
５日日
博物館 企画展「自然だいすき！みんなの自然コレクション」

展示解説
14:00～14:30　企画展示室	 観覧料必要

近代美術館 所蔵作品展に関する催し
　テーマで知る名品「彫刻の素材と表現」
14:00～14:45　展示室1	 観覧料必要

文書館 第53回企画展「パリ・ユネスコ日本庭園と阿波
の青石ー鈴江基倫関係資料からー」展示解説
13:30～15:00　講座室・展示室

９日日
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

11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
12日日
博物館 野外自然かんさつ

　「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

鳥居博 ミュージアムトーク
　「鳥居龍蔵の研究ライフーその方法と人的交流ー」
13:30～15:30　博物館講座室　定員 50人

18日土
図書館 まなびの森講演会　第2回

　「本当は怖い？！歯周病ってどんな病気？」★
13:00～15:00　集会室1　定員 60人

19日日
博物館 海部自然・文化セミナー「オオウナギ」

13:30～15:00　海陽町立博物館　定員 50人
部門展示「没後60年　笠井新也」展示解説
14:00～14:30　常設展示室内　部門展示室

25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
26日日
博物館 自然しらべ隊「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
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

10日日
博物館 部門展示「没後60年　笠井新也」展示解説

14:00～14:30　常設展示室内　部門展示室
野外自然かんさつ「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

16日土
図書館 まなびの森講演会　第3回

　「いじめを未然に防ぐ、学校予防教育とは」★
13:00～15:00　集会室1　定員 60人

博物館 野外自然かんさつ「川魚かんさつ」★
10:00～12:00　現地集合　定員 40人
みどりを楽しもう・味わおう
　「夏休みの自由研究に！植物の繊維を取ろう」
13:00～16:00　実習室　定員 20人

近代美術館 特別展「暮らしの感覚」交流アクティビティ
　「心のいろをうちあけて」（鑑賞と創作 )★
14:00～16:00　展示室 3	 観覧料必要

17日日
博物館 自然しらべ隊「昆虫標本を作ろう（中級）①」★

10:00～15:00	文化の森総合公園	定員 20人	②③とセット
企画展「トクシマ恐竜展」展示解説
14:00～15:00　企画展示室	 観覧料必要

近代美術館 特別展「暮らしの感覚」ウェルカムツアー
14:00～15:00　展示室 3	 観覧料必要

18日月・祝 
近代美術館 展示解説「立つこと、座すこと、歩むこと」

14:00～14:45　展示室1	 観覧料必要
23日土
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
24日日
博物館 自然しらべ隊「昆虫標本を作ろう（中級）②」★

10:00～15:00　実習室　定員 20人　①③とセット
海部自然・文化セミナー「近世中後期徳島藩の改革」
13:30～15:00　海陽町立博物館　定員 50人
野外自然かんさつ「漂着物を探そう」★
9:00～17:00　貸切バス　定員 30人

近代美術館 特別展「暮らしの感覚」ウェルカムツアー
14:00～15:00　展示室 3	 観覧料必要

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

27日水
文書館 古文書保存講座①★

9:30～16:00　講座室　定員 25人
28日木
文書館 古文書保存講座②★

9:30～16:00　講座室　定員 25人
29日金
近代美術館 特別展「暮らしの感覚」

　教員のための夕飯前研修（鑑賞ツアー）★
16:00～　アトリエ・展示室 3　定員 20人

30日土
博物館 自然しらべ隊「植物標本を作ろう①観察・採集」★

10:00～13:00　実習室　定員20人　②とセット
近代美術館 特別展「暮らしの感覚」ベビーカーアワー（鑑賞ツアー）

11:00～11:30　展示室 3	 観覧料必要
31日日
博物館 自然しらべ隊

　「植物標本を作ろう②貼り付け・名前調べ」★
10:00～13:00　講座室　定員 20人　①とセット
企画展関連行事「恐竜の歯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（高校生以下は不要）

近代美術館 展示解説「立つこと、座すこと、歩むこと」
14:00～14:45　展示室1	 観覧料必要

パパママゆっくり鑑賞アワー（託児付き：１歳以上）★
11:00～11:45		展示室 3		先着10人まで	 観覧料必要

２日土
近代美術館 こども鑑賞クラブ「カメラでアートの巻」

14:00～14:45　展示室1	 同伴の保護者は観覧料必要
３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　現地集合　定員 20人
ワクワクむかし体験
　「さきどり自由研究～昔の道具しらべ編～」★
13:30～15:00　実習室　定員 20人

文書館 第53回企画展「パリ・ユネスコ日本庭園と阿波
の青石ー鈴江基倫関係資料からー」展示解説
13:30～15:00　講座室・展示室

８日日
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

９日土
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

6月

7月

みんなで学ぼう 文化の森教室 6-7月 ※★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。

この小冊子は、再生紙を使用しています。
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【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）

文化の森から

【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.jpTokushima Bunka-no-Mori Park

世界の恐竜大集合
世界最古（約2億3千万年前）の恐竜化石など100点以上を一挙公開!!

恐竜の大きさを体感しよう！

会期：平成 28 年 7月15 日（金）～ 9月19日（月・祝）
会場：文化の森総合公園　徳島県立博物館
観覧料：一般1200円（1000円）/高校生800円（600円）/小・中学生600円（400円）
　　　  未就学児無料　（　）内は前売り、団体（20 名以上）の場合

関連行事2   恐竜の歯のレプリカをつくろう!
日時：平成28年7月31日（日）13:30 ～

関連行事1   展示解説
日時：平成28年7月17日（日）14:00 ～

福井県立恐竜博物館連携企画

※高齢者（65 歳以上）は、観覧料が 1000 円に、
障害者手帳等の所持者と介助者1名は、観覧料が
無料になります。

※前売り券は、徳島新聞社事業部、徳島新聞各販
売店、小山助学館本店、エアトラベル徳島、文
化の森ミュージアムショップなどで扱っています。

観覧料：一般500円（400円）
　　　　高・大生370円（290円）
　　　　小・中学生250円（200円）
　　　　（　）内は団体（20名以上）の場合

季節や家庭など身近なテーマの美術作品と合わせ、好きな椅子で見る場所を選ぶ部屋や、五感を活か
して鑑賞する部屋を体験できる展示です。家具や器などの手触りや質を味わい、絵を見たり、本を読
んだりできる、魅力的なしつらいが登場します。

会期：平成28年7月16日（土）～9月4日（日）
会場：近代美術館  2 階  展示室 3

【美術館  特別展】

※今回の特別展では、聴覚に障がいのある方が補聴器や人工内耳により
クリアな音声で展示解説を聞くことができるヒアリングループを設置
したコーナーを設けています。

河井清一〈休み日〉

関連行事　展示解説
日時：平成28年6月5日（日）、7月3日（日） 13:30～15:00
会場：文書館　講座室・展示室

【文書館  第53回企画展】

「パリ・ユネスコ日本庭園と阿波の青石－鈴江基倫関係資料から－」
イサム・ノグチによって設計されたパリ・ユネスコの日本庭園「平和の庭園」の作成に参加していた、徳島在住の造園家 
鈴江基倫氏の関係資料を紹介します。

会期：平成 28 年 4月26 日（火）～ 8月7日（日）
会場：文書館　展示室（2 階）

入場
無料

パリ・ユネスコ本部にて作業中の鈴江氏 馬車での青石搬出

お問い合わせ：徳島県立博物館
tel:088-668-3636

　トクシマ恐竜展実行委員会事務局
（徳島新聞社事業部内） tel:088-655-7331

「暮らしの感覚 ―アートと人とデザインが交流する空間―」

徳島県文化の森総合公園

トクシマ恐竜展

※別途観覧料が必要

※往復はがきによる申し込みが必要です。

A4チラシ　両面カラー

770-8070 徳島市八万町向寺山（文化の森総合公園）
TEL:088-668-3636　FAX:088-668-7197

イラスト／山本匠

世界の恐竜大集合

【観覧料】 一般1,200［1,000］円／高校生800［600］円／小・中学生600［400］円／未就学児無料
［ ］内は前売り、団体（20名以上）の場合。高齢者（65歳以上）は観覧料が1,000円に、障がい者と介助者1名は観覧料が無料になります。（※証明書が必要）

前売り券は、徳島新聞社事業部、徳島新聞各販売店、小山助学館本店、エアトラベル徳島、県立博物館ミュージアムショップなどで扱っています。
【開館時間】 9:30～17:00
【休館日】 毎週月曜日 ※7/18（月）は開館、7/19（火）は休館。9/19（月）は開館。8/15（月）は阿波踊り期間中のため開館。

▶主催：トクシマ恐竜展実行委員会、徳島県教育委員会、徳島新聞社　▶特別協力：福井県立恐竜博物館　▶後援：NHK徳島放送局、四国放送、エフエム徳島、徳島県文化振興財団
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福井県立恐竜博物館連携企画
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関連行事　ウェルカムツアー
日時：平成28年7月17日（日）、24日（日）

　  14:00～15:00
この他にも多彩な催しがあります。



◆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「※市原【国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）経由】」行きに乗車し25分、「文化の森」で下車。
③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「天の原西（入田）」行きにに乗車し16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
④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文化の森駅からバスをご利用ください。
バス停「文化の森駅東」から「※市原【国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）経由】」
行きに乗車し７分、「文化の森」で下車。

※市原線は平成28年4月1日から一部の便が国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）
経由に変更され、新設された「文化の森駅東」及び「文化の森」に停車します。

◆平成27年2月28日に徳島南環状道路が開通しました。
国道55号バイパス方面からは、より便利に文化の森にお越しいただけます。
徳島南環状道路（西行き）を文化の森ＩＣ（出口）で下り、最初の角を左折すれば、文化の森の　
駐車場に入れます。八万、一宮方面からは南環状道路経由で「文化の森」にお越しになれません。

■平成28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。

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00
◎休館日　6/6㈪・6/13㈪・6/20㈪・6/27㈪・7/4㈪・7/11㈪・7/19㈫・7/25㈪（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6/16㈭・7/21㈭も休館

主 催 　名 称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等

トクシマ恐竜展
実行委員会
徳島県教育委員会
徳島新聞社

世界の恐竜大集合　トクシマ恐竜展
　　　　福井県立恐竜博物館連携企画

7/15（金）～9/19（月・祝）
有料（一般当日1,200円ほか）
博物館　企画展示室ほか

「徳島県の文
化の創造的
再発見事業」
実行委員会

連携展示
「阿波の道を歩く  芭蕉をめざした男・酒井弥蔵×現代
アーティスト・大久保英治」展
※近代美術館、博物館、文書館が中心となって文化の森の各館が連携
し、「阿波の道と人」に歴史と美術がクロスする重層的な視点から光
を当て、各館のロビーを活用した分散型の連携展示を実施します。

7/ 5 （火）～8/21（日）
7/20（水）～8/28（日）

図書館　　　1階ギャラリー
博物館・近代美術館・21世
紀館及び文書館、各館の2
階ロビー

図書館 企画展「読んでみん ?  みんながすすめる本」
企画展「徳島読書人が選ぶ最高の 31 冊」

－徳島大学附属図書館 連携企画展－
まちの保健室（毎月第 2・第 4 土曜日 13:00～16:00）
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第２木曜日 10:30～10:50）
助産師さんとはなそう！（奇数月第２木曜日10:50～11:30）
おはなし会（毎月第２・第４日曜日 14:00～14:30）

4/26（火）～6/5（日）
6/ 7 （火）～7/3（日）

6/11（土）・6/25（土）・7/9（土）・7/23（土）
6/ 9 （木）・7/14（木）
7/14（木）
6/12（日）・6/26（日）・7/10（日）・7/24（日）

1階ギャラリー
1階ギャラリー

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
2階おはなしのへや

博物館 徳島の自然と歴史
　部門展示「没後 60 年　笠井新也」
企画展「自然だいすき！ みんなの自然コレクション」
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
　5/31（火）～7/31（日）
4/20（水）～6/12（日）
6/11（土）・6/25（土）・7/9（土）・7/23（土）

有料Ａ　常設展示室
　常設展示室内 部門展示室
有料Ａ　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、伊予大洲に巨石構造物を探る」

常設
　6/21（火）～11/6（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 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－
所蔵作品展　徳島のコレクション　2016 年度第Ｉ期
　特集　新収蔵作品を中心に
　拡大展示　巨匠たちの版画
所蔵作品展　徳島のコレクション　2016 年度第Ⅱ期
　特集１　立つこと、座すこと、歩むこと

7/16（土）～9/4（日）
3/29（火）～7/3（日）
　5/17（火）～7/3（日）
　4/23（土）～6/5（日）
7/9（土）～12/18（日）
　7/9（土）～10/10（月・祝）

有料（一般当日500円ほか）展示室3
有料Ａ
　展示室1
　展示室3
有料Ａ
　展示室1

文書館 第 53 回企画展「パリ・ユネスコ日本庭園と阿波の青石
　－鈴江基倫関係資料から－」
ミニ展示「カラーでよみがえる徳島の歴史写真」

4/26（火）～8/7（日）

6/1（水）～6/26（日）

文書館展示室

文書館2階休憩コーナー

21世紀館 土曜映画会「バベル」
文化の森　演劇フェスティバル

土曜映画会「はじまりの歌」

6/11（土）14:00～
第1週：6/18（土）・6/19（日）10:30～
第2週：6/25（土）・6/26（日）10:30～
7/9（土）14:00～

ミニシアター　 定員50人
イベントホール 定員250人
イベントホール 定員250人
ミニシアター　 定員50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）
　　※（   ）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。（証明できるものを提示）
　※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。
　　但し、一部の企画展については対象にならないものもあります。

■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。

文化の森【公園内での催し】

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）

■交通のご案内

※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。

《日時》平成28年
　　　 6月18日㈯・19日㈰・25日㈯・26日㈰　各日10:30開演
《会場》21世紀館イベントホール（定員各日250名）
《特別公演》6月26日㈰15:00～　「2016」よしだあきひろ作

第62回全国高等学校演劇大会（広島大会）出場
徳島県立阿波高等学校演劇部　全国大会出場記念壮行公演

主催 : 徳島県立 21世紀館　制作 : 徳島県高等学校演劇協議会

名 称 日 時 場 所 備 考

フラワーアレンジメント
6/2（木）・6/9（木）・6/16（木）
6/23（木）・6/30（木）
①11:00～②13:00～③15:00～

ミーティングルーム 熊川 090-2788-0841　無料

日本ダウン症協会徳島県支部50周年記念行事
鈴木凛太郎ピアノコンサート 6/4（土）　13:00～ イベントホール 日本ダウン症協会徳島県支部（代表  白石光生）

088-654-1780　無料

初夏の山野草展 6/4（土）　9:30～17:00
6/5（日）　9:30～17:00 多目的活動室 徳島山草会 090-3271-8437（星野）無料

建築家展 6/4（土）・6/5（日） ギャラリー 株式会社アークホーム  080-3920-3347（吉田）無料

ウチョウランと山野草展
6/10（金）9:30～17:00
6/11（土）9:30～17:00
6/12（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

第26回 子ども邦楽演奏会 6/11（土）12:00～16:30頃 イベントホール 学校邦楽育成会
090-1001-0658（事務局 山上朋代）無料

フラワーアレンジメント
7/7（木）・7/14（木）・7/21（木）
7/28（木）
①11:00～②13:00～③15:00～

ミーティングルーム 熊川 090-2788-0841　無料

2016“我が家の天使”写真展 7/23（土）～7/24（日） ギャラリー スタジオ・ケント　0120-81-0025　無料

◆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。

名 称 日 時 場 所 備 考

ネイチャーゲーム大会★ 7/24（日）　9:30～12:00 知識の森 保険料 100 円が必要

第15回 文化の森 第12回中学校演劇フェスティバル・第23回高校演劇フェスティバル・第15回大学演劇フェスティバル

演劇フェスティバル 入場
無料

徳島で演劇に情熱をかける中学生から大学生が文化の森に大集合！熱い4日間をお見逃しなく！


