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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30年度
「所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度」として3期に分
けて、展示室1、2、美術館ロビー、屋外展示場、彫刻の小径
に、「20世紀の人間像」「現代版画」、「徳島ゆかりの美術」
のコーナーを設け、所蔵作品を紹介してきた。テーマを設定し
た特集展示では、多面的な鑑賞の楽しみの一助となるように、
「現代版画」のコーナーでは、年間を通して様 な々テーマを設
けて、多彩な現代版画の世界を垣間見てもらえるように努め
た。また、今年度の第1期には、徳島ゆかりの作家である清原
重以知生誕130年を機に、展示室3において所蔵作品による
特別陳列も行った。

（出品リストの凡例）
国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順です。
作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法
（cm）。平面作品の寸法は縦×横。
立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、一部h．（高
さ）で表したものがあります。
版画の寸法は原則としてイメージ・サイズですが、†が付さ
れたものはシート・サイズです。

展 覧 会 事 業
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1

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第1期

● 会期
平成30年4月21日［土］‐7月1日［日］（63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＜赤い枕で眠
る女＞やパウル・クレー＜子供と伯母＞など、当館のコレク
ションの中でもよく知られる名品を展覧した。
特集「新収蔵作品を中心に」では、新たに徳島のコレク

ションに加わった作品を中心に展覧した。優れた技巧と目
には見えないものを感じ取る力を意識させる金田実生の
＜彼の清らかな意志＞や、その短い作家としての活動の
時期に幅広いジャンルで旺盛な活動を展開した文承根
のモノタイプの版画作品、ケネス・アーミテジの版画＜走っ
ている少女と手すり＞、影をモチーフに制作を続けている
八島正明の＜苦い風景＞をなど紹介した。
「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」コーナーの展示テーマは「光と影の景色」。
漆黒の闇と光のコントラストが美しいメゾチント技法や、高
密度な線描が空間を描き出すエングレーヴィング技法な
ど、版画作品にみる光と影の表現に注目した。木版、リト
グラフ、シルクスクリーンなどの各版種も含め、明暗の効果
が特徴的な13作家の作品を選び、3度の展示替えを通し
て紹介した。
また、展示室3において特別陳列として、徳島ゆかりの作
家である清原重以知（1888-1971 阿南市生まれ）の生誕
130年を記念し、その画業を紹介する「静かなる叙情 清
原重以知の世界」を4月21日から6月17日まで、開催した。

● 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
3,738人
＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 担当学芸員
吉原美惠子、江川佳秀、竹内利夫

● 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5月27日［日］
まで、＊bを付したものは5月29日［火］以降に展示した。
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展示室1
■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

秋岡美帆 光の間 1998 NECOプリント 麻紙 152.0×212.0*b

入江波光 草園の図 1926 絹本着色 26.7×56.3*b

金田実生 彼の清らかな意志 2003 油彩 キャンバス 53.5×53.5

鏑木清方 夏姿 1939 絹本着色 128.5×41.5*b

原鵬雲 楠公櫻井驛図 1877 油彩 綿布 和紙 板 57.0×77.0*a［為積隆史氏寄贈］

看楓図 1878-79 紙本墨画 93.3×25.8（本紙）*a［竹本弘子氏
寄贈］

村岡三郎 背 1957 樹脂、鉄 90.0×60.0×40.0

八島正明 苦い風景 1978 油彩 キャンバス 112.0×162.0［作家寄贈］

ケネス・アーミテジ 月と人物
(Figures with a moon)

1974 エッチング 紙 15.0×20.0*b［細川佳洋子氏寄贈］

走っている少女と手すり 1974 エッチング 紙 15.0×20.0*b［馬場成美氏寄贈］

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

アラン・グリーン 赤に向かう白のアングル 1972 エッチング、アクアチント 紙 27.2×17.0*b［カサハラ画廊寄贈］

郭徳俊（クウァク・ドゥク＝
ジュン）

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

カーターと郭 1981 シルクスクリーン 紙 53.6×36.9*a

レーガンと郭（A） 1981 シルクスクリーン 紙 53.5×37.0*a

文承根（ムン・スンクン） 無題 1981 シルクスクリーン 紙 72.0×60.0*a

無題 1981 シルクスクリーン 紙 72.0×60.0*a

無題 1981 シルクスクリーン 紙 72.0×60.0*a

無題 1981 シルクスクリーン 紙 72.0×60.0*a

無題 1981 シルクスクリーン 紙 72.0×60.0*a

ジョージ・シーガル タイルの壁にもたれる東
洋の女

1982 紙 81.5×42.5×24.0

■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

泉茂 逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4

松井憲作 絵画弾1 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.2

絵画弾2 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.3

絵画弾3 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.0

絵画弾4 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.2

絵画弾5 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.0

絵画弾6 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.2

絵画弾7 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.1
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

松井憲作 絵画弾8 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.3

絵画弾9 1977 油彩 キャンバス 116.8×91.3

絵画弾10 1977 油彩 キャンバス 116.8×80.3

やなぎみわ 次の階を探してI 1996 ダイレクトプリント、アクリル加工 180.0×720.0

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5

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

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

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

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

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

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

ユン・ソクナム（尹錫男） 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

現代版画
■光と影の景色1 4月21日［土］‐5月13日［日］

麻田浩 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

東谷武美 NZ-No.20 1981 リトグラフ 紙 57.0×75.8

池田満寿夫 版画集〈ヴィナス〉ヴィナス 1975 メゾチント 紙 30.0×40.5

一原有徳 RSN（RQ） 1960-87 銅版モノタイプ 紙 42.0×42.0［作家寄贈］

小作青史 投げ出された足（D） 1974 アクアチント 紙 59.8×41.4

木原康行 Consequence 3 1978 エングレーヴィング 紙 26.7×21.0

黒崎彰 深い闇2 1970 木版 和紙 77.8×77.7

斎藤カオル ぼうし I 1975 メゾチント 紙 26.5×21.5

長谷川潔 チューリップと三蝶 1960 メゾチント 紙 35.7×26.2

吹田文明 もつれた紐 1964 木版 紙 90.6×61.4

ジャン＝ミシェル・フォロン 版画集〈…からの便り〉
7.フロリダからの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.6×70.2

マッタ 版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉2

1973 エッチング、アクアチント 紙 50.9×70.5

パウル・ヴンダーリッヒ 薄暮（第8葉） 1971 リトグラフ 紙 56.9×74.5

■光と影の景色2 5月15日［火］‐6月3日［日］

麻田浩 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

東谷武美 日�J 1984 リトグラフ 紙 51.2×70.2

池田満寿夫 版画集〈ヴィナス〉
海辺のヴィナス

1975 メゾチント 紙 30.2×40.5
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

一原有徳 SON（b） 1960-83 銅版モノタイプ 紙 32.8×45.2*b

小作青史 積みかさねた箱 1975 エッチング アクアチント 紙 36.2×60.6

木原康行 Consequence 10 1980 エングレーヴィング 紙 26.7×20.9

黒崎彰 赤い闇9 1970 木版 紙 77.4×77.5

斎藤カオル 白い襟 1976 メゾチント 紙 29.4×24.2

長谷川潔 水浴の少女と魚 1971 ドライポイント 紙 20.7×13.8

吹田文明 浮遊 1962 木版、紙版 紙 39.4×45.4

ジャン＝ミシェル・フォロン 版画集〈…からの便り〉
6. シィクラディーズからの
便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.6×67.6

マッタ 版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉5

1973 エッチング、アクアチント 紙 49.4×68.5

パウル・ヴンダーリッヒ 頭のないダグマル 1972 リトグラフ 紙 50.5×66.0†

■光と影の景色3 6月5日［火］‐7月1日［日］

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

東谷武美 NZ-No.15 1980 リトグラフ 紙 57.0×75.8

池田満寿夫 ファッション 1969 ルーレット、メゾチント、ドライポイント
紙

36.2×33.5

一原有徳 HUV（se） 1960-85 銅版モノタイプ 紙 42.0×42.0［作家寄贈］

小作青史 荒地 1975 エッチング、アクアチント 紙 29.6×36.2

木原康行 Nebuleuse 1 1984 エングレーヴィング 紙 31.6×24.9

黒崎彰 終わりの部屋3G
（ゴールド）

1971 木版 和紙 75.7×77.5

斎藤カオル 釦三つ 1975 メゾチント 紙 26.4×21.5

長谷川潔 狐と葡萄
（ラ・フォンテーヌ寓話）

1963 メゾチント 紙 35.4×26.4

吹田文明 鬼火 1961 木版 紙 45.5×91.5

ジャン＝ミシェル・フォロン 版画集〈…からの便り〉
4.カリフォルニアからの便り

1985-86 シルクスクリーン 紙 55.5×67.5

マッタ 版画集〈薄暗いアーチの
ある時間〉9

1973 エッチング、アクアチント 紙 48.3×68.0

パウル・ヴンダーリッヒ ブレーメンのキリストの小
鼻のように、その瞳は幅
が広い

1970 リトグラフ 紙 75.8×57.5

展示室2
■徳島ゆかりの美術

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

黒人の立てる室内 1927頃 油彩 キャンバス 99.7×80.9
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 窓際の静物 1927-28頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

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

118.3×25.8×12.0

ルーレット 1963 エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ 木

107.0×35.0×21.0

三宅克己 京都下加茂の雨 不詳 水彩 紙 33.8×45.8*a

裾野の渓流 不詳 水彩 紙 33.5×45.5*b

日光含満ヶ渕 昭和初期 水彩 紙 22.2×27.4*a［江川淑夫氏寄贈］

甲州桂川風景 1951頃 水彩 紙 32.2×41.1*b

森堯之 ハルビン風景 不詳 油彩 板 21.1×27.1［寄贈作品］

ハルビン風景 不詳 油彩 キャンバス 31.9×41.0［寄贈作品］

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

ロシア教会 1941 油彩 キャンバス 40.8×31.9［寄贈作品］

花と蝶 1941 油彩 板 41.4×32.2［寄贈作品］

守住勇魚 木蓮 明治期 油彩 紙 25.0×34.7*a

牡丹と木蓮 明治期 油彩 紙 25.1×34.7*b

牡丹 明治期 油彩 紙 34.7×24.9*a

薔薇 明治期 油彩 紙 32.1×24.1*b

山下菊二 わたしと鳥と音楽と
（1）木偶人形芝居

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（2）恵比寿まわし

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（3）小学生～女学生た
いじ

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（4）19歳～良子の家

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（5）昭和15年～南支戦
線

1974 油彩 キャンバス 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（6）娼家の胡弓ひき老人

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（7）サーカス小屋

1974 油彩 キャンバス 44.5×65.2［山下昌子氏寄贈］

わたしと鳥と音楽と
（8）病気のふくろうと御詠
歌

1974 油彩 キャンバス 44.5×33.5［山下昌子氏寄贈］

■美術館ロビー

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

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

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

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

展示室3
■特別陳列「静かなる叙情 清原重以知の世界」4月21日［土］‐6月17日［日］

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

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

妻芳子の像 1919頃 油彩 板 33.0×23.8［清原美弥子氏寄贈］

自画像 1919頃 油彩 板 33.0×23.8［清原美弥子氏寄贈］

果 1920 油彩 キャンバス 91.8×91.4

夏の女 1928 油彩 キャンバス 116.8×90.8

南の椽 1930 油彩 キャンバス 136.0×121.2

緑の皿のある静物 1932 油彩 キャンバス 49.8×60.6［清原喜枝子氏寄贈］

雪暮れ 1937 油彩 キャンバス 90.7×116.9

雪暮れ（下絵） 1936-37頃 油彩 板 23.6×33.0［清原黎子氏寄贈］

知命図 1940 油彩 キャンバス 116.7×90.7

牡丹 1942頃 油彩 キャンバス 60.6×72.8

牡丹 1943頃 油彩 キャンバス 116.5×90.8

人形のある静物 不詳 油彩 キャンバス 50.3×60.7［清原美弥子氏寄贈］

パイプのある静物 不詳 油彩 キャンバス 60.8×73.1［清原美弥子氏寄贈］

静物 1950頃 油彩 板 24.1×33.4［中村喜和氏寄贈］

斜陽のダリヤ 1950頃 油彩 キャンバス 80.5×100.1

喜枝子の肖像 1954 油彩 キャンバス 116.8×91.0［清原喜枝子氏寄贈］

振袖 1954 油彩 キャンバス 145.8×91.3
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

清原重以知 菖蒲 1955頃 油彩 キャンバス 50.1×60.6

夕暮 1955頃 油彩 キャンバス 80.0×100.4

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

酔生 1958 油彩 キャンバス 100.2×80.3

りんごのある静物 1960頃 油彩 板 23.9×33.2［清原五郎氏寄贈］

青りんご 1960頃 油彩 キャンバス 31.0×41.3［大沼良廣氏寄贈］

秋草 1965頃 油彩 キャンバス 116.7×90.7

牡丹 1966 油彩 キャンバス 80.3×100.0［清原美弥子氏寄贈］

紗 1966 油彩 キャンバス 99.9×80.2

スケッチブック 1966-68頃 35.5×25.0［清原喜枝子氏寄贈］

緑風 1969 油彩 キャンバス 60.5×72.5［清原淳二氏寄贈］

菜の花 1970 油彩 キャンバス 73.0×91.3［清原淳二氏寄贈］

清原重以知・資料 作品絵葉書 第5回帝国
美術院美術展覧会「色
踊礼」

9.1×14.2［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第7回帝国
美術院美術展覧会「夏
の男」

13.8×8.7［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第11回帝国
美術院美術展覧会「南
の椽」

14.1×9.1［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第15回帝国
美術院美術展覧会「人
形のある室」

8.9×14.0［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書第1回文部省
美術展覧会「雪暮れ」

8.5×13.7［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第2回文部
省美術展覧会「軽装」

14.2×9.0［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第4回文部
省美術展覧会「山の幸」

14.0×8.8［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第2回日本
美 術 展 覧 会「金 銅 仏
像」

14.0×10.1［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第8回日本
美術展覧会「爪弾」

13.8×8.6［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第9回日本
美術展覧会「清韻」

13.8×8.8［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第10回日
本美術展覧会「振袖」

13.4×8.5［清原喜枝子氏寄贈］

作品絵葉書 第11回日
本美術展覧会「鏡」

13.6×8.6［清原喜枝子氏寄贈］
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2

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第2期

● 会期
平成30年7月7日［土］‐12月2日［日］（129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、2つの
「特集」コーナー「特別公開 滋賀県立近代美術館所蔵
作品〈イスファハーン〉」、「版画は魔法？！」を設けた。

（1） 特集「特別公開 滋賀県立近代美術館所蔵作
品〈イスファハーン〉」

特集「版画は魔法？！」
会期を9月18日で前半と後半に分け、前半に特集「特

別公開 滋賀県立近代美術館所蔵作品〈イスファハー
ン〉」、後半に「版画は魔法?!」を開催した。
前半は、改修・増築のため休館している滋賀県立近代

美術館から預かっているフランク・ステラの作品〈イスファ
ハーン〉を展示し、戦後アメリカの抽象絵画を代表する作
家の1960年代の色彩豊かな大作により、徳島では見るこ
との珍しい巨大な抽象画を紹介した。
後半は、当館コレクションの柱の一つである「現代版

画」を集中して展示し、版画ならではのイメージの面白さを
紹介。木版画でダイナミックな色彩空間を表した吹田文
明をはじめ、斬新なアイデアで版表現の可能性を広げた
作家12人を選定。木や金属など様 な々材質の特性により、
手描きとは異なる表情が多彩に生み出される、版の魔法
のような魅力に関心が高まるよう構成した。一原有徳の廃
材を利用した原版と作品を並べて展示したほか、展示解
説で版の材料や制作過程の画像を活用するなどして鑑
賞の観点が提供できるよう心がけた。
（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、「同じ」と「違う」をテーマに様 な々人間表
現の作品を展示した。
（3）「現代版画」
現代版画のコーナーでは、ドイツの版画を、「ドイツの版

画1 マックス・エルンストⅠ」「ドイツの版画2 マックス・エル
ンストⅡ」「ドイツの版画3 ベックマンとコルヴィッツ」「ドイツ

の版画4 ヴンダーリッヒとリンドナー」「ドイツの版画5 ベル
メールとバイルレ」と5期に分けて紹介した。
（4）「徳島ゆかりの美術」
徳島出身の作家による様 な々人物表現、伊原宇三郎の

戦前の代表作といえる帝展特選作品〈二人〉とその習作、
県内外の画家による徳島の風景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4ページ（A3判二つ折り）前半後半各1種
「版画は魔法？！ ガイド［一般向け］」B5判 簡易印刷
＊その他印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク
シート」作成の項を参照。

● 入館者数
14,797人
＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
「ニュース（昼、夕）」NHK徳島放送局 平成30年9月19
日
「徳島新聞ニュース（昼）」四国放送 平成30年9月19日
「フォーカス徳島」四国放送 平成30年9月19日
「美術館からのエッセイ カラフルなカーブの物」 寄稿者
コラム「千言万語」8月 日本中央テレビWebサイト 平
成30年8月
「美術館からのエッセイ『版画は魔法？！・作品ガイド』」
寄稿者コラム「千言万語」11月 日本中央テレビWebサ
イト 平成30年11月

● 担当学芸員
安達一樹、吉川神津夫、竹内利夫

● 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。
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会期中に展示替を行った。前半で＊aを付したものは9月
2日[日]まで、＊bを付したものは9月4日［火］以降に展示
した。後半で＊aを付したものは9月30日［日］まで、＊bを
付したものは10月2日［火］以降に展示した。
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展示室1
■特別公開 滋賀県立近代美術館所蔵作品 〈イスファハーン〉

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

フランク・ステラ イスファハーン 1967 アクリル キャンバス 306.0×611.5

■20世紀の人間像

青木千絵 BODY 08−1 2008 漆、麻布、発泡スチロール（乾漆技
法）

317.0×50.0×55.0

泉茂 逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4

金田実生 彼の清らかな意志 2003 油彩 キャンバス 53.5×53.5

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

坂井淑恵 間の人（The man in Bet-
ween）

1995 油彩 キャンバス 227.3×363.6

下村観山 毘沙門天 弁財天 1911 紙本着色 各169.5×362.5（六曲一双）

椿貞雄 弟茂雄像 1915 油彩 板 45.5×33.4

中村大三郎 二人舞妓 1926 絹本着色 各143.2×56.5（双幅）

山下菊二 死んだ人がわたしを産ん
でくれた（昭和40年7月27
日母死す）

1966 油彩 合板 88.2×173.5

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

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

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

ロバート・ロンゴ 無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4

無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4

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

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

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
■ドイツの版画1 マックス・エルンストI 7月7日［土］‐8月5日［日］

マックス・エルンスト 版画集〈兵士のバラー
ド〉I

1972 リトグラフ 紙 27.2×22.5

版画集〈兵士のバラー
ド〉II

1972 リトグラフ 紙 31.5×22.7

版画集〈兵士のバラー
ド〉III

1972 リトグラフ 紙 32.3×27.3

版画集〈兵士のバラー
ド〉IV

1972 リトグラフ 紙 17.8×22.2

版画集〈兵士のバラー
ド〉VII

1972 リトグラフ 紙 32.2×17.6

版画集〈兵士のバラー
ド〉VIII

1972 リトグラフ 紙 33.0×20.3

版画集〈兵士のバラー
ド〉IX

1972 リトグラフ 紙 21.7×18.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マックス・エルンスト 版画集〈兵士のバラー
ド〉X

1972 リトグラフ 紙 24.0×16.7

版画集〈兵士のバラー
ド〉XI

1972 リトグラフ 紙 15.5×20.9

版画集〈兵士のバラー
ド〉XII

1972 リトグラフ 紙 22.6×18.3

版画集〈兵士のバラー
ド〉XIII

1972 リトグラフ 紙 33.3×18.2

版画集〈兵士のバラー
ド〉XIV

1972 リトグラフ 紙 27.3×22.0

版画集〈兵士のバラー
ド〉XV

1972 リトグラフ 紙 27.3×18.4

版画集〈兵士のバラー
ド〉XVI

1972 リトグラフ 紙 30.6×22.0

版画集〈兵士のバラー
ド〉XVII

1972 リトグラフ 紙 16.5×20.0

版画集〈兵士のバラー
ド〉XVIII

1972 リトグラフ 紙 32.0×18.1

版画集〈兵士のバラー
ド〉XIX

1972 リトグラフ 紙 15.5×20.0

■ドイツの版画2 マックス・エルンストII 8月7日［火］‐9月2日［日］

マックス・エルンスト 版画集〈兵士のバラー
ド〉XX

1972 リトグラフ 紙 32.8×27.5

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXI

1972 リトグラフ 紙 25.0×17.6

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXII

1972 リトグラフ 紙 35.8×26.3

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXIII

1972 リトグラフ 紙 24.0×18.2

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXIV

1972 リトグラフ 紙 14.8×19.7

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXV

1972 リトグラフ 紙 15.0×19.2

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXVI

1972 リトグラフ 紙 30.0×22.0

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXVII

1972 リトグラフ 紙 16.0×18.5

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXX

1972 リトグラフ 紙 29.0×19.8

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXI

1972 リトグラフ 紙 36.6×26.6

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXII

1972 リトグラフ 紙 31.9×23.4

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXIII

1972 リトグラフ 紙 31.4×23.4

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXIV

1972 リトグラフ 紙 28.0×26.7

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXV

1972 リトグラフ 紙 32.2×17.5

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXVI

1972 リトグラフ 紙 19.5×14.8
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マックス・エルンスト 版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXVII

1972 リトグラフ 紙 14.0×20.0

版画集〈兵士のバラー
ド〉XXXVIII

1972 リトグラフ 紙 26.0×20.0

■ドイツの版画3 ベックマンとコルヴィッツ 9月4日［火］‐9月30日［日］

マックス・ベックマン 版画集〈ベルリンへの旅
1922〉1. ホテルでの自画
像

1922 リトグラフ 紙 45.5×32.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉2. 幻滅した人々Ｉ

1922 リトグラフ 紙 49.0×37.4

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉3. 夜

1922 リトグラフ 紙 45.5×35.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉4. ストリップ

1922 リトグラフ 紙 47.5×37.3

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉5. アイススケーター

1922 リトグラフ 紙 49.3×36.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉6. 幻滅した人 I々I

1922 リトグラフ 紙 47.8×38.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉7. 貧しい人々

1922 リトグラフ 紙 47.3×33.7

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉8. 劇場のロビー

1922 リトグラフ 紙 49.5×39.9

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉9. 大衆酒場

1922 リトグラフ 紙 45.2×33.8

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉10. 煙突掃除夫

1922 リトグラフ 紙 45.1×33.5

ケーテ・コルヴィッツ 版画集〈7点組木版画集
戦争〉1. いけにえ

1922-23 木版 紙 37.2×40.2

版画集〈7点組木版画集
戦争〉2. 志願兵たち

1921-23 木版 紙 35.0×49.8

版画集〈7点組木版画集
戦争〉3. 両親

1923 木版 紙 35.0×43.0

版画集〈7点組木版画集
戦争〉4. 寡婦I

1922-23 木版 紙 37.2×23.3

版画集〈7点組木版画集
戦争〉5. 寡婦II

1922-23 木版 紙 30.2×53.0

版画集〈7点組木版画集
戦争〉6. 母親たち

1922-23 木版 紙 34.2×40.2

版画集〈7点組木版画集
戦争〉7. 民衆

1922-23 木版 紙 36.2×30.1

展示室2
■徳島ゆかりの美術

池田遙邨 鳴門 1949 紙本着色 218.5×139.7*b

石川真五郎 自画像 1928 油彩 板 45.5×37.4［真美会寄贈］

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

二人 1930 油彩 キャンバス 162.4×145.7

大野俊明 阿波木偶I－娘 2007 紙本着色 97.0×66.0*a［作家寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

大野俊明 阿波木偶II‐花魁 2007 紙本着色 97.0×66.0*a［作家寄贈］

阿波木偶III‐武者 2007 紙本着色 97.0×66.0*a［作家寄贈］

下保昭 峡 1991-92 紙本着色 97.0×162.1*b

河井清一 自画像 1915頃 油彩 キャンバス 45.5×33.4［河井慶清氏寄贈］

女 1917 油彩 キャンバス 45.5×38.0［河井慶清氏寄贈］

河野太郎 婦人像（仮題） 制作不詳 油彩 板 33.3×23.5［河野功氏寄贈］

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

軍人の肖像 1940代 アート・クローム 40.5×32.0［山本壽氏寄贈］

中野嘉之 うず潮 2007 紙本着色 59.9×187.6*b［作家寄贈］

服部仁郎 芳川顕正像 制作不詳 ブロンズ 59.0×61.0×44.0

林雲谿 剣山 1971 紙本墨画着色 153.5×185.2*a

山下菊二 女 1938 油彩 キャンバス 17.5×13.8［山下昌子氏寄贈］

筑豊炭田地帯 1960 油彩 合板 183.5×173.7

わすれえぬ妹 1981 油彩 キャンバス 53.0×40.8

■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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展示室1
■特集 版画は魔法？！

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

靉嘔 版画集〈RAINBOW
PASSES SLOWLY〉
18. JAN KEN PON-
PEACE SIGN 1

1971 シルクスクリーン 紙 73.0×54.0

一原有徳 SNOM 1963 鉄板天然腐�、切抜き 紙 49.0×41.5

SIA 1982 モノタイプ 紙 35.7×50.9［作家寄贈］

COM ZOM 1992-I 1992 アルミニウム版モノタイプ 紙、木
（筒）

h.360.0、径50.0［作家寄贈］

〈SNOM〉原版 鉄 44.9×34.1［一原正明氏寄贈］

加納光於 《目覚めよ白兎》III 1991-92 カラーインタリオ 紙 63.1×91.0†

《目覚めよ白兎》III′ 1991-92 インタリオ 紙 63.1×91.0†

菊畑茂久馬 版画集〈天動説 其の一〉
8. ギヤァ割り

1974 シルクスクリーン 紙 40.0×30.0

版画集〈オブジェデッサン〉
18. 歯車の分割

1975 シルクスクリーン 紙 36.0×25.5

小林敬生 白い朝又は早暁−群舞05·
C−

2005 木口木版 紙 86.7×116.3［作家寄贈］

島州一 オモテとウラ 1974 シルクスクリーン 紙 51.0×50.0

白髪一雄 版画集〈太古〉水神 1991 リトグラフ 紙 60.0×82.4†

中林忠良 Position’78−1 枝 1978 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

Transposition－転位－1 1979 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

萩原英雄 版画集〈ギリシャ神話〉
32.バッコス

1957-65 木版 紙 54.3×38.5

版画集〈ギリシャ神話〉
36.グラウコス

1957-65 木版 紙 38.5×54.1

原健 Strokes 81−25 1981 リトグラフ 紙 54.0×60.0

吹田文明 野の2人 1967 木版 紙 90.8×61.5［作家寄贈］

魔術師 1968 木版、エンボス 紙 90.5×60.2

円舞曲 1978 木版 紙 91.6×60.5

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

20歳の肖像 1979 リトグラフ、エッチング 紙 41.5×33.0

■20世紀の人間像

青木千絵 BODY 08−1 2008 漆、麻布、発泡スチロール（乾漆技
法）

317.0×50.0×55.0

泉茂 逃げたスペード 1955 油彩 キャンバス 100.1×80.4

植松奎二 水平の場 1973 写真 145.0×180.0

垂直の場 1973 写真 145.0×180.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

植松奎二 直角の場 1973 写真 145.0×180.0

金田実生 彼の清らかな意志 2003 油彩 キャンバス 53.5×53.5

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

坂井淑恵 間の人（The man in Bet-
ween）

1995 油彩 キャンバス 227.3×363.6

下村観山 毘沙門天 弁財天 1911 紙本着色 各169.5×362.5（六曲一双）*a

椿貞雄 弟茂雄像 1915 油彩 板 45.5×33.4

冨田溪仙 南泉斬猫 大正期 絹本着色 各138.0×49.0（双幅）*b

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

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

山下菊二 死んだ人がわたしを産んで
くれた（昭和40年7月27日
母死す）

1966 油彩 合板 88.2×173.5

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

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

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

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

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

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

現代版画
■ドイツの版画3 ベックマンとコルヴィッツ 9月4日［火］‐9月30日［日］

マックス・ベックマン 版画集〈ベルリンへの旅
1922〉1. ホテルでの自画
像

1922 リトグラフ 紙 45.5×32.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉2. 幻滅した人々Ｉ

1922 リトグラフ 紙 49.0×37.4

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉3. 夜

1922 リトグラフ 紙 45.5×35.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉4. ストリップ

1922 リトグラフ 紙 47.5×37.3

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉5. アイススケーター

1922 リトグラフ 紙 49.3×36.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉6. 幻滅した人 I々I

1922 リトグラフ 紙 47.8×38.5

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉7. 貧しい人々

1922 リトグラフ 紙 47.3×33.7

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉8. 劇場のロビー

1922 リトグラフ 紙 49.5×39.9

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉9. 大衆酒場

1922 リトグラフ 紙 45.2×33.8

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉10. 煙突掃除夫

1922 リトグラフ 紙 45.1×33.5

ケーテ・コルヴィッツ 版画集〈7点組木版画集
戦争〉1. いけにえ

1922-23 木版 紙 37.2×40.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ケーテ・コルヴィッツ 版画集〈7点組木版画集
戦争〉2. 志願兵たち

1921-23 木版 紙 35.0×49.8

版画集〈7点組木版画集
戦争〉3. 両親

1923 木版 紙 35.0×43.0

版画集〈7点組木版画集
戦争〉4. 寡婦I

1922-23 木版 紙 37.2×23.3

版画集〈7点組木版画集
戦争〉5. 寡婦II

1922-23 木版 紙 30.2×53.0

版画集〈7点組木版画集
戦争〉6. 母親たち

1922-23 木版 紙 34.2×40.2

版画集〈7点組木版画集
戦争〉7. 民衆

1922-23 木版 紙 36.2×30.1

■ドイツの版画4 ヴンダーリッヒとリンドナー 10月2日［火］‐10月28日［日］

リチャード・リンドナー 版画集〈無題1975〉
1.ニューヨークからの手紙

1975 リトグラフ 紙 53.2×38.5

版 画 集〈無 題1975〉2.
黄色い背景の女

1975 リトグラフ 紙 53.6×39.2

版画集〈無題1975〉3. 無
題

1975 リトグラフ 紙 56.0×42.2

版画集〈無題1975〉4.エー
ス

1975 リトグラフ 紙 47.2×50.2

版画集〈無題1975〉5. 黄
色いハンドバックを持つ女

1975 リトグラフ 紙 47.8×41.0

版画集〈無題1975〉6. 雲 1975 リトグラフ 紙 51.4×38.5

版画集〈無題1975〉7. 前
からの顔と横からの顔

1975 リトグラフ 紙 58.4×40.7

版画集〈無題1975〉8. ア
マゾン

1975 リトグラフ 紙 52.7×39.4

版画集〈無題1975〉9. 金
髪

1975 リトグラフ 紙 51.2×41.6

版画集〈無題1975〉10.ア
リゾナ

1975 リトグラフ 紙 52.1×43.7

パウル・ヴンダーリッヒ なげやりな姿勢で II 1968 リトグラフ 紙 65.5×50.3†

非常に親密な関係 1969 リトグラフ 紙 38.5×25.7

D・B氏のための切り抜き 1970 リトグラフ 紙 67.5×50.3

ブレーメンの女たちはこの
ように入浴する II

1970 リトグラフ 紙 57.5×76.2

あるものは行き、あるものは
止まる

1971 リトグラフ 紙 74.7×55.6

トルコ風呂 III 1973 リトグラフ 紙 65.2×50.1

■ドイツの版画5 ベルメールとバイルレ 10月30日［火］‐12月2日［日］

トーマス・バイルレ ちっちゃな電話 1970 シルクスクリーン 紙 58.2×49.6†

家族貯金 1973 シルクスクリーン 紙 64.0×51.0†

都市－顔 1976 リトグラフ 紙 64.3×44.5†

ショパン－雨だれの前奏曲 1979 リトグラフ 紙 73.5×61.5†
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

トーマス・バイルレ ベートーベン－月光 1979 シルクスクリーン 紙 68.5×57.0†

USA 1983 コピー 紙 62.5×99.5†

UDSSR 1983 コピー 紙 119.8×62.2†

石の卵 1984 シルクスクリーン 紙 78.7×50.3†

ハンス・ベルメール ノラ 1948 デカルコマニー/フォトグラヴュール
紙

27.4×31.7

連結された手 1952 リトグラフ 紙 34.0×24.0

イメージの解剖学 1954 カラーリトグラフ 紙 33.6×23.0

マリエ 1968 デカルコマニー/フォトグラヴュール
紙

30.3×23.5

潮の間に 1968 デカルコマニー/フォトグラヴュール
紙

30.9×44.0

哀れなアン 1968 デカルコマニー/フォトグラヴュール
紙

30.7×26.8

踊り子 1968 銅版（黒紙刷り） 紙 36.4×28.3

ヴィオレッタ 1969 銅版 紙 33.3×23.4

展示室2
■徳島ゆかりの美術

池田遙邨 鳴門 1949 紙本着色 218.5×139.7

石川真五郎 自画像 1928 油彩 板 45.5×37.4［真美会寄贈］

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

二人 1930 油彩 キャンバス 162.4×145.7

下保昭 峡 1991-92 紙本着色 97.0×162.1

河井清一 自画像 1915頃 油彩 キャンバス 45.5×33.4［河井慶清氏寄贈］

女 1917 油彩 キャンバス 45.5×38.0［河井慶清氏寄贈］

河野太郎 婦人像（仮題） 制作不詳 油彩 板 33.3×23.5［河野功氏寄贈］

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

軍人の肖像 1940代 アート・クローム 40.5×32.0［山本壽氏寄贈］

中野嘉之 うず潮 2007 紙本着色 59.9×187.6［作家寄贈］

服部仁郎 芳川顕正像 制作不詳 ブロンズ 59.0×61.0×44.0

山下菊二 女 1938 油彩 キャンバス 17.5×13.8［山下昌子氏寄贈］

筑豊炭田地帯 1960 油彩 合板 183.5×173.7

わすれえぬ妹 1981 油彩 キャンバス 53.0×40.8

■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
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

ユニバーサル美術館展

● 会期
平成30年12月1日［土］‐平成31年1月23日［水］（40日間）

● 休館日
月曜日、12月25日［火］、12月29日［土］‐1月4日［金］、1
月15日［火］
＊12月24日、1月14日は祝日開館。

● 視点
誰もが楽しめる美術館を目標として、2011年度からユ

ニバーサル・ミュージアム事業に取り組んでいる。その実績
を元に展覧会を企画。第1回目の開催は「視覚障がいの
ある方にも楽しめる展示」をテーマとした。ポスターのキャッ
チフレーズは、「みることプラスさわることプラスはなすことプ
ラス［？］！」。異なる感覚や感想を寄せ合うことでより豊かな
美術鑑賞の機会となることを期待した。
（1） 4つの椅子
椅子の腕の形や手ざわり、姿勢や座った気分を比べて

みるコーナーを導入とし、4脚の椅子を選ぶヒントになった絵
画作品とともに展示。大テーブルに絵画作品の輪郭や構
図をわかりやすいようにした「触図」を並べ、対話の場面で
活用した。
（2） 手でみる鑑賞
会期中を通して触って鑑賞するコーナーを設けたのは

当館では初めての試み。「見てわかること、わからないこと。
触ってわかること、わからないこと。気づきをたくさん集め
て。」と案内パネルで呼びかけ、手指の感覚で味わう要素
と、言葉や目で見える要素も交流させながらの「手でみ
る」を提案した。希望者はティッシュで手を拭いたり、指輪
をはずしたりなど作品保全に注意しながら観覧する。
人体像の構成美をさわやかに表現した宮本光庸作の

ブロンズ像と、県内在住の三木健司氏の協力により出品
した「空雲」シリーズの木彫を通して、入門的に手でみる
鑑賞を体験できるよう構成。版画家一原有徳の質感を強
く感じさせる銅版画と原版も展示し、微細な凹凸と版画の
イメージのギャップを比較できるようにした。展示台は車椅
子でも鑑賞しやすいように足元を広くあけ、安定度の高い
デザインを試みた。「空雲」シリーズを鑑賞したイメージを名
付け、カードにメモして貼るボードを用意した。
（3） 触図でコレクション
これまで様 な々展示の機会に作成された「触図」と作
品を合わせて紹介。対話する時に、絵の輪郭や構図がわ

かりやすいように工夫された「触図」のそれぞれが、絵の何
に注目し伝えようとしたのか、作品と見比べてもらう趣向。
自分ならどこから話を始めたいか、カードにメモして貼る
ボードを用意した。
（4） 対話をひろげて
見る人によって様 な々見方や物語が生まれそうな作品

を選んで展示。またこのコーナーに、2017-18年につくった
「手話ビデオ」と「音声ガイド」をパソコンで展示した。
作品キャプションは紺地に白字で大型のデザインとし、

作品リストも文字サイズを上げた。会場は、手でみる鑑賞
者と、触ることを希望しない鑑賞者が共存する展示空間
として設営したが、文字パネルだけでは十分に誘導しにく
い場面も見られた。しかし一方で、異なる観覧方法や感
覚の使い方が交流できる、このスペースの特質を楽しむ
様子にもたびたび出会うことができた。PR方法なども含め
次回のヒントとなる様 な々点に気づかされた。また触図や
手話ビデオ、音声ガイドの制作だけでなく、交流プログラム
の企画や運営においてアートイベントサポーターとの協働の
面でも貴重な経験が蓄積された。

● 主催
徳島県立近代美術館

● 観覧料
一般 200円（160円）
高校・大学生 100円（ 80円）
小学・中学生 50円（ 40円）
※（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業
＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等
ポスター：B2判 カラー
チラシ：A4判 両面カラー
出品リスト：A4判2ページ 簡易印刷
＊ユニバーサル事業報告冊子（A4判16ページ）に開催
概要を掲載。

● 入館者数
1,666人
＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
三上元「アート手触りで感じて 県立近代美術館『ユニ
バーサル展』」『朝日新聞』 平成30年12月2日（徳島
版）
無署名「絵画や彫刻触れて鑑賞 県立近代美術館
視覚障害者が楽しめる工夫」『読売新聞』 平成31
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年1月10日（徳島版）
「ニュース（朝）」NHK徳島放送局 平成30年12月26日
「ゴジカル」四国放送 平成31年1月17日
「フォーカス徳島」四国放送 平成31年1月17日
「となりのラジオ」四国放送ラジオ 平成31年1月18日（中
継）
徳島県広報番組「旬感！あわだより」四国放送 平成31
年1月18日 ＊徳島県インターネット放送局「3ch 旬感！あ
わだより」にも掲載
「美術館からのエッセイ『ユニバーサルな美術館を目指
す』」 寄稿者コラム「千言万語」12月 日本中央テレビ
Webサイト 平成30年12月

● 担当者
竹内利夫、亀井幸子

● 出品リスト
会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは1月6日

まで、＊bを付したものは1月8日から展示した。
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展示室3
■4つの椅子

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

窓際の静物 1927-28頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

林武 婦人像 1937 油彩 キャンバス 72.8×60.6

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

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951 油彩 板 100.2×73.5

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

4つの椅子 U chair（デザイン：小泉誠、テーマ：〈窓際の静物〉）

fufu chair（デザイン：小泉誠、テーマ〈白衣を纏える〉）

LIBERO（デザイン：村澤一晃、テーマ：〈下着の裸婦〉）

pepe side（デザイン：村澤一晃、テーマ：〈子供と魚〉）

■手でみる鑑賞

三木健司 空（立方体の雲） 2015 樟、胡粉、膠 14.2×15.5×14.4［作家蔵］

空雲（ココロノカタチ） 2017 樟、胡粉、膠 19.9×34.2×32.4［作家蔵］

球雲 2009-18 欅、胡粉、膠 18.2×21.5×23.4［作家蔵］

一原有徳 Fb（2） 1968 鉄板天然腐�、アセチレンバー
ナー 紙

39.8×32.1［作家寄贈］

Fb（1） 1968 鉄板天然腐�、アセチレンバー
ナー、電気サンダー 紙

39.8×32.1［作家寄贈］

RIW59（b） 1971-81 アルミニウム版腐� 紙 41.0×31.6

CPB 3 1982 アルミニウム版腐� 紙 50.0×37.4［作家寄贈］

RS 51 1989 トタン（鉄）板天然腐�、切抜き 紙 80.5×121.5［作家寄贈］

RS 56 1989 トタン（鉄）板天然腐�、切抜き 紙 63.0×90.0［作家寄贈］

UUQ 3 1992 鉄板天然腐� 紙 33.3×48.3［作家寄贈］

ケルンとチョックストーン 1998 トタン（鉄）版天然腐�、切抜き 紙 208.0×551.0（7枚組コラージュ）［作
家寄贈］

宮本光庸 希 ブロンズ 45.0×32.5×13.0

版画原版5点 Fr（1）、RIW59（b）、CPB3、UUQ3の原版、チョックストーン類似作品の版［一原正明氏寄贈］

■触図でコレクション

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

奈良美智 UNTITLED
（BROKENTREASURE）

1995 アクリル絵具 綿布 150.0×150.0

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

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
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

森山知己 雪音 2001 紙本墨画着色 182.5×732.0

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

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

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉8.イカルス 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

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

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

■対話をひろげて

瑛九 少女の顔 1949 油彩 キャンバス 53.0×45.0

バレリーナ 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0*a

女の顔 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0*b

裸婦 1950 フォトデッサン 紙 27.3×22.4*a

壷と女 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0*a

池のほとり 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0*b

ささやき 1950 フォトデッサン 紙 27.0×22.3*b

バレエ 1950 フォトデッサン 紙 26.0×21.0*a

陽気な人 1954 油彩 キャンバス 60.6×72.7

吹田文明 機械と群集の中より逃れる 1958 木版、紙版 紙 60.5×72.2

星を抱く（C） 1975 木版、紙版 紙 91.0×61.0

銀河を渡るB 1998 木版、紙版 紙 60.0×87.5

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

イヴ・クライン ブルー・ヴィーナス 顔料、樹脂、石膏 h.70.0
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4

所蔵作品展 2018年度第3期

● 会期
平成30年12月8日［土］～平成31年4月14日［日］

● 休館日
月曜日、（なお、12月24日［月・祝］、1月14日［月・祝］、2
月11日月・祝］、8は開館）、1月2５［火］、年末年始（12月
29日～1月4日）、1月15日［火］、2月12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 シルエット
シルエットをテーマに高松次郎の〈影の自画像〉、アント

ニー・ゴームリーの〈天使の器II〉を紹介した。
（2） 20世紀の人間像
大正時代時代に生まれた日本人作家の作品を中心

に紹介した。
（3） 現代版画
「身近なものを」テーマに、衣服や食べ物などが描かれ
ている作品を4回にわけて紹介した。
（4） 徳島ゆかりの美術
大正時代にゆかり作家が描いた風景画に加え、伊原

宇三郎の様 な々人物画などを紹介した。
● 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
3,223人
＊8-4「入場者数」の項を参照。

● 担当学芸員
吉川神津夫、吉原美惠子、安達一樹

● 出品リスト
会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは2月24日

［日］まで、＊bを付したものは2月26日［火］から展示した。
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展示室1
■シルエット

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

高松次郎 影の自画像 1964 ラッカー キャンバス 65.1×53.2

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

197.0×858.0×46.0

■20世紀の人間像

麻生三郎 家族 1959 油彩 キャンバス 130.3×162.0

植木茂 トルソ 1957 木 127.0×53.0×27.0

トルソ 1983 木 h.134.0［植木文子氏寄贈］

大森運夫 九十九里浜II 1966 紙本着色 219.4×175.5*b

小山田二郎 夜 1961 油彩 キャンバス 116.6×91.1

中村正義 男女 1963 紙本着色 181.6×259.3*b

中本達也 母子 1957 油彩 キャンバス 60.4×78.4

浜田知明 檻 1983 ブロンズ 22.0×16.0×18.5

情報過多的人間 1984 ブロンズ 33.0×13.0×11.0

気になる正体 1985 ブロンズ 21.8×28.3×17.8

星野眞吾 條件派A 1956 紙本着色 131.5×43.4*a

喪中の作品（炎） 1964 紙本着色 121.2×60.6*a

三上誠 無題（灸点シリーズ） 1967-68頃 紙本着色 121.0×91.5*a

無題 1967-68頃 紙本着色 91.0×91.0*a［寺下信夫氏寄贈］

元永定正 裸婦 1952 油彩 キャンバス 72.6×60.6

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

シリーズ 戦争と人間
No.1

1982 コラージュ 64.7×54.0*a［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.2

1982 コラージュ 72.5×54.3*a［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.3

1982 コラージュ 32.5×28.5*a［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.4

1982 コラージュ 33.2×28.7*a［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.5

1982 コラージュ 54.5×38.0*a［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.6

1982 コラージュ 32.5×28.5*a［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.7

1982 コラージュ 33.0×28.5*b［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.8

1982 コラージュ 32.5×28.1*b［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.9

1982 コラージュ 32.5×28.5*b［山下昌子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山下菊二 シリーズ 戦争と人間
No.10

1982 コラージュ 33.8×30.1*b［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.11

1982 コラージュ 32.6×28.2*b［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.12

1982 コラージュ 32.5×28.3*b［山下昌子氏寄贈］

横尾忠則 よだれ 1966 アクリル絵具 キャンバス 53.0×45.5

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

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

ジャン・シャオガン（張暁剛）ファミリー・ポートレイト《全
家福》

1993 油彩 キャンバス 99.7×129.3

現代版画
■身近なものを1 平成30年12月8日［土］‐平成31年1月14日［月・祝］

池田満寿夫 同じ種類 1965 ドライポイント、ルーレット、エッチング
紙

36.2×33.8

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

45.5×41.0

泉茂 なまけ族 1956 リトグラフ 紙 55.7×37.6†

岡本信治郎 版画集〈ベティ・ブープの
国〉9.制服のスフィンクス・
スタインベルグの肖像

1974 シルクスクリーン 紙 46.5×58.3

島州一 ジャンパーの風景 1974 シルクスクリーン 紙 33.0×32.0

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

横尾忠則 北亜米利加人物ミラー像 1968 シルクスクリーン 紙 109.4×79.0†

THE BEATLES 1972 オフセット 紙 103.0×73.1†

吉原英雄 二つの地平A 1988 リトグラフ 紙 220.0×125.0†

ジム・ダイン 版画集〈ドリアン・グレイ
の肖像〉1. 虹色のスカー
フをつけたドリアン・グレイ

1968 リトグラフ、コラージュ 紙 45.0×32.0†

版画集〈ドリアン・グレイ
の肖像〉4. 多色の細長い
ビニール・ケープを着たド
リアン・グレイ

1968 リトグラフ 紙、ビニール・シート 45.0×32.0†

アレン・ジョーンズ 版画集〈11人のポップ・
アーチストIII〉8.「ジャネッ
トは服を着ている…」

1965 リトグラフ 紙 59.9×47.9†

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
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■身近なものを2 1月16日［水］‐2月11日［月・祝］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

池田満寿夫 虹を飲む女 1965 ドライポイント、ルーレット、エッチング
紙

34.0×36.5

版画集〈陽光のように〉
青いリンゴ

1981 ドライポイント、アクアチント 紙 36.5×29.8

泉茂 アダムとイブ 1954 エッチング 紙 32.7×27.4

ハッピーアップル 1956 リトグラフ 紙 37.0×26.0

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

岡本信治郎 版画集〈ベティ・ブープの
国〉22.劇中劇・Sストリー
トのアイスクリーム戦争

1974 シルクスクリーン 紙 63.0×37.0

菊畑茂久馬 版画集〈オブジェデッサ
ン〉1. 林檎の吟味

1979 シルクスクリーン、コンテ、銀粉 紙 39.5×50.0

版画集〈オブジェデッサ
ン〉17. 二つの林檎

1979 シルクスクリーン 紙 38.5×47.0

黒崎彰 版画集〈パルキョン 韓國
心象〉4. 高麗人参

1987 木版 和紙 32.0×46.0

斎藤カオル ティー・タイム 1970 メゾチント 紙 36.1×30.0

島州一 つぶれたいちご 1978 シルクスクリーン 紙 22.9×34.0

萩原英雄 版画集〈ギリシャ神話〉
35.アタランタ

1957−65 木版 紙 39.1×54.2

版画集〈ギリシャ神話〉
38.パリス

1957−65 木版 紙 39.3×54.5

吹田文明 2ツのリンゴ 1980 木版 紙 90.7×60.3

山本容子 Ping Pong Pineapple 1977 エッチング、アクアチント 紙 45.5×59.6

吉原英雄 大地から 1977 エッチング 紙 34.5×53.0

ジョージ・シーガル 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

■身近なものを3 2月13日［水］‐3月17日［日］

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

36.5×34.5

泉茂 仲間 1954 エッチング、アクアチント 紙 11.8×18.0

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

1981 シルクスクリーン、コラージュ、紗
紙

100.0×70.0†

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

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

菊畑茂久馬 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

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

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

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

島州一 黄色い新聞紙 1975 シルクスクリーン 紙 30.7×23.6
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

島州一 Trace 20-A 1989 シルクスクリーン 紙 90.8×60.2†

Trace 20-B 1989 シルクスクリーン 紙 90.7×60.5†

Trace 20-C 1989 シルクスクリーン 紙 90.5×60.5†

吉原英雄 ミラー・オブ・ミラー・K 1972 リトグラフ 紙 70.0×100.0†

テーブルの上のオブジェ1 1981 エッチング 紙 59.8×44.8

ジャン＝ミシェル・フォロン 街のジャングル－日刊紙 1972 シルクスクリーン 紙 55.0×74.0

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

1965 シルクスクリーン 紙 73.6×96.3†

■身近なものを４ 3月19日［火］‐4月14日［日］

麻田浩 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

泉茂 船出 1954 エッチング 紙 14.5×17.7

磯見輝夫 森へ 1984 木版 紙 69.5×120.0

井田照一 Paper Between Two Sto-
nes and Rock

1979 リトグラフ、エンボス、コラージュ
紙

96.2×62.8†

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

私の動物園より（トリ） 1973 リトグラフ 紙 60.0×91.0

島州一 草原 1974 シルクスクリーン 紙 44.0×53.0

長谷川潔 林檎樹（再生したる林檎樹） 1956 エッチング 紙 35.7×25.8

日和崎尊夫 鳥 魚 1965 木版 紙 9.3×13.3

樹木 1969 木版 紙 7.8×7.0

横尾忠則 終りの美学 1966 シルクスクリーン 紙 102.4×73.7†

横尾忠則 日本万国博覧会せんい館 1969 オフセット 紙 103.8×77.0†

マックス・エルンスト 版画集〈博物誌〉
32. すべてを忘れて

1926 鉛筆フロッタージュのコロタイプ 50.0×32.4†

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

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉4.白象の
悪夢

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉6.狼 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

展示室2
■徳島ゆかりの美術

石川真五郎 夕景 1922 油彩 板 22.1×15.8［真美会寄贈］

関東大震災 1925 油彩 板 33.3×45.5［真美会寄贈］

市原義之 街の朝 1971 紙本着色 164.0×214.5*b

冬日 1986 紙本着色 197.9×197.9*a

生棲早春 1992 紙本着色 162.1×336.3*b
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

市原義之 薄雪越冬 1992 紙本着色 162.1×336.3*a［作家寄贈］

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

男性座像 1918 油彩 キャンバス 72.5×53.0

パリ風景 1926頃 油彩 キャンバス 46.0×54.3

白いシュミーズ 1926-27頃 油彩 キャンバス 91.0×72.8

ハープを弾く婦人 1927頃 油彩 キャンバス 99.5×80.0

黒人の立てる室内 1927頃 油彩 キャンバス 99.7×80.9

赤い着物のマドレー 1928頃 油彩 キャンバス 116.0×72.5

男女像 1939 油彩 キャンバス 100.2×72.8

河井清一 雪の都 1922 油彩 キャンバス 60.8×49.8［河井慶清氏寄贈］

富永勝重 煙突 1915 油彩 キャンバス 52.8×72.5［富永加代氏寄贈］

板東敏雄 風景 1922以前 油彩 キャンバス 31.9×42.3［遺族寄贈］

三宅克己 残雪 1922 水彩、コンテ 紙 66.0×100.0*b

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*a

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1978 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

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

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

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

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

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

山口牧生 四角い形D 1989 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0
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3-2 特別展 平成30年度特別展一覧
1 愛されて40年「100万回生きたねこ」佐野洋子の世界展
平成30年7月14日［土］‐9月2日［日］

2 日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業－
平成30年9月15日［土］‐11月4日［日］

3 アール・ブリュット再考2展 みずのきの色層
平成31年2月23日［土］‐3月10日［日］
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1

愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋子の世界展

● 会期
平成30年7月14日［土］から9月2日［日］45日間

● 休館日
毎週月曜日、7月17日［火］
＊7月16日［月・祝］、8月13日［月］は開館

● 視点
1977年の刊行以来、発行部数221万を数えるロングセ

ラー『100万回生きたねこ』で知られる絵本作家でエッセイ
ストの佐野洋子（1938-2010年）。そのユニークで豊かな世
界を、5章にわけて代表的な絵本の原画や版画作品など
約130点で紹介した。

第1章「『100万回生きたねこ』の世界」では、『100万回
生きたねこ』の絵本原画を展示した。これらの原画はカ
ラー写真修正液を使って描かれた珍しいもので、光による
退色を嫌う大変デリケートな作品なので、滅多に公開され
ることはないが、それらを今回は特別に全点展示した（半
数ずつ前・後期に分けて展示）。あわせて、デジタルリマス
ター版（全点）も全期間展示した。またミュージカル化され
た（2013/2015年）時の衣装や小道具なども紹介した。
第2章の「ねこ、ねこ、ねこ」では、ねこが登場する絵本の

なかから、女の子とねこが主人公の『すーちゃんとねこ』、友
達探しのねこのおはなし『さかな1ぴき なまのまま』、お人よ
しなライオンと身勝手な猫たちを描いた『空とぶライオン』の
3作品の原画を紹介した。『すーちゃんとねこ』は佐野が絵
と文の両方を手がけた最初の絵本で、原画は今回が初
公開となった。またこの絵本は5色を使ったカラー印刷であ
るが、それぞれの色に対応した原画が1枚ずつ描かれお
り、一つの場面に5枚ずつの原画がある珍しい作品である。
第3章「永遠のこども」では、第二次世界大戦中の1938

年に中国の北京で生まれ、戦後、日本に引き揚げて激動
の時代を生きた佐野の、こども時代が投影されている作
品に焦点を当てた。北京時代の幼少時の記憶に基づく
『わたしのぼうし』（原画）と、引き揚げ後に過ごした山梨の
思い出などが綴られた小説『右の心臓』（原稿と表紙原
画）の2作品を紹介した。
第4章「自然への眼差し」では、自然や生き物への温か

い眼差しを感じる『ふじさんとおひさま』（詩・谷川俊太郎）、
『ちょっと まって』（作・岸田今日子）、そして最後の自作
絵本『ねえ とうさん』の3作品の原画を展示した。

最後の第5章「銅版画との出会い」では、1990年代から
から集中的に制作、発表した銅版画（主にエッチング）の
仕事を、自伝的な内容となる『女の一生 I』、『女の一生
II』、そして一種の哲学的な人生観をみせる『あっちの女
こっちの猫』の画文集3作品の原画で紹介した。
絵だけでなく文も自ら担当することも多く、また「絵本は

本の形になって初めて完成するものだ」と語っていた佐野
の世界を通じて、絵本の持つ魅力の奥深さを知るとともに、
絵本の「作品」となにか、ということを改めて考え直す機会
を提供することが出来た。

● 主催
「100万回生きたねこ－佐野洋子の世界展」実行委員会、
徳島新聞社、徳島県教育委員会

● 後援
NHK徳島放送局
四国放送株式会社

● 特別協力
オフィス・ジロチョー

● 協力
講談社
ホリプロ

● 企画協力
アートプランニングレイ

● 観覧料
一般 1,000円（800円）
高校生 500円（400円）
小・中生 300円（200円）
（ ）内は前売り、20名以上の団体料金。
障がい者と介助者1名は無料。

● 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
図録：20×28cm 108ページ うちカラー84ページ

● 入館者数
10,363人
＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
「「100万回生きたねこ」心温まる佐野洋子の世界 来年
7月から県立近代美術館企画展」『徳島新聞』 平成
29年12月19日
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「2018年、これだけは見ておきたい美術展［番外編1］絵
本作家の創作の秘密」『芸術新潮』 平成29年12月
号（68巻12号 通巻816号）
「原画で見る「100万回生きたねこ」佐野洋子の世界展」
『徳島新聞』 平成30年1月1日
「お昼のクローバー」 NHK徳島放送局 平成30年6月
22日
「「100万回生きたねこ」の世界 佐野洋子の絵本」
『徳島新聞』 平成30年7月7日
「鳴潮」『徳島新聞』 平成30年7月14日
「ニュースフラッシュ 「佐野洋子展」始まる」『徳島新
聞』夕刊 平成30年7月14日
「「佐野洋子展」始まる 県立近代美術館」『徳島新
聞』 平成30年7月15日
「フォーカス徳島）」 四国放送 平成30年7月16日
「ニュース（昼）」 NHK徳島放送局 平成30年7月18日
「ドレミファ曽谷のどどんがドン」 エフエムびざん 平成
30年7月20日
「絵本の魅力たっぷり 佐野洋子「100万回生きたねこ」
展」 週刊阿波っ子タイムス『徳島新聞』 平成30年7月
22日
「「佐野洋子の世界展」に見応え」 読者の手紙『徳島
新聞』 平成30年7月23日
「土曜ワイド徳島）」 四国放送ラジオ 平成30年7月28日
「100万回生きたねこ佐野洋子の世界展 上 原画や版
画130展集う」 週刊阿波っ子タイムス『徳島新聞』 平成
30年7月29日
「できた1私だけの「猫」 県立近代美術館佐野洋子展
児童ら絵本作り体験」『徳島新聞』 平成30年7月30日
「愛されて10年『100万回生きたねこ』佐野洋子の世界展」
『徳島県立近代美術館ニュース』第106号（平成30年7
月） pp.2-3
「美術館からのエッセイ 「愛されて40年『100万回生きた
ねこ』佐野洋子の世界展」 寄稿者コラム「千言万語」
日本中央テレビHP 平成30年7月

「イベントPICUP 愛されて40年『100万回生きたねこ』佐
野洋子の世界展」『あわわ』平成30年7月号（vol.74
38巻第4号 通巻446号）
「トレンドカフェ」ケーブルテレビあなん 平成30年7月
「佐野洋子の世界 県立近代美術館展から（全5回）」
1.「100万回生きたねこ」平成30年8月2日、2.「ねこ、ねこ、
ねこ」平成30年8月3日、3.「永遠のこども」平成30年8月4
日、4.「自然へのまな差し」平成30年8月5日、5.「銅版画と

の出会い」平成30年8月9日 『徳島新聞』
「きらり阿波女 佐野洋子の世界展 県立近代美術
館」『徳島新聞』 平成30年8月5日
「一日一門クイズ 今週のテーマは100万回生きたねこ
展」『徳島新聞』 平成30年8月5日～11日
「100万回生きたねこ 佐野洋子の世界展 下 猫のイラ
スト優秀作品紹介」 週刊阿波っ子タイムス『徳島新聞』
平成30年8月19日
「猫に変身して笑顔 県立近代美術館佐野洋子展
児童ら仮装楽しむ」『徳島新聞』 平成30年8月20日
「らぶ！らぶ！徳島）」 ケーブルテレビ徳島 平成30年8月
22日
「佐野洋子の世界展 来場者1万人突破 徳島市」
『徳島新聞』 平成30年9月1日

● 担当学芸員
友井伸一、吉原美恵子
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●出品リスト
愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋子の世界展

第1章 『100万回生きたねこ』の世界

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

佐野洋子 『100万回生きたねこ』表紙 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 37.5×38.0 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』扉 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 42.0×29.7 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.3 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.9×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.5 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 37.8×53.9 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.7 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.5×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.9 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.7×52.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.11 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.5×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.13 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.5×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.15 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.4×46.1 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.17 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.9×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.19 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.9×53.7 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.21 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.8×54.3 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.23 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 39.5×53.9 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.25 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.7×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.27 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.3×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.29 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.7×54.1 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.31 1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.6×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』
裏表紙

1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 21.5×14.2 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』
未収録作品1

1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 38.4×36.3 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』
未収録作品2

1977年（講談社） カラー写真修正液・紙 40.6×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』草稿 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』表紙 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』扉 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.3 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.5 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.7 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.9 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.11 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

佐野洋子 『100万回生きたねこ』p.13 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.15 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.17 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.19 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.21 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.23 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.25 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.27 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.29 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』p.31 2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

『100万回生きたねこ』
裏表紙

2014年（オフィス·ジロ
チョー）

デジタルリマスター版・
紙

38.0×53.8 オフィス・ジロチョー蔵

インバル・ピント＆アブシャ
ロム・ポラックによるミュー
ジカルの舞台美術

2013年、2015年（ホリ
プロ）

ホリプロ蔵

第2章 「ねこ、ねこ、ねこ」

佐野洋子 『すーちゃんとねこ』表紙：
主版（ピンク）

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・紙 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』表紙：
藍版

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』表紙：
オレンジ版

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』表紙：
黄版

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』表紙：
グレー版の各原画

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』表紙：
校正刷（未収録・別ヴァー
ジョン）

1973年（こぐま社） （印刷用）インク・紙 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』表紙：
版下

1973年（こぐま社） 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：主版（ピンク）

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・紙 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：藍版

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：オレンジ版

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：黄版

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：グレー版の各原画

1973年（こぐま社） ダーマトグラフ・トレー
シングペーパー

30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

佐野洋子 『すーちゃんとねこ』p.36-
37：校正刷

1973年（こぐま社） （印刷用）インク・紙 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：版下

1973年（こぐま社） 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』p.36-
37：フィルム（黄版）

1973年（こぐま社） フィルム 30.0×50.5 オフィス・ジロチョー蔵

『すーちゃんとねこ』草稿
2冊

オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
表紙

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 38.0×26.8×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.2

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 39.5×32.7×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.3

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 37.3×29.3×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.6-7

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 38.2×54.3×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.14-15

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 34.4×54.0×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.18

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 38.0×27.0×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.24-25

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 38.3×54.8×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『さかな1ぴきなまのまま』
p.30-31

1978年・2008年（新
装版）（フレーベル館）

油彩・麻布 38.0×28.2×7.0 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』表紙 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.3 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.7 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.8 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.9 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.6×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.13 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.15 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.19 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.4 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.21 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.25 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.4 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.27 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.6×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.29 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.5×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』p.31 1982年・1993年（新
装版）（講談社）

アクリル·紙 39.6×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『空とぶライオン』草稿 オフィス・ジロチョー蔵
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第3章 「永遠のこども」

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

佐野洋子 『わたしのぼうし』表紙 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.5×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』背表紙 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 6.4×4.2 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』扉 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×43.2 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.3 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.5×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.5 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.2×55.0 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.7 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.5×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.9 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×55.0 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.11 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.6×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.12 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.6×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.13 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.15 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×51.5 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.17 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.19 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.21 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.23 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.4×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.25 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.27 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 34.3×37.2 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.29 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.8×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』p.31 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 39.7×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『わたしのぼうし』奥付 1976年（ポプラ社） パステル、水彩・紙 38.2×39.5 オフィス・ジロチョー蔵

『右の心臓』（文庫）表紙 2012年（小学館） パステル・紙 38.5×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『右の心臓』原稿 オフィス・ジロチョー蔵

第4章 「自然への眼差し」

谷川俊太郎 『ふじさんとおひさま』表紙 1944年（童話屋） クレヨン・紙 38.0×26.9 オフィス・ジロチョー蔵

『ふじさんとおひさま』
p.14-15

1944年（童話屋） クレヨン・紙 19.0×26.9 オフィス・ジロチョー蔵

『ふじさんとおひさま』
p.58-59

1944年（童話屋） クレヨン・紙 18.9×26.9 オフィス・ジロチョー蔵

『ふじさんとおひさま』
p.98-99

1944年（童話屋） クレヨン・紙 18.9×26.9 オフィス・ジロチョー蔵

『ふじさんとおひさま』
p.124-125

1944年（童話屋） クレヨン・紙 19.1×26.9 オフィス・ジロチョー蔵

岸田今日子 『ちょっとまって』表紙 1998年（福音館書店）パステル・紙 39.5×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『ちょっとまって』扉 1998年（福音館書店）パステル・紙 39.1×54.0 オフィス・ジロチョー蔵

『ちょっとまって』p.7 1998年（福音館書店）パステル・紙 39.4×54.5 オフィス・ジロチョー蔵
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

岸田今日子 『ちょっとまって』p.11 1998年（福音館書店）パステル・紙 39.4×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

『ちょっとまって』p.23 1998年（福音館書店）パステル・紙 39.0×53.9 オフィス・ジロチョー蔵

『ちょっとまって』p.26-27 1998年（福音館書店）パステル・紙 39.4×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

佐野洋子 『ねえとうさん』扉 2001年（小学館） パステル・紙 39.5×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『ねえとうさん』p.7 2001年（小学館） パステル・紙 39.8×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『ねえとうさん』p.13 2001年（小学館） パステル・紙 39.7×54.6 オフィス・ジロチョー蔵

『ねえとうさん』p.21 2001年（小学館） パステル・紙 39.6×54.7 オフィス・ジロチョー蔵

『ねえとうさん』p.30-31 2001年（小学館） パステル・紙 39.5×54.5 オフィス・ジロチョー蔵

第5章 「銅版画との出会い」

佐野洋子 『女の一生I』p.3 1992年（トムズボックス）エッチング・紙 12.9×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生I』p.41 1992年（トムズボックス）エッチング・紙 13.0×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.3 1994年（トムズボックス）エッチング・紙 15.9×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.17（未
収録・水彩による彩色）

1994年（トムズボックス）エッチング／アクリル
ガッシュ

16.0×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.23 1994年（トムズボックス）エッチング・紙 15.8×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.23（未
収録・白黒反転）

1994年（トムズボックス）モノタイプ 15.8×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.31 1994年（トムズボックス）エッチング・紙 15.8×10.5 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.43（未
収録・水彩による彩色）

1994年（トムズボックス）エッチング／アクリル
ガッシュ

14.9×10.0 オフィス・ジロチョー蔵

『女の一生II』p.49 1994年（トムズボックス）エッチング・紙 29.8×36.3 オフィス・ジロチョー蔵

（タイトルなし） 1993年 エッチング・紙 25.8×36.4 オフィス・ジロチョー蔵

『あっちの女こっちの猫』
表紙カバー及びp.30（未
収録・猫の眼なし）

1999年（講談社） エッチング、アクアチン
ト・紙

23.8×15.8 オフィス・ジロチョー蔵

『あっちの女こっちの猫』
p.4-5

1999年（講談社） エッチング、アクアチン
ト・紙

15.8×23.8 オフィス・ジロチョー蔵

『あっちの女こっちの猫』
p.34-35

1999年（講談社） エッチング、アクアチン
ト・紙

15.8×23.8 オフィス・ジロチョー蔵

『あっちの女こっちの猫』
p.54-55

1999年（講談社） エッチング、アクアチン
ト・紙

15.8×24.3 オフィス・ジロチョー蔵

『あっちの女こっちの猫』
p.59

1999年（講談社） エッチング、アクアチン
ト・紙

23.8×15.8 オフィス・ジロチョー蔵
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2

日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業

● 会期
平成30年9月15日［土］～11月4日［日］（44日間）

● 休館日
月曜日（9月17日、9月24日、10月8日は開館）、9月18日
［火］、9月25日［火］、10月9日［火］

● 視点
日本画家・日下八光（本名：喜一郎 1899-1996年）の
初めての回顧展。日下は、現在の徳島県阿南市羽ノ浦
町に生まれ、東京美術学校（現・東京藝術大学）日本
画科に学ぶ。美しい風景画を描き、戦前戦後の日本画
壇で活躍した他、母校の教授として後進を指導。模写の
分野でも大きな業績を残している。
本展は、3つの部分から構成した。一つは代表的な日
本画作品である。戦前の帝展（帝国美術院美術展覧
会）や戦後の日展（日本美術展覧会）など、当時におけ
る一級の舞台で発表した大作が見どころとなった。二つ目
は、大正期から戦後にかけて描かれた緻密で美しいス
ケッチ群である。日本と韓国、中国の風景、静物や花な
どが表されているが、そのうち昭和初期に朝鮮各地で描
かれた作品は、失われた風景や風俗の記録として韓国
の研究者からも注目されている。三つ目は模写作品であ
る。中国の西端、現在の新疆ウイグル自治区で見出され
た絵画を模写した初期作品、後半生を捧げた九州や東
北の装飾古墳の模写などをご覧いただいた。
日下は、その長い画業のなかで多彩で魅力的な業績
を残したが、本展ではその画業の全貌を紹介し、忘れられ
つつあった重要な県出身作家を再評価することができた。
なお、戦前の朝鮮半島における写生は、韓国の研究者
との共同研究により、写生地を特定し、制作の歴史的背景
を検討。関連資料や現状写真と合わせて、分かりやすい
展示に結びつけることができた。また、模写については、国
立歴史民俗博物館と連携をはかり、絵画史、考古学等
の分野を交流させた新しい視点による画業理解につな
げ、それらを図録にも反映することができた。
また、「日下八光を知る講座」やワークショップなどの普
及事業、日下の出身小学校への出前授業など学校教
育との連携事業によって、その魅力を多くの来館者や県
民に伝えることができた。
第20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

● 協力
国立歴史民俗博物館

● 助成
（一財）地域創造

● 観覧料
一般 800円（640円）
高・大学生 600円（480円）
小・中学生 400円（320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。
「学校連携」では、日下の出身小学校である阿南市立
岩脇小学校での出前授業を行った。1年から6年まで全校
児童に日下の画業の意義を伝え、見学の事前学習（1～
5年）となるようにした。また、学校や保育所の希望により、ア
トリエで日本画絵具の体験と合わせた見学プログラムも実
施した。
ユニバーサル・ミュージアムの取り組みとしては、「手話

通訳つき展示解説」を開催した他、「日下八光を知る講
座」でヒアリングループを設置。情報保障につとめた。手話
ビデオの作成、視覚障がい者に作品の図柄を説明する
ための「触察図」を作成して案内に活かした。

● 印刷物
ポスター：B2判縦
チラシ：A4判縦（両面カラー）
図録：B5判縦（277×181mm）212ページ、うちカラー120
ページ1,100部
出品リスト：A4判縦12ページ 簡易印刷
＊また、会場で「鑑賞シートno.1 徳島の美術（日下八光）」
（A4判縦、カラー4ページ、2004年3月発行）を配布した。
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● 入館者数
3,308人

● 新聞、雑誌、放送番組等
「岩脇小出身の日本画家 日下八光の業績学ぶ」『徳
島新聞』 平成30年8月25日
「美術館からのエッセイ 特別展 日下八光日本画展－
自然美の探求と知られざる画業」『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9月
尾野益大「阿南出身・日本画家 日下八光 初の回顧展」
『徳島新聞』 平成30年9月13日
「徳島新聞ニュース」 四国放送 平成30年9月15日
佐藤陽香「自然や古墳壁画色彩豊かに描く 日下八光
展始まる」『徳島新聞』 平成30年9月16日
「古里の自然美を描く 徳島市で日下八光展」『徳島
新聞』 平成30年9月23日
尾野益大「藍がめ」『徳島新聞』 平成30年9月26日夕刊
南志郎「日下八光の業績学ぶ 阿南市」『徳島新
聞』平成30年9月27日
「新日曜美術館アートシーン」 NHK・Eテレ 平成30年
9月30日
「トレンド・カフェ」 ケーブルテレビあなん 平成30年9月
21日、23日、28日、30日
「ギャラリー 日下八光日本画展」『讀賣新聞』 平
成30年10月12日（地域 徳島版）
「ドレミファ曽谷のどどんがドン 日下八光日本画展につ
いて」 エフエムびざん 平成30年10月12日 出演：森
芳功
NHKニュース、NHK徳島放送局、平成30年10月17日

● 担当学芸員
森 芳功、吉川神津夫
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●出品リスト
日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業

＊所蔵者を記していない作品は、徳島県立近代美術館蔵。

1 日本画作品

No. 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法㎝（縦×横）他 所蔵者

1 童女 1923（大正12） 絹本着色 軸装 130.0×40.9

2 童女 大正後期 絹本着色 軸装 112.2×70.8

3 羽衣之図 1923（大正12） 絹本着色 軸装 127.5×40.8

4 雨後 大正後期 絹本着色 軸装 130.0×40.9

5 松林 武蔵野三題の内 1924（大正13） 絹本着色 軸装 115.8×85.5 徳島市立徳島城博物館

6 村家 武蔵野三題の内 1924（大正13） 絹本着色 額装 83.6×112.7 東京藝術大学

7 静流 武蔵野三題の内 1924（大正13） 絹本着色 額装 85.3×112.8

8 帰路 大正後期 絹本着色 軸装 129.2×50.0

9 梔子黄鳥図 大正後期 絹本着色 軸装 125.5×41.5 徳島市立徳島城博物館

10 梔子黄鳥 昭和初期 絹本着色 軸装 131.5×40.4

11 阿南の海 1927（昭和2） 絹本着色 額装 165.0×175.0

12 桃に小鳥 昭和初期 絹本着色 軸装 130.0×41.8

13 渓流 昭和初期 絹本着色 額装 36.0×116.0
［�山武己氏寄贈］

14 出島の風景 昭和初期 絹本着色 額装 49.6×147.0 阿南市立岩脇小学校

15 竜胆に鶉 昭和初期 絹本着色 軸装 117.5×26.7

16 鶉と若松（仮称） 昭和初期 絹本着色 額装 247.0×160.0 天心聖教

17 晩秋 1932（昭和7） 紙本着色 額装 254.0×205.0

18 藪蔭 昭和初期 紙本着色 額装 137.0×162.0［作家寄
贈］

19 秋深む 1934（昭和9） 紙本着色 額装 258.0×183.0

20 野末 1939頃（昭和14頃） 紙本着色 額装 187.0×217.0

21 戦場ヶ原 1939（昭和14） 紙本着色 額装 174.0×190.0

22 蘭蕉（盛夏） 1942（昭和17） 紙本着色 額装 53.9×69.8 阿南市立岩脇小学校

23 桃に小鳥 昭和前期 絹本着色 額装 37.7×40.7

24 秋 昭和前期 紙本墨画着色 軸装 132.2×32.0 個人

25 秋 1943（昭和18） 紙本着色 額装 186.0×102.0［作家寄
贈］

26 高原の春 1946（昭和21） 紙本着色 額装 249.9×172.4

27 朝霧 1989（平成元） 紙本着色 額装 174.3×174.3 徳島県立富岡西高等
学校
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2 写生－日本・朝鮮・中国
［日本の風景］

No. 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法㎝（縦×横）他 所蔵者

28 房州太海々岸 不詳 水彩、パステル、鉛筆
紙

27.1×38.3［作家寄贈］

29 海岸の風景 不詳 水彩、パステル、鉛筆
紙

29.4×39.4［作家寄贈］

30 武蔵野の富士 1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 28.7×37.1［作家寄贈］

31 武蔵野京王沿線上石原
駅付近

1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 28.1×37.0［作家寄贈］

32 郷里岩脇にて 1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 28.0×37.4［作家寄贈］

33 武蔵野のとある寺 1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 23.8×37.0［作家寄贈］

34 武蔵野の夕靄 1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 28.5×37.1［作家寄贈］

35 荒川風景 1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 28.4×37.6［作家寄贈］

36 武蔵野風景 1924（大正13） 水彩、鉛筆 紙 28.4×37.0［作家寄贈］

37 阿南北の脇海岸 1927（昭和2） 水彩、鉛筆 紙 29.3×38.1［作家寄贈］

38 奥利根にて 1931（昭和6） 水彩、墨、鉛筆 紙 89.6×64.7［作家寄贈］

39 奥利根にて 1933（昭和8） 水彩、インク、鉛筆
紙

51.0×34.5［作家寄贈］

40 東京練馬区東長崎 1935（昭和10） 水彩、鉛筆 紙 28.1×37.1［作家寄贈］

41 日光孝徳沼 1939頃（昭和14頃） 水彩、鉛筆 紙 27.4×38.6［作家寄贈］

42 日光男体山 1939頃（昭和14頃） 水彩、鉛筆 紙 27.3×38.8［作家寄贈］

43 中禅寺湖畔 昭和前期 水彩、パステル、鉛筆
紙

25.9×35.8［作家寄贈］

44 紅葉の山 昭和前期 水彩、鉛筆 紙 27.3×38.2［作家寄贈］

45 清流 昭和前期 水彩、鉛筆 紙 29.3×38.1［作家寄贈］

46 花敷温泉 1942（昭和17） 水彩、鉛筆 紙 37.5×28.8［作家寄贈］

47 冬の山 昭和前期 水彩、鉛筆 紙 29.5×38.2［作家寄贈］

48 渓流 昭和前期 水彩、鉛筆 紙 35.2×30.2［作家寄贈］

49 河口湖付近 1945（昭和20） 水彩、鉛筆 紙 29.2×38.1［作家寄贈］

50 山梨県道志村の一夜 1946（昭和21） 水彩、鉛筆 紙 27.4×38.6［作家寄贈］

51 茨城の農家 1948（昭和23） 水彩、鉛筆 紙 29.4×39.5［作家寄贈］

52 奈良二月堂本尊 1948（昭和23） 水彩、鉛筆 紙 43.2×30.0［作家寄贈］

53 東大寺南大門仁王像 1948（昭和23） 水彩、鉛筆 紙 38.6×27.4［作家寄贈］

54 樹木 不詳 水彩、ペン、鉛筆 紙 37.1×27.9［作家寄贈］

55 日光中禅寺湖畔 不詳 水彩、パステル、鉛筆
紙

35.0×38.3［作家寄贈］

［人・静物・動物・花々］

56 自画像 1920（大正9） 水彩、木炭 紙 31.3×24.2［作家寄贈］
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No. 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法㎝（縦×横）他 所蔵者

57 葡萄と栗 1921（大正10） 水彩、パステル 紙 27.9×38.8［作家寄贈］

58 鮎三匹 1923（大正12） 水彩、鉛筆 紙 24.7×28.4［作家寄贈］

59 籠の魚 大正末-昭和初期 パステル、鉛筆 紙 56.7×62.5［作家寄贈］

60 兎 大正末-昭和初期 水彩、鉛筆 紙 29.0×37.7［作家寄贈］

61 イタチ 大正末-昭和初期 水彩、鉛筆 紙 28.0×37.1［作家寄贈］

62 伊勢海老 昭和初期 水彩、鉛筆 紙 27.9×38.7［作家寄贈］

63 朝顔 昭和初期 水彩、鉛筆 紙 27.4×38.6［作家寄贈］

64 サクラボタン 昭和初期 水彩、鉛筆 紙 37.0×29.5［作家寄贈］

65 牡丹 昭和初期 水彩、鉛筆 紙 37.3×35.8［作家寄贈］

66 婦人像 1932（昭和7） 水彩、鉛筆 紙 25.9×36.4［作家寄贈］

67 真桑瓜 1933（昭和8） 水彩、鉛筆 紙 42.8×52.8［作家寄贈］

68 ヤマアジサイ 昭和前期 水彩、鉛筆 紙 37.0×38.2［作家寄贈］

69 桜 1956（昭和31） 色鉛筆、鉛筆 紙 38.3×54.5［作家寄贈］

70 太宰府観世音寺にて 1960（昭和35） 水彩、鉛筆 紙 27.3×38.5［作家寄贈］

［朝鮮にて］
景福宮内

71 三島手壷 1928（昭和3） 水彩 紙 26.6×37.6［作家寄贈］

72 景福宮内 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 28.3×39.0［作家寄贈］

73 景福宮内 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 29.1×32.9［作家寄贈］

74 景福宮内 後宮庭園蛾
眉山

1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 38.1×26.9［作家寄贈］

75 景福宮神武門 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.9×38.2［作家寄贈］

76 景福宮内 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.8×38.2［作家寄贈］

77 景福宮裏 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.8×38.2［作家寄贈］

78 景福宮内 秘園薫風下園 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.9×31.1［作家寄贈］

79 景福宮内 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.9×37.9［作家寄贈］

80 景福宮秘園 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 38.0×26.9［作家寄贈］

81 朝鮮京城景福宮内にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 53.7×38.2［作家寄贈］

82 朝鮮京城景福宮内にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 54.8×36.0［作家寄贈］

83 景福宮内にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.0×13.4［作家寄贈］

84 朝鮮総督府博物館にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 38.2×53.6［作家寄贈］

京城とその近郊

85 獨立門 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 29.4×38.0［作家寄贈］

86 獨立門外 1928（昭和3） 水彩、墨、鉛筆 紙 14.6×19.0［作家寄贈］
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No. 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法㎝（縦×横）他 所蔵者

87 京城 先剣亭附近にて 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 29.2×37.9［作家寄贈］

88 京城市内所見 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 27.0×29.0［作家寄贈］

89 漢江にて 1928（昭和3） 水彩、墨、鉛筆 紙 14.4×19.0［作家寄贈］

90 朝鮮北漢山路にて 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 19.0×13.2［作家寄贈］

91 京城北韓山にて 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 13.4×19.0［作家寄贈］

92 京城 清涼寺 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.0×13.4［作家寄贈］

93 京城市内 1928-1929頃（昭和3-
4頃）

水彩、鉛筆 紙 13.4×19.0［作家寄贈］

94 京城市内所見 1928-1929頃（昭和3-
4頃）

水彩、鉛筆 紙 13.4×19.0［作家寄贈］

95 朝鮮京城所見 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 13.4×19.1［作家寄贈］

96 井戸側 朝鮮京城所見 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.0×13.5［作家寄贈］

97 母と子 1928-1929頃（昭和3-
4頃）

水彩、鉛筆 紙 19.2×13.5［作家寄贈］

仁川郊外

98 仁川郊外 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.7×38.1［作家寄贈］

99 仁川の海 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.9×37.9［作家寄贈］

100 仁川郊外所見 1929（昭和4） 水彩、墨、鉛筆 紙 19.1×26.8［作家寄贈］

101 仁川所見 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.0×26.8［作家寄贈］

102 仁川月尾島 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.6×37.6［作家寄贈］

水原

103 水原城 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 29.0×38.3［作家寄贈］

104 水原にて 1928-1929頃（昭和3-
4頃）

水彩、鉛筆 紙 26.6×38.2［作家寄贈］

105 水原郊外にて 1928（昭和3） 水彩、鉛筆 紙 29.0×38.2［作家寄贈］

開城郊外

106 開城彩霞洞 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 38.0×26.7［作家寄贈］

107 開城郊外 1929（昭和4） 水彩 紙 13.4×19.0［作家寄贈］

108 子守り 1929（昭和4） 水彩、墨、鉛筆 紙 19.0×14.5［作家寄贈］

109 朝鮮開城郊外にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.2×13.4［作家寄贈］

平壌とその郊外

110 平壌にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.5×17.6［作家寄贈］

111 練光亭 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.1×26.9［作家寄贈］

112 平壌にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.6×17.5［作家寄贈］
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No. 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法㎝（縦×横）他 所蔵者

113 大同江畔にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.7×17.5［作家寄贈］

114 平壌七星門外 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 17.4×25.6［作家寄贈］

115 大同江岸 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 17.4×25.8［作家寄贈］

116 大同江畔 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.9×17.5［作家寄贈］

117 李錦繍紅 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.4×17.3［作家寄贈］

118 列車のなかで 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.1×17.2［作家寄贈］

119 室内の女性 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.6×17.6［作家寄贈］

120 案内人 劉甲祥 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.8×19.1［作家寄贈］

慶州

121 新羅掛陵 1929（昭和4） 水彩 紙 26.9×19.2［作家寄贈］

122 慶州掛陵 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.8×19.0［作家寄贈］

123 慶州にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 19.3×26.8［作家寄贈］

124 慶州博物館にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.9×19.0［作家寄贈］

125 慶州博物館内 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.8×19.1［作家寄贈］

取材地不詳

126 塔のある風景 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 17.5×12.8［作家寄贈］

［中国にて］

127 奉天清朝の廟北陵 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 28.0×24.0［作家寄贈］

128 奉天北陵 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 28.0×24.2［作家寄贈］

129 奉天清の王廟 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 17.5×25.3［作家寄贈］

130 奉天にて 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.6×17.2［作家寄贈］

131 奉天郊外 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 17.3×25.4［作家寄贈］

132 安奉城宮ノ島 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 17.4×25.3［作家寄贈］

133 大遼陽ノ白塔公園 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 25.4×17.5［作家寄贈］

134 遼陽白塔 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.6×19.0［作家寄贈］

135 遼陽白塔 1929（昭和4） 水彩、鉛筆 紙 26.6×19.3［作家寄贈］

136 新京所見 露台山仮泊 1933（昭和8） 水彩、鉛筆 紙 28.0×24.2［作家寄贈］

137 旧満鉄沿線下九台 1933（昭和8） 水彩、鉛筆 紙 28.0×23.8［作家寄贈］

138 吉林松花山中にて 1933（昭和8） 水彩、鉛筆 紙 24.0×28.0［作家寄贈］

139 吉林省 1933（昭和8） 水彩、鉛筆 紙 24.0×28.0［作家寄贈］

140 吉林大北山関帝廟 1933（昭和8） 水彩、鉛筆 紙 24.0×28.0［作家寄贈］
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3 模写の世界
［西域仏教壁画］

No. 作品名 制作年 技法・材質・形状 寸法㎝（縦×横）他 所蔵者

141 裸体人物と蛇 1928（昭和3） 紙本着色 軸装 31.2×42.3 東京藝術大学

142 菩薩幡 1928-1929頃（昭和3-
4頃）

紙本着色 軸装 106.2×29.7 東京藝術大学

143 供養菩薩 1929頃（昭和4頃） 紙本着色 軸装 153.6×83.4 東京藝術大学

144 供養菩薩 1929頃（昭和4頃） 紙本着色 軸装 154.0×60.3 東京藝術大学

［寺院壁画］

145 富貴寺壁画 三 1959頃（昭和34頃） 紙本着色 額装 29.5×79.2 東京藝術大学

［装飾古墳壁画］

146 王塚古墳 後室前壁
復元図

1975頃（昭和50頃） 紙本着色 額装 148.0×297.5 国立歴史民俗博物館

147 王塚古墳 前室正面戸
口左側壁 現状模写

1955（昭和30） 紙本着色 額装 116.0×111.0 国立歴史民俗博物館

148 王塚古墳 前室正面戸
口左側壁 復元図

1973（昭和48） 紙本着色 額装 100.0×107.0 国立歴史民俗博物館

149 王塚古墳 後室奥壁
現状模写

1955-1957頃（昭和30-
32頃）

紙本着色 額装 183.0×294.0 国立歴史民俗博物館

150 王塚古墳 後室奥壁
復元図

1975（昭和50） 紙本着色 額装 169.5×291.0 国立歴史民俗博物館

151 竹原古墳 前室正面戸
口右側壁 現状模写

1958（昭和33） 紙本着色 額装 109.0×89.0 国立歴史民俗博物館

152 竹原古墳 前室正面戸
口右側壁 復元図

1958（昭和33） 紙本着色 額装 117.0×90.0 国立歴史民俗博物館

153 五郎山古墳 後室奥壁
上部 現状模写

1961-1979頃（昭和36-
54頃）

紙本着色 額装 109.5×129.0 国立歴史民俗博物館

154 五郎山古墳 後室奥壁
上部 復元図

1978（昭和53） 紙本着色 額装 109.5×128.0 国立歴史民俗博物館
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3

アール・ブリュット再考2展 みずのきの色層

● 会期
平成31年2月23日［土］～3月10日［日］

● 休館日
月曜日

● 視点
この展覧会は、京都府亀岡市にあるみずのき美術館の
所蔵作品を紹介するものである、この美術館の作品は、
母体である障害者支援施設みずのきの創立5年目に開
設された絵画教室（1964年～2001年）で、日本画家・西
垣籌一の指導のもとで生まれたものである。みずのきの作
品の魅力の一つは個 の々作り手の色使いにある。色彩を
様 に々組み合わせて特定のモティーフを繰り返し描き続
ける人もいれば、渋い色を用いて動物や鳥など具象的な
モティーフを描く人など、実に多様で興味深いものである。
また、一人の指導者による美術教室の作品を紹介するこ
とは、現在、障がい者の美術制作を支援している人 に々
とっても、気づきの契機となると考えてのものでもあった。

● 主催
徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター
徳島県立近代美術館

● 特別協力
みずのき美術館

● 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
1,328人
＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
奥村靖之「アール・ブリュット再考2展 みずのきの色層」
徳島県立近代美術館 色彩豊か、独創性あふれる

『徳島新聞』 平成31年2月22日
● 担当学芸員
吉川神津夫、吉原美惠子

● 出品リスト
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●出品リスト
アール・ブリュット再考2展

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

岩本勇 ふくろうの森の物語 1983年 アクリル、木炭、オイルパステル
キャンバス

130.0×161.8

残光 1984年 アクリル、木炭 キャンバス 130.5×161.8†

ふくろうの森（2） 1984年 アクリル、木炭 キャンバス 129.5×162.0

恐竜 1999年 アクリル、メディウム、木炭 麻紙
パネル

90.8×72.6

恐竜 2000年 アクリル キャンバス 72.4×90.4

ふくろうの森（1） 制作年不詳 アクリル、木炭 キャンバス 130.0×162.0

ふくろうの森（3） 制作年不詳 アクリル、木炭 キャンバス 130.2×161.8

岡本由加 玉ネギ 1995年 アクリル、木炭 キャンバス 90.9×72.7

タマネギとカボチャ 1997年 アクリル、砥の粉、木工ボンド
キャンバス

90.8×116.4

かける馬 2000年 アクリル、木炭 キャンバス 91.0×116.6

ミイラ 2000年 アクリル、メディウム キャンバス 91.0×116.8

ひょうたんとタマネギ 2000年 アクリル、メディウム キャンバス 72.6×60.6

ひょうたんとタマネギ 2000-01年頃 アクリル、メディウム キャンバス 72.6×60.6

恐竜 2001年 アクリル、メディウム、サインペン
キャンバス

112.5×145.5

小笹逸男 猫 1979年頃 アクリル、オイルパステル キャンバス 60.6×72.6

蛙 1981年 アクリル、オイルパステル 麻紙、
パネル

90.6×90.7

集う猫 1980-84年頃 アクリル、フェルトペン パネル 90.6×90.8

猫と私 1984年 アクリル キャンバス 130.5×162.0

二匹の鹿 1980-85年 アクリル、オイルパステル 麻紙、
パネル

90.9×90.7

群牛 1985年 アクリル、スプレー、木炭 キャンバス 130.2×162.0

私の友達 1985-89年頃 アクリル キャンバス 60.6×72.6

猫と私 1985-89年 油彩、木炭、キャンバス 130.3×162.1

牛 1985-89年 油彩、木炭 キャンバス 60.6×72.6

福村惣太夫 鳴くキリギリス 1983年 アクリル、フェルトペン パネル 90.8×90.5

無題 1980-84年 油彩、オイルパステル パネル 90.6×90.6

無題 1980-84年頃 アクリル、オイルパステル パネル 90.9×90.7

蒼い月 1984年 アクリル パネル 90.5×90.5

風景 1987年頃 アクリル パネル 90.7×90.7

風景 1980-84年 油彩、オイルパステル 麻紙、パ
ネル

90.8×90.7

穴 1985-89年 アクリル、木炭 パネル 90.9×90.8
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

福村惣太夫 夏の街 制作年不詳 アクリル キャンバス 161.8×130.1

二井貞信 石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.2

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.0

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.0

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.0

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.1

石 1976年 オイルパステル、色鉛筆 画用紙 38.1×53.9

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.1

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.0

石 1976年 オイルパステル、色鉛筆 画用紙 38.0×54.2

石 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.2

木 1976年 オイルパステル（銀あり） 画用紙 38.0×54.0

木 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.0

木 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×53.9

木 1976年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.0

木 1976年 オイルパステル 画用紙 38.2×53.9

木 1976年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.0

堀田哲明 家 1971年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.0

家 1971年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 38.0×53.0

家 1972年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 37.7×53.7

家 1973年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

37.7×53.6

家 1975年 オイルパステル 画用紙 38.0×54.0

家 1975年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 38.0×54.0

家 1976年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.1×54.0

家 1976年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 38.0×54.0

家 1976年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 38.2×53.9

家 1976年 オイルパステル 画用紙 38.1×54.0

家 1976年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.2×54.1

家 1977年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

38.1×54.0

家 1977年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

37.9×53.9

家 1977年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

38.1×54.0

家 1977年 オイルパステル、マーカー 画用紙 37.9×54.0

家 1977年 オイルパステル、マーカー 画用紙 37.9×54.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

堀田哲明 家 1982年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 37.6×53.9

家 1982年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン、フェルトペン 画用紙

38.0×53.9

家 1986年 オイルパステル、鉛筆 画用紙 38.0×54.0

家 1988年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

38.0×54.0

家 1988年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン、フェルトペン 画用紙

38.0×54.1

家 1988年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.1

家 1990年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

37.9×53.9

家 1990年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

37.9×53.9

家 1990年 オイルパステル、鉛筆、油性フェル
トペン 画用紙

37.9×53.9

家 1994年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.0

家 1995年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.0

家 1995年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.1×54.0

家 1996年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×53.9

家 1996年 オイルパステル、油性フェルトペン、
色鉛筆 画用紙

37.9×53.9

家 1997年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.0

家 1997年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.0

家 1997年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×53.9

家 1998年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×53.9

家 1998年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.0

家 1998年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×54.0

家 1999年 オイルパステル、油性フェルトペン、
色鉛筆他 画用紙

38.1×53.9

家 1999年 オイルパステル、油性フェルトペン
他 画用紙

37.9×53.9

家 2000年 オイルパステル、油性フェルトペン、
フェルトペン 画用紙

37.9×53.9

家 2000年 オイルパステル、マーカー 画用紙 38.0×53.9

山崎孝 角力 1982年 アクリル、木炭 パネル 90.5×90.7

群衆 1980-84年 アクリル パネル 90.6×90.7

小さい音楽会 1980-84年 アクリル、木炭 麻紙、パネル 90.7×90.8

無題 1980-85年 アクリル、オイルパステル パネル 90.8×90.7

まぼろしの牛 1986年 アクリル、スプレー、オイルパステル、
紐 麻紙、パネル

90.8×90.8

オアシスとバッファロー 1986年 アクリル、スプレー、木炭 麻紙、
パネル

90.7×90.8

タイトル不明 1986年 アクリル、スプレー、木炭 パネル 90.7×90.8
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山崎孝 ホタルを見る人 1985-89年 アクリル、木炭、スプレー パネル 90.8×90.9

盆踊り 1985-89年 アクリル、スプレー、木炭 麻紙、
パネル

90.7×91.0

牛と人々 1991年 アクリル、スプレー、木炭 麻紙、
パネル

90.7×90.9

山本一男 顔 1983年 アクリル、スプレー、木炭 パネル 90.3×90.8

へび 1980-84年 アクリル パネル 90.5×91.0

農夫と菜の花 1980-84年 アクリル、フェルトペン パネル 90.7×90.8

節分の夢 1985年 アクリル、スプレー キャンバス 130.0×162.0

娑婆の人 1985年 アクリル、フェルトペン、ラッカースプ
レー キャンバス

116.8×90.8

昼寝をするニンフ 1985-89年 アクリル、木炭 キャンバス 130.5×162.0

来迎の図 1985-89年 アクリル、スプレー、木炭 キャン
バス

130.2×162.0

幽界の人々 1990年頃 アクリル、ラッカースプレー、木炭
キャンバス

112.0×144.5

※所蔵は全て、みずのき美術館蔵。
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3-3
第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会 美術・工芸部門展示
第37回徳島県高等学校総合文化祭 美術・工芸部門展示

● 会期
平成30年11月9日［金］～11月18日［日］（9日間）

● 休館日
11月12日［月］

● 会場
近代美術館展示室3、ギャラリー、県立二十一世紀館多
目的活動室

● 概要
徳島県で第38回近畿高等学校総合文化祭が開催さ

れ、美術・工芸部門の展示を近代美術館を中心に文化
の森で行った。徳島県を含む2府8県から64校81点の作
品を展示した。併せて、第37回徳島県高等学校総合文
化祭の美術・工芸部門の展示も行われ、36校248点の作
品が展示された。

● 観覧料
無料

● 関連行事
○平成30年11月9日［金］第37回徳島県高等学校総合
文化祭関連行事
14時～14時50分 講評会
15時15分～16時45分 イベント「安達さんと語ろう」
（希望者に対する生徒作品アドバイス）
会場 講評会：県立二十一世紀館イベントホール

イベント：展示会場
○平成30年11月10日［土］第38回近畿高等学校総合文
化祭関連行事
13時～13時15分 開会式
13時20分～14時 講演会 「見ることについて」
講師：安達一樹
14時15分～15時50分 交流会「県内外の高校生によ
る作品鑑賞会」

○近代美術館作品鑑賞
○近畿総合高校文化祭出品作品鑑賞
○お気に入り作品ランキング・意見交換
○学芸員による講話（講師：安達一樹）
会場 開会式、講演会：県立二十一世紀館イベント
ホール
交流会：県立二十一世紀館イベントホール及び展示会場

● 印刷物
第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会 総合プロ
グラム：A4判108ページ
第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会 記録集：A4
判192ページ
第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会 美術・工
芸部門プログラム：A4判8ページ
第38回近畿高等学校総合文化祭徳島大会 美術・工
芸部門作品集：A4判15ページ
第37回徳島県高等学校総合文化祭 プログラム：B5判
45ページ
あかねとあさみのとくしま案内：A4判三つ折り

● 参加総数
2,296人

● 担当学芸員
安達一樹
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3-4 フリースペース
チャレンジとくしま芸術祭2019

● 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10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。
さらに、今回は10回を記念して、8月にパフォーマンス部

門の野外公演を、また2019年4月～5月には県内二カ所
での巡回展も開催した。

１ チャレンジとくしま芸術祭 10回記念野外公演「パフォー
マンス・セレクション 2018 ～真夏の夜の競演～」
平成30（2018）年8月1日［水］ 18 : 30～20 : 30
すだちくん森のシアター（文化の森総合公園）入場料：無料

● 出演者／上演順
カタタチサト（ダンスパフォーマンス）
：第3回（2012年）グランプリ
徳島市立高等学校ダンス部（HipHop & Jazz）
：第7回（2016年）グランプリ、第6回（2015年）・第8回（2017
年）・第9回（2018年）チャレンジ奨励賞
ときめきダンスカンパニー四国（「創作ダンス」＆「太鼓」）
：第9回（2018年）グランプリ
徳島はっちー（アートマイム、ジャグリング）
：第6回（2015年）準グランプリ、第5回（2014年）チャレンジ
奨励賞
たけと愉快な仲間たち（ビッグバンドジャズ）
：第6回（2015年）グランプリ、第7回（2016年）準グランプリ

● 入場者数
525名

● 関連ワークショップ
ダンサー・カタタチサトと「すだちくん森のシアター」で踊ろう！
「愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋子の世界展」
に展示されている絵本をテーマにしたダンスを創作し、WS

参加者は8月1日のパフォーマンスのステージにも出演した。
平成30年7月22日［日］13 : 00～17 : 00
近代美術館ギャラリー（1階）、佐野洋子展会場（2階）
講師：カタタチサト（ダンサー）
対象：10歳以上。ダンス経験やジャンルは問いません。
定員：10名（先着順）

● 参加者
5名

● 印刷物
チラシ：A4判

２ フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2019
● 会期・会場など
○「展示部門」：平成31（2019）年2月5日［火］～2月17日
［日］9 : 30～17 : 00
（12日［火］は休館。17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31（2019）年2月9日［土］
9 : 45～16 : 40
※一組あたり15分 途中休憩をはさむ
徳島県立近代美術館ロビー（2F）

○「表彰式」：平成31（2019）年2月17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31（2019）年3月23日［土］、24日［日］
9 : 30～17 : 00（24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24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

● 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30（2018）年8月1日［水］～10月

24日［水］［必着］
都合により締め切り10月31日［水］まで延長

（2） 参加者数
「展示部門」 42組 （応募数46組）
「パフォーマンス部門」 18組（応募数19組）
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※定員は展示部門42組、パフォーマンス部門18組。
● 印刷物
募集要項：A3二つ折り、A4挟み込み
チラシ：A4判
プログラム（出品者・出演者紹介）：A3二つ折り 8ページ
出品・上演リスト：A4 5ページ
発表会チラシ：A3二つ折り 4ページ
発表会出品・上演リスト：A4 2ページ

● 入場者数
3,328名、受賞者発表会386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
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 鳴門教育大学大学院 教授
佐原 理 徳島大学大学院 准教授
大和 たきみ フリーアナウンサー
森 芳功 徳島県立近代美術館 学芸交流課長
割石 容 徳島県立近代美術館長 ＊審査委員長

○パフォーマンス部門
山口 雅人 エフエムびざん プロデューサー
加藤 十 イベントプランナー
佐藤 陽香 徳島新聞社政経部 記者
森 惠子 公益財団法人 阿波人形浄瑠璃振興

会会長
石井 裕通 文化の森振興本部長・徳島県立二十一

世紀館長 ＊審査委員長
● 受賞者・受賞作品
○展示部門
【グランプリ】
尾田 稔子（絵画）
〈万事塞翁が馬〉 2018-19年 パネル、ピン、木片、釘
｛受賞理由｝
日 の々日常性の痕跡が集積し、それが作品の質に

つながっている。人生の節目を乗り越えた重みを感じた。

【準グランプリ】
消っしーほりえ（消しゴムはん画）
〈くじゃくのじゃっく〉 2018年 ベニア板、消しゴムはん画
〈ジュラシック格子戸〉 2018年 廃材建具、消しゴム
はん画
〈打ち上げ花火ガラス戸〉 2018年 廃材建具、消し
ゴムはん画
〈ニンゲンノレキシ〉 2018年 徳島ひのき板、消しゴム
はん画
｛受賞理由｝
古い建具の利用や、インクの質感がレトロな日本の

趣を感じさせた。キッチュな印象のある消しゴム版画が
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日常生活に入り込むことで、新しい展開を予感させる。

【チャレンジ奨励賞】
亀井 俊治（立体作品）
〈薬アート···直腸機能障害者の場合···〉 2019年
使い捨てた薬袋など
｛受賞理由｝
人間と現代医療の関係性や作家が過ごした時間

が、端的に質量として表現されており、生きることを問い
直している。

【チャレンジ奨励賞】
早渕 太亮（インスタレーション）
〈拍動する肖像〉 2019年 鉄、木、和紙、LED
｛受賞理由｝
トタン屋根の廃材が発する物質のメッセージと人間
の魂や精神性が作品の中で融合し、作家の意図がう
まく表現されている。

【チャレンジ奨励賞】
エイトマン（写真）
〈幻想曼荼羅〉 2019年
｛受賞理由｝
映像表現の面白さを引き出し、大きく展示することで、

ダイナミックで楽しい作品となっていた。

【MIP賞】
きたやまあい（西洋陶芸）
〈淑女の玉手箱（異母姉妹）〉 2018年 磁器粘土、
手びねり
｛受賞理由｝
人生を締めくくるための容器を魅力的なものとして提

示し、生や死を問いかける強い印象を与えた。

○パフォーマンス部門
【グランプリ】
匿名Ａ（カラーガード）
〈リベルタンゴ〉 →Pia-no-jaC←×葉加瀬太郎
〈Flamingo〉 米津玄師
〈白夜を行く〉 河野伸
｛受賞理由｝
表現力、存在感がずば抜けており、強く魅了された。

カラーガードの世界に改めて出会ったような衝撃を感じ

た。

【準グランプリ】
阿波高校ダンス部2年（ダンス）
｛受賞理由｝
ストーリー性のある構成力と、それにあわせた振り付

けやコスチューム、メイクの工夫が光っていた。入場から
退場までの見せ方を意識している点も評価された。

【チャレンジ奨励賞】
Juggler A→G（ジャグリング）
〈ジャグリングのある風景〉
｛受賞理由｝
ジャグリングの技術とストーリーの構成力が優れてお

り、完成度の高いパフォーマンスが観客を魅了した。

【チャレンジ奨励賞】
勝浦お手玉演舞の会（お手玉演舞）
｛受賞理由｝
昔ながらの遊びを、年齢を問わず楽しんでいることが

伝わり、それを発表するチャレンジ精神が評価された。

【MIP賞】
カツオブシマシーン（エレキギターとピアノの演奏）
〈アイネ・クライネ・ナハトムジーク〉
〈Isn’t She Lovely？〉
〈オブラディ・オブラダ〉
｛受賞理由｝
二人の息の合ったグル－ヴ感が心地よく、完成度も

向上していた。楽しんで演奏していることが伝わって、
観客を引き込んでいた。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧
○展示部門
・グランプリ
尾田 稔子
〈万事塞翁が馬〉 2018、2019年 パネルに白ジェッソ、
押しピン、木片に古釘
〈わたしのおもちゃ箱〉 2018-18年 サムホール、木片に
彩色等
〈さくら〉 2008年 アクリル キャンバス

・準グランプリ
消っしーほりえ
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〈ジェラシック格子戸〉、〈毎日花火大会〉、〈くじゃくのジャッ
ク〉、〈灯はぐりぐり目玉〉、〈わいわいやいやい〉、〈太刀魚を
釣りに行った夜〉、〈夢で�いましょう〉 2018-19年

・チャレンジ奨励賞
亀井 俊治
〈ドレイン〉 2019年 木材、土壁用土、漆喰、和紙、ラッ
カーシンナー

早渕 太亮
〈拍動する肖像〉 2019年 ミクストメディア：鉄・木・和
紙・LED
〈my portfolio〉 2019年 ミクストメディア

エイトマン
〈幻想曼荼羅〉 2019年

・MIP賞
たやまあい
〈タイトルなし〉 2000年 木／〈タイトルなし〉 2005年
土／〈タイトルなし〉 2018年 磁器粘土

○パフォーマンス部門
・グランプリ
匿名Ａ（カラーガード）
〈唇からロマンチカ〉 AAA
〈リベルタンゴ〉 →Pia-no-jaC←×葉加瀬太郎
〈flamingo〉 米津玄師
〈白夜を行く〉 河野伸
〈Uptown Funk〉 Bruno Mars

・準グランプリ
阿波高校ダンス部2年（創作ダンス、HIPHOP）
〈ゾンビ〉

・チャレンジ奨励賞
Juggler A→G（ジャグリング）
〈ジャグリングのある風景〉

勝浦お手玉演舞の会 （お手玉演舞）

・MIP賞
カツオブシマシーン（エレキギターとピアノの演奏）

〈アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第一楽章〉
〈Isn’t she lovely.〉
〈Ob-La-di, Ob-La-da.〉
〈The James Bond Theme.〉
〈Moanin.〉
〈銀河鉄道999〉

｛上演順｝
1 カツオブシマシーン（約30分）／2 勝浦お手玉演舞の会
（約15分）／3 Juggler A→G（約15分）／4 阿波高校ダンス
部2年（約15分）／5 匿名A（約30分）

３ 祝10回 フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2019
巡回展
フリースペース チャレンジとくしま芸術祭の開催10回を
記念して、参加者のセレクトメンバーによる県内巡回展を
開催した。
（1）阿波市交流防災拠点施設アエルワ
［展示部門］ 会期：2019年4月21日［日］～4月27日［土］
23日［火］休館
［パフォーマンス部門］：4月27日［土］13 : 00～

● 出品者／出演者
［展示部門］：新田千恵子、稲木友哉、尾田稔子、Ogra
Kentaro、Takuro Mori、工房『寛・美』、ikura、自然派お絵
かき集団ミハラッパ、早渕太亮、Tomomi、なる川かよ、ハ
ルトメイト、エイトマン、タニザキヒロエ
［パフォーマンス部門］：阿波高校ダンス部2年、CHARME、
Juggler A→G、ときめきダンスカンパニー四国、阿波高校ダ
ンス部3年

（2）阿南市文化会館夢ホール
［展示部門］ 会期：2019年5月12日［日］～5月18日［土］
15日［水］休館
［パフォーマンス部門］：5月18日［土］13：30～

● 出品者／出演者
［展示部門］：タニザキヒロエ、稲木友哉、尾田稔子、Ogra
Kentaro、Takuro Mori、工房『寛・美』、ikura、自然派お絵
かき集団ミハラッパ、夏之ツギ、Tomomi、はぎのゆりこ、な
る川かよ、ハルトメイト、穴山千代子、エイトマン、早渕太亮、
［パフォーマンス部門］：阿波高校ダンス部2年、藤田春、
阿波高校ダンス部3年、カツオブシマシーン、匿名A

● 主催
徳島県立近代美術館、徳島県立二十一世紀館、阿波
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市交流防災拠点施設アエルワ、阿南市文化会館（夢
ホール）

● 入場
無料

● 入場者数
阿波市交流防災拠点施設アエルワ会場489名
阿南市文化会館（夢ホール）会場176名

● 印刷物
チラシ：A4判

● 効果と問題点
10回目を記念して、野外公演「パフォーマンス・セレク

ション 2018 ～真夏の夜の競演～」と県内巡回展を実施
した。初の試みだったが、前者はアーティストの支援という
観点から、後者は新たな地域への拡がりという観点から、
手応えを感じた。
参加者も3年ぶりに定員を満たす結果となった。参加者

の傾向としては、リピーターと初参加がほぼ同数でいいバ
ランスを維持している。10回というひとつの節目を過ぎ、県
内巡回展の継続などを通じて、地域とのつながりを深めて
いくとともに、単なる町おこしイベントとは一線を画した表現
の場であることを継続して発信していく必要がある。

● 新聞・雑誌記事・放送番組等
「チャレンジとくしま芸術祭 県内アーティスト発掘・支援
10回目 参加者を募集」『徳島新聞』 平成30年9月
16日
「B-STEP TALKING」 エフエムびざん 平成30年9月
19日
「ニチヤン フリースペースとくしま芸術祭参加へ」『徳島
新聞』 平成31年1月27日
「B-STEP TALKING」 エフエムびざん 平成31年1月
23日
「ゴジカル」 四国放送 平成31年2月5日
「とく6とくしま」 NHK徳島放送局 平成31年2月5日
「独創的な力作ずらり チャレンジ芸術祭開幕」『徳島
新聞』 平成31年2月6日
「芸術家 徳島から羽ばたけ 県ゆかり42組が展示」
『読売新聞』 平成31年2月6日
「らぶらぶ徳島」 テレビとくしま 平成31年2月6日
「朝ごはん食べた？」 テレビとくしま 平成31年2月7日
「チャレンジとくしま芸術祭2019 パフォーマンス部門 前
編」 日本中央テレビ 平成31年2月23日
「チャレンジとくしま芸術祭2019 パフォーマンス部門 後

編」 日本中央テレビ 平成31年3月11日
「チャレンジとくしま芸術祭2019 展示部門」 日本中央
テレビ 平成31年3月13日
「フリースペース チャレンジとくしま 入賞者決まる」
『徳島新聞』 平成31年3月21日
「2月の芸術祭に出品 情熱伝わる入賞作展示 徳島
市」『徳島新聞』 平成31年3月24日
「チャレンジ芸術祭 絵画や写真力作並ぶ 阿波高生
あすダンス披露 阿南」『徳島新聞』 平成31年5月17日

● 担当学芸員
友井伸一、安達一樹
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4-1 美術館教育

1 所蔵作品展に関連した催し

普 及 事 業

4

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

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）徳島のコレクション2018年度第1期

1 平成30年4月29日［日・祝］
14 : 00-14 : 45

展示解説「清原重以知の世界」 江川佳秀（副館長） 17名 展示室3

2 平成30年5月3日［木・祝］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 吉川神津夫（上席学芸員） 9名 展示室1

3 平成30年5月20日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「清原重以知の世界」 江川佳秀（副館長） 3名 展示室3

4 平成30年5月27日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「清原重以知の世界」 江川佳秀（副館長） 5名 展示室3

5 平成30年6月3日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 吉原美惠子（上席学芸員） 5名 展示室1

6 平成30年6月10日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「清原重以知の世界」 江川佳秀（副館長） 12名 展示室3

（2）徳島のコレクション2018年度第2期

7 平成30年7月16日［月・祝］
14 : 00-14 : 45

展示解説「徳島のコレクション」 安達一樹（上席学芸員） 24名 展示室1

8 平成30年8月5日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「徳島のコレクション」 吉川神津夫（上席学芸員） 10名 展示室1

9 平成30年9月2日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「徳島のコレクション」 安達一樹（上席学芸員） 3名 展示室1

10 平成30年10月21日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「版画は魔法？！」 竹内利夫（上席学芸員） 11名 展示室1

11 平成30年11月11日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「版画は魔法？！」 竹内利夫（上席学芸員） 3名 展示室1

（3）ユニバーサル美術館展

12 平成30年12月2日［日］
10 : 00-12 : 00

手話通訳付きツアー 近代美術館スタッフ 6名 展示室3
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2 特別展に関連した催し

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

13 平成30年12月2日［日］
14 : 00-15 : 00

あの手この手で交流トーク（サポーターによ
る公開リハーサル）

近代美術館スタッフ＆アートイベントサ
ポーター

9名 展示室3

14 平成30年12月15日［土］
16 : 00-18 : 00

美術×音楽で楽しむ表現・鑑賞活動 髙木夏奈子（植草学園大学准教
授）

14名 アトリエ2、展示室
3

15 平成30年12月16日［日］
10 : 00-12 : 00

「音楽×美術で〈きいて〉〈みて〉〈さわって〉
〈つくって〉楽しむワークショップ」

髙木夏奈子（植草学園大学准教
授）

29名 アトリエ2、展示室
3

16 平成30年12月23日［日］
13 : 00-16 : 30

ゆるやか対話ギャラリー －美術を探って
いくための演劇タイム－

仙石桂子（即興演劇シーソーズ主
宰・四国学院大学准教授）+スペシャ
ルゲスト：やなせけいこ（デフ・パペット
シアター・ひとみ）

11名 講座室、展示室
3

17 平成31年1月13日［日］
14 : 00-15 : 00

あの手この手で交流トーク（本番） 近代美術館スタッフ＆アートイベントサ
ポーター

26名 展示室3

18 平成31年1月19日［土］
14 : 00-15 : 00

マイクで交流ツアー （聞こえにくい方のた
めの催し）

竹内利夫（上席学芸員） 23名 展示室3

（4）徳島のコレクション2018年度第3期

19 平成30年12月9日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「徳島のコレクション」 吉川神津夫（上席学芸員） 2名 展示室1

20 平成31年1月20日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「シルエット」 吉原美惠子（上席学芸員） 5名 展示室1

21 平成31年3月3日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「シルエット」 吉原美惠子（上席学芸員） 2名 展示室1

合計 229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）佐野洋子の世界展 ―愛されて40年『100万回生きたねこ』

1 平成30年7月14日［土］
13 : 30-15 : 00

ギャラリートーク「佐野洋子の世界」 広瀬 弦（イラストレーター） 124名 展示室3

2 平成30年7月25日［水］
10 : 30-10 : 50

「美術館でおはなし会」 徳島県立図書館司書 31名 ロビー

3 平成30年7月29日［日］
13 : 30-15 : 30

ワークショップ「ねこの絵本をつくろう」 近代美術館スタッフ 68名 アトリエ2

4 平成30年8月11日［土・祝］
14 : 00-15 : 00

学芸員の見どころ解説 佐野洋子の世
界展

友井伸一（上席学芸員） 33名 展示室3

5 平成30年8月19日［日］
9 : 30-15 : 30

ワークショップ「ねこに変身しよう」 近代美術館スタッフ 617名 アトリエ2、講座室

6 平成30年8月26日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員の見どころ解説 佐野洋子の世
界展

友井伸一（上席学芸員） 64名 展示室3

（2）日下八光日本画展 ―自然美の探求と知られざる画業―

7 平成30年9月16日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 森芳功（学芸交流課長） 27名 展示室3

8 平成30年10月7日［日］
10 : 00-12 : 00

手話通訳付き展示解説 森芳功（学芸交流課長） 18名 展示室3

9 平成30年10月7日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員による展示解説 森芳功（学芸交流課長） 42名 展示室3

10 平成30年10月20日［土］
10 : 00-16 : 00

日本画ワークショップ 齋藤典彦（日本画家・東京藝術大学
教授）

24名 アトリエ2

11 平成30年10月28日［日］
13 : 30-16 : 00

日下八光を知る講座－3つの視点から 金龍河（韓国 仁川都市硏究所長）、
冨井正憲（韓国 漢陽大学客員教
授）、岡本治代（徳島県立博物館主
任学芸員）、森芳功（学芸交流課長）

82名 二十一世紀館
イベントホール

（3）アール・ブリュット再考2展

12 平成31年2月24日［日］ ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員） 17名 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30年7月1日［日］
13 : 00-16 : 30

ゆるやか対話ギャラリー
－美術を探っていくための演劇タイム－

仙石桂子（即興演劇シーソーズ主
宰・四国学院大学准教授）

29名 講座室、展示室
1・2

2 平成30年7月15日[日]
14 : 00-16 : 00

触って納得！ ハンガ体験刷るデー 平木美鶴（徳島大学教授）、竹内利
夫（上席学芸員）

21名 アトリエ2、展示室
1

3 平成30年7月22日［日］
13 : 00-17 : 00

ワークショップ ダンサー・カタタチサトと「す
だちくん森のシアター」で踊ろう！

カタタチサト（ダンサー） 4名 ギャラリー（1階）、
展示室3

4 平成30年8月8日［水］
13 : 00-16 : 30

宿題そうだん会 近代美術館スタッフ、インターンシップ
研修生

36名 アトリエ2、展示室
1

5 平成30年8月9日［木］
13 : 00-16 : 30

宿題そうだん会 近代美術館スタッフ、インターンシップ
研修生

28名 アトリエ2、展示室
1

6 平成30年12月1日［土］
13 : 00-16 : 30

触って納得！ ハンガ体験刷るデー 鈴木良治（日本版画協会会員）、竹
内利夫（上席学芸員）

19名 アトリエ2、展示室
1

7 平成31年2月3日［日］
13 : 00-16 : 30

水彩ワークショップ「水でひろがる色の世界
－感じて・癒やされて」

仁宇暁子（文理大学准教授） 18名 アトリエ2、展示室
1

8 平成31年2月16日［土］
13 : 30-16 : 30

就学前の子どもたちにアートの楽しさを届
けるシンポジウム

松岡宏明［大阪総合保育大学教
授］／「アートの日」実践報告：宇田泰
（徳島市立城西保育所）、岸上佐和
子（「アートの日」を経験した保護者）、
富林純子（当館アートイベントサポー
ター）、森芳功（当館学芸交流課長）

67名 二十一世紀館
多目的活動室

合計 222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30年6月9日［土］
14 : 00-14 : 45

清原重以知さんの世界 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

26名 展示室3

2 平成30年6月30日［土］
14 : 00-14 : 45

新しいコレクション 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

24名 展示室1

3 平成30年7月28日［土］
14 : 00-14 : 45

イスファハーンの部屋 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

10名 展示室1

4 平成30年9月1日［土］
14 : 00-14 : 45

佐野洋子さんの世界 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

23名 展示室3

5 平成30年9月29日［土］
14 : 00-14 : 45

版画の魔法！ 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

21名 展示室1

6 平成30年10月27日［土］
14 : 00-14 : 45

スケッチ見に行こう！ 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

27名 展示室3

7 平成30年12月22日［土］
14 : 00-14 : 45

みんなにやさしい美術館 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

23名 展示室3

8 平成3１年2月10日［日］
14 : 00-14 : 45

色 な々チャレンジ 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

25名 展示室3

9 平成3１年3月2日［土］
14 : 00-14 : 45

アートの名探偵 森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫
（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

23名 展示室1

合計 202名

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

13 平成31年3月3日［日］ 講演会「みずのき‐55年のアートの関わり」 奥山理子（みずのき美術館キュレー
ター）

52名 講座室

14 平成31年3月9日［土］ ギャラリートーク 吉川神津夫（上席学芸員） 16名 展示室3

合計 1,215名
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5 共催事業

6 関係機関による美術館利用

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、外部団体とのコラボ企画。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成30年5月5日［土・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 330名 ロビー、展示室
１・2

2 平成30年8月19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 635名 ロビー、展示室
１・2

3 平成30年11月3日［土・祝］
9 : 30-16 : 00

大秋祭り 近代美術館スタッフ 246名 ロビー、展示室
１・2

4 平成31年1月14日［月・祝］
13 : 00-14 : 00 「数学×美術でひろがる作品鑑賞−作品

に潜む数学を探そう！」 鳴門教育大学大学院生

42名

展示室3、ロビー
5 平成31年1月14日［月・祝］
14 : 30-15 : 30

50名

6 平成31年2月11日［月・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 328名 ロビー、展示室
１・2・3

7 平成31年3月10日［日］
10 : 20-15 : 30

はばたけ！N＊CAP「ふしぎないきものをつく
ろう」

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）

22名 ギャラリー（1階）、
アトリエ2

合計 1,653名

●関連記事等
三上元「アートに潜む『美しい』数学 大学院生が解説」『朝日新聞』 平成31年1月15日（徳島版）

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 徳島市老人クラブ連合 平成30年6月28日［木］
10 : 30-11 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展2018年度第1期 特集「新
収蔵作品を中心に」を鑑賞。

高齢者27名
引率1名

2 クラブツーリズム 平成30年8月14日［火］
15 : 00-15 : 15

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展2018年度 第2期 特別公開
「滋賀県立近代美術館所蔵作品<イス
ファハーン>」を鑑賞。

一般13名

3 あゆみ園 平成30年8月23日［木］
10 : 10-11 : 10

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展2018年度 第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作品<イ
スファハーン>」を鑑賞。

障害者26名
引率12名

4 阿南市図工部会 平成30年8月24日［金］
11 : 10-11 : 50

亀井幸子（係長） 所蔵作品展2018年度 第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作品<イ
スファハーン>」を鑑賞。

一般16名

5 視覚障がい者グループ
「戸部さんの会」

平成30年10月2日［火］
10 : 00-12 : 00

森芳功（学芸交
流課長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、 亀井幸子
（係長）

特別展「日下八光日本画展」を鑑賞。 視覚障がい者
5名
引率者2名
ボランティア1名

6 西野和夫氏の日本画講座 平成30年10月21日［日］
10 : 00-11 : 15

森芳功（学芸交
流課長）

特別展「日下八光日本画展」を鑑賞。 高齢者6名
一般1名
引率1名

7 東部ふれあいバス 平成30年10月21日［日］
13 : 40-14 : 40

森芳功（学芸交
流課長）

特別展「日下八光日本画展」を鑑賞。 一般23名

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 平成31年1月27日［日］
9 : 30-17 : 00

阿波藍をめぐる７つの教室（徳島県主催） 徳島県立城西高等学校生徒有志 101名 アトリエ2
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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

8 福祉セミナー 平成30年12月6日［木］
10 : 05-11 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「ユニバーサル美術館展」を
鑑賞。

高齢者8名
一般3名

一般 56名、 高齢者 41名、 障がい者 31名、 引率・ボランティア 17名／合計 145名

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

1 21世紀館コメット友の会 平成30年6月17日［日］
14 : 00-14 : 20

所蔵作品展2018年度第1期「静かなる叙情 清原重以知
の世界」を鑑賞。

一般8名
引率1名

2 福井町セニアクラブ 平成30年6月24日［日］
16 : 05-16 : 30

所蔵作品展2018年度第1期「静かなる叙情 清原重以知
の世界」を鑑賞。

高齢者23名

3 田岡こころの医療センター 平成30年7月25日［水］
13 : 30-14 : 00

所蔵作品展2018年度第2期 特別公開「滋賀県立近代美
術館所蔵作品<イスファハーン>」、特別展「佐野洋子の世
界展」を鑑賞。

一般22名

4 あおばの杜 平成30年7月26日［木］
13 : 15-13 : 40

所蔵作品展2018年度第2期 特別公開「滋賀県立近代美
術館所蔵作品<イスファハーン>」、特別展「佐野洋子の世
界展」を鑑賞。

障がい者10名
引率4名

5 第一病院 デイケア
なごみ

平成30年7月27日［金］
10 : 15-10 : 30

特別展「佐野洋子の世界展」を鑑賞。 障がい者4名
引率2名

6 放課後等デイサービス
元気の学校

平成30年8月7日［火］
14 : 15-15 : 10

特別展「佐野洋子の世界展」を鑑賞。 障がい者6名
引率3名

7 きっずサポート げんきの森 平成30年8月18日［土］
12 : 50-13 : 00

特別展「佐野洋子の世界展」を鑑賞。 障がい者3名
引率3名

8 アオバの杜 平成30年8月28日［火］
12 : 05-12 : 40

特別展 「愛されて40年『100万回生きたねこ』 佐野洋子の
世界展」を鑑賞。

障がい者7名
引率4名

9 障害者支援施設 あゆみ園 平成30年8月30日［木］
13 : 30-14 : 20

特別展「佐野洋子の世界展」を鑑賞。 障がい者12名
引率4名

10 障害者支援施設 あゆみ園 平成30年9月20日［木］
13 : 30-14 : 45

特別展「日下八光日本画展」を鑑賞。 障がい者22名
引率8名

11 香川県社会福祉法人
野の花

平成30年9月29日［土］
10 : 35-11 : 35

特別展「日下八光日本画展」を鑑賞。 障がい者19名
介助者14名

12 がんばれる作業所 平成30年11月9日［金］
13 : 50-14 : 10

所蔵作品展2018年度第2期特集「版画は魔法?!」を鑑賞。障がい者19名

13 香川県西讃農業改良普及
センター

平成30年12月1日［土］
11 : 00-11 : 15

所蔵作品展2018年度第2期特集「版画は魔法?!」を鑑賞。 一般21名

14 医療法人 敬愛会 南海
病院 共同生活援助事業
所グループホームしおさい

平成30年12月12日［水］
12 : 15-12 : 55

所蔵作品展2018年度第3期特集「シルエット」を鑑賞。 障がい者13名
引率5名

15 徳島県視聴覚障害連合会 平成31年1月19日［土］
12 : 55-15 : 10

所蔵作品展「ユニバーサル美術館展」を鑑賞。 一般14名

16 ナシの会
（徳島県難聴者と支援者の
会）

平成31年1月19日［土］
14 : 05-15 : 25

所蔵作品展「ユニバーサル美術館展」を鑑賞。 障がい者7名
引率4名

17 かのん 平成31年2月26日［火］
13 : 55-14 : 10

特別展「アール・ブリュット再考2展」みずのきの色層点を鑑
賞。

一般18名

18 阿南支援学校
日和佐分校

平成31年2月27日［水］
11 : 15-11 : 40

特別展「アール・ブリュット再考2展」を鑑賞。 障害者10名
引率10名

19 健勝苑授産センター
金太郎

平成31年3月1日［木］
13 : 50-14 : 10

特別展「アール・ブリュット再考2展」を鑑賞。 障害者5名
引率4名

20 眉山園デイセンター 平成31年3月6日［水］
13 : 50-14 : 20

特別展「アール・ブリュット再考2展」を鑑賞。 障害者13名
引率7名

一般 83名、 高齢者 23名、 障がい者 150名、 引率・介助者 73名/合計 329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30年8月27日［月］‐8月31日［金］の5日間

●学校名及び人数
金沢美術工芸大学 1名
神戸芸術工科大学 1名
四国大学 3名
成安造形大学 1名
徳島大学 1名
鳴門教育大学 2名

計9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30年8月27日［月］ 9 : 30-10 : 30 ガイダンス、施設見学 竹内利夫（上席学芸員） 9名

2 10 : 30-12 : 00 講義：美術館業務について 森芳功（学芸交流課長） 9名

3 13 : 00-14 : 30 講義：収集・保存 安達一樹（上席学芸員） 9名

4 14 : 00-16 : 00 演習：作品貸出 吉原美惠子（上席学芸員） 9名

5 平成30年8月28日［火］ 9 : 00-12 : 00 演習：学校教育との連携 亀井幸子（係長） 9名

6 13 : 00-16 : 00 演習：展覧会と普及 友井伸一（上席学芸員） 9名

7 平成30年8月29日［水］ 9 : 00-12 : 00 演習：資料整理（1） 森芳功（学芸交流課長）安達
一樹（上席学芸員）竹内利夫
（上席学芸員）

9名

8 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（2） 森芳功（学芸交流課長）安達
一樹（上席学芸員）竹内利夫
（上席学芸員）

9名

9 平成30年8月30日［木］ 9 : 00-12 : 00 演習：資料整理（3） 森芳功（学芸交流課長）安達
一樹（上席学芸員）竹内利夫
（上席学芸員）

9名

10 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（4） 安達一樹（上席学芸員）竹内
利夫（上席学芸員）

9名

11 平成30年8月31日［金］ 9 : 00-12 : 00 演習：展示 吉川神津夫（上席学芸員） 9名

12 13 : 00-16 : 00 演習：美術館教育とユニバーサルミュージアム 竹内利夫（上席学芸員） 9名

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

科目 テーマ 内容 担当 開催日時 参加者

1 博物館資料保存論 美術館における資料の保
存と管理１

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30年9月6日［木］
13 : 00-14 : 30

29名

2 美術館における資料の保
存と管理２

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30年9月6日［木］
14 : 40-16 : 10

29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

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（学芸交流
課長）

平成31年2月24日［日］
14 : 40-16 : 10

16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31年2月26日［火］
10 : 00-11 : 30

17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31年2月26日［火］
13 : 00-14 : 30

17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31年2月26日［火］
14 : 40-16 : 10

17名

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（学芸交流
課長）

平成31年3月3日［日］
14 : 40-16 : 10

21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31年3月5日［火］
10 : 00-11 : 30

20名

9 美術館展示の意義と実際
（現代美術1）

様々な現代の表現手法
に対応すること

吉原美惠子（上
席学芸員）

平成31年3月5日［火］
13 : 00-14 : 30

20名

10 美術館展示の意義と実際
（現代美術2）

立体作品の展示について 安達一樹（上席学
芸員）

平成31年3月5日［火］
14 : 40-16 : 10

20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31年3月6日［水］
10 : 00-11 : 30

20名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島大学 平成30年5月19日［木］
13 : 30-15 : 20

展覧会場をまわりながら展示の手法、保
存環境の維持、コレクションや展示会企
画の作り方等について学生からの質問に
答えた。

江川佳秀（副館長） 学生9名
教員等1名

2 鳴門教育大学 平成30年6月2日［土］
13 : 00-16 : 00

クリエイティブ アート鑑賞。はじめに、屋外
とロビーの彫刻作品を鑑賞した。その際、
気になる作品について、疑問に思ったこと
や考えたことなどをメモしておいて、その話
題をもとにアトリエで対話鑑賞を行った。
ジェンダーの問題や、固定概念に疑問を
持ち、作品が表現された意図や作品の
意味について考えを深める機会となった。

山木朝彦（鳴門教育大学）、仲
田耕三（文理大学）、亀井幸子
（係長）

学生7名
教員等2名

3 鳴門第一中学校
1・2・3年生

平成30年7月14日［土］
11 : 30-14 : 50

美術部の生徒の見学とアトリエでの活動。
佐野洋子の世界展を中心に鑑賞したり、
ギャラリートークに参加した。

亀井幸子（係長） 学生26名
教員等2名

4 徳島市城西中
学校
2‐3年生

平成30年7月31日［火］
10 : 00-15 : 00

美術部の生徒の見学とアトリエでの活動。
展示室で作品を鑑賞したあと、アトリエで
絵本の制作に取り組んだ。

亀井幸子（係長） 学生4名
教員等1名

5 みつぼしこども
えん
4‐5歳児

平成30年8月21日［火］
9 : 45-11 : 00

佐野洋子の世界展か見学したあと、アトリ
エで「ねこ耳」をつくって遊んだ。

友井伸一（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児34名
教員等6名

6 徳島市立八万
東保育所
4‐5歳児

平成30年8月30日［木］
9 : 40-1１ : 55

4歳児クラスの子どもたちは、佐野洋子の
世界展を見学した。5歳児クラスの子ども
たちは、見学の前にアトリエで思い思いに
「ねこ耳」をつくり、ねこ耳をつけたまま展示
室へ行き、佐野洋子の世界展を鑑賞した。

亀井幸子（係長） 園児41名
教員等8名

7 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成30年9月11日［火］
10 : 00-12 : 00

アトリエで紙版画に挑戦した。各自がお菓
子などの箱をもってきたので、箱を見せ合
い楽しく活動できた。

亀井幸子（係長） 園児27名
教員等3名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

8 論田ひまわり保
育園
4‐5歳児

平成30年10月3日［水］
9 : 30-11 : 30

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで顔彩を使って鳥のぬりえに挑戦した。
（文化庁助成事業）

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児33名
教員等4名

9 徳島市立八万
保育所
4歳児

平成30年10月10日［水］
9 : 30-11 : 15

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで顔彩を使って鳥のぬりえに挑戦した。

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児25名
教員等4名

10 北島町立北島
北小学校
3年生

平成30年10月12日［金］
9 : 30-11 : 45

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで顔彩を使って鳥のぬりえに挑戦した。

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）、加藤彰子（文化推
進員）

児童57名
教員等3名

11 みつぼしこども
えん
5歳児

平成30年10月1７日［水］
9 : 30-10 : 30

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで顔彩を使って鳥のぬりえに挑戦した。

亀井幸子（係長） 園児16名
教員等3名

12 みつぼしこども
えん
4歳児

平成30年10月24日［水］
9 : 40-10 : 35

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで顔彩を使って鳥のぬりえに挑戦した。

亀井幸子（係長） 園児22名
教員等2名

13 徳島市立内町
保育所
4‐5歳児

平成30年10月25日［木］
10 : 00-13 : 00

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで顔彩を使って鳥のぬりえに挑戦した。

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児38名
教員等5名

14 おおぎ認定
こども園
5歳児

平成30年10月30日［火］
9 : 30-10 : 30

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで墨に親しむワークショップを体験した。

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児17名
教員等2名

15 おおぎ認定
こども園
4歳児

平成30年10月31日［水］
9 : 30-11 : 00

日下八光日本画展を鑑賞したあと、アトリ
エで墨に親しむワークショップを体験した。

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児17名
教員等2名

16 四国大学
生活科学部児
童学科
4回生

平成30年11月2日［金］
14 : 05-14 : 50

授業の１コマの美術館見学ということだっ
たので所蔵作品とコレクションを有する意
義について展示室、野外展示場にて作
品を前にレクチャーした。

吉原美惠子（上席学芸員） 学生87名
教員等1名

17 吉野川市立
鴨島幼稚園
3‐5歳児

平成30年11月8日［木］
10 : 00-11 : 15

モノタイプの版画あそびを楽しんだ。新聞
紙にガムテープ貼った台紙の上に赤、青、
黄の3色を自由にへらで伸ばし、線描した
り、模様をつけたりして、それを紙に写し
取った。（文化庁助成事業）

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児44名
教員等7名

18 徳島県立徳島
科学技術高等
学校
デザイン科3年生

平成30年11月28日［水］
9 : 35-11 : 00

美術作品の鑑賞ということについて作品を
前に解説した後各自で観察。

安達一樹（上席学芸員） 生徒21名
教員等3名

19 阿南市立桑野
保育所
5歳児

平成30年11月30日［金］
10 : 00-11 : 00

モノタイプの版画あそびを楽しんだ。（文
化庁助成事業）

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児24名
教員等4名

20 四国大学デザ
イン論受講生

平成30年12月6日［木］
14 : 15-16 : 05

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21名

21 鳴門教育大学
大学院

平成30年12月15日［土］
9 : 00-12 : 00

鳴門教育大学大学院生（講義「数学と
芸術、そして科学間との接点を探る」の
受講生）が、1月14日に行う「数学×美術
でひろがる作品鑑賞－作品に潜む数学を
探そう！」に向けて展示室やアトリエで作品
研究を行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生6名
教員3名

22 鳴門教育大学
大学院

平成30年12月18日［火］
9 : 00-12 : 00

同上 竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生6名
教員3名

23 鳴門教育大学
大学院

平成30年12月21日［金］
9 : 00-12 : 00

同上 竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生6名
教員等3名

24 鳴門教育大学
大学院

平成31年1月14日［月・祝］
9 : 00-12 : 00

「数学×美術でひろがる作品鑑賞－作品
に潜む数学を探そう！」の本番に向けて展
示室やアトリエでリハーサルを行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

学生6名
教員等3名

25 神山町立神領
小学校
2年生

平成31年2月26日［火］
9 : 50-11 : 50

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年
度第3期特集「シルエット」を鑑賞。

亀井幸子（係長） 児童14名
教員等2名

26 徳島市沖洲小
学校
1‐6年生
（特別支援学級）

平成31年2月28日［木］
9 : 50-10 : 40

特別展「アール・ブリュット再考2展」を鑑賞。吉川神津夫（上席学芸員）、亀
井幸子（係長）、加藤彰子（文化
推進員）

児童24名
教員等5名

計 学生 148名、 生徒 51名、 児童 95名、 園児 338名、 教員等 82名／合計 714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 講師 展覧会名 参加者

1 松茂町立長原小学校
幼稚園、1‐3‐4‐5年生

平成30年5月10日［木］
10 : 00-11 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

児童18名
教員等7名

2 徳島市上八万小学校
5年生

平成30年5月11日［金］
10 : 00-12 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

児童47名
教員等3名

3 小松島市立立江小学校
1‐5年生

平成30年5月16日［水］
9 : 45-11 : 45

吉原美惠子（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）、
竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

児童66名
教員等9名

4 徳島市八万小学校
5年生

平成30年5月17日［木］
9 : 40-11 : 05

吉原美惠子（上
席学芸員）、竹
内利夫（上席学
芸員）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

児童129名
教員等6名

5 那賀町立鷲敷小学校
4‐5年生

平成30年5月18日［金］
9 : 55-11 : 40

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

児童44名
教員等5名

6 香川県立高松工芸高等学校 平成30年5月22日［火］
10 : 05-11 : 15

江川佳秀（副館
長）、吉原美惠
子（上席 学 芸
員）、竹内利夫
（上席学芸員）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

生徒75名
教員等7名

7 香川県立高松北中学校
1年生

平成30年5月23日［水］
10 : 30-11 : 20

亀井幸子（係長）所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

生徒104名
教員等9名

8 小松島市立小松島小学校
1‐2年生

平成30年5月23日［水］
12 : 35-14 : 00

竹内 利 夫（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

児童37名
教員等4名

9 上板町立神宅小学校
3年生

平成30年5月24日［木］
13 : 00-14 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

児童19名
教員等2名

10 徳島市川内北小学校
2年生

平成30年5月25日［金］
9 : 35-11 : 30

友井 伸 一（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

児童114名
教員等6名

11 みつぼしこどもえん
5歳

平成30年5月29日［火］
10 : 00-11 : 10

亀井幸子（係長）所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

園児15名
教員等2名

12 阿南市岩脇こどもセンター
0‐5歳

平成30年5月30日［水］
10 : 30-11 : 20

亀井 幸 子（係
長）、友井伸一
（上席学芸員）、
竹内 利 夫（上
席学芸員）

特別陳列 生誕130年「静かなる
叙情 清原重以知の世界」、所蔵
作品展 徳島のコレクション2018年
度第1期 特集「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

児童129名
教員等27名
保護者130名

13 徳島市立渋野保育所
4‐5歳

平成30年6月12日［火］
9 : 30-11 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展徳島のコレクション2018
年度第1期 特集「新収蔵作品を
中心に」を鑑賞。

園児13名
教員等3名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

14 徳島市方上小学校
1‐6年生
（南部中学校区の小学校特
別支援学級合同）

平成30年6月26日［火］
10 : 10-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

児童47名
教員等19名

15 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成30年6月27日［水］
10 : 00-11 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第1期 特集「新収蔵作
品を中心に」を鑑賞。

園児27名
教員等5名

16 徳島県立明善保育所
3‐4‐5歳児

平成30年6月28日［木］
9 : 45-10 : 45

亀井幸子（係長）所蔵作品展徳島のコレクション2018
年度第1期 特集「新収蔵作品を
中心に」を鑑賞。

園児15名
教員等5名

17 徳島市立八万保育所
5歳児

平成30年7月18日［水］
10 : 00-10 : 55

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

園児19名
教員等4名

18 徳島市立八万保育所
4歳児

平成30年7月19日［木］
10 : 00-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

園児28名
教員等4名

19 徳島市徳島中学校
1‐3年生

平成30年7月19日［木］
12 : 50-13 : 30

亀井幸子（係長）特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

生徒8名
教員等4名

20 みつぼしこどもえん
3歳児

平成30年7月24日［火］
10 : 00-10 : 35

友井伸一（上席
学芸員）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

園児16名
教員等4名

21 徳島市立城西保育所
5歳児

平成30年7月26日［木］
9 : 45-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

園児29名
教員等3名

22 かもめ保育園
5歳児

平成30年7月27日［金］
12 : 30-14 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」を鑑
賞。

園児81名
教員等17名

23 阿南市立大野小学校
特別支援学級

平成30年7月27日［金］
11 : 00-12 : 30

亀井幸子（係長）特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」を鑑
賞。

児童6名
教員等3名

24 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳児

平成30年7月27日［金］
10 : 00-10 : 50

友井 伸 一（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

園児13名
教員等3名

25 徳島市立城西保育所
4歳児

平成30年7月31日［火］
9 : 45-11 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」を鑑
賞。

園児27名
教員等4名

26 徳島市立名東保育所
5歳児

平成30年8月1日［水］
10 : 00-11 : 00

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」、所
蔵作品展2018年度第2期 特別公
開「滋賀県立近代美術館所蔵作
品<イスファハーン>」を鑑賞。

園児20名
教員等3名

27 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成30年8月2日［木］
13 : 30-14 : 30

友井伸一（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」を鑑
賞。

園児24名
教員等4名

28 徳島市立加茂名保育所
5歳児

平成30年8月28日［火］
9 : 40-10 : 45

亀井幸子（係長）特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」を鑑
賞。

園児11名
教員等3名

29 徳島市立北井上認定こど
も園
幼児

平成30年8月31日［木］
9 : 35-11 : 00

亀井幸子（係長）特別展「愛されて40年『100万回生
きたねこ』佐野洋子の世界展」を鑑
賞。

園児18名
教員等3名

30 阿南市立長生小学校
5年生

平成30年9月13日［木］
9 : 30-14 : 40

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展2018年度第2期 特別
公開「滋賀県立近代美術館所蔵
作品<イスファハーン>」を鑑賞。

児童30名
教員等2名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

31 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成30年9月19日［水］
10 : 00-11 : 25

森芳功（学芸交
流課長）、亀井幸
子（係長）

特別展「日下八光日本画展−自然
美の探求と知られざる画業」を鑑
賞。

園児27名
教員等3名

32 阿南市立岩脇小学校
1‐5年生

平成30年9月28日［金］
9 : 35-14 : 20

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

特別展「日下八光日本画展−自然
美の探求と知られざる画業」を鑑
賞。

児童169名
教員等11名

33 阿波市立柿原幼稚園
4‐5歳児

平成30年10月11日［木］
11 : 15-11 : 45

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔
法?!」、特別展「日下八光日本画
展−自然美の探求と知られざる画
業」を鑑賞。

園児25名
教員等6名

34 佐那河内村立佐那河内
小学校
1‐2年生

平成30年10月11日［木］
9 : 35-10 : 20

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔
法?!」、特別展「日下八光日本画
展−自然美の探求と知られざる画
業」を鑑賞。

児童30名
教員等3名

35 佐那河内村立佐那河内
保育所
5歳児

平成30年10月19日［金］
10 : 00-11 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔
法?!」、特別展「日下八光日本画
展−自然美の探求と知られざる画
業」を鑑賞。

園児14名
教員等3名

36 海陽町立海陽中学校
3年生

平成30年10月19日［金］
13 : 30‐14 : 30

森芳功（学芸交
流課長）、吉川
神津夫（上席学
芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔
法?!」、特別展「日下八光日本画
展−自然美の探求と知られざる画
業」を鑑賞。

生徒52名
教員等5名

37 みつぼしこどもえん
3歳児

平成30年10月23日［火］
10 : 00-11 : 05

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

園児18名
教員等3名

38 鳴門教育大学附属幼稚園
年少・年中・年長

平成30年10月27日［土］
9 : 50-11 : 15

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

園児45名
教員等10名
保護者9名

39 阿南市立大野幼稚園
4‐5歳児

平成30年11月1日［木］
10 : 15-13 : 20

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔
法?!」、特別展「日下八光日本画
展−自然美の探求と知られざる画
業」を鑑賞。

園児36名
教員等7名
保護者36名

40 吉野川市立牛島幼稚園
4‐5歳児

平成30年11月2日［金］
9 : 45-10 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

園児18名
教員等3名

41 阿波市立御所小学校
3年生

平成30年11月6日［火］
13 : 20-14 : 15

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

児童19名
教員等2名

42 阿波市立八幡小学校
1‐2年生

平成30年11月13日［火］
10 : 40-11 : 40

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

児童38名
教員等3名

43 徳島市立不動小学校
3‐4年生

平成30年11月13日［火］
13 : 00-14 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

児童17名
教員等3名

44 徳島市立八万幼稚園
5歳児

平成30年11月20日［火］
10 : 35-11 : 35

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

園児33名
教員等3名

45 阿南市立福井保育所
3‐5歳児

平成30年11月22日［火］
10 : 00-11 : 00

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第2期特集「版画は魔法?!」
を鑑賞。

園児27名
教員等5名

46 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成30年12月4日［火］
10 : 15-11 : 25

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「ユニバーサル美術館
展」を鑑賞。

園児25名
教員等3名

47 徳島市立八万保育所
4歳児

平成30年12月6日［木］
9 : 30-11 : 05

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「ユニバーサル美術館
展」を鑑賞。

園児25名
教員等4名

48 徳島市立八万南幼稚園
4‐5歳児

平成30年12月12日［水］
9 : 35-10 : 50

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「ユニバーサル美術館
展」、所蔵作品展 徳島のコレク
ション2018年度第3期特集「シルエッ
ト」を鑑賞。

園児48名
教員等5名

49 北井上学童保育クラブ
1‐5年生

平成30年12月27日［木］
12 : 40-13 : 35

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「ユニバーサル美術
館展」を鑑賞。

児童18名
教員等4名
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（2） 学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

50 徳島大学あゆみの森保育園
3‐5歳児

平成31年1月11日［金］
9 : 35-10 : 40

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「ユニバーサル美術館
展」、所蔵作品展 徳島のコレク
ション2018年度第3期特集「シルエッ
ト」を鑑賞。

園児46名
引率5名

51 藍住町立藍住北小学校
5年生

平成31年1月11日［金］
13 : 25-14 : 40

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展「ユニバーサル美術館
展」、所蔵作品展 徳島のコレクショ
ン2018年度第3期特集「シルエット」
を鑑賞。

児童93名
教員等4名

52 徳島市立沖洲保育所
5歳児

平成31年1月17日［木］
9 : 30-10 : 40

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」を
鑑賞。

園児16名
教員等3名

53 徳島市立八万保育所
4歳児

平成31年2月14日［木］
10 : 12-11 : 12

森芳功（学芸交
流課長）、亀井
幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」を
鑑賞。

園児25名
教員等4名

54 徳島市立八万東保育所
5歳児

平成31年2月15日［金］
10 : 15-14 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」、
「フリースぺ−スチャレンジ徳島芸術
祭2019」を鑑賞。

園児22名
教員等4名

55 徳島市昭和小学校
6年生

平成31年2月21日［木］
10 : 15-13 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」を
鑑賞。

児童70名
教員等4名

56 徳島市立加茂名保育所
4‐5歳児

平成31年2月27日［水］
9 : 30-11 : 30

森芳功（学芸交
流課長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」、
特別展「アール・ブリュット再考2展」
を鑑賞。

園児26名
教員等5名

57 とくしま健祥会保育園
5歳児

平成31年3月6日［水］
13 : 00-14 : 00

亀井幸子（係長）特別展「アール・ブリュット再考2展」
を鑑賞。

園児27名
教員等4名

58 徳島市立八万保育所
4歳児

平成31年3月7日［木］
10 : 05-11 : 10

亀井幸子（係長）特別展「アール・ブリュット再考2展」
を鑑賞。

園児27名
教員等4名

59 おおぎ認定こども園
3歳児

平成31年3月8日［金］
10 : 10-11 : 00

森芳功（学芸交
流課長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」を
鑑賞。

園児22名
教員等2名

60 おおぎ認定こども園
4‐5歳児

平成31年3月8日［金］
10 : 10-11 : 00

森芳功（学芸交
流課長）、竹内
利夫（上席学芸
員）、亀井幸子
（係長）

特別展「アール・ブリュット再考2展」
を鑑賞。

園児37名
教員等3名

61 もとしろ認定こども園
3‐4‐5歳児

平成31年3月20日［水］
10 : 00-11 : 00

竹内 利 夫（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション
2018年度第3期特集「シルエット」
を鑑賞。

園児65名
教員等4名

計 生徒 239名、 児童 1072名、 園児 1078名、 保護者 175名、 教員 312名／合計 2,876名

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 四国大学 児童学科 平成30年7月31日［火］
15 : 05-16 : 15

2018年度第2期特別公開 滋賀県立近代美術館
所蔵作品<イスファハーン>愛されて40年『100万回
生きたねこ』佐野洋子の世界展を鑑賞。

大学生9名
教員等1名

2 セサミ山城本園・保育園
4歳児

平成30年8月2日［木］
11 : 05-11 : 20

特別展「愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋
子の世界展」を鑑賞。

園児38名
教員等3名

3 セサミ山城本園・保育園
4歳児

平成30年8月23日［木］
10 : 30-12 : 00

特別展「愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋
子の世界展」を鑑賞。

園児33名
教員等2名

4 吉野川市教育研究所適応
指導教室
小学5年生～中学3年生

平成30年11月7日［水］
14 : 00-14 : 20

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第2期特
集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童6名
教員等4名

計 学生 9名、 児童 6名、 園児 71名、 教員 10名／合計 96名
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 おおぎ認定こど
も園
5歳児

平成30年5月14日［月］
9 : 30-11 : 30

当館の所蔵作品をプリントしてつくった掛
け図（6枚）を鑑賞した。お気に入りの作
品を見つけて発表してもらった。夏に行わ
れる「佐野洋子の世界展」と結びつけた
いとの思いから、猫や猫らしきものが描か
れている作品を多く持っていき、鑑賞の後
は、猫の絵を描く予定であった。猫に興味
を持つ子も多く猫の絵を描くことにためら
いのない子もいたが、鑑賞から猫の絵を
描く導入をもっと丁寧に行うべきだった。

亀井幸子（係長） 園児16名
保育士3名

2 徳島市立北井
上認定こども園
2‐5歳児

平成30年5月24日［木］
9 : 30-11 : 30

当館の所蔵作品をプリントしてつくった掛
け図（5枚）の鑑賞。お気に入りの作品を
見つけて発表してもらった。夏に行われる
「佐野洋子の世界展」と結びつけるため
に展覧会の紹介や猫の絵本の話を導入
に行った。5歳児、4歳児、2歳児、3歳児の
順に30～40分ずつ鑑賞を行った。鑑賞で
は、お気に入りの作品を見つける活動を
行ったが、2、3歳児の子供たちとは、ねこさ
がしを行った。見てわかる猫だけでなく、
様 な々猫を見つけ出す子どもたちの柔軟
な見方、感じ方に出会うことができた。

亀井幸子（係長） 園児74名
保育士6名

3 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成30年5月31日［木］
9 : 30-11 : 30

掛け図（6枚）をつかってお気に入りの作
品を発表し合う活動を行った。32人と人
数が多く友達の発表を聞くことより、自分
の思ったことや見つけたことを発表したい
気持ちが強い子もいた。今後、保育士さ
んと相談して半分に分けて活動する等工
夫したい。鑑賞活動後、教室に戻り絵を
描いた。猫のイメージがひろがってどんどん
絵を描く子も多かったが、「ぼくは、猫が描
けないのでどう描いたらいいか教えてくださ
い」という子や、「上から見た猫を描きたい
ので、一緒に描いて！」という子がいた。猫
が描けないといっていた子は、猫のえさを
描き、猫が飲む水がある湖を描き、少し安
心したのか3匹の猫を自ら描いていた。掛
け図はそのままにしておき、プレールームで
は、4歳児、3歳児の担任の保育者が鑑賞
を行った。「どれが好き」「猫はいるかな？」
と対話をしながら楽しそうに絵を見ていた。

亀井幸子（係長） 園児32名
保育士3名

4 徳島市立明善
保育所
2‐5歳児

平成30年6月1日［金］
10 : 00-11 : 30

はじめに4、5歳児が掛け図を使って鑑賞
活動をした。お気に入りの作品を見つけた
り、作品の中に見つけたものを発表したりし
た。その後、教室でお絵かきをした。猫の
絵本をたくさん見たり、猫の絵を描いたりし
ていて、鑑賞後も猫の絵を楽しんで描い
ていた。4、5歳児の鑑賞が終わった後、2、
3歳児の子供たちと一緒に絵（掛け図）を
みてどれが好きかを指さしてもらったり猫の
ポーズのまねをしたりした。

亀井幸子（係長） 園児18名
保育士6名

5 もとしろ認定こど
も園
4‐5歳児

平成30年6月5日［火］
9 : 30-11 : 30

所蔵作品の掛図を使って、お気に入りを
探したり、身体を使って絵のモチーフ（猫
など）をまねるなどして鑑賞した。

友井伸一（上席学芸員） 園児45名
保育士4名

6 徳島市立名東
保育所
5歳児

平成30年6月6日［水］
9 : 30-11 : 00

はじめに掛け図を使って鑑賞活動をした。
お気に入りの作品を見つけたり、作品の中
に見つけたものを発表したりした。その後、
教室でお絵かきをした。絵に描かれていた
猫についてもいろいろと話題になったので
多くの子供は楽しく猫の絵を描いていた。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士2名

7 徳島市立加茂
名保育所
5歳児

平成30年6月7日［木］
9 : 30-11 : 00

はじめに掛け図を使って鑑賞活動をした。
お気に入りの作品を見つけたり、作品の
中に見つけたものを発表したりした。絵に
描かれていた猫についてもいろいろと話が
ひろがった。その後、好きな絵の前で思い
思いに猫の絵を描いた。

亀井幸子（係長） 園児11名
保育士3名

72



学校名 開催日時 内容 講師 参加者

8 鳴門教育大学
教職実践演習

平成30年6月11日［月］
10 : 40-12 : 10

視覚に頼らず、作品鑑賞をすることでどの
ような気づきがあるかということをテーマに鑑
賞活動を行った。半数ずつ交代でアイマ
スクをつけて、見えている人の話を聞いた
り、疑問に思ったことや知りたいことを聞き
ながら作品をイメージしてみるという体験を
してもらった。見えていない人に絵の話を
することのほうが難しく、アイマスクをつけて
作品をイメージすることが面白かったと感
じた学生が多かった。視覚に障がいがあ
る人との絵画鑑賞の可能性などについて
も意見交換した。

亀井幸子（係長） 学生7名
教員1名

9 徳島市立城西
保育所
5歳児

平成30年6月12日［火］
9 : 30-11 : 30

リズム室でスライム遊び。グループ毎に一色
の色をつくったあと、他のグループの色と交
換し合って色が混ざっていく様子やスライ
ムの感触を楽しんだ。年長クラスが色のス
ライムをつくった後4歳児や3歳児クラスの子
どもたちも一緒にスライムを触って遊んだ。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士3名

10 みつぼしこども
えん
3‐4歳児

平成30年6月13日［水］
10 : 00-11 : 00

10：00から4歳児クラスで、掛け図を使った
鑑賞活動を行った。10：40からは3歳児クラ
スで鑑賞した。お気に入りの絵を探したり、
ねこを見つけて楽しんだりした。

亀井幸子（係長） 園児37名
保育士6名

11 徳島市立八万
保育所
4‐5歳児

平成30年6月14日［木］
9 : 30-11 : 30

はじめに5歳児が掛け図を使って鑑賞活
動をした。お気に入りの作品を見つけたり、
作品の中に見つけたものを発表したりした。
絵に描かれていた猫についてもいろいろと
話がひろがった。その後、教室で思い思
いに猫の絵を描いた。5歳児が鑑賞した
あと4歳児と鑑賞活動を行った。

亀井幸子（係長） 園児48名
保育士4名

12 まつしげ保育所
3歳児

平成30年6月15日［金］
9 : 30-11 : 30

最初は2班に分かれて絵画鑑賞をした。5
枚の絵の中から好きな絵を見つけて、気に
入ったところを発表したが3歳児クラス子ど
もたちは、照れながらもしっかりと教えてくれ
た。鑑賞の後は、片栗粉スライムを作って遊
んだ。不思議な粉のような液体のようなス
ライム興味をもって、自分で混ぜたり、友だ
ちと混ぜ合いっこしたりと楽しみながら、色
の変化や形の面白さに友だちと見せ合
い、話もして、楽しい関係が生まれていた。

亀井幸子（係長） 園児25名
保育士4名

13 徳島市立八万
東保育所
4‐5歳児

平成30年6月19日［火］
9 : 30-11 : 30

9 : 30から5歳児クラスが、掛け図（7枚）を
使った鑑賞活動を行った。10：20からは4
歳児クラスが鑑賞した。お気に入りの絵を
探したり、ねこを見つけて楽しんだりした。

亀井幸子（係長） 園児42名
保育4名

14 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成30年7月4日［水］
9 : 30-11 : 00

事前に化学染料で藍色に染めた木綿の
布に抜染の技法を使っていろいろな絵や
模様を描いた。後日、それをうちわに貼っ
て作品にした。出前授業では、抜染の技
法で絵を描くところを担当した。

亀井幸子（係長） 園児27名
保育士3名

15 おおぎ認定こど
も園
4‐5歳児

平成30年7月9日［月］
10 : 00-11 : 30

10：00からは5歳児だけでじっくりイヴ・クライ
ンの作品を鑑賞し、10：30からは4歳児の
子どもたちも合流して作品鑑賞して、元気
で自由な感想が飛び交った。

亀井幸子（係長） 園児37名
保育士4名

16 カナン保育園
5歳児

平成30年7月12日［木］
10 : 00-11 : 00

アートマネジメント講座の一環として、講座
受講生らと鑑賞プログラムを実施した。プ
レールームに掛図を貼り、お気に入りの作
品をみつける活動を行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児21名
教員等5名
保育士5名

17 阿南市立岩脇
小学校
5年生

平成30年7月12日［木］
13 : 50-14 : 35

日下八光の出身校での出前授業。日下
の生い立ちや業績、作品の魅力について
わかりやすくお話しした。

森芳功（学芸交流課長） 児童35名
教員3名

18 阿南市立岩脇
小学校
6年生

平成30年7月12日［木］
14 : 45-15 : 30

日下八光の出身校での出前授業。日下
の生い立ちや業績、作品の魅力について
わかりやすくお話しした。

森芳功（学芸交流課長） 児童29名
教員3名

19 徳島市立内町
保育所
4‐5歳児

平成30年7月17日［火］
10 : 00-11 : 30

10：00から5歳児クラスが、掛け図（7枚）を使っ
た鑑賞活動を行った。10：40ころからは、4歳
児クラスが鑑賞した。お気に入りの絵を探
したり、ねこを見つけて楽しんだりした。

亀井幸子（係長） 園児40名
保育士2名

20 相生学童クラブ
1‐6年生

平成30年7月30日［月］
10 : 00-11 : 30

色いろいろバトルシート（鑑賞シート）を
使った活動を実施した。前半の鑑賞のと
きには高学年の女子は、なかなか発表し
てくれず控えめだったが、カメレオンカードに
好きな色を塗って名前をつける活動では、
笑顔で楽しそうにしている姿が見られた。

亀井幸子（係長） 児童18名
保育士4名
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21 みつぼしこども
えん
5歳児

平成30年8月29日［水］
10 : 00-11 : 30

人の形に注目して楽しめるような作品の
掛け図を鑑賞したあと、大きな紙の上に
好きなポーズを取り、友だちと形を取り合っ
た。思い思いのポーズが楽しい。後日、色
を塗り、こども園の室内に子どもたちの分
身が現れたそうだ。

亀井幸子（係長） 園児16名
保育士3名

22 カナン保育園
5歳児

平成30年9月7日［金］
10 : 00-12 : 00

アートマネジメント講座の一環として、鑑賞
プログラム（プレールームに掛図を貼り、お
気に入りの作品をみつける活動）を行った。
マネジメント講座受講生らは、見学した。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（係長）

園児21名
教員7名

23 徳島市立八万
保育所
4歳児

平成30年9月13日［木］
10 : 00-12 : 00

運動会で使うグッズを版画でつくった。大き
な風呂敷代の不織布に版（段ボールにプ
チプチや波段ボールやスポンジなどを貼っ
てつくった）で模様をつけた。カラフルで楽
しい模様ができた。後日、ダンスで使用。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士3名

24 徳島県立徳島
科学技術高等
学校
2年生

平成30年9月13日［木］
10 : 00-11 : 50

エナジー展ポスター案についての講評、ア
ドバイスをした。

安達一樹（上席学芸員） 生徒6名
教員1名

25 まつしげ保育所
3歳児

平成30年9月14日［金］
10 : 00-12 : 00

鑑賞後に、白い紙に白いクレヨンでお絵
かきをしたあと、スポンジローラーや刷毛で
たっぷり絵の具遊びを楽しんだ。

亀井幸子（係長） 園児25名
保育士3名

26 阿南市立岩脇
小学校
1年生

平成30年9月20日［木］
10 : 40-11 : 25

日下八光の出身校での出前授業。日下
の生い立ちや業績、作品の魅力について
わかりやすくお話しした。

森芳功（学芸交流課長） 児童32名
教員等4名

27 阿南市立岩脇
小学校
2年生

平成30年9月20日［木］
11 : 35-12 : 20

日下八光の出身校での出前授業。日下
の生い立ちや業績、作品の魅力について
わかりやすくお話しした。

森芳功（学芸交流課長） 児童40名
教員等4名

28 阿南市立岩脇
小学校
3年生

平成30年9月21日［金］
10 : 40-11 : 25

日下八光の出身校での出前授業。日下
の生い立ちや業績、作品の魅力について
わかりやすくお話しした。

森芳功（学芸交流課長） 児童33名
教員等6名

29 阿南市立岩脇
小学校
4年生

平成30年9月21日［金］
11 : 35-12 : 30

日下八光の出身校での出前授業。日下
の生い立ちや業績、作品の魅力について
わかりやすくお話しした。

森芳功（学芸交流課長） 児童31名
教員等6名

30 徳島市立明善
保育所
2、3、4、5歳児

平成30年10月16日［火］
9 : 30-12 : 00

4、5歳児の子どもたちと墨絵を鑑賞したあ
と、2、3歳児の子どもたちも合流して硯で
墨をすったり、濃い墨や薄い墨で自由に
線や模様や絵を描いたりして、墨で遊ん
だ。墨の香りや墨の濃淡に気づく子もいて、
2歳児は2歳児なりに、5歳児は5歳児なりに
墨に親しむことができていた。

亀井幸子（係長） 園児18名
保育士5名

31 徳島市立加茂
名保育所
5歳児

平成30年10月18日［木］
9 : 30-12 : 00

5歳児の子どもたちと墨絵を鑑賞したあと、
硯で墨をすったり、濃い墨や薄い墨でにじ
み模様をつくったり、自由に線や模様や絵
を描いたりして、墨で遊んだ。墨の香りや
墨の濃淡に気づく子もいて、よく、集中して
活動する場面もあった。

亀井幸子（係長） 園児11名
保育士3名

32 みつぼしこども
えん
3歳児

平成30年10月23日［火］
9 : 30-11 : 30

当館の所蔵作品をプリントしてつくった掛
け図（6枚）を鑑賞した。お気に入りの作
品を見つけて発表してもらった。

竹内利夫（上席学芸員） 園児16名
保育士2名

33 那賀町立あい
おいこども園
5歳児

平成30年10月23日［火］
9 : 30-10 : 30

相生森林美術館での作品鑑賞（文化庁
助成事業）

森芳功（学芸交流課長）、亀井
幸子（係長）

園児24名
保育士4名

34 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成30年10月29日［月］
9 : 30-11 : 30

ランプシェードづくりに挑戦。油粘土で形を
つくり、その上に和紙を貼っていった。糊が
手につき上手く紙を貼れなくても最後まで
がんばって取り組んでいる姿が印象的
だった。

亀井幸子（係長） 園児26名
保育士2名

35 那賀町立ひら
だにこども園
那賀町立きとう
こども園
1‐5歳児

平成30年11月2日［金］
9 : 30-11 : 30

相生森林美術館での作品鑑賞（文化庁
助成事業）

亀井幸子（係長）、加藤彰子（文
化推進員）

園児14名
保育士6名

36 徳島市立八万
保育所
4歳児

平成30年11月1日［木］
9 : 30-11 : 30

紙粘土の感触を味わったり、粘土に色を
混ぜることで色の変化を楽しんだりして、
自分だけの不思議ないきものをつくった。そ
のいきものの、名前や、住んでいるところや
得意なことなどを考えて、友だちに紹介し
合った。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士3名
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37 阿南市立大野
幼稚園
4‐5歳児

平成30年11月14日［水］
10 : 00-11 : 00

相生森林美術館での作品鑑賞（文化庁
助成事業）

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士9名

38 徳島市立八万
幼稚園
5歳児

平成30年11月15日［木］
10 : 30-11 : 30

教室に掛け図を貼って、お気に入りの作
品をみつけたり、作品の中から聞こえてき
そうな音やにおいを想像したりして、鑑賞
活動を行った。そのあと、カメレオンカードに
好きな色を塗って、教室の真ん中にならべ
るとと「うわぁ、素敵 !」「かわいいな」と、友
だちの作品にも興味をもって、互いの作品
の素敵なところを認め合いながら鑑賞する
ことができた。

亀井幸子（係長） 園児35名
保育士3名

39 美馬市立美馬
中学校
1年生

平成30年11月19日［月］
13 : 15-17 : 00

2クラスで鑑賞の授業を行った。色いろい
ろバトルシート（鑑賞シート）を使ってグルー
プで活動した。質問をしたり答えたりする
活動を通して、主体的なコミュニケーション
が生まれていたように感じた。授業後、授
業を参観していた美馬市内の中学校で
美術を担当している先生達と授業研究
会をおこなった。

亀井幸子（係長） 児童47名
教員10名

40 那賀町立わじ
きこども園
5歳児

平成30年11月20日［火］
9 : 30-10 : 30

相生森林美術館での作品鑑賞 森芳功（学芸交流課長） 園児16名
保育士4名

41 阿南市立横見
小学校
3年生

平成30年11月21日［水］
13 : 50-14 : 35

多目的ホールに掛け図を8枚ほど貼り、
カードにぴったりな作品を見つけた発表し
合うことで、様 な々見方や感じ方があって
いいことを実感し、お互いを認め合う関係
が生まれることを目指した。

亀井幸子（係長） 児童9名
教員11名

42 まつしげ保育所
3歳児

平成30年12月5日［水］
9 : 30-11 : 30

はじめに水墨画の鑑賞をした。鑑賞は何
度も経験があるので掛け図を見たとたん
に自分の興味のある絵を選ぶことができ
ていた。友だちに左右されずに選んでいる
姿を見ると、一人一人の個性が出てきて
いることが感じられた。墨絵は墨を磨るとこ
ろから挑戦。きちんと正座をして擦ることが
できていた。墨絵を描く活動では、墨の濃
淡の違いに気づいて、塗り重ねていく姿が
見られた。何枚も何枚も描いて、「おもっ
しょかった～ !」「楽しかったぁ」「もっとやりた
いー!」という声を聞くことができた。

亀井幸子（係長） 園児23名
保育士3名

43 徳島市南井上
小学校
6年生

平成30年12月7日［金］
8 : 40-10 : 20

鑑賞シート（色いろいろ探求バトル）を使っ
て、作品を鑑賞する楽しさを体験しても
らった。6年生ということで自分の思いや考
えを発表することに消極的な児童もいると
思われたのでグループに分かれて意見交
換してもらった。

亀井幸子（係長） 児童69名
教員2名

44 鳴門教育大学
（美術コース4年）
教職実践演習

平成30年12月10日［月］
9 : 00-12 : 10

前期に続き、視覚をテーマに鑑賞活動を
行った。バリアントール（色弱者の色の見
え方を擬似体験できるゴーグルのようなめ
がね）を使って、黒板の文字、窓の外に広
がる風景、鑑賞教材の作品などを見るこ
とで色弱者の理解を進め、美術の授業
でどのような配慮が必要かということにつ
いて話し合った。

亀井幸子（係長） 学生7名
教員1名

45 佐那河内小学校
保育所合同交
流会
小学1年・5歳児

平成30年12月11日［火］
9 : 20-11 : 30

水墨画の鑑賞のあと、グループに分かれ
て墨を硯で擦った。画仙紙ににじみ模様
をつくったり、自由に墨で絵を描いた。墨の
においや墨の濃淡による色味の違いなど
に興味をもって楽しく活動できた。

亀井幸子（係長） 園児・児童
29名
保育士3名
教員2名

46 徳島市立内町
保育所
4‐5歳児

平成30年12月12日［水］
9 : 30-11 : 30

水墨画の鑑賞と水墨体験。 森芳功（学芸交流課長） 園児41名
保育士2名

47 徳島市立明善
保育所
5歳児

平成31年1月9日［水］
9 : 30-11 : 00

修了記念になるよう3人が協力して3版3色
刷りのスチレン版画に挑戦した。赤、青、黄
のインクから好きな色を選んで刷っていった。
自分が刷った作品（色や模様）に友だち
の色や模様を重ねていく面白さがわかると、
意欲的に作業に取り組むことができていた。

亀井幸子（係長） 園児3名
保育士2名

48 徳島市立八万
東保育所
徳島市立八万
保育所
5歳児

平成31年1月10日［木］
12 : 00-14 : 00

相生森林美術館での作品鑑賞（文化庁
助成事業）

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（係長）

園児38名
引率8名

49 徳島県立城東
高校
1年生

平成31年1月17日［木］
13 : 45-16 : 30

美術館学芸員の仕事について経験を交
えての講話をし、質問等に応じた。

吉原美惠子（上席学芸員） 生徒19名
教員2名

75



学校名 開催日時 内容 講師 参加者

50 徳島市立八万
保育所
4歳児

平成31年1月17日［木］
9 : 30-11：30

音楽に合わせて身体表現をしたり音楽の
イメージに合う作品（掛図）をみつけたりす
る活動をした。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士3名

51 阿南市立宝田
幼稚園
4歳児

平成31年1月18日［金］
10 : 00-11 : 00

相生森林美術館で作品鑑賞（文化庁助
成事業）

亀井幸子（係長） 園児7名
保育士3名
保護者7名

52 徳島市立加茂
名保育所
5歳児

平成31年1月22日［火］
9 : 40-10 : 20

鑑賞シート（絵の本をつくろう）を使って活
動した。親子で一緒に作品を見ながら、
それぞれ感じたことや思ったことを本にし
ていったが、時間が足らずできあがった
「えのほん」を見せ合うことができなかった。

亀井幸子（係長） 園児9名
保護者6名
保育士3名

53 とくしま健祥会
保育園
5歳児

平成31年1月23日［水］
10 : 00-11 : 30

水墨画の鑑賞をしたあと、硯で墨を擦りに
じみ模様をつくったり、薄墨や濃い墨で自
由にお絵かきをしたりして楽しく墨に親しむ
ことができた。

亀井幸子（係長） 園児27名
保育士2名

54 徳島市立名東
保育所
5歳児

平成31年1月29日［火］
9 : 30-11 : 00

水墨画の鑑賞をしたあと、硯で墨を擦りに
じみ模様をつくったり、薄墨や濃い墨で自
由にお絵かきをしたりして楽しく墨に親しむ
ことができた。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士3名

55 もとしろ認定こど
も園
5歳児

平成31年1月31日［木］
9 : 30-11 : 30

保護者がかたどった「等身大の自分」の
様 な々素材を用いて模様をつけたり色を
塗ったりして完成を目指した。友だちどうし
て相談したり、材料を分け合ったりする姿
がみられた。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士2名

56 おおぎ認定こど
も園
5歳児

平成31年2月1日［金］
9 : 30-11 : 45

思い思いのポーズを形取りした等身大の
自分に、衣類を着せたり貼ったりして自分
の分身づくりに取り組んだ。素材集めの段
階で「成長して着ることができなくなったけ
れども、思い出が詰まっていたり、お気に
入りだったりで捨てることができずにいる衣
類」をもってきてもらうように依頼していたが、
全員がそろわず当初のねらい通りの活動
にならなかった。予定時間内に仕上がらな
い子もいたので、後日担任の先生が参観
日に保護者と一緒に作品づくりをする機
会を設けてくれて、親子で楽しく作品を完
成することができた。

亀井幸子（係長） 園児15名
保育士2名

57 みつぼしこどもえ
ん
3歳児

平成31年2月9日［土］
9 : 50-10 : 30

保育参観日ということで親子で一緒に折
り本づくりをおこなった。ポスターの裏側にマ
ジックで絵を描き、真ん中を少し切り折り
たたむことで8ページの折り本ができるが、
せっかく描いた絵の真ん中を切ったことで
泣き出した子もいた。子どもたちはポスター
の裏に絵を描くことだけで十分に楽しんで
いて、当初の計画を変更して本にしないと
いう選択もあったと反省した。

亀井幸子（係長） 園児11名
保育士2名
保護者13名

58 吉野川市立飯
尾敷地小学校
4年生

平成31年2月13日［水］
9 : 50-10 : 30

鑑賞シート第10号「よーいアクション」を
使った授業を行った。

亀井幸子（係長） 児童21名
教員1名

59 吉野川市立飯
尾敷地小学校
5年生

平成31年2月13日［水］鑑賞シート第14号「不思議の世界」を
使った授業を行った。このクラスは、前年
「よーいアクション」の授業を経験している
子どもたちで、活発な発言があった。

亀井幸子（係長） 児童23名
教員1名

60 まつしげ保育所
3歳児

平成31年2月19日［火］
9 : 30-11 : 30

白いロール紙に白いクレヨンでお絵かきを
したあと、スポンジローラーや刷毛で自由
に表現活動を楽しんだ。ロール紙なので
ローラーで長い道を描いたのをみて、その
続きを描く子もいた。友だちどうして相談し
ながら、お話をつくり花や家を描く子もいた。
自分が描いたものを、少し離れて見たとき
に龍に見えると喜んでいる子もいた。

亀井幸子（係長） 園児24名
保育士3名

61 徳島市立城西
保育所
4歳児

平成31年3月5日［火］
9 : 30-11 : 30

水墨画の鑑賞をしたあと、硯で墨を擦りに
じみ模様をつくったり、薄墨や濃い墨で自
由にお絵かきをしたりして楽しく墨に親しむ
ことができた。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士3名

計 学生 14名、 生徒 72名、 児童 340名、 園児 1,163名、 保育士 156名、 教員 74名、 保護者 26名／合計 1,845名
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4 学校の授業等への協力

5 中高生の職場体験・インターンシップ

（1） 授業

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

きっかけをつかみ深める、③学校での授業と美術館における鑑賞を結びつける、という特徴をもっている。広報
的送付の他、必要部数を各学校に送り活用してもらっている。

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。

徳島市加茂名南小学校、徳島県中学校美術研究会、那賀町立相生小学校、徳島市八万
小学校、徳島市城東中学校、鳴門教育大学附属小学校、相生学童クラブ、初任者研修
会、鳴門市図工研修会、阿南市図工研修会、阿南市立羽ノ浦小学校、北島町立北島小
学校、阿南市立横見小学校、阿南市宝田小学校、佐那河内小学校、阿南市立新野小
学校、上板町立神宅小学校、北島町立北島北小学校、徳島市千松小学校、吉野川市
立高越小学校、美馬市美馬中学校、美馬市中学校美術研究会、那賀町立鷲敷中学校

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 809
2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 34
3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 129
4 クレー〈子供と伯母〉 34
5 三宅克己の風景画 104
6 シーガルの人間像 372
7 吹田文明の色と光 536
8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 34
9 屏風のなかのお話 57
10 よーいアクション！ 132
11 えのほんをつくろう 331
12 彫刻EYE（アイ） 169
13 墨と紙の魅力 170
14 不思議の世界 220
15 色いろいろ探求バトル 652
合計 3,783

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30年5月15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・吉川神津夫（上席
学芸員）ほか

6名

平成30年5月16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（学芸
交流課長）

6名

平成30年5月17日［木］
9 : 30-16 : 00

教材の整理、資料整理など 安達一樹（上席学芸員）、森芳
功（学芸交流課長）

6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

7 教員研修会などへの講師派遣

美術クラブの発表展で、自作について助言を求めてきた生徒に対して指導を行ったり、支援学校の部活
動で作品製作の指導を行ったりした。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

2 鳴門教育大学
附属中学校
2年生

平成30年6月27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、広報作業

吉原美惠子（上席学芸員）、安達
一樹（上席学芸員）、加藤彰子（文
化推進員）

3名

平成30年6月28日［木］
9 : 30-16 : 00

保育所の見学サポート、資料整理 亀井幸子（係長）、吉川神津夫
（上席学芸員）、宮本（文化推進
員）、久保（文化推進員）

3名

平成30年6月29日［金］
9 : 30-16 : 00

普及活動、サマーフェスティバル、ワーク
ショップの準備

友井伸一（上席学芸員）、中火
（21世紀）、亀井幸子（係長）、加
藤彰子（文化推進員）

3名

3 徳島市城西中
学校

平成30年7月5日［木］
9 : 30-16 : 00

美術館施設の見学、美術館の仕事につ
いて、発送作業

吉原美惠子（上席学芸員）、安達
一樹（上席学芸員）、加藤彰子（文
化推進員）

2名

平成30年7月6日［金］
9 : 30-16 : 00

美術館の仕事について、発送作業、ワー
クショップの準備

吉原美惠子（上席学芸員）、安達
一樹（上席学芸員）、加藤彰子（文
化推進員）

2名

4 平成30年度
初任者研修（徳
島県総合教育
センター）

平成30年8月7日［火］
9 : 30-17 : 00

美術館と学校教育との連携事業につい
て、事例を紹介しながら説明した。展示室
で鑑賞プログラムを体験し「宿題そうだん
会」のサポートについて実践的に学んだ。

森芳功（ 学芸交流課長）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）

7名

平成30年8月8日［水］
9 : 30-17 : 00

鑑賞支援プログラムや教材開発について
の実習。美術館の小・中学生対象のワー
クショップで実習。

森芳功（学芸交流課長）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）

7名

平成30年8月9日［木］
9 : 30-17 : 00

ユニバーサルミュージアム化についての協
議。美術館の小・中学生対象のワーク
ショップで実習。

森芳功（学芸交流課長）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀井幸子（係
長）

7名

5 徳島県立城ノ
内中学校

平成30年11月14日［水］
9 : 30-16 : 00

作品返却作業の見学、美術館施設の見学 吉原美惠子（上席学芸員）、安達
一樹（上席学芸員）、加藤彰子（文
化推進員）

4名

平成30年11月15日［木］
9 : 30-16 : 00

美術館での仕事について、発送作業 吉原美惠子（上席学芸員）、安達
一樹（上席学芸員）、加藤彰子（文
化推進員）

4名

計 5件、13日、生徒等のべ 60名／合計 60名

開催日 講師 場所 参加者

1 近畿高等学校総合
文化祭 美術・工芸
部門 講演会

平成30年11月10日 安達一樹（上席学芸員） イベントホール（21世紀館） 生徒113名、
教員・保護者
65名

2 近畿高等学校総合
文化祭 美術・工芸
部門 交流会

平成30年11月10日 安達一樹（上席学芸員） 展示室3、ギャラリー、イ
ベントホール（21世紀館）

生徒113名、
教員・保護者
65名

3 徳島県立城ノ内中学
校・高等学校美術部

平成31年3月25日 安達一樹（上席学芸員） 四国大学交流プラザ 中学生5名、
高校生4名、
教員2名

計1校 生徒 235名、教員 132名／合計 367名

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 「アートの日」勉強会
素材集めの楽しみ方＋
年間計画を考える

平成30年4 月25日［水］
18 : 00-20 : 30

グループで素材について話し合い、
出された素材の分類をとおして造
形活動のあり方について話し合っ
た。昨年度の取り組みや、今年度、
実践してみたい活動などについて
意見交流。アートの日の年間計画
案についても検討した。

森芳功（学芸交流課長）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2 12名

78



研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

2 「アートの日」勉強会
素材集めの楽しみ方＋
年間計画を考える

平成30年4月26日［木］
18 : 00-20 : 30

素材集めと造形活動のの関係に
ついて話し合った。また、昨年度の
取り組みや、実践してみたい活動
などについて意見交流。アートの日
の年間計画案についても検討した。

森芳功（学芸交流課
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2 22名

3 「アートの日」勉強会
素材集めの楽しみ方＋
年間計画を考える

平成30年5月9日［水］
18 : 00-20 : 30

素材をどう捉えるか、素材観を広げ
ることで造形活動がひろがることな
どを共有した。今年度のアートの日
の年間計画案についても検討した。

森芳功（学芸交流課
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2 20名

4 「アートの日」勉強会
絵具であそぼう

平成30年5月24日［金］
18 : 30-20 : 45

園庭などの土を細かくすりつぶし、
糊と混ぜて絵の具をつくった。また、
既製の絵の具に洗剤、ボンドを混
ぜて紙、ビニール、傘、ペットボトル、
布などに描いてみた。

亀井幸子（係長）、森芳
功（学芸交流課長）

アトリエ2 15名

5 「アートの日」勉強会
イヴ・クラインとボディ
プリント―作品鑑賞か
ら広がる造形活動

平成30年6月15日［金］
18 : 30-20 : 30

イヴ・クラインの紙芝居をみた後、掛
図（イヴ・クラインの作品）を使って
対話鑑賞を体験。これまでの活動
事例の紹介や、ボディプリントで身
体を写しとってつくった作品が様 な々
場面で活用された事例も紹介した。

友井伸一（上席学芸員）アトリエ2 9名

6 徳島市名東郡小学
校図工部会
研修会

平成30年8月8日［水］
9 : 30-12 : 00

前半は文理大学の仁宇先生を
講師に水彩画の指導について実
技演習。後半は、展示室で所蔵
作品等の鑑賞活動を行った。

安達一樹（上席学芸員）アトリエ2、
展示室

30名

7 鳴門市小学校図工
部会
研修会

平成30年8月22日［水］
9 : 30-12 : 00

墨絵の体験と制作。鑑賞シート
（墨に親しむ）を活用した授業例
などを紹介しながら、実際に硯で
墨を擦り画仙紙ににじみ模様をつ
くったり、水墨画を描いてみたりした。
墨のにおいや色合い、濃淡などを
実際に味わってもらうことができた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 15名

8 阿南市小学校図工
部会
研修会

平成30年8月24日［金］
13 : 30-17 : 00

鑑賞シート（色いろいろ探求バト
ル）の模擬授業と展示室での鑑
賞プログラムの体験

亀井幸子（係長） アトリエ2 16名

9 「アートの日」勉強会
新聞紙であそぼう

平成30年8月30日［木］
18 : 30-20 : 30

チームに分かれて、新聞紙とセロ
テープでタワーをつくる活動で、一
番高いタワーを目指してチーム対
抗で競争した。一番にならなかっ
たタワーにも楽しい「賞」を考えて、
プレゼントした。

亀井幸子（係長）、森芳
功（学芸交流課長）

アトリエ2 23名

10 「音楽と美術と子ど
もたち」
※文化庁助成事業
の研修会

平成30年9月8日［土］
10 : 00-12 : 00
13 : 30-16 : 30

研修Ⅰ 公開保育と授業研究会
研修Ⅱ 研究協議

�木夏奈子（植草学
園大学准教授）

とくしま健祥
会保育園、
アトリエ2

27名

11 「アートの日」勉強会
ナイト・ミュージアム
研修会Ⅰ

平成30年9月20日［木］
18 : 00-20 : 50

「日下八光日本画展」の会場で
鑑賞の研修会を実施。展示作品
の中から自分のお気に入りの作
品を見つけてお互いに教え合った
り、「いいにおいで賞」「ふわふわで
賞」などの賞にぴったりな作品を探
したりした。終わりに、展覧会担当
学芸員から画家のこと、作品のこ
となどについて話を聞いた。

森芳功（学芸交流課長）、
竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ3 14名

12 「アートの日」勉強会
墨であそぼう

平成30年11月16日［金］
18 : 00-20 : 50

学芸員から、墨や紙についての話
を聞いた後、実際に硯で墨を磨っ
て、にじみ模様をつくったり墨絵を
描いたりした。子どもたちとの活動
についても紹介した。

森芳功（学芸交流課長）アトリエ2 16名

13 阿南市立横見小学校
研修会

平成30年11月21日［水］
15 : 40-16 : 30

児童が鑑賞に楽しく取り組める授
業づくりについて、出前授業の様
子なども踏まえて協議した。

亀井幸子（係長） 横見小学校 11名

14 「アートの日」勉強会
ナイト・ミュージアム
研修会Ⅱ

平成31年1月11日［金］
18 : 00-20 : 50

「ユニバーサル展」を見学し、幼児
や子ども連れの家族が安心して
楽しくすごせる美術館にしていくに
はどうすればいいか、参加者と意
見交換した。

竹内利夫（上席学芸員）、
森芳功（学芸交流課長）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2 12名

15 「アートの日」交流会Ⅰ
－作品から子どもの
世界を見る

平成31年2月13日［水］
18 : 00-20 : 50

子どもたちの作品を持ち寄り、子ど
もたちが何を感じ、何を表現しよう
としていたか、じっくり話し合った。

亀井幸子（係長） ギャラリー 3名

16 「アートの日」交流会Ⅱ
－この一年間を振り
返って

平成31年3月8日［金］
18 : 00-20 : 50

楽しかったこと苦労したことなど、失
敗談も含めて、「アートの日」の一
年間の活動を振り返り、次年度の
実践に活かせるよう意見交換した。

森芳功（学芸交流課
長）、亀井幸子（係長）

アトリエ2 20名

保育士、教員等 計 265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135回 平成30年5月27日〔日〕 13 : 30-17 : 00 5人
第136回 平成30年6月23日〔土〕 10 : 00-12 : 00 10人
第137回 平成30年8月25日〔土〕 13 : 30-17 : 00 6人
第138回 平成30年9月29日〔土〕 10 : 00-12 : 20 6人
第139回 平成30年11月11日〔日〕 10 : 00-12 : 00 6人
第140回 平成30年12月8日〔日〕 13 : 30-17 : 00 6人
第141回 平成31年1月26日〔土〕 14 : 30-17 : 00 7人

●会場
徳島県立近代美術館（講座室ほか）

●参加者
山田芳明（鳴門教育大学教授）
三木健司（徳島県立総合教育センター班長）
脇本正久（吉野川市立高越小学校指導教諭）、小浜かおり（鷲敷町立鷲敷中学校教諭）
齋藤友紀子（徳島市加茂名小学校教諭）、武知綾子（鳴門市第一小学校教諭）
佐々木奏美（徳島市大松小学校教諭）、岡田三千代（鳴門教育大学附属小学校教諭）
井上奈美（徳島県立脇町高等学校教諭）
森芳功（学芸交流課長）、竹内利夫、友井伸一（上席学芸員）、亀井幸子（係長）

（2） 作成したワークシート
・鑑賞シートno.16 「模写して発見！芸術家の技」 A4判縦4ページ、模写シート1枚（A4）
平成31年3月発行

9 展覧会ごとのワークシート作成

所蔵作品展、特別展ごとに子どもワークシートを作成している（対象年齢はその都度検討）。学校の団体鑑
賞でセルフガイド的に用いたり、グループ鑑賞の教材として活用したりしている。また、個人来館した子どもが自
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。

・特別陳列 生誕130年「静かなる叙情・清原重以知の世界」 A4判両面刷二つ折り 簡易印刷 平
成30年4月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2018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30年4月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第2期（前半） 特集「くらべてみよう」 A4判両面刷二つ折り
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簡易印刷 平成30年7月発行
・特別展 佐野洋子の世界 B4判両面刷二つ折り 簡易印刷 平成30年7月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第2期（後半）「版画は魔法 」 B5判片面刷 簡易印刷
平成30年9月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度 ユニバーサル美術館 A4判片面刷 簡易印刷 平成30
年12月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第3期 特集「シルエット」 A4判両面刷二つ折り 簡易印
刷 平成30年12月発行
・特別展 アールブリュット再考2点 みずのきの色相 A4判両面刷 簡易印刷 平成31年2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。特別展のポスター・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166校、中学校79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（日下八光日本画展）
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161校、中学校79校、高等学校・特別支援学校49校（293冊）

11 文化庁 地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業「就学前の子どもたちにアートの楽しさを届けるプロジェクト」

2018年度の「アートの日」は、徳島の公立美術館と就学前施設との連携事業実行委員会が、文化庁平成
30年度文化芸術振興費補助金（地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業［地域の美術館・
歴史博物館を中核とした文化クラスター形成事業］）を受け、「就学前の子どもたちにアートの楽しさを届けるプ
ロジェクト」として実施した。

（1） 実行委員会構成団体
徳島県立近代美術館、相生森林美術館、徳島市立保育所保育士・認定こども園保育教諭会

（2） 事業目的・概要
①子どもがアートの楽しさを実感する機会を広げる
就学前施設の美術館見学や出前授業を進め、美術館から離れた就学前施設が利用しやすいように、貸し

切りバス等の補助を行う。
○展覧会見学（貸し切りバス等利用）
全13件 15施設 幼児336名 保育士・教諭・保護者72名／合計408名
＊文化庁助成による貸し切りバスの利用は応募多数のため抽選となった。
＊那賀町内の施設による相生森林美術館見学は、町所有のマイクロバスを利用した。
＊文化庁助成による貸し切りバス以外の見学は、4-2 学校教育との連携 1 学校の授業等による美術
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4-3 美術館ボランティア

館利用 2 学校行事（遠足など）による美術館利用 を参照

②プログラムの公開などの環境整備を行う
蓄積してきた経験やプログラムに、保育士や幼稚園教員などが容易にアクセスできるよう、ウェブサイトを整備

するとともに、詳しくまとめた冊子を作成し、県内の就学前施設や全国の美術館など関係機関に送付。
○ウェブサイト「アートの日」の開設
https : //art.tokushima−ec.ed.jp/artnohi/

○『保育所・幼稚園・こども園の子どもたちと美術館（「アートの日」の本）』の刊行
部数 1,300部

③継承と次の展開に関する検討を行う
美術館が果たしてきた連携のプラットホーム的役割を維持しつつ、保育士や幼稚園教員の横のつながりをつ

くる。
そのために、研修会・勉強会を充実させシンポジウムを開くなかで、次の展開を検討していく。

○研修会 音楽と美術と子どもたち－領域「表現」の教科横断的な活動とその基盤としての「身体」
講師 髙木夏奈子（植草学園大学准教授）
日時 2018年9月8日
研修Ⅰ 公開保育 10 : 00-11 : 30（参加者：15名）
授業研究会 11 : 30-12 : 00
会場とくしま健祥会保育園（公開保育・授業研究会）
研修Ⅱ 研究協議 14 : 00-17 : 00（参加者：12名）
会場 徳島県立近代美術館アトリエ（研究協議）
参加者数 27名

○勉強会
実施回数 6回 参加者数88名

＊詳しくは 4‐2 学校教育との連携「7．教員研修会などへの講師派遣」を参照
○就学前の子どもたちにアートの楽しさを届けるシンポジウム
日時 2019年2月16日 13 : 30-16 : 30
会場 徳島県立二十一世紀館 多目的活動室
基調講演 松岡宏明（大阪総合保育大学教授）
報告 亀井幸子（徳島県立近代美術館係長 学校教育との連携担当）
シンポジウム 宇田泰（徳島市立城西保育所 保育士）
岸上佐和子（おおぎ認定こども園 保育教諭）
富林純子（徳島県立近代美術館アートイベントサポーター、元徳島市立保育所長）
森芳功（徳島県立近代美術館学芸交流課長）
参加者数 67名

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。
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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。
令和元年度も、「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、従来の枠にとらわれない
地域の団体・グループとの協働についても取り組んでいくこととしている。

1 「アートイベントサポーター」の実績

対象事業数 3種類。 延べ活動日数 ５４日。 登録会員数 計２７名。
対象事業別実績
（1） 美術館ユニバーサル事業の運営：活動日数１４日、会員数１１名
（2） 遠足見まもり事業：活動日数２８日、会員数１０名
（3）「チャレンジとくしま芸術祭 2019」の運営：活動日数１２日、会員数 6名

2 地域の団体・グループとの協働

団体名：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）
事業名：「コラボ企画 はばたけ！N＊CAP」
2019年3月10日［日］10 : 20～15 : 30 ギャラリー（1階）、展示室（2階）
参加人数：子ども ２２名、保護者１１名。 ボランティア会員数：２０名。

4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 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
季節に合わせたイベント「お
花見 in 近代美術館」

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

アトリエ 平成30年4月7日［日］
10 : 30-12 : 00

施設利用者 19名

2 「楡木令子展 “Where the Soul
is − 魂の宿るところ”」アーティ
ストトーク

楡木令子（出品作家）、
安達一樹（当館上席
学芸員）

劇場寄井座 平成30年4月30日［月・祝］
15 : 30-17 : 00

一般 28名

3 近・現代の美術概観「エコー
ル・ド・パリとその後 －豊か
な文化的土壌と精神」

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30年6月11日［月］
15 : 30-17 : 00

一般 9名

4 近・現代の美術概観「戦後ア
メリカの美術概観 －多様性
が生み出す表現と富の蓄積」

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30年6月18日［月］
15 : 30-17 : 00

一般 8名

5 近・現代の美術概観「素材と
美術表現 －20世紀の技術
的進歩と文化」

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30年6月25日［月］
15 : 30-17 : 00

一般 10名

6 近・現代の美術概観「具体か
らGUTAIへ －美術史に刻
まれた日本の現代美術」

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30年7月2日［月］
15 : 30-17 : 00

一般 9名
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4-5 ユニバーサルミュージアム

聴覚障がい者、視覚障がい者など障がいのある方や、幼児、外国人、高齢者など、様 な々特性のある方に
楽しんでもらえる美術館を目指し、活動を始めている。地域の関係者とともに、ワークショップやボランティアなど参
加型の要素を重視して取り組んでいる。複合施設の立地を意識し、エントランスやサインなど共用部分の利便
性向上も視野に入れている。活動の根底には、全ての人が芸術・文化に親しめることを究極の使命とする、鑑
賞支援の実践と考え方によっている。

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」

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

7 近・現代の美術概観「現代社
会と美術館の役割 －変化を
求められる器」

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30年7月9日［月］
15 : 30-17 : 00

一般 9名

8 四国学院大学アートマネージ
メント講座

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

四国学院大学（善通寺市）、
当館講座室・展示室

平成30年7月12日［木］
10:00-12:00、17:30-20:30

一般 6名

9 四国学院大学アートマネージ
メント講座

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

講座室・展示室 平成30年7月31日［火］
18 : 30-21 : 30

一般 5名

10 ワークショップ「わくわくアート交
流会」

亀井幸子（係長） 障害者支援施設 希望の
郷

平成30年8月21日［火］
13 : 30-16 : 00

施設利用者・
児童・幼児

33名

11 四国学院大学アートマネージ
メント講座

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

講座室・展示室 平成30年8月27日［火］
18 : 30-21 : 30

一般 2名

12 四国学院大学アートマネージ
メント講座

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

講座室・展示室 平成30年9月6日［木］
18 : 30-21 : 30

一般 2名

13 四国学院大学アートマネージ
メント講座

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

四国学院大学（善通寺市）平成30年9月7日［金］
10 : 00-13 : 00

一般 4名

14 美術館講座「歩行と美術－
大久保英治 歩く現場から－」

友井伸一（上席学芸
員）

岡山県立美術館講座室・
展覧会場

平成30年10月13日［土］
14 : 00-15 : 30

一般 40名

15 シルバー大学校講義 江川佳秀（副館長） 美馬市地域交流センター 平成30年10月16日［火］
13 : 00-14 : 00

一般 24名

16 山王子あした塾・お山の美
術講座

吉原美惠子（上席学
芸員）

御所山王子現代アートス
ペース

平成30年11月18日［日］
14 : 00-15 : 30

一般 10名

17 福祉セミナー「いきいき健康ひ
ろば」－「五感を活かすアート
鑑賞」

竹内利夫（上席学芸
員）

ふれあい健康館 平成30年11月19日［月］
10 : 30-11 : 20

一般 26名

18 シルバー大学校講義 友井伸一（上席学芸
員）

東みよし町東部福祉セン
ター

平成30年11月28日［火］
13 : 00-14 : 00

一般 35名

19 森堯之写真展「朝鮮・1939年」
クロストーク「森堯之（もりたか
ゆき）と日本工房」

江川佳秀（当館副館
長）、堀宣雄（福島県
立美術館）、白山眞
理（JCIIフォトサロン）

JCIIフォトサロン 平成30年12月9日［日］
14 : 00-16 : 00

一般 30名

20 シルバー大学校講義 竹内利夫（上席学芸
員）

上板町老人福祉センター 平成30年12月17日［月］
13 : 00-14 : 00

一般 23名

21 シルバー大学校講義 吉川神津夫（上席学
芸員）

小松島市総合福祉センター 平成31年1月15日［火］
14 : 00-15 : 00

一般 34名

22 シルバー大学校講義 吉原美惠子（上席学
芸員）

牟岐町海の総合文化セン
ター

平成31年1月21日［月］
13 : 00-14 : 00

一般 15名

23 文化庁第8回ミュージアム・エ
デュケーター研修（後半）

亀井幸子（係長） 葛飾区郷土と天文の博物
館講堂

平成31年2月8日［金］
9 : 30-10 : 25

一般 54名

合計 435名
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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年度から「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、30年度は「ユニバーサル美術館展」
を開催した。
＊3−1−3「ユニバーサル美術館展」の項を参照。

2 平成30年度の普及事業

3 平成30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。手話で話す人を含め共同で企画。今年度は音声ガイドも制作。

ア手話解説付きの展示案内 3編 1 : 34、2 : 47、1 : 34
日下八光展会場3コーナーを、森学芸員が短く紹介。手話通訳付き。

イ手話通訳付きでグループ鑑賞 2編 5 : 44、13 : 40
日下八光展会場で、森学芸員がファシリテーター役をしながら、聞こえる人と聞こえない人がグループで意見

交換する場面。手話通訳と読み取り通訳付き。
出演：森芳功（解説）、碇勝貴、小笠原新也、小倉健太朗、鴻野和美、鴻野まどか、坂部由香里、戸部節子、

（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 日下八光日本画展 手話通訳つき展示解説（10
月7日）

2 日下八光日本画展 日下八光を知る講座（10月
28日）

ヒアリングループを設置。

3 「ユニバーサル美術館展」手話通訳付きツアー（12
月2日）

4 あの手この手で交流トーク（サポーターによる公開リ
ハーサル）（12月2日）

見えない人、聞こえない人も参加できるプログラム。アートイベントサポーターが企
画・運営に参加。

5 「音楽×美術で〈きいて〉〈みて〉〈さわって〉〈つくっ
て〉楽しむワークショップ」（12月16日）

音楽を聴いて美術の創作や鑑賞とつなげる。

6 ゆるやか対話ギャラリー －美術を探っていくための
演劇タイム－（12月23日）

演劇や音楽を活用して鑑賞を深める。

7 あの手この手で交流トーク（本番）（1月13日） 見えない人、聞こえない人も参加できるプログラム。アートイベントサポーターが企
画・運営に参加。

8 マイクで交流ツアー （聞こえにくい方のための催し）
（1月19日）

マイク、アンプ、ヒアリングループを併用。

（2）障がい者の社会参加をテーマにした催し

1 アール・ブリュット再考2展 ギャラリートーク（2月24日）「アール・ブリュット再考2」展関連事業

2 アール・ブリュット再考2展 講演会「みずのき‐55
年のアートの関わり」（3月3日）

〃

3 アール・ブリュット再考2展 ギャラリートーク（3月9日）〃

（3）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7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（10月2日）

85



戸部登夫／手話通訳：川真田光子／アドバイス：戎協子／企画・原案：亀井幸子、徳島県立近代美術館アートイ
ベントサポーター（碇勝貴、小笠原新也、小倉健太朗、河野伊知子、鴻野和美、鴻野まどか、坂部由香里、重
白瑞希、戸部節子、戸部登夫、吉田悟）／撮影・編集：竹内利夫／撮影協力：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：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／制作：徳島
県立近代美術館 平成30年12月7日公開
ウ子ども向け作家紹介「日下八光さんってどんな人？」11 : 33
作品「秋深む」の前で、子供向けストーリーの朗読。内容は森学芸員の展示解説に取材して執筆したシナリ

オ。手話通訳付き。
出演：竹内利夫、亀井幸子／手話通訳：戎協子、川真田光子／企画・原案：亀井幸子、徳島県立近代美術

館アートイベントサポーター（碇勝貴、小笠原新也、小倉健太朗、河野伊知子、鴻野和美、鴻野まどか、坂部由
香里、重白瑞希、戸部節子、戸部登夫、吉田悟）／脚本：鴻野和美、鴻野まどか／撮影・編集：竹内利夫／撮影
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：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／制作：徳島県立近代美術館 平成30年12月7日公開
エ音声ガイド「日下八光〈秋深む〉」7 : 11
触図を触りながら聞くことを想定した作品ガイド。
出演：重白瑞希、碇勝貴／企画・原案：亀井幸子、徳島県立近代美術館アートイベントサポーター（碇勝貴、

小笠原新也、小倉健太朗、河野伊知子、鴻野和美、鴻野まどか、坂部由香里、重白瑞希、戸部節子、戸部
登夫、吉田悟）／脚本：鴻野和美、鴻野まどか／録音：亀井幸子／編集：竹内利夫／編集協力：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／制作：徳島県立近代美術館 平成30年12月1日公開

（2）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。昨年に続き、テーブル、チェア、照明を整備した。
アペンダントライト（デザイン・制作：徳島ガラススタジオ 原案：尾藤芳尚 技術協力：こいずみ道具店＋フレイ
ムス）

イテーブル（デザイン：小泉誠 制作：テーブル工房kiki）
ウ4つの椅子
U chair、fufu chair（デザイン：小泉誠 制作：宮崎椅子製作所）
pepe side、LIBERO（デザイン：村澤一晃 制作：宮崎椅子製作所）

エ子供椅子（デザイン：小泉誠 制作：白樫木工＋堺弘幸）

（3）刊行物
『とくしま近美のユニバーサル事業あの手この手』 A4判16ページ

（4）彫刻台などの備品
ア音声ガイド再生機器 3台
イ展示台の金属脚改良 5台
ウ観覧用手すり 4台
エ触る鑑賞用の彫刻台 6台
オそのほかワイヤレス音声ガイド機器などを導入

●担当者
竹内利夫、亀井幸子
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5-1 平成30年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

● 寄贈作品

平成30年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他2点（購入2点）、日本画2点（寄贈2点）、版画39点
（購入1点、寄贈38点）、写真1点（購入1点）、二次資料17点（寄贈17点）の計61点（購入4点、寄贈57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

伊原宇三郎 香港風景 1943年 油彩 キャンバス
45.5×61.0

油彩画他 1

金田実生 真実の肌ざわり 2004年 油彩 キャンバス
53.5×53.5

油彩画他 1

倉地比沙支 seem12-a 2012年 コットン紙に出力（デジ
タル・プリント）、UVメ
ディウム、手彩
90.0×125.9×3.5

版画 1

安齊重男 松谷武判 2010年2月6日 鎌倉 2010年 オリジナルゼラチンシル
バープリント
28.0×35.0

写真 1

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

廣島晃甫 鳰 1930年 絹本着色
58.5×71.0

日本画 1

日下八光 鶉と若松（仮称） 昭和初期 紙本着色
247.0×160.0

日本画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT 791「反転された自画像
791」

1979年 シルクスクリーン 紙
51.0×70.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT 792「反転された自画像
792」

1979年 シルクスクリーン 紙
51.0×72.0

版画 1

87



作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT 793「反転された自画像
793」

1979年 シルクスクリーン 紙
51.0×70.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT−RELATION 791 1979年 シルクスクリーン 紙
79.8×56.8

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT−RELATION 793 1979年 シルクスクリーン 紙
79.8×57.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

TIME JUNE 25. 1979 1979年 リトグラフ 紙
24.2×35.2

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

10個の計量器 1980年 リトグラフ 紙
16.5×12.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

WEIGHT−SCALE EVENT 811 1981年 シルクスクリーン、鉛筆
方眼紙
75.5×53.5

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

WEIGHT−SCALE EVENT 813 1981年 シルクスクリーン、鉛筆
方眼紙
75.4×53.4

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

WEIGHT−SCALE EVENT 814 1981年 シルクスクリーン、鉛筆
方眼紙
75.5×53.5

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

TIME 1982年 木版 紙
10.0×10.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

SELF−PORTRAIT 831 1983年 シルクスクリーン 紙
41.3×54.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT−RELATION 855 1985年 シルクスクリーン 方眼紙
75.5×53.4

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT−RELATION 856 1985年 シルクスクリーン 方眼紙
75.5×53.5

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT−RELATION 874 1987年 シルクスクリーン 紙
79.2×55.5

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

EVENT−RELATION 875 1987年 シルクスクリーン 紙
79.0×55.5

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 662 1989年 シルクスクリーン 紙
13.0×13.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 663 1989年 シルクスクリーン 紙
19.0×19.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 666 1990年 シルクスクリーン 紙
22.0×31.9

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 668 1989年 シルクスクリーン 紙
21.9×32.1

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 669 1990年 シルクスクリーン 紙
27.0×37.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 6610 1990年 シルクスクリーン 紙
37.0×27.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 6612 1990年 シルクスクリーン 紙
37.0×52.2

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 6612 1990年 シルクスクリーン 紙
37.2×52.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 6614 1990年 シルクスクリーン 紙
22.0×32.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 907 1990年 シルクスクリーン 紙
37.1×27.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 908 1990年 シルクスクリーン 紙
43.2×36.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

壁画 922 1991年 シルクスクリーン 紙
24.8×34.7

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

メッセージ 626 1992年 シルクスクリーン 紙
22.0×22.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

狩りのダンス 922 1992年 シルクスクリーン 紙
43.8×50.1

版画 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

逃げる鳥 923 1992年 シルクスクリーン 紙
40.0×50.3

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

大きなえもの 925 1992年 シルクスクリーン 紙
41.0×50.5

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

無意味 934（カメ） 1993年 シルクスクリーン 紙
44.2×51.2

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

無意味 935（風船） 1993年 シルクスクリーン 紙
44.0×51.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

無意味 936（二匹の鳥） 1993年 シルクスクリーン 紙
44.1×51.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

無意味 937（アドバルーン） 1993年 シルクスクリーン 紙
44.2×51.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

偽善者の微笑 1995年 シルクスクリーン 紙
74.0×59.0

版画 1

郭徳俊（クウァク・ドゥ
ク＝ジュン）

夜の笑 2005年 シルクスクリーン 紙
38.2×58.0

版画 1

石丸一・資料 豊田勝秋（編）「第十一回オリン
ピック芸術競技参加報告」
大日本体育芸術協会
1936年12月15日

1936年 紙
26.1×19.1

二次資料 1

石丸一・資料 同送り状 藤村市左衛門
1936年12月15日

1936年 紙
25.8×18.2

二次資料 1

石丸一・資料 第11回オリンピック芸術競技参加
記念メダル 1936年 ブロンズ

1936年 ブロンズ
径6.9

二次資料 1

日下八光・資料 朱文方印「歸一郎」 石印
1.7×1.8×5.1

二次資料 1

日下八光・資料 廓付朱文方印「歸一郎之印」 石印
2.1×2.1×5.6

二次資料 1

日下八光・資料 朱文方印「歸一郎之印」 石印
1.4×1.4×5.3

二次資料 1

日下八光・資料 朱文長方印「日下喜一郎」側款
「刀畔」

陶印
3.8×1.4×3.8

二次資料 1

日下八光・資料 朱文重廓長方印「喜」 陶印
2.5×1.3×3.3

二次資料 1

日下八光・資料 白文方印「喜一郎印」側款
「刀畔」

陶印
2.1×2.1×3.9

二次資料 1

日下八光・資料 朱文円印「偽五斗米折腰」側款
「刀畔」

陶印
4.8×4.7×3.8

二次資料 1

日下八光・資料 白文方印「日下八光」 石印
1.6×1.7×3.3

二次資料 1

日下八光・資料 朱文長方印「八光」 石印
1.4×0.5×3.4

二次資料 1

日下八光・資料 朱文方印「八光」側款
「昭和己酉春日/採果刻」

石印
1.5×1.5×6.0

二次資料 1

日下八光・資料 朱文方印「八□（不詳）」 金属印
1.0×1.0×1.3

二次資料 1

日下八光・資料 朱文方印「美術教育學會」 石印
1.7×1.7×6.6

二次資料 1

日下八光・資料 印矩「黙秀忌」 木
10.5×5.1×0.6

二次資料 1

日下八光・資料 印矩 竹
10.6×5.6×0.6

二次資料 1
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5-2 所蔵作品・資料の現状

昭和60年‐
平成元年度

平成
2年度

平成
3年度

平成
4年度

平成
5年度 平成6年度 平成7年度 平成

8年度
平成
9年度

平成
10年度

平成
11年度

平成
12年度

平成
13年度

平成
14年度 平成15年度 平成

16年度
平成
17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 6

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 6

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 2

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 2

彫
刻
・
立
体

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

国外 22 1 1 1 2 3 1 2 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 33

国外 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33

素
描

国内 12 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 17 12 8 49

国外 1 1

小計 13 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 18 12 8 49

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 25

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 25

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389 408 162

国外 298 438 1 168 2 3 1

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389 408 162

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 68 419 277

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 80 424 277
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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 令和2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 令和2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 令和4年3月31日まで

平成31年3月末現在

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 平成30年度 小 計
計

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 購入 寄贈 管理換 他

1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 6 1 1 1 2 179 251 32 462

2 34 34

1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 6 2 1 1 1 2 213 251 32 496

14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 2 92 71 27 190

14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 2 92 71 27 190

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

36 1 37

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

1 1 1 1 1 56 2 1 123 263 59 445

1 1

1 1 1 1 1 56 2 124 263 59 446

5 1 1 18 2 17 57 318 190 565

2 2

5 1 1 18 2 17 59 318 190 567

1 1 1 1 79 3 82

6 6

1 1 1 1 85 3 88

13 7 1 134 1 17 7 4 3 2 75 4 1 1,141 536 1 1,678

1 5 1 5 1 38 712 50 762

13 7 1 134 1 1 22 7 4 3 2 76 4 5 1 1 38 1,853 586 1 2,440

14 90 74 2 26 1 31 3 302 17 379 3,468 56 2 3,905

911 911

14 90 74 2 26 1 31 3 302 17 1,290 3,468 56 2 4,816

1 1 2 3

2 2

1 3 2 5

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 4 19 2,202 4,948 375 2 7,527

1 5 1 2 5 1 38 1,704 51 1,755

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 4 57 3,906 4,999 375 2 9,282
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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
◎ 草薙奈津子 平塚市美術館館長
○ 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
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
山野 英嗣 和歌山県立近代美術館長

● 開催 平成30年12月16日 第41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12月15日

平成30年度の修復作品は、彫刻2点、素描78点、二次資料1点。

分野 作品No．等 作家名 作品名 主な処置

彫刻 1120009 福岡道雄 鮒になれるか 塗膜、酸化膜剥離、着色（硫化液による黒化、ウレタン系
塗料3種による色付け）、蜜蝋によるコーティング彫刻 1120010 福岡道雄 石になれるか

素描 作品断簡03 團藍舟 岩礁（仮） 裏打ち

素描 作品断簡04 團藍舟 帆掛け船（仮） 裏打ち

素描 作品断簡05 團藍舟 森Ａ（仮） 裏打ち

素描 作品断簡06 團藍舟 秋山図（仮） 裏打ち

素描 作品断簡07 團藍舟 森と猟師（仮） 裏打ち

素描 作品断簡08 團藍舟 富士図（仮） 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり166 團藍舟 舟 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり167 團藍舟 弓 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり174 團藍舟 兎と槿 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり176 團藍舟 鹿 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり207 團藍舟 風景 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり286 團藍舟 寿老人と鶴 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり309 團藍舟 （表）人物（裏）旭？ 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313 團藍舟 女性 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり332 團藍舟 朝顔と鶏 裏打ち

素描 下絵・画稿等―まくり338 團藍舟 旭波浪図 貼り込みの直し及び裏打ち

素描 諸図控―まくり01−1 團藍舟 崚法図解 十九図 01 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−2 團藍舟 崚法図解 十九図 02 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−3 團藍舟 崚法図解 十九図 03 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−4 團藍舟 崚法図解 十九図 04 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−5 團藍舟 崚法図解 十九図 05 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−6 團藍舟 崚法図解 十九図 06 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−7 團藍舟 崚法図解 十九図 07 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−8 團藍舟 崚法図解 十九図 08 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−9 團藍舟 崚法図解 十九図 09 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−10 團藍舟 崚法図解 十九図 10 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−11 團藍舟 崚法図解 十九図 11 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−12 團藍舟 崚法図解 十九図 12 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−13 團藍舟 崚法図解 十九図 13 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−14 團藍舟 崚法図解 十九図 14 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−15 團藍舟 崚法図解 十九図 15 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−16 團藍舟 崚法図解 十九図 16 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−17 團藍舟 崚法図解 十九図 17 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−18 團藍舟 崚法図解 十九図 18 裏打ち

素描 諸図控―まくり01−19 團藍舟 崚法図解 十九図 19 裏打ち

素描 諸図控―まくり02 團藍舟 恵比寿 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり03 團藍舟 北斎漫画 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり05 團藍舟 虎、鹿 裏打ち

素描 諸図控―まくり06 團藍舟 人物図 裏打ち

素描 諸図控―まくり07 團藍舟 福禄寿等 裏打ち

素描 諸図控―まくり08 團藍舟 亀 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり09 團藍舟 鱧登り 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり11 團藍舟 山 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり12 團藍舟 あのく観音 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり13 團藍舟 和歌三神ノ図 等 裏打ち

素描 諸図控―まくり14 團藍舟 女、鳥等 裏打ち

素描 諸図控―まくり15 團藍舟 女と猫、周の文王等
（北斎漫画十一編）

裏打ち

素描 諸図控―まくり16 團藍舟 人物（北斎漫画八編） 裏打ち

素描 諸図控―まくり17 團藍舟 人物（北斎漫画五編） 裏打ち

素描 諸図控―まくり18 團藍舟 人物 裏打ち

素描 諸図控―まくり19 團藍舟 琴高仙人 裏打ち

素描 諸図控―まくり20 團藍舟 「繪亥和漢譽」 裏打ち

素描 諸図控―まくり21 團藍舟 一洲 天狗等
（北斎漫画十一編）

裏打ち

素描 諸図控―まくり22 團藍舟 民家等 裏打ち

素描 諸図控―まくり23 團藍舟 人物 裏打ち

素描 諸図控―まくり24 團藍舟 人物 裏打ち

素描 諸図控―まくり25 團藍舟 女性等 裏打ち

素描 諸図控―まくり26 團藍舟 女性等 裏打ち

素描 諸図控―まくり27 團藍舟 鳥 裏打ち

素描 諸図控―まくり28 團藍舟 女性 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 諸図控―まくり29 團藍舟 「大裏■■使」 裏打ち

素描 諸図控―まくり30 團藍舟 「力士力を競」等
（北斎漫画五編）

裏打ち

素描 諸図控―まくり32 團藍舟 風景、壷等 裏打ち

素描 諸図控―まくり33 團藍舟 人物 裏打ち

素描 諸図控―まくり34 團藍舟 人物、花 裏打ち

素描 諸図控―まくり35 團藍舟 人物 裏打ち

素描 諸図控―まくり37 團藍舟 「柿本貴僧正」「手■山」
「楠正成」（北斎漫画五編）

裏打ち

素描 諸図控―まくり38 團藍舟 「和唐内同性父郎 猛■を
■る」等

裏打ち

素描 諸図控―まくり39 團藍舟 「天臼女命」等 裏打ち

素描 諸図控―まくり40 團藍舟 鶴等 裏打ち

素描 諸図控―まくり41 團藍舟 「安部仲麿」等
（北斎漫画五編）

裏打ち

素描 諸図控―まくり43 團藍舟 人物（北斎漫画五編） 裏打ち

素描 諸図控―まくり45 團藍舟 「手置仇屓命」「眞杉■人
撰」「天彦狭知命」（北斎漫
画五編）

裏打ち

素描 諸図控―まくり46 團藍舟 「藤花狗光図」 裏打ち

素描 諸図控―まくり47 團藍舟 人物（北斎漫画五編） 裏打ち

素描 諸図控―まくり48 團藍舟 「■細■待望」 裏打ち

素描 諸図控―まくり49 團藍舟 「曽参」 裏打ち

素描 諸図控―まくり50 團藍舟 「千人切圖」
（北斎漫画十二編）

裏打ち

二次資料 艶子作品―軸装 01 團艶子 反古より出づる画編 表具直し
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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

2019年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（106号）：A4版6ページ
特別展 佐野洋子の世界展 友井伸一
所蔵作品紹介 ジュール・パスキン ＜下着の裸婦＞ 安達一樹

美術館ニュース（107号）：Ａ4版6ページ
特別展 日下八光展－自然美の探求と知られざる画業 森芳功
所蔵作品紹介 一原有徳 ＜SIA＞ 竹内利夫

美術館ニュース（108号）：Ａ4版6ページ
所蔵作品展 ユニバーサル美術館展 竹内利夫
フリースペ－ス チャレンジとくしま芸術祭2019 友井伸一
所蔵作品紹介 高松次郎 ＜影の自画像＞ 吉川神津夫

美術館ニュース（109号）：Ａ4版6ページ
所蔵作品展 受贈記念 郭徳俊の版画 吉原美惠子
所蔵作品紹介 廣島晃甫 ＜鳰＞ 森芳功

6
広 報 活 動

95



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）「佐野洋子の世界展」特設サイト 平成30年6月27日
（2）「日下八光日本画展」特設サイト 平成30年9月14日
（3）文化の森サイトの暗号化 平成30年10月31日
（4）お問い合わせ・ご意見ページの改良 平成31年3月8日
（5）「アートの日」サイトリニューアル 平成31年3月25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30年度の会員数は42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し、成果を館員が共有するため、職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、学芸交流課員の計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30年5月15日
30年度に取り組む「共同研究テーマ」と「個別研究テーマ」を協議し、年間の進行計画を策定した。「共同研究
テーマ」の題目と概要は7-1-1共同研究を、研究報告会で報告があった「個別研究テーマ」の概要は7-2研究実
績を参照されたい。

第2回 平成30年11月13日（個別研究テーマに関する発表）
江川佳秀「森堯之に関する評伝と資料集の作成」

第3回 平成30年12月19日（個別研究テーマに関する発表）
森芳功「三宅克己の画業と生涯について（継続）」
友井伸一「韓国のモノクローム画について（継続）」
吉原美惠子「現代美術家と造型支援活動」
亀井幸子「美術館と就学前施設との連携による教育プログラムの実践に向けて」

調査研究事業

7
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7-1-1 共同研究

第4回 平成31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を決定。）
安達一樹「徳島の美術及び周辺領域の状況について」
竹内利夫「中�悦子の人間像について（2）」

徳島の美術に関する通史的研究
本館は開館以来、地域の美術動向を通史的に掘り起こす作業を続け、作品や資料の収集、情報の蓄積

に努めてきた。その成果は、「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」（平成
12年11月3日-12月17日）をはじめとする特別展や、所蔵作品展の「徳島ゆかりの美術」コーナー、「特別陳列」、
「特集」などで公開してきた。

30年度は特別展として「日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業－」を開催した。所蔵作品展
では、各回の展示に「徳島ゆかりの美術」のコーナーを設けた他、「所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第
Ⅰ期 特別陳列 生誕130年 静かなる叙情 清原重以知の世界」を開催した。

収蔵作家資料の調査と公開
本館では、開館以来、作品だけでなく作家の遺品や旧蔵書等の寄贈を受け入れ、整理を進めてきた。これ

らは作家研究、作品研究だけでなく、地域の美術や広く日本近代美術の研究を進める上できわめて有益な資
料群である。
それら資料の基本的なデータは、本館データベースで公開するとともに、財団法人原菊太郎基金から寄贈を

受けた原菊太郎旧蔵書に関しては『特別集書目録Ⅰ原菊太郎文庫』（平成７年度刊）として、山下菊二の
遺族から寄贈を受けた作品群に関しては『徳島県立近代美術館所蔵 山下菊二作品目録（平成23年3月受
贈）』（平成23年度刊）として刊行している。
平成30年度は、「所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第Ⅰ期 特別陳列 生誕130年 静かなる叙情 清

原重以知の世界」と、特別展「日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業－」の開催に際して、既
収蔵の清原重以知、日下八光資料を再調査し、展覧会で公開した。また、日下八光については、あわせて関
係者が所蔵する遺品類を調査し、展覧会に出品するとともに、展覧会終了後寄贈資料として受け入れた。

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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7-2 研究実績

江川佳秀

凡例
1 館内研究報告会における個別研究の概要
2 図書、図録等
3 論文
4 報告他
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
「森堯之に関する評伝と資料集の作成」
森堯之（1915-44年）は、現在の徳島市東大工町に生まれた。徳島県立徳島中学校（現、徳島県立城南

高等学校）を経て、1934（昭和9）年帝国美術学校西洋画科本科に入学。在学中の1936（昭和11）年1月に
学友たちとグループ「表現」を結成し、1939（昭和14）年6月の第9回展までグループ展を開催した。森はここに
シュルレアリスムやアブストラクトの影響を強く受けた実験的な作品を発表し、瀧口修造ら美術評論家が注目
するところとなった。独立美術協会展にも出品し、1937（昭和12）年第7回展から1939（昭和14）年第9回展まで
入選を続けている。美術学校を卒業した直後の1939（昭和14）年5月には、美術文化協会の結成に参加。
1942（昭和17）年の3回展まで出品を続けた。
また、写真にも造詣が深く、1938（昭和13）年4月には前衛写真協会の結成に参加。同年夏からは日本工
房にカメラマンとして就職し、『NIPPON』第18号（朝鮮特集号 1937年7月）などの写真を担当している。
森は、昭和戦前期の美術界に一瞬燃えたぎった前衛美術運動の典型的な画家の一人である。そして当時

の美術雑誌の記事等からは、その中でも特に注目を受けた一人であったことがうかがえる。しかし、徴兵され、
1944（昭和19）年にビルマ戦線で戦病死した。作品は空襲や戦後の混乱の中で多くが失われ、現存するもの
は小品と素描20点にも満たない。そのため、この時代の美術が語られる際、森が取り上げられることは多くなく、
履歴の調査も十分には進んでいなかった。
本研究では、可能な限りの情報を集め、森の履歴を明らかにするとともに、文献目録や亡失作品を含めた作

品目録など、森に関する資料集を編集した。
その成果は館内研究会で概要を報告するとともに、写真家としての仕事に重点を置いて「JCIIフォトサロン：

クロストーク 森堯之と日本工房」（平成30年12月9日）で報告した。早急に評伝と資料集にまとめ、公刊につな
げたい。
5 解説、翻訳他
「県立近代美術館展から 清原重以知の画業（上、中、下）」『徳島新聞』平成30年5月30、31日、6月1日
（朝刊）
「“あい”ランドARTギャラリー 知命図 清原重以知氏 徳島県立近代美術館蔵」『いのち輝く』第88号
（2018夏号） 平成30年5月
「美術館からのエッセイ所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第1期 特別陳列 生誕120年 静かなる叙情
清原重以知の世界」『寄稿者コラム 千言万語 5月』日本中央テレビWebサイト 平成30年5月 http : //
www.jctv.ne.jp/column/mori/201805.html
「アート散策19 地域に眠った秀作発掘」『徳島新聞』平成30年7月13日（朝刊）
「アート散策27 忘れられた画家に脚光」『徳島新聞』平成31年3月22日（朝刊）

99



森芳功

7 講演会、各種研究会での報告
「美術の魅力」平成30年度シルバー大学校美馬校 平成30年10月16日 美馬市地域交流センター
「森堯之の足跡－画業を中心に」* JCIIフォトサロン・クロストーク「森堯之と日本工房」 平成30年12月9日
JCIIビル6階会議室（東京都千代田区）
*江川佳秀、堀宜雄氏（福島県立美術館専門学芸員）、白山眞理（一般財団法人日本カメラ財団調査研究
部長）によるクロストークにおける報告。
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
平成30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30年9月6日

1 個別研究の概要
1．「日下八光の画業と生涯」
徳島県出身の日本画家・日下八光（1899-1996年）は、戦前の帝展や新文展などで活躍し、東京美術学

校、東京藝術大学教授として後進を指導した他、後半生は装飾古墳壁画の模写に情熱を注いだ。画業全体
を見渡す機会はこれまでなかったが、調査研究の成果を特別展「日下八光日本画展－自然美の探求と知ら
れざる画業」に活かすことができた。遺族や親族から聞き取りを行い、関連資料を調査することで、同展図録に
「日下八光の画業と生涯」としてまとめ、年譜、文献目録なども掲載した。また日下の戦前期の朝鮮でのスケッ
チについては、金龍河氏（仁川都市研究所長）、冨井正憲氏（漢陽大学客員教授）と共同研究を行い、展示
と図録に反映した。
2．「三宅克己の画業と生涯－水彩画論争」
近代日本の水彩画家、三宅克己（1874-1954年、現在の徳島市出身）の画業を、「水彩画論争」の時期を

中心に検討した。三宅と鹿子木孟郎の「水彩画論争」については、これまでも繰り返し論じられてきたテーマだ
が、本研究では、論争がはじまるまでの時期に注目した。第二回渡欧から帰国した三宅は、『明星』誌上で印
象派の作品図版を紹介し、印象派を意識した表現を試みていた他、愛好者向けの絵手本を数多く描いてい
た時期であり、それらが「論争」に影響を与えたことを指摘した。
3．「就学前の子どもたちの成長と美術鑑賞」
当館で実践している展覧会案内や出前授業の実践にもとづき、就学前の子どもが示す鑑賞の特徴を、

「知っているものの指摘」「概念化の練習」など6つの視点から整理した。それらは、世界を認識し、自己の関心
や気持ちと結び付けながら、自己と外部の関係をつくろうとする子どもたちの成長の過程とつながっており、一人
一人の子どもたちの意見や感じ方には、日々成長する子どもの発達の過程やそれぞれの経験が映し出されて
いる。そのような点を整理することで、就学前の子どもの成長にとって美術鑑賞が無くてはならない活動であるこ
とを指摘した。
なおその成果は、『保育所・幼稚園・こども園の子どもたちと美術館（「アートの日」の本）』（「アートの日」の本
編集委員会編 徳島の公立美術館と就学前施設との連携事業実行委員会刊 平成31年3月 pp.182-
193）で公表した。
2 図書、図録等
（編著）『日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業』徳島県立近代美術館 平成30年9月
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安達一樹

4 報告
「解説 就学前の子どもたちと鑑賞を楽しむ」「アートの日」の本編集委員会*（編）『保育所・幼稚園・こども園
の子どもたちと美術館（「アートの日」の本）』 徳島の公立美術館と就学前施設との連携事業実行委員会
（刊） 平成31年3月 pp.44-50

*「アートの日」の本編集委員会：森芳功（編集代表）他12名
「解説 子どもの成長や関心とつながる「鑑賞＋造形」の活動」「アートの日」の本編集委員会*（編）『保育所・
幼稚園・こども園の子どもたちと美術館（「アートの日」の本）』徳島の公立美術館と就学前施設との連携事業
実行委員会（刊） 平成31年3月 pp.75-78
*「アートの日」の本編集委員会：森芳功（編集代表）他12名

5 解説、翻訳他
「特別展 日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業」『徳島県立近代美術館ニュース』第107号
平成30年9月 pp.2-3
「日下八光 秋深む」『いのち輝く』第89号 とくしま“あい”ランド推進協議会 平成30年9月15日 pp.16-17
「アート散策20 内外で活躍した日下八光」『徳島新聞』平成30年8月28日（朝刊）
「美術館からのエッセイ 特別展 日下八光日本画展－自然美の探求と知られざる画業」『寄稿者コラム
千言万語 9月』日本中央テレビWebサイト 平成30年9月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/
201809.html
「所蔵作品紹介 廣島晃甫 鳰」『徳島県立近代美術館ニュース』第109号 平成31年3月 p.6
7 講演会、各種研究会での発表
「日下八光の画業について」 日下八光日本画展関連行事「日下八光を知る講座－３つの視点から」平成
30年10月28日 徳島県立二十一世紀館イベントホール
「子どもと鑑賞する楽しさ」 就学前の子どもたちにアートの楽しさを届けるシンポジウム（徳島の公立美術館と
就学前施設との連携事業実行委員会）平成31年2月16日 徳島県立二十一世紀館多目的活動室
8 社会的活動
フリースペース・チャレンジ徳島芸術祭2019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30年度徳島県内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31年2月24日
平成30年度徳島県内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31年3月3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、昨年多く開催された障がい者アートに関係する展覧会、「徳島障害者

芸術祭エナジー」「障がい者アーティストの卵発掘展」、「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」（県立障がい者交流プラザ）、「アール・ブリュット再考」展（県立近代美術館）などが、昨年に引き続
いて開催された。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催までは継続されるかもしれないが、その後に何
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友井伸一

が残るかについては疑問が残った。
アーティスト・イン・レジデンス（A.I.R.）・芸術祭関係も、神山アーティスト・イン・レジデンス（神山町）、むくの木
芸術祭（牟岐町）、門前町アート展（美波町）などが開催されたが、地域に根付いた様子はうかがわれなかった。
そのような中で、出羽島アート展プレイベント（牟岐町）の開催は、休止した芸術祭を地元の熱意で復活しようと
するもので、手探りではあったが前向きな活動といえた。
個 の々作家及び制作系愛好家では、岡田君代さんが示現会展に初出品し、初入選で佳作賞を受賞した

のが大きな話題となった。県内の発表は、以前からの継続的なものが多く、全般に静かなものであった。放美展、
県展ともに、洋画の出品数で見ると、ここのところ緩やかに減少を続けていることから、作品発表意欲あるいは制
作体力の減退が進んでいると考えられ、個 の々作家、制作系愛好家レベルでの再活性化は難しいと思われる。
美術グループとしては、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昨年度に報告したが、9月に開催された第74回青美展は、それを具現したよう
な展覧会となった。会員による通常の出品では、会場が維持できず、会員の1人が会場壁面の五分の一を
使って個人コーナーを作ることで、展覧会として見せていた。そのほかにも会場が維持できているとは思えないグ
ループ展も見られ、限界を超えたのではないかと思えた。
展示施設では、阿波銀プラザギャラリーが、オフィスビルの2階に臨時ギャラリーとして移転し、天井高が低く、

不定形な壁の配置で大型の作品の展示が望めなくなったことで、制作系愛好家がそこで展示映えがするよう
な小型の作品を作る傾向を招いているようであった。このことも衰退に拍車をかけることとなるのではないだろうか。
5 解説、翻訳他
「アート散策21 地方の団体展に新風」『徳島新聞』平成30年9月21日（朝刊）
「所蔵作品紹介 ジュール・パスキン 下着の裸婦」『徳島県立近代美術館ニュース』第106号 平成30年6月
8 社会的活動
相生森林美術館協議会委員
久万美術館専門会議委員
徳島障害者芸術祭エナジー審査員
とくしまLED・デジタルアートフェスティバルタスクフォースメンバー
「本にカバーを。アート展」企画・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30年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館資料保存論 美術館における資料の保存と管理1」
平成30年9月6日
平成30年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（現代美術2）」
平成31年3月5日

1 個別研究の概要
「韓国のモノクローム画について」（継続）
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する。
平成29年度は、第二世代（1950から60年代生まれ、1980代前後から活躍）のナム・チュンモ（1961年～）、イ・
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吉原美惠子

キョウジュン（1955年～）、キム・テクサン（1958年～）の3人の作品調査報告（アトリエ調査等）を行ったが、平成
30年度は、文献調査を中心に継続して調査を行った。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。
2 図書、図録等
高野早代子、友井伸一、オフィス・ジロチョー、アートプランニングレイ（共編著）『愛されて40年「100万回生きた
ねこ」佐野洋子の世界展』図録 アートプランニングレイ 平成30年4月
5 解説、翻訳他
「愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋子の世界展」『徳島県立近代美術館ニュース』第106号（平成30
年7月）pp.2-3
「美術館からのエッセイ 愛されて40年『100万回生きたねこ』佐野洋子の世界展」『寄稿者コラム 千言万語
7月』日本中央テレビWebサイト 平成30年7月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201807.html
「佐野洋子の世界 県立近代美術館展から（1～5）」『徳島新聞』平成30年8月2、3、4、5、9日（朝刊）
「アート散策22 寡黙が生み出す魅力」『徳島新聞』平成30年10月24日（朝刊）
「フリースペース チャレンジとくしま芸術祭 2019」『徳島県立近代美術館ニュース』第108号（平成31年1月）
p.4
「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 2019」『寄稿者コラム 千言万語 2月』
日本中央テレビWebサイト 平成31年2月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201902.html
8 社会活動
美術史学会、美学会
9 教育活動
平成30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31
年3月5日

1 個別研究の概要
「現代美術家と造形支援活動（続々）」
現代美術家と知的障害者が協働する創作活動の成果を発信する試みをコーディネイトして3年目を迎えた。

一昨年度(初年度）より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、昨年
度は奈良県生駒郡在住の日下部一司、この年度には京都府長岡京市在住の井上明彦が加わり4人の美術
家との取り組みとなった。ワークショップは徳島市内の徳島県立障がい者交流プラザと阿南市の知的障害者施
設において開催し、その成果を展覧会へと創り上げ、文化の森総合公園近代美術館ギャラリー（10月31日から
11月4日まで）と京都市内にあるきょうと障害者文化芸術推進機構の持つスペースであるart space co-jin（2019
年1月10日から1月27日まで）にて展覧した。またその後、阿南市役所において阿南市制施行60周年記念事業
の一環として「アートでつくる心ゆたかな共生社会」と題し、作品の展覧と活動の紹介を行った（3月1日から3月
15日まで）。
今年度のワークは、「一人に一つずつの身体」をテーマに取り組んだ。参加者が光となって段ボール1枚に一

人ずつの影をグリースペンシルで映じ、そのかたちを空間に軽やかに起ち上げた「面影法師」は参加者の人数
分。作家たちが準備した福笑いでは、愉しみながら作業をし、壁面を埋め尽くす迫力ある展覧。単純だが、一
つとして同じ姿がないことに気づかされる。参加したすべての「一人」が、温かく息づく展示空間を目指し、多く
の鑑賞者を得た。
2 図書、図録等
『パラレル／クロッシング エキシビション3 おもかげおこし ふくわらひ－井上明彦＋今村源＋日下部一司＋三嶽
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吉川神津夫

伊紗＋アート・メッセンジャーin徳島 報告書』パラレル／クロッシング エキシビション実行委員会 平成31年3月
3 論文
「コレクションを有する美術館の利活用と生涯学習に資する可能性について－徳島大学大学開放実践セン
ター公開講座の取り組みをもとに」『徳島大学大学開放実践センター紀要』第28巻 2019年3月 pp.55-64
4 報告
「おもかげおこし ふくわらひ－井上明彦＋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」『民
族藝術』第35号 平成31年3月 pp.188-189
5 解説、翻訳他
「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 4月』日本中央テレビWebサイト 平成
30年4月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201804.html
「片山達貴」『VOCA展2019 現代美術の展望－新しい平面の作家たち』VOCA展実行委員会 pp.36-37
「アート散策23 作品通じ伝わる楽しさ」『徳島新聞』平成30年11月27日（朝刊）
「所蔵作品展 受贈記念 郭徳俊の版画」『徳島県立近代美術館ニュース』109号 平成31年3月 pp.2-3
7 講演会、各種研究会での発表
「近・現代の美術概観（1～5）」徳島大学開放実践センター公開講座 平成30年6月11、18、25日、7月2日、
9日
9 教育活動
平成30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1）」平成31年3月5日

1 個別研究の概要
「徳島県立近代美術館所蔵菊畑茂久馬資料目録作成」
当館は菊畑茂久馬の作品167点を収蔵しており、合わせて作家関連資料も多数収蔵している。作品に関し

ては諸 の々情報はデータベースで検索可能となっているが、資料に関しては未整理の状態である。現状では、
資料の確認の段階で成果の発表にまでは至っていない。
近い将来には資料目録を完成させて、何らかの形での公開を目指したい。

5 解説、翻訳等
「アート散策16 『美術』との違いとは」『徳島新聞』 平成30年4月21日（朝刊）
「アート散策24 美術に没頭した堀尾さん」『徳島新聞』 平成30年12月22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2018年度第3期」『寄稿者コラム 千言万語 1月』
日本中央テレビWebサイト 平成31年1月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201901.html
「所蔵作品紹介 高松次郎 影の自画像」『徳島県立近代美術館ニュース108』 平成31年1月 p.6
「麻生三郎 家族」『いのち輝く』90号（2019年春号） とくしま“あい”ランド推進委員会 平成31年1月15日発行
「美術館からのエッセイ アール・ブリュット再考2展」『寄稿者コラム 千言万語 3月』日本中央テレビWeb
サイト 平成31年3月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201903.html
7 講演会、各種研究会での発表
「近代美術館の魅力」平成30年度徳島県シルバー大学校小松島校 小松島市総合福祉センター 平成31
年1月15日
8 社会的活動
美学会
9 教育活動
平成30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）」
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竹内利夫

平成31年3月6日

1 個別研究の概要
「中�悦子の人間像について（2）」
「ひとのかたち」を題材としてきた中�悦子（1937年大阪生まれ）の作風の変遷をとらえようとしている。継続し
て新作展の調査、ヒアリングを行った。1963年の初個展から50年余の画業には、簡潔さの強み、語り尽くさぬこと
がもたらす豊かさ、といえる相反のパワーが一貫している。全てをかたどることは慎重に避ける方法で、のびのび
と像を捉え、ただし目だけはものをいい、「合図」と名付けられたようにコミュニケーションや精神的なつながりを根
底のテーマとしてきたように思われる。人体ではなく、彼女が「意識の入れ物」という人間像へのアプローチといえ
るだろう。1990年代後半、目を持たない人のかたちがあらわれる。視線や顔の輪郭が、意識を発信する窓となっ
てきたことと比べれば、個 の々意識を超え、より大らかに生そのものが焦点化されているように見える。最近作では
像が重なり、即興的なかたちの関係性が描きとめられる。抽象化と論じる向きもあるが、目も全体像も省略しなが
ら、気さくであくまで具体性を生 し々く感じさせる表現の深まり、「描ききらない」方法論の独特の深化に着目して
いる。
2 図書、図録等
竹内利夫（編）、竹内利夫・亀井幸子（共著）『とくしま近美のユニバーサル事業あの手この手－2018年度・9年
目のとりくみを中心に－』徳島県立近代美術館 平成31年3月
5 解説、翻訳他
「アート散策17 光の表現 版画で模索」『徳島新聞』 平成30年5月18日（朝刊）
「アート散策25 “触る鑑賞”で心を解放」『徳島新聞』 平成31年1月22日（朝刊）
「所蔵作品紹介 一原有徳〈SIA〉」『徳島県立近代美術館ニュース』第107号 平成30年9月 p.6
「所蔵作品展 ユニバーサル美術館展」『徳島県立近代美術館ニュース』第108号 平成30年12月
pp.2-3
「美術館からのエッセイ 版画は魔法?!」『寄稿者コラム 千言万語 11月』日本中央テレビWebサイト 平成
30年11月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201811.html
「美術館からのエッセイ ユニバーサルな美術館を目指す」『寄稿者コラム 千言万語 12月』 日本中央テ
レビWebサイト 平成30年12月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201812.html
7 講演会、各種研究会での発表
「五感を活かすアート鑑賞」 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「いきいき健康ひろ
ば」 平成30年11月19日 ふれあい健康館
「美術の魅力」平成30年度徳島県シルバー大学校上板校 平成30年12月17日 上板町老人福祉センター
8 社会的活動
徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター企画委員
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30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31年2月26日
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亀井幸子

1 個別研究の概要
「美術館と就学前施設との連携による表現（鑑賞＋造形）活動プログラムの実践に向けて」
学校教育との連携事業では、小・中・高校の児童生徒だけでなく、就学前施設（保育所、幼稚園、認定こど

も園等）の子どもたちも含めた、年齢や発達段階に応じた鑑賞支援に努めてきた。2012年からは、美術館見学
の対応だけでなく保育所等への出前授業にも積極的に取り組み、保育所等と年間を通した連携事業に取り
組んでいる。
就学前施設と美術館が連携することで生まれた、鑑賞と結びついた造形プログラムでは、子どもたちの感じ

方を尊重しながら鑑賞を進めることで制作に向かう意欲や関心を高めることができるだけでなく、一人一人の表
現が大切にされる場となっている。当館の所蔵作品の多様な表現に触れ、「上手に描かれているかどうか」と
いった見方だけでなく、それぞれの作品の良さや美しさ、面白さなどを見出そうとする経験を重ねることで、子ど
もたち自身の作品に対しても、多様な表現を認め合う子どもたちの姿が見られるようになると考えている。
これまで「アートの日」の活動が広がる中で様 な々活動が展開されてきたが、鑑賞だけでも造形だけでもない、
鑑賞と造形活動が一体となった表現プログラムが生まれ、それらのうちのいくつかは、完成度を高め、発展させ
たいと先生方と連携しながら実践を重ねている。例をあげると「イヴ・クラインの作品鑑賞とボディプリント」、「墨
であそぼう」などである。これらの具体的な活動内容は、美術館ホームページの「アートの日」 https : //art.
tokushima-ec.ed.jp/artnohi/を参照していただきたい。
近年、美術館職員が出前授業に行くには限界があり、先生方の要望に応えきれない状況にある。そのため、

表現活動プログラムを紹介するだけでなく興味を持った先生方が子どもたちと実践できるよう、造形活動の体
験ができる機会（「アートの日」の勉強会）を設けてきた。その結果、「墨であそぼう」では、1歳児を対象にした実
践や、園庭で墨をつけたシュロのほうきで大胆に表現するなどのユニークな活動が生まれた。今後も、就学前施
設と美術館が連携して取り組むことで生まれる表現（鑑賞＋造形）活動プログラムの開発に取り組んでいきたい。
2 図書、図録等
竹内利夫（編）、竹内利夫・亀井幸子（共著）『とくしま近美のユニバーサル事業あの手この手－2018年度・9年
目のとりくみを中心に－』徳島県立近代美術館 平成31年3月
4 報告
「「ボディプリント」＝イヴ・クライン×ボディペインティング」『教育美術』第918号（2018年12月号）pp.18-19
「解説 素材研究からひろがる「造形」の活動」「アートの日」の本編集委員会*（編）『保育所・幼稚園・こども
園の子どもたちと美術館（「アートの日」の本）』 徳島の公立美術館と就学前施設との連携事業実行委員会
（刊） 平成31年3月 pp.106-108

*「アートの日」の本編集委員会：森芳功（編集代表）、亀井幸子他11名
5 解説、翻訳他
「アート散策18 子どもの感性から学ぶ」『徳島新聞』 平成30年6月22日（朝刊）
「アート散策26 就学前の子も興味津々」『徳島新聞』 平成31年2月19日（朝刊）
「美術館からのエッセイ 就学前の子どもたちにアートの楽しさを届けるプロジェクト」『寄稿者コラム 千言万語
10月』日本中央テレビWebサイト 平成30年10月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/201810.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8回ミュージアム・エデュケーター研修 平成31年2月8日 葛飾
区郷土と天文の博物館
「事例報告 就学前施設との連携事業とユニバーサル美術館事業について」平成30年度四国美術館会議
平成31年2月21日 高知県立美術館
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7-3 文献資料の整備

8 社会的活動
平成30年度「第65回文化財保護強調のためのポスター」審査委員
第30回読書感想画中央コンクール県審査員
美術科教育学会会員
9 教育活動
平成30年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）
平成30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31年2月26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

平成30
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 0 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 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 41 10,834

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 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 0 143

合計 5,863 5,268 1,048 1,290 768 878 766 473 514 377 369 188 450 366 295 165 361 519 148 147 159 102 109 112 101 66 122 102 113 41 21,280
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8-1 組織及び職員一覧（平成30年度）
（平成31年3月31日現在）

管 理 運 営

8

館 長 割石 容

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）
江川 佳秀

学芸交流課長 森 芳功
協 議 会

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 安達 一樹
上席学芸員 友井 伸一
上席学芸員 吉原美惠子
上席学芸員 吉川神津夫
上席学芸員 竹内 利夫
係 長 亀井 幸子

文化推進員 加藤 彰子
文化推進員 久保 千裕
文化推進員 増田くみ子
文化推進員 宮本 紗衣
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

平成30年10月24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30年12月5日［水］‐12月11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 「むしむし村の仲間たち」、「風の匂い」
● 入場者数 展示 336名 ビデオ上映 46名

（平成30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30年度所蔵作品展入館者数

2 平成30年度特別展入館者数

8-5 レファレンス業務

当館では、所蔵作品・作家に関することや展覧会情報など、美術について幅広い問い合わせに対応してい
る。一般の方に美術情報を提供するだけでなく、調査研究活動、学芸活動の成果を活かして、他の文化施設
や官公庁、教育機関、マスコミへの協力も行っている。

（単位：人）

区分

展覧会名

個 人 団 体 減 免 観覧料免除
合 計 開 館

日 数
一日当たり
平均入
館者数一 般 高校生 小中生 一 般 高校生 小中生 一 般 高 齢 高校生 小中生

学校教育
小中高生 一 般

校 人数

佐野洋子 6,614 70 1,122 30 18 527 2,401 10,764 45 239

日下 6,075 26 80 278 3 1 831 16 606 64 1,497 9,461 44 215

アール 1,328 1,328 14 95

合計 12,689 96 1,202 308 3 0 0 831 0 0 34 1,133 64 5,226 21,553 103 34

アール・ブリュット展については、統計としてあるのは招待券による入場1,328人のみです。

（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 72 6 48 36 483 645 22 29

5 97 15 183 15 897 10 1,980 3,182 27 118

6 174 13 83 1 6 140 25 713 1,149 26 44

7 32 2 15 10 297 11 2,596 2,953 22 134

8 6 180 6,028 6,208 28 222

9 43 4 15 1 3 100 18 1,788 1,969 25 79

10 34 10 12 378 23 1,620 2,065 26 79

11 23 2 28 108 12 301 25 2,356 2,843 26 109

12 110 8 63 21 4 132 34 611 979 24 41

1 153 13 73 3 166 35 681 1,121 23 49

2 79 13 30 6 206 15 1,310 1,653 24 69

3 91 9 41 3 4 154 33 537 868 27 32

合 計 908 85 589 134 81 2,951 265 20,703 25,635 300 85

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 4 3 1 1 1 4 2 3 0 5 4 6 34
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8-6 作品の貸出

1 洋画

2 版画

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

鳥海青児 ブラインドを降す男 1 2018.9.2-
2019.3.28

町立久万美術館2018年
度自主企画展 開館30
周年記念 久万美の軌
跡（仮称）

町立久万美術館

桂ゆき さる・かに合戦 1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

山下菊二 父はは 1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
01.閻 喜鳳 女性 安東省
第1次［昭和56年3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
02. 田 富 男性 三江省
第1次［昭和56年3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
03.張 秀英 女性 奉天省
第2次［昭和57年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
04.高 世復 男性 奉天省
第2次［昭和57年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
05.呂 済玲 女性 東安省
第3次［昭和58年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
06.馬 文林 男性 浜江省
第3次［昭和58年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
07.呉 桂蘭 女性 奉天省
第4次［昭和58年12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
08.張 学彦 男性 吉林省
第4次［昭和58年12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
09.張 桂雲 女性 牡丹江省
第5次［昭和59年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
10.王 占山 男性 三江省
第5次［昭和59年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
11.鄒 麗栄 女性 東安省
第6次［昭和59年11-12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
12.張 世良 男性 奉天省
第6次［昭和59年11-12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
13.張 喜玲 女性 吉林省
第7次［昭和60年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館
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作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
14.王 克印 男性 浜江省
第7次［昭和60年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
15.王 秀蓮 女性 東安省
第8次［昭和60年9月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
16.荘 立発 男性 奉天省
第8次［昭和60年9月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
17.蘭 艶霞 女性 竜江省
第9次［昭和60年11-12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
18.張 長瑞 男性 竜江省
第9次［昭和60年11-12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
19.韓 来英 女性 竜江省
第10次［昭和61年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
20.楊 金有 男性 牡丹江省
第10次［昭和61年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
21.樊 淑珍 女性 竜江省
第11次［昭和61年6月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
22.王 家林 男性 関東州
第11次［昭和61年6月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
23.周 玉坤 女性 竜江省
第12次［昭和61年9月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
24.馬 長太 男性 浜江省
第12次［昭和61年9月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
25. 張 淑雲 女性 東安省
第13次［昭和61年10-11月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
26.李 喜春 男性 牡丹江省
第13次［昭和61年10-11月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
27.紀 淑賢 女性 東安省
第14次［昭和61年12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
28.賀 吉春 男性 三江省
第14次［昭和61年12月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
29.李 桂琴 女性 興安南省
第15次［昭和62年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
30.王 明遠 男性 吉林省
第15次［昭和62年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
31.陳 秀華 女性 東安省
第16次［昭和62年11月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
32.楊 立成 男性 竜江省
第16次［昭和62年11月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館
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3 水彩・素描

8-7 ギャラリー、講座室の利用状況

「ギャラリー利用状況」

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
33.鄒 春栄 女性 奉天省
第17次［昭和63年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
34.趙 立業 男性 奉天省
第17次［昭和63年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
35.麻 玉蘭 女性 興安北省
第18次［昭和63年6-7月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
36.王 祖君 男性 牡丹江省
第18次［昭和63年6-7月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
37.徐 立君 女性 吉林省
第19次［平成元年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
38.石 成玉 男性 三江省
第19次［平成元年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
39.高 玉蘭 女性 吉林省
第20次［平成2年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

太田三郎
〈Post war 50私は誰ですか〉
40.張 禄海 男性興安北省
第20次［平成2年2-3月訪日］

1 2018.12.10-
2019.3.28 「oh!マツリ☆ゴト」展 兵庫県立美術館

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計

件 数 0 3 0 1 3 4 4 2 0 4 1 2 24

利 用 日 数 0 9 0 4 17 14 23 10 0 17 4 10 108

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

藤田嗣治 トランプ占いの女 1 2018.7.18-
2018.12.28 没後50年－藤田嗣治展 東京都美術館、京都

国立近代美術館

池田龍雄 作品（仮題） 1 2018.4.3-
2018.7.11

『戦後美術の現在形
池田龍雄展』 練馬区立美術館

池田龍雄 化物の系譜〈行列〉 1 2018.4.3-
2018.7.11

『戦後美術の現在形
池田龍雄展』 練馬区立美術館

池田龍雄 化物の系譜〈高利貸し〉 1 2018.4.3-
2018.7.11

『戦後美術の現在形
池田龍雄展』 練馬区立美術館

池田龍雄 〈解体類考〉男シリーズ 1 2018.4.3-
2018.7.11

『戦後美術の現在形
池田龍雄展』 練馬区立美術館

池田龍雄 〈解体類考〉女シリーズ 1 2018.4.3-
2018.7.11

『戦後美術の現在形
池田龍雄展』 練馬区立美術館
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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・令和元年度）

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

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 1 2

利 用 日 数 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

※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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(2) 所蔵作品展
ア 所蔵作品の魅力をより深く伝える工夫
イ 展示会場や展示替え回数の弾力的な見直しと運用

(3) 入館者
ア 入館者数の維持（漸増）

(4) 有料入館者
ア 有料入館者数の維持（漸増）

(5) 図録販売数
ア 図録販売数維持（漸増）

(6) ギャラリー
ア ギャラリーの利用促進
イ 利用日数の維持（漸増）

5． 教育普及活動

展示や所蔵資料に関連した各種教育普及活動を通じて、
楽しく学ぶことができる多様な学習機会を提供し、県民の生
涯学習への支援を図っていく。

(1) 学習活動の支援
ア 展示や資料に関連した教育普及活動により、多様な
学習活動を支援する。

(2) 学校連携
ア 子ども達が美術品に親しむ機会や美術（美術館）に
対する認識を深める機会を提供していく

イ 鑑賞教育推進プロジェクト等の開催
(3) 関係機関との連携
ア 社会教育機関等との連携
イ アウトリーチ事業

6． 利用者の安全・快適さの確保

安全で誰もが安心して、快適に利用できる、利用しやすい
美術館となるよう施設や案内表示等の点検改善を図る。
来館者対応及び、危機管理マニュアルの整備・更新を行

う。
利用者アンケート等を通じてニーズを把握し、館運営への

反映を図る。

(1) 施設の整備・管理
ア 施設（ハード面）安全性の点検調査と、改善
イ 施設管理者への働きかけ

(2) 対応マニュアルの整備と運用

ア 地震、火災、水害等緊急事態時対応マニュアルの
整備・更新

イ 来館者対応マニュアルの整備・更新
ウ 問い合わせ・相談（レファレンス含む）への対応方針
の整備

(3) 利用者ニーズの把握と反映
ア 各種アンケートの集計と分析
イ ニーズ把握と館運営への反映
ウ 県民の意見、ニーズの把握手法の検討

7． 広報・情報の発信と公開

美術館の催し物案内や美術館活動に関する様 な々情報
の積極的発信を図り、美術館に対する理解と利用の促進を
図っていく。

(1) 広報
ア 計画的、効果的広報の推進

(2) ホームページ
ア ネット利用の情報発信の推進

(3) ニュース会員
ア ニュース会員拡充
イ 新たな形態の検討

8． 県民参加、協働

美術館の使命や活動内容の周知と、県民の意見やニー
ズの把握をふまえて、ボランティアをはじめとする県民との協
働を推進し、館運営の活性化と、地域との連携を図っていく。

(1) ボランティア
ア 美術館を拠点とするボランティアグループ「ビボラボ」
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。
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(1) 学芸員の社会的理解と資質の向上
ア 学芸員の社会的理解を深める
イ 学芸員の研修機会の確保

(2) 組織の整備・改善
ア 組織の整備・改善（専門職の位置づけ、総務事務等
の効率的な分担等）

イ 館長もしくは副館長の専門職化

10． 財務・社会的支援

健全な美術館経営を行えるよう、社会的支援の拡充を図
るとともに経費節減や収入増を図っていく。

(1) 歳入源の確保
ア 協賛金、助成金、広告収入等による財源確保
イ 観覧料の見直し検討
ウ 図録販売促進

(2) 経費節減
ア 見直しを行い経費節減を図る

重点取り組み事項
(1) 地域に根ざした活動、地域連携
(2) 利用者サービス（対応）の向上
(3) 資料整理
(4) 情報発信
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徳島県文化の森総合公園文化施設条例
制定 平成2年3月26日 条例第11号

（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

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
に集会室一及び集会室二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
すだちくん森のシアター
音響、照明等のための用具

（平25条例24・平30条例32・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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館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
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2
条の表徳島県立図書館（以下「図書館」という。）の項第
1号（図書館資料の収集に関する部分を除く。）、同表徳
島県立博物館（以下「博物館」という。）の項第1号（博物
館資料の収集及び保管に関する部分を除く。）及び第3
号、同表徳島県立近代美術館（以下「美術館」という。）
の項第1号（美術館資料の収集及び保管に関する部分
を除く。）、第3号及び第4号、同表徳島県立文書館（以
下「文書館」という。）の項第1号（文書館資料の収集及
び保存に関する部分を除く。）及び第3号並びに同表徳
島県立二十一世紀館（以下「二十一世紀館」という。）の
項第1号（文化に関する情報の集積に関する部分を除
く。）、第2号及び第3号、第3条から第5条まで、別表第1並
びに別表第2の規定は、同年11月3日から施行する。

附 則（平成6年条例第19号）
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている武
道館又は文化施設の利用に係る使用料については、な
お従前の例による。

附 則（平成9年条例第34号）
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている文
化施設又は武道館の利用に係る使用料については、な
お従前の例による。

附 則（平成22年条例第15号）
（施行期日）
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第
2条の表に徳島県立鳥居龍蔵記念博物館（以下「鳥居
記念館」という。）の項を加える改正規定（同項第1号（鳥
居龍蔵に関する資料の展示に関する部分に限る。）に係
る部分及び同項第3号に係る部分に限る。）及び第4条

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。

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。
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第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は、同年11月
3日から施行する。

（経過措置）
2 この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日
において徳島県立博物館協議会の委員である者は、施
行日に、徳島県立鳥居龍蔵記念博物館協議会の委員
として任命されたものとみなす。この場合において、その任
命されたものとみなされる委員の任期は、徳島県文化の
森総合公園文化施設条例第7条第4項の規定にかかわ
らず、平成23年5月31日までとする。

（徳島県立鳥居記念博物館条例の廃止）
3 徳島県立鳥居記念博物館条例（昭和39年徳島県条
例第80号）は、廃止する。

（徳島県都市公園条例の一部改正）
4 徳島県都市公園条例（昭和33年徳島県条例第20
号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略
附 則（平成24年条例第31号）
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則（平成25年条例第24号）
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則（平成26年条例第39号）
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳
島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教
育センターの利用に係る使用料については、なお従前の
例による。

附 則（平成28年条例第33号）
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則（平成29年条例第38号）

1 この条例は、平成30年4月1日（以下「施行日」という。）
から施行する。

2 施行日前に徳島県文化の森総合公園文化施設条例
第3条の規定により野外劇場の利用の許可（施行日以後
の利用に係るものに限る。）を受けた者に対しては、改正
後の別表第2の規定の例により使用料を徴収する。

附 則（平成30年条例第32号）
1 この条例は、平成30年4月1日（以下「施行日」という。）
から施行する。

2 施行日前に改正前の第3条の規定により野外劇場の
利用の許可（施行日以後の利用に係るものに限る。）を
受けている者は、改正後の第3条の規定によりすだちくん
森のシアターの利用の許可を受けた者とみなす。

附 則（平成31年条例第24号）
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている徳
島県文化の森総合公園文化施設又は徳島県立総合教
育センターの利用に係る使用料については、なお従前の
例による。

別表第1（第4条関係）
（平28条例33・一部改正）

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）
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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すだちくん森
のシアターの使用料の額は、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・平29条例38・平30条例32・平31条例24・一部改正）

区 分 単 位 金 額

集会室1
午 前 2,260円2,300円
午 後 3,700円3,760円

集会室2
午 前 1,130円1,150円
午 後 1,830円1,860円

博物館講座室
午 前 2,160円2,200円
午 後 3,490円3,550円

ギャラリー

午 前 3,390円3,450円
午 後 5,650円5,750円
夜 間 4,320円4,400円

美術館講座室
午 前 1,640円1,670円
午 後 2,670円2,710円

イベントホール

午 前 6,780円6,900円
午 後 10,900円11,100円
夜 間 8,410円8,560円

多目的活動室

展示利用の場合

午 前 3,390円3,450円
午 後 5,650円5,750円
夜 間 4,320円4,400円

展示利用以外の利用の場合

午 前 4,090円4,160円
午 後 6,580円6,700円
夜 間 5,220円5,310円

ミニシアター

午 前 1,130円1,150円
午 後 1,830円1,860円
夜 間 1,550円1,570円

スタジオ

午 前 1,130円1,150円
午 後 1,830円1,860円
夜 間 1,550円1,570円

ミーティングルーム

午 前 820円830円
午 後 1,310円1,330円
夜 間 1,130円1,150円

すだちくん森のシアター

午 前 5,920円6,020円
午 後 9,580円9,750円
夜 間 7,220円7,350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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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

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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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 空調工事共同企業体

［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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