
せいたん　　　　　　　　　ねん   き    ねん　　
すな　　　 だ　　　とも　　　じ　　  てん

アート　　　 　  アンド　　　　　 エアー　　　　 　そら　    　　ひ   こう     き 　　　　　　　　　　　　　　　げいじゅつ　　　　か　 がく　　　 ものがたり

とま こ   まい   し    び じゅつはくぶつかん　　　 みりょく　　　つた



わたし　　　　　さくひん　　  あお　　　よ　　　　　　     　す　　　　　　　　　　　  だいめい　　　え　　　　　　　   い    み　　　わか                                                す　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あか　　しろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　いろ　　　　　　　　　　　　　　　　え　　　　　　　　　　　　　　あお  いがい　　   つか　　　　　　　　　　　　　　　

りく　　あらわ　　　　　　　　　　　　　　　おも                                                      りく                          ところ　　　　ふね　　  で　　　　　　　　　　　 りょう　　　　　　　

ちい　　　　 ふね　　　　　　　　　たいりょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      おお　　　　  うみ　　あらわ            あお　　  なか             あか　　 しろ　

さかな　　　　おも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくしゃ　　　 な   ぜ　　　　　　　　え                                                 ふ    し    ぎ

わか　　　　　　　　　　　　　 げいじゅつ　　　　おも                           ほんとう　　  りく　　さかな　　み         もの　　　　　　　　　　　　　　え                                           す

すな  だ  とも  じ  てん　　 なか　　　き　　　 い

さくひん　　　　　  さくひん　　  あお　　　よ

さくひん　　　　　え　　　　　　　　　　　　　　 あおいろ

み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん

つか　　　　　　　　　　　 あおいろ

こ　　  いろ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いろ

ふ　 し　ぎ　　　いろ

わたし　　 き　　　い　　　　　　　　　　　　　  ふたり

てん  し　　　はし  ご　　　　　　　　　 いろ

りょく　　　　                            どうぐ

ゆさい　　　　　　　　　　　　　　　　                          ひと　　　き　　　 い

うちゅうじん　　　　　      さくひん

りょく　　　　       さくひん



い

い　み

み

ひょうめん　　おお

おお

ひら

ぜんたいてき

ひと　　　　　　　　　　  　い　　　かた

ゆうふつ げん  や　　　　　　　　　　　　 こ

み　　   おも　　　　　　　　　　　　　　　　　          み

し  ぜん　　 かこ　　　　　　　　　　　　　　　　　  おも

たいよう　　　　　　　　　　　　　　み　　　おも

なに　　 ゆめ　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おも　　　　　　　　　　　　　　え

み　　　　　 げん  き

え　　　　　　　　    げん   き　　　　　　　　　　　　    　え　　                   　ひと

じ  ぶん　　  おも

しゅざい

おも

ほっ かい どう　　 びじゅつかい　　  かつ やく　　       とま  こ   まい  う　　　          　が    か　　　 すな だ  とも  じ　　　　　　　　　　　  ねん　　　     せいたん                 ねん　  　むか

やく　　　　ねん　　　　　              が   か   せいかつ　　　   　え　　　ふん  い   き　　　　　　　　　　　　へん  か　　　

べつ じん　　 えが   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さくひん　　　      ほっかいどう　　　

だい  ち　　　うか　　　  　あが                                                      き                                     き  しゃ　　　　　　　　　　　　　  さくひん　　 いろ　　　　ちゅうもく

いろ　　かたち　　 く　　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けんきゅう　　かさ                                         　　　　　     ふくざつ　　 いろ  あ                さくひん

あらわ　　　　　　　　　　　　　　　おも



こんかい　　 てん   じ　　　　　だい  に  てん  じ  しつ　　　き

ひ  こう  き　　　　　　　　　　　  いんしょうてき

ひ  こう  き　　　さき　　　ぶ  ぶん　　 うし　　　　　　　　　 ぶ  ぶん

ふ    し   ぎ

だいさん てん  じ   しつ　　　　　　　え　　　はいけい　　　　　　　　　　　　　　ひ   こう

き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　え　　　　　　　  ひ  こう   き　　　　　　　らく

み　　　　　　　　　　　　　　　　  ひ  こう  き　　　　　　　 らく

ぶんかい　　　　　　　　　　　　　　　　　　おも

てんらんかい　　　　         　そら                      ひ   こう  き                        　　　　　　　　　　　　 かい  が　　　りっ たい　　　　        びじゅつ

さく ひん　　　　　　　　　　   しゃ しん　　　　　　　　　 ひ   こう  き    も けい　　　　　　　　　　　　　　　　　    しりょう       とう

せい  き　　  とうじょう　　　     ひ  こう  き         れき  し　　　　   そら　　　と                            にん げん　　　　　　　　　                    うえ

み　 お　　　　　　　　ふかん                            あら　　　　　 し  てん　　　　　　             ひとびと　　　　    ひ  こう  き

む　　　あ　　　　　　　　　　　　 う　　　 い　　　　　　　　　　　　　　　　                                     　てん      ちゅう

もく　　　　　　　　　　　　 そら　　  と　　　　　　　　　　　　 あ　　　　　 まえ　　　　　　　　　　　いま                                          じ  だい

ひとびと　　 あこが　　　　いだ　　　　　　　　　　　そら　　　　　　　 ひ  こう  き　　　　　　　　　　　 あらた　　  　かんが

どう  じ　　　　　　　　　　　　　　 お　　　　　　　 ゆた　　　　 ものがたり　　たいかん                                                      おも

おおもり　　き　  し

いとう　  りゅうすけ

おかもと　　みつひろ

ちい　　　　　ひ　こう　き

わたし　　  き   　　 い　　　　   さくひん

おおもり   き    し　　　　　　　さく ひん                                 ちい

ひ  こう  き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　い

かんが

おかもと　　みつひろ

えいぞう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えいえん　　　お

ふ　し　ぎ　　　えいぞう　　　　　　　おも

だいめい　　　　    じ  ゆう らっ  か     　　　  か　　　                                  らっ か

い　み　　　わか　　　　　　　　　 じ   ゆう　　　　　　　い　 み

わか　　　　　　　　         おも

じ  ゆう らっ か

がつ　　　　　にち

  ことし　　　　ちょうこくか　　　しゅどうあきら

むずか　　　　　み　　　　      げん だい  びじゅつ         いっしょ     　　み　　　　                　
たの

み

いとうりゅうすけ　　　　　　　　　　　　 じ  ゆうらっ か　　　　　  えいぞう　　なか　　らっ か　　　　              ぶったい

げん し ばくだん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほんぶん　　        き しゃ

かんそう　　　　　　　　　　つた　　　　                                                          　ひょうき



がつ　　　　  にち　　 かつどう　　　　　      や   がいちょうこく　　 み

さんさく

とま こ  まい   し  びじゅつ  はくぶつかん　  　まえ　　　  　いでみつ

ひろ　　　　　       と  しょ かん　　 たいいくかん　　　すこ　    ある　　　   　か  がく

し  みん かいかん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      いろいろ　　ちょうこく

み

なか　　　　　　　 に  ほん　　　　　　　  　ちょうこくさくひん　　　　　     ほんごうしん　　　      ゆう

ふつはち おう  じ  せん にん どうしん　　    　ぞう　　　　　たにうちろくろう　　　おお

へき  が　　　 め　　 　で　　　おと　　　　  くわ　　　     しゅざい

さくひん　　　み　　　          　なか　　　  　おお　　　　 いし　　  なら

ほ  どう　  　めじるし　　　　　                                             さくひん

きしゃ　　  　し てん　  　へん  か　　　　　　　　　　ようす　     　み　　　             しゅざい

ちから　  はい

き    じ　　　　　　　　　　　　　 　じかい　　　      ごう　　くわ　　　　　　　つた

じ  ごう             たの

たにうち ろくろう　　　め　　　  で　　　おと          とま  こ  まい  し    か  がく

 ほんだ　めい  じ　　　　　　　　　　　　　　ぞう   　　 とま　こ　まいし　　そうごうたいいくかん



とま　　こ　　まい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  び   じゅつ　はく    ぶつ    かん   まつり

ふじさわ　　　　　　　   ちとせ    か  がく ぎじゅつ だいがく　　　　　　　　　　　　　  こうぼう

がつ　　　      にち　　　　　　　　　 にち　　　　　　　　　 び じゅつはくぶつかんまつり

かいきちゅう

いとうりゅうすけ

いとうりゅうすけ

ちとせ　 か   がく  ぎじゅつだいがく   　 　 あお  き   ひろ おき せんせい

ふじさわ　　　　　                       おんきょう さっ か          なか  つぼ あつ ひこ

たるまえ  やま　　　ふん   か          れき  し　　　 まな

も　　　　　                                ないよう

しろ

て  が                                                  えいが

がつ　　　　  にち　　　　　　  にち　　　ふつかかん             だい         かい   め

とま   こ   まい　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いでみつ

おこな

かいじょう　　　　　　　　　　　　　　　　　し    みん

たの

けいこう　　　ひか

つく　　　　　　　　　　しろ

えいぞう  さくひん         とう えい　　　　　　　　　　　　　　　                             げんそう

てき　　　くうかん



・中庭展示

・ 上ノ大作さん

　（陶芸家・彫刻家）への取材

こ　　　　　　こう ほう  ぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 かつどう  ないよう     　　　　がつ　　　　　   　がつ

がつ　　　　にち　　　ど

たが　　　　  しゅざい

しゅざいよう　めいし

しゃしん　　　　　　         まな

がつ　　　　にち　　　ど き  かくてん　　 せいたん                  ねん  き  ねん　 　すな  だ　とも じ   てん

びじゅつかん　　　　 かんしょう　　しゅざい　　　　　　　　　　    まな

てんらんかい　　かんしょう　　 しゅざい

ごう　　へんしゅうさぎょう

とくべつてん　　　アート　アンド　エアー　　　 そら　　　ひ  こう  き　　　　　　　　　　　　げいじゅつ　　かがく　　  ものがたりがつ　　　　にち　　 にち

しゅどうあきら　　　　　　おとふけちょうざいじゅう　  ちょうこくか　　　　　　　　　さくひんかんしょう

てんらんかい　　 かんしょう　　しゅざい    　しっぴつ

き  かく てん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ししゅう　　　せ  かい

てんらんかい　　 かんしょう　　しゅざい    　しっぴつ

てんらんかい　　 かんしょう　　しゅざい

や  がいちょうこくたんぼう

びじゅつかん　　 いでみつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そうごう たい いく かん　　  か   がく                                 さんさく

やがいちょうこくかんしょう

ほんごうしん　　　ゆうふつせんにんどうしん　　　    たにうちろくろう   　　 め　　　 で　　　おと　　 しゅざい

てん    　なかにわ てん  じ

じゅんび

こん  ご　　　かつどう  よ  てい

がつ　　　　にち　　　ど

がつ　　　　にち　　　ど

がつ　　　　にち　　　ど

がつ　　　　にち　　　ど

がつ　　　　にち　　　ど

しゅうりょうしき

かつどう  　　　　　　　　　　　　　　 けんがく　か   のう　　　　　　　　　　　　　　　あそ

へんしゅうこうき　　　　　　　　　　　　　　　　　 かつどう　　 はじ                           はや                      ねん　　　　　　　　　　　　　　　　こ

せいちょう　　はや　　　　  まいとしちい　　　　　なか ま　　　  く　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつどう

とう　　　　　　あたら　　　　 はっけん　　　で　 あ　　　　  あたら             ぎ じゅつ  　  み                              じ  ぶん       かん どう         し  めん　　しょうかい

し  めんへんしゅう　　　かいがいふにん　　　 お   ごう　　　　　　　か　　　　　わたし　  たんとう　　　　　　　　　　　　こ

き  しゃ　　　いっしょ    あたら　　　 　かんどう         び じゅつはくぶつかん　　 みりょく　　  とど　　　　　　　　　　　　　　　  おも

うえ　の だい さく

とうげい  か　　　ちょうこくか　　　　　　　 しゅざい


