


■平成24年12月－平成25年1月催し物案内 
文化の森【主催講座】 

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 

資料検索講座 
　（14:00～15:30　21世紀館３階　情報文化実習室） 
 
歴史散歩「一宮城を歩こう」★ 
室内実習「木の葉化石の発掘体験」★ 
みどりの工作隊「リースをつくろう」★ 
部門展示関連行事「部門展示『ミニ鉱物展』展示解説」 
ミュージアムトーク「徳島県の屋根瓦」 
ミュージアムトーク「谷田忠兵衛の謎」 
 
特別陳列「鳥居龍蔵とアイヌ －北方へのまなざし－」に関連した催し 
　ギャラリートーク 
 
特別展「墨と紙が生み出す美の世界」に関連した催し                                                    
　特別展ツアー（学芸員による解説）                                                    
所蔵作品展「徳島のコレクション2012－蠱」に関連した催し                                                    
　こども鑑賞クラブ「シュルレアリスムのはじまり」の巻                                                    
　徳島のコレクションツアー（学芸員による解説）                                                    
ワークショップ・アート自由研究帳「大久保英治と季節を見つける」★ 
 
ワークショップ・アート自由研究帳「多視点デッサンに挑戦」★ 
 
きんびセミナー「シュルレアリスムへの招待」 
きんびセミナー　教師のための土曜美術室 
　第四回「徳島ゆかりの画家に学ぶ－三宅克己と水彩画－」★ 
 
古文書講座（中級）★ 
 
企画展「吉野川と阿波藍」展示解説 
 
情報ボランティア講座★  
 （各日9:40～15:30　定員20人　情報文化実習室） 

 
12/  6（木） ホームページを活用した、郷土資料の探し方 
 
12/  2（日） 10:00～12:00　定員20人 現地集合 
12/  2（日） 13:30～15:00　定員30人 材料費100円（大学生・一般） 
12/  9（日） 13:00～16:00　定員30人 
  1/14（月･祝） 14:00～14:30　定員なし 
  1/20（日） 13:30～15:00　定員50人 
  1/27（日） 13:30～15:00　定員50人 
 
 
  1/26（土） 13:30～14:30　博物館企画展示室 
 
 
12/  2（日） 14:00～15:00　展示室３　有料Ｂ 
  
12/  8（土） 14:00～14:45 （保護者 観覧券が必要） 
  1/14（月･祝） 14:00～14:45　展示室１・２ 有料Ａ 
12/  1（土） 10:00～16:00　現地集合 
12/  2（日） 10:00～16:00　美術館アトリエ２ 
12/15（土） 10:00～16:00　美術館アトリエ２ほか 
12/16（日） 10:00～16:00　美術館アトリエ２ 
12/  9（日） 14:00～16:00　美術館アトリエ２ほか 
 
  1/12（土） 13:30～16:00　美術館アトリエ２ 
 
12/  8（土） 14:00～16:00　隔週土曜日（全５回） 
　　※申し込み締め切り済み 
  1/  6（日） 13:30～15:00 
 
12/14（金） デジカメ画像入門 （ＧＩＭＰ）［応用編］ 
  1/10（木） 表計算入門（エクセル） 
  1/27（日） デジカメ画像入門（ＧＩＭＰ）［基礎編］ 

ネイチャーゲーム大会★  1/ 6（日） 9:30～12:00 知識の森 保険料100円が必要 

◎開館時間 9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00  
◎休館日 12/3（月）･12/10（月）･12/17（月）･12/25（火）･12/29（土）～1/4（金）･1/7（月）･1/15（火）･1/21（月）･1/28（月） 

◎上記休館日以外に、図書館・文書館は12/20（木）･1/17（木）も休館　◎特別整理に伴う図書館臨時休館日1/28（月）～2/7（木） 

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 

◆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。 

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 
 
 
 
近代美術館 
21世紀館 
   
 
 
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 

2012年度文化の森人権啓発展－識字活動を中心として－ 
　識字学級生の作品・啓発パネル等展示 
　ビデオ上映 
 
「フリースペース チャレンジとくしま芸術祭２０１３」 
　　作品発表　　　展示部門 
　　　　　　　　　パフォーマンス部門 
　　表彰式 
 
企画展「Bandoに咲いた花－板東俘虜収容所が遺したもの－」 
企画展「ＳＦの世界」 
まちの保健室（13:00～16:00） 
「まなびの森」講演会 
  第９回「大規模災害時の公共通信手段としてのアマチュア無線」★ 
  第10回「地域活性化とまちづくり －エリアマネジメントの視点から－」★ 
親子で楽しむクリスマスおはなし会★ 
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第２木曜日10:30～10:50） 
おはなし会（毎月第２･第４日曜日14:00～14:30） 
 
徳島の自然と歴史 
  　部門展示「ミニ鉱物展」 
小中高生クイズラリー（毎月第2･第4土曜日 9:30～16:00） 
 
鳥居龍蔵の見たアジア、鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵に学ぶ 
特別陳列「鳥居龍蔵とアイヌ －北方へのまなざし－」 
 
特別展　墨と紙が生み出す美の世界 
所蔵作品展｢徳島のコレクション2012－蠱｣ 
　　特集　シュルレアリスムのはじまり 
 
第４５回企画展「吉野川と阿波藍」 
文書館の逸品展「新田名主栗本家の古文書」 
 
土曜映画会「信さん・炭坑町のセレナーデ」 
文化の森総合公園写真展示会 
土曜映画会「禁じられた遊び」 
文化の森 ニューイヤーコンサート 

12/  4（火）～12/  9（日）  
　  9:30～17:00 
　10:30～／14:00～ 
 
 
1/22（火）～1/27（日）  
1/26（土）   
1/27（日） 15:00～ 
 
10/30（火）～12/16（日） 
12/18（火）～3月上旬  
12/8（土）･12/22（土）･1/12（土）･1/26（土）  
                            
12/  8（土） 13:00～15:00 
  1/12（土） 13:00～15:00 
12/  2（日） 14:00～15:00 
12/13（木）･1/10（木） 
12/9（日）･12/23（日）･1/13（日）･1/27（日） 
 
常設 
　 12/4（火）～2/3（日） 
12/8（土）･12/22（土）･1/12（土）･1/26（土）  
 
常設 
1/26（土）～3/3（日）  
 
10/13（土）～12/9（日） 
  9/  8（土）～2013年1/27（日）   
　 11/20（火）～2013年1/27（日） 
 
10/23（火）～1/27（日） 
  1/29（火）～4/21（日）  
 
12/  8（土） 14:00～ 
12/18（火）～12/24（月･振休）  
  1/12（土） 14:00～ 
  1/13（日） 14:00～ 
 

 
近代美術館ギャラリー 
21世紀館ミニシアター 
 
 
近代美術館展示室３（２階） 
近代美術館ロビー（２階）   
近代美術館ロビー（２階）  
 
1階ギャラリー 
１階ギャラリー 
１階エントランス  
                          
３階集会室１ 
３階集会室１ 
３階集会室１ 
２階おはなしのへや 
２階おはなしのへや 
 
有料Ａ　常設展示室 
常設展示室内部門展示室 
常設展示室 
 
有料Ａ　常設展示室 
博物館企画展示室 
 
有料Ｂ　展示室３ 
有料Ａ　展示室１･２ 
有料Ａ　展示室１･２ 
 
文書館展示室 
文書館展示室 
 
イベントホール　定員112人 
多目的活動室 
ミニシアター　　 定員50人 
イベントホール　定員250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1階総合受付まで声を掛けていただくか、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。　　※祝日・振替休日は、どなたも常設展の観覧料が無料となります。 
※高齢者の方（65歳以上）は、常設展の観覧料が無料、企画展の観覧料が半額となります。 
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護の方１名は、常設展・企画展とも無料です。 
※小学生・中学生・高校生のみなさんは、土曜日、日曜日、祝日･振替休日、学校の春・夏・秋・冬休み期間中は、常設展・企画展とも無料です。 

児童・生徒の地図作品展  
ヤマハ英語教室 
KIDS&ENGLISH　FESTIVAL 

文化展  
平成24年度 
「人権に関する児童生徒の作品」 
表彰式・発表会・展示会 
平成24年度「暮らしの緑化推進絵画コンクール」 
入賞作品展 

クリスマス太極拳カーニバル  

第29回 ニューモラル教育講演会  
佐野政義作陶展 
－残余のパワーと小さな才能との合作展－ 
幼児画展 
平成24年度 徳島県農薬適正使用 
アドバイザー　認定研修 
第30回 花き展示品評会 
第7回 洋らんフェスティバル  
平成２４年度 
徳島県統計グラフコンクール入賞作品展 
鳴門教育大学 
第26回修了展・第24回卒業展 

12/1（土）･12/2（日）  
12/ 2（日） 
①10:30～ ②13:30～ 
12/8（土）･12/ 9（日） 
10:00～17:00 
 
12/16（日）　13:30～ 
                    

12/19（水）～12/23（日）                     
12/24（月･振休） 
13:00～16:00 

1/5（土）13:00～16:00  

1/10（木）～1/13（日）                     
1/19（土）～1/20（日） 

1/16（水）13:00～16:00                     
1/25（金）～1/27（日） 
1/26（土） ･ 1/27（日） 

1/26（土） ･ 1/27（日） 
                    
1/29（火）～ 2/ 3（日） 

多目的活動室  

イベントホール  

多目的活動室  

イベントホール 
・多目的活動室  

ギャラリー  

イベントホール  

イベントホール  

ギャラリー  
ギャラリー 

多目的活動室  
イベントホール 
多目的活動室 

ギャラリー  
多目的活動室・ 
ミニシアター・ギャラリー 

徳島地理学会　088-687-6364 
（鳴門教育大学地理学研究室）　無料  

（株）黒崎楽器　088-653-6677　無料  

徳島市･名東郡中学校ＰＴＡ連合会　無料  
徳島県立人権教育啓発センター（あいぽーと徳
島）指定管理者（特非）ヒューマンライツ文化・
福祉ネットワーク　088-664-3719　無料 
徳島県、徳島県教育委員会 
088-621-2567　無料 

088-668-8678（越智）　無料  
徳島県モラロジー協議会 
088-634-0251　有料（500円） 

佐野政義　088-674-2653　無料  
徳島創造美育協会　668-3138 
徳島県安全安心農業室　088-621-2411 
要事前申込・無料 
徳島県ブランド課　088-621-2409　無料 
徳島県ブランド課　088-621-2409　無料 
徳島県、徳島県統計協会　088-621-2143　
無料 

鳴門教育大学　080-1722-7810　無料 




