
文化の森 サマーフェスティバル文化の森 サマーフェスティバル
文化の森の夏まつり♪楽しい催しがいっぱいです！文化の森の夏まつり♪楽しい催しがいっぱいです！
日時　平成29年8月20日（日）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・21世紀館ほか

参加
無料

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）

文化の森通信
2017
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【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

５日土 …………………………………………………
博物館 博物館スペシャル

「夜の博物館ドキドキ体験ツアー」★
19:30～21:00　博物館常設展示室ほか　定員30人

文書館 古文書講座（初級）⑦★
14:00～16:00　文書館2階講座室

６日日 …………………………………………………
博物館 ミュージアムトーク「『青い目の人形』のはなし」

13:30～15:00　博物館講座室　定員50人
企画展関連行事
「ミクロのモンスターを観察しよう！」★
13:30～15:30　博物館実習室　定員15人

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

夏休み自由研究スペシャル企画
「みんなで発見!!鳥居龍蔵を知ろう!!」★
13:30～15:00　鳥居龍蔵記念博物館展示室　定員20人
小学校5、6年生対象

９日水 …………………………………………………
文書館 教員のための文書館活用講座★

10:00～15:30　文書館2階講座室
10日木 …………………………………………………
21世紀館 文化の森パソコン講座

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　

13日日 …………………………………………………
博物館 企画展「ザ・モンスター

～海と陸のへんてこ生物たち～」展示解説
14:00 ～ 15:00　博物館企画展示室

19日土 …………………………………………………
博物館 企画展関連行事「モンスターの絵を描こう!」

10:00～16:00　博物館企画展示室
26日土 …………………………………………………
文書館 古文書講座（初級）⑧★

14:00～16:00　文書館2階講座室

近代美術館 ワークスペース「ミニ本をつくろう」
～10/9（月・祝）開催中随時
9:30～17:00　美術館ロビー　8月は無料　

27日日 …………………………………………………
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　博物館実習室・講座室
採集した標本をご持参ください
海部自然・文化セミナー
「阿波漁民の朝鮮半島近海への出漁」
13:30～15:00 海陽町立博物館 定員50人 現地集合

近代美術館 「音楽と絵でつくるおはなしの世界」★
13:30～15:50　美術館展示室3ほか　対象は小学生
以下のこどもと保護者（小学生はこどものみの参加も
可）定員20人（保護者を含む）

文書館 第55回企画展「蜂須賀家家臣と拝領地
－武藤家文書を中心に－」展示解説
13:30～15:00　文書館2階講座室・展示室

21世紀館 文化の森パソコン講座
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

29日火 …………………………………………………
近代美術館 「美術館でおはなし会」

10:30～（20分程度）　美術館ロビー　対象は幼児か
ら小学校3年生程度　こども30人（先着順）

近代美術館 「折りたたみ絵本をつくろう」
13:30～15:30　美術館ロビー

文化の森教室 8－9月

8月

9月
２日土 …………………………………………………
近代美術館 学芸員のポイント解説「『劉生図案画集』と徳

島の木版彫刻師・伊上凡骨」
14:00～14:20　美術館展示室3　対象はどなたでも

図書館 まなびの森講演会　第4回「南海トラフの地震と津波」★
13:00～15:00　図書館集会室1　定員60人

３日日 …………………………………………………
近代美術館 「銅版画プレス機でオリジナルのミニ本をつくろう」★

10:00～15:30　美術館アトリエ　一般（高校生以上）　
定員20人

９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9月」

9:30～17:00　博物館実習室　定員10人

文書館 古文書講座（初級）⑨★
14:00～16:00　文書館2階講座室

近代美術館 こども鑑賞クラブ「本の楽しさ」
14:00～14:45　美術館展示室3　小学生対象

10日日 …………………………………………………
博物館 ワクワクむかし体験「触れてたのしむ古美術品」★

13:30～15:00　博物館講座室　定員30人

近代美術館 展示解説　20世紀の人間像
14:00～14:45　美術館展示室1

14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

16日土 …………………………………………………
博物館 古文書で学ぶ歴史入門「古文書に親しむ①」★

①～⑤セット
13:30～15:00　博物館講座室　定員30人

近代美術館 スペシャルトーク「さわって読む本のたのしさ」
14:00～15:00　美術館展示室3　対象はどなたでも

18日月・■ ……………………………………………
近代美術館 学芸員の見どころ解説　

14:00～15:00　美術館展示室3　対象はどなたでも

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

鳥居龍蔵セミナー第3回
「鳥居龍蔵のベストセラー『有史以前の日本』
－日本人成立論をめぐって－」
13:30～15:00　博物館講座室　定員50人

23日土・■ ……………………………………………
近代美術館 アートの日－子どもはどのようにアートや音

楽を”あそぶ”のか
14:00～15:30　美術館講座室

文書館 古文書講座（初級）⑩★
14:00～16:00　文書館2階講座室

24日日 …………………………………………………
博物館 海部自然・文化セミナー「文化財が語る徳島の歴史」

13:30～15:00 海陽町立博物館 定員50人 現地集合

近代美術館 スペシャルトーク「ZINE（ジン）の魅力：ZINE民
の ZINE民による ZINE民のための ZINE講座」
14:00～15:00　美術館展示室3

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

30日土 …………………………………………………
近代美術館 あったらいいなこんな手話ビデオ

－次の一手をいっしょに考える会議
14:00～16:00　多目的活動室

※★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。みんなで学ぼう

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券が必要

徳島県文化の森総合公園

観覧券が必要です

観覧料必要

観覧料必要

観覧券が必要

祝

8月

9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。

29日火・30日水 ………………………………………

祝

観覧券が必要

観覧券が必要

観覧券が必要

会期：平成29年7月22日(土) ～ 9月10日(日)
主催：徳島県立博物館　　会場：徳島県立博物館 1階 企画展示室

　地球上に知られる約160万種の生物
には、奇妙な形をしたもの、鮮やかな
色をなすもの、ふしぎな暮らしをする
ものなど、人間の想像をはるかに超え
たへんてこ生物が存在します。深海生
物、寄生生物、珍奇昆虫…生命誕生40
億年で生まれた多様な生物の世界を紹
介します。

観覧料が
必要です

　美術と本をテーマに当館のコレクションからピカソやシャガー
ルらの20世紀の挿絵本、現代のアーティストブック、徳島出身の
木版彫刻師・伊

い

上
がみ

凡
ぽん

骨
こつ

の作品を展示します。さらに仕掛け絵本や
さわる本、当館制作の鑑賞教材絵本、少部数の自主制作冊子Z

ジ　ン

INE
の紹介など、美術と本の楽しい関係をさぐります。

会期：平成29年8月26日（土）－10月9日（月・祝）
会場：徳島県立近代美術館　展示室3

所蔵作品展　徳島のコレクション　2017年度第2期
祝　県立図書館100周年

「美術×本＝楽しさと多様性」展

アンリ・マティス　『ジャズ』より　イカルス　1947年刊



第55回企画展 「蜂須賀家家臣と拝領地 －武藤家文書を中心に－」
蜂須賀家の重臣であった武藤家には、江戸時代の給地支配に関するもの、文芸に関するも
の、武芸や軍制に関するもの、明治期に取り組んだ新事業に関するものなど多くの貴重な
史料が残されています。これらを通して、江戸時代から明治時代にかけての上級武士・士
族の生活や活動について紹介します。
と　き　平成29年8月8日（火）～ 10月29日（日）
ところ　徳島県立文書館　2階　展示室 入場

無料展示解説　8月27日（日）・10月1日（日）　13：30 ～ 15：00

■平成29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
屋外展示　文化の森に憑依する滝

8/20（日）9:30～16:00
常設 文化の森総合公園　無料

図書館 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）
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）8月は変更
まちのお薬相談室（毎月第2・第4土曜日13:00～16:00）
出前講座「まなぼうさい教室」
「図書委員が選ぶ、図書館の本」展

8/10（木）・9/14（木）
9/14（木）
8/12（土）・8/26（土）・9/9（土）・9/23（土）
8/6（日）・9/10（日）・9/24（日）
8/12（土）・8/26（土）・9/9（土）・9/23（土）
8/24（木）
8/8（火）～10/1（日）

2階おはなしのへや
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
1階エントランス
3階　集会室1
1階ギャラリー

博物館 企画展「ザ・モンスター～海と陸のへんてこ生物たち～」
徳島の自然と歴史
　部門展示「鎌田誠一氏　化石コレクション展」
　部門展示「本家源之丞座の資料－県立図書館で守られた郷土資料－」
　　　　　祝　県立図書館100周年
小中高生クイズラリー（毎月第2･第4土曜日9:30～16:00）

7/22（土）～9月10日（日）
常設
　	6/27（火）～9/24（日）
　	9/26（火）～11/26（日）

8/12（土）・8/26（土）・9/9（土）・9/23（土）

有料A　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

常設展示室ほか

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　祝　県立図書館100周年
	　「100年前の鳥居龍蔵－近畿地方の『石器時代』を探る－」

常設

8/1（火）～12/3（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 所蔵作品展　徳島のコレクション　2017年度
　特別陳列　『安

やす

井
い

仲
なか

治
じ

写真作品集』（復刻版）
所蔵作品展　徳島のコレクション　2017年度　第2期
　特集　菊畑茂久馬の絵画
所蔵作品展　徳島のコレクション　2017年度　第2期
　「美術×本＝楽しさと多様性」展　祝　県立図書館100周年

～ 8/20（日）

7/22（土）～ 11/26（日）

8/26（土）～ 10/9（月・祝）

展示室3

有料A　展示室1，2

有料A　展示室3

文書館 第55回企画展「蜂須賀家家臣と拝領地－武藤家文書を中心に－」
文書館の逸品展「県報から見る徳島県の歴史」

8/8（火）～10/29（日）
4/25（火）～8/6（日）

文書館2階展示室
文書館2階展示室

21世紀館 21世紀館　おやこでたのしもう！（毎月第2木曜日11:00～12:00）
土曜映画会「手紙」
文化の森　21世紀館で歌おう
　（毎月第2水曜日14:00～15:00・第4金曜日11:00～12:00）
土曜映画会「それでも夜は明ける」
文化の森　四国ビッグバンドジャズフェスティバル

8/10（木）･9/14（木）
8/12	（土）　14:00～
8/9（水）・8/25（金）・
9/13（水）・9/22（金）
9/9（土）　14:00～
9/17（日）	11:00～

ミニシアター　定員　	50人
イベントホール　定員　	112人

ミニシアター　定員　	50人

イベントホール　定員　	112人
イベントホール　定員　	250人

■平成29年度　家族でおでかけ・節電キャンペーン	
平成29年7月21日（金）から8月31日（木）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、阿波踊り期間中（8月12日（土）～8月15日（火））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。
■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（金）から8/31（木）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、ぜひご利用ください。詳細については、21世紀館までお問い合わせください。

◎開館時間　9:30～17:00　図書館は平日9:30～19:00
◎休館日　8/7㈪･ 8/21㈪･ 8/28㈪･9/4㈪・9/11㈪･9/19㈫・9/25㈪ （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8/17㈭・9/21㈭も休館

■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「※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）

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★ 9/24（日）9:30～12:00 知識の森　芝生広場 参加費200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

フラワーアレンジメント
8/3（木）・8/17（木）・8/24（木）・8/31（木）
9/7（木）・9/14（木）・9/21（木）・9/28（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）

てんてん・くるくる曼茶羅展～点描・パステル合同展～ 8/4（金）～8/6（日）9:30～　 多目的活動室 岩佐　090-3787-0515

2017年度“我が家の天使”写真展 8/5（土）～8/6（日）9:30～17:00 ギャラリー スタジオ・ケント　（徳島川内本店）088-637-1337、
（ザ・ビッグ阿南店）0884-23-5620　無料

こどもミュージカル　Yume 8/6（日）14:00～16:00 イベントホール 山本　090-1176-7363
徳島彫刻集団が主催する個展「濵口惠」展 8/9（水）～8/15（火）9:30～17:00 ギャラリー 徳島彫刻集団　無料
祖川幼児教育センターピアノ教室発表会 8/11（金）13:00～ イベントホール 日開　088-623-6600

アスタリスク2017 8/18（金）～8/19（土）9:30～17:00
8/20（日）9:30～16:00 ギャラリー グループアスタリスク　無料

第32回徳島二紀会 8/22（火）～8/26（土）9:30～17:00
8/27（日）9:30～16:00 ギャラリー 徳島二紀会支部長　鎌田邦宏

088-633-5233（徳島二紀会事務局　平木）　無料
住まいの大リフォーム博 8/26（土）～8/27（日）10:00～ イベントホール 住友不動産（株）　0120-093-015
三原博志個展－スカルプチュア＆ドローイング－ 8/29（火）～9/3（日）9:30～17:00 ギャラリー 徳島彫刻集団　無料
シンフォニア徳島　サマーコンサート 9/3（日）14:00～ 多目的活動室 木具　080-6398-4854
第63回青少年非行防止県下中学校生徒弁論大会・
平成29年度少年の主張徳島県大会 9/6（水）13:30～16:15 イベントホール 青少年育成徳島県民会議　088-625-6166

木田英之と写真クラブ合同展 9/8（金）～9/9（土）9:30～17:00
9/10（日）9:30～16:00 ギャラリー 木田英之と写真クラブ合同展実行委員会

代表　福原敏雄　090-5271-5231　無料
シューボックスアート展 －大久保英治
と徳島、韓国アーティストの交流展－

9/16（土）～9/23（土）9:30～17:00
9/24（日）9:30～16:00 ギャラリー 長楽州平　無料

K-POPを楽しむライブ 9/24（日）15:00～ イベントホール 姜　盛文　080-5004-5941

第59回硬筆書道県展 9/30（土）13:00～17:00
10/1（日）10：00～16:00 ギャラリー 讃岐浩史　088-653-8079　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。
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