
「ようこそ市⽴⼩樽美術館・
市⽴⼩樽⽂学館へ」の使い⽅

スタンプ欄で
来館チェック
ができます。

最後に感想を
書くことがで
きる裏表紙



「ようこそ市⽴⼩樽美術館・市⽴⼩樽⽂学館
へ」を利⽤して、美術館・⽂学館を学校で利
⽤してみませんか？



このガイドブックはWEBで
閲覧・印刷することができます

※⼩樽市内の学校の皆さんへ
→令和３年度より、市内版「ようこそ市⽴⼩樽美術館・市⽴⼩樽⽂学館
へ」を、⼩樽市内のすべての中学１年⽣分を各学校に配布しています。
追加で必要な場合もお気軽に⼩樽美術館までお問い合わせください。

学校、またはご家
庭のプリンターで
B4またはA3の⽤紙
に印刷。

「市⽴⼩樽美術
館」で検索し、
「市⽴⼩樽美術
館」のWEBサイト
にアクセス。

「教育普及・学校
連携事業」のペー
ジから「ようこそ
市⽴⼩樽美術館・
市⽴⼩樽⽂学館
へ」をダウンロー
ド。

各⾃または授業で
で取り組んでから
美術館を⾒学する。

※A4だと⽂字が少し⼩さくなり
ます



おすすめの使い⽅と⼿順

事前学習
•授業で事前に鑑賞のポイントや美
術館のマナーを学ぶ

•友達と⼀緒に話し合いながら⾃分
のペースで来館の準備がきでる

来 館
•⾃主研修や⻑期休みの課題に活⽤
•ポイントは事前に押さえてあるの
で短時間でも充実した⾒学に

まとめ
•来館時に記⼊した部分をもとに振
り返りやまとめができる

•感想や⼼に残った作品を発表する
ことで鑑賞の授業にも対応

さっそく、次のページか
ら内容を紹介します！



１−２⾴
美術館・⽂学館ってどんな場所？

マナー紹介 初めて
の美術館・⽂学館で
も安⼼して美術鑑賞
を楽しむことができ
ます。

美術館・⽂学館って
どんなところ？ 経
験の有無に⾝近にあ
るミュージアムがど
んな場所か話し合っ
てみる



３−４⾴
建築紹介×館内マップ

事前に⾒つけた建築
の特徴と、実際に訪
れて気がついた特徴
の⽐較ができます。

マップ 事前に⾒学
のイメージを膨ら
ませることができ
ます。

旧貯⾦局は初期モダ
ニズム建築の重要な
作品。モダニズム建
築とは「合理的」
「機能的」な建築の
こと。旧銀⾏街にあ
る他の時代の建築と
⽐較すると、その特
徴がわかりやすくな
ります。



５−６⾴
⼀原有徳×現代版画①

※次ページのク
イズの答え

⼀原有徳は⼩樽に住み
ながら世界的に活躍し
た版画家。貯⾦局に勤
めるサラリーマンだっ
た47歳で版画を始めて
から、モノタイプ、腐
⾷版をメインに版画の
概念を広げ、版画の⻤
才と呼ばれました。



７−８⾴
⼀原有徳×現代版画②

初⾒ではかなり難しい
クイズですが、⼀原有
徳の特有のマチエール
や筆跡をじっくり⾒る
ことにつながります

版にインク塗り、スク
レイパー(ヘラ)でこそげ
とった痕を紙に写しと
る⼀原独⾃のモノタイ
プ技法は⼀原が1957年
に⾒つけ出しました。

⼩ 樽 公 園 内 に は 、
《炎》だけでなく善策
が絵を描いた場所や⽯
川啄⽊歌碑もあり、研
修スポットに最適です。
⼀原の作品は全国の美
術館だけでなく、⼩樽
市内の病院やお寺、真
狩村、札幌ドームなど
にもあり、実は多くの
⼈が⼀度は⽬にしたこ
とがあります。



９−１０⾴
中村善策×対話型美術鑑賞①

中村善策は⼩樽出⾝の
⾵景画家。⼭上から港
を⾒下ろす⼩樽らしい
⾵景や⽣き⽣きとした
構図、鮮やかな⾊彩が
特徴です。本作は、花
園の⼩樽公園から描か
れたもの。描かれた⾵
景を⾒つけにいくこと
もできます。
⼩樽は絵になる⾵景が
多く、⼩樽美術館のコ
レクションも他館と⽐
べると⾵景画が多く
なっています。

まずはじっくり
⾒る時間を取っ
てみましょう
(１〜５分程度)



１１−１２⾴
中村善策×対話型美術鑑賞②

対話型鑑賞では、グ
ループや友達同⼠の複
数⼈で話し合いながら、
鑑賞を進めます。美術
鑑賞は明確な正解はな
いため、「なぜそう
思った？」「もっと意
⾒がある⼈はいる？」
を繰り返しながら話し
合うのがポイントです。
グループ内で話を振っ
たりまとめたりする⼈
がいるとスムーズです。
クラス全体で⾏うとき
は先⽣がその役⽬に最
適です。

本物だからこその迫
⼒や⾊鮮やかさは、
美術館ならではの体
験です。

⾃らその絵の特徴を考え、
オリジナルのタイトルを
つけて友達と⽐較しあう
と、新たな視点に気がつ
くことができます。



１３−１４⾴
⽯川啄⽊×近代短歌
３か所とも⼩樽駅から⽐
較的アクセスしやすい場
所にあるため、研修で３
か所を周ることも可能で
す。⼩樽公園内には、⼀
原有徳の《炎》が、⽔天
宮には同じく⼀原がデザ
インした河邨⽂⼀郎詩碑
があります。

⽯川啄⽊は初期には⾮
常に美⽂調で難しい⾔
葉づかいを好んでいま
した。
彼が、現在よく知られ
ているわかりやすく親
しみやすい短歌を作っ
たのは東京に移り住ん
でからですが、その作
⾵の変化には北海道時
代の様々な⼈⽣経験が
あったからだと⾔われ
ています。

啄⽊の気持ちや歌のイ
メージの分かりやすさに
着⽬しながら鑑賞しま
しょう。

⽂学館には、彼が住んだ
時代の⼩樽の写真や、彼
が⼩樽で交流した⼈物の
資料が展⽰されています。



１５−１６⾴
⼩林多喜⼆×プロレタリア⽂学

旭展望台は中央バス「緑
３丁⽬」から徒歩30分程
度。周辺にはハイキング
を楽しめる遊歩道がある
他、⼩⽥観蛍歌碑もあり
ます。

昭和４年(1929)26歳で北
海道拓殖銀⾏を解雇さ
れた多喜⼆は、翌年上
京し、プロレタリア⽂
学運動の旗⼿として中
⼼的に活躍します。し
かし、その活動がもと
で検挙・投獄されると、
もはや帰ることが難し
くなった故郷は彼に
とって改めてかけがえ
のない懐かしい⼟地と
意識されるようになり
ました。

⼩樽⽂学館では多喜⼆の
少年時代・⻘年時代の資
料や⼩説の初出発表雑誌、
初版本、デスマスクなど
が展⽰されています。



１７−１８⾴
伊藤整×近代抒情詩

ゴロダの丘は中央バス
「塩⾕本通」から徒歩10
分程度。中村善策の絵の
モチーフになった塩⾕の
ポンマイ岬も臨むことが
できます。

「海の捨児」は伊藤整の
第⼆詩集『冬夜』(昭和
12年/1937年)に収録され
ています。ちなみに、彼
の第⼀詩集は『雪明かり
の路』(昭和元年/1926年)
で、⼩樽の冬季イベント
のタイトルの元になって
います。

昭和初期の詩⼈の多くが
⼀⾵変わったモダニスム
詩の⽅向を⽬指す中、伊
藤整は明治⼤正時代の抒
情精神を守り抜き、その
ご⼩説家へと転⾝しまし
た。

この詩では、詩の⾔葉の
イメージが彼のどんな⼼
情を象徴しているのかを
考えるのが読みのポイン
トです。

⼩樽⽂学館では、常設展
コーナーに伊藤整の⽣涯
に渡る数多くの資料を
時々⼊れ替えながら展⽰
しています。



この本に関するお問い合わせ
市⽴⼩樽美術館・市⽴⼩樽⽂学館
〒047-0031 ⼩樽市⾊内1丁⽬9番5号
電話(美) 0134-34-0035 電話(⽂)/ファクス 0134-32-2388 メール bungaku-kan@city.otaru.lg.jp
開館時間 9：30〜17：00（⼊館は16：30まで）
休館⽇⽉曜⽇、祝⽇の翌⽇(ただし⼟･⽇･祝の場合は休まず振替)、年末年始(12⽉29⽇〜1⽉3⽇)
※展⽰替えなどで臨時休館する場合もございます。

アクセス
◇JR⼩樽駅から徒歩でおよそ10分
（国道5号線を札幌⽅向へ進み、産業会館の交差点を運河⽅向へ
左折。⼿宮線跡地及び⽇銀⾦融資料館の近くです）
◇中央バス｢本局前｣バス停から徒歩でおよそ２分
◇無料駐⾞場(約20台)が利⽤できます。駐⾞場は施設の運河側に
ございます。

☆学校利⽤の場合は教員の⽅は無料になります。
☆事前⾒学も無料になりますので、事前にお問い合わせください。
☆学校での利⽤についてのお問い合わせは上記電話番号かメールアドレスにお願いします。

５


