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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

平成 7年 6 月

日本ブラジル修好100周年記念 開館5周年記念展「サ

ンパウロ美術館名品展」を開催

10月

開館 5 周年記念作品 パウル・クレー＜子供と伯母＞

(1937年）、フェルナン・レジェ＜美しい自転車乗り＞

(1944年）の2点を購入

平成12年11月

開館10周年記念展「近代徳島の美術家列伝 明治か

ら第二次世界大戦まで」を開催

平成22年10月

開館20周年記念展「徳島県立近代美術館名品ベスト

100」を開催

沿 革
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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

基 本 理 念 と
事 業 方 針
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事業方針

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 な々美術愛好家の期待に応えるとともに、

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。
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3-1 常設展 平成25年度

「所蔵作品展 徳島のコレクション2013‐Ⅱ～Ⅲ、2014-�」
として3期に分けて、展示室1、2、美術館ロビー、屋外展示場、

彫刻の小径に、「20世紀の人間像」「現代版画」、「徳島ゆ

かりの美術」のコーナーを設け、所蔵作品を紹介してきた。とり

わけ、テーマを設定した特集展示では、多面的な鑑賞の楽し

みの一助となるように、「現代版画」のコーナーでは、年間を通

して様 な々テーマを設けて、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・サイズですが、†が付さ

れたものはシート・サイズです。

展 覧 会 事 業
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1

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-II

● 会期

平成25年4月13日［土］‐9月8日［日］(129日間）

● 休館日

月曜日(4月29日、5月6日、7月15日、8月12日は開館）、

4月30日［火］、5月7日［火］、7月16日［火］

● 視点

平成25年度の所蔵作品展は、当館のコレクションの3つ

の柱（「20世紀の人間像」、「現代版画」、「徳島ゆかりの美

術」）でコーナーを作った他、4回の「特集」展示を行った。

「徳島のコレクション2013-�」では、特集「新収蔵作品を
中心に」と特集「美術館で夏休み」を開催した。

(1) 特集「新収蔵作品を中心に」

平成24年度に収集した作品を展示するお披露目の展

覧会。新収蔵作品に一部既収蔵作品を加えて郭徳俊の

「大統領と郭」シリーズ全10点を紹介したほか、新収蔵と

して、藤川勇造と峯田敏郎の彫刻、徳島ゆかりの守住勇

魚の水彩画、河口楽土の墨彩画、高羽敏の版画を紹介

した。

(2) 特集「美術館で夏休み」

美術館で夏休み気分を味わってもらう趣向の展示を

行った。池田遙邨、広島晃甫、大島哲以、河井清一らの

夏らしい風景画、休日にのんびり過ごす人物を描いた作

品などを展示した。

(3) 「20世紀の人間像」

戦後日本美術を紹介する夏の特別展「戦後＠ニッポ

ン展」の開催にあわせて、原鵬雲、伊原宇三郎、安井曾

太郎などによる、明治から第二次世界大戦終戦までの時

期の人間表現を紹介した。

(4) 「現代版画」

現代版画のコーナーでは、「アメリカの夢」「ベルギーから

の便り」「イタリアの風」の3回に分けて、それぞれの国の出

身作家の作品により、地域による表現の特色を紹介した。

(5) 「徳島ゆかりの美術」

徳島出身の守住勇魚、三宅克己、伊原宇三郎、山下

菊二、菊畑茂久馬らの作品を紹介した。

● 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。

（参考）

・4 月21日［日］ 徳島のコレクションツアー（学芸員によ

る解説）「新収蔵作品を中心に」

・6 月 1 日［土］ こども鑑賞クラブ

・6 月30日［日］ 徳島のコレクションツアー（学芸員によ

る解説）「新収蔵作品を中心に」

・7 月27日［土］ こども鑑賞クラブ

・7 月28日［日］ 徳島のコレクションツアー（学芸員によ

る解説）「美術館で夏休み」

・8 月 3 日［土］ 美術を楽しむ・わたくし流「書で絵や

彫刻の世界をイメージする」

・8 月25日［日］ 徳島のコレクションツアー（学芸員によ

る解説）「美術館で夏休み」

● 印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り） 簡易印刷 前後

期各1種

美術を楽しむ・わたくし流「書で絵や彫刻の世界をイメー

ジする」チラシ：A4判片面 簡易印刷

＊その他印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート」作成の項を参照。

● 入館者数

9,328人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞・雑誌記事、放送番組等

・無記名「版画や彫刻 新収蔵品展 県立近代美術

館」『読売新聞』平成25年4月26日

・平田潤「絵や彫刻に着想 書12点」『徳島新聞』平成

25年8月2日

● 担当学芸員

森芳功、安達一樹、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4月13日

［土］から5月26日［日］まで、*bを付したものは5月28日

［火］から7月15日［月・祝］まで展示した。
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展示室1
■特集 新収蔵作品を中心に 4月13日［土］‐7月15日［月・祝］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

クウァク・ドゥク＝ジュン
（郭徳俊）

オバマと郭 2009
(2009刷り）

シルクスクリーン 紙 51.7×36.7

カーターと郭 1981 シルクスクリーン 紙 53.6×36.9

クリントン�と郭 1997
(2003刷り）

シルクスクリーン 紙 51.8×37.0

クリントン�と郭 1993
(2003刷り）

シルクスクリーン 紙 54.8×41.3

フォードと郭(A) 1975 リトグラフ、エンボス 紙 47.0×34.0

ブッシュ2001と郭 2001
(2002刷り）

シルクスクリーン 紙 54.1×36.3

ブッシュ�と郭 2005
(2011刷り）

シルクスクリーン 紙 52.4×36.9

ブッシュと郭 1989
(2010刷り）

シルクスクリーン 紙 54.0×37.8

レーガンと郭(A) 1981 シルクスクリーン 紙 53.5×37.0

レーガンと郭� 1986 シルクスクリーン 紙 53.4×38.4

河口楽土 雪汀 1978 紙本着色 130.3×162.1

涼声 1977 紙本着色 162.1×112.1

高羽敏 くも 1973.4 エッチング、雁皮刷 紙 14.9×19.1*a

コロナと鳥 1980.5 エッチング、アクアチント メゾチン
ト 雁皮刷 紙

16.7×21.3*a

コロナと鳥 1980.5 エッチング、アクアチント メゾチン
ト 雁皮刷 紙

16.7×21.3*b

じゅずだま 1974.7 ドライポイント、ルーレット、雁皮刷
紙

22.8×13.9*a

すかんぽ 1973.7 エッチング、アクアチント、雁皮刷
紙

24.5×7.8*a

たまご（ことりのす） 1975.12 エッチング、メゾチント 紙 22.6×17.5*b

てんとうむし 1975.8 エッチング、ルーレット、アクアチント、
雁皮刷 紙

14.7×19.6*b

べにたけ 1976.6 エッチング、メゾチント 紙 18.9×13.0*b

化石 1972.12 エッチング、アクアチント 紙 13.2×27.5*a

蛾 1975.3 エッチング、ルーレット、アクアチント
紙

21.0×15.6*b

貝 1973.11 エッチング、メゾチント 紙 13.4×25.6*a

街頭靴修理 1970 エッチング、アクアチント 紙 32.0×22.5*b

魚 1974.3 エッチング、メゾチント 紙 17.2×22.5*a

枯葉 1979.12 エッチング、アクアチント 紙 19.1×14.6*a

枯葉 1979.12 エッチング、アクアチント 紙 19.1×14.6*b

三匹のひさかな 1976.3 エッチング、アクアチント 紙 14.2×18.9*b

鳥と月のかさ 1976.1 エッチング、メゾチント、ルーレット
紙

22.3×16.3*b
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

守住勇魚 風景 不明 水彩 20.3×27.6*a

風景 不明 コンテ 26.0×19.4*a

猫 1879 鉛筆、インク 紙 22.6×26.8*b

藤川勇造 デデの顔 1909 ブロンズ 11.8×12.6×2.3

少女 1933 ブロンズ 21.3×17.8×5.0

裸B 1935 白銅 21.5×30.0×13.3

峯田敏郎 記念撮影
－異人館・窓そして扉－

2005 桂、楠 彩色 200.0×200.0×170.0

■特集 美術館で夏休み 7月17日［水］‐9月8日［日］

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

ホアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1

宇佐美圭司 メナム河畔に出現する水
族館

1967 油彩 キャンバス 185.4×270.3

河井清一 明るい部屋 1962 油彩 キャンバス 112.0×145.2

幸田春耕 向日葵 1958 紙本着色 221.5×154.4

広島晃甫 不二山 大正‐昭和
初期

絹本着色 110.8×41.5

山下菊二 シリーズ 戦争と人間
No.3

1982 コラージュ 32.5×28.5

篠原有司男 バミューダ島で制作する
三木富雄組

1987 油彩 キャンバス 200.2×168.1

大島哲以 さうびの宴 1968 紙本着色 135.0×180.0

池田遙邨 鳴門 1949 紙本着色 218.5×139.7

中西學 ROCKIN’ RIDER’87
－SIDE BY SIDE－

1987 ミクスト・メディア 157.0×192.0×109.0

鏑木清方 夏姿 1939 絹本着色 128.5×41.5

■20世紀の人間像 明治から第二次世界大戦まで

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

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

安井曾太郎 宇佐美氏像 1943-45 油彩 キャンバス 71.7×59.5

伊原宇三郎 座れる裸婦 1926 油彩 キャンバス 73.0×60.3

束髪 1928 油彩 キャンバス 55.0×46.0

白いシュミーズ 1926-27頃 油彩 キャンバス 91.0×72.8

婦人二人像 1920 油彩 キャンバス 79.8×116.3

榻上二裸婦 1932 油彩 キャンバス 162.5×215.2

塩川文麟 韓信堪忍図 1871 紙本着色 153.8×171.4*a
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

荻原守衛 労働者 1909 ブロンズ h.107.0

河井清一 休み日 1928 油彩 キャンバス 194.5×130.3

吉原治良 彫刻と花鳥 1931 油彩 キャンバス 53.3×46.0

久米福衛 婦人像 1918 油彩 キャンバス 45.5×33.5

橋本関雪 五柳先生 大正初期 絹本着色 159.5×351.0*b

熊谷守一 裸婦 1940 油彩 キャンバス 65.2×53.0

原鵬雲 楠公櫻井驛図 1877 油彩 綿布 和紙 板 57.0×77.0

甲斐庄楠音 金針を持つ女 1925頃 絹本着色 53.8×42.5*b

山下菊二 裸婦 1939 油彩 キャンバス 41.0×24.0

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

秦テルヲ 眠れる子 1923頃 寒冷紗着色 56.5×45.0*a

清原重以知 ロシヤの女優 1916 油彩 キャンバス 65.2×65.2

石丸一 家族の肖像 1930頃 油彩 キャンバス 193.9×130.3

千種掃雲 魚市場 1910 絹本着色 85.2×144.9*a

前田寛治 大工 1927 油彩 キャンバス 116.7×90.9

村山槐多 女の顔 1914 木炭 紙 60.0×44.5*b

椿貞雄 弟茂雄像 1915 油彩 板 45.5×33.4

藤田嗣治 トランプ占いの女 1914 水彩 紙 30.5×22.5

板東敏雄 ヴァイオリンを持つ婦人像 1930代 油彩 キャンバス 81.0×65.0

服部仁郎 使命 1924 木彫 h.171.0

里見勝蔵 女 1933頃 油彩 キャンバス 100.0×72.7

林武 女の顔 1926-36 油彩 キャンバス 53.4×33.5

婦人像 1937 油彩 キャンバス 72.8×60.6

■現代版画 アメリカの夢 4月13日［土］‐5月26日［日］

アラン・ダーカンジェロ 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉4．風景�

1965 シルクスクリーン 紙 61.1×50.5†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉7．風景�

1965 シルクスクリーン ビニール 76.0×60.9†

アレン・ジョーンズ 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉11．ミス・ア
メリカ

1965 リトグラフ 紙 60.9×50.8†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉8．「ジャネッ
トは服を着ている…」

1965 リトグラフ 紙 59.9×47.9†

アンディ・ウォーホル 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉2．ジャク
リーン・ケネディ�

1965 シルクスクリーン 紙 52.9×44.3†
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンディ・ウォーホル 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉6．ジャク
リーン・ケネディ�

1965 シルクスクリーン 紙 101.5×76.2†

ジェイムズ・ローゼンクイス
ト

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉3．ユーゲン・
ルーヒンのためのホイップ
バター

1965 シルクスクリーン 紙 61.2×76.2†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉5．愛のため
に

1965 シルクスクリーン 紙 90.2×67.2†

ジェラルド・ライング 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉10．コンパクト

1965 シルクスクリーン、コラージュ 紙 61.0×51.5†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉8．スライド

1965 シルクスクリーン、コラージュ スチ
レン

76.2×61.0†

ジム・ダイン 版画集〈11人のポップ・
アーチストI〉5．突き錐

1965 シルクスクリーン 紙 60.7×50.1†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉1．のど

1965 シルクスクリーン 紙 76.1×61.0†

ジョン・ウェスレー 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉7．処女

1965 シルクスクリーン 紙 60.8×50.7†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉11．一角獣
たちの夢

1965 シルクスクリーン 紙 72.8×97.7†

トム・ウェッセルマン 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉10．裸婦

1965 シルクスクリーン 紙 60.7×75.3†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉7. TV静物

1965 シルクスクリーン 紙 73.6×96.3†

ピーター・フィリップス 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉6．カスタム・
プリント�

1965 シルクスクリーン 紙 61.0×50.8†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉2．カスタム・
プリント�

1965 シルクスクリーン 紙 61.0×76.3†

メル・ラモス 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉9．シック

1965 シルクスクリーン 紙 60.9×50.5†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉10．ミス・コ
ンフォート・クリーム

1965 シルクスクリーン 紙 101.4×76.4†

ロイ・リクテンスタイン 版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉3．月の風景

1965 シルクスクリーン メタルプラスチッ
ク

50.5×60.8†

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉4．夢想

1965 シルクスクリーン 紙 68.7×58.4

■現代版画 ベルギーからの便り 5月28日［火］‐7月15日［月・祝］

ジャン＝ミシェル・フォロン リリー、わたしを愛して 1975 シルクスクリーン 紙 52.0×72.0

街のジャングル－怪物 1972 シルクスクリーン 紙 55.6×75.0

街のジャングル－侵入 1972 シルクスクリーン 紙 51.5×74.4

街のジャングル－日刊紙 1972 シルクスクリーン 紙 55.0×74.0

自画像 1971 シルクスクリーン 紙 80.0×59.9
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ジャン＝ミシェル・フォロン 版画集〈…からの便り〉1．
富士山からの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.2×67.5

版画集〈…からの便り〉2．
ロッキー山脈からの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.5×65.5

版画集〈…からの便り〉3．
中国からの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.5×67.3

版画集〈…からの便り〉4．
カリフォルニアからの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.5×67.5

版画集〈…からの便り〉5．
ニューヨークからの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.4×67.6

版画集〈…からの便り〉6．
シィクラディーズからの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.6×67.6

版画集〈…からの便り〉7．
フロリダからの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.6×70.2

版画集〈…からの便り〉8．
コニー島からの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.6×67.2

ピエール・アレシンスキー 版画集〈モニュメント・タ
バコ〉�

1978 エッチング、アクアチント 紙 45.2×31.5†

版画集〈モニュメント・タ
バコ〉�

1978 エッチング、アクアチント 紙 45.5×31.3†

版画集〈モニュメント・タ
バコ〉�

1978 エッチング、アクアチント 紙 45.1×31.3†

版画集〈モニュメント・タ
バコ〉�

1978 エッチング、アクアチント 紙 45.3×31.3†

版画集〈モニュメント・タ
バコ〉�

1978 エッチング、アクアチント 紙 45.0×31.0†

■現代版画 イタリアの風 7月17日［水］‐9月8日［日］

エンツォ・クッキ あいまいなイメージ 1982 アクアチント、シルクスクリーン 紙 87.5×138.0

サンドロ・キア ペリシテ人とボヘミア人 1990 エッチング、グワッシュ、コラージュ
雁皮紙、こうぞ紙、すだれ

110.6×161.5†

フランチェスコ・クレメンテ イエスかノーか 1982 スピットバイト 紙 60.4×91.0

フランチェスコ・クレメンテ 音楽 1981 ドライポイント 紙 20.0×15.0

ミンモ・パラディーノ ものを言わぬ人 1985 アクアチント、コラージュ 紙 156.9×87.5

展示室2
■徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎 アトリエ 1959 油彩 キャンバス 91.2×116.9

滑り台のある風景 1968 油彩 キャンバス 100.2×80.5

丘の風景 1958 油彩 キャンバス 80.4×100.0

室内風景 1948 油彩 キャンバス 116.7×90.9

菊畑茂久馬 天動説 1981 油彩 木、キャンバス 89.3×130.3

奴隷系図－円鏡による
No.12

1962 カシュー、その他 板 92.1×94.4×2.3

奴隷系図－円鏡による
No.13

1962 カシュー、その他 板 95.0×85.1×1.5
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

菊畑茂久馬 燃える顔 1975 鉄、真鍮、木 18.8×15.8×4.3

三宅克己 京都下加茂の雨 不詳 水彩 紙 33.8×45.8*b

渓流（箱根底倉） 1941 水彩 紙 68.0×101.0*b

甲州桂川風景 1951頃 水彩 紙 32.2×41.1*b

切り通し 1894 水彩 紙 32.3×23.6*a

日光含満ヶ渕 昭和初期 水彩 紙 22.2×27.4*b

箱根湯本附近の桜 不詳 水彩 紙 24.0×35.0*a

風景 1905 水彩 紙 37.3×47.1*a

風景 1893 水彩 紙 21.0×30.0*a

山下菊二 襖を抜く 1972 油彩 キャンバス 104.0×73.3

少年祭に走る 1964 油彩 獣毛 コラージュ 54.8×79.5

父はは 1972 油彩 キャンバス 73.0×91.3

守住勇魚 牡丹 明治期 油彩 紙 34.7×24.9*a

牡丹と木蓮 明治期 油彩 紙 25.1×34.7*a

家のある風景 明治期 油彩 紙 24.3×32.2*b

木蓮 明治期 油彩 紙 25.0×34.7*a

薔薇 明治期 油彩 紙 32.1×24.1*b

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 217.0×92.0×79.0

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 193.0×94.0×142.0

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

■彫刻の小径

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

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

道北英治 かけらたち（大地のなか
ま）

1991 花崗岩 252.0×363.0×200.0
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2

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-III

● 会期

平成25年9月14日［土］‐12月15日［日］（80日間）

● 休館日

月曜日（10月14日、11月4日は開館）、10月15日、11月5

日

● 視点

展示室1では、「特集・あなたのとなりに」と題して、現代

の社会の中で、実際に起こった事象に取材し、制作され

た作品を展覧した。私たちの日常のとなりで生じていたこと

に、同時代の作家たちはどのような目を向け、どのような作

品が生まれたのか、表された人の姿を通して、その向こう

に遙かに広がる世界に気持ちを向けてもらえるよう企図し

た。森口ゆたか、片瀬和夫、ユン・ソクナム、アルフレッド・

ジャーの作品による展示とした。

「20世紀の人間像」では、パウル・クレー、フェルナン・レ

ジェなど、当館コレクションの核となる作品群に加えて、広

い空間を使ってアントニー・ゴームリーの彫刻作品を展覧し

た。作品は、それが置かれた場の風景や空気を変化させ、

ひいては観る者の内にも変化をもたらす存在として作用す

ることを示そうとした。質の高い制作を続けてきたゴームリー

の作品の前に立ち、自らの意識に集中し、世界を認識す

るための「触媒」として機能する作品であることを理解して

もらおうとした。

「現代版画」では、「元永定正の版画と絵本」と題して、

2回に分けて所蔵の版画作品を紹介するとともに、絵本も

手に取り、楽しめるように展示スペースに設置した。展示室

2の「徳島ゆかりの美術」では、平成25年6月22日、富士山

の世界文化遺産登録の決定を受けて、久米福衛の〈富

士〉を始め、石川真五郎、伊原宇三など、徳島ゆかりの作

家が描いた内外の風景を紹介した。

● 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、4-2-7「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

4,177人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞・雑誌記事、放送番組等

（該当事項なし）

● 担当学芸員

吉原美惠子、安達一樹、森芳功

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは*10月27日

［日］まで、*bを付したものは10月29日［火］から展示。
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展示室1
■特集 あなたのとなりに 9月14日［土］‐12月15日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アルフレッド・ジャー シックス・セカンズ 2000 ライトボックス（2個）、カラートランス
ペアレンシー

188.0×127.0×12.7

ユン・ソクナム（尹錫男） ベンチ 1992-2004 ミクストメディア 116.0×151.0×45.0

森口ゆたか HUG 2010-11 DVDディスクに記録された映像
をプロジェクターにより投影

片瀬和夫 ホームレス 1992 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

100.0×200.0×90.0

■20世紀の人間像

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5

アントニー・ゴームリー レバー 1992 鉄 172.0×62.5×32.5

天使の器� 1989 石膏、ファイバーグラス、鉛、鋼鉄、
空気

197.0×858.0×46.0

ジャン・デュビュッフェ 熱血漢 1955 油彩 キャンバス 65.0×50.5

ジュール・パスキン 下着の裸婦 1926 油彩 キャンバス 92.0×73.0

ジュリアン・シュナーベル マルクス 1983-84 油彩、皿 板 124.6×115.2

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

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

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

石内都 「25 MAR 1916」＃1 2000 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0*a

「25 MAR 1916」＃2 2000 ゼラチンシルバープリント 38.0×27.0*a

「25 MAR 1916」＃3 2000 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0*b

「25 MAR 1916」＃4 2000 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0*b

「25 MAR 1916」＃5 2000 ゼラチンシルバープリント 38.0×27.0*a

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

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

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

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

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

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

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

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

14



現代版画
■元永定正の版画と絵本� 9月14日［土］‐10月27日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

元永定正 い 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

いいろろ 1977 シルクスクリーン 紙 47.0×61.0

オレンジの中で 1977 シルクスクリーン 紙 47.0×61.0

ぎざぎざのなかのきいろ 1986 シルクスクリーン 紙 65.0×46.0

さんかく 1979 シルクスクリーン 紙 95.0×43.0

しろいせんから 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

せのひくいおれんじはまん
なかあたり

1984 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

はちほん 1986 シルクスクリーン 紙 46.0×65.0

ぱぱぴぴぷう 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

ふくい 1983 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

ゆかわ 1983 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0

作品 1968 シルクスクリーン 紙 65.5×80.0

■元永定正の版画と絵本� 10月29日［火］‐12月15日［日］

元永定正 いろのけむりがでているみ
たい

1984 シルクスクリーン 紙 46.0×65.2

おれおれまがり 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

かさねいろだま 1984 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0

かたちふたつはぐるぐるの
せん

1987 リトグラフ 紙 47.5×59.0

かわばた 1983 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

ぎざぎざ 1979 シルクスクリーン 紙 60.0×45.0

さとう 1983 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0

さんかくだけにあかいせん 1987 リトグラフ 紙 36.6×59.0

しろいせんのあみめから 1981 シルクスクリーン 紙 55.0×38.0

しろいひかりがでているみ
たい

1977 シルクスクリーン 紙 61.0×47.0

すうしきもある 1984 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

ともなが 1983 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0

のびるしろ 1981 シルクスクリーン 紙 36.0×57.0

展示室2
■徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎 パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

15



作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 赤い屋根のある風景 1917-18頃 油彩 板 37.0×26.9

南仏 ヴァンスにて 1956-58 油彩 キャンバス 45.6×55.6

裏磐梯 1963 油彩 キャンバス 41.0×53.6

一原五常 風景 1930 油彩 キャンバス 117.0×91.2

河井清一 都の雪 1922 油彩 キャンバス 60.8×49.8

久米福衛 富士 不詳 油彩 キャンバス 41.0×32.0

富士遠望 不詳 油彩 キャンバス 78.0×115.0

三宅克己 伊豆南條よりの富士 制作年不詳 水彩 紙 49.0×64.0

残雪 1922 水彩、鉛筆 紙 66.0×100.0

秋 1930 水彩 紙 65.5×99.5

箱根の秋 昭和初期 水彩 紙 32.3×50.0

石丸一 山 1942 油彩 キャンバス 130.0×193.0

山郷 1943 油彩 キャンバス 72.0×90.0

灯台のある風景 1940代前半 油彩 キャンバス 50.0×65.0

石川真五郎 剣山 1948-72頃 油彩 キャンバス 24.3×33.4

夕景 1922 油彩 板 22.1×15.8

立木と塀 1929 油彩 キャンバス 53.0×45.5

板東敏雄 風景 1922以前 油彩 キャンバス 31.9×42.3

富永勝重 海浜遠望 不明 油彩 キャンバス 45.0×53.0

旗のある風景 不明 油彩 キャンバス 64.0×79.0

樹のある風景 不明 油彩 キャンバス 33.0×45.0

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 217.0×92.0×79.0

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 193.0×94.0×142.0

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0
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■彫刻の小径

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

道北英治 かけらたち（大地のなか
ま）

1991 花崗岩 252.0×363.0×200.0
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3

所蔵作品展 徳島のコレクション2014-I

● 会期

平成25年12月21日［土］‐平成26年4月6日［日］(86日間）

● 休館日

月曜日(12月23日、1月13日は開館）、12月24日［火］、

1月14日［火］、年末年始：12月29日［日］～1月4日［土］

● 視点

(1) 特集「特集 誰？」

「誰？」と題して、モデルをそれぞれの作家が特徴的な

表現で描いた安井曾太郎とパブロ・ピカソから始まり、アン

ディ・ウォーホルによる黒く表されたマリリン・モンロー、モデ

ルのイメージが薄れ壊れかけている井原康雄や作家が名

画になりすました森村泰昌の作品。チャック・クロースが指

紋で描いた作品、トーマス・ルフによる巨大な女性の写真、

高松次郎の影の自画像とストーリー仕立てで展開し、最

後は究極の誰？である私についての問いをはらむ森口宏

一とアントニー・ゴームリーの彫刻を展示することで、人間像

をテーマとしてコレクションされた作品の多様性を紹介した。

(2) 「20世紀の人間像」

キュビスムの作家として知られるグレーズの作品、ピカソ

〈赤い枕で眠る女〉やその前後に描かれた20世紀前半の

ヨーロッパ絵画の名品を、また第二次世界大戦後の作品

としてクライン、奈良美智などを展示するとともに、20世紀後

半の日本画として、日本の死生観を見つめた川端健生の

作品、三谷十糸子によるモダンな洋装姿の女性像などを

紹介した。

(3) 「現代版画」

現代版画のコーナーでは、会期前半にベン・シャーンの

版画集〈リルケ『マルテの手記』より：一行の詩のために

は・・・〉、後半で20世紀のフランスを代表する画家アンリ・

マティスの版画集〈ジャズ〉の2つの版画集を紹介した。

(4) 「徳島ゆかりの美術」

平成25年11月に亡くなった佐野比呂志の作品2点を

展示したほか、徳島出身の三宅克己、伊原宇三郎、山下

菊二、菊畑茂久馬らの作品を紹介した。

● 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。

（参考）

・1月11日［土］ こども鑑賞クラブ

・2月9日［日］ 徳島のコレクションツアー（学芸員による解

説）

・3月16日［日］ 徳島のコレクションツアー（学芸員による

解説）

・3月23日［日］ 美術を楽しむ・わたくし流「人形たちが

「誰？」を探る」 白澤知里（人形遣い）

● 印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り） 簡易印刷

美術を楽しむ・わたくし流「人形たちが「誰？」を探る」チラ

シ：A4判 簡易印刷

＊その他印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート」作成の項を参照。

● 入館者数

1,957人（3月31日まで）

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞・雑誌記事、放送番組等

（該当事項なし）

● 担当学芸員

森芳功、安達一樹、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12月21日

［土］から2月16日［日］まで、*bを付したものは2月18日

［火］から4月6日［日］まで展示した。
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展示室1
■特集 誰？ 12月21日［土］‐4月6日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンディ・ウォーホル 多色による4つのマリリン 1979-86 アクリル絵具、シルクスクリーン
キャンバス

92.0×70.8

アントニー・ゴームリー 天使の器� 1989 石膏、ファイバーグラス、鉛、鋼鉄、
空気

197.0×858.0×46.0

チャック・クロース マルタ／フィンガーペイン
ティング／ホワイト

1986 油性インク、アクリル絵具 キャン
バス

61.2×51.2

トーマス・ルフ ポートレート
（Andrea Knobloch）

1990 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

210.0×165.0

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

安井曾太郎 宇佐美氏像 1943-45 油彩 キャンバス 71.7×59.5

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

UNTITLED 3 1987 アクリル系パテ、その他 128.7×99.6

高松次郎 影の自画像 1964 ラッカー キャンバス 65.1×53.2

森口宏一 私（立像） 1999 ブロンズ アクリル板 182.0×49.0×38.0

森村泰昌 肖像（少年1） 1988 写真、メディウム 210.0×120.0

肖像（少年2） 1988 写真、メディウム 210.0×120.0

肖像（少年3） 1988 写真、メディウム 210.0×120.0

■20世紀の人間像

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

アンソニー・グリーン 回顧作品その2－ピンポ
ン・ルーム，1960－

1986 油彩 キャンバス 206.6×234.0

イヴ・クライン 空気の建築；ANT 119 1961 顔料、合成樹脂 紙、キャンバス 262.0×200.0

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

パブロ・ピカソ 赤い枕で眠る女 1932 油彩 キャンバス 38.0×46.0

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

三谷十糸子 夕 1969 紙本着色 215.0×156.0*b

川端健生 宇曽利山湖 1995 綿布着色 240.0×182.0*a

奈良美智 UNTITLED
（BROKEN TREASURE）

1995 アクリル絵具 綿布 150.0×150.0

平賀敬 小磯夜桜 1986 アクリル絵具 キャンバス 130.3×161.8

現代版画
■『マルテの手記』より 12月21日［土］‐2月16日［日］

ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉1．多くの都市

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉10．少年の日
の思い出を

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉11．心を悲しま
せてしまった両親を

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉12．少年時代
の病気を

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉13．静かなしん
とした部屋で

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉14．海辺の朝

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉15．海そのもの
の姿

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉16．星くずととも
に消え去った旅寝の夜々

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉17．愛にみちた
多くの夜の回想

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉18．産婦の叫
び

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉19．白衣のな
かに眠りに落ちて恢復を
待つ産後の女

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉2．多くの人々
を

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉20．死んでゆく
人の枕もと

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉21．死者の傍
で

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉22．一篇の詩
の最初の言葉

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉3．多くの事物
を

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉4．禽獣を知ら
ねばならぬ

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉5．飛ぶ鳥のす
がた

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉6．小さな草花
のたたずまい

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉7．まだ知らぬ
国 の々道を

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉8．思いがけぬ
解逅

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉9．遠くから近
づいてくるのが見える別
離

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉扉1

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉扉2

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

現代版画
■ジャズ 2月18日［火］‐4月6日［日］

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉1．道化
師

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉10．ピエ
ロの葬式

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉11．空
中ブランコ

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉12．水
槽を泳ぐ女

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉13．サー
ベルを嚥む男

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉14．カウ
ボーイ

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉15．ナイ
フを投げる男

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉16．運
命

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉17．干
潟

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉18．干
潟

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉19．干
潟

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉2．サー
カス

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉20．そり 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉3．ロワイ
ヤル氏

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉4．白象
の悪夢

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉5．馬、
曲馬師、道化

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉6．狼 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉7．ハート 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉8．イカル
ス

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉9．フォル
ム

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

展示室2
■徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎 二人（習作） 1930 油彩 キャンバス 161.0×143.7

白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

菊畑茂久馬 ルーレット 1963 エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ 紙、木

118.3×25.8×12.0

ルーレット 1963 エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ 木

107.0×35.0×21.0

佐野比呂志 ひとり 1970 油彩 キャンバス 145.0×97.0

牛と少年 1954 油彩 キャンバス 116.7×90.9

三宅克己 あさやけ 1907 水彩 紙 37.0×46.0*b

信州田口雪景 1941 水彩 紙 29.0×75.0*a

釣堀武蔵野の或村 1954 水彩 紙 33.5×24.6*b

日吉台の雪 1936頃 水彩 紙 32.2×49.5*a

箱根湯本附近の桜 不詳 水彩 紙 24.0×35.0*b

山下菊二 高松所見 1936 油彩 キャンバス 65.0×80.5

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）

1966 油彩 合板 88.2×173.5

筑豊炭田地帯 1960 油彩 合板 183.5×173.7

森堯之 ハルビンの洋品店 不詳 鉛筆、油彩 板（合板） 23.8×32.9

ハルビン風景 不詳 油彩 板 21.1×27.1

22



作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

森堯之 ハルビン風景 不詳 油彩 キャンバス 31.9×41.0

森堯之 ロシア教会 1941 油彩 キャンバス 40.8×31.9

森堯之 花と蝶 1941 油彩 板 41.4×32.2

■美術館ロビー

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

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

柳原義達 人 1960 ブロンズ 118.0×40.0×70.0

■屋外展示場

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 217.0×92.0×79.0

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 193.0×94.0×142.0

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

■彫刻の小径

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

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

道北英治 かけらたち（大地のなか
ま）

1991 花崗岩 252.0×363.0×200.0
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3-2 特別展 平成25年度特別展一覧

1〈遊ぶ〉シュルレアリスム

平成25年4月27日［土］‐6月30日［日］

2 戦後＠ニッポン展

平成25年7月13日［土］‐9月8日［日］

3 西洋美術との出会い－徳島の4人原鵬雲、井上辨次郎、

守住貫魚、守住勇魚

平成25年10月5日［土］‐12月1日［日］
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1

〈遊ぶ〉シュルレアリスム

● 会期

平成25年4月27日［土］‐6月30日［日］：56日間

● 休館日

月 曜 日、4月30日［火］、5月7日［火］＊4月29日［月］、5

月6日［月］は祝日開館

● 視点

シュルレアリスムは第一次大戦直後のパリにおこり、やが

て全世界にひろがった20世紀最大の芸術運動である。伝

統的な美術の枠から脱けでて、自由な表現をめざした

シュルレアリストたちの様 な々試みは軽やかな「遊び」の要

素を持っている。本展では、特にこの「遊ぶ」をキーワードに、

体験コーナーやワークショップも多数用意して、シュルレアリ

スムの物の見方、生き方を追体験するきっかけを提供した。

エルンスト、マグリット、ダリ、タンギー、マン・レイ、ベルメー

ル、コーネル、デルボー、ミロ、マッタ等による、絵画、彫刻、

写真、版画、資料など約200点を次の7つのコーナーに分

けて紹介した。

［第1室 友人たちの集い］：アンドレ・ブルトンをはじめと

するシュルレアリストたちの活動を、資料も交えて紹介。［第

2室 オブジェと言葉の遊び］：シュルレアリスムの遊びの

基本にあった「オブジェ」（用途や意味をうばわれた既製

品や物自体）による作品を展示。［第3室 コラージュと偶

然の出会い］：エルンストやコーネルなどによるコラージュ作

品を展示。［第4室 写真の超現実］：マン・レイを中心と

したシュルレアリストたちの写真作品を展示。［第5室 人

体とメタモルフォーズ］：シュルレアリスム作品を、人体像に

焦点をあてて紹介。［第6室 不思議な風景］：シュルレア

リスムの絵画における風景を紹介。［第7室 驚異・自然・

コレクション］：シュルレアリスム作品にみられる驚異、自然

のイメージと、それを生みだす手作業の意味に焦点を当て

て紹介。

また、シュルレアリスムを頭だけではなく体や心でも感じて

みる体験コーナーとして、［「ヒモ」を落としてみる］、［落下し

た「ヒモ」が「モビール」になる］、［こすってみる（フロッター

ジュ）］、［お絵描きリレー］、［ストーリー・リレー、シャッフルの

巻］、［不思議な風景（コラージュ）］、［リモコン描画］、［自

動ダンス装置］の8コーナーを常時体験可能なものとして設

けるとともに、「〈踊る〉シュルレアリスム」などの期日限定の

ワークショップも複数開催した。

また、幼保、小中高の学校関係の見学が多く訪れたこ

とも特徴的であり、体験コーナーや体を使った鑑賞などを

行った。

総じて、シュルレアリスムに親しみながら作品への新鮮な

アプローチを提供することができた。

● 主催

徳島県立近代美術館

徳島新聞社

四国放送

● 後援

在日フランス大使館

アンスティチュ・フランセ日本

NHK徳島放送局

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 協力

日本航空

日本通運

● 企画協力

アートプランニングレイ

● 観覧料

一般 600円（480円）

高校・大学生 450円（360円）

小学・中学生 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。

● 印刷物等

ポスター：B2判

チラシ：A4判

図録：B5変形判（217mm×165mm）136ページ

● 入館者数

4,496人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「文化の森13年度も催し多彩 近代美術館「〈遊ぶ〉

シュルレアリスム」楽しみながら鑑賞」『徳島新聞』 平成

25年3月30日

「県立近代美術館特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」作家

の深層心理表現 27日から 伝統の枠抜け出す」『徳

島新聞』 平成25年4月23日

「超現実の世界に遊ぶ 県立近代美術館特別展始ま

る」『徳島新聞』 平成25年4月27日

「シュルレアリスム満喫 県立近代美術館 ダリらの200
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点」『読売新聞』 平成25年5月1日

「とく6徳島」 NHK徳島 平成25年5月2日

「フォーカス徳島」 四国放送 平成25年5月3日

「“遊び”の部分感じて 徳島 シュルレアリスム特別展

雰囲気味わえる体験コーナーも」『毎日新聞』 平成25年

5月9日

「町の話題」 国府町CATV 平成25年5月10日、11日

「土曜ワイドとくしま」 四国放送ラジオ 平成25年5月11

日

「日曜美術館 アートシーン」 NHK 平成25年5月26

日

「四国中国文化ガイド〈6月前半〉シュルレアリスム展 徳

島・県立近代美術館」『高知新聞』 平成25年6月3日

「ニュース 〈踊る〉シュルレアリスム」 NHK徳島 平成

25年6月9日

「今月のsujet 〈遊ぶ〉シュルレアリスム」『Art de Vivre』

平成25年6月 vol.07

●担当学芸員

友井伸一、森芳功
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●出品リスト
第1室 友人たちの集い

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

＜遊ぶ＞シュルレアリスム
展資料

マルセイユのカード遊び 1941
（1964）

複製 8.9×5.8 個人

アンドレ・ブルトン 『シャルル・フーリエ頌』
（フレデリック・キースラー
装・挿画）

1947 書籍 28.0×16.0 個人

『シュルレアリスムの最近
の位置をめぐる連続徹底
討論会』案内状

1935 印刷物 紙 20.7×18.2 個人

『シュルレアリスム宣言・
溶ける魚』

1924 書籍 18.9×12.1 明治学院大学図書館

『シュルレアリスム宣言
集』

1955 書籍 20.7×18.2 個人

シュルレアリスム・さえも（1-
5号）

1956-59 雑誌 19.4×19.6 徳島県立近代美術館

革命のためのシュルレアリ
スム 1-6号（2号欠）

1930-33 雑誌 27.5×19.0 徳島県立近代美術館

詩画集『フライングケー
ジ』（イヴ・タンギー挿画）

1963 印刷物 紙 28.0×22.0 明治学院大学図書館

アンドレ・ブルトン、イヴ・タ
ンギー、ヴァランティーヌ・
ユゴー、ジャネット・タン
ギー

甘美な死骸 1933頃 色チョーク 黒紙 32.6×25.2 岡崎市美術博物館

サルバドール・ダリ 女の胸像（回顧された） 1977 ブロンズ、その他 74.0×67.0×27.0 徳島県立近代美術館

シドニー・ジャニス、マルセ
ル・デュシャン

ファースト・ペーパーズ・オ
ブ・シュルレアリスム

1942 26.7×18.4 徳島県立近代美術館

チャールズ・ヘンリー・
フォード

ヴュー（1-9-10ほか26冊
欠号有り）

1940-47 雑誌 徳島県立近代美術館

デイヴィッド・ヘア VVV誌 1-4号 1942-44 雑誌 28.0×21.5 徳島県立近代美術館

ピエール・ナヴィル シュルレアリスム革命 1-
12号

1924-29 雑誌 28.9×19.5 徳島県立近代美術館

マックス・エルンスト クィーン、ビショップ、ナイト 1952 ブロンズ 11.5×25.5×12.0 富山県立近代美術館

王妃とチェスをする王 ブロンズ 96.0×82.5×53.5 豊田市美術館

マルセル・デュシャン ひげをそったL.H.O.O.
Q.

1965 トランプの札 台紙 8.8×6.2 高松市美術館

マン・レイ アンドレ・ブルトン／ソラリ
ゼーション

1930 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

30.3×24.3 広島県立美術館

イヴ・タンギー 1936 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

28.7×22.6 福岡市美術館

オブジェ・シュルレアリスト
展におけるサルバドール・
ダリのオブジェ

1936 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

26.0×21.2 広島県立美術館

サルバドール・ダリ 1929 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.1×21.4 福岡市美術館

シュルレアリスムのグルー
プ ツァラのアトリエの前
で

1930 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

23.0×31.8 岡崎市美術博物館

ジョアン・ミロ 1930 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.1×22.9 福岡市美術館

ジョルジョ・デ・キリコ 1934 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.4×21.3 福岡市美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

マン・レイ スペードの女王 1925 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

12.5×9.5 Marion Meyer
Contemporain

チェス・セット 1962 ミクスト・メディア 99.5×57.0×9.5 Marion Meyer
Contemporain

ハンス（ジャン）・アルプ 1930 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

28.8×22.5 福岡市美術館

ポール・エリュアールとアン
ドレ・ブルトン

1933 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.3×21.3 福岡市美術館

マックス・エルンスト 1934 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.4×19.9 福岡市美術館

マルセル・デュシャン 1924 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

28.6×22.4 福岡市美術館

マン・レイ 1934 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

30.0×21.6 福岡市美術館

マン・レイによるマネキン人
形、シュルレアリスム国際
展

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

18.5×13.6 岡崎市美術博物館

運命 リトグラフ 紙 55.0×75.2 Marion Meyer
Contemporain

永遠の魅力 チェス・ボード、木製の
駒

57.0×34.5×34.5 Marion Meyer
Contemporain

写真集『マネキン人形た
ち』

作品集 30.0×26.5 岡崎市美術博物館

醒めてみる夢の会 1924 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

16.3×22.3 東京都写真美術館

恋人たち＋裸体とチェス
セット マン・レイのパリの
アトリエ

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

58.0×68.0 Marion Meyer
Contemporain

作者不詳海外（〈遊ぶ〉
シュルレアリスム展）

『1947年のシュルレアリス
ム』シュルレアリスム国際
展カタログ（特装本／マル
セル・デュシャン装）

1947刊 フォームラバー、リトグラ
フ、エッチング、木版

25.0×21.5×6.1 うらわ美術館

作者不詳海外（〈遊ぶ〉
シュルレアリスム展）

『シュルレアリスム絵画
展』カタログ

1925 印刷物 紙 19.0×14.2 個人

第2室 オブジェと言葉の遊び

アルトゥロ・シュヴァルツ 大ガラスと関連作品
第一巻

1967 エッチング 紙、自筆
ノートのファクシミリ

42.2×25.0 徳島県立近代美術館

大ガラスと関連作品
第二巻

1968 エッチング 紙、自筆
ノートのファクシミリ、
〈大ガラス〉のマルチ
プルでもあるアクリル製
のケース

42.2×25.0 徳島県立近代美術館

サルバドール・ダリ 象徴的機能をもつオブ
ジェ・シュルレアリスト――
ガラの靴

1931
（1975）

革、石、ガラス、写真、
毛、レース他

52.0×34.0×20.0 公益財団法人諸橋近
代美術館

ジャスパー・ジョーンズ M.D. 1974 型抜き ボード 55.9×45.7 徳島県立近代美術館

ジャン・アルプ 紙おもちゃから 1960 ブロンズ 22.0×49.0×34.5 岐阜県立美術館

ジョセフ・コーネル 無題（古い写真とオブ
ジェの入った箱）

1932 ミクスト・メディア、写真 30.5×20.3×5.7 広島県立美術館

トワイヤン 『トワイヤン展』カタログ 1953 印刷物 紙 14.6×23.3 個人
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

トワイヤン 『冒涜の森、その他のテ
クスト』（アンドレ・ブルトン
の序、ジャン－ピエール・
デュプレー著）

1970 版画6点 ドライポイ
ント、布、紙ボード、発
泡スチロール、他

25.4×20.2×8.0 うらわ美術館

マルセル・デュシャン L.H.O.O.Q. 1919
（1964）

複製、鉛筆 26.8×17.8 高松市美術館

トランクの中の箱 1941 ミクスト・メディア 40.7×38.1×10.2 高松市美術館

なりたての未亡人 1920
（1964）

木、革、ガラス、フラン
ス窓のミニチュア

79.0×54.1×10.8 広島市現代美術館

ロトレリーフ 1935
（1965）

紙製ディスク 径20.0 埼玉県立近代美術館

版画集〈恋人たち〉12．
…裸にされた花嫁 セカ
ンド・ステート

1968 エッチング、アクアチン
ト 紙

34.8×23.6 徳島県立近代美術館

版画集〈恋人たち〉2．準
クラナッハ選集、“本日休
演”による セカンド・ス
テート

1967 エッチング、アクアチン
ト 紙

34.8×23.7 徳島県立近代美術館

版画集〈恋人たち〉8．ア
ウアー燈 セカンド・ス
テート

1968 エッチング、アクアチン
ト 紙

34.8×23.7 徳島県立近代美術館

彼女の独身者たちによっ
て裸にされた花嫁、さえも
（グリーン・ボックス）

1934 93点資料と1点のカ
ラー図版を、緑色のス
ウェードをはった厚紙
の箱に収めたもの

33.2×28.0×2.5 徳島県立近代美術館

マルセル・デュシャン、ア
ルトゥロ・シュヴァルツ

眼科医の証人『大ガラス
と関連作品』より

1967-68 エッチング 紙 42.2×25.0 徳島県立近代美術館

マン・レイ トロンプ・ルフ（だまし卵） 1930
（1963）

ミクスト・メディア、写真 60.0×50.0×12.5 Marion Meyer
Contemporain

パン・パン（彩色パン） 1958
（1966）

ブロンズ 27.0×89.5×9.5 Marion Meyer
Contemporain

フランスのバレエ� 1956
（1971）

ブロンズ 85.0×23.0 Marion Meyer
Contemporain

ペシャージュ（桃・雲・風
景）

1969
（1972）

木の箱、人工の桃3
個、綿

36.0×24.0×11.5 Marion Meyer
Contemporain

マン・レイ（手・光線） 1935
（1971）

着 色ブロンズ、ビリ
ヤード玉

24.0×14.6×15.0 Marion Meyer
Contemporain

ル・マンシュ・ダン・ラ・マ
ンシュまたは打ち手なき鎚

1927
（1962）

ハンマー、ガラス瓶 h.29.0 Marion Meyer
Contemporain

ローズ・セラヴィ／マルセ
ル・デュシャン

1921 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

32.4×24.6 広島県立美術館

育児法�（1920年1月の
夢）

1920
（1964）

着色ブロンズ、植木
鉢

h.29.0 Marion Meyer
Contemporain

障碍物 1920
（1964）

63個の木製ハンガー 46.0×56.0×30.0 Marion Meyer
Contemporain

贈り物 1921
（1970）

アイロン、釘 19.0×19.0×21.0 Marion Meyer
Contemporain

破壊するべきオブジェ／破
壊できないオブジェ

1923-65 メトロノーム、写真 22.5×10.7×11.0 Marion Meyer
Contemporain

メレット・オッペンハイム パルケットNo.4 デラック
ス版 手袋

1985 羊皮にシルクスクリー
ンをほどこした手袋、
カットアウトしたシート

25.6×21.3×1.8 うらわ美術館

鳥の足をもつテーブル 1939
（1983）

木製テーブル（着色） 65.0×70.0×50.0 富山県立近代美術館
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ルネ・マグリット 『対蹠地の黎明』（アラン・
ジョフロワ著）

1966 版画2点 エッチング、
本、鈴、他

22.0×16.7×5.8 うらわ美術館

安斎重男 瀧口修造1978年1月15
日東京

1999 オリジナルゼラチンシ
ルバープリント

35.5×27.5 徳島県立近代美術館

岡崎和郎 御物補遺 1．仙人掌 2．
ハ ート 3．卵 4．櫛 5．
ホース

2000 ミクスト・メディア 23.5×28.0×10.0 個人

瀧口修造
―Arrow Finger（シリーズ
《人名録》より）

1968 コーティングされたブロ
ンズ

7.5×2.9×2.2 横田茂氏

瀧口修造 『マルセル・デュシャン語
録』

1968 シルクスクリーン、エン
ボス、他

34.9×27.6×4.1 うらわ美術館

ロト・デッサン 集『Pre-
miers Roto-Dessins Es-
sais』

1963 ロト・デッサン、鉛筆、
墨、インク 紙

20.2×21.5 慶應義塾大学アート・
センター

綾子夫人宛の絵葉書
（カダケスのダリのアトリエ
でのデュシャンとの出会
いについて）

1958 絵はがき 10.4×15.0 慶應義塾大学アート・
センター

作品（ロト・デッサン） 1962 ロト・デッサン、鉛筆、
墨 紙

40.7×25.5 高松市美術館

瀧口修造、岡崎和郎 檢眼圖 1977 アクリル板、シルクスク
リーン、レンズ、アルミニ
ウム

26.0×26.3×26.0 慶應義塾大学アート・
センター

第3室 コラージュと偶然の出会い

アンドレ・ブルトン 切り裂きジャック 1942 コラージュ 紙 45.3×35.6 高松市美術館

ジョセフ・コーネル 無題 1931 コラージュ 紙 12.7×20.0 大阪市立近代美術館
建設準備室

無題 1933 コラージュ 紙 14.0×9.0 大阪市立近代美術館
建設準備室

無題 1930代 コラージュ 紙 11.2×17.2 大阪市立近代美術館
建設準備室

無題 1930代 コラージュ 紙 16.4×9.7 大阪市立近代美術館
建設準備室

無題 1930代 コラージュ 紙 13.5×8.7 大阪市立近代美術館
建設準備室

無題 1930代 コラージュ 紙 16.7×12.6 横浜美術館

ジョルジュ・ユニェ 骰子の7の目（マルセル・
デュシャン装画）

1936 印刷物 紙 29.2×21.3 個人

マックス・エルンスト コラージュ集『カルメル修
道会に入ろうとしたある少
女の夢』

1930 印刷物 紙 23.5×18.5 高松市美術館

コラージュ集『慈善週間
あるいは七大元素』（5冊
組）

1934 印刷物 紙 27.9×22.3 高松市美術館

コラージュ集『百頭女』 1929 印刷物 紙 25.5×19.5 高松市美術館

マルスリーヌとマリー「私た
ちにはそれがうれしく、誇ら
しく思えます。」……

1929-30 コラージュ 紙 9.5×10.0 富岡市立美術博物館
福沢一郎記念美術館

愛すべき宇宙飛行士は
サン‐モリッツで冬を過ごす

1968 油彩、コラージュ カ
ンヴァス

50.5×43.0 公益財団法人大川美
術館
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マックス・エルンスト 稲妻にしばりつけられた
父「私はあなたと別れな
ければならない、いとしい
子よ。あなたは、雷にふれ
た私の頭と両腕を遺産と
してのこそう。」

1929-30 コラージュ 紙 9.5×10.0 富岡市立美術博物館
福沢一郎記念美術館

版画集〈兵士のバラー
ド〉���

1972 リトグラフ 紙 15.5×20.0 徳島県立近代美術館

版画集〈兵士のバラー
ド〉��

1972 リトグラフ 紙 27.3×18.4 徳島県立近代美術館

マン・レイ デコラージュ 1965 ボール紙、紙、髪、ヘ
アピン、糸

39.2×28.0 宮崎県立美術館

ロートレアモン頌 1935 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

18.5×23.7 福岡市美術館

メレット・オッペンハイム 仮面をつけた男 1973 コラージュ 紙 36.5×29.7 Marion Meyer
Contemporain

ヤン・シュヴァンクマイエル「お貞のはなし」『怪談』
（小泉八雲著『怪談』の
ためのコラージュ）

2011 コラージュ 紙 25.1×16.7 作家

「ろくろ首」（小泉八雲著
『怪談』のためのコラー
ジュ）

2011 コラージュ 紙 25.0×16.7 作家

「耳なし芳一のはなし」
『怪 談』（小 泉 八 雲 著
『怪談』のためのコラー
ジュ）

2011 コラージュ 紙 25.2×16.9 作家

「雪女」『怪談』（小泉八
雲著『怪談』のためのコ
ラージュ）

2011 コラージュ 紙 24.6×15.8 作家

映画『サヴァイヴィングライ
フ』のためのコラージュ

2009 コラージュ 紙 60.0×50.0 ペトル・ホリー氏

岡上淑子 はるかな旅 1953 コラージュ 紙 27.9×25.9 高知県立美術館

招待 1953 コラージュ 紙 17.2×25.7 高知県立美術館

新なる季節 1955 コラージュ 紙 28.7×22.7 高知県立美術館

暮色 1956 コラージュ 紙 30.5×25.8 高知県立美術館

密猟 1954 コラージュ 紙 30.0×26.0 高知県立美術館

陽気なリズム 1952 コラージュ 紙 32.1×25.2 高知県立美術館

恋の残骸 1953 コラージュ 紙 32.6×26.0 高知県立美術館

第4室 写真の超現実

インドジフ・シュティルス
キー

シリーズ《このごろの針の
先で》より

1934-35 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

9.5×8.5 東京都写真美術館

シリーズ《このごろの針の
先で》より

1934-35 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

8.8×8.5 東京都写真美術館

シリーズ《このごろの針の
先で》より

1934-35 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

8.8×8.5 東京都写真美術館

ジャック＝アンドレ・ボワ
ファール

無題 1928 ゼラチン・シルヴァー・プ
リント（モダン・プリント）

27.5×22.0 横浜美術館

無題 制作年不詳 ゼラチン・シルヴァー・プ
リント（モダン・プリント）

27.5×22.0 横浜美術館
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ブラッサイ ノートル・ダムの北塔の樋
嘴

1933 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

17.3×24.0 東京都写真美術館

マン・レイ アングルのヴァイオリン 1924
（1970）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

27.5×21.3 Marion Meyer
Contemporain

エロティックにヴェールをま
とう――メレットオッペンハイ
ム

1933
（1989）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

56.0×46.0 Marion Meyer
Contemporain

カザーティ侯爵夫人／わ
が魂の肖像

1930 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.2×21.2 広島県立美術館

コート・スタンド 1920
（1960）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

17.5×11.6 Marion Meyer
Contemporain

ファッション 1937 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

13.5×9.5 Marion Meyer
Contemporain

レイヨグラフ 1920
（1963）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.5×23.7 埼玉県立近代美術館

レイヨグラフ 1921
（1963）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.1×21.5 埼玉県立近代美術館

レイヨグラフ 1923
（1963）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.5×23.7 埼玉県立近代美術館

レイヨグラフ 1924
（1963）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

27.9×21.5 埼玉県立近代美術館

レイヨグラフ 1925
（1963）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

28.9×21.9 埼玉県立近代美術館

レイヨグラフ 1925
（1963）

ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.0×21.3 埼玉県立近代美術館

レイヨグラフ 1966 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.5×23.7 Marion Meyer
Contemporain

レイヨグラフ 1968 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.5×23.7 Marion Meyer
Contemporain

写真集『写真は芸術で
はない』（アンドレ・ブルト
ンの序文）

1937 印刷物 紙 25.3×16.6 個人

女性の上半身 1930 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

13.0×9.2 Marion Meyer
Contemporain

裸体 映画『理性への
回帰』

1923 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

29.0×19.0 Marion Meyer
Contemporain

モーリス・タバール ハーパース・バザー 1953 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

28.4×21.2 Zen Foto Gallery

無題（ソラリゼーション） 1946-50 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

10.0×9.2 タカ・イシイギャラリー

ユジェーヌ・アジェ サン－クルー公園、プティ
ト・ジェルブの池

1904 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

17.0×21.7 東京都写真美術館

日食のあいだに 1912 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

16.8×22.2 東京都写真美術館

ラウール・ユバック ペンテジレーア� 1937 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

37.2×25.2 東京都写真美術館

瑛九 ささやき 1950 フォトデッサン 紙 27.0×22.3 徳島県立近代美術館

バレエ 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0 徳島県立近代美術館

バレリーナ 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0 徳島県立近代美術館

池のほとり 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0 徳島県立近代美術館

壷と女 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0 徳島県立近代美術館
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瑛九 裸婦 1950 フォトデッサン 紙 27.3×22.4 徳島県立近代美術館

植田正治 コンポジション 1937 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

22.0×21.9 東京都写真美術館

小さい漂流者� 1950 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

26.9×21.0 東京都写真美術館

小さい漂流者� 1950 ゼラチン・シルヴァー・
プリント

25.8×20.5 東京都写真美術館

第5室 人体とメタモルフォーズ

アルベルト・ジャコメッティ 女性立像 1952 ブロンズ 49.0×9.5×17.0 徳島県立近代美術館

アレクサンダー・コール
ダー

角ばった肩の生きもの 1974 彩色メタル 190.5×96.5×68.6 徳島県立近代美術館

ヴォルフガング・パーレン コンポジション 1935 油彩、テンペラ、インク、
カンヴァス

37.6×45.7 Marion Meyer
Contemporain

オスカル・ドミンゲス 無題（デカルコマニー） 1953 油彩、板に貼った紙 60.5×92.0 横浜美術館

サルバドール・ダリ アン・ウッドワード夫人の
肖像

1953 油彩 カンヴァス 85.7×61.0 公益財団法人諸橋近
代美術館

反プロトン的聖母被昇天 1956 油彩 カンヴァス 71.1×62.2 公益財団法人諸橋近
代美術館

版画集〈マルドロールの
歌〉18

1974 エリオグラヴュール、ド
ライポイント 紙

22.4×17.2 徳島県立近代美術館

版画集〈マルドロールの
歌〉21

1974 エリオグラヴュール、ド
ライポイント 紙

22.5×17.2 徳島県立近代美術館

版画集〈マルドロールの
歌〉4

1974 エリオグラヴュール、ド
ライポイント 紙

22.3×17.2 徳島県立近代美術館

版画集〈マルドロールの
歌〉9

1974 エリオグラヴュール、ド
ライポイント 紙

22.7×17.3 徳島県立近代美術館

ジャン・アルプ ダンスの華麗さ 1960 ブロンズ 121.2×74.2×10.5 徳島県立近代美術館

ジョルジオ・デ・キリコ 孤独な詩人 1970 ブロンズ 52.0×30.0×21.0 徳島県立近代美術館

広場での二人の哲学者
の遭遇

1972 油彩 カンヴァス 80.0×60.0 ふくやま美術館

パブロ・ピカソ ドラ・マールの肖像 1937 油彩 カンヴァス 55.0×38.0 徳島県立近代美術館

赤い枕で眠る女 1932 油彩 カンヴァス 38.0×46.0 徳島県立近代美術館

ハンス・ベルメール イメージの解剖学 1954 カラーリトグラフ 紙 33.6×23.0 徳島県立近代美術館

ノラ 1948 デカルコマニー／フォト
グラヴュール 紙

27.4×31.7 徳島県立近代美術館

マリエ 1968 デカルコマニー／フォト
グラヴュール 紙

30.3×23.5 徳島県立近代美術館

哀れなアン 1968 デカルコマニー／フォト
グラヴュール 紙

30.7×26.8 徳島県立近代美術館

潮の間に 1968 デカルコマニー／フォト
グラヴュール 紙

30.9×44.0 徳島県立近代美術館

踊り子 1968 銅版（黒紙刷り） 紙 36.4×28.3 徳島県立近代美術館

連結された手 1952 リトグラフ 紙 34.0×24.0 徳島県立近代美術館

ホアン・ミロ 人と月 1950 油彩 カンヴァス 100.8×73.5 岐阜県美術館

人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1 徳島県立近代美術館
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マックス・エルンスト オイディプス� 1934
(1992鋳造）

ブロンズ 61.0×28.5×18.0 広島県立美術館

オイディプス� 1934
(1992鋳造）

ブロンズ 64.0×21.2×16.2 広島県立美術館

マッタ 海と結ばれるカップル 1983 油彩 カンヴァス 67.4×47.4 徳島県立近代美術館

魂－孤独 1983 油彩 カンヴァス 66.5×46.9 徳島県立近代美術館

皮肉な友情 1983 油彩 カンヴァス 65.1×47.6 徳島県立近代美術館

マン・レイ ドラ・マール 1980 写真 29.6×23.6 徳島県立近代美術館

パブロ・ピカソ 1922 ゼラチン・シルヴァー・プ
リント（モダン・プリント）

29.0×22.2 福岡市美術館

ヤン・シュヴァンクマイエル『殊萬句舞繪鏤木版画
妖怪図巻』のための下絵

2011 水彩 紙 45.7×59.6 ペトル・ホリー氏

『殊萬句舞繪鏤木版画
妖怪図巻』のための下絵

2011 水彩 紙 59.2×45.7 作家

ルネ・マグリット ジョルジェット 1935 油彩 カンヴァス 65.0×75.5 姫路市立美術館

魅せられた領域：ボンバ
ルドンが炎の花束を放ち
……（版画集『マグリット
の捨て子たち』より）

1968 リトグラフ 紙 30.3×45.4 姫路市立美術館

魅せられた領域：若い女
性が優雅に姿を現し…
…（版画集『マグリットの
捨て子たち』より）

1968 リトグラフ 紙 32.2×45.4 姫路市立美術館

第6室 不思議な風景

イヴ・タンギー コンポジション（圧縮され
た風景）

1950 グワッシュ 紙 49.5×32.5 岡崎市美術博物館

火・色彩 1941 油彩 カンヴァス 30.0×40.0 富山県立近代美術館

失われた鐘 1929 油彩 カンヴァス 64.2×53.2 豊田市美術館

オスカル・ドミンゲス 日曜日 1938 油彩 カンヴァス 61.0×50.0 横浜美術館

ケイ・セージ 稲妻の巣 1950 油彩 カンヴァス 98.8×81.3 宮崎県立美術館

サルバドール・ダリ 三角形の時間 1933 油彩 カンヴァス 62.3×47.9 鹿児島市立美術館

ジョルジオ・デ・キリコ イタリア広場 1914 油彩 カンヴァス 41.0×51.4 公益財団法人諸橋近
代美術館

トワイヤン 射撃場（版画集『射撃
場：12のデッサン1939-
1940』より）

1939
（1973）

リトグラフ 紙 個人

射撃場（版画集『射撃
場：12のデッサン1939-
1940』より）

1939
（1973）

リトグラフ 紙 個人

射撃場（版画集『射撃
場：12のデッサン1939-
1940』より）

1940
（1973）

リトグラフ 紙 個人

射撃場（版画集『射撃
場：12のデッサン1939-
1940』より）

1940
（1973）

リトグラフ 紙 個人

マッタ 版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉10

1973 エッチング、アクアチン
ト 紙

50.8×70.5 徳島県立近代美術館
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マッタ 版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉2

1973 エッチング、アクアチン
ト 紙

50.9×70.5 徳島県立近代美術館

版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉7

1973 エッチング、アクアチン
ト 紙

49.3×69.0 徳島県立近代美術館

ルネ・マグリット 困難な航海（版画集『マ
グリットの捨て子たち』よ
り）

1968 リトグラフ 紙 30.5×45.5 姫路市立美術館

囚われの美女（版画集
『マグリットの捨て子たち』
より）

1968 リトグラフ 紙 30.5×45.5 姫路市立美術館

第7室 驚異・自然・コレクション

ヴィクトル・ブローネル 誕生の球体 1939 油彩 カンヴァス 65.0×81.0 岡崎市美術博物館

ウィフレド・ラム 我 は々ここにいる 1974 油彩 カンヴァス 130.2×97.6 徳島県立近代美術館

ドロテア・タニング 海が目覚める 制作年不詳 油彩 カンヴァス 22.9×17.8 Marion Meyer
Contemporain

フランソワ・ルネ・ロラン アンドレ・ブルトンの書斎 1958
（1993）

モダン・プリント（リプリ
ント）

24.7×16.5 個人

アンドレ・ブルトンの書斎 1958
（1993）

モダン・プリント（リプリ
ント）

16.5×24.7 個人

アンドレ・ブルトンの書斎 1958
（1993）

モダン・プリント（リプリ
ント）

16.5×24.7 個人

瀧口修造とアンドレ・ブル
トン

1958
（1993）

モダン・プリント（リプリ
ント）

52.0×35.0 個人

ホアン・ミロ ミロの星とともに 1978 本 37.5×17.5 徳島県立近代美術館

ポール・デルヴォー 海は近い 1965 油彩 カンヴァス 140.0×190.0 姫路市立美術館

マックス・エルンスト 65マクシミリアーナあるい
は天文学の非合法的行
使 （版画集『65マクシ
ミリアーナあるいは天文学
の非合法的行使』より）

1964 エッチング、アクアチン
ト 紙

41.6×61.1 うらわ美術館

65マクシミリアーナあるい
は天文学の非合法的行
使 （版画集『65マクシ
ミリアーナあるいは天文学
の非合法的行使』より）

1964 エッチング、アクアチン
ト 紙

41.6×61.1 うらわ美術館

65マクシミリアーナあるい
は天文学の非合法的行
使 （版画集『65マクシ
ミリアーナあるいは天文学
の非合法的行使』より）

1964 エッチング、アクアチン
ト 紙

41.6×61.1 うらわ美術館

ふくろう 1975-86 リトグラフ 紙 48.9×36.0 徳島県立近代美術館

偉大なる無知の人 1974 ミクスト・メディア 184.0×150.0 岡崎市美術博物館

作品集『7つの微生物、
ある体質を通して』

1953 書籍 18.6×13.2 個人

森（月光の中のモミの
木）

1927 油彩 カンヴァス 26.5×21.5 個人（公益財団法人大
川美術館寄託作品）

鳩のように 1955 油彩 板 61.0×50.0 徳島県立近代美術館

35



作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

マックス・エルンスト 版画集〈博物誌〉12．栄
光の平原、洪水、地震の
植物

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉13．案
山子たち

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉16．菩
提樹は従順である

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版 画 集〈博 物 誌〉18．
葉っぱの習性

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉20．カ
エサルのパレット

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉24.14
歳未満の稲妻

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉25．夫
婦のダイヤモンド

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉26．振
り子時計の起源

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ 紙

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉27．ス
フィンクスの厩舎にて

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ 紙

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉29．光
の車輪

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉30．逃
亡者

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉34．イ
ヴ、我 に々残された唯一
の人

1926 鉛筆フロッタージュのコ
ロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈兵士のバラー
ド〉�

1972 リトグラフ 紙 31.5×22.7 徳島県立近代美術館

版画集〈兵士のバラー
ド〉��

1972 リトグラフ 紙 15.5×20.9 徳島県立近代美術館

版画集〈兵士のバラー
ド〉����

1972 リトグラフ 紙 36.6×26.6 徳島県立近代美術館

ルネ・マグリット マザーグース（版画集
『マグリットの捨て子たち』
より）

1968 リトグラフ 紙 30.5×45.4 姫路市立美術館

現実の感覚 1963 油彩 カンヴァス 172.5×116.0 宮崎県立美術館

宝石（版画集『マグリット
の捨て子たち』より）

1968 リトグラフ 紙 30.5×45.5 姫路市立美術館

魅せられた領域：海岸に
は二つのりんごの訪問者
がいて……（版画集『マ
グリットの捨て子たち』よ
り）

1968 リトグラフ 紙 27.5×48.8 姫路市立美術館

魅せられた領域：若いま
なざしの明るい道は、古
木の祝祭を香気で満た
し……（版画集『マグリッ
トの捨て子たち』より）

1968 リトグラフ 紙 28.2×48.8 姫路市立美術館

魅せられた領域：大鳥た
ちは宝島の鳥で……（版
画集『マグリットの捨て子
たち』より）

1968 リトグラフ 紙 31.5×48.0 姫路市立美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ルネ・マグリット 魅せられた領域：二羽の
雉鳩たちは、彼らの家の
暖かい薄あかりのなかで
……（版画集『マグリット
の捨て子たち』より）

1968 リトグラフ 紙 32.0×43.8 姫路市立美術館

魅せられた領域：扉がビ
ロードのような夜に通じ…
…（版画集『マグリットの
捨て子たち』より）

1968 リトグラフ 紙 27.0×47.6 姫路市立美術館

魅せられた領域：魅惑的
な海水の船が……（版
画集『マグリットの捨て子
たち』より）

1968 リトグラフ 紙 32.0×45.4 姫路市立美術館

レオノーラ・キャリントン 狩猟 1942 油彩 カンヴァス 48.1×93.8 宮崎県立美術館

菊畑茂久馬 詩人の帽子 1979 布、アクリル、金属（不
詳）

26.0×23.3×6.0 徳島県立近代美術館

大辻清司 瀧口修造の自宅アトリエ
綾子夫人とともに

1975 モダン・プリント 15.0×22.3 慶應義塾大学アート・
センター

瀧口修造の書斎 1980 モダン・プリント 27.5×39.0 個人

瀧口修造の書斎 1980 モダン・プリント 27.5×39.0 個人

瀧口修造 1966年のアンドレ・ブルト
ンの訃報をはさんだ写真
スタンド

1966 写真、手紙 18.2×32.0 慶應義塾大学アート・
センター

オブジェ（デカルコマニー） 制作年不詳 デカルコマニー 紙、
プラスチックケース

7.0×7.0×3.6 慶應義塾大学アート・
センター

リバティ・パスポート（巖谷
國士、さゆり宛）

1979 デカルコマニー 紙 16.2×12.8 個人

作品（デカルコマニー） 1961 デカルコマニー 紙 9.9×6.9 高松市美術館

作品（デカルコマニー） 1970 デカルコマニー 紙 27.0×19.7 高松市美術館

作品（バーント・ドローイン
グ）

1962 バーント・ドローイング、
水彩 紙

35.2×38.3 高松市美術館

瀧口修造のシガーボック
スと身のまわりの作品や
玩物、蒐集品

木箱、石鹸、ビー玉、
スタンプ、シチリアのトラ
ンプ、石の蒐集箱

13.5×13.0×7.5 慶應義塾大学アート・
センター
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2

戦後＠ニッポン展

● 会期

2013年7月13日［土］‐9月8日［日］（61日間）

● 休館日

月曜日 7月16日［火］ ＊7月15日［月］、8月12日［月］

は開館

● 視点

2013年の夏で太平洋戦争が終戦をむかえて68年に

なった。この展覧会で取り上げたのは、その戦後が始まっ

た直後から1960年代初めまでの時代である。終戦直後の

混乱から次第に復興が進む一方、戦争の影を色濃く残

すこの時代に生まれた作品と資料を「復興期の人間像」、

「新しい動向－アンデパンダン展と前衛グループ」、「版画

家たち」の3つのコーナーに分けて紹介した。個 の々コーナー

は完全に独立したものではなく、相互に関連しあっており、

複数のコーナーに出品する作家もいる。また、コーナーとは

別に「終戦直後の風景」や「東宝争議」など時代を象徴

するトピックを取り上げて紹介した。東日本大震災からの

復興が謳われている現在だからこそ、戦後復興期の作品

を見直すことから、新たな何かを発見できる可能性がある

のではないだろうか。

● 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

● 観覧料

一般 600円（480円）

高校・大生 450円（360円）

小学・中生 300円（240円）

（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金。

高齢者（65歳以上）は観覧料が半額。

障がい者と介護者1名無料。

● 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

ちらし：A4判

＊その他の印刷物ついては、4-2-10「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

1,478人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事等

平田潤 「特別展『戦後＠ニッポン展』徳島県立近代美

術館 アートで戦後振り返る」『徳島新聞』 平成25

年7月12日

笠井理 「特別展『戦後＠ニッポン展』徳島県立近代美

術館 美術の変遷一目で」『徳島新聞』 平成25年

7月13日（夕）
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●出品リスト
イントロダクション

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

星野眞吾 遙かに 1956 紙本着色 91.6×152.8 徳島県立近代美術館

終戦直後

伊原宇三郎 陰 1946 油彩 キャンバス 90.0×116.0 徳島県立近代美術館

山下菊二 〔南千住車庫にて〕 1945頃 鉛筆 紙 21.0×28.7 徳島県立近代美術館

靴みがく人 、々新宿駅前 1945 インク 紙 25.2×35.9 徳島県立近代美術館

浅草にて 1946 鉛筆 紙 27.2×38.0 徳島県立近代美術館

南千住 1945 水彩 鉛筆 紙 27.0×38.5 徳島県立近代美術館

南千住 隅田川駅附近 1945 鉛筆 紙 27.0×38.2 徳島県立近代美術館

南千住にて〔A〕 1945 水彩 鉛筆 紙 20.9×28.5 徳島県立近代美術館

南千住にて〔A〕 1945 鉛筆 紙 21.0×28.6 徳島県立近代美術館

南千住にて〔B〕 1945 水彩 鉛筆 紙 27.3×38.3 徳島県立近代美術館

南千住にて〔B〕 1945 鉛筆 紙 20.9×28.8 徳島県立近代美術館

南千住にて〔C〕 1945 鉛筆 紙 20.8×29.0 徳島県立近代美術館

南千住にて〔D〕 1945 鉛筆 紙 27.0×38.5 徳島県立近代美術館

南千住にて〔E〕 1945 鉛筆 紙 27.1×38.3 徳島県立近代美術館

復興期の人間像

井上三綱 はたおり 1960 油彩 板 131.0×90.0 徳島県立近代美術館

女の横顔と静物 1962 油彩 板 90.0×131.0 徳島県立近代美術館

井上長三郎 しののめ 1955 油彩 キャンバス 149.0×224.0 徳島県立近代美術館

瑛九 少女の顔 1949 油彩 キャンバス 53.0×45.0 徳島県立近代美術館

建畠覚造 貌2 1956 ブロンズ 120.0×95.0×45.0 徳島県立近代美術館

香月泰男 人と箱 1951 油彩 キャンバス 73.0×116.9 徳島県立近代美術館

山口薫 昔の顔 1958 油彩 キャンバス 100.0×80.3 徳島県立近代美術館

植木茂 トルソ 1957 木 127.0×53.0×27.0 徳島県立近代美術館

森芳雄 うずくまる女 1953 油彩 キャンバス 130.5×97.4 徳島県立近代美術館

村井正誠 人と小鳥 1950 油彩 キャンバス 116.5×90.8 徳島県立近代美術館

緑と茶の人 1957 油彩 キャンバス 145.5×112.4 徳島県立近代美術館

大沢昌助 書きものをする娘 1957 油彩 キャンバス 100.0×72.7 徳島県立近代美術館

中本達也 母子 1957 油彩 キャンバス 60.4×78.4 徳島県立近代美術館

猪熊弦一郎 鳥・猫・子供・魚 1954 油彩 キャンバス 80.3×65.2 徳島県立近代美術館
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鳥海青児 ブラインドを降す男 1959 油彩 キャンバス 99.2×73.3 徳島県立近代美術館

辻晉堂 呪術者 1961 陶彫 58.0×68.5×23.0 徳島県立近代美術館

北川民次 少女とキリギリス 1952 油彩 キャンバス 130.0×162.2 徳島県立近代美術館

麻生三郎 家族 1959 油彩 キャンバス 130.3×162.0 徳島県立近代美術館

新しい動向－アンデパンダン展と前衛グループ

瑛九 陽気な人 1954 油彩 キャンバス 60.6×72.7 徳島県立近代美術館

下村良之介 よろこび 1951 顔料 板 120.0×120.0 徳島県立近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌 番外1 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌 番外2 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌 番外3 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌1 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌10 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌2 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌3 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌4 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌5 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌6 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌7 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌8 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

マルドロールの歌9 1947 墨 紙 27.8×22.7 徳島県立近代美術館

筑豊炭田地帯 1960 油彩 合板 183.5×173.7 徳島県立近代美術館

山下菊二・資料 チラシ〔「ニッポン展」への
誘い〕

1959 印刷 紙 25.4×35.9 徳島県立近代美術館

ニッポン展実行委員会
開催のお知らせ

1954 印刷 紙 14.0×9.0 徳島県立近代美術館

ニッポン展出品規定 印刷 紙 38.0×26.8 徳島県立近代美術館

パンフレット〔第1回ニッポ
ン展〕

1953 印刷 紙 24.5×18.0 徳島県立近代美術館

ポスター〔第13回前衛美
術展〕 B

1960 印刷 紙 73.9×52.3 徳島県立近代美術館

ポスター〔第1回ニッポン
展〕

1953 印刷 紙 77.0×54.6 徳島県立近代美術館

ポスター〔第1回前衛美
術展〕

1947 印刷 紙 40.9×55.7 徳島県立近代美術館

ポスター〔第7回ニッポン
展〕 A

1959 印刷 紙 73.2×52.0 徳島県立近代美術館

メモ〔前衛美術会略史〕 1955頃 ペン 紙 14.8×20.9 徳島県立近代美術館

前衛美術会 マニフェス
ト

1958 印刷 紙 25.4×35.8 徳島県立近代美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

山下菊二・資料 前衛美術会ニュース〔総
会決定事項報告〕

1959 印刷 紙 18.7×13.3 徳島県立近代美術館

前衛美術会結成声明 1947 印刷 紙 21.0×30.0 徳島県立近代美術館

前衛美術会綱領・規約
〔B〕

1947頃 印刷 紙 25.7×36.2 徳島県立近代美術館

葉書〔前衛美術会第1回
街頭展〕

1947 印刷 紙 14.1×8.9 徳島県立近代美術館

小山田二郎 夜 1961 油彩 キャンバス 116.6×91.1 徳島県立近代美術館

星野眞吾 條件派A 1956 紙本着色 131.5×43.4 徳島県立近代美術館

泉茂 ダンス 1954 エッチング 紙 20.0×12.0 徳島県立近代美術館

家族 1954 エッチング、アクアチン
ト 紙

24.5×16.5 徳島県立近代美術館

深夜のセロ弾き 1954 エッチング、アクアチン
ト 紙

18.0×10.8 徳島県立近代美術館

逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4 徳島県立近代美術館

池田満寿夫 作品 1956-60頃 エッチング 紙 10.6×15.2 徳島県立近代美術館

池田龍雄 化物の系譜〈行列〉 1955 インク、パステル、水彩
紙

29.2×37.7 徳島県立近代美術館

化物の系譜〈高利貸し〉 1955 インク、パステル、水彩
紙

37.7×29.3 徳島県立近代美術館

化物の系譜〈詩人の魂〉 1956 インク、水彩 紙 37.4×28.7 徳島県立近代美術館

楽士 1957-58 インク、水彩 紙 41.1×30.4 徳島県立近代美術館

大きな顔 1956 インク、水彩 紙 37.5×29.5 徳島県立近代美術館

風景 1958 インク、水彩 紙 37.5×29.2 徳島県立近代美術館

中村宏 戦争期 1958 油彩 板 91.5×182.3 徳島県立近代美術館

藤松博 手相（白い手相） 1951 油彩 キャンバス 90.0×111.0 徳島県立近代美術館

靉嘔 無人間時代をこえる人間
の象徴（オートメーション）

1955 油彩 板 232.2×183.3 徳島県立近代美術館

版画家たち

一原有徳 CAIRN11 1960 石版モノタイプ 紙 43.0×75.4 徳島県立近代美術館

集 1958-1959 石版モノタイプ 紙 59.2×45.0 徳島県立近代美術館

体 1958-1959 石版モノタイプ 紙 63.3×47.0 徳島県立近代美術館

吉原英雄 さざめき（赤） 1961 リトグラフ 紙 51.0×38.5 徳島県立近代美術館

赤い花 1958 リトグラフ 紙 52.0×43.5 徳島県立近代美術館

駒井哲郎 マルドロオルの歌 1952 エッチング 紙（6点
表紙含む）、テキスト

25.7×17.6 徳島県立近代美術館

吹田文明 眼球体 1958 木版、紙版 紙 60.7×45.7 徳島県立近代美術館

機械 1957 木版、紙版 紙 60.4×45.5 徳島県立近代美術館

機械と群集の中より逃れ
る

1958 木版、紙版 紙 60.5×72.2 徳島県立近代美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

泉茂 ダンス 1960 リトグラフ 紙 57.0×44.5 徳島県立近代美術館

ピーコック(I) 1959 リトグラフ 紙 39.5×54.0 徳島県立近代美術館

棟方志功 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

1953 木版 紙 87.5×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉10．トマス 登増の
柵

1953 木版 紙 87.0×33.5 徳島県立近代美術館

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）〉11．シモン 指 聞
の柵

1953 木版 紙 87.0×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉12．マフテヤ 摩手
也の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉2．ヨハネ 世跳の
柵

1953 木版 紙 87.5×34.0 徳島県立近代美術館

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

1953 木版 紙 87.5×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉4．タダイ 多駄伊
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉5．フィリポ 邊梨保
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉6．バルトロマイ 波
流戸呂舞の柵

1953 木版 紙 88.0×34.0 徳島県立近代美術館

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）〉7．ヤコブ 也胡武
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0 徳島県立近代美術館

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）〉8．マタイ 馬鯛の
柵

1953 木版 紙 87.0×33.0 徳島県立近代美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

棟方志功 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）〉9．アルバヨの子ヤコ
ブ 或婆夜の子 屋仔
舞の柵

1953 木版 紙 88.0×33.5 徳島県立近代美術館

浜田知明 狂った男 1957 エッチング 紙 28.8×19.7 徳島県立近代美術館

初年兵哀歌（歩哨） 1954 エッチング、アクアチン
ト 紙

23.8×16.3 徳島県立近代美術館

飛翔 1958 エッチング、アクアチン
ト 紙

35.8×44.6 徳島県立近代美術館

風景 1953 エッチング 紙 36.2×29.8 徳島県立近代美術館

靉嘔 ジャイアンツ 1957 リトグラフ 紙 55.9×40.5 徳島県立近代美術館

中間子炉 1957 リトグラフ 紙 28.4×43.3 徳島県立近代美術館

東宝争議

山下菊二 『わが愛』タイトル撮影 1948 鉛筆 紙 24.1×38.6 徳島県立近代美術館

〔組合員集会F〕 1948 鉛筆 ペン 紙 18.9×23.5 徳島県立近代美術館

映画「酔いどれ」オープン
セット〔A〕

1948 鉛筆 紙 13.0×18.5 徳島県立近代美術館

演技課と美術課 中央
ステージ屋上より

1948 鉛筆 紙 25.0×35.5 徳島県立近代美術館

音 技と食 堂 中 央 ス
テージ屋上より

1948 鉛筆 紙 25.3×36.3 徳島県立近代美術館

書記局前より第2バリケー
ド

1948 鉛筆 紙 18.0×24.8 徳島県立近代美術館

宣伝課より演技課を望む 1948 鉛筆 紙 25.8×36.5 徳島県立近代美術館

宣傳課と資料調査室 1948 鉛筆 紙 25.7×35.4 徳島県立近代美術館

第1変電室 1948 鉛筆 紙 25.5×36.2 徳島県立近代美術館

第2ステージにて 1948 鉛筆 紙 25.4×35.0 徳島県立近代美術館

中央ステージ 1948 鉛筆 紙 35.8×25.4 徳島県立近代美術館

中央広場 噴水 1948 鉛筆 紙 25.5×36.3 徳島県立近代美術館

東宝株式会社撮影所裏
門

1948 鉛筆 紙 26.8×19.0 徳島県立近代美術館

動画課階段 1948 鉛筆 紙 19.0×27.3 徳島県立近代美術館

表門・送風機トバリケード 1948 鉛筆 紙 17.8×24.9 徳島県立近代美術館

分会 総 会 於 第2ス
テージ

1948 鉛筆 紙 19.0×23.5 徳島県立近代美術館

噴水廻りでコーラス 1948 鉛筆 紙 25.1×37.0 徳島県立近代美術館

分会 総 会 於 第2ス
テージ

1948 鉛筆 紙 19.0×23.5 徳島県立近代美術館

噴水廻りでコーラス 1948 鉛筆 紙 25.1×37.0 徳島県立近代美術館

防衛隊泊りの日 表門
守エイ室より

1948 鉛筆 紙 19.3×23.2 徳島県立近代美術館
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山下菊二 夜の防衛隊本部 1948 コンテ 紙 25.3×36.6 徳島県立近代美術館

裏門第2バリケード 1948 鉛筆 紙 17.9×24.7 徳島県立近代美術館
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3

西洋美術との出会い－徳島の4人 原鵬雲、井上辨次郎、

守住貫魚、守住勇魚

● 会期

平成25年10月5日［土］‐12月1日［日］

● 休館日

月曜日、10月15日［火］、11月5日［火］＊10月14日［月］

と11月4日［月］は開館。

● 視点

幕末から明治にかけて、本格化した欧米諸国との交流

を背景に、各地に西洋的な写実表現を試みる画家が現

れた。日本美術における近代の始まりである。本展は、この

時代にいち早く西洋美術に接近し、吸収しようとした徳島

の4人の画家の活動を紹介することで、日本における西洋

美術受容の過程と、近代美術草創期の裾野の広がりを

再検証した。

住吉派を学んだ原鵬雲（1835-79年）は、文久二年幕

府遣欧使節団に随行し、約1年かけてヨーロッパ諸国をま

わり、各国で西洋絵画を目撃した。その驚きが動機となっ

たか、帰国後は油画を学び、維新後は徳島藩校や広島

師範学校で洋画を教えた。日本で最初に西洋絵画の実

物と対峙した絵師である。

井上辨次郎（1860-77年）は、兄麟太郎とともに旧藩主

蜂須賀茂韶による海外留学生に選ばれ、1873年ロンドン

に留学した。University College School Londonで中等

教育を受けるかたわら洋画に関心を示し、本格的な修業

を始めた。遺された石膏デッサンを見ると、明治初頭の日

本人としては卓越した力量を身につけている。しかし病の

ため1876年に帰国し、翌年没。日本最初期の美術留学

生である。

守住貫魚（1809-92年）は、徳島藩最後の御用絵師で

あり、維新後は宮内省の帝室技芸員に選ばれた。この時

代の住吉派を代表する絵師である。しかし、伝統的なやま

と絵を描くかたわら西洋の文物や風俗に強い関心を示し、

西洋の文物を描いた画稿や、印刷物の模写などを残して

いる。さまざまな伝手を頼って情報を入手していたようだ。

伝統的な絵師にも、西洋絵画への関心が広がっていた

例である。

守住勇魚（1854-1927年）は貫魚の次男として生まれ、

父貫魚から住吉派の絵を習った。維新後は上京して彰

技堂で洋画を学び、次いで工部美術学校でフォンタネー

ジに学んだが、フォンタネージが退職すると後を追って退学
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し、大阪専門学校（後の第三高等学校）や同志社などで

洋画を教えた。日本初期洋画の典型的な一人である。

関連事業としては、ギャラリートークや講演会などを開催

したほか、明治美術学会との共催事業として記念シンポ

ジウムを開催した。

● 主催

徳島県立近代美術館

徳島新聞社

四国放送

徳島県民文化祭開催委員会

● 後援

NHK徳島放送局

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

明治美術学会

● 観覧料

一般 600円（480円）

高校・大生 450円（360円）

小学・中生 300円（240円）

（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊下記の他は、4-1「美術館教育」の項を参照。

記念シンポジウム「幕末明治の地域社会は西洋美術をど

う受け容れたのか」

司会：河上眞理（京都造形芸術大学准教授）

パネリスト：金子一夫（茨城大学教授）、田中修二（大分

大学准教授）、江川佳秀（徳島県立近代美術館学芸調

査課長）

10月5日（土）午後2時～5時／徳島県立21世紀館イベン

トホール

主催：徳島県立近代美術館、明治美術学会

● 入館者数

1,712人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送等

「近代美術草創期の息吹紹介 来月5日から県立近代

美術館」『徳島新聞』 平成25年9月27日（朝刊）

「徳島の画家が描いた“西洋”県立近代美術館特別展

スタート」『徳島新聞』 平成25年10月5日（夕刊）

「近世と近代のせめぎ合い 徳島ゆかりの近代美術草創

期の画家4人 特別展」『毎日新聞』 平成25年10月

10日（徳島版）

「幕末から明治期4画家作品紹介 県立近代美術館」

『徳島新聞』 平成25年10月12日（朝刊）

「明治美術学会がシンポ 幕末明治の地域社会は西洋

美術をどう受け容れたのか 普及過程多角的に紹介」

『徳島新聞』 平成25年11月13日（朝刊）

「ランダム・ハウス西洋美術との出会い－徳島の4人 原

鵬雲、井上辨次郎、守住貫魚、守住勇魚」『月刊書道

界』 平成25年11月号 p.51

「地域通信」『地域創造レター』第223号（平成25年11月

号） p.9

「阿波国の洋画事始め 西洋美術との出会い 徳島の

4人展」『芸術新潮』第64巻第12号（平成25年12月号）

p.118

「ゴジカル！」四国放送テレビ 平成25年10月8日

● 担当学芸員

江川佳秀、竹内利夫
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●出品リスト
原鵬雲

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

原鵬雲 徳島藩大森羽田出陣絵
巻

1854 紙本墨画彩色（巻子） 15.2×992.4 徳島県立博物館

イギリストン子ル川名テヱ
ムス（守住貫魚遺品《貼
り込み帳『明治御改正
以来』》の内）

1862 紙本墨画（冊子） 26.0×18.5 個人蔵

翠蘭嶋釈仏墓表之図 1865 紙本墨画淡彩（軸装） 36.5×27.2 個人

気球冲空之図 幕末－明治頃 紙本墨画淡彩（軸装） 124.6×63.8 徳島市立徳島城博物館

喇叭隊手之図 幕末－明治頃 紙本墨画（軸装） 125.0×25.1 東福寺美術館

山水図 1864 紙本墨画淡彩（軸装） 136.4×59.7 個人

寒梅図 1874-79頃 紙本墨画（軸装） 105.7×28.0 個人蔵

看楓図 1878-79頃 紙本墨画（軸装） 93.3×25.8 個人蔵

梅林山水図 不詳 紙本墨画淡彩（軸装） 118.7×29.8 徳島市立徳島城博物館

竹石図 不詳 紙本墨画（軸装） 114.9×24.8 個人

節分会 不詳 紙本墨画淡彩（軸装） 91.5×29.2 個人

宝船 不詳 紙本墨画淡彩（軸装） 95.7×47.9 東福寺美術館
（寄託資料）

楠公櫻井驛図 1877 油彩 綿布 和紙
板

57.0×77.0 徳島県立近代美術館

原鵬雲・資料 守住貫魚遺品『安政四
年丁巳住吉家』

1829‐明治期 墨 紙（冊子） 24.0×17.4 徳島県立博物館

原鵬雲著『欧行略記
一名尾蝿欧行漫録第一
－四』（写本）

幕末 墨 紙（冊子） 徳島県立文書館

文部省辞令（補文部省
十三等出仕）

1874 墨 紙 個人

文 部 省 文 書（賞 金 給
付）

1878 墨 紙 個人

原鵬雲写真（洋装） 明治期 写真 個人

井上辨次郎

井上辨次郎 英国風景 1873 鉛筆 紙 20.2×33.7 徳島県立文書館
（寄託資料）

読書する少女 1874 鉛筆 紙 34.4×24.4 徳島県立文書館
（寄託資料）

少女 1873-76頃 鉛筆 紙 48.0×37.9 徳島県立文書館
（寄託資料）

少女（未完） 1873-76頃 鉛筆 紙 45.8×38.0 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（女性胸像） 1875 鉛筆 紙 48.0×27.4 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（球を持つ手） 1875 木炭 紙 36.3×25.5 徳島県立文書館
（寄託資料）
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井上辨次郎 素描（腕） 1875 木炭、鉛筆 紙 34.3×49.3 徳島県立文書館
（寄託資料）

習作（女の手首） 1876 油彩 厚紙 37.7×25.1 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（シンバルを持つサ
テュロス）

1876 コンテ 紙 63.1×42.8 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（男性立像A) 1876 コンテ 紙 63.1×42.8 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（男の手首） 1876 コンテ 紙 63.0×48.3 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（男の足首） 1876 コンテ 紙 47.8×62.5 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（胸像） 1876頃 コンテ 紙 62.7×48.2 徳島県立文書館
（寄託資料）

素描（男性立像B) 1876頃 コンテ 紙 63.1×68.0 徳島県立文書館
（寄託資料）

英国風景（数学ノート落
書き）

1873-76頃 コンテ 紙（冊子） 23.6×18.8 徳島県立文書館
（寄託資料）

日本風景（雑記帳落書
き）

1877頃 コンテ 紙（冊子） 19.4×15.5 徳島県立文書館
（寄託資料）

女性像 1874 鉛筆 紙 36.0×26.6 徳島県立文書館
（寄託資料）

天使像 1874 鉛筆 紙 23.8×22.7 徳島県立文書館
（寄託資料）

猫を抱く娘 1874 コンテ 紙 38.2×27.3 徳島県立文書館
（寄託資料）

日本の農夫 1876 鉛筆、油彩 紙 51.8×33.4 徳島県立文書館
（寄託資料）

井上辨次郎・資料 英国へ渡航御免状願控
（井上鱗太郎、辨次郎）

1873 墨 紙 15.1×44.8 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語書き取り帳
（Dictation）

1874 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語書き取り帳
（Dictation 2nd）

1875 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語書き取り帳
（Dictation）

1875 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語スペル練習帳
（2rd.）

1873 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語スペル練習帳
（3rd.）

1873 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語スペル練習帳 1874 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

英語作文帳
（English Composition）

1875 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

フランス語練習帳
（French Exercises）

1874 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

フランス語練習帳
（French Exercise）

1875 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

フランス語練習帳
（French Exercise No.2）

1875 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

ラテン語練習帳
（Latin Exercises）

1874 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

雑記帳 1873頃 （冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）
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井上辨次郎・資料 日本人学生会月例会に
関するメモ

1873-75頃 鉛筆 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

英文日記
(PETTITT’S SCRIBBLING
OCTAVO DIARY FOR 1876)

1876 鉛筆、インク 紙（冊
子）

徳島県立文書館
（寄託資料）

Ham宛書簡下書き（英
文）

1876 インク 紙（冊子） 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Ralph Nicholson Wornum,
Descriptive and historical
catalogue of the pictures
in the National Gallery :
with biographical notices
of the deceased painters,
London George Edward
Epre and William Spottis
Woode, 1875．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
The Exhibition of the
Royal Academy of Arts,
London, William Clowes
and Sons．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Thomas Roscoe, The
History of Painting In
ITALY VolumeI, Lon-
don, Henry G.Bohn,
1852

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Thomas Roscoe, The
History of Painting In
ITALY VolumeII, Lon-
don, Bell and Daldy,
1872．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Thomas Rosoce, The
History of Painting In
ITALY VolumeIII ,
London , Henry G .
Bohn, 1847．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
The Practical Guide to Per-
spective, London, 1873．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
S.O. Beeton, Beeton’s
Dictionary of Universal
Information, complete
summary of the moral,
mathematical, physical,
and naturalsciences, Lon-
don, Ward Lock and
Tyler．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）
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井上辨次郎・資料 【旧蔵書】
S.O. Beeton, Beeton’s
dictionary of universal
information ; comprising
geography, history, bi-
ography, mythology, Bible
knowledge, chronology,
with the pronunciation
of every proper name,
London, Ward Lock and
Tyler．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Ewald, Alexander Charles,
Warne’s Bijou Dictionary
of the English Language :
compiled from the authori-
ties of Johnson Sheridan,
Worcester, Walker, Webster,
Richardson, etc., London,
Warne New York, 1889．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Daniel De Eoe, A Jour-
nal of The Plague Year,
London, William Tegg,
1722．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Samuel Johnson, Lives
of the Most Eminent
English Poets, London,
Alfred Thomas Crocker,
1868．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
The Hory Bible. Lon-
don, Griffith and Far-
rau．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

【旧蔵書】
Walter Scott, The Po-
etical Works of Sir Wal-
ter Scott, London, Wil-
liam P.Nimmo．

印刷 紙 徳島県立文書館
（寄託資料）

伊賀陽太郎 コリント式柱のデッサン 1872 インク、鉛筆 紙 49.7×22.1 徳島県立文書館
（寄託資料）

守住貫魚

守住貫魚 兼好法師物語絵巻 1835-54頃 紙本着彩（巻子） 28.3×1,182.9 徳島県立博物館

犬追物図 1835-54頃 絹本着彩（軸装） 55.8×83.7 徳島市立徳島城博物館

源氏物語 夕顔図 幕末 絹 本 墨 画 淡 彩（軸
装）

69.0×100.8 徳島県立博物館

源氏物語 紅葉賀図 幕末 絹本墨画淡彩 44.5× 70.5 / 45.6×
70.7（双幅）

徳島県立博物館

源氏物語 須磨図 幕末 絹 本 墨 画 淡 彩（軸
装）

68.3×100.3 徳島県立博物館

源氏物語 画帳 不詳 絹本着彩（軸装） 26.7×24.1 徳島県立博物館

鳴門図襖 明治期 紙本着彩 各168.9×89.7（4面） 徳島県立博物館
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守住貫魚 旭に松図 明治期 絹 本 墨 画 淡 彩（軸
装）

110.8×50.1 徳島県立博物館

鳥蟲花卉画譜 幕末 紙本着彩（冊子） 19.3×42.2 徳島市立徳島城博物館

越前国白山真景図 1837 紙本墨画（冊子） 20.4×28.0 徳島県立博物館

城崎湯嶋真景図 1839 紙本墨画 20.5×27.3 徳島県立博物館

画稿貼り込みA（亜墨利
翰人肖像）

1856 紙本彩色 26.1×36.8（台紙） 徳島県立博物館

画稿貼り込みB（シチン
ボール）

不詳
（1852以降）

紙本彩色 18.4×26.1（台紙） 徳島県立博物館

画稿貼り込みC（西洋服、
ラッパ、傘）

幕末－明治 紙本彩色 26.0×17.1（台紙） 徳島県立博物館

画稿貼り込みD（西洋女
性）

幕末－明治 紙本墨画 26.1×36.8（台紙） 徳島県立博物館

画稿貼り込みE（西洋人
風俗抜写縫道具、センダ
ク）

幕末－明治 紙本墨画 26.0×17.2（台紙） 徳島県立博物館

画稿貼り込みF（西洋人
風俗抜写ハンヲ焼図）

幕末－明治 紙本墨画 16.9×21.1（台紙） 徳島県立博物館

画稿貼り込みG（西洋建築） 幕末－明治 墨、水彩 紙 27.8×38.2（台紙） 徳島県立近代美術館

画稿等貼り込みH（西洋
女性、望遠鏡など）

幕末－明治 墨 和紙 14.4×17.5 徳島県立近代美術館

守住貫魚・資料 渡辺広輝「輝」字免許状 1829 墨 紙 18.9×52.8 徳島県立博物館

住吉広定「定」字免許状 1835 墨 紙 25.9×66.3 徳島県立博物館

召出達書（徳島藩） 1838 墨 紙 16.2×31.1 個人

召出御礼席指示書（徳
島藩）

1838 墨 紙 16.4×45.5 個人

加増達書（徳島藩） 1844 墨 紙 16.5×39.4 個人

登城指示（徳島藩） 1844 墨 紙 16.5×36.0 個人

酒井順蔵（文）守住貫
魚（画）『亜 墨 漂 流 新
話』全3巻

1844 冊子 各27.0×19.0 四国大学図書館「凌
青文庫」

長尾初太郎メキシコ漂
流関係模型「洋琴」

幕末 木 21.6×5.3 徳島県立博物館

長尾初太郎メキシコ漂
流関係模型「風取」

幕末 紙 30.5×6.4 徳島県立博物館

長尾初太郎メキシコ漂
流関係模型「亜墨利加
梯」

1854 竹 長さ12.0 徳島県立博物館

第一回内国絵画共進会
褒賞授与証（農商務卿
西郷従道代理大蔵卿松
方正義）

1882 41.7×54.5 徳島県立博物館

大阪絵画品評会特別審
査員申付書（大阪府勧
業課）

1884 18.5×26.3 徳島県立博物館

帝室技芸員手当辞令
（宮内省）

1890 22.8×30.8 徳島県立博物館

守住勇魚 守住貫魚肖像 明治期 絹本着彩（軸装） 122.4×78.8 徳島県立博物館

大熊氏廣 守住貫魚胸像 1884頃 石膏 h.19.5 徳島県立博物館
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守住勇魚 羊と犬 1876-78頃 水彩 紙 20.6×27.7 徳島県立近代美術館

新橋停車場風景 1876-78頃 水彩、鉛筆 紙 21.1×30.2 徳島県立近代美術館

工部美術学校画学教場
A

1877 鉛筆 紙 22.7×29.0 徳島県立近代美術館

工部美術学校画学教場
B

1877 鉛筆 紙 25.0×34.4 徳島県立近代美術館

工部美術学校画学教場
C

1877 鉛筆 紙 24.5×34.3 徳島県立近代美術館

屋敷林のある風景 1877 鉛筆 紙 24.4×32.4 徳島県立近代美術館

工部大学校風景 1878 鉛筆 紙 16.2×22.6 徳島県立近代美術館

学生A 1876-78頃 鉛筆 紙 28.9×22.4 徳島県立近代美術館

学生B 1876-78頃 鉛筆 紙 19.8×27.1 徳島県立近代美術館

学生C 1876-78頃 鉛筆 紙 25.0×34.8 徳島県立近代美術館

学生D 1876-78頃 鉛筆 紙 19.9×13.6 徳島県立近代美術館

池上本門寺 1876-78頃 鉛筆 紙 20.4×30.2 徳島県立近代美術館

工部美術学校画学教場
D

1877-78頃 鉛筆 紙 19.7×29.7 徳島県立近代美術館

猫 1879 鉛筆、インク 紙 22.6×26.8 徳島県立近代美術館

住吉大社 1879 水彩 紙 22.6×28.9 徳島県立近代美術館

大阪府下鯰江川之夕陽 1879 水彩 紙 24.5×32.6 徳島県立近代美術館

大阪府下 1879 水彩 紙 24.3×32.6 徳島県立近代美術館

大阪府下東今里村 1880 鉛筆 紙 21.5×30.2 徳島県立近代美術館

四天王寺 1879-89頃 水彩 紙 23.4×32.2 徳島県立近代美術館

本のある静物 1889頃 油彩 紙 21.5×26.5 徳島県立近代美術館

家のある風景 明治期 油彩 紙 24.3×32.2 徳島県立近代美術館

木蓮 明治期 油彩 紙 25.0×34.7 徳島県立近代美術館

牡丹と木蓮 明治期 油彩 紙 25.1×34.7 徳島県立近代美術館

牡丹 明治期 油彩 紙 34.7×24.9 徳島県立近代美術館

薔薇 明治期 油彩 紙 32.1×24.1 徳島県立近代美術館

急須 明治期 油彩 紙 25.3×31.8 徳島県立近代美術館

急須と湯呑 明治期 油彩 紙 26.0×35.5 徳島県立近代美術館

外国風景A 不詳 水彩 紙 21.0×28.0 徳島県立近代美術館

外国風景B 不詳 水彩 紙 21.5×27.6 徳島県立近代美術館

外国風景C 不明 水彩 20.3×27.6 徳島県立近代美術館

外国風景D 不明 コンテ 26.0×19.4 徳島県立近代美術館

草原の人々 不詳 水彩 紙 22.9×34.8 徳島県立近代美術館
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守住勇魚 舟のある風景 水彩 紙 20.5×28.0 徳島県立近代美術館

家のある風景A 不詳 水彩 紙 20.3×29.2 徳島県立近代美術館

家のある風景B 不詳 水彩 紙 30.3×28.0 徳島県立近代美術館

家のある風景C 不詳 水彩 紙 20.5×27.9 徳島県立近代美術館

家のある風景D 不詳 水彩 紙 18.9×28.2 徳島県立近代美術館

軍人A 不詳 鉛筆 紙 23.9×16.7 徳島県立近代美術館

軍人B 不詳 鉛筆 紙 27.7×19.7 徳島県立近代美術館

軍人C 不詳 鉛筆 紙 26.4×16.3 徳島県立近代美術館

写生画貼り込み帳 1878-86頃 水彩、鉛筆 紙 23.0×31.8 徳島県立近代美術館

画帳A 1910-18頃 水彩、鉛筆 紙 14.5×23.0 徳島県立近代美術館

画帳B 不詳 鉛筆 洋紙他 14.1×18.6 徳島県立近代美術館

画帳C 不詳 鉛筆 洋紙他 17.2×11.8 徳島県立近代美術館

木のある風景A 不詳 鉛筆 紙 17.1×23.7 徳島県立近代美術館

木のある風景B 不詳 鉛筆 紙 15.1×20.3 徳島県立近代美術館

神社 不詳 鉛筆 紙 24.6×32.7 徳島県立近代美術館

パレット 不詳 鉛筆 紙 22.9×28.9 徳島県立近代美術館

『大成普通画学本二編
十一』第七課 下絵

不詳 鉛筆 紙 17.4×24.5 徳島県立近代美術館

管絃之図 1919 絹本着色 127.0×51.0 徳島県立近代美術館

守住勇魚・資料 大成普通畫學本二編第
十一

1882 書籍 14.5×21.9 徳島県立近代美術館
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3-3 フリースペース

チャレンジとくしま芸術祭2014

● 会期・会場など

○「展示部門」：平成26年1月21日［火］～26日［日］

9 : 30～17 : 00（26日は16 : 30まで）

徳島県立近代美術館展示室3（2F）

○「パフォーマンス部門」：平成26年1月25日［土］

9 : 45～16 : 40

※一組あたり15分 途中休憩をはさむ

徳島県立近代美術館ロビー（2F）

○「表彰式」：平成26年1月26日［日］15 : 00～

徳島県立近代美術館ロビー（2F）

○「受賞者発表会」

「展示部門」：平成26年3月15日［土］、16日［日］

9 : 30～17 : 00（16日は16 : 30まで）

徳島県立近代美術館ギャラリー

「パフォーマンス部門」：平成26年3月16日［日］

14 : 00～16 : 30

徳島県立二十一世紀館イベントホール

● 概要

チャレンジとくしま芸術祭は、様 な々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年度にはじまり、今回

で5回目の開催。平成23年度より徳島県立近代美術館と

徳島県立二十一世紀館との共催。

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組の精鋭が集

い、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。

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。また受賞者発表

会でも力の入った作品が発表された。

● 主催

徳島県立近代美術館、徳島県立二十一世紀館

● 料金

観覧無料、参加費無料

● 参加資格

・県出身者または県内在住者。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、経験は不問。

● 募集及び参加者数

(1) 募 集 期 間 平 成25年8月1日［木］～10月26日

［土］［必着］

(2) 参加者数

「展示部門」42組（応募数63組）

「パフォーマンス部門」18組（応募数25組）

※参加者説明会・公開抽選会（平成25年11月4日）にお

いて、抽選により決定。

● 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（出品者・出演者紹介）：A3二つ折り 8ペー

ジ

出品・上演作品一覧：A4 5ページ

発表会ちらし：A3二つ折り 4ページ

発表会出品・上演作品一覧：A4 2ページ

● 来館者数

2,555名、受賞者発表会725名。

● 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：各審査員が個別に項目別に加点式に評価。

二次審査：二次審査は、ポイント制及び審査員の合議制。

(2) 審査項目

○「チャレンジ度」

作品から読み取れる、挑戦の度合い。その基準は審査

員にゆだね、受賞理由として明文化するものとする。

：各出品者または出演者に対し1から10ポイント。小数

点第一位まで採点可能。

○「表現力」「将来性」「個 の々審査員による独自の観点」

：各出品者または出演者に対し、各号について各1から

5ポイント。小数点第一位まで採点可能。

(3) 賞の種類

・グランプリ 各1組 得票順

・準グランプリ 各1組 得票順

・チャレンジ奨励賞 展示部門は3組まで、パフォーマンス

部門は2組まで 「該当者なし」も有り。

：審査員の発議と協議による。特に将来性・チャレンジ精

神に見るべきものがある等。

「MIP（モーストインプレッシブプレイヤー）賞」 各1組

「該当者なし」も有り。

：審査員の発議と協議による。もっとも印象に残る、心を打

つ等。
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(4) 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受賞者発表会（3月）への参加

②次回「チャレンジとくしま芸術祭」への無抽選での出場

権。

：ただし次回の一回に限る。希望する場合のみ。

③無料招待券：美術館主催の有料事業に限る。：有効

期限1年間。年間5回まで。

「準グランプリ」 ＜各部門につき1組＞

①受賞者発表会（3月）への参加

②無料招待券：美術館主催の有料事業に限る。年間5

回まで

「チャレンジ奨励賞／MIP（モーストインプレッシブプレイヤー）

賞」

①受賞者発表会(3月）への参加

②無料招待券：美術館主催の有料事業に限る。年間3

回まで

(5) 審査員（順不同・敬称略）

○展示部門

鈴木久人 （鳴門教育大学教授）

白井宏治 （株式会社あわわ総務部部長）

河原崎貴光 （徳島大学准教授）

森山宏昭 （近代美術館長）

安達一樹 （近代美術館上席学芸員）

○パフォーマンス部門

小西昌幸 （北島町教育委員会事務局長）

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）

中瀬敬一 （文化の森振興本部長・二十一世紀館長）

● 受賞者・受賞作品

○展示部門

【グランプリ】

尾田稔子（絵画と造形）

〈紙の力〉 2012-13年 紙

［受賞理由］

素材の力を使った完成度の高い表現が多くの委員か

ら高評価を得た。

【準グランプリ】

タニザキヒロエ（絵画）

〈「Zoo」〉 2013年11月-14年1月 油彩、ミクストメディ

ア、板、キャンバス

［受賞理由］

今まで扱わなかったモチーフに挑戦し、描き方も思い

切った抽象化と力のこもった表現をした。

【チャレンジ奨励賞】

安慶田渉（彫刻）

〈情報の森〉 2013-14年 ラス網、カラー広告、塗料、

パラフィン

［受賞理由］

日常的に消費される広告チラシをうまく使って造形表現

に結びつけた。

【チャレンジ奨励賞】

伊丹直子（絵画）

〈シリーズ「旅の空」より 「虹」「黄昏「飛行機雲」〉

2013年 かまぼこ板にアクリル絵の具

［受賞理由］

蒲鉾板という統一したユニットを用いた構成と3点の中

でも鳥の描写が優れた点を評価した。

【チャレンジ奨励賞】

宗谷茜（映像インスタレーション）

〈∵ゆるキャラ∴〉 2014年 映像、立体

［受賞理由］

チャレンジとくしま芸術祭ではこれまで見られなかった傾

向の作品であり、社会批判への可能性が感じられた。

【MIP賞】

和布遊び仲間どなり（工芸）

〈吊し飾り、和紙ポシェット〉 2011-13年 手縫い

［受賞理由］

参加者たちが楽しんで表現している様に好感が持て

た。

○パフォーマンス部門

【グランプリ】

バトンプレイス徳島（ダンス）

〈ディズニー夏祭り、ボンファイアーダンス〉

［受賞理由］

登場時から会場内を一変させるような圧倒的なステー

ジ展開。手具の使い方や舞台転換も含め、ダンスパフォー

マンスとしての構成力が素晴らしい。少女たちが威風堂々

のダンスを見せてくれた。
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【準グランプリ】

M&G（マンドリンとギターの演奏）

〈ひまわり、ティコティコ、時には母のない子のように〉

［受賞理由］

2人が長年にわたって、満足できる演奏を求めてチャレ

ンジし続けた成果が見られた。

【チャレンジ奨励賞】

徳島はっちー（ジャグリング、パントマイム、ダンスなど）

［受賞理由］

顔の表情を含め、体全体を使ったパフォーマンスが幻

想的な音楽と一体になって生み出された浮遊感が印象

に残った。

【チャレンジ奨励賞】

Pendre（スティールパン演奏）

〈進め！すだちくん 他〉

［受賞理由］

日本では珍しい楽器を用いて演奏しチャレンジするだ

けでなく、音楽を楽しむ様が伝わってきた。

【MIP賞】

ヌックヌック（オカリナ演奏）

〈アメージング・グレイス、線路は続くよどこまでも、涙くんさよ

なら、祖谷の粉ひき唄、花は咲く、旅立ちの日に〉

［受賞理由］

入退場まで趣向をこらした点も含め、パフォーマンスが

楽しかった。耳になじみのある曲ばかりで、思わず口ずさみ

たくなった。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧

○展示部門

【グランプリ】

尾田稔子

〈八つの光、宙の光、愛の光〉 2008-14年 紙、鉛筆、

墨、顔彩

【準グランプリ】

タニザキヒロエ

〈冬の動物園〉 2013年11月－2014年2月 キャンバス、

ベニヤ板、油絵具、ミクストメディア”

【チャレンジ奨励賞】

安慶田渉

〈彫刻のある日常〉 2013-14年 石材、鉄線、木材、樹

脂

伊丹直子

〈群椋図〉 2014年 かまぼこ板にアクリル絵の具で彩

色

宗谷茜

〈∴ゆるキャラ∵〉 2014年 映像、羊毛フェルト

【MIP賞】（モーストインプレッシブプレイヤー）

和布遊び仲間どなり

〈吊し飾り〉 2012-13年

○パフォーマンス部門

【グランプリ】

バトンプレイス徳島

〈ディズニー夏祭り〉、〈ボンファイアーダンス〉

【準グランプリ】

M&G

〈夜霧のしのび逢い〉、〈ひまわり〉、〈ベサメ・ムーチョ〉、〈時

には母のない子のように〉、〈ティコ・ティコ〉

【チャレンジ奨励賞】

徳島はっちー

〈モダンタイムス〉

Pendre

〈進め！すだちくん他〉

【MIP賞】（モーストインプレッシブプレイヤー）

ヌックヌック

〈高原列車は行く〉、〈線路はつづくよどこまでも〉、〈ふじの

山〉、〈花〉、〈おぼろ月夜〉、〈さくらさくら〉、〈てんとう虫のサ

ンバ〉、〈祖谷の粉引歌〉、〈コンドルは飛んで行く〉、〈いの

ちの歌〉

［上演順］ ヌックヌック／Pendre／徳島はっちー／M&G／

バトンプレイス徳島

56



● 効果と問題点

5回目となった今回は、前回同様にバラエティに富んだ

参加者が集まり、応募者数も増加した。「受賞者発表会」

のインターネット回線を活用した動画配信のほか、参加者

の活動を支援する意味で、各種マスコミへの取材依頼や

発表機会の確保にも努めた。今後も事業の趣旨に対する

理解を広げていきながら、参加者の活動の広がりをはかっ

ていく必要がある。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「芸術発表の場提供」『徳島新聞』 平成25年8月29日

「チャレンジとくしま芸術祭 徳島市で展示部門 意欲

的な作品ずらり」『徳島新聞』 平成26年1月21日

「チャレンジとくしま芸術祭2014 個性豊かな130点」『毎

日新聞』 平成26年1月23日

「徳島発アーティストを発掘 近代美術館で芸術祭」『朝

日新聞』 平成26年1月23日

「音楽や踊り 市民ら披露 4人13団体軽快に 県立

近代美術館ロビー」『読売新聞』 平成26年1月29日

「B-STE TALKING いくつになってもチャレンジ」 エフ

エムびざん 平成26年1月14日

「ニュース」 NHK徳島 平成26年1月22日

「フォーカス徳島」ほか 四国放送 平成26年1月23日

「おはよう四国」 NHK松山 平成2年1月25日

「チャレンジとくしま芸術祭2014」 日本中央テレビ 平

成26年2月10日ほか

● 担当学芸員

友井伸一、吉川神津夫、森芳功
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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。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）徳島のコレクション2013-Ⅱ

平成25年4月21日［日］
平成25年6月30日［日］
14 :00-14 :45
平成25年7月28日［日］
14 :00-14 :45
平成25年8月3日［土］
14 :00-14 :45
平成25年8月25日［日］
14 :00-14 :45

徳島のコレクションツアー特集「新収蔵作品
を中心に」

徳島のコレクションツアー特集「美術館で夏
休み」
美術を楽しむわたくし流「書で絵や彫刻の
世界をイメージする」
徳島のコレクションツアー特集「美術館で夏
休み」

安達一樹（上席学芸員）
安達一樹（上席学芸員）

森芳功（企画交流室長）

隅田英二（書家・県立文学書道館
専門職員）
森芳功（企画交流室長）

6名
6名

27名

96名

5名

展示室1・2

（2）徳島のコレクション2013-Ⅲ

平成25年9月29日［日］
14 :00-14 :45

徳島のコレクションツアー特集「あなたのとな
りに」

吉原美恵子（上席学芸員） 8名 展示室1・2

（3）徳島のコレクション2014-Ⅰ

平成26年2月9日［日］
平成26年3月16日［日］
14 :00-14 :45
平成25年3月23日［日］
14 :00-14 :45

徳島のコレクションツアー特集「誰？」

美術を楽しむわたくし流「人形たちが『誰？』
を探る」

安達一樹（上席学芸員）
安達一樹（上席学芸員）

白澤知里（人形遣い）

1名
3名

15名

展示室1・2
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2 特別展に関連した催し

3 きんびセミナー

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。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）〈遊ぶ〉シュルレアリスム

平成25年5月6日［月・振］
14 :00-15 :00
平成25年5月11日［土］
13 :30-15 :00
平成25年5月26日［日］
13 :30-16 :00
平成25年6月2日［日］
11 :00、13 :00、14 :00
（各回30分）
平成25年6月9日［日］
13 :30-15 :30
平成25年6月16日［日］
13 :30-15 :30
平成25年6月23日［日］
14 :00-15 :00

特別展ツアー

講演会「巖谷國士講演★シュルレアリスム
と遊び」
きんびアトリエ「シュルレアリスム体験 あな
たもヘアアーティスト」
〈親子で踊る〉シュルレアリスム：カタタチサト
のおどるガイドツアー

ワークショップ「〈踊る〉シュルレアリスム：カタタ
チサトと美術館でおどる」
ワークショップ「〈踊る〉シュルレアリスム：カタタ
チサトと美術館でおどる」
特別展ツアー

友井伸一（上席学芸員）

巖谷國士（明治学院大学名誉教授
／本展監修者・図録著者）
久永安紀（造形作家）、友井伸一
（上席学芸員）
カタタチサト（ガイドダンサー）

カタタチサト（ガイドダンサー）

カタタチサト（ガイドダンサー）

友井伸一（上席学芸員）

38人

67名

22名

40名

10名

7名

33名

展示室3

イベントホール

アトリエ2

展示室3

展示室3

展示室3、講座
室
展示室3

（2）戦後＠ニッポン

平成25年7月15日［日］
14 :00-15 :00
平成25年8月4日［日］
14 :00-15 :30
平成25年9月1日［土］
14 :00-15 :00

特別展ツアー

身近な美術史シリーズ 戦後ニッポンの
アート
特別展ツアー

吉川神津夫（上席学芸員）

吉川神津夫（上席学芸員）

吉川神津夫（上席学芸員）

14名

5名

15名

展示室3

講座室

展示室3

（3）西洋美術との出会い 徳島の4人

平成25年10月5日［土］
14 :00-17 :00

平成25年10月20日［日］
14 :00-15 :00
平成25年11月4日［月・休］
14 :00-15 :30
平成25年11月17日［日］
14 :00-15 :00
平成25年11月24日［日］
14 :00-15 :00

記念シンポジウム「幕末明治の地域社会
は西洋美術をどう受け容れたのか」

特別展ツアー

身近な美術史シリーズ 絵師から画家へ

特別展ツアー

特別展ツアー

司会：河上眞理（京都造形芸術大学
准教授）パネリスト：金子一夫（茨城
大学教授）、田中修二（大分大学准
教授）、江川佳秀（学芸調査課長）
江川佳秀（学芸調査課長）

江川佳秀（学芸調査課長）

江川佳秀（学芸調査課長）

江川佳秀（学芸調査課長）

41名

21名

21名

17名

18名

多目的活動室

展示室3

講座室

展示室3

展示室3

様 な々テーマで行う講座。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

平成25年7月21日［日］
14 :00-（予定）
平成25年8月31日［土］
13 :30-16 :00
平成25年9月21日［土］
13 :30-16 :00
平成25年10月19日［土］
13 :30-16 :00
平成25年10月27日［日］
10 :00-16 :00
平成25年12月8日［日］
14 :00-15 :30
平成25年12月14日［土］
13 :30-16 :00
平成26年2月1日［土］
13 :30-16 :00

ドイツ紀行－美術館とこどもたち

教師のための土曜美術室対話による鑑賞
実践講座
教師のための土曜美術室 えのほんをつく
ろう「鑑賞シートNo.11」を使って
油絵具の果たした役割絵具で探る美術の
歴史
きんびアトリエ「ぶらり旅スケッチのすすめ」

講演会「元永定正の作品と絵本の世界」

教師のための土曜美術室授業づくりを楽し
む美術館
教師のための土曜美術室徳島ゆかりの画
家に学ぶ－日下八光と日本画

竹内利夫（上席学芸員）

小浜かおり（鷲敷中学校教論）、亀
井幸子（主任）
脇本正久（知恵島小学校指導教
論）、竹内利夫（上席学芸員）
中川存（鳴門教育大学名誉教授）

鈴木久人（鳴門教育大学教授）

中�悦子（美術家・絵本作家）

山田芳明（鳴門教育大学准教授）

梶浦千瑞（徳島県国府支援学校教
論）、森芳功（企画交流室長）

69名

11名

8名

27名

18名

102名

11名

22名

多目的活動室

アトリエ2、
展示室
アトリエ2、
展示室
アトリエ2

アトリエ2、文化
の森公園内
展示室3

アトリエ2、文化
の森公園内
アトリエ2、
展示室
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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」

5 共催事業

6 団体鑑賞（学校関係以外）での解説

文化の森6館による共催事業、美術館ボランティア「ビボラボ」との協働事業。

（表） 4-3-1「ビボラボとの協働」の項を参照。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

平成25年8月10日［土］
13 :00-15 :00
平成25年8月18日［日］
9 :30-16 :00
平成25年8月18日［日］
9 :30-16 :00
平成25年11月3日［日・祝］
10 :00-16 :00
平成25年11月3日［日・祝］
11 :00-16 :00

美術館で遊び 隊「風車（かざぐるま）を
作って遊ぼう！」
文化の森サマーフェスティバル「美術館で
あそぼう」
文化の森サマーフェスティバル「美術館で
宿題そうだん会」
文化の森大秋祭り！！「アートくつろぎ広場」

美術館で遊び隊「はなはなパーティ」

ボランティアグループ「ビボラボ」

学芸員ほか

学芸員ほか、鳴門教育大学大学院
生
学芸員ほか

ボランティアグループ「ビボラボ」

57名

317名

77名

347名

153名

ロビー

ロビー

アトリエ2、
講座室、ロビー
ロビー

ロビー

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

コミュニティカレッジ徳島 平成25年6月13日［木］
10 :10-11 :40

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2013-�」、
特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」を鑑賞。

一般14名

エクセレント徳島 平成25年6月14日［金］
13 :00-14 :00

友井伸一（上席
学芸員）、森芳
功（企 画 交 流
室長）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」を鑑賞。 一般12名、
職員9名

徳島県聴覚障害者福祉協
会

平成25年6月23日［日］
10 :00-12 :00

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸 一（上 席 学
芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」を鑑賞。 一般16名

JTMとくしま日本語ネットワー
ク 小・中・高生、一般

平成25年7月21日［日］
14 :05-14 :45

亀井幸子（主任） カルタの読み札づくり（所蔵作品展「徳島
のコレクション2013-II」）

一般17名、
児童・生徒15名

美術館協議会 平成25年9月20日［金］
12 :00-12 :35

江川佳秀（学芸
調査課長）、森
芳 功（企 画 交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2013-
�」を鑑賞。

一般7名

眉山福祉会知的障害者授
産施設まゆやま学苑

平成25年9月28日［土］
10 :00-11 :00

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2013-
�」を鑑賞。

一般26名、
職員6名

徳島県立二十一世紀館 平成25年10月14日［月］
15 :30-15 :50

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「西洋美術との出会い 徳島の
4人」を鑑賞。

一般8名

あゆみ園 平成25年11月14日［木］
14 :00-15 :10

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2013-
�」、特別展「西洋美術との出会い徳島
の4人」を鑑賞。

一般17名、
引率4名

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。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

平成25年6月1日［土］
14 :00-14 :45
平成25年6月29日［土］
14 :00-14 :45
平成25年7月27日［土］
14 :00-14 :45
平成25年8月24日［土］
14 :00-14 :45
平成25年11月9日［土］
14 :00-14 :45
平成25年12月7日［土］
14 :00-14 :45
平成26年1月11日［土］
14 :00-14 :45
平成26年3月1日［土］
14 :00-14 :45

所蔵作品展「新収蔵」の巻

「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」の巻

所蔵作品展「なつやすみ」の巻

「戦後＠ニッポン」の巻

「西洋美術」の巻

所蔵作品展「となり」の巻

所蔵作品展「だれ？」の巻

「お楽しみ番外編」の巻

森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）
森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主任）

19名

36名

28名

16名

21名

19名

21名

25名

展示室1

展示室3

展示室1

展示室3

展示室3

展示室1

展示室1

展示室1、
アトリエ
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7 単独の団体鑑賞（学校関係以外）

8 博物館実習生の受け入れ

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

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25年7月30日［火］‐8月3日［土］の5日間

● 学校名及び人数

徳島大学 5名

鳴門教育大学 3名

四国大学 2名

多摩美術大学 1名

金沢美術工芸大学 1名

計 12名

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、学芸員など

職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。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島大学総合
科学 部「美 術
概論」受講生
2-4年

平成25年5月25日［土］
14 :00-16 :00

実物を前にすることで、美術の魅力につい
てふれる。一つの作品について語り合うこと
で理解を深める。

江川佳秀（学芸調査課
長）

学生7名

2 鳴門教育大学
美術コース

平成25年5月25日［土］
13 :00-15 :00

「くりえぃていぶアート鑑賞」屋外の彫刻作
品を中心に鑑賞。その後、作品から感じた
ことや疑問に思った事などを講座室で話し
合い、作品理解を深めた。

山木朝彦（鳴門教育大
学教授）、仲田耕三（四
国大学非常勤講師）、
亀井幸子（主任）

学生11名

3 徳島大学国際
センター
徳島大学日本
語研修コース

平成25年5月28日［火］
11 :40-13 :45

活動名：「びじゅつかんでたくさんはなす」。
留学生と美術館スタッフがペアになり作品
鑑賞をし、お気に入りの作品をみつけて発
表した。

竹 内 利 夫（上 席 学 芸
員）、阿地恵奈（文化推
進員）、大西葵（文化推
進員）

学生3名
引率1名

4 徳島県立名西
高等学校
美術科2年

平成25年6月6日［木］
14 :15-16 :00

40分程度、解説を聞きながら一通り展覧会
を見学した後、自由見学となった。体験コー
ナーに興味を持つ生徒もいたが、作品を
じっくり見ている生徒もいた。

友井伸一（上席学芸員）生徒19名
引率4名

5 徳島文理大学
大学生

平成25年6月21日［金］
10 :00-11 :00

展覧会のポイントを伝えて自分なりに楽しん
でみることができるようにした。

友井伸一（上席学芸員）学生4名
引率1名

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

西部地域交流センター 染
色教室

平成25年7月19日［金］
10 :45-11 :45

所蔵作品展「徳島のコレクション2013-II」、
特別展「戦後＠ニッポン」を鑑賞。

一般8名、
引率1名

善通寺花き研究会 平成26年2月23日［日］
13 :50-14 :20

所蔵作品展「徳島のコレクション2014-I」を鑑賞。 一般20名
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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展覧会を案内する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

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

6 徳島市八万南
小学校 3年

平成25年6月26日［水］
9 :50-10 :55

徳島ゆかりの作家コーナー。主として伊原宇
三郎さんの作品を鑑賞した。

友井伸一（上席学芸員）、
森芳功（企画交流室長）

児童103名
引率3名

7 鳴門教育大学
附属小学校
3年

平成25年7月9日［火］
13 :30-14 :30

屋外彫刻の作品を中心に鑑賞した。5作
品を自由に鑑賞した後、自分のお気に入り
の作品の前に集まり、そのグループ通しでど
んなところが好きか、どんなことに気づいたか
を話し合った。

山木朝彦（鳴門教育大
学教授）、森芳功（企画
交流室長）、亀井幸子
（主任）

児童110名

8 徳島大学 総
合科学部

平成25年7月20日［土］
14 :00-15 :30

時代背景をふまえて作品が伝えるメッセー
ジを正確に読みとくトレーニング。「当時の人
だったらどう感じたか？」概略を説明後自由
鑑賞、発表＋質疑応答。

江川佳秀（学芸調査課
長）

学生7名

9 徳島市八万保
育所 5歳

平成25年10月18日［金］ 作業用の大きなエレベーターに乗ったり、普
段は通らない廊下を歩いたりして建物の中
を探検。その後、3階のアトリエで、保育所
から持ってきた土粘土で土ぶえをつくった。

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（主任）

園児26名
引率3名

10 徳島大学 総
合科学部

平成25年11月24日［日］
15 :10-16 :10

14時からの一般向けギャラリートークに参加。
休憩の後、特別展の会場で授業を行った。
展覧会が出来上った経緯やねらい等を話
したあと、質問に答える形で、授業を進めた。

江川佳秀（学芸調査課
長）

学生11名

11 徳島大学日本
語研修コース

平成25年11月29日［金］
13 :00-15 :05

好きな作品を選んで発表する活動と、作品
を前に演じる鑑賞プログラム「よーいアクショ
ン！」の二つの課題に留学生と日本人のペ
アで取り組んだ。

Gehrtz三隅友子（徳島大
学国際センター教授）、
竹内利夫（上席学芸員）

学生6名
引率3名

計 園児・児童・生徒・学生 307名 教員 15名／合計 322名

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 徳島県立徳島北高等学校
美術部

平成25年4月28日［日］
10 :00-13 :00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒23名
引率1名

2 鳴門市鳴門第二中学校
美術部

平成25年4月28日［日］
10 :35-15 :10

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒10名
引率2名

3 徳島科学技術高等学校
2年

平成25年4月29日［月］
10 :25-11 :25

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

生徒12名
引率3名

4 徳島市内町小学校
5年

平成25年5月1日［水］
10 :30-12 :00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

児童34名
引率2名

5 勝浦町立横瀬小学校
1-5年

平成25年5月2日［木］
9 :30-11 :30

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

児童78名
引率7名

6 徳島市八万小学校
5年

平成25年5月8日［水］
9 :30-11 :00

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

児童95名
引率4名

7 阿南市立福井小学校
1-3年

平成25年5月10日［金］
9 :40-11 :35

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

児童52名
引率5名

8 みずほ保育園（徳島市）
園児

平成25年5月15日［水］
10 :10-11 :05

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

園児2名
引率3名

9 阿南市立津乃峰小学校
5年

平成25年5月16日［木］
10 :00-11 :00

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒27名
引率2名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

10 上板町立神宅小学校
3年

平成25年5月17日［金］
13 :40-14 :35

森芳功（企画交
流室長）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

生徒31名
引率2名

11 徳島市上八万小学校
5年

平成25年5月23日［木］
9 :40-11 :10

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上席学芸
員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

児童50名
引率3名

12 徳島市立城西保育所
5歳

平成25年5月23日［木］
10 :10-10 :45

亀井幸子（主任）特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

園児26名
引率3名

13 四国大学附属幼稚園
年長組

平成25年5月29日［水］
10 :10-11 :15

吉原美惠子（上
席学芸員）、竹
内利 夫（上 席
学芸員）、友井
伸一（上席学芸
員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

園児62名
引率6名

14 徳島市八万南幼稚園
年長、年少

平成25年5月30日［木］
9 :40-10 :30

友井伸一（上席
学芸員）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

園児73名
引率6名

15 徳島県立城ノ内中学校、
高等学校美術部
中学校1年‐高校2年

平成25年6月1日［土］
10 :00-13 :50

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（主任）、竹
内利夫（上席学
芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒29名
引率1名

16 藍住町教育委員会「キャ
ロッ子学級」
小学校6年、中学校2-3年

平成25年6月4日［火］
12 :30-14 :15

亀井幸子（主任）特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

児童生徒5名
引率2名

17 徳島市立八万東保育所
5歳

平成25年6月11日［火］
10 :20-11 :30

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

園児31名
引率4名

18 徳島市立八万東保育所
4歳

平成25年6月13日［木］
9 :45-10 :50

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

園児25名
引率3名

19 鳴門教育大学附属小学校
美術部 5-6年

平成25年6月13日［木］
14 :10-15 :10

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

児童19名
引率1名

20 阿南市立羽ノ浦中学校
美術部 1-3年

平成25年6月16日［日］
10 :00-12 :00

森芳功（企画交
流室長）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒14名
引率1名

21 徳島市立八万保育所
5歳

平成25年6月18日［火］
9 :45-10 :50

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

園児25名
引率3名

22 石井町高原小学校
3年

平成25年6月18日［火］
11 :00-12 :15

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

児童37名
引率3名

23 徳島市富田中学校
美術部

平成25年6月22日［土］
10 :00-12 :00

森芳功（企画交
流室長）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

生徒7名
引率1名

24 徳島市八万南小学校
美術クラブ 4-6年

平成25年6月25日［火］
15 :20-15 :35

森芳功（企画交
流室長）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

児童生徒11名
引率2名

25 徳島市八万南小学校
3年

平成25年6月26日［水］
10 :00-11 :20

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上席学芸
員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒102名
引率4名

26 徳島県立聾学校
小学部 1-3年

平成25年6月28日［金］
10 :35-11 :45

友井伸一（上席
学芸員）、竹内
利夫（上席学芸
員）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

児童10名
引率8名

27 徳島県立盲学校
小学部1年、4-5年

平成25年6月28日［金］
10 :35-11 :45

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（主任）

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」
を鑑賞。

児童5名
引率10名

28 鳴門教育大学附属小学校
3年

平成25年7月9日［火］
13 :45-14 :45

山木朝彦（鳴門
教育大学教授）、
森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅱ」を鑑賞。

児童113名
引率5名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

29 徳島県立徳島中央高等学校
1-4年

平成25年7月11日［木］
10 :15-11 :45

森芳功（企画交
流室長）、安達
一樹（上席学芸
員）、吉原美惠
子（上席学芸
員）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅱ」を鑑賞。

生徒120名
引率22名

30 鳴門教育大学附属幼稚園
3歳から小学校2年

平成25年7月30日［火］
10 :00-13 :15

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（主任）

特別展「戦後＠ニッポン展」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

園児・児童31名
引率13名

31 徳島県立鳴門高等学校 平成25年8月2日［金］
13 :50-15 :40

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「戦後＠ニッポン展」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒15名
引率1名

32 徳島市立南部中学校
美術部 1-3年

平成25年8月21日［水］
9 :40-11 :30

森芳功（企画交
流室長）

特別展「戦後＠ニッポン展」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒13名
引率1名

33 阿南市日和佐小学校
6年

平成25年10月11日［金］
10 :40-11 :40
13 :00-14 :15

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（主任）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童28名
引率3名

34 徳島市立城西保育所
4-5歳

平成25年10月17日［木］
10 :30-11 :40

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（主任）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」、所蔵作品展「西洋美術との
出会い 徳島の4人」を鑑賞。

園児50名
引率5名

35 鳴門市板東小学校
1-2年

平成25年10月18日［金］
10 :00-11 :30

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上席学芸
員）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童88名
引率7名

36 徳島市立八万東保育所
4-5歳

平成25年10月22日［火］
10 :30-11 :40

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（主任）、阿地恵
奈（文化推進
員）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」、所蔵作品展「西洋美術との
出会い 徳島の4人」を鑑賞。

園児53名
引率7名

37 徳島市立八万東保育所
2-3歳

平成25年10月23日［水］
10 :30-11 :40

亀井幸子（主任）、
森芳功（企画
交流室長）、竹
内利夫（上席
学芸員）、阿地
恵奈（文化推進
員）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」を鑑賞。

園児37名
引率8名

38 阿波市立久勝幼稚園 平成25年10月25日［金］
9 :40-11 :00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」を鑑賞。

園児34名
引率7名

39 徳島市立八万保育所
5歳

平成25年10月30日［水］
9 :30-11 :00

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」を鑑賞。

園児25名
引率3名

40 徳島市助任小学校
2年

平成25年11月6日［水］
9 :30-11 :30

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童121名
引率6名

41 徳島市千松小学校
5年

平成25年11月8日［金］
9 :35-11 :10

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（主任）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童177名
引率8名

42 徳島市立八万南幼稚園
4-5歳

平成25年11月12日［火］
9 :35-10 :30

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

園児78名
引率6名

43 徳島市大松小学校
4年

平成25年11月13日［水］
10 :00-11 :00

江川佳秀（学芸
調査課長）、吉
原美惠子（上席
学芸員）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童76名
引率4名

44 徳島市大松小学校
6年

平成25年11月13日［水］
12 :30-13 :40

江川佳秀（学芸
調査課長）、吉
原美惠子（上席
学芸員）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童68名
引率3名
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(2) 学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 高知明徳義塾高等学校・
中学校 美術部

平成25年4月27日［土］
10 : 00-11 : 30

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒8名
引率1名

2 徳島県立川島高等学校・
中学校 美術部

平成25年6月1日［土］
10 : 30-12 : 00

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒5名
引率1名

3 京都産業大学 学生 平成25年6月29日［土］
13 : 00-15 : 35

特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2013‐Ⅱ」を鑑賞。

学生8名

4 徳島県立徳島北高等学
校

平成25年8月2日［金］
12 : 00-17 : 00の間に自由
見学

特別展「戦後＠ニッポン展」、所蔵作品展「徳島の
コレクション2013‐Ⅱ」を鑑賞。

生徒46名

5 阿波市立大俣小学校
1、2年

平成25年11月8日［金］
9 : 30-14 : 00の間に自由
見学

特別展「西洋美術との出会い 徳島の4人」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童45名
引率3名

6 脇町中学校特別支援学
級

平成26年2月12日［水］
14 : 00-15 : 00

特別展「徳島のコレクション2014‐I」を鑑賞。 生徒1名
引率2名

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

45 穴吹町立穴吹小学校
1-3年

平成25年11月13日［水］
11 :00-12 :00

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（主任）、大
西葵（文 化 推
進員）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童77名
引率7名

46 阿南市立今津小学校
6年

平成25年11月14日［木］
10 :00-11 :20

森芳功（企画交
流室長）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童33名
引率3名

47 徳島市八万幼稚園
4、5歳

平成25年11月19日［火］
11 :30-12 :00

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上席学芸
員）

特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

園児81名
引率9名

48 徳島市不動小学校
3-4年

平成25年11月22日［金］
13 :00-13 :30

亀井幸子（主任）、
大西葵（文化推
進員）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」を鑑賞。

児童37名
引率2名

49 鳴門教育大学附属小学
校
4、5年

平成25年11月28日［木］
14 :10-15 :10

亀井幸子（主任）特別展「西洋美術との出会い
徳島の4人」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2013‐Ⅲ」を鑑賞。

児童15名
引率1名

50 徳島市立富田保育所
5歳

平成25年12月11日［水］
9 :30-13 :00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」を鑑賞。

園児19名
引率3名

51 徳島県立聾学校 幼稚部 平成25年12月12日［木］
10 :30-11 :30

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2013‐
Ⅲ」を鑑賞。

園児7名
引率8名

52 徳島市立城西保育所
4歳

平成26年2月18日［火］
10 :30-11 :35

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

園児27名
引率4名

53 徳島市立城西保育所
5歳

平成26年2月19日［水］
13 :00-15 :00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

園児25名
引率6名

54 徳島市立八万保育所
5歳

平成26年2月21日［金］
13 :30-14 :15

亀井幸子（主任）特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

園児25名
引率7名

55 徳島市立八万保育所
4歳

平成26年2月21日［金］
10 :10-11 :05

亀井幸子（主任）特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

園児24名
引率5名

56 徳島市立八万保育所
3歳

平成26年2月21日［金］
10 :10-11 :05

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

園児17名
引率3名

57 徳島市内町小学校 特
別支援学級

平成26年3月4日［火］
9 :30-10 :30

亀井幸子（主任）特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

児童3名
引率3名

58 徳島市立城西保育所
3歳

平成26年3月14日［金］
10 :30-11 :45

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「徳島のコレクション2014‐
I」を鑑賞。

園児37名
引率4名

計 園児・児童・生徒・学生 2449名 教員 266名／合計 2715名
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

7 京都大学 学生 平成26年2月27日［木］
10 : 45-11 : 05

特別展「徳島のコレクション2014‐I」を鑑賞。 学生11名
引率1名

計 生徒 124名 教員 8名／合計 132名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 ヨハナ・フリーゼ・
シューレ（グル
ント・シューレ）
2年

平成25年4月16日［火］
10 : 00-12 : 30

シュプレンゲル美術館の所蔵作品展会
場で同館の鑑賞プログラム「パオリーネ」
を実施。冒頭のデモンストレーションを竹内
が担当した。グループ活動では当館のプ
ログラム「よーいアクション！」にちなんで寸劇
をつくった。約2時間の鑑賞の後、キッズ
フォーラムで幽霊のお絵描きをして相互鑑
賞した。（徳島県とニーダーザクセン州の
交流事業としてハノーファー市シュプレン
ゲル美術館の招聘を受け渡独。以下3-5
も同じ。）

竹内利夫（上席学芸員）、カティ
ア・クラウゼ（シュプレンゲル美術
館エデュケーター）、デュリンク（引
率教員）

児童23名
教員1名
保護者2名

2 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年4月17日［水］
10 : 00-11 : 45

「リズム室が美術館」所蔵作品の掛け図
（8枚）の作品を見て、お気に入りを見つけ
てその理由や好きなところを発表しあう。言
葉で上手く表現できなくても指さしで好き
なところを発表できた。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児26名
教員3名

3 アダ・レッシング・
シューレ（ハウ
プトシューレ）ド
イツ語クラス

平成25年4月17日［水］
9 : 30-13 : 00

シュプレンゲル美術館の所蔵作品展会
場で当館の鑑賞プログラム「音のかくんれ
んぼ」を実施。冒頭のデモンストレーション
を竹内が担当。グループ活動では各講師
が分担した。約2時間の鑑賞の後、キッズ
フォーラムで自由に絵を描いて相互鑑賞
した。

竹内利夫（上席学芸員）、カティ
ア・クラウゼ（シュプレンゲル美術
館エデュケーター）、ミルファステート
（美術科教員）ほか

生徒15名
教員4名

4 ボテマ・シュー
レ（グ ルント・
シューレ）
4年

平成25年4月18日［木］
9 : 30-14 : 00

内容：シュプレンゲル美術館の企画展「ニ
キ・ド・サン・ファル メシャン・メシャン」の
会場で当館の鑑賞プログラム「勝手にし
んさいん」を実施。冒頭のデモンストレー
ションを竹内が担当。約2時間の鑑賞の
後、キッズフォーラムでニキの絵本に登場
する怪物や、審査のトロフィー、王冠などを
自由に描いたり工作したりして相互鑑賞
した。

竹内利夫（上席学芸員）、カティ
ア・クラウゼ（シュプレンゲル美術
館エデュケーター）、ボールス（引
率教員）ほか

児童13名
教員6名

5 ボテマ・シュー
レ（グ ルント・
シューレ）
4年

平成25年4月22日［月］
9 : 30-14 : 30

ハノーファー近郊のシュバルムシュテートに
ある校舎を訪問し、1年生の図工の授業
などを見学した後、4年生の教室で歓迎
を受けた。掛図を使って鑑賞プログラム
「音のかくれんぼ」を紹介し、児童や教員
の意見を聞いた。

竹内利夫（上席学芸員）、ボール
ス（担任）、コッホ（校長）ほか

児童13名
教員3名

6 徳島市立城西
保育所
5歳

平成25年4月26日［金］
9 : 45-10 : 45

「リズム室が美術館」所蔵作品の掛け図
（8枚）の作品を見て、お気に入りを見つけ
てその理由や好きなところを発表しあった。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児26名
教員2名

7 徳島市立城西
保育所
4歳

平成25年4月26日［金］
10 : 50-11 : 40

「リズム室が美術館」所蔵作品の掛け図
（8枚）の作品を見て、お気に入りを見つけ
てその理由や好きなところを発表しあった。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児32名
教員2名

8 徳島市立八万
東保育所
4歳

平成25年5月14日［火］
10 : 00-11 : 45

お絵描きリレー（前の人が描いた絵を見
ずに続きの絵を描く）の活動のあと、シュル
レアリスム展の作品の掛け図を使って鑑
賞した。

友井伸一（上席学芸員） 園児25名
教員2名

9 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成25年5月14日［火］
10 : 00-11 : 45

シュルレアリスム展の作品の掛け図を使っ
て鑑賞したあと、お絵描きリレー（前の人
が描いた絵を見ずに続きの絵を描く）の
活動をした。

亀井幸子（主任） 園児31名
教員2名

10 徳島市立城西
保育所
5歳

平成25年5月15日［水］
10 : 00-11 : 45

シャボン玉で遊んだあと、ガラスや屋外の
フェンスに貼ったビニールにシャボン玉の絵
を描いた。

亀井幸子（主任） 園児26名
教諭3名

11 阿南市立津乃
峰小学校
2年

平成25年5月15日［水］
13 : 50-15 : 30

鑑賞では、掛け図の中からお気に入りの
作品をみつけその理由を発表しあった。制
作では「お絵描きリレー」を行った。

亀井幸子（主任） 児童23名
教員1名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

12 阿南市立津乃
峰小学校
4年

平成25年5月22日［水］
10 : 40-14 : 35（途中給
食・昼休みが入る）

鑑賞シート（目ぢからスコープ）を活用した
鑑賞と制作活動を実施。

亀井幸子（主任） 児童31名
教員1名

13 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年5月24日［金］
10 : 00-11 : 45

シャボン玉をつくって遊んだあと、透明のビ
ニール傘に絵を描いた。子どもたちは思い
思いに絵を描き色を塗っていた。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員2名

14 徳島市立国府
保育所
5歳

平成25年6月5日［水］
10 : 00-11 : 45

保育所のリズム室に貼った掛け図の中か
らお気に入りを見つける活動をした後、4つ
切り画用紙に花の絵を描いたが、自分の
好きな絵を見て描いた子どももいた。

亀井幸子（主任） 園児30名
教員3名

15 鳴門教育大学
4年

平成25年6月10日［月］
9 : 00-11 : 30

美術コース4年生の授業で、特別支援教
育の視点から生徒理解や生徒指導につ
いて講義をした。

亀井幸子（主任） 学生5名
教員1名

16 徳島市立城西
保育所
4歳

平成25年6月12日［水］
10 : 00-11 : 45

掛け図を使った作品鑑賞のあとビニール
傘に絵を描いた。画用紙などの平面の紙
とは違う形態であり、興味を持って自由に
絵を描いていた。

亀井幸子（主任） 園児30名
教員3名

17 藍住町立藍住
北小学校
4年1組

平成25年6月19日［水］
10 : 40-11 : 25

視聴覚教室の広い部屋に掛け図を貼り、
お気に入りの作品をみつける活動をした。
いろいろな見方や感じ方があることを知る
ことができた。

亀井幸子（主任） 児童26名
教員1名

18 藍住町立藍住
北小学校
4年2組

平成25年6月19日［水］
11 : 35-12 : 20

視聴覚教室の広い部屋に掛け図を貼り、
お気に入りの作品をみつける活動をした。
いろいろな見方や感じ方があることを知る
ことができた。

亀井幸子（主任） 児童27名
教員1名

19 藍住町立藍住
北小学校
4年3組

平成25年6月19日［水］
13 : 45-14 : 30

視聴覚教室の広い部屋に掛け図を貼り、
お気に入りの作品をみつける活動をした。
いろいろな見方や感じ方があることを知る
ことができた。

亀井幸子（主任） 児童27名
教員1名

20 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年6月21日［金］
10 : 00-11 : 45

油粘土を用いておもしろい形をつくる活動。
心材に粘土をつけて自由にウサギ、丸い
かたちなどを作った。要領よく形を作ってい
く子どももいたが、なかなか粘土を心材に
ひっつけることができず苦労している子ども
もいた。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員2名

21 徳島市立明善
保育所 富田
保育所
5歳児

平成25年6月25日［火］
10 : 00-11 : 30

シュルレアリスム展の作品の掛け図を使っ
て鑑賞したあと、お絵描きリレー（前の人
が描いた絵を見ずに続きの絵を描く）の
活動をした。

亀井幸子（主任） 園児25名
教員6名

22 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年7月2日［火］
10 : 00-11 : 45

前回作った油粘土で作った作品にアルミ
ホイルを巻き付けその上から和紙を貼り付
けランプシェードの型をつくった。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員2名

23 徳島市立八万
東保育所
2-5歳、4チーム

平成25年7月9日［火］
9 : 50-11 : 50

2歳から5歳の異年齢のグループで運動
会に使うチームの応援旗をつくった。ステン
シルの技法を用いてチームの花を布に描
いた。

亀井幸子（主任） 園児85名
教員8名

24 那賀郡那賀町
立鷲敷中学校
2年

平成25年7月10日［水］
13 : 30-15 : 45

掛け図を使った鑑賞学習の後、化学染
料により藍色のバンダナを制作した。筒描
きによる抜染の練習（色画用紙に試した
活動）は、よく集中していた。最後の仕上
げは後日に実施。

亀井幸子（主任） 生徒13名
教員3名

25 徳島県立聾学
校
中学部1-3年

平成25年7月11日［木］
9 : 45-10 : 35

鑑賞シート「よーい アクション」を使って
授業を行った。担当教師に手話で通訳を
してもらいながらの活動であったが、生徒た
ちとの交流は貴重な経験であった。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

生徒6名
教員2名

26 美波町立伊座
利小学校
5-6年

平成25年7月12日［金］
10 : 45-12 : 25

作品鑑賞「音のかくれんぼ」とモビール制
作をおこなった。紙の上に紐を落としてでき
た形を切り取り紐でつるすという簡単な活
動であったが、楽しく活動できた。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

児童10名
教員3名

27 徳島市立城西
保育所
5歳

平成25年7月17日［水］
10 : 00-11 : 50

新聞紙を丸めて芯にして大きな野菜（トマ
トやなす）をつくった。チームにわかれての共
同制作であったが、協力しながら楽しく活
動できた。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員2名

28 徳島市立城西
保育所
4歳

平成25年7月18日［木］
9 : 50-11 : 50

シャボン玉で遊んだあとは、ガラスや屋外
のフェンスに貼ったビニールにシャボン玉の
絵を描いた。自由にのびのびと絵を描くこ
とができた。

亀井幸子（主任） 園児32名
教員3名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

29 海部郡海陽町
立海南小学校
4年

平成25年7月29日［月］
10 : 15-11 : 00

掛け図（10枚）を教室に貼り、その中から
お気に入りの作品をみつける活動を行っ
た。友だち同士で自由に作品を見た後、
お気に入りの作品を選んだ理由とともに全
員が発表した。

亀井幸子（主任） 児童21名
教員13名

30 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年8月1日［木］
10 : 00-11 : 45

化学染料を使ってランチョンマットを藍色に
染めた。その後、抜染のりを入れた絞り出
しの袋を使って、顔や文字を描き白抜きの
模様をつくった。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員2名

31 徳島市立城西
保育所
5歳

平成25年8月21日［水］
9 : 50-11 : 50

教室いっぱいに広げられた紙にみんなでク
レヨンやロウで花火の絵を描いた。その後、
ローラーや刷毛で夜空の色を塗ると、クレ
ヨンやロウで描いた花火が浮かび上がり
元気いっぱいの作品に仕上がった。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員2名

32 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成25年8月27日［火］
9 : 50-11 : 50

カラーTシャツを藍色に染めたものに、抜染
のりを使って自分の顔や名前を描いてオリ
ジナルTシャツをつくった。

亀井幸子（主任） 園児31名
教員2名

33 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成25年9月10日［火］
10 : 00-12 : 00

「粘土で遊ぼう‐土笛づくり」の活動では、
土粘土をちぎったり、丸めたりして素材に親
しむ活動をした。それから、新聞紙の芯に
土粘土をつけて土笛をつくった。

竹内利夫（上席学芸員） 園児31名
教員3名

34 徳島市立八万
東保育所
4歳

平成25年9月10日［火］
10 : 00-12 : 00

新聞紙の芯に土粘土をつけて土笛をつ
くった。粘土と粘土を接合するのが難し
かったが、できあがった笛を口に当てどん
な音がするか楽しんでいた。

亀井幸子（主任） 園児25名
教員3名

35 徳島市立城西
保育所
5歳

平成25年9月12日［木］
10 : 00-12 : 00

粘土に親しんだあと土笛をつくった。好きな
造形と笛づくりを、交互に作るのびのびし
た時間になった。

竹内利夫（上席学芸員） 園児26名
教員3名

36 徳島市立城西
保育所
4歳

平成25年9月12日［木］
10 : 00-12 : 00

土粘土に親しむ活動をしたあと新聞紙の
芯に土粘土をつけて土笛をつくった。粘土
と粘土をしっかりつけるのが難しかったが、
よく集中してがんばっていた。

亀井幸子（主任） 園児32名
教員3名

37 徳島市立八万
保育所
4歳

平成25年9月13日［金］
10 : 00-12 : 00

液体洗濯のり、ほう砂、水、色粉をまぜてス
ライムをつくった。はじめは気持ち悪がって
いたこどもも不思議な感触と透明なきれい
な色に興味を持ち、意欲的に活動できて
いた。

亀井幸子（主任） 園児25名
教員2名

38 阿南市立岩脇
小学校
6年

平成25年10月2日［水］
10 : 40-11 : 25

岩脇小学校は、日下八光の出身校。同
校の創立140周年記念と合わせ、出身者
の業績を児童に伝える催しの一つとして
企画され、日下八光の「鑑賞シート」を
使って授業を進めた。

森芳功（企画交流室長） 児童33名
教員1名

39 阿南市立岩脇
小学校
5年1組

平成25年10月2日［水］
11 : 35-12 : 20

岩脇小学校は、日下八光の出身校。同
校の創立140周年記念と合わせ、出身者
の業績を児童に伝える催しの一つとして
企画された。日下八光「鑑賞シート」を
使って授業を進めた。

森芳功（企画交流室長） 児童23名
教員1名

40 阿南市立岩脇
小学校
5年2組

平成25年10月2日［水］
9 : 35-10 : 20

岩脇小学校は、日下八光の出身校。同
校の創立140周年記念と合わせ、出身者
の業績を児童に伝える催しの一つとして
企画された。日下八光「鑑賞シート」を
使って授業を進めた。

森芳功（企画交流室長） 児童23名
教員3名

41 鳴門市第二中
学校
3年1組

平成25年10月3日［木］
8 : 40-9 : 30

パワーポイントで図版を紹介しながら「かた
ち」をキーワードにして彫刻の世界を紹介
した。「考える人」のポーズをまねることで、
生徒が自分の体でかたちを実感する機
会になったと思う。

安達一樹（上席学芸員） 生徒33名
教員1名

42 鳴門市第二中
学校
3年2組

平成25年10月3日［木］
9 : 40-10 : 30

パワーポイントで図版を紹介しながら「かた
ち」をキーワードにして彫刻の世界を紹介
した。「考える人」のポーズをまねることで、
生徒が自分の体でかたちを実感する機
会になったと思う。

安達一樹（上席学芸員） 生徒33名
教員1名

43 鳴門市第二中
学校
3年3組

平成25年10月3日［木］
11 : 40-12 : 30

パワーポイントで図版を紹介しながら「かた
ち」をキーワードにして彫刻の世界を紹介
した。「考える人」のポーズをまねることで、
生徒が自分の体でかたちを実感する機
会になったと思う。

安達一樹（上席学芸員） 生徒34名
教員1名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

44 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年10月11日［金］
10 : 00-11 : 30

はじめに、鑑賞シート「えのほんをつくろう」の
なかから選んだ7枚の掛け図を自由に見
て、お気に入りの作品1点を選ぶ活動をし
た。その後鑑賞シートの流れに沿って、え
のほんをつくった。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

園児24名
教員2名

45 福井大学教育
地域科学部美
術サブコース

平成25年10月24日［木］
16 : 30-20 : 30

「美術鑑賞学習の協働実践研究会‐鑑
賞詩ワークショップづくり」の助言指導。1日
目はワークショップ案の助言指導。

竹内利夫（上席学芸員） 学生5名
教員1名

46 福井大学教育
地域科学部美
術サブコース

平成25年10月25日［金］
8 : 30-10 : 15

「美術鑑賞学習の協働実践研究会。2日
目は鑑賞プログラム「かってにしんさいん」
の実演と、学校連携の仕事について講義。
授業づくりの初心者の問題について話し
た。

竹内利夫（上席学芸員） 学生5名
教員1名

47 徳島市川内南
小学校
6年1組

平成25年10月29日［火］
9 : 35-11 : 30

導入は、水墨画の図版6点を教室に貼り、
お気に入りをみつける活動。次に硯で実
際に墨を磨って、画仙紙ににじみをいかし
た模様や絵を描いた。西洋紙や画用紙
でも試し、墨の表情の違いを体験した。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

児童25名
教員1名

48 徳島市川内南
小学校
6年2組

平成25年10月29日［火］
13 : 30-15 : 30

水墨画の図版6点を教室に貼り、お気に
入りの作品をみつける活動をした。その後、
硯で墨を磨り画仙紙に各自が思い思い
ににじみをいかした模様や絵を描いた。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

児童26名
教員1名

49 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成25年11月12日［火］
10 : 00-12 : 00

水墨画（図版）の鑑賞では興味を持って
じっくりと作品を見ることができた。そのあと、
硯で墨を磨り、にじみを生かした表現を楽
しんだり自由に絵を描いたりして墨に親し
む活動を行った。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児31名
教員3名

50 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年11月14日［木］
9 : 40-11 : 50

ミロの立体作品をみて、みんなでニックネー
ムを考えたり、得意技を考えたりした。紙粘
土とドングリをつかって自分がつくる作品
（生き物）にも、ニックネームや得意技を考
えながらつくった。

亀井幸子（主任） 園児26名
教員3名

51 鳴門教育大学
4年

平成25年11月18日［月］
9 : 00-12 : 10

特別支援学校での実践を紹介しながら、
図工・美術教育について話した。その後、
質疑応答の時間をとった。

亀井幸子（主任） 学生6名
教員1名

52 徳島市立川内
南小学校
特別支援学級

平成25年11月19日［火］
9 : 00-17 : 00

「えのほんをつくろう」の鑑賞シートの活動を
全て行うのは難しいと判断し、お気に入り
のカード1枚だけを切り抜きシートに貼る活
動をみんなで行った制作では、化学染料
による藍染めのハンカチをつくった。

亀井幸子（主任） 児童11名
教員4名

53 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成25年12月10日［火］
10 : 00-11 : 45

各自が持ち寄った衣類を短い紐状にし
て、それを一つひとつネット結びつけながら
みんなでタペストリーをつくった。紐状に衣
類を切るのは指導者が行った。

亀井幸子（主任） 園児31名
教員4名

54 徳島市立八万
保育所
5歳

平成25年12月13日［金］
9 : 50-12 : 00

好きな模様や絵にすきまテープをはり、スポ
ンジ部分に絵の具を塗って版にし、一版
多色の版画に挑戦した。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

園児26名
教員2名

55 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年1月9日［木］
9 : 50-12 : 00

水墨画の掛け図を用いた活動では、自
分が良いと思ったところや好きなところを発
表することができた。その後、墨を硯で磨り
大きな紙に墨絵を描いた。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児23名
教員2名

56 阿南市立富岡
小学校
3年1組

平成26年1月14日［火］
9 : 30-10 : 15

お気に入りの作品（図版）を見つけてその
理由をみんなの前で発表する活動を行っ
た。風景画（日下八光の阿南の海など）
に人気が集まり木の枝の描き方や細かな
描写に興味を持っていた。

亀井幸子（主任） 児童28名
教員1名

57 阿南市立富岡
小学校
3年2組

平成26年1月14日［火］
10 : 40-11 : 25

所蔵作品の掛け図（8枚）の中からお気
に入りの作品をみつける活動をした。自分
が良いと思ったところや好きなところを発表
することができた。

亀井幸子（主任） 児童27名
教員1名

58 阿南市立富岡
小学校
3年3組

平成26年1月14日［火］
11 : 35-12 : 20

所蔵作品の掛け図（8枚）の中からお気
に入りの作品をみつける活動をした。自分
が良いと思ったところや好きなところを発表
することができた。

亀井幸子（主任） 児童27名
教員1名

59 徳島市立城西
保育所
5歳

平成26年1月15日［水］
10 : 00-12 : 00

所蔵作品の掛け図（8枚）の中からお気
に入りの作品をみつける活動をした。自分
が良いと思ったところや好きなところを発表
することができた。その後、硯で墨を磨り墨
絵を描いた。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児26名
教員3名
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4 学校の授業等への協力

(1) 授業

(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、必要部数を各学校に送り活用してもらっている。平成25年度は、計4,723部配布。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

60 徳島市立城西
保育所
4歳

平成26年1月17日［金］
9 : 30-12 : 00

はじめに水墨画の掛け図による活動。興
味をもってじっくりとみることができた。そのあ
と、硯で墨を磨り、にじみを生かした表現を
楽しんだり自由に絵を描いたりして墨に親
しむ活動を行った。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（主任）

園児32名
教員3名

61 徳島市立城西
保育所
4歳、3歳

平成26年2月5日［水］
10 : 00-11 : 45

クレーの作品の色や形を音に換えて遊ぶ
活動をした。4歳児23人の活動を3歳児30
人が見学した。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

園児53名
教員6名

62 徳島市立城西
保育所
5歳、3歳

平成26年2月6日［木］
10 : 00-11 : 45

5歳児20人の活動を3歳児（30人）が見
学して、一緒に「アートな演奏会」を楽しむ
ことができた。

亀井幸子（主任） 園児50名
教員6名

63 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年2月7日［金］
10 : 00-12 : 00

色画用紙の台紙に切り込みを入れて細
い紙を折り込んでコースーをつくった。好き
な色の組み合わせを考えて色を選び「む
ずかしい」と言いながらもがんばっている子
が多かった。

亀井幸子（主任） 園児23名
教員3名

64 徳島市立八万
東保育所
5歳、4歳

平成26年2月10日［月］
10 : 00-11 : 45

マチスの版画作品の掛け図を鑑賞したあ
と、版画の作品づくりの説明をした。クッショ
ンテープをいろいろな形に切ってあるものを
版の材料にし、一版多色版画に挑戦した。

亀井幸子（主任） 園児48名
教員5名

65 徳島市立明善
保育所、富田
保育所
5歳

平成26年2月13日［木］
10 : 00-11 : 45

モザイク画の写真を見たあと、クッション
テープに色を塗り色タイル状態にしたものを
好きな形に切り、それを自由にならべて模
様や家、花などのモザイク画をつくった。

亀井幸子（主任）、大西葵（文化
推進員）

園児22名
教員6名

計 園児・児童・生徒・学生 1701名 教員 176名／合計 1877名

鑑賞シートを活用した授業に関連した資料
の提供や教材の貸し出し、鑑賞の授業や
教員研修に関する相談等を行った。

石井町立高原小学校、阿南市津乃峰小学校、海陽町立海南小学校、鳴門市板東小学
校、小松島市�渕小学校、小松島市立立江小学校、小松島市立南小松島小学校、徳
島市立川内南小学校、吉野川市立山瀬小学校、徳島市八万南小学校、鷲敷町立鷲敷
中学校、鳴門市第二中学校

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 60

2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 63

3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 115

4 クレー〈子供と伯母〉 193

5 三宅克己の風景画 218

6 シーガルの人間像 238

7 吹田文明の色と光 567

8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 92

9 屏風のなかのお話 206

10 よーいアクション！ 371

11 えのほんをつくろう 2600

計 4723

鑑賞シートの配布数 鑑賞シート配布先
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5 中高生の職場体験・インターンシップ

6 クラブ活動への講師派遣

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。

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り、支援学校の部活動

で作品製作の指導を行ったりした。

クラブ活動 開催日時 講師 場所 参加者

1 鳴門市第二中学校
美術部員

平成25年7月22日［月］
10 : 00-12 : 00

安達一樹（上席学芸員） 鳴門市第二中学校（美
術室）

生徒22名
教員1名

2 6校美術部合同展 平成25年8月19日［月］ 安達一樹（上席学芸員） 吉野川市文化研修セ
ンター

生徒35名
教員3名

3 徳島市加茂名中学
校 美術部
1-3年

平成25年9月13日［金］
14 : 00-18 : 45

安達一樹（上席学芸員） フレアとくしま（アスティとく
しま内）

生徒15名
教員28名

計 生徒 72名 教員 32名／合計 104名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島大学
中央大学
金沢大学
3年

平成25年8月26日［月］
9 : 30-17 : 00

オリエンテーション、美術館の仕事について
（講話）、館内の見学、資料整理、特別
展関連の準備作業

江川佳秀（学芸調査課長）、吉
川神津夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

学生5名

平成25年8月27日［火］
9 : 30-17 : 00

職業人として（講話）、発送作業 美保副館長、安達一樹（上席学
芸員）、大西葵（文化推進員）

平成25年8月28日［水］
9 : 30-17 : 00

発送作業 安達一樹（上席学芸員）、大西
葵（文化推進員）

平成25年8月29日［木］
9 : 30-17 : 00

教育普及活動について（体験）、資料整
理

森芳功（企画交流室長）

平成25年8月30日［金］
9 : 30-17 : 00

アトリエ準備室の整理、反省会 竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

2 徳島県立新野
高等学校
1年

平成25年11月13日［水］
9 : 30-16 : 00

あいさつ・オリエンテーション、講義「美術
館について」、館内の見学、資料整理

森芳功（企画交流室長）、吉川
神津夫（上席学芸員）、友井伸
一（上席学芸員）、亀井幸子
（主任）他

生徒1名

平成25年11月14日［木］
9 : 30-16 : 00

「学芸員の仕事について」、資料整理・
データ採取、資料の袋詰め、鑑賞プログ
ラム体験

江川佳秀（学芸調査課長）、吉
原美惠子（上席学芸員）、竹内
利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（主任）他

3 徳島県立徳島
科学技術高等
学校
2年

平成25年11月26日［火］
9 : 30-16 : 30

あいさつ・オリエンテーション、講義「美術館
について」、館内の見学、掛け軸の扱い
方、書庫の作業

江川佳秀（学芸調査課長）、森
芳功（企画交流室長）、吉川神
津夫（上席学芸員）、友井伸一
（上席学芸員）、亀井幸子（主
任）他

学生5名

平成25年11月27日［水］
9 : 30-16 : 30

講義「展覧会の企画について」、鑑賞プ
ログラムの体験と教材の作成、資料整理

江川佳秀（学芸調査課長）、森
芳功（企画交流室長）、吉原美
惠子（上席学芸員）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（主
任）

平成25年11月28日［木］
9 : 30-16 : 30

鑑賞プログラム教材の作成、資料整理、
講義「展示について」

江川佳秀（学芸調査課長）、森
芳功（企画交流室長）、安達一
樹（上席学芸員）、竹内利夫（上
席学芸員）、亀井幸子（主任）

計 5校、10日、学生・生徒のべ 42名／合計 42名
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7 教員研修会などへの講師派遣

8 保育所と美術館の連携事業

「アートの日」

徳島県立近代美術館と保育所が1年を通して行った連携活動で、毎月1回の「アートの日」には美術館ス

タッフが出前授業に出向いたり、子どもたちが美術館に来たりして、作品鑑賞や造形活動を行った。中心的に

事業に参加した保育所は、徳島市立八万東保育所、徳島市立八万保育所、徳島市立城西保育所である。

美術館での団体鑑賞で行った鑑賞支援：22回(933人：子ども、保育士等）

出前授業：36回（1221人：子ども、保育士等）

展覧会「アートの日ー保育所の子どもたちと美術館の一年」

「アートの日」に制作した保育所の子どもたちの作品展示と子どもたちの活動を紹介した。

● 開催日時

2月21日［金］から23日［日］ 午前9時30分から午後5時

（関係者内覧会：2月18日から20日）

● 会場

美術館ギャラリー（1階）

● 入場

無料

● 主催

徳島県立近代美術館

● 出品

徳島市立八万保育所、徳島市立八万東保育所、徳島市立城西保育所

＊賛助出品：徳島市立富田保育所、徳島市立明善保育所

● 作品数

約600点

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 徳島県中学校美術
教育研究会
中学校教員

平成25年6月15日［土］
10 : 40-13 : 00

ドイツでの中学生との活動を紹介。
シュル展会場で「音のかくれんぼ」
のデモンストレーションを行った。

森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学芸員）

会議室、展
示室

教員42名

2 海部郡小学校図工
部会夏季研修会

平成25年7月29日［月］
11 : 00-13 : 00

夏休みの登校日を利用して、鑑
賞の授業を行い、その後、授業研
究会を行った。

亀井幸子（主任） 海南 小 学
校（図工室）

教員11名

3 鳴門教育大学附属
幼稚園

平成25年7月30日［火］
10 : 00-13 : 30

展示室で楽しい作品鑑賞を体験
した後、アトリエでシュレッダーの紙
を使った造形活動を行った。

亀井幸子（主任）、森
芳功（企画交流室長）

展 示 室1、
アトリエ2

園児30名
引率12名

4 徳島市図工部会 平成25年8月2日［金］
9 : 30-12 : 00

山木朝彦先生の講話のあと、展
示室で学芸員の解説を聞きなが
ら作品鑑賞をした。

山木朝彦（鳴門教育
大 学）、吉 川 神 津 夫
（上席学芸員）

アトリエ2、
展示室

教員38名

5 八万、八万東、城西
保育所合同研修会

平成25年8月30日［金］
18 : 30-20 : 45

保育所と美術館の連携事業につ
いて意見交換した後、展示室で
鑑賞プログラムを体験してもらった。

亀井幸子（主任）、森
芳功（企画交流室長）、
竹内利夫（上席学芸
員）

展 示 室1、
アトリエ2

保育士
21名

6 福井大学濱口研究
室へしこ授業研究
会 教員

平成25年11月24日［日］
12 : 00-14 : 00

「見るを活用してみる」をテーマとし
た研究協議にゲストとして参加。

濱口由美（福井大学）、
冨永良史（ファシリテー
ター）、竹内利夫（上席
学芸員）

福井 大 学
文京キャン
パスアカデ
ミーホール

教員22名

教員他 計 176名
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9 鑑賞教育推進プロジェクト

● 観覧者数

757人

「アートの日」に関連した催し

(1) シンポジウム「子どもたちとアートの素敵な関係」

● 日時

2月22日［土］ 午前9時30分から11時30分

● 会場

ギャラリー（1階）、美術館講座室（3階）

● パネリスト

連携した各保育所の担当者、森 芳功〔当館企画交流室長〕計6名

● 参加

申込み不要 参加無料

● 参加者

44名

(2) ツアー「家族で楽しむ美術館」

● 日時

2月23日［日］ 午前の部〔午前11時から12時〕 午後の部〔午後2時から3時〕

● 参加

申込不要 要観覧券

● 内容

展覧会「アートの日」と所蔵展「徳島のコレクション2014‐Ⅲ」を学芸員が案内。

● 参加者

31名

● 新聞記事

「自由な発想600点 5保育所、徳島で作品展」『読売新聞』 平成26年2月22日

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92回 平成25年5月19日［日］ 13 : 30-17 : 00 8人

第93回 平成25年6月30日［日］ 13 : 30-17 : 00 9人

第94回 平成25年8月31日［土］ 9 : 30-12 : 00 10人

第95回 平成25年9月28日［土］ 10 : 00-12 : 00 10人

第96回 平成25年10月19日［土］ 13 : 30-18 : 00 9人

第97回 平成25年11月10日［日］ 13 : 30-17 : 30 6人

第98回 平成25年12月25日［水］ 13 : 30-17 : 00 10人
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第99回 平成26年2月2日［日］ 13 : 30-17 : 00 7人

● 会場

徳島県立近代美術館（講座室ほか）

● 参加者

山田芳明（鳴門教育大学准教授）

井上史朗（徳島県立総合教育センター指導主事）、山本敏子（徳島市八万南小学校教諭）

脇本正久（吉野川市立知恵島小学校指導教諭）、小浜かおり（鷲敷町立鷲敷中学校教諭）

若井ゆかり（鳴門市鳴門西小学校教諭）、齊藤綾子（石井町高原小学校教諭）

齋藤友紀子（徳島市沖洲小学校教諭）

森芳功（企画交流室長）、竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子（主任）

(2) 作成したワークシート、指導の手引き

・鑑賞シートの手引き 鑑賞シートno.11 「えのほんをつくろう」 A4判縦14ページ 館内で簡易印刷 平

成25年11月発行

・鑑賞シートno.12 「彫刻EYE（あい）」 A4判横4ページ カラー印刷 10,000部 平成26年3月発行

(3) 研究発表等

山本敏子「実践事例13 各教科との関連をもたせ、近隣の美術館を生かした指導」『平成25年度徳島県

小学校道徳教育研究大会 第24回四国小・中学校道徳教育研究大会徳島大会（小学校） 研究紀

要』徳島市八万南小学校、平成25年11月15日、pp.96-101。

＊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。

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2013‐Ⅱ 特集 新収蔵作品を中心に」ワークシート A4判両面刷

一カ所折り 簡易印刷 平成25年4月発行

・「特別展 〈遊ぶ〉シュルレアリスム」ワークシート A4縦両面刷、B5縦片面刷、A6縦両面刷（計3種類）

簡易印刷 平成25年4月発行

・「特別展 戦後＠ニッポン展」ワークシート A4判横両面刷一カ所折り 簡易印刷 平成25年7月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2013‐Ⅲ 特集 あなたのとなりに」ワークシート A4判両面刷二カ所

折り 簡易印刷 平成25年9月発行

・「特別展 西洋美術との出会い徳島の4人 原鵬雲、井上辨次郎、守住勇魚、守住貫魚」ワークシート

B4判両面刷 簡易印刷 平成25年10月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2014‐Ⅰ 特集 誰？」ワークシート B5片面刷2枚 簡易印刷 平

成25年12月発行
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4-3 美術館ボランティア

1 ビボラボとの協働

11 学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録等の送付

(1) ポスター、美術館ニュース等

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（3回）などを送付している。

● 送付先

市町村教育委員会24カ所（小学校203校、中学校83校）

直接送付（小学校3校、中学校6校、高等学校・県立学校52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204校、中学校84校、高等学校・特別支援学校47校（801冊）

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、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。

また平成23年度より新たな取り組みとして「アートイベントサポーター」を導入した。近代美術館が実施する事

業の運営をサポートするボランティアであり、サポートの対象となる事業と日時を美術館が設定して、その中から

希望の日時を選ぶことができる仕組みとなっている。

自主的で創造的な活動を目指してきた「ビボラボ」に，ボランティア個人の都合に合わせて柔軟に活動する

ことが容易な「イベントサポーター」が新たに加わることで、ボランティアを行う側の様 な々ニーズに、より幅広く応え

ることができると考えられる。

平成26年度も、「ビボラボ」との協働を推進していくとともに、「イベントサポーター」を通じて、幅広く県民参加を

促していくこととしている。

(1) 協働事業の開催

所蔵作品展に関連した参加型の事業を企画・実施した。

イベント名 日時・会場 内容 ボランティア出席者数 参加人数

1 ボランティアグループ「ビボラ
ボ」美術館で遊び隊「風車
（かざぐるま）を作って遊ぼ
う！」

平成25年8月10日［土］
13 : 00-15 : 00
美術館ロビー

所蔵作品展で展示中の作品から「風」をイ
メージするものを捜し、かざぐるま（カラフル）を作
る。
＊参加対象は小学生。＊参加無料。

3 51

2 ボランティアグループ「ビボラ
ボ」美術館で遊び隊「はな
はなパーティ」

平成25年11月3日［日・祝］
11 : 00-16 : 00
美術館ロビー

「文化の森大秋祭り！！」にあわせて開催。色の
ついたティッシュで花を作る。
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

3 150

計6名 計201名
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2 「アートイベントサポーター」の実績

4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

(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等に積極的に参加しながら、館の事業への理解を深めた。平成25年度は「チャレン

ジとくしま芸術祭」における作品の搬入・展示・撤去をサポートした。

【参考】

「ビボラボの概要」

○会員

随時募集。正会員6名、賛助会員2名。（25年度末）

○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

○平成25年度の活動概要

協働事業の開催（2回）、総会、イベント準備、各種打ち合わせ、親睦旅行（土成、奥御所）、チャレンジとく

しま芸術祭展示部門へのグループでの参加などを行った。（25回、ボランティア参加人数のべ95名）

(1) 「チャレンジ徳島芸術祭2014」の運営

活動日：12月15日、1月18日、19日、20日、25日、26日、3月15日、16日

会員数：4名

年度 対象イベント数 延べ活動日数 登録人数

H25 1種類 8日 4人

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 美術館土曜講座
「巴里の日本人ものがたり」

江川佳秀（学芸調査
課長）

ブリヂストン美術館 平成25年5月18日［土］
14 : 00-16 : 00

一般 130名

2 阿波の文学と歴史セミナー第1回
「文久2年幕府遣欧使節団
に随行した絵師」

江川佳秀（学芸調査
課長）

徳島市立徳島城博物館 平成25年6月21日［金］
13 : 30-15 : 00

一般 35名

3 徳島大学開放実施センター
講座「誰もしていないこと」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実施セン
ター

平成25年7月1日［月］
10 : 30-12 : 00

一般 10名

4 フレアとくしま100講座「美術講座」
ミタケイサの仕事‐ゆたかないのち

吉原美惠子（上席学
芸員）

ときわプラザ（男女共同参画
交流センター フレアとくしま）

平成25年7月7日［日］
10 : 30-12 : 00

一版 20名

5 徳島大学開放実施センター講座
「『つくること』と『場』の問題」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実施セン
ター

平成25年7月8日［月］
10 : 30-12 : 00

一般 10名

6 徳島大学開放実施センター講座
「美術のとなりに‐さまざまな表
現領域」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実施セン
ター

平成25年7月22日［月］
10 : 30-12 : 00

一般 10名
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4-5 みんなが楽しめる美術館づくり

美術館のユニバーサル化に向けた第一歩として、初めて予算を計上し、「聴覚障害者への鑑賞プログラム

推進事業」に取り組んだ。関係する団体と相談を重ねながら、2回の鑑賞会と1回のワークショップとシンポジウム

を実施した。

1 活動の記録

(1) 関係団体へのヒアリング、打ち合わせ

徳島県聴覚障害者福祉協会 5回（5月21日、7月12日、12月27日、平成26年1月10日、2月26日）

徳島県難聴者と支援者の会 3回（1月10日、1月18日、3月15日）

聴覚障害者精度改革推進徳島本部 1回（1月15日）

文字情報支援ひこばえ 3回（1月8日、1月24日、2月19日）

徳島県立聾学校 1回（1月7日）

(2) 学校教育との連携

徳島県立聾学校中等部 授業見学 6月6日

徳島県立聾学校・盲学校小学部 学校鑑賞 触図など教材試行 6月28日

徳島県立聾学校中等部 出前授業 7月11日

徳島県立聾学校幼稚部 学校鑑賞 絵本づくり教材の試行 12月12日

(3) 調査研究

鳴門教育大学手話サークル「ぱぴぷぺぽ」訪問 2回（6月4日、9月17日）

徳島県立盲学校地域研修会「よく見て触ってよく聞いて」 講師の広瀬浩二郎氏（国立民族学博物館准教

授）との打ち合わせ 7月30日

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

7 徳島大学開放実施センター講座
「展覧会企画の意図」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実施セン
ター

平成25年7月29日［月］ 一般 10名

8 JTMとくしま日本語ネットワーク
日本語指導者養成セミナー
第5回「日本語支援のための
異文化理解と外国語として
の日本語」

竹内利夫（上席学芸
員）、Gehrtz三隅友子
（徳島大学国際セン
ター教授）

ヒューマンわーくぴあ徳島 平成25年9月21日［土］
9 : 00-12 : 00

一般 33名

9 第12回版画史研究会
「廣島新太郎（晃甫）と版画
‐遺品を手がかりにして」

森芳功（企画交流室
長）

日本教育会館（東京都
千代田区）

平成25年11月16日［土］
14 : 00-15 : 20

一般 31名

10 美術鑑賞学習の協働実践
研究会‐鑑賞詩ワークショップ
づくり

竹内利夫（上席学芸
員）

福井大学教育地域科学
部

平成25年11月23日［土］
12 : 00-17 : 00

学生、教員 生徒11名
教員1名

11 美術鑑賞学習の協働実践
研究会‐鑑賞詩ワークショップ
づくり

竹内利夫（上席学芸
員）

福井大学教育地域科学
部

平成25年11月24日［日］
9 : 30-11 : 30

学生、教員 生徒11名
教員1名

12 国際表現言語学会 第5回
大会ワークショップ「絵の身に
なって鑑賞しよう ‐よーいア
クション！‐」

竹内利夫（上席学芸
員）、Gehrtz三隅友子
（徳島大学国際セン
ター教授）

四国学院大学ノトススタ
ジオ

平成25年12月22日［日］
17 : 10-18 : 40

一般 33名

13 平成25年度沖縄文化活性
化・創造発信支援事業「鑑
賞ツアーガイド育成事業」第2
回鑑賞ツアーガイド育成講座
ワークショップ

竹内利夫（上席学芸
員）

沖縄県立美術館 平成25年2月15日［土］
16 : 00-18 : 40

一般 33名

合計 379名
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同ワークショップ協力 7月31日

博物館実習において視覚障がい者向けプログラム研修 8月1日

視覚障がい分野の研究者半田こづえ氏（筑波大学大学院）ヒアリング 12月3日

(4) 催し打ち合わせ

手話通訳者との打ち合わせ 2回（6月17日、9月17日）

ワークショップ講師（梅田亜由美・西岡克浩・和田みさ各氏）との打ち合わせ 12月2日

ワークショップ講師（西岡克浩・和田みさ各氏）との打ち合わせ 12月23日

2 ワークショップ等

(1) 手話で美術館の展示解説に参加する会

6月23日10 : 00-12 : 00 特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム」の鑑賞。

参加者：16名 講師：友井伸一（上席学芸員） 会場：徳島県立近代美術館展示室3

(2) 手話で美術鑑賞を楽しむ会

9月28日10 : 00-11 : 30 所蔵作品展「徳島のコレクション2013-III」を鑑賞。

参加者：10名 講師：森芳功（企画交流室長）、竹内利夫（上席学芸員） 会場：徳島県立近代美術館展

示室1・2

(3) みんなが楽しめる美術館づくり 1日目

平成26年2月8日14 : 00-16 : 30 「体験－二つのワークショップ」

参加者：52名 会場：徳島県立近代美術館展示室1・2、徳島県立二十一世紀館多目的活動室、エントラン

スホールほか

手話を使う人、要約筆記を使う人をリードユーザーとする5つのグループに分かれて、鑑賞プログラム「勝手に

しんさいん」、インクルーシブデザインの手法による「美術館を観察しよう」を体験。多目的活動室に集合して意

見交換した。

進行：梅田亜由美（女子美術大学非常勤講師／フリーランス）、竹内利夫（上席学芸員）

(4) みんなが楽しめる美術館づくり 2日目

平成26年2月9日10 : 00-12 : 00 「対話－シンポジウム」

参加者：58名

亀井の進行で、竹内から当館の取り組みについて、梅田氏から「みんなの美術館プロジェクト」とインクルーシ

ブデザインについて、西岡氏、和田氏から「美術と手話を考える会議」について話題提供を行い、参加者と意

見交換した。

登壇者：梅田亜由美（女子美術大学非常勤講師／フリーランス）、西岡克浩（株式会社丹青社UD研究会／聞

こえない人）、和田みさ（手話通訳士）、竹内利夫（上席学芸員）・亀井幸子（主任）

会場：徳島県立二十一世紀館多目的活動室

●新聞

「耳不自由な人に手話で美術解説」読売新聞 平成25年9月29日（徳島版）

加藤美穂子「聴覚障害の人も楽しめる美術館を」毎日新聞 平成26年2月6日（徳島版）

笠井理「障害者鑑賞しやすく 県近代美術館」徳島新聞 平成26年3月20日（社会面）

4-6 シュプレンゲル美術館とのプログラム交流

徳島県とニーダーザクセン州の文化交流事業の一貫として実施。当館学芸員をドイツのニーダーザクセン州

に派遣し、ハノーファー市内のシュプレンゲル美術館を拠点に「美術鑑賞プログラムの交流」事業に取り組んだ。
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帰国後は、当館の講座などさまざまな機会を通してドイツでの活動を紹介した。

詳細は当館研究紀要に報告。講座等のデータは、本年報の4-1美術館教育、4-2学校教育との連携の項に

記載。

● ハノーファーでの活動

派遣期間：平成25年4月14日‐4月22日

協議 シュプレンゲル美術館 4月14日、15日

授業1 鑑賞プログラム「よーいアクション！」、「パオリーネ」 4月16日

基礎学校ヨハナ・フリーゼン・シューレ（小学校2年生）

授業2 鑑賞プログラム「音のかくれんぼ」 4月17日

アダ・レッシング・シューレ（ハウプトシューレ）（中学校ドイツ語クラス13-16歳）

授業3 鑑賞プログラム「勝手にしんさいん」 4月18日

基礎学校ボテマ・シューレ（小学校4年生）

美術館調査、州政府昼食会 4月19日

作品調査 4月20日

美術館調査 シュプレンゲル美術館 4月21日

学校訪問 基礎学校ボテマ・シューレ 4月22日

● 事後の展開

1 報告会

(1) きんびセミナー「ドイツ紀行 美術館とこどもたち」 平成25年7月21日 14 : 00-15 : 30

(2) ロビー展示 平成25年7月26日設置（平成26年4月8日まで） 場所：徳島県立近代美術館2階ロ

ビー

2 講座

(1)こども鑑賞クラブ「所蔵作品展『新収蔵』の巻」 平成25年6月11日 14 : 00-14 : 45

(2)徳島県中学校美術教育研究会 平成25年6月15日 12 : 30-13 : 30

(3)日本語指導者養成セミナー 平成25年9月21日 9 : 00-12 : 00

(4)その他（依頼講座の中で紹介）

①福井大学教育地域科学部美術サブコース 平成25年10月25日 8 : 30-10 : 15

②平成25年度沖縄文化活性化・創造発信支援事業「鑑賞ツアーガイド育成事業」第2回鑑賞ツアーガイド

育成講座 平成26年2月15日 16 : 00-18 : 30

● 新聞

廣井和也「独の子どもに美術鑑賞の授業」徳島新聞 平成25年4月9日 社会面

加藤美穂子「美術に関する懸け橋に ドイツ派遣で子どもらに授業」毎日新聞 平成25年4月11日 徳

島版

（無署名）「近代美術館竹内さん独で鑑賞のコツ指導」読売新聞 平成25年4月11日 徳島版

（無署名）「ひと＠人 独・NS州との懸け橋に」産経新聞 平成25年4月27日 徳島版

竹内利夫「ドイツで武者修行 上・下」徳島新聞 平成25年5月21日・22日 文化面

笠井理「『こども鑑賞クラブ』10年」徳島新聞 平成25年6月4日 夕刊

● 担当学芸員

竹内利夫
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5-1 平成25年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

平成25年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画ほか44点（寄贈44点）、版画11点（購入7点、寄贈4

点）、水彩画56点（寄贈56点）、素描17点（寄贈17点）、二次資料3点（寄贈3点）、その他1点（購入1点）、日

本画ほか1件（寄贈1件）の計132点1件（購入8点、寄贈124点1件）

資料収集保存事業

5

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

靉嘔 群衆 1956 リトグラフ 紙
42.9×27.5

版画 1

靉嘔 男 1956 リトグラフ 紙
42.8×34.5

版画 1

松谷武判 詩画集〈雫〉
「露暗き石の舞臺に老の舞」

2008 リトグラフ、スクリーンプリ
ント 紙
33.0×25.0

版画 1

松谷武判 詩画集〈雫〉
「湖畔亭にヘヤピンこぼれ雷匂ふ」

2008 リトグラフ 紙
33.0×50.0

版画 1

松谷武判 詩画集〈雫〉
「限りなく降る雪何をもたらすや」

2008 リトグラフ、エッチング
紙
32.5×27.0

版画 1

松谷武判 詩画集〈雫〉
「春の晝樹液したたり地を濡らす」

2008 コラグラフ、コラージュ、
手彩色 紙
32.7×25.0

版画 1

松谷武判 詩画集〈雫〉
「杖上げて枯野の雲を縦に裂く」

2008 リトグラフ、スクリーンプリ
ント 紙
33.0×25.0

版画 1

大久保英治 吉野川－場の刻
6/30・9/29・12/1

2012 ミクストメディア
200.0×350.0×25.0

その他 1
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● 寄贈作品

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

鏑木昌弥 小さな風 1976 油彩 カンバス
27.3×22.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 朽ちたうえに 1978 油彩 カンバス
24.2×41.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 エチュード 1985 油彩 カンバス
100.0×65.2

油彩画他 1

鏑木昌弥 鏡の中 1985 油彩 カンバス
60.6×50.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 ほうぼうの使者 1986 油彩 カンバス
41.0×27.3

油彩画他 1

鏑木昌弥 腕と胴 1988 アクリル、ガッシュ、鉛筆
紙
183.0×100.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 背と胴－2 1988 アクリル、ガッシュ、鉛筆
紙
185.0×100.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 背 1988 アクリル、ガッシュ、鉛筆
紙
182.5×100.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 珠 1989 油彩 カンバス
41.0×31.8

油彩画他 1

鏑木昌弥 薄明の中 1989 油彩 カンバス
41.0×31.8

油彩画他 1

鏑木昌弥 背中の夢 1989 油彩 カンバス
41.0×31.8

油彩画他 1

鏑木昌弥 四つ足の蘇生 1989 油彩 カンバス
45.5×38.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 草上 1990 油彩 カンバス
53.0×65.2

油彩画他 1

鏑木昌弥 漂う湯舟 1990 油彩 カンバス
27.3×41.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 浴室にて 1990 油彩 カンバス
31.8×41.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 湯舟のメロディ 1990 油彩 カンバス
24.2×41.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 化身のように 1990 油彩 カンバス
41.0×31.8

油彩画他 1

鏑木昌弥 白い夜更け 1990 油彩 カンバス
31.8×41.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 服のままで 1990 油彩 カンバス
38.0×45.5

油彩画他 1

鏑木昌弥 萱の部屋 1990 油彩 カンバス
15.8×22.7

油彩画他 1

鏑木昌弥 誘拐の世界 1990 アクリル、ガッシュ 紙
71.0×98.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 人物作品－1 スケッチ・19才 1992 アクリル、ガッシュ 紙
49.0×33.8

油彩画他 1

鏑木昌弥 人物作品－2 憩い 1992 アクリル、ガッシュ 紙
23.9×10.5

油彩画他 1

鏑木昌弥 父のオシャレ 1995 アクリル、ガッシュ 紙
49.9×35.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 白い玉飾り 1997 アクリル、ガッシュ 紙
36.7×18.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 この天体 2000 アクリル、ガッシュ、鉛筆
紙
35.3×50.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 青い自転車 2005 アクリル、ガッシュ、木炭
紙
45.4×38.0

油彩画他 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

鏑木昌弥 ベツレヘム再現－男児皆殺しの命
令下る

2006 アクリル、ガッシュ 紙
27.0×18.4

油彩画他 1

鏑木昌弥 髪を飾る日本のユディット 2006 アクリル、ガッシュ 紙
28.2×20.3

油彩画他 1

鏑木昌弥 私と一緒に戦ってくれるのは誰 2007 アクリル、ガッシュ 紙
34.2×25.2

油彩画他 1

鏑木昌弥 ユディットの涙と汗 2007 アクリル、ガッシュ 紙
50.6×33.6

油彩画他 1

鏑木昌弥 砲弾の箱を抱えたザビニの女のま
ぼろし

2007 アクリル、ガッシュ 紙
50.6×33.7

油彩画他 1

鏑木昌弥 唐座のようなユディット芝居 2007 アクリル、ガッシュ 紙
34.0×25.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 子殺しの女王メディアお座敷に舞
う

2007 アクリル、ガッシュ 紙
50.8×34.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 わが子を刺殺する女王メディア 2007 アクリル、ガッシュ 紙
34.0×25.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 背を向けたひと 2007 アクリル ボード
33.2×23.9

油彩画他 1

鏑木昌弥 遠い星の魚屋の女 2007 アクリル、ガッシュ 紙
38.4×27.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 テラス―ダヴリュウの夫人たち 2008 アクリル、ガッシュ 紙
36.7×50.4

油彩画他 1

鏑木昌弥 木馬の現在過去未来 2008 アクリル、ガッシュ ボード
33.1×24.1

油彩画他 1

鏑木昌弥 もう一人の名付けてツバサ 2008 アクリル、ガッシュ、ペン、
色鉛筆 紙
25.5×18.1

油彩画他 1

鏑木昌弥 日傘のカーニバル 2008 アクリル、ガッシュ 紙
50.2×36.7

油彩画他 1

鏑木昌弥 日傘アラベスク 2008 アクリル、ガッシュ 紙
49.8×33.0

油彩画他 1

鏑木昌弥 山羊を飼う若い女の話 2008 アクリル、ガッシュ 紙
40.4×28.8

油彩画他 1

山下菊二 4人のパイロット 1962 油彩 木板
54.0×80.0

油彩画他 1

吹田文明 菱形の花 1970 木版 紙
26.2×27.0

版画 1

吹田文明 遭遇 1982 木版 紙
90.3×60.2

版画 1

吹田文明 蝶 1985 木版 紙
41.9×54.3

版画 1

福沢一郎 無題（文化勲章受章記念作品） 1991 リトグラフ 紙
43.3×54.3

版画 1

鏑木昌弥 箱舟に住む 1966 鉛筆、ガッシュ 紙
33.0×25.0

水彩 1

鏑木昌弥 トマトを採る 1976 鉛 筆、パステル、ガッ
シュ 紙
39.5×27.5

水彩 1

鏑木昌弥 バルコニー 1985 鉛 筆、パステル、ガッ
シュ ボード
36.4×25.7

水彩 1

鏑木昌弥 墨・背中 1988 ガッシュ 紙
180.0×100.0

水彩 1

鏑木昌弥 鏡の中で 1989 ガッシュ 紙
50.0×34.0

水彩 1

鏑木昌弥 揺れるトルソ 1989 ガッシュ 紙
67.0×50.0

水彩 1

鏑木昌弥 座像－04 1990 鉛筆、ガッシュ 紙
50.0×71.5

水彩 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

鏑木昌弥 女の客 1991 ガッシュ 紙
18.6×24.9

水彩 1

鏑木昌弥 黒い湯舟 1992 ガッシュ 紙
42.2×58.3

水彩 1

鏑木昌弥 数学する男－1 2004 鉛筆、ガッシュ 紙
35.3×25.0

水彩 1

鏑木昌弥 1、2、3の動作で 2004 鉛筆、ガッシュ 紙
25.1×35.2

水彩 1

鏑木昌弥 1、2、3の傾くままに 2004 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
紙
25.1×35.2

水彩 1

鏑木昌弥 フェアリーな 2004 鉛筆、ガッシュ 紙
35.1×24.5

水彩 1

鏑木昌弥 美しい時 2004 鉛筆、ガッシュ 紙
36.2×25.6

水彩 1

鏑木昌弥 父の鏡 2004 鉛筆、ガッシュ 紙
36.3×25.6

水彩 1

鏑木昌弥 息の体温 2005 鉛筆、ガッシュ 紙
25.1×35.2

水彩 1

鏑木昌弥 過ぎゆくものは何 2005 鉛 筆、色 鉛 筆、ガッ
シュ 紙
35.1×25.1

水彩 1

鏑木昌弥 曲った脚 2005 鉛筆、ガッシュ 紙
25.1×35.1

水彩 1

鏑木昌弥 母のボーイフレンド 居間にて 2005 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
紙
26.9×38.0

水彩 1

鏑木昌弥 晩さん「痛いの痛いの飛んでけ」
図

2005 鉛筆、ガッシュ 紙
25.1×35.2

水彩 1

鏑木昌弥 紙風船 2005 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
紙
25.1×35.2

水彩 1

鏑木昌弥 痛いの痛いのとんでけ－原因 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
厚紙
35.1×25.1

水彩 1

鏑木昌弥 姦計の色衣 2006 ガッシュ 紙
40.5×28.5

水彩 1

鏑木昌弥 軍国少女とおにぎり 2006 アクリル、ガッシュ 紙
23.8×21.2

水彩 1

鏑木昌弥 だいだい色の飾り 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
紙
25.1×14.5

水彩 1

鏑木昌弥 腰につるぎの舞い踊り 2006 ガッシュ、ペン 紙
21.9×16.2

水彩 1

鏑木昌弥 笛 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
ボード
35.1×25.1

水彩 1

鏑木昌弥 カップ 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ、
コンテ 紙
35.1×25.2

水彩 1

鏑木昌弥 相手 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ
ボード
35.2×25.1

水彩 1

鏑木昌弥 奏者Hの青春 2008 色鉛筆、サインペン、
ガッシュ 紙
21.0×14.7

水彩 1

鏑木昌弥 ぬくもりのない記憶 2011 ガッシュ 紙
49.0×35.4

水彩 1

鏑木昌弥 心のしるし 2011 ガッシュ 紙
50.0×35.4

水彩 1

鏑木昌弥 ある気配 2011 ガッシュ 紙
52.6×39.0

水彩 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

鏑木昌弥 終業 2011 ガッシュ 紙
52.6×38.9

水彩 1

鏑木昌弥 帰還 2011 ガッシュ 紙
50.0×35.0

水彩 1

鏑木昌弥 たたずむ日 2011 ガッシュ 紙
50.4×35.4

水彩 1

鏑木昌弥 漂う記憶 2011 ガッシュ 紙
49.0×35.4

水彩 1

鏑木昌弥 さざ波の女たち 2011 ガッシュ 紙
50.2×35.2

水彩 1

鏑木昌弥 兄弟の父アダム 2012 ガッシュ 紙
84.0×59.3

水彩 1

鏑木昌弥 蛇の幻をもったひと 2012 ガッシュ 紙
84.0×59.3

水彩 1

鏑木昌弥 隣りの楽園 2012 ガッシュ 紙
69.9×99.5

水彩 1

鏑木昌弥 ひとを造る日 2012 ガッシュ 紙
68.6×99.5

水彩 1

鏑木昌弥 楽園を造った 2012 ガッシュ 紙
68.6×99.5

水彩 1

鏑木昌弥 鳥の誕生（鳥を吐くひと） 2012 ガッシュ 紙
68.2×99.5

水彩 1

鏑木昌弥 楽園の虫族 2012 ガッシュ 紙
33.5×69.5

水彩 1

鏑木昌弥 戦火の女医エバ 2012 ガッシュ 紙
33.5×69.5

水彩 1

鏑木昌弥 アダムの解剖 2012 ガッシュ 紙
33.5×69.5

水彩 1

鏑木昌弥 A&E (Adam&Eva) 2012 ガッシュ 紙
33.5×69.5

水彩 1

鏑木昌弥 兄にいじめられる妹を想う 2012 ガッシュ 紙
27.5×40.2

水彩 1

鏑木昌弥 秘密基地の弟妹を想う 2012 ガッシュ 紙
31.5×42.0

水彩 1

鏑木昌弥 野の二人を想う 2012 ガッシュ 紙
31.5×42.0

水彩 1

鏑木昌弥 人形師と子どもの形を想う 2012 ガッシュ 紙
33.0×23.4

水彩 1

鏑木昌弥 人形つかいと人形達を想う 2012 ガッシュ 紙
33.0×23.4

水彩 1

鏑木昌弥 わたしの初めと終わりを想う 2012 ガッシュ 紙
33.0×23.4

水彩 1

鏑木昌弥 歯科治療士とピノキオと人造人間
を想う

2012 ガッシュ 紙
33.0×23.4

水彩 1

鏑木昌弥 神、ひとを造ることを想う 2012 ガッシュ ボード
32.2×40.9

水彩 1

鏑木昌弥 蘇る場所 1971 鉛筆 紙
39.3×27.2

素描 1

鏑木昌弥 閉ざされた妹 1974 鉛筆、色鉛筆 紙
54.5×39.5

素描 1

鏑木昌弥 カボチャ百年史 1986 パステル、コンテ 紙
39.2×27.1

素描 1

鏑木昌弥 座－緑 1990 鉛筆、色鉛筆 紙
20.5×27.5

素描 1

鏑木昌弥 SF 1998 鉛筆、色鉛筆 ボード
36.4×51.5

素描 1

鏑木昌弥 草のひかり 2000 鉛筆、色鉛筆 紙
27.3×35.5

素描 1

鏑木昌弥 羽あるひと 2000 鉛筆 紙
25.3×34.2

素描 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

鏑木昌弥 夜露のとき 2000 鉛筆、色鉛筆 紙
27.3×35.5

素描 1

鏑木昌弥 柵 2001 鉛筆、色鉛筆 紙
27.5×35.5

素描 1

鏑木昌弥 三霊・試み 2003 鉛筆、色鉛筆 紙
35.9×25.8

素描 1

鏑木昌弥 三霊の怪 2003 鉛筆 紙
35.9×25.8

素描 1

鏑木昌弥 三霊 2003 鉛筆、色鉛筆 紙
35.9×25.8

素描 1

鏑木昌弥 数学する男の運命 2004 鉛筆、色鉛筆 紙
35.3×25.1

素描 1

鏑木昌弥 数学する男－2 2004 鉛筆、色鉛筆 紙
35.3×25.1

素描 1

鏑木昌弥 女のしぐさ 2005 鉛筆 紙
35.2×25.1

素描 1

鏑木昌弥 おまじない 2005 鉛筆 紙
35.2×25.1

素描 1

鏑木昌弥 巣 2005 鉛筆 紙
25.1×35.1

素描 1

大石匕鳳 スクラップブック『でヽ むしの跡
No.7』

1931-39 印刷物、スクラップブック
29.6×22.4

2次資料 1

大石匕鳳 スクラップブック『蝸 牛の跡
No.9』

1939-46 印刷物、スクラップブック
29.7×22.2

2次資料 1

山下菊二・資料 写真アルバム〔福岡・松屋宣伝部
時代〕

28.7×23.8×1.7 2次資料 1

團藍舟ほか 團藍舟作品、遺品一件 日本画ほか 1件
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5-2 所蔵作品・資料の現状

昭和60年‐
平成元年度

平成
2年度

平成
3年度

平成
4年度

平成
5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度

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

油
彩
画
他

国内 93 14 4 18 4 6 30 6 11 5 4 20 1 9 21 11 6 8 3 2 8 1 12 6 3 1

国外 19 1 3 2 2 2 1 2

小計 122 14 5 18 4 9 30 8 11 5 4 2 20 1 9 21 13 6 9 3 2 8 1 12 8 3 1

日
本
画

国内 7 2 10 24 3 1 1 3 7 3 2 1 4 11 8 4 3 12 2

国外

小計 7 2 10 24 3 1 1 3 7 3 2 1 4 11 8 4 3 12 2

彫
刻
・
立
体

国内 113 16 4 10 2 4 2 11 2 1 3 1 2 1 8 3 1

国外 22 1 1 1 2 3 1 2

小計 135 16 5 10 3 5 2 13 3 2 1 3 2 2 1 8 5 1

水
彩
画

国内 13 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1

国外 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1

素
描

国内 12 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1

国外 1

小計 13 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1

写
真
・
映
像

国内 7 1 1 49 17

国外 1 2 3

小計 7 1 1 3 49 20

版
画

国内 825 52 27 1 104 5 1 30 2 4 1 3 41 81 7 23 2 94 4 8

国外 469 13 69 23 1 29 34 49 9 1

小計 1,294 52 40 1 173 28 2 59 2 4 1 3 41 81 41 23 51 94 13 1 8

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389

国外 298 438 1 168 2 3 1

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389

そ
の
他

国内 2

国外 1 1

小計 1 2 1

計

国内 1,369 93 109 358 121 102 216 52 16 31 6 4 1 117 1 66 1,023 28 1,144 18 97 73 21 7 20 29 402 14 2

国外 811 453 71 195 1 35 6 2 37 53 10 1 8

小計 2,180 93 562 358 192 297 217 87 16 37 6 4 3 117 1 66 1,023 65 1,144 71 97 83 21 8 20 37 402 14 2
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5-3 寄託作品

平成26年3月末現在

平成15年度 平成16年度 平成17
年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 小 計

計
購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 他 購入 寄贈 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 管理換 他

9 21 1 3 3 6 1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 176 243 32 451

32 32

9 21 1 3 3 6 1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 208 243 32 483

4 1 1 5 2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 91 61 27 179

4 1 1 5 2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 91 61 27 179

1 3 1 1 2 3 1 150 36 10 196

1 2 1 36 1 37

1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 186 37 10 233

1 8 33 1 1 1 1 1 56 123 260 59 442

1 1

1 8 33 1 1 1 1 1 56 124 260 59 443

17 12 8 49 5 1 1 18 2 17 57 318 190 565

1 2 2

18 12 8 49 5 1 1 18 2 17 59 318 190 567

3 1 77 2 79

6 6

3 1 83 2 85

16 1 52 25 13 7 1 134 1 17 7 4 1,138 454 1 1,593

10 4 1 5 707 10 717

16 1 62 4 25 13 7 1 134 1 1 22 7 4 1,845 464 1 2,310

408 162 14 90 74 2 26 1 31 3 379 3,149 56 2 3,586

911 911

408 162 14 90 74 2 26 1 31 3 1,290 3,149 56 2 4,497

1 1 2 3

2 2

1 3 2 5

50 35 2 68 419 277 33 27 1 111 1 225 2 2 36 1 10 1 1 53 9 7 51 8 124 2,192 4,525 375 2 7,094

2 12 5 1 5 1,697 11 1,708

52 35 2 80 424 277 33 27 1 111 1 225 2 2 36 1 10 1 1 53 9 8 56 8 124 3,889 4,536 375 2 8,802

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 作品種別 備考

原菊太郎 群魚図屏風 1949-50 紙本着色 屏風（二曲一隻） 154.2×138.7 日本画 平成26年3月31日まで

一原五常 風景 1930 油彩 キャンバス 117.0×91.2 油彩画他 平成26年3月31日まで

伊原宇三郎 南伊豆風景 1935 油彩 キャンバス 53.0×65.2 油彩画他 平成28年3月31日まで

三木文夫 苔の径 1951 紙本着色 屏風（四曲一隻） 127.4×210.4 日本画 平成28年3月31日まで
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5-4 資料収集委員会

1 資料収集委員会

2 収集資料価格評価

5-5 作品修復

● 委員

（◎委員長 ○副委員長）

氏名

◎ 安永 幸一 福岡アジア美術館顧問

○ 河崎 良行 徳島大学名誉教授

大林 美穂 徳島市城東中学校教諭

草薙奈津子 平塚市美術館館長

坂田千代子 （株）あわわ会長

坂野美恵子 四国大学教授

潮江 宏三 京都市美術館館長

三木 哲夫 兵庫陶芸美術館館長

● 開催 平成26年2月12日 第36回 資料収集委員会開催

● 委員は利害関係を有しない者に依頼

● 開催 平成26年2月10日

平成25年度の修復作品は、水彩画7点。

分野 作品No. 作家名 作品名 主な処置

水彩画 1140211 三宅克己 倫敦テームズ河 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、インレイマウント、アクリル新調

水彩画 1140212 三宅克己 倫敦下宿屋にて 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、アクリル新調

水彩画 1140215 三宅克己 ドーバー海峡の夕月 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、アクリル新調

水彩画 1140216 三宅克己 英国フォークストンを望む 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、アクリル新調

水彩画 1140217 三宅克己 仏蘭西、ブローニュ乗車 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、アクリル新調

水彩画 1140218 三宅克己 仏蘭西ブローニュにて 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、アクリル新調

水彩画 1140219 三宅克己 巴里の公園 洗浄、しみ抜き、旧処置除去、マット装、アクリル新調
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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）

・名称と形状

2013年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（86号）：A4版6ページ

特別展 戦後＠ニッポン展 吉川神津夫

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-Ⅱ

所蔵作品紹介 ＜鳴門＞ 池田遙邨 森芳功

美術館ニュース（87号）：A4版6ページ

特別展 西洋美術との出会い－徳島の4人 原鵬雲、井上辨次郎、守住貫魚、守住勇魚 江川佳秀

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-Ⅲ

所蔵作品紹介 ＜ホームレス＞ 片瀬和夫 吉原美惠子

美術館ニュース（88号）：A4版6ページ

所蔵作品展 徳島のコレクション2014-Ⅰ 特集 誰？

フリースペースチャレンジとくしま芸術祭2014 友井伸一

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-Ⅰ

所蔵作品紹介 ＜私（立像）＞ 森口宏一 安達一樹

美術館ニュース（89号）：A4版6ページ

特別展 三嶽伊紗のしごと－みているもののむこう 吉原美惠子

所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第1期

6
広 報 活 動
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6-2 ホームページ

1 概要

2 今年度の実績

6-3 サテライト・ギャラリー

6-4 ニュース会員

所蔵作品紹介 ＜吉野川－場の刻 6/30/9/29/12/1＞ 大久保英治 友井伸一

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。

(1)「講座室貸出」、「プレスリリース」のサイトを新設。

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作品の解説パネル等を設置した。

美術館の展覧会や関連事業などの催しのお知らせをほぼ月に1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25年度の会員数は

52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3回程度）所蔵作品展出品リスト（年3回程度）、月毎の美術館催し案内、文化の

森から（各号）など。
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7-1 研究報告会

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。

調査研究活動を、組織的かつ継続的に推進するため、館内で研究報告会を開催している。参加者は館長、

企画交流室職員、学芸調査課職員の計9名。研究報告会で取り上げるテーマは、年度ごとに職員が共同で

取り組む「共同研究テーマ」と、個 に々取り組む「個別研究テーマ」を設定している。（年度をまたがる継続研究

を認める。）

「共同研究テーマ」は、作業チームで作業を進め、随時、経過を研究報告会に報告する。「個別研究テーマ」

は、各学芸員が研究の状況を研究報告会に報告し、出席者による質疑応答を重ねることで、研究の深まりと館

内での共通理解をはかる。

第1回 平成25年5月6日

平成25年度の「共同研究テーマ」と「個別研究テーマ」について協議し、今年度の予定を策定した。「共同研

究テーマ」の題目と概要は7-1-1共同研究を、研究報告会で発表した「個別研究テーマ」の概要は7-2研究実

績を参照されたい。

第2回 平成25年11月12日

（個別研究テーマに関する発表）

友井伸一・亀井幸子「実践報告シュルレアリスム展の体験型展示について」

吉原美惠子「三嶽伊紗のしごと」

第3回 平成25年12月10日

（個別研究テーマに関する発表）

竹内利夫「ドイツの美術館との交流事業」

調査研究事業

7
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1 共同研究

江川佳秀「團藍舟研究」

森芳功「三宅克己の画業と生涯（四）」

第4回 平成26年1月8日

（個別研究テーマに関する発表）

安達一樹「徳島県内の美術状況」

吉川神津夫「鏑木昌弥の作品調査」

徳島の美術に関する通史的研究

平成18年度からの継続研究。本館は開館以来、地域の美術動向を通史的に掘り起こす作業を続けている。

平成12年度には調査が比較的調った部分を、開館10周年記念展「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。本研究は、その続編ともいうべきものである。学芸員が分担して、資料や作品の発

掘、作家の履歴調査など、情報の集積に努めている。

その成果は、所蔵作品展や特別展で部分的に公開してきたが、将来的には特別展や資料集の刊行等、ま

とまった形で社会に還元できる方法を模索したい。

収蔵作家資料の作成

本館では、開館以来作家や作家遺族、美術関係者などから、作品だけでなく遺品や旧蔵書の寄贈を受け

入れ、整理を進めてきた。原菊太郎や河井清一、伊原宇三郎、谷口董美、河野太郎、山下菊二、三木多聞氏

（元当館館長）らの資料群である。いずれも作家、作品研究にとどまらず、広く美術界の状況を理解する上で、

重要な手がかりとなる。

その成果は本館データベースで公開するとともに、財団法人原菊太郎基金から寄贈を受けた原菊太郎旧蔵

書に関しては『特別集書目録Ⅰ原菊太郎文庫』（平成7年度刊）として、山下菊二の遺族から寄贈を受けた

作品群に関しては『徳島県立近代美術館所蔵 山下菊二作品目録（平成23年3月受贈）』（平成23年度刊）

として刊行した。

平成25年度は、團藍舟の関係者からお預かりした團藍舟の作品や遺品や旧蔵書について整理とデータ採

取を行い、平成25年度末に本館への寄贈手続きを完了した。

収蔵作品の再調査

当館の収蔵作品・資料は、開館準備を行っていた昭和59年4月に最初の受け入れを行って以来30年近く

が経過し、収蔵点数も8,000点を超えている。この間、作品・資料の保存については細心の注意を払い、必要に

応じて保存、修復処置を施してきた。しかしながら、近年、作品の保存・修復の世界では、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求められるように

なってきている。

そのため、展示や貸出の依頼時だけでなく、順次必要に応じて作品を再度精査することで、状態調査を強

化した。また作品にまつわる情報についても蓄積につとめた。
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7-2 研究実績

森芳功

凡例

1 館内研究報告会における個別研究の概要

2 図書、図録等

3 論文

4 報告書

5 解説、翻訳他

6 学会発表

7 講演会、各種研究会での発表

8 社会的活動

9 教育活動

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「三宅克己の画業と生涯（四）」

前年に引き続いて、近代日本の水彩画家、三宅克己（1874-1954年、徳島県出身）の画業と生涯について

検討した。今回範囲としたのは、1891（明治24）年頃から1898（明治31）年。彼の17歳から24歳までの頃で、大

野画塾の師、大野幸彦の死去とそれに伴った鐘美館への転塾、日清戦争期における軍隊生活から、第一回

渡米に至るまでの時期である。

本報告では、これまで時期があいまいだった伝記的事項を整理しながら、次の点などを指摘した。イギリス人

画家アルフレッド・パーソンズや原田直次郎らの刺激から表現の幅を身に付け、写生地の範囲も広げたこと、ま

た、彼の渡米とイェール大学附属美術学校への留学は、横井時雄をはじめとするキリスト教組合教会関係者の

手助けで実現したことなどである。

本研究の成果は、「三宅克己の画業と生涯（四）－鐘美館時代から第一回渡米まで」（『徳島県立近代美

術館研究紀要』第15号）として公表した。

3 論文

「三宅克己の画業と生涯（四）－鐘美館時代から第一回渡米まで」『徳島県立近代美術館研究紀要』第15

号 平成26年3月 pp.3-35

5 解説、翻訳他

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ（その62-73）」『徳島エコノミージャーナル』402-413号 ブレーンバンク平

成25年4月‐平成26年3月（12回連載）

「所蔵作品紹介 池田遙邨 鳴門」『徳島県立近代美術館ニュース』第86号 徳島県立近代美術館 平

成25年7月 p.6

「酒井三良 にわか雨」『いのち輝く』第73号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成25年5月

pp.16-17。

「菊池契月 虫撰」『いのち輝く』第74号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成25年9月 pp.16-17

6 学会発表

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共同発表）「4、5歳児のつぶやきと鑑賞－美術館と保育所の連携活動の記録

から」第36回美術科教育学会奈良大会 奈良教育大学 平成26年3月30日

7 講演会、各種研究会での発表

「廣島新太郎（晃甫）と版画－遺品を手がかりにして」第12回版画史研究会 日本教育会館 平成25年11

月16日

8 社会的活動

明治美術学会会員、美術科教育学会会員
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江川佳秀

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論」 平成25年3月1日 美術館展示の意義と

実際（近代美術1）、「博物館教育論」平成25年3月8日美術館教育の方法1

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「團藍舟研究」

團藍舟は、明治後期から昭和初頭にかけて活動した日本画家である。本館では平成24年末に、團の作品

や写生、画稿、粉本、書簡、各種書類等、作品と遺品計約1,900点を関係者からお預かりした。本研究はその

整理とデータ採取をおこない、あわせてそれらを手がかりに團の履歴調査を試みたものである。

團は1872（明治5）年、徳島市東船場町で浜川嘉兵衛の子として生まれ、後に團勇治の養子となった。本名

は伍平、1901（明治34）年英雄と改名した。初め徳島で吉永藍畦に師事し、後に上京して1898（明治31）年

から川端玉章に師事した。上京後は明治絵画会展や日本美術協会展などに出品して受賞を重ね、日本美

術協会では1919（大正8）年終身会員となり、審査委員や第一部委員を務めた。大正天皇の日本美術協会

展行幸の際は、御前揮毫を行う一人に選ばれた。また、久邇宮邦彦王の寵愛を受け、久邇宮邸に招かれて御

前揮毫をおこなったり、陪食を許されることや、御殿の襖に揮毫を求められることがあった。1909（明治42）年に、

師の川端玉章が川端画学校を開設した際は、助教授として後進の指導にあたった。1935（昭和10）年東京で

没。

残された画稿や粉本を観察すると、近代を生きた画家ではあるが、制作の手法や画家としての意識は、近世

の絵師の域を大きく踏み出すことがなかったと思える。広く知られるとおり、明治後期から大正期の日本画の世

界は、伝統に根ざした「旧派」と、その革新を目指す「新派」のせめぎ合いが続いた時代である。新派が文展を

席捲するようになると、旧派の画家は日本美術協会に集まり、日本美術協会はあたかも旧派の牙城と化していっ

た。日本美術協会は新派との対抗上、発足当初から宮内庁との結びつきを強めていた。典型的な旧派の画家

であった團が、日本美術協会を主要な活動の場とし、しばしば宮家の御用を勤めたのは自然なことだった。

これらの資料は、25年度末に基本的な整理とデータの採取を終え、それを受けて本館への寄贈手続きを完

了した。また、所蔵作品展2014年度第3期に開催する「特集 團藍舟の世界」（平成27年2月10日‐4月5日）

で概要を公開する予定である。今後は当時の逐次刊行物記事等の文献調査や、館外にある作品の調査を

進め、画業の全容を明らかにしたい。

2 図書、図録等

江川佳秀（編著）「西洋美術との出会い－徳島の4人 原鵬雲、井上辨次郎、守住貫魚、守住勇魚」徳島県

立近代美術館 平成25年10月

3 論文

「文久二年幕府遣欧使節団に随行した絵師原鵬雲をめぐって」『近代画説』第22号 明治美術学会 平成

25年12月 pp.96-111

「満洲国美術展覧会をめぐる二つの事柄」『東京・ソウル・台北・長春－官展にみる近代美術』福岡アジア美

術館、府中市美術館、兵庫県立美術館、美術館連絡協議会 平成26年2月 pp.162-165

「芸文指導要綱と旧満洲国における美術の統制」『中国関係論説資料第54号（2012年分）第1分冊 上』

論説資料保存会 平成25年11月 pp.429-438＊再録（初出：『鹿島美術研究 年報 第28号別冊』鹿

島美術財団 平成23年11月）

5 解説、翻訳他

「特別展 西洋美術との出会い－徳島の4人 原鵬雲、井上辨次郎、守住貫魚、守住勇魚」『徳島県立近

代美術館ニュース』第87号（2013年10月号） pp.2-3
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安達一樹

「作家作品解説 長春」『東京・ソウル・台北・長春－官展にみる近代美術』福岡アジア美術館、府中市美術

館、兵庫県立美術館、美術館連絡協議会 平成26年2月 p.267

「年表 中国東北部（旧「満洲」）」『東京・ソウル・台北・長春－官展にみる近代美術』福岡アジア美術館、府

中市美術館、兵庫県立美術館、美術館連絡協議会 平成26年2月 pp.305-310

7 講演会、各種研究会での発表

「薩摩治郎八とパリの日本人画壇－1920年代、30年代のパリ事情」土曜講座・巴里の日本人物語 ブリヂ

ストン美術館 平成25年5月18日

「原鵬雲－文久2年幕府遣欧使節団に随行した絵師」阿波の文学と歴史セミナー徳島市立徳島城博物館

平成25年6月21日

「西洋美術をめぐる小さな系譜－徳島藩御用絵師とその周辺」明治美術学会2013年度第3回例会・シンポジ

ウム「幕末明治の地域社会は西洋美術をどう受け容れたのか」徳島県立21世紀館多目的活動室 平成25

年10月5日

「異郷の昭和美術－満洲国美術展覧会をめぐって」あじび集中講座！ 福岡アジア美術館 平成26年2月15日

8 社会的活動

美術史学会『美術史』第176冊査読委員、全国美術館会議機関誌部会部会員、広島県立美術館資料収

集委員会のための事前作品調査（靉光作品）

美術史学会会員、明治美術学会会員、全日本博物館学会会員

9 教育活動

徳島大学総合科学部非常勤講師「美術概論」

平成24年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館資料保存論」 平成24年9月19日 美術館における

資料保存と管理2

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「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。館内研究報告会で状況について報告を行ったほか、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。

今年度の県内の状況を概観すると、出羽島アート展を始め県内各地で芸術祭から個展までさまざまな作品

発表が行われ、一見活況を呈しているようではあったが、内容を吟味する必要があると思われた。特に芸術祭

的な催しが増えており、美術活動が町おこしや賑わい作りの手段とされているように思えた。この傾向は今後も増

加する可能性が高いので、継続して注目していく必要があるだろう。

個人の活動としては、井下俊作や宮田京子といった長期間活動を行っている比較的年齢層の高い人の回

顧的な個展が多く見られた。制作系愛好家の高齢化が進み、さらに今年は佐野比呂志、岡多美子、濱口芳

春などが鬼籍に入ったことで、県内美術界は時代的なひとつの区切りを迎えつつあるといえる。しかしながら、中

堅から若手の後継世代が順調に育っているとはいえず、引き続き厳しさが増しているといえるだろう。

5 解説、翻訳他

「美術展評（平成25年3月～平成26年2月）」『徳島新聞』平成25年4月18日、5月14日、6月17日、7月16日、

8月16日、9月16日、10月22日、11月14日、12月16日、平成26年1月20日、2月17日、3月13日（12回連載）

「県内回顧2013 美術」『徳島新聞』平成25年12月24日

「所蔵作品紹介 藤川勇造 裸B」『徳島県立近代美術館ニュース』85号（2013年4月号）
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友井伸一

「所蔵作品紹介 森口宏一 私（立像）」『徳島県立近代美術館ニュース』88号（2014年1月号）

8 社会的活動

相生森林美術館協議会委員、阿南市美術展（写真の部）審査員、障害者芸術祭エナジー審査員、第67回

和歌山県美術展覧会（彫塑部門）審査員

美術史学会会員、明治美術学会会員、文化財保存修復学会会員

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館資料保存論 美術館における資料の保存と管理1」

平成25年9月18日

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（現代美術2）」

平成26年3月2日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「実践報告 シュルレアリスム展の体験型展示について」＊亀井幸子との共同研究

平成24年度に取り組んだ「シュルレアリスム展の体験型展示について」を引き継いで、その研究成果を平成

25年度開催の特別展「＜遊ぶ＞シュルレアリスム」（平成25年4月27日‐6月30日）において実践した。「遊び」

をキーワードに、感覚的、体験的にシュルレアリスムの魅力を伝えることを目的にしたものである。

来館者が常時体験可能な体験コーナーとしては、次の8コーナーを設置した。

「『ヒモ』を落としてみる」

「落下した『ヒモ』が『モビール』になる」

「こすってみる（フロッタージュ）」

「お絵描きリレー」

「ストーリー・リレー、シャッフルの巻」

「不思議な風景（コラージュ）」

「リモコン描画」「自動ダンス装置」

期間限定のワークショップとしては、次の3つを開催した。

「きんびアトリエ シュルレアリスム体験 あなたもヘアアーティスト」平成25年5月26日13 : 30-16 : 00

講師：久永安紀（造形作家）

「＜親子で踊る＞シュルレアリスム：カタタチサトのおどるガイドツアー」平成25年6月2日11 : 00-11 : 30、

13 : 00-13 : 30、14 : 00-14 : 30 講師：カタタチサト

「＜踊る＞シュルレアリスム：カタタチサトと美術館でおどる」平成25年6月9日、16日13 : 30-15 : 30

講師：カタタチサト

これらの体験コーナーは、幼、保、小、中、高などの学校等の団体鑑賞や出前授業にも大きな拡がりを見せた。

身体を使った作品鑑賞や体験コーナーの応用（お絵かきリレー、リモコン描画、モビール等）など、多様なニーズ

に応じた実践を行った。

また、これら実践の成果は、亀井幸子と共同で「シュルレアリスム展における体験的な取り組みと学校等への

拡がり」（『徳島県立近代美術館研究紀要』第15号）として公表するととともに、やはり亀井幸子と共同で、学校

との連携の取り組みを中心に「シュルレアリスムにおける体験的な取り組みについて－学校等への拡がりを中心

として－」（第36回美術科教育学会奈良大会）として発表した。

3 論文

友井伸一、亀井幸子（共著）「シュルレアリスム展における体験的な取り組みと学校等への拡がり」『徳島県立

近代美術館研究紀要』第15号 平成26年3月 pp.3-29
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吉原美惠子

吉川神津夫

5 解説、翻訳他

「特別展＜遊ぶ＞シュルレアリスム」『徳島県立近代美術館ニュース』第85号（2013年4月号） pp.2-3

6 学会発表

友井伸一、亀井幸子（共同発表）「シュルレアリスムにおける体験的な取り組みについて－学校等への拡がりを

中心として－」第36回美術科教育学会奈良大会 奈良教育大学 平成26年3月29日

8 社会的活動

美術史学会会員、美学会会員

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論」平成26年3月2日 美術館展示の意義と実

際（近代美術2）

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「三嶽伊紗のしごと」

三嶽伊紗は、1956年高知市に生まれた。1980年京都工芸繊維大学意匠工芸学科を卒業、1982年京都

市立芸術大学大学院美術研究科を修了。1983年の個展を皮切りに、多数のグループ展にも積極的に参加し、

現在は大津市を拠点に制作を続けている。

初期には、ものを提示しては、科学的な手堅いアプローチで、観るものの立ち位置や生物としての体験から得

られる理論の世界へと誘う作品を手がけ、身の回りにある事物や自然の中にある摂理への興味関心をかきたて

てきた。2007年以降は、時間軸に関心を寄せ、身近な自然の風景に着目したロマンティックな映像作品を手が

けており、近年の美しい映像インスタレーションを観るにつけ、叙情性を湛えながらも、インテレクチュアルでクールな

一面を明快に顕わにした、現代日本における注目すべき作家の一人だと考えている。作家調査・研究の成果

は、平成26年度特別展「三嶽伊紗のしごと－みているもののむこう」展に反映させる予定である。

5 解説、翻訳他

「所蔵作品紹介 片瀬和夫 ホームレス」『徳島県立近代美術館ニュース』第87号（2013年10月号） p.6

「三嶽伊紗－目に見えるものはすべて、みえないものに－」『美術運動史研究会ニュース』第141号 平成26年2

月 pp.9-12

7 講演会、各種研究会での発表

「平成25年度フレアとくしま100講座 美術講座 ミタケイサの仕事－ゆたかないのち」徳島県男女共同参画

交流センター（フレアとくしま・ときわプラザ） 平成25年7月7日

「徳島大学大学開放実践センター講座 現代美術を楽しむために」徳島大学・大学開放実践センター 平

成25年7月1日、8日、22日、29日

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「美術館展示の意義と実際（コレクション展）所蔵作品の活用

について」平成26年3月4日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「鏑木昌弥の作品調査」

昨年度、116点の作品が収集候補となった鏑木昌弥の作品について、作家本人からメールによる聞き取り調

査を行った。まず、調査の初期段階では、収集候補となった作品全体から見いだせる共通点についての聞き取
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竹内利夫

りから開始した。

「人間を描くこと」、「スタイルを変化させること」、「モデルを用いないこと」の3つからである。特に最初の2つの

質問に関しては、「人間像」を収集方針の一つとして掲げる当館が、100点以上の鏑木作品の収集を検討す

るにあたり前提となるものであった。

現時点で50年以上に及ぶ鏑木の画業を振り返ってみて、「人間」が主要なモチーフであることは、作家も認め

るものであった。その中で、鏑木の描く人間は様 に々変化していくのである。鏑木の場合、写実的な描写は少なく、

様 に々デフォルメしたり、時には羽を生やしたり、鼻を長くしたりした人間を描いている。ただ、どのような場合でも、直

接にモデルを用いて描くことはないと言うことだ。この理由としては、三次元の対象を平面に写し取るのではなく、

あくまで二次元と画面からイメージを立ち上げたいことにあるとのことであった。

また、鏑木がスタイルを変化させることについては、西洋美術史の影響を受けた中で、いかにして自分独自の

スタイルを獲得することの追求の結果ではないかという。しかし、現時点から振り返ってみて、頻繁にスタイルを変

えてきたことについては、自らでも説明できないことのようだ。変化は意識的な場合もあれば、絵を描いていくプロセ

スの中で、無意識に変化している場合もあり、その積み重ねが結果的に頻繁なスタイルの変化につながったので

ある。

この後、個 の々作品に対する聞き取りに移行し、現在も調査は継続中である。本調査の成果の一部は、平成

26年度に開催する「所蔵作品展 受贈記念 鏑木昌弥の世界」(7月12日‐9月7日）に反映させる。

5 解説、翻訳他

「戦後＠ニッポン展」『徳島県立近代美術館ニュース』第86号（2013年7月号） pp.2-3

「甕覗の鏡 中野良寿＋澤登恭子展」Operation Tableホームページ(http : //operation-table.com/)

8 社会的活動

美学会会員

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（現代美術1）」

平成26年3月2日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「ドイツの美術館との交流事業」

徳島県とニーダーザクセン州の文化交流事業の一貫として、ハノーファー市内のシュプレンゲル美術館を拠

点に「美術鑑賞プログラムの交流」事業に取り組んだ。現地では9日間の活動を行い、帰国後は、当館の講座

などさまざまな機会を通してドイツでの活動を紹介した。

ドイツで行なったことは、いつもしていることを通して体験的に実践を交流することを旨とするもので、自身が開

発に関わった3つのプログラム「よーいアクション／音のかくれんぼ／勝手にしんさいん」を柱にして、シュプレンゲル

美術館のエデュケーターであるクラウゼ氏と協同で授業を行なうなどした。

帰国後も実践の場を通して事業の意味を考えてきた。その中で、手話のプログラムや保育所、日本語教育と

の連携について、相対的に考える比較の視点が手に入った。こうした「とらえ直し」が、実践交流の成果の一つ

として手応えを感じている。

一方で、Web発信など資料化・共有化の仕事に手が回らないことが課題として残った。このような取り組みの

経緯、考察について『徳島県立近代美術館研究紀要』第15号に報告した。

4 報告書

「事業報告 シュプレンゲル美術館とのプログラム交流」『徳島県立近代美術館研究紀要』第15号 平成26

年3月 pp.31-40
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亀井幸子

5 解説、翻訳他

「ドイツで武者修行 上・下」徳島新聞 平成25年5月21日、22日 文化面

「美術鑑賞教育にとりくむ立場から」国際表現言語学会ニューズレター第9号 平成26年3月

7 講演会、各種研究会での発表

竹内利夫・Gehrtz三隅友子*（共同ワークショップ）「絵の身になって鑑賞しよう－よーいアクション！－」国際表現

言語学会第5回大会 会場：四国学院大学 平成25年12月22日 *Gehrtz三隅友子氏：徳島大学国際セ

ンター教授

8 社会的活動

意匠学会会員、美術科教育学会会員

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館教育論美術館教育の方法2」平成26年3月9日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「実践報告シュルレアリスム展の体験型展示について」

＊友井伸一との共同研究（概要は前掲）

3 論文

友井伸一、亀井幸子（共著）「シュルレアリスム展における体験的な取り組みと学校等への拡がり」『徳島県立

近代美術館研究紀要』第15号 平成26年3月 pp.3-29

6 学会発表

友井伸一、亀井幸子（共同発表）「シュルレアリスムにおける体験的な取り組みについて－学校等への拡がりを

中心として－」第36回美術科教育学会奈良大会 奈良教育大学 平成26年3月29日

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共同発表）「4、5歳児のつぶやきと鑑賞－美術館と保育所の連携活動の記録

から」第36回美術科教育学会奈良大会 奈良教育大学 平成26年3月30日

8 社会的活動

平成25年度「第60回文化財保護強調のためのポスター」審査委員、平成25年読書感想画中央コンクール徳

島県審査委員

美術科教育学会会員

9 教育活動

平成25年度県内3大学学芸員養成協力講座「美術館と学校教育1、2」平成26年3月9日

鳴門教育大学平成25年度嘱託講師（教員養成実施指導講師）
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7-3 文献資料の整理

年度
種別

59年度‐
平成元年度

平成2
年度

平成3
年度

平成4
年度

平成5
年度

平成6
年度

平成7
年度

平成8
年度

平成9
年度

平成10
年度

平成11
年度

平成12
年度

平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度 計

図書・図録
（日本語） 520 1,498 67 80 102 94 210 114 314 167 86 109 123 189 203 57 127 238 100 105 113 65 87 94 38 4,900

図書・図録
（外国語） 1,315 283 47 339 196 193 54 91 83 69 259 51 56 73 77 60 24 48 47 39 18 32 19 17 18 3,508

雑誌バック
ナンバー
（日本語）

3,935 2,306 932 800 444 584 502 268 85 124 1 16 209 88 2 33 91 147 1 3 25 5 3 1 45 10,650

雑誌バック
ナンバー
（外国語）

66 1,149 0 67 25 5 0 0 23 15 0 0 59 15 9 10 112 82 0 0 0 0 0 0 0 1,637

その他 27 32 2 4 1 2 0 0 9 2 23 12 3 1 4 5 7 4 0 0 3 0 0 0 141

合計 5,863 5,268 1,048 1,290 768 878 766 473 514 377 369 188 450 366 295 165 361 519 148 147 159 102 109 112 0 20,735
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8-1 組織及び職員一覧（平成25年度）
（平成26年3月31日現在）

管 理 運 営

8

館 長 森山 宏昭

副 館 長 美保 洋祐 （徳島県立博物館副館長 本務）

協 議 会 企画交流室長 森 芳功 学芸調査課長 江川 佳秀

委員 森 眞美
白石 謙二
武田亜希子
平木 美鶴
橋本 正弘
高島 宏子
敷島のり子
Gehrtz三隅 友子
東浦 博史
亀本 美砂

上席学芸員 友井 伸一
上席学芸員 竹内 利夫
主 任 亀井 幸子

上席学芸員 安達 一樹
上席学芸員 吉原美惠子
上席学芸員 吉川神津夫

文化推進員 大西 葵
文化推進員 日崎 智博
文化推進員 阿地 恵奈

文化推進員 林 由里子
文化推進員 粟飯原久美
非常勤嘱託員 中田 有紀
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

平成25年9月20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－

● 会期 平成25年12月4日［水］‐12月10日［火］ 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、

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

・人権啓発ビデオ上映（二十一世紀館ミニシアター 10:30～、14:00～）

作品 アニメ「あの空の向こうに」、「親愛なる、あなたへ」

● 入場者数 展示 308名 ビデオ上映 33名

（平成26年3月31日現在）

区 分 氏 名 職 名

学 校 教 育

白石 謙二
徳島県小学校教育研究会 図画工作部 会長
北井上小学校長

森 眞美
徳島県中学校教育研究会 美術部会長
八万中学校長

武田亜希子
徳島県高等学校教育研究会 美術学会員
徳島市立高等学校教諭

社 会 教 育

橋本 正弘 徳島県美術家協会 会員

敷島のり子 ポスターギャラリー実行委員会 会長

亀本 美砂 徳島県立文学書道館 事業課 主査

東浦 博史
那賀町教育委員会 文化振興室 室長
相生森林美術館学芸員

学識経験者

平木 美鶴
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

高島 宏子 四国大学生活科学部 教授

Gehrtz
三隅 友子

徳島大学 国際センター 教授
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8-4 入館者数

1 平成25年度所蔵作品展入館者数

2 平成25年度特別展入館者数

8-5 レファレンス業務

当館では、所蔵作品・作家に関する問い合わせや展覧会情報など、美術に関する幅の広い問い合わせに

対応しているが、ここに記した回答数は、一般の方から問い合わせを受けた調査研究活動、学芸活動に関わ

る回答数である。他の文化施設や官公庁、教育機関、マスコミ等への回答は含めていない。

（単位：人）

区分

展覧会名

個 人 団 体 減 免 観覧料免除
合 計 開 館

日 数

一日当たり
平均入
館者数一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高 齢 高大生 小中生

学校教育 小 中
高 生 一 般

校 人数

シュル展 1,516 134 159 8 279 32 1,013 376 1,011 4,496 56 80

戦後＠展 366 30 1 41 1 174 30 150 259 456 1,478 61 24

西洋美術展 242 31 39 2 239 14 635 92 432 1,712 54 32

合計 2,124 195 1 239 11 692 76 1,798 727 1,899 7,686 171 136

（単位：人）

区分

月

個 人 団 体 減 免 観覧料免除
合 計 開 館

日 数

一日当たり
平均入
館者数一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高 齢 高大生 小中生

学 校 教 育
小中高生 一 般

校 人 数

4 84 7 4 3 5 60 79 407 644 21 31

5 10 2 3 11 573 132 1,243 1,963 27 73

6 22 16 380 196 1,057 1,655 26 64

7 42 3 7 4 304 79 914 1,349 26 52

8 28 106 135 3,318 3,559 28 127

9 75 6 14 1 87 533 716 21 34

10 19 4 37 7 352 38 514 964 27 36

11 3 1 14 829 49 1,653 2,535 26 98

12 81 11 10 2 34 35 182 353 20 18

1 80 7 20 22 290 419 23 18

2 109 26 2 10 4 146 25 390 708 24 30

3 160 10 10 30 2 47 37 421 715 26 28

合 計 685 77 16 134 1 93 2,831 914 10,922 15,580 295 53

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

回数 11回 18回 5回 6回 2回 3回 6回 8回 0回 6回 4回 3回 72回
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8-6 作品の貸出

1 洋画

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

ジャン・シャオガン（張暁
剛）

ファミリー・ポートレイト《全家
福》

1 2013.4.14-9.14

六本木ヒルズ・森美術館
10周年記念展LOVE展：
アートにみる愛のかたち－
シャガールから草間彌生、
初音ミクまで

森美術館

山下菊二

高松所見 1 2013.6.28-10.24
戦争．美術 1940-1950
－モダニズムの連鎖と変
容－

神奈川県立近代美術
館 葉山館

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）

1 2013.7.3-9.13 日本の「妖怪」を追え！展 横須賀美術館

パブロ・ピカソ

赤い枕で眠る女 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ドラ・マールの肖像 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

マッタ

魂‐孤独 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

皮肉な友情 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ウィフレド・ラム 我 は々ここにいる 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

マックス・エルンスト 鳩のように 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

横尾忠則

お堀 1 2013.8.24-
2014.4.3

横 尾 忠 則 の「昭 和
NIPPON」‐反復・連鎖・
転移

青森県立美術館

よだれ 1 2013.8.24-
2014.4.3

横 尾 忠 則 の「昭 和
NIPPON」‐反復・連鎖・
転移

青森県立美術館

カミソリ 1 2013.8.24-
2014.4.3

横 尾 忠 則 の「昭 和
NIPPON」‐反復・連鎖・
転移

青森県立美術館

石川真五郎

鳴門 1 2013.9.18-10.2 石川真五郎展 板野町文化の館

内海 1 2013.9.18-10.2 石川真五郎展 板野町文化の館

藤松博

人・街 1 2013.10.2-12.11 藤松博展 戦後美術の
一断面 松本市立美術館

手相（白い手相） 1 2013.10.2-12.11 藤松博展 戦後美術の
一断面 松本市立美術館

羅針盤 1 2013.10.2-12.11 藤松博展 戦後美術の
一断面 松本市立美術館

伊原宇三郎 二人 1 2014.2.6-8.4

東京・ソウル・台北・長春―
官展にみる近代美術
Toward the Modernity :
Images of Self & Other in
East Asian Art Competitions

兵庫県立美術館

横尾忠則 芸術の浄化 1 2014.2.13-8.29
Post-Picasso : Contemporary
Artists’ Responses to His
Life and Art

The Museu Picasso,
Balcelona ピカソ美
術館（バルセロナ）
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2 日本画

3 彫刻

4 版画

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

下村観山 毘沙門天弁財天 1 2013 / 11 / 18 －
2014/2/27

岡倉天心生誕150年記
念、没 後100年 記 念、／
『國華』創刊125周年記
念事業 生誕140年記
念 下村観

横浜美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

ジョルジオ・デ・キリコ 孤独な詩人 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

アルベルト・ジャコメッティ 女性立像 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ジャン・アルプ ダンスの華麗さ 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

アレクサンダー・コールダー 角ばった肩の生きもの 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

サルバドール・ダリ 女の胸像（回顧された） 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

菊畑茂久馬 詩人の帽子 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ジャック・リプシッツ クラリネットを持つアルルカン 1 2013.7.23-11.14 ル・コルビュジエと20世紀
美術 国立西洋美術館

アンリ・ローランス 片腕をあげて座る女 1 2013.7.23-11.14 ル・コルビュジエと20世紀
美術 国立西洋美術館

工藤哲巳 遺伝染色体の雨の中で啓
示を待つ 1 2013.10.17-

2014.6.22
あなたの肖像－工藤哲
巳回顧展 国立国際美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

マルセル・デュシャン

版画集〈恋人たち〉2．準ク
ラナッハ選集、“本日休演”
による セカンド・ステート

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈恋人たち〉12．…
裸にされた花嫁 セカンド・
ステート

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

彼女の独身者たちによって
裸にされた花嫁、さえも（グ
リーン・ボックス）

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ジャスパー・ジョーンズ M.D. 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館
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5 その他

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

マックス・エルンスト

版画集〈兵士のバラード〉
�� 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈兵士のバラード〉
��� 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

サルバドール・ダリ

版画集〈マルドロールの歌〉
4 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈マルドロールの歌〉
9 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈マルドロールの歌〉
18 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

マッタ

版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉2

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉10 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

マックス・エルンスト

版画集〈博物誌〉25．夫婦
のダイヤモンド

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈博物誌〉27．スフィ
ンクスの厩舎にて

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈博物誌〉30．逃亡
者

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈博物誌〉20．カエ
サルのパレット

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈博物誌〉34．イヴ、
我 に々残された唯一の人

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈博物誌〉12．栄光
の平原、洪水、地震の植物

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

版画集〈兵士のバラード〉
�� 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ホアン・ミロ ミロの星とともに 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

マックス・エルンスト 版画集〈兵士のバラード〉
���� 1 2013.7.4-9.1

「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

マン・レイ ドラ・マール 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ピエール・ナヴィル シュルレアリスム革命 1-12
号

12 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館
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作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

アンドレ・ブルトン 革命のためのシュルレアリス
ム 1-6号（2号欠）

6 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

安斎重男 瀧 口 修 造1978年1月15日
東京

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

瑛九

バレリーナ 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

壷と女 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ハンス・ベルメール

潮の間に 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

ノラ 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

哀れなアン 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

連結された手 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

チャールズ・ヘンリー・
フォード

ヴュー（1-9-10ほか26冊
欠号有り）

26 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

シドニー・ジャニス、マルセ
ル・デュシャン

ファースト・ペーパーズ・オブ・
シュルレアリスム

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

アンドレ・ブルトン シュルレアリスム・さえも（1-5
号）

5 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

図書資料（海外）

���誌1/3 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

���誌2/3 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

���誌3/3 1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

アルトゥロ・シュヴァルツ

大ガラスと関連作品 第一
巻

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館

大ガラスと関連作品 第二
巻

1 2013.7.4-9.1
「〈遊ぶ〉シュルレアリス
ム」展 損保ジャパン東
郷青児美術館

徳島県立近代美術館・
損保ジャパン東郷青
児美術館
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8-7 ギャラリー、講座室の利用状況

「ギャラリー利用状況」

「講座室利用状況」

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

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

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計

件 数 3 0 0 1 4 1 3 4 4 4 3 2 29

利 用 日 数 15 0 0 4 15 4 12 22 16 15 10 8 121

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計

件 数 1 2 4 2 6 2 2 5 2 2 3 1 32

利 用 日 数 2 2 4 6 10 2 2 8 2 11 3 1 53

※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

108



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

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 な々情報

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。

(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」
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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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徳島県文化の森総合公園文化施設条例
制定 平成2年3月26日 条例第11号

最近改正 平成26年3月20日 条例第39号

（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。

（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、美術館が展示す

る美術館資料又は鳥居記念館が展示する鳥居記念館

9
関 係 法 規

名称 業務

徳島県立図書
館（以下「図書
館」という。）

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 読書の振興に関する集会等の文化活動のため
に集会室1及び集会室2を利用に供すること。

4 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。

徳島県立博物
館（以下「博物
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（鳥居龍蔵に関する資料を除く。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 博物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 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び
地学に関する講座等の文化活動のために博物館
講座室を利用に供すること。

5 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。

区 分 施設又は用具

図書館 集会室1
集会室2

博物館 博物館講座室

美術館 ギャラリー
美術館講座室

二十一世紀館

イベントホール
多目的活動室
ミニシアター
スタジオ
ミーティングルーム
野外劇場
音響、照明等のための用具

（平25条例24・一部改正）

名称 業務

徳島県立近代
美術館（以下
「美術館」とい
う。）

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
すること及び美術に関する講座等の文化活動の
ために美術館講座室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。

徳島県立文書
館（以下「文書
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。

徳島県立二十
一世紀館（以下
「二十一世紀
館」という。）

1 文化に関する情報を集積し、及び情報通信シ
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、情報処理に係る技術
に関する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。

徳島県立鳥居
龍蔵記念博物
館（以下「鳥居
記念館」という。）

1 鳥居龍蔵に関する資料（以下「鳥居記念館資
料」という。）を収集し、保管し、及び展示すること。

2 鳥居記念館資料に関する調査研究を行うこと。
3 鳥居記念館資料に関する講座等の教育普及
事業を行うこと。

4 その他鳥居記念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。

（平22条例15・平25条例24・一部改正）
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資料を観覧する者に対しては、別表第1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2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

覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

（平22条例15・一部改正）

（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 徳島県立図書館協議会、徳島県立博物館協議会、

徳島県立近代美術館協議会及び徳島県立鳥居龍蔵

記念博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び

に学識経験のある者のうちから任命するものとする。

4 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。

5 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。

6 委員は、再任されることができる。

7 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。

（平22条例15・平24条例31・一部改正）

（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 略

協議会の名称 所掌事務

徳島県立近代美
術館協議会

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。

徳島県立文書館
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。

徳島県立二十一
世紀館協議会

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
述べること。

徳島県立鳥居龍
蔵記念博物館協
議会

鳥居記念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。

別表第1（第4条関係）

区 分 単 位

金 額

常 設 展 企 画 展

個 人 団体（20人以上をい
う。以下同じ。） 個 人 団 体

小学校の児童及び中学校の生徒 1人1回 50円 40円

知事がその都度定める額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 1人1回 100円 80円

その他の者（学齢に達しない者を除く。） 1人1回 200円 160円

協議会の名称 所掌事務

徳島県立図書館
協議会

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。

徳島県立博物館
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。
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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。

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

で利用する場合の集会室1、集会室2、博物館講座室、

ギャラリー、美術館講座室、イベントホール、多目的活動室、

ミニシアター、スタジオ、ミーティングルーム又は野外劇場の使

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。

別表第2（第4条関係）
（平6条例19・平9条例34・平25条例24・平26条例39一部改正）

区 分 単 位 金 額

集会室1
午 前 2,260円

午 後 3,700円

集会室2
午 前 1,130円

午 後 1,830円

博物館講座室
午 前 2,160円

午 後 3,490円

ギャラリー

午 前 3,390円

午 後 5,650円

夜 間 4,320円

美術館講座室
午 前 1,640円

午 後 2,670円

イベントホール

午 前 6,780円

午 後 10,900円

夜 間 8,410円

多目的活動室

展示利用の場合

午 前 3,390円

午 後 5,650円

夜 間 4,320円

展示利用以外の利用の場合

午 前 4,090円

午 後 6,580円

夜 間 5,220円

ミニシアター

午 前 1,130円

午 後 1,830円

夜 間 1,550円

スタジオ

午 前 1,130円

午 後 1,830円

夜 間 1,550円

ミーティングルーム

午 前 820円

午 後 1,310円

夜 間 1,130円

野外劇場

午 前 2,960円

午 後 4,790円

夜 間 3,610円

音響、照明等のための用具 午前、午後又は夜間 規則で定める額
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徳島県立近代美術館管理規則
制定 平成2年3月31日 教育委員会規則第10号

最近改正 平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

（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29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。

（平8教委規則8・平24教委規則11・一部改正）

（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。

（平8教委規則8・一部改正）

（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、

ギャラリーについては6月前の日以後に、講座室については

3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。

2 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそ

れがある組織の利益になると認められるとき。

3 その他美術館の管理上支障があると認められるとき。

（平25教委規則3・一部改正）

（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、又は施設の利用の中止を命

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。

（平25教委規則3・一部改正）

（利用の内容の変更等）

第7条 利用者は、施設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施設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。

（平25教委規則3・一部改正）

（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 略
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別記様式（第4条関係）

使 用 料

納入時期

前 納

後 納
決 裁 欄

徳島県立近代美術館利用許可申請書 ※受付番号

徳島県立近代美術館長 殿

次のとおり利用したいから申請します。

申請年月日 年 月 日 ※許可年月日 年 月 日

申

請

者

住 所
氏 名 � ※

区

分

一 般

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所の所在地及び名称
並びに代表者の氏名 営 利

電 話

利用の目的
（行事の名称）

利用（入場）
予定人員 人

入場料等の額
（1人につき） 円

利用しようと
する施 設

利 用 の 日 時 ※ 使 用 料 の 額

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

������������������������������������������������
������������������������������������������������

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

※
備
考

計 円

注意事項 ※印の欄には，記入しないこと。
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徳島県立近代美術館協議会規則
制定 平成2年3月31日 教育委員会規則第5号

改正 平成24年3月30日 教育委員会規則第6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7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。

（平24教委規則6・一部改正）

（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 略

116



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

［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）

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（電気式ヒートポンプ、

ボイラー）

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＊、身体障害者用：750kg×1

台、荷物用：3,000kg×2台＊）

＊美術館用は各1台

10
建 設 概 要
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仕様一覧

室名 面積（�） 天井（天井高） 壁 床 その他

展示室1 690 着色岩綿吸音板(5m) クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

展示室2 204 着色岩綿吸音板(4m) クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

展示室3 947 着色岩綿吸音板(5m) クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

美術館講座室 98 岩綿吸音板(3m) クロス貼 タイルカーペット スクリーン、ホワイトボード、
AV設備等

アトリエ1 97 岩綿吸音板(3m) 有孔珪酸 カルシウム板
吸音壁

ビニールシート、
アスファルト防水

流し台、地流し
収納棚等

アトリエ2 93 岩綿吸音板(3m) RC型 ナラフローリングブロック 流し台、地流し
収納棚等

子供のアトリエ 57 岩綿吸音板(3m) RC型 タイルカーペット
フリーアクセスフロアー

床暖房設備、収納棚等

レファレンスルーム 197 岩綿吸音板(2.7m) クロス貼 タイルカーペット・フォーム
バッカー付防振上げ床

書架
ローパーテーション等

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

エントランスホール 243 岩綿吸音板(4.5m) RC型 大理石貼

収蔵庫1 391 杉(4.5m) 杉 落し込み 杉 絵画ラック、木製棚

収蔵庫2 182 杉(4.5m) 杉 落し込み 杉 木製棚

一時保管庫 71 杉(4m) 杉 落し込み ナラフローリング 絵画ラック
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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

または振替休日にあたるときはその翌

日［5月3日・4日が月曜日のときは、

5月6日］

阿波踊り期間中の月曜日は開館します。

年末年始［12月29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

障がい者と介助者・高齢者（65歳以上）は無料になり

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

交通のご案内 �JR徳島駅から徳島市営バス・徳

島バスにて「園瀬橋」で下車（約20

分）＋徒歩(10分)

�JR牟岐線文化の森駅から／徒歩

（約35分）

利 用 案 内

11
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