わくわく体験授業2013

11/23（祝）

2013年

10:00〜16:30
（受付開始 9:30）

参加無料・定員200名
【１部】
10:00 〜 11:15

「みんなＤＥアート」

会場 ワークプラザ勝田

子どもたちとお絵かきワークショップ
大きな紙にみんなで絵を描きましょう！
講師：まつむらまさこ 絵本作家、画家
主な作品：くりすますのおくりもの
（至光社)

【３部】
15:30 〜 16:30

「みんなDEおはなし」
きむらゆういち先生の楽しいお話が聞けます！
「きむらゆういち絵本の世界」
ゲスト：きむらゆういち 絵本・童話作家
主な作品：あらしのよるに
（講談社)
ナビゲーター：まつむらまさこ
「あらしのよるに」
読み聞かせライブ：ゲンタ
【2 部】
14:00 〜 14:45

「みんなDEダンス」

2012みんなDEダンス

ダンス公演｢MOTTO｣
子供たちの描いた大きな絵をバックにダンスショー！
出演：Dance Troupe Earth-Be
主宰・振付家：石橋寿恵子

対象 児
学
未 就 及び
生
小学 護者
保

｢わくわくガラクタ・ワークショップ｣
みんなで楽しく自由工作をしましょう！
①11：30〜 ②13：00〜 （30分程度）
※各回先着５０名
（子供）／整理券配布9：30〜
講師：宮本えつよし イラストレーター、絵本作家
主な作品：キャベたまたんていシリーズ
（金の星社)

12:10 〜

「ヤギのアコーディオン
コンサート四季の詩」
演奏者：青柳正太郎

「絵本作家サイン会」
講師、絵本作家によるサイン会開催
（時間未定）

プレゼント

子ども・笑顔・花咲くプロジェクト

2014年カレンダー＆
お菓子プレゼント

八ヶ岳にあるミュージアム有志による支援プロジェク
ト子どもたちを対象に震災後ミュージアムを飛び出し
子どもたちのもとへアートを届ける。

（先着200名）

2012みんなDEアート
380cm 285cmの巨大絵制作

TEL.029-275-8000

ワークプラザ勝田 茨城県ひたちなか市東石川1279番地
主催：公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
※当日のイベントの様子についての写真・動画像や感想文・作品などは，主催者及び協力団体，ワークショップ講師のホームページ
（ウェブへの掲載を含む）に使用する場合があります。また，会場に新聞やテレビなどの取材が入る場合があります。
これらをご了解の上，イベントにご参加くださいますようお願いいたします。

今回参加される講師の方々
みんなDEアート

みんなDEダンス

みんなDEおはなし

わくわくガラクタワークショップ

まつむらまさこ

Dance Troupe Earth-Be

きむらゆういち

宮本えつよし

絵本作家・画家 八ヶ岳にあるえほん村主宰。
絵本作品に「くりすますのおくりもの」
「うまのおいのり」
至光社他多数モダンアーティストとしても活躍、作品に
シンフォニアのための「アルルの女」
「ペールギュント」ス
テージアート浜離宮ホール於発表山梨 県 立科学館プラ
ネタリウム上映作品「光がはじまる」子どもたちと絵を描
く「みんな DE アート」を 30 年間発表し続けている。

石橋寿恵子 振付家、Earth-Be 主宰 東京教育大学に
て松本千代栄教授に舞踊学を学ぶ。
1968 年、劇団統一
劇場に入団。1973 年、山田洋次監督映画
『同胞』の劇中
ミュージカルとなった『ふるさと』で振 付家デビュー。
1996 年 Dance Troupe Earth-Be 結成。
埼玉県飯能
市を拠点に自然、宇宙、人間などをテーマにダンス作品
を多数公演。最近のダンス作品『いそっぷ 2009』
『La
Terra われわれはどこへ行くのか』など

絵本・童話作家。造形教育の指導、テレビ幼児番組のアイ
ディアブレーンなどを経て、絵本・童話作家に。
『あらしの
よるに』
（講談社）で数々の賞を受賞。同作品はアニメ映画
化、テレビアニメ化もされた。作品に『オオカミのおうさま』
（絵・田島征三）、
「あかちゃんのあそびえほん」シリーズ（偕
成社）、『オオカミグーのはずかしいひみつ』
（童心社）など
著書は 600 冊を超え、数々のロングセラーは国内外の子
どもたちに読み継がれている。純心女子大学客員教授。

イラストレーター・絵本作家。大阪市生まれ。
グラフィックデザイナーを経てイラストレーター及び絵
本作家となり、児童書、絵本などを手がける。造形教室で
のワークシップなど、工作イベントなどもおこなう。
ゆう
ゆう絵本講座の講師をつとめる。
主な作品に、
「キャベた
またんてい」シリーズ（金の星社）
「ガラクタ工作」シリー
ズ（チャイルド）
「はじめてずかん」シリーズ（文渓堂）
「お
ばけずかん」
シリーズ
（講談社）など 多数。

四季の詩

童謡画原画展

同時開催

絵本などで活躍する12名の童画家の描いたステキな原画を展示しています。
1月
おもちゃのマーチ

2月
汽車ポッポ

3月
春よ来い

櫻井 さなえ

中川 洋典

松井 しのぶ

中西 さち子

堀口 ミネオ

絵本作家・イラストレーター。
絵本を描いてます。フルマラソン、走っ
てます。どちらも私の頭と体が喜ぶ大
好物です！『えかきむしのきもち』
（童
心社）
『ピオポのバスりょこう』
（岩崎書
店）
『おこのみやき』
（解放出版社）他多
数。最 新 作 は『き いてるか い オル タ』
（童心社）
。

大阪生まれ、
大阪育ち。
児 童 書・幼 児 書・保 育 図 書 を 中 心 に
お仕事させていただいております。か
わいいだけでなく、ちょっとクスッと
笑ってしまえる絵を描いていきたいと
思っています。
HP:http://www.kawachi.zaq.ne.j
p/dpiwh606/
HP:http://tuulu-fuulu.com/

兵庫県生まれ。絵本などを中心に、教
科書、幼稚園関係の雑誌などを描いて
いる。ほか、カレンダーや広告のイラス
トも手掛ける。日本児童出版美術家連
盟会員。

小さい時は、白い紙を探しては絵を描
いていた子供でした。大人になって、デ
ザインの会社に入って絵の仕事を始め
ました。
白い紙は夢の世界の入口です。
時 々出 口 が わから なくなって 迷 子 に
なってしまいますが、やっぱりこの世
界で遊ぶのは楽しいですね。

金沢美術大学工業デザイン科卒業。企
業のデザイン室退職後、フリーイラス
トレーターに。現 在、造 形作 家・人 形
作家として、教科書・保育雑誌・絵本・
広告等の仕事にたずさわる。年に 5 〜
6 回の個展、グループ展で作品を発表
している。東 京工学院スポーツ子供科
講師。

7月
おつかいありさん

8月
金魚の昼寝

9月
とんぼの眼鏡

10月
七つの子

11月
靴が鳴る

12月
お正月

柴田 亜樹子

はせがわ かこ

ひら てるこ

まえだ ふみこ
大阪在住。フリーで広告や出版のイラ
ストを手がける。近年、バリ島で習得し
たバティック染めや羊毛フェルトも制
作している。個展、グループ展多数。著
書『そよ風のおくりもの』
『きみのひか
りにつつまれて』
（青心社刊）。
HP:http://ameblo.jp/chatochoko/

古味

深雪

6月
かたつむり

京都生まれ。京都成安女子短期大学造
形芸術科卒業。デザイン事務所に勤務
した後、イラストレーション・トゥハー
ツ 設 立。広告・出 版・ウェブ 等 の イラ
ストを制作。水彩画を中心に細やかな
心遣いと、夢のある発想を大切に描い
ています。
HP:http://www.occn.zaq.ne.jp/
tohearts/tohearts/top.html

童 画 家。絵 本作 家の 黒 井健 氏に師 事、
2005 年、世界文化社より絵本『こぶ
たのスースーむくむくゆきのひ』でデ
ビュー。児童書・保育月刊誌・教科書等、
子どもの本の分野で制作。情感あふれ
る温かい絵を目指す。日本児童出版美
術家連盟会員。
HP:http://terucohira.jimdo.com/

柳

5月
こいのぼり

4月
チューリップ

正康

高知県生まれ。大阪市在住。絵本作家。
作品に『いいね いいね』
『ビービーブ
ウ！』
『ち がうって ば！』『おしっこ
しょうぼうたい』
『おうさまのしっぽ』
『ふしぎなつきぼうや』、挿絵に『お父
ちゃんの音や！』
『イソップどうわ』ほか
多数あり。

新人絵本作家・絵本原画展示

永井

イラストレーター。東京都練馬区在住。 東京生まれ。絵本の創作や児童書の挿
日 本 児 童 出 版 美 術 家 連 盟 会 員。教 科
絵を手がける。作品に『こぞうさんとお
書・教 材・児 童 書・月 刊 絵 本・教 育
ばけ』
『こぞうさんとりゅうのたま』
（大
関 係 の 雑 誌・女 性 誌・実 用 書 な ど で
日本図書）
『102 ひきのねずみ』
（金の
イラストを描いています。
『世界の伝記
星社）『はやおきふっくらパンやさん』
かるた』
（学研）
『はじめての飼育 アゲ 『どうぶつげんきにじゅういさん』
（講
ハ』
（金の星社）
ほか。
談社）などがある。日本児童出版美術
家連盟会員。

順子

イラストレーター。兵庫県伊丹市在住。
デザイン専門学校を卒業後、広告代理
店 勤 務を 経てフリーランスに。雑 誌・
広告・保育図 書に携 わる。紙・布・紙
粘 土など素 材の異 なる組み合わせを
活かしたイラストを制作している。

きむらゆういちとゆかいななかまたち

・あさのますみ・石毛かおり・こすぎさなえ・にわかずえ・よこたみちお・くさかみなこ・おくやまひでとし・大塚健太・れいな
・ひらぎみつえ・まえはらあきこ・南知里・朝日菜すいか・いそまりこ・有田奈央・五味ヒロミ・山口稔子・志村まゆみ（順不同）

ワークプラザ勝田

Tel. 029-275-8000

茨城県ひたちなか市東石川1279番地
茨城県ひたちなか
か市東石川1279番地

ワークプラザ勝田

検 索

●市役所

●
西警察署

●常陽銀行

●ひたちなか
商工会議所

催：公益財団法人ひたちなか市生活・文化・スポーツ公社
援：ひたちなか市・ひたちなか市教育委員会
議会公認）
〔参加館〕アルソア記念館
ア記念館
「蒼空」
「蒼 」
、
力：子ども・笑顔・花咲くプロジェクト（八ヶ岳ミュージアム協議会公認）
えほん村、えほんミュージアム清里、清里フォトアートミュージアム、平山郁夫シルクロード美術館
ド美術館
総合プロデュース まつむらまさこ、Dance Troupe Earth-Be
オフィス遊、㈱登龍館、12 人の童画家のみなさま、きむらゆういちとなかまたち、宮本えつよし
●画材提供：ぺんてる株式会社 えほん村

ワークプラザ勝田

NTT●
勝田駅

JR常磐線

●主
●後
●協

FAX 029-275-8003

至佐和駅

大島陸橋

お問合せ 場所

●文化会館
金上駅

至水戸駅

●陸上自衛隊

ひたちなか
海浜鉄道湊線

