
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。

「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。

M

HP

栃木県立美術館
イベント

スケジュール

2020 .4 　 2021. 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）

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
ホームページで随時更新しています。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

どなたでも
タブレットガイド

20
他にも
特典が
いっぱい！

幼・保・小・中・高校の先生方へ

［先生のための美術館活用術］
【日時】7月30日（木）午前 9時 30分–（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）

【費用】無料

【会場】企画展示室＋常設展示室

【内容】展覧会を鑑賞しながら、「新学習指導要領」で

重視される「主体的・対話的で深い学び（アクティ

ブ・ラーニング）」の美術館における実践例を体験

していただきます。授業評価にも役立つワークシー

トなど、鑑賞ツールもご紹介します。
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comprises around 9000 objects, including prints, 

illustrated books, photographs, and crafts. We 

hold 4 special exhibitions a year in addition to 

collection exhibits rotations. In the Meissen 

Porcelain Collection Room, around 100 works are 

displayed. The exhibits from 

the best collection of Meissen porcelain in Japan 

are rotated about 4 times annually.
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常設展示の作品解説を5か国語による文章で紹介し
ています。常設展示室受付で無料で貸出しします。

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/

Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts
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［交通案内］
○電車・バス
・JR東京駅から東北新幹線にて約50分
・JR宇都宮駅（西口6番・7番バス乗場）、東武宇都宮駅から「関東バス
　作新学院・駒生行き」にて「桜通十文字」バス停下車  徒歩5分
○自家用車
・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

明日から使える！



小学生とその保護者

［親と子のための
美術鑑賞教室］
【日時】①10月11日（日）　②2021年2月21日（日）
　　　午後2時 –　（各日とも90分程度。内容は異なります）

【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】小学生とその保護者

【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＋本館集会室

　　　※常設展示室受付に集合してください。

【内容】コレクション展を学芸員と一緒に鑑賞した

後、作品にちなんだミニワークショップを親子で

体験します。

小・中学生

夏休みこども企画

［美術館クイズ探検］
【日時】8月9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（小学生は保護者同伴）

【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

プロデューサー利休に挑戦！

［令和の茶碗と菓子器をつくる］ 
【日時】全2回 

11月21日（土）  午前10時 30分 –午後3時
ガイダンス、粘土で成形

12月5日（土） 午後1時30分– 4時
おもてなしの演出、茶話会

【講師】林 香君（美術家・陶芸家）
【定員】16名（事前予約制・先着順）
【対象】高校生以上、2回とも参加可能な方
【費用】5,000円（茶碗と菓子器の材料費・焼成費込、抹茶付）
【会場】本館集会室

【持ってくるもの】1回目：汚れても良い服装、昼食。
2回目：菓子器に添えたいお菓子。
【内容】新たな時代「令和」の典拠となった『万葉集』

からイメージを紡ぎ出し、世界に一つだけの茶碗と菓

子器をつくります。7色の粘土を組み合わせ（単色も
可）、型を併用した手びねりで成形します。最後に自
作の茶碗でお茶を愉しみましょう。
【講師プロフィール】

1977年安宅賞受賞。1978年東京藝術大学工芸
科卒業。1993年朝日陶芸展グランプリ。1998年
現代工芸大賞。2009年、2012年日展特選。2015
年、2018年日展審査員。2013年天然火山性ガラ
スの陶磁器素地への応用にて特許取得（協力：
昭和化学工業株式会社）

栃 木 県立美 術 館イべントスケジュール

※イベント当日の記録写真は、印刷物、SNSなどで紹介する場合があります。ご都合の悪い方は受付時にお申し付けください。

（事前予約制）のイベントは電話でお申し込みください。 TEL.028-621-356620

幼児から大人まで

［アートラウンジさくら塾］
絵画や工作を学生ボランティアさん がお手伝いします。
原則第3日曜日（家庭の日）にあわせて実施します。
午前10時 – 午後 4時（受付は午後 3時 30分まで）の間、
お好きな時間にご参加ください。

《写して遊ぶ》
5月17日（日）
協力：白鷗大学教育学部

会場：本館集会室

《デジカメでコマ撮りアニメを作ろう》
6月21日（日）
【持ってくるもの】デジカメ（スマホ可）、
三脚、人形など動かすもの

協力：作新学院高等学校美術デザイン科

会場：本館集会室

《ニョロニョロ・モコモコ絵画》
7月19日（日）
【持ってくるもの】 作品を持ち帰るための袋
協力：宇都宮大学教育学部

会場：本館集会室

《シルエット・ドローイング》
8月23日（日）
協力：作新学院高等学校美術デザイン科

会場：本館集会室

《ピカピカアクセサリーを作ろう》
9月20日（日）
【持ってくるもの】アクセサリーのパーツに
したいもの

協力：作新学院高等学校美術デザイン科

会場：本館集会室

小・中学生　夏休みワークショップ

100年後に願いを！

［和紙を漉いて日本画を描こう！］
【日時】8月1日（土） 午前10時 –午後3時

【講師】中村寿生（日本画家）

【定員】20名（事前予約制・先着順）

【対象】小・中学生（小学生は保護者同伴）

【費用】1,000円（材料費）　　　

【会場】本館集会室

【持ってくるもの】手拭きタオル。汚れても良い服装。髪が

長い場合はまとめられるもの。昼食（外食も可能）。

【内容】午前は、和紙の原料の植物「楮」から和紙になる

までを体験し、ハガキの大きさの和紙を漉きます。午後

は、自分で漉いた和紙に天然岩絵具と

いう1000年以上前から使われている

絵の具で絵を描きます。自然の素材で

描く日本画の技法を体験します。
【講師プロフィール】

古いものと自然なものが好きな日本画家。昔の建物

も大好きで茨城県にある江戸時代の家に住み、お米

や野菜を育てながら、和紙の原料の楮を育てる活動

や、和紙の活用などを考える50歳。東京藝術大学卒
業。文星芸術大学准教授。文間楮―利根町で育てる

紙ノ木プロジェクト代表。

小学生とその保護者

［美術館ふしぎ発見！］
【日時】5月6日（水・振休）

　　　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】小学生とその保護者

【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＋屋外展示場

　　　※常設展示室受付に集合してください。

【内容】展示室の作品だけを見ているアナタは損して

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！

地域×学校×美術館　
《いろいろ貼り絵》

12月20日（日）
協力：作新学院大学女子短期大学部　

会場：本館集会室

《イメージを反転させて
レリーフをつくってみよう！》
2021年1月17日（日）
【持ってくるもの】空の１ℓパック１個
協力：文星芸術大学

会場：本館集会室

《焼きプラ道場★ランプシェードづくり》
2021年3月21日（日）
【持ってくるもの】ペットボトルの

空き容器（大きさ自由）

協力：國學院大學栃木短期大学

会場：本館集会室

【費用】材料費：1回100円　（事前申込み不要）
※汚れてもよい服装でご参加ください。
※都合により会場が変わることがあります。
※詳細は当館HPにてご確認ください。

［ワークショップ監修者］
齋藤 千明（白鷗大学 教育学部　准教授）
鈴木 武雄（作新学院高等学校　美術デザイン科　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）
吉田 利雄（文星芸術大学 准教授）　　
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