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沿　革

1 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
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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

2
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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。様々な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　令和元年度    

　「所蔵作品展　徳島のコレクション2019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、年間を通して様々なテー
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、第1期には、収蔵作家である郭徳俊氏からの版画作
品の受贈を機に、展示室3において所蔵作品による「受贈記
念 郭徳俊の版画」展を開催し、第3期には、「ユニバーサル
美術館：話せば広がる鑑賞物語」を開催した。

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

展 覧 会 事 業

3
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1

所蔵作品展　2019年度第1期

◦会期

　平成31年4月20日［土］-令和元年7月7日［日］
◦休館日

　月曜日（4月29日、5月6日を除く）、5月7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
コーナーは「新収蔵作品を中心に」と題して、2018年度に
新しく収蔵された作品を既に収蔵していた作品と一緒に
紹介した。

　 　金田実生（1963-）＜真実の肌ざわり＞は、虚実の狭間
で複雑に揺れる心情や、真実に目を向けようとするときに味
わう困難など、身体の奥深くに湧き上がる思いを描き、観る
人の内なる感情に向き合わせる作品です。具体的なかた
ちが見えない主題を、人を描くことで表しつつ、観る人に伝
わる何かがあればと、作者が期待を寄せる作品。
　 　倉地比沙支（1961-）の＜seem12-a＞は、版画技法の
多様さを知る上でも興味深い作品で、「人間表現」として
考えてみると、表されたイメージの不思議さを感じさせる。

　 　安齊重男（1939年-）の＜松谷武判　2010年2月6日　
鎌倉＞は、パリ在住の現代美術家である松谷武判の鎌倉
での個展に際して行われたパフォーマンスの光景を撮した
写真作品で、既収蔵の安齊の作品と並置することにより、
コレクションを充実させることに加えて、版画作品を収集し
ている松谷武判の制作の幅を知り、既収蔵の作品への理
解も深まることを期した。

　 　「20世紀の人間像」では、パブロ・ピカソ＜ドラ・マールの
肖像＞、パウル・クレー＜子供と伯母＞などのコレクションの
中心となる名品の数々を展覧した。

　 　「現代版画」のコーナーでは、「版画集を見る」として、
今期は3回に分けて、靉嘔、浜田知明、高橋秀の版画集
を、順次展覧した。
　 　「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、昨年度に新しく
加わった作品や遺品を中心に、原鵬雲、廣島晃甫、日下
八光、伊原宇三郎、石丸一の5人の画家とそのが用を紹
介した。

　 　また、昨年度に作家から寄贈のあった版画作品38点を
既収蔵の版画作品10点とともに『受贈記念　郭徳俊の
版画』とタイトルを付して、4月27日から6月16日の会期で、
展示室3にて展覧した。

◦観覧料

　一般　　　　　200円（160円）
　高校・大学生　　100円（　80円）
　小学・中学生　　　50円（　40円）
　　＊（　）内は25名以上の団体料金。
◦関連事象

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。
◦印刷物

　出品リスト：A4判4ページ（二つ折り）　簡易印刷
◦入館者数

　3,377人
　＊8-4「入場者数」の項を参照。
◦新聞、雑誌、放送番組等

　 「ユーモラスに社会批判　美術家・郭徳俊の版画展」　
平成31年4月19日　徳島新聞

　 「美術館からのエッセイ 近代美術館の新収蔵作品につ
いて」　コラム「千言万語」4月　日本中央テレビWebサイ
ト　平成31年4月
　 「美術館からのエッセイ　受贈の郭徳俊の版画につい
て」　コラム「千言万語」5月　日本中央テレビWebサイト 

令和元年5月
　 「フォーカス徳島」四国放送　平成31年4月25日
　 「“あいランド”ARTギャラリー  偽善者の微笑　郭徳俊」
『いのち輝く』（2019年5月号）とくしま“あい”ランド推進協議
会　令和元年5月

　 「トレンド・カフェ」ケーブルテレビあなん他　6月6日、7日、13

日
◦担当学芸員

　吉原美惠子、吉川神津夫、江川佳秀
◦出品リスト

　 　会期中、展示替えを行った。*aを付したものは5月12日
［日］まで、*bを付したものは5月14日［火］から6月9日［日］ま
で、*cを付したものは、6月11日［火］から展示した。
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

安齊重男 リチャード・セラ
1970年5月8日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

クリスト
1970年5月8日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ダニエル・ビュラン
1970年5月10日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

クラウス・リンケ
1970年5月 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

小清水漸
1970年8月31日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

吉村益信
1971年5月3日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

高松次郎
1971年5月3日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

篠田守男
1973年8月23日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

三木富雄
1973年10月18日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

サム・フランシス
1974年9月 デンマーク

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ブリジット・ライリー
1974年9月20日 ロンドン

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

バリー・フラナガン
1974年9月24日 ロンドン

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ギルバート＆ジョージ
1974年9月26日 ロンドン

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

菅井汲
1974年10月1日 パリ

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

アンディ・ウォーホル
1974年10月27日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ヤニス・クネリス
1975年11月9日 ケルン

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

瀧口修造
1978年1月15日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ドナルド・ジャッド
1978年3月3日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ナム・ジュン・パイク
1978年5月26日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ローリー・アンダーソン
1979年4月13日
ニューヨーク

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョセフ・コスース
1979年5月26日
ニューヨーク

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョン・ケージ
1981年8月1日 軽井沢

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

工藤哲巳
1981年8月20日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

展示室1

■特集　新収蔵作品を中心に
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

安齊重男 ジョージ・シーガル
1982年6月8日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ダン・グラハム
1982年10月17日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ルイーズ・ネーヴェルソン
1982年10月28日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

フランク・ステラ
1982年11月28日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

デイヴィッド・ホックニー
1983年2月14日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

リサ・ライオン
1984年3月29日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

田中泯
1984年5月13日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

ヨゼフ・ボイス
1984年5月29日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ヨゼフ・ボイスとナム・ジュン・パイク
1984年6月2日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

チャック・クロース
1985年3月2日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

イサム・ノグチ
1986年6月26日 ヴェニス

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョエル・シャピロ
1987年12月15日
ニューヨーク

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジュリアン・シュナーベル
1990年5月29日
ニューヨーク

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

リチャード・ロング
1991年12月4日 ロンドン

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

ジョナサン・ボロフスキー
1992年6月13日 カッセル

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

草間彌生
1992年10月16日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.5×27.5

森村泰昌
1994年9月9日 東京

1999年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.5×35.5

アンソニー・グリーン
1974年9月21日 ロンドン

1974年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.9×35.6

舟越桂
1988年6月24日 ヴェニス

1988年 オリジナルゼラチンシルバープリント 27.9×35.6

アンソニー・カロ
1990年7月1日 ロンドン

1990年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.6×27.9

福岡道雄
1992年3月29日　大阪

1992年 オリジナルゼラチンシルバープリント 35.6×27.9

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†

金田実生 彼の清らかな意志 2003年 油彩　キャンバス 53.5×53.5

真実の肌ざわり 2004年 油彩　キャンバス 53.5×53.5

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 *a

7



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

福岡道雄 石になれるか 1984年 ブロンズ 14.0×21.0×15.0

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

オイディプスとスフィンクス
（アングルによる）

1983年 リトグラフ　紙 116.7×86.0 *a

アントニー・ゴームリー レバー 1992年 鉄 172.0×62.5×32.5

ジョージ・シーガル タイルの壁にもたれる東
洋の女

1982年 紙 81.5×42.5×24.0 *b-c

トーマス・シュトゥルート アムステルダム国立博物館1 1990年 タイプCプリント 119.5×168.5 *b-c

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

橿尾正次 さかだちカナエちゃん 1986年 鉄線、和紙、柿渋、鉄液 115.0×100.0×90.0

高橋秀 W計画 1985年 アクリル絵具　キャンバス 200.0×300.0

カレル・アペル 裸婦 1957年 油彩　キャンバス 129.3×194.4

ケネス・アーミテジ 月と人物
（ Figures with a moon ）

1974年 エッチング　紙 15.0×20.0 *c
［細川佳洋子氏寄贈］

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

ジャン・フォートリエ 女 1940年 ブロンズ 19.2×17.0×20.0

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

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

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

マリソル ルイズ・ニーヴェルソンの
肖像

1981年 （本体）鉛筆、油彩　木、石膏
（背景）キャンバスに着色

137.2×183.5×198.1

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

ジュール・パスキン 下着の裸婦 1926年 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年 油彩　キャンバス 55.0×38.0

ユン・ソクナム（尹錫男） ノワ25  そは偶然ならぬ
運命

2013年 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年 ミクストメディア 119.2×44.2

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

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

1971年 グラビア　紙 54.0×73.0

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

1971年 シルクスクリーン、グラビア　紙 54.0×73.0

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

1971年 シルクスクリーン、グラビア　紙 54.0×73.0

■20世紀の人間像

■現代版画
版画集を見る1　4月20日［土］-5月12日［日］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

靉嘔 版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
4. FROM THE DICTIONARY 4

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
5. FROM THE DICTIONARY 5

1971年 シルクスクリーン、グラビア　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
6. FROM THE DICTIONARY 6

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
7. FROM THE DICTIONARY 7

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
8. RAINBOW NIGHT 1

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
9. RAINBOW NIGHT 2

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
10. RAINBOW NIGHT 3

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
11. RAINBOW NIGHT 4

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
12. RAINBOW NIGHT 5

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
13. RAINBOW NIGHT 6

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
14. RAINBOW NIGHT 7

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
15. RAINBOW NIGHT 8

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
16.RAINBOW NIGHT 9

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
17. RAINBOW NIGHT 10

1971年 シルクスクリーン　紙 54.0×73.0

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

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
19.  JAN KEN PON- PEACE 
SIGN 2

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0

版画集
〈RAINBOW PASSES SLOWLY〉
20.  JAN KEN PON- PEACE 
SIGN 3

1971年 シルクスクリーン　紙 73.0×54.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

1969年 エッチング、アクアチント　紙 18.5×21.2

版画集
〈浜田知明銅版画集・わ
たくしのヨーロッパの印
象記〉 
2.鏡

1970年 エッチング　紙 25.5×14.5

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

1969年 エッチング、アクアチント　紙 17.8×18.4

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

1970年 エッチング、アクアチント　紙 18.7×21.5

版画集
〈浜田知明銅版画集・わ
たくしのヨーロッパの印
象記〉 
5.地下牢

1969年 エッチング　紙 24.9×17.8

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

1970年 エッチング、アクアチント　紙 27.3×12.9

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

1970年 エッチング、アクアチント　紙 16.8×27.0

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

1971年 エッチング、アクアチント　紙 24.3×16.9

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

1970年 エッチング、アクアチント　紙 23.8×17.9

版画集
〈浜田知明銅版画集・わ
たくしのヨーロッパの印
象記〉 
10.ウィーン

1970年 エッチング、アクアチント　紙 13.9×27.4

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉 
1. ややノイローゼ気味

1975年 エッチング、アクアチント　紙 22.4×14.5

版画集を見る2　5月14日［火］-6月9日［日］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

浜田知明 版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉 
2. 顔

1976年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×15.2

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
3. お先真っ暗

1976年 エッチング、アクアチント　紙 23.4×12.1

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
4. かげ

1977年 エッチング、アクアチント　紙 21.7×15.3

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
5. 叫び

1975年 エッチング、アクアチント　紙 21.5×21.6

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
6. 心情不安定

1976年 エッチング、アクアチント　紙 21.8×16.1

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
7. 気にしない気にしない

1976年 エッチング、アクアチント　紙 23.6×14.6

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
8. 何とかなるさ

1976年 エッチング、アクアチント　紙 21.6×16.5

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
9. 浮上

1977年 エッチング、アクアチント　紙 22.2×18.1

版画集
〈曇後晴 浜田知明銅版
画集〉
10. 家族

1977年 エッチング、アクアチント　紙 19.4×16.0

高橋秀 版画集〈8つの作品〉1 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 38.0×48.7

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

版画集〈8つの作品〉3 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 38.1×45.3

版画集〈8つの作品〉4 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 38.3×37.5

版画集〈8つの作品〉5 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 40.2×39.0

版画集〈8つの作品〉6 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 38.1×41.3

版画集〈8つの作品〉7 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 40.5×40.2

版画集〈8つの作品〉8 1971年 リトグラフ、エンボス　紙 38.4×38.2

版画集〈8つの作品〉
1. 黒の遁走

1973年 シルクスクリーン、エンボス　紙 57.3×66.5

版画集〈8つの作品〉
2. 愛のはじめ－ピンク－

1973年 シルクスクリーン、エンボス　紙 57.8×51.2

版画集〈8つの作品〉
3. 処女－白－

1973年 シルクスクリーン、エンボス　紙 46.0×48.0

版画集を見る3　6月11日［火］-7月7日［日］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

版画集〈8つの作品〉
4. 処女－緑－

1973年 シルクスクリーン、エンボス　紙 46.0×48.0

版画集〈8つの作品〉
5. 虚栄－ブロンド－

1973年 リトグラフ、シルクスクリーン、
エンボス　紙

53.5×49.3

版画集〈8つの作品〉
6. 熱－ローズ－

1973年 リトグラフ、シルクスクリーン、
エンボス　紙

64.7×48.5

版画集〈8つの作品〉
7. 蜃気楼

1973年 シルクスクリーン、エンボス　紙 63.3×32.0

版画集〈8つの作品〉
8. 金曜日

1973年 シルクスクリーン、エンボス　紙 44.0×63.7

版画集〈日本神話〉
1.はぐくむ

1987年 アクアチント　紙 59.8×89.0

版画集〈日本神話〉
2.うずまき起源

1987年 アクアチント　紙 59.8×88.8

版画集〈日本神話〉
3.くにづくり

1987年 アクアチント　紙 59.0×88.5

版画集〈日本神話〉
4.いわと

1987年 アクアチント　紙 59.8×89.0

石丸一 灯台のある風景 1940年代
前半

油彩　キャンバス 50.0×65.0［大西アヤ氏寄贈］

山郷 1943年 油彩　キャンバス 72.0×90.0［浦上麗氏寄贈］

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

1936年 紙 26.1×19.1［木内みどり氏寄贈］

同送り状 大日本体育芸
術協会 藤村市左衛門 
1936年12月

1936年 紙 25.8×18.2［木内みどり氏寄贈］

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 φ6.9［木内みどり氏寄贈］

伊原宇三郎 汾河を護る
（夜は不眠の警備）

1938年 油彩　キャンバス 132.5×101.5

戦場風景（仮称） 1930年代
後半

油彩　合板 27.8×40.1［八島慎治氏寄贈］

ジャカルタ、ブリオク港風景 1942年 油彩　キャンバス 41.0×52.8

ビルマ風景（仮題） 1942年頃 油彩　キャンバス 45.5×53.0

香港風景 1943年 油彩　キャンバス 45.5×61.0

日下八光 藪蔭 昭和初期 紙本着色　額装 137.0×162.0 *a［作家寄贈］

鶉と若松（仮称） 昭和初期 紙本着色 247.0×160.0 *a
［宗教法人天心聖教寄贈］

高原の春 1946年 紙本着色　額装 249.9×172.4 *a

日下八光・資料 朱文方印「歸一郎」 石印 1.7×1.8×5.1 *a 
［日下祐三氏寄贈］

展示室2

■徳島ゆかりの美術
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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 *a 
［日下祐三氏寄贈］

朱文方印
「歸一郎之印」

石印 1.4×1.4×5.3 *a 
［日下祐三氏寄贈］

朱文長方印「日下喜一
郎」側款「刀畔」

陶印 3.8×1.4×3.8 *a
［日下祐三氏寄贈］

朱文重廓長方印「喜」 陶印 2.5×1.3×3.3 *a 
［日下祐三氏寄贈］

白文方印「喜一郎印」 
側款「刀畔」

陶印 2.1×2.1×3.9 *a 
［日下祐三氏寄贈］

朱文円印「偽五斗米折
腰」側款「刀畔」

陶印 4.8×4.7×3.8 *a
［日下祐三氏寄贈］

白文方印「日下八光」 石印 1.6×1.7×3.3 *a 
［日下祐三氏寄贈］

朱文長方印「八光」 石印 1.4×0.5×3.4 *a 
［日下祐三氏寄贈］

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 *a
［日下祐三氏寄贈］

朱文方印 印文不詳 金属印 1.0×1.0×1.3 *a 
［日下祐三氏寄贈］

朱文方印
「美術教育學會」

石印 1.7×1.7×6.6 *a 
［日下祐三氏寄贈］

印矩「黙秀忌」 木 10.5×5.1×0.6 *a 
［日下祐三氏寄贈］

印矩 竹 10.6×5.6×0.6 *a 
［日下祐三氏寄贈］

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

原鵬雲・資料 原鵬雲写真（洋装） 明治期 写真 10.5×6.3（台紙）、
8.4×5.6（本紙）
［原史麿氏寄託］

文部省辞令
（補文部省十三等出仕）

1874年7月15日 墨、紙 22.7×29.9［原史麿氏寄託］

文部省文書
（賞金給付）

1878年2月15日 墨、紙 19.8×25.6［原史麿氏寄託］

廣島晃甫 牡丹 大正末頃 絹本着色　軸装 95.4×40.2 *b-c
［植垣惠子氏寄贈］

牡丹 1922年 紙本着色　軸装 34.6×45.8 *b-c

枯野小景 1925年 絹本着色　軸装 59.6×86.2 *b-c

踏青 1930年 絹本着色　軸装 164.7×57.5 *b-c

鳰 1930年 絹本着色 58.5×71.0 *b-c
［日比野秀男氏寄贈］

廣島晃甫・資料 『羅馬開催　日本美術展覧
会記念図録』成德堂（刊）

1930年3月 55.0×38.0×6.5 *b-c
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

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†［作家寄贈］ *

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†［作家寄贈］ *

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†［作家寄贈］ *

EVENT-RELATION 791 1979年 シルクスクリーン　紙 79.8×56.8†［作家寄贈］ *

EVENT-RELATION 793 1979年 シルクスクリーン　紙 79.8×57.0［作家寄贈］ *

TIME JUNE 25. 1979 1979年 リトグラフ　紙 24.2×35.2［作家寄贈］ *

10個の計量器 1980年 リトグラフ　紙 16.5×12.0［作家寄贈］ *

カーターと郭 1981年 シルクスクリーン　紙 53.6×36.9

レーガンと郭（A） 1981年 シルクスクリーン　紙 53.5×37.0

WEIGHT-SCALE EVENT 811 1981年 シルクスクリーン、鉛筆　方眼紙 75.5×53.5†［作家寄贈］ *

WEIGHT-SCALE EVENT 813 1981年 シルクスクリーン、鉛筆　方眼紙 75.4×53.4†［作家寄贈］ *

WEIGHT-SCALE EVENT 814 1981年 シルクスクリーン、鉛筆　方眼紙 75.5×53.5†［作家寄贈］ *

TIME 1982年 木版　紙 10.0×10.0［作家寄贈］ *

SELF-PORTRAIT 831 1983年 シルクスクリーン　紙 41.3×54.0［作家寄贈］ *

EVENT-RELATION 855 1985年 シルクスクリーン　方眼紙 75.5×53.4†［作家寄贈］ *

EVENT-RELATION 856 1985年 シルクスクリーン　方眼紙 75.5×53.5†［作家寄贈］ *

レーガンと郭II 1986年 シルクスクリーン　紙 53.4×38.4

EVENT-RELATION 874 1987年 シルクスクリーン　紙 79.2×55.5†［作家寄贈］ *

EVENT-RELATION 875 1987年 シルクスクリーン　紙 79.0×55.5†［作家寄贈］ *

ブッシュと郭 1989年 シルクスクリーン　紙 54.0×37.8［作家寄贈］ 

メッセージ 662 1989年 シルクスクリーン　紙 13.0×13.0［作家寄贈］ *

メッセージ 663 1989年 シルクスクリーン　紙 19.0×19.0［作家寄贈］ *

メッセージ 668 1989年 シルクスクリーン　紙 21.9×32.1［作家寄贈］ *

メッセージ 666 1990年 シルクスクリーン　紙 22.0×31.9［作家寄贈］ *

メッセージ 669 1990年 シルクスクリーン　紙 27.0×37.0［作家寄贈］ *

メッセージ 6610 1990年 シルクスクリーン　紙 37.0×27.0［作家寄贈］ *

メッセージ 6612 1990年 シルクスクリーン　紙 37.0×52.2［作家寄贈］ *

メッセージ 6612 1990年 シルクスクリーン　紙 37.2×52.0［作家寄贈］ *

メッセージ 6614 1990年 シルクスクリーン　紙 22.0×32.0［作家寄贈］ *

メッセージ 907 1990年 シルクスクリーン　紙 37.1×27.0［作家寄贈］ *

メッセージ 908 1990年 シルクスクリーン　紙 43.2×36.0［作家寄贈］ *

壁画 922 1991年 シルクスクリーン　紙 24.8×34.7［作家寄贈］ *

メッセージ 626 1992年 シルクスクリーン　紙 22.0×22.0［作家寄贈］ *

狩りのダンス 922 1992年 シルクスクリーン　紙 43.8×50.1［作家寄贈］ *

逃げる鳥 923 1992年 シルクスクリーン　紙 40.0×50.3［作家寄贈］ *

展示室3

■受贈記念　郭徳俊の版画　4月27日［土］-6月16日［日］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

郭徳俊 大きなえもの 925 1992年 シルクスクリーン　紙 41.0×50.5［作家寄贈］ *

クリントンIと郭 1993年 シルクスクリーン　紙 54.8×41.3［作家寄贈］ 

無意味 934（カメ） 1993年 シルクスクリーン　紙 44.2×51.2［作家寄贈］ *

無意味 935（風船） 1993年 シルクスクリーン　紙 44.0×51.0［作家寄贈］ *

無意味 936 
（二匹の鳥）

1993年 シルクスクリーン　紙 44.1×51.0［作家寄贈］ *

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［作家寄贈］ *

偽善者の微笑 1995年 シルクスクリーン　紙 74.0×59.0［作家寄贈］ *

クリントンIIと郭 1997年 シルクスクリーン　紙 51.8×37.0

ブッシュ2001と郭 2001年 シルクスクリーン　紙 54.1×36.3［作家寄贈］ 

ブッシュIIと郭 2005年 シルクスクリーン　紙 52.4×36.9［作家寄贈］ 

夜の笑 2005年 シルクスクリーン　紙 38.2×58.0［作家寄贈］ *

オバマと郭 2009年 シルクスクリーン　紙 51.7×36.7［作家寄贈］ 

ジョナサン・ボロフスキー スチール・ヘッド 1986年 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年 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年 ブロンズ 138.5×265.5×147.0

淀井敏夫 渚 1978年 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年 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年 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年 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年 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

田中昇 森の風 1990年 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990年 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年 花崗岩 252.0×363.0×200.0

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

■屋外展示場

■美術館ロビー

■彫刻の小径

*は令和元年度の受贈作品。
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2

所蔵作品展　2019年度第2期

◦会期

　令和元年7月13日［土］-10月27日［日］
◦休館日

　 月曜日、（なお、7月15日、8月12日、（9月16日、9月23日、10月
14日は開館）、7月16日、9月17日、9月24日、10月15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。2つ
の特集コーナー「河井清一と明治期・徳島の若者文化」と
「明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟など」を設
けた。

　（1 ）  特集「河井清一と明治期・徳島の若者文化」
　 　特集「明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟な
ど」　
　 　会期を9月9日で前半と後半に分け、前半で特集「河井
清一と明治期・徳島の若者文化」、後半で「明治の徳島
画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟など」を開催した。

　 　前半は明治期徳島の若者文化が生んだ画家、河井清
一の画業を紹介した。河井は旧制徳島中学（現県立城南
高校）時代に洋画とキリスト教に出会い、東京美術学校
（現東京藝術大学）西洋画科に進学した。旧制中学時代
は、草創期の中等野球にも熱中している。美術学校卒業
後は、キリスト教信仰に裏づけられた作品を帝展や文展に
発表した。

　 　後半は日本美術における近世と近代の端境期に焦点
をあてた。明治時代の日本では、本格的に洋画が描かれ
るようになり、それとの対比で、伝統絵画が大きなジャンル
「日本画」にまとまっていった。一方、時代の趨勢に背を向
け、伝統的な画法をかたくなに守る絵師たちもいた。この
時代を生きた4人の画家、原鵬雲、守住勇魚、守住周魚、
團藍舟を紹介した。

　（2）  20世紀の人間像　
　 　第二次大戦後、美術の中心地はパリからニューヨーク
へと移った、それにともない、多くの日本人作家たちも活動
する場所としてニューヨークを目指した。ニューヨークに留
学した作家、移住して制作した作家の作品を中心に紹介
した。
　（3）  現代版画　
　 　松谷武判の作品と彼と親交のあった、作家、菅井汲、
元永定正、上前智祐、吉原英雄の作品を各回一人ずつ
組み合わせて紹介した。

　（4）  徳島ゆかりの美術　
　 　戦後日本を代表する前衛美術家のグループである、前
衛美術会で活躍した山下菊二、九州派で活躍した菊畑
茂久馬の作品を紹介した。あわせて、夏から秋への季節
をあらわした日本画を紹介した。

◦観覧料

　一般　　　　　200円（160円）
　高校・大学生　　100円（　80円）
　小学・中学生　　50円（　40円）
　　＊（　）内は25名以上の団体料金。
◦関連事象

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。
◦印刷物

　出品リスト：A4判4ページ（二つ折り）　簡易印刷
◦入館者数

　11，751人
　＊8-4「入場者数」の項を参照。
◦新聞、雑誌、放送番組等

　 「美術館からのエッセイ 特集 河井清一と明治期・徳島の
若者文化」寄稿者コラム「千言万語」7月　日本中央テレ
ビWebサイト　令和元年7月
　「フォーカス徳島」四国放送　令和元年9月11日
　 「“あいランド”ARTギャラリー  管弦之図　守住勇魚」『い
のち輝く』第92号（2019秋号） とくしま“あい”ランド推進協
議会　令和元年9月

　 「テレビミュージアム」エーアイテレビ 令和元年9月29日、30

日
　 「所蔵作品展　明治の徳島画人 徳島県立近代美術館　
徳島の明治画壇振り返る」『徳島新聞』令和元年10月16日
（朝刊）

◦担当学芸員

　吉川神津夫、江川佳秀、吉原美惠子
◦出品リスト

　 　会期中、展示替えを行った。*aを付したものは9月8日
［日］まで、*bを付したものは9月10日［火］から展示した。
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

女 1917年 油彩　キャンバス 45.5×38.0［河井慶清氏寄贈］

裸婦 1920年頃 パステル　紙 22.4×20.9［河井慶清氏寄贈］

母　河井まさの像 1922 油彩　キャンバス 79.9×65.3［河井清子氏寄贈］

雪の都 1922年 油彩　キャンバス 60.8×49.8［河井慶清氏寄贈］

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

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

ルノアールの模写 1932年 油彩　キャンバス 53.1×45.5［河井清子氏寄贈］

フランス・シャトル風景 1932年 油彩　キャンバスボード 27.0×21.5［河井清子氏寄贈］

洩るゝ 日 1933年 油彩　キャンバス 176.0×129.0
［河井清子氏寄贈］

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

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

夏の朝 1959年 油彩　キャンバス 145.4×69.7［河井清子氏寄贈］

女 1957年 油彩　キャンバス 91.0×60.8［河井慶清氏寄贈］

少女 1961年 油彩　キャンバス 99.9×72.7［河井慶清氏寄贈］

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

丘のながめ 1973年 油彩　キャンバス 72.9×90.8［河井慶清氏寄贈］

海景 不詳 油彩　板 23.6×33.0［河井清子氏寄贈］

河井清一・資料 卒業証書
徳島県立徳島中学校

1910年 ［河井慶清氏寄贈］

賞状　第4回帝国美術
院展覧会　特選
1922年10月

1922年 ［河井慶清氏寄贈］

旅券 1932年 ［河井慶清氏寄贈］

シベリア経由ベルリン行
き乗車券

1932年 ［河井慶清氏寄贈］

文部省文書｢欧米ニ於
ケル美術教育ニ関スル
調査ヲ嘱託ス｣

1932年 ［河井慶清氏寄贈］

ルーブル美術館の定期
パス（一般観覧者用）

1932年 ［河井慶清氏寄贈］

ルーブル美術館の定期
パス（模写用）

1932年 ［河井慶清氏寄贈］

■特集　明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍船など　9月10日［火］-10月27日［日］

團藍舟 写生　手鏡 不詳 紙本墨画淡彩 26.9×23.1［岡田恒氏寄贈］

写生　梨 不詳 紙本彩色 27.0×32.1［岡田恒氏寄贈］

写生　八手 不詳 紙本墨画淡彩 40.0×27.6［岡田恒氏寄贈］

展示室1

■特集　河井清一と明治期・徳島の若者文化　7月13日［土］-9月8日［日］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

團藍舟 写生　桔梗、ほおずき、
野菊、槿

1896年 紙本彩色 27.0×38.1［岡田恒氏寄贈］

写生　おこぜ 1900年 紙本墨画淡彩 38.5×27.3［岡田恒氏寄贈］

写生　東京鼡 1900年 紙本墨画淡彩 19.7×27.6［岡田恒氏寄贈］

写生帖　鳥類 不詳 紙本墨画淡彩 28.1×20.4［岡田恒氏寄贈］

写生帖　魚類 不詳 紙本墨画淡彩 28.0×20.4［岡田恒氏寄贈］

写生帖　虫類 不詳 墨･紙 28.0×20.4［岡田恒氏寄贈］

写生帖　草花 不詳 紙本墨画淡彩 28.0×20.5［岡田恒氏寄贈］

不老長春 不詳 絹本墨画淡彩 42.2×116.1［岡田恒氏寄贈］

山里の秋 1917年 絹本着色 180.2×294.2［岡田恒氏寄贈］

静山催雨之図 1934年 絹本着色 129.1×41.0［岡田恒氏寄贈］

粉本 川端玉章原画 荷
花水禽図

不詳 紙本墨画着色 171.5×87.4［岡田恒氏寄贈］

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

看楓図 1878-1879年 紙本墨画 93.3×25.8（本紙寸法）
［竹本弘子氏寄贈］

守住勇魚 学生A 1876-1878年頃 鉛筆　紙 28.9×22.4

学生B 1876-1878年頃 鉛筆　紙 19.8×27.1

学生C 1876-1878年頃 鉛筆　紙

学生D 1876-1878年頃 鉛筆　紙 19.9×13.6

新橋停車場風景 1876-1878年頃 水彩、鉛筆　紙 21.1×30.2

工部美術学校画学教場A 1877年 鉛筆　紙 22.7×29.0

工部美術学校画学教場B 1877年 鉛筆　紙 24.7×34.4

工部美術学校画学教場C 1877年 鉛筆　紙 24.7×34.3

工部美術学校画学教場D 1877-78年頃 鉛筆　紙 19.9×29.7

工部大学校風景 1878年 鉛筆　紙 16.2×22.6

急須と湯呑 明治期 油彩　紙 26.0×35.5

家のある風景 明治期 油彩　紙 24.3×32.2

牡丹と木蓮 明治期 油彩　紙 25.1×34.7

薔薇 明治期 油彩　紙 32.1×24.1

牡丹 明治期 油彩　紙 34.7×24.9

急須 明治期 油彩　紙 25.3×31.8

管絃之図 1919年 絹本着色 127.0×51.0

守住周魚 鯉図（仮称）（守住家資料） 絹本水墨 112.7×48.9

月仲國小督図 不詳 絹本着色 110.4×49.9

■20世紀の人間像

井原康雄 UNTITLED 2 1987年 アクリル系パテ、その他 122.9×118.4

UNTITLED 3 1987年 アクリル系パテ、その他 128.7×99.6［井原康雄氏寄贈］

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

メナム河畔に出現する水族館 1967年 油彩　キャンバス 185.4×270.3

川島猛 N.Y.-D.T.-10-1966 1965-66年 アクリル絵具　キャンバス 232.3×231.9
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

四宮金一 ＲＯＯＭ（27）
椅子なき静座

1982年 アクリル絵具　板 123.0×197.7

自作前の自画像（6） 1987年 アクリル絵具　キャンバス 202.6×148.7

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

マックス・エルンスト 鳩のように 1955年 油彩　板 61.0×50.0

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

ウィフレド・ラム 我々はここにいる 1974年 油彩　キャンバス 130.2×97.6

マッタ 魂－孤独 1983年 油彩　キャンバス 66.5×46.9

海と結ばれるカップル 1983年 油彩　キャンバス 67.4×47.4

皮肉な友情 1983年 油彩　キャンバス 65.1×47.6

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

ドラ・マールの肖像 1937年 油彩　キャンバス 55.0×38.0

■現代版画　
松谷武判と菅井汲　7月13日［土］-8月4日［日］

松谷武判 LA PROPAGATION-53-Red 1967年 エッチング、ビュラン　紙 65.0×50.0

LA PROPAGATION-8 1967年 エッチング　紙 64.8×50.0

LA PROPAGATION-OS 1968年 エッチング　紙 65.0×49.8

Le Nuage 1968年 エッチング　紙 65.0×49.8

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

SUN RISE 1971年 シルクスクリーン　紙 65.3×50.0

OBJECT-C 1971年 リトグラフ　紙 76.0×57.0

PROPAGATION-A DREAM 1973年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

OBJECT-8 1973年 シルクスクリーン　紙 76.0×56.0

OBJECT-33 1975年 シルクスクリーン　紙 57.0×78.0

OBJECT-O 1976年 シルクスクリーン　紙 55.3×44.5

STREAM 99-1 1999年 エッチング　紙 54.0×39.5

菅井汲 雲 1961年 リトグラフ　紙 64.2×51.0

青のインキ 1962年 リトグラフ　紙 62.0×44.8

紫 1962年 リトグラフ　紙 63.0×43.1

ブロンズ 1963年 リトグラフ　紙 65.5×35.5

NUAGE 1964年 リトグラフ　紙 65.0×43.7

太陽の森 1967年 リトグラフ　紙 64.0×53.0

松谷武判と元永定正　8月6日［火］－9月8日［日］

松谷武判 LA PROPAGATION-NOIRE 1967年 ビュラン、アクアチント　紙 65.0×50.0

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

LA PROPAGATION-Verte 2 1968年 エッチング　紙 65.0×49.8

A L' AVENIR 1968年 ビュラン、アクアチント　紙 75.5×55.5

Neon-B 1969年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

OBJECT-A 1971年 リトグラフ　紙 76.0×57.0

19



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

松谷武判 A POSITION 1973年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

PROPAGATION-73 1973年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

PROPAGATION A
Blue Dream-A

1974年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

OBJECT-S.W. 1978年 シルクスクリーン　紙 78.0×56.0

STREAM-K-1 1987年 エッチング　紙 66.3×51.3

詩画集〈雫〉「露暗き石
の舞臺に老の舞」

2008年 リトグラフ、スクリーンプリント　紙 33.0×25.0

詩画集〈雫〉「湖畔亭に
ヘヤピンこぼれ雷匂ふ」

2008年 リトグラフ　紙 33.0×50.0

詩画集〈雫〉「限りなく降
る雪何をもたらすや」

2008年 リトグラフ、エッチング　紙 32.5×27.0

詩画集〈雫〉「春の晝樹
液したたり地を濡らす」

2008年 コラグラフ、コラージュ、手彩色　
紙

32.7×25.0

詩画集〈雫〉「杖上げて
枯野の雲を縦に裂く」

2008年 リトグラフ、スクリーンプリント　紙 33.0×25.0

元永定正 まるいみどりは 1979年 シルクスクリーン　紙 47.0×33.0

おれんじのかたち 1979年 シルクスクリーン　紙 33.0×47.0

みっつのかたち 1979年 シルクスクリーン　紙 33.0×47.0

ぎざぎざのなかのきいろ 1986年 シルクスクリーン　紙 65.0×46.0

かたちふたつはぐるぐる
のせん

1987年 リトグラフ　紙 47.5×59.0

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

42.5×66.5×4.0

さんかくだけにあかいせん 1987年 リトグラフ　紙 36.6×59.0

松谷武判と上前智祐　9月10日［火］-10月6日［日］

松谷武判 LA PROPAGATION-M-A 1967年 エッチング、ビュラン　紙 50.0×32.5

LA PROPAGATION-15 1967年 エッチング　紙 49.8×65.0

L'ESPACE 1967年 エッチング、ビュラン　紙 64.5×50.0

Chimney-6 1968年 ビュラン、アクアチント　紙 64.3×50.5

L' ANGLE 1968年 ビュラン、アクアチント　紙 75.2×56.0

LA PROPAGATION S-3-C 1970年 シルクスクリーン　紙 76.5×57.0

OBJECT-B 1971年 リトグラフ　紙 76.0×57.0

FLY-H 1974年 シルクスクリーン　紙 76.0×55.3

Suggestion 28 1974年 シルクスクリーン　紙 76.0×55.0

OBJECT-36 1975年 シルクスクリーン　紙 55.5×76.0

OBJECT L-1 1976年 シルクスクリーン　紙 50.5×65.0

SUPERPOSITION 1998年 リトグラフ　紙 49.0×39.5

詩画集〈雫〉「露暗き石
の舞臺に老の舞」

2008年 リトグラフ、スクリーンプリント　紙 33.0×25.0

詩画集〈雫〉「湖畔亭に
ヘヤピンこぼれ雷匂ふ」

2008年 リトグラフ　紙 33.0×50.0

詩画集〈雫〉「限りなく降
る雪何をもたらすや」

2008年 リトグラフ、エッチング　紙 32.5×27.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

松谷武判 詩画集〈雫〉「春の晝樹
液したたり地を濡らす」

2008年 コラグラフ、コラージュ、手彩色　
紙

32.7×25.0

詩画集〈雫〉「杖上げて
枯野の雲を縦に裂く」

2008年 リトグラフ、スクリーンプリント　紙 33.0×25.0

上前智祐 （題名なし） 2001年 銅版　紙 24.5×36.2［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2001年 銅版　紙 24.6×36.1［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2001年 銅版　紙 39.3×27.0［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002年 銅版　紙 23.2×30.8［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002年 銅版　紙 35.8×22.6［藤野忠利氏寄贈］

（題名なし） 2002年 銅版　紙 35.8×22.4［藤野忠利氏寄贈］

松谷武判と吉原英雄　10月8日［火］-10月27日［日］

松谷武判 LA PROPAGATION-K 1967年 ビュラン、アクアチント　紙 50.0×65.0

LA PROPAGATION-L 1967年 ビュラン、アクアチント　紙 65.0×50.0

LE RADAR 1968年 ビュラン、アクアチント　紙 75.5×55.5

Lamp Pink 1969年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

OBJECT-6 1973年 シルクスクリーン　紙 76.0×56.0

FLY-C 1974年 シルクスクリーン　紙 76.0×56.0

OBJECT-F 1976年 シルクスクリーン　紙 78.0×57.0

JAPAN Sea-6 1981年 シルクスクリーン　紙 56.0×76.0

STREAM 98-3 1998年 エッチング　紙 49.0×39.5

吉原英雄 期待 1967年 リトグラフ、エッチング　紙 56.0×42.0

彼女は空に 1968年 リトグラフ、エッチング　紙 72.0×104.0†

シーソー1 1968年 リトグラフ、エッチング　紙 100.0×100.0†

女 1969年 リトグラフ　紙 72.0×105.0†

遠い海 1970年 リトグラフ　紙 67.0×50.5

展示室2

■徳島ゆかりの美術

市原義之 温雅秋日 1992年 紙本着色 162.1×336.3 *b

菊畑茂久馬 奴隷系図－円鏡による
No.12

1962年 カシュー、その他　板 92.1×94.4×2.3

奴隷系図－円鏡による
No.13

1962年 カシュー、その他　板 95.0×85.1×1.5

ルーレット 1963年 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年 エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ　木

107.0×35.0×21.0

幸田春耕 向日葵 1958年 紙本着色 221.5×154.4 *a
［幸田隆子氏寄贈］

廣島晃甫 蓮 1939年 絹本着色 124.1×185.5 *a

秋圃 1950年
（昭和25年）

絹本着色　額装 109.5×152.5 *b
［植垣惠子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

三宅克己 支那蘇州楓橋 1919年頃 水彩　紙 53.0×74.0 *a

甲州桂川風景 1951年頃 水彩　紙 32.2×41.1 *a

北米加州サンデゴの公園 1928年 水彩　紙 32.2×49.0 *b

ハンプステッド・ヒース
（ロンドン）

1930年 水彩　紙 45.2×60.0 *b

山下菊二 筑豊炭田地帯 1960年 油彩　合板 183.5×173.7

わたしと鳥と音楽と
（1）木偶人形芝居

1974年 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年 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年 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年 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年 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年 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年 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年 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年 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年 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年 ブロンズ 138.5×265.5×147.0

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1978年 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年 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年 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年 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年 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年 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990年 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年 花崗岩 252.0×363.0×200.0

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

所蔵作品展　徳島のコレクション2019年度第3期

◦会期

　令和元年11月2日［土］-令和2年4月12日［火］（134日間）
◦休館日

　 月曜日（11月4日［月・祝］、1月13日［月・祝］、2月24日1月13日
［月・祝］は開館）、11月5日［火］、1月14日［火］、2月25日
［火］、年末年始（12月29日～1月4日）

◦視点

　 　当館コレクションの3つの柱に即した「20世紀の人間
像」、「徳島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナーに加
えて、「特集」コーナーとして会期の前半で「生きてゆくこ
と」、後半で「現代美術と写真」を設けた。
　（1 ）  「20世紀の人間像」
　 　第二次世界大戦前から活動を始め、戦後第一期の日
本美術界を支えることになった井上長三郎、山下菊二、香
月泰男、鳥海青児、森芳雄等の作品を紹介した。あわせ
て、パブロ・ピカソ＜赤い枕で眠る女＞やフェルナン・レジェ
＜美しい自転車乗り＞など、当館コレクションの中でもよく知
られる名品を展観した。
　（2）  「現代版画」　
　 　現代版画のコーナーは5期に分け、「比べて見る1」では
島州一と白髪一雄を、「比べて見る2」では大沢昌助とリ・
ウー＝ファン（李禹煥）を、「比べて見る3」では中林忠良と
ヤニス・クネリスを、「比べて見る4」では磯見輝夫とケーテ・
コルヴィッツを、「比べて見る5」ではマッタと孫雅由（ソン・
アーユ）の作品を展観した。
　（3）  「徳島ゆかりの美術」
　 　戦後第一期の徳島の美術界を支えた石川真五郎、谷
口董美、河野太郎、佐野比呂志、長尾弘子等の作品を展
示した。

　（4 ）  特集「生きてゆくこと」令和元年11月2日［土］～令和2

年2月2日［日］　
　 　私たちは、自分の人生を生きてゆく中で、ふと、生きてゆく
ことについて、立ち止まって考えることがある。この特集展
示では、片瀬和夫の＜ホームレス＞などの作品を通じて、
他人の人生を垣間見ることによって深まってゆく「生きてゆ
くこと」についての内観の時間を味わっていただいた。　
　 　特集「現代美術と写真」令和2年2月4日［火］～3月31日
［火］
　 　現在、写真作品は現代美術の重要な表現手法として
定着している。この特集展示では、現代美術における写
真の領域を、やなぎみわ、澤田知子、シンディ・シャーマンや

トーマス・ルフ等、国内外を代表する作家たちの作品で紹
介した。

◦観覧料

　一般　　　　　200円（160円）
　高校・大学生　　100円（　80円）
　小学・中学生　　50円（　40円）
　　＊（　）内は20名以上の団体料金
◦関連事象

　＊4-1-「美術館教育」の項を参照。
◦印刷物

　出品リスト：A4判4ページ（A3判二つ折り）前半後半各1種
　＊ その他印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク
シート」作成の項を参照。

◦入館者数

　4,500人（令和2年3月31日まで）
　＊8-4「入館者数」の項を参照。
◦新聞、雑誌記事、放送番組等

　 「美術館からのエッセイ 生きてゆくこと」寄稿者コラム　
「千言万語」11月　日本中央テレビWebサイト　令和元
年11月

　 「トレンド・カフェ」ケーブルテレビ阿南　令和元年12月19

日、26日
　 「フォーカス徳島」四国放送　令和2年2月5日
　 「美術館からのエッセイ」寄稿者コラム「千言万語」3月　
日本中央テレビWebサイト　令和2年3月

◦担当学芸員

　江川佳秀、吉原美惠子、吉川神津夫
◦出品リスト

　 国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順。
　 作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法
（cm）。平面作品の寸法は縦×横。
　 立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、一部

h.（高さ）で表したものがある。
　 版画の寸法は原則としてイメージサイズであるが、†が付
されたものはシート・サイズ。
　 会期中に展示替を行った。*aを付したものは12月15日［日］
まで、*bを付したものは12月17日［火］から1月13日［月・祝］
まで、*cを付したものは1月15日［水］から2月16日［日］まで、
*dを付したものは2月18日［火］以降に展示した。
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

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

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

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

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

100.0×200.0×90.0

森口ゆたか HUG 2010-2011年 DVDディスクに記録された映像
をプロジェクターにより投影

［作家寄贈］

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

188.0×127.0×12.7、35.6×50.8×
12.7

■特集　現代美術と写真　令和2年2月4日［火］-4月12日［日］

澤田知子 TIARA 2008 カラープリント 54.0×104.0

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

肖像（少年2） 1988年 写真、メディウム 210.0×120.0

肖像（少年3） 1988年 写真、メディウム 210.0×120.0

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

バーバラ・クルーガー 無題
（WE HAVE RECEIVED 
ORDERS NOT TO MOVE）

1982年 写真 180.0×120.0

トーマス・ルフ ポ ートレ ート（Andrea 
Knobloch）

1990年 プレキシグラスでマウントされたチ
バクロームプリント

210.0×165.0

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

■20世紀の人間像

池田龍雄 化物の系譜〈行列〉 1955年 インク、パステル、水彩　紙 29.2×37.7 *a

化物の系譜〈高利貸し〉 1955年 インク、パステル、水彩　紙 37.7×29.3 *a

化物の系譜〈詩人の魂〉 1956年 インク、水彩　紙 37.4×28.7 *a

楽士 1957-58年 インク、水彩　紙 41.1×30.4 *a

風景 1958年 インク、水彩　紙 37.5×29.2 *b

百仮面A 1962年 インク、パステル、水彩　紙 49.4×36.5 *b

〈解体類考〉男シリーズ 1969年 インク、パステル、水彩　紙 41.3×32.8 *b-c

〈解体類考〉女シリーズ 1969年 インク、パステル、水彩　紙 41.5×33.6 *b-c

風景 1958年 インク、水彩　紙 37.5×29.2 *c

百仮面A 1962年 インク、パステル、水彩　紙 49.4×36.5 *c

井上三綱 はたおり 1960年 油彩　板 131.0×90.0

女の横顔と静物 1962年 油彩　板 90.0×131.0

井上長三郎 しののめ 1955年 油彩　キャンバス 149.0×224.0

植木茂 トルソ 1957年 木 127.0×53.0×27.0

トルソ 1983年 木 h.134.0［植木文子氏寄贈］

展示室1

■特集　生きてゆくこと　11月2日［土］-令和2年2月2日［日］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

瑛九 バレリーナ 1950年 フォトデッサン　紙 26.0×21.0 *d

女の顔 1950年 フォトデッサン　紙 26.0×21.0 *d

裸婦 1950年 フォトデッサン　紙 27.3×22.4 *d

池のほとり 1950年 フォトデッサン　紙 26.0×21.0 *d

ささやき 1950年 フォトデッサン　紙 27.0×22.3 *d

香月泰男 人と箱 1951年 油彩　キャンバス 73.0×116.9

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

椿貞雄 弟茂雄像 1915年 油彩　板 45.5×33.4

中村宏 戦争期 1958年 油彩　板 91.5×182.3

森芳雄 うずくまる女 1953年 油彩　キャンバス 130.5×97.4

山下菊二 襖を抜く 1972年 油彩　キャンバス 104.0×73.3

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

徐兄弟 1981年 油彩　キャンバス 72.5×91.0

わすれえぬ妹 1981年 油彩　キャンバス 53.0×40.8

脇田和 男と鳥籠 1967年 油彩　キャンバス 145.0×112.0

エミール＝アントワーヌ・
ブールデル

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

アントニ・クラーヴェ 子供と魚 1951年 油彩　板 100.2×73.5

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

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

ジャック・リプシッツ クラリネットを持つアルル
カン

1919年 ブロンズ 73.0×24.8×24.1

ジュール・パスキン 下着の裸婦 1926年 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年 油彩　キャンバス 38.0×46.0

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

■現代版画　
比べて見る1　11月2日［土］-12月15日［日］

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

53.6×61.2†

PDP 9 1983年 シルクスクリーン　紙 69.9×48.5

PDP 61 1984年 シルクスクリーン　紙 60.0×42.0

SP-DP、FP 19 1986年 シルクスクリーン　紙 56.0×44.0

WP-DP、FP NO. 1 1986年 木版、裏から手彩色　紙 40.0×40.0

WP- DP、FP 2 1986年 木版、裏から手彩色　紙 40.6×47.5

SP-DP、FP 48 1987年 シルクスクリーン　紙 52.0×49.0

白髪一雄 版画集〈白髪一雄版画
集1990〉籟

1990年 シルクスクリーン　紙 100.7×78.9†

版画集〈白髪一雄版画
集1990〉溪

1990年 シルクスクリーン　紙 85.0×65.1

版画集〈白髪一雄版画
集1990〉芬

1990年 シルクスクリーン　紙 65.1×84.9
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

白髪一雄 版画集〈白髪一雄版画
集1990〉布

1990年 シルクスクリーン　紙 85.0×65.1

版画集〈白髪一雄版画
集1990〉蘊

1990年 シルクスクリーン　紙 65.2×85.0

版画集〈白髪一雄版画
集1990〉繁

1990年 シルクスクリーン　紙 65.1×85.0

版画集〈白髪一雄版画
集1990〉駿

1990年 シルクスクリーン　紙 85.0×65.1

比べて見る2　12月17日［火］-令和2年1月26日［日］

大沢昌助 版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉A

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉B

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉C

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉D

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉E

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉F

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉G

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集 そうぐう〉H

1989年 リトグラフ　紙 59.5×82.5†

リ・ウー＝ファン（李禹煥） 版画集〈李禹煥オリジナ
ル版画集 遺跡地にて〉 
1. 遺跡地にて1

1984年 リトグラフ　紙 67.0×82.0

版画集〈李禹煥オリジナ
ル版画集 遺跡地にて〉 
2. 遺跡地にて2

1984年 リトグラフ　紙 67.0×82.0

版画集〈李禹煥オリジナ
ル版画集 遺跡地にて〉 
3. 遺跡地にて3

1984年 リトグラフ　紙 67.0×82.0

版画集〈李禹煥オリジナ
ル版画集 遺跡地にて〉 
4. 遺跡地にて4

1984年 リトグラフ　紙 67.0×82.0

版画集〈李禹煥オリジナ
ル版画集 遺跡地にて〉 
5. 遺跡地にて5

1984年 リトグラフ　紙 67.0×82.0

比べて見る3　令和2年2月4日［火］-2月16日［日］

中林忠良 Position '77-1 1977年 エッチング、アクアチント　紙 44.8×56.5

Position '77-9 1977年 エッチング、アクアチント　紙 49.6×49.6

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

Position '78-1　枝 1978年 エッチング、アクアチント　紙 49.6×49.6

Transposition-転位-1 1979年 エッチング、アクアチント　紙 49.6×49.6
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

転位 '82-地- VI（夏） 1982年 エッチング、メゾチント　紙他 56.5×49.0†

ヤニス・クネリス 版画集〈ダンスの破片〉1 1982年 腐食銅版　紙 72.4×52.5

版画集〈ダンスの破片〉2 1982年 腐食銅版　紙 79.3×59.1

版画集〈ダンスの破片〉3 1982年 腐食銅版　紙 67.4×54.7

版画集〈ダンスの破片〉4 1982年 腐食銅版　紙 55.6×74.3

版画集〈ダンスの破片〉5 1982年 腐食銅版　紙 47.5×70.1

版画集〈ダンスの破片〉6 1982年 腐食銅版　紙 74.2×57.5

版画集〈ダンスの破片〉7 1982年 腐食銅版　紙 72.4×53.2

比べて見る4　令和2年2月18日［火］-3月15日［日］

磯見輝夫 水浴 1981年 木版　紙 69.7×119.7

野辺 1983年 木版　紙 69.0×118.0

森へ 1984年 木版　紙 69.5×120.0

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年 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年 木版　紙 35.0×49.8

版画集〈7点組木版画
集 戦争〉3. 両親

1923年 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年 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年 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年 木版　紙 34.2×40.2

版画集〈7点組木版画
集 戦争〉7. 民衆

1922-23年 木版　紙 36.2×30.1

比べて見る5　令和2年3月17日［火］-4月12日［日］

マッタ 版画集〈解き放たれた直
線たち〉1

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×16.0

版画集〈解き放たれた直
線たち〉2

1971年 エッチング、アクアチント　紙 27.9×17.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉3

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×15.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉4

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×15.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉5

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×15.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉6

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×15.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉7

1971年 エッチング、アクアチント　紙 28.0×18.0

版画集〈解き放たれた直
線たち〉8

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×15.6
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マッタ 版画集〈解き放たれた直
線たち〉9

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×16.0

版画集〈解き放たれた直
線たち〉10

1971年 エッチング、アクアチント　紙 27.8×19.7

版画集〈解き放たれた直
線たち〉11

1971年 エッチング、アクアチント　紙 27.7×19.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉12

1971年 エッチング、アクアチント　紙 22.0×16.0

版画集〈解き放たれた直
線たち〉13

1971年 エッチング、アクアチント　紙 27.7×19.8

版画集〈解き放たれた直
線たち〉14

1971年 エッチング、アクアチント　紙 27.8×17.8

孫雅由（ソン・アーユ） 形態の消去又は距離の
位置 C83-01

1983年 ドライポイント、腐蝕、ルーレット、鉛
筆　紙

54.2×92.0

形態の消去又は距離の
位置 C83-06

1983年 ドライポイント、腐蝕　紙 54.0×100.5

形態の消去又は距離の
位置 D83-05

1983年 ドライポイント、腐蝕、グワッシュ、パ
ステル、鉛筆　紙

55.5×110.0

形態の消去又は空間測
定 D83-40

1983年 ドライポイント、アクアチント、グワッ
シュ、鉛筆　紙

54.0×94.5

形態の消去又は空間測
定 D84-01

1984年 ドライポイント、グワッシュ　紙 54.5×100.0

展示室2

■徳島ゆかりの美術

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

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

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

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

廣野像 不詳 油彩　キャンバス 41.0×31.9［河野功氏寄贈］

廣野と卓 1949年 油彩　キャンバス 91.2×72.9［河野功氏寄贈］

港の風景（仮称） 不詳 油彩　合板 70.0×89.0

佐藤省三郎 脱 油彩　キャンバス 91.0×116.0

佐野比呂志 ひとり 1970年 油彩　キャンバス 145.0×97.0［作家寄贈］

谷口董美 雪景色 1935年頃 木版　紙 20.3×33.2 *b-c［谷口幸枝氏寄贈］

腕山スロープ 1936年 木版　紙 25.1×37.8 *b-c［谷口幸枝氏寄贈］

葛橋 1936年 木版　紙 32.5×26.7 *a［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形　三番叟 1940年 木版　紙 27.3×21.2 *a［谷口幸枝氏寄贈］

讃岐富士 1940年 木版　紙 41.7×47.5 *a［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形　辯慶 1947年頃 木版　紙 45.2×37.8 *a［谷口幸枝氏寄贈］

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

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

阿波人形　みだい 1948年頃 木版　紙 26.3×20.0 *b［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形　師直 1950年頃 木版　紙 26.0×19.2 *b［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形版画　娘 1951年頃 木版　紙 14.2×9.2 *a［谷口幸枝氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

谷口董美 工房の一隅 1951-1952年頃 木版　紙 45.0×38.9 *b-c［谷口幸枝氏寄贈］

首人形と手箱 1942年 木版　紙 24.7×33.5 *d［谷口幸枝氏寄贈］

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

阿波人形　みだい 1948年頃 木版　紙 26.3×20.0 *c［谷口幸枝氏寄贈］

悪婆 1949年頃 木版　紙 24.5×17.7 *d［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形　師直 1950年頃 木版　紙 26.0×19.2 *c［谷口幸枝氏寄贈］

安宅・阿波木偶 1950年 木版　紙 54.3×39.1 *d［谷口幸枝氏寄贈］

玉三 1950-1951年頃 木版　紙 60.6×45.8 *d［谷口幸枝氏寄贈］

阿波木偶　姫・光秀 1952年頃 木版　紙 26.3×19.8 *d［谷口幸枝氏寄贈］

阿波人形　かどめ 1952年頃 木版　紙 27.0×19.9 *d［谷口幸枝氏寄贈］

富永青鱗 ビル街の魚窓 1970年 紙本着色 159.0×221.5 *b

長尾弘子 清晨 1986年 紙本着色 116.7×90.9 *b［作家寄贈］

蓮 2005年 紙本着色 100.0×72.7 *a［作家寄贈］

なす 1947年 絹本着色 56.0×76.0 *d［作家寄贈］

ひまわり 1949年 絹本着色 72.0×52.0 *d［作家寄贈］

清晨 1986年 紙本着色 116.7×90.9 *c［作家寄贈］

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

濱晶雲 砂岩の山 紙本着色 69.8×82.0 *a

林雲谿 雲山無窮 1964年 紙本墨画 93.0×84.0 *a［林正明氏寄贈］

暮秋 1964年 紙本着色 93.0×112.5 *b

剣山 1971年 紙本墨画着色 153.5×185.2 *b

村上凌雪 潮 1965年 紙本着色 89.0×119.0*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年 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年 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年 ブロンズ 138.5×265.5×147.0

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1978年 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年 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年 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年 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年 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年 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990年 黒御影石 260.0×280.0×160.0
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道北英治 かけらたち
（大地のなかま）

1991年 花崗岩 252.0×363.0×200.0

山口牧生 四角い形D 1989年 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0
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4

ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物語

◦会期

　令和元年11月23日［土・祝］-12月25日［水］（28日間）
◦休館日

　月曜日
◦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。その実践ア
イデアを恒常的な美術館活動に融合する試みとしての展
覧会シリーズ。2019年第1回の視覚障がいに続き、第2回
目のテーマは「聴覚障がいのある方にも楽しめる展示」と
した。ポスターのキャッチフレーズは「いつでもあなたが物
語る」。物語性を感じさせる所蔵作品を選び、作家の言葉
や観覧者の感想・解釈など、美術鑑賞をめぐる言葉が交
流しながら鑑賞を深めるねらいである。その際、ピクトグラ
ム、映像、手話解説、触れるツールを活用し、長文の掲示
案内や音声コミュニケーションに困難を感じる人も参加し
やすいように配慮した。

　（1）　サイン
　 　動くピクトグラム映像サインを誘導に活用した。内容は入
場前、イントロダクション、活動コーナー、作品解説ビデオの
4つの場面に計13種。モニタ大3台、卓上モニタ3台により
映写した。「あえて見える化する＋少なく簡潔にする」を主
旨に制作し、例えば挨拶文パネルをなくし映像化する一
方、基本マナーやウェルカムメッセージは改めて伝達する。
またモニタ大にはピクトグラムと合わせマナー紹介ビデオも
映写。これはアートイベントサポーターとの協働により「メモ
は鉛筆で」などの基本マナーを寸劇仕立てで見せるもの。
字幕やところどころに手話表現も交え親しみやすくした。

　（2）　掲示
　 　人が語るイメージから吹き出し風サインパネルで統一し、
コーナーごとの呼びかけ、参考となる作家の言説、観点を
示してくれる観覧者のつぶやきなどを、大小のパネルで掲
示した。

　（3）　ツール
　 　大きめの積木に手書きの言葉のシールが貼られており、
つなげて物語をつくることができる。形も樹種も様々の手触
りのよいブロックを用い、誰でも安心して手に取りたくなる外
見である。布貼りの卓上で何度でも組み替えて遊ぶ姿が
見られた。「ミッツミキ」と名付け、3つつなげて物語る遊び
方を紹介した。企画はアートイベントサポータの協力によ
る。60個のうち3分の1は点字テープを貼った。

　 　150字の短い作品紹介文の手話映像化を試み、3つの
作品について小型モニタで映写した。会場奥に「つぶやき
ボード」を用意し、観覧者が物語を書いて貼るよう誘いか
けた。

　（4）　催し
　 　前年に引き続きアートイベントサポーターとの協働により、
障がいのあるメンバーが中心となって進行する交流トーク
を実施。筆談deトーク、対話deトークの2班に分かれて行っ
た。またボディランゲージにより美術作品のイメージを共有
するワークショップや、演劇鑑賞に続いて即興で物語をつ
くるワークショップも行い、コミュニケーションの多様性を引き
出すよう試みた。

　（5）　環境
　 　前年度に作成した結界を兼ねる腰高の手すりを大型作
品前2カ所で試用。安心して観覧しやすい様子が見られ
た。触れる鑑賞用に安定した布貼り机を前年に作成した
が、今回は積木置き台として有効活用できた。グループで
の交流活動を見越してガラスケースを多用し、ゆったりと作
品を展示したところ、幼児連れの家族やグループにも好評
であった。マナー案内ビデオの常時上映は騒 し々い面もあ
り、展示室内の設置方法や音響機器の仕様をさらに検討
したい。
　 　総じて、聴覚障がい分野の協働実績が当館では充実
していることから、コミュニケーション分野の有用なアイデア
を本展で検証できた手応えがある。コロナ感染拡大防止
の観点から、触れるツールや接近して交流する活動が難
しいため、新たな展開が求められる。

◦主催

　徳島県立近代美術館
◦観覧料

　一般　　　　　200円（100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（AB判20ページ）に開催概
要を掲載。

◦入場者数

　926人
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　＊8-4「入館者数」の項を参照。
◦新聞、雑誌記事、放送番組等

　 浅野榛菜「芸術の心　バリアフリー　視覚、聴覚　頼ら
ない作品展　県立近代美術館」『読売新聞』令和元年
12月22日（徳島版）

　 浅野榛菜「阿波こぼれ話　作品の解釈　正解はない」
『読売新聞』令和元年12月22日（徳島版）
　 「朝ごはん食べた？　オープニングニュース」ケーブルテレ
ビ徳島　令和元年11月28日7:30

　 「フォーカス徳島」四国放送　令和元年12月5日18:15

　 「美術館からのエッセイ『みんなで物語ろう』」寄稿者コラム
「千言万語」11月　日本中央テレビWebサイト　令和元年
11月

◦担当者

　竹内利夫、亀井幸子
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

桂ゆき さる・かに合戦 1948年 油彩　キャンバス 90.0×115.0

絹谷幸二 蒼空のある自画像 1977年 顔彩　キャンバス 194.3×259.5

流政之 サキモリ 1988年 ブロンズ 167.0×35.5×29.5（ロビー展示）

岡本信治郎 女優の死
（マリリン・モンロー）

1964年 アクリル絵具　キャンバス 各112.1×162.1（3枚組）

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

アンソニー・グリーン 回顧作品その2－ピンポ
ン・ルーム, 1960－

1986年 油彩　キャンバス 206.6×234.0

泉茂 逃げたスペード 1955年 油彩　キャンバス 100.1×80.4

大島哲以 さうびの宴 1968年 紙本着色 135.0×180.0

日下八光 奥利根にて 1933年 水彩、インク、鉛筆　紙 82.5×58.1［作家寄贈］

秋深む 1934年 紙本着色　額装 258.0×183.0

吹田文明 青の世界（B） 1974年 木版　紙 90.7×60.8［作家寄贈］

南に散りし友に捧ぐII
（戦後50年の鎮魂詩）

1995年 木版　紙 90.0×60.0

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

星野眞吾 遙かに 1956年 紙本着色 91.6×152.8

三尾公三 女と風景 1983年 アクリル絵具　板 180.0×324.0

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

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年 油彩　合板 88.2×173.5

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

〈予兆の刻〉 II 1989年 シルクスクリーン　紙 112.0×71.0

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

〈予兆の刻〉 IV 1989年 シルクスクリーン　紙 112.0×71.0

〈予兆の刻〉 V 1989年 シルクスクリーン　紙 112.0×71.0

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

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

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

阿部展也 犬にかまれた男 1957年 油彩　ボード 90.5×72.0

高松次郎 影の自画像 1964年 ラッカー　キャンバス 65.1×53.2

鶴岡政男 男と女 1959年 鉄 110.5×68.5×20.5

展示室3

■お話しは一つ?

■絵解きしてみる。

■物語る風景

■どんなストーリー?
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

難波田龍起 不思議な国Ａ 1984年 油彩　キャンバス 94.3×163.8

福嶋敬恭 SOUL 1987年 油彩　キャンバス 220.4×123.3

SOUL 1987年 ブロンズ 192.0×80.0×36.0

山口薫 昔の顔 1958年 油彩　キャンバス 100.0×80.3

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

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

ウィフレド・ラム 我々はここにいる 1974年 油彩　キャンバス 130.2×97.6

マッタ 魂－孤独 1983年 油彩　キャンバス 66.5×46.9

海と結ばれるカップル 1983年 油彩　キャンバス 67.4×47.4

皮肉な友情 1983年 油彩　キャンバス 65.1×47.6

ミンモ・パラディーノ ものを言わぬ人 1985年 アクアチント、コラージュ　紙 156.9×87.5

34



3-2　特別展　令和元年度    

1　 文化の森総合公園開園プレ30周年、徳島新聞創刊75

周年記念
　　 「美人画の雪月花　－四季とくらし　培広庵コレクション
を中心に」展

　　 令和元年7月20日［土］-9月1日［日］

2　ニューヨーク・アートシーン
　　－ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで
　　 滋賀県立近代美術館コレクションを中心に
　　  令和元年9月14日［土］-11月4日［月・振替休日］

3　 アール・ブリュット再考3展　So Happy－やまなみ工房作
品展

　　 令和2年2月15日［土］-3月1日［日］
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文化の森総合公園開園プレ30周年

徳島新聞創刊75周年記念

「美人画の雪月花－四季とくらし　培広庵コレクションを中

心に」展

◦会期　
　令和元年7月20日［土］-9月1日［日］38日間
◦休館日　

　毎週月曜日、7月17日［水］。
　＊8月15日［木］は台風15号の接近に伴い臨時休館
　＊8月12日［月・祝］は開館
◦視点

　 　開館30周年を記念し、また令和2年度予定されていた
「文化の祭典」でもある「東京2020オリンピック・パラリン
ピック」に向けて「日本文化の発信」の機運を高めること
を目指して企画した。
　 　日本の伝統的な絵画では、風景や花鳥、肖像、歴史や
物語の場面、仏画、風俗など様々なモチーフが描かれて
きた。女性もその一つで、古くは高松塚古墳の壁画にす
でに見られ、桃山や江戸の頃の風俗画、浮世絵には多く
の作例が挙げられる。明治の終わりから大正の頃になる
と、女性の理想的で典型的な美しさを、その時代の風
俗、風潮においてとらえた「美人画」というジャンルが、日
本伝統の技法を受け継ぎながら、明治以降の近代化の
中で、新たに発展してきた「日本画」の一分野として確立
してきた。
　 　本展では、この「美人画」が最も輝きを放った大正、昭
和初期に焦点を当て、国内屈指の近代美人画コレクショ
ンとして知られる「培広庵コレクション」に、当館の所蔵作
品などを加えて紹介した。優美な作品で美人画の世界を
リードした東の鏑木清方、西の上村松園をはじめ、伊東
深水、北野恒富、紺谷光俊ら52作家、105点の作品を、
「四季－春夏秋冬」、「芸事・踊り」、「個性的な表現へ－
人間を見つめる」、「物語・歴史など」の4コーナーで構成
した。
　「四季－春夏秋冬」
　 　自然に恵まれ、寒暖の差などの気候の変化も大きい日
本では、季節は一年を通じて様々な表情を見せてくれる。
そんな四季折々の移り変わりのなかに、日本人はさまざま
な風情を見いだして、豊かな生活を送ってきた。春は散る
花を愛で、夏は浴衣で涼をとり、秋には野に遊び、冬の雪
景色にたたずむ女性たち。このコーナーでは、四季をテー

マに紹介した。
　「芸事・踊り」
　 　美人画の中には、まだ幼さの残る舞妓や、あでやかな
芸妓が描かれた作品が多く、優雅さや気品の中に秘めら
れた情熱や色気を感じさせる。また、昭和初期に徳島を
取材し、「阿波よしこの」の名手で知られた「お鯉さん」を
モデルに描いたとされる、北野恒富の〈阿波踊〉も展示し
た。

　「個性的な表現へ－人間を見つめる」
　 　美人画が最盛期となった大正から昭和初期は、画家
の個性的な表現への取り組みが拡がり、大正デカダンス
（退廃的、耽美的）とも言われた。美の基準の多様性を感
じさせる作品や、女性を人間としてリアルにとらえた表現
を集めて紹介した。
　「物語・歴史など」
　 　物語や歴史などを画題とする絵画にも美人画と言える
作品が多数見られる。『平家物語』、『太平記』、『好色
五人女』などの物語や、和歌、俳句、あるいは浄瑠璃、謡
曲など、日本の文学や芸能に想を得た絵画を紹介した。

　 　特製のアクリルケースの使用により、作品に近づいて鑑
賞することを可能にし、日本画の微妙なニュアンスを味わ
うことができた、また、出品作品には着物姿の女性が多く
描かれていることから、着物の文様をモチーフにした「ぬ
りえ」を体験できるワークスペースを常設したほか、和装
の入場者への割引なども行い、様々な側面からの関心を
呼び起こすことができた。

◦主催

　 培広庵コレクション展実行委員会、徳島県教育委員会、
徳島新聞社

◦後援

　四国放送、エフエム徳島
◦協賛

　日亜化学工業株式会社
◦観覧料

　大人　　　1,000円（800円）
　高校生　　 500円（400円）
　＊（　）内は前売り及び20名以上の団体料金。
　＊ 身体障害者手帳等の所持者とその介助者1名は無
料。

　＊小・中学生及び未就学児は無料。
　＊ 和装（着物、浴衣、阿波踊り衣装など）の方は前売り料
金。

◦関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

1
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◦印刷物等

　ポスター：B2判　カラー
　チラシ：A4判　両面カラー
◦入館者数

　7,335人
　＊8-4「入館者数」の項を参照　　
◦新聞、雑誌記事、放送番組等

　 「和の四季映す　美人画の世界　培広庵コレクション
展」『徳島新聞』令和元年1月1日　

　 「社告」『徳島新聞』令和元年5月21日　
　 「上村松園、鏑木清方ら名品105点　20日から」
　『徳島新聞』令和元年7月16日　
　 「昼のニュース」四国放送　令和元年7月20日
　 「巨匠の美人画105点　県立近代美術館で特別展」
　『徳島新聞』　令和元年7月21日　
　 「お昼のクローバー」NHK松山放送局　令和元年7月

24日
　 「フォーカス徳島」四国放送　令和元年7月24日
　 「あす講演会　北野恒富の〈阿波踊〉をめぐって」
　『徳島新聞』令和元年7月26日　
　 「きものの文様　思い思いに　消しゴムはんこ講座」『徳
島新聞』令和元年7月29日　

　 「美人画の世界　県立近代美術館展から1～5」　『徳
島新聞』令和元年7月31日、8月1日、2日、3日、5日　

　 「トレンドカフェ」ケーブルテレビ阿南　令和元年8月1日、2
日
　 「時代背景など　きものから解説」令和元年8月5日　　
『徳島新聞』
　 「ゴジカル」四国放送　令和元年8月8日
　 「美人画に見る着物　装道礼法  内山さんトーク」
　『徳島新聞』令和元年8月13日　
　 「美人画の世界を楽しもう」『週刊阿波っ子タイムス』第

293号　令和元年8月18日　
　 「偏愛　美人画コレクション」『朝日新聞大阪本社夕刊』　
令和元年8月20日　

　 「金曜フライデー」エフエム徳島　令和元年8月23日　
◦担当学芸員

　友井伸一、森芳功、宮﨑晴子
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

島崎柳塢 三世代婦女 1907（明治40）
年頃

絹本着色　軸装 129×73

桜狩り 1907（明治40）年 絹本着色　軸装 127×51

紺谷光俊 知恵詣の図 大正初期 絹本着色　軸装 125×42

尾形月耕 花見うらゝ か 明治後期 絹本着色　軸装 196×84 *a

鏑木清方 江の嶋 1927（昭和2）
年頃

絹本着色　軸装 123×42

桜狩の図 1935（昭和10）
年頃

絹本着色　軸装 127×42

岡本大更 三美春野行楽之図 1939（昭和14）年 絹本着色　軸装 125×42

池田輝方・池田蕉園 お夏 明治末頃 絹本着色　軸装（双幅） 各108×27 *b

春秋図 1915（大正4）
年頃

絹本着色　軸装（双幅） 各127×42

中村貞以 惜春 昭和20年代 絹本着色　軸装 131×42

榎本千花俊 春宵 1923（大正12）
年頃

絹本着色　軸装 137×41

谷角日沙春 送春図 1931（昭和6）
年頃

絹本着色　軸装 119×28

小早川清 春日千代 昭和初期 絹本着色　軸装 126×41

池田輝方 御代参詣 1915（大正4）
年頃

絹本着色　軸装 142×51

寺島紫明 行く春 1950（昭和25）
年頃

絹本着色　額装 39×46 *c

梶原緋佐子 蝶 1961（昭和36）年 絹本着色　額装 69×72 *c

廣島晃甫 夕暮れの春 1920（大正9）年 絹本着色　額装 198×117 *a

鏑木清方 夏姿 1939（昭和14）年 絹本着色　軸装 128.5×41.5 *a

伊東深水 薄暮 1940（昭和15）
年頃

絹本着色　軸装 137×36

紺谷光俊 更衣 大正後期 絹本着色　屏風（二曲一隻） 146×149

山村耕花 町娘・遊女 1918（大正7）
年頃

絹本着色　軸装（双幅） 各160×42

板倉星光 蛍 昭和初期 絹本着色　軸装 128×41

紺谷光俊 手鏡 大正中期 絹本着色　軸装 127×42

増原宗一 夏の宵 1926（大正15）
年頃

絹本着色　軸装 146×47

鏑木清方 翠影 1923（大正12）
年頃

絹本着色　軸装 136×50

梶原緋佐子 たそがれの庭 1931（昭和6）
年頃

絹本着色　軸装 43×51

涼風 昭和40年代 絹本着色　額装 47×53

●出品リスト

■四季
・春

・夏
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

川崎小虎 髪すき 1922（大正11）
年頃

絹本着色　額装 129×161

中村貞以 単衣の人 昭和30年代 絹本着色　額装 51×58 *c

寺島紫明 甲南夫人 1950（昭和25）
年頃

紙本着色　額装 63×60

　

山村耕花 四季図［夏の虹・秋の月］ 1918（大正7）
年頃

絹本着色　屏風（二曲一隻） 220×212

石井滴水 後の月 1907（明治40）
年頃

絹本着色　屏風（二曲一隻） 113×150

岡本大更 新涼 1932（昭和7）年 絹本着色　軸装 130×37

木谷千種 涼宵 昭和10年代 絹本着色　軸装 145×51

幸野楳嶺 今様官女図 明治初期 絹本着色　軸装 113×34

伊藤小坡 秋の夜 大正前期 絹本着色　軸装 141 ×51

中村大三郎 静思 1920（大正9）
年頃

絹本着色　軸装 151× 51

北野恒富 願いの糸 1914（大正3）
年頃

絹本着色　軸装 113×42

池田蕉園 秋思 1913（大正2）
年頃

絹本着色　軸装 141×51

岡本大更 静秋読書の図 1918（大正7）年 絹本着色　軸装 126×42

大林千萬樹 絵本見る女 1928（昭和3）
年頃

絹本着色　軸装 128×43

松浦舞雪 よそおいのまえ 1932（昭和7）年 絹本着色　軸装 126×34

鰭崎英朋 もみじ 大正中期 絹本着色　軸装 140×51

伊藤小坡 観楓美人の図 大正後期 絹本着色　軸装 130×42

三宅凰白 紅葉狩 昭和初期 絹本着色　軸装 123×27

勝田哲 秋晴 1935（昭和10）
年頃

絹本着色　軸装 126×42

鏑木清方 秋の錦 1947（昭和22）年 絹本着色　軸装 127×36

広田多津 大原女 1942（昭和17）
年頃

絹本着色　軸装 129×42

紺谷光俊 採果図 昭和初期 絹本着色　額装 200×116

菊池契月 虫撰 1930（昭和5）
年頃

絹本着色　額装 93.5×89 *a

小川雨虹 涼風 1935（昭和10）
年頃

絹本着色　軸装 45×56

中村貞以 良宵 1935（昭和10）
年頃

絹本着色　軸装 48×57

　

千種掃雲 雪の日 1912（明治45）
年頃

絹本着色　軸装 113×41

伊藤小坡 雪の朝 1930（昭和5）
年頃

絹本着色　軸装 128×42

・秋

・冬
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

島成園 雪 1925（大正14）
年頃

絹本着色　軸装 124×41

森川青坡 雪中二美人の図 昭和初期 絹本着色　軸装 190×110

木谷千種 傘の雪・吉野山 大正初期 絹本着色　屏風（二曲一隻） 各114×42

鏑木清方 初雪 1912（明治45）
年頃

絹本着色　軸装 110×41

伊東深水 積雪 1940（昭和15）
年頃

絹本着色　軸装 128×42

山川秀峰 雪 1940（昭和15）
年頃

絹本着色　軸装 57×52 *b

竹久夢二 投扇興 1917（大正6）
年頃

紙本着色　屏風（二曲一隻） 86×213

梶原緋佐子 投扇 大正後期 絹本着色　屏風（二曲一双） 各172×148 *a

大林千萬樹 新粧 1920（大正9）
年頃

絹本着色　軸装 128×43

菊池契月 羽子 1935（昭和10）年 絹本着色　軸装 131×42

元禄美人 大正末期 絹本着色　軸装 140×51

谷角日沙春 伊勢詣 昭和初期 絹本着色　額装 39×52

　

堂本印象 研遊帖 大正後期 絹本着色　額装（十二面） 各36×35

　

島成園 つづみ 1914（大正3）
年頃

絹本着色　軸装 126×41

化粧 1915（大正4）
年頃

絹本着色　軸装 129×51

微酔 大正中期 絹本着色　軸装 111×41

小早川清 名妓市丸 1933（昭和8）年 絹本着色　軸装 211×113

伊藤小坡 宴の暇 1934（昭和9）年 絹本着色　軸装 125×42

山村耕花 ほほづき 1917（大正6）年 絹本着色　軸装 127×42

山川秀峰 紅衣 1924（大正13）
年頃

絹本着色　額装 101×77

村上華岳 踊り之図 1917（大正6）年 絹本着色　軸装 118.7×41.8 *a

土田麦僊 舞妓 1916（大正5）
年頃

絹本着色　額装 73×41

小早川清 人形遣い 昭和10年代 絹本着色　軸装 119×36

廣田百豊 松風 昭和初期 絹本着色　軸装 131×43

梥本一洋 古代美人 1922（大正11）
年頃

絹本着色　軸装 114×40

山川秀峰 素踊 1931（昭和6）年 絹本着色　額装（二曲一隻） 167×122

小西長広 踊妓 1915（大正4）年 絹本着色　屏風（二曲一双） 各170×172

横尾芳月 立茶手前 1935（昭和10）
年頃

絹本着色　屏風（二曲一隻） 171×169

廣田百豊 太夫 1935（昭和10）
年頃

絹本着色　額装（四曲一隻） 91×187

■芸事・踊り

・四季
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

中村大三郎 二人舞妓 1926（大正15）年 絹本着色　軸装（双幅） 各143.2×56.5 *a

北野恒富 阿波踊 1930（昭和5）
年頃

絹本着色　軸装 120.4×56.8 *d

阿波踊之図 昭和初期 絹本着色　軸装 49.4×57 *e

三味線 昭和初期 絹本着色　軸装 61×72

　

岡本神草 傘の舞妓 1922（大正11）年 絹本着色　軸装 31×41

仮面 1927（昭和2）年 絹本着色　軸装 51×58

甲斐庄楠音 金針を持つ女 1925（大正14）
年頃

絹本着色　額装 53.8×42.5 *a

谷角日沙春 髪梳く女 大正期 絹本着色　額装 158×65 *a

岡本神草 洗い髪 1925（大正14）年 絹本着色　額装 43.2×51.2 *a

秦テルヲ 眠れる子 1923（大正12）
年頃

寒冷紗着色　額装 56.5×45 *a

甲斐庄楠音 うちは 1941（昭和16）
年頃

絹本着色　軸装 54×36

森川青坡 宵夷之図（十日戎） 大正後期 絹本着色　軸装 41×50

　

山川秀峰 安倍野 1928（昭和3）年 絹本着色　屏風（二曲一隻） 234×222

渡辺省亭 塩冶判官の妻 明治初期 絹本着色　軸装 117×41

塩冶高貞妻浴後図 1892（明治25）年 絹本着色　軸装 123×55

梶原緋佐子 桜下美人 1921（大正10）
年頃

絹本着色　軸装 144×40

堀井香坡 熊野 1928（昭和3）
年頃

絹本着色　軸装 127×27

紺谷光俊 鶯宿梅　紅梅内侍 1930（昭和5）
年頃

絹本着色　軸装 132×36

堀井香坡 朝（加賀の千代女） 昭和10年代 絹本着色　軸装 128×36

山川秀峰 鵲乃鏡 1920（大正9）
年頃

絹本着色　軸装 169×69

渡辺省亭 嵯峨野（仏御前の図） 明治後期 絹本着色　軸装 102×40

三木翠山 維新の花 1940（昭和15）
年頃

絹本着色　軸装 123×42

■個性的な表現へ　―人間を見つめる

■物語・歴史など
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ニューヨーク・アートシーン

ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで－滋賀県立

近代美術館コレクションを中心に

◦会期

　令和元年9月14日［土］-11月4日［月・振替休日］（44日間）
◦休館日

　 毎週月曜日（9月16日、9月23日、10月14日は開館）、9月17

日、9月24日、10月15日
◦視点

　 　この展覧会は、滋賀県立近代美術館が所蔵する日本
屈指のアメリカ現代美術コレクションを中心に、第二次世
界大戦後に光芒を放ったアメリカ美術を紹介したもので
ある。
　 　第二次世界大戦後、ニューヨークはパリに代わる新し
い美術の中心地となった。抽象表現主義を始め、ネオ・ダ
ダ、ポップ・アート、ミニマル・アートなど、次 と々新しい表現
がそこから生まれ、国際的な美術界をリードし、それらの
作品は、美術の概念や美術そのものを大きく変えてきた。
滋賀県立近代美術館は、これら戦後のアメリカ美術につ
いて、実際に作品を見なければわからないと考え、先駆
的に作品を収集し、優れたコレクションを築いた。

　 　この展覧会は、その滋賀県立近代美術館のコレクショ
ンを中心に、それに主に関西の美術館が所蔵するアメリ
カ美術の作品を加えた110点で構成された。当館ではそ
のうちの82点を、一部作品については前期と後期で展示
替としながら、「I. 新しいアメリカ美術-抽象表現主義」
「II.  デュシャンとその末裔－ネオ・ダダとフルクサス」「III. 

パクス・アメリカーナの夢－ポップ・アートとスーパー・リアリズ
ム」「IV. 最後の絵画－ポスト・ペインタリーアブストラクショ
ン」「V. 限界における美術－ミニマル・アートとコンセプ
チュアル・アート」「VI. ポスト・モダン以後の表現－ニュー・
ペインティングとアプロプリエーション・アート」の6つのコー
ナーに分けて紹介し、今日でも輝きを失わないそれらの作
品を徳島で見ることのできる貴重な機会となった。

◦主催

　 「ニューヨーク・アートシーン－ロスコ、ウォーホルから草間
彌生、バスキアまで　滋賀県立近代美術館コレクション
を中心に」実行委員会／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/公益財
団法人徳島県文化振興財団

◦特別協力

　滋賀県立近代美術館
◦助成

　一般財団法人地域創造
◦観覧料

　一般 　　　　　800円（640円）
　高校・大学生　　600円（480円）
　小学・中学生　　400円（320円）
　＊（　）内は20名以上の団体料金。
◦関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。
◦印刷物

　ポスター：B2判　カラー
　チラシ：A4判　両面カラー
　出品リスト：A4判4ページ（A3判二つ折り） 簡易印刷
　記念講演会チラシ：A4判片面　簡易印刷
　図録：B5判　160ページ　うちカラー112ページ
　＊ その他印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク
シート」作成の項を参照。

◦入館者数

　4,162人
　＊8-4「入館者数」の項を参照。
◦新聞、雑誌記事、放送番組等

　 「あすから県立近代美術館で企画展」徳島新聞　令和
元年9月13日　朝刊　文化面

　 「ウォーホルなど80点」徳島新聞　令和元年9月15日　
朝刊　地域総合面

　 「フォーカス徳島」四国放送　令和元年9月18日
　 「トレンド・カフェ」テレビあなん　令和元年9月19日
　 「らぶ！らぶ！徳島（ニュース）」ケーブルテレビ徳島　令和
元年9月25日

　 「朝ごはん食べた？」ケーブルテレビ徳島　令和元年10

月11日
　 「県立近代美術館であす講演会」徳島新聞　令和元
年10月13日　朝刊　文化面

　 「NHKニュース四国」NHK徳島放送局　令和元年10

月14日　（黒岩氏講演会を紹介）
　 「美術館からのエッセイ　アメリカ美術が眩しかったころ」
『寄稿者コラム　千言万語　10月』日本中央テレビWeb

サイト　令和元年10月
◦担当学芸員

　安達一樹、江川佳秀、吉原美惠子

2
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◦出品リスト

　 作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法
（cm）、所蔵者。
　 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。
　 会期中に展示替を行った。寸法横に*aを付したものは10

月14日［月・祝］まで、*bを付したものは10月16日［水］から
展示した。
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者名

アーシル・ゴーキー 無題（バージニア風景） 1943-44年頃 油彩、キャンバス 86.4×116.8 滋賀県立
近代美術館

マーク・ロスコ 無題 1944年 水彩、紙 65.0×99.0 *a 国立国際美術館

ボトル・グリーンと深い赤 1958年 油彩、キャンバス 205.7×127.0 大阪中之島
美術館

ナンバー 28 1962年 油彩、キャンバス 205.8×193.5 滋賀県立
近代美術館

ジャクソン・ポロック 無題 1944年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

29.9×25.1 *a 滋賀県立
近代美術館

無題 1944年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

30.0×25.1 *a 滋賀県立
近代美術館

無題 1944年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

29.7×22.5 *a 滋賀県立
近代美術館

無題 1944-45年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

37.3×45.2 *b 滋賀県立
近代美術館

無題 1944-45年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

22.7×30.1 *b 滋賀県立
近代美術館

無題 1944-45年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

30.0×22.7 *a 滋賀県立
近代美術館

無題 1944-45年頃 エングレーヴィング、ドライポイント、
紙（後刷り1967年）

39.7×60.2 *b 滋賀県立
近代美術館

Number 7, 1951 1951年 シルクスクリーン、
紙（後刷り1964年）

74.0×58.4 *a 高松市美術館

Number 8, 1951 Black
Flowing

1951年 シルクスクリーン、
紙（後刷り1964年）

74.0×58.4 *a 高松市美術館

Number 9, 1951 1951年 シルクスクリーン、
紙（後刷り1964年）

74.0×58.4 *a 高松市美術館

Number 19, 1951 1951年 シルクスクリーン、
紙（後刷り1964年）

74.0×58.4 *b 高松市美術館

Number 22, 1951 1951年 シルクスクリーン、
紙（後刷り1964年）

74.0×58.4 *b 高松市美術館

Number 27, 1951 1951年 シルクスクリーン、
紙（後刷り1964年）

74.0×58.4 *b 高松市美術館

バーネット・ニューマン 夜の女王 I 1951年 油彩、キャンバス 244.0×48.0 国立国際美術館

無題 1966年 シルクスクリーン、
紙（板､アクリル）

124.1×12.6 滋賀県立
近代美術館

アド・ラインハート トリプティック 1960年 油彩、キャンバス 228.6×76.2 滋賀県立
近代美術館

無題 1966年 シルクスクリーン、
紙（10点組）

53.4×14.9 滋賀県立
近代美術館

無題 1966年 シルクスクリーン、紙（10点組） 30.5×30.5 滋賀県立
近代美術館

無題 1966年 シルクスクリーン、紙（10点組） 53.2×17.8 滋賀県立
近代美術館

無題 1966年 シルクスクリーン、紙（10点組） 30.5×30.5 滋賀県立
近代美術館

●出品リスト

I. 新しいアメリカ絵画 ―抽象表現主義
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者名

サイ・トゥオンブリー マグダでの10日の待機 1963年 鉛筆、クレヨン、油彩、キャンバス 100.0×104.1 国立国際美術館

ウィレム・デ・クーニング 水 1970年 油彩、紙、キャンバス 107.0×81.0 国立国際美術館

頭No.3 1973年 ブロンズ h.49.0 徳島県立
近代美術館

マルセル・デュシャン 瓶乾燥機 1914/64年 瓶乾燥機（鉄）/レディメイド（シュ
ヴァルツ版 ed.6/8）

h.64.2 京都国立
近代美術館

折れた腕の前に 1915/64年 雪掻きシャベル（鉄、木）/レディメ
イド（シュヴァルツ版 ed.6/8）

h.132.0 京都国立
近代美術館

泉 1917/64年 小便器（磁器）/レディメイド（シュ
ヴァルツ版 ed.6/8）

36.0×48.0×61.0 京都国立
近代美術館

ジャスパー・ジョーンズ 旗 1960-69年 鉛 48.2×53.4 *b 和歌山県立
近代美術館

ハトラス 1963年 リトグラフ、紙 104.1×73.7 *a 高松市美術館

ナンバーズ 1967年 リトグラフ、紙 71.1×60.5 *b 高松市美術館

ウォッチマン 1967年 リトグラフ、紙 91.5×60.5 *b 高松市美術館

0から9 1970年 鉛 76.2×59.7 *a 国立近代美術館

旗 I 1973年 シルクスクリーン、紙 69.5×90.2 *a 高松市美術館

ロバート・ラウシェンバーグ アクシデント 1963年 リトグラフ、紙 105.0×74.5 滋賀県立
近代美術館

スカイ・ガーデン 1969年 リトグラフ、シルクスクリーン、紙 225.2×106.9 *a 和歌山県立
近代美術館

カードバード・ドア 1971年 段ボール、コラージュ 203.0×101.0×32.5 滋賀県立
近代美術館

ミュール 1974年 トランスファー、コラージュ、布 168.0×94.2 *b 滋賀県立
近代美術館

荒川修作 無題 1964年 油彩、キャンバス 225.0×162.7 和歌山県立
近代美術館

ジョン・ケージ Déreau #9 1982年 エッチング、フォトエッチング、エン
グレーヴィング、ドライポイント、アク
アチント、紙

46.0×63.2 和歌山県立
近代美術館

Déreau #13 1982年 エッチング、フォトエッチング、エン
グレーヴィング、ドライポイント、アク
アチント、紙

46.0×63.2 和歌山県立
近代美術館

フルクサス関連資料 フルクサス cc V TRE No.1 1964年 印刷、紙 58.6×45.9 *a 国立国際美術館

フルクサス cc V TRE No.2 1964年 印刷、紙 58.6×46.0 *b 国立国際美術館

フルクサス cc V TRE No.3
（持ち主不明の鞄）

1964年 印刷、紙 57.3×44.5 *a 国立国際美術館

フルクサス 1 1964年以降 ミクストメディア、木箱 22.4×24.0×5.4 *b 国立国際美術館

フルクサス V TRE No.5
（台形の真空）

1965年 印刷、紙 56.0×43.1 *b 国立国際美術館

フルクサス関連資料 フルクサス V TRE No.6
（大道芸トーナメント）

1965年 印刷、紙 56.1×43.3 *b 国立国際美術館

フルクサス・プレビュー・レビュー 1963年 印刷、紙 166.0×9.9 *a 国立国際美術館

ジョージ・マチューナス フルクサス（歴史的展開
とアヴァンギャルド運動と
の関係）

1965年頃 オフセット、紙 43.3×14.3 *a 国立国際美術館

Ⅱ. デュシャンとその末裔 ―ネオ･ダダとフルクサス
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者名

塩見允枝子 スペイシャル・ポエム No.1
｢ことばのイヴェント｣

1964/2004年 77本の旗（印刷、紙、金属ピン）、 
紙製ボード（フェルトペン、ポリスチ
レンフォーム、紙）、プラスチック
ケース

2.2×45.7×30.1 *a 国立国際美術館

トム・ウェッセルマン グレート･アメリカン･ヌード
 #6

1961年 ミクストメディア、コラージュ、板 121.9×121.9 滋賀県立
近代美術館

シースケープ #8 1966年 アクリル、キャンバス 172.9×106.8 和歌山県立
近代美術館

ロイ・リクテンスタイン クラック! 1964年 オフセットリトグラフ、紙 47.2×68.7 *a 和歌山県立
近代美術館

スイート・ドリームス､
ベイビー!

1965年 シルクスクリーン、紙 90.4×64.5 *a 和歌山県立
近代美術館

夢想 1965年 シルクスクリーン、紙 69.2×58.0 *b 和歌山県立
近代美術館

アンディ・ウォーホル マリリン 1967年 シルクスクリーン、紙（10点組） 各:91.5×91.5 滋賀県立
近代美術館

キャンベル･スープ II 1969年 シルクスクリーン、紙（10点組） 各:88.9×58.4 和歌山県立
近代美術館

チャック・クロース ジョー 1969年 アクリル、ジェッソ、 キャンバス 275.0×214.5 大阪中之島
美術館

ジョージ・シーガル コーヒーを注ぐウェイトレス 1973年 石膏、木、金属、磁器、プラスチック 243.0×107.0×86.0 滋賀県立
近代美術館

ジェームズ・ローゼンクイスト マリリン 1974年 リトグラフ、紙 90.5×69.2 *b 高松市美術館

モーリス・ルイス ダレット・ペー 1959年 アクリル、キャンバス 234.0×367.5 滋賀県立
近代美術館

ケネス・ノーランド カドミウム・レイディアンス 1963年 油彩、キャンバス 237.0×241.0 滋賀県立
近代美術館

フランク・ステラ イスファハーン 1967年 アクリル、キャンバス 306.0×611.5 滋賀県立
近代美術館

グレー・スクランブル XII
ダブル

1968年 アクリル、キャンバス 175.3×350.3 国立国際美術館

フランク・ステラ ゲッティ廟
（第1ヴァージョン）

1959年 エナメル、キャンバス 215.0×245.0 大阪中之島
美術館

草間彌生 アキュミュレーション 1960年 油彩、キャンバス 162.6×522.0 大阪中之島
美術館

桑山忠明 Untitled 1968年 アクリル、キャンバス 222.0×85.0 国立国際美術館

カール・アンドレ Zinc-Zinc Plain 1969年 亜鉛板 各:30.5×30.5×1.0 
全体:183.0×183.0
×1.0

滋賀県立
近代美術館

ドナルド・ジャッド 無題（プログレッション） 1969/70年 真鍮、アノダイズドアルミニウム 15.6×281.3×15.2 大阪中之島
美術館

無題 1988年 彩色アルミニウム 30.0×210.4×30.0 和歌山県立
近代美術館

Ⅲ. パクス･アメリカーナの夢 ―ポップ･アートとスーパー･リアリズム

Ⅳ. 最後の絵画 ―ポスト･ペインタリーアブストラクション

Ⅴ. 限界における美術 ―ミニマル･アートとコンセプチュアル･アート

46



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者名

ロバート・モリス 無題 1972年 フェルト 176.0×250.0 滋賀県立
近代美術館

ソル・ルウィット ストラクチャー
（正方形として1,2,3,4,5）

1978-80年 木製、白塗り 97.0×325.0×325.0 滋賀県立
近代美術館

アグネス・マーチン 無題 #10 1988年 アクリル、鉛筆、キャンバス 183.0×183.0 国立国際美術館

河原温 MAR. 27. 1989 Today
シリーズ（1966-2013）より

1989年 アクリル、キャンバス 45.7×61.0 *a 滋賀県立
近代美術館

SEPT. 27. 1992 Today
シリーズ（1966－2013）より

1992年 アクリル、キャンバス 45.7×61.0 *b 滋賀県立
近代美術館

ジョナサン・ボロフスキー ブリーフケースを持つ人 1980-82年 アルミニウム 226.7×90.2×0.7 滋賀県立
近代美術館

シンディ・シャーマン 無題 #131 1983年 タイプCプリント 241.5×115.0 *a 和歌山県立
近代美術館

無題 #128 1983年 タイプCプリント 175.5×115.0 *b 和歌山県立
近代美術館

ジャン＝ミシェル・バスキア 無題 1983年 シルクスクリーン、キャンバス 146.0×192.0 和歌山県立
近代美術館

フェリックス・ゴンザレス＝トレス無題（ラスト・ライト） 1993年 電球、ソケット、電気コード、スイッチ サイズ可変 国立国際美術館

Ⅵ. ポスト･モダン以後の表現 ―ニュー･ペインティングとアプロプリエーション･アート
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アール・ブリュット再考３　So Happy －やまなみ工房作品

展

◦会期

　令和2年2月15日［土］-3月1日［日］（14日間）
◦休館日

　毎週月曜日（2月24日は開館）、2月25日
◦視点

　 　この展覧会は、滋賀県甲賀市にある「やまなみ工房」
に通う人たちの作品を紹介するものである。やまなみ工房
に通う人たちは、鉛筆やマーカー、墨汁などによる描画、
粘土や紙を使った造形、刺繍を始めとする糸や布を素材
とした作品など、それぞれの人が自分の好きな素材や得
意な技法で表現活動を行っており、ここから生まれた作
品は、国内外で高く評価され、スイスのアール・ブリュット美
術館をはじめ、各地の美術館に収蔵されている。

　 　ここでは、「それぞれ」をキーワードに、その多様性を
テーマとした。やまなみ工房は、作品に表れるその人の本
質を大切にし、感性や豊かさについて考え、それぞれの
可能性、そしてHappyが無限に広がることを目指すとして
いる。それぞれの人が自分らしく過ごす日々の中から生み
出された多様な色やカタチは、「アール・ブリュット」の意義
を再考する契機となると考えた。

◦主催

　 徳島県/徳島県立近代美術館/徳島県障がい者芸術・
文化活動支援センター

◦特別協力

　社会福祉法人やまなみ会 やまなみ工房
◦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

　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4ページ（A3判二つ折り） 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

　1,438人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。
◦新聞、雑誌記事、放送番組等

　 「個性豊かな独自表現　近代美術館で障害者作品展」
徳島新聞　令和2年3月1日　朝刊　地域総合面

　 「美術館からのエッセイ　アールブリュット再考展」『寄
稿者コラム　千言万語　2月』日本中央テレビWebサイト　
令和2年2月

◦担当学芸員

　安達一樹、吉川神津夫
◦出品リスト

　作家は五十音順。
　 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
×奥行きを原則とします。
　所蔵は全てやまなみ工房です。

3
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

池上菜々 ノミとエイリアン 2019 ミシン糸､フェルト 52.0×19.0

アヒルきせいちゅう 2019 刺繍糸､フェルト 41.0×36.0

井野友貴 タイトル不明 2018 ペン　画用紙 76.5×108.5

井上優 ダンスしている人 2019 鉛筆　紙 152.0×200.5

うし 2019 鉛筆　紙 152.0×200.0

井村ももか 赤い玉 2014 糸､布､ボタン 18.0×16.0×11.0

赤い玉 2014 糸､布､ボタン 18.0×15.0×7.0

赤い玉 2014 糸､布､ボタン 18.0×15.0×7.0

水色の玉 2014 糸､布､ボタン 22.0×18.0×7.0

青色の玉 2014 糸､布､ボタン 17.0×16.5×8.5

白い玉 2016 糸､布､ボタン 12.5×8.0×6.0

赤い玉 2014 糸､布､ボタン 19.5×18.0×7.5

茶色の玉 2016 糸､布､ボタン 13.0×9.0×4.0

茶色の玉 2016 糸､布､ボタン 14.0×9.0×6.0

紫色の玉 2016 糸､布､ボタン 16.0×9.5×5.0

ピンクの玉 2016 糸､布､ボタン 12.0×7.0×6.0

赤い玉 2016 糸､布､ボタン 10.5×10.0×5.0

ピンクの玉 2016 糸､布､ボタン 8.5×5.0×5.0

紫色の玉 2016 糸､布､ボタン 11.0×7.0×5.0

オレンジの玉 2017 糸､布､ボタン 15.0×11.1×7.5

赤色の玉 2017 糸､布､ボタン 23.0×10.0×7.0

赤色の玉 2017 糸､布､ボタン 13.0×16.0×8.5

黄緑の玉 2017 糸､布､ボタン 13.0×11.0×5.0

緑の玉 2017 糸､布､ボタン 15.5×13.0×8.5

青色の玉 2017 糸､布､ボタン 14.5×9.5×7.0

水色の玉 2017 糸､布､ボタン 9.0×9.0×5.5

黄色の玉 2018 糸､布､ボタン 14.8×5.4×5.0

緑色の玉 2018 糸､布､ボタン 13.5×5.7×5.8

オレンジ色の玉 2018 糸､布､ボタン 18.4×9.4×6.0

ピンク色の玉 2018 糸､布､ボタン 12.4×8.4×3.0

オレンジの玉 2017 糸､布､ボタン 18.0×9.0×7.0

岩瀬俊一 きれいなお姉さん 2014 水彩顔料ペン　紙 76.7×108.7

鵜飼裕之 タイトル不明 2018 アクリル絵の具　紙 54.1×76.3

タイトル不明 2019 ボールペン　紙 27.5×39.6

鵜飼結一朗 船 2020 マーカーペン､色鉛筆　ボール紙 73.5×82.5

Emi 鳥 2018 絵の具　紙 72.5×91.0×2.5

大路裕也 部屋の中 2017 水性ペン（ラメ入り　紙 76.7×54.4

大原菜穂子 菜穂子地蔵 1992- 陶土 3.0×3.5×3.0ほか

大家美咲 お城 2019 色鉛筆　画用紙 39.2×54.2

●出品リスト
アール・ブリュット再考3
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

岡元俊雄 女の人 2014 墨汁　紙 108.7×76.7

小川翔陽 ふみきり 2018 ボールペン　紙 13.5×38.0

やまなみこうぼう 2019 ボールペン　紙 13.5×19.0

加賀谷圭太 サカナ 2019 水性顔料マーカー､
アクリル絵の具　キャンバス

45.5×38.2

鎌江一美 まさとさん 2009 陶土 28.0×29.0×52.0

ピクニックで一緒にお弁当
を食べているまさとさん

2016 陶土 10.0×28.0×55.0

河合由美子 まる 2019 綿刺繍糸､綿布 38.0×42.5

川中琴樹 タイトルなし 2017 水彩絵の具　画用紙 39.2×54.2

川原直樹 なおき 2019 ポスターカラーペン､油性ペン
色画用紙

39.2×54.2

川邊紘子 女の人 2019 水性ペン､色鉛筆　紙 55.0×75.0

木村圭吾 電車 2016 色鉛筆､ジェッソ　障子紙 28.2×460.0

熊田史康 トイレ 2011 ペン　段ボール､折り紙､画用紙､
ビニール

31.0×73.0×30.0

栗田淳一 無題 2019 ペン　粘着テープ､布 171.0×130.0

神山亜津美 プレゼント 2019 ペン､コピックペン　紙 30.0×21.2

神山美智子 犬と散歩 2019 ペン　木製パネル 38.0×45.5

齋藤志保 カメレオン 2015 ポスターカラー　画用紙 39.2×54.2

酒井美穂子 サッポロ一番しょうゆ味 2019 袋麺

清水千秋 マツコデラックス 2015 綿刺繍糸　綿布 62.0×43.0

城谷明子 きれいなお姉さん 2015 ボールペン　紙 54.4×76.7

杉本かほる タイトル不明 2019 粘土 23.0×11.0

瀬古美鈴 花火 2019 水彩絵の具　画用紙 39.2×54.2

竹口和 にぎやかなお父さんとお母さん 2017 ペン　紙 38.0×54.0

KATSU ウォールストリート 2014 アクリル絵の具､マーカーペン
キャンバス

91.0×72.7

戦艦大和 2018 ペン　布テープ、厚紙、セロハンテープ、
カラーテープ、タコ糸

56.0×270.0×30.0

多田孝佑 タイトル不明 2018 ペン　紙 39.7×24.0

田中乃理子 五色の色とその他の色 2006 綿刺繍糸､綿布 67.0×73.0

田中睦美 裸の女の人 2019 色鉛筆､鉛筆､ペン､マーカー
クラフト紙

54.5×76.8

田村拓也 女の人 2014 マーカーペン　紙 108.7×76.7

堤将人 タイトル不明 2017 マーブリング絵の具　紙 54.4×76.7

中尾紀敦 タイトル不明 2019 ペン　紙 39.0×54.5

タイトル不明 2019 ペン　紙 39.0×54.5

中尾涼 タイトル不明 2019 アクリル絵の具､墨　画用紙 39.7×54.0

中川ももこ ももこ 2018 マーカー　紙 54.3×76.7

タイトル不明 2019 インスタントコーヒー、
アクリル絵の具　紙

54.4×76.7

まる 2019 水彩絵の具、ボールペン　紙 54.2×76.7
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

西出加奈 タイトル不明 2019 マスキングテープ　箱 35.8×26.5×3.1

タイトル不明 2019 マスキングテープ　箱 16.0×16.0×2.7

西出貴人 はたらくくるま 2019 カラーペン､絵の具､テープ
段ボール

16.0×12.0×84.0

はたらくくるま 2019 カラーペン､絵の具､テープ
段ボール

13.0×13.0×52.0

はたらくくるま 2019 カラーペン､絵の具､テープ
段ボール

13.0×13.0×52.0

西橋直樹 たこやき 2013 コピック　紙 25.1×35.1

冷凍たこやき 2013 コピック　紙 25.1×35.1

西本凌也 タイトル不明 2017 ペン､新聞紙　紙 21.5×30.0

タイトル不明 2017 ペン､紙 21.5×30.0

タイトル不明 2017 ペン､新聞紙　紙 21.5×30.0

服部初佳 いろいろ 2019 ポスターカラー　画用紙 54.2×76.5

いろいろ 2019 色鉛筆､ジェッソ　箱 21.5×22.0×6.0

いろいろ 2020 色鉛筆､ジェッソ　箱 10.0×22.3×6.7

いろいろ 2019 色鉛筆､ジェッソ　箱 29.0×31.5×6.0

林口勲 原 辰徳 2019 ペン　紙 54.3×76.8

冨士川義晃 タイトル不明 2012 陶土 42.0×32.0×21.0

三井啓吾 ふうせん 1994 クレヨン　紙 38.0×54.0

宮下幸士 英語 2016 鉛筆､クレヨン　紙 76.7×108.7

森雅樹 マゾンナ/
トリッピイ･サンシャイン

2018 ペン　紙 38.0×54.0

A･シュニトケ/
弦楽三重奏曲

2019 ボールペン､水彩絵の具　紙 38.2×54.2

森田郷士 点と線 2016 ボールペン､水彩絵の具､鉛筆
画用紙

76.5×54.5

山際正己 正己地蔵 1992 陶土 2.0×1.0×1.0ほか

山崎菜那 Yシャツ 2016 糸　布 49.0×51.0

Yシャツ 2019 毛糸　布 79.0×60.0

山根孝文 タイトル不明 2019 アクリル絵の具　画用紙 37.7×54.0

山本愛 かお 2014 陶土 37.0×36.0×36.0

YURIKA タイトルなし 2017 ボールペン　画用紙 39.2×54.2

横井佑 うさぎ 2018 絵の具　石 32.0×21.0×7.5ほか

吉川秀昭 目･目･鼻･口 2017- 陶土 41.0×10.5×10.0ほか

吉田楓馬 闇男 2018 絵の具､ペン　紙 108.7×76.7

吉田陸人 タイトル不明 2019 ポスターカラーペン　冊子 36.3×25.5×0.3

タイトル不明 2017-2019 ポスターカラーペン　雑誌 29.8×23.3×0.8

タイトル不明 2019 ポスターカラーペン　冊子 36.3×25.6×0.4

※所蔵は全て、やまなみ工房。
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◦概要

　 　様々な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11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、写真など40組、
「パフォーマンス部門」に音楽、ダンス、演芸など16組が
参加した。

　 　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、各部門の受賞者による3月の受賞者発表会について
は展示部門のみを実施し、パフォーマンス部門は中止し
た。また2020年4月～5月に予定していた県内二カ所での
巡回展も中止した。

1　フリースペース　チャレンジとくしま芸術祭2020

　○「展示部門」：令和2（2020）年1月15日［水］～26日［日］
9:30～17:00

　　 （20日［月］は休館。26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」：令和2（2020）年1月19日［日］　

10:05～16:40

　　 ※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」：令和2（2020）年1月26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：令和2年3月14日［土］15日［日］9:30～17:00

（15日は16:30まで）
　　徳島県立近代美術館展示室3 （2F）
　　 ※パフォーマンス部門（3月15日［日］徳島県立二十一

世紀館イベントホール）は中止。
◦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　令和元（2019）年8月1日［木］～10月
31日［木］［必着］ 

　（2）　参加者数
　 「展示部門」　40組：応募数51組　定員42組（キャンセ
ル2組）
　 「パフォーマンス部門」　16組：応募数21組　定員18組
（キャンセル2組）
　 ※参加者説明会・公開抽選会（令和元年11月10日）にお
いて抽選により決定。

◦印刷物

　募集要項：A3二つ折り、A4挟み込み
　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　1ページ
◦入場者数

　2,501名、受賞者発表会204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」「個々の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

3-3　フリースペース
チャレンジとくしま芸術祭2020
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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1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　
　　　中村　章人　徳島県立近代美術館長

　＊審査委員長
　　　内藤　　隆　鳴門教育大学  教授
　　　佐原　　理　徳島大学  准教授
　　　大和たきみ　フリーアナウンサー
　　　吉川神津夫　徳島県立近代美術館  上席学芸員

　　○パフォーマンス部門
　　　脇田　　亮　 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
　　　増田　篤志　四国大学短期大学部教授
　　　森　　惠子　 公益財団法人 阿波人形浄瑠璃振

興会会長
　　　カタタチサト　ダンサー・演出家
　　　橋本　真味　 徳島新聞社事業局　地域連携推

進室 

◦受賞者・受賞作品

　○展示部門
　　【グランプリ】
　　早渕　太亮（インスタレーション）
　　〈夜をつくる〉　2019年　布、LED、木
　　｛受賞理由｝
　　 　中をのぞき込むと夜の世界がどこまでも続いていると

いう意外性に加えて、その再現度の高さに心を動かさ
れた。

　
　　【準グランプリ】
　　West Rick（彫刻） 
　　〈メデゥーサ〉　2019年12月　すべて発泡スチロール
　　［受賞理由］
　　 　展示空間全体を表現の場として活用していた。ま

た、細部にわたって作り込まれた作品からは、費やした
時間や労力が想像された。

　　【チャレンジ奨励賞】
　　タケダナオユキ（絵画･彫刻）
　　〈H&R2019〉　 2019年　（ロール）キャンバス、色鉛

筆、油絵具、オイルクレヨン、油性ペン、
塩ビ敷物、コーキングシリコン、段ボー
ル

　　［受賞理由］
　　 　鑑賞者が壁面に貼った多数のシールと、自身の絵

画が調和し、見応えのある作品空間ができあがってい
る。

　　【チャレンジ奨励賞】
　　ALYSSA（ピンストライプ）
　　〈Pick your poison〉　 2019年　ウッドパネル、エナメル

ペイント/ほか6点
　　［受賞理由］
　　 　異文化で育んだ感性により、伝統にとらわれずに創

作を行っている。今後も表現の多様性の幅を広げてほ
しいという期待を込めて。

　　【チャレンジ奨励賞】
　　ハルトメイト（紙でインスタレーション）
　　〈博物館〉　2019年　紙　テープなど
　　［受賞理由］
　　 　こども二人の作品をお母さんが構成し、ひとつの作

品を作り上げるという手法から、温かい家族の姿が見
えてくる。

　
　　【MIP賞】
　　iʼm girl.（絵画）
　　〈女の子〉　 2015年～　コピー用紙、ボールペン、アク

リル絵具/ほか　
　　［受賞理由］
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　　 　対照的な作風の2人がそれぞれ独自の美的感性を
表現している。今後の活躍に期待する。

　○パフォーマンス部門
　　【グランプリ】
　　劇団　夢創（音楽･ダンス）
　　［受賞理由］
　　 　笑顔で楽しそうに、自信を持って演じていることが伝

わってきた。自然体でさわやかな印象を受けた。

　　【準グランプリ】
　　Yayo（ダンス）
　　［受賞理由］
　　 　自分の技量を精一杯使い、等身大の表現に真摯に

取り組んでいる姿勢が共感を呼んだ。

　　【チャレンジ奨励賞】
　　だいきち（大道芸）
　　［受賞理由］
　　 　日本に古くから伝わる手品・奇術の「手妻」（てづま）

に着目し、工夫と探究心のあとが見られた。未熟な点も
あるが、みずみずしい将来性を感じた。

　
　　【チャレンジ奨励賞】
　　手話カフェ“ゆびっち®”（おどりとダンス）
　　［受賞理由］
　　 　手話で表現することを共に楽しもうとする姿勢に、好

感と可能性を覚えた。手話の楽しさを感じさせてくれ
た。

　　【MIP賞】　該当なし。

◦受賞者発表会　出品・出演一覧

　○展示部門
　　・グランプリ
　　　早渕　太亮 

　　　〈よるをつくる〉　 2019年　布、木、LED、鏡、樹脂/

〈対話〉　2018年　和紙、LED、樹
脂/〈つもる〉　2020年　木、LED、
樹脂

　
　　・準グランプリ
　　　West Rick

　　　〈メデゥーサ〉　2019年12月　全て発泡スチロール

　　・チャレンジ奨励賞
　　　タケダナオユキ
　　　〈H&R2019～2020〉　 2019-20年　絵画、彫刻 プ

ラスチック板、プラダンなど/

〈壁面床デザイン構想〉　
2020年/〈モニュメント構想〉　
2020年

　　　ALYSSA

　　　〈Mｙ works〉　2019年　エナメルペイント

　　　ハルトメイト
　　　〈ハクブツカン〉　2019年　紙、和紙テープ

　　・MIP賞
　　　iʼm girl.

　　　〈女の子〉　 2015年-　コピー用紙、ボールペン、アク
リル絵具/〈みててくれてありがとう〉　
2019年　段ボール、クレパス/〈わかって
くれている〉　2019年　クラフト用紙、ク
レパス、アクリル絵具、インク/〈my 

friend〉2020年　クラフト用紙、クレパ
ス、アクリル絵具、インク

　○パフォーマンス部門（中止）

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止
となりました。
　（1）　阿南市文化会館夢ホール
　　 ［展示部門］　 会 期：2020年4月19日［日］～4月25日［ 土 ］　

22日［水］休館　
　　 ［パフォーマンス部門］：4月25日［土］13:30～　
　（2）　阿波市交流防災拠点施設アエルワ
　　 ［展示部門］　 会期：2020年5月10日［日］～5月16日

［土］　12日［火］休館
　　 ［パフォーマンス部門］：5月16日［土］14：00～
◦主催

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

2　フリースペース　チャレンジとくしま芸術祭2020
  　県内巡回展
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◦印刷物

　チラシ：A4判
◦効果と問題点

　 　応募者数は定員を上回り、参加者は抽選となったが、
直前のキャンセルが各部門2組ずつ出たことから、参加
者数は定員を下回る結果となった。理由に一つには、高
校生の模擬試験の日程との重なりがあった。事前に把握
することは困難ではあるが、日程の設定に工夫が求めら
れる。参加者の傾向としては、常連、初挑戦、数年ぶりの
参加、別のジャンルへの参加、グループを組んでの再挑
戦など、多彩な顔触れとなり、初参加も半数近くを占めて、
いいバランスを維持している。新型コロナウィルス感染症
の影響で、残念ながら受賞者発表会（パフォーマンス部
門）と県内巡回展が中止となった。感染症対策を行いな
がら表現の発表の場を維持していけるように、より一層の
工夫が必要である。

◦新聞・雑誌記事・放送番組等

　 「チャレンジとくしま芸術祭　参加者募集」『徳島新聞』
令和元年8月1日

　 「絵画・オブジェ90点　チャレンジ芸術祭始まる」『徳島
新聞』令和2年1月16日

　 「朝ごはん食べた？」ケーブルテレビ徳島　令和2年1月
21日

　 「チャレンジとくしま芸術祭　気鋭の表現者　発掘11年」
『徳島新聞夕刊』令和2年1月23日
　 「B-STEP TALKING」エフエムびざん　令和2年1月14

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　令和2年2月22日
　 「チャレンジとくしま芸術祭2019　パフォーマンス部門」　
日本中央テレビ　令和2年2月27、28日
　 「もっとOUR徳島＋」令和2年1月号（You Tube）
◦担当学芸員

　友井伸一、宮﨑晴子
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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。

4-1　美術館教育

1　所蔵作品展に関連した催し

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（１）徳島のコレクション２０１９年度第１期

1 平成31年4月29日［月・祝］
14:00-14:45

学芸員による展示解説「郭徳俊の版画」 吉原美惠子（上席学芸員） 23名 展示室3

2 令和元年5月3日［金・祝］
14:00-14:45

学芸員による展示解説「新収蔵のコレク
ション」

吉原美惠子（上席学芸員） 3名 展示室1

3 令和元年5月12日［日］
14:00-14:45

作家によるトーク「郭徳俊にきく」 郭徳俊（出品作家） 15名 展示室3

4 令和元年5月26日［日］
14:00-14:45

学芸員による展示解説「郭徳俊の版画」 吉原美惠子（上席学芸員） 6名 展示室3

5 令和元年6月16日［日］
14:00-14:46

学芸員による展示解説「新収蔵のコレク
ション」

吉原美惠子（上席学芸員） 15名 展示室1

（２）徳島のコレクション２０１９年度第２期

6 令和元年7月14日［日］
14:00-14:45

学芸員による展示解説「河井清一と明
治期・徳島の若者文化」

江川佳秀（主席） 1名 展示室1

7 令和元年9月1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） 13名 展示室1

8 令和元年9月16日［月・祝］
14:00-14:45

展示解説「明治の徳島画人」 江川佳秀（主席） 3名 展示室1

9 令和元年10月22日［火・祝］
14:00-14:45

展示解説「明治の徳島画人」 江川佳秀（主席） 5名 展示室1

（３）徳島のコレクション２０１９年度第３期

10 令和元年11月17日［日］
14:00-14:45

展示解説「徳島のコレクション」 江川佳秀（主席） 5名 展示室1

11 令和元年11月24日［日］
14:00-14:45

展示解説　特集「生きてゆくこと」 吉原美惠子（上席学芸員） 2名 展示室1
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開催日時 行事名 講師 参加者 場所

12 令和元年12月15日［日］
14:00-14:45

展示解説　特集「生きてゆくこと」 吉原美惠子（上席学芸員） 7名 展示室1

13 令和2年2月2日［日］
14:00-14:45

展示解説「徳島のコレクション」 江川佳秀（主席） 1名 展示室1

14 令和2年2月23日［日・祝］
13:00-13:45

展示解説「現代美術と写真」 吉川神津夫（上席学芸員） 4名 展示室1

（４）ユニバーサル美術館

15 令和元年11月23日［土・祝］
10:00-12:00

みんなで語る鑑賞ツアー（手話通訳つき
の会）

近代美術館スタッフ＆アートイベント
サポーター
竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

8名 展示室2

16 令和元年11月23日［土・祝］
14:00-15:00

みんなで語る鑑賞ツアー（色々な方法で
語る会）

近代美術館スタッフ＆アートイベント
サポーター
竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

8名 展示室3

17 令和元年11月28日［木］
10:00-11:00

ベビーカーアワー 近代美術館スタッフ＆アートイベント
サポーター

14名 展示室3

18 令和元年12月5日［木］
10:00-11:00

ベビーカーアワー 近代美術館スタッフ＆アートイベント
サポーター

0名 展示室3

19 令和元年12月8日［日］
14:00-15:30

あの手この手で交流トーク 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

29名 展示室3

20 令和元年12月12日［木］
10:00-11:00

ベビーカーアワー 近代美術館スタッフ＆アートイベント
サポーター

0名 展示室3

21 令和元年12月19日［木］
10:00-11:00

ベビーカーアワー 近代美術館スタッフ＆アートイベント
サポーター

0名 展示室3

合計　162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。

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

（１）「美人画の雪月花－四季とくらし　培広庵コレクションを中心に」展

1 令和元年7月21日［日］
14:00-14:45

学芸員の見どころ解説　美人画の雪月
花展

友井伸一（上席学芸員） 41名 展示室3

2 令和元年7月27日［土］
14:00-15:30

スペシャルトーク「北野恒富の＜阿波踊＞
をめぐって」

小川裕久
（徳島市立徳島城博物館係長）

66名 展示室3

3 令和元年7月28日［日］
14:00-15:30

消しゴムはんこ体験講座「きものの文様
でオリジナルコースターを作ろう」

消っしーほりえ
（消しゴムはんこ作家）

20名 展示室3

4 令和元年8月4日［日］
14:00-15:00

スペシャルトーク「美人画にみる　きもの」 内山琴子（［公社］全日本きものコン
サルタント協会正会員、装道礼法きも
の学院認可 内山礼法きもの学院主
宰）

121名 展示室3

5 令和元年8月12日［月・祝］
14:00-15:00

学芸員の見どころ解説　美人画の雪月
花展

宮﨑晴子（学芸員） 29名 展示室3

6 令和元年8月25日［日］
14:00-15:00

学芸員の見どころ解説　美人画の雪月
花展

友井伸一（上席学芸員） 73名 展示室3

（２）特別展　ニューヨークアートシーン

7 令和元年9月29日［日］
14:00-14:45

学芸員による展示解説 安達一樹（学芸交流課長） 37名 展示室3
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開催日時 行事名 講師 参加者 場所

8 令和元年10月6日［日］
14:00-14:45

学芸員による展示解説 江川佳秀（主席） 31名 展示室3

9 令和元年10月14日［月・祝］
14:00-15:30

記念講演「アメリカ美術に見る過激と過
剰についてデュシャンvsウォーホール、ポ
ロックvsステラ」

黒岩恭介（九州産業大学造形短期
大学部名誉教授）

48名 講座室

（３）アール・ブリュット再考３ SoHappy －やまなみ工房作品展     

10 令和2年2月16日［日］
14:00-14:45

展示解説 安達一樹（学芸交流課長） 25名 展示室3

11 令和2年2月22日［土］
11:00-12:00 
14:00-16:00

公開制作 135名 美術館ロビー

12 令和2年2月23日［日・祝］
11:00-12:00 
14:00-16:00

公開制作 252名 美術館ロビー

13 令和2年2月23日［日・祝］
14:00-15:30

講演会「すべては幸せを感じるために
～やまなみ物語～」

山下完和（やまなみ工房施設長） 103名 県立二十一世紀館
イベントホール
（1F）

合計　981名

様々なテーマで行う講座。

3　レクチャー　

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 令和元年7月25日［木］ 宿題そうだん会（小学生以上）
木曜コース

亀井幸子（係長）、
増田くみ子（文化推進員）

26名 アトリエ2

2 令和元年7月26日［金］
14:00-14:45

宿題そうだん会（小学生以上）
金曜コース

亀井幸子（係長） 21名 アトリエ2

3 令和元年12月1日［日］
13:30-16:30

アートボディランゲージ 庄崎隆志 33名 展示室3

4 令和元年12月14日［土］
14:00-16:00

ハンガ体験刷るデー「テーマ：実物版」 平木美鶴
［徳島大学教授・徳島版画会員］

18名 アトリエ2

5 令和元年12月22日［日］
13:00-13:20

演劇の上演「橋と川」 仙石桂子（四国学院大学准教授・
即興演劇シーソーズ、劇団オムツか
ぶれ主宰）/出演:江島慶俊、大平峻
世、三好樹里香

9名 展示室3

6 令和元年12月22日［日］
14:00-16:00

台本のない演劇・体験ワークショップ
「いつでもあなたが物語る」

仙石桂子（四国学院大学准教授・
即興演劇シーソーズ、劇団オムツか
ぶれ主宰）

6名 講座室 
展示室3

7 令和2年2月29日［土］
10:00-12:00

大人の美術の時間：水性絵の具 美術の教員 （中止）* アトリエ

合計　113名

*2月は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止となった。

58



文化の森6館による共催事業、外部団体とのコラボ企画。

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」

5　共催事業

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 令和元年6月8日［土］
14:00-14:45

郭（クウァク）さんの世界 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

子供19名 
保護者5名

展示室3

2 令和元年7月6日［土］
14:00-14:45

新しいコレクション 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

児童・学生 
17名

展示室1-2

3 令和元年8月3日［土］
14:00-14:45

美人画 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

児童・学生 
13名

展示室3

4 令和元年9月7日［土］
14:00-14:45

明治時代 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

児童・学生 
11名

展示室1

5 令和元年10月26日［土］
14:00-14:45

ニューヨーク！ 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

子供16名 
保護者7名

展示室3

6 令和元年12月21日［土］
14:00-14:45

みんなの物語 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

子供10名 
保護者2名

展示室１

7 令和2年1月25日［土］
14:00-14:45

色々なチャレンジ 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

子供10名 
保護者4名

展示室1

8 令和2年2月29日［土］
14:00-14:45

アートの名探偵 竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

（中止）* 展示室３

合計　114名

開催日時 行事名（コラボ企画は末尾に※） 講師 参加者 場所

1 令和元年5月5日［日・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 916名 美術館ロビー 
展示室１-2

2 令和元年8月18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 734名 美術館ロビー 
展示室１-2

3 令和元年8月31日［土］
10:00-12:00

太鼓の音ってどんな色？！※ 髙木夏奈子（植草学園大学准教
授）、和太鼓遊山の代表者、男性保
育者会メンバー、亀井、友井

55名 上八万コミュニ
ティーセンター

4 令和元年11月3日［日・祝］
9:30-16:00

大秋祭り 近代美術館スタッフ 228名 美術館ロビー 
展示室１-2

5 令和2年1月13日［月・祝］
13:00-14:00 
14:30-15:30

「数学×美術で広がる作品鑑賞-作品に
潜む数学を探そう！」※

鳴門教育大学大学院生 50名 展示室１

6 令和2年2月11日［火・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 318名 美術館ロビー 
展示室１-2

7 令和2年2月29日［土］
9:30-17:00

「アートの日」の活動発表展※ 徳島県男性保育者会 
近代美術館スタッフ

132名 ギャラリー

8 令和2年3月1日［日］
9:30-17:00

「アートの日」の活動発表展※ 徳島県男性保育者会 
近代美術館スタッフ

210名 ギャラリー

9 令和2年3月1日［日］
10:00-16:00

オープンアトリエ※ 徳島県男性保育者会 
近代美術館スタッフ

（中止）* アトリエ

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。

*2月は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止となった。
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開催日時 行事名（コラボ企画は末尾に※） 講師 参加者 場所

10 令和2年3月1日［日］
11:00-11:45 
15:00-15:45

ファミリー鑑賞ツアー※ 徳島県男性保育者会 
近代美術館スタッフ

（中止）* ギャラリー

11 令和2年3月8日［日］
10:20-15:30

はばたけ！N＊CAP「みんなのまちをつくろ
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）

（中止）* ギャラリー 
アトリエ

合計　2,643名

6　関係機関による美術館利用　

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

1 令和元年11月17日［日］
13:30-16:00

第5回　徳島県中学校総合文化祭 
ふれあいワークショップ

綿引明浩（版画家） 25名 アトリエ2

合計　25名

7　団体鑑賞（学校関係以外）での解説　

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

1 視覚障がい
「戸部さんの会」

令和元年7月31日［水］
11:00-12:20

友井伸一（上席
学芸員）、
亀井幸子（係長）

特別展 「美人画の雪月花-四季とくらし
培広庵」を鑑賞。

障がい者3名
引率3名 
ボランティア1名

2 海洋町文化協会 令和元年8月21日［水］
13:30-14:30

友井伸一（上席
学芸員）

特別展 「美人画の雪月花-四季とくらし
培広庵」を鑑賞。

一般23名

3 日本画サークル 令和元年8月25日［日］
10:00-11:00

森芳功（主席） 特別展 「美人画の雪月花-四季とくらし
培広庵」を鑑賞。

一般5名 
ポスター券2名

4 視覚障がい
「戸部さんの会」

令和元年8月27日［火］
13:12-14:40

友井伸一（上席
学芸員）、
亀井幸子（係長）

特別展 「美人画の雪月花-四季とくらし
培広庵」を鑑賞。

障がい者3名 
引率2名 
研修生8名

5 那賀町文化協会 令和元年10月6日［日］
9:40-10:50

江川佳秀（主席） 所蔵作品展 徳島のコレクション 2019
年度第2期 特集「明治の徳島画人‐
原鵬雲」を鑑賞。

一般2名 
高齢者9名

6 インターバル早歩きの会　　令和元年12月6日［金］
10:05-11:10

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション 2019
年度第3期 特集「生きてゆくこと」、ユニ
バーサル美術館：話せば広がる鑑賞物
語

高齢者9名

一般　30名、　高齢者　18名、　障がい者　6名、　引率　5名、　研修生　8名、　その他　3名 / 合計　70名

団体名 開催日時 展覧会名 参加者

1 あゆみ園 令和元年5月2日［木・祝］
10:10-10:20

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、所蔵作品展 徳
島のコレクション2019年度第1期 特集 「新収蔵作品を中
心に」を鑑賞。

一般11名

2 あおばの杜 令和元年7月26日［金］
12:00-12:53

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特集 
「河井清一と明治期・徳島の若者文化」、特別展「美人
画の雪月花 -四季とくらし培広庵」を鑑賞。

障がい者6名
引率3名

*3月は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止となった。
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団体名 開催日時 展覧会名 参加者

3 博愛記念公園　デイケア 令和元年8月20日［火］
13:45-14:20

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特集 
「河井清一と明治期・徳島の若者文化」、特別展「美人
画の雪月花 -四季とくらし培広庵」を鑑賞。

一般20名

4 山城団地町内会 令和元年10月20日［日］
13:50-14:55

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特集 
「特集　明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍
舟など」、特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロスコ、
ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

一般2名
高齢者35名

5 第一病院 令和元年10月24日［木］
13:30-14:55

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特集「特
集　明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟な
ど」、特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォー
ホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代美術館
コレクションを中心に」を鑑賞。

一般7名

6 安永兄弟会 令和元年11月22日［金］
15:25-16:20

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第3期 特集「生
きてゆくこと」、ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物
語

一般1名
高齢者7名

7 デイサービス八万苑 令和元年11月27日［水］
13:40-14:15

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第3期 特集「生
きてゆくこと」、ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物
語

一般2名
高齢者9名

8 障害支援センター桜 令和元年11月28日［木］
10:55-11:15

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第3期 特集「生
きてゆくこと」、ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物
語

障がい者2名 
引率3名

9 れもん徳島アートスタジオ 令和2年2月21日［金］
10:42-10:58

アール ･ブリュット再考 3　So Happy　－やまなみ工房作
品展

一般3名 
引率1名

10 れもん徳島アートスタジオ 令和2年2月21日［金］
14:00-14:15

アール ･ブリュット再考 3　So Happy　－やまなみ工房作
品展

一般3名 
引率1名

11 上勝町手をつなぐ育成会 令和2年2月21日［金］
14:30-15:15

アール ･ブリュット再考 3　So Happy　－やまなみ工房作
品展

一般4名 
引率2名

12 健祥苑 令和2年2月24日［月・祝］
14:07-14:20

アール ･ブリュット再考 3　So Happy　－やまなみ工房作
品展

一般3名 
引率3名

13 西室苑 令和2年2月26日［水］
10:35-10:55

アール ･ブリュット再考 3　So Happy　－やまなみ工房作
品展

一般7名 
引率3名

一般　63名、　高齢者　51名、　障がい者　8名、　引率　16名 / 合計　138名

　　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

　　　令和元年8月26日［月］-令和元年8月30日［金］

　　◦学校名及び人数

　　　四国大学　　　4名
　　　甲南女子大学　1名
　　　女子美術大学　1名
　　　鳴門教育大学　2名
　　　　　　　　　計8名

9　博物館実習の受け入れ
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　　 　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）*3月は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止と
なった。

10　学芸員養成科目開講への協力

科目 テーマ 内容 担当 開催日時 参加者

1 博物館資料保存論 美術館における資料保
存と管理1

美術館における資料の扱い
（歴史と理論、実際）

安達一樹
（企画交流課長）

令和元年9月6日［金］
13:00-14:30

31名

2 美術館における資料保
存と管理2

美術館における資料の扱い
（歴史と理論、実際）

江川佳秀
（主席）

令和元年9月6日［金］
14:40-16:10

31名

3 博物館教育論 美術館教育の方法1 美術館における教育
（歴史と理論）

森芳功
（主席）

令和2年2月23日［日・祝］
14:40-16:10

22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）

令和2年2月26日［水］
10:00-11:30

22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）

令和2年2月26日［水］
13:00-14:30

22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）

令和2年2月26日［水］
14:40-16:10

22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
（主席）

令和2年3月3日［火］
14:40-16:10

（中止）*

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）

令和2年3月4日［水］
10:00-11:30

（中止）*

9 美術館展示の意義と実
際　　（現代美術1）

立体作品の展示につい
て

吉原美惠子
（上席学芸員）

令和2年3月4日［水］
13:00-14:30

（中止）*

10 美術館展示の意義と実
際　　（現代美術2）

様々な現代の表現方法
に対応すること

安達一樹
（企画交流課長）

令和2年3月4日［水］
14:40-16:10

（中止）*

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）

令和2年3月5日［木］
10:00-11:30

（中止）*

合計　150名

　　◦カリキュラム

開催日 時間 内容 担当 参加者

1 令和元年8月26日［月］ 9:30-10:30 ガイダンス、施設見学 友井伸一（上席学芸員）、宮﨑晴子（学芸員） 8名

2 10:30-12:00 講義：美術館業務について 安達一樹（企画交流課長） 8名

3 13:00-16:00 演習：展覧会と普及 友井伸一（上席学芸員） 8名

4 令和元年8月27日［火］ 9:00-12:00 演習：学校教育との連携 亀井幸子（係長） 8名

5 13:00-16:00 演習：展覧会と普及 友井伸一（上席学芸員） 8名

6 令和元年8月28日［水］ 9:00-12:00 演習：作品貸出 吉原美惠子（上席学芸員） 8名

7 13:00-14:30 講義：収集 江川佳秀（主席） 8名

8 13:00-16:00 講義：保存 安達一樹（企画交流課長） 8名

9 令和元年8月29日［木］ 9:00-12:00 演習：資料整理（1） 江川佳秀（主席） 8名

10 13:00-16:00 演習：資料整理（2） 森芳功（主席） 8名

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

12 13:00-16:00 演習：ユニバーサルミュージアム 竹内利夫（上席学芸員） 8名

合計　96名
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　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。

4-2　学校教育との連携

1　学校の授業等による美術館利用

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市立
加茂名南幼稚園 
4-5歳児

令和元年5月15日［水］
10:00-12:00

所蔵作品展 徳島のコレクション2019度第1
期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）、
竹内利夫（上席学芸員）

園児48名 
引率6名 
保護者46名

2 徳島大学
（多文化共生） 
一般

令和元年6月29日［土］
10:45-11:40

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、所
蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第1
期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

竹内利夫
（上席学芸員）

一般11名 
高齢者1名

3 鳴門教育大学
美術コース 

令和元年6月30日［日］
13:30-16:00

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、所
蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第1
期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

山木朝彦（文理大学）、
仲田耕三（鳴門教育大学）、
亀井幸子（係長）

学生7名 
教員2名

4 徳島大学 
「美術概論」
受講者見学会

令和元年7月13日［土］
13:38-15:10

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、所
蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第1
期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

江川佳秀（主席） 学生15名

5 神戸大学
美術史研究室 

令和元年8月18日［日］
16:03-17:00

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、所
蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第1
期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

江川佳秀（主席）、
宮﨑晴子（学芸員）

学生35名 
引率2名

6 徳島市立
国府保育所 
5歳児

令和元年9月18日［水］
10:00-11:30

所蔵作品展　徳島のコレクション 2019年度第2期
特集「明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團
藍舟など」、特別展「ニューヨーク・アートシーン　－
ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋
賀県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

園児32名 
引率4名

7 徳島市立
方上保育所 
4-5歳児

令和元年9月19日［木］
9:35-10:45

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロスコ、
ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀
県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

亀井幸子（係長） 園児11名 
引率3名

8 徳島市立
大松保育所 
4-5歳児

令和元年10月24日［木］
9:45-10:50

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

園児30名 
引率4名

9 徳島県立
視聴覚支援学校 

令和元年10月29日［火］ 
10:05-11:25

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロスコ、
ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀
県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

亀井幸子（係長） 園児11名 
引率9名

10 名古屋大学
美学美術史研究室

令和元年10月31日［木］
9:30-11:10

特別展「ニューヨーク・アートシーン－ロスコ、
ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀
県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

安達一樹
（企画交流課長）

学生24名 
引率4名

11 四国大学 令和元年11月26日［火］
14:35-15:40

ユニバーサル美術館 竹内利夫
（上席学芸員）

学生21名

12 みつぼしこどもえん 令和2年1月23日［木］ 
10:00-12:00

アトリエでモノタイプの版画あそび。 亀井幸子（係長） 園児18名 
引率2名

13 徳島市立
加茂名保育所　　　　　　　　　　　　　　 
4-5歳児

令和2年2月18日［火］ 
9:40-11:00

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第3期 
特集「特集　現代美術と写真」を鑑賞。ポスター
の裏にお絵かきをして折りたたみ絵本づくり。

亀井幸子（係長） 園児21名 
引率4名

14 神山町立
神領小学校 

令和2年2月21日［金］ 
10:00-11:03

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第3期 
特集「特集　現代美術と写真」を鑑賞。ポスター
の裏にお絵かきをして折りたたみ絵本づくり。

亀井幸子（係長） 児童12名 
引率2名

園児　171名、　児童　12名、　学生　102名、　一般　11名、　高齢者　1名、　引率　40名、　教員　2名、　保護者 46名 / 合計　385名
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　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

2　学校行事（遠足など）による美術館利用

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 鳴門市
林崎小学校
1-2年生

令和元年5月8日［水］
9:40-12:00

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、
所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童104名
引率7名

2 徳島市立
八万南幼稚園
4-5歳児

令和元年5月9日［木］
9:40-10:30

森芳功（主席）、
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2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児48名
引率5名
保護者48名

3 徳島市
八万小学校
5年生

令和元年5月16日［木］
9:35-11:14

吉原美惠子（上席学芸員）、
吉川神津夫（上席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童98名
引率4名

4 上板町立
松島小学校
3年生

令和元年5月23日［木］
9:30-10:30

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童32名
引率2名

5 上板町立
神宅小学校
3年生

令和元年5月24日［金］
13:00-14:20

亀井幸子（係長） 所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、
所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童13名
引率2名

6 南部中校区
なかよし交流会
徳島市
方上小学校等

令和元年5月28日［火］
10:40-13:10

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2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童49名
引率20名

7 とくしま健祥会
保育園
5歳児

令和元年5月28日［火］
13:15-14:25

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児16名
引率3名

8 とくしま健祥会
保育園
5歳児

令和元年5月29日［水］
10:00-11:05

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児15名
引率3名

9 徳島市立
八万保育所
5歳児

令和元年5月30日［木］
10:00-11:30

亀井幸子（係長）、
友井伸一（上席学芸員）

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、
所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

園児27名
引率4名

10 徳島市立
上八万小学校
5年生

令和元年5月31日［金］
10:30-11:30

亀井幸子（係長） 所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、
所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
1期 特集「新収蔵作品を中心に」を鑑賞。

児童49名
引率3名

11 徳島市立
大松保育所
2-3歳児

令和元年7月23日［火］
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2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 -四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児27名
引率6名

12 徳島市立
城西保育所
5歳児

令和元年7月24日［水］
9:40-11:00

友井伸一（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児31名
引率4名

13 みつぼしこどもえん
4歳児

令和元年7月26日［金］
10:00-11:00

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児21名
引率3名

14 徳島市立
城西保育所
4歳児

令和元年7月30日［火］
10:00-11:00

森芳功（主席）、
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2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児33名
引率5名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

15 徳島市立
大松保育所
4-5歳児

令和元年7月31日［水］
9:30-11:10

友井伸一（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）、
宮﨑晴子（学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児28名
引率4名

16 徳島市立
明善保育所
3-4-5歳児

令和元年8月1日［木］
9:45-10:30

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児18名
引率4名

17 みつぼしこどもえん
5歳児

令和元年8月1日［木］
13:00-14:15

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児19名
引率2名

18 放課後等
デイサービス
いーちネクスト
小学3-5年生

令和元年8月2日［金］
13:30-14:30

友井伸一（上席学芸員） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

児童6名
引率5名

19 とくしま健祥会
保育園
5歳児

令和元年8月28日［水］
12:50-14:10

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児16名
引率3名

20 とくしま健祥会
保育園
5歳児

令和元年8月29日［木］
13:00-14:10

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「河井清一と明治期・徳島の若者
文化」、特別展「美人画の雪月花 - 四季とく
らし培広庵」を鑑賞。

園児15名
引率3名

21 阿南市立
長生小学校
1-2年生

令和元年9月13日［金］
11:15-11:55

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人 - 原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」を鑑賞。

児童35名
引率4名

22 株式会社
ツーピースコーポ
レーション
（あいちゃん家）
未就学-小学
1年生‐6年生

令和元年9月15日［日］
11:10-11:45

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人 - 原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童14名
引率3名

23 佐那河内村立
佐那河内保育所
5歳児

令和元年9月26日［木］
10:05-11:15

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児11名
引率3名

24 しらゆり保育園
4歳児

令和元年9月27日［金］
10:10-11:15

森芳功（主席） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児15名
引率2名

25 とくしま健祥会
保育園
5歳児

令和元年10月2日［水］
13:00-14:00

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児15名
引率3名

26 みつぼしこどもえん
5歳児

令和元年10月8日［火］
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2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児20名
引率3名

27 とくしま健祥会
保育園
5歳児

令和元年10月8日［火］
13:00-14:25

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児16名
引率3名
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28 徳島市立
大松保育所　　　　　　　　　　　　

令和元年10月9日［水］
10:05-10:50

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児26名
引率6名

29 徳島市立
八万東保育所　　　　　　　　　

令和元年10月9日［水］
10:05-11:30

友井伸一（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児22名
引率3名

30 北島町立
北島南小学校
5年生

令和元年10月10日［木］
9:35-10:40

江川佳秀（主席）、
吉原美惠子（上席学芸員）、
吉川神津夫（上席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童82名
引率5名

31 みつぼしこどもえん
3歳児

令和元年10月10日［木］
10:10-11:05

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児23名
引率4名

32 おおぎ認定
こども園
5歳児

令和元年10月16日［水］
9:30-10:30

亀井幸子（係長） 特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児14名
引率2名

33 ひまわり保育園
5歳児

令和元年10月16日［水］
13:35-14:45

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児20名
引率4名

34 おおぎ認定
こども園
4歳児

令和元年10月17日［木］
9:30-10:30

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児19名
引率3名

35 阿南市立
羽ノ浦小学校
2年生

令和元年10月18日［金］
9:40-11:00

森芳功（主席）、
友井伸一（上席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童103名
引率5名

36 阿南市立
羽ノ浦小学校
1年生

令和元年10月18日［金］
11:05-12:00

森芳功（主席）、
友井伸一（上席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童112名
引率6名

37 阿波市立
林小学校
1-2年生

令和元年10月24日［木］
10:10-11:30

安達一樹
（企画交流課長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童61名
引率6名

38 徳島市立
大松小学校
6年生

令和元年10月25日［金］
10:00-11:00
13:00-14:00

森芳功（主席） 特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

児童60名
引率4名

39 阿波市立
東部幼稚園
（大俣・市場・柿原）
4-5歳児

令和元年10月25日［金］
10:00-13:30

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児128名
引率24名
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40 徳島市
昭和小学校
6年生

令和元年10月25日［金］
10:20-11:45

吉原美惠子
（上席学芸員）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

児童66名
引率4名

41 阿波市立
大俣小学校
4-5年生

令和元年10月25日［金］
12:50-13:15

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童35名
引率3名

42 みつぼしこどもえん
4歳児

令和元年10月29日［火］
10:00-11:30

森芳功（主席）、
竹内利夫（上席学芸員）

特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児20名
引率4名

43 徳島市立
北井上認定
こども園
5歳児

令和元年10月30日［水］
9:40-11:03

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児20名
引率3名

44 鳴門市立
みどり保育所
幼児

令和元年10月31日［木］
9:50-10:30

亀井幸子（係長） 特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

園児6名
引率4名

45 阿南市立
山口小学校
1-5年生

令和元年10月31日［木］
12:50-14:00

友井伸一（上席学芸員） 特別展「ニューヨーク・アートシーン　－ロス
コ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」
を鑑賞。

児童34名
引率6名

46 放課後等
デイサービス
いーちネクスト
小学3年生-
中学1年生

令和元年11月2日［土］
13:00-14:45

森芳功（主席）、
吉原美惠子（上席学芸員）、
友井伸一（上席学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
2期 特集「特集　明治の徳島画人－原鵬
雲、守住勇魚、團藍舟など」、特別展「ニュー
ヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルか
ら草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代
美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

児童8名
引率4名

47 徳島県立徳島科
学技術高等学校
1-3年生

令和元年11月6日［水］
9:30-10:30
13:10-14:20

吉原美惠子（上席学芸員） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」

生徒55名
引率4名

48 徳島市立
八万保育所
5歳児

令和元年11月6日［水］
10:00-11:00

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」

園児29名
引率4名

49 徳島市立
八万幼稚園
5歳児

令和元年11月19日［火］
10:45-11:45

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」

園児48名
引率5名

50 海陽町立
宍喰小学校
5年生

令和元年11月22日［金］
13:30-14:15

宮﨑晴子（学芸員） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」

児童14名
引率2名

51 佐那河内村立
佐那河内保育所
5歳児

令和元年11月26日［火］
10:00-11:25

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児13名
引率3名

52 徳島市立北井上
認定こども園在宅
育児家庭相談室
「たんたん」
0-2歳児

令和元年12月4日［水］
10:35-11:30

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児6名
引率2名
保護者4名

53 株式会社
ツーピースコーポ
レーション
（あいちゃん家）

令和元年12月7日［土］
11:15-12:10

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

児童10名
引率3名
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54 徳島市立
渋野保育所
4-5歳児

令和元年12月10日［火］
9:30-10:55

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児19名
引率3名

55 徳島市立
福島小学校
6年生

令和元年12月12日［木］
10:15-12:10

宮﨑晴子（学芸員）、
森芳功（主席）

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

児童78名
引率5名

56 徳島市立
八万保育所
4歳児

令和元年12月17日［火］
10:00-11:00

森芳功（主席）、
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「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児19名
引率3名

57 徳島市立
八万保育所
5歳児

令和元年12月18日［水］
10:00-11:00

森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）、
宮﨑晴子（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「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児25名
引率4名

58 みつぼしこどもえん
5歳児

令和元年12月19日［木］
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「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児18名
引率2名

59 みつぼしこどもえん 令和元年12月24日［火］
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2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児12名
引率2名

60 みつぼしこどもえん 令和元年12月25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2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」、ユニバー
サル美術館：話せば広がる鑑賞物語

園児10名
引率2名

61 藍住北小学校 令和2年1月10日［金］
13:20-15:10

吉原美惠子（上席学芸員）、
宮﨑晴子（学芸員）

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「特集　生きてゆくこと」

児童83名
引率5名

62 徳島県徳島聴覚
支援学校

令和2年2月20日［木］
14:15-15:00

亀井幸子（係長） 所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第
3期 特集「現代美術と写真」

児童5名
引率4名

園児　888名、　児童　1,151名、　生徒　55名、　引率　266名、　保護者　52名 / 合計　2,419名

（2）　学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 きっずサポート　げんきの森 平成31年4月2日［火］
13:30-13:45

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12名
引率8名

2 徳島県立徳島科学技術高等学校　
美術部

平成31年4月29日［月・祝］
10:08-10:55

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、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6名
引率2名

3 徳島県立城ノ内中学校
高校美術部

令和元年6月15日［土］
11:00-12:00

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、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11名
引率1名

4 追手門学院大学 令和元年6月15日［土］
12:10-13:00

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、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。

学生21名
引率3名

5 徳島大学　留学生グループ 令和元年7月7日［日］
15:20-15:40

所蔵作品展「受贈記念郭徳俊の版画」、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。

学生4名
引率1名

6 きっずサポート　げんきの森 令和元年8月13日［火］
14:15-14:30

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特集
「河井清一と明治期・徳島の若者文化」、特別展「美人
画の雪月花 -四季とくらし培広庵」を鑑賞。

児童4名
引率3名

7 児童デイ　こころ国府 令和元年9月7日［土］
14:40-14:50

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特集
「河井清一と明治期・徳島の若者文化」を鑑賞。

児童4名
引率2名

8 徳島県立阿南支援学校高等部 令和元年10月10日［木］
13:30-15:30

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特
集「特集　明治の徳島画人 - 原鵬雲、守住勇魚、
團藍舟など」、特別展「ニューヨーク・アートシーン　－
ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋
賀県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

生徒4名
引率3名
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学校名 開催日時 展覧会名 参加者

9 四国大学児童学科 令和元年10月11日［金］
14:30-16:00

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特
集「特集　明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、
團藍舟など」を鑑賞。

学生100名
引率1名

10 学校法人神崎幼稚園 令和元年10月25日［金］
10:30-13:00

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特
集「特集　明治の徳島画人 - 原鵬雲、守住勇魚、
團藍舟など」、特別展「ニューヨーク・アートシーン　－
ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋
賀県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児130名
引率13名
保護者117名

11 土成中央認定こども園4-5歳児 令和元年11月1日［金］
15:20-15:40

所蔵作品展 徳島のコレクション2019年度第2期 特
集「特集　明治の徳島画人 - 原鵬雲、守住勇魚、
團藍舟など」、特別展「ニューヨーク・アートシーン　－
ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋
賀県立近代美術館コレクションを中心に」を鑑賞。

園児105名
引率14名

12 放課後等デイサービスいーちネクスト
1-2年生

令和2年1月18日［土］
13:00-14:00

所蔵作品展 徳島のコレクション2018年度第3期 特
集「特集　生きてゆくこと」

児童3名
引率4名

13 ナーサリー富田幼児園1-3歳児 令和2年1月22日［水］
10:00-11:00

チャレンジとくしま芸術祭2020 園児40名
引率5名

14 SMSいーちスクール 令和2年2月15日［土］
13:50-14:10

アール･ブリュット再考3　So Happy　
－やまなみ工房作品展

園児1名
児童5名
引率4名

15 徳島市立明善保育所年長児 令和2年2月18日［火］
9:35-9:50

アール･ブリュット再考3　So Happy　
－やまなみ工房作品展

園児7名
引率2名

16 きっずサポートげんきの森 令和2年2月18日［火］
13:20-13:35

アール･ブリュット再考3　So Happy　
－やまなみ工房作品展

児童4名
生徒4名
引率6名

17 徳島県立国府支援学校 令和2年2月20日［木］
10:50-11:05

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童21名
引率10名

18 徳島市立多家良保育所 令和2年2月20日［木］
11:50-12:15

アール･ブリュット再考3　So Happy　
－やまなみ工房作品展

園児5名
引率2名

19 鳴門教育大学附属特別支援学校 令和2年2月21日［金］
10:20-10:30

アール･ブリュット再考3　So Happy　
－やまなみ工房作品展

生徒8名
引率3名

20 鳴門教育大学附属特別支援学校 令和2年2月21日［金］
10:40-11:00

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

生徒22名
引率9名

21 徳島県立ひのみね支援学校 令和2年2月21日［金］
10:45-10:55

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童4名
引率4名

22 徳島県立国府支援学校 令和2年2月21日［金］
10:48-10:55

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

生徒5名
引率3名

23 徳島県立鴨島支援学校 令和2年2月21日［金］
10:58-11:20

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童1名
引率4名

24 徳島県立阿南支援学校
ひわさ分校

令和2年2月21日［金］
11:10-11:30

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童1名
生徒11名
引率20名

25 日の出たんぽぽ 令和2年2月22日［土］
14:45-14:55

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童12名
引率4名

26 児童デイサービス　ここあ 令和2年2月22日［土］
14:45-14:55

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童12名
引率4名

27 Tomo de coco 令和2年2月24日［月・祝］
11:00-11:30

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

園児9名
児童3名
生徒1名
引率5名

28 リーフ 令和2年2月24日［月・祝］
11:05-11:18

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

児童1名
生徒9名
引率5名
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学校名 開催日時 展覧会名 参加者

29 放課後等デイサービス
いつもここからⅢ

令和2年2月24日［月・祝］アール ･ブリュット再考 3　So Happy
－やまなみ工房作品展

園児1名
児童3名
一般1名
引率3名

30 株式会社ツーピースコーポレーション
（あいちゃん家）

令和2年2月29日［土］
15:20-15:30

アール･ブリュット再考3　So Happy
－やまなみ工房作品展

園児6名
児童9名
引率5名

園児　304名、　児童　99名、　生徒　81名、　学生　125名、　一般　1名、　引率　153名、　保護者　117名 / 合計　880名

3　学校の授業等による講師派遣（出前授業）

*3月は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため中止となった。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市立
名東保育所
5歳児

令和元年6月5日［水］
9:30-11:00

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った活
動を行った。

亀井幸子（係長） 園児23名
保育士3名

2 徳島市立
明善保育所
2-5歳児

令和元年6月6日［木］
10:00-11:00

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士6名

3 まつしげ保育所
3歳児

令和元年6月7日［金］
10:00-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。

亀井幸子（係長） 園児30名
保育士4名

4 鳴門教育大学 令和元年6月10日［月］
9:00-10:30

視覚に頼らない鑑賞の可能性について体験
的に考えるため、半分ずつ交互にアイマスク
をつけて絵を鑑賞した。

亀井幸子（係長） 学生7名

5 徳島市立
城西保育所
4-5歳児

令和元年6月11日［火］
9:30-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。その後好きな絵を描いたが、お気に入
りの作品を真似て描いている子どもや、作品
の一部を自分の表現に取り入れる子どももい
た。

亀井幸子（係長） 園児29名
保育士4名

6 徳島市立
北井上認定
こども園2-5歳児

令和元年6月12日［水］
9:30-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。

亀井幸子（係長） 園児71名
保育士10名

7 徳島市立
内町保育所
5歳児

令和元年6月19日［水］
9:30-11:45

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。好きな絵を選んだ後は、自分の好きな
絵を描いてみた。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士27名
保護者4名

8 徳島市立
八万保育所
4歳児

令和元年6月20日［木］
10:00-11:30

細断された紙に水や、のり、絵具を混ぜて造
形あそびを行った。

亀井幸子（係長） 園児18名
保育士3名

9 小松島市立
県前保育所
3-5歳児

令和元年6月25日［火］
10:00-11:00

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。

亀井幸子（係長） 園児9名
保育士8名
保護者4名

10 阿南市立
宝田保育所
4歳児

令和元年7月1日［月］
9:30-11:00

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。その後、自由にお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児16名
保育士4名

11 佐那河内村立
佐那河内保育所
3歳児

令和元年7月4日［木］
9:30-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。

亀井幸子（係長） 園児15名
保育士3名

12 佐那河内村立
佐那河内保育所
5歳児

令和元年7月4日［木］
9:30-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。その後、自由にお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児13名
保育士2名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

13 徳島市立
国府保育所
5歳児

令和元年7月9日［火］
10:00-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。その後、自由にお絵描きをした。

亀井幸子（係長） 園児32名
保育士4名

14 徳島市立
八万保育所
5歳児

令和元年7月11日［木］
10:00-11:30

イブ・クラインの作品と紙芝居の鑑賞後、手
に絵具をつけて手形を押してあそんだ。

亀井幸子（係長） 園児21名
保育士4名

15 阿南市立
山口保育所
2-5歳児

令和元年7月12日［金］
10:30-11:30

藍の葉っぱのたたき染めを行った。2歳児の
子もよく集中して葉っぱの上をコンコンと楽し
そうにたたいていた。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士4名

16 徳島市立
明善保育所
2-5歳児

令和元年7月17日［水］
10:00-11:30

細断された紙に水や、のり、絵具を混ぜて造
形あそびを行った。

亀井幸子（係長） 園児23名
保育士5名

17 徳島市立
加茂名保育所
5歳児

令和元年7月18日［木］
10:00-11:30

掛図の中からお気に入りの絵を探したり、気
になるところや絵の中でみつけたものを発表
した。その後、カメレオンカードに自由に色を
塗ってその色に名前をつけてあそんだ。

亀井幸子（係長） 園児13名
保育士2名

18 みつぼしこどもえん
4-5歳児

令和元年7月22日［月］
10:00-11:30

イブ・クラインの作品と紙芝居の鑑賞後、網と
ブラシを使ってスパッタリングに挑戦した。

亀井幸子（係長） 園児39名
保育士3名

19 まつしげ保育所
3歳児

令和元年7月29日［月］
9:30-11:30

砂場や園庭に水をまいて、どろんこをつくった
り地面を掘って自由にあそんだ。どろんこを
段ボールになすりつけてあそぶ子もいた。

亀井幸子（係長） 園児49名
保育士5名

20 鷲敷子どもクラブ
1-6年生

令和元年8月6日［火］
10:00-11:30

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）を行った。

森芳功（主席） 児童53名
保育士6名

21 阿南市立
山口保育所
2-5歳児

令和元年8月20日［火］
10:00-11:30

お気に入りの作品をみつける活動のあと、カ
メレオンカードに自由に色を塗って、色の名前
を考えてあそんだ。

亀井幸子（係長） 園児8名
保育士4名

22 徳島市立
加茂名保育所
2-3-4-5歳児

令和元年8月22日［木］
10:00-11:30

ボディペィンティングの大きな絵をみんなで鑑
賞すると「さかな、めに見える、きょうりゅうのあ
たま」などそれぞれにイメージを広げてお話し
してくれた。その後、各人がお気に入りのとこ
ろに円形のフレームを貼り切り取って個人の
作品とした。年長の子どもたちが小さい子に
のりの塗り方を優しく教えてあげている様子
も見られた。

亀井幸子（係長） 園児50名
保育士6名

23 徳島市立
北井上認定こども園
0-2歳児

令和元年8月23日［金］
10:00-11:30

活動室に掛図を貼り、親子でおしゃべりしな
がら絵を見た。お母さんに抱っこされて一緒
に絵を見つめる姿も見られた。

亀井幸子（係長） 園児6名
保育士2名
保護者5名

24 徳島市立
城西保育所
5歳児

令和元年9月3日［火］
9:00-12:00

短い音楽を聴いてメロディーやリズムから感
じたことを色や形で表現する活動を行った。

髙木夏奈子（植草学園
大学）、亀井幸子（係長）

園児31名
保育士3名

25 トータル・キッズ・
サービス
3-4歳児

令和元年9月4日［水］
9:00-11:00

お気に入りをみつける鑑賞活動とシュレッ
ダーされた紙を使った造形あそびを行った。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士2名

26 徳島市立
方上保育所
4-5歳児

令和元年9月5日［木］
9:30-11:30

掛図の作品の中からお気に入りの作品をみ
つける活動の後、自由にお絵描きをした。絵
具に興味を持っている子どもも多く絵の具を
混ぜたり、筆で紙に塗ったりする感触を楽し
んでいた。

亀井幸子（係長） 園児12名
保育士3名

27 徳島県立
国府支援学校
小学部5-6年生

令和元年9月6日［金］
13:40-14 :20

はじめに掛図を使った鑑賞（お気に入りの作
品をみつける活動）を行った。次に、ハンカチ
に葉のたたき染めをして、それらの作品の鑑
賞会を行った。

亀井幸子（係長） 児童12名
教員7名

28 徳島市立
上八万児童館
0-1-2-3歳児

令和元年9月17日［火］
10:30-11:30

はじめにお気に入りの作品をみつける活動
を行いその後、大きな紙の上で蜜蝋クレヨン
で自由にお絵描きを楽しんだ。

亀井幸子（係長） 乳幼児10名
保護者10名
保育士3名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

29 阿南市立
山口保育所
2-5歳児

令和元年9月25日［水］
10:00-11:00

水墨画の鑑賞と、墨に親しむ体験（硯で墨を
擦りにじみ模様をつくる）を行った。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士4名

30 鳴門市立
みどり保育所
2-4歳児

令和元年9月27日［金］
9:30-12:00

掛図の作品の中からお気に入りの作品をみ
つける活動の後、自由にお絵描きを楽しんだ

亀井幸子（係長） 園児6名
保育士4名

31 徳島市立
上八万児童館
0-1-2-3歳児

令和元年10月1日［火］
10:30-11:30

ポスターの裏に自由に絵をかいた後、折り本
にして親子でお話ししながら、聞きとったこと
を保護者が書きとめたマスキングテープを
貼って絵本にした。

亀井幸子（係長） 乳幼児8名
保護者8名
保育士3名

32 つるぎ町立
半田小学校
5-6年生

令和元年10月8日［火］
10:35-11:20

鑑賞シート7「現代の木版画　吹田文明の色
と光」と、吹田文明〈星を抱くC〉の掛図を用い
て、音をテーマにした対話型鑑賞を行った。

友井伸一（上席学芸員） 児童20名
教員2名

33 つるぎ町立
半田小学校
5-6年生

令和元年10月8日［火］
11:30-12:15

鑑賞シート3「世界の美術　ピカソの肖像
画」と、ピカソの〈ドラマールの肖像〉ほか数点
の掛図を用いて、対話型鑑賞を行った。

友井伸一（上席学芸員） 児童20名
教員2名

34 徳島市立
八万保育所
4歳児

令和元年10月18日［金］
9:30-11:00

マティスの〈ジャズ〉の作品を鑑賞したあと絵
具を混色して自分のお気に入りの色をつくり
紙に塗って色紙をつくった。後日、それらの色
紙を切ったり貼ったりして作品にした。

亀井幸子（係長） 園児20名

35 徳島市立
城西保育所
4-5歳児

令和元年10月23日［水］
9:30-11:30

モザイク画の鑑賞後、スチレン版に色を塗っ
たタイル状の小片を台紙に自由にならべて
貼ってモザイク風の作品をつくった。

亀井幸子（係長） 園児71名

36 徳島市立
上八万児童館
0-1-2-3歳児

令和元年11月5日［火］
10:30-11:30

白いTシャツに蜜蝋クレヨンでお絵描きをして
アイロンをかけてオリジナルTシャツを親子で
つくった。

亀井幸子（係長） 園児29名

37 徳島市立
城西保育所

令和元年11月13日［水］
9:30-11:30

お菓子やカレーの空き箱の紙で「自分の顔」
の版をつくった。版画の特徴や面白さに気づ
いて欲しいという思いから一人2～3枚刷っ
た。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士3名

38 小松島市立
県前保育所

令和元年11月14日［木］
10:00-11:30

子どもたちが拾い集めたドングリや木の実を
紙の上に自由にならべて遊んだ。濃い色から
薄い色に順番にならべたり、大きさに注目して
ならべたり、ランダムにならべているように見え
るがリズム感があったりと、子どもたちのそれ
ぞれの感性や興味が表れた活動になった。

亀井幸子（係長） 園児17名
保育士4名

39 徳島市立
八万幼稚園
5歳児

令和元年11月15日［金］
9:30-11:30

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）を行った。

森芳功（主席） 園児48名
保育士5名

40 まつしげ保育所
3歳児

令和元年12月6日［金］
10:00-11:00

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）を行った。

森芳功（主席）、
宮﨑晴子（学芸員）

園児35名

41 徳島市立
名東保育所

令和元年12月10日［火］
10:00-11:30

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）を行った。

森芳功（主席）、
宮﨑晴子（学芸員）

園児26名

42 佐那河内村立
佐那河内保育所、
佐那河内村立
佐那河内小学校

令和元年12月12日［木］
9:30-11:00

保育所の年長クラスと小学校1年生が交流
しながら、グループに分かれて絵本をつくっ
た。

亀井幸子（係長） 園児13名
児童12名
教員1名

43 鳴門教育大学 令和元年12月16日［月］
9:00-10:30

カラーユニバーサルについて取り上げた。
色紙を使ったワークや、色弱体験ができるめ
がねを使った作品鑑賞を通して色の感じ方
は多様であることを話し合った。また、教育現
場での配慮について考えた。

亀井幸子（係長） 学生7名
教員1名

44 徳島市立
城西保育所

令和元年12月19日［木］
9:30-12:00

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）を行った。

森芳功（主席）、
宮﨑晴子（学芸員）

園児37名
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者

45 徳島市立
加茂名保育所　　　　　　　　　
5歳児

令和2年1月9日［木］
10:00-11:30

水墨画の鑑賞と、墨に親しむ体験（硯で墨を
擦りにじみ模様をつくる）を行った。

亀井幸子（係長） 園児13名
保育士3名

46 徳島市立
大松保育所、
徳島市立
方上保育所
合同4-5歳児

令和2年1月17日［金］
9:30-11:00

鑑賞プログラム「ヤッピーネ」をグループに分
かれて行った。その後、ヤッピーネの姿を自由
に想像して絵をかいた。

亀井幸子（係長） 園児42名
保育士6名

47 徳島市立
南井上小学校
5年生

令和2年1月21日［火］
13:50-14:30

水墨画の鑑賞と、墨に親しむ体験（硯で墨を
擦りにじみ模様をつくる）を行った。

亀井幸子（係長） 児童34名
教員1名

48 徳島市立
南井上小学校
6年生

令和2年1月21日［火］
13:50-14:30

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）。掛軸についての紹介も行った。

森芳功（主席） 児童28名
教員1名

49 徳島市立
南井上小学校
5年生

令和2年1月21日［火］
14:45-15:30

水墨画の鑑賞と、墨に親しむ体験（硯で墨を
擦りにじみ模様をつくる）を行った。

亀井幸子（係長） 児童33名
教員1名

50 徳島市立
南井上小学校
6年生

令和2年1月21日［火］
14:45-15:30

掛図を使った対話による水墨画鑑賞と、墨
に親しむ体験（硯で墨を擦り、宣紙に滲み模
様をつくる）。掛軸についての紹介も行った。

森芳功（主席） 児童28名
教員1名

51 徳島市立
国府保育所

令和2年1月21日［火］ 水墨画の鑑賞と、墨に親しむ体験（硯で墨を
擦りにじみ模様をつくる）を行った。

亀井幸子（係長） 園児32名
保育士2名

52 徳島市立
方上保育所
2-5歳児

令和2年1月30日［木］
9:30-11:20

白い紙粘土に絵の具を混ぜて、自分の顔色
をつくり自分の顔のベースをつくり髪の毛な
どを貼った。後日、紙粘土が乾いてから、目、
鼻、口などを描いて完成させた。

亀井幸子（係長） 園児27名
保育士5名

53 徳島市立
城西保育所
5歳児

令和2年2月12日［水］
9:30-12:00

今回は、作品の完成は子ども自身が決める
ということをねらいとして造形活動を行った。
厚紙にマーカーで好きな絵をかいた上に透
明テープを貼った。そこにカッターで切り込
みを入れ、部分的に剥がしたあと、版画用の
インクをローラーでのせて拭き取った。透明
テープを貼った時点で終了した子もいれば、
剥がす活動が楽しくて貼ったテープを全部
剥がした子もいた。

亀井幸子（係長） 園児31名
保育士3名

54 おおぎ認定
こども園

令和2年2月13日［木］
9:30-11:30

テラコッタ風の紙粘土で植木鉢をつくった。 亀井幸子（係長） 園児19名
保育士3名

55 小松島市立
県前保育所
5歳児

令和2年2月19日［水］
10:00-11:30

お菓子やカレーの空き箱の紙で「自分の顔」
の版をつくった。版画の特徴や面白さに気づ
いて欲しいという思いから一人2～3枚刷っ
た。

亀井幸子（係長） 園児7名
保育士3名

56 おおぎ認定
こども園
4歳児

令和2年2月26日［水］
9:30-11:30

水墨画の鑑賞と、墨に親しむ体験（硯で墨を
擦りにじみ模様をつくる）を行った。

森芳功（主席）、
宮﨑晴子（学芸員）

園児20名

57 阿南市立
山口保育所
2-5歳児

令和2年2月27日［木］
10:00-11:30

イブ・クラインの作品と紙芝居の鑑賞後、模
造紙に身体の輪郭線を友だちと取り合って、
ストローや大根の葉っぱを筆にして着彩し
た。

亀井幸子（係長） 園児10名
保育士3名

58 徳島市立
南井上小学校
1年生（2クラス）

令和2年3月19日［木］ コロナウイルスによる新型肺炎の影響で中止
（学校が休校になったため）

亀井幸子（係長） （中止）*

園児　1,132名、　児童　240名、　学生　14名、　保育士　184名、　教員　17名、　保護者　31名 / 合計　1,618名
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　　（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。

鑑賞シートの配布数

鑑賞シートの種類 配布数
1　日下八光〈阿南の海〉 257 
2　メッツァンジェ〈自転車乗り〉 257
3　ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 477
4　クレー〈子供と伯母〉 312
5　三宅克己の風景画 427
6　シーガルの人間像 367 
7　吹田文明の色と光 648 
8　大久保英治さんとメぢからスコープ！ 367 
9　屏風のなかのお話 367 

10　よーいアクション！ 505 
11　えのほんをつくろう 624 
12　彫刻EYE（アイ） 267 
13　墨と紙の魅力 464 
14　不思議の世界 292 
15　色いろいろ探求バトル 302 
16　模写して発見！芸術家の技 583 
合計 6,516 

4　学校の授業等への協力

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。

上板町立松島小学校　徳島市名東保育所　徳島県立徳島聴覚支援学校小学部　
徳島市加茂名小学校　国立大学法人　鳴門教育大学　徳島市千松小学校　徳
島市立八万幼稚園　上越教育大学大学院　つるぎ町立半田小学校　吉野川市立
高越小学校　徳島県小学校図画工作教育研究大会（つるぎ町立半田小学校）　吉
野川市学島小学校　那賀町立鷲敷中学校　藍住町立藍住北小学校　徳島市千
松小学校　徳島市南井上小学校　三好市立東祖谷小学校　藍住町立藍住北小
学校　阿南市立羽ノ浦小学校　阿波市立市場小学校　　　　　　　　　　
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5　中高大学生の職場体験･インターンシップ

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

令和元年5月14日［火］
9:30-16:00

オリエンテーション・施設見学、美術館の仕
事について、資料整理など

吉原美惠子（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

生徒6名

2 令和元年5月15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）、
吉川神津夫（上席学芸員）、
宮本沙耶（文化推進員）、
梶本真木子（文化推進員）

生徒6名

3 令和元年5月16日［木］
9:30-16:00

教材の整理、資料整理（図書関係）など 森芳功（主席）、
亀井幸子（係長）

生徒6名

4 鳴門教育大学
附属中学校 
2年生

令和元年6月26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

安達一樹（企画交流課長）、
友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）、
吉川神津夫（上席学芸員）、
宮本沙耶（文化推進員）、
梶本真木子（文化推進員）

生徒5名

5 令和元年6月27日［木］
9:30-16:00

保育所の見学サポート、資料整理 江川佳秀（主席）、
亀井幸子（係長）

生徒5名

6 令和元年6月28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

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

生徒5名

7 県庁
インターンシップ 
静岡芸術大学 
香川大学 
徳島文理大学 
大阪産業大学 
3年生　　　　　　　　　　　　

令和元年9月3日［火］
9:30-16:00

オリエンテーション・施設見学、美術館という
ものについて

安達一樹（企画交流課長）、
吉原美惠子（上席学芸員）

学生4名

8 令和元年9月4日［水］
9:30-16:00

作品の貸し出し準備、ワークスペースの片
付け、広報作業：ポスターの張替え等、ボラン
ティア活動と普及活動について

吉原美惠子（上席学芸員）、
友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

学生4名

9 令和元年9月5日［木］
9:30-16:00

資料整理、講話、教材の整理 中村章人（館長）、
亀井幸子（係長）、
森芳功（主席）

学生4名

10 令和元年9月6日［金］
9:30-16:00

教育普及活動について、資料整理 友井伸一（上席学芸員）、
吉川神津夫（上席学芸員）、
宮本紗衣（文化推進員）、
梶本真木子（文化推進員）

学生4名

11 徳島県立
城ノ内中学校 
3年生

令和元年10月30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 
教材整理と鑑賞プログラムの体験

吉原美惠子（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）、
増田くみ子（文化推進員）

生徒4名

12 令和元年10月31日［木］
9:30-16:00

保育所見学のサポート 
資料整理

亀井幸子（係長）、
吉川神津夫（上席学芸員）、
宮本紗衣（文化推進員）、
梶本真木子（文化推進員）

生徒4名

13 徳島県立
脇町高等学校 
1-2年生

令和元年12月17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

安達一樹（企画交流課長）、
江川佳秀（主席）、
亀井幸子（係長）、
吉川神津夫（上席学芸員）、
宮本紗衣（文化推進員）、
梶本真木子（文化推進員）

生徒2名

14 令和元年12月18日［水］
9:30-16:00

保育所見学のサポート 
資料整理

亀井幸子（係長）、
森芳功（主席）、
宮﨑晴子（学芸員）

生徒2名

生徒　45名、　学生　16名 / 合計　61名

　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「中高大学生の職場体験･ インターンシッ
プ」の受け入れを行った。
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6　クラブ活動への講師派遣

　美術クラブの発表展で、自作について助言を求めてきた生徒に対して指導を行ったり、支援学校の部活動で
作品製作の指導を行う予定であったが、新型コロナウィルス感染症の影響で部活動が中止になり、講師派遣はと
り止めになった。

7　教員研修会などへの講師派遣

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 「アートの日って楽しい」 平成31年4月21日［日］
9:30-12:00

アートカードを使って鑑賞
あそびを体験し、鑑賞活
動を通した学びについて
考えた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 園児14名 
保育士19名

2 「アートの日」勉強会 令和元年5月14日［火］
18:30-21:00

鑑賞プログラムの体験と、
「アートの日」の実践例や
体験談を聞きながら年間
を通したアート活動の計
画をたてた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士29名

3 「アートの日」勉強会 令和元年5月16日［木］
18:30-21:00

鑑賞プログラムの体験と、
「アートの日」の実践例
や体験談を聞きながら年
間を通したアート活動の
計画をたてた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士27名

4 「アートの日」勉強会 令和元年5月25日［土］
13:30-16:00

鑑賞プログラムの体験と、
「アートの日」の実践例
や体験談を聞きながら年
間を通したアート活動の
計画をたてた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士17名

5 鳴門市図工部会研究研修会 令和元年6月13日［木］
14:15-16:45

アトリエで身近な素材を
使ってできる版画の教材
研究を行った後、所蔵作
品展「受贈記念郭徳俊
の版画」を鑑賞した。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士15名

6 「アートの日」勉強会 令和元年6月20日［木］
18:30-21:00

身近な素材（新聞紙、クラ
フトテープなど）で楽しめる
版画遊びを体験し、素材
について理解を深めた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士31名

7 プチ・アートの日勉強会 令和元年6月23日［日］
10:00-12:00

身近な素材（新聞紙、クラ
フトテープなど）で楽しめる
版画遊びを体験し、素材
について理解を深めた。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士22名

8 徳島県教育委員会
フレッシュ研修Ⅰ

令和元年7月24日［水］
9:45-17:00

学校と美術館の連携に
ついての講義、鑑賞プロ
グラムの体験等

森芳功（主席）、
友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2、
展示室

教員8名

9 徳島県教育委員会
フレッシュ研修Ⅰ

令和元年7月25日［木］
9:45-17:00

鑑賞シートを使った模擬
授業と実習（「宿題そうだ
ん会」参加者への対応）

森芳功（主席）、
友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2、
展示室

教員8名

10 「アートの日」勉強会 令和元年7月25日［木］
18:30-21:00

特別展「美人画の雪月
花 - 四季とくらし培広
庵」の会場で対話による
鑑賞プログラムを実施し
た。参加者役とファシリ
テーター役を体験しても
らい、鑑賞活動での子ど
もの学びなどについて意
見交換した。

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2、
展示室

保育士18名 
教員2名

76



研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

11 徳島県教育委員会
フレッシュ研修Ⅰ

令和元年7月26日［金］
9:45-17:00

ユニバーサル美術館事
業についての講義と実習
（「宿題そうだん会」参
加者への対応）

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2、
展示室

教員8名

12 徳島市教育会幼稚園部会
研究会

令和元年7月31日［水］
14:30-16:30

保育所と美術館の連携
事業の成果や課題に
ついて話したあと、鑑賞
シートを使って鑑賞や造
形活動を体験してもらっ
た。

亀井幸子（係長） 徳島市立
川内北幼稚園

保育士23名

13 夏季保育大学 令和元年8月21日［水］
10:00-12:00

保育所と美術館の連携
事業の成果や課題につ
いて話したあと、鑑賞や
造形活動を体験しても
らった。

亀井幸子（係長） あわぎんホール 保育士172名

14 「アートの日」勉強会 令和元年8月22日［木］
18:30-21:00

アートイベントサポーター
でもある富林純子先生
を講師に招き、鑑賞プロ
グラムの体験と室内でで
きるネーチャーゲームの
プログラムを体験しアート
とネーチャーゲームの共
通点やそれぞれの特徴
について学んだ。

亀井幸子（係長） アトリエ2 保育士12名

15 「アートの日」勉強会 令和元年9月19日［木］
18:30-21:00

特別展「ニューヨーク・
アートシーン」の会場で
主体的で対話的な鑑賞
プログラムを体験した。

安達一樹（企画交流課長）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2 保育士11名

16 阿南市保育協議会研修会 令和元年10月11日［金］
9:00-17:00

午前中は、山口保育所
の公開保育の参観と研
究協議に出席。午後は、
講演（「子どもとアートの
素敵な関係」～素材か
ら考える～）と、制作活動
（素材の理解を深める
ための描画）を行った。

亀井幸子（係長） 山口保育所 
桑野公民館

保育士32名

17 「アートの日」勉強会 令和元年11月28日［木］
18:30-21:00

「ユニバーサル美術館
展：話せば広がる鑑賞物
語」会場で鑑賞プログラ
ムの体験を通して子ども
が楽しめる鑑賞活動に
ついて意見交換を行っ
た。

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ2 保育士14名

18 那賀郡中学校教育研究大
会美術会員部会

令和2年1月11日［土］ 
14:00-17:00

鑑賞シートを活用した模
擬授業や展示室での対
話型鑑賞の実践を通し
て授業力の向上をめざ
した。

亀井幸子（係長） アトリエ2、
展示室

教員3名

19 ナイト・アート・ミュージアム研
修会：美術館で図工の授業－
主体的・対話な作品鑑賞－

令和2年2月14日［金］ 
18:00-20:00

小学校の教員を対象に
行った研修。展覧会場
で対話型鑑賞を体験し
た。

友井伸一（上席学芸員）、
亀井幸子（係長）

アトリエ、
展示室1・2

教員10名

20 「アートの日」勉強会 令和2年3月5日［木］
18:30-21:00

新型コロナ感染拡大防
止のため中止

亀井幸子（係長） アトリエ2 （中止）

園児　14名、　保育士　442名、　教員　39名 / 合計　495名
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　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142回　令和元年 6月22日〔土〕　10:00-12:00　8人      

　　第143回　令和元年 9月29日〔日〕　10:00-12:00　9人      

　　第144回　令和元年11月16日〔土〕　13:30-17:00　9人      

　　第145回　令和 2年 1月11日〔土〕　10:00-12:00　7人      

　　第146回　令和 2年 2月22日〔土〕　10:00-12:00　7人      

        

　◦会場      

　　徳島県立近代美術館（アトリエ2）      

        

　◦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指導教諭）
　　武田亜希子（徳島県立徳島聴覚支援学校教諭）
　　井上奈美（徳島県立脇町高等学校・穴吹高等学校教諭兼務）
　　岡田三千代（鳴門教育大学附属小学校教諭）
　　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）      

　　井上三月（徳島市立加茂名南小学校）
　　坂元皐陽（徳島市立佐古小学校）
　　植田仁美（北島町立北島小学校）
　　門田歩記（小松島市立和田島小学校）      

　　竹内利夫（上席学芸員）
　　森芳功（主席）
　　亀井幸子（係長）      

        

（2）　作成したワークシート、指導の手引き      

　・鑑賞シートｎo.17「アートカード」A4判横4ページ　令和2年3月発行      

        

        

　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

8　鑑賞教育推進プロジェクト

9　展覧会ごとのワークシート作成
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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。

　　・所蔵作品展　受贈記念「郭徳俊の版画」A4判両面刷二つ折り　簡易印刷　平成31年4月発行
　　・所蔵作品展　 徳島のコレクション2019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31年4月発行      

　　・所蔵作品展　 徳島のコレクション2019年度第2期　特集「河井清一と明治期・徳島の若者文化」　A4判
両面刷二つ折り　簡易印刷　令和元年7月発行

　　・特別展　　　 「美人画の雪月花－四季と暮らし　培広庵コレクションを中心に」展　B4判両面刷二つ折り　
簡易印刷　令和元年7月発行      

　　・所蔵作品展　 徳島のコレクション2019年度第2期　特集「明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟
など」A4判両面刷二つ折り　簡易印刷　令和元年9月発行

　　・特別展　　　 ニューヨーク・アートシーン　－ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近
代美術館コレクションを中心に　A4判両面刷二つ折り　簡易印刷　令和元年9月印刷　
令和元年9月発行

　　・所蔵作品展　 ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物語　A4判両面刷二つ折り　簡易印刷　令和
元年11月発行      

　　・所蔵作品展　 徳島のコレクション2019年度第3期　特集「生きてゆくこと」A4判両面刷二つ折り　簡易印
刷　令和元年11月発行      

　　・特別展　　　 アール・ブリュット再考3　So Happy　やまなみ工房作品展　B5判両面刷　簡易印刷　令
和2年2月発行  

    

              

        

（1）　ポスター、美術館ニュース等      

　 　学校行事や授業などで当館を利用するときに役立つ印刷物を送付。「展覧会案内」（1回）、展覧会のポス
ター・チラシ（2回）などを送付している。

　◦送付先      

　　市町村教育委員会24カ所（小学校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      

　　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165校、中学校79校、高等学校・特別支援学校50校（294冊）      

　美術館活動への県民の参加を促し、地域に根ざした、開かれた美術館になるための取り組みとして平成15年
度から、美術館ボランティアを導入した。ここで活動してきたメンバーが主体となって平成18年4月にボランティアグ
ループ「ビボラボ」が結成された。より自立的な活動に取り組んでいくことを目指して、美術館と協働する取り組みも
多数実施してきたが、事情により平成29年度3月をもって一次活動休止した。

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

4-3　美術館ボランティア・地域との協働
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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、様々な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。
　次年度も、「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、コラボ企画として、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）や徳島県男性保育者会等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。

対象事業数　3種類。　延べ活動日数　50日。　登録会員数　計33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19日、会員数13名
　（2）　遠足見まもり事業　　　　　　　　　　　　：活動日数22日、会員数　9名
　（3）　「チャレンジとくしま芸術祭 2020」の運営　　：活動日数　9日、会員数11名

（1）　団体名：徳島県男性保育者会、上八万児童館、和太鼓　遊山
　　　事業名：「太鼓の音ってどんな色？！」
　　　2019年8月31日［土］10:00～12:00　徳島市上八万児童館
　　　参加人数：子ども　22名、保護者　11名。団体メンバー：20名。
（2）　団体名：鳴門教育大学大学院生
　　　　　　（講義「数学と芸術、そして科学間の接点を探る」の受講生）  
　　　事業名：「コラボ企画　作品に潜む数学をさがそう！」
　　　2020年1月13日［月・祝］1回目13：00～14：00　2回目14：30～15：30　
　　　美術館ロビー、展示室（2階）
　　　参加人数：50名　大学院生等：8名。
（3）　団体名：徳島県男性保育者会
　　　事業名：「子どもたちと美術館をつなぐ「アートの日」活動発表展」
　　　一般公開：2020年2月29日［土］、3月1日［日］9時30分から17時　
　　　ギャラリー（1階）、参加者数：342名　団体メンバー：10名
　　　保育・教育関係者の予約制の見学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　 2020年3月3日［火］から3月5日［木］9:30～20:00、3月6日［金］9:30～18:00、ギャラリー（1階）、参加人数：

112名。団体メンバー：20名。
（4）　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」
　　　2020年3月10日［火］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。団体メンバー：20名。

1　「アートイベントサポーター」の実績

2　コラボ企画（地域の団体・グループとの協働）
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　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、様々な特性のある方に楽し
んでもらえる美術館を目指し、活動を続けている。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。

　平成23年度に手話通訳つきの展示解説を初めて行い、地域の関係団体や特別支援学校等との連携を模索
した。25年度「みんなが楽しめる美術館づくり事業」、26年度「みんなで創るユニバーサルミュージアム事業」を実
施。27年度「開館25周年記念　人間表現を楽しむ25のとびら展」、28年度「暮らしの感覚」展と関連させ、展示
とイベントを中心に実践・検証を重ねていった。29年度から「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年度から「ユニバーサル美術館展」をシリー
ズ化した。
＊3-1-5「ユニバーサル美術館展」の項を参照。

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者

1 四国博物館協議会 亀井幸子（係長） 香川県立ミュージアム 令和元年5月20日［月］
15:00-16:30

一般 37名

2 文学講座「芸術・文化を語
る」

江川佳秀（主席） 徳島県立文学書道館 2
階講座室

令和元年6月22日［土］
14:00-15:30

一般 6名

3 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

令和元年8月10日［土］
13:30-16:00

施 設 利 用
者・児 童・
幼児

25名

4 福祉セミナー「すてきなアート
との出会い方」

竹内利夫
（上席学芸員）

ふれあい健康館 令和元年10月21日［月］ 
10:00-11:00

一般 19名

5 「根ざす現代アート - 人に、
社会に、時代に -」

吉原美惠子
（上席学芸員）

御所山現代アートスペース 令和元年11月10日［日］
13:30-15:00

一般 15名

6 博物館セミナー「ドイツの博
物館展示が感じさせる何
か」

竹内利夫
（上席学芸員）

徳島県立博物館講座室 令和元年12月25日［水］ 
15:00-15:45

一般 12名

7 保護者研修会 亀井幸子（係長） 阿南市立山口保育所 令和2年1月22日［水］
10:00-11:00

保育士、
保護者

12名

8 保護者研修会 亀井幸子（係長） 徳島市立大松保育所 令和2年1月29日［水］
10:15-11:30

保護者 17名

9 ミュージアム・エデュケーショ
ン研修

亀井幸子（係長） 国立科学博物館 令和2年2月7日［金］
9:30-16:00

一般 56名

合計　199名

4-4　社会教育、生涯教育への講師派遣

4-5　ユニバーサルミュージアム

1　経緯
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（１）　手話ビデオ等

　 　手話で楽しく鑑賞する人の様子を映像で発信することにより、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している。手話で話す人を含め共同で企画。

　　ア　マナー案内　3編
　 　　　メモは鉛筆で　2:05、感想はやさしい声で　2:46、飲食はおひかえください　1:46

　 　　 　水分補給や鉛筆の使用などの基本メッセージをコント仕立ての演出で映像化。字幕入り。一部に出演
者が手話を使っている。

　 　　 　制作・撮影：竹内利夫、亀井幸子/脚本：鴻野和美/出演・演出：当館アートイベントサポーター（小笠原新
也、河野伊知子、岸上学、岸上佐和子、岸上莉乃、岸上千結未、岸上晴音、坂部由香里、重白瑞希、戸
部節子、戸部登夫、富林純子、山村仁美）、戎協子/声の出演：亀井幸子/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　令和元年11月23日ユニバーサル美術館展会場にて公開

　　イ　作品解説文　3編
　 　　 　大沢昌助〈書きものをする娘〉　1:04、桂ゆき〈さる・かに合戦〉　1:02、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）〉　1:10

2　令和元年度の普及事業

3　令和元年度の制作・環境整備

（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 美人画の雪月花展　スペシャルトーク「美人画にみる 
きもの」（8月4日）

手話通訳つき

2 「ユニバーサル美術館展」みんなで語る鑑賞ツアー
（手話通訳つきの会）（11月23日）

3 「ユニバーサル美術館展」みんなで語る鑑賞ツアー
（色々な手段で語る会）（11月23日）

4 ベビーカーアワー（11月28日）
※他に3日間設定したが希望者がなく中止。

アートイベントサポーターの保育士経験者の補助。

5 アートボディランゲージ　遊学のススメ（12月1日） 音声言語を使わず進行するワークショップ。

6 あの手この手で交流トーク（12月8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。

7 ハンガ体験刷るデー「テーマ：実物版」（12月14日） 「対象どなたでも」と募集し、視覚障がいのある人の参加があった。

8 台本のない演劇・体験ワークショップ「いつでもあなた
が物語る」（12月23日）

「対象どなたでも」と募集

（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3展　展示解説（2月16日） 「アール・ブリュット再考3」展関連事業

2 アール・ブリュット再考3展　講演会「すべては幸せを
感じるために～やまなみ物語～」（2月23日）

　　　〃

3 アール・ブリュット再考3展　公開制作
（2月22日、23日）

　　　〃

（３）自主的な研修・交流活動との協働

1 視覚障がい者有志による展覧会案内
（7月31日、8月27日）
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　 　　 　解説文を、手話表現に適した語り口になるよう手話通訳者と相談して撮影。多言語コンテンツとして既
に公開されている完成度の高い原稿を、話し言葉として伝わるように活用する試み。

　 　　 　制作・撮影：竹内利夫、亀井幸子、戎協子、川真田光子/出演：戎協子、川真田光子/声の出演：竹内利
夫、亀井幸子/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　令和元年11月23日ユニバーサル美術館展会場にて
公開

（２）　サイン

　 　ユニバーサル美術館展の誘導サインとして、動くピクトグラムの映像を作成。マナー案内ビデオと合わせ、モ
ニタで上映した。

（３）　刊行物

　 　『話せば広がった鑑賞物語　とくしま近美のユニバーサル事業2019』AB判20ページ

（４）　機器類の充実

　ア　手話ビデオ・サイン映像用のモニタ台　3台
　イ　コミュニケーションボード　2台
　ウ　難聴者用の高指向性スピーカー　コミューンモバイルTypeHS　1式
　エ　観覧用携帯スツール　ＬＥＣＴＵＳ社　STOCKHOLM II　5台、 CHICAGO　5台　スタンド1台

◦担当者

　竹内利夫、亀井幸子
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資料収集保存事業

5

　　　　　　    

　令和元年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他5点（購入1点、寄贈4点）、日本画6点（購入1点、寄
贈5点）、彫刻3点（寄贈3点）、ビデオアート1点（購入1点）、素描3点（寄贈3点）、二次資料5点（寄贈5点）の
計23点（購入3点、寄贈20点）

5-1　令和元年度新収蔵作品・資料

◦購入作品
作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

唐仁原 希 過ぎ去りし日の思い出 2017年 油彩　キャンバス
100×80.3

油彩画他 1

廣田百豊 美人図 大正期 絹本着色
109.5×140.0

日本画 1

林勇気 light/shadow 2019年 HDビデオ （Color/Silent） 
7min7sec/7min11sec　

ビデオアート 1

◦寄贈作品
作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

高崎剛 窓辺の金魚鉢と娘（仮題） 1928年 油彩　キャンバス
93.0×54.0

油彩画他 1

原精一 裸婦小品 1949年 油彩　板
22.8×15.6

油彩画他 1

木下孝則 婦人像（仮題） 不明 油彩　キャンバス
41.2×27.0

油彩画他 1

郭徳俊
（クウァク・ドゥク＝ジュン）

TIME APRIL 6 1981 1981年 アクリル、コラージュ
キャンバス
130.0×163.0

油彩画他 1

太田天洋 学教ノ始メ 1932年 絹本着色
244.5×169.3

日本画 1

日下八光 蓬莱仙閣図 1937年 絹本着色
119.0×36.3

日本画 1

秦テルヲ 自叙画譜 1937年 紙本着色　画帖
35.5×23.7

日本画 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

市原義之 閑林 2010年 紙本着色
197.5×197.5

日本画 1

市原義之 冬日 2016年 紙本着色
197.5×197.5

日本画 1

青野正 風に向かう王 1991年 鉄
100.0×62.0×45.0

彫刻・立体 1

青野正 風壊 1992年 鉄
100.0×95.0×42.0

彫刻・立体 1

青野正 充ち往く時 1991～2017年 鉄
195.0×65.0×62.0

彫刻・立体 1

伊原宇三郎 婦人像 1968年頃 コンテ　紙
26.0×23.0

素描 1

伊原宇三郎 篝火 不明 コンテ　紙
22.5×27.5

素描 1

島あふひ 波間の舟 不明 墨　紙
20.5×26

素描 1

森堯之・資料 森堯之遺品（夫人宛軍事郵便 
1943年4月21日受信）

1943年 軍事郵便ハガキ（手製）
14.1×9.1

二次資料 1

森堯之・資料 森堯之遺品（夫人宛ハガキ 1942
年5月頃）

1942年 官製ハガキ
14.0×9.0

二次資料 1

森堯之・資料 森堯之遺品（夫人宛ハガキ 1942
年4月19日消印）

1942年 官製ハガキ
14.0×9.0

二次資料 1

森堯之・資料 森堯之遺品（中島比多吉宛軍事
郵便 1943年12月）

1943年 軍事郵便ハガキ
14.0×9.1

二次資料 1

森堯之・資料 森堯之遺品（作品＜ハルビン風景
（馬車）＞を脇にした森の写真）

1942年 モノクロプリント
11.8×16.9

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
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
令和
元年度 小　　計

計
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 管理換購入 寄贈 購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈 管理換購入寄贈 管理換寄贈 購入寄贈購入寄贈購入寄贈 他 購入寄贈購入寄贈 管理換 購入寄贈 管理換 購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入 寄贈 管理換 他

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 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 44 6 1 1 1 2 1 3 180 254 0 32 466

国外 19 1 3 2 2 2 1 2 2 1 34 1 0 0 35

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 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 0 44 0 6 0 0 2 1 1 1 2 0 1 4 214 255 0 32 501

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 14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 2 1 5 93 76 0 27 196

国外 0 0 0 0 0

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 14 6 1 7 20 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 2 1 5 93 76 0 27 196

彫
刻・立
体

国内 113 16 4 10 2 4 2 11 2 1 3 1 2 1 8 3 1 1 3 1 0 1 2 3 1 1 0 3 151 39 0 10 200

国外 22 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 36 1 0 0 37

小計 135 16 5 10 3 5 2 13 3 2 1 3 2 2 1 8 5 1 1 2 1 1 3 1 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 187 40 0 10 237

水
彩
画

国内 13 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33 1 1 1 1 1 0 56 2 1 0 0 123 263 0 59 445

国外 1 1 0 0 0 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 56 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 124 263 0 59 446

素
描

国内 12 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 17 12 8 49 5 1 1 18 2 0 0 17 0 0 0 3 57 321 0 190 568

国外 1 1 2 0 0 0 2

小計 13 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 18 12 8 49 5 1 1 0 0 0 0 18 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 59 321 0 190 570

写
真・映
像

国内 7 1 1 49 17 3 1 0 0 1 1 1 1 0 80 3 0 0 83

国外 1 2 3 6 0 0 0 6

小計 7 1 1 3 49 20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 86 3 0 0 89

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 13 7 1 134 1 17 7 4 3 2 75 4 1 0 0 1,141 536 0 1 1,678

国外 469 13 69 23 1 29 34 49 9 1 10 4 1 5 1 5 1 38 712 50 0 0 762

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 13 7 1 134 0 1 0 0 0 0 1 22 7 4 0 3 2 76 0 4 5 1 1 38 0 0 1,853 586 0 1 2,440

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389 408 162 14 90 74 2 26 1 31 3 302 17 0 5 379 3,473 2 56 3,910

国外 298 438 1 168 2 3 1 911 0 0 0 911

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389 408 162 14 90 74 2 0 0 0 0 26 0 1 31 0 3 0 302 0 0 0 0 0 0 0 17 0 5 1,290 3,473 2 56 4,821

そ
の
他

国内 2 1 0 0 1 2 0 0 3

国外 1 1 2 0 0 0 2

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

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 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 3 19 2,205 4,967 2 375 7,549

国外 811 453 71 195 1 35 6 2 37 53 10 1 8 2 12 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 0 38 0 1 1,704 52 0 0 1,756

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 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 20 3,909 5,019 2 375 9,305
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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
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
令和
元年度 小　　計

計
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 管理換購入 寄贈 購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈 管理換購入寄贈 管理換寄贈 購入寄贈購入寄贈購入寄贈 他 購入寄贈購入寄贈 管理換 購入寄贈 管理換 購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入 寄贈 管理換 他

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 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 44 6 1 1 1 2 1 3 180 254 0 32 466

国外 19 1 3 2 2 2 1 2 2 1 34 1 0 0 35

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 1 18 1 9 12 0 5 1 0 3 7 0 0 0 44 0 6 0 0 2 1 1 1 2 0 1 4 214 255 0 32 501

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 14 6 1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 2 1 5 93 76 0 27 196

国外 0 0 0 0 0

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 14 6 1 7 20 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 1 0 2 1 5 93 76 0 27 196

彫
刻・立
体

国内 113 16 4 10 2 4 2 11 2 1 3 1 2 1 8 3 1 1 3 1 0 1 2 3 1 1 0 3 151 39 0 10 200

国外 22 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 36 1 0 0 37

小計 135 16 5 10 3 5 2 13 3 2 1 3 2 2 1 8 5 1 1 2 1 1 3 1 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 187 40 0 10 237

水
彩
画

国内 13 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33 1 1 1 1 1 0 56 2 1 0 0 123 263 0 59 445

国外 1 1 0 0 0 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 56 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 124 263 0 59 446

素
描

国内 12 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 17 12 8 49 5 1 1 18 2 0 0 17 0 0 0 3 57 321 0 190 568

国外 1 1 2 0 0 0 2

小計 13 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 18 12 8 49 5 1 1 0 0 0 0 18 0 2 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 59 321 0 190 570

写
真・映
像

国内 7 1 1 49 17 3 1 0 0 1 1 1 1 0 80 3 0 0 83

国外 1 2 3 6 0 0 0 6

小計 7 1 1 3 49 20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 86 3 0 0 89

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 13 7 1 134 1 17 7 4 3 2 75 4 1 0 0 1,141 536 0 1 1,678

国外 469 13 69 23 1 29 34 49 9 1 10 4 1 5 1 5 1 38 712 50 0 0 762

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 13 7 1 134 0 1 0 0 0 0 1 22 7 4 0 3 2 76 0 4 5 1 1 38 0 0 1,853 586 0 1 2,440

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389 408 162 14 90 74 2 26 1 31 3 302 17 0 5 379 3,473 2 56 3,910

国外 298 438 1 168 2 3 1 911 0 0 0 911

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389 408 162 14 90 74 2 0 0 0 0 26 0 1 31 0 3 0 302 0 0 0 0 0 0 0 17 0 5 1,290 3,473 2 56 4,821

そ
の
他

国内 2 1 0 0 1 2 0 0 3

国外 1 1 2 0 0 0 2

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

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 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 3 19 2,205 4,967 2 375 7,549

国外 811 453 71 195 1 35 6 2 37 53 10 1 8 2 12 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 2 0 5 1 0 38 0 1 1,704 52 0 0 1,756

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 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 20 3,909 5,019 2 375 9,305

5-3　寄託作品・資料

作家名 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5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5年3月31日まで

伊原宇三郎 南伊豆風景 1935年 油彩　キャンパス 53.0×65.2 油彩画他 令和4年3月31日まで

原鵬雲・資料 文部省辞令
（補文部省
十三等出仕）

1874年7月15日 墨、紙 二次資料 令和4年3月31日まで

原鵬雲・資料 文部省文書
（賞金給付）

1878年2月15日 墨、紙 二次資料 令和4年3月31日まで

原鵬雲・資料 原鵬雲写真
（洋装）

明治期 写真 二次資料 令和4年3月31日まで

原鵬雲・資料 原鵬雲写真
（洋装）

明治期 写真 二次資料 令和4年3月31日まで

令和2年3月末現在
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◦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
　　　岡田三千代　　徳島県小学校教育研究会図画工作部会員
　　　　　　　　　　鳴門教育大学附属小学校教諭
　　　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　令和2年1月31日　第42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　令和2年1月29日

令和元年度の修復作品は、洋画1点、日本画1点。

5-4　資料収集委員会

5-5　作品修復

1　資料収集委員会

2　資料収集価格評価

分野 作品No.等 作家名 作品名 主な処置

油彩画他 1100703 木下孝則 婦人像（仮称） 画面の洗浄、補彩及び額縁の修理。

日本画 1110246 日下八光 蓬莱仙閣図 表具の天、地部分のみ新しい裂に交換。
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広 報 活 動

6

　　　　　　    

（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

2020年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（110号）：Ａ4判6ページ
　特別展　美人画の雪月花　四季と暮らし　培広庵コレクションを中心に 　友井伸一
　所蔵作品紹介　河井清一　＜女＞　江川佳秀

美術館ニュース（111号）：Ａ4判6ページ
　 特別展　ニューヨーク・アートシーン　ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　滋賀県立近代美術
館コレクションを中心に　安達一樹

　所蔵作品展　ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物語　竹内利夫
　所蔵作品紹介　川島猛　＜N.Y.-D.T.-10-1966＞　吉川神津夫

美術館ニュース（112号）：Ａ4判6ページ
　所蔵作品展　徳島のコレクション2019年度第3期　特集　現代美術と写真　吉川神津夫
　フリースペース　チャレンジとくしま芸術祭2020　友井伸一
　所蔵作品紹介　山下菊二　＜襖を抜く＞　江川佳秀

美術館ニュース（113号）：Ａ4判6ページ
　特別展　それぞれのながめ－河合美和、児玉靖枝、増田妃早子、渡辺智子　吉原美惠子
　所蔵作品紹介　林勇気　＜light/shadow＞　吉原美惠子

6-1　広報用印刷物
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　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。

　　　　　　    

　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。令和元年度の会員数は38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5回程度）、月毎の美術館催し案内、文化の森から（各号）など。

　　　　　　    

（1）　日下八光写生コレクション画像公開　令和元年5月11日
（2）　「美人画の雪月花」展特設サイト　令和元年5月21日
（3）　新聞記事データベース修理　令和元年7月4日
（4）　「ニューヨーク・アートシーン」展特設サイト　令和元年9月13日
（5）　ユニバーサル事業ブログ修理　令和元年12月9日

6-2　ホームページ

6-3　サテライト・ギャラリー

6-4　ニュース会員

1　概要

2　今年度の実績
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調査研究事業

7

　　　　　　    

　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。
　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　令和元年6月4日
元年度に取り組む｢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　令和元年11月27日（個別研究テーマに関する発表）
友井伸一「韓国のモノクローム画について」（継続）
江川佳秀「太平洋画会日誌にみる太平洋画会研究所争議と太平洋美術学校の開校」

第3回　令和元年12月19日（個別研究テーマに関する発表）
吉原美惠子「唐仁原希について」

第4回　令和2年1月23日（個別研究テーマに関する発表）
安達一樹「徳島県内の美術状況」（継続）

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。
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竹内利夫「中辻悦子の人間像について（2）」
亀井幸子「五感を活かした鑑賞支援教材の開発を目指して－ユニバーサル美術館事業の取り組みから」
森芳功「三宅克己の画業と生涯について」（継続）

第5回　令和2年2月27日（個別研究テーマに関する発表）
宮﨑晴子「近代日本における水墨画の展開」

第6回　令和2年3月11日（個別研究テーマに関する発表）
吉川神津夫「徳島県立近代美術館所蔵菊畑茂久馬資料目録作成」

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、情報の蓄積に努めてきた。その成果
は、作品や資料の収集につなげるとともに、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」を通じて公開してきた。
　作品や資料の収集としては、元年度は日下八光＜蓬莱仙閣図＞（1937年）、市原義之＜閑林＞（2010年）、
青野正＜風壊＞（1992年）、伊原宇三郎＜婦人像＞（1968年頃）、森堯之・資料（夫人宛軍事郵便 1943年4月
21日受信）など、9点の作品と5点の二次資料の収集を行った（5-1新収蔵作品・資料を参照）。
　展覧会を通じた公開としては、各期の所蔵作品展に「徳島ゆかりの美術」のコーナーを設けたほか、所蔵作
品展の一画を使って「特集 河井清一と明治期・徳島の若者文化」（令和元年7月13日-9月8日）と「特集 明治
の徳島画人－原鵬雲、守住勇魚、團藍舟など」（9月10日-10月27日）を開催することでその成果を公開した。（3-

1-2所蔵作品展2019年度第2期を参照）

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、特に有意義な作家の遺品や旧蔵書等については積極的に寄贈を受
け入れ、整理と調査を進めている。これら資料群は、作家研究、作品研究の基礎となるだけでなく、地域の美術
や日本近代美術の研究を進める上できわめて有意義な資料群である。これら資料群は、収蔵に際して基礎的
な調査と整理を行い、基本的なデータを本館データベースや特別資料目録で公開するとともに、必要に応じて
再調査を行っている。
　令和元年度は、特に「徳島のコレクション2019年度 第2期（前半）特集 河井清一と明治期・徳島の若者文
化」（7月13日-9月8日）と「徳島のコレクション 2019年度 第2期（後半）特集 明治の徳島画人－原鵬雲、守住勇
魚、團藍舟など」（9月10日-10月27日）の開催に際して、河井清一、原鵬雲、守住勇魚、守住周魚、團藍舟の資
料群の再調査を行った。

収蔵作品の再調査
　当館の収蔵作品･資料は、開館準備を行っていた昭和59年4月に最初の受け入れを行って以来37年の間
に9,000点を超えるまでに成長している。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。

7-1-1　共同研究
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凡例
1　館内研究報告会における個別研究の概要　　　　　6　学会発表
2　図書、図録等　　　　　　　　　　　　　　　　　7　講演会、各種研究会等での発表
3　論文　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　社会的活動
4　報告他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9　教育活動
5　解説、翻訳他

1　個別研究の概要
「徳島県内の美術状況」（継続）
　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、徳島大学が創立70周年記念美術展をガレリア新蔵で在校生や卒業
生、教員などによる連続展で開催したのが印象に残ったほかは、静かな一年と言えた。
　個々の作家及び制作系愛好家では、ベテランでは、源和昭、河野公子、中堅では冨本七絵、高木テルミ、若
手では吉村咲子、かわいみほら各氏の個展が成果を見せていた。また、このほかの個展では発表された作品
から過渡期と考えられる作家も見られた。しかし、全般的には以前からの継続的な発表が多く、県内での展覧
会開催数も減少傾向が見られたことから、詳しい分析はできていないが、制作や発表の体力が落ち続けている
ことは確かである。
　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引き続き勢
いが無く、衰退の一途をたどっており、写真のニッコールクラブが解散した。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、かなり危険な状況と言えるだろう。その一方で、写真と洋画の分野で会員数
が増えたというグループがあったことは特筆に値する。
　展示施設では、12月に阿波銀プラザのギャラリーが、装い新たに再開し、平成31年3月に亡くなった黒﨑志郎
さんの遺作展を開催した。本格的なオープンは令和2年3月の河野宗之蒸さんの油彩画個展からのはずであっ
たが、新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため中止となった。新型コロナウイルス感染症は、1月に日本での
感染者が判明し、その後流行をみせたことから、感染拡大防止のため、展示の中止、施設の閉鎖などが相次
いだ。その結果、作品発表の場が失われることとなり、今後の影響が危惧される。
5　解説、翻訳他
・ 「ヴィレム・デ・クーニング〈頭 No.3〉」「ジョナサン・ボロフスキー〈ブリーフケースを持つ人〉」「作家解説　ヴィ
レム・デ・クーニング」「作家解説　ジョナサン・ボロフスキー」『特別展　ニューヨーク・アートシーン　ロスコ、
ウォーホルから草間彌生、バスキアまで 滋賀県立近代美術館コレクションを中心に』「ニューヨーク・アートシー
ン　ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで－滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」展実行委
員会　2019年4月　p.37,126,138,139

・ 「特別展　ニューヨーク・アートシーン　ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで－滋賀県立近代美術
館コレクションを中心に」『徳島県立近代美術館ニュース』第111号　令和元年9月　p.2

・ 「アート散策29　作者と作品に親密さ」『徳島新聞』令和元年5月18日（朝刊）
・ 「アート散策38　作品との接し方 再認識」『徳島新聞』令和2年2月23日（朝刊）
・ 「美術館からのエッセイ　アメリカ美術が眩しかったころ」『寄稿者コラム　千言万語　10月』日本中央テレ
ビWebサイト　令和元年10月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201910.html

7-2　研究実績
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・ 「美術館からのエッセイ　アールブリュット再考展」『寄稿者コラム　千言万語　2月』日本中央テレビWebサ
イト　令和2年2月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/202002.html

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
・第5回「障がい者アーティストの卵」発掘展審査委員
・AWA現代アート展2019選考審査員
・第48回阿南市美術展写真部審査員
・美術史学会会員
・明治美術学会会員
・文化財保存修復学会会員
9　教育活動
・ 平成31（令和元）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」令和元年9月6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ながれを継続しており、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。
　2017（H29）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3人（ナム・チュンモ　
1961年～、イ・キョウジュン　1955年～、キム・テクサン　1958年～）の作品調査（アトリエ調査等）を行い、2018

（H30）年度は、文献調査を中心に継続調査を行った。
　2019（R元）年度は、引き続き文献調査を行うとともに、2017年に調査した作家より若い世代の3人の作家
（チョン・ウンジュン1965年、パク・ジョンギュ（Ｊ・パク）1966年、キム・キュルス1965年）について作家調査（インタ
ビュー）を行った。
3　論文
・ 「환류전여 기대어 - 오쿠보 에이지와의 20년」『오쿠보 에이지 한국과의 환류. 한국과의 40년 1980-

2019』2019年　시안미술관 pp.17-19

　 ＊「環流展に寄せて－大久保英治さんとの20年」『大久保英治　韓国との還流　韓国との40年1980-2019』
展図録　シアン美術館　韓国慶尚北道永川市　2019年pp.17-19（原文：日本語　翻訳：申京愛氏）
・ 「歩行と美術－大久保英治　歩く現場から－」『徳島県立近代美術館研究紀要』第20号　令和元年3月　

pp.3-17
5　解説、翻訳等
・ 「アート散策30　表現の楽しさ伝わる」『徳島新聞』令和元年6月28日（朝刊）
・ 「美人画の雪月花－四季とくらし　培広庵コレクションを中心に」『徳島県立近代美術館ニュース』第110号
（令和元年7月）pp.2-3

・ 「美人画の世界　県立近代美術館展から（1-5）」「1.木谷千種〈涼宵〉」「2.北野恒富〈願いの糸〉」「3.菊池
契月〈元禄美人〉」「4.岡本神草〈笠の舞妓〉」「5.山川秀峰〈安倍野〉」『徳島新聞』令和元年7月31日,8月1
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日,2日,3日,5日（朝刊）
・ 「美術館からのエッセイ 浴衣で美人画展を見に行きませんか？」『寄稿者コラム 千言万語 8月』日本中央テレ
ビWebサイト　令和元年8月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201908.html

・ 「フリースペース　チャレンジとくしま芸術祭　2020」『徳島県立近代美術館ニュース』第112号（令和元年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2020」『寄稿者コラム　千言万語　1月』
日本中央テレビWebサイト　令和2年1月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/202001.html

・ 「アート散策39　賛否両論は可能性の芽」『徳島新聞』令和2年3月11日（朝刊）
8　社会活動
・美術史学会会員
・美學会会員

1　個別研究の概要
「唐仁原希の絵画制作について」
　唐仁原の描き出す作品世界は、大きな瞳の少年や少女を複雑な仕掛けが施された場面や絵画史に残る名
画に倣った構図の中に登場させ、時代を彷彿させる雑誌や菓子などがアイコンのように登場したり、日本のアニ
メーションやロールプレイングゲームのモチーフが取り込まれたりする。半獣半人なども絵画史では馴染みのモ
チーフであるが、大きな瞳を持ち、ひ弱そうでありながら、しなやかで強靭な面をも併せ持つ異形の存在を表す。
庇護を必要とする弱さと成長の凄まじい勢いが混在する年齢の子どもの特徴をにじませ、社会の中での弱者で
ある子どもは常に美術史のモチーフとして扱われてきたことにも言及しようとする。平面表現の豊穣を期してグリ
ザイユ技法を取り入れた作品は絵画の歴史に与し、技術的な高まりも見せている。当館のコレクションの大きな
柱である20世紀以降の人間表現を考える上で、同時代の若い絵描きのこの仕事は注目に値するだろう。
3　論文
・ 「絵画考－増田妃早子と渡辺智子」『美術運動史研究会ニュース』No.173　美術運動史研究会　2019年

6月　pp.10-15
5　解説､翻訳他
・ 「近代美術館の新収蔵作品について」日本中央テレビ　千言万語　平成31年4月　http://www.jctv.

ne.jp/column/mori/201904.html

・ 「“あい”ランドARTギャラリー　偽善者の微笑　郭徳俊　徳島県立近代美術館蔵」『いのち輝く』第91号
（2019夏号）令和2年5月　pp.14-15

・ 「郭徳俊の版画」日本中央テレビ　千言万語　 令和元年5月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201905.html

・ 「アート散策31　黒と白に己の同一性」『徳島新聞』令和元年7月24日
・ 「松谷武判の版画」日本中央テレビ　千言万語　令和元年9月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201909.html

・ 「生きてゆくこと」日本中央テレビ　千言万語　令和元年11月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201911.html

・ 「城愛音」『VOCA展 2020　現代美術の展望－新しい平面の作家たち』VOCA展実行委員会、上野の森
美術館　令和2年3月　pp.54-55

・ 「特別展　それぞれのながめ－河合美和、児玉靖枝、増田妃早子、渡辺智子」『徳島県立近代美術館
ニュース113号』令和2年3月　pp.2-3

・ 「所蔵作品紹介　林勇気　light/shadow」『徳島県立近代美術館ニュース113号』令和2年3月　p.6
7　講演会、各種研究会での発表
・ 「徳島大学人と地域共創センター公開講座「暮らしを映す現代美術－現代史とともに歩む（1～5）」令和元
年5月20日、6月3日、6月10日、6月17日、7月1日　徳島大学人と地域共創センター

吉原美惠子
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・ 「AWAアートプロジェクト講演会「根ざす現代アート－人に、社会に、時代に」令和元年11月10日　御所山王
子現代アートスペース

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
ては諸々の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32　米拠点に50年創作活動」『徳島新聞』令和元年8月23日（朝刊）
・ 「所蔵作品紹介　川島猛＜N.Y.-D.T.-10-1966＞」『徳島県立近代美術館ニュース』第111号　令和元年9

月　p.6

・ 「徳島のコレクション2019年度第3期」『徳島県立近代美術館ニュース』第112号　令和元年12月　pp.2-3

・ 「美術館からのエッセイ　現代美術と写真」『寄稿者コラム　千言万語　3月』日本中央テレビWeb　令和2

年3月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/202003.html
8　社会的活動
・美學会会員

1　個別研究の概要
「作品解説文をやさしい日本語にする方法」
　ユニバーサル事業担当者として、館内コミュニケーション改善の試みを積み重ねている。検討すべき領域は
広いが、話し言葉系と書き言葉系に大別してみると、
（1）　イベント進行、手話通訳、触図開発など対話の質
（2）　作品解説文や広報文など書き文字の情報伝達
　この2つの分野で取り組んでいる。このうち、障がい当事者や関係者との協働を得て進展のある前者に比
べ、後者については本格的に着手できていない感があった。
　そこで作品解説文の伝達について検討を始めた。毎年制作している手話ビデオの企画として短い解説文
の手話映像化を行い、伝達内容の検討を行った。代表的な所蔵作品をQRコード提供用に150字で紹介した
解説文を材料とした。手話通訳者との事前の検討（文章の平易化）、通訳撮影時の検討（手話化）、さらに事
後の手話と日本語内容の照合（客観的な校正）、この3ステップで伝達内容を点検した。
　次の2点について課題がみつかった。一つは慎重な置き換えを心がけてはいても、話し言葉化のプロセスが
平易化と手話化の二重訳出状態となったことで、解説文の本意とずれる部分が生まれること。そして書き文字
解説文には言葉づかいは平明でも含意の理解が期待されていて、逐字的な変換が難しい部分もあること。
　もう一つは、例えば「古典絵画」、「抽象」など直訳困難でも伝達必須の用語があることが改めて実感され
た。いずれも経験豊富な翻訳者の技術だけに頼って解決できるものではない。
　以上を踏まえながら、検討作業のガイドラインや、訳出困難な言葉をコミュニケーションに取り上げるテクニック
について、準備できそうな感触を得ることはできた。引き続き外国人向けのやさしい日本語の観点を取り入れた
検討にも取り組む予定である。また伝達の検討方法やニーズの基礎データ収集が不足していることも課題とし
たい。
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2　図書、図録等
・ 竹内利夫（編著）「話せば広がった鑑賞物語－とくしま近美のユニバーサル事業2019－」徳島県立近代美
術館　令和2年3月

5　解説、翻訳他
・ 「とらえつくさない流儀」『さんかくとてん（川嶋守彦・元永紅子・中辻悦子＋元永定正）』モトナガ資料研究室
編　平成31年4月　pp.30-31

・ 「アート散策33　鑑賞教育　日独に共通点」『徳島新聞』令和元年9月27日（朝刊）
・ 「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111号　令和元年10月　p.3

・ 「美術館からのエッセイ『みんなで物語ろう』」『寄稿者コラム　千言万語　12月』日本中央テレビWebサイト　
令和元年12月　http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201912.html

7　講演会、各種研究会での発表
・ 徳島市生涯福祉センターふれあい健康館主催介護セミナー「すてきなアートとの出会い方」令和元年10月21

日　ふれあい健康館
・ 徳島県立博物館セミナー「ドイツの博物館展示が感じさせる何か」令和元年12月25日　徳島県立博物館
8　社会的活動
・ 第63回鳥取県美術展覧会版画部門審査員
・ アワガミ国際ミニプリント展2019審査員
・ 文化庁助成事業「美術館における聴覚障害者の鑑賞環境整備事業－手話通訳者養成プログラム作成事
業」課題抽出会議及び美術館における手話通訳者養成プログラム開発会議メンバー
・ 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31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」令和2年2月26日

1　個別研究の概要
「五感を活かした鑑賞支援教材の開発を目指して－ユニバーサル美術館事業の取り組みから」
　ユニバーサル美術館事業の取り組みのなかで、みんなが美術館で楽しく主体的に作品鑑賞を楽しむことが
できるように、視覚障がいや聴覚障がい、幼児といったそれぞれの特性やニーズに重点を置いた鑑賞支援教材
（触図や手話ビデオ等）を検討し試作してきた。本年度は、目の見えない人のニーズに重点を置いて作製してき
た教材の整理と課題の洗い出しを行い、新しい視点での教材開発を目指したい。
　これまで、作製してきた「触図」と呼ばれている教材は、印刷した作品の描線部分にボンドを塗って盛り上げ
たり、凹凸をつけてレリーフ状にしたりしたものである。絵に描かれているモノの形状や配置、色を言葉で説明を
する方も、それを聞いて理解しようとする方もたいへんな労力を要するため、その補助として触図を用いている。
しかし、触図に作品の細かな情報が盛り込まれていくと、それを触って読み取る活動が作品鑑賞の大部分を占
めてしまい、作品について自由に対話を楽しむことができないという状況も生まれた。
　本年のサポーターのミーティングで、触図の作製に対して、2名の全盲のサポーターからシンプルでよいので
触図が必要だという意見と不要だという意見が出された。触図が不要という意見の奥には、目に見える作品を
正確に理解することがゴールではなく「言葉による鑑賞の楽しさ」を広げたいという強い思いを感じる。また、コロ
ナ感染拡大防止の観点から、触図のような触る教材を使った活動が難しくなるなかで、触る教材のニーズがあ
ることも受け止めていきたい。そのためには、触覚だけでなく言葉や身体表現、音や香り等を手がかりに、新しい
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発想で教材の開発に取り組んでいきたい。
3　論文
・ 亀井幸子・髙木夏奈子（共著）「視覚や聴覚に障がいのある人と共に楽しむワークショップの実践をとおして」
『第42回美術科教育学会千葉大会研究発表予稿集』令和2年3月　p.51

　 ＊第42回美術科教育学会は、令和2年3月27,28日に開催される予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大
防止のため中止となった。

・ 「『ミッツミキ』ができるまで」竹内利夫（編著）『話せば広がった鑑賞物語　とくしま近美のユニバーサル事業
2019』徳島県立近代美術館　令和2年3月　pp.6-7

5　解説、翻訳他
・ 「アート散策34　乳幼児、遊びで芸術体感」『徳島新聞』令和元年10月25日（朝刊）
・ 「美術館からのエッセイ　アートの日－広がる就学前施設（保育所・幼稚園・認定こども園等）と美術館の連
携」『寄稿者コラム　千言万語　6月』日本中央テレビWebサイト　令和元年6月　http://www.jctv.ne.jp/

column/mori/ 201906.html
7　講演会、各種研究会での発表
・ 平成31年度四国地区博物館協議会及び日本博物館協会四国支部総会「就学前施設との連携事業－
『アートの日』の取り組みから」平成31年5月20日　香川県立ミュージアム
・ 第51回保育夏季大学「子どもとアートの素敵な関係－『アートの日』の取り組みから」　令和元年8月21日　あ
わぎんホール
・ 「事例紹介　展示室における豊かな学びをめざして」文化庁主催令和元年度ミュージアム・エデュケーション
研修　令和2年2月7日　独立行政法人国立科学博物館

8　社会的活動
・ 令和元年度第66回文化財保護強調のためのポスター審査委員
・ 第31回読書感想画中央コンクール県審査委員
・ 美術科教育学会会員
9　教育活動
・ 令和元年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）
・ 令和元年度県内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」令和2年2月26日

1　個別研究の概要
「太平洋画会日誌にみる太平洋画会研究所争議と太平洋美術学校の開校」
　太平洋画会研究所は1904（明治37）年に開設され、太平洋画会会員が指導者となって、洋画志望者に石
膏デッサンや人体デッサンの実技を指導した。有力な作家を数多く輩出し、戦前日本の洋画界に強い存在感を
示した。ところが1929（昭和4）年1月26日、研究所内で研究生争議が勃発し、それが契機となって廃止された。
組織を全面的に改め、10月に太平洋美術学校として再発足している。この一連の経緯を、太平洋画会の日々
の活動や役員会の協議結果を克明に記録した太平洋画会の『日誌』（太平洋美術会蔵）を主要な手掛かりと
し、周辺の資料や関係者の証言などで補うことで明らかにした。
　研究所開設当初の研究生は12、13名で、その後次第に増えていったが、1910年代でも80名ほどだった。指
導者も研究生も、お互いに気心が知れた落ち着いた雰囲気の研究所だったと思われる。しかし、洋画の大衆化
ともいうべき社会的風潮を背景に、研究所の門をたたく志望者が増大し、争議の頃は二百数十名に膨れ上
がっていた。施設の狭さも問題になっていたが、指導者の目が行き届かず、研究所内には無秩序で雑然とした
雰囲気が広がっていた。学費滞納者が続出し、研究生の一部には共産党のオルグ工作も浸透していた。美術

江川佳秀

98



学校への移行は、かねてから太平洋画会内部で検討されていたことだったが、このような状況があって、争議
を機に急遽実施に移された。
　太平洋美術会は7月14日に研究所の廃止を発表し、夏期休暇で研究生たちが帰郷して争議が沈静化する
のを待って、10月5日に美術学校の開校を発表した。本科と選科を設け、本科は旧制中学校、旧制高等女学校
卒業以上を入学資格とし、実技科目だけでなく学科科目を備えた専門学校としての美術学校を目指していた
（1934年東京府認可）。翌年4月から開講した。選科は尋常小学校卒業以上を入学資格とし、基本的に実技
科目のみを教授した。本科に先行してこの年10月に開講した。
　『日誌』によると、10月に実施した選科の入学試験（面接試験）では、「入学者は銓衡に充分なる注意を払ひ
不良分子を除く事」（顧問会）、「旧研究生中ノ不良生ブラツクリストを作成」して排除すること（創立委員会）と
取り決め、受験者の素行や思想的な立場に気を配っている。
　研究所争議で主導的な立場にあったのは、当時研究生だった鶴岡政男や井上長三郎たちである。この争
議は、戦前戦後の日本美術を支えることになった重要な作家たちの若い頃の足跡として、心に留めておく必要
がある。
　また、太平洋美術学校が開校する前後には、帝国美術学校や日本大学専門部美術科、日本美術学校、文
化学院美術部など私立の美術学校が次 と々開校している。争議を機に前倒しになったが、美術学校への改組
は美術界の潮流に沿った動きだった。そしてこの太平洋美術学校にも、麻生三郎や松本竣介など、戦前戦後
の日本美術を支えることになった重要な作家が学んでいる。現在ではあまり実態が知られていないが、この時代
の日本美術を考える上で視野に入れておく必要があるだろう。
3　論文
・ 「近代日本美術家による西洋絵画理論の研究」『調査研究報告書（2012～2016年度実施）』吉野石膏美
術振興財団　令和元年8月　pp.33-44

5　解説、翻訳他
・ 「荒川修作≪無題≫」「篠原有司男≪将軍バー≫」「作家解説　荒川修作」「作家解説　篠原有司男」
『ニューヨーク･アートシーン ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで－滋賀県立近代美術館コレクショ
ンを中心に』「ニューヨーク・アートシーン　ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで－滋賀県立近代美
術館コレクションを中心に」展実行委員会　2019年4月　p.54,120,138,145

・ 「作品解説 河井清一≪女≫」『徳島県立近代美術館ニュース』第110号　令和元年7月　p.6

・ 「美術館からのエッセイ 特集 河井清一と明治期・徳島の若者文化」『寄稿者コラム　千言万語　7月』日本
中央テレビWebサイト　令和元年7月　 http://www.jctv.ne.jp/column/mori/201907.html

・ 「四国は一つ」『ZENBI』第16号　全国美術館会議　令和元年9月　pp.18-19

・ 「“あいランド”ARTギャラリー  管弦之図　守住勇魚」『いのち輝く』第92号（2019秋号）とくしま“あい”ランド
推進協議会　令和元年9月　pp.16-17

・ 「アート散策36　名を売らぬ有名画家」『徳島新聞』令和元年12月18日（朝刊）
・ 「作品解説 山下菊二≪襖を抜く≫」『徳島県立近代美術館ニュース』第112号　令和元年12月　p.6
6　学会発表
・ 「太平洋画会日誌にみる研究所争議と太平洋美術学校の開校－洪原会、NOVA美術協会の活動にもふれ
て」明治美術学会2019年度第5回例会　令和2年2月8日　京都工芸繊維大学

7　講演会等
・ 徳島県立文学書道館文学講座　芸術・文化を語る第3回「近代徳島の美術家を掘り起こす」令和元年6月

22日　徳島県立文学書道館
8　社会的活動
・ 美術史学会誌『美術史』第188号査読委員
・ 新居浜市美術館収集審査委員会委員
・ 全国美術館会議機関誌部会員、同地域美術研究部会員
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・ 美術史学会会員
・ 明治美術学会会員
9　教育活動
・ 徳島大学総合科学部非常勤講師「美術概論」
・ 令和元年度県内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」令
和元年9月6日

1　個別研究の概要
「三宅克己の画業と生涯－克己の印象派紹介、雑誌口絵の表現と『水彩画論争』」
　前年度に引き続き、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」（1904-05年）の時期を中心に検討した。論争相手の鹿子木孟郎がフランス留学から帰国した前後の頃
から論争時まで、三宅の画業と活動をたどっていくと、三宅には印象派への強い関心があったことが分かる。
『明星』誌上で印象派の作品図版の紹介を行い、印象派を意識した表現を試み公表していた。また、『女学世
界』『中学世界』等の雑誌に数多く掲載した絵手本や、流行作家のようにして制作した絵葉書原画は、印象派
への関心を通過して生まれたきわめて簡略な表現だった。
　一方の鹿子木は、アカデミズムの本流を日本に根付かせようとして帰国したが、ヨーロッパでも市民権を得つ
つあった印象派に対する危機感をフランス・アカデミズムの作家たちと共有していた。鹿子木が三宅に激しく反
応したのは、印象派を意識した三宅の表現と活動を知ったからであり、それが彼のなかでは白馬会批判と結び
ついた。それらのことを鹿子木が実見した三宅の作品を明らかにしつつ検討した。
　日本における印象派受容は、黒田清輝と久米桂一郎の世代が印象派を知った後、次に本格的に注目される
のは、明治40年代に後期印象派と同時に紹介された時期だが、その間に三宅の印象派の作品図版紹介と表
現の試みがあった。もし、「水彩画論争」における鹿子木の激しい批判がなかったら、印象派移入の歴史がいく
らか違った経緯をたどった可能性があったことも指摘した。
　なお、その成果は、『徳島県立近代美術館研究紀要』第20号で公表した。
3　論文
・ 「三宅克己の画業と生涯（八）― 克己の印象派紹介、雑誌口絵の表現と『水彩画論争』」　『徳島県立近
代美術館研究紀要』第20号　令和2年3月　pp.3-26

5　解説、翻訳他
・ 「アート散策28　普遍的なものに触れる」『徳島新聞』平成31年４月23日（朝刊）
・ 「アート散策37　徳島が育んだ土の感触」『徳島新聞』令和2年1月28日（朝刊）
8　社会的活動
・ 明治美術学会会員
・ 美術科教育学会会員
9　教育活動
・ 鳴門教育大学学校教育学部嘱託講師「博物館経営論」
・ 令和元年度徳島県内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」令和2年2月23日

1　個別研究の概要
「近代日本における水墨画の展開」
　明治中期以降に多く描かれることとなったいわゆる「日本画」においては、主題の選択だけでなく遠近法や陰

森芳功

宮﨑晴子
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影表現を取り入れるなどの表現様式の面においても西洋美術の影響を大きく受けながら展開したことは知られ
ている通りである。
　その一方で、水墨画の分野でも、明治20年前後の狩野芳崖や橋本雅邦らの作品に見られるように、西洋美
術的な空間表現を取り入れる試みをしていたことが分かっている（佐藤道信、1989年）。それらの作品に端を発
する近代の水墨画の展開についてはすでに概観が提示されているが（青山訓子、1999年）、そこでは水墨画
が、顔料を以て描かれた日本画の発達と軌を一にすると結論されている。
　本発表では、近代における水墨画の展開の様相を改めて概観し、西洋美術に範を取る遠近法および陰影
表現、または写実的な描法が多用されていた水墨画の作品たちが、それらの表現を離れ、東洋的とも言える平
面的な表現に回帰した契機を竹内栖鳳（1864-1942）による「雨」（第5回文展出品作、1911年）に求める仮説
を提示した。今後は、「雨」の作品研究によって本作を水墨画の展開史上に位置付けることを通して、顔料を用
いて描かれた日本画を見るだけでは解明し得ない当時の西洋美術に対する目線、伝統に対する目線を探る一
助としたい。
3　論文
・ 「日本近現代における仏伝図」『マンガ/漫画/MANGA－人文学の視点から－』神戸大学出版会　2020年3

月　pp.94-109
5　解説、翻訳他
・ 「アート散策35　描かれた夕景と夕日共演」『徳島新聞』令和元年11月20日（朝刊）
8　社会的活動
・ 美術史学会会員
・ 明治美術学会会員

7-3　文献資料の整理

種別

年度

59
年
度
︱
平
成
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度

平
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年
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平
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年
度

平
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度
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度

平
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度
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度
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平
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平
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年
度

平
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年
度

平
成
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年
度

平
成
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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

令
和
元
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 41 44 5,221

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 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 0 2 10,795

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 0 1,637

その他
（件） 27 32 2 4 1 2 0 0 9 2 23 12 3 1 4 5 7 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 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 46 21,326
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管 理 運 営

8

委員　岡田三千代
　　　岡山千賀子
　　　小川　裕久
　　　兼松　文子
　　　岸上佐和子
　　　佐原　　理
　　　武田亜希子
　　　田中　智子
　　　東浦　博史
　　　結城　栄子

協　　　議　　　会

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
主　　　席　江川　佳秀
主　　　席　森　　芳功
学　芸　員　宮﨑　晴子

文化推進員　梶本真木子
文化推進員　増田くみ子
文化推進員　宮本　紗衣
文化推進員　横田　勝典
文化推進員　渡部　哲也
非常勤職員　長井　智子

副　館　長　森吉　雅史
　（文化の森振興本部

企画振興部長 本務）

館　　　長　中村　章人
（文化の森振興本部部長
〈近代美術館担当〉本務）

学芸交流課長　安達　一樹

8-1　組織及び職員一覧（令和元年度） （令和2年3月31日現在）
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　令和元年10月23日

（令和元年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

兼松　文子（公社）徳島県労働者福祉協議会常務理事

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

岸上佐和子 公募委員
（おおぎ認定こども園保育教諭）

田中　智子 四国大学文学部日本文学科助教

佐原　　理 徳島大学大学院
社会産業理工学研究部准教授

　　　　　　    

○会期　令和元年12月4日［水］-12月10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
　・ビデオ上映（二十一世紀館ミニシアター　10:30～、14:00～）
　　　作品 「忍たま乱太郎がんばるしかないさ」、「ここから歩き始める」
○入場者数　展示　231名　ビデオ上映　47名

8-2　美術館協議会

8-3　人権啓発展

1　委員

2　開催

1　文化の森人権啓発展　－識字活動を中心として－
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8-4　入館者数

1　令和元年度所蔵作品展入館者数

2　令和元年度特別展入館者数

　　　　　　    

　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。

8-5　レファレンス業務

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 62 2 31 2 35 457 589 22 27

5 70 5 133 13 565 11 1,654 2,438 27 90

6 124 19 3 42 21 1 5 32 158 404 26 16

7 41 21 14 4 137 10 1,702 1,925 22 88

8 4 79 5,731 5,810 27 215

9 25 1 2 10 4 106 55 1,505 1,704 25 68

10 20 3 3 100 14 876 57 1,348 2,407 23 105

11 42 3 19 21 7 194 16 1,552 1,847 25 74

12 85 18 49 11 235 21 283 691 24 29

1 63 8 21 3 115 14 250 471 23 20

2 77 5 31 2 3 48 12 1,090 1,265 25 51

3 53 5 1 29 2 22 153 265 26 10

合 計 662 90 6 382 146 2 64 2,360 285 15,883 19,816 295 67

（単位：人）

区分
 
展覧会名

個 人 団 体・ 割 り 引 き 等 減 免 前 売 券 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 着物割 一 般 高 齢 高校生 小中生 一 般 高校生 学校教育 個　人

校 人 数 未小中高 一 般

美人画の雪月花 2,375 12 0 1,553 5 100 0 0 0 0 1,170 2 10 247 379 1,492 7,335 38 193

ニューヨーク・
アートシーン 939 51 4 506 36 2 372 0 0 30 1,177 188 887 4,162 44 95

アール・ブリュット再考3 0 0 0 1,438 1,438 14 103

合計 3,314 63 4 2,059 41 2 100 0 372 0 0 1,170 2 40 1,424 567 3,817 12,935 96 135

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

回数 0 1 1 2 3 2 4 1 5 0 0 0

（単位：人）

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1,438人のみです。
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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

横尾忠則 よだれ 1
2019.5.25-
8.25

人食いザメと金髪美女
－笑う横尾忠則展 横尾忠則現代美術館

横尾忠則 お堀 1
2019.5.25-
8.25

人食いザメと金髪美女
－笑う横尾忠則展 横尾忠則現代美術館

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉1 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉2 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉3 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉4 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉5 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉6 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉7 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈薄暗いアーチのあ
る時間〉8 1

2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉1 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉2 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館
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3　彫刻

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

ウィレム・デ・クーニング 頭No.3 1
2019.5.25-
2020.1.19

ニューヨーク・アート・シー
ン展

鳥取県立博物館、和
歌山県立近代美術
館、徳島県立近代美
術館、埼玉県立近代
美術館

ジョルジオ・デ・キリコ 孤独な詩人 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

マッタ 版画集〈ホメロス V〉3 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉4 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉5 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉6 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉9 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

マッタ 版画集〈ホメロス V〉10 1
2019.10.18-
2020.7.12

西洋近代美術にみる 
神話の世界

美術館「えき」KYOTO/
群馬県立近代美術館/
岡崎市美術博物館/
高知県立美術館

　　　　　　    

「ギャラリー利用状況」

「講座室利用状況」

8-7　ギャラリー、講座室の利用状況

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 0 1 2 4 3 5 2 1 3 3 2 26

利 用 日 数 0 0 8 13 17 7 21 11 3 14 16 10 120

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

利 用 日 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
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徳島県立近代美術館　中期計画・目標
 （平成27年度～令和元年度） 

　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

　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

　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

　美術作品を通じて感動や体験のできる場を提供するととも
に、近・現代美術を中心とした文化活動を先導していく。
　所蔵作品展は、コレクションの特徴を生かして、計画的に、
できるだけ多くの所蔵作品を鑑賞する機会を提供し、特別展
は、近代、現代、日本、海外、徳島ゆかりなど多彩な内容の展
覧会を適時適切に開催する。

（1）　特別展
　ア　特別展開催の維持（年数回）
　イ　ストック（所蔵品・地元の遺産等）の活用
　ウ　メリハリのある開催計画
（2）　所蔵作品展
　ア　所蔵作品の魅力をより深く伝える工夫
　イ　展示会場や展示替え回数の弾力的な見直しと運用
（3）　入館者
　ア　入館者数の維持（漸増）
（4）　有料入館者
　ア　有料入館者数の維持（漸増）
（5）　図録販売数
　ア　図録販売数維持（漸増）
（6）　ギャラリー
　ア　ギャラリーの利用促進
　イ　利用日数の維持（漸増）

8-8　運営計画

1.　使命と計画

3.　調査研究

4.　展示活動

2.　資料の収集・保管・活用
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　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

　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

　美術館の催し物案内や美術館活動に関する様々な情報
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

　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）

　美術館活動の活性化と健全な経営に主体的に取り組め
るよう、適切な組織体制を構築し、職員意識や資質の向上を
図っていく。

（1）　学芸員の社会的理解と資質の向上
　ア　学芸員の社会的理解を深める
　イ　学芸員の研修機会の確保
（2）　組織の整備・改善
　ア 　組織の整備・改善（専門職の位置づけ、総務事務等
の効率的な分担等）

　イ　館長もしくは副館長の専門職化

　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

5.　教育普及活動

8.　県民参加、協働

9.　組織・人員

10.　財務・社会的支援

6.　利用者の安全・快適さの確保

7.　広報・情報の発信と公開
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　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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関 係 法 規

9

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　徳島県条例第11号
（令和元年10月1日施行）

徳島県文化の森総合公園文化施設条例をここに公布する。

（設置）
第 1条　個性豊かな県民文化を振興し、魅力のある地域づ
くりに寄与するため、県民の文化活動の拠点として、徳島
県文化の森総合公園文化施設（以下「文化施設」とい
う。）を徳島市八万町に設置する。

（名称及び業務）
第2条　文化施設の名称及び業務は、次のとおりとする。

（利用の許可）
第 3条　次の表に掲げる文化施設の施設又は用具を利用
しようとする者は、あらかじめ、徳島県教育委員会（以下
「教育委員会」という。）の許可（以下「利用の許可」とい
う。）を受けなければならない。

（観覧料等）
第 4条　博物館が展示する博物館資料、美術館が展示す
る美術館資料又は鳥居記念館が展示する鳥居記念館

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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資料を観覧する者に対しては、別表第一に掲げる額の観
覧料を徴収する。

2 　利用の許可を受けた者に対しては、別表第二に掲げる
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

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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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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別表第2（第4条関係）

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

（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）

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。
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徳島県立近代美術館管理規則

制定　平成 2年3月31日　教育委員会規則第10号
最近改正　平成25年3月29日　教育委員会規則第 3号

（趣旨）
第 1条　この規則は、徳島県立近代美術館（以下「美術
館」という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（休館日）
第2条　美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
　1 　月曜日　ただし、その日が国民の祝日に関する法律
（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以下「休日」
という。）に当たるときは、その日後においてその日に最も
近い休日でない日

　2　12月29日から翌年の1月4日までの日
2 　徳島県立近代美術館長（以下「館長」という。）は、特に
必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時
に休館し、又は同項に規定する休館日に開館することがで
きる。
　　　（平8教委規則8・平24教委規則11・一部改正）
（供用時間）
第 3条　美術館の供用時間は、午前9時30分から午後5時
までとする。

2 　前項の規定にかかわらず、ギャラリーの供用時間は、午
前9時30分から午後9時までとする。

3 　館長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定に
かかわらず、第1項又は前項に規定する供用時間を変更す
ることができる。
　　　（平8教委規則8・一部改正）
（利用の許可の申請等）
第 4条　徳島県文化の森総合公園文化施設条例（平成2

年徳島県条例第11号。以下「条例」という。）第3条の許可
（以下「利用の許可」という。）を受けようとする者は、徳島
県立近代美術館利用許可申請書（別記様式）を館長に
提出しなければならない。

2 　前項の申請書は、利用しようとする日（その日が引き続き2

日以上に及ぶときは、その初日。）の前日から起算して、ギャ
ラリーについては6月前の日以後に、講座室については3月
前の日以後に提出するものとする。ただし、館長が相当の理
由があると認めるときは、この限りでない。

3 　館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の
許可をしないものとする。
　1 　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあ
ると認められるとき。

　2 　集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれ
がある組織の利益になると認められるとき。

　3 　その他美術館の管理上支障があると認められるとき。
　　　（平25教委規則3・一部改正）
（利用の許可等の通知）
第 5条　館長は、前条第1項の申請書を受理したときは、利
用の許可をするかどうかを決定し、その旨を当該申請者に
通知するものとする。

（利用の許可の取消し等）
第 6条　館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当
該利用の許可を取り消し、又は施設の利用の中止を命ず
ることができる。
　1 　第4条第3項各号のいずれかに該当する理由が生じた
とき。

　2 　利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が利
用の許可に付した条件に違反したとき。

　3 　利用者が偽りその他不正な手段により利用の許可を
受けた事実が明らかとなったとき。

　4　利用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。
　　　（平25教委規則3・一部改正）
（利用の内容の変更等）
第 7条　利用者は、施設を利用できなくなったとき、又は利用
の許可の内容を変更して施設を利用しようとするときは、直
ちにその旨を文書で館長に届け出なければならない。
　　　（平25教委規則3・一部改正）
（遵守事項）
第 8条　美術館を利用する者は、条例及びこの規則並びに
館長が別に定める利用者心得その他の規律を守らなけ
ればならない。

（入館の禁止等）
第 9条　館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し
ては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
　1 　泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認められ
る者

　2 　前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
（資料の特別利用）
第 10条　学術その他の目的のために美術館資料の撮影、
模写等をしようとする者は、あらかじめ、館長の承認を受け
なければならない。

（補則）
第 11条　この規則に定めるもののほか、美術館の管理に関
し必要な事項は、館長が定める。
　　　附則　略
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別記様式（第4条関係）

注意事項　※印の欄には、記入しないこと。

使 用 料
納入時期

前 納
後 納

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� ㊞

電　話

※
　
区
　
分

一　　　般

営　　　利

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

決 裁 欄

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

徳島県立近代美術館協議会規則

制定　平成 2 年3月31日　教育委員会規則第5号
改正　平成24年3月30日　教育委員会規則第6号

（趣旨）
第 1条　この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施設
条例（平成2年徳島県条例第11号）第7条第7項の規定
に基づき、徳島県立近代美術館協議会（以下「協議会」
という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるもの
とする。
　　　　（平24教委規則6・一部改正）
（会長及び副会長）
第 2条　協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会
長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）
第 3条　協議会の会議は、会長が招集する。
2 　協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、
開くことができない。

3 　協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否
同数のときは、会長の決するところによる。

（雑則）
第 4条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関
し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
　　　　附則　略
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建 設 概 要

10

建物概要

設計　　　　　　　　 ㈱環境・建築研究所・㈱佐藤武夫設
計事務所・㈱日建設計　設計共                    

同企業体
監理　　　　　　　　 環境・建築研究所・岡田新一設計事

務 所・佐 藤 武 夫 設 計 事 務 所・日                    

建設計　建設工事監理共同企業体
施行　　　　　　　　 ［建築］ 　 大成建設・フジタ工業・不動

建設・熊谷組・間組　建築
工事共同企業体

　　　　　　　　　 ［電気］　 四国電気工事・近畿電気工事
　　　　　　　　　　　　　　　　電気工事共同企業体
　　　　　　　　　 ［空調］ 　 東洋熱工業・三機工業・ナミレ

イ　空調工事共同企業
　　　　　　　　　 ［管］　　 朝日工業社・大成設備　管

工事共同企業体
　　　　　　　　　 ［エレベーター］　㈱東芝
　　　　　　　　　 ［家具］　冨士ファニチア㈱
敷地　　　　　　　　 40.6ha（公園全体面積）
構造・規模　　　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造
　　　　　　　　　 地上4階　塔屋1階　地下1階建
延床面積　　　　　　 6,518㎡（3館 合 計　 積 層 含 む ―

23,814㎡、積層含まず―22,382㎡）
建築面積　　　　　　8,363㎡（3館合計）

設備概要

電力設備　　　　　　 受変電、自家発電、直流電源設備
（蓄電池）、電灯・コンセント、 避雷針

通信・情報設備　　　　  電話、情報（AV、スタジオ、液晶表示、
他）、テレビ共聴、表示、インターホン、
拡声、時計、視聴覚

防災・防犯設備　　　　 自動火災報知、防火戸閉鎖、ガスモレ
警報、漏水警報、防犯、ITV、排煙、非
常用照明、誘導灯消火設備（屋内消
火栓、スプリンクラー、ハロン化物消
火、他）

空気調和設備　　　　 熱源機器設備（電気式ヒートポンプ、
ボイラー）

　　　　　　　　　 空気調和設備（収蔵庫4系統、展示
室3系統、一般3系統）

給排水衛生設備　　　 給水設備（市水系統、雑給水系統）、
排水設備（合併処理槽）、給湯、カス
ケード、薫蒸、中和槽装置、特殊ガス、
焼却炉

監視制御設備　　　　 中央監視設備（監視制御点数―全館
2,000点、美術館500点）

昇降機設備　　　　　 エレベ ーター（ 乗 用：750kg×1台、
450kg×2台＊、身体障害者用：750kg×
1台、荷物用：3,000kg×2台＊）

 ＊美術館用は各1台
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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）
　　　　　　　　　　　　　　 ＊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」にお越しになれません。

文化の森駅
城南高校

八万南小学校

園瀬川

県庁

至小松島

至鳴門
至池田

徳島駅

眉山

文化の森

R11
R55

R192

R438

徳島南環状道路

利 用 案 内

11
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