
参加無料
（要材料費）

平成31年度（令和元年度）文化庁
「地域と共働した博物館創造活動支援事業」

美術館や博物館（ミュージアム）が大好
きで、楽しい企画がないかいつも鼻をク
ンクンさせて探している。発見すると
「み」のポーズで「ここいこワンワン！」
と鳴いて知らせてくれる。一緒に行くと、
ミュージアムのお宝が見つかるらしい。
性格：好奇心が旺盛（おうせい）で、笑
顔が大好物。

神戸の文化発信実行委員会主催

協力 明石市立文化博物館、芦屋市立美術博物館、神戸アートビレッジセンター、神戸市立小磯記念美術館、神戸市立博物館、神戸ファッション美術館
竹中大工道具館、西宮市大谷記念美術館、白鹿記念酒造博物館、兵庫県立美術館、BBプラザ美術館、横尾忠則現代美術館

明石市立文化博物館
神戸市立博物館
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神戸アートビレッジセンター
神戸市立小磯記念美術館
BBプラザ美術館
白鹿記念酒造博物館
兵庫県立美術館
横尾忠則現代美術館
芦屋市立美術博物館
白鹿記念酒造博物館
西宮市大谷記念美術館
神戸ファッション美術館

みゅーけん実施施設へ行ってみよう！
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※休館日・開館時間は各施設のホームページをご参照ください。

明石市立文化博物館
明石市上ノ丸2-13-1
078-918-5400
akashibunpaku.com
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ミュージアムエデュケーション研究会
2019「みんなの学美場」は、明石、神
戸、阪神間の美術館や博物館等12の
文化施設が連携し、ミュージアムを活
用した教育の可能性について考える研
究会です。
各館の特性を活かして考案された多彩
なプログラムを通してみんなで学びあ
いませんか。
作品や資料等の「もの」と「人」とをつ
なぐ出会いの場として、また学校や社
会での教育の場としてミュージアムを
活用いただけることを願っています。

・お名前・ご所属（ある方のみ）、TEL、FAX（ある方のみ）、メールアドレスをご記入の上、
　各館の受付方法に従ってお申し込みください。
・締切後1週間以内に各開催館から返信いたします。※応募多数の場合は抽選させていただきます。
・開催日の5日前になっても開催館から返信がない場合には、お手数ですが担当者までご連絡ください。
・当日は所定の時刻までに受付を完了してください。
・キャンセルされる場合は、開催館までお電話で必ずご連絡ください。

みんなの
学美場

まな び ば

現場で活かせる
ミュージアムエデュケーション研究会2019

対象

美術館・博物館、文化施設で実施される
教育活動に興味のある高校生以上の方
でしたらどなたでも

明石の歴史と、この地で培われ
た文化を紹介する博物館。特別
展では内外の優れた美術・工芸
品等を展示。

神戸アートビレッジセンター
神戸市兵庫区新開地5-3-14
078-512-5500
kavc.or.jp

若手育成を掲げる神戸市立の複
合文化施設。演劇・美術・映像等
の制作、練習、発表、鑑賞の場を
提供。

神戸市立博物館
神戸市中央区京町24
078-391-0035
city.kobe.lg/museum/

国宝「桜ヶ丘銅鐸」や聖ザヴィエ
ル像などの南蛮美術、古地図に
関する所蔵品を中心に企画展や
特別展を開催。

竹中大工道具館
神戸市中央区熊内町7-5-1
078-242-0216
dougukan.jp

日本唯一の大工道具の博物館。
「道具」を使いこなす「人」の技と
知恵、そこから生まれる「建築」や
木の文化について紹介。

兵庫県立美術館
神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1
078-262-0901
artm.pref.hyogo.jp

阪神・淡路大震災からの文化の
復興のシンボルとして開館。彫
刻、版画、兵庫ゆかりの美術、近
現代美術を1万点以上所蔵。

横尾忠則現代美術館
神戸市灘区原田通3-8-30
078-855-5607
ytmoca.jp

兵庫県出身の美術家・横尾忠則
の作品・資料を所蔵・展示。横尾
作品を中心に、年3回の企画展を
開催。

BBプラザ美術館
神戸市灘区岩屋中町4-2-7
BBプラザ2F
078-802-9286　bbpmuseum.jp

2009年開館。国内外の近現代絵
画と彫刻を中心としたコレクショ
ン展や現代美術等を紹介する企
画展を開催。

神戸市立小磯記念美術館
神戸市東灘区向洋町中5-7
078-857-5880
city.kobe.lg/koisomuseum/

神戸に生まれ、神戸で制作を続
けた洋画家・小磯良平の油彩・素
描・版画など約3,000点をアトリ
エ・蔵書・諸資料とともに所蔵。

神戸ファッション美術館
神戸市東灘区向洋町中2-9-1
078-858-0050
fashionmuseum.or.jp

公立では日本初のファッションの
美術館。欧米の宮廷衣装や現代
デザイナー作品、約70ヶ国の衣
装を所蔵・展示。

芦屋市立美術博物館
芦屋市伊勢町12-25
0797-38-5432
ashiya-museum.jp

美術部門と歴史部門の複合文化
施設。芦屋ゆかりの近代・現代の
美術作品や芦屋の歴史に関する
資料を所蔵・展示。

西宮市大谷記念美術館
西宮市中浜町4-38
0798-33-0164
otanimuseum.jp

日本の近世・近現代美術、絵本原
画、デザインなどの展覧会を開
催。西宮ゆかりの絵画を中心に
約1,200点を所蔵。

白鹿記念酒造博物館
西宮市鞍掛町8-21
0798-33-0008
hakushika.co.jp/museum/

明治２年築の木造蔵を利用した
酒蔵館と美術品・資料等を展示
する記念館で構成。酒造りの歴
史と文化を紹介。
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8/11
13：00-17：00
※途中休憩あり

日

うたの起源（表現しない身体）
神戸アートビレッジセンター

講師  梅田哲也（アーティスト）
無料
10名
〆7/28（日）
担当=岡村　TEL：078-512-5500

申し込み方法・申し込み先
TEL：078-512-5500

子ども達と一緒に、シンプルな声と
動きを組み合わせたパフォーマンス
に参加するワークショップ。教育活動
に携わる方（今後携わる予定の方）に
体験していただきたい内容です。

撮影：渡邉寿岳

2/1
10：30-12：30

土

浮世絵観察と浮世絵摺り体験を美術に活かす
神戸市立博物館

講師  博物館スタッフ
無料　15名　〆1/17（金）
担当=山中・田頭
TEL：078-391-0035

申し込み方法（往復はがき）・申し込み先
〒650-0034 神戸市中央区京町24番地
神戸市立博物館　みんなの学美場　係

実物浮世絵を見て触れ、浮世絵の
摺り体験をします。摺りの版木はプ
ロの彫師による復刻版木「神奈川
沖浪裏」（葛飾北斎）です。

芦屋市立美術博物館

10/12
13：00-16：30

土

ガラス絵を作ろう！
横尾忠則現代美術館

講師  美術館スタッフ
無料
10名
〆9/28（土）
担当=林・尾崎
TEL：078-855-5607申し込み方法・申し込み先

info@ytmoca.jp

透明な板に絵を描いていく「ガラス
絵」を制作します。キラキラと輝く
作品の制作に挑戦してみませんか？

白鹿記念酒造博物館

西宮市大谷記念美術館

11/2
10：30-16：00

土

学芸員と行く！ミュージアムの庭めぐり
～ミュージアム活用を考えるバス研修

芦屋市立美術博物館／白鹿記念酒造博物館
西宮市大谷記念美術館

講師  各館スタッフ
1,100円（amasora弁当費として）
20名　〆10/19（土）
担当=大槻（芦屋）・大浦（白鹿）
　　　作花（大谷）
詳細は各館まで

※amasora弁当｜当日のお弁当内容と異なります。ご了承ください。

申し込み方法・申し込み先
manabiba20191102@otanimuseum.jp

ミュージアムには美術作品や歴史史料 を
鑑賞する展示室だけでなく、各館の個性
を活かした庭があります。今回は館外ス
ペースの活用をテーマに、成り立ちの異な
る３つの庭をめぐりながら、みなさんと一
緒にミュージアムの庭の使い方や楽しみ
方を見つけていきたいと思います。

昨年の丹波布織り体験の様子

12/8
13：00-16：00

日

素材から学ぶファッション～丹波布を織る～
神戸ファッション美術館

講師  丹波布技術保存会、
美術館スタッフ
無料　20名程度
〆11/9（土）
担当=仲井・次六
TEL：078-858-0050申し込み方法・申し込み先

TEL 078-858-0050 　info@fashionmuseum.or.jp

綿（わた）を紡いで糸にし、糸を織
り、布にする体験をとおして、繊維
素材から布へ、服ができる過程を
学びます。

10/6
13：30-16：30

日

美術館でダンス！
兵庫県立美術館

講師  堤悠輔（貞松・浜田バレエ団
総監督）、藤井泉（ダンサー）
無料　20名　〆9/22（日）
担当=遊免　TEL：078-262-0908

申し込み方法・申し込み先
eventx@artm.pref.hyogo.jp　FAX 078-262-0903

美術館を舞台に、身体表現とコラ
ボレーションし、鑑賞と表現の新た
な可能性を探ります。

1/11
10：00-12：00

土

牛乳パックカメラで明石の街並みを撮ろう！(おとな編)
明石市立文化博物館

講師  博物館スタッフ
300円　10名　〆12/23（月）
担当=梶原　TEL：078-918-5400

申し込み方法（往復はがき）・申し込み先
〒673-0846 明石市上ノ丸2丁目13番1号
明石市立文化博物館　みんなの学美場　係

牛乳パックでカメラを作って明石の
写真を撮ろう。
（日光写真を撮影します）

9/23
10：00-16：00
※途中昼食休憩あり

月㊗

ペーパークラフトで酒蔵を作ろう
白鹿記念酒造博物館

講師  藤沢和幸
（グラフィックデザイナー
日本パッケージ協会会員）
500円（材料費）　20名
〆9/9（月）
担当=大浦　TEL：0798-33-0008申し込み方法・申し込み先

TEL：0798-33-0008　FAX：0798-32-2790

現在は白鹿記念酒造博物館として
活用している明治時代の酒蔵を、学
芸員から酒蔵の解説を聞きながら
ペーパークラフトで作ります。

酒蔵館ペーパークラフト完成イメージ

9/8
10：00-15：00　
(昼食休憩あり・弁当持参)

日

傾斜角28度、その先の景色。摩耶山に・・・
BBプラザ美術館

講師  山村幸則（美術家）
1,700円（六甲・摩耶1dayチケット代）
15名　〆8/25（日）
担当=宮本　TEL：078-802-9286

申し込み方法・申し込み先
ＴＥＬ：078-802-9286 　FAX：078-802-9287
bbp_museum@shimabun.co.jp

BBプラザから坂を上がり、バス、
ケーブルカー、ロープウェーにて掬
星台を目指します。「視点を変え
る」遠足へ出かけましょう。

8/24
14：00-17：00

土

やってみよう！対話型鑑賞
神戸市立小磯記念美術館

講師  勅使河原君江
（神戸大学大学院准教授）
無料　20名　〆8/10（土）
担当=水田　TEL：078-857-588０

申し込み方法（往復はがき・返信可能なFAX）・申し込み先
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-7　神戸市立小磯記念美術館
みんなの学美場　係　FAX：078-857-3737

対話型鑑賞ファシリテーター（進行
役）の実習です。対話型鑑賞に興味
があり、学校やミュージアムで実践
をしたい方はぜひご参加ください。


