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毎週
土曜は
アートの日

◎JR鳥取駅から
　　▶バスで　ⓐ１００円バスくる梨 （緑コース）で、「⑪仁風閣 ・県立博物館」下車すぐ
　　　　　  　ⓑループ麒麟獅子 「③鳥取城跡」下車すぐ   
　　　　　　  ⓒ砂丘、湖山、賀露方面行 「西町」下車約４００ｍ
 　　　　　　 ⓓ市内回り岩倉、中河原方面行 「わらべ館前」下車約６００ｍ
　　　　▶タクシーで　約１０分
◎鳥取空港から　▶鳥取駅行空港連絡バスで 「西町」下車約４００ｍ
◎お車で　▶鳥取自動車道 「鳥取ＩＣ」 または 「鳥取西ＩＣ」から約１５分

　　　　　　　　※当館駐車場２１台駐車可能 （なるべく公共交通機関をご利用ください）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
予定を変更する場合があります。また、講堂
での上映会・講演会等は、座席数を制限する
ため、開始時刻の３０分前に開場し、原則
先着順といたします。最新情報は、当館の
ホームページをご覧ください。

登録していただいた方には、ファシリテーター養成講座や展覧会
会場でのファシリテーションの機会などについて優先的に情報
提供を行うほか、登録者によるミーティングなども企画します。

ご興味のある方は、メールやお電話でご連絡ください。

主に小学生の来館招待時における鑑賞活動の充実を図るため、
より多くの対話型鑑賞のファシリテーターを募集しています。

あなたも
「対話型鑑賞のファシリテーター」に
なってみませんか？

令和３年度鳥取県立博物館企画展「コレクション・マリアージュ  SOMPO美術館×鳥取県
立博物館　東郷青児と前田寛治、ふたつの道」会場での対話型鑑賞の様子

「対話型鑑賞」は一つの作品を何人かで鑑賞し、発見したことや
感じたことを対話しながら鑑賞を深めていく鑑賞法です。鑑賞者
は「作品をじっくりみて、対話し、そのことをもとに考え、もう一度
見る」ことを繰り返します。その過程で、対話をスムーズに進めたり、
言葉を共有しやすいように整理したりするのが「対話型鑑賞の
ファシリテーター」です。ファシリテーションにはちょっとしたコツ
がありますが、一度身に付けたファシリテーション・スキルは、
アートの分野のみならず、様々な場面で役立つ力となります。

令和７年春の県立美術館開館に向けて
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「ワークショップつくり隊！」企画

モールでアート！
ちょこっとワークショップ

２７

（８４分／１９５４年／チェコスロバキア）
（１５５分／１９７９年／ソ連）

【時間】 14：00 ～ 15：４0
【場所】 講堂
【対象】 小学生～一般　
【申込】 不要　　 
【定員】 ７0 名　（当日先着順）
◎視聴無料

【時間】 1３：00 ～　終了予定１６：００
【場所】 会議室
【対象】 幼児～一般 （小学 4 年生以下は保護者同伴）
【定員】 １０ 組 程度
【申込】 ８月５日（金） ８：３０～ 電話受付開始、先着順
◎参加費無料

【時間】 14：00 ～ 1６：４0　 　 【場所】 講堂
【対象】 高校生～一般　　　　　　 　【申込】 不要　　 
【定員】 ７0 名　（当日先着順）　 ◎視聴無料

チェコ伝統の人形劇への愛着を持つ一方で、実写とアニメーションを
融合させた斬新な作品を数多く生み出したチェコ・アニメーションの巨
匠 カレル・ゼマンの初期の作品。４人の少年たちが、時間の川をのぼ
りながら恐竜時代を冒険する物語です。作中には、ティラノサウルスも登
場！夏の企画展と合わせて、ご鑑賞ください。（上映は字幕版）

ワークショップ

らくがきばんざい！　秋編シン・キョウリュウをつくろう！

【時間】 10：00 ～ 12：00
　　　　　　 13：00 ～ 15：00
【場所】 博物館前庭
【対象】 幼児～一般
【申込】 不要　　
◎参加費無料

当館の名物企画を「県展」の会期に合わせて開催します。博物館前の
広場に、みんなでおもいっきりお絵描きをして楽しんじゃおう！
※雨天中止。また、空きスペースの状況に応じて参加を制限する場合があります。

※７月３日（日）１０：００～、「ワークショップつくり隊!」が、実施に向けて準備を行います。
ご興味のある方は様子を覗きにきてもＯＫ！　決まった内容は、ホームページ等で
お伝えします。

※「ファシリテーター登録」の詳細については、表面に記載しています。

「前世紀探検」
スペシャルアートシアター

「ストーカー」　デジタルリマスター版
スぺシャルアートシアター

いま、その手法が、教育分野
だけにとどまらず、広く注目さ
れている「対話型鑑賞」。今回
は、当館所蔵の美術作品数
点をこの日限り特設会場に
展示し、ファシリテーター登録
者の方とともに対話型鑑賞
の体験会を行います。

【時間】 ①14：00～ ②14：30～ ③15：00～　(各回20分程度)
             ※開始時刻ごとに、集まった人数で対話しながら作品
                鑑賞を行います。
【場所】 エントランスホール　【対象】 小学生～一般　
【定員】  各回６名程度　　　　　【申込】  不要　　　◎参加費無料

初めての対話型鑑賞
おしゃべりアート鑑賞②

博物館で見つけたお気に入りのかたち

―博物館の “ 生きものたち ” をつくろう

シリーズ ： MUSEUM で描く②

【時間】 14：00 ～ 16：０0
【場所】 企画展内休憩コーナー
【対象】 幼児～一般　
【定員】  先着５０名　程度
　◆要観覧料
「ティラノサウルス展」会場内で見て
きたかたちからイメージを膨らませて、
お絵描きコーナーで絵を描きます。
今回は、黒い画用紙に白いペンをご
用意します。お気軽にご参加ください。

毎年夏に開催するシリーズ展示「美術をめぐる
場をつくる」の番外編として、博物館の中庭に、
たくさんのかざぐるまを設置していく企画を開催
します。特別な場所をつくる企画に、あなたも参加
してみませんか？

県民による普及活動チーム　「ワークショップつくり隊！」。今回は、開催中
の企画展「ティラノサウルス展」にちなんで、紙粘土でオリジナルの“シン・
キョウリュウ”をつくるワークショップを企画しました！夏の思い出づくりに、
ぜひご参加ください。

イメージ

対話型鑑賞ファシリテーションのイメージ

※会場へは、企画展のチケットをお
   買い求めの上、ご入場ください。

３０
【講師】 生田眞氏 （版画作家）   【時間】　１３：３0 ～１５：30
【場所】 キナルなんぶ　（〒68３-0351　西伯郡南部町法勝寺 341）
【対象】 幼児～一般 （小学 4 年生以下は保護者同伴）
【定員】　１５名　
【申込】　７月１５日（金） ８：３０～　電話受付開始、先着順
◎参加費無料 （移動美術館南部展の入場も無料）

【時間】　 １4：０0 ～１6：00
【場所】 ２階休憩コーナー （第２・３展示室の間）
【対象】 幼児～一般　　　　　　【申込】 不要　
【定員】　先着５０名程度 （材料がなくなり次第終了）　　◎参加費無料

「エンボッシング」でオリジナルポストカードをつくろう！

移動美術館南部展 関連企画

当館所蔵の版画作品を出張展示する機会に合せ、会場内の版画用
プレス機を使って、「エンボス」のポストカードをつくります。

２３

当館の名物企画を開催します。土と
水を混ぜ合わせていっぱい泥をつくっ
たら、大きな壁にぺったんこ。さあ、今年も
みんなでどろまみれになっちゃおう！

【時間】10：00 ～ 12：00　
　　　　　　（雨天の場合は中止）
【場所】地下バックヤード　　　
【対象】 幼児～一般　　【定員】なし
【申込】 不要　　　◎参加費無料

※汚れてもよい服装でお越しください。
また、帽子や飲料等も適宜ご持参ください。

※会場の参加者数の状況に応じて、 お待ちいただく場合があります。

泥でアート！
ワークショップ

モールを使って好きな形をつくるコーナーを、この日限定で開設します。
常設展示室で目にした魅力的な生きものや企画展の恐竜たちを、カラ
フルなモールを使ってつくってみませんか？

かざぐるまでアート！
シリーズ「美術をめぐる場をつくる」 番外編

【時間】　 １０：０0 ～１2：00、 １３：００ 〜１５：00
【場所】 博物館中庭（雨天時は１階休憩コーナー）
【対象】 幼児～一般　　　　　【申込】 不要　　　　◎参加費無料

画像提供：株式会社パンドラ
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ゾーンと呼ばれる謎の立ち入り禁止
区域。その奥にある部屋では、どんな
望みも叶えられるという。ストーカー
と呼ばれるゾーンの水先案内人は、
作家と物理学者を連れて、その禁断
の地に踏み入れる─。「映像の詩
人」と呼ばれ、抒情的な作風により
今なお世界中の映画ファンを虜にし
ている映画監督、アンドレイ・タルコフ
スキー（1932-1986）の名作を上映
します。

制作イメージ

（材料がなくなり次第終了）　　


