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作家とつくるワークショップ
渡辺 亜由美
本稿は 2016 年から 2019 年にかけて筆者が企画・担当したワークショップの報告である。
現在当館では、平田健生専門学芸員と吉川紀子嘱託員担当のもと、アウトリーチを中心とした教育普及
事業を継続的に行っている。主に未就学児から中学生を対象に、鑑賞、リサーチ、ものづくりなどの多岐
にわたるプログラムを提供し、休館中の重要な美術館活動になっている⑴。
こうしたワークショップと並び、筆者もこれまでいくつかのプログラムの運営に関わってきた。作家と
一緒につくるワークショップだ。こうした企画を始めたのは、教育普及事業そのものへの関心というより
は、ワークショップという場を活用して作家と協働することで、コレクションや展覧会の文脈を広げるこ
とはできないか、と考えたためである。この関心は現在も継続しているが、休館という特殊な事情の渦中
にある現在、ワークショップの実施方法や内容も変化を余儀なくされた。しかし、このことは良い転機で
もあったと今は考えている。
ここではまず、休館中に行ったワークショップについて概要をまとめる。次に休館前に開催したものに
ついては、内容を簡潔に記するとともに当時作成した展示用キャプションを再掲する⑵。

１．休館中のワークショップ
１−１．谷本研ワークショップ「巡ろう！ 作ろう！ おじぞうさまのホコランプ」
第１回目：2018 年 10 月 20 日（土）10:00 〜 12:00、13:30 〜 15:30
会

場：草津宿本陣周辺 / 浄教寺

第２回目：2019 年 10 月 14 日（月・祝）10:00 〜 12:00、13:30 〜 15:30
会

場：ヴォーリズ学園周辺

定

員：15 名

対象：５歳以上（小学生以下は大人の付き添いが必要）

本ワークショップは、2014 年から開催されている「美の糸口 アートにどぼん！」
（以下、
「アートに
どぼん」
）というワークショップフェスティバル内で、２年連続で行った。
「アートにどぼん」は主に小学
生とその家族を対象に様々なワークショップを提供するイベントで、元々は滋賀県立近代美術館や美術館
が位置する「びわこ文化公園」で行われ、2017 年の休館以降は県内各所に場を移し開催している⑶。
2018 年・2019 年に講師として招いた谷本研（1973 〜）は、美術家・アートディレクターとして活躍
する滋賀県在住の作家である。彼は 2002 年から、成安造形大学の有志により結成された「地蔵プロジェ
クト」のリーダーとなり、大津市仰木地区を中心に集落の野仏や祠の分布、歴史について独自のリサーチ
を行うとともに、近年は作家の中村裕太とともに「タイルとホコラとツーリズム」というユニットでも活
動している。
2018 年に「アートにどぼん」が行われた草津宿本陣周辺や浄教寺は、東海道と中山道が交差する歴史
ある街道沿いに位置し、周辺にはいくつものホコラが点在していた。そこで、地蔵やホコラを通じて先人
達の暮らしや生き方、信仰を尊び、様々な作品やプロジェクトを通じてアウトプットを続けている谷本と、
ぜひ一緒に何かできないかと考えた。
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リサーチや打ち合わせを重ねた結果、本ワークショップは２部編成、約２時間の内容にまとまった。第
１部は、谷本特製の地図とワークシートを持って街へ出て、実際のホコラを観察する約 50 分のフィール
ドワーク。そして 10 分間の休憩を挟み、第２部では観察したホコラをヒントに牛乳パックでオリジナル
の「ホコランプ」
（ホコラ型ランプ）をつくる、というものだ。
「アートにどぼん」には未就学児から小学
校低学年の参加者が多いため、対象年齢は５歳以上、ただし小学生以下は大人の同伴を参加条件とした。
第１部のフィールドワークには、懸念事項があった。５歳の子どもが参加しても体力的に問題のない適
切なルートをいかに用意するか、ということだ。その意味でも、このワークショップの肝は事前のリサー
チだった。参加者が無理なく歩けるよう会場周辺を何度も歩き回って最適なルートを検討し、フィールド
ワーク用の地図とホコラ観察のためのワークシートを作成していった（図１・２）
。
そして迎えた本番。長時間にわたるワークショップのため子どもたちの体力や集中力が気がかりだったが、
第１部のフィールドワークでは参加者全員が約 50 分間集中力を切らすことなく歩くことができた（図３）
。
見つけたものや考えたことを次々に声に出す子どもも入れば、口数は少ないもののホコラをじっくり見なが
ら、ワークシートを丁寧に記載する子どももいた。どんなメンバーが集まるかによってフィールドワーク
の雰囲気は変わったが、共通していたのは大人も子どもも熱心にホコラを観察し、ワークシートに取り組
んでいたことだ。ワークシートがホコラの特徴をわかりやすく整理し、チェックすべきポイントを抑えた
優れた内容だったことは、このフィールドワークが成功した大きな要因だった。
第２部はホコランプづくりだ。プラ板にご本尊となるイラストを描いた後は、牛乳パックを切り貼りし
てホコラをつくり、最後に LED ライトを入れればホコランプの完成だ（図４）
。プラ板には、地蔵を描く
子どももいれば、飼っている犬や猫、あるいは自身の家族を描くなど、バラエティに富んだご本尊が表れた。
組み立てたホコラには鈴やリボン、布をつけたり、色紙を貼ったり絵を描いたりと、各自が思い思いに装
飾することができる。自由度の高い工作なためか、終了予定時間を過ぎても作り続けようとする参加者た
ちの姿が印象的だった。
フィールドワークと観察をベースとするこのプログラムは、実施場所を変えることでそれぞれの街の歴
史に触れることができる。そのため、草津から近江八幡へと会場が変わった 2019 年の「アートにどぼん」
でも、再び「ホコランプ」を開催することにした。基本的な構成は 2018 年度と同じだが、フィールドワー
クの行程を決めるために約３日間近江八幡市内を歩き回りいちから地図を作っていくなど、前年度同様入
念な準備を行った。近江八幡ではお堀の北側には石仏が多く、南側にはホコラが多いという発見もあった。
本ワークショップは、休館に伴い県内各所を転々とせざるを得なかったというウィークポイントが、強
みとなった好例である。そして、一過性のイベントに終始せず、継続することが意味を持つプログラムだ

図１
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フィールドワーク用の地図 （2018 年）

図２
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ホコラの特徴をよくとらえた谷本特製のワークシート
（2018 年）
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図３

フィールドワークの様子 （2018 年 10 月 20 日）

図４

参加者がつくった 「ホコランプ」 （2018 年10 月 20 日）

と感じている。美術館に戻った後、県内各所でこうしたイベントをどれほど開催できるのかは未知数だが、
引き続き県内各地を歩き思わぬ出会いを楽しみながら、将来的には別の方法でのアウトプットも検討したいと
考えている。
１−２．小山田徹ワークショップ「たいけんびじゅつかん 巡礼プロジェクト in 近代美術館」
2019 年３月 23 日（土） 13:00 〜 15:30
定員：10 名

会場：びわこ文化公園

対象：小学校１年生から中学校３年生までの児童・生徒とその保護者

このワークショップの講師を引き受けてくれたのは、美術家の小山田徹（1961 〜）である。小山田は
学生時代に友人たちと結成したアーティスト・グループ「ダムタイプ」のメンバーとして活動しながら、
90 年代初頭からは様々な共有空間づくりを実践したり、たき火を囲みながら人々と語らい合うという屋
外での場作りにも継続して取り組んでいる。そして近年鳥取県立博物館で発表した実測図のように⑷、ヒ
エラルキーを持ち込まずに世界を眺める態度を持つ作家でもある。
このワークショップは、
「たいけんびじゅつかん」
（月に一度開催している小中学生向けのワークショッ
⑸
プの呼称）
を担当している吉川嘱託員と相談しながらつくっていった。ワークショップを行うにあたり、

展覧会や特別なイベントがないため企画の軸が見つけられない、と悩んでいたところ、吉川から美術館が
位置するびわこ文化公園でプログラムを考えてはどうか、というアドバイスをもらった。滋賀近美は緑豊
かな公園の中に位置し、少し歩いた小山には道や広場が続いていたり、移り行く自然を感じられる環境の
中にある。美術館が開いていると、つい展示室や室内空間といった箱の中の出来事に目を向けてしまうが、
休館中だからこそ美術館の周辺を主役にしたワークショップをやってみるというアイディアは面白い。そ
こで、世の中に存在する様々な境界や壁を、自由に、そして自然に越えていく小山田にワークショップを
組み立ててもらえないかと考えた。
こうした思いを伝えた上で小山田が提案してくれたのは、
「巡礼プロジェクト」というワークショップ
だった。びわこ文化公園を歩き植物や自然に触れながら、木の枝や小石、花びらや葉を組み合わせたオブ
ジェをつくる。それを公園内にそっと置き、自分だけの特別な「ここ」
、つまり「巡礼ポイント」をつく
る、というものだ。自然が全てを与えてくれるこのワークショップには、特別な道具が必要ない。そのた
め、事前準備では歩くルートを簡単に確認したのみで、小山田と参加者たちがどのような時間を作ってい
くのかを楽しみに本番を待った。吉川の提案もあり、公園内の地理や自然に詳しい肥山陽子氏（びわこ文
化公園指定管理者 近江鉄道ゆうグループ 副公園長）にもスタッフとして参加してもらえることになっ
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た。同じ敷地内の施設とは言え、公園と美術館とでは管括が異なるという事情もあるため、肥山氏の協力
はとてもありがたかった。
ワークショップ当日は、小山田と参加者全員で「石」に触れることから始まった（図５）
。小山田は、石
を握ったり触ったりすると不思議と心が落ち着くことや、石の中に閉じ込められた時間と歴史がいかに豊
かなものかを子どもたちに話しながら、「巡礼プロジェクト」の内容を説明してくれた。その後皆で外に出
て、公園の散策を始めた（図 6）
。美術館を見下ろせる小山の上の広場（
「こども広場」
）まで歩いた後は一
旦解散し、
いよいよ巡礼ポイントづくりが始まった。子どもたちのブリコラージュは実に多様で、
落葉や花、
木の実を組み合わせたり、小石を積み上げたり、切り株に枝を大胆に合わせたりと、愛らしく時に大胆な
造形がいくつも生まれた（図７・８）
。
オブジェづくりが一段落した後は、参加者全員で巡礼ポイントを１つずつまわった。巡礼の始まりだ。
落ち葉や木の枝で組み立てられた子どもたちのオブジェには、どれ１つとして同じものがない。巡礼ポイ
ントも一カ所だけではなく、公園内のあちこちにつくられた。それらを見て回り感想を言い合ったあとは、
子どもたちに自分がつくった巡礼ポイントをポラロイドカメラで撮影してもらった（図９）
。子どもたちに
とってポラロイドカメラは非常に新鮮だったようで、特別な「ここ」の風景を楽しそうに撮影し、ゆっく
りと浮かび上がる像に歓声をあげていた。
筆者にとってこの「巡礼プロジェクト」は、美術館の建物から少し出ただけの場所が、これほど可能
性の広がる遊び場だったことに驚かされたワークショップだった。 同時に、 改めて作家と一緒にワーク

図５

石に触れる小山田と参加者たち
（2019 年３月 23 日）

図６

びわこ文化公園を散策 （2019 年３月 23 日）

図７

子どもたちがつくった巡礼ポイント
（2019 年３月 23 日）

図８

子どもたちがつくった巡礼ポイント
（2019 年３月 23 日）
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ショップをする喜びを実感した時間でもあった。このワークショップ
は素朴な内容ではあるものの、その分小山田がつくる穏やかな空気や
時間がこの体験をよりかけがえのないものへと昇華させたように感じ
る。草花や石に対する小山田の洞察力や知識は圧倒的でありながら、
彼の語り口やつくりだす雰囲気はとても柔らかく、子どもたちも色々
なことを小山田に問いかけては対話が生まれる瞬間が何度もあった。
「巡礼ポイント」そのものは持ち帰ることができないが、代わりにこう
した交流が少しでも彼らの記憶に残ってくれたら嬉しく思う。加えて、
吉川嘱託員、肥山氏と一緒に準備をすることができて良かったと思っ
ている。筆者 1 人では場所の選定もその後の様々な手配もこなすこと
が難しかったが、教育普及の専門家である吉川嘱託員の経験や考えに
図９

ポラロイドカメラで巡礼ポイント
を撮影する様子
（2019 年３月 23 日）

何度も助けてもらい、公園内の安全面等は肥山氏に助言をいただけた
ため、円滑に当日を迎えることができた。教育普及の専門家や、異な
る部署の方と知恵を出し合うことで、ひと味違ったタイプのプログラ
ムが行えることを学んだワークショプでもあった。

２．休館前のワークショップ
休館直前の 2016 年度には、２人の作家による３つのワークショップを企画した。それらはいずれも常
設展あるいは屋外展示作品を含むコレクションとつながる、新しい感覚を美術館に与えてくれるものだっ
た。
2016 年 11 月に開催したのは、中村裕太（1983 〜）の「近美をスクラッチ！」である。このワークショッ
プは、
当時常設展示室で行われていた「グリッドの美学」という小企画に合わせたもので、
「アートにどぼん」
のプログラムの１つとして開催された。中村は「民俗と建築にまつわる工芸」をテーマに、人々の生活の
痕跡やもうひとつの歴史を掘り起こす作品を発表している作家だ。
「グリッドの美学」展には、欧米由来の
モダニズム全盛期の作品が並んだが、中村の視点を加えることでその歴史や枠組みを緩やかに解きほぐし
ながら、
日本におけるグリッドを問うことができないかと考えていた。当初はタイルを使ったワークショッ
プを、と提案したのだが、2016 年はちょうど美術館が休館する前年だったこともあり、モノの表面と時
間の層を転写できる「フロッタージュ」の技法を取り入れたワークショップを行うこととなった。
休館を目前に控えた 2017 年３月には、中村裕太による「近美をクリーンナップ！」と、金氏徹平（1978
〜）の「白い彫刻をつくろう！」という２つのワークショップを開催した。
再び中村に依頼したのは「近美をスクラッチ！」が好評だったことにつきる。積み重ねた時間のほころ
びを丁寧にすくっていく中村のアウトプットは、クロージングイベントとしてふさわしいという意見が館
内であがったのだ。中村が新たに提案してくれた「近美をクリーンナップ！」は、美術館の屋外彫刻であ
るアレクサンダー・コールダー《フラミンゴ》と、村岡三郎《Oxygen / Shiga》を清掃する、というもの
だった。ありふれた日常の動作でありながら、作品にとっては可逆的 ・基本的な保存修復行為である「掃
除」を通じて、時間を遡り作品が美術館にもたらされた地点に状態を戻すワークショップでもあった。参
加者たちは作品の清掃を通じ、長年美術館のシンボルとなり、活動を支えてくれた作品をねぎらった。
金氏のワークショップは、彼の代表的なシリーズ《White Discharge》を展開し、日用品を積み上げて
つくったフォルムの上に白い石膏を振りかけて彫刻をつくっていくというものだ。本ワークショップは、
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現代美術における素材や保存をテーマにした常設展「物質と素材」の関連企画として実施した。展覧会の
テーマを現在進行形のものとして伝える作家を考えた時、マテリアルの扱い方や捉え方が同時代の作家達
の中で際立った存在である金氏が真っ先に思い浮かんだ。本番当日はまず、
《White Discharge》シリーズ
を制作するに至った背景や制作時の心境、モノに対するふるまいについて金氏から丁寧なレクチャーを受
けた。彼の作品に倣ったワークショップに取り組むにあたり、作家本人から話が伺えたのは重要なこと
だった。
「白い彫刻」づくりでは、
まずは 1 人でつくることができる小さなサイズのものを、
その後はロビー
へ移動して複数人で協力してつくる大きな彫刻をそれぞれ制作した。様々な人が往来するロビーを開催場
所に含められたのは、とても良かったと思っている。大きな彫刻をつくり始めると、その場に偶然通りか
かった来館者も足を止めて様子を見てくれたり、自分も参加したいという声が聞こえてきたりと、空間が
活気づくのを感じられたためだ。本ワークショップは各地の美術館や劇場で何度か実施されていたものだ
が、滋賀近美クロージングバージョンとして、長年当館で使われていた備品も作品の一部になってもらっ
た。
この３つのワークショップの成果物は館内で展示することができた。以下は、
会場で示した展示用のキャ
プションである。現在の状況とは齟齬がある部分もあるが、当時の記録として修正せずに記載する。
２−１．中村裕太ワークショップ「近美をスクラッチ！」
2016 年 11 月３日（木・祝）11:30 〜 12:30、13:30 〜 14:30、15:00 〜 16:00
ワークショップ会場：館内各所およびその周辺

展示会場：常設展示室２前

定員：各回６名
対象：小学生以上
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
《コインと近美のスクラッチ》⑹
ワークショプに参加されたみなさん、中村裕太
アクリル絵の具、紙

2016 年 11 月３日

今回展示されているものは、2016 年 11 月３日（木・祝）に開催されたワークショップ「近美を
スクラッチ！」（講師：中村裕太）に参加されたみなさんの作品です。今回のワークショップでは、
滋賀県立近代美術館の館内や周辺を歩きながら、建物やモノの表面をスクラッチし、その痕跡を採
集していきました。
このワークショップは常設展「グリッドの美学」の関連イベントとして、陶磁器やタイルに深い
造詣を持つ作家・中村裕太氏を講師に招き実施したものです。鋭い洞察力とユーモアを持ち、場の
歴史やものに宿る時間を想起させる作品を展開してきた中村は、展示のテーマである「グリッド」
を軸に、美術館の色々な「かたち」や「凹凸」に注目したワークショップを展開することを提案し
てくれました。そして、ピカソのエッチング作品である《テーブル》から制作のヒントを得ます。
防蝕膜をニードルで削ることで自由に線をひいていくエッチングの手法と、シートを削りながら事
物の表層をかたどるスクラッチの手法との間に、ある種の関連性を見出していきました。
参加されたみなさんは、はじめこそ講師やスタッフのヒントをもとに美術館の中にある色々な形
や凹凸をスクラッチしていたものの、次第に自分たちで気になる造形を見つけ、自由に採集を始め
ていきました。そして出来上がった画面はしっかりとかたちが写し取られているものから、スクラッ
チの手の跡が色濃く残っているもの、かたちは不明瞭でもひとつの画面としてとても面白いものな
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図 10

「近美をスクラッチ！」 参加
者の様子（2016 年 11 月３日）

図 11

ワークショップに参加されたみなさん、 中村裕
太 《コインと近美のスクラッチ》 アクリル絵の具・
紙 2016 年

ど、思いもよらない作品が集まりました。こうして出来上がったスクラッチの積層は、それ自体が
モノとしての存在感を雄弁に語りながらも、集合体となることで、場の時間やそこに付随する記憶
までをも伝えているようです。
2020 年３月にリニューアルを迎える予定の当館は、まもなく改修工事に入ることになります。
そのため、今回みなさんがスクラッチしてくれた美術館の壁やタイル、様々な凹凸はもうなくなっ
てしまうかもしれません。展示されている作品たちは、みなさんが集めてくれた、現在の滋賀県立
近代美術館の断片です。
２−２．中村裕太ワークショップ「近美をクリーンナップ！」
2017 年３月 25 日（土）10:00 〜 12:00、13:30 〜 15:30
ワークショップ会場：館内各所、彫刻の道

展示会場：当館ギャラリー

定員：各回４名
対象：中学生以上
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
３月 25 日（土）に、美術家の中村裕太さんをお招きして、ワークショップ「近美をクリーンナッ
プ！」を開催しました。
中村さんは、工芸品や建築物に対する深い洞察と、丁寧なリサーチを組み合わせ、場やものに宿
る時間を温かみを持って表現する作家です。本ワークショップでは、滋賀近美の野外彫刻作品に
フォーカスを当て、表面に付いた「よごれ」をそうじすることで、作品について理解を深めていき
ました。
清掃をした作品は、アレクサンダー・コールダー《フラミンゴ》と、村岡三郎《Oxygen /
Shiga》のふたつ。コールダーは当館のちょうど中心に置かれ、シンボルのように 32 年間の色々な
活動を見守ってくれました。村岡は、
「彫刻の道」という少し離れた場所にある作品ですが、その分
美術館に訪れた人以外の方の目にもたくさん触れてきた作品です。
ふだん、私たちが作品を鑑賞するとき、視覚に頼ることがほとんどです。しかし「そうじ」をす
ることで、ものの表面に触れたり、接近して作品を見たりと、通常とは異なる作品鑑賞の経験が得
（ 28 ）
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図 12

「近美をクリーンナップ！」 参加
者の様子 撮影 ： 表恒匡
（2017 年３月 25 日）

図 13

「近美をクリーンナップ！」 展示の様子
撮影 ： 表恒匡 2017 年

られました。
スクリーンに映し出されるのは、当日のワークショップの模様です。壁にかけられているのは、
《フ
ラミンゴ》が映り込んだこれまでの滋賀近美の活動写真と、《Oxygen / Shiga》の設計図です。お
そうじによってピカピカになった作品も、ぜひご覧になってみてください。
２−３．金氏徹平ワークショップ「白い彫刻をつくろう！」
2017 年３月 20 日（月・祝）13:00 〜 16:30
ワークショップ会場：当館ワークショップルーム、エントランスロビー
展示会場：当館ギャラリー
定員：10 名
対象：中学生以上
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
高くそびえる白い彫刻たち。よく見ると、よく知っている日用品が使われていることに気づくで
しょう。これらは、3 月 20 日 ( 月・祝 ) に開催された「金氏徹平ワークショップ

白い彫刻をつく

ろう！」に参加したみなさんがつくった作品です。
講師の金氏徹平さんは、身の周りにある素材を組み合わせ、切り取り、再構成することで、見慣
れていたはずのものが実は見たこともない表情を持つことを、繊細さとユーモアを交えて示してく
れる作家です。今回は金氏さんの制作をヒントに、これまで使用していた道具やモノを素材にして
作品をつくっていきました。
展示台に置かれた小さな作品は、みなさんが持ち寄った日用品をベースにしてつくられています。
そして大きな２つの作品は、机やパソコン、扇風機などこれまで滋賀近美で使用されていた様々な
道具と、今回のために用意した新たな素材がつかわれています。さまざまな素材を参加者のみなさ
んの手で積み上げ、石膏で覆っていく過程はとてもエキサイティングであり、同時に例えばお墓参
りのような、厳かな身体の動きをも想起させました。
当館の歴史の一部から切り取られたものと、現在の私たちの日常から切り取られたものとが溶け
合い、ひとつになって立ち上がるさま。堂々とした姿の「白い彫刻」たちを、どうぞご覧ください。
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図 14

「白い彫刻をつくろう！」 参加者の様子
（2017 年３月 20 日）

図 15

「白い彫刻をつくろう！」 展示の様子
撮影 ： 表恒匡 2017 年

おわりに
冒頭で述べたように、筆者が 2016 年度から企画・担当にかかわったワークショップは元々、コレクショ
ンの活用という観点から出発している。その意味で、休館前に開催した中村と金氏の試みはワークショプ
というかたちであれ、所蔵作品と「今」をアクチュアルに繋げ、展示の文脈を広げていくものだった。加
えて参加者の多くからは、
「自分の作品が美術館に展示されて嬉しい」
、という声をいただけたことからも、
成果物を展示することには一定の意義があったと考えている。そして休館中の今は、美術館という箱に敢
えてこだわらないプログラムを打ち立てる面白さも実感している。街へ飛び出し、地域の歴史や文化に触
れる谷本の「ホコランプ」と、美術館のすぐ外で自分だけの場所を見つけていく小山田の「巡礼プロジェ
クト」
。どちらのワークショップも当館のコレクションや展覧会とは異なる枠組みで考えたものだが、休館
中だからこそ実現できた試みであると同時に、美術館を建物の外へと開いてくれるプログラムでもあった。
さてここまで筆者は、休館中か否か、実施場所が美術館の外か内かという極めて限定的な範囲でワーク
ショップを振り返ってきた。しかし開催地や状況の如何にかかわらず、鑑賞者と作り手とが出会い共に時
間を過ごす中で、非日常とも言える特別な経験を共有できる場こそ、これまで行ってきたワークショップ
だったことを改めて思い出したい。作家たちの目線は一貫してフラットかつ批評的で、それぞれのやり方
で私たちの目を開き、心を解放するような時間を間違いなくつくってくれた。美術館は、そうした様々な
人や物事への出会いを、能う限りの知恵を絞り創造していく触媒地なのだろう。それは美術館がいかなる
状態にあっても変わらない。少なくとも筆者は作家とつくるワークショップを行うたびに、大きな喜びと
たくさんの宿題をもらった。多くの方にとっても、ワークショップでの時間が豊かな経験となり記憶の何
処かに残っていたら幸いである。
最後になるが、ワークショップの実現に多大なるご協力を賜った中村裕太さん、金氏徹平さん、谷本研
さん、小山田徹さんと、参加していただいた方々に今一度お礼を申しあげる。
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註

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（１） 休館中のアウトリーチプログラムについては、次を参照。平田健生「長期休館中の出前アウトリーチプログラム
と、そのパッケージ化作業について」『滋賀県立近代美術館研究紀要

第 10 号』2019 年、滋賀県立近代美術館、

p.18-p.26。
（２） 休館前の活動は以前他所で取り上げたため本稿では補足説明にとどめるものの、キャプションには開催時の様子
や雰囲気が表れていると判断し、活動の記録として記載する。休館前の取組みについては、次を参照。『ホップ・
ステップ・ミュージアム

滋賀県立近代美術館コレクション＆アーカイブズ』2018 年、滋賀県立近代美術館、

p.245-p.248。
（３） 「美の糸口

アートにどぼん！」は、2017 年は成安造形大学（大津市）、2018 年は草津宿本陣周辺（草津市）、

そして 2019 年はヴォーリズ学園周辺（近江八幡市）でそれぞれ開催された。
（４） 「ミュージアムとの創造的対話 02

空間／経験

そこで何が起こっているのか？」主催：鳥取県立博物館

会期：

2018 年 11 月 23 日（金・祝）〜 12 月 24 日（月・振休）。
（５） 過去の「たいけんびじゅつかん」の活動は、次の報告にまとまっている。横山道代「十一年目の「たいけんびじゅ
つかん」―滋賀県立近代美術館の親子のためのワークショップをふりかえって―」『滋賀県立近代美術館研究紀
要

第９号』2013 年、滋賀県立近代美術館、p.29-p.47。

（６） 本キャプションは、ワークショップの成果物を中村が展示し、《コインと近美のスクラッチ》と名付けたことを
受けて記したものである。
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