

12月5日［土］

14:00–14:40

2016年

1月9日［土］

11:00–11:40

2016年

2月20日［土］

11:00–11:40

2016年

3月19日［土］

11:00–11:40

◎読んだ絵本など

・わらべうた「いち に さんまのしっぽ」

・絵本『中をそうぞうしてみよ』

作：佐藤雅彦＋ユーフラテス（福音館書店、2012年）

・絵本『ペツェッティーノ じぶんをみつけたぶぶんひんのはなし』

作：レオ・レオニ／訳：谷川俊太郎（好学社、1978年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：樫尾聡美《あたふる》

案内：内呂博之（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ちゃちゃつぼ」

・絵本『まんまる まんまる』さく：田村ゆう子（福音館書店、2012年）

・絵本『まるをつくる』さく：辻恵子（福音館書店、2009年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：リクリット・ティラヴァニ、エル・アナツイ《パースペクティブ》、

ペドロ・レイエス《人々の国際連合（pUN）》

案内：黒澤浩美（チーフ・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「おさらにたまご」

・絵本『おじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃんのおじいちゃん』

作：長谷川義史（BL出版、2000年）

・絵本『みんなうまれる』作者:きくちちき（アリス館、2014年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：BCL《Ghost in the Cell》 

案内：髙橋洋介（アシスタント・キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「かれっこやいて」

・絵本『かんがえるアルバート ぼくのじかん』作：ラニ・ヤマモト／

訳：谷川俊太郎（講談社、2008年）

・絵本『うずまき』さく：よつもとあきら（福音館書店、1986年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：「魔法のジカン」鑑賞

案内：木村健（エデュケーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「うまとしとし」

・絵本『白山のわらじ』 再話：石川県児童文化協会／

絵：おくだきく子（石川県、1992年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：坂野充学《Visible Breath》

案内：鷲田めるろ（キュレーター）

◎読んだ絵本など

・わらべうた「ずくぼんじょ」

・絵本『ごろんごろん ねんどマン』さく：おかいみほ（福音館書店、2011年）

・絵本『もとにもどす』作：かみやしん／撮影：泉水寛人（福音館書店、1997年）

読み手：大西洋子（ライブラリアン）

◎作品鑑賞：角永和夫《Wood No.5 CJ》、藤井一範《爆—転生》

案内：野中祐美子（アシスタント・キュレーター）

15 

21  

15 

13 

13 

22 

アートライブラリー・プログラム 

「絵本を読もう」 2015年度［つづき］
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事業名等 会期 内容 来場者数

アートライブラリー開館10周年企画

チラシコレクション

ぼくらのキセキ2004–2014

アペルト03　坂野充学

可視化する呼吸

鶴来現代美術祭アーカイブ展

2014年11月26日–

2015年1月25日

2016年1月26日–

5月8日 

アートライブラリーのラウンジ壁面に10年分の展覧会チラシを

展示するとともに、カタログを一堂に揃えて閲覧に供した。

「鶴来現代美術祭」は、1991年より1999年まで鶴来を舞台に7回にわたっ

て開催された、近年各地で盛んに開催されている地域の芸術祭の先駆的

な事例である。本アーカイブ展では、鶴来商工会に残る紙資料や記録写

真・映像の展示を中心に、新たに関係者へのインタビューを行い、その記

録映像を公開した。

8,191 

14,631

アートライブラリー展示


