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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

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29年度

「所蔵作品展 徳島のコレクション」として「2017年度 第1

期」、「2017年度 第2期」、「2017年度 第3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

1期から第2期にかけて「特別陳列『安井仲冶写真作品集』

（復刻版）」を、第2期に、県立図書館開館100周年を祝して

「美術×本＝楽しさと多様性」展を開催した。「現代版画」の

コーナーでは、年間を通じて様 な々テーマを設け、11回の展示

替えをしながら、多彩な現代版画の世界を紹介するよう努め

た。

（出品リストの凡例）

国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順です。

作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法

（cm）。平面作品の寸法は縦×横。

立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、一部h．

（高さ）で表したものがあります。

版画の寸法は原則としてイメージ・サイズですが、†が付さ

れたものはシート・サイズです。

展 覧 会 事 業
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1

所蔵作品展 徳島のコレクション2017年度第1期

● 会期

平成29年4月29日［土・祝］‐7月17日［月・祝］(69日間）

● 休館日

月曜日(7月17日は開館）

● 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、「特

集」コーナー「新収蔵作品を中心に」を設けた。

（1） 特集 「新収蔵作品を中心に」

平成28年度に新たに収蔵した、韓国の作家・ユン・ソク

ナム（尹錫男）の作品、現代美術作家・大西伸明の版画、

徳島ゆかり作家の伊原宇三郎の洋画、同じく中川健と三

木文夫の日本画を、既に収蔵している作品とあわせて紹

介した。

（2）「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、「かたまり」「ひろがり」「うごき」をキーワード

に彫刻作品を展示した。

（3）「現代版画」

現代版画のコーナーでは、戦後の復興期から高度成長

の時期にかけての日本の版画作品を、「50年代の版画」

「60年代の版画」「70年代の版画」と年代を3期に分けて

紹介した。

（4）「徳島ゆかりの美術」

いずれも徳島出身の伊原宇三郎の油彩画や日下八

光の日本画、三宅克己水彩画などの作品を展示した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

※（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物

出品リスト：A4判6ページ(A3判二つ折りにA4半1枚挟み込

み）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

9,268人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

なし

● 担当学芸員

森芳功、安達一樹、吉川神津夫

● 出品リスト

国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順。

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）で表したものがある。

版画の寸法は原則としてイメージサイズであるが、†が付

されたものはシート・サイズ。

会期中に展示替を行った。＊aを付したものは6月4日［日］

まで、＊bを付したものは6月6日［火］以降に展示した。
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展示室●
■特集 新収蔵作品を中心に

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 風景（箱根 茅ノ湖） 制作年不明 油彩 板 24.3×33.4*a

芦の湖 仙谷より見たる 制作年不明 水彩 紙 25.3×36.8*a［名古屋画廊寄贈］

戦場風景（仮称） 1930代後半 油彩 合板 27.8×40.1*b［八島 慎治氏寄贈］

汾河を護る（夜は不眠の
警備）

1938 油彩 キャンバス 132.5×101.5*b

裏磐梯 1963 油彩 キャンバス 41.0×53.6*a［嶋村富士美氏寄贈］

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

aluminum /
stuffed animal

2012 スループリント 紙 89.6×109.0*a

grass / scrubbing brush 2012 スループリント 紙 109.0×89.6*a［寄贈作品］

barbed wire / dots 2012 スループリント 紙 56.5×76.5*b［寄贈作品］

pottery / flower 2012 スループリント 紙 56.5×76.5*b［寄贈作品］

bone / dots 2012 スループリント 紙 56.5×76.5*b［寄贈作品］

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

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

中川 健 甲浦 1968 紙本着色 パネル 125.0×200.0*b［中川 敬氏寄贈］

三木文夫 苔の径 1951 紙本着色 127.4×210.4*a

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

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

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

■20世紀の人間像

靉嘔 無人間時代をこえる人間
の象徴（オートメーション）

1955 油彩 板 232.2×183.3

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

荻原守衛 労働者 1909 ブロンズ h.107.0

坂井淑恵 間の人
（The man in Between）

1995 油彩 キャンバス 227.3×363.6

菅井汲 男と男 1983 アクリル絵具、鉛筆、キャンバス 238.4×334.1

針生鎮郎 負の覚書 1965 油彩 キャンバス 259.0×194.0［針生美枝子氏寄贈］

福嶋敬恭 SOUL 1987 油彩 キャンバス 220.4×123.3

SOUL 1987 ブロンズ 192.0×80.0×36.0

柳原義達 人 1960 ブロンズ 118.0×40.0×70.0

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

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
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5

トニー・クラッグ カスト・グランシィズ
（投げかけられた視線）

2002 ブロンズ 90.0×75.0×75.0

ウィレム・デ・クーニング 頭No.3 1973 ブロンズ h.49.0

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

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

アンソニー・グリーン 回顧作品その2－ピンポ
ン・ルーム，1960－

1986 油彩 キャンバス 206.6×234.0

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

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

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

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 50年代の版画 4月29日［土・祝］‐5月21日［日］

靉嘔 群衆 1956 リトグラフ 紙 42.9×27.5

男 1956 リトグラフ 紙 42.8×34.5

中間子炉 1957 リトグラフ 紙 28.4×43.3

ジャイアンツ 1957 リトグラフ 紙 55.9×40.5

菅井 汲 悪魔 1955 リトグラフ 紙 53.3×38.7

オトコ 1957 リトグラフ 紙 47.8×41.6

NAGASAKI 1957 リトグラフ 紙 52.0×40.0

黒いけもの 1958 リトグラフ 紙 56.4×38.5

浜田知明 風景 1953 エッチング 紙 36.2×29.8

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

飛翔 1958 エッチング、アクアチント 紙 35.8×44.6

棟方志功 版画集〈耶蘇十二使徒板画柵（不来方頌、大恩世主十二使徒板画鏡柵）〉

1．アンデレ 案出禮の柵 1953 木版 紙 87.5×33.0

2．ヨハネ 世跳の柵 1953 木版 紙 87.5×34.0

3．ペテロ 遍天呂の柵 1953 木版 紙 87.5×33.0

4．タダイ 多駄伊の柵 1953 木版 紙 87.5×33.0

5．フィリポ 邊梨保の柵 1953 木版 紙 87.5×33.0

6．バルトロマイ 波流戸
呂舞の柵

1953 木版 紙 88.0×34.0

7．ヤコブ 也胡武の柵 1953 木版 紙 87.5×33.0

8．マタイ 馬鯛の柵 1953 木版 紙 87.0×33.0

9．アルバヨの子ヤコブ
或婆夜の子 屋仔舞の柵

1953 木版 紙 88.0×33.5
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

棟方志功 10．トマス 登増の柵 1953 木版 紙 87.0×33.5

11．シモン 指聞の柵 1953 木版 紙 87.0×33.0

12．マフテヤ 摩手也の柵 1953 木版 紙 87.5×33.0

■現代版画 60年代の版画 5月23日［火］‐6月18日［日］

一原有徳 CAIRN9 1960 石版モノタイプ 紙 42.0×75.6［作家寄贈］

CAIRN11 1960 石版モノタイプ 紙 43.0×75.4［作家寄贈］

TANb15 ’75 1960 銅版モノタイプ 紙 31.4×44.6［作家寄贈］

F6b 1962 トタン版腐蝕、ポンチ 紙 31.8×52.4［作家寄贈］

加納光於 慄える鹹水 1960 インタリオ 紙 33.0×30.4

波 1960 インタリオ 紙 8.7×31.2

燐と花と 1961 インタリオ 紙 42.0×36.7

星・反芻学 1962 インタリオ 紙 33.2×67.7

星・反芻学 1962 インタリオ 紙 8.5×52.1

“SOLDERED BLUE” 1965 メタルプリント 紙 68.8×53.1

“SOLDERED BLUE” 1965 メタルプリント 紙 67.7×40.2

PENINSULAR 半島状
の！No.19

1967 メタルプリント 紙 75.9×56.5†

中林忠良 根 1962 エッチング、アクアチント 紙 36.0×32.6

Nucleusよりの便り II 1964 エッチング 紙 36.2×39.9

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

日和崎尊夫 食星帯のかたち 1964 木版 紙 11.5×9.8

星と魚のシリーズNo.3 1965 木版 紙 15.9×15.2

星の幻想 1965 木版 紙 17.0×15.0

窓と鏡‐B 1966 木版 紙 15.6×15.2

KALPA-A 1968 木版 紙 35.3×22.7

KALPA-H 1969 木版 紙 20.8×28.4

KALPA-X 1969 木版 紙 24.5×22.2

■現代版画 70年代の版画 6月20日［火］‐7月17日［月・祝］

麻田 浩 地 1977 メゾチント、アクアチント、エッチング、
ドライポイント 紙

40.0×49.5

流れのほとりで 1978 メゾチント、アクアチント、エッチング、
ドライポイント 紙

33.0×49.3

石の風景 1979 メゾチント、アクアチント、エッチング、
ドライポイント 紙

39.6×39.6

沈黙 1979 メゾチント、アクアチント、エッチング、
ドライポイント 紙

32.5×49.3

8



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

麻田 浩 時の浸食 1979 メゾチント、アクアチント、エッチング、
ドライポイント 紙

39.5×49.3

東谷武美 白昼の終焉 V 1975 リトグラフ 紙 45.0×58.0

予告 1977 リトグラフ 紙 45.2×58.0

清塚紀子 白い日 1973 エッチング、アクアチント、ドライポイ
ント、シュガー・アクアチント 紙

50.7×45.2

短かい日 1973 エッチング、アクアチント、シュガー・
アクアチント、ドライポイント 和紙、
紙

40.5×47.0

IN THE ROOM 1974 エッチング、アクアチント、ドライポイ
ント 和紙、紙

36.3×50.3

無口な風景 1975 エッチング、アクアチント、ソフトグラ
ウンド・エッチング紙

44.9×46.7

中林忠良 “白い部屋”より偽りの朝 1971 エッチング、アクアチント 紙 52.0×42.3

“白い部屋”より連らなる風
景又は地平線はるかに I

1971 エッチング、アクアチント 紙 42.3×57.6

剥離される風景 II 1972 エッチング、メゾチント、
アクアチント 紙

47.4×59.8

剥離される風景 III 1972 エッチング、メゾチント 紙 54.5×49.6

囚われる日々 I 1974 エッチング、メゾチント、
アクアチント 紙

45.3×56.5

展示室●
■徳島ゆかりの美術

池田遙邨 鳴門 1949 紙本着色 218.5×139.7*b

石川真五郎 内海 1948-72頃 油彩 キャンバス 60.6×80.3［真美会寄贈］

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

伊原宇三郎 窓からの港 1926 油彩 キャンバス 60.6×73.0

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

アトリエ 1959 油彩 キャンバス 91.2×116.9

河井清一 休み日の朝 1955 油彩 キャンバス 145.4×69.6［河井慶清氏寄贈］

日下八光 雨後 大正末‐昭和
初期

絹本着色 130.0×40.9*a

桃に小鳥 大正末‐昭和
初期

絹本着色 軸装 130.0×41.8*a

羽衣之図 1923 絹本着色 127.5×40.8*a

阿南の海 1927 絹本着色 165.0×175.0*a

藪蔭 1935 紙本着色 137.0×162.0*b［作家寄贈］

三宅克己 箱根湯本附近の桜 昭和初期 水彩 紙 24.0×35.0*a

風景（仮称） 1893 水彩 紙 21.0×30.0*a

切り通し 1894 水彩 紙 32.3×23.6*a

樹陰 1938 水彩 紙 39.8×52.2*b［木下登与子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

三宅克己 渓流（箱根底倉） 1941 水彩 紙 68.0×101.0*b

山下菊二 徐兄弟の母 1981 油彩 キャンバス 130.5×97.0［山下昌子氏寄贈］

徐兄弟 1981 油彩 キャンバス 72.5×91.0

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1978 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

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

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

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの女 1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

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

特別陳列『安井仲冶写真作品集』（復刻版）

● 会期

平成29年6月24日［土］‐8月20日［日］

● 休館日

月曜日、なお、7月17日［月・祝］、8月14日［月］は開館。

7月18日［火］～7月21日［金］

● 視点

安井仲冶（1903～42）は、関西を中心に活動した戦

前期の日本写真史を代表する写真家である。今回は

1942年に出版された『安井仲冶写真作品集』の復刻版

（2005年 国書刊行会刊）を紹介した。この作品集は安

井の初期から晩年に至るまでの代表作50点が収められ

ている。これらを前期（6月24日～7月17日）、後期（7月22

日～8月20日）の2期に分けて紹介した。

● 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25名以上の団体料金。

● 入館者数

4,210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●
■前期 2017年6月24日［土］‐7月17日［月・祝］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

安井仲治 1．眺める人々 1925 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

2．河口 1925 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

3．奈良風景 1925 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

4．老人 1927 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

5．古庭 1928 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

6．夜 1928 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

7．村徑の圖 1928 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

8．老人 1929 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

9．寂光 1929 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

10．平野町 1929 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

11．�田驛 1929 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

12．馬場町 1929 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

13．都會風景 1929 コロタイプ印刷 紙 30.2×40.6

14．兩替商 1930 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

15．船員 1930 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

16．港 1930 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

17．凝� 1930 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

18．小供 1931 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

19．牛 1931 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

20．唄ふ男（一） 1931 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

21．唄ふ男（二） 1931 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

22．風車 1932 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

23．飛沫 1933 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

24．花 1933 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

25．蛾（一） 1934 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

■後期 2017年7月22日［土］‐8月20日［日］

安井仲治 26．蛾（二） 1934 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

27．犬 1934 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

28．壁 1935 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

29．波 1935 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

30．靜物 1936 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

31．燈臺 1936 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

安井仲治 32．帽子 1936 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

33．唄 1937 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

34．男 1937 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

35．百合と富士 1938 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

36．半圓 1939 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

37．蝶 1939 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

38．雪 1940 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

39．夜 1940 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

40．磁氣（一） 1940 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

41．磁氣（二） 1940 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

42．磁氣（三） 1940 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

43．優美な魚 1940 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

44．月（上賀茂にて） 1941 コロタイプ印刷 紙 30.2×40.6

45．池（上賀茂にて） 1941 コロタイプ印刷 紙 30.2×40.6

46．三人 1941 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

47．告示 1941 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

48．手 1941 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

49．窓 1941 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2

50．熊谷守一氏像 1942 コロタイプ印刷 紙 40.6×30.2
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3

所蔵作品展 2017年度第2期
● 会期

平成29年7月22日［土］‐11月26日［日］

● 休館日

月曜日、（なお、8月14日［月］、9月18日［月・祝］、10月9

日［月・祝］は開館）、9月19日［火］、10月10日［火］

● 視点

当館のコレクションの3つの柱「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナーに加えて特集展

示をおこなった。

（1） 特集 菊畑茂久馬の絵画

戦後美術を代表する作家、菊畑茂久馬の絵画を紹介し

た。菊畑が20年近くの沈黙を破って発表した＜天動説＞

シリーズ他、大作絵画10点を紹介した。

（2） 20世紀の人間像

特集で取り上げた菊畑茂久馬と同世代の日本人作

家、横尾忠則、篠原有司男、三木富雄らの作品を中心に

紹介した。

（3） 現代版画

「ことばときもち」、「きもちとすがた」、「すがたときおく」、「き

おくとながめ」のタイトルで、しりとりのようなイメージのつながり

を紹介した。

（4） 徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎や三宅克己などの常時紹介している作家

に加え、石丸一の洋画や夏と秋の風景を表した市原義

之の日本画などを紹介した。

● 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

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り）簡易印刷

● 入館者数

8,898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 「徳島のコレクション 2017年度第2期 特集

菊畑茂久馬の絵画」展 徳島県立近代美術館 重厚

感ある“天動説”シリーズ 平成29年8月18日『徳島新聞』

● 担当学芸員

吉川神津夫、吉原美惠子

● 出品リスト

会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは9月18日

［月・祝］まで、＊bを付したものは9月20日［水］から展示し

た。
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展示室●
■特集 菊畑茂久馬の絵画

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

菊畑茂久馬 天動説 一 1983 油彩、蜜蝋、木 キャンバス 259.0×194.2

天動説 四 1983 油彩、蜜蝋、木 キャンバス 259.0×194.3

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

月光 三 1986 油彩、木 キャンバス 259.1×194.1

月光 十 1988 油彩、木 キャンバス 259.5×194.5

月宮第一番 1988 油彩、木、布 キャンバス 330.0×200.8

月宮第二番 1988 油彩、木、布 キャンバス 330.0×200.8

月宮第三番 1988 油彩、木、布 キャンバス 330.0×200.8

月宮第四番 1988 油彩、木、布 キャンバス 330.0×200.8

月宮第七番 1989 油彩、木、布 キャンバス 330.0×200.8

■20世紀の人間像

宇佐美圭司 裸のランチ 1965 油彩 キャンバス 185.2×270.8*b

メナム河畔に出現する水
族館

1967 油彩 キャンバス 185.4×270.3*b

岡本信治郎 女優の死（マリリン・モン
ロー）

1964 アクリル絵具 キャンバス 各112.1×162.1（3枚組）＊a

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

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

バミューダ島で制作する
三木富雄組

1987 油彩 キャンバス 200.2×168.1

針生鎮郎 イチゴ畑 1965 油彩 キャンバス 162.0×130.3［針生美枝子氏寄贈］

三木富雄 耳 1972頃 アルミニウム 79.0×47.0×16.0

横尾忠則 お堀 1966 アクリル絵具 キャンバス 45.5×53.0

よだれ 1966 アクリル絵具 キャンバス 53.0×45.5

カミソリ 1966 アクリル絵具 キャンバス 53.0×45.5

吉野辰海 十字行 1986 F.R.P．、ワックス、その他 h.201.0

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

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

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 ことばときもち 7月22日［土］‐8月20日［日］

荒川修作 The Signified or If No.1 1975-76 エッチング、アクアチント、手彩色 紙 60.5×90.0

The Signified or If No.2 1975-76 エッチング、アクアチント、手彩色 紙 60.4×90.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

The Signified or If No.4 1975-76 エッチング、アクアチント、手彩色 紙 60.4×90.0

The Signified or If No.5 1975-76 エッチング、アクアチント、手彩色 紙 60.6×90.0

The Signified or If No.6 1975-76 エッチング、アクアチント、手彩色 紙 60.5×90.0

The Signified or If No.7 1975-76 エッチング、アクアチント、手彩色 紙 60.5×90.0

松谷武判 詩画集〈雫〉「露暗き石の
舞臺に老の舞」

2008 リトグラフ、スクリーンプリント 紙 33.0×25.0

詩画集〈雫〉「湖畔亭にヘ
ヤピンこぼれ雷匂ふ」

2008 リトグラフ 紙 33.0×50.0

詩画集〈雫〉「限りなく降る
雪何をもたらすや」

2008 リトグラフ、エッチング 紙 32.5×27.0

詩画集〈雫〉「春の晝樹液
したたり地を濡らす」

2008 コラグラフ、コラージュ、手彩色
紙

32.7×25.0

詩画集〈雫〉「杖上げて枯
野の雲を縦に裂く」

2008 リトグラフ、スクリーンプリント 紙 33.0×25.0

■現代版画 きもちとすがた 8月22日［火］‐9月18日［月・祝］

フランシス・ベーコン 自画像のための3つの習作 1979 リトグラフ 紙 32.5×93.0

オイディプスとスフィンクス
（アングルによる）

1983 リトグラフ 紙 116.7×86.0

アレックス・カッツ 〈エイダ、4つの姿〉1 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†

〈エイダ、4つの姿〉2 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†

〈エイダ、4つの姿〉3 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†

〈エイダ、4つの姿〉4 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†

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

肖像：ヘレンI（芸術家の
妻）

1987 アクアチント、ソフトグラウンド・エッ
チング、ドライポイント 紙

99.9×78.8

肖像：ヘレンII（芸術家の
妻）

1987 アクアチント、ソフトグラウンド・エッ
チング、ドライポイント 紙

126.3×99.1

肖像：ヘレンIII（芸術家
の妻）

1987 アクアチント、ソフトフラウンド・エッチ
ング、ドライポイント 紙

127.1×98.9

■現代版画 すがたときおく 9月20日［水］‐10月22日［日］

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

日記1978年8月11日 1978 木版、シルクスクリーン 紙 79.0×42.7

日記1979年8月2日 1979 木版、シルクスクリーン 紙 79.1×42.8

日記1980年2月2日 1980 木版、シルクスクリーン 紙 79.0×42.7

日記1987年5月30日、
柏市、亀甲台、2-12-4

1987 木版、シルクスクリーン 紙 59.6×119.0

横尾忠則 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†
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

横尾忠則 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†

風景No.9 黄色い女 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†

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

葬列2 1965-85 シルクスクリーン アクリル板6枚 75.0×114.0×10.5

■現代版画 きおくとながめ 10月24日［火］‐11月26日［日］

小作青史 群がる鳥の風景 1973 リトグラフ 紙 60.0×90.0

私の動物園より（ケモノ） 1973 リトグラフ 紙 60.0×90.4

私の動物園より（トリ） 1973 リトグラフ 紙 60.0×91.0

荒地 1975 エッチング、アクアチント 紙 29.6×36.2

積みかさねた箱 1975 エッチング アクアチント 紙 36.2×60.6

棚のある風景 1985 木版 紙 46.0×66.6

小本章 Seeing P81-11 1985 オフセット 紙 70.0×50.0

島州一 草原 1974 シルクスクリーン 紙 44.0×53.0

リンゴ箱 1974 シルクスクリーン 紙 45.0×45.0

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

緑色の黒板 1977 シルクスクリーン 紙 38.9×58.0

つぶれたいちご 1978 シルクスクリーン 紙 22.9×34.0

トンネル 1980 シルクスクリーン 紙 30.0×45.0

■徳島ゆかりの美術

石丸一 灯台のある風景 1940代前半 油彩 キャンバス 50.0×65.0［大西アヤ氏寄贈］

市原義之 映ゆ 1979 紙本着色 200.0×200.0*b［公立学校共済組合
徳島支部寄贈］

凝 1987 紙本着色 197.9×197.9*a

初夏渡航 1992 紙本着色 162.1×336.3*a

温雅秋日 1992 紙本着色 162.1×336.3*b

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

窓際の静物 1927-1928頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

丘の風景 1958 油彩 キャンバス 80.4×100.0

滑り台のある風景 1968 油彩 キャンバス 100.2×80.5

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
［畑中昭彦氏寄贈］

三宅克己 支那蘇州楓橋 1919頃 水彩 紙 53.0×74.0*a
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

三宅克己 伊太利ヴェロナの古橋 1920頃 水彩 紙 49.7×66.5*a

倫敦郊外の森 大正期 水彩 紙 25.0×33.9*a［江川淑夫氏寄贈］

ハンプステッド・ヒース（ロ
ンドン）

1930 水彩 紙 45.2×60.0*b

秋 1930 水彩 紙 65.5×99.5*b

箱根大平台 1940-50代 水彩 紙 33.0×45.5*a

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

■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

ジョアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1

ヘンリー・ムーア 着衣の横たわる母と子 1983 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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4

美術×本＝楽しさと多様性 展

所蔵作品展 徳島のコレクション 2017年度第2期

祝 県立図書館100周年

● 会期

平成29年8月26日［土］‐10月9日［月・祝］：39日間

● 休館日

月曜日、9月19日［火］

＊9月18日［月・祝］、10月9日［月・祝］は祝日開館

● 視点

本が美術の今日的な表現手段として、これまでになく注

目されるようになった20世紀以降の美術と「本」の多様な

かかわりを紹介した2002年夏の当館の特別展「本と美

術」から15年が過ぎた。この間、インターネットやSNSの飛躍

的な発達により、情報の発信と受容を巡る状況はドラマ

ティックに変化してきた。それに応じて「美術」とメディア（情

報の媒体）としての「本」との関わりは、多様性を増しながら、

今もなお魅力と可能性を保っている。本展では、この「本と

美術」展を下敷きにしながら、所蔵作品をベースとして今

日的な視点から再構成し、3つのコーナーで紹介した。

1「20世紀初頭の豪華本からアーティストブックまで」

ピカソやシャガールなどの巨匠による豪華な挿絵本や、

アーティストブックを中心に「美術」と「本」のかかわりを概観

した。「本」を情報伝達の媒体（メディア）としてとらえ、本の

形態や製本のありかたも含めて、そのことが美術表現や物

語性や時間の表現とどのような関係を持つのか、という点

にも注目した。

2「徳島出身の木版彫刻師、伊上凡骨の仕事」

ここでは、徳島出身の木版彫刻師・伊上凡骨（ルビ：い

がみぽんこつ）が彫り師として携わった『劉生図案画集』

を展示した。これは洋画家・岸田劉生(1891-1929年）が

手がけた大正時代の雑誌『白樺』の表紙や、小説家・武

者小路実篤らの著書の装幀の図案集である。本作りを通

して美術家や文学者が接点を持つことであらたな創造が

生まれることに注目した。

3「美術と本の楽しい関係」

このコーナーはさらに3つに分かれ、そこにはさわることので

きる資料も含まれている。

その1は、開館100周年を迎えた徳島県立図書館の協

力で、仕掛け絵本やさわって楽しむ絵本、立体的な絵本

などを展示し、また図書館の司書による絵本のおはなし会

も開催した。

その2は、所蔵作品の鑑賞教材として当館で開発して

きた紙芝居や絵本を紹介した。ここ数年にわたり、保育所

等の幼児たちと対話しながら美術作品を鑑賞する実践に

取り組むなかで生まれた成果であり、その題材となったイ

ヴ・クラインやアレクサンダー・コールダー等の作品も併せて

展示した。

その3は、個人や有志が自主制作し、内容や体裁など

の全てが自由な冊子ZINE（ジン）を紹介した。1930年代

のアメリカのSFファンによる自主制作マガジン（ファンジン）

にルーツがあるといわれるZINEは、1970年代以降のコピー

機の普及にともなって発展し、近年はSNSに代表される個

人発信の拡がりの中で多彩に展開している。ここでは徳

島県内の若者を中心とする人 の々協力を得て、現在進行

中の様 な々ZINEを展示した。これに加えて、写真家・平

野太呂氏のZINEコレクションも特別に展示した。また、展

示以外にも、ミニサイズの冊子の制作体験が、いつでも誰

でも手軽にできるワークスペースを2階美術館ロビーに常設

した。

見ること、触れること、作ることを通じて、美術と本が掛け

合わされて生まれる可能性に満ちた世界を紹介すること

ができた。

● 主催：徳島県立近代美術館

● 助成：一般財団法人 地域創造

● 観覧料

一般 200円（160円）

高・大生 100円（ 80円）

小・中生 50円（ 40円）

（ ）内は前売り、20名以上の団体料金です。

● 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

解説冊子：A5判 16ページ うちカラー4ページ

● 入館者数

2,495人

＊8-4「入場者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「美術館からのエッセイ 「美術×本＝楽しさと多様性」

展」 寄稿者コラム「千言万語」 日本中央テレビHP

19



平成29年8月

「美術×本 表現の一冊 画家の挿絵本やデザイナー

の詩集」『朝日新聞』 平成29年8月23日

「マティスやピカソが挿絵／実験的な活字使用 美術と本

のかかわり紹介」『徳島新聞』 平成29年8月24日

「版画体験 印刷の原点知る 美術×本＝楽しさと多

様性展」『読売新聞』 平成29年9月4日

「B-STEP TALKING」 エフエムびざん 平成29年9月

5日

「フォーカス徳島」 四国放送 平成29年9月6日

「ニュース（昼）」 NHK徳島放送局 平成29年9月12

日

「とく6徳島」 NHK徳島放送局 平成29年9月29日

● 担当学芸員

友井伸一、江川佳秀、亀井幸子
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展示室●
■20世紀初頭の豪華本からアーティストブックまで

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンリ・マティス ジャズ 1947刊
1946-47制作

ステンシル 紙（20点）、テキスト 42.0×32.5（頁寸）、42.0×67.0（見
開き）

パブロ・ピカソ
（マックス・ジャコブ著）

聖マトレル 1911刊
1910-1911
制作

エッチング 紙（3点）、エッチング、
ドライポイント 紙（1点）、テキスト

26.5×22.5（頁寸）

（マックス・ジャコブ著） エルサレムの攻略 1914刊
1913-14制作

エッチング、ドライポイント 紙（2
点）、ドライポイント 紙（1点）、テ
キスト

22.2×15.7（頁寸）

（ピエール・ルヴェルディ著）流砂 1966刊
1964-65制作

アクアチント 紙（一部にエッチング、
ドライポイント、シュガーアクアチント
併用） テキスト

48.0×38.0（頁寸）

アルベール・グレーズ、
ジャン・メッツアンジェ共著

キュビスムについて 1947
（初版1912）

本（銅版画11点付き） 27.2×22.0×2.0

マルク・シャガール
（ロンゴス著）

ダフニスとクロエ 1961刊
1957-60制作

リトグラフ 紙（42点）、テキスト 42.0×32.5（頁寸）、42.0×67.0（見
開き）

ヴァシリー・カンディンスキー 響き 1913刊
1907-12制作

木版 紙（56点）、テキスト 28.2×27.2（頁寸）

ヴァシリー・カンディンス
キー、フランツ・マルク共編

青騎士 年鑑 1914刊 リトグラフ 紙ほか 29.0×22.1

サルバドール・ダリ マルドロールの歌 1974刊 エッチング、ドライポイント 紙（51点） 33.0×25.0（頁寸）

マルセル・デュシャン、
アルトゥロ・シュヴァルツ著

大ガラスと関連作品 全
2巻

1967刊 エッチング 紙、自筆ノートのファ
クシミリ

42.2×25.0

マルセル・デュシャン 彼女の独身者たちによっ
て裸にされた花嫁、さえも
（グリーン・ボックス）

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

33.2×28.0×2.5（頁寸）

版画集〈恋人たち〉
1．準クラナッハ選集、“本
日休演”による ファース
ト・ステート

1967 エッチング 紙 34.8×23.7

エル・リシツキー 2つの正方形の物語 1922（復刻版
1988）

本 17.7×22.2（表紙寸）

（ウラジミール・マヤコフス
キー著）

声のために 1923刊（復刻
版2000）

本 18.7×13.4（表紙寸）

テオ・ファン・ドゥースブルク
編

デ・ステイル誌 1 1917-20刊（復
刻版1968）

雑誌 25.8×19.2（表紙寸）

ペトロ・ファン・ドゥースブ
ルクほか編

デ・ステイル誌 2 1921-32刊（復
刻版1968）

雑誌 21.5×27.3（表紙寸）

ヴィチェスラフ・ネズヴァル
著、カレル・タイゲ装丁

Abeceda 1926刊（復刻
版1993）

本 29.7×23.3（表紙寸）

バルト・ファン・デル・レック
（ハンス・クリスチャン・ア
ンデルセン著）

ヘット・ヴラス（亜麻） 1941刊（復刻
版1996）

本 24.8×17.8（表紙寸）

恩地孝四郎編 書窓 1巻1,2,3,4号、2巻
2,4,6号、3巻1号、4巻2,5
号、5巻1,4号

1935-38刊 雑誌 23.5×16.0（頁寸）

ピエール・ナヴィル、バン
ジャマン・ペレ、アンドレ・
ブルトン共編

シュルレアリスム革命 誌 1924-29刊 雑誌 28.9×19.5（頁寸）

アンドレ・ブルトン編 革命のためのシュルレアリス
ム 誌

1930-33刊 雑誌 27.5×19.0（頁寸）
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アンドレ・ブルトン編 シュルレアリスム・さえも 誌 1956-1959 雑誌 19.4×19.6（頁寸）

デイヴィッド・ヘア編 VVV誌 1942-44 雑誌 28.0×21.5（頁寸）

ヴァルター・グロピウス、
ラースロー・モホリ＝ナギ
共編

機関誌 バウハウス 1926-31刊（復
刻版1977）

雑誌 42.0×29.8ほか（表紙寸）

マックス・エルンスト 博物誌 1926刊 鉛筆フロッタージュをもとにしたコロ
タイプ 紙（34点）、テキスト（ジャ
ン・アルプの序文）

49.5×32.5（頁寸）、43.0×28.0cm
（テキスト部分）

ジョルジュ・ルオー
（シャルル・ボードレール著）

『悪の華』のために版刻
された14図

1966刊
1926-27制作

粒子エリオグラヴュール、エッチン
グ、シュガーアクアチント、ドライポイ
ントなど 紙（14点）、テキスト

45.0×34.0（頁寸）

ベン・シャーン
（ライナー・マリア・リルケ著）

リルケ『マルテの手記』より：
一行の詩のためには／…

1968刊 リトグラフ 紙（24点）、テキスト 57.3×45.3（頁寸）

ジャン・デュビュッフェ
（ギュイルヴィック著）

壁 1950刊
1945制作

リトグラフ 紙（15点 表紙含む）、
テキスト

35.0×28.5（頁寸）

ジム・ダイン
（オスカー・ワイルド原作）

ドリアン・グレイの肖像 1968刊 リトグラフ 紙（12点）、エッチング
紙（4点） リトグラフ，紙（ポート
フォリオとして6点 内2点にコラー
ジュあり）

44.0×31.0（頁寸）、45.0×32.0
（ポートフォリオのシート寸）

ピエール・アレシンスキー
（マルセル・エ・ガブリエル・
ピクェレイ著）

モニュメント・タバコ 1978刊 エッチング、アクアチント 紙(5点）、
テキスト

45.2×31.5（頁寸）

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

クリストほか
（ウィリアム・コープリー編）

S.M.S. 1968刊 写真、カード、カセットテープ、印刷
物等によるマルチプル73点

28.0×18.5×2.0（No . 1）、28.0×
18.5×2.5（No . 2，5，6）、28.0×
18.5×3.0（No.3，4）全て本の外寸

ソル・ルウィット オート・ビオグラフィー 1980刊 本 26.0×26.0（頁寸）

ホアン・ミロ
（瀧口修造 著）

ミロの星とともに 1978刊 本 37.5×17.5（本部分）、37.5×36.5
（フランス語ヴァージョン部分）

駒井哲郎
（ロートレアモン著、青柳瑞
穂 訳）

マルドロオルの歌 1952刊 エッチング 紙（6点 表紙含む）、
テキスト

25.7×17.6（頁寸）

（丸山薫 著 杉浦康平
装本）

詩畫集 蟻のいる顔 1973刊 アクアチント 紙（5点）、テキスト 37.0×26.0（頁寸）

池田満寿夫
（江戸川乱歩 著）

屋根裏の散歩者 1959刊 エッチング 紙（7点＋3点：添付）、
テキスト

6.0×5.5（頁寸）、6.3×6.0×1.0（本
外寸）

（杉山正樹 詞） かぐやひめ 1976刊 メゾチント、エッチング 紙（10点） 9.0×7.0（頁寸）、9.5×8.0（本外寸）

ルーチョ・フォンタナ
（オットー・ハーン著）

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

36.0×24.0×6.5

大竹伸朗 アトランタ1945+50 1996刊 本、写真 22.0×18.5×1.6（本外寸）8.0×5.5×
0.3cm（豆本）

大久保英治 吉野川―場の刻
6/30・9/29・12/1

2012 ミクストメディア 200.0×350.0×25.0

■美術と本の楽しい関係

桂ゆき さる・かに合戦 1948 油彩 キャンバス 90.0×115.0

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

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

元永定正 ふにゃらくにゃら 1979 シルクスクリーン 紙 43.0×95.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

元永定正 さんかく 1979 シルクスクリーン 紙 95.0×43.0

のびるしろ 1981 シルクスクリーン 紙 36.0×57.0

せのひくいおれんじはまん
なかあたり

1984 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

はちほん 1986 シルクスクリーン 紙 46.0×65.0

あいんしゅたいん 1986 シルクスクリーン 紙 175.0×300.0

かたちふたつはぐるぐるの
せん

1987 リトグラフ 紙 47.5×59.0

ルイス・キャロル／ロバー
ト・サブダ

不思議の国のアリス 2007（大日本
絵画）

26.8×21.0×5.5［徳島県立図書館
蔵］

ジャン・ピエンコフスキー ファースト・クリスマス 2004（大日本
絵画）

25.0×19.5×1.0［徳島県立図書館
蔵］

復刻 世界の絵本館 オズボーン・コレクション
〈チャップブック〉ダイヤモ
ンドとひきがえる 他2篇

1979（ほるぷ
出版）

10.0×6.0×0.2［徳島県立図書館
蔵］

竹内栄久 復刻 絵本絵ばなし集
〈明治の赤本〉花咲かぢゞ
い／舌切すゞ め／猿蟹合
戦／桃太郎鬼ケ島でん

1978（ほるぷ
出版）

11.9×7.7×0.3［徳島県立図書館
蔵］

吉田寛如（よしだかんにょ）南山進流 祭文集 弘
法大師誕生會祭文

1987 27.5×78.0［徳島県立図書館蔵］

貫名菘翁（ぬきなすうおう）菘翁行草杜律十七首 1927（西東書
房）

30.8×13.2×1.9［徳島県立図書館
蔵］

中林梧竹（なかばやしご
ちく）

梧竹臨書精選 行書篇 1988（教育書
籍）

31.3×11.1［徳島県立図書館蔵］

桃渓山人（とうけいさんじ
ん）

三好記 1662 24.0×16.5×1.5［徳島県立図書館
蔵］

探古堂墨海（たんこどう
ぼっかい）

阿波名所圖會 1979（歴史図
書社）

21.0×15.0×1.5［徳島県立図書館
蔵］

上田徳三郎 口述、志茂
太郎 筆録、武井武雄
図解恩地孝四郎 編集

圖解 製本 舊題「製本
之輯」

1979（名著普
及會）

29.7×20.5×1.0［徳島県立図書館
蔵］

平野太呂ZINEコレクショ
ンより

TAROHIRANOPHOTO
GRAPHS.
“ABANDONEDPOOLS”
2004 ほか

■徳島出身の木版彫刻師、伊上凡骨の仕事

原画：岸田劉生 木版彫
刻：伊上凡骨＜劉生図案
画集＞聚英閣 1921年
多色木版

帙 絵題箋 30.9×22.5

岸田劉生（著）『劉生画
集及芸術観』聚英閣
1919年4月 扉絵

30.2×20.3

岸田劉生（著）『劉生画
集及芸術観』聚英閣
1919年4月 見返し

31.8×44.1

武者小路実篤（著）『幸
福者』叢文閣 1919年
9月 表紙絵

19.4×28.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

原画：岸田劉生 木版彫
刻：伊上凡骨＜劉生図案
画集＞聚英閣 1921年
多色木版

武者小路実篤（著）『一
本の枝』新潮社
1920年 表紙絵

19.4×28.4

武者小路実篤（著）『埋
もれてゐたもの』叢文閣
1920年2月 表紙絵

19.5×28.4

武者小路実篤（著）『雑
三百六十五』曠野社
1920年7月 表紙絵

18.7×26.1

武者小路実篤（著）『人
間的生活』叢文閣
1920年 表紙絵

19.2×28.0

武者小路実篤（著）『童
話劇三篇』新潮社
1921年9月 表紙絵

20.9×30.4

武者小路実篤（著）『友
情』（特装版）以文社
1920年 表紙絵

19.5×28.4

武者小路実篤（著）『友
情』（特装版）以文社
1920年1月 見返し

19.3×25.4

武者小路実篤（著）『友
情』以文社 1920年
表紙絵

19.5×28.4

武者小路実篤（著）『友
情』以文社 1920年
扉絵

19.1×12.5

長與善郎（著）『或る人
人』春陽堂 1920年9月
扉絵

19.1×12.5

長與善郎（著）『或る人
人』春陽堂 1920年9月
表紙絵

19.6×28.4

長與善郎（著）『或る人
人』春陽堂 1920年9月
見返し

19.3×25.5

長與善郎（著）『生活の
花』新潮社 1918年5月
表紙絵

19.4×28.4

長與善郎（著）『生活の
花』新潮社 1918年5月
見返し

19.3×25.5

千家元麿（著）『青い枝』
以文社 1920年3月
表紙絵

19.5×28.2

千家元麿（著）『青い枝』
以文社 1920年3月
扉絵

19.1×12.7

千家元麿他（著）『詩同人
詩集 麦』叢文閣
1920年10月 扉絵

19.0×12.7

千家元麿他（著）『詩同人
詩集 麦』叢文閣
1920年10月 表紙絵

19.2×28.4
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

原画：岸田劉生 木版彫
刻：伊上凡骨＜劉生図案
画集＞聚英閣 1921年
多色木版

千家元麿（著）『虹』新潮
社 1919年9月 表紙絵

19.4×28.0

千家元麿（著）『虹』新潮
社 1919年9月 見返し

19.0×25.6

千家元麿（著）『虹』新潮
社 1919年9月 扉絵

19.2×11.6

『艸土社 第六回展覧会』
案内 1918年12月

20.0×14.2

千家元麿（著）『詩集 自
分は見た』玄文社 1918
年 表紙絵

19.6×28.5

水野仙子（著）『水野仙子
集』叢文閣 1920年5月
表紙絵

19.4×28.3

白樺同人（著）『白樺同人
脚本集』新潮社 1919年
8月 表紙絵

18.8×28.2

レッシング（著）『賢者ナア
タン』 表紙絵

19.5×29.8

白樺同人（著）『白樺十周
年記念集』白樺社
1920年6月 表紙絵

24.2×34.0

白樺同人（著）『白樺十
周年記念集』白樺社
1920年6月 見返し

20.6×28.9

『白樺』第十周年記念号
（1919年4月号） 表紙絵

21.0×29.8

『白樺』第10年11月号
（1919年11,12月号）
表紙絵

20.8×29.6

『白樺』第11年6月号
（1920年6月号） 表紙絵

20.1×29.1

『白樺』第10年12月号
（1920年12月号） 表紙絵

21.2×29.8

長與善郎（著） 『生活の花』 新潮社
1918年5月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

武者小路實篤（著） 『童話劇三篇』 新潮社
1921年9月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

武者小路實篤（著） 『一本の枝』 新潮社
1920年

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

千家元麿（著） 『青い枝』 以文社
1920年3月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

武者小路實篤（著） 『雜三百六十五』 曠野社
1920年7月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

長與善郎（著） 『或る人人』 春陽堂
1920年9月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

武者小路實篤（著） 『埋もれてゐたもの』 叢文閣
1920年2月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

水野仙子（著） 『水野仙子集』 叢文閣
1920年5月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

白樺同人（著） 『白樺同人脚本集』 新潮社
1919年8月

装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

白樺同人（著） 『白樺十周年記念集』白
樺社

1920年6月 装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

千家元麿（著） 『虹』新潮社 1919年9月 装画：岸田劉生 版木彫刻：伊
上凡骨

『白樺』第10年11月号
（1919年11、12月合併号）

表紙絵：岸田劉生 版木彫刻：
伊上凡骨

原画：中沢弘光 版木
彫刻：伊上凡骨

四條納涼 『光風』第2年3号（1906年6月）
口絵

原画：藤島武二 版木
彫刻：伊上凡骨

夏花少女 『明星』第3第2号（1902年8月）
復刻版

原画：石井柏亭 版木
彫刻：伊上凡骨

村娘 『明星』卯歳第1号（1903年2月）
復刻版

原画：石井柏亭 版木
彫刻：伊上凡骨

雛の夜 『明星』卯歳第4号（1903年4月）
復刻版

原画：藤島武二 版木
彫刻：伊上凡骨

清見寺 『明星』卯歳第6号（1903年6月）
復刻版

原画：富永勝重 伊上
凡骨版木彫刻

若菜 『明星』辰歳第5号（1904年5月）
復刻版

原画：中沢弘光 版木
彫刻：伊上凡骨

日光山戦場ヶ原 『明星』午歳第2号（1906年2月）
復刻版

原画：中沢弘光 版木
彫刻：伊上凡骨

二見浦 『明星』未歳第1号（1907年1月）
復刻版

原画：和田英作 伊上凡骨氏 『明星』午歳第1号（1906年1月）
復刻版

石井柏亭（著）「パレット
日記」

『明星』辰歳第9号（1904年9月）
復刻版
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5

所蔵作品展 徳島のコレクション2017年度第3期

● 会期

平成29年12月2日［土］‐平成30年4月15日［日］(110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、特集

展示を行った。

「20世紀の人間像」では、パブロ・ピカソ＜ドラ・マール

の肖像＞、パウル・クレー＜子供と伯母＞などの名品のほ

かに、今年4月に亡くなったマグダレーナ・アバカノヴィッチを

追悼するために＜12体の立像（群衆シリーズ）＞を展覧し

た。

「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、徳島出身の三宅

克己（1874-1954徳島市生まれ）、伊原宇三郎（1894-

1976徳島市生まれ）、山下菊二（1919-1986年三好郡

生まれ）などの作品を紹介した。

「現代版画」は、「あやしい関係」と題して、4回の展示

替えを行いながら、同じ版を使った色違いの作品や版の

ステート（段階）で変化するイメージなどを選び出し、版とイ

メージのあやしい関係を展覧した。

特集「石丸一・島あふひ兄妹」では、現在の小松島市

立江町に生まれた兄妹の洋画家石丸一（1890-1990年）

と島あふひ（1896-1988年）を取り上げた。石丸は信濃橋

洋画研究所に学び、二科展や関西のグループ展を舞台

に活動し、戦前期の関西の前衛美術を牽引する存在と

なった。島は前田写実研究所で前田寛治に学び、二科

展、一水会展、二紀会で活動し、日本の女流画家の草

分け的な存在となった。館蔵品をもとに、兄妹の初期から

晩年までの活動を概観した。

会期を通じて、所蔵作品176点に加えて資料4点を出

品した。

● 観覧料

一般 200円（160円）

高校・大学生 100円（ 80円）

小学・中学生 50円（ 40円）

＊（ ）内は20名以上の団体料金。
● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物

出品リスト：A4判4ページ（二つ折り） 簡易印刷

＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

2,641人（3月31日まで）

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

江川佳秀「美術館からのエッセイ 所蔵作品展 徳島の

コレクション 2017年度第3期 特集 石丸一・島あふひ

兄妹」日本中央テレビ株式会社ホームページ 2017年12

月 http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201712.html

廣井和也「徳島のコレクション2017年度第3期 特集

石丸一・島あふひ兄妹展 徳島県立近代美術館 兄

妹で大きく異なる画風」『徳島新聞』平成30年2月13日

江川佳秀「石丸一＜山＞」『いのち輝く』第87号(2018春

号） 公益財団法人とくしま“あい”ランド推進協議会

NHKテレビ「ひるクロ」平成30年4月6日

● 担当学芸員

吉原美惠子、安達一樹、江川佳秀

● 出品リスト

国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順。

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）で表したものがある。

版画の寸法は原則としてイメージサイズであるが、†が付

されたものはシート・サイズ。

会期中に展示替を行った。＊aを付したものは1月8日［月・

祝］まで、＊bを付したものは1月10日［水］から2月12日

［月・祝］、＊cを付したものは2月14日［水］から3月18日

［日］、＊dを付したものは3月20日［火］以降に展示した。
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展示室●
■特集 石丸一・島あふひ兄妹

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

石丸一 雪景 1910代 油彩 板 33.0×22.8［藤村万里氏寄贈］

水辺の景 1910代 油彩 板 33.0×23.4［藤村万里氏寄贈］

ヒラムラ・イレコウウフの家
細君

1910代 油彩 キャンバスボード 32.5×23.7［藤村万里氏寄贈］

薔薇 1928 油彩 キャンバス 65.0×53.0［浦上麗氏寄贈］

花 1929 油彩 キャンバス 91.0×61.5［浦上麗氏寄贈］

裸婦習作 1929 油彩 キャンバス 52.0×44.0［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］

少女 1920代 油彩 キャンバス 45.3×33.2［浦上麗氏寄贈］

北浜のころ 1920代 油彩 板 15.4×22.2［藤村万里氏寄贈］

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

作品第六 1932 油彩 キャンバス 44.5×37.5［大西アヤ氏寄贈］

山 1942 油彩 キャンバス 130.0×193.0［大西アヤ氏寄贈］

山郷 1943 油彩 キャンバス 72.0×90.0［浦上麗氏寄贈］

自画像 1952 油彩 キャンバス 45.5×38.8［藤村万里氏寄贈］

街なみ（仮称） 1957 油彩 キャンバス 51.0×43.0［浦上麗氏寄贈］

瓶（仮称） 1950代 油彩 キャンバス 71.0×59.0［浦上麗氏寄贈］

藤村久代像 1959頃 油彩 キャンバス 53.0×46.0［藤村万里氏寄贈］

作品 1960 油彩 キャンバス 53.0×53.5［浦上麗氏寄贈］

シャーリー・テンプル 不詳（戦後） 油彩 板 21.6×13.8［藤村万里氏寄贈］

椿 不詳（戦後） 油彩 キャンバス 72.9×61.0［大西アヤ氏寄贈］

草木文様（A） 不詳（戦後） 油彩 キャンバス 72.7×60.5［大西アヤ氏寄贈］

草木文様（B） 不詳（戦後） 油彩 キャンバス 73.0×60.7［大西アヤ氏寄贈］

石丸一・資料 作品写真〈ギター）
（1931年 第18回二科展）

［浦上麗氏寄贈］

作品写真〈卓上静物）
（1931年 第1回ロボット展）

［浦上麗氏寄贈］

作品写真〈キュビスム風人
物〉（仮題）

［浦上麗氏寄贈］

作品絵葉書〈俯瞰した田
園〉（1941年 九室会航
空美術展

［浦上麗氏寄贈］

島あふひ 魚菜静物 1931 油彩 キャンバス 72.0×60.0［内藤弓弦氏寄贈］

魚の静物 1951 油彩 キャンバス 60.0×72.0［内藤弓弦氏寄贈］

羅篭 1957 油彩 キャンバス 130.3×162.1［内藤弓弦氏寄贈］

机上静物 1958 油彩 キャンバス 80.5×100.0［内藤弓弦氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

島あふひ 金子町二月 1960 油彩 キャンバス 91.0×72.5［内藤弓弦氏寄贈］

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

雑草の祈り 1966 油彩 キャンバス 100.0×80.0［内藤弓弦氏寄贈］

雑草の祈り 1966 油彩 キャンバス 100.0×80.0［内藤弓弦氏寄贈］

月光聖母子 1967 油彩 キャンバス 100.0×72.7［内藤弓弦氏寄贈］

永遠の虹 1968 油彩 キャンバス 130.0×97.0［内藤弓弦氏寄贈］

岡の上の教会堂 1970 油彩 キャンバス 65.2×80.3［内藤弓弦氏寄贈］

朝もやの瀬戸内 1971 油彩 キャンバス 99.0×80.0［内藤弓弦氏寄贈］

出湯の朝 1973 油彩 キャンバス 100.0×80.0［内藤弓弦氏寄贈］

■20世紀の人間像

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

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

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

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

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

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

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

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

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

「25 MAR 1916」＃10 2000 ゼラチンシルバープリント 108.00×74.0*cd

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

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

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

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）

チャック・クロース マルタ／フィンガーペイン
ティング／ホワイト

1986 油性インク、アクリル絵具 キャン
バス

61.2×51.2

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

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

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

ジャック・リプシッツ クラリネットを持つアルルカン 1919 ブロンズ 73.0×24.8×24.1

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

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

92.0×70.8

オシップ・ザツキン 女性立像 1922 ブロンズ 77.0×31.0×19.2
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■現代版画 あやしい関係1 12月2日‐1月8日

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

池田満寿夫 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

岡本信治郎 版画集〈ベティ・ブープの
国〉20．アリスの猫

1974 シルクスクリーン 紙 61.5×46.2

版画集〈ベティ・ブープの
国〉36．ペドロー島のイン
ディアン観光 ペドロー
島のインディアン観光

1974 シルクスクリーン 紙 47.5×65.5

菊畑茂久馬 版画集〈オブジェデッサ
ン〉15． 三人の友

1979 シルクスクリーン 紙 39.0×56.0

版画集〈オブジェデッサ
ン〉16． ハサミの行進

1979 シルクスクリーン 紙 41.0×53.0

木村光佑 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

中林忠良 “白い部屋”より連らなる
風景又は地平線はるか
に I

1971 エッチング、アクアチント 紙 42.3×57.6

松谷武判 OBJECT-33 1975 シルクスクリーン 紙 57.0×78.0

山本容子 Papa’s 1975 エッチング 紙 36.6×39.8

Mama’s 1975 エッチング 紙 39.8×36.4

横尾忠則 HEAD AGAIN AND
AGAIN

1980 シルクスクリーン 紙 25.4×61.0

吉原英雄 女 1969 リトグラフ 紙 72.0×105.0†

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

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

1965 シルクスクリーン 紙 61.0×76.1†

■現代版画 あやしい関係2 1月10日‐2月12日

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

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

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

シルクスクリーンNO.52 1972 シルクスクリーン 紙 27.0×40.5

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

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

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

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

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

北川健次 版画集〈『反対称／鏡／蝶
番 夢の通路－VERO
DODATを通り抜ける試
み』〉1.PERSONA
－william shakespeare

2004 フォトグラヴュール、アクアチント
紙

28.5×38.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

北川健次 版画集〈『反対称／鏡／蝶
番 夢の通路－VERO
DODATを通り抜ける試
み』〉2．肖像考－フランツ・
カフカ

2004 フォトグラヴュール、アクアチント
紙

38.0×28.5

黒柳正孝 形態α 1996 メゾチント 紙 60.0×170.0

出店久夫 私的風景’89－
November

1989 ゼラチンシルバープリント、アクリル
絵具、KODAK－E6染料、色鉛
筆他 パネル、ジェッソ

74.0×162.0作家寄贈］

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

■現代版画 あやしい関係3 2月14日‐3月18日

上前智祐 （題名なし） 2001 銅版 紙 32.0×24.1［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002 銅版 紙 23.2×30.8［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002 銅版 紙 23.4×30.9［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002 銅版 紙 23.8×33.6［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002 銅版 紙 22.6×33.4［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002 銅版 紙 22.8×33.5［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2003 銅版 紙 32.4×24.4［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2003 銅版 紙 32.1×24.1［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2003 銅版 紙 32.4×24.2［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2004 銅版 紙 23.3×31.0［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2004 銅版 紙 23.2×30.9［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2004 銅版 紙 22.8×33.5［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2004 銅版 紙 23.3×30.9［藤野忠利氏寄贈］

加納光於 《遠い手－時空を隔てて》I 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 カラーインタリオ 紙 105.0×75.0†

《遠い手－時空を隔てて》I′ 1991-92 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†

木原康行 Chaine écale（カラー） 1975 エングレーヴィング 紙 48.6×37.4

Chaine écale（モノクロ） 1975 エングレーヴィング 紙 48.6×37.4

清塚紀子 航跡1986-D 1986 エッチング、アクアチント、シュガー・
アクアチント 鉛箔、銅箔、紙

79.8×60.0

航跡1986-E 1986 エッチング、アクアチント、シュガー・
アクアチント 紙

79.7×59.5

中林忠良 Position ’77-9 1977 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

Position ’77-10 1977 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

吹田文明 赤鬼 1959 木版、紙版 紙 61.3×45.5

青鬼 1959 木版、紙版 紙 61.2×45.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

リ・ウー＝ファン（李禹煥） 線より 1979 シルクスクリーン 紙 67.8×80.0

線より 1979 シルクスクリーン アクリル板 63.0×75.0†

■現代版画 あやしい関係4 3月20日‐4月15日

靉嘔 版画集
〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉1. FROM
THE DICTIONARY 1

1971 グラビア 紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉2. FROM
THE DICTIONARY 2

1971 シルクスクリーン、グラビア 紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉3. FROM
THE DICTIONARY 3

1971 シルクスクリーン、グラビア 紙 54.0×73.0

泉茂 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］

松谷武判 OBJECT-B 1971 リトグラフ 紙 76.0×57.0

OBJECT-F 1976 シルクスクリーン 紙 78.0×57.0

ジム・ダイン スキー帽をかむった自画
像（色つきの）1stステート

1974 エッチング 紙 65.7×50.5†

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†

スキー帽をかむった自画
像（チューリップ）3rdス
テート

1974 エッチング 紙 21.7×28.7†
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ジム・ダイン スキー帽をかむった自画
像（チューリップによって跡
かたもなくなって）4thス
テート

1974 エッチング 紙 20.6×28.9†

パブロ・ピカソ 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

クウァク・イン＝シク（郭仁
植）

銅版画集〈Work II〉1.
Work 86-1

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉2.
Work 86-2

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉3.
Work 86-3

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉4.
Work 86-4

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉5.
Work 86-5

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉6.
Work 86-6

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

展示室●
■徳島ゆかりの美術

伊原宇三郎 パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

菊畑茂久馬 奴隷系図－円鏡による
No.12

1962 カシュー、その他 板 92.1×94.4×2.3

奴隷系図－円鏡による
No.13

1962 カシュー、その他 板 95.0×85.1×1.5

燃える顔 1975 鉄、真鍮、木 18.8×15.8×4.3

天動説 1981 油彩 木、キャンバス 89.3×130.3

板東敏雄 鳩 1930頃 油彩 板 76.5×75.5

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

三宅克己 切り通し 1894 水彩 紙 32.3×23.6*d

フランス風景 明治期 水彩 紙 38.0×27.0*c

あさやけ 1907 水彩 紙 37.0×46.0*d

ベルギー風景 1910 水彩 紙 50.5×38.5*c

冬の小川 1915 水彩 紙 35.8×54.0*a

カーニュ風景 大正後期 水彩 紙 27.3×37.6*c

箱根湯本附近の桜 昭和初期 水彩 紙 24.0×35.0*d

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

信州田口雪景 1941 水彩 紙 29.0×75.0*b

釣堀武蔵野の或村 1954 水彩 紙 33.5×24.6*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

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

襖を抜く 1972 油彩 キャンバス 104.0×73.3

父はは 1972 油彩 キャンバス 73.0×91.3

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1978 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

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

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

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

山口牧生 四角い形D 1989 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0
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3-2 特別展 平成29年度

1 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

平成29年4月22日［土］‐6月11日［日］

2 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可能性

平成29年10月21日［土］‐12月10日［日］

3 生の刻印 アール・ブリュット再考展

平成30年2月10日［土］‐3月4日［日］

1

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

● 会期

平成29年4月22日［土］‐6月11日［日］

● 休館日

月曜日

● 視点

日本赤十字社徳島県支部は、明治20年10月28日に

全国で初めて設立された6支部の1つとして誕生し、平成

29年に創立130周年を迎えた。これを記念し、美術を手が

かりに赤十字運動の意義や日本赤十字社の歴史などを

検証した。

序章 ふたつの看護服

世界の赤十字運動は戦場で傷ついた兵士の救護を

目的に始まり、日本赤十字社の前身である博愛社も1877

（明治10）年に九州地方で起こった西南戦争での傷病

兵救護を目的に発足した。現在も日本赤十字社は、世界

各地の紛争地帯に救護員を送り出している。赤十字運動

の原点ともいえる「戦時救護活動」を知っていただくため、

平時救護の際の看護服と、戦時救護のために日本を発

つときに着用した制服を描いた作品を紹介した。

第1章 日本赤十字社に寄せる人 の々思い

日本赤十字社には、戦前から現代まで、各時代の美術

家やコレクターが寄贈してきた数多の美術品がある。日本

赤十字社に対する信頼感や敬意、感謝の気持ちがこもっ

たコレクションである。第1章では人々が日本赤十字社に

寄せる思いを象徴するものとして、選りすぐりの38点を紹介

した。

第2章 美術に見る日本赤十字社の歩み

日本の近代美術を見渡すと、随所に日本赤十字社の

活動を記録した作品がある。日本赤十字社の活動は、社

会的な関心事であり、美術家たちの制作意欲を喚起する

ものだった。また、戦争や自然災害など社会を揺るがす出

来事が発生すると、美術家たちは戦場や災害の現場に

出かけて作品を制作したが、その中にはしばしば日本赤

十字社の救護活動が描かれている。

日本赤十字社の所蔵品に加え、全国の美術館や博

物館からお借りした美術作品と関連する歴史資料を使っ

て、次の7コーナーにより日本赤十字社の歩みを概観した。

1．西南戦争と博愛社

2．日本赤十字社誕生
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3．看護師養成

4．災害救護活動（磐梯山噴火／明治三陸大津波／関

東大震災）

5．戦時救護活動（日清戦争／日露戦争／満洲事変か

ら太平洋戦争へ）

6．国際救護活動（第一次世界大戦中のイギリス、フラ

ンス、ロシアへの救護班派遣／ポーランド孤児救済活

動）

7．血液事業

8．板東俘虜収容所

9．赤十字・赤新月社運動の原点

● 主催

今に生きる「人道博愛の心」展実行委員会

日本赤十字社徳島県支部

徳島新聞社

徳島県教育委員会

● 協賛

徳島県赤十字有功会

● 後援

徳島県文化振興財団

徳島県医師会

徳島県看護協会

四国放送

NHK徳島放送局

エフエム徳島

エフエムびさん

ケーブルテレビ徳島

● 観覧料

一般 1000円（800円）

高校生 600円（500円）

[ ]内は前売り及び20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1 「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等

ポスター：B2版 カラー

チラシ：A4版 両面カラー

図録：A4版 72ページ オールカラー

＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

8,129人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

【新聞】

江川佳秀、廣井和也「日本赤十字社徳島県支部130周

年記念展 珠玉の美術品 博愛の心宿る 絵画や資

料100点展示」『徳島新聞』 平成29年1月1日（朝刊）

廣井和也「日赤の歩み美術で紹介 県支部130周年記

念展覧会 あすから県立近代美術館 絵画や資料100

点」『徳島新聞』 平成29年4月21日（朝刊）

廣井和也「人道活動の歴史 一堂に 日赤県支部130

年 徳島市で開催」『徳島新聞』 平成29年4月22日

（夕刊）

三浦麻衣「「博愛の心」誓い新た 日赤県支部、創立

130年祝う」『徳島新聞』 平成29年4月30日（朝刊）

田中裕生「130周年 人道博愛の心 今も 県立近代

美術館で日赤県支部展」『朝日新聞』 平成29年5月5

日（徳島）

江川佳秀「日赤県支部130周年記念展 描かれた博愛

（上）大和田富子＜征途を前に＞」『徳島新聞』 平成

29年5月12日（朝刊）

「災害と戦争の歴史にみる赤十字 日赤県支部130周

年講演 戦時救護多くの犠牲 悲惨な状況下誇り胸に

活動」『徳島新聞』 平成29年5月12日（朝刊）

江川佳秀「日赤県支部130周年記念展 描かれた博愛

（中）東郷青児＜ナース像＞」『徳島新聞』 平成29年5

月13日（朝刊）

江川佳秀「日赤県支部130周年記念展 描かれた博愛

（下）従軍看護師を送る寄せ書き」『徳島新聞』 平成

29年5月16日（朝刊）

浜田茂明「赤十字の精神に一筋の光明」『徳島新聞』

平成29年5月14日（朝刊）

「阿波っ子タイムズ 第177号 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 傷ついた人助け

続ける」『徳島新聞』 平成29年5月21日（朝刊）

江川佳秀「日赤と名画 県支部130周年記念展から

（上）小磯良平＜集い＞」『徳島新聞』 平成29年5月25

日（朝刊）

江川佳秀「日赤と名画 県支部130周年記念展から

（中）織田廣喜＜シャンゼリゼ風景＞」『徳島新聞』 平

成29年5月26日（朝刊）

江川佳秀「日赤と名画 県支部130周年記念展から

（下）東山魁夷＜晴れゆく朝霧＞」『徳島新聞』 平成29

年5月27日（朝刊）
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【放送】

「徳島ニュース」「ニュース」「とく6徳島」NHK徳島放送局

平成29年5月1日

「NHK日曜美術館 今週のギャラリー」NHK Eテレ

平成29年5月14日

「B-STEP TALKING」エフエムびざん 平成29年5月22日

● 担当学芸員

江川佳秀、安達一樹、吉原美惠子
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●出品リスト
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

序章 ふたつの看護服

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

宮本三郎 看護像立像 1941 油彩、キャンバス 116.6×72.7 世田谷美術館

大和田富子 征途を前に 1941 油彩 キャンバス 116.9×91.2 日本赤十字社

日本赤十字社看護衣（明
治25年～戦後）（複製）

徳島赤十字病院

日本赤十字社救護員制服
（明治32年～昭和）（複製）

徳島赤十字病院

第1章 日本赤十字社に寄せる人 の々思い

二世五姓田芳柳 海 不詳 油彩 キャンバス 96.8×130.3 日本赤十字社

吉野山大観望 1935 油彩 キャンバス 97.0×130.5 日本赤十字社

梅原龍三郎 パリス審判図 1939 油彩、岩彩 紙 51.5×39.8 日本赤十字社

パブロ・ピカソ アトリエの画家 1963 油彩 キャンバス 65.2×92.0 日本赤十字社

藤田嗣治 仏印メコンの広野 1944 油彩、キャンバス 53.2×73.0 日本赤十字社

青山義雄 アネモネ 1993 油彩 キャンバス 45.5×53.1 日本赤十字社

鈴木千久馬 花菖蒲 不詳 油彩、キャンバス 60.6×72.8 日本赤十字社

伊藤廉 パンジー 不詳 油彩 キャンバス 22.0×27.5 日本赤十字社

鬼頭鍋三郎 信濃の春（森林杏花） 不詳 油彩、キャンバス 45.6×53.1 日本赤十字社

杉本健吉 牡丹 1977 油彩、キャンバス 72.7×53.3 日本赤十字社

鈴木良三 水戸市郊外風景 1920代 油彩、キャンバス 60.7×60.5 日本赤十字社

寺田春弌 春を呼ぶ荒野 1973 油彩、キャンバス 61.2×73.3 日本赤十字社

鈴木信太郎 椅子にのる人形 1949 油彩、キャンバス 117.0×90.3 日本赤十字社

東郷青児 ナース像 1974 油彩、キャンバス 110.0×72.8 日本赤十字社

荻須高徳 僧院の回廊（un Cloitre） 1973 油彩、キャンバス 73.0×91.9 日本赤十字社

小磯良平 集い 1977 油彩、キャンバス 100.0×100.0 日本赤十字社

島田章三 埴輪と女 1977 油彩、キャンバス 91.0×73.0 日本赤十字社

藪野正雄 母子像 1966 油彩、キャンバス 115.0×89.0 日本赤十字社

織田廣喜 シャンゼリゼ風景 1996 油彩、キャンバス 116.8×91.2 日本赤十字社

小野末 闘牛 不詳 油彩、キャンバス 90.7×72.7 日本赤十字社

末永胤生 海辺の群馬 1980 油彩、キャンバス 116.5×182.1 日本赤十字社

田中岑 少女 1971 油彩、キャンバス 193.5×96.8 日本赤十字社

南城一夫 『南城一夫版画集』
雪女郎

不詳 リトグラフ、紙 27.5×50.5 日本赤十字社

『南城一夫版画集』
盛花

不詳 リトグラフ、紙 28.0×41.0 日本赤十字社
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

南城一夫 『南城一夫版画集』
釣り人

不詳 リトグラフ、紙 42.5×29.7 日本赤十字社

『南城一夫版画集』
テニスコート

不詳 リトグラフ、紙 41.0×27.5 日本赤十字社

『南城一夫版画集』
暁のピエロ

不詳 リトグラフ、紙 27.5×50.0 日本赤十字社

永瀬義郎 版画集『浪漫』浪漫 1978 凸版、紙 57.8×44.0 日本赤十字社

版画集『浪漫』淡雪 1978 凸版、紙 53.7×41.5 日本赤十字社

版画集『浪漫』からくり 1978 凸版、紙 53.7×41.5 日本赤十字社

版画集『浪漫』洞窟の処女 1978 凸版、紙 59.7×43.8 日本赤十字社

版画集『浪漫』水の妖精 1978 凸版、紙 53.7×41.5 日本赤十字社

版画集『浪漫』三姉妹 1978 凸版、紙 62.8×48.4 日本赤十字社

麻田辨自 鴛鴦 不詳 紙本彩色 116.7×90.9 日本赤十字社

東山魁夷 晴れゆく朝霧 1979 紙本彩色 90.3×73.2 日本赤十字社

石川響 惜春 1982 紙本彩色 168.0×215.8 日本赤十字社

西山英雄 櫻島朝暉 1968 紙本彩色 193.6×151.3 日本赤十字社

三輪晁勢 葉かげ 1963 紙本彩色 161.9×129.8 日本赤十字社

第2章 美術に見る日本赤十字社の歩み
1 西南戦争と博愛社

長谷川貞信（二代目） 熊本安政橋戦争之図 1877（明治10）錦絵（3枚組） 38.0×76.6 国立歴史民俗博物館

寺崎武男 博愛社創設許可の図 不詳 油彩、キャンバス 72.8×90.8 日本赤十字社

作者不詳（T.Uchino） 博愛社救護所 不詳 油彩、キャンバス 80.0×118.0 日本赤十字社

博愛社設立請願書、社
則、同許可書（複製）

1877（明治10）
5月3日

原本：紙本墨書 29.2×40.9 原本：日本赤十字社

川口武定『従征日記 巻
之三』『従征日記 巻之
四』刊行年不詳(1878年
序）

活版印刷、紙（和装本） 日本赤十字看護大学

『明治十三年三月改正
社員録』博愛社 1880年

日本赤十字社

佐野常民

佐野常民 春如海 不詳 紙本墨書（扁額） 27.6×79.9（本紙） 日本赤十字社

佐野常民（序） 大隈老伯早稲田庭園画帳 不詳 絹本彩色 37.0×44.0 早稲田大学図書館

『龍池会報告』第1号
1883年10月（復刻：ゆまに
書房 1991年6月）

徳島県立近代美術館

大給恒

大給恒 藤澤南岳との応酬詩 1900（明治33）紙本墨書（軸装） 日本赤十字社
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2 日本赤十字社誕生

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

赤十字条約加入の通知
（複製）

1886（明治19）
11月10日

原本：日本赤十字社

伊藤博文 十字赤章（複製） 不詳 原本：絹本墨書 50.0×137.0（本紙） 日本赤十字社

日本赤十字社社則 明治期 印刷、紙 日本赤十字社徳島県
支部

『明治二十二年一月調査
日本赤十字社々員名簿』
日本赤十字社

1889 日本赤十字社

橋本周延 赤十字社総会皇后陛下
上野公園御幸

1898（明治31）大判錦絵（竪三枚続） 36.8×74.7*b 東京都江戸東京博物館

「赤十字双六」（『日本赤
十字』第81号付録）日本
赤十字発行所

1900年1月 印刷、紙 国立歴史民俗博物館

佐々木信綱（歌）田村虎
藏（作曲）『唱歌 我国の
赤十字』日本赤十字発行
所

1905年12月
（訂正再版）

印刷、紙 国立歴史民俗博物館

ポスター「咳やくしやみをす
るときは ハンケチで口鼻
をおさへませう」

大正期 印刷、紙 77.9×53.0 日本赤十字社

ポスター「第1回赤十字デー
どなたも社員になりませう」

1933（昭和8）印刷、紙 78.0×53.0 日本赤十字社

ポスター「赤十字デー」 昭和初期 印刷、紙 76.0×53.8 日本赤十字社

ポスター「赤十字デー 長
期戦一億民が赤十字」

1941 印刷、紙 72.8×49.8 日本赤十字社

3 看護師養成

楊洲周延 浮世風俗 當世振
看護婦

1905（明治38）大判錦絵（竪二枚続） 71.5×24.0 千葉市美術館

浮世風俗 當世振
娘と猫

1905（明治38）大判錦絵（竪二枚続） 72.8×24.3 千葉市美術館

浮世風俗 當世振
母と子

1905（明治38）大判錦絵（竪二枚続） 72.5×24.3 千葉市美術館

葛揆一郎（江月） 外科手術 1904（明治37）絹本着色（額装） 84.2×145.3*a 東京藝術大学大学美術
館

高木はる氏（筆記）講義
ノート「第一編 一般看護
法 第一章 病者ノ看侍」

1890-1892（明
治23-25）頃

日本赤十字看護大学

高木はる氏（筆記）講義
ノート「第四編 主要ナル
小児病患者看護法 第
三十五章 麻疹及猩紅
熱及腫瘡ノ看護法」

1890-1892（明
治23-25）頃

日本赤十字看護大学

高木はる氏（筆記）講義
ノート「小山先生口述筆記
繃帯学」

1890-1892（明
治23-25）

日本赤十字看護大学

日本赤十字社（編刊）『看
護学教程』1905年7月第
9版

日本赤十字看護大学
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4 災害救護活動
磐梯山噴火

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

井上探景 磐梯山噴火の図 1888（明治21）錦絵（3枚組） 37.2×84.8 国立歴史民俗博物館

明治三陸大津波

梅堂小国政 岩手県 青森県 宮城
県大海嘯画報

1896（明治29）錦絵（3枚組） 37.0×75.4 国立民俗歴史博物館

ジョルジュ・ビゴー 三陸大津波 せんうん寺
におかれた救護所の情
景（1）

1896（明治29）水彩、鉛筆、紙 19.0×29.3 宇都宮美術館

三陸大津波 せんうん寺
におかれた救護所の情
景（2）

1896（明治29）水彩、ペン、鉛筆、紙 19.0×29.0 宇都宮美術館

三陸大津波 せんうん寺
におかれた救護所の情
景（3）

1896（明治29）水彩、鉛筆、紙 11.1×18.7 宇都宮美術館

三陸大津波 せんうん寺
におかれた救護所の情
景（4）

1896（明治29）水彩、鉛筆、紙 29.2×19.0 宇都宮美術館

赤十字の看護婦たち 1896（明治29）水彩、鉛筆、紙 22.2×30.5 宇都宮美術館

関東大震災

徳永仁臣 赤十字の活動 1923 油彩、キャンバス 170.0×178.0 東京都立横網町公園復
興記念館

アメリカ赤十字社が作成した関
東大震災義援金募集ポスター
「HELP JAPAN!MINUTES
MEAN LIVES！」

1923 印刷、紙 69.0×51.0 東京都立横網町公園復
興記念館

アメリカ赤十字社が作成
した関東大震災義援金
募集ポスター「Do your Bit
for Humanity THE
ENVOY TO JAPAN」

1923 印刷、紙 66.0×48.0 東京都立横網町公園復
興記念館

『国際画報』 第2巻第
10号（臨時増刊 大震災
記念号）

1923年9月25
日

個人

『国際画報』 第2巻第
11号（臨時増刊 続大
震災記念号）

1923年 10月
10日

個人

5 戦時救護活動
日清戦争

小林清親 野戦病院ヱ行啓之図 1895（明治28）錦絵(3枚組） 35.5×70.4 日本赤十字看護大学

日露戦争

画狂人 博愛ナル大日本赤十字
衛生隊 日露戦闘中負
傷者救護之図

1904（明治37）錦絵（3枚組） 35.5×71.5 松山市坂の上の雲ミュー
ジアム
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

柳蛙 日露戦争大日本赤十字
野戦病院負傷者救療の図

1904（明治37）錦絵（3枚組） 35.6×69.5 松山市坂の上の雲ミュー
ジアム

満洲事変から太平洋戦争へ

中澤弘光 別れの乳房 不詳 油彩、キャンバス 44.0×52.0 日本赤十字社秋田県支
部

白谷登 征途の別れ 1941 油彩、キャンバス 145.2×112.5 日本赤十字社

鈴木良三 患者護送と救護班の苦心 1943 油彩、キャンバス 192.0×254.7 東京国立近代美術館
無期限貸与

戦時召集状（東京支部
丹羽光子氏）

1940年12月7
日

活版印刷、紙 日本赤十字看護大学

救護員手牒（徳島県支部
前田ハナヱ氏）

1940代前半 徳島県戦没者記念館

従軍看護師が使用した水
筒と携行用コップ（徳島県
支部 長谷川幸子氏）

1940代前半 徳島県戦没者記念館

従軍看護師が使用した飯
盒と飯盒覆（徳島県支部
長谷川幸子氏）

1940代前半 徳島県戦没者記念館

従軍看護師を送る寄せ書
き（鳥取県支部 門本甲
子氏）

1940代前半 取手市教育委員会

従軍看護師が使用した
衛生嚢と野戦看護帽

1940代前半 取手市教育委員会

加藤義清（歌）奥良義（作
曲）下總�一（編曲）『女
声三部合唱曲 婦人従
軍歌』共益商社書店

1939年10月 徳島県立近代美術館

絵はがき「白衣の天使
婦人従軍歌 愛国軍歌
集其三」

徳島県立近代美術館

『写真週報』第17号 1938年6月8
日

徳島県立近代美術館

ソ連赤十字社を通じて日
本の家族に届けられたシ
ベリア抑留者の手紙

1946年12月 清井好一 氏

6 国際救護活動
⑧‐1 第一次世界大戦中のイギリス、フランス、ロシアへの救護班派遣

不詳 皇后陛下御握手ヲ賜フ
英国派遣看護師

不詳 油彩、キャンバス 73.0×91.4 日本赤十字社

フランス赤十字社から贈ら
れた感謝状（田中ます氏）

1916年6月21
日

日本赤十字社

⑧‐2 ポーランド孤児救済活動

不詳 ポーランド孤児送還図 不詳 油彩、キャンバス 72.9×90.9 日本赤十字社

⑨血液事業

ジャン・コクトー（原画） 輸血の皿 1950代 陶器 5.0×26.7 日本赤十字社
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⑩板東俘虜収容所

ヴィルヘルム・ブーフマン 富田製薬畜産部牧舎遠景 1917-1920頃 油彩、キャンバス 44.0×35.0 鳴門市ドイツ館

カルステン・ズーア 大麻比古神社境内 1917-1920頃 鉛筆、紙 56.0×45.0 鳴門市ドイツ館

美術工芸展覧会絵はがき
花輪

1918 謄写版（4色）、紙 14.5×9.3 鳴門市ドイツ館

美術工芸展覧会絵はがき
傘

1918 謄写版（4色）、紙 14.0×9.0 鳴門市ドイツ館

美術工芸展覧会絵はがき
わに

1918 謄写版（4色）、紙 9.3×14.0 鳴門市ドイツ館

音楽プログラム『べートー
ヴェン 第九交響曲 徳
島オーケストラ第2回シン
フォニー・コンサート（第18
回）』（複製）

1918年6月1日 謄写版（3色刷）、紙 27.4×19.6 鳴門市ドイツ館

音楽プログラム『MAKオー
ケストラ（弦楽）第27回コン
サート（ウラジオストクで苦難
を共にしつつあるドイツ・オー
ストリア俘虜のために）』

1919年3月9日 謄写版（4色刷）、紙 27.3×19.7 鳴門市ドイツ館

⑪赤十字・赤新月社運動の原点

増田誠 ソルフェリーノのアンリー・
デュナン

1979 油彩、キャンバス 145.5×225.0 日本赤十字社

顕理儒南（アンリ・ジュナン）
（著） 桃源仙史（訳）『朔
爾弗里諾之紀念』兵事新
報社

1894年7月 徳島県立近代美術館
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2

廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可能性

● 会期

平成29年10月21日［土］‐12月10日［日］(44日間）

● 休館日

月曜日

● 視点

近代の日本画家として目覚ましい活躍を見せた、廣島

晃甫（ひろしま こうほ 1889-1951年・徳島市出身）の

画業をご紹介する初の回顧展。廣島は、東京美術学校

（現・東京藝術大学）の卒業制作で、明治末・大正期の

個性表現を代表する〈玉乗り〉を制作。また当時画檀の

最高の権威とされた帝展（帝国美術院展）では、第1回

展の〈青衣の女〉、第2回展の〈夕暮れの春〉が連続して

特選となり、一躍世の脚光を浴びた。その後もヨーロッパに

おもむいて西洋風景を描き、洋画的な日本画に挑戦した

ほか、身近にある美しい日本の自然も追求した。創作版

画の団体展をはじめて結成するなど、日本の版画史に名

を刻んだ画家としても知られている。

この展覧会では、廣島の各時代を代表するおよそ100

点の作品を展示。時代に翻弄されながら、新しさと伝統

のはざまで、日本画とは何かを考え続けた波乱に富んだ

画業からは、近代日本画がもっていたさまざまな可能性と

魅力が再発見できた。

第19回徳島県民文化祭共催事業

beyond2020プログラム

● 主催

徳島県立近代美術館

● 共催

四国放送

● 後援

徳島新聞社

NHK徳島放送局

エフエム徳島

（公財）徳島県文化振興財団

● 助成

芸術文化振興基金

● 観覧料

一般 600円（480円）

高・大生 450円（360円）

小・中生 300円（240円）

※（ ）内は20名以上の団体料金。

高齢者（65歳以上）は半額。

障がい者と介助者1名は無料。

小・中・高生は土・日・祝日・振替休日の観覧料が無料。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

レクチャー（11月12日）、展示解説（12月3日）ではヒヤリン

グループを設置。

日本画再発見ワークショップ（11月25日、26日）では手話

通訳を行った。

廣島晃甫と日本画を知る出前ワークショップは計12回開

催（子ども、教員・保育士、保護者 434名が参加）

● 印刷物

ポスター：B2判

チラシ：A4判（両面カラー）

図録：B5判縦(277×181mm） 204ページ うちカラー

116ページ

出品リスト：A4判4ページ（二つ折） 簡易印刷

＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

2,407人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌、放送番組等

「特別展 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの

可能性」『中央テレビホームページ 千言万語』 日本

中央テレビ 平成29年10月（1日‐31日）

廣井和也「徳島市出身の画家 廣島晃甫回顧展 21

日から県立近代美術館」『徳島新聞』 平成29年10月

18日

「ギャラリー 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つ

の可能性」『讀賣新聞』 平成29年10月20日（地域 徳

島版）

「フォーカス徳島」のなかで紹介 四国放送 平成29年

10月26日

「四国おひるのクローバー」のなかで紹介 NHK松山放送

局 11月1日

「展覧会 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可

能性」『毎日新聞』 平成29年11月8日（徳島版）

「日曜美術館アートシーン」 NHK Eテレ 平成29年11

月12日

「ただいま開催中 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう

一つの可能性」『徳島新聞』 平成29年11月16日

「テレビミュージアム」 エーアイテレビ 平成29年11月19
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日、11月20日

＊その後、「けーぶる12」（県内ケーブルテレビの共同チャ

ンネル）でも放送

「とく6徳島」で紹介 NHK徳島放送局 平成29年11

月24日

「トレンド・カフェ」で紹介 ケーブルテレビあなん 平成29

年11月24日、11月26日、12月1日、12月3日

岡山愛子「徳島市出身の日本画家 晃甫にちなんだか

るた作り体験」『徳島新聞』 平成29年12月11日

● 担当学芸員

森芳功、吉原美惠子
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●出品リスト
廣島晃甫回顧展―近代日本画のもう一つの可能性

1 明治末から大正期―個性表現と画壇デビュー

No. 作品名（関連作家）等 制作年 材質技法、形状 寸法（縦×横） 所蔵者

1
し ゃくし

杓子の葉 明治後期 紙本着色 額装 31.2×31.2 徳島県立近代美術館

2 玉乗り 1912（明治45） 絹本着色 額装 116.3×84.3 東京藝術大学

3 紅葉之図 大正期 絹本着色 軸装 111.9×42.4 徳島県立近代美術館

4 不二山 大正期 絹本着色 軸装 110.8×41.5 徳島県立近代美術館

5
し い

紫衣の女 1915-16頃（大正4-5
頃）

絹本着色 軸装 108.0×41.5 徳島県立近代美術館

6 夕暮れの春 1920（大正9） 絹本着色 額装 198.0×117.0 徳島県立近代美術館

7
せ い い

青衣の女 1921（大正10） 絹本着色 額装 164.0×90.0 東京国立近代美術館

8 春野 大正期 絹本着色 軸装 130.0×41.0 個人

9
くん ぷ う

薫風 1921（大正10） 絹本着色 屏風（六
曲一双）

各172.0×376.0 徳島県立近代美術館

10 牡丹 1922（大正11） 紙本着色 軸装 34.6×45.8 徳島県立近代美術館

11
い ち は つ

鳶尾草 1922（大正11） 紙本着色 軸装 46.5×51.4 徳島県立近代美術館

12
せ きよう

夕陽山水 大正期 絹本墨画 軸装 35.5×48.8 徳島県立近代美術館

関連1
さえずり

結城素明 囀 1911（明治44） 紙本着色 額装 143.1×88.0 東京国立近代美術館

2 創作版画の探求

13
ロ シ ア

独唱（露西亜音楽団） 1919（大正8） 木版 紙 額装 22.2×26.2 徳島県立近代美術館

14 暮景 1919-22頃（大正8-11
頃）

木版 紙 額装 20.4×26.0 徳島県立近代美術館

15 暮景 1919-22頃（大正8-11
頃）

木版 紙 額装 20.6×26.2 徳島県立近代美術館

16 泊船 1920-22頃（大正9-11
頃）

木版 紙 額装 18.1×21.0 徳島県立近代美術館

17 泊船 1920-22頃（大正9-11
頃）

木版 紙 額装 18.2×21.1 徳島県立近代美術館

18 曲芸の女 1922（大正11） 木版 紙 額装 13.3×14.5 徳島県立近代美術館

19 岩上小禽 1922（大正11） 木版 紙 額装 23.0×18.0 徳島県立近代美術館

20 夕暮小景 1922（大正11） 木版 紙 額装 21.3×18.3 徳島県立近代美術館

21 夕暮小景 1922（大正11） 木版 紙 額装 23.0×18.4 徳島県立近代美術館

22 夕暮小景 1922（大正11） 木版 紙 額装 23.1×18.4 徳島県立近代美術館

23 夕暮小景 1922（大正11） 木版 紙 額装 23.0×19.0 徳島県立近代美術館

関連2 永瀬義郎 風景 1916（大正5） 木版 紙 額装 20.5×14.5 東京国立近代美術館

関連3 長谷川潔 海岸の帆船
（小笠原島）

1916（大正5） 木版 紙 額装 21.6×26.2 京都国立近代美術館

関連4 長谷川潔 魚見小屋 1916（大正5） 木版 紙 額装 29.0×34.0 京都国立近代美術館
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3 大正末から昭和へ― 多彩な表現の試み

No. 作品名（関連作家）等 制作年 材質技法、形状 寸法（縦×横） 所蔵者

24 紫陽花 大正末頃 絹本着色 軸装 132.8×41.6 個人

25
し ゃ が

藷莪 大正末頃 紙本着色 軸装 60.0×71.3 個人

26 春秋 1925（大正14） 絹本着色 屏風（二
曲一双）

各168.0×163.0 徳島県立近代美術館

27
わか あし

若葦 大正末頃 絹本着色 軸装 145.0×50.7 徳島県立近代美術館

28 牡丹 大正末頃 絹本着色 軸装 95.4×40.2 徳島県立近代美術館

29 枯野小景 1925（大正14） 絹本着色 軸装 59.6×86.2 徳島県立近代美術館

30 双鳩 大正末期 紙本着色 軸装 138.0×50.6 山種美術館

31
し ゃ が

藷莪 大正末‐昭和初期 絹本着色 軸装 130.1×41.6cm 個人

32 秋渓 大正末‐昭和初期 絹本着色 軸装 117.5×37.7 徳島県立近代美術館

33 百合 1926（大正15） 絹本着色 軸装 130.0×41.5 一般財団法人 野間文
化財団

34 松竹梅 1926（大正15・昭和元）絹本着色 軸装
（三幅）

竹120.8×37.5
松、梅120.8×34.0

徳島県立近代美術館

35 新柳宿雀 1927（昭和2） 絹本着色 軸装 131.6×41.8 徳島県立近代美術館

36 兎 昭和初期 紙本墨画着色 軸装 45.4×56.6 徳島県立近代美術館

37 猫 昭和初期 紙本墨画着色 軸装 124.1×30.6 徳島県立近代美術館

38 十二ヶ月図 （1）雪萬両、（2）
椿、（3）水仙、（4）蛤、（5）芍薬、
（6）青楓、（7）紫陽花、（8）蛍草、
（9）萩、（10）蔦、（11）鶉、（12）
野ばら

1929（昭和4） 絹本着色 額装（12
点）

各27.0×24.0 一般財団法人 野間文
化財団

39 踏青 1930（昭和5） 絹本着色 軸装 164.7×57.5 徳島県立近代美術館

40
しょうい

花朝頌意 昭和初期 絹本着色 額装 132.0×43.0 香川県立ミュージアム

4 ヨーロッパへ― 洋画的日本画の模索と東洋古典への関心

41
イ タ リ ア

南伊太利ラベロの古寺 1932（昭和7） 紙本着色 額装 60.5×93.0 徳島県立近代美術館

42
ふ つこく

仏国ビルフランス小港 1932（昭和7） 紙本着色 額装 60.0×92.7 徳島県立近代美術館

◎ ヨーロッパでのスケッチ

43 マルセーユ港 1930頃（昭和5頃） 水彩、パステル、鉛筆
紙

50.1×32.4 徳島県立近代美術館

44 ビール・フランシュ南欧の海
辺

1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 58.4×31.2 徳島県立近代美術館

45 南欧風景 1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 50.2×30.8 徳島県立近代美術館

46 ツーロン軍港 1931（昭和6） パステル、インク 紙 50.1×32.6 徳島県立近代美術館

47 アマルフィ・カンパニーレ 1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 29.2×22.9 徳島県立近代美術館

48 スペイン風景 1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 51.9×31.0 徳島県立近代美術館

49 トレドの広場 1931（昭和6） 水彩、インク、鉛筆 紙 28.2×51.8 徳島県立近代美術館
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No. 作品名（関連作家）等 制作年 材質技法、形状 寸法（縦×横） 所蔵者

50 セビルラ 1931（昭和6） 水彩、色鉛筆 紙 29.8×19.4 徳島県立近代美術館

◎ 西域の仏教絵画を学ぶ

51 ベルリン民族学博物館
での模写

1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 額装 29.2×22.9 徳島県立近代美術館

52 大英博物館での模写6
仏伝図断片（別離）

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 19.6×19.7 徳島県立近代美術館

53 大英博物館での模写9
仏伝図断片（捜索）下部

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 20.4×21.5 徳島県立近代美術館

54 大英博物館での模写7
に れ ん

仏伝図断片（苦行・尼連
ぜ ん が

禅河での水浴）中下部

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 43.1×20.1 徳島県立近代美術館

55 大英博物館での模写5
僧と供養女子

1931（昭和6） 鉛筆、水彩 紙 額装 22.4×25.4 徳島県立近代美術館

56 大英博物館での模写8
み ろくげ し ょうきょう へ ん そ う ず

弥勒下生経変相図 下
辺右

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 30.0×38.3 徳島県立近代美術館

57 大英博物館での模写10
み ろくげ し ょうきょう へ ん そ う ず

弥勒下生経変相図 下
辺左

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 35.0×39.1 徳島県立近代美術館

58 大英博物館での模写2
礼拝する王と王女図のうち
礼拝者図

1931（昭和6） 墨 紙 額装 30.3×45.6 徳島県立近代美術館

59 大英博物館での模写1
礼拝する王と王女図のう
ち弁財天・礼拝者図

1931（昭和6） 墨 紙 額装 30.8×43.7 徳島県立近代美術館

60 ギメー博物館での模写11
被帽地蔵菩薩十王図の
うち供養女子

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 55.8×38.7 徳島県立近代美術館

61 ギメー博物館での模写3
と ば つ び し ゃ も ん て ん

兜跋毘沙門天立像
1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 額装 39.4×22.2 徳島県立近代美術館

62 ギメー博物館での模写4
ぐ れ ん げ

紅蓮華を持つ菩薩立像幡
1931（昭和6） 水彩 紙 額装 71.8×26.2 徳島県立近代美術館

63 ギメー博物館での模写12
菩薩立像

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 69.8×27.2 徳島県立近代美術館

64 ギメー博物館での模写5
供養する人々

1931（昭和6） 水彩 紙 額装 28.1×63.8 徳島県立近代美術館

65 ギメー博物館での模写6
弓を射る兵士

1931（昭和6） 水彩、鉛筆 紙 額装 22.8×25.8 徳島県立近代美術館

5 戦争の時代に向けて― 帰国後の活躍と沈潜

66 十二ヶ月図 （1）正月飾、（2）
雪に南天、（3）春野に蝶、（4）桃
花、（5）楓川蝉、（6）蛍、（7）朝
顔、（8）金魚、（9）秋草蜻蛉、（10）
松茸、（11）萩に月、（12）千両
水仙

1932（昭和7） 絹本着色 額装（12
点）

各31.9×23.5 一般財団法人 野間文
化財団

67 田舎家 昭和前期 絹本着色 軸装 130.2×41.6 個人

68
う ろ

烏鷺図 1934（昭和9） 絹本着色 屏風（六曲
一双）

各176.0×422.0 徳島県立近代美術館

69
ち て い

池汀首夏 昭和前期 絹本着色 軸装 128.2×41.4 個人
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70 冬暖 1936（昭和11） 絹本着色 軸装 129.5×41.6 徳島県立近代美術館

71
つ つ じ

躑躅 昭和前期 紙本着色 軸装 32.7×47.4 徳島県立近代美術館

72 美鳥 昭和前期 絹本着色 軸装 39.8×42.8 徳島県立近代美術館

73 双鳩（鳩と朝顔） 1938（昭和13） 絹本着色 軸装 72.0×101.5 栃木県立美術館

74 秋草飛鳥図屏風 昭和前期 紙本着色金泥 屏風
（二曲一隻）

154.0×155.0 高松市歴史資料館

75 竹梅図 昭和前期 紙本着色 屏風（二曲
一双）

各160.0×144.0 徳島県立近代美術館

76 春秋花鳥 1938（昭和13） 紙本着色 屏風（二曲
一双）

各158.4×155.2 徳島県立近代美術館

77 蓮 1939（昭和14） 絹本着色 額装 124.1×185.5 徳島県立近代美術館

78 赤装女 1941（昭和16） 絹本着色 額装 165.0×105.0 徳島県立近代美術館

79 春の花籠（仮称） 昭和前期 絹本着色 軸装 117.2×27.3 徳島県立近代美術館

80 秋の花籠（仮称） 昭和前期 絹本着色 軸装 117.3×27.2 徳島県立近代美術館

81
かわせみ

翡翠 昭和前期 絹本着色 軸装 120.1×36.0 徳島県立近代美術館

82 山椿小禽 昭和前期 絹本着色 軸装 51.0×57.0 青梅市立美術館

83 菊花 昭和前期 絹本着色 軸装 53.0×57.0 青梅市立美術館

84 四季花鳥 夏 昭和前期 絹本着色 軸装 52.0×57.5 青梅市立美術館

85 四季花鳥 秋 昭和前期 絹本着色 軸装 52.0×57.5 青梅市立美術館

86 国光瑞色 1942（昭和17） 絹本着色 額装 59.5×73.0 東京国立近代美術館

6 戦後の新感覚― 滉人時代

87 牡丹 1946-51頃（昭和21-26
頃）

紙本着色 軸装 45.4×51.4 個人

88 紅白梅 1946-51頃（昭和21-26
頃）

絹本着色 軸装 121.6×35.6 徳島県立近代美術館

89 四季図 夏 1946-51頃（昭和21-26
頃）

絹本着色 軸装 132.0×42.0 徳島県立近代美術館

90 窓辺静物 1949（昭和24） 紙本着色 額装 152.0×73.0 高松市美術館

91
し ゅうほ

秋圃 1950（昭和25） 絹本着色 額装 109.5×152.5 徳島県立近代美術館

92 菊花図 1951（昭和26） 絹本着色 軸装 126.2×27.6cm 徳島県立近代美術館
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3

生の刻印 アール・ブリュット再考展

● 会期

平成30年2月10日［土］‐3月4日［日］

● 休館日

月曜日、2月13日［火］なお、2月12日［月・祝］は開館。

● 視点

この展覧会で紹介する作品は、2012年にパリで開催さ

れた「アール・ブリュット・ジャポネ」展の出品作品の中から、

日本財団が所蔵したものである。現在、日本では障がい

者の美術作品に対して「アール・ブリュット」という言葉が

主に用いられている。しかし、本来の定義は障がいの有

無にかかわらず、幅広く、抑えきれない衝動で表現に向か

う態度に共通性が見られる作品のことを指しているので

ある。この観点から、今回はサブタイトルに再考という言葉

を用い、「アール・ブリュット」について考えなおす機会とし

たのである。

● 主催

徳島県保健福祉部障がい福祉課

徳島県立近代美術館

● 特別協力

日本財団

● 助成

Challenged Art Project

beyond2020

● 観覧料

無料。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等

ポスター：B2判 カラー

チラシ：A4判 両面カラー

＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

1,720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 「生の刻印 アール・ブリュット再考展」全国

26作家の絵画や立体作品集め発送・手法際限なく『徳

島新聞』平成30年2月8日

「ニュース」 NHK徳島放送局 平成30年2月14日［水］

「ニュース」 ケーブルテレビあなん 平成30年2月23日

［金］‐25日［日］、3月2日［金］‐4日［日］

● 担当学芸員

吉川神津夫、亀井幸子

● 出品リスト
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●出品リスト
生の刻印 アール・ブリュット再考展

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

石野敬祐 女の子 2008 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 28.8×20.3×5.3

女の子 2008 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 26.3×17.7×4.6

女の子 2008 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 29.3×18.6×5.2

女の子 2008 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 29.6×20.5×5.3

女の子 2008 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 29.3×19.2×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 25.2×17.4×5.2

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 32.2×19.8×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 24.5×16.7×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 25.1×17.2×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 25.0×17.2×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 24.9×17.3×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 25.1×16.5×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 24.3×17.3×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 28.6×20.2×5.3

女の子 2009 油彩マーカー、セロハンテープ 紙 28.9×20.2×5.6

伊藤峰尾 いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 19.0×10.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 19.0×10.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 19.0×10.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 21.9×13.4

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 16.0×22.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 24.5×19.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 24.5×19.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 24.5×19.0

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 白ダンボール紙 25.6×18.1

いとうみねお 2003-2008 ボールペン 紙 27.3×39.8

いとうみねお 2008 ボールペン、油彩ペン、水彩ペン 紙 27.3×36.4

岩崎司 無題 制作年不詳 鉛筆、油彩ペン、筆ペン、絵の具、
広告紙、短冊 紙、厚紙

48.1×52.9×2.8

無題 制作年不詳 鉛筆、油彩ペン、筆ペン、絵の具、
広告紙、短冊 紙、厚紙

106.7×65.4×2.0

無題 制作年不詳 鉛筆、油彩ペン、筆ペン、絵の具、
広告紙、短冊 紙、厚紙

89.5×66.0×3.9

無題 制作年不詳 鉛筆、油彩ペン、筆ペン、絵の具、
広告紙、短冊 紙、厚紙

88.7×64.2×3.5

無題 制作年不詳 鉛筆、油彩ペン、筆ペン、絵の具、
広告紙、短冊 紙、厚紙、色紙

75.9×65.4×2.8
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

岩崎司 無題 制作年不詳 鉛筆、油彩ペン、絵の具、広告紙、
短冊 紙、厚紙

91.8×79.8×4.7

上田志保 こゆびとさん 2002年 水彩マーカー、油彩マーカー 和紙 37.9×53.9

こゆびとさん 2004 水彩マーカー、油彩マーカー 和紙 65.0×95.9

こゆびとさん 2008 水彩マーカー、油彩マーカー、ボー
ルペン 和紙

55.7×78.0

こゆびとさん 2008 水彩マーカー、油彩マーカー、ボー
ルペン 和紙

54.8×79.9

内山智昭 遠い国の人 制作年不詳 陶土 釉薬 23.2×32.3×19.9

花を抱いた女 制作年不詳 陶土 釉薬 21.7×25.8×25.7

ONNA 1996 陶土 釉薬 23.9×23.7×12.0

OTOKO 1996 陶土 釉薬 23.9×23.5×15.2

花を抱いた女 2000 陶土 釉薬 15.7×22.5×13.8

無題 2000 陶土 釉薬 15.5×35.8×25.1

大久保寿 無題 2001頃 色鉛筆、クーピー、水彩絵の具 紙 53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー、クレパス 紙 53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー、クレパス、水彩絵
の具 紙

53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー、水彩絵の具 紙 53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー 紙 53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー 紙 53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー 紙 53.0×36.8×0.5

無題 2001頃 色鉛筆、クーピー、水彩絵の具 紙 53.0×36.8×0.5

小幡正雄 無題 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 34.3×56.8×0.4

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 29.5×36.0×0.2

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆、水彩ペン 段ボール 31.5×60.4×0.5

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 44.3×53.2×0.4

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 13.3×42.8×0.4

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 40.4×66.8×0.3

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 62.8×51.1×0.5

無題（結婚式） 制作年不詳 鉛筆、色鉛筆 段ボール 60.6×70.6×0.3

鎌江一美 かお 2007 陶土 自然釉 23.3×22.5×21.2

かお 2007 陶土 自然釉 48.3×21.3×20.0

かお 2007 陶土 自然釉 60.6×23.8×22.7

かお 2007 陶土 自然釉 53.8×31.0×24.8

木村茜 お線香花火 2002 鉛筆 紙 38.2×54.2

お線香花火 2002 鉛筆 紙 38.2×54.2

お線香花火 2002-2003 鉛筆 紙 38.3×54.3
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

木村茜 お線香花火 2002-2003 鉛筆 紙 38.3×54.2

お線香花火 2002-2003 鉛筆 紙 38.2×54.2

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.0×54.0

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.0×54.0

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.0×54.0

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.0×54.0

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.1×54.1

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.5×54.4

お線香花火 2003 鉛筆 紙 38.4×54.3

佐々木早苗 しかく 制作年不詳 ボールペン 紙 24.6×35.2

しかく 制作年不詳 鉛筆、ボールペン 水彩ペン 紙 24.6×36.2

無題 2007-2008 布に刺繍 25.5×38.0

澤田真一 無題 2006-2007 陶土 自然釉 20.2×21.7×5.4

無題 2006-2007 陶土 自然釉 38.5×37.5×13.7

無題 2006-2007 陶土 自然釉 18.0×23.0×19.5

無題 2006-2007 陶土 自然釉 46.1×16.0×18.3

無題 2006-2007 陶土 自然釉 12.4×67.5×20.2

無題 2006-2007 陶土 自然釉 41.4×23.6×21.7

無題 2007 陶土 自然釉 44.8×20.7×21.7

滋賀俊彦 無題 1996-2001 墨汁 紙 54.3×76.6

無題 1996-2001 墨汁 紙 54.2×76.6

無題 1996-2001 墨汁 紙 54.3×76.6

無題 1996-2001 コンテ、水彩ペン 水彩紙 50.3×65.4

無題 2001-2007 コンテ 紙 38.6×54.0

無題 2001-2007 コンテ、水彩ペン 紙 38.1×54.0

芝田貴子 お母さん 1996-2001 鉛筆、色鉛筆、水彩ペン 紙 27.0×38.5

お母さん 1996-2001 色鉛筆、水彩ペン、油彩ペン 紙 29.7×41.9

お母さん 1996-2001 色鉛筆、油彩ペン 紙 29.6×41.9

お母さん 1996-2001 色鉛筆、油彩ペン 紙 29.7×41.9

お母さん 1996-2001 水彩ペン 紙 29.7×41.9

お母さん 1996-2001 鉛筆、色鉛筆、油彩ペン 紙 27.0×38.2

お母さん 1996-2001 鉛筆、色鉛筆、油彩ペン 紙 27.1×38.1

お母さん 1996-2001 鉛筆、色鉛筆、油彩ペン 紙 27.0×36.2

舛次崇 蝋燭と糸ノコとトンカチ 2006 パステル 水彩紙 54.5×79.0

ペンチとドライバーとノコギ
リとパンチ

2006 パステル 水彩紙 54.6×79.0
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舛次崇 きりん1 2007 パステル 厚紙 54.0×76.9

きりん2 2008 パステル 厚紙 53.9×76.8

ノコギリとペンチとドライ
バーと左官

2008 パステル 水彩紙 54.0×76.9

うさぎと流木 2008 パステル 厚紙 54.0×76.8

2匹のバッファロー 2008 パステル 厚紙 54.0×76.8

高橋和彦 プール 2004 ボールペン 紙 72.7×103.6

犬 2005 水彩ペン、水彩絵の具 紙 72.7×103.6

人間が大勢 2006 ボールペン 紙 72.9×103.4

岩手銀行のあるところ 2007 水彩ペン 紙 72.7×103.8

畑名祐孝 東京タワー 2002-2003 パステル、クレヨン、墨汁 段ボール
紙

76.0×35.0

東京タワー 2002-2003 パステル、クレヨン、墨汁 段ボール
紙

76.0×35.0

東京タワー 2002-2003 パステル、クレヨン、墨汁 段ボール
紙

76.0×35.0

畑中亜未 一灯の裸電球 2003 クレヨン 紙 38.0×27.5

二灯の裸電球 2003 クレヨン 紙 38.0×27.2

一灯式 青い夜光灯 2003 パステル 色画用紙 25.6×17.7

門灯（2灯） 2003 クレヨン 紙 21.0×29.7

白ねつ門灯 2004 クレヨン 紙 29.7×21.0

カンテラ（1灯） 2004 クレヨン 紙 21.0×14.9

カンテラ（2灯） 2004 クレヨン 紙 21.1×15.2

赤ちょうちん（1つ） 2004 クレヨン 紙 21.0×15.0

赤ちょうちん（2つ） 2004 クレヨン 紙 21.0×15.0

秦野良夫 家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.4

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.4

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.5

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.5

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.5

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.4

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.7

家の記憶 2004 鉛筆、色鉛筆 紙 51.5×36.4

平瀬敏裕 無題I 2001 鉛筆、油彩マーカー 紙 53.0×78.0×1.8

無題II 2001 鉛筆、油彩マーカー 紙 29.7×42.0

無題III 2006 鉛筆、油彩マーカー 紙 60.0×90.1×3.3

藤野公一 イカ 1996-2001 墨汁 白ボール紙 80.1×110.3

無題 1996-2001 クレヨン、油彩ペン、墨汁 紙 78.5×108.5
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藤野公一 模様 1996-2001 墨汁 紙 76.4×108.5

松田僚馬 円谷プロダクション 2004 鉛筆 紙 26.8×39.0

未来を考える勇気 2004 鉛筆 紙 26.8×39.0

希望の力 2004 鉛筆 紙 26.8×39.0

地球を救う 2005 鉛筆 紙 26.8×39.0

松本寛庸 関東の道路 2006 鉛筆、色鉛筆 紙 25.3×36.5

西陣織の柄 2007 鉛筆、色鉛筆 紙 29.7×41.9

旗のぼり 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

万華鏡 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

路 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 29.7×41.9

乱舞．．．魚 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

乱舞．．．魚 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

乱舞．．．魚 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 25.7×37.0

くらげの大群 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×37.9

乱舞．．．星 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×37.4

乱舞．．．星 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×37.9

乱舞．．．星 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

ユニホーム 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×37.9

免疫細胞 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

かざぐるま 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

高体連のマーク 2008 鉛筆、色鉛筆 紙 27.0×38.0

水谷伸郎 電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、透明
プラスティックフィルム、糊 紙

4.6～5.4×21.2～22.2×3.1（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、水性ペン、透明プ
ラスティックフィルム、糊 紙

4.2～5.7×21.6～22.3×3.1（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、透明
プラスティックフィルム、糊 紙

4.6～5.8×22.2～22.7×3.0～3.1
（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、透明
プラスティックフィルム、糊 紙

4.3～5.5×22.1～22.6×2.9～3.0
（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、透明
プラスティックフィルム、糊 紙

4.4～5.3×19.2～19.5×3.0～3.1
（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、油性
ペン、透明プラスティックフィルム、
糊 紙

4.7～6.0×21.9～22.0×3.1～3.2
（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、油性
ペン、透明プラスティックフィルム、
糊 紙

4.5～5.7×22.1～22.6×2.9（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、水性
ペン、修正液、透明プラスティック
フィルム、糊 紙

4.7～5.8×22.1～22.5×3.1（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、水性
ペン、透明プラスティックフィルム、
糊 紙

4.7～5.4×22.2～22.4×3.2（各）
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水谷伸郎 電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、水性
ペン、透明プラスティックフィルム、
糊 紙

5.8～6.1×29.8～30.3×3.0～3.2
（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、水性
ペン、透明プラスティックフィルム、
糊 紙

4.4～4.6×19.7～20.3×2.9～3.0
（各）

電車 1999-2004 鉛筆、色鉛筆、ボールペン、透明
プラスティックフィルム、糊 紙

4.6～4.8×21.9～22.5×3.0（各）

八重樫道代 ダンス 制作年不詳 水彩ブラシマーカー、油性ペン 紙 54.6×78.9

ワープロ 2002 水彩ブラシマーカー、油性ペン 紙 109.3×79.0

チャグチャグ馬コ 2002 水彩ブラシマーカー、油性ペン 紙 54.4×76.7

八島孝一 肩たたき 2000 木枝、パズルのおもちゃ（プラス
ティック）、セロハンテープ

32.5×3.5×3.5

無題 2000 南京錠、針金、ホッチキス、耳かき
棒（竹）、モーター、ボールペン（軸
なし）、金具、プラスティック容器、
セロハンテープ

3.9×0.8×0.5

無題 2001 針金、リボン（ナイロン）、セロハン
テープ

12.8×0.9×0.8

潜水艦 2001 ペットボトル、スーパーボール、球
（金属）、おもちゃ（プラスティック）、
金属類、セロハンテープ

30.0×13.5×7.0

無題 2002 布巾、スーパーボール、ゴム、セロ
ハンテープ

17.0×12.0×4.0

潜水艦 2002 歯車（プラスティック）、針金、靴下
用ハンガー（プラスティック）、プラ
スティック容器、プラスティック類、
セロハンテープ

12.5×10.0×6.0

サイコロ 2002 ビーズ、プラスティック容器、セロハ
ンテープ

5.0×5.0×5.0

スーパーマン 2002 清涼菓子（菓子、プラスティック容
器）、ビニール袋、鍵、ひも（合成）、
みかんのレプリカ、セロハンテープ

13.0×7.0×8.0

マイク 2003 茶こし（金属）、れんげ（プラス
ティック）、箸、セロハンテープ

20.0×6.5×7.0

イモムシ 2003 ネット（ナイロン）、ボンボン、栓（コ
ルク、プラスティック）、ふた（金属）、
セロハンテープ

29.0×8.0×6.0

ライオン 2003 オーナメント（ナイロン、金属、木の
実）、ボール（プラスティック類）、セ
ロハンテープ

14.0×13.0×7.5

とんぼ 2003 スプーン（紙）、プラスティック容器、
プラスティック類、セロハンテープ

21.0×8.5×7.0

タヌキ 2004 ぬいぐるみ、ナイロン、金具、靴下
用ハンガー（プラスティック）、プラ
スティック容器、セロハンテープ

20.0×10.0×9.0

トンボ 2004 フォーク（プラスティック）、スーパー
ボール、プラスティック容器、セロハ
ンテープ

13.5×10.5×5.0

ヘリコプター 2004 菓子箱、プラスティック容器、プラ
スティック類、セロハンテープ

12.0×6.5×6.5

寝袋 2004 フィルムケース、アクリル板、人形
（布など）、セロハンテープ

7.5×8.0×5.5
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八島孝一 鏡餅 2004 ビーズ、人形（プラスティック）、ナイ
ロン、発泡スチロール、箱（紙）、貝
殻、セロハンテープ

8.5×8.0×12.5

昼寝 2004 歯間ブラシ、キャップ（プラスティッ
ク）、セロハンテープ

15.0×8.0×3.5

あめちゃん 2004 針棒、ビーズ、ボビン（プラスティッ
ク）、セロハンテープ

14.0×7.0×5.0

無題 2005 ぬいぐるみ、清涼菓子ケース（プラ
スティック）、キーホルダー（ひも、
木）、セロハンテープ

9.0×4.0×17.0

ヘリコプター 2005 コルク栓（コルク、針金、金属）、れ
んげ（プラスティック）、プラスティッ
ク容器、セロハンテープ

15.0×10.5×6.0

文鳥 2005 キーホルダー（プラスティック、金属、
ナイロン）、鍵、布製ケース、清涼
菓子ケース（プラスティック）、セロ
ハンテープ

14.0×7.0×3.5

山崎健一 クレーン 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

クレーン 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

クレーン 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

クレーン 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、シール、コンパ
ス グラフ用紙

21.0×29.7

クレーン 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、シール、コンパ
ス グラフ用紙

21.0×29.7

回るクレーン 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

船のクレーン（泥上げ） 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

船のクレーン（泥上げ） 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

船のクレーン（泥上げ） 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、シール、コンパ
ス グラフ用紙

21.0×29.7

ユンボ 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

21.0×29.7

タイプライター 不詳 ボールペン、色鉛筆、水性マー
カー、水性ペン グラフ用紙

25.6×36.4

タイプライター 不詳 色鉛筆、水性マーカー、水性ペン、
コンパス グラフ用紙

25.6×36.4

タイプライター 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4

タイプライター 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4
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山崎健一 タイプライターと野菜 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4

タイプライターと野菜 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4

タイプライターと野菜 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4

タイプライターと野菜 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4

タイプライターと野菜 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4

タイプライターと野菜 不詳 ボールペン、鉛筆、色鉛筆、水性
マーカー、水性ペン、コンパス グ
ラフ用紙

25.6×36.4
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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2018

● 会期・会場など

○「展示部門」：平成30（2018）年1月16日［火］‐1月28日

［日］9 : 30-17 : 00

（22日［月］は休館。28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30（2018）年1月21日［日］

9 : 45-16 : 40

※一組あたり15分 途中休憩をはさむ

徳島県立近代美術館ロビー（2F）

○「表彰式」：平成30（2018）年1月28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30（2018）年3月17日［土］、18日［日］

9 : 30～17 : 00（18日は16 : 30まで）

徳島県立近代美術館（2F） 展示室3

パフォーマンス部門：3月18日［日］

13 : 30開場 14 : 00開演（16 : 30終演予定）

徳島県立二十一世紀館（1F） イベントホール

● 概要

様 な々表現活動を行っている人や、あこがれを持ってい

る人たちに、広く活動発表の場を提供し、未来へ羽ばたく

徳島発のアーティストを発見・支援しようという事業。今回

で9回目。近代美術館と二十一世紀館の共催。

「展示部門」と「パフォーマンス部門」の2部門で参加者

を公募し、審査で受賞者が決定するコンクール。募集内

容は、ジャンルを問わず、応募資格は、徳島県出身か在

住であること。実績や年齢、国籍などは全て不問。今回は

「展示部門」に絵画、彫刻、工芸、服飾など40組、「パ

フォーマンス部門」に音楽、ダンス、演芸、浄瑠璃など18組

が参加した。また、各部門の受賞者による受賞者発表会

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29年8月1日［火］‐10月31日［火］

（2） 参加者数

「展示部門」 39組 （応募数42組）

「パフォーマンス部門」 17組（応募数22組）

※定員は展示部門42組、パフォーマンス部門18組。抽選

会への欠席者および辞退者あり。

● 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

1,990名、受賞者発表会429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。

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。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。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

内藤 隆 （鳴門教育大学准教授）

佐原 理 （徳島大学准教授）

大和たきみ （フリーアナウンサー）

後藤英与 （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）

若林優佳 （バレエ講師）

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】

Ogra Kentaro（絵画）

〈流転〉 2016-17年 アクリル絵の具、パステル、色

鉛筆、布、キャンバス

｛受賞理由｝

大画面にモノクロで描かれた線が生き生きとしている。

パネル分割の構成も面白く、インパクトがあり目をひいた。

見えない自分を探し求めるチャレンジを感じる。激しく伝

えてくるものがあり、次ももっともっと見せてほしい。

【準グランプリ】

現代楽器 （絵画・工芸）

〈現代楽器〉 2017年 アクリル、和紙、布、木材など

｛受賞理由｝

インタラクティブな自由さがあり、見る人を巻き込んで

いく、前向きな楽しさがある。アイデアや設定の物語性も

面白く、制作プロセスに興味がわく。他の作品も見てみ

たい。

【チャレンジ奨励賞】

オイワイ オイワイ ● ほりえかずよ （消しゴムはん画）

〈ほっこり展〉 2017年 消しゴム 紙・インク・マスキ

ングテープ

｛受賞理由｝

淡い色彩が美しく、やわらかな脱力感の中に生き生

きとしたものを感じる。徳島をアピールしていこうとするチャ

レンジも評価したい。

【チャレンジ奨励賞】

住友 知江 （糸績（う）み）

〈日本古来の大麻；糸から布へ〉 2016-18年 材質；

国産大麻繊維（栃木県産）、 技法；手績み・手織り

｛受賞理由｝

糸績（う）みから織るまでの工程、また個人から地域

へ広げていこうとしたプロセスが、生きる姿に重なって見

え、壮大なチャレンジを感じた。徳島にゆかりのある素材

に、苦労しながらも取り組んでいる点も評価したい。

【チャレンジ奨励賞】

山橋 大二郎 （ミクストメディア）

〈ある男の経過記録〉 2017年 ミクストメディア

｛受賞理由｝

自身の体験と小説の世界を結びつけながら、スケッ

チの形に提示していった展示構成が面白く、独特の印

象をもって伝わってきた。

【MIP賞】

トリマー＠パパン （写真、絵画、詩）

〈scissors×愛と光〉 2017年 写真 造形ステンレス

｛受賞理由｝

社会現象に目を向け、負の部分を世の中に訴えて

いく難しさに挑んでいる。そのことを自らの職業の立場

から、また美術の分野からチャレンジしている点が印象

に残る。

○パフォーマンス部門

【グランプリ】

ときめきダンスカンパニー四国 （「創作ダンス」＆「言葉」）

〈～独り～ 「Good-bye」～「上弦の月」～「ないたらえ
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え」〉

｛受賞理由｝

セリフを組みあわせたストーリー性のある構成力と、セ

リフに負けない指先や髪の毛にまで思いを込めた表現

力、そして思春期の出演者の、その世代にしか出せな

い等身大の魅力が相まって、強く訴えかける力のあるダ

ンスとなっていた。

【準グランプリ】

メルト （けん玉パフォーマンス）

｛受賞理由｝

高度なけん玉のテクニックをさりげなく見せてくれた。

出演者の飾りのないキャラクターも手伝って、純粋に楽し

むことができた。大道芸のニュージャンルが垣間見える

期待感を感じさせた。

【チャレンジ奨励賞】

ときめきGOLD （手話ダンス）

〈ハナミズキ〉

｛受賞理由｝

手話を取り入れた新しさが目を引いた。それを表情

豊かに楽しく、舞台全体を使って大きく表現しており、ま

た曲のアレンジも光っていた。

【チャレンジ奨励賞】

徳島市立高等学校ダンス部 （ダンス）

〈『世界旅行』〉

｛受賞理由｝

異なった雰囲気のダンスを多数繰り出し、衣装やメイ

クも工夫され、ダンスの合間のつなぎもスムーズで、飽きさ

せない構成であった。見る人を楽しませようとする思いと、

さらに高みを目指す貪欲さはひときわ目を引いた。

【MIP賞】

阿波人形浄瑠璃振興会 友和嘉会 藤本智大

（素浄瑠璃 ［義太夫節］）

〈近松 半二作 「傾城阿波の鳴門 順礼歌の段」

より抜粋〉

｛受賞理由｝

キャリアの短い年少者でありながら、徳島の伝統芸

能に懸命に取り組む点に将来性とチャレンジ性を感じ

た。また語り出した瞬間に聴衆を引きつける雰囲気を

持っており、才能の開花に期待したい。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧

○展示部門

・グランプリ

Ogra Kentaro

〈ぼく〉、〈きく〉 2018年 パネル、ジェッソ、水性顔料マー

カー

・準グランプリ

現代楽器

〈楽器一式〉、〈新一年生用品一式〉 2018年 色々

・チャレンジ奨励賞

オイワイオイワイ ● ほりえかずよ

〈ほっこり展〉 2017年 消しゴムはんこ、工作用紙、インク

〈僕らの桜展 2〉 2017年 消しゴムはんこ、ケント紙、イ

ンク

山橋 大二郎

〈→2018〉2010-18年 ミクストメディア

住友 知江

〈日本古来の大麻；糸から布へ〉 2016-18年 材質；国

産大麻繊維（栃木県産） 技法；手績み・手織り

・MIP賞

トリマー＠パパン

〈愛と光×シザー〉 2017年 写真、鉄

○パフォーマンス部門

・グランプリ

ときめきダンスカンパニー四国 「創作ダンス」＆「言葉」

・準グランプリ

メルト けん玉パフォーマンス

・チャレンジ奨励賞

ときめきGOLDゴールド 手話ダンス

徳島市立高等学校 ダンス部 ダンス 〈世界旅行 ～

JAZZ and HIP HOP〉

・MIP賞

（公財）阿波人形浄瑠璃振興会友和嘉会 藤本 智大
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素浄瑠璃（義太夫節）

〈近松半二作 傾城阿波の鳴門 順礼歌の段より抜粋〉

｛上演順｝（公財）阿波人形浄瑠璃振興会 友和嘉

会 藤本 智大／ときめきGOLD／徳島市立高等学校ダ

ンス部／メルト／ときめきダンスカンパニー四国

● 効果と問題点

8回目となった前回は、はじめて両部門とも応募者数が

定員割れとなってしまったが、今回は定員を満たす結果と

なった。前回の反省に立った地道な広報の結果と思われ

る。ただし、辞退者と抽選会への遅刻者が出たために、結

果的に参加者数は定員を下回っており、さらなる周知と広

報が求められている。

参加者の傾向としては、リピーターが増えている一方で、

初参加も展示部門で3割を、パフォーマンス部門で5割を

超え、いいバランスとなっている。また、展示部門では服飾

や音楽など、パフォーマンス部門では光と音楽や浄瑠璃

など、これまであまり見られなかった新たな分野からの参加

も見られた。

また従来から、観覧者には、参加者へのメッセージカード

の記入を促してきたが、その内容も単なる応援メッセージに

とどまらない深さや過去と比較するようなコメントも見受けら

れるようになり、見る側にもリピーターが増加して、豊かな鑑

賞者層が拡がりつつあることを思わせた。ちなみに、メッセー

ジのコメントは、これまでは参加者の該当部分のみを送付

してきたが、観覧者の声を客観的に受けとめてもらうことを

目的に、今回は全ての参加者に対するメッセージを一覧

表にして送付した。

今回で9回目を迎え、マンネリ化も心配される中、発表

する側にもそれを見る側にも、まだまだ潜在的なニーズがあ

ることをうかがわせた。10回目となる次回に向けて、課題解

決に取り組みながら、新たな参加者の発掘とリピーターの

支援に継続的に取り組んで行くことが必要である。

● 新聞・雑誌記事・放送番組等

「B-STEP TALKING」 エフエムびざん 平成29年10

月17日

「美術館からのエッセイ 「フリースペース チャレンジとくし

ま芸術祭 2018」 寄稿者コラム「千言万語」 日本中

央テレビHP 平成30年1月

「ゴジカル！」 四国放送 平成30年1月12日

「独創的な力作ずらり チャレンジ芸術祭 徳島市で開

幕」『徳島新聞』 平成30年1月16日（夕刊）

「フォーカス徳島」 四国放送 平成30年1月17日

「徳島新聞ニュース」 四国放送 平成30年1月17日

「朝ごはん食べた？」 テレビとくしま 平成30年1月19日

「徳島新聞ニュース」 四国放送 平成30年3月17日

「チャレンジとくしま芸術祭2018 展示部門 前編」 日

本中央テレビ 平成30年2月10日

「チャレンジとくしま芸術祭2018 展示部門 後編」 日

本中央テレビ 平成30年2月12日

「チャレンジとくしま芸術祭2018 パフォーマンス部門 前

編」 日本中央テレビ 平成30年2月13日

「チャレンジとくしま芸術祭2018 パフォーマンス部門 後

編」 日本中央テレビ 平成30年2月19日

「ゴジカル！」 四国放送平成30年3月16日

「おはよう四国」 NHK松山放送局 平成30年3月17日

「徳島新聞ニュース」 四国放送 平成30年3月17日

● 担当学芸員

友井伸一、竹内利夫
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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2017年度第1期

1 平成29年4月30日［日］
14 : 00-14 : 20

ポイント解説「新収蔵ユン・ソクナム―屋根
板の作品」

吉原美惠子（上席学芸員） 12名 展示室1

2 平成29年5月28日［日］
14 : 00-15 : 00

レクチャー「ユン・ソクナム―韓国社会を見
つめて」

吉原美惠子（上席学芸員） 4名 講座室

3 平成29年6月25日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「20世紀以降の彫刻表現」 安達一樹（上席学芸員） 5名 展示室1

4 平成29年7月9日［日］
14 : 00-15 : 30

レクチャー「大西伸明の版画テクニック―ス
ループリント」

大西伸明（京都市立芸術大学准教
授）

2名 アトリエ2

（2）徳島のコレクション2017年度第2期

5 平成29年7月30日［日］
14 : 00-14 : 20

ポイント解説「菊畑茂久馬の絵画」 吉川神津夫（上席学芸員） 8名 展示室1

6 平成29年8月27日［日］
13 : 30-15 : 30

ワークショップ「音楽と絵でつくるおはなしの
世界」

�木夏奈子（植草学園大学准教授） 17名 展示室3、ロビー

7 平成29年8月29日［火］
10 : 30-11 : 00

美術×本展関連イベント「美術館でおはな
し会」

県立図書館司書 14名 ロビー

8 平成29年8月29日［火］
13 : 30-15 : 30

ワークショップ「折りたたみ絵本をつくろう」（1
日目）

亀井幸子（係長） 32名 ロビー

9 平成29年8月30日［水］
13 : 30-15 : 30

ワークショップ「折りたたみ絵本をつくろう」（2
日目）

亀井幸子（係長） 31名 ロビー

10 平成29年9月2日［土］
14 : 00-14 : 20

『劉生図案画集』と徳島の木版彫刻師・
伊上凡骨

江川佳秀（副館長） 5名 展示室3

11 平成29年9月3日［日］
10 : 00-15 : 30

銅版画プレス機でオリジナルのミニ本をつく
ろう

友井伸一・竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）、木内綾・荒木あゆ
美・加藤彰子（文化推進員）

10名 アトリエ2

12 平成29年9月10日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「20世紀の人間像」 吉川神津夫（上席学芸員） 7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9月16日［土］
14 : 00-15 : 00

スペシャルトーク「さわって読む本の楽しさ」 半田こづえ（明治学院大学非常勤講
師）

34名 展示室3

14 平成29年9月18日［月・祝］
14 : 00-15 : 00

展示解説「学芸員の見どころ解説」 友井伸一（上席学芸員） 13名 展示室3

15 平成29年9月24日［日］
14 : 00-15 : 00

ZINE民の魅力：ZINE民のZINE民による
ZINE民のためのZINE講座

永田広志（アーティスト・デザイナー） 21名 展示室3

16 平成29年10月1日［日］
14 : 00-15 : 00

レクチャー「菊畑茂久馬の制作」 吉川神津夫（上席学芸員） 3名 展示室1

17 平成29年10月9日［月・祝］
14 : 00-15 : 00

展示解説「学芸員の見どころ解説」 友井伸一（上席学芸員） 24名 展示室3

（3）徳島のコレクション2017年度第3期

18 平成29年12月17日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「石丸一と島あふひ兄妹」 江川佳秀（副館長） 1名 展示室1

19 平成30年3月11日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「石丸一と島あふひ兄妹」 江川佳秀（副館長） 7名 展示室1

合計 250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）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

1 平成29年4月22日［土］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説 江川佳秀（副館長） 30名 展示室3

2 平成29年4月29日［土・祝］
14 : 00-15 : 00

記念講演会「災害と戦争の歴史にみる赤
十字」

川原由佳里氏（日本赤十字看護大
学基礎看護学准教授）

97名 二十一世紀館
イベントホール

3 平成29年5月14日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説 江川佳秀（副館長） 48名 展示室3

4 平成29年6月4日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説 江川佳秀（副館長） 226名 展示室3

（2）廣島晃甫回顧展―近代日本画のもう一つの可能性―

5 平成29年10月22日［日］
10 : 00-11 : 30

手話通訳付き展示解説 森芳功（企画交流室長） 7人 展示室3

6 平成29年11月12日［日］
14 : 00-15 : 30

レクチャー「廣島晃甫の生涯と画業」 森芳功（企画交流室長） 12人 講座室

7 平成29年11月25日［土］
13 : 30-16 : 00

「日本画再発見ワークショップ」（1日目） 森山知己（日本画家・倉敷芸術科
学大学教授）

20人 アトリエ2

8 平成29年11月26日［日］
10 : 00-16 : 00

「日本画再発見ワークショップ」（2日目） 森山知己（日本画家・倉敷芸術科
学大学教授）

20人 アトリエ2

9 平成29年12月3日［日］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説 森芳功（企画交流室長） 19人 展示室3

（3）生の刻印アール・ブリュット再考展

10 平成30年2月11日［日・祝］
10 : 30-10 : 50

ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

5人 展示室3

11 平成30年2月11日［日・祝］
13 : 30-13 : 50

ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

10人 展示室3

12 平成30年2月11日［日・祝］
15 : 00-15 : 20

ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

11人 展示室3

13 平成30年2月12日［月・祝］
10 : 00-11 : 30

手話通訳つき展示解説 吉川神津夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

11人 展示室3

14 平成30年2月18日［日］
14 : 00-14 : 45

ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

19人 展示室3
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3 レクチャー

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」

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29年8月4日［金］
13 : 00-16 : 30

宿題そうだん会（小学生以上）金曜コース 近代美術館スタッフ、鳴門教育大学
学生

26名 アトリエ2

2 平成29年8月5日［土］
13 : 00-16 : 30

宿題そうだん会（小学生以上）土曜コース 近代美術館スタッフ、鳴門教育大学
学生

25名 アトリエ2

3 平成29年9月23日［土・祝］
14 : 00-15 : 30

「アートの日 子どもはどのようにアートや音
楽を“あそぶ”のか」

�木夏奈子（植草学園大学准教
授）

9名 講座室

4 平成29年9月30日［土］
14 : 00-16 : 00

「あったらいいなこんな手話ビデオ―次の一
手を一緒に考える会議」

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）、尾澤卓幸（NPO法人徳島
県聴覚障害者福祉協会）、戎協子
（徳島県手話通訳問題研究会）、小
笠原新也（当館アートイベントサポー
ター・耳 が 聞こえない 鑑 賞 人）、
Gehrtz三隅友子（徳島大学教授）、
曽谷浩隆（ラジオパーソナリティ）

27名 二十一世紀館
多目的活動室

5 平成29年10月14日［土］
14 : 00-15 : 30

「ユニバーサルな美術館をもとめて」 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

8名 講座室

6 平成29年12月9日［土］
13 : 00-15 : 00

版画アトリエ「彫らない木版画」 武市勝（鳴門教育大学名誉教授・
「徳島版画」代表）、竹内利夫（上席
学芸員）

18名 アトリエ2
展示室1

7 平成30年2月3日［土］
14 : 00-16 : 00

ドローイングワークショップ「『感じてみよう』水
でひろがる色の世界－子どもから大人まで
－」

仁宇暁子（徳島文理大学人間生活
学部准教授）

28名 展示室
アトリエ2

8 平成30年2月24日［土］
10 : 00-16 : 00

鑑賞と表現のワークショップ「演劇がひらく
美術館での対話」

仙石桂子（四国学院大学助教） 7名 展示室
講座室

合計 148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29年5月27日［土］
14 : 00-14 : 45

今に生きる「人道博愛の心」展 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

30名 展示室3

2 平成29年7月1日［土］
14 : 00-14 : 45

新しいコレクション 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

1名 展示室1

3 平成29年9月9日［土］
14 : 00-14 : 45

本の楽しさ 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）

19名 展示室3

4 平成29年10月7日［土］
14 : 00-14 : 45

菊畑茂久馬の世界 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

13名 展示室1

5 平成29年11月19日［土］
14 : 00-14 : 45

史上初の廣島晃甫回顧展 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3

6 平成29年12月16日［土］
14 : 00-14 : 45

石丸一と島あふひ兄妹 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

10名 展示室1

7 平成29年1月20日［土］
14 : 00-14 : 45

色 な々チャレンジ 森芳功（企画交流室長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

23名 展示室3

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

15 平成30年3月4日［日］
13 : 00-14 : 30

障がい者アーチストはぐくみ講座「障がいの
ある人の表現活動について ビッグ・アイ
の取り組みから」

鈴木京子（ビッグ・アイ共働機構国際
障害者交流センター事業プロデュー
サー）

33人 講座室

合計 568名
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6 共催事業

7 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29年5月5日［金・祝］
9 : 30-16 : 00

こどもの日フェスティバル 近代美術館スタッフ 522名 ロビー、
展示室1・2

2 平成29年8月20日［日］
9 : 30-16 : 00

サマーフェスティバル 近代美術館スタッフ 441名 ロビー、
展示室1・2

3 平成29年11月3日［金・祝］
9 : 30-16 : 00

大秋祭り 近代美術館スタッフ 463名 ロビー、
展示室1・2

4 平成29年12月10日［日］
10 : 20-15 : 20

あゆもう！N＊CAP！「晃甫さんとかるたあそ
びをしよう」

N＊CAP（鳴門教育大学子どもアート
プロジェクト）

18名 展示室3、
講座室

5 平成30年1月8日［月・祝］
第1回13 : 00-14 : 00

ワークショップ「美術×数学でひろがる鑑賞
活動」

鳴門教育大学大学院生 33名 ロビー、
展示室1

6 平成30年1月8日［月・祝］
第2回14 : 15-15 : 16

37名

7 平成30年2月11日［日・祝］
9 : 30-16 : 00

ウィンターフェスティバル 近代美術館スタッフ 271名 ロビー、
展示室1-3

合計 1,785名

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 NHK文化センター高松 平成29年4月19日［水］
13 : 50-14 : 35

吉川神津夫（上
席学芸員）

所蔵作品展2016年度第Ⅲ期特集2「作
品の中の作家」を鑑賞。

一般27名

2 松茂町老人クラブ 平成29年4月26日［水］
10 : 30-11 : 30

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般45名

3 婦人会 平成29年4月26日［水］
13 : 30-14 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般10名

4 青少年赤十字高校生協議
会

平成29年4月29日［土］
13 : 00-13 : 40

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般30名

5 赤十字社奉仕団・青少年
赤十字社高校生協議会

平成29年4月29日［土］
15 : 10-16 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般60名

6 山瀬婦人会 平成29年5月3日［水・祝］
9 : 45-10 : 25

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般25名

7 東みよし町足代婦人会 平成29年5月9日［火］
9 : 30-11 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般63名

8 吉野川市鴨島婦人会 平成29年5月9日［火］
10 : 00-12 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般38名

9 牟岐町老人クラブ連合会・
牟岐町身体障害者会

平成29年5月9日［火］
13 : 30-14 : 30

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般16名

10 阿波市地区赤十字奉仕団 平成29年5月11日［木］
10 : 30-12 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般54名

11 美馬市地区赤十字奉仕団
（美馬市連合婦人会）

平成29年5月12日［金］
10 : 00-11 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般151名

12 西麻植婦人会 平成29年5月17日［水］
10 : 00-11 : 30

江 川 佳 秀（副
館長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般39名

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

8 平成29年3月3日［土］
14 : 00-14 : 45

アール・ブリュット 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3

合計 114名
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団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

13 井川町婦人会 平成29年5月18日［木］
10 : 30-11 : 10

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般80名

14 鳴門川東婦人会 平成29年5月18日［木］
10 : 40-12 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般29名

15 徳島市昭和婦人会 平成29年5月19日［金］
10 : 00-10 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般24名

16 新町公民館 平成29年5月19日［金］
13 : 00-14 : 20

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般38名

17 南井上社会福祉協議会 平成29年5月23日［火］
10 : 45-11 : 45

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般62名

18 吉野川市森山婦人会 平成29年5月25日［木］
10 : 15-10 : 45

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般26名

19 佐那河内村老人クラブ 平成29年5月25日［木］
10 : 30-11 : 50

安達一樹（上席
学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般23名

20 吉野川市智恵島婦人会 平成29年5月26日［金］
10 : 00-10 : 30

安達一樹（上席
学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般23名

21 佐古婦人会 平成29年5月26日［金］
10 : 35-12 : 00

安達一樹（上席
学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般36名

22 小松島市新開婦人会 平成29年5月30日［火］
9 : 35-10 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般29名

23 小松島市地区赤十字奉仕
団和田島分団

平成29年5月31日［水］
9 : 30-10 : 30

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般30名

24 板野町社会福祉協議会 平成29年6月1日［木］
10 : 00-11 : 30

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般26名

25 上勝町遺族会 平成29年6月1日［木］
13 : 00-14 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般24名

26 阿波市婦人会 平成29年6月3日［土］
10 : 10-11 : 20

安達一樹（上席
学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般26名

27 阿南市桑野婦人会 平成29年6月4日［日］
10 : 00-11 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般28名

28 つるぎ町赤十字奉仕団 平成29年6月4日［日］
14 : 00-15 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般80名

29 上勝町赤十字奉仕団 平成29年6月4日［日］
14 : 00-15 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般28名

30 香川県赤十字有功会 平成29年6月6日［火］
14 : 00-15 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般30名

31 阿波市市場地区老人クラ
ブ連合会

平成29年6月6日［火］
15 : 00-16 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般25名

32 加茂名公民館すくろむ学級 平成29年6月8日［木］
11 : 10-12 : 00

江川佳秀（副館
長）

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作
品展2017年度第1期特集「新収蔵作品
を中心に」を鑑賞。

一般21名

33 わくわくツアー「美術館へ行
こう」

平成29年8月10日［木］
11 : 50-12 : 00

吉川神津夫（上
席学芸員）

所蔵作品展2017年度第2期特集「菊畑
茂久馬の絵画」を鑑賞。

一般30名

34 橋を渡って親子でアート鑑
賞

平成29年8月19日［土］
13 : 30-15 : 45

吉川神津夫（上
席学芸員）、森
芳功（企画交流
室長）、亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「菊畑茂久
馬の絵画」、特別陳列「安井仲治写真
作品集（復刻版）」を鑑賞。

一般43名

35 視覚障がい者グループ「戸
部さんの会」

平成29年9月12日［火］
13 : 35-15 : 10

友井伸一（上席
学芸員）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「美術×本
＝楽しさと多様性」を鑑賞。

視覚障がい者
4名
介助者2名
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8 単独の団体鑑賞（学校関係以外）

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

36 韓国「東四国」団体旅行 平成29年11月11日［土］
14 : 00-15 : 00

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」、所蔵作品
展2017年度第2期特集「菊畑茂久馬の
絵画」を鑑賞。

一般6名
引率3名

37 徳島新聞カルチャー講座 平成29年11月19日［日］
10 : 00-11 : 30

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。 一般11名

38 視覚障がい者グループ「戸
部さんの会」

平成29年11月22日［水］
10 : 00-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）、亀井
幸子（係長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。 視覚障がい者7名
介助者7名

39 社会福祉法人 悠林舎
シーズ

平成30年2月22日［木］
10 : 40-11 : 35

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再
考」、所蔵作品展2017年度第3期特集
「石丸一・島あふひ兄妹」を鑑賞。

障がい者15名
引率5名

40 社会福祉法人 悠林舎
シーズ

平成30年2月22日［木］
14 : 10-14 : 40

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再
考」、所蔵作品展2017年度第3期特集
「石丸一・島あふひ兄妹」を鑑賞。

障がい者8名
引率3名

一般 1,336名、 障がい者 34名、 引率・介助者 20名／合計 1,390名

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

1 阿南市華道連盟 平成29年4月1日［土］
11 : 00-15 : 00

所蔵作品展2016年度第Ⅲ期特集2 「作品の中の作家」
を鑑賞。

高齢者20名
一般2名

2 健祥会 平成29年4月28日［金］
10 : 35-11 : 05

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般15名

3 智恵島婦人会 平成29年5月9日［火］
10 : 00-11 : 10

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般8名

4 池田町箸蔵婦人会 平成29年5月11日［木］
9 : 45-11 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般37名

5 川田中部婦人会 平成29年5月13日［土］
10 : 40-11 : 50

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般16名

6 三縄婦人会 平成29年5月14日［日］
11 : 20-12 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般16名

7 上勝町赤十字奉仕団 平成29年5月14日［日］
14 : 00-15 : 10

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般22名
児童3名

8 川島婦人会 平成29年5月16日［火］
10 : 45-11 : 50

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般18名

9 日和佐婦人会 平成29年5月18日［木］
14 : 00-14 : 30

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般15名

10 上板町婦人会 平成29年5月21日［日］
10 : 20-11 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般19名

11 石井町石井あすなろ会 平成29年5月23日［火］
10 : 00-11 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般15名

12 西祖谷連合婦人会 平成29年5月23日［火］
11 : 50-13 : 45

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般24名
障がい者1名

13 北島町婦人会 平成29年5月25日［木］
10 : 00-11 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般34名

14 敷地婦人会 平成29年5月25日［木］
13 : 30-14 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般13名
障がい者2名

15 牟岐町婦人会 平成29年5月27日［土］
10 : 00-

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般20名

16 鳴門市母子福祉連合会 平成29年5月28日［日］
9 : 40-11 : 30

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般22名

17 三野婦人会 平成29年5月28日［日］
10 : 25-11 : 35

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般37名

18 藍寿苑 平成29年5月30日［火］
14 : 05-14 : 35

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般13名

19 阿波市老人会 平成29年6月1日［木］
9 : 50-10 : 45

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般13名
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団体名 開催日時 展覧会名 参加者

20 小規模多機能ホーム第2藍 平成29年6月1日［木］
13 : 50-14 : 25

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般12名

21 立江婦人会 平成29年6月4日［日］
9 : 35-10 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般32名

22 矢倉女性学級 平成29年6月6日［火］
10 : 15-11 : 15

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般24名

23 松鶴長寿会（阿波市吉野）平成29年6月6日［火］
14 : 25-15 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般10名

24 さくらクラブ 平成29年6月7日［水］
10 : 45-11 : 20

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般15名

25 徳島市応神公民館 平成29年6月7日［水］
14 : 20-15 : 00

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般13名

26 社会福祉法人凌雲福祉会
就労支援センターハーモニー

平成29年6月9日［金］
10 : 35-11 : 20

今に生きる「人道博愛の心」展を鑑賞。 一般12名

27 池田地区婦人会 平成29年6月11日［日］
12 : 50-13 : 30

今に生きる「人道博愛の心」展、所蔵作品展2017年度第1
期特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

一般51名

28 東海貿易 平成29年9月7日［木］
9 : 35-10 : 20

所蔵作品展2017年度第2期「美術×本＝楽しさと多様性」
と、特集「菊畑茂久馬の絵画」を鑑賞。

一般14名

29 徳島支部退職公務員連盟 平成29年11月2日［木］
10 : 35-11 : 15

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。 高齢者26名

30 徳島GGクラブ・徳島大学
留学生通訳ボランティア研
修

平成29年12月8日［金］
13 : 30-14 : 45

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。 一般14名
大学生11名
引率2名

31 放課後デイ キラキラきっず 平成30年2月10日［土］
13 : 00-13 : 10

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 児童生徒6名
引率5名

32 美馬市人権教育推進協議
会 木屋平支部

平成30年2月10日［土］
14 : 00-14 : 30

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 一般21名

33 社会福祉法人 カリヨンれ
もん

平成30年2月10日［土］
14 : 15-14 : 25

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 児童生徒7名
引率4名

34 社会福祉法人 柏涛会 平成30年2月14日［水］
10 : 55-11 : 30

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 障がい者・
引率28名

35 社会福祉法人 悠林舎シーズ 平成30年2月15日［木］
11 : 10-11 : 25

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 一般13名

36 デイサービスセンター那賀川
たんぽぽ

平成30年2月15日［木］
14 : 30-14 : 45

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 一般11名

37 イツモ南 小松島 平成30年2月15日［木］
14 : 50-15 : 05

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 一般11名

38 社会福祉法人 悠林舎シーズ 平成30年2月20日［火］
14 : 10-14 : 40

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 一般10名
引率2名

39 障害者支援施設 あゆみ園 平成30年2月22日［木］
13 : 20-14 : 10

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 障がい者4名
引率3名

40 障害福祉サービス事業所
ゆうあい

平成30年2月22日［木］
13 : 50-14 : 10

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 一般12名
引率3名

41 授産施設 かのん 平成30年2月27日［火］
14 : 00-14 : 10

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 障がい者31名
引率7名

42 障害者支援施設 板東の
丘

平成30年3月3日［土］
10 : 30-10 : 40
14 : 40-15 : 00

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 障害者9名
引率4名

43 児童デイ こころ 平成30年3月3日［土］
13 : 45-13 : 55

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再考」を鑑賞。 障害者・児童3名
引率3名

44（株）鎌倉総合企画 放課
後等デイサービス ナイス
かもじま

平成30年3月21日［水・祝］
14 : 25-14 : 35

所蔵作品展2017年度第3期特集「石丸一・島あふひ兄妹」
を鑑賞。

障害者11名

一般 634名、 障がい者 86名、 高齢者 46名、 児童 19名、 学生 11名、 引率・介助者 33名／合計 829名
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9 博物館実習の受け入れ

●カリキュラム

10 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29年8月28日［月］‐9月1日［金］の5日間

●学校名及び人数

帯広畜産大学 1名

鳴門教育大学 1名

四国大学 4名

計 6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 平成29年8月28日［月］ 9 : 30-10 : 30 ガイダンス、施設見学 竹内利夫（上席学芸員） 6名

2 10 : 30-12 : 00 講義：美術館業務について 江川佳秀（副館長） 6名

3 13 : 00-16 : 00 演習：展覧会と普及 友井伸一（上席学芸員） 6名

4 平成29年8月29日［火］ 9 : 00-10 : 30 講義：収集・保存 安達一樹（上席学芸員） 6名

5 10 : 30-12 : 00 演習：展示 吉川神津夫（上席学芸員） 6名

6 13 : 00-16 : 00 演習：来館者対応 亀井幸子（係長） 6名

7 平成29年8月30日［水］ 9 : 00-12 : 00 演習：作品貸出 吉原美惠子（上席学芸員） 6名

8 13 : 00-16 : 00 演習：来館者対応 亀井幸子（係長） 6名

9 平成29年8月31日［木］ 9 : 00-12 : 00 演習：資料整理（1） 江川佳秀（副館長）、森芳功
（企画交流室長）

6名

10 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（2） 江川佳秀（副館長）、森芳功
（企画交流室長）

6名

11 平成29年9月1日［金］ 9 : 00-12 : 00 演習：資料整理（3） 森芳功（企画交流室長） 6名

12 13 : 00-14 : 30 演習：学校教育との連携 亀井幸子（係長） 6名

13 14 : 30-16 : 00 演習：ユニバーサルミュージアム 竹内利夫（上席学芸員） 6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保存
と管理1

美術館における美術周辺
資料の扱い（理念と実際）

江川佳秀（副館長）平成29年9月9日［土］
14 : 40-16 : 10

34名

2 美術館における資料保存
と管理2

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29年9月14日［木］
10 : 00-11 : 30

36名

3 博物館教育論 美術館教育の方法1 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30年2月27日［火］
14 : 40-16 : 10

42名

4 美術館教育の方法2 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30年2月28日［水］
10 : 00-11 : 30

41名

5 美術館と学校教育1 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30年2月28日［水］
13 : 00-14 : 30

42名

6 美術館と学校教育2 美術館における学校連携
の方法

亀井幸子（係長）平成30年2月28日［水］
14 : 40-16 : 10

42名
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4-2 学校教育との連携

1 学校の授業等による美術館利用

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

職員が講師をつとめたり、学校側と共同でプログラムを作成したりしている。

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）

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30年3月7日［水］
14 : 40-16 : 10

40名

8 美術館展示の意義と実
際（近代美術2）

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30年3月8日［木］
10 : 00-11 : 30

37名

9 美術館展示の意義と実
際（現代美術1）

立体作品の展示について 安達一樹（上席学
芸員）

平成30年3月8日［木］
13 : 00-14 : 30

38名

10 美術館展示の意義と実
際（現代美術2）

様 な々現代の表現方法に
対応すること

吉原美惠子（上席
学芸員）

平成30年3月8日［木］
14 : 40-16 : 10

37名

11 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 吉川神津夫（上席
学芸員）

平成30年3月9日［金］
10 : 00-11 : 30

41名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島大学
博物館概論受
講者
大学1-2回生

平成29年5月14日［日］
13 : 30-16 : 15

博物館概論を実際の展示室において確
認しながら行った次第。特別展の仕立て
から、所蔵展では作品の収集、保存、活
用について概説した。

吉原美惠子（上席学芸員） 学生5名
引率1名

2 鳴門市林崎小
学校
3年生

平成29年5月16日［火］
10 : 15-11 : 55

三宅克己の作品鑑賞と水彩絵の具を用
いた制作活動。

森芳功（企画交流室長）、亀井幸
子（係長）

児童65名
引率4名

3 鳴門市林崎小
学校
4年生

平成29年5月16日［火］
12 : 30-13 : 40

三宅克己の作品鑑賞と水彩絵の具を用
いた制作活動。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

児童47名
引率4名

4 阿南市立津乃
峰小学校
5年生

平成29年5月17日［水］
13 : 05-13 : 55

油彩、水彩、日本画の作品鑑賞と、日本
画の絵の具を用いた制作活動。

森芳功（企画交流室長）、亀井幸
子（係長）

児童32名
引率3名

5 上板町立神宅
小学校
3年生

平成29年5月19日［金］
13 : 00-14 : 30

展示室で作品の鑑賞活動と、アトリエで
顔彩の絵具を用いた制作活動。

亀井幸子（係長） 児童17名
引率2名

6 みつぼしこども
えん
4-5歳児

平成29年5月30日［火］
10 : 15-12 : 20

作品鑑賞のあと、アトリエにて色えんぴつを
用いてクレー（はがき大）のぬりえと折りたた
み絵本（ポスター大）をつくった。

森芳功（企画交流室長）、亀井幸
子（係長）

園児15名
引率3名

7 徳島大学
美術概論受講
生大学
1-2回生

平成29年6月4日［日］
10 : 30-12 : 00

作家の私的な想いだけでなく、社会的な
メッセージを伝える美術が存在すること知
ることと、美術作品が伝えるメッセージを言
葉に置きかえる（作品に対する感想を他
者に伝える）トレーニングを行うことを目的と
した。今に生きる「人道博愛の心」展の概
要説明・自由鑑賞，所蔵作品展の自由
鑑賞の後、気になった作品について発表・
討議を行った。

江川佳秀（副館長） 学生7名

8 徳島市立丈六
保育所
5歳児

平成29年6月15日［木］
9 : 30-11 : 20

2つの作品を鑑賞し、お気に入りのところに
ついて発表した。その後、アトリエでうちわ
に顔彩で自由におえかきをした。

亀井幸子（係長） 園児18名
引率3名

9 徳島県立池田
高等学校定時
制
全学年

平成29年6月24日［土］
9 : 45-11 : 50

所蔵作品展を鑑賞した後、アトリエで、顔
彩を用いた葉の色塗りや、絵手紙制作を
行った。

吉原美惠子（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

生徒18名
引率9名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

10 鳴門教育大学
1回生、院生

平成29年6月25日［日］
13 : 00-16 : 00

屋外展示場の彫刻作品を中心に鑑賞し
た後、講座室で作品についてディスカッ
ションした。学生が交代でファシリテーター
役を務め、作品鑑賞したなかで疑問に感
じたことや気づいたことなどを中心に活発
な話し合いが行われた。

亀井幸子（係長） 学生10名
引率2名

11 佐那河内保育所
5歳児

平成29年7月11日［火］
9 : 40-11 : 20

展示室1では、お気に入りの作品について
発表したり、アンテスの作品で対話鑑賞を
した。アトリエでは、Tシャツのインディゴ染め
をした。

亀井幸子（係長） 園児14名
引率3名

12 徳島市城西中
学校美術部
1-2年生

平成29年8月1日［火］
13 : 00-16 : 00

展示室で、賞の名前を考えて、友達と当てっ
こをする「勝手にしんさいん」の鑑賞活動
をした。その後、アトリエで本づくりを行った。

亀井幸子（係長） 生徒6名
引率1名

13 みつぼしこども
えん
3歳児

平成29年8月24日［木］
10 : 00-11 : 45

所蔵作品展を鑑賞後、アトリエにて、ス
ティックのりを用いたバンダナのインディゴ染
めを体験をした。

亀井幸子（係長） 園児22名
引率4名

14 徳島市立論田
保育所
4-5歳児

平成29年9月12日［火］
9 : 30-13 : 00

アトリエにて折り本づくりの下絵を描き、展
示室にて鑑賞活動を行った。鑑賞後、お
昼を挟み、朝の折り本づくりの続きをした。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児34名
引率4名

15 阿南市長小学校
1-2年生

平成29年9月14日［木］
9 : 35-11 : 30

学年で分かれて、交互に所蔵作品展の
鑑賞とアトリエでの造形活動を行った。アト
リエでは、折り本づくりを楽しみ、本に関心
を持つことを目的として、マーカーペンや色
鉛筆を用いて、自分だけの本を自由に制
作した。

友井伸一・竹内利夫（上席学芸
員）、木内綾（文化推進員）

児童39名
引率3名

16 阿南市長生小
学校
5年生

平成29年9月14日［木］
13 : 00-14 : 40

所蔵作品展を鑑賞後、美術館2階ロビー
のワークスペースにて、オリジナルの折り本
づくりを行った。

亀井幸子（係長） 児童20名
引率2名

17 鳴門市第一中
学校支援学級
1-3年生

平成29年9月28日［木］
10 : 10-14 : 20

午前組と午後組に分かれ、博物館と美
術館の見学を行った。2グループに分かれ、
美術館ロビーでの折り本づくりと「美術×
本」展の鑑賞を交互に行った。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

生徒43名
引率16名

18 北島町立北島北
小学校
3年生

平成29年10月13日［金］
9 : 30-12 : 00

2チームに分かれて、鑑賞と造形活動を
行った。鑑賞では、「かるた」の読み札に
合う作品を見つける活動を行った。アトリ
エでは、近日開催する「廣島晃甫回顧
展」にちなんで、顔彩の絵具を用いてぬり
えを行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

児童40名
引率4名

19 徳島市立不動
小学校
3-4年生

平成29年11月10日［金］
13 : 05-14 : 30

前半は学年に分かれて、「廣島晃甫回顧
展」の鑑賞活動を行った。後半は皆で顔
彩の絵具を使って、兎や猫などの色塗り
体験を行った。

森芳功（企画交流室長）、亀井幸
子（係長）

児童23名
引率2名

20 鳴門教育大学
N＊CAP

平成29年11月18日［土］
13 : 28-15 : 05

12月10日に開催予定のイベント、あゆもう！
N＊CAP「晃甫さんとかるたあそびをしよ
う」の下見を兼ねて作品を鑑賞した。

亀井幸子（係長） 学生12名

21 徳島市富田中
学校他
中学生

平成29年11月25日［土］
14 : 24-15 : 15

中学校文化連盟関連のイベントで、中学
生向けのギャラリーツアーを行った。特別展
では初期のコーナーについて案内し、続い
て所蔵作品展にて屋外展示場の彫刻作
品とピカソ〈ドラマールの肖像〉について目
当てやその価値について話した。

吉原美惠子（上席学芸員） 生徒6名
引率1名

22 徳島市立八万
南幼稚園
4-5歳児

平成29年12月1日［金］
9 : 30-11 : 30

展示室で特別展を見学するグループと、
アトリエで顔彩を使ってハガキ大の画用
紙に色塗りをする活動を、1時間ずつ交代
して行った。

森芳功（企画交流室長）、竹内
利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

園児51名
引率4名

23 鳴門教育大学
大学院生

平成29年12月2日［土］
9 : 00-12 : 10

1月に行われるコラボイベント「美術×数学
でひろがる作品鑑賞」に向けて、「お気に
入りを探そう」や「よーいアクション」の鑑賞
プログラムを体験した。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

学生11名
引率2名

24 鳴門教育大学
大学院生

平成29年12月19日［火］
9 : 00-12 : 10

1月に行われるコラボイベント「数学×美術
でひろがる作品鑑賞」に向けて案内する
作品について調査し、どのような流れで行
うか打ち合わせした。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

学生11名
引率3名

25 四国大学デザ
イン科
大学生

平成29年12月19日［火］
14 : 15-17 : 00

デザイン論の講義として、鑑賞プログラム
「勝手にしんさいん」を体験した後、作品
をテーマとするコミュニケーションツールのデ
ザイン課題に取り組んだ。

竹内利夫（上席学芸員） 学生20名

26 徳島市立名東
保育所
5歳児

平成30年1月25日［木］
10 : 00-13 : 30

2組に分かれて展示室の作品鑑賞をした
後、アトリエ活動を行った。ポスターの裏紙
を使って、オリジナルの折本を制作した。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児21名
引率3名
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2 学校行事（遠足など）による美術館利用

学校の求めにより、学芸員など美術館職員が展覧会を案内する鑑賞支援活動を行っている。事前に学校

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

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

（1） 学芸員等が鑑賞支援活動を行った団体鑑賞

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

27 徳島市立八万
東保育所
4-5歳児

平成30年2月14日［水］
10 : 15-13 : 40

4歳、5歳の2グループに分かれて、所蔵作
品展と生の刻印展の鑑賞を行った。鑑賞
後は、アトリエにて版画あそびをした。所蔵
作品展の版画コーナーで模様は同じなの
に色が違う作品があることに気づいたこと
を、アトリエ活動に活かし、スチレンボードに
鉛筆で線描したものを版にして、色 な々色
で刷ってみた。絵具の量によって生じる色
のかすれやつぶれを実験することで楽しむ
ことができた。

森芳功（企画交流室長）、亀井幸
子（係長）

園児37名
引率7名

28 徳島市立丈六
保育所
4歳児

平成30年2月16日［金］
9 : 40-10 : 20

展示室で、特別展「生の刻印アール・ブ
リュット再考展」を中心に鑑賞し、思ったこ
とを発表する活動をした。鑑賞後、アトリエ
にてスチレン板を使って版画あそびし、か
すれや重なりを楽しんだ。

亀井幸子（係長） 園児18名
引率3名

29 徳島市立加茂
名保育所
4-5歳児

平成30年2月20日［火］
10 : 30-13 : 30

所蔵作品展と特別展「生の刻印 アー
ル・ブリュット再考」を鑑賞した後、アトリエ
にて、リズミカルな音楽をきいて、コラージュ
作品を制作する活動を行った。細長い紙
に好きな色で楽譜をイメージした5本線（カ
ラフル・ギザギザ・波など）をひき、個性あ
ふれる線の上に好きな色や模様の紙を自
由に切り貼りした。

亀井幸子（係長） 園児23名
引率4名

30 徳島市立丈六
保育所
5歳児

平成30年2月23日［金］
9 : 30-11 : 30

特別展「生の刻印 アール・ブリュット再
考」を鑑賞した。その最中、1階ロビーにて
21世紀館職員がピアノ演奏をしていたの
で、予定を変更して音楽鑑賞も行った。そ
の後、アトリエにて、展覧会の作品にも使
われているブラシマーカーを用いて自由に
絵を描いた。

亀井幸子（係長） 園児15名
引率3名

計 学生 76名、 生徒 73名、 児童 283名、 園児 268名、 教員 100名／合計 800名

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 徳島市立八万南幼稚園 平成29年5月10日［水］
9 : 40-10 : 40

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

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児52名
保護者52名
引率6名

2 藍住町立藍住東小学校
3年生

平成29年5月12日［金］
12 : 55-15 : 00

森芳功（企画交
流室長）亀井幸
子（係長）

今に生きる「人道博愛の心」展、
所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童71名
引率4名

3 徳島市八万小学校
5年生

平成29年5月18日［木］
9 : 30-11 : 00

安達一樹・吉原
美惠子（上席学
芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、
所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童117名
引率7名

4 徳島市佐古小学校
3年生

平成29年5月19日［金］
13 : 00-14 : 30

森芳功（企画交
流室長）吉川神
津夫（上席学芸
員）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童87名
引率5名

5 徳島市川内南小学校
3年生

平成29年5月25日［木］
11 : 00-12 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、
所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童36名
引率5名

6 徳島市川内北小学校
2年生

平成29年5月26日［金］
9 : 35-13 : 45

吉原美惠子（上
席学芸員）

今に生きる「人道博愛の心」展、
所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童102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

7 吉野川市立川田小学校
3-5年生

平成29年5月26日［金］
12 : 35-13 : 45

竹内利夫（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童32名
引率6名

8 徳島市立内町保育所
5歳児

平成29年5月31日［水］
10 : 00-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児20名
引率3名

9 徳島市不動中学校美術部 平成29年6月3日［土］
14 : 00-15 : 10

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

生徒6名
引率2名

10 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成29年6月7日［水］
13 : 00-14 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児27名
引率4名

11 徳島市方上小学校他（南
部中学校区内の小学校）
1-6年生（特別支援学級）

平成29年6月13日［火］
10 : 00-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童45名
引率15名

12 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳児

平成29年6月14日［水］
9 : 45-11 : 25

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児13名
引率3名

13 みつぼしこどもえん
4歳児

平成29年6月21日［水］
10 : 00-11 : 20

亀井幸子（係長）所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児16名
引率3名

14 徳島市立明善保育所
3-5歳児

平成29年6月29日［木］
9 : 35-10 : 45

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児14名
引率4名

15 みつぼしこどもえん
3歳児

平成29年6月30日［金］
9 : 40-11 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展2017年度第1期特集
「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児23名
引率4名

16 みつぼしこどもえん
4-5歳児

平成29年7月27日［木］
10 : 10-11 : 20

亀井幸子（係長）、
竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展2017年度第2期特集
「菊畑茂久馬の絵画」を鑑賞。

園児16名
引率2名

17 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成29年8月31日［木］
13 : 00-14 : 00

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「美
術×本＝楽しさと多様性」展を鑑
賞。

園児27名
引率4名

18 徳島市立明善保育所
5歳児

平成29年9月7日［木］
9 : 45-10 : 40

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展2017年度第2期「美
術×本＝楽しさと多様性」展を鑑
賞。

園児6名
引率3名

19 徳島市立内町保育所
5歳児

平成29年10月3日［火］
10 : 20-12 : 00

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「美
術×本＝楽しさと多様性」展を鑑
賞。

園児21名
引率3名

20 徳島市立城西保育所
5歳児

平成29年10月4日［水］
9 : 35-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「美
術×本＝楽しさと多様性」展を鑑
賞。

園児32名
引率4名

21 徳島市立八万南幼稚園
4-5歳児

平成29年10月4日［水］
10 : 55-12 : 05

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「美
術×本＝楽しさと多様性」展、特
集「菊畑茂久馬の絵画」を鑑賞。

園児54名
引率4名

22 徳島市立城西保育所
4歳児

平成29年10月5日［木］
10 : 00-11 : 15

友井伸一（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第2期「美
術×本＝楽しさと多様性」展を鑑
賞。

園児31名
引率4名

23 阿波市立幼保連携型一
条認定こども園
4-5歳児

平成29年10月19日［木］
10 : 00-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展2017年度第2期特集
「菊畑茂久馬の絵画」を鑑賞。

園児48名
引率7名

24 阿波市立東部幼稚園
4-5歳児

平成29年10月20日［金］
10 : 30-12 : 50

竹内利夫・安達
一樹（上席学芸
員）

所蔵作品展2017年度第2期特集
「菊畑茂久馬の絵画」を鑑賞。

園児79名
引率17名

25 徳島市立北井上保育所
5歳児

平成29年10月26日［木］
9 : 30-10 : 45

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児15名
引率3名

26 佐那河内村立佐那河内保
育所
5歳児

平成29年10月27日［金］
9 : 45-10 : 50

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児12名
引率3名

27 徳島市立八万東保育所
5歳児

平成29年10月31日［火］
10 : 30-11 : 30

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児20名
引率3名

28 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成29年11月1日［水］
13 : 00-14 : 00

森芳功（企画交
流室長）亀井幸
子（係長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児28名
引率4名

29 おおぎ保育園
4-5歳児

平成29年11月2日［木］
10 : 05-11 : 15

亀井幸子（係長）所蔵作品展2017年度第2期特集
「菊畑茂久馬の絵画」を鑑賞。

園児31名
引率3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

30 徳島市立富田保育所
5歳児

平成29年11月7日［火］
10 : 00-11 : 00

亀井幸子（係長）特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児24名
引率4名

31 阿南市立山口小学校
1-5年生

平成29年11月10日［金］
10 : 30-11 : 10

亀井幸子（係長）特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。児童26名
引率6名

32 みつぼしこどもえん
4歳児

平成29年11月14日［火］
10 : 00-11 : 15

竹内利夫（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児21名
引率3名

33 阿波市立御所小学校
3年生

平成29年11月15日［水］
13 : 25-14 : 00

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児27名
引率2名

34 みつぼしこどもえん
2歳児

平成29年11月21日［火］
10 : 00-10 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）亀井幸
子（係長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。園児13名
引率4名

35 徳島市城東小学校
1-6年生（支援学級）

平成29年12月8日［金］
10 : 20-11 : 40

森芳功（企画交
流室長）

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。児童21名
引率7名

36 徳島市立北島田保育所
5歳児

平成30年2月15日［木］
10 : 00-11 : 10

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「生の刻印 アール・ブ
リュット再考」を鑑賞。

園児7名
引率3名

37 おおぎ保育園
5歳児

平成30年2月21日［水］
10 : 05-11 : 07

亀井幸子（係長）特別展「生の刻印 アール・ブ
リュット再考」を鑑賞。

園児14名
引率2名

38 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成30年2月28日［水］
10 : 00-11 : 05

吉川神津夫（上
席学芸員）亀井
幸子（係長）

特別展「制の刻印 アール・ブ
リュット再考」を鑑賞。

園児29名
引率4名

39 徳島市立八万保育所
3歳児

平成30年3月15日［木］
10 : 10-10 : 50

森芳功（企画交
流室長）亀井幸
子（係長）

所蔵作品展2017年度第3期特集
「石丸一・島あふひ兄妹」を鑑賞。

園児21名
引率4名

計 生徒 6名、 児童 537名、 園児 741名、 保護者 52名、 教員 180名／合計 1,516名

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 四国大学生活科学部（管理
栄養士養成課程）
大学生

平成29年4月6日［木］ 所蔵作品展2016年度第III期特集2「作品の中の
作家」を鑑賞。

大学生86名
引率5名

2 香川県立高松北中学校
1年生

平成29年4月21日［金］
10 : 00-13 : 30

所蔵作品展2016年度第III期特集2「作品の中の
作家」を鑑賞。

生徒120名
引率8名

3 香川県立高松工芸高等学校
1-3年生

平成29年5月23日［火］
10 : 30-11 : 15

所蔵作品展2017年度第1期特集「新収蔵作品を
中心に」を鑑賞。

生徒208名
引率17名

4 徳島市立名東保育所
1-5歳児

平成29年11月8日［水］
9 : 35-12 : 10

所蔵作品展2017年度第2期特集「菊畑茂久馬の
絵画」を鑑賞。

園児100名
引率22名

5 鳴門教育大学（N＊CAP!）
大学生

平成29年11月26日［日］
10 : 00-11 : 25

特別展「廣島晃甫回顧展」を鑑賞。 学生12名

6 鳴門教育大学附属小学校
（合同はぐくみ授業）小学生

平成30年1月25日［木］
14 : 50-15 : 10

所蔵作品展2017年度第3期特集「石丸一・島あふ
ひ兄妹」、「チャレンジとくしま芸術祭2018」を鑑賞。

児童6名
引率1名

計 学生 98名、 生徒 328名、 児童 6名、 園児 100名、 教員 53名／合計 585名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 阿南市立宝田
保育所
5歳児

平成29年6月1日［木］
9 : 45-12 : 00

所蔵作品の掛け図を鑑賞し、お気に入り
を見つける活動を行った。その後、ゆびふ
でにて制作活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児8名
保育士2名

2 徳島市立明善
保育所
2-5歳児

平成29年6月2日［金］
9 : 30-11 : 30

2-3歳児は、所蔵作品の掛け図を鑑賞し、
好きな作品の前で指さしや身振り、表情、
ことばなどで好きなところ・気になるところを
発表した。4-5歳児は、作品鑑賞の後お
絵描きをして制作活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児19名
保育士6名

3 みつぼしこども
えん
3歳児

平成29年6月3日［土］
10 : 30-11 : 20

保護者参観日で、掛け図を鑑賞し、お気
に入りの作費を見つける活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児21名
保護者
31名

75



学校名 開催日時 内容 講師 参加者

4 鳴門教育大学
美術コース
4回生

平成29年6月5日［月］
9 : 00-10 : 30

前半は、障がいがある児童・生徒への理
解について、これまで出会ったことがある障
がい児者を手がかりに話し合った。後半
は、目の見えない人の鑑賞の可能性につ
いて体験を交えながら、考察した。

亀井幸子（係長） 学生7名
教員1名

5 徳島市加茂名
保育所
5歳児

平成29年6月6日［火］
10 : 00-11 : 30

7点の作品を鑑賞した後、自由に絵の具
でお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児11名
保育士3名

6 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成29年6月7日［水］
9 : 30-10 : 45

元永の作品を1点鑑賞し、発見したことや
感じたことなどを自由に話し合った。鑑賞
活動の後はマーカーを使って、作品の気に
なったところや、鑑賞から広がって生まれた
イメージを表現した。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児21名
保育士3名

7 徳島市立八万
東保育所
4-5歳児

平成29年6月8日［木］
9 : 45-11 : 45

4・5歳で掛け図の作品鑑賞のをした。5歳
はその後、クレヨンを用いてお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児38名
保育士7名

8 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成29年6月14日［水］
9 : 30-11 : 45

2点の作品を鑑賞して、お気に入りの色を
見つける活動をした。その後スライムをつく
り、友達がつくったスライムと交換しながら、
色 な々色のスライムづくりを楽しんだ。完成
したスライムは、ひもをつけてラップに包んだ
り、ビニールシートの上に広げて乾かした。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士4名

9 おおぎ保育園
4-5歳児

平成29年6月16日［金］
9 : 30-11 : 30

鑑賞活動「プレールームは美術館」を4、5
歳に分かれて2回行った。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士3名

10 まつしげ保育所
3歳児

平成29年6月20日［火］
9 : 30-11 : 45

掛け図の鑑賞活動の後、絵の具を用い
てお絵描きを行った。

亀井幸子（係長） 園児27名
保育士3名

11 徳島市立明善
保育所
2-5歳児

平成29年6月22日［木］
10 : 00-12 : 00

のりの部分に染液が染みこまないことを利
用し、Tシャツにスティックのりで、好きな模
様や絵を描いてインディゴ染液につけて
染めた。5歳児は染色の工程も行い、4歳
児は見学した。

亀井幸子（係長） 園児19名
保育士5名

12 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成29年6月23日［金］
10 : 00-11 : 15

シャボン玉をつくり、色や形などをよく観察し
ながら遊んだ後、透明ビニールに手作りの
絵の具でシャボン玉の絵を描いた。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士3名

13 鳴門市立みどり
保育所
3-5歳児

平成29年7月1日［土］
9 : 45-10 : 50

思い出のつまった服や靴下など、成長し
たために着られなくなった衣類を素材にし
て、壁飾りを親子で制作した。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士3名
保護者11名

14 小松島市立小
松島小学校
4年生

平成29年7月3日［月］
10 : 40-11 : 40

担任の先生が、墨の鑑賞シートを授業で
使う事前学習として、墨に親しむ体験をし
た。すずりで墨をすり、画宣紙ににじみ模様
をつくる活動をした。

亀井幸子（係長） 児童27名
教員1名

15 徳島市立明善
保育所
4-5歳児

平成29年7月5日［水］
9 : 45-12 : 00

化学染料でTシャツを染めた。5歳児は、事
前に青く染めていたTシャツに、のりとハイター
を混ぜたものを絞り出して、顔を描いた。

亀井幸子（係長） 園児6名
保育士4名

16 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成29年7月6日［木］
9 : 30-11 : 30

イブ・クラインの紙芝居を見たあと、手や足
に絵の具をつけて、紙にスタッピングをして
楽しんだ。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児29名
保育士3名

17 みつぼしこども
えん
3-5歳児

平成29年7月10日［月］
10 : 00-11 : 30

夏祭りの準備として、ビーチボールに針金
を巻き、球形の飾りをつくった。

亀井幸子（係長） 園児39名
保育士4名

18 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成29年7月12日［水］
9 : 30-11 : 30

屏風や巻物の作品（鳥獣戯画等）の鑑
賞を行った。巻物状のもの、カード状のもの、
折り本状のものを見比べた。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士2名

19 徳島市立北井
上保育所
2-5歳児

平成29年7月13日［木］
9 : 30-11 : 30

5歳児・4歳児・3歳児・2歳児のそれぞれ
のクラス毎に「プレールームは美術館」とい
う鑑賞活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児48名
保育士5名

20 徳島市立加茂
名保育所
4-5歳児

平成29年7月14日［金］
9 : 30-11 : 30

はじめに、イブ・クラインの作品を鑑賞し、ク
ラインの紙芝居を使って、型押しやステン
シルの技法に親しむ活動をした。その後、
園庭で、手作りの片栗粉でつくった絵の
具を使って、ボディペインティングをした。

亀井幸子（係長） 園児23名
保育士6名

21 石井町立浦庄
小学校
5年生

平成29年7月18日［火］
13 : 55-15 : 15

三宅克己の作品（水彩画）鑑賞を行った
後、水彩紙に透明水彩絵の具で自由に
絵を描いた。

亀井幸子（係長） 児童29名
教員2名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

22 阿南市立宝田
保育所
4歳児

平成29年7月19日［水］
10 : 00-12 : 00

図書ルームに掛け図を貼り、お気に入りの
作品をみつける活動をした。その後教室に
て、お絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児19名
保育士2名

23 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成29年7月20日［木］
9 : 30-11 : 30

ハンカチにスティックのりで自分の顔を描き、
インディゴの染料で染めた。のりの部分は
染色されないので、描いた顔は白く浮きで
て、個性あふれる作品ができた。

亀井幸子（係長） 園児62名
保育士4名

24 もとしろ認定こ
ども園
3歳児

平成29年7月28日［金］
10 : 00-11 : 45

所蔵作品の掛け図を使った鑑賞活動と
お絵描きをした。鑑賞活動では、自分のお
気に入りの作品をみつけた。

亀井幸子（係長） 園児19名
保育士3名

25 徳島市立丈六
保育所
5歳児

平成29年8月1日［火］
9 : 45-11 : 30

作品鑑賞をした後、好きなポーズを紙の上
でとり、友達と交代しながら輪郭線をとった。

亀井幸子（係長） 園児18名
保育士2名

26 徳島市立明善
保育所
2-5歳児

平成29年8月8日［火］
9 : 30-11 : 00

はじめに、2-5歳児全体でクラインの紙芝
居を見た。「これは何だろう？何に見える？」
という問いかけに、こどもたちは思いついた
ものや知っているものをつぶやいていた。お
なかや顔に絵の具を塗って、紙に写しとっ
たものをじっくり見て、どうやって描いたかを
考えることで、後半の活動のよい動機づけ
になったと思う。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児20名
保育士5名

27 徳島市立名東
保育所
4-5歳児

平成29年8月21日［月］
9 : 30-11 : 45

プレールームではじめに5歳児のクラスのこ
どもたちとお気に入りの作品をみつける活
動をした後、自由に絵の具でお絵描きを
した。4歳児クラスは、4枚の作品の掛け図
を教室に貼って、お気に入りの作品を見
つける鑑賞活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児35名
保育士6名

28 徳島市立城西
保育所
4-5歳児

平成29年8月31日［木］
9 : 30-12 : 00

シュレッダーの紙と糊と絵の具を混ぜてつ
くった粘土を使って、造形活動を行った。4
歳児は額縁のフレームづくりを、5歳児はレ
リーフづくりを行った。

亀井幸子（係長） 園児61名
保育士10名

29 おおぎ保育園
5歳児

平成29年9月1日［金］
9 : 30-11 : 45

Tシャツにスティックのりで絵を描き、インディ
ゴ染料を使った染めもの体験をした。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士3名

30 まつしげ保育所
3歳児

平成29年9月4日［月］
9 : 00-12 : 00

元永定正さんの作品を2点鑑賞した後、
ロール紙に白いクレヨンでお絵描きをした。
その上からスポンジや筆で色を塗った。

亀井幸子（係長） 園児29名
実習生7名
保育士4名

31 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成29年9月5日［火］
9 : 45-12 : 00

園庭にあるむくの木の観察をした後、室内
にて、運動会で使う「むくの木」の退場門
づくりに取り組んだ。段ボールのまわりに新
聞紙で幹をつくり、枝をつけた。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士3名

32 徳島市立北井
上保育所
4-5歳児

平成29年9月7日［木］
9 : 30-11 : 30

型染め用の用紙を持参し、子どもたちにス
テンシルの練習をしてもらった。目標は、運
動会のユニホームにそれぞれのチームの動
物をステンシルでつくること。今回は、その
練習としてステンシルのコツや楽しさを体験
してもらい、次の制作の意欲づけに繋がる
ことを目的とした。

亀井幸子（係長） 園児32名
保育士3名

33 阿南市立宝田
保育所
3-5歳児

平成29年9月13日［水］
9 : 30-11 : 30

大きな段ボールに、刷毛やスポンジ・ロー
ラーなどで自由に絵の具を塗って楽しんだ。
絵の具に触れる機会も少なく、大きな画面
にのびのび描く経験も少ないことから、今
回のプログラムを計画した。

亀井幸子（係長） 園児47名
保育士5名

34 徳島市立加茂
名保育所
2-5歳児

平成29年9月14日［木］
9 : 30-11 : 45

8月に制作したボディプリントの大きな作品
（共同制作）を鑑賞した。その後3チームに
分かれて、それぞれ一つの作品から好き
な部分を見つけてドーナツ型の枠を貼りこ
んだあと、枠を切り抜き、運動会の入場門
に飾り付けをした。

亀井幸子（係長） 園児52名
保育士6名

35 みつぼしこども
えん
4-5歳児

平成29年9月26日［火］
9 : 00-12 : 00

元永作品を使っておはなしをした。「ある朝
目が覚めると、空に○○が浮かんでいまし
た」の○○に当てはまる部分を考え、皆の
いろんな答えを聞き、ポスターの裏紙で折り
たたみ絵本を作成した。最後に一人ずつ
発表した。

亀井幸子（係長） 園児14名
保育士2名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

36 徳島市川内南
小学校
6年生（2クラス）

平成29年10月11日［水］
10 : 40-12 : 20

2クラスを、午前と午後に分けて、墨に親し
む活動を行った。水墨画の鑑賞の後、墨
を硯ですり、和紙ににじみ模様をつくる体
験をした。

亀井幸子（係長） 児童20名
教員3名

平成29年10月11日［水］
13 : 50-15 : 30

児童19名
教員2名

37 おおぎ保育園
5歳児

平成29年10月16日［月］
9 : 30-11 : 45

シュレッダーした紙を素材に、水やのりや絵
の具を入れて混ぜ、紙ねん土づくりを行っ
た。

亀井幸子（係長） 園児32名
保育士3名

38 徳島市立論田
保育所
5歳児

平成29年10月17日［火］
10 : 00-11 : 30

廣島晃甫の作品の掛け図をみんなで鑑
賞した。その後、顔彩を使って、猫や兎な
どのぬりえを行った。

亀井幸子（係長） 園児15名
保育士2名

39 阿南市立宝田
保育所
3-5歳児

平成29年10月31日［火］
10 : 00-12 : 00

3-5歳児が混ざったグループに分かれて、
段ボールに自由に色を塗って遊んだ。5歳
児にリーダーの自覚を持たせたいという保
育士の思いがこもった活動になった。

亀井幸子（係長） 園児45名
保育士5名

40 おおぎ保育園
4-5歳児

平成29年11月9日［木］
9 : 30-12 : 00

自分が身につけてみたい衣服をつくる活
動を行った。男の子はキャラクターや忍者
の衣服、剣などの持ち物をつくる子が多
かった。女の子は長いドレスやネックレスな
どをつくる子が多かった。どうすれば衣服
の形になるのか、材料を試しながら意欲的
に取り組んでいた。

亀井幸子（係長） 園児32名
保育士3名

41 藍住町立藍住
北小学校
4年生

平成29年11月13日［月］
9 : 30-10 : 15

鑑賞プログラム「勝手に審査員」をペアグ
ループに分かれて行った。「いいにおいで
賞」や「おしゃれで賞」など、色々な賞に
ぴったりな作品を見つける活動を通して、
色 な々見方や感じ方があって良いことを
学ぶ機会となった。

亀井幸子（係長） 児童31名
教員2名

平成29年11月13日［月］
10 : 40-11 : 25

児童30名
教員2名

平成29年11月13日［月］
11 : 35-12 : 20

児童32名
教員1名

42 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成29年11月15日［水］
9 : 30-12 : 00

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使って本
づくりをした。好きな作品を4つ選び、順番
を考えてその子なりのお話しをつくることが
できていた。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士3名

43 まつしげ保育所
3歳児

平成29年11月16日［木］
9 : 45-12 : 00

水墨画の鑑賞と墨に親しむ体験を行った。
正座をしてすずりで墨をすったり、画仙紙
に自由に墨を塗ったりした。3歳児なりによく
集中して楽しく活動できた。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士5名

44 鳴門教育大学
（美術コース）
4回生

平成29年11月27日［月］
9 : 00-11 : 30

障がい者理解を深め、教育活動にどう活
かすかということを話し合った。今回は色
弱者について、「色弱模擬体験フィル
ター」を使って、色の見え方の違いを体験
した。

亀井幸子（係長） 学生7名
教員1名

45 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成29年11月30日［木］
13 : 00-14 : 40

4グループに分かれて、表現会のときの背
景画を制作した。元になる絵本の場面を
参考にしながら、こどもたちが下絵を描い
た。絵の具の扱いや、スポンジ・筆・ロー
ラーなどの画材の扱いにも慣れることがで
きた。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士5名

46 吉野川市立飯
尾敷地小学校
5年生、6年生

平成29年12月4日［月］
11 : 35-12 : 20

5年生の授業を行った。鑑賞シート「不思
議の世界」を使って授業を行った。友達と
じっくり掛け図を見ることで色 な々発見が
あり、対話がはずんだ。ランキングを決める
作業では、「作者の思い」が強く表れてい
ると感じる作品を選んだりした。

亀井幸子（係長） 児童28名
教員2名

平成29年12月4日［月］
13 : 50-15 : 30

6年生の授業を行った。墨に親しむ活動と
して、水墨画の鑑賞と、墨をすずりですり、
にじみ模様をつくる体験活動を行った。

児童33名
教員2名

47 吉野川市立飯
尾敷地小学校
4年生

平成29年12月5日［火］
13 : 50-15 : 30

鑑賞シート「よーい、アクション」を使った授
業を行った。前半は、各自で好きな作品
や気になる作品をみつけて、その作品と理
由などを一人ずつ発表した。後半は、
「よーい、アクション」のルールを説明し、グ
ループ（2～3人）で活動した。

亀井幸子（係長） 児童19名
教員2名

48 徳島市立八万
東保育所
5歳児

平成29年12月8日［金］
10 : 00-11 : 50

インディゴの染料で、ランチョンマットを染め
た。ペットボトルの蓋や輪ゴムなどを使って
しぼり染めの模様をつくった。

亀井幸子（係長） 園児20名
保育士3名

49 もとしろ認定こ
ども園
3歳児

平成29年12月11日［月］
10 : 00-12 : 00

水墨画の鑑賞をして、墨をすずりでする体
験を行った。その後、色 な々大きさの紙に
墨を塗ったり線を描いたりして、自由にの
びのびと表現をして楽しんだ。

亀井幸子（係長） 園児19名
保育士2名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

50 まつしげ保育所
3歳児

平成29年12月12日［火］
9 : 40-11 : 00

粘土を使って造形あそびをした。粘土遊
びの経験が少ないと思われる子もいたが、
ちぎったり・まるめたり・へびをつくったりして、
それぞれが思い思いに粘土という素材と
向き合えていた。

亀井幸子（係長） 園児28名
保育士4名

51 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成29年12月13日［水］
10 : 00-12 : 00

木が描かれた作品を鑑賞した後、5つの
グループに分かれて、どんな木の絵を描く
か相談し、下絵を描いたり素材（画材）を
選んだりした。

亀井幸子（係長） 園児20名
保育士3名

52 佐那河内村立
佐那河内小学
校・保育所（合
同）
5歳児、1年生

平成29年12月15日［金］
8 : 40-10 : 30

小学1年生と保育年長組の交流学習会
で、シュレッダーした紙と、水・のり絵の具を
混ぜてつくった紙粘土で、造形活動を
行った。

亀井幸子（係長） 児童15名
園児14名
教員3名

53 阿南市立見能
林小学校
6年生

平成29年12月15日［金］
8 : 40-11 : 40

掛け図18点を用いて、鑑賞プログラム
「ヤッピーネ」をクラスごとに体験した。

竹内利夫（上席学芸員） 児童65名
教員4名

54 エシカルクラブ
高校生

平成29年12月18日［月］
13 : 30-16 : 00

「実践！！伝える・伝わるポスター製作『～エ
シカルクラブの取組を広げよう～』」と題し
て、各校のPRポスター制作を指導するとと
もに、コミュニケーション一般について講義
した。

竹内利夫（上席学芸員） 生徒32名
教員14名

55 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成29年12月20日［水］
9 : 30-11 : 40

吹田文明の版画作品を鑑賞した後、ス
チレン版画に取り組んだ。えんぴつでしっ
かりへこんだ線を描くことができ、それぞれ
楽しい版画に仕上がった。

亀井幸子（係長） 園児30名
保育士3名

56 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成29年12月21日［木］
13 : 10-15 : 00

水墨画の作品を鑑賞した後、4チームに
分かれて硯で墨をする体験をした。その
墨も使って、水で薄めた色 な々濃さの墨
で自由に絵を描いた。乾燥すると、墨の濃
淡が現れ、味わいのある作品となった。

亀井幸子（係長） 園児28名
保育士2名

57 阿南市立宝田
保育所
4-5歳児

平成29年12月26日［火］
9 : 00-12 : 00

水墨画の鑑賞のと、墨を使った創作活動
を行った。細長い和紙にみんなで絵を描
いたり、塗り込んだりした。その後個人でも
絵を描き、乾いた墨の濃淡の味わいを感
じた。

亀井幸子（係長） 園児24名
保育士3名

58 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成29年12月27日［水］
10 : 00-12 : 00

共同制作「木がいっぱい」の作品づくりで
2回目の活動を行った。前回、作品の下
絵を決めて素材集めをしたが、今回は5
チームに分かれ、段ボールの台紙に素材
を張り込んだり、花や鳥・虫・雪などをつ
くった。色 な々テープやボンド、素材と向き
合い、大変意欲的にものづくりに取り組む
ことができた。

亀井幸子（係長） 園児20名
保育士3名

59 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成30年1月10日［水］
9 : 30-11 : 30

所蔵作品を印刷したカードでかるた遊び
をした。絵札に見立てて、「いいにおいで
しょう」「トゲトゲをみつけたよ」といった読み
札の内容にぴったりの作品を探した。その
後は自分たちで、スチレンボードに鉛筆で
凹線を描き、かるたづくりに取り組んだ（後
日版画にする予定）。色 な々見方や感じ
方に触れる機会となった。

亀井幸子（係長） 園児28名
保育士4名

60 徳島市立明善
保育所
5歳児

平成30年1月11日［木］
9 : 50-11 : 30

めずらしく積雪があったため、はじめに雪遊
びをした。雪合戦や雪だるま・雪うさぎ作り
をした後、粘土でうえきばちカバーをつくった。
修了式のときに花を入れて記念に持ち帰
るときに使用する修了記念の作品でもある。

亀井幸子（係長） 園児3名
保育士2名

61 徳島市立北井
上保育所
5歳児

平成30年1月18日［木］
9 : 00-12 : 00

水墨画の掛図の鑑賞をした後、すずりで
墨をする体験をした。その後、にじみ模様
を作る活動をした。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士2名

62 徳島県立城東
高等学校
1年生

平成30年1月18日［木］
13 : 30-16 : 10

「文化」についてキャリア志向のある生徒
達に所蔵作品の解説をしながら、学芸員
の仕事について話した。活発に質問が
あった。

吉原美惠子（上席学芸員） 生徒19名
教員2名

63 みつぼしこども
えん
3歳児

平成30年1月23日［火］
10 : 00-11 : 30

水墨画の掛図を鑑賞した後、すずりで墨
をする体験をした。その後、その墨を使っ
て画仙紙に自由に線也点を描いた。

亀井幸子（係長） 園児17名
保育士2名

64 徳島市立加茂
名保育所
5歳児

平成30年1月24日［水］
9 : 50-11 : 40

水墨画の掛図を鑑賞した後、すずりで墨
をする体験をした。その後、その墨を使っ
てにじみ模様を作った。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士3名
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4 学校の授業等への協力

●関連記事、放送番組等

美術館と保育所との連携事業について「とく6 とくしま」NHK徳島放送局 平成29年10月25日

（1） 授業

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

65 みつぼしこども
えん
4-5歳児

平成30年1月30日［火］
9 : 30-12 : 00

水墨画の掛図を鑑賞した後、すずりで墨
をする体験をした。その後、その墨を使っ
てにじみ模様をつくって遊んだ。

亀井幸子（係長） 園児13名
保育士2名

66 吉野川市立川
島小学校
3年生

平成30年2月2日［金］
11 : 35-14 : 40

鑑賞シート「音のかくれんぼ」による鑑賞プ
ログラムの実施と、木版画技法の説明を
行った。

竹内利夫（上席学芸員） 児童43名
教員5名
保護者15名

67 おおぎ保育園
5歳児

平成30年2月17日［土］
10 : 25-11 : 20

保護者研修の後、親子での制作ワーク
ショップを行い、卒園記念作品「おもいで
マット」を制作した。小さい時に着ていた服
や思い出のこもった服について話をしても
らい、その服と親子で写真を撮ったあと、
服を細いひも状に切り、網に一本ずつ結
んだ。

亀井幸子（係長） 園児15名
保護者29名

68 みつぼしこども
えん
4-5歳児

平成30年2月19日［月］
10 : 00-11 : 30

シュレッダーした紙を使って、造形活動を
行った。紙に水、のり、絵の具を入れてよく
混ぜ、カラフルな紙粘土状にし、それを紙
皿の上にのせてお面を制作した。時間と
共にどんどん変わっていく感触を楽しんで
いた。

亀井幸子（係長） 園児14名
保育士2名

69 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成30年2月22日［木］
9 : 30-11 : 30

修了式に飾る花を植える植木鉢を制作
した。粘土の感触を楽しみながら、ひもづく
りでの植木鉢づくりを楽しんだ。

亀井幸子（係長） 園児28名
保育士3名

70 徳島市立城西
保育所
4歳児

平成30年2月22日［木］
9 : 30-11 : 30

リズム室で水墨画の掛け図を使って鑑賞
活動を行った後、教室にてすずりで墨をす
り、その墨でにじみ模様をつくるなどして、墨
に親しむ体験を行った。

森芳功（企画交流室長） 園児30名
保育士3名

71 みつぼしこども
えん
4-5歳児

平成30年3月6日［火］
9 : 30-12 : 00

テラコッタ風の仕上がりになる粘土を使っ
て、植木鉢カバーを作った。粘土の感触を
味わいながら、作品づくりに集中して取り
組めていた。

亀井幸子（係長） 園児15名
保育士2名

72 鳴門市みどり
保育所
3-5歳児

平成30年3月8日［木］
10 : 00-11 : 30

鑑賞シート「色いろいろ探求バトル」を部
分的に活用した鑑賞と造形の活動をした。
はじめに、クレーの作品（掛け図）をみんな
で鑑賞し、迷路や積み木、ぞうさんを見つ
けた。次に好きな色鉛筆を選んでお絵描
きをした。

亀井幸子（係長） 園児6名
保育士3名

73 徳島市立内町
保育所
5歳児

平成30年3月13日［火］
10 : 00-11 : 30

お遊戯室で曲に合わせて歩いたり、指揮
者のまねをしたりした。次に、曲を聴きながら
細長い紙に5本の線を描いた。線が描か
れた紙を楽譜に見立てて、チラシや折り紙
を好きな形に切ったものを貼り込んで、曲
から感じたことを表してみた。

�木夏奈子（植草学園大学准教
授）、亀井幸子（係長）

園児20名
保育士3名

計 学生 14名、 生徒 58名、 児童 391名、 園児 1,524名、 保護者 86名、 教員 253名／合計 2,326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。

小松島市立南小松島小学校、鳴門市明神小学校、小松島市立小松島小学校、徳島市
津田小学校、徳島市八万南小学校、徳島市不動小学校、大阪府和泉市立青葉はつが
野小学校、吉野川市立鴨島小学校、阿南市立山口小学校、阿南市立羽ノ浦小学校、徳
島市川内南小学校、吉野川市立飯尾敷地小学校、吉野川市立川田小学校、那賀町立
鷲敷中学校、県立ひのみね支援学校、三好市立山城小学校、徳島市立城西保育所、鳴
門教育大学附属小学校、吉野川市立川島小学校、鳴門教育大学
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5 中高生の職場体験・インターンシップ

（2） 鑑賞シート

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

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

的送付の他、必要部数を各学校に送り活用してもらっている。

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

プ」の受け入れを行った。

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 107

2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 4

3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 241

4 クレー〈子供と伯母〉 57

5 三宅克己の風景画 94

6 シーガルの人間像 234

7 吹田文明の色と光 62

8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 4

9 屏風のなかのお話 4

10 よーいアクション！ 162

11 えのほんをつくろう 179

12 彫刻EYE（アイ） 4

13 墨と紙の魅力 264

14 不思議の世界 1,335

15 色いろいろ探求バトル 1,242

合計 3,993

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市南部中
学校
2年生

平成29年5月16日［火］
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、資料整理など

吉原美惠子（上席学芸員）、森芳
功（企画交流室長）

6名

平成29年5月17日［水］
9 : 30-16 : 00

教材の作製、鑑賞プログラムの体験、小
学校見学の対応など

亀井幸子（係長）、森芳功（企画交
流室長）

6名

平成29年5月18日［木］
9 : 30-16 : 00

教材の整理、資料整理（図書関係）など 竹内利夫・吉川神津夫（上席学芸
員）、沢口裕子・新垣早夏（文化
推進員）

6名

2 鳴門教育大学
附属中学校
2年生

平成29年6月28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、プレス機体験など

吉原美惠子・友井伸一（上席学
芸員）、亀井幸子（係長）

2名

平成29年6月29日［木］
9 : 30-16 : 00

保育所見学の対応、図書関係の資料整
理など

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）、沢口裕子・新垣早夏
（文化推進員）

2名

平成29年6月30日［金］
9 : 30-16 : 00

保育所見学の対応、美術品の資料整理
など

亀井幸子（係長）、森芳功（企画
交流室長）

2名

鑑賞シートの配布数
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6 クラブ活動への講師派遣

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

3 武蔵野美術大
学院
1回生
富山大学
3回生
創価大学
1回生

平成29年8月21日［月］
9 : 30-17 : 00

県庁での全体研修

平成29年8月22日［火］
9 : 30-17 : 00

「美術×本」展の準備作業、資料整理など 亀井幸子（係長）、友井伸一・吉
川神津夫（上席学芸員）、沢口
裕子・新垣早夏（文化推進員）

3名

平成29年8月23日［水］
9 : 30-17 : 00

広報業務（展覧会ポスター等の発送作
業）、鑑賞支援教材の作成など

安達一樹（上席学芸員）、加藤
彰子（文化推進員）、亀井幸子
（係長）

3名

平成29年8月24日［木］
9 : 30-17 : 00

鑑賞支援教材の作成、教育普及活動
（保育所の団体鑑賞対応の準備・27日
のワークショップの準備）、広報業務（展覧
会ポスター等の発送作業）など

亀井幸子（係長）、安達一樹（上
席学芸員）、加藤彰子（文化推
進員）

3名

平成29年8月25日［金］
9 : 30-17 : 00

教育普及活動（保育所の団体鑑賞対
応）、広報業務（展覧会ポスター等の発
送作業）など

亀井幸子（係長）、安達一樹（上
席学芸員）、加藤彰子（文化推
進員）

3名

4 徳島県立小松
島高等学校
2年生

平成29年8月24日［木］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、施設見学、教育普及
活動（保育所の団体鑑賞対応の準備）、
広報業務（展覧会ポスター等の発送作
業）など

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）、安達一樹（上席
学芸員）、加藤彰子（文化推進
員）

1名

平成29年8月25日［金］
9 : 30-16 : 00

教育普及活動（保育所の団体鑑賞対
応）、広報業務（展覧会ポスター等の発
送作業）など

亀井幸子（係長）、安達一樹（上
席学芸員）、加藤彰子（文化推
進員）

1名

5 徳島県立城ノ
内中学校
3年生

平成29年10月25日［水］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、美術館の施設見学、
美術館での仕事について、広報業務（コ
ンビニ発送作業）、資料整理など

吉原美惠子・安達一樹（上席学
芸員）、木内綾・加藤彰子（文化
推進員）、吉川神津夫（上席学
芸員）、沢口裕子・新垣早夏（文
化推進員）

3名

平成29年10月26日［木］
9 : 30-16 : 00

保育所の団体見学、資料整理など 亀井幸子（係長）、安達一樹（上
席学芸員）

3名

6 徳島県立徳島
聴覚支援学校
2年生

平成29年11月6日［月］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、美術館での施設見学、
美術館での仕事について、広報について、
教材作成など

吉原美惠子（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）、加藤彰子（文化
推進員）

2名

平成29年11月7日［火］
9 : 30-16 : 00

保育所の団体見学、資料整理など団体
見学のサポート、ユニバーサル事業など

亀井幸子（係長）、竹内利夫（上
席学芸員）

2名

7 徳島市城西中
学校
2年生

平成29年12月6日［水］
9 : 30-16 : 00

オリエンテーション、美術館の施設見学、
美術館での仕事について、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）

1名

平成29年12月7日［木］
9 : 30-16 : 00

資料整理など 安達一樹（上席学芸員）、木内
綾・加藤彰子（文化推進員）、吉
川神津夫（上席学芸員）、沢口
裕子・新垣早夏（文化推進員）

1名

計 7校、17日、学生・生徒のべ 50名／合計 50名

クラブ活動 開催日時 講師 場所 参加者

1 徳島県立城ノ内中学・
高校美術部展
中学1-高校2年生

平成30年3月23日［金］
14 : 45-16 : 45

安達一樹（上席学芸員） 四国大学交流プラザ 生徒15名
引率2名

2 第10回徳島北高等
学校美術部書道部
合同展
高校2年生

平成30年3月26日［月］
13 : 15-14 : 35

安達一樹（上席学芸員） 徳島市シビックセンター 生徒6名
引率1名

計 生徒 21名、教員 3名／合計 24名
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7 教員研修会などへの講師派遣

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 「アートの日」研修会 平成29年4月27日［木］
18 : 00-20 : 40

「アートの日」について森による説
明のあと、自己紹介を兼ねて自分
の持っている・身につけているもの
の中でお気に入りのものを紹介し
た。腕の動きを意識しながら水で
線をひく「ゆびふで」を使ったワーク
ショップを行ったあと、「アートの日」
の年間計画を立案した。

森芳功（企画交流室
長）亀井幸子（係長）

アトリエ2 保育士
22名

2 「アートの日」研修会 平成29年5月10日［水］
18 : 00-20 : 50

森芳功（企画交流室
長）亀井幸子（係長）

アトリエ2 保育士
22名

3 「アートの日」研修会 平成29年5月11日［木］
18 : 00-20 : 50

森芳功（企画交流室
長）亀井幸子（係長）

アトリエ2 保育士
21名

4 徳島県中学校美術
教育研究会（全体会・
研修会）

平成29年6月17日［土］
13 : 30-15 : 00

鑑賞シートの紹介と配布，後半自
由研修

亀井幸子（係長） 21世紀館
会議室

52名
（研修会
は16名参
加）平成29年6月17日［土］

15 : 00-17 : 00
研修会では、美術×本の展覧会
に関連した内容を紹介した。本の
多様性について、作品の画像や
教材の折り本や巻物などを使って
説明した。実際に、コピー用紙でミ
ニ折り本などをつくる体験も行った。
研修後は、自由に作品を鑑賞す
る時間を設けた。

友井伸一（上席学芸
員）

21世紀館会
議室
展示室1-2

5 平成29年度 初任
者研修（徳島県総合
教育センター）

平成29年8月2日［水］
9 : 30-16 : 30

前半は、「学校教育と美術館の連
携について」、鑑賞の楽しさと可能
性について子どもの発達と関わら
せてお話しした。後半は、美術館
の学校との連携のメニューを短く
紹介した後、鑑賞シート15種類に
ついて説明した。
また、4日の宿題そうだん会の準備
も行った。

森芳功（企画交流室
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2
展示室1-3

3名

平成29年8月3日［木］
9 : 30-16 : 00

「ユニバーサルミュージアムの取り
組み」について紹介した後、実習
を行った。内容は、「ウェルカムを形
にする」として、ロビーの改善のアイ
デアを出し、意見交換をした。

竹内利夫（上席学芸員）アトリエ2、
美術館ロビー

3名

平成29年8月4日［金］
9 : 30-16 : 30

午前中は宿題そうだん会の準備
と鑑賞プログラムの確認を行った。
そうだん会が始まると、展示室で3
グループ（中学生・高学年、中学
年、低学年）にわかれて活動。そ
の後、アトリエで各人の宿題への
取り組みのサポートを行った。

亀井幸子（係長），竹内
利夫（上席学芸員）

アトリエ2、
展示室1-2

3名

6 鳴門市図工部会研
究研修会

平成30年1月18日［木］
14 : 45-16 : 30

カラーユニバーサルについて研修し
た。はじめに、100色の折り紙から
好きな色や、色の組合せを選んで、
その理由も話しながら紹介しあっ
た。次に、これまでに色弱の児童を
担任したときのエピソードや授業で
配慮していることなど意見交換し
た。バリアントール（色弱模擬体験
グッズ）を使って、色弱の人がどの
ように色を見ているのかを体験した。
色弱ということで不利益とならない
よう配慮することも大切だが、色弱
の人の見え方を尊重していくことも
大切だと確認し合った。

亀井幸子（係長） アトリエ2 15名

7 「アートの日」交流会 平成30年3月2日［金］
18 : 30-20 : 45

6グループに分かれて、それぞれの
園で取り組んできたことなどについ
て意見交換を行った。最後に、各
グループから1名が代表で、どのよ
うな話し合いが行われたか報告を
してもらい共有した。取り組みをまと
めた速報やレポート、活動の様子
がわかる写真やこどもたちの作品
を持参した人も多く、活発な話し
合いとなった。

亀井幸子（係長） アトリエ2 34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128回 平成29年5月28日〔日〕 13 : 30-17 : 00 7人

第129回 平成29年6月24日〔土〕 13 : 30-17 : 00 5人

第130回 平成29年11月11日〔土〕 10 : 00-12 : 00 7人

第131回 平成29年12月16日〔土〕 10 : 00-12 : 00 6人

第132回 平成30年1月27日〔土〕 10 : 00-12 : 00 6人

第133回 平成30年2月17日〔土〕 13 : 30-17 : 00 7人

第134回 平成30年3月11日〔日〕 13 : 30-17 : 00 4人

●会場

徳島県立近代美術館（アトリエほか）

●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）

脇本正久（吉野川市立川田小学校指導教諭）、山本敏子（徳島市福島小学校教諭）

齋藤友紀子（那賀町立木頭小学校教諭）、武知綾子（鳴門市第一小学校教諭）

小浜かおり（那賀町立鷲敷中学校教諭）、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） 作成したワークシート、指導の手引き

・鑑賞シートno.6 「シーガルの人間像」 平成30年3月増刷

・鑑賞シートの手引き 鑑賞シートno.15 「色いろいろ探求バトル」 A4判縦30ページ 館内で簡易印刷

平成30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

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

8 まつしげ保育所職員
研修会

平成30年3月24日［土］
13 : 30-15 : 45

前半は、クレーの鑑賞シートを活用
したワークショップを行った。「おはよ
う」や「ありがとう」に込めた気持ち
を色と形で表現する体験を通して、
感じ方の違いや表現の多様さを
実感してもらった。後半は、造形活
動の過程で子どもが感じているこ
とや、試行錯誤していることを、保
育者が大切にしていくことの重要
性について話し合った。

亀井幸子（係長） まつしげ保育
所

13名

教員他 計 188名
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4-3 美術館ボランティア

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

由に手に取れるよう展覧会場の入り口などに置いている。

展覧会場では、関心のある来館者が自由に手に取ることができるようにしている。

・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 A4判両面刷二つ折り 簡易印刷 平

成29年4月発行

・所蔵作品展 徳島のコレクション2017年度第1期 特集「新収蔵作品を中心に」 A4判両面刷二つ折

り 簡易印刷 平成29年4月発行

・所蔵作品展 徳島のコレクション2017年度第2期 B5判両面刷 簡易印刷 平成29年7月発行

・特別展 廣島晃甫回顧展 B4判両面刷三つ折り 簡易印刷 平成29年10月発行

・所蔵作品展 徳島のコレクション2017年度第3期 特集「石丸一・島あふひ兄妹」 A4判両面刷二つ折

り 簡易印刷 平成29年11月発行

・特別展 生の刻印アール・ブリュット再考展 A4判両面刷二つ折り 簡易印刷 平成30年1月発行

10 学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録等の送付

（1） ポスター、美術館ニュース等

学校行事や授業などで当館を利用するときに役立つ印刷物を送付。展覧会のポスター・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171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（廣島晃甫回顧展、小冊子「美術×本＝楽しさと多様性展」）

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171校、中学校80校、高等学校・特別支援学校45校（592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」が結成された。より自立的な活動に取り組んでいくことを目指して、美術館と協働する取り

組みも多数実施してきたが、事情により平成29年度3月をもって一次活動休止した。

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」を導入している。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す「ビボラボ」と，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」が両輪となって、様 な々ニーズに幅広く応えてきたが、近年活発化し多様化してきた

ボランティアを取り巻く環境の中で、美術館としても柔軟な取り組みが求められている。

平成30年度も、「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が、たとえばN＊CAP

（鳴門教育大学子ども向け美術ワークショップサークル）と連動した取り組みなど、従来の枠に囚われない地域

の団体・グループとの協働についても模索していく必要がある。
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1 ボランティアグループ等との協働

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16日、会員数7名

（2）「遠足見まもり事業」：活動日数31日、会員数10名

（3）「チャレンジとくしま芸術祭2018」の運営：活動日数9日、会員数4名

●新聞・雑誌記事・放送番組等

「美術館からのエッセイ 「美術館でボランティアはいかかですか。」 寄稿者コラム「千言万語」 日本中央テ

レビHP 平成30年3月

【参考】

「ビボラボ」（概要）

○会員

随時募集。正会員4名、賛助会員1名。（29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29年度の活動概要

美術館事業へのサポート、総会、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27名）。平成29年3月31日をもって活動を一時休止。

4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

月 日 内 容 催し参加者 団体名 スタッフ数

5月5日 文化の森こどもの日フェスティバル（サポート） 522名 ビボラボ 1名

8月20日 文化の森サマーフェスティバル（サポート） 441名 ビボラボ 1名

12月10日 コラボ企画 あゆもう！N＊CAP「晃甫さんとかるたあそびをしよう」 18名 N＊CAP 29名

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 お花見 in 近代美術館（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
講座）

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係
長）

アトリエ2 平成29年4月1日［土］
10 : 00-12 : 00

一般 25名

2 徳島県男女共同参画リー
ダー連絡会講演会「徳島県
立近代美術館の楽しみ方」

吉原美惠子（上席
学芸員）

フレアとくしま2階学習室 平成29年4月28日［土］
14 : 30-15 : 30

会員
一般

38名
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講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

3 みつぼしこどもえん保護者研
修会

亀井幸子（係長） みつぼしこどもえん 平成29年6月3日［土］
9 : 00-11 : 20

保護者 78名

4 美術館を愉しもう「美術館の
しごと1」

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29年6月19日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 10名

5 四国学院大学アートマネジメ
ント講座（第1回）

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係
長）

展示室1、講座室 平成29年6月24日［土］
17 : 00-20 : 00

一般 8名

6 美術館を愉しもう「美術館の
しごと2」

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29年6月26日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 10名

7 鳴門市立みどり保育所育児
講座

亀井幸子（係長） 鳴門市立みどり保育所 平成29年7月1日［土］
11 : 00-12 : 00

一般 28名

8 美術館を愉しもう「美術館の
しごと3」

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29年7月3日［月］
13 : 30-15 : 00

一般 10名

9 徳島大学公開講座「多文化
共生のまちづくり」（「生活者と
しての外国人」のための日本
語教育・全11コマ）

Gehrts三隅友子（徳
島大学国際センター
教 授）、竹 内 利 夫
（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）

展示室1-2 平成29年7月8日［土］
10 : 00-11 : 45

一般
学生

18名

10 美術館を愉しもう「美術館を
愉しむ」

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29年7月10日
［月］13 : 30-15 : 00

一般 9名

11 四国学院大学アートマネジメ
ント講座（第2回）

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係
長）

アトリエ2 平成29年7月29日［土］
18 : 00-21 : 00

一般 10名

12 四国学院大学アートマネジメ
ント講座会合

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係
長）

四国学院大学（善通寺） 平成29年8月22日［火］
19 : 00-21 : 00

一般 12名

13 四国学院大学アートマネジメ
ント講座

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係
長）

アトリエ2 平成29年9月24日［日］
13 : 00-15 : 00

一般 7名

14 シルバー大学校美馬校「美
術の魅力」

江川佳秀（副館長兼
学芸調査課長）

美馬市脇町町庁舎 平成29年10月17日［火］
13 : 00-13 : 50

一般 29名

15 徳島支部退職公務員連盟 森芳功（企画交流室
長）

講座室 平成29年11月2日［木］
9 : 45-10 : 30

高齢者 26名

16 シルバー大学校上板校「美
術の魅力」

吉原美惠子（上席学
芸員）

上板町老人福祉センター 平成29年11月13日［月］
14 : 00-14 : 50

一般 26名

17 健祥会グループ職員のため
の子育て支援講座

亀井幸子（係長） とくしま健祥会保育園 平成29年11月18日［土］
10 : 00-12 : 00

一般 60名

18 福祉セミナー「絵の見方を
『知りたい』から『わかり合いた
い』へ」

竹内利夫（上席学芸
員）

ふれあい健康館 平成29年11月27日［月］
10 : 30-11 : 30

一般 31名

19 シルバー大学校小松島校
「美術の魅力」

吉原美惠子（上席学
芸員）

小松島市総合福祉セン
ター

平成29年11月28日［火］
13 : 00-13 : 50

一般 34名

20 シルバー大学校東みよし校
「美術の魅力」

竹内利夫（上席学芸
員）

東みよし町東部福祉セン
ター

平成29年11月29日［水］
10 : 00-10 : 50

一般 31名

21 徳島大学多文化共生講座 竹内利夫（上席学芸
員）

展示室1 平成29年12月8日［金］
10 : 00-12 : 00

一般
学生

20名

22 シンポジウム「文化施設の多
言語化について―『とちぎ』の
魅力発信と多言語化―」講演

竹内利夫（上席学芸
員）

栃木県立博物館 平成29年12月12日［火］
13 : 10-14 : 30

一般 58名

23 シルバー大学校徳島校「美
術の魅力」

安達一樹（上席学芸
員）

県立総合福祉センター 平成29年12月15日［金］
10 : 00-10 : 50

一般 195名

24 第7回ミュージアムエデュケー
ター研修

亀井幸子（係長） 葛飾区郷土と天文の博
物館（東京都）

平成30年2月2日［金］
9 : 30-10 : 30

一般 65名

25 おおぎ保育園保護者研修会 亀井幸子（係長） おおぎ保育園 平成30年2月17日［土］
9 : 30-10 : 20

保護者 101名

26「徳島県立近代美術館のユニ
バーサルミュージアム事業につ
いて」（第14回 四国ミュージ
アム研究会）

森芳功（企画交流室
長）

愛媛大学総合情報メディ
アセンター メディアホール

平成30年3月4日［日］
14 : 05-14 : 35

一般 63名

27「ディスカッション」（第14回
四国ミュージアム研究会）

森芳功（企画交流室
長）

愛媛大学総合情報メディ
アセンター メディアホール

平成30年3月5日［月］
9 : 30-10 : 30

一般 48名

合計 1,050名
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●関連記事等

末光徹「美術館や博物館 障がい者支援 在り方は」『愛媛新聞』 平成30年3月10日

松倉展人「四国ミュージアム 誰もが参加目指し 研究会」『毎日新聞』 平成30年4月11日（愛媛版）

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、活動を初めている。地域の関係者とともに、ワークショップやボランティアなど参

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

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

賞支援の実践と考え方によっている。

1 経緯

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

索した。25年度「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・検証を重ねていった。29年度「ユニバーサルミュージアム展開事業」の新規予算

をもとに備品の整備、改修、ビデオによる発信など、活動の幅を広げた。

2 平成29年度の普及事業

（1）誰にも参加しやすい内容や情報保障に配慮した催し

1 ワークショップ「音楽と絵でつくるおはなしの世界」（8
月27日）

音楽を聴いて美術の創作や鑑賞とつなげる。

2 「美術館でおはなし会」（8月29日） 「美術×本」展にちなんだ幼児向けの催し。

3 「アートの日 子どもはどのようにアートや音楽を“あ
そぶ”のか」（9月23日）

美術や音楽の垣根をこえた保育実践に関する講座。

4 「廣島晃甫回顧展」手話通訳付き展示解説（10
月22日）

5 レクチャー「廣島晃甫の生涯と画業」（11月12日） ヒアリングループを用意。

6 ドローイングワークショップ「『感じてみよう』水でひろ
がる色の世界－子どもから大人まで－」（2月3日）

五感を活かした水彩絵具の表現。

（2）障がい者の社会参加をテーマにした催し

1 スペシャルトーク「さわって読む本の楽しさ」（9月16
日）

視覚障がいのある講師による講座

2 「あったらいいなこんな手話ビデオ―次の一手を一
緒に考える会議」（9月30日）

手話ビデオをテーマとするシンポジウム

3 「ユニバーサルな美術館をもとめて」（10月14日） 館のユニバーサル事業について紹介

4 「生の刻印 アール・ブリュット再考」展 手話通
訳つき展示解説（2月12日）

5 「生の刻印 アール・ブリュット再考」展 ギャラリー
トーク（2月18日）

6 障がい者アーチストはぐくみ講座「障がいのある人の
表現活動について ビッグ・アイの取り組みから」
（3月4日）

「生の刻印 アール・ブリュット再考」展にちなんだ講座
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3 平成29年度の制作・環境整備

（1）手話ビデオ

手話で楽しく鑑賞する人の様子を映像で発信するにより、誰もが自分らしく美術館で過ごすことに理解を深

めてもらおうと制作。地域の手話で話す人と共同で企画。

「ユニバーサルミュージアムへようこそ 手話で話したい その1」 8 : 36

出演：平光江、尾澤卓幸、竹内利夫／声の出演：戎協子、亀井幸子／シナリオ：竹内利夫、亀井幸子／アドバイ

ス：平光江、尾澤卓幸、戎協子、川真田光子／撮影助言：曽谷浩隆／編集：竹内利夫／制作協力：株式会社エ

フエムびざん、スターズプロダクション、株式会社協力NPO法人徳島県聴覚障害者福祉協会、徳島県手話通

訳問題研究会／企画：亀井幸子、竹内利夫（徳島県立近代美術館）／制作：徳島県立近代美術館 平成29

年9月30日試写／平成30年2月5日公開

「平光江さんからのメッセージ」 1 : 40

手話ビデオを観る人へのメッセージ。平成29年9月30日のシンポジウムのために制作。

出演：平光江／声の出演：川真田光子／アドバイス：尾澤卓幸／撮影・編集：竹内利夫／制作：徳島県立近代美

術館 平成29年9月30日公開

「徳島県立近代美術館はどこにある？」 2 : 00

企画制作：株式会社エフエムびざん、スターズプロダクション／制作：徳島県立近代美術館 平成30年2月3日

公開

本ビデオ公開のためYouTubeチャンネルを開設した。

（2）シンポジウム「あったらいいなこんな手話ビデオ－次の一手をいっしょに考える会議」

当館がはじめてとりくんだ、美術館紹介の「手話ビデオ」に込められた思いを知っていただき、自分らしく思いを

伝え合えるような、美術館での楽しいコミュニケーションについて一緒に考える場としてシンポジウムを開催。

平成29年9月30日［土］ 14 : 00-16 : 00

徳島県立二十一世紀館 多目的活動室（1階）

登壇者

第一部 尾澤卓幸（NPO法人徳島県聴覚障害者福祉協会）／戎協子（徳島県手話通訳問題研究会）／竹

内利夫（徳島県立近代美術館学芸員）

第二部 小笠原新也（徳島県立近代美術館アートイベントサポーター聞こえない鑑賞人）／Gehrtz 三隅友

（3）研修、普及活動など

1 文化の森大秋祭り「ユニバーサルミュージアムってな
に？」（11月3日）

ロビーで触察図や手話ビデオなど事業を紹介した。

2 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！」（2月11日）

ロビーで手話ビデオやくつろぎコーナーの取り組みを紹介し、改修した屋外スロー
プを車椅子で試乗体験するツアーを行った。

（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1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展覧会案内（9月12日）

3 視覚障がい者有志による展覧会案内（11月22日）
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子（徳島大学教授）／曽谷浩隆（ラジオパーソナリティ）

参加者：27名

（3）Webサイト「ユニバーサルミュージアムへようこそ」

様 な々ユニバーサルミュージアムの取り組みを紹介したり、情報発信を目的としてポータルサイトをデザインした。

平成30年3月30日公開

http : //www.art.tokushima-ec.ed.jp/tokuniv/

時期を合わせてブログ型サイト「ユニバーサルミュージアムのとりくみ」も開設。

平成30年2月2日公開

http : //www.art.tokushima-ec.ed.jp/tokuniv/

デザイン：近藤デザイン事務所（徳島市）

（4）くつろぎコーナー

様 な々人にとって美術館エリアの居心地が向上することを願い、2階ロビーが鑑賞の心の準備や余韻を楽し

むウェルカムゾーンとなるように家具を導入。杉材Jパネル製のシンプルなベンチなどを整備した。ソファーの生地は、

ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉、クレー〈子供と伯母〉にちなんだ配色。

棚＋ソファ 2,000×2,000×H.1,000mm 2台

パンフレットラックA4 W.510×450×H.1,585mm

パンフレットラックB5 W.510×450×H.1,585mm

サイドテーブル 400×400×H.700mm

※既存家具を活用して構成

ベンチ 2000×700×H.400mm 3台

テーブル 2000×500×H.700mm 1台

ローテーブル 2000×700×H.400mm 2台

スツール 400×300×H.400mm 3台

デザイン：小泉スタジオ（東京都）、制作施工は徳島県内の工務店。

（5）サイン

様 な々人にとって美術館エリアの使いやすさが向上することを願い、主に文字情報のデザインを中心に、サイ

ン計画を更新。

円柱サイン H.2,000、φ1,050mm

受付カウンター壁面サイン 1,200×2,400mm

所蔵作品展看板リニューアル 2,400×1,200mm

所蔵作品展コーナーサイン 900×300mm 5台

受付カウンター卓上サイン（所蔵作品展案内） 300×600mm

美術館ロビートイレサイン 300×450mm

デザイン：如月社（徳島市）
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（6）屋外スロープ

屋外展示場への出入口テラス部分の段差スロープを、勾配のゆるく幅の広いものに交換。介助者の動線、一

般利用者の使い心地などにも配慮した。

南側 3,000×1,500～900mm

北側 3,000×2,400～1,800mm

（7）ヒアリングループなどの備品

立体コピー機：視覚障がい者向けの点図、触察図などを作成する。

ヒアリングループ：人工内耳や補聴器へマイクの声が届く携帯型の磁気コード敷設器具。

バリアント－ル：カラーユニバーサルデザイン検討用。色弱者の見え方に近い偏光レンズを用いた眼鏡。

iPad：各種コミュニケーションアプリや、見にくい資料の拡大写真、フリップ掲示など、来館者とのコミュニケーション

改善のために導入。

●関連記事等

「B-ATEP TALKING」出演 エフエムびざん 平成29年9月27日

●担当者

竹内利夫、亀井幸子
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5-1 平成29年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

● 寄贈作品

平成29年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他2点（購入1点、寄贈1点）、日本画1点（寄贈1点）、

版画6点（購入5点、寄贈1点）の計9点（購入6点、寄贈3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

金田実生 彼の清らかな意志 2003年 油彩 キャンバス
53.5×53.5

油彩画他 1

文承根（ムン・スンクン） 無題 1981年 シルクスクリーン 紙
72.0×60.0

版画 1

文承根（ムン・スンクン） 無題 1981年 シルクスクリーン 紙
72.0×60.0

版画 1

文承根（ムン・スンクン） 無題 1981年 シルクスクリーン 紙
72.0×60.0

版画 1

文承根（ムン・スンクン） 無題 1981年 シルクスクリーン 紙
72.0×60.0

版画 1

文承根（ムン・スンクン） 無題 1981年 シルクスクリーン 紙
72.0×60.0

版画 1

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

八島正明 苦い風景 1978年 油彩 キャンバス
112.0×162.0

油彩画他 1

原鵬雲 看楓図 1878-1879年 紙本墨画
93.3×25.8（本紙寸法）

日本画 1

ケネス・アーミテジ 走っている少女と手すり 1974年 エッチング 紙
15.0×20.0

版画 1

92



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
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5-3 寄託作品

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 作品種別 備考

原菊太郎 群魚図屏風 1949-50年 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年 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年 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30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 平成29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 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 1 1 177 251 32 460

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 1 1 211 251 32 494

2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 92 69 27 188

2 14 6 1 7 20 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 1 92 69 27 188

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 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 0 0 124 263 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 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 5 1 712 12 724

25 13 7 1 134 0 1 0 0 0 0 1 22 7 4 0 3 2 76 0 4 5 1 1,852 548 1 2,401

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 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 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 1 2 2,198 4,929 375 2 7,504

0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 1,704 13 1,717

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 6 3 3,902 4,942 375 2 9,221
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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 神戸大学教授

村田 眞宏 豊田市美術館館長

● 開催 平成30年2月3日 第40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30年2月1日

平成29年度の修復作品は、日本画2点、素描61点、二次資料2点。

分野 作品No．等 作家名 作品名 主な処置

日本画 1110230 廣島晃甫 美鳥 洗浄、仕立て直し、太巻き芯付桐箱新調

日本画 1110130 廣島晃甫 牡丹 洗浄、仕立て直し、太巻き芯付桐箱新調

素描 下絵・画稿等―まくり06 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり97 團藍舟 男女 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり189 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり233 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり234 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり237 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり239 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり241 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり244 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり245 團藍舟 富士 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり246 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり252 團藍舟 風景（六曲屏風） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり254 團藍舟 帆掛け船（襖絵） 裏打ち
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分野 作品No．等 作家名 作品名 主な処置

素描 下絵・画稿等―まくり255 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり257 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり260 團藍舟 鳥 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり261 團藍舟 鳥 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり263 團藍舟 鳥（襖絵） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり265 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり266 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり268 團藍舟 菊 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり269 團藍舟 松と鳥 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり271 團藍舟 桜 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり273 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり274 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり275 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり276 團藍舟 僧 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり270 團藍舟 鳥 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり277 團藍舟 馬と人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり278 團藍舟 鯉等 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり279 團藍舟 人物、鳥 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり280 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり281 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり282 團藍舟 釈迦と猿 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり283 團藍舟 福禄寿 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり285 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり287 團藍舟 女性 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり289 團藍舟 大黒 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり290 團藍舟 唐子 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり291 團藍舟 唐子 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり293 團藍舟 小槌とねずみ 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり295 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり296 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり297 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり298 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり299 團藍舟 人物 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり300 團藍舟 富士（扇子） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり301 團藍舟 亀（扇子） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり304 團藍舟 風景（扇子） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり308 團藍舟 朝顔（扇子） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり314 團藍舟 媼と子ども 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり316 團藍舟 鳥 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり317 團藍舟 平忠盛 怪僧を捕ふ 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり319 團藍舟 人物等 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり320 團藍舟 越後十日町諏訪神社祭典 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり323 團藍舟 女性 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり325 團藍舟 翁 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり326 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり327 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり328 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり329 團藍舟 風景 裏打ち
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分野 作品No．等 作家名 作品名 主な処置

二次資料 門人寄せ書き04 門人寄せ書き「宝珠」D 表具（軸装）

二次資料 門人寄せ書き05 門人寄せ書き「宝珠、玉乗
り、花玉、勾玉、砲弾」

表具（巻子装）
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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

2018年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（102号）：A4版6ページ

所蔵作品展 徳島のコレクション 2017年度第2期 美術×本＝楽しさと多様性 友井伸一

特別陳列 『安井仲治写真作品集』（復刻版） 吉川神津夫

所蔵作品紹介 菊畑茂久馬 ＜天動説四＞ 吉川神津夫

美術館ニュース（103号）：A4版6ページ

特別展 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可能性 森芳功

所蔵作品紹介 石丸一 ＜山＞ 江川佳秀

美術館ニュース（104号）：A4版6ページ

特別展 生の刻印 アール・ブリュット再考 吉川神津夫

フリースペ－ス チャレンジとくしま芸術祭2018 友井伸一

所蔵作品紹介 島あふひ ＜月光聖母子＞ 江川佳秀

美術館ニュース（105号）：A4版6ページ

所蔵作品展 徳島のコレクション 2018年度第1期 特別陳列 生誕130年 静かなる叙情 清原重以

知の世界 江川佳秀

所蔵作品紹介 金田実生 ＜彼の清らかな意志＞ 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）サイトのリニューアル（トップページ） 平成29年7月11日

（2）「美術×本＝楽しさと多様性」展特設サイト 平成29年7月27日

（3）「アートの日」特設サイト 平成29年10月1日

（4）「廣島晃甫回顧展」特設サイト 平成29年10月26日

（5）「ユニバーサルミュージアムのとりくみ」ブログ 平成30年2月2日

（6）ユニバーサルミュージアムにとりくむ徳島県立近代美術館Youtubeチャンネル 平成30年3月1日

（7）ユニバーサルミュージアムにとりくむ徳島県立近代美術館ポータルサイト 平成30年3月30日

県立三好病院、県庁11階の展望ロビー、西部総合県民局美馬庁舎、西部総合県民局三好庁舎、南部総

合県民局阿南庁舎で実施した。所蔵作品を写真により複製し、額に納めて展示するとともに、近代美術館の紹

介パネルや作家作品の解説パネル等を設置した。

美術館の展覧会や関連事業などの催しのお知らせを年に6回程度送付するサービス。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、所蔵作品展の招待券）が送られる。平成29年度の会員数は35名。年間6回の各種印刷物の送付を行っ

た。主な送付物は、年間展覧会案内（年1回）、美術館ニュース（年4回）、特別展等ちらし（年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29年5月10日

29年度に取り組む「共同研究テーマ」と「個別研究テーマ」および年間の進行計画について協議した。「共同

研究テーマ」の題目と概要は7-1-1共同研究を、研究報告会で報告があった「個別研究テーマ」の概要は7-2

研究実績を参照されたい。

第2回 平成29年12月21日（個別研究テーマに関する発表）

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「韓国のモノクローム画について」

吉川神津夫「アール・ブリュット」をめぐる現状について

第3回 平成30年1月16日（個別研究テーマに関する発表および紀要執筆者の決定）

森芳功「三宅克己の画業と生涯（七）」

調査研究事業

7
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7-2 共同研究

竹内利夫「中辻悦子の人間像の変遷」

亀井幸子「美術と音楽を結びつけた鑑賞・表現活動について」

徳島の美術に関する通史的研究

本館では開館以来、地域の美術を通史的に掘り起こす作業を続けている。個 の々作家に関する研究成果

を、順次特別展や所蔵作品展で紹介するとともに、平成12年度には、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、戦前期の状況を概観する展覧会を開催した。平成28年度には、「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」を開

催し、終戦直後から県内美術グループの活動が本格化する1950年前後までの研究成果を公開した。

今後も作家や作品に関する情報を積極的に収集し、その研究成果を所蔵作品展や特別展などさまざまな

機会をとらえて公開していく。

収蔵作家資料の調査と公開

本館では、収蔵作家の内主要な作家に関しては、美術作品だけでなく作家の遺品や旧蔵書等の二次資料

の寄贈を受け入れ、整理を行っている。作家研究や作品研究にとどまらず、地域の美術や広く日本近代美術

史の研究を進める上で重要な手がかりとなり得る資料群である。

それら二次資料は、本館データベースで基本的な情報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、すでに収蔵し、一応の整理を済ませている山下菊二、團藍舟の作品を、本格的な公開に向

けて再点検を行った。

収蔵作品の再調査

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

が経過し、収蔵点数も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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7-3 研究実績

江川佳秀

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

「山下菊二素描作品の再検討－戦中から戦後直後にかけて」

本館では平成23年度に、山下昌子氏から山下菊二の旧アトリエに遺されていた作品や資料類を一括して

ご寄贈いただいた。その内、素描、スケッチ、スケッチブックについては合計854点と点数が多く、制作時期や場

所も多岐にわたっていることから、制作の意図や、描かれた主題すら判然としないものが少なくない。そこで本研

究では、戦中から戦後間もない時期の素描、スケッチ、スケッチブック類に的をしぼり、当時の山下の生活や思

想的立場から下記の4グループに大別して再整理と検討を試みた。

（a）従軍期（1939-42年）

山下は二度招集を受け従軍したが、これらは最初の従軍期のスケッチである。輸送船の中や戦場で戦友や

上官の姿を描いたものや、前線で戦場や部隊の野営地の様子を描いたもの、後方部隊があった台湾で街の

風景やカフェの女給、白人捕虜をモデルに描いたものなどが含まれる。多くは速筆のスケッチだが、一部は現場

でのスケッチをもとに後日スケッチブックに描き直したものがある。従軍画家ではなく実際の兵士が描いた戦場風

景としては、きわめて希なものである。

（b）焼け跡風景（1945年末）

二度目の招集中に終戦を迎えた山下は、その年のうちに東京に戻り、年末は南千住界隈で焼け跡風景を

描き続けている。鉛筆のスケッチに水彩で色彩を施したものが多い。技法的には前後の時期と大差がないが、

描かれた内容と画面が与える雰囲気はこの時期だけが孤絶し、即興的なスケッチというより、1点ずつが独立し

た水彩画としての趣をみせている。印象に過ぎないが、社会のあり方と生活が一変し、この時期の山下は、目の

前の現実を凝視し、描き続けることしかできなかったかと思える。

（c）東宝撮影所・東宝争議（1946-48年）

山下は戦争中から勤めていた東宝映画に復職した。山下がいた東宝撮影所では、1946年から労働争議

が始まり、山下もその渦中に巻き込まれていった。労働組合の学習会等を通じて、それまで山下が抱えていた

社会への違和感への思索を深め、山下の思想的立場を方向づけることになった時期である。この時期のスケッ

チには、映画の制作風景を現場でスケッチしたもの、映画のパンフレットや看板絵のために描いたと思われるス

ケッチなどの他、1948年に勃発した第3次東宝争議のバリケード内で描き続けたスケッチがある。バリケード内で

描き続けたスケッチは、進駐軍による直接介入の直前まで続く。組合員集会の様子や夜警団の様子、突入に

備えて組合員たちが備えた防御装置などである。第3次東宝争議の様子をバリケード内部からとらえた数少な

い視覚資料でもある。

（d）プロレタリア芸術運動、山村工作隊（1948-55年）

1947年に入党した日本共産党の方針に従い、山下は各地の労働争議や共産党の集会、小山内ダムや砂

川米軍基地反対闘争の現場に出かけ、スケッチを残している。山下は問題を広く国民に訴えかけるための広

報物の制作を期待されていたらしく、北海道夕張炭鉱労働組合のために制作した紙芝居『われらの労働組
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合』（全23枚）の下絵なども残っている。これらの中にはプロレタリア美術のあり方を意識したと思われる農婦を描

いた実直な写実画があるが、一方ではその後の山下の制作につながる小山内ダムのスケッチから発展させて

いったシュルレアリスム風の風景画も含まれている。

2 図書、図録等

江川佳秀、小森將晴（共編著）『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－』同展実行委員会（刊） 平成29年4月

＊小森將晴氏：日本赤十字社徳島県支部事務局長

3 論文

「巴里の日本画家」『2016年度 美術館活動助成報告書集』美術館連絡協議会 平成29年5月 pp.43-

58

5 解説、翻訳他

「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』101号 （平成29年4月号） pp.1-2

「美術館からのエッセイ 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－」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央テレビ株式会社ホームページ 平

成29年5月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201705.html

「描かれた博愛 日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展（上）大和田富子＜征途を前に＞」『徳島

新聞』 平成29年5月12日（朝刊）

「描かれた博愛 日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展（中）東郷青児＜ナース像＞」『徳島新

聞』 平成29年5月13日（朝刊）

「描かれた博愛 日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展（下）＜従軍看護師を送る寄せ書き＞」

『徳島新聞』 平成29年5月16日（朝刊）

「日赤と名画 日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展から（上）小磯良平＜集い＞」『徳島新聞』

平成29年5月25日（朝刊）

「日赤と名画 日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展から（中）織田廣喜＜シャンゼリゼ風景＞」

『徳島新聞』 平成29年5月26日（朝刊）

「日赤と名画 日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展から（下）東山魁夷＜晴れゆく朝霧＞」『徳島

新聞』 平成29年5月27日（朝刊）

「各県事例報告 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

みる日本赤十字社の歩み－について」『四国美術館会議 平成28年度事業報告』 平成29年6月 n.pag.

「所蔵作品紹介 石丸一＜山＞」『徳島県立近代美術館ニュース』第103号 （平成29年10月号） p.6

「所蔵作品紹介 島あふひ＜月光聖母子＞」『徳島県立近代美術館ニュース』第104号 （平成30年1月

号）p.6

「アート散策11 絵と書の関係、再考」『徳島新聞』 平成29年11月20日（朝刊）

「美術館からのエッセイ 所蔵作品展 徳島のコレクション 平成29年度第3期 特集 石丸一・島あふひ

兄妹」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央テレビ株式会社ホームページ 平成29年12月 http : //www.

jctv.ne.jp/column/mori/201712.html

「石丸一＜山＞」『いのち輝く』第87号（2018春号） 公益財団法人とくしま“あい”ランド推進協議会

7 講演会、各種研究会での発表

「美術の魅力」平成29年度シルバー大学校美馬校 平成29年10月17日 美馬市脇町町庁舎

「事例報告1 地域美術との取り組み－原鵬雲、山下菊二など」全国美術館会議地域美術研究部会第7回

会合 平成29年11月30日 徳島県立近代美術館
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森芳功

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

全国美術館会議機関誌部会員、同地域美術研究部会員

美術史学会会員、明治美術学会会員

9 教育活動

徳島大学総合科学部非常勤講師「美術概論」

平成29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14日

1 個別研究の概要

（a）「三宅克己の画業と生涯（七）」

近代日本の水彩画家、三宅克己（1874-1954年、現在の徳島市出身）の画業と生涯を、小諸から東京に

戻った時期、そして第二回渡欧とその帰国後に水彩画家として脚光を浴びるまでの時期を検討した。1901

（明治34）年初頭から1903（明治36）年秋頃まで、彼が27歳から29歳までの二年数ヶ月間である。

この時期のはじめは、画家としてまだ先行きの見えない状態のなかで、文学者と交流しながら自然の風景を追

求している。第二回渡欧期のパリでは、印象派を意識した風景表現を行い、帰国後は、水彩画ブームの代表

的作家になっていく。短い期間ではあるが、彼の画家としての人生が劇的に変化する転換期に当たる。本研究

では、文学者たちと交流しつつ探した自然への眼差しについて考えるとともに、第二回渡欧期の表現や、帰国

後どのようにして水彩画ブームの渦中に入っていったのかを跡づけた。

なお本研究は、「三宅克己の画業と生涯（七）―自然をめぐる文学者たちとの交流、第二回渡欧、帰国後の

脚光と水彩画ブーム」（『徳島県立近代美術館研究紀要』第19号）として公表した。

（b）「廣島晃甫の画業と生涯」

近代の日本画家、廣島晃甫（1889-1951年、徳島市出身）の画業と生涯を検討した。廣島は、生前知名度

があり評価も高かったが、没後60年以上過ぎ、彼の名を知る人も少なくなっていた。どのような画家でどのような

活躍をしたのか、分かりにくくなっていたのだが、初期から晩年までの作品や資料を整理することで、彼が生涯を

かけて求めたものを検討した。

その成果は、本館開催の「廣島晃甫回顧展」に反映させ、年譜や文献目録、論考等を同展図録に公表した。

2 図書、図録等

（編著）『廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可能性』徳島県立近代美術館 平成29年10月

3 論文

「三宅克己の画業と生涯（七）－自然をめぐる文学者たちとの交流、第二回渡欧、帰国後の脚光と水彩画

ブーム」『徳島県立近代美術館研究紀要』第19号 平成30年3月 pp.3-25

5 解説、翻訳他

「アート散策4 「緻密」集積した水墨画（千冬）」『徳島新聞』 平成29年4月26日（朝刊）

「廣島晃甫 ラベロの古寺」『いのち輝く』86号 とくしま“あい”ランド推進協議会 平成29年9月 pp.14-15

「第61回県展 部門ごとの審査の観点および審査講評 日本画」『第61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29年9月 p.9

「特別展 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可能性」『徳島県立近代美術館ニュース』第103号

平成29年10月 pp.2-3

「美術館からのエッセイ 特別展 廣島晃甫回顧展－近代日本画のもう一つの可能性」『寄稿者コラム 千

言万語』日本中央テレビ株式会社ホームページ 平成29年10月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/
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安達一樹

201710.html

「アート散策 12 変わらぬ問題意識 たほりつこ」『徳島新聞』 平成29年12月18日（朝刊）

「徳島県立近代美術館のユニバーサル事業について」『ノーマライゼーション 障害者の福祉』第38巻第3号

日本障害者リハビリテーション協会 平成30年3月 pp .56-58

7 講演会、各種研究会での発表

「事例報告2 廣島晃甫の生涯と画業」全国美術館会議地域美術研究部会第7回会合 平成29年11月

30日 徳島県立近代美術館

「事例報告 徳島県立近代美術館のユニバーサル・ミュージアム事業について」第14回四国ミュージアム研究

会愛媛大会 四国ミュージアム研究会・愛媛大学ミュージアム 愛媛大学総合情報メディアセンター 平成30

年3月4日

パネルディスカッション「誰もが参加できるミュージアムを目指して」第14回四国ミュージアム研究会愛媛大会

四国ミュージアム研究会・愛媛大学ミュージアム 愛媛大学総合情報メディアセンター 平成30年3月5日

8 社会的活動

平成29年度第1回京都国立近代美術館美術作品購入等評価委員会委員

第61回鳥取県美術展覧会日本画部門審査員

フリースペース・チャレンジ徳島芸術祭2018展示部門審査員

徳島県「障がい者アーティストの卵」発掘・展覧会審査委員

明治美術学会会員

美術科教育学会会員

9 教育活動

平成29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30年2月27日

平成29年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（近代美術1）」

平成30年3月7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、障がい者アートに関係する展覧会が多く開催されたことがまずあげられ

る。第23回となる「徳島障害者芸術祭エナジー2017」や3回目の「障がい者アーティストの卵発掘展」に加えて、

「徳島県障がい者アートフェスティバル ユニバーサル芸術祭SLOWLY LIVE 2017」（県立障がい者交流プ

ラザ）、「生の刻印 アール・ブリュット再考」展（県立近代美術館）が開催された。このほか県立近代美術館

ギャラリーを会場として、2017年1、2月には「絵画展 口と足で表現する世界の芸術家たち」、徳島県・文化立

県とくしま推進会議による「アール・ブリュット展」があり、今年度に入って「パラレル・クロッシング エキシビション

Ⅱ」などもあった。このように障がい者アートに関連する展覧会が急増した背景には2020年の東京オリンピック・

パラリンピックの開催があることは確かである。

アーティスト・イン・レジデンス（A.I.R.）・芸術祭関係では、神山アーティスト・イン・レジデンス（神山町）、アワ

ガミ・アーティスト・イン・レジデンスプログラム（吉野川市）は引き続き開催されたものの、こぢんまりとしたもの。むく

の木芸術祭（牟岐町）は、今年度もひっそりと行われた。門前町アート展（美波町）は第2回展が開催されたが、

地域に根付くには時間がかかるだろう。マチトソラ芸術祭（三好市）は開催情報がなかった。また、新たな公募展
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としてAWA現代アート展2017－お山の芸術祭－（御所山王子現代アートスペース）が開催されたが、手探り状

態であった。このように地域興しの側面を持つA.I.R．や芸術祭は、ここのところ引き続いて開催されているものの、

県内では勢いを保っているとは言いがたい状況である。A.I.R関連の特記事項としては、神山町で関西広域連

合による国際シンポジウム 関西アーティスト・イン・レジデンス「アーティスト・イン・レジデンスがもたらすもの」の開

催があげられる。

個 の々作家では、大学生の楠明寿香（絵画）や、県外から美波町に移住してきた磯中太志（絵画）といった

若者から、近藤幸（版画）、西�志帆（絵画）、四十宮隆志（デザイン）などの中堅、木谷弘、源和昭、三好初
子（以上絵画）、長尾弘久（版画）ほかのベテランまで幅広い年齢層による展覧会が開催された。また、第9回と

くしま芸術文化賞を鎌田邦宏（彫刻）が受賞し、受賞記念展（あわぎんホール）を開催した。このように羅列する

と活発な発表が行われているように見えるが、個 の々展覧会の内容は回顧的なものが多く、全般に静かなもので

あった。

美術グループとしては、示現会徳島支部が、70周年記念示現会展徳島巡回展（あわぎんホール）に併せて

初めての公募展（交流展）を開催した。多くの美術グループで会員の高齢化による出品点数の減少が見られ

る中、美術団体として裾野を広げようという動きが生まれたのは喜ばしいことといえるが、出品者は比較的年齢

が高く、これまでそれなりの活動歴のある人が多かった。このように多くの発表や努力が見られたものの、全体的

な印象としては、それを上回る高齢化と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。

展示施設では、阿波銀プラザギャラリーが、建物の建て替えのため平成30年1月から市内のオフィスビルの2

階に臨時ギャラリーとして移転した。そこは、天井高がさらに低くなり、不定形な壁の配置で、大型の作品の展示

が望めない。その一方で、一定のサイズが多い写真グループの展示などには適するコンパクト感もあり、今後どの

ような影響が出るか見ていきたい。

訃報としては、平成30年1月に、重度のまひと闘いながら洋画と短歌を発表し続けた関政明が亡くなった。

5 解説、翻訳他

「アート散策5 思いきり感じる作品」『徳島新聞』 平成29年5月22日（朝刊）

「アート散策13 おもしろさとの出会い」『徳島新聞』 平成30年1月23日（朝刊）

「ブロック報告 四国 コレクションと人」『ZENBI』第12巻 全国美術館会議 平成29年8月 pp.18-19

7 講演会、各種研究会での発表

「美術の魅力」平成29年度徳島県シルバー大学校徳島校 徳島県立総合福祉センター 平成29年12月15

日

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

AWA現代アート展2017選考審査員

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29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2」

平成29年9月14日

平成29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30年3月8日
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吉原美惠子

1 個別研究の概要

「韓国のモノクローム画について」

韓国独立後の戦後美術を1970年代にリードした潮流の一つに単色画（モノクローム Dansaekhwa）がある。

古くはリ・ウーファンなどもそこに位置づけられ、近年マーケットでも注目されている。同時期に日本でも欧州でもミ

ニマルは流行したが、その後は一部で継続されてはいるものの、現在では主要な美術潮流とはいえない。しかし

韓国ではこのミニマル的な系譜が今も主要な流れを継続しており、関連作家も多数活躍している。

ここに注目し、70年代以降今も韓国美術に生きているモノクローム画の流れを調査し、その成果は後年に企

画展として実現できればと考えている。

大きく、第二次世界大戦中から戦後1960年前後～70、80年代を中心に活躍した「第一世代」［キム・ファン

ギ（1913-74）、クァク・インシク（1919-88）、クォン・ヨンウ（1926-2013）、ユン・ヒョングン（1928-2007）、パク・ソ

ボ（1931-）、リ・ウーファン（1936-）ほか］と、1980代前後から活躍を続けている「第二世代」に便宜的に分けて

検討した。その中から、今年度は、すでにある程度評価の定まった第一世代ではなく、第二世代の中から、アトリ

エ訪問等で調査を行った3名を［ナム・チュンモ（1961年‐）、イ・キョウジュン（1955年‐）、キム・テクサン（1958

年‐）］選び、調査報告を行った。このテーマについては、引き続き調査を進めていきたい。

2 図書、図録等

（編著）『美術×本＝楽しさと多様性 展』徳島県立近代美術館 平成29年8月

5 解説、翻訳他

「所蔵作品展 徳島のコレクション 2017年度第2期 祝県立図書館100周年 美術×本＝楽しさと多様性

展」『徳島県立近代美術館ニュース』第102号 （平成29年7月） pp.1-2

「フリースペース チャレンジとくしま芸術祭 2018」『徳島県立近代美術館ニュース』第104号 （平成30年1

月） p.4

「アート散策6 神経に直接響く作品」『徳島新聞』 平成29年6月28日（朝刊）

「アート散策14「表現とは」を問う展示」『徳島新聞』 平成30年2月19日（朝刊）

「美術館からのエッセイ 美術×本＝楽しさと多様性 展」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央テレビ株式

会社ホームページ 平成29年8月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201708.html

「美術館からのエッセイ フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2018」『寄稿者コラム 千言万語』日本中

央テレビ株式会社ホームページ 平成30年1月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201801.html

友井伸一、亀井幸子（共著）「美術館からのエッセイ 美術館でボランティアはいかかですか。」『寄稿者コラム

千言万語』日本中央テレビ株式会社ホームページ 平成30年3月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/

201803.html

8 社会的活動

美術史学会会員、美学会会員

9 教育活動

平成29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30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（続）」

昨年度に引き続き、現代美術家と知的障害者が協働した創作活動の成果を発信する試みをコーディネイト
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した。昨年度参加の京都府京都市在住の今村源、滋賀県大津市在住の三嶽伊紗に加えて、奈良県生駒郡

在住の日下部一司の3人の美術家が参加した。ワークショップも県西部、県東部、県南部の3カ所の知的障害

者施設において開催し、その成果を展覧会へと創り上げた。複数の施設との協働により、作業内容を調整し、

展覧会に繋げてゆく過程で複雑さも増したけれど、そのぶん、昨年よりも個 の々作家性は薄まり、全体としての動

きや流れがよくコントロールされて、展覧内容に拡がりと深さをもたらした。主な素材はカラフルな平ゴムとマスキン

グ・テープで、いずれも入念に色が選ばれたが、これは今回のワークの主たるテーマに「遊び」を唱えた作家たち

の、たくさんの色と戯れる場面を作り、花畑のような光景をつくりだしたい、という意図に依るものであった。平ゴムの

ワークでは、各人が好きな色の平ゴムの輪で自分の身体のサイズを採り、多くの人と別の色ゴムで繋がることで、

人との繋がりを可視化することができた。マスキングテープのワークでは、ものに触れた手跡を、これまたカラフルな

テープで可視化するため、触れることによって生まれる親密さは、より多くの色テープによって示されることになる。身

のまわりの愛着のあるものが豊かに彩られてゆく日常の創作活動は、さまざまな暮らしの場面を想像させる。それ

らを美術家たちが中心となり、仕掛けを施した幾つかの空間のインスタレーションとして仕上げることになったが、

参加者は障がいの程度に応じ、アートの愉しさを伝えるメッセンジャーとして、その存在感をよく示した。

2 図書、図録等

（企画、編著）「パラレル／クロッシング エキシビション2 遊びをせんとや生まれけむ－今村源＋日下部一司＋

三嶽伊紗＋アート・メッセンジャーin徳島 報告書」 平成30年3月

3 論文

「今村源：ヒカリにかえる」『民族藝術』第34巻 平成30年3月 pp.206-207

5 解説、翻訳他

「アート散策7 思慮を促す現代の表現」『徳島新聞』 平成29年7月20日（朝刊）

「藤井俊治」『VOCA展 2018 現代美術の展望－新しい平面の作家たち』VOCA展実行委員会、公益財

団法人日本美術協会、上野の森美術館 pp.68-69

「アート散策15 衣装に生気吹き込む」『徳島新聞』 平成30年3月17日（朝刊）

「美術館からのエッセイ 近代美術館の新収蔵作品について」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央テレビ

株式会社ホームページ 平成29年4月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201804.html

「所蔵作品紹介 金田実生 彼の清らかな意志」『徳島県立近代美術館ニュース』第105号 平成30年3

月 p.6

7 講演会、各種研究会での発表

「美術館を愉しもう」徳島大学開放実践センター講座 平成29年6月19日、26日、7月3日、10日

＊4回連続講座：「美術館のしごと1」「美術館のしごと2」「美術館のしごと3」「美術館を愉しむ」

8 社会的活動

民族藝術学会会員

9 教育活動

平成29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（現代美術2） 様 な々現代の表

現手法に対応すること」 平成29年3月8日

1 個別研究の概要

「アール・ブリュット」をめぐる現状について

平成30年2月に開催した「生の刻印 アール・ブリュット再考」に合わせて、「アール・ブリュット」という言葉が

用いられている現状を調査し、報告した。
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「アール・ブリュット」という言葉は、フランスの画家、ジャン・デュビュッフェが1945年に初めて用いたものである。

彼の定義は複数の項目にわたっているが、要約すれば、伝統や流行、教育などに左右されず自身の内側から

湧きあがる衝動のままに表現した芸術のことを指している。

ところが、現在、日本でこの言葉は、主に障害者の芸術として用いられている。デュビュッフェの定義の中には、

障害者という言葉は全くないにもかかわらず、誤解したまま広がっているのである。

さらに、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて、行政が主導して障害者の芸術文化振興をとなえ

ている。ここで重視されているのが「アール・ブリュット」作品の展示なのである。

一方、障害者の制作活動を支援してきた団体の「アール・ブリュット」に対して、どのように考えているのかにつ

いても報告した。今回、取り上げたのは「たんぽぽの家」（1975年設立 奈良市）、「アトリエ・イン・カーブ」

（2002年設立 大阪市）、「ボーダーレス・アート・ミュージアム NOMA」（2004年設立 近江八幡市）の3つ

の団体である。「たんぽぽの家」と「アトリエ・イン・カーブ」は「アール・ブリュット」という言葉を使用することに否定

的である。一方、「ボーダーレス・アート・ミュージアム NOMA」は「アール・ブリュット」という言葉を使用している

ものの、最終的には言葉が無くなることを目指している。

障害者の制作支援をしている代表的な団体ではあるが、わずか3つの例を持って、「アール・ブリュット」をめぐ

る行政と支援団体との乖離とまでは断定できるものではない。しかし、このことが現状に即した「アール・ブリュット」

の再定義を困難にしている一因と考えられる。

5 解説、翻訳等

「アート散策8 創作欲、尽きることなく」『徳島新聞』 平成29年8月25日（朝刊）

「美術館からのエッセイ アール・ブリュット再考展」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央テレビ株式会社ホー

ムページ 平成30年2月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201802.html

7 講演会、各種研究会での発表

8 社会的活動

第55回兵庫県展彫刻・立体部門審査員

美学会会員

9 教育活動

平成29年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（コレクション展）」

平成30年3月8日

1 個別研究の概要

「中辻悦子の人間像の変遷」

「ひとのかたち」を一貫して表現してきた中辻悦子（1937年 大阪生まれ）の作風の変遷を概観し、現代の

人間像としての特質を探りたいと考え、アトリエ作品や新作展の調査、ヒアリングを重ねた。未調査部分が多く残

りまだ検討十分ではない現状だが、一方で、1970年代から人間像と並行して制作されたリトグラフやシルクスク

リーンを中心とする版画制作について多く知る機会を得た。その取り組みは版の面白さを造形に活かす実験精

神に富み、往時の版画概念拡張の思潮でも、また「画家版画家」といったオーソドックスなあり方としてもとらえ切

れない自在さが興味深い。関西の「版画文化」を理解する上でも聞き取りを重ねておきたいと考えている。以上

の経緯を報告した。

2 図書、図録等

竹内利夫・亀井幸子（共同企画）、竹内利夫（編）『ユニバーサルミュージアムへようこそ－手話で話したい そ

の1』（手話ビデオ） 徳島県立近代美術館 平成30年2月
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亀井幸子

5 解説、翻訳他

「アート散策9 視覚以外も生かし鑑賞」『徳島新聞』 平成29年9月21日（朝刊）

「美術館からのエッセイ ユニバーサル美術館にようこそ。」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央テレビ株式

会社ホームページ 平成29年11月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201711.html

7 講演会、各種研究会での発表

「絵の見方を「知りたい」から「わかり合いたい」へ」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

平成29年11月27日 ふれあい健康館・徳島市

「美術の魅力」平成29年度徳島県シルバー大学校東みよし校 平成29年11月29日 東みよし町東部福祉

センター

「基調講演 文化施設における多言語化のポイントと課題」シンポジウム 文化施設の多言語化について－

「とちぎ」の魅力発信と多言語化－（平成29年度栃木県博物館協会研修会 とちぎの魅力発信事業） 平成

29年12月12日 栃木県立博物館

8 社会的活動

アワガミ国際ミニプリント展2017審査員

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29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30年2月28日

1 個別研究の概要

「美術と音楽を結びつけた鑑賞・表現活動について」

近年の教育普及プログラムを見渡してみると、演劇や数学、音楽といった教科・領域の横断的な視点を持っ

た活動が増えている。また、ユニバーサルミュージアム事業の取り組みのなかで幼児・聴覚障がい者・視覚障が

い者等を含む様 な々人と共にワークショップを行う機会も増えてきている。

美術と音楽を結びつけた鑑賞・表現活動については、植草学園大学准教授の高木夏奈子氏と共同研究

を行っている。当館ではこれまで、高木氏を講師に「どなたでも」参加できるワークショップとして2回（1回目は平成

27年度、2回目は平成29年度）行ってきた。1回目は7組の親子（子どもは2歳～小2）と聴覚障がい者の成人

男性1名（以下Aさん）を含む20名、2回目はAさんと成人の視覚障がい者3名、6組の親子（子どもは1歳～小

6）を含む24名であった。ワークショップでは、①短い音楽（小品の一部分。1分程度）を聴き、②音楽を聴いて思

い浮かべたイメージを台紙上に色紙や様 な々素材で、造形的に表現し、③制作者がその作品について説明し、

全員で音楽とともに作品を鑑賞した。

「音楽」は聞こえない人には難しく、触れただけではわからない絵画などの「美術」は見えない人には鑑賞の対

象となりにくいと思われている。しかし、音楽と美術が結びつくことで、それぞれの特徴を活かし鑑賞活動を補完

し合うだけでなく、音楽と美術の鑑賞の楽しみ方や方法に新しい視点が生まれる可能性があると考えられる。

また、多様なニーズを持った参加者との交流の機会が生まれ、Aさんが「見えない人に自分の話（造形作品

の説明）が役立ったことで喜びを感じた」と述べているように、障害特性の違う人が一緒に活動することで「障害

者＝支援される人」という関係性が崩れ、新しい関係性が生まれる可能性がある。活動をする上で、個 の々ニー

ズにどう対応していくかといった課題も含め、今後も研究と実践を進めながら美術と音楽を結びつけた鑑賞プロ

グラムの開発を目指したい。
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7-4 文献資料の整理

5 解説、翻訳他

「アート散策10 数学的視点で作品紹介」『徳島新聞』 平成29年10月29日（朝刊）

「美術館からのエッセイ アートの日－子供たちと美術館の楽しい夏－」『寄稿者コラム 千言万語』日本中央

テレビホームページ 平成30年9月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201709.html

友井伸一、亀井幸子（共著）「美術館からのエッセイ 美術館でボランティアはいかかですか。」『寄稿者コラム

千言万語』日本中央テレビホームページ 平成30年3月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201803.

html

7 講演会、各種研究会での発表

「事例紹介 展示室での学び」文化庁主催第7回ミュージアム・エデュケーター研修 平成30年2月2日 葛飾

区郷土と天文の博物館

8 社会的活動

平成29年度「第62回文化財保護強調のためのポスター」審査委員

未来の博物館を考える検討委員会委員

美術科教育学会会員

9 教育活動

平成29年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）

平成29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30年2月28日

年度
種別

59年度‐
平成元 年 度

平成2
年度

平成3
年度

平成4
年度

平成5
年度

平成6
年度

平成7
年度

平成8
年度

平成9
年度

平成10
年度

平成11
年度

平成12
年度

平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
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 76 5,136

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 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 37 10,793

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 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 0 1,637

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 66 122 102 113 21,239
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8-1 組織及び職員一覧（平成29年度）
（平成30年3月31日現在）

管 理 運 営

8

館 長 後藤 英与

副 館 長 笹田 純司
（徳島県立博物館副館長 本務）

副館長（交流推進担当）
兼学芸調査課長 江川 佳秀

協 議 会 企画交流室長 森 芳功 副館長（交流推進担当）
兼学芸調査課長 江川 佳秀

委員 岡田三千代
岡山千賀子
小川 裕久
兼西 愛
亀本 美砂
武田亜希子
田中 智子
東浦 博史
平木 美鶴
結城 栄子

上席学芸員 友井 伸一
上席学芸員 竹内 利夫
係 長 亀井 幸子

上席学芸員 安達 一樹
上席学芸員 吉原美惠子
上席学芸員 吉川神津夫

文化推進員 木内 綾
文化推進員 荒木あゆ美
文化推進員 加藤 彰子

文化推進員 沢口 裕子
文化推進員 新垣 早夏
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

平成29年11月1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29年12月6日［水］‐12月12日［火］ 9 : 30-17 : 00

● 会場 近代美術館ギャラリー、二十一世紀館ミニシアター

● 入場無料

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

人権教育課

● 内容

・展示（近代美術館ギャラリー）

識字学級生の作品、人権啓発パネル、識字・人権啓発図書

・人権啓発ビデオ上映（二十一世紀館ミニシアター 10 : 30～、14 : 00～）

作品 「光射す空へ」、「あなたに伝えたいこと」

● 入場者数 展示 227名 ビデオ上映 30名

（平成29年6月1日現在）

区 分 氏 名 職 名

学 校 教 育

岡田三千代
県小学校教育研究会図画工作部会会員鳴
門教育大学附属小学校教諭

武田亜希子
県高等学校教育研究会美術学会会員徳島
市立高等学校教諭

結城 栄子
県中学校教育研究美術部会会長
神山中学校教頭

社 会 教 育

小川 裕久 徳島市立徳島城博物館主査学芸員

亀本 美砂 徳島県立文学書道館事業課長

東浦 博史
那賀町教育委員会文化振興室室長
（課長補佐） 相生森林美術館学芸員

家 庭 教 育 岡山千賀子 徳島文理大学人間科学部児童学科准教授

学識経験者

兼西 愛 鳴門教育大学大学院生

田中 智子 四国大学文学部日本文学科助教

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
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8-4 入館者数

1 平成29年度所蔵作品展入館者数

2 平成29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。

●関連記事等

柏木康浩「きょう猫の日 名画に登場した猫たち」『徳島新聞』 平成30年2月22日

（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

日赤 1,324 55 0 5,661 18 0 0 0 0 0 5 354 301 416 8,129 44 185

廣島 341 16 1 189 2 0 0 644 0 0 16 376 55 783 2,407 44 55

生の刻印 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 170 0 1,550 1,720 20 86

合計 1,665 71 1 5,850 20 0 0 644 0 0 21 730 356 2,749 12,256 108 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 76 3 59 86 1 128 23 668 892 22 41

5 35 1 4 64 2 15 989 13 5,491 5,597 26 215

6 86 16 34 12 237 42 2,971 3,107 26 120

7 69 5 39 2 35 22 996 1,109 23 48

8 3 39 3,901 3,901 28 139

9 229 20 2 113 4 8 170 38 776 1,144 26 44

10 125 13 2 45 3 10 386 28 916 1,104 26 42

11 1 2 4 174 12 1,849 1,852 23 81

12 32 5 27 37 2 29 17 615 716 23 31

1 54 8 7 30 1 1 24 20 309 409 23 18

2 74 4 29 5 121 12 987 1,094 24 46

3 71 6 42 2 1 25 38 301 422 27 16

合 計 852 81 15 484 133 2 0 0 0 0 64 2,357 265 19,780 21,347 297 72

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 5回 4回 1回 4回 1回 3回 3回 3回 3回 2回 1回 33回
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8-6 作品の貸出

1 洋画

2 日本画

3 彫刻

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

パブロ・ピカソ 赤い枕で眠る女 1 2017.9.23-
2017.12.19

和泉市久保惣記念美術
館開館35周年記念特別
展「ピカソと日本絵画 線
画の魅力」

和泉市久保惣記念美
術館

椿貞雄 弟茂雄像 1 2017.5.19-
2017.8.5

椿貞雄 歿後60年記念
師・劉生、そして家族とと
もに

千葉市美術館・和歌山
県立近代美術館

パウル・クレー 子供と伯母 1 2017.8.12-
2017.11.19

富山県美術館開館記念
展 Part1 生命と美の
物語－LIFE 楽園をもと
めて

富山県美術館

ロバート・ロンゴ 無題 1 2017.8.12-
2017.11.19

富山県美術館開館記念
展 Part1 生命と美の
物語－LIFE 楽園をもと
めて

富山県美術館

大沢昌助 書きものをする娘 1 2017.8.12-
2017.11.19

富山県美術館開館記念
展 Part1 生命と美の
物語－LIFE 楽園をもと
めて

富山県美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

岡本神草 洗い髪 1 2017.10.26-
2018.7.25 岡本神草の時代 展

京都国立近代美術
館・笠岡市立竹喬美
術館・千葉市美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

福岡道雄 鮒になれるか 1 2017.10.14-
2018.1.13

福岡道雄 つくらない彫
刻家 国立国際美術館

福岡道雄 石になれるか 1 2017.10.14-
2018.1.13

福岡道雄 つくらない彫
刻家 国立国際美術館

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 1 0 0 0 0 1 1 2 2 4 3 2 16

利 用 日 数 109 0 0 0 0 2 6 9 11 19 18 10 184
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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 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5

利 用 日 数 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5

※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
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(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］富士ファニチア㈱

敷地 40.6ha（公園全体面積）

構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造

地上4階 塔屋1階 地下1階建

延床面積 6,518�（3館合計 積層含む－

23,814�、積層含まず－22,382�）
建築面積 8,363�（3館合計）

設備概要

電力設備 受変電、自家発電、直流電源設備

（蓄電池）、電灯・コンセント、避雷針

通信・情報設備 電話、情報（AV、スタジオ、液晶表示、

他）、テレビ共聴、表示、インターホン、

拡声、時計、視聴覚

防災・防犯設備 自動火災報知、防火戸閉鎖、ガスモ

レ警報、漏水警報、防犯、ITV、排煙、

非常用照明、誘導灯消火設備（屋

内消火栓、スプリンクー、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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