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START☆みんなのミュージアム 2020 

わたしの色、ぼくらのセカイ 
開催のお知らせ 

令和２年 1月 18日（土）～2月 24日（月・振休） 
 

学校（School）×富山（Toyama）×アート（ART）＝“START”。 
当館は、前身である富山県立近代美術館の開館（1981 年）
以来、県内の学校と協力し、子どもたちとつくりあげる教育
企画展のシリーズを開催してきました。その成果をもとに、
2018年から新たに「START☆みんなのミュージアム」をス
タートさせ、招待アーティストが設定したテーマをもとに、
県内の小・中・高・特別支援学校の児童生徒のみなさんが制
作した作品を発表してきました。 
第３回となる今回は、現代美術作家の 塩川

しおかわ
岳
たけし
氏を招待し、

「わたしの色、ぼくらのセカイ」をテーマに、８つの学校の
子どもたちが作品を制作しました。また、今回は遊んで参加
できる創作・体験コーナーも設けています。 
「わたしの色」とは？「ぼくらのセカイ」とは？子どもたち
がテーマに向き合って制作した作品をぜひご覧ください。 
皆様には、展覧会開催の告知とともに、ご取材賜りますよう
お願い申し上げます。 
 
 

出品校とそのテーマ   ※内容の詳細は別添チラシをご覧ください。 
 
富山市立宮野小学校×塩川岳  エアドームをつくろうーわたしたちの宮野― 
富山大学人間発達科学部附属小学校 ぼく・わたしのセカイへようこそ！（仮） 
魚津市立西部中学校    西中美術部 COLORFUL WORLD（仮） 
小矢部市立津沢中学校    祭りだ！津沢だ！輝け！みんな！！ 
黒部市立高志野中学校    高志一心 高志野から清明へ 
富山市立堀川中学校    トヤマカラー とやまからー（仮） 
富山県立富山西高等学校×塩川岳   マイ フェイバリット 
富山県立となみ東支援学校   小さな森の大きな木と生きものたち 
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今回の招待アーティスト 

 
塩川
しおかわ

岳
たけし

 現代美術作家 
1966 年東京都生まれ。アートをコミニュケーションツールに、主に大学や小
学校・幼稚園などの教育機関と連携したプロジェクトを行っている。「八尾ス
ローアートショー」（2005-2010）、「こどもタカシマヤ～夏休みわくわく広場」
（2016）、「アートセンターをひらく」（2019）ほか展覧会・ワークショップな
ど多数開催。 
 

今回、宮野小学校、富山西高等学校とのコラボレーションを行います。また、プレワークショップや会
期中のワークショップ「キラキラ光る富山城をつくろう！」など数々のワークショップを企画していた
だきました。子どもから大人まで、カラフルな作品を楽しく制作し、遊べるしかけが満載です。 
 
創作・体験コーナー（展示室２） 

７つのプログラムを用意しています。プレワークショップの完成作品の展示・体験や、会期中に行われ
るワークショップなど、遊んで参加できるコーナーです。（詳細は、別添チラシをご覧ください） 
 

3回目となる本展のみどころ 

①2校からのコラボ作品の出品（合計 8校から出品） 
アーティストとのコラボを特別に小学校と高等学
校の 2校で実施。小学生と高校生が、アーティスト
が関わることによってどのような作品を制作する
のか楽しみなところです。また、出品校も通常 7校
のところ、希望多数により、今回 8校に。子どもた
ちの個性あふれる作品を紹介します（各校からの出
題クイズを解きながら楽しく鑑賞いただきます）。 
 

②千点以上のプレワークショップ完成作品を展示 
「みる・つくる・発表する」を今回も実施。さらに前回から規模も点数もパ
ワーアップさせ、出品校以外の多くの子どもたちが制作した千点以上の作
品も紹介します（プレワークショップ制作者 46名、アーティスト企画によ
るオープンラボ制作者 1,006名、初日のアーティストによるワークショッ
プ作品・富山城の天守閣も定員 20名で実施予定）。会場では家族や友
だちとみんな一緒に探検してもらいます！ 

 
 

富山県立富山西高等学校 

オープンラボ「空飛ぶ生きものを作ろう」参考画像 

富山市立宮野小学校 
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③新たにスペースを拡大 
前回展では、展示室 3 および 4 の 2 室で開催していた本展ですが、
今回は新たに展示室 2 をプラスして無料の創作・体験空間としまし
た。巨大カラードームに入って遊んだり、ワークショップに参加した
り、楽しい創作・体験プログラムを実施。土日祝日には「スペシャル
パーティータイム」として、約 15分、会場を暗転させる予定にして
います。いつもと違う空間で色とりどりに光り輝く作品を見ていただ
きます。 
 

④会期中でも参加できる！ 
アトリエで実施しているオープンラボ（ワークショップ）を、本展にあわせ、展示室 2 にお引越。子
どもも大人も会期中に参加できるアーティストとのコラボ空間をつくりました。さあみんな Letʼs Try! 

 
 
 展覧会情報 
〇展覧会名：START☆みんなのミュージアム 2020 わたしの色、ぼくらのセカイ 
〇会期 ：2020年 1月 18日（土）～2月 24日（月・振休） 
〇開館時間＝9：30～18：00（入館は 17：30まで） 
〇休館日＝毎週水曜日 ※2月 24日は臨時開館 
〇会場＝富山県美術館 展示室 2、3、4   ※展示室 2は無料 
〇観覧料＝一般 500(400)円、大学生 250(200)円、高校生以下無料  

※展示室 2は、どなたでも無料でご覧いただけます。 

※（ ）内は 20名以上の団体料金 

※企画展入場当日に限りコレクション展もご覧いただけます。 

※各種手帳をお持ちの障がい者の方および付添者 1名の観覧は無料です。 

※学校観覧、社会教育活動としての児童・生徒の引率者は無料です。 

※「リピーター割」や「クマ割」実施中。詳細は、HPをご覧になるか、1階受付等でお問い合わせください。 

〇主催＝富山県、富山県教育委員会、富山県美術館、北日本新聞社、富山テレビ放送 
〇後援＝富山県小学校長会、富山県中学校長会、富山県高等学校長協会、富山県特別支援
学校長会、富山県私立中学高等学校協会、富山県小学校教育研究会、富山県中学校教育研
究会、富山県高等学校教育研究会、富山県中学校文化連盟、富山県高等学校文化連盟、富
山県特別支援学校文化連盟 

 

カラードーム参考画像 
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START☆みんなのミュージアム 2020 わたしの色、ぼくらのセカイ 

広報用画像 

   

 

 

 

 

 

 

  

写真② 写真① 
写真③ 

写真④ 写真⑤ 
写真⑥ 
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START☆みんなのミュージアム 2020 わたしの色、ぼくらのセカイ 

広報用画像申込書 

ＦＡＸ 076-431-2712 ／E-mail : ab i ju tsukan@pref . toyama . l g . jp  
 

■裏面の記載の注意事項をお読みいただき、以下の必要事項をご記入の上、お送りください。 

貴媒体名  

（WEB の場合の URL）  

貴社名／部署   

ご担当者氏名  E-mail： 

ご住所 〒 

ご連絡先 TEL：                FAX： 

掲載／放送予定日 年   月   日  掲載号発売日：      年   月   日  

記載企画内容  

※ご記入いただいた個人情報は、広報用写真貸出しの目的のみに使用し、それ以外の用途には使用いたしません。 

■掲載ご希望の画像（□にチェックを入れてください） 

広報用画像一覧・掲載時のキャプション 

□ ① カラードーム 参考写真 □ ②空飛ぶ生きものを探そう！ 参考写真 

□ 
③空想ビニール ZOO 撮影：柳原良平 

参考写真 
□ 

④キラキラ光る富山城をつくろう！イメージ

図 

□ ⑤重ねてつくるみんなのセカイ 参考写真 □ 
⑥「START☆みんなのミュージアム 2020 わたし

の色、ぼくらのセカイ」 ポスター Design:三木健 

 
※その他、美術館外観等の写真が必要な場合は、下記空欄にご記載ください。 
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富山県美術館 広報用使用画像について 

 
◎ 本広報用画像の使用は、出版・放送（番組）・WEB 等、富山県美術館および展覧会の広報を目的とした報

道に限らせていただきます。展覧会の広報にあたっては、展覧会名、会期、会場を必ずご掲載ください。 

 

◎ 画像は「広報用画像申込書」に掲載または放送内容を具体的に記載の上、ご申請ください。富山県美術館

より画像データをお送りいたします。提供した画像データは、使用後すみやかに破棄してください。 

 

◎ 画像使用の際は、「広報用画像申込書」をご参照の上、所定のキャプションとクレジットを表記してくださ

い。 

 

◎ 画像は全図で使用してください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レイ

アウトにご配慮ください。 

 

◎ ロゴマーク・ロゴタイプに他のデザイン要素を重ねたり、横切らせたり、余白を削除したりすることはしない

でください。 

 

◎ 申請をいただいた媒体以外の企画（例：出版物表紙、広告素材使用は不可）での二次使用はできません。

再掲載・再放送などを希望される場合は、別途申請が必要です。 

 

◎ 基本情報と画像使用の確認のため、校正をメールで富山県美術館広報担当までお送りくださいますようお

願いいたします。 

 

◎ 掲載および放映いただいた場合、お手数ですが掲載紙・誌、URL、番組収録の DVD、CD などを富山県美

術館へのご提供をお願いいたします。 
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