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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

平成27年 4 月～28年 1 月

開館25周年記念展として、特別企画展「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」、「フィギュア展－ヒトガタ、人

形、海洋堂」、所蔵作品展「所蔵作品展2015」、「人間表

現を楽しむ25のとびら」、「同時代のアーティストたちの表

現」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27年度

「開館25周年記念」として「所蔵作品展2015」展、「人間表

現を楽しむ25のとびら」展、同時代のアーティストたちの表現」

展を開催し、展示室1、2、美術館ロビー、屋外展示場、彫刻

の小径において所蔵作品の展覧を行った。なお「同時代の

アーティストたちの表現」展では、本館所蔵作家であるユン・

ソクナム（尹錫男）氏より新作インスタレーションを借用し、展

覧した。

（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

開館25周年記念 「所蔵作品展2015」

● 会期

平成27年4月11日［土］‐7月26日［日］

● 休館日

月曜日、5月7日［木］、7月21日［火］＊5月4日［月］は開館

● 視点

今年度は開館25周年にあたり、年間を通じて所蔵作品

展を特別編成で開催した。

今期は、展示室1で特集3回と小コーナー、展示室2で

「徳島県立近代美術館名品選」を開催した。

（1） 特集1 新収蔵作品を中心に

若手で活躍中の立体作家、青木千絵をはじめ、関西を

中心に活躍した森口宏一、徳島ゆかりの作家、吹田文明、

渡瀬政近、三宅克己らの新収蔵作品を中心に紹介した。

（2） 特集2 徳島ゆかりの美術

収集方針の一つである「徳島ゆかりの美術」は徳島出

身の作家の作品や徳島の風物をモチーフとした作品を収

集するものである。今回は、洋画、日本画、版画、彫刻の

各ジャンルから代表的な作品を紹介した。

（3） 特集3 現代版画

収集方針の一つである「現代版画」は、1945年以降の

国内外の作品を中心に収集するものである。2,500点以

上に及ぶ作品の中から「木のちから」、「銅版画の風合

い」、「工房と新しい技術、リトグラフ、シルクスクリーン」の3

つのパートで紹介した。

（4） 小コーナー 美術館の生まれた頃

近代美術館が開館した1990年頃は国内ではバブル

景気が終わりを迎えようという時期であった。一方、海外に

目を向けると東西ドイツの統一、ソ連崩壊、湾岸戦争勃

発とまさに激動の時期であった。今年が開館25周年にあ

たることから、近代美術館が開館したこの時期の国内外

の作品を紹介した。

（5） 徳島県立近代美術館名品選

今年度は、会期毎に収集方針に沿った展示を行わな

いため、「徳島県立近代美術館名品選」として徳島県立

近代美術館の収集方針である「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」を展示室2でコンパクトに紹

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（二つ折り） 簡易印刷

＊その他の印刷物については、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

31,602人

＊8-4「入場者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

NHKニュース（徳島局） 4月21日（火） 7時45分～、

12時15分～、18時10分～、20時45分～

● 担当学芸員

安達一樹、竹内利夫、森芳功、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6月7日

［日］まで、*bを付したものは6月9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

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

石川真五郎 桃 制作年不詳 油彩 キャンバス 38.0×45.5［鴨島文化サロン寄贈］

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 5点

各76.0×56.5［林文江氏寄贈］

黒川弘毅 Golem 63 1991 ブロンズ 23.0×20.0×19.5［作家寄贈］

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

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［作家寄贈］

僕はNOネクタイ 2010 木版 紙 90.0×60.0［作家寄贈］

三宅克己 白耳義ブルージュの橋 大正期 水彩 紙 25.0×33.8［野田翠氏寄贈］

白耳義ナミュールの町 1930 水彩 紙 18.6×27.6［野田翠氏寄贈］

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［森口まどか氏、森口ゆ
たか氏寄贈］

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［森口まどか氏、森口ゆ
たか氏寄贈］

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［森口まどか氏、森口ゆ
たか氏寄贈］

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［森口まどか氏、森口
ゆたか氏寄贈］

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［森口まどか氏、森口
ゆたか氏寄贈］

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［谷川巌氏寄贈］

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

■特集2 徳島ゆかりの美術

池田遙邨 鳴門 1949 紙本着色 218.5×139.7

石丸一 山 1942 油彩 キャンバス 130.0×193.0

一原有徳 腺1 1969-81 アルミニウム版腐蝕、数珠玉 紙 50.0×40.0

BBT 1977-82 アルミニウム版腐蝕 紙 50.2×36.4

市原義之 映ゆ 1979 紙本着色 200.0×200.0

伊原宇三郎 パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

丘の風景 1958 油彩 キャンバス 80.4×100.0

河井清一 休み日 1928 油彩 キャンバス 194.5×130.3

菊畑茂久馬 月光 三 1986 油彩、木 キャンバス 259.1×194.1

天動説 十一 1985-87 油彩、布、木、キャンバス 259.0×194.2

清原重以知 雪暮れ 1937 油彩 キャンバス 90.7×116.9

日下八光 高原の春 1946 紙本着色 249.9×172.4
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

幸田暁冶 子 1964 紙本着色 140.0×105.0

高羽敏 版画集〈哈爾濱点描〉哈
爾濱寺院

1937 エッチング 紙 12.5×11.6

版画集〈哈爾濱点描〉街
頭鞋修理

1937 エッチング 紙 12.3×7.4

版画集〈哈爾濱点描〉小
孩子の居る入口

1937 エッチング 紙 17.0×19.4

服部仁郎 使命 1924 木彫 h.171.0

広島晃甫 夕暮小景 1922 木版 紙 21.3×18.3

岩上小禽 1922 木版 紙 23.0×18.2

赤装女 1941 絹本着色 165.0×105.0

吹田文明 夕日の草原 1971 木版 紙 92.3×60.5

銀河へ 1982 木版、紙版 紙 89.5×60.0

三宅克己 京都下加茂の雨 不詳 水彩 紙 33.8×45.8

守住勇魚 新橋停車場風景 1876-1878頃 水彩、鉛筆 紙 21.1×30.2

■特集3 現代版画

靉嘔 Mr.& Mrs.Rainbow
Noppo R-V

1973 シルクスクリーン 紙 141.5×50.5

池田満寿夫 ある種の関係 1966 ドライポイント、ルーレット、エング
レーヴィング 紙

45.5×41.0

磯見輝夫 森へ 1984 木版 紙 69.5×120.0

一原有徳 GYO15 1984 ステンレス版モノタイプ 紙 160.0×119.0

加納光於 星・反芻学 1962 インタリオ 紙 33.2×67.7

木村光佑 アウト オブ タイム‐24 1970 リトグラフ、シルクスクリーン アクリ
ル、紙

76.5×54.5

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

黒崎彰 赤い闇6 1970 木版 和紙 80.0×55.0

小林敬生 白い朝又は早暁‐群舞
05・C‐

2005 木口木版 紙 86.7×116.3［作家寄贈］

白髪一雄 版画集〈白髪一雄版画
集1990〉駿

1990 シルクスクリーン 紙 85.0×65.1

菅井汲 悪魔 1955 リトグラフ 紙 53.3×38.7

中林忠良 Position ’80・腐食II 1980 エッチング、アクアチント 紙 44.8×65.4

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

日和崎尊夫 KALPA-A 1968 木版 紙 35.3×22.7

吹田文明 青い十字 1965 木版 紙 74.5×61.2［作家寄贈］

松谷武判 OBJECT-6 1973 シルクスクリーン 紙 76.0×56.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

棟方志功 版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉1．アンデレ 案出
禮の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉2．ヨハネ 世跳の
柵

1953 木版 紙 87.5×34.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉3．ペテロ 遍天呂
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉4．タダイ 多駄伊
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉5．フィリポ 邊梨保
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉6．バルトロマイ 波
流戸呂舞の柵

1953 木版 紙 88.0×34.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉7．ヤコブ 也胡武
の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉8．マタイ 馬鯛の
柵

1953 木版 紙 87.0×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉9．アルバヨの子ヤコ
ブ 或婆夜の子 屋仔
舞の柵

1953 木版 紙 88.0×33.5

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉10．トマス 登増の
柵

1953 木版 紙 87.0×33.5

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉11．シモン 指聞の
柵

1953 木版 紙 87.0×33.0

版画集〈耶蘇十二使徒
板画柵（不来方頌、大
恩世主十二使徒板画鏡
柵）〉12．マフテヤ 摩手
也の柵

1953 木版 紙 87.5×33.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

元永定正 くろいかたちはういている 1987 シルクスクリーン、アクリルプレート
紙

42.5×66.5×4

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

吉原英雄 彼女は空に 1968 リトグラフ、エッチング 紙 72.0×104.0†

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉16．フィレタスの果樹
園

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0†

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉26．鳥追い

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0†

クリスト 版画集〈実現していない
プロジェクト〉a．梱包され
たホイットニー美術館

1968 リトグラフ、コラージュ 紙 70.8×55.8†

チャック・クロース キース I 1981 ハンドメイド・ペーパー 88.9×67.9†

デイヴィッド・ホックニー グレゴリーのイメージ 1985 リトグラフ、コラージュ 紙 198.1×88.9†

ヴァシリー・カンディンス
キー

版画集〈響き〉5．叙情的 1911 木版 紙 14.6×21.8

版画集〈響き〉25．ボート
潜行

1911 木版 紙 21.8×22.0

ケーテ・コルヴィッツ 版画集〈7点組木版画
集 戦争〉6．母親たち

1922-23 木版 紙 34.2×40.2

ロイ・リクテンスタイン 版画集〈11人のポップ・
アーチストIII〉1．「おやす
み、ベイビー！」

1965 シルクスクリーン 紙 90.5×65.1

パブロ・ピカソ 二人の人物 1938 エッチング 紙 24.7×27.7

三人の女 1938 エッチング 紙 30.8×21.0

ロバート・ラウシェンバーグ ランドマーク 1968 リトグラフ 紙 108.0×76.5†

カール・シュミット＝ロットル
フ

版画集〈シュミット＝ロット
ルフ9点組木版画集〉愛
のキス

1918 木版 紙 50.3×39.0

ジョージ・シーガル 赤いシャツの3人 1975 エッチング、アクアチント 紙 100.0×200.0

■小コーナー 美術館の生まれた頃

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

太郎千恵蔵 プリンセス・パーティーI 1993 衣服、金網、モーター付き台車 50.5×48.0×33.5他9体組

利根山光人 失題 1991 油彩 板 182.9×274.3

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

肖像（少年2） 1988 写真、メディウム 210.0×120.0

肖像（少年3） 1988 写真、メディウム 210.0×120.0

横尾忠則 〈予兆の刻〉I 1989 シルクスクリーン 紙 112.0×71.0*a

〈予兆の刻〉II 1989 シルクスクリーン 紙 112.0×71.0*a

〈予兆の刻〉III 1989 シルクスクリーン 紙 112.0×71.0*a

〈予兆の刻〉IV 1989 シルクスクリーン 紙 112.0×71.0*a

〈予兆の刻〉V 1989 シルクスクリーン 紙 112.0×71.0*a
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

横尾忠則 版画集〈龍の器DRAGON
VESSEL〉I

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5*b

版画集〈龍の器DRAGON
VESSEL〉II

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5*b

版画集〈龍の器DRAGON
VESSEL〉III

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5*b

版画集〈龍の器DRAGON
VESSEL〉IV

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5*b

版画集〈龍の器DRAGON
VESSEL〉V

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5*b

マグダレーナ・アバカノ
ヴィッチ

12体の立像（群衆シリー
ズ）

1989-90 黄麻布、樹脂 各175.0×60.0×30.0（12体組）

アンゼルム・キーファー 世界智の道：ヘルマン会戦 1980-91 アクリル、シェラックニス、木版 紙 218.5×336.5*a

ロバート・ロンゴ 無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4*b

無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4*b

トーマス・ルフ ポ ートレ ート（Andrea
Knobloch）

1990 プレキシグラスでマウントされたチ
バクロームプリント

210.0×165.0*a

トーマス・シュトゥルート アムステルダム国立博物
館1

1990 タイプCプリント 119.5×168.5*b

展示室2
■徳島県立近代美術館名品選

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

伊原宇三郎 白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

荻原守衛 労働者 1909 ブロンズ h.107.0

日下八光 藪蔭 1935 紙本着色 137.0×162.0*b［作家寄贈］

熊谷守一 裸婦 1940 油彩 キャンバス 65.2×53.0

椿貞雄 弟茂雄像 1915 油彩 板 45.5×33.4

長谷川潔 狐と葡萄（ラ・フォンテーヌ
寓話）

1963 メゾチント 紙 35.4×26.4*a

チューリップと三蝶 1960 メゾチント 紙 35.7×26.2*b

広島晃甫 秋圃 1950 絹本着色 109.5×152.5*a［植垣惠子氏寄贈］

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

山下菊二 死んだ人がわたしを産ん
でくれた（昭和40年7月
27日母死す）

1966 油彩 合板 88.2×173.5

横尾忠則 AWA 1983 木版 紙 40.8×26.8*a

SURUGA 1983 木版 紙 40.8×26.8†*b

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉17．フィレタスの教え

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0*a

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†*b
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

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

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

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〉5．馬、曲
馬師、道化

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†*b

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

■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

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

■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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2

開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展

● 会期

平成27年10月3日［土］‐平成28年1月11日［月・祝］（81

日間）

● 休館日

月曜日、10月13日［火］、11月24日［火］、12月29日［火］～

1月3日［日］

＊10月12日［月・祝］、11月23日［月・祝］は開館

● 視点

当館の所蔵作品のなかでもピカソ、クレーなどで知られ

る人間像コレクションは、日本ではほとんど類例のない個性

的コレクションとして注目を集めている。本展は、その中から

選りすぐりの名品100点を紹介した。

会場には、「誰？」「家族」「命の力」など、作品に親しむ

お勧めのヒント（「とびら」）を25周年にちなみ25設け、それ

らを7章（「姿から」「暮らしから」「アーティストの想いから」

「つながりから」「時代のなかから」「生の希望から」「五感

を使って観よう！」）にまとめた。作品1点ごとに「とびら」を設

けたので、それらのヒントを一例にして、お楽しみいただくこと

ができた。

またこの展覧会では、13回のワークショップ・講座、3つの

協働プロジェクトを行った。ワークショップの内容や方法を

多彩にした他、参加対象者の面でも、障がいのある人、高

齢者、子ども、外国人など、間口を広げ、さまざまな人が参

加できるラインナップとした。聞こえない人が希望すれば、ど

のワークショップ・講座でも要約筆記を提供する体制も整

えた。

協働プロジェクトでは、中学生が音声ガイドを開発。保

育所との連携では、新しい鑑賞プログラムや「近代美術館

のうた」が生まれ、イベント・サポーターの活動からは鑑賞支

援グッズがつくられた。

第17回徳島県民文化祭共催事業。

● 主催

徳島県立近代美術館

● 助成

一般財団法人 地域創造

● 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

ポスター：B2判 片面カラー

チラシ：A3判二つ折り 両面カラー

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り） 簡易印刷

人間像を造形作品にしてみよう！チラシ：A4判 簡易印刷

手話通訳付き展示解説チラシ：A4判 簡易印刷

視覚障がい者とつくる美術鑑賞ワークショップ・見える人と

見えない人がつくる鑑賞講座チラシ：A4判 簡易印刷

図録：A5判縦（148×210㎜） 216ページ

ワークショップ・協働プロジェクト報告書：A5判縦（148×

210㎜） 48ページ

「アートの日」－保育所と美術館の連携事業－パンフレッ

ト：A5判縦（148×210㎜） 8ページ

＊その他の印刷物については、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

13,486人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「B-STEP TALKING」エフエムびざん 平成27年5月20

日 徳島県難聴者と支援者の会会長大西鉄男氏・竹

内利夫出演

無記名「人のイメージ描く 徳島で催し」『読売新聞』

平成27年9月11日（徳島版）

「NHKニュース」NHKテレビ 平成27年11月15日（四国

エリア）

「トレンドカフェ」ケーブルテレビ阿南 平成27年12月25日～

平成28年1月1日

「開館25周年記念の展覧会（「美術をたのしむ 美術館

をたのしむ」その92）」『徳島エコノミージャーナル』第434号

ブレーントラスト 平成27年12月

「体動かし 作品づくり」『朝日新聞』 平成27年12月24

日（徳島版）

「『視覚障害者とつくるワークショップ』のこと（「美術をたの

しむ 美術館をたのしむ」その93）」『徳島エコノミージャー

ナル』第435号 ブレーントラスト 平成28年1月

● 担当学芸員

森芳功、竹内利夫、亀井幸子

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは11月23日

［月・祝］まで、*bを付したものは11月25日［水］から、*cを

12



付したものは「フィギュア展」終了後の12月8日［火］から美

術館ロビーに展示した。*dを付したものは10月14日［水］

から18日［日］までギャラリー（1階）に展示した。
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■第1章「姿から」
おもかげ

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

椿貞雄 弟茂雄像 1915 油彩 板 45.5×33.4

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

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

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

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

笑顔・滑稽

阿部展也 犬にかまれた男 1957 油彩 ボード 90.5×72.0

幸田暁冶 花売り 1970 紙本着色 181.8×130.1*a［幸田隆子氏寄贈］

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

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

誰？

熊谷守一 裸婦 1940 油彩 キャンバス 65.2×53.0

山口薫 昔の顔 1958 油彩 キャンバス 100.0×80.3

高松次郎 影の自画像 1964 ラッカー キャンバス 65.1×53.2

福嶋敬恭 SOUL 1987 ブロンズ 192.0×80.0×36.0

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

動作

中村大三郎 二人舞妓 1926 絹本着色 各143.2×56.5（双幅）*b

鏑木清方 夏姿 1939 絹本着色 128.5×41.5*a

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

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

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

■第2章「暮らしから」
家族

秦テルヲ 眠れる子 1923頃 寒冷紗着色 56.5×45.0*a

野田哲也 日記1987年5月30日、柏
市、亀甲台、2-12-4

1987 木版、シルクスクリーン 紙 59.6×119.0*b
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンソニー・グリーン 回顧作品その2‐ピンポン・
ルーム，1960-

1986 油彩 キャンバス 206.6×234.0

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

休日と遊び

堀井香坡 童女 1925 絹本着色 116.0×118.0*b

河井清一 休み日 1928 油彩 キャンバス 194.5×130.3［河井慶清氏寄贈］

菊池契月 虫撰 1930頃 絹本着色 93.5×89.0*a

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

子どもたち

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

大沢昌助 書きものをする娘 1957 油彩 キャンバス 100.0×72.7

ニッキー・ホバーマン ミズスマシとゾウリムシ 1997 油彩 キャンバス 244.0×152.0

働く

荻原守衛 労働者 1909 ブロンズ h.107.0

千種掃雲 魚市場 1910 絹本着色 85.2×144.9*b

前田寛治 大工 1927 油彩 キャンバス 116.7×90.9*b

大森運夫 九十九里浜II 1966 紙本着色 219.4×175.5*a

■第3章「アーティストの想いから」
部分

木内克 おとな 1954 テラコッタ 54.5×36.5×50.0

三木富雄 耳 1972頃 アルミニウム 79.0×47.0×16.0

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

フィギュア？

四谷シモン 機械仕掛の少年2 1983 紙、ガラス、板、紐、真鍮、アルミニ
ウム

135.7×51.0×34.8

マックス・エルンスト 鳩のように 1955 油彩 板 61.0×50.0

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

ホアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1*c
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リズム・色彩・音楽

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

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

私・人間の存在

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

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

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

■第4章「つながりから」
物語

広島晃甫 夕暮れの春 1920 絹本着色 198.0×117.0*a

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

大島哲以 さうびの宴 1968 紙本着色 135.0×180.0*b

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉19．クロエの略奪

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0*b†

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉40．宴の間に娘をみ
つけるメガクレス

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0*b†

見る・見られる

伊原宇三郎 白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

細川宗英 『道元』－頭像 1972 ブロンズ 28.0×18.0×18.0

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

男と女

鶴岡政男 男と女 1959 鉄 110.5×68.5×20.5

中村正義 男女 1963 紙本着色 181.6×259.3*a

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

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

ロバート・ロンゴ 無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4*b

無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4*b
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■第5章「時代のなかから」
戦争

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

中村宏 戦争期 1958 油彩 板 91.5×182.3

山下菊二 父はは 1972 油彩 キャンバス 73.0×91.3

太田三郎 〈Post war 50私は誰です
か〉11．鄒 麗栄 女性
東安省 第6次

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7*a

〈Post war 50私は誰です
か〉32．楊 立成 男性
竜江省 第16

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7*b

柳幸典 20柱のハニワとわたし 1995 写真 各52.0×84.0（20点組）

ケーテ・コルヴィッツ 版画集〈7点組木版画
集 戦争〉2．志願兵た
ち

1921-23 木版 紙 35.0×49.8*a

版画集〈7点組木版画
集 戦争〉3．両親

1923 木版 紙 35.0×43.0*b

戦後

ロイ・リクテンスタイン 版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉4．夢想

1965 シルクスクリーン 紙 68.7×58.4*a

メル・ラモス 版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉11．タバコ・
ローズ

1965 シルクスクリーン 紙 71.2×56.0*b

クウァク・ドゥク＝ジュン
（郭徳俊）

フォードと郭（A） 1975 リトグラフ、エンボス 紙 47.0×34.0*a

レーガンと郭II 1986 シルクスクリーン 紙 53.4×38.4*b

トーマス・バイルレ キャノンが歌麿に出会う 1988 シルクスクリーン 紙 147.5×103.4*a†

キャノンが写楽に出会う 1989 シルクスクリーン 紙 124.5×87.0*b†

1990年頃（美術館が生まれた頃）

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

■第6章「生の希望から」
自信と威厳

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

エスコバル・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

命の力

中西學 ROCKIN’ RIDER’87-
SIDE BY SIDE-

1987 ミクスト・メディア 157.0×192.0×109.0*d,c

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
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

カレル・アペル 裸婦 1957 油彩 キャンバス 129.3×194.4

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*c

生きるということ

上野泰郎 人間讃歌 1972 紙本着色 229.0×280.0*a

高山辰雄 野辺 1982 紙本着色 130.0×212.0*b

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

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

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

188.0×127.0×12.7、35.6×50.8×
12.7

■第7章「五感を使って観よう！」
音でみる

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

離れてみる・近づいてみる

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

チャック・クロース マルタ／フィンガーペイン
ティング／ホワイト

1986 油性インク、アクリル絵具 キャン
バス

61.2×51.2

よーいアクション

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

福岡道雄 鮒になれるか 1984 ブロンズ 11.0×24.0×26.0

奈良美智 UNTITLED（BROKEN
TREASURE）

1995 アクリル絵具 綿布 150.0×150.0

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

どこからみる？

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

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

堂本印象 熊野灘 1944 絹本着色 168.3×372.6（六曲一隻）*b

オシップ・ザツキン 女性立像 1922 ブロンズ 77.0×31.0×19.2

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

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
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3

開館25周年記念 同時代のアーティストたちの表現

● 会期

平成28年1月16日［土］‐3月21日［月・振休］（57日間）

● 休館日

月曜日（3月21日は開館）、3月22日

● 視点

「同時代のアーティストたちの表現」と題し、開館25周年

記念の年の締め括りとして、所蔵作品の展示を行った。

展示室1では、「祝 開館5周年 鳥居龍蔵記念博物

館」事業の一環として、鳥居龍蔵が踏査した東アジア地

域の現代作家たちの作品を紹介することとし、日本、韓国、

中国のアーティストたちの作品に絞って展覧した。松谷武

判、片瀬和夫など、海外に制作の拠点を置く作家や福岡

道雄、宮�豊治などのように国内で活躍を続ける作家、
在日韓国人美術家として二つのアイデンティティを作品に

滲ませる郭徳俊、ジャン・シャオガンは中国の現代社会を

映し出した作品を、リー・ウ＝ファンは韓国の文化的土壌

を感じさせる版画作品を展覧した。

今期は、所蔵作品に加えて、所蔵作家であるソウル在

住のユン・ソクナム（尹錫男）の厚意により、ユンが徳島の

ために制作した新しいシリーズの作品が国内で初めて紹

介された。＜ホワイト・ルーム＞と題された、作家渾身のイン

スタレーションは既収蔵の＜ベンチ＞から展開したダイナ

ミックな制作の流れを観客に見せた。

展示室2は、当館の収集事業の大きなテーマをコンパク

トに紹介する部屋とし、「20世紀の人間表現」では、ピカソ

やクレーなど、当館のコレクションを代表する作品を展覧し

た。「徳島ゆかりの美術」では、三宅克己や伊原宇三郎、

山下菊二など徳島出身の作家たちの作品を紹介し、「現

代版画」では、ポップ・アーティストたちの屈託のない、明る

い作品を展示するよう企図した。

● 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

ポスター：A2判

リーフレット：A4判、8ページ（四つ折）

出品リスト：A4判、4ページ（二つ折） 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

2,182人（3月31日まで）

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞・雑誌記事

「美術随想 21 日韓結ぶデザイナー」『徳島新聞』

平成28年1月15日

「寄稿 県立近代美術館25周年展に新作 韓国人作

美術家・ユン・ソクナムさん 徳島に温かな贈り物」『徳

島新聞』 平成28年2月5日 （吉原美惠子）

● 担当学芸員

吉原美惠子、吉川神津夫、安達一樹

● 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21日

［日］まで、*bを付したものは2月23日［火］から展示。
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■展示室1

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

靉嘔 無人間時代をこえる人間
の象徴（オートメーション）

1955 油彩 板 232.2×183.3

安斎重男 福岡道雄 1992年3月29
日 大阪

1992 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.6×27.9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

橿尾正次 胸像 1964 鉄線、和紙、柿渋 97.0×168.0×19.0

片瀬和夫 ホームレス 1992 ダンボールに黒色シルクスクリーン、
青い螢光灯、青いフィルター

100.0×200.0×90.0

木村秀樹 ビッグブラインダー2 1978 シルクスクリーン 紙 75.5×107.0*a†

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

福岡道雄 鳥になれるか 1984 ブロンズ 26.5×14.5×9.7

鮒になれるか 1984 ブロンズ 11.0×24.0×26.0

石になれるか 1984 ブロンズ 14.0×21.0×15.0

松谷武判 LA PROPAGATION-8 1967 エッチング 紙 64.8×50.0*a

LA PROPAGATION-53 1967 エッチング 紙 65.0×49.5*b

LA PROPAGATION-
Verte 2

1968 エッチング 紙 65.0×49.8*a

LA PROPAGATION-
OS

1968 エッチング 紙 65.0×49.8*b

PROPAGATION-A
DREAM

1973 シルクスクリーン 紙 78.0×57.0*b

OBJECT-O 1976 シルクスクリーン 紙 55.3×44.5*a

宮�豊治 眼下の庭 1993 鉄、石、漆 230.0×116.5×91.0

横尾忠則 葬列1 1965-85 シルクスクリーン アクリル板6枚 75.0×114.0×10.5*a

葬列2 1965-85 シルクスクリーン アクリル板6枚 75.0×114.0×10.5*b
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

クウァク・ドゥク＝ジュン
（郭徳俊）

クリントンIと郭 1993
（2003刷り）

シルクスクリーン 紙 54.8×41.3*a［作家寄贈］

クリントンIIと郭 1997
（2003刷り）

シルクスクリーン 紙 51.8×37.0*b

ブッシュIIと郭 2005
（2011刷り）

シルクスクリーン 紙 52.4×36.9*a［作家寄贈］

オバマと郭 2009
（2009刷り）

シルクスクリーン 紙 51.7×36.7*b［作家寄贈］

リ・ウー＝ファン（李禹煥） 版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉1．点より1

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*a

版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉2．点より2

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*b

版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉3．点より3

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*a

版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉4．点より4

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*b

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*a

版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉6．線より2

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*b

版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉7．線より3

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*a

版画集〈石版画集 点よ
り 線より〉8．線より4

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0*b

版画集〈李禹煥オリジナル
版画集 遺跡地にて〉1．
遺跡地にて1

1984 リトグラフ 紙 67.0×82.0*a

版画集〈李禹煥オリジナル
版画集 遺跡地にて〉2．
遺跡地にて2

1984 リトグラフ 紙 67.0×82.0*b

版画集〈李禹煥オリジナル
版画集 遺跡地にて〉3．
遺跡地にて3

1984 リトグラフ 紙 67.0×82.0*a

版画集〈李禹煥オリジナル
版画集 遺跡地にて〉4．
遺跡地にて4

1984 リトグラフ 紙 67.0×82.0*b

ユン・ソクナム（尹錫男） ベンチ 1992-2004 ミクストメディア 116.0×151.0×45.0［弁当包み：作
家寄贈］

ホワイト・ルームIV‐私の母
の庭

2015-16 ミクストメディア ［作家蔵］

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

■展示室2
20世紀以降の人間表現

クリスト 版画集〈実現していない
プロジェクト〉a．梱包され
たホイットニー美術館

1968 リトグラフ、コラージュ 紙 70.8×55.8*b†

版画集〈実現していない
プロジェクト〉b．包まれた
ニューヨーク近代美術館

1968 リトグラフ、コラージュ 紙 71.0×55.7*b†

21



作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

クリスト 版画集〈実現していない
プロジェクト〉d．梱包され
たアライド・ケミカル・タ
ワー

1968 リトグラフ 紙 71.0×55.8*b†

チャック・クロース キース I 1981 ハンドメイド・ペーパー 88.9×67.9*a†

キース IV 1982 ハンドメイド・ペーパー 88.9×69.0*b†

マルタ／フィンガーペイン
ティング／ホワイト

1986 油性インク、アクリル絵具 キャン
バス

61.2×51.2

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

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

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

ジョージ・シーガル 赤いシャツの3人 1975 エッチング、アクアチント 紙 100.0×200.0*a

タイルの壁にもたれる東
洋の女

1982 紙 81.5×42.5×24.0

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

■展示室2
徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎 パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

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

118.3×25.8×12.0*a

ルーレット 1963 エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ 木

107.0×35.0×21.0*b

三宅克己 箱根湯本附近の桜 昭和初期 水彩 紙 24.0×35.0*b

あさやけ 1907 水彩 紙 37.0×46.0*b

冬の小川 1915 水彩 紙 35.8×54.0*a

日吉台の雪 1936頃 水彩 紙 32.2×49.5*a［木下登与子氏寄贈］

山下菊二 少年祭に走る 1964 油彩 獣毛 コラージュ 54.8×79.5

■展示室2
現代版画

アラン・ダーカンジェロ 版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉7．風景II

1965 シルクスクリーン ビニール 76.0×60.9*b†

ジム・ダイン 版画集〈11人のポップ・
アーチストI〉5．突き錐

1965 シルクスクリーン 紙 60.7×50.1*a†

版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉1．のど

1965 シルクスクリーン 紙 76.1×61.0*b†

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

1965 シルクスクリーン、コラージュ 紙 61.0×51.5*a†

版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉8．スライド

1965 シルクスクリーン、コラージュ スチ
レン

76.2×61.0*b†
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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I〉3．月の風景

1965 シルクスクリーン メタルプラスチッ
ク

50.5×60.8*a†

メル・ラモス 版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉11．タバコ・
ローズ

1965 シルクスクリーン 紙 71.2×56.0*b

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

1965 シルクスクリーン 紙 52.9×44.3*a†

版画集〈11人のポップ・
アーチストIII〉6．ジャク
リーン・ケネディIII

1965 シルクスクリーン 紙 101.5×76.2*b†

トム・ウェッセルマン 版画集〈11人のポップ・
アーチストIII〉7.TV静物

1965 シルクスクリーン 紙 73.6×96.3*a†

■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

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

■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 特別企画展 平成27年度

1 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

平成27年4月29日［水・祝］‐6月21日［日］

2 開館25周年記念 「フィギュア展―ヒトガタ、人形、海洋堂―」

平成27年10月3日［土］‐11月29日［日］
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1

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

● 会期

平成27年4月29日［水・祝］‐6月21日［日］（47日間）

● 休館日

毎週月曜日（5月4日は開館）、5月7日 休館

● 視点

本展は、東京富士美術館の幅広いコレクションの中か

ら60点あまりの絵画を選び出し、西洋美術の歴史を概観

しようとする展覧会であった。

内容は大きく5つの章に分けられており、「絵画の黄金時

代－バロック絵画とその時代」では、フランドル絵画などの

ヨーロッパ絵画芸術の精華を味わい、「華麗なる宮廷文化－

ロココとその時代」では、華やかなりし頃のルイ王朝を想い、

「革命の世紀－新古典主義からロマン主義へ」では、英

雄と民衆の時代を見渡した。「絵画の革新－バルビゾン

派から印象派へ」では、近代における絵画の役割につい

て考えを深め、「20世紀－新たな表現を求めて」では、芸

術家たちの圧倒的な個性に触れることを企図した。

結果として、およそ300年間にわたる美術の歴史と社会

の大きな変化と共に歩んできた作品群と向き合い、その変

遷を眺め渡せる絶好の機会となった。

● 主催

文化の森25周年記念展実行委員会

徳島県教育委員会

徳島新聞社

● 後援

四国放送

NHK徳島放送局

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 企画協力

東京富士美術館

● 観覧料

一般 1,200円（1,000円）

高校 500円（ 400円）

小学生・中学生 300円（ 200円）

（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金。

高齢者（65歳以上）は、観覧料が1,000円。

障がい者と介助者1名は無料。

● 関連事業

＊4-1 普及事業の項を参照

● 印刷物等

ポスター：B1版、B2版

ちらし：A4版

図録：29.7×21.0cm、96頁

＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとの『子ど

もワークシート』作成」の項を参照。

● 入館者数

33,282名

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「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 神髄に触れる」『徳島新聞』 平成

27年4月29日

「西洋の名画一堂に 県立近代美術館『美の饗宴』開

幕」『徳島新聞』 平成27年4月30日

「観る幸せ 来場者満喫 東京富士美術館長 講演

で制作秘話紹介」『徳島新聞』 平成27年4月30日（粟

田俊哉）

「東京富士美術館所蔵作品の新たな展覧会がスタート

『美の饗宴 西洋絵画の300年』徳島県立近代美術館

で開幕 6月末から愛媛でも」『聖教新聞』 平成27年4

月30日

「西洋絵画の変遷展示 徳島」『讀賣新聞』 平成27

年5月2日

「魅力満載 西洋の名画」『徳島新聞 週刊 阿波っ

子タイムズ 第70号』 平成27年5月3日 （尾野益大）

「名画の神髄 県立近代美術館『美の饗宴』1 モノワイ

エ『花』」『徳島新聞』 平成27年5月5日（吉原美惠子）

「名画の神髄 県立近代美術館『美の饗宴』2 ルブラ

ン『ルイ16世の妹、エリザベート王女』」『徳島新聞』 平

成27年5月6日（吉原美惠子）

「ART OPENINGS OUTSIDE TOKYO ‘Feast of

Beauty : 300 Years of Western Painting’」『The Japan

Times』 平成27年5月6日

「名画の神髄 県立近代美術館『美の饗宴』3 ターナー

『ヘレブーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号』」

『徳島新聞』 平成27年5月11日（吉原美惠子）

「生演奏と名画共演 県立近代美術館」『徳島新聞』

平成27年5月11日（矢田諭史）

「名画の神髄 県立近代美術館『美の饗宴』4 ドービニー

『川辺の風景』」『徳島新聞』 平成27年5月12日（吉原
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美惠子）

「名画の神髄 県立近代美術館『美の饗宴』5 シャガー

ル『曲馬』」『徳島新聞』 平成27年5月13日（吉原美惠子）

「徳島 西洋絵画史 変遷たどって」『産経新聞』 平

成27年5月13日（井上亨）

「名画の世界を探検」『徳島新聞 週刊 阿波っ子タイ

ムズ 第72号』 平成27年5月17日（山田雄）

「県立近代美術館『美の饗宴』展 来場者1万人到達」

『徳島新聞』 平成27年5月21日（川辺健太）

「県立近代美術館『美の饗宴』 300年 華麗なる軌跡 1

バロック」『徳島新聞』 平成27年5月21日 （吉原美惠子）

「県立近代美術館『美の饗宴』 300年 華麗なる軌跡 2

ロココの時代」『徳島新聞』 平成27年5月26日 （吉原

美惠子）

「県立近代美術館『美の饗宴』 300年 華麗なる軌跡 3

新古典主義からロマン主義」『徳島新聞』 平成27年5

月27日（吉原美惠子）

「県立近代美術館『美の饗宴』 300年 華麗なる軌跡 4

バルビゾン派から印象派」『徳島新聞』 平成27年5月

28日（吉原美惠子）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』1 ハルス『男の肖像』

県美術家協会洋画部会長 桝田務さん」『徳島新聞』

平成27年5月28日（粟田俊哉）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』2 シダネル『森の小憩』

県美術家協会デザイン部会長 田中一郎さん」『徳島

新聞』 平成27年5月29日（粟田俊哉）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』3 ブーシェ『田園の気

晴らし』 県美術家協会彫刻部会長 松永勉さん」『徳

島新聞』 平成27年5月30日（桝田務）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』4 モネ『海辺の船』

県美術家協会美術工芸部会長 松下雄介さん」『徳島

新聞』 平成27年6月1日（粟田俊哉）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』5 リーダー『小川の夕

べ』 県美術家協会日本画部会長 西野和男さん」

『徳島新聞』 平成27年6月2日 （粟田俊哉）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』6 ヤン・ファン・ホイエン

『釣り人のいる川の風景』 県美術家協会書道部会長

荒井彰子さん」『徳島新聞』 平成27年6月3日（粟田俊

哉）

「私の一枚 展覧会『美の饗宴』7 ジャン＝バティスト・ピ

ルマン『岩の多い海岸の難破船』 県美術家協会写真

部会長 上野照文さん」『徳島新聞』 平成27年6月4

日（粟田俊哉）

「県立近代美術館『美の饗宴』 300年 華麗なる軌跡 5

20世紀」『徳島新聞』 平成27年6月5日（吉原美惠子）

「来場2万人突破 県立近代美術館『美の饗宴』展」

『徳島新聞』 平成27年6月7日（粟田俊哉）

「名画の世界 小学生満喫」『徳島新聞』 平成27年6

月7日（粟田俊哉）

「施設児童ら名画堪能 『美の饗宴』展に17人招待

県近代美術館」『徳島新聞』 平成27年6月14日 （吉

松美和子）

● 担当学芸員

吉原美惠子、江川佳秀
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●出品リスト
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

絵画の黄金時代―バロック絵画とその時代

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ベルナルド・ストロッツィ アブドロミノに奪った王冠
を返還するアレクサンドロ
ス大王

1615-1617頃 油彩、カンヴァス 123.0×175.0 東京富士美術館

テオドール・ファン・テュル
デン

ヘラクレスとオンファレ 17世紀 油彩、カンヴァス 191.0×168.5 東京富士美術館

アンソニー・ヴァン・ダイク アマリア・ファン・ソルムス＝
ブランウェルスの肖像

1629 油彩、カンヴァス 114.3×95.9 東京富士美術館

フランス・ハルス 男の肖像 1633 油彩、カンヴァス 102.9×88.9 東京富士美術館

ヤン・ファン・ホイエン 釣り人のいる川の風景 1644 油彩、カンヴァス 100.6×134.9 東京富士美術館

アンドリエス・ファン・エー
ルトフェルト

オランダ船対バーバリ海
賊船の海戦

17世紀前半 油彩、カンヴァス 73.0×99.2 東京富士美術館

ウィルム・デ・ヘゥス 木立のある風景 17世紀後半 油彩、カンヴァス 80.0×92.0 東京富士美術館

ジャン＝バティスト・モノワ
イエ

花 17世紀 油彩、カンヴァス 90.0×70.0 東京富士美術館

イアサント・リゴー 婦人の肖像 17世紀後半 油彩、カンヴァス 80.5×64.5 東京富士美術館

ニコラ・ド・ラルジリエール 若い婦人の肖像 17世紀末‐18
世紀前半

油彩、カンヴァス 81.5×65.0 東京富士美術館

華麗なる宮廷文化―ロココとその時代

カナレット（ジョヴァンニ・ア
ントニオ・カナル）

ローマ、ナヴォーナ広場 1750-1751頃 油彩、カンヴァス 39.5×68.5 東京富士美術館

ウィリアム・ジェームズ ヴェネツィア、スキアヴォー
ニ埠頭

18世紀 油彩、カンヴァス 94.6×152.4 東京富士美術館

フランチェスコ・グァルディ 小さな広場と建物のある
カプリッチョ

1759 油彩、カンヴァス 35.0×52.0 東京富士美術館

ジャン＝マルク・ナティエ ジョフラン夫人 1738 油彩、カンヴァス 145.0×115.0 東京富士美術館

ジャン＝バティスト＝シメオ
ン・シャルダン

デッサンの勉強 1748-1753 油彩、カンヴァス 41.0×47.0 東京富士美術館

ジャン＝バティスト・パテル 占い師 18世紀前半 油彩、カンヴァス 70.0×90.0 東京富士美術館

フランソワ・ブーシェ 田園の気晴らし 1743 油彩、カンヴァス 92.0×72.5 東京富士美術館

ユベール・ロベール スフィンクス橋の眺め 1767 油彩、カンヴァス 96.0×163.0 東京富士美術館

ジャン＝バティスト・ピルマン 岩の多い海岸の難破船 18世紀後半 油彩、カンヴァス 100.0×130.0 東京富士美術館

トマス・ゲインズバラ 田舎家の前の人々 1772-1773 油彩、カンヴァス 149.0×120.0 東京富士美術館

ジョシュア・レノルズ 少女と犬 1780頃 油彩、カンヴァス 77.5×63.5 東京富士美術館

エリザベート＝ルイーズ・
ヴィジェ＝ルブラン

ルイ16世の妹、エリザベー
ト王女

1782 油彩、カンヴァス 76.5×61.0 東京富士美術館

フランス王妃マリー＝アン
トワネットの肖像

18世紀 油彩、カンヴァス 92.7×73.7 東京富士美術館
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革命の世紀―新古典主義からロマン主義へ

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

コルネリス・ファン・スペン
ドンク

花と果物のある静物 1804 油彩、カンヴァス 93.0×73.0 東京富士美術館

ジャック＝ルイ・ダヴィッド
の工房

サン＝ベルナール峠を越
えるボナパルト

1805 油彩、カンヴァス 73.5×59.0 東京富士美術館

フランソワ＝アンリ・ミュ
ラール

貴婦人の肖像 1810頃 油彩、カンヴァス 112.5×70.3 東京富士美術館

ジャック＝ルイ・ダヴィッド
の工房

ナント候アントワーヌ・フラ
ンセ伯爵の肖像

19世紀初頭 油彩、カンヴァス 116.0×76.5 東京富士美術館

フランソワ・ジェラールの
工房

ナポレオン1世 19世紀初頭 油彩、カンヴァス 80.5×65.0 東京富士美術館

ギヨーム・ギヨン・ルティ
エール

パリの人 に々ルイ・フィリッ
プを紹介するラ・ファイ
エット

1831頃 油彩、カンヴァス 59.5×76.0 東京富士美術館

ジャン＝オーギュスト＝ドミ
ニック・アングル

ユピテルとテティス 1807-1825頃 油彩、カンヴァス 82.0×65.0 東京富士美術館

テオドール・ジェリコー 風景の中の山羊と羊 1812-1816 油彩、カンヴァス 100.0×72.0 東京富士美術館

ウジェーヌ・ドラクロワ 書斎のドン・キホーテ 1824 油彩、カンヴァス 40.0×32.0 東京富士美術館

ジョセフ・マロード・ウィリア
ム・ターナー

ヘレヴーツリュイスから出航
するユトレヒトシティ64号

1832 油彩、カンヴァス 91.4×122.0 東京富士美術館

絵画の革新―バルビゾン派から印象派へ

ウィリアム・アドルフ・ブー
グロー

漁師の娘 1872 油彩、カンヴァス 116.0×87.5 東京富士美術館

ミケーレ・ゴルディジャーニ シルクのソファー 1879 油彩、カンヴァス 129.5×84.5 東京富士美術館

ジェームス・バーレル・スミス 滝 1874 油彩、カンヴァス 50.0×69.0 東京富士美術館

ベンジャミン・ウィリアムズ・
リーダー

小川の夕べ 1887 油彩、カンヴァス 135.0×107.0 東京富士美術館

アンリ・ファンタン＝ラトゥール 葡萄と桃のある静物 19世紀後半 油彩、カンヴァス 30.0×41.0 東京富士美術館

コンスタン・トロワイヨン 家畜の群れ 1850-1860代 油彩、カンヴァス 52.0×70.0 東京富士美術館

ジャン＝バティスト・カミー
ユ・コロー

ユディト 1872-1874頃 油彩、カンヴァス 105.5×62.2 東京富士美術館

ジャン＝フランソワ・ミレー 鵞鳥番の少女 1866-1867 油彩、カンヴァス 45.7×55.9 東京富士美術館

シャルル＝フランソワ・ドー
ビニー

川辺の風景 1874 油彩、カンヴァス 65.5×54.5 東京富士美術館

ギュスターヴ・クールベ 水平線上のスコール 1872-1873 油彩、カンヴァス 53.6×72.4 東京富士美術館

アルフレッド・シスレー 牧草地の牛、ルーヴシエ
ンヌ

1874 油彩、カンヴァス 60.0×73.0 東京富士美術館

ベルト・モリゾ テラスにて 1874 油彩、カンヴァス 45.0×54.0 東京富士美術館

クロード・モネ 海辺の船 1881 油彩、カンヴァス 82.0×60.0 東京富士美術館

プールヴィルの断崖 1882 油彩、カンヴァス 59.0×71.0 東京富士美術館

ギュスターヴ・カイユボット トルーヴィルの別荘 1882 油彩、カンヴァス 65.0×82.0 東京富士美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ピエール＝オーギュスト・
ルノワール

赤い服の女 1892頃 油彩、カンヴァス 65.4×54.5 東京富士美術館

読書する女 1900頃 油彩、カンヴァス 56.0×46.0 東京富士美術館

カミーユ・ピサロ 秋、朝、曇り、エラニー 1900 油彩、カンヴァス 65.0×81.0 東京富士美術館

20世紀―新たな表現を求めて

ギュスターヴ・ロワゾー 草原の道、ヴォードルイユ 1900 油彩、カンヴァス 66.7×82.0 東京富士美術館

アンリ・マルタン 画家の家の庭 1902 油彩、カンヴァス 83.0×72.0 東京富士美術館

アンリ・ル・シダネル 森の小憩、ジェルブロワ 1925 油彩、カンヴァス 150.5×126.0 東京富士美術館

ポール・ゴーギャン 水辺の柳、ポン＝タヴェン 1888 油彩、カンヴァス 76.3×62.5 東京富士美術館

ピエール・ボナール 若い女 1905頃 油彩、カンヴァス 70.5×46.7 東京富士美術館

エドゥアール・ヴュイヤール 夫人と子供 1904 油彩、カンヴァス 56.0×54.5 東京富士美術館

アンリ・ルバスク ヴァイオリンのあるマルト・
ルバスクの肖像、サントロ
ペにて

1920頃 油彩、カンヴァス 122.0×86.5 東京富士美術館

モーリス・ド・ヴラマンク セーヌ河畔の家並み 1910頃 油彩、カンヴァス 60.0×73.0 東京富士美術館

アルベール・マルケ トゥーロン湾の眺め 20世紀前半 油彩、カンヴァス 49.5×60.5 東京富士美術館

モーリス・ユトリロ モンマルトル、ノルヴァン通り 1916頃 油彩、カンヴァス 55.5×46.0 東京富士美術館

モイズ・キスリング 花 1929 油彩、カンヴァス 73.0×54.3 東京富士美術館

マルク・シャガール 曲馬 1967 油 彩、カンヴァスに
貼った紙

38.0×57.2 東京富士美術館

マリー・ローランサン 二人の女 20世紀前半 油彩、カンヴァス 65.5×54.5 東京富士美術館
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2

開館25周年記念 「フィギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂－」

● 会期

平成27年10月3日［土］‐11月29日［日］（50日間）

● 休館日

月曜日、10月13日［火］、11月24日［火］

＊10月12日［月・祝］、11月23日［月・祝］は祝日開館

● 視点

日本では昔から、信仰の対象や愛玩品などとして、土

偶や根付などの「ヒトガタ（ヒューマン・フィギュア）」が作ら

れてきた。また近年ではアニメや食べ物、植物や動物、文

化財などをモチーフにしたフィギュアが注目を集めている。

ヒトガタの造形物や現代のフィギュアは日本の文化・芸術

の一面を特徴づけるものと言えるだろう。

本展では、「ヒトガタ」を主な切り口として、日本で古来よ

り作られてきた土偶、根付、人形などの小さな造形物の歴

史を概観するとともに、現代日本を代表するフィギュア・

メーカー「海洋堂」の作品を通じて多様なフィギュアの世

界を紹介した。20世紀の「人間像」（ヒューマン・フィギュ

ア）を作品収集の柱としている徳島県立近代美術館の開

館25周年を記念して、フィギュアのあり方を幅広い視点も

交えながら探った。

第一部：日本におけるヒトガタの造形 小さきものへの愛

日本では古来より呪具・信仰の対象、あるいは愛玩品

として土偶、仏像、人形、根付、牙彫、金工などが作られ

てきた。それらをヒトガタ、動植物、虫などをモチーフとした幅

広い視点で展示した。紀元前から近代までの小さきものを

愛する眼差しを、細密な仕事からミニチュアまで、主に手元

に置けるような小型の作品で紹介した。

第二部：造形集団 海洋堂のフィギュア「創るモノは夜空

にきらめく星の数ほど無限にある」

「海洋堂」（1964年創業）は、優れた発想力をもつ「造

形集団」として知られている。1960年代から現在までの

「海洋堂」の歴史に沿って紹介する「海洋堂ヒストリー」と、

3つのトピックコーナーで「海洋堂」の誕生から進化、その魅

力を一堂に展示した。

【海洋堂ヒストリー】

1964年に模型店から始まり特撮ヒーローやアニメなどの

「ガレージキット」（80-90年代：少量生産の組み立てキット）

や「アクションフィギュア」（200年代：塗装済みの可動フィ
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ギュア）、お菓子のおまけとして大ブームを起こした「食玩」

（2000年代）の数々、近年の「博物館モデル」（博物館資

料のミニチュア）やガチャガチャで展開されている「カプセ

ルQシリーズ」など

【トピック】「おまけギャラリー」

：海洋堂の名を不動のものにした食玩が一堂に会した。

【トピック】「原型師別作品紹介」

：美少女フィギュアのパイオニアBOME、生物造形の第一

人者松村しのぶ、など原型師別に紹介

【トピック】「ジオラマギャラリー」

：フィギュアを使用したジオラマ（情景模型）を多数展示

● 主催

文化の森25周年記念展実行委員会

徳島県教育委員会

徳島新聞社

● 後援

四国放送

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 特別協力

株式会社海洋堂、株式会社龍遊館

● 企画協力

株式会社アートプランニングレイ

● 観覧料

一般 1,000円（1,800円）

高・大生 600円（ 500円）

小・中生 400円（ 300円）

（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等

ポスター：B2判 カラー

チラシ：A4判 両面カラー

図録：A5判 206ページ オールカラー

＊その他の印刷物については、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

14,872人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「土偶からアニメまで 海洋堂の作品3,000点超 来月3

日から 県立近代美術館」『朝日新聞』 平成27年9月

29日

「県立近代美術館きょうからフィギュ展 精巧な人形など

3,500点 縄文から現代まで 文化の流れ紹介」『徳島

新聞』 平成27年10月3日

「精巧なフィギュア3,500体 文化の森25周年展始まる」

『徳島新聞』 平成27年10月3日

「鳴潮」『徳島新聞』 平成27年10月3日

「週刊阿波っ子タイムズ オープン25周年で記念事業

続々」『徳島新聞』 平成27年10月4日

「フィギュア展開場時間延長」『徳島新聞』 平成27年

10月8日

「ニュース」NHK徳島放送局 平成27年10月8日

「とく6ほっとライブ」とく6徳島 NHK徳島放送局 平成

27年10月21日

「ゴジカル中継」ゴジカル 四国放送 平成27年10月22

日

「徳島県立近代美術館 フィギュア展 ヒトガタ・人形・

海洋堂」 テレビミュージアム エーアイテレビ 平成27

年10月23、24日

「ニュース」関西テレビ 平成27年10月26日

「県立近代美術館 フィギュア 圧巻3,500体」『毎日新

聞』 平成27年10月4日

「こども鳴潮」『徳島新聞』 平成27年10月18日

「トレンドカフェ」ケーブルテレビあなん 平成27年10月下

旬‐11月上旬

「県立近代美術館「フィギュア展 小さきものへの愛」」全

5回『徳島新聞』 平成27年10月29、30日、11月2、3、4日

「来場者1万人突破 県近代美術館「フィギュア展」」

『徳島新聞』 平成27年11月8日

「フィギュア展 精巧な3,500体に興味津々」『徳島新聞』

平成27年11月21日

「近代美術館25周年記念展 フィギュアの歴史」全5回

『徳島新聞』 平成27年11月21、22、23、24、25日

「加盟館企画展 開館25周年記念フィギュア展―ヒトガタ、

人形、海洋堂―」『美連協ニュース』No.128 平成27年

11月号

● 担当学芸員

友井伸一、安達一樹
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●出品リスト
第一部：日本におけるヒトガタの造形 小さきものへの愛

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

パート1 大昔から

土偶（三重県粥見井尻
遺跡出土）

縄文時代草創
期

6.8 三重県埋蔵文化財セ
ンター

ヴァイオリン形土偶（千葉
県小室上台遺跡出土）

縄文時代早期
前葉

1.9 船橋市飛ノ台史跡公
園博物館

土偶（茨城県花輪台貝
塚出土）

縄文時代早期 4.8 南山大学人類学博物館

動物形土製品（千葉県
飛ノ台貝塚出土）

縄文時代早期
後半

4.1 船橋市飛ノ台史跡公
園博物館

土偶（徳島県新居見遺
跡出土）

縄文時代晩期 7.6 徳島県立埋蔵文化財
総合センター

土偶 腕（徳島県新居
見遺跡出土）

縄文時代晩期 長さ4.2 小松島市教育委員会

土偶 縄文時代 8.4 南山大学人類学博物館

弥生土偶（香川県鴨部・
川田遺跡出土）

弥生時代前期 11.0 香川県立ミュージアム

分銅形土製品（徳島県
西長峰遺跡出土）

弥生時代前期 5.1 徳島県立埋蔵文化財
総合センター

木偶（複製）（徳島県庄
遺跡出土）

弥生時代 長さ約17 徳島県立博物館

動物形土製品（徳島県
足代東原遺跡出土）

弥生時代 サル：6.4，イノシシ3.3 徳島県立埋蔵文化財
総合センター

人形土製品（香川県空
港跡地遺跡出土）

古墳時代前期 3.2～6.8 香川県埋蔵文化財セ
ンター

埴輪頭部 古墳時代 19.3 個人蔵

土人形等（徳島城下町
跡新蔵町1丁目地点出
土ほか）

江戸時代 徳島県立埋蔵文化財
総合センター

パート2 仏像

金銅誕生釈迦仏立像 白鳳時代 銅鋳造、鍍金 13.3 香川県立ミュージアム

誕生仏（徳島県黒谷川
宮ノ前遺跡出土）

平安時代 6.6 徳島県立埋蔵文化財
総合センター

兜守 平安～鎌倉時
代

11.5 丈六寺蔵

五髻文殊菩� 鎌倉時代 檜 21.0 個人蔵

観音坐像 鎌倉時代 6.1 個人蔵

仏立像 鎌倉時代 5.8 個人蔵

懸仏 室町時代 5.4 個人蔵

懸仏 室町時代 6.6 個人蔵

懸仏 南北朝時代 13.5 個人蔵

金菩�立像 江戸時代中期 金、紫檀 6.8 個人蔵
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パート3 様 な々工芸作品

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

懐玉齋正次 寿老人と唐犬 江戸時代 象牙 4.4 個人蔵

髑髏 明治 象牙 3.5 清水三年坂美術館

龍と人物 江戸時代 象牙 8.1 個人蔵

信行 舟人物 江戸時代 象牙 2.8 個人蔵

竹陽斎友親 唐人物 江戸時代 象牙 3.9 個人蔵

玉宝斎 河童 江戸時代 象牙 2.9 個人蔵

法玉 手長足長 江戸時代 象牙 6.7 個人蔵

子どもを背負う 江戸時代 象牙 9.1 個人蔵

虫籠 江戸時代 虫籠：象牙、黄楊
子ども：象牙
玉：珊瑚

虫籠：6.5
子ども：2.7

個人蔵

人物と猿 江戸時代 黄楊 3.2 個人蔵

聖母マリア 江戸時代 黄楊 6.8 個人蔵

宮崎如藻 猿回し 明治 象牙 3.0 清水三年坂美術館

森田藻己 竹の中の大工 大正 木彫 2.5 清水三年坂美術館

空豆 大正 木彫 1.7 清水三年坂美術館

むき栗 大正 木彫 1.5 清水三年坂美術館

薪束 大正 木彫 清水三年坂美術館

炭俵 大正 木彫 清水三年坂美術館

西野昇己 鍾馗 昭和 木彫 5.5 清水三年坂美術館

桂雲 大仏様お身拭い 象牙 4.5 清水三年坂美術館

安藤緑山 霊芝に蟻 大正 象牙 2.0 清水三年坂美術館

トマト 大正 象牙 7.0 清水三年坂美術館

バナナ 大正 象牙 長さ16.8 清水三年坂美術館

貝尽し 大正 象牙 6.6 清水三年坂美術館

貝尽し 大正 象牙 サザエ：7.4，トコブシ：
2.1，蛤：2.4

清水三年坂美術館

干鱈に鼠 大正 象牙 清水三年坂美術館

雅俊 蛤貝 明治 象牙 清水三年坂美術館

旭玉山 孤猿 大正6
（1917）

鹿角 5.8 清水三年坂美術館

政光 空蝉 竹 長さ7.1 清水三年坂美術館

明珍宗長 手長エビ 江戸時代後期 鉄製自在 長さ30.0 清水三年坂美術館

穐山竹林斎 虯龍 不詳 木彫自在 長さ99.5 清水三年坂美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

正阿弥勝義 雛巣釣花瓶 明治20代 四分一、金、赤銅 8.1 岡山県立博物館

鶏香炉 明治20代 銀、金、赤銅、素銅ほか 14.1 岡山県立博物館

蜻蛉古瓦香炉 明治31
（1898）

鉄ほか 13.0 岡山県立博物館

蟷螂置物 明治33
（1900）

銀、銅、孔雀石 8.9 岡山県立博物館

鶏雛置物 明治33
（1900）

銀、四分一、金、赤銅 立雛：8.8，伏雛：4.3 個人蔵

亀玉手箱置物香合 明治34
（1901）

銅、銀、赤銅 長さ17.0 岡山県立博物館

野晒全體男骨置物 明治 銀、四分一ほか 35.0 個人蔵

野晒全體女骨置物 明治 銀、四分一ほか 35.0 個人蔵

井上鶴峯 賤女業置物 明治35
（1902）

木 7.0～12.3 岡山県立美術館

雛御殿 大正6
（1917）

木 彩色 21.5 岡山県立美術館

金重陶陽 彩色備前羊香合 昭和5
（1930）

備前土 6.6

彩色備前猪香合 昭和9
（1934）

備前土 7.6

備前梅に鶯帖鎮 大正末期
（1920年代半ば）

備前土 7.0

備前瓢形香筒 大正末期
（1920年代半ば）

備前土 28.7

備前象水滴 昭和7頃 備前土 4.2

真殿左鶴 青備前鶴香炉 昭和10代 備前土 13.6 岡山県立美術館

藤原楽山（初代） 備前緋襷籠に鶏香炉 大正初期 備前土 24.4 岡山県立美術館

大饗仁堂 備前焼手造黄安仙人 大正～昭和 備前土 23.5 個人蔵

パート4 人形

象牙雛 安政2
（1855）

男雛11.0（台共） 吉�資料室

清水晴風 「雛百種」 明治 1～10

衣装人形 江戸時代中期 9.3 個人蔵

菊唐草文雛道具女乗物 江戸時代中期 12.5 個人蔵

三つ折れ人形 江戸時代後期 3.4 吉�資料室

三つ折れ人形 江戸時代後期 3.3 吉�資料室

三つ折れ人形 江戸時代後期 5.0 吉�資料室

三つ折れ人形 江戸時代後期 5.0 吉�資料室

芥子人形（牙首木目込み
十二支）

江戸時代後期 4.0 吉�資料室

賀茂人形・六歌仙 江戸時代後期 5.0 吉�資料室

豆市松人形 明治 5.3 吉�資料室
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

木嶋良宗 奈良人形「道成寺」 昭和初期 中央の立っている人物
6

吉�資料室

木彫彩色人形「百人一首」昭和初期 2～2.5 吉�資料室

伊東俊文 木目込御能人形 昭和初期 10.0 吉�資料室

三代永徳齋 鍾馗 昭和初期 23.0（台共） 吉�資料室

花柳章太郎 「猿芝居」 昭和2
（1927）

41 吉�資料室

衣装人形「土蜘」 昭和6
（1931）

10.0 吉�資料室

堀柳女 「踏絵」 昭和8
（1933）

13 吉�資料室

箱庭人形 明治～昭和初
期

1～8程度 吉�資料室

吉田永光、久保佐四郎 「諸国名玩集」 昭和初期 5程度 吉�資料室

井上清助 井上式元祖博多人形 明治後期～大
正初期

15～20程度 金光図書館

面かぶり人形 明治～大正 5.5 個人蔵

ノンキナトウサン人形（曽
我廼家五九郎）

大正末～昭和
初期

19.7 個人蔵

株式会社吉� ダース・ベイダー鎧飾り 平成19
（2007）

90.0 吉�資料室

パート5 個人コレクションから

小品盆栽道具 明治～昭和前
期

高松松平家歴史資料
（香川県立ミュージアム
保管）

雛道具 明治～昭和前
期

高松松平家歴史資料
（香川県立ミュージアム
保管）

雛道具 江戸～明治 個人蔵

水屋道具 江戸～明治 個人蔵

A氏コレクションから 個人蔵

K氏コレクションから 個人蔵

O氏コレクションから 個人蔵
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●出品リスト
第二部：造形集団 海洋堂のフィギュア「創るモノは夜空にきらめく星の数ほど無限にある」
※主な作品のみ

入り口（大型作品）

テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

等身大作品 等身大ケンシロウ 等身大綾波レイ

レッドドラゴン 1mサイズビオゴジ

海洋堂ヒストリー①
プラモデル、プラモ屋再現

プラモデル 当時のプラモデルパッケージ（お店再現用） 当時のプラモデル完成品（お店再現用）

帆船模型やオリジナル工具

帆船模型 帆船模型 帆船の包装紙（額装×2）

広報誌 広報誌1（商いの手帖・海洋・ホビーへの誘い他）

完成品販売 兜のプラモデル

オリジナル工具 オリジナル工具（スプレーエース・ニッパーエース）

海洋堂ヒストリー②（80年代）
最初期のガレージキット

等身大作品 大魔神

VFキット オートジャイロ 轟天号

最初期のガレージキット ゴジラ ジェットビートル

快獣ブースカ オリオン号

ガンシップ ナウシカ（1/4スケール）

タロス サイクロプス

ゴート スパーガン

80年代のガレージキット

GSV（ゴジラ・スーツ・バリエーション） 初代ゴジラ 逆襲ゴジラ

キンゴジ モスゴジ

大戦争ゴジ 息子ゴジ

総ゴジ メガロゴジ

キングコング対ゴジラ

ルパン三世 カリオストロの城プレイセット ルパン三世カリオストロの城人物作品群（8作品）

ルパン三世作品人物作品群（4作品）
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テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

北斗の拳（ガレージキット） ケンシロウ ラオウ

レイ 北斗の拳ガレージキット作品群（17作品）

海洋堂ロゴマーク 成田亨氏デザイン海洋堂ロゴマーク ガレージキット（商品状態の展示）

怪獣代表作 初代ゴジラ

80年代の怪獣フィギュア 大魔神 キンゴジ

初代ラドン マンダ

バラゴン ガメラ

バルゴン ゴロサウルス

モスラ モスラ幼虫

初代アンギラス ガイガン

メカニコング ヘドラ

初代ラドン ガラモン

レッドキング

クラッシュホーンとアートプラ誌 広報誌（アートプラ×3） クラッシュホーン

機甲界ガリアン 邪神兵

聖戦士ダンバイン ギトール ズワース

レプラカーン

80年代の恐竜フィギュア ティラノサウルス トリケラトプス

イグアノドン ブロントサウルス

海洋堂ヒストリー③（90年代）
90年代のガレージキット

ファイブスター物語 レッドミラージュ クロスミラージュ（雛形）

N.O.Gラキシス アシュラテンプル

ブーレイ ファイブスター物語人物作品群（14作品）

機動警察パトレイバー イングラム1号機 イングラム2号機

零式 グリフォン

ブロッケン ファントム

ヘラクレス21 教習用レイバー

イングラム劇場版

エヴァンゲリオン エヴァンゲリオン初号機（松村版）

ウルトラマン ウルトラマン（Aタイプ） ウルトラセブン

東宝怪獣・メカ（90年代の作品） メカゴジラ1993 デストロイア集合体

メカキングギドラ スペースゴジラ

37



テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

東宝怪獣・メカ（90年代の作品） モゲラ1996 66式メーサー殺獣砲車

MB96レーザータンク ムーンライトSY-3

洋画クリーチャー モホーク・モグワイ エイリアンウォーリア

エイリアンクイーン グレムリンミニフィギュア

オリジナル半魚人 ジェイソン

フレディ

スター・ウォーズ C-3PO R2-D2

ルーク・スカイウォーカー ハン・ソロ

レイア姫 ダースベイダー

ストーム・トルーパー ボバ＝フェット

平成ガメラ ガメラ1995 ガメラ1996

ガメラ1999 マザーレギオン

ガメラ飛行形態

フィギュアの進化

北斗の拳ソフトビニールモデル ケンシロウ ラオウ

レイ

北斗の拳胸像 ケンシロウ胸像 ラオウ胸像

北斗4兄弟胸像 南斗6聖拳胸像

北斗の拳 アクションフィギュア 北斗の拳シリーズ

新世紀エヴァンゲリオン エヴァンゲリオン初号機 エヴァンゲリオン零号機

エヴァンゲリオン零号機改 エヴァンゲリオン弐号機

エヴァンゲリオン参号機 エヴァンゲリオン四号機

エヴァンゲリオン量産機

タイガーマスク タイガーマスク（リング）

キャラクターアクションフィギュア デビルマン デビルマンレディ

ガメラ3 イリス

プロテクトギア ビヨンド・ザ・グレイブ

バッシュ・ザ・スタンピード ニコラス・D・ウルフウッド

メリル・ストライフ 真ゲッター1

ゲッター1 ゲッター2

ゲッター3 ゲッター1（OVA版）

ガンバスター 機動歩兵

カンチ 劉備玄徳
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テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

キャラクターアクションフィギュア 関羽雲長 諸葛亮孔明

張飛翼徳 曹操孟徳

アクションフィギュア展示用ブリスター

海洋堂ヒストリー④（2000年代以降から現在）
リボルテック

リボルテックヤマグチシリーズ フロイラインリボルテックシリーズ

特撮リボルテックシリーズ リボルテックタケヤシリーズ

リボルミニ マイクロヤマグチシリーズ スターウォーズリボルテックシリーズ

自在置物シリーズ

博物館モデル

太陽の塔（1/144） 岡本太郎と太陽の塔

岡本太郎像 呼ぶ－赤い手

風神・雷神 親鸞・法然

向日葵雄鶏図 水煙

阿修羅 月光菩�像

誕生釈�仏

メガソフビアドバンス

サブマリン707 ティラノサウルス

アロサウルス ノーチラス号

アイアンマンマーク42 シロナガスクジラ

エヴァンゲリオン初号機 エイリアン

カプセルQミュージアム

カプセルQミュージアム 岡本太郎アートピースコレクション 日本の動物コレクション①～⑨

恐竜発掘記①～③ 妖怪根付①～③

神獣根付／能面ストラップ ワールドタンクデフォルメ①～④

日本クワガタムシ大全／樹液に集まる昆虫 日本カニ大全／フクロウ立体図録／ヤモリ大全

ペット動物大全／珍獣動物園 ベジコレ！／ウオコレ！／イカコレ！／日本の食用魚

イモムシストラップコレクション ホネコレ！干支動物頭骨根付

サンゴー牧場の朝 プランクトン／有毒危険動物／衛生害虫／土壌生物

巾着蛙／まねきねこ大全
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テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

カプセルQキャラクターズ エイリアンフィギュアアンソロジー キン肉マン超人名鑑①②

アイアンマンアーマーコレクション①② 進撃の巨人 絶望と反抗のヴィネット①②

進撃の巨人 キャラクターフィギュア①② 諸星大二郎 立体異形図鑑①

サンゴー劇場 エゾノー・グラフティ パシフィックリムフィギュアコレクション①②

カプセルQフロイライン 化物語①②／偽物語／物語セカンドシーズン ギルティ・クラウン／変態王子と笑わない猫

とある科学の超電磁砲／ビブリア古書堂の事件手帖 クイーンズブレード／輪廻のラグランジェ

ボコられグマのボコ／Fate/Zero よつばとしろとくろのどうぶつ①②

エヴァ新劇場版ヒロインアンソロジー①～④ カプセルおみくじシリーズ

艦隊これくしょん－艦これ－

フィギュアみやげ 考古学ミニチュア①② 郷土玩具①②

神田明神／東京ランドマーク／東京フィギュアみやげ 北海道フィギュアみやげ①～③

その他

よつば立体化計画！ よつばでっかいソフビ ダンボー工作キット

よつば立体化計画 ダンボーミニコレクション

その他最新フィギュア アクアテイルズシリーズ ミクモ

くまもん カツオ人間

富士山 先進技術実証機ATD-X テスターカラー

先進技術実証機ATD-X 洋上迷彩
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原型師別作品紹介

テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

等身大作品 女神様三重奏 鬼娘

綾波レイ よつばとダンボー

原型師：田熊勝夫 マジンガーZ グレートマジンガー

ジャイアントロボ（OVA版） 零式DX

誕生釈�仏 月光菩�立像

円盤投げ（ディスコボロス）

原型師：寺岡邦明 豪鬼 ディードリット

リプミラ＝グァイス 銀鈴

森次めぐみ 紀之真弓

潮崎久美子 チャイナの麗美

草薙素子 エレクトラ

ユナ プリスハードスーツ

想鐘サキ デュナン＝ナッツ

ヒトミ デュナン＆ブリアレオス

ユーリィ・キューブ

原型師：谷明 ヤクトミラージュ マシンメサイア

ナイトオブゴールド エンプレスフレーム

レッドミラージュ エイトール・スクリティ

ブレンパワード グランチャーバロン・ズゥ

エヴァンゲリオン量産機 エヴァンゲリオン弐号機

原型師：香川雅彦 エリーのアトリエ マリーのアトリエ

マルローネ（薬草採取） マルコとフィオリーナ

ハイジとクララ エンジェルワンダちゃん・デビルワンダちゃん

神麻嗣子 守護月天シャオリン

クイーンエメラルダス ときめきメモリアルシリーズ

原型師：竹谷隆之 ゼイラム イリア

阿修羅・四天王 風神・雷神

ゲゲゲの鬼太郎・目玉おやじ・ねずみ男 ジェイソン・ボーヒーズ

漁師の角度

原型師：山口勝久 スターガオガイガー ガオガイガー

ガオファイガー ジュネシック・ガオガイガー

グレートバーンガーン ガゼル・ザ・ピースメーカー
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テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

原型師：山口勝久 モネヴ・ザ・ゲイル ガンバスター

ケロロ軍曹 アファームド・ストライカーD.N.A.SIDE

フェイ・イェン・ザ・ナイトD.N.A.SIDE テムジンD.N.A.SIDE

サイファー D.N.A.SIDE アクションフィギュア ケンシロウ・ラオウ

ゲッター1（メルトダウンVer.） リボルテックヤマグチシリーズ

原型師：榎木ともひで ラオウ 200XVer.2 ケンシロウ 200XVer.2

ユリア（南斗最後の将） タイガーマスクDX

スパイク・スピーゲル ビヨンド・ザ・グレイヴ

ヒメクリイメージガール OSアイドルWinちゃん

あぁっ女神さまっ 綾瀬風香

よつばとリボルテック・リボルテックダンボー セイバー

ヨーコ・長谷川遥

原型師：大嶋優木 リュウガ 新横浜ありな

成瀬川なる 青山素子

紺野みつね 乙姫むつみ

カオラ・スゥ＆サラ・マクドゥガル 前原しのぶ

週刊わたしのおにいちゃん トランスフォーマー

ワンダちゃんLovesエヴァンゲリオン 流浪の戦士レイナ

冥土へ誘うものアイリ 門を開く者アリス

近衛隊長エリナ

原型師：木下隆志 ハイパーソフビ ウルトラマン ハイパーソフビ バルタン星人

メガソフビ エヴァンゲリオン初号機 ウルトラマン（Cタイプ）

ブリアレオス イリア（リアル版）

三味線屋勇次 太陽の塔

阿修羅像 親鸞像

原型師：BOME 成瀬川なる 辻本夏美＆小早川美幸

レム レイナ・ストール

パイ バーディー

クラリス イクサー1

アニス・ファーム 初音ミク

ドグちゃん セイバー

涼宮ハルヒ ミラ＝マクスウェル

コーティカルテ 綾波レイ

惣流・アスカ・ラングレー 鬼娘2
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テーマ、分類、シリーズ名など 作品名 作品名

原型師：BOME 鬼娘3 鬼娘4

フェイト・テスタロッサ セシリア・オルコット

シャルロット・デュノア ラウラ・ボーデヴィッヒ

読子・リードマン キリトとアスナ

セイバー 毒島冴子

原型師：松村しのぶ 松村しのぶスケッチ×6 マッコウクジラ

ジンベエザメ シャチ

メカジキ メガネモチノウオ

ザトウクジラ オニイトマキエイ

ホオジロザメ クロマグロ

アオウミガメ セマルハコガメ

リュウキュウヤマガメ タテゴトアザラシ

ガラパゴスコバネウ ナイルワニ

アフリカゾウ ライオンとハイエナ

クロサイ コンゴウインコ

メガネザル ジャクソンカメレオン

アカメアマガエル 河童

ナイルワニ コエロフィシス

ゴルゴサウルス胸像 ティラノサウルス（ブリアン画）

ティラノサウルス アルバートサウルスVSパキケファロサウルス

エラスモサウルス プテラノドン

シーラカンス ブラキオサウルス

アロサウルス ティラノサウルス

ジオラマギャラリー

大型ジオラマ グレムリンモホーク ウルトラセブン

キンゴジ サンゴ礁ジオラマ

ボックスジオラマ ジオラマ選定中別紙にて連絡
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3-3 フリースペース

チャレンジとくしま芸術祭2016

● 会期・会場など

○「展示部門」：平成28年1月19日［火］‐1月31日［日］

9 : 30-17 : 00

（25日［月］は休館 31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28年1月24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28年1月31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28年3月12日［土］、13日［日］

9 : 30-17 : 00（13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28年3月13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、表現活動に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7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27年8月1日［土］‐10月31日［土］

［必着］

（2） 参加者数

「展示部門」42組（応募数52組）

「パフォーマンス部門」18組（応募数20組）

※参加者説明会・公開抽選会（平成27年11月8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

1,841名、受賞者発表会723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、ポイントの結果の上位者を対象

に投票、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 高得点の上位者を対象に投票

「準グランプリ」 各1組 高得点の上位者を対象に投票

「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。
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：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。

「審査員特別賞」：審査員の発議と協議による。審査員が

特に認める場合。今回より新設。

（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

河原崎貴光 （徳島大学大学院准教授）

鈴木良治 （画家）

大和たきみ （フリーアナウンサー）

小林 功 （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―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】

はなのようこ（絵画 インスタレーション）

〈with you〉 2015-16年 ベニア板、アクリル、鏡など

［受賞理由］

画面中に鏡を用い、絵を見ると鏡が見えず、鏡を見

ると絵が見えないという装置としての面白さがある点、

平面の中に空間表現がある点など、多様な視点があ

るところを評価した。

【準グランプリ】

ハラダサキ（細密画）

〈さがしえ〉 2012-15年 キャンバス・鉛筆

［受賞理由］

描き込みと技術にインパクトがあり、今後も「さがす」とい

う自分で見つけたテーマを追求して欲しいと思わせた。

【チャレンジ奨励賞】

穴山千代子（手織）

〈阿波紙＆富士〉 2015年 富士／つづれ織、阿波

和紙／平織

［受賞理由］

阿波和紙を使った繊細な仕事で、織りや色が美しく、

今後も見ていきたいと思わせた。

【チャレンジ奨励賞】

まるおかあきこ（ミクストメディア）

〈日分包 －2015.8～2016.1－ DAY WRAPPING

BAG〉 2011-15年 ミクストメディア（ビニール袋、糸、

葉、羽、種、実など）

［受賞理由］

美しい空間を作ったという点では群を抜いており、展

示空間の構成の綺麗さを評価した。

【チャレンジ奨励賞】

杉本悠希（絵画）

〈ロックフェスティバル〉 2015年 木彫画、シナベニヤ、

墨汁

［受賞理由］

コンセプトの作品への落とし込み、彫刻刀の線がつく

る雰囲気、視点の楽しさなど、注目点が多く、今後も継

続的に作品を見ていきたいと思わせた。

【MIP賞】

永田広志（絵画）

〈碑について〉 2015年 木製パネル、ジェッソ、油性

マーカー、紙

［受賞理由］

最低限の構成要素で、最も印象に残った作品である。
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○パフォーマンス部門

【グランプリ】

徳島市立高校ダンス部（ダンス）

〈Uptown Funk（全員）／制服ダンス クルクル（1年生）／

Tell Me（2年生）／Vacation（全員）〉

［受賞理由］

楽しそうなダンスの中にキレが感じられ、そこに練習の

成果が見られた。ダンス時のフォーメーションや衣装・音

とパフォーマンスのマッチングにそれぞれが努力して見

せることへの工夫が現れていた。

【準グランプリ】

たけと愉快な仲間たち（ビックバンドジャズ）

〈Sing,Sing,Sing／好きなこと／When you wish upon a

star／阿波踊りとのコラボ〉

［受賞理由］

ビッグバンドによる演奏の迫力は圧巻だった。ビッグ

バンドでは通常用いないマーチングの要素を取り入れる

ことで音圧が変わり、様 な々楽器の音色を際だたせて

いたことが良かった。

【チャレンジ奨励賞】

笑門亭田楽（講談）

〈南部坂雪の別れ〉

［受賞理由］

観客との独自の絡みを見せることから始まる演目の

構成が素晴らしかった。日本の言葉に対して強い関心

を持って取り組んでいることが印象に残った。

【チャレンジ奨励賞】

喜多武術培訓中心（陳氏太極拳）

〈陳氏太極拳〉

［受賞理由］

ほとんどの出演者たちが何らかの形で音を用いてい

る中で、音を排し、演舞にだけで見せる技量が見事で

引き込まれた。

【MIP賞】

新田千恵子（人形劇）

〈ヒワとゾウガメ〉

［受賞理由］

手作り感に溢れる背景幕や人形のデザインが独自

のものだった。舞台制作のプロセスから見せるのは斬新

であり、自分の世界を作り上げたパフォーマンスがとても

印象的だった。

【審査員特別賞】

内藤一典（創作舞踊）

〈阿久 悠‐作詞 沢田研二‐歌 「サムライ」〉

［受賞理由］

沢田研二の「サムライ」の曲の解釈を創作舞踏にシ

ンクロさせる巧みさがあった。独自の和風コンテンポラ

リーダンスの世界を表現していた。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧

「展示部門」

・グランプリ

はなのようこ 〈with you〉〈aparound you〉 2015-16年

ベニア板、アクリル、鏡、ミラーシート、紙、テグスなど

・準グランプリ

ハラダサキ 〈さがしえ〉 2012-15年 キャンバス・鉛筆

・チャレンジ奨励賞

穴山千代子 〈手織りで描く〉〈潮騒／悠久／平和の空〉

〈永遠／東雲〉〈滝／春の光〉 2015-16年 つづれ織り

平織 櫛筬織（阿波和紙 綿糸 化繊糸 シルク糸

ウール糸）

まるおかあきこ 〈手紙シリーズ －LETTER seriesA〉

〈海から －from the sea〉〈天へ －Middle World〉〈日

分包 －2015.8～2016.1－ DAY WRAPPING BAG〉

2015-16年 ミクストメディア（トレーシングペーパー、切手、

写真、葉、花、鉄、ビニール袋、糸、貝殻、実、流木、蝋、タ

コ糸、羽、種、など）

杉本悠希 〈ロックフェスティバル〉〈責めたてるⅣ〉〈I

still love you〉 2013-16年 木彫画、シナベニヤ、墨汁、ハー

レミューレ紙、油性インク、トレーシングペーパー、コミック用イ

ンク

・MIP賞 （モーストインプレッシブプレイヤー）

永田広志 〈碑について〉 2016年 木製パネル、ジェッ

ソ、油性マーカー、紙
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「パフォーマンス部門」

・グランプリ

徳島市立高校ダンス部 〈1.Opening We Went As Far

As We Felt Like Going（Pussycat Dolls）2．一年生－制

服ダンスくるくる（E-girls）3.Jazz-In the MIddle（Kazaky）

Jumpin’ Jumpin’（Destiny’s Child）4.Hip Hop-Take

Your Shirt Off（T-Pain）Hello Good Morning（Diddy-

Dirty Money）5．二年生－I Wanna Go（Britney Spears）

SOS（Rihanna）Tell Me Something I Don’t Know（Selena

Gomez）International Love（Pitbull）6.Ending-Anniversary!!

（E-girls）〉

・準グランプリ

たけと愉快な仲間たち 〈1．阿波踊り 2.Theme for B.

B.S. 3.Starland 4．好きなこと 5.Hajimete no chuu

6.I want you to be my baby〉

・チャレンジ奨励賞

笑門亭田楽 〈講談：「南部坂雪の別れ」〉

喜多武術培訓中心 〈1．陳氏剣 2．陳氏槍 3．陳

氏太極拳（剣、槍の合間に子供たちの演武）

・MIP賞（モーストインプレッシブプレイヤー）

新田千恵子〈「ヒワとゾウガメ」〉

・審査員特別賞

内藤一典 〈1．「浪花恋しぐれ」 2．「サムライ」

［上演順］ 内藤一典／新田千恵子／たけと愉快な仲間

たち／笑門亭田楽／喜多武術培訓中心／徳島市立高校

ダンス部

● 効果と問題点

7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。ただし、1月の芸術祭開催期間中に、2度の大

雪に見舞われ、入場者数は減少した。特にパフォーマンス

部門開催日は10年に一度の大雪となり開催が危ぶまれ

たが、一組の棄権を除いて17組が出演し、参加者の高い

意欲を感じることができた。また3月の受賞者発表会では

前回を上回る入場者を数えることができた。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

「自由な発想の作品100点 近代美術館 チャレンジ芸

術祭開幕」『徳島新聞』 平成28年1月20日

「B-STEP TALKING」 エフエムびざん 平成28年1月

21日

「とく6徳島」 NHK徳島放送局 平成28年1月22日

「チャレンジとくしま芸術祭2016」 日本中央テレビ 平

成28年2月11、14、20、21日

● 担当学芸員

友井伸一、吉川神津夫、安達一樹
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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）開館25周年記念 所蔵作品展2015

1 平成27年5月4日［月・祝］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「新収蔵作品紹介－こ
の作品を買った理由（わけ）」

安達一樹（上席学芸員） 54名 展示室1・2

2 平成27年5月6日［水・祝］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「美術館が生まれた頃」 吉川神津夫（上席学芸員） 47名 展示室1・2

3 平成27年5月31日［日］
14 : 00-15 : 00

テーマで知る名品「徳島ゆかりのコレクショ
ン25年こぼれ話」

森芳功（企画交流室長） 46名 展示室1・2

4 平成27年7月5日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「版画芸術の見方、味
方」

竹内利夫（上席学芸員） 7名 展示室1

（2）開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら

5 平成27年9月6日［日］
10 : 30-15 : 30

25のとびら展プレワークショップ「人について
考える－中�悦子ドローイング・ワークショッ
プ」

中�悦子（美術家・絵本作家） 16名 近代美術館ギャ
ラリー

6 平成27年10月12日［月・祝］
14 : 00-15 : 00

とびらトーク－学芸員による展示解説 森芳功（企画交流室長） 18名 展示室1・2

7 平成27年10月14日［水］‐
18日［日］

25のとびら展関連展示「中西學・造形の
世界」

中西學（現代美術作家） 483名 ギャラリー

8 平成27年10月18日［日］
13 : 00-16 : 30

人間像を造形作品にしてみよう！ 中西學（現代美術作家） 22名 アトリエ、ギャラ
リー

9 平成27年10月31日［土］
13 : 00-15 : 00

視覚障がい者とつくる美術鑑賞ワークショッ
プ

「視覚障がい者とつくる美術鑑賞ワー
クショップ」代表・林建太ほか

20名 講座室、展示室
1・2、屋外展示場

10 平成27年11月1日［日］
13 : 00-15 : 00

見える人と見えない人がつくる鑑賞講座 「視覚障がい者とつくる美術鑑賞ワー
クショップ」代表・林建太ほか

18名 講座室、展示室
1・2

11 平成27年11月7日［土］
10 : 30-15 : 30

びじゅつのとびら「演劇編」 仙石桂子（四国学院大学） 20名 講座室、展示室
1・2

12 平成27年11月21日［土］
13 : 30-15 : 30

手話通訳付き展示解説（25のとびら展、
フィギュア展、各2回）

森芳功（企画交流室長）、安達一樹・
友井伸一（上席学芸員）

10名 展示室1・2・3

13 平成27年11月23日［月・祝］
14 : 00-15 : 00

とびらトーク－学芸員による展示解説 竹内利夫（上席学芸員） 23名 近代美術館ギャ
ラリー
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2 特別展に関連した催し

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

14 平成27年12月5日［土］
14 : 00-16 : 30

びじゅつのとびら「音楽編」 �木夏奈子（植草学園大学） 22名 アトリエ、展示室
1・2

15 平成27年12月6日［日］
10 : 00-12 : 00

美術×音楽でひろがる鑑賞活動 �木夏奈子（植草学園大学） 16名 アトリエ、展示室
1・2

16 平成27年12月13日［日］
10 : 00-15 : 00

びじゅつのとびら「ワクワク！アソビ！子ども編」 N＊CAP（鳴門教育大学子ども向け美
術ワークショップサークル）

19名 展示室1・2、アト
リエ

17 平成27年12月23日［水・祝］
14 : 00-16 : 00

びじゅつのとびら「多文化編」 Gehrtz三隅友子（徳島大学） 45名 展示室1・2

18 平成28年2月10日［水］‐
14日［日］

ワークショップ紹介展示 365名 展示室3、ロビー

（3）開館25周年記念 同時代のアーティストたちの表現

19 平成28年2月7日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「ユン・ソクナムの世界」 吉原美惠子（上席学芸員） 24名 展示室1

20 平成28年2月28日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「同時代のアーティストたちの表
現」

吉原美惠子（上席学芸員） 19名 展示室1

21 平成28年3月20日［日・祝］
14 : 00-14 : 45

展示解説「同時代のアーティストたちの表
現」

吉原美惠子（上席学芸員） 22名 展示室1

合計 1,316名

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）東京富士美術館所蔵 美の饗宴展 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

1 平成27年4月29日［水・祝］
14 : 00-15 : 30

「美の饗宴」展 記念講演会 五木田聡（東京富士美術館館長） 236名 二十一世紀館
イベントホール

2 平成27年5月10日［日］
14 : 00-15 : 30

音楽と共に楽しむ展示解説 新田恭子（サクソフォン）、山田俊美
（チェンバロ）

370名 展示室3

3 平成27年5月24日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 315名 展示室3

4 平成27年6月7日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 143名 展示室3

5 平成27年6月10日［水］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 150名 展示室3

6 平成27年6月14日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 309名 展示室3

7 平成27年6月16日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 187名 展示室3

8 平成27年6月20日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 190名 展示室3

（2）開館25周年記念 フィギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂

9 平成27年7月26日［日］
13 : 30-16 : 00

ガラスで作る小さなヒトガタ（第1回）1日目 徳島ガラススタジオ講師 8名 アトリエ2

10 平成27年8月1日［土］
13 : 30-16 : 30

ドールハウスに挑戦 ケーキコース 1日目 藤坂恵（日本ドールハウス協会公認
講師）

9名 アトリエ2

11 平成27年8月2日［日］
13 : 30-16 : 30

ドールハウスに挑戦 ケーキコース 2日目 藤坂恵（日本ドールハウス協会公認
講師）

9名 アトリエ2

12 平成27年8月6日［木］
13 : 30-16 : 00

ガラスで作る小さなヒトガタ（第2回）1日目 徳島ガラススタジオ講師 10名 アトリエ2

13 平成27年8月8日［土］
13 : 00-16 : 30

文化の森でがらくたアート（第1回） 西山欣子（イラストレーター） 11名 アトリエ、文化の
森公園

14 平成27年8月9日［日］
13 : 30-16 : 00

ガラスで作る小さなヒトガタ（第1回）2日目 徳島ガラススタジオ講師 8名 徳島ガラススタ
ジオ

15 平成27年8月20日［木］
13 : 30-16 : 00

ガラスで作る小さなヒトガタ（第2回）2日目 徳島ガラススタジオ講師 10名 徳島ガラススタ
ジオ
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3 きんびセミナー

4 とくしま近美 こども鑑賞クラブ 「君こそアートの名探偵」

講師との対話やクイズなどのメニューを通して、鑑賞の楽しさを体験する講座。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成27年6月6日［土］
14 : 00-14 : 45

「東京富士美術館・めいひん」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）

27名 展示室3

2 平成27年7月11日［土］
14 : 00-14 : 45

「はんが」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）

22名 展示室1、ロビー

3 平成27年9月12日［土］
14 : 00-14 : 45

「休館日」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）

23名 屋外展示場、展
示室1、ロビー

4 平成27年10月24日［土］
14 : 00-14 : 45

「小さきもの」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）

17名 展示室3

様 な々テーマで行う講座。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成27年8月7日［金］
13 : 00-16 : 30

夏休み宿題そうだん会1日目 美術館スタッフ、鳴門教育大学学生 32名 アトリエ2

2 平成27年8月9日［日］
13 : 00-16 : 30

夏休み宿題そうだん会2日目 美術館スタッフ、鳴門教育大学学生 43名 アトリエ2

合計 75名

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

16 平成27年8月22日［土］
13 : 00-16 : 30

文化の森でがらくたアート（第2回） 西山欣子（イラストレーター） 12名 アトリエ2、文化
の森公園

17 平成27年8月29日［土］
13 : 30-16 : 30

ドールハウスに挑戦 家具コース 1日目 藤坂恵（日本ドールハウス協会公認
講師）

14名 アトリエ2

18 平成27年8月30日［日］
13 : 30-16 : 30

ドールハウスに挑戦 家具コース 2日目 藤坂恵（日本ドールハウス協会公認
講師）

14名 アトリエ2

19 平成27年10月3日［土］
13 : 00-14 : 30
15 : 00-16 : 30

「フィギュア展」オープニングイベント「阿波
踊り×海洋堂 コラボ企画 阿波踊りフィ
ギュア色塗り体験」

宮脇修一氏（株式会社海洋堂 代
表取締役社長（センム））

33名 アトリエ2

20 平成27年10月4日［日］
13 : 00-16 : 00

ワークショップ「フィギュア色塗り体験」 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

61名 アトリエ2

21 平成27年10月10日［土］
13 : 00-16 : 00

ワークショップ「フィギュア色塗り体験」 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

46名 アトリエ2

22 平成27年10月11日［日］
14 : 00-15 : 00

美術をたのしむわたくし流「ギャラリートーク
小さな世界の楽しみ方」

戸田智（徳島ガラススタジオインストラ
クター）、藤坂恵（日本ドールハウス協
会公認講師）、西山欣子（イラストレー
ター）

27名 展示室3

23 平成27年10月24日［土］
13 : 00-16 : 00

ワークショップ「フィギュア色塗り体験」 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

62名 アトリエ2

24 平成27年10月25日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 安達一樹（上席学芸員）、友井伸一
（上席学芸員）

37名 展示室3

25 平成27年11月14日［土］
13 : 00-16 : 00

ワークショップ「フィギュア色塗り体験」 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

66名 アトリエ2

26 平成27年11月15日［日］
13 : 30-15 : 00

講演会「海洋堂あれこれ センム大いに
語る！」

宮脇修一氏（株式会社海洋堂 代
表取締役社長（センム））

109名 近代美術館ギャ
ラリー

27 平成27年11月22日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 安達一樹（上席学芸員）、友井伸一
（上席学芸員）

43名 展示室3

28 平成27年11月23日［月・祝］
13 : 00-16 : 00

ワークショップ「フィギュア色塗り体験」 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

122名 アトリエ2

合計 2,611名
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5 共催事業

6 団体鑑賞（学校関係以外）での解説

文化の森6館による共催事業、美術館ボランティア「ビボラボ」との協働事業。
（表）4-3-1「ビボラボとの協働」の項を参照。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成27年5月5日［火・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森こどもの日フェスティバル「美術
館でお気に入りを見つけよう」

学芸員ほか 1,471名 ロビー、展示室

2 平成27年8月23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 1,761名 ロビー、展示室

平成27年8月23日［日］
10 : 00-15 : 00

ボランティアグループ「ビボラボ」美術館で
遊び隊「ゴム鉄砲をつくってあそぼう」

ボランティアグループ「ビボラボ」 （上 記
の参加
者数に
含む）

ロビー

3 平成27年11月3日［火・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森大秋祭り！！「美術館でお気に入
りを見つけよう」

学芸員ほか 1,598名 ロビー、展示室

4 平成28年2月11日［木・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 723名 ロビー、展示室

合計 5,553名

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

5 平成27年11月28日［土］
14 : 00-14 : 45

「25のとびら」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）

17名 展示室1・2

6 平成28年2月27日［土］
14 : 00-14 : 45

「同時代」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

合計 118名

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 NHK文化センター 高松
教室

平成27年5月15日［金］
9 : 40-11 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「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」、所蔵作品
展「開 館25周 年 記 念 所 蔵 作 品 展
2015」を鑑賞。

一般26名

2 あゆみ園（徳島市） 平成27年5月28日［木］
13 : 25-14 : 50

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」を
鑑賞。

一般27名

3 国際交流ボランティア 平成27年6月13日［土］
10 : 00-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 一般19名

4 海陽町福祉協議会 平成27年6月18日［木］
10 : 10-11 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」、
「所蔵作品展2015」を鑑賞。

障がい者11名
引率1名

5 吉野川市牛島公民館
運営委員 視察研修

平成27年7月3日［金］
12 : 35-13 : 30

森芳功（企画交
流室長）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 一般15名

6 県政バス（東部圏域） 平成27年10月10日［土］
13 : 20-14 : 05

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「人間表現を楽しむ25のとび
ら」を鑑賞。

一般18名
県職員2名

7 平成27年度第2回南部支部
事務職員研修会研究協議
会

平成27年11月11日［水］
15 : 25-16 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

開館25周年記念「フィギュア展－ヒトガタ、
人形、海洋堂」、所蔵作品展「「開館25
周年記念 人間表現を楽しむ25のとび
ら」を鑑賞。

一般9名
障がい者2名

8 金光図書館（岡山県） 平成27年11月27日［金］
11 : 20-12 : 30

安達一樹（上席
学芸員）

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 一般11名

9 眉山福祉会 まゆやま学苑
（徳島市）

平成27年12月12日［土］
10 : 00-10 : 40

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「人間表現を楽しむ25のとび
ら」を鑑賞。

障がい者26名
引率7名

一般 164名 引率 10名 合計 174名
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7 単独の団体鑑賞（学校関係以外）

8 博物館実習の受け入れ

学芸員資格取得のための博物館実習の受け入れを行った。

●期間

平成27年7月27日［月］‐7月31日［金］の5日間

●学校名及び人数

徳島大学 2名

鳴門教育大学 1名

四国大学 1名

計 4名

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

1 上板町シルバー大学 平成27年6月16日［火］
10 : 30-11 : 30

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」、所蔵作品展「所蔵
作品展2015」を鑑賞。

一般21名

2 川内内科デイサービス松の
実（徳島市）

平成27年6月17日［水］
14 : 20-15 : 10

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」、「所蔵作品展2015」
を鑑賞。

一般13名
引率6名

3 社会福祉法人 柏涛会
（美波町）

平成27年6月19日［金］
10 : 55-11 : 20

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」を鑑賞。 障がい者37名
引率11名

4 聖教新聞 平成27年6月19日［金］
11 : 00-11 : 50

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」を鑑賞。 一般47名

5 徳島県中学校教育研究会
美術部会

平成27年6月20日［土］
14 : 00-15 : 00

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」、「所蔵作品展2015」
を鑑賞。

一般17名

6 常楽園（徳島市）
宝田寮（阿南市）
たちばな学苑（阿南市）

平成27年6月27日［土］ 特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」、「所蔵作品展2015」
を鑑賞。

一般6名
引率17名

7 中徳島の家（徳島市） 平成27年10月8日［木］
14 : 15-14 : 35

所蔵作品展「人間表現を楽しむ25のとびら」を鑑賞。 一般17名
引率4名

8 障がい者施設「清風」（徳
島市）

平成27年10月20日［火］
14 : 20-15 : 00

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 一般21名
引率7名

9 グッドジョブセンター［GTC］
かのん（鳴門市）

平成27年10月21日［水］
13 : 20-14 : 50

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 一般22名
引率5名

10 健祥苑授産センター金太郎
（徳島市）

平成27年10月22日［木］
11 : 00-11 : 25

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 障がい者5名
引率2名

11 健祥苑（徳島市） 平成27年10月23日［金］
11 : 20-11 : 30

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 障がい者2名
引率2名

12 第一病院（徳島市） 平成27年10月30日［金］
10 : 20-10 : 45

特別展「フィギュア展」、所蔵作品展「人間表現を楽しむ25
のとびら」を鑑賞。

障がい者9名
引率3名

13 地域活動支援センター「オ
リーブの木」（鳴門市）

平成27年11月7日［土］
11 : 25-12 : 20

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 障がい者11名
引率3名

14 田岡東病院 ディステー
ション わおん（徳島市）

平成27年11月10日［火］
13 : 25-14 : 10

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 障がい者23名

15 グループリビング徳島県庁
前（徳島市）

平成27年11月10日［火］
14 : 20-14 : 55

所蔵作品展「人間表現を楽しむ25のとびら」を鑑賞。 一般8名
引率4名

16 オレンジノート（藍住町） 平成27年11月14日［土］
14 : 15-14 : 50

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 障がい者9名
引率5名

17 たちばな学苑（阿南市） 平成27年11月28日［土］
13 : 15-14 : 15

特別展「フィギュア展」、所蔵作品展「人間表現を楽しむ25
のとびら」を鑑賞。

生徒2名
引率1名

18 徳島県立二十一世紀館協
議会

平成27年12月1日［火］
14 : 20-15 : 15

所蔵作品展「人間表現を楽しむ25のとびら」を鑑賞。 委員5名
職員2名

19 ゆうあいホスピタル（東みよし
町）

平成27年12月18日［金］
12 : 20-12 : 50

所蔵作品展「人間表現を楽しむ25のとびら」を鑑賞。 障がい者18名
引率2名

一般 293名 引率 74名 合計367名
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●カリキュラム

9 学芸員養成科目開講への協力

徳島県と徳島大学、鳴門教育大学、四国大学との間の協定にもとづき、学芸員資格の取得を希望する学

生のために、科目開講に協力した。博物館職員を中心に大学教員、近代美術館・文書館職員が共同で講

義を担当した。（会場：博物館講座室）

開催日 時間 内容 担当 参加者

1 7月27日［月］ 9 : 30-10 : 30 ガイダンス、施設見学 竹内利夫（上席学芸員） 4名

2 10 : 30-12 : 00 講義：美術館業務について 江川佳秀（学芸調査課長） 4名

3 13 : 00-16 : 00 演習：県民参加 友井伸一（上席学芸員） 3名

4 7月28日［火］ 9 : 00-12 : 00 演習：学校教育との連携 亀井幸子（係長） 4名

5 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（1） 江川佳秀（学芸調査課長） 4名

6 7月29日［水］ 9 : 00-12 : 00 演習：ユニバーサルミュージアム 竹内利夫（上席学芸員） 4名

7 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（2） 江川佳秀（学芸調査課長） 4名

8 7月30日［木］ 9 : 00-12 : 00 講義：収集・保存 安達一樹（上席学芸員） 4名

9 13 : 00-16 : 00 演習：美術館教育 竹内利夫（上席学芸員） 4名

10 7月31日［金］ 9 : 00-12 : 00 演習：作品貸出 吉原美惠子（上席学芸員） 4名

11 13 : 00-16 : 00 演習：展覧会 吉川神津夫（上席学芸員） 4名

12 : 00-13 : 00昼休み 16 : 00-16 : 30事務連絡、レポート作成（担当：竹内）

科目 テーマ 内容 担当 開催日時 参加者

1 博物館資料保存論 美術館における資料の保
存と管理1 ※全15回の
うち第9回

美術館における美術資料
の扱い（歴 史、理 論、実
際）

安達一樹（上席
学芸員）

平成27年9月12日［土］
14 : 40-16 : 10

38名

2 美術館における資料の保
存と管理2 ※全15回の
うち第10回

美術館における美術資料
の扱い（理念と実際）

江川佳秀（学芸
調査課長）

平成27年9月15日［火］
10 : 00-11 : 30

38名

3 博物館教育論 美術教育の方法1
※全15回のうち第9回

美術館における教育（歴
史と理論）

森芳功（企画交
流室長）

平成28年3月1日［火］
14 : 40-16 : 10

38名

4 美術教育の方法2
※全15回のうち第10回

美術館における教育（実
際と課題）

竹内利夫（上席
学芸員）

平成28年3月2日［水］
10 : 00-11 : 30

38名

5 美術館と学校教育1
※全15回のうち第11回

美術館における学校連携
の意義と実際

森芳功（企画交
流室長）

平成28年3月2日［水］
13 : 00-14 : 30

38名

6 美術館と学校教育2
※全15回のうち第12回

美術館における学校連携
の方法

竹内利夫（上席
学芸員）

平成28年3月2日［水］
14 : 40-16 : 10

38名

7 博物館展示論 美術館展示の意義と実
際（近 代 美 術1） ※全
15回のうち第9回

美術館の展示に関わる
諸要素の整理と紹介（歴
史と理論）

森芳功（企画交
流室長）

平成28年3月8日［火］
14 : 40-16 : 10

35名

8 美術館展示の意義と実
際（近 代 美 術2） ※全
15回のうち第10回

美術館の展示に関わる
諸要素の整理と紹介（実
際と課題）

友井伸一（上席
学芸員）

平成28年3月9日［水］
10 : 00-11 : 30

35名

9 美術館展示の意義と実
際（現 代 美 術1） ※全
15回のうち第11回

様 な々現代の表現手法に
対応すること

吉川神津夫（上
席学芸員）

平成28年3月9日［水］
13 : 00-14 : 30

36名

10 美術館展示の意義と実
際（現 代 美 術2） ※全
15回のうち第12回

立体作品の展示について 安達一樹（上席
学芸員）

平成28年3月9日［水］
14 : 40-16 : 10

35名

11 美術館展示の意義と実
際（コレクション展） ※全
15回のうち第13回

所蔵作品の活用について 吉原美惠子（上
席学芸員）

平成28年3月10日［木］
10 : 00-11 : 30

38名
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4-2 学校教育との連携

1 学校の授業等による美術館利用

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。

保育所や大学の授業でも連携がはかれるよう努めている。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 鳴門市第二中
学校
美術部

平成27年5月4日［月］
9 : 40-14 : 00

展覧会の鑑賞とアトリエでの造形ワーク
ショップ（透明水彩絵の具を使った活動）、
午後文化の森の公園でスケッチし、アトリ
エで合評会を行った。

亀井幸子（係長） 生徒5名
引率2名

2 徳島市八万南
小学校
3年生

平成27年6月10日［水］
9 : 30-11 : 25

展覧会の鑑賞とアトリエでの造形ワーク
ショップ（透明水彩絵の具を使った活動）、
午後文化の森の公園でスケッチし、アトリ
エで合評会を行った。鑑賞とアトリエで墨
に親しむワークショップを行った。

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）

児童93名
引率4名

3 鳴門教育大学
学部1年
大学院1年

平成27年6月13日［土］
13 : 00-16 : 00

屋外彫刻を中心に鑑賞。クリエィテイブ
アート鑑賞と名付けられたこの活動は、は
じめに実物の作品を鑑賞し、個人的な感
じ方や作品に対する疑問を大切にした上
で、室内で画像を見ながら対話し深めて
いく。

山木朝彦（鳴門教育大学）、仲
田耕三（徳島文理大学）、亀井
幸子（係長）

学生9名
引率2名

4 四国大学
「デザイン編」
受講者

平成27年7月8日［水］
13 : 30-14 : 20

所蔵作品展2015「特集 現代版画」会
場で鑑賞プログラム「勝手にしんさいん」
を体験。館内サイン等の観察ワークショッ
プ、アトリエでのデザインの授業を行った。

竹内利夫（上席学芸員） 学生14名

5 徳島県立徳島
視覚支援学校
1-2年生

平成27年7月14日［火］
13 : 40-15 : 00

前半は、お気に入りを探したり版（シルクス
クリーンや木版など）の違いに注目しなが
ら鑑賞。学芸員に版画のつくりかたなどを
質問。後半はロビーでシルクスクリーンの版
やリトグラフの版を実際に触り技法の理解
を深めた。生徒2名は弱視で近くに寄ると
見えるようであるが、アイパッドも活用しなが
ら見ていた。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

生徒2名
引率1名

6 阿南市立羽ノ
浦中学校
美術部

平成27年7月28日［火］
9 : 30-15 : 00

博物館実習生と鑑賞活動、午後からアト
リエで墨に親しむワークショップを行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

生徒35名
引率1名

7 北島町立北島
北小学校
3年生

平成27年10月30日［金］
9 : 45-11 : 45

展覧会の鑑賞とアトリエでの造形ワーク
ショップ（透明水彩絵の具を使った活動）
を行った。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

児童58名
引率4名

8 とくしま健祥会
保育園
（徳島市）
5歳

平成28年1月15日［金］
9 : 30-12 : 00

11月に見学したフィギュア展を振り返りな
がら、土でつくられた土偶について触れた
後、修了記念作品（植木鉢）づくりに取り
組んだ。

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児16名
引率3名

9 とくしま健祥会
保育園（徳島
市）
5歳

平成28年1月21日［木］
9 : 30-12 : 00

11月に見学したフィギュア展を振り返りな
がら、土でつくられた土偶について触れた
後、修了記念作品（植木鉢）づくりに取り
組んだ。

竹内利夫（上席学芸員）、大西
葵（文化推進員）

園児17名
引率3名

10 徳島市立加茂
名保育所
4-5歳

平成28年2月18日［木］
9 : 45-11 : 40

展覧会の鑑賞とアトリエでの造形ワーク
ショップ（切り紙）を行った。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）、大西葵（文化推進
員）

園児22名
引率3名

計 園児・児童・生徒・学生271名 教員 23名／合計 294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に努めている。

なお、学校教育活動による観覧は、所蔵作品展は、小・中・高校等を、特別展は、小・中学校を無料としている。

（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 講師 展覧会名 参加者

1 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳

平成27年4月24日［金］
9 : 55-11 : 20

亀井幸子（係長）所蔵作品展「開館25周年記念
所蔵作品展2015」を鑑賞。

園児8名
引率2名

2 徳島市立八多保育所
徳島市立多家良保育所
合同
2-5歳児

平成27年5月12日［火］
9 : 45-11 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「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」、「所蔵作品展2015」を鑑賞。

園児35名
引率10名

3 鳴門市里浦小学校
3-5年生

平成27年5月12日［火］
9 : 40-12 : 00

竹内利夫、吉原
美惠 子（上 席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童73名
引率6名

4 松茂町立長原小学校
合同
園児‐5年生

平成27年5月12日［火］
10 : 00-11 : 00

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上 席 学
芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童32名
引率9名

5 徳島市八万小学校
5年生

平成27年5月13日［水］
9 : 30-11 : 00

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 児童101名
引率5名

6 徳島市佐古小学校
3年生

平成27年5月14日［木］
13 : 00-14 : 30

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「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童87名
引率5名

7 徳島市上八万小学校
5年生

平成27年5月15日［金］
9 : 30-11 : 30

亀井幸子（係長）特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童53名
引率3名

8 阿南市立津乃峰小学校
2年生

平成27年5月15日［金］
11 : 00-11 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 児童19名
引率2名

9 阿南市立宝田小学校
4-5年生

平成27年5月20日［水］
9 : 30-10 : 20

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 児童32名
引率3名

10 那賀町立鷲敷中学校
1-3年生

平成27年5月21日［木］
13 : 00-15 : 00

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

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

生徒52名
引率10名

11 吉野川市立鴨島小学校
4年生

平成27年5月21日［木］
13 : 30-14 : 30

安達一樹、友井
伸一（上 席 学
芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童64名
引率4名

12 上板町立神宅小学校
3年生

平成27年5月22日［金］
14 : 10-14 : 45

亀井幸子（係長）特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童19名
引率2名

13 児童デイ こころ（徳島市）平成27年5月23日［土］
11 : 20-11 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 児童6名
引率5名

14 吉野川市立山瀬小学校
3年生

平成27年5月27日［水］
13 : 00-14 : 30

亀井幸子（係長）特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童36名
引率4名

15 阿波市立御所小学校
3年生

平成27年5月29日［金］
9 : 40-10 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童30名
引率2名

16 吉野川市立川島小学校
5年生

平成27年5月29日［金］
13 : 00-13 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童45名
引率3名

17 徳島県立名西高等学校
美術科

平成27年5月29日［金］
14 : 00-15 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

生徒58名
引率5名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

18 徳島県立城ノ内中学校
徳島県立城ノ内高等学校
合同
1-3年生

平成27年6月6日［土］
10 : 25-15 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

生徒34名
引率1名

19 徳島市上八万中学校
1-3年生

平成27年6月7日［日］
10 : 00-11 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

生徒11名
引率1名

20 阿南市立平島小学校
1-2年生

平成27年6月9日［火］
11 : 00-11 : 50

友井伸一、吉原
美惠 子（上 席
学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童120名
引率8名

21 徳島市方上小学校
1-6年生（特別支援学級）

平成27年6月9日［火］
10 : 00-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童49名
引率15名

22 徳島市立城西保育所
5歳

平成27年6月9日［火］
10 : 30-11 : 35

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

園児32名
引率4名

23 上板町立神宅小学校
6年生

平成27年6月11日［木］
12 : 50-13 : 50

森芳功（企画交
流室長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童20名
引率2名

24 徳島大学 講座 平成27年6月13日［土］
10 : 30-12 : 00

江川佳秀（学芸
調査課長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

学生8名

25 徳島市立城西保育所
徳島市立不動保育所
合同
4-5歳児

平成27年6月16日［火］
10 : 45-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

園児36名
引率7名

26 鳴門市里浦小学校
6年生

平成27年6月17日［水］
9 : 30-10 : 30

亀井幸子（係長）「所蔵作品展2015」を鑑賞。 児童14名
引率2名

27 美馬市立清水小学校
美馬市立木屋平小学校
合同
1-6年生

平成27年6月17日［水］
10 : 55-12 : 10

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

児童16名
引率10名

28 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成27年6月18日［木］
10 : 10-11 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「美の饗宴 西洋絵画の
300年」、「所蔵作品展2015」を鑑
賞。

園児33名
引率4名

29 徳島市立八万東保育所
5歳児

平成27年6月23日［火］
10 : 30-11 : 30

亀井幸子（係長）「所蔵作品展2015」を鑑賞。 園児19名
引率3名

30 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成27年7月2日［木］
10 : 20-11 : 35

亀井幸子（係長）「所蔵作品展2015」を鑑賞。 園児31名
引率3名

31 徳島大学 平成27年7月11日［土］
13 : 30-15 : 40

江川佳秀（学芸
調査課長）

「所蔵作品展2015」を鑑賞。 学生19名
引率1名

32 徳島市立富田保育所
徳島市立明善保育所
合同
5歳児

平成27年10月7日［水］
9 : 30-11 : 30

亀井幸子（係長）特別展「開館25周年記念 フィ
ギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂」、
所蔵作品展「開館25周年記念
人間表現を楽しむ25のとびら」を
鑑賞。

園児24名
引率6名

33 阿波市立土成小学校
5年生

平成27年10月9日［金］
10 : 15-11 : 15

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童37名
引率4名

34 徳島市立北井上保育所
5歳児

平成27年10月14日［水］
9 : 45-11 : 15

亀井幸子（係長）特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児17名
引率3名

35 徳島市立川内南幼稚園
園児

平成27年10月15日［木］
10 : 30-10 : 40

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児33名
引率6名

36 阿南市立今津小学校
1年生

平成27年10月15日［木］
10 : 30-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童32名
引率3名

37 徳島市立城西中学校
支援学級

平成27年10月16日［金］
10 : 30-11 : 30

亀井幸子（係長）特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

生徒11名
引率3名

38 徳島市北井上小学校
5年生

平成27年10月16日［金］
10 : 10-10 : 45

安達一樹（上席
学芸員）

特別展「開館25周年記念 フィ
ギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂」
を鑑賞。

生徒40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

39 徳島市立城西保育所
5歳児

平成27年10月16日［金］
10 : 30-11 : 35

森芳功（企画交
流室長）、友井
伸一（上 席 学
芸員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児28名
引率4名

40 徳島市立城西保育所
4歳児

平成27年10月20日［火］
10 : 40-11 : 50

友井伸一、竹内
利夫（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児31名
引率4名

41 徳島市立八万保育所
5歳児

平成27年10月21日［水］
9 : 30-11 : 05

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児20名
引率3名

42 吉野川市立西麻植小学
校
3-5年生

平成27年10月21日［水］
12 : 30-13 : 25

安達一樹（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 児童53名
引率4名

43 松茂町立松茂小学校
3年生

平成27年10月21日［水］
9 : 30-10 : 45

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童103名
引率7名

44 徳島市立八万保育所
4歳児

平成27年10月22日［木］
9 : 40-10 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児23名
引率4名

45 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳

平成27年10月23日［金］
9 : 50-11 : 50

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸 子（係 長）、
大西 葵（文 化
推進員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児10名
引率2名

46 鳴門市立中央保育所
3-5歳児

平成27年10月23日［金］
9 : 30-10 : 40

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸 子（係 長）、
大西 葵（文 化
推進員）

所蔵作品展「人間表現を楽しむ
25のとびら」を鑑賞。

園児13名
引率5名

47 徳島市立内町保育所
5歳児

平成27年10月27日［火］
10 : 30-11 : 45

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸 子（係 長）、
大西 葵（文 化
推進員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児14名
引率3名

48 香川県さぬき市立石田小
学校
5年生

平成27年10月27日［火］
10 : 00-11 : 30

安達一樹（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 児童44名
引率3名

49 徳島市立沖州保育所
5歳児

平成27年10月29日［木］
10 : 50-11 : 20

亀井幸子（係長）特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児17名
引率3名

50 阿南市立中野島小学校
3年生

平成27年10月30日［金］
13 : 40-14 : 00

阿地恵奈（文化
推進員）

特別展「開館25周年記念 フィ
ギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂」
を鑑賞。

児童44名
引率3名

51 鳴門市板東小学校
1-2年生

平成27年10月30日［金］
12 : 00-13 : 30

安達一樹（上席
学芸員）

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 児童96名
引率6名

52 鳴門市第一小学校
1-2年生

平成27年10月30日［金］
9 : 30-11 : 35

森芳功（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童122名
引率9名

53 三好市立池田中学校
2年生

平成27年11月4日［水］
13 : 30-15 : 00

友井伸一、竹内
利夫（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

生徒79名
引率7名

54 徳島市立八万東保育所
4-5歳児

平成27年11月5日［木］
10 : 30-11 : 25

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児42名
引率6名

55 徳島市立一宮保育所
4-5歳児

平成27年11月6日［金］
10 : 20-11 : 30

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児23名
引率3名

56 徳島市加茂名小学校
（特別支援学級）
1-6年生

平成27年11月6日［金］
10 : 30-12 : 00

森芳功（企画交
流室長）

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 児童14名
引率3名

57 阿南市立椿泊小学校
1-6年生

平成27年11月6日［金］
14 : 00-15 : 00

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童9名
引率6名
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（2） 学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

58 神山町立神領小学校
4年生

平成27年11月10日［火］
9 : 30-10 : 30

森芳 功（企 画
交流室長）、亀
井幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童12名
引率3名

59 徳島市大松小学校
4年生

平成27年11月12日［木］
9 : 45-11 : 50

竹内 利 夫（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童61名
引率3名

60 ステラ船場校（徳島市）
3-5歳児

平成27年11月13日［金］
10 : 45-11 : 00

森芳 功（企 画
交流室長）

特別展「開館25周年記念 フィ
ギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂」
を鑑賞。

園児18名
引率3名

61 石井町立藍畑小学校
2年生

平成27年11月17日［火］
11 : 00-11 : 30

亀井 幸 子（係
長）

特別展「開館25周年記念 フィ
ギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂」
を鑑賞。

児童34名
引率3名

62 徳島県立池田高等学校
1年生

平成27年11月17日［火］
10 : 30-12 : 00

友井 伸 一（上
席学芸員）

所蔵作品展「人間表現を楽しむ
25のとびら」を鑑賞。

生徒29名
引率3名

63 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成27年11月25日［水］
9 : 35-10 : 45

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「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

園児34名
引率3名

64 徳島市不動小学校
3-4年生

平成27年11月27日［金］
13 : 10-14 : 20

森芳 功（企 画
交流室長）、亀
井幸子（係長）

特別展「フィギュア展」、所蔵作品
展「人間表現を楽しむ25のとびら」
を鑑賞。

児童25名
引率4名

65 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳児

平成27年12月15日［火］
9 : 55-10 : 30

亀井 幸 子（係
長）

所蔵作品展「人間表現を楽しむ
25のとびら」を鑑賞。

園児10名
引率2名

66 徳島県立徳島視覚支援
学校
高校1-2年生

平成27年12月15日［火］
13 : 30-15 : 00

亀井 幸 子（係
長）

所蔵作品展「人間表現を楽しむ
25のとびら」を鑑賞。

生徒2名
引率1名

67 徳島市立丈六保育所
4歳

平成28年2月2日［火］
9 : 30-11 : 30

亀井 幸 子（係
長）

所蔵作品展「開館25周年記念
同時代のアーティストたちの表現」
を鑑賞。

園児20名
引率2名

68 徳島市八万南小学校
3年生

平成28年2月3日［水］
9 : 30-11 : 45

森芳 功（企 画
交流室長）、吉
原美 恵 子（上
席学芸員）

所蔵作品展「同時代のアーティスト
たちの表現」を鑑賞。

児童94名
引率5名

69 鳴門市中央保育所
3-5歳児

平成28年2月12日［金］
9 : 30-10 : 40

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「開館25周年記念
同時代のアーティストたちの表現」
を鑑賞。

園児12名
引率4名

70 神山町立神領小学校
2年生

平成28年2月12日［金］
9 : 45-11 : 00

吉 原 美 惠 子
（上席学芸員）

所蔵作品展「同時代のアーティスト
たちの表現」を鑑賞。

児童15名
引率2名

71 板野町立板野南小学校
6年生

平成28年2月19日［金］
9 : 30-11 : 30

亀井 幸 子（係
長）

所蔵作品展「同時代のアーティスト
たちの表現」を鑑賞。

児童36名
引率2名

計 園児・児童・生徒・学生 2,573名 教員 294名／合計 2,867名

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 明徳義塾中学校
明徳義塾高等学校
合同（高知県）
中学2年生、高校生

平成27年4月29日［水］
9 : 45-10 : 40

特別展「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」、所蔵作品展「開館25周年記念 所蔵作品
展2015」を鑑賞。

生徒10名
引率1名

2 徳島県立城東高等学校
美術部

平成27年5月31日［日］
10 : 00-11 : 00

特別展「美の饗宴 西洋絵画の300年」、「所蔵作品
展2015」を鑑賞。

生徒8名
引率1名

3 阿波国慈恵院（徳島市）
小学生

平成27年11月20日［金］
14 : 05-14 : 45

特別展「開館25周年記念 フィギュア展－ヒトガタ、
人形、海洋堂」を鑑賞。

児童6名
引率2名

4 常楽園（徳島市）
小学生

平成27年11月20日［金］
14 : 10-14 : 40

特別展「フィギュア展」を鑑賞。 児童4名
引率2名

5 徳島県立名西高等学校
3年生

平成27年11月25日［水］
14 : 00-16 : 15

特別展「フィギュア展」、所蔵作品展「開館25周年
記念 人間表現を楽しむ25のとびら」を鑑賞。

生徒4名
引率1名

6 鳴門子ども学園
小学生

平成27年11月28日［土］
14 : 10-14 : 50

特別展「フィギュア展」、所蔵作品展「人間表現を
楽しむ25のとびら」を鑑賞。

児童5名
引率2名

計 生徒 37名 教員 9名／合計 46名
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市立城西
保育所
5歳

平成27年5月25日［月］
9 : 45-10 : 45

プレールームは美術館（対話を楽しむ鑑
賞活動）

森芳功（企画交流室長） 園児32名
教員3名

2 徳島市立城西
保育所
4歳

平成27年5月25日［月］
11 : 00-11 : 45

プレールームは美術館 森芳功（企画交流室長） 園児31名
教員3名

3 美波町立伊座
利小学校
2-6年生

平成27年6月2日［火］
13 : 30-15 : 15

墨のワークシート（「鑑賞シート」no.13を
使って）

亀井幸子（係長） 児童6名
教員12名

4 徳島市立八万
保育所
5歳

平成27年6月4日［木］
9 : 30-12 : 00

作品の人物のお家をつくる① 亀井幸子（係長） 園児22名
教員3名

5 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳

平成27年6月5日［金］
9 : 30-12 : 00

プレールームは美術館 亀井幸子（係長） 園児10名
教員3名

6 徳島市立北井
上保育所
2-5歳

平成27年6月8日［月］
9 : 30-12 : 00

プレールームは美術館 亀井幸子（係長） 園児45名
教員7名

7 徳島市立八万
保育所
5歳

平成27年6月11日［木］
9 : 30-12 : 00

作品の人物のお家をつくる② 亀井幸子（係長） 園児22名
教員3名

8 鳴門教育大学
4年生、大学院
生

平成27年6月15日［月］
9 : 00-10 : 30

教職実践講座（児童生徒理解について） 亀井幸子（係長） 学生12名
教員1名

9 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成27年6月26日［金］
10 : 00-12 : 00

プレールームは美術館 竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児33名
教員3名

10 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成27年7月13日［月］
10 : 00-12 : 00

版画をつくろう 亀井幸子（係長） 園児34名
教員3名

11 徳島市立城西
保育所
4-5歳

平成27年7月14日［火］
9 : 45-11 : 45

水彩絵の具で遊ぼう 亀井幸子（係長） 園児56名
教員6名

12 徳島市立八万
東保育所
4-5歳

平成27年7月15日［水］
9 : 45-11 : 45

Tシャツを染めよう 亀井幸子（係長） 生徒47名
教員6名

13 徳島市立八万
保育所
5歳

平成27年7月22日［水］
9 : 30-12 : 00

Tシャツを染めよう 亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児21名
教員3名

14 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成27年7月23日［木］
9 : 30-12 : 00

Tシャツの抜染 亀井幸子（係長） 園児22名
教員3名

15 相生こどもクラ
ブ（那賀町）
1-6年生

平成27年7月24日［金］
10 : 00-11 : 30

えのほんをつくろう（「鑑賞シート」no.11を
使って）

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

児童11名
教員4名

16 とくしま健祥会
保育園
特老人ホーム
ハイジ（佐那河
内村）合同
園児、入所者

平成27年7月27日［月］
10 : 30-12 : 00

お気に入りを見つけよう
保育園児を入所者と一緒に

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

園児15名
教員3名
入所者・職
員25名

17 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳

平成27年7月29日［水］
9 : 30-12 : 00

石ころアート 友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児9名
教員3名

18 徳島市立内町
保育所
5歳

平成27年8月17日［月］
10 : 00-11 : 45

プレールームは美術館
うきわの絵を描こう

亀井幸子（係長） 園児14名
教員2名

19 鷲敷こどもクラ
ブ（那賀町）
小学生

平成27年8月18日［火］
10 : 00-12 : 00

えのほんをつくろう 竹内利夫（上席学芸員） 児童27名
職員等8名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

20 徳島市立論田
保育所
5歳

平成27年8月20日［木］
9 : 30-12 : 00

夏の絵を描こう
ロール紙にのびのびと

亀井幸子（係長） 園児20名
教員3名

21 鳴門市里浦小
学校
1-2年生

平成27年8月21日［金］
9 : 00-12 : 00

教室は美術館
お気に入りの作品を見つけよう

亀井幸子（係長） 児童30名
教員4名

22 徳島市立北井
上保育所
5歳

平成27年8月26日［水］
9 : 30-12 : 00

Tシャツを染めよう（抜染） 亀井幸子（係長） 園児17名
教員3名

23 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳

平成27年8月27日［木］
9 : 30-12 : 00

ボディプリント 友井伸一（上席学芸員） 園児10名
教員2名

24 徳島市立八万
保育所
5歳

平成27年9月2日［水］
10 : 00-12 : 00

応援旗をつくろう 亀井幸子（係長） 園児21名
教員2名

25 徳島市立内町
保育所
5歳

平成27年9月3日［木］
10 : 00-12 : 00

スライムで色遊び 亀井幸子（係長） 園児14名
教員2名

26 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成27年9月4日［金］
9 : 45-11 : 45

運動会の入場内づくり 亀井幸子（係長） 園児34名
教員4名

27 佐那河内村立
佐那河内保育
所
佐那河内村立
佐那河内小学
校
合同
5歳、1年生

平成27年9月9日［水］
9 : 45-11 : 45

えのほんをつくろう 竹内利夫（上席学芸員） 園児、児童
20名
教員4名

28 徳島県立城北
高等学校
1年生

平成27年9月29日［火］
10 : 00-11 : 50

ドイツの留学生6人と交流学習
染めもの体験

亀井幸子（係長） 生徒30名
教員1名

29 徳島市立論田
保育所
5歳

平成27年9月30日［水］
9 : 45-11 : 45

透明水彩絵の具で遊ぼう 亀井幸子（係長） 園児22名
教員2名

30 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成27年10月5日［月］
9 : 45-11 : 45

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

園児34名
教員2名

31 徳島市川内南
小学校
6年生

平成27年10月13日［火］
10 : 00-16 : 00

墨の鑑賞シート（「鑑賞シート」no.13を
使って）

亀井幸子（係長） 児童45名
教員4名

32 那賀町立鷲敷
中学校
1年生

平成27年10月20日［火］
13 : 20-15 : 40

音声ガイドの原稿を考えよう 森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

生徒22名
教員1名

33 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳

平成27年11月18日［水］
10 : 00-12 : 00

水彩絵の具で葉っぱを描こう 亀井幸子（係長） 園児10名
教員2名

34 阿南市立見能
林小学校
1年生

平成27年11月24日［火］
9 : 45-11 : 25

教室は美術館
お気に入りを見つけよう

亀井幸子（係長） 児童58名
教員3名

35 阿南市立見能
林小学校
2年生

平成27年11月25日［水］
9 : 45-12 : 20

教室は美術館
お気に入りを見つけよう

亀井幸子（係長） 児童80名
教員4名

36 とくしま健祥会
保育園
5歳

平成27年12月4日［金］
9 : 45-11 : 45

劇の背景画を描こう 亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

園児34名
教員2名

37 鳴門教育大学
4年生、院生

平成27年12月7日［月］
9 : 00-12 : 00

ユニバーサルミュージアムの取り組みについ
て

亀井幸子（係長） 学生10名
教員1名

38 徳島市立八万
保育所
5歳

平成27年12月16日［水］
10 : 00-12 : 00

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 亀井幸子（係長） 園児22名
教員2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

39 徳島市立八多
保育所
2-5歳

平成28年1月6日［水］
10 : 00-11 : 45

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 亀井幸子（係長） 園児6名
教員5名

40 徳島市立城西
保育所
4歳

平成28年1月8日［金］
10 : 00-11 : 45

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 亀井幸子（係長） 園児31名
教員3名

41 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成28年1月14日［木］
9 : 30-12 : 00

卒園記念作品「階段アート」をつくろう 亀井幸子（係長） 園児22名
教員4名

42 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳

平成28年1月19日［火］
9 : 00-10 : 00

参観日ワークショップ「親子で思い出マット
をつくろう」

亀井幸子（係長） 園児10名
保 護 者10
名
教員3名

43 徳島市立北井
上保育所
5歳

平成28年1月20日［水］
9 : 30-12 : 00

修了記念の作品作り「植木鉢カバー」 亀井幸子（係長） 園児17名
教員3名

44 徳島市立八万
保育所
5歳

平成28年1月26日［火］
10 : 00-12 : 00

修了制作「紙版画」 亀井幸子（係長） 園児22名
教員2名

45 徳島市立八万
保育所
5歳

平成28年2月4日［木］
10 : 00-12 : 00

修了記念作品の制作（プラバンでネーム
プレート）

亀井幸子（係長） 園児20名
教員2名

46 徳島市立北井
上保育所
4-5歳

平成28年2月9日［火］
9 : 30-12 : 00

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 亀井幸子（係長） 園児25名
教員3名

47 徳島市立多家
良保育所
4-5歳

平成28年2月10日［水］
9 : 30-12 : 00

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 亀井幸子（係長） 園児20名
教員3名

48 徳島市立内町
保育所
5歳

平成28年2月16日［火］
9 : 30-12 : 00

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動 亀井幸子（係長） 園児13名
教員3名

49 徳島市立八万
東保育所
5歳

平成28年2月24日［水］
9 : 30-12 : 00

紙版画 亀井幸子（係長） 園児20名
教員4名

計 園児・児童・生徒 1,208名 教員・保護者 197名／合計 1,405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、鳴門市第一小学校、鳴門市西小学校、吉
野川市立鴨島小学校、石井町立浦庄小学校、阿南市立富岡小学校、阿南市立見能林
小学校、阿南市立横見小学校、徳島市八万南小学校、徳島市沖洲小学校、徳島市福
島小学校、徳島市川内南小学校
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5 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（4-2-8参照）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。必要部数を学校等に送り授業等で活用してもらっている。

生徒や学生が、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「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年生

平成27年5月20日［水］
9 : 30-16 : 00

美術館施設の案内、展覧会について、遠
足の準備など、反省、実習ノートの記入

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）

生徒4名

平成27年5月21日［木］
9 : 30-16 : 00

ユニバーサルミュージアム事業について、ユ
ニバーサルミュージアム事業関連教材につ
いて、資料整理、反省、実習ノートの記入

吉川神津夫、竹内利夫（上席学
芸員）、亀井幸子（係長）、加村
美帆、家本真美（文化推進員）

生徒4名

平成27年5月22日［金］
9 : 30-16 : 00

発送作業手伝い、教育普及活動の実際、
小学校の団体鑑賞の見学、反省、実習
ノートの記入

亀井幸子（係長）、大西葵（文化
推進員）

生徒4名

2 徳島県立富岡
東中学校
3年生

平成27年5月27日［水］
9 : 30-16 : 00

美術館の施設見学、美術館の仕事につ
いて、鑑賞プログラムについて、学校教育
との連係の実際、山瀬小学校の鑑賞見
学、鑑賞について、反省、実習ノートの整
理

森芳功（企画交流室長）、友井
伸一（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）、阿地恵奈（文化推進
員）

生徒1名

平成27年5月28日［木］
9 : 30-16 : 00

展覧会について、資料整理、反省、実習
ノートの整理

吉川神津夫、吉原美惠子（上席
学芸員）、亀井幸子（係長）、加
村美帆、家本真美（文化推進
員）

生徒1名

3 徳島市城西中
学校
2年生

平成27年7月7日［火］
9 : 30-16 : 00

美術館の施設見学、美術館の仕事につ
いて、資料整理、実習ノートの整理

吉川神津夫、吉原美惠子（上席
学芸員）、亀井幸子（係長）、加
村美帆、家本真美（文化推進
員）

生徒5名

平成27年7月8日［水］
9 : 30-16 : 00

美術資料整理、教材整理、反省、実習
ノートの整理

江川佳秀（学芸調査課長）、亀
井幸子（係長）、大西葵（文化推
進員）

生徒5名

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 151

2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 31

3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 131

4 クレー〈子供と伯母〉 21

5 三宅克己の風景画 11

6 シーガルの人間像 163

7 吹田文明の色と光 148

8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 11

9 屏風のなかのお話 11

10 よーいアクション！ 243

11 えのほんをつくろう 192

12 彫刻EYE（アイ） 946

13 墨と紙の魅力 1,582

合計 3,641

鑑賞シートの配布数
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6 クラブ活動への講師派遣

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

アドバイスを行った。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

4 阪南大学
3年

平成27年8月24日［月］
9 : 30-17 : 00

オリエンテーション、施設見学、広報業務、
広報作業、1日の振り返り、実習ノートの整
理など

森芳功（企画交流室長）、大西
葵（文化推進員）

学生1名

平成27年8月25日［火］
9 : 30-17 : 00

広報作業、公務員としての心得、教育普
及について教材作成、1日の振り返り、実
習ノートの整理など

久米みどり（副館長）、亀井幸子
（係長）、大西葵（文化推進員）

学生1名

平成27年8月26日［水］
9 : 30-17 : 00

広報作業、資料整理、1日の振り返り、実
習ノートの整理など

吉川神津夫（上席学芸員）、大
西葵、加村美帆、家本真美（文
化推進員）

学生1名

平成27年8月27日［木］
9 : 30-17 : 00

広報作業、美術資料整理、1日の振り返
り、実習ノートの整理など

江川佳秀（学芸調査課長）、大
西葵（文化推進員）

学生1名

平成27年8月28日［金］
9 : 30-17 : 00

教育普及について、美術資料整理、1日
の振り返り、実習ノートの整理など

江川佳秀（学芸調査課長）、亀
井幸子（係長）

学生1名

5 徳島県立阿波
高等学校
1年生

平成27年8月29日［土］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、施設見学、鑑賞支援
教材づくり、ワークショップの見学、実習ノー
トの整理

森芳功（企画交流室長）、安達
一樹（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

生徒1名

平成27年8月30日［日］
9 : 30-16 : 00

教育普及について、ポスター発送作業、
副館長の講話、資料整理、反省会

久米みどり（副館長）、吉川神津
夫（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）、大西葵（文化推進員）

生徒1名

6 徳島県立新野
高等学校
1年生

平成27年11月11日［水］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、施設見学、資料整理
等、実習ノートの整理

森芳功（企画交流室長）、江川
佳秀（学芸調査課長）他

生徒1名

平成27年11月12日［木］
9 : 30-16 : 00

学芸員の仕事について、教育普及につい
て、反省会

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）

生徒1名

7 徳島県立城ノ
内中学校
3年生

平成27年11月11日［水］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、施設見学、資料整理
等、実習ノートの整理

森芳功（企画交流室長）、江川
佳秀（学芸調査課長）、吉川神
津夫（上席学芸員）他

生徒5名

平成27年11月12日［木］
9 : 30-16 : 00

資料整理、学芸員の仕事について、反省
会

江川佳秀（学芸調査課長）、吉
原美惠子（上席学芸員）

生徒5名

8 徳島市立高等
学校
2年生

平成27年11月26日［木］
9 : 30-16 : 00

美術館の施設見学、美術館の仕事につ
いて等

安達一樹（上席学芸員） 生徒6名
引率1名

計 8校、19日、学生・生徒のべ 49名、教員 1名／合計50名

クラブ活動 開催日時 講師 場所 参加者

1 徳島県立川島中学校
徳島県立川島高等学
校
合同
美術部

平成27年5月2日［土］
14 : 00-16 : 00

安達一樹（上席学芸員） 吉野川市文化研修セ
ンター

生徒12名
教員1名

2 鳴門市第二中学校
美術部

平成27年6月16日［火］
16 : 00-18 : 00

森芳功（企画交流室長） 鳴門市第二中学校美
術室

生徒8名
教員1名

3 鳴門市第二中学校
美術部

平成27年7月18日［土］
9 : 00-12 : 00

安達一樹（上席学芸員） 鳴門市第二中学校美
術室

生徒5名
教員1名

計 生徒 25名 教員 3名／合計 28名
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7 教員研修会などへの講師派遣

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 美波町立伊座利小
学校校内研修会

平成27年6月2日［火］
14 : 40-16 : 30

墨の鑑賞シートを活用した授業研
究

亀井幸子（係長） 伊座利小学
校

教員12名

2 阿南市小学校図画
工作部会研修会

平成27年6月12日［金］
15 : 15-16 : 30

特別展「美の饗宴西洋絵画の
300年」展示解説による鑑賞

吉原美惠子（上席学
芸員）

展示室 教員8名

3 「アートの日」勉強会
（県内保育士研修
会）

平成27年6月18日［木］
18 : 30-20 : 30

教材研究「絵の具であそぼう」 森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ 教員30名

4 徳島県中学校美術
教育研究会

平成27年6月20日［土］
13 : 00-15 : 00

ユニバーサルミュージアム事業の取
り組みについて

竹内利夫（上席学芸
員）

展示室、会
議室

教員16名

5 「アートの日」勉強会 平成27年6月30日［火］
18 : 30-20 : 30

教材研究「絵の具であそぼう」 森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ 教員17名

6 阿南市小学校図画
工作部会授業研究
会

平成27年7月1日［水］
13 : 50-16 : 30

立体作品の制作と鑑賞について 安達一樹（上席学芸
員）

岩脇小学校
5年生教室

児童21名
教員20名

7 佐那河内保育所研
修会

平成27年7月15日［水］
18 : 30-20 : 30

鑑賞プログラムの体験 竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

アトリエ、展
示室

教員17名

8 平成27年度 初任
者研修（徳島県立
総合教育センター）

平成27年7月29日［水］
9 : 30-16 : 00

「学校教育と美術館の連携につ
いて」、鑑賞プログラムの体験

森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学 芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

美術館内 教員3名

9 平成27年度 初任
者研修

平成27年7月30日［木］
9 : 30-16 : 00

鑑賞支援プログラムや教材開発、
「ユニバーサルミュージアム化につ
いて」

森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学 芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

美術館内 教員3名

10 徳島市小学校図画
工作部会研修会

平成27年8月10日［月］
13 : 00-16 : 30

実技講習「メディウムはがし刷り版
画」

平木美鶴（徳島大学）、
竹内利夫（上席学芸
員）

展示室 教員21名

11 阿波市小学校図画
工作部会研修会

平成27年8月18日［火］
9 : 30-12 : 00

墨に親しむ活動と墨や紙の素材
研究

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

展示室 教員12名

12 「アートの日」勉強会 平成27年8月28日［金］
18 : 30-20 : 30

身体表現を活かした作品鑑賞 カタタチサト（ダンサー）、
友井伸一（上席学芸
員）

アトリエ 教員13名

13 徳島市中堅保育士
研修会

平成27年10月15日［木］
14 : 00-17 : 00

鑑賞プログラムの体験を通して子
どもたちの鑑賞活動について研修
する

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

展示室1、2 教員30名

14 徳島市保育士会研
修Ⅰ

平成27年10月15日［木］
18 : 30-21 : 00

鑑賞プログラムの体験 森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学 芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

展示室1、2 教員40名

15 徳島市保育士研修
会Ⅱ

平成27年10月21日［水］
18 : 30-21 : 00

鑑賞プログラムの体験 森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学 芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

展示室1、2 教員33名

16 徳島市保育士会研
修Ⅲ

平成27年10月27日［火］
18 : 30-21 : 00

鑑賞プログラムの体験 森芳功（企画交流室
長）、竹内利夫（上席
学 芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

展示室1、2 教員37名

17 鳴門市小学校図画
工作部会研修会

平成28年1月4日［月］
14 : 00-16 : 30

墨に親しむ活動と墨や紙の素材
研究

森芳功（企画交流室
長）

アトリエ 教員22名

18 「アートの日」勉強会 平成28年2月10日［水］
18 : 30-21 : 00

身近な材料（新聞紙、アルミホイ
ル）を使った立体造形

亀井幸子（係長） アトリエ 教員17名

19 徳島市立八多保育
所 所内研修会

平成28年2月17日［水］
18 : 00-20 : 00

身近な材料（新聞紙、アルミホイ
ル）を使った立体造形

亀井幸子（係長） アトリエ 教員5名

20 「アートの日」研究会 平成28年2月24日［水］
14 : 00-17 : 00

全国保育研究大会の発表に向
けて「アートの日」の取り組みにつ
いての原稿作成

亀井幸子（係長） アトリエ 教員7名

21 「アートの日」研究会 平成28年3月10日［水］
14 : 00-17 : 00

全国保育研究大会の発表に向
けて徳島市立保育所へのアン
ケートについて検討

亀井幸子（係長） アトリエ 教員8名

教員他 計 392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109回 平成27年5月30日［土］ 10 : 00-12 : 30 8人

第110回 平成27年6月27日［土］ 13 : 30-17 : 00 10人

第111回 平成27年7月25日［土］ 13 : 30-17 : 00 9人

第112回 平成27年9月12日［土］ 13 : 30-17 : 00 9人

第113回 平成27年10月17日［土］ 14 : 00-17 : 00 10人

第114回 平成27年11月23日［月・祝］ 13 : 30-17 : 00 9人

第115回 平成27年12月20日［日］ 9 : 30-12 : 00 10人

第116回 平成28年1月11日［月・祝］ 13 : 30-17 : 00 10人

第117回 平成28年1月30日［土］ 13 : 30-17 : 00 8人

第118回 平成28年2月14日［日］ 13 : 30-17 : 00 9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（吉野川市立川田小学校指導教諭）、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.13 「墨と紙の魅力」 A4判縦26ページ 館内で簡易印刷 平成

28年1月発行

（3） 研究発表等

山本敏子「墨の美に触れる実践研究～鑑賞及び表現の活動を通して～」第38回美術科教育学会大阪

大会での口頭発表 美術科教育学会 会場：大坂成蹊大学 平成28年3月19日
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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が自

由に手に取れるよう展覧会場の入り口などに置いている。

展覧会場では、関心のある来館者が自由に手に取ることができるようにしている。

・開館25周年記念 所蔵作品展2015 特集「新収蔵を中心に」ワークシート A4両面刷 簡易印刷

平成27年4月発行

・開館25周年記念 所蔵作品展2015 特集「徳島ゆかりの美術」ワークシート B5判両面刷 簡易印刷

平成27年5月発行

・開館25周年記念 所蔵作品展2015 特集「現代版画」ワークシート B5判両面刷 簡易印刷 平成

27年6月発行

・開館25周年記念 フィギュア展―ヒトガタ、人形、海洋堂―ワークシート B5両面刷一カ所折り 簡易印刷

平成27年10月発行

・開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展 ワークシート A5両面刷一カ所折り 簡易印刷

平成27年10月発行

・開館25周年記念 同時代のアーティストたちの表現 ワークシート A4両面刷一カ所折り 簡易印刷

平成28年1月発行

・所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第1期 特集「水墨画を楽しむ」 ワークシート A4両面刷一カ

所折り 簡易印刷 平成28年3月発行

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）、25周年記念展

のポスター・チラシ（1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184校、中学校82校）

直接送付（小学校3校、中学校6校、高等学校・県立学校39校）

（2） 展覧会図録（25のとびら展）

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187校、高等学校・特別支援学校46校（233冊）
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4-3 美術館ボランティア

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

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

アグループ「ビボラボ」が結成され、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。

（2） 美術館の各種事業のサポート等

【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。（27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、この団体の目的に沿った事業

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「ゴム
鉄砲を作って遊ぼう！」

平成27年8月23日［日］
10 : 00～15 : 00
美術館ロビー

わりばしと輪ゴムを使ってゴム鉄砲を作る。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。

5 350

計5（のべ） 計350

月 日 内 容 参加者

5月5日 こどもの日フェスティバル（サポート） 1,471名

10月10、14、11月14、23日
ほか

フィギュア色塗り体験（サポート） 4回 296名

1月31日 チャレンジとくしま芸術祭（表彰式のサポート） 483名

2月11日 ウインターフェスティバル（サポート） 723名
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○平成27年度の活動概要

協働事業の開催（1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。（25回、ボランティア参加人数のべ70名）

2 「アートイベントサポーター」の実績

（1）「くちコミびと」（広報ボランティア）：活動日数0日、会員数0名

（2） ワークショップ「フィギュア色塗り体験」の運営：活動日数8日、会員数15名

（3）「25のとびら」展関連のワークショップの運営：活動日数22日、会員数10名

（4）「チャレンジとくしま芸術祭2016」の運営：活動日数7日、会員数6名

●新聞、雑誌記事、放送番組等

「チャレンジとくしま芸術祭2016 イベントサポーター募集」『徳島新聞』 平成27年12月14日

4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 日本文化再発見講座「墨と
紙と日本の絵画史」

森芳功（企画交流
室長）

華鴒大塚美術館（岡山
県）

平成27年5月30日［土］
14 : 00-15 : 30

一般 30名

2 フレアとくしま100講座「美術
講座」『バロック、ロココからエ
コール・ド・パリまで』

吉原美惠子（上席
学芸員）

ときわプラザ［男女共同参
画交流センター］2階学習
室（徳島市）

平成27年5月31日［日］
13 : 30-15 : 00

一般 30名

3 美術史概観 吉原美惠子（上席
学芸員）

徳島大学開放実践セン
ター（徳島市）

平成27年6月1日［月］、
8日［月］、15日［月］、
29日［月］、7月6日［月］、
13日［月］、27日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 14名
（計98名）

4 徳島大学開放実践センター
公開講座「国際交流ボラン
ティア入門－多文化共生社
会をめざして－」：美術鑑賞と
言語

Gehrtz三 隅 友 子
（徳島大学）、竹内
利夫（上席学芸員）

展示室1、2 平成27年6月13日［土］
10 : 00-12 : 00

一般 17名

5 シルバー大学東みよし校「近
代徳島の美術について」

森芳功（企画交流
室長）

東みよし町東部福祉セン
ター

平成27年7月1日［水］
14 : 00-14 : 50

一般 43名

6 シルバー大学吉野川校「近
代徳島の美術について」

江川佳秀（学芸調
査課長）

吉野川市文化研修セン
ター

平成27年8月20日［木］
11 : 00-11 : 50

一般 43名

7 第7回徳島大学精密機械工
学科同窓会総会の記念講
演会

江川佳秀（学芸調
査課長）

グランドパレス徳島（徳島
市）

平成27年9月5日［土］
16 : 00-17 : 00

一般 25名

8 シルバー大学美馬校「近代
徳島の美術について」

江川佳秀（学芸調
査課長）

美馬市脇町庁舎 平成27年9月29日［火］
11 : 00-11 : 50

一般 36名

9 阿波紙国際ミニプリント展シ
ンポジウム「出品作品から見
る現代版画」

竹内利夫（上席学
芸員）

山川地域総合センター
（吉野川市）

平成27年10月10日［土］
15 : 00-16 : 30

一般 75名

10 介護セミナー「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27年10月19日［月］
10 : 30-11 : 00

一般 31名

11 徳島市立北井上保育所保
護者研修会

亀井幸子（係長）、
大西葵（文化推進
員）

北井上保育所 平成27年11月17日［火］
14 : 00-16 : 00

一般 17名

12 徳島市立八万保育所保護
者研修会

亀井幸子（係長） 八万保育所 平成28年1月21日［木］
10 : 15-11 : 15

一般 36名

13 シルバー大学徳島校「近代
徳島の美術について」

森芳功（企画交流
室長）

徳島県立総合福祉セン
ター（徳島市）

平成28年1月22日［金］
13 : 00-13 : 50

一般 190名

年度 対象イベント数 延べ活動日数 登録人数

H27 4種類 37日 31人

68



4-5 ユニバーサルミュージアム

聴覚障がい者、視覚障がい者など障がいのある方や、幼児、外国人、高齢者など、様 な々特性のある方に

楽しんでもらえる美術館を目指し、活動を始めている。地域の関係者とともに、ワークショップやボランティアなど参

加型の要素を重視して取り組んでいる。複合施設の立地を意識し、エントランスやサインなど共用部分の利便

性向上も視野に入れている。活動の根底には、全ての人が芸術・文化に親しめることを究極の使命とする、鑑

賞支援の実践と考え方によっている。

1 経緯

平成23年度に手話通訳つきの展示解説を初めて行い、地域の関係団体や特別支援学校等との連携を模

索した。25年度に「みんなが楽しめる美術館づくり事業」、26年度に「みんなで創るユニバーサルミュージアム事

業」、27年度に「開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展」を行い、展示とイベントを中心に実践・検

証を重ねてきた。

2 27年度の取り組み

●担当者

竹内利夫、亀井幸子

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

14 シルバー大学小松島校「近
代徳島の美術について」

江川佳秀（学芸調
査課長）

小松島市総合福祉セン
ター

平成28年2月23日［火］
11 : 00-11 : 50

一般 26名

15 日常生活動作講座36「アート
を楽しみましょう！」

竹内利夫（上席学
芸員）、大西葵（文
化推進員）

視聴覚障がい者支援セ
ンター［徳島県障がい者
交流プラザ］（徳島市）

平成28年3月4日［金］
10 : 00-12 : 00

一般 11名

合計 21回 708名

（1）開館25周年記念「人間表現を楽しむ25のとびら」展の事業として

1 視覚障がい者対象の鑑賞ワークショップと講座（10
月31日、11月1日）

講師：視覚障がい者とつくる美術鑑賞ワークショップ

2 高齢者を対象とする演劇ワークショップ（11月7日） 講師：仙石桂子氏（四国学院大学）

3 手話通訳付き展示解説（11月21日） 講師：当館学芸員 手話通訳：徳島県聴覚障害者福祉協会
※「フィギュア展」と「25のとびら展」の両会場で2回ずつ実施。

4 全ての催しについて2週間前まで要約筆記の派遣
を募集した。

要約筆記：文字情報支援ひこばえ 実績：1件
手話通訳：音楽表現プログラムに応じるため手話通訳士を派遣：1件

5 アートイベントサポーターとの協働による教材づくり 触察図、屏風模型、触る鑑賞グッズ

（2）自主的な研鑽・交流の活動として

1 視覚障がい者有志による創作と鑑賞を体験する
集い（9月30日）

会場：徳島県立近代美術館講座室、展示室2（25のとびら展会場）

2 「アートを楽しみましょう」 日常生活動作講座36
（平成28年3月4日）

視聴覚障がい者支援センター・徳島県障がい者交流プラザ
当館担当者：竹内利夫、大西茜／センター職員のサポート：阪井紀夫、湯浅愛子

（3）文化の森施設関連

1 サイン類のデザイン（文化の森25周年フレッシュアッ
プ事業として実施）

4館棟エントランス床サイン、玄関看板、2階美術館ロビー床サイン（前年度に試
作検証したサイン類の外国語表記などを修正し施工）

2 美術館ロビーの掲示等 シルバーカート表示、ロッカー表示、くつろぎコーナーの提案
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5-1 平成27年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

平成27年度に新収蔵となった作品・資料は、日本画6点（寄贈6点）、版画78点（購入2点、寄贈76点）、写

真1点（購入1点）の計85点（購入3点、寄贈82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

大西伸明 cabbage/dots 2012 スループリント 紙
148.8×109.2

版画 1

大西伸明 aluminum/stuffed animal 2012 スループリント 紙
89.6×109.0

版画 1

澤田知子 TIARA 2008 カラープリント
54.0×104.0

写真 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

広島晃甫 若葦 大正期 絹本着色、軸装
145.0×50.7

日本画 1

広島晃甫 美鳥 昭和初期 絹本着色、軸装
39.8×42.8

日本画 1

広島晃甫 花（仮称） 昭和初期 紙本着色、軸装
32.7×47.4

日本画 1

広島晃甫 春の花籠（仮称） 昭和初期 絹本着色、軸装
117.2×27.3

日本画 1

広島晃甫 秋の花籠（仮称） 昭和初期 絹本着色、軸装
117.3×27.2

日本画 1

広島晃甫 春秋花鳥 1938 紙本着色 二曲一双
屏風
各158.4×155.2

日本画 1

泉茂 とぶ・とぶ 1956 リトグラフ 紙
22.7×30.2

版画 1

泉茂 5バイオリニスト（泉茂リトグラフ版画
集『MUSICIAN』8点組の内））

1958 リトグラフ 紙
27.5×39.0

版画 1

泉茂 ピーコック 1959 カラーリトグラフ 紙
53.0×39.0

版画 1

泉茂 ピーコック 1959 エッチング、アクアチント 紙
60.7×45.0

版画 1

泉茂 ピーコック 1960 リトグラフ 紙
56.5×43.0

版画 1

泉茂 ピーコック 1960 リトグラフ 紙
48.0×62.5

版画 1

泉茂 ピーコック 1960 リトグラフ 紙
44.5×54.5

版画 1

泉茂 ピーコック 1960 リトグラフ 紙
44.0×56.5

版画 1

泉茂 ピーコック 1960 リトグラフ 紙
52.0×42.0

版画 1

泉茂 池 1960 リトグラフ 紙
45.5×60.0

版画 1

泉茂 そよ風 1960 エッチング 紙
45.5×60.0

版画 1

泉茂 層 1960 エッチング 紙
45.3×52.5

版画 1

泉茂 STREAM（I） 1961 エッチング 紙
57.0×46.0

版画 1

泉茂 STREAM（II） 1961 エッチング 紙
52.7×45.5

版画 1

泉茂 WAVE 1962 カラーリトグラフ 紙
45.5×63.5

版画 1

泉茂 赤・緑・青 1967 シルクスクリーン 紙
22.2×30.6

版画 1

泉茂 「シルクスクリーンプロセス版画集」
第1集 1作品

1969 シルクスクリーン 紙
54.5×39.5

版画 1（3点組
の内）

泉茂 「シルクスクリーンプロセス版画集」
第1集 2作品

1969 シルクスクリーン 紙
54.5×39.5

版画 1（3点組
の内）

泉茂 「シルクスクリーンプロセス版画集」
第1集 3作品

1969 シルクスクリーン 紙
54.5×39.5

版画 1（3点組
の内）

泉茂 「シルクスクリーンプロセス版画集」
第2集 1作品

1969 シルクスクリーン 紙
54.5×39.5

版画 1（3点組
の内）

泉茂 「シルクスクリーンプロセス版画集」
第2集 2作品

1969 シルクスクリーン 紙
54.5×39.5

版画 1（3点組
の内）

泉茂 「シルクスクリーンプロセス版画集」
第2集 3作品

1969 シルクスクリーン 紙
39.5×54.5

版画 1（3点組
の内）
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.1

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.2

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.4

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.6

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.10

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.13

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 From Silver Foil（72×72cmシ
リーズ） No.15

1972 シルクスクリーン 紙
72.0×72.0

版画 1

泉茂 作品 1978 シルクスクリーン 紙
54.4×72.6

版画 1

泉茂 作品 1979 シルクスクリーン 紙
54.6×72.6

版画 1

泉茂 作品 1979 シルクスクリーン 紙
54.6×72.7

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings I 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings II 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings III 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings IV 1979 エッチング 紙
41.5×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings V 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings VI 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings VII 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings VIII 1979 エッチング 紙
42.1×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings IX 1979 エッチング 紙
42.1×29.8

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings X 1979 エッチング 紙
42.1×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XI 1979 エッチング 紙
42.1×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XII 1979 エッチング 紙
42.1×29.8

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XIII 1979 エッチング 紙
42.1×29.9

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XIV 1979 エッチング 紙
42.0×29.8

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XV 1979 エッチング 紙
42.0×29.8

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchingsXVI 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XVII 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XVIII 1979 エッチング 紙
42.3×29.8

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XIX 1979 エッチング 紙
42.1×29.9

版画 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

泉茂 A line-up of 31 etchings XX 1979 エッチング 紙
42.2×29.9

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXI 1979 エッチング 紙
42.2×29.9

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXII 1979 エッチング 紙
42.2×30.1

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXIII 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXIV 1979 エッチング 紙
42.1×29.9

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXV 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXVI 1979 エッチング 紙
42.3×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXVII 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXVIII 1979 エッチング 紙
42.2×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXIX 1979 エッチング 紙
42.2×29.9

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXX 1979 エッチング 紙
42.1×30.0

版画 1

泉茂 A line-up of 31 etchings XXXI 1979 エッチング 紙
42.2×29.9

版画 1

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Elephant Man

1989 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Top Runner

1989 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Ishinoue ni Sannnenn

1989 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Kirareyosaburo

1989 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Humoresque

1989 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
A heavy drinker

1989 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series I

1990 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series II

1990 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series III

1990 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series IV

1990 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series V

1990 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

泉茂 版画集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series VI

1990 シルクスクリーン 紙
55.1×38.0

版画 1（12点
組の内）

ケネス・アーミテジ 月と人物（ Figures with a moon ） 1974 エッチング 紙
15.0×20.0

版画 1
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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 平成15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 購入 寄贈 管理換

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 9 21 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 9 21 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 4 1 1

国外

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

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 1

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

水
彩
画

国内 13 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1

国外 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1

素
描

国内 12 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 17 12

国外 1 1

小計 13 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 18 12

写
真
・
映
像

国内 7 1 1 49 17 3

国外 1 2 3

小計 7 1 1 3 49 20 3

版
画

国内 825 52 27 1 104 5 1 30 2 4 1 3 41 81 7 23 2 94 4 8 16 1

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 16 1

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 50 35 2

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

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 52 35 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31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31年3月31日まで

平成28年3月末現在

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年度平成27年度 小 計

計
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 購入 寄贈 管理換 他

3 3 6 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 44 6 176 249 32 457

32 32

3 3 6 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 0 44 0 6 0 0 208 249 32 489

5 2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 91 67 27 185

5 2 14 6 1 7 20 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 91 67 27 185

1 3 1 0 1 2 3 1 1 151 36 10 197

2 1 36 1 37

2 1 1 3 1 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 187 37 10 234

8 33 1 1 1 1 1 0 56 2 123 262 59 444

1 1

8 33 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 56 0 2 0 0 124 262 59 445

8 49 5 1 1 18 2 0 0 17 0 57 318 190 565

2 2

8 49 5 1 1 0 0 0 0 18 0 2 0 0 17 0 0 0 0 59 318 190 567

1 0 0 1 1 78 3 81

6 6

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 84 3 87

52 25 13 7 1 134 1 17 7 4 3 2 75 1,140 532 1 1,673

10 4 1 5 1 707 11 718

62 4 25 13 7 1 134 0 1 0 0 0 0 1 22 7 4 0 3 2 76 1,847 543 1 2,391

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 0 0 0 0 26 0 1 31 0 3 0 302 0 0 1,290 3,451 56 2 4,799

1 1 2 3

2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 5

68 419 277 33 27 1 111 1 225 2 2 36 1 10 1 1 53 9 7 51 8 124 1 314 3 81 2,196 4,920 375 2 7,493

12 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1,697 12 1,709

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 82 3,893 4,932 375 2 9,202
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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28年2月4日 第38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28年2月3日

平成27年度の修復作品は、日本画2点、素描60点。

分野 作品No． 作家名 作品名 主な処置

日本画 1110229 広島晃甫 若葦 洗浄、剥落止め、しみ抜き、裏打ちやり直し、裂地修理・新調

日本画 1110231 広島晃甫 花（仮称） 洗浄、剥落止め、裏打ちやり直し、裂地新調、太巻き芯新調、箱新調

素描 作品断簡02 團藍舟 浪に旭 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり28

團藍舟 牛と少年 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり31

團藍舟 人物A 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり32

團藍舟 人物B 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり33

團藍舟 人物C 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり34

團藍舟 人物D 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり35

團藍舟 人物F 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり36

團藍舟 人物E 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり37

團藍舟 「鎌倉時代」 裏打ち
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分野 作品No． 作家名 作品名 主な処置

素描 下絵・画 稿
等‐まくり39

團藍舟 人物G 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり40

團藍舟 人物H 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり42

團藍舟 人物J 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり45

團藍舟 兎、人物 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり46

團藍舟 人物、犬 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり47

團藍舟 女性A 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり48

團藍舟 女性B 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり49

團藍舟 女性C 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり50

團藍舟 女性D 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり51

團藍舟 女性E 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり52

團藍舟 女性F 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり64

團藍舟 花、壷等 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり73

團藍舟 川、鼓奏者 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり96

團藍舟 女性 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり127

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり164

團藍舟 カーテン 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり165

團藍舟 舟 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり168

團藍舟 籠 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり184

團藍舟 翁 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり194

團藍舟 風景「駿河江の浦 富士
山の図」

裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり196

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり197

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり198

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり199

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり200

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり201

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり202

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり203

團藍舟 人物「徳輿□天神」（□は判
読不可能）

裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり204

團藍舟 橋A 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり205

團藍舟 橋C 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり206

團藍舟 橋B 裏打ち
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分野 作品No． 作家名 作品名 主な処置

素描 下絵・画 稿
等‐まくり208

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり210

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり212

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり216

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり217

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり218

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり219

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり220

團藍舟 清水寺 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり221

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり222

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり223

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり224

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり225

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり226

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり227

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり228

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり248

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり249

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり250

團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画 稿
等‐まくり310

團藍舟 馬と人物 裏打ち
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6-1 広報用印刷物

（展覧会関連事業のものは、展覧会事業の項に記載）

・名称と形状

2016年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（94号）：A4版6ページ

対談 美術館基本構想検討委員会の頃 河崎良行（徳島大学名誉教授）、津地威汎（鳴門教育大学

名誉教授） 江川佳秀

この秋、近代美術館は25歳になります

所蔵作品紹介 山口牧生 ＜四角い形D＞ 安達一樹

美術館ニュース（95号）：A4版6ページ

特別企画展 開館25周年記念 フィギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂－ 友井伸一、安達一樹

所蔵作品展 開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展 森芳功

所蔵作品紹介 広島晃甫 ＜夕暮れの春＞ 森芳功

美術館ニュース（96号）：A4版6ページ

開館25周年記念 同時代のアーティストたちの表現 吉原美惠子

フリースペ－ス チャレンジとくしま芸術祭2016 友井伸一

所蔵作品紹介 宮�豊治 ＜眼下の庭＞ 吉原美惠子

美術館ニュース（97号）：A4版6ページ

所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期 巨匠たちの版画－シャガール、マティス、ピカソ、ルオー

江川佳秀

6
広 報 活 動
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6-2 ホームページ

1 概要

2 今年度の実績

6-3 サテライト・ギャラリー

6-4 ニュース会員

所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期

所蔵作品紹介 澤田知子 ＜TIARA＞ 吉川神津夫

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ズ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「フィギュア展」 2015年7月

（2）ユーザビリティ改善 トップページなど配色と文字サイズ改善（一部） 2015年8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（通常の特別展が開催されない年度

は、所蔵作品展3回分の招待券）が送られる。平成27年度の会員数は43名。年間6回の各種印刷物の送付を

行った。主な送付物は、年間展覧会案内（年1回）、美術館ニュース（年4回）、特別展等ちらし（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の企画、作品収集のための調査研究を行うとともに、近現代美

術や美術館教育、博物館学など本館の業務に密接に結びつく諸問題について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、館員による研究報告会を定期的に開催している。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、各職員が個別

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、職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、

各職員が交替で研究の進捗状況を研究報告会に報告し、出席者による討議を重ねることで、研究の深まりと

館内での共通理解をはかる。

第1回 平成27年5月14日

27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10月14日（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「故中原貫一氏遺稿翻刻」

吉川神津夫「泉茂の版画について」

第3回 平成27年11月10日（個別研究テーマに関する発表）

吉原美惠子「美術家のワークショップと制作発表－今村源とかなもりゆうこ」

竹内利夫「インクルーシブデザイン論から自館のユニバーサル化業務を整理する」

亀井幸子「視覚障がい者のための鑑賞支援プログラム・教材の開発にむけて」

調査研究事業

7
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1 共同研究

第4回 平成27年12月22日（個別研究テーマに関する発表）

森芳功「三宅克己の生涯と画業（明治末から大正期まで）」

安達一樹「徳島の美術及び周辺領域の状況について」

友井伸一「大久保英治 その作品と足跡（26年度からの継続研究）」

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年度は調査が比較的調った戦前期について開館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り、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

り組み、部分的ではあるが、所蔵作品展や特別展で成果を公開してきた。また、28年度には所蔵作品展の一

貫としてテーマ展示「戦後徳島の美術－焼け跡からの出発」として、戦後第1期の状況に関する研究成果を報

告する予定である。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探りたい。

収蔵作家資料の調査と公開

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。作家、作品研究にとどまらず、地域や広く日本近代美術史の研究にとって重要な手

がかりとなる資料群である。

それら資料は、本館データベースで基本的なデータを公開するとともに、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）として刊行してきた。

平成27年度は、石川真五郎の顕彰を行っている真美会が所蔵する遺品の整理と調査を行い、27年度末

の寄贈に結びつけた。

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行い、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

「三宅克己の画業と生涯（五）」

近代日本の水彩画家、三宅克己（1874-1954年）の第一回渡欧期を検討した。時期は、1898（明治31）年

6月から10月までの4ヶ月ほどの期間であり、年齢は24歳の年にあたる。彼は念願だったイギリスに渡り、画家の

アルフレッド・イースト（Alfred East 1849-1913年）やアルフレッド・パーソンズ（Alfred William Parsons 1847-

1920年）を訪問し制作上の刺激を受け、フランスやべルギーでも視野を広げることができた。

本研究では、第一回渡米・渡欧期のスケッチ「米國より香港まで」（78点、本館所蔵）から得られる制作日、

スケッチ地などの情報を手掛かりにして、自伝『思ひ出つるまゝ 』に記されていない事項を含め、出来事の前後関

係を整理した。また、題材の選択や表現方法、画家としてのあり方と関わる面で、この時期の三宅が何を得た

のかについても検討した。

本研究の成果は、「三宅克己の画業と生涯（五） 第一回渡欧 ロンドン、パリ、アントワープ」（『徳島県立

近代美術館研究紀要』第17号）として公表した。

2 図書、図録等

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共編著）『開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展』図録 徳島

県立近代美術館 平成27年10月

3 論文

「三宅克己の画業と生涯（五） 第一回渡欧 ロンドン、パリ、アントワープ」『徳島県立近代美術館研究紀

要』第17号 平成28年3月 pp.3-29

4 報告書

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共編著）『開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展 ワークショップ・

協働プロジェクト報告書 みんなで楽しむために』徳島県立近代美術館 平成28年3月

5 解説、翻訳他

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ（その86-94）」『徳島エコノミージャーナル』第426-439号（電子版） ブ

レーンバンク 平成27年4月－平成28年2月（9回連載）

「及川聡子」「涼」『第6回東山魁夷記念日経日本画大賞展』日本経済新聞社 2015年5月 pp.30-31、70-71

「横山大観 樹下苦行」『いのち輝く』第79号 とくしま“あい”ランド推進協議会 平成27年5月 pp.16-17

「岡本神草 洗い髪」『いのち輝く』第80号 とくしま“あい”ランド推進協議会 平成27年9月 pp.16-17

「所蔵作品展 開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展」『徳島県立近代美術館ニュース』第95

号（平成27年10月号） 平成27年9月 p.4

「所蔵作品紹介 広島晃甫 夕暮れの春」『徳島県立近代美術館ニュース』第95号（平成27年10月号）

平成27年9月 p.6

「美術随想18 反田卓さんの地元愛」『徳島新聞』 平成27年10月19日（朝刊）
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江川佳秀

「美術館が考えるアートの『楽しさ』」『現代アートの本当の楽しみ方』フイルムアート社 平成27年12月 pp.38-45

「冨田溪仙 南泉斬猫」『いのち輝く』第81号 とくしま“あい”ランド推進協議会 平成28年1月 pp.16-17

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共著）「活動報告：徳島県立近代美術館のユニバーサル・ミュージアム事業－

2011年度から5年間の取り組みについて」『徳島県立近代美術館研究紀要』第17号 平成28年3月

pp.23-61

7 講演会、各種研究会での発表

「日本文化再発見講座 墨と紙と日本の絵画史」 平成27年5月30日 華鴒大塚美術館

「近代徳島の美術について」平成27年度徳島県シルバー大学校 平成27年7月1日（東みよし校）、平成28年

1月22日（徳島校）

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27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28年3月1日、

「博物館教育論 美術館と学校教育1」3月2日、「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（近代美術

1）」平成28年3月8日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「故中原貫一氏遺稿翻刻」

故中原貫一氏は、香川県大川郡白鳥（現東かがわ市）に生まれ、実家の家業の都合で大正初期に徳島

市に移り住み、その後上京して早稲田大学建築科に学んで建築家となった。13歳年が離れた弟に中原淳一

がいる。広く知られるとおり、戦前戦後を通じて挿絵や女性雑誌の編集、ファッションデザイン、芸能人のプロ

デュースなど、大衆文化の多彩な分野で才能を発揮した人物である。中原兄弟は早くに父親を亡くしたため、

実質的に貫一氏が淳一の父親代わりであった。

また、貫一氏は徳島時代にキリスト教信仰を通じて河井清一と出会った。旧制徳島中学を経て東京美術学

校に学び、文展、帝展、光風会などで活躍した洋画家である。河井と貫一氏は実の姉妹をそれぞれ妻としたこ

とから、生涯にわたって親交が続いた。

江川は平成16年に本館で開催した「没後20年 中原淳一展」を準備する過程で、貫一氏が晩年に書き

残した自叙伝と出会った。時系列的に書き綴ったものではなく、記憶に残る出来事や人物を、思いつくままに書き

足していったもので、手書きの400字詰め原稿用紙が、段ボール箱1箱に余る分量である。その中から、本館に

とって大切な作家である中原淳一と河井清一、およびその背景となる中原家の歴史や、大正期の徳島におけ

るキリスト教信仰の様子などに関する部分（原稿用紙300枚余り、文字数約11万字）を選び出し、コピーをとらせ

ていただいた。淳一が挿絵画家として自立するまでの様子や、河井の徳島での活動を知る手がかりはこの原稿

以外になく、本館にとって貴重な資料である。

この原稿は、「没後20年 中原淳一展」図録の編集に活用したが、書き足しや縦線による削除が夥しい手

書き原稿であり、途中で中断した章や失われたページも少なくなく、容易に利用できるものではない。そこで本研

究では、全文を翻刻するとともに、若干の校閲を加えることで、館員が今後の研究に活用できる条件を整えた。

将来的には、関係者と協議の上、公開の方途を探りたい。

3 論文

「井上長三郎と大連」『井上長三郎・井上照子展 妻は空気・私は風』図録 板橋区立美術館、読売新聞

社、美術館連絡協議会 平成27年11月 pp.114-117
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安達一樹

5 解説、翻訳他

河崎良行、津地威汎（談）江川佳秀（聞き手、編）「美術館基本構想検討委員会の頃」『徳島県立近代美術

館ニュース』第94号（平成27年7月号） 平成27年6月 pp.2-3

「美術随想17 団体展再考」『徳島新聞』 平成27年9月16日（朝刊）

江川佳秀、伊藤佳之「トークの会記録 福沢一郎と山下菊二 いま語る・ふたりの実像」『福沢一郎記念館』

第28号（平成27年5月） pp.2-9 ＊伊藤佳之氏：福沢一郎記念館嘱託 平成26年11月16日に行った対

談の記録。

「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期 巨匠たちの版画－シャガール、マティス、ピカソ、ルオー」

『徳島県立近代美術館ニュース』第97号（平成28年4月号） 平成28年3月 pp.2-3

7 講演会、各種研究会での発表

「美術とは何か？」第7回徳島大学精密機械工学科同窓会総会記念講演（グランドパレス徳島） 平成27年

9月5日

「近代徳島の美術について」平成27年度徳島県シルバー大学校 平成27年8月20日（吉野川校）、平成27

年9月25日（美馬校）、平成28年2月23日（小松島校）

8 社会的活動

徳島県「障がい者アーティストの卵」発掘事業審査委員

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27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27年9月15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。概況については、館内研究報告会で報告を行った。

今年度の県内の状況を概観すると、継続的に開催されてきた牟岐・出羽島アート展は前回拡大した会場を

出羽島及び牟岐港周辺に戻し、地元密着型で再建を図ったが振るわず、開催継続が危ぶまれる事態となっ

た。県美術家協会関連では、日本画部が「新作日本画展」を平成13年度の休止から14年ぶりに再開し、76人

の86点を展示するという活性化の動きが見えた反面、洋画部は、「洋画部会員展」の出品数が年 1々0点位

減っているということで、会場をあわぎんホールの大展示室からA展示室に変更するなど縮小した。会員の高齢

化により照明などの高所作業が困難になっているという証言もあった。日本画部の活性化の動きも目の前に危

機が迫っての対策という感が否めず、高齢化と若年層の参加がない状況は深刻度を増している。県内美術界

は、危機的状況となったといえるだろう。

2 図書、図録等

友井伸一、安達一樹（共編著）『開館25周年記念フィギュア展－ヒトガタ・人形・海洋堂－』図録 文化の森

25周年記念展実行委員会 平成27年10月

5 解説、翻訳他

「所蔵作品紹介 青木千絵 BODY 08-1」『徳島県立近代美術館ニュース』第93号（平成27年4月号） p.6

「所蔵作品紹介 山口牧生 四角い形D」『徳島県立近代美術館ニュース』第94号（平成27年7月号） p.6

「美術随想19 展覧会の作品選考」『徳島新聞』 平成27年11月20日（朝刊）
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友井伸一

7 講演会、各種研究会での発表

「『心の形』5年生」阿南市図画工作部会授業研究会 平成27年7月1日 阿南市立岩脇小学校

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

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27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27年9月12日、「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（現代美術2）」 平成28年3月9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」

平成26年度から引き続き、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、スペースChoA（韓国慶尚南道昌原市鎮海区）での大規模な屋外作品を含む

新作、「Asia Contemporary Art Exhibition 2015」（全北道立美術館）でのインスタレーション作品、「ワーク

ショップ 大久保英治と歩く―木喰の歩いた道」岡山県立美術館（2015-16年 全3回）での歩行とその新作、

また江戸末期、徳島半田出身の酒井弥蔵の足跡や阿波五街道の歩行とその新作の調査を行うとともに、各

種フィールドワークにも同行した。

その成果は研究紀要第17号（大久保英治の新作〈三望庭〉〈十二支〉〈鎮海の石の音〉について）に報告

するとともに、平成28年度夏に、徳島県立文書館、博物館との3館の実行委員会形式での連携展示「阿波の

道を歩く 芭蕉をめざした男・酒井弥蔵 ×現代アーティスト・大久保英治」展を開催して発表する予定である。

2 図書、図録等

友井伸一、安達一樹（共編著）『開館25周年記念フィギュア展－ヒトガタ・人形・海洋堂－』図録 文化の森

25周年記念展実行委員会 平成27年10月

3 論文

「大久保英治の新作〈三望庭〉〈十二支〉〈鎮海の石の音〉について」『徳島県立近代美術館研究紀要』第17

号 平成28年3月 pp.2-20

5 解説、翻訳他

「県立近代美術館『フィギュア展』小さき者への愛 2トリケラトプス、3風神雷神、4チョコエッグの食玩、5アン

ティーク テディベアコレクション」『徳島新聞』 平成27年10月30日、11月2、3、4日（朝刊）

「加盟館企画展 開館25周年記念 フィギュア展－ヒトガタ、人形、海洋堂－『人』を『象る』多様な世界」『美

連協ニュース』第128号（平成27年11月号）

「美術随想12 現実とは 体験とは」『徳島新聞』 平成27年4月14日（朝刊）

「美術随想20 造形よりも大切なもの」『徳島新聞』 平成27年12月16日（朝刊）

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27年度県内3大学学芸員養成講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（近代美術2）」 平成

28年3月9日
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吉原美惠子

吉川神津夫

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「韓国女性美術家、ユン・ソクナムの近作について」

ソウル市立美術館に於いて開催された、所蔵作家であるユン・ソクナム（1939‐）の個展「2015 SoMA Green

YUN SUKNAM HEART」（2015.4.21-6.28）の内容を読み解きながら、近年の作品を概観し、所蔵作品であ

る＜ベンチ＞（1993年）を収集してからの、この作家の堅実でありながら挑戦的な展開の軌跡を辿った。当館で

開催予定の「同時代のアーティストたちの表現」展に寄せる新作についてのプランを考察してみると、ユンが目指

している表現が、一貫してしっかりとマイノリティの存在やいのちの重みに言及しており、近年ますます大きな容量

を保つに至っていることが理解できる。

2 図書、図録等

吉原美惠子（編、著）『開館25周年記念 同時代のアーティストたちの表現』 徳島県立近代美術館 平成

28年1月

3 論文

「『鳥のことば』－桜井真樹子の歌舞」『民族藝術』第32号 民族藝術学会 平成28年3月 pp.218-219

5 解説、翻訳他

「名画の神髄 県立近代美術館『美の饗宴』 1モノワイエ『花』、2ルブラン『ルイ16世の妹、エリザベート王

女』、3ターナー『ヘレブーツリュイスから出航するユトレヒトシティ64号』、4ドービニー『川辺の風景』、5シャガール

『曲馬』『徳島新聞』 平成27年5月5、6、11、12、13日（朝刊）

「美術随想13 ポスター」『徳島新聞』 平成27年5月11日（朝刊）

「県立近代美術館『美の饗宴』300年 華麗なる軌跡 1 バロック、2 ロココの時代、3 新古典主義からロ

マン主義、4 バルビゾン派から印象派、5 20世紀」『徳島新聞』平成27年5月21、26、27、28日、6月5日（朝刊）

「開館25周年記念 同時代のアーティストたちの表現」『徳島県立近代美術館ニュース』第96号（平成28年1

月号） 平成27年12月 pp.2-3

「所蔵作品紹介 宮�豊治 眼下の庭」『徳島県立近代美術館ニュース』第96号（平成28年1月号） 平

成27年12月 p.6

「美術随想21 日韓結ぶデザイナー」『徳島新聞』 平成28年1月15日（朝刊）

「寄稿 県立近代美術館25周年展に新作 韓国人作美術家・ユン・ソクナムさん 徳島に温かな贈り物」

『徳島新聞』 平成28年2月5日（朝刊）

7 講演会、各種研究会での発表

「平成27年度フレアとくしま美術講座 バロック、ロココからエコール・ド・パリまで」 平成26年5月31日 徳島

県男女共同参画交流センター フレアとくしま

「徳島大学開放実践センター講座 美術史概観 ルネサンスがもたらしたもの、時代と美術表現－17世紀、時

代と美術表現－18世紀、時代と美術表現－19世紀、時代と美術表現－20世紀、同時代の美術表現1、同時

代の美術表現2」 平成27年6月1、8、15、29日、7月6、13、27日

9 教育活動

平成27年度県内3大学学芸員養成協力講座「美術館展示の意義と実際（コレクション展）」 平成28年3月10日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「泉茂の版画作品調査」

平成27年度の収集に向けての調査のため預かっていた泉茂版画作品全76点の調査を行った。当館ではす

でに泉の版画作品96点を収蔵しているのだが、それらの作品は泉の初期（1953～60年）までのものである。た
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竹内利夫

だ、泉の版画制作が1994年まで続いたことを考えるなら、著しく偏ったものであった。今回、調査を行った作品は

それ以後から晩年に至るまでの時期のものである。

この時期の泉の版画制作は変化に富んだものであった。ピーコック（孔雀）をモチーフに抽象化していった時

期。版そのものに実験的な試みを行った時期。雲形定規を用いて具象的なモチーフが復活しつつあった晩年。

調査した結果、これらの時期の作品を収集することによって、泉の版画作品の流れを概観できると考えた。

5 解説、翻訳他

「美術随想14 牟岐・出羽島アート展」『徳島新聞』 平成27年7月21日（朝刊）

「美術随想22 展示のジレンマ」『徳島新聞』 平成28年2月17日（朝刊）

8 社会的活動

美学会会員

9 教育活動

平成27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28年3月9日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「インクルーシブデザイン論から自館のユニバーサル化業務を整理する」

当館の平成25-27年度ユニバーサル事業の取り組みは、ワークショップによる市民参加の要素を重視しており、

その根底は美術館教育の実践と考え方によっていることが特徴といえる。一般にユニバーサルデザインは公平さ

や柔軟性などの観点による検証型の進め方であり、一方インクルーシブデザインは利用者の「排除」の観点から

問題の発見や課題を生み出すことに向いているとされる（カセムほか『インクルーシブデザイン』2014年）。来館

者の主体的な鑑賞活動を支援する考え方から、自ずと当館の取り組みはユーザーの願望を重視するインク

ルーシブデザインの姿勢に親近性を持っていったと理解できる。他館のサイン等の改善例を参照すると、具体の

デザインやハード整備においては施設側の意向が基調となる様子がみてとれるが、当館の場合はどうか。地方

美術館において地域の利用者の願望を大切なよりどころとする活動スタイルを育みながら、施設側のデザイン改

善の検証にもつなげていくことが必要となることを確認した。

2 図書、図録等

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共編著）『開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展』図録 徳島

県立近代美術館 平成27年10月

『人間表現を楽しむ25のとびら展関連展示 中西學・造形の世界』リーフレット 徳島県立近代美術館 平

成27年10月

3 論文

「版画と鑑賞教育 現代版画との関わりのヒント－徳島県立近代美術館の実践から」『版画学会』第44号

版画学会 平成27年5月 pp.55-59

竹内利夫、庄武憲子（共著）「『誰にも』の一人一人を思いながら－徳島のユニバーサルミュージアムの取り組

み」『博物館研究』第50巻第12号 日本博物館協会 平成27年11月 pp.10-13 ＊庄武憲子氏：徳島

県立博物館上席学芸員

「アートを交えての多文化」『文部科学省委託留学生交流拠点整備事業（平成25-27年度）報告書 多文化

共生のまちづくり 未来への第一歩』徳島大学国際センター 平成28年1月 pp.38-41

4 報告書

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共編著）『開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展 ワークショップ・

協働プロジェクト報告書 みんなで楽しむために』徳島県立近代美術館 平成28年3月
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亀井幸子

5 解説、翻訳他

「美術随想15 アートと人との出会い」『徳島新聞』 平成27年7月21日（朝刊）

「美術随想23 表現をめぐる時間」『徳島新聞』 平成28年3月21日（朝刊）

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共著）「活動報告：徳島県立近代美術館のユニバーサル・ミュージアム事業－

2011年度から5年間の取り組みについて」『徳島県立近代美術館研究紀要』第17号 平成28年3月 pp.23-61

7 講演会、各種研究会での発表

アワガミ国際ミニプリント展2015シンポジウム「出品作品から見る現代版画」平成27年10月10日 山川地域総

合センター ＊パネリスト：小林敬生（版画家）、三木哲夫（兵庫陶芸美術館館長）、平木美鶴（版画家）、木

村秀樹（版画家）、竹内利夫

8 社会的活動

アワガミ国際ミニプリント展2015審査員

意匠学会会員、美術科教育学会会員

9 教育活動

平成27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28年3月2日、

「博物館教育論 美術館と学校教育1」平成28年3月2日、「博物館教育論 美術館と学校教育2」平成28

年3月2日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「視覚障がい者のための鑑賞支援プログラム」

本館におけるこれまでのユニバーサルミュージアム事業の成果や課題をふまえ、だれもが楽しめる鑑賞支援教

材や活動プログラムの研究・開発に取り組んでいる。

平成27年度は、視覚に障がいがあるアートイベントサポーターの意見を参考にしながら鑑賞支援教材を試作

した。それらの教材うちの数点は、「25周年記念 25のとびら展」の体験コーナーに設置した。投扇興体験グッ

ズ（作品に描かれている投扇興に似たものをつくり、展示室の作品の前で実際に扇を投げて的あての体験でき

るようにしたもの）や屏風の仕組みがわかるように折りたためるようにしたものなどは、視覚障がい者だけでなく外国

人や子どもたちなど多くの人に活用され、作品に親しむツールとなった。

鑑賞プログラムの研究・開発では、小グループ（視覚障がい者と介助者）でワークショップや鑑賞会を行い、

試作教材やプログラムの内容について検証した。また、目の見えない人の「絵を描いてみたい」という要望を受

け、試みに造形的な活動を取り入れたワークショップを行った。今後も見えない人と絵を描く活動の機会を設け

て、見えない人の線や形、色彩などの捉え方について研究し、見えない人との絵画鑑賞の在り方を模索してい

きたい。

鑑賞活動では、作品を触ってみたいという要望がある。しかし、ただ作品に触っただけで鑑賞を深めることは

難しい。「触ってみる鑑賞」だけでなく、「作品に触らない鑑賞」の楽しみ方を提案する必要がある。25のとびら展

の関連企画として、「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」のメンバーを講師に招いて行った2つのワーク

ショップでは、講師（見えない人）がナビゲーターをつとめ、参加者が対話しながら作品鑑賞をした。「見てわかる

こと」と「見ただけではわからないこと（作品をみて感じたこと、思い出したことなど）」を話し合うなかで、作品に対

するイメージが拡がり作品理解が深まっていくという体験が生まれた。それは、障がいの有無に関係なく、他者と

の対話を通して自分の価値観を見つめなおし美術鑑賞の新たな楽しみを発見する機会ともなった。「見える人

が作品の説明をして、見えない人はその説明を聞く」といった固定した関係ではなく、ともに楽しむ関係性が生ま

れるような鑑賞プログラムの開発を目指したい。
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7-3 文献資料の整理

2 図書、図録等

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共編著）『開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展』図録 徳島

県立近代美術館 平成27年10月

4 報告書

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共編著）『「開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展」ワークショップ・

協働プロジェクト報告書 みんなで楽しむために』徳島県立近代美術館 平成28年3月

5 解説、翻訳他

「美術随想16 子供とアートのすてきな関係」『徳島新聞』 平成27年8月19日（朝刊）

森芳功、竹内利夫、亀井幸子（共著）「活動報告：徳島県立近代美術館のユニバーサル・ミュージアム事業－

2011年度から5年間の取り組みについて」『徳島県立近代美術館研究紀要』第17号 平成28年3月 pp．23-61

7 講演会、各種研究会での発表

「『ユニバーサルミュージアム』事業の取り組みから」第38回美術科教育学会大阪大会 大阪成蹊大学 平

成28年3月20日

8 社会的活動

平成27年度「第61回文化財保護強調のためのポスター」審査委員、平成27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27年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）

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

平成27
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 43 4,987

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 0 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 79 10,729

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 0 1,637

その他 27 32 2 4 1 2 0 0 9 2 23 12 3 1 4 5 7 4 0 0 3 0 0 0 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 66 122 21,024
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8-1 組織及び職員一覧（平成27年度）
（平成28年3月31日現在）

管 理 運 営

8

館 長 小林 功

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 石井 一次
岡山千賀子
小川 裕久
Gehrtz三隅友子
敷島のり子

竹内 紀子
武田亜希子
中南 弘史
東浦 博史
平木 美鶴

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 椎野 美樹

文化推進員 家本 真美
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27年10月6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27年12月9日［水］‐12月15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「ごんぎつね」、「ほんとの空」

● 入場者数 展示 234名 ビデオ上映 36名

（平成28年3月31日現在）

区 分 氏 名 職 名

学 校 教 育

石井 一次
県小学校教育研究会図画工作部会長
�小学校長

中南 弘史
県中学校教育研究会美術部会会長
神山中学校教頭

武田亜希子
県高等学校教育研究会美術学会会員
徳島市立高等学校教諭

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

竹内 紀子 徳島県立文学書道館専門調査員

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

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

小川 裕久 徳島市立徳島城博物館主査・学芸員

家 庭 教 育 岡山千賀子 徳島文理大学人間生活学部児童学科准教授
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8-4 入館者数

1 平成27年度所蔵作品展入館者数

2 平成27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
未就学 一 般

校 人数

美の饗宴 22,065 324 1,115 52 5,959 27 1,076 613 2,078 33,282 47 708

フィギュア 5,908 122 1,024 2,616 99 375 683 35 1,359 1,112 1,574 14,872 50 297

合計 27,973 446 2,139 2,668 99 6,642 62 2,435 1,725 3,652 48,154 97 496

（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 83 1 2 30 4 2 12 24 804 960 22 44

5 16 4 1 3 19 764 34 15,135 15,957 27 591

6 28 6 26 12 13 426 25 13,150 13,673 25 547

7 74 2 15 20 4 47 11 843 1,012 23 44

8

9

10 49 2 1 18 18 601 21 5,271 5,963 25 239

11 16 1 9 10 357 17 5,787 6,187 25 247

12 78 2 1 25 1 2 15 26 351 499 24 21

1 115 8 1 27 42 272 465 24 19

2 151 25 1 33 7 251 23 772 1,256 24 52

3 85 13 2 29 38 565 732 22 33

合 計 695 64 9 215 36 1 75 2,473 261 42,950 46,704 241 194

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 18回 27回 8回 8回 4回 3回 3回 1回 1回 2回 1回 1回 77回

※7/27～10/2改装工事のため、全展示室閉室。
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8-6 作品の貸出

1 洋画

2 日本画

3 彫刻

4 版画

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

横尾忠則 芸術の浄化 1 2015.4.9-2015.8.1 横尾忠則展 カット＆ペー
スト 横尾忠則現代美術館

石川真五郎

少女（真佐子） 1 2015.9.25-
2015.10.9 石川真五郎展 板野町教育委員会

自画像 1 2015.9.25-
2015.10.9 石川真五郎展 板野町教育委員会

山下菊二 私と鳥と音楽と（2）恵比寿
まわし 1 2015.10.25-

2015.11.30
阿波木偶まわしの世界－
門付け、大道芸－ 徳島県立博物館

井上長三郎 しののめ 1 2015.11.10-
2016.1.13

「20世紀検証シリーズ
No.5 井上長三郎・井
上照子」展

板橋区立美術館

横尾忠則 芸術の浄化 1 2016.3.8-
2016.9.11 横尾忠則 迷画感応術 彫刻の森美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

日下八光 童女 1 2016.2.10-
2016.9.14 こどもとファッション 島根県立石見美術館、

東京都庭園美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

太郎千恵蔵 プリンセス・パーティー� 9 2016.2.10-
2016.9.14 こどもとファッション

島根県立石見美術館、
神戸市ファッション美
術館、東京都庭園美
術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

吹田文明 南に散りし友に捧ぐ� 1 2015.8.4-
2015.9.24

文学特別展「戦後70年
文学に描かれた戦争－
徳島ゆかりの作品を中心
に」

徳島県立文学書道館

吹田文明 銀河を渡るB 1 2015.8.4-
2015.9.24

文学特別展「戦後70年
文学に描かれた戦争－
徳島ゆかりの作品を中心
に」

徳島県立文学書道館

パブロ・ピカソ 版画集＜聖マトレル＞ 4 2015.9.12-
2015.11.25

ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館

パブロ・ピカソ 版画集「エルサレムの攻略」
1 裸婦 1 2015.9.12-

2015.11.25
ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館
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5 水彩

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

パブロ・ピカソ 版画集「エルサレムの攻略」
3 女 1 2015.9.12-

2015.11.25
ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館

パブロ・ピカソ 版画集「流砂」� 鑑の前
の二人の女 1 2015.9.12-

2015.11.25
ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館

パブロ・ピカソ 版画集「流砂」� 彫刻家
と彫刻 1 2015.9.12-

2015.11.25
ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館

パブロ・ピカソ 版画集「流砂」� ひげ男
の頭部 1 2015.9.12-

2015.11.25
ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館

パブロ・ピカソ 版画集「流砂」� 彫刻家 1 2015.9.12-
2015.11.25

ピカソ展 誰でもわかる
天才の名画 ふくやま美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

三宅克己 風景（歌唱） 1 2016.1.29-9.20 原田直次郎展

埼玉県立近代美術館、
神奈川県立近代美術
館、岡山県立美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 切り通し 1 2016.1.29-9.20 原田直次郎展

埼玉県立近代美術館、
神奈川県立近代美術
館、岡山県立美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 南品川 1 2016.1.29-9.20 原田直次郎展

埼玉県立近代美術館、
神奈川県立近代美術
館、岡山県立美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 小石川 1 2016.1.29-9.20 原田直次郎展

埼玉県立近代美術館、
神奈川県立近代美術
館、岡山県立美術館、
島根県立石見美術館

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 0 3 1 3 2 3 4 4 3 28

利 用 日 数 11 8 3 0 13 6 16 8 24 16 26 14 145

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 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3

利 用 日 数 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4

※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27年度～平成31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28年3月18日 条例第33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並びに
これらに準ずる者 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

（平28条例33・一部改正）

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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