
たとえば・・・
こんな感じ？

[ 例 ]

（こども用ワークシート）

美術館のこども部屋は、美術館の中にみんなが楽しめるこども部屋をつくろう！という

展覧会です。この展覧会では、作品のとなりにヒントがあります。そのヒントと一緒に

作品を楽しんでください。

いっしょ

美術館での約束
やくそく

美術館には、作品を守るという大切な仕事があります。みんなが、おとなになっても作

品を見られるように、守っています。そのために、いくつかの約束があります。みんな

で作品を守ろう！

やくそく

どうして食べ物、飲み物ダメ？

作品は、虫やカビがとっても

苦手。みんなで作品を守りま

しょう。

た　　もの の　　もの

むし

にが て　　　　　　　　　　　　　　　 まも

傘や長いもの、大きな
荷物はダメ？

もし傘や荷物が人や作品

にぶつかったら？入り口

にあずけてね。

かさ　    に  もつ

いり ぐち

かさ　　なが

 に  もつ

大きな声ダメ？
走っちゃダメ？

しずかに楽しみたい人
もいるかも。ふつうの声
でのお話なら大丈夫。
走って、作品や誰かに
ぶつかったら大変！ゆっ
くりあるきましょう。

おお　　　 こえ

だれ

はし

たいへん

作品に触っちゃダメ？
さくひん　 さわ

作品はみんなの汗などが
苦手。（酸や油分、塩分が苦手。）

 さん　 ゆ ぶん えんぶん  にがて

展示室ではえんぴつなら大丈夫？
ボールペンやカラフルな色え

んぴつが作品についたら大

変！えんぴつだけをつかってね。

たい

へん

てんらんかいてんらんかい

みんなで大切な
作品を守ろう！

美術館でよく使う言葉
こと  ば

所蔵作品　　…　美術館があつめた作品たちのこと。

展覧会　　　…　美術作品などを並べてたくさんの人に見せること。

　　　　　　　　そこにはいろいろなメッセージがあります。

展示室　　　…　作品を展示し、展覧会をする場所。

作家　　　　…　作品をつくった人。作者。

作品タイトル…　作品の名前。

キャプション…　作品の名札。

しょぞうさくひん

てんらんかい

 てん じ しつ

 さっ  か

 さくひん

てんらんかい   ば しょ

  さくしゃ

   な  ふだ

かいてみよう！

作品のとなりにふきだしがついています。作品のヒントが

書いてあります。えんぴつマークがあったら、このワーク

シートに絵や文章でかいてみよう。
   え　    ぶんしょう

ジュリオ・ゴンザレス《人物（鏡の前の女）》
絵画と彫刻、どこがちがうかな？文章で書いてみよう。
かい   が　　   ちょうこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ぶんしょう　　 か

作品のとなりのふきだしのココ！

えんぴつマークがあるよ！

おなじところ ちがうところ

マス目や円にあわせて描くって、どんな感じかな？おもしろいかたちをかいてみよう。

そんなのカンタンかな？  なんだか、とっても難しいかも。

め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　かん

菅井汲《無題》、《星座》
マス目に合わせて、おもしろいかたちを描いてみよう。

すが  い   くみ　　　む　だい　　　　   せい    ざ

め

むず

丸木スマ《動物》
あなたならどんな表具にする？描いてみよう。

まる   き　　　　　　      どうぶつ

ひょうぐえが えが

名作ってなんだろう？
あなただけのタイトルをかんがえてみよう。

まる   き　　　　　　      どうぶつ

ひょうぐ えが

そのあとで、それぞれの作品のヒントについて考えてみましょう。

1

2

3

あなたがこの作品の中で好きだと思う部分を見つけてみましょう。つぎに、作

品の中で気になる（嫌い、不思議、わからない）部分を見つけてみましょう。

　

最後に、あなただけの作品の名前を考えてみましょう。

３つ目のテーマ「名作ってなんだろう？」では、9点の作品の名前を隠しています。
かく

 ぶ  ぶん

きら　　　 ふ   し   ぎ  ぶ  ぶん

 さい ご

となりにこたえ（作品のタイトル）があるよ。

丸木位里    《ラクダ》

奥田元宋    《秋巒真如》

寺田政明    《二つの道》

靉　光    《帽子をかむる自画像》

靉　光    《コミサ》

小林千古    《静物》

ルネ・マグリット  《人間嫌いたち》

パウル・クレー   《ある音楽家のための楽譜》※1

パウル・クレー    《何で走っているのだろう》※2

クルト･シュヴィッタース 《メルツ 394，ピナコテーク》

※1　9月 5日（木）～ 11 月 4日（月）の期間展示

※2　11 月 5日（火）～ 12 月 25 日（水）の期間展示

あい　  みつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼうし　　　　　　　　じ  が  ぞう

あい　  みつ　　　　　　　　　　　　　　　　　

てら だ まさあき　　　　　　　　　　　　　　　　ふた　　　 みち

 こ   ばやしせん   こ せいぶつ

にんげんぎら

おんがくか　　　　　　　 がく ふ

なん　  はし

しゅうらんしんにょおく だ  げんそう

まる き　い  り

 き  かんてんじ

 き  かんてんじ

21
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れい



たとえば・・・
こんな感じ？

[ 例 ]

（こども用ワークシート）

美術館のこども部屋は、美術館の中にみんなが楽しめるこども部屋をつくろう！という

展覧会です。この展覧会では、作品のとなりにヒントがあります。そのヒントと一緒に

作品を楽しんでください。

いっしょ

美術館での約束
やくそく

美術館には、作品を守るという大切な仕事があります。みんなが、おとなになっても作

品を見られるように、守っています。そのために、いくつかの約束があります。みんな

で作品を守ろう！

やくそく

どうして食べ物、飲み物ダメ？

作品は、虫やカビがとっても

苦手。みんなで作品を守りま

しょう。

た　　もの の　　もの

むし

にが て　　　　　　　　　　　　　　　 まも

傘や長いもの、大きな
荷物はダメ？

もし傘や荷物が人や作品

にぶつかったら？入り口

にあずけてね。

かさ　    に  もつ

いり ぐち

かさ　　なが

 に  もつ

大きな声ダメ？
走っちゃダメ？

しずかに楽しみたい人
もいるかも。ふつうの声
でのお話なら大丈夫。
走って、作品や誰かに
ぶつかったら大変！ゆっ
くりあるきましょう。

おお　　　 こえ

だれ

はし

たいへん

作品に触っちゃダメ？
さくひん　 さわ

作品はみんなの汗などが
苦手。（酸や油分、塩分が苦手。）

 さん　 ゆ ぶん えんぶん  にがて

展示室ではえんぴつなら大丈夫？
ボールペンやカラフルな色え

んぴつが作品についたら大

変！えんぴつだけをつかってね。

たい

へん

てんらんかいてんらんかい

みんなで大切な
作品を守ろう！

美術館でよく使う言葉
こと  ば

所蔵作品　　…　美術館があつめた作品たちのこと。

展覧会　　　…　美術作品などを並べてたくさんの人に見せること。

　　　　　　　　そこにはいろいろなメッセージがあります。

展示室　　　…　作品を展示し、展覧会をする場所。

作家　　　　…　作品をつくった人。作者。

作品タイトル…　作品の名前。

キャプション…　作品の名札。

しょぞうさくひん

てんらんかい

 てん じ しつ

 さっ  か

 さくひん

てんらんかい   ば しょ

  さくしゃ

   な  ふだ

かいてみよう！

作品のとなりにふきだしがついています。作品のヒントが

書いてあります。えんぴつマークがあったら、このワーク

シートに絵や文章でかいてみよう。
   え　    ぶんしょう

ジュリオ・ゴンザレス《人物（鏡の前の女）》
絵画と彫刻、どこがちがうかな？文章で書いてみよう。
かい   が　　   ちょうこく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ぶんしょう　　 か

作品のとなりのふきだしのココ！

えんぴつマークがあるよ！

おなじところ ちがうところ

マス目や円にあわせて描くって、どんな感じかな？おもしろいかたちをかいてみよう。

そんなのカンタンかな？  なんだか、とっても難しいかも。

め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　かん

菅井汲《無題》、《星座》
マス目に合わせて、おもしろいかたちを描いてみよう。

すが  い   くみ　　　む　だい　　　　   せい    ざ

め

むず

丸木スマ《動物》
あなたならどんな表具にする？描いてみよう。

まる   き　　　　　　      どうぶつ

ひょうぐえが えが

名作ってなんだろう？
あなただけのタイトルをかんがえてみよう。

まる   き　　　　　　      どうぶつ

ひょうぐ えが

そのあとで、それぞれの作品のヒントについて考えてみましょう。

1

2

3

あなたがこの作品の中で好きだと思う部分を見つけてみましょう。つぎに、作

品の中で気になる（嫌い、不思議、わからない）部分を見つけてみましょう。

　

最後に、あなただけの作品の名前を考えてみましょう。

３つ目のテーマ「名作ってなんだろう？」では、9点の作品の名前を隠しています。
かく

 ぶ  ぶん

きら　　　 ふ   し   ぎ  ぶ  ぶん

 さい ご

となりにこたえ（作品のタイトル）があるよ。

丸木位里    《ラクダ》

奥田元宋    《秋巒真如》

寺田政明    《二つの道》

靉　光    《帽子をかむる自画像》

靉　光    《コミサ》

小林千古    《静物》

ルネ・マグリット  《人間嫌いたち》

パウル・クレー   《ある音楽家のための楽譜》※1

パウル・クレー    《何で走っているのだろう》※2

クルト･シュヴィッタース 《メルツ 394，ピナコテーク》

※1　9月 5日（木）～ 11 月 4日（月）の期間展示

※2　11 月 5日（火）～ 12 月 25 日（水）の期間展示

あい　  みつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼうし　　　　　　　　じ  が  ぞう

あい　  みつ　　　　　　　　　　　　　　　　　

てら だ まさあき　　　　　　　　　　　　　　　　ふた　　　 みち

 こ   ばやしせん   こ せいぶつ

にんげんぎら

おんがくか　　　　　　　 がく ふ

なん　  はし

しゅうらんしんにょおく だ  げんそう

まる き　い  り

 き  かんてんじ

 き  かんてんじ

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

れい


	所蔵第Ⅱ期ハンドアウト_ダウンロード用omote
	所蔵第Ⅱ期ハンドアウト_ダウンロード用ura

