


■平成27年2-3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 

阿波学会60周年記念公開講座 
 
 
ミュージアムトーク「幕末の徳島」 
部門展示関連行事「部門展示『藩絵師のすがお ─持ち伝えられた粉本から─』展示解説①」 
ワクワクむかし体験「掛け軸・巻物にしたしもう」★ 
野外生きものかんさつ「初めての植物かんさつ（冬編）」 
ミクロの世界「電子顕微鏡で昆虫を見よう！②」★ 
たのしい地学体験教室「アンモナイト標本をつくろう」★ 
歴史散歩「鳴門の古墳見学」★ 
部門展示関連行事「部門展示『藩絵師のすがお ─持ち伝えられた粉本から─』展示解説②」 
 
企画展「よみがえる縄文世界─鳥居龍蔵の信州調査─」に関連した催し 
　展示解説 
鳥居龍蔵ゆかりの地を歩こう★ 
 
所蔵作品展に関連した催し 
　こども鑑賞クラブ  所蔵作品展「きくじ」の巻 
　テーマで知る名品「團藍舟の世界」 
　こども鑑賞クラブ  所蔵作品展「らんしゅう」の巻 
アートでつながる ユニバーサルミュージアム展に関連した催し 
　ミニ体験ツアー・ユニバーサル美術館を楽しもう（各回20分） 
　　　ベビーカーアワー 
　　　手の感覚をつかって 
　　　頭の中でイメージできるかな 
　交流トークしてみよう★(手話通訳・要約筆記付き) 
　美術をたのしむわたくし流★(手話通訳・要約筆記付き) 
　いろんなコミュニケーションで楽しもう★ 
　つくるワークショップ  「てさぐり彫刻して見るで」★ 
　ユニバーサル美術館へごあんない 
 
文書館の逸品展「端山に見る山間庄屋の展開」 
　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） 

1/17（土）・1/24（土）・2/7（土）・2/21（土）・2/28（土）・3/14（土）・3/21（土・祝）・3/28（土） 
13：30～  図書館3階  集会室1 
 
2/ 1（日） 13：30～15：00　定員50人 
2/ 8（日） 14：00～14：30　定員なし  有料A 
2/15（日） 13：30～15：00　定員30人 
2/22（日） 13：30～15：30　定員15人 
3/ 1（日） 13：30～15：30　定員10人 
3/ 8（日） 13：30～15：30　定員20人  材料費300円（大学生・一般） 
3/15（日） 10：00～16：00　定員30人  現地集合 
3/22（日） 14：00～14：30　定員なし  有料A 
 
 
2/8（日）・2/22（日） 13：30～14：30  博物館企画展示室  有料A 
3/22（日） 9：30～12：00　定員20人  現地集合 
 
 
2/ 7（土） 14：00～14：45　展示室2  （保護者は有料A）   
3/ 1（日） 14：00～14：45　展示室2  有料A 
3/21（土・祝） 14：00～14：45　展示室2  （保護者は有料A）   
 
 
2/11（水・祝）・2/21（土）・2/22（日） 11：00～11：20　展示室3 
2/11（水・祝） 12：00～12：20　展示室3 
2/11（水・祝） 15：00～15：20　展示室3 
2/13（金） 13：40～15：00　展示室3  定員10名  どなたでも 
2/14（土） 10：00～12：00　展示室3  どなたでも 
2/15（日）10：30～11：30、2/22（日）14：00～15：00  展示室3  どなたでも 
2/15（日） 14：00～16：00　展示室3  定員20名  どなたでも（視覚障がい者優先） 
2/21（土） 14：00～14：45　展示室3 
 
 
2/15（日）・3/22（日） 13：30～15：00　文書館講座室・展示室 
 
2/12（木） ワープロ入門（ワード2010） 
2/22（日） デジカメ画像入門（GIMP）［応用編］ 
3/12（木） デジカメ画像入門（GIMP）［基礎編］ 
3/22（日） 表計算入門（エクセル2010） 

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00 
◎休館日2/2豺・2/9豺・2/16豺・2/23豺・3/2豺・3/9豺・3/16豺・3/23豺・3/30豺（月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日） 

◎特別整理に伴う図書館臨時休館日 1/27貂～2/5貅　◎上記休館日以外に、図書館は3/19貅、文書館は2/19貅・3/19貅も休館 

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 

ネイチャーゲーム大会★ 3/22（日）9:30～12:00 知識の森 保険料100円が必要 

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（公財）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。 
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21世紀館 
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鳥居龍蔵 
記念博物館 
 
近代美術館 
 
 
 
 
文書館 
 
21世紀館 

ウィンターフェスティバル　 
　図　図書館探検隊ミニ（対象：小学3年生以上） 

“しおり”を作ろう！ 
　博　博物館Vキング ─みんなで創るユニバーサルミュージアム編─ 

めくる冒険 
探検！江戸時代 
かくされた秘密 
手話通訳つきバックヤードツアー 

　鳥　すごろくにチャレンジ！！ 
　美　アートくつろぎ広場：美術館であそぼう 

①ぬりえ　②折り紙　③ユニバーサル体験コーナー 
　文　文書館親子体験講座「歴史パズル＆ぬり絵に挑戦」 

文書館探検隊 
　21　あつまれちびっこ！腹話術た～いむ！！ 

冬の落語会（出演：落語家  桂七福さん） 
 
フリースペース チャレンジとくしま芸術祭 2015 
　　作品発表　展示部門 
　　　　　　　パフォーマンス部門 
　　表彰式 
　　受賞者発表会　展示部門 
　　　　　　　　　パフォーマンス部門 
 
共催展 
　「国立公文書館所蔵資料展  近代日本と徳島のあゆみ」 
　　展示解説 
 
本の紹介展示「徳島ゆかりの著名人  とくしま  私のこの一冊」第6回 
企画展「図書館得活用術  ～あなたの“知りたい”にこたえます～」 
交流企画展「兵庫県立図書館ビブリオ堂  ～図書館を活用した歴史・防災学習～」 
交流講座「兵庫県立図書館ビブリオ堂がやってくる！！  ～カンベッチョナイものがたり～」（仮題） 
まちの保健室（毎月第2・第4土曜日13：00～16：00） 
「まなびの森」講演会★ 
　　第11回「佐々木氏と阿波について ～佐々木氏の動向と中世関連史～」　　　　　 
　　第12回「私たちの暮らしと法」 
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「藩絵師のすがお ─持ち伝えられた粉本から─」 
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 
企画展「よみがえる縄文世界─鳥居龍蔵の信州調査─」 
 
所蔵作品展 徳島のコレクション 2014年度第3期 
　特集（前期）  山下菊二 絵の描き方 
　特集（後期）  團藍舟の世界 
アートでつながる  ユニバーサルミュージアム展 
 
文書館の逸品展「端山に見る山間庄屋の展開」 
 
土曜映画会「ショコラ」 
土曜映画会「白い船」 

2/11（水・祝） 9：30～16：00 
　①10：00～10：30／②11：00～11：30 
　14：00～16：00 
 
　 9：30～16：00 
　　　   〃 
　　　   〃 
　①13：00～／②15：00～ 
　 9：30～16：00 
　 9：30～16：00 
 
　10：00～16：00 
　14：00～14：45 
　11：30～12：10 
　14：00～ 
 
 
1/20（火）～2/ 1（日） 
1/25（日） 9：45～16：40 
2/ 1（日） 15：00～ 
3/14（土）・ 3/15（日） 
3/15（日） 14：00～（予定） 
 
 
3/ 7（土）～ 3/19（木）  
3/ 7（土） 14：00～ 
 
10/28（火）～ 3/29（日） 
11/18（火）～ 2/15（日） 
2/17（火）～ 4/19（日） 
3/ 8（日） 13：30～15：00 
2/14（土）・2/28（土）・3/14（土）・3/28（土） 
 
2/14（土） 13：00～15：00 
3/ 7（土） 13：00～15：00 
2/12（木）・ 3/12（木）　 
2/8（日）・2/22（日）・3/8（日）・3/22（日） 
 
常設 
　 1/27（火）～ 4/ 5（日） 
2/14（土）・2/28（土）・3/14（土）・3/28（土） 
 
常設 
1/24（土）～ 3/ 1（日） 
 
11/22（土）～ 4/ 5（日） 
11/22（土）～ 2/ 8（日）　　　 
2/10（火）～ 4/ 5（日） 
2/10（火）～ 2/22（日） 
 
1/27（火）～ 4/19（日） 
 
2/14（土） 14：00～ 
3/14（土） 14：00～ 

 
受付：図書館2階こどもの本コーナー  定員各20人 
図書館2階おはなしのへや 
 
博物館2階常設展示室 
　　　　〃 
　　　　〃 
受付：博物館2階常設展示室  定員各30人 
鳥居龍蔵記念博物館2階展示室 
近代美術館2階ロビー・展示室3 
 
文書館2階講座室 
受付：文書館1階ロビー  定員15人 
21世紀館1階多目的活動室 
21世紀館1階イベントホール  定員250人 
 
 
近代美術館展示室3 
近代美術館ロビー 
近代美術館ロビー 
近代美術館ギャラリー 
21世紀館イベントホール 
 
 
博物館企画展示室 
博物館企画展示室 
 
2階ブラウジングコーナー前 
1階ギャラリー 
1階ギャラリー 
3階集会室1 
1階エントランス 
 
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 
有料A  博物館企画展示室 
 
有料A　展示室1･2 
　展示室2 
　展示室2 
展示室3･ロビー（2階） 
 
文書館展示室 
 
ミニシアター  定員50人 
ミニシアター  定員50人 

図書館では集会室を、博物館では講座室を、近代美術館ではギャラリーと講座室を、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・スタジオ・ミーティングルームを、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 

■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助の方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。 

第32回  徳島県花き展示品評会 1/31（土）～2/1（日） 10：00～16：00 イベントホール 徳島県もうかるブランド推進課  088-621-2409  無料 
洋らんフェスティバル 1/31（土）～2/1（日） 9：30～17：00 多目的活動室 阿波洋らん青年倶楽部  無料 

鳴門教育大学  第28回修了展・第26回卒業展 2/ 3（火）～ 2/ 8（日） ギャラリー・多目的活動室 鳴門教育大学  無料 

ピアノ発表会「一日遅れのバレンタインコンサート」 2/15（日） 13：30～ イベントホール さかもとさちこ音楽教室  090-8287-2954（坂本 幸子）  無料 

徳島漂着ゴミアート展  ～アートが語る自然からの警告～ 2/17（火）～ 3/ 1（日） ギャラリー （株）アドビジョン  088-631-6117  （主催：徳島県）  無料 
四国大学演劇クラブ2015年卒業生公演「Dream Seeker」 2/22（日） 14：30～ イベントホール 四国大学演劇クラブ  080-2999-0497（沖津）  無料 
ワールドアカデミーキッズコンサート 3/ 1（日）13：30～ イベントホール ワールドアカデミー  088-622-2766  無料 
第1回  明日空  空手道選手権大会 3/ 7（土） イベントホール 空手道　明日空  080-1858-4478  無料 

第37回泉心会書作展 3/20（金）～3/22（日） ギャラリー 讃岐浩史  088-653-8079  無料 
ドルチェコンサート 3/21（土・祝） 13：30～15：30 イベントホール 篠原暁子  090-7149-1036  無料 

どれみ音楽教室  ピアノ＆リトミックコンサート 3/22（日） 時間未定 イベントホール どれみ音楽教室  090-8283-0093（木村）  無料 

徳島漂着ゴミアート展  出展作品制作会 2/15（日） 9：30～ 多目的活動室 （株）アドビジョン  088-631-6117／oubo@advision.info （主催：徳島県）  無料 

平成26年度・徳島県立徳島科学技術高等学校 
建築コース  卒業制作展 2/ 1（日） 13：00～15：00 ミニシアター （公社）徳島県建築士会 

088-653-7570（徳島県建設センター）  無料 

平成26年度スーパーオンリーワンハイスクール事業及び 
「NIPPON」探究スクール事業  生徒活動発表会 2/14（土） 12：50～17：30 イベントホール 徳島県教育委員会 088-621-3137（学校政策課高校教育推進担当）  無料 

メロディアコラボレーションライブVol.2 
「君に贈るメロディー」 3/ 8（日） 14：00～ 多目的活動室 ミュージックラボメロディア 川原潤子  090-4973-1650  無料 

英語教室オープンスクール（発表会） 3/29（日） 14：00～ イベントホール リトルカナダ英語教室　088-654-6054  http：//wwwb.pikara.ne.jp/littlecanada/  無料 

第6回 徳島交響楽団 
チャリティー・スプリングコンサート 3/21（土・祝） 14：00～ 多目的活動室 徳島交響楽団 TEL：088-665-6678／FAX：088-637-1276 （徳島交響楽団事務所 音楽喫茶「みき」内）  無料 

建築家展 3/14（土） 11：00～17：00 
3/15（日） 10：00～17：00 多目的活動室 （株）アークホーム  088-662-4091  無料 

名　称 日　時 場　所 備　考 

◆主催者の都合により、日程・会場等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） 

 


