
文化の森から

文化の森通信
2015

6-7
【編集・発行】

徳島県立二十一世紀館
〒770-8070 徳島市八万町向寺山
TEL088-668-1111（代表）

【問い合わせ先】県立図書館　　　／ TEL088-668-3500	 県立博物館　　　／ TEL088-668-3636
　　　　　　　 県立鳥居龍蔵記念博物館／ TEL088-668-2544	 県立近代美術館　／ TEL088-668-1088
　　　　　　　 県立文書館　　　／ TEL088-668-3700	 県立二十一世紀館／ TEL088-668-1111

ホームページ　http://www.comet.tokushima-ec.ed.jp/
お問い合わせ先　annai@mt.tokushima-ec.ed.jp

徳島県文化の森総合公園

６日土 …………………………………………………
近代美術館 「美の饗宴」展に関する催し

こども鑑賞クラブ 東京富士美術館・めいひんの巻
14:00 ～ 14:45　展示室3　対象：小学生

文書館 第51回企画展 「写真資料に見る学舎の面影」
展示解説①　13:30 ～ 15:00　展示室・講座室
古文書講座（おためし編）★
10:30 ～ 12:00　講座室

７日日 …………………………………………………
博物館 企画展「瓦から見る古代の阿波－寺院と役所－」

展示解説　14:00 ～ 15:00　企画展示室　定員なし

11日木…………………………………………………
21世紀館 情報ボランティア講座

［デジカメ画像入門（GIMP）：応用編］★
9:40 ～ 15:30　情報文化実習室　定員20人

13日土…………………………………………………
文書館 古文書講座（初級）③★

14:00 ～ 16:00　講座室　隔週土曜日　①～⑩セット
14日日…………………………………………………
博物館 野外生きものかんさつ

［初めての植物かんさつ（梅雨期編）］
13:30 ～ 15:30　文化の森総合公園　定員15人

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

ミュージアムトーク第1回
「鳥居龍蔵の金海貝塚調査」
13:30 ～ 15:00　博物館講座室　定員50人

近代美術館 「美の饗宴」展に関する催し
学芸員による展示解説　14:00 ～ 15:00　展示室3

20日土…………………………………………………
図書館 まなびの森講演会　第3回「阿波よしこのに魅せられて」★

13:00 ～ 15:00　集会室1
21日日…………………………………………………
博物館 たのしい地学体験教室「化石のレプリカをつくろう」★

13:30～15:00　実習室　定員25人　材料費100円（大学生・一般）
27日土…………………………………………………
文書館 古文書講座（初級）④★

14:00 ～ 16:00　講座室　隔週土曜日　①～⑩セット
28日日…………………………………………………
博物館 海部自然・文化セミナー「古墳入門」

13:30 ～ 15:00　海陽町立博物館　定員50人
野外生きものかんさつ
「さがしてみよう！でんでんむし」★
13:30 ～ 15:30　文化の森総合公園　定員20人
部門展示「戦争の時代と徳島」展示解説
14:00 ～ 14:30　常設展示室　定員なし

21世紀館 情報ボランティア講座
〔表計算入門（エクセル2010）〕★
9:40 ～ 15:30　情報文化実習室　定員20人

５日日 …………………………………………………
博物館 歴史散歩「徳島大空襲の史跡を歩こう」★

10:00 ～ 12:00　定員20人　徳島市内　現地集合
ミクロの世界「スンプでかんたん顕微鏡かんさつ」★
13:30 ～ 15:30　実習室　定員40人

近代美術館 所蔵作品展に関する催し
テーマで知る名品「版画芸術の見方、味方」
14:00 ～ 14:45　展示室1

文化の森教室 6-7月

同伴の保護者は観覧料必要

6月

7月

6月

7月

９日木 …………………………………………………
21世紀館 情報ボランティア講座

［デジカメ画像入門（GIMP）：基礎編］★
9:40 ～ 15:30　情報文化実習室　定員20人

11日土…………………………………………………
近代美術館 所蔵作品展に関する催し

こども鑑賞クラブ　はんがの巻
14:00 ～ 14:45　展示室1　対象：小学生

文書館 古文書講座（初級）⑤★
14:00 ～ 16:00　講座室　隔週土曜日　①～⑩セット

18日土…………………………………………………
図書館 まなびの森講演会

第4回「男性ホルモン・女性ホルモンを知って健康に」★
13:00 ～ 15:00　集会室1

博物館 野外生きものかんさつ「川魚かんさつ」★
10:00 ～ 12:00　園瀬川　現地集合　定員40人

生きものしらべ隊「昆虫標本を作ろう（初級）①」★
10:00 ～ 15:00　文化の森総合公園　定員20人　①～③セット

19日日…………………………………………………
博物館 生きものしらべ隊「昆虫標本を作ろう（初級）②」★

10:00 ～ 15:00　実習室　定員20人　①～③セット

文書館 第51回企画展「写真資料に見る学舎の面影」
展示解説②　13:30 ～ 15:00　展示室・講座室

20日月・■ ……………………………………………
博物館 特別陳列「シェルズ―貝類の現在と過去をさぐる―」

展示解説　14:00 ～ 14:30　企画展示室　定員なし

22日水…………………………………………………
文書館 古文書保存講座①★

9:30 ～ 16:00　講座室　①②セット

23日木…………………………………………………
文書館 古文書保存講座②★

9:30 ～ 16:00　講座室　①②セット

25日土…………………………………………………
博物館 野外生きものかんさつ

「中級クラス植物観察会7月」
9:30 ～ 17:00　実習室・文化の森総合公園　定員10人

みどりを楽しもう・味わおう
「夏休みの自由研究に！
　　　葉っぱのスタンプとカルタ作り」★
10:00 ～ 12:00　実習室・文化の森総合公園　定員20人

文書館 古文書講座（初級）⑥★
14:00 ～ 16:00　講座室　隔週土曜日　①～⑩セット

26日日…………………………………………………
博物館 野外生きものかんさつ「漂着物を探そう！」★

9:00 ～ 17:00　徳島県南部地域　貸切バス　定員30人

海部自然・文化セミナー「出羽島とカツオ漁」
13:30 ～ 15:00　海陽町立博物館　定員50人

近代美術館 開館25周年記念「フィギュア展－ヒトガタ、人形、
海洋堂－」に関する催し　プレワークショップ「ガ
ラスで作る小さなヒトガタ」★
7/26（日）、8/9（日）〔2日セット〕　13:30 ～ 16:00
近代美術館アトリエ、徳島ガラススタジオ
定員15人

21世紀館 情報ボランティア講座
〔ワープロ入門（ワード2010）〕★
9:40 ～ 15:30　情報文化実習室　定員20人

祝

※★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。
※入場料や参加料について、特に表示のないものは無料です。

文化の森では、より多くの方に参加いただけるよう、これまで各館で実施していた講座を「文化の森教室」として一体的に運用します。

みんなで学ぼう

【近代美術館　特別企画展】

⃝会　期：平成27年4月29日（水・祝）～6月21日（日）
⃝会　場：近代美術館　展示室3（2階）
⃝観覧料：一般　1200円（1000円）　高校生500円（400円）
　　　　　小・中学生　300円（200円）

（　　）内は団体（20名以上）の場合
※高齢者（65歳以上）は、観覧料が1000円に、障がい者と介助者1名は、
　観覧料が無料になります。

⃝お問い合わせ：文化の森25周年記念展実行委員会事務局
　　　　　　　　　（徳島新聞社地域振興部内）　tel:088-655-7331
　　　　　　　　徳島県立近代美術館　tel:088-668-1088

東京富士美術館所蔵

美の饗宴 西洋絵画の300年
～バロック、ロココからエコール・ド・パリまで

17世紀 バロックから20世紀 エコール・ド・パリまでの、
およそ300年間にわたる西洋美術の歴史を眺め渡します。

博 物 館
特別陳列「シェルズ　―貝類の現在と過去をさぐる―」

文書館
第51回
企画展「写真資料に見る学舎の面影」

貝類（軟体動物）は、節足動物に次いで種数の多いグループです。その一部は食用とし
て利用されるなど、人間生活とも密接なつながりがあります。また貝化石は、最も普通
に産出する大型化石であり、化石記録がたいへん豊富です。この展示では、多様性に満
ちた貝類とその化石が示す貝類の現在と過去を、多数の資料や写真をもとに紹介します。

戦前期から昭和50年代頃までの懐かしい校舎をはじめ、さまざま
な教育活動や、学校を通じて行われた地域の諸活動を、写真資料
を中心に紹介します。

⃝会　期：平成27年7月18日（土）～8月30日（日）
⃝会　場：博物館　企画展示室（1階）

関連行事 展示解説　平成27年7月20日（月・祝）14:00 ～ 14:30

⃝会　期：平成27年4月21日（火）～8月2日（日）
⃝会　場：文書館　展示室（2階）

入場
無料

オオイトカケ▲

関連行事 展示解説　平成27年6月6日（土）・7月19日（日）　13:30 ～

クロード・モネ〈海辺の船〉1881 年▶
Ⓒ東京富士美術館イメージアーカイブ／ DNPartcom　

▲ 徳島県立女学校 旧校舎

▲富岡東高等学校運動会

入場
無料

参加料必要

観覧料必要

観覧料必要

この小冊子は、再生紙を使用しています。

同伴の保護者は観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要



■平成27年6-7月催し物案内
文化の森【主催事業】　★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。

主催 名称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等

図書館 企画展 平成26年度「とくしまの子どものためのブックリスト100」
　　　掲載本のコメントとPOP受賞作品展
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第2木曜日10:30 ～ 10:50）
まちの保健室（毎月第2・第4土曜日13:00 ～ 16:00）
おはなし会（毎月第2・第4日曜日14:00 ～ 14:30）
助産師さんとはなそう！
本の紹介展示「とくしま　わたしのこの一冊」 総集編

4/21（火）～6/7（日）
6/11（木）・7/9（木）　
6/13（土）・6/27（土）・7/11（土）・7/25（土）
6/14（日）・6/28（日）・7/12（日）・7/26（日）
7/	 9（木） 10:50～11:30
6/	 9（火）～8/2（日）

1階ギャラリー
2階おはなしのへや
1階エントランス
2階おはなしのへや
2階おはなしのへや
1階ギャラリー

博物館 徳島の自然と歴史
　部門展示「ミャンマーの植物」
　部門展示「戦争の時代と徳島」
企画展「瓦から見る古代の阿波―寺院と役所―」
特別陳列「シェルズ－貝類の現在と過去をさぐる－」
小中高生クイズラリー（毎月第2･第4土曜日9:30 ～ 16:00）

常設
4/	 7（火）～6/21（日）
6/23（火）～8/30（日）
4/24（金）～6/	 7（日）
7/18（土）～8/30（日）
6/13（土）・6/27（土）・7/11（土）・7/25（土）

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
有料Ａ　企画展示室
企画展示室
常設展示室

鳥居龍蔵
記念博物館

鳥居龍蔵の見たアジア、鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵に学ぶ
　トピックコーナー展示「鳥居龍蔵の金海貝塚調査」

常設
5/12（火）～10/4（日）

有料Ａ　常設展示室
　常設展示室内 第２展示室

近代美術館 美の饗宴　西洋絵画の300年
　　　～バロック、ロココからエコール・ド・パリまで
開館25周年記念「所蔵作品展2015」
　　　特集「徳島ゆかりの美術」
　　　特集「現代版画」

4/29（水・祝）～6/21（日）
4/11（土）～7/26（日）
　　5/19（火）～6/21（日）
　　6/23（火）～7/26（日）

展示室3
　有料（一般1200円ほか）
有料Ａ　展示室1･2
　展示室1
　展示室1

文書館 第51回企画展「写真資料に見る学舎の面影」 4/21（火）～8/2（日） 文書館展示室

21世紀館 土曜映画会「地下鉄（メトロ）に乗って」
文化の森　演劇フェスティバル

土曜映画会「あの子を探して」
文化の森　よんでんアンサンブルサマーコンサート

6/13（土） 14:00～
第1週:6/20（土）・6/21（日） 10:30～
第2週:6/27（土）・6/28（日） 10:30～
7/11（土） 14:00～
7/26（日） 14:00～

ミニシアター　　定員 50人
イベントホール　定員250人

ミニシアター　　定員 50人
イベントホール　定員250人

■料金のご案内	
◆有料Ａ　一般200円（160円）　高・大生100円（	 80円）　小・中生	 50円（	 40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。

■貸し館のご案内
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。

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00
◎休館日　6/1㈪･6/8㈪･6/15㈪･6/22㈪･6/29㈪･7/6㈪･7/13㈪・7/21㈫・7/27㈪ （月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日） 

◎上記休館日以外に、図書館・文書館は6/18㈭･7/16㈭も休館

文化の森

徳島駅

●県庁

▲
至鳴門

◀池田

R438

文化の森駅

至小松島
▼

R192

R11
R55

　●
城南高校

八万南小学校
●　

眉山

園瀬川

徳島南環状道路

■交通のご案内
◆JR徳島駅からバスをご利用ください。

①徳島市営バス3番のりば「文化の森」行き直通バスに乗車し18分、終点「文化の森」で下車。
②徳島市営バス3番のりば「しらさぎ台」行き、「一宮」行き、または「天の原（入田）」行きに

乗車し16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
③徳島バス4番のりば「仁井田西」行き、または「佐那河内線 神山高校前」行きに乗車し

16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。

※JR文化の森駅からは、徒歩で約35分（2km程度）です。
　タクシー・バスの便はありませんので、ご注意ください。

文化の森【公園内での催し】
名　称 日　時 場　所 備　考

ネイチャーゲーム大会★ 7/26（日） 9:30～12:00 知識の森 保険料100円が必要

※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。

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

カンタ！ティモール上映会 6/4（木） 10:00～12:00 ミニシアター 徳島大学　饗場研究室　088-656-7186　有料

フラワーアレンジメント 6/4（木）・6/11（木）・6/18（木）・6/25（木）  
①11:00～②13:00～③15:00～ ミーティングルーム 熊川　090-2788-0841　無料（お花代・実費のみ）

初夏の山野草展 6/6（土）・6/7（日）
9:30～17:00 多目的活動室 徳島山草会　090-3271-8437　無料

建築家展 6/6（土）・6/7（日） ギャラリー 株式会社アークホーム　代表取締役　松若	浩文
088-662-4091　無料

ウチョウランと山野草展 6/12（金）・6/13（土） 9:30～17:00
6/14（日） 9:30～16:00 多目的活動室 とくしまウチョウラン愛好会

090-4504-6945（久米 章文）　無料

粟田由美バレエ教室発表会 6/14（日） 14:00～16:00 イベントホール 粟田由美バレエ教室　088-698-2088　無料

フラワーアレンジメント
7/	 2（木）・7/	 9（木） 7/16（木）
7/23（木）・7/30（木）
①11:00～②13:00～③15:00～

ミーティングルーム 熊川　090-2788-0841　無料（お花代・実費のみ）

こころの日事業「ちづる」映画上映
特別講演「ちづる」制作・監督　赤崎 正和 7/4（土） 13:00～ イベントホール 日本精神科看護協会　徳島県支部

080-6388-8466（事務局）631-5135（緑ヶ丘病院・喜田 信一）　無料

2015“我が家の天使”写真展 7/25（土）・7/26（日）
9:30～17:00 多目的活動室 スタジオケント　0120-81-0025　無料

DRAGON	FACTORY	FESTIVAL	2015 8/1（土） 13:00～21:00 野外劇場 ドラゴンファクトリーフェス実行委員会
dragonff69@gmail.com　有料

◆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

日 時 平成27年7月26日（日） 14:00開演（開場13:30）
会 場 徳島県立21世紀館イベントホール（定員250名）
助 成 （公財）よんでん文化振興財団

歌う！
「はらぺこあおむしのうた」

鳴らす！
「リベルタンゴ」

聴く！
クラシック名曲メドレー
（よんでんアンサンブル編曲）

よんでんアンサンブルサマーコンサート
入場
無料


