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□名　称：夏の 3331 こども芸術学校 presents
           　みる・描く・あそぶ！サマーアートラボ
□会　期：2020 年 8月 17 日（月）～8月 23 日（日）の計 7日間　会期中無休
□時　間：10:00-18:00（最終入場 17:30 ／日時指定付チケットによる事前予約制）
□会　場：アーツ千代田 3331　1 階 メインギャラリー
             　　  （東京都千代田区外神田 6-11-14 旧練成中学校）
□参加料：こども (3 才 ~高校生 )500 円 / おとな 700 円 *3 歳以下無料     
　　　　　ペアチケット ( こども 1 名 +おとな 1 名 )1,000 円
□主　催：アーツ千代田 3331
□協　力：株式会社ブラスト

　この度、アーツ千代田 3331 では、2020 年 8月 17 日（月）～8月 23 日（日）の期間にて「夏の 3331 こど
も芸術学校 presents  みる・描く・あそぶ！サマーアートラボ」を開催する運びとなりました。
毎年夏休み期間に開催する「3331 こども芸術学校」は、これまでアーティストや各分野の専門家を招いた本
格的なワークショップ・プログラムを展開してきました。しかし昨今の社会状況を鑑み、今年は密になる状
況を避けながらもこどもとおとなが一緒に気軽に楽しんでいただけるよう、新たな内容にて開催いたします。
　今回は 3331 のメインギャラリーを 3つのエリアに分け、「みる」「描く」「あそぶ」の異なったアート体験
を自由に楽しんでいただくことができます。「みる」エリアでは実際に作品を鑑賞して自ら考え、伝えることを、
「描く」エリアでは課題やモチーフを理解し、観察して表現することを、「あそぶ」エリアでは空間をダイナミック
に使って自由に創造することができます。
　新型コロナウィルスの拡大により社会が大きく変化する今、自ら物事を考え、一から何かを創造する力は
一層必要とされています。
　発想力と創造力を育む機会となる本企画の周知にご協力いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。
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広い空間で、自ら創造するワークショップイベント
夏の 3331 こども芸術学校 presents 

みる・描く・あそぶ！サマーアートラボ
開催のお知らせ
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本イベントは「みる」「描く」「あそぶ」の 3つのエリアに分かれており、それぞれ異なったアート体験の中で「主体性」

「多様な価値観」「創造性」を育みます。

＊本イベントは安全対策のため、1時間ごとの入場枠につき 15 名様のご入場とさせていただきます。

　本エリアでは、展示されたアート作品の鑑賞を通して、「みる」

ことを意識的に行います。自分とは違った「他者」の考えが反

映されたアート作品を見て、自ら考え、感じ、言語化すること

は想像力や創造力だけでなく、語彙力やコミュニケーション能

力を養うことに繋がります。

　課題やモチーフを実際に描いてみるエリアです。

　絵を描くためには、対象をよく観察し、考えを整理し、表現

する力が必要です。「描くこと」で培われるこれらの能力は、社

会に出た後も大切な要素です。　　

　今までの自分の見方や考え方に気づき、新しい発想を生み出

す可能性を広げてみましょう。（小さなお子様は直接「あそぶ」

エリアに進むこともできます。）

　また本エリアには、3331 に入居する映画制作・企画・造形な

どを専門とするオフィス、株式会社ブラストの協力により、実

物大のシロクマの美術造形も設置されます。

3331 の広いギャラリーを自由に使って、工作や描画を思い切り

楽しむエリアです。

屋外や公共の場所で遊ぶことも制限されてしまい、自宅で制作

するにも十分な環境がない中、広い空間で身体を使って創造す

る楽しさを存分に感じることができます。

©BLAST Inc.
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3331 夏のアート自習室

期間：8月 18 日（火）～8月 20 日（木）

時間：13:00-16:00　会場：１F ギャラリー B　＊無料・要事前予約

画材や道具を持ち込んで、自由に制作できる無料スペース。アーティスト

や学芸員資格所有者、映像監督など、様々なスキルをもつ 3331 スタッフ

が常駐し、相談も受け付けます。

関連イベント

3331 夏のアート縁日
期間：8月 22 日（土）、8月 23 日（日）時間：11:00-17:00

会場：１F コミュニティスペース　＊入場無料・予約不要

特別企画として、アーティストやクリエイターによる 2日間限定の POP-UP ショッ

プや、出張ワークショップスペースを設けます。開放的な雰囲気の中、気軽にクリ

エイティビティに触れることができます。

出店者：明和電機、EDISON Toy、Lomography （ロモグラフィー）など（予定）

「こどもかいぎ　わたしたちでつくるまち」みんなと街をつくろう！ 3331 に集まれ～

会場：1F 104　

参加者同士で話し合いながら、「まち」を制作するワークショップ。つくった「まち」は展覧会として発表

します。

講師：石井えり・石河美和子

主催：トナリ

協力：東京家政大学、こどものびじゅつ、アーツ千代田 3331、東京ビエンナーレ

＜こども展覧会＞ 
日時：8月 20 日（木）～8月 23 日（日） 10:00-18:00
＊入場無料・予約不要

＊混雑する場合は、入場をお待ちいただく場合もござ
います。

＜ワークショップ＞　＊事前に課題があります。
日程： 8 月 17 日（月）～8月 19 日（水）　
時間：①10:00-11:30 ／②13:00-14:30　
＊内容は各回同じです。
定員：各回 8人　＊無料・要事前予約

対象：小 1以上（未就学児は要保護者同伴）
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■新型コロナウィルス感染症対策について

お申し込みについて

アーツ千代田 3331 は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から必要な対策を講じて実施してまいります。

＜ご来場者様へのお願い＞

・日時指定予約システムの導入による入場人数の制限を行いますので、該当のイベントについては日時指定付チケッ

トをウェブサイトよりご予約ください。

・1F メインギャラリー 入口での、非接触型体温計を使用した検温およびご記入にご協力下さい。

・マスク着用のご協力をお願いします。

・発熱のある方のご来場は、ご遠慮ください。

・過去 2 週間以内に発熱や感冒症状で受診や服薬等をした方は、ご来場をご遠慮ください。

・感染拡大している地域や国への訪問歴が 14 日以内にある方は、ご来場をご遠慮ください。

・入場時の検温の結果を受けて、体調が悪い方は入場をご遠慮頂く場合もございます。何卒ご了承ください。
＜主催側のご対応＞

・スタッフは 1 日 2 回の検温を行った上で、健康なスタッフが対応致します。

・各エリアにはアルコール消毒液を常備し、来場者の方が自由にお使いいただけるようご準備致します。

・開場中は、常に換気のため入場のドアを開放致します。また展示室内の換気のため、サーキュレーターを回したり、

定期的に外気をいれるなどの対応を行います。

＊上記の対応については最新の社会状況を鑑み、変更させていただくこともございます。

「サマーアートラボ」「3331 夏のアート自習室」「『こ
どもかいぎ　わたしたちでつくるまち』ワーク
ショップ」については、より安心・安全な環境でお
楽しみいただくため、ご入場・ご参加は日時指定制

です。ご来場前に、ご希望の日時をウェブサイトよ

りご予約ください。

受付開始日：8月 1日（土） 11:00

ご予約方法等の詳細
https://www.3331.jp/schedule/005205.html

会場構成

【留意事項】

アーツ千代田 3331 の「新型コロナウイルス感染症対策およびご来場時のお願い」を、ウェブサイト

（https://www.3331.jp）よりご確認ください。状況により実施内容や時間等は変更になる場合がございます。ウェブ

サイトや SNS にて最新情報をご確認の上、ご来場ください。


