
4月
9日日
博物館 部門展示「弥生時代の暮らしを伝える木製品」

展示解説
14:00～14:30　常設展示室内　部門展示室
 観覧料必要

16日日
博物館 特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」

スライド＆トーク〈学芸員編〉
14:00～15:00　企画展示室

22日土
近代美術館 今に生きる「人道博愛の心」展

関連行事　展示解説
14:00～15:00　展示室 3 観覧券が必要

23日日
博物館 野外自然かんさつ

　「中級クラス植物観察会４月」
9:30～17:00　分析室　定員10人

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（高校生以下は不要）

29日土・祝 
博物館 特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」

スライド＆トーク〈動物写真家編〉
14:00～15:00　企画展示室

近代美術館 今に生きる「人道博愛の心」展関連行事
記念講演会「災害と戦争の歴史にみる赤十字」
14:00～15:00　先着160 名　イベントホール

30日日
博物館 ミュージアムトーク

　「阿波藍をめぐる藩政と藍商の動向」
13:30～15:00　講座室　定員 50人

近代美術館 ポイント解説  新収蔵ユン・ソクナム―屋根板の作品
14:00～14:20　展示室1 観覧券が必要

3日水・祝 
博物館 特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」

スライド＆トーク〈プロジェクトとっかり編〉
14:00～15:00　企画展示室

4日木・祝 
博物館 特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」

スライド＆トーク〈動物写真家編〉
14:00～15:00　企画展示室

5月

7日日
博物館 特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」

スライド＆トーク〈学芸員編〉
14:00～15:00　企画展示室

11日木
21世紀館 文化の森パソコン講座

　「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

13日土
文書館 古文書講座（初級） ① ★

14:00～16:00　講座室　第 2・第 4土曜日
①～⑩セット

14日日
博物館 部門展示「弥生時代の暮らしを伝える木製品」

展示解説
10:00～10:30　常設展示室内　部門展示室
 観覧料必要
歴史散歩
　「蜂須賀家ゆかりの万年山を歩こう」 ★
13:30～16:00　徳島市内　定員 20人　現地集合

近代美術館 今に生きる「人道博愛の心」展
関連行事　展示解説
14:00～15:00　展示室 3 観覧券が必要

20日土
図書館 まなびの森講演会  第1回「庚午事変（稲田騒動）」★

13:00～15:00　集会室1　定員 60 名

博物館 古文書で学ぶ歴史入門「ゼロからの古文書①」★
13:30～15:00　講座室　定員30人　①～③セット

21日日
博物館 歴史散歩「香川の遺跡見学バスツアー」 ★

9:00～17:30　香川県内　定員 40人　貸切バス

特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」
スライド＆トーク〈プロジェクトとっかり編〉
14:00～15:00　企画展示室

27日土
博物館 野外生きものかんさつ

　「磯の生きものかんさつ」 ★
12:00～14:00　鳴門市内　定員 70人　現地集合

近代美術館 今に生きる「人道博愛の心」展
関連行事　こども鑑賞クラブ
14:00～14:45　展示室 3　対象：小学生
 同伴の保護者は観覧券が必要

文書館 古文書講座（初級） ② ★
14:00～16:00　講座室　第 2・第 4土曜日
①～⑩セット

28日日
博物館 たのしい地学体験教室「鳴門の地層見学」 ★

13:00～15:30　鳴門市内　定員 25人　現地集合

近代美術館 レクチャー  ユン・ソクナム―韓国社会を見つめて
14:00～15:00　講座室

21世紀館 文化の森パソコン講座
　「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

みんなで学ぼう
※★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。

文化の森教室 4-5月

電源立地地域対策交付金事業の活用について
文化の森の運営には、公共用施設整備等に対して交付金を交付することで発電用施設の設置に対する地元の理解促進等を図る
ことを目的とした「電源立地地域対策交付金」が活用されています。
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デジタルアート展示 徳島県文化の森チームラボ

　この春、文化の森総合公園に
チームラボのデジタルアートが
やってきます。最先端のデジタル
技術とアートが融合した魅力的な
作品たちをお 楽しみくださ い。

昨年あすたむらんどで好評を博した光の彫刻が
リニューアルして文化の森に

文化の森でしか見られない !! 世界初 !! 
常設のプロジェクションマッピング

会期：常設  開館日の19時～21時
場所：文化の森総合公園

◆文化の森に憑依する滝

会期：平成29年3/20（月・祝)～6/30（金）
会場：二十一世紀館 1階 多目的活動室
入場料：一般 200円・小中高生100円・乳幼児無料

◆クリスタルユニバース
（イメージ図） （イメージ図）

主催：徳島県、
　　  とくしまＬＥＤ・デジタルアート実行委員会
共催：徳島県教育委員会
企画協力：チームラボ株式会社

文化の森から
【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.jpTokushima Bunka-no-Mori Park

徳島県文化の森総合公園

文化の森の６館が、こどもの日のスペシャルイベントを開催します♪

日時：平成29年5月5日（金・祝）  9:30～16:00
会場：図書館・博物館・鳥居龍蔵記念博物館・近代美術館・文書館・二十一世紀館など

入場無料

こどもの日フェスティバル文化の森

■記念講演会「災害と戦争の歴史にみる赤十字」
講師：川原 由佳里氏（日本赤十字看護大学 基礎看護学准教授）
日時：平成29年4月29日（土・祝） 14:00～15:00
会場：イベントホール

■展示解説
日時：平成29年4月22日（土）、
　5月14日（日）、6月4日（日） 
　14:00～15:00 ※観覧料が必要

お問い合わせ  徳島県立近代美術館 tel :088-668-1088
　　　　　　  日本赤十字社徳島県支部 tel :088-631-6000

観覧料：大人1000円（800円）　
 高大生600円（500円）

（　）内は前売り・団体（20名以上）の場合
＊小中学生と未就学児は無料。また、障
がい者は本人に限り無料。（障がい者
手帳を提示）

会期：平成29年4月22日（土）～6月11日（日）
会場：徳島県立近代美術館  2階  展示室3

東郷青児「ナース像」
1974年　日本赤十字社蔵

©あしなが育英会

日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展

今に生きる「人道博愛の心」美術に見る日本赤十字社の歩み
　日本赤十字社徳島県支部は、今年で創立130周年を迎えます。これを記念して、日本赤十字社に寄贈された
美術品をご紹介します。また、日本赤十字社の活動を描いた美術品や関連資料を全国の美術館や博物館から
お 借りして、あわせてご紹介します。
　美術の魅力をお楽しみいただくとともに、日本赤十字社の歩みや人々が日本赤十字社に寄せた熱い思い、
そしてその根底にある「人道博愛の心」にも思いをめぐらせてください。

関
連
行
事



■平成29年4‒5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 こどもの日フェスティバル 5/5（金・祝）　9:30～16:00

今に生きる「人
道博愛の心」
展実行委員会

日本赤十字社徳島県支部創立130周年記念展
　今に生きる「人道博愛の心」美術に見る日本赤十字社の歩み

4/22（土）～6/11（日） 有料（大人1,000円ほか）
　〈美〉２階　展示室３

徳島県
とくしまＬＥＤ・
デジタルアート
実行委員会

チームラボ　徳島県文化の森
　プロジェクションマッピング「文化の森に憑依する滝」
　　デジタルアート「クリスタル ユニバース」

常設　開館日の19:00～21:00
3/20（月・祝）～6/30（金）9:30～17:00
　※土・日・祝日は19:00 まで

文化の森総合公園
　有料（一般200円・小中高生100円）
　　〈21〉1階  多目的活動室

図書館 開館100周年  企画展「なつかしの図書館写真展―県立図書館の100年―」
企画展「読んでみん？みんなのすすめる本」
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 14:00～14:30）
こどもの日のおはなし会

2/10（金）～4/23（日）
4/25（火）～6/11（日）
4/8（土）・4/22（土）・5/13（土）・5/27（土）
4/8（土）・4/22（土）・5/13（土）・5/27（土）
4/13（木）・5/11（木）
5/11（木）
4/9（日）・4/23（日）・5/28（日）
5/5（金・祝）　14:00～15:00

1階ギャラリー
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
2階おはなしのへや

博物館 特別陳列「日本のアザラシと極地の動物たち」
徳島の自然と歴史
　部門展示「これなあに？―生活の道具今昔―」
　部門展示「弥生時代の暮らしを伝える木製品」
小中高生クイズラリー（毎月第2・第 4土曜日 9:30～16:00）

4/15（土）～6/11（日）
常設
　 1/17（火）～4/2（日）
　 4/4（火）～6/25（日）
4/8（土）・4/22（土）・5/13（土）・5/27（土）

〈博〉1階　企画展示室
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
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「文化財保護の黎明と鳥居龍蔵」
　トピックコーナー展示「鳥居龍蔵の船上ランチ－日本
　　　　　　　　郵船株式会社「楽洋丸」のメニュー－」

常設
　11/8（火）～4/2（日）
　4/4（火）～ 7/30（日）

有料Ａ　常設展示室
　常設展示室内  第２展示室
　常設展示室内  第２展示室

近代美術館 所蔵作品展　徳島のコレクション　2016年度第Ⅲ期
　　特集　作品の中の作家
所蔵作品展　徳島のコレクション　2017年度第Ⅰ期
　　特集　新収蔵作品を中心に

12/23（金・祝）～4/23（日）
　 2/21（火）～4/23（日）
4/29（土・祝）～7/17（月・祝）
　 4/29（土・祝）～7/17（月・祝）

有料A
　展示室1，2
有料Ａ　
　展示室1，2

文書館 文書館の逸品展「古文書が語る石井の歴史」
文書館の逸品展「県報から見る徳島県の歴史」

1/31（火）～4/23（日）
4/25（火）～ 8/ 6（日）

文書館展示室
文書館展示室

21世紀館 土曜映画会
　「アレクサンドリア」
　「アンナ・カレニナ」

4/  8（土）　14:00～
5/13（土）　14:00～

ミニシアター  定員  50人
ミニシアター  定員  50人

■春休み・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、
春休み期間（3/25（土）から4/9（日）まで、但し休館日を除く）中の毎日9:30から17:00まで、貸館施設を日替わりで学習室
として開放します。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。
なお、野外劇場は平成29年度に屋根の設置工事を予定しています。平成30年度には全天候型の野外劇場に生まれ変わる予
定ですので、是非ご利用ください。詳細については、21世紀館まで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。上八万、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。

◆大型バス又はマイクロバスでご来園を予定のお客さまにつきましては、事前に
　ご連絡くださいますよう、お願いいたします。
※連絡先：文化の森総合公園　電話088-668-1111（代表）

■交通のご案内

◎開館時間  9:30～17:00  図書館は平日9:30～19:00　デジタルアート「クリスタルユニバース」は土・日・祝日のみ19:00まで開催
◎休館日　4/3㈪・4/10㈪・4/17㈪・4/24㈪・5/1㈪・5/8㈪・5/15㈪・5/22㈪・5/29㈪（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4/20㈭・5/18㈭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）

※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。

名 称 日 時 場 所 備 考

ネイチャーゲーム大会★ 5/28（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

エンジェルスマイルコンサート 5th 4/2（日）　　　　　    13:30～　　　　　　　　　　 （開場13:00） イベントホール エンジェルスマイル　090-6282-1772（前田）無料

フラワーアレンジメント
4/6（木）・4/13（木）・4/20（木）・4/27（木）
5/11（木）・5/18（木）・5/25（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）

とくしま発達障がい啓発イベント2017
知ってください　発達障がいのこと 4/8（土） 10:00～16:00 イベントホール

徳島県発達障がい者総合支援センター
　0885-34-9001（ハナミズキ）　無料
　0883-63-5211（アイリス）

♪どれみ音楽教室
リトミック＆ピアノコンサート 4/9（日） リトミック 11:00開演

 ピアノ　　 13:30開演 イベントホール 木村　090-8283-0093　無料

住まいの大リフォーム博 4/15（土）～4/16（日） 10:00～17:00 イベントホール 住友不動産（株）　0120-093-015　無料

第８回リトルカナダ英語教室発表会 4/23（日）　　　　　  13:30 ～　　　　　　　　　　 （開場 13:00） イベントホール リトルカナダ英語教室　088-654-6054　無料

第15回　ピアノコンサート 4/30（日） 13:10～16:10 イベントホール 瀬山あゆみ・阿部香織　080-3921-6687（瀬山）  無料

ラボ後藤パーティ英語表現発表会＆
留学体験対談会 5/6（土） 13:00～16:00 イベントホール ラボ後藤パーティ　090-1579-3795（後藤）  無料

徳島はっちーソロ公演
『ありしひ  きたるひ』 5/21（日）　　　　　  15:00～　　　　　　　　　　 （開場 14:30） イベントホール 徳島はっちー　090-4976-4849

tokushimahatcy@gmail.com　1,000 円
短篇映画「オレたち！オーバーオール !!
（OUR HEARTS! OUR HOMETOWN!!）」上映会 5/28（日）　　　　　  14:00～　　　　　　　　　　 （13:30 開場） イベントホール 清本章太　050-3570-2910

s.kiyomoto@gmail.com　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。

《主催》徳島県立博物館，プロジェクトとっかり
　　    香川 美穂

《日時》平成29年4月15日㈯～6月11日㈰
《会場》県立博物館  1 階  企画展示室

　アザラシは北極や南極に住んでいるイメージの強い動物ですが，2005年に那賀川河口に現れたアゴヒゲアザラシ
のナカちゃんのように，温暖な四国・徳島に現れた個体もこれまでに3体確認されています。
　今回の展示では，日本に生息するアザラシの分類や生態，生息状況をはじめ，アザラシと人間の共存を目指す活動の
様子や，本来の生息地から2千キロ以上離れた徳島までナカちゃんがやってきた理由など，日本のアザラシについて，
様々な切り口から紹介するほか，徳島在住の動物写真家・香川美穂氏が撮影した極地に住む動物たちのすばらしい生態
写真も展示します。皆さま是非ご覧ください。

ゼニガタアザラシ
（写真：コバヤシカヨ）

〈学芸員編〉 講師：佐藤 陽一（県立博物館）
 4/16（日），5/7（日） 14:00～15:00

〈動物写真家編〉 講師：香川 美穂
 4/29（土・祝），5/4（木・祝） 14:00～15:00

〈プロジェクトとっかり編〉 講師：藤井 啓・コバヤシカヨ
 5/3（水・祝），5/21（日） 14:00～15:00

関連行事　スライド＆トーク

【県立博物館 特別陳列】日本のアザラシと極地の動物たち 入場無料


