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沿革

1 昭和55年 1月

　文化の森構想発表

昭和56年 2月

　文化の森懇話会報告書提出

昭和57年 3月

　建設地を徳島市八万町向寺山及び寺山に決定

　　　　12月

　美術館基本構想報告書提出

昭和59年 5月

　美術館資料収集委員会発足

昭和60年 8月

　施行式挙行

昭和61年 4月

　県企画調整部に文化の森建設事務局設置

昭和62年 7月

　建設工事着工

平成元年12月

　建設工事竣工

平成 2年 4月

　徳島県文化の森総合公園文化施設条例施行

　県教育委員会に徳島県立近代美術館を設置

　徳島県立近代美術館資料収集委員会発足

　徳島県立近代美術館協議会発足

　　　　11月 3日

　開館
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基 本 理 念 と
事 業 方 針　

2 　徳島県立近代美術館　基本理念

　徳島県立近代美術館は、地域の文化活動の拠点である

文化の森（※）の一員として、特に美術を中心とした県民

文化の振興を図ります。

　「先導し、発信する」

　未来と世界に目を向け、豊かな人間性を育む場として、

展示や教育普及事業などを通して、近代・現代美術を中心

とした文化活動を先導し、芸術文化情報を発信します。

　「研究し、還元する」

　近代・現代美術、あるいは徳島にゆかりのある作品や関連資

料を調査、研究し、あらゆる美術館活動に活かします。

　「保存し、伝える」                           

　資料収集方針に基づいて収集した貴重な作品や資料を

良好な状態で保存し、後世に伝えます。

　「地域に根ざし、連携する」

　親しまれる美術館として、ボランティアをはじめとする県

民との協働や県民の参加を進めます。

　他の文化施設や大学・学校などの教育機関との連携を

深め、相乗効果を図り、地域文化の創造性を高めます。

　「安らぎ、体験する」

　自然豊かな文化の森で、安らぎとゆとりを満喫し、実物

の美術作品にふれる感動や体験のできる場を提供します。

※（注）文化の森総合公園
　六つの文化施設（図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、近代美術館、文
書館、二十一世紀館）が一堂に会した総合公園
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常に新しい美術館利用者を開拓し続けるため、近代、

現代の美術展、日本、海外の美術展、徳島ゆかりの美術

展、啓蒙的な内容の美術展など多彩な内容の展覧会

を時期にも配慮しながらバランスよく開催する。

4. 教育普及事業

　（1）　美術館での作品鑑賞をより豊かにすることを目的と

して、館事業への理解が深まり、幅広い角度で美術館

に親しんでもらえるような催しを開催する。

　　　一般向けの展示解説や講座、制作を体験するワーク

ショップや作家によるトーク、子供向けの鑑賞教室な

どを行い、多様な学習機会を提供する。また、県内各

地で移動展を行い、鑑賞の場を提供する。

　（2）　県内全ての児童生徒に鑑賞の楽しさを届けること

を目的として、学校教育との連携を進める。

　　　授業や遠足による美術館利用の促進、学芸員による

解説や授業の実施、教員や大学との連携による鑑賞教

材の開発と実践などを通じて、美術館と学校を結ぶ鑑

賞教育の裾野を広げていく。

　（3）　子供から大人まで、より多くの人々が美術館で楽し

く過ごすことのできる、親しめる美術館となることを目

的として、美術館ボランティアによる県民との協働を

推進する。

　　　ボランティアが、独立した自主的な組織運営が可能

になるようにサポートし、所蔵作品展に関連した独自

のイベントの企画・実施をはじめとして、美術館を取り

巻く多様化するニーズや課題に幅広く対応していく協

働体制づくりを行う。

1 資料収集保存事業

　資料収集方針

 （1）　基本方針

　　　①　現代美術の動向を国際的視野に立って把握し、

二十一世紀への展望が開けることを課題に国内

外の優れた現代絵画・彫刻を中心に収集する。

　　　②　現代美術の背景を理解するために近代美術も

併せて収集する。

　　　③　近代以降活躍した徳島ゆかりの作家の作品を

収集する。

　　　④　一次資料を理解するために二次資料も併せて

収集する。

 （2）　具体的方針

　　　①　＜人間＞を主題とする作品を中心に収集する。

　　　②　広い視野に立ち、現代版画を総合的に収集

する。

2. 調査研究事業

　調査研究事業は、全ての美術館活動の基盤であり、日

常的、継続的に進めていくものである。なかでも、所蔵作

品・作家についての調査研究や徳島ゆかりの作家・作品の

基礎調査は、とりわけ重要であり、また、教育的な視点か

らのアプローチも欠かせない。

　その成果は、論文や学会発表にとどまらず、収集、展示、

教育普及のそれぞれの美術館事業に活かされていかなけ

ればならない。

3. 展示事業

　（1）　所蔵作品展では、定期的な展示替えを行いながら所

蔵作品を公開する。できる限り多くの所蔵作品を鑑

賞する機会を提供し、展示の新鮮さを維持すると同時

に、作品の保護を図るためである。

　　　また、収集方針への理解を容易にするため、原則とし

て収集方針に即した展示とする。

　（2）　特別展では、原則として近代、現代美術を対象とし、

所蔵作品展では紹介しきれない分野や作家、作品を紹

介する。様々な美術愛好家の期待に応えるとともに、

事業方針
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展 覧 会 事 業

3 3-1　常設展　平成22年度

　「所 蔵 作 品 展　徳 島 のコレクション2010-II～IV、及 び

2011-I」として4期に分けて、展示室1、2、美術館ロビー、

屋外展示場、彫刻の小径等において、所蔵作品の展覧を

行った。

　当館の3つの収集方針にあわせて、展示室1に「20世紀の

人間像」「現代版画」、展示室2に「徳島ゆかりの美術」のコー

ナーを設け、多面的な作品紹介に務めた。

　「現代版画」のコーナーでは、年間を通して様々なテーマ

を設けて、多彩な現代版画の世界を垣間見てもらえるよう

に努めた。

（出品リストの凡例）

国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順です。

作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法

（cm）。

平面作品の寸法は縦×横。

立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、一部h.

（高さ）で表したものがあります。

版画の寸法は原則としてイメージ・サイズです。ただし、†

を伏したものはシート・サイズです。
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1

所蔵作品展　徳島のコレクション2010-II

　　　　　　新収蔵作品を中心に

�会期

　平成22年4月17日[土]-7月19日[日]（81日間）

�休館日

　月曜日（5月3日、7月19日は開館）、5月6日[木]

�視点

　「20世紀の人間像」コーナーは新収蔵の津田亜紀子〈繰

り返される模様〉の型どりによる表現にちなんで、テーマを

「動と静」とした。展示室の前半は「動き」、後半は「型」を

キーワードに編成。物理的な型抜きだけでなく、記号、痕跡

など「型」を多面的に解釈して展示を構成し、津田作品の

理解につとめた。

　「現代版画」コーナーは「版画概念の拡大」が話題となっ

た1970年代に着目し、現代版画の特性をシリーズで探っ

た。（1）明快な色面が魅力的な元永定正と高橋秀。（2）版画

制作を通して制作の重要な転機を過ごした経歴を持つ、

加納光於、菊畑茂久馬、松谷武判。（3）コラボレーションの

手法を70年代に開花させた靉嘔。

　「徳島ゆかりの美術」コーナーは全て新収蔵品で構成し、

展示室2に加え展示室1の一部を用いて展示した。

�観覧料

一般　　 　 　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）

小学・中学生　　50円（ 40円）

※（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折）

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　4,610人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�担当学芸員

　竹内利夫、吉原美惠子

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは6月6日[日]

まで、*bを付したものは6月8日[火]から展示。
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展示室1
■20世紀の人間像

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

242.0×182.0 油彩　キャンバス1970年Time to Fly靉嘔

108.0×74.0*aゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#6石内都

108.0×74.0*aゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#7

108.0×74.0*aゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#8

108.0×74.0*aゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#9

108.0×74.0*bゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#10

108.0×74.0*b ゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#11

108.0×74.0*bゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#12

108.0×74.0*bゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#13

122.9×118.4 アクリル系パテ、その他1987年UNTITLED 2井原康雄

236.0×152.0*b紙本着色1987年姉妹上村淳之

185.4×270.3 油彩　キャンバス1967年メナム河畔に出現する
水族館

宇佐美圭司

240.0×120.0×15.0 シルクスクリーン、アクリル絵具
パネル　鉄

1991年Untitled（BLACK 
MAN）

大島成己

116.5×91.3*a　新収蔵岩彩　キャンバス1997年望郷大森運夫

130.0×162.2 油彩　キャンバス1952年少女とキリギリス北川民次

182.3×227.5 顔彩　キャンバス1979年みなみの風の日（風紋）絹谷幸二

29.5×38.5×20.0 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年232-B太郎千恵蔵

29.0×37.0×19.5 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年251-G

27.5×33.0×45.0 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年301-B

30.0×35.5×42.5 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年302-B

27.0×34.0×44.0 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年303-W

30.0×45.5×31.0 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年304-B

28.5×34.0×42.0 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年312-B

30.0×37.0×42.5 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年321-B

28.0×37.0×42.5 衣服、ワックス、モーター付き台車1991年333-B

160.0×40.0×21.0　新収蔵樹脂、布1999年繰り返される模様津田亜紀子

112.5×162.0　新収蔵油彩　キャンバス1974年盲の聖者たち中西勝

193.0×90.0×45.0 ミクストメディア1993年二重螺旋：DNAの複製野村仁

129.3×194.4 油彩　キャンバス1957年裸婦カレル・アペル

58.2×49.6†*aシルクスクリーン　紙1970年ちっちゃな電話トーマス・バイルレ

62.5×99.5†*aコピー　紙1983年USA

119.8×62.2†*bコピー　紙1983年UDSSR

78.7×50.3†*bシルクスクリーン　紙1984年石の卵
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

228.6×119.4×30.5（立体）、
17.1×16.1（素描）

ブロンズ　素描　手漉紙に素描1988年（題名なし）ジョエル・フィッシャー

168.9×88.9×58.4 ブロンズ1989-90年ニジンスキーの野兎バリー・フラナガン

172.0×62.5×32.5 鉄1992年レバーアントニー・ゴームリー

72.0×53.0 油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

243.8×152.4 木炭、黒鉛　紙1988年無題ロバート・ロンゴ

243.8×152.4 木炭、黒鉛　紙1988年無題

55.0×46.0 油彩、砂、コラージュ　キャンバス1911-12年自転車乗りジャン・メッツァンジェ

38.0×46.0 油彩　キャンバス1932年赤い枕で眠る女パブロ・ピカソ

81.5×42.5×24.0 紙1982年タイルの壁にもたれる
東洋の女

ジョージ・シーガル

現代版画
■70年代のグラフィック1　4月17日［土］-5月16日［日］

38.0×48.7 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈 8つの作品 〉1高橋秀

41.3×38.0 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉2

38.1×45.3 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉3

38.3×37.5 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉4

40.2×39.0 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉5

38.1×41.3 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉6

40.5×40.2 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉7

38.4×38.2 リトグラフ、エンボス　紙1971年版画集 〈8つの作品 〉8

61.0×47.0 シルクスクリーン　紙1977年しろいひかりがでている
みたい

元永定正

47.0×61.0 シルクスクリーン　紙1977年オレンジの中で

47.0×61.0 シルクスクリーン　紙1977年いいろろ

45.0×60.0 シルクスクリーン　紙1979年ぱぱぴぴぷう

60.0×45.0 シルクスクリーン　紙1979年とんぼみたいな

45.0×60.0 シルクスクリーン　紙1979年い

43.0×95.0 シルクスクリーン　紙1979年ふにゃらくにゃら

95.0×43.0 シルクスクリーン　紙1979年みぎひだり

95.0×43.0 シルクスクリーン　紙1979年さんかく
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

62.0×50.0† リトグラフ　紙1977年《稲妻捕り 》L NO.16 V加納光於

47.0×58.1 リトグラフ　紙1977年《稲妻捕り 》L NO.19

59.0×46.0† リトグラフ　紙1977年《稲妻捕り 》L NO.23

62.0×50.0 リトグラフ　紙1977年《稲妻捕り 》L NO.25

32.6×24.6 シルクスクリーン　紙1974年版画集 〈 天動説 其の一〉
5. 海難審判

菊畑茂久馬

33.0×12.0 シルクスクリーン　紙1974年版画集 〈 天動説 其の一〉
12. 緩衝器

34.3×19.2 シルクスクリーン　紙1974年版画集 〈 天動説 其の一〉
13. 魚頭弾

39.5×50.5 シルクスクリーン、エンボス、顔料、
コンテ、銀粉、色鉛筆　紙

1978年版画集 〈 オブジェデッサン〉
11. ハートから涙

33.5×50.0 シルクスクリーン、エンボス　紙1979年版画集 〈オブジェデッサン〉
2. ダーウィンの頭

37.5×58.5 シルクスクリーン、コンテ、銀粉、
色鉛筆　紙

1979年版 画集 〈オブジェデッサン〉
3. 鳥の雛形

76.0×56.0 シルクスクリーン　紙1973年OBJECT-6松谷武判

78.0×57.0 シルクスクリーン　紙1974年PROPAGATION A 
Blue Dream-A

76.0×56.0 シルクスクリーン　紙1974年FLY-C

76.0×55.0 シルクスクリーン　紙1974年Suggestion 28

57.0×78.0 シルクスクリーン　紙1975年OBJECT-33

50.5×65.0 シルクスクリーン　紙1976年OBJECT L-1

■70年代のグラフィック2　5月18日［火］-6月20日［日］

■70年代のグラフィック3　6月22日［火］-7月19日［月］

54.0×73.0 グラビア　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
1. FROM THE 
DICTIONARY 1

靉嘔

54.0×73.0 シルクスクリーン、グラビア　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
2. FROM THE 
DICTIONARY 2

54.0×73.0 シルクスクリーン、グラビア　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
3. FROM THE 
DICTIONARY 3

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
4. FROM THE 
DICTIONARY 4

73.0×54.0 シルクスクリーン、グラビア　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
5. FROM THE 
DICTIONARY 5

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW
 PASSES SLOWLY〉　
6. FROM THE 
DICTIONARY 6
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
7. FROM THE 
DICTIONARY 7

靉嘔

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
8. RAINBOW 
NIGHT 1

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
9. RAINBOW 
NIGHT 2

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
10. RAINBOW 
NIGHT 3

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
11. RAINBOW 
NIGHT 4

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
12. RAINBOW 
NIGHT 5

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
13. RAINBOW 
NIGHT 6

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
14. RAINBOW 
NIGHT 7

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
15. RAINBOW 
NIGHT 8

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
16.RAINBOW 
NIGHT 9

54.0×73.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW  
PASSES SLOWLY〉　
17. RAINBOW 
NIGHT 10

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
18. JAN KEN PON- 
PEACE SIGN 1

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
19. JAN KEN PON- 
PEACE SIGN 2

73.0×54.0 シルクスクリーン　紙1971年版 画 集 〈RAINBOW 
PASSES SLOWLY〉　
20. JAN KEN PON- 
PEACE SIGN 3
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

72.9×61.0　新収蔵油彩　キャンバス不詳椿石丸一

72.7×60.5　新収蔵油彩　キャンバス不詳草木文様（A）

73.0×60.7　新収蔵油彩　キャンバス不詳草木文様（B）

45.3×33.2　新収蔵油彩　キャンバス1920年代少女

80.1×52.9　新収蔵油彩　キャンバス1920年代裸婦

80.5×65.1　新収蔵油彩　キャンバス1929年薔薇

44.5×37.5　新収蔵油彩　キャンバス1932年作品第六

50.0×65.0　新収蔵油彩　キャンバス1940年代前半灯台のある風景

130.0×193.0　新収蔵油彩　キャンバス1942年山

36.0×30.0*a　新収蔵鉛筆　紙1943年バー・モウ　ビルマ総理伊原宇三郎

148.5×104.6*b　新収蔵紙本着色1959年象幸田暁冶

151.7×170.0*b　新収蔵紙本着色1961年鳥（冠鳥）

157.0×217.8*b　新収蔵紙本着色1964年猿

130.5×94.2*a　新収蔵紙本着色1965年リズム1

181.8×130.1*a　新収蔵紙本着色1970年花売り

148.3×209.3*a　新収蔵紙本着色1970年らくだ

197.1×151.8*b　新収蔵紙本着色1973年菊童女

159.3×127.5*a　新収蔵紙本着色1975年クロス

117.2×90.8*b　新収蔵紙本着色1975年踊り子

116.5×40.9*a　新収蔵絹本着色大正期牡丹幸田春耕

89.6×36.3*b　新収蔵紙本着色昭和初期蓮池

221.5×154.4*b　新収蔵紙本着色1958年向日葵

162.1×97.0　新収蔵アクリル絵具、金属箔、膠他1991年桜火谷川泰宏

80.0×33.0×20.0　新収蔵大理石、黒御影石1979年作品GR・49橋本省

54.0×52.0×20.0　新収蔵赤トラバーチン1982年再会の門

40.0×60.0×64.0　新収蔵赤トラバーチン、黒御影石1995年とりで（カササギの城）

31.2×31.2　新収蔵紙本着色明治後期杓子の葉広島晃甫

111.9×42.4*b　新収蔵絹本着色昭和期紅葉之図

120.1×36.0*b　新収蔵絹本着色昭和期翡翠

95.4×40.2*a　新収蔵絹本着色大正 昭和初期牡丹

121.6×35.6*a　新収蔵絹本着色1947-51年頃紅白梅

109.5×152.5*a　新収蔵絹本着色1950年秋圃

126.2×27.6*b　新収蔵絹本着色1951年菊花図

展示室2・1
■徳島ゆかりの美術
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

26.5×35.0*a　新収蔵水彩　紙大正 昭和初期倫敦テームス河　議事堂
の夕

三宅克己

60.8×50.0　新収蔵油彩　キャンバス不詳母サワヱの像山下菊二

265.5×315.0×29.2 鉄1986年スチール・ヘッドジョナサン・ボロフス
キー

181.0×61.0×48.0 ブロンズ1921年着衣のポモナアリスティード・マイ
ヨール

138.5×265.5×147.0 ブロンズ1983年着衣の横 たわる 母と子ヘンリー・ムーア

■美術館ロビー

164.0×50.0×120.0 ブロンズ1987年渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

ブロンズ1981年アダムとイヴフェルナンド・ボテロ

193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男） 

ブロンズ1979-80年腰をかける人リン・チャドウィ ッ ク

121.0×65.0×30.0 安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0 ブロンズ、その他1983年ベンチに座 るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

■屋外展示場

■彫刻の小径

h.300.0 御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0 黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0 花崗岩1991年かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0 黒御影石、ベンガラ1989年四角い形D山口牧生
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2

所蔵作品展　徳島のコレクション2010- Ⅲ

まで、*bを付したものは8月31日[火]から展示。

�会期

　平成22年7月24日[土]-9月26日[日]（56日間）

�休館日

月曜日（9月20日は開館）、9月21日

�視点

　「20世紀の人間像」のコーナーでは、会期中、パブロ・ピ

カソの＜赤い枕で眠る女＞、パウル・クレー＜子供と伯母

＞などのコレクションの名作群とともに、特集「戦争のい

たみ」を展覧した。戦争によって受けるいたみは、国や民

族、時代を越えて、誰しも共感できるものだろうと思い、

いま一度、戦争によるいたみを見つめてもらい、そこから

立ち上がって歩を進めようとした表現者たちの制作も

辿ってもらいたいと考えた。

　「現代版画」では、「となりにあるユーモア」と題して、２

期に分けて、泉茂(1922-95)、山本容子(1952- )、クワァ

ク・ドゥク＝ジュン（郭徳俊）(1937年- )の版画作品を採

り上げた。日常生活のすぐ近くにある話題を見逃さずに

取り上げ、独自のユーモアを交えて、表現に結びつけてい

る点でアートを身近に感じられるのではないかと思った。

「徳島ゆかりの美術」では、県出身作家の伊原宇三郎、三

宅克己、森堯之、山下菊二、広島晃甫などの作品を展示し

た。

�観覧料

一般　　 　 　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）

小学・中学生　　50円（ 40円）

※（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折）

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　3,724名

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�担当学芸員

　吉原美惠子、竹内利夫

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは8月29日[日]
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展示室1
■20世紀の人間像

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

132.5×101.5油彩　キャンバス1938年汾河を護る（夜は不眠の
警備）

伊原宇三郎

41.0×52.8油彩　キャンバス1942年ジャカルタ、ブリオク 港
風景

各29.1×15.7*a再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉04. 高  世復　男性  
奉天省　第2次［昭和57
年2-3月訪日］

太田三郎

各29.1×15.7*a再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉09. 張　桂雲    女性 
   牡丹江省　第5次［昭
和59年2-3月訪日］

各29.1×15.7*a再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉11. 鄒　麗栄    女性 
   東安省　第6次［昭和
59年11-12月訪日］

各29.1×15.7*a再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉16. 荘　立発　男性
　奉天省　第8次［昭和
60年9月訪日］

各29.1×15.7*b再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉20. 楊　金有    男性  
  牡丹江省　第10次［昭
和61年2-3月訪日］

各29.1×15.7*b再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉　21. 樊　淑珍　女性
　竜江省　第11次［昭和
61年6月訪日］

各29.1×15.7*b再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉　29. 李　柱琴    女性 
   興安南省　第15次［昭
和61年12月訪日］

各29.1×15.7*b再生紙にプリント1995年〈Post war 50私は誰です
か〉　32. 楊  立成    男性 
   竜江省　第16次［昭和
62年11月訪日］

73.0×116.9油彩　キャンバス1951年人と箱香月泰男

91.5×182.3油彩　板1958年戦争期中村宏

23.8×16.3*aエッチング、アクアチント　紙1954年初年兵哀歌（歩哨）浜田知明

28.8×19.7*bエッチング　紙1957年狂った男

14.0×21.0×15.0ブロンズ1984年石になれるか福岡道雄

83.0×55.0×33.0 木（楠）　大理石1988年渇きとスピード舟越桂

h.32.0ブロンズ1964年原の城　頭像舟越保武

116.8×91.2 油彩　キャンバス1977年絵画弾1松井憲作

116.8×80.3 油彩　キャンバス1977年絵画弾2

116.8×91.0 油彩　キャンバス1977年絵画弾3

116.8×80.2 油彩　キャンバス1977年絵画弾4
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

116.8×91.0 油彩　キャンバス1977年絵画弾5松井憲作

116.8×80.2 油彩　キャンバス1977年絵画弾6

116.8×91.1 油彩　キャンバス1977年絵画弾7

116.8×80.3 油彩　キャンバス1977年絵画弾8

116.8×91.3 油彩　キャンバス1977年絵画弾9

116.8×80.3 油彩　キャンバス1977年絵画弾10

183.5×173.7油彩　合板1960年筑豊炭田地帯山下菊二

121.2×74.2×10.5ブロンズ1960年ダンスの華麗さジャン・アルプ

各175.0×60.0×30.0（12体組）黄麻布、樹脂1989-90年12体の立像（群衆シリー
ズ）

マグダレーナ・アバカノ
ヴィッチ

100.2×73.5油彩　板1951年子供と魚アントニ・クラーヴェ

188.0×127.0×12.7、35.6×
50.8×12.7

ライトボックス（2個）、カラート
ランスペアレンシー

2000年シックス・セカンズアルフレッド・ジャー

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

37.2×40.2*a木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　1.　いけにえ

ケーテ・コルヴィッツ

35.0×49.8*b木版　紙1921-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　2.　志願兵たち

35.0×43.0*a木版　紙1923年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　3.　両親

37.2×23.3*a木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　4.　寡婦Ⅰ

30.2×53.0*b木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　5.　寡婦Ⅱ

34.2×40.2*b木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　6.　母親たち

36.2×30.1*a木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉　7.　民衆

112.0×127.0 油彩　キャンバス 1944年 美しい自転車乗り フェルナン・レジェ  

73.0×24.8×24.1ブロンズ1919年クラリネットを持つアル
ルカン

ジャック・リプシッツ

38.0×46.0油彩　キャンバス1932年赤い枕で眠る女パブロ・ピカソ

77.0×31.0×19.2ブロンズ1922年女性立像オシップ・ザツキン

11.0×21.1エッチング、アクアチント　紙1954年ゲームの瞳泉茂

18.0×13.5エッチング、アクアチント　紙1954年逃げたスペード

35.0×25.0リトグラフ　紙1956年追われる人

56.0×37.5リトグラフ　紙1956年テレホンマン

25.5×35.5リトグラフ　紙1956年トラブル

55.6×37.0リトグラフ　紙1956年なまけもの

現代版画
■となりにあるユーモア1　7月24日［土］-8月29日［日］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

46.8×60.0エッチング　紙1975年Cock Jonathan山本容子

46.8×60.0エッチング　紙1975年Papa Aid

45.0×60.0エッチング、アクアチント　紙1977年Summer Shower Show

36.6×49.8エッチング、アクアチント　紙1977年Hill Top Corn Pipe

45.0×60.0エッチング、アクアチント　紙1978年Everyday Everywhere

36.6×46.2エッチング、アクアチント　紙1980年Super Express

39.6×36.3エッチング、アクアチント　紙1980年Sleeper Sleeper

45.2×59.8エッチング、アクアチント　紙1980年Flower Travelling for 
Lady

53.6×36.9シルクスクリーン　紙1981年カーターと郭クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

53.5×37.0シルクスクリーン　紙1981年レーガンと郭（A）クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

55.7×37.6リトグラフ　紙1956年なまけ族泉茂

23.5×16.0リトグラフ　紙1956年フルーツ族

55.8×37.5リトグラフ　紙1956年ペテン師

32.0×21.5リトグラフ　紙1956年私

36.0×55.0リトグラフ　紙1957年漂流

48.0×39.0リトグラフ　紙1957年ひるね

36.6×39.8エッチング　紙1975年Papa's山本容子

39.8×36.4エッチング　紙1975年Mama's

45.6×59.8エッチング、アクアチント　紙1977年Joke Juice Journey

45.5×59.6エッチング、アクアチント　紙1977年Ping Pong Pineapple

36.5×46.0エッチング、アクアチント　紙1980年Sunday Monday

45.0×59.6エッチング、アクアチント　紙1980年Side by Side

45.2×59.7エッチング、アクアチント　紙1980年Fur Fur

36.3×39.6エッチング、アクアチント　紙1980年True-Blue Truck

47.0×34.0リトグラフ、エンボス　紙1975年フォードと郭（A）クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

53.4×38.4シルクスクリーン　紙1986年レーガンと郭II

■となりにあるユーモア2　8月31日［火］-9月26日［日］

展示室2
■徳島ゆかりの美術

197.9×197.9*b紙本着色1987年凝市原義之

97.2×130.2油彩　キャンバス1927年エトルタ風景伊原宇三郎
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

99.5×80.0油彩　キャンバス1927年頃ハープを弾く婦人伊原宇三郎

60.0×73.1油彩　キャンバス1927-1928
年頃

窓際の静物

124.1×185.5*a絹本着色1939年蓮広島晃甫

53.0×74.0*a水彩　紙大正頃支那蘇州楓橋三宅克己

32.2×49.0*b水彩　紙1928年北米加州サンデゴの公園

45.2×60.0*b水彩　紙1930年ハンプステッド・ヒース
（ロンドン）

39.8×52.2*a水彩　紙1938年樹陰

40.8×31.9油彩　キャンバス1941年ロシア教会森堯之

41.4×32.2油彩　板1941年花と蝶

21.1×27.1油彩　板不詳ハルビン風景

31.9×41.0油彩　キャンバス不詳ハルビン風景

23.8×32.9鉛筆、油彩　板（合板）不詳ハルビンの洋品店

54.8×79.5油彩　獣毛　コラージュ1964年少年祭に走る山下菊二

44.5×65.2油彩　キャンバスボード1974年わたしと鳥と音楽と　
（1）木偶人形芝居

4.5×65.2油彩　キャンバスボード1974年わたしと鳥と音楽と　
（2）恵比寿まわし

44.5×65.2油彩　キャンバスボード1974年わたしと鳥と音楽と　
（3）小学生～女学生たいじ

44.5×65.2油彩　キャンバスボード1974年わたしと鳥と音楽と　
（4）19歳～良子の家

44.5×65.2油彩　キャンバス1974年わたしと鳥と音楽と　
（5）昭和15年～南支戦線

44.5×65.2油彩　キャンバスボード1974年わたしと鳥と音楽と　
（6）娼家の胡弓ひき老人

44.5×65.2油彩　キャンバス1974年わたしと鳥と音楽と　
（7）サーカス小屋

44.5×33.5彩　キャンバス1974年わたしと鳥と音楽と　
（8）病気のふくろうと御
詠歌

■美術館ロビー

265.5×315.0×29.2鉄1986年スチール・ヘッドジョナサン・ボロフスキー

181.0×61.0×48.0ブロンズ1921年着衣のポモナアリスティード・マイヨー
ル

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987年渚淀井敏夫

左（イヴ）217.0×92.0×79.0
右（アダム）219.0×108.0×65.0

ブロンズ1981年アダムとイヴフェルナンド・ボテロ
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

左（女）193.0×94.0×142.0
右（男）180.0×84.0×122.0

ブロンズ1979-80年腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983年ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

h.300.0御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200花崗岩1991年かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0黒御影石、ベンガラ1989年四角い形Ｄ山口牧生

■彫刻の小径
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3

所蔵作品展　徳島のコレクション2010-Ⅳ

�新聞・雑誌記事

「所蔵の絵画、彫刻など60点」　『読売新聞』平成22年10

月4日（徳島版）

�担当学芸員

　竹内利夫、吉原美惠子

�出品リスト

　会期中、展示替えを行った。*aを付したものは11月28日

[日]まで、*bを付したものは11月30日[火]から展示。

�会期

平成22年10月2日[土]-平成23年1月23日[日]（91日間）

�休館日

月曜日（10月11日、1月10日は開館）、10月12日[火]、

12月28日[火]～1月4日[火]、1月11日[火]

�視点

　所蔵品を総花的に紹介している特別展「名品ベスト

100」とのコントラストに配慮して企画した。

　「20世紀の人間像」コーナーはテーマを「画家たちのア

プローチ」とし、題材や方法論に目が向くことで鑑賞方法

への理解が一歩深まることを期待した。「暮らしの中か

ら」、「精神のありか」（モデルの内面・人体の抽象化・日常

と夢想・人間性をみつめて）などの章に小分けして平明な

解説につとめた。

　「現代版画」コーナーは「名品ベスト100」展に出品され

ている作家を詳しく理解できるよう編成。春期の展示に

引き続き、「版画概念の拡大」が話題となった1970年代

に着目し、現代版画の特性をシリーズで探った。

　（4）グラフィック・アートへの関心の高まりの中でユ

ニークな存在感を放った、横尾忠則、一原有徳。（5）現代

的なエロスを探求した池田満寿夫、パウル・ヴンダーリッ

ヒ。（6）映像時代の版表現の意味を問いつめた木村光佑、

木村秀樹。

　「徳島ゆかりの美術」コーナーは代表的な作家を展示室

1でコンパクトに紹介した。展示室2は「名品ベスト100」

展会場とされた。

�観覧料

一般 　　　 　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）

小学・中学生　　50円（ 40円）

※（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折）

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　6,194人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

80.3×65.2 油彩　キャンバス1954年鳥・猫・子供・魚猪熊弦一郎

53.0×45.0 油彩　キャンバス1949年少女の顔瑛九

100.0×72.7 油彩　キャンバス1957年書きものをする娘大沢昌助

43.2×51.2*b絹本着色1925年洗い髪岡本神草

各172.0×148.0（二曲一双）*b絹本着色大正後期
昭和初期

投扇梶原緋佐子

73.0×116.9 油彩　キャンバス1951年人と箱香月泰男

93.5×89.0*a絹本着色1930年頃虫撰菊池契月

120.0×120.0*a顔料　板1951年よろこび下村良之介

72.0×116.0 油彩　キャンバス1986年愛高井貞二

158.0×65.0 *b絹本着色大正期髪梳く女谷角日沙春

60.4×78.4 油彩　キャンバス1957年母子中本達也

56.5×45.0*a寒冷紗着色1923年頃眠れる子秦テルヲ

53.4×33.5 油彩　キャンバス1926-36年女の顔林武

116.0×118.0*a絹本着色1925年童女堀井香坡

86.0×36.0×36.0 ブロンズ1966年箱は空にかえってゆく堀内正和

91.0×91.0*b紙本着色1967-68年頃無題三上誠

60.0×44.5*a木炭　紙1914年女の顔村山槐多

130.5×97.4 油彩　キャンバス1953年うずくまる女森芳雄

118.0×40.0×70.0 ブロンズ1960年人柳原義達

53.3×46.0 油彩　キャンバス1931年彫刻と花鳥吉原治良

162.4×224.3 アクリル絵具、油彩　キャンバス1982年テーブルの上のオブジェ吉原英雄

181.5×188.9 アクリル絵具、木　板1981-82年青いカーテンのある頭部ホルスト・アンテス

h.48.0 大理石1916年白いトルソアレクサンダー・アーキ
ペンコ

100.2×73.5 油彩　板1951年子供と魚アントニ・クラーヴェ

74.0×67.0×27.0 ブロンズ、その他1970年女の胸像（回顧された）サルバドール・ダリ

52.0×30.0×21.0 ブロンズ1970年孤独な詩人ジョルジオ・デ・キリコ

19.2×17.0×20.0 ブロンズ1940年女ジャン・フォートリエ

20.5×18.0×15.7 ブロンズ1928年キキ・ド・モンパルナスの
マスク

パブロ・ガルガーリョ

119.0×95.0 油彩　キャンバス1911年台所の母子アルベール・グレーズ

130.2×97.6 油彩　キャンバス1974年我々はここにいるウィフレド・ラム

h.31.0 テラコッタ1930年片腕をあげて座る女アンリ・ローランス

36.8×22.8×19.0 石膏、着彩1916年ザリー・ファルクの肖像ヴィルヘルム・レームブ
ルック

展示室1
■20世紀の人間像
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

74.3×52.2 *b墨、パステル　紙1929年ダンサー（ロシア・バレエ
団による「放蕩息子」よ
り）

ジョルジュ・ルオー

92.0×70.8 アクリル絵具、シルクスクリーン
キャンバス

1979-86年多色による4つのマリリンアンディ・ウォーホル

165.3×192.6 エナメル系塗料　アルミニウム1987年モニカと透明なカーテントム・ウェッセルマン

現代版画
■70年代のグラフィック4　10月2日［土］-11月7日［日］

60.0×40.1 銅版モノタイプ　紙1974年RON 30一原有徳

59.8×44.5 アルミニウム版腐蝕　紙1975年滴

49.4×49.8 アルミニウム版腐蝕　紙1976年放

59.7×39.5 アルミニウム版腐蝕　紙1976年幽

25.2×50.4 銅版モノタイプ　紙1978年LEY（R）

43.0×63.0 銅版モノタイプ　紙1978年LEP（A）

30.0×43.0 銅版モノタイプ　紙1979年LES

27.4×40.4 銅版モノタイプ　紙1974-83年SIM（b）

58.6×77.2 銅版モノタイプ　紙1978-84年LEY（Br）

103.8×77.0† オフセット　紙1969年日本万国博覧会せんい館横尾忠則

74.3×104.0† オフセット　紙1971年WONDERLAND

103.0×72.8† オフセット　紙1971年XMAS PARADISE

103.0×72.8† オフセット　紙1971年XMAS PARADISE

103.0×72.8† オフセット　紙1971年XMAS PARADISE

103.0×72.8† オフセット　紙1971年XMAS PARADISE

103.0×73.1† オフセット　紙1972年THE BEATLES

103.0×72.8† オフセット　紙1972年GREETING（黒）

103.0×68.1† オフセット　紙1973年横尾忠則近作展

103.0×72.8†オフセット　紙1974年SANTANA LOTUS

■70年代のグラフィック5　11月9日［火］-12月12日［日］

64.5×49.0 アクアチント、エッチング、ルー
レット、メゾチント　紙

1968年天使の言葉池田満寿夫

36.2×33.5 ルーレット、メゾチント、ドライポ
イント　紙

1969年ファッション

40.5×36.5 エッチング、ルーレット、メゾチン
ト、エングレーヴィング　紙

1970年感傷旅行

29.5×26.0 ドライポイント、ルーレット、メゾ
チント、エッチング　紙

1970年版 画 集 〈スフィンクスの
肖像〉座せるスフィンクス

36.4×32.8 メゾチント、エッチング、ドライポ
イント　紙

1971年裸のエマ
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

30.0×26.5 リトグラフ、メゾチント　紙1972年版画集〈七つの大罪〉怠
惰の罪

池田満寿夫

30.2×40.5 メゾチント　紙1975年版画集〈ヴィナス〉海辺の
ヴィナス

30.0×40.5 メゾチント　紙1975年版画集〈ヴィナス〉ヴィナ
ス

65.5×50.3† リトグラフ　紙1968年なげやりな姿勢で IIパウル・ヴンダーリッヒ

67.5×50.3 リトグラフ　紙1970年D・B氏のための切り抜き

57.5×76.2 リトグラフ　紙1970年ブレーメンの女たちはこ
のように入浴する II

74.7×55.6 リトグラフ　紙1971年あるものは行き、あるも
のは止まる

56.9×74.5 リトグラフ　紙1971年薄暮（第8葉）

50.5×66.0† リトグラフ　紙1972年頭のないダグマル

84.3×68.0 水彩、鉛筆　紙1972年横たわる女

■70年代のグラフィック6　12月14日［火］-1月23日［日］

76.5×54.5 リトグラフ、シルクスクリーン　
アクリル、紙

1970年アウト オブ タイム-24木村光佑

76.5×54.5 リトグラフ、シルクスクリーン　
アクリル、紙

1970年アウト オブ タイム-25

75.0×54.0 リトグラフ、シルクスクリーン　
アクリル、紙

1970年アウト オブ タイム-26

73.5×103.0 リトグラフ、シルクスクリーン　
紙

1971年現在位置-存在A

73.5×104.0 リトグラフ、シルクスクリーン　
紙

1971年現在位置-存在C

75.5×107.0† シルクスクリーン　紙1974年Pencil 2-2木村秀樹

75.5×107.0† シルクスクリーン　紙1974年Pencil 2-3

75.5×107.0† シルクスクリーン　紙1978年ビッグブラインダー 2

75.5×107.0† シルクスクリーン　紙1978年ビッグブラインダー 3

75.5×107.0† シルクスクリーン　紙1978年Work 4-11-2

56.0×76.0 シルクスクリーン　紙1990年版 画 集 〈Chestnut Park〉
Green Park

76.0×56.0 シルクスクリーン　紙1990年版 画 集 〈Chestnut Park〉
Behind a Pool

56.0×76.0 シルクスクリーン　紙1990年版 画 集 〈Chestnut Park〉
Windy Blue

56.0×76.0 シルクスクリーン　紙1990年版 画 集 〈Chestnut Park〉
Chestnut Museum

56.0×76.0 シルクスクリーン　紙1990年版 画 集 〈Chestnut Park〉
Eastern Breeze
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

200.0×200.0*a紙本着色1979年映ゆ市原義之

197.9×197.9*b紙本着色1986年冬日

91.8×73.1 油彩　キャンバス1926-27年頃画室記念伊原宇三郎

99.7×80.9 油彩　キャンバス1927年頃黒人の立てる室内

h.14.0,径10.0 鉄、真鍮、石膏、油彩1973年巣ごもりNo.1菊畑茂久馬

h.17.5,径12.5 鉄、真鍮、石膏、油彩1973年巣ごもりNo.2

66.5×46.8*a水彩、鉛筆　紙1985年月光下絵 No.1

65.0×47.0*a水彩、鉛筆　紙1985年月光下絵 No.2

65.3×46.3*a水彩、鉛筆　紙1985年月光下絵 No.3

68.0×49.0*b水彩、鉛筆　紙1985年月光下絵 No.4

65.0×47.0*b水彩、鉛筆　紙1985年月光下絵 No.6

64.5×46.7*b水彩、鉛筆　紙1985年月光下絵 No.7

81.0×65.0 油彩　キャンバス1930年代ヴァイオリンを持つ婦人
像

板東敏雄

90.0×60.0*b木版、水性・油性絵具　紙1995年南に散りし友に捧ぐII
（戦後50年の鎮魂詩）

吹田文明

91.0×60.0*b木版・紙版、水性・油性絵具　紙1997年白鳥座

60.0×87.5*a木版、水性・油性絵具　紙1998年銀河を渡るB

60.0×90.0*a木版、水性・油性絵具　紙2006年何処へ

145.0×85.0*b紙本着色1973年標本室藤島博文

143.2×82.9*a紙本着色1975年真昼

37.3×47.1*b水彩　紙1905年風景三宅克己

36.0×27.0*a水彩　紙1910年倫敦市タワアブリッヂ

50.5×38.5*a水彩　紙1910年ベルギー風景

26.5×36.0*b水彩、パステル　紙1927年頃オークの林

55.0×27.0×41.0 ブロンズ1987年布を持った女宮本光庸

■徳島ゆかりの美術

■美術館ロビー

265.5×315.0×29.2 鉄1986年スチール・ヘッドジ ョ ナサン・ボロフスキー

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場

164.0×50.0×120.0 ブロンズ1987年渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

ブロンズ1981年アダムとイヴフェルナンド・ボテロ
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男） 

ブロンズ1979-80年腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0 安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0 ブロンズ、その他1983年ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

■彫刻の小径

h.300.0 御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0 黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0 花崗岩1991年かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0 黒御影石、ベンガラ1989年四角い形D山口牧生



24

4

所蔵作品展　徳島のコレクション2011- I

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　1,335人（2011年3月31日まで）

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事

「所蔵作品139点紹介」　『徳島新聞』平成23年1月29日

（夕）

�担当学芸員

　吉原美惠子、竹内利夫

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは3月6日[日]

まで、*bを付したものは3月8日[火]から展示。

�会期

平成23年1月29日[土]-4月10日［日］（62日間）

�休館日

月曜日（3月21日は開館）、3月22日

�視点

　「20世紀の人間像」では、ピカソ作品を軸としたコレク

ションの華を展覧し、後半は動きやうねりの中にある人

間像と思考や感覚が収斂してゆく世界へと誘う人間像

を対比して展覧した。デュビュッフェやクラッグなどの動

きを感じさせる作品群とシーガル、ゴームリーなどの、作

品の内に向かう力を感じさせる作品群を、展示空間を分

割して提示した。

　「現代版画」のコーナーでは、「問いかけよ」と題して、荒

川修作、オノサトトシノブの作品を展示替えをしながら展

覧し、画中の言葉の意味作用や純粋な幾何形態の持つ

清明な雰囲気、秩序などを通して、観る者に働きかけるこ

とを期した。 

　「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、県出身や徳島ゆ

かりの作家の作品のほか、徳島の風景や風物に題材を

とった作品などを展示した。伊原宇三郎、三宅克己、山下

菊二などの油彩・水彩の作品に加えて、先頃逝去した一

原有徳の版画作品、広島晃甫の日本画作品を展覧した。

　また、展示室3において「特集・彫刻の魅力」と題して、

通常は特別展のために使う展示スペースを用いて、彫刻

作品をゆったりと展覧した。

　素材そのものの魅力やその素材の扱い、あしらいを想

像する楽しさ、空間にしめるヴォリュームの堪能など、鑑

賞の際の多様なアプローチを意識した。

　また、制作過程への馴染みから、作品を身近なものとし

て感じられるような、ミクストメディアの作品なども展覧

し、20世紀の彫刻の流れをたどれるようにも心がけた。

�観覧料

一般 　 　　　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）

小学・中学生　　50円（ 40円）

※（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折）
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展示室1
■20世紀の人間像

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

108.0×74.0*aゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#6石内都

108.0×74.0*bゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#7

108.0×74.0*aゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#8

108.0×74.0*bゼラチンシルバープリント2000年「25 MAR 1916」#9

60.6×72.7油彩　キャンバス1954年陽気な人瑛九

166.0×150.0テンペラ　綿布1993年目の服1設楽知昭

166.0×150.0テンペラ　綿布1993年目の服4

161.5×143.0テンペラ　綿布1995年目の服5

161.5×144.0テンペラ　綿布1996年目の服6

238.4×334.1アクリル絵具、鉛筆、キャンバス1983年男と男菅井汲

99.2×73.3油彩　キャンバス1959年ブラインドを降す男鳥海青児

160.0×40.0×21.0樹脂、布1999年繰り返される模様津田亜紀子

91.0×73.0油彩、エナメル系塗料　キャンバス1970年生命体難波田龍起

72.6×60.6油彩　キャンバス1952年裸婦元永定正

  29.3×194.4油彩　キャンバス1957年裸婦カレル・アペル

100.2×73.5油彩　板1951年子供と魚アントニ・クラーヴェ

90.0×75.0×75.0ブロンズ2002年カスト・グランシィズ
（投げかけられた視線）

トニー・クラッグ

h.49.0ブロンズ1973年頭No.3ウィレム・デ・クーニング

65.0×50.5油彩　キャンバス1955年熱血漢ジャン・デュビュッフェ

61.0×50.0油彩　板1955年鳩のようにマックス・エルンスト

19.2×17.0×20.0ブロンズ1940年女ジャン・フォートリエ

20.5×18.0×15.7ブロンズ1928年キキ・ド・モンパルナスの
マスク

パブロ・ガルガーリョ

197.0×858.0×46.0石膏、ファイバーグラス、鉛、鋼鉄、
空気

1989年天使の器Ⅱアントニー・ゴームリー

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

112.0×127.0 油彩　キャンバス 1944年 美しい自転車乗り フェルナン・レジェ  

36.8×22.8×19.0石膏、着彩1916年ザリー・ファルクの肖像ヴィルヘルム・レームブ
ルック

92.0×73.0油彩　キャンバス1926年下着の裸婦ジュール・パスキン

55.0×38.0  油彩　キャンバス1937年ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

210.0×165.0*bプレキシグラスでマウントされた
チバクロームプリント

1990年ポートレート（Andrea 
Knobloch）

トーマス・ルフ

81.5×42.5×24.0 紙1982年タイルの壁にもたれる 東
洋の女

ジョージ・シーガル

119.5×168.5*aタイプCプリント1990年アムステルダム国立博物
館1

トーマス・シュトゥルート
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現代版画
■問いかけよ1　1月29日（土）-3月6日（日）

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

89.0×117.0シルクスクリーン　マイラー1966年Alphabet Skin荒川修作

79.0×107.2リトグラフ、シルクスクリーン、
エンボス、コラージュ　紙

1975年And / or in Profile

79.0×149.0リトグラフ、シルクスクリーン　
紙

1978年Point Blank No.1

88.7×153.2リトグラフ、シルクスクリーン　
紙

1979-80年Texture of Point Blank

87.5×160.5リトグラフ、シルクスクリーン　
紙

1981年Weight without Place 
No.1

40.0×40.0シルクスクリーン　紙1967年シルクスクリーン
NO.11

オノサトトシノブ

50.0×50.0シルクスクリーン　紙1970年シルクスクリーン
NO.33

50.0×50.0シルクスクリーン　紙1971年シルクスクリーン
NO.48

60.5×72.5シルクスクリーン　紙1975年シルクスクリーンNo.74

30.0×30.0シルクスクリーン　紙1977年シルクスクリーン
NO.93

30.0×30.0リトグラフ　紙1977年リトグラフNO.2

30.0×30.0シルクスクリーン　紙1978年シルクスクリーン
NO.97

30.0×30.0シルクスクリーン　紙1980年シルクスクリーン
NO.100

■問いかけよ2　3月8日［火］-4月10日［日］

94.0×121.8シルクスクリーン　マイラー1970年Shape荒川修作

60.5×90.0エッチング、アクアチント、手彩色
　紙

1975-76年The Signified or If 
No.1

60.4×90.0エッチング、アクアチント、手彩色
　紙

1975-76年The Signified or If
No.2

60.5×90.0エッチング、アクアチント　紙1975-76年The Signified or If 
No.3

60.4×90.0エッチング、アクアチント、手彩色
　紙

1975-76年The Signified or If 
No.4

60.6×90.0エッチング、アクアチント、手彩色
　紙

1975-76年The Signified or If 
No.5

60.5×90.0エッチング、アクアチント、手彩色
　紙

1975-76年The Signified or If 
No.6

60.5×90.0エッチング、アクアチント、手彩色
　紙

1975-76年The Signified or If 
No.7

40.0×40.0シルクスクリーン　紙1967年シルクスクリーン
NO.12

オノサトトシノブ

50.0×50.0シルクスクリーン　紙1970年シルクスクリーン
NO.34

50.0×50.0シルクスクリーン　紙1975年シルクスクリーン
NO.71

60.5×72.5シルクスクリーン　紙1976年シルクスクリーン
No.82
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

30.0×30.0シルクスクリーン　紙1977年シルクスクリーン
NO.94

オノサトトシノブ

30.0×30.0リトグラフ　紙1977年リトグラフNO.3

30.0×30.0シルクスクリーン　紙1978年シルクスクリーン
NO.99

20.0×20.0シルクスクリーン　紙1979年シルクスクリーン
NO.101

展示室2
■徳島ゆかりの美術

32.8×45.2*b銅版モノタイプ　紙1960-83年SON（b）一原有徳

45.2×32.3*aステンレス版モノタイプ　紙1960-83年TAN（b）

160.0×119.0*aステンレス版モノタイプ　紙1984年GYO15

160.0×120.0*bステンレス版モノタイプ　紙1984年SOP '84

100.1×66.7　作家 寄贈ステンレス板アセチレンバーナー
焼抜き、蛍光塗料、モノタイプ

1992年SUN

91.0×72.8油彩　キャンバス1926-27年頃白いシュミーズ伊原宇三郎

46.0×54.3油彩　キャンバス1926年頃パリ風景

73.3×91.2油彩　キャンバス1927-28年白い壺のある静物

162.5×215.2油彩　キャンバス1932年榻上二裸婦

129.5×41.6*a絹本着色　軸装暖冬広島晃甫

60.0×92.7*b紙本着色　軸装1930年代佛國ビルフランス小港

各132.0×42.0（四幅対）*a絹本着色1947年頃以
降

四季図

各160.0×144.0*b紙本着色　屏風（二曲一双）昭和初期竹梅図

164.7×57.5*b絹本着色不詳踏青

59.6×86.2*a絹本着色　軸装不詳枯野小景

21.0×30.0*b水彩　紙1893年風景三宅克己

37.0×46.0*b水彩　紙1907年あさやけ

66.0×100.0*b水彩、鉛筆　紙1922年残雪

32.2×49.5*a　木下登与子氏 寄贈水彩　紙1936年頃日吉台の雪

29.0×75.0*a水彩　紙1941年信州田口雪景

25.0×33.9*a　江川淑夫氏 寄贈水彩　紙不詳倫敦郊外の森

65.0×80.5油彩　キャンバス1936年高松所見山下菊二

104.0×73.3油彩　キャンバス1972年襖を抜く

130.5×97.0　山下昌子氏 寄贈油彩　キャンバス1981年徐兄弟の母

53.0×40.8油彩　キャンバス1981年わすれえぬ妹
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展示室3
■彫刻の魅力

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

223.0×56.5×57.0ブリキ1990年バロック・ポップ・バロン秋山祐徳太子

115.0×100.0×90.0鉄線、和紙、柿渋、鉄液1986年さかだちカナエちゃん橿尾正次

100.0×200.0×90.0 ダンボールに黒色シルクスクリー
ン、青い螢光灯、青いフィルター

1992年ホームレス片瀬和夫

43.0×39.0×30.0ミクスト・メディア1979年遺伝染色体の雨の中で
啓示を待つ

工藤哲巳

75.0×80.0×45.0カードボード、ポリエステル、樹脂他1979年首長オートバイ篠原有司男

83.0×55.0×33.0 木（楠）　大理石1988年渇きとスピード舟越桂

230.0×116.5×91.0 鉄、石、漆1993年眼下の庭宮�豊治

118.0×40.0×70.0 ブロンズ1960年人柳原義達

135.0×99.0×103.0檜1979年あ薮内佐斗司

44.1×11.5×21.5アルミニウム1973-76年降りていく人ケネス・アーミテジ

67.0×25.0×29.5ブロンズに鍍金1900-09年アポロンの頭、台座付エミール＝アントワー
ヌ・ブールデル

190.5×96.5×68.6彩色メタル1974年角ばった肩の生きものアレクサンダー・コール
ダー

h.187.0ミクストメディア1975年ザ・ラストジョン・デイヴィーズ

49.0×9.5×17.0ブロンズ1952年女性立像アルベルト・ジャコメ ッ ティ

15.5×8.2*aエッチング　紙1959年小さな裸婦立像

23.5×19.5*aエッチング　紙1964年アトリエの彫刻

41.4×27.8*bエッチング　紙1966年若い女

h.131.0ブロンズ1958年トルソ  I （ユリシーズ）バーバラ・ヘップワース

77.5×58.3*aシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉1. 二つの向かい
合う形態

77.5×58.3*bシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉2. 冬至

77.5×58.3*aシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉3. 二つの原始形態

77.5×58.3*bシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉4. 11月の緑

77.5×58.3*aシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉 5. ランガティーラI

77.5×58.3*bシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉 6. 満ち潮

77.5×58.3*aシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉 7. ランガティーラII

77.5×58.3*bシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉8. 四角い形態の
集合

77.5×58.3*aシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉9. 12月の形態

77.5×58.3*bシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉10. 疾風の中の
形態
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

77.5×58.3*aシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉11. 蘭

バーバラ・ヘップワース

77.5×58.3*bシルクスクリーン　紙1969年版 画 集 〈向 かい 合 う 形 態
1970〉12. 三つの形態

h.70.0 顔料、樹脂、石膏制作年不詳ブルー・ヴィーナスイヴ・クライン

73.0×24.8×24.1ブロンズ1919年クラリネットを持つアル
ルカン

ジャック・リプシッツ

181.0×61.0×48.0ブロンズ1921年着衣のポモナアリスティード・マイ
ヨール

211.0×59.5×43.1ブロンズ1976年人物ホアン・ミロ

22.5×17.3*a淡彩、ペン、インク、鉛筆、チョー
ク

横たわる3人の人物ヘンリー・ムーア

97.0×138.0*bアクアチント、エッチング　紙1980年石の横臥像

77.0×31.0×19.2ブロンズ1922年女性立像オシップ・ザツキン

116.0×151.0×45.0　一部作家
寄贈

ミクストメディア1992-2003
年

ベンチユン・ソクナム（尹錫男）

■彫刻の小径

h.300.0御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200花崗岩1991年かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0黒御影石、ベンガラ1989年四角い形Ｄ山口牧生

■美術館ロビー

h.32.0ブロンズ1964年原の城　頭像舟越保武

265.5×315.0×29.2鉄1986年スチール・ヘッドジョナサン・ボロフス
キー

104.0×71.0×63.5 錆びた鋼、彩色、ワックス1986-87年テーブル・ピース Y-90 
“チェアパーソン”

アンソニー・カロ

168.9×88.9×58.4ブロンズ1989-90年ニジンスキーの野兎バリー・フラナガン

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987年渚淀井敏夫

左（イヴ）217.0×92.0×79.0
右（アダム）219.0×108.0×65.0

ブロンズ1981年アダムとイヴフェルナンド・ボテロ

左（女）193.0×94.0×142.0
右（男）180.0×84.0×122.0

ブロンズ1979-80年腰をかける人リン・チャドウィ ック

121.0×65.0×30.0安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983年ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル
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3-2　特別展　平成22年度特別展一覧

1　堀内誠一　旅と絵本とデザインと

　　平成22年4月29日[木・祝]-6月13日[日]

2　濱谷明夫展　－藍と造形

　　平成22年7月17日[土]-9月26日[日]

3　開館20周年記念展　徳島県立近代美術館

　　名品ベスト100

　　平成22年10月9日[土]-12月26日[日]
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1

堀内誠一　旅と絵本とデザインと

　福音館書店

　マガジンハウス

　平凡社　　

�観覧料

一般　　　　　　 600円（480円）

高校生・大学生　 450円（360円）

小学生・中学生　 300円（240円）

（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1-2「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判

ちらし：A4判

図録： B5判変形　136ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　3,338人

　＊8-4「入館者数」の項を参照

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「旅と絵本とデザインと　29日から徳島で堀内氏特別

展」『産経新聞』平成22年4月16日

「堀内の全容に3つの側面で迫る　原画、イラストなど

400点展示　29日から徳島県立近代美術館」『デイリース

ポーツ』（中四国版）平成22年4月19日

「大幅ボリュームアップして徳島県立近代美術館にて開

催。『堀内誠一　旅と絵本とデザインと』」『WEBダカー

ポ』平成22年4月27日

「特別展　堀内誠一　旅と絵本とデザインと　あすから

県立近代美術館」『徳島新聞』平成22年4月28日

「特別展　堀内誠一　旅と絵本とデザインと　きょうか

ら6月13日まで　県立近代美術館」『徳島新聞』平成22年

4月29日

「鳴潮」『徳島新聞』平成22年4月30日

「絵本原画など一堂に　県立近代美術館　堀内誠一展

始まる」『徳島新聞』平成22年4月30日

「アートディレクター　堀内誠一さんの仕事や人柄語る」

『徳島新聞』平成22年5月10日

「時代を彩ったデザインや絵本　近代美術館」『読売新

聞』平成22年5月11日

「県立近代美術館特別展　堀内誠一　旅と絵本とデザイ

ンと から」『徳島新聞』（友井伸一）

　①伊勢丹時代　平成22年5月18日

�会期

　平成22年4月29日［木・祝］-6月13日［日］（40日間）

�休館日

　月曜日、5月6日［木］（5月3日［月・祝］は開館）

�視点

　堀内誠一（1932-87年）は、弱冠14歳で新宿の伊勢丹百

貨店宣伝部に入社以来、ショーウインドウのディスプレイ

や広報などのデザインで早熟な才能を発揮したのを皮切

りに、アート・ディレクターとして、雑誌「平凡パンチ」や

「アンアン」、「ブルータス」などにおける革新的な誌面作り

で雑誌黄金期を築いたデザイナーである。そして、立木義

浩、立木三朗、三好和義といった徳島出身の有名な写真

家たちとも、深く交流した。

　また、『くろうまブランキー』『ぐるんぱのようちえん』『た

ろうのばけつ』ほか、多くの人気絵本を生み出した絵本作

家としても活躍し、多彩な創作活動を繰り広げた。

　さらに、世界各地を旅して、多くのイラストや絵手紙を

残した「旅行家」でもあった。持ち前のセンスで物事の本

質を見極め、魅力的な世界の風景や、世界各地の知られ

ざる絵本作家たちを鮮やかに紹介し続けた。

　この展覧会では、「デザイン」、「絵本」、「旅」の大きく三

つの側面に焦点を当て、「序章　父のいた少年時代」「第1

章　デザインの仕事」「第2章　絵本の仕事」「第3章　旅

－パリからはじまる旅の時代」の4つのコーナーを設けた。

各時期に生み出された多彩な作品を通じて、堀内誠一の

生涯にわたる活動の変遷をたどりながら、その全貌に迫

ることができた。

�主催

　徳島県立近代美術館

　徳島新聞社

　四国放送

�後援

　ＮＨＫ徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化振興財団

�特別協力

　堀内事務所

�企画協力

　アートプランニングレイ

�協力
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　②写真レイアウト　平成22年5月19日

　③子どもの本　平成22年5月21日

　④海外からの便り　平成22年5月22日

フォーカス徳島『週末アート情報』四国放送　平成22年5

月7日

とくしまアートカルチャー　徳島中央テレビ　平成22年

5月11日ほか

ニュース　NHK徳島　平成22年5月26日

�担当学芸員

　友井伸一、吉川神津夫
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所1979年『父の時代・私の時代　わがエディ
トリアルデザイン史』

堀内誠一展資料

堀内事務所1983年「図案家なりし父の時代」別冊ア
ンアン『モボ・モガの時代　東京
1920年代』

堀内事務所1930年頃
（1972年制作）

父・治雄の図案による扇子

堀内事務所1937-38年お絵かきスクラップ・ブック（5、6
歳頃）

堀内誠一

堀内事務所1939-40年お絵かきスクラップ・ブック（7、8
歳頃）

堀内事務所インク、紙1978年ナ タ リア・ゴンチ ャ ロワがデザイン
した舞台「バレエ・リ ュ ッ スの金鶏」

堀内事務所水彩、インク、パステル、
色鉛筆、紙

1987年「私の浅草の記憶」

株式会社三越伊勢
丹ホールディングス

1953年『伊勢丹ブーケ』1953年春号堀内誠一展資料

株式会社三越伊勢
丹ホールディングス

1953年『伊勢丹ブーケ』1953年秋号

株式会社三越伊勢
丹ホールディングス

1955年『伊勢丹ブーケ』1955年夏号

株式会社三越伊勢
丹ホールディングス

1955年『伊勢丹ブーケ』1955年冬号

堀内事務所1953-55年
頃

伊勢丹でのウィンドウ・ディスプ
レイの仕事

堀内事務所1953-56年1953～56年当時のカット図案
の仕事

堀内事務所油彩、カンヴァス1950年青いサーカス一家堀内誠一

堀内事務所油彩、カンヴァス1951年頃自画像

堀内事務所油彩、カンヴァス1951年頃人物像

堀内事務所コンテ、紙1951年頃パウル・クレーの肖像

堀内事務所コンテ、紙1951年頃ピエール・ボナールの肖像

堀内事務所当時読みふけ っ た本や画集、レ
コード

堀内誠一展資料

堀内事務所1956年「パレルモの洗濯日」『ロッコール』
第7号

堀内事務所カラートーン、マーカー、
カラーインク、紙

1982年ナポリの下町の昼めし堀内誠一

堀内事務所1956年「マルセル・マルソー」『ロッコール』
第9号

堀内誠一展資料

堀内事務所1956年「ブ ー ムのなかのこどもたち」
『ロッコール』第10号

堀内事務所1956年「密着にみる大阪春場所」、左／
三浦カメラショ ッ プの広告『ロッ
コール』第12号

堀内事務所1956年「Photo in our Life」『ロッコール』
第15号

堀内事務所1956年「漁村の子ども」『ロッコール』第
16号
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所1957年「シカゴの裏街にて」『ロッコール』
第21号

堀内誠一展資料

堀内事務所1957年「瀬戸の地と空」『ロッコール』第
27号

堀内事務所1957年「絵本になった赤い風せん　映
画 の 詩 人 アルベエル・ラモリ ッ ツ」
『ロッコール』第30号

堀内事務所1958年「海へ写真を撮りに行きました」
『ロッコール』第38号

堀内事務所1956年表紙「ウィーン少年合唱団オペラ
の舞台」『ロッコール』第11号

堀内事務所1957年表紙「港の小屋」『ロッコール』第
23号

堀内事務所1957年表紙「母と子」『ロッコール』第24
号

堀内事務所1957年表紙「子供」『ロッコール』第31号

堀内事務所1958年表紙「海辺の子供」『ロッコール』
第34号

堀内事務所1958年表紙「静物」『ロッコール』第39号

堀内事務所1955-58年頃『ロッコール』封筒のための版下

堀内事務所1957年千代田光学1957年カレンダー　
Selected from Yasuhiro 
Ishimoto's collections

堀内事務所1960年『写真サロン』1960年7月号

堀内事務所1960年「キャラクターをデザインする」
『コマーシャルフォト』第2号

堀内事務所愛用のカメラ　ハッセルブラ ッ ド
500C

堀内事務所1966年「写真の効用性を拡大するために」
『日本カメラ』1966年1月特大号

堀内事務所1970年「写真の天才　ラルティーグ少年
物語」『別冊　カメラ毎日ジュニア』

堀内事務所1973年『ROKKOR』

堀内事務所1958年丹野章写真集『ボリショイ劇場』

堀内事務所1972年西山治写真集『可愛い子ども』

堀内事務所1972年篠山紀信写真集『女形・玉三郎』

堀内事務所1973年沢渡朔写真集『ナディア・森の人
形館』

堀内事務所1973年沢渡朔写真集『少女アリス』

堀内事務所1979年沢渡朔写真集『海からきた少女』

堀内事務所1973年『カメラ毎日創刊20年記念別冊
　写真家100人　顔と作品』

堀内事務所1974年『植田正治小旅行写真帖　音の
ない記憶』

堀内事務所1956-69年
頃

アド・センター社用封筒と当時
の名刺

堀内事務所1964年アド・センター会社案内1964-
1965
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所1960年「ファンキー・タッチ」宣伝パンフ
レット

堀内誠一展資料

堀内事務所1962年『ファ ッ ション年鑑'62』

堀内事務所1962年『MITSUBISHI HEAVY-
INDUSTRIES REORGANIZED,
LIMITED 1962-'63』（新三菱重工
業英文会社案内）

堀内事務所シルクスクリーン、紙1961年「東京能楽鑑賞会　第14回定期
公演」ポスター

堀内誠一

堀内事務所シルクスクリーン、紙1960年頃「東京能楽鑑賞会　第11回定期
公演」ポスター

堀内事務所シルクスクリーン、紙1964年「現代の音楽展'64」ポスター

堀内事務所シルクスクリーン、紙1968年「東京アカデミー合唱団　第7回
定期公演」ポスター

堀内事務所1969年『平凡パンチ女性版』第3号堀内誠一展資料

堀内事務所1969年『アンアン』テスト版

堀内事務所1970年『平凡パンチ女性版』第4号

堀内事務所1970年『アンアン』創刊号

堀内事務所1970年『アンアン』第2号

堀内事務所1970年『アンアン』第6号

堀内事務所1970年『アンアン』第7号

堀内事務所1970年『アンアン』第8号

堀内事務所1970年『アンアン』第9号

堀内事務所1970年『アンアン』第11号

堀内事務所1970年『アンアン』第13号

堀内事務所1970年『アンアン』第14号

堀内事務所1971年『アンアン』第26号

堀内事務所1971年『アンアン』第41号

堀内事務所1971年『アンアン』第42号

堀内事務所1972年『アンアン』第45号

堀内事務所1972年『アンアン』第47号

堀内事務所1979年「アンアン海外ロケマップ」『アン
アン』第218号

堀内事務所1971年『アンアン』第21号

堀内事務所1971年『アンアン』第37号

堀内事務所1985年「子どものための展らん会」『母の
友』第386、388、390号

堀内事務所1976年『ポパイ』創刊号

堀内事務所1981年創刊4周年記念特大号『ポパイ』
第100号

堀内事務所カラーインク、マーカー、
紙

1981年『ポパイ』創刊4周年記念特大号
表紙原画

堀内誠一
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所1981年『ポパイ』創刊4周年記念特大号
表紙レイアウト指定紙

堀内誠一展資料

堀内事務所1982年創刊5周年記念特大号『ポパイ』
第124号

堀内事務所クレヨン、紙1982年『ポパイ』創刊5周年記念特大号
表紙原画

堀内誠一

堀内事務所1980年『ブルータス』創刊号堀内誠一展資料

堀内事務所1980年『ブルータス』第3号

堀内事務所1982年『ブルータス』第39号

堀内事務所カラーインク、紙1982年『ブルータス』第39号表紙原画堀内誠一

堀内事務所1982年『ブルータス』第54号堀内誠一展資料

堀内事務所カラートーン、マーカー、
ボード

1982年『ブルータス』第54号表紙原画堀内誠一

堀内事務所1982年『ブルータス』第64号堀内誠一展資料

堀内事務所1983年『ブルータス』第77号

堀内事務所水彩、アクリル、紙1983年『ブルータス』第99号表紙の習作堀内誠一

堀内事務所1983年『ブルータス』第108号堀内誠一展資料

堀内事務所インク、鉛筆、紙1980年頃『ブルータス』ロゴデザイン案堀内誠一

堀内事務所1982年『オリーブ』創刊号堀内誠一展資料

堀内事務所カラートーン、マーカー、
紙

1982年『オリーブ』創刊宣伝ポスター原
画

堀内誠一

堀内事務所1982年『オリーブ』第3号堀内誠一展資料

堀内事務所マーカー、紙1982年『オリーブ』第3号原画堀内誠一

堀内事務所1982年『オリーブ』第7号堀内誠一展資料

堀内事務所カラーインク、紙1982年『オリーブ』第7号表紙制作過程
版下、レイアウト指定紙、校正紙

堀内事務所エアブラシ、カラーイ
ンク、マーカー、紙

1985年SWING JOURNAL MOOK 
第2号『THE STANDARD 
SONGS』表紙原画

堀内誠一

堀内事務所1985年SWING JOURNAL MOOK 
第2号『THE STANDARD 
SONGS』

堀内誠一展資料

堀内事務所1985年BRUTUS BOOKS 第1号『20
世紀号ただいま出発』

堀内事務所1985-86年『NHKルーブル美術館』（全7巻）

堀内事務所1986年『Weeks』第3巻第1・2号

堀内事務所1986年『Weeks』のアートページ連載の
ための担当ライターへの指示書

堀内事務所1985年『鳩よ！』6月号第20号

堀内事務所1987年新雑誌『ローランサン』目次試案

堀内事務所デザインの「手仕事」

堀内事務所愛用の画具・画材・製図鞄

堀内事務所1974年『ハーイ！』
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所1985年『ポムポン』創刊号～第3号堀内誠一展資料

堀内事務所1968-69年『血と薔薇』第1号～3号

堀内事務所「こんな絵もらった」御礼カード

堀内事務所1964年「こども部屋のためのアート展」
案内状

堀内事務所1964年「こども部屋のためのアート展」
出品作品（木製壁掛け）、制作：国
際装飾

堀内事務所1966年頃グレース・カード

堀内事務所1969年『ポトマック』（作／ジャン・コク
トオ、訳／澁澤龍彦）

堀内事務所1970年『ひとさらい』（作／ジュール・シュ
ペルヴィエル、訳／澁澤龍彦）

堀内事務所1972年『楽しみと日々』（作／マルセル・
プルースト、訳／窪田般彌）

堀内事務所1972年『薔薇十字の魔法』（著／種村季
弘）

堀内事務所1972年加藤郁乎評論集『かれ発見せり』

堀内事務所1972年『マゾヒストたち』（作 ／ ロラン・
トポール、編／澁澤龍彦）

堀内事務所1973年『マド ゥ モアゼル・ルウルウ』（作／
ジィ ッ プ、訳／森茉莉）

堀内事務所1971年『フィネガン徹夜祭』（作／ジェイ
ムズ・ジョイス、訳／鈴木幸夫他）

堀内事務所1972年『農夫ジャイルズの冒険』（作／
J.R.R.トールキン、訳／吉田新一）
と挿画原画と色校）

堀内事務所1975年『大胯びらき』（作／ジャン・コク
トオ、訳／澁澤龍彦訳）

堀内事務所1975年『双頭の鷲』（作／ジャン・コクト
オ、訳／中村真一郎）

堀内事務所1970年『たるの中から生まれた話』（作／
シュトルム、訳／矢川澄子、絵／
金子國義）

堀内事務所1970年『あくたれ童子ポコ』（作／北畠
八穂、絵／桂ゆき子）

堀内事務所カラーインク、紙1980年「パリからの旅 40／お酒を飲んで
いる風景　ロンドンのワインバー
とパリのビール学校」のための指
定原稿一式（レイアウト用紙、イ
ラスト、文字原稿）　アンアン

堀内事務所カラーインク、紙1983年「三題ばなし－北京・マキシム・�
丹（カルダン）」のための指定原稿
一式　ブルータス

堀内事務所『パリからの旅』の表紙装幀の手
順　アンアン

堀内事務所『おはなしのゆりかご』の表紙の
手順一式　絵本

堀内事務所1958年『くろうまブランキー』

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　1/10堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　2/10
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　3/10堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　4/10

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　5/10

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　6/10

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　7/10

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　8/10

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　9/10

堀内事務所（保管：
福音館書店）

油彩、鉛筆、カンヴァス
ボード

『くろうまブランキー』原画　10/10

堀内事務所1960年『たろうのばけつ』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　1/12堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　2/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　3/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　4/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　5/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　6/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　7/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　8/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　9/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　10/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　11/12

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、カラー
インク、紙

『たろうのばけつ』原画　12/12

堀内事務所1976年『こすずめのぼうけん』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　1/17堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　2/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　3/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　4/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　5/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　6/17
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堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　7/17堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　8/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　9/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　10/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　11/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　12/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　13/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　14/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　15/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　16/17

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、色鉛筆、紙『こすずめのぼうけん』原画　17/17

堀内事務所1975年『ねびえ』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　1/14堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　2/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　3/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　4/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　5/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　6/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　7/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　8/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　9/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　10/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　11/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　12/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　13/14

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『ねびえ』原画　14/14

堀内事務所1977年『めのはなし』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　1/15堀内誠一
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堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　2/15堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　3/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　4/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　5/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　6/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　7/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　8/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　9/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　10/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　11/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　12/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　13/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　14/15

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『めのはなし』原画　15/15

堀内事務所1969年『てとゆび』堀内誠一展資料

堀内事務所1970年『かげ』

堀内事務所1971年『ちのはなし』

堀内事務所1973年『はしる』

堀内事務所1974年『ほね』

堀内事務所『からだのほん』構想スケッチ堀内誠一

堀内事務所1959年『七わのからす』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、油性
パステル、紙

『七わのからす』原画より　1堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、油性
パステル、紙

『七わのからす』原画より　2

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、油性
パステル、紙

『七わのからす』原画より　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、油性
パステル、紙

『七わのからす』原画より　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、油性
パステル、紙

『七わのからす』原画より　5

堀内事務所（保管：
福音館書店）

ポスターカラー、油性
パステル、紙

『七わのからす』原画より　6

堀内事務所1964年『おおきくなるの』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラートーン、水彩、パ
ステル、コラージュ、紙

『おおきくなるの』原画より　1堀内誠一
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堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラートーン、水彩、パ
ステル、コラージュ、紙

『おおきくなるの』原画より　2堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラートーン、水彩、パ
ステル、コラージュ、紙

『おおきくなるの』原画より　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラートーン、水彩、パ
ステル、コラージュ、紙

『おおきくなるの』原画より　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラートーン、水彩、パ
ステル、コラージュ、紙

『おおきくなるの』原画より　5

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラートーン、水彩、パ
ステル、コラージュ、紙

『おおきくなるの』原画より　6

堀内事務所1965年『ぐるんぱのようちえん』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　1

堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　2

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　5

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　6

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　7

堀内事務所（保管：
福音館書店）

水彩、カラーインク、紙『ぐるんぱのようちえん』原画より
　8

堀内事務所1968年『太陽の木のえだ』堀内誠一展資料

堀内事務所1968年『きりの国の王女』

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『太陽の木のえだ』原画より　1堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『太陽の木のえだ』原画より　2

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『太陽の木のえだ』原画より　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『太陽の木のえだ』原画より　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『太陽の木のえだ』原画より　5

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『きりの国の王女』原画より　1

堀内事務所1973年『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』

堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　1

堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　2

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　5
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堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　6

堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　7

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　8

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、紙『おそうじをおぼえたがらないリ
スのゲルランゲ』原画より　9

堀内事務所1979年『秘密の花園』堀内誠一展資料

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　1堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　2

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　5

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　6

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　7

堀内事務所（保管：
福音館書店）

コンテ、紙『秘密の花園』原画より　8

堀内事務所1985年『いっぽんのえんぴつのむこうに』堀内誠一展資料

堀内事務所1986年『アメリカ・インディアンはうたう』

堀内事務所1985年『アメリカ・インディアンはうたう』
取材スケッチブック

堀内誠一

堀内事務所1987年『音楽だいすき』堀内誠一展資料

堀内事務所Bibliotheque de travail

堀内事務所1985年『どうくつをたんけんする』

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　1

堀内誠一

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　2

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　3

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　4

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　5

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　6

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　7

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　8

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　9

堀内事務所（保管：
福音館書店）

カラーインク、水彩、エ
アブラシ、紙

『どうくつをたんけんする』原画よ
り　10
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堀内事務所1969年『A Snail goes Counting』堀内誠一展資料

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、紙

『A Snail goes Counting』原画よ
り　1

堀内誠一

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、紙

『A Snail goes Counting』原画よ
り　2

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、紙

『A Snail goes Counting』原画よ
り　3

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、紙

『A Snail goes Counting』原画よ
り　4

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、紙

『A Snail goes Counting』原画よ
り　5

堀内事務所1972年『かっきくけっこ』堀内誠一展資料

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、エアブラシ、紙

『かっきくけっこ』原画より　1堀内誠一

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、エアブラシ、紙

『かっきくけっこ』原画より　2

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、エアブラシ、紙

『かっきくけっこ』原画より　3

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、エアブラシ、紙

『かっきくけっこ』原画より　4

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、エアブラシ、紙

『かっきくけっこ』原画より　5

堀内事務所ポスターカラー、カラー
トーン、エアブラシ、紙

『かっきくけっこ』原画より　6

堀内事務所1975年『おひさまがいっぱい』堀内誠一展資料

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　1/15

堀内誠一

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　2/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　3/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　4/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　5/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　6/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　7/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　8/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　9/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　10/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　11/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　12/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　13/15

堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　14/15
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堀内事務所アクリル、紙『おひさまがいっぱい』原画より
　15/15

堀内誠一

堀内事務所1975-76年『マザー・グースのうた』全5集堀内誠一展資料

堀内事務所コンテ、紙「ハンプテ ィ・ダンプテ ィ へいにす
わった」『マザー・グースのうた』第
1集　原画

堀内誠一

堀内事務所コンテ、紙「A was an apple-pie」『マザー・グー
スのうた』見返し　原画

堀内事務所カラーインク、紙「ばらのはなわを つくろうよ」『マ
ザー・グースのうた』第2集　原画

堀内事務所カラーインク、紙「え っ さか　ほいさ」『マザ ー・グ ー
スのうた』第1集　原画

堀内事務所1982-83年『わらべうた』上下巻堀内誠一展資料

堀内事務所カラーインク、紙「ずいずいず っ ころばし」（関 東・鬼
きめうた）『わらべうた』　原画

堀内誠一

堀内事務所カラーインク、紙「あぶくたったにえたった」（関東・
鬼遊びうた）『わらべうた』　原画

堀内事務所カラーインク、紙「かごめかごめ」（関 東 ・ 鬼遊 びうた）
『わらべうた』　原画

堀内事務所カラーインク、紙「かってうれしい」（埼玉、群馬・子取
り遊びうた）『わらべうた』　原画

堀内事務所インク、紙「とおりゃんせ」（関東・関所遊び
のうた）『わらべうた』　原画

堀内事務所インク、紙「なまむぎなまごめ」（福岡・早口こ
とば）『わらべうた』　原画

堀内事務所インク、紙「ぼうずがび ょ うぶに 」（福 岡、 愛知・
早口ことば）『わらべうた』　原画

堀内事務所インク、紙「かんだかじち ょ うの」（東京・早口
ことば）『わらべうた』　原画

堀内事務所インク、紙「ここのこぐりどは」（奈良・早口こ
とば）『わらべうた』　原画

堀内事務所インク、紙「うりうりが」（山梨・早口ことば）
『わらべうた』　原画

堀内事務所1977年『お父さんのラッパばなし』堀内誠一展資料

堀内事務所1982年『落穂ひろい　日本の子どもの文
化をめぐる人びと』（瀬田貞二著）

堀内事務所1985年『絵本論　瀬田貞二子どもの本
評論集』

堀内事務所1979年瀬田貞二への追悼文「瀬田さん」
（『旅の仲間　瀬田貞二追悼文
集』）

堀内事務所1978年『いぬとにわとり』

堀内事務所1971年『子どもの文学　西欧文化への招
待』（石井桃子責任編集）

堀内事務所1984年『絵本の世界　110人のイラスト
レーター』全2集

堀内事務所1976年『子どもの館』創刊号

堀内事務所『絵本の世界　110人のイラスト
レーター』表紙試作

堀内事務所『絵本の世界　110人のイラスト
レーター』で紹介された絵本の
数 （々堀内誠一の蔵書より）
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所1896年『ジャンヌ・ダルク』堀内誠一展資料

堀内事務所1886年『われらの子どもたち』

堀内事務所1972年『てがみのえほん』

堀内事務所カラーインク、ボード1972年『てがみのえほん』原画の習作堀内誠一

堀内事務所1967年『人形の家』堀内誠一展資料

堀内事務所1914年『ノアのはこぶね』

堀内事務所1985年『ノアのはこぶね』

堀内事務所1985年頃『ノアのはこぶね』翻訳草稿

堀内事務所1986年『ショヴォー氏とルノー君のお話
集』全5集（ショヴォー作・画、出
口裕弘訳）

堀内事務所1986年『子供之友原画集』全4巻

堀内事務所1987年「ババール原画の世界」展パンフ
レット

堀内事務所1986年『三びきのこぐまさん』

堀内事務所1998年『ぼくの絵本美術館』

堀内事務所1983年『どうぶつしんぶん』

堀内事務所1969年『てつたくんのじどうしゃ』

堀内事務所1965年『ふたごのでんしゃ』

堀内事務所1967年『かにこちゃん』

堀内事務所1970年『アンデルセンどうわ』

堀内事務所1972年『あっはっは』

堀内事務所1979年『パンのかけらとちいさなあくま』

堀内事務所1982年『ふくろにいれられたおとこのこ』

堀内事務所1987年『おにまるとももこうみへ』

堀内事務所1965年『あかいかさがおちていた』

堀内事務所1968年『おにまるのへりこぷたー』

堀内事務所1981年『GUIDE an・an パリからの旅』

堀内事務所1990年『GUIDE an・an パリからの 旅』
（再刊）

堀内事務所1989年『堀内誠一の空とぶ絨緞』

堀内事務所1992年『堀内誠一のここに住みたい』

堀内事務所インク、紙1981年モンマルトルの丘堀内誠一

堀内事務所インク、紙1981年私とパリ

堀内事務所インク、紙1981年パリの空港で

堀内事務所インク、紙1981年フランス語のエチケット1

堀内事務所インク、紙1981年フランス語のエチケット2

堀内事務所水彩、紙1981年シテ島をのぞむ
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所水彩、コンテ、紙1978年「白いちびの馬（ベルヴィルの丘）」堀内誠一

堀内事務所水彩、紙1978年「サン・ルイ島」

堀内事務所カラーインク、紙1980/1985
年

凱旋門

堀内事務所カラーインク、紙1980/1985
年

シャイヨー宮からエッフェル塔を
のぞむ

堀内事務所カラーインク、紙1980/1985
年

パリの町のカット

堀内事務所カラーインク、紙1980/1985
年

コンコルド広場からマドレーヌ寺
院をのぞむ

堀内事務所カラーインク、紙1980/1985
年

パリの新名所ポンピドウーセン
ター

堀内事務所カラーインク、紙1986年コントレスカルプ広場

堀内事務所カラーインク、紙1986年モンマルトルの広場、ギャルソン
の競争

堀内事務所カラーインク、紙1981年パリ名所案内マップ　セーヌ左
岸

堀内事務所カラーインク、紙1981年パリ名所案内マップ　セーヌ右
岸

堀内事務所カラーインク、紙1981年パリ名所案内マップ　ルーヴル
からシャンゼリゼを中心に

堀内事務所カラーインク、紙1980年パリ名所案内マップ　マレー／
レアール／サン・ミ ッ シェル（色
版下と墨版下）

堀内事務所カラーインク、紙1986年シャンゼリゼの人形劇

堀内事務所カラーインク、紙1980年パリの名所絵地図

堀内事務所インク、紙1981年パリを歩く

堀内事務所インク、マーカー、色鉛
筆、紙

1981年パリの地下鉄（メトロ）

堀内事務所インク、マーカー、紙1981年パリのカフェ

堀内事務所インク、マーカー、紙1981年パリの飲み屋（カーヴ）

堀内事務所インク、マーカー、紙1974/1981
年

パリの人形芝居／シルク・ダン
シャン

堀内事務所インク、紙1981年パリの駅・切符の買い方

堀内事務所インク、紙1976年フランス名所絵地図

堀内事務所カラーインク、紙1980年旅の計画をたてるための参考書

堀内事務所カラーインク、紙1980年『パリからの旅』発売告知用カッ
ト

堀内事務所カラーインク、紙1980年旅に携行する愛用のバッグ

堀内事務所旅の計画をたてるための手帖、ガ
イドブック、旅程表

堀内誠一展資料

堀内事務所インク、マーカー、紙1976年「ロンドンみやげ」堀内誠一

堀内事務所パリで購入したアルマニ ャ ック地
方、サン・ヴィヴァン社のブラン
デー

堀内誠一展資料

堀内事務所パリの蚤の市で購入・農家で使
われていたバターの木型
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所ドイツで購入・カラスの指人形堀内誠一展資料

堀内事務所カラーインク、紙1981年アルルを中心とした観光案内図堀内誠一

堀内事務所カラーインク、紙1980年サント・マリー・ド・ラ・メールのジ
プシーのお祭り（海からあがる聖サ
ロメと召使サラ）

堀内事務所カラーインク、紙1980年カマルグのカウボーイの正装

堀内事務所カラーインク、紙1980年行列に加わっている少年カウボー
イ

堀内事務所サント・マリー・ド・ラ・メール関連
写真2点

堀内誠一展資料

堀内事務所インク、マーカー、紙1976年プロヴァンスのサントン堀内誠一

堀内事務所プロヴァンスのサントン人形堀内誠一展資料

堀内事務所アクリル、紙1980年ドーデーの風車小屋堀内誠一

堀内事務所アクリル、紙1981年ミディの窓辺

堀内事務所インク、紙1980年カジノホール

堀内事務所カラーインク、紙1980年モナコのイラストマップ

堀内事務所カラーインク、紙1980年モナコ国王レニエ2世とグレース・
ケリー

堀内事務所カラーインク、紙1980年グラン・カジノ

堀内事務所カラーインク、紙1980年カンヌの浜のお客たち

堀内事務所カラーインク、紙1981年ギリシア絵地図

堀内事務所カラーインク、色鉛筆、
紙

1981年「御者の像」の模写

堀内事務所カラーインク、色鉛筆、
紙

1981年アルカイック彫刻の模写

堀内事務所カラーインク、紙1981年ミコノスの丘

堀内事務所カラーインク、紙1981年聖ジョルジュのお堂

堀内事務所カラーインク、紙1981年トウモロコシが旨かった

堀内事務所カラーインク、紙1981年アクロポリスの丘

堀内事務所カラーインク、紙1981年牛とびをする少年と百合の王子

堀内事務所カラーインク、紙1981年ミノス王の玉座

堀内事務所カラーインク、紙1982年チュニスのイラストマップ

堀内事務所カラーインク、紙1982年ジャスミン売りの商人

堀内事務所カラーインク、紙1982年カイルアン行きのバスの中

堀内事務所カラーインク、紙1982年チュニス、クレー風の風景

堀内事務所カラーインク、紙1982年チュニスからアルジェへの鉄道

堀内事務所カラーインク、紙1982年アルジェ行の切符売場窓口

堀内事務所カラーインク、紙1982年チュニジアの税関員

堀内事務所カラーインク、紙1982年メ ッ カへ行 く 人々とメ ッ カへおし
よせる人々

堀内事務所カラーインク、紙1982年チュニス行きの飛行機
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所カラーインク、紙1982年コンスタンチヌからアルジェへの
途中の風景

堀内誠一

堀内事務所カラーインク、紙1982年アルジェ女のスタイル

堀内事務所カラーインク、紙1982年お風呂（ハマム）に行った（アル
ジェで）

堀内事務所カラーインク、紙1982年トアレグ族

堀内事務所アルジェとガルダイアの格好をし
た人形

堀内誠一展資料

堀内事務所クレヨン、紙1982年リベラの少女と果物堀内誠一

堀内事務所カラーインク、マーカー、
紙

1982年バザール・サバト

堀内事務所カラーインク、マーカー、
紙

1982年マヤの天文学者

堀内事務所カラーインク、マーカー、
紙

1982年雨の神チ ャ ッ クと死の神アプー

堀内事務所カラーインク、マーカー、
紙

1982年自殺者の神イシュ・タブ

堀内事務所カラーインク、紙1982年オアハカ民芸の山猫

堀内事務所カラーインク、紙1982年オアハカ、ゲレロの民芸

堀内事務所カラーインク、紙1985年メキシコのおもちゃ

堀内事務所オアハカの木彫民芸品（山猫）堀内誠一展資料

堀内事務所オアハカの木彫民芸品（天使）

堀内事務所オアハカの木彫民芸品（犬）

堀内事務所オアハカの木彫民芸品（さそり）

堀内事務所オアハカの木彫民芸品（東方三
賢王）

堀内事務所メキシコで購入・木彫りのマスク

堀内事務所カラーインク、紙1982年シチリアのイラストマップ堀内誠一

堀内事務所アクリル、紙1982年タオルミナ、エトナ山を臨む

堀内事務所カラートーン、マーカー、
紙

1982年タオルミナの眺め

堀内事務所クレヨン、紙1982年シチリアの人形

堀内事務所シチリアの人形堀内誠一展資料

堀内事務所シチリアのトリナクリアのオブ
ジェ

堀内事務所カラーインク、紙1980/1976
年

リアルト橋堀内誠一

堀内事務所カラーインク、紙1980/1976
年

時計台

堀内事務所カラーインク、紙1980/1976
年

サンマルコ広場

堀内事務所カラーインク、紙1980/1976
年

ピアツェッタ河岸

堀内事務所カラーインク、紙1980/1976
年

カルパッチョ、ヴェネツィア、サ
ン・マルコ広場

堀内事務所シルクスクリーン、八色
刷り、紙

1982年ヴェネツィアのイラストマップ
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所カラーインク、紙不詳カルパッチョのゴンドリエーレ堀内誠一

堀内事務所アクリル、紙1980年対岸リドからヴェネツィアに帰っ
てくる船からの眺め

堀内事務所カラーインク、ボード1982年台湾のイラストマップ

堀内事務所カラーインク、紙1982年木柵山指南宮の奥の院、凌霄宝
殿

堀内事務所カラーインク、紙1982年中国史年表

堀内事務所カラーインク、紙1982年ホテルからの眺め

堀内事務所カラーインク、紙1982年犬の像

堀内事務所カラーインク、紙1982年台北のイラストマップ

堀内事務所カラーインク、紙1982年故宮博物院の展示品

堀内事務所カラーインク、紙1982年台北中華商場の3層の廊下

堀内事務所カラーインク、紙1980年ピカデリーサーカス+言葉

堀内事務所カラーインク、紙1980年ロンドンのユニフォーム

堀内事務所カラーインク、紙1980年ケンジントンのピーターパン

堀内事務所カラーインク、紙1980年ウエストミンスター広場のチャー
チル像

堀内事務所カラーインク、紙1980年ウエストミンスター橋

堀内事務所カラーインク、紙1980年ロンドンのイラストマップ

堀内事務所インク、紙不詳むかしのロンドンの町

堀内事務所カラーインク、紙1981年サグラダ・ファミリア

堀内事務所カラーインク、紙1981年ガウディのアパート

堀内事務所カラーインク、紙1981年バリオ・ゴチコ

堀内事務所カラーインク、紙1981年スペイン料理

堀内事務所カラーインク、紙1981年バルセロナのイラストマップ

堀内事務所インク、紙1975年フィゲラス、テアトロ・ミュゼオを
見る

堀内事務所インク、紙1975年ダリ博物館

堀内事務所1979年スイス、バーゼル

堀内事務所1979年東ドイツ、ベルリン

堀内事務所1980年ソ連、レニングラード

堀内事務所1981年イタリア、ヴェネツィア

堀内事務所1978年ソ連、モスクワ

堀内事務所1983年イタリア、トリノ

堀内事務所1971年ユーゴスラヴィア

堀内事務所1981年グルジア、トビリシ

堀内事務所1982年チュニジア、チュニス

堀内事務所1980年ソ連、レニングラード
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

堀内事務所愛用のカメラ　ミノルタSR-T-101堀内誠一展資料

堀内事務所1974-79年『いりふね・でふね』第1、2、4、9、
11号

堀内事務所1976年『いりふねパリガイド』

堀内事務所1974-79年
頃

パリ生活でのシネマテーク通い
が高じて家族で作った手製のチ
ラシ　一式

堀内事務所1974年『フェリ・ソワール』

堀内事務所カラーインク、紙1973年頃紙芝居『長靴をはいたねこ』の原
案、習作

堀内誠一

堀内事務所1974年3月
11日消印

福音館書店編集部宛アエログラ
ム（フランス、パリ、モンパルナス
の眺め）

堀内事務所1974年3月
24日消印

堀内路子宛アエログラム（アメリ
カングラフィティを見た）

堀内事務所1975年3月1
日消印

谷川俊太郎宛アエログラム（『マ
ザーグース』の挿絵を引き受けた
ことについて）

澁澤龍子氏蔵1974年12月
18日消印

澁澤龍彦宛アエログラム（スペイ
ン、フィゲラス、ダリ美術館）

澁澤龍子氏蔵1977年4月
17日消印

澁澤龍彦宛アエログラム（イタリ
ア、シチリアの人形劇）

澁澤龍子氏蔵1977年11月
28日消印

澁澤龍彦宛アエログラム（フラン
ス、ブルターニュ、カルナックの巨
石群）

堀内事務所1980年5月
19日消印

安野光雅宛アエログラム（フラン
ス、パリ、ギャルソンのマラソン大
会）

堀内事務所1979年12月
31日消印

石井桃子宛アエログラム（ロマネ
スク彫刻、ワルシャワのモナリザ
について）

堀内事務所1980年7月
12日消印

石井桃子宛アエログラム（地中海、
リヴィエラ）

堀内事務所1975年12月
27日消印

太田大八宛アエログラム（パリの
バー三谷と筆の話）

堀内事務所1980年『パリからの手紙』堀内誠一展資料

堀内事務所2008年『旅の仲間　澁澤龍彦・堀内誠一
往復書簡』

堀内事務所1977-87年Tシャツ一式（23枚）堀内誠一

堀内事務所2010年堀内誠一が描いたマガジンハウ
ス社屋に残る壁画（複製）

堀内誠一展資料
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2

濱谷明夫展－藍と造形

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

※（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判

チラシ：Ａ4判

図録：300×260mm　表紙+本文16頁、計20頁　中綴じ

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』」作成」の項を参照。

�入館者数

　2,989人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事、放送番組

・新聞/雑誌記事

「特別展「濱谷明夫展－藍と造形」　あすから県立近代美

術館」『徳島新聞』平成22年7月16日

「濱谷明夫展　藍の魅力紹介　近代美術館で開幕」『徳

島新聞』平成22年7月18日

「鳴潮」『徳島新聞』平成22年7月21日

「藍染め　糸　コラボレーション　色の美しさと形のお

もしろさ　立体造形作家濱谷さんが作品展　県立近代

美術館」『毎日新聞』平成22年7月29日

「濱谷明夫展－藍と造形　県立近代美術館特別展から」

『徳島新聞』(安達一樹)

　上「空」平成22年8月26日

　中「悠」平成22年8月30日

　下「I-orbit」平成22年9月1日

「堂々　藍染めオブジェ　近代美術館」『読売新聞』平成

22年8月30日

「繊維造形の世界　紹介　県立美術館特別展濱谷さん

講演」『徳島新聞』平成22年９月20日

「徳島県立近代美術館特別展「濱谷明夫展－藍と造形」

のご紹介」『徳島県博物館協議会ニュース』No.34　　徳

島県博物館協議会事務局　平成22年8月

「美術館展覧会スポット「濱谷明夫展－藍と造形」」　

『ギャラリー』2010 vol.8　ギャラリーステーション　平成

22年8月

「徳島県立近代美術館専門学芸員森芳功の美術をたのし

む、美術館を楽しむ　その30「色に注目する。藍の色に

こだわる」」『徳島エコノミージャーナル』No.370　ブレー

ンバンク　平成22年8月

�会期

　平成22年7月17日(土)-9月26日(日)

�休館日

　月曜日（7月19日、9月20日は開館）7月20日(火)、9月21日

(火)

�視点

　濱谷明夫(1947-)は、糸を素材とする立体造形作家で

ある。巻く・吊すというシンプルな手法で作品を作り出

し、個展やグループ展、国際展への出品のほか、金沢駅東

広場や東京の経団連会館など、アート・ワークスによる建

築空間設計も数多く手がけている。一本の糸が往復を

積み重ね、旋回を繰り返し、支えとなる形に依り、重力に

従うことで現れる作品は、実に多彩な形態と豊かな表情

を見せる。そして、空間に作品が設置されると、糸が糸で

あると同時に糸であることを超えて空間と関わり、空間

が固有の広がりを持ったひとつの場として表される。

　この展覧会では、特に文化立県とくしま推進会議阿波

藍の魅力発信協賛事業として、藍で染めた糸を使った新

作を中心に展示を行った。染めは本格的な木灰汁発酵

建てによる藍染めを行っている徳島の染師・村上千晶が

担当した。現代造形と本格的藍染のコラボレーションに

よる、藍の持つ色彩美を体感できる現代的空間が出現し

た。

　なお、文化の森三館棟ロビー吹き抜けに設置した作品

〈空〉は、展覧会終了後も引き続き11月7日まで展示を

行った。

�主催

　徳島県立近代美術館

�共催

　徳島県民文化祭文化の森実行委員会

　徳島新聞社

　四国放送

�後援

　ＮＨＫ徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化振興財団

�助成

　芸術文化振興基金助成事業

�観覧料

一般　　　 600円（480円）
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「編集長の四方山後記「阿波ブルー」未来へ」『徳島エコノ

ミージャーナル』No.370　ブレーンバンク　平成22年8

月

おはようとくしま＋（プラス）「そこが知りたい「阿波藍の

新たな魅力を見つけよう」　四国放送　平成22年7月28

日

日曜美術館・アートシーン「濱谷明夫展－藍と造形」　Ｎ

ＨＫ　平成22年9月5日

とくしまあーとカルチャー　vol.27「県立近代美術館　濱

谷明夫展　藍と造形」　徳島中央テレビ

�担当学芸員

　安達一樹、竹内利夫
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

180.0×300.0
×1,450.0

レーヨン（藍染）2010年空濱谷明夫

h.400.0,
径60.0

レーヨン、紙管2000年Y-AXIS

h.400.0,
径60.0

レーヨン（藍染）、紙管2010年I-AXIS

200.0×250.0
×270.0

レーヨン（藍染）2010年宙

230.0×300.0
×3,000.0

レーヨン、鉄パイプ2010年White Boat

194.0×120.0
×43.0

レーヨン（藍染）、鉄パ
イプ

2010年間

200.0×199.0
×3.0

レーヨン（藍染）、木2010年時

195.0×180.0
×2.5

レーヨン（藍染）、木2010年悠

370.0×14.0×
2.0

レーヨン（藍染）、木2010年I-deck

370.0×14.0×
2.0

レーヨン、木2010年W-deck

h.230.0,
径400.0

レーヨン（藍染）、鉄パ
イプ

2010年W-orbit 1

h.230.0,
径400.0

レーヨン（藍染）、鉄パ
イプ

2010年I-orbit

h.230.0,
径400.0

レーヨン（藍染）、鉄パ
イプ

2010年W-orbit 2

h.180.0,
径2.5 （34本）

レーヨン（藍染）、木2010年I-KAI

h.180.0,
径2.5 （35本）

レーヨン、木2000年Y-KAI

7.0×239.0×
239.0

レーヨン、木1996年W-wave 4

7.0×119.0×
120.0

レーヨン（藍染）、木2010年I-wave

7.0×119.0×
120.0

レーヨン、木1997年Y-wave

7.0×119.0×
120.0

レーヨン、木1997年BL-wave

7.0×119.0×
120.0

レーヨン、木1997年B-wave

7.0×119.0×
120.0

レーヨン、木1997年R-wave
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3

開館20周年記念展　徳島県立近代美術館

名品ベスト100

　ＮＨＫ徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化振興財団

�観覧料

一般　　　 600円（480円）

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

（　）内は20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

「私のベスト１」投票チラシ：Ａ4判　4ページ

ポスター：Ｂ2判

ちらし：Ａ4判

「映画上映とコレクションの話　Herb ＆　Dorothy」ち

らし：Ａ4判（簡易印刷）

「ギャラリートーク＆ミュージック」ちらし：Ａ4判（簡易印

刷）

図録：Ａ4判変形（25.7×17.1㎝）　120ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子

どもワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　5,466人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。　

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「あなたの名品　展示させよう　所蔵品人気投票」『徳島

新聞』平成22年4月20日

「『私の名品』選ぼう　人気投票ツアーに20人　県立近代

美術館」『徳島新聞』平成22年6月14日

「県立近代美術館開館20周年　収蔵品ベスト100一堂

に」『徳島新聞』平成22年10月7日

「県立近代美術館開館20周年展始まる　名品100点ずら

り」『徳島新聞』平成22年10月10日

「鳴潮」『徳島新聞』平成22年10月16日

「近代美術館、20周年記念　所蔵品　人気投票で展示」

『讀賣新聞』（徳島版）　平成22年10月17日

藤長英之、藤田純（知と美ここに　文化の森20年 1　県

立近代美術館　先見性ある収蔵品　県民の鑑賞眼育て

る」『徳島新聞』平成22年10月28日

（つ）「こちらデスク」『徳島新聞』平成22年10月28日

「行ってきました　開館20周年記念展『名品ベスト100』」

『徳島新聞』平成22年10月29日（夕刊）

岩本敏久「日曜コラム　深まる秋　身近な芸術を楽しも

�会期

　平成22年10月9日［土］-12月26日［日］（68日間）

�休館日

　月曜日、10月12日［火］（10月11日［祝・月］は開館）

�視点

　開館20周年を迎えるにあたって、コレクションの成果

を紹介するとともに、プレイベントを含む普及事業と関

連させることで、20年の活動を振り返り当館の活動を幅

広く伝える場とした。

　出品作は、4000点を超え多彩な魅力をそなえてきた所

蔵作品のなかから、とっておきの名品100点を厳選したも

のである。プレイベントとして行った県民投票「私の名品

ベスト1」で人気の高かった「ベスト20」作品をはじめとし

て、日本や海外の絵画、彫刻、版画の名品を紹介した。

　絵画では、ピカソやクレー、レジェ。横尾忠則、奈良美

智、下村観山や�山辰雄。彫刻では、荻原守衛、四谷シモ

ン。ブールデルやジャコメッティなど。

　コレクションは、普段、所蔵作品展で展示替えをしなが

ら紹介しているが、今回のように、すべての収集分野のな

かから選んだ「名品」を一堂に展示するのは初めてとなっ

た。当館が収集の柱とする3つのテーマ（20世紀の人間像、

現代版画、徳島ゆかりの美術）それぞれがもつ魅力を来館

者にお楽しみいただき、新しい時代に向けてコレクション

の魅力を再発見する機会を提供した。

　この年の4月から、プレイベントとして「私のベスト1」投

票、体験ツアー「私のベスト1を選ぼう」（3回）を行い、会

期中に、ゲスト＆学芸員トーク（2回）、くりえいてぃぶ鑑

賞のすすめ－アートを語ろう、ギャラリートーク＆ミュー

ジック（2回）、ポイント解説（3回）、ベスト100名品ツアー

（2回）、こども鑑賞クラブ、ワークショップ「近美でモシャ

シマショ」、映画上映とコレクションの話、といった普及事

業を行った。

　なお、本展は、第13回徳島県民文化祭共催事業として

開催。

�主催

　徳島県立近代美術館

　徳島新聞社

　四国放送

�後援
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う」『徳島新聞』平成22年10月31日

「厳しい財政　学術文化振興に影　予算減り資料買えず

（知と美ここに　文化の森20年 4）」『徳島新聞』平成22年

11月2日

柏木康浩「美は届いたか　県立近代美術館の20年 上　

画業を探る　接点求め遺族と交渉」『徳島新聞』平成22

年11月2日

「鳴潮」『徳島新聞』平成22年11月3日

柏木康浩「美は届いたか　県立近代美術館の20年 中　

絆を守る　“徳島ゆかり”で特別展」『徳島新聞』平成22

年11月3日

柏木康浩「美は届いたか　県立近代美術館の20年 下　

未来の財産　名品を生かす工夫望む」『徳島新聞』平成

22年11月4日

（勉）「ぞめき　早速出掛ける」『徳島新聞』平成22年11月

5日（夕刊）

山本健太「県立近代美術館所蔵『名品ベスト100』展　絵

画、彫刻などの美術品一堂に」『毎日新聞』（徳島版）　平

成22年11月18日

「日曜美術館　アートシーン」ＮＨＫ教育テレビ　平成22

年12月5日

「とくましアートカルチャー」四国中央テレビ　平成22年

12月6日、7日

森芳功「県立近代美術館20周年展　名品ベスト100から 

上　靉嘔「Time to Fly」」『徳島新聞』平成22年12月8日

森芳功「県立近代美術館20周年展　名品ベスト100から 

中　橋本関雪「五柳先生」」『徳島新聞』平成22年12月11

日

森芳功「県立近代美術館20周年展　名品ベスト100から 

下　三宅克己「伊太利ヴェロナの古橋」」『徳島新聞』平成

22年12月17日

他に、ＮＨＫ徳島、四国放送、ＫＢＣ－ＴＶで報道された。

�担当学芸員

　森芳功、仲田耕三
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

45.5×33.4油彩　板1915年弟茂雄像椿貞雄

91.0×116.6油彩　キャンバス1925-28年籐椅子に掛ける裸婦児島善三郎

72.8×60.6油彩　キャンバス1937年婦人像林武

65.2×53.0油彩　キャンバス1940年裸婦熊谷守一

24.8×21.0墨　紙1941年作品靉光

71.7×59.5油彩　キャンバス1943-45年宇佐美氏像安井曾太郎

100.1×80.4油彩　キャンバス1955年逃げたスペード泉茂

149.0×224.0油彩　キャンバス1955年しののめ井上長三郎

91.5×182.3油彩　板1958年戦争期中村宏

99.2×73.3油彩　キャンバス1959年ブラインドを降す男鳥海青児

53.0×45.5アクリル絵具　キャン
バス

1966年よだれ横尾忠則

185.4×270.3油彩　キャンバス1967年メナム河畔に出現する水族館宇佐美圭司

242.0×182.0油彩　キャンバス1970年Time to Fly靉嘔

112.5×162.0油彩　キャンバス1974年盲の聖者たち中西勝

182.3×227.5顔彩　キャンバス1979年みなみの風の日（風紋）絹谷幸二

180.0×324.0アクリル絵具　板1983年女と風景三尾公三

240.0×250.0
×250.0

感光乳剤、アクリル、
油彩　キャンバス、紙

1986年UNTITLED石原友明

122.9×118.4アクリル系パテ、その
他

1987年UNTITLED 2井原康雄

220.4×123.3油彩　キャンバス1987年SOUL福嶋敬恭

240.0×120.0
×15.0

シルクスクリーン、アク
リル絵具　パネル　鉄

1991年Untitled（BLACK MAN）大島成己

150.0×150.0アクリル絵具　綿布1995年UNTITLED（BROKEN 
TREASURE）

奈良美智

180.0×720.0ダイレクトプリント、
アクリル加工

1996年次の階を探してIやなぎみわ

各169.5×362.5
（六曲一双）

紙本着色1911年毘沙門天 弁財天下村観山

117.2×49.9絹本着色明治後期樹下苦行横山大観

各159.5×351.0
（六曲一双）

絹本着色大正初期五柳先生橋本関雪

26.7×56.3絹本着色1926年草園の図入江波光

168.3×372.6
（六曲一隻）

絹本着色1944年熊野灘堂本印象

181.6×259.3紙本着色1963年男女中村正義

219.4×175.5紙本着色1966年九十九里浜II大森運夫

229.0×280.0紙本着色1972年人間讃歌上野泰郎

130.0×212.0紙本着色1982年野辺�山辰雄
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

190.0×500.0岩彩、テンペラ　キャ
ンバス

1985年穢土小嶋悠司

170.0×280.0紙本着色1986年黄昏川端健生

h.107.0ブロンズ1909年労働者荻原守衛

90.0×60.0×
40.0

樹脂、鉄1957年背村岡三郎

58.0×68.5×
23.0

陶彫1961年呪術者�晉堂

28.0×18.0×
18.0

ブロンズ1972年『道元』-頭像細川宗英

43.2×25.3×
22.0

陶1982年ある彫刻家の顔鈴木治

h.134.0木1983年トルソ植木茂

135.7×51.0×
34.8

紙、ガラス、板、紐、真
鍮、アルミニウム

1983年機械仕掛の少年2四谷シモン

83.0×55.0×
33.0

木（楠）、大理石1988年渇きとスピード舟越桂

193.0×90.0×
45.0

ミクストメディア1993年二重螺旋：DNAの複製野村仁

160.0×40.0×
21.0

樹脂、布1999年繰り返される模様津田亜紀子

55.0×46.0油彩、砂、コラージュ　
キャンバス

1911-12年自転車乗りジャン・メッツァンジェ

92.0×73.0油彩　キャンバス1926年下着の裸婦ジュール・パスキン

38.0×46.0油彩　キャンバス1932年赤い枕で眠る女パブロ・ピカソ

55.0×38.0油彩　キャンバス1937年ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

112.0×127.0油彩　キャンバス1944年美しい自転車乗りフェルナン・レジェ

65.0×50.5油彩　キャンバス1955年熱血漢ジャン・デュビュ ッフェ

61.0×50.0油彩　板1955年鳩のようにマックス・エルンスト

262.0×200.0顔料、合成樹脂　紙、
キャンバス

1961年空気の建築；ANT 119イヴ・クライン

180.0×120.0写真1982年無 題（WE HAVE RECEIVED 
ORDERS NOT TO MOVE）

バーバラ・クルーガー

61.2×51.2油彩　キャンバス1986年マルタ／フィンガーペインティン
グ

チャック・クロース

206.6×234.0油彩　キャンバス1986年回顧作品その2－ピンポン・ルー
ム, 1960－

アンソニー・グリーン

243.8×152.4木炭、黒鉛　紙1988年無題ロバート・ロンゴ

119.5×168.5タイプCプリント1990年アムステルダム国立博物館1トーマス・シュトゥルート

99.7×129.3油彩　キャンバス1993年ファミリー・ポートレイト《全家
福》

ジャン・シャオガン（張
暁剛）

67.0×25.0×
29.5

ブロンズに鍍金1900-09年アポロンの頭、台座付エミール＝アントワー
ヌ・ブールデル

181.0×61.0×
48.0

ブロンズ1921年着衣のポモナアリスティード・マイヨー
ル

77.0×31.0×
19.2

ブロンズ1922年女性立像オシップ・ザツキン
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

49.0×9.5×
17.0

ブロンズ1952年女性立像アルベルト・ジ ャ コメ ッ
ティ

193.0×94.0×
142.0：左（女）、
180.0×84.0×
122.0：右（男）

ブロンズ1979-80年腰をかける人リン・チャドウィ ック

137.2×183.5
×198.1

（本体）鉛筆、油彩　木、
石膏　（背景）キャンバ
スに着色

1981年ルイズ・ニーヴェルソンの肖像マリソル

130.0×152.0
×81.0

ブロンズ、その他1983年ベンチに座るサングラスの女ジョージ・シーガル

138.5×265.5
×147.0

ブロンズ1983年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

104.0×71.0×
63.5

錆びた鋼、彩色、ワッ
クス

1986-87年テーブル・ピース Y-90 “チェア
パーソン”

アンソニー・カロ

168.9×88.9×
58.4

ブロンズ1989-90年ニジンスキーの野兎バリー・フラナガン

各175.0×60.0
×30.0（12体組）

黄麻布、樹脂1989-90年12体の立像（群衆シリーズ）マグダレーナ・アバカノ
ヴィ ッチ

172.0×62.5×
32.5

鉄1992年レバーアントニ ー・ゴ ー ム
リー

116.0×151.0
×45.0

ミクストメディア1992-2004
年

ベンチユン・ソクナム（尹錫男）

87.5×33.0木版　紙1953年版画集〈耶蘇十二使徒板画柵（不
来方頌、大恩世主十二使徒板画
鏡柵）〉1. アンデレ　案出禮の柵

棟方志功

87.5×33.0木版　紙1953年版画集〈耶蘇十二使徒板画柵（不
来方頌、大恩世主十二使徒板画
鏡柵）〉3. ペテロ　遍天呂の柵

23.8×16.3エッチング、アクアチン
ト　紙

1954年初年兵哀歌（歩哨）浜田知明

35.4×26.4メゾチント　紙1963年狐と葡萄（ラ・フォンテーヌ寓話）長谷川潔

45.5×41.0ドライポイント、ルーレッ
ト、エングレーヴィング
　紙

1966年ある種の関係池田満寿夫

108.0×76.0オフセット　紙1968年第6回東京国際版画ビエンナー
レ展

横尾忠則

75.5×107.0シルクスクリーン　紙1974年Pencil 2-1木村秀樹

79.0×42.7木版、シルクスクリー
ン　紙

1978年日記1978年8月11日野田哲也

22.0×22.0木版　紙1911年版画集〈響き〉16.赤と青と黒の中
の三人の騎手

ヴァシリー・カンディン
スキー

21.8×21.8木版　紙1911年版画集〈響き〉52.大いなる復活

35.0×43.0木版　紙1923年版画集〈7点組木版画集 戦争〉3. 
両親

ケーテ・コルヴィッツ

34.2×40.2木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 戦争〉6. 
母親たち

50.0×32.4鉛筆フロッタージュの
コロタイプ

1926年刊、
1925年 フ
ロッタージュ
制作

版 画 集〈博物誌〉25.夫婦のダイ
ヤモンド

マックス・エルンスト

50.0×32.4鉛筆フロッタージュの
コロタイプ

1926年版画集〈博物誌〉29.光の車輪
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

42.2×65.1ステンシル　紙1947年版画集〈ジャズ〉2.サーカスアンリ・マティス

42.2×65.1ステンシル　紙1947年版画集〈ジャズ〉11.空中ブランコ

42.0×64.0リトグラフ　紙1957-60年版画集〈ダフニスとクロエ〉5.牧場
の春

マルク・シャガール

42.0×64.0リトグラフ　紙1957-60年版画集 〈ダフニスとクロエ〉35.バッ
カスの社と物語

68.7×58.4シルクスクリーン　紙1965年版 画 集〈11人のポップ・アーチス
トII〉4. 夢想

ロイ・リクテンスタイ
ン

21.1×30.2水彩、鉛筆　紙1876-1878
年頃

新橋停車場風景守住勇魚

49.7×66.5水彩　紙1920年頃伊太利ヴェロナの古橋三宅克己

194.5×130.3油彩　キャンバス1928年休み日河井清一

100.6×81.4油彩　キャンバス1928年白衣を纏える伊原宇三郎

76.5×75.5油彩　板1930年頃鳩板東敏雄

130.0×193.0油彩　キャンバス1942年山石丸一

88.2×173.5油彩　合板1966年死んだ人がわたしを産んでくれた
（昭和40年7月27日母死す）

山下菊二

259.1×194.1油彩、木　キャンバス1986年月光　三菊畑茂久馬

162.1×97.0アクリル絵具、金属箔、
膠他

1991年桜火谷川泰宏

198.0×117.0絹本着色1920年夕暮れの春広島晃甫

238.0×171.0紙本着色　軸装1931年山寺夕靄大栗旌�

249.9×172.4紙本着色1946年高原の春日下八光

218.5×139.7紙本着色1949年鳴門池田遙邨

181.8×130.1紙本着色1970年花売り幸田暁冶

74.5×61.2木版　紙1965年青い十字吹田文明

41.0×31.6アルミニウム版腐蝕　
紙

1971-81年RIW59（b）一原有徳
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参加定員を増員。

（「展示部門」31組を42組、「パフォーマンス部門」15組を

18組）

�印刷物

募集要項：A3二つ折り、A4挟み込み

ちらし：A4判 

プログラム：A3二つ折り　8ページ

出展・上演作品一覧：A4　6ページ

�入館者数

　2,589人

�審査

（1）審査方法（展示部門・パフォーマンス部門共通）

一次審査

　各審査員が項目別に加点式に評価。配分はチャレ

ンジ点が1点から5点。

　それ以外にオプション点として将来性・完成度・独自

評価をそれぞれ1点とした。

　チャレンジ点は最低でも1点。オプション点は評価

に値する場合のみの加点とした。

二次審査

　一次審査で審査員の評価点の合計がもっとも高い1

組をグランプリとした。

　審査員特別賞はグランプリ受賞者以外から、推薦し

たい組がある場合のみ各委員が1組を推薦可能とした。

推薦された中から、審査員間で合議の上、展示部門2

組・パフォーマンス部門1組までを受賞対象とした。

（2）副賞（展示部門・パフォーマンス部門共通）

「グランプリ」　＜各部門につき1組＞

　　①次回「チャレンジとくしま芸術祭」への無抽選での出

場権（希望者のみ、次回の1回に限る）

　　②無料招待券【年間5回まで、有効期限1年間、同伴1名

可】（美術館主催の有料事業に限る。受賞者本人の

み使用可）

　　③開館20周年記念展「徳島県立近代美術館名品ベス

ト100」図録☆

「審査員特別賞」　＜最大3組＞

　　①無料招待券【年間3回まで、有効期限1年間、同伴1名

可】（美術館主催の有料事業に限る。受賞者本人の

み使用可）

　　②開館20周年記念展「徳島県立近代美術館名品ベス

ト100」図録

（3）審査員（順不同・敬称略）

「展示部門」

平木美鶴　（徳島大学教授）

吉田尚行　（四国大学教授）

白井宏治　（株式会社あわわ編集統括部長）

森惠子　　（徳島県立近代美術館長）

�会期・会場など

「展示部門」 

平成23年1月18日（火）～23日（日）　　9:30から17:00

（23日は16:30まで）

徳島県立近代美術館展示室3（2F）

※一組あたり壁面約5m

「パフォーマンス部門」 

平成23年1月22日（土）　9:45～12:00、12:50～14:45、

15:05～16:40（予定）

※一組あたり15分

徳島県立近代美術館ロビー（2F）

「表彰式」

平成23年1月23日（日）15:00～

徳島県立近代美術館ロビー（2F）　

�概要

　　チャレンジとくしま芸術祭は、様々な表現活動を行っ

ている人や、あこがれを持っている人たちに、ひろく活動

発表の場を提供し、未来へ羽ばたく徳島発のアーティス

トを発見・支援しようという事業である。平成21年度に

引き続き、2回目の開催となった。

　　徳島県内在住または県出身者を対象に、公募で集まっ

た美術、写真、工芸等の「展示部門」42組と、音楽、ダン

ス、朗読等の「パフォーマンス部門」18組の精鋭が競った。

　　それぞれの部門ごとに複数の審査員による審査を行い、

グランプリと審査員特別賞を決定した。ジュニアからシ

ニアまで、年齢も経歴もさまざまな、才能豊かでユニーク

な参加者による、バラエティに富んだ異種格闘技さなが

らのバトルが繰り広げられた。

�主催

　徳島県立近代美術館

�料金

観覧無料、参加費無料

�参加資格

　  ・ 県内在住または県出身者。グループの場合は県出身者

または在住者が含まれていること。

※年齢制限はなし。 

�募集及び参加者数

（1）募集期間　平成22年9月1日～10月31日（必着）

（2）参加者数

「展示部門」　42組（定員31組、応募数54組）

「パフォーマンス部門」　18組（定員15組、応募数26組）

※参加者説明会・公開抽選会（平成22年11月7日）におい

て、抽選により決定。

なお、応募者多数のため、会場・上演時間の工夫等により、

3-3　フリースペース
　　　チャレンジとくしま芸術祭 2011
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安達一樹　（徳島県立近代美術館専門学芸員）

「パフォーマンス部門」

小西昌幸　（北島町立図書館・創世ホール館長）

遊道久代　（フリーアナウンサー）

武市典子　（株式会社メディコム　SALALA編集長）

福田典彦　（フクタレコード専務取締役）

森惠子　　（徳島県立近代美術館長）

（3）受賞者・受賞作品

「展示部門」

・グランプリ

小さな絵の物語

＜小さな絵の物語＞

制作年　2010年

技法・材質　ポストイットカードに彩色　小さな絵の物語

受賞理由：「独自の世界を確立している。ポスト・イット

というものをうまく使って表現している。

絵と文章の構成が巧で、観客を引きつける魅力があり、

文句なしでチャレンジとくしま芸術祭展示部門のグラン

プリ受賞となった。」

・審査員特別賞

中川 彩

＜桶の中＞、＜室内楽＞、＜マネキン＞、＜アパート＞、

＜店番Ⅰ＞、＜店番Ⅱ＞

制作年　2010年、2011年

技法・材質　油彩、和紙 石膏粘土 布 油彩

受賞理由：「独自の世界を確立し、それを表現する力を

持っている。人形を置くことで、空間へ展開することの可

能性を見せたことにチャレンジ性を感じる。」

・審査員特別賞

亀井 俊治

＜海Ⅰー鳥はどこへ飛ぶのかー＞、＜海Ⅱー美しさと強

さを湛えてー＞、＜海Ⅲー貝殻のビーナスへのオマー

ジュー＞

制作年　2010年

技法・材質　フレスコ

受賞理由：「現代において、フレスコ・ストラッポという特

殊な技法を用いていることにチャレンジ性を感じる。」

「パフォーマンス部門」

・グランプリ　

ユーゴウ団×保育士ヒーローブレイク

演目：「ユーゴウ団×保育士ヒーローブレイク」～夢のコラ

ボは音の彼方へ～

出演者：ユーゴウ団員 サックス・眞田、徳永、善家、竹中　

指揮・与那覇

保育士ヒーローブレイクメンバー

受賞理由：「子どもから大人まで楽しめる内容であった。

出演者は多かったが、全員にパフォーマーとしての質の高

さを感じた。ヒーローショーとサックス四重奏のコラボ

レーションという意外性が面白い。昨年とは違った趣向

で参加したことにチャレンジ性があり、文句なしのグラン

プリ受賞となった。」

・審査員特別賞　

ロス・ボラッチョス（川竹道夫・鈴江彰）

演目：ルンバ・ブラッチョ（ギター二重奏）、ブレリア（ギ

ター二重奏）、シギリージャ（ギター&三味線）、弥三郎節 

（ギター&三味線）、津軽じょんから節（三味線二重奏）

�効果と問題点

　2回目となった今回は、応募者数も増え、内容もさらに

バラエティに富んだものとなった。ただし、チャレンジ性

という基準の定義の難しさや、バラエティが広すぎること

から生じる、審査結果への不満もあった。事業の趣旨に

対する理解を広げていきながら、参加者の今後の活動へ

の支援についても検討していく必要がある。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「未来のアーティスト発掘　芸術祭参加者募る　県立近

代美術館」『読売新聞』平成22年8月25日

「作品募集　フリースペース　チャレンジとくしま芸術

祭」『徳島新聞』平成22年9月11日

「芸術祭　参加者募る　県立近代美術館」『徳島新聞』平

成22年9月24日

「注目の試み。県立近代美術館の「チャレンジとくしま芸

術祭」『創世ホール通信　No.192』平成23年1月1日

「とくしまアートカルチャー」　徳島中央テレビ　平成23

年1月17日ほか

「ニュース」　NHK徳島　平成23年1月17日

「個性豊か　160点ずらり　チャレンジとくしま芸術祭

「展示部門」始まる」『徳島新聞』平成23年1月18日

「どうだ　徳島の芸術力　県立近代美術館　演奏やダン

スも」『読売新聞』平成23年1月19日

「おはよう四国　週末イベント情報」NHK松山　平成23

年1月22日

「パフォーマンス軽快に　チャレンジとくしま」『徳島新

聞』平成23年1月23日

「チャレンジとくしま　展示など2部門　グランプリ選出」

『徳島新聞』平成23年1月24日

「らぶ！らぶ！徳島」テレビトクシマ　平成23年2月2日、

3日、4日、5日

�担当学芸員

　友井伸一、吉川神津夫
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3-4　文化の森開園20周年記念事業

1　文化の森　サマーフェスティバル

　　平成22年8月7日[土]　9:30～20:00

2　文化の森開園20周年記念展　軌跡　－蓄積と継続－

　　平成22年10月23日[土]－11月23日[火・祝]

3　文化の森　大秋祭り！！

　　平成22年11月23日[火・祝]　9:30～17:00
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1

文化の森　サマーフェスティバル

�会期

　平成22年8月7日[土]　9:30～20:00

�会場

　文化の森総合公園内各所

�内容

　文化の森開園20周年を記念して徳島県立図書館、徳

島県立博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館、

徳島県立二十一世紀館の5館が同じ日にイベントを開催

した。近代美術館ではボランティア・グループ「ビボラボ」

と 協 働 して「8月7日 は8787（はなはな/花 ＊ 鼻）パー

ティー」をロビーで開催した。このイベントでは、文化の

森と近代美術館の20周年、そして「ビボラボ」5年目を記

念して、厚紙製の大きなケーキの上に、参加者がそれぞれ

に折り紙や絵で飾り付けをして、祝福のデコレーション

ケーキを作った。

　5館共同のイベントとしては、各館に通過ポイントを設

けた「文化の森ウィークラリー」を開催した。また、シンボ

ル広場ではNPO授産協ほか5つの露店が出店され、様々

なパフォーマンスやコンサートが開催された。

�主催

徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立近代美術館、

徳島県立文書館、徳島県立二十一世紀館

�参加者数

　文化の森ウォークラリー　840人

　8月7日は8787（はなはな/花＊鼻）パーティー　613人

　5館合計　5,730人
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2

文化の森開園20周年記念展　軌跡　－蓄積と継続－

�会期

　平成22年10月23日[土]－11月23日[火・祝]

�会場

　多目的活動室、近代美術館ギャラリー

�内容

　この展覧会は文化の森開園20周年を記念して開催さ

れたもので、次の3つのコーナーによって構成された。

第1部　記憶のコレクション

　開園10周年（2000年）を記念して県民から集めた品々

を詰めたタイムカプセルを開封・公開した。あわせて、開

園15周年（2005年）記念として募集した「思い出のランド

マーク」の写真を展示した。

第2部　文化の森誕生

　資料と写真により文化の森開園に至るまでの県内の

文化施設の変遷を紹介した。

第3部　文化の森クロニクル

　文化の森開園以来の各館のあゆみをパネルと資料で振

り返った。

�主催

徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立近代美術館、

徳島県立文書館、徳島県立二十一世紀館

� 入場者数

　4,165人
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3

文化の森　大秋祭り！！

�会期

　平成22年11月23日[火・祝]　9:30～17:00

�会場

　文化の森総合公園内各所

�内容

　11月3日に開館した鳥居龍蔵記念博物館も加え、文化

の森開園20周年を記念して徳島県立図書館、徳島県立

博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館、徳島県

立二十一世紀館の6館が同じ日にイベントを開催した。8

月に開催された「文化の森　サマーフェスティバル」同様

に、共同イベントとして「文化の森ウォークラリー」を開

催した。

　近代美術館の独自イベントとしては、ボランティア・グ

ループ「ビボラボ」と協働して「秋のお便り大作戦～絵手

紙と色塗り体験～」を開催した。このイベントでは来場

者がロビーで絵手紙を作成したほか、開催中の「徳島県立

近代美術館　ベスト100」のミニ解説ツアーにも参加した。

　「サマーフェスティバル」と同様に、シンボル広場に露店

が出店された。また、文化の森総合公園内の様々な場所

で「音のする風景　～あっちこっちに歌声～」が開催され

た。

�主催

徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立近代美術館、

徳島県立文書館、徳島県立二十一世紀館

� 入場者数

　文化の森ウォークラリー　500人

　秋のお便り大作戦～絵手紙と色塗り体験～　262人

　6館合計　9,664人



66

4-1　美術館教育

1　所蔵作品展に関連した催し

普　及　事　業

4

 鑑賞者と展覧会を結ぶために、各展覧会担当者が中心となって催しを企画している。

場所参加者講師行事名開催日時

（1）徳島のコレクション2010- Ⅱ
展示室1・226名

26名
4名

竹内利夫（専門学芸員）展示解説平成22年4月29日［木・祝］
平成22年5月30日［日］
平成22年6月27日［日］
14:00-14:45

（2）徳島のコレクション2010- Ⅲ
展示室1・2
展示室1・2

7名
15名

吉原美恵子（専門学芸員）展示解説平成22年7月25日［日］
平成22年8月15日［日］
14:00-14:45

（3）徳島のコレクション2010- Ⅳ
展示室1・2

展示室1・2

29名
34名

43名

竹内利夫（専門学芸員）

ユーゴウ団　与那覇吉哉（コントラバ
ス）、岸本亜耶乃（カホン）、本田あゆ
み（クラリネット）、岡崎好恵（朗読）、
エガミシンイチ（キーボード）

展示解説

ユーゴウ団 ～meets　Art exhibition
 「美術と音楽の共存の可能性」－美術
をたのしむ・わたくし流

平成22年10月3日［日］
平成22年12月23日［日］
14:00-14:45
平成22年11月28日［日］
11:00、14:00（各20分）

（4）徳島のコレクション2011- Ⅰ
展示室1・21名

15名
吉原美恵子（専門学芸員）展示解説平成23年1月30日［日］

平成23年3月13日［日］
14:00-14:45
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2　特別展に関連した催し

鑑賞者と展覧会を結ぶために、各展覧会担当者が中心となって催しを企画している。

場所参加者講師行事名開催日時

（1）「堀内誠一　旅と絵本とデザインと」展

展示室3

美術館ロビー

26名
21名
35名

114名

友井伸一（専門学芸員）

都築響一（編集者・写真家）、堀内花
子（長女）

展示解説

特別対談　「都築響一×堀内花子　堀内
誠一を語る　クリエーターとして・父として」

平成22年5月2日［日］
平成22年5月16日［日］
平成22年5月23日［日］
14:00-15:00
平成22年5月9日［日］
13:30-15:30

（2）「濱谷明夫展－藍と造形」

展示室3ほか

展示室3ほか

講座室

83名

21名
35名

48名

濱谷明夫[作家]、 村上千晶[染師]、
安達一樹（専門学芸員）
安達一樹（専門学芸員）

濱谷明夫[作家]

作家と染師によるトーク

展示解説

講演会「繊維造形と空間について」

平成22年7月31日［土］
14:00-15:00
平成22年8月22日［日］
平成22年9月12日［日］
14:00-15:00
平成22年9月19日［日］
13:30-15:30

（3）「開館20周年記念　徳島県立近代美術館　名品ベスト100」展

講 座 室・収 蔵
庫・展示室1

展示室3ほか

展示室3ほか

文化の森シン
ボル広場
展示室3ほか

展示室3ほか

1Fミニシアター

美術館ロビー

展示室3

16名
20名
17名

19名

37名

44名

25名
27名

15名
28名

20名

32名

36名

77名

32名

森芳功・竹内利夫（専門学芸員）

西田威汎（鳴門教育大学教授）・江川
佳秀（学芸課長）
河崎良行（徳島大学名誉教授）・江川
佳秀（学芸課長）
鈴木良治（画家）・竹内利夫（専門学
芸員）

森芳功（専門学芸員）

安達一樹（専門学芸員）
吉原美恵子（専門学芸員）

吉川神津夫（専門学芸員）

森芳功（専門学芸員）

山木朝彦（鳴門教育大学教授）・仲田
耕三（専門学芸員）
高島由里（朗読）、川人雅音（バソン）、
粟田美佐（ピアノ）、友井伸一（専門学
芸員）
いとう優歌（シンガーソングライター）、
友井伸一（専門学芸員）

体験ツアー「私の名品ベスト1を選ぼう」

ゲスト＆学芸員トーク

ワークショップ「近美でモシャシマショ」

屋外ギャラリー展「近美でモシャシマショ」

ベスト100名品ツアー（展示解説）

ポイント解説「彫刻を中心にして」
ポイント解説「海外の現代美術を中心に
して」
ポイント解説「戦後日本美術を中心にし
て」
映画上映とコレクションの話「Herb & 
Dorothy（ハーブ&ドロシー）」

くりえいてぃぶ鑑賞のすすめ－アートを
語ろう
ギャラリートーク&ミュージック
ピカソとクレーと女神（ミューズ）たち 
「3つのこいうた（恋歌）」
とくべつな日のためのうた

平成22年4月25日［日］
平成22年6月13日［日］
平成22年6月20日［日］
14:00-15:00
平成22年10月11日［月・祝］

平成22年11月3日［水・祝］
14:00-15:00
平成22年10月17日［日］
10:30-15:00
平 成22年11月3日[水・
祝]-23日[火・祝]
平成22年10月24日［日］
平成22年12月19日［日］
14:00-15:00
平成22年10月31日［日］
平成22年11月14日［日］

平成22年12月12日［日］
14:00-15:00
平成22年11月7日［日］
1回目：10:00-11:30
2回目：13:30-15:30
平成22年11月21日［日］
14:00-15:00
平成22年12月5日［日］

平成22年12月25日［土］
14:00-15:00

3　その他の事業に関連した催し

 平成22年度文化庁美術館・歴史博物館活動基盤整備支援事業　「鑑賞シートと美術館を活用する授業研究

会」に関連した催し

場所参加者講師行事名開催日時

1Fギャラリー、
展示室

75名濱口由美（福井大学准教授）ほか講演とワークショップ「あなたも美術鑑
賞デビュー！」

平成23年2月12日［土］
14:00-14:45
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4　とくしま近美　こども鑑賞クラブ　「君こそアートの名探偵」

講師との対話やクイズなどのメニューを通して、鑑賞の楽しさを体験する講座。

場所参加者講師行事名開催日時

展示室22名
10名
7名 
8名
14名
10名
9名 

森芳功（専門学芸員）
竹内利夫（専門学芸員）
一宮美穂（文化推進員）
牧野巌（文化推進員）

堀内誠一　旅と絵本とデザインと
徳島のコレクション2010-Ⅱ
濱谷明夫－藍と造形
徳島のコレクション2010-Ⅲ
名品ベスト100
徳島のコレクション2010‐Ⅳ
徳島のコレクション2011‐Ⅰ

平成22年6月5日［土］
平成22年7月10日［土］
平成22年8月21日［土］
平成22年9月18日［土］
平成22年11月6日［土］
平成22年12月18日［土］
平成23年2月19日［土］
14:00-14:45

5　団体鑑賞（学校関係以外）での解説等

参加者展覧会名講師開催日時団体名

一般20名特別展「堀内誠一　旅と絵本と
デザインと」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2010-Ⅱ」を鑑賞。

平成22年5月23日[日]
12:45-13:20

みらい観光　＊

一般20名所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅱ」を鑑賞。

竹内利夫
（専門学芸員）

平成22年6月9日[水]
13:00-13:35

ＮＨＫ文化センター
広島教室

一般14名所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅱ」を鑑賞。

平成22年6月20日[日]
14:30-15:00

コメット友の会　＊

生徒、引率9名特別展「濱谷明夫展－藍と造形」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅲ」を鑑賞。

江川佳秀
(学芸課長)

平成22年8月7日[土]
10:50-11:10

青少年育成徳島県民会議
ソシアル・アンクル事業「高
校生の文化の森探検」

一般19名特別展「濱谷明夫展－藍と造形」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅲ」を鑑賞。

安達一樹
（専門学芸員）

平成22年9月2日[木]
10:10-11:00

コミュニティカレッジ徳島

一般17名特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功
（専門学芸員）

平成22年10月13日[水]
10:50-11:45

遊彩会

児童、保護者、引率31
名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功
（専門学芸員）

平成22年11月21日[木]
10：30-12:00

徳島県教育委員会「文化
の森総合公園開園20周年
記念　文化の森総合公園
小学生見学バスツアー」

一般25名所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅳ」を鑑賞。

吉原美惠子
（専門学芸員）

平成23年1月23日[日]
10:30-12:00

高知県南国市教育委員会

6　博物館実習生の受け入れ

学芸員資格取得のための博物館実習の受け入れを行った。

�期間

　平成22年8月3日［火］-8月7日［土］の5日間

�学校名及び人数

　四国大学　　　　　4名

　徳島大学　　　　　4名

　　　　　　　　計　　8名

＊は、団体単独の鑑賞
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4-2　学校教育との連携

1　学校の授業等による美術館利用

参加者講師内容開催日時学校名

生徒35名
引率教員20名

森芳功、友井伸一（専門
学芸員）

事前に校長、担当教員と打ち合わせして
内容を決めた。特別展「堀内誠一」展（友
井）と所蔵作品展（森）に分かれて案内。解
説、対話をまじえた鑑賞、自由な鑑賞とお
気に入り投票を組み合わせた。

平成22年5月22日[土]
9:45-10:55 

徳島県立徳島
中央高等学校
定時制夜間部
1-4学年

1

生徒8名友井伸一（専門学芸員）「堀内誠一」展の展示解説と質疑応答。平成22年5月23日[日］
14:00-15:00

徳島大学総合
科学部「美術
史特講」3、4学
年

2

学生10名
引率教員1名

平木美鶴（徳島大学教
授）、友井伸一（専門学
芸員）

講座室で所蔵作品のスライドを見ながら、
当館のコレクションについて講義。収蔵庫
での講義、所蔵作品展の展示解説も行い、
それぞれ質疑応答の時間をもった。

平成22年6月13日[水]
15:00-16:30

徳島大学総合
科学部「美術
史特講」3、4学
年

3

児童116名
引率教員3名

山木朝彦(鳴門教育大
学教授)、森芳功、竹内
利夫(専門学芸員)

３クラスをクラスごとに案内。鑑賞のきっ
かけを見つける体験や、対話を通して、見
たもの感じたものを認められる経験を共有
した。所蔵作品展を見学。

平成22年7月7日[水]
11:00-12:15

鳴門教育大附
属小学校
3学年

4

学生94名
引率教員25名

森芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸員）、
吉原美惠子（専門学芸
員）

３グループに分かれて案内。自己肯定感を
高める内容を意識した。観察のコツを体験
し、絵からセリフや音を見つける活動、お
気に入り作品選びなどを行った。

平成22年7月15日[木]
10:15-11:45

徳島県立徳島
中央高等学校
定時制昼間部
1－4学年

5

学生18名
引率教員2名

安達一樹、吉原美惠子
（専門学芸員）

夏休み期間中の活動。特別展「濱谷明夫
展」（安達）、所蔵作品展（吉原）に分かれて
案内した。ポイント解説と質疑応答。

平成22年8月10日[火]
9:45-11:15

神山町立神山
東中学校
2学年

6

学生130名
引率教員9名

結城栄子（鴨島第一中
学校教頭）、森芳功、竹
内利夫（専門学芸員）

特別展「名品ベスト100」では、「シーがる
た」の手法による班ごとの鑑賞、作品の前
で作文の朗読会。所蔵作品展では、主題に
ついての説明、お気に入り作品の紹介文
の作成と交流など。クラスの半数ずつ交代
で見学。４クラス。

平成22年10月19日[火
9:40-11:45,13:40-15:45

吉野川市立鴨
島第一中学校
1学年

7

児童8名
引率教員3名

川田真紀、多田誠志、麻
植久美子（川内南小学
校教諭）、竹内利夫、森
芳功（専門学芸員）

特別展「名品ベスト100」を1年から5年の
クラスで見学。担任の先生を中心に進め、
学芸員は人気作品の紹介をしたり、個々の
活動に付き添った。主な内容は、話したい
人かまねしたい人探し、まねしてかきたい
絵の模写。

平成22年10月20日[水]
9:50-11:20

徳島市川内南
小学校
特別支援学級

8

生徒30名
引率教員1名

森芳功（専門学芸員）デザインを学ぶ学生の見学。特別展「名品
ベスト100」と所蔵作品展を解説し案内し
た。

平成22年11月2日[火]
10:00-11:05

徳島文理大学
短期大学部　
生活科学科
1学年

9

児童32名
引率教員2名

脇本正久（知恵島小学
校教諭）、森芳功（専門
学芸員）

特別展「名品ベスト100」で、作品に向かっ
てポーズとったり演じたりして交流する
「よーいアクション」の活動を行った。また、
屏風作品の鑑賞や「シーがるた」を学校に
おける鑑賞活動と結びつけて行った。

平成22年11月16日[火]
10:10-12:20

吉野川市立知
恵島小学校
4．6学年

10

児童104名
引率教員5名

宮城佳恵（沖洲小学校
教諭）、森芳功、吉原美
惠子（専門学芸員）、一
宮美穂(文化推進員)

特別展「名品ベスト100」と所蔵作品展の
計３カ所で、作品から「つぶやき」を聞き、
文や言葉をワークシートに記入。互いに当
てっこする活動を行った。また、自分が選
んだベスト１作品の解説もつくった。クラ
スごとに活動。３クラス。

平成22年11月18日[木]
9:40-11:30

徳島市沖洲小
学校
4学年

11

児童51名
引率教員4 名

森芳功、竹内利夫（専門
学芸員）

特別展「名品ベスト100」と所蔵作品展で、
「シーがるた」の手法によって、お気に入り
作品の読み札をつくり、当てっこをする活
動と、対話型の鑑賞支援を交互に行った。
クラスごとに活動。２クラス。

平成22年11月19日[金]
10:45-12:05

三好市立池田
小学校
4学年

12

　図工、美術、総合的学習の時間など小学校・中学校・高等学校による作品鑑賞や見学では、学芸員が講師

をつとめたり、学校側と共同でプログラムを作成したりしている。

　大学の授業でも連携がはかれるよう努めている。
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参加者講師内容開催日時学校名

学生9名三隅友子（徳島大学教
授）、竹内利夫（専門学
芸員）

特別展「名品ベスト100」を見学。学芸員が
対話型の導入を行った後、各自で作品を
選びスピーチを準備。午後作品の前でス
ピーチを行うとともに、聴衆にアンケート
を実施しコメントを採集。学内での授業
「日本人への提言」とからませて実施。

平成22年11月21日[日]
10:40-16:00

徳島大学国際
センター

13

生徒13名
引率教員5名

亀井幸子（徳島県立板
野支援学校教諭）、竹内
利夫（専門学芸員）

特別展「名品ベスト100」を見学。学芸員が
対話型の導入を行った後、各自で「わたし
のベスト１」を選び、ことばで説明したりス
ケッチしたりした。続いてツアー形式でお
互いのベスト１を説明し合った。後、収蔵
庫など施設を見学。

平成22年11月24日[水]
10:15-12:00

徳島県立板野
支援学校
高等部1－3年
美術学習グ
ループ

14

児童98名
引率教員5名

森芳功、竹内利夫、吉原
美惠子（専門学芸員）

特別展「名品ベスト100」と所蔵作品展を
見学。①「シーがるた」の手法で、どの作品
から読み札をつくったのか、当てっこをし
ながら交流。②「お気に入りカード」を書き、
友達と見方を交流しながら鑑賞。クラスこ
どに活動。３クラス。

平成22年12月2日[木]
9:35-11:40

石井町石井小
学校
6学年

15

児童22名
引率教員2名

清水真紀（橘小学校教
諭）、森芳功（専門学芸
員）

所蔵作品展では、①「シーがるた」の手法で、
どの作品から読み札をつくったのか、当
てっこをしながら交流。②特別展「名品ベ
スト100」では、班に分かれて、作品からイ
メージをふくらませた物語や寸劇を考え、
発表した。

平成22年12月7日[火]
9:55-12:30

阿南市立橘小
学校
3学年

16

生徒7名
引率教員4名

亀井幸子（徳島県立板
野支援学校教諭）、竹内
利夫（専門学芸員）

「板野支援学校作品展（1Fギャラリー）」を
生徒の案内で一緒に見学した後、所蔵作
品展を対話しながら観覧した。

平成23年1月21日[火]
10:00-11:40

徳島県立板野
支援学校
中等部、高等
部

17

計　児童・生徒・学生　785名　教員　91名／合計　876名

2　学校行事（遠足など）による美術館利用

　 学校の求めにより、学芸員など美術館職員が団体鑑賞の鑑賞支援活動を行っている。事前に学校側との

打ち合わせをして、学校の事情や児童生徒の学年に応じた効果的な対応ができるよう努めている。なお、学

校の教育活動による観覧は、小・中・高等で、特別展・所蔵作品展（常設展）いずれも無料としている。

　 なお、学校教育活動による観覧は、小・中・高等で、特別展・所蔵作品展（常設展）いずれも無料としている。

(1)　学芸員等が鑑賞支援活動を行った団体鑑賞

参加者展覧会名講師開催日時学校名

生徒96名
引率教員6名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、竹内利夫（専
門学芸員）

平成22年4月16日[金]
12:30-14:10

香川県東かがわ市立白鳥
中学校　2学年

1

生徒51名
引率教員5名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、竹内利夫（専
門学芸員）

平成22年4月27日[火]
12:25-13:05   

勝浦町立横瀬小学校　1-
3学年

2

児童21名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成22年5月13日[木]
11:55-12:20

阿南市立新野小学校、阿
南市立新野東小学校
3学年

3

児童37名
引率教員4名

特別展「堀内誠一　旅と絵本と
デザインと」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、友井伸一、竹
内利夫（専門学芸員）、
一宮美穂（文化推進
員）

平成22年5月19日[水]
13:05-14:10

美波町立由岐小学校
1-3学年

4

児童98名
引率教員9名

特別展「堀内誠一　旅と絵本と
デザインと」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、友井伸一、竹
内利夫、吉原美惠子、
吉川神津夫、一宮美
穂（文化推進員）

平成22年5月19日[水]
10:40－11:50

小松島市立立江小学校
1-5学年

5

児童101 名
引率教員5名

特別展「堀内誠一　旅と絵本と
デザインと」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、友井伸一、竹
内利夫（専門学芸員）、
一宮美穂（文化推進
員）

平成22年5月20日[木]
10:35-11:40

徳島市八万小学校
5学年

6

児童115名
引率教員7名

特別展「堀内誠一　旅と絵本と
デザインと」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2010-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、友井伸一、竹
内利夫（専門学芸員）、
一宮美穂（文化推進
員）

平成22年5月20日[木]
11:25-12:10

阿南市立富岡小学校
2学年

7
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参加者展覧会名講師開催日時学校名

児童40名
引率教員6名

特別展「堀内誠一　旅と絵本と
デザインと」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2010-Ⅱ」を鑑賞。

竹内利夫、友井伸一
（専門学芸員）

平成22年5月28日[金]
11:20-12:30

美波町立日和佐中学校
1学年

8

児童13名
引率教員2名

特別展「濱谷明夫展－藍と造形」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅲ」を鑑賞。

安達一樹、森芳功（専
門学芸員）

平成22年7月27日[火]
9:55-11:50

徳島市南部中学校
1、2学年

9

児童20名
引率教員1名

特別展「濱谷明夫展－藍と造形」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅲ」を鑑賞。

安達一樹、森芳功（専
門学芸員）

平成22年8月18日[水］
9:45-12:15

吉野川市立山川中学校　
美術部
1-3学年

10

児童80名
引率教員9名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

吉原美惠子（専門学
芸員）、一宮美穂（文
化推進員）

平成22年10月19日[火］
9:55-11:20

吉野川市学島小学校　幼
稚園
1-3学年、幼稚園

11

児童59名
引率教員3名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成22年10月20日[水]
11:20-11:45

香川県東かがわ市立本町
小学校
5学年

12

児童31名
引率教員3名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成22年10月21日[木]
13:00-14:20

美馬市立重清西小学校
5.6学年

13

児童80名
引率教員5名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功、竹内利夫（専
門学芸員）、一宮美穂
（文化推進員）

平成22年10月22日[金]
10:00-11:00

徳島市大松小学校
4学年

14

園児125名
引率教員13名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）、
友井伸一（専門学芸
員）、一宮美穂（文化
推進員）

平成22年10月29日[金]
10:00-11:00

阿波市立土成中央幼稚園
5、6才児

15

児童26名
引率教員2名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成22年10月29日[金]
10:30-12:00

鳴門市堀江南小学校
5，6学年

16

児童63名
引率教員3名

特別展「開館20周年記念　徳島
県立近代美術館名品ベスト
100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

安達一樹（専門学芸
員）

平成22年12月21日[火]
14:15-15:00

徳島市上八万小学校
6学年

17

児童29名
引率教員1名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年2月2日[水]
10:10-11:10

徳島市八万南小学校
3学年

18

児童13名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年2月8日[火]
13:25-14:35

佐那河内村立佐那河内小
学校
5学年

19

児童12名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成23年2月18日[金]
9:40-11:55

佐那河内村立佐那河内小
学校
3学年

20

児童19名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年2月18日[金]
13:20-14:35

佐那河内村立佐那河内小
学校
6学年

21

児童20名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

吉原美惠子（専門学
芸員）

平成23年2月24日[木]
14:35-15:10

板野町立板野西小学校
6学年

22

園児54名
引率教員6名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

吉原美惠子（専門学
芸員）

平成23年3月2日[水]
10:35-11:10

学校法人　鴨島学園　め
ぐみ幼稚園

23

児童6名
引率教員4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅰ」を鑑賞。

吉原美惠子（専門学
芸員）

平成23年3月18日[金]
10:30-11:10

吉野川市立山瀬小学校
1-5学年

24

計　園児・児童・生徒・学生　1209名　教員　105名  /  合計　1314名

(2)　学校単独の団体鑑賞

参加者展覧会名開催日時学校名

生徒4名
引率教員5名

所蔵作品展「徳島のコレクション2010-Ⅱ」を鑑
賞。

平成22年6月17日[木]
10:55-11:25

徳島県立ひのみね支援学校1

児童2名
引率教員5名

所蔵作品展「徳島のコレクション2010-Ⅱ」を鑑
賞。

平成22年6月18日[金]
14:25-14:50

阿南市立伊島中学校　2.3学
年

2

生徒22名
引率教員8名

所蔵作品展「徳島のコレクション2010-Ⅱ」を鑑
賞。

平成22年6月19日[土]
11:25-15:20

徳島県立池田高等学校　定時
制 1-4学年

3
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参加者展覧会名開催日時学校名

生徒35名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション2010-Ⅲ」を鑑
賞。

平成22年9月15日[水]
12:20-13:35

花園大学（京都）4

児童12名
引率教員7名

特別展「開館20周年記念　徳島県立近代美術
館名品ベスト100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

平成22年11月2日[火]
11:30-11:45

阿波市立一条小学校、阿波市
立吉野中学校
支援学級（小学1.3.5学年　中
学2学年）

5

生徒3名
引率教員1名

特別展「開館20周年記念　徳島県立近代美術
館名品ベスト100」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2010-Ⅳ」を鑑賞。

平成22年11月25日[木]
14:00-15:05

徳島県立名西高等学校
2学年

6

児童120名
引率教員5名

特別展「フリースペース チャレンジとくしま芸術
祭 2011」、所蔵作品展「徳島のコレクション
2010-Ⅳ」を鑑賞。

平成23年1月19日[水]
10:00-11:00

徳島市八万南小学校
3学年

7

園児43名
引率教員6名

所蔵作品展「徳島のコレクション2011-Ⅰ」を鑑
賞。

平成23年3月8日[火]
9:55-10:15

徳島市八万幼稚園
年長

8

計　園児・児童・生徒　241名　教員　39名 /  合計　280名

3　学校の授業等による講師派遣（出前授業）

参加者講師内容開催日時学校名

児童25名、
教員25名

森芳功（専門学芸員）①映写した作品画像でクイズをしながら、
鑑賞の仕方を体験する。②「ベスト100」
展投票チラシのなかから、お気に入り作品
を見つけ、カルタ取りの手法で、意見交流。
校内研修と関連した授業。

平成22年5月27日[木]
14:45-15:30

三好市立池田小
学校
5学年

1

児童20名、
教員2名

森芳功（専門学芸員）5月17日の池田小学校と同じ流れ。映写
した画像を見ながら、①対話とクイズに
よって鑑賞の仕方を体験し、②お気に入
り作品を交流した。また、地元阿南市出身
の画家について簡単に紹介した。

平成22年6月2日[水]
10:40-11:25

阿南市立椿小学
校
3-6学年

2

児 童119
名、教員3
名

森芳功（専門学芸員）5月の池田小学校、6月の椿小学校と同じ
流れ。①映写した作品画像でクイズをしな
がら、よく観察し意見を交流する体験を
行う。②「ベスト100」展投票チラシのなか
から、お気に入り作品を見つけ、お気に入
り理由をシートに書き、カルタ取りの手法
で意見交流を行った。

平成22年7月14日[水]
9:40-10:25

鳴門教育大学附
属小学校
2学年1組

3

森芳功（専門学芸員）平成22年7月14日[水]
10:45-11:30

鳴門教育大学附
属小学校
2学年2組

森芳功（専門学芸員）平成22年7月14日[水]
11:40-12:25

鳴門教育大学附
属小学校
2学年3組

生徒11名、
教員3名

竹内利夫（専門学芸員）11月の来館また1月の美術館での作品展
示を見越して、制作助言の形で交流に出
かけた。自己紹介し合ったほか、クイズ式
の美術館紹介を行った後、グループごとの
制作の様子に触れた。

平成22年11月10日[水]
13:00-17:00

徳島県立板野支
援学校
高等部1－3年美
術学習グループ

4

生徒38名、
教員2名

森芳功（専門学芸員）美術を専攻する生徒に、「美術館の仕事
と鑑賞の話」と題したお話をした。事前に、
学芸員の仕事についての質問が届いてい
たので、それに沿う内容とした。パワーポ
イントで活動記録の写真も紹介。

平成22年11月26日[金]
9:10-10:00

徳島県立名西高
等学校　芸術科
(美術科)
2、3学年

5

計　児童・生徒　213名　教員・他　35名  /  合計　248名

4　学校の授業等への協力

(1)　授業

活動期間対応内容学校名

平成23年1月14日森芳功（専門学芸員）濱田恵先生の研究授業「ふるさとの海について考えてみ
よう」。鑑賞シートno.1「日下八光　阿南の海」を用いた
鑑賞授業。岩絵具など、説明用の日本画材を提供した。

阿南市橘小学校　４学年
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(2)　鑑賞シート

　鑑賞シートは、当館の鑑賞教育推進プロジェクトで開発した鑑賞教材で、①学校の授業で使う、②鑑賞の

きっかけをつかみ深める、③学校での授業と美術館における鑑賞を結びつける、という特徴をもっている。広

報的送付の他、希望部数を各学校に送り活用してもらっている。

4　中高生の職場体験・インターンシップ

　生徒が、自分の学習内容や進路に関連した就業体験や見学を行う「中高生の職場体験・インターンシッ

プ」の受け入れを行った。

参加者講師内容開催日時学校名

生徒4名森芳功、吉原美惠子（専門学芸
員）、江川佳秀（学芸課長）

美術館の仕事についての説明、施
設見学、所蔵作品展「徳島のコレ
クション2010-Ⅲ」の鑑賞、資料
整理作業、山下菊二遺品整理作
業、など。

平成22年7月23日[金]
9:30-15:30

徳島県立阿波高等
学校
1学年

1

学生2名江川佳秀（学芸課長）、仲田耕三、
吉原美惠子（専門学芸員）、牧野
巌（文化推進員）

（1日目）美術館の仕事についての
説明、施設見学、発送作業

①平成22年9月6日[月]
9:30-17:00

徳島大学
3学年

2

友井伸一、吉原美惠子（専門学芸
員）、牧野巌（文化推進員）

（2日目）チャレンジ徳島芸術祭準
備、発送作業など。

②平成22年9月7日[火]
9:30-17:00

安達一樹（専門学芸員）、江川佳
秀（学芸課長）

（3日目）収集保存作業の説明、資
料整理作業、山下菊二遺品整理
作業、など。

③平成22年9月8日[水]
9:30-17:00

竹内利夫（専門学芸員）、森芳功
（専門学芸員）、江川佳秀（学芸課
長）

（4日目）キャプション整理、美術
館教育・学校教育との連携体験、
資料整理作業、山下菊二遺品整
理作業、など。

④平成22年9月9日[木]
9:30-17:00

吉川神津夫（専門学芸員）、鎌田
真由、浜名央（文化推進員）、吉原
美惠子（専門学芸員）、牧野巌（文
化推進員）

（5日目）図書整理作業、発送作業⑤平成22年9月10日[金]
9:30-17:00

生徒1名江川佳秀(学芸課長）、仲田耕三
（専門学芸員）、吉原美惠子（専門
学芸員）、牧野巌（文化推進員）

（1日目）美術館の仕事についての
説明、施設見学、発送作業

①平成22年9月6日[月]
9:30-17:00

阿南工業高等専門
学校
4学年

3

友井伸一、吉原美惠子（専門学芸
員）、牧野巌（文化推進員）

（2日目）チャレンジ徳島芸術祭、
発送作業など。

②平成22年9月7日[火]
9:30-17:00

安達一樹（専門学芸員）、江川佳
秀（学芸課長）

（3日目）収集保存、資料整理作業、
山下菊二遺品整理作業、など。

③平成22年9月8日[水]
9:30-17:00

竹内利夫、森芳功（専門学芸員）、
江川佳秀（学芸課長）

（4日目）キャプション整理、美術
館教育・学校教育との連携体験、
資料整理作業、山下菊二遺品整
理作業、など。

④平成22年9月9日[木]
9:30-17:00

吉川神津夫（専門学芸員）、鎌田
真由、浜名央（文化推進員）、吉原
美惠子（専門学芸員）、牧野巌（文
化推進員）

（5日目）図書整理作業、発送作業⑤平成22年9月10日[金]
9:30-17:00

生徒1名牧野巌、一宮美穂（文化推進員）、
森芳功、竹内利夫（専門学芸員）

午前：ワークショップ「近美でモシャ
シマショ」で制作された作品の写
真撮影と整理
午後：学校の団体鑑賞対応の見
学と記録写真の撮影

①平成22年10月19日[火]
9:00-15:30

徳島市南部中学校
2学年

4

江川佳秀（学芸課長）、吉原美惠
子（専門学芸員）、林真理子（嘱託
員）

午前：作品貸出業務の見学（東京
国立近代美術館への貸出）、作品
の保存や扱い方の説明・実習
午後：資料整理（山下菊二関係資
料の整理作業）

②平成22年10月20日[水]
9:00-15:30

鎌田真由、浜名央（文化推進員）、
江川佳秀（学芸課長）、林真理子
（嘱託員）

午前：美術図書の整理（図書の棚
の移動）
午後：資料整理（山下菊二関係資
料の整理作業）

③平成22年10月21日[木]
9:00-15:30
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参加者講師内容開催日時学校名

森芳功（専門学芸員）、一宮美穂
（文化推進員）、安達一樹、吉川神
津夫（専門学芸員）

午前：美術館の仕事についての説
明、図録の閲覧、日本画の材料や
道具の説明
午後：展示作業（文化の森開演20
周年記念展「軌跡」）、掛け軸の扱
い方実習

④平成22年10月22日[金]
9:00-15:30

徳島市南部中学校
2学年

生徒4名江川佳秀（学芸課長）、森芳功（専
門学芸員）、林真理子（嘱託員）、
吉川神津夫（専門学芸員）、浜名
央（文化推進員）

美術館の仕事についての説明、鑑
賞の学習、館内の見学、図書の整
理、資料（ポジフィルム）整理
午後：展示作業（文化の森開演20
周年記念展「軌跡」）、掛け軸の扱
い方実習

①平成22年10月27日[水]
9:30-15:30

徳島県立徳島科学
技術高等学校
2学年

5

牧野巌（文化推進員）、友井伸一、
森芳功、吉原美惠子（専門学芸
員）

ポスターの整理、チラシの印刷、
館内配布、掛け軸の扱い方実習、
作品の貸し出し業務の説明と実
習、展示室1の案内

②平成22年10月28日[木]
9:30-15:30

生徒5名江川佳秀（学芸課長）、竹内利夫、
吉川神津夫、森芳功（専門学芸
員）、鎌田真由、浜名央、牧野巌
（文化推進員）、吉川神津夫（専門
学芸員）

美術館の仕事についての説明、鑑
賞の学習、図書の整理、掛け軸の
扱い方実習、アトリエの整理

①平成22年11月9日[火]
9:00-15:30

鳴門市鳴門工業高
等学校
2学年

6

吉原美惠子（専門学芸員）、江川
佳秀（学芸課長）、森芳功（専門学
芸員）、林真理子、松本稚代子、植
松瑞穂子（嘱託員）

作品の貸出と保存業務の実習、
展覧会業務について、資料整理

②平成22年11月10日[水]
9:00-15:30

生徒2名江川佳秀（学芸課長）、竹内利夫、
吉川神津夫（専門学芸員）、鎌田
真由、浜名央（文化推進員）、森芳
功（専門学芸員）、牧野巌（文化推
進員）

美術館の仕事についての説明、鑑
賞の学習、図書の整理、掛け軸の
扱い方実習、アトリエの整理

①平成22年11月9日[火]
9:00-15:30

徳島県立新野高等
学校
2学年

7

吉原美惠子（専門学芸員）、江川
佳秀（学芸課長）、森芳功（専門学
芸員）、林真理子、松本稚代子、植
松瑞穂子（嘱託員）

作品の貸出と保存業務の実習、
展覧会業務について、資料整理

②平成22年11月10日[水]
9:00-15:30

生徒2名江川佳秀（学芸課長）、森芳功、吉
川神津夫（専門学芸員）、鎌田真
由、浜名央（文化推進員）、林真理
子、植松瑞穂子、松本稚代子（嘱
託員）

美術館の仕事についての説明、掛
け軸の扱い方実習、図書の整理、
資料整理

①平成22年1月6日[木]
9:00-15:00

徳島県立城北高等
学校
2学年

8

吉原美惠子、竹内利夫（専門学芸
員）、一宮美穂（文化推進員）

作品の貸出と保存業務の実習、
展示室での鑑賞、チラシ発送作
業

②平成22年1月7日[金]
9:00-15:00

計　学校数　8校　/　合計　21名

6　クラブ活動への講師派遣

　美術クラブの発表展で、自作について助言を求めてきた生徒に対して指導を行った。

参加者場所講師開催日時クラブ活動

生徒45名
教員5名

吉野川市文化研修セン
ター

安達一樹（専門学芸員）平成22年8月23日[月]
13:00-15:00　　

4高校美術部合同展
（阿波、川島、美馬商業、辻の
各高校の美術部員1-3年＋県
立川島中の美術部員）

1

計　生徒　45名　教員　5名　/　合計　50名
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7　教員研修会などへの講師派遣

参加者場所講師内容開催日時研修会名

教員25名三好市立池
田小学校

森芳功（専門学芸員）出前授業（「お気に入りを探そ
う）」を研究授業の形で見ても
らった後の研究協議。「指導案」
をもとに、題材と支援の考え方、
本時の学習等を説明。質疑応答
を行った。

平成22年5月27日[木]
15:40-16:40

三好市立池田小学
校　校内研修

1

教員15名アトリエ2、
展示室1

山木朝彦（鳴門教育大
学）、濱口由美（福井大
学）、森芳功、竹内利夫
（専門学芸員）、一宮美
穂（文化推進員）

第8回「授業研究会」のための打
ち合わせ・勉強会。これまでの活
動の振り返り、シーがるた体験、 
新しい授業プラン（思いつき題材）
の検討と発表の練習、「一押し
シート」発表準備と発表の練習。

平成22年7月3日[土]
9:30-12:30

「鑑賞シートと美術
館を活用する授業
研究会」第1回打ち
合わせ・勉強会

2

教員41名アトリエ2、
展示室1、2

濱口由美（福井大学）、
仲田耕三、森芳功、竹内
利夫（専門学芸員）、一
宮美穂（文化推進員）

「みんなでシーがるた」、「私の一
押しシート」発表。新しい授業プ
ラン（思いつき題材）の模擬授業。
講演「くじらぐもにのって　美術
館まで行ってみよう」（濱口）。

平成22年7月31日[土]
9:40-12:30

第8回「美術館と鑑
賞シートを活用す
る 授 業 研 究 会」
（「鑑賞シート活用
授業研究会」を改
称）

3

教員20名アトリエ2、
展示室1、2、
3

安達一樹、吉原美惠子
（専門学芸員）

先生方の実技研修。特別展「濱谷
明夫展－藍と造形」の解説（安
達）、所蔵作品展の解説（吉原）。

平成22年8月6日[金]
13:15-16:30

徳島市名東郡小学
校図工部会　

4

教員29名アトリエ2、
展示室1、2、
3

安達一樹、吉原美惠子、
森芳功、竹内利夫（専門
学芸員）

先生方の発表・研究協競技。開館
20周年にちなんだ「私の名品ベス
ト１」投票やコレクションの話
（森）。特別展「濱谷明夫展」（安
達）と所蔵作品展（吉原）の解説。

平成22年8月20日[金]
9:40-15:30

平成22年度徳島県
高等学校教育研究
大会美術学会

5

教員12名アトリエ2、
展示室1、2、
3

森芳功（専門学芸員）、
安達一樹（専門学芸員）、
吉原美惠子（専門学芸
員）

パワーポイントで三宅克己につい
て説明した後、三宅「鑑賞シー
ト」を使った透明水彩の描き方
体験（森）。特別展「濱谷明夫展」
（安達）と所蔵作品展（吉原）の解
説。

平成22年8月24日[火]
13:00-16:30

海部郡図工部会6

教員32名
（引率教
員1名含
む）

講座室、ア
トリエ2、
展示室1、2

森芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）

「学校と美術館の連携について」
（森）、「鑑賞シート」の模擬授業
（森、竹内）、「支援方法を体験」
（竹内）、鑑賞プログラム作成（森、
竹内）、模擬授業による発表（森、
竹内）。

平成22年8月25日[水]
9:30-15:50

平成22年度初任者
研修　社会・自然体
験（郷土を知る）

7

教員13名アトリエ2、
展示室1、2、
3

安達一樹、吉原美恵
子、森芳功（専門学芸
員）

パワーポイントで三宅克己につい
て説明した後、三宅「鑑賞シー
ト」を使った透明水彩の描き方
体験（森）。特別展「濱谷明夫展」
（安達）と所蔵作品展（吉原）の解
説。

平成22年8月26日[木]
13:00-16:30

鳴門市図工部会教
員研修

8

教員12名アトリエ2、
収蔵庫

小堀幸子（編集者）、
仲田耕三、森芳功、竹
内利夫（専門学芸員）、
一宮美穂（文化推進
員）

実践成果をまとめる報告書の検
討。ワークショップと講演「編集
における必然性と魔法」（小堀）、
秋に行う美術館での鑑賞授業に
ついて打ち合わせ。

平成22年8月27日[金]
9:40-12:15

「鑑賞シートと美術
館を活用する授業
研究会」第2回打ち
合わせ・勉強会

9

教員14名アトリエ2、
展示室1

濱口由美（福井大学）、
仲田耕三、森芳功、竹
内利夫（専門学芸員）、
一宮美穂（文化推進
員）

第9回「授業研究会」のための打
ち合わせ・勉強会。トークセッ
ション（教員による実践報告）、教
員がリーダーとなったワーク
ショップ「みんなでシーがるた」の
準備。

平成23年1月29日[土]
13:00-15:30

「鑑賞シートと美術
館を活用する授業
研究会」第3回打ち
合わせ・勉強会

10

教 員 ＋
一 般75
名（他に
当 館 職
員7名）

ギャラリー、
展示室1

濱口由美（福井大学）、
仲田耕三、森芳功、竹
内利夫（専門学芸員）、
一宮美穂（文化推進
員）

講演「美術館で、詩をつくる子ど
もたち」（濱口）、トークセッション
（教員による実践報告）、教員が
リーダーとなったワークショップ
「みんなでシーがるた」など。

平成23年2月12日[土]
13:30-16:30

第9回「鑑賞シート
と美術館を活用す
る授業研究会」

11

計　288名
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8　鑑賞教育推進プロジェクト

　学校と美術館を結ぶ鑑賞教育を実践的に研究するための研究会。平成14年7月の発足以来、「鑑賞シー

ト」や「鑑賞シート指導の手引き」の作成、シートを使った実践とその普及に取り組んでいる。鑑賞教育を幅

広く研究し、美術館における鑑賞教育に学校現場の意見を取り入れる場ともなっている。メンバーは、小学

校、中学校等の教員、大学の研究者、当館職員など。

(1)　打ち合わせ会（研究会）の記録

�日時

　第68回　平成22年6月6日〔日〕　14:00-16:30

　第69回　平成22年7月3日〔日〕　14:00-17:00

　第70回　平成22年8月8日〔日〕　13:30-17:00

　第71回　平成22年9月4日〔土〕　13:30-17:00

　第72回　平成22年10月30日〔土〕　13:30-17:00

　第73回　平成22年11月27日〔土〕　13:30-17:00

　第74回　平成22年12月26日〔日〕　13:30-17:00

　第75回　平成23年1月29日〔土〕　16:30-18:00

　第76回　平成23年2月26日〔土〕　13:30-17:00

�会場

　徳島県立近代美術館（講座室）

�参加者（出席者）

山木朝彦（鳴門教育大学教授）、山田芳明（鳴門教育大学准教授）、濱口由美（福井大学准教授）、井上史朗

（徳島県立総合教育センター指導主事）、結城栄子（吉野川市立鴨島第一中学校教頭）、山本敏子（徳島市

加茂名南小学校教諭）、小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校教諭）、亀井幸子（徳島県立板野支援学校教

諭）、若井ゆかり（小学校教諭・鳴門教育大学大学院）、仲田耕三（専門学芸員）、森芳功（専門学芸員）、竹内

利夫（専門学芸員）

(2)　作成したワークシート、指導の手引き

　・鑑賞シート指導の手引き　「現代の写真　大久保英治さんとメぢからスコープ！」　A4判横40ページ

　　簡易印刷　◆平成23年2月発行

　・鑑賞シート指導の手引き(暫定版)　「日本の美術　屏風のなかのお話」　A4判横10ページ　簡易印

刷　◆平成23年2月発行

(3)　研究発表等

　・濱口由美「先生と学芸員のスクラム研究会」　第11回美術教育フ´―ラム　女子美術大学　2010年8

月1日　＊パネルディスカッション「美術館と学校・地域社会が連携した美術教育」のパネラーとして

も参加

　・濱口由美「教員と学芸員のスクラム研究会「シーがe るた　アートスクール」」　平成22年度第4回

教育内容・教育開発研究会　福井大学　2010年10月15日

　・濱口由美「学校と美術館のコミュニティ」　せとうち美術館サミット（主催：本州四国連絡高速道路

株式会社）神戸ファッションマート　2010年10月17日

　・濱口由美「鑑賞学習を推進するための授業研究会への提案」『福井大学教育地域科学部研究紀要』

第1号　2010年12月
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　・濱口由美「視覚をリーダーにする鑑賞学習の要」『美育文化』第61巻第1号　美育文化協会　2011

年1月

　・水島尚喜・濱口由美「5・6年　学校の夜の主人公たち　Ａ表現（複合）」　藤江充・佐藤洋照編著

『図画工作科研究』日本文教出版　2011年1月

　・濱口由美、森芳功、竹内利夫編『教師力を活かす・子どもの力を活かす　鑑賞シートと美術館の

「活用本」―たのしい美術鑑賞の授業をつくろう―』　徳島県立近代美術館　2011年3月

　＊当館学芸員の研究発表は、4-2「研究成果の公表」の項を参照。

10　展覧会ごとの「子どもワークシート」作成

　所蔵作品展、特別展ごとに子どもワークシートを作成している（対象年齢はその都度検討）。学校の団体鑑

賞でセルフガイド的に用いたり、グループ鑑賞の教材として活用したりしている。また、個人来館した子ども

にも配布している他、展覧会場では、関心のある来館者が自由に手にとることができるようにしている。

　・「堀内誠一　旅と絵本とデザインと」ワークシート　B4判両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成22年4

月発行

　・「所蔵作品展2010-Ⅱ」ワークシート　A4判両面刷　簡易印刷　平成22年4月発行

　・「濱谷明夫－藍と造形」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成22年7月発行

　・「所蔵作品展2010-Ⅲ」ワークシート　B5判両面刷　簡易印刷 平成22年7月発行

　・「所蔵作品展2010-Ⅳ」ワークシート　A4判横両面刷二カ所折り　簡易印刷　平成22年9月発行

　・「開館20周年記念　徳島県立近代美術館　名品ベスト100」ワークシート(前期)　A3判横両面刷二カ

所折り　簡易印刷　平成22年10月発行

　・「開館20周年記念　徳島県立近代美術館　名品ベスト100」ワークシート(後期)　A3判横両面刷二カ

所折り　簡易印刷　平成22年11月発行

　・「所蔵作品展2011-Ⅰ」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成23年1月発行

9　学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録、鑑賞シート等の送付

(1)　ポスター、美術館ニュース、鑑賞シート等

学校行事や授業などで当館を利用するときに役立つ印刷物を送付。「展覧会案内」（1回）、特別展のポス

ター・チラシ（4回）、美術館ニュース（4回）、所蔵作品展パンフレット（4回）など、発行時期の近いものをま

とめて送付している。

　・送付先

　　市町村教育委員会24カ所（小学校216校、中学校88校）、高等学校・県立学校53校

　　直接送付（小学校3校、中学校5校）

(2)　展覧会図録

　学校図書館や授業で活用できるよう、送付可能なものについて前年度分の図録を送付している。

　・送付先

　　小学校219校、中学校93校、高等学校53校（730冊）
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11　平成22年度文化庁　美術館・歴史博物館活動基盤整備支援事業

�事業名

　地域連携強化事業：学校と連携した鑑賞授業カリキュラムの開発と普及

�事業期間

　平成22年6月1日 ～ 平成23年3月15日

�企画内容

（1）事業目的

　当館では、平成14年から、教員や大学の研究者とともに「鑑賞教育推進プロジェクト」という研究会を開

き、学校の授業で使うための鑑賞教材「鑑賞シート」を開発してきた。授業研究会も開いて、その普及に努

めており、現在、コレクションを題材とした9種類のシートが、学校現場で少しずつ活用されるようになって

いる。本事業は、そのような土台のうえで、より幅の広い教員の参加も得ながら、取り組みやすい新たなカ

リキュラムをつくり、8年間の教材化と実践の蓄積も広く学校現場に伝え共有化することを目的とした。

（2）事業概要

　・授業研究会（1回目）　　

新たに参加した教員に、代表的な鑑賞支援の方法を体験してもらうとともに、当館コレクションを使っ

た授業案づくりを行った。

　・各学校と美術館における授業実践　　借り上げバスを活用。

　・授業研究会（2回目・報告会）

　　実践成果の報告会。幅の広い教員や鑑賞教育に関心のある方々が参加。

　・報告書（『活用本』）等の作成

本事業で行った実践成果、これまで作成された「鑑賞シート」や授業案・授業記録等をまとめて収録する。

ホームページでは、分かりやすく「鑑賞シート」やシートを使った授業について紹介し、授業案や授業記録

も公開する。

�事業実績

事業の主な内容及び日程

　　　　　　　　　　＊会場はすべて徳島県立近代美術館

平成22年

7月3日［土］ 打ち合わせ勉強会

7月31日［土］ 授業研究会（鑑賞シートと美術館を活用する授業研究会）　

　　　　　　　　＊講演「くじらぐもにのって　美術館まで行ってみよう」濱口由美（福井大学）、他。

8月27日［金］ 打ち合わせ勉強会

　　　　　　　　＊ワークショップと講演「編集における必然性と魔法」小堀幸子（編集者）、他。

10月19日［火］ 吉野川市立鴨島第一中学校　2年生の鑑賞授業

10月20日［水］ 徳島市川内南小学校　特別支援学級の鑑賞授業

11月16日［火］ 吉野川市立知恵島小学校　4、6年生の鑑賞授業

11月18日［木］ 徳島市沖洲小学校見学　4年生の鑑賞授業

11月19日［金］ 三好市立池田小学校　4年生の鑑賞授業

11月24日［水］ 徳島県立板野支援学校　高等部1-3年の美術学習グループの鑑賞授業

12月2日［木］ 石井町立石井小学校　6年生の鑑賞授業

12月7日［火］ 阿南市立橘小学校　3年生の鑑賞授業

平成23年

1月29日［土］ 打ち合わせ勉強会
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2月8日［火］ 授業記録・実戦報告をホームページで公開。計2回のアップを行った。

2月12日［土］ 授業研究会（鑑賞シートと美術館を活用する授業研究会）

　　　　　　　　＊講演「美術館で、詩をつくる子どもたち」濱口由美（福井大学）、トークセッション（実践

報告）、ワークショップ「みんなでシーがる・た」など。

3月10日［木］ 報告書（『教師力を活かす　子どもの力を活かす　鑑賞シートと美術館の「活用本」』）を発

行。

3月15日［火］ 当館ホームページで、「教師力を活かす　子どもの力を活かす　鑑賞シートの活用術」を公

開。

�参加者の数

　　参加者人数　　　延べ　686人

　　　　内　訳　　　打ち合わせ勉強会　　52人 

　　　　　　　　　　授業研究会　　127人

　　　　　　　　　　美術館での鑑賞授業　　507人

�事業により作成した印刷物等

・「あなたも美術鑑賞デビュー！」鑑賞シートと美術館を活用する授業研究会チラシ

　　　Ａ4　4ページ　　7000枚

・『教師力を活かす　子どもの力を活かす　鑑賞シートと美術館の活用本』（報告書）

　　　◇Ａ4変形（28.8×21㎝）、32ページ（抜粋、簡易印刷版）　100部　 

　　　　＊授業研究会で配布

　　　◇Ａ4変形（28.8×21㎝）、216ページ 　1,000部　　＊教員や美術館等に送付

　　　　内容は、「鑑賞シート」の実践報告、美術館との連携案内、美術館と学校での実践報告、エッセイ、

「鑑賞シート」指導の手引きの再録など。

・ホームペーシ「教師力を活かす　子どもの力を活かす　鑑賞シートの活用術」

　　　http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/gakko/kyj/

　　　これから鑑賞の授業をはじめようとする先生に向けて、分かりやすく「鑑賞シート」を紹介。

・授業記録等のホームページでの公開　　　　

　　　http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/gakko/kansho_sheet.htm#tebiki

　　　新たに11の授業記録、実践報告を公開した。

�実施事業に関する新聞記事等

・「美術の楽しみ方手ほどきします　県立近代美術館」『徳島新聞』2011年2月11日

・「美術楽しむコツ　教師に伝授」『讀賣新聞』2011年2月13日（徳島版）

・「無理なく、たのしく‐「アートスクール」の活動から（美術をたのしむ、美術館をたのしむ　その35）」『徳島

エコノミージャーナル』第375号、ブレーンバンク、2011年1月

・「にぎやかだった「アートスクール」のご報告（美術をたのしむ、美術館をたのしむ　その37）」『徳島エコノ

ミージャーナル』第377号、ブレーンバンク、2011年3月

�担当学芸員

　森芳功、竹内利夫、仲田耕三
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　所蔵作品展に関連して、ボランティア参加型事業「美術館で遊び隊」を企画・実施した。特に本年度は、文

化の森の開園20周年記念事業の「文化の森サマーフェスティバル」及び「文化の森大秋祭り」にあわせて2回

行った。

4-3　美術館ボランティア

　美術館活動への県民の参加を促し、地域に根ざした、開かれた美術館になるための取り組みとして平成15

年度から、美術館ボランティアを導入した。ここで活動してきたメンバーが主体となって平成18年4月にボラ

ンティアグループ「ビボラボ」が結成された。今度は美術館との協働を一層推進していくと共に、より自立的

な活動に取り組んでいくことを目指している。

1　協働事業の実施等

参加人数ボランティア出席者数内容日時・会場イベント名

6189文化の森と近代美術館の20周年、「ビボラボ」5
年目を記念して、紙で作った大きなケーキの土
台の上に上に、折り紙や絵で飾り付けをして、
デコレーションケーキを作ります。
＊参加対象はどなたでも。幼児は保護者同伴。

平成22年8月7日[日]
 13:00～16:00
（受付15:30）
2階ロビーほか

ボランティアグループ「ビ
ボラボ」によるミニイベン
ト　文化の森サマーフェ
スティバル
～美術館で遊び隊～「８
月７日 は8787（はなはな
／花*鼻）パーティー」

1

2629大切なあの人にあてて、あなたの想いを込めた
手作り絵手紙を作ります。絵が苦手な方にはス
タンプなども用意。
＊参加対象はどなたでも。幼児は保護者同伴。
また、学芸員による「美術作品解説ミニツアー」
もあわせて実施した。

平成22年11月23日[火・
祝]）
13:00～16:00
（受付15:30）
2階ロビーほか

ボランティアグループ「ビ
ボラボ」によるミニイベン
ト　文化の森 大秋祭り
～美術館で遊び隊～「秋
のお便り大作戦～絵手紙
と色塗り体験～」

2

計880名計18名

＊参加無料。

（1）　「美術館で遊び隊」の開催

（2）　美術館の各種事業のサポート等

　展示解説等の普及事業に積極的に参加しながら、館の事業への理解を深めた。

○参考

「ビボラボの概要」

1　会員

　　随時募集している。正会員11名、賛助会員12名。（22年度末）

2　活動内容（「ビボラボ」の活動に関する規約　より）

　【活動】

　第3条　この団体は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

　（1）　美術館と協働して開催する、美術に関する各種催しの企画・運営

　（2）　美術館の各種事業（教育普及活動、広報活動など）のサポート

　（3）　地域の芸術活動の発展に寄与する事業

　（4）　会員の研修、親睦

　（5）　その他、この団体の目的に添った事業
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3　平成21年度の活動概要

　「美術館で遊び隊」の開催（2回）、総会、イベント準備、各種打ち合わせ等、研修（「作品の模写」平成23年3

月13日、講師：真野孝彦）、研修旅行（瀬戸内国際芸術祭）などを行った。（28回、ボランティア参加人数のべ

152名）

4-4　社会教育、生涯教育への講師派遣

参加者数対象開催日時会場講師講座名・展覧会名

23名一般平成22年4月24日八代市立博物館未来の
森ミュージアム

仲田耕三徳島県立近代美術館のコレク
ションについて-ピカソ、ウォー
ホル、伊原宇三郎などを中心に

1

73名一般平成22年7月3日碧南市藤井達吉現代美
術館

仲田耕三徳島県立近代美術館のコレク
ションについて-ピカソ、ウォー
ホル、伊原宇三郎などを中心に

2

23 名一般平成22年7月11日[日]
13:30-15:00

徳島県男女共同参画交
流センター「フレアとく
しま」

吉原美惠子（専
門学芸員）

同時代の女性アーティスト
「津田亜希子 － コピーの時代
に」

3

42 名一般平成22年10月9日[土]
13:00-15:00

徳島県立図書館　3F
集会室1

安達一樹（専門
学芸員）

「まなびの森」講演会　美術鑑
賞入門

4

3 名一般平成22年11月17日[水]
9:30-15:30

徳島県立近代美術館江川佳秀（学芸
課長）、森芳功、
吉原美惠子（専
門学芸員）

徳島県労働者福祉協議会若者
支援ジョブスタとくしま職場体
験実習

5

一般28名
引率3名

県南・県西
の小学生と
保護者

平成22年11月21日[日]
10:30-12:00

徳島県立近代美術館森芳功（専門学
芸員）、一宮美
穂（文 化 推 進
員）

文化の森開園20周年記念　文
化の森総合公園小学生見学バ
スツアー

6

20 名徳島北ロー
タリークラ
ブ会員

平成23年2月28日[月]
13:00-13:30

ホテルグランドパレス徳
島

友井伸一（専門
学芸員）

徳島北ロータリークラブ定例会7

計119名
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資料収集保存事業

5

5-1　平成22年度新収蔵作品・資料

�購入作品

数量作品種別技法・材質、寸法cm制作年作品名作家名

1彫刻・立体ステンレス（針金）　
ペイント　セメント
492.0×120.0×
70.0

2009年わたしにキク今村源

�寄贈作品

数量作品種別技法・材質、寸法cm制作年作品名作家名

1油彩画他油彩　キャンバス
116.7×90.9

1954年牛と少年佐野比呂志

1油彩画他油彩　キャンバス
145.0×97.0

1970年ひとり佐野比呂志

1油彩画他油彩　キャンバス
72.0×53.3

1963年ガリラヤ湖田中忠雄

1油彩画他油彩　キャンバス
259.0×194.0

1965年負の覚書針生鎮郎

1油彩画他油彩　キャンバス
162.0×130.3

1965年イチゴ畑針生鎮郎

1日本画絹本着色
56.0×76.0

1947年なす長尾弘子

1日本画絹本着色
72.0×52.0

1949年ひまわり長尾弘子

1日本画紙本着色
116.7×90.9

1986年清晨長尾弘子

1日本画紙本着色
100.0×72.7

2005年蓮長尾弘子

1版画木版　紙
60.0×45.5

1973年顔村井正誠

山下菊二作品・資料等一件山下菊二
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�保管転換作品

数量作品種別技法・材質、寸法cm制作年作品名作家名

1油彩画他油彩　キャンバス
112.0×162.1

1971年骨肉病んで山下菊二
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5-2　所蔵作品・資料の現状

平成11年度平成10年度平成9年度平成8年度平成7年度平成6年度平成5年度平成4年度平成3
年度平成2年度昭和60年－

平成元年度

寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入管理換寄贈購入管理換寄贈購入寄贈購入寄贈購入購入管理換購入寄贈購入

82386112191204511630641841493国内油
彩
画
他

12223119国外

8239613219120245118309418514112小計

811412373113241027国内
日
本
画
国外

811412373113241027小計

213121124210416113国内彫
刻
・
立
体

13211122国外

2231231325310516135小計

342212521657465913国内
水
彩
画

1国外

342212521657465914小計

1134562411581190912国内
素
描 1国外

1134562411581190913小計

49117国内写
真
・
映
像

21国外

493117小計

494223781413142301510412752825国内
版
画 94934291236913469国外

13945123418141314259228173140521,294小計

977855193814113415664299国内二
次
資
料

1321681438298国外

19778551931114313172256502597小計

2国内
そ
の
他

1国外

21小計

217397181,144281,023661117146311652216102121358109931,369国内

計 1053372635119571453811国外

218397711,144651,023661117346371687217297192358562932,180小計
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平成23年3月末現在

計
小　計平成22年度平成21年度平成20年度平成19年度平成18年度平成17

年度平成16年度平成15年度平成14年度平成13年度平成12年度

他管理換寄贈購入管理換寄贈購入寄贈購入他寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈寄贈購入管理換寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入

397251961761512911816331219136121

32322

429251962081512911816331219138121

173255791420716142511421234

173255791420716142511421234

18910331461311381

371361212

22610341821311211581

3845920312211133811

11

3855920312311133811

52819028355115498121711

221

53019028357115498121811

78177317

663

84183320

1,56514331,1311134171325521168

71157064101

2,27614381,837113417132546211681

3,5252563,0893782749014162408389

911911

4,4362563,0891,2892749014162408389

22

221

4221

6,84123664,2972,17611013622225111112733277419682355021440229207

1,70261,696512281

8,54323664,3033,87211013622225111112733277424802355221440237208

5-3　寄託作品

備考作品種別寸法　�技法・材質制作年作品名作者名

平成23年3月31日まで日本画154.2×138.7紙本着色　屏風
（二曲一隻）1949-50年群魚図屏風原菊太郎

平成23年3月31日まで油彩画他117.0×91.2油彩　キャンバス1930年風景一原五常

平成25年3月31日まで油彩画他53.0×65.2油彩　キャンバス1935年南伊豆風景伊原宇三郎

平成25年3月31日まで日本画127.4×210.4紙本着色　屏風
（四曲一隻）1951年苔の径三木文夫
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5-4　資料収集委員会、収集資料価格評価

1　資料収集委員会

�委員

（◎委員長　○副委員長）

氏名　　　　　役職

◎酒井　哲朗　　福島県立美術館長

○河崎　良行　　徳島大学名誉教授

　古川　一郎　　古川病院理事長

　坂田千代子　　(株)あわわ代表取締役社長

　坂野美恵子　　四国大学教授

　潮江　宏三　　京都市立芸術大学教授

　三木　哲夫　　独立行政法人国立美術館　国立新美術館特任研究員

　安永　幸一　　福岡アジア美術顧問

�開催　平成23年2月9日　第33回　資料収集委員会開催

2　資料収集価格評価

�委員は利害関係を有しない者に依頼

�開催　平成23年2月8日

5-5　作品修復

平成22年度の修復作品は、水彩14点、素描6点。計20点。

主な処置作品名作者名作品No.分野

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、補
彩、旧処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

ニューヘブン美術学校
教室

三宅克己1140197水彩

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

米国ニューヘブン美術
学校にて

三宅克己1140198

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

米国ニューヘブン美術
学校にて

三宅克己1140199

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、補
彩、旧処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

美術学校内部三宅克己1140200

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、補彩、旧処置除
去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

ニューヨーク港出帆三宅克己1140201

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、旧
処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

ニューヨークブルックリ
ン橋を眺写

三宅克己1140202

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、旧
処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

ニューヘブン美術学校
教室

三宅克己1140203

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、旧
処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

ニューヘブン美術学校三宅克己1140204

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、補彩、旧処置除
去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

航海中所見三宅克己1140205

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、旧
処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

航海中スケッチ三宅克己1140206

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、補彩、旧処置除
去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

倫敦テームズ河三宅克己1140207
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主な処置作品名作者名作品No.分野

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、旧
処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

倫敦にて　食事中の老
師

三宅克己1140208水彩

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、旧
処置除去、マット新調、額縁調整、裏板等新調

（倫敦風景）三宅克己1140209

絵具層の保護、洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、
破損部接着、旧処置除去、マット新調、額縁調整、裏
板等新調

テームズ河三宅克己1140210

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、破損部接着、欠
損部補紙、補彩、旧処置除去、マット新調、額縁調整、
裏板等新調

米国ラーチモンドの村三宅克己1150028素描

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

ニューヘブン美術学校
にて

三宅克己1150029

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

米国ラーチモンドにて三宅克己1150030

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

（老女）三宅克己1150031

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

米国ニューヘブンにて
写

三宅克己1150032

洗浄、しみ抜き、支持体の変形修正、旧処置除去、マッ
ト新調、額縁調整、裏板等新調

倫敦ユーストン停車場三宅克己1150033
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6-1　広報用印刷物

（展覧会関連事業のものは、展覧会事業の項に記載）

広　報　活　動

6

・名称と形状

2010年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（74号）：Ａ4版8ページ

　特集　濱谷明夫展－藍と造形　安達一樹

　所蔵作品展　徳島のコレクション2010－Ⅲ

　作業報告　山下菊二遺品、旧蔵書を整理して　田中真治郎

　所蔵作品紹介　＜九十九里浜Ⅱ＞大森運夫　森芳功

美術館ニュース（75号）：Ａ4版8ページ

　特集　開館20周年記念展 徳島県立近代美術館 名品ベスト100　森芳功

　所蔵作品展　徳島のコレクション2010－Ⅳ

　事業報告　20年目の秋を迎えて 文化の森開演20周年記念事業紹介　吉川神津夫

　所蔵作品紹介　＜書きものをする娘＞大沢昌助　竹内利夫

美術館ニュース（76号）：Ａ4版8ページ

　所蔵作品展　徳島のコレクション2011－Ⅰ　特集：彫刻の魅力

　レポート　熊本県と愛知県で当館所蔵名品展を開催　仲田耕三

　所蔵作品紹介　＜ベンチ＞ユン・ソクナム　吉原美惠子

美術館ニュース（77号）：Ａ4版8ページ

　特集　森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて　吉原美惠子
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　所蔵作品展　徳島のコレクション2011－Ⅱ

　作業報告　山下菊二の遺品　植松瑞穂子

　教育担当からのレポート　竹内利夫

　所蔵作品紹介　＜わたしにキク＞今村源　吉川神津夫

6-2　ホームページ

1　概要
　

　　　　　　　　ホームページの内容は概ね次の3つに分類できる。

　　　　　　　（1）　広報・利用案内・活動紹介。

　　　　　　　（2）　作品解説など鑑賞支援や美術館活用に役立つテキスト。

　　　　　　　（3）　所蔵作品と特別展借用作品に関する作家・作品・展覧会・美術用語の情報と、所蔵図書の情報をデータ

ベース化しWeb上の検索に供している。

　　　　　　　　　所蔵作品データベースの公開は1990年の開館以来行ってきた。現在では展覧会などのイベント記事と

データベース検索をスムースに連動させている点が当館のホームページの特徴となっている。

2　今年度の実績
　

　　　　　　　（1）　サイトマップ、「お気に入り作品ランキング」サイトなどを新設。館活動への理解が深まるよう情報を充

実させた。

　　　　　　　（2）　Flashコンテンツ「鑑賞シートと美術館の『活用術』」を開発。教員および一般に向けて鑑賞学習の楽しさ

と当館の活動をアピールする内容。（平成22年度文化庁美術館・歴史博物館活動基盤整備支援事業「鑑賞

シートと美術館を活用する授業研究会」）

6-5　放送番組への出演

＊展覧会、普及事業、資料収集保存事業など、各事業に関するものは、それぞれ各項目を参照。

6-4　ニュース会員

美術館の展覧会や関連事業などの催しのお知らせを月に一回、送付するサービス。会員の特典としては、年

度内に開催される展覧会のいずれかに1回使用できる展覧会招待券が送られる。平成22年度の会員数は69

名。年間６回の各種印刷物の送付を行った。主な送付物は、年間展覧会案内（年1回）、美術館ニュース（年

4回）、特別展ちらし（年4回程度）所蔵作品展出品リスト（年4回）、文化の森から（各号）など。

6-3　サテライトギャラリー

　県立中央・三好・海部の3病院のほか、県庁1階の県民サービスセンター、県庁11階の展望ロビー、西部総合

県民局美馬庁舎、西部総合県民局三好庁舎、南部総合県民局阿南庁舎とあわせて8会場で実施した。所蔵作

品を写真により複製し、額に納めて展示するとともに、近代美術館の紹介パネルや作家や作品の解説パネル

等を設置した。
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調査研究事業

7

　所蔵作品や徳島にゆかりがある作家の調査、展覧会企画のための事前調査、あるいは近現代美術に関する

幅広い基礎調査等を実施している。

7-1　研究報告会

　調査研究活動を組織的、継続的に推進するため、「研究報告会」を開催している。平成22年度は研究報告会

のテーマとして、職員が共同で取り組む「共同研究テーマ」と、各職員が個々に取り組む「個別研究テーマ」

を設定した。「共同研究テーマ」は作業チームを中心に作業を進め、随時経過を研究報告会に報告した。「個

別研究テーマ」は各職員が進行状況を研究報告会に報告し、質疑応答を重ねることで研究の深まりを図っ

た。

第1回　平成22年5月11日

22年度の「共同研究テーマ」および「個別研究テーマ」について協議し、今後の予定を決定した。「共同研究

テーマ」の題目と概要は7-1-1共同研究を、「個別研究テーマ」の題目と概要は7-1-2個別研究を参照。

第2回　平成22年12月7日

（個別研究テーマに関する発表）

森芳功「三宅克己の画業と生涯について」

友井伸一「パブロ・ピカソ〈流砂〉について」

第3回　平成23年1月20日

（個別研究テーマに関する発表）

仲田耕三「館蔵守住勇魚作品の基礎データ」

安達一樹「徳島県内の美術状況」

竹内利夫「教員との協同－活動の背景について」
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第4回　平成23年3月8日

（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「山下菊二作品、遺品の整理について」

吉原美惠子「森口ゆたかの作品世界について」

吉川神津夫「松井憲作＜絵画弾＞連作について」

1　共同研究

徳島の美術－通史的研究

　前年度からの継続。開館以来、本館では地域の美術を通史的に掘り起こす作業を続け、平成12年度には、

比較的調査が調った戦前期に関する部分を、特別展「近代徳島の美術家列伝－明治から第二次大戦まで」

として公開した。その後も、特に戦後に関する部分を紹介する展覧会の開催を念頭に、館員が共同して、作

家の履歴調査や作品の所在調査、関連資料の収集に努めている。

収蔵作家資料集の作成

　開館以来、本館では作家や作家遺族などから、作品だけでなく遺品や旧蔵書の寄贈を受け入れている。こ

れらの資料類は、当該作家に関する研究の基礎資料となるだけでなく、広く日本近代の美術や文化を考える

材料となる可能性を帯びている。これらの内、原菊太郎に関する資料は、すでに『特別集書目録Ⅰ原菊太郎文

庫』(1996年3月)として刊行し、河井清一、清原重以知、三宅克己、広島晃甫等に関する資料については、本

館データベースに反映し、外部から検索可能な態勢を整えている。22年度は、新たに守住勇魚と山下菊二の

資料に取り組み、守住勇魚に関しては成果をデータベースに反映した。

収蔵作品の再調査

　当館が収蔵する作品と資料は、昭和60年4月に最初の受け入れを行って以来、すでに四半世紀が経過し、

所蔵点数も8,000点を超えるに至った。この間、その保存に細心の注意を払い、必要に応じて保存、修復処

置を施している。しかしながら作品の保存・修復の世界では、近年になって戦後の石油化学系の素材を使用

した作品の経年変化など新たな課題が生じており、より慎重な状態の点検が必要となっている。そのため順

次作品を精査し、状態の把握に努めるとともに、作品にまつわる情報についても収集に努めた。

2　個別研究

江川佳秀「山下菊二作品、遺品、旧蔵書の整理とデータベース化」

　山下菊二（1919-86年）は、現在の徳島県三好市に生まれた。第二次大戦後、自らの戦争体験を問い詰め

ることで、やがて戦争や差別など人権にかかわる諸問題と、その背後にある日本社会の前近代性を告発する

ことを、自らの制作の課題としていった。戦後日本美術を代表する作家の一人と目される。

　本館では、平成22年度末に山下のご遺族から、山下の旧アトリエに遺されていた作品や遺品計4,000点余

と、旧蔵書2,300冊余の寄贈を受けた。山下研究の基礎資料となるだけでなく、同時代の作家の動向や、広

く日本の戦後史を考える上で、貴重な手がかりとなる資料群である。

　22年度は、年度末の寄贈手続きに向けて、これらの整理と簡易な目録の作成を行った。今後は個別に詳細

なデータを採取し、23年度末を目標にデータベース化を行うとともに、蔵品目録として刊行する。また、一部

は、23年度の所蔵作品展で公開したい。
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仲田耕三「守住勇魚所蔵作品基礎データ作成」

  守住勇魚（1854-1927年）は、住吉派の画家守住貫魚（阿波藩御用絵師、後に帝室技芸員）の次男として生

まれた。当初は家法の住吉派の画法を学んだが、1875（明治8）年に上京し、国沢新九郎の私塾彰技堂にお

いて洋画を学び、1876（明治9）年11月には我が国最初の官立美術学校として設立された工部美術学校に入

学した。同校退学後は、大阪専門学校や第三高等学校、同志社などで画学教師を勤めた。初期洋画の作家

の一人として知られている。

　当館が所蔵する守住勇魚関係資料の主要部分は、故河野太郎氏の旧蔵品である。守住家の研究で知られ

た河野氏から、1971年に旧徳島県博物館が寄贈を受け、当館が設立されるにあたり、そのうちの守住勇魚の

作品と遺品56件530点が保管転換されたものである。本研究は、これら河野氏旧蔵の守住勇魚資料を再点検

し、基礎データを整備することを目指した。成果は本館データ・ベースに反映させるとともに、「守住勇魚に関

する守住家資料について」『徳島県立近代美術館研究紀要 第12号』で公表した。

森芳功「三宅克己の画業と生涯について」

　三宅克己（1874-1954年）は、現在の徳島市に生まれ、明治末から大正期にかけての水彩画隆盛期を牽引

した画家として知られている。当館は出身地の美術館として、彼の作品や資料を収集し紹介につとめてきた

が、その調査の結果をいくらかでもまとめておきたい。

　今年度は、三宅の誕生から久松小学校時代までを一区切りとして、次の点を明らかにした。①生まれ育っ

たのは、現在の徳島市下助任町である。②家系は徳島藩の三宅丹下家に連なり、③父は維新後、開明派知識

人としての側面をもち、三宅に洋学を学ばせようとした。④小学校時代に「日本絵」と洋画双方に触れる環境

があった。⑤久松小学校には絵の勉強を励ます教員がいて、「自助」の精神で人生を切り開く考え方を伝え

ていた。

　本研究の内容は、「三宅克己の画業と生涯（一） 誕生から久松小学校時代まで」『徳島県立近代美術館研

究紀要 第12号』で公表した。

安達一樹

「徳島県内の美術状況」

　県内における美術活動の状況把握と、県民の創作活動の向上への協力を目的に、県内での美術及び周辺

領域（手工芸等）の作品発表を継続的に訪問し、作品調査及び助言を行っている。また、県人及び県内に在

住する作家の県外での発表も一部調査を行った。調査結果の一部は、徳島新聞紙上に「美術展評」記事等と

して公開した。

　高校の部活動については、平成21年度の教員異動による徳島商業高校美術部と城南高校美術部の作品制

作の傾向の変化や、合同展の開催様態の変化などのように、その活動が顧問の教員に大きく影響される。こ

れからの県内の美術愛好家を育てるために、美術館としては教員との関係をより深めていくことが必要と思

われた。

友井伸一「パブロ・ピカソ〈流砂〉について」

当館の所蔵作品であるピカソの〈流砂〉（1966年刊）は、シュルレアリスムの詩人ピエール・ルヴェルディ

（Pierre Reverdy 1889-1960年）の詩にピカソが銅版画による10点の挿絵を付けた詩画集である。画家とモデ

ルをテーマとして多数の連作を展開していたピカソ晩年の時期に当たる。

平成21年度末に作品の保存上の措置を行い、その後、文献調査や関連する作品の図像との比較調査を進め

ているところである。

吉原美惠子「森口ゆたかの作品世界について」
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　1960年生まれの森口ゆたかは、1980年代から90年代にかけて、オブジェや鏡、映像などを用いて「存在」を

問いかけるインスタレーション作品を次々と発表し、現代社会における個人の不安や焦燥感をあぶり出して

見せてきた。ところが、近年の作品には、「存在」や「不在」というよりも、「いのち」や「繋がり」がテーマとして

採り上げられ、「いのち」のありようを前向きに捉え、観る者にあたかも手をさしのべようとしているかのような、

温もりのある映像インスタレーションを手がけている。とりわけ、ここ数年の仕事には注目すべきところが多

く、「孤独死」や「無縁社会」という言葉が報道で多用されるようになった我々が生きている社会に向けて、今

一度、森口のいのちへの肯定的なメッセージを届けることは意義深いことではないかと考える。

吉川神津夫「松井憲作〈絵画弾〉連作について」

　当館は、松井憲作〈絵画弾〉（1977）を所蔵している。10枚の独立したキャンバスのうち5枚にはJALの鞄を

持った男、5枚には投石している男が描かれている。当初、当館では、これら10枚をひとつの連作と見なして

いた。今回の調査では、その当否を確認するとともに、本来の構成を明らかにすることを目指した。

　10枚のうち、投石している男5枚については、作家が最初に発表した個展では、ひとまとまりで展示されて

いたことを確認した。また、1枚ずつ独立した5点の作品ではなく、5枚で1点の作品と考えるべきであることも

確認した。JALの鞄を持った男5枚については、今後の課題としたい。また、どのような経緯でJALの鞄を持っ

た男の5枚と、投石している男の5枚がひとつにまとめられたのかという問題についても調査を継続したい。

竹内利夫「文化庁支援事業での研究－協同を通した協同の手立ての開発」

　「鑑賞シートと美術館を活用する授業研究会」（平成22年度文化庁美術館・歴史博物館活動基盤整備支援

事業）の業務に参加し、濱口由美氏、森芳功氏らとともに授業研究会の運営と報告書の企画を分担した。連

続して行う研修会をワークショップ型（体験型）重視として提案し、授業体験・教材開発・今年度の活動自体

の相談、など各場面で参加型を取り入れた。その結果、鑑賞教育の普及や交流について関心を高める者がみ

られ、一定の成果を報告書の内容に結びつけることができた。一方で、教師自身の学びの多様さを共有する

難しさにも折に触れ直面する経験となり課題として受けとめた。

3　研究紀要

研究報告会の成果を受け、22年度は第12号を刊行した。

『徳島県立近代美術館研究紀要　第12号』平成22年3月31日　Ａ4判　60ページ　500部

[収録論文]

仲田耕三「守住勇魚に関する守住家資料について」

森芳功「三宅克己の画業と生涯（一）　誕生から久松小学校時代まで」

7-2　研究成果の公表

1　展覧会図録、著書

江川佳秀（編著）『美術批評家著作選集 第5巻 柳亮』ゆまに書房 平成22年6月

江川佳秀（編著）『美術批評家著作選集 第8巻 松尾邦之助』ゆまに書房 平成23年1月

森芳功（編）、江川佳秀、仲田耕三、森芳功、安達一樹、友井伸一、吉原美惠子、吉川神津夫、竹内利夫（著）

『開館20周年記念展 徳島県立近代美術館名品ベスト100』平成22年10月

安達一樹（編著）『濱谷明夫展－藍と造形』徳島県立近代美術館　平成22年8月
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濱口由美*、森芳功、竹内利夫(共編著)『教師力を活かす・子どもの力を活かす 鑑賞シートと美術館の「活用

本」-たのしい美術鑑賞の授業をつくろう』徳島県立近代美術館 平成23年3月

    *福井大学教育地域学部准教授

*『徳島県立近代美術館研究紀要　第12号』に発表した論文は、７-１-３「研究紀要」を参照。

森芳功「徳島県立近代美術館における学校との連携活動－共通するフィールドを広げる」『博物館研究』第45

巻第5号 日本博物館協会 平成22年4月

竹内利夫、Gehrtz三隅友子*（共著）「美術作品を通した学習の可能性－共通教育日本語『日本人への提言』

を通して」『徳島大学国際センター紀要』第6号 平成23年3月

    *徳島大学教授

2　学術論文

4　口頭発表、講演等

*一部は４－２－７「教員研修会などへの講師派遣」または４－４「社会教育、生涯教育への講師派遣」に再

掲。

仲田耕三「徳島県立近代美術館のコレクションについて-ピカソ、ウォーホル、伊原宇三郎などを中心に」『徳

島県立近代美術館所蔵名品展20世紀の人間像』平成22年4月24日 主催・会場：八代市立博物館未来の森

ミュージアム

仲田耕三「徳島県立近代美術館のコレクションについて-ピカソ、ウォーホル、伊原宇三郎などを中心に」『徳

島県立近代美術館所蔵名品展20世紀の人間像』平成22年7月3日 主催・会場：碧南市藤井達吉現代美術館

*『徳島県立近代美術館ニュース』に発表した著作は、6-1「広報用印刷物」を参照。

江川佳秀「"美術館"という名称」『視覚の現場』第6号（平成22年8月号） 醍醐書房

仲田耕三「徳島県立近代美術館のコレクションについて」『徳島県立近代美術館所蔵名品展20世紀の人間

像』碧南市藤井達吉現代美術館 平成22年6月

仲田耕三「ARTGALLRY 前田寛治〈大工〉」『ライト&ライフ』第595号（平成22年7月号） 四国電力株式会社

仲田耕三「ARTGALLRY 中村大三郎〈二人舞妓〉」『ライト&ライフ』第601号（平成23年1月号） 四国電力株

式会社 

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ(その26－37)」『徳島エコノミージャーナル』第366－377号（平成

22年4月号－23年3月号） ブレーンバンク

安達一樹「美術展評（平成22年3月-平成23年2月）」『徳島新聞』平成22年4月16日、5月17日、6月16日、7月

16日、8月16日、9月17日、10月18日、11月16日、12月16日、平成23年1月18日、2月17日、3月16日（朝刊） 

（12回連載）

安達一樹「県内回顧2010 美術」『徳島新聞』平成21年12月22日（朝刊）

竹内利夫「レポート『鑑賞と鑑賞の融合―ユーゴウ団 meets Art exhibition 美術と音楽の共存の可能性』」徳

島県立近代美術館Webサイト 平成22年11月

竹内利夫、森芳功（共編著）「教師力を活かす・子どもの力を活かす 鑑賞シートと美術館の『活用術』」徳島県

立近代美術館Webサイト 平成23年3月

3　批評、報告、解説等
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安達一樹「まなびの森講演会 美術鑑賞入門」平成22年10月9日 主催:放送大学、徳島県立図書館 会場：徳島

県立図書館

吉原美惠子「2009年度フレアとくしま美術講座 津田亜紀子-コピーの時代に」平成22年7月11日 主催・会

場：徳島県男女共同参画交流センター「フレアとくしま」

7-3　外部研究資金の獲得

(財)鹿島美術財団 美術に関する調査研究助成「芸文指導要綱と旧満洲国における美術の統制」

研究代表者:江川佳秀

7-4　文献資料の整備

合計平成22
年度

平成21
年度

平成20
年度

平成19
年度

平成18
年度

平成17
年度

平成16
年度

平成15
年度

平成14
年度

平成13
年度

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成9
年度

平成8
年度

平成7
年度

平成6
年度

平成5
年度

平成4
年度

平成3
年度

平成2
年度

59年度－
平成元年度

年度

種別

4,6816511310510023812757203189123109861673141142109410280671,498520図書・図録
（日本語）

3,454321839474824607773565125969839154193196339472831,315図書・図録
（外国語）

10,601525311479133288209161124852685025844448009322,3063,935
雑誌バッ
クナンバー
（日本語）

1,6370000821121091559001523005256701,14966
雑誌バック
ナンバー
（外国語）

14103004754131223290021423227その他（件）

20,5141021591471485193611652953664501883693775144737668787681,2901,0485,2685,863合 計
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8-1　組織及び職員一覧（平成22年度）

管　理　運　営

8

館　　　長　森　　惠子

副　館　長　村澤　良一

学芸課長　　江川　佳秀

専門学芸員　仲田　耕三
　　　　　　森　　芳功
　　　　　　安達　一樹
　　　　　　友井　伸一
　　　　　　吉原美惠子
　　　　　　吉川神津夫
　　　　　　竹内　利夫

協　議　会

委員　中山　清子
　　　森　　眞美
　　　近藤　辰夫
　　　西田　威汎
　　　平木　美鶴
　　　橋本　正弘
　　　原田　寛子

　　　　　Gehrtz  三隅  友子
　　　敷島のり子
　　　遊道　久代

（県立21世紀館 副館長 本務）

（平成23年3月31日現在）

嘱　託　員　林　真理子
　　　　　　松本稚代子
　　　　　　植松瑞穂子
　　　　　　加渡恵里奈

文化推進員　鎌田　真由
　　　　　　浜　　名央
　　　　　　一宮　美穂
　　　　　　大島　正弘
　　　　　　牧野　　厳
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8-2　美術館協議会

1　委員

2　開催

　平成22年 9月16日

　

8-3　人権啓発展

1　文化の森人権啓発展　－識字活動を中心として－

職　　　　　名氏　名区　分

徳島県小学校教育研究会　図工部会長
大松小学校長

中山　清子

学 校 教 育
徳島県中学校教育研究会　美術部会長
八万中学校長

森　　眞美

徳島県高等学校教育研究会  美術部会長
名西高等学校長

近藤　辰夫

鳴門教育大学　学校教育学部 教授西田　威汎

社 会 教 育
徳島大学大学院　ソシオ・アーツ・アン
ド・サイエンス研究部　教授

平木　美鶴

徳島県美術家協会 理事橋本　正弘

四国大学生活科学部 教授原田　寛子

学識経験者

徳島大学　国際センター 教授Gehrtz　　
三隅　友子

ポスターギャラリー実行委員会 会長
（徳島文理大学事務局勤務）

敷島のり子

TV番組・CM・PV制作会社　PROJECT-Ｃ
アナウンサー・ディレクター

遊道　久代

（平成23年3月31日現在）

�会期　平成22年11月30日[火]-12月5日[日]　9:30-17:00

�会場　近代美術館ギャラリー、二十一世紀館ミニシアター

�入場無料

�主催　徳島県立図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、近代美術館、文書館、二十一世紀館、文化の森振

興総局、人権教育課

�内容

　・展示（近代美術館ギャラリー）

　　　識字学級生の作品、人権啓発パネル、識字・人権啓発図書

　・ビデオ上映（二十一世紀館ミニシアター　10:30～、14:00～

　　　作品 アニメ「いじめ 14歳のMessage」、作品 「山に輝くガイド犬平治号」

�入場者数　展示　585名　ビデオ上映　85名
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8-4　入館者数

1　平成22年度所蔵作品展入館者数
（単位：人）

一日当
平均入
館者数

開　館
日　数

合　計
観覧料免除減　　　免団　　　体個　　　人区分

一　般小中高生
学校教育

小中生高大生高　齢一　般小中生高大生一　般小中生高大生一　般
人数校月

152223,3433,0513315823765534月

100262,6071,5601735018122612142195月

39261,0086371044636582021266月

47241,1276141262533303711927月

71261,8451,463221504161144768月

62231,4241,230829235518529月

74261,9671,076154587105033124110月

97252,4142,041982519181121211月

62231,4231,138781933111212月

2619495131271443494446901月

2724637350331024452814832月

2427643236621193587154151273月

6529118,88313,5271,1912,4045214903637145763983合計

（単位：人）

2　平成22年度特別展入館者数

一日当
平均入
館者数

開館
日数

合計
観覧料免除減　　　免団　　　体個　　　人区分

一般小中
高生

学校教育
小中生高大生高齢一般小中生高大生一般小中生高大生一般

人数校展覧会名

83403,3388662554886210499100791,282堀内誠一展

48622,9891,042402696327513885160941濱谷明夫展

80685,4661,7643071,0312273561321273561,350名品ベスト100展

6917011,7933,6729641,588341,27216134931241953,573合　　　計

（単位：人）

3　平成22年度講座等、共催事業、貸館事業の入館者数

合計3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月月区分

54,33415842,59020050,123132916721006322242講座等参加者

35,5166263,1121,0974,95625,725共催事業

16,9831,5101,1691,4011,8902392,4861,3653,0361,1082,779貸館事業

（単位：人）

4　平成22年度総入館者数

総入館者数貸 館 事 業共 催 事 業講　座　等特　別　展所蔵作品展

137,50916,98335,51654,33411,79318,883
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8-5　社会的活動、非常勤講師等の受諾

仲田耕三

    那賀町立相生森林美術館協議会委員 平成22年4月1日－平成23年3月31日

    四国大学生活科学部非常勤講師(美術概論) 平成22年10月1日－平成23年3月31日

安達一樹

    第66回青美展審査員 平成22年9月9日

友井伸一

　徳島大学総合科学部非常勤講師（美術史特講）平成22年4月1日-平成23年3月31日

8-6　作品の貸出

1　洋画（油彩画、水彩、素描）

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23台所の母子アルベール・グレーズ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23下着の裸婦ジュール・パスキン

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23二人伊原宇三郎

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23婦人像林武

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23少女の顔瑛九

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23熱血漢ジャン・デュビュッフェ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23書きものをする娘大沢昌助

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23昔の顔山口薫

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23ブラインドを降す男鳥海青児
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23裸のランチ宇佐美圭司

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23生命体難波田龍起

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23蒼空のある自画像絹谷幸二

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
回顧作品その2－ピン
ポン・ルーム, 1960－

アンソニー・グリーン

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
マルタ／フィンガー
ペインティング

チャック・クロース

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
モニカと透明 なカーテ
ン

トム・ウェッセルマン

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23しののめ井上長三郎

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23鳩のようにマックス・エルンスト

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
無人間時代をこえる
人間の象徴（オート
メーション）

靉嘔

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23家族麻生三郎

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23よだれ横尾忠則

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23影の自画像高松次郎

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23ヴァン・ゴッホの像岡本信治郎

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23父はは山下菊二

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23我々はここにいるウィフレド・ラム

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
多色による4つのマリ
リン

アンディ・ウォーホル
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23海と結ばれるカップルマッタ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
バミューダ島で制作
する三木富雄組

篠原有司男

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
UNTITLED
（BROKEN 
TREASURE）

奈良美智

東京国立近代美術
館、京都国立近代
美術館

麻生三郎展22.10.20-23.2.27家族麻生三郎

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌1山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌2山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌3山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌4山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌5山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌6山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌7山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌8山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌9山下菊二

板橋区立美術館
20世紀検証シリーズ
No.2　福沢一郎絵画
研究所展

22.10.18-23.1.13マルドロールの歌10山下菊二

2　彫刻

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23アポロンの頭、台座付
エミール＝アントワー
ヌ・ブールデル

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
キキ・ド・モンパルナ
スのマスク

パブロ・ガルガーリ ョ
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23女性立像
アルベルト・ジャコメッ
ティ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23トルソ I（ユリシーズ）バーバラ・ヘ ッ プワース

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23孤独な詩人ジョルジオ・デ・キリコ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23降りていく人ケネス・アーミテジ

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23燃える顔菊畑茂久馬

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23
遺伝染色体の雨の中
で啓示を待つ

工藤哲巳

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23情報過多的人間浜田知明

八代市立博物館未
来の森ミュージア
ム、碧南市藤井達
吉現代美術館

徳島県立近代美術館
所蔵名品展　20世紀
の人間像

22.4.19-7.23The Little Pilgrims
（Night Walking）

奈良美智

茨城県近代美術館「耳をすまして－美術と
音楽の交差点」23.1.9-3.15耳三木富雄

3　版画

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版画集〈響き〉1.赤色
の前の二人の騎手

ヴァシリー・カンディン
スキー

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版画集〈響き〉3.コン
ポジションII

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版画集〈響き〉5.叙情
的

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版 画 集〈響 き〉22.即興
20

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版 画 集 〈響 き〉23.白い
音

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版画集〈響き〉25.ボー
ト潜行

茨城県近代美術館
「耳をすまして－美術
と音楽の交差点」23.1.9～23.3.15

版 画 集 〈響 き〉45.万聖
節
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　ウ　システムのメンテナンスと更改

（4）保管・利用

　ア　保管・利用（貸し出し含む）の方針・手続きの整備

（ソフト面）

　イ　保管環境の点検と整備（ハード面）：収蔵庫、展示室

等

（5）保存・修復

　ア　計画的な修復の実施

（6）資料整理

　ア　未整理資料の整理

3.　調査研究

　近代・現代美術や徳島ゆかりの資料に関する基礎的な調

査研究、資料の保存や展示、教育普及活動等に関する調査

研究を行うとともに、その成果の美術館活動への反映と地

域社会への還元を図っていく。

（1）研究報告会、紀要

　ア　研究報告会の定期的開催

　イ　紀要の発行

（2）研究体制

　ア　共通研究テーマの設定等、組織としての一体的な研

究体制の整備

（3）基礎資料集

　ア　所蔵資料等に関する基礎資料集の作成

8-8　運営計画

徳島県立近代美術館　中期計画・目標

（平成22年度～平成26年度）

1.　使命と計画

　使命にもとづいて中期目標を設定し、定期的に点検、評

価を行う。

(1) 中期計画の実施と、使命・事業方針等の周知

　ア　中期計画（5カ年）の自己点検・自己評価の実施

　イ　県民、美術館関係者等への使命・事業方針等の周知

2.　資料の収集・保管・活用

　近代・現代美術や徳島ゆかりの資料の継続的な収集を図

るとともに、良好な状態で保存し、その活用を図っていく。

（1）継続的な資料収集

　ア　収集の重点ポイント設定

　イ　予算獲得

　ウ　作品購入

　エ　寄贈・保管転換の受入

　オ　寄託作品の受入

（2）作品調書の整備

　ア　作品点検（状態等）

　イ　調書整備（新規・更新）

（3）データベース

　ア　必須情報の完備

　イ　外部への公開促進

8-7　ギャラリーの利用状況

※利用月（年度）がまたがる場合は初日の属する月（年度）に計上

合　計321121110987654月

29424323241301件　 　 　 数

2181614102130279213132430利 用 日 数

絵画・彫刻・版画等の美術作品の展示に利用することができます。
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6.　利用者の安全・快適さの確保

　安全で誰もが安心して、快適に利用できる、利用しやすい

美術館となるよう施設や案内表示等の点検改善を図る。

　来館者対応及び、危機管理マニュアルの整備・更新を行

う。

　利用者アンケート等を通じてニーズを把握し、館運営へ

の反映を図る。

（1）施設の整備・管理

　ア　施設（ハード面）安全性の点検調査と、改善

　イ　施設管理者への働きかけ

（2）対応マニュアルの整備と運用

　ア　地震、火災、水害等緊急事態時対応マニュアルの整

備・更新

　イ　来館者対応マニュアルの整備・更新

　ウ　問い合わせ・相談（レファレンス含む）への対応方針

の整備

（3）利用者ニーズの把握と反映

　ア　各種アンケートの集計と分析

　イ　ニーズ把握と館運営への反映

　ウ　県民の意見、ニーズの把握手法の検討

7.　 広報・情報の発信と公開

　美術館の催し物案内や美術館活動に関する様々な情報

の積極的発信を図り、美術館に対する理解と利用の促進

を図っていく。

（1）広報

　ア　計画的、効果的広報の推進

（2）ホームページ

　ア　ネット利用の情報発信の推進

（3）ニュース会員

　ア　ニュース会員拡充

　イ　新たな形態の検討

8.　県民参加、協働

　美術館の使命や活動内容の周知と、県民の意見やニー

ズの把握をふまえて、ボランティアをはじめとする県民との

協働を推進し、館運営の活性化と、地域との連携を図って

いく。

4.　展示活動

　美術作品を通じて感動や体験のできる場を提供するとと

もに、近・現代美術を中心とした文化活動を先導していく。

　所蔵作品展は、コレクションの特徴を生かして、計画的

に、できるだけ多くの所蔵作品を鑑賞する機会を提供し、

特別展は、近代、現代、日本、海外、徳島ゆかりなど多彩な

内容の展覧会を適時適切に開催する。

（1）特別展

　ア　特別展開催の維持（年数回）

　イ　ストック（所蔵品・地元の遺産等）の活用

　ウ　メリハリのある開催計画

（2）所蔵作品展

　ア　所蔵作品の魅力をより深く伝える工夫

　イ　展示会場や展示替え回数の弾力的な見直しと運用

（3）入館者

　ア入館者数の維持（漸増）

（4）有料入館者

　ア　有料入館者数の維持（漸増）

（5）図録販売数

　ア　図録販売数維持（漸増）

（6）ギャラリー

　ア　ギャラリーの利用促進

　イ　利用日数の維持（漸増）

5.　教育普及活動

　展示や所蔵資料に関連した各種教育普及活動を通じて、

楽しく学ぶことができる多様な学習機会を提供し、県民の

生涯学習への支援を図っていく。

（1）学習活動の支援

　ア　展示や資料に関連した教育普及活動により、多様な

学習活動を支援する。

（2）学校連携

　ア　子ども達が美術品に親しむ機会や美術（美術館）に

対する認識を深める機会を提供していく

　イ　鑑賞教育推進プロジェクト等の開催

（3）関係機関との連携

　ア　社会教育機関等との連携

　イ　アウトリーチ事業
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（1）ボランティア

　ア　美術館を拠点とするボランティアグループ「ビボラ

ボ」の支援と協働

　イ　新たなボランティアの検討

（2）県民参加・地域連携型事業

　ア　県民参加・地域連携型事業の企画と実施（チャレン

ジとくしま芸術祭等）

9.　組織・人員

　美術館活動の活性化と健全な経営に主体的に取り組め

るよう、適切な組織体制を構築し、職員意識や資質の向上

を図っていく。

（1）学芸員の社会的理解と資質の向上

　ア　学芸員の社会的理解を深める

　イ　学芸員の研修機会の確保

（2）組織の整備・改善

　ア　組織の整備・改善（専門職の位置づけ、総務事務等

の効率的な分担等）

　イ　館長もしくは副館長の専門職化

10.　財務・社会的支援

　健全な美術館経営を行えるよう、社会的支援の拡充を図

るとともに経費節減や収入増を図っていく。

（1）歳入源の確保

　ア　協賛金、助成金、広告収入等による財源確保

　イ　観覧料の見直し検討

　ウ　図録販売促進

（2）経費節減

　ア　見直しを行い経費節減を図る

重点取り組み事項

（1）地域に根ざした活動、地域連携

（2）利用者サービス（対応）の向上

（3）資料整理

（4）情報発信
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関　係　法　規

（利用の許可）

第3条　次の表に掲げる文化施設の施設又は用具を利

用しようとする者は、あらかじめ、徳島県教育委員会

（以下「教育委員会」という。）の許可（以下「利用の許

可」という。）を受けなければならない。

（観覧料等）

第4条　博物館が展示する博物館資料又は美術館が展

示する美術館資料を観覧する者に対しては、別表第

一に掲げる額の観覧料を徴収する。

2　 利用の許可を受けた者に対しては、別表第二に掲

げる額の使用料を徴収する。

3　 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又

は使用料の全部又は一部を免除することができる。

4　 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観

覧料及び使用料に閲し必要な事項は、規則で定める。 

徳島県文化の森総合公園文化施設条例
　

平成2年3月26日　

徳島県条例第11号　

［沿革］平成6年3月28日条例第19号、

　　　　平成9年3月28日第34号改正

（設置）

第1条　個性豊かな県民文化を振興し、魅力のある地域

づくりに寄与するため、県民の文化活動の拠点として、

徳島県文化の森総合公園文化施設（以下「文化施設」

という。）を徳島市八万町に設置する。

（名称及び業務）

第2条　文化施設の名称及び業務は、次のとおりとする。 

業　　　　　務名　　　称

1　 図書、記録その他の資料（以下「図書館資料」と い
う。）を収集し、及び県民の利用に供すること。

2　 他の公立図書館、図書室等と緊密に連絡し、協力
し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。 

3　 その他図書館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。 

徳島県立図書
館（以下「図書 
館」という。）

1　 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び地学
に関する実物、標本、模型、文献、写真その他の資料
（以下「博物館資料」という。）を収集し、保管し、及
び展示すること。 

2　 博物館資料に関する調査研究を行うこと。
3　 博館館資料に関する観察会、講座等の教育普及
事業を行うこと。 

4　 その他博物館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。

徳島県立博物
館（以下「博物 
館」という。）

9 業　　　　　務名　　　称

1　 美術作品及び美術に関する資料（以下「美術館資
料」という。）を収集し、保管し、及び展示すること。 

2　 美術館資料に関する調査研究を行うこと。
3　 美術に関する講演会、講座等の教育普及事業を
行うこと。 

4　 美術作品の展示のためにギャラリーを利用に供
すること。

5　 その他美術館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。 

徳島県立近代
美術館（以下
「美術館」とい
う。）

1　 県に関する歴史的文化的価値を有する公文書、古
文書、行政資料その他の資料（以下「文書館資料」 と
いう。）を収集し、保存し、及び県民の利用に供する
こと。 

2　 文書館資料に関する調査研究を行うこと。 
3　 文書館資料の展示、文書館資料に関する講座等
の教育普及事業を行うこと。 

4　 その他文書館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。 

徳島県立文書
館（以下「文書
館」という。）

1　 文化に関する情報を集積し、及び高度な情報通
信システムによって県民の利用に供すること。 

2　 演劇、音楽等の公演会、情報処理の高度化に対応
した講座等を開催すること。 

3　 文化活動のために二十一世紀館の施設を利用に
供すること。 

4　 その他二十一世紀館の設置の目的を達成するた
めに必要な事業を実施すること。

徳島県立二十
一世紀館（以
下「二十一世
紀館」という。）

施設又は用具区　　分

ギャラリー美術館

イベントホール
多目的活動室
ミニシアター
野外劇場
音響、照明等のための用具

二十一世紀
館
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館資料の収集及び保管に関する部分を除く。）及び第3
号、同表徳島県立近代美術館（以下「美術館」という。）の

項第1号（美術館資料の収集及び保管に関する部分を除

く。）、第3号及び第4号、同表徳島県立文書館（以下「文

書館」という。）の項第1号（文書館資料の収集及び保存

に関する部分を除く。）及び第3号並びに同表徳島県立

二十一世紀館（以下「二十一世紀館」という。）の項第1号

（文化に関する情報の集積に関する部分を除く。）、第2
号及び第3号、第3条から第5条まで、別表第1並びに別表

第2の規定は、同年11月3日から施行する。

　　　附　則（平成6年条例第19号）

1　この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2　この条例の施行の際現に利用の許可を受けている

武道館又は文化施設の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

　　　附　則（平成9年条例第34号）

1　この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2　この条例の施行の際現に利用の許可を受けている

文化施設又は武道館の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

 

（損害の賠償）

第5条　文化施設を利用する者は、文化施設の施設、資

料等をき損し、又は亡失したときは、これによって生じ

た損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、当

該き損又は亡失がやむを得ない理由によるものである

と認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除

することができる。

（職員）

第6条　図書館法（昭和25年法律第118号）及び博物館

法（昭和26年法律第285号）に定めるもののほか、文化

施設に、館長その他必要な職員を置く。

（協議会）

第7条　教育委員会の附属機関として、次の表の上欄に

掲げる協議会を置き、これらの協議会の所掌事務は、

それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2　 協議会は、委員10人以内で組織する。

3　 徳島県立文書館協議会及び徳島県立二十一世紀

館協議会の委員は、学識経験のある者及び関係行政

機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

4　 委員の任期は、 2年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。

5　 委員は、再任されることができる。

6　 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（教育委員会規則への委任）

第8条　この条例に定めるもののほか、文化施設の管理

に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第

2条の表徳島県立図書館（以下「図書館」という。）の項第

1号（図書館資料の収集に関する部分を除く。）、同表徳

島県立博物館（以下「博物館」という。）の項第1号（博物

所　掌　事　務協議会の名称

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。 

徳島県立図書館
協議会

博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。 

徳島県立博物館
協議会

美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。 

徳島県立近代美
術館協議会

文書館の運営に関し教育委員会の諮問に応ずる
とともに、教育委員会に対して意見を述べるこ と。

徳島県立文書館
協議会

二十一世紀館の運営に関し教育委員会の諮問に
応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述 ベ
ること。

徳島県立二十一
世紀館協議会
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3　営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で

利用する場合のギャラリー、イベントホール、多目的活動室、

ミニシアター又は野外劇場の使用料の額は、この表及び前

項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の額又

は同項の規定により算出した使用料の額に百分の五百を乗

じて得た額とする。

備　考

1　「午前」とは午前9時30分から正午までを、「午後」とは午後

1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時ま

でをいう。

2　午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間

まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分

に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。　　 

 

別表第1（第4条関係）

金　　　　　　　　　額

単　位区　　　　　分 企　画　展常　設　展

団　体個　人団体（20人以上をい
う。以下同じ。）個　人

知事がその都度定める額

40円50円1人1回小学校の児童及び中学校の生徒

80円100円1人1回高等学校の生徒並びに高等専門学校及び
大学の学生並びにこれらに準ずる者

160円200円1人1回その他の者（学齢に達しない者を除く。）

別表第2（第4条関係）

金　　　額単　　　位区　　　　　　　　　　分

3,300円午 前

ギャラリー 5,500円午 後

4,200円夜 間

6,600円午 前

イベントホール 10,600円午 後

8,180円夜 間

3,300円午 前

展示利用の場合

多目的活動室

5,500円午 後

4,200円夜 間

3,980円午 前

展示利用以外の利用の場合 6,400円午 後

5,080円夜 間

1,100円午 前

ミニシアター 1,780円午 後

1,510円夜 間

2,880円午 前

野外劇場 4,660円午 後

3,510円夜 間

規則で定める額午前、午後又は夜間音響、照明等のための用具
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2　その他美術館の管理上支障があると認められると

き。

（利用の許可等の通知）

第5条　館長は、前条第1項の申請書を受理したときは、

利用の許可をするかどうかを決定し、その旨を当該申

請者に通知するものとする。

（利用の許可の取消し等）

第6条　館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該利用の許可を取り消し、又はギャラリーの利用

の中止を命ずることができる。

1　第4条第3項各号のいずれかに該当する理由が生

じたとき。

2　利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が

利用の許可に付した条件に違反したとき。

3　利用者が偽りその他不正な手段により利用の許

可を受けた事実が明らかとなったとき。

4　利用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

（利用の内容の変更等）

第7条　利用者は、ギャラリーを利用できなくなったと

き、又は利用の許可の内容を変更してギャラリーを

利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で館長

に届け出なければならない。

（遵守事項）

第8条　美術館を利用する者は、条例及びこの規則並び

に館長が別に定める利用者心得その他の規律を守ら

なければならない。

（入館の禁止等）

第9条　館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して

は、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

1　泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認めら

れる者

2　前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

（資料の特別利用）

第10条　学術その他の目的のために美術館資料の撮影、

模写等をしようとする者は、あらかじめ、館長の承認を

受けなければならない。

（補則）

第11条　この規則に定めるもののほか、美術館の管理に

関し必要な事項は、館長が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第

2条から第10条まで及び別記様式の規定は、11月3日か

徳島県立近代美術館管理規則

平成2年3月31日　　　　　　　

徳島県教育委員会規則第10号　

［沿革］平成8年3月29日教育委員会規則第8号改正

（趣旨）

第1条　この規則は、徳島県立近代美術館（以下「美術館」

という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（休館日）

第2条　美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

1　 月曜日　ただし、その日が国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下

「休日」という。）に当たるときは、その日後において

その日に最も近い休日でない日

2　 12月28日から翌年の1月4日までの日

2　 徳島県立近代美術館長（以下「館長」という。）は、特

に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわら

ず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に開館

することができる。

（供用時間）

第3条　美術館の供用時間は、午前9時30分から午後5
時までとする。

2　 前項の規定にかかわらず、ギャラリーの供用時間は、

午前9時30分から午後9時までとする。

3　 館長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規

定にかかわらず、第1項又は前項に規定する供用時間

を変更することができる。

（利用の許可の申請等）

第4条　徳島県文化の森総合公園文化施設条例（平成2
年徳島県条例第11号。以下「条例」という。）第3条の許

可（以下「利用の許可」という。）を受けようとする者は、

徳島県立近代美術館ギャラリー利用許可申請書（別

記様式）を館長に提出しなければならない。

2　 前項の申請書は、利用しようとする日（その日が引き

続き2日以上に及ぶときは、その初日。）の前日から起算

して6月前の日以後に提出するものとする。ただし、館長

が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3　 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用

の許可をしないものとする。

1　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれ

があると認められるとき。 
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ら施行する。

　　　附　則（平成8年教育委員会規則第8号）

　この規則は、平成8年4月1日から施行する。 
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徳島県立近代美術館協議会規則

平成2年3月31日　　　　　　

徳島県教育委員会規則第5号　

（趣旨）

第1条　この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設

条例（平成2年徳島県条例第11号）第7条第6項の規定

に基づき、徳島県立近代美術館協議会（以下「協議会」

という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

（会長及び副会長）

第2条　協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2　 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3　 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4　 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第3条　協議会の会議は、会長が招集する。

2　 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、

開くことができない。

3　 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可

否同数のときは、会長の決するところによる。

（雑則）

第4条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

　　　附　則

　この規則は、平成2年4月1日から施行する。



112

建　設　概　要

設備概要

電力設備　　　　　　受変電、自家発電、直流電源設備

（蓄電池）、電灯・コンセント、避雷針

通信・情報設備　　　 電話、情報（AV、スタジオ、液晶表示、

他）、テレビ共聴、表示、インターホ

ン、拡声、時計、視聴覚

防災・防犯設備　　　 自動火災報知、防火戸閉鎖、ガスモ

レ警報、漏水警報、防犯、ITV、排煙、

非常用照明、誘導灯消火設備（屋内

消火栓、スプリンクラー、ハロン化物

消火、他）

空気調和設備　　　　熱源機器設備（ガス焚冷温水発生機、

空気熱源回収型ヒートポンプスク

リュー冷凍機、空気調和設備（収蔵

庫4系統、展示室3系統、一般3系統）

給排水衛生設備　　　給水設備（市水系統、雑給水系統）、

排水設備（合併処理槽）、給湯、カス

ケード、燻蒸、中和槽装置、特殊ガ

ス、焼却炉

監視制御設備　　　　中央監視設備（監視制御点数－全

館2,000点、美術館500点）

昇降機設備　　　　　エレベーター（乗用：750kg×1台、

450kg×2台*　身障者用：750kg×1

台、荷物用：3,000kg×2台*）

　　　　　　　　　　＊美術館用は各1台

建物概要

設計　　　　　　　　㈱環境・建築研究所・㈱佐藤武夫設

計事務所・㈱日建設計　設計共同

企業体

監理　　　　　　　　環境・建築研究所・岡田新一設計事

務所・佐藤武夫設計事務所・日建設

計　建設工事監理共同企業体

施行　　　　　　　　［建築］大成建設・フジタ工業・不動

建設・熊谷組・間組　建築工

事共同企業体

［電気］四国電気工事・近畿電気工

事　電気工事共同企業体

［空調］東洋熱工業・三機工業・ナミ

レイ　空調工事共同企業体

［管］　朝日工業社・大成設備　管

　　　　工事共同企業体

［エレベーター］�東芝

［家具］富士ファニチア�

敷地　　　　　　　　40.6ha（公園全体面積）

構造・規模　　　　　 鉄骨鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　　　地上4階　塔屋1階　地下1階建

延床面積　　　　　　6,518�（3館合計　積層含む－

　　　　　　　　　　　23,814�、積層含まず－22,382�）

建築面積　　　　　　8,363�（3館合計） 

10



113

仕様一覧

その他床壁天井（天井高）面積（�）室名

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（5m）690展示室1

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（4m）204展示室2

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（5m）947展示室3

タイル張り1001屋外展示場

スクリーン、ホワイトボード、
AV設備等

タイルカーペットクロス貼岩綿吸音板（3m）98美術館講座室

流し台、地流し
収納棚等

ビニールシート、
アスファルト防水

有孔珪酸　カルシウム
板　吸音壁

岩綿吸音板（3m）97アトリエ1

流し台、地流し
収納棚等

ナラフローリングブロックRC型岩綿吸音板（3m）93アトリエ2

床暖房設備、収納棚等タイルカーペット
フリーアクセスフロアー

RC型岩綿吸音板（3m）57子供のアトリエ

書架
ローパーテーション等

タイルカーペット・フォー
ムバッカー付防振上げ床

クロス貼岩綿吸音板（2.7m）197レファレンスルーム

可動展示パネルタイルカーペットクロス貼石綿岩綿吸音板（4m）227ギャラリー

大理石貼RC型岩綿吸音板（4.5m）243エントランスホール

絵画ラック、木製棚杉杉　落し込み杉（4.5m）391収蔵庫1

木製棚杉杉　落し込み杉（4.5m）182収蔵庫2

絵画ラックナラフローリング杉　落し込み杉（4m）71一時保管庫
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利　用　案　内

開館時間　　　　　　9:30-17:00

休館日　　　　　　　�毎週月曜日　ただし、月曜日が祝

日又は振替休日に当たるときは、そ

の翌日［5月3日・4日が月曜日のと

きは、5月6日］

�年末年始［12月28日-1月4日］

※このほか、展示替など必要に応じ

て休館することがあります。

観覧料　　　　　　　�常設展

一般200円［160円］

高校生・高専生・大学生及びこれら

に準ずる者100円［80円］

小学生・中学生50円［40円］

［　］内は団体［20人以上］の場合

障害者・高齢者（65歳以上）は割引があります。

祝日及び振替休日は常設展が無料になります。

小・中・高生は土・日・祝日・振替休日および春・

夏・秋・冬休み中の観覧料が無料になります。

�特別展

知事がその都度定める額

交通案内　　　　　　�JR徳島駅から/徳島市営バス・徳

島バス利用（約25分）

�JR牟岐線文化の森駅から/徒歩

（約35分）

�周辺地図

11

JR牟岐線 

大野橋 

室戸･小松島 

文化の森 
方面の標識 

三好(池田)
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