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昭和55年 1 月
文化の森構想発表

昭和56年 2 月
文化の森懇話会報告書提出

昭和57年 3 月
建設地を徳島市八万町向寺山及び寺山に決定

12月
美術館基本構想報告書提出

昭和59年 5 月
美術館資料収集委員会発足

昭和60年 8 月
施行式挙行

昭和61年 4 月
県企画調整部に文化の森建設事務局設置

昭和62年 7 月
建設工事着工

平成元年12月
建設工事竣工

平成 2 年 4 月
徳島県文化の森総合公園文化施設条例施行
県教育委員会に徳島県立近代美術館を設置
徳島県立近代美術館資料収集委員会発足
徳島県立近代美術館協議会発足

11月 3 日開館

平成 7 年 6 月
日本ブラジル修好100周年記念 開館 5 周年記念展
「サンパウロ美術館名品展」を開催

10月
開館 5 周年記念作品 パウル・クレー〈子供と伯母〉
（1937年）、フェルナン・レジェ〈美しい自転車乗り〉（1944
年）の 2 点を購入

平成12年11月
開館10周年記念展「近代徳島の美術家列伝 明治か
ら第二次世界大戦まで」を開催
平成22年10月
開館20周年記念展「徳島県立近代美術館名品ベスト
100」を開催

平成27年 4 月
この年度は、開館25周年記念展として、特別展では「美
の饗宴 西洋絵画の300年」、「フィギュア展 －ヒトガタ、
人形、海洋堂」を開催。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

令和 2 年 4 月
県教育委員会から知事部局（未来創生文化部）に移管

10月
特別展として、文化の森総合公園 開園30周年記念「ド
イツ 20世紀 アート」と「野外彫刻展」を開催。また、所蔵
作品展では「開館30周年記念 未来に向けて」を開催

沿 革
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徳島県立近代美術館 基本理念

徳島県立近代美術館は、地域の文化活動の拠点である
文化の森（※）の一員として、特に美術を中心とした県民文
化の振興を図ります。

「先導し、発信する」
未来と世界に目を向け、豊かな人間性を育む場として、

展示や教育普及事業などを通して、近代・現代美術を中心
とした文化活動を先導し、芸術文化情報を発信します。

「研究し、還元する」
近代・現代美術、あるいは徳島にゆかりのある作品や関連

資料を調査、研究し、あらゆる美術館活動に活かします。

「保存し、伝える」
資料収集方針に基づいて収集した貴重な作品や資料を

良好な状態で保存し、後世に伝えます。

「地域に根ざし、連携する」
親しまれる美術館として、ボランティアをはじめとする県民と

の協働や県民の参加を進めます。
他の文化施設や大学・学校などの教育機関との連携を

深め、相乗効果を図り、地域文化の創造性を高めます。

「安らぎ、体験する」
自然豊かな文化の森で、安らぎとゆとりを満喫し、実物の

美術作品にふれる感動や体験のできる場を提供します。

※（注）文化の森総合公園

六つの文化施設（図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、近代美術館、文書

館、二十一世紀館）が一堂に会した総合公園

基 本 理 念 と
事 業 方 針
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事業方針

1．資料収集保存事業

資料収集方針
（1） 基本方針

① 現代美術の動向を国際的視野に立って把握
し、二十一世紀への展望が開けることを課題に
国内外の優れた現代絵画・彫刻を中心に収集
する。

② 現代美術の背景を理解するために近代美術も
併せて収集する。

③ 近代以降活躍した徳島ゆかりの作家の作品を
収集する。

④ 一次資料を理解するために二次資料も併せて
収集する。

（2） 具体的方針
① ＜人間＞を主題とする作品を中心に収集する。
② 広い視野に立ち、現代版画を総合的に収集
する。

2．調査研究事業

調査研究事業は、全ての美術館活動の基盤であり、日
常的、継続的に進めていくものである。なかでも、所蔵作
品・作家についての調査研究や徳島ゆかりの作家・作品
の基礎調査は、とりわけ重要であり、また、教育的な視点
からのアプローチも欠かせない。
その成果は、論文や学会発表にとどまらず、収集、展示、

教育普及のそれぞれの美術館事業に活かされていかな
ければならない。

3．展示事業

（1） 所蔵作品展では、定期的な展示替えを行いながら
所蔵作品を公開する。できる限り多くの所蔵作品を鑑
賞する機会を提供し、展示の新鮮さを維持すると同時
に、作品の保護を図るためである。
また、収集方針への理解を容易にするため、原則と

して収集方針に即した展示とする。
（2） 特別展では、原則として近代、現代美術を対象とし、
所蔵作品展では紹介しきれない分野や作家、作品を
紹介する。様 な々美術愛好家の期待に応えるとともに、

常に新しい美術館利用者を開拓し続けるため、近代、
現代の美術展、日本、海外の美術展、徳島ゆかりの美
術展、啓蒙的な内容の美術展など多彩な内容の展覧
会を時期にも配慮しながらバランスよく開催する。

4．教育普及事業

（1） 美術館での作品鑑賞をより豊かにすることを目的と
して、館事業への理解が深まり、幅広い角度で美術館
に親しんでもらえるような催しを開催する。
一般向けの展示解説や講座、制作を体験するワー
クショップや作家によるトーク、子供向けの鑑賞教室など
を行い、多様な学習機会を提供する。また、県内各地
で移動展を行い、鑑賞の場を提供する。

（2） 県内全ての児童生徒に鑑賞の楽しさを届けることを
目的として、学校教育との連携を進める。
授業や遠足による美術館利用の促進、学芸員による
解説や授業の実施、教員や大学との連携による鑑賞
教材の開発と実践などを通じて、美術館と学校を結ぶ
鑑賞教育の裾野を広げていく。

（3） 子供から大人まで、より多くの人々が美術館で楽しく
過ごすことのできる、親しめる美術館となることを目的とし
て、美術館ボランティアによる県民との協働を推進する。
ボランティアが、独立した自主的な組織運営が可能

になるようにサポートし、所蔵作品展に関連した独自の
イベントの企画・実施をはじめとして、美術館を取り巻く
多様化するニーズや課題に幅広く対応していく協働体
制づくりを行う。
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3-1 常設展 令和2年度
「所蔵作品展 徳島のコレクション2020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
径を会場として開催した。
第1期、3期では、「20世紀の人間像」「現代版画」、「徳島

ゆかりの美術」のコーナーを設けて、所蔵作品を紹介。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
なるように工夫し、「現代版画」のコーナーでは、年間を通して
様 な々テーマを設けて、多彩な現代版画の世界を垣間見て
もらえるように努めた。
第2期は、「開館30周年記念 未来に向けて」として、「20世

紀の人間像」、コレクションについて再考する3つの特集と「近
代美術館クロニクル」のコーナーを設けた。
また、展示室3で所蔵作品による「ユニバーサル美術館：

『ハロー、お気に入りをさがそう!』」を開催した。
なお本年度は、コロナ感染症拡大により、手指消毒や検温
器機の設置、受付前でソーシャルディスタンスを保つ措置、
入場制限などの対策を行った。緊急事態宣言時には臨時
休館も行った。

（出品リストの凡例）
国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順。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・サイズだが、†を付したものはシー
ト・サイズとした。

展 覧 会 事 業
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1

所蔵作品展 徳島のコレクション2020年度第１期

● 会期
令和2年4月18日［土］‐7月12日［日］（58日間）

● 休館日
月曜日（5月4日を除く）、5月7日［木］
コロナ感染症の拡大にともなう緊急事態宣言発出により、
4月22日［水］から5月8日［金］まで臨時休館

● 視点
当館のコレクションの3つの柱「20世紀の人間像」、「徳

島ゆかりの美術」、「現代版画」のコーナーに加えて、特集
コーナー「新収蔵作品を中心に」を設けた。
（1） 特集
・「新収蔵作品を中心に」
令和元年度に新しく収蔵された作品を、既に収蔵して

いた作品とともに紹介した。
林勇気（1976‐）は、近年ますます意欲的な制作を続け

る作家である。新収蔵作品の〈light/shadow〉は、上質な
アニメーション作品。炎に照らし出されたように力強くゆらめ
く映像に表されている不思議な手の動きは、実は現代を
生きる私たちの日 の々暮らしによく見られるもので、時代をよ
く反映している。
唐仁原希（とうじんばら のぞみ）の〈過ぎ去りし日の思

い出〉は、大きな瞳を持つ少女が異形の姿で表されてい
る。少女の両腕は蝶の羽に、両の脚はしなやかな肉食獣
の四肢に挿げ替えられており、このあどけない存在が、実
は人には備わらない不思議な力を有していることを匂わせ
ている。唐仁原は、アニメーションやロール・プレイング・ゲー
ムなど、現代日本社会を象徴する事象に興味を持ち、そ
の要素を作品にも取り込んでいる。子どもをモチーフに、時
代に根ざし、美術史の流れに連なる意識を持ちながら制
作を続けている。
郭徳俊の〈TIME APRIL 6 1981〉は、平成30年度にお

ける版画のまとまった受贈に続いて、作家から寄贈された
作品。制作に際して素材としてよく用いる『TIME』誌を貼
り込んで、世の中に起こっている出来事を画面に提示しな
がらも、郭の思いは貼り込まれた裏側にも及んでいく。思う
に世の中の出来事の半分は、私たちの目には触れないで
埋もれているのだということだろうか。
（2）「20世紀の人間像」
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、コレクションの中心となる名品を展覧した。

（3）「現代版画」
3回に分けて、マルセル・デュシャン、ベン・シャーン、マリ

ノ・マリーニの版画集を順次展観した。
（4） 徳島ゆかりの美術
令和元年度に新しく日下八光、市原義之、青野正、伊

原宇三郎、島あふひ、森堯之の作品や遺品がコレクション
に加わった。それら新収蔵作品を中心に、6人の作品を紹
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20名以上の団体料金。

● 関連事業
＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物
出品リスト：A4判8ページ（A3判2つ折り2枚）
＊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
1,364人

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・「トレンドカフェ」ケーブルテレビあなん 令和2年4月24日
・「フォーカス徳島」四国放送 令和2年5月20日
・清水有香「館の『顔』新旧で併置 徳島・県立近代美
術館 12日までコレクション展」『毎日新聞』 令和2年
7月7日（地方版「徳島」）

● 担当学芸員
吉原美惠子、江川佳秀

特集「新収蔵作品を中心に」
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●出品リスト
所蔵作品展 徳島のコレクション2020年度第１期

展示室1
■特集 新収蔵作品を中心に

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 後ろ向きに横たわる裸婦 1925年 油彩 ボード 37.9×45.5

太田天洋 学教ノ始メ 1932年 絹本着色 244.5×169.3*a［株式会社ホテルサン
バレー寄贈］

木下孝則 婦人像（仮称） 不詳 油彩 キャンバス 41.2×27.0［八田紀子氏寄贈］

太郎千恵蔵 232‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 29.5×38.5×20.0

251‐G 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 29.0×37.0×19.5

301‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 27.5×33.0×45.0

302‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 30.0×35.5×42.5

303‐W 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 27.0×34.0×44.0

304‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 30.0×45.5×31.0

312‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 28.5×34.0×42.0

321‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 30.0×37.0×42.5

333‐B 1991年 衣服、ワックス、モーター付き台車 28.0×37.0×42.5

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

唐仁原希 過ぎ去りし日の思い出 2017年 油彩 キャンバス 100.0×80.3

中西利雄 婦人像 1940年 水彩 紙 76.5×56.5*a

帽子をかぶる女 1940年 水彩 紙 55.0×37.0*b［徳島県文化振興財団
寄贈］

秦テルヲ 眠れる子 1923（大正12）
年頃

寒冷紗着色 56.5×45.0*b

自叙画譜 1937年 紙本着色 35.5×23.7［岩佐哲氏寄贈］

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

原精一 裸婦小品 1949年 油彩 板 22.8×15.6［八田紀子氏寄贈］

板東敏雄 水浴 1922年以前 油彩 板 11.6×17.4［個人寄贈］

アンソニー・カロ テーブル・ピース
Y‐90 “チェアパーソン”

1986‐87年 錆びた鋼、彩色、ワックス 104.0×71.0×63.5

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

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［作家寄贈］

クリントンIと郭 1993年
（2003年刷）

シルクスクリーン 紙 54.8×41.3*a［作家寄贈］

クリントンIIと郭 1997年
（2003年刷）

シルクスクリーン 紙 51.8×37.0*b

ブッシュIIと郭 2005年
（2011年刷）

シルクスクリーン 紙 52.4×36.9*a［作家寄贈］

オバマと郭 2009年
（2009年刷）

シルクスクリーン 紙 51.7×36.7*b［作家寄贈］
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■20世紀の人間像

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

靉光 作品 1941年 墨 紙 24.8×21.0*b

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

村山槐多 女の顔 1914年 木炭 紙 60.0×44.5*a

チャック・クロース マルタ／フィンガーペイン
ティング／ホワイト

1986年 油性インク、アクリル絵具
キャンバス

61.2×51.2

ジャン・デュビュッフェ 熱血漢 1955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

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

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

92.0×70.8

■現代版画
マルセル・デュシャン 版画集〈恋人たち〉 4月18日［土］‐5月17日［日］

マルセル・デュシャン 版画集〈恋人たち〉1. 準
クラナッハ選集、“本日休
演”による ファースト・ス
テート

1967年 エッチング 紙 34.8×23.7

版画集〈恋人たち〉2. 準
クラナッハ選集、“本日休
演”による セカンド・ス
テート

1967年 エッチング、アクアチント 紙 34.8×23.7

版画集〈恋人たち〉3. 愛
の後 ファースト・ステート

1967年 エッチング 紙 34.8×23.5

版画集〈恋人たち〉4. 愛
の後 セカンド・ステート

1967年 エッチング 紙 34.8×23.5

版画集〈恋人たち〉5. 準
ロダン選集 ファースト・
ステート

1968年 エッチング 紙 34.7×23.8

版画集〈恋人たち〉6. 準
ロダン選集 セカンド・ス
テート

1968年 エッチング 紙 34.7×23.8

版画集〈恋人たち〉7. ア
ウアー燈 ファースト・ス
テート

1968年 エッチング 紙 34.8×23.5

版画集〈恋人たち〉8. ア
ウアー燈 セカンド・ス
テート

1968年 エッチング、アクアチント 紙 34.8×23.7

版画集〈恋人たち〉9. 準
アングル選集I ファース
ト・ステート

1968年 エッチング 紙 34.8×23.5

版画集〈恋人たち〉10. 準
アングル選集I セカンド・
ステート

1968年 エッチング、アクアチント 紙 34.8×23.5

版画集〈恋人たち〉11. …
裸にされた花嫁 ファー
スト・ステート

1968年 エッチング 紙 34.8×23.6
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マルセル・デュシャン 版画集〈恋人たち〉12. …
裸にされた花嫁 セカン
ド・ステート

1968年 エッチング、アクアチント 紙 34.8×23.6

版画集〈恋人たち〉13. 準
アングル選集II ファー
スト・ステート

1968年 エッチング 紙 34.8×23.6

版画集〈恋人たち〉14. 準
アングル選集II セカン
ド・ステート

1968年 エッチング、アクアチント 紙 34.8×23.6

版画集〈恋人たち〉15.
「王と王妃」 ファースト・
ステート

1968年 エッチング 紙 34.8×23.7

版画集〈恋人たち〉16.
「王と王妃」 セカンド・
ステート

1968年 エッチング、アクアチント 紙 34.8×23.7

版画集〈恋人たち〉17. 準
クールベ選集 ファース
ト・ステート

1968年 エッチング 紙 34.8×23.7

版画集〈恋人たち〉18. 準
クールベ選集 セカンド・
ステート

1968年 エッチング、アクアチント 紙 34.7×23.5

■ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの手記』より〉 5月19日［火］‐6月14日［日］

ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉扉１

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉扉２

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉1.多くの都市

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉2.多くの人 を々

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉3.多くの事物を

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉4.禽獣を知らね
ばならぬ

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉5. 飛ぶ鳥のす
がた

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉6.小さな草花の
たたずまい

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉7.まだ知らぬ国々
の道を

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉8.思いがけぬ解
逅

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉9. 遠くから近づ
いてくるのが見える別離

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉10.少年の日の
思い出を

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉11. 心を悲しま
せてしまった両親を

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉12.少年時代の
病気を

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉13. 静かなしん
とした部屋で

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉14. 海辺の朝

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉15. 海そのもの
の姿

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉16. 星くずととも
に消え去った旅寝の夜々

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉17. 愛にみちた
多くの夜の回想

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉18.産婦の叫び

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉19. 白衣のなか
に眠りに落ちて恢復を待
つ産後の女

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉20. 死んでゆく
人の枕もと

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉21.死者の傍で

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†

版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉22.一篇の詩の
最初の言葉

1968年 リトグラフ 紙 57.3×45.3†
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■マリノ・マリーニ 版画集〈版画集〉 6月16日［火］‐7月12日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マリノ・マリーニ 版画集〈版画集〉1.印象 1959年 エッチング、ドライポイント 紙 44.8×36.6

版画集〈版画集〉2.舞台
のモチーフ

1960年 エッチング、ドライポイント 紙 46.2×35.9

版画集〈版画集〉3. 劇場
のモチーフ

1960年 エッチング 紙 43.9×36.2

版画集〈版画集〉4. 会合 1961年 エッチング、ドライポイント 紙 44.7×31.8

版画集〈版画集〉5. 脚光 1964年 エッチング 紙 48.2×31.9

版画集〈版画集〉6. 曲芸 1966年 エッチング 紙 45.5×35.1

版画集〈版画集〉7. 分解 1967年 ドライポイント、ルーレット 紙 40.5×31.7

版画集〈版画集〉8. 三人
の踊り娘

1968年 エッチング 紙 48.3×35.0

版画集〈版画集〉9.楽しき
遊び

1968年 エッチング 紙 47.5×31.9

版画集〈版画集〉10.出現 1968年 ドライポイント 紙 44.2×31.0

版画集〈版画集〉11.軽業
師の遊戯

1969年 エッチング、ドライポイント 紙 39.7×31.8

版画集〈版画集〉12.乙女
の理想

1969年 エッチング、ドライポイント 紙 43.2×35.2

版画集〈版画集〉13.格闘 1969年 ドライポイント、ルーレット 紙 41.6×31.8

版画集〈版画集〉14.奇跡 1969年 ドライポイント、ルーレット 紙 42.8×33.0

版画集〈版画集〉15.道化
師の遊戯

1970年 エッチング、ルーレット 紙 34.3×39.8

版画集〈版画集〉16.奇跡
の理想

1970年 エッチング 紙 45.7×31.9

版画集〈版画集〉17. 楽し
きトリオ

1970年 エッチング 紙 39.6×35.0

版画集〈版画集〉18.空想 1970年 エッチング 紙 40.9×32.4

版画集〈版画集〉19.分裂 1971年 エッチング 紙 43.8×31.5

版画集〈版画集〉20.勇士 1971年 エッチング 紙 31.9×41.8

展示室2
■徳島ゆかりの美術

青野正 風に向かう王 1991年 鉄 100.0×62.0［作家寄贈］

風壊 1992年 鉄 100.0×95.0［作家寄贈］

充ち往く時 1991-2017年 鉄 195.0×65.0［作家寄贈］

市原義之 閑林 2010年 絹本着色 197.5×197.5*a［作家寄贈］

冬日 2016年 絹本着色 197.5×197.5*b［作家寄贈］

伊原宇三郎 篝火 不明 コンテ 紙 22.5×27.5*b［辻佳伸氏寄贈］

白いシュミーズ 1926-27年頃 油彩 キャンバス 91.0×72.8

婦人像 1968年頃 コンテ 紙 26.0×23.0*a［辻佳伸氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

日下八光 桃に小鳥 昭和初期 絹本着色 軸装 130.0×41.8*b

蓬莱仙閣図 1937年 絹本着色 119.0×36.3*a［小笠原道生氏寄贈］

島あふひ 波間の舟 不明 墨 紙 20.5×26.5*a［辻佳伸氏寄贈］

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

森堯之 ハルビンの酒家 1941年 油彩 キャンバス 31.9×41.0「寄贈作品」

ロシア教会 1941年 油彩 キャンバス 40.8×31.9「寄贈作品」

花と蝶 1941年 油彩 板 41.4×32.2「寄贈作品」

ハルビン風景（恒昌勝商
店）

1941年 鉛筆、水彩 紙 28.2×38.4*a「寄贈作品」

ハルビン風景（ガード下
の市場）

1941年 鉛筆 紙 28.2×38.6*a「寄贈作品」

ハルビンロシア人墓地入口 1941年 鉛筆 紙 38.6×28.2*a「寄贈作品」

ハルビン太陽島 1941年 鉛筆 紙 28.2×38.6*a「寄贈作品」

ハルビン風景（盛昌徳） 1941年 鉛筆 紙 28.2×38.2*b「寄贈作品」

ハルビン風景（中国風望
楼）

1941年 鉛筆 紙 28.1×38.3*b「寄贈作品」

ハルビン風景（ロシア正
教会聖堂）

1941年 水彩、鉛筆 紙 38.1×28.2*b「寄贈作品」

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［瀬川由起子氏寄贈］

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［瀬川由起子氏寄贈］

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［瀬川由起子氏寄贈］

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［瀬川由起子氏寄贈］

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 14.0×9.0［瀬川由起子氏寄贈］

■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
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

※会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは５月31日［日］まで、＊bを付したものは6月2日［火］から展示。
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所蔵作品展 徳島のコレクション2020年度第2期
「開館30周年記念 未来に向けて」

● 会期
令和2年7月18日［土］‐11月29日［日］（116日間）

● 休館日
月曜日（8月10日、9月21日、11月23日を除く）、8月11日
［火］、9月23日［水］、11月24日［火］

● 視点
本館は会期中の11月3日、開館30周年を迎えた。この

所蔵作品展は30周年を記念し、通常とは異なる構成とな
る「20世紀の人間像」、３つ切り口による特集コーナー、
「近代美術館クロニクル」により、コレクションや展覧会を振
り返りつつ、次の時代を展望する機会とした。

（1）「20世紀の人間像」
20世紀の初めに興った新しい表現であるキュビスムや

抽象的な絵画を軸に作品を紹介。当館のコレクションを代
表するアルベルト・グレーズ〈台所の母子〉、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
作品を展示した。
（2） 特集
・「『未来に向けて』日本画コレクションを振り返る」
7月18日［土］‐8月30日［日］
本館の日本画コレクションの特徴が分かる13点を選び

コンパクトに紹介。「人間像」の作品からは、近代日本を代
表する横山大観や下村観山、そして髙山辰雄ら戦後の
日本画。「徳島ゆかり」の作品からは、鳴門の渦潮や祖谷
など徳島の風景を表した池田遙邨や下保昭ら、県出身
の作家として廣島晃甫、日下八光の代表作を展示した。
・「区切ったり、くくったり、束ねたり、まとめたり」
9月1日［火］‐10月18日［日］
連綿と続けられる美術館のコレクションは、例えば時代

やテーマによって、区切られたり、まとめられたりしながら総
括され、訪れる人たちの目に触れる。ここでは、その区切っ
たり、くくったり、束ねたり、まとめたりする機能に注目しながら、
作品を強め深くした制作の意図が明らかになるよう、ジョ
ン・デイビィーズ、松井憲作、太田三郎、マグダレーナ・ア
バカノヴィッチの作品を選び展観した。
・「多様に広がり続ける表現」
10月20日［火］‐11月29日［日］
20世紀美術の歴史は、常にこれまでにない新しいものを

追い求めてきたため、これまでにない素材を用いた作品が
生まれたり、絵画や彫刻という従来のジャンルでは収まらな
い作品が生まれたりした。DNAの遺伝子配列を作品にし
た野村仁の〈二重螺旋：DNAの複製〉や2020年5月に亡
くなった本県出身の菊畑茂久馬の大きな平面作品、クリ
ストの実現しなかったプロジェクトの版画作品などを展観し
た。
（3） 近代美術館クロニクル
近代美術館の30年の歩みを資料によって紹介した。こ

れまで開催してきた特別展のポスターを前期と後期に分
けて展示したほか、これまで発行してきた美術館ニュース
や展覧会図録の閲覧コーナーを設けた。

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

● 関連事業
＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物
出品リスト：A4判8ページ（A3判2つ折り 2枚）
＊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
6,666人

● 新聞、雑誌記事、放送番組等（開館３０周年関連記事）
・尾野益大「美を伝える 県立近代美術館30周年 1 人間
がテーマ 親しみやすく最も身近」『徳島新聞』 令和
2年10月10日

・尾野益大「美を伝える 県立近代美術館30周年 2 徳
島ゆかり 作家と作品地道に発掘」『徳島新聞』 令和
2年10月11日

・尾野益大「美を伝える 県立近代美術館30周年 3 127
回数えた特別展 5万人集めた好企画も」『徳島新聞』
令和2年10月13日

・尾野益大「美を伝える 県立近代美術館30周年 4 学芸
員の見識 作品購入価値を見極め」『徳島新聞』
令和2年10月15日

・尾野益大「美を伝える 県立近代美術館30周年 5 親し
みやすさ 椅子設置や手話解説も」『徳島新聞』 令
和2年10月16日

・尾野益大「美を伝える 県立近代美術館30周年 6 多様
化する素材 劣化防止へ保存法探る」『徳島新聞』
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令和2年10月17日
● 担当学芸員
吉川神津夫、森 芳功、吉原美惠子

「近代美術館クロニクル」
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●出品リスト
所蔵作品展 徳島のコレクション2020年度第２期
「開館30周年記念 未来に向けて」

展示室1
■特集 「未来に向けて」日本画コレクションを振り返る 7月18日［土］‐8月30日［日］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

池田遙邨 鳴門 1949年 紙本着色 218.5×139.7

上野泰郎 人間讃歌 1972年 紙本着色 229.0×280.0

片岡球子 浮世絵師安藤広重 1981年 紙本着色 90.9×72.7

下保昭 峡 1991-92年 紙本着色 97.0×162.1

菊池契月 虫撰 1930年頃 絹本着色 93.5×89.0

日下八光 阿南の海 1927年 絹本着色 額装 165.0×175.0

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

高山辰雄 野辺 1982年 紙本着色 130.0×212.0

竹内浩一 吉野川・春 2007年 紙本着色 99.6×72.4［作家寄贈］

廣島晃甫 夕暮れの春 1920年 絹本着色 額装 198.0×117.0

三谷十糸子 夕 1969年 紙本着色 215.0×156.0

森山知己 雪音 2001年 紙本墨画着色 各182.5×366.0（四曲一双）

横山大観 樹下苦行 明治後期 絹本着色 117.2×49.9

■特集 区切ったり、くくったり、束ねたり、まとめたり 9月1日［火］‐10月18日［日］

太田三郎 〈Post war 50 私は誰で
すか〉01.閻 喜鳳 女性
安東省 第1次［昭和56
年3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉02.田 富 男性
三江省 第1次［昭和56
年3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉03.張 秀英 女性
奉天省 第2次［昭和57
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉04.高 世復 男性
奉天省 第2次［昭和57
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉05.呂 済玲 女性
東安省 第3次［昭和58
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉06.馬 文林 男性
浜江省 第3次［昭和58
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

太田三郎 〈Post war 50 私は誰で
すか〉07.呉 桂蘭 女性
奉天省 第4次［昭和58
年12月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉08.張 学彦 男性
吉林省 第4次［昭和58
年12月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉09.張 桂雲 女性
牡丹江省 第5次［昭和
59年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉10.王 占山 男性
三江省 第5次［昭和59
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉11.鄒 麗栄 女性
東安省 第6次［昭和59
年11-12月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉12.張 世良 男性
奉天省 第6次［昭和59
年11-12月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉13.張 喜玲 女性
吉林省 第7次［昭和60
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉14.王 克印 男性
浜江省 第7次［昭和60
年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉15.王 秀蓮 女性
東安省 第8次［昭和60
年9月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉16.荘 立発 男性
奉天省 第8次［昭和60
年9月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉17.蘭 艶霞 女性
竜江省 第9次［昭和60
年11-12月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉18.張 長瑞 男性
竜江省 第9次［昭和60
年11-12月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉19.韓 来英 女性
竜江省 第10次［昭和
61年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50 私は誰で
すか〉20.楊 金有 男性
牡丹江省 第10次［昭
和61年2-3月訪日］

1995年 再生紙にプリント 29.1×15.7

松井憲作 絵画弾1 1977年 油彩 キャンバス 116.8×91.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

松井憲作 絵画弾2 1977年 油彩 キャンバス 116.8×80.3

絵画弾3 1977年 油彩 キャンバス 116.8×91.0

絵画弾4 1977年 油彩 キャンバス 116.8×80.2

絵画弾5 1977年 油彩 キャンバス 116.8×91.0

絵画弾6 1977年 油彩 キャンバス 116.8×80.2

絵画弾7 1977年 油彩 キャンバス 116.8×91.1

絵画弾8 1977年 油彩 キャンバス 116.8×80.3

絵画弾9 1977年 油彩 キャンバス 116.8×91.3

絵画弾10 1977年 油彩 キャンバス 116.8×80.3

マグダレーナ・アバカノ
ヴィッチ

12体の立像（群衆シリー
ズ）

1989-90年 黄麻布、樹脂 各175.0×60.0×30.0（12体組）

ジョン・デイヴィーズ ザ・ラスト 1975年 ミクスト・メディア h.187.0

■特集 多様に広がり続ける表現 10月20日［火］‐11月29日［日］

荒川修作 Alphabet Skin 1966年 シルクスクリーン マイラー 89.0×117.0†

Anything 1969年 シルクスクリーン マイラー 65.8×101.5†

Paintings 1969年 シルクスクリーン マイラー 117.0×88.8†

Shape 1970年 シルクスクリーン マイラー 94.0×121.8†

今村源 わたしにキク 2009年 ステンレス（針金） ペイント セ
メント

492.0×120.0×70.0

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

天動説 四 1983年 油彩、蜜蝋、木 キャンバス 259.0×194.3

工藤哲巳 遺伝染色体の雨の中で
啓示を待つ

1979年 ミクストメディア 43.0×39.0×30.0

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

アレクサンダー・コール
ダー

角ばった肩の生きもの 1974年 彩色メタル 190.5×96.5×68.6

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

1968年 リトグラフ、コラージュ 紙 70.8×55.8†

版画集〈実現していない
プロジェクト〉b.包まれた
ニューヨーク近代美術館

1968年 リトグラフ、コラージュ 紙 71.0×55.7†

版画集〈実現していない
プロジェクト〉c.包まれた
ニューヨーク近代美術館

1968年 リトグラフ 紙 71.0×55.5†

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

1968年 リトグラフ 紙 71.0×55.8†

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

1968年 リトグラフ 紙 71.0×55.8†
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■20世紀の人間像

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

マイク アンド ダグ・ス
ターン

ゴシック（合板） 1989-90年 フィルム、印画紙、釘 合板 304.8×609.6

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

泉茂 逃げたスペード 1955年 油彩 キャンバス 100.1×80.4*e

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

宇佐美圭司 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

瑛九 陽気な人 1954年 油彩 キャンバス 60.6×72.7

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

小山田二郎 夜 1961年 油彩 キャンバス 116.6×91.1

難波田龍起 生命体 1970年 油彩、エナメル系塗料 キャンバス 91.0×73.0

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

村井正誠 緑と茶の人 1957年 油彩 キャンバス 145.5×112.4

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 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 お堀 1966年 アクリル絵具 キャンバス 45.5×53.0

よだれ 1966年 アクリル絵具 キャンバス 53.0×45.5

カミソリ 1966年 アクリル絵具 キャンバス 53.0×45.5

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*d

パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスの
マスク

1928年 ブロンズ 20.5×18.0×15.7

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

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*b

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

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*a

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

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

92.0×70.8*c

展示室2
■近代美術館クロニクル

関連資料 近代美術館特別展ポスター 1990年度‐1998年度 *b

近代美術館特別展ポスター 1999年度‐2019年度 *c
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■美術館ロビー

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

ジョアン・ミロ 人物 1976年 ブロンズ 211.0×59.5×43.1

ヘンリー・ムーア 着衣の横たわる母と子 1983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

※会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは9月1日［火］から、＊bを付したものは9月22日［火・祝］まで、＊cを付したものは9月24日［木］
から展示。＊dを付したものは10月11日［日］まで、＊eを付したものは10月13日［火］から展示。
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3

ユニバーサル美術館：「ハロー、お気に入りをさがそう！」

● 会期
令和2年7月23日［木・祝］‐9月13日［日］（45日間）

● 休館日
月曜日（8月10日を除く）、8月11日［火］

● 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、第2回の聴
覚障がい、に続き第3回目は「外国人・幼児」を課題とし
た。その上で感染症拡大に伴う来館や交流活動への不
安を念頭に置き、安心して観覧できることを展覧会のテー
マに据えた。ポスターのキャッチフレーズは「すきなばしょ
いってみたい ほっとする」。街、居場所をキーワードとして
所蔵作品を鑑賞する構成とした。「やさしい日本語」を案
内文や作品解説文に取り入れることを試みた。
（1） サイン、作品紹介パネル
動くピクトグラム映像サインを昨年に引き続き誘導に活

用した。内容はイントロダクションと展示コーナーの計3箇所
に21種。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」デザインの主旨に加え、やさしい日本
語と絵解きにより「絵をみてお気に入りの街や居場所を探
す」という観覧のテーマ、また基本的なマナーを伝えた。
全作品に「一行紹介」パネルを掲示し、鑑賞の誘い水

となる情報をやさしい日本語で伝えた。
（2） 環境
前年度に導入したLECTUS社の折り畳み椅子を配置

し、お気に入りの場所で観覧できるようにした。
また前年にガラスケースを多用する展示が幼児連れの
家族やグループに好評だったことから、今年度も積極的に
取り入れた。
（3） 催し
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、音楽鑑賞と美術のクロスカリキュラムによ
るプログラムを行った。いずれも身体接触を避けるよう工夫
しながら、コミュニケーションの多様性を引き出すことができ
た。
展覧会ツアーやこども鑑賞クラブについても安全策を講

じつつ、交流型のプログラムを実施した。聴き取りやすい音
響効果を持つコミューンスピーカー、絵文字のコミュニケー

ションカードなどを活用した。
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プログラムについてオ
ンライン開催を含めて検討したが実現にいたらなかった。

● 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

● 入館者数
1,813人
＊所蔵作品展「2020年度第2期」の入館者数に含む。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・大塚康代「心安らぐ作品探そう 近代美術館『街』テー
マに45点」『徳島新聞』 令和2年7月31日

・無署名「お気に入りの場所探そう ユニバーサル展『ま
ち』テーマに」『読売新聞』 令和2年8月24日（徳島版）

・「フォーカス徳島」四国放送 令和2年8月5日18：15
・「朝ごはん食べた？ オープニングニュース」テレビトクシマ
令和2年8月6日7 : 30

・「美術館からのエッセイ『やさしい日本語で』」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2
年8月

● 担当者
竹内利夫、亀井幸子
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（撮影：米津光）
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●出品リスト
ユニバーサル美術館：「ハロー、お気に入りをさがそう！」

展示室3
■まち 人のいるところ

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

ジャン・デュビュッフェ 8人の人物のいる風景 1981年 墨 紙 43.0×35.0

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

■まちの顔いろいろ

池田満寿夫 版画集〈ジャパネスク・ラ
ンドスケープ〉大きな湖の
前の家

1986年 リトグラフ 紙 60.5×50.5

泉茂 家探し 1956年 リトグラフ 紙 23.0×36.5

市原義之 街の朝 1971年 紙本着色 164.0×214.5

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

山下菊二 高松所見 1936年 油彩 キャンバス 65.0×80.5

トーマス・バイルレ 都市-顔 1976年 リトグラフ 紙 64.3×44.5†

ジャン＝ミシェル・フォロン 版画集〈…からの便り〉
5. ニューヨークからの便り

1985-86年 シルクスクリーン 紙 55.4×67.6

■道 どっちへ行く？

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

アラン・ダーカンジェロ 版画集〈11人のポップ・
アーチストI〉4. 風景I

1965年 シルクスクリーン 紙 61.1×50.5†

版画集〈11人のポップ・
アーチストII〉7. 風景II

1965年 シルクスクリーン ビニール 76.0×60.9†

版画集〈11人のポップ・
アーチストIII〉2. 風景III

1965年 シルクスクリーン 紙 101.3×75.8†

■居場所とは

泉茂 なまけもの 1956年 リトグラフ 紙 55.6×37.0†

上村淳之 姉妹 1987年 紙本着色 236.0×152.0

川端健生 黄昏 1986年 紙本着色 170.0×280.0

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

野田哲也 日記1987年5月30日、
柏市、亀甲台、2-12-4

1987年 木版、シルクスクリーン 紙 59.6×119.0

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

ジャン＝ミシェル・フォロン 円と四角 1985年 シルクスクリーン 紙 59.7×44.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

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

ユン・ソクナム（尹錫男） ベンチ 1992-2004年 ミクストメディア 116.0×151.0×45.0

ジャン・シャオガン（張暁
剛）

ファミリー・ポートレイト
《全家福》

1993年 油彩 キャンバス 99.7×129.3

■部屋と家

伊原宇三郎 室内風景 1948年 油彩 キャンバス 116.7×90.9

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

河井清一 休み日 1928年 油彩 キャンバス 194.5×130.3

夏の朝 1959年 油彩 キャンバス 145.4×69.7

北川民次 少女とキリギリス 1952年 油彩 キャンバス 130.0×162.2

高井貞二 愛 1986年 油彩 キャンバス 72.0×116.0

廣島晃甫 赤装女 1941年 絹本着色 165.0×105.0

デイヴィッド・ホックニー 文字あわせゲーム
1983年1月1日

1983年 写真のコラージュ ボード 99.1×147.3

■山と川と海と空

石丸一 山 1942年 油彩 キャンバス 130.0×193.0

大久保英治 空へ 1998年 葦（あし） 写真 238.0×49.0×16.0（設置サイズ）

大栗旌 山寺夕靄 1931年 紙本墨画着色 238.0×171.0

黒崎彰 阿波の鳴門・とくしま 2000年 木版 紙 32.0×45.0

阿波の藍・とくしま 2000年 木版 紙 45.0×32.0

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

中野嘉之 うず潮 2007年 紙本着色 59.9×187.6

難波田史男 デッサン 1967年 インク 紙 76.8×109.0

吹田文明 潮 1970年 木版 紙 91.0×61.0

福田新之助 TOKUSHIMA 1995年 写真、土、新聞紙 45.5×35.5（9点組）

吉原英雄 吉野川から眉山を望む 1998年 リトグラフ 紙 40.0×32.0

旧徳島城表御殿庭園 1998年 リトグラフ 紙 40.0×32.0

エンツォ・クッキ あいまいなイメージ 1982年 アクアチント、シルクスクリーン 紙 87.5×138.0
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4

所蔵作品展 2020年度第3期

● 会期
令和2年12月5日［土］‐令和3年４月11日［日］（107日間、
年度内は97日間）

● 休館日
月曜日（1月11日を除く）、1月12日［火］、年末年始
（12月29日～1月3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「伊原宇三郎って？」、「山下菊二101歳！」を
設けた。
（1） 特集
・「伊原宇三郎って？」令和2年12月5日‐令和3年2月14日

伊原宇三郎（1894～1976年）は、東京美術学校西
洋画科を卒業し1925年から5年間フランスに留学した。
帰国後は留学の成果である西洋の伝統的な絵画理
論と技法に基づいた端正な裸婦像を発表し、画壇の
脚光を浴びた。戦争中は、戦争記録画を牽引する存
在だった。あらためて伊原の画業を概観し、その魅力を
紹介した。

・「山下菊二101歳！」令和3年2月16日‐4月11日
山下菊二（1919～86年）は戦争中2度の従軍体験

をした。戦後は自らの戦争体験を問い詰めることで、戦
争や差別など人権侵害の問題を作品のテーマとして
いった。山下が生きていたら101歳。しかしながら、山下
が取り上げた問題は、今なお今日的な問題である。山
下が訴えかけようとした問題を再考するとともに、作品の
意義を紹介した。

（2）「20世紀の人間像」
古来、女性の形態の美しさを表現することは、多くの芸

術家にとって重要なテーマのひとつである。ピカソやパスキ
ンの作品を中心に、女性表現の多様性に目を向ける内容
とした。
（3） 現代版画
会期を4期に分け、「荒川修作の世界」、「加納光於の

世界」、「黒崎彰の世界」、「山本容子の世界」と題してそ
れぞれの作家の画業を振り返った。
（4） 徳島ゆかりの美術
徳島に生まれ、若くして中央に出て全国的な評価を獲

得した徳島にゆかりがある作家、三宅克己（1874～1954

年）や清原重以知（1888～1971年）、板東敏雄（1895～
1973年）、廣島晃甫（1889～1951年）、吹田文明（1926
年～）、谷川泰宏（1957年～）らの作品を紹介した。

● 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20名以上の団体料金。

● 関連事業
＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物
出品リスト：A4判8ページ（A3判2つ折り2枚）
＊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
2,398人（令和2年3月31日まで）全会期入館者数は2,544人
＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・「仏留学後の大作油絵 伊原宇三郎の画業を特集」
『徳島新聞』 令和2年12月4日
・「“あい”ランドARTギャラリー 少女の顔 瑛九」『いのち
輝く』第96号（2020冬号） とくしま“あい”ランド推進協議
会 令和2年1月

・「日本全国都道府県別美術館カタログ 徳島県立近代
美術館」『美術の窓』第448号 令和3年1月

・「オススメ展覧会 徳島のコレクション 特集 山下菊二101
歳！」『アートスケープ/artscape』（Web記事）

・「徳島のコレクション 2020年度第3期 特集 山下菊二
101歳！開催」『Walker+ウォーカープラス』（Web記事）

・「ひるどき四国」NHKテレビ 令和3年2月4日
・「反戦・人権題材色あせぬ魅力 三好出身の国際的画
家 山下菊二」『徳島新聞』 令和3年2月14日

・「週間ニュース 近代美術館で現在開催中 徳島のコレク
ション 特集 山下菊二101歳！」エーアイテレビ 令和3年2
月25～28日

・「朝ごはん食べた？」テレビトクシマ 令和3年2月26日
・「ひるどき徳島」NHKテレビ 令和3年2月26日
・「テレビミュージアム 徳島のコレクション 特集 山下菊二
101歳！」エーアイテレビ 令和3年2月28日、3月3日

・「テレビミュージアム 徳島のコレクション 特集 山下菊二
101歳！」けーぶる12 令和3年3月3日～28日（毎水、木、
土曜日）

・「美術館からのエッセイ 徳島のコレクション 2020年度
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第3期」 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3年3月

・「色彩と緻密な空間構成 木版画展「黒崎彰の世界」
『徳島新聞』 令和3年3月5日
・「フォーカス徳島」四国放送テレビ 令和3年3月24日
● 担当学芸員
宮﨑晴子、江川佳秀、吉原美惠子

特集「山下菊二101歳！」
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●出品リスト
所蔵作品展 2020年度第３期

展示室1
■特集 伊原宇三郎って？ 12月5日［土］‐2月14日［日］

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 婦人二人像 1920年 油彩 キャンバス 79.8×116.3

座れる裸婦 1926年 油彩 キャンバス 73.0×60.3

窓際の静物 1927-28年頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

白いシュミーズ 1926-27年頃 油彩 キャンバス 91.0×72.8

白衣を纏える 1928年 油彩 キャンバス 100.6×81.4

二人 1930年 油彩 キャンバス 162.4×145.7

榻上二裸婦 1932年 油彩 キャンバス 162.5×215.2

ゲレンデの少女 1934年 油彩 キャンバス 45.7×33.5

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

男女像 1939年 油彩 キャンバス 100.2×72.8

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］

ビルマ風景（仮題） 1942年頃 油彩 キャンバス 45.5×53.0

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

陰 1946年 油彩 キャンバス 90.0×116.0

丘の風景 1958年 油彩 キャンバス 80.4×100.0

早春（奥日光・龍頭の滝
付近）

1963年 油彩 キャンバス 45.5×53.0［嶋村富士美氏寄贈］

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

不詳（キンダーブック挿絵
原画）

不詳 油彩 キャンバス 37.6×26.6

ピカソ作《プリント地のス
カーフ》の模写

1925年 油彩 キャンバス 22.1×17.8［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《窓の前のマンド
リンとリンゴを盛ったコン
ポート》の模写

1925年 油彩 キャンバス 18.9×23.1［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《ギター、楽譜、
メロンの薄切りのあるコン
ポート、女の胸像》の模写

1925年 油彩 キャンバス 17.6×24.9［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《コンポートと窓
ガラス》の模写

1925年 油彩 キャンバス 13.7×20.2［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《マンドリン、コン
ポート、石膏の腕》の模写

1925年 油彩 キャンバス 17.5×25.1［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《ギターとオレン
ジを盛ったコンポート》の
模写

1925年 油彩 キャンバス 17.7×24.9［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《彫刻家》の模写 1925年 油彩 キャンバス 23.1×17.9［伊原乙彰氏寄贈］

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

ピカソ作《胸像、コンポー
ト、マンドリン、赤い敷物》
の模写

1925年 油彩 キャンバス 18.8×24.1［伊原乙彰氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

伊原宇三郎 ピカソ作《風景》の模写 1925年頃 油彩 キャンバス 18.7×26.2［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《卵、巻いたナプ
キン、一組の食器》の模写

1925年頃 油彩 キャンバス 22.7×28.2［伊原乙彰氏寄贈］

ピカソ作《座る女》の模写 1927年 水彩 紙 26.0×19.0［伊原乙彰氏寄贈］

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

ピカソ作《ギター、トランプ、
ガラスのコップ、新聞》の
模写

不詳 油彩 キャンバス 41.1×26.8［伊原乙彰氏寄贈］

西洋名画家選集4
ピカソ画集

1932年刊
発行：アトリエ社

書籍

近代美術思潮講座・第
三巻 キュービズム

1937年刊
発行：アトリエ社

書籍

みづゑ（ピカソ特集号 1938
年6月臨時増刊号）

1938年刊
発行：春鳥會

書籍

みづゑ（第406号 汾河を
護る）

1938年刊
発行：春鳥會

書籍

共榮圏文化ビルマ 1938年刊
発行：陸軍美
術協會出版部

書籍

「週刊朝日」昭和10年1月
21日号（新春読物号）

1935年刊
発行：朝日新
聞社

「週刊朝日」昭和10年1
月1日号（付録絵葉書）

1935年刊
発行：朝日新
聞社

伊原が表紙を描いた雑誌 ［伊原乙彰氏寄贈］

■特集 山下菊二101歳！ 2月16日［火］‐4月11日［日］

山下菊二 母サワヱの像 不詳 油彩 キャンバス 60.8×50.0［山下昌子氏寄贈］

祀り人のない墓にもの云
いかけるな（たたられる）

1961年 油彩 キャンバス 41.0×32.0［山下昌子氏寄贈］

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

憤海 1968年 コラージュ 木製パネル 55.0×82.0［山下昌子氏寄贈］

取りに来られなかった肖
像画C

1969年 コンテ、ガッシュ、コラージュ 54.0×38.0

骨肉病んで 1971年 油彩 キャンバス 112.0×162.1

襖を抜く 1972年 油彩 キャンバス 104.0×73.3

〔狭山裁判・石川一雄さ
んの即時釈放を要求する〕

不詳（1976年
以降）

コラージュ 紙 24.0×21.6［山下昌子氏寄贈］

〔狭山事件の公正裁判
を求める〕

不詳（1976年
以降）

コラージュ 紙 28.5×25.0［山下昌子氏寄贈］

顔色なし 1977年 油彩 キャンバス 116.2×90.8［山下昌子氏寄贈］

王者のわかれ 1977年 油彩 キャンバス 115.5×74.2［山下昌子氏寄贈］

徴兵拒否 1977年 油彩 キャンバス 130.6×97.0［山下昌子氏寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山下菊二 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］

わすれえぬ妹 1981年 油彩 キャンバス 53.0×40.8

徐兄弟 1981年 油彩 キャンバス 72.5×91.0

シリーズ 戦争と人間
No.1

1982年 コラージュ 64.7×54.0［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.2

1982年 コラージュ 72.5×54.3［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.3

1982年 コラージュ 32.5×28.5［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.4

1982年 コラージュ 33.2×28.7［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.5

1982年 コラージュ 54.5×38.0［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.6

1982年 コラージュ 32.5×28.5［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.7

1982年 コラージュ 33.0×28.5［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.8

1982年 コラージュ 32.5×28.1［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.9

1982年 コラージュ 32.5×28.5［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.10

1982年 コラージュ 33.8×30.1［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.11

1982年 コラージュ 32.6×28.2［山下昌子氏寄贈］

シリーズ 戦争と人間
No.12

1982年 コラージュ 32.5×28.3［山下昌子氏寄贈］

■20世紀の人間像

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

45.5×41.0*a

五月 1966年 ドライポイント、ルーレット、エング
レーヴィング 紙

46.0×40.5*a

鏡の前の女 1964年 ドライポイント、ルーレット、エッチン
グ 紙

36.5×34.5*b

同じ種類 1965年 ドライポイント、ルーレット、エッチン
グ 紙

36.2×33.8*b

虹を飲む女 1965年 ドライポイント、ルーレット、エッチン
グ 紙

34.0×36.5*b

伊原宇三郎 海辺の裸婦 1926年 油彩 板 45.2×55.0

瑛九 少女の顔 1949年 油彩 キャンバス 53.0×45.0

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）

甲斐庄楠音 金針を持つ女 1925（大正14）
年頃

絹本着色 53.8×42.5*b

香月泰男 人と箱 1951年 油彩 キャンバス 73.0×116.9

下村良之介 よろこび 1951年 顔料 板 120.0×120.0*a

中本達也 母子 1957年 油彩 キャンバス 60.4×78.4

廣田百豊 美人図 大正期 絹本着色 109.5×140.0*a
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

前田寛治 大工 1927年 油彩 キャンバス 116.7×90.9

三上誠 無題 1967-68年頃 紙本着色 91.0×91.0*b［㈲いづみ画廊 寺下
信夫氏寄贈］

元永定正 裸婦 1952年 油彩 キャンバス 72.6×60.6

柳原義達 立女 1957年 ブロンズ 40.5×19.0×9.5

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

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

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

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

アンリ・ローランス 片腕をあげて座る女 1930年 テラコッタ h.31.0

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

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

■現代版画 荒川修作の世界 12月5日［土］‐1月11日［月・祝］

荒川修作 And/or in Profile 1975年 リトグラフ、シルクスクリーン、エンボ
ス、コラージュ 紙

79.0×107.2†

The Signified or If No.1 1975-76年 エッチング、アクアチント、手彩色
紙

60.5×90.0

The Signified or If No.2 1975-76年 エッチング、アクアチント、手彩色
紙

60.4×90.0

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

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

60.4×90.0

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

60.6×90.0

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

60.5×90.0

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

60.5×90.0

Point Blank No.1 1978年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 79.0×149.0†

Texture of Point Blank 1979-80年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 88.7×153.2†

Weight without PlaceNo.1 1981年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 87.5×160.5

Sharing of Nameless 1984-86年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 80.6×119.6†

■現代版画 加納光於の世界 1月13日［水］‐2月14日［日］

加納光於 慄える鹹水 1960年 インタリオ 紙 33.0×30.4

波 1960年 インタリオ 紙 8.7×31.2
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

加納光於 燐と花と 1961年 インタリオ 紙 42.0×36.7

星・反芻学 1962年 インタリオ 紙 33.2×67.7

星・反芻学 1962年 インタリオ 紙 8.5×52.1

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

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

PENINSULAR 半島状
の!No.19

1967年 メタルプリント 紙 75.9×56.5†

《ゼロのグラフ》 1967年 メタルプリント 紙 18.9×11.7

風の－ルカ・パチオゥリに I 1987年 カラーインタリオ 紙 48.7×31.8

風の－ルカ・パチオゥリに II 1987年 カラーインタリオ 紙 37.8×49.3

風の－ルカ・パチオゥリに III 1987年 カラーインタリオ 紙 31.6×37.1

青ライオンあるいは
《月・指》I

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

青ライオンあるいは
《月・指》II

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

青ライオンあるいは
《月・指》III

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

青ライオンあるいは
《月・指》IV

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

青ライオンあるいは
《月・指》V

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

青ライオンあるいは
《月・指》VI

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

青ライオンあるいは
《月・指》VII

1991-92年 カラーインタリオ 紙 71.0×56.5†

■現代版画 黒崎彰の世界 2月16日［火］‐3月14日［日］

黒崎彰 浄夜56 1968年 木版 和紙 72.6×50.0

浄夜63 1968年 木版 和紙 49.6×69.5

寓話72 1969年 木版 紙 49.9×69.7

深い闇2 1970年 木版 和紙 77.8×77.7

暗号の森1 1973年 木版 和紙 55.0×79.7

魔法陣1 1975年 木版、他 和紙 80.0×55.0

迷彩譜6 1977年 木版 和紙 79.6×55.0

黒のアラベスク 1980年 木版 和紙 55.0×79.3

時の軌跡 1981年 木版 和紙 79.3×55.0

影の軌跡 1982年 木版 和紙 79.4×55.0

二つの時の間に2 1984年 木版 和紙 56.0×81.3

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉1. 東大門

1987年 木版 和紙 46.0×32.0

30



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

黒崎彰 版画集〈パルキョン 韓國
心象〉2. 石塔

1987年 木版 和紙 46.0×32.0

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉3. 障子

1987年 木版 和紙 46.0×32.0

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉4. 高麗人参

1987年 木版 和紙 32.0×46.0

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉5. 紗帽

1987年 木版 和紙 46.0×32.0

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉6. 虎皮図

1987年 木版 和紙 32.0×46.0

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉7. 圓衫

1987年 木版 和紙 32.0×46.0

版画集〈パルキョン 韓國
心象〉8. 慶州古墳

1987年 木版 和紙 46.0×32.0

■現代版画 山本容子の世界 3月16日［火］‐4月11日［日］

山本容子 Cock Jonathan 1975年 エッチング 紙 46.8×60.0

Papa’s 1975年 エッチング 紙 36.6×39.8

Papa Aid 1975年 エッチング 紙 46.8×60.0

Mama’s 1975年 エッチング 紙 39.8×36.4

Summer Shower Show 1977年 エッチング、アクアチント 紙 45.0×60.0

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

Hill Top Corn Pipe 1977年 エッチング、アクアチント 紙 36.6×49.8

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

Everyday Everywhere 1978年 エッチング、アクアチント 紙 45.0×60.0

Sunday Monday 1980年 エッチング、アクアチント 紙 36.5×46.0

Super Express 1980年 エッチング、アクアチント 紙 36.6×46.2

Side by Side 1980年 エッチング、アクアチント 紙 45.0×59.6

Sleeper Sleeper 1980年 エッチング、アクアチント 紙 39.6×36.3

Fur Fur 1980年 エッチング、アクアチント 紙 45.2×59.7

Flower Travelling for Lady 1980年 エッチング、アクアチント 紙 45.2×59.8

True-Blue Truck 1980年 エッチング、アクアチント 紙 36.3×39.6

■徳島ゆかりの美術

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

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

日下八光 静流 武蔵野三題の内 1924（大正13）
年

絹本着色 額装 85.3×112.8*a

阿南の海 1927年 絹本着色 額装 165.0×175.0*b

久米福衛 富士 不詳 油彩 キャンバス 32.0×41.0［山本壽氏寄贈］

31



作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

久米福衛 甘鯛 1940年代 油彩 キャンバス 38.0×45.5［山本壽氏寄贈］

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

高羽敏 版画集〈哈爾濱点描〉
街頭小孩子

1937年 エッチング 紙 22.2×16.6*c［八田忠氏寄贈］

版画集〈哈爾濱点描〉
哈爾濱寺院

1937年 エッチング 紙 12.5×11.6*c［八田忠氏寄贈］

版画集〈哈爾濱点描〉
街頭鞋修理

1937年 エッチング 紙 12.3×7.4*c［八田忠氏寄贈］

版画集〈哈爾濱点描〉
小孩子の居る入口

1937年 エッチング 紙 17.0×19.4*c［八田忠氏寄贈］

すかんぽ 1973年7月 エッチング、アクアチント、雁皮刷
紙

24.5×7.8*d［西村宜子氏寄贈］

貝 1973年11月 エッチング、メゾチント 紙 13.4×25.6*d［西村宜子氏寄贈］

魚 1974年3月 エッチング、メゾチント 紙 17.2×22.5*d［西村宜子氏寄贈］

蛾 1975年3月 エッチング、ルーレット、アクアチント
紙

21.0×15.6*e［西村宜子氏寄贈］

てんとうむし 1975年8月 エッチング、ルーレット、アクアチント、
雁皮刷 紙

14.7×19.6*e［西村宜子氏寄贈］

たまご（ことりのす） 1975年12月 エッチング、メゾチント 紙 22.6×17.5*e［西村宜子氏寄贈］

鳥と月のかさ 1976年10月 エッチング、メゾチント、ルーレット
紙

22.3×16.3*e［西村宜子氏寄贈］

化石 1972年12月 エッチング、アクアチント 紙 13.2×27.5*f［西村宜子氏寄贈］

くも 1973年4月 エッチング、雁皮刷 紙 14.9×19.1*f［西村宜子氏寄贈］

じゅずだま 1974年7月 ドライポイント、ルーレット、雁皮刷
紙

22.8×13.9*f［西村宜子氏寄贈］

谷川泰宏 桜火 1991年 アクリル絵具、金属箔、膠他 162.1×97.0［後藤勝美氏寄贈］

板東敏雄 鳩 1930年頃 油彩 板 76.5×75.5

廣島晃甫 不二山 大正期 絹本着色 軸装 110.8×41.5*a

松竹梅 1926年 絹本着色 軸装（三幅） 竹：120.8×37.5、
松・梅：120.8×34.0*a

冬暖 1936年 絹本着色 軸装 129.5×41.6*b

新柳宿雀 1927年 絹本着色 軸装 131.6×41.8*b

猫 昭和初期 紙本墨画着色 軸装 124.1×30.6*b

春の花籠（仮称） 昭和初期 絹本着色 軸装 117.2×27.3*b［矢野奈緒子氏寄贈］

吹田文明 解放された機械 1957年 木版、紙版 紙 45.3×60.3*c

機械と群集の中より逃れる 1958年 木版、紙版 紙 60.5×72.2*c

眼球体 1958年 木版、紙版 紙 60.7×45.7*c

風の中の眼 1958年 木版、紙版 紙 61.0×72.0*c

失われる心を追って 1966年 木版 紙 74.4×60.6*d［作家寄贈］

ボン 1966年 木版 紙 91.5×61.0*d［作家寄贈］

新しい星 1967年 木版 紙 91.0×60.5*d［作家寄贈］

野の2人 1967年 木版 紙 90.8×61.5*d［作家寄贈］
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

吹田文明 青の世界（C） 1974年 木版、紙版 紙 91.1×61.2*e

青の世界（D） 1974年 木版、紙版 紙 91.0×61.0*e

星を抱く（C） 1975年 木版、紙版 紙 91.0×61.0*e

銀河へ 1982年 木版、紙版 紙 89.5×60.0*e

潮 1970年 木版 紙 91.0×61.0*f

北国の王者（鳥） 1973年 木版 紙 90.0×61.0*f

聖なる日（B） 1977年 木版 紙 92.0×60.5*f

2ツのリンゴ 1980年 木版 紙 90.7×60.3*f

三宅克己 北米加州サンデゴの公園 1928年 水彩 紙 32.2×49.0*c

支那蘇州楓橋 1919年頃 水彩 紙 53.0×74.0*d

ハンプステッド・ヒース
（ロンドン）

1930年 水彩 紙 45.2×60.0*e

裾野の渓流 昭和前期 水彩 紙 33.5×45.5*f

森堯之 ハルビン風景 1941年 油彩 板 21.1×27.1［寄贈作品］

ハルビンの洋品店 1941年 鉛筆、油彩 板（合板） 23.8×32.9［寄贈作品］

■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

※会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは12月5日から2月14日まで、＊bを付したものは2月16日から4月11日まで、＊cを付したものは12
月5日から1月11日まで、＊dを付したものは1月13日から2月14日まで、＊eを付したものは2月16日から3月14日まで、＊fを付したものは3月16
日から4月11日まで展示。
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3-2 特別展 令和2年度
1「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」展
令和2年5月9日［土］‐6月28日［日］

2 文化の森開園30周年記念「ドイツ 20世紀 アート」
－人・対話・みらい－ ～フロイデ！ ドイツ・ニーダーザクセ
ン州友好展覧会～
令和2年10月17日［土］‐12月6日［日］

3 文化の森総合公園開園30周年記念「野外彫刻展」
令和2年10月27日［火］‐11月8日［日］

4 いきいきと解き放つ命の輝き－アトリエコーナス、片山工房、
たんぽぽの家の表現者たち
令和3年2月11日［木・祝］‐2月28日［日］

コロナ感染症拡大による対策は、「3-1 常設展」で触れた
点と同様である。なお、「それぞれのながめ」展は、緊急事
態宣言にともなう臨時休館があり、会期を変更した。開館
30周年を記念する「ドイツ 20世紀 アート」展では、シュ
プレンゲル美術館（ドイツ・ハノーファー市）と相互訪問を
行い、会期中に同館の教育担当者を招いた鑑賞プログ
ラムを実施する準備を進めていたが、渡航が制限される
状況となり中止となった。

（凡例）
・観覧料の減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳の所持者とその介助者1名、未就学児はそれぞれ
無料。65歳以上の方で証明できるものを提示いただいた
方は半額。小・中・高生は土・日・祝日・振替休日の観
覧料が無料。
実行委員会形式の特別展の減免については、別途そ

のページに記した。
・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）。平面作品の寸法は縦×横。立体作品の寸法
は高さ×幅×奥行きを原則とした。
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1

「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」展

● 会期
令和2年5月9日［土］‐6月28日［日］（43日間）
（当初は4月25日［土］‐6月14日［日］の予定だったが、緊
急事態宣言にともなう臨時休館があったため変更）

● 休館日
月曜日、4月22日［水］‐5月8日［金］（臨時休館）

● 視点
この展覧会は、近年、それぞれの表現に深まりを見せる
作家たちによる絵画作品を展覧し、絵画表現とは何かと
いうことをじっくりと考える機会を持とうと企画された。河合
美和、児玉靖枝、増田妃早子、渡辺智子の4人の画家は、
関西を拠点に、40年近い制作の日 を々、親しく、厳しく、互
いに認め合いながら現在に至った同時代の優れた表現
者である。絵画空間の深さに分け入ろうと挑み続ける河
合美和の作品に宿る希望、現実世界を成り立たせている
精神世界の表出に迫る児玉靖枝の崇高な意思、溢れる
才気と好奇心に満ちた増田妃早子の作品に潜む高い
知性に備わるユーモアのセンス、渡辺智子の作品を通し
て知る、この惑星の上のすべての生命を包む自然の恵み
と慈愛、そして人の暮らしに通底する哲学。4つの個性は
会場で響き合い、そのエネルギーは清新な風を会場に生
み出したようであった。作品を創り続けること、表現を生み
出し続けることの大変さは言葉に尽くせず、そのような創作
の厳しさに対峙して、4人は時代や社会、私たちの命や暮
らしを取り囲んでいるものへの意識の高い眼差しが捉えた
ものを作品へと結実させ、示してくれた。作品の前に立っ
た鑑賞者は、絵描きたちの眺めたものを通して、絵画がい
かに私たちの人生に寄り添い、示唆や新たな視点、勇気
や希望を与えてくれるかということに気付き、求める時には
いつも傍にあることも感じたのではないか。

● 主催
徳島県立近代美術館

● 共催
四国放送

● 後援
徳島新聞社、エフエム徳島、公益財団法人徳島県文化
振興財団

● 観覧料
一般 600円（480円）

高校・大学生 450円（360円）
小学・中学生 300円（240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
招待ハガキ：片面カラー
報告書：A4判4ページ カラー（令和3年3月30日発行）

● 入館者数
1,117人 ＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・「『絵画表現とは何か』について考え、画家たちの表現を
楽しむ展覧会～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』」『徳島県博物館協
議会ニュース』第63号 徳島県博物館協議会事務局
令和2年4月2日 p.2

・「アート散策40 絵画への執着心溢れる」『徳島新聞』令
和2年4月23日

・「それぞれのながめ 県立近代美術館女性4人展①渡
辺智子『犬の眠り』」『徳島新聞』令和2年6月3日

・青木忍「女性画家4人の世界展 県立近代美術館で作
品展」『徳島新聞』令和2年6月4日

・「それぞれのながめ 県立近代美術館女性4人展②増
田妃早子「ブタデスの娘／カーネーション」『徳島新聞』令
和2年6月4日

・「それぞれのながめ 県立近代美術館女性4人展③児玉
靖枝「Asyl－white splash 3」『徳島新聞』令和2年6月5日

・「それぞれのながめ 県立近代美術館女性4人展④河
合美和「2020・JAN 1」『徳島新聞』令和2年6月6日

・「フォーカス徳島」四国放送 令和2年6月10日 令和2年
6月6日

・堀井正純「女性画家4人 響き合う個性 徳島県立近
代美術館」神戸新聞 令和2年6月16日

・「トレンドカフェ」ケーブルテレビあなん 令和2年5月22日、29日
● 担当学芸員
吉原美惠子、宮﨑晴子
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●出品リスト
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

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

渡辺智子 犬の眠り 2015年 アクリル絵の具
キャンバス

194.0×162.0 作家蔵

犬の眠り 2018年 アクリル絵の具
キャンバス

194.0×162.0 作家蔵

庭のためのインベンション 2017年 アクリル絵の具
水彩紙

56.5×42.8 個人蔵

月草 2018年 アクリル絵の具
水彩紙

39.3×30.2 個人蔵

garden・光の鍵 2010年 アクリル絵の具
水彩紙

45.7×34.5 個人蔵

月草 2020年 アクリル絵の具
水彩紙

46.0×34.8 個人蔵

犬の眠り 2015年 アクリル絵の具
水彩紙

68.5×50.5 作家蔵

月草 2020年 アクリル絵の具
水彩紙

45.8×34.7 個人蔵

月の枝 2012年 アクリル絵の具
水彩紙

45.8×34.5 個人蔵

garden・光の鍵 2010年 アクリル絵の具
水彩紙

45.7×34.5 個人蔵

アルゲリッチの森へ 2018年 アクリル絵の具、コン
テパステル 水彩紙

37.6×27.2 個人蔵

ジェリー 2020年 アクリル絵の具、ダー
マトグラフ 水彩紙

27.5×25.3 作家蔵

雨のアルゲリッチ 2018年 アクリル絵の具、コン
テパステル 水彩紙

37.6×27.2 個人蔵

月草 2020年 アクリル絵の具
キャンバス

273.0×466.8 作家蔵

犬の眠り 2015年 アクリル絵の具
キャンバス

83.3×65.2 個人蔵

増田妃早子 半分の月－水の月＃4 2011年 水彩 模造紙 78.0×79.0 作家蔵

偶然の一致 ＃1 2009年 色鉛筆 紙 76.0×56.0 作家蔵

偶然の一致 ＃2 2009年 色鉛筆 紙 76.0×56.0 作家蔵

偶然の一致 ＃3 2009年 色鉛筆 紙 76.0×56.0 作家蔵

偶然の一致 ＃4 2009年 色鉛筆 紙 76.0×56.0 作家蔵

偶然の一致 ＃5 2009年 色鉛筆 紙 76.0×56.0 作家蔵

偶然の一致 ＃6 2009年 色鉛筆 紙 76.0×56.0 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション（201809−1）

2018年 油彩 キャンバス 145.5×145.5 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション（201809−2）

2018年 油彩 キャンバス 80.3×80.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃3

2017年 水彩絵の具、水彩メ
ディウム 紙

39.3×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃7

2017年 ラメ入りボールペン
紙

39.3×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃22

2017年 水彩絵の具 紙 39.3×56.3 作家蔵
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

増田妃早子 ブタデスの娘／カーネー
ション ＃26

2018年 顔料、水彩メディウム、
パステル、アルミ粉 紙

39.2×56.4 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃24

2018年 顔料、水彩メディウム
紙

39.1×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃27

2018年 グラファイト、水彩メ
ディウム 紙

39.1×56.4 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃6

2017年 顔料、水彩絵の具、
水彩メディウム 紙

39.3×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃19

2017年 コンテペンシル 紙 39.3×56.4 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃2

2017年 顔料、水彩絵の具、
水彩メディウム 紙

39.3×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃20

2017年 色鉛筆 紙 39.2×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃32

2020年 鉛筆、水彩絵の具、
アクリルプライマー、白
色顔料、パステル 紙

39.3×56.3 作家蔵

ブタデスの娘／カーネー
ション ＃16

2017年 水彩絵の具 紙 39.3×56.4 作家蔵

land−e−scape
（201809−2）

2018年 油彩 キャンバス 100.0×80.3 作家蔵

land−e−scape
（201809−1）

2018年 油彩 キャンバス 130.3×162.0 作家蔵

land−e−scape
（202001−1）

2020年 油彩 キャンバス 194.0×162.0 作家蔵

land−e−scape
（202001−2）

2020年 油彩 キャンバス 162.0×130.3 作家蔵

land−e−scape
（202002）

2020年 油彩 キャンバス 145.5×145.5 作家蔵

land−e−scape
（202003）

2020年 油彩 キャンバス 130.3×130.3 作家蔵

児玉靖枝 深韻－藤時雨十 2014年 油彩 キャンバス 130.0×130.3 作家蔵

花違え六 2015年 油彩 キャンバス 162.0×112.0 作家蔵

花違え十二 2015年 油彩 キャンバス 60.6×65.2 作家蔵

深韻－風の棲処二十一 2012年 油彩 キャンバス 130.3×130.3 作家蔵

深韻－風の棲処二十六 2012年 油彩 キャンバス 162.0×112.0（2枚） 作家蔵

深韻－水の系譜（白）十
五

2016年 油彩 キャンバス 41.0×45.5 作家蔵

深韻－水の系譜（白）十
七

2016年 油彩 キャンバス 41.0×45.5 作家蔵

深韻－水の系譜（白）十
八

2016年 油彩 キャンバス 112.0×145.5 作家蔵

深韻－水の系譜（白）三
十四

2016年 油彩 キャンバス 72.7×91.0 作家蔵

深韻－水の系譜（白）三
十七

2016年 油彩 キャンバス 41.0×45.5 作家蔵

Asyl 11 2018年 油彩 キャンバス 145.5×194.0 作家蔵

Asyl 13 2019年 油彩 キャンバス 130.3×162.0 作家蔵

asile－karatachi 11 2019年 油彩 キャンバス 33.3×33.3 作家蔵
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

児玉靖枝 Asyl－white splash 2 2020年 油彩 キャンバス 181.8×227.3 作家蔵

Asyl－white splash 3 2020年 油彩 キャンバス 97.0×130.3 作家蔵

河合美和 2016· AUG Ⅲ 2016年 油彩 キャンバス 112.1×145.5 作家蔵

2017· SEP Ⅱ 2017年 油彩 キャンバス 22.7×22.7 作家蔵

2018· FEB Ⅰ 2018年 油彩 キャンバス 97.0×281.8 作家蔵

2020· JAN Ⅰ 2020年 油彩 キャンバス 194.0×130.0 作家蔵

2020· JAN Ⅱ 2020年 油彩 板 各146.0×112.0（2枚） 作家蔵

2019· MAY Ⅷ 2019年 油彩 キャンバス 130.0×97.0 作家蔵

2019· AUG Ⅰ 2019年 油彩 板 130.0×200.0 作家蔵

2020· APR Ⅱ 2020年 油彩 板 130.0×200.0 作家蔵

2020· APR Ⅰ 2020年 油彩 板 130.0×200.0 作家蔵
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2

文化の森開園３０周年記念「ドイツ ２０世紀 アート」－人・
対話・みらい－ ～フロイデ！ ドイツ・ニーダーザクセン州友
好展覧会～

● 会期
令和2年10月17日［土］‐12月6日［日］（44日間）

● 休館日
月曜日（11月23日を除く）、11月24日［火］

● 視点
徳島県文化の森総合公園と県立近代美術館は平成

2年11月3日にオープンし、今年で30周年を迎えた。これを
記念して、20世紀のドイツ美術をテーマにした展覧会を開
催した。
徳島県は、第一次世界大戦下の板東俘虜収容所に

おけるドイツ人捕虜と住民との交流を端緒としてドイツとの
交流の歴史を深めてきた。それにちなんで、本展では、ドイ
ツ人捕虜が制作したイベントプログラムやそれに影響を与
えた当時のヨーロッパの美術をはじめ、20世紀にドイツで活
躍し国際的にも注目されたクレー、カンディンスキー、エルン
ストらからボイス、リヒター、キーファーらの現代作家まで、約
150点を展示した。また、徳島県と友好交流提携関係にあ
るドイツ、ニーダーザクセン州にあるシュプレンゲル美術館
との鑑賞教育プログラムの交流成果を紹介した。
（1） 板東俘虜収容所（1917-20年）とその時代
ここでは、第一次世界大戦下、鳴門に開設された板東
俘虜収容所においてガリ版刷りで制作された文化イベン
トのプログラムと、それに影響を与えた世紀末から20世紀
初頭のクリムトらのウィーン分離派展ポスターや、キャバレー
〈フレーダーマウス〉の上演プログラムなどを比較展示した。
また、同時期にドイツで展開したブリュッケ、青騎士、ドイ

ツ表現主義などの前衛的な芸術運動を、ヘッケル、ペヒ
シュタイン、カンペンドンク、バルラッハ、キルヒナー、カンディ
ンスキーなどの作品でたどった。
（2） 二つの世界大戦の時代
世紀末から20世紀初頭は、欧米の列強対立による緊

張した国際関係や経済的な不況など、社会に不安定な
要素が多く、それは芸術にも影響して、この時期の前衛的
な芸術運動は、社会変革に挑む運動としての側面も持っ
ていた。第一次、第二次の二つの世界大戦の時代のドイ
ツ美術を、ドイツ表現主義、新即物主義、バウハウス、ダ
ダ・シュルレアリスムの4コーナーに分けて、マルク、マッケ、
ベックマン、クレー、カンディンスキー、エルンスト、シュヴィッ

タース、アルプらの作品で振り返った。
（3）ドイツの現代美術 第二次世界大戦後
第二次世界大戦後、分断国家に時代を経て再統一

されて現代にいたるドイツ美術は、ナチス・ドイツ時代の精
算という課題、そして分断国家の葛藤を背負っていた。そ
の激動の時代をボイス、リヒター、バゼリッツ、AR.ペンクな
どの作品で再考した。
（4）ドイツと関わりのある日本人作家
ドイツと関わりのある日本人作家を当館の所蔵作品を
中心に紹介した。三宅克己（徳島出身）、原田直次郎の
ほか、現代の作家では、デュッセルドルフに拠点を置く植
松奎二、AR.ペンクの教えを受けた奈良美智をとりあげた。
（5） 日独の美術鑑賞教育プログラムの交流
2013年から鑑賞教育プログラムの交流を行ってきた

シュプレンゲル美術館（ハノーファー市）との成果を、子ど
もを対象にしたワークシートなどの教材、対話鑑賞のアプ
ローチ方法の比較など、パネル展示した。

● 主催
文化の森開園30周年記念ドイツ友好展実行委員会、徳
島県、徳島新聞社

● 後援
大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館、NHK徳島放送
局、四国放送、エフエム徳島、（公財）徳島県文化振興
財団

● 助成
（一財）地域創造

● 観覧料
大人 1,000円（800円）
高・大生 750円（600円）
小・中生 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、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳の所持者とその介助者1名は無料。

＊未就学児は無料。
＊小・中・高生は土・日・祝日・振替休日、および秋休み
中の観覧料が無料。

● 関連事業
＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 関連動画
次のとおり、4種類の関連動画を4K画質で制作し、展

示室入り口付近のロビーで常時上映すると共に、
YouTubeで配信した。そのうち（1）及び（4）は、新型コロ
ナ感染症拡大防止の観点から中止となったシュプレンゲ
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ル美術館との交流事業、及びサロンコンサートの代替とし
て作成した。
（1）シュプレンゲル美術館との交流（2分51秒）
（2）出品作品解説パウル・クレー「子供と伯母」（1分55秒）
（3）出品作品解説ワシリー·カンディンスキー「響き」（2分8

秒）
（4）ドイツ 20世紀アート展 サロンコンサート ［ダイジェス
トver.（2分54秒）、本編（31分33秒 YouTube配信の
み）］
①ピアノソナタop.13 ハ短調 悲愴より第1楽章
作曲：ルードヴィヒ・V・ベートーヴェン
②4つの歌 op.2より期待
作曲：アーノルド・シェーンベルク
③〈ティアクライス〉十二宮星座のメロディより魚座
作曲：カールハインツ・シュトックハウゼン
④喜歌劇「メリー・ウィドウ」よりヴィリアの歌
作曲：フランツ・レハール
演奏：Trio Prière（ピアノ：栗田美佐／ソプラノ：井上ゆ
かり／サクソフォン：新田恭子）

● 印刷物等
ポスター：B2判 カラー
チラシ：A4判 両面カラー
図録：A4判 カラー 206ページ

● 入館者数
4,360人
＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・「ドイツ20世紀アート－人・対話・みらいフロイデ展」『徳島
新聞』令和2年9月13日

・「ドイツ美術 魅力感じて 県立近代美術館」『読売新
聞』令和2年10月2日（地域版「徳島」）

・「20世紀の独作品150点 徳島市でアート展始まる」『徳
島新聞』令和2年10月18日

・「美術でたどる 20世紀のドイツ」『朝日新聞』令和2年10
月19日（地域版「徳島」）

・「鳴潮」『徳島新聞』令和2年10月25日
・「社説 県文化の森30周年 未知に触れる扉として」『徳
島新聞』令和2年11月2日

・「文化の森30周年祝う 記念式典に独領事ら」『徳島新
聞』令和2年11月4日

・「激動のドイツアート 県立近代美術館展から」『徳島新
聞』令和2年11月5日、6日、7日、8日、10日

・「鳴潮」『徳島新聞』令和2年11月12日

・「開園30周年記念「ドイツ 20世紀 アート」－人・対話・
みらい－～フロイデ！ ドイツ・ニーダーザクセン州友好展
覧会～」『徳島県立近代美術館ニュース』第115号 令
和2年7月号

・「ひるどき四国」展覧会期中 NHK松山放送局
・「フォーカス徳島」四国放送 令和2年10月21日（前半）、
28日（後半）

・「朝ごはん食べた？」テレビトクシマ 令和2年10月26日
● 担当学芸員
友井伸一、竹内利夫、三宅翔士
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●出品リスト
開園30周年記念 ドイツ 20世紀 アート －人・対話・みらい－～ フロイデ！ドイツ・ニーダーザクセン州友好展覧会～

1 板東俘虜収容所（1917-20年）とその時代
1−1 板東俘虜収容所のイベントプログラムに影響したもの：ウィーン分離派を中心に 世紀末から20世紀初頭

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

板東俘虜収容所
関係資料

演芸会 1917年6月23・24日 謄写版（多色刷） 32.2×21.15 鳴門市ドイツ館

エンゲル・オーケストラ
第4回コンサート

1917年9月30日 コロタイプによるレプリカ 20.1×14.1×0.35 鳴門市ドイツ館

第1回 室内楽の夕べ 1917年12月2日 謄写版（多色刷） 26.2×30.25
（二つ折26.2×15.12）

鳴門市ドイツ館

第2回 室内楽の夕べ 1917年12月30日 謄写版（多色刷） 27.4×39.7
（二つ折27.4×19.85）

鳴門市ドイツ館

徳島オーケストラ 第14
回コンサート
オペレッタの夕べ

1918年1月20日 謄写版（多色刷） 27.4×39.7
（二つ折27.4×19.85）

鳴門市ドイツ館

第4回 室内楽の夕べ
（モーツァルト、ハイドン、
ショパン）

1918年3月4日 謄写版（多色刷） 27.4×39.5
（二つ折27.4×19.75）

鳴門市ドイツ館

美術工芸展案内（ドイツ
語版）

1918年3月 謄写版（単色・多色刷） 20.1×14.1×0.35 鳴門市ドイツ館

演劇：ゲーテ作悲劇
『エグモント』

1919年2月18・19・21・
22日

謄写版（多色刷） 14.4×39.3
（二つ折14.4×19.65）

鳴門市ドイツ館

和洋大音楽会 1919年3月22日 コロタイプによるレプリカ 26.9×39.6
（二つ折26.9×19.8）

鳴門市ドイツ館

M.A.K吹奏楽団 板東
町立公園開園式
プロムナード・コンサート

1919年3月23日 謄写版（多色刷） 27.35×19.5 鳴門市ドイツ館

M.A.Kオーケストラ（弦
楽）
第30回コンサート

1919年5月11日 謄写版（多色刷） 27.3×17.3 鳴門市ドイツ館

徳島オーケストラ 第18
回コンサート
（第2回 シンフォニー・コ
ンサート・ベートーヴェン
交響曲第九番）

1918年6月1日 コロタイプによるレプリカ 27.3×39.5
（二つ折27.3×19.75）

鳴門市ドイツ館

ユーゲント誌 1909
Nr.31

1909年 雑誌 29.2×22.4 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.5785−31）

ユーゲント誌 1909
Nr.44

1909年 雑誌 28.8×22.2 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.5785−38）

ユーゲント誌 1909
Nr.49

1909年 雑誌 29.0×22.4 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.5785−39）

ユーゲント誌 1910
Nr.2

1910年 雑誌 28.8×22.3 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.5785−29）

ユーゲント誌 1910
Nr.4

1910年 雑誌 28.8×22.3 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.5785−30）
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

グスタフ・クリムト 第1回ウィーン分離派展
ポスター

1898年 リトグラフ 紙 95.0×69.0 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3331）

コロマン・モーザー 第5回ウィーン分離派展
ポスター

1899年 リトグラフ 紙 97.6×65.5 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3333）

ヨーゼフ・マリア・
アウヘンタラー

第7回ウィーン分離派展
ポスター

1900年 リトグラフ 紙 73.0×40.0 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3301）

アドルフ・ベーム 第8回ウィーン分離派展
ポスター

1900年 リトグラフ 紙 93.7×62.4 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3334）

コロマン・モーザー 第13回ウィーン分離派展
ポスター

1902年 リトグラフ 紙 176.0×60.0 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3336）

アルフレート・ロラー 第14回ウィーン分離派展
ポスター

1902年 リトグラフ 紙 91.5×60.0 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3337）

ジョセフ・マリア・
オルブリヒ

ダルムシュタット芸術家
村展 1901年

1901年 リトグラフ 紙 85.0×50.0 京都工芸繊維大学
美術工芸資料館
（AN.3298）

編：オーストリア造
形芸術家協会

『ヴェル・サクルム：オース
トリア造形芸術家協会
機関誌』 1899 No.4

1899年 木版、カラーリトグラフ、
印刷など・冊子

30.0×29.6 京都国立近代美術館

『ヴェル・サクルム：オース
トリア造形芸術家協会
機関誌』 1899 No.8

1899年 木版、カラーリトグラフ、
印刷など・冊子

30.0×29.6 京都国立近代美術館

『ヴェル・サクルム：オース
トリア造形芸術家協会
機関誌』 1899 No.9

1899年 木版、カラーリトグラフ、
印刷など・冊子

30.0×29.6 京都国立近代美術館

フェリツィアン・フォ
ン・ミルバハ、ヨー
ゼフ・ホフマン、コ
ロマン・モーザー、
アルフレート・ロ
ラー（編）

『ディ・フレッヒェ（平面）
－装飾画、ポスター、書
籍そして印刷物装丁の
デザイン集 第Ⅰ巻』
No.4

1903/04年 カラーリトグラフほか、
紙 ポートフォリオ

31.8×20.8 京都国立近代美術館

『ディ・フレッヒェ（平面）
－装飾画、ポスター、書
籍そして印刷物装丁の
デザイン集 第Ⅰ巻』
No.5

1903/04年 カラーリトグラフほか、
紙 ポートフォリオ

31.8×20.8 京都国立近代美術館

『ディ・フレッヒェ（平面）
－装飾画、ポスター、書
籍そして印刷物装丁の
デザイン集 第Ⅰ巻』
No.10

1903/04年 カラーリトグラフほか、
紙 ポートフォリオ

31.8×20.8 京都国立近代美術館

装丁：カール・オッ
トー・チェシュカ
表紙・挿図：〈第1号〉
カール・オットー・
チェシュカ／ベルト
ルト・レフラー／フリッ
ツ・ツァイマー／オ
スカー・ココシュカ

『キャバレー〈フレーダー
マウス〉上演本』第1号

1907年 カラーリトグラフ、紙・冊
子

24.5×23.7 京都国立近代美術館

装丁：カール・オッ
トー・チェシュカ
表紙・挿図：モーリ
ツ・ユンク

『キャバレー〈フレーダー
マウス〉上演本』第2号

1907年 カラーリトグラフ、紙・冊
子

24.5×23.7 京都国立近代美術館
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

オスカー・ココシュカ 夢見る少年たち 表紙 1908年 リトグラフ 紙 9.9×7.4 高知県立美術館

夢見る少年たち 扉 1908年 リトグラフ 紙 10.4×8.9 高知県立美術館

夢見る少年たち 眠る女 1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 帆船 1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 船乗
りが呼ぶ

1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 遠い島 1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 語ら
う男女

1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 眠る
人々

1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 目覚
める人々

1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

夢見る少年たち 少女
リーと私

1908年 リトグラフ 紙 24.0×29.0 高知県立美術館

マックス・クリンガー 手袋 場所 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

22.8×32.7 兵庫県立美術館

手袋 行為 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

24.8×18.7 兵庫県立美術館

手袋 願望 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

28.3×10.6 兵庫県立美術館

手袋 救助 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

14.4×10.4 兵庫県立美術館

手袋 凱旋 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

11.0×23.8 兵庫県立美術館

手袋 敬意 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

12.2×29.2 兵庫県立美術館

手袋 不安 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

11.0×23.7 兵庫県立美術館

手袋 休息 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

11.2×23.4 兵庫県立美術館

手袋 誘拐 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

8.9×21.8 兵庫県立美術館

手袋 キューピッド 1881年（1893年第3版）エッチング、アクアチント
紙

11.0×23.8 兵庫県立美術館

1−2 ドイツ表現主義とその周辺：20世紀初頭

エルンスト・ルート
ヴィヒ・キルヒナー

新ヨーロッパ版画集 第5巻
ダーフィト・Ｍの肖像

1919年 1923年刊 木版 紙 34.0×29.3 高知県立美術館

カール・シュミット＝
ロットルフ

版画集〈シュミット＝ロット
ルフ 9点組木版画集〉
愛のキス

1918年 木版 紙 50.3×39.0 徳島県立近代美術館

版画集〈シュミット＝ロット
ルフ 9点組木版画集〉
キリスト

1918年 木版 紙 50.3×39.0 高知県立美術館

エーリヒ・ヘッケル ブリュッケ年次画帖Ⅵ
立てる子供

1911年 木版、エッチング、リト
グラフ 紙

37.0×24.8 高知県立美術館

マックス・ペヒシュ
タイン

ブリュッケ年次画帖Ⅵ
表紙

1911年 木版、エッチング、リト
グラフ 紙

37.5×31.0 高知県立美術館
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

マックス・ペヒシュ
タイン

森で 1919年 油彩 キャンバス 120.0×90.0 高知県立美術館

我らの父 題扉 1921年 木版 紙 39.7×29.6 高知県立美術館

我らの父 私たちに日
ごとの糧を今日もお与え
下さい

1921年 木版 紙 40.0×29.6 高知県立美術館

ワシリー・カンディ
ンスキー、フランツ・
マルク

青騎士 年鑑 1912年刊 リトグラフ 紙ほか 29.0×22.1 徳島県立近代美術館

ワシリー・カンディ
ンスキー

版画集〈響き〉
1.赤色の前の二人の騎手

1911年 木版 紙 10.5×15.7 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
6.〈ファゴット〉のヴィネット

1911年 木版 紙 6.5×14.8 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
7. 月の風景の中の二人
の婦人

1911年 木版 紙 8.8×11.9 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
13.〈即興25〉からのモチー
フ

1911年 木版 紙 21.6×22.0 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
15. 東洋的

1911年 木版 紙 12.4×19.0 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
16.赤と青と黒の中の三人
の騎手

1911年 木版 紙 22.0×22.0 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
25. ボート潜行

1911年 木版 紙 21.8×22.0 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
36.りんごの木

1911年 リトグラフ 紙 10.0×10.0 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
52. 大いなる復活

1911年 木版 紙 21.8×21.8 徳島県立近代美術館

版画集〈響き〉
54. かすみ

1907年 木版 紙 15.7×3.9 徳島県立近代美術館

ハインリヒ・カンペ
ンドンク

少女と白鳥 1919年 油彩 キャンバス 69.0×99.3 高知県立美術館

エミール・ノルデ 汽船（大きく暗い） 1910年 エッチング、アクアチント
紙

30.0×40.0 兵庫県立美術館

家族 1917年 木版 紙 24.4×30.6 兵庫県立美術館

ヴィルヘルム・レー
ムブルック

立ち上がる青年 1913年 ブロンズ 226.0×76.0×56.0 愛知県美術館

ザリー・ファルクの肖像 1916年 石膏、着彩 36.8×22.8×19.0 徳島県立近代美術館

エルンスト・バル
ラッハ

忘我 1911-12年 ブロンズ 46.0×31.3×15.0 愛知県美術館

神の変容 第一日 1920-21年 木版 紙 25.7×35.9 高知県立美術館

2 二つの世界大戦の時代
2−1 第一次世界大戦と画家

アウグスト・マッケ 新ヨーロッパ版画集
第3巻 挨拶

1912年 1922年刊 木版 紙 24.3×19.7 高知県立美術館

フランツ・マルク 新ヨーロッパ版画集
第3巻 創世記1

1914年 1922年刊 木版 紙 24.0×20.0 高知県立美術館

ケーテ・コルヴィッツ 恋人たち Ⅱ 1913年（1973年頃鋳造）ブロンズ 71.0×47.0×49.0 愛知県美術館
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ケーテ・コルヴィッツ 版画集〈7点組木版画集
戦争〉
2. 志願兵たち

1921-23年 木版 紙 35.0×49.8 徳島県立近代美術館

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 徳島県立近代美術館

オットー・ディックス 戦争 毒ガスを使って
前進する突撃隊

1924年 エッチング、アクアチント
紙

19.6×29.1 高知県立美術館

戦争 壕の中での食事
（ロレット高原）

1924年 エッチング、アクアチント
紙

19.6×29.0 高知県立美術館

戦争 壕の中で死んで
いる歩哨

1924年 エッチング、アクアチント
紙

19.8×14.7 高知県立美術館

戦争 死の舞踏、西暦
1917年（死者の丘）

1924年 エッチング、アクアチント
紙

24.5×30.0 高知県立美術館

戦争 しゃれこうべ 1924年 エッチング、アクアチント
紙

25.7×19.5 高知県立美術館

戦争 爆撃を受けるラン
スの町

1924年 エッチング、アクアチント
紙

29.8×24.6 高知県立美術館

戦争 サン＝マリ＝ア＝ピ
の狂女

1924年 エッチング、アクアチント
紙

28.8×19.0 高知県立美術館

戦争 爆弾の投下で破
壊された家（トゥルネ）

1924年 エッチング、アクアチント
紙

29.8×24.4 高知県立美術館

戦争 死人（サン・クレ
マン）

1924年 エッチング、アクアチント
紙

29.9×25.9 高知県立美術館

2−2 新即物主義：両大戦間期の動向①

マックス・ベックマ
ン

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
1. ホテルでの自画像

1922年 リトグラフ 紙 45.5×32.5 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
2.幻滅した人々 Ⅰ

1922年 リトグラフ 紙 49.0×37.4 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
3. 夜

1922年 リトグラフ 紙 45.5×35.5 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
4. ストリップ

1922年 リトグラフ 紙 47.5×37.3 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
5. アイススケーター

1922年 リトグラフ 紙 49.3×36.5 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
6. 幻滅した人々 Ⅱ

1922年 リトグラフ 紙 47.8×38.5 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
7. 貧しい人々

1922年 リトグラフ 紙 47.3×33.7 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
8. 劇場のロビー

1922年 リトグラフ 紙 49.5×39.9 徳島県立近代美術館

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
9. 大衆酒場

1922年 リトグラフ 紙 45.2×33.8 徳島県立近代美術館
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

マックス・ベックマ
ン

版画集〈ベルリンへの旅
1922〉
10. 煙突掃除夫

1922年 リトグラフ 紙 45.1×33.5 徳島県立近代美術館

アレクサンダー・
カーノルト

静物 1925年 油彩 キャンバス 80.1×101.0 広島県立美術館

オレーヴァノ Ⅵ 1925年 リトグラフ 紙 17.6×25.0 個人蔵

ジョージ・グロス 緑衣のロッテ 1926年 油彩 キャンバス 93.0×72.5 高知県立美術館

2−3 バウハウスとその周辺：両大戦間期の動向②

ヴァルター・グロピ
ウス、ラースロー・
モホリ＝ナジ

機関誌 バウハウス 1926-31年刊
（復刻版1977年）

冊子 42.0×29.8 徳島県立近代美術館

オスカー・シュレン
マー

新ヨーロッパ版画集
第1巻 人物H2

1921年 1922年刊 リトグラフ 紙 35.9×23.6 高知県立美術館

新ヨーロッパ版画集
第1巻 人物案K1

1921年 1922年刊 リトグラフ 紙 39.7×19.3 高知県立美術館

ヨハネス・イッテン 新ヨーロッパ版画集
第1巻 箴言

1921年 1922年刊 リトグラフ 紙 29.6×23.0 高知県立美術館

ロタール・シュライ
ヤー

新ヨーロッパ版画集
第1巻 舞台劇
「子供の死」から 配色6

1921年 1922年刊 リトグラフ 紙 22.5×16.7 高知県立美術館

ヴィリー・バウマイ
スター

新ヨーロッパ版画集
第3巻 抽象的座像

1921年頃 1922年刊 リトグラフ 紙 38.7×27.5 高知県立美術館

アレクセイ・フォン・
ヤウレンスキー

新ヨーロッパ版画集
第4巻 頭部

1922年頃 1924年刊 リトグラフ 紙 17.8×12.3 高知県立美術館

ライオネル・ファイ
ニンガー

夕暮れの海 Ⅰ 1927年 油彩 キャンバス 42.5×85.0 愛知県美術館

新ヨーロッパ版画集
第1巻 海岸の別荘

1920年 1922年刊 木版 紙 26.5×34.0 高知県立美術館

ワシリー・カンディ
ンスキー

尖端 1920年 油彩 キャンバス 110.0×91.5 大原美術館

新ヨーロッパ版画集
第4巻 コンポジション

1922年 1924年刊 リトグラフ 紙 27.9×29.4 高知県立美術館

絵の中の絵 1929年 油彩 カードボード 69.8×48.7 国立国際美術館

パウル・クレー 新ヨーロッパ版画集
第1巻 内なる光の聖女

1921年 1922年刊 リトグラフ 紙 31.1×17.5 高知県立美術館

新ヨーロッパ版画集
第1巻 ホフマン風の情景

1921年 1922年刊 リトグラフ 紙 31.7×23.0 高知県立美術館

現代版画集 綱渡り師 1923年 リトグラフ 紙 43.5×26.8 高知県立美術館

A 1923年 水彩 紙 18.5×25.5 大原美術館

故郷 1929年 油彩 キャンバス 28.4×37.5 高知県立美術館

子供と伯母 1937年 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0 徳島県立近代美術館

燭台 1937年 油彩 紙、キャンバス 30.7×21.0 大原美術館

2−4 ダダ、シュルレアリスム：両大戦間期の動向③

ジャン・アルプ 7アルパーデン：アルプ・
アルバム （『メルツ』第
5号）

1923年 表紙：活版印刷、コラー
ジュ版画：リトグラフ・
版画集（7点）

44.7×34.7 京都国立近代美術館
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ジャン・アルプ 星座 1932年 木に彩色 50.6×56.2×3.6 愛知県美術館

ダンスの華麗さ 1960年 ブロンズ 121.2×74.2×10.5 徳島県立近代美術館

クルト・シュヴィッ
タース

カテドラル：クルト・シュ
ヴィッタースの8枚のリトグ
ラフ
（『ジルバーゴイレ』第
41/42巻）

1920年 リトグラフ（7点）・冊子 22.4×14.4 京都国立近代美術館

メルツ394、ピナコテーク 1922年 コラージュ 紙 17.9×14.3 広島県立美術館

『メルツ』第1号（オラン
ダ・ダダ）

1923年 印刷、紙・雑誌 21.5×14.0 京都国立近代美術館

『メルツ』第11号「タイポ
広告 ペリカン号」

1924年 活版印刷・雑誌 30.0×22.2 京都国立近代美術館

無題（赤に赤） 1928-30年 紙、紙・コラージュ
（メルツ絵画）

20.0×15.5 京都国立近代美術館

無題（羊毛玉のある絵画） 1942/1945年 油 彩、板、毛 糸 玉、
キャンヴァス・アッサン
ブラージュ

61.7×50.3 京都国立近代美術館

無題（安らぎのひととき） 1942年 紙、厚紙・コラージュ
（メルツ絵画）

23.8×17.8 京都国立近代美術館

ミランズ・パーク 1947年 コラージュ 紙 17.7×14.5 大原美術館

マックス・エルンス
ト

版画集〈博物誌〉
25.夫婦のダイヤモンド

1926年刊（1925年
フロッタージュ制作）

鉛筆フロッタージュの
コロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉
29.光の車輪

1926年刊（1925年
フロッタージュ制作）

鉛筆フロッタージュの
コロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

版画集〈博物誌〉
34.イヴ、我 に々残された
唯一の人

1926年刊（1925年
フロッタージュ制作）

鉛筆フロッタージュの
コロタイプ

50.0×32.4 徳島県立近代美術館

灰色の森 1927年 油彩 キャンバス 80.0×100.0 国立国際美術館

人間の形をしたフィギュ
ア（像）

1931年 油彩 キャンバス 65.0×53.0 京都国立近代美術館

鳩のように 1955年 油彩 板 61.0×50.0 徳島県立近代美術館

3 ドイツの現代美術 第二次世界大戦後

ハンス・ベルメール ノラ 1948年 デカルコマニー/フォト
グラヴュール 紙

27.4×31.7 徳島県立近代美術館

連結された手 1952年 リトグラフ 紙 34.0×24.0 徳島県立近代美術館

イメージの解剖学 1954年 カラーリトグラフ 紙 33.6×23.0 徳島県立近代美術館

フリードリッヒ・シュ
レーダー＝ゾンネン
シュターン

カキスピリトゥス、月のロ
バ飼い

1954年 水溶性色鉛筆 厚
紙

87.5×57.5 個人蔵

ヨーゼフ・ボイス ケルトの＋～～～～ 1971年 ゼラチン入りの瓶、イ
ベントを記録したフィル
ム（25分）、写真10枚

41.0×52.0×10.0 高知県立美術館

リチャード・リンド
ナー

版画集〈無題1975〉
1.ニューヨークからの手紙

1975年 リトグラフ 紙 53.2×38.5 徳島県立近代美術館

版画集〈無題1975〉
6. 雲

1975年 リトグラフ 紙 51.4×38.5 徳島県立近代美術館
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

リチャード・リンド
ナー

版画集〈無題1975〉
8. アマゾン

1975年 リトグラフ 紙 52.7×39.4 徳島県立近代美術館

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 徳島県立近代美術館

アンゼルム・キー
ファー

世界智の道：ヘルマン会
戦

1980-91年 アクリル、シェラックニス、
木版 紙

218.5×336.5 徳島県立近代美術館

ゲオルク・バゼリッ
ツ

夜と犬 1982年 油彩 キャンバス 250.0×250.0 高知県立美術館

Ａ．Ｒ．ペンク 重力とは何か 3 1984年 アクリル キャンバス 248.9×350.5 高知県立美術館

ゲルハルト・リヒター 抽象絵画（648-1） 1987年 油彩 キャンバス 225.0×200.0 国立国際美術館

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

1990年 タイプCプリント 164.0×212.0 徳島県立近代美術館

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 徳島県立近代美術館

4 ドイツと関わりのある日本人作家：徳島県立近代美術館所蔵作家を中心に

原田直次郎 風景 1886年 油彩 キャンバス 76.2×106.7 岡山県立美術館

三宅克己 『歐洲寫眞の旅』 1921年刊
発行：アルス

書籍 19.6×13.5×3.5 徳島県立近代美術館

『歐洲風景畫集』 1922年刊
発行：アルス

書籍 （各）27.5×36.5（シート
寸）

徳島県立近代美術館

植松奎二 水平の場 1973年 写真 145.0×180.0 徳島県立近代美術館

垂直の場 1973年 写真 145.0×180.0 徳島県立近代美術館

直角の場 1973年 写真 145.0×180.0 徳島県立近代美術館

奈良美智 Untitled
（Broken Treasure）

1995年 アクリル キャンバス 150.0×150.0 徳島県立近代美術館

The Little Pilgrims
（Night Walking）

1999年 アクリル、ラッカー、綿
布、FRP

72.0×50.0×42.5 徳島県立近代美術館
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3

文化の森総合公園開園30周年記念 野外彫刻展

● 会期
令和2年10月27日［火］‐11月8日［日］（13日間）

● 会場
文化の森シンボル広場

● 視点
この展覧会は、文化の森開園30周年の記念事業の一
環として、文化の森の野外スペースを会場に開催した野
外彫刻展である。県民参加型の催しで、県外から佐野耕
平氏を講師として招聘し、協力団体に所属する作家、県
内の学校・支援学校の生徒と先生、大学生、一般など計
216名が、作品1点を協同制作した。
作品は「未来に向かう船出」をテーマとした文化の森総

合公園開園30周年を記念するもので、講師が円筒状の
胴部に舟形の載った作品の基本形態を制作し、その胴
部の側面を参加者の作品が埋め尽くした。
講師の佐野耕平氏（1974年京都生まれ）は、成安造

形大学で学生の指導に当たるとともに，公募の野外彫刻
展として長い伝統を持つUBEビエンナーレで実物制作指
定入選、あさごアートコンペティションであさご芸術の森大
賞受賞などの実績を持つ彫刻家である。これまでに、徳
島彫刻集団野外彫刻展での作品展示や、ワークショップ
の協力者として来県するなど、徳島と関わりのある作家で
あることから講師となった。
このように、徳島と関わりのある全国的に活躍する作家

と県内の学生・生徒や県内彫刻関係者が協働すること
は、広くは本県芸術文化活動への理解を促進し、学生・
生徒等においては、将来のアーティストの卵発掘の契機と
なり、「あわ文化」の創造につながることが期待できた。

● 主催
徳島県立近代美術館

● 共催
文化の森総合公園開園30周年記念野外彫刻展実行委
員会、徳島県民文化祭開催委員会

● 協力
徳島県美術家協会、徳島彫刻集団、一般社団法人二
紀会徳島支部、一般社団法人日本美術家連盟四国地
区、成安造形大学

● 観覧料
無料

● 印刷物
ポスター：B2判 カラー
記録集（縦210mm×横260mm 片観音折6頁、オールカ
ラー）

● 観覧者数
10,576人
＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・「フォーカス徳島」四国放送 令和2年10月27日
・「文化の森30周年 「未来」題材の彫刻展示」『徳島新
聞』 令和2年10月28日 朝刊 徳島総合面（26面）

● 担当学芸員
安達一樹、吉原惠美子

● 出品作品
作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、

寸法（cm）。
佐野耕平＋共同制作者 〈想いの行方～Spread from

Tokushima～〉2020年ミクストメディア h.170×400×480

佐野耕平＋共同制作者
〈想いの行方～Spread from Tokushima～〉
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4
特別展 いきいきと解き放つ命の輝き－アトリエコーナス、片
山工房、たんぽぽの家の表現者たち

● 会期
令和3年2月11日［木・祝］‐2月28日［日］（16日間）

● 休館日
月曜日

● 視点
本展は、2017年度から毎年開催してきた「アール・ブ

リュット再考展」を引き継ぐ展覧会である。全国の障がい
者福祉施設・アトリエで生み出された作品を紹介している。
今回は、優れた活動で知られる関西の施設、アトリエコー
ナス（大阪市）、片山工房（神戸市）、たんぽぽの家アート
センターHANA（奈良市）の表現者たちを取り上げた。
3つの施設では、全国各地、海外の展覧会でも注目さ

れる作家が育っているが、特別な指導者がいるわけでも、
特別なカリキュラムがあるわけでもない。一人一人の人格と
個性がまるごと認められる日 の々信頼感が、作品を魅力
的なものにしてきた。絵を描かずおしゃべりして帰ってもOK。
施設を掛け持ちしてもOK。可能性は、その人らしさのなか
から深まり、広がっていくという考え方があるからである。い
きいきとした表現につながる秘密といっていいだろう。
自由になる左足で、絵具の入った紙コップを倒して描く

人。ものを破る“問題行動”が、カラフルな行為の表現へと
結びついていった人。おしゃべりをしながら毎日少しだけペ
ンを動かす、ゆったりとした描き方で深みのある色彩を実
現した人。作品からは、受け入れられることで輝く「その人
らしさ」が伝わってくる。会場を見渡すと、大胆な表現も繊
細な表現もあり、表し方や色彩、素材なども一様でないこ
とに驚かされる。その多様な作品を見ていくと、障がい者
芸術の固定したイメージが変わっていくように思われる。本
展は、創造力を育む関係や環境について想いをめぐらし、
またそれぞれの施設の表現の特徴も感じることができる機
会となった。
なお、作品の他に、作家の特性に応じてつくられた自助
具（握りやすくした筆、長い柄のついた筆、車椅子でも使
いやすい机に置くイーゼルなど）も展示。制作における工
夫や、作家とサポートする人たちとのコミュニケーションにつ
いて知る手がかりとした。
関連事業として開催したゲストトークは、コロナ禍のため、

講師はそれぞれの施設からオンラインで出演。各施設の
活動のようすなどを紹介してもらった他、作家も登場。会場

の参加者から質問や発言も多く、活発で親密な交流を行
うことができた。

● 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
特定非営利活動法人コーナス アトリエコーナス、特定非
営利活動法人１００年福祉会片山工房、社会福祉法人
わたぼうしの会 たんぽぽの家アートセンターHANA

● 観覧料
無料

● 関連事業
＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物等
ポスター：B2判 カラー
チラシ：A4判 両面カラー
出品リスト：A4判4ページ（A3判二つ折り）簡易印刷
＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク
シート」作成の項を参照。

● 入館者数
1,226人
＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等
・「特別展 いきいきと解き放つ命の輝き－アトリエコーナス、
片山工房、たんぽぽの家の表現者たち」展『読売新聞』
令和3年2月19日（徳島版）

・「『いきいきと解き放つ命の輝き』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
森 芳功、安達一樹
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●出品リスト
いきいきと解き放つ命の輝き―アトリエコーナス、片山工房、たんぽぽの家の表現者たち展

■アトリエコーナス

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

植野康幸 緑の壁 見つめる女 2008年 アクリル絵具 紙 90.0×90.0

無題 2013年 色鉛筆、鉛筆 紙 39.2×54.4

大川誠 けったいなものがみたい 2005年 水性マーカー 紙 42.0×59.5

Makoot（No.76） 2005-07年 ニードルパンチ 原羊毛 47.0×25.0×6.5

Makoot（No.62） 2005-09年 ニードルパンチ 原羊毛 52.7×30.5×9.5

赤い人と白い人 2007年 アクリル絵具 板 72.0×51.5

Makoot（No.75） 2010-13年 ニードルパンチ 原羊毛 28.5×22.5×5.5

Makoot（No.4） 2012年 ニードルパンチ 原羊毛 57.0×32.0×7.5

Makoot（No.220） 2012年頃 ニードルパンチ 原羊毛 20.0×17.0×5.0

Makoot（No.190） 2013-14年 ニードルパンチ 原羊毛 72.0×39.0×1.2

Makoot（No.188） 2014-15年頃 ニードルパンチ 原羊毛 35.0×8.0×1.5

Makoot（No.164） 2015年頃 ニードルパンチ 原羊毛 53.0×36.0×6.0

Makoot（No.166） 2015年頃 ニードルパンチ 原羊毛 64.0×36.0×6.0

Makoot（No.193） 2015-16年頃 ニードルパンチ 原羊毛 67.0×39.0×1.0

大西祐史 クリスマスツリー 2014年 シール、鉛筆 紙 各39.0×27.0（10点）

やぶれたツリー 2015年 シール、鉛筆 紙 90.0×90.0（設置サイズ）

メリークリスマス！ 2018年 シール、鉛筆 紙 各39.0×27.0（ファイルに12点）

メリークリスマス！ 2018年 写真 各12.7×8.9（23点）

河野竜司 無題 2013-16年頃 水性インク 紙 27.0×38.3

色ぬったで 2017年 水性インク 紙 18.1×25.6 他（12点）

清原雅功 おったまげ 2016年 アクリル絵具 紙 38.0×54.0

どろどろ2 2016年 アクリル絵具、メディウム キャン
バス

22.9×22.7×2.4

パーツ 2016年 紙粘土 5.7×2.1×2.1 他（37点）、
28.0×37.0（設置サイズ）

ぴんく 2016年 アクリル絵具、メディウム キャン
バス

22.9×22.7×2.4

巻き戻しカレンダー 2020年 水性インク 紙、プラスチック容器 14.5×20.7 他（13点）、
32.4×24.2×4.0（容器）

白岩直子 無題 2013年頃 アクリル絵具 キャンバス 18.0×14.0

カラフル 2013年 水性カラーマーカー 紙 14.7×10.0

手のなか 2018年 紙粘土 5.0×7.5×3.0、4.0×6.0×2.5、
7.5×6.5×2.0

土谷紘加 カラニー 2015-17年 アイロンビーズ 14.0×17.0 他（15点）

カラニー 2017年 アイロンビーズ 87.5×143.7
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

中村和毅 うみ 2015年 ポスターカラー 紙ボード 25.8×36.4

ケズリ 2015年 スクラッチボード 27.0×40.0

NO（裏） 2017年 水性インク 紙 38.0×54.0

中村和暉 ふんすいプール 2016年 水性インク、コンテ 紙 38.0×54.0

ことば＋つむぐ（6篇） 2016-19年 データ音源

中村大暉 モッチと白いふとん 2009年頃 アクリル絵具、色鉛筆 紙 38.0×54.0

ひろきがいっぱい（シリー
ズ）

2009年 色鉛筆 紙 38.0×54.0

ひろきの字 2016年 インク 紙（スケッチブック） 33.5×25.2

ひろきの思い出 2018年 インク 紙（ノート） 21.0×24.8

西岡弘治 楽譜3 2005-06年頃 インク 紙 36.4×25.6

楽譜 CONTENTS 2005-06年頃 インク 紙 59.2×42.0

ある日のチャンネル 2008年 インク 紙 25.5×18.2

山田芽衣 ナクオンナノコ 2016年 鉛筆 紙 38.0×54.0

オンナノコI 2016年 インク 紙 38.0×54.0

まる 2016年 刺繍糸 布 27.0×25.0

オンナノコ 2016年 油性インク プラ板 6.4×5.3×0.2 他（23体）

吉川真美 たくさんの動物たち 2012年 水性インク、ボールペン、鉛筆 紙 38.0×54.0

童話II 2006年 木炭、インク、鉛筆 紙 42.0×60.0

ふたりの女の子とネコ 2005年 油性マーカー、水彩絵具 紙 44.5×31.0

資料 大川誠が用いた道具一式

■片山工房

斎藤晴久 サグラダファミリア 2013年 油彩 キャンバス 60.6×72.7

諏訪山公園下の散髪屋
が廃墟になったIV

2015年 油彩 キャンバス 80.3×100.0

円空さんのお地蔵さま 2018年 アクリル絵具 紙 79.0×54.5

苔むす 水かけ不動尊 2019年 油彩 キャンバス 72.7×60.6

澤田隆司 無題 2004年 ペンキ 紙 73.0×103.0

無題 2005年 ペンキ 紙 79.0×54.5

無題 2005年 ペンキ 紙 103.0×73.0

無題 2005年 ペンキ 紙 103.0×73.0

無題 2006年 ペンキ 紙 103.0×73.0

湯井亮 さんふらわあ ふらの宇宙 2018年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 41.5×59.5

トミカプレミアム 13ディーノ
246GT

2019年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 37.0×52.0
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

湯井亮 トミカプレミアムRS 日産ス
カイライン GT-RV・spec
IINur（ベイサイドブルー）

2019年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 40.0×54.0

無題 2019年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 40.0×54.0

ランボルギーニガヤルド
スーパーレジェーラドラえ
もんトミカプレミアム33

2020年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 41.5×59.5

トミカプレミアム 04 日産ス
カイラインGTS-R

2020年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 36.0×51.0

トヨタ2000GT（赤）トヨタ
2000GT（白）トミカプレミ
アムRS

2020年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 40.0×54.0

日産スカイライン GT-R
（BCN33）トミカプレミアム

2020年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 36.0×51.0

トミカプレミアム 16 陸上
自衛隊16式機動戦闘車

2020年 アルコールマーカー、色鉛筆 紙 54.5×79.0

藤尾タケル あるこう 2018年 水彩 紙 79.0×57.0

おいしい 2018年 水彩 紙 57.0×79.0

無題 2020年 水彩 紙 79.0×54.5

無題 2020年 水彩 紙 42.5×59.0

松浦愛夢 コウノトリ 2007年 アクリル絵具 紙 79.0×54.5

バックホー 2007年 アクリル絵具 紙 79.0×109.0

マダラギンボの魚 2007年 アクリル絵具 紙 109.0×79.0

こどもたち 2016年 油彩 キャンバス 45.5×53.0

コメツキムシ 2016年 油彩 キャンバス 45.5×53.0

麒麟 2016年 油彩 キャンバス 80.3×100.0

資料 澤田隆司が用いた創作用板と紙コップ

■たんぽぽの家

伊藤樹里 JURIX WORKS 1998-2020年 薬のカラ 400.0×80.0×30.0（設置サイズ）

西瓜 2010年 墨 和紙 45.0×35.0

初恋 2010年 墨 和紙 45.0×35.0

燭 2010年 墨 和紙 45.0×35.0

蛍 2010年 墨 和紙 45.0×35.0

上野和子 可愛い女の子いないか
な

2016年 アクリル絵具 キャンバス 40.4×54.0

あー。らくだなぁ。およがなく
てもうごけるなんて。

2017年 アクリル絵具 キャンバス 44.5×55.5

彼氏がほしいよー 2017年 アクリル絵具 キャンバス 57.0×42.3

オレ、かっこいいだろ！ 2017年 アクリル絵具 キャンバス 41.0×31.8

長田恵 キッチン 2012年 アクリル絵具 板 53.0×45.5
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作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

長田恵 森の中にあるかくれ家 2015年 アクリル絵具 紙 95.0×72.5

ラベンダー畑がある家 2018年 アクリル絵具 キャンバス 53.0×45.5

森の中にある小屋 2018年 アクリル絵具 キャンバス 22.0×27.3

小松和子 いのち・未来への子供たち 2008年 アクリル絵具 壁材 82.0×109.4

いのちの木 2008年 アクリル絵具 壁材 114.1×78.1

いのちの手と愛のちから 2011年 水彩、コンテパステル 紙 164.0×31.8

武田佳子 夜のおおかみ 2004年 顔彩、墨 和紙 70.5×69.0

情愛II 2004年 顔彩、墨 和紙 140.0×70.0

よっ待ってました
いきなやつ

2004年頃 顔彩、墨 和紙 140.0×69.3

好きなものは何？ 2005年頃 顔彩、墨 和紙 51.8×44.8

中村真由美 マンドリル 2004年 色鉛筆、鉛筆 紙 27.1×19.6

ヨザル 2004年 色鉛筆、鉛筆 紙 26.8×19.3

コウテイペンギン 2008年 色鉛筆、鉛筆 紙 54.0×38.0

水牛 2013年 ペン、アクリル絵具 キャンバス 80.3×65.2

さる 2014年 アクリル絵具、顔料マーカー キャ
ンバス

41.0×31.8

こけっ子・くも 2014年 アクリル絵具、顔料マーカー キャ
ンバス

45.5×38.0

ペンギン 2014年 アクリル絵具、顔料マーカー キャ
ンバス

41.0×31.8

福岡左知子 miamoo. ―ミィアムゥ― 2010-20年 毛、麻、綿、ポリエステル 400～250×59～15（29点）

山野将志 お城 2011年 アクリル絵具 紙 162.0×97.0

マンション 2011年 アクリル絵具 紙 162.0×97.0

富士山の山のくじらぐも
角はえた鹿の群れと大き
な黒い牝牛－ラスコーの
洞窟壁画のオマージュ

2017年 アクリル絵具 キャンバス 162.0×390.9

資料 上野和子が用いる「足で描くための靴」

長田恵が用いる「長い筆」

小松和子が用いる「卓上イーゼル」

武田佳子が用いる「握りやすくした筆」

※作家は所属別、五十音順です。
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3-3 フリースペース
チャレンジとくしま芸術祭2021

● 概要
様 な々表現活動を行っている人や、あこがれを持って

いる人たちに、広く活動発表の場を提供し、未来へ羽ば
たく徳島発のアーティストを発見・支援しようという事業。今
回で12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、版画、工芸など41組、「パフォーマン
ス部門」に音楽、ダンスなど18組が参加した。

１ フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2021
○展示部門：令和3年1月19日［火］‐31日［日］
9：30～17：00（12日間）
（25日［月］は休館。31日は16：00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3年1月24日［日］
9：45～16：40
※一組あたり15分 途中休憩をはさむ
徳島県立近代美術館ロビー（2F）

○受賞者発表会
展示部門：令和3年3月13日［土］、14日［日］
9：30～17：00（14日は16：00まで）
近代美術館展示室3
パフォーマンス部門：令和3年3月14日［日］
14：00～16：00
二十一世紀館イベントホール

● 観覧料
観覧無料、参加費無料

● 参加資格
県出身者及び県内在住者、グループの場合は県出身者
または在住者が含まれること。
※年齢、経験は不問

● 募集及び参加者数
（1） 募集期間 令和2年8月1日［土］‐10月24日［土］
（2） 参加者数
展示部門 42組：応募数51組
パフォーマンス部門 18組：応募数21組
※参加者は令和2年10月25日に主催者による抽選により
決定。

● 印刷物
募集要項：A3判二つ折り、A4判挟み込み
チラシ：A4判
プログラム（出品者・出演者紹介）：A3判二つ折り 8ページ
出品・上演リスト：A4判 3ページ
発表会チラシ：A3判二つ折り 4ページ
発表会出品・上演リスト：A4判 1ページ

● 入場者数
2,530人、受賞者発表会231人

● 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：各委員が個別の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に対して
投票、及び審査員の合議制。
（2） 審査項目
「チャレンジ度」
作品から読み取れる、挑戦の度合い。その基準は審査員
にゆだね、受賞理由として明文化。
各出品者または出演者に対し、1から10ポイント。小数点1
位まで採点可能。
「表現力」「将来性」「個 の々審査員による独自の観点」
各出品者または出演者に対し、1から5ポイント。小数点1
位まで採点可能。
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（3） 賞の種類
「グランプリ」 部門ごとに各1組
「準グランプリ」 部門ごとに各1組
「チャレンジ奨励賞」 展示部門は3組まで、パフォーマンス
部門は2組まで ※該当者のある場合のみ。将来性、チャ
レンジ精神において特に優れていると認められるもの。
「MIP（モーストインプレッシブプレイヤー）賞」 部門ごと
に各1組、最も印象に残ったと認められるもの。 ※該当者
のある場合のみ。
（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
桑村 光明 徳島県立近代美術館長

※審査委員長
佐原 理 徳島大学准教授
竹内 利夫 徳島近代美術館上席学芸員
内藤 隆 鳴門教育大学教授
大和 たきみ フリーアナウンサー

○パフォーマンス部門
大塚 二朗 文化の森振興センター所長・徳島県立

二十一世紀館長 ※審査委員長
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
丸山 貴成 ヒノマルプロジェクト代表
森 惠子 公益財団法人 阿波人形浄瑠璃振

興会会長

● 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）
〈雲の上にのぼる〉 2020年 ミクストメディア 木、和
紙、LED（インスタレーション）
［受賞理由］
表現力・技術力、さらにチャレンジという意味でも出

品者の中では抜きんでていた。多様な挑戦をしていると
いう部分が評価できる。この作品では、空間の光のあり
方が、ヤコブの階段のエピソードを思い出させる点が
強みになっている。

【準グランプリ】
消っしーほりえ（消しゴムはん画）
〈The delusion is aesthetics〉、〈徳島ベイビー〉他3点
2020年 消しゴムはん画 阿波和紙
［受賞理由］
継続して作品を発表し続けていながら、常に新しい

表現に挑戦しているところを評価する。その中に作者の
個性が共通して強く感じられる。今回の作品では、表
現が豊かになり、より表情豊かなものとなっている。

【チャレンジ奨励賞】
西園寺リル（断片）
〈啓蒙の手法 The Art of Enlightenment〉 2020年
フォトコラージュ、詩、映像
［受賞理由］
映像も含め多様なメッセージが混沌に表現されてい

るのが良い。整理されているようで、整理できないありの
ままの思考や、メッセージを吐き出したかのような表現は、
伝わらないものを伝えようとするチャレンジのように受けと
めた。また、作品からは、今の時代にはない、高度成長
時代を思い出させるエネルギーが感じられた。

【チャレンジ奨励賞】
真夜中のArtist（アルコールインクアート）
〈名前はありません。すでにあなたの内にあります。色の
エネルギーから伝わったあなたの感覚にあなたが名前
をつけてください。十人十色の答え。すべてベストアン
サーです。〉 アルコールインク
［受賞理由］
色に絞って勝負した点を評価する。インクでここまで
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強く表現している点が驚きであり、油彩や水彩にはない
ポップな表現が良い。また。豊かな色彩の中には、日々
の暮らしの中で様 な々心情が現れている。

【チャレンジ奨励賞】
新谷 進（絵画）
〈港湾都市小松島の港風景を伝えたい〉 2020年
水彩画
［受賞理由］
かつて栄えた港町小松島に対する思いの暖かさが

感じられる点が良い。小松島の町の通り一つ一つを歩
いた中から生まれた表現である。水彩での挑戦が見ら
れ、抽象化されつつある自然物の表現が面白かった。

【MIP賞】
眉翠（書道、印）
〈竹印〉 2015年-20年 篆刻 竹（五三竹）
［受賞理由］
文字というミニマルな記号に込められた想いや表現

方法がシンプルに良い作品である。さらに、その文字を
組み合わせて使用するイメージの広がりに可能性を感
じる。ずっと残したいものをこのような形で残していきたい
という、ストレートな想いが伝わる点が凄く良いことである。

○パフォーマンス部門
【グランプリ】
たけと愉快な仲間たち（ビッグバンドジャズ）
［受賞理由］
本来のビッグバンドの迫力とは違って、少人数編成

ならではの良さを味わうことができた。選曲や映像の利
用も、コロナ禍の中でのステージとして効果を上げてお
り、前向きな強い気持ちやメッセージが伝わってきた。

【準グランプリ】
徳島市八万南小学校カラーガード部（カラーガード）
［受賞理由］
狭い舞台にあわせて、振り付けやフォーメーションが

良く工夫され、練習の成果を感じた。カラーガードが好
きな子ども達の思いが伝わる、のびのびとした自信あふ
れるステージであった。この良さを失わず、今後も活動
を続けてほしい。

【チャレンジ奨励賞】
BOUND BOX（ストリートダンス）
［受賞理由］
ダンスのスキル、見せ方、エンターテイメント性に優れ、
観客を大いに楽しませてくれた。多くのジャンルの短い
ダンスが続く作品だけではなく、テーマやストーリー性を
持った長い作品も見てみたい。

【チャレンジ奨励賞】
yayo（ダンス）
［受賞理由］
昨年の準グランプリ受賞の後、コロナ禍となった一年

間の作品作りの苦労が感じられた。歌詞のある曲に引
きずられない表現を目指して、さらに努力の積み重ねを
求めたい。

【MIP賞】
ダンススタジオ 矢田・宮本（社交ダンス＆フラダンス）
［受賞理由］
社交ダンスの少年の存在感が際立って印象に残り、

そのダンスをもっと見たいと思わされた。今後のさらなる
活躍を期待したい。

● 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
〈雲の上にのぼる〉 2020年 木 阿波和紙 LED
〈耳を澄ますように見る〉 2021年 樹脂 和紙 LED

・準グランプリ
消っしーほりえ
〈トクシマベイビー〉 2020年 消しゴムはん画 阿波和紙
〈The delusion aesthetics〉 2020年 消しゴムはん画
阿波和紙
〈中身はなくともイメージがあればいい〉 2020年 消しゴ
ムはん画 阿波和紙
〈まこっちゃんのフクロウが鳴いた〉 2020年 消しゴムは
ん画 阿波和紙
〈カレー感音〉 2020年 消しゴムはん画 阿波和紙
〈自分の顔2020〉 2020年 消しゴムはん画 阿波和紙
〈おばあちゃんのミモザ畑〉 2021年 消しゴムはん画
阿波和紙
〈消しゴムはんこ壁紙〉

57



・チャレンジ奨励賞
西園寺リル
〈乱痴気アンナの生死の歌〉 2021年

新谷 進
〈港湾都市小松島の港風景を伝えたい（描くよろこびの水
彩）〉 2019年11月-21年3月 水彩（透明水彩）
〈ランナーズ・ダイアリー〉 2018-19年 ボールペン 水
彩 色鉛筆
〈ランチメニュー彩画〉 2019年6月-20年1月末 ランチメ
ニューのブラックボード黒板にブラックボードマーカーで作
成した写真

真夜中のArtist
〈風で描くアート〉 コピックインク コポ紙
〈天使の羽〉 コピックインク 発砲スチロール
〈宇宙〉 カラースプレー キャンバス

・MIP賞（モーストインプレッシブプレイヤー）
眉翠
〈竹印〉 2015-21年 竹

○パフォーマンス部門
・グランプリ
たけと愉快な仲間たち
音楽
1．蒼き日常～蒼天街復興～
2．Speachless
3．Mambone
4．Funk for your Ass
5．ショウガール
6．満月の夕べ
7．カイネ（Ver.1.22）

・準グランプリ
徳島市八万南小学校 カラーガード部
カラーガード
1．おどるポンポコリン
2．RPG
3．USA
4．紅蓮華
5．スマイル
6．魔女の宅急便

7．Make you happy

・チャレンジ奨励賞
yayo
ダンス
光も影も

・MIP賞（モーストインプレッシブプレイヤー）
ダンススタジオ矢田・宮本（八万フラサークル）
社交ダンス&フラダンス
1．ソフィスティケイティッド・フラ（ジルバ&フラダンス）
2．フラガール 虹を（フラダンス）
3．Sofia（チャチャチャ）
4．糸（ルンバ&フラダンス）
5．タイニーバブルス（フラダンス）
6．海の声（フラダンス）
7．キャントヘルプ フォーリング インラブ［好きにならずにい
られない］（フラダンス＆チャチャチャ）

＊チャレンジ奨励賞 BOUND BOXは都合により欠場。

２ フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2021
県内巡回展

（1）阿波市交流防災拠点施設アエルワ
［展示部門］：令和3年6月26日［土］‐7月3日［土］
［パフォーマンス部門］：令和3年7月3日［土］13：00～

（2）阿南市文化会館夢ホール
［展示部門］会期：令和3年7月9日［金］‐7月11日［日］
［パフォーマンス部門］：令和3年7月11日［日］14：00～
＊新型コロナ感染症拡大の影響で会期を変更した。当
初は、アエルワが5月1日［土］‐8日［土］、夢ホールが5月
15日［土］‐22日［土］だった。

● 主催
阿南市文化会館（夢ホール）

● 共催
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

● 印刷物
チラシ：A4判 片面カラー

● 効果と問題点
両部門とも応募者が定員を上回った。これは、新型コロ

ナウイルス感染症拡大により、年度内の発表の機会が減
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少していたためと考えられる。
開催が近隣の関西地区で緊急事態宣言が発令され

た時期と重なったが、両部門とも出品・出演者、来館者に
感染対策を実施して開催することができた。ただし、展示
部門では、発令地域であった兵庫県からの出品者に出
品しないよう依頼した。また、パフォーマンス部門では、観客
数を例年の50％に設定した。さらに、表彰式の開催も非公
開で行った。
昨年度は中止した受賞者発表会パフォーマンス部門も、

観客数や入退場を制限するなどして、実施することができ
た。
今後、新型コロナウイルスの拡大状況がどのようになる

か、予断は許さないが、これまでの経験をもとに、より円滑に
運営していく必要がある。

● 新聞・雑誌記事・放送番組等
・「美術館からのエッセイ 千言万語」 日本中央テレビ
Webサイト 令和3年1月

・四国放送ニュース 令和3年1月16日
・NHKニュース 令和3年1月19日
・「目引く力作112点披露 チャレンジ芸術祭開幕」『徳島
新聞』 令和3年1月20日

・エフエムびざん 令和3年1月20日
・日本中央テレビ「チャレンジとくしま芸術祭2021」 展示
部門－令和3年2月11日、2月15日
パフォーマンス部門前半－令和3年2月19日、2月22日、パ
フォーマンス部門後半－令和3年2月20日、2月24日

・ケーブル１２「チャレンジとくしま芸術祭 展示部門」令和3
年4月9日

・「独創的な感性光る チャレンジ芸術祭 徳島市で作
品展」『徳島新聞』 令和3年3月14日

● 担当学芸員
吉川神津夫、友井伸一、三宅翔士

3-4 文化の森開園30周年記念 共同企画展
文化遺産を後世に伝える―とくしまデジタルアーカイブ―

● 概要
文化の森開園30周年事業の一環として新たに構築さ

れた「とくしまデジタルアーカイブ」の意義と魅力を広く知っ
てもらうため、文化の森6館と公益財団法人徳島県建設
技術センター（公園管理担当）による共同展示を企画し
た。
会場は当館1階ギャラリーとし、移動展示ケース等による

資料展示と、大型モニタでデジタル画像が閲覧できる端
末を組み合わせ、各館ごとのコーナーを設けた。
当館では、日下八光の作品2点の高精細画像を活用

した鑑賞支援コンテンツを作成し、会場で閲覧に供すると
ともに2作品を写真で紹介した（作品保全の問題から写
真展示とした）。また当館端末のみインターネットに接続し、
外部サーバADEACのコンテンツを実際に体験できるよう
にした。

● 作成コンテンツ
【作品とねらい】
日下八光の日本画作品〈阿南の海〉1927年、〈秋深

む〉1934年。
コンテンツ閲覧画面のスライドショーなどを用いて、高精
細画像を活用した鑑賞学習の可能性に関心を高めても
らえるよう企画した。
【内容】
デジタル技術で再発見！所蔵作品の新たな魅力！
（1） 比べる！見どころツアー
作品ごとに3つの見どころポイントをクリックすると、解説

文と、ADEACに掲載したコンテンツ「スケッチと見比べよ
う」の画面キャプチャーのスライドショーを表示。コンテンツの
楽しさを実感できるようにした。
（2） 画家のタッチに迫る！
画像閲覧プログラムZoomifyを使って、2作品の高精

細画像を閲覧。インターネット上の公開画像より解像度の
高いデータを用いて、高精細画像の意義と魅力を実感で
きるようにした。
（3） デジタルアーカイブへ！
外部サーバADEACに掲載されているコンテンツ「スケッ

チと見比べよう」を実際に閲覧できるようにした。
【制作】
解説文執筆：森 芳功、宮﨑晴子
デザイン・制作：渡部哲也
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企画：竹内利夫
● 会期
令和2年11月3日［火・祝］‐15日［日］（12日間）

● 休館日
月曜日

● 主催
徳島県文化の森総合公園、徳島県建設技術センター、
徳島県民文化祭開催委員会

● 観覧料
無料

● 印刷物等
チラシ：A4判 両面カラー

● 入場者数
1,311人

● 担当者
竹内利夫、森 芳功、宮﨑晴子、渡部哲也（会計年度任
用職員・コンテンツデザイン担当）
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4-1 美術館教育

1 所蔵作品展に関連した催し

美術の鑑賞につながることを最大のテーマとして、講座や
ワークショップを行っている。
令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、中止となった催しもあった。実施の際には、検温、手指
消毒に加えて、参加者の連絡先の確認（任意）を行い、催し
の内容によっては定員制を採用するなどの対策を行った。ま
た、ホームページを通じて楽しむことのできるダウンロード教材
や作品解説動画などのデジタルコンテンツの充実にも取り組
んだ。
学校教育との連携では、新型コロナウイルス感染拡大の

影響で見学や出前授業、教員研修が減少した。見学を実
施した学校とは、事前打ち合わせを十分に行い、感染予防
対策として、少人数のグループに分かれて活動したり、個 に々
主体的な鑑賞ができるようワークシート等の教材を提供したり
した。

普 及 事 業

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

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

（1）徳島のコレクション2020年度第1期

1 令和2年4月19日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 （中止*）展示室1、2

2 令和2年5月24日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 （中止*）展示室1、2

3 令和2年6月21日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 吉原美惠子（上席学芸員） 10 展示室1、2

4 令和2年6月27日［土］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 吉原美惠子（上席学芸員） 10 展示室1、2

5 令和2年7月5日［日］
14 : 00-15 : 00

美術館講座「新収蔵作品について」 吉原美惠子（上席学芸員） 2 講座室

6 令和2年7月12日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「新収蔵作品を中心に」 吉原美惠子（上席学芸員） 2 展示室1、2

（2）ユニバーサル美術館：「ハロー、お気に入りをさがそう！」

7 令和2年7月24日［金・祝］
14 : 00-15 : 00

展覧会ツアー 竹内利夫（上席学芸員） 8 展示室3

8 令和2年8月10日[月・祝]
14 : 00-15 : 00

展覧会ツアー 竹内利夫（上席学芸員） 12 展示室3

9 令和2年8月23日［日］
14 : 00-16 : 00

ワークショップ ハンドサインでこんにちは！ 庄崎隆志（演出家・劇作家・俳優・ノ
ンバーバルコミュニケーター）

10 展示室3

10 令和2年9月5日［土］
14 : 00-16 : 00

和の音色で楽しむ美術鑑賞 高木夏奈子（植草学園大学） 協力：
細川和子（アートイベントサポーター）他

15 アトリエ2
展示室3

11 令和2年9月6日［日］
10 : 00-12 : 00

和の音色で楽しむ美術鑑賞 高木夏奈子（植草学園大学） 協力：
細川和子（アートイベントサポーター）他

15 アトリエ2
展示室3

（3）徳島のコレクション2020年度第2期

12 令和2年8月2日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「日本画コレクションを振り返る」 森芳功（主席） 7 展示室1、2
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2 特別展に関連した催し

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

13 令和2年9月13日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「20世紀の人間像・近代美術館
クロニクル」

吉川神津夫（上席学芸員） 6 展示室1、2

14 令和2年9月22日［火・祝］
10 : 00-11 : 30
14 : 00-15 : 00

関連事業「ロビーできいてね!未来ラジオ」 宮﨑晴子（主任学芸員）、三宅翔士
（学芸員）

23 展示室1、2

15 令和2年10月4日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「区切ったり、くくったり、束ねたり、
まとめたり」

吉原美惠子（上席学芸員） 10 展示室1、2

16 令和2年11月22日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「20世紀の人間像・多様に広が
り続ける表現」

吉川神津夫（上席学芸員） 10 展示室1、2

（4）徳島のコレクション2020年度第3期

17 令和2年12月13日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「20世紀の人間像」 宮﨑晴子（主任学芸員） 6 展示室1、2

18 令和3年1月11日［月・祝］
14 : 00-14 : 45

展示解説「伊原宇三郎って？」 江川佳秀（主席） 21 展示室1、2

19 令和3年2月23日［火・祝］
14 : 00-14 : 45

展示解説「山下菊二101歳！」 江川佳秀（主席） 16 展示室1、2

20 令和3年3月21日［日］
14 : 00-14 : 45

展示解説「20世紀の人間像」 宮﨑晴子（主任学芸員） 0 展示室1、2

合計 183人

*は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともなう臨時休館等のため中止し、開催日時を変更した。

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

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

（１）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

1 令和2年4月25日［土］
14 : 00-15 : 00

展示解説 （中止*）展示室3

2 令和2年5月17日［日］
14 : 00-15 : 00

展示解説 （中止*）展示室1、2

3 令和2年6月14日［日］
14 : 00-15 : 00

展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 28 展示室1、2

4 令和2年6月20日［土］
14 : 00-15 : 00

展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 33 展示室1、2

5 令和2年6月28日［日］
14 : 00-15 : 00

展示解説 吉原美惠子（上席学芸員） 35 展示室1、2

（２）開園30周年記念「ドイツ 20世紀 アート」－人·対話·みらい－～フロイデ!ドイツ·ニーダーザクセン州友好展覧会～

6 令和2年10月25日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員の見どころ解説 友井伸一（上席学芸員） 41 展示室1、2

「ユニバーサル美術館」展
「ワークショップ ハンドサインでこんにちは！」
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3 レクチャー

様 な々テーマで行う講座。

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

1 令和2年7月30日［木］
09 : 30-15 : 30

きんびアトリエ 夏休み企画図工・美術の
自習室

（中止*）アトリエ2

2 令和2年7月31日［金］
09 : 30-15 : 30

きんびアトリエ 夏休み企画図工・美術の
自習室

（中止*）アトリエ2

3 令和3年2月27日［土］
14 : 00-16 : 00

ワークショップ 大人の美術の時間
水性の絵具に親しむ

小浜かおり（阿南中学校美術教員） 12 アトリエ2

合計 12人

*は、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った。

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

7 令和2年11月1日［日］
10 : 30-12 : 00

展覧会ツアー
「ドイツの一日 シュプレンゲル風」

竹内利夫（上席学芸員） 15 展示室3

8 令和2年11月8日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員の見どころ解説 友井伸一（上席学芸員） 27 展示室3

9 令和2年11月15日［日］
10 : 30-12 : 00

展覧会ツアー
「ドイツの一日 シュプレンゲル風」

竹内利夫（上席学芸員） 9 展示室3

10 令和2年11月29日［日］
14 : 00-15 : 00

学芸員の見どころ解説 友井伸一（上席学芸員） 52 展示室3

（３）いきいきと解き放つ命の輝き展－アトリエコーナス、片山工房、たんぽぽの家の表現者たち

11 令和3年2月11日［木・祝］
14 : 00-14 : 45

学芸員による展示解説 森芳功（主席） 10 展示室3

12 令和3年2月14日［日］
14 : 00-15 : 00

ゲストトーク :アトリエコーナス 白岩高子（アトリエコーナス代表理
事）、笠松彩菜（アトリエコーナス アー
トスタッフ）／講師はオンライン

23 美術館ロビー

13 令和3年2月21日［日］
13 : 30-14 : 30

ゲストトーク：たんぽぽの家（オンライン） 吉永朋希（たんぽぽの家アートセン
ターHANA アートディレクター）／講
師はオンライン

18 展示室1、2

14 令和3年2月21日［日］
14 : 40-15 : 40

ゲストトーク：片山工房（オンライン） 川本尚美、榎宣雅、久保遥（片山工
房 アートスタッフ）／講師はオンライン

23 展示室1、2

合計 314人

*は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともなう臨時休館等のため中止し、開催日時を変更した。

「それぞれのながめ」展展示解説 「ドイツ 20世紀 アート」展
学芸員による見どころ解説

「いきいきと解き放つ命の輝き」展
ゲストトーク（講師はオンライン出演）
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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

6 団体鑑賞（学校関係以外）での解説

文化の森6館による共催事業、外部団体とのコラボ企画。

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

1 令和2年5月5日［火・祝］
09 : 30-16 : 00

こどもの日フェスティバル （中止*）美術館ロビー
展示室1、2

2 令和2年8月23日［日］
10 : 00-12 : 00

文化の森 サマーフェスティバル （中止*）美術館ロビー
展示室1、2

3 令和2年11月3日［火・祝］
09 : 30-16 : 00

文化の森 大秋祭り （中止*）美術館ロビー
展示室1、2

4 令和3年2月11日［木・祝］
09 : 30-16 : 00

文化の森 ウィンターフェスティバル （中止*）美術館ロビー
展示室1、2

5 令和3年3月7日［日］
11 : 00-12 : 00

コラボ企画 美術館を守れ！ZoomでN*CAP 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）

児童 9 オンライン（各家庭
でZoomを使用）

合計 9人

*は、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った。

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者（人）

1 障がい者支援施設 あゆ
み園

令和2年6月3日［水］
10 : 00-11 : 00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「それぞれのながめ」、所蔵作品展
「2020年度第1期 特集 新収蔵作品を
中心に」

障がい者 20
引率 10

2 アートセッションツアー 令和2年11月22日［日］
13 : 00-14 : 45

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期 特集 開
館30周年記念 未来に向けて」、特別展
「ドイツ 20世紀 アート」

一般 5

3 ヘキセンハウスの会 令和2年11月26日［木］
11 : 00-12 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「ドイツ 20世紀 アート」 一般 6

講師との対話やクイズなどのメニューを通して、鑑賞の楽しさを体験する講座。

開催日時 行事名 講師 参加者（人） 場所

1 令和2年6月6日［土］
14 : 00-14 : 45

クラブにあつまれ！ （中止*）展示室

2 令和2年7月4日［土］
14 : 00-14 : 45

ニューフェイス （中止*）展示室

3 令和2年8月1日［土］
14 : 00-14 : 45

ようこそこんにちは 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

児童 5 展示室

4 令和2年9月26日［土］
14 : 00-14 : 45

美術館は30歳。 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

児童 15
保護者 7

展示室

5 令和2年11月14日［土］
14 : 00-14 : 45

ドイツに行きたい! 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

児童 12
保護者 7

展示室

6 令和3年1月23日［土］
14 : 00-14 : 45

色 な々チャレンジ 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

児童 11
保護者 2

展示室

7 令和3年3月6日［土］
14 : 00-14 : 45

しつもんしたいな 竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸子
（係長）

児童 11
保護者 4

展示室

合計 74人

*は、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った。
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7 単独の団体鑑賞（学校関係以外）

8 博物館実習の受け入れ

●カリキュラム

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。

団体名 開催日時 展覧会名 参加者（人）

1 TAOKAこころの医療センター
デイ・ステーションわおん

令和2年4月1日［水］
12 : 35-14 : 00

所蔵作品展「2019年度第3期」 障がい者 21
引率 9

2 児童デイ こころ 令和2年7月4日［土］
14 : 15-14 : 30

所蔵作品展「2020年度第1期」 障がい者 9
引率 4

3 アートセッション 篠原輝子 令和2年11月22日［日］
13 : 00-14 : 55

所蔵作品展「2020年度第2期」、特別展「ドイツ 20世紀
アート」

一般 5

4 土成ボランティア連絡協議会 令和2年11月27日［金］
09 : 55-10 : 45

所蔵作品展「2020年度第2期」、特別展「ドイツ 20世紀
アート」

一般 36
障がい者 1
引率 1

5 障がい者相談支援センター 令和2年11月27日［金］
13 : 10-13 : 40

所蔵作品展「2020年度第2期」、特別展「ドイツ 20世紀
アート」

障がい者 6
引率 4

6 （公社）日本てんかん協会
徳島支部

令和2年12月6日［日］
12 : 25-13 : 15

所蔵作品展「2020年度第3期」、特別展「ドイツ 20世紀
アート」

障がい者 5
引率 5

7 杜のホスピタル 令和3年2月17日［水］
11 : 30-11 : 50

特別展「いきいきと解き放つ命の輝き」 一般 22
引率 3

8 ひまわり園 令和3年2月19日［金］
10 : 00-10 : 15

特別展「いきいきと解き放つ命の輝き」 一般 5

9 放課後デイサービス
日の出タッチ 国府教室

令和3年2月20日［土］
13 : 40-13 : 50

特別展「いきいきと解き放つ命の輝き」 児童・生徒 8
引率 4

計 一般 68、児童・生徒 8、障がい者 42、引率 30/合計 148人

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者（人）

4 徳島大学公開講座 令和2年12月2日［水］
14：00-16 : 00

竹内利夫（上席
学芸員）、Gehrtz
三隅友子（徳島
大学教授）

特別展「ドイツ 20世紀 アート」 一般 5

計 一般 16、障がい者 20、引率 10／合計 46人

開催日 時間 内容 担当 参加者（人）

1 令和2年8月24日［月］ 09 : 00-10 : 30 ガイダンス、施設見学 友井伸一（上席学芸員）、三宅
翔士（学芸員）

6

2 10 : 30-12 : 00 講義：美術館業務について 安達一樹（課長） 6

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

4 令和2年8月25日［火］ 09 : 00-12 : 00 演習：資料整理（1）（2） 江川佳秀（主席）、三宅翔士
（学芸員）、森芳功（主席）、宮
﨑晴子（主任学芸員）

6

5 13 : 00-16 : 00 演習：資料整理（1）（2） 江川佳秀（主席）、三宅翔士
（学芸員）、森芳功（主席）、
宮﨑晴子（主任学芸員）

6

6 令和2年8月26日［水］ 09 : 00-12 : 00 演習：作品貸出 吉原美惠子（上席学芸員）、
宮﨑晴子（主任学芸員）

6

7 13 : 00-14 : 30 講義：収集 江川佳秀（主席） 6

8 13 : 00-16 : 00 講義：保存／災害対策 安達一樹（課長） 6

9 令和2年8月27日［木］ 09 : 00-12 : 00 演習：学校教育との連携
演習：美術館教育

亀井幸子（係長）、宮﨑晴子
（主任学芸員）、友井伸一（上
席学芸員）

6
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9 学芸員養成科目開講への協力

徳島県と徳島大学、鳴門教育大学、四国大学との間の協定にもとづき、学芸員資格の取得を希望する学
生のために、科目開講に協力した。博物館職員を中心に大学教員、近代美術館・文書館職員が共同で講
義を担当した。（会場：博物館講座室）

10 オンラインプログラム・デジタルコンテンツ

美術館教育では、様 な々人を対象に体験的な催しを開催し、多様な学びの機会を提供しているが、今年
度はコロナ禍により中止した催しもあった。このような状況のなかで、自宅で気軽に美術を楽しむことができるオ
ンラインプログラム「たのしいアート・ワークシートと関連動画（2種類）」と学芸員によるコンパクトな所蔵作品の
解説「90秒の鑑賞タイム（4作品）」を新たに作成した。また、ホームページから作品の高精細画像を見て楽し
むことができるようにするなど、これまでに蓄積されていたデジタルコンテンツをホームページのトップから見えやす
くした。作品解説や手話で対話しながら美術鑑賞する動画なども徳島県立近代美術館のYouTubeチャンネ
ルとしてまとめた。

科目 テーマ 内容 担当 開催日時 参加者（人）

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（課長）令和2年9月10日［木］
13 : 00-14 : 30

32

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2年9月10日［木］
14 : 40-16 : 10

32

3 博物館教育論 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3年2月21日［日］
14 : 40-16 : 10

45

4 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3年2月24日［水］
10 : 00-11 : 30

45

5 美術館教育の方法2 美術館における教育（実際
と課題）

友井伸一（上席学
芸員）

令和3年2月24日［水］
13 : 00-14 : 30

45

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3年2月24日［水］
14 : 40-16 : 10

45

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3年3月7日［日］
14 : 40-16 : 10

44

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）

竹内利夫（上席学
芸員）

令和3年3月9日［火］
10 : 00-11 : 30

44

9 美術館展示の意義と実際
（現代美術1）

様 な々現代の表現手法に
対応すること

吉原美惠子（上席
学芸員）

令和3年3月9日［火］
13 : 00-14 : 30

44

10 美術館展示の意義と実際
（現代美術2）

立体作品の展示について 安達一樹（課長）令和3年3月9日［火］
14 : 40-16 : 10

44

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3年3月10日［水］
10 : 00-11 : 30

44

合計 464人

開催日 時間 内容 担当 参加者（人）

10 令和2年8月27日［木］ 13 : 00-16 : 00 演習：学校教育との連携
演習：美術館教育

亀井幸子（係長）、宮﨑晴子
（主任学芸員）、友井伸一（上
席学芸員）

6

11 令和2年8月28日［金］ 09 : 00-12 : 00 演習：展示 吉川神津夫（上席学芸員）、
宮﨑晴子（主任学芸員）

6

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） 6

合計 72人
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4-2 学校教育との連携

1 学校の授業等による美術館利用

2 学校行事（遠足など）による美術館利用

当初、これらは来館できない、直接対面でワークショップが行えないことの代替として位置づけていたが、オン
ラインの活用により、これまで美術館に来ることが難しかった人との新たな関係性についても検討していきたい。

（1） たのしいアート・ワークシート
・「きせかえポモナ」であそぼう！ 令和2年5月14日公開 担当：亀井幸子（係長）、レイアウト等：増田くみ
子（会計年度任用職員）

・「クレーのぬりえ」であそぼう！ 令和2年7月2日公開 担当：亀井幸子（係長）、レイアウト等：増田くみ子
（会計年度任用職員）

（2） 90秒の鑑賞タイム
・秦テルヲ「眠れる子」 1分42秒 令和2年7月9日公開 担当：宮﨑晴子（主任学芸員）、レイアウト
等：横田勝典（会計年度任用職員）

・林勇気「light-shadow」 1分41秒 令和2年7月9日公開 担当：吉原美惠子（上席学芸員）、レイア
ウト等：増田くみ子（会計年度任用職員）

・唐仁原希「過ぎ去りし日の思い出」 1分31秒 令和2年7月17日公開 担当：吉原美惠子（上席学
芸員）、レイアウト等：横田勝典（会計年度任用職員）

・村山槐多「女の顔」 2分1秒 令和3年3月4日公開 担当：三宅翔士（学芸員）、レイアウト等：横田勝
典（会計年度任用職員）

図工、美術、総合的学習の時間などを利用して来館した小学校・中学校・高等学校に対して、作品鑑賞
や見学で学芸員など職員が講師をつとめるだけでなく、鑑賞活動後に美術館アトリエで造形活動を行ったり、
ディスカッションをしたりした。コロナ禍の影響で学校の美術館利用が減少したが、今後も学校や園のニーズに
応じた対応に努め、美術館を活用したプログラムを学校や園、大学等と協同で計画・実施していく。

従来から、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対応ができるように努めている。学校による
観覧は、小・中・高等で、特別展·所蔵作品展（常設展）をいずれも無料としている。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者（人）

1 鳴門教育大学 令和2年7月19日［日］
13 : 00-16 : 30

クリエイティブアート鑑賞（屋外彫刻作品
を中心に鑑賞）

山木朝彦（鳴門教育大学）、亀
井幸子（係長）

学生 5
教員 2

2 みつぼしこども
えん（徳島市）
5歳児

令和2年9月10日［木］
09 : 40-10 : 10

藍染めの布を使ったコラージュによる作品
づくり

亀井幸子（係長） 幼児 23
保育教諭 4

3 みつぼしこども
えん
5歳児

令和3年2月24日［水］
09 : 30-11 : 00

命の輝き展の鑑賞とアトリエでの造形活
動（着せ替えポモナの着彩）

亀井幸子（係長）、三宅翔士（学
芸員）

幼児 20
保育教諭 5

計 幼児・児童・生徒・学生等 48、教員等 11/合計 59人
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当該年度は、コロナ禍の影響で利用が減少した。感染拡大防止の対策について学校と協議し、小グルー
プでの活動に努めた他、大人数での見学に対しては、個 に々鑑賞を深められる教材（こどもワークシート等）を
配付するなどして密にならないよう努めた。

（1） 学芸員等が鑑賞支援活動を行った団体鑑賞

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者（人）

1 みつぼしこどもえん（徳島市）
4歳児

令和2年6月2日［火］
09 : 45-10 : 45

亀井 幸 子（係
長）、吉原美惠
子（上席学芸員）

特別展「それぞれのながめ」、所
蔵作品展「2020年度第1期」

幼児 11
保育教諭 4

2 みつぼしこどもえん
5歳児

令和2年6月3日［水］
09 : 40-10 : 50

亀井 幸 子（係
長）、宮﨑晴子
（主任学芸員）

特別展「それぞれのながめ」、所
蔵作品展「2020年度第1期」

幼児 11
保育教諭 3

3 みつぼしこどもえん
5歳児

令和2年6月23日［火］
09 : 35-11 : 00

亀井 幸 子（係
長）、吉原美惠
子（上席 学 芸
員）、宮﨑晴子
（主任学芸員）

特別展「それぞれのながめ」、所
蔵作品展「2020年度第1期」

幼児 12
保育教諭 4

4 みつぼしこどもえん
4‐5歳児

令和2年6月24日［水］
09 : 35-11 : 00

亀井 幸 子（係
長）、吉原美惠
子（上席 学 芸
員）、宮﨑晴子
（主任学芸員）

特別展「それぞれのながめ」、所
蔵作品展「2020年度第1期」

幼児 9
保育教諭 2

5 みつぼしこどもえん
3歳児

令和2年6月30日［火］
09 : 35-10 : 40

森芳功（主席）、
亀井 幸 子（係
長）、竹内利夫
（上席学芸員）、
友井 伸 一（上
席学芸員）、宮
﨑晴 子（主 任
学芸員）、三宅
翔士（学芸員）

特別展「それぞれのながめ」、所
蔵作品展「2020年度第1期」

幼児 21
保育教諭 4

6 みつぼしこどもえん
4歳児

令和2年8月19日［水］
09 : 45-10 : 45

亀井 幸 子（係
長）、竹内利夫
（上席学芸員）

所蔵作品展「ユニバーサル美術
館」、「2020年度第2期」

幼児 20
保育教諭 4

7 みつぼしこどもえん
5歳児

令和2年8月26日［水］
09 : 35-11 : 00

亀井 幸 子（係
長）、竹内利夫
（上席学芸員）

所蔵作品展「ユニバーサル美術
館」、「2020年度第2期」

幼児 20
保育教諭 5

8 みつぼしこどもえん
3歳児

令和2年9月2日［水］
09 : 30-11 : 00

亀井 幸 子（係
長）、竹内利夫
（上席学芸員）、
友井 伸 一（上
席学芸員）、宮
﨑晴 子（主 任
学芸員）

所蔵作品展「ユニバーサル美術
館」、「2020年度第2期」

幼児 23
保育教諭 4

9 まつしげ保育所（松茂町）
4歳児

令和2年9月4日［金］
10 : 00-11 : 00

亀井 幸 子（係
長）、竹内利夫
（上席学芸員）

所蔵作品展「ユニバーサル美術
館」、「2020年度第2期」

幼児 12
保育士 3

10 徳島市 論田小学校
3年生

令和2年9月25日［金］
10 : 40-11 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 71
教員 4

11 徳島文理小学校（徳島市）
6年生

令和2年9月29日［火］
13 : 00-14 : 30

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 57
教員 3

12 佐那河内村立 佐那河内
小学校
1-2年生

令和2年10月9日［金］
09 : 45-11 : 50

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 26
教員 4

13 佐那河内村立 佐那河内
小学校
3年生

令和2年10月9日［金］
12 : 55-13 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 15
教員 2

14 石井町立 石井小学校
3年生

令和2年10月14日［水］
09 : 35-11 : 30

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 83
教員 5

15 徳島市 北井上小学校
1年生

令和2年10月16日［金］
09 : 45-10 : 20

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 22
教員 2

16 徳島市 北井上小学校
3年生

令和2年10月16日［金］
10 : 30-12 : 20

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 25
教員 2
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者（人）

17 石井町立 高川原小学校
3‐4年生

令和2年10月20日［火］
09 : 45‐11 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 102
教員 7

18 石井町立 浦庄小学校
1年生

令和2年10月21日［水］
09 : 30‐10 : 20

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 22
教員 3

19 小松島市 児安小学校
1‐2年生

令和2年10月21日［水］
09 : 30‐10 : 30

竹内利夫（上席
学芸員）、宮﨑
晴子（主任学芸
員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 43
教員 4

20 石井町立 浦庄小学校
2年生

令和2年10月21日［水］
10 : 30‐11 : 15

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 19
教員 3

21 鳴門教育大学 附属小学
校（徳島市）
3年生

令和2年10月22日［木］
13 : 05‐14 : 10

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 100
教員 4

22 阿南市立 中野島小学校
1年生

令和2年10月23日［金］
13 : 00‐13 : 45

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 23
教員 2

23 阿南市立 中野島小学校
3年生

令和2年10月23日［金］
13 : 50‐14 : 05

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 33
教員 3

24 徳島市 千松小学校
2年生

令和2年10月27日［火］
10 : 20‐12 : 00

森芳功（主任）、
友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 144
教員 8

25 阿南市立 大野小学校
3年生

令和2年10月29日［木］
11 : 20-11 : 50

吉川神津夫（上
席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 16
教員 2

26 徳島市 上八万小学校
5年生

令和2年10月30日［金］
09 : 35-10 : 30

吉原美惠子（上
席学芸員）、三
宅翔士（学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 49
教員 3

27 徳島県立 板野支援学校
中学部
2‐3年生

令和2年10月30日［金］
10 : 30-11 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

生徒 6
教員 5

28 みつぼしこどもえん
3歳児

令和2年11月5日［木］
09 : 30-10 : 40

亀井 幸 子（係
長）、友井伸一
（上席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

幼児 23
保育教諭 5

29 徳島市 加茂小学校
3年生

令和2年11月5日［木］
09 : 45-11 : 40

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 73
教員 4

30 徳島市立 八万幼稚園
5歳児

令和2年11月5日［木］
10 : 30-11 : 40

亀井 幸 子（係
長）、友井伸一
（上席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

幼児 36
教員 4

31 上板町立 高志小学校
1‐2年生

令和2年11月6日［金］
10 : 10-10 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 30
教員 4

32 みつぼしこどもえん
5歳児

令和2年11月11日［水］
09 : 30-10 : 53

亀井 幸 子（係
長）、友井伸一
（上席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

幼児 23
保育教諭 5

33 松茂町立 喜来小学校
長原小学校
5年生

令和2年11月12日［木］
09 : 40-11 : 55

亀井 幸 子（係
長）、友井伸一
（上席学芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 49
教員 4

34 みつぼしこどもえん
4歳児

令和2年11月12日［木］
09 : 45-11 : 00

森芳功（主任）、
三宅 翔 士（学
芸員）

所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

幼児 22
保育教諭 6

35 松茂町立 喜来幼稚園
4‐5歳児

令和2年11月13日［金］
09 : 30-13 : 30

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

幼児 75
教員 12

36 阿波市立 土成小学校
1-2年生

令和2年11月13日［金］
12 : 35-13 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」 児童 60
教員 6

37 阿南市立 長生小学校
4年生

令和2年11月26日［木］
13 : 00-13 : 45

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 17
教員 2

38 阿南市立 長生小学校
5年生

令和2年11月26日［木］
13 : 50-14 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第2期」、
特別展「ドイツ 20世紀 アート」

児童 21
教員 2

39 徳島市 川内北小学校
2年生

令和2年12月2日［水］
09 : 40-12 : 00

友井 伸 一（上
席学芸員）、亀
井幸子（係長）

特別展「ドイツ 20世紀 アート」 児童 99
教員 6

40 ひまわり保育園
5歳児

令和2年12月3日［木］
10 : 30-11 : 30

友井伸一（上席
学芸員）

特別展「ドイツ 20世紀 アート」 幼児 18
保育士 3

41 徳島県立 徳島聴覚支援学
校（徳島市）
幼稚部年長・年中・年少

令和2年12月22日［火］
09 : 30-10 : 35

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第3期」 児童 9
教員 10
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

（2） 学校単独の団体鑑賞
学校の求めにより、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が、案内等の

希望がない場合も可能な範囲で事前に学校側と打ち合わせをして、鑑賞支援教材（ワークシート）や事前学習
に役立つ資料などを提供。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。

美術館職員が学校等に出向く「出前授業」は、小学校だけでなく保育所やこども園でも行っている。出前
授業の多くは、掛図（所蔵作品を印刷して作成した教材）や鑑賞シートを使った鑑賞授業である。今年度は
コロナ禍により件数が少なく、その多くが徳島市内にある学校や就学前施設であった。

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者（人）

42 みつぼしこどもえん
3歳児

令和3年2月12日［金］
10 : 05-11 : 00

亀井 幸 子（係
長）、三宅翔士
（学芸員）

特別展「いきいきと解き放つ命の
輝き」

幼児 22
保育教諭 4

43 徳島市立 上八万児童館
0‐3歳児

令和3年2月16日［火］
10 : 32-11 : 20

森芳功（主任）、
亀井 幸 子（係
長）

特別展「いきいきと解き放つ命の
輝き」

乳幼児 7
児童館職員 8

44 どりーむキッズよしの川（吉
野川市）
幼稚園・小学生・高校生

令和3年2月23日［火・祝］
13 : 00-14 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第3期」、
特別展「いきいきと解き放つ命の
輝き」

幼児 1
児童 3
生徒 1
児童指導員 4

45 徳島市立 八万保育所
5歳児

令和3年3月10日［水］
10 : 00-11 : 00

亀井幸子（係長）所蔵作品展「2020年度第3期」 幼児 22
保育士 3

46 徳島県立 富岡西岡高等
学校（阿南市）
1年生

令和3年3月16日［火］
09 : 45-10 : 30

宮﨑晴子（主任
学芸員）

所蔵作品展「2020年度第3期」 生徒 32
教員 2

計 幼児・児童・生徒・学生等 1,638、教員等 193／合計 1,831人

学校名 開催日時 展覧会名 参加者（人）

1 徳島県立 商業高等学校
（徳島市）

令和2年10月31日［土］
10 : 15-10 : 40

所蔵作品展「2020年度第2期」、特別展「ドイツ
20世紀 アート」

生徒 8
教員 1

2 つるぎ町立 半田小学校
6年生

令和2年11月25日［水］
10 : 15-10 : 40

所蔵作品展「2020年度第2期」、特別展「ドイツ
20世紀 アート」

児童 7
教員 2

3 徳島大学総合科学部（徳
島市）

令和2年11月27日［金］
13 : 25-14 : 35

所蔵作品展「2020年度第2期」、特別展「ドイツ
20世紀 アート」

学生 3
教員 2

4 徳島文理大学（徳島市） 令和2年11月27日［金］
15 : 00-16 : 50

特別展「ドイツ 20世紀 アート」 学生 9
教員 1

5 ステラプリスクール船場（徳
島市）
3‐4歳児

令和2年12月4日［金］
10 : 30-11 : 30

特別展「ドイツ 20世紀 アート」 幼児 16
保育士 4

計 幼児・児童・生徒・学生等 43、教員等 10／合計 53人

保育所からの見学を案内
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者（人）

1 おおぎ認定こど
も園（徳島市）
5歳児

令和2年6月11日［木］
09 : 30-11 : 00

鑑賞あそび「ヤッピーネ」の体験と絵画表
現「ヤッピーネを想像して描いてみよう」

亀井幸子（係長） 幼児 19
保育教諭 2

2 鳴門教育大学
（鳴門市）
4年生

令和2年6月15日［月］
09 : 00-10 : 30

オンライン授業「美術館と学校教育の連
携について」

亀井幸子（係長）／オンライン 学生 8

3 おおぎ認定こど
も園
4歳児

令和2年6月18日［木］
09 : 30-10 : 30

鑑賞あそび「ヤッピーネ」の体験と絵画表
現「ヤッピーネを想像して描いてみよう」

亀井幸子（係長） 幼児 23
保育教諭 2

4 徳島市立 明善
保育所
2‐5歳児

令和2年7月14日［火］
09 : 30-11 : 00

「保育所が美術館」お気に入りの作品を
見つけて、気に入ったところや見つけたこと
などをお話する

亀井幸子（係長） 幼児 23
保育士 5

5 佐那河内村立
佐那河内保育
所
5歳児

令和2年7月31日［金］
09 : 30-11 : 00

「保育所が美術館」クラインさんとあそぼう
（紙しばい＋絵具あそび）

亀井幸子（係長） 幼児 7
保育士 2

6 佐那河内村立
佐那河内保育
所
4‐5歳児

令和2年8月18日［火］
09 : 30-11 : 00

ボディペインティングとボディプリント 亀井幸子（係長） 幼児 21
保育士 3

7 徳島市立 上八
万児童館
0‐2歳児

令和2年9月8日［火］
10 : 00-11 : 30

掛図による作品鑑賞と造形
シュレッダーねん土であそぼう

亀井幸子（係長） 乳幼児 6
保育士 3
保護者 6

8 徳島市立 八万
保育所
5歳児

令和2年9月9日［水］
10 : 00-11 : 30

保育所が美術館
掛図による作品鑑賞とお絵かき

亀井幸子（係長） 幼児 22
保育士 3

9 徳島市立 国府
保育所
5歳児

令和2年9月16日［水］
09 : 30-11 : 30

鑑賞活動「アートカードであそぼう！」と造形
活動「絵具であそぼう」

亀井幸子（係長） 幼児 34
保育士 3

10 徳島市立 上八
万児童館
0‐2、3歳児

令和2年11月17日［火］
10 : 30-11 : 30

感触や色を楽しもう（かたくり粘土） 亀井幸子（係長） 乳幼児 12
保護者 11

11 徳島市立 八万
保育所
5歳児

令和2年11月18日［水］
10 : 00-11 : 30

掛図による鑑賞活動とおりたたみ本の作成 亀井幸子（係長） 幼児 22
保育士 2

12 徳島市立 国府
保育所
5歳児

令和2年11月25日［水］
09 : 30-11 : 30

掛図による鑑賞活動とおりたたみ本の作成 亀井幸子（係長） 幼児 34
保育士 3

13 徳島県立 国府
支援学校小学
部
5年生

令和2年11月27日［金］
10 : 30-11 : 15

掛図による鑑賞活動「お気に入りを見つ
けよう」

亀井幸子（係長） 児童 10
教員 2

14 徳島市 南井上
小学校
6年生（6‐1）

令和2年12月3日［木］
13 : 30-14 : 15

鑑賞シート「模写して発見！芸術家の技」
を使った授業

亀井幸子（係長） 児童 34
教員 1

15 徳島市 南井上
小学校
6年生（6‐2）

令和2年12月3日［木］
14 : 25-15 : 10

鑑賞シート「模写して発見！芸術家の技」
を使った授業

亀井幸子（係長） 児童 33
教員 1

16 徳島市 南井上
小学校
4年生（4‐1）

令和2年12月4日［金］
13 : 50-14 : 35

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 29
教員 1

17 徳島市 南井上
小学校
4年生（4‐2）

令和2年12月4日［金］
14 : 45-15 : 30

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 30
教員 1

18 鳴門教育大学 令和2年12月7日［月］
09 : 00-12 : 10

ユニバーサル美術館事業について「色の
見え方、感じ方」

亀井幸子（係長） 学生 7
教員 2

19 徳島市 南井上
小学校
2年生（2‐1）

令和2年12月9日［水］
09 : 35-10 : 20

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 33
教員 1

20 徳島市 南井上
小学校
2年生（2‐2）

令和2年12月9日［水］
10 : 40-11 : 25

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 32
教員 1

21 みつぼしこども
えん（徳島市）
5歳児

令和2年12月23日［水］
10 : 00-12 : 00

鑑賞活動「アートカードであそぼう」と共同
制作〈波〉

亀井幸子（係長） 幼児 19
保育教諭 3
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学校名 開催日時 内容 講師 参加者（人）

22 徳島市立 北井
上認定こども
園
2‐5歳児

令和3年1月8日［金］
09 : 30-11 : 30

「保育所が美術館」お気に入りの作品を
見つけて、気に入ったところや見つけたこと
などをお話する

亀井幸子（係長） 幼児 65
保育教諭 8

23 徳島市立 国府
保育所
5歳児

令和3年1月13日［水］
09 : 30-11 : 30

水墨画の鑑賞とすみに親しむ体験「にじ
み模様をつくってみよう」

宮﨑晴子（主任学芸員）、森芳
功（主席）

幼児 32
保育士 4

24 佐那河内村立
佐那河内保育
所・佐那河内
小学校
5歳児・1年生

令和3年1月14日［木］
09 : 45-11 : 30

小1と保育所年長クラスの子どもたちとの
交流学習
鑑賞あそび「ヤッピーネ」の体験と絵画表
現「ヤッピーネを想像して描いてみよう」

亀井幸子（係長） 幼児 11
児童 11
保育士 2
教員 2

25 徳島市 南井上
小学校
1年生（1‐1）

令和3年1月26日［火］
08 : 40-09 : 25

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 25
教員 1

26 徳島市 南井上
小学校
1年生（1‐2）

令和3年1月26日［火］
09 : 35-10 : 20

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 24
教員 1

27 徳島市 南井上
小学校
1年生（1‐3）

令和3年1月26日［火］
10 : 40-11 : 25

鑑賞シート「えのほんをつくろう」を使った授
業

亀井幸子（係長） 児童 24
教員 1

28 まつしげ保育所
4歳児

令和3年1月27日［水］
10 : 00-11 : 00

水墨画の鑑賞といろいろな筆（箒や布）を
使った表現活動

亀井幸子（係長） 幼児 11
保育士 3

29 徳島市立八万幼
稚園
5歳児

令和3年1月28日［木］
09 : 30-11 : 30

水墨画の鑑賞とすみに親しむ体験「にじ
み模様をつくってみよう」

亀井幸子（係長） 幼児 34
教員 2

30 徳島市立八万幼
稚園
5歳児

令和3年1月28日［木］
09 : 30-11 : 30

水墨画の鑑賞とすみに親しむ体験「にじ
み模様をつくってみよう」

宮﨑晴子（主任学芸員） 幼児 36
教員 2

31 とくしま健祥会
保育園（徳島
市）
5歳児

令和3年3月4日［木］
13 : 00-14 : 30

いろいろな素材（網、麻布、紐など）を使っ
た造形あそび

亀井幸子（係長） 幼児 34
保育士 4

32 徳島市 津田小
学校
4年生（4‐2）

令和3年3月16日［火］
09 : 35-10 : 15

鑑賞シート「色いろいろ探求バトル」を使っ
た授業

亀井幸子（係長） 児童 34
教員 1

33 徳島市 津田小
学校
4年生（4‐1）

令和3年3月16日［火］
10 : 40-11 : 25

鑑賞シート「色いろいろ探求バトル」を使っ
た授業

亀井幸子（係長） 児童 34
教員 1

34 徳島市 津田小
学校
4年生（4‐3）

令和3年3月16日［火］
11 : 35-12 : 20

鑑賞シート「色いろいろ探求バトル」を使っ
た授業

亀井幸子（係長） 児童 34
教員 1

35 とくしま健祥会
保育園
4歳児

令和3年3月22日［月］
10 : 00-11 : 00

音楽鑑賞と造形活動（曲にあわせて身
体を動かしたり、曲から想像した動物のお
面づくり）

亀井幸子（係長）、高木夏奈子
（植草学園大学・千葉／オンライ
ン）

幼児 31
保育士 4

36 放課後等デイ
サービス あい
ちゃん家（徳島
市）
2‐4歳児

令和3年3月23日［火］
10 : 00-11 : 00

音楽鑑賞と造形活動（曲にあわせて身
体を動かしたり、曲から想像した動物のお
面づくり）

亀井幸子（係長）、高木夏奈子
（植草学園大学・千葉／オンライ
ン）

幼児 10
児童指導員 4

計 幼児・児童・生徒・学生等 908、教員等 82、保護者 17／合計 1,007人

出前授業
（千葉県の講師がオンラインで参加）
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4 学校の授業等への協力

（1） 授業
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。（計46件）

・就学前施設（5件）
徳島市立上八万保育所、おおぎ認定こども園、みつぼしこどもえん、徳島市立国府保育所、佐那河内
村立佐那河内保育所

・小学校（20件）
阿南市立見能林小学校（2件）、小松島市和田島小学校、石井町立藍畑小学校、石井町立高川原
小学校、徳島市方上小学校、徳島市加茂名南小学校、徳島市北井上小学校、徳島市南井上小学
校、徳島市千松小学校、徳島市佐古小学校、徳島市八万南小学校、徳島市加茂名小学校、徳島市
津田小学校、北島町立北島小学校、上板町立松島小学校、吉野川市立山瀬小学校、吉野川市立
川島小学校、那賀町立相生小学校、鳴門教育大学附属小学校

・中学校（7件）
阿南市立阿南中学校、阿南市立加茂谷中学校、板野町立板野中学校、吉野川市立鴨島第一中学
校、美馬市立江原中学校、三好市立池田中学校、阿南中学校教研美術部会

・高等学校・特別支援学校（4件）
徳島県立脇町高等学校、徳島県立穴吹高等学校、徳島県立徳島聴覚支援学校、島根県立江津清
和養護学校

・大学、その他（10件）
鳴門教育大学、鳴門教育大学大学院、四国大学、福井大学、放課後等デイサービス あいちゃん家、
徳島県教育委員会、徳島県立総合教育センター、著作権協議会、文化庁、千葉県立美術館

（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。

鑑賞シートの種類 配布数
1 日下八光〈阿南の海〉 153
2 メッツァンジェ〈自転車乗り〉 26
3 ピカソ〈ドラ・マールの肖像〉 160
4 クレー〈子供と伯母〉 90
5 三宅克己の風景画 93
6 シーガルの人間像 267
7 吹田文明の色と光 732
8 大久保英治さんとメぢからスコープ！ 173
9 屏風のなかのお話 203
10 よーいアクション！ 536
11 えのほんをつくろう 721
12 彫刻EYE（アイ） 166
13 墨と紙の魅力 621

鑑賞シートの配布数
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5 中高生の職場体験・インターンシップ

6 クラブ活動への講師派遣

生徒が、自分の学習内容や進路に関連した就業体験や見学を行う「中高生の職場体験・インターンシッ
プ」の受け入れを行った。新型コロナ感染症拡大の影響で中止となった学校もあった。

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。

鑑賞シートの種類 配布数
14 不思議の世界 232
15 色いろいろ探求バトル 285
16 模写して発見！芸術家の技 529
17 アートカード 1,645
18 新アートカード 30
合計 6,662

学校名 開催日時 内容 講師 参加者（人）

1 徳島市立 城西
中学校

令和2年7月2日［木］ （中止*）

2 徳島市立 城西
中学校

令和2年7月3日［金］ （中止*）

3 徳島県庁イン
ターンシップ
徳島大学（2人）
香川大学（1人）
四国大学（1人）
京都産業大学
（1人）

令和2年9月1日［火］
09 : 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
美術館における教育普及活動（ユニバー
サル・ミュージアム事業、学校教育との連携
等）について
美術館の役割について

安達一樹（課長）、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 5

計 学生 5／合計 5人

*は、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った。

開催日 講師 場所 参加者（人）

1 徳島県立城ノ内中学・
高等学校 美術部

令和3年3月25日［木］ 安達一樹（課長） 四国大学交流プラザ
（城ノ内中学・高等学
校美術部展覧会場）

中学生 2
高校生 2
教員 2

計1校 生徒 4、教員 2／合計 6人

大学生インターンシップ
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7 教員研修会などへの講師派遣

8 鑑賞教育推進プロジェクト

学校と美術館を結ぶ鑑賞教育を実践的に研究するための研究会。平成14年7月の発足以来、「鑑賞シー
ト」や「鑑賞シート指導の手引き」の作成、シートを使った実践とその普及に取り組んでいる。鑑賞教育を幅広く
研究し、美術館における鑑賞教育に学校現場の意見を取り入れる場ともなっている。メンバーは、小学校、中学
校等の教員、大学の研究者、当館職員などである。コロナ禍により会合を開くことが難しく参加も少なかったため、
普段はメール等での意見交換を行った。

（1） 打ち合わせ会（研究会）の記録
●日時
第147回 令和2年7月18日［土］ 10 : 00-12 : 00 11人
第148回 令和2年9月26日［土］ 13 : 30-15 : 30 7人
第148回 令和2年9月26日［土］ 13 : 30-15 : 30 8人
第148回 令和2年9月26日［土］ 13 : 30-15 : 30 9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（板野町立板野中学校教頭）、岩佐宣之（徳島県立総合教育センター指導主事）
脇本正久（吉野川市立川島小学校指導教諭）、小浜かおり（阿南市立阿南中学校指導教諭）、
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、川真田心（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（石井町立高川原小学校教諭）
井上三月（徳島市加茂名南小学校）、坂元皐陽（徳島市佐古小学校）、
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）

新型コロナ感染症拡大を防ぐため研修会の規模を縮小し、試みにオンラインでも研修会を企画した。

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者（人）

1 「アートの日」勉強会 令和2年10月28日［水］
18 : 45-20 : 50

アートカードであそぼう 徳島県男性保育者会、
亀井幸子（係長）

3階アトリエ 教員等 8

2 ナイトアートミュージア
ム研修会「アートの
日」勉強会

令和2年11月19日［木］
19 : 00-20 : 45

特別展「ドイツ 20世紀 アート」
展での作品鑑賞

友井伸一（上席学芸
員）

展示室3 教員等 9

3 「アートの日」勉強会 令和3年1月19日［火］
19 : 00-20 : 45

アートカードであそぼう 徳島県男性保育者会、
亀井幸子（係長）

みつぼしこ
どもえん、亀
井は 本 館
からオンライ
ン登壇

教員等 3

4 ナイトアートミュージア
ム研修会「アートの
日」勉強会

令和3年2月26日［金］
19 : 00-20 : 45

特別展「いきいきと解き放つ命の
輝き展」での作品鑑賞

森芳功（主席） 展示室3 教員等 8

計 教員等 28／合計 28人
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（2） 作成したワークシート、指導の手引き
・鑑賞シートno.18 「アートカード」 A4判縦4ページ
令和3年3月発行

9 展覧会ごとのワークシート作成

所蔵作品展、特別展ごとに子どもワークシートを作成している（対象年齢はその都度検討）。学校の団体鑑
賞でセルフガイド的に用いたり、グループ鑑賞の教材として活用したりしている。また、個人来館した子どもが自
由に手に取れるよう展覧会場の入り口などに置いている。
展覧会場では、関心のある来館者が自由に手に取ることができるようにしている。

・特別展「それぞれのながめ」 A4判両面刷 簡易印刷 令和2年4月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2020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 令和2年4月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2020年度第2期 特集「開館30周年記念 未来に向けて」 14.8×42.0cm 両面
刷三つ折り 簡易印刷 令和2年7月発行
・所蔵作品展「ユニバーサル美術館 ハロー、お気に入りをさがそう！」「美術館おさんぽビンゴカード」
29.7×14.0cm両面刷二つ折り 簡易印刷 令和2年7月発行
・特別展「ドイツ 20世紀 アート」 「ヤッピーネからの挑戦状」 14.8×21.0cm 両面刷二つ折り 別紙
（14.8×10.5cm）2枚 簡易印刷 令和2年10月発行
・所蔵作品展 徳島のコレクション2020年度第3期 「何が描かれている？」 14.8×42.0cm 両面刷三つ
折り 簡易印刷 令和元年12月発行
・特別展 「いきいきと解き放つ命の輝き」 A4判両面刷二つ折り 簡易印刷 令和3年2月発行

10 学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録等の送付

（1） ポスター、美術館ニュース等
学校行事や授業などで当館を利用するときに役立つ印刷物を送付。「展覧会案内」や展覧会のポスター・

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165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
中学校79校、高等学校・特別支援学校50校（4種類各129冊）
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4-3 美術館ボランティア、地域との協働

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ている。その過程で、自主的な活動に取り組むボランティアグループ「ビ
ボラボ」が生まれたが、現在は、平成23年度より取り組む「アートイベントサポーター」の活動が中心となっている。
「アートイベントサポーター」は、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。近年は、「美術館
ユニバーサル事業の運営」、「遠足見まもり事業」、「『チャレンジとくしま芸術祭 2021』の運営」が対象となって
いる。そのなかでも、「美術館ユニバーサル事業の運営」は、ユニバーサル教材や催しの検討に参加し、作成・
実施する、つくりあげる活動も行ってきた。
令和2年度は、新型コロナ感染症拡大の影響で十分な活動を展開できない面もあったが、オンラインでのミー

ティングに取り組んだ。次年度も、感染予防に取り組みながら「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。
また、コラボ企画として、鳴門教育大学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。

1 「アートイベントサポーター」の実績

対象事業数 3種類 活動期間6月‐3月 登録会員数 計34人
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6日、会員数17人
（2） 遠足見まもり事業：活動日数3日、会員数9人
（3）「チャレンジとくしま芸術祭 2021」の運営：活動期間6月‐2月、会員数8人

2 コラボ企画（地域の団体・グループとの協働）

団体名：N＊CAP（鳴門教育大学子ども向け美術ワークショップサークル）
事業名：「コラボ企画 はばたけ！N＊CAP」
2021年3月7日［日］11 : 00～12 : 00 オンライン 家庭でZoom（ウェブ会議ツール）を使用
参加人数 子ども9人 団体メンバー10人

4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数（人）

1 「身近な素材で楽しもう－版
画で表現」、所蔵作品展「ユ
ニバーサル美術館」の見学

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

徳島県障がい者芸術・
文化活動支援センター／
徳島県立近代美術館ア
トリエ2、展示室3

令和2年8月5日［水］
13 : 30-16 : 30

障がい者の
アート活 動
支援者

3

2 「身近な素材で楽しもう－版
画で表現」、所蔵作品展「ユ
ニバーサル美術館」の見学

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（係長）

徳島県障がい者芸術・
文化活動支援センター／
徳島県立近代美術館ア
トリエ2、展示室3

令和2年8月6日［木］
13 : 30-16 : 30

障がい者の
アート活 動
支援者

8

3 「作品展示の基本 －考え方
と体験－」

安達一樹（課長） 徳島県障がい者芸術・
文化活動支援センター／
徳島県立近代美術館
ギャラリー

令和2年9月17日［木］
13 : 30-15 : 30

障がい者の
アート活 動
支援者

11
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4-5 ユニバーサルミュージアム

聴覚障がい者、視覚障がい者など障がいのある方や、幼児、外国人、高齢者など、様 な々特性のある方に
楽しんでもらえる美術館を目指し、活動を続けている。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。

1 経緯

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

2 令和2年度の普及事業

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数（人）

4 文化の森開園30周年記念の
展覧会について

友井伸一（上席学芸
員）

徳島東ロータリークラブ／
徳島ワシントンホテルプラ
ザ

令和2年10月22日［木］
12 : 30-13 : 00

徳島東ロー
タリークラブ

30

5 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2年11月16日［月］
10 : 30-11 : 30

一般 20

6 文化庁ミュージアム・マネージ
メント研修「ミュージアムと社
会的包括」

亀井幸子（係長）、
山本哲也（新潟県立
歴史博物館）

文化庁／亀井は本館から
オンライン登壇

令和2年12月16日［水］
14 : 40-16 : 00

研修受講生 27

7 MALPA総括フォーラム2021
「事例報告4 次の10年に向
けて必要なこと 徳島県立近
代美術館のユニバーサル
ミュージアム事業」

竹内利夫（上席学芸
員）

マルパ実行委員会、公益
財団法人かながわ国際交
流財団／神奈川韓国会
館、竹内は本館からオンラ
イン登壇

令和3年2月7日［日］
13 : 30-17 : 00

一般 79

8 文化庁ミュージアム・エデュ
ケーション研修「展示室にお
ける豊かな学びをめざして」

亀井幸子（係長） 文化庁／亀井は本館から
オンライン登壇

令和3年2月8日［月］
13 : 00-14 : 15

研修受講生 19

合計 197人

（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 ユニバーサル美術館展 展覧会ツアー（7月24日、
8月10日）

2 ワークショップ ハンドサインでこんにちは！（8月23
日）

ボディランゲージを主に使って進行する鑑賞ワークショップ。身体接触を避ける
プログラムを工夫。

3 ワークショップ 和の音色で楽しむ美術鑑賞（9月5
日、9月6日）

「対象どなたでも」と募集。アートイベントサポーターが運営に参加。
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3 令和2年度の制作・環境整備

（1）手話ビデオ等
ボディランゲージを取り入れた美術鑑賞の催しの記録映像を元に、オンラインで鑑賞の楽しさを発信するビ

デオコンテンツを制作。
・催し記録「ハンドサインでこんにちは」
・鑑賞クイズ「身ぶり手ぶりで伝えよう」
・鑑賞コンテンツ「ボディランゲージで美術鑑賞」

（2）サイン
ユニバーサル美術館展の案内サインとして、動くピクトグラムの映像を作成、モニタで上映した。

（3）機器類の充実
・筆談プログラム用テーブル 1台
・ガイダンス用大型モニタ 1台
・ガイダンス用ポータブルアンプ 1式
・触る彫刻台の改善 4台
・安全なのぞきケースフレーム脚 新規作成5台、既存用具の改善3台

●関連記事等
・木下真寿美「誰もが楽しめる芸術を 工夫重ねた10年 県近代美術館」『徳島新聞』令和2年9月4日
（朝刊）
・木下真寿美「見えなくても聞こえなくても美術鑑賞 徳島県立近代美術館の取り組み10年」『徳島新聞』
令和2年9月8日（電子版）https : //www.topics.or.jp/articles/−/415808

・内閣官房東京オリンピック・パラリンピック推進本部事務局「ユニバーサルデザイン2020評価会議」参考資
料2 ユニバーサルデザイン2020好事例 令和3年3月19日

●担当者
竹内利夫、亀井幸子

（2）障がい者の表現と社会参加をテーマにした催し
1 いきいきと解き放つ命の輝き展 展示解説（2月11
日）

2 ゲスト・トーク アトリエ・コーナス代表理事 白岩高
子さん（2月14日）

「いきいきと解き放つ命の輝き」展関連事業。Zoomによる講演（美術館ロビーで
視聴）

3 ゲスト・トーク たんぽぽの家アートセンターHANA
アートディレクター 吉永朋希さん（2月21日） 〃

4 ゲスト・トーク 片山工房スタッフ 川本尚美さん
（2月21日） 〃

（3）自主的な研修・協働
1 ボディランゲージ研修・情報交換会（関係者向け）
（7月26日、27日、8月24日）

8月23日のワークショップ内容を含めてボディランゲージ・プログラムの実施研修と
協議

2 「アクセスアートプログラム・オンライン」試行事業（エ
イブル・アート・ジャパン主催）に参加

フェーズ1：勉強会（10月19日、11月2日、9日、17日）
フェーズ2：オンラインプログラム検討（12月3日、5日、19日、1月9日、23日、30日）、
プログラム実施（トライアル2月20日）
フェーズ3：報告会（Zoomウェビナー3月21日）
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5-1 令和2年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

● 寄贈作品

令和2年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他15点（寄贈15点）、日本画1点（寄贈1点）、版画29点
（購入1点、寄贈28点）、水彩画1点（寄贈1点）、二次資料28点及び1件（寄贈28点及び1件）の計74点及び1
件（購入1件、寄贈73点及び1件）。

資料収集保存事業

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

フランツ・マルク 動物伝説 1912年 木版、インク 和紙
19.9×24.0

版画 1

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

下村良之介 〈百人一首〉在原業平朝臣 1982-83年頃 ミクストメディア
22.2×16.3

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉小野小町 1982-83年頃 ミクストメディア
22.2×16.2

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉参議雅経 1982-83年頃 ミクストメディア
22.4×16.3

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉伊勢大輔 1982-83年頃 ミクストメディア
22.2×16.0

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉紫式部 1982-83年頃 ミクストメディア
22.3×16.3

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉河原左大臣 1982-83年頃 ミクストメディア
22.0×16.0

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉大中臣能宣朝臣 1982-83年頃 ミクストメディア
22.0×16.0

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉右大将道綱母 1982-83年頃 ミクストメディア
21.9×16.0

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉恵慶法師 1982-83年頃 ミクストメディア
22.0×16.4

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉壬生忠見 1982-83年頃 ミクストメディア
22.0×16.2

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉皇太后宮太夫俊成 1982-83年頃 ミクストメディア
22.5×16.6

油彩画他 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

下村良之介 〈百人一首〉大納言公任 1982-83年頃 ミクストメディア
22.0×16.2

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉大僧正慈円 1982-83年頃 ミクストメディア
21.6×15.8

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉俊恵法師 1982-83年頃 ミクストメディア
22.2×16.3

油彩画他 1

下村良之介 〈百人一首〉良暹法師 1982-83年頃 ミクストメディア
22.2×16.4

油彩画他 1

下村良之介 朝A 1952年 顔料 紙
91.0×91.0

日本画 1

下村良之介 〈大相撲〉北勝海 土俵入 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
36.4×28.2

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉北勝海 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉花乃湖 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉旭道山 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉三杉里 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉益荒雄 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉玉龍 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉花ノ国 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉霧島 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉薩州灘 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉巨砲 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉琴富士 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉隆三杉 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉鳳凰 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉琴ヶ梅 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉恵那櫻 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉千代の富士 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉朝潮 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

下村良之介 〈大相撲〉孝乃富士 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉北天祐 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉陣岳 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉逆鉾 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉坂井 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉高望山 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉旭富士 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉大乃国 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉富士乃真 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之介 〈大相撲〉若瀬川 1989年頃 エッチング、アクアチント
紙
18.0×18.0

版画 1

下村良之助・資料 版画集〈大相撲〉等関連資料一
式

紙、銅版、トレーシング
ペーパー、色紙等

二次資料 1件

三宅克己 奈良の杉 1907年 水彩 紙
49.3×69.7

水彩 1

三宅克己・資料 平野家寄せ書き帖、関連文書 1920年頃 水彩、墨他 紙
24.1×36.2 他

二次資料 3

三宅克己・資料 三宅克己・せい子葉書、三宅克
己絵葉書

1910-29年 インク、印刷 紙
8.7×13.7 他

二次資料 16

森堯之・資料 森堯之電報 中島美奈子宛
1938年3月12日消印

1938年 印刷 紙
21.0×12.0

二次資料 1

森堯之・資料 森堯之葉書 森美奈子宛
1942年10-11月頃（軍事郵便）

1942年 インク 紙
14.1×9.0

二次資料 1

森堯之・資料 森政一書簡 森美奈子宛
1943年6月11日（便箋2枚）

1943年 墨 紙
24.2×14.7

二次資料 1

森堯之・資料 森政一書簡 増田美奈子宛
1953年12月11日（便箋1枚）

1953年 墨 紙
23.0×17.8

二次資料 1

森堯之・資料 森政一書簡 増田美奈子宛
年不詳9月10日（便箋2枚、封筒）

1950年代 墨 紙
22.9×17.8

二次資料 1

森堯之・資料 森堯之写真 4葉 1938-41年頃 モノクロプリント 二次資料 4

フランツ・マルク〈動物伝説〉 1912年
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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

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寄贈購入寄贈

油
彩
画
他

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

国外 19 1 3 2 2 2 1 2

小計 112 14 5 18 4 9 30 8 11 5 4 2 20 1 9 21 13 6 9 3 2 8 1 12 8 3 1 9 21 1 3 3 6

日
本
画

国内 7 2 10 24 3 1 1 3 7 3 2 1 4 11 8 4 3 12 2 4 1 1 5 2 14 6

国外

小計 7 2 10 24 3 1 1 3 7 3 2 1 4 11 8 4 3 12 2 4 1 1 5 2 14 6

彫
刻
・
立
体

国内 113 16 4 10 2 4 2 11 2 1 3 1 2 1 8 3 1

国外 22 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1

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

水
彩
画

国内 13 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33 1

国外 1

小計 14 59 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1 1 8 33 1

素
描

国内 12 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 17 12 8 49 5

国外 1 1

小計 13 9 190 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1 1 18 12 8 49 5

写
真
・
映
像

国内 7 1 1 49 17 3

国外 1 2 3

小計 7 1 1 3 49 20 3

版
画

国内 825 52 27 1 104 5 1 30 2 4 1 3 41 81 7 23 2 94 4 8 16 1 52 25 13 7

国外 469 13 69 23 1 29 34 49 9 1 10 4

小計 1,294 52 40 1 173 28 2 59 2 4 1 3 41 81 41 23 51 94 13 1 8 16 1 62 4 25 13 7

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389 408 162 14

国外 298 438 1 168 2 3 1

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389 408 162 14

そ
の
他

国内 2

国外 1 1

小計 1 2 1

計

国内 1,369 93 109 358 121 102 216 52 16 31 6 4 1 117 1 66 1,023 28 1,144 18 97 73 21 7 20 29 402 14 2 50 35 2 68 419 277 33 27

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

小計 2,180 93 562 358 192 297 217 87 16 37 6 4 3 117 1 66 1,023 65 1,144 71 97 83 21 8 20 37 402 14 2 52 35 2 80 424 277 33 27
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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 キャンバス 53.0×65.2 油彩画他 令和4年3月31日まで

令和3年3月末現在

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

令和
2年度 小 計

計
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 購入 寄贈 管理換 他

1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 6 1 1 1 2 1 3 15 180 269 32 481

2 1 34 1 35

1 18 1 9 12 5 1 3 7 44 6 2 1 1 1 2 1 4 15 214 270 32 516

1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 2 1 5 1 93 77 27 197

1 7 20 4 2 2 2 6 1 1 1 2 1 5 1 93 77 27 197

1 3 1 1 2 3 1 1 3 151 39 10 200

36 1 37

1 3 1 1 2 3 1 1 3 187 40 10 237

1 1 1 1 56 2 1 1 123 264 59 446

1 1

1 1 1 1 56 2 1 1 124 264 59 447

1 1 18 2 17 3 57 321 190 568

2 2

1 1 18 2 17 3 59 321 190 570

1 1 1 1 1 80 3 83

6 6

1 1 1 1 1 86 3 89

1 134 1 17 7 4 3 2 75 4 1 28 1,141 564 1 1,706

1 5 1 5 1 38 1 713 50 763

1 134 1 1 22 7 4 3 2 76 4 5 1 1 38 1 28 1,854 614 1 2,469

90 74 2 26 1 31 3 302 17 5 28 379 3,501 56 2 3,938

911 911

90 74 2 26 1 31 3 302 17 5 28 1,290 3,501 56 2 4,849

1 1 2 3

2 2

1 3 2 5

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 73 2,205 5,040 375 2 7,622

1 5 1 2 5 1 38 1 1 1,705 52 1,757

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 1 73 3,910 5,092 375 2 9,379
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5-4 資料収集委員会、資料収集価格評価

1 資料収集委員会

2 資料収集価格評価

5-5 作品修復

● 委員
（◎委員長 ○副委員長）

氏名
◎ 草薙奈津子 平塚市美術館館長
○ 平木 美鶴 徳島県美術家協会洋画部理事・徳島大学大学院社会産業理工学研究部教授

大林 美穂 徳島市加茂名中学校教諭
田中 佳 徳島大学大学院社会産業理工学研究部准教授
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 神戸大学大学院人文学研究科教授
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3年2月6日 第43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3年1月26日

令和2年度の修復作品は、日本画1点。

作家名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 作品種別 備考

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

森堯之 フィンガー・ピク
チュア 不詳 ポスターカラー 紙 8.8×15.9 水彩 令和6年3月31日まで

森堯之 無題 1930年代 水彩 紙 12.0×20.0 水彩 令和6年3月31日まで

森堯之 梅紋の食器と盆 1941年 油彩 板 32.0×41.0 油彩画他 令和6年3月31日まで

分野 作品No．等 作家名 作品名 主な処置

日本画 1110235 三木文夫 苔の径 屏風箱（合箱・時代箱）の修理
材木のたわみを修正するとともに、亀裂箇所を接着し、欠
損部を同質の材木で補うことで気密性を回復した。
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5-6 デジタルアーカイブ

1 経緯

2 撮影、データ作成

美術作品や関連資料を撮影しデータとして保存・活用するアーカイブ事業に着手した。作品等を高精細撮
影するほか、貴重ポジフィルムや音声・ビデオテープ等のデータ化も対象として想定している。

徳島県立図書館が既に構築していた「とくしまデジタルアーカイブ」を拡充し、文化の森の各施設も合流する
案が開園30周年記念事業として取り組まれ、当館も参加することになった。令和元年度に撮影とデータ作成作
業に着手し、令和2年5月、6月に公開。また11月に文化の森の各館合同で紹介展示を行った。
開館当初から運用してきた作品情報等データベースとの連携、また資料保存やレファレンスなど既存事業の

中での位置づけについて、これから整備していく必要がある。

● 令和元年度
（1）高精細撮影 15点

靉光〈作品〉1941年 墨 紙
菊池契月〈虫撰〉1930年頃 絹本着色
日下八光〈阿南の海〉1927年 絹本着色
日下八光〈阿南北の脇海岸〉1927年 水彩、鉛筆 紙
日下八光〈秋深む〉1934年 紙本着色
日下八光〈奥利根にて〉1933年 水彩、インク、鉛筆 紙
日下八光〈奥利根にて〉1931年 水彩、墨、鉛筆 紙
下村観山〈毘沙門天 弁財天〉1911年 紙本着色
椿貞雄〈弟茂雄像〉1915年 油彩 板
橋本関雪〈五柳先生〉大正初期 絹本着色
広島晃甫〈赤装女〉1941年 絹本着色
三宅克己〈冬の小川〉1915年 水彩 紙
三宅克己〈支那蘇州楓橋〉1919年頃 水彩 紙
村山槐多〈女の顔〉1914年 木炭 紙
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

（2）3D撮影 3点
浜田知明〈気になる正体〉1985年 ブロンズ
マイヨール〈着衣のポモナ〉1921年 ブロンズ
ムーア〈着衣の横たわる母と子〉1983年 ブロンズ

（3）特殊ライティング高精細撮影 2点
原鵬雲〈楠公桜井駅図〉1877年 油彩 綿布 和紙 板
クレー〈子供と伯母〉1937年 油彩 石膏、ジュート

（4）ポジフィルム等のデジタル化
「大久保英治 四国の天と地の間 阿波の国から歩く」プロジェクト－「野外における表現」作品写真
大久保英治〈影シリーズ 菜の花と影I〉等 計102点
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3 コンテンツ公開

● 令和２年度
（1）高精細撮影 12点

尾形月耕〈花見うらゝか〉明治後期 絹本着色
日下八光〈晩秋〉1932年 紙本着色
塩川文麟〈韓信堪忍図〉1871年 紙本着色
團藍舟〈山里の秋〉1917年 絹本着色
千種掃雲〈魚市場〉1910年 絹本着色
冨田溪仙〈南泉斬猫〉大正期 絹本着色
中村大三郎〈二人舞妓〉1926年 絹本着色
秦テルヲ〈眠れる子〉1923年頃 寒冷紗着色
村上華岳〈踊り之図〉1917年 絹本着色
三宅克己〈ハンプステッド・ヒース（ロンドン）〉1930年 水彩 紙
森堯之〈ロシア教会〉1941年 油彩 キャンバス
森堯之〈花と蝶〉1941年 油彩 板

（2）3D撮影 1点
ブールデル〈アポロンの頭、台座付〉1900-09年 ブロンズに鍍金

（3）ポジフィルム等のデジタル化
「大久保英治 四国の天と地の間 阿波の国から歩く」プロジェクト－「美術館における表現」展示会場
写真
大久保英治〈水辺の球〉等 計75点

● 令和２年度
（1）とくしまデジタルアーカイブ（ADEACシステム）

https : //trc−adeac.trc.co.jp/Html/Home/3600115100/topg/top_modern_art.html

閲覧方法 作品

並べ重ねビューア
「スケッチと見比べよう」

日下八光〈阿南の海〉
日下八光〈阿南北の脇海岸〉
日下八光〈秋深む〉
日下八光〈奥利根にて〉

1枚ビューア
「画家のタッチにせまる」

日下八光〈阿南北の脇海岸〉1927年 水彩、鉛筆 紙
菊池契月〈虫撰〉
日下八光〈奥利根にて〉
下村観山〈毘沙門天 弁財天〉
橋本関雪〈五柳先生〉
広島晃甫〈赤装女〉
三宅克己〈冬の小川〉
三宅克己〈支那蘇州楓橋〉
村山槐多〈女の顔〉
メッツァンジェ〈自転車乗り〉

1枚ビューア
「細密描写の世界」

靉光〈作品〉
椿貞雄〈弟茂雄像〉

3Dビューア
「彫刻360度」

ムーア〈着衣の横たわる母と子〉
マイヨール〈着衣のポモナ〉
浜田知明〈気になる正体〉
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4 広報など

（2）「大久保英治 四国の天と地の間 阿波の国から歩く」プロジェクト サイト

https : //art.bunmori.tokushima.jp/d/okubo/

（1）紹介サイト 「徳島県立近代美術館デジタルアーカイブ」
ADEACシステムにはアーカイブ閲覧の魅力や用途を説明する機能がないため、アーカイブへ誘導する紹介

サイトを作成した。
https : //art.bunmori.tokushima.jp/d/da/

（2）紹介展示
文化の森デジタルアーカイブの事業スタートを周知するため、企画展示を行った。展示に際してデジタル画像

を活用した鑑賞コンテンツを作成した。
＊3−6「文化の森開園30周年記念 共同企画展」の項を参照。

● 関連記事等
・南志郎「文化の森総合公園 所蔵資料493点をデジタル化し公開」『徳島新聞』 令和2年5月6日
・吉田博行「（徳島）博物館や美術館のお宝、自宅でじっくり鑑賞」『朝日新聞デジタル』 令和2年5月20日

● 担当者
竹内利夫、亀井幸子

閲覧方法 作品

作品目録形式のホームページとして閲覧 「野外における表現」作品写真
大久保英治〈影シリーズ 菜の花と影I〉等 計102点
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6-1 広報用印刷物

（展覧会関連事業のものは、展覧会事業の項に記載）

・名称と形状

2021年度展覧会案内：16.8×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（114号）：A4判6ページ
所蔵作品展 徳島のコレクション 2020年度第2期 開館30周年記念 未来に向けて 吉川神津夫
所蔵作品展 ユニバーサル美術館：「ハロー、お気に入りを探そう！」 竹内利夫
所蔵作品紹介 宇佐美圭司〈メナム河畔に出現する水族館〉 吉川神津夫

美術館ニュース（115号）：Ａ4判6ページ
開館30周年記念 ドイツ 20世紀アート－人・対話・みらい フロイデ！ドイツ・ニーダーザクセン州友好展覧会
友井伸一
所蔵作品展 徳島のコレクション 2020年度第2期 開館30周年記念 未来に向けて
所蔵作品紹介 猪熊弦一郎〈猫・子供・魚〉 吉川神津夫

美術館ニュース（116号）：Ａ4判6ページ
所蔵作品展 徳島のコレクション 2020年度第3期
特別展 いきいきと解き放つ命の輝き展－アトリエコーナス、片山工房、たんぽぽの家の表現者たち 森 芳功
フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2021
所蔵作品紹介 山下菊二〈徴兵拒否〉 江川佳秀

美術館ニュース（117号）：Ａ4判6ページ
所蔵作品展 一原有徳・版のワンダーランド 竹内利夫
所蔵作品展 徳島のコレクション 2021年度第1期
所蔵作品紹介 フランツ・マルク〈動物伝説〉 友井伸一

広 報 活 動
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6-2 ホームページ

1 概要

2 今年度の実績

6-3 サテライト・ギャラリー

6-4 ニュース会員

ホームページの内容は概ね次の3つに分類できる。
（1）広報・利用案内・活動紹介。
（2）作品解説など鑑賞支援や美術館活用に役立つテキスト。
（3）所蔵作品と特別展借用作品に関する作家・作品・展覧会・美術用語の情報と、所蔵図書の情報を
データベース化しWeb上の検索に供している。
所蔵作品データベースの公開は1990年の開館以来行ってきた。現在では展覧会などのイベント記事と

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

（1）「それぞれのながめ」展特設サイト 令和2年4月9日
（2）デジタルコンテンツポータルサイト 令和2年5月1日
（3）展覧会よみもの・画像一覧サイト拡充 令和2年5月9日
（4）トップページのレスポンシブ化 令和2年5月13日
（5）デジタルアーカイブ紹介サイト（とくしまデジタルアーカイブ公開と併せ） 令和2年5月13日
（6）アートワークシート案内サイト 令和2年5月14日
（7）「大久保英治プロジェクト」サイト 令和2年6月1日
（8）「ドイツ 20世紀 アート」展特設サイト 令和2年8月26日
（9）知事部局移管に伴い総合教育センターネットワークから文化の森ネットワークへサーバを移転、ドメインも変

更。 令和2年10月
（10）「いきいきと解き放つ命の輝き」展特設サイト 令和3年2月10日

県立三好病院、県庁11階の展望ロビー、西部総合県民局美馬庁舎、西部総合県民局三好庁舎、南部総
合県民局阿南庁舎で実施した。所蔵作品を写真により複製し、額に納めて展示するとともに、近代美術館の
紹介パネルや作家作品の解説パネル等を設置した。

美術館の展覧会や関連事業などの催しのお知らせを年に6回程度送付するサービス。会員の特典としては、
年度内に開催される展覧会のいずれかに1回使用できる展覧会招待券（通常の特別展が開催されない年度
は、所蔵作品展の招待券）が送られる。
令和2年度の会員数は個人会員が32人、法人会員1団体。年間8回、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）の他、特別展等のちらし、所蔵作品展出品リスト、
月毎の美術館催し案内、「文化の森から」など。
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7-1 研究報告会

館蔵作家、作品に関する調査研究や、展覧会企画、作品収集など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つながる諸問題について広く調査研究を行っている。

調査研究活動を組織的かつ継続的に推進し、その成果を館員が共有するため、定期的に研究報告会を
開催している。
研究報告会で取り上げるテーマは、大別して複数の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つがある（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、職員によ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、
各職員が個別に設定した研究テーマについて進捗状況を報告し、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2年6月2日
令和2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、年間の進行計画を確認した。「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3年1月21日（個別研究テーマに関する発表）
友井伸一「板東俘虜収容所のイベント・プログラムに影響したもの」
亀井幸子「オンラインによる鑑賞プログラムの限界や可能性について（他館の実践事例なども検証しながら）」
江川佳秀「伊原宇三郎再考－西洋古典絵画理論と技法の紹介者」

第3回 令和3年2月24日（個別研究テーマに関する発表）
吉原美惠子「館蔵作家 林勇気について」
森芳功「三宅克己の画業と生涯について」（継続）

調査研究事業
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7-1-1 共同研究

三宅翔士「ヴァナキュラーアートとしての絵馬－岩手県下の供養絵額を中心に」

第4回 令和3年3月10日（個別研究テーマに関する発表）
吉川神津夫「ローズマリー・コーツィーについて」
竹内利夫「作品解説文をやさしい日本語にする方法-2」
安達一樹「令和2年度の県内美術活動等の状況について-新型コロナウイルス感染症の影響を中心に」
宮﨑晴子「特別展 子どものころ」

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」などを通じて公開している。
令和2年度に収集した作品や資料は、三宅克己〈奈良の杉〉（1907年 水彩 紙）、三宅克己・資料「平野家
寄せ書き帖、同関連文書」（1920年頃）、同「三宅克己・せい子葉書、三宅克己絵葉書」（1910-1929年）、森
堯之・資料「森堯之電報 中島美奈子宛 昭和13年3月12日消印」（1938年）、同「森堯之葉書 森美奈子宛
1942年10～11月頃（軍事郵便）」（1942年）など、作品1点と二次資料計28点である（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」のコーナーを設けるとともに、所蔵

作品展会場の一画を使って「特集 伊原宇三郎って?」（令和2年12月5日-令和3年2月14日）と、「特集 山
下菊二101歳！」（令和3年2月16日-4月11日）を開催し、その成果を公開した。（3-1-2所蔵作品展2020年度第3
期を参照）。

収蔵作家資料の調査と公開
本館では、作品だけでなく、作家の遺品や旧蔵書等のうち特に有意義なものについては積極的に寄贈を受

け入れ、整理と保管、調査を進めている。これら資料群は、作家研究、作品研究の基礎的な資料となるだけで
なく、地域の美術や広く日本近代美術の研究を進める上できわめて有意義な資料群である。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2020年度 第3期（前半）「特集 伊原宇三郎って?」（令和2年12月

5日-令和3年2月14日）の開催に合わせて、伊原宇三郎の作品、資料（平成9年度受贈分）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、必要に応じて順次作品を再度精査することで状態調査を行い、作品
にまつわる情報についても蓄積に努めている。
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7-2 研究実績

安達一樹

凡例
1 館内研究報告会における個別研究の概要
2 図書、図録等
3 論文
4 報告他
5 解説、翻訳他

6 学会発表
7 講演会、各種研究会等での発表
8 社会的活動
9 所属学会
10 教育活動

1 館内研究報告会における個別研究の概要
「徳島県内の美術状況」
県内における美術活動の状況把握と、県民の創作活動の向上への協力を目的に、県内での美術及び周

辺領域（手工芸等）の作品発表を継続的に訪問し、作品調査及び助言を行っている。また、県人及び県内に
在住する作家の県外での発表も一部調査を行った。概況については、館内研究報告会で報告を行った。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の発生と世界的な蔓延に翻弄された1年といえた。社会活動への影

響も大きく、美術界も例外ではなかった。感染拡大防止のため、展示の中止や延期、施設の閉鎖などが相次ぎ、
県立近代美術館も4月22日から5月8日まで休館、5月9日に県内在住者限定で再開、6月2日に限定解除と
なった。阿波銀プラザは11月下旬から阿波銀関係の主催展の展示を開始し、2021年に年が変わって貸出展
を再開した。放美展、県展とも中止となり、県展で新たに設けられた現代アート部門は書類審査のみを行い、展
示審査と展覧会の会期は2021年の春以降に延期された。
全般的な影響の推移として、既に開催を予定していてコロナウイルス感染拡大の影響で会場が閉鎖になっ

たために開催できなかった、または主催者が開催を延期、中止とした割合を見てみると、情報を把握できた範
囲で言えば、1月は影響による不開催が0％、2月が5％と影響はわずかで、3月に27％と影響が顕著になり、4月
は36％、5月に44％と不開催率が最大となった。以降は6月18％、7月9％、8月12％、9月と10月が15％と回復
傾向を見せ、11月6％、12月4％と年末には影響がわずかになった。年平均の不開催率15％である。
全般的な開催数の傾向としては、コロナ禍での中止·延期になった開催予定も含めた開催予定総数で前

年と比較をすると、2018年から2019年では869件から809件と60件減少の93％であるのに対し、2019年から2020
年では809件から645件と164件減少の80％でマイナス13ポイントと大幅に減少している。この数字からすれば、
コロナの影響は多大であると言える。
ただし、2020年下半期については、3月から5月にかけての新型コロナウイルス感染拡大を受けて、下半期に

開催を考えていたものの、開催を公にしていなかった展覧会がキャンセルとなった場合、それらは隠れた不開催
数となり、総数を減少させる要因となっていることも考えられる。
隠れた数を想定するのは難しいが、たとえば、コロナによる不開催率の上半期平均が年22％であることから、

仮に下半期も同程度の影響があったとして、2020年の下半期の開催数が通常の78％であると見なすと2020
年の総数は696件となる。この数字を2019年の809件と比較すると113件減少の86％となる。このように推定した
場合でも、前年比の93％からさらに7ポイントの減となっている。仮にコロナの影響が無かったとしても、県内美術
は衰退がさらに進行していると言えるだろう。
このように、衰退の度合いが拡大している上に、新型コロナにより制作や発表の機会を奪われた人々が活動

を継続する意欲を失い、不活性化することが想像できることから、2021年以降は、衰退が一挙に加速する恐れ
がある。
2020年の新規の動きとしては、4月に第1回徳島カメラサロン写真展が開催され、10月にはgallery和久屋が
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友井伸一

新規開廊したことなどが挙げられる。また訃報として、全国的に活躍した現代美術家の菊畑茂久馬さん、戦後
の徳島を撮り続けた写真家の吉成正一さん、キョーエイ鳴門駅前店4階ギャラリーをホームに主に鳴門の美術
活動を精力的に応援した吉田武博さんらが亡くなった。
５ 解説、翻訳他
・「アート散策48 コロナ禍映した1年」『徳島新聞』令和2年12月23日
・（編著）『文化の森総合公園開園30周年記念野外彫刻展 記録集』徳島県立近代美術館 令和3年3月
＊展覧会記録リーフレット

７ 講演会、各種研究会等での発表
令和2年度とくしま共生アートプロジェクト推進事業 障がい者アート活動支援のためのワークショップ3「作品展
示の基本－考え方と体験－」令和2年9月17日
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6回「障がい者アーティストの卵」発掘展審査委員
・牟岐町立図書館公募企画「しおりアート展」監修・審査
９ 所属学会
美術史学会、明治美術学会、文化財保存修復学会
10 教育活動
・令和2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2年9月10日

・令和2年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館資料展示論 美術館展示の意義と実際（現代美
術2）」令和3年3月9日

1 館内研究報告会における個別研究の概要
「板東俘虜収容所（1917-20年）のイベントプログラムに影響したもの」
第一次世界大戦下の板東俘虜収容所（徳島県鳴門市）においては、ドイツ人捕虜による演奏会、演劇、歴

史や文学などの研究会、語学学習などの文化活動や、家具、印刷、仕立、パン製造などの経済活動も盛んで、
地域住民との交流もおこなわれていた。その中で制作されていたガリ版刷りやリトグラフによる各種のイベントプロ
グラムは、当時のヨーロッパのグラフィックデザインやアートの大衆への拡がりの一端を知る上で興味深い資料で
ある。現在、それらの資料の大半を鳴門市ドイツ館が収蔵している。
これらのプログラムの歴史的、技術的な内容については地道な調査が続けられているが、美術からのアプ

ローチはまだ始まったばかりである。ウィーン分離派、ユーゲントシュティール、アール・ヌヴォなどの当時のデザイン
の動向からの影響が見られるこれらのプログラムを美術史的な視点から調査した。
この調査結果については、当館特別展「文化の森開園30周年記念「ドイツ 20世紀 アート」－人・対話・
みらい－ ～フロイデ！ ドイツ・ニーダーザクセン州友好展覧会～」（令和2年10月17日［土］‐12月6日［日］）、
及び「ドイツ・アートの20世紀 戦争のはざまで」同展図録 2020年 同展実行委員会 においてその成果
を公表した。
２ 図書・図録等
・（編著）『ドイツ 20世紀 アート展』図録 令和2年10月 同展実行委員会
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吉原美惠子

５ 解説、翻訳他
・「開園30周年記念 ドイツ 20世紀 アート－人・対話・みらい フロイデ！ ドイツ・ニーダーザクセン州友
好展覧会～」『徳島県立近代美術館ニュース』第115号（令和2年10月）pp.2-3

・「激動のドイツアート 県立近代美術館展から1-5」『徳島新聞』
1「板東俘虜収容所関係資料 第2回 室内楽の夕べ」令和2年11月5日、2「ワシリー・カンディンスキー

版画集〈響き〉16. 赤と青と黒の中の三人の騎手」令和2年11月6日、3「パウル・クレー〈A〉」令和2年11月7
日、4「ヴィルヘルム・レームブルック〈立ち上がる青年〉」令和2年11月8日、5「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〉」令和2年11月10日

・「美術館からのエッセイ 芸術の秋。文化の森でドイツ美術の旅を。」『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2年11月

・「アート散策49 可能性発見へ催し継続」『徳島新聞』令和3年1月22日
８ 社会的活動
・徳島県美術展「現代アート部門」審査員
９ 所属学会
美術史学会、美學会
10 教育活動
・令和2年度徳島県内3大学学芸員養成協力講座「美術館教育の方法2 美術館における教育（実際と課
題）」令和3年2月24日

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
「館蔵作家 林勇気について」
作品を収蔵している現代作家の中でも、近年の活躍のさまが頼もしい、林勇気の制作や作品発表について、

アトリエや展覧会場での調査・研究を行い、その成果を館内で共有した。林は、メディア・アーティストとして、常
に映像の歴史を意識しつつ、その流れに繋がろうとする、誠実で意欲的な制作を続けている。当館所蔵の作
品《light/shadow》は、映像の起源に言及し、プラトンの『国家』に述べられている「洞窟の比喩」をも彷彿とさせ
る佳品である。このほかにも、今や生活の此処彼処にインターネットが介在している現代社会において、ディジタ
ルの本質に改めて迫ろうとする作品も世に送り出してきた。その最初の一歩から我々が見知っているディジタル
の世界を振り返りつつ、動画投稿サイトに最初に投稿された動画をベースにした作品やAI（人工知能）と人間
の知覚や認識の大きな違いについて深く考えさせる作品、京都大学iPS細胞研究所とのコラボレーションによっ
て最先端の研究に与し、科学が未だ行きつかぬ地点に立って語りかけるような作品などを発表し、メディア・
アートの表現世界を現在進行形で豊かに彩っている。
５ 解説、翻訳他
・「アート散策40 絵画への執着心溢れる」『徳島新聞』令和2年4月23日
・「“あい”ランドARTギャラリー 林勇気〈Light／shadow〉」『いのち輝く』第94号（2020年夏号） とくしま“あ
い”ランド推進協議会 令和2年5月 pp.16-17

・「美術館からのエッセイ 河合美和、児玉靖枝、増田妃早子、渡辺智子のそれぞれのながめ」『寄稿者コラ
ム千言万語 5月』日本中央テレビWebサイト 令和2年5月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/
202005.html

・「それぞれのながめ 県立近代美術館女性4人展1−4」『徳島新聞』
「1 渡辺智子（犬の眠り）」令和2年6月3日、「2 増田妃早子（ブタデスの娘／カーネーション）」令和2年6月4日、
「3 児玉靖枝（Asyl-white splash 3）」令和2年6月5日、「4 河合美和（2020・JAN 1）」令和2年6月6日
・「アート散策50 AI活用 豊かさへ誘う」『徳島新聞』令和3年2月23日
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吉川神津夫

竹内利夫

・「コロナ禍下の「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」展」『全美フォーラム』
第19号（令和3年3月1日）pp.16-18

・（編著）『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 令和3年3月 ＊展覧会記録リーフレット

10 教育活動
令和2年度徳島県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（現代美術
1）」令和3年3月9日

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
「ローズマリー・コーツィーとアール・ブリュット・コレクションの関係について」
ドイツ出身の作家、ローズマリーコーツィー（1939-2007）は、当初、タピストリーの作家として評価されていたが、
1970年代末より自らの収容所体験をモティーフにした作品を描き始めた。そして、このモティーフの作品が、スイ
スのローザンヌにある「アール・ブリュット・コレクション」に収蔵されるようになった。その経緯について調査した。
アール・ブリュット・コレクションは、画家、ジャン・デュビュッフェが自らのコレクションを寄贈して開館したものであ

る。「アール・ブリュット」とはデュビュッフェが定義した言葉であり、障がい者やジプシー、犯罪者など美術の本流
には属さない人たちが制作した、他に比類のない作品のことである。
ただし、アール・ブリュット・コレクションが開館した時点で、館長はミッシェル・テヴォーであり、デュビュッフェは

評議員の一人に過ぎなかった。
コーツィーはタピストリー作家時代からテヴォーと面識があり、テヴォーに作品の寄贈を持ちかけ、受け入れられ
た。
５ 解説、翻訳他
・「アート散策41 コロナ禍 制作に影響」『徳島新聞』令和2年5月22日
・「所蔵作品紹介 宇佐美圭司 〈メナム河畔に出現する水族館〉」『徳島県立近代美術館ニュース』第
114号 令和2年7月

・「美術館からのエッセイ 近代美術館クロニクル 30年の歩み」『寄稿者コラム 千言万語 9月』日本中
央テレビWebサイト 令和2年9月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202009.html

・「所蔵作品紹介 猪熊弦一郎 〈鳥・猫・子供・魚〉」『徳島県立近代美術館ニュース』第115号 令和2
年10月

・「美術館からのエッセイ チャレンジとくしま芸術祭」『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3年1月

・「アート散策51 地方の作家に向き合う」『徳島新聞』令和3年3月25日
９ 所属学会
美學会
10 教育活動
令和2年度徳島県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（コレクション
展）」令和3年3月10日

1 館内研究報告会における個別研究の概要
「作品解説文をやさしい日本語にする方法（2）」
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ユニバーサルミュージアムの観点から館内コミュニケーション改善の道筋を探っている。昨年度は、施設利用
に関する情報に比べ取り組みが進んでいない作品解説文に目を向け、手話化の検討を通して、書き言葉と専
門用語の扱い方に課題を見出した。
（1）作品紹介文：
「ユニバーサル美術館展」会場の作品ごとに「一行紹介」パネルを試作した。作品の外見の特徴や主題、
表現の背景などに関心が向くための誘い水として、負担少なく読める短文を用意し、さらに用語や文法の難易
度が高くならないように、「やさしい日本語チェッカー」を利用するなどして校正した。効果測定とニーズ調査を日
本語教室関係者の協力を得て行いたいがまだ実施できていない。
（2）アクセス改善のためのオンラインコンテンツ：
「アクセスアート・オンライン試行事業」にメンバーとして参加し、発達障害のある人との意見交換などを通して、
オンラインで施設へのアクセスを安心して確認するためのコンテンツを試作（「スライドツアー」、「ビデオめぐり」、
「施設をチェック」）。
日本語文書の読解が難しい人の視点や、様 な々認知の特性を持つ人の視点に触れたことで、従来の美術

館活動では気づけなかった知見を多く得ることができた。施設案内と展示案内の両面で地域の当事者と一緒
に調査・提案を進めたい。
※アクセスアート・オンライン試行事業（主体：特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン事務局、助成：公
益財団法人パブリックリソース財団コロナ給付金寄付プロジェクト「福祉・教育・子ども分野助成基金」）令
和2年10月から翌年2月まで竹内と亀井が参加し、感覚過敏研究者、自閉症協会、発達障害ネットワークの
関係者と意見交換しながらオンラインプログラムを検討。3種類のコンテンツを意見交換のたたき台として試作
した。
５ 解説、翻訳他
・「アート散策42 迫力あるデジタル鑑賞」『徳島新聞』令和2年6月23日
・「所蔵作品展 ユニバーサル美術館：「ハロー、お気に入りをさがそう！」『徳島県立近代美術館ニュース』第
114号 令和2年7月

・「美術館からのエッセイ やさしい日本語で」『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2年8月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202008.html

・「可能性としての交流」、「プログラム交換－いつものやり方で」『ドイツ 20世紀 アート展』図録 同展実
行委員会 令和2年10月 pp.175-177

・「シュプレンゲル美術館との交流」『ドイツ 20世紀 アート展』関連動画 令和2年10月 https : //youtu.
be/zNb-0Lkyyjo

・「美術館からのエッセイ 美術館で国際交流」『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2年10月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202010.html

７ 講演会、各種研究会等での発表
・徳島市生涯福祉センターふれあい健康館主催福祉セミナー「いきいき健康ひろば」「すてきなアートとの出会
い方」令和2年11月16日 ふれあい健康館

・MALPA総括フォーラム2021「事例報告4 次の10年に向けて必要なこと 徳島県立近代美術館のユニ
バーサルミュージアム事業」令和3年2月7日 神奈川韓国会館（Zoomによるオンライン登壇）

８ 社会的活動
・第64回鳥取県美術展覧会版画部門審査員
・徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター企画委員
９ 所属学会
意匠学会、美術科教育学会
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10 教育活動
・四国大学生活科学部非常勤講師「デザイン論」
・令和2年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（近代美術2）」
令和3年3月9日

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
「コロナ禍における美術館のオンライン化について」
1．オンライン化の動向
（1）コロナ禍以前
コロナ禍以前の情報発信は、利用案内や展覧会情報など来館を前提とした内容がメインとして扱われてい
た。デジタルアーカイブの整備や公開はコロナ禍以前から取り組まれていたが、コロナ禍を契機にその重要性が
見直され、公開が進められている。
（2）コロナ禍による休館、展覧会の延期から再開までの時期
全国の美術館・博物館でオンラインによる情報発信の動きが加速した。臨時休館を余儀なくされ、展覧会が

延期や中止となり、多くの館がオンラインで所蔵作品や展覧会の紹介を行うようになった。
・学芸員による作品解説を自館のホームページやYouTubeで公開
・展覧会をYouTubeで公開
・「ニコニコ美術館」（展覧会の展示をネットで配信するサービス）を株式会社ドワンゴが休館中の美術館に対
して無償で展覧会の展示を配信した。
・学校も臨時休校となり、自宅で過ごす子どもたちに向けた「おうちミュージアム」等の取り組みが広がった。
（3）美術館再開後
リアル開催できないことへの代替案としてだけではなく、デジタルミュージアムやオンラインイベントの可能性を探

り展覧会が再開した後も様 な々オンラインプログラムの企画が生まれている。
２ コロナ禍におけるオンライン化からみえてきたこと
美術館の存在を示すものとして展覧会が大きな位置を占めている。人 と々美術館をつなぐものが作品であり

展覧会であることに揺るぎはないが、展覧会が開催できないことで、美術館の存在意義を見直すきっかけとなっ
た。展覧会やワークショップなどの様 な々活動において「美術館に人が来てリアル体験をすること」は大切だが、
オンラインイベントならではの良さに気づくこともできたのではないか。
美術館に関心の薄い人や美術館に行きたくても諸事情により来ることができない人とつながる可能性がひろ

がったと言えるだろう。
多くの人に開かれた美術館であり、鑑賞の楽しみを提供する美術館としてその存在意義を示していくために

は、リアル開催だけでなく質の高いオンラインイベントの開催やデジタルコンテンツの充実にも取り組むことが求め
られると考える。
３ 論文
・「「みんなの博物館」を目指して－ユニバーサル・ミュージアム事業における幼児の取り組みから－」小川義和、
五月女賢司（編著）『発信する博物館 持続可能な社会に向けて』ジダイ社 令和3年2月11日 pp.146-161

５ 解説、翻訳他
・「美術館からのエッセイ 美術館と学校教育との連携」『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2年6月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202006.html

・「アート散策43 園児、瞳輝かせ初鑑賞」『徳島新聞』令和2年7月24日
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７ 講演会、各種研究会等での発表
・講義「ミュージアムと社会包摂」文化庁主催令和2年度ミュージアム・マネジメント研修 令和2年12月16日
（Webexによるオンライン開催）
・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2年度ミュージアム・エデュケーション研修
令和3年2月8日 （Webexによるオンライン開催）
８ 社会的活動
・文化庁「博物館の管理運営に関する研修」企画運営会議委員
・令和元年度「第67回文化財保護強調のためのポスター」審査委員
・「第32回読書感想画中央コンクール」県審査委員
９ 所属学会
美術科教育学会
１０ 教育活動
・令和2年度鳴門教育大学嘱託講師（教員養成実地指導講師）
・令和2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3年2月2１日、2月24日

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
「伊原宇三郎再考」
徳島市出身の洋画家、伊原宇三郎（1894-1976年）は、戦前戦後を通じて、昭和の洋画界に重きをなした。

徳島に縁がある作家の中でも、特に顕著な足跡を残した作家であることから、本館では開館の準備段階からコ
レクションの形成に務め、特別展「伊原宇三郎展 生誕100年を記念して」（1994年）をはじめ、繰り返し特別展
や所蔵作品展の特集展示を開催してきた。これらの活動を通じて、その足跡はかなり事細かに明らかにできたと
考える。
しかしながら、そのような表面的な事績ではなく、伊原が日本洋画の質的な変化にどのようにかかわったかとな
ると、曖昧な部分を残していた。本研究ではこの点を検討した。
伊原は1925年から5年間パリに留学し、パリで着いて間もない頃から、留学の目的を西洋の伝統的な絵画

理論と技法の修得に定めた。帰国後はその成果である作品を帝国美術院展に発表し、画壇の脚光を浴びた。
結論からいうと、伊原がこの時代の日本洋画界に果たした功績とは、実際の作例をもとに、パリで学んだ構図
法やグレーズ技法、本格的な量感表現を日本に紹介したことにあったと考える。
もっとも、これらのことに関心を示した留学生は伊原だけではない。構図法についていうなら、伊原に先行して
パリに学んだ黒田重太郎は、帰国後の1925年に著書『構図の研究』（中央美術社）を著している。伊原と同時
期にパリに学んだ前田寛治や里見勝蔵らの留学生たちも、断片的ながら構図に関する著作を残している。さら
に1930年頃に帰国した評論家柳亮は、批評活動を通じて熱心に構図法の啓蒙普及を行った。構図法に限ら
ず、古典的な絵画理論や技法とは、この時代のパリに滞在した日本人作家たちが共有した関心事だったと考
えられる。
しかし、数多くいたこの時代の美術留学生の中でも、伊原は特にこれらの問題に意識的に取り組み、帰国後
は伊原の作品が帝国美術院展で脚光を浴びることによって、そこに生かされている古典的な絵画理論や技法
が、後に続く作家たちの指標となっていった。伊原は帝国美術学校や東京美術学校で、実技教育にも携わっ
ている。後進の若い画家たちに、直接、西洋の伝統的な絵画理論と技法について語って聞かせる場面もあっ
たと思われる。
歴史が浅い日本洋画は、それまで西洋の新しい美術思潮を表面的に受容するにとどまっていたが、この時
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代になって初めて西洋美術の伝統につながろうとしたのであり、伊原はその場面で一定の役割を果たしたとい
えるだろう。
研究の成果は、所蔵作品展「徳島のコレクション 2020年度 第3期 特集 伊原宇三郎って?」（令和2年12月

5日-令和3年2月14日）に反映させた。
３ 論文
・「画室からの風景－昭和十九年 東京・小石川」『無辜の画家 靉光、竣介と戦時期の画家』広島市現代美
術館（編）国書刊行会（刊） 令和2年5月 pp.69-78

５ 解説、翻訳他
・「とくしま人物列伝 其の四十三 新しい暮らしの創造と提案 昭和文化史のキーパーソン 中原淳一」『いのち
輝く』第95号（2020年秋号） とくしま“あい”ランド推進協議会 令和2年9月 pp.20-23

・「アート散策46 展覧会 見つめ直す災禍 新型コロナウイルスと美術展」『徳島新聞』令和2年10月23日
・「挿図 小石川原町時代の自宅の間取り1938年1月～」『広島市現代美術館所蔵作品を中心にPart1 靉光
と同時代の仲間たち 広島市現代美術館所蔵作品を中心にPart2 70年目の原爆の図』大川美術館 令
和2年10月 p.62
*上記「論文1」に掲載した挿図を大幅に加筆訂正して、1944年当時の靉光自宅の間取図を作成した。

・「研究発表＜要約＞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」『近代画説』第29号 令和2年12月 pp.195-196

・「美術館からのエッセイ 特集 伊原宇三郎って？」『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2年12月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202012.html

・「伊原宇三郎《窓際の静物》ピカソへの思い詰まる」『徳島新聞』令和3年1月11日
・「所蔵作品紹介 山下菊二《徴兵拒否》」『徳島県立近代美術館ニュース』第116号 令和3年1月 p.6
７ 講演会、各種研究会等での発表
・「開館30周年を迎えた近代美術館の活動について」令和2年度徳島県シルバー大学校 令和2年10月20
日（オンライン講座）

８ 社会的活動
・全国美術館会議広報部会員
・全国美術館会議地域美術研究部会員
・新居浜市美術館収集審査委員会委員
９ 所属学会
美術史学会、明治美術学会
１０ 教育活動
・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
2年9月10日

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
「三宅克己の画業と生涯（九）−「水彩画論争」の背景」
三宅克己（1874-1954年、現在の徳島市出身）が関わった「水彩画論争」（1904-05年）については前年度

に検討したが（『徳島県立近代美術館研究紀要』第20号）、今年度はそれを踏まえて同論争における三宅の
主張の背景を探った。
三宅と論争した鹿子木孟郎はパリでジャン＝ポール・ローランスに師事し、フランスのアカデミズムのなかにあっ

た印象派への危機意識を抱いて帰国した。鹿子木にとって、三宅の「水彩画専門」の考え方や印象派の影響
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を受けた風景画は、画材や題材などのヒエラルキーを持つアカデミズムの秩序を崩すものであり、批判しなけれ
ばならないものだった。それに対して、三宅の主張にはどのような背景があったのか。
「水彩画論争」を詳しく見るには、論争時の議論だけでなく、時期や関係する人の範囲を広げて検討する必
要がある。二人の論争も、「水彩画論争」の半年ほど前、1904（明治37）年6月にあった鹿子木の新帰朝者とし
ての講演から実質的にはじまっており、三宅は講演の内容に反応した評論も執筆していた。それを「水彩画論
争」と連続したものとして捉えるとともに、同時期に発表された白馬会関係者の発言をたどっていくと、フランスの
アカデミズムを日本に移入しようと願った鹿子木の問題意識と、それに反論する三宅ら白馬会の画家たちとい
う議論の構図が見えてくる。
三宅は、特定の主張や組織から制約を受けず、出品者が個 に々「自由勝手に發達する」という、白馬会初

期にあった理想を語っている。その発言の背景には、三宅と深く交流した評論家・美術史家の岩村透が主張
した「現代の美術は、個人の美術」という考え方があった。また、三宅と連携しながら関連した発言を行った久
米桂一郎は、19世紀の「寫實派自然派」以来の自然描写に立ち戻った傾向が、印象派の成果を取り込み、
新たな「現代藝術の大勢」をつくっていると述べている。いずれも、鹿子木が信奉するローランスらのアカデミズム
とは相容れない考え方だったといえる。この論争は、留学経験をもつ者たちによる、ヨーロッパ美術の進路を意識
した議論としての側面を持っていた。「水彩画論争」のなかでそれらは、論点として整理されたものにはならなかっ
たが、この議論の構図が三宅の意見の背景にあり、彼の立ち位置を決めていたことを指摘した。
なお、その成果は『徳島県立近代美術館研究紀要』第21号で公表した。
３ 論文
・「三宅克己の画業と生涯（九）−「水彩画論争」の背景」『徳島県立近代美術館研究紀要』第21号 令和
3年3月31日 pp.3-20

５ 解説、翻訳他
・「コラム 三宅克己とドイツ」「開館30周年記念『ドイツ 20世紀 アート』－人・対話・みらい フロイデ！ドイ
ツ・ニーダーザクセン州友好展覧会」展図録、文化の森開園30周年記念ドイツ友好展実行委員会、2020
年10月、p.169

・「アート散策47 異端の生涯 画帳に描く（秦テルヲ）」『徳島新聞』令和2年11月24日
・「特別展 いきいきと解き放つ命の輝き展－アトリエコーナス、片山工房、たんぽぽの家の表現者たち」『徳島
県立近代美術館ニュース』第116号、徳島県立近代美術館、令和3年1月、p.4

・「いきいきと解き放つ命の輝き展」『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3年2月
http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202102.html

９ 所属学会
明治美術学会、美術科教育学会
１０ 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2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3年2月24
日

・令和2年度徳島県内3大学学芸員養成協力講座「博物館展示論 美術館展示の意義と実際（近代美術
1）」令和3年3月7日

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
「特別展「子どものころ」に向けて」
「『子ども時代』を持つことで子どもは子どもになれる」という考えは、今日、虐待や不当な労働から子どもを守
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三宅翔士

るための重要な観念として世界的に広まっている。しかしその観念は歴史的なものであることもまたよく知られる。
すなわち、19世紀以降に隆盛した、子どもは純粋無垢であるから大人と区別されなければならない存在である、
というロマン主義的子ども観と、20世紀初めから盛んになった不当に扱われる子どもたちに目を向ける動きが結
びついた結果、生まれたものであるということだ。
ロマン主義的子ども観の広がりにより、「子ども時代」を与えられなかった子どもに対する問題意識が生まれ、

それが改善に向かったことはこの観念の大きな功績だろう。しかしそれが世界的認識となった今日においては、
ロマン主義的子ども観という固定観念を通して子どもたちを見ることによって、それぞれの子どもの多様な人格
が見えなくなるという問題が生じるのではないか。本展では、そのような問題意識から、子どもは純粋無垢である
というイメージを排除して子どもそのものの姿を見つめる視点を提案する。そして本展が、今を生きる子どもたち
の「子ども時代」の大切さに気づく契機となることを目指す。
５ 解説、翻訳他
・「アート散策44 阿波踊り 絵師も魅了」『徳島新聞』令和2年8月9日
・「“あい”ランドARTギャラリー 少女の顔 瑛九」『いのち輝く』第96号（2020冬号） とくしま“あい”ランド推
進協議会 令和3年1月 pp.10-11

・「美術館からのエッセイ 徳島のコレクション2020年度第3期」『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3年3月 http : //www.jctv.ne.jp/column/mori/202103.html

９ 所属学会
美術史学会、明治美術学会

１ 館内研究報告会における個別研究の概要
あわい

「ヴァナキュラーアートとしての絵馬－『美術』と『民俗』の間にあるもの」
ヴァナキュラーアートとは、芸術の専門教育を受けていない、またそのように認識していない個人や集団による
創作・表現であり、美的な価値判断よりも衣食住、すなわち生活とともにある点を重視する。哲学者の鶴見俊輔
はその一例として落書きや民謡、都々逸、漫才などを列挙し、こうした芸術と生活の境界線上に位置する広大
な領域こそが人 の々日常を賦活すると述べたが、ここでは鶴見の例証した事例の中から絵馬に着目する。
絵馬は何らかの図像や立体物を伴う表現であるが、五穀豊穣や子孫繁栄など、土俗的な信仰に基づく願

いが表象され、しばしば切実な祈りを神仏へ託す呪具ともなった。たとえば、戦時中に奉納された小絵馬からは、
子息の武運長久と兵役逃れとを願うアンビバレンツな感情が読み取れる。絵馬は、現世利益を願う人 の々心情

あわい

が多分に投影された「美術」と「民俗」の間にあるイメージである。
《稲荷図》《道祖神図》など民俗的な画題を描いた小牧源太郎は、こうした民間信仰を仏教やキリスト教な
どと対置し、「淫祀邪教といわれる民間宗教、これを私は劣性宗教と言っているんですが、そういう下等な宗教
の方に、生な、いきいきとした生命力、人間の欲望が横たわっていると思うんです。」と述べる。また、戦後の洋画
壇を率いた山下菊二は、自身の戦争体験や故郷の伝承に基づく作品を多く手がけているが、世間体や旧弊
な因習、迷信などに対する民俗的な関心を糸口に、日本人の精神世界の深層に分け入ろうとしたのではない
かと思われる。
本研究では、このように美術と民俗の境界を眼差した作家の表現を展覧し、日本近代の視覚文化の位相

を捉え直すことを目的とする。
５ 解説、翻訳他
・「アート散策45 死者供養 色合い強く」『徳島新聞』令和2年9月2日［水］
９ 所属学会
明治美術学会、文化資源学会
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7-3 文献資料の整備

年度
種別

59年度 -
平 成 元 年 度

平成2
年度

平成3
年度

平成4
年度

平成5
年度

平成6
年度

平成7
年度

平成8
年度

平成9
年度

平成10
年度

平成11
年度

平成12
年度

平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

平成29
年度

平成30
年度

31年度 -
令 和 元 年 度

令和2
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 43 5,264

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 1 3,531

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 4 10,799

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 0 1,637

その他 27 32 2 4 1 2 0 0 9 2 23 12 3 1 4 5 7 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 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 48 21,374
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8-1 組織及び職員一覧（令和2年度）
（令和2年3月31日現在）

管 理 運 営

館 長 桑村 光明

副 館 長 東條 揚子
（文化の森振興センター副所長本務）

課長（学芸交流担当）
安達 一樹

協 議 会

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

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
主任学芸員 宮﨑 晴子
学 芸 員 三宅 翔士

会計年度任用職員 梶本真木子
会計年度任用職員 増田くみ子
会計年度任用職員 宮本 紗衣
会計年度任用職員 横田 勝典
会計年度任用職員 渡部 哲也
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

令和2年11月1日

8-3 人権啓発展

1 文化の森人権啓発展 －識字活動を中心として－

● 会期 令和2年12月9日［水］‐12月15日［火］
● 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、

徳島県教育委員会人権教育課
● 内容
・展示（近代美術館ギャラリー） 9 : 30-17 : 00

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～）
「『やさしく』の意味」

● 入場者数 展示 406人 ビデオ上映 41人

（令和2年11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
県立徳島聴覚支援学校教諭

結城 栄子
県中学校教育研究会美術科部会会長
鴨島第一中学校校長

社 会 教 育

小川 裕久 徳島市立徳島城博物館係長・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 相生森林美術館室長・学芸員

家 庭 教 育 岡山千賀子 徳島文理大学人間生活学部准教授

学識経験者

岸上佐和子 公募委員（おおぎ認定こども園主幹保育教諭）

田中 智子 四国大学文学部助教

佐原 理
徳島大学大学院社会産業理工学研究部准
教授
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8-4 入館者数

1 令和2年度所蔵作品展入館者数

2 令和2年度特別展入館者数

3 令和2年度講座等、ギャラリー等、共催事業の入館者数

（単位：人）

区分

展覧会名

個 人 団 体 減 免 前 売 有料
入館
者計

観覧料免除 免除
観覧
者計

合計 開館
日数

一日当たり
平均入
館者数一般 高校生 小中生 一般 高校生 小中生 一般 高齢 高校生 小中生 一般 高大生 小中生

就学前・学校教育
小中高生 一 般

校 人数

それぞれのながめ 209 16 1 147 1 203 577 4 55 65 420 540 1,117 43 26

ドイツ 20世紀 アート 1,035 46 1 705 23 70 292 3 2,175 20 1,100 202 883 2,185 4,360 44 99

野外彫刻展 10,576 10,576 13 814

いきいきと解き放つ命の輝き 1,226 1,226 16 77

合計 1,244 62 2 852 24 70 0 203 0 0 292 3 0 2,752 24 1,155 267 13,105 14,527 17,279 116 149

*「野外彫刻展」と「いきいきと解き放つ命の輝き」展の観覧料は無料のため、小中高・一般等の内訳はとっていない。

（単位：人）

区分

月

個 人 団 体 減 免 観覧料免除
合 計 開 館

日 数
一日当たり
平均入
館者数一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高 齢 高大生 小中生

学 校 教 育
小中高生 一 般

校 人 数

4 29 1 2 15 1 15 68 131 14 9

5 22 14 2 23 242 303 19 16

6 25 4 10 5 80 42 691 852 25 34

7 105 15 58 1 49 573 801 23 35

8 166 19 122 5 2 49 92 454 907 26 35

9 140 10 1 69 5 5 206 25 478 934 26 36

10 85 4 16 61 3 23 12 786 61 815 1,854 27 69

11 13 5 10 439 30 1,864 2,351 25 94

12 44 2 26 20 1 19 57 458 626 24 26

1 67 6 58 2 2 317 452 24 19

2 74 6 56 2 1 25 17 614 794 24 33

3 97 14 2 36 3 2 59 33 282 526 25 21

合 計 867 81 21 530 42 25 38 1,663 446 6,856 10,531 282 37

（単位：人）

区分＼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

講座等 239 528 785 1,783 1,542 916 604 816 708 844 816 844 10,425

ギャラリー等 0 0 0 13 1,198 525 1,962 804 1,509 0 1,944 939 8,894

共催事業 0 0 0 0 0 0 0 1,311 406 2,530 0 231 4,478
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4 令和2年度総入館者数

5 総利用者累計（平成2～令和2年度）

（単位：人）

所蔵作品展 特別展 講座等 ギャラリー等 共催事業 合計

10,531 17,279 10,425 8,894 4,478 51,607

（単位：人）

年度＼区分 所蔵作品展 特別展 講座等 ギャラリー等 共催事業 合計

平成2 49,885 38,764 88,649

3 63,493 21,377 84,870

4 33,353 12,122 1,779 47,254

5 25,184 11,544 2,143 38,871

6 27,398 23,264 8,146 58,808

7 64,643 64,823 4,756 134,222

8 29,054 19,245 716 49,015

9 25,086 18,766 2,834 46,686

10 21,684 16,564 3,850 42,098

11 20,098 16,954 2,055 39,107

12 27,552 24,416 3,312 42,046 97,326

13 19,853 16,496 1,858 20,123 58,330

14 29,796 31,296 1,865 21,497 84,454

15 22,830 26,023 3,386 24,258 76,497

16 26,833 29,743 4,649 32,738 93,963

17 22,969 26,910 4,420 22,947 77,246

18 24,970 24,546 4,277 29,406 83,199

19 23,276 18,403 1,407 86,823 129,909

20 17,347 12,825 1,403 18,016 49,591

21 26,736 16,209 36,122 49,168 128,235

22 18,883 11,793 54,334 16,983 35,516 137,509

23 24,871 7,704 3,213 16,760 28,931 81,479

24 23,251 10,496 3,030 20,405 13,905 71,087

25 15,580 7,686 6,200 16,694 2,896 49,056

26 16,937 7,465 22,157 36,319 6,434 89,312

27 47,312 48,154 20,301 18,750 3,463 137,980

28 17,311 5,673 39,888 20,039 39,582 122,493

29 21,347 12,256 22,990 37,071 4,135 97,799

30 22,419 14,999 25,354 23,125 4,665 90,562

令和元 19,816 12,935 20,924 20,118 4,364 78,157

2 10,531 17,279 10,425 8,894 4,478 51,607
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8-5 レファレンス業務

8-6 作品の貸出

1 油彩画他

2 彫刻

3 水彩

当館では、所蔵作品・作家に関することや展覧会情報など、美術について幅広い問い合わせに対応してい
る。一般の方に美術情報を提供するだけでなく、調査研究活動、学芸活動の成果を活かして、他の文化施設
や官公庁、教育機関、マスコミへの協力も行っている。

（単位：人）

年度＼区分 所蔵作品展 特別展 講座等 ギャラリー等 共催事業 合計

合計 840,298 626,730 317,794 582,180 148,369 2,515,371

*「講座等」は、講座（4−1−1～4）、出前授業等アウトリーチ活動（4−2−3、5～7、4−4）の参加者、情報コーナー、図書閲覧
（書庫の図書利用を含む）やレファレンスサービスなどのロビー利用者を合計したもの。ただし、平成3年度開催の講座参加者
数は未算入。また、平成2年度から13年度までは、講座以外のアウトリーチ活動等の参加者数を算入していない。
*「ギャラリー等」は、平成2年度から11年度までのギャラリー観覧者数が未算入。平成25年度からは、講座室貸出による利用者
数が加わる。
*「共催事業」は、平成2年度から21年度まで未算入。

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

回数 1 3 0 1 3 3 2 2 1 2 2 0 20

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

横尾忠則 お堀 1 令和2年12月11日‐
令和3年11月20日 GENKYO横尾忠則 愛知県美術館、

東京都現代美術館

横尾忠則 よだれ 1 令和2年12月11日‐
令和3年11月20日 GENKYO横尾忠則 愛知県美術館、

東京都現代美術館

横尾忠則 カミソリ 1 令和2年12月11日‐
令和3年11月20日 GENKYO横尾忠則 愛知県美術館、

東京都現代美術館

奈良美智 UNTITLED（BROKEN
TREASURE） 1 令和3年3月3日‐

6月10日
まみえる－千変万化な顔
たち

丸亀市猪熊弦一郎現
代美術館

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

ジャック・リプシッツ クラリネットを持つアルルカン 1 令和2年12月20日‐
令和3年3月22日 分離派建築会100年展 京都国立近代美術館

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

三宅克己 京都スケッチ 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館
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4 素描

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

三宅克己 米国ニューヘブン美術学校
教室の一部 1 令和2年10月1日‐

令和3年2月25日
生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 ニューヘブン美術学校教室 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 風景（仮称） 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 朝鮮京城市街 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

三宅克己 米国ラーチモントの村 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 南品川 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 小石川 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

三宅克己 小石川にて 1 令和2年10月1日‐
令和3年2月25日

生誕150年 大下藤次郎
と水絵の系譜

群馬県立館林美術館、
島根県立石見美術館

山下菊二 マルドロールの歌1 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌2 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌3 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌4 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌5 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌6 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌7 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌8 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌9 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 マルドロールの歌10 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 〔ダリ作品の模写A〕 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 〔ダリ作品の模写B〕 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二 〔ダリ作品の模写C〕 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館
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5 二次資料

8-7 ギャラリー、講座室の利用状況

「ギャラリー利用状況」

「講座室利用状況」

8-8 運営計画

徳島県立近代美術館 中期計画・目標
（令和2年度～令和6年度）

1． 使命と計画

使命にもとづいて中期目標を設定し、定期的に点検、評
価を行う。

（1） 中期計画の実施と、使命・事業方針等の周知
ア 中期計画（5カ年）の自己点検・自己評価の実施
イ 県民、美術館関係者等への使命・事業方針等の周知

2． 資料の収集・保管・活用

近代・現代美術や徳島ゆかりの資料の継続的な収集を
図るとともに、良好な状態で保存し、その活用を図っていく。

（1） 継続的な資料収集
ア 収集の重点ポイント設定
イ 予算獲得

ウ 作品購入
エ 寄贈・保管転換の受入
オ 寄託作品の受入

（2） 作品調書の整備
ア 作品点検（状態等）
イ 調書整備（新規・更新）

（3） データベース
ア 必須情報の完備
イ 外部への公開促進
ウ システムのメンテナンスと更改

（4） 保管・利用
ア 保管・利用（貸し出し含む）の方針・手続きの整備
（ソフト面）
イ 保管環境の点検と整備（ハード面）：収蔵庫、展示
室等

（5） 保存・修復
ア 計画的な修復の実施

（6） 資料整理
ア 未整理資料の整理

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 1 0 2 3 1 2 0 3 3 15

利 用 日 数 0 0 0 4 0 5 13 4 6 0 19 14 65

作家名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

山下菊二・資料 ノート〈ダリの言葉〉 1 令和2年12月22日‐
令和3年7月10日

ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

山下菊二・資料 スクラップブック〈ダリ エルン
スト タンギー三画家画集〉 1 令和2年12月22日‐

令和3年7月10日
ショック・オブ・ダリ ―サル
バドール・ダリと日本の前衛

三重県立美術館、
諸橋近代美術館

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 計

件 数 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

利 用 日 数 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
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3． 調査研究

近代・現代美術や徳島ゆかりの資料に関する基礎的な
調査研究、資料の保存や展示、教育普及活動等に関する
調査研究を行うとともに、その成果の美術館活動への反映と
地域社会への還元を図っていく。

（1） 研究報告会、紀要
ア 研究報告会の定期的開催
イ 紀要の発行

（2） 研究体制
ア 共通研究テーマの設定等、組織としての一体的な
研究体制の整備

（3） 基礎資料集
ア 所蔵資料等に関する基礎資料集の作成

4． 展示活動

美術作品を通じて感動や体験のできる場を提供するとと
もに、近・現代美術を中心とした文化活動を先導していく。
所蔵作品展は、コレクションの特徴を生かして、計画的に、

できるだけ多くの所蔵作品を鑑賞する機会を提供し、特別
展は、近代、現代、日本、海外、徳島ゆかりなど多彩な内容
の展覧会を適時適切に開催する。

（1） 特別展
ア 特別展開催の維持（年数回）
イ ストック（所蔵品・地元の遺産等）の活用
ウ メリハリのある開催計画

（2） 所蔵作品展
ア 所蔵作品の魅力をより深く伝える工夫
イ 展示会場や展示替え回数の弾力的な見直しと運用

（3） 入館者
ア 入館者数の維持（漸増）

（4） 有料入館者
ア 有料入館者数の維持（漸増）

（5） 図録販売数
ア 図録販売数維持（漸増）

（6） ギャラリー・講座室
ア ギャラリー・講座室の利用促進
イ 利用日数の維持（漸増）

5． 教育普及活動

展示や所蔵資料に関連した各種教育普及活動を通じて、
楽しく学ぶことができる多様な学習機会を提供し、県民の生
涯学習への支援を図っていく。

（1） 学習活動の支援
ア 展示や資料に関連した教育普及活動により、多様な
学習活動を支援する。

（2） 学校連携
ア 子ども達が美術品に親しむ機会や美術（美術館）に
対する認識を深める機会を提供していく

イ 鑑賞教育推進プロジェクト等の開催
（3） 関係機関との連携
ア 社会教育機関等との連携
イ アウトリーチ事業

6． 利用者の安全・快適さの確保

安全で誰もが安心して、快適に利用できる、利用しやすい
美術館となるよう施設や案内表示等の点検改善を図る。
来館者対応及び、危機管理マニュアルの整備・更新を行

う。利用者アンケート等を通じてニーズを把握し、館運営への
反映を図る。

（1） 施設の整備・管理
ア 施設（ハード面）安全性の点検調査と、改善
イ 施設管理者への働きかけ

（2） 対応マニュアルの整備と運用
ア 来館者対応マニュアルの整備・更新（感染症対策を
含む）

イ 問い合わせ・相談（レファレンス含む）への対応方針
の整備

（3） 利用者ニーズの把握と反映
ア 各種アンケートの集計と分析
イ ニーズ把握と館運営への反映
ウ 県民の意見、ニーズの把握手法の検討

7． 広報・情報の発信と公開

美術館の催し物案内や美術館活動に関する様 な々情報
の積極的発信を図り、美術館に対する理解と利用の促進を
図っていく。
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（1） 広報
ア 計画的、効果的広報の推進

（2） ホームページ
ア ネット利用の情報発信の推進

（3） ニュース会員
ア ニュース会員拡充
イ 新たな形態の検討

8． 県民参加、協働

美術館の使命や活動内容の周知と、県民の意見やニー
ズの把握をふまえて、ボランティアをはじめとする県民との協
働を推進し、館運営の活性化と、地域との連携を図っていく。

（1） ボランティア
ア ボランティアグループ活動支援
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）

イ SDGs関連事業の検討

9． 組織・人員

美術館活動の活性化と健全な経営に主体的に取り組め
るよう、適切な組織体制を構築し、職員意識や資質の向上
を図っていく。

（1） 学芸員の社会的理解と資質の向上
ア 学芸員の社会的理解を深める
イ 学芸員の研修機会の確保

（2） 組織の整備・改善
ア 組織の整備・改善（専門職の位置づけ、総務事務等
の効率的な分担等）

イ 館長もしくは副館長の専門職化

10． 財務・社会的支援

健全な美術館経営を行えるよう、社会的支援の拡充を図
るとともに経費節減や収入増を図っていく。

（1） 歳入源の確保
ア 協賛金、助成金、広告収入等による財源確保
イ 観覧料の見直し検討

ウ 図録販売促進
（2） 経費節減
ア 見直しを行い、経費節減を図る

第四期重点取り組み事項（令和2年度～6年度）
（1） 地域に根ざした活動、地域連携
（2） 利用者サービス（対応）の向上
（3） 資料整理
（4） 情報発信
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徳島県文化の森総合公園文化施設条例［抜粋］
制定 平成2年3月26日 徳島県条例第11号

最新改正 令和2年3月17日 徳島県条例第8号
（令和2年4月1日施行）

*他館に関わること、附則等は略しました。

（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、知事の許可（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
館資料を観覧する者に対しては、別表第1に掲げる額の
観覧料を徴収する。

2 利用の許可を受けた者に対しては、別表第2に掲げる
額の使用料を徴収する。

3 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は
使用料の全部又は一部を免除することができる。

4 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観
覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

（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 知事の附属機関として、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、知事が任命する。

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。

関 係 法 規

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。

協議会の名称 所掌事務

徳島県立近代美
術館協議会

美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。

区 分 施設又は用具

美術館 ギャラリー
美術館講座室
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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、規則で定める。

（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、規則で定める。

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5百を乗じて得た
額とする。

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

別表第2（第4条関係）

区 分 単 位 金 額

ギャラリー

午 前 3,450円
午 後 5,750円
夜 間 4,400円

美術館講座室
午 前 1,670円
午 後 2,710円
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徳島県立近代美術館管理規則
令和2年3月24日 徳島県規則第47号

（令和2年4月1日施行）

（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（月曜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 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31
日まで

2 知事は、特に必要があると認めるときは、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。

（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 知事は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定に
かかわらず、前2項に規定する供用時間を変更することが
できる。

（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）を知
事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、知事が
相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 知事は、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。
（利用の許可等の通知）
第5条 知事は、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 知事は、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。
（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知事に届け出なければならない。

（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
知事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 知事は、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、知事の承認を受け
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、知事が別に定める。

附則 略
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徳島県立近代美術館協議会規則
制定 令和2年3月24日 徳島県規則第41号

（令和2年4月1日施行）

（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。

（会長及び副会長）
第2条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は
会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）
第3条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、
開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否
同数のときは、会長の決するところによる。

（雑則）
第4条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し
必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附則 略

別記様式（第4条関係）

使 用 料
納入時期

前 納
後 納

決 裁 欄

徳島県立近代美術館利用許可申請書 ※受付番号

徳島県知事 殿
次のとおり利用したいので，申請します。

申請年月日 年 月 日 ※許可年月日 年 月 日

申

請

者

住 所
氏 名 � ※

区

分

一 般

法人その他の団体にあっては，
主たる事務所の所在地及び名称
並びに代表者の氏名 営 利

電 話

利用の目的
（行事の名称）

利用（入場）
予定人員 人 入場料等の額

（1人につき） 円

利用しようと
する施 設 利 用 の 日 時 ※ 使 用 料 の 額

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

������������������������������������������������
������������������������������������������������

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

※
備
考

計 円

注意事項 ※印の欄には，記入しないこと。
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徳島県行政組織規則［抜粋］
制定 昭和42年3月28日 徳島県規則第15号

最近改正 令和3年3月31日 徳島県規則第22号
（令和3年4月1日施行）

*本館の設置や本館に関わる分掌事務以外のものは略しま
した。

第2章 事務部局
第3節 センター等
第1款 設置等

（その他の機関の設置等）
第３４条 前条第1項に規定する機関のほか、次の表の上欄
に掲げる部に、それぞれ同表の下欄に掲げる機関を設
置する。

2 次の表の上欄に掲げる機関については、それぞれ同表
の下欄に掲げる法令又は条例の規定により設置された
機関を当該上欄に掲げる機関を構成する機関とする。

第2款 内部組織及び分掌事務
（分掌事務）
第３６条 センター等の分掌事務は、別表第6に掲げるとおり
とする。

別表第6 センター等の分掌事務

第５７条 附属機関の名称及び庶務を担当する組織は、別
表第8に掲げるとおりとする。

別表第8 附属機関の名称及び庶務を担当する組織
部

機関

名称 設置の目的
又は根拠法令 位置

未来創生文化部
徳島県文
化の森振
興センター

徳島県文化の森総合公園
文化施設の運営を総合的
に推進するため

徳島市
八万町

機関
法令又は条例の規定により設置された機関

名称 位置 所管区域

徳島県文化の
森振興センター

徳島県立近代美術館
（以下「美術館」という。）

徳島市
八万町

センター等 分掌事務

徳島県文化の
森振興センター

1 徳島県文化の森総合公園文化施設（以下この項
において「文化施設」という。）の運営に関する施策
の総合的な推進に関すること。

2 文化施設の予算の総合調整に関すること。
3 美術品等の取得に関すること。
4 その他文化施設の運営に必要な事業の実施に
関すること。

71 徳島県立近代美術館協議会 美術館

センター等 分掌事務

美術館

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。

二十一世紀館

1 図書館、博物館、美術館、文書館、二十一世紀
館及び鳥居記念館（以下「文化の森各館」とい
う。）の振興に係る企画、広報及び調整に関するこ
と。

5 文化の森各館に係る庶務事務の処理に関するこ
と。

6 文化の森各館に係る予算及び物品に関すること。
7 文化の森各館の施設管理に関すること。
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建物概要

設計 ㈱環境・建築研究所・㈱佐藤武夫
設計事務所・㈱日建設計 設計共
同企業体

監理 環境・建築研究所・岡田新一設計
事務所・佐藤武夫設計事務所・日
建設計 建設工事監理共同企業体

施行 ［建築］ 大成建設・フジタ工業・不
動建設・熊谷組・間組
建築工事共同企業体

［電気］ 四国電気工事・近畿電気工事
電気工事共同企業体

［空調］ 東洋熱工業・三機工業・ナミ
レイ 空調工事共同企業体

［管］ 朝日工業社・大成設備
管工事共同企業体

［エレベーター］㈱東芝
［家具］富士ファニチア㈱

敷地 40.6ha（公園全体面積）
構造・規模 鉄骨鉄筋コンクリート造

地上4階 塔屋1階 地下1階建
延床面積 6,518�（4館合計 積層含む－

23,814�、積層含まず－22,382�）
建築面積 8,363�（4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

建 設 概 要
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仕様一覧

室名 面積（�） 天井（天井高） 壁 床 その他

展示室1 690 着色岩綿吸音板（5m） クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

展示室2 204 着色岩綿吸音板（4m） クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

展示室3 947 着色岩綿吸音板（5m） クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

屋外展示場 1001 タイル張り

美術館講座室 98 岩綿吸音板（3m） クロス貼 タイルカーペット スクリーン、ホワイトボード、
AV設備等

アトリエ1 97 岩綿吸音板（3m） 有孔珪酸カルシウム板
吸音壁

ビニールシート、
アスファルト防水

流し台、地流し、
収納棚等

アトリエ2 93 岩綿吸音板（3m） RC型 ナラフローリング
ブロック

流し台、地流し、
収納棚等

子供のアトリエ 57 岩綿吸音板（3m） RC型 タイルカーペット・フォーム
バッカー付防振上げ床

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
フリーアクセスフロアー

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 ただし月曜日あるいは

それに続く日が、祝日または振替休
日にあたるときはその翌日
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
65歳以上の方で証明できるものをご提示いただいた
方、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
福祉手帳をご提示いただいた方とその介助をされる
方１名は、無料になります。
祝日および振替休日は無料になります。
小・中・高生は土・日・祝日・振替休日および長期休
暇中の観覧料が無料になります。

�特別展
知事がその都度定める額

交通のご案内 �JR徳島駅から「文化の森」行き直
通バスにて「文化の森」下車（約20
分）。または「園瀬橋」で下車（約20
分）＋徒歩（10分）。
�JR牟岐線文化の森駅から／徒歩
（約35分）
＊文化の森駅からタクシーの便はありません。
＊上八万、一宮方面からは南環状道路経由で「文
化の森」にお越しになれません。

利 用 案 内
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