


■平成23年2-3月催し物案内 

図書館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
博物館 
 
 
 
 
 
 
鳥居龍蔵 
記念博物館 

近代美術館 
 
 
 
文書館 
 
 
21世紀館 

文化の森20周年企画展 
　「20年間のベストセラー展」 
「まなびの森」講演会 
　第11回「板東捕虜収容所と捕虜たちの活動について」★ 
　第12回「四国遍路と地域文化」★ 
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第2木曜日10:30～10:50） 
　①2/10（木）　②3/10（木） 
おはなし会（毎月第2・第4日曜日13:30～14:00） 
　①2/13（日）　②3/13（日）　③3/27（日） 
 
企画展「聖地★巡礼　自分探しの旅へ」 
 
徳島の自然と歴史 
　部門展示「館蔵の鏡と古銭」 
　部門展示「西日本のタンポポ・節供の道具」 
小中高生クイズラリー 
 
鳥居龍蔵の見たアジア、鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵に学ぶ 
 
所蔵作品展「徳島のコレクション2011－蠢」 
現代版画：「問いかけよ1」 
現代版画：「問いかけよ2」 
 
文書館の逸品展「庄屋文書から見た北灘の海と山－粟田村藤倉家文書より－」 
 
 
土曜映画会「アヒルと鴨のコインロッカー」 
土曜映画会「リバー・ランズ・スルー・イット」 

 
11/30（火）～  3/21（月・祝） 
 
2/19（土）13:00～15:00 
3/  5（土）13:00～15:00 
 
 
 
 
 
2/11（金･祝）～  3/21（月･祝） 
 
常設 
1/18（火）～  3/21（月･祝） 
3/23（水）～  5/15（日） 
第2・第4土曜日 
 
常設 
 
1/29（土）～  4/10（日） 
1/29（土）～  3/  6（日） 
3/  8（火）～  4/10（日） 
 
 
1/25（火）～  4/24（日） 
 
2/12（土）14:00～ 
3/12（土）14:00～ 

文化の森【主催講座】 

◆主催者の都合により、日程・会場・入場料が変更になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。 
　また、主催者の希望または作成日の関係等により、ここに掲載していない催し物もありますのでご了承ください。 

文書館 
 
 
 
 
 
21世紀館 

文書館の逸品展「庄屋文書から見た北灘の海と山」展示解説①  　　 
文書館の逸品展「庄屋文書から見た北灘の海と山」展示解説② 
歴史講座④  大和武生（元四国大学教授）「阿波の漢学者たち」 
歴史講座⑤  多喜田昌裕（郷土文化研究家）「徳島のラーメン文化史  －大正～現代」 
 
 
情報ボランティア講座★ 
　（各日9:40～15:30 定員20人） 

2/  6（日）  13：30～15:00  講座室・展示室 
3/20（日）  13：30～15:00  講座室・展示室  
2/19（土）  14:00～16:00  講座室 
 
3/12（土）  14:00～16:00  講座室 
 

2/10（木）  デジカメ画像入門（GIMP）　　　　 情報文化実習室 
2/27（日）  ワープロ入門（ワード） 
3/10（木）  デジカメ画像入門（GIMP） 
3/27（日）  表計算入門（エクセル） 

ネイチャーゲーム教室★ 3/  6（日）  9：30～12：00 知識の森 保険料100円が必要 

「鳴門教育大学」 
　第24回修了展・第22回卒業展 
　卒業論文発表会 
徳島テクノスクールフェスタ（作品展） 
徳島大学絵画表現研究室卒業制作展覧会 
第54回徳島洋蘭展 
四国大学演劇クラブ卒業生公演 
「感じる、伝える、広げる『阿波藍』2010」 
　作品展示 
　ファッションショー 
写真展示 
八万南小学校ウインドアンサンブル 
　　　　　　　　メモリアルコンサート 
春の演劇まつり 
Awa Performance Art Festival 
木の実書作展2010年度（第7回）みんな 
演劇集団自由工場公演 
　　　　  「フッガーとマクシミリアン」 
未来をのぞく住宅展 
NUTS展 

 
2/  1（火）～ 2/  6（日） 
2/  2（水）  13：00～ 
2/13（日）  10：00～ 
2/17（木）～ 2/20（日） 
2/18（金）～ 2/20（日） 
2/27（日）  15：30～ 
 
3/  5（土）・  3/  6（日） 
3/  6（日）  14：00～ 
3/11（金）～ 3/17（木） 

3/13（日）  13：30～ 
 
3/18（金） 18：30～ ・ 3/19（土） 11：00～ 
3/20（日）  14：00～ 
3/26（土）・ 3/27（日） 
3/26（土）  18：30～ 
3/27（日）  14：00～ 
3/26（土） 11：00～ ・ 3/27（日） 10：00～ 
3/29（火）～ 4/  3（日） 

 
ギャラリーほか 
ミニシアター 
イベントホール 
ギャラリー 
イベントホール 
イベントホール 
 
ギャラリー 
イベントホール 
ギャラリー 

イベントホール 
 
イベントホール 
野外劇場 
ギャラリー 

イベントホール
 

 
多目的活動室 
ギャラリー 

 

鳴門教育大学　無料　（西村）090-1964-8111 
 
徳島県立テクノスクール　無料　（奥田・西川）088-631-1474 
川島 夕季　無料 
徳島洋蘭会　無料 
四国大学演劇クラブ　無料　（森）090-4788-5157 
 

鳴門市文化協会・阿波藍「彩」　無料 
 
徳島県立人権教育啓発推進センター　無料　088-664-3719 

八万南小学校ウインドアンサンブル保護者会　無料 
 
演劇集団自由工場　無料　090-1170-1814 
ＡＰＡＦ実行委員会　無料 
讃岐 敬子　無料　088-699-5579 

演劇集団自由工場　有料　090-1170-1814
 

 
（株）アークホーム（ASJ徳島スタジオ）　無料　0120-997-315 
那須 真由美　無料　090-5364-4504

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00 
◎休館日2/7・2/14・2/21・2/28・3/7・3/14・3/22・3/28（月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日、年末年始） 

◎上記休館日以外に、図書館・文書館は2/17、3/17も休館 

文化の森【主催事業】 
主　催 名　称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等 主　催 名　称 

名　称 日　時 場　所 備　考 

文化の森【ひろば】（文化団体等が文化の森の施設を利用して行う催し） 

名　称 日　時 場　所 備　考 

文化の森【公園内での催し】 ※ここに掲載している行事は文化の森総合公園指定管理者（財）徳島県建設技術センターに 　お問い合わせください。（電話088-662-6030）　★のある行事は申し込みが必要です。 
 

★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。 ★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。 

文化の森【主催講座】 

博物館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
近代美術館 

野外自然かんさつ「冬の植物と昆虫」★ 
企画展「聖地★巡礼　自分探しの旅へ」展示解説　 
部門展示関連行事「館蔵の鏡と古銭」展示解説 
歴史体験「トンボ玉をつくろう」★ 
室内実習「アンモナイト標本をつくろう」★ 
室内実習「ミクロの世界～電子顕微鏡で化石を見よう」★ 
歴史散歩「古墳見学②（穴吹）」★ 
室内実習「落ち葉の中の生きものたち」★ 
ミュージアムトーク「みんなで調べたタンポポの分布  タンポポ調査・西日本2010の結果より」 
 
部門展示関連行事「西日本のタンポポ」展示解説 
 
鑑賞シートと美術館を活用する授業研究会 
　講演とワークショップ「あなたも美術鑑賞デビュー！」 
所蔵作品展「徳島のコレクション2011－蠢」に関連した催し 
　こども鑑賞クラブ  
　学芸員による展示解説 

2/  6（日）  13：00～15：00 
2/13（日）  14：00～14：30 
2/13（日）  14：00～14：30 
2/20（日）  13：30～16：30 
2/27（日）  13：00～15：30 
3/  6（日）  13：30～15：30 
3/13（日）  10：00～17：00 
3/20（日）  13：30～15：30 
 
3/27（日）  13：30～14：30 
3/27（日）  15：00～15：30 
 
 
2/12（土）  13:30～16:30 
 
2/19（土）  14:00～14:45 
3/13（日）  14:00～14:45

定員20人　 
定員なし（観覧料必要） 
定員なし（観覧料必要） 
定員20人　材料費100円（大学生･一般）、高校生以上 
定員20人　材料費300円（大学生･一般） 
定員10人　小学校高学年以上 
定員30人　現地集合 
定員20人 
 
定員50人 
定員なし（観覧料必要） 
 
 
無料 
 
無料（保護者は有料A） 
有料A

日時・入場料（特に表示のないものは無料）等 主　催 名　称 

★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。 

 
1階ギャラリー 
 
集会室1 
集会室1 
 
2階おはなしのへや 
 
2階おはなしのへや 
 
有料A　企画展示室 
多目的活動室 
有料A　常設展示室 
常設展示室内部門展示室 
常設展示室内部門展示室 
無料　常設展示室 
 
有料A　常設展示室 
 
有料A　展示室1･2･3 
 
 
 
 
文書館展示室 
 
イベントホール　先着112人 
イベントホール　先着112人 

21世紀館ではイベントホール・多目的活動室・ミニシアター・野外劇場を、近代美術館ではギャラリーを、県民の皆様の文化活動の場として
提供しています。詳細については、各館にお問い合わせください。 

■貸し館のご案内 

各館に関するご質問、資料照会などがありましたらお気軽に三館棟1階総合受付まで声を掛けてくださるか、各館事務室までお越しください。
（図書館資料につきましては図書館2階参考カウンターまでお願いします。） 

■レファレンスのご案内 

■料金のご案内 
◆有料Ａ　一般200円（160円）　高・大生100円（080円）　小・中生050円（040円） 
◆有料Ｂ　一般600円（480円）　高・大生450円（360円）　小・中生300円（240円） 
※（　　）内は、20名以上の団体料金です。　※高齢者・障害者割引がありますので、受付でお申し出ください。 
※小学生・中学生・高校生のみなさんは、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、及び近代美術館の観覧料が常設展・企画展とも土曜日、
日曜日、祝日とその振替休日、学校の春・夏・秋・冬休み期間中は無料です。 

【祝日・振替休日は常設展無料】 


