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はじめに 

 

令和３年度もまたコロナ禍に明け暮れる 1 年となってしまいましたが、車屋

美術館で計画されていた事業は一部の変更はあったもののほぼ予定通り実施す

ることができました。これも関係各位のご理解とご協力によるものとまずもっ

て感謝申し上げます。 

 

まず今年度の事業を振り返りますと、前期に行われた「丸木俊絵本原画展」、

「生誕１００年滝平二郎展～ものがたりを描いた画家」の二つの企画展は、絵

本や新聞連載、教科書等で良く知られた作家作品の企画であり、コロナ禍で外

出の制限される中にもかかわらず、親子連れ等幅広い層の来館を頂きました。

こうした誰でも分かりやすい身近な内容の企画は、市民から親しみやすい美術

館を目指すうえでも重要であり、今後も適宜取り入れる必要性を感じました。 

 

市民美術館としての役割を高めるためには、市民参加・体験型の企画や館外

啓発活動もまた大切な事業です。 

スタディプログラムでは、三つの異なったジャンルのワークショップが企画

されましたが、プロの作家と一緒に創作活動ができる普段ではなかなか経験で

きない体験として、小学生から高齢者まで作品作りを楽しんでいました。 

 

また、滝平展と関連して試みた私の「切り絵入門講座」は予想以上の人気を

呼び、その後いくつかの公民館等への出前講座に発展し、前館長の「折り紙講

座」同様美術館活動の一端を担うことができました。コロナ禍の閉塞感の中で、

自宅でも手軽にできるという要素もタイムリーだったと思います。 

加えて、学芸員が学校に出向き、学校所蔵作品についての解説をするととも

に鑑賞についての基本的なことをわかりやすく話すという「出前授業」もまた

新たな美術館活動のスタイルとして今後の広がりを期待するものです。 

 

館唯一の公募展「１０×１５の世界コンテスト展」は第７回を迎えましたが、

今回も作品はいづれも個性あふれる力作ぞろいで、ハガキ大という規格の中に

様々な思いが込められ、まさに小スペースの中に広がる無限の世界でありまし

た。応募頂いた作品は全国規模で、小さな地方美術館の公募でもこれだけの作

品が寄せられるのをみて、まさにネット時代の情報力の強さを実感しました。 



今回初めて展示風景を市の Youtube で公開しましたが、次年度の作品募集へ

のＰＲにも役立ったものと思います。 

 

市内唯一の公立美術館には、市民の文化度を高めるという大切な役目があり

ますが美術館だけでは限りがあり、企画展で博物館や図書館との連携を図れた

ことや、教育委員会の呼びかけで、文化関連機関のネットワーク会議が開設さ

れたのも大きな前進であったと感じております。 

 

車屋美術館運営委員会は、今年度もコロナの感染状況から面会での開催が出

来ず、書面審議となりましたが、委員各位から示唆に富んだ素晴らしいご意見、

ご提言をたくさんいただきました。地方美術館としての努力と各企画に対する

ありがたい評価もいただいております。いただいた貴重なご意見をスタッフ全

員でしっかり確認し、検討し合って今後の運営改善に努めたいと思います。 

 

市民ギャラリー枠の拡大と周知方法をどうするか、子どもを対象にした学校

との連携事業はどうあるべきか、市民の憩いの場・くつろぎの場として足を運

びやすい美術館にするにはどんな方策があるかなど、新たな課題もたくさんあ

りますが、次年度以降もひとつひとつ地道に取り組んでいくことを確認し、令

和３年度のまとめのあいさつといたします。 

 

 

令和４年６月 

 

 

小 山 市 立 車 屋 美 術 館 

館長 中野 晴永 
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Ⅰ 運営事業 

１．組 織 

館長     中野 晴永 

副館長    佐久間 弘行 

業務係長   山内 節子 

学芸員    五十嵐 直子・中尾 英恵・古谷 美也子 

主事     林 佑亮 

会計年度任用職員    4名 

２．運営委員会 

  小山市立車屋美術館設置条例第 16条（運営委員会）及び同管理運営規則第 13条（小山

市立車屋美術館運営委員会）に基づき、当館の管理運営に関する諮問に応じ必要な協議

を行うために設置するものである。 

【令和 3年度運営委員会委員名簿】 

島田 紀夫  美術評論家・実践女子大学名誉教授 （委員長） 

杉浦 幸子  武蔵野美術大学教授 

益田 勇一  白鷗大学教授 

小勝 禮子  美術批評家 （副委員長） 

荒井 友子  小山市教育委員会委員 

増渕 輝子  小山市立大谷中学校教諭 

―第１回運営委員会― 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面審議とした(8 月) 

議 題：（１）令和 2年度事業報告 

（２）令和 3年度事業実施状況について 

（３）令和 4年度企画展（案）について 

（４）その他 

   

―第 2回運営委員会― 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため書面審議とした(3 月) 

議 題：（１）令和 3年度事業実施状況について 

（２）令和 4年度事業(案)について 

（３）令和 5年度事業計画について 

（４）その他 
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３．小川家住宅公開事業 

 車屋美術館では、郷土の歴史と文化への関心を高め、教育、学術及び文化の振興を図る

ために設置された小山市文化財展示施設の一つ国登録有形文化財「小川家住宅」（小山市文

化財展示施設条例第２条）の公開・活用等の事業を実施しています。 

 小川家住宅のうち、旧米蔵と旧肥料蔵を美術館として改修したほか、主屋や土蔵、表門、

庭園を一般に公開しています。公開に際しては、ボランティアスタッフが来訪者への解説

等を行っており、来訪者からは好評を博しています。 

令和 3年度に当館ボランティアとして登録していただいた方は 20名で、延べ 190名の活

動実績がありました。9月は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため緊急事態宣言の発出

により臨時休館となり、活動ができませんでした。 

 

令和3年度 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

12 17 20 24 17 0 16 22 15 17 13 17 190名 

 

小川家住宅主屋（左）と米蔵（展示室・右） 

 

 

【沿革】 

  足尾山地の地蔵岳に源を発して市の中央を南西に流れる思川は、４県４市２町にまたがる渡良瀬 

遊水地（2012.8月ラムサール条約登録湿地）で渡良瀬川に流入し、間もなく利根川に注ぎ込む。 

江戸時代以降、江戸と下野を結ぶ水上交通路として重要な役割を果たしており、特に物資輸送の拠 

点である河岸が多く置かれた。小川家は、大量物資輸送の可能な高瀬舟が行き交う最上流の河岸と 

して栄えた乙女河岸で肥料問屋を営んでいたが、物資輸送の中心が水路から陸路へと移った明治時 

代の末に現在の地へと移転した。平成 19年、商家のたたずまいを残す貴重な文化財として主屋・米 

蔵・肥料蔵・土蔵・表門の５棟が国の登録有形文化財になった。小山市ではこれを機に、“建物を活 

かし、文化を生かす”という文化財登録制度の理念のもと、地域の歴史・文化・自然と関わって発 

展してきた同住宅を借り受け、平成 20年度に国土交通省の補助金を得て整備工事を実施し、平成 21 

年 4月 3日、小山市立車屋美術館として開館した。 
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４．美術館ボランティア支援事業 

 美術館事業のうち、「小川家住宅公開事業」を支援する目的でボランティアスタッフの

方々が積極的な活動を続けています。小川家住宅公開事業では、主に住宅の観覧者に対す

る案内や解説を行っていただいているほか、各種美術館事業の補助や広報活動でもご尽力

を頂いています。 

 なお、市民の芸術文化に対する理解と関心を深め、その普及に大きな役割を果たすボラ

ンティアスタッフが自身の教養を豊かにし、さらに観覧者へと還元できるよう、その活動

を支援する目的で視察研修を行っていましたが、近年、新型コロナウイルス感染症感染拡

大防止のため、研修会の開催は中止しています。 

 

                                    

５．統計資料 

【令和 3（2021）年度入館者】 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

企
画
展 

有
料
観
覧
者 

82  327 257 619 1,016 - - - - - - - 2,301 

小
川
家 

62  179 137 238 500 0 63 46 52 90 54 48 1,469 

無料入館者 176  810 1,093 358 717 0 115 436 209 586 104 183 4,787 

総入館者数 320 1,316 1,487 1,215 2,233 0 178 482 261 676 158 231 8,557 

                              

 

【月別入館者の推移】 

 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

R2(参考） R3
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【年度別入館者の推移】  総入館者数 139,936名（令和 4年 3月 31日現在） 

 

【アンケート】 

 令和 3(2021)年度に開催された企画展示ほかでアンケートにご協力いただいた方は、合

計 249名（内訳は男性 80名、女性 166名、無記入 3名）でした。貴重なご意見ありがとう

ございました。これらのアンケート結果は、今後の美術館運営の参考とさせていただきま

す。 

 なお、アンケートには複数回答や回答なしの項目があるため、以下のグラフ内の数値は

回答数の中の割合を示したものです。 

 

① 性 別 

 

 

 

 

 

②年 齢 

  

 

 

 

 

 

  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000
15,050 

11,813 
10,268 10,724 

12,129 

14,778 

11,687 11,448 10,870 10,488 

8,336 

3,790 

8,557 

32%

67%

1%

男性 女性 答えられない

2%

8%
4%

4%

10%

20%21%

31%

無記入

10代以下

20代

30代

40代

50代

60代

70代～
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③ 住 所                ④ 同行者はどなたですか 

  

             

           

⑦ 今回の企画展覧会について 

 

 

 

 

86%

8%

5% 1%

企画展覧会

小川家住宅

小川家庭園

その他

10%

11%

3%

36%

11%

8%

21%
広報おやま

新聞

テレビ小山・おーラジ

ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ

HP・SNS

口コミ

その他・無記入

⑥  何に興味をもちましたか  

 

31%

20%
22%

1%

20%

6% なし

夫婦

家族や親戚

カップル

友人

その他・無回答

⑤  美術館を何で知りましたか  

 

41%

36%

16%

7%

小山市内

栃木県内

県外(茨城・埼

玉・群馬）

その他・無記入

63%

26%

1% 10%

適当 安い 高い 無記入77%

19%

2% 0% 2%
満足

期待以上

やや不満

不満

わからない・無

記入

⑧ 観覧料について（企画展） 
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⑨ 観覧料について(小川家住宅)       ⑩ 今後の企画展覧会の希望 

 

 

⑪ その他、お気づきになられたことを自由にお書きください。（抜粋） 

 

≪第 51回展≫ 

 ・東京の展覧会に行けなくなったので、今回のような優れた企画を大変うれしく思う。

今後もどんな企画展が開催されるか楽しみにしています。 

・とても素敵な古民家の美術館。初めて来ました。この丸木俊さんの貴重な原画との出

会いは、都会のギャラリーではありえないものと感じます。何度もここに伺って、素敵

な出会いをしたい。小山市の姿勢に拍手。 

・丸木俊さんの絵が好きで見に来た。丸木美術館など良い美術館が経営が大変とのこと。

足を運んで応援したい。良い企画である。また、足を運びたい。 

・すさまじい原爆の絵を描く方が、このような絵本の挿絵、それも世界の童話や日本の

伝説ストーリーに人としての心を描き出し、絵本として見出した偉大さは、心底喜ばし

いことと思う。日本人でよかった。 

・以前から丸木俊さんを知っていたが、小山で企画をして展覧会をしていただき大変う

れしい。 

・絵がすべて小さい。 

・たくさん色のあるものが良い。絵が思ったより少なかった。 

・絵本の原画展は他所でも見たことがあるが、絵本と比べて見られたのは今回が初。色

遣いの素晴らしいこと。印刷では限度があると知っていても、改めて感じ入りました。

企画してくださり、ありがとうございます。 

・子供向けの企画を希望。カエルの話が怖くなかった。 

・丸木俊のファン。原画の美しさ・表現力に圧倒された。コロナ禍になって久しぶりに

本物の芸術の世界に浸ることができた。 

・被爆のイメージが強く、企画展で素晴らしい才能を知り、楽しかった。 

・絵本が好きでたくさん集めていたが、俊さんの作品は一つも知らなかったのが残念だ

った。素晴らしい原画を見ることがうれしく、もっと他の作品も見てみたい。 

64%

25%

1% 10%

適当 安い 高い 無記入

12%

42%

6%

7%

9%

9%

15%
油絵

日本画

彫刻

工芸

現代美術

デザイン

その他
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・じっくりと見ることができた。とても満足。印刷されたはがきなどが欲しくなった。 

・絵のところがにじんでいたり、動物や人の服・柄など細かいところも書いてあってす

ごかった。図書館で本を借りたいと思った。 

・絵本の原画は子供とも楽しめるので、大変嬉しかった。子供と消しゴムの跡を見て「有

名人も間違えたり直したりするんだね」と話せました。子供と楽しめる企画は今の時代

とても嬉しいです。 

・二段になっている画の下側のキャプションが見ずらかった。 

・丸木さんのこのような素晴らしい絵本があることも知らず、原画が國學院に所蔵され

ていることにも驚いた。絵本を手に取って読むことができ、とても豊かな気持ちになっ

た。俊さんの絵の豊潤に浸りました。 

・丸木美術館での鑑賞時と異なり、今回は夢の世界にいるようで楽しい時間を過ごさせ

てもらった。 

・丸木俊さんの原画の美しさに感激した。癒され、元気をいただいた。 

・いつも素敵な企画展をされている。もっと知られてもいい美術館なのにな…と思う。

次の企画展も楽しみ。 

・出入口が同じなので、もう一度絵を見ながら戻れるのでよいと思った。 

・小山市まで来るのを迷っていたが、本当に来てよかった。原画の彩色がきれいなのに

驚いた。小川家住宅と庭も素敵だった。 

・順路がやや分かりづらい。おしらさまの動線が分かりづらかった。 

・偶然とおりかかり、丸木俊さんの看板と住宅の雰囲気に惹かれて入った。どちらもド

キドキし、楽しかった。二階の洋間に驚いた。丸木さんの絵や絵本はどれもそれぞれ印

象が変わり、とても不思議。またスタッフがやさしく、初めてでも変に緊張することな

く見て回ることができた。 

・古い蔵を有効に使用しての展示に、心落ち着いて鑑賞でき満足。やはり原画はいい。

こんなにやさしい色使いでたくさんの絵を描いていたとは知らなかった。来て良かった

と思う鑑賞会と建物でした。 

・チラシだけでは無知だったので、この素晴らしい企画は貴重です。 

・絵本の原画展をまた希望。 

 

≪第 52回展≫ 

 ・滝平二郎氏のきりえ、版画、とても素晴らしかった。同じ県民として誇らしく思った。 

 ・説明が読みやすく、また滝平氏の人(特に子ども)への愛情深さがよくわかる説明があ

り、そうした視点から改めて作品を見ると、子どもの表情の素直さ、好奇心などがよく

わかってますます作品が好きになった。 

 ・滝平二郎のきりえのファンであり、郡山市より来た。良い展示だった。 

 ・子供の頃、新聞のきりえを毎週楽しみにしていたことを懐かしく思い出しました。 

 ・見ごたえがあった。説明書が分かりやすく、作品の理解になる。 
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 ・こんな著名な人の絵が身近で見られ本当に満足です。昔が近くに思い出されました。

ありがとう。 

 ・滝平さんと斎藤さんペアでの作品はたくさん目にしていたし、小学生への読み聞かせ

にとりあげる作品でいつか見たいと思っていた。今回の企画展、本当に素晴らしく、も

のすごく感動した。この施設を活かしたものが企画されたら…と思い、期待している。 

 ・本も一緒に展示されていて懐かしくなった。 

 ・制作者の仕事の写真があればもっと良かったと思う。 

 ・お腹一杯の気持ちになった。 

 ・キャプションが非常にわかりやすかった。話のあらすじに沿ってきりえを鑑賞でき、

とても楽しむことができた。来てよかった。また来ます。 

 ・滝平二郎展、すごくおもしろかった。豆太のパネルが特によかった。 

 ・大変懐かしく拝見した。昔朝日新聞で見たことを思い出した。日本の戦前の風俗が偲

ばれ、大変感動した。 

 ・原画はいい。色がきれいで新鮮。「八郎」の絵は絵本でみると黒だったと思っていたが、

原画には青も使われていた。 

 ・展示品の数も多く、近くに寄ってゆっくり鑑賞することができ、大満足した。コロナ

禍の開催は、スタッフも苦労しただろう。いいものを見せて頂き、感謝している。 

 ・水彩を使っているので、色がカラフルできれいだった。 

 ・とても気持ちが穏やかになった。対応して下さる職員の方々にも感謝。 

 ・子供たちも絵本で親しんできた滝平さんの作品を 1点 1点見てました。また来館した

いです。 

 ・コロナ禍の中、このような企画展を開催して頂き、日常の閉塞感の中、息抜きになっ

ている。身近に親しまれる美術館として今後もよろしくお願いします。 

 ・久しぶりに懐かしいソメコや八郎、豆太などに会えて嬉しかった。 

 ・館内はきれいに整備されていて、展示品も落ち着いてよく見ることができた。小山市

在住ながら今まで来たことが無かったので、今後興味を持ちたいと思う。 

 ・友人に誘われてきたが、とても良い絵で心が洗われました。ありがとうございました。 

 ・小規模だけど非日常を味わえるのでこれからも来ます。ほのぼのしました。小 3の子

どもも良く見ていました。ありがとうございました。 

 ・滝平さんのきりえグッズ等も期待していました。またの機会を楽しみにしています。 

  

≪スタディプログラム「見て！感じて！作ってみよう！」≫ 

 ・くつしたがたまごみたいできれい。動物のしっぽにネズミがいたよ。 

 ・ワークショップが楽しかった。ワニがくるくる回って面白い。どうして回るのか。 

 ・タムラサトルの作品は、意味とかを破壊している。生きるのが楽に思えるアートです

（笑）。タムラさんの作品の小さなワニが欲しい。 

 ・立体感があり良かった。 
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≪第 7回 「10×15 の世界コンテスト展」≫ 

 ・毎回、10×15の世界の広がりを楽しませて頂いている。今回初めて出展したが、また 

作品のアイデアを考え応募したい。 

 ・はじめてお邪魔した。素敵な美術館なのでまた来ます。 

 ・個性豊かで、面白くて良い作品が多い。子供たちの作品が楽しくて良かった。 

 ・大変参考になりました。来年は出品を計画してみます。 

 ・昨年に比べ、立体的な作品や様々な素材を取り入れた作品が多くあったように思える。

豊かで自由な創造力に触れられてよかったです。 

 ・特別審査員の作品で、ファッション系の現代アートはなかなか見る機会がないことも

あり、新鮮でした。目が隠れていることで、他の要素（口元や体勢等）を感じながら、

どんな目をして何を考えているのかと、想像が膨らみました。 

 ・以前に描いていた頃のことを思い出し、再び描きたくなりました。賞に入らなかった

作品にも素晴らしいものが多数ありましたね。 

 ・小さな空間に思いを描くのはすてきです。私も描いてみたくなりました。 

 ・どの作品も素晴らしく、子どもの作品もデザインが良い。今後もアートの作品展に参

加（見学）したいです。ありがとうございました。 

 ・自分の作品を見て後悔、反省しました。もっと見る人の立場も考えてやり直します。 

 それと意外なことに、アニメを真似た作品がないのに驚きました。それから入賞作品を

もっと近くで見たかったです。 

 ・全国各地から、また力作も多く…たくさんの人が見てくれればいいのに。私は友人か

らの LINEで知りましたが、もっと PRしてもよろしいのでは…？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 臨時休館について 

  小山市立車屋美術館は、国の緊急事態宣言の発出により、新型コロナウイルス感染症 

 感染予防・拡大防止のため、8月 27日（金）から 9月 30日（木）まで臨時休館しました。 

 

 

❀ご協力ありがとうございました❀ 
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Ⅲ 展覧会事業 

  

１． 第 51回企画展「丸木俊 絵本原画展」 

 

【会  期】 令和 3年 4月 24日（土）～6月 13日（日） 

【開館日数】 42日間 ※無料公開日 5月 4日（みどりの日）、5日（こどもの日）、 

18日(国際博物館の日)、6月 12 日、13日(県民の日関連) 

【入 場 者】 2,839 名（1日平均  67.6名） 

【観 覧 料】 有料：一般 400（300）円、高校・大学生 250（150）円 

中学・義務教育学校生以下無料、障がい者手帳お持ちの方と付添一名無料 

       「ミュージアム割引 小山市立博物館の半券(2020年 4月以降の日付印があ

るもの、年度内 1回限り有効)で一般 100円、高校・大学生 50円割引」 

※（ ）内は 20名様以上の団体料金 

【種  別】 自主企画 

【協  力】 國學院大學栃木学園参考館 

【後  援】 朝日新聞宇都宮総局、ＮＨＫ宇都宮放送局、エフエム栃木、産経新聞社宇都

宮支局、下野新聞社、テレビ小山放送、FMおーラジ、東京新聞宇都宮支局、

株式会社とちぎテレビ、(株)栃木放送、毎日新聞宇都宮支局、読売新聞宇都

宮支局  

 

【展示概要】  

丸木俊は、夫の丸木位里との共同制作《原爆の図》で世界的に知られるが、その一

方で生涯に 150冊を超える絵本の挿絵、装幀の仕事を手掛けていることはあまり知ら

れていません。その挿絵原画 81点を紹介しました。一般的に原爆の図の印象が強いが、

挿絵原画は色彩も鮮やかで、『グリム童話』や『浦島太郎』等すべての世代で親しま

れている読み物の挿絵が多かったため、年齢層割合の高いおとなやシニアが子どもを

連れてくるケースや、学校や保育施設単位の団体見学後、子どもが保護者と再度来館

するケースがあり、春期の企画展としてはコロナ禍以前の水準の入館者数となりまし

た。 

挿絵の美しさに感動した、子どもと楽しめるので嬉しかった、近場の美術館で鑑賞

できてよかった、という感想が多く寄せられました。また、絵本の閲覧コーナーの滞

在時間が長く、出品原画以外の挿絵を見たり、ものがたり世界に触れることで、原画

鑑賞の感度が深まっていたように感じました。 
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【関連事業】  

  ①担当学芸員によるギャラリートーク 

     会 場：車屋美術館企画展示室 

      講 師：当館五十嵐学芸員 

⑴日 時：4月 24日（土）14:00～14:30 

     参加者：8名 

    ⑵日 時：5月 9日(日) 14:00～14:30 

        参加者：12 名 

    ⑶日 時：6月 6日(日) 14:00～14:30 

     参加者：14 名 

     

 

  ②講演 

  「地に根ざして咲く花―丸木俊の絵本の仕事」 

    講 師：岡村 幸宣 氏（原爆の図丸木美術館学芸員） 

日 時：5月 23日（日）14:00～15:00 

会 場：小山市立博物館視聴覚室 

    参加者：26 名 

 

    ③絵本コーナー 

    丸木俊が挿絵を描いた絵本や丸木俊関連の本(30冊)を自由に読めるスペースを設

けました。(協 力：小山市立中央図書館) 

    期 間：会期中開催 

    会 場：車屋美術館企画展示室 

 

 

【作品リスト】 

№ タイトル 所収巻 頁 サイズ縦×横ｍｍ 素材・技法 所蔵 

『グリムどうわ』 グリム兄弟著 大塚勇三訳 学習研究社 1970年 

1,2 赤ずきん1 
 

p.6,p.8 
p.6 70×46 

p.8 117×156 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

3 赤ずきん2  pp.10-11 140×365 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

4 赤ずきん3  p.15 237×174 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

5,6 赤ずきん4 
 

p.17,p.12 
p.12 105×63 

p.17 130×178 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 
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7 金のガチョウ  pp.36-37 235×350 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

8 

9 

10 

ヘンゼルとグレーテル1 

 

p.58,p.61,p.63 

p.63 230×79 

p.58 64×45 

p.61 79×148 

紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

11 ヘンゼルとグレーテル2  pp.76-77 231×347 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

12,13 ブレーメンの音楽隊1 
 

p.91,p.93 
p.91 77×49 

p.93 88×148 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

14 ブレーメンの音楽隊2  p.101 220×160 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

15,16 しらゆきひめ1 
 

p.113,p.122 
p.113 235×175 

p.122 60×50 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

17 しらゆきひめ2  pp.116-117 231×351 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

18 オオカミと７ひきの子ヤギ1  pp.148-149 231×351 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

19 オオカミと７ひきの子ヤギ2  p.152 235×175 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

『せむしの子うま』 エルショーフ著 内田莉莎子訳 学習研究社 1971年 

20,21 

22,23 
せむしの子うま1 

 

p.39,p.49,p.61, 

p.155 

p.39 110×65 

p.155 131×58 

p.49 112×67 

p.61 46×145 

紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

24 せむしの子うま2  pp.92-93 235×335 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

25 せむしの子うま3  pp.106-107 235×355 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

26 せむしの子うま4  pp.110-111 235×355 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

27 せむしの子うま5  pp.76-77 270×395 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

『くじゃくのはなび』 鐘子芒著 君島久子訳 偕成社 1976年 

28,29 くじゃくのはなび1 
 

p.13,p.29 
p.13 213×13 

p.29 222×185 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

30 くじゃくのはなび2  pp.44-45 275×382 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

『松谷みよ子のむかしむかし《日本の伝説》』松谷みよ子著  講談社  1973年 

 （『日本の伝説』巻1～5 松谷みよ子著 講談社 1970年の新装改訂) 

31 日本の伝説１目次 １ 目次 165×335 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

32 ねずみになったまたぎ ２ pp.102-103 225×350 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

33 漁師とくじら ３ pp.102-103 225×350 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

34 殺生石 ３ pp.78-79 223×357 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

35 浦島太郎 ３ pp.122-123 225×335 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

36 逃げ出したお姫さま ５ pp.4-5 225×350 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

37 雪姫、紅葉姫 ５ pp.34-35 225×350 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 
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38 金太郎 ５ pp.42-43 227×357 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

39 金のうり ５ pp.82-83 223×357 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

40 殿さまと荒おどり ５ pp.90-91 230×357 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

『おしらさま』菊池敬一文 小峰書店 1976年 

41 おしらさま1  表紙・裏表紙 277×445 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

42 おしらさま2  中表紙 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

43 おしらさま3  pp.4-5 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

44 おしらさま4  pp.6-7 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

45 おしらさま5  pp.8-9 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

46 おしらさま6  pp.10-11 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

47 おしらさま7  pp.12-13 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

48 おしらさま8  pp.14-15 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

49 おしらさま9  pp.16-17 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

50 おしらさま10  pp.18-19 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

51 おしらさま11  pp.20-21 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

52 おしらさま12  pp.22-23 268×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

53 おしらさま13  pp.24-25 268×415 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

54 おしらさま14  pp.26-27 270×410 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

55 おしらさま15  pp.28-29 273×420 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

56 おしらさま16  pp.30-31 270×413 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館寄託 

『あかがえるのビルとタルタル』関根栄一文 国土社 1973年 

57,58 あかがえるのビルとタルタル1 
 

p.32、扉 
p.32 140×98 

扉 230×250 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

59 あかがえるのビルとタルタル2  p.3 223×245 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

60 あかがえるのビルとタルタル3  p.5 223×245 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

61 あかがえるのビルとタルタル4  p.6 223×245 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

62 あかがえるのビルとタルタル5  p.9 223×245 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

63 あかがえるのビルとタルタル6  pp.10-11 224×490 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

64 あかがえるのビルとタルタル7  pp.14-15 224×490 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

65 あかがえるのビルとタルタル8  p.17 223×245 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

66 あかがえるのビルとタルタル9  pp.22-23 224×490 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

67 あかがえるのビルとタルタル10  p.25 223×245 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

68 あかがえるのビルとタルタル11  pp.28-29 224×490 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

『ポケットの中のねこ』 岡野薫子作 フレーベル館＜改訂版＞1991年（初版は『ポケットの中のひみつ』フレーベル館1974年） 
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69 ポケットの中のねこ1  表紙、裏表紙 263×461 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

70,71 ポケットの中のねこ2 
 

背表紙、タイトル 
背表紙 65×45 

タイトル 145×30 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

72 ポケットの中のねこ3  初版のとびら 220×180 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

73 ポケットの中のねこ4  pp.6-7 225×370 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

74,75 ポケットの中のねこ5 
 

タイトルp.66,p.72 
p.66 160×40 

p.72 210×170 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

76 ポケットの中のねこ6  pp.68-69 222×370 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

77,78 ポケットの中のねこ7 
 

p.102,p.77 
p.77 228×185 

p.102 68×68 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

79,80 ポケットの中のねこ8 
 

p.89,p.85 
p.85 228×185 

p.89 228×190 
紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

81 ポケットの中のねこ9  pp.92-93 225×368 紙・着色 國學院大學栃木学園参考館 

 

 

    

【絵本コーナー図書一覧:中央図書館より借用】 

№ タイトル 編著者  発行年 発行所 

1 カラスだんなのおよめとり 丸木 俊/文 
チャールズギラム/文 

石井桃子/訳 
1963年 岩波書店 

2 グリムどうわ 丸木 俊/画 大塚勇三/訳 1970年 学習研究社 

3 
松谷みよ子のむかしむかし 

６巻(日本の伝説) 
丸木位里、俊/画 松谷みよ子/文 1973年 講談社 

4 
松谷みよ子のむかしむかし 

７巻(日本の伝説) 
丸木位里、俊/画 松谷みよ子/文 1973年 講談社 

5 
松谷みよ子のむかしむかし 

８巻(日本の伝説) 
丸木位里、俊/画 松谷みよ子/文 1973年 講談社 

6 
松谷みよ子のむかしむかし 

９巻(日本の伝説) 
丸木位里、俊/画 松谷みよ子/文 1973年 講談社 

7 
松谷みよ子のむかしむかし 

１０巻(日本の伝説) 
丸木位里、俊/画 松谷みよ子/文 1973年 講談社 

8 あかがえるのビルとタルタル 丸木 俊/画 関根栄一/文 1973年 国土社 

9 
ポケットの中のひみつ 

フレーベルどうわ文庫9 
丸木 俊/画 岡野薫子/文 1974年 フレーベル館 
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10 おしらさま 丸木 俊 菊池敬一/文 1976年 小峰書店 

11 
くじゃくのはなび 

創作こども文庫10 
丸木 俊/画 

鍾 子芒/文 

君島久子/訳 
1976年 偕成社 

12 明かりになったかたつむり 丸木 俊/画 北畠八穂/文 1976年 岩波書店 

13 
うしかいとおりひめ 

ちゅうごくみんわ 創作こども文庫15  
丸木 俊/画 君島久子/訳 1977年 偕成社 

14 おつかいありさん 絵/丸木 俊 詩/関根栄一 1977年 国土社 

15 あそびましょ 丸木 俊 松谷みよ子/文 1977年 偕成社 

16 ルルの家の絵かきさん 丸木位里、丸木俊/挿絵 宇佐美承/著 1978年 偕成社 

17 
りゅうになりたかったへび 

大日本ようねん文庫 
丸木 俊/画 松谷みよ子/文 1979年 大日本図書 

18 手ながの目 丸木俊、丸木位里 たかしよいち/文 1980年 岩崎書店 

19 ひろしまのピカ 丸木 俊/画 丸木 俊/文 1980年 小峰書店 

20 みなまた、海のこえ 丸木俊、丸木位里 石牟礼道子/文 1982年 小峰書店 

21 
せむしの小うま 

愛蔵版世界の童話 
丸木 俊/画 

エルショーフ/文 

内田莉莎子/訳 
1982年 学習研究社 

22 おきなわ 島のこえ 丸木俊、丸木位里 丸木俊、丸木位里/文 1984年 小峰書店 

23 
こどものとも 57 復刻版こま

どりのクリスマス 
丸木 俊子/画 渡辺茂男/訳 1996年 福音館書店 

24 
こどものとも 69 復刻版 

そりにのって 
丸木 俊子/画 神沢利子/文 1996年 福音館書店 

25 
こどものとも 95 復刻版うみ

のがくたい 
丸木 俊子/画 大塚勇三/文 1996年 福音館書店 

26 
うさぎのいえ 

ロシア民話こどものともコレクション 
丸木 俊/画 内田莉莎子再話 1998年 福音館書店 

27 
ねずみのくれたふくべっこ 

ぼくとわたしのみんわ絵本 
丸木 俊/画 松谷みよ子/文 2000年 童心社 

28 いのちの花 
絵/丸木俊、 

題字/丸木位里 
作/そのだひさこ 2003年 解放出版社 

29 ロシアのわらべうた 丸木 俊/画 内田莉莎子/訳 2006年 架空社 ポポタム 

30 
いのちあるものたちへの讃歌 

丸木俊・スマの世界 
丸木俊、丸木スマ  2007年 ブックグローブ社 
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 (閲覧図書：中野館長個人所有) 

№ タイトル 編著者   発行年 発行所 

1 
日本の童画８  

瀬川康男/田島征三/丸木俊 
田中重弥  

 
昭和56年 第一法規出版株式会社 

2 日本の民話1 動物の世界 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

3 日本の民話2 自然の精霊 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

4 日本の民話3 神々の物語 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

5 日本の民話4 民衆の英雄 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

6 日本の民話5 長者への夢 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

7 日本の民話6 土着の信仰 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

8 日本の民話7 妖怪と人間 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

9 日本の民話8 乱世に生きる 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

瀬川拓男 松谷みよ子 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

10 日本の民話9 太平の天下 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

11 日本の民話10 残酷の悲劇 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

12 
日本の民話11 民衆の笑い

話 

宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和48年 株式会社 角川書店 

13 日本の民話12 現代の民話 
宮本常一 野坂昭如/監修 

瀬川拓男 松谷みよ子/編集 

松谷みよ子 瀬川拓男 清水真弓/再話 

丸木位里 丸木俊/口絵 さし絵 
昭和49年 株式会社 角川書店 
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２．第 52回企画展「生誕 100年 滝平二郎展 

～ものがたりを描いた画家～」 

 
【会  期】 令和 3年 7月 17日（土）～8月 29日（日）   

【開館日数】 35日間 ※緊急事態宣言をうけ 8月 27 日より臨時休館となったため 8月 26 日で閉幕 

【入 場 者】 3,380 名（1日平均：96.6名）     

【観 覧 料】 有料：一般 400(300)円 、高校・大学生 250(150)円 

      中学・義務教育学校生以下無料、障がい者手帳お持ちの方と付添一名無料 

      「ミュージアム割引 小山市立博物館の半券(2020年 4月以降の日付印のあ

るもの、年度内 1回限り有効）で一般 100円、高校・大学生 50円割引」

※（ ）内は 20名様以上の団体料金 

【種  別】 自主企画 

【特別協力】 滝平二郎事務所 

【後  援】 朝日新聞宇都宮総局、ＮＨＫ宇都宮放送局、エフエム栃木、産経新聞社宇

都宮支局、下野新聞社、テレビ小山放送、FMおーラジ、東京新聞宇都宮支

局、株式会社とちぎテレビ、(株)栃木放送、毎日新聞宇都宮支局、読売新

聞宇都宮支局 

【展示概要】  

滝平二郎（たきだいらじろう。1921-2009年）は、『モチモチの木』などの名作絵本

の挿絵や新聞掲載された郷愁溢れるきりえ作品で知られる画家で、生誕 100年を記念し

て木版画やきりえ作品 78点を展示し画業を振り返りました。 

ロングセラー絵本や新聞掲載で一世を風靡したきりえの原画は、多世代に親しまれて

いるため、入館者の年齢層が非常に幅広いのが特徴的でした。また、関東では唯一の生

誕 100年展だったため県内客が主だが、県外からも多数来館いただきました。コロナ禍

で閉塞感が強い日常において、息抜きを求めて美術館に足を運んでくださる方が多かっ

たようです。 

 

 

【関連事業】 

①ギャラリートーク「担当学芸員によるギャラリートーク」 

日 時：7月 17日(土)14:00～14:30 

会 場：車屋美術館 企画展示室 

参加者：37名 

講 師：当館 五十嵐学芸員 
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②ワークショップ 

 切り絵入門「誰でもできるかんたんな切り絵を楽しもう！」 

 日 時：7月 25日(日)10:00～12:00 

  会 場：博物館 体験学習室 

 参加者：17名 

 講 師：中野 晴永（車屋美術館館長）  

 

③絵本コーナー 

 滝平二郎が挿絵に描いた絵本や、滝平二郎関連の本を読めるスペースを設けました。 

期 間：会期中開催 

会 場：車屋美術館 企画展示室 

 【作品リスト】 

No. 作品名  
 

制作年 
サイズ 

(縦×横ｍｍ) 
技法/素材 所蔵 

1 土橋 An Earthen Bridge 
1951 

(昭和 26) 

189×

230 

木版/ 

和紙、油性多色摺り(合羽摺り) 
個人蔵 

2 霞ヶ浦にて At Kasumigaura 
1955 

(昭和 30) 

455×

350 
木版/和紙、油性墨一色摺り 個人蔵 

3 夏の子供 Summer Child 
1960 

(昭和 35) 

300×

400 

木版/和紙、油性多色摺り

(銀箔) 
個人蔵 

4 冬の子供 Winter Child 
1960 

(昭和 35) 

290×

410 

木版/和紙、油性多色摺り

(銀箔) 
個人蔵 

5 野良帰り On the Way from the Field 
1965 

(昭和 40) 

325×

445 
木版/和紙、油性多色摺り 個人蔵 

6 ベロ出しチョンマ-A 
"Berodashi-Chonma"Book 

Design(A) 

1968 

(昭和 43) 

230×

185 
木版/和紙、油性多色摺り 個人蔵 

7 ベロ出しチョンマ-B 
"Berodashi-Chonma"Book 

Design(B) 

1968 

(昭和 43) 

230×

185 
木版/和紙、油性多色摺り 個人蔵 

8 さるかに COVER 
"Sarukani-Monkey  

and Crab"COVER 

1967 

(昭和 42) 

245× 

426 

きりえ/和紙･洋紙、墨･

グアッシュ 
個人蔵 

9 さるかに pp.2-3 
"Sarukani-Monkey and 

Crab"pp.2-3 

1967 

(昭和 42) 

245× 

426 

きりえ/和紙･洋紙、墨･

グアッシュ 
個人蔵 

10 さるかに pp.22-23 
"Sarukani-Monkey and 

Crab"pp.22-23 

1967 

(昭和 42) 

245×

426 

きりえ/和紙･洋紙、墨･

グアッシュ 
個人蔵 
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11 さるかに pp.30-31 
"Sarukani-Monkey and 

Crab"pp.30-31 

1967 

(昭和 42) 

245×

426 

きりえ/和紙･洋紙、墨･グア

ッシュ 
個人蔵 

12 八郎 COVER "Hachiro"COVER 

1967 

(昭和 42) 

 330× 

486 

木版・きりえ/和紙・洋紙、

墨、油性多色摺り 
個人蔵 

13 八郎 pp.2-3 "Hachiro"pp.2-3 

1967 

(昭和 42) 

312×

467 

木版・きりえ/和紙・洋紙、

墨、油性一色摺り 
個人蔵 

14 八郎 pp.6-7 "Hachiro"pp.6-7 

1967 

(昭和 42) 

312×

467 

木版・きりえ/和紙・洋紙、

墨、油性一色摺り 
個人蔵 

15 八郎 pp.14-15 "Hachiro"pp.14-15 

1967 

(昭和 42) 

312×

467 

木版・きりえ/和紙・洋紙、

墨、油性一色摺り 
個人蔵 

16 八郎 pp.16-17 "Hachiro"pp.16-17 

1967 

(昭和 42) 

312×

467 

木版・きりえ/和紙・洋紙、

墨、油性一色摺り 
個人蔵 

17 八郎 pp.26-27 "Hachiro"pp.26-27 
1967 

(昭和 42) 

312×

467 

木版・きりえ/和紙・洋紙、

墨、油性一色摺り 
個人蔵 

18 花さき山 COVER "Blooming Mountain"COVER 
1969 

(昭和 44) 

1 300×

490 
きりえ/和紙･洋紙、墨・水彩  個人蔵 

19 花さき山 pp.6-7 
"Blooming 

Mountain"pp.6-7 

1969 

(昭和 44) 

252×

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

20 花さき山 pp.8-9 
"Blooming 

Mountain"pp.8-9 

1969 

(昭和 44) 

252×

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

21 花さき山 pp.12-13 
"Blooming 

Mountain"pp.12-13 

1969 

(昭和 44) 

252×

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

22 花さき山 pp.16-17 
"Blooming 

Mountain"pp.16-17 

1969 

(昭和 44) 

252× 

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

23 花さき山 pp.22-23 
"Blooming 

Mountain"pp.22-23 

1969 

(昭和 44) 

252×

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

24 花さき山 pp.28-29 
"Blooming 

Mountain"pp.28-29 

1969 

(昭和 44) 

252×

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

25 花さき山 pp.30-31 
"Blooming 

Mountain"pp.30-31 

1969 

(昭和 44) 

252×

425 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 
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26 モチモチの木 COVER "Mochi Mochi Tree"COVER 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

27 モチモチの木 pp.2-3 "Mochi Mochi Tree"pp.2-3 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

28 モチモチの木 pp.6-7 "Mochi Mochi Tree"pp.6-7 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

29 モチモチの木 pp.8-9 "Mochi Mochi Tree"pp.8-9 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

30 モチモチの木 pp.10-11 "Mochi Mochi Tree"pp.10-11 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

31 モチモチの木 pp.12-13 "Mochi Mochi Tree"pp.12-13 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

32 モチモチの木 pp.14-15 "Mochi Mochi Tree"pp.14-15 
1971 

(昭和 46) 

285× 

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

33 モチモチの木 pp.16-17 "Mochi Mochi Tree"pp.16-17 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

34 モチモチの木 pp.18-19 "Mochi Mochi Tree"pp.18-19 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

35 モチモチの木 pp.20-21 "Mochi Mochi Tree"pp.20-21 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

36 モチモチの木 pp.22-23 "Mochi Mochi Tree"pp.22-23 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

37 モチモチの木 pp.24-25 "Mochi Mochi Tree"pp.24-25 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

38 モチモチの木 pp.26-27 "Mochi Mochi Tree"pp.26-27 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

39 モチモチの木 pp.28-29(二十日) "Mochi Mochi Tree"pp.28-29 
1976 

(昭和 51) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

40 モチモチの木 pp.30-31 "Mochi Mochi Tree"pp.30-31 
1971 

(昭和 46) 

285×

485 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

41 ひばりの矢 pp.6-7 "Arrow of Skylark"pp.6-7 
1985 

(昭和 60) 

290×

490 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

42 ひばりの矢 pp.8-9 "Arrow of Skylark"pp.8-9 
1985 

(昭和 60) 

 290×

490 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

43 ひばりの矢 pp.14-15 "Arrow of Skylark"pp.14-15 
1985 

(昭和 60) 

290×

490 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 
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44 ひばりの矢 pp.20-21 "Arrow of Skylark"pp.20-21 
1985 

(昭和 60) 

290×

490 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

45 ひばりの矢 pp.24-25 "Arrow of Skylark"pp.24-25 
1985 

(昭和 60) 

 290×

490 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

46 ソメコとオニ COVER "Someko and Devil"COVER 
1987 

(昭和 62) 

325×

515 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

47 ソメコとオニ pp.4-5 "Someko and Devil"pp.4-5 
1987 

(昭和 62) 

275×

470 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

48 ソメコとオニ pp.8-9 "Someko and Devil"pp.8-9 
1987 

(昭和 62) 

275×

470 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

49 ソメコとオニ pp.20-21 "Someko and Devil"pp.20-21 
1987 

(昭和 62) 

275×

470 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

50 嫁さま Bride 
1970 

(昭和 45) 

420×

140 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

51 入学式 Entrance Ceremony 
1971 

(昭和 46) 

412×

142 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

52 雨あがり After Rain 
1971 

(昭和 46) 

410×

141 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

53 すすきが原 
Susukigahara(Japanese 

pampasgrass) 

1971 

(昭和 46) 

409×

141 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

54 かまくら Snow Huts 
1972 

(昭和 47) 

151×

309 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

55 梅 Plum Blossoms 
1972 

(昭和 47) 

151×

308 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

56 もくれん Magnolia 
1972 

(昭和 47) 

172×

314 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

57 竹の子 Bamboo Shoot 
1972 

(昭和 47) 

172×

313 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

58 灯ろう流し Lantern Festival 
1972 

(昭和 47) 

175×

314 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

59 読む Reading 
1972 

(昭和 47) 

175×

314 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

60 てるてる坊主 Weather Charm 
1973 

(昭和 48) 

225×

235 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

61 かなりや 
Kanariya(Canary)A japanese 

children's song 1918 

1973 

(昭和 48) 

225×

235 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 
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62 会津磐梯山 

Aizu-Bandaisan(Work song of 

Aizu) 

A japanese traditional folk 

song 

1973 

(昭和 48) 

226×

235 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

63 ひよこ Chicks 
1974 

(昭和 49) 

245×

246 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

64 若葉の候 Time for Young Leaves 
1974 

(昭和 49) 

245×

246 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

65 晴れ間 Sunshine After Rain 
1974 

(昭和 49) 

247×

248 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

66 天花粉 Baby Powder 
1974 

(昭和 49) 

245×

245 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

67 棒ほど願うて針ほどかなう 

Bo hodo negoute hari hodo 

kanau(Ask much to have a 

little/Japanese Proverb) 

1975 

(昭和 50) 

207×

287 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

68 急がばまわれ Good thing can not be rushed. 
1975 

(昭和 50) 

205×

285 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

69 ままごと・連載五周年 
Play house-5th anniversary 

serial of cutting picture 

1975 

(昭和 50) 

205×

285 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

70 一年生 
Night before the 1st Day of 

School 

1976 

(昭和 51) 

221×

315 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

71 蠅 Flies 
1976 

(昭和 51) 

222×

315 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

72 炬燵 Heater 
1977 

(昭和 52) 

325×

200 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

73 井戸ばた Well Side 
1977 

(昭和 52) 

326×

200 
きりえ/和紙･洋紙、墨･水彩 個人蔵 

74 愛用した描画材、道具  …… …… 彫刻刀､馬楝 個人蔵 

75 郵便切手「おわんの舟」 

<A Wooden Bowl Boat> 

Postage Stamp -Original 

Drawing 

1974 

(昭和 49) 

222×

140 
オフセット印刷 個人蔵 

76 郵便切手「鬼退治」 

<Fighting The Ogres> 

Postage Stamp -Original 

Drawing 

1974 

(昭和 49) 

222×

140 
オフセット印刷 個人蔵 
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３．スタディプログラム「見て！感じて！作ってみよう！」 

77 郵便切手「打出の小槌」 

<A Magic Mallet> 

Postage Stamp -Original 

Drawing 

1974 

(昭和 49) 

222×

140 
オフセット印刷 個人蔵 

78 郵便切手「荒城の月」 

<The Moon Over The Ruined 

Castle> 

Postage Stamp -Original 

Drawing 

1979 

(昭和 54) 

217×

140 
オフセット印刷 個人蔵 

 

【閲覧図書一覧】 

№ タイトル 編著者  発行年 発行所 所有 

1 八郎 滝平二郎 画 斎藤隆介 作 1967年 福音館書店 車屋美術館 

2 三ｺ 滝平二郎 画 斎藤隆介 作 1969年 福音館書店 車屋美術館 

3 モチモチの木 滝平二郎 絵 斎藤隆介 作 1971年 岩崎書店 車屋美術館 

4 ひばりの矢 滝平二郎 絵 斎藤隆介 作 1985年 岩崎書店 車屋美術館 

5 花さき山 滝平二郎 絵 斎藤隆介 作 1969年 岩崎書店 車屋美術館 

6 ソメコとオニ 滝平二郎 絵 斎藤隆介 作 1987年 岩崎書店 車屋美術館 

7 きりえの世界  滝平二郎 著 1972年 河出書房新社 中野館長 

8 
日本の童画(第11巻)滝平二郎/

谷内六郎/藤城清治 
  1980年 第一法規出版 中野館長 

9 滝平二郎の仕事展-改訂版第四刷  滝平二郎 著 2012年 滝平二郎事務所 車屋美術館 

 

 

 

 

【会  期】 令和 3年 11月 6日（土）～12 月 12日（日） 

【開館日数】 30日間 

【入 館 者】 622名（1日平均：20.7名） 

【観 覧 料】 無  料 

【種  別】 自主企画 

【事業概要】 

車屋美術館では、平成 29年度から企画展に関連せず、美術にまつわることを幅広く学

ぶためのスタディプログラムを実施しています。今回、このスタディプログラムを拡張

したプログラムとして、ワークショップと会期中各講師の作品を展示しました。参加者
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は講師の作品や活動を見て感じてから、実技的なことを学び、作ってみるという、とて

も贅沢なプログラムです。アーティストの作品と活動を深く掘り下げることによって、

今後の鑑賞体験や身近なものに対する眼差しがより豊かなものになることを願って、行

いました。 

何よりコロナ感染症による緊急事態宣言も解除され、無事に開催することができて、

ホッとしました。 

 

【関連事業】 

◎ワークショップ 

⑴「ワニを回す(スタイロフォーム編)」 

内 容：動く立体作品を作るワークショップ。スタイロフォームからワニを切り出 

し、色を塗り、モーターで回転するワニを作る。 

   講 師：タムラサトル(現代美術家) 

 日 時：11月 6日(土)、7日(日)、13日（土）、14日(日) 13:00～15:00 全 4回 

  会 場：車屋美術館 企画展示室 

 参加者：延 16 名 

 

⑵「木を彫る、葉っぱのレリーフ」 

内 容：10㎝角の木材から、彫刻刀を用いて、葉っぱをモチーフにしたレリーフを 

作る。 

   講 師：木村 俊也(彫刻家) 

 日 時：11月 20日(土)、21日(日) 10:00～15:00 全 2回 

  会 場：小山市立博物館 体験学習室 

 参加者：延 18 名 

 

⑶「繭から真綿をつくり、レッグウォーマーを編む」 

内 容：繭から真綿を作り、足を包んだり、真綿の糸でレッグウォーマーを編む。 

真綿の活用法を実践するワークショップ。 

   講 師：前田 恵理子(靴下作家) 

 日 時：11月 28日(日)、12月 4日(土)、11日（土） 13:00～15:00 全 3回 

  会 場：小山市立博物館(11月 28日) 

車屋美術館 企画展示室(12月 4日、11日) 

 参加者：延 27 名 
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【作品リスト】 

 
タイトル  作 家 サイズ（cm） 素材・技法 制作年 所蔵 

1 infection 木村俊也 106×25×140 楠 
2019- 

2020 
作家蔵 

2 コトホギ 木村俊也 32×30×20 楠 2018 作家蔵 

3 ノリト 木村俊也 34×31×22 楠 2018 作家蔵 

4 a spirit 1 木村俊也 25.5×13×32 楠 2020 作家蔵 

5 a spirit 3 木村俊也 41×16×37 楠 2020 作家蔵 

6 ユルシ１ 木村俊也 20×15×15 楠 2020 作家蔵 

7 ユルシ２ 木村俊也 20×15×15 楠 2020 作家蔵 

8 Flowers 前田恵理子 60×30×15 

綿、ナイロン、ポリエス

テル、キュプラ、木材、

万力、他 

2011 作家蔵 

9 aurora cookie 前田恵理子 -- 
綿、、ポリエステル、ナ

イロン 
2009 -- 

10 Lei 前田恵理子 -- 綿、ナイロン 2009 -- 

11 pansy garden 前田恵理子 -- 綿、キュプラ、ナイロン 2009 -- 

12 buuke 前田恵理子 -- 
綿、ナイロン、ポリエス

テル、キュプラ、他 
2009 -- 

13 pottery 前田恵理子 -- ナイロン、綿 2009 -- 

14 HANATORI 前田恵理子 -- ナイロン 2009 -- 

15 OHANA JACQUARD 前田恵理子 -- ナイロン、綿 2009 -- 

16 Egg 前田恵理子 65×45×10 

ウール、ナイロン、ポリ

エステル、綿、針、糸、

他 

2011 作家蔵 

17 ころがるたまごのタイツ 前田恵理子 -- 
ウール、ナイロン、ポリ

ウレタン 
2011 -- 

18 Pisi 前田恵理子 -- 
ウール、ナイロン、カシ

ミア 
2011 -- 

19 Pasi 前田恵理子 -- 
ウール、ナイロン、カシ

ミア 
2011 -- 

20 pysanky 前田恵理子 -- 
ウール、ポリエステル、

ナイロン 
2011 -- 
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21 宇宙 前田恵理子 -- 
ウール、ナイロン、綿、

ポリエステル、他 
2011 -- 

22 Egg Hunter 前田恵理子 -- ウール、ナイロン 2011 -- 

23 ADVENTS 前田恵理子 -- ウール、ナイロン 2011 -- 

24 HATIDORI 前田恵理子 -- ウール、ナイロン 2013 -- 

25 スピンクロコダイルⅡ タムラサトル 
400×400×150 

(高さ可変) 

ウレタン、ラテックス、

鉄、モータ、他 
1997 作家蔵 

 

 

４．第７回「10×15の世界コンテスト展」  

 

【会  期】 令和 4年 1月 15日（土）～1月 30日（日） 

【開館日数】 13日間 

【入 場 者】 622名（1日平均：47.9名） 

【観 覧 料】 無  料 

【種  別】 自主企画 

 

【展示概要】 

今回で 7回目となるポストカードの公募型展覧会。多くの市民に創作体験のきっかけ

としてもらい、創造性豊かな人材の育成とまちづくりの推進を図ることを目的にしてい

ます。特設コーナーでは、令和 3年度特別審査員秋山佳奈子氏（アーティスト、小山市

出身）の作品を展示し、小山市ゆかりの芸術家の活動を知って頂く機会を作りました。 

また全国から 522 点もの力作が寄せられ、各賞が選出されました。 

 

【関連事業】 

  ①表彰式 

   日 時：令和 4年 1月 15日(土)10:00～10:40 

      会 場：車屋美術館 企画展示室 

  ②動画公開 

   コンテスト展の展示風景動画を小山市公式 Youtubeチャンネルで公開しました。 

   【令和 4年 2月 7日(月)～公開中】 

 

【 その他 】     

作品応募期間： 令和 3年 11月 2日（火）～11月 30日（火）消印有効 
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全国応募総数： 522点 （うち市内在住者  74点、栃木県内 143点） 

栃木県外からの応募状況(1道 1都 2府 39県) 

 

≪表彰作品受賞者≫ 

◇小山市長賞            竹之内 和乃 様（栃木県壬生町） 

◇小山市議会議長賞         コウ リュウイ 様（東京都杉並区） 

◇小山市教育長賞           近藤 佑衣 様（徳島県徳島市） 

◇車屋美術館長賞           中村 順平 様（東京都日野市） 

◇秋山佳奈子賞(R3特別審査員選)     鈴木 剛 様（山形県山形市）                  

  

≪ 受賞作品 ≫ 

 

 

            

                      

  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小山市長賞  

車屋美術館長賞  

小山市教育長賞  

小山市議会議長賞  
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【秋山佳奈子（令和 3年度特別審査員）展示作品】 

作  品  名 素 材 サイズ（ｃｍ） 制作年 所蔵 

バニーガール     Bunny Girl 

＊第22回岡本太郎現代芸術賞展 入選作品 

パネル、アクリル絵画、マネキン、

布 
500×500×250 2019 作家蔵 

    

 

Ⅳ 教育普及事業 

１．スタディプログラム、ワークショップ 

 美術にまつわることを幅広く学ぶためのスタディプログラムを実施しています。年間に

開催している企画展等にあわせて、鑑賞とは異なる視点から美術作品の創作や展示会企画

の疑似体験などを通して、美術に親しんでもらうことを目的に実施しました。令和 3年度

は 4種類のワークショップを実施し、計 78名の参加がありました。 

 

                       参加人数  78名 

令和 3年 7月 25日(日) 

10:00～12:00 

切り絵入門「誰でもできるかんたんな切り絵を楽しもう！」 

黒画用紙とカッターナイフを使って、誰でもできるかんたんな切り

絵作品を作りました。 

講 師：中野 晴永（車屋美術館館長） 

会 場：小山市立博物館 体験学習室 

17 名 

令和 3年 11 月 6日(土)・ 

7 日(日)・13日(土)・ 

14 日(日) 

13:00～15:00 

「ワニを回す(スタイロフォーム編)」(全 4回) 

動く立体作品を作るワークショップ。スタイロフォームからワニを 

切り出し、色を塗り、モーターで回転させました。 

講 師：タムラサトル氏(現代美術家) 

会 場：車屋美術館 企画展示室 

延 

16 名 

秋山佳奈子賞 

(R3特別審査員選) 
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令和 3年 11月 20日(土)・ 

21 日(日) 

10:00～15:00 

「木を彫る、葉っぱのレリーフ」(全 2 回) 

10㎝角の木材から、彫刻刀を用いて、葉っぱをモチーフにしたレリ

ーフを作りました。 

講 師：木村 俊也氏（彫刻家） 

会 場：小山市立博物館 体験学習室 

延 

18 名 

令和 3年 11月 28日(日)・ 

12月 4日(土)・11 日(日) 

13:00～15:00 

「繭から真綿をつくり、レッグウォーマーを編む」 

真綿の活用法を実践するワークショップ。繭から真綿を作り、足を

包んだり、真綿の糸でレッグウォーマーを編みました。 

講 師：前田 恵理子氏（靴下作家） 

会 場：小山市立博物館(11 月 28日) 

    車屋美術館 企画展示室(12月 4日・11 日) 

延 

27 名 

 

 

２．ギャラリートーク、講演 

展覧会や作家の魅力の一端に触れていただくため、アーティストや担当学芸員等が展覧

会の趣旨や概要について解説するギャラリートークなどを実施しています。 

令和 3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況に応じた対策を模索しなが

ら実施し、計 97名の参加がありました。 

                     参加人数  97名 

令和 3 年 4 月 24 日（土）

14:00～14:30 

ギャラリートーク「丸木俊 絵本原画展」 

当館五十嵐学芸員 
8 名 

令和 3 年 5 月 9 日（日）

14:00～14:30 

ギャラリートーク「丸木俊 絵本原画展」 

当館五十嵐学芸員 
12 名 

令和 3 年 5 月 23 日（日）

14:00～15:00 

「地に根ざして咲く花—丸木俊の絵本の仕事」 

講師：岡村 幸宣氏（原爆の図丸木美術館学芸員） 
26 名 

令和 3 年 6 月 6 日（日）

14:00～14:30 

ギャラリートーク「丸木俊 絵本原画展」 

当館五十嵐学芸員 
14 名 

令和 3 年 7 月 17 日（土）

14:00～14:30 

ギャラリートーク「生誕 100 年 滝平二郎展」 

当館五十嵐学芸員 
37 名 

           

 

３．教育機関等との連携事業 

 学校教育や社会教育との連携を図るため、展覧会・小川家住宅の案内・解説をはじめ、

ワークショップなどを実施しています。令和 3 年度には 14団体からの申込みがあり、合計

310名の参加がありました。 
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【社会教育連携事業】                     参加人数    147名 

令和 3年 6月 1 日(火) 

14:00～15:00 

企画展「丸木俊 絵本原画展」見学 

デイサービスセンター古河中央 あずみ苑 
13 名 

令和 3年 6月 5 日(日) 

10:20～11:00 

企画展「丸木俊 絵本原画展」見学 

グローバルキッズ間々田 
12 名 

令和 3年 6月 18日(金) 

13:10～14:30 

小川家住宅見学 

乙女ふるさと探訪（NPO法人コニュニティ間々田ウォーキ

ンググループ） 

18 名 

令和 3年 7月 20日(火) 

16:00～17:00 

企画展「生誕 100年 滝平二郎展」見学 

小山市教育委員会教育委員視察研修 
7 名 

令和 3年 8月 3 日(火) 

～26日(木)のうち 6日間 

①10:35～11:10 

②13:20～14:00 

企画展「生誕 100年 滝平二郎展」見学 

社会福祉法人パステル 
75 名 

令和 3年 8月 20日(金) 

10:00～11:30 

企画展「生誕 100年 滝平二郎展」見学 

60 歳代からのはつらつクラブ(間々田公民館講座) 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため 

中止 

令和 3年 10 月 19日(火) 

13:30～15:30 

小川家住宅見学 

いつ和 古河店 
22 名 

 

【学校教育連携事業】                    参加人数   163名 

令和 3年 5月 16日(日) 

13:10～13:45 

企画展「丸木俊 絵本原画展」見学 

富士見幼稚園 
22 名 

令和 3年 6月 2 日(水) 

10:05～11:40 

企画展「丸木俊 絵本原画展」見学 

認定間々田こども園(年中) 
28 名 

令和 3年 6月 8 日(火) 

9:30～11:00 

企画展「丸木俊 絵本原画展」、小川家住宅見学 

乙女小学校 2年生 生活科「乙女のたんけんたい」 
75 名 

令和 3年 8月 25日(水) 

9:00～10:30 

企画展「生誕 100年 滝平二郎展」、小川家住宅見学 

小山市立博物館実習生 
3 名 

令和 4年 1月 21日(金) 

9:20～10:05 

出前作品鑑賞会 

小山第二小学校 6年生 
25 名 

令和 4年 3月 16日(水) 

10:40～11:10 

小川家住宅見学 

乙女中学校特別支援学級 
5 名 
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4．切り絵出前講座 

 今年度、コロナ禍の影響により緊急事態宣言が発出され、第 52 回企画展「滝平二郎展」

も会期僅か 2日間を残し、泣く泣く閉会しました。開催中は近隣市町から多くの観覧者が

お見えになり、懐かしさと温かみのある滝平氏の「きりえ」の魅力に触れて、感動を覚え

た方が多数いらっしゃいました。企画展の関連講座として「切り絵入門」を募集したとこ

ろ、早々と定員が埋まり好評のうちに終了しました。講師を務めたのが当館の館長という

こともあり、講座終了後も、出前講座として開催を要望する声も多かったことから、開催

に至りました。中野館長は、長年美術の先生として教職に就いていたこともあり、講座生

からの評判も大変良かったです。 

また、作品を作る喜びと出来上がった作品を自宅で飾れる嬉しさがあり、受講生に大変

好評でした。 

 

切り絵講座 

(出前講座) 

市民の要望に応じて講師が出向き、講座を実施 

内容:切り絵の基本、簡単な切り絵の実践 

講師：中野晴永（車屋美術館館長） 

講座数：４ 

 

                    参加人数    44名 

                                                                                         

令和 4年 3月 17日(木) 

10:50～11:30 

小川家住宅見学 

乙女中学校特別支援学級 
5 名 

令和 3年 10 月 21日(木) 

13:30～15:30 

切り絵講座 

四季の花を切るー講師用意の下絵か

ら選択（小色紙） 

主催：NPO法人間々田コミ

ュニティ 

会場：しらさぎ館 

15名 

令和 3年 11 月 11日(木) 

13:30～15:30 

切り絵講座 

自由作品（小色紙） 

主催：NPO法人間々田コミ

ュニティ 

会場：しらさぎ館 

15 名 

令和 3年 11 月 25日(木) 

14:00～16:00 

切り絵講座 

四季の花を切るー講師用意の下絵か

ら選択（小色紙） 

主催：生井公民館 

会場：生井公民館 
7 名 

令和 3年 12 月 2日(木) 

14:00～16:00 

切り絵講座 

自由作品（小色紙） 

主催:生井公民館 

会場:生井公民館 
7 名 
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Ⅴ 展示室貸出事業（市民ギャラリー） 

 企画展示期間を除く展示室について、本館では市民の芸術活動の発表の場として活用し

ていただき地域文化の活性化を図ると共に、市民の文化的な活動と交流を支援する目的で

貸し出しを行っています。（小山市立車屋美術館設置条例第 6条～第 15条及び同管理運営

規則第 5条～第 12条） 

 令和 3年度当初の予定では、2団体が利用を予定していましたが、再度の新型コロナ感染

症拡大状況を受けて、開催取り下げの申請があり、1団体のみの開催となりました。 

                       入場者数  36名 

会 期 展示名・主催・内容等 入場者 

令和 4年 3月 18日(金)～ 

3 月 21日(月・祝) 

公開日：3月 19日(土)、20日（日） 

「佐藤光勇 陶彫作品展」 

佐藤 光勇 

（薪窯焼成・陶体に彩色した作品の展示） 

36 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

切り絵講座の作品 ／ 中野晴永 
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【参 考】 

・展示室（A～E） 

 
 

・使用料 

小山市民及び栃木市、下都賀郡野木町、茨城県古河市、群馬県邑楽都板倉町、埼玉県

加須市及び友好都市（茨城県結城市）に住所がある方 

一部屋 半日 250 円（午前 9時～午後 1時又は午後 1時～午後 5時まで） 

     1日 500 円（午前 9時～午後 5時まで） 

上記以外の利用者料金は倍額となります。 

 

・展示可能なもの 

絵画、写真、書道、陶芸、手芸品などであることに加え、安全衛生上問題のないもの。

とくに販売等は厳禁。 

・使用期間と時間 

本館企画展を開催していない期間で、年度当初に定められた期間（年間スケジュール

参照）。使用時間は午前 9時から午後 5時まで。 

・施設の連続使用 

一団体 4日間以内。 

・その他 

使用の申込みは、使用者または責任者が美術館事務所へお越しになり、「展示室使用

許可申請書」にご記入のうえ受付窓口へお申込みください。電話・ＦＡＸ・郵送での

申込み不可。申請書を審査し使用許可の適否を決定し、使用者へ通知します。 

詳細については事前にお問い合わせください。 

 

 

 


