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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、特別企画展では「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」を、所蔵作品展では「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28年度

「所蔵作品展 徳島のコレクション」として「2016年度第Ⅰ

期」、「2016年度第Ⅱ期」、「2016年度第Ⅲ期」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。加えて、展示室3において第Ⅰ期

には「巨匠たちの版画－シャガール、マティス、ピカソ、ルオー」

を、第Ⅱ期には「受贈記念 泉茂の版画」を開催した。

（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

所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第�期

● 会期

平成28年3月29日［火］‐7月3日［日］（84日間）

● 休館日

月曜日

● 視点

当館のコレクションの3つの柱「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナーに加えて、前半

と後半でそれぞれ特集展示を行った。

（1） 特集1 「水墨画を楽しむ（「鑑賞シート」の紹介と

ともに）」（3月29日～5月15日）

当館が作成している小中学校授業向け教材「鑑賞

シート」の紹介を目的に、鑑賞シート「墨と紙の世界」を展

示テーマとして、シート掲載の所蔵作品を始めとする水墨

画作品を展示した。

（2） 特集2 「新収蔵作品を中心に」（5月17日～7月3日）

平成27年度に新たに収蔵した作品の紹介を中心とし

た展示を行った。

（3）「20世紀の人間像」

変革期となった明治以降の美術を、「人のかたち」を手

がかりにして楽しむことをテーマに、常時展示のクレーとピカ

ソの絵画のほか、石や金属、漆といった様 な々素材による

彫刻作品などを展示した。

（4）「現代版画」

現代版画のコーナーでは、写真を使った現代版画を3

期に分けて紹介した。作家として、1期が横尾忠則、2期に

木村秀樹と木村光佑、3期は「見ているもの、見ていたもの、

見えているもの、見えていないもの」をテーマに、島州一、井

田照一、秋岡美帆、出店久夫を取り上げた。

（5）「徳島ゆかりの美術」

徳島出身の洋画家・伊原宇三郎や山下菊二、水彩

画家の三宅克己ほかの作品を展示した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

※（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り） 簡易印刷 特集1

期、特集2期にそれぞれ各1種

＊その他印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート」作成の項を参照。

● 入館者数

4,342人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

とく6とくしま（NHK徳島放送局） 4月12日（水）

18 : 10-19 : 00の番組内で「水墨画を楽しむ」を紹介

とくしまi（アイ）（NHK徳島放送局） 7月1日（金）

11 : 40-12 : 00の番組内で「新収蔵作品を中心に」を紹

介

● 担当学芸員

森芳功、安達一樹、吉川神津夫

● 出品リスト

会期中に展示替を行った。*aを付したものは5月15日

［日］まで、*bを付したものは5月17日［火］以降に展示した。
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展示室1
■特集1 水墨画を楽しむ（「鑑賞シート」の紹介とともに） 3月29日［火］‐5月15日［日］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

大栗旌� 山寺夕靄 1931 紙本墨画着色 軸装 238.0×171.0

河口楽土 老紅梅 1982 紙本墨画着色 243.0×346.0［河口小波氏寄贈］

喜井黄羊 川辺之図（仮称） 昭和初期 紙本墨画 屏風（六曲一隻） 168.2×373.2［三宅房江氏寄贈］

林雲谿 雲山無窮 1964 紙本墨画 93.0×84.0［林正明氏寄贈］

剣山 1971 紙本墨画着色 153.5×185.2

森山知己 雪音 2001 紙本墨画着色 屏風（四曲一双） 182.5×732.0

■特集2 新収蔵作品を中心に 5月17日［火］‐7月3日［日］

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

aluminum /
stuffed animal

2012 スループリント 紙 89.6×109.0

grass / scrubbing brush 2012 スループリント 紙 109.0×89.6［個人蔵］

澤田知子 TIARA 2008 カラープリント 54.0×104.0

廣島晃甫 竹梅図 昭和初期 紙本着色 屏風（二曲一双） 各160.0×144.0

若葦 大正期 絹本着色、軸装 145.0×50.7［矢野奈緒子氏寄贈］

美鳥 昭和初期 絹本着色、軸装 39.8×42.8［矢野奈緒子氏寄贈］

花（仮称） 昭和初期 紙本着色、軸装 32.7×47.4［矢野奈緒子氏寄贈］

春秋花鳥 1938 紙本着色 屏風（二曲一双） 158.4×155.2［矢野奈緒子氏寄贈］

蓮 1939 絹本着色 124.1×185.5

■20世紀の人間像

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

今村源 わたしにキク 2009 ステンレス（針金） ペイント セ
メント

492.0×120.0×70.0

�晉堂 呪術者 1961 陶彫 58.0×68.5×23.0

中川為延 裸婦像 セメント 26.0×11.0×10.0

宮�豊治 眼下の庭 1993 鉄、石、漆 230.0×116.5×91.0

アレクサンダー・アーキペ
ンコ

白いトルソ 1916 大理石 h.48.0

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*b［細川佳洋子氏寄
贈］

降りていく人 1973-76 アルミニウム 44.1×11.5×21.5*b

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*a

アトリエの彫刻 1964 エッチング 紙 23.5×19.5*a

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

アンリ・ローランス 片腕をあげて座る女 1930 テラコッタ h.31.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

■現代版画 写真を使った現代版画1 3月29日［火］‐5月1日［日］

横尾忠則 TADANORI YOKOO 1965 シルクスクリーン 紙 103.0×75.4†

腰巻お仙／忘却編 1966 シルクスクリーン 紙 103.0×72.3†

第6回東京国際版画ビ
エンナーレ展

1968 オフセット 紙 108.0×76.0†

風景No.1 女の子 1969 シルクスクリーン アクリル板、アク
リルフィルム、紙

90.0×90.0†

風景No.2 ブス 1969 シルクスクリーン アクリル板、アク
リルフィルム、紙

90.0×90.0†

風景No.3 お葉さん 1969 シルクスクリーン アクリル板、アク
リルフィルム、紙

90.0×90.0†

日本万国博覧会せんい館 1969 オフセット 紙 103.8×77.0†

XMAS PARADISE 1971 オフセット 紙 103.0×72.8†

XMAS PARADISE 1971 オフセット 紙 103.0×72.8†

XMAS PARADISE 1971 オフセット 紙 103.0×72.8†

GREETING（黒） 1972 オフセット 紙 103.0×72.8†

SANTANA LOTUS 1974 オフセット 紙 103.0×72.8†

版画集〈龍の器 DRAGON
VESSEL〉I

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5

版画集〈龍の器 DRAGON
VESSEL〉IV

1989 シルクスクリーン 紙 103.7×73.5

■現代版画 写真を使った現代版画2 5月3日［火・祝］‐6月5日［日］

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

アウト オブ タイム-25 1970 リトグラフ、シルクスクリーン アクリ
ル、紙

76.5×54.5

アウト オブ タイム-26 1970 リトグラフ、シルクスクリーン アクリ
ル、紙

75.0×54.0

現在位置-存在A 1971 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 73.5×103.0

現在位置-存在C 1971 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 73.5×104.0

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

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

Pencil 2-3 1974 シルクスクリーン 紙 75.5×107.0†

版画集〈Chestnut Park〉
Green Park

1990 シルクスクリーン 紙 56.0×76.0

版画集〈Chestnut Park〉
Behind a Pool

1990 シルクスクリーン 紙 76.0×56.0

版画集〈Chestnut Park〉
Windy Blue

1990 シルクスクリーン 紙 56.0×76.0

版画集〈Chestnut Park〉
Chestnut Museum

1990 シルクスクリーン 紙 56.0×76.0

版画集〈Chestnut Park〉
Eastern Breeze

1990 シルクスクリーン 紙 56.0×76.0
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■現代版画 写真を使った現代版画3 6月7日［火］‐7月3日［日］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

秋岡美帆 光の間 1998 NECOプリント 麻紙 152.0×212.0

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

1977 リトグラフ、オフセット 紙 90.3×62.8†

“Paper Between Brook
and Reflected Moon”

1980 シルクスクリーン、コラージュ、紗
紙

100.0×70.0†

島州一 オモテとウラ 1974 シルクスクリーン 紙 51.0×50.0

黄色い新聞紙 1975 シルクスクリーン 紙 30.7×23.6

香り 1975 シルクスクリーン 紙 30.0×34.0

線香 1975 シルクスクリーン 紙 40.0×27.0

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

富士山 1976 シルクスクリーン 紙 27.0×40.0

緑色の黒板 1977 シルクスクリーン 紙 38.9×58.0

トンネル 1980 シルクスクリーン 紙 30.0×45.0

出店久夫 私的風景’ 97-湖水譜II 1997 ゼラチンシルバープリント、調光剤、
手彩色 紙

99.5×222.3

展示室2
■徳島ゆかりの美術

池田遙邨 鳴門 1949 紙本着色 218.5×139.7*a

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

二人 1930 油彩 キャンバス 162.4×145.7

日下八光 阿南の海 1927 絹本着色 165.0×175.0*a

服部仁郎 使命 1924 木彫 h.171.0

廣島晃甫 夕暮れの春 1920 絹本着色 198.0×117.0*a

薫風 1921 絹本着色 屏風（六曲一双） 各172.0×376.0*b

三宅克己 真鶴風景 大正-昭和初
期頃

水彩 紙 34.5×51.0*a

風景 昭和前期 水彩 紙 34.5×52.0*a

樹陰 1938 水彩 紙 39.8×52.2*a［木下登与子氏寄贈］

京都下加茂の雨 不詳 水彩 紙 33.8×45.8*b

箱根大平台 1940-50代 水彩 紙 33.0×45.5*b

甲州桂川風景 1951頃 水彩 紙 32.2×41.1*b

山下菊二 わたしと鳥と音楽と
（1）木偶人形芝居

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（2）恵比寿まわし

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山下菊二 わたしと鳥と音楽と
（3）小学生～女学生た
いじ

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（4）19歳～良子の家

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（5）昭和15年～南支戦
線

1974 油彩 キャンバス 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（6）娼家の胡弓ひき老
人

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（7）サーカス小屋

1974 油彩 キャンバス 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（8）病気のふくろうと御詠
歌

1974 油彩 キャンバス 44.5×33.5［山下昌子氏寄贈］

■美術館ロビー

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

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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徳島のコレクション 2016年度第�期 巨匠たちの版画

－シャガール、マティス、ピカソ、ルオー

● 会期

平成28年4月23日［土］‐2016年6月5日［日］

● 休館日

月曜日

● 視点

本館コレクションからシャガール、マティス、ピカソ、ルオー

の版画作品、計100点を展示した。20世紀美術を代表す

る4人だが、同時に優れた版画家でもある。版画作品には、

油彩画にはない自由で実験的な表現が見られ、作家の

息づかいがより親しく感じられる作品となっている。版画作

品を通じて、近代美術の魅力と楽しさを紹介した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

※（ ）内は25名以上の団体料金。

● 関連事象

＊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

● 入館者数

3,506人

＊8-4「入場者数」の項を参照。

● 担当学芸員

江川佳秀、吉原美惠子

● 出品リスト
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展示室3
■徳島のコレクション 2016年度第�期 巨匠たちの版画－シャガール、マティス、ピカソ、ルオー

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉1．扉絵

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉2．ラモンによるダフニ
スの発見

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉3．ドリュアスによるクロ
エの発見

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉4．ラモンとドリュアスの
夢

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉5．牧場の春

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉6．狼のおとし穴

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉7．泉のほとりのダフニ
スとクロエ

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉8．クロエの審判

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉9．クロエの接吻

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉10．ドルコンの計略

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉11．真昼、夏

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉12．つばめ

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉13．ドルコンの死

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉14．ニンフたちの洞窟

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉15．ぶどうの収穫

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

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〉17．フィレタスの教え

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉18．メデュムナの若者
たち

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

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

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉20．ダフニスの夢とニ
ンフたち

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉21．ブリュアクシス司
令官の夢

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉22．ニンフたちへの供
物

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロ
エ〉23．牧神パンの饗宴

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉24．シュリンクスの伝
説

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉25．冬

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

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

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉27．ドリュアス家の食
事

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉28．春

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉29．ダフニスとリュカイ
ニオン

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉30．こだま

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉31．夏の季節

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉32．死んだイルカと
300エキュ

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉33．クロエ

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉34．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〉35．バッカスの社と物
語

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉36．荒らされた草花

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉37．ダフニスとグナトン

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉38．ディオニュソファネ
スの到着

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

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

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×32.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉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

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉41．ニンフたちの洞窟
での婚礼の宴

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

版画集〈ダフニスとクロ
エ〉42．結婚

1957-60 リトグラフ 紙 42.0×64.0

パブロ・ピカソ 版画集〈聖マトレル〉1．レ
オニー嬢

1910 エッチング 紙 20.4×14.1

版画集〈聖マトレル〉2．
テーブル

1910 エッチング 紙 20.4×14.2

版画集〈聖マトレル〉3．
長椅子のレオニー嬢

1910 エッチング、ドライポイント 紙 19.8×14.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

パブロ・ピカソ 版画集〈聖マトレル〉4．
修道院

1910 エッチング 紙 20.4×14.1

版画集〈エルサレムの攻
略〉1．裸婦

1913-14 エッチング、ドライポイント 紙 15.6×11.6

版画集〈エルサレムの攻
略〉2．頭蓋骨のある静
物

1914 ドライポイント 紙 15.4×11.4

版画集〈エルサレムの攻
略〉3．女

1914 エッチング、ドライポイント 紙 16.0×10.9

人物 1927 エッチング 紙 19.4×27.7

二人の人物 1938 エッチング 紙 24.7×27.7

版画集〈流砂〉I 仕事
をする彫刻家

1964 アクアチント 紙 38.0×27.5

版画集〈流砂〉II 画家
と長い髪のモデル

1965 アクアチント 紙 38.3×27.5

版 画 集〈流 砂〉III 鏡
の前の二人の女

1964 アクアチント エッチング ドライポ
イント スクレーパー 紙

38.0×27.5

版画集〈流砂〉IV イー
ゼルの絵の前に立つ画
家とモデル

1965 アクアチント 紙 38.1×27.5

版画集〈流砂〉V 彫刻
家と彫刻

1964 アクアチント エッチング ドライポ
イント 紙

38.3×27.5

版 画 集〈流 砂〉VI 画
家と肘をつくモデル

1965 アクアチント ドライポイント 紙 38.0×27.5

版画集〈流砂〉VII ひ
げ男の頭部

1964 シュガーアクアチント スクレー
パー 紙

37.3×27.0

版画集〈流砂〉VIII 肘
をつく裸婦

1965 アクアチント 紙 38.3×27.5

版 画 集〈流 砂〉IX 彫
刻台の前に立つ彫刻家
とひげの目撃者

1965 アクアチント 紙 38.3×27.5

版画集〈流砂〉X 彫刻
家

1964 アクアチント 紙 38.3×27.5

三人の女 1938 エッチング 紙 30.8×21.0

三人の女I 1924-1925 ドライポイント 紙 17.5×13.0

三人の女II 1924-1925 ドライポイント 紙 17.5×13.0

三人の女III 1924-1925 ドライポイント 紙 17.5×13.0

九つの顔 1934 エッチング 紙 31.7×22.6

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

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

35.0×25.5

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉2．
辱しめを受けるキリスト

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

35.0×25.0

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉3．
キリスト

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

35.0×25.4

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉4．
悪の華

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

35.0×25.5

13



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ジョルジュ・ルオー 版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉5．
横向きの裸婦

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

33.2×24.3

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

1927 粒子エリオグラヴュール、ドライポイ
ント 紙

26.5×35.8

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉7．
悪魔 II

1926 粒子エリオグラヴュール、ドライポイ
ント 紙

34.8×25.4

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉8．
悪魔 III

1926 粒子エリオグラヴュール、エッチン
グ、ドライポイント 紙

35.0×25.8

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉9．
骸骨

1926 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、エッチング 紙

35.0×25.5

版画集〈『悪の華』のために
版刻された14図〉10．�々
に売春の灯がともる…

1927 粒子エリオグラヴュール、アクアチ
ント、ドライポイント 紙

33.5×23.8

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

1927 粒子エリオグラヴュール、アクアチ
ント、シュガーアクアチント 紙

35.4×25.8

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉12．
悪魔 IV

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

34.5×25.0

版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉13．
〈放蕩〉と〈死〉は…

1926 粒子エリオクラヴュール、エッチン
グ、ドライポイント 紙

31.0×24.4

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

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

35.0×24.7

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉1．道化
師

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉2．サー
カス

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉3．ロワイ
ヤル氏

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉4．白象
の悪夢

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉5．馬、
曲馬師、道化

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉6．狼 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉7．ハート 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉8．イカル
ス

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉9．フォル
ム

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉10．ピエ
ロの葬式

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉11．空
中ブランコ

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉12．水
槽を泳ぐ女

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉13．サー
ベルを嚥む男

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉14．カウ
ボーイ

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉15．ナイ
フを投げる男

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉16．運
命

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉17．干
潟

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉18．干
潟

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉19．干
潟

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1

版画集〈ジャズ〉20．そり 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1
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2

所蔵作品展 徳島のコレクション 2016年度第�期
● 会期

平成28年7月9日［土］‐12月18日［日］（141日間）

● 休館日

月曜日（7月18日、8月15日、9月19日、10月10日は開館）、

7月19日、9月20日、10月11日

● 視点

展示室1では、「20世紀以降の人間表現」を主題として、

ピカソやゴームリーの作品を中心に内外の作家の素描を

順次展示替えしながら展覧し、「現代版画」では、吉原英

雄、浜田知明、若林奮、吹田文明、萩原英雄の作品を個

展形式で紹介した。特集1では「立つこと、座すこと、歩む

こと」と題して、それぞれの様態における人の心のありようを

匂わせ、特集2「戦後日本画の人間表現」では、戦後の

題材や技法などの面で多彩になった日本画の作品群を

展覧した。

展示室2では、「徳島ゆかりの美術」を、一部「戦後徳島

の美術」（7月9日から9月11日）と題してテーマ展示を行

いながら、終戦前後から、美術家たちの活動が本格化す

るまでの時期について紹介した。

● 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）、A4判1ページ（テーマ

展示分）

＊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

10,353人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「ニュース」「とく6徳島」「とくしまニュース845」NHK徳島放

送局 平成28年7月12日

「戦後徳島の美術 絵画23点 県立近代美術館で展

示 空襲後、市内の惨状 対照的な女性の姿」『朝日

新聞』 平成28年7月14日

江川佳秀「テーマ展示 戦後徳島の美術－焼け跡から

の出発」『徳島新聞』 平成28年8月2日（朝刊）

● 担当学芸員

吉原美惠子、森芳功、江川佳秀

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは9月11日

［日］まで、*bを付したものは9月13日［火］から10月10日

［月・祝］まで、*cを付したものは10月12日［水］から11月

20日［日］まで、*dを付したものは11月22日［火］から展示。
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展示室1
■特集1 立つこと、座すこと、歩むこと

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

三尾公三 女と風景 1983 アクリル絵具 板 180.0×324.0

泉茂 逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4

村井正誠 あるきだす人 1965 油彩 キャンバス 162.1×130.4

柳原義達 人 1960 ブロンズ 118.0×40.0×70.0

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

安斎重男 リチャード・セラ 1970年
5月8日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

クリスト 1970年5月8日
東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ダニエル・ビュラン
1970年5月10日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

クラウス・リンケ 1970年
5月 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

小清水漸 1970年8月
31日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

吉村益信 1971年5月
3日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

高松次郎 1971年5月
3日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

篠田守男 1973年8月
23日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

三 木 富 雄 1973年10
月18日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

サム・フランシス 1974
年9月 デンマーク

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ブリジット・ライリー 1974
年9月20日 ロンドン

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

バリー・フラナガン 1974
年9月24日 ロンドン

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ギルバート＆ジョージ
1974年9月26日 ロンドン

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

菅井汲 1974年10月1
日 パリ

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

アンディ・ウォーホル
1974年10月27日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ヤニス・クネリス 1975
年11月9日 ケルン

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

瀧口修造 1978年1月
15日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ドナルド・ジャッド 1978
年3月3日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ナム・ジュン・パイク
1978年5月26日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ローリー・アンダーソン
1979年4月13日 ニュー
ヨーク

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョセフ・コスース 1979
年5月26日 ニューヨーク

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

安斎重男 ジョン・ケージ 1981年8
月1日 軽井沢

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

工藤哲巳 1981年8月
20日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ジョージ・シーガ ル
1982年6月8日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ダン・グラハム 1982年
10月17日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ルイーズ・ネーヴェルソン
1982年10月28日 東
京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

フランク・ステラ 1982年
11月28日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

デイヴィッド・ホックニー
1983年2月14日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

リサ・ライオン 1984年3
月29日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

田中泯 1984年5月13日
東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ヨゼフ・ボイス 1984年5
月29日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ヨゼフ・ボイスとナム・ジュ
ン・パイク 1984年6月2
日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

チャック・クロース 1985
年3月2日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

イサム・ノグチ 1986年6
月26日 ヴェニス

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョエル・シャピロ 1987
年12月15日 ニューヨー
ク

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジュリアン・シュナーベル
1990年5月29日 ニュー
ヨーク

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

リチャード・ロング 1991
年12月4日 ロンドン

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョナサン・ボロフスキー
1992年6月13日 カッセ
ル

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

草間彌生 1992年10月
16日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

森村泰昌 1994年9月
9日 東京

1999 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

アンソニー・グリーン
1974年9月21日 ロンド
ン

1974 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.9×35.6

舟越桂 1988年6月24
日 ヴェニス

1988 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.9×35.6

アンソニー・カロ 1990
年7月1日 ロンドン

1990 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.6×27.9

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
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

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）

アンソニー・カロ テーブル・ピース Y-90
“チェアパーソン”

1986-87 錆びた鋼、彩色、ワックス 104.0×71.0×63.5

展示室1
■特集2 戦後日本画の人間表現

上野泰郎 生きる人II 1959 紙本着色 175.0×129.6［上野淑子氏寄贈］

人間讃歌 1972 紙本着色 229.0×280.0

上村淳之 姉妹 1987 紙本着色 236.0×152.0

大島哲以 さうびの宴 1968 紙本着色 135.0×180.0

大森運夫 九十九里浜II 1966 紙本着色 219.4×175.5

片岡球子 浮世絵師安藤広重 1981 紙本着色 90.9×72.7

川端健生 この子らが 1969 紙本着色 134.0×190.0［川端史子氏寄贈］

幸田暁冶 リズム1 1965 紙本着色 130.5×94.2［幸田隆子氏寄贈］

小嶋悠司 穢土 1985 岩彩、テンペラ キャンバス 190.0×500.0

人物デッサン 1968 コンテ 紙 54.6×39.5*c［作家寄贈］

人物デッサン 1971 コンテ 紙 55.8×39.5*c［作家寄贈］

人物デッサン 1988 コンテ 紙 54.6×39.3*c［作家寄贈］

人物デッサン 1988 コンテ 紙 54.6×39.7*d［作家寄贈］

人物デッサン 1990 コンテ 紙 54.7×39.5*d［作家寄贈］

人物デッサン 2001 コンテ 紙 54.4×39.2*d［作家寄贈］

下村良之介 よろこび 1951 顔料 板 120.0×120.0

中村正義 男女 1963 紙本着色 181.6×259.3

星野眞吾 遙かに 1956 紙本着色 91.6×152.8

喪中の作品（炎） 1964 紙本着色 121.2×60.6

三上誠 無題（灸点シリーズ） 1967-1968頃 紙本着色 121.0×91.5

無題 1967-1968頃 紙本着色 91.0×91.0［寺下信夫氏寄贈］

三谷十糸子 夕 1969 紙本着色 215.0×156.0

展示室1
■20世紀以降の人間表現

靉光 作品 1941 墨 紙 24.8×21.0*c

村山槐多 女の顔 1914 木炭 紙 60.0×44.5*d
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

197.0×858.0×46.0

ヘンリー・ムーア 横たわる3人の人物 1942 淡彩、ペン、インク、鉛筆、チョーク 22.5×17.3*a

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

ヤン・フォス 西のはて 1962 インク、水彩 紙 137.4×97.0*b

展示室1
■現代版画 吉原英雄

吉原英雄 ひまわり 1956 リトグラフ 紙 41.0×29.5

きりきり舞い 1956 リトグラフ 紙 39.0×28.0

華 1956 リトグラフ 紙 39.5×30.0

潜水（赤） 1957 リトグラフ 紙 41.5×55.5

黒い花 1958 リトグラフ 紙 39.0×49.5

赤い花 1958 リトグラフ 紙 52.0×43.5

海のメルヘン 1959 リトグラフ 紙 52.0×34.5

TODAY 1960 リトグラフ 紙 64.0×47.3

さざめき（赤） 1961 リトグラフ 紙 51.0×38.5

リトグラフ・ブラック 1962 リトグラフ 紙 58.0×44.0

ターン・ダウン-B 1963 リトグラフ 紙 42.5×45.5

出会い1 1964 リトグラフ、エッチング 紙 80.0×58.0

訪門者 1965 リトグラフ、エッチング 紙 39.0×54.5

証言 1965 リトグラフ、エッチング 紙 50.0×38.0

五月の出来事 1966 リトグラフ、エッチング 紙 51.0×38.0

期待 1967 リトグラフ、エッチング 紙 56.0×42.0

サマー・タイム 1967 リトグラフ、エッチング 紙 56.5×41.7

ヤング・レディ 1968 リトグラフ、エッチング 紙 56.0×41.5

彼女は空に 1968 リトグラフ、エッチング 紙 72.0×104.0

シーソー1 1968 リトグラフ、エッチング 紙 100.0×100.0

■現代版画 浜田知明

浜田知明 版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉1．ロンドン塔

1969 エッチング、アクアチント 紙 18.5×21.2

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉2．鏡

1970 エッチング 紙 25.5×14.5
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

1969 エッチング、アクアチント 紙 17.8×18.4

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

1970 エッチング、アクアチント 紙 18.7×21.5

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉5．地下牢

1969 エッチング 紙 24.9×17.8

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

1970 エッチング、アクアチント 紙 27.3×12.9

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

1970 エッチング、アクアチント 紙 16.8×27.0

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

1971 エッチング、アクアチント 紙 24.3×16.9

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉9．フランドル
伯城

1970 エッチング、アクアチント 紙 23.8×17.9

版画集〈浜田知明銅版
画集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉10．ウィーン

1970 エッチング、アクアチント 紙 13.9×27.4

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉1．やや
ノイローゼ気味

1975 エッチング、アクアチント 紙 22.4×14.5

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉2．顔

1976 エッチング、アクアチント 紙 22.0×15.2

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉3．お先
真っ暗

1976 エッチング、アクアチント 紙 23.4×12.1

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉4．かげ

1977 エッチング、アクアチント 紙 21.7×15.3

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉5．叫び

1975 エッチング、アクアチント 紙 21.5×21.6

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉6．心情
不安定

1976 エッチング、アクアチント 紙 21.8×16.1

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉7．気に
しない気にしない

1976 エッチング、アクアチント 紙 23.6×14.6

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉8．何と
かなるさ

1976 エッチング、アクアチント 紙 21.6×16.5

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉9．浮上

1977 エッチング、アクアチント 紙 22.2×18.1

版画集〈曇後晴 浜田
知明銅版画集〉10．家
族

1977 エッチング、アクアチント 紙 19.4×16.0
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■現代版画 若林奮

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

若林奮 1961〈風景・I〉 1961 エッチング 紙 11.8×13.5

1961〈風景・II〉 1961 エッチング 紙 13.5×18.2

版画集〈境川〉1 1962-66 エッチング、ドライポイント 紙 11.8×17.0

版画集〈境川〉2 1962-66 エッチング、ドライポイント 紙 11.9×18.2

版画集〈境川〉3 1962-66 エッチング、ドライポイント 紙 14.4×18.0

版画集〈境川〉4 1962-66 エッチング、ドライポイント 紙 11.3×16.5

版画集〈境川〉5 1962-66 エッチング、ドライポイント 紙 10.9×18.0

版画集〈境川〉6 1962-66 エッチング、ドライポイント 紙 11.9×18.1

S字 II 1977 エングレーヴィング、ドライポイント
紙

22.9×17.2

S字 III 1977 ドライポイント 紙 22.8×15.8

燕 廊下 1978 エッチング、ドライポイント 紙 14.4×9.0

燕 地表の厚み 1978 ドライポイント 紙 14.8×18.1

■現代版画 吹田文明

吹田文明 2ツの形 1955 木版 紙 45.4×59.3

解放された機械 1957 木版、紙版 紙 45.3×60.3

方形の中の空間 1962 木版 紙 45.6×61.2

砕ける星 1966 木版 紙 91.5×60.8［作家寄贈］

野の2人 1967 木版 紙 90.8×61.5［作家寄贈］

星の伝説 1968 木版 紙 91.9×61.0

青の世界（B） 1974 木版、紙版 紙 90.7×60.8［作家寄贈］

星を抱く（C） 1975 木版、紙版 紙 91.0×61.0

円舞曲 1978 木版 紙 91.6×60.5

銀河へ 1982 木版、紙版 紙 89.5×60.0

祭り 1985 木版 紙 89.8×60.0

南に散りし友に捧ぐII（戦
後50年の鎮魂詩）

1995 木版 紙 90.0×60.0

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］

■現代版画 萩原英雄

萩原英雄 版画集〈ギリシャ神話〉1．
ゼウスの顔

1957-65 木版 紙 53.5×38.0

版画集〈ギリシャ神話〉2．
花篭と牧神

1957-65 木版 紙 52.5×36.0

版画集〈ギリシャ神話〉5．
ヴィナス

1957-65 木版 紙 38.3×54.1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

萩原英雄 版画集〈ギリシャ神話〉6．
ポセイドン

1957-65 木版 紙 39.8×54.7

版画集〈ギリシャ神話〉
14．レダ

1957-65 木版 紙 38.8×53.9

版画集〈ギリシャ神話〉
19．メデューサ

1957-65 木版 紙 53.5×38.0

版画集〈ギリシャ神話〉
22．エリジクトン

1957-65 木版 紙 53.3×38.2

版画集〈ギリシャ神話〉
24．ナルシッソス

1957-65 木版 紙 53.8×38.3

版画集〈ギリシャ神話〉
25．ピグマリオン

1957-65 木版 紙 53.8×38.3

版画集〈ギリシャ神話〉
28．クリティ

1957-65 木版 紙 53.9×38.3

版画集〈ギリシャ神話〉
32．バッコス

1957-65 木版 紙 54.3×38.5

版画集〈ギリシャ神話〉
33．ダナエ

1957-65 木版 紙 38.6×54.5

版画集〈ギリシャ神話〉
38．パリス

1957-65 木版 紙 39.3×54.5

版画集〈ギリシャ神話〉
42．ヴィナスとアドニス

1957-65 木版 紙 38.5×53.8

展示室2
■テーマ展示「戦後徳島の美術」焼け跡からの出発

焼け跡からの復興・東京

伊原宇三郎 陰 1946 油彩 キャンバス 90.0×116.0

河井清一 T嬢の像 1946 油彩 キャンバス 91.0×71.8［吉田東史氏寄贈］

山下菊二 南千住にて〔B〕 1945 水彩 鉛筆 紙 27.3×38.3［山下昌子氏寄贈］

南千住にて〔C〕 1945 水彩 鉛筆 紙 27.1×38.4［山下昌子氏寄贈］

南千住 1945 水彩 鉛筆 紙 27.0×38.5［山下昌子氏寄贈］

〔バラックと煙突〕 不 詳（1945-
1948頃）

水彩 鉛筆 紙 27.4×38.4［山下昌子氏寄贈］

南千住 隅田川駅附近 1945 鉛筆 紙 27.0×38.2［山下昌子氏寄贈］

焼け跡からの復興・徳島

石川真五郎 剣山 1948-72頃 油彩 キャンバス 24.3×33.4［真美会寄贈］

鳴門 1948-72頃 油彩 板 24.3×33.4［真美会寄贈］

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

河野太郎 港の風景（仮称） 不詳 油彩 合板 70.0×89.0

廣野と卓 1949 油彩 キャンバス 91.2×72.9［河野功氏寄贈］

婦人像（井川悦子像） 1948 油彩 キャンバス 72.8×52.9［河野功氏寄贈］

佐藤省三郎 脱 油彩 キャンバス 91.0×116.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

谷口董美 阿波人形 辯慶 1947頃 木版 紙 45.2×37.8［谷口幸枝氏寄贈］

首人形と手箱 1942 木版 紙 24.7×33.5［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形（きんとうじ） 1948 木版 紙 49.2×32.2［谷口幸枝氏寄贈］

蔓橋 1943 木版 紙 33.5×26.4［谷口幸枝氏寄贈］

阿波鳴（箱まわし） 1947 木版 紙 45.8×39.0［谷口幸枝氏寄贈］

原菊太郎・資料 大空襲後の徳島市街
（眉山風景）

1945 水彩、墨 紙 29.5×40.5［�原菊太郎基金寄贈］

大空襲後の徳島市街
（諏訪大明神）

1945 水彩、墨 紙 29.5×41.9［�原菊太郎基金寄贈］

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［八田忠氏寄託］

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［谷川厳氏寄贈］

展示室2
■徳島ゆかりの美術

石川真五郎 関東大震災 1925 油彩 板 33.3×45.5［真美会寄贈］

立木と塀 1929 油彩 キャンバス 53.0×45.5［徳島県文化振興財団
寄贈］

石丸一 少女 1920代 油彩 キャンバス 45.3×33.2［浦上麗氏寄贈］

薔薇 1928 油彩 キャンバス 65.0×53.0［浦上麗氏寄贈］

母子像 1929 油彩 キャンバス 146.0×112.0［藤村万里氏寄贈］

花 1929 油彩 キャンバス 91.0×61.5［浦上麗氏寄贈］

家族の肖像 1930頃 油彩 キャンバス 193.9×130.3［浦上麗氏寄贈］

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

後ろ向きに横たわる裸婦 1925 油彩 ボード 37.9×45.5

パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

肖像 1926 油彩 キャンバス 47.0×38.0

河井清一 女 1917 油彩 キャンバス 45.5×38.0［河井慶清氏寄贈］

雪の都 1922 油彩 キャンバス 60.8×49.8［河井慶清氏寄贈］

こかげ 1922 油彩 キャンバス 193.5×134.0［河井慶清氏寄贈］

清原重以知 ダリヤ畑 1916 油彩 キャンバス 100.2×65.0［近藤暢子氏寄贈］

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

夏の女 1928 油彩 キャンバス 116.8×90.8

久米福衛 婦人像 1918 油彩 キャンバス 45.5×33.5［山本壽氏寄贈］

富永勝重 煙突 1915 油彩 キャンバス 52.8×72.5［富永加代氏寄贈］
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■美術館ロビー

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

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

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

■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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所蔵作品展 徳島のコレクション 2016－� 受贈記念

泉茂の版画

● 会期

平成28年9月17日［土］‐10月16日［日］

● 休館日

月 曜 日、5月7日［木］、＊［9月19日［月・祝］、10月10日

［月・祝］は開館。］

9月20日［火］、10月11日［火］

● 視点

泉茂（1922～95）は戦後関西の美術界を牽引した作

家の一人である。版画を始めた1953年から、晩年まで

様 な々スタイルで700点近くの作品を制作した。

昨年度、作家遺族である泉照子氏から寄贈された泉

茂の版画75点に、これまで収蔵していた版画から40点を

加え、全115点によって泉の時代をおって泉の版画を紹介

した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

（ ）内は25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

パンフレット：A4判4ページ カラー

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り） 簡易印刷

● 入館者数

979人

＊8-4「入場者数」の項を参照。

● 担当学芸員

吉川神津夫、安達一樹

● 出品リスト
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展示室3
■受贈記念 泉茂の版画

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

泉茂 男と女 1953 エッチング 紙 17.5×10.5

嘆きのカップル 1953 エッチング 紙 15.5×11.3

アダムとイブ 1954 エッチング 紙 32.7×27.4

祈り 1954 エッチング、アクアチント 紙 18.1×11.7

異邦人 1954 エッチング アクアチント 紙 16.5×9.0

交換 1954 エッチング、アクアチント 紙 29.5×36.0

コンパス 1954 エッチング アクアチント 紙 18.0×12.1

深夜のセロ弾き 1954 エッチング、アクアチント 紙 18.0×10.8

ためいき 1954 エッチング、アクアチント 紙 17.2×11.5

ダンス 1954 エッチング 紙 20.0×12.0

追憶 1954 エッチング、アクアチント 紙 35.5×29.7

仲間 1954 エッチング、アクアチント 紙 11.8×18.0

逃げたスペード 1954 エッチング、アンアチント 紙 18.0×13.5

ほら吹き 1954 エッチング 紙 17.7×10.7

家探し 1956 リトグラフ 紙 23.0×36.5

黒いなげき 1956 リトグラフ 紙 55.9×37.2

�音楽師 1956 リトグラフ 紙 63.6×48.6

テレホンマン 1956 リトグラフ 紙 56.0×37.5

トラブル 1956 リトグラフ 紙 25.5×35.5

なまけ族 1956 リトグラフ 紙 55.7×37.6

ハッピーアップル 1956 リトグラフ 紙 37.0×26.0

ペテン師 1956 リトグラフ 紙 55.8×37.5

建設の曲 1957 リトグラフ 紙 39.5×26.5

恋の跡 1957 リトグラフ 紙 25.0×36.5

サンプル 1957 リトグラフ 紙 24.0×29.5

失意 1957 リトグラフ 紙 50.0×36.8

室内楽 1957 リトグラフ 紙 63.5×45.7

スポットライト 1957 リトグラフ 紙 25.3×38.0

デュオ 1957 リトグラフ 紙 32.2×45.8

漂流 1957 リトグラフ 紙 36.0×55.0

ひるね 1957 リトグラフ 紙 48.0×39.0

ベーシスト 1957 リトグラフ 紙 46.0×32.5

炎の歌 1957 リトグラフ 紙 45.8×32.1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

泉茂 めまい 1957 リトグラフ 紙 50.0×38.5

夢路 1957 リトグラフ 紙 51.5×41.5

ロマンス 1957 リトグラフ 紙 38.0×23.5

囁き 1958 リトグラフ 紙 30.0×27.5

獅子奮迅 1958 リトグラフ 紙 49.5×41.0

ドンキホーテ 1958 リトグラフ 紙 46.0×35.5

ピーコック（I） 1959 リトグラフ 紙 39.5×54.0

とぶ・とぶ 1956 リトグラフ 紙 22.7×30.2［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1959 カラーリトグラフ 紙 53.0×39.0［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1959 エッチング、アクアチント 紙 60.7×45.0［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1960 リトグラフ 紙 56.5×43.0［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1960 リトグラフ 紙 48.0×62.5［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1960 リトグラフ 紙 44.5×54.5［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1960 リトグラフ 紙 44.0×56.5［泉照子氏寄贈］

ピーコック 1960 リトグラフ 紙 52.0×42.0［泉照子氏寄贈］

池 1960 リトグラフ 紙 45.5×60.0［泉照子氏寄贈］

そよ風 1960 エッチング 紙 45.5×60.0［泉照子氏寄贈］

層 1960 エッチング 紙 45.3×52.5［泉照子氏寄贈］

STREAM（I） 1961 エッチング 紙 57.0×46.0［泉照子氏寄贈］

STREAM（II） 1961 エッチング 紙 52.7×45.5［泉照子氏寄贈］

WAVE 1962 カラーリトグラフ 紙 45.5×63.5［泉照子氏寄贈］

赤・緑・青 1967 シルクスクリーン 紙 22.2×30.6［泉照子氏寄贈］

「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［泉照子氏寄贈］

「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［泉照子氏寄贈］

「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［泉照子氏寄贈］

「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［泉照子氏寄贈］

「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［泉照子氏寄贈］

「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［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］

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［泉照子氏寄贈］

作品 1978 シルクスクリーン 紙 54.4×72.6［泉照子氏寄贈］

作品 1979 シルクスクリーン 紙 54.6×72.6［泉照子氏寄贈］

作品 1979 シルクスクリーン 紙 54.6×72.7［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
I

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
II

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
III

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
IV

1979 エッチング 紙 41.5×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
V

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
VI

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
VII

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
VIII

1979 エッチング 紙 42.1×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
IX

1979 エッチング 紙 42.1×29.8［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
X

1979 エッチング 紙 42.1×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XI

1979 エッチング 紙 42.1×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XII

1979 エッチング 紙 42.1×29.8［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XIII

1979 エッチング 紙 42.1×29.9［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XIV

1979 エッチング 紙 42.0×29.8［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XV

1979 エッチング 紙 42.0×29.8［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XVI

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XVII

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XVIII

1979 エッチング 紙 42.3×29.8［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XIX

1979 エッチング 紙 42.1×29.9［泉照子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

泉茂 A line-up of 31 etchings
XX

1979 エッチング 紙 42.2×29.9［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXI

1979 エッチング 紙 42.2×29.9［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXII

1979 エッチング 紙 42.2×30.1［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXIII

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXIV

1979 エッチング 紙 42.1×29.9［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXV

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXVI

1979 エッチング 紙 42.3×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXVII

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXVIII

1979 エッチング 紙 42.2×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXIX

1979 エッチング 紙 42.2×29.9［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXX

1979 エッチング 紙 42.1×30.0［泉照子氏寄贈］

A line-up of 31 etchings
XXXI

1979 エッチング 紙 42.2×29.9［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Elephant Man

1989 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Top Runner

1989 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Ishinoue ni Sannnenn

1989 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Kirareyosaburo

1989 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Humoresque

1989 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
A heavy drinker

1989 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series I

1990 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series II

1990 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series III

1990 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series IV

1990 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series V

1990 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

版 画 集『Tabigeinin』
Tabigeinin-Series VI

1990 シルクスクリーン 紙 55.1×38.0［泉照子氏寄贈］

30



3

所蔵作品展 徳島のコレクション 2016年度第�期

● 会期

平成28年12月23日［金・祝］‐平成29年4月23日［日］

（99日間）

● 休館日

月曜日、年末年始（12月29日‐1月4日）、1月10日［火］、

3月21日［火］

＊1月9日、3月20日は祝日のため開館。

● 視点

当館のコレクションの3つの柱「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナーに加えて、前半

と後半でそれぞれ特集展示を行った。また試みとしてロ

ビーの開放的な空間で彫刻に親しむコーナーを設けた。

（1）特集 伊原宇三郎に見る西洋絵画の理論と技法

（12月23日‐2月19日）

1925年パリに留学し、構図法や画材の用法など西洋

の伝統的な絵画理論を研究した伊原宇三郎の作品・資

料をもとにその研究の過程をたどった。合わせて同時代の

洋画家の作品を展示。

（2）特集 作品の中の作家（2月21日‐4月23日）

作家自身が何らかの形で登場している作品を紹介し

た。森村泰昌、森口宏一、澤田知子など、他人ではなく本

人が登場することが作家にとって重要である点に着目し

た。

（3）20世紀の人間像

「よりそう」をキーワードに、クレーや中本達也の描く家族

の姿、麻生三郎やラム、川島猛の群像表現、そして木内

克やピカソのモデルによりそう作家のまなざしに注目した。

（4）現代版画

作家のイメージに版画技法の特性がうまくからみ合い、

作風が展開していくさまを、3期にわたり各回4人の作家を

比較して紹介した。

（5）徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎、三宅克己、山下菊二など常時紹介して

いる作家に加え、守住勇魚、森堯之らの作品をまとめて展

示した。

（6）彫刻のあるロビー（1月31日‐4月23日）

より多くの人に美術館とそのコレクションを身近に感じて

もらうことを眼目として、彫刻を配置した無料観覧スペース

を設けた。「動き」を感じさせる親しみやすい作品3点を選

び、杉板のベンチに腰掛けて低い目線から落ち着いて観

覧できるよう工夫した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

＊（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等

出品リスト：前期後期とも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。

● 入場者数

2,868人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 担当者

竹内利夫、吉原美惠子、江川佳秀、吉川神津夫

● 出品リスト

「彫刻のあるロビー」は、1月開催の「チャレンジ芸術祭」

終了後の1月31日から開始。また次年度特別展会場準

備のため、2点を4月16日に撤収。

リスト中*aは平成29年2月19日まで、*bは2月21日から

展示（守住勇魚作品）。*cは4月16日まで展示（堀内正

和、ジャン・アルプ作品）。
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展示室1
■特集1 伊原宇三郎に見る西洋絵画の理論と技法 12月23日［金・祝］‐平成29年2月19日［日］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 ピカソ作「ギター、トランプ、
ガラスのコップ、新聞」の
模写

不詳 油彩 キャンバス 41.1×26.8［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作「風景」の模写 1925頃 油彩 キャンバス 18.7×26.2［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作「彫刻家」の模
写

1925 油彩 キャンバス 23.1×17.9［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作「静物」の模写 1925 油彩 キャンバス 18.5×24.0［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作「卵、巻いたナプ
キン、一組の食器」の模
写

1925頃 油彩 キャンバス 22.7×28.2［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作「胸像、コンポート、
マンドリン、赤い敷物」の
模写

1925 油彩 キャンバス 18.8×24.1［伊原乙彰氏寄贈］

座れる裸婦 1926 油彩 キャンバス 73.0×60.3

窓からの港 1926 油彩 キャンバス 60.6×73.0

パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

画室記念 1926-27頃 油彩 キャンバス 91.8×73.1

エトルタ風景 1927 油彩 キャンバス 97.2×130.2

ハープを弾く婦人 1927頃 油彩 キャンバス 99.5×80.0

黒人の立てる室内 1927頃 油彩 キャンバス 99.7×80.9

ピカソ作「座る女」の模写 1927 水彩、紙 26.0×19.0［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作「人物」の模写 1927 油彩 キャンバス 30.3×22.1［伊原乙彰氏寄贈］

白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

窓際の静物 1927-1928頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

赤い着物のマドレー 1928頃 油彩 キャンバス 116.0×72.5

「白衣を纏える」のための
下絵

1928頃 鉛筆 紙 17.8×13.7［伊原乙彰氏寄贈］

二人（習作） 1930 油彩 キャンバス 161.0×143.7

二人 1930 油彩 キャンバス 162.4×145.7

「二人」のための下絵（6） 1930頃 鉛筆 紙 30.8×22.0［伊原乙彰氏寄贈］

「二人」のための下絵（7） 1930頃 鉛筆 紙 32.3×23.0［伊原乙彰氏寄贈］

「二人」のための下絵（4） 1930頃 鉛筆 紙 28.0×17.3［伊原乙彰氏寄贈］

「二人」のための下絵（5） 1930頃 鉛筆 紙 30.5×15.5［伊原乙彰氏寄贈］

「二人」のための下絵（2） 1930頃 鉛筆 紙 18.2×23.0［伊原乙彰氏寄贈］

「二人」のための下絵（3） 1930頃 鉛筆 紙 23.0×18.1［伊原乙彰氏寄贈］

「二人」のための下絵（1） 1930頃 鉛筆 紙 46.8×32.7［伊原乙彰氏寄贈］

榻上二裸婦 1932 油彩 キャンバス 162.5×215.2

汾河を護る（夜は不眠の
警備）

1938 油彩 キャンバス 132.5×101.5

男女像 1939 油彩 キャンバス 100.2×72.8
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 ジャカルタ、ブリオク港風
景

1942 油彩 キャンバス 41.0×52.8

ビルマ風景（仮題） 1942頃 油彩 キャンバス 45.5×53.0

室内風景 1948 油彩 キャンバス 116.7×90.9

丘の風景 1958 油彩 キャンバス 80.4×100.0

「丘の風景」のための下
絵

1958頃 木炭 紙 39.0×48.6［伊原乙彰氏寄贈］

アトリエ 1959 油彩 キャンバス 91.2×116.9

滑り台のある風景 1968 油彩 キャンバス 100.2×80.5

伊原宇三郎遺品 HOURTICQ,Louis Le
Musee du Louvre Hachette,
Paris.1921

［伊原乙彰氏寄贈］

ルーブル美術館に関する
メモ

［伊原乙彰氏寄贈］

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

前田寛治 大工 1927 油彩 キャンバス 116.7×90.9

■特集2 作品の中の作家 平成29年2月21日［火］‐4月23日［日］

澤田知子 TIARA 2008 カラープリント 54.0×104.0

石原友明 UNTITLED 1986 感光乳剤、アクリル、油彩 キャン
バス、紙

240.0×250.0×250.0

植松奎二 水平の場 1973 写真 145.0×180.0

垂直の場 1973 写真 145.0×180.0

直角の場 1973 写真 145.0×180.0

大島成己 Untitled（BLACK MAN） 1991 シルクスクリーン、アクリル絵具
パネル 鉄

240.0×120.0×15.0

松井憲作 絵画弾1 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.2

絵画弾2 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.3

絵画弾3 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.0

絵画弾4 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.2

絵画弾5 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.0

絵画弾6 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.2

絵画弾7 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.1

絵画弾8 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.3

絵画弾9 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.3

絵画弾10 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.3

森口宏一 自画像 1997 ゼラチンシルバープリント、綿ガー
ゼ、スタンプインキ

90.0×110.0［森口まどか、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、森口ゆ
たか氏寄贈］

私 1998 シルクスクリーン O.P塗装 アク
リル板

215.0×80.0×12.0［森口まどか、
森口ゆたか氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

クウァク・ドゥク＝ジュン
（郭徳俊）

カーターと郭 1981 シルクスクリーン 紙 53.6×36.9

レーガンと郭II 1986 シルクスクリーン 紙 53.4×38.4

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［作家寄贈］

ブッシュIIと郭 2005
（2011刷り）

シルクスクリーン 紙 52.4×36.9［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［作家寄贈］

■20世紀の人間像

麻生三郎 家族 1959 油彩 キャンバス 130.3×162.0

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

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

木内克 坐裸婦 1953 テラコッタ 35.5×21.0×14.0

ひねり・裸婦 1956 テラコッタ 13.0×24.0×14.0

ひねり・横臥裸婦 1960 テラコッタ 13.5×21.0×12.0

谷川晃一 スイランの夏 1988 アクリル絵具 キャンバス 130.3×162.1

中本達也 母子 1957 油彩 キャンバス 60.4×78.4

渡辺豊重 よりそうふたつ 1987 ブロンズ、鉄 46.0×42.0×18.0

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

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

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

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

■現代版画 イメージの連続1 12月23日［金・祝］‐平成29年1月29日［日］

池田満寿夫 鏡の前の女 1964 ドライポイント、ルーレット、エッチン
グ 紙

36.5×34.5

五月 1966 ドライポイント、ルーレット、エング
レーヴィング 紙

46.0×40.5

版画集〈ヴィナス〉ヴィナ
ス

1975 メゾチント 紙 30.0×40.5

版画集〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉6．窓辺のヴィナス

1985 エッチング、アクアチント、ドライポイ
ント 紙

36.5×29.7

加納光於 燐と花と 1961 インタリオ 紙 42.0×36.7

《稲妻捕り》L-NO.23 1977 リトグラフ 紙 59.0×46.0†

「波動説」－intaglioをめ
ぐってNO.21

1984-85 インタリオ 紙 59.7×42.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

加納光於 《遠い手－時空を隔て
て》 II

1991-92 カラーインタリオ 紙 105.0×75.0†

《遠い手－時空を隔て
て》 II′

1991-92 インタリオ 紙 105.0×75.0†

黒崎彰 浄夜63 1968 木版 和紙 49.6×69.5

暗号の森7 1973 木版 紙 55.0×79.7

時の軌跡 1981 木版 和紙 79.3×55.0

版画集〈パルキョン 韓
國心象〉5．紗帽

1987 木版 和紙 46.0×32.0

中林忠良 萠ゆる芽（カオスの中か
ら）

1962 エッチング、アクアチント 紙 27.6×36.3

Nucleusよりの便り IV 1964 エッチング 紙 39.4×36.3

囚われる風景 V 1973 エッチング、アクアチント、メゾチント
紙

45.0×56.2

転位’ 86－地－ II 1986 エッチング、アクアチント 紙 62.5×50.5†

■現代版画 イメージの連続2 平成29年1月31日［火］‐3月5日［日］

松谷武判 LA PROPAGATION-
Verte 2

1968 エッチング 紙 65.0×49.8

In the Morning 1970 シルクスクリーン 紙 55.5×43.8

OBJECT-33 1975 シルクスクリーン 紙 57.0×78.0

STREAM 99-1 1999 エッチング 紙 54.0×39.5

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†

ピカビア III（うめき） 1971 リトグラフ、コラージュ 紙 137.3×91.3†

スキー帽をかむった自画
像（チューリップにかこま
れて）2ndステート

1974 エッチング 紙 75.3×55.6†

マックス・エルンスト 版画集〈博物誌〉1．海と
雨

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

ふくろう 1955 リトグラフ 紙 48.9×36.0

版画集〈兵士のバラー
ド〉 XV

1972 リトグラフ 紙 27.3×18.4

マッタ 版画集〈解き放たれた直
線たち〉4

1971 エッチング、アクアチント 紙 22.0×15.8

版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉1

1973 エッチング、アクアチント 紙 49.1×68.6

版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉5

1973 エッチング、アクアチント 紙 49.4×68.5

版画集〈ホメロス V〉5 1985 エッチング、アクアチント 紙 49.6×37.9

版画集〈ホメロス V〉9 1985 エッチング、アクアチント 紙 49.7×38.0

■現代版画 イメージの連続3 平成29年3月7日［火］‐4月23日［日］

一原有徳 CAIRN13 1960 石版モノタイプ 紙 45.4×45.2［作家寄贈］

TTU 1977-81 アルミニウム版腐� 紙 50.0×37.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

一原有徳 HBD（2）b 1983 自動車ボディー版天然腐�、電
気サンダー 紙

49.3×37.7

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

版画集〈8つの作品〉2．
愛のはじめ－ピンク－

1973 シルクスクリーン、エンボス 紙 57.8×51.2

版画集〈α（アルファー）
からω（オメガ）〉4．天真
爛漫

1987 ドライポイント 紙 31.9×41.5［Mギャラリー寄贈］

版画集〈日本神話〉1．
はぐくむ

1987 アクアチント 紙 59.8×89.0

吹田文明 浮遊 1962 木版、紙版 紙 39.4×45.4

春近し 1976 木版 紙 90.5×60.5

木環のある風景 1981 木版、紙版 紙 90.5×60.5

何処へ 2006 木版 紙 60.0×90.0

吉原英雄 一人住まい 1970 リトグラフ、エッチング 紙 96.0×80.0†

20歳の肖像 1979 リトグラフ、エッチング 紙 41.5×33.0

二つの地平A 1988 リトグラフ 紙 220.0×125.0†

展示室2
■徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎 白い壺のある静物 1927-28 油彩 キャンバス 73.3×91.2

菊畑茂久馬 天動説 1981 油彩 木、キャンバス 89.3×130.3

久米福衛 わたり蟹とかます 1940代 油彩 キャンバス 32.0×40.8［山本壽氏寄贈］

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

鳩 1930頃 油彩 板 76.5×75.5

三宅克己 蒲田梅屋しき 不詳 油彩 キャンバス 41.2×53.2

森堯之 ハルビン風景 不詳 油彩 板 21.1×27.1［寄贈作品］

ハルビン風景 不詳 油彩 キャンバス 31.9×41.0［寄贈作品］

ハルビンの洋品店 不詳 鉛筆、油彩 板（合板） 23.8×32.9［寄贈作品］

ロシア教会 1941 油彩 キャンバス 40.8×31.9［寄贈作品］

花と蝶 1941 油彩 板 41.4×32.2［寄贈作品］

守住勇魚 家のある風景 明治期 油彩 紙 24.3×32.2*a

急須 明治期 油彩 紙 25.3×31.8*a

急須と湯呑 明治期 油彩 紙 26.0×35.5*a

本のある静物 1889頃 油彩 紙 21.5×26.5*a

木蓮 明治期 油彩 紙 25.0×34.7*b

牡丹と木蓮 明治期 油彩 紙 25.1×34.7*b

牡丹 明治期 油彩 紙 34.7×24.9*b

薔薇 明治期 油彩 紙 32.1×24.1*b
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山下菊二 高松所見 1936 油彩 キャンバス 65.0×80.5

筑豊炭田地帯 1960 油彩 合板 183.5×173.7

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

少年祭に走る 1964 油彩 獣毛 コラージュ 54.8×79.5

死んだ人がわたしを産ん
でくれた（昭和40年7月
27日母死す）

1966 油彩 合板 88.2×173.5

■彫刻のあるロビー 平成29年1月31日［火］‐4月23日［日］

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

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

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

■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

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

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

37



3-2 特別展 平成28年度

1 暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間

平成28年7月16日［土］‐9月4日［日］

2 日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展

平成28年10月26日［水］‐12月11日［日］
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1

暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間

● 会期

平成28年7月16日［土］‐9月4日［日］（44日間）

● 休館日

月曜日、7月19日［火］

＊7月18日は祝日のため開館。8月15日は阿波踊り期間

に合わせ開館。

● 視点

これまで当館では、多様な来館者に向けた鑑賞プログ

ラムの充実と、ユニバーサルミュージアムに向けた工夫を積

み重ねてきた。けれども建築や展示空間、休息スペース、

サイン計画などの環境面については改善の余地がある。

そこで本事業は、デザインを切り口に、展示室の過ごし方

に関する新しいイメージづくりを目標とした。ポイントは3つあ

り、暮らしとデザインを切り口とすること、五感と人の仕草や

振るまいを尊重すること、企業等との連携を探ることである。

展覧会は、コレクションから身近なテーマの作品47点を

ゆったりと展示。地元企業の協力を得て、暮らしとデザイン

への関心を誘うための、木製椅子20脚、磁器の食器や素

材見本類69点を出品した。さらに杉の仮設展示台による

しつらいにより、くつろいで鑑賞したり、器類を触ったり、読書

をしたりする、来館者の体勢や振るまいを尊重した有機的

な空間が提案できた。会場サインは、仕草をモチーフにした

インフォグラフィックにより、感覚的にわかりやすいものとなった。

また会場に磁気ループによる対話の場や、香りの導入

コーナーなど五感を活かした鑑賞活動への配慮を盛り込

んだ。演劇ワークショップや託児つきツアーなど多様な過ご

し方を提案するプログラムを実施した。

家具計画：小泉誠＋テーブル工房kiki

展示協力：株式会社宮崎椅子製作所、株式会社SUEKI

● 主催

徳島県立近代美術館

徳島新聞社

四国放送

● 後援

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 助成

一般財団法人 地域創造

● 観覧料

一般 500円（400円）

高校・大学生 370円（290円）

小学・中学生 250円（200円）

（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1 「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等

ポスター：B2判 カラー

チラシ：A4判 両面カラー

図録：四六判縦（188×127mm）36ページ オールカラー

展覧会ガイド：B6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

2,187人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

廣井和也「16日から県立近代美術館『暮らしの感覚』展

生活テーマの作品50点 県内メーカーの家具も」『徳島

新聞』 平成28年7月14日

三浦麻衣「身近な日常を捉えたアート 県立近代美術

館 特別展が開幕」『徳島新聞』 平成28年7月17日

廣井和也「記者席 県立近代美術館 展示に工夫

県民に身近な場所に」『徳島新聞』 平成28年9月22日

「ドレミファ曽谷のどどんがドン♪」エフエムびざん 平成

28年7月1日15時から15時30分（竹内、亀井出演）

● 担当学芸員

竹内利夫、亀井幸子

39



●出品リスト
暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間

日常をふりかえる

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

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

鏑木清方 夏姿 1939 絹本着色 128.5×41.5 当館蔵

酒井三良 にわか雨 1930-1934頃 絹本着色 151.0×163.6（二曲一
隻）

当館蔵

野田哲也 日記1978年6月24日 1978 木版、シルクスクリーン
紙

79.3×42.7 当館蔵

日記1978年8月11日 1978 木版、シルクスクリーン
紙

79.0×42.7 当館蔵

日記1979年8月2日 1979 木版、シルクスクリーン
紙

79.1×42.8 当館蔵

日記1980年2月2日 1980 木版、シルクスクリーン
紙

79.0×42.7 当館蔵

広島晃甫 烏鷺図 1934 絹本着色 176.0×422.0 当館蔵［植垣恵子氏
寄贈］

秋圃 1950 絹本着色 109.5×152.5 当館蔵

吹田文明 雨のあと 1970 木版 紙 90.5×60.5 当館蔵

夕日の草原 1971 木版 紙 92.3×60.5 当館蔵

明日は雨 1988 木版、紙版 紙 60.0×88.2 当館蔵

身辺をみつめる

池田満寿夫 鏡の前の女 1964 ドライポイント、ルーレッ
ト、エッチング 紙

36.5×34.5 当館蔵

同じ種類 1965 ドライポイント、ルーレッ
ト、エッチング 紙

36.2×33.8 当館蔵

虹を飲む女 1965 ドライポイント、ルーレッ
ト、エッチング 紙

34.0×36.5 当館蔵

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

明るい部屋 1962 油彩 キャンバス 112.0×145.2 当館蔵［河井慶清氏
寄贈］

谷川泰宏 プリマベーラ 1991 油彩、岩彩、アクリル
絵具 キャンバス

三面 中：72.0×43.0、
左右：各72.0×36.0

当館蔵［畑中昭彦氏
寄贈］

鳥海青児 ブラインドを降す男 1959 油彩 キャンバス 99.2×73.3 当館蔵

�晉堂 呪術者 1961 陶彫 58.0×68.5×23.0 当館蔵

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5 当館蔵

ジョージ・シーガル タイルの壁にもたれる東
洋の女

1982 紙 81.5×42.5×24.0 当館蔵

あなたの感覚、わたしの感覚

池田満寿夫 版画集〈街〉海の見える
街

1990 リトグラフ 紙 57.5×78.7 当館蔵

版画集〈街〉舟の見える
街

1990 リトグラフ 紙 57.5×78.7 当館蔵
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

谷川晃一 スイランの夏 1988 アクリル絵具 キャン
バス

130.3×162.1 当館蔵

難波田龍起 版画集〈難波田龍起リト
グラフィ集1987〉1．夏の
朝

1987 リトグラフ 紙 50.0×72.0 当館蔵

版画集〈難波田龍起リト
グラフィ集1987〉2．野の
瞑想

1987 リトグラフ 紙 72.0×53.0 当館蔵

版画集〈難波田龍起リト
グラフィ集1987〉3．黄色
い家

1987 リトグラフ 紙 72.0×53.0 当館蔵

村井正誠 人と小鳥 1950 油彩 キャンバス 116.5×90.8 当館蔵

山本容子 Summer Shower Show 1977 エッチング、アクアチン
ト 紙

45.0×60.0 当館蔵

Joke Juice Journey 1977 エッチング、アクアチン
ト 紙

45.6×59.8 当館蔵

Fur Fur 1980 エッチング、アクアチン
ト 紙

45.2×59.7 当館蔵

Flower Travelling for
Lady

1980 エッチング、アクアチン
ト 紙

45.2×59.8 当館蔵

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

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

場所をさがす

市原義之 生棲早春 1992 紙本着色 162.1×336.3 当館蔵

初夏渡航 1992 紙本着色 162.1×336.3 当館蔵

温雅秋日 1992 紙本着色 162.1×336.3 当館蔵

薄雪越冬 1992 紙本着色 162.1×336.3 当館蔵［作家寄贈］

上野泰郎 野にみつ 1997 紙本着色 180.0×263.6 当館蔵［上野淑子氏
寄贈］

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

川端健生 黄昏 1986 紙本着色 170.0×280.0 当館蔵

幸田暁冶 花売り 1970 紙本着色 181.8×130.1 当館蔵［幸田隆子氏
寄贈］

高山辰雄 野辺 1982 紙本着色 130.0×212.0 当館蔵

三宅克己 支那蘇州楓橋 1919頃 水彩 紙 53.0×74.0 当館蔵

北米加州サンデゴの公
園

1928 水彩 紙 32.2×49.0 当館蔵

宮�豊治 眼下の庭 1993 鉄、石、漆 230.0×116.5×91.0 当館蔵

椅子の感覚

村澤一晃 ENNE side chair 2002 メープル w 47.0× d 53.0× h
74.5 sh42.0

宮崎椅子製作所

小泉誠 R+R 2002 チェリー 74.5×38.0×47.5 宮崎椅子製作所

村澤一晃 OTTIMO arm chair 2003 ウォールナット 78.0×54.0×53.0 宮崎椅子製作所
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

村澤一晃 pepe arm chair 2004 チェリー 77.0×53.5×55.0 宮崎椅子製作所

pepe side chair 2004 メープル 77.0×53.5×55.0 宮崎椅子製作所

小泉誠 kuku 2005 ナラ 72.5×49.5×53.5 宮崎椅子製作所

kuku muku 2006 ウォールナット 72.5×49.5×53.5 宮崎椅子製作所

U chair 2006 アッシュ 72.0×49.0×52.0 宮崎椅子製作所

村澤一晃 pepe lounge 2006 ナラ 73.5×59.0×62.0 宮崎椅子製作所

pepe lounge 2006 メープル、藍染革 73.5×59.0×62.0 宮崎椅子製作所

小泉誠 UU chair 2008 ヒノキ 73.0×56.5×53.0 宮崎椅子製作所

村澤一晃 GAMBA 2004 ブナ 44.5×42.0×27.0 宮崎椅子製作所

吉永圭史 hozuki 2007 メープル 72.5×55.0×50.0 宮崎椅子製作所

村澤一晃 rib 2009 ウォールナット 81.0×47.5×52.5 宮崎椅子製作所

Inoda+Sveje DC09 2010 タモ 74.0×54.0×51.0 宮崎椅子製作所

吉永圭史 hata 2007 ナラ 72.5×51.0×50.5 宮崎椅子製作所

Inoda+Sveje DC10 2012 ナラ 74.0×57.0×51.0 宮崎椅子製作所

小泉誠 bo chair 2013 ナラ共材 85.0×42.0×48.5 宮崎椅子製作所

村澤一晃 pecora 2013 ナラ 74.0×49.5×54.5 宮崎椅子製作所

吉永圭史 azuki 2014 アッシュ 75.0×47.0×48.5 宮崎椅子製作所

器の感覚

SUEKI short cup オーキッド 2012 磁器、大谷土 8.2×8.0 SUEKI

short cup スチールグレー 2012 磁器、大谷土 8.2×8.0 SUEKI

short cup アイボリー 2012 磁器、大谷土 8.2×8.0 SUEKI

short cup ブラウン 2012 磁器、大谷土 8.2×8.0 SUEKI

long cup オーキッド 2012 磁器、大谷土 11.1×8.0 SUEKI

long cup ブラウン 2012 磁器、大谷土 11.1×8.0 SUEKI

long cup ブラウン（天然
青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

11.1×8.0 SUEKI

mugcup アイボリー 2012 磁器、大谷土 9.5×11.1×8.1 SUEKI

mugcupダークグリーン 2012 磁器、大谷土 9.5×11.1×8.1 SUEKI

mugcup ブラウン（天然青
石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

9.5×11.1×8.1 SUEKI

cup and soucer アッシュ
ブルー

2012 磁器、大谷土 8.2×11.3×8.0 SUEKI

cup and soucer ブラウン
（天然青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

8.2×11.3×8.0 SUEKI

mugcup L オーキッド 2012 磁器、大谷土 8.0×10.5×13.2 SUEKI

mugcup L スチールグレー 2012 磁器、大谷土 8.0×10.5×13.2 SUEKI
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

SUEKI 110 Bowlオーキッド 2012 磁器、大谷土 5.2×11.0 SUEKI

110 Bowl アッシュブルー 2012 磁器、大谷土 5.2×11.0 SUEKI

110 Bowl スチールグレー 2012 磁器、大谷土 5.2×11.0 SUEKI

110 Bowl アイボリー 2012 磁器、大谷土 5.2×11.0 SUEKI

110 Bowlダークグリーン 2012 磁器、大谷土 5.2×11.0 SUEKI

110 Bowl ブラウン 2012 磁器、大谷土 5.2×11.0 SUEKI

110 Bowl ブラウン（天然
青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

5.2×11.0 SUEKI

150 bowl アッシュブルー 2012 磁器、大谷土 5.0×15.0 SUEKI

150 bowlダークグリーン 2012 磁器、大谷土 5.0×15.0 SUEKI

150 bowl ブラウン 2012 磁器、大谷土 5.0×15.0 SUEKI

150 bowl ブラウン（天然
青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

5.0×15.0 SUEKI

rice bowl スチールグレー 2012 磁器、大谷土 6.2×11.8 SUEKI

rice bowl ブラウン 2012 磁器、大谷土 6.2×11.8 SUEKI

soup bowl スチールグレー 2012 磁器、大谷土 6.7×12.5 SUEKI

soup bowl アイボリー 2012 磁器、大谷土 6.7×12.5 SUEKI

soup bowl ブラウン 2012 磁器、大谷土 6.7×12.5 SUEKI

soup bowl ブラウン（天
然青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

6.7×12.5 SUEKI

noodle bowl アッシュブ
ルー

2012 磁器、大谷土 8.2×20.0 SUEKI

270 plate アイボリー 2012 磁器、大谷土 2.1×27.0 SUEKI

270 plateダークグリーン 2012 磁器、大谷土 2.1×27.0 SUEKI

220 plate オーキッド 2012 磁器、大谷土 2.3×22.0 SUEKI

220 plate アイボリー 2012 磁器、大谷土 2.3×22.0 SUEKI

220 plateダークグリーン 2012 磁器、大谷土 2.3×22.0 SUEKI

155 plate オーキッド 2012 磁器、大谷土 2.3×15.5 SUEKI

155 plate アッシュブルー 2012 磁器、大谷土 2.3×15.5 SUEKI

155 plate ブラウン（天然
青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

2.3×15.5 SUEKI

210 deep plate スチール
グレー

2012 磁器、大谷土 3.8×21.0 SUEKI

210 deep plate ブラウン 2012 磁器、大谷土 3.8×21.0 SUEKI

260 square plate スチー
ルグレー

2012 磁器、大谷土 1.9×26.0×13.5 SUEKI

260 square plate ダーク
グリーン

2012 磁器、大谷土 1.9×26.0×13.5 SUEKI

190 square plate オー
キッド

2012 磁器、大谷土 1.9×19.0×15.0 SUEKI

190 square plate ブラウ
ン（天然青石）

2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

1.9×19.0×15.0 SUEKI
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

SUEKI 170 square bowl アッ
シュブルー

2012 磁器、大谷土 4.5×17.0×17.0 SUEKI

170 square bowl アイボ
リー

2012 磁器、大谷土 4.5×17.0×17.0 SUEKI

cup アッシュブルー 2012 磁器、大谷土 6.5×5.8 SUEKI

cup アイボリー 2012 磁器、大谷土 6.5×5.8 SUEKI

cup ブラウン（天然青石） 2012 磁器、大谷土、青石
釉薬

6.5×5.8 SUEKI

プレート 阿波の青石 2016 石、耐火プレート φ24.0 当館蔵

プレート 阿波の青石
（焼成）

2016 石、耐火プレート φ24.0 当館蔵

プレート 姫田土 2016 土、耐火プレート φ24.0 当館蔵

プレート 姫田土（焼成） 2016 土、耐火プレート φ24.0 当館蔵

プレート 大谷土 2016 土、耐火プレート φ24.0 当館蔵

プレート 大谷土（焼成） 2016 土、耐火プレート φ24.0 当館蔵

プレートミニ 阿波の青石 2016 石、耐火プレート φ7.2 当館蔵

プレートミニ 阿波の青
石（焼成）

2016 石、耐火プレート φ7.2 当館蔵

プレートミニ 姫田土 2016 土、耐火プレート φ7.2 当館蔵

プレートミニ 姫田土（焼
成）

2016 土、耐火プレート φ7.2 当館蔵

プレートミニ 大谷土 2016 土、耐火プレート φ7.2 当館蔵

プレートミニ 大谷土（焼
成）

2016 土、耐火プレート φ7.2 当館蔵

器と釉薬の見本 阿波
の青石

2016 土、石 12.0×7.8 当館蔵

器と釉薬の見本 姫田
土

2016 土 12.0×7.8 当館蔵

器と釉薬の見本 大谷
土

2016 土 12.0×7.8 当館蔵

器と釉薬の見本ミニ
阿波の青石

2016 土、石 6.5×5.8 当館蔵

器と釉薬の見本ミニ
姫田土

2016 土 6.5×5.8 当館蔵

器と釉薬の見本ミニ
大谷土

2016 土 6.5×5.8 当館蔵
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日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華

展

● 会期

平成28年10月26日［水］から12月11日［日］：41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

ベルギーはオランダ、ドイツ、フランスなどヨーロッパの大国

と国境を接することから「ヨーロッパの十字路」と呼ばれ、

美術においても独自の展開を見せてきた。レアリスム、印

象派、クノップフなどの象徴派、アンソールなどの表現主

義、そして独自の展開をみせたデルヴォーとマグリットの

シュルレアリスムにいたる19世紀から20世紀前半までの流

れ、姫路市立美術館のベルギー美術コレクションを中心

に国内の美術館の所蔵作品73点によってたどった。

第1章 いま見えているこの世界：レアリスムから印象派へ

19世紀半ばのフランスでおこった、描く対象を美化や理

想化せず、社会の現実に目を向けて、ありのままを描こうと

するレアリスムや、眼に映るものをそのまま描こうとする印象

派はベルギーにも波及した。それをレオン・フレデリックやエ

ミール・クラウスらの作品で紹介した。

第2章 幻想の世界：象徴派

19世紀末、産業の発達や都市化にがすすむ近代社

会への反動のように、眼に見えない世界や科学では説明

できない神秘や理想、精神性への関心が高まった。ベル

ギーの象徴主義的な傾向を、クノップフやアンソール、デル

ヴィルなどでたどった。

第3章 あふれでる思い：表現主義

19世紀末～20世紀初頭にあらわれた内面の思いを力

強く表出する表現主義的な傾向をミンヌ、ベルメーク、スピ

リアールトなどで紹介した。

第4章 現実を越えて：シュルレアリスム

独特の展開を見せたベルギーのシュルレアリスムはフラ

ンスの影響を受けながらも、独特の展開を見せた、それを

デルヴォーとマグリットという二人の巨匠によって紹介した。

● 主催

ベルギー近代美術の精華展実行委員会

徳島県立近代美術館

徳島新聞社

四国放送

● 後援

ベルギー大使館

公益財団法人フランダースセンター

ベルギー・フランダース政府観光局

NHK徳島放送局

エフエム徳島

公益財団法人徳島県文化振興財団

● 助成

一般財団法人 地域創造

● 観覧料

一般 800円（640円）

高・大生 600円（480円）

小・中生 400円（320円）

（ ）内は前売り、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：A4判 128ページ うちカラー79ページ

● 入館者数

3,486人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「ベルギー美術史を展望 象徴派など73点展示 あす

から近代美術館」『徳島新聞』 平成28年10月25日

「ベルギー美術の変遷紹介 県立近代美術館で特別

展」『徳島新聞』 平成28年10月26日

「NHKニュース（昼）」 NHK徳島放送局 平成28年

10月26日

「とく6 とくしま」 NHK徳島放送局 平成28年10月26

日

「四国放送ニュース（昼 夕）」 四国放送 平成28年

10月26日

● 担当学芸員

友井伸一、安達一樹
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●出品リスト
日本・ベルギー友好150周年記念 ベルギー近代美術の精華展

第1章 いま見えているこの世界：レアリスムから印象派へ

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

アルフレッド・ステヴァンス オンフルールの浜辺の少
女

1891 油彩・布 65.6×81.7 姫路市立美術館

フェリシアン・ロップス 古い物語 1867 油彩・布 27.6×23.0 姫路市立美術館

サテュロスを抱く女（パン
への賛美）

1871 木炭・鉛筆・紙 23.0×16.0 姫路市立美術館

年老いたアントワープの召
使い I（第5版）

1874-75 エリオグラヴュール・ア
クアチント・ドライポイン
ト・紙

15.0×12.2 姫路市立美術館

コンスタンタン・ムーニエ 坑夫たち 1890代 水彩・木炭・紙 30.4×22.8 姫路市立美術館

レオン・フレデリック チョーク売り 1887 油彩・布 82.3×56.1 姫路市立美術館

ウジェーヌ・ラールマンス 小径 1918 油彩・布 139.0×102.0 大原美術館

ジェームズ・アンソール オステンドの女 1882 黒チョーク・鉛筆・紙 76.4×57.7 姫路市立美術館

悪い医者 1895 エッチング・紙 17.5×24.6 姫路市立美術館

下も汚い、上も汚い、どこ
もかしこも汚い

1904 エッチング・紙 19.2×29.1 姫路市立美術館

コンスタン・ペルメーク 籠を持つ漁師の妻 1913 鉛筆・パステル・水彩・
厚紙

88.9×70.1 姫路市立美術館

エミール・クラウス レイエ川の水飲み場 1897 油彩・布 90.5×117.0 姫路市立美術館

フランドル地方の収穫 1904頃 油彩・布 200.0×220.0 姫路市立美術館

冬の果樹園 1911 油彩・布 89.3×116.3 大原美術館

テオ・ヴァン・レイセルベル
ヘ

ヴァイオリニスト
ルネ・ドリュエの肖像

1910 油彩・布 95.0×72.0 北野美術館

昼寝をするモデル 1920 油彩・布 66.3×75.2 北野美術館

第2章 幻想の世界：象徴派

フェルナン・クノップフ ヴァイオリニスト 1898 赤チョーク・紙 24.3×23.0 姫路市立美術館

女性習作 1900頃 鉛筆・色チョーク・ボー
ド

28.6×28.6 姫路市立美術館

ヴェネツィアの思い出 1901頃 パステル・鉛筆・紙 17.5×9.4 姫路市立美術館

ブリュージュにて
聖ヨハネ施療院

1904頃 鉛筆・木炭・パステル・
紙

29.0×50.3 姫路市立美術館

裸体習作 1910頃 パステル・木炭・紙 16.0×35.8 姫路市立美術館

ジェームズ・アンソール 大聖堂（第1作） 1886 エッチング・紙 23.7×17.6 姫路市立美術館

キリストのブリュッセル入城
1889年マルディ・グラの日

1898 エッチング・水彩・紙 24.7×35.6 姫路市立美術館

果物、花、露わになった
光

1936 油彩・布 49.5×59.5 姫路市立美術館
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ジェームズ・アンソール アルベラの戦いの後にダ
リウス王の検便をするペ
ルシアの高名な医師たち、
イストン、プファマトス、クラ
コズィ、トランスムフ

1886 エッチング・紙 23.8×18.3 姫路市立美術館

天使と大天使を鞭打つ
悪魔たち

1888 エッチング・紙 25.4×29.4 姫路市立美術館

1960年の自画像 1888 エッチング・紙 6.4×11.6 姫路市立美術館

悪魔が私を脅かす 1895 エッチング・紙 11.5×15.5 姫路市立美術館

人 の々群れを駆り立てる
死

1896 エッチング・紙 24.0×18.2 姫路市立美術館

ポップフロッグの復讐 1898 エッチング・水彩・紙 36.3×25.4 姫路市立美術館

ジャン・デルヴィル 茨の冠 1892 チョーク・紙 65.1×51.0 姫路市立美術館

自画像 1896 油彩・布 47.0×33.0 姫路市立美術館

レテ河の水を飲むダンテ 1919 油彩・布 142.5×179.0 姫路市立美術館

ジャン・デルヴィル夫人の
肖像

1898 クレヨン・紙 54.0×44.0 姫路市立美術館

グザヴィエ・メルリ イタリア・ルネッサンス 1890-92 鉛筆・グワッシュ・紙 78.0×59.6 姫路市立美術館

エミール・ファブリ 夜 1892 油彩・布 128.0×61.5 姫路市立美術館

ウィリアム・ドグーヴ・ド・ヌ
ンク

夜の中庭あるいは陰謀 1895 パステル・紙 41.9×62.1 姫路市立美術館

レオン・フレデリック 動物に説教する聖フラン
チェスコ

1902 油彩・布 115.8×186.4 姫路市立美術館

春の寓意 1924-25 油彩・布 116.0×201.0 姫路市立美術館

第3章 あふれ出る思い：表現主義

ジェームズ・アンソール 薔薇 1881 油彩・布 80.2×100.4 姫路市立美術館

ジョルジュ・ミンヌ 墓場を立てる三人の聖
女

1896 木 61.0×47.0×19.5 姫路市立美術館

聖遺物箱を担ぐ少年 1897 大理石 67.0×18.5×38.0 愛知県美術館

コンスタン・ペルメーク 波止場にて 1921 油彩・布 102.3×128.2 姫路市立美術館

ジャガイモを掘る人々 1925頃 油彩・布 70.5×100.5 姫路市立美術館

ポール・デルヴォー 汽車と風景 1930 水彩・紙 50.0×70.0 姫路市立美術館

レオン・スピリアールト 自画像 1907 グワッシュ・パステル・
紙

74.3×49.2 姫路市立美術館

オステンドの灯台 1908 色鉛筆・淡彩・墨・パ
ステル・紙

64.6×49.5 姫路市立美術館

磔刑のキリストと�獄 1908 パステル・グワッシュ・
紙

51.2×40.9 姫路市立美術館

アントワーヌ・モルティエ 風景 1942 油彩・布 50.0×70.0 姫路市立美術館
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第4章 現実を超えて：シュルレアリスム

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ポール・デルヴォー 水のニンフ（セイレン） 1937 油彩・布 103.0×120.0 姫路市立美術館

階段 1948 油彩・板 149.0×120.0 横浜美術館

海は近い 1965 油彩、カンヴァス 140.0×190.0 姫路市立美術館

立てる女 1954-56 油彩・板 190.0×90.5 姫路市立美術館

女神 1954-56 油彩・板 195.5×97.0 姫路市立美術館

乙女達の行列 1954-56 油彩・板 195.0×94.5 姫路市立美術館

アレジア 1966 水彩・インク・油彩・紙 55.0×78.0 姫路市立美術館

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

観光案内人 1947 油彩・布 54.5×65.0 姫路市立美術館

幕の宮殿 1964 グワッシュ・紙 36.5×55.0 姫路市立美術館

青春の泉 1957-58 油彩・布 97.0×130.0 横浜美術館

宝石 1966-67 グワッシュ・紙 30.5×45.7 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅰ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 30.5×45.4 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅱ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 30.5×45.5 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅲ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 30.5×45.5 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅳ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 30.5×45.5 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅴ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 31.5×48.0 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅵ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 32.2×45.4 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅶ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 27.0×47.6 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅷ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 32.0×45.4 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅸ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 28.2×48.8 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り Ⅹ（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 30.3×45.4 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り �（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 27.5×48.8 姫路市立美術館

『マグリットの孤児たち』よ
り �（ルイ・スキュトネー
ル詩、A.Cマゾ社発行）

1968 リトグラフ、紙 32.0×43.8 姫路市立美術館
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3-3 フリースペース

チャレンジとくしま芸術祭2017

● 会期・会場など

○「展示部門」：平成29年1月17日［火］‐1月29日［日］

9 : 30-17 : 00

（23日［月］は休館 29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29年1月22日［日］

10 : 00-16 : 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29年1月29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29年3月11日［土］、12日［日］

9 : 30-17 : 00（12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29（2016）年3月12日［日］

14 : 00-16 : 00（予定）

徳島県立二十一世紀館イベントホール（1F）

● 概要

チャレンジとくしま芸術祭は、徳島出身または在住の人

を対象に、身近な発表の場を設けることで、徳島の芸術

振興を図る事業である。参加者を公募し、開催するこの芸

術祭も、今回で8回目となる。

絵画、彫刻、工芸、陶芸、書道、染織、写真、版画等の

「展示部門」と、音楽、ダンス、朗読、話芸、大道芸等の

「パフォーマンス部門」の2部門がある。様 な々世代の参加

者がそれぞれの表現を競い合った。

各部門で、複数の審査員による審査を行い、グランプリ

ほか各賞が決定した。また、受賞者発表会も開催した。

● 観覧料

観覧無料、参加費無料

● 参加資格

・県出身者及び県内在住者、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28年8月1日［月］‐10月23日［日］

（2） 参加者数

「展示部門」37組（応募数37組）

「パフォーマンス部門」16組（応募数16組）

※両部門とも定員内（展示部門 42組。パフォーマンス

部門 18組）。

● 印刷物

募集要項：A3二つ折り、A4挟み込み

チラシ：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・上演リスト：A4 5ページ

発表会チラシ：A3二つ折り 4ページ

発表会出品・上演リスト：A4 2ページ

● 来館者数

1,833人、受賞者発表会602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：各委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。その基準は審査委

員に委ね、授賞理由として明文化するものである。

各出品者または出演者に対し、1から10ポイント。小数点

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1から5ポイン

ト。小数点一位まで採点可能。

（3） 賞の種類

「グランプリ」 部門ごとに 各1組

「準グランプリ」 部門ごとに 各1組

「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 該当者のある場合のみ。

審査員の発議と協議による。将来性・チャレンジ精神にお

いて特に優れていると認められるもの。

「MIP（モーストインプレッシブプレイヤー）賞」 部門ごとに

各1組 該当者のある場合のみ。

審査員の発議と協議による。最も印象に残ったと認められ

るもの。

（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
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期間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。有効

期間1年間。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。有効

期間1年間。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 （同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）

中本頼明 （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】

S.A.Ramsay（インスタレーション）

〈Hold〉 2016年 ミクストメディア

｛受賞理由｝

紐による線や文字が書かれたカードなどの非空間的

要素を用いて構造を隠しながら、空間を立ち上がらせ

ようとしているところがユニークである。

【準グランプリ】

穴山 千代子（染織）

〈凜として〉 2016年、〈滝の響〉 2016年、〈春

を待つ〉 2011年 つづれ織、�筬織、�織 シルク

糸、タユ糸、極太毛糸、スパンコール、綿糸、化繊糸、裂

布

｛受賞理由｝

織物が絵画となっている。しっかりした技術で、素直

に良いものが出せている。

【チャレンジ奨励賞】

まるおかあきこ（ミクストメディア）

〈天へ＃3 －Middle World」〉 2017年 ミクストメ

ディア（木枠、羽根、蝋、タコ糸）

｛受賞理由｝

生命体の残骸である鳥の羽と連続するフレームにより、

生きものと物、平面的空間と立体的空間の二面が混

成されている。

【チャレンジ奨励賞】

伊丹 直子（絵画）

〈正方形のやすらぎ〉 2016年 杉材（かまぼこ板な

ど）、紙、アクリル絵の具 など

｛受賞理由｝

平面性の限界のもとで、チャレンジとくしま芸術祭だか

らできる絵画への挑戦を行っている。

【チャレンジ奨励賞】

尾田 稔子（絵画と造形）

〈回遊魚〉 2016年 木片、和紙、鉛筆、アクリル絵具

｛受賞理由｝

木の小片の集合により、繊細であることが表現されて

いる。場のつくり方が優れている。

【MIP賞】

s0gno（写真）

〈Try&Feel without eyes －無視覚で感じてみよう－〉

2016年 写真、触察図、音声

｛受賞理由｝

目が見える、見えないにかかわらず作品にアプローチ

できるような方法の提案が、体感することをとおして見え

ることを考えさせる表現となっている。

○パフォーマンス部門

【グランプリ】

かぜまーる（書道）

安 室 奈 美 恵〈Hero〉、〈百 花 繚 乱〉、吉 田 兄 弟

〈Rising〉

｛受賞理由｝

観客にパフォーマンスを見せる構成力を評価する。

パフォーマンスは視覚と聴覚に訴えかけるものであるが、

墨の匂いという嗅覚に訴えかけてきたことが印象に残っ

た。チームワークが良く、礼儀正しさにも好感を持った。
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【準グランプリ】

DC,Flap（ダンス）

〈DANCE〉、〈How Ya Doing〉、〈スルーバック・ラブ〉、

〈We Wanna〉、〈I LOVE ME〉、〈Dance Like Your

Daddy〉

｛受賞理由｝

小学生から高校生までという幅広い世代が共演す

るパフォーマンスは他にないものであった。

曲間で時間が空かない構成により、観客を飽きさせ

なかった。

【チャレンジ奨励賞】

徳島市立高校ダンス部（ダンス）

〈Break Free〉、〈boom bayah〉、〈Nana～shout out

to my ex〉、〈Ordinary girls〉

｛受賞理由｝

出演者全員のダンスのレベルが高く、キレがあった。

サークル活動でメンバーが変わっていく中で、ダンスの

質が引き継がれていることを評価する。

【チャレンジ奨励賞】

藤田 春（音楽）

〈花と旅人〉、〈少女は花になる〉、〈孔雀のように〉

｛受賞理由｝

高齢でのチャレンジ、しかも全てオリジナル曲であるこ

とを評価する。独特の詩の世界が心に響く。パフォーマ

ンスに、まさに藤田春の世界が現れていた。

【MIP賞】

山口 和也（一人芝居）

〈無題〉

｛受賞理由｝

一人芝居というこれまでにないチャレンジを評価する。

未完成であるが故に魅力があり、純粋さも感じた。悲哀

と哀愁に満ちた世界を生み出していた。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧

○展示部門

・グランプリ

S.A.Ramsay〈Hold〉2016年 ミクストメディア

・準グランプリ

穴山 千代子（染織）〈燦々〉2017年、〈凜として〉

2016年、〈滝の響〉 2016年、〈滔滔と〉2016年、〈希求〉

2014年、〈春を待つ〉2011年 つづれ織、櫛筬織、櫛織

シルク糸、タユ糸、極太毛糸、スパンコール、綿糸、化繊糸、

裂布

・チャレンジ奨励賞

まるおかあきこ 〈天へ＃3 －Middle World」〉 2017

年 羽根、蝋、タコ糸 木枠、〈境界〉2017年 試験管、

砂 木箱、

伊丹 直子 〈正方形のやすらぎ〉 2016年 アクリル

杉材（かまぼこ板、重箱など）、紙、〈こいのぼり〉 2016年

アクリル、鉛筆、パステル 杉材（かまぼこ板）

尾田 稔子 〈回遊魚の詩〉 2016年、鉛筆、ジェッソ

木片、和紙

・MIP賞

s0gno〈Let’s Try feel & Imagine ～想像を比べて～〉

2016－17年 絵画、写真、触察図、音声、紙、クレヨン、

鉛筆

・審査員特別展示

河原崎 貴光〈家族／草履虫〉 2000年 インクジェット

PPコート、〈fake pic〉2011年 インクジェット キャンバス

鈴木 良治 〈水少年〉 2014年 アクリル キャンバ

ス、〈森娘〉 2014年 油彩 キャンバス、〈幸せな人〉

2016年 油彩、アクリル キャンバス、〈water〉 2015年、

油彩 キャンバス、〈guitar girl〉2017年 アクリル キャ

ンバス

○展示部門

・グランプリ

かぜまーる 安室奈美恵〈Hero〉、〈百花繚乱〉、吉田兄

弟〈Rising〉

・準グランプリ

DC,Flap〈DANCE〉、〈How Ya Doing〉、〈スルーバック・

ラブ〉、〈Coco Banana〉、〈We Wanna〉、〈I LOVE ME〉、

〈STAY〉、〈NEW HORIZON〉
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・チャレンジ奨励賞

徳島市立高校ダンス部 〈Girls on the Dance Floor/

Put Your Graffiti On Me/Where Have You Been/

Boom Boom〉、〈boom bayah〉、〈NaNa～shout out my

ex〉、〈Ordinary girls〉、〈DADDY～My First Kiss／～

Hey Mama〉、〈I Tried～Bang Bang〉、〈Turn up the

Music～Shots〉、〈サヨナラの意味〉

藤田 春 〈少女は花になる〉、〈花と旅人〉、〈想い出達

は小鳥のように〉、〈ふるさとの色ってなあに〉

・MIP賞

山口 和也 〈無題〉

｛上演順｝ 徳島市立高校ダンス部／藤田 春／山口

和也／DC,Flap／かぜまーる

● 効果と問題点

8回目を迎えた今回、初めて、両部門とも定員割れで

あった。年によって応募者数の多寡はあったものの、定員

割れしたのは初めてのことである。また、両部門とも参加者

の半数以上がリピーターであった。この芸術祭を自らの表

現の場と位置づけている参加者がいるのはありがたいこと

だが、特定の参加者の既得権のようになってしまうのは問

題であろう。まだまだ広報に検討の余地がある。

しかし、8回という回数を考えれば、定員割れは広報だ

けの問題だろうか。

例えば、1回目から数回は多くの写真の出品があった

が、今回は皆無であった。一方、イラスト系の出品は1回目

から今回まで、定数を占めている。「高さ4もしくは5m、幅5

m、手前1m」という展示場所の条件に対する親和性は、

両ジャンル変わらない。また、県内で写真の発表が低調に

なっているわけでもない。もちろん、偶然の可能性も否定で

きないが、回数を重ねるうちに、写真出品者が減っていった

理由は考えてみる必要はあろう。それが、必ずしも写真だ

けにあてはまる問題ではないかもしれないからである。

● 新聞・雑誌記事・放送番組等

「［フリースペース チャレンジとくしま芸術祭 2017］ 徳

島県立近代美術館 個性光る力作550点」『徳島新

聞』 平成29年1月17日（夕刊）

『朝ごはん食べた？」』 テレビとくしま 平成29年1月17

日

『ゴジカル！』 四国放送 平成29年1月20日

『「チャレンジとくしま芸術祭2017 展示部門 前編」』

日本中央テレビ 平成29年2月4日

『「チャレンジとくしま芸術祭2017 展示部門 後編」』

日本中央テレビ 平成29年2月11日

『「チャレンジとくしま芸術祭2017 パフォーマンス部門

前編」』 日本中央テレビ 平成29年2月21日

『「チャレンジとくしま芸術祭2017 パフォーマンス部門

後編」』 日本中央テレビ 平成29年2月27日

● 担当学芸員

吉川神津夫、安達一樹
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3-4 徳島県の文化の創造的再発見事業

平成28年度文化芸術振興費補助金

（地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業）

徳島県の文化の創造的再発見事業

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

● 会場・会期

○文化の森会場

・徳島県立近代美術館、文書館、博物館、二十一世紀

館、鳥居記念博物館ロビー

平成28年7月20日［水］‐8月28日［日］（36日間）

・図書館ギャラリー

平成28年7月5日［火］‐8月21日［日］（41日間）

○巡回会場

・つるぎ町会場（織本屋）

平成28年10月1日［土］‐10月30日［日］（30日間）

・鳴門市会場（鳴門市立図書館）

平成28年11月5日［土］‐12月1日［木］（23日間）

・海陽町会場（海陽町立博物館）

平成28年12月10日［土］‐平成29年1月22日［日］（33日

間）

● 休館日

月曜日、7月19日［火］＊8月15日［月］は開館

県立図書館は、第3木曜日も休館。

巡回会場は、各施設の休館日に準じる。

● 視点

徳島県立の文化施設が集中配置されている文化の

森総合公園（図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、

近代美術館、文書館、21世紀館）は平成27年度に開園

25周年を迎えた。この間、複合施設として各館が有機的

に連携しながら徳島の文化の継承と発展に一定の成果

を上げてきたが、性格の異なる各館の連携には、共通テー

マ設定が難しい一面があり、課題も多い。

そんな中、文書館では江戸時代末期に松尾芭蕉にあ

こがれて多くの旅日記を残した阿波・半田（つるぎ町半

田）の人、酒井弥蔵（1808-92）の特別企画展（2008年

度）を開催していたが、かつて芭蕉の足跡をたどって作品

制作を行った現代アーティスト・大久保英治が、この弥蔵

に注目し、芭蕉と弥蔵をテーマにした作品制作を徳島で

手がけていた（2015-）。また、近代美術館はこの大久保に

よる四国八十八箇所のお遍路をテーマとした特別展

（1999年度）を開催してその作品を収蔵しており、博物館

では「空海の足音 四国へんろ展」（2014年度）を開催

していた。このような関連性に着目し、「阿波の道と人」を

テーマとして各館の専門性を活かした深みのある連携企

画を目指して本展は企画された。

徳島は、江戸時代の全国レベルの五街道の整備エリ

アからははずれていたが、そのことがかえって阿波五街道

や遍路道など、地域に根ざした街道の拡がりにつながった。

本展は、その阿波の道に、徳島県立近代美術館、徳島

県立博物館、徳島県立文書館がそれぞれの所蔵資料

や研究成果、館の特質を活かした専門的な見地からアプ

ローチを行った。歴史と美術がクロスする重層的な視点か

ら光を当てる試みであり、遍路道を含む阿波の道と人の

魅力を創造的に再発見する機会とすることを目指した。

具体的には、芭蕉にあこがれて自らも多くの旅をした「酒

井弥蔵」（1808-1892）と、「歩くこと」を作品制作の重要な

要素とする現代アーティスト・大久保英治（1944‐）の二人

が軸となり、松尾芭蕉がこの二人を結びつける企画となっ

ている。展示されたのは、酒井弥蔵に関する旅の足跡や

旅日記等の資料や、阿波の街道、遍路道などに関する

歴史・民俗資料と、大久保英治による弥蔵の足跡や遍路

道、阿波の五街道、松尾芭蕉の『笈の小文』をテーマとし

た美術作品である。また展示に先立って大久保によるワー

クショップも実施した。

開催にあたっては、近代美術館、博物館、文書館の三

館に加えて徳島県立図書館の協力を得た。そして、これ

ら四館が配置されている文化の森総合公園（徳島市）で

の開催のあと、県内の三カ所の文化施設（織本屋：つるぎ

町、鳴門市立図書館、海陽町立博物館）への巡回によっ

て、地域への波及も図った。

多くの観覧者数を数えたことは、ロビーなどを活用した

無料展示であったことを考慮しても、美術愛好家、歴史愛

好家双方に加えて、さらに幅広い層の人々が観覧したこと

をうかがわせ、性格の異なる館同士の連携の効果を感じ

た。ロビー展示は資料保存や監視体制の面でデメリットも

あったが、作品や資料を鑑賞し見学するあり方の多様性

に道を開くものとして、一定の成果を生むことができた。また、

県内3会場の巡回によって、地域とのネットワーク作りをより

推進することができた。

具体的には、徳島の先人で無名の酒井弥蔵のことにつ

いても、大久保英治氏による現代美術の作品についても、

「これは歴史的な資料だ」とか「難解な美術作品だ」とい

う先入観をあまり持たずに接する機会を提供することがで

53



きたと感じた。そこには、知識だけではなくこの地域に根ざし

た、そこに住む人 の々実感を通じて資料や美術作品を楽

しむ人 の々姿があった。このような点から、この企画では「歴

史と美術がクロスする」ことを自然な形で実現することが

できたと考える。

● 主催

「徳島県の文化の創造的再発見事業」実行委員会

● 共催

文化の森六館（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）／織本屋（つるぎ

町）／鳴門市立図書館／海陽町立博物館／つるぎ町教育

委員会／鳴門市教育委員会／海陽町教育委員会

● 補助

平成28年度文化庁 地域の核となる美術館・歴史博物

館支援事業

● 観覧料

無料

● 関連事業

プレワークショップ「美術家・大久保英治と「石」をたてる：

水平と垂直、境界、祈り」

日時：2016年7月18日［月・祝］9 : 30-12 : 30

場所：徳島県立近代美術館 近代美術館講座室、文化

の森前・園瀬川河川敷、博物館2階ロビー

講師：大久保英治（美術家）

定員 20名 参加者11名

● 印刷物等

ポスター：B2判 カラー

チラシ：A4判 両面カラー

解説冊子図録：A4判 16ページ カラー

スタンプラリーカード：A6判 8ページ カラー

クリアファイル：A4判 カラー

● 観覧者数

文化の森会場：123,484人

つるぎ町会場（織本屋）：345人

鳴門市会場（鳴門市立図書館）：6,604人

海陽町会場（海陽町立博物館）：282人

入場者総数 130,715人

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「文化の森 16年度も多彩な企画 事業計画決まる

3館連携「阿波の道と人」」『徳島新聞』 平成28年3月

28日

「阿波の道を歩く 20日から文化の森」『徳島新聞』

平成28年7月4日

「フォーカス徳島」四国放送 平成28年7月20日

● 担当学芸員

友井伸一、森芳功

● 出品作品資料リスト

【酒井弥蔵のコーナー】文書館ロビー（2F）

酒井弥蔵72歳の肖像写真 明治12年（1879）撮影

「御影参り諸事控帳」 慶応4年（1868）

「年々種播諸事控帳」 嘉永5年（1853）

「座本蛭子家忠太夫」 明治12年（1879）

「天照皇太神宮豊受皇太神宮御影参」 文政13年

（1830）

「おかげ参り心得」 文政13年（1830））

文政13年 酒井弥蔵の御蔭参行程図

大久保英治〈芭蕉を目指した男1 撫養～半田～徳島～

大道 撫養街道、伊予街道、淡路街道 歩行124km〉

2015

【笈の小文のコーナー】近代美術館ロビー（2F）

『笈の小文』 宝永4年（1707）

「出向ふ雲の花の旅」 嘉永2年（1849）

「雲雀集」 天保14年（1843）

『蕉風俳士見立鏡』 嘉永5年（1852）

大久保英治〈笈の小文－大久保英治・大和路百里歩

行－〉 2009

【阿波の街道、遍路道のコーナー】博物館、鳥居龍蔵記

念博物館ロビー（2F）

笈 享保13年（1728）

遍路道道標（複製） 原品：文化7年（1810）

丁石 江戸時代

大久保英治〈南帰行 大坂峠～徳島～宍喰 土佐街

道 歩行140km〉 2015-16

大久保英治〈西方行 徳島～半田～境目 撫養街道、

伊予街道 歩行96km〉 2015-16

大久保英治〈水平と垂直 1〉 2015-16

大久保英治〈水平と垂直 2〉 2015-16

【徳島の道のコーナー】図書館ギャラリー（1F）

［阿波国地図］ 明和7年（1770） 森文庫（レプリカ）

『阿波名所図会』 探古室墨海／著 文化11年（1814）

森文庫ほか P.12参照。

大久保英治〈徳島の道〉 2014-16
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4-1 美術館教育

1 所蔵作品展に関連した催し

普 及 事 業

4

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

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期

1 平成28年4月24日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「水墨画を楽しむ」 森芳功（企画交流室長） 9名 展示室1

2 平成28年4月29日［金・祝］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説「巨匠たちの版画」 江川佳秀（学芸調査課長） 12名 展示室3

3 平成28年5月22日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「新収蔵作品を中心
に」

吉川神津夫（上席学芸員） 9名 展示室1

4 平成28年5月29日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説「巨匠たちの版画」 江川佳秀（学芸調査課長） 5名 展示室3

5 平成28年6月5日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「彫刻の素材と表現」 安達一樹（上席学芸員） 5名 展示室1

（2）徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期

6 平成28年7月18日［月・祝］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説「立つこと、座すこ
と、歩むこと」

吉原美惠子（上席学芸員） 4名 展示室1

7 平成28年8月7日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「焼け跡からの出発」 江川佳秀（学芸調査課長） 8名 展示室2

8 平成28年9月18日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説「立つこと、座すこ
と、歩むこと」

吉原美惠子（上席学芸員） 3名 展示室1

9 平成28年9月19日［月・祝］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説「受贈記念・泉茂
の版画」

吉川神津夫（上席学芸員） 11名 展示室3

10 平成28年10月2日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説「受贈記念・泉茂
の版画」

吉川神津夫（上席学芸員） 1名 展示室3

11 平成28年10月30日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「戦後日本画の人間表
現」

森芳功（企画交流室長） 13名 展示室1

（3）徳島のコレクション2016年度第Ⅲ期

12 平成28年12月23日［金・祝］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「伊原宇三郎に見る西
洋絵画の理論と技法」

江川佳秀（学芸調査課長） 5名 展示室1
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2 特別展等に関連した催し

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

13 平成29年2月26日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「連続する版画のイメー
ジ」

竹内利夫（上席学芸員） 6名 展示室1

14 平成29年3月19日［日］
14 : 00-14 : 45

テーマで知る名品「作品の中の作家」 吉川神津夫（上席学芸員） 2名 展示室1

合計 93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）暮らしの感覚 －アートと人とデザインが交流する空間

1 平成28年7月16日［土］
14 : 00-16 : 00

オープニング交流アクティビティ「心のいろを
うちあけて」

亀井幸子（係長）、竹内利夫（上席
学芸員）

32名 展示室3

2 平成28年7月17日［日］
14 : 00-15 : 00

ウェルカムツアー 竹内利夫（上席学芸員） 16名 展示室3

3 平成28年7月23日［土］
14 : 00-15 : 30

デザイナートーク「暮らしとデザインをつなげ
る」

小泉誠（koizumi studio） 50名 講座室

4 平成28年7月24日［日］
14 : 00-15 : 00

ウェルカムツアー 竹内利夫（上席学芸員） 19名 展示室3

5 平成28年7月29日［金］
16 : 00-18 : 00

教員のための夕飯前研修 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

9名 展示室3

6 平成28年7月31日［日］
11 : 00-11 : 45

託児つきパパママアワー 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

託児7名
保護者7名
乳児2名

展示室3、アトリ
エ、講座室

7 平成28年8月5日［金］
11 : 00-11 : 45

託児つきパパママアワー 近代美術館職員、アートイベントサ
ポーター

託児3名
保護者2名
乳児1名

展示室3、アトリ
エ、講座室

8 平成28年8月11日［木・祝］
14 : 00-15 : 00

ウェルカムツアー 竹内利夫（上席学芸員） 7名 展示室3

9 平成28年8月19日［金］
13 : 00-16 : 00

絵画と演劇のワークショップ ファシリテーター：わたなべなおこ（あな
ざーわーくす主宰）

22名 講座室、展示室
3

10 平成28年8月20日［土］
13 : 00-16 : 00

絵画と演劇のワークショップ ファシリテーター：わたなべなおこ（あな
ざーわーくす主宰）

36名
（ショー
イング
観覧者
含む）

講座室、展示室
3

11 平成28年8月26日［金］
11 : 00-11 : 30

ベビーカーアワー 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

4名 展示室3

（2）「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

12 平成28年7月18日［月・祝］
9 : 30-12 : 30

プレ・ワークショップ「美術家・大久保英治
と『石』をたてる：水平と垂直、境界、祈り」

大久保英治（美術家） 11名 講座室、文化の
森前園瀬川河
川敷、博物館2
階ロビー

（3）日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展

13 平成28年11月12日［土］
13 : 00-13 : 45

ベルギー・デー ミュージアムコンサート「た
のしいサックス」

たけと愉快な仲間たち サックスアン
サンブル部

77人 シンボル広場、1
階ロビー

14 平成28年11月12日［土］
14 : 00-15 : 30

ベルギー・デー トークショー「もっと知りた
い、ベルギー」

ベルナルド・カトリッセ（公益財団法人
フランダースセンター館長）、須藤美昭
子（ベルギー・フランダース政府観光
局 日本地区局長）

58人 二十一世紀館
多目的活動室

15 平成28年11月13日［日］
13 : 00-14 : 00

手話通訳付き展示解説 友井伸一（上席学芸員） 9人 展示室3

16 平成28年11月20日［日］
14 : 00-15 : 30

スペシャル・トーク（展示解説） 山田真規子（姫路市立美術館 学
芸係長）

35人 展示室3

17 平成28年11月27日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説 友井伸一（上席学芸員） 23人 展示室3

合計 430名

56



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」

●関連記事等

河野大樹「芸術の魅力伝え100回超 県立近代美術館『こども鑑賞クラブ』」『徳島新聞』 平成28年10月

28日（夕刊）

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28年5月15日［日］
13 : 30-16 : 00

先生のための水墨画講座（鑑賞と制作） 山本敏子（小学校教諭）、森芳功
（企画交流室長）

13名 展示室1
アトリエ2

2 平成28年8月6日［土］
13 : 00-16 : 30

夏休み宿題そうだん会（小学生以上）1日
目

近代美術館スタッフ、鳴門教育大学
学生

子ども31名
保護者20名

アトリエ2

3 平成28年8月7日［日］
13 : 00-16 : 30

夏休み宿題そうだん会（小学生以上）2日
目

近代美術館スタッフ、鳴門教育大学
学生

子ども28名
保護者18名

アトリエ2

4 平成28年12月4日［日］
14 : 00-15 : 30

美しき姿と心の形－戦後日本画の求めた
もの

森芳功（企画交流室長） 11名 講座室

5 平成29年1月9日［月・祝］
13 : 00-14 : 00

「数学×美術でひろがる作品鑑賞－作品
に潜む数学を探そう！」（コラボ企画）1回目

鳴門教育大学大学院生 26名 展示室1

6 平成29年1月9日［月・祝］
14 : 15-15 : 15

「数学×美術でひろがる作品鑑賞－作品
に潜む数学を探そう！」（コラボ企画）2回目

鳴門教育大学大学院生 45名 展示室1

7 平成29年2月5日［日］ 日本における西洋絵画理論の受容 江川佳秀（学芸調査課長） 6名 講座室

8 平成29年2月25日［土］
15 : 30-18 : 00

教員のための授業研究会「美術×音楽で
ひろがる表現活動」

�木夏奈子（植草学園大学准教
授）

15名 アトリエ2
展示室1

9 平成29年2月26日［日］
10 : 00-12 : 00

ユニバーサルミュージアムをめざして 美術×
音楽で楽しむワークショップ

�木夏奈子（植草学園大学准教
授）

30名 アトリエ2
展示室1

10 平成29年3月5日［日］
10 : 20-15 : 30

「えがお！N＊CAP！－わたしがアーティス
ト？！」（コラボ企画）

鳴門こどもアートプロジェクト 48名 1階ギャラリー、
展示室1、2

11 平成29年3月20日［月・祝］
10 : 00-12 : 00

ユニバーサルミュージアムをめざして 季節
とアートをつなぐワークショップ

富林純子（徳島県シェアリングネイ
チャー協会会員）

21名 展示室1、美術
館周辺

合計 312名

講師との対話やクイズなどのメニューを通して、鑑賞の楽しさを体験する講座。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成28年5月14日［土］
14 : 00-14 : 45

「墨仙人」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）

24名 展示室1

2 平成28年7月2日［土］
14 : 00-14 : 45

「カメラでアート」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

8名 展示室1
ロビー

3 平成28年9月3日［土］
14 : 00-14 : 45

「100回記念・デザイン」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）

18名 展示室3

4 平成28年9月24日［土］
14 : 00-14 : 45

「カラダでアート」の巻 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

10名 展示室1

5 平成28年10月15日［土］
14 : 00-14 : 45

「旅芸人」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）

9名 展示室3

6 平成28年11月26日［土］
14 : 00-14 : 45

「ヨーロッパ」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）

15名 展示室3

7 平成28年12月17日［土］
14 : 00-14 : 45

「日本」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）

6名 展示室1

8 平成29年2月4日［土］
14 : 00-14 : 45

「理論」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）

5名 展示室1

9 平成29年3月18日［土］
14 : 00-14 : 45

「作家」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）

9名 展示室1

合計 104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28年5月5日［木・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森こどもの日フェスティバル 「水
墨画のお気に入り投票」（827名）、「美術
館で『ちょっと一息』コーナー」（507名）

近代美術館スタッフ 計
1,394名

ロビー

美術作品みどころ紹介 ミニ解説（15分）
「巨匠たちの版画」11 : 00（14名）、14 : 00
（20名）「水墨画を楽しむ」15 : 00（26
名）

江川佳秀（学芸調査課長）、森芳功
（企画交流室長）

展示室3・1

2 平成28年8月21日［日］
9 : 30-16 : 00

文化の森サマーフェスティバル 「美術館
で『ちょっと一息』コーナー」（540名）

近代美術館スタッフ 計719名 ロビー

平成28年8月21日［日］
10 : 00-15 : 00

美術館で遊び隊「恐竜をつくろう」（119
名）

ボランティアグループ「ビボラボ」 アトリエ2

美術作品みどころ紹介 ミニ解説（15分）
「戦後徳島の美術」10 : 00（8名）、14 : 00
（7名）「立つこと、座すこと、歩むこと」
11 : 00（27名）、15 : 00（18名）

江川佳秀（学芸調査課長）、吉原美
惠子（上席学芸員）

展示室2・1

3 平成28年11月3日［木・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森大秋祭り 「美術館で『ちょっと
一息』コーナー」（442名）

近代美術館スタッフ 計708名 ロビー

「日本画の絵具に挑戦！」（226名） 近代美術館スタッフ アトリエ2

美術作品みどころ紹介 ミニ解説（15分）
「吹田文明の版画」10 : 00（6名）、15 : 00
（10名）「戦後日本画の人間表現」11 :
00（11名）、14 : 00（13名）

森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）

展示室1

4 平成29年2月11日［土・祝］
9 : 30-16 : 00

文化の森ウィンターフェスティバル 「ユニ
バーサルミュージアムを体験しよう！」、「美
術館で『ちょっと一息』コーナー」（322名）

近代美術館スタッフ 計362名 ロビー

美術作品みどころ紹介 ミニ解説（15分）
「連続する版画のイメージ」10 : 00（5名）、
15 : 00（11名）「伊原宇三郎の理論と
技法」11 : 00（17名）、14 : 00（7名）

江川佳秀（学芸調査課長）、竹内利
夫（上席学芸員）

展示室1

合計 3,183名

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 いこいの会 平成28年6月7日［火］
13 : 00-13 : 45

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅰ期 特集2 新収蔵作品を中心
に」を鑑賞。

高齢者13名
障がい者2名
引率2名

2 博愛記念病院デイケア 平成28年6月7日［火］
13 : 45-14 : 30

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅰ期 特集2 新収蔵作品を中心
に」を鑑賞。

高齢者12名
一般7名

3 あいしていこう会 平成28年6月14日［火］
10 : 40-11 : 30

吉川神津夫（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅰ期 特集2 新収蔵作品を中心
に」を鑑賞。

高齢者9名
一般1名

4 全国大学博物館学講座協
議会

平成28年6月18日［土］
9 : 30-11 : 30

江川佳秀（学芸
調査課長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅰ期 特集2 新収蔵作品を中心
に」を鑑賞。

一般38名

5 東部ふれあいバス（知事と
一緒にふれあいバス）

平成28年9月4日［日］
10 : 50-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「暮らしの感覚」展を鑑賞。 一般19名
県職員4名

6 カリオン・レモンホーム 平成28年9月25日［日］
10 : 20-11 : 15

亀井幸子（係長） 所蔵作品展「受贈記念 泉茂の版画」
を鑑賞。

障がい者11名
介助者4名

7 韓国教育旅行団体 平成28年10月3日［月］
9 : 30-10 : 45

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅱ期 特集1 立つこと、座すこと、
歩むこと」、「受贈記念 泉茂の版画」を
鑑賞。

一般8名
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7 単独の団体鑑賞（学校関係以外）

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

1 コメットの会 平成28年6月19日［日］
14 : 20-14 : 55

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期 特集2
新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般12名

2 国際交流 平成28年8月7日［日］ 所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集1
立つこと、座すこと、歩むこと」、「テーマ展示 戦後徳島の美
術」を鑑賞。

大学生32名

3 老人ホーム あおば荘 平成28年9月28日［水］
13 : 25-14 : 30

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集1
立つこと、座すこと、歩むこと」、「受贈記念 泉茂の版画」を
鑑賞。

一般9名
高齢者5名

4 老人ホーム あおば荘 平成28年10月5日［水］
13 : 15-14 : 15

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集1
立つこと、座すこと、歩むこと」、「受贈記念 泉茂の版画」を
鑑賞。

一般10名
高齢者8名

5 あいざと病院 あいざと会 平成28年10月28日［金］
13 : 50-14 : 00

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集2
戦後日本画の人間表現」を鑑賞。

障がい者40名

6 勝端園 平成28年11月10日［木］
13 : 00-13 : 30

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集2
戦後日本画の人間表現」を鑑賞。

高齢者8名
引率4名

7 つるぎ町貞光中央公民館
詩吟教室・民舞教室

平成28年11月18日［金］
12 : 30-13 : 30

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集2
戦後日本画の人間表現」、特別展「ベルギー近代美術の
精華展」を鑑賞。

高齢者8名
一般2名

8 徳島大学開放実践センター
美術クラブ

平成28年12月4日［日］
9 : 50-11 : 00

特別展「ベルギー近代美術の精華展」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集2 戦後日本画の人
間表現」を鑑賞。

高齢者15名

計 一般 33名 学生 32名 高齢者 44名 障がい者 40名 引率 4名／合計 153名

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

8 県議会小学校社会見学ツ
アー（横見小学校）

平成28年10月4日［火］
13 : 00-13 : 55

江川佳秀（学芸
調査課長）、吉原
美惠子（上席学
芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度 第Ⅱ期特集1 立つこと、座すこと、
歩むこと」、「受贈記念 泉茂の版画」を
鑑賞。

児童20名
引率2名

9 障がい者支援施設 のぞ
み園

平成28年11月2日［水］
10 : 40-11 : 20

安達一樹（上席
学芸員）

特別展「ベルギー近代美術の精華展」、
所蔵作品展「戦後日本画の人間表現」
を鑑賞。

障がい者21名
引率21名

10 勝端園 平成28年11月9日［水］
13 : 00-13 : 35

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅱ期特集2 戦後日本画の人間
表現」を鑑賞。

高齢者20名

11 勝端園 平成28年11月11日［金］
12 : 55-13 : 55

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション第Ⅱ期
特集2 戦後日本画の人間表現」を鑑
賞。

高齢者13名
引率5名

12 あゆみ園 平成28年11月11日［金］
13 : 55-15 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「ベルギー近代美術の精華展」を
鑑賞。

ニュース会員20名
障がい者5名

13 戸部さんの会（視覚障がい
者グループ）

平成28年11月15日［火］
13 : 30-15 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「ベルギー近代美術の精華展」を
鑑賞。

障がい者3名
介助者3名

14 シルバー大学歴史文化研
究会

平成28年11月16日［水］
10 : 30-自由解散

江川佳秀（学芸
調査課長）、森芳
功（企画交流室
長）、友井伸一
（上席学芸員）

特別展「ベルギー近代美術の精華展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅱ期特集2 戦後日本画の人間
表現」を鑑賞。

高齢者56名

15 徳島県中学校総合文化祭 平成28年11月19日［土］
13 : 15-14 : 00

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸 子（係 長）、
友井伸一（上席
学芸員）

特別展「ベルギー近代美術の精華展」を
鑑賞。

中学生29名
引率3名

16 文化協会ムレ（高松） 平成28年12月14日［水］
9 : 45-10 : 30

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年
度第Ⅱ期特集2 戦後日本画の人間
表現」を鑑賞。

高齢者12名
一般6名

計 一般 99名 高齢者 135名 障がい者 42名 児童・生徒・学生 49名 引率 44名／合計 369名
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8 博物館実習の受け入れ

●カリキュラム

9 学芸員養成科目開講への協力

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28年8月22日［月］‐8月26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 3名

四国大学 3名

計 8名

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 8月22日［月］ 9 : 30-10 : 30 ガイダンス、施設見学 竹内利夫（上席学芸員） 8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） 8名

3 13 : 00-16 : 00 講義：収集・保存 安達一樹（上席学芸員） 8名

4 8月23日［火］ 9 : 00-12 : 00 演習：県民参加 友井伸一（上席学芸員） 8名

5 13 : 00-16 : 00 演習：作品貸出 吉原美惠子（上席学芸員） 8名

6 8月24日［水］ 9 : 00-12 : 00 演習：展覧会 吉川神津夫（上席学芸員） 8名

7 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（1） 江川佳秀（学芸調査課長）、
森芳功（企画交流室長）

8名

8 8月25日［木］ 9 : 00-12 : 00 演習：資料整理（2） 江川佳秀（学芸調査課長）、
森芳功（企画交流室長）

8名

9 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（3） 森芳功（企画交流室長） 8名

10 8月26日［金］ 9 : 00-12 : 00 演習：美術館教育 竹内利夫（上席学芸員） 8名

11 13 : 00-16 : 00 演習：学校教育との連携 亀井幸子（係長） 8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28年9月10日［土］
14 : 40-16 : 10

34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28年9月10日［日］
10 : 00-11 : 30

34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29年2月26日［日］
14 : 40-16 : 10

31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29年2月28日［火］
10 : 00-11 : 30

31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

亀井幸子（係長）平成29年2月28日［火］
13 : 00-14 : 30

30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

亀井幸子（係長）平成29年2月28日［火］
14 : 40-16 : 10

30名
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10 館内研修

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。

大学の授業でも連携がはかれるよう努めている。

科目 テーマ 内容 担当 開催日時 参加者

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29年3月7日［火］
14 : 40-16 : 10

33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29年3月8日［水］
10 : 00-11 : 30

29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29年3月8日［水］
13 : 00-14 : 30

30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29年3月8日［水］
14 : 40-16 : 10

31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29年3月9日［木］
10 : 00-11 : 30

34名

ユニバーサルミュージアムを目指す取り組みとして、職員向けの研修会を企画した。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成29年2月14日［火］
14 : 00-14 : 50
15 : 00-16 : 00

「はじめましての手話」と「手話と美術をつ
なぐ」研修会

平光江（NPO法人徳島県聴覚障害
者福祉協会会長）、戎浩司（NPO法
人聴覚・ろう重複障害者生活支援セ
ンター理事長）、川真田光子（徳島県
聴覚障がい者支援センター手話通訳
士）

23名 講座室

2 平成29年2月23日［木］
14 : 00-16 : 05

カラーユニバーサル研修会 友枝幹雄（カラーユニバーサルデザイ
ンをすすめる会）、細束真由美（カラー
ユニバーサルデザインをすすめる会）、
倉橋雄二（カラーユニバーサルデザイ
ンをすすめる会）

職員8名
高校生
2名

講座室
展示室1

合計 33名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 阿南市立津乃
峰小学校
5年生

平成28年5月11日［水］
13 : 00-13 : 50

水墨画の鑑賞と墨に親しむ活動を行っ
た。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

児童22名
引率2名

2 上板町立神宅
小学校
3年生

平成28年5月26日［木］
13 : 40-14 : 30

作品鑑賞と切り紙によるコラージュ制作を
行った。

亀井幸子（係長）、伊丹綾（文化
推進員）

児童32名
引率3名

3 徳島県立徳島
視覚支援学校
3年生

平成28年6月1日［水］
9 : 30-11 : 00

所蔵作品展「巨匠たちの版画」会場で、
マティスの＜JAZZ＞を中心に鑑賞し、ステ
ンシル技法について詳しく解説した。弱視
の生徒のためにライト使用などの配慮をし
ながら進めた。

竹内利夫（上席学芸員） 生徒1名
引率1名

4 徳島市立丈六
保育所
5歳児

平成28年6月2日［木］
9 : 40-10 : 40

作品鑑賞と切り紙による折りたたみ本の制
作を行った。

亀井幸子（係長） 児童20名
引率3名

5 徳島大学
博物館学
受講生

平成28年6月5日［日］
13 : 30-15 : 00

徳島大学が学内で開講している、博物
館学芸員資格関連科目「博物館概論」
の一環。実際の展示を前に、企画の意図
や展示の手法などについて考えた。

江川佳秀（学芸調査課長） 学生10名
引率1名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

6 徳島市立津田
保育所
5歳児

平成28年6月9日［木］
10 : 20-11 : 20

足型をとって、「ここみてマット」をつくり、それ
を使って作品鑑賞を行った。

亀井幸子（係長） 児童20名
引率3名

7 鳴門教育大学 平成28年6月11日［土］
13 : 00-15 : 00

屋外の彫刻作品の鑑賞と対話を行った。 亀井幸子（係長） 学生7名
引率2名

8 徳島市方上小
学校
特別支援学級
1-6年生

平成28年6月24日［金］
10 : 15-12 : 00

特別支援学級合同で交流活動を行っ
た。

亀井幸子（係長）、森芳功（企画
交流室長）

児童39名
引率19名

9 徳島市立八万
保育所
5歳児

平成28年8月3日［水］
10 : 00-11 : 30

初任者研修の先生と、手づくりのイブ・クラ
インの紙芝居と制作を行った。

亀井幸子（係長） 児童23名
引率3名

10 徳島県立徳島
科学技術高等
学校
3年生

平成28年9月2日［金］
13 : 20-15 : 35

「暮らしの感覚」展のサイン計画や宮崎椅
子製作所のデザイン製品についてガイドを
行い、食をヒントにした鑑賞プログラム「ご
はんができたよ」を体験した。

竹内利夫（上席学芸員） 生徒24名
引率4名

11 北島町立北島
北小学校
3年生

平成28年10月27日［木］
9 : 45-11 : 35

鑑賞活動と、アトリエでの制作活動を行っ
た。

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

児童60名
引率4名

12 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成28年11月2日［水］
10 : 00-11 : 10

鑑賞活動と、アトリエでの制作活動を行っ
た。

亀井幸子（係長）、森芳功（企画
交流室長）、友井伸一（上席学
芸員）、竹内利夫（上席学芸員）

児童58名
引率7名

13 徳島市大松小
学校
4年生

平成28年11月2日［水］
12 : 10-13 : 50

鑑賞活動と、アトリエでの制作活動を行っ
た。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童66名
引率4名

14 徳島市立八万
東保育所
5歳児

平成28年11月9日［水］
10 : 30-11 : 35
12 : 30-13 : 00

鑑賞活動と、アトリエでの制作活動を行っ
た。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童23名
引率4名

15 鳴門教育大学
大学院生

平成28年11月23日［水］
9 : 40-11 : 10

「数学と芸術、そしてその科学間の接点
を探る」（第1回）展示室で鑑賞プログラ
ム「お気に入りをさがそう」、「よーいアクショ
ン！」を体験し、鑑賞者の見方の多様さに
ついて理解を深めるようにした。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生4名
引率3名

16 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳児

平成28年11月30日［水］
9 : 55-11 : 00

鑑賞活動と、アトリエで染色の制作活動
を行った。

亀井幸子（係長） 児童14名
引率2名

17 鳴門教育大学
大学院生

平成28年12月17日［土］
9 : 00-12 : 10

「数学と芸術、そしてその科学間の接点
を探る」（第2回）授業の題材となるピカソ
とクレーの作品について、学生からの質問
に答えたり、参考図書を示すなどして助言
を行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生4名
引率3名

18 鳴門教育大学
大学院生

平成28年12月23日
［金・祝］
9 : 00-12 : 10

「数学と芸術、そしてその科学間の接点
を探る」（第3回）展示室で授業の公開
リハーサルを行い、プログラムの内容や会
場運営について助言を行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生3名
引率3名

19 四国大学
「デザイン論」
受講者
大学生

平成29年1月18日［水］
14 : 15-17 : 00

所蔵作品展「徳島のコレクション 2016
年度第Ⅲ期」会場で鑑賞プログラム「勝
手にしんさいん」を体験した後、館内サイ
ン等の観察ワークショップと、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21名

20 神山町立神領
小学校
2年生

平成29年1月20日［金］
9 : 50-10 : 55
13 : 00-13 : 50

鑑賞活動とアトリエでの制作活動を行っ
た。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童6名
引率2名

21 徳島市立加茂
名保育所
4-5歳児

平成29年2月7日［火］
10 : 30-12 : 00

鑑賞活動とアトリエでの制作活動を行っ
た。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童23名
引率4名

22 徳島市立丈六
保育所
5歳児

平成29年2月17日［金］
9 : 30-13 : 20

鑑賞活動とアトリエでの制作活動を行っ
た。

亀井幸子（係長） 児童21名
引率3名

23 徳島市立八万
東保育所
4-5歳児

平成29年2月23日［木］
10 : 20-13 : 50

鑑賞活動とアトリエで服のタペストリー作り
を行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童44名
引率6名

24 徳島市城西中
学校
1-2年生

平成29年3月28日［火］
9 : 50-12 : 00

鑑賞活動とアトリエで水彩画の制作活動
を行った。

亀井幸子（係長） 生徒4名
引率1名

計 園児・児童・生徒・学生 549名 教員 87名／合計 636名

62



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、小・中・高等で、特別展・所蔵作品展（常設展）いずれも無料としている。

（1） 学芸員等が鑑賞支援活動を行った団体鑑賞

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳児

平成28年4月22日［金］
9 : 45-11 : 15

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」を鑑賞。

児童10名
引率3名

2 勝浦町立横瀬小学校
1-3年生

平成28年4月28日［木］
9 : 30-11 : 15

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」、「巨匠たちの版画」を
鑑賞。

児童40名
引率6名

3 佐那河内村立佐那河内
小学校
3-4年生

平成28年5月6日［金］
13 : 00-14 : 10

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」、「巨匠たちの版画」を
鑑賞。

児童27名
引率4名

4 板野町立板野西小学校
3-5年生

平成28年5月10日［火］
9 : 30-10 : 30

亀井 幸 子（係
長）、森芳功（企
画交流室長）、
吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」、「巨匠たちの版画」を
鑑賞。

児童65名
引率5名

5 徳島市立入田幼稚園
4-5歳児

平成28年5月12日［木］
9 : 50-11 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」、「巨匠たちの版画」を
鑑賞。

児童12名
引率4名

6 徳島市八万小学校
5年生

平成28年5月13日［金］
9 : 30-11 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」、「巨匠たちの版画」を
鑑賞。

児童90名
引率5名

7 那賀町立平谷小学校
1-5年生

平成28年5月13日［金］
11 : 30-12 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集1 水墨画
を楽しむ」、「巨匠たちの版画」を
鑑賞。

児童13名
引率6名

8 徳島市上八万小学校
5年生

平成28年5月20日［金］
9 : 30-11 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童40名
引率2名

9 徳島市佐古小学校
3年生

平成28年5月20日［金］
13 : 00-14 : 35

森芳校（企画交
流室長）、竹内
利夫（上 席 学
芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童88名
引率6名

10 阿南市立大野小学校
4年生

平成28年5月20日［金］
10 : 00-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童25名
引率2名

11 徳島市立八万保育所
5歳児

平成28年5月25日［水］
10 : 05-11 : 05

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童23名
引率3名

12 徳島市立昭和保育所
4-5歳児

平成28年5月25日［水］
11 : 00-12 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童13名
引率3名

13 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成28年5月26日［木］
9 : 30-10 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童30名
引率4名

14 徳島市川内北小学校
2年生

平成28年5月27日［金］
9 : 30-10 : 30

安達一樹（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」、「巨匠たちの版
画」を鑑賞。

児童119名
引率6名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

15 徳島市立城西保育所
4-5歳児

平成28年6月7日［火］
9 : 40-11 : 45

亀井 幸 子（係
長）、森芳功（企
画交流室長）、
友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅰ期特集2 新収蔵
作品を中心に」を鑑賞。

児童81名
引率8名

16 徳島市立渋野保育所
4-5歳児

平成28年7月20日［水］
10 : 30-13 : 15

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集1 立つこ
と、座すこと、歩むこと」、「テーマ展
示 戦後徳島の美術」、特別展
「暮らしの感覚」を鑑賞。

児童12名
引率4名

17 小松島市立南小松島幼
稚園
4-5歳児

平成28年8月9日［火］
13 : 05-14 : 05

森芳功（企画交
流室長）

特別展「暮らしの感覚」を鑑賞。 児童16名
引率5名

18 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成28年8月16日［火］
10 : 00-11 : 10

亀井 幸 子（係
長）、竹内利夫
（上席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集1 立つこ
と、座すこと、歩むこと」、「テーマ展
示 戦後徳島の美術」、特別展
「暮らしの感覚」を鑑賞。

児童26名
引率3名

19 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳児

平成28年8月31日［水］
9 : 45-10 : 40

亀井幸子（係長）特別展「暮らしの感覚」を鑑賞。 児童14名
引率3名

20 徳島市立北井上保育所
5歳児

平成28年9月21日［水］
9 : 30-11 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集1 立つこ
と、座すこと、歩むこと」、「受贈記
念 泉茂の版画」を鑑賞。

児童6名
引率2名

21 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成28年9月21日［水］
13 : 00-14 : 30

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集1 立つこ
と、座すこと、歩むこと」を鑑賞。

児童29名
引率3名

22 沖浜シーズ保育園
4-5歳児

平成28年10月5日［水］
11 : 30-12 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集1 立つこ
と、座すこと、歩むこと」を鑑賞。

児童33名
引率3名

23 阿波市立柿原小学校
5年生

平成28年10月12日［水］
9 : 30-10 : 30

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」、「受贈記念
泉茂の版画」を鑑賞。

児童19名
引率2名

24 小松島市立新開小学校
6年生

平成28年10月14日［金］
9 : 30-10 : 30

森芳功（企画交
流室長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」、「受贈記念
泉茂の版画」を鑑賞。

児童27名
引率2名

25 徳島県立ひのみね支援学
校
中学1、3年生

平成28年10月20日［木］
10 : 10-10 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」を鑑賞。

生徒4名
引率6名

26 東かがわ市立本町小学校
3年生

平成28年10月21日［金］
9 : 35-10 : 40

森芳 功（企 画
交流室長）、亀
井幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」を鑑賞。

児童33名
引率3名

27 徳島市立多家良保育所
2-5歳児

平成28年10月27日［木］
9 : 45-10 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）、友井
伸一（上 席 学
芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」、特別展「ベル
ギー近代美術の精華展」を鑑賞。

児童28名
引率13名

28 徳島市立北井上幼稚園
4-5歳児

平成28年11月4日［金］
10 : 15-10 : 40

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」、特別展「ベル
ギー近代美術の精華展」を鑑賞。

児童14名
引率4名

29 徳島市不動小学校
3-4年生

平成28年11月4日［金］
13 : 00-14 : 30

亀井幸子（係長）所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅱ期特集2 戦後日
本画の人間表現」、特別展「ベル
ギー近代美術の精華展」を鑑賞。

児童29名
引率3名

30 阿波市立八幡小学校
6年生

平成28年11月8日［火］
14 : 20-15 : 05

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「ベルギー近代美術の精
華展」を鑑賞。

児童16名
引率2名

31 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成28年11月15日［火］
10 : 00-11 : 10

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「ベルギー近代美術の精
華展」を鑑賞。

児童29名
引率3名

32 徳島市八万南小学校
2年生

平成28年11月16日［水］
9 : 30-10 : 15

亀井 幸 子（係
長）、森芳功（企
画交流室長）、
友井伸一（上席
学芸員）

特別展「ベルギー近代美術の精
華展」を鑑賞。

児童104名
引率5名
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

（2） 学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

33 阿波市御所小学校
3年生

平成28年11月16日［水］
13 : 00-14 : 10

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「ベルギー近代美術の精
華展」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2016年度第Ⅱ期特集2 戦
後日本画の人間表現」を鑑賞。

児童18名
引率2名

34 徳島市立八万保育所
5歳児

平成28年12月6日［火］
9 : 45-11 : 00

森芳功（企画交
流室長）

特別展「ベルギー近代美術の精
華展」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2016年度第Ⅱ期特集2 戦
後日本画の人間表現」を鑑賞。

児童23名
引率3名

35 徳島市立八万保育所
5歳児

平成28年12月7日［水］
9 : 50-11 : 10

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「ベルギー近代美術の精
華展」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2016年度第Ⅱ期特集2 戦
後日本画の人間表現」を鑑賞。

児童23名
引率3名

36 中央基督中学校（韓国水
原市）
中学2年生

平成29年2月18日［土］
13 : 55-15 : 10

森芳 功（企 画
交流室長）、吉
原美 惠 子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅲ期特集1 伊原宇
三郎に見る西洋絵画の理論と技
法」を鑑賞。

生徒9名
引率3名

37 社会福祉法人美照会
ゆめあい認定こども園
4-5歳児

平成29年3月16日［木］
10 : 20-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅲ期特集2 作品の
中の作家」を鑑賞。

児童22名
引率4名

38 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成29年3月28日［火］
13 : 00-14 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2016年度第Ⅲ期特集2 作品の
中の作家」を鑑賞。

児童26名
引率3名

計 園児・児童・生徒・学生 1,236名 教員 151名／合計 1,387名

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 徳島県立川島中学校・高
等学校
高校1-2年生

平成28年8月23日［火］
13 : 15-14 : 10

特別展「暮らしの感覚」展、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2016年度第Ⅱ期特集1 立つこと、座すこ
と、歩むこと」を鑑賞。

生徒7名
引率1名

2 徳島県立徳島商業高等
学校
高校1-3年生
留学生

平成28年11月3日［木］
9 : 30-12 : 00

特別展「ベルギー近代美術の精華展」、所蔵作品
展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期特集2 戦
後日本画の人間表現」を鑑賞。

生徒15名
引率10名

3 牟岐町立牟岐中学校
中学1、3年生

平成28年12月9日［金］
12 : 30-15 : 00

特別展「ベルギー近代美術の精華展」、所蔵作品
展「徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期特集2 戦
後日本画の人間表現」を鑑賞。

生徒63名
引率10名

4 鳴門教育大学附属小学校
2年生

平成29年3月8日［水］
9 : 30-12 : 00

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅲ期
特集2 作品の中の作家」を鑑賞。

児童33名
引率10名

5 徳島県立徳島視覚支援
学校 高校2年生

平成29年3月23日［木］
14 : 45-15 : 30

所蔵作品展「徳島のコレクション2016年度第Ⅲ期
特集2 作品の中の作家」を鑑賞。

生徒1名
引率1名

計 生徒 119名 教員 32名／合計 151名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市立八万
保育所
5歳児

平成28年4月27日［水］
9 : 30-11 : 45

水墨画の鑑賞と墨に親しむ体験活動を
行った。

亀井幸子（係長） 児童21名
保育士2名

2 徳島市立多家
良保育所
徳島市立八多
保育所
合同
5歳児

平成28年5月18日［水］
10 : 00-12 : 00

紙版画で自分の顔を作る活動を行った。 亀井幸子（係長） 児童23名
保育士7名

3 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成28年5月31日［火］
9 : 30-11 : 30

5歳クラスは水墨画の鑑賞と、墨絵の制作
活動を、4歳クラスは水墨画の鑑賞活動
を行った。

亀井幸子（係長） 児童69名
保育士5名

4 徳島市立北井
上保育所
2-5歳児

平成28年6月1日［水］
9 : 30-11 : 45

紙をちぎって水たまりの形を作って、水彩
絵の具で着彩する制作活動「水たまりの
絵をかこう」を行った。

亀井幸子（係長） 児童32名
保育士5名

65



学校名 開催日時 内容 講師 参加者

5 鳴門教育大学
大学4年生

平成28年6月6日［月］
9 : 00-10 : 30

美術館で就学前の子どもたちが鑑賞活
動をしている様子を紹介し、美術の鑑賞
や造形活動を通して子どもたちにどのよう
な力を身につけさせたいか、ということにつ
いて話し合った。

亀井幸子（係長） 学生7名
引率1名

6 徳島市立論田
保育所
5歳児

平成28年6月22日［水］
9 : 30-11 : 45

鑑賞活動「お気に入りをみつけよう」と、制
作活動「水たまりの絵をかこう」を行った。

亀井幸子（係長） 児童18名
保育士2名

7 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成28年6月23日［木］
9 : 30-11 : 30

砂やボンドを使って、夏のタイル作りを行っ
た。

亀井幸子（係長） 児童30名
保育士2名

8 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成28年6月28日［火］
9 : 30-11 : 45

シャボン玉の絵を傘に描く制作活動を
行った。

亀井幸子（係長） 児童60名
保育士4名

9 佐那河内村立
佐那河内保育
所
3-5歳児

平成28年6月30日［木］
9 : 30-11 : 45

シャボン玉の絵を傘に描く制作活動を
行った。

亀井幸子（係長） 児童32名
保育士4名

10 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成28年7月8日［金］
9 : 30-12 : 00

水墨画の鑑賞活動と、制作活動を行っ
た。

亀井幸子（係長） 児童30名
保育士2名

11 専門学校穴吹
デザインビュー
ティーカレッジ
グラフィックデザ
イン科
1-2年生

平成28年7月11日［月］
14 : 20-16 : 00

デザイン専攻の学生を対象に、美術の流
れをたどりながら、知識ではなく「美術とは」
「デザインとは」という根本的なことを考える
きっかけを伝えた。

友井伸一（上席学芸員） 学生32名

12 徳島市立八万
東保育所
5歳児

平成28年7月20日［水］
9 : 30-12 : 00

Tシャツに顔を描いて、オリジナルのTシャツ
作りを行った。

亀井幸子（係長） 児童21名
保育士3名

13 徳島市立八万
保育所
5歳児

平成28年7月21日［木］
9 : 30-12 : 00

インディゴで染めたランチョンマットに、ハイ
ターとのりを使って色を抜き、絵を描く活動
を行った。

亀井幸子（係長） 児童22名
保育士3名

14 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳児

平成28年7月26日［火］
9 : 30-12 : 00

保育所の近くの河原で、石を用いた制作
活動「石ころアート」を行った。

亀井幸子（係長） 児童10名
保育士2名

15 徳島市立北島
田保育所
3-5歳児

平成28年7月27日［水］
9 : 30-12 : 00

プレイルームに絵を並べて、鑑賞活動「プ
レイルームは美術館」を行った。

亀井幸子（係長） 児童25名
保育士6名

16 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳児

平成28年8月17日［水］
9 : 30-12 : 00

藍の生葉染で、バンダナに模様をつける
制作活動を行った。

亀井幸子（係長） 児童14名
保育士2名

17 徳島市立北井
上保育所
4-5歳児

平成28年8月23日［火］
9 : 30-12 : 00

運動会に向けてチームのTシャツ作りを
行った。

亀井幸子（係長） 児童14名
保育士3名

18 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成28年8月25日［木］
9 : 30-12 : 00

鑑賞活動と、色水あそびを行った。 亀井幸子（係長） 児童28名
保育士3名

19 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成28年8月30日［火］
9 : 30-12 : 00

染色を施した布を使って、ハイターと糊で
色を抜く「抜染」をする制作活動を行った。

亀井幸子（係長） 児童29名
保育士4名

20 徳島市立渭東
保育所
5歳児

平成28年9月7日［水］
9 : 30-12 : 00

紙を使って切り貼りして、自分の顔を作る
造形活動を行った。

亀井幸子（係長） 児童25名
保育士3名

21 徳島市津田小
学校
6年生

平成28年9月8日［木］
8 : 40-12 : 20

水墨画の鑑賞活動と、墨に親しむ体験を
行った。

亀井幸子（係長） 児童108名
教員8名

22 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成28年9月9日［金］
9 : 00-12 : 00

粘土で自分だけの植木鉢を作った。 亀井幸子（係長） 児童30名
保育士2名

23 松茂保育所
5歳児

平成28年9月27日［火］
9 : 30-12 : 00

鑑賞活動と、Tシャツ型の紙に模様を描く
制作活動を行った。

亀井幸子（係長） 児童36名
保育士4名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

24 徳島県立城北
高等学校
高校1年生

平成28年9月28日［水］
9 : 30-11 : 00

ドイツの高校生との交流学習で、のりで名
前を防染し、インディゴ染料を用いてハン
カチを染める制作活動を行った。

亀井幸子（係長） 生徒27名
教員3名

25 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成28年10月18日［火］
9 : 30-12 : 00

新聞紙を使って、グループで大きな野菜
の立体作品を作った。

亀井幸子（係長） 児童30名
保育士2名

26 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成28年10月19日［水］
9 : 30-12 : 00

透明シートに絵を描いて、ステンドグラス風
の作品を制作した。

亀井幸子（係長） 児童28名
保育士3名

27 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成28年11月11日［金］
9 : 30-11 : 30

紙を切り貼りして自分の顔を制作し、版画
を作った。

亀井幸子（係長） 児童30名
保育士3名

28 徳島市立松茂
保育所
5歳児

平成28年11月24日［木］
9 : 30-11 : 30

ゆびえのぐで遊ぶ制作活動を行った。 亀井幸子（係長） 児童29名
保育士3名

29 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成28年11月29日［火］
9 : 30-12 : 00

劇のための背景画の制作活動を行った。 亀井幸子（係長） 児童30名
保育士5名

30 阿波市立御所
小学校
6年生

平成28年12月6日［火］
10 : 35-11 : 50

水墨画の鑑賞活動と、墨に親しむ制作
活動を行った。

亀井幸子（係長） 児童34名
教員3名

31 もとしろ認定こ
ども園
5歳児

平成28年12月8日［木］
9 : 45-11 : 50

鑑賞活動「お気に入りをみつけよう」を行っ
た。

亀井幸子（係長） 児童32名
保育士4名

32 わくわくクラブ
小学生

平成28年12月10日［土］
10 : 00-11 : 20

アートカードを使ったカルタ遊びとお絵描き
リレーを行った。

亀井幸子（係長） 児童42名
そ の 他31
名

33 鳴門教育大学
大学生

平成28年12月12日［月］
9 : 00-12 : 10

教職実践演習として、ユニバーサルミュー
ジアムの取り組みと、障がいへの理解を深
める講義を行った。

亀井幸子（係長） 学生7名
教員1名

34 佐那河内村立
佐那河内小学
校
1年生
佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳児
合同

平成28年12月13日［火］
9 : 40-10 : 40

はじめに絵本の読み聞かせを通して、スタ
ンプ版画やページ展開について関心が高
まるよう工夫した。続いて5グループに分か
れて、それぞれ折り本型の用紙にスタンプ
版画による制作を行い、絵本を各グルー
プで1冊完成させた。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

児童28名
引率4名

35 徳島市立八万
東保育所
5歳児

平成28年12月14日［水］
10 : 00-12 : 00

年賀状を意識した版画遊びを行った。 亀井幸子（係長） 児童22名
保育士3名

36 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成28年12月20日［火］
9 : 30-12 : 00

水墨画の鑑賞活動と、墨に親しむ制作
活動を行った。

亀井幸子（係長） 児童28名
保育士3名

37 徳島市立北井
上保育所
5歳児

平成28年12月21日［水］
9 : 00-12 : 00

作品鑑賞のあと、こすり出しによる技法で
作品を制作した。

亀井幸子（係長） 児童41名
保育士6名

38 徳島市立北井
上保育所
5歳児

平成29年1月17日［火］
9 : 30-12 : 00

ランチョンマット、スポンジ版画 亀井幸子（係長） 児童7名
保育士2名

39 徳島市立八万
東保育所
5歳児

平成29年1月18日［水］
9 : 30-12 : 00

テラコッタ用の粘土で、植木鉢カバーを
作った。

亀井幸子（係長） 児童24名
保育士4名

40 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成29年1月19日［木］
9 : 30-12 : 00

「水彩絵の具であそぼう」の活動で葉っ
ぱの色ぬりをした。

亀井幸子（係長） 児童60名
保育士4名

41 佐那河内村立
佐那河内保育
所（PTA参観日）
5歳児

平成29年1月20日［金］
10 : 00-11 : 30

子どもと保護者と一緒に植木鉢カバーを
作った。

亀井幸子（係長） 児童14名
保 護 者14
名
保育士1名

42 徳島市立八万
保育所
5歳児

平成29年1月24日［火］
9 : 30-12 : 00

修了制作としてスチレン版画を行った。 亀井幸子（係長） 児童23名
保育士2名
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4 学校の授業等への協力

（1） 授業

（2） 鑑賞シート

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

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

的送付の他、必要部数を各学校に送り活用してもらっている。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

43 徳島市立北島
田保育所
4-5歳児

平成29年1月26日［木］
9 : 30-12 : 00

墨に親しむ活動を行った。 亀井幸子（係長） 児童18名
保育士3名

44 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成29年2月9日［木］
9 : 30-11 : 00

5歳児は粘土で鉢つくり。4歳児は粘土で
人形づくり。

亀井幸子（係長） 児童53名
保育士6名

45 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成29年2月10日［金］
9 : 30-12 : 00

テラコッタの植木鉢に白ペンキでスポンジ
スタンプを使って模様をつけた。

亀井幸子（係長） 児童25名
保育士2名

46 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成29年2月14日［火］
9 : 45-11 : 45

スポンジスタンプで折り本作りをした。 亀井幸子（係長） 児童27名
保育士4名

47 まつしげ 保育
所
3歳児

平成29年2月15日［水］
9 : 30-12 : 00

長い障子紙にスポンジのスタンプやロー
ラーで自由に色を塗った。

亀井幸子（係長） 児童34名
保育士4名

計 園児・児童・生徒 1,409名 教員 151名 保護者 45名／合計 1,605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。

宮崎県都城市明和小学校、三好市立白地小学校、美馬市立清水小学校、那賀町立北
川小学校、那賀町立鷲敷中学校、鳴門教育大学、鳴門市鳴門西小学校、北島町立北
島北中学校、鴨島町立森山小学校、上板町立神宅小学校、吉野川市鴨島小学校、吉
野川市川田小学校、吉野川市立学島小学校、石井町立浦庄小学校、四国大学、小松
島市立南小松島小学校、小松島市立児安小学校、阿南市立第二中学校、吉野川市立
智恵島小学校、阿南市立横見小学校、阿南市立宝田保育所、阿南市立富岡小学校、
徳島県立ひのみね支援学校、徳島市沖洲小学校、徳島市佐古小学校、徳島市津田小学
校、徳島市八万小学校、徳島市八万南小学校、徳島市不動小学校、徳島市立北井上
保育所

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 427

2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 90

3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 300

4 クレー〈子供と伯母〉 90

5 三宅克己の風景画 222

6 シーガルの人間像 88

7 吹田文明の色と光 205

8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 152

9 屏風のなかのお話 115

10 よーいアクション！ 97

11 えのほんをつくろう 449

12 彫刻EYE（アイ） 189

13 墨と紙の魅力 700

14 不思議の世界 666

合計 3,790

鑑賞シートの配布数
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5 中高生の職場体験・インターンシップ

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

の受け入れを行った。

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28年5月17日［火］
9 : 30-16 : 00

美術館施設の案内、美術館の仕事につ
いて、作品調査について

吉原美惠子（上席学芸員）、森
芳功（企画交流室長）

5名

平成28年5月18日［水］
9 : 30-16 : 00

収集関係資料の整理について、資料整
理について

安達一樹（上席学芸員）、吉川
神津夫（上席学芸員）、家本真
美（文化推進員）、沢口裕子（文
化推進員）

5名

平成28年5月19日［木］
9 : 30-16 : 00

資料整理について、教材整理について 江川佳秀（学芸調査課長）、亀
井幸子（係長）

5名

2 徳島市城西中
学校
2年生

平成28年7月7日［木］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、展示作業の見学など、
資料整理について

吉原美惠子（上席学芸員）、吉
川神津夫（上席学芸員）、家本
真美（文化推進員）、沢口裕子
（文化推進員）

5名

平成28年7月8日［金］
9 : 30-16 : 00

資料整理について、教材作成など 森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）

2名

3 徳島県立城東
高等学校
3年生

平成28年9月3日［土］
9 : 30-16 : 00

施設見学、所蔵作品の研究・保存管理
の方法、こども鑑賞クラブの準備・見学・
片付けなど

森芳功（企画交流室長）、亀井
幸子（係長）、竹内利夫（上席学
芸員）

1名

平成28年9月4日［日］
9 : 30-16 : 00

広報発送作業、教育普及活動の実際
（遠足見学）、資料整理（図書関係）など

亀井幸子（係長）、竹内利夫（上
席学芸員）、家本真実（文化推
進員）

1名

4 徳島市立高等
学校
3年生

平成28年9月24日［土］
9 : 30-16 : 00

施設見学、美術館の仕事について、こども
鑑賞クラブの準備・見学・片付けなど

安達一樹（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）、竹内利夫（上席学
芸員）、森芳功（企画交流室長）

2名

平成28年9月25日［日］
9 : 30-16 : 00

教材の作成、教育普及活動の実際（遠
足見学）、資料整理（図書関係）など

亀井幸子（係長）、伊丹綾（文化
推進員）、家本真実（文化推進
員）

2名

5 徳島県立城西
高等学校
2年生

平成28年10月25日［火］
9 : 30-16 : 00

施設見学、学芸員の仕事について、美術
資料整理など

吉原美惠子（上席学芸員）、森
芳功（企画交流室長）、亀井幸
子（係長）

1名

平成28年10月26日［水］
9 : 30-16 : 00

美術館ロビーの作業コーナーの設営、美
術資料整理、教材の整理、ワークショップ
の準備など

森芳功（企画交流室長）、竹内
利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）、伊丹綾（文化推進員）

1名

平成28年10月27日［木］
9 : 30-16 : 00

教育普及活動の実際（遠足見学）、資
料整理（図書関係）など

森芳功（企画交流室長）、竹内
利夫（上席学芸員）、友井伸一
（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）、家本真実（文化推進員）、
沢口裕子（文化推進員）

1名

6 徳島県立城ノ
内中学校
3年生

平成28年10月26日［水］
9 : 30-16 : 00

美術館ロビーの作業スペースの設営、資
料整理、教材の整理など

亀井幸子（係長）、森芳功（企画
交流室長）、竹内利夫（上席学
芸員）、伊丹綾（文化推進員）

5名

平成28年10月27日［木］
9 : 30-16 : 00

教育普及活動の実際（遠足見学）、資
料整理（図書関係）など

森芳功（企画交流室長）、竹内
利夫（上席学芸員）、友井伸一
（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）、吉川神津夫（上席学芸員）、
家本真実（文化推進員）、沢口
裕子（文化推進員）

5名

7 徳島県立城東
高等学校
2年生

平成29年1月5日［木］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、美術館の仕事について、
収蔵作品の研究・保存管理の方法、資
料整理など

吉原美惠子（上席学芸員）、森
芳功（企画交流室長）、吉川神
津夫（上席学芸員）、家本真実
（文化推進員）、沢口裕子（文化
推進員）

1名

8 徳島市加茂名
中学校
2年生

平成29年2月1日［水］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、施設見学、鑑賞支援
教材の作製、資料整理（図書関係）など

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）、吉川神津夫（上
席学芸員）、家本真実（文化推
進員）、沢口裕子（文化推進員）

4名

平成29年2月2日［木］
9 : 30-16 : 00

教育普及について、作品の保管について
など

竹内利夫（上席学芸員）、安達
一樹（上席学芸員）

4名

平成29年2月3日［金］
9 : 30-16 : 00

美術館・学芸員の仕事について、資料整
理（美術関係）など

吉原美惠子（上席学芸員）、森
芳功（企画交流室長）

4名
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6 クラブ活動への講師派遣

7 教員研修会などへの講師派遣

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

で作品製作の指導を行ったりした。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

9 徳島県立徳島
科学技術高等
学校
2年生

平成29年2月22日［水］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、施設見学、美術館の
仕事について、資料整理（図書関係）な
ど

友井伸一（上席学芸員）、吉川
神津夫（上席学芸員）、家本真
実（文化推進員）、沢口裕子（文
化推進員）

3名

平成29年2月23日［木］
9 : 30-16 : 00

教育普及活動の体験（保育所見学）、カ
ラーユニバーサル研修会など

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

3名

平成29年2月24日［金］
9 : 30-16 : 00

ワークショップの準備、資料整理（美術資
料）など

亀井幸子（係長）、森芳功（企画
交流室長）

3名

計 9校、21日、学生・生徒のべ 63名／合計 63名

クラブ活動 開催日時 講師 場所 参加者

1 城ノ内中学・高校美
術展
中学1年-高校2年生

平成29年3月25日［土］
13 : 00-15 : 30

安達一樹（上席学芸員） 四国大学交流プラザ 生徒14名
引率2名

2 第8回徳島北高等学
校美術部書道部合
同展講評
高校1-3年生

平成29年3月28日［火］
14 : 10-15 : 30

安達一樹（上席学芸員） 徳島市シビックセンター 生徒10名
引率1名

計 生徒 24名 教員 3名／合計 27名

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 徳島県中学校美術
教育研究会

平成28年6月12日［日］
13 : 30-15 : 00

所蔵作品展「新収蔵作品を中心
に」の展示解説をし、解説を通じ
て所蔵作品に対する理解を深め
てもらった。

吉川神津夫（上席学
芸員）

21世紀会議
室、アトリエ
2、展示室

教職員20名

2 きくち道場徳島支部
勉強会

平成28年6月12日［日］
9 : 30-12 : 00

鑑賞プログラム「勝手にしんさい
ん」の体験を行った。

亀井幸子（係長） 講座室 教職員・
保育士8名

3 鳴門市小学校図工
部会研修会

平成28年6月16日［木］
14 : 00-17 : 00

ユニバーサルミュージアムについて
の説明と、実際にアイマスクをして
言葉だけで鑑賞をする体験活動
を行った。

亀井幸子（係長）、森
芳功（企画交流室長）

アトリエ2、
展示室

教職員17名

4 アートの日研修会 平成28年7月28日［木］
14 : 00-17 : 00

全国保育研究大会の発表に向
けて研究を行った。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士9名

5 平成28年度初任者
研修・企業等研修

平成28年8月2日［火］
9 : 30-16 : 00

保育所のこどもたちとの活動プログ
ラムの計画と準備を行った。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2 教職員4名

平成28年8月3日［水］
9 : 30-16 : 00

保育所のこどもたちとの活動プログ
ラムの実践と評価を行った。

亀井幸子（係長）、森
芳功（企画交流室長）

アトリエ2 教職員4名

平成28年8月4日［木］
9 : 30-16 : 00

「暮らしの感覚」展会場で食をヒン
トにした鑑賞プログラム「ごはんが
できたよ」を体験した後、展示室の
居心地をキーワードに児童生徒の
ための環境づくりについて意見交
流した。最後に当館のユニバーサ
ルミュージアム事業について紹介し
た。

竹内利夫（上席学芸
員）、森芳功（企画交
流 室 長）、亀 井 幸 子
（係長）

アトリエ2、
展示室3

教職員4名

6 徳島市・名東郡小
学校図工部会研修
会

平成28年8月4日［木］
13 : 00-16 : 30

墨を使った制作と、展覧会の鑑賞
を行った。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2、
展示室3

教職員31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119回 平成28年5月28日〔土〕 13 : 30-16 : 15 7人

第120回 平成28年7月2日〔土〕 9 : 30-12 : 00 6人

第121回 平成28年8月22日〔月〕 14 : 00-17 : 00 7人

第122回 平成28年10月16日〔日〕 9 : 45-12 : 15 6人

第123回 平成28年11月6日〔日〕 13 : 30-17 : 00 7人

第124回 平成28年11月27日〔日〕 13 : 30-17 : 00 6人

第125回 平成28年12月25日〔日〕 13 : 30-17 : 00 6人

第126回 平成29年1月21日〔土〕 13 : 30-17 : 00 8人

第127回 平成29年2月18日〔土〕 13 : 30-17 : 00 8人

●会場

徳島県立近代美術館（講座室ほか）

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

7 阿南市小学校図工
部会研修会

平成28年8月17日［水］
13 : 30-16 : 30

テーマは「五感を活かした作品鑑
賞について」。「暮らしの感覚」展
会場で食をヒントにした鑑賞プログ
ラム「ごはんができたよ」や、音楽に
合う絵を探すプログラムを体験後、
グループで授業案の意見交流を
行った。

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

展示室3 教職員12名

8 板野郡小学校図工
部会研修会

平成28年8月18日［木］
10 : 00-12 : 15

最初は「三宅克己の画業と生涯」
と題して、三宅克己と彼の水彩画
について森が話した。その後、亀
井が透明水彩の実習を行い、
「暮らしの感覚」展出品の三宅作
品を鑑賞した。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2、
展示室3

教職員20名

9 まつしげ保育所職
員研修会

平成28年8月27日［土］
13 : 30-15 : 30

鑑賞プログラムの体験活動を行っ
た。

亀井幸子（係長） 松茂保育所 保育士12名

10 アートの日研究会 平成28年9月7日［水］
14 : 00-17 : 00

全国保育研究大会の発表に向
けて研究を行った。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士9名

11 全国保育研究大会
分科会

平成28年10月13日［木］
13 : 30-16 : 30

「アートの日」について、講演と造形
ワークショップを行った。

亀井幸子（係長） 阿波 観 光
ホテル

保 育 士
145名

12 全国保育研究大会
関連 保育士研修
会

平成28年10月13日［木］
17 : 30-19 : 30

鑑賞プログラム「お気に入りをみつ
けよう」、「ヤッピーネ」を体験した。

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 保育士20名

13 アートの日研究会 平成29年1月19日［木］
15 : 30-17 : 00

美術館と保育所との連携事業に
ついて、これまでの取り組みの成果
と課題について話し合い、来年度
に向けた取り組みについて協議し
た。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2 保育士7名

教員他 計 322名
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●参加者

山田芳明（鳴門教育大学准教授）

三木健司（徳島県立総合教育センター指導主事）、山本敏子（徳島市八万南小学校教諭）

脇本正久（吉野川市立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（那賀川町立北川小学校教諭）、井上奈美（徳島県立ひのみね支援学校教諭）

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） 作成した鑑賞シート、指導の手引き

・鑑賞シートno.14 「不思議の世界」 平成28年10月発行

・鑑賞シートno.15 「色いろいろ探求バトル」 平成29年3月発行

・鑑賞シートの手引き 鑑賞シートno.14 「不思議の世界」 A4判縦29ページ 館内で簡易印刷 平

成29年3月発行

9 展覧会ごとのワークシート作成

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

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

した子どもや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。

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期 拡大展示 巨匠たちの版画」ワークシート A4判

両面刷 簡易印刷 平成28年4月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅰ期 特集 新収蔵作品を中心に」ワークシート A4判

両面刷二つ折り 簡易印刷 平成28年5月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集 立つこと、座すこと、歩むこと」ワークシート

A4判両面刷二つ折り 簡易印刷 平成28年7月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 受贈記念 泉茂の版画」ワークシート A4判両面

刷二つ折り 簡易印刷 平成28年9月発行

・特別展「ベルギー近代美術の精華展」ワークシート B4判両面刷三つ折り 簡易印刷 平成28年10月

発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 特集 戦後日本画の人間表現」ワークシート A4

判両面刷三つ折り 簡易印刷 平成28年10月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅲ期 特集 伊原宇三郎に見る西洋絵画の理論と技

法」ワークシート A4判両面刷二つ折り 簡易印刷 平成28年12月発行

・「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅲ期 特集 作品の中の作家」ワークシート A4判両面

刷二つ折り 簡易印刷 平成29年2月発行
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4-3 美術館ボランティア

10 学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録等の送付

（1） ポスター、美術館ニュース等

学校行事や授業などで当館を利用するときに役立つ印刷物を送付。展覧会のポスター・チラシ（2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178校、中学校80校）

直接送付（小学校3校、中学校6校、高等学校・県立学校50校）

（2） 展覧会図録（暮らし感覚展、阿波の道展、ベルギー近代美術の精華展）

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178校、中学校80校、高等学校・特別支援学校45校（909冊）

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

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

アグループ「ビボラボ」が結成され、より自立的な活動に取り組んでいくことを目指している。

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

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

希望の日時を選ぶことができる仕組みとなっている。

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

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

ることができると考えられる。

平成28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

月 日 内 容 参加者

5月5日 文化の森こどもの日フェスティバル（サポート） 1,394名

11月3日 文化の森大秋祭り（サポート） 708名

2月11日 文化の森ウインターフェスティバル（サポート） 362名

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

ボランティアグループ「ビボラ
ボ」美術館で遊び隊「粘土
で恐竜をつくろう」

平成28年8月21日［日］
10 : 00～11 : 00
アトリエ2

粘土で恐竜をつくる。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」のコ
ラボ企画。＊参加対象はどなたでも。＊参加無
料。

4名 119名
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【参考】

「ビボラボの概要」

○会員

随時募集。正会員4名、賛助会員1名。（28年度末）

○活動内容（「ビボラボ」の活動に関する規約 より）

【活動】

第3条 この団体は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

（1） 美術館と協働して開催する、美術に関する各種催しの企画・運営

（2） 美術館の各種事業（教育普及活動、広報活動など）のサポート

（3） 地域の芸術活動の発展に寄与する事業

（4） 会員の研修、親睦

（5） その他、この団体の目的に添った事業

○平成28年度の活動概要

協働事業の開催、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。（活

動日数21回、ボランティア参加人数のべ63名）

2 「アートイベントサポーター」の実績

（1）「美術館ユニバーサル事業の運営」：活動日数20日、会員数10名

（2）「遠足見まもり事業」：活動日数13日、会員数11名

（3）「チャレンジとくしま芸術祭2017」の運営：活動日数4日、会員数2名

4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

年度 対象イベント数 延べ活動日数 登録人数

H28 3種類 37日 23人

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 美術の愉しみ 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28年6月27日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 5名

2 徳島県シルバー大学吉野川
校「発信の拠点・文化の森
美術館」

安達一樹（上席学
芸員）

吉野川市文化研修セン
ター

平成28年6月30日［木］
11 : 00-11 : 50

一般 56名

3 美術の愉しみ 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28年7月4日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 5名

4 美術の愉しみ 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28年7月11日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 5名

5 徳島大学公開講座「国際ボ
ランティア入門」―留学生との
鑑賞ワークショップ

竹内利夫（上席学
芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

展示室3 平成28年7月23日［水］
10 : 15-11 : 45

一般 一般4名
大学生3名
障がい者2
名
高齢者1名

6 美術の愉しみ 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28年7月25日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 5名

7 ベルギー展「こどもギャラリーツ
アー」

友井伸一（上席学
芸員）、山田真規子
（姫路市立美術館
学芸係長）

姫路市立美術館 平成28年7月27日［土］
10 : 20-12 : 10

小学生 児童15名
保護者14名
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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。

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

8 座談会「ワーズワスと芭蕉に
取り組んで」

森芳功（企画交流
室 長）、「歩く詩 人
ワーズワスと芭蕉」展
（柿衛文庫）出品作
家

柿衛文庫 平成28年9月25日［日］
14 : 00-15 : 30

一般 52名

9 徳島県シルバー大学徳島校
「発信の拠点・文化の森美
術館」

吉川神津夫（上席
学芸員）

徳島県総合福祉センター 平成28年9月30日［金］
14 : 00-14 : 50

一般 172名

10 日本赤十字社徳島県支部
「平成28年度 赤十字の集
い」講演

江川佳秀（学芸調
査課長）

あわぎんホール 平成28年10月3日［月］
14 : 15-14 : 40

一般 640名

11 シルバー大学校OB会「歴文
クラブ」講座

江川佳秀（学芸調
査課長）

あわぎんホール 平成28年10月7日［金］
13 : 30-15 : 30

一般 126名

12 福井大学公開講座「アートマ
ネージメント（アート・エデュ
ケーション）育成講座」

竹内利夫（上席学
芸員）

福井大学アカデミーホール 平成28年10月7日［金］
18 : 00-20 : 00

一般 16名

13 徳島県シルバー大学牟岐校
「発信の拠点・文化の森美
術館」

竹内利夫（上席学
芸員）

牟岐町役場大集会室 平成28年11月7日［月］
13 : 00-13 : 50

一般 13名

14 福祉セミナー「暮らしと美術」 竹内利夫（上席学
芸員）

ふれあい健康館 平成28年11月21日［木］
10 : 30-11 : 10

一般 25名

15 ハートフルフェスタ「障がい者
県民の集い」ユニバーサル事
業紹介

竹内利夫（上席学
芸員）

あわぎんホール（5階 小
ホール）

平成28年11月27日［日］
9 : 30-16 : 00

一般 21名

16 徳島県シルバー大学東みよ
し校「発信の拠点・文化の森
美術館」

吉原美惠子（上席
学芸員）

東みよし町東部福祉セン
ター

平成28年11月30日［水］
13 : 00-13 : 50

一般 28名

17 徳島県シルバー大学鳴門校
「発信の拠点・文化の森美
術館」

友井伸一（上席学
芸員）

鳴門大塚スポーツパーク
＜アミノバリュホール・体育
館＞

平成29年1月19日［木］
13 : 00-13 : 50

一般 48名

18 徳島市立城西保育所
子育て講座

亀井幸子（係長） 徳島市立城西保育所 平成29年1月25日［水］
10 : 20-11 : 20

保護者 保護者65名
保育士4名

19 徳島県視覚障がい者サーク
ル鑑賞会

竹内利夫（上席学
芸 員）、亀 井 幸 子
（係長）

展示室1、アトリエ2 平成29年1月29日［日］
10 : 30-12 : 20

視覚障がい
者

障がい者25名
引率10名
ボラティア1名

20 阿南市立宝田保育所保護
者研修会

亀井幸子（係長） 宝田保育所 平成29年1月31日［火］
10 : 00-11 : 00

一般 保 護 者
65名
保育士4名

21 文化庁ミュージアムエデュケー
ター研修会

亀井幸子（係長） �飾区郷土と天文の博
物館

平成29年2月3日［金］
9 : 30-10 : 20

一般 65名

22 徳島県シルバー大学阿南校
「発信の拠点・文化の森美
術館」

江川佳秀（学芸調
査課長）

阿南ひまわり会館 平成29年2月22日［水］
11 : 00-11 : 50

一般 44名

合計 1,537名
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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「みんなが楽しめる美術館づくり事業」、26年度「みんなで創るユニバーサルミュージアム事業」を

実施。27年度「開館25周年記念 人間表現を楽しむ25のとびら展」、28年度「暮らしの感覚」展と関連させ、

展示とイベントを中心に実践・検証を重ねてきた。

2 平成28年度の取り組み

●関連記事等

�井和也「記者席 県立近代美術館 展示に工夫 県民に身近な場所に」『徳島新聞』 平成28年9月

22日

●担当者

竹内利夫、亀井幸子

（1）「暮らしの感覚」展の事業として

1 磁気ループを用いた鑑賞と造形ワークショップ（7月
16日）

協力：徳島県難聴者と支援者の会

2 託児つきツアー、ベビーカーアワー（7月31日、8月5日、
8月26日）

協力：アートイベントサポーター

3 手話解説付き展示解説（11月13日）

4 利用者の要請に応えて行った手話通訳者派遣（7
月17日、2月26日）

（2）ワークショップ「ユニバーサルミュージアムをめざして」など

1 美術×音楽で楽しむワークショップ（2月26日） 音楽を聴いて美術の創作や鑑賞とつなげる。

2 季節とアートをつなぐワークショップ（3月20日） 鑑賞と屋外でのネイチャーゲームをつなげる。

（3）研修、普及活動

1 「障がい者県民の集い」への出展（11月27日） 出展ブースで触察図の試作などを紹介し、障がい者から意見や感想をもらった。

2 館内職員向け研修 「はじめましての手話」と「手
話と美術をつなぐ」研修会（2月14日）

協力：徳島県聴覚障害者福祉協会

3 館内職員向け研修 「カラーユニバーサルデザイン
研修会」（2月23日）

協力：カラーユニバーサルデザインをすすめる会

4 ウィンターフェスティバル「ユニバーサルミュージアムを
体験しよう」（2月11日）

ロビーで触察図の試作などを紹介し、ユニバーサル事業への一般の理解を広
めた。

（4）自主的な研修・交流活動との協働

1 お花見 in 近代美術館（4月2日） 協力：徳島県立障がい者交流プラザ 視聴覚障がい者支援センター

2 視覚障がい者有志による彫刻鑑賞案内（5月22
日）

3 徳島市視覚障害者会かがやき部研修会（1月29
日）
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5-1 平成28年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

● 寄贈作品

平成28年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他3点（購入2点、寄贈1点）、日本画2点（購入1点、寄

贈1点）、版画4点（寄贈4点）、水彩1点（寄贈1点）の計10点（購入3点、寄贈7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

三木文夫 苔の径 1951 紙本着色
127.4×210.4

日本画 1

ユン・ソクナム（尹錫
男）

ノワ25 そは偶然ならぬ運命 2013 ミクストメディア
101.5×53.5

油彩画他 1

ユン・ソクナム（尹錫
男）

ノワ57 蓮花さえわが心に伸び上
がり来る

2015 ミクストメディア
119.2×44.2

油彩画他 1

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

伊原宇三郎 戦場風景（仮称） 1930代後半 油彩 合板
27.8×40.1

油彩画他 1

中川健 甲浦 1968 紙本着色 パネル
125.0×200.0

日本画 1

大西伸明 grass / scrubbing brush 2012 スループリント 紙
109.0×89.6

版画 1

大西伸明 barbed wire / dots 2012 スループリント 紙
56.5×76.5

版画 1

大西伸明 pottery / flower 2012 スループリント 紙
56.5×76.5

版画 1

大西伸明 bone / dots 2012 スループリント 紙
56.5×76.5

版画 1

伊原宇三郎 芦の湖 仙谷より見たる 制作年不明 水彩 紙
25.3×36.8

水彩 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 平成16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 購入 寄贈

油
彩
画
他

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

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 3 3

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 5

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 5

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 2 1

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

水
彩
画

国内 13 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8

国外 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8

素
描

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

国外 1 1

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

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 52

国外 469 13 69 23 1 29 34 49 9 1 10 4

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 62 4

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389 408

国外 298 438 1 168 2 3 1

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389 408

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 68 419

国外 811 453 71 195 1 35 6 2 37 53 10 1 8 2 12 5

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 80 424

78



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32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32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

平成29年3月末現在

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年度平成28年度 小 計

計
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 購入 寄贈 管理換 他

6 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 44 6 1 176 250 32 458

2 34 34

6 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 0 44 0 6 0 0 2 1 210 250 32 492

2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 92 68 27 187

2 14 6 1 7 20 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 92 68 27 187

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

36 1 37

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

33 1 1 1 1 1 0 56 2 1 123 263 59 445

1 1

33 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 56 0 2 0 0 0 1 124 263 59 446

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

2 2

49 5 1 1 0 0 0 0 18 0 2 0 0 17 0 0 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

25 13 7 1 134 1 17 7 4 3 2 75 4 1,140 536 1 1,677

1 5 1 707 11 718

25 13 7 1 134 0 1 0 0 0 0 1 22 7 4 0 3 2 76 0 4 1,847 547 1 2,395

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

911 911

162 14 90 74 2 0 0 0 0 26 0 1 31 0 3 0 302 0 0 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 0 0 3 2 5

277 33 27 1 111 1 225 2 2 36 1 10 1 1 53 9 7 51 8 124 1 314 3 81 1 7 2,197 4,927 375 2 7,501

0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 1,699 12 1,711

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 7 3,896 4,939 375 2 9,212
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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

◎ 三木 哲夫 兵庫陶芸美術館館長

○ 平木 美鶴 徳島県美術家協会洋画部理事

徳島大学教授

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

田中 佳 徳島大学大学院総合科学研究部准教授

中林 幸子 四国大学文学部講師

宮下規久朗 神戸大学大学院人文学研究科教授

村田 眞宏 豊田市美術館館長

● 開催 平成29年2月4日 第39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29年2月3日

平成28年度の修復作品は、日本画2点。

分野 作品No．等 作家名 作品名 主な処置

日本画 1110156 廣島晃甫 牡丹 燻蒸、清掃、桐箱タトウ修繕

日本画 1110232 廣島晃甫 春の花籠（仮称） 洗浄、剥落止め、しみ抜き、折れ伏せ、裏打ちやり直し、裂地新調、軸棒・
掛緒・巻緒新調、太巻き芯新調、箱新調

日本画 1110233 廣島晃甫 秋の花籠（仮称）
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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

2017年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（98号）：A4判6ページ

暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間 竹内利夫

所蔵作品紹介 アンソニー・カロ ＜テーブル・ピース Y－90“チェアパーソン”＞ 吉原美惠子

美術館ニュース（99号）：A4判6ページ

特別展 日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展 友井伸一

所蔵作品紹介 小嶋悠司 ＜穢土＞ 森芳功

美術館ニュース（100号）：A4判6ページ

100号記念 美術館ニュースに思うこと 安達一樹

フリースペ－ス チャレンジとくしま芸術祭2017 吉川神津夫

所蔵作品紹介 谷川晃一 ＜スイランの夏＞ 竹内利夫

美術館ニュース（101号）：A4判6ページ

日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展 今に生きる「人道博愛の心」美術に見る日本赤十字社

の歩み 江川佳秀

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 ユン・ソクナム ＜ノワ25 そは偶然ならぬ運命＞ 吉原美惠子

6
広 報 活 動
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6-2 ホームページ

1 概要

2 今年度の実績

6-3 サテライト・ギャラリー

6-4 ニュース会員

ホームページの内容は概ね次の3つに分類できる。

（1）広報・利用案内・活動紹介。

（2）作品解説など鑑賞支援や美術館活用に役立つテキスト。

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

タベース化しWeb上の検索に供している。

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

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

（1）サイトの新設「暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間」展 平成28年6月

（2）サイトの新設「連携展示 阿波の道を歩く 酒井弥蔵×大久保英治展」 平成28年7月

（3）サイトの新設「日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展」 平成28年11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。

＊県民サービスセンター、県立海部病院は改修のため平成28年度途中で休止。

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28年度の会員数は36名。年間7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2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28年5月10日

28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、「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28年12月27日（研究報告）

江川佳秀「県内美術グループの盛衰－館蔵資料の紹介をかねて」

安達一樹「徳島県内の美術状況」

友井伸一「大久保英治 その作品と足跡」

吉川神津夫「泉茂の版画作品データ調査」

第3回 平成29年2月8日（個別研究テーマに関する発表および紀要執筆者を決定。）

森芳功「三宅克己の画業と生涯（六）－小諸時代、白馬会展、キリスト教と自然」

吉原美惠子「現代美術家と造形支援活動」

調査研究事業

7
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1 共同研究

竹内利夫「デザインを活用した鑑賞の場づくり」

亀井幸子「美術館と保育所との連携―全国保育研究大会の発表に向けて」

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てきた。平成12年度には、その成果をもとに、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る。平成18年度から共同研究テーマとして位置付け、継続して取り組

んできた。その成果は、順次、所蔵作品展や特別展で公開してきた。28年度は、終戦直後から県内美術グルー

プの活動が本格化する1950年前後までの状況を、「所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第Ⅱ期 テー

マ展示 戦後徳島の美術－焼け跡からの出発」として公開した。

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

かりとなり得る資料群である。

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28年度は、館蔵の石川真五郎、谷口董美、河野太郎、大石匕鳳らの遺品に含まれている県内の美術

団体の名簿や会報、展覧会目録等の資料を再点検し、お互いにつき合わせることで、概ね1930年代から50年

代までの、県内美術団体の活動状況や離合集散の歴史を明らかにした。上記「徳島の美術に関する通史的

研究」を兼ねた作業である。

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9,000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 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 個別研究の概要

「三宅克己の画業と生涯（六）」

近代日本の水彩画家、三宅克己（1874-1954年、現在の徳島市出身）の小諸時代を中心に検討した。時

期は、第一回渡欧から帰国した1898（明治31）年10月以降、長野県小諸町（現在の小諸市）に移住し制作

を行った1900（明治33）年12月までの二年余りの時期である。彼が24から26歳の年にあたる。

この間の三宅は、島山せい子と結婚するとともに、白馬会展に出品しはじめる。個人の努力で欧米に赴いた

経験が他の画家たちを刺激し、表現の面でいえば、ヨーロッパで得た水彩画の技法や色彩感覚を日本の風

景に適応させようと苦闘した時期であった。また、明治学院の先輩、島崎藤村らと交流して写生について深め、

小諸義塾の図画教員として、地元の青年たちにも刺激を与えている。そのような点から、後の水彩画隆盛期の

活動を準備した時期だったといえる。本研究では、そのような出来事や表現を検討することで、彼における小諸

時代の意義を検討した。

また今回、克己がキリスト教の洗礼を受けていたことを示す新出の資料を得ることができた。時期は前後する

部分もあるが、彼とキリスト教に関わる問題についてもいくらか整理を試みた。

本研究は、「三宅克己の画業と生涯（六） 第一回渡欧からの帰国と小諸時代、克己とキリスト教」（『徳島

県立近代美術館研究紀要』第18号）として公表した。

3 論文

「ワーズワスと芭蕉の『出会い』の時代から現代の美術家たちへ」『歩く詩人－ワーズワスと芭蕉』柿衞文庫

平成28年9月 pp.118-121

「三宅克己の画業と生涯（六）第一回渡欧からの帰国と小諸時代、克己とキリスト教」『徳島県立近代美術館

研究紀要』第18号 平成29年3月 pp.3-32

5 解説、翻訳他

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ（その95-105）」『徳島エコノミージャーナル』第439-449号（電子版） ブ

レーンバンク 平成28年5月－平成29年3月（11回連載）

「“あいランドARTギャラリー”塩川文麟 韓信堪忍図」『いのち輝く』第82号（2016夏号） 平成28年5月 と

くしま“あい”ランド推進協議会 pp.18-19

「美術随想26 被災者に寄り添う美術家」『徳島新聞』 平成28年6月14日（朝刊）

「“あいランドARTギャラリー”大栗旌� 山寺夕靄」『いのち輝く』第83号（2016秋号） 平成28年9月 とくし

ま“あい”ランド推進協議会 pp.16-17

「日本画審査講評」『第60回鳥取県美術展覧会出品目録』鳥取県・鳥取県教育委員会・新日本海新聞社

平成28年9月 p.9

「所蔵作品紹介 小嶋悠司 穢土」『徳島県立近代美術館ニュース』第99号 平成28年9月 徳島県立

近代美術館 p.6
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7 講演会、各種研究会での発表

「歩く詩人－ワーズワスと芭蕉」展座談会 柿衞文庫（伊丹市） 平成28年9月25日

8 社会的活動

フリースペースチャレンジ芸術祭展示部門審査員、徳島県「障がい者アーティストの卵」発掘事業審査員、第

60回鳥取県美術展覧会日本画部門審査員

明治美術学会会員、美術科教育学会会員

9 教育活動

平成28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29年2月26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29年3月7日

1 個別研究の概要

（a）日本における西洋絵画理論受容の過程

1920年代から30年代は、西欧の新しい美術思潮が次 と々日本に紹介された。日本の美術界が西欧の美

術界と同時代的に展開するようになった時代である。しかし子細に点検すると、この時代に日本にもたらされたも

のは美術思潮だけではない。それまで表面的な理解にとどまっていた西洋の伝統的な造形理論や画材の用法

が、留学生たちによって熱心に研究され、日本に紹介されている。日本洋画が本格的に西洋美術の伝統と結

びついた時代でもあった。

本研究では、この時代の美術留学生たちの作品や著作をもとに、このことを検証した。特に伊原宇三郎の活

動に焦点をあて、その成果を「所蔵作品展第3期 特集 伊原宇三郎に見る西洋絵画の理論と技法」として

報告した。

（b）エコール・ド・パリの日本画－両大戦間のパリに滞在した日本画家に関する研究

1920年代から30年代は、様 な々かたちで日本画がフランスの美術界をにぎわしていた。1922年と1929年には

日本政府による国家的な行事として日本美術展がパリで開かれ、フランス社会の幅広い関心を集めた。また、

パリには日本画を描いて生計を立てる日本画家が暮らしていて、日本からパリを訪れる日本画家も少なくな

かった。パリにいた日本人洋画家には、洋画のかたわら日本画を制作した者もいる。現在ではあまり話題になるこ

とがないが、この時代のフランスにおける日本画の問題とは、日仏の美術交流を考える上で無視できない現象

である。

本研究では、この問題について考える一端として、パリで日本画を描いて暮らした戸田海笛、蕗谷虹児、出

島春光、金子光晴の4人、およびパリで日本画の制作に手を染めた洋画家、藤田嗣治、原勝郎、瀧川太郎の

作品や遺品、関連資料の調査を行った。美術館連絡協議会2016年度美術館活動助成事業（個人・グルー

プ事業）として取り組み、美術館連絡協議会に報告書（29年5月刊行予定）を提出した。

3 論文

「チンギス・ハーン像の変遷」『美術運動史』第155号 美術運動史研究会 平成28年6月 pp.1-7

5 解説、翻訳他

「美術随想25 愛好者の裾野 創作楽しみ生活に根付く」『徳島新聞』 平成28年5月12日（朝刊）

「テーマ展示 戦後徳島の美術－焼け跡からの出発」『徳島新聞』 平成28年8月2日（朝刊）

「日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展 博愛の心宿る、珠玉の美術品」『徳島新聞』 平成29

年1月1日（朝刊）

「アート散策3 障がい者芸術に関心」『徳島新聞』 平成29年3月23日（朝刊）

「日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展 今に生きる「人道博愛の心」美術に見る日本赤十字社

の歩み」『徳島県立近代美術館ニュース』第101号 平成29年3月 pp.1-2
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7 講演会、各種研究会での発表

「日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展 今に生きる「人道博愛の心」－美術に見る日本赤十字

社の歩み－」日本赤十字社徳島県支部「平成28年度赤十字の集い」講演 あわぎんホール（徳島市） 平

成28年10月3日

「美術とは何か？」シルバー大学校OB会「歴文クラブ」講座 あわぎんホール（徳島市） 平成28年10月7日

「発信の拠点・文化の森美術館」平成28年度徳島県シルバー大学校阿南校 阿南ひまわり会館（阿南市）

平成29年2月22日

「日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展 今に生きる『人道博愛の心』－美術に見る日本赤十字

社の歩み－について」平成28年度四国美術館会議 香川県立ミュージアム（高松市） 平成28年3月2日

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28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28年9月11日

1 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ものの前年度開催時に次期開催が危ぶまれ

た牟岐・出羽島アート展は休止となった。神山アーティスト・イン・レジデンス（神山町）、マチトソラ芸術祭（三好

市）は引き続き開催されたものの、規模が縮小された。阿波和紙伝統産業会館（吉野川市）が、新たにアワガ

ミ・アーティスト・イン・レジデンスプログラムを開催したが、手探り感は否めなかった。このように地域興しの側面を

持つ芸術祭やA.I.R．は、県内では勢いを保っているとは言いがたい状況である。個 の々作家では、洋画の武市

善次郎と日本画の中川健は遺作展が開かれ、その足跡を回顧。若年層では、チャレンジとくしま芸術祭2016

で「チャレンジ奨励賞」を受賞した杉本悠希が個展を開催、アール・ブリュット関連では三木里紗の個展があっ

た。美術グループとしては、専修舘が会員の高齢化を理由に今年度の展覧会を以て最終回とした。他の多くの

グループ展でも、会員の高齢化による出品点数の減少が見られた。以上のように、若年層の発表が見られなくは

ないものの、それを上回る速度で高齢化による発表の減少が進んでおり、絵画、彫刻、写真といった従来の美

術ジャンルを範疇とする県内美術界は勢いが無く、衰退の一途をたどっているといえる。

5 解説、翻訳他

「関連年表1830-1945」『日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展』図録 ベルギー近代

美術の精華展実行委員会 平成29年 pp.110-117

「美術随想（27）今年の前半を振り返って」『徳島新聞』 平成28年7月13日（朝刊）

「100号記念 美術館ニュースに思うこと」『徳島県立近代美術館ニュース』第100号 平成29年1月 pp.2-3

7 講演会、各種研究会での発表

「発信の拠点・文化の森美術館」平成28年度徳島県シルバー大学校吉野川校 平成28年6月30日
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8 社会的活動

相生森林美術館協議会委員、徳島障害者芸術祭エナジー審査員、青美展審査員

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28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28年9月10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29年3月8日

1 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、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。特に平成28年度は、年譜の整理と更新、新作を中心に調査した。

新作の作品調査としては下記のとおり行い、各種のフィールドワークの多くにも同行した。

（1）「連携展示 阿波の道を歩く 芭蕉を目指した男 酒井弥蔵×現代アーティスト 大久保英治」展

主催：徳島県の文化の創造的再発見事業実行委員会 会場：徳島県文化の森総合公園 会期：平

成28年7月20日-8月28日

（2）「歩く詩人 ワズワースと芭蕉」展 主催、会場：柿衛文庫（兵庫県伊丹市） 会期：平成28年9月17日-

11月3日

（3）「G”+α展」主催、会場：Cian art museum（韓国・永川市） 会期：平成28年8月17日-9月27日

（4）Cian art museum（韓国・永川市）での屋外作品設置作業 平成28年10月4日-13日

（5）「地球を歩くOKUBO EIJI」展 主催、会場：Bongsan Cultural Center（韓国・大邱広域市 平成28

年10月28日-12月25日

（6）「DNA、共存の方式」展 主催、会場：慶南道立美術館（韓国・昌原市） 平成29年2月9日-5月17日

新作調査の成果は前掲の「連携展示 阿波の道を歩く」展において発表するとともに、年譜については『徳

島県立近代美術館研究紀要 第18号』において報告した。

2 図書、図録等

長谷川賢二、松永友和、友井伸一、徳野隆、田村加代、中原美弥（共編著）『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 解説冊子』徳島県の文化の創造的創造

的再発見事業実行委員会 平成28年7月

3 論文

「イメージ論の視点から マグリットを手がかりに」『日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華

展』図録 ベルギー近代美術の精華展実行委員会 平成29年 pp.101-105

「大久保英治 年譜」『徳島県立近代美術館研究紀要』第18号 平成29年3月 pp.3-30

4 報告書

友井伸一（編）「ワークショップ記録 プレワークショップ 美術家・大久保英治と「石」をたてる：水平と垂直、境

界、祈り」『平成28年度文化芸術振興費補助金〈地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業〉徳島県の

文化の創造的再発見事業 実施報告書』 平成29年3月 pp.17-23

5 解説、翻訳等

「ポール・デルヴォー〈森〉」「ポール・デルヴォー〈階段〉」「ルネ・マグリット〈人間嫌いたち〉」「ルネ・マグリット〈青

春の泉〉」『日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展』図録 ベルギー近代美術の精華展

実行委員会 平成29年 p.77-78、84、87

「特別展 日本・ベルギー友好150周年 ベルギー近代美術の精華展」『徳島県立近代美術館ニュース』第
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99号 平成28年9月 pp.2-3

「美術随想12 チャレンジとくしま芸術祭参加者」『徳島新聞』 平成28年8月24日

「G”+α展について」『G”+α』リーフレット 2016年8月 Cian art museum（韓国・永川市）

「丸岡明子展によせて」『Maruoka Akiko－on WALKING－ exhibition』リーフレット 2017年2月 space CHoA

（韓国・昌原市）

8 社会的活動

「DNA、共存の方式」展招聘学芸員 慶南道立美術館（韓国・昌原市）

美術史学会、美学会

9 教育活動

平成28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

29年3月8日

1 個別研究の概要

「現代美術家と造形支援活動」

東京パラリンピックが開催される2020年に向け、知的障害者とともに創作活動の成果を発信しようとする試み

をコーディネイトした。

京都市在住の今村源、大津市在住の三嶽伊紗は、徳島県内の知的障害者施設においてワークショップを

開催し、その成果を展覧会（主催：社会福祉法人 悠林舎シーズ 会期：2016年10月1日～10日 会場：徳

島県立近代美術館ギャラリー）へと創り上げる仕事に取り組んだ。今村源はその作品を収蔵し、三嶽伊紗は二

年前に個展を開催しており、いずれも当館とは縁のある、日本を代表するアーティストである。7月に今村が、針金

を使って地上にある数 の々生命体を創り上げるワークショップを、8月には三嶽が、感圧紙を用いてみんなの空を

描こうというワークショップを開催した。

展覧会場では、天地が逆さまになりながらも、三嶽の「天」と今村の生み出した「地」の間に紛れもない、「人」

のための場が生まれていた。障害のある人たちの美術をパラレル・アート（もう一つの美術）と呼ぶのなら、ともに創

り上げた今村、三嶽にとってもパラレルな作品であり、どこまでも交わらないパラレルな空間に「クロッシング」するこ

とで世界を繋げるのは私たち人間に他ならないことが明解に示されていた。参加者は重度の障害を持つ人が

多かったが、それぞれの障害の程度に応じて参加し、アートの愉しさを伝えるメッセンジャーとして輝きを放ってい

た。

2 図書、図録等
ほ し

（編著）「パラレル／クロッシング エキシビション1 この惑星に生まれて－今村源＋三嶽伊紗＋アート・メッセン

ジャーinシーズ 報告書」 平成28年11月

＊「パラレル／クロッシング エキシビション1 この惑星に生まれて－今村源＋三嶽伊紗＋アート・メッセンジャー

inシーズ」展図録として刊行された。
ほ し

（編著）「パラレル／クロッシング エキシビション1 この惑星に生まれて－今村源＋三嶽伊紗＋アート・メッセン

ジャーinシーズ」 平成29年3月

＊上記文献とは異なった内容で、DVD版として刊行された。

3 論文
ほ し

「民族藝術学の現場 この惑星に生まれて－今村源＋三嶽伊紗＋アート・メッセンジャー」『民族藝術』第33号

2017年3月 pp.252-253

5 解説、翻訳他

「所蔵作品紹介 アンソニー・カロ テーブル・ピース Y-90“チェアパーソン”」『徳島県立近代美術館ニュー
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ス』第98号 平成28年6月 p.6

「美術随想29 障害者とともに創造 今村と三嶽のワークショップ」『徳島新聞』 平成28年9月16日（朝刊）

「所蔵作品紹介 ユン・ソクナム ノワ25 そは偶然ならぬ運命」『徳島県立近代美術館ニュース』第101号

平成29年3月 p.6

7 講演会、各種研究会での発表

「美術の愉しみ」徳島大学開放実践センター講座 平成28年6月27日、7月4日、11日、25日

9 教育活動

平成28年度県内3大学学芸員養成協力講座「美術館展示の意義と実際（コレクション展） 所蔵作品の活

用について」 平成28年3月9日

1 個別研究の概要

「泉茂の版画作品データ調査」

所蔵作品展 徳島のコレクション2016年度第1期「受贈記念 泉茂の版画」を準備するにあたり、既収蔵作

品のデータについての再調査を行った。泉作品の一部に複数の題名が存在していることは、以前からわかって

いたことである。また、作品によっては、複数の年が制作年とされているものもある。今回の再調査では、これらの問

題を整理することに主眼を置いた。

まず、1993年所蔵作品展に出品時、泉作品の取扱画廊であった番画廊の経営者松原光江氏に問い合わ

せたところ、以下の返答があった。

・『画業 泉茂』（講談社 1989年）のデータが必ずしも正しいとは限らない。

・1988年に番画廊が当館に泉作品を納入したときの題名、制作年は、当時、泉が記憶をたどって書いたもの。

・すでにデータの違いが至るところで発生しており、作家とデータの再検討を行っている。しかし、結論を見ぬまま

泉は体調を崩し、1995年に没した。

泉の没後、『泉茂版画作品集Shigeru IZUMI PRINTS 1953-1994』（1998年 和歌山県立近代美術館

編刊）が刊行された。凡例には、次のように記されている。

作品と制作年について

作品名と制作年は、作家が作品に記したものを優先採用したが、作品によっては複数の題名と制作年を有

するものがあった。これは作家が、晩年に作品をアトリエから出す時、記録ではなく、記憶によって作品名、制作

年を記したために生じたものである。従って、今回は発表時の作品目録など、出来るだけ記録にあたり直し訂

正した。（以下略）

この『泉茂版画作品集Shigeru IZUMI PRINTS 1953-1994』と当館の所蔵作品174点を比較すると、43

点の作品の題名、14点の制作年が異なっていた。題名と制作年に関する和歌山県立近代美術館の考え方

は、初出時を優先するというものであった。制作年の考え方に関して、異論はない。しかし、題名については、どの

ような理由であれ、泉自身がつけたものに他ならない。作家没後に、第三者が題名の主従を決定できるものでも

なかろう。「受贈記念 泉茂の版画」では、収蔵時の題名を採用した。現時点では、個 の々作品がどれだけ別

の題名を持っているかの調査をさらに進めることが課題となった。

5 解説、翻訳等

「美術随想30 地域アート展」『徳島新聞』 平成28年10月21日（朝刊）
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竹内利夫

8 社会的活動

第54回兵庫県展彫刻・立体部門審査員、阿波和紙フォトコンテスト2016審査委員

美学会会員

9 教育活動

平成28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29年3月8日

1 個別研究の概要

「デザインを活用した鑑賞の場づくり」

前年度まで、当館のユニバーサル事業の取り組みをインクルーシブデザイン論として整理しようと試みた。教育

プログラムと情報保障を軸に事業展開している一方、建築や園路サイン等の改良は、すぐ着手できる業務でな

いため見通しが立っていない実態がある。そこで展示室内に視点を絞ることで、環境面の検討に取り組もうと、

特別展「暮らしの感覚」の企画として、汎用性のあるアイデアの提案、検証を試みた。

デザイナーと意見交換する中で、身体に近いところのデザインや材料に配慮することが提案され、サインも同

様に低い目線、ピクトの採用により家具と調和した空間の中で感覚的に伝えることが提案された。アンケートを実

施したところ、デザイン資料や観覧スペースのデザインを楽しむ様子がうかがえた。鑑賞スペースの居住性と、施

設運営管理のバランスが課題として浮かびあがる。

2 図書、図録等

（編著）『暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間』徳島県立近代美術館 平成28年8月

5 解説、翻訳他

「連載：こども鑑賞クラブ12年 1/100～100/100」徳島県立近代美術館ツイッター 平成28年5月28日から9

月3日

「暮らしの感覚－アートと人とデザインが交流する空間」『徳島県立近代美術館ニュース』第98号 平成28年6

月 p.2

「所蔵作品紹介 谷川晃一 スイランの夏」『徳島県立近代美術館ニュース』第100号 平成28年12月

p.6

「“あいランドARTギャラリー”谷川晃一 スイランの夏」『いのち輝く』第84号（2017春号） 平成29年1月 とく

しま“あい”ランド推進協議会

「アート散策1『手探りの学び』考える」『徳島新聞』 平成29年1月23日（朝刊）

7 講演会、各種研究会での発表

平成28年度福井大学公開講座「アートマネジメント（アート・エデュケーション）育成講座 第4回」 平成28年

10月7日

徳島市生涯福祉センターふれあい健康館主催福祉セミナー「暮らしと美術」 平成28年11月21日 ふれあい

健康館（徳島市）

8 社会的活動

意匠学会会員、美術科教育学会会員

9 教育活動

四国大学生活科学部非常勤講師「デザイン論」

平成28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29年2月28日
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亀井幸子

1 個別研究の概要

「美術館と保育所との連携―全国保育研究大会の発表に向けて」

保育所と当館の本格的な連携は、2012年に徳島市立八万東保育所と年間を通して計画的にアート活動を

行ったのがはじまりである。当館職員が出前授業に出向いたり、子供たちが美術館に来たりして作品鑑賞や造

形活動を行うこの活動は、「アートの日」と名付けられた。そして、子どもたちとアートを出会わせたい、保育のなか

で豊かな創造力を育みたいという保育士の強い思いから近隣の公立保育所を中心に広がっていった。

この活動の特徴は、年度当初に保育士の先生方と年間計画を立てることでアート活動が自然な形で子供

たちの生活や行事に組み込まれていくことである。また、子どもには難しいだろうと思われていた鑑賞活動を積極

的に行うことで、造形活動をより豊かに発展させることができるようになっていった。

そのような中、2016年10月に徳島市で開催される全国保育研究大会の開催地企画の第8分科会で徳島

市立保育所が美術館と保育所の連携事業について徳島市立保育所保育士会が事例発表を、亀井が「アー

トの日」の取り組みのなかで目指すものについて講演し、ワークショップ（鑑賞プログラムの体験）を行うことになっ

た。そこで、2016年度当初から、全国大会の発表に向けて「アートの日」の実践に取り組んできた保育士や第8

分科会担当の徳島市立保育所の所長らと美術館で研究会を開き「アートの日」の成果や課題について研究

を進めていった。「アートの日」の魅力を伝えることで「アートの日」に取り組んでみたいという保育所が増えるかも

しれないが、美術館スタッフが出前授業に行くことも見学を受け入れることも限界があり全ての保育所の要望に

添えることは難しい。そこで、全国大会では、各保育所で実践している絵画制作や造形活動の在り方を見直し

たり、より充実したアート活動に発展させることができるような手がかりを見つけたりできるような発表にするため、内

容の精選を行った。

全国大会第8分科会には145名の参加があった。そこで、保育所と美術館の双方の立場から取り組みの成

果や実践の報告を行うことでアート活動の楽しさや重要性を伝えることができたのではないかと思う。今後も、鑑

賞や造形活動について美術館と保育所の職員が共に研究する機会を持ち、美術館と保育所が連携すること

で子供たちの豊かな感性や創造力を育んでいきたい。

4 報告書

第60回全国保育研究大会 第8分科会「子供たちと美術館の素敵な関係－『アートの日』が目指すもの」社

会福祉法人全国社会福祉協議会・全国保育協議会 平成28年10月 pp.353-359

5 解説、翻訳他

「美術随想24 教育学会の成果発表」『徳島新聞』 平成27年4月23日（朝刊）

「アート散策2 多様な見方に出会う」『徳島新聞』 平成28年2月22日（朝刊）

7 講演会、各種研究会での発表

「子供たちと美術館の素敵な関係－『アートの日』が目指すもの」第60回全国保育研究大会第8分科会 平

成28年10月13日 阿波観光ホテル（徳島市）

「事例紹介 展示室での学び」文化庁主催第6回ミュージアム・エデュケーター研修 平成29年度2月3日

葛飾区郷土と天文の博物館

8 社会的活動

平成28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28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28年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）

平成28年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館教育論 美術館における学校連携の意義と実際、学

校連携の方法」 平成29年2月28日
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7-3 文献資料の整理

年度
種別

59年度‐
平成元年度

平成2
年度

平成3
年度

平成4
年度

平成5
年度

平成6
年度

平成7
年度

平成8
年度

平成9
年度

平成10
年度

平成11
年度

平成12
年度

平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
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 73 5,060

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 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 27 10,756

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 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 2 143

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 66 122 102 21,126
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8-1 組織及び職員一覧（平成28年度）
（平成29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 大野 綾子
文化推進員 木内 綾
文化推進員 荒木あゆ美

文化推進員 家本 真美
文化推進員 沢口 裕子
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

平成28年11月2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28年12月9日［金］-12月15日［木］ 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「ちいちゃんのかげおくり」、「アイムヒア 僕はここにいる」

● 入場者数 展示 212名 ビデオ上映 32名

（平成28年11月現在）

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

中南 弘史 県中学校教育研究美術部会会長

武田亜希子 県高等学校教育研究会美術学会会員

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

東浦 博史
那賀町教育委員会文化振興室室長・相生
森林美術館学芸員

小川 裕久 徳島市立徳島城博物館主査・学芸員

学識経験者

げ ーるつ

Gehrtz
三隅 友子

徳島大学国際センター教授

竹内 紀子 徳島県立文学書道館専門調査員

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

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

1 平成28年度所蔵作品展入館者数

2 平成28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・作家に関することや展覧会情報など、美術について幅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 高校生 小中生 一 般 高校生 小中生 一 般 高 齢 高校生 小中生

学校教育
小中高生 一 般

校 人数

暮らし 545 35 205 3 168 8 150 228 853 2,187 45 49

ベルギー 636 28 1 330 4 785 19 700 80 922 3,486 41 85

合計 1,181 63 1 535 7 953 27 850 308 1,775 5,673 86 66

（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

4 124 8 3 35 2 59 50 385 555 26 21

5 216 14 68 1 2 15 658 48 2,737 3,038 26 117

6 116 27 78 9 178 28 454 675 26 26

7 46 2 8 1 79 1,576 1,633 23 71

8 1 8 5 3,609 3,609 27 134

9 99 7 36 6 73 40 821 963 26 37

10 74 3 6 23 1 9 243 23 979 1,086 26 42

11 8 1 8 378 10 2,691 2,700 26 104

12 35 3 13 1 3 125 31 874 926 21 44

1 82 12 27 21 2 9 30 330 472 23 21

2 79 10 47 7 121 13 888 1,024 24 43

3 99 15 1 64 1 1 5 88 29 449 630 27 23

合 計 978 101 10 400 25 4 67 1,940 386 15,793 17,311 301 58

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 3回 6回 7回 5回 5回 2回 2回 5回 2回 0回 4回 5回 46回
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8-6 作品の貸出

1 洋画

2 彫刻

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

椿貞雄 弟茂雄像 1 2016.9.3-
2017.3.19

花開く大正の洋画とヨー
ロッパの美術（仮称）－
ペール・北山の仕事を手
がかりに－

和歌山県立近代美術
館

ジャン・メッツァンジェ 自転車乗り 1 2016.9.3-
2017.3.19

花開く大正の洋画とヨー
ロッパの美術（仮称）－
ペール・北山の仕事を手
がかりに－

和歌山県立近代美術
館

アルベール・グレーズ 台所の母子 1 2016.9.3-
2017.3.19

花開く大正の洋画とヨー
ロッパの美術（仮称）－
ペール・北山の仕事を手
がかりに－

和歌山県立近代美術
館

森堯之 ロシア教会 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

森堯之 ハルビン風景 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

森堯之 ハルビンの洋品店 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

奈良美智 UNTITLED（BROKEN
TREASURE） 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジャン・デュビュッフェ 熱血漢 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

フェルナン・レジェ 美しい自転車乗り 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジャン・シャオガン（張暁
剛）

ファミリー・ポートレイト《全家
福》 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マックス・エルンスト 鳩のように 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ ドラ・マールの肖像 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

アンディ・ウォーホル 多色による4つのマリリン 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

奈良美智 The Little Pilgrims（Night
Walking） 5 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスのマス
ク 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

アルベルト・ジャコメッティ 女性立像 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

アントニー・ゴームリー レバー 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館
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3 版画

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

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
［昭和59年11-12月訪日］

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

太田三郎

＜Post war 50私は誰ですか＞
32．楊 立成 男性 竜江省
第16次
［昭和62年11月訪日］

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

クウァク・ドゥク＝ジュン（郭
徳俊） フォードと郭（A） 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

クウァク・ドゥク＝ジュン（郭
徳俊） レーガンと郭� 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マックス・エルンスト 版画集＜博物誌＞25．夫
婦のダイヤモンド 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マックス・エルンスト 版画集＜博物誌＞29．光
の車輪 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ケーテ・コルヴィッツ 版画集＜7点組木版画集
戦争＞3．両親 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜聖マトレル＞1．レ
オニー嬢 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版 画 集＜聖マトレル＞2．
テーブル 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜聖マトレル＞3．長
椅子のレオニー嬢 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜聖マトレル＞4．修
道院 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜エルサレムの攻略＞
1．裸婦 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜エルサレムの攻略＞
2．頭蓋骨のある静物 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜エルサレムの攻略＞
3．女 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 人物 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 二人の人物 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 仕事
をする彫刻家 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 画家
と長い髪のモデル 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 鏡の
前の二人の女 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ
版画集＜流砂＞� イーゼ
ルの絵の前に立つ画家とモ
デル

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 彫刻
家と彫刻 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館
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作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 画家
と肘をつくモデル 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� ひげ
男の頭部 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 肘を
つく裸婦 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ
版画集＜流砂＞� 彫刻
台の前に立つ彫刻家とひげ
の目撃者

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 版画集＜流砂＞� 彫刻
家 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 三人の女 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 三人の女Ⅰ 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 三人の女Ⅱ 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 三人の女Ⅲ 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

パブロ・ピカソ 九つの顔 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ヴァシリー・カンディンス
キー

版画集＜響き＞16．赤と青
と黒の中の三人の騎手 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ヴァシリー・カンディンス
キー

版画集＜響き＞52．大いな
る復活 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
5．牧場の春 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール
版画集＜ダフニスとクロエ＞
21．ブリュアクシス司令官の
夢

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
22．ニンフたちへの供物 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
23．牧神パンの饗宴 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
24．シュリンクスの伝説 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
25．冬 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
26．鳥追い 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール 版画集＜ダフニスとクロエ＞
35．バッカスの社と物語 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

マルク・シャガール
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

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジョージ・シーガル 肖像：ヘレンⅠ（芸術家の
妻） 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジョージ・シーガル 肖像：ヘレンⅡ（芸術家の
妻） 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジョージ・シーガル 肖像：ヘレンⅢ（芸術家の
妻） 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館
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4 水彩

5 素描

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

ジム・ダイン 版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞1．のど 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ピーター・フィリップス
版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞2．カスタム・
プリントⅡ

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジェイムズ・ローゼンクイス
ト

版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞3．ユーゲン・
ルーヒンのためのホイップバ
ター

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

アンディ・ウォーホル
版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞5．ジャクリーン・
ケネディⅡ

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

アレン・ジョーンズ
版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞6．いくつもの
唇のために

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジェラルド・ライング 版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞8．スライド 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

ジョン・ウェスレー 版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞9．鳥婦人 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

トム・ウェッセルマン 版 画 集＜11人のポップ・
アーチストⅡ＞10．裸婦 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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

1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

藤田嗣治 トランプ占いの女 1 2016.4.15-
2016.12.25

生誕130年記念 藤田
嗣治 ～東と西を結ぶ
絵画～（仮題）

名古屋市美術館

中西利雄 帽子をかぶる女 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

山下菊二 小董墟聯隊本部歩� 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 小董墟〔A〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 〔眠る兵士B〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 〔炊事する日本兵〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館
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6 写真

8-7 ギャラリー、講座室の利用状況

「ギャラリー利用状況」

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

山下菊二 スケッチブック〔従軍期A〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 スケッチブック〔従軍期B〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二
〔台中洲霧峰捕虜収容所
風景〕〔鉄条網の向こうの日
本兵〕

1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 〔台中洲霧峰捕虜収容所
風景〕〔白人兵B〕 1 2016.5.7-

2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広
島市美術館

山下菊二 〔台中洲霧峰捕虜収容所
風景〕車中にて 俘虜 1 2016.5.7-

2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広
島市美術館

山下菊二 〔台中洲霧峰捕虜収容所
風景〕高雄港にて 1 2016.5.7-

2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広
島市美術館

山下菊二 〔台中洲霧峰捕虜収容所
風景〕台中駅前 1 2016.5.7-

2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広
島市美術館

山下菊二 〔腰かけた老人〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

福沢一郎 〔＜国 び き＞のデッサン
（青）〕 1 2016.5.7-

2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広
島市美術館

福沢一郎 〔＜国 び き＞のデッサン
（黒）〕 1 2016.5.7-

2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広
島市美術館

山下菊二 南千住にて〔B〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 〔廃車集積所〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

山下菊二 〔陣地風景A〕 1 2016.5.7-
2016.10.24 1945年±5年 兵庫県立美術館、広

島市美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

シンディ・シャーマン 無題 ＃123 1 2016.8.25-
2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

バーバラ・クルーガー 無題（WE HAVE RECEIVED
ORDERS NOT TO MOVE） 1 2016.8.25-

2016.12.17 ピカソの三つの庭園 慶南道立美術館

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 0 2 1 1 3 2 3 3 1 5 2 5 28

利 用 日 数 0 8 3 4 14 16 23 18 3 20 17 22 148
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「講座室利用状況」

8-8 運営計画

徳島県立近代美術館 中期計画・目標

（平成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

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 0 1 0 0 0 0 2

利 用 日 数 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3

※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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(3) 入館者

ア 入館者数の維持（漸増）

(4) 有料入館者

ア 有料入館者数の維持（漸増）

(5) 図録販売数

ア 図録販売数維持（漸増）

(6) ギャラリー

ア ギャラリーの利用促進

イ 利用日数の維持（漸増）

5． 教育普及活動

展示や所蔵資料に関連した各種教育普及活動を通じて、

楽しく学ぶことができる多様な学習機会を提供し、県民の生

涯学習への支援を図っていく。

(1) 学習活動の支援

ア 展示や資料に関連した教育普及活動により、多様な

学習活動を支援する。

(2) 学校連携

ア 子ども達が美術品に親しむ機会や美術（美術館）に

対する認識を深める機会を提供していく

イ 鑑賞教育推進プロジェクト等の開催

(3) 関係機関との連携

ア 社会教育機関等との連携

イ アウトリーチ事業

6． 利用者の安全・快適さの確保

安全で誰もが安心して、快適に利用できる、利用しやすい

美術館となるよう施設や案内表示等の点検改善を図る。

来館者対応及び、危機管理マニュアルの整備・更新を行

う。

利用者アンケート等を通じてニーズを把握し、館運営への

反映を図る。

(1) 施設の整備・管理

ア 施設（ハード面）安全性の点検調査と、改善

イ 施設管理者への働きかけ

(2) 対応マニュアルの整備と運用

ア 地震、火災、水害等緊急事態時対応マニュアルの

整備・更新

イ 来館者対応マニュアルの整備・更新

ウ 問い合わせ・相談（レファレンス含む）への対応方針

の整備

(3) 利用者ニーズの把握と反映

ア 各種アンケートの集計と分析

イ ニーズ把握と館運営への反映

ウ 県民の意見、ニーズの把握手法の検討

7． 広報・情報の発信と公開

美術館の催し物案内や美術館活動に関する様 な々情報

の積極的発信を図り、美術館に対する理解と利用の促進を

図っていく。

(1) 広報

ア 計画的、効果的広報の推進

(2) ホームページ

ア ネット利用の情報発信の推進

(3) ニュース会員

ア ニュース会員拡充

イ 新たな形態の検討

8． 県民参加、協働

美術館の使命や活動内容の周知と、県民の意見やニー

ズの把握をふまえて、ボランティアをはじめとする県民との協働

を推進し、館運営の活性化と、地域との連携を図っていく。

(1) ボランティア

ア 美術館を拠点とするボランティアグループ「ビボラボ」

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

103



(2) 組織の整備・改善

ア 組織の整備・改善（専門職の位置づけ、総務事務

等の効率的な分担等）

イ 館長もしくは副館長の専門職化

10． 財務・社会的支援

健全な美術館経営を行えるよう、社会的支援の拡充を図

るとともに経費節減や収入増を図っていく。

(1) 歳入源の確保

ア 協賛金、助成金、広告収入等による財源確保

イ 観覧料の見直し検討

ウ 図録販売促進

(2) 経費節減

ア 見直しを行い経費節減を図る

重点取り組み事項

(1) 地域に根ざした活動、地域連携

(2) 利用者サービス（対応）の向上

(3) 資料整理

(4) 情報発信
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徳島県文化の森総合公園文化施設条例
制定 平成2年3月26日 条例第11号

最近改正 平成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］冨士ファニチア㈱

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、薫蒸、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

屋外展示場 1001 タイル張り

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「文化の森」行き直

通バスにて「文化の森」下車（約20

分）。または「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）

＊文化の森駅からタクシーの便はありません。

＊上八万、一宮方面からは南環状道路経由で「文

化の森」にはお越しになれません。

利 用 案 内

11
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