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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26年度

「所蔵作品展 徳島のコレクション 2014年度」として第1

期から第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、所蔵作品を紹介した。ま

た、展示室3を使い「受贈記念 鏑木昌弥の世界」展を開

催し、昨年度にまとまった作品の寄贈を受けた現代作家・

鏑木昌弥の制作の軌跡をたどる集中的な展覧を行った。

（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2014年度第1期

● 会期

平成26年4月12日［土］‐7月6日［日］（74日間）

● 休館日

月曜日、5月7日［水］＊5月5日［月］は祝日開館

● 視点

当館のコレクションの3つの柱「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナに加えて、二つの

「特集」を同時並行して開催した。

(1) 特集1 新収蔵作品を中心に

いずれも国際的に活躍している、靉嘔（1931-）、松谷

武判（1937-）、大久保英治（1944-）をはじめ、山下菊二

（1919-86)、吹田文明（1926-）ら徳島ゆかりの作家、また

独特の人間表現で知られる鏑木昌弥（1938-）など、平

成25年度に新たに収蔵した作品を紹介した。

(2) 特集2 シェフのおすすめアートメニュー

文化の森の6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）が連携

して、「食」をテーマに各種の催しを展開する「食べる文化

の森」（4月‐8月初）に関連した展示。「所蔵作品の鑑

賞」を「食事」になぞらえて、レストランのシェフによるおすす

めメニューのように、うれしいとき、悲しいとき、デートにピッタリ、

などのシチュエーションにあわせたアートの鑑賞メニューを提

案した。

(3) 20世紀の人間像

ピカソ、クレー、ミロ、ウォーホルなど海外の作家の作品を

中心に展示した。

(4) 現代版画

「もの」やそれを「うつしとること」の関係性やあり方の探

求をテーマとして、エルンスト〈博物誌〉を中心にして、井田

照一と島州一の作品を3期に分けて展示した。

(5) 徳島ゆかりの美術

徳島や四国の自然や風景がモチーフになっている作品

を中心に、日下八光、市原義之、下保昭、伊原宇三郎、

大久保英治らの作品を展示した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

※（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等

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「瞳で、耳で、心で食べるおやつ

の時間」チラシ：A4判片面 簡易印刷

● 入館者数

7,615人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「朗読にギター 幻想的な世界 県立近代美術館」『徳

島新聞』 平成26年6月16日

● 担当学芸員

友井伸一

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った*aを付したものは5月25日

［日］まで、*bを付したものは5月27日［火］から展示した。
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展示室1
■特集1 新収蔵作品を中心に 4月12日［土］‐7月6日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

靉嘔 群衆 1956 リトグラフ 紙 42.9×27.5*b

男 1956 リトグラフ 紙 42.8×34.5*b

中間子炉 1957 リトグラフ 紙 28.4×43.3*b

ジャイアンツ 1957 リトグラフ 紙 55.9×40.5*b

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

鏑木昌弥 エチュード 1985 カンバス、油彩 100.0×65.2［川妻さち子氏寄贈］

薄明の中 1989 カンバス、油彩 41.0×31.8［川妻さち子氏寄贈］

團藍舟 梅に鳥 制作年不詳 紙本墨画淡彩 131.6×29.8*a［岡田恒氏寄贈］

静山催雨之図 1934 絹本着色 129.1×41.0*b［岡田恒氏寄贈］

吹田文明 菱形の花 1970 木版 紙 26.2×27.0*a［吹田僚氏寄贈］

遭遇 1982 木版 紙 90.3×60.2*a［吹田僚氏寄贈］

蝶 1985 木版 紙 41.9×54.3*a［吹田僚氏寄贈］

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*a

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*a

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*b

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*b

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*b

山下菊二 4人のパイロット 1962 油彩 木板 54.0×80.0［山下昌子氏寄贈］

■特集2 シェフのおすすめアートメニュー 4月12日［土］‐7月6日［日］

上野泰郎 人間讃歌 1972 紙本着色 229.0×280.0*b

大島哲以 さうびの宴 1968 紙本着色 135.0×180.0*b

桂ゆき さる・かに合戦 1948 油彩 キャンバス 90.0×115.0

鏑木清方 夏姿 1939 絹本着色 128.5×41.5*b

酒井三良 にわか雨 1930-34頃 絹本着色 151.0×163.6（二曲一隻）*b

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

�山辰雄 野辺 1982 紙本着色 130.0×212.0*a

千種掃雲 魚市場 1910 絹本着色 85.2×144.9*a

橋本関雪 五柳先生 大正初期 絹本着色 各159.5×351.0（六曲一双）*b

広島晃甫 夕暮れの春 1920 絹本着色 198.0×117.0*a

薫風 1921 絹本着色 屏風（六曲一双） 各172.0×376.0*a
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

横山大観 樹下苦行 明治後期 絹本着色 117.2×49.9*a

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

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

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

マックス・エルンスト 鳩のように 1955 油彩 板 61.0×50.0

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

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

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

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

ドラ・マールの肖像 1937 油彩 キャンバス 55.0×38.0

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

■20世紀の人間像

中西勝 盲の聖者たち 1974 油彩 キャンバス 112.5×162.0［後藤勝美氏寄贈］

泉茂 逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4

熊谷守一 裸婦 1940 油彩 キャンバス 65.2×53.0

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

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

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

マッタ 魂－孤独 1983 油彩 キャンバス 66.5×46.9

海と結ばれるカップル 1983 油彩 キャンバス 67.4×47.4

皮肉な友情 1983 油彩 キャンバス 65.1×47.6

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

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

■現代版画 エルンスト〈博物誌〉を中心に1 4月12日［土］‐5月11日［日］

マックス・エルンスト 版画集〈博物誌〉1．海と
雨

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉2．一
瞥する

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉3．大
地のまわりの小さなテーブル

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉4．霜
の花のショール

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉5．大
地の震動

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マックス・エルンスト 版画集〈博物誌〉6．大
平原

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉7．こ
こから遠くに倒れてゆく

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉8．間
違った位置

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉9．魅
惑的な糸杉

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4

版画集〈博物誌〉10．彼
女は秘密を守る

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉11．む
ちの打撃、あるいは溶岩
の紐

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

井田照一 “Surface is the Between
-Between Vertical and
Horizon”
“The Brook No.4”

1977 リトグラフ、オフセット 紙 90.3×62.8†

Paper Between Two Stones
and Rock

1979 リトグラフ、エンボス、コラージュ
紙

96.2×62.8†

島州一 黄色い新聞紙 1975 シルクスクリーン 紙 30.7×23.6

SP-DP、FP 19 1986 シルクスクリーン 紙 56.0×44.0

SP-C 4 1987 シルクスクリーン 紙 38.0×49.0

SP-C 41 1988 シルクスクリーン 紙 40.0×57.0

Trace 8 1988 シルクスクリーン 紙 49.6×77.0

■現代版画 エルンスト〈博物誌〉を中心に2 5月13日［火］‐6月8日［日］

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†

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†

版画集〈博物誌〉14．栗
の木の始まり

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉15．傷
あと

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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†

版画集〈博物誌〉17．打
ち明け話

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4

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†

版画集〈博物誌〉19．偶
像

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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†

版画集〈博物誌〉21．壁
を剃って

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉22．大
陸の中に入る

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

井田照一 “Surface is the Between
-PaperonPaper-Between
Vertical and Horizon”
“Paper Between a Leaf
and Pond”

1980 シルクスクリーン、リトグラフ、コラー
ジュ 紙

100.0×70.0†

“Paper Between Brook
and Reflected Moon”

1980 シルクスクリーン、コラージュ、紗
紙

100.0×70.0†

島州一 新聞紙に泥のプリント 1976 シルクスクリーン 新聞紙 81.3×54.7†

SP-C 8 1987 シルクスクリーン 紙 47.0×64.7

SP-DP、FP 48 1987 シルクスクリーン 紙 52.0×49.0

SP-C、T 38 1988 シルクスクリーン 紙 63.8×91.8†

Trace 11 1988 シルクスクリーン 紙 49.0×75.2

■現代版画 エルンスト〈博物誌〉を中心に3 6月10日［火］‐7月6日［日］

マックス・エルンスト 版画集〈博物誌〉23．ワ
クチン接種されたパン

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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†

版画集〈博物誌〉25．夫
婦のダイヤモンド

1926刊、1925
フロッタージュ
制作

鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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†

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†

版画集〈博物誌〉28．死
者の食事

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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†

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†

版画集〈博物誌〉31．太
陽通貨系

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉32．す
べてを忘れて

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

版画集〈博物誌〉33．種
馬と風の婚約者

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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

井田照一 “Surface is the Between
-Between Vertical and
Horizon”
“Gauze Between Wire
and Stain No.6”

1981 シルクスクリーン、コラージュ、紗
紙

100.0×70.0†

島州一 Finger Print 1981 粘土とコンテによるフロッタージュ
紙

53.6×61.2†

SP-C 16 1987 シルクスクリーン 紙 42.3×63.8

SP-DP、FP 53 1987 シルクスクリーン 紙 26.0×141.5
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

島州一 SP-C、D 44 1988 シルクスクリーン 紙 49.0×56.0

Trace 12 1988 シルクスクリーン 紙 53.0×84.0

展示室2
■徳島ゆかりの美術

石川真五郎 春の徳島公園 制作年不詳 油彩 キャンバス 53.3×65.4

鳴門 1948-72頃 油彩 板 24.3×33.4［真美会寄贈］

吉野川 1948-72頃 油彩 キャンバス 65.4×85.0［真美会寄贈］

吉野川の早春 1948-72頃 油彩 キャンバス 37.8×68.5［真美会寄贈］

市原義之 凝 1987 紙本着色 197.9×197.9*b

伊原宇三郎 パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

エトルタ風景 1927 油彩 キャンバス 97.2×130.2

南仏 ヴァンスにて 1956-58 油彩 キャンバス 45.6×55.6［嶋村富士美氏寄贈］

大久保英治 影シリーズ れんげと影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0

影シリーズ 菜の花と影
�

1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0

影シリーズ 石と影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0

影シリーズ 砂と影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0

空へ 1998 葦 写真 238.0×49.0×16.0（設置サイズ）
［作者寄贈］

下保昭 峡 1991-92 紙本着色 97.0×162.1*a

日下八光 静流 1924 絹本着色 85.3×112.8*b

阿南の海 1927 絹本着色 165.0×175.0*a

薮蔭 1935 紙本着色 137.0×162.0*b［作者寄贈］

高原の春 1946 紙本着色 249.9×172.4*a

竹内浩一 吉野川・春 2007 紙本着色 99.6×72.4*a［作者寄贈］

森山知己 日月阿波の国図 2001 紙本着色 74.0×74.0*b［作者寄贈］

■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

パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスの
マスク

1928 ブロンズ 20.5×18.0×15.7
※特集2「シェフのおすすめアートメニュー」

ホアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1
※特集2「シェフのおすすめアートメニュー」

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
※特集2「シェフのおすすめアートメニュー」
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■屋外展示場

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 左（イヴ）：217.0×92.0×79.0、右
（アダム）：219.0×108.0×65.0
※特集2「シェフのおすすめアートメニュー」

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 左（女）：193.0×94.0×142.0、右
（男）：180.0×84.0×122.0

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

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

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

11



2

所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第2期

● 会期

平成26年7月12日［土］‐11月16日［日］（110日間）

● 休館日

月曜日（7月21日、10月13日、11月3日は開館）、7月22

日［火］、10月14日［火］、11月4日［火］

● 視点

当館のコレクションの3つの柱「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナーに加えて、前半

と後半でそれぞれ「特集」展示を行った。

(1) 特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」（7月12日‐9

月15日）

美術館でアートの旅をテーマに、アーティストの生まれ

育った出身地や、作品のモチーフとなった場所に注目した

展覧を行った。

(2) 特集「彫刻の目」（9月17日‐11月16日）

彫刻の鑑賞へのアプローチとして、目を取り上げ、作品

の目から得られた印象をもとに、作品全体を鑑賞すること

を勧め、作品との対話を促した。

(3) 「20世紀の人間像」

常時展示のクレーやピカソの作品のほかに、日本の戦

後10年くらいの間に描かれた作品を集めて展示した。また、

第2期の会期中に、文化の森で「四国へんろ展」が開催

されるのにちなんで、小コーナー「巡礼・彷徨」を設け、宗教

画をイメージに取り入れたマイク＆ダグ・スターンの〈ゴシッ

ク（合板）〉と巡礼者を題名に含む奈良美智の〈The

Little Pilgrims（Night Walking）〉（小さな巡礼者）を展

示した。

(4) 「現代版画」

現代版画のコーナーでは、異なる技法を用いた日本人

作家4人の作品を個展形式で紹介した。メゾツントの斉藤

カオル、リトグラフの小作青史、シルクスクリーンのオノサトトシ

ノブ、木版の黒崎彰の4人である。

(5) 「徳島ゆかりの美術」

展示の前半部では、徳島出身の画家が果物や花など

卓上の静物が描いた作品を展示した。後半部には小コー

ナー「山下菊二の戦争体験」を設け、戦中戦後の作品や

遺品をもとに山下の思索の過程をたどった。また、ギャラ

リーで開かれた佐野比呂志遺作展（遺族主催、7月18

日～21日）にあわせて、佐野比呂志作品2点を特別陳列

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（二つ折り） 簡易印刷 前半

後半各1種

美術を楽しむ・わたくし流 この人に聞く「きんこのアート

笑 （々へらへら）」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

8,658人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

なし

● 担当学芸員

安達一樹、友井伸一、吉川神津夫、江川佳秀

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは8月10日

［日］まで、*bを付したものは8月12日［火］から、*cを付した

ものは9月7日［日］まで、*dを付したものは9月9日［火］から

展示した。
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展示室1
■特集 「気分はリゾート、夏のアート旅！」 7月12日［土］‐9月15日［月・祝］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

市原義之 初夏渡航 1992 紙本着色 162.1×336.3*a

伊原宇三郎 窓からの港 1926 油彩 キャンバス 60.6×73.0

窓際の静物 1927-28頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

川端健生 黄昏 1986 紙本着色 170.0×280.0*b

広島晃甫 佛國ビルフランス小港 1930代 紙本着色 軸装 60.0×92.7*a

南伊太利ラベロの古寺 1932頃 紙本着色 60.5×93.0*b

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

アレクサンダー・アーキペ
ンコ

白いトルソ 1916 大理石 h.48.0

ヴィルギリオ・アヴィアド 版画集〈アジアの現代版
画－1989〉9．ヒロシマ、
わが愛

1989 エッチング、アクアチント 紙 29.5×38.8*b

マックス・ベックマン 版画集〈ベルリンへの旅
1922〉8．劇場のロビー

1922 リトグラフ 紙 49.5×39.9*a

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉9．大衆酒場

1922 リトグラフ 紙 45.2×33.8*b

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉11．真昼，夏

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0†*a

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉31．夏の季節

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0†*b

ファン・リジュン（方力鈞） 1996 No.9 1995-96 油彩 キャンバス 250.0×360.2

ルーチョ・フォンタナ アントナン・アルトーの肖像 1968 ラッカー塗装の木（ケース）、鉄、
銅、樹脂、本

36.0×24.0×6.5

ハ・トン＝チョル（河東哲）版画集〈アジアの現代版
画－1989〉5．福 岡から
の手紙

1989 エッチング、コラージュ 紙 45.5×29.9*a

ウィフレド・ラム 我 は々ここにいる 1974 油彩 キャンバス 130.2×97.6

リ・ウー＝ファン（李禹煥） 版画集〈石版画集 点
より線より〉5．線より1

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*b

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

ロン・ティエン＝シー（龍
田詩）

版画集〈アジアの現代版
画－1989〉6．ここはどこ
ですか？

1989 エッチング、アクアチント 紙 29.1×39.1*a

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉2．サー
カス

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†*a

版画集〈ジャズ〉4．白象
の悪夢

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†*b

ホアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1

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

アブドゥル・ジャリル・ピロ
ウス

版画集〈アジアの現代版
画－1989〉4．真 心のこ
もった／友好使節

1989 エッチング、アクアチント 紙 30.0×44.4*a

タン・スイ＝ヒャン（陳瑞
獻）

版画集〈アジアの現代版
画－1989〉10．聴経

1989 エッチング、アクアチント 紙 44.3×29.8*b
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ヤン・フォス 西のはて 1962 インク、水彩 紙 137.4×97.0

エル・リシツキー 2つの正方形の物語 1922
（復刻版）

書籍

エル・リシツキー、ウラジ
ミール・マヤコフスキー

声のために 1923
（復刻版）

書籍

■特集 「彫刻の目」 9月17日［水］‐11月16日［日］

荻原守衛 労働者 1909 ブロンズ h.107.0

工藤哲巳 遺伝染色体の雨の中で
啓示を待つ

1979 ミクスト・メディア 43.0×39.0×30.0

鈴木治 ある彫刻家の顔 1982 陶 43.2×25.3×22.0

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

舟越保武 原の城 頭像 1964 ブロンズ h.32.0

細川宗英 『道元』－頭像 1972 ブロンズ 28.0×18.0×18.0

エミール＝アントワーヌ・
ブールデル

アポロンの頭、台座付 1900-09 ブロンズに鍍金 67.0×25.0×29.5

ウィレム・デ・クーニング 頭No.3 1973 ブロンズ h.49.0

パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスの
マスク

1928 ブロンズ 20.5×18.0×15.7

ヴィルヘルム・レームブ
ルック

ザリー・ファルクの肖像 1916 石膏、着彩 36.8×22.8×19.0

マリソル ルイズ・ニーヴェルソンの
肖像

1981 （本体）鉛筆、油彩 木、石膏
（背景）キャンバスに着色

137.2×183.5×198.1

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

■20世紀の人間像

猪熊弦一郎 鳥・猫・子供・魚 1954 油彩 キャンバス 80.3×65.2

瑛九 少女の顔 1949 油彩 キャンバス 53.0×45.0

香月泰男 人と箱 1951 油彩 キャンバス 73.0×116.9

北川民次 少女とキリギリス 1952 油彩 キャンバス 130.0×162.2

藤松博 手相（白い手相） 1951 油彩 キャンバス 90.0×111.0

村井正誠 人と小鳥 1950 油彩 キャンバス 116.5×90.8

元永定正 裸婦 1952 油彩 キャンバス 72.6×60.6

森芳雄 うずくまる女 1953 油彩 キャンバス 130.5×97.4

カレル・アペル 裸婦 1957 油彩 キャンバス 129.3×194.4

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5

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
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≪小コーナー「巡礼・彷徨」≫

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

奈良美智 The Little Pilgrims
（Night Walking）

1999 アクリル、綿布、FRP 各72.0×50.0×42.5（5体組）

マイク アンド ダグ・ス
ターン

ゴシック（合板） 1989-90 フィルム、印画紙、釘 合板 304.8×609.6

■現代版画 斎藤カオル 7月12日［土］‐8月10日［日］

斎藤カオル 歩く人 1969 メゾチント 紙 36.1×29.1

雲と人 1969 メゾチント 紙 23.5×17.8

白い日に� 1972 メゾチント 紙 26.4×17.8

その重い髪は 1972 メゾチント 紙 17.6×23.3

置かれる手 1973 メゾチント 紙 26.6×22.2

風� 1973 メゾチント 紙 30.0×22.2

風� 1973 メゾチント 紙 30.0×22.3

白い日に� 1973 メゾチント 紙 26.6×22.3

それから 1973 メゾチント 紙 26.7×22.2

どうかしら 1973 メゾチント 紙 26.5×22.1

風（その優しいとき） 1974 メゾチント 紙 26.6×21.5

風（その装うもの） 1974 メゾチント 紙 26.6×21.6

掌の中の祈り 1974 メゾチント 紙 26.7×21.3

細い飾り 1974 メゾチント 紙 26.3×21.5

目をつむって 1974 メゾチント 紙 26.5×21.3

かくれたブロウチ 1975 メゾチント 紙 26.3×21.5

ぼうし� 1975 メゾチント 紙 26.5×21.5

釦三つ 1975 メゾチント 紙 26.4×21.5

白い襟 1976 メゾチント 紙 29.4×24.2

紅幻想（落椿） 1984 カラーメゾチント 紙 29.4×35.7［作者寄贈］

紅幻想（花炎） 1984 カラーメゾチント 紙 35.8×29.3［作者寄贈］

紅幻想（鳴潮） 1985 カラーメゾチント 紙 35.4×29.4［作者寄贈］

紅幻想（爛舞） 1986 カラーメゾチント 紙 35.5×29.3［作者寄贈］

■現代版画 小作青史 8月12日［火］‐9月7日［日］

小作青史 真ん中に立つ子供（A） 1973 リトグラフ 紙 61.6×85.0

群がる鳥の風景 1973 リトグラフ 紙 60.0×90.0

群れからのがれる私（A） 1973 エッチング、ドライポイント、アクアチ
ント 紙

36.4×59.6
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

小作青史 私の動物園より（ケモノ） 1973 リトグラフ 紙 60.0×90.4

私の動物園より（トリ） 1973 リトグラフ 紙 60.0×91.0

頭たちの季節（C） 1974 リトグラフ 紙 44.5×60.0

そよぐ人達 1974 リトグラフ 紙 60.6×69.6

漂い出したきずな 1974 エッチング、アクアチント 紙 45.0×41.6

投げ出された足（D） 1974 アクアチント 紙 59.8×41.4

荒地 1975 エッチング、アクアチント 紙 29.6×36.2

積みかさねた箱 1975 エッチング アクアチント 紙 36.2×60.6

棚のある風景 1985 木版 紙 46.0×66.6

■現代版画 オノサトトシノブ 9月9日［火］‐10月13日［月・祝］

オノサトトシノブ シルクスクリーンNo.11 1967 シルクスクリーン 紙 40.0×40.0

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

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

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

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

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

シルクスクリーンNo.74 1975 シルクスクリーン 紙 60.5×72.5

シルクスクリーンNo.82 1976 シルクスクリーン 紙 60.5×72.5

シルクスクリーンNo.91 1977 シルクスクリーン 紙 30.0×30.0

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

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

リトグラフNo.2 1977 リトグラフ 紙 30.0×30.0

リトグラフNo.3 1977 リトグラフ 紙 30.0×30.0

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

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

■現代版画 黒崎彰 10月15日［水］‐11月16日［日］

黒崎彰 浄夜56 1968 木版 和紙 72.6×50.0

浄夜63 1968 木版 和紙 49.6×69.5

深い闇2 1970 木版 和紙 77.8×77.7

赤い闇5 1970 木版 和紙 79.7×55.0

赤い闇6 1970 木版 和紙 80.0×55.0

赤い闇9 1970 木版 紙 77.4×77.5
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

黒崎彰 終わりの部屋3G（ゴール
ド）

1971 木版 和紙 75.7×77.5

失われた楽園2 1972 木版、シルクスクリーン 和紙 80.0×55.0

暗号の森1 1973 木版 和紙 55.0×79.7

暗号の森7 1973 木版 紙 55.0×79.7

魔法陣1 1975 木版、他 和紙 80.0×55.0

禁じられた恋人たち4－A 1976 木版、他 和紙 55.0×79.7

迷彩譜6 1977 木版 和紙 79.6×55.0

黒のアラベスク 1980 木版 和紙 55.0×79.3

展示室2
■徳島ゆかりの美術

石丸一 花 1929 油彩 キャンバス 91.0×61.5［浦上麗氏寄贈］

伊原宇三郎 椅子とテーブル 1915-16 油彩 キャンバス 32.8×45.5

白い壺のある静物 1927-28 油彩 キャンバス 73.3×91.2

清原重以知 果ら 1920 油彩 キャンバス 91.8×91.4

牡丹 1943頃 油彩 キャンバス 116.5×90.8

りんごを盛った籠 1957 油彩 キャンバス 37.9×45.5［中村喜和氏寄贈］

秋草 1965頃 油彩 キャンバス 116.7×90.7

久米福衛 甘鯛 1940代 油彩 キャンバス 38.0×45.5［山本壽氏寄贈］

島あふひ 机上静物 1958 油彩 キャンバス 80.5×100.0［内藤弓弦氏寄贈］

たそがれの牡丹 1964 油彩 キャンバス 100.0×72.7［内藤弓弦氏寄贈］

秋の静物 1965 油彩 キャンバス 99.0×71.5［内藤弓弦氏寄贈］

守住勇魚 急須と湯呑 明治期 油彩 紙 26.0×35.5

≪小コーナー「山下菊二の戦争体験」≫

山下菊二 スケッチブック（従軍期
D）

制作年不詳 25.8×18.2［山下昌子氏寄贈］

炊事する日本兵 1941 鉛筆 紙 21.2×29.5［山下昌子氏寄贈］

スケッチブック（従軍期A） 1941 18.6×14.3［山下昌子氏寄贈］

スケッチブック（従軍期B） 1941頃 18.3×14.3［山下昌子氏寄贈］

スケッチブック（従軍期C） 1942 26.0×18.8［山下昌子氏寄贈］

腰をおろす兵士 1939-42頃 鉛筆 墨 紙 26.9×20.1［山下昌子氏寄贈］

陣地風景A 1939-42頃 鉛筆 紙 43.8×36.6［山下昌子氏寄贈］

陣地風景B 1939-42頃 鉛筆 紙 18.5×21.9［山下昌子氏寄贈］

取りに来られなかった肖
像画C

1969 コンテ、ガッシュ、コラージュ 54.0×38.0*c
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山下菊二 取りに来られなかった肖
像画D

1969 コンテ、ガッシュ、コラージュ 54.0×38.0*d

骨肉病んで 1971 油彩 キャンバス 112.0×162.1

父はは 1972 油彩 キャンバス 73.0×91.3

わたしと鳥と音楽と （4）
19歳～良子の家

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と （5）
昭和15年～南支戦線

1974 油彩 キャンバス 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と （6）
娼家の胡弓ひき老人

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.9

1982 コラージュ 32.5×28.5*d［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.10

1982 コラージュ 33.8×30.1*c［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.11

1982 コラージュ 32.6×28.2*d［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.12

1982 コラージュ 32.5×28.3*c［山下昌子氏寄贈］

山下菊二・資料 水筒 制作年不詳 ［山下昌子氏寄贈］

軍隊連絡ノート〈通信
紙〉

1939-42頃 紙 15.5×23.4［山下昌子氏寄贈］

手帳〔緑〕 1939-42頃 紙 11.0×7.1［山下昌子氏寄贈］

従軍手帖 1939-45 紙 13.3×7.3［山下昌子氏寄贈］

≪特別陳列 佐野比呂志≫

佐野比呂志 牛と少年 1954 油彩 キャンバス 116.7×90.9［作者寄贈］

ひとり 1970 油彩 キャンバス 145.0×97.0［作者寄贈］

■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
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

トニー・クラッグ カスト・グランシィズ（投げ
かけられた視線）

2002 ブロンズ 90.0×75.0×75.0
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

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

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
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1978 ブロンズ 164.0×50.0×120.0
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 左（イヴ）：217.0×92.0×79.0、右
（アダム）：219.0×108.0×65.0
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 左（女）：193.0×94.0×142.0、右
（男）：180.0×84.0×122.0
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

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
※特集「気分はリゾート、夏のアート旅！」

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

山口牧生 四角い形D 1989 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0
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3

所蔵作品展 受贈記念 鏑木昌弥の世界

● 会期

平成26年7月12日［土］‐9月7日［日］（50日間）

● 休館日

月曜日（7月21日は開館）7月22日［火］

● 視点

この展覧会は、昨年度、寄贈を受けた鏑木昌弥の作

品、全116点を紹介するものである。

鏑木昌弥は1938年、東京生まれの画家。1962年に多

摩美術大学を卒業。同じ年にグループ展に出品してから

現在に至るまで、その画歴は50年以上にも及ぶ。鏑木が

一貫して描き続けているのは人間である。しかも、とても一

人の手によるものとは思えないスタイルの変化を、短い期間

に繰り広げている希有な画家なのだ。それ故、「人間像」

を収集方針の一つに掲げている当館でまとまった作品を

収蔵することにしたものである。

● 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）

・7月13日［日］ テーマで知る名品「知られざる異才

鏑木昌弥の世界」

・8月3日［日］ テーマで知る名品「知られざる異才 鏑

木昌弥の世界」

・8月30日［土］ テーマで知る名品「知られざる異才

鏑木昌弥の世界」

・9月6日［土］ こども鑑賞クラブ かぶらぎの巻

● 印刷物

出品リスト：A4判4ページ 簡易印刷

リーフレット：A4判四つ折り

＊その他印刷物については、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

4,679人

● 新聞・雑誌等

平田潤 「鏑木昌弥さんの画業紹介 人物像幅広く描

く 12日から県立近代美術館」『徳島新聞』 平成26年

7月9日
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展示室3
■受贈記念 鏑木昌弥の世界 2014年7月12日［土］‐2014年9月7日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

鏑木昌弥 箱舟に住む 1966 鉛筆、ガッシュ 紙 33.0×25.0

蘇る場所 1971 鉛筆 紙 39.3×27.2

閉ざされた妹 1974 鉛筆、色鉛筆 紙 54.5×39.5

小さな風 1976 油彩 カンバス 27.3×22.0

トマトを採る 1976 鉛筆、パステル、ガッシュ 紙 39.5×27.5

朽ちたうえに 1978 油彩 カンバス 24.2×41.0

エチュード 1985 油彩 カンバス 100.0×65.2

鏡の中 1985 油彩 カンバス 60.6×50.0

バルコニー 1985 鉛筆、パステル、ガッシュ ボード 36.4×25.7

ほうぼうの使者 1986 油彩 カンバス 41.0×27.3

カボチャ百年史 1986 パステル、コンテ 紙 39.2×27.1

腕と胴 1988 アクリル、ガッシュ、鉛筆 紙 183.0×100.0

背と胴－2 1988 アクリル、ガッシュ、鉛筆 紙 185.0×100.0

背 1988 アクリル、ガッシュ、鉛筆 紙 182.5×100.0

墨・背中 1988 ガッシュ 紙 180.0×100.0

珠 1989 油彩 カンバス 41.0×31.8

薄明の中 1989 油彩 カンバス 41.0×31.8

背中の夢 1989 油彩 カンバス 41.0×31.8

四つ足の蘇生 1989 油彩 カンバス 45.5×38.0

鏡の中で 1989 ガッシュ 紙 50.0×34.0

揺れるトルソ 1989 ガッシュ 紙 67.0×50.0

草上 1990 油彩 カンバス 53.0×65.2

漂う湯舟 1990 油彩 カンバス 27.3×41.0

浴室にて 1990 油彩 カンバス 31.8×41.0

湯舟のメロディ 1990 油彩 カンバス 24.2×41.0

化身のように 1990 油彩 カンバス 41.0×31.8

白い夜更け 1990 油彩 カンバス 31.8×41.0

服のままで 1990 油彩 カンバス 38.0×45.5

萱の部屋 1990 油彩 カンバス 15.8×22.7

誘拐の世界 1990 アクリル、ガッシュ 紙 71.0×98.0

座像－04 1990 鉛筆、ガッシュ 紙 50.0×71.5

座－緑 1990 鉛筆、色鉛筆 紙 20.5×27.5

女の客 1991 ガッシュ 紙 18.6×24.9
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

人物作品－2 憩い 1992 アクリル、ガッシュ 紙 23.9×10.5

黒い湯舟 1992 ガッシュ 紙 42.2×58.3

父のオシャレ 1995 アクリル、ガッシュ 紙 49.9×35.0

白い玉飾り 1997 アクリル、ガッシュ 紙 36.7×18.0

SF 1998 鉛筆、色鉛筆 ボード 36.4×51.5

この天体 2000 アクリル、ガッシュ、鉛筆 紙 35.3×50.0

草のひかり 2000 鉛筆、色鉛筆 紙 27.3×35.5

羽あるひと 2000 鉛筆 紙 25.3×34.2

夜露のとき 2000 鉛筆、色鉛筆 紙 27.3×35.5

柵 2001 鉛筆、色鉛筆 紙 27.5×35.5

三霊・試み 2003 鉛筆、色鉛筆 紙 35.9×25.8

三霊の怪 2003 鉛筆 紙 35.9×25.8

三霊 2003 鉛筆、色鉛筆 紙 35.9×25.8

数学する男－1 2004 鉛筆、ガッシュ 紙 35.3×25.0

1、2、3の動作で 2004 鉛筆、ガッシュ 紙 25.1×35.2

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

フェアリーな 2004 鉛筆、ガッシュ 紙 35.1×24.5

美しい時 2004 鉛筆、ガッシュ 紙 36.2×25.6

父の鏡 2004 鉛筆、ガッシュ 紙 36.3×25.6

数学する男の運命 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 35.3×25.1

数学する男－2 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 35.3×25.1

青い自転車 2005 アクリル、ガッシュ、木炭 紙 45.4×38.0

息の体温 2005 鉛筆、ガッシュ 紙 25.1×35.2

過ぎゆくものは何 2005 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ 紙 35.1×25.1

曲った脚 2005 鉛筆、ガッシュ 紙 25.1×35.1

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

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

紙風船 2005 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ 紙 25.1×35.2

女のしぐさ 2005 鉛筆 紙 35.2×25.1

おまじない 2005 鉛筆 紙 35.2×25.1

巣 2005 鉛筆 紙 25.1×35.1

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

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
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

姦計の色衣 2006 ガッシュ 紙 40.5×28.5

軍国少女とおにぎり 2006 アクリル、ガッシュ 紙 23.8×21.2

だいだい色の飾り 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ 紙 25.1×14.5

腰につるぎの舞い踊り 2006 ガッシュ、ペン 紙 21.9×16.2

笛 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ ボード 35.1×25.1

カップ 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ、コンテ
紙

35.1×25.2

相手 2006 鉛筆、色鉛筆、ガッシュ ボード 35.2×25.1

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

ユディットの涙と汗 2007 アクリル、ガッシュ 紙 50.6×33.6

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

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

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

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

背を向けたひと 2007 アクリル ボード 33.2×23.9

遠い星の魚屋の女 2007 アクリル、ガッシュ 紙 38.4×27.0

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

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

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

日傘のカーニバル 2008 アクリル、ガッシュ 紙 50.2×36.7

日傘アラベスク 2008 アクリル、ガッシュ 紙 49.8×33.0

山羊を飼う若い女の話 2008 アクリル、ガッシュ 紙 40.4×28.8

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

ぬくもりのない記憶 2011 ガッシュ 紙 49.0×35.4

心のしるし 2011 ガッシュ 紙 50.0×35.4

ある気配 2011 ガッシュ 紙 52.6×39.0

終業 2011 ガッシュ 紙 52.6×38.9

帰還 2011 ガッシュ 紙 50.0×35.0

たたずむ日 2011 ガッシュ 紙 50.4×35.4

漂う記憶 2011 ガッシュ 紙 49.0×35.4

さざ波の女たち 2011 ガッシュ 紙 50.2×35.2

兄弟の父アダム 2012 ガッシュ 紙 84.0×59.3

蛇の幻をもったひと 2012 ガッシュ 紙 84.0×59.3
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

鏑木昌弥 隣りの楽園 2012 ガッシュ 紙 69.9×99.5

ひとを造る日 2012 ガッシュ 紙 68.6×99.5

楽園を造った 2012 ガッシュ 紙 68.6×99.5

鳥の誕生（鳥を吐くひと） 2012 ガッシュ 紙 68.2×99.5

楽園の虫族 2012 ガッシュ 紙 33.5×69.5

戦火の女医エバ 2012 ガッシュ 紙 33.5×69.5

アダムの解剖 2012 ガッシュ 紙 33.5×69.5

A&E（Adam&Eva） 2012 ガッシュ 紙 33.5×69.5

兄にいじめられる妹を想う 2012 ガッシュ 紙 27.5×40.2

秘密基地の弟妹を想う 2012 ガッシュ 紙 31.5×42.0

野の二人を想う 2012 ガッシュ 紙 31.5×42.0

人形師と子どもの形を想
う

2012 ガッシュ 紙 33.0×23.4

人形つかいと人形達を
想う

2012 ガッシュ 紙 33.0×23.4

わたしの初めと終わりを想
う

2012 ガッシュ 紙 33.0×23.4

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

神、ひとを造ることを想う 2012 ガッシュ ボード 32.2×40.9
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4

所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第3期

● 会期

平成26年11月22日［土］‐平成27年4月5日［日］（110日

間）

● 休館日

月曜日（11月25日、1月12日は開館）、11月25日、12月

29日～1月4日、1月13日）

● 視点

展示室1では、「20世紀の人間」と「現代版画」のコレク

ションを紹介した。「20世紀の人間」では、特にピカソの＜ド

ラ・マールの肖像＞にあわせてピカソの版画作品を、小嶋

悠司＜穢土＞に合わせて小嶋の素描作品をまとめて展

示することで、一人の作家の仕事の奥行きを紹介した。ま

た、ゴッホやアインシュタイン、湯川秀樹など実在の人物を

取りあげた作品を集めた小コーナー「こんな人がいた」を

設け、20世紀美術の表現の多彩さと、作家による人物解

釈の違いを紹介した。

「現代版画」では、3期に分けてジョルジュ・ルオー、浜田

知明、サルバドール・ダリを紹介した。版画作品を中心に、

それぞれが制作した洋画や彫刻を合わせて展示すること

で、コレクションによる小規模な個展とした。

展示室2では「徳島ゆかりの美術」のコレクションを紹介

した。前期では「特集 山下菊二絵の描き方」を、後期で

は「特集 團藍舟の世界」を開催した。

「特集 山下菊二絵の描き方」は、山下の絵の発想方

法に焦点をあて、郷里から持ち帰った木片のフロッター

ジュから生まれた様 な々コラージュ作品や、無作為に置い

た絵具の重なりから偶然でき上がった油彩画、実物投影

機を使ってキャンバスの上に雑誌のスクラップを拡大した

油彩画などを展示し、山下がいかに自在にシュルレアリス

ムの手法を操り、発展させていったかを紹介した。

「特集 團藍舟の世界」は、25年度に寄贈を受けた作

品と遺品をもとに、團（1872-1935年）の画業を紹介した。

徳島市に生まれた團は明治中期に上京し、川端玉章に

師事した。明治後期から昭和初頭の日本画壇にあって

活動した典型的な旧派の画家の一人である。会場には

作品の他に、特に粉本や下絵類を重点的に展示し、近

代の芸術家というより、伝統的な四条派の絵師として制作

に臨んだ團の活動を紹介した。

● 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）

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

3,876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

江川佳秀「最後の絵師・團藍舟 にじむ新時代の潮流」

『徳島新聞』 平成27年3月20日（朝刊）

「ただいま開催中 團藍舟の世界」『徳島新聞』 平成

27年3月27日（朝刊）

「とく6徳島」NHK徳島放送局 平成27年3月30日

● 担当学芸員

江川佳秀、安達一樹、友井伸一、吉川神津夫

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは＊2月8日

［日］まで、*bを付したものは2月10日［火］から展示。
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展示室1
■20世紀の人間像

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

阿部展也 犬にかまれた男 1957 油彩 ボード 90.5×72.0

伊原宇三郎 後ろ向きに横たわる裸婦 1925 油彩 ボード 37.9×45.5

白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

梶原緋佐子 投扇 大正後期‐
昭和初期

絹本着色 各172.0×148.0（二曲一双）*b

菊池契月 虫撰 1930頃 絹本着色 93.5×89.0*b

清原重以知 ロシヤの女優 1916 油彩 キャンバス 65.2×65.2［清原美弥子氏寄贈］

熊谷守一 裸婦 1940 油彩 キャンバス 65.2×53.0

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

小嶋悠司 人物デッサン 1968 コンテ、鉛筆 紙 54.6×39.5［作者寄贈］*a

人物デッサン 1968 鉛筆 紙 55.0×39.9［作者寄贈］*b

人物デッサン 1971 コンテ、鉛筆 紙 55.8×39.5［作者寄贈］*b

人物デッサン 1972 コンテ、鉛筆 紙 39.6×55.8［作者寄贈］*b

人物デッサン 1988 コンテ、鉛筆 紙 54.6×39.7［作者寄贈］*a

人物デッサン 1988 コンテ、鉛筆 紙 39.3×54.6［作者寄贈］*a

人物デッサン 1990 コンテ、鉛筆 紙 54.7×39.5［作者寄贈］*a

人物デッサン 1999 コンテ、鉛筆 紙 54.7×39.8［作者寄贈］*a

人物デッサン 2000 コンテ、鉛筆 紙 54.3×39.2［作者寄贈］*b

人物デッサン 2000 コンテ、鉛筆 紙 54.4×39.2［作者寄贈］*b

穢土 1985 岩彩、テンペラ キャンバス 190.0×500.0

塩川文麟 韓信堪忍図 1871 紙本着色 各153.8×171.4（二曲一双）*b

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

椿貞雄 弟茂雄像 1915 油彩 板 45.5×33.4

橋本関雪 五柳先生 大正初期 絹本着色 各159.5×351.0（六曲一双）*a

林武 婦人像 1937 油彩 キャンバス 72.8×60.6

藤川勇造 裸B 1935 白銅 21.5×30.0×13.3

藤田嗣治 トランプ占いの女 1914 水彩 紙 30.5×22.5*b

堀井香坡 童女 1925 絹本着色 116.0×118.0*a

村山槐多 女の顔 1914 木炭 紙 60.0×44.5*a

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

脇田和 男と鳥籠 1967 油彩 キャンバス 145.0×112.0

アンソニー・カロ テーブ ル・ピースY-90
“チェアパーソン”

1986-87 錆びた鋼、彩色、ワックス 104.0×71.0×63.5*b

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5

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
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

パブロ・ピカソ 三人の女� 1924-25 ドライポイント 紙 17.5×13.0*a

三人の女� 1924-25 ドライポイント 紙 17.5×13.0*a

三人の女� 1924-25 ドライポイント 紙 17.5×13.0*a

人物 1927 エッチング 紙 19.4×27.7*a

九つの顔 1934 エッチング 紙 31.7×22.6*a

ドラ・マールの肖像 1937 油彩 キャンバス 55.0×38.0

二人の人物 1938 エッチング 紙 24.7×27.7*a

三人の女 1938 エッチング 紙 30.8×21.0*a

版画集〈流砂〉� 仕事
をする彫刻家

1964 アクアチント 紙 38.0×27.5*b

版画集〈流砂〉� 画家
と長い髪のモデル

1965 アクアチント 紙 38.3×27.5*b

版画集〈流砂〉� 鏡の
前の二人の女

1964 アクアチント エッチング ドライポ
イント スクレーパー 紙

38.0×27.5*b

版画集〈流砂〉� イー
ゼルの絵の前に立つ画
家とモデル

1965 アクアチント 紙 38.1×27.5*b

版画集〈流砂〉� 彫刻
家と彫刻

1964 アクアチント エッチング ドライポ
イント 紙

38.3×27.5*b

版画集〈流砂〉� 画家
と肘をつくモデル

1965 アクアチント ドライポイント 紙 38.0×27.5*b

版画集〈流砂〉� ひげ
男の頭部

1964 シュガーアクアチント スクレー
パー 紙

37.3×27.0*b

版画集〈流砂〉	 肘を
つく裸婦

1965 アクアチント 紙 38.3×27.5*b

版画集〈流砂〉
 彫刻
台の前に立つ彫刻家と
ひげの目撃者

1965 アクアチント 紙 38.3×27.5*b

版画集〈流砂〉� 彫刻
家

1964 アクアチント 紙 38.3×27.5*b

≪小コーナー「こんな人がいた」≫

石丸一 シャーリー・テンプル 制作年不詳 油彩 板 21.6×13.8［藤村万里氏寄贈］

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［作者寄贈］

岡本信治郎 女優の死（マリリン・モン
ロー）

1964 アクリル絵具 キャンバス 各112.1×162.1（3枚組）

ヴァン・ゴッホの像 1967 アクリル絵具 キャンバス 162.1×130.3

ミノトールの死 1974 アクリル絵具 キャンバス 左162.1×130.4、中162.3×130.4、
右162.4×130.6（3枚組）

菊畑茂久馬 タルホ讃No.1 1975 ガラス、木 h.25.0，径3.0

タルホ讃No.2 1975頃 ガラス、木 h.27.0

タルホ讃No.3 1975-80頃 ガラス、木 h.15.5
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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 タルホ讃No.4 1975 ガラス、木 h.15.0

タルホ讃No.5 1975 ガラス、木 h.9.0

ひまわり型の脳味噌をし
た耳無しゴッホ

1975-87 アルミニウム、紙粘土、木、油彩 26.5×19.0×15.5

清原重以知 三宅克己先生 1940 油彩 キャンバス 53.1×45.3［鈴木利幸氏寄贈］

服部仁郎 芳川顕正像 制作年不詳 ブロンズ 59.0×61.0×44.0

元永定正 あいんしゅたいん 1986 シルクスクリーン 紙 175.0×300.0*a

かわばた 1983 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0*b

さとう 1983 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0*b

ともなが 1983 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0*b

ふくい 1983 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0*b

ゆかわ 1983 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0*b

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

■現代版画 ジョルジュ・ルオー 11月22日［土］‐12月28日［日］

ジョルジュ・ルオー 版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉1．
悪魔

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

35.0×25.5

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉2．
辱しめを受けるキリスト

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

35.0×25.0

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉3．
キリスト

1927 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

35.0×25.4

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉4．
悪の華

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

35.0×25.5

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉5．
横向きの裸婦

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

33.2×24.3

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉6．
肌黒きわが美女よ、君、
眠りて…

1927 粒子エリオグラヴュール、ドライポイ
ント 紙

26.5×35.8

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉7．
悪魔II

1926 粒子エリオグラヴュール、ドライポイ
ント 紙

34.8×25.4

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉8．
悪魔III

1926 粒子エリオグラヴュール、エッチン
グ、ドライポイント 紙

35.0×25.8

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉9．
骸骨

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、エッチング 紙

35.0×25.5

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉10．
辻々に売春の灯がとも
る…

1927 粒子エリオグラヴュール、アクアチ
ント、ドライポイント 紙

33.5×23.8
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ジョルジュ・ルオー 版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉11．
生者並みに誇高く、われ
とわが貴なる姿を誇りつ
つ…

1927 粒子エリオグラヴュール、アクアチ
ント、シュガーアクアチント 紙

35.4×25.8

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉12．
悪魔�

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

34.5×25.0

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉13．
〈放蕩〉と〈死〉は…

1926 粒子エリオクラヴュール、エッチン
グ、ドライポイント 紙

31.0×24.4

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉14．
眉目美わしく、姿あでや
かな女なり…

1927 粒子エリオグラヴュール、アクアチ
ント、シュガーアクアチント、ドライポ
イント 紙

35.0×24.7

ダンサー（ロシア・バレエ
団による「放蕩息子」より）

1929 墨、パステル 紙 74.3×52.2

■現代版画 浜田知明 1月6日［火］‐2月8日［日］

浜田知明 風景 1953 エッチング 紙 36.2×29.8

初年兵哀歌（歩哨） 1954 エッチング、アクアチント 紙 23.8×16.3

狂った男 1957 エッチング 紙 28.8×19.7

噂 1961 エッチング、アクアチント 紙 36.2×23.6

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉1．ロンドン塔

1969 エッチング、アクアチント 紙 18.5×21.2

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉2．鏡

1970 エッチング 紙 25.5×14.5

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉3．騎士と鍵と
女

1969 エッチング、アクアチント 紙 17.8×18.4

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉4．騎士達は
静かに眠る

1970 エッチング、アクアチント 紙 18.7×21.5

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉5．地下牢

1969 エッチング 紙 24.9×17.8

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉6．ドーバー海
峡

1970 エッチング、アクアチント 紙 27.3×12.9

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉7．パリの壁か
ら

1970 エッチング、アクアチント 紙 16.8×27.0

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉8．グランプラ
ス

1971 エッチング、アクアチント 紙 24.3×16.9
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浜田知明 版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉9．フランドル
伯城

1970 エッチング、アクアチント 紙 23.8×17.9

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉10．ウィーン

1970 エッチング、アクアチント 紙 13.9×27.4

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉1．やや
ノイローゼ気味

1975 エッチング、アクアチント 紙 22.4×14.5

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉2．顔

1976 エッチング、アクアチント 紙 22.0×15.2

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉3．お先
真っ暗

1976 エッチング、アクアチント 紙 23.4×12.1

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉4．かげ

1977 エッチング、アクアチント 紙 21.7×15.3

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉5．叫び

1975 エッチング、アクアチント 紙 21.5×21.6

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉6．心情
不安定

1976 エッチング、アクアチント 紙 21.8×16.1

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉7．気に
しない気にしない

1976 エッチング、アクアチント 紙 23.6×14.6

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉8．何と
かなるさ

1976 エッチング、アクアチント 紙 21.6×16.5

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉9．浮上

1977 エッチング、アクアチント 紙 22.2×18.1

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉10．家
族

1977 エッチング、アクアチント 紙 19.4×16.0

ある日… 1982 エッチング、アクアチント 紙 21.9×16.0

見られている… 1982 エッチング、アクアチント 紙 20.5×23.5

檻 1983 ブロンズ 22.0×16.0×18.5

気になる正体 1985 ブロンズ 21.8×28.3×17.8

怯える人々… 1985 エッチング、アクアチント 紙 24.8×21.2

■現代版画 サルバドール・ダリ 2月10日［火］‐4月5日［日］

サルバドール・ダリ 版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉1．扉絵

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

29.8×19.8

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉2．引き出し

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.8×23.9

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉3．セートの海
岸

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.8×24.0

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉4．塹壕

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.9×23.8

30



作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

サルバドール・ダリ 版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉5. 1914-18
年の戦争

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.8×23.9

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉6．女とギター

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

32.0×24.0

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉7．女とかたつ
むり

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.9×24.0

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉8．女とオウム

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.7×24.0

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉9．女、馬、そ
して死

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.8×24.0

版画集〈アポリネールの
秘密の詩〉10．女と噴水

1967 エッチング、ドライポイント、手彩色
紙

31.8×23.8

版画集〈マルドロールの
歌〉1

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉2

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉3

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.6×17.2

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

版画集〈マルドロールの
歌〉5

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.0

版画集〈マルドロールの
歌〉6

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.3×17.3

版画集〈マルドロールの
歌〉7

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉8

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

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

版画集〈マルドロールの
歌〉10

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.0

版画集〈マルドロールの
歌〉11

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉12

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉13

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉14

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉15

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.0

版画集〈マルドロールの
歌〉16

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉17

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

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

版画集〈マルドロールの
歌〉19

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.3×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉20

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2
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サルバドール・ダリ 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

版画集〈マルドロールの
歌〉22

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

女の胸像（回顧された） 1977 ブロンズ、その他 74.0×67.0×27.0

展示室2
■徳島ゆかりの美術

團藍舟 鶴（仮題） 制作年不詳 紙本墨画淡彩 155.2×55.5［岡田恒氏寄贈］

山水図下絵 制作年不詳 紙本墨画 150.9×74.7［岡田恒氏寄贈］

粉本・團文 庫32「川 端
玉章〈山水図〉（仮題）」

制作年不詳 紙本墨画淡彩 121.2×44.7［岡田恒氏寄贈］

写生・冊子30「木 曽 地
之旅」

1916 紙本墨画 28.5×40.5［岡田恒氏寄贈］

静山催雨之図 1934 絹本着色 129.1×41.0［岡田恒氏寄贈］

■特集 山下菊二 絵の描き方 11月22日［土］‐2月8日［日］

山下菊二 未完成作品 黄色の中
に埋もれた男たち

制作年不詳 油彩 キャンバス 45.4×52.8［山下昌子氏寄贈］

未完成作品 渦状の筆
跡 黒い境界

制作年不詳 油彩 キャンバス ［山下昌子氏寄贈］

未完成作品 渦状の筆
跡A

制作年不詳 油彩 キャンバス 53.0×45.6［山下昌子氏寄贈］

リトグラフ097 制作年不詳
（1959-60代前）

リトグラフ 銀色塗料 紙 58.3×42.3［山下昌子氏寄贈］

高松所見 1936 油彩 キャンバス 65.0×80.5

4人のパイロット 1962 油彩 木板 54.0×80.0［山下昌子氏寄贈］

氏神様のある風景 1965 コラージュ 紙 48.6×40.5［山下昌子氏寄贈］

憤海 1968 コラージュ 木製パネル 55.0×82.0［山下昌子氏寄贈］

不二賛 1970 コラージュ 蛍光塗料 紙 52.8×39.1［山下昌子氏寄贈］

ガスバコ 1972 コラージュ 紙 41.0×30.5［山下昌子氏寄贈］

危 1972 コラージュ 紙 43.9×30.1［山下昌子氏寄贈］

顔色なし 1977 油彩 キャンバス 116.2×90.8［山下昌子氏寄贈］

徴兵拒否 1977 油彩 キャンバス 130.6×97.0［山下昌子氏寄贈］

寄せ書きを戦犯からもらっ
た米人

1977 油彩 キャンバス 96.8×145.2［山下昌子氏寄贈］

同行二人 1977 油彩 キャンバス 130.2×97.0［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.12

1982 コラージュ 32.5×28.3［山下昌子氏寄贈］

山下菊二・資料 山下菊二使用の実物投
影機

制作年不詳 工業製品（金属部品、レンズ他） 51.0×54.0×36.0［門田秀雄氏寄贈］

辻から持ち帰った木片 制作年不詳 木 81.3×16.2×1.3［山下昌子氏寄贈］
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■特集 團藍舟の世界 2月10日［火］‐4月5日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

團藍舟 山里の秋 1917 絹本着色 180.2×294.2

静山催雨之図 1934 絹本着色 129.1×41.0

梅に鶯 制作年不詳 紙本墨画淡彩 131.6×29.8

不老長春 制作年不詳 絹本墨画淡彩 42.2×116.1

富獄図（未完） 制作年不詳 絹本墨画 45.2×134.5

鳴門図（未完） 制作年不詳 絹本着色 44.9×138.3

漁夫図 制作年不詳 絹本着色 167.5×147.2

猿回し 制作年不詳 紙本墨画淡彩 129.0×31.6

色紙 鼓奏者B 制作年不詳 紙本墨画淡彩 27.0×24.2

色紙 猪 制作年不詳 紙本墨画淡彩 27.2×24.2

色紙 狸 制作年不詳 紙本墨画淡彩 21.1×17.9

コマ絵 志んこ細工屋 制作年不詳 紙本墨画淡彩 19.5×22.4

コマ絵 上野公園小僧
侶眠り図

制作年不詳 紙本墨画淡彩 19.5×27.4

コマ絵 千束酉ノ町
大きな唐の芋印をかつぐ
目笑斗運布袋 世界第
一 三幅対

制作年不詳 紙本墨画淡彩 27.4×38.6

団扇絵 葦と蛍 制作年不詳 紙本彩色 37.7×23.5

団扇絵 竹 制作年不詳 紙本墨画 37.7×23.5

団扇絵 葦 制作年不詳 紙本彩色 37.5×23.5

熨斗紙 小石川同心町
岡埜栄泉

制作年不詳 多色木版 25.6×37.3

素下絵 女性 制作年不詳 紙本墨画 9.2×17.2

素下絵 川、鼓奏者 制作年不詳 紙本墨画 21.5×21.0

素下絵 風景 制作年不詳 紙本墨画 22.2×15.1

素下絵 橋A 制作年不詳 紙本墨画 24.8×30.5

素下絵 橋B 制作年不詳 紙本墨画 33.5×24.7

素下絵 橋C 制作年不詳 紙本墨画 33.5×24.7

素下絵 山水図 制作年不詳 紙本墨画 150.9×74.7

素下絵 男女 制作年不詳 木炭、紙 16.3×24.2

小下絵 徳島十二景
藍製造

1922 紙本墨画 31.9×42.5

小下絵 風景 制作年不詳 紙本墨画 35.5×144.2

小下絵 襖絵 朧月舟
行図

制作年不詳 紙本墨画淡彩 24.0×56.6

小下絵 襖絵 梅花舟
行図

制作年不詳 紙本墨画淡彩 24.1×57.2
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團藍舟 小下絵 襖絵 帰舟落
雁図

制作年不詳 紙本墨画淡彩 23.8×57.0

小下絵 襖絵 帰舟楊
柳図

制作年不詳 紙本墨画淡彩 24.1×56.5

大下絵 山水翔鶴図 制作年不詳 紙本墨画淡彩 155.2×55.5

大下絵 鹿山水図 制作年不詳 紙本墨画淡彩 155.4×54.3

粉本 円山応挙原画
白梅鶴図

制作年不詳 紙本墨画淡彩 65.2×24.3

粉本 川端玉章原画
荷花水禽図

制作年不詳 紙本墨画着色 171.5×87.4

写生 桔梗、ほおずき、
野菊、槿

1896 紙本彩色 27.0×38.1

写生 おこぜ 1900 紙本墨画淡彩 38.5×27.3

写生 東京鼡 1900 紙本墨画淡彩 19.7×27.6

写生 手鏡 制作年不詳 紙本墨画淡彩 26.9×23.1

写生 梨 制作年不詳 紙本彩色 27.0×32.1

写生 八手 制作年不詳 紙本墨画淡彩 40.0×27.6

写生帖 雑司ヶ谷若葉
町

1908 紙本墨画 28.8×18.8

写生帖 信州諏訪湖畔
鷺ノ湯楼上より写

1919 紙本墨画 25.0×33.5

写生帖 百合 制作年不詳 紙本墨画淡彩 28.5×20.3

写生帖 鳥類 制作年不詳 紙本墨画淡彩 28.1×20.4

写生帖 魚類 制作年不詳 紙本墨画淡彩 28.0×20.4

写生帖 離宮の図 制作年不詳 紙本墨画 27.9×20.3

團藍舟・資料 賞状 第2回絵画共進会
褒状三等

1906 39.1×54.5

賞状 明治絵画会第5
回絵画展覧会 褒状一等

1915 35.8×50.3

賞状 サンフランシスコ
万国博覧会 名誉賞
（Panama-Pacific

International Exposition
San Francisco,
Medal of Honor）

1915 47.6×60.5

日本美術協会文書 審
査委員及嘱託

1920 墨、紙 19.8×27.2

日本美術協会文書 第
一部委員及嘱託

1925 墨、紙 19.7×27.2

日本美術協会文書 第
一部委員及嘱託

1927 墨、紙 19.4×27.0

日本美術協会文書 第
一部委員及嘱託

1929 墨、紙 19.8×27.0

白砥香爐（久邇宮邦彦
王下賜）

制作年不詳 陶器、金属 10.7×10.7×10.6

門人寄せ書き 宝珠A 制作年不詳 紙本墨画 125.3×31.4
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

團藍舟・資料 吉永藍畦作 粉本 大
原呑舟原画 中国美人
図

制作年不詳 116.5×40.8

画材 岩彩、胡粉、膠、
筆、絵皿等

■美術館ロビー

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

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

アンソニー・カロ テーブル・ピース Y-90
“チェアパーソン”

1986-87 錆びた鋼、彩色、ワックス 104.0×71.0×63.5*a

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

淀井敏夫 渚 1978 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 左（イヴ）：217.0×92.0×79.0、右
（アダム）：219.0×108.0×65.0

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 左（女）：193.0×94.0×142.0、右
（男）：180.0×84.0×122.0

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

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

山口牧生 四角い形D 1989 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0
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3-2 特別展 平成26年度特別展一覧

1 三嶽伊紗のしごと－みているもののむこう

平成26年4月26日［土］‐6月15日［日］

2 生誕140年、没後60年記念 水彩表現の開拓者 三

宅克己回顧展

平成26年10月11日［土］‐12月7日［日］
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1

三嶽伊紗のしごと－みているもののむこう

● 会期

平成26年4月26日［土］‐6月15日［日］50日間（44日間）

● 休館日

月曜日（5月5日は開館）、5月6日［火］

● 視点

三嶽伊紗は、大津市在住の現代美術家。心の底にあ

る不思議とじっくりと向き合い、つかみ取ったものを科学の

言葉で説明する代わりに、目に見えるかたちにして表現し、

人に伝えるというしごとをしている。アトリエを構える湖西地

方や近県の豊かな自然は、この作家の尽きぬ好奇心を大

らかに受け容れ、作家は好んで散策をし、見て、考え、そこ

から数 の々知的で美しい作品を生み出してきた。2007年

以降は、夢の中にいるような、叙情的でロマンティックな映

像作品も手がけており、その静かな映像作品の中でしか

実現しない時間の重層／重奏を深く味わうことができる。

「みること」に始まり、現前するものを超えた世界の深みへと

誘う三嶽の作品群は、つよい探求心から生まれた三嶽伊

紗のしごとを眺めわたせる内容となっており、展覧会は「科

学の眼、美術の眼」、「景と気配」、「創られた景」のいう三

つの大きなセクションに分けて構成された。導入はオブジェ

などの具体的な物体を見せながら、徐 に々抽象的な表現

へと誘う流れで、美しい映像作品の展示は、広い空間を

活かした圧巻のインスタレーションとして実現させた。

● 主催

徳島県立近代美術館

徳島新聞社

四国放送

● 後援

NHK徳島放送局

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 助成

公益財団法人 朝日新聞文化財団

● 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。

高齢者（65歳以上）は観覧料が半額。

障がい者と介助者1名は無料。

小・中・高生は土・日・祝日・振替休日の観覧料が無料。

● 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（両面カラー）

図録：170×257mm、中綴じ製本、52ページ

● 入館者数

2,141人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

平田潤「三嶽伊紗さんのオブジェや映像作品展示 本

質探る美術家の視線」『徳島新聞』 平成26年4月21日

（朝刊）

矢田諭史「大迫力 不思議な景色」『徳島新聞』 平

成26年4月30日（夕刊）

平田潤「見たいものを作りたい」『徳島新聞』 平成26年

5月8日

西森征司「見ることを問い掛けて」『高知新聞』 平成26

年5月19日

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ その76『三

嶽伊紗のしごと』展」『徳島エコノミージャーナル』第416号

（ブレーンバンク） 平成26年6月1日

● 担当学芸員

吉原美惠子、安達一樹
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●出品リスト
三嶽伊紗展

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

三嶽伊紗 鏡／微分する眼 2010 鏡面アクリル、アクリル
樹脂、蛍 光 塗 料、カ
ラーシート

作家

キリ ノ ハナ ヲ ミル 2011-14 プリント、ドローイング 作家

温度計 2002 温度計、ガラス、シリコ
ン樹脂

作家

ハイ ヲ ミル 2011-14 灰、ガラス 作家

アオイ本 感圧複写紙、青いイ
ンク、アクリル樹脂

作家

イロ 2010 アクリル樹脂、蛍光塗料 作家

ユリ／あしたの記憶 1996-2014 錫 作家

アサギマダラ 2002-14 写真 作家

犬の眼で探す 2011-14 葉、錫 作家

ゆれる水 2011 凸レンズ、牛乳瓶、糸 作家

イケル／ツユクサ 2010-14 ツユクサ、白蝋 作家

イケル／カタツムリ 2010 カタツムリの殻、石膏 作家

ニワ ヲ ミル 2011-14 錫 作家

あしたの記憶 2006 ガラス、絵の具 作家

雪 2010－01／微 分す
る眼

2010-14 プロジェクター、メディ
アプレイヤー

作家

カーテンの向こう 2010-14 EVA系シート、液 晶
ディスプレイ、メディア
プレイヤー

作家

月の机 2014 鏡、スチール、白蝋、木 作家

太陽 2009-14 プロジェクター、メディ
アプレイヤー

作家

ユキ－2012 2012-14 プロジェクター、小型
液晶ディスプレイ、メ
ディアプレイヤー

作家

シロイ夜 2014 プロジェクター、メディ
アプレイヤー

作家

波／遠景の座標 2009-14 プロジェクター、メディ
アプレイヤー

作家

夕日／遠景の座標 2009-14 プロジェクター、メディ
アプレイヤー

作家

シロイ夜 2013 プロジェクター、メディ
アプレイヤー

作家

山田量崇 生物画を描く 2014 テキスト（ハナカメムシ
形態図14枚）、カメムシ

徳島県立博物館、山
田量崇氏

後北峰之 オオスズメバチ 2014 テキスト（オオスズメバ
チ育房図）、オオスズ
メバチの巣、オオスズ
メバチ

伊丹市昆虫館、後北
峰之氏

中尾賢一 観察すること 2014 テキスト（フィールド・
ノート）、アワジチヒロ、
ハッキガイ

徳島県立博物館、中
尾賢一氏
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2

生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅

克己回顧展

● 会期

平成26年10月11日［土］‐12月7日［日］（50日間）

● 休館日

月曜日、10月14日［火］、11月4日［火］、11月25日［火］

＊10月13日［月・祝］、11月3日［月・祝］、11月24日［月・

祝］は祝日開館

● 視点

三宅克己（1874-1954年）は徳島県で生まれ、日本の

近代美術史に大きな足跡を残した水彩画家である。20歳

代前半で、アメリカのイェール大学附属美術学校に学び、

ロンドンで水彩画を深める。その後も、国内はもとより海外

へたびたび出かけ、風景を描き続けた。

白馬会会員。同会の解散後は光風会の創立に参加。

1907年の文展開設後は、文展、帝展、新文展、戦後の日

展で活躍。1915年の文展では最高賞（二等賞）を受賞。

新文展では審査員もつとめている。晩年の1951年には、日

本芸術院恩賜賞を受賞した。水彩表現の可能性を生涯

かけて追求した画業だったといえる。

彼は水彩画隆盛期の活躍により、美術史に名を刻んだ

が、画業の全貌を知る機会はこれまでほとんどなかった。

本展は、全国の美術館や個人所蔵家等から代表作を借

用し、当館コレクションと合わせ、水彩画の他、油彩画や版

画、素描を含む160点を展示。初期から晩年まで、画業の

流れをたどった。

展覧会は以下の8つのコーナーを設けた。「Ⅰ20歳頃ま

で－画塾で学んだ時代」、「Ⅱ海外へ－従軍と留学」、

「Ⅲ時代の脚光を浴びて－水彩画隆盛期の作品」、「Ⅳ

水彩画を独立したジャンルに高める－文展、帝展出品作

を中心に」、「Ⅴ旅の画家として－ヨーロッパ、アメリカ、中

国」、「Ⅵ日本の季節を見つめる」、「Ⅶ真鶴のアトリエか

ら－陽光を求めて」、「Ⅷ光の輝き－戦後の作品を中心

に」である。

資料コーナーでは、「アルフレッド・パーソンズの図版複

写」、「絵葉書」、「雑誌口絵」、「著書」、「パスポート」、

「日記」、「画印」、「関東大震災記録写真」、「風景写真」

の9分野を紹介した。

彼の生涯と業績を二次資料も含めながら多面的に紹

介し、60数年間におよぶ画業を見渡すことができた。

関連展示として、往復葉書で風景画を公募し展示す
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る「素敵なマイ風景画展」を開催した（会場：美術館ロ

ビー、出品点数：106点）。

第16回徳島県民文化祭共催事業。

● 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

● 助成

芸術文化振興基金

公益財団法人花王芸術・科学財団

公益財団法人三菱UFJ信託地域文化財団

● 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。

高齢者（65歳以上）は観覧料が半額。

障がい者と介助者1名は無料。

● 関連事業

普及事業の開催回数と参加者数は10回・287人。学校

見学時の支援や水彩画ワークショップは27回・1,318人。

出前授業は3校（10クラス）・294人。

＊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（両面カラー）

こども用チラシ：105×235㎝（片面カラー、片面1色）

図録：A5判縦（148×210mm）272ページ

● 入館者数

5,324人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「今年の展覧会ベスト200」『美術の窓』第365号（生活の

友社） 平成26年2月20日

「三宅克己の風景画をお楽しみください」『徳島エコノミー

ジャーナル』第420号（ブレーンバンク） 平成26年10月1

日

平田潤「徳島市出身 三宅克己生誕140年 11日から

県立近代美術館」『徳島新聞』 平成26年10月8日（朝

刊）

青木寛倫「県立近代美術館 三宅克己展始まる」『徳

島新聞』 平成26年10月11日（夕刊）

「徳島新聞ニュース」 四国放送テレビ 平成26年10月

11日

「とく6徳島」 NHK徳島放送局 平成26年10月17日

「日曜美術館アートシーン」 NHK Eテレ 平成26年10

月26日

「三宅克己回顧展と学芸員のやりがい」『徳島エコノミー

ジャーナル』第421号（ブレーンバンク） 平成26年11月1

日

「四国のアート（徳島）－徳島県立近代美術館 見所」

『電気と保安』第250号（四国電気保安協会） 平成26

年11月1日

「徳島ｉ 三宅克己回顧展」 NHK徳島放送局 平

成26年11月7日

野地耕一郎「こんな画家がいた！ 第17回 三宅克己」

『一枚の繪』第520号（一枚の繪） 平成26年11月21日

平田潤「記者席 三宅克己回顧展から 地域の偉人

や魅力 理解を」『徳島新聞』 平成26年12月6日

岸文雄「水彩画家・三宅克己 上」『県薬だより－情報と

くしま』第85号（徳島県薬剤師会） 平成26年12月24日

「『よかった』という言葉に込められたもの」『徳島エコノミー

ジャーナル』第423号（ブレーンバンク） 平成27年1月1日

● 担当学芸員

森芳功、竹内利夫
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●出品リスト
三宅克己回顧展

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

� 20歳頃まで－画塾で学んだ時代

三宅克己 石庭 1890 鉛筆 紙 19.8×26.6 個人

人物（仮称） 鉛筆 紙 23.9×15.7 徳島県立近代美術館

人物（仮称） 鉛筆 紙 23.9×15.7 徳島県立近代美術館

蒲田梅屋しき 不詳 油彩 キャンバス 41.2×53.2 徳島県立近代美術館

和田英作君の像 1891 鉛筆、淡彩 紙 24.0×16.5 徳島県立近代美術館

祠堂 1892 水彩 紙 22.2×28.5 東京藝術大学

本郷薬師堂 1892 水彩 紙 24.5×31.2 個人

南品川 1892 鉛筆 紙 29.2×38.2 徳島県立近代美術館

小石川 1892 鉛筆 紙 29.3×38.2 徳島県立近代美術館

小石川にて 鉛筆 紙 29.0×37.8 徳島県立近代美術館

京都スケッチ 1892頃 水彩 紙 24.2×35.7 徳島県立近代美術館

渋谷村天現寺附近の茶
店

1893 水彩 紙 27.5×22.0 郡山市立美術館

風景（仮称） 1893 水彩 紙 21.0×30.0 徳島県立近代美術館

箱根 1893頃 水彩 紙 17.2×36.0 郡山市立美術館

切り通し 1894 水彩 紙 32.3×23.6 徳島県立近代美術館

風景（仮称） 明治期 鉛筆 淡彩 紙 12.4×16.4 徳島県立近代美術館

� 海外へ－従軍と留学

日清戦役当時 兵役中
のスケッチ

1895 鉛筆 紙 5点 各8.9×6.0、7点
各6.0×8.9

個人

朝鮮京城市街 1896 水彩 紙 17.5×25.0 徳島県立近代美術館

ニューヘヴンの雪 1898 水彩 紙 36.1×25.5 東京藝術大学

ハムプステッドに於いて我
宿の花園

1898 水彩 紙 30.2×17.4 泉屋博古館分館

ハムプステッドの深林 1898 水彩 紙 15.7×26.2 東京藝術大学

第1回渡米・渡欧期のスケッチ

米国ラーチモントの村 1897 鉛筆 紙 18.2×25.8 徳島県立近代美術館

米国ラーチモントにて 1897 鉛筆 紙 19.9×16.8 徳島県立近代美術館

ニューヘブン 1897頃 水彩、鉛筆 紙 17.5×11.5 徳島県立近代美術館

ニューヘブン 1897 水彩、鉛筆 紙 13.9×11.8 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

三宅克己 ニューヘブン美術学校 1897頃 水彩、鉛筆 紙 21.8×30.6 徳島県立近代美術館

米国ニューヘブンにて写 1898頃 鉛筆 紙 21.0×15.8 徳島県立近代美術館

ニューヘブン美術学校に
て

1898 鉛筆 紙 15.6×18.9 徳島県立近代美術館

米国ニューヘブン美術学
校にて

1898 水彩、鉛筆 紙 27.3×18.5 徳島県立近代美術館

米国ニューヘブン美術学
校にて

1898 水彩、鉛筆 紙 28.0×18.6 徳島県立近代美術館

米国ニューヘブン美術学
校教室の一部

1898頃 水彩、鉛筆 紙 17.6×24.6 徳島県立近代美術館

ニューヨーク港出帆 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×15.0 徳島県立近代美術館

航海中スケッチ 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

大西洋航海船中所見 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×15.0 徳島県立近代美術館

航海中の所見 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

航海中所見 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

航海中所見 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

英国陸影を遠望 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×15.0 徳島県立近代美術館

倫敦下宿屋にて 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×15.0 徳島県立近代美術館

倫敦ハイドパーク 公園
入口

1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×30.5 徳島県立近代美術館

倫敦ハイドパーク群羊 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×30.5 徳島県立近代美術館

（倫敦風景） 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×10.0 徳島県立近代美術館

倫敦ユーストン停車場 1898 鉛筆 紙 15.0×10.0 徳島県立近代美術館

倫敦南ケンシントン美術
館にての模写

1898 水彩、鉛筆 紙 14.5×8.5 徳島県立近代美術館

倫敦南ケンシントン美術
館にての模写

1898 水彩、鉛筆 紙 13.5×8.0 徳島県立近代美術館

仏蘭西ブローニュにて 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

仏蘭西、ブローニュ乗車 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

巴里の公園 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×15.0 徳島県立近代美術館

倫敦にて 食事中の老
師

1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

英国フォークストンを望む 1898 水彩、鉛筆 紙 9.5×15.0 徳島県立近代美術館

白耳義アントワープ港の
本寺

1898 水彩、鉛筆 紙 19.0×11.5 徳島県立近代美術館

白耳義アントワープ港ル
ウベンスの銅像

1898 水彩、鉛筆 紙 24.0×15.0 徳島県立近代美術館

アントワープ港ヴァンダイク
像

1898 水彩、鉛筆 紙 25.0×15.0 徳島県立近代美術館

ジブラルタル 1898 水彩、鉛筆 紙 16.0×25.5 徳島県立近代美術館

スエスカナルの沿岸 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

スエスカナルの所見 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

（甲板旅客） 1898 水彩、鉛筆 紙 12.0×18.0 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

三宅克己 印度洋上デッキパセン
ジャー

1898 水彩、鉛筆 紙 11.5×18.0 徳島県立近代美術館

シンガポール港 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×10.0 徳島県立近代美術館

シンガポール港 1898 水彩 紙 18.0×11.5 徳島県立近代美術館

香港全景 1898 水彩、鉛筆 紙 16.5×26.0 徳島県立近代美術館

（香港） 1898 水彩、鉛筆 紙 16.5×26.0 徳島県立近代美術館

香港のジャンク 1898 水彩、鉛筆 紙 15.0×9.5 徳島県立近代美術館

� 時代の脚光を浴びて－水彩画隆盛期の作品

小諸城址 1900 水彩 紙 24.5×34.5 千葉県立美術館

海辺 1901 水彩 紙 18.8×27.4 府中市美術館

雨後のノートルダム 1902 水彩 紙 36.0×25.8 石川武美記念図書館

セーヌ河畔サンジェルマ
ンを望む

不詳 水彩 紙 24.0×27.0 郡山市立美術館

大阪城 1902頃 石版、彩色 紙 65.8×46.5 徳島県立近代美術館

風景 1905 水彩 紙 37.3×47.1 徳島県立近代美術館

霞ヶ浦 1907 水彩 紙 24.2×33.3 個人

倫敦市タワアブリッヂ 1910 水彩 紙 36.0×27.0 徳島県立近代美術館

英国倫敦市街 不詳 水彩 紙 23.8×27.7 個人

ベルギー風景 1910 水彩 紙 50.5×38.5 徳島県立近代美術館

ブルージュ 1910 水彩 紙 34.8×26.0 郡山市立美術館

ブルージュの教会（ベル
ギー）

1910 水彩 紙 25.3×17.6 星野画廊

パリ 不詳 水彩 紙 22.4×27.2 徳島県立近代美術館

地中海岸 1910 水彩 紙 31.5×45.0 星野画廊

海岸の風景（仮称） 不詳 水彩 紙 24.2×61.0 個人

フランス風景 水彩 紙 38.0×27.0 徳島県立近代美術館

森の道（湯ヶ岳） 明治期 水彩 紙 23.5×16.0 星野画廊

� 水彩画を独立したジャンルに高める－文展、帝展出品作を中心に

奈良の杉 1907 水彩 紙 49.3×69.7 個人

あさやけ 1907 水彩 紙 37.0×46.0 徳島県立近代美術館

冬の小川 1915 水彩 紙 35.8×54.0 徳島県立近代美術館

支那蘇州楓橋 水彩 紙 53.0×74.0 徳島県立近代美術館

羅馬コンスタンチン凱旋
門

1920 水彩 紙 49.0×65.0 東京国立近代美術館

白壁の家（ベルギー、ブ
リュージュ）

1921 水彩 紙 67.3×105.0 静岡県立美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

三宅克己 伊太利ヴェロナの古橋 1920頃 水彩 紙 49.7×66.5 徳島県立近代美術館

残雪 1922 水彩、鉛筆 紙 66.0×100.0 徳島県立近代美術館

相模湾 不詳 水彩 紙 35.0×54.0 東京都現代美術館

秋 1930 水彩 紙 65.5×99.5 徳島県立近代美術館

箱根双子岳 1933 水彩 紙 80.3×100.0 三重県立美術館

日吉台の雪 1936頃 水彩 紙 32.2×49.5 徳島県立近代美術館

渓流（箱根底倉） 1941 水彩 紙 68.0×101.0 徳島県立近代美術館

上州妙義山 1942 水彩 紙 56.5×79.0 東京国立近代美術館

� 旅の画家として－ヨーロッパ、アメリカ、中国

山海関 大正‐昭和初
期

水彩 紙（色紙） 26.9×23.9 徳島県立近代美術館

天津風景 1916 水彩 紙 48.6×36.0 個人

ウィンザー風景（イングラ
ンド）

1919頃 水彩 紙 24.5×32.5 星野画廊

倫敦郊外の森 不詳 水彩 紙 25.0×33.9 徳島県立近代美術館

ローマ 1920 水彩 紙 33.0×49.8 千葉県立美術館

リオン市の広場 1920 水彩 紙 14.7×22.8 夢二郷土美術館

羅馬郊外チポリ－午後
の陽光

1920 水彩 紙 24.4×16.2 夢二郷土美術館

伊太利フローレンス美術
館

大正期 夢二郷土美術館蔵 27.7×18.7 夢二郷土美術館

白耳義ブルージュの橋 大正期 水彩 紙 25.0×33.8 個人

サンタバーバラ図書館 1924 水彩 紙 16.2×23.4 夢二郷土美術館

パレルモの入江 1924 水彩 紙 27.6×18.3 徳島県立近代美術館

カーニュ風景 大正後期 水彩 紙 27.3×37.6 徳島県立近代美術館

カーニュー村 大正期 水彩 紙 24.1×16.9 夢二郷土美術館

室内風景 1925 水彩、鉛筆 紙 24.0×40.0 徳島県立近代美術館

ロスアンゼルス市旅館の
中庭

1928 水彩 紙 16.9×24.6 夢二郷土美術館

オークの林 1927頃 水彩、パステル 紙 26.5×36.0 徳島県立近代美術館

北米加州サンデゴの公
園

1928 水彩 紙 32.2×49.0 徳島県立近代美術館

レヂエントパークの森（ロ
ンドン）

不詳 水彩 紙 32.5×49.3 個人

ハンプステッド・ヒース（ロ
ンドン）

1930 水彩 紙 45.2×60.0 徳島県立近代美術館

倫敦国民画堂前の教会
堂

1930 水彩 紙 27.9×18.8 夢二郷土美術館

大英博物館入口 1930 水彩 紙 18.2×27.6 夢二郷土美術館

倫敦トラフワルガルの獅
子

1930頃 水彩 紙 24.4×17.0 夢二郷土美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

三宅克己 巴里ルクサンブルグ公園
よりモンマルトルの寺

1930 水彩 紙 18.8×27.5 夢二郷土美術館

白耳義ナミュールの町 1930 水彩 紙 18.6×27.6 個人

白耳義ナミュール町河岸
の家

不詳 水彩 紙 29.5×22.9 夢二郷土美術館

Ⅵ 日本の季節を見つめる

秋色（風景） 不詳 水彩 紙 53.2×95.1 府中市美術館

松島 不詳 水彩 紙 29.8×100.2 川島町（埼玉県）

川桁にて 1918 水彩 紙 13.3×36.0 徳島県立近代美術館

円山公園 1919 水彩 紙 13.8×36.7 徳島県立近代美術館

会津の雪 水彩 紙 24.1×32.0 徳島県立近代美術館

奈良（仮称） 大正期 水彩 紙 15.5×22.0 徳島県立近代美術館

吉野川上田遠望 不詳 水彩 紙 32.4×48.8 個人

上野廣小路 大正‐昭和初
期頃

水彩 紙 24.2×27.4 個人

風景 不詳 水彩 紙 34.5×52.0 徳島県立近代美術館

樹陰 1938 水彩 紙 39.8×52.2 徳島県立近代美術館

越後中里の残雪 1940頃 水彩 紙 24.4×33.7 個人

信州田口雪景 1941 水彩 紙 29.0×75.0 徳島県立近代美術館

名張川の倒影 不詳 水彩 紙 34.4×50.7 徳島県立近代美術館

楠の新芽 不詳 水彩 紙 44.0×51.0 市立小諸高原美術館・
白鳥映雪館

武蔵里、小川の残雪 不詳 水彩 紙 32.5×24.0 京都国立近代美術館

Ⅶ 真鶴のアトリエから－陽光を求めて

真鶴風景 不詳 水彩 紙 34.5×51.0 徳島県立近代美術館

真鶴風景 1934 油彩 板 22.9×27.8 徳島県立近代美術館

相州真鶴港全景 1935頃 水彩 紙 26.8×38.0 町立湯河原美術館

相州真鶴港 不詳 水彩 紙 33.0×53.0 真鶴町教育委員会

真鶴港 不詳 水彩 紙 38.0×70.8 真鶴町教育委員会

真鶴風景 不詳 素描 紙 30.7×60.7 真鶴町立まなづる小学
校

真鶴風景 1938 水彩 紙 22.4×31.0 徳島県立近代美術館

箱根湯本附近の桜 不詳 水彩 紙 24.0×35.0 徳島県立近代美術館

伊豆南條よりの富士 制作年不詳 水彩 紙 49.0×64.0 徳島県立近代美術館

相州石橋山遠望 1935年3月20
日

水彩 紙 18.9×25.1 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

三宅克己 伊豆東海岸 不詳 水彩 紙 67.0×100.0 市立小諸高原美術館・
白鳥映雪館

箱根旧街道 1940頃 水彩 紙 54.5×72.8 個人

箱根の秋 昭和初期 水彩 紙 32.3×50.0 徳島県立近代美術館

裾野の渓流 不詳 水彩 紙 33.5×45.5 徳島県立近代美術館

Ⅷ 光の輝き－戦後の作品を中心に

夕暮れ 1940代 水彩 紙 31.5×40.6 個人

初秋の陽光 1940代 水彩 紙 24.0×33.5 個人

駿州三嶋在の緑陰 1947 水彩 紙 31.5×40.3 千葉県立美術館

美濃養老公園 不詳 水彩 紙 33.4×45.2 千葉県立美術館

箱根旧道の杉並木 1947 水彩 紙 44.9×33.1 京都国立近代美術館

箱根旧道の杉並木 1947頃 水彩 紙 45.4×33.4 個人

箱根 昭和初期 水彩 紙 31.5×40.9 徳島県立近代美術館

箱根大平台 不詳 水彩 紙 33.0×45.5 徳島県立近代美術館

甲州桂川風景 1951頃 水彩 紙 32.2×41.1 徳島県立近代美術館

勝沼の景 1940-50代 水彩 紙 31.8×40.8 個人

伊豆狩野川 1940-50代 水彩 紙 33.8×46.0 個人

釣堀武蔵野の或村 1954 水彩 紙 33.5×24.6 徳島県立近代美術館
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3-3 移動展

つるぎ町合併10周年記念事業 徳島県立近代美術館移

動美術展

● 会期

平成26年10月21日［火］‐10月26日［日］（6日間）

● 会場

つるぎ町就業改善センター

● 視点

つるぎ町合併10周年記念事業の一つとして、つるぎ町

からの申し出により、本館とつるぎ町の共同事業として開

催した。県西部の人たちに、久しぶりに近代美術館のコレ

クションをより身近に感じ、親しんでもらえる好機となった。出

品作品の選択などの段階から、町役場と企画内容を検

討し、講演会、学校向けのプログラムなど、関連する普及

事業も盛り込んだ。内容は、1996年に旧貞光町で開催し

た移動展「第3回徳島県立近代美術館移動展－美術館

がやってきた」の出品作品を見据えながら、前回にリスト

アップできなかったパブロ・ピカソ＜ドラ・マールの肖像＞を

中心に、収集方針の大きな柱である「20世紀以降の人間

表現」をテーマとした内容で、「海外の名品」、「日本の近

代美術」、「今日の美術」という大きな三つの章立てで、31

点の作品により構成した。

● 主催

つるぎ町、徳島県立近代美術館

● 観覧料

無料

● 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

ちらし：A4判

出品リスト：A4判 簡易印刷

● 入館者数

2,145人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「県立近代美術館つるぎ町で移動展 所蔵31点」『朝

日新聞』 平成26年10月22日（徳島版）

「ピカソや伊原宇三郎…つるぎ町に名画ずらり 21日から

県立近代美術館移動展」『徳島新聞』 平成26年10月

19日（朝刊）

「ピカソらの絵間近に つるぎ町で移動美術展開幕」『徳

島新聞』 平成26年10月22日（朝刊）

● 担当学芸員

吉原美惠子、江川佳秀

● 出品リスト

作品データは、次の順に記した。

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×奥行きで表した。

版画作品の寸法はシート・サイズである。
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●出品リスト
つるぎ町合併10周年記念事業「徳島県立近代美術館移動美術展出品」リスト

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

海外の名品

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

ジョルジュ・ルオー ダンサー（ロシア・バレエ
団による「放蕩息子」より）

1929 墨、パステル 紙 74.3×52.2

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉1．扉絵

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉39．クレアリステの手
で着付けをして髪を結っ
てもらうクロエ

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉41．ニンフたちの洞窟
での婚礼の宴

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉42．結婚

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

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〉2．サー
カス

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〉12．水
槽を泳ぐ女

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

日本の近代美術

清原重以知 ロシヤの女優 1916 油彩 キャンバス 65.2×65.2［清原美弥子氏寄贈］

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

河井清一 裸婦 1920頃 パステル 紙 22.4×20.9［河井慶清氏寄贈］

T嬢の像 1946 油彩 キャンバス 91.0×71.8［吉田東史氏寄贈］

桂ゆき さる・かに合戦 1948 油彩 キャンバス 90.0×115.0

泉茂 逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4

山下菊二 襖を抜く 1972 油彩 キャンバス 104.0×73.3

柳原義達 立女 1957 ブロンズ 40.5×19.0×9.5

今日の美術

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

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
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ロイ・リクテンスタイン 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

版画集〈11人のポップ・
アーチスト�〉1．「おやす
み、ベイビー！」

1965 シルクスクリーン 紙 90.5×65.1

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�〉11．タバコ・
ローズ

1965 シルクスクリーン 紙 71.2×56.0

津田亜紀子 繰り返される模様 1999 樹脂、布 160.0×40.0×21.0

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》

1993 油彩 キャンバス 99.7×129.3

奈良美智 UNTITLED
（BROKEN TREASURE）

1995 アクリル絵具 綿布 150.0×150.0

シンディ・シャーマン 無題＃123 1983 カラープリント 89.3×61.2

石内都 25 MAR 1916#2 2000 ゼラチンシルバープリント 38.0×27.0

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

25 MAR 1916#3 2000 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0
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3-4 フリースペース

チャレンジとくしま芸術祭2015

● 会期・会場など

○「展示部門」：平成27年1月20日［火］‐2月1日［日］

9 : 30-17 : 00（2月1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27年1月25日（日）

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27年2月1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27年3月14日［土］、15日［日］

9 : 30-17 : 00（15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27年3月15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6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26年8月1日［金］‐10月31日［金］

［必着］

(2) 参加者数

「展示部門」42組（応募数58組）

「パフォーマンス部門」18組（応募数32組）

※参加者説明会・公開抽選会（平成26年11月9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・上演作品リスト：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・上演作品リスト：A4 2ページ

● 来館者数

3,581名、受賞者発表会624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 （鳴門教育大学大学院教授）

河原崎貴光 （徳島大学大学院准教授）

宮本 絢 （株式会社「あわわfree」編集長）

森山宏昭 （徳島県立近代美術館長）

森 芳功 （徳島県立近代美術館企画交流室長）

○パフォーマンス部門

山口雅人 （株式会社エフエムびざん プロデュー

サー）

佐藤陽香 （徳島新聞社三好支局 記者）

加藤 十 （イベントプランナー）

佐藤憲治 （地域文化コーディネーター）

中瀬敬一 （文化の森振興本部長・徳島県立二十

一世紀館長）

● 受賞者・受賞作品

○展示部門

【グランプリ】

mami（イラストレーション）

〈マイバッグ〉 2014年 レジ袋 ペン

［受賞理由］

日常と接続性のある捨てられてしまうレジ袋を、支持

体として新しい価値を与え、エコ活動としての発展性も

期待できる。

【準グランプリ】

伊丹直子（絵画）

〈おちいさいかたち〉 2014年 かまぼこ板 アクリル絵

の具

［受賞理由］

小さなパーツが、空間を活用して美しく配置されている。

【チャレンジ奨励賞】

佐藤ユノ（イラスト）

〈NIPPON〉 2014-15年 コピックマルチライナー、コッピ

クスケッチ、ケント紙、四つ切り画用紙など

［受賞理由］

独自の世界観がうかがわれ、装飾性を表現に取り入れ

ているところが、評価できる。

【チャレンジ奨励賞】

グループG（ボックスアート）

〈Time Box〉 2014-15年 木箱、ミクストメディア

［受賞理由］

グループで制作している楽しさが伝わってくる。

【チャレンジ奨励賞】

もも（絵画）

〈破壊〉2014-15年 アクリル絵の具、コラージュ

［受賞理由］

しっかりした制作動機があり、大画面で昇華しつつある

点が評価される。

【MIP賞】

下川真緒（ファイバーアート）

〈Tat Tvam Asi〉 2015年 古着、刺繍糸、毛糸、レー

ス、スパンコール、ミクストメディア

［受賞理由］

制作過程の熱気が伝わり、ポジティブな印象を受けた。

○パフォーマンス部門

【グランプリ】

タケと愉快な仲間たち（ビックバンドジャズ）

〈Gen, Gen, Gen／It Don’t Mean a Thing（If It Ain’t

Got That Swing）／君をのせて〉

［受賞理由］

演奏を聞かせる技術だけでなく、見せる技術も秀でて

いた。ビッグバンドの構成が持つ迫力が感じられるとともに、
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ボーカルが演奏と一体化して素晴らしかった。

【準グランプリ】

徳島はっちー（クラウン（道化師））

〈ジャグリング、パントマイムなど〉

［受賞理由］

見せ方だけでなく、最後まで独自の世界観を崩さな

かった。空間をうまく使った舞台構成が見事であり、表現

力も高かった。

【チャレンジ奨励賞】

徳島市立高校ダンス部（ダンス）

〈Vacation/ I Got a boy/ L.A. boys/ending〉

［受賞理由］

楽しそうに踊る表情、笑顔が気持ち良く、高校生のパ

ワーが感じられた。オリジナル性を打ち出せば、もっと良くな

る。

【チャレンジ奨励賞】

カーネーション（音楽 オカリナ演奏）

〈岬めぐり／夜明けのスキャット／ラデツキー行進曲〉

［受賞理由］

選曲が良かった。一つ一つのオカリナの良さがアンサン

ブルの中からほどよく突き抜けていく心地よさがあった。

【MIP賞】

ラッキークローバー（ダンス）

〈ジョイフル（いきものががり）ほか〉

［受賞理由］

子供たちだけで考える中から生みだされる良さがあった。

テクニック的にはまだまだのびしろがあるが、ダンスの楽しみ

方から純粋さが感じられた。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧

「展示部門」

・グランプリ

mami〈マイバッグ〉 2014年 レジ袋、ペン

・準グランプリ

伊丹直子〈おちいさいかたたち〉 2014-15年 かまぼこ

板、アクリル絵の具

・チャレンジ奨励賞

佐藤ユノ 〈NIPPON〉 2014-15年 コピックマルチラ

イナー、コピックスケッチ、ケント紙、四ツ切画用紙 など

グループG 〈Time BoxⅡ〉 2015年 ミクストメディア

もも 〈破壊…そしてその後…〉 2014年11月‐15年3月

アクリル絵の具 板

・MIP賞（モーストインプレッシブプレイヤー）

下川真緒 〈Tat Tvam Asi〉 2015年 古着、刺繍糸、

毛糸、レース、スパンコール ミクストメディア

「パフォーマンス部門」

・グランプリ

たけと愉快な仲間たち 〈1. Get It On 2. Samba Del

Gringo 3. Old Devil Moon 4. LEGAL-HIGH 5．

君をのせて〉

・準グランプリ

徳島はっちー 〈パントマイム、ジャグリング〉

・チャレンジ奨励賞

徳島市立高校ダンス部 〈1．オープニング 2. Vacation

3. Go in in 4. High School Love 5. Lips 6. All

about that bass 7．エンディング〉

カーネーション 〈1．アメリカンパトロール 2．夜明けのス

キャット 3．岬めぐり 4．ラ・クンパルシータ 5．詩の朗

読 6．黒猫のタンゴ 7．春が来た・おぼろ月夜 8．コ

ンドルは飛んで行く 9．津軽のふるさと 10．ラデツキー

行進曲〉

・MIP賞（モーストインプレッシブプレイヤー）”

ラッキークローバー〈ジョイフル、いま走り出せば〉いきものが

かり 〈clap clap〉西野カナ

［上演順］ カーネーション／徳島はっちー／徳島市立高校

ダンス部／ラッキークローバー／たけと愉快な仲間たち

● 効果と問題点

6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、両部門の合計応募者数は過去最高と
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なった。展示部門の開催期間の1週間延長による利便性

の向上と、審査員の大幅な交代による受賞者の幅の拡が

りを図った。「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

「個性光る力作111点 徳島市 チャレンジ芸術祭開

幕」『徳島新聞』 平成26年1月20日

「B-STEP TALKING」 エフエムびざん 平成27年1月

13日

「チャレンジとくしま芸術祭2014」 日本中央テレビ 平

成27年2月11日ほか

「フォーカスとくしま」 四国放送 平成27年1月20日

● 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2014年度第1期

1 平成26年4月29日［火・祝］
14 : 00-14 : 45

この1点「吹田文明 木版画のドラマ」 竹内利夫（上席学芸員） 14名 展示室1・2

2 平成26年5月4日［日・祝］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「シェフのおすすめアート
メニュー」

友井伸一（上席学芸員） 16名 展示室1・2

3 平成26年6月15日［日］
14 : 00-15 : 00

美術を楽しむわたくし流「瞳で、耳で、心で
食べるおやつの時間」

出演：チョコレートたると（高瀬祥代（朗
読）、福井ふみお（ギター等））

60名 展示室1・2

4 平成26年6月22日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「季節を見つける 大
久保英治 新収蔵」

友井伸一（上席学芸員） 14名 展示室1・2

（2）徳島のコレクション2014年度第2期

5 平成26年7月13日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「知られざる異才 鏑
木昌弥の世界」

吉川神津夫（上席学芸員） 5名 展示室1・2

6 平成26年7月21日［月・祝］
14 : 00-14 : 45

この1点「香月泰男 なにを思う」 安達一樹（上席学芸員） 25名 展示室1・2

7 平成26年8月3日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「知られざる異才 鏑
木昌弥の世界」

吉川神津夫（上席学芸員） 6名 展示室1・2

8 平成26年8月17日［日］
14 : 00-14 : 45

この1点「画家と戦争体験 山下菊二」 江川佳秀（学芸調査課長） 18名 展示室1・2

9 平成26年8月30日［土］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「知られざる異才 鏑
木昌弥の世界」

吉川神津夫（上席学芸員） 5名 展示室1・2

10 平成26年10月5日［日］
14 : 00-15 : 00

美術を楽しむわたくし流「きんこのアート笑々
（へらへら）」

西川欣子（イラストレーター） 8名 展示室1・2

（3）徳島のコレクション2014年度第3期

11 平成26年11月24日［月・振休］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「最後の絵師 団藍舟
の日本画」

江川佳秀（学芸調査課長） 9名 展示室1・2

12 平成26年11月30日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「山下菊二 絵の描き
方」

江川佳秀（学芸調査課長） 13名 展示室1・2

13 平成27年3月1日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「団藍舟の世界」 江川佳秀（学芸調査課長） 6名 展示室1・2

合計 199名
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2 特別展に関連した催し

3 移動展に関連した催し

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

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）三嶽伊紗のしごと―みているもののむこう

1 平成26年4月27日［日］
14 : 00-15 : 00

特別展ツアー 吉原美恵子（上席学芸員） 15名 展示室3

2 平成26年5月11日［日］
14 : 00-15 : 00

特別展ツアー 吉原美恵子（上席学芸員） 16名 展示室3

3 平成26年5月25日［日］
14 : 00-15 : 00

アーティストトーク「三嶽伊紗さん」 三嶽伊紗（本展出品作家） 94名 展示室3

4 平成26年6月8日［日］
14 : 00-15 : 00

特別展ツアー 吉原美恵子（上席学芸員） 32名 展示室3

（2）生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展

5 平成26年6月29日［日］
14 : 00-15 : 30

きんびセミナー「三宅克己回顧展プレ講
座」

森芳功（企画交流室長） 7名 講座室

6 平成26年10月12日［日］
14 : 00-15 : 00

特別展ツアー 森芳功（企画交流室長） 36名 展示室3

7 平成26年11月2日［日］
14 : 00-15 : 30

トーク＆朗読「風景画と響きあう言葉 高
橋久美子スペシャルトーク＆朗読」

高橋久美子（作家・作詞家 元チャッ
トモンチー）

48名 展示室3

8 平成26年11月15日［土］
14 : 00-15 : 00

特別展ツアー「要約筆記で楽しむ展示解
説」

森芳功（企画交流室長） 27名 展示室3

9 平成26年11月16日［日］
14 : 00-15 : 00

潮江宏三ギャラリー・トーク 潮江宏三（京都市美術館長） 30名 展示室3

10 平成26年11月23日［日・祝］
14 : 00-15 : 00

特別展ツアー 森芳功（企画交流室長） 39名 展示室3

11 平成26年11月30日［日］
10 : 00-12 : 00

特別展ツアー「手話で楽しむ展示解説」 森芳功（企画交流室長） 30名 展示室3

合計 374名

移動展会場で催しを企画した。学校見学の団体解説については、4-2「学校教育との連携」の項を参照。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）つるぎ町合併10周年 移動美術展

1 平成26年10月21日［火］
10 : 30-11 : 00

ギャラリートーク 江川佳秀（学芸調査課長）、吉原美恵
子（上席学芸員）

30名 展示会場

2 平成26年10月21日［火］
13 : 30-14 : 00

ギャラリートーク 江川佳秀（学芸調査課長）、吉原美恵
子（上席学芸員）

16名 展示会場

3 平成26年10月23日［木］
10 : 30-11 : 00

ギャラリートーク 安達一樹（上席学芸員） 30名 展示会場

4 平成26年10月23日［木］
13 : 30-14 : 00

ギャラリートーク 安達一樹（上席学芸員） 35名 展示会場

5 平成26年10月24日［金］
10 : 30-11 : 00

ギャラリートーク 江川佳秀（学芸調査課長） 13名 展示会場

6 平成26年10月24日［金］
13 : 30-14 : 00

ギャラリートーク 江川佳秀（学芸調査課長） 27名 展示会場

7 平成26年10月24日［金］
19 : 30-20 : 00

ギャラリートーク 江川佳秀（学芸調査課長） 45名 展示会場

8 平成26年10月25日［土］
10 : 30-11 : 00

ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員） 45名 展示会場

9 平成26年10月25日［土］
13 : 30-14 : 00

ギャラリートーク 森芳功（企画交流室長） 30名 展示会場

10 平成26年10月26日［日］
10 : 30-11 : 00

ギャラリートーク 森芳功（企画交流室長） 25名 展示会場

11 平成26年10月26日［日］
14 : 00-15 : 00

講演会「美術表現にみる『時代』」 吉原美恵子（上席学芸員） 22名 研修室

合計 318名
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4 きんびセミナー

5 とくしま近美 こども鑑賞クラブ 「君こそアートの名探偵」

講師との対話やクイズなどのメニューを通して、鑑賞の楽しさを体験する講座。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成26年6月14日［土］
14 : 00-14 : 45

「みたけいさ」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

26名 展示室3

2 平成26年7月5日［土］
14 : 00-14 : 45

所蔵作品展「シェフのメニュー」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

21名 展示室1

3 平成26年8月2日［土］
14 : 00-14 : 45

所蔵作品展「リゾート」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

13名 展示室1

4 平成26年9月6日［土］
14 : 00-14 : 45

「かぶらぎ」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

26名 展示室3

5 平成26年10月25日［土］
14 : 00-14 : 45

所蔵作品展「彫刻」の巻 竹内利夫（上席学芸員） 15名 展示室1

6 平成26年11月29日［土］
14 : 00-14 : 45

「みやけこっき」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

28名 展示室3

7 平成27年2月7日［土］
14 : 00-14 : 45

所蔵作品展「きくじ」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

12名 展示室1

8 平成27年3月21日［土・祝］
14 : 00-14 : 45

所蔵作品展「らんしゅう」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

8名 展示室1

合計 149名

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

1 平成26年6月1日［日］
10 : 00-12 : 00

きんびアトリエ「続・文化の森でお菓子の
家をつくろう」

内田悦子（管理栄養士・保育士） 31名 アトリエ2

2 平成26年6月1日［日］
14 : 00-16 : 00

きんびアトリエ「文化の森でお菓子の家を
つくろう」

内田悦子（管理栄養士・保育士） 40名 アトリエ2

3 平成26年7月6日［日］
10 : 00-12 : 00

きんびアトリエ「続・工芸パンでつくるウェル
カムボード」

藤六愛（お菓子とパンの教室 ろく
キッチン）

23名 アトリエ2

4 平成26年7月6日［日］
14 : 00-16 : 00

きんびアトリエ「工芸パンでつくるウェルカム
ボード」

藤六愛（お菓子とパンの教室 ろく
キッチン）

30名 アトリエ2

5 平成26年8月8日［金］
13 : 00-16 : 30

きんびセミナー「夏休み宿題そうだん会（小
学生以上）」

美術館スタッフ、鳴門教育大学学生 34名 アトリエ2、講座
室

6 平成26年8月17日［日］
13 : 00-16 : 30

きんびセミナー「夏休み宿題そうだん会（小
学生以上）」

美術館スタッフ、鳴門教育大学学生 33名 アトリエ2、講座
室

7 平成26年10月19日［日］
10 : 00-16 : 00

きんびアトリエ「風景スケッチのすすめ」 鈴木久人（鳴門教育大学教授） 27名 文化の森公園
内、アトリエ2

8 平成26年10月26日［日］
10 : 00-12 : 00

きんびセミナー「おとな鑑賞クラブ ネイ
チャーゲームと風景画鑑賞の巻」

富林純子（徳島県シェアリングネイ
チャー協会会員）、竹内利夫（上席
学芸員）ほか

15名 文化の森公園
内、展示室

9 平成26年12月23日［火・祝］
14 : 00-15 : 30

きんびセミナー「絵の身になって見てみようの
巻」

竹内利夫（上席学芸員）ほか 14名 展示室

合計 247名
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6 ユニバーサル事業

7 共催事業

4-5「みんなで創るユニバーサルミュージアム事業」の項を参照。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成27年2月11日［水・祝］
11 : 00-11 : 20

ミニ体験ツアー ベビーカーアワー 学芸員ほか 16名 展示室3

2 平成27年2月11日［水・祝］
12 : 00-12 : 20

ミニ体験ツアー 手の感覚をつかって 学芸員ほか 12名 展示室3

3 平成27年2月11日［水・祝］
15 : 00-15 : 20

ミニ体験ツアー 頭の中でイメージできるか
な

学芸員ほか 9名 展示室3

4 平成27年2月13日［金］
13 : 40-15 : 00

交流トークをしてみよう 西岡克浩（株式会社丹青社デザイ
ナー／聞こえない人）、半田こずえ（明
治学院大学講師／見えない人）

36名 展示室3

5 平成27年2月14日［土］
10 : 00-12 : 00

美術を楽しむわたくし流 西岡克浩（株式会社丹青社デザイ
ナー／聞こえない人）、半田こずえ（明
治学院大学講師／見えない人）

65名 展示室3

6 平成27年2月15日［日］
10 : 30-11 : 30

いろんなコミュニケーションで楽しもう 学芸員ほか 5名 展示室3

7 平成27年2月15日［日］
14 : 00-16 : 00

てさぐり彫刻して見るで 岩野勝人（大阪成蹊大学芸術学部
准教授）

9名 展示室3

8 平成27年2月21日［土］
11 : 00-11 : 20

ミニ体験ツアー ベビーカーアワー 学芸員ほか 27名 展示室3

9 平成27年2月21日［土］
14 : 00-14 : 45

ユニバーサル美術館へごあんない 学芸員ほか 10名 展示室3

10 平成27年2月22日［日］
11 : 00-11 : 20

ミニ体験ツアー ベビーカーアワー 学芸員ほか 5名 展示室3

11 平成27年2月22日［日］
14 : 00-15 : 00

いろんなコミュニケーションで楽しもう 学芸員ほか 5名 展示室3

合計 199名

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

1 平成26年5月5日［月・祝］
9 : 30-16 : 00

食べる！文化の森フェスティバル「アートくつ
ろぎ広場：美術館であそぼう」

学芸員ほか 400名 ロビー

平成26年5月5日［月・祝］
10 : 30-15 : 00

食べる！文化の森フェスティバル美術館で
遊び隊「折り紙で作る食の世界」

ボランティアグループ「ビボラボ」

2 平成26年8月24日［日］
9 : 30-16 : 00

文化の森サマーフェスティバル「アートくつろ
ぎ広場：美術館であそぼう」

学芸員ほか 1,421名 ロビー

平成26年8月24日［日］
10 : 30-15 : 00

文化の森サマーフェスティバル美術館で
遊び隊「折り紙で生きものをつくろう」

ボランティアグループ「ビボラボ」

3 平成26年11月3日［月・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森大秋祭り！！「アートくつろぎ広場：
美術館であそぼう」

学芸員ほか 1,163名 ロビー

平成26年11月3日［月・祝］
10 : 30-15 : 00

文化の森大秋祭り！！美術館で遊び隊「折
り紙で秋のモチーフを折ろう」

ボランティアグループ「ビボラボ」

4 平成27年2月11日［水・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森ウィンターフェスティバル「アートくつ
ろぎ広場：美術館で遊ぼう」

学芸員ほか 1,390名 ロビー、展示室

合計 4,374名
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8 団体鑑賞（学校関係以外）での解説

9 単独の団体鑑賞（学校関係以外）

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 鑑賞教育推進プロジェクト 平成26年5月10日［土］
13 : 30-14 : 00

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利 夫（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

特別展「三嶽伊紗のしごと－みているもの
のむこう」、所蔵作品展「徳島のコレクショ
ン2014年度第1期」を鑑賞。

一般6名

2 あゆみ園 平成26年6月5日［木］
13 : 30-14 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「三嶽伊紗のしごと－みているもの
のむこう」を鑑賞。

一般17名、
引率5名

3 あゆみ園 平成26年6月13日［金］
10 : 00-11 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「三嶽伊紗のしごと－みているもの
のむこう」を鑑賞。

一般3名、
引率1名

4 介護セミナー「いきいき健康
ひろば」有志

平成26年7月17日［木］
10 : 30-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

一般18名

5 徳島大学薬学部同窓会
（眉山会）

平成26年10月5日［日］
9 : 30-10 : 10

安達一樹（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

一般26名

6 美術館協議会 平成26年10月17日［金］
12 : 20-13 : 15

森芳功（企画交
流室長）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」を鑑賞。

一般5名

7 藍里病院デイケア 平成26年10月24日［金］
14 : 00-14 : 25

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」を鑑賞。

一般38名、
引率4名

8 広島県福山市NHK文化セ
ンター福山支社

平成26年11月2日［日］
11 : 40-12 : 30

森芳功（企画交
流室長）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」、所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第2期」を鑑賞。

一般39名

9 NHK講座 福山教室 平成26年11月5日［水］
11 : 00-12 : 15

森芳功（企画交
流室長）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」、所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第2期」を鑑賞。

一般37名

10 介護セミナー「いきいき健康
ひろば」有志

平成26年11月7日［金］
10 : 00-11 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」、所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第2期」を鑑賞。

一般10名

11 バラの会 平成26年11月19日［水］
13 : 15-14 : 45

森芳功（企画交
流室長）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」を鑑賞。

一般17名

12 やかげ郷土美術館 平成26年11月21日［金］
14 : 35-15 : 10

安達一樹（上席
学芸員）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」を鑑賞。

一般9名

13 松本ビーズ教室 平成26年12月5日［金］
13 : 30-15 : 30

森芳功（企画交
流室長）

特別展「生誕140年・没後60年記念
水彩表現の開拓者 三宅克己回顧
展」、所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第3期」を鑑賞。

一般5名

14 さわらび読書会 平成27年2月18日［水］
13 : 15-15 : 05

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2014年度第3期」を鑑賞。

一般8名

一般 238名 引率 10名 合計 248名

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

1 那賀川町 わかば会 平成26年7月2日［水］
13 : 30-13 : 50

所蔵作品展「徳島のコレクション2014年度第1期」を鑑賞。 高齢者8名

2 小松島市シルバー大学
OB会

平成26年7月31日［木］
13 : 50-14 : 30

所蔵作品展「徳島のコレクション2014年度第2期」を鑑賞。 高齢者20名

3 NHK美術館とグルメの旅 平成26年10月15日［水］
15 : 00-16 : 30

特別展「生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者
三宅克己回顧展」、所蔵作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

一般28名

4 鳴門市のお絵書き教室 平成26年11月29日［土］
10 : 00-10 : 40

特別展「生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者
三宅克己回顧展」を鑑賞。

小学生5名、
引率1名
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10 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26年8月4日［月］‐8月8日［金］の5日間

●学校名及び人数

徳島大学 4名

鳴門教育大学 4名

四国大学 2名

計 10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。

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

5 有誠園 平成26年12月3日［水］
11 : 10-12 : 10

特別展「生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者
三宅克己回顧展」、所蔵作品展「徳島のコレクション2014年
度第3期」を鑑賞。

障がい者3名、
付き添い2名

一般 64名 引率等 3名 合計 67名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 社会福祉法人
助任福祉会
助任保育園
4歳

平成26年5月17日［土］
10 : 00-11 : 30

展覧会を鑑賞した後、展示室内にて色鉛
筆で作品の塗り絵を楽しんだ。

森 芳 功（企 画 交 流 室
長）、竹内利夫（上席学
芸 員）、亀 井 幸 子（係
長）、大西葵（文化推進
員）

園児30名
引率8名

2 徳島大学国際
センター
留学生

平成26年5月30日［金］
13 : 30-14 : 50

留学生と、スタッフでペアになりお気に入りの
作品をみつける活動をした。

竹 内 利 夫（上 席 学 芸
員）、亀井幸子（係長）、
阿地恵奈、大西葵（文
化推進員）

学生8名
引率4名

3 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年6月6日［金］
9 : 30-12 : 00

アトリエで造形活動。裁断された紙と絵の
具とのりを混ぜてシュレッダー絵の具をつくっ
た。それを台紙に貼り付けてレリーフの壁飾
りをつくった。

亀井幸子（係長）、阿地
恵奈（文化推進員）

園児24名
引率4名

4 鳴門教育大学
大学生1年、
大学院生1年

平成26年6月15日［日］
13 : 00-16 : 00

「くりえぃてぶアート鑑賞」屋外彫刻を中心に
鑑賞し、疑問や他者と討論したい課題を
探したあと、講座室にて作品について討論
した。

山木朝彦（鳴門教育大
学）、亀井幸子（係長）

学生9名
引率2名

5 徳島県立徳島
中央高等学校
通信制課程
通信制

平成26年10月9日［木］
10 : 20-11 : 25

展示室で作品鑑賞をした後、午後からアト
リエで水彩画に親しむ活動を行った。透明
水彩絵の具で風景画などを描き水彩画の
よさを味わった。

安 達 一 樹、友 井 伸 一
（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）、阿地恵奈、
大西葵（文化推進員）

生徒31名
引率16名

6 徳島県立城北
高等学校
美術部

平成26年10月17日［金］
12 : 00-15 : 45

三宅克己回顧展を鑑賞したあと、アトリエに
て透明水彩を使った制作を行った。

森 芳 功（企 画 交 流 室
長）、亀井幸子（係長）

生徒8名
引率1名

7 徳島市立八万
保育所
4歳

平成26年10月21日［火］
9 : 30-11 : 00

三宅克己回顧展を鑑賞したあと、アトリエに
て透明水彩を使って色塗りを楽しんだ。

森 芳 功（企 画 交 流 室
長）、亀井幸子（係長）

園児22名
引率4名

8 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年10月23日［木］
9 : 30-11 : 00

三宅克己回顧展を鑑賞したあと、アトリエに
て透明水彩を使って色塗りを楽しんだ。

友 井 伸 一（上 席 学 芸
員）、亀井幸子（係長）

園児24名
引率4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

9 北島町立北島
北小学校
3年生

平成26年10月24日［金］
9 : 30-12 : 00

三宅克己回顧展を鑑賞したあと、アトリエ
で透明水彩を使って色塗りを楽しんだ。

竹 内 利 夫（上 席 学 芸
員）、亀井幸子（係長）、
阿地恵奈、大西葵（文
化推進員）

児童45名
引率4名

10 徳島市立内町
保育所
4、5歳

平成26年11月11日［火］
10 : 35-11 : 40

保育所でつくった「マイ・足形」を使った鑑
賞活動を行った。どこから見るのがいいか、
各人がおすすめの場所に置いて活動。

友 井 伸 一（上 席 学 芸
員）、亀井幸子（係長）

園児29名
引率4名

11 徳島市立八万
保育所
4、5歳

平成26年11月27日［木］
10 : 00-11 : 30

三宅克己回顧展を鑑賞。お気に入りの作
品を探したり、作品から聞こえてくる音（鳥の
声、水の音など）を発見したりしながら楽しく
絵を見ることができた。アトリエで葉っぱの色
塗りも楽しんだ。

友 井 伸 一（上 席 学 芸
員）、亀井幸子（係長）、
大西葵（文化推進員）

園児49名
引率6名

12 徳島県中学校
合同文化作品
展アートワーク
ショップ中学生、
保護者

平成26年12月20日［土］
13 : 30-14 : 10

アトリエで造形活動。裁断された紙と絵の
具とのりを混ぜてシュレッダー絵の具をつくっ
た。それを台紙に貼り付けてレリーフの壁飾
りをつくった。

亀井幸子（係長）、阿地
恵奈（文化推進員）

生徒19名
引率5名
保護者1名

13 徳島市立八万
保育所
5歳

平成27年1月22日［木］
9 : 35-10 : 00

展示室を見学後、アトリエで土粘土による
造形活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児24名
引率3名

14 徳島市立八万
保育所
4、5歳

平成27年2月12日［木］
9 : 35-10 : 00

展覧会を見学後、アトリエで「思い出マッ
ト」づくりに取り組んだ。自分の服を紐状に
切り、網に結んでつくっていった。

竹 内 利 夫（上 席 学 芸
員）、亀井幸子（係長）

園児26名
引率4名

15 学芸員養成講
座（徳大、鳴教
大、文理大、
四国大）

平成27年3月8日［日］
15 : 40-16 : 30

展示の実際を現場で見学した。 友 井 伸 一（上 席 学 芸
員）

学生32名

計 園児・児童・生徒・学生 380名 教員 70名／合計 450名

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 さぬき市立志度中学校
2年

平成26年4月25日［金］
9 : 30-12 : 05

森芳功（企画交
流室長）、安達
一樹、友 井 伸
一（上席 学 芸
員）、亀井幸子
（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

生徒116名
引率7名

2 香川県立高松高等学校
3年

平成26年4月25日［金］
11 : 00-12 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

生徒35名
引率2名

3 徳島市上八万小学校
5年

平成26年5月2日［金］
9 : 30-10 : 35

竹内利夫、友井
伸一（上 席 学
芸員）

特別展「三嶽伊紗のしごと－みて
いるもののむこう」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2014年度第1
期」を鑑賞。

児童50名
引率3名

4 徳島市立八万保育所
5歳

平成26年5月8日［木］
9 : 45-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児25名
引率4名

5 徳島県吉野川市立知恵
島小学校
3、4、5年

平成26年5月9日［金］
10 : 00-11 : 10

竹内利夫、友井
伸一（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

児童62名
引率6名

6 阿南市立新野東小学校
1-6年

平成26年5月9日［金］
9 : 40-10 : 45

森芳功（企画交
流室長）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

児童26名
引率8名

7 徳島市立八万保育所
4歳

平成26年5月15日［木］
9 : 45-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児21名
引率3名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

8 徳島市立八万小学校
5年

平成26年5月15日［木］
9 : 30-11 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

児童99名
引率4名

9 徳島市立城西保育所
5歳

平成26年5月27日［火］
10 : 40-11 : 45

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児27名
引率4名

10 徳島市立城西保育所
4歳

平成26年6月3日［火］
10 : 40-11 : 55

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児31名
引率4名

11 徳島県立徳島聴覚支援
学校
高等部1年

平成26年6月10日［火］
14 : 00-15 : 30

森芳功（企画交
流室長）

特別展「三嶽伊紗のしごと」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

生徒1名
引率1名

12 徳島市城西中学校
特別支援学級1、2年

平成26年6月11日［水］
11 : 10-11 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

生徒6名
引率3名

13 徳島市立不動保育所
5歳

平成26年6月11日［水］
12 : 15-12 : 55

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児6名
引率3名

14 とくしま健祥会保育園
5歳

平成26年6月17日［火］
10 : 00-11 : 20

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児34名
引率4名

15 徳島市立富田保育所
5歳

平成26年6月18日［水］
10 : 00-12 : 00

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園 児15名
引率3名

16 徳島市立明善保育所
5歳

平成26年6月18日［水］
10 : 00-12 : 00

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児2名
引率2名

17 徳島市立八多保育所
4、5歳

平成26年6月18日［水］
10 : 00-12 : 00

亀井幸子（係長） 所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児10名
引率4名

18 徳島市立八万東保育所
5歳

平成26年6月25日［水］
10 : 30-11 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

園児22名
引率3名

19 徳島市方上小学校他
1-6年

平成26年6月25日［水］
10 : 00-12 : 00

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

児童40名
引率14名

20 三好市立西井川小学校
6年

平成26年6月26日［木］
13 : 00-13 : 45

安達一樹（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第1期」を鑑賞。

児童13名
引率1名

21 徳島市一宮保育所
5歳

平成26年9月10日［水］
10 : 00-11 : 30

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第2期」を鑑賞。

園児20名
引率3名

22 高松市立塩江小学校
6年

平成26年10月1日［水］
10 : 55-11 : 15

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第2期」を鑑賞。

児童15名
引率5名

23 阿南市立山口小学校
6年

平成26年10月10日［金］
10 : 35-11 : 40

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第2期」を鑑賞。

児童5名
引率2名

24 徳島県立三好高等学校 平成26年10月11日［土］
13 : 20-14 : 20

江川佳秀（学芸
調査課長）

特別展「生誕140年・没後60年記
念 水彩表現の開拓者 三宅
克己回顧展」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2014年度第2期」を
鑑賞。

生徒6名
引率2名

25 つるぎ町立半田小学校
5年

平成26年10月21日［火］
11 : 00-11 : 45

江川佳秀（学芸
調査課長）、吉
原美恵子（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童29名
引率1名

26 つるぎ町立貞光中学校
2年

平成26年10月21日［火］
14 : 00-14 : 45

江川佳秀（学芸
調査課長）、吉
原美恵子（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

生徒24名
引率1名

27 つるぎ町立貞光小学校
2年

平成26年10月21日［火］
15 : 00-15 : 45

江川佳秀（学芸
調査課長）、吉
原美恵子（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童29名
引率1名

28 徳島市国府保育所
5歳

平成26年10月22日［水］
9 : 30-10 : 20

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児63名
引率7名

29 つるぎ町立半田小学校
1、2年

平成26年10月22日［水］
10 : 00-10 : 45

友井伸一（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童31名
引率1名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

30 つるぎ町立半田幼稚園、
貞光幼稚園、太田幼稚園
の年長児

平成26年10月22日［水］
10 : 00-10 : 45

亀井幸子（係長）つるぎ町合併10周年 移動美術
展

園児34名
引率1名

31 つるぎ町立半田小学校
3年

平成26年10月22日［水］
11 : 00-11 : 45

友井伸一（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童20名
引率1名

32 つるぎ町立貞光小学校
1年

平成26年10月22日［水］
11 : 00-11 : 45

亀井幸子（係長）つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童22名
引率1名

33 つるぎ町立太田小学校、
八千代小学校、古見小学
校 合同
1-6年

平成26年10月22日［水］
13 : 00-13 : 45

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童48名
引率1名

34 つるぎ町立貞光小学校
4年

平成26年10月22日［水］
14 : 00-14 : 45

友井伸一（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童34名
引率1名

35 つるぎ町立半田中学校
2年

平成26年10月22日［水］
14 : 00-14 : 45

吉川神津夫（上
席学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

生徒29名
引率1名

36 つるぎ町立貞光小学校
3年

平成26年10月22日［水］
15 : 00-15 : 45

亀井幸子（係長）つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童38名
引率1名

37 徳島県立つるぎ高等学校 平成26年10月22日［水］
16 : 00-16 : 30

吉川神津夫（上
席学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

生徒4名
引率1名

38 つるぎ町立半田中学校
3年

平成26年10月23日［木］
11 : 00-11 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

生徒32名
引率1名

39 つるぎ町立貞光中学校
2年

平成26年10月23日［木］
14 : 00-14 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

生徒24名
引率1名

40 つるぎ町立貞光中学校
1年

平成26年10月24日［金］
11 : 00-11 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

生徒31名
引率1名

41 つるぎ町立半田小学校
4年

平成26年10月24日［金］
14 : 00-14 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童22名
引率1名

42 つるぎ町立半田小学校
6年

平成26年10月24日［金］
15 : 00-15 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）

つるぎ町合併10周年 移動美術
展

児童27名
引率1名

43 とくしま健祥会保育園
5歳

平成26年10月28日［火］
10 : 45-11 : 40

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「三宅克己回顧展」を鑑
賞。

園児34名
引率4名

44 徳島市立八多保育所、徳
島市立多家良保育所
2～5歳

平成26年10月29日［水］
9 : 50-10 : 50

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児43名
引率12名

45 徳島市富田小学校
6年

平成26年10月30日［木］
10 : 50-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

児童48名
引率3名

46 徳島市千松小学校
5年

平成26年10月31日［金］
9 : 35-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一、安 達 一
樹（上席 学 芸
員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

児童145名
引率8名

47 徳島市立城西保育所
4歳

平成26年11月5日［水］
10 : 30-11 : 35

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児33名
引率5名

48 徳島市立城西保育所
5歳

平成26年11月6日［木］
10 : 30-11 : 30
13 : 00-13 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児26名
引率5名

49 徳島市大松小学校
4年3クラス

平成26年11月11日［火］
9 : 55-11 : 50

竹内利夫、安達
一樹、吉 原 美
恵子（上 席 学
芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

児童72名
引率4名

50 徳島市大松小学校
6年3クラス

平成26年11月11日［火］
13 : 00-13 : 35

竹内利夫、吉原
美恵 子（上 席
学芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

児童68名
引率4名

51 徳島市立八万南幼稚園
4、5歳

平成26年11月11日［火］
9 : 30-10 : 35

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児67名
引率5名

52 徳島市立北井上保育所
5歳

平成26年11月12日［水］
10 : 15-11 : 10

亀井幸子（係長）特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児15名
引率3名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

53 徳島市立八万東保育所
4、5歳

平成26年11月13日［木］
10 : 20-11 : 30

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上 席 学
芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児46名
引率7名

54 徳島市立入田幼稚園
4、5歳

平成26年11月13日［木］
9 : 30-13 : 45

亀井幸子（係長）特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第2期」を鑑賞。

園児9名
引率4名

55 徳島市助任小学校
2年

平成26年11月21日［金］
9 : 35-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

特別展「三宅克己回顧展」を鑑
賞。

児童166名
引率7名

56 徳島市不動小学校
3、4年

平成26年11月21日［金］
12 : 55-13 : 40

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「三宅克己回顧展」を鑑
賞。

児童28名
引率4名

57 鳴門教育大学附属小学校
4、5年

平成26年11月27日［木］
14 : 15-15 : 15

森芳功（企画交
流室長）

特別展「三宅克己回顧展」を鑑
賞。

児童14名
引率1名

58 徳島市八万南小学校
2年

平成26年12月4日［木］
9 : 40-11 : 20

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）

特別展「三宅克己回顧展」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2014年
度第3期」を鑑賞。

児童93名
引率4名

59 牟岐町立牟岐中学校
3年

平成26年12月10日［水］
12 : 00-14 : 00

江川佳秀（学芸
調査課長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第3期」を鑑賞。

生徒37名
引率3名

60 神山町立神領小学校
2年

平成26年12月17日［水］
10 : 00-11 : 15

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第3期」を鑑賞。

児童19名
引率3名

61 佐那河内村立佐那河内
小学校
5年

平成27年1月23日［金］
13 : 00-14 : 00

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第3期」を鑑賞。

児童17名
引率4名

62 徳島市立城西保育所
4歳

平成27年2月10日［火］
10 : 40-11 : 50

亀井幸子（係長）「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2014年度第3期」
を鑑賞。

園児33名
引率4名

63 徳島市立城西保育所
5歳

平成27年2月13日［金］
10 : 30-11 : 40

亀井幸子（係長）「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2014年度第3期」
を鑑賞。

園児22名
引率4名

64 徳島市立渭東保育所
5歳

平成27年2月17日［火］
10 : 25-11 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2014年度第3期」
を鑑賞。

園児53名
引率10名

65 徳島市立八万東保育所
4歳

平成27年2月18日［水］
9 : 45-11 : 00

亀井幸子（係長）「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2014年度第3期」
を鑑賞。

園児21名
引率4名

66 徳島市立八万東保育所
4、5歳

平成27年2月19日［木］
10 : 30-11 : 35

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」を鑑賞。

園児43名
引率7名

67 つるぎ町立貞光小学校
6年

平成27年2月19日［木］
12 : 40-13 : 10

亀井幸子（係長）「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」を鑑賞。

児童33名
引率4名

68 徳島市立不動保育所
4、5歳

平成27年2月19日［木］
12 : 45-13 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2014年度第3期」
を鑑賞。

園児14名
引率4名

69 とくしま健祥会保育園
5歳

平成27年2月20日［金］
10 : 00-11 : 15

亀井幸子（係長）「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」を鑑賞。

園児34名
引率3名

70 徳島市八万南小学校
3年3クラス

平成27年2月24日［火］
9 : 30-10 : 30

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上 席 学
芸員）、阿地恵
奈（文化 推 進
員）

「アートでつながるユニバーサル
ミュージアム展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2014年度第3期」
を鑑賞。

児童101名
引率3名

71 徳島大学 総合科学部
2、3年

平成27年2月25日［水］
11 : 00-12 : 30
14 : 00-15 : 00

江川佳秀（学芸
調査課長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第3期」を鑑賞。

学生3名
引率1名

72 徳島市立城西保育所
3歳

平成27年3月11日［水］
10 : 50-11 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2014年度第3期」を鑑賞。

園児32名
引率6名

計 園児・児童・生徒・学生 2,597名 教員 259名／合計 2,856名
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

(2) 学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市立八万
保育所
4歳

平成26年4月24日［木］
9 : 50-12 : 30

掛図による鑑賞を50分、お絵描き30分。
鑑賞の掛図は奈良、クレー、赤い枕、星を
抱く、自転車乗り、秋圃。ものおじせず全員
がひとことずつ発言できたので、よいムード
の活動だった。作品に触発されてお絵描
きする様子が半数近くの子にみられた。

竹内利夫（上席学芸員） 園児22名
教員2名

2 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年4月24日［木］
9 : 50-12 : 30

掛図による鑑賞を50分、お絵描き40分。み
んなで描いた絵も鑑賞して素敵なところを
見つけあうことができた。

亀井幸子（係長） 園児25名
教員3名

3 徳島市立八万
東保育所
4歳

平成26年4月30日［水］
10 : 00-12 : 20

掛け図のなかからお気に入りの作品をみ
つける活動とお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児22名
教員2名

4 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成26年4月30日［水］
10 : 00-11 : 45

ピカソ〈赤い枕で眠る女〉とコールダー〈角
ばった肩の生きもの〉の「自動ダンス装置」
（〈遊ぶ〉シュルレアリスム展で考案）を
使って体を使ったアプローチを試みた。作
品をきっかけに体を意識して動かすには、
それなりの慣れが必要だと感じると同時に
可能性も感じた。

友井伸一（上席学芸員） 園児24名
教員2名

5 徳島市立城西
保育所
4歳たいこ組

平成26年5月8日［木］
9 : 45-10 : 30

掛図による鑑賞。掛図は奈良、クレー、コー
ルダー、赤い枕、星を抱く、自転車乗り、秋
圃。のんびりムードで作品選びとコメントを
楽しんだ。ものおじせず言えること自体が
めあて。好きなものを言う時間を冒頭に少
し持った。

竹内利夫（上席学芸員） 園児32名
教員2名

6 徳島市立城西
保育所
5歳ぴあの組

平成26年5月8日［木］
10 : 40-11 : 30

掛図による鑑賞。掛図は奈良、クレー、コー
ルダー、赤い枕、星を抱く、自転車乗り、秋
圃。5歳は子の取り組み内容に差が出た
が、全員が前に立って言おうとする時間は
確保できた。

竹内利夫（上席学芸員） 園児27名
教員2名

7 徳島市立八多
保育所、徳島
市立多家良保
育所
4、5歳

平成26年5月14日［水］
9 : 45-12 : 00

掛け図のなかからお気に入りの作品をみ
つける活動とお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児29名
教員8名

8 徳島市立北井
上保育所
5歳

平成26年5月19日［月］
9 : 45-12 : 00

掛け図のなかからお気に入りの作品をみ
つける活動とお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児16名
教員3名

9 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年5月20日［火］
9 : 45-12 : 00

掛け図のなかからお気に入りの作品をみ
つける活動とお絵描きをした。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児34名
教員3名

10 鳴門市第二中
学校
2年

平成26年5月27日［火］
8 : 40-9 : 25

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒37名
教諭1名

11 鳴門市第二中
学校
1年

平成26年5月27日［火］
10 : 30-11 : 15

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒29名
教諭1名

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 香川県立高松高等学校
3年

平成26年4月25日［金］
10 : 00-14 : 00

所蔵作品展「徳島のコレクション2014年度第1期」を
鑑賞。

生徒261名
引率16名

2 香川県立高松工芸高等
学校
工芸科1～3年

平成26年5月23日［金］
10 : 20-11 : 30

特別展「三嶽伊紗のしごと―みているもののむこう」、
所蔵作品展「徳島のコレクション2014年度第1期」を
鑑賞。

生徒207名
引率14名

3 徳島市立八万保育所
保護者、子供

平成27年2月14日［土］
9 : 40～参観日、自由見
学

「アートでつながるユニバーサルミュージアム展」を鑑
賞。

保護者、子供合わせて
71名

4 徳島市立八万保育所
保護者、子供

平成27年2月21日［土］
11 : 00-11 : 40

「アートでつながるユニバーサルミュージアム展」を鑑
賞。

保護者、子供合わせて
30名

計 生徒 569名 教員 30名／合計 599名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

12 鳴門市第二中
学校
2年

平成26年5月27日［火］
13 : 05-13 : 50

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒39名
教諭1名

13 鳴門市第二中
学校
1年

平成26年5月27日［火］
14 : 00-14 : 45

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒28名
教諭1名

14 徳島市立八万
東保育所
4、5歳

平成26年5月28日［水］
10 : 00-11 : 30

しゃぼん玉で遊んだあと、窓ガラスや園庭
のフェンス、遊具に貼ったビニールにしゃぼ
ん玉の絵を描いた。子どもたちは、大きな
透明の画面にのびのびと描いていた。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児46名
教員6名

15 鳴門市第二中
学校
1年

平成26年5月28日［水］
8 : 40-9 : 30

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒28名
教員1名

16 鳴門市第二中
学校
2年

平成26年5月28日
［水］
11 : 40-12 : 30

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒37名
教員1名

17 鳴門市第二中
学校
1年

平成26年5月28日［水］
14 : 25-15 : 15

美術科の風景画制作と関連した出前授
業。三宅克己の画業と彼の風景画をスラ
イドを使って紹介した。

森芳功（企画交流室長） 生徒29名
教員1名

18 徳島市立八万
保育所
4、5歳

平成26年5月29日［木］
9 : 30-11 : 45

しゃぼん玉で遊んだあと、窓ガラスや園庭
のフェンス、遊具に貼ったビニールにしゃぼ
ん玉の絵を描いた。子どもたちは、大きな
透明の画面にのびのびと描いていた。しゃ
ぼん玉の影や色が地面に映っているのを
見つけて大喜びしている姿が印象的だっ
た。

亀井幸子（係長） 園児47名
教員6名

19 鳴門教育大学
4年

平成26年6月9日［月］
9 : 00-11 : 00

生徒理解や保護者との関係づくりについ
て話したあと、発達障がい特性のため学
校生活に困難を感じている生徒を想定し
てどのように対応すればよいか討論した。

亀井幸子（係長） 学生8名
教員1名

20 徳島市立渭東
保育所
5歳

平成26年6月10日［火］
10 : 00-12 : 00

掛図のなかからお気に入りの作品をみつ
ける活動とお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児24名
教員3名

21 徳島市立一宮
保育所
4、5歳

平成26年6月12日［木］
9 : 30-12 : 00

掛図のなかからお気に入りの作品をみつ
ける活動とお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児21名
教員3名

22 徳島市立八万
保育所
4歳

平成26年6月19日［木］
9 : 30-11 : 45

シュレッダーの紙に水と糊、絵の具を混ぜ
てつくった「シュレッダー絵の具」を使ってレ
リーフの作品をつくった。体に絵の具を塗る
ことをためらっていた子も友だちが顔にまで
塗っているのをみて、思いっきり活動できる
ようになっていった子もいた。

亀井幸子（係長） 園児25名
教員3名

23 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年6月24日［火］
9 : 30-12 : 00

ピーマンやキウイなど子どもたちにとって身
近な野菜や果物を油粘土でつくった。そ
のあと、まわりにのりをつけた半紙を貼った。
次回、中の油粘土を取り出す予定。

亀井幸子（係長） 園児31名
教員5名

24 徳島市立城西
保育所
5歳ぴあの組

平成26年6月27日［金］
10 : 00-11 : 30

鑑賞したあと、「夏を描こう」というテーマで
教室いっぱいに広げられた紙に海の絵を
みんなで描いた。海にすむいきもののまねっ
こ（魚、ウニ、海草、亀など）をしてから絵を
描いたので、動きのある楽しい作品に仕上
がった。

亀井幸子（係長） 園児27名
教員3名

25 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年7月3日［木］
9 : 30-11 : 45

鑑賞では、美術館にすむいたずらおばけ
が絵のなかからとってきたもの（コップ、石、
びん、鍵など）をチームで相談しながら作
品に返しにいくという活動をした。そのあと、
美術館おばけの友だち（おばけ）をつくっ
た。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児24名
教員3名

26 徳島市立不動
保育所
4、5歳

平成26年7月15日［火］
10 : 00-12 : 00

イブ・クラインの作品を題材にした紙芝居
を見て、掛図の作品を鑑賞した。それから、
体中に絵の具をぬって、大きな紙に自分
のからだをプリントした。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児14名
教員2名

27 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成26年7月16日［水］
10 : 00-11 : 45

まず園庭で大人が花火をした。子どもたち
はその様子をみてネズミ花火のまねをしたり、
色が変わる花火の色を言い合ったりして
楽しんだ。そのあと、教室いっぱいに敷か
れた紙にクレヨンで花火の絵を描いた。ま
わりは、筆だけでなくスポンジやほうきで大胆
に色を塗って元気いっぱいの作品に仕上
がった。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児24名
教員3名
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28 徳島市立城西
保育所
4、5歳

平成26年7月17日［木］
9 : 30-12 : 00

イブ・クラインの作品を題材にした紙芝居
を 見て、掛図の作品を鑑賞した。それから、
教室に広げた紙の上で好きなポーズをとり、
友だちや先生に輪郭線をとってもらった。
そして、園庭で体中に絵の具をぬって、自
分の輪郭線が描かれた紙に自分のから
だをプリントした。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児58名
教員5名

29 徳島市立渭東
保育所
5歳

平成26年7月22日［火］
10 : 00-12 : 00

シャボン玉で遊んだ後、園庭のフェンスや
遊具に貼ったビニールに絵を描いた。

亀井幸子（係長） 園児22名
教員3名

30 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年7月29日［火］
10 : 00-11 : 50

油粘土で思い思いにつくった野菜や果物
のまわりに紙を貼り色を塗ったものをカッター
ナイフで2つに切り、中の粘土を取る作業
をした。カッターで切るのは大人が、切った
型から粘土を外すのは子供がした。きれい
に粘土が外れると「うわっ」と喜んでいた。
2つを併せて切り目に紙をはり形成して白
い紙のところに色を塗った。

亀井幸子（係長） 園児33名
教員4名

31 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成26年7月30日［水］
9 : 30-12 : 00

鑑賞はイブ・クラインの紙芝居。活動は、
絵の具を塗った体の上に模造紙をのせ
先生が手で押さえてプリントした。
その後、自由に絵の具を塗り合って、絵の
具の感触や、色が混ざり合って変化する
様子を楽しむことができた。

友井伸一（上席学芸員）、大西
葵（文化推進員）

園児20名
教員8名

32 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年8月1日［金］
9 : 15-11 : 30

元永絵本の鑑賞シートを使った授業。工
夫を二つした。掛図を2枚つなげて見せた。
動きがあり絵と絵でチューしたり、子どもの
指さしを体で受けとったりして、身体まるご
との活動が充実。もう一つは、話にも文字
にもしなくてよいことにした点。見本の絵本
例も、絵に塗り足したり、模様や線でセリフ
や音を書いたりして、文字言語以外の要
素を増やした。どの子も絵を選んで並べる
ことにスムースに没頭した。また自分なりの
書き込み方を選択していた。

竹内利夫（上席学芸員） 園児21名
教員5名

33 徳島市立城西
保育所
5歳

平成26年8月7日［木］
9 : 30-12 : 00

着られなくなったが大切な思い出がつまっ
た衣服を裂いて紐にした。それを段ボール
の台紙にぐるぐると巻いていき壁飾りをつ
くった。布を切るのが難しかったり、紐と紐
を結ぶのが難しかったりした子もいたがあき
らめず一生懸命取り組んでいた。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）、大西葵（文化推進
員）

園児24名
教員3名

34 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年8月21日［木］
9 : 30-12 : 00

藍の葉の生葉染めをした布に、スティック
糊で防染してインジゴの染液で藍色に染
めた。やわらかい藍の葉っぱの色と藍色が
さわやかな「お弁当包み」に仕上がった。

亀井幸子（係長） 園児24名
教員2名

35 徳島市立城西
保育所
4、5歳

平成26年9月3日［水］
9 : 30-12 : 00

4歳・5歳合同でシュレッダーの紙に水と糊、
絵の具を混ぜて「シュレッダー粘土」をつ
くった。5歳児は翌日じっくり作品づくりに取
り組むことにした。4歳児は、引き続き、シュ
レッダー粘土を使ってティッシュボックスカ
バーをつくった。

亀井幸子（係長） 園児54名
教員9名

36 徳島市立城西
保育所
4歳

平成26年9月4日［木］
9 : 30-12 : 00

前日につくった「シュレッダー粘土」を使っ
てレリーフをつくった。思い思いに図柄を考
えてよく集中して取り組めた。

亀井幸子（係長） 園児24名
教員3名

37 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年9月5日［金］
9 : 30-12 : 00

インジゴの染液でTシャツを染めた。化学
染料なので子供でもきれいに染まり白から
グリーンに、それが紺色に変わっていく様
子に興味をもって見ている子もいた。水洗
いをしてハンガーにかけて乾かした。

亀井幸子（係長） 園児29名
教員3名

38 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年9月9日［火］
9 : 30-12 : 00

インジゴの染液で染めたTシャツに抜染の
技法を用いて模様や絵を描いた。抜染糊
（でんぷん糊に漂白剤を混ぜたもの）をビ
ニールに入れて絞り出して線を描いた。抜
染糊を水で洗い流すと糊のところが白くな
り、おもしろい模様や図柄があらわれ、喜ん
でいた。

亀井幸子（係長） 園児33名
教員3名

39 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成26年9月11日［木］
9 : 30-11 : 45

事前に、思い出の服について発表したあ
と写真をとっておいてもらった。当日は、その
服を裂いて紐状にし、板にぐるぐる巻いて
壁飾りをつくった。

亀井幸子（係長） 園児23名
教員3名
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40 阿南市立新野
東小学校
1、2年

平成26年9月24日［水］
9 : 30-11 : 45

阿南市図工研究部会のための研究授業
を行った。1、2年複式学級で掛け図を見
て鑑賞した後、大きな紙の上で自分の好
きなポーズをして、友だちや先生に体の輪
郭線を描いてもらう活動を交互に行った。
後日担任の先生は引き続き色を塗ったり
して等身大の自分を完成させるという授
業計画になっている。

亀井幸子（係長） 児童5名
教員30名

41 徳島市立八万
保育所
5歳

平成26年9月25日［木］
9 : 30-12 : 00

4チームにわかれて、共同制作「トーテン
ポール」に取り組んだ。一人ひとりがドー
ナッツ状の立体を新聞紙や紐、包装紙な
どでつくった。新聞紙をかたく巻く子もいれ
ばふんわり巻いて大きくふくらみをつくる子と、
それぞれ個性ある造形物になっていった。

亀井幸子（係長） 園児23名
教員2名

42 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成26年10月7日［火］
9 : 30-11 : 45

水墨画の掛図を使って鑑賞したあと、墨
に親しむ体験をした。（硯で墨を磨り、画
仙紙ににじみ模様をつくった。）

亀井幸子（係長） 園児24名
教員2名

43 徳島市立城西
保育所
4歳

平成26年10月8日［水］
9 : 30-12 : 00

チームごとに、きれいな色のスライムをつくっ
たあと、他のチームの友だちと交換しながら、
いろいろな色のスライムをつくった。きれいな
色ができたら、乾燥させるためにビニールの
上にのせた。後日、乾燥したスライムを使っ
て作品づくりをする。

亀井幸子（係長） 園児33名
教員3名

44 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年10月14日［火］
9 : 30-12 : 00

土粘土で植木鉢づくり。終了記念に花を
植えるための植木鉢をつくった。土粘土の
感触を楽しみながら一生懸命に取り組む
ことができていた。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児33名
教員3名

45 徳島県立城東
高等学校
1年

平成26年10月23日［木］
14 : 00-15 : 00

美術館（学芸員）の業務を、スライドを使
いながら説明。具体的なイメージを持って
もらうのに役だったと思う。

江川佳秀（学芸調査課長） 生徒5名

46 徳島市立内町
保育所
4、5歳

平成26年11月7日［金］
10 : 00-11 : 30

鑑賞（絵を見ておしゃべりしたり、気に入り
の絵を見つける活動）とお絵描き（透明水
彩絵の具を使って色塗りを楽しむ活動）
をした。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児29名
教員4名

47 阿波市立柿原
小学校
6年

平成26年11月10日［月］
13 : 30-16 : 00

水墨画の掛図を使って鑑賞したあと、墨
に親しむ体験をした。（硯で墨を磨り、画
仙紙ににじみ模様をつくった。）

亀井幸子（係長） 児童26名
教員3名

48 徳島市立渭東
保育所
5歳

平成26年11月14日［金］
9 : 00-12 : 00

掛図の作品をみて、お気に入りの絵を捜
したり、おしゃべりをしたあと、透明水彩絵の
具で葉っぱの色塗りを楽しんだ。

亀井幸子（係長） 園児24名
教員3名

49 鳴門教育大学
4年

平成26年11月17日［月］
9 : 00-14 : 30

特別支援学校での美術の授業実践や
美術館でのユニバーサルミュージアム事業
の取り組みについて紹介した。

亀井幸子（係長） 学生8名
教員2名

50 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成26年11月18日［火］
9 : 45-12 : 00

4グループにわかれてそれぞれの劇の背景
画を描いた。室内の場面や海の中の様
子など。

亀井幸子（係長） 園児34名
教員5名

51 徳島市八万南
小学校
4年3クラス

平成26年11月20日［木］
10 : 40-12 : 00

掛図10枚と、セリフシートを使っての「よーい
アクション！」。あてっこを通して、見方の違
いに気づいたり認めたりする楽しさを実感
できた。後半の振り返りで、誰でも自分らし
く楽しむというめあてとユニバーサルの取り
組みについて触れた。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童102名
教員6名

52 徳島市立八万
保育所
4、5歳

平成26年11月27日［木］
9 : 30-12 : 00

園瀬川で活動。まず、小石はどこから来た
かをみんなで考えた。川を流れていくうちに
形を変え小さくなっていった様子をイメージ
し、からだをくっつけて表現してみた。そして、
お気に入りの石を見つけて並べる活動を
した。何かのイメージに合わせるのでなく、
石と石がしっくりとくっつくところを見つけて
並べようと考えていたが、子どもたちは途中
から形を意識しだした。できあがった作品
は写真に残し、ひとつだけ石を持って帰る
ことにし、他の石はもとのところへ戻した。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）、大西葵（文化推進
員）

園児49名
教員6名

53 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成26年12月10日［水］
9 : 30-11 : 30

土粘土で植木鉢づくり。終了記念に花を
植えるための植木鉢をつくった。土粘土の
感触を楽しみながら一生懸命に取り組む
ことができていた。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児24名
教員3名

54 徳島市立城西
保育所
5歳

平成26年12月16日［火］
9 : 00-12 : 00

土粘土で植木鉢づくり。終了記念に花を
植えるための植木鉢をつくった。土粘土の
感触を楽しみながら一生懸命に取り組む
ことができていた。

亀井幸子（係長） 園児26名
教員4名
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4 学校の授業等への協力

(1) 授業

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

55 徳島市立八多
保育所
2～5歳

平成27年1月8日［木］
9 : 30-11 : 30

鑑賞をしたあとシュレッダー粘土をつくりトレ
イに貼り、壁飾りの作品をつくった。

竹内利夫（上席学芸員）、大西
葵（文化推進員）

園児9名
教員4名

56 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成27年1月13日［火］
9 : 30-11 : 30

水墨画の掛図を使って鑑賞したあと、墨
に親しむ体験をした。（硯で墨を磨り、画
仙紙ににじみ模様をつくった。）

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

園児31名
教員4名

57 徳島市立城西
保育所
5歳

平成27年1月14日［水］
9 : 30-11 : 30

ピアノの音楽を聴いて、それに合うと思う
作品をみつける活動をした。そのあと、自分
が気に入った作品にプレゼントしたい絵本
を選んだ。盛りだくさんの内容であったが、
子どもたちの理解がスムーズであった。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児27名
教員10名

58 徳島県立徳島
聴覚支援学校
高等部1年

平成27年1月15日［木］
14 : 30-15 : 20

掛図を使って、「勝手に審査員」の鑑賞
プログラムを体験し、問題となる賞を考え
たり、友だちの考えた賞にぴったりの作品を
考えたりした。

亀井幸子（係長） 生徒5名
教員8名

59 徳島市立多家
良保育所
5歳

平成27年1月16日［金］
9 : 30-11 : 30

土粘土で植木鉢づくり。修了記念に花を
植えるための植木鉢をつくった。土粘土の
感触を楽しみながら一生懸命に取り組む
ことができていた。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児38名
教員7名

60 徳島市立北井
上保育所
4、5歳

平成27年1月21日［水］
9 : 30-11 : 30

参観日ということで、子供とその家族といっ
しょに活動。はじめに、掛図の絵を見てお
しゃべりしたあとシュレッダーを使った造形
活動を行った。4歳児と5歳児とわかれて
活動。4歳児は空箱を利用した小物入
れ、5歳児は羊の壁飾りをつくった。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児52名
教員、保護
者40名

61 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成27年1月28日［水］
9 : 30-11 : 30

毎月のお誕生会に使う大きなデコレーショ
ンケーキを共同で制作。はじめに、好きな
ケーキの絵を描いて鑑賞した後どんな
ケーキにするか相談。シュレッダー粘土をス
ポンジに見立てて土台をつくった。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児24名
教員3名

62 徳島市立城西
保育所
4歳

平成27年2月4日［水］
9 : 00-12 : 00

水墨画の掛図を使って鑑賞したあと、墨
に親しむ体験をした。（硯で墨を磨り、画
仙紙ににじみ模様をつくった。）

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

園児32名
教員2名

63 徳島市立富田
保育所、明善
保育所合同
5歳

平成27年2月24日［火］
9 : 00-12 : 00

水墨画の掛図を使って鑑賞したあと、墨
に親しむ体験をした。（硯で墨を磨り、画
仙紙ににじみ模様をつくった。）

亀井幸子（係長） 園児22名
教員8名

64 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成27年2月25日［水］
9 : 00-12 : 00

共同制作（シュレッダー粘土の大きなケー
キの土台にデコレーションして楽しんだ。）

亀井幸子（係長） 園児24名
教員3名

65 徳島市立不動
保育所
5歳

平成27年2月27日［金］
13 : 30-15 : 30

「友だちとつながる」をテーマにお絵描きリ
レーの方法で卒園文集の表紙の絵を描
いた。

亀井幸子（係長） 園児6名
教員3名

計 園児・児童・生徒 1,829名 教員・保護者 296名／合計 2,125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。

鷲敷町立鷲敷中学校、鳴門市第二中学校、北島町立北島中学校、徳島市立富田中学
校、上板町立神宅小学校、徳島市立千松小学校、吉野川市立山瀬小学校、徳島市八
万南小学校、徳島市立沖洲小学校、小松島市立芝田小学校、藍住町立藍住南小学
校、鳴門東小学校、小松島市立南小松島小学校
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5 中高生の職場体験・インターンシップ

(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。

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。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市南部中
学校
3年

平成26年5月13日［火］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、美術館の施設及び仕
事について、資料整理、展覧会について、
こども鑑賞クラブの準備

友井伸一、吉川神津夫、吉原美
惠子（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）、阿地恵奈（文化推進
員）

生徒6名

平成26年5月14日［水］
9 : 30-16 : 00

Aグループ（3人）、Bグループ（2人）に分
かれて資料整理、展示、保存について、
教育普及について、一日のまとめ

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

平成26年5月15日［木］
9 : 30-16 : 00

Aグループ（3人）、Bグループ（2人）に分
かれて資料整理、教育普及プログラムの
体験または見学、工作修復室の整理、整
頓、鑑賞シートの整理、在庫確認等、反
省会

江川佳秀（学芸調査課長）、森
芳功（企画交流室長）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）、大西葵、阿地恵奈（文化推
進員）

2 阿南市立富岡
東中学校
3年

平成26年5月29日［木］
9 : 30-16 : 00

あいさつ・オリエンテーション、展覧会につい
て、資料整理、展示保存について、一日
のまとめ

友井伸一、吉川神津夫、吉原美
惠子、安達一樹（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

生徒2名

平成26年5月30日［金］
9 : 30-16 : 00

資料整理、教育普及プログラムの体験
「留学生と日本語で話そう」、実習のまと
め

江川佳秀（学芸調査課長）、竹
内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）、大西 葵、阿 地 恵 奈
（文化推進員）

3 徳島県立阿波
高等学校
1年

平成26年7月26日［土］
9 : 30-16 : 00

あいさつ・オリエンテーション、鑑賞支援プ
ログラムの体験教育普及の教材作成①、
「三宅克己回顧展」の準備作業、1日の
まとめ

森芳功（企画交流室長）、吉原
美惠子（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

生徒2名

平成26年7月27日［日］
9 : 30-16 : 00

①「収蔵作品の活用」②特別展について、
教育普及の教材作成②、実習のまとめ

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）

4 四国大学、文
理大学、明治
大学

平成26年8月25日［月］
9 : 30-17 : 00

あいさつ、日程確認等、美術館の仕事、
館内の見学等、資料整理、実習ノートの
整理

江川佳秀（学芸調査課長）、吉
原美惠子（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生3名

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 119

2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 267

3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 259

4 クレー〈子供と伯母〉 319

5 三宅克己の風景画 263

6 シーガルの人間像 101

7 吹田文明の色と光 218

8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 71

9 屏風のなかのお話 71

10 よーいアクション！ 304

11 えのほんをつくろう 1,887

12 彫刻EYE（アイ） 423

合計 4,302

鑑賞シートの配布数 鑑賞シート配布先
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6 クラブ活動への講師派遣

7 教員研修会などへの講師派遣

美術クラブの発表展で、自作について助言を求めてきた生徒に対して指導を行ったり、支援学校の部活動

で作品製作の指導を行ったりした。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

4 四国大学、文
理大学、明治
大学

平成26年8月26日［火］
9 : 30-17 : 00

事務室の掃除、当番の手伝い、特別展
の広報作業、資料整理、実習ノートの整
理

森芳功（企画交流室長）、安達
一樹、吉川神津夫（上席学芸
員）、林由里子、粟飯原公美、大
西葵（文化推進員）

平成26年8月27日［水］
9 : 30-17 : 00

事務室の掃除、当番の手伝い、講話、ユ
ニバーサルミュージアム事業について、特
別展の広報作業、UDミーティング、実習
ノートの整理

久米みどり（副館長）、森芳功（企
画交流室長）、竹内利夫（上席
学芸員）、亀井幸子（係長）、大
西葵（文化推進員）

平成26年8月28日［木］
9 : 30-17 : 00

事務室の掃除、当番の手伝い、所蔵作
品の活用等について、特別展の広報作
業、実習ノートの整理

安達一樹、友井伸一、吉原美惠
子（上席学芸員）、大西葵（文化
推進員）

平成26年8月29日［金］
9 : 30-17 : 00

事務室の掃除、当番の手伝い、資料整
理、教材作成等、展覧会準備、反省会

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）、阿地恵奈（文化推
進員）

5 徳島県立徳島
聴覚支援学校
2年

平成26年11月11日［火］
9 : 30-15 : 30

あいさつ、オリエンテーション、資料整理、1
日のまとめ

江川佳秀（学芸調査課長）、吉
川神津夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）、林由里子、粟飯原
公美（文化推進員）

生徒1名

平成26年11月12日［水］
9 : 30-15 : 30

印刷物作成、鑑賞支援教材の作成、作
業（調査）、1日のまとめ

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）、大西葵（文化推
進員）

平成26年11月13日［木］
9 : 30-15 : 30

ユニバーサルミュージアム事業関連の実
習、1日のまとめ

亀井幸子（係長）

平成26年11月14日［金］
9 : 30-15 : 30

ユニバーサルミュージアム事業関連の実
習、資料整理、反省会

森芳功（企画交流室長）、竹内
利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

平成26年11月15日［土］
9 : 30-16 : 00

資料整理、「要約筆記で楽しむ作品解
説」の準備、「要約筆記で楽しむ作品解
説」の参加、「要約筆記で楽しむ作品解
説」の片付け

友井伸一、竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

6 徳島県立城ノ
内中学校
3年

平成26年11月20日［木］
9 : 30-16 : 00

挨拶、オリエンテーション、館内の施設見
学、美術館の役割について、資料整理、
鑑賞プログラムの体験、1日のまとめ

森芳功（企画交流室長）、吉川
神津夫、吉原美惠子（上席学芸
員）、林由里子、粟飯原公美（文
化推進員）

生徒5名

平成26年11月21日［金］
9 : 30-16 : 00

学校の団体鑑賞、展覧会のつくりかた、鑑
賞教材の作成、実習のまとめ

森芳功（企画交流室長）、友井
伸一、吉原美惠子（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

計 6校、19日、学生・生徒のべ 19名／合計 19名

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1-3年

平成26年7月17日［木］
15 : 00-17 : 00

安達一樹（上席学芸員） 鳴門市第二中学校 生徒22名
教員1名

2 徳島市立南部中学
校美術部

平成26年8月20日［水］
9 : 30-9 : 45

森芳功（企画交流室長） 美術館ロビー、展示室1 生徒8名
教員1名

計 生徒 30名 教員 2名／合計 32名

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

平成26年6月7日［土］
14 : 00-15 : 00

徳島ゆかりの画家「三宅克己」に
ついてパワーポイントで作品の画像
を使いながら説明した。終了後、
特別展「三嶽伊紗のしごと」を鑑
賞。

森芳功（企画交流室
長）

21世紀会議
室等

教員35名
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8 鑑賞教育推進プロジェクト

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

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

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

校等の教員、大学の研究者、当館職員など。

(1) 打ち合わせ会（研究会）の記録

●日時

第100回 平成26年5月10日［土］ 13 : 30-17 : 00 10人

第101回 平成26年6月7日［土］ 13 : 30-17 : 00 9人

第102回 平成26年7月12日［土］ 13 : 30-17 : 00 9人

第103回 平成26年8月28日［木］ 13 : 30-17 : 00 8人

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

2 八多・多家良保育
所合同所内研修

平成26年6月11日［水］
18 : 00-20 : 00

教材研究（シュレッダー絵の具の
作り方と作品への応用について実
習）

亀井幸子（係長） 徳島市立八
多保育所

教員12名

3 徳島市保育士会研
修会

平成26年7月1日［火］
18 : 30-20 : 30

美術館と保育所との連携事業に
ついて紹介。その後、「えのほんを
つくろう」の鑑賞シートを使ったグ
ループ活動を行った。

亀井幸子（係長） 徳島市役所
13階大会議
室

教員135名

4 徳島県初任者研修 平成26年7月30日［水］
9 : 30-16 : 00

学校教育と美術館の連携につい
て理解を深めてもらうために「鑑賞
シート」を使用した模擬授業の体
験や、鑑賞支援プログラムの作成
などに取り組んでもらった。

森芳功（企画交流室
長）、吉川神津夫（上
席学芸員）、亀井幸子
（係長）、林由里子、粟
飯原公美（文化推進
員）

美術館 教員2名

5 徳島県初任者研修 平成26年7月31日［木］
9 : 30-16 : 00

ユニバーサルミュージアム化に向け
た取り組みについて紹介。アイマス
クをつけて作品鑑賞をしたり、車い
すに乗って施設の問題点を洗い
出したりし、意見交換した。

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）、
大西葵、阿地恵奈（文
化推進員）

美術館 教員2名

6 吉野川市小学校図
工研究部会研修会

平成26年8月4日［月］
9 : 00-12 : 00

展示室での鑑賞プログラムの体験
と透明水彩絵の具をいろいろな紙
に塗り、にじみや発色の違いなどに
ついて実習した。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

講座室、ア
トリエ

教員8名

7 徳島市・名東郡小
学校教科別研修会
（図工部会）

平成26年8月5日［火］
13 : 00-16 : 30のうち実
技講習Ⅱ15 : 10-16 : 30
を担当

透明水彩絵の具でいろいろな紙
に塗り、にじみや発色の違いなどに
ついて実習した。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

講座室、ア
トリエ

教員28名

8 小松島市小学校図
画工作部会夏季研
修会

平成26年8月19日［火］
9 : 30-12 : 00

展示室での鑑賞プログラムの体験
と透明水彩絵の具でいろいろな紙
に塗り、にじみや発色の違いなどに
ついて実習した。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ、展
示室

一般21名

9 阿波市小学校図画
工作部会研修会

平成26年8月20日［水］
9 : 30-12 : 00

展示室での鑑賞プログラムの体験
とその後、透明水彩絵の具でいろ
いろな紙に塗り、にじみや発色の違
いなどについて実習した。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

展示室、講
座室

一般11名

10 阿南市小学校図画
工作部会研修会

平成26年8月26日［火］
13 : 30-16 : 30

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に
ついて説明。後半水彩画の技法
や水彩紙の違いによる発色などに
ついて実習した。

友井伸一（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

講座室 一般2名

11 阿南市小学校図画
工作部会授業研究
会

平成26年9月24日［水］
13 : 50-16 : 30

研究授業として、1、2年生の鑑賞
の授業を実施し、鑑賞の授業等
について意見交換をした。

亀井幸子（係長） 新野東小学
校1、2年教
室（1階）

教員30名

12 鳴門市小学校図画
工作部会研修会

平成27年1月15日［木］
15 : 30-16 : 25

展示室での鑑賞プログラムの体験
を行った。

森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学芸員）

展示室 教員19名

教員他 合計 305名
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第104回 平成26年9月23日［火・祝］ 13 : 30-17 : 00 9人

第105回 平成26年11月23日［日・祝］ 13 : 30-17 : 00 9人

第106回 平成26年12月25日［木］ 13 : 30-17 : 00 10人

第107回 平成27年1月17日［土］ 13 : 30-17 : 00 9人

第108回 平成27年2月8日［日］ 13 : 30-17 : 00 8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班長）、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）、武知綾子（鳴門市第一小学校教諭）

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（係長）

(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.12 「彫刻EYE（あい）」 A4判縦20ページ 館内で簡易印刷 平

成27年1月発行

・鑑賞シートno.13 「墨と紙の魅力」 A4判縦4ページ カラー印刷 10,000部 平成27年3月発行

9 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、

・「特別展 三嶽伊紗のしごと―みているもののむこう」ワークシート A5両面刷一カ所折り 簡易印刷 平

成26年4月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第1期 特集2 シェフのおすすめアートメニュー」ワークシート

B5両面刷一カ所折り 簡易印刷 平成26年4月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第2期 特集 気分はリゾート、夏のアート旅！」ワークシート

A3両面刷 簡易印刷 平成26年7月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第2期 特集 彫刻の目」ワークシート A4両面刷一カ所折

り 簡易印刷 平成26年9月発行

・「特別展 生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展」ワークシート B5両面

刷 簡易印刷 平成26年10月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第3期 特集 山下菊二 絵の描き方」ワークシート A3横

半分両面刷一カ所折り 簡易印刷 平成26年11月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第3期 特集 團藍舟の世界」ワークシート A4片面刷

簡易印刷 平成27年2月発行
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4-3 美術館ボランティア

10 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27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 ビボラボとの協働

(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「折り
紙で作る食の世界」

平成26年5月5日［月・祝］
10 : 30-15 : 00
美術館ロビー

所蔵作品展で展示中の作品をモチーフにした
折り紙を作る。食べる！文化の森フェスティバル
「アートくつろぎ広場：美術館であそぼう」とのコラ
ボ企画
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

3 400

ボランティアグループ「ビボラ
ボ」美術館で遊び隊「折り
紙で生きものをつくろう」

平成26年8月24日［日］
10 : 30-15 : 00
美術館ロビー

所蔵作品展で展示中の作品をモチーフにした
折り紙を作る。文化の森サマーフェスティバル
「アートくつろぎ広場：美術館であそぼう」とのコラ
ボ企画
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

4 1,421

ボランティアグループ「ビボラ
ボ」美術館で遊び隊「折り
紙で秋のモチーフを折ろう」

平成26年11月3日［月・祝］
10 : 30-15 : 00
美術館ロビー

所蔵作品展で展示中の作品をモチーフにした
折り紙を作る。文化の森大秋祭り！！「アートくつ
ろぎ広場：美術館であそぼう」とのコラボ企画
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

4 1,163

計のべ11 合計2,984名

※文化の森6館連携のフェスティバルの「アートくつろぎ広場：美術館であそぼう」とのコラボ企画のため、参加者数は、同イベントの参加者数
と同じ。
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(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26年度は「みんな

で創るユニバーサルミュージアム事業」、「チャレンジとくしま芸術祭2015」、文化の森ウィンターフェスティバル

「アートくつろぎ広場：美術館で遊ぼう」のサポートを行った。

【参考】

「ビボラボの概要」

○会員

随時募集。正会員5名、賛助会員1名。（26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26年度の活動概要

協働事業の開催（3回）、美術館事業へのサポートの他、総会、イベント準備、各種打ち合わせなどを行っ

た。（23回、ボランティア参加人数のべ65名）

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

(1)「チャレンジ徳島芸術祭2015」の運営：活動日数 8日、会員数 8名

(2)「みんなで創るユニバーサルミュージアム事業」の運営：活動日数 22日、 会員数 12名

●新聞、雑誌記事、放送番組等

「県立近代美術館 ボランティアスタッフ募る」『徳島新聞』 平成26年11月23日

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 「異郷の昭和美術－中国東
北部の日本人社会と満洲国
美術展覧会」

江川佳秀（学芸調
査課長）

府中市美術館（東京都） 平成26年5月18日［日］
15 : 00-17 : 00

一般 65名

2 介護セミナー「いきいき健康ひ
ろば」―楽しい余暇・絵の鑑
賞について

竹内利夫（上席学
芸員）

ふれあい健康館（徳島
市）

平成26年6月16日［月］
11 : 00-11 : 30

一般 28名

3 徳島大学開放実践センター
講座「科学と美術と文学と－
三嶽伊紗」

吉原美惠子（上席
学芸員）

徳島大学開放実践セン
ター

平成26年6月30日［月］
10 : 30-12 : 00

一般 10名

4 フレアとくしま100講座かなもり
ゆうこ劇場

吉原美惠子（上席
学芸員）

フレアとくしま、ときわプラザ
（徳島市）

平成26年7月12日［土］
13 : 30-15 : 00

一般 8名

年度 対象イベント数 延べ活動日数 登録人数

H26 2種類 30日 20名
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4-5 みんなで創るユニバーサルミュージアム事業

徳島県立近代美術館、徳島県立博物館、徳島県立二十一世紀館の3館共同により、平成26年度文化庁

地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業「みんなで創るユニバーサルミュージアム事業」を実

施した。

1 概要

●事業目的

地域の多様な立場の人と共働で、誰もが芸術・文化に親しみ、活用しやすい複合文化施設へと改善す

ることを目指す。また、取り組みによって得た経験・知識を徳島県内の美術館、博物館と共有し、徳島県全体

の芸術文化施設の向上につなげることを目的とする。

●実施項目

(1) ワークショップの開催

視覚障がい、聴覚障がい、外国人、高齢、就学前の5つの立場の人と共にワークショップを実施。

(2) 展示、教材等の開発

ワークショップから得た経験をもとに、展示・教材等・サイン類を試作する。

(3) イベント開催

成果を検証・共有するためのイベントを開催する。

(4) 手引き

得られた情報をまとめ、ユニバーサル化に向けた手引きとして公表する。

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

5 東京、ソウル、長春官展にみ
る近代美術記念公演会「異
郷の昭和美術－中国東北
部の日本人社会と満洲国美
術展覧会」

江川佳秀（学芸調
査課長）

兵庫県立美術館 平成26年7月13日［日］
14 : 00-16 : 00

一般 80名

6 徳島大学開放実践センター
講座「ヴェネツィア・ビエンナー
レ2013／アンソニー・カロ」

吉原美惠子（上席
学芸員）

徳島大学開放実践セン
ター

平成26年7月14日［月］
10 : 30-12 : 00

一般 10名

7 徳島大学開放実践センター
講座「現代のペインターたち－
金田実生」

吉原美惠子（上席
学芸員）

徳島大学開放実践セン
ター

平成26年7月26日［土］
10 : 30-12 : 00

一般 10名

8 文化庁 第4回ミュージアム・
エデュケーター研修「学校の
よりよい利用形態にむけて」事
例紹介・ディスカッション

亀井幸子（係長） 東京国立博物館 平成26年9月18日［木］
10 : 00-12 : 00

一般 63名

9 ギャラリートーク＆対談「大久
保英治の作品について」

大久保英治（出品
作 家）、友 井 伸 一
（上席学芸員）

やかげ郷土美術館（岡山
県）

平成26年10月7日［火］
10 : 30-12 : 00

一般 60名

10 講演会「美術表現にみる『時
代』」

吉原美惠子（上席
学芸員）

つるぎ町就業改善セン
ター

平成26年10月26日［日］
14 : 00-15 : 00

一般 15名

11 アートマネジメント人材育成講
座（福 井 大 学 公 開 講 座）
「アートエデュケーション講座
3」

森芳功（企画交流
室長）

福井大学 文京キャンパ
ス

平成26年11月10日［月］
16 : 30-18 : 30

一般 15名

12 開館20周年記念「福沢一郎
と山下菊二師弟は時代とどう
向き合ったか」トークの会

伊藤佳之（福沢一
郎記念館）、江川佳
秀（学芸調査課長）

福沢一郎記念館（東京
都）

平成26年11月16日［日］
14 : 00-16 : 00

一般 50名

合計 414名
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●実行委員会

会長 中瀬敬一（徳島県教育委員会文化の森振興本部長・徳島県立二十一世紀館長）

副会長 森山宏昭（徳島県立近代美術館長）

副会長 高島芳弘（徳島県立博物館長）

監事 松下師一（徳島博物館研究会代表）

委員 嶋田由起子 Vキング（博物館支援ボランティアグループ）代表

委員 坂野哲也 ビボラボ（近代美術館ボランティアグループ）代表

委員 大竹美佐子（文化の森振興本部企画振興部長・徳島県立二十一世紀館副館長）

委員 久米みどり（徳島県立近代美術館・博物館副館長）

委員 板東宏典（徳島県立二十一世紀館文化の森企画広報室長）

事務局 友井伸一・竹内利夫・亀井幸子・大西葵・阿地恵奈（徳島県立近代美術館）

島尾希実子・黒田洋司（徳島県立二十一世紀館）

長谷川賢二・中尾賢一・庄武憲子・茨木靖・�野泰之・松永友和・岡本治代・西記代子（徳島県立博物
館）

事務局：徳島県立博物館内

●指導者

Gehrtz三隅友子（徳島大学国際センター教授）

岩野勝人（大阪成蹊大学准教授）

戎協子（徳島県手話通訳者問題研究会徳島支部長）

大西鉄男（徳島県難聴者と支援者の会代表）

大平多恵子（文字情報支援ひこばえ事務局長）

川真田光子（徳島県手話通訳者問題研究会事務局長）

染川香澄（ハンズ・オン プランニング代表）

平光江（徳島県聴覚障害者福祉協会理事長）

内藤隆（鳴門教育大学准教授）

西岡克浩（丹青社文化空間事業部CGデザイナー）

萩原俊子（徳島県障害者美術展関係者）

半田こずえ（明治学院大学非常勤講師）

福原孝弘（徳島県立徳島視覚支援学校教頭）

湯浅富貴代（文字情報支援ひこばえ）

●協力者

介護セミナー「いきいき健康ひろば」有志

上板町さわらび読書会

徳島県立徳島視覚支援学校

徳島県立徳島聴覚支援学校

徳島市立上八万児童館

徳島大学国際センター（とくしま異文化キャラバン隊）

徳島市内の保育士有志

●報告書

みんなで創るユニバーサルミュージアム 報告書
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A4判38頁

平成27年3月31日発行

●効果と課題

前年度の聴覚障がいをテーマとした「みんなが楽しめる美術館づくり」で学んだワークショップ手法や、そこ

で得られた地域の人 と々の関係をベースとして、今年度の活動を展開することができたこと。さらに5つのテーマ

への広がり、他施設との協働の面での広がりが加わったこと。そして今年度の広がった活動をもとに、次年度

のユニバーサル事業を25周年記念事業として展開する道が開けたことなど、従来の美術館教育活動と地

続きの、持続可能なユニバーサルミュージアム化の内的な流れが生まれている。

複合施設としてのサイン類のリフレッシュが次年度に引き継がれて課題となるが、現場の実情と結びつい

た必然性のある取り組みと、さらなる多様なニーズの取り込みを求めてネットワークを広げる必要がある。

●担当職員

竹内利夫・亀井幸子・友井伸一

2 活動の記録

主に近代美術館に関することを記載。県立博物館に関することは「報告書」および徳島県立近代美術館

年報を参照。

(1) 実行委員会検討会議

平成27年7月25日［金］ 10時-12時

徳島県立博物館講座室

(2) 多様な立場の人とのワークショップ

徳島県立徳島視覚支援学校高等部ワークショップ（博物館） 6月20日

徳島県立徳島視覚支援学校高等部ワークショップ（近代美術館） 6月24日

高齢者ワークショップ（介護セミナー有志） 7月17日

外国人ワークショップ（徳島大学キャラバン隊）（博物館、近代美術館） 7月23日

高齢者ワークショップ（上板町さわらび読書会） 7月25日

保育士ワークショップ（徳島市の保育士有志） 9月10日

徳島県立徳島視覚支援学校専攻科ワークショップ 10月15日

徳島県立徳島聴覚支援学校ワークショップ 10月31日

高齢者ワークショップ（介護セミナー有志） 11月7日

要約筆記で楽しむ展示解説 11月15日

外国人WSワークショップ（徳島大学キャラバン隊） 11月28日

手話で楽しむ展示解説 11月30日

徳島県立徳島視覚支援学校小学部・岩野勝人ワークショップ 12月15日

(3) 関係団体との打ち合わせ等

徳島県立徳島視覚支援学校 7回（4月10日、6月4日、6月11日、8月11日、10月3日、11月20日、3月18日）

徳島県立徳島聴覚支援学校 6回（4月10日、7月23日、10月31日、11月5日、11月20日、1月29日）

文字情報支援ひこばえ 5回（9月10日、10月14日、1月16日、2月8日、2月9日）
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徳島県難聴者と支援者の会 2回（9月20日、11月15日）

徳島県聴覚障害者福祉協会 1回（10月10日）

平成26年度徳島県盲ろう者向け通訳・介助員養成講座 1回（2月12日）

西岡克浩氏（株式会社丹青社CGデザイナー）との協議・講師打ち合わせ 3回（11月21日、12月17日、3月

17日）

半田こずえ氏（明治学院大学） 5回（8月2日、10月20日、10月21日、12月17日、3月17日）

萩原俊子氏（徳島県障害者美術展関係者） 2回（6月27日、7月30日）

岩野勝人氏（大阪成蹊大学芸術学部） 3回（7月15日、7月30日、8月11日）

Gehrtz三隅友子氏（徳島大学国際センター） 1回（7月8日）

徳島市八万保育所 1回（11月18日）

内藤隆氏（鳴門教育大学） 3回（11月30日、12月5日、1月27日）

(4) アートイベントサポーター

登録メンバー：12人

活動日：22回（7月12日‐平成27年2月17日）

作業参加者：のべ47人

(5) 報告会

徳島県博物館協議会研修会

平成27年2月25日［水］ 14時40分-15時40分

徳島県立博物館講座室

発表者：庄武憲子、竹内利夫

3 展覧会、催し、サイン改善

(1) 展覧会

「アートでつながるユニバーサルミュージアム展」

展覧会は3つのパートで構成された。ロビーのくつろぎスペースにウォームアップアイテムや交流ボードを配した導

入部。展示室内に、13点の所蔵作品とつぶやき音声ガイドなどの鑑賞グッズの提案を合わせて紹介した展覧

会パート。そして、美術を楽しむお手本のようにも見える、保育所の子どもたちの所蔵作品へのアプローチに注目

したコーナー。

●会期

平成27年2月10日［火］‐2月22日［日］ 月曜休館

●会場

徳島県立近代美術館展示室3および2階ロビー

●印刷物

ちらし：A4判二つ折り（博物館と共通）

●入場者数

1,914名
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(2) UMなアイテム

ワークショップや来館者の声を形にしたサービス、試作グッズを「UMなアイテム」ステッカーとともに展覧会場で

提案した。

アイテム名 用途 仕様

チャブだい 子どもづれの安心スペース。 市販のローテーブル3台

くつろぎコーナー 子どもづれの安心スペース。 厚手のタイルカーペット90cm、45cm

おやくそくえほん 話せばわかるマナーブック。 A3用紙を折って作る8面づけ冊子

ここから見てマット 作品が素敵に見える場所を自分で決めて足を置く。 懸垂幕用シートを裁断して足型を手描き

おしゃべりカード やさしいアプローチの紙芝居。 A5判ケント紙をリング留め。2種5セット

ききみみ図 つぶやき聞いて見よう。 A3判出力紙を掲示

つぶやき音声ガイド 人のつぶやきがガイドになる。 携帯型CDプレイヤーで提供。ヘッドホンで聴く。
作品が見える位置に鑑賞机を設置。触察図
や解説書も合わせて提供した。

白いところ 見学時に敷いて、「白いところより前で見よう。」 テーブルクロス用のビニールシートを使用。展示
室の床大理石につなげて、結界の役割を果た
すようにした。

ここから見てポイント 立つ場所を例示。近くで、離れて、比べて見よう。 透明シートに足型をデザインして床に貼った。
作品前1メートルと5メートルの地点

手元でよむ解説 見えにくい人に使ってもらえたら。 A5判ケント紙をリング留め。4作品分

反転キャプション 同サイズで試作したところ。 通常のキャプションと同じレイアウトで試験的に
掲示。

触察図 形を指で確認。 A5判程度のスチレンボードにカラーコピー。主に
木工用ボンドで加工。

手もと図 作品の全体像を目もとで確認。 A5判程度のスチレンボードにカラーコピー。

●出品リスト

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

川島猛 N.Y．-D.T．-10-1966 1965-66年 アクリル絵具 キャンバス 232.3×231.9

日下八光 薮蔭 1935年 紙本着色 137.0×162.0

元永定正 ふにゃらくにゃら 1979年 シルクスクリーン 紙 43.0×95.0

元永定正 せのひくいおれんじはまん
なかあたり

1984年 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

アレクサンダー・コール
ダー

角ばった肩の生きもの 1974年 彩色メタル 190.5×96.5×68.6

チャック・クロース マルタ／フィンガーペイン
ティング

1986年 油彩 キャンバス 61.2×51.2

アルベルト・ジャコメッティ 女性立像 1952年 ブロンズ 49.0×9.5×17.0

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

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

ホアン・ミロ 人物 1976年 ブロンズ 211.0×59.5×43.1

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

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

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

オシップ・ザツキン 女性立像 1922年 ブロンズ 77.0×31.0×19.2
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(3) ワークショップ等

展覧会場で会期中に催しを行った。4-1「美術館教育」の項を参照。

(4) サイン改善

●設置試験

平成26年8月24日‐9月2日 2階美術館、博物館の円柱に館名表示を設置。

●試作サイン設置

平成27年2月9日設置（3月末撤去を予定したが、平成27年度内の改修まで引き続き活用。）

4館棟玄関看板、1階エントランス床表示、受付カウンター内円柱の「総合案内」表示、受付カウンター前の

サービス一覧ボード、カスケード前階段の誘導サイン、2階円柱の館名表示、美術館2階受付カウンターのごあん

ない表示。

(5) 紹介コーナー

サイン試作の写真紹介パネルを展示し、投票とアンケートを実施した。

名称：「ユニバーサルミュージアム事業紹介コーナー」

会期：平成27年2月10日［火］‐3月29日［日］ 月曜休館

会場：4館棟2階ロビー

アイテム名 用途 仕様

手のひらアート 両手でつつんで実感を持つ。 彫刻の形状をしめす模型。厚紙と針金を使っ
たもの、粘土型から樹脂でかたどったもの、ボー
ド上に粘土でレリーフ状にしたもの。

彩りフラワー なごみアイテム。 市販の造花

シルバーカート 自分のペースで展示室を歩く。 市販品

オキニイス 好きな絵の前へ持っていく。 市販の折りたたみ椅子

つながる交流ボード みんなの意見が見える。 ホワイトボード

ウォームアップ・アイテム 感覚トレーニング？

テキスたいる 布の手触りで遊ぼう 5センチ角のスチレンボードに様 な々布を貼った

4つの立方体 見た目と触った感じと違うかな 5センチ角の立方体を4種（木・石・鉄・ウレタ
ン）

さわってシルエット 形を指で確かめてみるレッスン。 段ボール箱の中に積み木やオブジェを入れた

アートと背くらべ 大きな作品、さわれない作品を、自分の身長と比べて
みよう。

壁面に大型彫刻の高さを示すラインを掲示

自動ダンス装置 からだのいろんな部分を使ってアートの形をたどって進
むと… オートマティックなダンス！

カーペットにひもで作品の輪郭をぬいつけたもの

画材見本 素材に興味を持つ。 A4判程度のボード。岩絵具や油絵具の塗り見
本

筆談器 高機能の筆談器。 市販品

（試作のみ）指示ボード 日頃から見えるところに置いて、安心を。 A3判ケント紙に出力
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186

205

41

110

38

111

17

81

39

47

サイン等の試作提案 投票結果 （集計期間：平成27年2月10日‐3月29日）
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5-1 平成26年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

平成26年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他6点（寄贈6点）、彫刻・立体1点（購入1点）、版画3

点（寄贈3点）、水彩2点（寄贈2点）、写真1点（寄贈1点）、二次資料302点（寄贈302点）、の計315点（購入1

点、寄贈314点）

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

青木千絵 BODY 08-1 2008 漆、麻 布、発 泡 スチ
ロール（乾漆技法）
317.0×50.0×55.0

彫刻・立体 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

渡瀬政近 徳島県勝浦郡福原村 秋の景色 1930 油彩 板
24.0×33.0

油彩画他 1

石川真五郎 桃 不詳 油彩 キャンバス
38.0×45.5

油彩画他 1

森口宏一 自画像 1968 フィルム、アクリル板、ス
テンレススチール 他
74.0×42.0

油彩画他 1

森口宏一 自画像・全身 1972 フィルム、アクリル板、ス
テンレススチール
72.0×42.0

油彩画他 1

森口宏一 自画像・顔 1973 フィルム、アクリル板、ス
テンレススチール 他
57.5×49.0

油彩画他 1

森口宏一 自画像 1997 ゼラチンシルバープリン
ト、綿ガーゼ、スタンプイ
ンキ
90.0×110.0

油彩画他 1

森口宏一 自画像 1997 ゼラチンシルバープリン
ト、ステンレススチール
96.5×100.5

写真 1

大久保英治 風 1990 シルクスクリーン、コラグ
ラフ、セラミック 紙
76.0×56.5

版画 1
（5枚組）

吹田文明 僕のワイン・レッドの手編のセーター 2008 木版 紙
90.0×60.5

版画 1

吹田文明 僕はNOネクタイ 2010 木版 紙
90.0×60.0

版画 1

三宅克己 白耳義ブルージュの橋 大正期 水彩 紙
25.0×33.8

水彩 1

三宅克己 白耳義ナミュールの町 1930 水彩 紙
18.6×27.6

水彩 1

石川真五郎・資料 石川真五郎関係書簡他一式 1940-72 各種筆記用具、紙、ま
たは印刷、紙

二次資料 302
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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 112 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

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29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29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

平成27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年度平成26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 購入 寄贈 管理換 他

9 21 1 3 3 6 1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 6 176 249 32 457

32 32

9 21 1 3 3 6 1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 6 208 249 32 489

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 1 151 36 10 197

1 2 1 36 1 37

1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 1 187 37 10 234

1 8 33 1 1 1 1 1 56 2 123 262 59 444

1 1

1 8 33 1 1 1 1 1 56 2 124 262 59 445

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 1 77 3 80

6 6

3 1 1 83 3 86

16 1 52 25 13 7 1 134 1 17 7 4 3 1,138 457 1 1,596

10 4 1 5 707 10 717

16 1 62 4 25 13 7 1 134 1 1 22 7 4 3 1,845 467 1 2,313

408 162 14 90 74 2 26 1 31 3 302 379 3,451 56 2 3,888

911 911

408 162 14 90 74 2 26 1 31 3 302 1,290 3,451 56 2 4,799

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 1 314 2,193 4,839 375 2 7,409

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 1 314 3,890 4,850 375 2 9,117

85



5-4 資料収集委員会

1 資料収集委員会

2 資料収集価格評価

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

○ 平木 美鶴 徳島県美術家協会洋画部理事

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

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

三木 哲夫 兵庫陶芸美術館館長

宮下規久朗 神戸大学大学院人文学研究科教授

●開催 平成27年2月5日 第37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27年2月3日

平成26年度の修復作品は、油彩画他1点。

分野 作品No． 作家名 作品名 主な処置

油彩画他 1100689 石川真五郎 桃 洗浄、黴除去、浮き上がり部接着、欠損部充填整形、補彩

86



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

2015年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（90号）：A4版6ページ

所蔵作品展 受贈記念 鏑木昌弥の世界 吉川神津夫

所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第2期

所蔵作品紹介 ＜美しい自転車乗り＞ フェルナン・レジェ 友井伸一

美術館ニュース（91号）：A4版6ページ

特別展 生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展 森 芳功

所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第2期

所蔵作品紹介 ＜遺伝染色体の雨の中で啓司を待つ＞ 工藤哲巳 安達一樹

美術館ニュース（92号）：A4版6ページ

所蔵作品展 徳島のコレクション2014年度第3期 江川佳秀

アートでつながるユニバーサルミュージアム展 竹内利夫

所蔵作品紹介 ＜4人のパイロット＞ 山下菊二 江川佳秀

美術館ニュース（93号）：A4版6ページ

特別企画展 美の饗宴 西洋絵画の300年 バロック、ロココからエコール・ド・パリまで 吉原美惠子

開館25周年記念 所蔵作品展2015

所蔵作品紹介 ＜BODY 08-1＞ 青木千絵 安達一樹

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

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) サイトの新設 「三宅克己ポストカード投票ページ」2014年6月、「三宅克己コレクション」2014年12月

(2) ツイッター開設 2014年4月

県立三好、海部の2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26年度の会員数は

46名。年間5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

館蔵作家、作品に関する調査研究や、展覧会企画のための調査研究を行うとともに、近現代美術全般や美

術館教育、博物館学などに関する調査研究を行っている。

調査研究活動を、組織的かつ継続的に推進するため、定期的に館員による研究報告会を開催している。参

加メンバーは館長、副館長、企画交流室員、学芸調査課員の計10名である。

研究報告会で取り上げるテーマは、大別して職員が共同で取り組む「共同研究テーマ」と、各人が個別に

取り組む「個別研究テーマ」の2つを設けている（いずれも年度をまたがる継続研究を認める）。「共同研究テー

マ」は、館員が作る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

人が交替で研究の進捗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26年5月13日

26年度に取り組む「共同研究テーマ」と「個別研究テーマ」を協議し、年間の進行計画を策定した。「共同研

究テーマ」の題目と概要は7-1-1共同研究を、研究報告会で報告があった「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27年1月7日（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「團藍舟研究（2）團をめぐる画人－徳島における四条派の系譜」

友井伸一「大久保英治について」

第3回 平成27年1月14日（個別研究テーマに関する発表）

吉川神津夫「鏑木昌弥 作家調査の経過について」

安達一樹「徳島県内の美術状況」

亀井幸子「ユニバーサルミュージアム化事業の取り組みについて－視覚支援学校との連携を中心にして－」

調査研究事業

7
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1 共同研究

第4回 平成27年1月21日（個別研究テーマに関する発表）

森芳功「広島新太郎（晃甫）と版画」

吉原美惠子「かなもりゆうこの研究」

竹内利夫「鑑賞支援の情報提供－本館の現状」

徳島の美術に関する通史的研究

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。作家や作品、資料に関する

情報を収集することに努め、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。平成18年度

から共同研究テーマとして位置付け、以降継続して取り組んでいる。

その成果は、所蔵作品展や特別展で部分的に公開しているが、将来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24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年以上

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

するとともに、作品にまつわる情報についても蓄積に努めている。
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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

「廣島晃甫（新太郎）の版画作品」

廣島晃甫（本名は新太郎、1889-1951年）は、大正から昭和にかけて、帝国美術院美術展覧会や文部省

美術展覧会などで活躍した徳島県出身の日本画家である。彼は、帝展系日本画の重要作家の一人といえる

が、画業の初期には、日本初となる創作版画の団体展、日本版画倶楽部展で活躍するなど、版画分野でも日

本近代美術史に名を刻んでいる。本発表は、その版画作品に注目したものである。

これまでも大正期の新傾向を示す表現として、彼の版画は捉えられてきたが、個 の々作品の制作年など基礎

的調査が十分に行われてきたとはいえない。発表では、晃甫の版画作品がこれまでどのように捉えられてきたの

かを踏まえたうえで、現存が確認されている作品、図版で知ることのできる作品を制作年順に整理し、その展開

を概観した。

なお本発表は、第12回版画史研究会での発表「廣島晃甫（新太郎）と版画－遺品を手がかりにして」（平

成25年11月、日本教育会館）に新知見を加えたもので、その成果は、「廣島晃甫（新太郎）の版画作品」（『徳

島県立近代美術館研究紀要』第16号）として公表した。

2 図書、図録等

森芳功（編著）『生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展』徳島県立近代美術

館 平成26年10月

3 論文

「廣島晃甫（新太郎）の版画作品」『徳島県立近代美術館研究紀要』第16号 平成27年3月 pp.3-22

5 解説、翻訳他

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ（その74-85）」『徳島エコノミージャーナル』414-425号 ブレーンバンク

平成26年4月‐平成27年3月 各pp.32-33（12回連載）

「中村大三郎 二人舞妓」『いのち輝く』第76号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成26年5月

pp.16-17

「美術随想2 日本画と『不器用』」『徳島新聞』 平成26年6月11日（朝刊）

「特別展 生誕140年・没後60年記念 水彩表現の開拓者 三宅克己回顧展」『徳島県立近代美術館

ニュース』第91号 平成26年10月 pp.2-3

「秦テルヲ 眠れる子」『いのち輝く』第78号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成27年1月

pp.16-17

「美術随想10 『地方』の豊かさ再考」『徳島新聞』 平成27年2月11日（朝刊）

7 講演会、各種研究会での発表

福井大学公開講座「アートマネジメント人材育成講座 アートエデュケーション講座3」福井大学 平成26年

11月10日
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江川佳秀

8 社会的活動

明治美術学会会員、美術科教育学会会員

9 教育活動

平成26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1」 平成27年3月1日

平成26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（近代美術2）」

平成27年3月13日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「団藍舟研究2」

團藍舟（1872-1935年）は徳島市に生まれ、徳島で四条派の画家吉永藍畦に学んだ後、上京して川端玉

章に師事した。明治絵画会展や日本美術協会展などで受賞を重ね、日本美術協会では審査委員や第一部

委員を務めた。1909（明治42）年に川端玉章が川端画学校を開設した際は、助教授として川端を助けた。明

治後期から昭和初頭の日本画壇で、旧派の画家として存在感を示した一人である。

本館は團の関係者から、平成24年度末に作品と遺品計約1,900点をお預かりした。25年度の研究では、そ

れら全点のデータを採取し、詳細なリストを作成することで、25年度末の寄贈手続きにつなげた。26年度の研究

はその成果を受け、作品と遺品の分類とデータを再点検することで精度を高めるとともに、文献資料の収集と、

館外にある作品の所在調査を行うことで、画業の全体像を明らかにすることに努めた。

その成果は「所蔵作品展2014年度第3期 特集團藍舟の世界」（平成27年2月10日‐4月5日）での展示、

および本館ニュースや新聞への投稿記事で概要を報告した。

5 解説、翻訳他

「美術随想1 「美術」という言葉 生誕140年 現代は転換期」『徳島新聞』 平成26年5月14日（朝刊）

「河井清一 T嬢の像」『いのち輝く』第77号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成26年9月

pp.16-17

「所蔵作品展 徳島のコレクション 2014年度第3期」『徳島県立近代美術館ニュース』第92号 平成27年1

月 pp.2-3

「所蔵作品紹介 山下菊二 4人のパイロット」『徳島県立近代美術館ニュース』第92号 平成27年1月

p.6

「東京富士美術館所蔵 美の饗宴 西洋絵画の300年－バロック、ロココからエコール・ド・パリまで 王制か

ら市民社会へ 大きく変化する様相」『徳島新聞』 平成27年1月1日

「美術随想9 二つの展覧会 存在を確かめるように」『徳島新聞』 平成27年1月21日（朝刊）

「最後の絵師・團藍舟 にじむ新時代の潮流」『徳島新聞』 平成27年3月20日（朝刊）

7 講演会、各種研究会での発表

「異郷の昭和美術 中国東北部の日本人社会と満洲国美術展覧会」企画展「東京・ソウル・台北・長春－

官展にみる－それぞれの近代美術」講演会 府中市美術館 平成26年5月18日

「異郷の昭和美術 中国東北部の日本人社会と満洲国美術展覧会」特別展「東京・ソウル・台北・長春

官展にみる近代美術」記念講演会 兵庫県立美術館 平成26年07月13日

対談「福沢一郎と山下菊二 いま語る・ふたりの実像」開館20周年記念展「福沢一郎と山下菊二 師弟は

時代とどう向き合ったか」関連イベント 福沢一郎記念館・東京都世田谷区 平成26年11月16日

＊伊藤佳之氏（福沢一郎記念館）との対談
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安達一樹

友井伸一

8 社会的活動

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

平成26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保存と管理2」

平成26年9月18日

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、継続的に開催されている出羽島アート展は会場を拡大し、ほかに芸術

祭として「伊島芸術祭「楽園」2014」「阿南富岡まちなみ芸術祭2014 トミナーレ」などが開催されたほか県内

各地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、内容は乏しくなっているといわざ

るを得なかった。制作系愛好家の高齢化は当然のことであるが進行し、昨年度に佐野比呂志らが没したことの

影響が今年度において顕著となり、県内美術界は危機的状況となりつつあるといえるだろう。

5 解説、翻訳他

「美術展評（平成26年3月）」『徳島新聞』 平成26年4月16日（朝刊）

「美術随想3 公募展近影」『徳島新聞』 平成27年7月14日（朝刊）

「所蔵作品紹介 工藤哲巳 遺伝染色体の雨の中で啓示を待つ」『徳島県立近代美術館ニュース』91号

平成26年9月

8 社会的活動

相生森林美術館協議会委員、障害者芸術祭エナジー審査員、第68回和歌山県美術展覧会（彫塑部門）審

査員

所属学会：美術史学会、明治美術学会、文化財保存修復学会

9 教育活動

平成26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26年9月17日

平成26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27年3月13日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「大久保英治 その作品と足跡」

自然がテーマの大規模プロジェクトから、日常の歩行をベースにしたコラージュ等の持続的な制作へと展開し

てきた大久保英治の近年の作品調査を中心に、初期から現在までの作品・制作に関するデータの収集と整理

を行った。

近年の作品調査としては、次の展覧会調査を行った。

「シアン美術館10周年特別企画 時間、痕跡」（シアン美術館、ヨンチョン、韓国 平成26年4月12日‐6月
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29日）

「G展 てん と ち のあいだ」（徳島県立近代美術館ギャラリー 平成26年6月3日‐6月14日）

「大久保英治コラージュ展－EIJING－終わりなき進行形」（眉峰ギャラリー、徳島 平成26年8月16日‐8月

25日）

「矢掛町合併60周年記念 大久保英治展 環流・やがげ－2014」（やかげ郷土美術館、岡山県矢掛町

平成26年10月7日‐11月9日）

「自然へのまなざし 大久保英治×梅田俊作×米津光」展（相生森林美術館、徳島県那賀町 平成26

年10月11日‐11月30日）

「あじさい湖里山憧憬プロジェクト 森 art なか2014」展（あいあいらんど、徳島県那賀町 平成26年

10月11日‐11月30日）

また、初期からの制作に関しては、次の屋外作品の調査を行った。

高知県大川村＜場と太陽＞（1996年）

岡山県矢掛町＜種＞（2005年頃）、＜環流 門＞（2005年）、＜翔＞（1992年）

あわせて、大久保氏が行う各種フィールドワークに同行するとともに、年譜の作成にもとりかかっている。今後も

新作、近作の調査とともに、年譜、作品目録の作成に向けて、継続した調査に取り組んでいきたい。

3 論文

「ミミズとサンゴと大久保英治」『矢掛町合併60周年記念 大久保英治展 環流・やかげ－2014図録』やか

げ郷土美術館 平成26年12月 pp.6-9

5 解説、翻訳他

「大久保英治 「吉野川－場の刻 6/30・9/29・12/1」」『徳島県立近代美術館ニュース』第89号 平成26

年4月 p.6

「所蔵作品紹介 フェルナン・レジェ 美しい自転車乗り」『徳島県立近代美術館ニュース』第90号 平成26

年7月 p.6

「作品解説」「大久保英治の新作コラージュ」『大久保英治コラージュ展－EIJING－終わりなき進行形』リーフ

レット、平成26年8月 眉峰ギャラリー pp.3-4

「美術随想4 継続と挑戦」『徳島新聞』 平成26年8月14日（朝刊）

「保育所のこどもたちと」『平成26年度文化庁地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業 みん

なで創るユニバーサルミュージアム 報告書』みんなで創るユニバーサルミュージアム事業実行委員会

平成27年3月 pp.32-33

7 講演会、各種研究会での発表

「対談 大久保英治展 環流・やかげ－2014」 平成26年10月7日 やかげ郷土美術館展示室 ＊大久

保英治氏との対談

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26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（近代美術1）」

平成27年3月8日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「かなもりゆうこの制作」

かなもりゆうこ（1968年～）は、日常のふとした光景にゆたかな物語を見出し、それを丁寧に編みながら、作品
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を制作している現代美術家である。なにげなくものを見つめること、日常生活に関わる作業を繰り返すこと、そして

読むことや書くことも私たちの暮らしにとってはとても大切なもので、これらの時間が積み重なり、遠い記憶や思い

出が、日 つ々くられてゆくことにも思い至るだろう。かなもりは、制作に際して驚くほどの手仕事をものする作家だが、

近年の映像作品のシーケンスを丁寧に読み解いてゆくと、その内容の繊細さは増して際立つ。それは、すべての

素材選びの段階から、かなもりの繊細で日常的でありながらも研ぎ澄まされた身体感覚を極めて重視する姿勢

に発し、作品に表されるパフォーマンスの質の良さに繋がっていることがわかる。

5 解説、翻訳他

「美術随想5 仏師の心で」『徳島新聞』 平成26年9月9日（朝刊）

「東京富士美術館所蔵 美の饗宴 西洋絵画の300年－バロック、ロココからエコール・ド・パリまでバロックか

ら現代一望」『徳島新聞』 平成27年1月1日

「東京富士美術館所蔵 美の饗宴 西洋絵画の300年－バロック、ロココからエコール・ド・パリまで」『徳島県

立近代美術館ニュース93号』 平成27年3月 pp.2-3

「小池博史ブリッジプロジェクト『風の又三郎－Odyssey of Wind－』のあとさき」『民族藝術』第31号 平成27

年3月 pp.190-191

「現代美術の可能性－手をめぐって」『徳島大学開放実践センター紀要』第24巻 平成27年3月 pp.57-61

7 講演会、各種研究会での発表

「平成26年度フレアとくしま100講座 美術講座 かなもりゆうこ劇場」徳島県男女共同参画交流センター・フレ

アとくしま 平成26年7月12日

「徳島大学開放実践センター講座 実は親しみやすい現代美術」徳島大学・大学開放実践センター 平成

26年6月30日、7月14、26日

「つるぎ町合併10周年 移動美術展 講演会 美術表現にみる『時代』」つるぎ町就業改善センター 平成

26年10月26日

9 教育活動

平成26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（コレクション展）」

平成27年3月14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」

鏑木昌弥の作品は、昨年度、116点の作品が収集された。この収集を受けて、7月に所蔵作品展の中で

「受贈記念 鏑木昌弥の世界」（平成26年7月12日‐9月7日）を開催した。この展覧会の準備のために、昨年

度より引き続き、作家本人からメールによる聞き取り調査を行った。

昨年度は鏑木の作品の3つの特徴、「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」

から質問を重ねたのであるが、今年度は展覧会開催年度でもあるため、主な作品について年代順に聞き取り調

査を行った。その成果はリーフレットや展覧会場のパネルに反映させた。

なお、聞き取り調査は展覧会開催後も継続している。内容については作品だけにとどまらず、鏑木が関わった

「前衛美術会」、「齣展」や山下菊二や中村宏等の作家との交流についての聞き取りを行った。

5 解説、翻訳他

「受贈記念 鏑木昌弥の世界」『徳島県立近代美術館ニュース』第90号（2014年7月号） pp.2-3

「背中と鼻」『受贈記念 鏑木昌弥の世界』リーフレット 徳島県立近代美術館 平成26年7月

「美術随想4 飛び出したアート展」『徳島新聞』 平成26年10月20日（朝刊）
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亀井幸子

8 社会的活動

阿波和紙フォトコンテスト 心情・いんべの里フォトコンテスト2014審査員

美学会会員

9 教育活動

平成26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27年3月13日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「ユニバーサル事業を通して鑑賞支援の情報提供について考える」

平成25年度の聴覚障がいにテーマをしぼった「みんなが楽しめる美術館づくり」と26年度の「みんなで創るユ

ニバーサルミュージアム事業」の取り組みを通して、来館者への情報提供のあり方について考察しようとして課題

を設定したが、問題整理の入口にとどまった。2年の事業を通してハンズオン教材や交流型の鑑賞プログラムな

どの開発や検証が活動の推進力となったが、一方でこれまで文字情報として扱ってきた作品解説文などの情

報をどのように「ユニバーサル」な提供とするかを、切り分けて検討するのは難しかった。基礎的なユニバーサルデ

ザインの理論から積み上げて当館での情報の流れを確認できるよう継続して取り組みたい。

4 報告書

『平成26年度文化庁地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業 みんなで創るユニバーサル

ミュージアム 報告書』みんなで創るユニバーサルミュージアム事業実行委員会 平成27年3月 ＊長谷川賢

二氏（徳島県立博物館）他との共編著

5 解説、翻訳他

「美術随想・7 材料からの視点」『徳島新聞』 平成26年11月18日（朝刊）

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26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27年3月3日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「ユニバーサルミュージアム事業の取り組みについて－視覚支援学校との連携を中心として」

【これまでの取り組み】

徳島県立近代美術館では、だれもが安心して楽しむことができるように、いろいろな人の意見を聞きながら改

善するユニバーサルミュージアム事業に取り組んでいる。平成23年度には、手話通訳付きの美術鑑賞会を開催

した。平成25年度には、美術館のユニバーサル化に向けて「聴覚障がい者への鑑賞プログラム推進事業」に取

り組んだ。また、徳島県立盲学校地域研修会（講師は広瀬浩二郎氏〔国立民族学博物館准教授〕）が当美

術館と博物館で開催されたり、盲学校と聾学校の児童の交流学習が美術館で行われたりしたことで、盲学校

（平成26年度から校名が徳島視覚支援学校に変更）とのつながりが生まれた。

H26年度は、「文化庁 平成26年度 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業」として補

助を受け、「みんなで創るユニバーサルミュージアム」事業に取り組んだ。その事業では視覚障がい、聴覚障が

い、就学前幼児、外国人、高齢者の5つをテーマにしたワークショップを行い、それらの交流をとおして出されたア

イデアをもとに、表示物の改善や鑑賞支援教材などの試作に取り組んだ。
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7-3 文献資料の整理

【徳島視覚支援学校との連携】

6月4日：徳島視覚支援学校見学 小学部、高等部の授業見学、教員との意見交換

6月24日：ワークショップ 参加者：高等部生徒3名、教員3名

10月15日：ワークショップ 参加者：専攻科生徒3名、教員6名

12月15日：造形ワークショップ（講師：大阪成蹊大学 岩野勝人准教授）参加者：小・中学部、高等部児童・

生徒7名

【成果と課題】

ワークショップでは、美術館で鑑賞プログラムや教材を使った鑑賞活動を体験してもらい、改善に向けて協議

しながら触察図や手元図を試作した。それらは、「アートでつながるユニバーサルミュージアム展」（平成26年2月

10日～22日）で提案し実際に活用してもらった。まだまだ改善の必要があるが、見えない人にも見えにくい人にも、

使用方法を工夫することで有効に活用できると思う。また視覚障がいを持たない人にとっても、材料や日本画、

油絵などの触ることができる見本は作品への関心を高めることに役立っていたように思う。今後も利用者である

障がい児・者とその支援者や教員と美術館の三者の協同で鑑賞を楽しむ手立てを提案していきたい。

5 解説、翻訳他

「アートの日－保育所との連携プログラム」『教育美術』 第862号（2014年4月号） p.57

「美術随想8 素直に作品と向き合う」『徳島新聞』 平成26年12月17日（朝刊）

「教育通信 ふれあいひろば」『みんなで創るユニバーサルミュージアム』 平成27年2月号 p.3

「岩野勝人さんワークショップ」『平成26年度文化庁地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業

みんなで創るユニバーサルミュージアム 報告書』みんなで創るユニバーサルミュージアム事業実行委員会

平成27年3月 p.23

8 社会的活動

平成26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26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26年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）

平成26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27年3月3日

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

平成26
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 44 4,944

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 22 3,530

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 0 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 0 1,637

その他（件） 27 32 2 4 1 2 0 0 9 2 23 12 3 1 4 5 7 4 0 0 3 0 0 0 0 0 141

合計 5,863 5,268 1,048 1,290 768 878 766 473 514 377 369 188 450 366 295 165 361 519 148 147 159 102 109 112 101 66 20,902
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8-1 組織及び職員一覧（平成26年度）
（平成27年3月31日現在）

管 理 運 営

8

館 長 森山 宏昭

副 館 長 久米みどり （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 亀本 美砂
Gehrtz三隅友子
敷島のり子

白石 謙二
高島 宏子
武田亜希子
橋本 正弘
東浦 博史
平木 美鶴
結城 栄子

上席学芸員 友井 伸一
上席学芸員 竹内 利夫
係 長 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� 智博
文化推進員 阿地 恵奈

文化推進員 粟飯原公美
文化推進員 加村 美帆
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

平成26年10月17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26年12月10日［水］‐12月16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「桃香の自由帳」、「今日もよか天気たい」

● 入場者数 展示 274名 ビデオ上映 41名

（平成27年3月31日現在）

区 分 氏 名 職 名

学 校 教 育

白石 謙二
県小学校教育研究会図画工作部会長
北井上小学校長

結城 栄子
県中学校美術教育研究会会長
川島中学校教頭

武田亜希子
県高等学校教育研究会美術学会会員
徳島市立高校教諭

社 会 教 育

敷島のり子
ポスターギャラリー実行委員会会長
徳島文理大学事務局

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（課長
補佐）相生森林美術館学芸員

家 庭 教 育 高島 宏子 元 四国大学生活科学部教授

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

Gehrtz
三隅 友子

徳島大学国際センター教授

橋本正弘 日本画家（徳島県美術家協会会員）

99



8-4 入館者数

1 平成26年度所蔵作品展入館者数

2 平成26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。一般の方に美術情報を提供するだけでなく、調査研究活動、学芸活動の成果を活かして、他の

文化施設や官公庁、教育機関、マスコミへの協力も行っている。

（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

三嶽展 352 38 63 1 97 11 648 104 838 2,141 44 49

三宅展 963 31 1 320 13 1,265 25 1,270 181 1,280 5,324 50 106

合計 1,315 69 1 383 14 1,362 36 1,918 285 2,118 7,465 94 79

（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 74 3 2 8 2 400 46 307 840 22 38

5 23 4 4 14 654 62 1,703 2,450 27 91

6 68 14 5 11 238 49 656 1,030 25 41

7 79 8 5 2 4 10 1,153 1,259 23 55

8 3,255 3,255 26 125

9 77 16 1 28 1 1 2 33 23 354 534 25 21

10 41 1 1 10 481 47 998 1,569 27 58

11 8 1 4 9 407 102 2,320 2,842 22 129

12 43 4 2 12 5 208 56 476 801 24 33

1 50 7 2 14 1 1 21 22 218 335 23 15

2 64 19 27 2 5 281 25 1,024 1,442 25 58

3 93 10 3 43 1 1 38 51 341 580 26 22

合 計 620 86 10 148 9 1 62 2,765 493 12,805 16,937 295 57

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 20回 14回 19回 22回 17回 13回 62回 15回 14回 5回 7回 5回 213回
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8-6 作品の貸出

1 洋画

2 日本画

3 彫刻

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

高橋秀

W計画 1 2014.5.17-6.29 作家の眼 高橋秀展－
気への形象 京都市美術館

M計画 1 2014.5.17-6.29 作家の眼 高橋秀展－
気への形象 京都市美術館

高松次郎 影の自画像 1 2014.7.23-
2015.3.28

だまし絵�Visual Deception
� : into the future

Bunkamuraザ・ミュー
ジアム、兵庫県立美術
館、名古屋市美術館

石川真五郎

剣山 1 2014.9.17-10.3 石川真五郎展 板野町教育委員会

吉野川の早春 1 2014.9.17-10.3 石川真五郎展 板野町教育委員会

吉野川 1 2014.9.17-10.3 石川真五郎展 板野町教育委員会

横尾忠則

お堀 1 2015.3.19-
2016.7.30 International Pop Walker Art Center

よだれ 1 2015.3.19-
2016.7.30 International Pop Walker Art Center

カミソリ 1 2015.3.19-
2016.7.30 International Pop Walker Art Center

ジャン・メッツァンジェ 自転車乗り 1 2015.3.5-5.14
北陸新幹線開業記念
「世界・日本の20世紀美
術」－旅する100年－

富山県立近代美術館

奈良美智 UNTITLED （BROKEN
TREASURE） 1 2015.3.5-5.14

北陸新幹線開業記念
「世界・日本の20世紀美
術」－旅する100年－

富山県立近代美術館

高松次郎 影の自画像 1 2015.3.28-7.12 高松次郎展 国立国際美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

池田遙邨 鳴門 1 2014.6.26-9.9
瀬戸内海国立公園指定
80周年記念「美しき日本
瀬戸内の風景」展

香川県立東山魁夷せ
とうち美術館

下村観山 毘沙門天弁財天 1 2015.3.31-6.11
岡倉天心、フェノロサが
愛した 近代美術と奈
良の美

奈良県立美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

籔内佐斗司 あ 1 2014.9.27-11.21 籔内佐斗司彫刻展
いのちをむすぶ童子たち 島根県立石見美術館
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4 版画

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

ジャン・デュビュッフェ 壁 15 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉扉1

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉扉2

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉2．多くの人 を々

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉4．禽獣を知らねばな
らぬ

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉5．飛ぶ鳥のすがた

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉6．小さな草花のたた
ずまい

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉7．まだ知らぬ国々の
道を

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉8．思いがけぬ解逅

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉9．遠くから近づいてく
るのが見える別離

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館
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作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

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

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉11．心を悲しませてし
まった両親を

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉12．少年時代の病気
を

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉13．静かなしんとした
部屋で

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉14．海辺の朝

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉15．海そのものの姿

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉16．星くずとともに消え
去った旅寝の夜々

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉17．愛にみちた多くの
夜の回想

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉18．産婦の叫び

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉19．白衣のなかに眠り
に落ちて恢復を待つ産後の
女

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉20．死んでゆく人の枕
もと

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉21．死者の傍で

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館

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…〉22．一篇の詩の最初
の言葉

1 2015.3.19-11.3
パリのリトグラフ ムルロ
版画工房と20世紀の巨
匠たち

DIC川 村 記 念 美 術
館、神奈川県立近代
美術館 葉山、島根
県立美術館、北九州
市立美術館
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5 素描

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」

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

山下菊二 裏門第2バリケード 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 第1変電室 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 夜の防衛隊本部 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 宣傳課と資料調査室 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 第2ステージにて 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 演技課と美術課 中央ス
テージ屋上より

1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 噴水廻りでコーラス 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 中央ステージ 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 〔映画セットとカメラ〕 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 『わが愛』タイトル撮影 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 防衛隊泊りの日 表門守
エイ室より

1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 表門・送風機トバリケード 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 動画課階段 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 防火班にて 裏門 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 〔人形の首ほか小道具〕 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 〔撮影用カメラ・照明など〕 1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

山下菊二 映画「酔いどれ」オープン
セット〔A〕

1 2015.2.8-4.23 「東宝スタジオ－砧に吹
いたモダニズムの風」展

世田谷美術館

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 合 計

件 数 2 2 1 3 4 3 2 0 3 4 2 2 28

利 用 日 数 6 8 7 14 18 11 48 0 17 12 22 5 168

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 合 計

件 数 1 2 2 1 1 1 0 3 2 1 1 0 15

利 用 日 数 2 2 2 1 5 1 0 3 2 1 1 0 20

※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
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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

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）
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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」

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。
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(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
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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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