PRESS RELEASE
関係者各位
2019 年 6 月 5 日

アーティストとプロフェッショナルによるワークショップ・プログラム

夏の 3331 こども芸術学校 2019
開校のお知らせ

この度、アーツ千代田 3331 では、2019 年 7 月 20 日（土）
〜8 月 18 日（日）の期間にて「夏の 3331 こども芸
術学校 2019 〜キッズ＆ティーンのためのクリエイティブ・ワークショップ〜」を開催する運びとなりました。
毎年夏休み期間にあわせて開催する本企画は、様々な文化活動の拠点になっているアーツ千代田 3331 に集う
アーティストや各分野の専門家が講師を務める本格的なワークショップ・プログラムです。
むらかみ さとし
5 回目となる今年は、毎年大人気の日比野克彦さんによるスケッチ教室から、若手アーティストの村上慧さん
と自作の家をつくる教室、専門家と化石の魅力を学ぶ教室、同時期に 3331 のメインギャラリーで開催される
展覧会とのコラボレーション教室など、他にはない、多彩でクリエイティビティあふれるラインナップとなっ
ています。
普段は触れる事のできない、新たな世界の扉を開くきっかけとなる教室の数々は、こどもたちにとってひと
夏の特別な体験となるだけでなく、これからの社会で必要とされる柔軟な思考や創造力を養うことができます。
大規模な教育改革が行われる 2020 年に向けて、こどもたちの「主体性」
「多様な価値観」
「創造性」を育む本
企画にぜひ多くの方々にご参加頂きたく、何卒周知にご協力頂けますと幸いです。

□名

称：夏の 3331 こども芸術学校 2019
〜キッズ＆ティーンのためのクリエイティブ・ワークショップ〜
□会 期：2019 年 7 月 20 日（土）〜 8 月 18 日（日）の期間で計 14 教室を実施
□時 間：教室ごとに異なる
□会 場：アーツ千代田 3331 1 階 104、2 階 体育館 など
（東京都千代田区外神田 6-11-14 旧練成中学校）
□参加料：教室ごとに異なる
□主 催：アーツ千代田 3331
https://www.3331.jp
[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14

TEL: 03-6803-2441（代表） FAX: 03-6803-2442

E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 岩垂、稲葉） URL: https://www.3331.jp
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■教室一覧⑴

アーティストに学ぶ
8/11（日）10:00-12:00（対象：未就学児〜 ＊未就学児は要保護者同伴）
【日比野克彦 特別講座】
個性を引き出す朝顔スケッチ教室 2019
講師：日比野克彦（アーティスト） 料金：3,000 円

定員：40 名

美術やデザインなど、ざまざまな分野で横断的に活躍するアーティスト、
日比野克彦さんによる毎年大好評のスケッチ教室。
日比野さんが全国で手掛けるアートプロジェクト「明後日朝顔プロジェ
クト」で育てている朝顔のスケッチを通して、こども一人一人ものの見
方、考え方を引き出していきます。

日比野克彦（ひびの かつひこ）
1958 年 岐阜市生まれ。地域性を生
かしたアート活動を展開。東京藝術
大学美術学部長、先端芸術表現科教
授。岐阜県美術館 館長。

8/18（日）10:00-17:00

＊休憩あり
（対象：小 1 以上 ＊小学生は要保護者参加）

【アート体験】“わたしの家” は、どんな家？
アーティスト・村上慧と一緒につくって、過ごす家づくり教室
むらかみ さとし

講師：村上慧（アーティスト） 料金：6,000 円／組

定員：7 組

（1 組 2~5 名程度）

日本全国を自作の家を担いで歩き、現代における “住まい” のあり方を問
うアーティスト、村上慧さん。本教室では村上さんと一緒に家をつくり、

村上慧（むらかみ さとし）
1988 年東京都生まれ。2014 年 4
月より発泡スチロール製の家に住

その中で休憩したり、おやつを食べたりして “過ごして” みます。

み、日本全国を移動している。著

自分の居場所を自ら作るという体験は、今生きている世界を違った視点か

書房）などがある。2016 年「瀬戸

ら見るきっかけになるかもしれません。

書に『家をせおって歩いた』（夕
内国際芸術祭」出品。第 19 回岡
本太郎現代芸術賞 (TARO 賞 ) 入選。

7/27（土）9:30-12:30（対象：小 1 以上とその保護者）
【Dr. 栗原のにこにこ油絵教室】おやこで肖像画
講師：栗原良彰（アーティスト）料金：5,000 円／組

定員 :10 組

“アーティストは自由の体現者であるべきだ” と語る栗原良彰による絵画教
室。型にはまらない発想・表現の楽しさを親子で学ぶことができます。別
日にはこどもだけを対象とした教室も開催します。

8/1（木）①9:30-12:30

②14:00-17:00（対象：共に小 1 以上）

【Dr. 栗原のわくわく油絵教室】

1980 年 群馬県生まれ・在住。東
京藝術大学大学院博士課程修了。
「アーティストは、自由の体現者

夏のくだもの・やさいを描こう
講師：栗原良彰（アーティスト） 料金：3,000 円

栗原良彰（くりばら よしあき）

であるべきだ」という考えを持
ち、特定の表現スタイルにこだ

定員：各回 18 名

わらず、あらゆる表現方法で意
欲的に制作活動を続けている。

[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14

TEL: 03-6803-2441（代表） FAX: 03-6803-2442

E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 岩垂、稲葉） URL: https://www.3331.jp
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■教室一覧⑵

プロフェッショナルに学ぶ
7/20（土）①10:30-12:00（対象：５才以上とその保護者）
②14:00-15:30（対象：小４以上）

【和菓子教室】職人に学ぶ季節の練り切りづくり
講師：井田裕二（銀座 菊廼舎）ほか

料金：①4,500 円／組 ②3,000 円

定員：①10 組
②20 名

季節の風物が表現される和菓子は、日本人ならではの感性を反映したもの。
老舗和菓子店の職人たちに、和菓子づくりと和の心を学びます。

8/4（日）10:00-12:00（対象：小 1 以上 ＊小 1〜小 3 は要保護者参加）
【化石教室】化石の魅力、大発見！
講師：宮田真也（城西大学 化石ギャラリー学芸員、博士（理学））
料金：2,500 円

定員：15 名

化石の研究に日々情熱を注ぎ、テレビへの出演でも話題の研究者・宮田真也先生による教室。化石のお話を聞
いた後は、実際に化石割りを体験し、その魅力により深く迫ります。

7/28（日）①10:00-12:00（対象：小 3 以上とその保護者）
②14:30-16:30（対象：小 3 以上）

【版画入門】削って描く銅版画〜版画工房で作品をつくろう〜
講師：版画工房キドプレス

料金：①4,500 円／組 ②3,000 円

定員：①7 組 ②12 名

国内外の第一線で活躍するアーティストの版画作品を制作・出版する版画工房による貴重なワークショップ。

7/23 日（火）、8/3（土）

10:00-12:30（対象：小 4 以上 ＊小 3 以下は保護者同伴で参加可）

【アナログ写真教室】フィルムで残す夏の思い出！

8/8（木）

①10:30-12:00 ②13:30-15:00

（対象：共に小 4 以上）

【ドローン・プログラミング】ドローンを飛ばしてみよう！

講師：Lomography（ロモグラフィー）
料金：2,500 円
定員：各日 10 名

講師：ヴィーナスレーザー
料金：2,000 円
定員：各回 6 名

フィルムカメラを使って撮影した写真で、お

ドローンの高さや方角、速度など飛行に必

しゃれなオリジナル・アルバムを作成します。

要な情報を自分でプログラミングし、小型
のドローンを飛ばしてみます。

特別コラボレーション教室
8/7（水）10:00-12:00（対象：小 4 以上）

【小畑健展 NEVER COMPLETE 特別コラボレーション教室】

漫画づくりで鍛える発想力

7/21（日）
【福音館

①11:00-12:30（対象：5 才 ~ 小 2）
②14:30-16:00（対象：小 3〜小 6）

3331 こども芸術学校 特別コラボレーション教室】

〜小畑健先生のキャラクターでつくる、キミだけの物語〜 「工作図鑑」きうちかつ先生の夏休みおもちゃ創作教室
講師：𠮷田幸司（漫画編集者） 料金：3,500 円 定員：15 名
小畑先生の作品の名場面や名キャラクターを使って、オリジナルストーリー
を作ります。講師は「ヒカルの碁」
「DEATH NOTE」などを担当した漫画編集
者の𠮷田幸司さん。

講師：きうちかつ（絵本・造形作家） 料金：3,500 円 定員：各回 20 名

福音館書店のロングセラー「工作図館」の著者・きうち先生のもと、さ
まざまな材料を使っておもちゃを作ってみましょう。

[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14

TEL: 03-6803-2441（代表） FAX: 03-6803-2442

E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 岩垂、稲葉） URL: https://www.3331.jp
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■教室一覧⑶

3331 スタッフと学ぶ
8/10（土）①10:00-11:30（対象：未就学児〜とその保護者）②14:00-15:30（対象：小 1 以上 ）
①【おやこで表現】手や足をつかって、えのぐで遊ぼう
②【えのぐ遊び】ぐちゃぐちゃ絵の具でコミュニケーション
講師：宍戸遊美（3331 スタッフ、保育所芸術専門員）
料金：①3,000 円／組 ②2,000 円

定員：①7 組 ②14 名

手のひらや足をつかって、絵の具の感触を楽しみながら自由に描いてみましょう。

7/24（水）〜26（金）10:00-12:00（対象：小 4 以上）

【水彩画】うつす・ひろげる・つなげる、表現する力が目覚める！
3 日間の集中絵画教室 2019
講師：佐々木浩一（3331 絵画クラブ講師）料金：6,000 円（3 日間） 定員：20 名
水彩画の基礎を丁寧に学びながら、「見る力」「かたちにして伝える力」を伸ばします。

8/2（金） ①9:30-12:30（対象：小 1〜小 3） ②14:00-17:00（対象：小 4〜小 6）
【木工教室】スツールづくりに挑戦！
講師：3331 木工チーム

料金：4,000 円

定員：各回 8 名

3331 で展示設営等を担当する 3331 木工チームが丁寧に教えるスツール作りの教室です。

【お申込方法】
ご参加には、お申込専用サイト Peatix より事前のお申込みが必要です。
各教室の詳細・お申込 URL 一覧は、アーツ千代田 3331 の WEB サイト（ 以下 URL）にてお確かめください。

お申込開始日時：6 月 22 日（土）11:00

教室一覧、各教室の詳細、お申込など詳しくは

https://www.3331.jp

■同時開催

昨年大人気だった無料の工作相談室も同時開催！
なんでも工作相談室／アトリエ開放
7 月 29 日（月）〜 ７月 31 日（水）13:00-16:00

無料
会場：1F 104

こどもたちが会場内に用意されたさまざまな素材や道具、画材を使い、工作
や夏休みの創作活動を自由に楽しめる企画。3331 のスタッフが、こどもたち
が制作するなかで生じる「やってみたい」気持ちや、「どうやったらいいんだ
ろう？」の疑問に答えます。どんなことも気軽にご相談いただけますので、
ご希望の方は直接会場にお越しください。（詳細は HP をご確認下さい）
[ このプレスリリースに関するお問い合わせ先 ]
3331 Arts Chiyoda | アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田 6 丁目 11-14

TEL: 03-6803-2441（代表） FAX: 03-6803-2442

E-MAIL: pr@3331.jp（担当 : 岩垂、稲葉） URL: https://www.3331.jp
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