
４日木
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日金
近代美術館 特別展「暮らしの感覚」

パパママアワー（鑑賞ツアー託児付き：１歳以上）★
11:00～11:45  展示室 3  先着10人まで 観覧料必要

６日土
博物館 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」★
13:00～16:00　実習室　定員 20人

文書館 古文書講座（初級）⑦★
14:00～16:00　講座室　隔週土曜日　①～⑩セット

７日日
博物館 自然しらべ隊「電子顕微鏡で植物を見よう！」★

10:00～12:00　実習室　定員15人
鳥居博 夏休み自由研究スペシャル

　「みんなで発見！！鳥居龍蔵を知ろう！！」★
13:30～15:00　博物館講座室ほか　定員 20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「焼け跡からの出発」
14:00～14:45　展示室 2

11日木・祝 
博物館 ワクワクむかし体験「勾玉をつくろう」★

13:30～16:00　実習室　定員 40人　材料費100 円
（高校生以下は不要）

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

14日日
博物館 ワクワクむかし体験「はにわクッキーをつくろう」★

13:30～17:00　実習室　定員 20人
部門展示「カミキリムシ展」展示解説
14:00～14:30　常設展示室内　部門展示室

19日金
近代美術館 特別展「暮らしの感覚」絵画と演劇のワークショップ★

13:00～16:00　展示室 3ほか 観覧料必要

20日土
博物館 博物館スペシャル「標本の名前を調べる会」

10:00～16:00　実習室・講座室
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」絵画と演劇のワークショップ★
13:00～16:00　展示室 3ほか 観覧料必要

文書館 教員のための文書館活用講座★
10:00～15:30　講座室

26日金
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

27日土
文書館 古文書講座（初級）⑧★

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「御用絵師矢野家と粉本」

13:30～15:00　海陽町立博物館　定員 50人
記念講演会
　「福井県の発掘からわかる、恐竜から鳥への進化」
13:30～15:00　講座室　定員 50人

文書館 第 54 回企画展「徳島の塩業」展示解説
13:30～15:00　講座室・展示室

３日土
図書館 まなびの森講演会　第 4回

　「南海トラフ巨大地震に備える」★
13:00～15:00　集会室1　定員 60人

近代美術館 こども鑑賞クラブ「100 回記念・デザインの巻」
14:00～14:45　展示室 3 同伴の保護者は観覧料必要

４日日
博物館 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

８日木
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

10日土
文書館 古文書講座（初級）⑨★

14:00～16:00　講座室　隔週土曜日　①～⑩セット
11日日
博物館 企画展関連行事「貝化石をクリーニングしよう！」★

13:30～16:00  実習室  定員 20人  小学校 4 年生以上
17日土
博物館 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）

18日日
博物館 野外自然かんさつ「河口の生きものかんさつ」★

11:00～13:00　現地集合　定員 60人
ミュージアムトーク 「江戸時代の四国遍路と札所寺院」
13:30～15:00　講座室　定員 50人
野外自然かんさつ「中級クラス植物観察会 9月」
9:30～17:00  実習室・文化の森総合公園  定員10人

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

19日月・祝 
近代美術館 展示解説「受贈記念　泉茂」

14:00～14:45　展示室 3
24日土
近代美術館 こども鑑賞クラブ「カラダでアートの巻」

14:00～14:45　展示室1 同伴の保護者は観覧料必要

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

25日日
博物館 海部自然・文化セミナー

　「野根山二十三士事件と阿波の人びととの交流」
13:30～15:00　海陽町立博物館　定員 50人
自然しらべ隊「バッタを調べよう」★
13:30～15:30　現地集合　定員 20人

鳥居博 ミュージアムトーク  「鳥居龍蔵の出会った南米
の史跡―ブラジル・ペルーを中心に―」
13:30～15:00　博物館講座室　定員 50人

文書館 第 54 回企画展「徳島の塩業」展示解説
13:30～15:00　講座室・展示室

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

8月

9月

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

★

★
★

みんなで学ぼう文化の森教室 8-9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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徳島県文化の森総合公園

 

世界の恐竜大集合
本県で発見された四国唯一の恐竜化石や徳島初公開となる今年認定されたばかりの
新種の恐竜化石など100点以上を一挙公開!! 夏は文化の森へ恐竜に会いに行こう!

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  （　）内は団体（20名以上）の場合

関連行事2   記念講演会「福井県の発掘から
　　　　　　わかる、恐竜から鳥への進化」
日時：8月28日（日）  13:30～15:00
会場：博物館  3 階  講座室

関連行事1   展示解説
日時：8月20日（土）・9月4日（日）  14:00～15:00

関連行事3   「トクシマ恐竜展」
　　　　　 開催記念映画会
日時：8月の毎週水曜日 14:00～
会場：ミニシアター

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。

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

トクシマ恐竜展

※観覧料が必要

※無料・事前申込不要
※先着 50人まで

全身はこんな姿 !?

四国唯一の恐竜の実物化石

骨格標本を
初公開 !

平成 28年度 家族でおでかけ・節電キャンペーン
平成 28 年7月21日（木）から8月31日（水）までは、博物館、鳥居龍蔵記念博物館及び
近代美術館の常設展の観覧料が、小学生・中学生・高校生だけでなく、一般及び大学生も無料です。

夏休みは、ご家族そろって文化の森総合公園で文化に親しみ、節電につなげましょう。
また、阿波踊り期間〈8月12日（金）～8月15日（月）〉中は毎日開館していますので、
踊りが始まるまでの間、静かで涼しい文化の森でゆったりとしたひとときをお過ごしください。

実施期間：7月20日～ 8月28日
★博物館・近代美術館・文書館の各展示コーナー
を全て回った方には素敵な記念品をプレゼント

※会場は近代美術館、文書館、博物館、二十一世紀館，鳥居龍蔵記念博物館、
各館のロビー／図書館1階ギャラリーは7月5日（火）～8月21日（日）

酒井弥蔵 大久保英治
現代アーティスト芭蕉をめざした男

文化の森の各館が連携し、歴史と美術がクロスする重層的な視点から光
を当てる新たな企画展。江戸時代の酒井弥蔵が残した旅日記等の資料と
「歩 く」現代アーティスト・大久保英治が酒井弥蔵の足跡に注目して制作し
た作品等を通じて、阿波の道と人の持つ魅力を再発見してください。

会期：平成28年7月20日（水）～8月28日（日）
会場：徳島県文化の森総合公園

× 展

酒井弥蔵（1808～1892年）

大久保英治（1944年～）

連携展示 阿波の道を歩く

関連行事
スタンプラリー

入場無料

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



■平成28年8‒9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

文化の森 サマーフェスティバル
文化の森ウォークラリー
〈図〉図書館探検隊（対象：小学3年生以上、保護者も可）★
　　 夏のおはなし会
〈博〉古代人に変身！
　　 博物館わくわくバックヤード・ツアー

　　 昔のあそびいろいろ
　　 恐竜バルーンアート

〈鳥〉民族衣装を着てみよう！
〈美〉美術作品みどころ紹介　ミニ解説
　　　 戦後徳島の美術
　　　 立つこと、座すこと、歩むこと
　　 「ちょっと一息」コーナー
　　 「ビボラボ」美術館で遊び隊「恐竜をつくろう」
〈文〉文書館親子体験講座「阿波和紙でうちわづくりに挑戦」
　　 文書館親子体験講座「歴史パズル＆ぬり絵に挑戦」
〈21〉風船太郎のドキドキ！わくわく！ルンルン・バルーンショー !!

8/21（日） 9:30～16:00
　  9:30～16:00（受付は15:30まで）
　10:30～11:30
　14:00～15:00
　  9:30～16:00
　①11:00～11:40（受付は10:30～11:00）
　②14:00～14:40（受付は13:30～14:00）
　  9:30～16:00
　  9:30～16:00

　  9:30～16:00

　①10:00～10:15/②14:00～14:15
　①11:00～11:15/②15:00～15:15
　  9:30～16:00
　10:00～12:00
　10:00～12:00（受付は11:45まで）
　13:30～16:00（受付は15:45まで）
　14:00～14:40

受付：1階エントランスホール
〈図〉2階こどもの本コーナー  定員20名
〈図〉2階おはなしのへや  定員30名
〈博〉2階部門展示室前休憩コーナー
〈博〉受付は2階常設展示室入口  定員各20名

〈博〉2階ロビー受付前
1階イベントホール
有料（「トクシマ恐竜展」の観覧料が必要）
〈鳥〉2階展示室

〈美〉2階展示室1、2
〈美〉2階展示室1、2
〈美〉2階ロビー
〈美〉3階アトリエ
〈文〉2階講座室　先着100名まで
〈文〉2階講座室　
野外劇場（雨天時は〈博〉3階講座室）

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
「トクシマ恐竜展」開催記念映画会
　　　　「ロスト・ワールド」（1925年版）

7/15（金）～9/19（月・祝）

8/3（水）・8/10（水）・8/17（水）
8/24（水）・8/31（水）　14:00～

有料（一般当日1,200円ほか）
博物館　企画展示室ほか
ミニシアター　 定員50人

「徳島県の文化
の創造的再発
見事業」実行
委員会（文化
の森６館共催）

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

7/20（水）～8/28（日）
文化の森　各館ロビー
図書館1階ギャラリーは、
7月5日（火）～8月21日（日）

図書館 企画展「図書委員が選ぶ、とくしまの本」
まちの保健室（毎月第2・第 4土曜日 13:00～16:00）
まちのお薬相談室（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・8月のみ変更14:00～14:30）

8/23（火）～10/2（日）
8/13（土）・8/27（土）・9/10（土）・9/24（土）
8/13（土）・8/27（土）・9/10（土）・9/24（土）
8/11（木・祝）・9/8（木）
9/8（木）
8/7（日）・ 9/11（日）・9/25（日）

1階ギャラリー
1階エントランス
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「カミキリムシ展」
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
　8/2（火）～10/30（日）
8/13（土）・8/27（土）・9/10（土）・9/24（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

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Ⅱ期
　特集１　立つこと、座すこと、歩むこと
　テーマ展示　戦後徳島の美術
受贈記念　泉茂の版画

7/16（土）～9/4（日）
7/9（土）～12/18（日）
　7/9（土）～10/10（月・祝）
　7/9（土）～9/11（日）
9/17（土）～10/16（日）

有料（一般当日500円ほか）展示室3
有料A　
　展示室1
　展示室2
　展示室3

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－」
第54回企画展「徳島の塩業」

4/26（火）～8/7（日）

8/9（火）～10/23（日）

文書館展示室

文書館展示室

21世紀館 土曜映画会「シャレード」
土曜映画会「原節子十六歳～新しき土～」

8/13（土）14:00～
9/10（土）14:00～

ミニシアター　 定員50人
ミニシアター　 定員50人

■夏休み・文化の森学習応援事業について
文化の森では県民の皆様からの要望にお応えし、子どもたちの学力向上と文化の森総合公園内の教育施設の有効活用の観点から、夏
休み期間（7/21（木）から8/31（水）まで、但し休館日を除く）中の毎日9:30から 17:00まで、空き室を日替わりで学習室として
試行的に開放します。なお、該当施設については、21世紀館（TEL 088-668-1111）までお問い合わせください。
■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。

◆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。

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00（但し、8/15㈪の開館時間は9:30～17:00になります。）
◎休館日　8/1㈪・8/8㈪・8/22㈪・8/29㈪・9/5㈪・9/12㈫・9/20㈫・9/26㈪（月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日）

◎8/15㈪は徳島市の阿波踊り開催期間中のため臨時開館します。　◎上記休館日以外に、図書館・文書館は8/18㈭・9/15㈭も休館

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。

《会期》平成28年 9月17日㈯～10月16日㈰　《会場》近代美術館  2 階  展示室3

平成28年 8月21日（日）  9:30～16:00

※一部申し込み
　が必要です。

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
シンボル広場

《関連行事》展示解説　受贈記念・泉茂　9月19日（月・祝） 10月2日（日）　

名 称 日 時 場 所 備 考

フラワーアレンジメント 8/4（木）・8/18（木）・8/25（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）

アスタリスク2016 8/11（木・祝）～8/13（土）　9:30～17:00
8/14（日）　　　　　　　　9:30～16:00 ギャラリー グループアスタリスク　無料

アニソンの森 8/20（土）　12:00～19:00 野外劇場 鷹匠 Twitterアカウント＠djtakajo3　無料

第58回硬筆書道県展 8/20（土）　13:00～17:00
8/21（日）　  9:30～16:00 ギャラリー 讃岐浩史　088-653-8079　無料

第31回徳島二紀展 8/23（火）～8/27（土）　9:30～17:00
8/28（日）　　　　　　9:30～16:00 ギャラリー 徳島二紀会事務局 088-633-5233（平木美鶴）  無料

建築家展 9/3（土）　11:00～17:00
9/4（日）　10:00～17:00 ギャラリー 株式会社アークホーム 080-3920-3347（吉田）  無料

フラワーアレンジメント 9/1（木）・9/8（木）・9/15（木）・9/22（木）・9/29（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）

◆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

夜の昆虫観察会★
ネイチャーゲーム大会★

8/4（木）　19:30～21:00
9/25（日）　9:30～12:00

噴水前
知識の森 保険料100円が必要

美術館
所蔵作品展

　近代美術館では国内外を問わず「現代版画」を幅広く収集しています。泉茂は1950年代からエッチングや
リトグラフ、シルクスクリーンなど多彩な技法を用いて多くの優れた版画を生み出した画家であり、今回の展
覧会では、すでに収蔵している初期（1953年～59年）の作品と併せて、昨年度、泉氏の遺族から近代美術館
へ寄贈された1959年以降の作品76点を展示し、様々な変化に富んだ泉茂の版画作品をご覧いただきます。

泉茂  From Silver Foil
（72cm×72cm）No.15　1972

徳島のコレクション2016 年度第Ⅱ期「受贈記念 泉茂の版画」

観覧料が必要です

参加無料

文化の森サマーフェスティバル ☀
さあ、夏の文化の森から大冒険をはじめよう! バックヤードツアー

日時

会場

古代人に変身

    文化の森の夏まつり♪

楽しい催しがいっぱいです!!
　　 露店もあります。


