
「栃木県立美術館年間スケジュール」（パンフレット）
を受付にてご提示ください。スタンプを5個集めると
素敵なプレゼントがもらえます。詳しくは年間スケ
ジュールパンフレットをご覧ください。

一般または、団体料金で 6ヶ月以内に購入した栃木
県立美術館もしくは栃木県博物館協会の M割参加
館の半券を窓口で提示してください。団体割引でご覧
いただけます。
＊半券の有効期限は 6ヶ月です。
＊半券１枚につき 1回限り有効です。
＊他の割引制度との併用は出来ません。

M HP

栃木県立美術館
 〒320-0043 宇都宮市桜4-2-7 　TEL.028-621-3566
 http://www.art.pref.tochigi.lg.jp/

栃木県立美術館
イヴェント

スケジュール

2017. 4 　 2 018 . 3

どなたでも
スタンプラリー

高校生・大学生・一般の方へ
M割  （ミュージアム割引）

Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts

［交通案内］
■ JR東京駅から東北新幹線にて約50分
■ JR宇都宮駅、東武宇都宮駅から関東バス作新学院・駒生行き
  にて約15分、「桜通り十文字」バス停下車  徒歩2分
■東北自動車道鹿沼 ICより約10km、約20分
■北関東自動車道壬生ICより約13km、約25分
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展覧会や作品の解説を音声で行います。
受付にて無料で貸出しします。
【協力】栃木県立宇都宮中央女子高等学校

展覧会やイベント、ワークショップなどの最新情報を
随時更新しています。PCやスマホから簡単にアクセ
スできます。また、フェイスブック、ツイッター等で
も情報を配信しています。
http://www.art.pref.tochigi.lg.jp/　

どなたでも
音声ガイド

どなたでも
栃木県立美術館最新情報

7
他にも
特典が
いっぱい！

                        　TOCHIGI PREFECTURAL

                           MUSEUM OF FINE ARTS

                             Concept

　                          contributes to the

                             idea of human 

                             being with artistic

                             environment, and

pro-                        secutes the study,

the re-                     search, the colle-

ction               and the publicity for     

mod-

ern and

contem-

porary arts and culture for                                            

that aims,

as social

 educa-

tional in-

stitute, 

and relate 

with school education.

Policy: 1 Exhibition, collection, pre- servation and 

research for art works.  2. Being active for national 

and international art scene. 3. Various  activities 

(Lecture, Concert, Performance, Workshop and 

etc.) for the improvement of art and culture. 4.  Close 

relationship with school education. 5. Presentation 

of artistic circumstances for the mind refinement.  6. 

Cooperation with Friends and afiliate  organisations. 

History 1968　Dec. Question for Construction of ART

       Museum at 121st Plenary Assembly 

           1969 Jul.  Inauguration of 

                Construction Com-

                    mittee  Sep.

                     Entrust  

                                                                             a 

                                                                     Design 

                                                                     of Museum 

　　　　　　　　　　　　　　　　                Building to 

KAWA-

SAKI  

Kiyoshi           1971　May.              Inaugura-        tion

of Pre-             paration               Committee        for

Museum           Administra-        tion Jul.      

Ground-           breaking            Ceremony 1972 2 

Nov. Completion  and             Opening Ceremony

                  (Tochigi Prefectural Day) and 3 Novem-

                                           ber (National Culture Day) 

                                                                Transport From JR 

                                                         Utsunomiya Station 

                                                        or Tobu Utsunomiya              

                                               Station, take the Kanto-

                                              Bus for Sakusin gakuin 

                                                             Komanyu. Get off at   

                                                  Sakuradori-Jumonji. 

                                               Education for School:        

                                                      We have tours and      

                                                                      

lectures for teachers.  Entrance fee can be remitted in 

case of edu cational activities organized by schools.   

           Construction: architect K iyosh i Kawasaki +

　　　　　　　　　　　　     Kankyokenchiku 　　

　　　　　　　　　　　　   cooperated designer

　　　　　　　　　　　　　　　　 furniture / YANAGI

                                                              Munemichi

             lighting / ISHII Motoko     textile / OTA Collec-

                       tions Modern Art in Japan and Tochigi   

3            Nov.             　  Open to the Public 1992 1 

Nov　　　 20th　　       Anniversary Exhibit ion “Sun,

Wind and Rain” 1995　6 Nov. - 11 0ct. 1996 Closed for 

Renovation 1997　Apr. -  Mar. 1998  25th Anniversary 

Exhibition on this term 1998 Apr. Co management by 

the Prefectural Gov-ernor’s office and the 

Board of Education. 2002 Sep. 

Designated as an institution 

for the Grant -

in-Aid for 

Scien-

tifc Reserch (KAKENHI ) by The Ministry of Education,  

Cu l ture, Sports, Science and Techno logy (MIXT) 

2007  14 Mar. - Mar.   2008 Closed for Renovation  2011 

Mar. - Oct. Renovation 2011 Jul.     Renovetion of the 

Lighting System in the galleries for 

the collection (Intro-

duction of  LED 

Lighting system). 

2012　Jul. Renovetion of the Lighting System 

i n  the galleries for 

the Temporary 

Exh ib i t ion and 

Auditor ium (Introduction of 

LED Lighting System) 

Museum Hours:

9:30a.m.-5:00p.m. 

(Admission  until 

4:30p.m.) Closed on 　　　　　　　　　　　　　　　　

Mondays, the day 

following  national 

holidays Admission 

Free: Admission Free 

on  13, 14 and 15 June 

     Works from Tochigi Prefec-

    ture are on show in 

    the Gallery for 

    the collection. 

  250(200) yen / 

 student : 120(100) 

yen You can get re-

duced rates for groups. 

(over 20 people) Free of                                Charge

for Students of Junior High School and Children. 

Prefectural Museum of website has been renewed in 

February 2015.  In response to the smartphone and 

tablet, it became even more easy-to-read screen. 

In addition,                                   Facebook and Twitter and I     

  started                   at the same t ime . Please there is  

               a lsoseeing, please check the latest  infor-

        mation of  The Tochigi   Prefectural  Museum of      

                             Fine   Art. Throughout the year, 

                       we will be able to experience a variety of  

           workshops and art appreci ation classes in the                                                    

       Tochigi Prefectural Museum of Fine Art. From an  

                 early Art. From an early age, touching the art,                                    

be sure          will make for those rich in the future of life.  

Policy   1. Exhibition,             collection,  Restoration 

and  research for                               art works. 2.  Being 

active for                                                         national and 

international art scene. 3.                            Various 

activities (Lecture, Concert,                               Perfor-

mance,Work-shop  and etc.) 

 for the improvement of art 

     and culture. 4. Close 

   relationship with school

educa                 -      tion. 5. Presentation of

artistic                        circumstances for

 the mind refinement. 6. Cooperation 

        with Friends and afiliate organisations. 

              History 1968 Dec. Question for Construction

                   of ART Museum at 121st Plenary Assem-

                   bly 1969 Jul. Inauguration of Construc-

                     tion Committee Sep. Entrust a Design 

                       of Museum Building to KAWASAKI Kiyoshi  

                        1971 May. Inauguration of Preparation   

               Committee for Museum Administration Jul.   

               Ground -breaking  Ceremony 1972 2 Nov. 

          Completion and Opening Ceremony

 3 Nov. Open to the Public 1992 1 Nov.

 20th Anniversary Exhibition  “Sun, 

Wind and Rain” 1995 

6 Nov. - 11 0ct. 1996 

1998 25th Anniversary 

幼・保・小・中・高校の先生方へ

教職員のための
美術鑑賞セミナー
【日時】7月28日（金）、7月 29日（土）

　　　  午後3時 –（90分程度）※両日とも同じ内容

【講師】当館普及スタッフ

【定員】20名（事前予約制・先着順）

【費用】無料

【会場】企画展示室＋常設展示室

【内容】栃木県立美術館で開催する企画展、コレク

ション展において、教職員の方を対象にした美術

鑑賞セミナーを開催します。自己研修や、見学の

下見などにご利用ください。



幼児・小学生およびその保護者

親と子のための
美術鑑賞教室
ミニワークショップを行って、より身近によりわか

りやすくコレクション展の作品を鑑賞しましょう。

【日時】12月3日（日）、2018年 2月18日（日）

　　　午後2時 –　 （90分程度）

【講師】当館普及スタッフ

【定員】各日20名（事前予約制・先着順）

【対象】幼児・小学生およびその保護者

【費用】無料（保護者の方も

　　　コレクション展の観覧料が

　　　無料になります）

【会場】常設展示室＋集会室

　　　※常設展示室入り口に集合してください。

【持ってくるもの】申込時にお問い合わせください。

小学生とその保護者

親と子のための美術鑑賞教室
こどもの日スペシャル

美術館ふしぎ発見！
【日時】5月7日（日）午後2時 – （60分程度）

【講師】当館普及スタッフ

【定員】20名（事前予約制・先着順）

【対象】小学生（保護者同伴可）

【費用】無料（保護者の方もコレクション展の　

　　　観覧料が無料になります）

【会場】常設展示室＋屋外展示場

　　　※常設展示室入口に集合してください。

【内容】展示室の作品だけを見ているキミは損し

ているかも？美術館は屋外彫刻も建物も、見どこ

ろ、フシギがいっぱい！スタッフと一緒に、美術

館のヒミツをさぐりながら探検しましょう！

小・中学生

夏休みこども企画

美術館クイズ探検
【日時】8月6日（日）午後2時 –（90分程度）

【講師】当館普及スタッフ

【定員】20名（事前予約制・先着順）

【対象】小・中学生

【費用】無料（保護者の方もコレクション展の

　　　観覧料が無料になります）

【会場】常設展示室

【内容】作品にまつわるクイズを解きながら、

コレクション展を楽しく鑑賞しましょう！

はたして、どれだけのクイズが解けるかな？

高校生以上     大人の図工室

《彫刻－小さな陶の胸像を作る－》
【日時】  3日間すべて　午後1時 – 4時

11月5日（日）ガイダンス、粘土で成形
11月19日（日）作品（素焼き）に釉薬で色付け
11月26日（日）作品（本焼き）を並べ鑑賞、講評

【講師】藤原彩人（彫刻家）

【定員】20名（事前予約制・先着順）

【対象】高校生以上、3日間通して参加可能な方

【費用】材料費　2,000円（焼成代（素焼き、本焼き）込）

【会場】集会室

【持ってくる物】彫刻にしたい人の写真や絵など。

※汚れてもよい服装でご参加ください。

【内容】誰かをモデルに胸像彫刻を作ります。

自分や家族、友人や有名人、もしくは好きな

絵画の中の人でも良いです。それらをモデル

に粘土を使って形を作り、焼き物として完成

する彫刻を、制作を通して楽しんでいただけ

ればと思います。

【講師プロフィール】

1975年京都府生まれ、栃木県益子町出身。2003年東京藝術大
学大学院美術研究科彫刻専攻修了。近年の主な展覧会として

「みる、ふれる、きくアート - 感覚で楽しむ美術 -」（栃木県立
美術館2013）、「Shizubi Project 4 ヒトのカタチ、彫刻」（静岡
市美術館 2015）。

栃 木 県立美 術 館イヴェントスケジュール （事前予約制）のイヴェントは電話でお申し込みください。 TEL.028-621-35667

※2015年作品例

こと  ほ

小学生以上

言祝ぎの音

《烏山和紙で太鼓をつくろう！》
【日時】5月28日（日） 午前10時 30分 –午後 3時

【講師】齋藤千明（美術作家）

【定員】 20名（事前予約制・先着順）

【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）

【費用】材料費 700円       【会場】集会室

【持ってくる物】・太鼓に飾りで貼りたい紙、布、

シールなど　・昼食（外食も可能です）

※汚れてもよい服装でご参加ください。

【内容】栃木県那須烏山市で作られている「烏山

和紙」は大変丈夫な和紙で、県内の卒業証書の 

         多くに使われています。このお祝いの言葉

　　　（言祝ぎ）が沢山漉き込まれた和紙を使っ

て太鼓を作ります。自分だけの ｢ことほぎの音」

をさがしてみましょう。

【講師プロフィール】茨城県生まれ。1989年東京藝術大学美術学部油
画科卒業。1991年東京藝術大学大学院美術研究科版画専攻修了。
2017年個展･ギャラリー･イン･ザ･ブルー（宇都宮市）。2016年個展･ 
　　18th Street Arts Center Gallery #2 （アメリカ･ロサンゼルス･サン
　　　　タモニカ）、オフィスイイダ＋ギャラリーカメリア企画展（東京・

　　　　　銀座）、 Faux Sho’: DADA Centennial  Part2  MuzeuMM
                  （アメリカ･ロサンゼルス）他個展･グループ展多数。白鷗  
                     大学教育学部発達科学科准教授。

どなたでも

創作工房
［アートラウンジさくら塾］
第3日曜日（家庭の日）にあわせて実施します。
絵画や工作を学生ボランティアさん がお手伝いします。
　午前10時 – 午後 4時の間、ずっとやっています。
好きな時間に来てください。

《発泡スチロールで作ろう》
5月21日（日）
協力：作新学院大学女子短期大学部

提供：株式会社カルックス

《デジカメでコマ撮りアニメを作ろう》
6月18日（日）
【持ってくるもの】デジタルカメラ、　
三脚（貸出可）、アニメ用人形など

協力：作新学院高等学校美術デザイン科

《マーブリング–溶けあう色と響きあう形–》
7月16日（日）
協力：宇都宮大学教育学部

《飛び出す仕掛けカード》
8月20日（日）
協力：作新学院高等学校美術デザイン科

 《ピカピカアクセサリー（平面バージョン）》
9月17日（日）
【持ってくるもの】あればビーズなど
協力：作新学院高等学校美術デザイン科

《ダンボールで作る
ビー玉ころがしゲーム》
12月17日（日）
協力：作新学院大学女子短期大学部

《日本画絵の具にトライしよう！》
2018年 3月18日（日）
協力：國學院大學栃木短期大学

【費用】材料費：1回100円　（事前申込み不要）
【会場】集会室（都合によりラウンジA（分館）に
　　　　　　　　 変わることがございます）

※汚れてもよい服装でご参加ください。
◆ワークショップ監修者
鈴木武雄
（作新学院高等学校 美術デザイン 教諭）
名取初穂
（國學院大學栃木短期大学 准教授）
花田千絵
（作新学院大学女子短期大学部 准教授）
本田悟郎
（宇都宮大学 教育学部美術分野 准教授）

小学生以上

夏休みワークショップ

《わたしの夢のまち、広がるみんなのまち》
【日時】8月26日（土） 午後1時30分– 4時

【講師】株田昌彦（美術作家）

【定員】20名（事前予約制・先着順）

【対象】小学生以上（小学生は保護者同伴）

【費用】材料費 500円　【会場】集会室

【持ってくる物】（家や町の写真資料、コラージュ素

材としての）新聞紙や広告や雑誌

※汚れてもよい服装でご参加ください。

【内容】みなさんの住んでいる町には何がありますか？

古い建物？田んぼ？お店？いろんな町を想像して

楽しく描きましょう。描いた後に、みなさんの絵を繋

げて大きな町にしましょう。

【講師プロフィール】

1976年石川県生まれ。1997年より
二紀展に出品。2005年第59回二紀
展、二紀賞。2006年筑波大学大学
院修了。2007年第42回昭和会展画
廊創立80周年記念特別賞。2010年、
2014年、個展／ギャラリー・イ
ン・ザ・ブルー。宇都宮大学教

育学部美術分野准教授。


