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【開催概要】  

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

佐川美術館 （所在地：滋賀県守山市） では、毎年恒例のさがわきっずみゅーじあむ展示イベントとして  

「デザインあ展 in SHIGA」を開催いたします。 

こどもたちのデザインマインドをはぐくむ番組 NHK E テレ「デザインあ」。本展は「デザインあ」のコン

セプトを、実際の体験に発展させる展覧会です。すぐれたデザインには、人と人、人とモノを、よりよくつ

なぐ工夫があります。番組では、身のまわりに意識を向け（みる）、どのような問題があるかを探り出し（考

える）、よりよい状況を生み出す（つくる）という一連の思考力と感性を「デザインマインド」ととらえ、

斬新な映像表現をもちいて伝えてきました。「デザインあ展」は、この「デザインマインド」を、みて、体

験できる展覧会です。未来を担うこどもたちに、「みる」「考える」「つくる」ことの豊かさを体験しても

らいたいと願っています。 

本展は大きく 3 つのセクションで構成され、モノやコト、概念といったテーマをほりさげていきます。私た

ちの日常や身のまわりには数多くのデザインがあること、そして意識しないと気付かないデザインの力やデ

ザイン的なものの考え方について、さまざまな角度とユニークな切り口によって、楽しみながら身近に感じ

てもらえるのが本展の特徴です。こどもはもちろんのこと、多くの大人にとっても、「みる」「考える」「つ

くる」ことの豊かさを感じ取り、「  ！」という発見を楽しんでもらえる機会となるでしょう。 

 

 展覧会実施概要  

◆名    称 ： さがわきっずみゅーじあむ展示イベント 「デザインあ展 in SHIGA」 

◆会    期 ： 2019 年12 月 14 日 [土] ～ 2020 年 2 月 11 日 [火・祝] 

◆開 館 時 間 ： 午前 9：30 ～ 午後 5：00 （入館は午後 4：30 まで） 

◆休 館 日  ： 月曜日（1/13、2/10 は開館）、12/31、1/1、1/14 

◆入 館 料  ： 一般￥1,000（￥800）／ 高大生￥600（￥400）  （  ）内は 20 名以上の割引料金。 

     中学生以下無料  ただし保護者の同伴が必要 

          ※ 専門学校・専修学校は大学に準じる。 ※ 障害者手帳を提示で本人と付添者（1 名のみ）無料。 

 

［主催］佐川美術館（公益財団法人 SGH 文化スポーツ振興財団）、ＮＨＫ大津放送局、ＮＨＫエデュケーショナル、ＮＨＫプラネット近畿  

［制作協力］NHK プロモーション ［協力］SG ホールディングス株式会社、佐川急便株式会社、佐川印刷株式会社 

［機材協力］ジャパンマテリアル株式会社、フォステクスカンパニー ［映像協力］TYO/モンスター ［資材協力］ステッドラー日本株式会社 

［後援］滋賀県、滋賀県教育委員会、守山市、守山市教育委員会、BBC びわ湖放送 

[展覧会公式 HP]  https://www.design-ah-exhibition.jp/  

©Satoshi Asakawa 画像は、デザインあ展 in TOYAMA での展示風景です。 
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 展示構成】 

 A. 観察のへや  

身のまわりにあるモノ･コトから、「お弁当」「マーク」

「容器」「からだ」「なまえ」の５つのテーマを取りあ

げます。それぞれのテーマが、デザインによってどのよ

うにわたしたちとつながっているのか。「みる」「考え

る」「つくる」というステップで展示します。 

 

 

 

 

 B. 体感のへや  

番組オリジナルソングや音楽とぴったりシンクロする映像が、展示室の壁面いっぱいに映し出されます。ダ

イナミックに 360°を取り囲む映像と音の中に飛び込んで、からだ全体でデザインを感じ取ってください。 

 

 C. 概念のへや  

「空間」「時間」「しくみ」の、3 つのテーマで構成されています。場、

時のながれ、人のうごきを、わたしたちはデザインを通してどのよう

に感じているのか。体験型作品や、「デザインあ展」ならではの展示

を準備しています。 

 

 

 

 ★体験コーナー  

番組で人気の「デッサンあ」「みんなのあ」「もん」を体験

できるコーナーもあります。「デッサンあ」作品は専用サイ

トに掲載されます。「みんなのあ」は、展覧会参加作家によ

って選ばれた作品が、順次会場で展示されていきます。ぜひ

挑戦してみてください。 

 

優秀作品は、番組「デザインあ」で放送されることも！ 

 

 
画像すべて©Satoshi Asakawa  画像は、デザインあ展 in TOYAMA での展示風景です。 



Press Release 2019                      SAGAWA ART MUSEUM 
さがわきっずみゅーじあむ展示イベント デザインあ展 in SHIGA  

 

3 

 

■ NHK E テレ番組「デザインあ」とは？ 

デザインには、工業デザイン、グラフィックデザイン、服飾デザイン、建築デザイン、照明デザインなど、

様々な分野があります。それらすべてのデザインは、物事の本質をしっかりと見出し、そこに工夫を加える

ことで、さらなる使いやすさ、美しさ、心地良さを実現することを目的としています。 

つまりデザインとは、人とモノ、人と人との関係を「より良くつなげる」ための観察・思索・知恵・行動の

プロセスです。 「デザインあ」は、私たちの身のまわりに当たり前に存在しているモノをこうした「デザイ

ン」の視点から徹底的に見つめ直し、斬新な映像手法と音楽で表現。こどもたちに「デザインの面白さ」を

伝え、「デザイン的な視点と感性」をはぐくむ一歩となることをめざしています。 

 

「デザインあ」 

NHK E テレ 土曜 午前 7:00～7:15／金曜 午後 10:45～11:00 

BS プレミアム 木曜 午前 11:15～11:30 

 

「デザインあ 5 分版」 

NHK E テレ 月曜～金曜 午前 7:25～7:30／木曜 午後 5:40～5:45 

 

総合指導：佐藤 卓  映像監修：中村勇吾  音楽：コーネリアス 

 

第一線で活躍しているデザイナーやミュージシャンが手がける作品 

の数々は、必見です！ 

 

 

 

■ 関西初開催！見て学んで、体験型の展示に、こどもも大人もワクワク！撮影も OK♪ 

展覧会で紹介する作品は、「見て学ぶもの」、「体験して学ぶもの」とバリ

エーション豊かなラインナップです。難しく考える必要は全くなく、こども

たちでも楽しくデザインの世界を楽しむことが出来ます。作品の発想力に、

大人のほうが思わず「あ！」と言ってしまうかもしれません。 

会場内は写真撮影も OK なので、楽しくて素敵な写真もたくさん撮ることが

できます。デザインの魅力を余すことなくご堪能ください。 

関西での開催は滋賀・佐川美術館が初めてですので、この機会をぜひお見逃

しなく！  

※一部撮影が不可の映像がございます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
画像すべて©Satoshi Asakawa  画像は、デザインあ展 in TOYAMA での展示風景です。 
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●広報用写真について 
本プレスリリース中に掲載している画像データ（広報画像と記載されているもの）をご用意しておりま

す。 

画像データをご希望の方は、同封の作品画像使用申込書（プレゼント用招待券申込付）に必要事項をご

記入の上、当館までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

当館ホームページから画像申請も受付しております。 

その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください。 

なお、作品画像は、当該展覧会の広報以外でのご使用はお断りしております。トリミングなどの画像の

加工はご遠慮ください。また、申込書に記載しておりますキャプションの表記もお願いいたします。 

 

 

●プレゼント用招待券について 
読者・視聴者・リスナーへのプレゼント目的にかぎり、本展覧会会期中有効のご招待券を 10 枚までご

提供いたします。 

ご希望の方は同封の作品画像使用申込書（プレゼント用招待券申込付）に必要事項をご記入の上、当館

までファックスまたは下記担当者宛にメールでお申込ください。 

 

 

 

◆交通のご案内： 

 

  お車ご利用の場合 

   駐車場有 70 台、美術館入館者は無料 

○ 名神高速瀬田西 IC から湖周道路経由 （約 30 分） 

○ 名神高速栗東 IC から守山栗東線経由 （約 30 分） 

○ 名神京都東 IC から湖西道路 (真野 IC)・琵琶湖大橋経由 （約 30 分） 

 

鉄道ご利用の場合 

○ JR 琵琶湖線守山駅から路線バス 「佐川美術館」下車 （約 35 分） 

○ JR 湖西線堅田駅から路線バス   「佐川美術館」下車 （約 15 分） 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

◆連絡先◆ 
佐川美術館 

〒524-0102  滋賀県守山市水保町北川 2891 

TEL：077-585-7800／FAX：077-585-7810 

企画担当学芸員 ： 馬場 まどか（ばば まどか） 

m_baba004@sagawa-artmuseum.or.jp 
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作品画像使用申込書 

 

 
 

 

申込日     年   月   日 

作品画像の露出・掲載

等ご使用にあたって

の注意 

● 申請された方法、目的以外には使用しないでください 

● 掲載誌・紙は資料として 1 部以上お送りくださいますよう、お願い致します 

● その他の画像が必要な場合は、企画担当者までご連絡ください 

使用作品 

 

 

□画像①.  概念のへや ©Satoshi Asakawa 

□画像②. 《アン・ドゥ・トロワ》 plaplax + Noritake + 松尾吉将  

©Satoshi Asakawa 

□画像③. 《ガマンぎりぎりライン》 柴田大平 ©Satoshi Asakawa 

□画像④. 《「あ」になろう！》 TSDO ©Satoshi Asakawa 

□画像⑤.  デザインあ展メインロゴ  ※キャプション・著作権表記不要 

 
※ご希望の作品にチェックを入れてください。 

※①～④の作品画像使用の際は、キャプションと下記著作権表記をお願いします。 

■著作権マーク「 ©Satoshi Asakawa 」 

 

                                                   

計      枚 

媒体名  

 

貴社名  

 

ご芳名（ご所属）  

                  （                 ） 

ご連絡先 ご住所：（〒    －     ） 

 

e-mail: 

TEL:                            FAX: 

発行（掲出）予定日         年     月     日        号 

使用形態（○印） Web サイト ／ 印刷物（ カラー ／ モノクロ ） 

招待券希望枚数 

 

 

 

読者プレゼント用として、招待券      枚 

※ 枚数は 10 枚以内でお願いいたします。ご了承ください。 

 

 佐川美術館 宛   FAX / 077-585-7810  

 


