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特別展「暮らしの感覚 

―アートと人とデザインが交流する空間」 

の開催について 
１．趣旨 

 本展は、季節や家庭など身近なテーマの美術作品約 60 点を、居心地を工夫した様々な

空間でご覧いただける展覧会です。会場で気に入った椅子を選んで座ってみる。器の手触

りから暮らしの感覚を思い起こしてみる。といったデザインとの触れ合いが一つのヒント

となります。そして靴をぬいだり、腰掛けたり、リラックスして観る場所をご自分で選ぶ

仕掛けや、五感を活かして感じ方を交流するためのスペースもご用意しています。 

２．本展の特徴 

 徳島県立近代美術館では、ユニバーサルミュージアムの課題に取り組んでいます。 

小さな子供のいるご家族に向けて「ベビーカーアワー」や 1 歳以上のお子様をお預かり

する「託児つきパパママアワー」などの鑑賞ツアーを企画しています。 

 耳の不自由な方は、要約筆記を受け付けますので 2 週間前までにお問い合わせください。

磁気ループを利用した展示案内もお受けいたしますのでお問い合わせください。※会場内

の「交流スペース」に磁気ループを設置する予定です。 

 五感で感じて観覧するための仕掛けとして、腰掛けて鑑賞する空間の工夫や、ミュージ

アムチェアや器の手触りを味わうスペースを設けます。（展示台・座るコーナーのデザイ

ン：小泉誠＋テーブル工房 kiki。展示協力：株式会社宮崎椅子製作所、株式会社 SUEKI） 

 

３．会期・開館時間 2016 年 7 月 16 日［土］－9 月 4 日［日］9 時 30 分～17 時 

４．会場 徳島県立近代美術館 展示室 3  

５．主催・後援等  主催：徳島県立近代美術館／徳島新聞社／四国放送 
後援：エフエム徳島／徳島県文化振興財団 

 助成：一般財団法人 地域創造 
 
※ 休館日、観覧料等は別添チラシをご覧下さい。 

 

※ 関連行事は、別添チラシあるいは当館ホームページをご覧ください。 

http://www.art.tokushima-ec.ed.jp/article/0008472.html 

 

              （次ページに続く） 



 

 

【広報用画像の提供について】 

 

 展覧会の広報用として、次の作品画像を提供できます。必要な場合はご連絡ください。 

 画像データでの提供となります。使用する際は、作者名・作品名と 徳島県立近代美術館所蔵

の旨を表示してください。 

 

◆谷川晃一（1937- ） 

〈スイランの夏〉1988 年  

 アクリル絵具、キャンバス 130.3×162.1cm 

作家が暮らす伊豆高原の森に着想を得て描かれた、

身辺の精霊たちや、身近な感覚の表現。 
 

◆パウル・クレー（1879-1940） 

〈子供と伯母〉 1937 年 

 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0cm 

幼い日の記憶をテーマに、豊かな色彩とリズミカル

な線描で、叙情的に心の風景を表現。 
 

◆広島晃甫（1889-1951） 

〈秋圃〉1950 年 

 絹本着色 109.5×152.5cm 

菜園で猫が居心地よさそうにまどろむ、何気ない日

常の場面を、空気感まで繊細に描き出す。 

 

 

 



特別展の御案内
暮らしの感覚―アートと人と
デザインが交流する空間
7月16日［土］-9月 4日［日］

　　　　　　

季節や家庭など身近なテーマの美術作品

を、居心地を工夫した様々な空間でご覧

いただける展覧会です。会場で気に入っ

た椅子を選んで座ってみる。器の手触り

から暮らしの感覚を思い起こしてみる。

といったデザインとの触れ合いが一つの

ヒントとなります。そして靴をぬいだり、

腰掛けたり、リラックスして観る場所を

ご自分で選ぶ仕掛けや、五感を活かして

感じ方を交流するためのスペースもご用

意しています。

7/16
14時から 16時
オープニング交流
アクティビティ
「心のいろをうちあけて」

耳が聞こえにくい方でも楽しめる

磁気ループを利用した鑑賞と、や

さしい造形活動を行います。

※観覧券が必要です。

※事前申し込みが必要です。

日7/17
7/24
8/11

日

木 祝

14時から 15時
ウェルカムツアー

7/23
14時から15時30分
デザイナートーク
「暮らしとデザインを
つなげる」
小泉誠［家具デザイナー］

7/30
8/26
11時から（30分位）
ベビーカーアワー
（鑑賞ツアー）

7/31
8/5
11時から（45分位）
託児つきパパママ
アワー（鑑賞ツアー）

耳が聞こえにくい方で、

要約筆記を希望する方は

2 週間前までにお問い合

わせ下さい。磁気ループ

を利用した展示案内もお

受けいたしますのでお問

い合わせ下さい。

7/31、8/5の託児つきパパ

ママアワーの託児対象は1

歳以上。先着10名（お子様

の人数）です。

8/19
8/20
10時から16時（予定）
絵画と演劇の
ワークショップ
※事前申し込みが必要です。

※「四国学院大学アートマネ

　ジメント公開講座」

　連携イベント

7/29
16時から
教員のための夕飯前研修

お問い合わせ・催しのお申し込み
徳島県立近代美術館　

電話:088-668-1088　FAX:088-668-7198

E-mail:art_e@mt.tokushima-ec.ed.jp

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

一般500（400）円　高･大生 370（290）円　小･中生 250 （200）円

※（　）内は20名以上の団体料金
※65歳以上の方で年齢を証明できるものをご提示いただいた方は観覧料が半額です
※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名は観覧料が無料です。
※小・中・高生は土･日･祝日･振替休日、および夏休み期間は観覧料が無料です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特別展観覧料

金 金 土

夏休み、少し早めに校務を切り

上げて美術館で研修しません

か。展覧会を鑑賞しながら、い

ろいろな校種の先生方との交流

をしたり、感性を育む授業プロ

グラムを考えたりしましょう。

※保・幼・小・中・高の

教員対象

※観覧券が必要です。

※事前申し込みが必要です。

アートとデザインのやわらか

い話をしながら、各コーナー

を体験していただくツアーで

す。お気軽にどうぞ。ようこ

そ美術館へ。

※観覧券が必要です。

本展のために展示室の家具計

画を提案してくださった小泉

誠さんによるトーク。感触や

感覚、時間、光など、私たち

とデザインのつながりを知る

チャンス。ご期待下さい。

※観覧券が必要です。

泣いても笑っても OK。ゆる

りと家族ごとおむかえしま

す。大人も子どもも赤ちゃん

も、お気に入りの絵がみつ

かったらいいですね。

※観覧券が必要です。

展示室は大人向け。アトリエ

は子ども向け。それぞれリ

ラックスできるプログラムを

ご用意します。お互い思い思

いの時を過ごした後は、と

びっきりの笑顔でハロー！

※観覧券が必要です。

※事前申し込みが必要です。

土 日 土 金

土 日 金

特別展のご案内
暮らしの感覚―アートと人と
デザインが交流する空間
7月16日［土］-9月 4日［日］

　　　　　　

季節や家庭など身近なテーマの美術作品

を、居心地を工夫した様々な空間でご覧

いただける展覧会です。会場で気に入っ

た椅子を選んで座ってみる。器の手触り

から暮らしの感覚を思い起こしてみる。

といったデザインとの触れ合いが一つの

ヒントとなります。そして靴をぬいだり、

腰掛けたり、リラックスして観る場所を

ご自分で選ぶ仕掛けや、五感を活かして

感じ方を交流するためのスペースもご用

意しています。

7/16
14時から 16時
オープニング交流
アクティビティ
「心のいろをうちあけて」

耳が聞こえにくい方も参加しやす

い磁気ループを利用して、作品鑑

賞と、色えんぴつを使ったやさし

い造形活動を行います。

※観覧券が必要です。

※事前申し込みが必要です。

日7/17
7/24
8/11

日

木 祝

14時から 15時
ウェルカムツアー

7/23
14時から15時30分
デザイナートーク
「暮らしとデザインを
つなげる」
小泉誠［家具デザイナー］

7/30
8/26
11時から（30分位）
ベビーカーアワー
（鑑賞ツアー）

7/31
8/5
11時から（45分位）
託児つきパパママ
アワー（鑑賞ツアー）

耳が聞こえにくい方で、

要約筆記を希望する方は

2 週間前までにお問い合

わせ下さい。磁気ループ

を利用した展示案内もお

受けいたしますのでお問

い合わせ下さい。

7/31、8/5の託児つきパパ

ママアワーの託児対象は1

歳以上。先着10名（お子様

の人数）です。

8/19
8/20
13時から16時（予定）
絵画と演劇の
ワークショップ
※事前申し込みが必要です。

※「四国学院大学アートマネ

　ジメント公開講座」

　連携イベント

7/29
16時から
教員のための夕飯前研修

お問い合わせ・催しのお申し込み
徳島県立近代美術館

電話:088-668-1088　FAX:088-668-7198

E-mail:art_e@mt.tokushima-ec.ed.jp

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

一般500（400）円　高･大生370（290）円　小･中生250 （200）円

※ （　）内は20名以上の団体料金
※ 65歳以上の方で年齢を証明できるものをご提示いただいた方は観覧料が半額です
※ 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名は観覧料が無料です。
※ 小・中高生は土・日・祝日・振替休日、および夏休み期間は観覧料が無料です。　　　　　　

特別展観覧料

金 金 土

夏休み、少し早めに校務を切り

上げて美術館で研修しません

か。展覧会を鑑賞しながら、い

ろいろな校種の先生方との交流

をしたり、感性を育む授業プロ

グラムを考えたりしましょう。

※保・幼・小・中・高の

教員対象

※観覧券が必要です。

※事前申し込みが必要です。

アートとデザインのやわらか

い話をしながら、各コーナー

を体験していただくツアーで

す。お気軽にどうぞ。ようこ

そ美術館へ。

※観覧券が必要です。

本展のために展示室の家具計

画を提案してくださった小泉

誠さんによるトーク。感触や

感覚、時間、光など、私たち

とデザインのつながりを知る

チャンス。ご期待下さい。

会場：講座室（参加無料）

泣いても笑っても OK。ゆる

りと家族ごとおむかえしま

す。大人も子どもも赤ちゃん

も、お気に入りの絵がみつ

かったらいいですね。

※観覧券が必要です。

展示室は大人向け。アトリエ

は子ども向け。それぞれリ

ラックスできるプログラムを

ご用意します。お互い思い思

いの時を過ごした後は、と

びっきりの笑顔でハロー！

※観覧券が必要です。

※事前申し込みが必要です。

土 日 土 金

土 日 金


