令和３年度 滋賀県立美術館と
学校との連携事業についてのご案内
滋賀県立美術館

今年再開館する滋賀県立美術館（大津市瀬田南大萱町 1740-1）は、県内の小･中･特別支援学校との
連携事業を、下記のように進める予定です。
内

容

１. 美術館の再開館について
２. 再開館後の学校団体鑑賞の受け入れについて
３. 今年度の「学校出前授業プログラム」について
４. 美術館のオンラインコンテンツについて

１. 美術館の再開館について
(1) 再開館日： 令和３(2021)年 ６ 月 2 7 日 (日)
(2) 美術館の名称
令和３年４月１日より「滋賀県立近代美術館」から「滋賀県立美術館」に名称変更いたしまし
た。
「近代」の二文字を外すことにより、様々な表現や活動と柔軟に向き合い、多様性をより感
じられる美術館を目指します。
(3)「教育･コミュニケーション室」の新設
学校をはじめとする様々な人や団体との双方向の連携を強化するために、学芸課・総務課と並
んで新たに「教育･コミュニケーション室」を設置しました。これにより、出前授業や学校団体
の受け入れ、その他連携事業の実施などが一層スムーズになります。
(4) ギャラリーは令和４年１月からの利用開始
「滋賀のこども秀作展」や「中学校美術部展」などの会場として広く県民の皆さまにご利用い
ただいていたギャラリー（貸会場）は、令和４年１月中旬から利用が可能となります。貸出の
受付は、令和３年度の夏から順次開始する予定です(借用する時期によって受付開始日が異なり
ます)。詳細は追って、美術館のホームページにて広報いたします。
美術館公式ホームページ

http://www.shigamuseum.jp/

２. 学校団体の受け入れについて
(1) 団体鑑賞事業の内容
開館後は以下のような２つのコースで、県内の小･中･特別支援学校の団体鑑賞を受け入れいた
します。ただし再開館の年である令和３年度は、まだ受け入れ体制が充分に整っていないため、
Ａの自由観覧コースがメインになる予定です。令和４年度以降、Ｂも拡充してゆく予定です。
Ａ：自由観覧コース
・講堂に集合して美術館と展示内容についてのオリエンテーションを実施した後、各自自由に
展示室を鑑賞してもらいます。生徒たちには「作品鑑賞の手引き」を配布いたします。
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・展示室にはそれぞれ美術館スタッフが付き添い、必要に応じて鑑賞マナーを教えたり、生徒
たちに次の展示室への移動時間を伝えたりいたします。
Ｂ：ガイドツアーコース
・短いオリエンテーションの後、美術館スタッフの引率により少人数(６~８名程度)のグルー
プに分かれて美術館展示室(屋外展示場含む)のガイドツアーを行います。
・人数が多い場合は２班に分け、片方の班が小グループに分かれて館内を回っている間、もう
片方の班は講堂においてワークショップ（アートゲーム、びっくりコラージュ等）を実施す
るかたちを取ります（内容については学校側の希望に応じます）。なお人数が少ない場合で
もワークショップの実施は可能です。
なお、学校団体鑑賞に伴う観覧料は、引率の教員を含めて「無料」となります。
(2) 学校での事前授業の実施
学校側の希望に応じて、美術館職員が団体鑑賞に先立って各学校を訪問して、事前授業を実施
いたします。内容は美術館の紹介、来館時に鑑賞できる作品の紹介、鑑賞の仕方を身につける
アートゲームの実施など、希望に応じて柔軟に対応いたします。
(3) 令和３年度の受け入れについて
再開館の年である令和３年度は、受け入れ体制がまだ充分に整っていないため、受け入れ方法・
時期・申込み方法などの詳細については、再開館後である７月上旬に美術館ホームページ上で
広報いたします。
(4) バスでの来館に関して
・美術館が位置するびわこ文化公園の再整備により、西駐車場に大型バスの駐車場が新設され
ました。美術館へのショートカットルートも整備され、美術館まで徒歩５分で行けます。
・ＪＲ瀬田駅からの路線バスを使っての来館の場合、バスの増発について、バスを運行する帝
産湖南交通(株)(Tel.077-549-1028)あるいは近江鉄道(株)(Tel.077-543-6677)と事前に協
議を行ってください。
(5) 昼食場所について
弁当等を持参されての昼食場所については、びわこ文化公園内で確保することが可能です。事
前に公園事務所（Tel.077-543-5831）と協議を行ってください。雨天時などに美術館の講堂を
利用することも可能ですが、新型コロナ対策の関係上、大人数での利用は難しい場合がありま
す。事前に美術館にご相談ください。

３. 出前授業の実施について
美術館から遠隔地である、カリキュラムに余裕が無い、等の理由で学校団体鑑賞の実施が困難
な学校を対象に、美術館職員が学校を訪問して実施する「学校出前授業」を、再開館後は下記
のようなかたちで実施いたします。
(1) 出前授業の対象
・美術館からの距離に関わりなく、県内のすべての小･中･特別支援学校からの申込みに対応し
て実施いたします。
・学校を会場とした PTA 主催のイベント、美術部等のクラブ活動としての実施、教員の研修会
なども出前授業として受付いたします。
(2) 出前授業の実施内容
ア.学芸員による出前講座（作家や作品についての講演）
イ.ワークショップ「子どもアートキャラバン」（大規模な作品製作。要実費負担）
ウ.ワークショップ「アートゲーム」（複製図版を用いた鑑賞学習。作品製作はありません）
エ.名画でびっくりコラージュ（年齢・学力を問わず楽しめる無料実施の作品(下敷き)作り）
詳細は別添の「令和３年度 学校･地域出前プログラム 実施プログラム例」をご覧ください。
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(3) 出前授業の実施期間と実施件数
・令和３年度は９月~令和４年３月の７か月間を実施期間として、25 件程度実施いたします。
・申込みが予定実施件数を超えた場合は、抽選となります。
・同学年でクラス数が多く、２日以上に分けて実施する場合でも「１件」とカウントいたしま
す。また同一の学校で同一日に、異なる学年・異なる内容で実施する場合も「１件」とカウ
ントいたします。
・なお、この出前授業の実施件数は先述の、来館しての学校団体鑑賞に伴う「事前授業」実施
とは別にカウントいたします。
(4) 受付方法
・令和３年度はゴールデンウィーク明けの、５月 10 日(月)~12 日(水)の３日間が、指定の申込
み期間となります。
・上記申込み期間内に、美術館のホームページから申込書をダウンロードいただき、メールま
たは FAX で美術館までお送り下さい。
美術館公式ホームページ

https://www.shigamuseum.jp/

出前プログラムの特集ページは、ホームページ上部バナーの「体験・学び」内にあります。
申込書の送付先：滋賀県立美術館
Fax.０７７−５４３−２１７０
E-Mail: info@shigamuseum.jp
（昨年度とはアドレス等が異なっていますのでご注意ください）
・応募が予定実施件数を超えた場合は抽選を行い、５月 14 日(金)以降に結果を順次ご連絡いた
します。その後担当者間で、詳細について協議いたします。
・なお指定期間内の申込みが実施予定件数を超えなかった場合は、予定件数に達するまで随時
受付いたします。
(5) 注意事項
・基本的に１日につき１校の実施が原則となるため、既に申込みが入っている日の新たな実施希
望はお受けできない場合があります。
・
「子どもアートキャラバン」は資材準備の関係でひと月最大２回の実施が限界となります。その
ため、既に予定が２件入っている月の新たな実施希望はお断りする場合があります。
・プログラムは基本的に毎年同一の内容ですが、前年度にプログラムを体験した児童生徒が再び
対象となる場合には、使用図版のマイナーチェンジ等を行うことができます。ご相談ください。
・授業以外に、クラブ活動、親子活動、レクリエーション活動などの場における実施も可能です。
・当館では、プログラム中の事故、怪我の責任は負いかねます。必要に応じて、保険の加入をご
検討ください。

４. オンラインコンテンツ
美術館の新しいホームページ上で、学校との連携を念頭に置いた、子ども向け・教員向けのコ
ンテンツを用意いたしております。内容は今年８月までに、随時アップしてゆく予定です。
コンテンツは、ホームページ上部バナーの「オンライン美術館」内にあります。
(1) 美術館と展示品の案内
・主な館蔵品の子ども向け案内や、展示中の作品案内など、様々な読み物コンテンツを用意い
たします。
・団体鑑賞や出前授業など、美術館との連携を希望される教員の皆さまの手助けとなるよう、
様々な資料をホームページからダウンロードできるようにいたします。
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(2) アートゲームの紹介
・団体来館時や、事前学習、出前授業など、の場で実施できる《作品鑑賞の仕方を身につける》
楽しいゲーム「アートゲーム」の内容を紹介するビデオを視聴できます。
・教員の皆さまが、出前授業の実施を計画される際の参考になります。
・学校現場で独自にゲームを実施できるように、ビデオで紹介したアートゲームの PowerPoint
図版（すべて著作権消失済みのもの）を学校に貸出いたします。また教員からの希望に応じ
て、別の図版を使用した PowerPoint 図版を提供することも可能です。
(3) 紙工作《わくわくワークス》の型紙ダウンロード
・学校で、家庭で、楽しく作れる《紙工作》の型紙をダウンロードできます。どれも江戸時代
から伝わる楽しい玩具を基に、美術館の館蔵品を用いて再制作した美術館オリジナルの工作
で、家庭用のプリンタやコンビニでプリントアウトして、糊とはさみで作ることができます。
工作を通して館蔵品に親しむことができる教材です。
・《わくわくワークス》は現在、下記の５種８作品の型紙を用意しています。
(1) うちわで煽ぐとフワフワ空を飛ぶ玩具「動物ずぼんぼ」
（３種類。低学年から）
※ 彦根市出身の岸竹堂作「虎図」
【写真中央】
※ 小茂田青樹作「母子鹿」【写真右端】
※ 冨田溪仙作「獅子猛進図」【写真左端】
(2) ３種類の絵が順にパタパタ入れ替わる「六角返し」
（中学年から）
※ 彦根市出身の岸竹堂による虎の絵３点を使用
(3) ４種類の絵が順にパタパタ入れ替わる「四面変わり
絵」（中学年から）
※ 野村文挙作「近江八景図」より４点を使用
(4) 180 度ぐるりと広げると絵が現れる「蛇腹うちわ」
（中学年から）
※ 冨田溪仙作「普賢菩薩図」を使用
(5) 名画を精緻に立体化したジオラマ絵「立版古(たて
ばんこ)」（２種類。高学年から）
※ 東近江市出身の野口謙蔵作「梅干」
※ 大津市出身の山元春挙作「富士二題・秋晴れ」
・一部の紙工作については、オンラインコンテンツとして作
り方を紹介したビデオも用意しています。

５. 新型コロナ対策について
団体鑑賞、出前授業ともに、学校側・美術館側それぞれのガイドラインに基づき事前に充分な
対策を施してから実施するものとします。特に団体来館時の《昼食場所》などについては、三
密を避けるため事前に両者で充分に協議を行うものとします。
なお、今後の感染状況により、予定の変更や中止などをお願いする可能性もありますので、ご
了承ください。

６. 本件についての問い合わせ先
滋賀県立美術館 教育・コミュニケーション室
〒520-2122 大津市瀬田南大萱町 1740-1
Tel.077(543)2111(代) Fax.077(543)2170
担当：平田・吉川
問い合わせ時間：平日の午前８時半~午後５時 15 分にお願いします。
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令和３年度 学校・地域出前プログラム 実施プログラム例
次のようなプログラムの中から希 望に 応じ て 実践可能です。
(1)学芸員による出前講座 １時間半~２時間程度
対象：小学校高学年~大人
内容：学芸員がスライド映像などを用いて、美術に関する様々なトピッ
クスを易しくご紹介いたします。講座の具体的な内容や難易度に
ついては、協議の上で決定します。
実施例：
「県立美術館のコレクション」
「小倉遊亀と近代日本画」
「アール・
ブリュット」
「現代美術の楽しみ方」など。
費用：無料
派遣職員数：１（~２名）（学芸員と補助員）
(2)ワークショップ「子どもアートキャラバン」 １時間~２時間半程度
※ 新型コロナ対策のため、状況によっては実施できないプログラムがあります。
対象：小~中学生（難易度の問題により未就学の幼児は対象外です） 大人が可能なものもあり。
内容：美術館で開催していたワークショップ「たいけんびじゅつかん」の出前版で、学校や家庭では
なかなか体験できない、大規模な作品製作などを実施します。内容については幾つかの候補の
中から協議して選定していただくことになります。材料費(実費)が
かかります。一度に実施できる人数に制限があります。
実施例と負担金額・実施可能人数：
◆虹色ドームをつくろう！：色とりどりのビニール袋をつなぎ合わせて空
気を入れ、中に人が入れるバルーンを作ります。バリエーションとして
「虹色びわこいのぼりをつくろう！」などもあります。
２時間半程度。小学校中学年以上(幼児・低学年は不可)。１ドームあた
り 5000 円程度の負担。実施できる人数は一度に 50 名程度（要相談）。
◆龍のしっぽをつかまえよう！：色とりどりのビニール袋を筒状につなぎ合わせ、
みんなで作ったウロコを貼って巨大な龍を作り、空気を入れてみんなで宙に浮
かせます。バリエーションとして「虹のトンネルをつくろう！」などもありま
す。
２時間程度。小学校低学年以上(幼児は不可)。龍のしっぽ１本あたり 3000 円程
度の負担。実施できる人数は一度に 100 名程度可能（要相談）。
◆シャボン玉を記憶しよう！：シャボン玉を紙に転写して絵を描いたり、巨大な
シャボン玉作りを行います。
２時間程度。参加者一人あたり 100~200 円程度の負担。一度に 30 名まで。
◆光るクモの巣をつくろう！：遮光した部屋にブラックライトで光る非日常の空
間を作ります。バリエーションとして「光る深海の世界をつくろう！」なども
実施できます。
２時間半程度。参加者一人あたり 100~200 円程度の負担。一度に 30 名まで。
◆光のメリーゴーランドをつくろう！：キャンドルを点すと回転する幻想的な回
り灯籠を制作します。
２時間程度。参加者一人あたり 500 円程度の負担。一度に 30 名まで。
◆地上絵を描こう！：遠くから見ることを想定して各自が自分と同サイズ
の絵を描き、それらを繋いで巨大な地上絵を完成させ、鑑賞します。
２時間程度。参加者一人あたり 100~200 円程度の負担。一度に 100 名ま
で実施可能。
◆私だけの美術館をつくろう！：決められた予算で実物の 20 分の１の名画
のミニチュアを購入し、ドールハウスのような自分だけの美術館を作りま
す。２時間程度。参加者一人あたり 500 円程度の負担。一度に 30 名まで。
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◆ステンドグラス下敷きをつくろう！：透明シートにカラーセロファン
等を切り貼りして、光にかざすと透ける下敷きを作ります。約１時間。
これのみ大人の実施も可能。無料。一度に 30 名(1 クラス)まで。
◆その他、希望に応じて実施いたします。
派遣職員数：約２~５名（学芸員とワークショップ担当職員、美術館サ
ポーター）、

(3)ワークショップ「アートゲーム」 約 45 分~１時間（or１時間半）
対象：未就学の幼児~大人
内容：美術作品のカードやスライドを用いて簡単なゲームを遊ぶことに
より、作品の細部をよく観察して自分の言葉で他人に伝える力を
養います。ゲームの内容については難易度別に３コースがありま
すが、ゲームの選定や実施難易度などは協議により変更できます。
(1)幼児~小学校中学年向け 約 45 分~１時間
・じゃんけんゲーム：名画の登場人物を相手にじゃんけん勝負。
・にらめっこゲーム：名画を相手ににらめっこ。笑ったら負け。
・まねっこゲーム：名画のポーズをジェスチャーで真似よう。
・この絵をさがせ(カード使用)：スクリーンに提示された絵を床
に拡げられたカード群の中から探します。
・ことばでさがせ(カード使用)：スクリーンに提示された言葉に
ぴったりの絵を床のカード群の中から探します。
(2)小学校中学年~大人向け 約 45 分~１時間（or１時間半）
・じゃんけんゲーム：名画の登場人物を相手にじゃんけん勝負。
・似ているところを探せ：２点を比較して共通点を探し出します。
・違う仲間はどれだ：４点から別カテゴリーの作品を探します。
・絵合わせゲーム(カード使用)：手札の作品カードの中から共通
点があるものを探し、順に場に並べてゆきます。
・かるたゲーム(カード使用)：詠み札を作ってかるたをします。
(3)小学校高学年以上向け「絵画の鑑賞のコツ」 約 45 分~１時間
・作品に隠された物語を「いつ･どこで･誰が･何を･どうした」を
手がかりに読み解いてゆきます。
費用：無料
派遣職員数：１~約５名（学芸員と補助員、美術館サポーター）
備考：・対象者の多くがアートゲームを体験済の場合、同じ内容を繰り
返さないようゲームの使用図版を別のものに変更することができます。ご相談ください。
・「アートゲーム」と後述(4)の「名画でびっくりコラージュ」をセットにして１時間半のプロ
グラムで両方を実施するコースが人気です。

(4)ワークショップ「名画でびっくりコラージュ」 約 45 分~１時間
対象：未就学の幼児~大人
内容：古今東西の名画の中から１点を背景として選び、その上に様々な
写真をコラージュ(貼り絵)で貼付することにより、オリジナルの
作品を作ってもらいます。完成作品はラミネート加工を施して、
下敷きにして持ち帰ることができます。
費用：無料。参加者は各自、はさみと糊(口紅タイプのスティック糊)
をご用意ください。
派遣職員数：１~約５名（学芸員と補助員、美術館サポーター）
備考：
「名画でびっくりコラージュ」と前記(3)の「アートゲーム」をセ
ットにして１時間半のプログラムで両方を実施するコースが人
気です。
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