幼・保・小・中・高校の 先生方へ
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重視される「主体的・対話的で深い学び（アクティ

明日から使える！

ブ・ラーニング）」の美術館における実践例を体験

先生のための美術館 活用術

していただきます。授業評価にも役立つワークシー

栃 木 県立美 術 館

トなど、鑑賞ツールもご紹介します。

【日時】7 月 29 日（金）午前 9 時 30 分 – （90 分程度）
【講師】当館 普及スタッフ
【定員】20 名（オンライン事前予約制・先着順）
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【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

今年度より各イベントは
オンライン予約制に！

イベント
スケジュール

詳しくは裏面、当館 HPを見てね！

［イベントの オンライン事前予約について］
今年度より各イベントは事前予約制となり、開催日の
60 日前、午後 9 時よりオンラインにて受け付けます。
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④ 予約確認メールが自動送信される。
当日受付にて提示

・各イベントの参加費は当日受付にて徴収いたします。
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幼児から大人まで

イべントスケジュール

今年度より各イベントは 事前予約制となり、開催日の 60日前、午後 9 時よりオンラインにて受け付けます。詳しくは 裏面をご覧ください。

栃 木県立美 術 館

地域 × 学校 × 美術館

［アートラウンジさくら塾］

《トイレットペーパーで紙漉き体験》
12 月18 日（日）

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。

【持ってくるもの】水気をとるための

オンラインにてご希望の時間帯（午前10 時 – 午後 4時の間）
を事前予約の上ご参加ください。

《 染め紙でアートしよう》
6月19 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

《もこもこもこ − 紙でつくる形−》
7月17 日（日）
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 21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 2 5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

厚手のタオル 1 枚
協力：作新学院大学女子短期大学部
会場：本館集会室

《石 膏（せっこう）体験、
手形を作ろう！ 》
2 0 2 3 年1月2 9 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

小・中学生

小・中学生

夏休 みこども企 画

祝・県美50周年企画 ①

［ 美術 館クイズ探検 ］

【日時】7月24日（日） 午後1時30分 – 4 時

【講師】当館普及スタッフ

【講師】関谷隆志（洋画家）

【定員】20 組（オンライン事前予約制・先着順）

【定員】16 組（オンライン事前予約制・先着順）

【対象】小・中学生（小学生は保護者同伴）

【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

【費用】一組 500円（材料費・保険代）

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？

【費用】制作する方一人につき300 円
（補助程度 の保護者は無料）

当日に限り、保護者の方もコレクション展を
無料でご覧になれます。

小学生とその保護者

［親と子のための
美術 鑑 賞教室 ］
【日時】①11月20日（日） ② 2023 年 2月19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
先着順）

【日時】5月 5日（木・祝）
午後 2時 –（90分程度）
【講師】当館普及スタッフ

※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

【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
体験します。

【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）
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定を変更する場合があります。最新の情報は当館 HP もしくは お電話にてご確認ください。
※ イベント参加時にはマスクの着用をお願いいたします。

［プロドット・トチギーノ！
フレスコ画入門 ］
【日時】全2回
11月 6日（日） 午前10時 – 午後3時
説明、漆喰（下地）塗り、個人制作
11月 13日（日） 午前10時 – 午後3時
協同制作、鑑賞会
【講師】福島恒久（画家）

フシギがいっぱい！スタッフと一緒に、美術館の

【対象】小学生とその保護者

大人の 図工室

【定員】20名（オンライン事前予約制・先着順）

後、作品にちなんだミニワークショップを親子で

ヒミツをさぐりながら探検しましょう！

高校生以上

祝・県美50周年企画 ②

【費用】無料（保護者の方もコレクション

いるかも？ 美術館は屋外彫刻も建物も、見どころ、

【定員】10 組（オンライン事前予約制・先着順）

てケーキ作りに挑戦！オリジナルケーキ（個人制作、

【対象】小学生とその保護者
展の 観覧料が無料になります）
小学生とその保護者

【内容】ウレタンスポンジ等を使っ

【講師プロフィール】
栃木県矢板市生まれ。1987年東
京セントラル美術館絵画大賞展。
1988年 第 42 回二紀展（以後毎
年）。1995年第10回国民文化祭
とちぎ 95 佳作賞。2005年第24
回上野の森美術館大賞展賞候
補。2009 年第27回上野の森美
術館大賞展優秀賞。二紀会会員。

【定員】各日10 組（オンライン事前予約制・

［ 美 術 館ふしぎ発見！］

【会場】本館集会室
【持ってくるもの】汚れてもよい服装

テイクアウト可）と、 県美 50周年バースデーケーキ

2023 年 3月19 日（日）

【会場】常設展示室＋屋外展示場

当日に限り、保護者の方もコレクション展
を無料でご覧になれます。

（協同制作、館内展示予定）の2種類を作りましょう。

協力：國學院大學栃木短期大学
会場：本館集会室

［ワークショップ監修者］
鈴木 武雄（作新学院高等学校 美術デザイン科 非常勤講師）
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 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）

［ほわほわケーキをつくろう！］

【日時】8月7日（日） 午後2時 – （70分程度）

《お木にいりミッケ♪
気になる木 だらけ工房》

※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。

夏休 みワークショップ

【対象】高校生以上、2回とも参加可能な方
【費用】3,500 円（材料費）
【会場】本館 集会室
【持ってくるもの】昼食、汚れてもよい服装、雑巾
【内容】栃木の素材を使って、紀元前から続く伝統技
法のフレスコ画を体験します。個人制作の小作品の
ほか、県美 50 周年を祝して、合作による大型作品に
も挑戦します。
【講師プロフィール】
2004年東京芸術大学院美術研
究科絵画専攻日本画第三研究室
修了。2006年より現在まで、
佐野
市葛生伝承館壁画を制作。2016
年足利イノテックスジャパンギャ
ラリーにて個展を開催し、以降
同ギャラリーにて隔年で開催。

※ 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。

