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滋賀県立陶芸の森
令和２年度 報告書

世界にひとつの宝物づくり事業
子どもやきもの交流事業

つちっこプログラムは子どもや障がい者などのみなさんが、地元陶芸作家や地域ボランティアとの協働により「土」を素材とした体験事業「つちっこプロ
グラム」をとおして、ものをつくる喜びや感動を体感することによって、次世代の心豊かで創造的な人材を育成する活動を行っています。



世界にひとつの宝物づくり事業

来園制作
出張授業Ⅱ
特別講座

研究会、研修会
展覧会の開催

その他

1. 来園制作

幼児～大学生（特別支援学校生を含む）、障がい者など
の団体を随時受付し、鑑賞、見学、創作体験を組み合わせ
た活動を行いました。令和2年度では、甲賀市信楽伝統
産業会館のシアター映像の使用許可を得て、見学時に希
望する学校を対象に映像を活用しています。
コロナ感染症の影響から団体の申し込みはありません

が、学校の数に大きな減少はありません。来園し自然に囲
まれた中で陶芸体験をした児童たちからは心からの喜び
の声をたくさん聞いています。

特徴的なできごと 　来園制作

1-①　甲賀市立雲井小学校による作陶体験
上半期での唯一の来園制作を実施した学校となりました。

信楽町内の小学校でもあり、また、児童数も少ないことか
ら、緊急事態宣言が解除された後の6月に実施すること
になりました。
■開催日・学年・内容・参加人数
令和2年
6月11日（木）　ランタントロフィー	 6年生　11人
6月18日（木）　シーサー	 5年生　17人
6月23日（火）　土面	 2年生　24人
6月25日（木）　たぬき	 3年生　20人
6月30日（火）　土面	 1年生　10人

■学校名　甲賀市立雲井小学校　
■場所　滋賀県立陶芸の森　創作室

1- ②　児童数の多い学校への対応プログラム
100 人規模の学校に対応するため、20 人程度の班

に分けて、制作と見学を行いました。制作については、
粘土でフロッタージュ作品を泉の広場、窯の広場などの
屋根のある半野外で実施しました。また、見学は陶芸の
森公園内の施設をめぐるプログラムの他に、信楽町内見
学なども新しく取り入れました。
■開催日・学年・内容・参加人数
令和2年
10月　7日（水）　彦根市立旭森小学校	 4年生
	 フロッタージュ+まちあるき	 148人
10月　9日（金）　草津市矢倉小学校	 4年生
	 フロッタージュ+まちあるき	 101人
10月22日（木）　彦根市立城南小学校	 4年生
	 フロッタージュ+園内見学	 129人
11月　4日（水）　草津市笠縫小学校	 2年生
	 フロッタージュ+園内見学	 120人
11月　5日（木）　草津市草津小学校	 4年生
	 フロッタージュ+園内見学	 104人
11月19日（木）　草津市老上小学校	 4年生
	 フロッタージュ+園内見学	 106人

■場所　	信楽窯元散策路、および、陶芸の森　創作室周
辺、泉の広場、登り窯・穴窯、星の広場

世界にひとつの
宝物づくり事業

令和2年度は新型コロナ感染症の拡大を防止する観点から、特に、春から夏までの期間は講座の申し込みが激減しました。
また、甲賀市指定信楽焼無形文化財の会の匠による講座は中止としました。秋からはクラスを分ける、プログラム内容の工夫
を行うなどの感染症対策をして実施しました。参加件数では、秋期のみを見ると、前年度よりも増加傾向にあります。
新たな活動としては、一般財団法人地域創造からの助成を受けての活動に協力参加しました。また、文化庁の文化芸術振

興費補助金を受けて「文化芸術×共生社会プロジェクト」事業に参加し、ワークショップやYouTube配信に取り組みました。
マスクたぬき焼き上がり作品
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世界にひとつの宝物づくり事業

1-③　三密対策プログラム
	 「新種発見　びわ湖の生きもの大図鑑」
びわ湖の生き物について学習用プリントとつくり方の

パワーポイントを参考に、学校で事前に学んだ後、想像
力を働かせて新しいびわ湖の生きものをつくるプログラ
ムです。粘土の素材感を体感してもらうため、塊の粘
土を「握る、つまむ」といった動作から形を生み出しま
す。このつくり方によって、使う道具を最小限にし、また、
陶芸家の制作補助を減らすことができました。
■開催日・学年・内容・参加人数
令和2年
10月　8日（木）　湖南市立水戸小学校		2年生　61人
10月20日（火）　東近江市立能登川西小学校
	 4年生　34人

■内容　	新種発見　びわ湖の生きもの大図鑑
■場所　	滋賀県立陶芸の森　創作室

1-④　滋賀県立三雲養護学校中学部の
　　　来園作陶体験

コロナ禍により校外学習の実施が定まらない中、早く
から計画をいただき、幾度も打ち合わせを重ねて実施し
た来園制作でした。
様々な状態のこどもたちが、初めて触れるねんどの感

触に最初は驚き、制作が進むにつれ楽しみながら、思い
思いの作品をつくることができました。

■学校名・開催日・参加人数
滋賀県立三雲養護学校
令和2年
　9月11日（金）　中学部　9組	7人
　9月24日（木）　中学部　3組	6人
　9月25日（金）　中学部　4組	6人　中学部8組	7人
10月　1日（木）　中学部　5組	6人　中学部7組	8人
10月15日（木）　中学部10組	8人
11月27日（金）　中学部　1組	4人

2. 出張授業Ⅱ

特別支援学校などを対象に、直接出向き制作体験活動
の機会を提供しました。

特徴的なできごと

2-①　三雲養護学校小学部への出張授業

「こどもたちに、ねんど体験をさせてあげたい」という
先生のご要望により、複数日で出張授業を行いました。事
前打ち合わせでは、先生より児童の状態を伺いながらプ
ログラム提案をしました。当日参加したこどもたちは先生
方も驚く集中力で、それぞれにねんどと向き合い制作し
ていました。
こちらも来園制作同様、以前草津養護学校に勤務され

ていた先生が三雲養護学校に赴任され、紹介いただいた
ことから実現した授業であり、つちっこの活動の輪の拡が
りを感じるできごとでした。
■学校名・開催日・参加人数
滋賀県立三雲養護学校
令和2年
　9月15日（火）　小学部低学年部3・4組　13人
	 小学部低学年部7組　　　5人

　9月17日（木）　小学部低学年部9組　　　5人
	 小学部低学年部8組　　　4人
　9月24日（木）　小学部低学年部6組　　　5人
	 小学部低学年部10組　　6人
11月20日（金）　小学部高学年部1組　　　5人

2-②　「美ココロ・パートナーシップ」事業への協力参加

滋賀次世代文化芸術センターが主体となって実施して
いる、不登校、別室登校児童のいる学校、特別支援学級
の児童を対象としたプログラム、美ココロ・パートナーシッ
プ事業へ協力をしました。また、昨年度に引き続き、若手
芸術家を対象に学校現場でワークショップ研修が行わ
れ、人材の育成にも繋がる活動の支援のもと、参加協力
しました。

1- ② 信楽伝統産業会館見学

1-② 園内、泉の広場でフロッタージュ1-② 窯元散策路　Ogama（大窯）見学

1- ① 5 年生作品　シーサー

想像上のびわ湖の生きもの
陶芸家が集まり考えた見本 水戸小学校 2 年生作品

事前学習用プリント
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世界にひとつの宝物づくり事業

■実施回数　10件　　　　■参加者総数　231人
■参加学校名
・大津市立打出中学校　特別支援学級
・大津市教育相談センター　適応指導教室ウイング
・草津市適応指導教室　やまびこ教室
・甲賀市適応指導教室　ハッピーホーム
・大津市立中央小学校　特別支援学級
・大津市立瀬田北小学校　特別支援学級
・大津市立雄琴小学校　特別支援学級
・草津市立山田小学校　特別支援学級
・滋賀県立草津養護学校

■主催	 滋賀県、滋賀次世代文化芸術センター
■協力	 世界にひとつの宝物づくり実行委員会

2-③　文化庁の文化芸術振興費補助金
　　　（文化芸術創造拠点形成事業）

「文化芸術×共生社会プロジェクト」内での取り組み
ワークショップ
授業名「ねんどでフロッタージュ	-学校を写しとろう！-」
多様な人びとが支えあうことにより、障がいの有無に

かかわらず誰もがともに、文化芸術活動に親しみ、活躍す
る環境づくりの一環として、社会福祉法人グロー法人本
部企画事業部内の滋賀県障害者芸術文化活動支援セン
ター　アイサ（アール・ブリュット　インフォメーション＆
サポートセンター）と協働して、滋賀大学付属特別支援学
校の児童を対象に校内の庭を活用したねんどフロッター
ジュ活動を行いました。
■開催日　令和2年11月25日（水）
■学校名　滋賀大学教育学部附属
　　　　　特別支援学校
■参加人数　19人
■主催　「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会、
　滋賀県障害者芸術文化活動支援センター	アイサ
（アール・ブリュット　インフォメーション＆サポートセ
ンター）、世界にひとつの宝物づくり実行委員会

2-④　受託事業
　　　下之郷遺跡キッズクラブ「GO	Kids」による
　　　10周年記念「どっき土器プロジェクト」

弥生時代の大規模な環濠集落遺跡にある「下之郷史跡
公園」で守山市内の小学生とつちっこ陶芸家が一緒に史
跡公園10周年となるのを記念して、代表的な遺物の壺と
甕を大きくしたサイズのものを作成しました。この中には
子どもたちが粘土を挟んで握手をした、手跡の残ったメッ
セージ入り、野焼きの握手土器を入れました。2020年は
コロナで大変だったという言葉も土に刻まれ、今を生きる
子どもたちの生の声と手跡が土器というタイムカプセル

と通して伝えられたらという願いを込めました。
■開催日・参加者数
①令和2年　9月19日（土）	 8人
②令和2年10月24日（土）	 8人
③令和2年11月14日（土）	 9人
④令和2年12月　6日（日）	 9人
⑤令和3年　1月16日（土）	 8人
⑥令和3年　2月20日（土）	 完成式　9人

■参加者　守山市内の小学生（4年生以上）
■主催　守山市教育委員会事務局	文化財保護課
■協力　世界にひとつの宝物づくり実行委員会
関連記事　毎日新聞　2020／12／9　朝刊掲載
　　　　　京都新聞　2021／1／21　全日版掲載

3.特別講座（子どもやきものシリーズ）

短い夏休みの休日を利用して、一般の親子を対象とし
た講座を実施しました。コロナ感染拡大防止対策として、
例年1日1回・定員30人のところ、本年度は1日を午前・
午後の２部制にし、1部の定員を8人としました。（きょう
だい受け入れの場合は、参加人数を10人までと設定。）
つくるかたちを考えて講座に来てくれたこどもも多く、限
られた時間ながらゆったりとした環境で楽しそうに制作
する姿が印象的でした。
■対象　一般の親子
■子どもやきものシリーズ回数　4回
■参加者合計　68人　　　■1日の平均人数　17人
■場所　陶芸の森　創作室

1 	どうぶつのお皿をつくろう！
■開催日　令和2年7月18日（土）　
■講師　松波　曜子　　　■参加人数　16人

2 	ぽんぽこタヌキの花入れをつくろう！
■開催日　令和2年7月19日（日）
■講師　岡田　南央　　　■参加人数　18人

フロッタージュ粘土を組み立てた作品

どうぶつのお皿をつくろう！

出土品を参考に大きな壺を
つくる子どもたち
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世界にひとつの宝物づくり事業

3 	貯金箱をつくろう！
■開催日　令和2年7月25日（土）　
■講師　木ノ戸　久仁子　■参加人数　16人

4 	薪窯で焼こう！ランタン制作
■開催日　令和2年7月26日（日）
■講師　灘　さとみ　　　■参加人数　18人
※作品は、令和2年11月17日（火）～22日（日）に陶
芸の森登り窯にて焼成。

■登り窯の焼成助成　一般財団法人　地域創造

4.研究会・研修会など

4-①　守山市の国史跡下之郷史跡公園で
　　　古琵琶湖層の粘土採取

国史跡下之郷遺跡からは、弥生人の生活や文化、自然
環境を知るうえで貴重な遺物が多数出土しています。付
近の古琵琶湖層の原土を守山市の考古学者、大学院生、
陶芸家が実際に場所を選定した後、自分たちで採取し、や
きものの要である土を知る活動を行いました。
■日時　令和2年6月20日（土）土の研究（原土採取）
■参加者数　6人
■会場　下之郷史跡公園、大篠原

■協力　泥家藤兵衛（橋　陶料）
■主催　守山市教育委員会　文化財保護課
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

4-②　滋賀県立レイカディア大学地域文化学科2年生

「地域の魅力を再発見し地域課題を見つけ、さらに地
域活動の現場を見学することにより、企画や調整、支援で
きる人材となるように学習すること」を目的に、授業を実
施しました。つちっこプログラムが関わる信楽町内での活
動やおかみさんの会が、どのようにまちづくりに関わって
いるのかを講演と見学をとおして伝えました。
■日時　令和3年1月19日（火）
■参加者数　20人
■場所　滋賀県立陶芸の森　視聴覚室
■主催　レイカディア大学地域文化学科

以下「世界にひとつの宝物づくり事業」と「子どもやき
もの交流事業」との協同活動　P8～P10　参照　
・	検討会、研修会
・	展覧会の開催　
・	その他

番号 講座形態 実施件数 参加者数 備考

1
来園制作（学校） 39件 1,675人

内訳）　県内学校　　　　　　　　　　　30件　1,597人
　　　	県外学校　　　　　　　　　　　 1件　　　　7人
　　　	特支学校・学級　　　　　　　　　 7件　　　53人
　　　	適応指導教室　　　　　　　　　 1件　　　18人

　　　　（団体） -件 -人 　　　	県内団体　　　　　　　　　　　　-件　　　　-人

2 出張授業Ⅱ 28件 477人

内訳）　特支学校・学級　　　　　　　 　10件　　151人
　　　	美ココロ　　　　　　　　　　　10件　　231人
　　　	団体（下之郷史跡公園）　　　　　6件　　　51人
　　　	イベント　　　　　　　　　　　　2件　　　44人

3 特別講座 4件 68人 一般の親子

4 研修会、研究会など 5件 62人

研修会内訳）　教材検討会　　　　　　　 1件　　　12人
　　　　　　	滋賀大学教職大学院　　　 1件　　　13人
　　　　　　	滋賀次世代文化芸術センター　 1件　　　11人
　　　　　　	レイカディア大学　　　　　1件　　　20人
研修会内訳）　守山市教育委員会（下之郷史跡公園）1件　　　　6人

5 文化芸術×共生社会
プロジェクト 5件 55人 ワークショップ+YouTube撮影　　　　　 4件　　　35人

ワークショップ　　　　　　　　　　　　　1件　　　20人
合計 81件 2,337人

幼児～大学生…2,221 人　大人…116 人　講座平均…28.9 人

■実績　世界にひとつの宝物づくり事業

ぽんぽこタヌキの花入れ 登り窯焼成されたランタン

考古学者、大学院生、
陶芸家による原土採取

レイカディア大学講師による解説
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子どもやきもの交流事業

公益財団法人
滋賀県陶芸の森事業

来園プログラム（見学）
出張授業Ⅰ

ねんどと遊ぶ
研修会、研究会
展覧会の開催

その他

子どもやきもの
交流事業

令和2年度の特徴的なできごと

1.来園プログラム（見学）

来園プログラムは、秋の校外学習のシーズンにも学校
からの申し出がありました。信楽焼の展覧会「奇跡の土」
展の見学や、太陽の広場のビンゴゲーム、窯場、星の広場
を見学プログラムに入れ、信楽焼の解説は、甲賀市伝統
産業会館の信楽解説ビデオを活用し補足的にポイント解
説や子どもたちの質問に答えて行く形で行いました。新
型コロナウイルス感染予防の為、さわって体験できる「や
きものなるほどコーナー」は活用を中止しました。

2.出張授業Ⅰ

新型コロナウイルス感染防止の対応策

新型コロナウイルス感染防止策に対応し、３密を避け
るため、以下の点に留意して行いました。今年度初めての
開催となった7月の授業では、滋賀次世代文化芸術セン
ターと連携した授業で、講師の陶芸家や当館も含め、さ
まざまな対応策を共に学びました。

（ア）事前に制作方法を解説したパワーポイントや、導
入内容のパワーポイント、制作作品のイメージ図
を記入する学習プリントを送り、制作当日には、子
どもたちが制作したい作品のイメージが固まって
いるように、学校側と連携しながら進めました。

（イ）講師・学校側に、チェックシートを送付し、陶芸の森が
どのような対応のもとに行うかをお知らせしました。

（ウ）制作会場については、学校側にできるだけ広い部
屋を確保いただき、換気、３密を避けるための工夫
を、相談しました。ただし、学校の体制や問題意識
はそれぞれ違い、学校での通常の授業の状況をも
とに担当の先生と相談しながら、子どもたちの状
況などもふまえ対応していきました。

①授業名「狛犬のグループ制作」
膳所高等学校『狛犬YZプロジェクト』
京都芸術大学・琵琶湖文化館・滋賀県立陶芸の森との連携

滋賀県立膳所高等学校では、4月初頭から「新型コロ
ナウイルス感染症に対応した臨時休業」となり、オンライ
ン授業が行われた。その授業のひととして、美術Ⅰ、Ⅱの共
通課題として『狛犬YZプロジェクト　2020』と題した地

本物と出会う－総合的学習プログラム／陶芸の森来園プログラムと出張授業Ⅰ	（連携授業）
小・中・高等学校を対象に陶芸の素晴らしさや陶芸の森を広めるために、学校への出張授業や来園プログラムを進めています。

学校・美術館・文化ボランティア・陶芸家の四者連携のプログラムです。
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子どもやきもの交流事業

域にある文化財「狛犬」のプログラムが開催。京都芸術大
学の現代作家ヤノベケンジ教授らが生徒のスケッチを講
評するオンライン授業などが行われました。当館は、狛犬
のグループ制作の授業で連携しました。
■日時　令和2年11月11日（水）、11月25日（水）
■学校　滋賀県立膳所高等学校　2年生
■生徒数　21人組　6体
＊また、この授業では当館の「おうちでVR」や特別展
「リサ・ラーソン展」解説動画を高校の授業でも使え
るように配慮して制作しました。狛犬のグループ制作
では、授業で動物を造形化するということで参考動

画として活用いただきました。

②授業名
新規プログラム「薪窯で焼くお茶碗等をつくろう！」

MIHO美学院3年生は信楽焼の登窯で焼成される、茶
道に用いるお茶碗や皿を制作しました。薪窯で作品が焼
成された作品と対面し、生徒たちは薪窯への興味がより
深くなったといいます。
■日時　令和2年10月13日（火）、14日（水）
■学校　MIHO美学院　3年生
■児童数　2１人	

3.ねんどと遊ぶ	ちょっとだけ陶芸体験

秋の連休につちっこプログラムのスタッフでもある陶
芸家が講師となって、来園した親子とともに制作を行う申
込不要のプログラムです。
セラミックアートマーケットと同時開催ということもあ

り、会場に来て、催しを知り参加する人が全体の半数あり
ました。参加者の地域分布は県内と県外では半々で、や
きものづくりの楽しさを県外に発信するいい機会になっ
ています。	また、参加者の中には、このプログラムを楽し
みに来園されるリピーターも見受けられます。
※今年度、春の作家市は、コロナ感染拡大防止のため中止。
■対象　一般の親子　　　　■回数　2回
■参加者合計　81人　（1回の平均人数　40.5人）

以下「世界にひとつの宝物づくり事業」と「子どもやきもの交流事業」との協同活動　P8～P10　参照　
・	研修会、検討会
・	展覧会の開催
・	その他

番号 開　催　日 内　　容 参加者人数 講　　師

1 9 月 20 日 日 かわいいごはん茶碗づくり 42 人 松本　恵理香
2 9 月 21 日 月・祝 ハンコで飾ろう　ステキなお皿づくり！ 39 人 橘　功一郎

■実績　子どもやきもの交流事業 
番号 講座形態 実施件数 参加者数 備考

1
来園プログラム
（来園見学）

11 件 688 人 県内小中学校	

2 出張授業Ⅰ 101 件 5,699 人 県内小中高学校など

3 ねんどと遊ぶ 2 件 81 人 一般の親子
4 研修会など 1 件 20 人 滋賀大学教職大学院　1 件　20 人

合　計 115 件 6,488 人

幼児～高校生…6,468 人　大人…20 人　講座平均人数…56.4 人

かわいいごはん茶碗づくり

① 共同制作された狛犬 ② 登り窯の窯づめ前（左）

7



協同活動

「世界にひとつの宝物づくり事業」
「子どもやきもの交流事業」との
協同活動

■会場　滋賀県立陶芸の森　陶芸館ギャラリー
■主催　滋賀県立陶芸の森
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

3.ワークショップ
　「アーティストと一緒にねんどであそぼう！」
（陶芸、地質学、歴史、民俗のミュージアム４館連携

展示の関連プログラム）

甲賀市水口歴史民俗資料館、多賀町立博物館の2館が
中心となって行われたこのイベントは、一般の子どもたち
と陶芸家が20㎏の大きな塊の粘土で思いっきり遊んで
から作品づくりをしました。また、できた作品は陶芸の森
の登り窯で焼成しました。
■開催日・会場・参加者数
①令和2年9月26日（土）
　甲賀市信楽中央公民館　20人
②令和2年9月27日（日）
　多賀町立博物館　24人

■助成　一般財団法人　地域創造
■主催　甲賀市水口歴史民俗資料館、多賀町立博物館、
　　　甲賀市土山歴史民俗資料館、滋賀県立陶芸の森	

■協力　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

4.　【地域創造プロジェクト】　登り窯焼成
■焼成品
　連携授業MIHO美学院、信楽焼４館連携企画他
■会期
　令和２年１１月18日（水）～１１月22	日（日）　５日間	
■見学団体　大津市立比叡平小学校
　　　　　　守山市立物部小学校
■助成　一般財団法人　地域創造
■主催　滋賀県立陶芸の森	
■協力　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

1.事前授業用の動画、パワーポイント作成

参加者と講師の密を避ける目的から、事前授業に生か
してもらうため、縄文土器、土面、タヌキ、シーサー、ラン
プシェード、茶碗づくり、絵付けなど、様々なプログラムの
解説とつくり方の動画やパワーポイントを作成し、事前に
当日の授業の理解を深めてもらいました。
■場所　滋賀県立陶芸の森
■協力　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

２.展覧会	夏休み企画
「子どもたちの土の造形―本物との出会いから」展　

平成21年度から継続して来園し制作をしている雲井
小学校は、本年度も小学4年生以外の全学年がやきもの
づくりに挑戦しました。（P2	1-①参照）6年生は2.5kg
の粘土を使って手びねりで大きなランタントロフィーをつ
くりました。信楽の小学校では全学年の児童が粘土体験
をしています。粘土体験を通して児童の成長がうかがえ
る展示となりました。
■出品学年・制作内容・出展数
1年生　土面　　10点　　2年生　土面　24点
3年生　たぬき　20点
5年生　シーサー（粘土1.5㎏）	 	 　17点
6年生　ランタントロフィー（粘土2.5㎏）	　17点

■出展数　88点
■会期
　令和2年７月18日（土）～8月30日（日）　３９日間	
■来場者数　6,886人		一日平均　177人

陶芸の森川口雄司元館長による
絵付け動画作成

大きな粘土を足で練る子ども
陶芸家はフェイスシールド着用で
一緒に遊ぶ

シーサーのつくり方を
わかりやすく説明したパワーポイント

パプアニューギニアの土器を知り
土面づくりに活かすパワーポイント
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協同活動

「世界にひとつの宝物づくり事業」
「子どもやきもの交流事業」との

5.	【地域創造プログラム】
「薪窯ワークショップ焼成報告～登窯焼成」展

■出展数　２１点／MIHO美学院3年生
■会期
　令和2年12月8日（火）～12月13日（日）　6日間	
■来場者数　963人　一日平均160人
■会場　滋賀県立陶芸の森　陶芸館ロビー
■助成　一般財団法人　地域創造
■主催　滋賀県立陶芸の森

■協力　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

6.検討会、研修会
①コロナ感染症対策としての作品内容検討会

陶芸の森学芸員、つちっこ陶芸家などが集まり、2020
年下半期に向けての作品内容を検討するとともに、コロ
ナ感染症対策として、既存のプログラムの工夫をすると
共に、新しいプログラムの検討をしました。また、複数クラ
ス同時進行で行われる授業に対応するために、制作方法
や手順などの共通理解をする場としました。
■日時　令和２年7月1日（水）　■参加者数　11人　
■会場　滋賀県立陶芸の森　創作室
■主催　滋賀県立陶芸の森
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

②滋賀大学大学院教育学研究科／
高度教職実践専攻（教職大学院）

特色ある教育実践と教材開発（第3回）
滋賀大学で学ぶ現職教員らを対象に、パプアニューギ

ニアの土器を見て土面づくりの体験プログラムを紹介し
ました。パプアニューギニアの精霊にインスピレーション
を受けた漫画家や岡本太郎なども例に挙げて、児童、生
徒が土器に込められた意味を知り、人々が土に込める思
いを知ることによって、引き出される造形制作を通じて思
いやイメージを形にするための体験講座を行いました。

■日時　令和2年10月20日（火）　■参加者数　13人
■会場　滋賀大学教職員大学院演習室
■主催　滋賀大学大学院教育学研究科
■協力　滋賀県立陶芸の森
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会
　　　　滋賀次世代文化芸術センター

7.YouTube、インスタグラム配信

【滋賀県立陶芸の森	つちっこ公式チャンネル】
https://www.youtube.com/channel/
UCCT2xu-JeK9DVJfgAV0Yhvg

【滋賀県立陶芸の森	つちっこ公式Instagram】
https://www.instagram.com/
tsuchicco_program/

1-①　ゴールデンウィークから6月初旬までの外出が難
しい状況下、自宅で粘土体験をしてもらうため、
動画をアップしました。また、実際に自宅ででき
た作品はインスタグラムに上げてもらうことで、
画像をシェアできる仕組みとしました。

1  まほうのて1
「ねんどでできたかたちに、かおをかいてみよう！」
https://youtu.be/8Balnf8nifg
■公開日　令和2年4月22日（水）

2  まほうのて２
「ねんどをつまんで、どうぶつをつくろう！」
https://youtu.be/Jy_BEujW0Kc
■公開日　令和2年4月22日（水）

3  まほうのて3
「ねんどで『やわらかく』みえるかたちをつくろう！」
https://youtu.be/e4BufmKGPag
■公開日　令和2年4月30日（木）

4  まほうのて4
「ねんどで『かたく』みえるかたちをつくろう！」
https://youtu.be/s-BgoekdyCs
■公開日　令和2年4月30日（木）

登り窯焼成

登り窯焼成記録の OR コード読み取り 登り窯で焼かれた作品

① 実際に粘土を使って検討する陶芸家たち ② 土器に込められた思いを知り、作品づくり
をすることの大切さを語る陶芸の森学芸員

1～4どこでも手に入る粘土の紹介場面 1握った粘土に顔をかいて集めてみると　　　
　楽しい
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協同活動

5  おやこでねんど１
「おだんごが〇〇に！」
https://youtu.be/
KckIvG5-nvE
■公開日
令和2年5月22日（金）

6  おやこでねんど2 
「おだんごが◯◯に！」
https://youtu.be/biwQ1qid9bY
■公開日　令和2年6月2日（火）

■配信回数　6回
■実施場所　滋賀県立陶芸の森　創作室
■主催　滋賀県立陶芸の森
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

1-②　文化庁の文化芸術振興費補助金
　　　（文化芸術創造拠点形成事業）
　　　「文化芸術×共生社会プロジェクト」内での
　　　取り組み　YouTube配信
フロッタージュで、外国につながる子どもたちや障がい者

が陶芸家と出かけ、共に活動をする様子を配信しました。

1  [外国につながるおやこ]×[とうげい家おやこ]
　 公園をねんどにうつす
■公開日　令和2年10月29日（木）
https://youtu.be/E7uWebWuVWQ　（日本語版）

2  [与有外国背景的亲子]+[陶艺家亲子]
　 用粘土拓印公园一角
　 [外国につながるおやこ]×[とうげい家おやこ]
　 公園をねんどにうつす
■公開日　令和2年10月29日（木）
https://youtu.be/0x7b5PO5OQQ（中国語版）

3  青年寮のみなさん 信楽をねんどにうつす1	
■公開日　令和2年11月11日（水）
https://youtu.be/GfbLjlXFwvE

4  青年寮のみなさん 信楽をねんどにうつす2
■公開日　令和2年12月10日（木）
https://youtu.be/_ikD7Psi6hc

5  「インターナショナルスクール」
　公園をねんどでうつして・・なにつくる？
■公開日　令和3年1月28日（木）
https://www.youtube.com/watch?v=u_6_smy4Ag4

6 International School [The Shigaraki Ceramic 
Cultural Park Clay Kids Official Channel]
■公開日　令和3年2月26日（金）
https://www.youtube.com/watch?v=4rdJEhBe96g

7  登りがまで やきます！

■公開日　令和3年2月27日（土）
https://www.youtube.com/watch?v=cxGcm6v21FU

8  展示がはじまりました！
■公開日　令和3年3月20日（土・祝）
https://www.youtube.com/watch?v=SixemGRaqo8

■配信回数　8回（内2回は外国語翻訳版）
■実施場所　信楽町内の窯元散策路、
　　　　　　滋賀県立陶芸の森　公園
■主催　「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会、
　　　　滋賀県立陶芸の森
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

展覧会　「ねんどでフロッタージュ
　　　　－	まち、公園、学校を写しとろう！」展

令和 2 年の秋から冬にかけて、心地よい風を受けな
がら、障がい者や外国につながりをもつ子どもたちが、
陶芸家と共に町なかや学校、陶芸の森公園内を散策し、
気に入った場所を粘土にフロッタージュ（写し取り）し、
作品をつくりました。多様な人びとが文化芸術活動を通
して交流することによりもたらされる、ユーモラスで、
楽しく、おだやかで、エネルギー溢れる様子が感じとれ
る展示となりました。
■展示作品
[ 外国につながるおやこ ]×[とうげい家おやこ ]　4 点
信楽青年寮×陶芸家　3 点
滋賀大学教育学部附属　特別支援学校　8 点
関西学院インターナショナルスクール　画像展示
■出展数　15 点＋YouTube にて動画紹介
■会期
令和3年3月20日（土・祝）～3月28日（日）8日間

■来場者数　1,239 人　一日平均 154.9 人
■会場　滋賀県立陶芸の森　陶芸館ギャラリー
■主催　「文化芸術×共生社会プロジェクト」実行委員会、
　　　　滋賀県立陶芸の森
　　　　世界にひとつの宝物づくり実行委員会

5たくさんつくったおだんご粘土から
　できるものは何かな

2中国に繋がる親子と陶芸家親子が
　一緒に粘土体験
　中国語版 YouTube も配信

4青年寮のみなさんが窯元散策路を粘土
　でフロッタージュしたピースで作品づくり
 

展示風景
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各種実績

番号 日付 授業名 区分1 区分2 区分3 学校・団体名等 学年等 人数 講師名

1 6月11日 木 ランタントロフィー（2.5㎏） 来園制作 宝	物 甲賀市立雲井小学校 6年生 17 宮本　ルリ子

2 6月18日 木 シーサー（1.5㎏） 来園制作 宝	物 甲賀市立雲井小学校 5年生 17 津守　愛香

3 6月20日 土 土の研究（原土採取） 研究会 宝	物 下之郷史跡公園 6

4 6月23日 火 土面 来園制作 宝	物 甲賀市立雲井小学校 2年生 24 福岡　佑梨

5 6月25日 木 たぬき 来園制作 宝	物 甲賀市立雲井小学校 3年生 20 津守　愛香

6 6月30日 火 土面 来園制作 宝	物 甲賀市立雲井小学校 1年生 10 津守　愛香

7 7月1日 水 新規プログラムサンプル検討会 検討会 宝	物 陶芸家スタッフ 12

8 7月13日 月 エコガラス使用お皿制作 出張授業Ⅱ 美 宝	物 大津市立打出中学校　 特別支援学級 9 岡田　南央
橘　功一郎

9 7月18日 土 どうぶつのお皿をつくろう！ 特別講座 宝	物 特別講座① 一般の親子 16 松波　曜子

10 7月19日 日 ぽんぽこタヌキの
花入れをつくろう！	（1.5㎏） 特別講座 宝	物 特別講座② 一般の親子 18 岡田　南央

11 7月25日 土 貯金箱をつくろう！ 特別講座 宝	物 特別講座③ 一般の親子 16 木ノ戸　久仁子

12 7月26日 日 登り窯で焼こう！ランタン制作 特別講座 宝	物 特別講座④ 一般の親子 18 灘　さとみ

13 9月2日 水 土面 来園制作 宝	物 南山城村立南山城保育園 5才児 7 福岡　佑梨

14 9月2日 水 たぬき 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立聾話学校 小学3・4年生 3 津守　愛香

15 9月4日 金 ランプシェード（OF) 来園制作 宝	物 長浜市立長浜南小学校 6年生 76 津守　愛香

16 9月10日 木 たぬき 来園制作 宝	物 甲賀市立油日小学校 4年生 24 津守　愛香

17 9月11日 金 ランプシェード（BF） 来園制作 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 中学部 7 田中　哲也

18 9月11日 金 エコガラス使用お皿制作 出張授業Ⅱ 美 宝	物 大津市教育相談センター
適応指導教室ウイング 55 木ノ戸　久仁子	

松本　恵理香

19 9月12日 土 ねんどでフロッタージュ
－まち、公園、学校を写しとろう－ 来園制作 共 宝	物 外国につながる子どもたち 7 津守　愛香

20 9月15日 火 ハンコでお皿、感触あそび 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 小学部3組・4組・
　　　7組 18 灘　さとみ

21 9月15日 火 たぬき（色なし） 来園制作 宝	物 東近江市立八日市北小学校 4年生 79 福岡　佑梨

22 9月16日 水 エコガラス使用お皿制作 出張授業Ⅱ 美 宝	物 草津市教育研究所
やまびこ適応指導教室 20 木ノ戸　久仁子	

松本　恵理香

23 9月17日 木 ハンコでお皿、感触あそび 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 小学部9組・8組 9 灘　さとみ

24 9月17日 木 たぬき 来園制作 宝	物 甲賀市立土山小学校 3年生 30 津守　愛香

25 9月18日 金 ねんどでフロッタージュ
－まち、公園、学校を写しとろう－ 出張授業Ⅱ 共 宝	物 信楽青年寮 6 福岡　佑梨

26 9月19日 土 大壺づくり① 出張授業Ⅱ 宝	物 下之郷史跡公園キッズクラブ　	
Go	Kids 小学生 8 宮本　ルリ子

27 9月24日 木 ハンコでお皿（ナマコ釉） 来園制作 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 中学部3組 6 津守　愛香

28 9月24日 木 ランプシェード、ゆのみ、
はしおき 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 小学部6組・10組 11 灘　さとみ

29 9月25日 金 ハンコでお皿、ランプシェード 来園制作 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 中学部4組・8組 13 岡田　南央

30 9月26日 土 ねんどあそび＋薪窯焼成作品 出張授業Ⅱ 宝	物 甲賀市水口歴史民俗資料館 一般の親子 20

宮本　ルリ子
橘　功一郎
津守　愛香
田中　哲也
木ノ戸　久仁子
松本　恵理香
宇野　晶

31 9月27日 日 ねんどあそび＋薪窯焼成作品 出張授業Ⅱ 宝	物 多賀町立博物館 一般の親子 24

宮本　ルリ子
橘　功一郎
髙間　智子
田中　哲也
木ノ戸　久仁子
宇野　晶

32 9月29日 火 薪窯作品制作体験 研修 宝	物 滋賀次世代文化芸術センター 大人 11 宮本　ルリ子

33 9月30日 水 たぬき（色なし） 来園制作 宝	物 彦根市立若葉小学校 4年生 40 岡田　南央

34 10月1日 木 土面 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立守山養護学校 小1～中3 23 橘　功一郎

35 10月1日 木 ハンコでお皿 来園制作 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 中学部5組・7組 14 津守　愛香

36 10月2日 金 たぬき 来園制作 宝	物 彦根市立平田小学校 4年生 46 岡田　南央

37 10月3日 土 ねんどでフロッタージュ
－まち、公園、学校を写しとろう－ 来園制作 共 宝	物 信楽青年寮 3 福岡　佑梨

38 10月6日 火 風鈴 来園制作 宝	物 滋賀県立野洲養護学校
北桜校舎 高等部3年生 1 津守　愛香

■実績　世界にひとつの宝物づくり事業 美：美ココロ・パートナーシップ事業
共：文化芸術×共生社会プロジェクト
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各種実績

番号 日付 授業名 区分1 区分2 区分3 学校・団体名等 学年等 人数 講師名

39 10月7日 水 園内フロッタージュ+まちあるき 来園制作 宝	物 彦根市立旭森小学校 4年生 148
岡田　南央
橘　功一郎
木ノ戸　久仁子

40 10月8日 木 びわ湖の生物をつくろう！ 来園制作 宝	物 湖南市立水戸小学校 2年生 61 松波　曜子

41 10月9日 金 園内フロッタージュ＋まちあるき 来園制作 宝	物 草津市立矢倉小学校 4年生 101
津守　愛香
松波　曜子
宮本　ルリ子

42 10月9日 金 フロッタージュの器 出張授業Ⅱ 宝	物 大津市立北大路中学校 特別支援学級 10 岡田　南央

43 10月13日 火 たぬき 来園制作 宝	物 彦根市立稲枝西小学校 4年生 19 金丸　美代子

44 10月14日 水 たぬき（色なし） 来園制作 宝	物 長浜市立速水小学校 4年生 46 橘　功一郎

45 10月14日 水 エコガラス使用お皿制作 出張授業Ⅱ 美 宝	物 甲賀市適応指導教室
ハッピーホーム 17 津守　愛香

岡田　南央

46 10月15日 木 たぬき（色なし） 来園制作 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 中学部10組 8 灘　さとみ

47 10月20日 火 びわ湖の生きものをつくろう！ 来園制作 宝	物 東近江市立能登川西小学校 4年生 34 津守　愛香

48 10月20日 火 パプアニューギニアの土器を見て	
土面をつくろう！ 研修 宝	物 滋賀大学大学院

教育学研究科	教職大学院 大学院生・教職員 13 宮本　ルリ子

49 10月22日 木 園内フロッタージュ＋園内見学 来園制作 宝	物 彦根市立城南小学校 4年生 129
津守　愛香
福岡　佑梨
宮本　ルリ子

50 10月23日 金 願いを込めたたぬきをつくろう！ 来園制作 宝	物 日野町立必佐小学校 1年生 55 岡田　南央

51 10月24日 土 大壺づくり② 出張授業Ⅱ 宝	物 下之郷史跡公園キッズクラブ　	
Go	Kids 小学生 8 宮本　ルリ子

52 10月27日 火 たぬき 来園制作 宝	物 栗東市立治田東小学校 4年生 72 津守　愛香

53 10月27日 火 転写シート、陶画パステル、抹茶碗 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立野洲養護学校 小学部27組・28組・
　　　29組 20 灘　さとみ

54 10月28日 水 ハンコのお皿 来園制作 宝	物 ほいくえんももの家だいち 5才児 19 松波　曜子

55 10月30日 金 2色のうつわ 来園制作 宝	物 彦根市適応指導教室オアシス 小中学生 18 岡田　南央

56 11月4日 水 園内フロッタージュ＋園内見学 来園制作 宝	物 草津市立笠縫小学校 2年生 120
橘　功一郎
岡田　南央
宮本　ルリ子

57 11月5日 木 園内フロッタージュ＋園内見学 来園制作 宝	物 草津市立草津小学校 4年生 104
津守　愛香
福岡　佑梨
松本　恵理香

58 11月6日 金 たぬき（色なし） 来園制作 宝	物 甲賀市立大原小学校 3年生 31 岡田　南央

59 11月9日 月 土面 出張授業Ⅱ 美 宝	物 大津市立中央小学校 特別支援学級 8 岡田　南央

60 11月10日 火 たぬき 出張授業Ⅱ 美 宝	物 大津市立瀬田北小学校 特別支援学級 26

橘　功一郎
金丸　美代子
木ノ戸　久仁子
松本　恵理香

61 11月12日 木 ハンコでお皿 来園制作 宝	物 東近江市立御園小学校 4年生 77 橘　功一郎

62 11月14日 土 大壺づくり③ 出張授業Ⅱ 宝	物 下之郷史跡公園キッズクラブ　	
Go	Kids 小学生 9 宮本　ルリ子

63 11月18日 水 たぬき 来園制作 宝	物 大津市立比叡平小学校 4年生 23 岡田　南央

64 11月19日 木 園内フロッタージュ＋園内見学 来園制作 宝	物 草津市立老上小学校 4年生 106
宮本　ルリ子
松波　曜子	
松本　恵理香

65 11月20日 金 ハンコでお皿 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 小高部1組 5 津守　愛香

66 11月20日 金 ハンコでお皿 来園制作 宝	物 ほいくえんももの家 5才児 18 岡田　南央

67 11月24日 火 土面 出張授業Ⅱ 美 宝	物 大津市立雄琴小学校 特別支援学級 13 木ノ戸　久仁子

68 11月25日 水 ねんどでフロッタージュ
－まち、公園、学校を写しとろう－ 出張授業Ⅱ 共 宝	物 滋賀大学教育学部附属

特別支援学校	 中学部 19

宮本　ルリ子
岡田　南央
木ノ戸　久仁子
松本　恵理香

69 11月26日 木 たぬき 来園制作 宝	物 東近江市立玉緒小学校 4年生 26 津守　愛香

70 11月27日 金 風鈴 来園制作 宝	物 滋賀県立三雲養護学校 中学部1組 4 松波　曜子

71 12月1日 火 ねんどでフロッタージュ
－まち、公園、学校を写しとろう－ 来園制作 共 宝	物 関西学院大阪インターナショ

ナルスクール 5年生 20 宮本　ルリ子

72 12月4日 金 楽しい入れものをつくろう！ 出張授業Ⅱ 美 宝	物 草津市立山田小学校 特別支援学級 14 橘　功一郎

73 12月6日 日 壺づくり④、野焼き 出張授業Ⅱ 宝	物 下之郷史跡公園キッズクラブ　	
Go	Kids 小学生 9 宮本　ルリ子

74 12月10日 木 たぬき 出張授業Ⅱ 宝	物 守山市立河西小学校 特別支援学級 42 橘　功一郎

75 12月14日 月 土面 出張授業Ⅱ 美 宝	物 滋賀県立草津養護学校 中学部 36 津守　愛香
岡田　南央

76 1月14日 木 スタンプ皿（色釉3色） 出張授業Ⅱ 宝	物 滋賀県立野洲養護学校 高等部 10 灘　さとみ
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各種実績

番号 日付 授業名 区分1 区分2 区分3 学校・団体名等 学年等 人数 講師名

77 1月14日 木 植木鉢+廃ガラス（BF) 来園制作 宝	物 栗東市立葉山小学校 4年生 25 津守　愛香

78 1月16日 土 大壺づくり⑤ 出張授業Ⅱ 宝	物 下之郷史跡公園キッズクラブ　	
Go	Kids 小学生 8 宮本　ルリ子

松本　治幸

79 1月19日 火 陶芸の森と町との関わり 研修 宝	物 レイカディア大学 社会人大学生 20 宮本　ルリ子

80 1月29日 金 たぬき、シーサー 出張授業Ⅱ 美 宝	物 滋賀県立草津養護学校 高等部13～15組
　　　 16～19組 33

津守　愛香
岡田　南央
金丸　美代子

81 2月20日 土 大壺づくり⑥お披露目 出張授業Ⅱ 宝	物 下之郷史跡公園キッズクラブ　	
Go	Kids 小学生 9 宮本　ルリ子

■実績　子どもやきもの交流事業
番号 日付 授業名 区分1 区分2 学校・団体名 学年 人数 講師名

1 6月10日 水 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立淡海学園 中学生 33 津守　愛香

2 6月16日 火 抹茶碗制作（ローラーグレイズ） 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立中央中学校 3年生 70 田中　哲也

3 6月16日 火 パプアニューギニアの
土面作りに挑戦 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立中洲小学校 5年生 22 宮本　ルリ子

4 6月18日 木 茶碗制作（別日絵付） 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立草津第二小学校 6年生 97
宮本　ルリ子
灘　さとみ
岡田　南央

5 6月18日 木 抹茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立中央中学校 3年生 70 木ノ戸　久仁子

6 6月19日 金 茶碗制作（別日絵付） 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立草津第二小学校 6年生 97 宮本　ルリ子
岡田　南央

7 6月23日 火 茶碗制作（別日絵付） 出張授業Ⅰ 連	携 長浜市立長浜東中学校 1年生 72 橘　功一郎

8 6月23日 火 願いをこめたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立志賀小学校 ４年生 109 灘　さとみ

9 6月25日 木 茶碗制作（同日絵付） 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立老蘇小学校 ６年生 22 松本　恵理香

10 6月26日 金 茶碗制作（別日絵付） 出張授業Ⅰ 連	携 長浜市立長浜東中学校 1年生 72 橘　功一郎

11 6月30日 火 茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立中央中学校 3年生 70 木ノ戸　久仁子

12 7月2日 木 茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立中央中学校 3年生 70 田中　哲也

13 7月2日 木 北大路魯山人の陶芸（講義） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 54 三浦　弘子

14 7月2日 木 10年後の自分に
「トロフィーをおくろう！」 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立老上西小学校 4年生 61 橘　功一郎

松本　治幸

15 7月3日 金 願いを込めたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立常盤小学校 4年生 40 木ノ戸　久仁子

16 7月3日 金 北大路魯山人の陶芸（講義） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 55 三浦　弘子

17 7月3日 金 10年後の自分に
「トロフィーをおくろう！」 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立老上西小学校 4年生 62

橘　功一郎
松本　治幸
宮本　ルリ子

18 7月9日 木 図工　土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立常盤小学校 3年生 40 田中　哲也

19 7月9日 木 タイムスリップ土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立物部小学校 5年生 71 宮本　ルリ子

20 7月10日 金 タイムスリップ土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立物部小学校 5年生 72 宮本　ルリ子

21 7月12日 日 乾山の器 (タタラ成形 ) 出張授業Ⅰ 連	携 近江兄弟社小学校 5年生 14 宮本　ルリ子

22 7月13日 月 茶碗、器制作（別日絵付） 出張授業Ⅰ 連	携 近江兄弟社小学校 6年生 14 宮本　ルリ子

23 7月14日 火 トロフィー制作 (1.5㎏、色なし) 出張授業Ⅰ 連	携 近江兄弟社小学校 4年生 11 橘　功一郎

24 7月14日 火 音が出るやきもの
土鈴をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里小学校 5年生 33 松本　治幸

25 7月15日 水 茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 近江兄弟社小学校 6年生 14 宮本　ルリ子

26 7月15日 水 茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 近江兄弟社小学校 5年生 14 宮本　ルリ子

27 7月16日 木 自分の願いを込めて
シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立守山小学校 5年生 97

灘　さとみ
松本　恵理香
橘　功一郎

28 7月17日 金 自分の願いを込めて
シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立守山小学校 5年生 98 木ノ戸　久仁子

29 7月20日 月 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立老上西小学校 5年生 49
岡田　南央
津守　愛香
橘　功一郎

30 7月21日 火 世界にひとつだけのお皿						 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立吉身小学校 5年生 115 灘　さとみ
橘　功一郎

31 7月22日 水 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立老上西小学校 5年生 50 岡田　南央
津守　愛香
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各種実績

番号 日付 授業名 区分1 区分2 学校・団体名 学年 人数 講師名

32 7月27日 月 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立老上西小学校 5年生 50 岡田　南央
津守　愛香

33 7月28日 火 ランプシェード(1.5㎏ ) 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立河西小学校 5年生 90 灘　さとみ
橘　功一郎

34 7月29日 水
ランプシェード
（1.5kg、土の筒型土台は陶芸家
が事前に制作、持ち込み）

出張授業Ⅰ 連	携 守山市立河西小学校 5年生 90 灘　さとみ
橘　功一郎

35 8月24日 月 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立岡山小学校 5年生 104 松本　治幸

36 8月25日 火 抹茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立小野小学校 6年生 19 灘　さとみ

37 8月25日 火 茶碗制作（絵付けあり） 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立武佐小学校 6年生 37 橘　功一郎

38 8月26日 水 茶碗制作（絵付けあり） 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立山田小学校 6年生 73 橘　功一郎

39 8月27日 木 シーサー 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立山田小学校 5年生 65 橘　功一郎

40 8月27日 木 抹茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立小野小学校 6年生 19 宮本　ルリ子

41 8月28日 金 茶碗制作（絵付けあり） 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立山田小学校 6年生 73 橘　功一郎

42 9月1日 火 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立安土小学校 5年生 99 田中　哲也
木ノ戸　久仁子

43 9月1日 火 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立武佐小学校 4年生 32 橘　功一郎

44 9月1日 火 茶碗制作（絵付け） 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立武佐小学校 6年生 37 橘　功一郎

45 9月3日 木 北大路魯山人のうつわ 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 53 橘　功一郎

46 9月3日 木 願いをこめたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 湖南市立菩提寺小学校 6年生 65 田中　哲也

47 9月4日 金 北大路魯山人のうつわ
（あるいは茶碗制作と高台削り） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 54 橘　功一郎

48 9月4日 金 土面をつくろう 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里小学校 1年生 37 木ノ戸　久仁子

49 9月10日 木 北大路魯山人のうつわ
（あるいは茶碗制作と高台削り） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 53 橘　功一郎

50 9月10日 木 縄文土器をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里小学校 6年生 41 木ノ戸　久仁子

51 9月11日 金 北大路魯山人のうつわ
（あるいは茶碗制作と高台削り） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 54 橘　功一郎

52 9月15日 火 フロッタージュの器をつくろう！7 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里小学校 2年生 53 木ノ戸　久仁子

53 9月17日 木 願いをこめたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 野洲市立中主小学校 4年生 117 田中　哲也

54 9月20日 日 かわいいごはん茶碗づくり ねんど 連	携 陶芸の森ねんどと遊ぶ 一般の親子 42 松本　恵理香

55 9月21日 月 ハンコで飾ろう素敵なお皿づくり ねんど 連	携 陶芸の森ねんどと遊ぶ 一般の親子 39 橘　功一郎

56 9月23日 水 茶碗制作と高台削り（黒楽茶碗） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 2年生 22 宮本　ルリ子

57 9月23日 水 皿をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立南中学校 1年生 32 橘　功一郎

58 9月24日 木 土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立坂本小学校 2年生 93 木ノ戸　久仁子

59 9月24日 木 皿をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立南中学校 1年生 31 橘　功一郎

60 9月25日 金 皿をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 彦根市立南中学校 1年生 89 橘　功一郎

61 9月28日 月 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立老蘇小学校 5年生 15 松本　恵理香

62 9月29日 火 登り窯見学・スケッチ 来園見学 連	携 長浜市立びわ南小学校 4年生 33

63 10月1日 木 自由見学 来園見学 連	携 長浜市立南郷里小学校 4年生 84

64 10月6日 火 自分の願いを込めた
シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立桐原東小学校 6年生 80 橘　功一郎

65 10月8日 木 自分の願いを込めた
土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立南笠東小学校 2年生		 47 宮本　ルリ子

66 10月9日 金 茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 53 橘　功一郎

67 10月9日 金 陶芸館、薪窯見学 来園見学 連	携 近江八幡市立島小学校 4年生 25

68 10月13日 火 登り窯で焼く茶碗をつくる	（２点） 出張授業Ⅰ 連	携 MIHO美学院中等教育学校 3年生 21 宮本　ルリ子

69 10月14日 水 登り窯で焼く茶碗をつくる	（２点） 出張授業Ⅰ 連	携 MIHO美学院中等教育学校 3年生 21 宮本　ルリ子

70 10月20日 火 校外学習 来園見学 連	携 東近江市立蒲生北小学校 4年生 66

71 10月20日 火 茶碗制作（3色の釉薬選択） 出張授業Ⅰ 連	携 栗東市立葉山小学校 6年生 87 松本　治幸

72 10月20日 火 様々な連携プログラムについて 研修 連	携 滋賀大学大学院教育学	研究科
（教職大学院） 教職員・大学院生 20 三浦　弘子

73 10月21日 水 茶碗制作と高台削り（黒楽茶碗） 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 2年生 22 宮本　ルリ子

74 10月22日 木 茶碗制作 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 53 宮本　ルリ子

75 10月22日 木 願いを込めたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里小学校 3年生 37 灘　さとみ

76 10月23日 金 高台削り 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 53 橘　功一郎

77 10月27日 火 スタンプをつかってお皿をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里小学校 ４年生 45 木ノ戸　久仁子
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各種実績

番号 日付 授業名 区分1 区分2 学校・団体名 学年 人数 講師名

78 10月27日 火 陶芸館・窯の広場・産展 来園見学 連	携 栗東市立金勝小学校 4年生 73

79 10月28日 水 高台削り 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 1年生 53 橘　功一郎

80 10月29日 木 たぬきをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 甲賀市立伴谷東小学校　 4年生 41 津守　愛香

81 10月29日 木 願いを込めたたぬきをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立伊香立小学校 4年生 13 木ノ戸　久仁子

82 10月30日 金 日本文化に触れ、
思いを込めたお抹茶碗制作に挑戦 出張授業Ⅰ 連	携 栗東市立治田小学校 6年生 96 橘　功一郎

83 11月2日 月 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 長浜市立湖北中学校 2年生 105 橘　功一郎

84 11月2日 月 乾山のうつわ 出張授業Ⅰ 連	携 MIHO美学院中等教育学校 2年生 24 橘　功一郎

85 11月6日 金 日本文化に触れ、
思いを込めたお抹茶碗制作に挑戦 出張授業Ⅰ 連	携 栗東市立治田小学校 6年生 95 橘　功一郎

86 11月9日 月 作って感じる沖縄の伝統 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立中央小学校 6年生 44 岡田　南央

87 11月9日 月 諏訪家屋敷の文化に触れ茶道を通
じて、おもてなしの心を学ぶ 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立玉津小学校 5年生 35 松本　恵理香

88 11月11日 水 狛犬グループ制作 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 2年生 21 橘　功一郎

89 11月12日 木 陶芸館、薪窯見学、ビンゴゲーム 来園見学 連	携 湖南市立石部小学校 4年生 82

90 11月18日 水 来年の干支置物
丑（うし）をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立淡海学園 小・中学生 33 松本　恵理香

91 11月20日 金 薪窯見学 来園見学 連	携 守山市立物部小学校 6年生 128

92 11月20日 金 陶芸館、薪窯見学 来園見学 連	携 野洲市立三上小学校 4年生 33

93 11月24日 火 幸せを呼ぶ　シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 栗東市立葉山東小学校 4年生 75 松本　恵理香

94 11月25日 水 狛犬グループ制作 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立膳所高等学校 2年生 23 橘　功一郎

95 11月30日 月 つくってみよう！信楽焼のタヌキ 出張授業Ⅰ 連	携 栗東市立金勝小学校 4年生 73 岡田　南央

96 12月1日 火 自分だけの土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立中央小学校 2年生 70 灘　さとみ

97 12月3日 木 願いをこめたたぬきをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立仰木の里東小学校 4年生 92 灘　さとみ

98 12月4日 金 窯の広場・ビンゴゲーム 来園見学 連	携 栗東市立治田西小学校 4年生 30

99 12月7日 月 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立瀬田北小学校 6年生 81 橘　功一郎

100 12月8日 火 （将来の自分・・・）願いをこめた
タヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立志津小学校 4年生 78 灘　さとみ

木ノ戸　久仁子

101 12月8日 火 シーサーをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 大津市立瀬田北小学校 6年生 82 橘　功一郎

102 12月8日 火 陶芸館、薪窯見学、産展でビデオ 来園見学 連	携 栗東市立治田小学校 4年生 113

103 12月8日 火 陶芸館 来園見学 連	携 MIHO美学院中等教育学校 3年生 21

104 12月9日 水 願いをこめたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立志津小学校 4年生 78 木ノ戸　久仁子

105 12月10日 木
作ってみよう！―本物の陶芸作品や
プロの陶芸家との出会いから生ま
れる体験活動

出張授業Ⅰ 連	携 野洲市立祇王小学校 5年生 77 松本　恵理香

106 12月14日 月 動物うつわをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 浅井町立浅井中学校 2年生 75 田中　哲也

107 12月15日 火 動物うつわをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 浅井町立浅井中学校 2年生 75 田中　哲也

108 12月16日 水 総合的な学習の時間　美術、タヌ
キをつくる！ 出張授業Ⅰ 連	携 滋賀県立甲良養護学校 中学部 13 岡田　南央

109 12月18日 金 願いを込めたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 竜王町立竜王西小学校 4年生 49 橘　功一郎

110 1月13日 水 土面をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 おおがや愛保育園 5才児 20 松本　恵理香

111 1月15日 金 社会科「わたしたちの県」
伝統工芸品信楽焼　シーサー 出張授業Ⅰ 連	携 近江八幡市立八幡小学校 4年生 110 橘　功一郎

112 1月18日 月 スタンプでお皿をつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 グレイス一里山保育園 5才児 18 松本　恵理香

113 1月26日 火 願いを込めたお面づくり 出張授業Ⅰ 連	携 草津市立笠縫東小学校 4年生 79 橘　功一郎

114 2月12日 金 願いをこめたタヌキをつくろう！ 出張授業Ⅰ 連	携 守山市立小津小学校 4年生 66 岡田　南央

115 3月18日 木 土面をつくろう！（野焼き） 出張授業Ⅰ 連	携 MIHO美学院中等教育学校 1年生 21 田中　哲也
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区 分 構 成 員 氏 名 役 職 等
実行委員

会長 津田　清和 公益財団法人滋賀県陶芸の森
常務理事

実行委員
副会長 大平　正道 地域コーディネーター

実行委員
監事 飯田　朋子 滋賀県商工観光労働部

モノづくり振興課　課長
実行委員

監事 住田　光範 公益財団法人滋賀県陶芸の森
事務局次長（兼）総務課長

実行委員 石野　啓太 Roof　代表

実行委員 上田　清樹 社会福祉法人しがらき会
信楽青年寮　施設長

実行委員 河口　眞佐男 元滋賀大学　教職大学院　教授

実行委員 津屋　芙未 滋賀次世代文化芸術センター
副代表

区 分 構 成 員 氏 名 役 職 等

実行委員 松村　隆雅 甲賀市教育委員会　学校教育課
参事

実行委員 松本　詩織 大塚オーミ陶業株式会社
営業本部　営業企画室

実行委員 松波　義実 公益財団法人滋賀県陶芸の森
主任主査

実行委員 三浦　弘子 公益財団法人滋賀県陶芸の森
学芸課長心得

実行委員 宇野　晶 世界にひとつの宝物づくり 調整員
実行委員 橘　功一郎 世界にひとつの宝物づくり 専門員
実行委員 津守　愛香 世界にひとつの宝物づくり 専門員
実行委員 宮本　ルリ子 世界にひとつの宝物づくり 専門員

■構成員

■運営

■ボランティア推移

■参加者推移（令和 2 年度）

■協力・連携団体　滋賀次世代文化芸術センター、MIHO MUSEUM

2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日

制作・発行：世界にひとつの宝物づくり実行委員会
 滋賀県立陶芸の森内
 TEL 0748-83-0909　FAX 0748-83-1193

イ ラ ス ト：津守　愛香
印　　　刷：株式会社スマイ印刷
発　行　日：2021（令和3）年3月 陶芸の森 つちっこHP

滋　　賀　　県

商工観光労働部

（公財）滋賀県陶芸の森　学芸課

子どもやきもの交流事業

世界にひとつの宝物づくり実行委員会

世界にひとつの宝物づくり事業

・来園制作
・出張授業Ⅱ
・特別講座
・展覧会の開催
・研修会　他

・本物と出会う―総合学習プログラム
　「来園プログラムと出張授業Ⅰ」（連携授業）
・ねんどと遊ぶ
・展覧会の開催
・研修会　他

〈つちっこプログラム〉 〈つちっこプログラム〉

平成 19 ～ 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 2019 令和 2
ボランティア・サポーターなど 407 293 382 435 341 450 355 271 338 251 234 194 139

（＊平成 14 年度に、事業を開始した時点からボランティア協力有）

＊交流事業は平成 14 年から開始。
＊世界にひとつの宝物づくりは、平成 16、17 年度、文部科学省「子どもの居場所づくり―新プラン地域子ども教室事業」が前身で、平成 18 年度から名称変更して継続。

事業名 平成 14 ～ 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 2019 令和 2 累計数
交流事業 22,207 6,198 5,974 6,403 6,521 7,410 8,139 8,241 6,962 9,007 7,722 6,488 101,272
宝物事業 7,596 1,991 2,229 2,646 2,648 3,582 3,501 3,276 4,100 2,949 2,948 2,337 39,803

参加者総数 29,803 8,189 8,203 9,049 9,169 10,992 11,640 11,517 11,062 11,956 10,670 8,825 141,075

事業名 平成 14 ～ 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 2019 令和 2 累計数
交流事業 245 76 77 92 98 117 125 128 117 139 126 115 1,455
宝物事業 216 63 73 72 74 111 111 97 115 94 102 81 1,209

参加者総数 461 139 150 164 172 228 236 225 232 233 228 196 2,664

【人数】

【件数】
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協賛　大塚オーミ陶業株式会社、大塚国際美術館


