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金沢 21 世紀美術館
2013 年度 中学生まるびぃアートスクール 開校のお知らせ
テーマは「魔法の HOME」
金沢 21 世紀美術館では 9 月 21 日より、金沢市内の中学生を対象に 2013 年度第 3 回「中学生まるびぃアート
スクール」を開催します。 当日の模様をご取材下さいますようお願いいたします。

中学生まるびぃアートスクール
「魔法の HOME」
©椿 昇
©シロくま先生

記
■開催概要
◎プログラム名：
◎主催：
◎共催：
◎後援：
◎連携校：

◎スケジュール：

◎場所：
◎アーティスト：
◎参加者：

金沢 21 世紀美術館

中学生まるびぃアートスクール「魔法のHOME」
金沢21世紀美術館［(公財)金沢芸術創造財団］
金沢市中学校文化連盟
金沢市教育委員会

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
第１回
9 月21 日(土)
13:00-16:30
第２回
9 月22 日(日)
10:00-16:00
第３回
10 月 6 日(日)
10:00-16:00
第４回
10 月19 日(土)
13:00-16:30
第５回
11 月17 日(日)
10:00-16:00
金沢21世紀美術館キッズスタジオ 他
椿昇（現代美術作家、京都造形芸術大学教授・美術工芸学科長）
シロくま先生（京都造形芸術大学専任講師）

金沢市立鳴和中学校 美術部
金沢市立高尾台中学校 美術部
金沢市立清泉中学校 美術部

〒920-8509

(各校約20名参加、合計60名)

金沢市広坂 1-2-1

TEL:076-220-2800
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■中学生まるびぃアートスクールとは

21st Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

2005 年度に金沢 21 世紀美術館が立ち上げた学校連携プログラム「まるびぃアートスクール」(※備考参照)
の中で、特に金沢市内の中学生を対象としたプログラム。アーティスト・学校・美術館が協力して、中学生
による美術鑑賞・制作のワークショップを行います。
第 3 回となる今年度は、金沢市内の３校と連携し、部活動、課外活動などの形態で約 60 名の生徒が参加。
2 名のアーティスト、学校、金沢 21 世紀美術館が協力してワークショップ「考え方を考える」を実施しま
す。本事業の成果及びワークショップの過程は美術館・生徒・教員が協力して記録し、記録書籍を作成する
とともに、展覧会の形で発表します。
■ 今 年 度 の プ ロ グ ラ ム 「 魔 法 の HOME」 ：
2013 年度の「中学生まるびぃアートスクール」は昨年度に引き続きアーティストに椿昇氏とシロくま先
生を迎えて連続ワークショップ「考え方を考える」を行います。
今年のテーマは「魔法のHOME」。自分にとって「HOME（ホーム）」という言葉で思い浮かぶものは何でしょ
うか。どこにあるもの？どんな姿？形や色、匂い、音、そこにいる人… どんなイメージが連想されるでしょ
うか。また、他の仲間たちにとっては、それはどんなものでしょうか。今回のアートスクールではこの「HOME」
をキーワードに自分と向き合い、想いを形にし、仲間と伝え合います。その経験は中学生という子どもと大
人の間の特別な年代にとって、これまでの自分の「HOME」を思い、やがて自分らしく「HOME」を創る指
針となるでしょう。

■今年度のプログラムについて アーティストからのメッセージ
魔法のHOME
ホームポジション、ホーム画面、ホームボタン。ふと気がつくと私たちの身の回りには家型のマークがあちこち
にあって、何か困ったらひとまずここに戻りましょうね、という約束のことなんだということがよくわかります。
とはいえ、人の心にもたくさんの型があるように、きっとこのホームというボタンも同じ形じゃないはずなので
す。このように当然だと思って気付かずに過ごしている環境や、プロダクトのなかには実は大きな秘密があった
り、新しい可能性が潜んでいたりするのです。アートやデザインに関わる僕たちは、「当たり前のことをまず疑
う」ことから新しい幸せの型を編み出して来ました。
今回はこの「HOME」の謎に迫ってみたいと思います。まず私が、みなさんが思い込んでいる「家の型」につい
て魔法をかけてゆきます。そしてシロくま先生は、ボタンの形や物語やHOMEってどんな空間なの？という謎を
かけてくれるでしょう。今年で三回目になった行列の出来るワークショップ。奇想天外だけどすごく詩的なワク
ワクする時間を僕たちといっしょに過ごしましょう。

椿

昇

■アーティスト プロフィール
◯椿 昇（つばき のぼる）
現代美術作家、京都造形芸術大学教授・美術工芸学科長
瀬戸内芸術祭の醤＋坂手地区ディレクターを始め、数多くのワークショップ設計を
手がける。
椿

昇

◯シロくま先生（しろくませんせい）

アートディレクター、京都造形芸術大学専任講師
京都造形芸術大学のワークショップ授業を牽引するトップファシリテー
ター。
シロくま先生

■ 「 魔 法 の HOME」 の 内 容 と ス ケ ジ ュ ー ル (予 定 )：

金沢 21 世紀美術館

〒920-8509

金沢市広坂 1-2-1

TEL:076-220-2800
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◯ワークショップ

21st Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

第1回
9 月21 日(土)
13:00-16:30
屋根を作ろう
第2回
9 月22 日(日)
10:00-16:00
床を作ろう
第3回
10 月 6 日( 日)
10:00-16:00
壁を作ろう
第4回
10 月19 日( 土)
13:00-16:30
家具や雑貨を作ろう
第5回
11 月17 日( 日)
10:00-16:00
ホーム完成！ 住んでみよう
◯展覧会
完成したホームやワークショップの記録などをもとに、アーティストと中学生が力を合わせて展覧
会を開きます。
会期：2014 年1月4日(土)〜13日(月・祝) 予定
会場：金沢21 世紀美術館キッズスタジオ
○記録集
ワークショップや展覧会の記録をもとに記録集を刊行します。（2014年3月予定）

■	
  取材について
・	
  9月21日のワークショップ・ブログラムを報道関係者の皆様へ公開いたします。
この機会にご取材いただき、貴媒体にて広く周知いただけますようお願い申しあげます。
・	
  取材にあたっては、予め下記内容についてご理解、ご了承いただきますよう、お願い申しあげます。
・	
  取材ご希望の場合は事前に広報室までご連絡下さい。
◯取材可能日時: 9月21日(土) 13:00〜16:30
※ワークショップ・プログラムの進行の都合上、上記時間内での取材をお願いします。
◯撮影:
・ ワークショップ開催中の撮影は可能です。ただし、撮影不可の生徒がいる場合は予めお知らせいたします。
・	
  撮影場所を指定させていただく場合がございます。
・	
  展示室内では筆記具は鉛筆をご使用ください。シャープペンシルも使用不可です。
・	
  展示室内でのフラッシュ、ライトのご使用はご遠慮ください。

◯インタビュー
アーティスト、学校関係者、中学生へのインタビューや取材は、ワークショップ・プログラム終了後に行なってください。
プログラムの進行中はお声をかけぬようご配慮ください。
なお学校関係者および中学生は当方が指定する方に限らせて頂きます。

問い合わせ先
〒920-8509 金沢市広坂 1-2-1
金沢 21 世紀美術館
教育普及担当:学芸課 木村
広報担当:広報室 落合
TEL：076-220-2814 FAX：076-220-2802
http://www.kanazawa21.jp/
press@kanazawa21.jp

金沢 21 世紀美術館

〒920-8509

金沢市広坂 1-2-1

TEL:076-220-2800
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備考1

21st Century Museum of Contemporary Art,Kanazawa

「まるびぃアートスクール」とは
「まるびぃアートスクール」とは、金沢21世紀美術館が「美術館の教室化/地域̶美術館の連携強化」を目的とす
る学校連携事業として2005年度に立ち上げた教育普及プログラムです。美術・音楽・科学・映像・パフォーマン
スなど、美術と他の分野にまたがる複数のテーマ/プログラムを準備し、その中から、小学校低・中・高学年及び
中学生・高校生やクラブ活動など、異なる対象とそれぞれの要望に基づいたプログラムを選択、活用できるよう
になることを目指し、協働でのソフト開発を中心として推進しています。これまで、4校の小学校において4人の
アーティストにより、小学校3年生、4年生、5年生を対象とするワークショップが生まれました。また一昨年は、、
中学生まるびぃアートスクールとして「考え方を考える」、昨年は「魔法の書道」を実施しました。
まるびぃア ートスクール コンセプト
金沢 21 世紀美術館は、その特徴の一つとして「子どもたちとともに成長する美術館」を志しています。
平成１７１８年度文化庁芸術拠点形成事業としてスタートした「まるびぃアートスクール・プログラム」は、
地域の学校と連携し、美術館が媒介となって作品と作品を創った人（アーティスト）と作品をみる人（鑑賞者）
が出会い、つながり合うことを目指します。
美術館内のコレクション展や企画展では、現代の世界のアーティストのさまざまな作品を紹介しています。まる
びぃアートスクールのプログラムでは、作品を生み出すアーティストたちの多様な発想と表現に、五感をつかっ
て身体全体で出会い、触れ合います。
まるびぃアートスクールの体験を通じて、世界にはいろいろな感じ方、見方、考え方、表現の仕方があることを
理解する力や他の人を思いやる想像力、そして生きる力につながる創造力が養われるよう願っています。

これまでの実施した「まるびぃアートスクール」
2005 年度まるびぃアートスクール 主催：文化庁 金沢21世紀美術館
①「音のかけらワークショップ」
招待作家：金沢健一
連携校：金沢市立長田町小学校 ４年生４８名
②「ペイント・マイ・ルーム」
招待作家：西山美なコ
連携校：金沢市立犀川小学校 ３年生６４名
2006 年度まるびぃアートスクール 主催：文化庁 金沢21世紀美術館
①「ミンナデツドウミンナテツドウ」
招待作家：小島久弥
連携校：金沢市立新竪町小学校 ５年生２２名
②「わたしの気になるもの探し」
招待作家：木村太陽
連携校：金沢市立材木町小学校 ４年生７１名
2011 年度まるびぃアートスクール「中学生まるびぃアートスクール」
主催：金沢21 世紀美術館 共催：金沢市中学校文化連盟 後援：金沢市教育委員会
①「考え方を考える」
招待作家：椿昇、シロくま先生
連携校：金沢市立泉中学校 美術部員 ２１名、
金沢市立小将町中学校 美術部員 ２５名、
金沢市立犀生中学校 美術愛好会(SAM)メンバー ９名
2012年度まるびぃアートスクール「中学生まるびぃアートスクール」
主催：金沢21 世紀美術館 共催：金沢市中学校文化連盟 後援：金沢市教育委員会
①「魔法の書道」
招待作家：椿昇、シロくま先生
連携校：金沢市立城南学校 美術部員 １１名、
金沢市立紫錦大中学校 美術部員 １９名、
金沢市立兼六中学校 美術部員 １１名

金沢 21 世紀美術館

〒920-8509

金沢市広坂 1-2-1

TEL:076-220-2800

