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沿革

1 昭和55年 1月

　文化の森構想発表

昭和56年 2月

　文化の森懇話会報告書提出

昭和57年 3月

　建設地を徳島市八万町向寺山及び寺山に決定

　　　　12月

　美術館基本構想報告書提出

昭和59年 5月

　美術館資料収集委員会発足

昭和60年 8月

　施行式挙行

昭和61年 4月

　県企画調整部に文化の森建設事務局設置

昭和62年 7月

　建設工事着工

平成元年12月

　建設工事竣工

平成 2年 4月

　徳島県文化の森総合公園文化施設条例施行

　県教育委員会に徳島県立近代美術館を設置

　徳島県立近代美術館資料収集委員会発足

　徳島県立近代美術館協議会発足

　　　　11月 3日

　開館
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基 本 理 念 と
事 業 方 針　

2 　徳島県立近代美術館　基本理念

　徳島県立近代美術館は、地域の文化活動の拠点である

文化の森（※）の一員として、 特に美術を中心とした県民

文化の振興を図ります。

　「先導し、発信する」

　未来と世界に目を向け、豊かな人間性を育む場として、

展示や教育普及事業などを通して、近代・現代美術を中心

とした文化活動を先導し、芸術文化情報を発信します。

　「研究し、還元する」

　近代・現代美術、あるいは徳島にゆかりのある作品や関連資

料を調査、研究し、あらゆる美術館活動に活かします。

　「保存し、伝える」                           

　資料収集方針に基づいて収集した貴重な作品や資料を

良好な状態で保存し、後世に伝えます。

　「地域に根ざし、連携する」

　親しまれる美術館として、ボランティアをはじめとする県

民との協働や県民の参加を進めます。

　他の文化施設や大学・学校などの教育機関との連携を

深め、相乗効果を図り、地域文化の創造性を高めます。

　「安らぎ、体験する」

　自然豊かな文化の森で、安らぎとゆとりを満喫し、実物の

美術作品にふれる感動や体験のできる場を提供します。

※（注）文化の森総合公園　五つの文化施設（図書館、博物館、近代美術館、
文書館、二十一世紀館）が一堂に会した総合公園
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常に新しい美術館利用者を開拓し続けるため、近代、

現代の美術展、日本、海外の美術展、徳島ゆかりの美

術展、 啓蒙的な内容の美術展など多彩な内容の展覧

会を時期にも配慮しながらバランスよく開催する。

4. 教育普及事業

　（1）　美術館での作品鑑賞をより豊かにすることを目的と

して、館事業への理解が深まり、幅広い角度で美術館

に親しんでもらえるような催しを開催する。

　　　一般向けの展示解説や講座、制作を体験するワーク

ショップや作家によるトーク、 子供向けの鑑賞教室な

どを行い、多様な学習機会を提供する。また、県内各

地で移動展を行い、鑑賞の場を提供する。

　（2）　県内全ての児童生徒に鑑賞の楽しさを届けること

を目的として、学校教育との連携を進める。

　　　授業や遠足による美術館利用の促進、学芸員による

解説や授業の実施、教員や大学との連携による鑑賞教

材の開発と実践などを通じて、美術館と学校を結ぶ鑑

賞教育の裾野を広げていく。

　（3）　子供から大人まで、より多くの人々が美術館で楽し

く過ごすことのできる、親しめる美術館となることを目

的として、 美術館ボランティアによる県民との協働を

推進する。

　　　ボランティアが、独立した自主的な組織運営が可能

になるようにサポートし、 所蔵作品展に関連した独自

のイベントの企画・実施をはじめとして、美術館を取り

巻く多様化するニーズや課題に幅広く対応していく協

働体制づくりを行う。

1 資料収集保存事業

　資料収集方針

 （1）　基本方針

　　　①　現代美術の動向を国際的視野に立って把握し、

二十一世紀への展望が開けることを課題に国内

外の優れた現代絵画・彫刻を中心に収集する。

　　　②　現代美術の背景を理解するために近代美術も

併せて収集する。

　　　③　近代以降活躍した徳島ゆかりの作家の作品を

収集する。

　　　④　一次資料を理解するために二次資料も併せて

収集する。

 （2）　具体的方針

　　　①　＜人間＞を主題とする作品を中心に収集する。

　　　②　広い視野に立ち、 現代版画を総合的に収集

する。

2. 調査研究事業

　調査研究事業は、全ての美術館活動の基盤であり、日

常的、継続的に進めていくものである。なかでも、所蔵

作品・作家についての調査研究や徳島ゆかりの作家・作品

の基礎調査は、とりわけ重要であり、また、教育的な視

点からのアプローチも欠かせない。

　その成果は、論文や学会発表にとどまらず、収集、展

示、 教育普及のそれぞれの美術館事業に活かされていか

なければならない。

3. 展示事業

　（1）　所蔵作品展では、定期的な展示替えを行いながら所

蔵作品を公開する。できる限り多くの所蔵作品を鑑

賞する機会を提供し、展示の新鮮さを維持すると同時

に、作品の保護を図るためである。

　　　また、収集方針への理解を容易にするため、原則と

して収集方針に即した展示とする。

　（2）　特別展では、原則として近代、現代美術を対象とし、

所蔵作品展では紹介しきれない分野や作家、作品を紹

介する。様々な美術愛好家の期待に応えるとともに、

事業方針
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展 覧 会 事 業

3 3-1　常設展　平成19年度

「所蔵作品展　徳島のコレクション2007-II～IV、 及び

2008-I」として4期に分けて、展示室1、2、美術館ロビー、

屋外展示場、彫刻の小径において、所蔵作品の展覧を行っ

た。

当館の3つの収集方針にあわせて、展示室1に「20世紀の人

間像」「現代版画」、展示室2に「徳島ゆかりの美術」のコー

ナーを設け、多面的な作品紹介に務めた。

「現代版画」のコーナーでは、年間を通して様々な作家によ

る版画集を紹介した。

（出品リストの凡例）

国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順。

作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸

法（㎝）。平面作品の寸法は縦×横。

立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、 一部h.

（高さ）で表したものがある。

版画の寸法は原則としてイメージ・サイズだが、†が付され

たものはシート・サイズ。
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1

所蔵作品展　徳島のコレクション2007-Ⅱ

�会期

　平成19年5月19日[土]～6月17日[日]

�休館日

　月曜日

�視点

平成18年度の新収蔵作品を特集して紹介した。

「20世紀の人間像」のコーナーでは、平成18年度に新しく収

蔵した上野泰郎の日本画〈生きる人II〉、〈地のむれ〉、〈野に

みつ〉、川端健生の日本画〈稲荷〉のほか、これらの作家の

既に所蔵している作品などを中心に紹介した。

「現代版画のコーナーでは、「新収蔵・吹田文明の版画」と題

して、新しく収蔵した、初期と近年の作品を紹介した。

「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、新しく収蔵した広島

晃甫の日本画〈烏鷺図〉、〈紫衣の女〉、 守住勇魚の日本画

〈管絃の図〉、市原義之の日本画〈映ゆ〉、三宅克己の水彩

画〈あさやけ〉（1907年、第1回文部省美術展覧会出品作品）

のほか、これらの作家の既に所蔵している作品を中心に紹

介した。

�観覧料

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。

�関連事業

　＊4-1-1普及事業・美術館教育・所蔵作品展に関連した催

しの項を参照。

�印刷物

出品リスト：A3判二つ折りサイズ（仕上がりA4判）　4

ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「子どもワークシート」作成の

項を参照。

�入館者数

　2,338人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�担当学芸員

　安達一樹、友井伸一

�出品リスト

［新収蔵］と表示したものは、平成18年度新収蔵作品。
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展示室1
■20世紀の人間像　5月19日［土］-6月17日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

130.3×162.0油彩　キャンバス1959家族麻生三郎

175.0×129.6 [新収蔵　上野淑
子氏寄贈]

紙本着色1959生きる人II上野泰郎

229.0×280.0紙本着色1972人間讃歌

144.0×188.6 [新収蔵　上野淑
子氏寄贈]

紙本着色1981地のむれ

180.0×263.6 [新収蔵　上野淑
子氏寄贈]

紙本着色1997野にみつ

219.4×175.5紙本着色1966九十九里浜II大森運夫

90.9×72.7紙本着色1981浮世絵師安藤広重片岡球子

134.0×190.0 [川端史子氏寄贈]紙本着色1969この子らが川端健生

170.0×280.0紙本着色1986黄昏

170.0×123.5 [新収蔵　川端史
子氏寄贈]

紙本着色1987稲荷

240.0×182.0綿布着色1995宇曽利山湖

190.0×500.0岩彩、テンペラ　キャンバス1985穢土小嶋悠司

150.0×150.0アクリル絵具　綿布1995UNTITLED（BROKEN 
TREASURE）

奈良美智

79.0×47.0×16.0アルミニウム1972頃耳三木富雄

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937子供と伯母パウル・クレー

55.0×38.0油彩　キャンバス1937ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

74.3×52.2墨、パステル　紙1929ダンサー（ロシア・バレエ
団による「放蕩息子」より）

ジョルジュ・ルオー

60.4×45.5 [新収蔵　作家寄贈]木版・紙版　水性絵具1957機械吹田文明

45.2×60.5木版　水性絵具1957機械No.65

60.7×45.5 [新収蔵　作家寄贈]木版ほか　油性絵具1957城

46.3×63.0 [新収蔵　作家寄贈]木版・紙版　水性絵具　墨流し1957逃る

46.0×61.0 [新収蔵]木版・紙版　水性絵具1960胎動B

45.0×58.0 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1963氷湖

45.4×60.0 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1964嵐の中の旗

60.4×45.2 [新収蔵　作家寄贈]木版　水性・油性絵具1964風の方向

91.6×61.0 [新収蔵　作家寄贈]木版　水性・油性絵具1970暮色

91.8×60.5 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1970land 陸

91.0×60.6 [新収蔵　作家寄贈]木版　水性・油性絵具1975白い風景

現代版画
■新収蔵・吹田文明の版画　5月19日［土］-6月17日［日］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

90.5×60.2 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1982遭遇吹田文明

68.2×59.6 [新収蔵　作家寄贈]木版　水性・油性絵具1983赤い星

60.0×88.2 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1988明日は雨

90.0×60.0 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1995南に散りし友に捧ぐII
（戦後50年の鎮魂詩）

91.0×60.0 [新収蔵]木版・紙版　水性・油性絵具1997白鳥座

60.0×87.5 [新収蔵]木版　水性・油性絵具1998銀河を渡るB

34.8×12.5 [新収蔵]墨流し2001歩く蟹

23.6×16.3 [新収蔵]墨流し2001貴婦人

22.4×34.5 [新収蔵]墨流し2001流れの中の井形

16.2×26.3 [新収蔵]墨流し2001迷い道

59.8×89.0 [新収蔵]墨流し2001（無題）

60.0×90.0 [新収蔵]木版　水性・油性絵具2003悲しみのニケ

60.0×89.8 [新収蔵]木版　水性・油性絵具　金箔2003矢羽根飛ぶ

60.0×90.0 [新収蔵]木版　水性・油性絵具2006何処へ

展示室2
■徳島ゆかりの美術　5月19日［土］-6月17日［日］

200.0×200.0 [新収蔵　公立学
校共済組合徳島支部寄贈]

紙本着色1979映ゆ市原義之

197.9×197.9紙本着色1986冬日

90.0×116.0油彩　キャンバス1946陰伊原宇三郎

116.7×90.9油彩　キャンバス1948室内風景

20.9×16.3 [新収蔵　高宮剛一
氏寄贈]

1952伊原宇三郎他　画帳1

17.8×25.3 [新収蔵　高宮剛一
氏寄贈]

1952伊原宇三郎他　画帳2

80.4×100.0油彩　キャンバス1958丘の風景

46.5×51.4 [新収蔵]紙本着色1922鳶尾草広島晃甫

34.6×45.8 [新収蔵]紙本着色1922牡丹

108.0×41.5 [新収蔵]絹本着色1925紫衣の女

120.8×34.0 [新収蔵]絹本着色1926松竹梅

176.0×422.0 [新収蔵]絹本着色1934烏鷺図

165.0×105.0絹本着色1941赤装女

35.5×48.8 [新収蔵]絹本墨画大正－昭和
初期

夕陽山水

110.8×41.5 [新収蔵]絹本着色大正－昭和
初期

不二山

131.6×41.8 [新収蔵]絹本着色大正－昭和
初期

新柳宿雀
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

124.1×30.6 [新収蔵]紙本墨画着色大正－昭和
初期

猫広島晃甫

45.4×56.6 [新収蔵]紙本墨画着色大正－昭和
初期

兎

36.0×41.3 [新収蔵]絹本着色大正－昭和
初期

蝶に露草（仮称）

117.5×37.7 [新収蔵]絹本着色大正－昭和
初期

秋渓

65.2×87.9 [新収蔵]絹本着色（扇面）、 紙本着色（屏
風）

大正－昭和
初期

扇面屏風（仮称）

281.0×130.0 [新収蔵　京野葉
子氏寄贈]

絹本着色1942松竹梅繪裲襠

47.1×37.3水彩　紙1905風景三宅克己

37.0×46.0 ［新収蔵］水彩　紙1907あさやけ

35.8×54.0水彩　紙1915冬の小川

21.1×30.2水彩、鉛筆　紙1876-78頃新橋停車場風景守住勇魚

24.3×32.2油彩　紙明治期家のある風景

25.0×34.7油彩　紙明治期木蓮

21.5×26.5油彩　紙明治期本のある静物

25.1×34.7油彩　紙明治期牡丹と木蓮

34.7×24.9油彩　紙明治期牡丹

32.1×24.1油彩　紙明治期薔薇

25.3×31.8油彩　紙明治期急須

26.0×35.5油彩　紙明治期急須と湯呑

127.0×51.0 [新収蔵]絹本着色1919管絃之図

110.4×49.9絹本着色不詳月仲國小督図守住周魚

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

ブロンズ1981アダムとイヴフェルナンド・ボテロ

193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

ブロンズ1979-80腰をかける人リン・チャドウィック

■屋外展示場　5月19日［土］-6月17日［日］

265.5×315.0×29.2鉄1986スチール・ヘッドジョナサン・ボロフス
キー

181.0×61.0×48.0ブロンズ1921着衣のポモナアリスティード・マイ
ヨール

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■美術館ロビー　5月19日［土］-6月17日［日］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

121.0×65.0×30.0安山岩1984オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

■彫刻の小径　5月19日［土］-6月17日［日］

h.300.0御影石1990森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0黒御影石、ベンガラ1989四角い形D山口牧生
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2

所蔵作品展　徳島のコレクション2007-Ⅲ

ページ

「美術を楽しむ・わたくし流　田上和子のチェロ演奏」チ

ラシ：A5判片面　簡易印刷

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「こどもワークシート」作成　

の項を参照。

�入館者数

　4,468人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事、放送番組

「有名作家の作品を特集　県立近代美術館　所蔵作品

展始まる」　『徳島新聞』　平成19年6月23日（夕刊）

「才能あふれる23点　近代美術館　池田満寿夫展始ま

る」　『徳島新聞』　平成19年7月24日（夕刊）

「県立近代美術館　所蔵作品を紹介　9月24日まで　徳

島のコレクション2007-III　シャガールやピカソ、横山大

観など165点」　『毎日新聞』　平成19年7月26日（徳島版）

�担当学芸員

　友井伸一、安達一樹

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。寸法末尾に＊aを付したも

のは8月5日[日]まで、＊bを付したものは8月7日[火]以降

に展示した。

�会期

　平成19年6月23日[土]－9月24日[月・振休]

�休館日

月曜日（7月16日、9月17日、24日は開館）、7月17日[火]、

9月18日[火]

�視点

「20世紀の人間像」のコーナーでは、「20世紀美術のスター

たち」をテーマに特集展示を行った。日本の作家では、横

山大観、下村観山、橋本関雪、鏑木清方、安井曾太郎、

児島善三郎、前田寛治ら、また海外の作家では、クレー、

ピカソ、マティス、シャガール、ウォーホル、シーガルな

どの有名作家たちの作品を展示した。新しい表現が

次々と誕生し、 様々に展開した20世紀の美術における、

多彩な人間表現を概観した。また、出品作家に関する画

集などを閲覧できるコーナーを展示室内に設けた。

「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、徳島出身の作家で

ある三宅克己の水彩画、日下八光、広島晃甫の日本画

などをとりあげた。また池田遙邨の＜鳴門＞や祖谷の渓

谷を題材にした下保昭の＜峡＞（後半）など、徳島の景勝

地を取材した作品や、徳島という土地をテーマにした現

代美術の作品（大久保英治、福田新之助）も紹介した。

「現代版画」のコーナーでは、黒崎彰の木版画、池田満寿

夫の銅版画や豆本、日和崎尊夫と木原康行の銅版画を、

それぞれ会期中に展示替えを行って3回に分けて紹介し

た。

関連事業では、新しい試みとして、音楽や舞踊など、様々

な分野の方の美術へのアプローチの仕方を通じて、「わた

くし流」の美術の楽しみ方を提案する催し【美術を楽し

む・わたくし流】を展示室内で開催した。今回はチェロ演

奏を行った。

�観覧料

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。

�関連事業

　＊4-1-1普及事業・美術館教育・所蔵作品展に関連した催

しの項を参照。

�印刷物

出品リスト：A3判二つ折りサイズ（仕上がりA4判）　4
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展示室1
■20世紀の人間像　特集：20世紀美術のスターたち　6月23日［土］-8月5日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

26.7×56.3 *a絹本着色1926草園の図入江波光

128.5×41.5 *b絹本着色1939夏姿鏑木清方

93.5×89.0 *b絹本着色1930頃虫撰菊池契月

91.0×116.6油彩　キャンバス1925-28籐椅子に掛ける裸婦児島善三郎

各169.5×362.5（六曲一双） *b紙本着色1911毘沙門天 弁財天下村観山

99.2×73.3油彩　キャンバス1959ブラインドを降す男鳥海青児

各159.5×351.0（六曲一双） *a絹本着色大正初期五柳先生橋本関雪

h.32.0ブロンズ1964原の城　頭像舟越保武

116.7×90.9油彩　キャンバス1927大工前田寛治

71.7×59.5油彩　キャンバス1943-45宇佐美氏像安井曾太郎

117.2×49.9 *a絹本着色明治後期樹下苦行横山大観

145.0×112.0油彩　キャンバス1967男と鳥籠脇田和

121.2×74.2×10.5ブロンズ1960ダンスの華麗さジャン・アルプ

42.0×64.0† *aリトグラフ　紙1957-60版 画 集〈ダフニスとクロ
エ〉5.牧場の春

マルク・シャガール

42.0×32.0† *aリトグラフ　紙1957-60版 画 集〈ダフニスとクロ
エ〉17.フィレタスの教え

42.0×64.0† *aリトグラフ　紙1957-60版 画 集〈ダフニスとクロ
エ〉19.クロエの略奪

42.0×64.0† *bリトグラフ　紙1957-60版 画 集〈ダフニスとクロ
エ〉30.こだま

42.0×32.0† *bリトグラフ　紙1957-60版 画 集〈ダフニスとクロ
エ〉39.クレアリステの手
で着付けをして髪を結っ
てもらうクロエ

42.0×64.0† *bリトグラフ　紙1957-60版 画 集〈ダフニスとクロ
エ〉41.ニンフたちの洞窟
での婚礼の宴

20.5×18.0×15.7ブロンズ1928キキ・ド・モンパルナスの
マスク

パブロ・ガルガーリョ

119.0×95.0油彩　キャンバス1911台所の母子アルベール・グレーズ

10.5×15.7 *a木版　紙1911版画集〈響き〉1.赤色の
前の二人の騎手

ヴァシリー・カンディン
スキー

8.8×11.9 *b木版　紙1911版画集〈響き〉7.月の風
景の中の二人の婦人

22.0×22.0 *a木版　紙1911版画集〈響き〉16.赤と青
と黒の中の三人の騎手

22.0×21.8 *b木版　紙1911版画集〈響き〉45.万聖節

10.0×12.4 *a木版　紙1911版 画 集〈 響 き 〉46.洗 礼を
受ける人々

9.7×9.7 *b木版　紙1911版画集〈響き〉48.人とキ
リスト磔刑像のある風景

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937子供と伯母パウル・クレー
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

h.70.0顔料、樹脂、石膏不詳ブルー・ヴィーナスイヴ・クライン

262.0×200.0顔料、合成樹脂　紙、キャンバ
ス

1961空気の建築；ANT 119

112.0×127.0油彩　キャンバス1944美しい自転車乗りフェルナン・レジェ

68.7×58.4 *aシルクスクリーン　紙1965版 画 集〈11人 のポップ・
アーチストII〉4. 夢想

ロイ・リクテンスタイン

90.5×65.1 *bシルクスクリーン　紙1965版 画 集〈11人 のポップ・
アーチストIII〉1. 「おや
すみ、ベイビー！」

73.0×24.8×24.1ブロンズ1919クラリネットを持つアル
ルカン

ジャック・リプシッツ

42.2×65.1† *aステンシル　紙1947版 画集〈ジャズ〉2.サーカ
ス

アンリ・マティス

42.2×65.1† *bステンシル　紙1947版 画集〈ジャズ〉8.イカル
ス

42.2×65.1† *aステンシル　紙1947版画集〈ジャズ〉11.空中
ブランコ

42.2×65.1† *bステンシル　紙1947版画集〈ジャズ〉12.水槽
を泳ぐ女

42.2×65.1† *aステンシル　紙1947版画集〈ジャズ〉13.サー
ベルを嚥む男

42.2×65.1† *bステンシル　紙1947版画集〈ジャズ〉15.ナイ
フを投げる男

55.0×46.0油彩、砂、コラージュ　キャンバ
ス

1911-12自転車乗りジャン・メッツァンジェ

211.0×59.5×43.1ブロンズ1976人物ホアン・ミロ

37.5×17.5（本部分）、 37.5×
36.5（フランス語ヴァージョン部
分）*瀧口修造著　平凡社刊

本1978刊ミロの星とともに（参考
出品）

92.0×73.0油彩　キャンバス1926下着の裸婦ジュール・パスキン

20.4×14.1 *aエッチング　紙1910版 画 集〈聖 マトレル〉1.
レオニー嬢

パブロ・ピカソ

19.8×14.2 *bエッチング、ドライポイント　紙1910版 画 集〈聖 マトレル〉3.
長椅子のレオニー嬢

17.5×13.0 *aドライポイント　紙1924-25三人の女III

19.4×27.7 *bエッチング　紙1927人物

55.0×38.0油彩　キャンバス1937ドラ・マールの肖像

24.7×27.7 *bエッチング　紙1938二人の人物

30.8×21.0 *aエッチング　紙1938三人の女

100.0×200.0 *bエッチング、アクアチント　紙1975赤いシャツの3人ジョージ・シーガル

81.5×42.5×24.0紙1982タイルの壁にもたれる東
洋の女

126.3×99.1 *aアクアチント、ソフトグラウンド・
エッチング、ドライポイント　紙

1987肖像：ヘレンII（芸術家の
妻）

127.1×98.9 *aアクアチント、ソフトグラウンド・
エッチング、ドライポイント　紙

1987肖像：ヘレンIII（芸術家
の妻）

61.0×76.1† *aシルクスクリーン　紙1965版 画 集〈11人 のポップ・
アーチストII〉5. ジャク
リーン・ケネディ II

アンディ・ウォーホル
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

101.5×76.2† *bシルクスクリーン　紙1965版 画 集〈11人 のポップ・
アーチストIII〉6. ジャク
リーン・ケネディ III

アンディ・ウォーホル

92.0×70.8アクリル絵具、シルクスクリーン
　キャンバス

1979-86多色による4つのマリリ
ン

50.8×61.0† *aシルクスクリーン、吹込み成形ビ
ニール　紙

1965版 画 集〈11人 のポップ・
アーチストI〉1. カット=
アウト・ヌード

トム・ウェッセルマン

60.7×75.3† *bシルクスクリーン　紙1965版 画 集〈11人 のポップ・
アーチストII〉10. 裸婦

41.8×42.2 *aシルクスクリーン　紙1976スモーカー

51.0×51.0×4.0 *bアクリル絵具　厚紙1987ヴィヴィエンヌのための
マケット

165.3×192.6エナメル系塗料　アルミニウム1987モニカと透明なカーテン

現代版画
■黒崎彰　6月23日［土］-7月22日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

72.6×50.0木版　和紙1968浄夜56黒崎彰

49.6×69.5木版　和紙1968浄夜63

49.9×69.7木版　紙1969寓話72

77.8×77.7木版　和紙1970深い闇2

79.7×55.0木版　和紙1970赤い闇5

80.0×55.0木版　和紙1970赤い闇6

77.4×77.5木版　紙1970赤い闇9

75.7×77.5木版　和紙1971終わりの部屋3G（ゴール
ド）

50.0×70.0木版　和紙1971暗い予感B

80.0×55.0木版、シルクスクリーン　和紙1972失われた楽園2

55.0×79.7木版　和紙1973暗号の森1

55.0×79.7木版　紙1973暗号の森7

80.0×55.0木版、他　和紙1975魔法陣1

55.0×79.7木版、他　和紙1976禁じられた恋人たち4-A

79.6×55.0木版　和紙1977迷彩譜6

55.0×79.3木版　和紙1980黒のアラベスク

79.3×55.0木版　和紙1981時の軌跡

79.4×55.0木版　和紙1982影の軌跡

56.0×81.3木版　和紙1984二つの時の間に2

81.3×55.9木版　和紙1984二つの時の間に3
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■池田満寿夫　7月24日［火］-8月19日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

10.6×15.2エッチング　紙1956-60頃作品池田満寿夫

20.8×16.4ドライポイント、ルーレット　紙1961版画集〈女たち〉女2

36.5×34.5ドライポイント、ルーレット、エッ
チング　紙

1964鏡の前の女

36.2×33.8ドライポイント、ルーレット、エッ
チング　紙

1965同じ種類

34.0×36.5ドライポイント、ルーレット、エッ
チング　紙

1965虹を飲む女

45.5×41.0ドライポイント、ルーレット、エ
ングレーヴィング　紙

1966ある種の関係

46.0×40.5ドライポイント、ルーレット、エ
ングレーヴィング　紙

1966五月

64.5×49.0アクアチント、エッチング、ルー
レット、メゾチント　紙

1968天使の言葉

36.2×33.5ルーレット、メゾチント、ドライ
ポイント　紙

1969ファッション

40.5×36.5エッチング、ルーレット、メゾチ
ント、エングレーヴィング　紙

1970感傷旅行

29.5×26.0ドライポイント、ルーレット、メ
ゾチント、エッチング　紙

1970版画集 〈スフィンクスの
肖像〉座せるスフィンクス

36.4×32.8メゾチント、エッチング、ドライ
ポイント　紙

1971裸のエマ

30.0×26.5リトグラフ、メゾチント　紙1972版画集 〈七つの大罪〉怠
惰の罪

30.2×40.5メゾチント　紙1975版画集 〈ヴィナス〉海辺
のヴィナス

30.0×40.5メゾチント　紙1975版画集 〈ヴィナス〉ヴィナス

36.5×29.8ドライポイント、アクアチント　
紙

1981版画集〈陽光のように〉
青いリンゴ

36.0×30.0メゾチント　紙1983版画集 〈クラシコトルソ〉
黄金の真珠

36.5×30.0エッチング　紙1985版画集 〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉 1. そよ風のヴィナ
ス

36.5×29.7エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント　紙

1985版画集 〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉 2. ペーパー・ヴィナ
ス

36.5×29.7エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント　紙

1985版画集 〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉 3. ヴィナス誕生

36.5×29.6エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント　紙

1985版画集 〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉 4. 祭りのヴィナス

36.5×29.8エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント　紙

1985版画集 〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉 5. バルコニーの
ヴィナス

36.5×29.7エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント　紙

1985版画集 〈プリミティヴ・ヴィ
ナス〉 6. 窓辺のヴィナス

6.3×6.0×1.0(本外寸）豆本　エッチング10点付1959刊屋根裏の散歩者

9.2×8.0×1.5(本外寸）豆 本　メゾチント7点、　メゾチン
ト、エッチング3点付

1976刊かぐやひめ
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■線を刻む 日和崎尊夫と木原康行　8月21日［火］-9月24日［月］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

11.5×9.8木版　紙1964食星帯のかたち日和崎尊夫

9.3×13.3木版　紙1965鳥魚

15.9×15.2木版　紙1965星と魚のシリーズNO.3

17.0×15.0木版　紙1965星の幻想

11.9×10.7木版　紙1966化石

15.6×15.2木版　紙1966窓と鏡-B

15.8×6.5木版　紙1967柩

8.7×7.7木版　紙1967水に捧ぐ…

35.3×22.7木版　紙1968KALPA-A

20.8×28.4木版　紙1969KALPA-H

24.5×22.2木版　紙1969KALPA-X

7.8×7.0木版　紙1969樹木

8.2×7.3木版　紙1969花

49.6×39.2エッチング　紙1971Ecale statique木原康行

49.2×39.7エッチング　紙1972Ecale A

59.6×44.0エッチング　紙1972Sixmographes

39.0×60.0エッチング　紙1972Frontiere

57.4×47.0エッチング　紙1973Ossature

59.6×44.6エッチング　紙1973Metropolis

48.6×37.4エングレーヴィング　紙1975Chaine d'ecale（カラー）

48.6×37.4エングレーヴィング　紙1975Chaine d'ecale（モノク
ロ）

54.6×44.2エングレーヴィング　紙1975Deplacement

26.7×21.0エングレーヴィング　紙1978Consequence 3

21.0×26.7エングレーヴィング　紙1979Consequence 8

26.7×20.9エングレーヴィング　紙1980Consequence 10

31.6×24.9エングレーヴィング　紙1984Nebuleuse 1

展示室2
■徳島ゆかりの美術　6月23日［土］-8月5日［日］

218.5×139.7 *a紙本着色1949鳴門池田遙邨

238.0×49.0×16.0 [作家寄贈]葦　写真1998空へ大久保英治

260.0×220.0×185.0 [作家寄贈]石、蔓、写真、土、鉛筆、紙1998剣山から石槌

97.0×162.1紙本着色1991-92峡下保昭

｀

´

´

´

´

´

´

´

´
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

130.0×40.9 *a絹本着色大正末－昭
和初期

雨後日下八光

129.2×50.0絹本着色　軸装大正末－昭
和初期

帰路

各132.0×42.0（四幅対）絹本着色1947頃以降四季図（桜之図 *a　夕
顔之図 *b　菊花之図 *a

　松之図 *b）

広島晃甫

45.5×35.5（9点組）写真、土、新聞紙1995TOKUSHIMA福田新之助

36.0×27.0 *a水彩　紙1910倫敦市タワアブリッヂ三宅克己

49.7×66.5水彩　紙1920頃伊太利ヴェロナの古橋

32.2×49.0水彩　紙1928北米加州サンデゴの公園

45.2×60.0 *a水彩　紙1930ハンプステッド・ヒース
（ロンドン）

44.5×65.2 [山下昌子氏寄贈]油彩　キャンバスボード1974わたしと鳥と音楽と　
（1）木偶人形芝居

山下菊二

44.5×65.2 [山下昌子氏寄贈]油彩　キャンバスボード1974わたしと鳥と音楽と　
（2）恵比寿まわし

44.5×65.2 [山下昌子氏寄贈]油彩　キャンバスボード1974わたしと鳥と音楽と　
（3）小学生～女学生たいじ

44.5×65.2 [山下昌子氏寄贈]油彩　キャンバスボード1974わたしと鳥と音楽と　
（4）19歳～良子の家

■美術館ロビー　6月23日［土］-9月24日［月］

118.0×40.0×70.0ブロンズ1960人柳原義達

265.5×315.0×29.2鉄1986スチール・ヘッドジョナサン・ボロフスキー

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場　6月23日［土］-9月24日［月］

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

ブロンズ1981アダムとイヴフェルナンド・ボテロ

193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

ブロンズ1979-80腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

■彫刻の小径　6月23日［土］-9月24日［月］

h.300.0御影石1990森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0黒御影石、ベンガラ1989四角い形D山口牧生
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3

所蔵作品展　徳島のコレクション2007-Ⅳ

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。

�関連事業

　＊4-1-1普及事業・美術館教育・所蔵作品展に関連した催

しの項を参照。

�印刷物

出品リスト：A3判二つ折りサイズ(仕上がりA4判)　4

ページ

「美術を楽しむ・わたくし流　檜千尋の舞踊」チラシ：A5

判片面　簡易印刷

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「子どもワークシート」作成の

項を参照。

�入館者数

　8,725人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事、放送番組

「徳島題材 美術作品も　県立近代美術館所蔵作品展始

まる」『徳島新聞』平成17年9月29日(夕刊)　

�担当学芸員

　安達一樹、友井伸一

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。寸法末尾に＊aを付したも

のは、10月14日[日]まで、＊bを付したものは、10月16

日[火]から11月18日[日]まで、＊cを付したものは、11月

20日[火]以降に展示した。

�会期

平成19年9月29日[土]～12月9日[日]

�休館日

　月曜日(10月8日、10月29日は開館)、10月9日[火] 

�視点

「20世紀の人間像」のコーナーでは、「特集：動きをめぐっ

て」と題して、テーマに「動き」を取り上げた。形態からし

て激しい動きを示す作品や、静止した姿の中に力を充満

させる作品、また、不可解な動きを見せる作品など、作

品に表された動きをもとに、作者の思いや、感情、描か

れた時代性などについて思いをめぐらせる場を構築した。

「現代版画」のコーナーでは、「あのころの… 1：1950-60年

代」「あのころの… 2：1970年代」「あのころの… 3：1980年

代以降」と、戦後を3つの時代に区切って、靉嘔、加納

光於、吹田文明、松谷武判、横尾忠則、吉原英雄ら、

昭和初期に生まれた6人の作家の作品を、作品を変えな

がら３期を通して紹介した。ひとりの作家が、 時代に

よってどのように作風を変化させたのか。また、さまざま

な作家が、同じ時代にどのような作品を生み出していた

のか。時代と時代性を縦糸と緯糸に、作品を見る人々の

記憶も織り交ぜながら、「あのころの」ことをいろいろと思

い出すことを通じての作品へのアプローチを促した。

「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、特別展「美術の国徳

島」の出品作家から、伊原宇三郎を小型の作品でその制

作をたどり、 水彩画家・三宅克己は油彩画を紹介した。

また、現代の作家として、山下菊二や菊畑茂久馬のほか、

戦前から戦後にかけて30年近く徳島で暮らし、後進の指

導や県展での活躍などにより、この時期の徳島の美術界

の主要な作家といえる佐藤省三郎の作品などを紹介し

た。

関連事業では、音楽や舞踊など、様々な分野の方の美術

へのアプローチの仕方を通じて、「わたくし流」の美術の

楽しみ方を提案する催し【美術を楽しむ・わたくし流】を

展示室内で開催した。今回は「20世紀の人間像のコー

ナー」の「特集・動きをめぐって」にちなんで、 舞踊を取り

上げた。「20世紀の人間像のコーナー」を会場に、舞踊家

の檜千尋氏が身体の感覚や記憶を軸とした舞踊を行い、

身体を通しての作品との対話を試みた。

�観覧料

一般 　 　 200円（160円）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

242.0×182.0油彩　キャンバス1970Time to Fly靉嘔

236.0×152.0 *c紙本着色1987姉妹上村淳之

116.6×91.1油彩　キャンバス1961夜小山田二郎

73.0×116.9油彩　キャンバス1951人と箱香月泰男

h.107.0ブロンズ1909労働者荻原守衛

151.0×163.6（二曲一隻）*a絹本着色1930-34頃にわか雨酒井三良

168.3×372.6（六曲一隻）*a絹本着色1944熊野灘堂本印象

各138.0×49.0（双幅）*b絹本着色大正期南泉斬猫冨田溪仙

各143.2×56.5（双幅）*b絹本着色1926二人舞妓中村大三郎

中：232.0×113.0　左 右：各
232.0×53.0（三幅対）*c

絹本着色1926光明心殿平井楳仙

116.0×118.0 *b絹本着色1925童女堀井香坡

116.8×91.2油彩　キャンバス1977絵画弾1松井憲作

116.8×80.3油彩　キャンバス1977絵画弾2

116.8×91.0油彩　キャンバス1977絵画弾3

116.8×80.2油彩　キャンバス1977絵画弾4

116.8×91.0油彩　キャンバス1977絵画弾5

116.8×80.2油彩　キャンバス1977絵画弾6

116.8×91.1油彩　キャンバス1977絵画弾7

116.8×80.3油彩　キャンバス1977絵画弾8

116.8×91.3油彩　キャンバス1977絵画弾9

116.8×80.3油彩　キャンバス1977絵画弾10

180.0×324.0アクリル絵具　板1983女と風景三尾公三

162.1×130.4油彩　キャンバス1965あるきだす人村井正誠

90.0×60.0×40.0樹脂、鉄1957背村岡三郎

180.0×720.0ダイレクトプリント、アクリル加工1996次の階を探してIやなぎみわ

44.1×11.5×21.5アルミニウム1973-76降りていく人ケネス・アーミテジ

121.2×74.2×10.5ブロンズ1960ダンスの華麗さジャン・アルプ

90.0×75.0×75.0ブロンズ2002カスト・グランシィズ（投
げかけられた視線）

トニー・クラッグ

228.6×119.4×30.5（立体）、
17.1×16.1（素描）

ブロンズ　素描　手漉紙に素描1988（題名なし）ジョエル・フィッシャー

168.9×88.9×58.4ブロンズ1989-90ニジンスキーの野兎バリー・フラナガン

49.0×9.5×17.0ブロンズ1952女性立像アルベルト・ジャコメッティ

h.131.0ブロンズ1958トルソ  I（ユリシーズ）バーバラ・ヘップワース

展示室1
■20世紀の人間像　特集：動きをめぐって　9月29日［土］-12月9日［日］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937子供と伯母パウル・クレー

180.0×120.0写真1982無題（WE HAVE 
RECEIVED ORDERS 
NOT TO MOVE）

バーバラ・クルーガー

112.0×127.0油彩　キャンバス1944美しい自転車乗りフェルナン・レジェ

243.8×152.4木炭、黒鉛　紙1988無題ロバート・ロンゴ

243.8×152.4木炭、黒鉛　紙1988無題

137.2×183.5×198.1（本体）鉛筆、油彩　木、石膏　
（背景）キャンバスに着色

1981ルイズ・ニーヴェルソン
の肖像

マリソル

55.0×46.0油彩、砂、コラージュ　キャンバス1911-12自転車乗りジャン・メッツァンジェ

55.0×38.0油彩　キャンバス1937ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

現代版画
■あのころの…1:1950-60年代　9月29日［土］-10月14日［日］

28.4×43.3リトグラフ　紙1957中間子炉靉嘔

55.9×40.5リトグラフ　紙1957ジャイアンツ

74.0×55.0†シルクスクリーン　紙1966Tell Me Now

42.0×36.7インタリオ　紙1961燐と花と加納光於

76.0×56.6†メタルプリント　紙1965SOLDERED BLUE

40.0×27.7リトグラフ　紙1967《Peninsular NO.L.1》

60.5×72.2木版、紙版　紙1958機械と群集の中より逃
れる

吹田文明

91.5×61.0 [作家寄贈]木版　紙1966ボン

65.0×50.0ビュラン、アクアチント　紙1967LA PROPAGATION-
NOIRE

松谷武判

65.0×49.8エッチング　紙1968LA PROPAGATION-
Verte 2

78.0×57.0シルクスクリーン　紙1969Lamp Pink

102.4×71.7†シルクスクリーン　紙1966切断された小指に捧げ
るバラード

横尾忠則

108.0×76.0†オフセット　紙1968第6回東京国際版画ビ
エンナーレ展

103.0×73.0†シルクスクリーン　紙1969能　繭の会

52.0×43.5リトグラフ　紙1958赤い花吉原英雄

42.5×45.5†リトグラフ　紙1963ターン・ダウン-B

100.0×100.0†リトグラフ、エッチング　紙1968シーソー 1
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■あのころの…2:1970年代　10月16日［火］-11月18日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

89.5×134.0†シルクスクリーン　紙1970レインボー北斎:ポジショ
ンA

靉嘔

73.7×51.5シルクスクリーン　紙197921世紀への接近

59.0×46.0†リトグラフ　紙1977《稲妻捕り》L－NO.23加納光於

62.0×50.0リトグラフ　紙1977《稲妻捕り》L－NO.25

62.0×50.0リトグラフ　紙1977《稲妻捕り》L－NO.27

90.7×60.8 [作家寄贈]木版　紙1974青の世界（B）吹田文明

42.2×54.9 [作家寄贈]木版、シルクスクリーン　紙1979星と男（自画像）

76.0×57.0リトグラフ　紙1971OBJECT-B松谷武判

76.0×56.0シルクスクリーン　紙1973OBJECT-8

55.3×44.5シルクスクリーン　紙1976OBJECT-O

103.0×72.8†オフセット　紙1971XMAS PARADISE横尾忠則

103.0×73.1†オフセット　紙1972THE BEATLES

104.6×73.8†オフセット　紙1974安吾フェスティバル

70.0×100.0†リトグラフ　紙1972ミラー・オブ・ミラー・K吉原英雄

45.0×34.8エッチング　紙1977水の中の4つのコップ

41.5×33.0リトグラフ、エッチング　紙197920歳の肖像

■あのころの…3:1980年代以降　11月20日［火］-12月9日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

31.0×45.0シルクスクリーン　紙19802羽のささやきA靉嘔

40.0×82.5シルクスクリーン　紙1984すもう

54.8×62.3シルクスクリーン　紙1987虹使い

105.0×75.0†カラーインタリオ　紙1991-92《遠い手－時空を隔てて》 I加納光於

105.0×75.0†インタリオ　紙1991-92《遠い手－時空を隔て
て》 I′

90.7×60.3木版　紙19802ツのリンゴ吹田文明

90.0×60.0木版　紙1986ハレーが来る

56.0×76.0シルクスクリーン　紙1981JAPAN Sea-6松谷武判

49.0×39.5リトグラフ　紙1998SUPERPOSITION

54.0×39.5エッチング　紙1999STREAM 99-1

93.4×74.4木版　紙1986LISA LYON IN 
IZUKOGEN 
MARCH 23,1984-I

横尾忠則

147.0×93.8シルクスクリーン　紙1989ピカビア－その愛と誠実 I

59.8×44.8エッチング　紙1981テーブルの上のオブジェ1吉原英雄

220.0×125.0†リトグラフ　紙1988二つの地平A



21

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

32.8×45.5油彩　キャンバス1915-16椅子とテーブル伊原宇三郎

37.0×26.9油彩　板1917-18頃赤い屋根のある風景

37.9×45.5油彩　ボード1925後ろ向きに横たわる裸婦

45.2×55.0油彩　板1926海辺の裸婦

41.0×52.8油彩　キャンバス1942ジャカルタ、ブリオク港
風景

45.6×55.6 [嶋村富士美氏寄贈]油彩　キャンバス1956-58南仏　ヴァンスにて

41.0×53.6 [嶋村富士美氏寄贈]油彩　キャンバス1963裏磐梯

45.7×33.5油彩　キャンバス不詳ゲレンデの少女

84.8×108.9 *a紙本着色1964清晨喜井黄羊

118.3×25.8×12.0エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ　紙、木

1963ルーレット菊畑茂久馬

107.0×35.0×21.0エナメル系塗料、アッサンブラー
ジュ　木

1963ルーレット

89.3×130.3油彩　木、キャンバス1981天動説

91.0×116.0油彩　キャンバス不詳脱佐藤省三郎

99.0×79.5 [佐藤初子氏寄贈]アクリル　キャンバス不詳作品

99.0×79.5 [佐藤初子氏寄贈]アクリル　キャンバス不詳作品

99.0×79.5 [佐藤初子氏寄贈]アクリル　キャンバス不詳作品

99.0×79.5 [佐藤初子氏寄贈]アクリル　キャンバス不詳作品

93.0×84.0  *c [林正明氏寄贈]紙本墨画1964雲山無窮林雲谿

22.9×27.8油彩　板1934真鶴風景三宅克己

41.2×53.2油彩　キャンバス不詳蒲田梅屋しき

h.113.0樹脂1974浄風宮本光庸

74.0×74.0 *b  [作家寄贈]紙本着色2001日月阿波の国図森山知己

183.5×173.7油彩　合板1960筑豊炭田地帯山下菊二

展示室2
■徳島ゆかりの美術　9月29日［土］-12月9日［日］

■屋外展示場　9月29日［土］-12月9日［日］

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

ブロンズ1981アダムとイヴフェルナンド・ボテロ

■美術館ロビー　9月29日［土］-12月9日［日］

265.5×315.0×29.2鉄1986スチール・ヘッドジョナサン・ボロフスキー

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

ブロンズ1979-80腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

■彫刻の小径　9月29日［土］-12月9日［日］

h.300.0御影石1990森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0黒御影石、ベンガラ1989四角い形D山口牧生
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4

所蔵作品展　徳島のコレクション2008-Ⅰ

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「こどもワークシート」作成の

項を参照。

�入館者数

　3,613人

　＊8-4「入場者数」の項を参照

�新聞・雑誌記事、放送番組

「徳島のコレクション2008　県人版画家のユニークな作

品も　県立近代美術館」　『徳島新聞』　平成19年12月

20日（夕刊）

「20世紀の女性イメージ　県立近代美術館　絵画、彫刻、

版画で探る」　『毎日新聞』　平成20年1月31日（徳島版）

「【尾灯】徳島県内在住の女性3人による朗読と音楽の創

作コラボ「音楽物語アナトール×アトナール」」　『徳島新

聞』　平成20年3月2日

『Feel the Music：音楽物語アナトール×アトナール』テレ

ビトクシマ　平成20年3月11ほか

�担当学芸員

　友井伸一、安達一樹

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。寸法末尾に＊aを付したも

のは2月3日[日]まで、＊bを付したものは2月5日[火]以降

に展示した。

�会期

平成19年12月20日[木]－平成20年3月16日[日]

�休館日

月曜日（12月24日、1月14日、2月11日は開館）、12月25

日[火]、1月15日[火]、2月12日[火]、年末年始（12月28

日～1月4日）

�視点

「20世紀の人間像」のコーナーでは、「女性のイメージ」を

テーマに特集展示を行った。女性がモチーフとなった作

品を選んで展示し、時代や地域性、作家の価値観が反

映され、個性的に表現されるようになった、近代から現

代の様々な女性像を紹介した。

「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、徳島出身の広島晃

甫や日下八光の日本画、また石川真五郎の油彩画など、

風景を描いた作品を中心に取り上げた。また、一原有徳

などの現代美術も紹介した

「現代版画」のコーナーでは、「版」の表現への探求を特徴

とする3人の作家を選び、清塚紀子の銅版画、島州一の

シルクスクリーンなどや、一原有徳のモノタイプなどの版

画を紹介した。

関連事業では、音楽や舞踊など、様々な分野の方の美術

へのアプローチの仕方を通じて、「わたくし流」の美術の

楽しみ方を提案する催し【美術を楽しむ・わたくし流】を

展示室内で開催した。今回は、フランスの小説家、アナ

トール・フランスの短編『聖母の軽業師』を下敷きにした

脚本と、無調（アトナール）の音楽とを掛け合わせた、朗

読と音楽によるオリジナルの催しを行った。

�観覧料

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。

�関連事業

　＊4-1-1普及事業・美術館教育・所蔵作品展に関連した催

しの項を参照。

�印刷物

出品リスト：A3判二つ折りサイズ(仕上がりA4判)　4ペー

ジ

「美術を楽しむ・わたくし流　音楽物語アナトール×アト

ナール」チラシ：A4判片面　簡易印刷
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展示室1
■20世紀の人間像　特集：女性のイメージ　12月20日［木］-3月16日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

h.215.0石膏に着色1966Rainbow Venus靉嘔

99.7×80.9油彩　キャンバス1927頃黒人の立てる室内伊原宇三郎

100.6×81.4油彩　キャンバス1928白衣を纏える

122.9×118.4アクリル系パテ、その他1987UNTITLED 2井原康雄

180.0×263.6 *b [上野淑子氏
寄贈]

紙本着色1997野にみつ上野泰郎

53.0×45.0油彩　キャンバス1949少女の顔瑛九

100.0×72.7油彩　キャンバス1957書きものをする娘大沢昌助

各112.1×162.1（3枚組）アクリル絵具　キャンバス1964女優の死（マリリン・モ
ンロー）

岡本信治郎

53.8×42.5 *a絹本着色1925頃金針を持つ女甲斐庄楠音

各172.0×148.0（二曲一双） *a絹本着色大正後期－
昭和初期

投扇梶原緋佐子

194.8×96.7 [河井慶清氏寄贈]油彩　キャンバス1932アフガニスタンの女河井清一

35.5×21.0×14.0テラコッタ1953坐裸婦木内克

13.0×24.0×14.0テラコッタ1956ひねり・裸婦

13.5×21.0×12.0テラコッタ1960ひねり・横臥裸婦

65.2×65.2 [清原美弥子氏寄贈]油彩　キャンバス1916ロシヤの女優清原重以知

65.2×53.0油彩　キャンバス1940裸婦熊谷守一

100.0×72.7油彩　キャンバス1933頃女里見勝蔵

26.3×40.0×40.0金メッキ、ブロンズ、真鍮、ステ
ンレスワイヤー

1967ET 62篠田守男

25.0×40.0×40.0金メッキ、ブロンズ、真鍮、ステ
ンレスワイヤー

1967ET 72

26.3×40.0×40.0金メッキ、ブロンズ、真鍮、ステ
ンレスワイヤー

1967ET 92

100.0×72.7 [内藤弓弦氏寄贈]油彩　キャンバス1967月光聖母子島あふひ

200.0×300.0アクリル絵具　キャンバス1985W計画高橋秀

130.0×212.0 *a紙本着色1982野辺�山辰雄

158.0×65.0 *b絹本着色大正期髪梳く女谷角日沙春

左：110.0×88.0、 右：92.0×
80.0（屏風仕立）　[畑中昭彦氏
寄贈]

油彩、岩彩、アクリル絵具　キャ
ンバス

1991夜香谷川泰宏

150.0×150.0アクリル絵具　綿布1995UNTITLED（BROKEN 
TREASURE）

奈良美智

56.5×45.0 *b寒冷紗着色1923頃眠れる子秦テルヲ

72.8×60.6油彩　キャンバス1937婦人像林武

164.7×57.5 *a絹本着色不詳踏青広島晃甫

198.0×117.0 *b絹本着色1920夕暮れの春
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現代版画
■清塚紀子　12月20日［木］-1月20日［日］

50.7×45.2エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント、シュガー・アクアチン
ト　紙

1973白い日清塚紀子

40.5×47.0エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント、ドライポイン
ト　和紙、紙

1973短かい日

36.3×50.3エッチング、アクアチント、ドラ
イポイント　和紙、紙

1974IN THE ROOM

46.6×51.8エッチング、ドライポイント、シュ
ガー・アクアチント　和紙、紙

1974休暇の楽しみ

36.1×45.1エッチング、アクアチント、ソフ
トグラウンド・エッチング　和紙、
紙

1975ハンブルグからの船便

44.9×46.7エッチング、アクアチント、ソフ
トグラウンド・エッチング　紙

1975無口な風景

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

108.0×41.5 *b絹本着色1925紫衣の女広島晃甫

165.0×105.0 *b絹本着色1941赤装女

118.7×41.8 *a絹本着色1918踊り之図村上華岳

130.5×97.4油彩　キャンバス1953うずくまる女森芳雄

100.0×80.3油彩　キャンバス1958昔の顔山口薫

45.5×53.0油彩　キャンバス1966お掘横尾忠則

53.0×45.5油彩　キャンバス1966よだれ

53.0×45.5油彩　キャンバス1966カミソリ

129.3×194.4油彩　キャンバス1957裸婦カレル・アペル

147.5×103.4† *aシルクスクリーン　紙1988キャノンが歌麿に出会うトーマス・バイルレ

119.8×62.2† *bコピー　紙1983UDSSR

61.2×51.2油彩　キャンバス1986マルタ／フィンガーペイ
ンティング

チャック・クロース

49.0×9.5×17.0ブロンズ1952女性立像アルベルト・ジャコメッ
ティ

119.0×95.0油彩　キャンバス1911台所の母子アルベール・グレーズ

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937子供と伯母パウル・クレー

h.31.0テラコッタ1930片腕をあげて座る女アンリ・ローランス

112.0×127.0油彩　キャンバス1944美しい自転車乗りフェルナン・レジェ

181.0×61.0×48.0ブロンズ1921着衣のポモナアリスティード・マイ
ヨール

38.0×46.0油彩　キャンバス1932赤い枕で眠る女パブロ・ピカソ

55.0×38.0油彩　キャンバス1937ドラ・マールの肖像

77.0×31.0×19.2ブロンズ1922女性立像オシップ・ザツキン
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

50.4×45.3 [作家寄贈]エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　紙

1976D氏の旅行記1976清塚紀子

44.9×57.5エッチング、アクアチント、ディー
プ・エッチング　紙

1977送られてきた風景

44.3×44.5エッチング　紙1977無口な風景8-77

36.2×51.2エッチング　鉛箔、和紙、紙1980厚い壁1-19

41.6×45.2エッチング、アクアチント　鉛箔、
紙

1980突然の訪問

44.5×59.7エッチング、シュガー・アクアチン
ト、アクアチント　和紙、紙

1980無口な風景3-25

44.7×59.8エッチング、アクアチント　和紙、
紙

1982厚い壁3A-82

44.9×59.8エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　和紙、紙

1982厚い壁3B-82

44.7×59.9エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　鉛箔、紙

1982海の記憶B-82

59.7×44.8エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　鉛箔、紙

1982水の装置A-82

59.8×44.7エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　鉛箔、紙

1982水の装置C-82

70.2×50.0エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　鉛箔、紙

1984水の装置1984-B

26.5×27.0エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント、コンデンサー、
チューブ、はんだ　鉛箔、紙

1985海へ－航跡1985-D

75.9×45.4エッチング、 ソフトグラウンド・
エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント、銅釘、石膏
銅箔、鉛箔、紙

1986航跡1986-A

79.8×60.0エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　鉛箔、銅箔、
紙

1986航跡1986-D

79.7×59.5エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント　紙

1986航跡1986-E

74.6×49.5エッチング、アクアチント、シュ
ガー・アクアチント、コンデンサー、
はんだ　鉛箔、紙

1986航跡1986-F

■島州一　1月22日［火］-2月17日［日］

51.0×50.0シルクスクリーン　紙1974オモテとウラ島州一

33.0×32.0シルクスクリーン　紙1974ジャンパーの風景

45.0×45.0シルクスクリーン　紙1974リンゴ箱

30.7×23.6シルクスクリーン　紙1975黄色い新聞紙

81.3×54.7†シルクスクリーン　新聞紙1976新聞紙に泥のプリント

38.9×58.0シルクスクリーン　紙1977緑色の黒板

30.0×45.0シルクスクリーン　紙1980トンネル

53.6×61.2†粘土とコンテによるフロッタージュ
　紙

1981Finger Print
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

60.0×42.0シルクスクリーン　紙1984PDP 61島州一

56.0×44.0シルクスクリーン　紙1986SP-DP、FP 19

40.6×47.5木版、裏から手彩色　紙1986WP-DP、FP 2

26.0×141.5シルクスクリーン　紙1987SP-DP、FP 53

40.0×57.0シルクスクリーン　紙1988SP-C 41

49.6×77.0シルクスクリーン　紙1988Trace 8

49.0×75.2シルクスクリーン　紙1988Trace 11

90.8×60.2†シルクスクリーン　紙1989Trace 20-A

90.7×60.5†シルクスクリーン　紙1989Trace 20-B

90.5×60.5†シルクスクリーン　紙1989Trace 20-C

■一原有徳　2月19日［火］-3月16日［日］

63.5×48.5 [作家寄贈]石版モノタイプ　紙1958-59辰一原有徳

63.3×47.0 [作家寄贈]石版モノタイプ　紙1958-59体

60.6×60.6 [作家寄贈]アルミニウム版、糸　紙1962胞

80.0×40.0丸鋸、 金属部品、 トカゲノ皮、
石油缶注ぎ口、歯車、切抜き、
他　紙

1964浮遊

59.0×59.0アルミニウム版腐蝕、機械部品、
歯車、ポンチ、切抜き　紙

1964Z30,a

60.0×20.0 [作家寄贈]アルミニウム版切抜き、ポンチ、
亜鉛版アクアチント　紙

1966Ye

59.7×20.1 [作家寄贈]アルミニウム版切抜き、ポンチ、
亜鉛版アクアチント　紙

1966Yg

59.8×44.5 [作家寄贈]アルミニウム版腐蝕　紙1975滴

41.0×31.6アルミニウム版腐蝕　紙1971-81RIW59（b）

35.4×60.6 [作家寄贈]トタン版、コールタール、アセチ
レンバーナー焼付け　紙

1968-81FB（a）

44.5×30.0 [作家寄贈]ほうろう標識板天然腐蝕　紙1981標識板

39.6×29.8 [作家寄贈]アルミニウム版、機械部品、網　紙1975-82斜2

45.2×32.3ステンレス版モノタイプ　紙1960-83TAN（b）

49.3×37.0自動車ボディー版、電気サンダー
　紙

1983HBD（se）

119.0×160.0ステンレス版　紙1984HUY15

160.0×119.0ステンレス版モノタイプ　紙1984GYO15

80.5×121.5 [作家寄贈]トタン（鉄）板天然腐蝕、切抜き
　紙

1989RS 51

63.0×90.0 [作家寄贈]トタン（鉄）板天然腐蝕、切抜き
　紙

1989RS 56

33.3×48.3 [作家寄贈]鉄板天然腐蝕　紙1992UUQ 3

208.0×551.0（7枚組コラージュ）
 [作家寄贈]

トタン（鉄）板天然腐蝕、切抜き
　紙

1998ケルンとチョックストー
ン
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展示室2
■徳島ゆかりの美術　12月20日［木］-3月16日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

53.3×65.4油彩　キャンバス不詳春の徳島公園石川真五郎

60.6×80.3 [真美会寄贈]油彩　キャンバス1948-72頃内海

24.3×33.4 [真美会寄贈]油彩　キャンバス1948-72頃剣山

24.3×33.4 [真美会寄贈]油彩　板1948-72頃鳴門

65.4×85.0 [真美会寄贈]油彩　キャンバス1948-72頃吉野川

50.0×50.0ステンレス板アセチレンバーナー
焼抜き、蛍光塗料

1982SUM（a）11一原有徳

100.1×66.7 [作家寄贈]ステンレス板アセチレンバーナー
焼抜き、蛍光塗料、モノタイプ

1992SUN

57.0×57.0×6.7 [作家寄贈]シャーレ、チェーン、ステンレス
板

1962-99コンパクト・オブジェ

162.1×390.3 *b紙本着色1992生棲早春市原義之

162.0×390.3 *a [作家寄贈]紙本着色1992薄雪越冬

85.3×112.8 *b絹本着色1924静流日下八光

69.8×82.0 *a紙本着色不詳砂岩の山濱晶雲

47.0×55.0 *a紙本淡彩1973渓谷

58.4×31.2 *a [渡辺元氏寄贈]水彩　紙1932ビール・フランシュ南欧
の海邊

広島晃甫

50.1×32.4 *b [渡辺元氏寄贈]鉛筆、水彩、クレパス　紙1932マールセーユ港

33.5×45.5 *a水彩　紙不詳裾野の渓流三宅克己

33.0×45.5 *b水彩　紙不詳箱根大平台

24.1×32.0 *a水彩　紙不詳会津の雪

53.0×74.0 *a水彩　紙大正頃支那蘇州楓橋

27.3×37.6 *b水彩　紙不詳カーニュ風景

32.3×23.6 *b水彩　紙1894切り通し

50.5×38.5 *b水彩　紙1910ベルギー風景

21.1×27.1 [京都市個人寄贈]油彩　板不詳ハルビン風景森堯之

31.9×41.0 [京都市個人寄贈]油彩　キャンバス不詳ハルビン風景

23.8×32.9 [京都市個人寄贈]鉛筆、油彩　板（合板）不詳ハルビンの洋品店

40.8×31.9 [京都市個人寄贈]油彩　キャンバス1941ロシア教会

28.2×38.4 *a [京都市個人寄贈]鉛筆、水彩　紙1941ハルビン風景（恒昌勝商
店）

28.2×38.5 *a [京都市個人寄贈]鉛筆　紙1941ハルビン風景（市場）

38.4×28.2 *b [京都市個人寄贈]鉛筆　紙1941ハルビンロシア人墓地入
口

28.3×38.5 *a [京都市個人寄贈]鉛筆　紙1941ハルビン太陽島

28.2×38.3 *b [京都市個人寄贈]鉛筆　紙1941ハルビン



29

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

28.1×38.2 *b [京都市個人寄贈]鉛筆　紙1941ハルビン森堯之

38.2×28.2 *a [京都市個人寄贈]水彩、鉛筆　紙1941ハルビン風景

152.4×203.0アクリル絵具　和紙、ボード1988Harbor #5依田順子

■美術館ロビー　12月20日［木］-3月16日［日］

40.5×19.0×9.5ブロンズ1957立女柳原義達

265.5×315.0×29.2鉄1986スチール・ヘッドジョナサン・ボロフスキー

138.5×265.5×147.0ブロンズ1983着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場　12月20日［木］-3月16日［日］

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

ブロンズ1981アダムとイヴフェルナンド・ボテロ

193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

ブロンズ1979-80腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983ベンチに座るサングラス
の女

ジョージ・シーガル

■彫刻の小径　12月20日［木］-3月16日［日］

h.300.0御影石1990森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991かけらたち（大地のなかま）道北英治

45.0×115.0×70.0黒御影石、ベンガラ1989四角い形D山口牧生
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3-2　特別展　平成19年度特別展一覧

1　かえるくん、ミッフィーとオランダ絵本の仲間たち オラ

ンダ絵本作家展

　（平成19年4月21日～7月1日）

2　美術の国徳島 １ 昭和の文展、帝展作家

　（平成19年7月21日～10月8日）

3　日本画－和紙の魅力を探る

　（平成19年11月13日～12月27日）

4　IWANO MASAHITO　現代アートによる徳島再見

　（平成20年2月9日～3月23日）
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1

かえるくん、ミッフィーとオランダ絵本の仲間たち

オランダ絵本作家展

　デイック・ブルーナ・ジャパン

　PHP研究所

　BL出版

　福音館書店　

　ぶるーな倶楽部

　ほるぷ出版

�企画協力

　産経新聞社

�制作協力 

　ステップ・イースト

�観覧料

一般　　　 600円（480円）

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

（　）内は前売り及び20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1-2普及事業・美術館教育・特別展に関連した催しの

項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判、B3判

ちらし：A4判

図録：155×230㎜　60ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「子どもワークシート」作成の

項を参照。

�入館者数

　8,594人

　＊8-4「入館者数」の項を参照

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「心温まるオランダ絵本　代表作家12人の作品紹介　21

日から県立近代美術館」『徳島新聞』平成19年4月17日

「オランダ絵本作家紹介　県立近代美術館で作品展始ま

る」『徳島新聞』平成19年4月21日

「鳴潮」『徳島新聞』平成19年4月27日

「ヤングリポート　オランダ作家展を鑑賞　絵本の奥深

さを再発見」『徳島新聞』平成19年5月19日

「かえるくんやミッフィー・・・県立近代美術館に集う　オ

ランダ絵本作家展」『朝日新聞』平成19年5月24日（徳島

版）

おはよう四国　『四国カルナビ』　NHK松山放送局　平

成19年6月9日

�担当学芸員

　仲田耕三、吉川神津夫

�会期

　平成19年4月21日[土]-7月1日[日]（62日間）

�休館日

　月曜日（4月30日は開館）、5月1日[火]

�視点

どんな時代であっても、言葉のちがう国であっても、絵本

ほど愛されている読みものはない。絵本は大人から子ど

もまで、多くの人の想像力を高め、心を豊かにさせてく

れる不思議な魅力を持っている。その中でも、オランダ

は優れた絵本が数多く出版されていることで、よく知ら

れている。「かえるくん」シリーズで知られるマックス・ベル

ジュイスや、人気者の「ミッフィー（うさこちゃん）」を生ん

だディック・ブルーナは、日本でもなじみが深く、多くの

絵本が出版されている。

本展は、 オランダ絵本界の2大巨匠といわれるマックス・

ベルジュイスとディック・ブルーナの作品を中心に、現在

活躍しているオランダの絵本作家10名を選出して、オラ

ンダを代表する絵本作家の心温まる作品の数々を紹介

するなど、オランダ絵本の魅力を日本に伝えた、最初の

本格的な展覧会である。

�主催

　徳島県立近代美術館

　徳島新聞社

　四国放送

�後援

　オランダ王国大使館

　日蘭協会

　オランダ会   

　ＮＨＫ徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化協会

�協力

　岩波書店

　金の星社

　KLMオランダ航空

　講談社

　小峰書店

　朔北社

　セーラー出版
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン、 線
画

1991おともだち『ミッフィーどうした
の？』より

ディ ック・ブルーナ

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1977無題『ぶたのうたこさん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1988無題『うさこちゃんのおじいちゃ
んとおばあちゃん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1989こぐまのボリス『こぐまのボリス』
より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1963ゆきのひのうさこちゃん『ゆきのひ
のうさこちゃん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1970うさこちゃんとテディベア『うさこ
ちゃんのたんじょうび』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1974すいへいさんになったら『ぼくが
いっぱい』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1975うさこちゃんのきのぼり『うさこちゃ
んとゆうえんち』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1975うさこちゃんとトランポリン『うさ
こちゃんとゆうえんち』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1975ばんざい ばんざい うれしいな『う
さこちゃんとゆうえんち』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1982おひゃくしょうのやん『おひゃ
くしょうのやん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1989ボリスはちからもち『こぐまのボ
リス』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1989ボリスとバーバラ『ボリスとバー
バラ』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1989バーバラ『ボリスとバーバラ』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1992アリスおばさんのパーティー『ア
リスおばさんのパーティー』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1970うさこちゃんとペン

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1963ゆきのひのうさこちゃん『ゆきのひ
のうさこちゃん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1972たこあげ

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1968おとこのこ『BOEK zonder 
woorden2』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1969まいごのすーきーちゃん『こいぬ
のくんくん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1970うさこちゃんのたんじょうび『うさ
こちゃんのたんじょうび』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン2000がちょう

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1977ぶたのうたこさん『ぶたのうたこ
さん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1977うたこさんのおせんたく『ぶたの
うたこさん』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1962ぴえろ『さーかす』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1980ええ。いくわ、もちろん！『うた
こさんのおかいもの』より
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所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1984ふるーと『おーちゃんのおーけす
とら』より

ディ ック・ブルーナ

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1984オーケストラ『おーちゃんのおー
けすとら』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1984だん、ふねにのる『だん ふねにの
る』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1984みんなでいっしょに『うさこちゃ
んがっこうへいく』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1986うさこちゃんとテディベア『うさ
こちゃんのたんじょうび』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1989あまやどり『ボリスのやまのぼり』
より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1991ボールあそび『ちいさなロッテ』よ
り

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†オフセット1991ちいさなロッテ『ちいさなロッテ』
より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1968りんご『かぞえてみよう（1～12）』
より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン2000meneer Knie『meneer knie』よ
り

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1984つみき『うさこちゃんがっこうへ
いく』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1999あおいかさ『ボリスとあおいかさ』
より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†シルクスクリーン1977うたこさんとかきねかり『うたこ
さんのにわしごと』より

ディ ック・ブルーナ・
ジャパン

21.0×29.7†書籍2000点字絵本

作家30.0×24.0アクリル　水彩2000おじいちゃん わすれないよハルメン・フ ァ ン・スト
ラーテン

作家31.0×22.0アクリル　水彩2000おじいちゃん わすれないよ

作家27.0×23.0アクリル　水彩2000おじいちゃん わすれないよ

作家31.0×23.0アクリル　水彩2000おじいちゃん わすれないよ

作家28.0×44.0アクリル　水彩2000おじいちゃん わすれないよ

作家33.0×49.0アクリル　水彩2000おじいちゃん わすれないよ

作家28.0×58.0水彩2003アヒルのおはなし

作家15.0×17.0水彩2003アヒルのおはなし

作家23.0×34.0水彩2003アヒルのおはなし

作家22.0×50.0水彩2003アヒルのおはなし

作家22.0×55.0水彩2003アヒルのおはなし

作家14.5×58.0水彩2003アヒルのおはなし

作家26.0×52.0水彩2005エルフはゾウの消防士

作家28.0×42.0水彩2005エルフはゾウの消防士

作家27.0×20.0水彩2005エルフはゾウの消防士

作家25.9×48.5水彩2005エルフはゾウの消防士

作家32.0×23.0水彩2005エルフはゾウの消防士



34

所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

岩波書店24.0×21.0水彩　墨2002フランダースの犬ハルメン・フ ァ ン・スト
ラーテン

岩波書店20.0×14.5水彩　墨2002フランダースの犬

岩波書店19.0×15.0水彩　墨2002フランダースの犬

作家22.0×42.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001マリーケのあたまイヴ ォ ンヌ・ヤハテンベ
ルフ

作家22.0×42.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001マリーケのあたま

作家22.0×42.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001マリーケのあたま

作家22.0×42.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001マリーケのあたま

作家31.5×46.5コラージュ　ミクスド
メディア

2004バロチェとくま

作家31.0×46.0コラージュ　ミクスド
メディア

2004バロチェとくま

作家31.0×47.0コラージュ　ミクスド
メディア

2004バロチェとくま

作家31.0×47.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001とくべつな いちにち

作家31.0×47.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001とくべつな いちにち

作家31.0×47.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001とくべつな いちにち

作家31.0×47.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001とくべつな いちにち

作家31.0×47.0コラージュ　ミクスド
メディア

2001とくべつな いちにち

作家35.0×25.0ペン　水彩1994頃げんきをだして ウィリアムヒッテ・スペー

作家26.0×40.5ペン　水彩1994頃げんきをだして ウィリアム

作家26.0×40.5ペン　水彩1994頃げんきをだして ウィリアム

作家26.0×40.5ペン　水彩1994頃げんきをだして ウィリアム

作家26.5×40.5ペン　水彩1994頃げんきをだして ウィリアム

作家28.0×38.0パステルクレヨン　筆
ペン

2003頃ハートどろぼう

作家19.0×28.0パステルクレヨン　筆
ペン

2003頃ハートどろぼう

作家19.0×28.0パステルクレヨン　筆
ペン

2003頃ハートどろぼう

作家27.7×31.0パステルクレヨン　筆
ペン

2005頃むかし、ゾウさんがいまして…お
日さまや雪や、いろんな天気の話

作家27.5×28.2パステルクレヨン　筆
ペン

2005頃むかし、ゾウさんがいまして…お
日さまや雪や、いろんな天気の話

作家27.5×28.2パステルクレヨン　筆
ペン

2005頃むかし、ゾウさんがいまして…お
日さまや雪や、いろんな天気の話

作家27.5×28.2パステルクレヨン　筆
ペン

2005頃むかし、ゾウさんがいまして…お
日さまや雪や、いろんな天気の話

作家27.5×28.2パステルクレヨン　筆
ペン

2005頃むかし、ゾウさんがいまして…お
日さまや雪や、いろんな天気の話

作家13.0×14.0インク　水彩1996森のなかでみつけたよアレックス・デ・ウォルフ
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所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

作家21.5×16.0インク　水彩1996森のなかでみつけたよアレックス・デ・ウォルフ

作家17.0×15.0鉛筆　水彩1988だいじょうぶ くまくま

作家17.0×15.0鉛筆　水彩1988だいじょうぶ くまくま

作家30.0×28.0インク　グァッシュ2005これはぼくのたまご

作家30.0×22.0インク　グァッシュ2005これはぼくのたまご

作家30.0×22.0インク　グァッシュ2005これはぼくのたまご

作家30.0×23.0インク　グァッシュ2005これはぼくのたまご

作家30.0×22.0インク　グァッシュ2005これはぼくのたまご

作家35.0×26.0インク　水彩1998おおきくなりたい ちびろばくんアンネマリ ー・フ ァ ン・
ハーリンゲン

作家26.0×35.0インク　水彩1998おおきくなりたい ちびろばくん

作家26.0×35.0インク　水彩1998おおきくなりたい ちびろばくん

作家26.0×35.0インク　水彩1998おおきくなりたい ちびろばくん

作家26.0×35.0インク　水彩1998おおきくなりたい ちびろばくん

作家26.0×35.0インク　水彩1998おおきくなりたい ちびろばくん

作家26.0×37.0インク　水彩1997マルモック

作家26.0×37.0インク　水彩1997マルモック

作家26.0×37.0インク　水彩1997マルモック

作家26.0×37.0インク　水彩1997マルモック

作家26.0×37.0インク　水彩1997マルモック

作家27.5×40.0インク　水彩1998髪の長いお姫さま

作家27.0×36.0インク　水彩1998髪の長いお姫さま

作家32.0×24.0インク　水彩1998髪の長いお姫さま

作家32.0×24.0インク　水彩1998髪の長いお姫さま

作家24.0×36.0インク　水彩1998髪の長いお姫さま

作家30.0×42.0インク　水彩1998髪の長いお姫さま

作家8.0×30.5墨　アクリル200010ぴきのいたずらねこヤン・ユッテ

作家27.5×23.5ミクスドメディア2003お月さまにぼうしを

作家27.5×44.0ミクスドメディア2003お月さまにぼうしを

作家27.5×44.0ミクスドメディア2003お月さまにぼうしを

作家27.5×44.0ミクスドメディア2003お月さまにぼうしを

作家27.5×44.0ミクスドメディア2003お月さまにぼうしを

作家25.0×45.0墨　水彩2000宇宙旅行

作家25.0×47.5墨　水彩2000宇宙旅行

作家25.0×47.5墨　水彩2000宇宙旅行

作家25.0×48.5墨　水彩2000宇宙旅行
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所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

作家25.0×48.0墨　水彩2000宇宙旅行ヤン・ユッテ

作家29.4×42.1アクリル　コラージュ2001はいいろねずみのフレイシェウィリーマイン・ミン

作家29.4×42.1アクリル　コラージュ2001はいいろねずみのフレイシェ

作家29.4×42.1アクリル　コラージュ2001はいいろねずみのフレイシェ

作家29.4×42.1アクリル　コラージュ2001はいいろねずみのフレイシェ

作家29.4×42.1アクリル　コラージュ2001はいいろねずみのフレイシェ

作家34.0×50.0アクリル1988鳥おじさん

作家34.0×50.0アクリル1988鳥おじさん

作家34.0×50.0アクリル1988鳥おじさん

作家36.0×52.0アクリル1990パッチワークのかけぶとん

作家36.0×52.0アクリル1990パッチワークのかけぶとん

作家36.0×52.0アクリル1990パッチワークのかけぶとん

作家16.0×38.0ミクスドメディア1996-97おくびょうな英雄たちマーリ ッ ト・テーンクヴィ
スト

作家17.0×30.0ミクスドメディア1996-97おくびょうな英雄たち

作家26.0×19.0ミクスドメディア1996-97おくびょうな英雄たち

作家26.0×19.0ミクスドメディア1996-97おくびょうな英雄たち

作家27.0×20.0ミクスドメディア1996-97おくびょうな英雄たち

作家23.5×42.0ミクスドメディア1998-99だいすき そんなきもちをつたえて
くれることば

作家38.0×57.0ミクスドメディア1998-99だいすき そんなきもちをつたえて
くれることば

作家34.5×62.0ミクスドメディア1998-99だいすき そんなきもちをつたえて
くれることば9

作家33.0×56.0ミクスドメディア1998-99だいすき そんなきもちをつたえて
くれることば

作家24.0×15.5ミクスドメディア1993-94愛についての ちいさな おはなし

作家24.0×15.5ミクスドメディア1993-94愛についての ちいさな おはなし

作家24.0×15.5ミクスドメディア1993-94愛についての ちいさな おはなし

作家24.0×15.5ミクスドメディア1993-94愛についての ちいさな おはなし

作家24.0×15.5ミクスドメディア1993-94愛についての ちいさな おはなし

作家25.5×18.5インク　色鉛筆2001ボッケハリエット・ヴァン・レー
ク

作家23.5×15.0インク　色鉛筆2001ボッケ

作家23.5×15.0インク　色鉛筆2001ボッケ

作家23.5×15.0インク　色鉛筆2001ボッケ

作家23.5×15.0インク　色鉛筆2001ボッケ

作家23.5×15.0インク　色鉛筆2001ボッケ

作家15.0×24.0インク　色鉛筆1995ヘンケルマン、われらのヘンケル
マンくん7
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所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

作家15.0×24.0インク　色鉛筆1995ヘンケルマン、われらのヘンケル
マンくん8

ハリエット・ヴァン・レー
ク

作家15.0×24.0インク　色鉛筆1995ヘンケルマン、われらのヘンケル
マンくん9

作家15.0×24.0インク　色鉛筆1995ヘンケルマン、われらのヘンケル
マンくん10

作家15.0×24.0インク　色鉛筆1995ヘンケルマン、われらのヘンケル
マンくん11

作家23.0×32.0インク　色鉛筆1985レナレナ

作家23.0×32.0インク　色鉛筆1985レナレナ

作家23.0×32.0インク　色鉛筆1985レナレナ

作家23.0×32.0インク　色鉛筆1985レナレナ

作家23.0×32.0インク　色鉛筆1985レナレナ

作家22.0×31.8インク　色鉛筆1985習作

作家17.0×26.7†インク　色鉛筆1985習作

作家17.5×27.0インク　水彩1992ヤンとスティッピーペッツィー・バックス

作家17.0×26.0インク　水彩1992ヤンとスティッピー

作家17.0×26.0インク　水彩1992ヤンとスティッピー

作家20.0×26.0インク　水彩1998フィーンチェのあかい キックボード

作家18.5×25.0インク　水彩1998フィーンチェのあかい キックボード

作家23.0×26.0インク　水彩1998フィーンチェのあかい キックボード

作家27.5×18.0インク　水彩2004デビーとフィーンチェ

作家27.5×18.0インク　水彩2004デビーとフィーンチェ

作家27.5×18.0インク　水彩2004デビーとフィーンチェ

作家27.5×18.0インク　水彩2004デビーとフィーンチェ

作家27.5×18.0インク　水彩2004デビーとフィーンチェ

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

67.5×96.8（額
寸）

不詳鶏をくわえる猫マックス・ベルジュイス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

50.5×66.0（額
寸）

1953家族

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

15.0×19.0グァ ッシュ1988頃かえるくんどうしたの/うさぎと
かえる、机にむかう

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

15.0×19.0グァ ッシュ1988頃かえるくんどうしたの/花を抱え
る、あひる

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

18.0×21.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/雪
の中歩く

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

20.0×39.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/う
さぎ、ブタ、アヒル
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所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

12.0×15.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/に
手をのばす

マックス・ベルジュイス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/
ベッドにすわる、家

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/家
からとび出す、10ぶたとかえる

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/ブ
タがかごせおう、走るウサギ

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/う
さぎとかえる、ストーブの前

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/雪
の中、かえる運ばれる

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/ブ
タがスープ、ベッド

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1991頃げんきをだしてねかえるくん/あ
ひる、うさぎ、ぶた

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×20.0グァ ッシュ1997頃かえるくんたびにでる/食べている

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

39.0×49.0ペン画　鉛筆画不詳スケッチ（かえるくん）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

22.5×30.0ペン画不詳スケッチ

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

31.0×21.0ペン画不詳漫画（FLEUER skizzc）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

31.5×24.5ペン　グァ ッシュ1980年代漫画（わにくん）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

35.0×24.5ペン　グァ ッシュ1980年代漫画（わにくん）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

50.9×66.0ペン　グァ ッシュ1980年代漫画（わにくん）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

15.5×20.0グァ ッシュ1982頃こびとくんのいえさがし/食事2人、
人々食べている

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×19.0グァ ッシュ1985頃こびとくんのきゅうじょたい/ビ
ン、かえる＆こびと

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

16.0×18.0グァ ッシュ1984頃こびとくんのしあわせないちにち/
クローバー、休憩

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

29.0×40.0鉛筆画不詳スケッチ（こびとくん）
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所蔵者寸法cm（縦×横
／†はシート寸）

技法・材質制作年作品名作者名

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×19.5グァ ッシュ1968頃男の子とおおきなさかな/少年マックス・ベルジュイス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×19.5グァ ッシュ1968頃男の子とおおきなさかな/ねこ

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

29.0×44.0グァ ッシュ1966頃おおかみとちびやぎ/表紙

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

27.5×19.2グァ ッシュ1966頃おおかみとちびやぎ/ほえるおおか
み

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

27.5×19.0グァ ッシュ1966頃おおかみとちびやぎ/笛 吹 くおお
かみ

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

27.5×19.0グァ ッシュ1966頃おおかみとちびやぎ/笛吹く少年

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

20.0×40.0グァ ッシュ1975頃ぬすまれたかいじゅうくん/泥棒
食事

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×42.0グァ ッシュ1975頃ぬすまれたかいじゅうくん/捕獲、
城と怪獣

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×42.0グァ ッシュ1972頃こころのやさしいかいじゅうくん/
消防

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×42.0グァ ッシュ1972頃こころのやさしいかいじゅうくん/
消防

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×42.0グァ ッシュ1972頃こころのやさしいかいじゅうくん/
町と人々と

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

29.0×42.0グァ ッシュ1970頃えかきさんとことり/画家と画商

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

29.0×42.0グァ ッシュ1970頃えかきさんとことり/ライオン

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.5×41.0グァ ッシュ1970頃えかきさんとことり/町並煙突カ
ラス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.2×39.5グァ ッシュ1970頃えかきさんとことり/ニワトリ

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

27.7×40.5グァ ッシュ1970頃えかきさんとことり/画家

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

32.0×48.2グァ ッシュ不詳宣伝サンプル/黒バックの建物

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

29.5×42.0グァ ッシュ不詳無題/王さまの食卓

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

19.5×16.51961頃「忘れることのない詩歌」より（王
様と馬）
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所蔵者寸法cm（縦×横
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技法・材質制作年作品名作者名

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

19.5×16.51961頃「忘れることのない詩歌」より（3
人の王様）

マックス・ベルジュイス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

19.5×16.51961頃「忘れることのない詩歌」より（船
長）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

19.5×16.51961頃「忘れることのない詩歌」より（城）

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

44.2×20.8†プリント不詳ポスター 1JAZZ/black

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

62.3×30.0†プリント不詳ポスター 2oudejaars/red

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

47.0×28.6†プリント不詳ポスター 3JAZZ/black

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

59.6×30.0†プリント不詳ポスター 4PS/red

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

62.5×30.0†プリント不詳ポスター 5Paas colekte/brouwn

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

49.3×29.7†プリント不詳ポスター 6geef en help/black

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

46.7×27.3†プリント不詳ポスター 7JAZZ/black

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

45.6×28.6†プリント不詳ポスター 8JAZZ/black

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

62.5×29.6†プリント不詳ポスター 9Paas colekte/blue

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

69.6×49.4†プリント不詳ポスター 10Geef en Help/red

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

7.5×11.5プリント不詳ポスター原画41

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

失われたパスポート

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

24.0×17.0パレット1

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.0×22.0パレット2

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

28.0×22.0パレット3

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

絵の具10本
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技法・材質制作年作品名作者名

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

メガネマックス・ベルジュイス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

筆12本

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

ダイアリー 1990

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

ダイアリー 1998

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

21.0×30.0スケッチブック1黒

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

24.0×31.0スケッチブック2模様

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

24.0×31.0スケッチブック3模様

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

24.0×31.0スケッチブック4模様

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

33.0×23.0スケッチブック5

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

写真1子どもとマックス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

写真2ギターとマックス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

写真3アトリエのマックス

マックス・ベルジュイ
ス財団（子どもの本
の博物館寄託）

21.0×17.5スケッチELEFANT UND 
KROKODIL（ぞうとわに）



42

2

美術の国徳島 １ 昭和の文展、帝展作家

�入館者数

　3,258人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「県人作家の傑作70点」　徳島新聞　平成19年7月22日

「美術の国徳島　昭和の文展、帝展作家　1　伊原宇三

郎」　徳島新聞　平成19年8月27日（江川佳秀）

「美術の国徳島　昭和の文展、帝展作家　2　河井清一」

　徳島新聞　平成19年8月28日（吉原美惠子）

「美術の国徳島　昭和の文展、帝展作家　3　服部仁郎」

　徳島新聞　平成19年8月29日（安達一樹）

「美術の国徳島　昭和の文展、帝展作家　4　清原重以

知」　徳島新聞　平成19年8月30日（江川佳秀）

「美術の国徳島　昭和の文展、帝展作家　5　三宅克己」

　徳島新聞　平成19年9月3日（森芳功）

「美術の国徳島　昭和の文展、帝展作家　6　広島晃甫」

　徳島新聞　平成19年9月4日（森芳功）

�担当学芸員

　吉原美惠子、江川佳秀

�会期

　平成19年7月21日[土]-10月8日[月・祝]（70日間）

�休館日

　月曜日（8月13日、9月17日、9月24日、10月8日は開館）、

9月18日[火]、9月25日[火]

�視点

江戸時代から明治にかけて、徳島の地は藍の生産地とし

て栄え、芸能や文化において、多彩な活動が現れ、明治

から現在まで、多くの美術家を輩出し続けてきた。

本展では、昭和戦前期の官設の展覧会である、帝国美術

院展覧会（帝展）と、 文部省美術展覧会（文展）で活躍し

た作家たちの中から、徳島ゆかりの作家である、河井清一、

伊原宇三郎、清原重以知、服部仁郎、三宅克己、広島

晃甫の作品を紹介した。

本展は、主にコレクションを使って、徳島ゆかりの作家

たちの活動を、掘り下げて紹介しようとするもので、開

館以来、徳島の美術に関する調査研究を続けてきた成果

を展覧する好機となった。

�主催

　徳島県立近代美術館

　徳島新聞社

　四国放送

�後援

　ＮＨＫ徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化協会

�観覧料

一般　　　 600円（480円）

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

（　）内は前売り及び20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1-2普及事業・美術館教育・特別展に関連した催しの

項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判、B3判

ちらし：A4判

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「子どもワークシート」作成の

項を参照。
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�出品リスト

美術とは学習するもの　伊原宇三郎

所蔵者寸法cm（縦×横×高さ）技法・材質制作年作品名作者名

72.5×53.0油彩　キャンバス1918男性座像伊原宇三郎

79.8×116.3油彩　キャンバス1920婦人二人像

145.1×66.0油彩　キャンバス1921鳥と女

73.0×60.3油彩　キャンバス1926座れる裸婦

46.0×54.3油彩　キャンバス1926頃パリ風景

91.8×73.1油彩　キャンバス1926-27頃画室記念

91.0×72.8油彩　キャンバス1926-27頃白いシュミーズ

73.3×91.2油彩　キャンバス1927-28白い壺のある静物

60.0×73.1油彩　キャンバス1927-28頃窓際の静物

100.6×81.4油彩　キャンバス1928白衣を纏える

161.0×143.7油彩　キャンバス1930二人（習作）

162.5×215.2油彩　キャンバス1932榻上二裸婦

132.5×101.5油彩　キャンバス1938汾河を護る（夜は不眠
の警備）

100.2×72.8油彩　キャンバス1939男女像

91.2×116.9油彩　キャンバス1959アトリエ

45.5×53.0油彩　キャンバス1963早春（奥日光・龍頭の
滝付近）

ルーブル美術館ガイド
ブック

伊原宇三郎・資料

ルーブル美術館見学
のために作成したメモ

制作のためのメモ、下
絵等

1955『柔 道』第26巻2号 表
紙絵

伊原宇三郎

1956『柔 道』第27巻7号 表
紙絵

1957『柔 道』第28巻9号 表
紙絵

1958『柔 道』第29巻4号 表
紙絵

1958『柔 道』第29巻5号 表
紙絵

1958『柔 道』第29巻10号 表
紙絵

1959『柔 道』第30巻1号 表
紙絵

1959『柔 道』第30巻8号 表
紙絵

1959『柔 道』第30巻10号 表
紙絵

1960『柔 道』第31巻1号 表
紙絵
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所蔵者寸法cm（縦×横×高さ）技法・材質制作年作品名作者名

1960『柔 道』第31巻7号 表
紙絵

伊原宇三郎

1954『柔 道』第25巻1号 表
紙絵

1960『柔 道』第31巻12号 表
紙絵

41.1×26.8油彩　キャンバス不詳ピカソ作「ギター、トラ
ンプ、ガラスのコップ、
新聞」の模写

18.7×26.2油彩　キャンバス1925頃ピカソ作「風景」の模写

22.1×17.8油彩　キャンバス1925ピカソ作「プリント地の
スカーフ」の模写

18.9×23.1油彩　キャンバス1925ピカソ作「窓の前のマ
ンドリンとリンゴを盛っ
たコンポート」の模写

17.6×24.9油彩　キャンバス1925ピカソ作「ギター、楽譜、
メロンの薄切りのある
コンポート、女の胸像」
の模写

13.7×20.2油彩　キャンバス1925ピカソ作「コンポートと
窓ガラス」の模写

17.5×25.1油彩　キャンバス1925ピカソ作「マンドリン、
コンポート、石膏の腕」
の模写

17.7×24.9油彩　キャンバス1925ピカソ作「ギターとオ
レンジを盛ったコンポー
ト」の模写

23.1×17.9油彩　キャンバス1925ピカソ作「彫刻家」の模
写

18.5×24.0油彩　キャンバス1925ピカソ作「静物」の模写

30.3×22.1油彩　キャンバス1927ピカソ作「人物」の模写

22.7×28.2油彩　キャンバス1925頃ピカソ作「卵、巻いたナ
プキン、 一組の食器」
の模写

18.8×24.1油彩　キャンバス1925ピカソ作 「胸像、コン
ポート、 マンドリン、
赤い敷物」の模写

徳島のモダン・ボーイ　河井清一

45.5×33.4油彩　キャンバス1915頃自画像河井清一

45.5×38.0油彩　キャンバス1917女

22.4×20.9パステル　紙1920頃裸婦

60.8×49.8油彩　キャンバス1922都の雪

193.5×134.0油彩　キャンバス1922こかげ

194.5×130.3油彩　キャンバス1928休み日

130.4×162.4油彩　キャンバス1929裸女

個人27.2×21.6油彩　ボード1932フランス・シャトル風景

91.0×71.8油彩　キャンバス1946T嬢の像
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所蔵者寸法cm（縦×横×高さ）技法・材質制作年作品名作者名

91.0×60.8油彩　キャンバス1957女河井清一

個人80.2×65.1油彩　キャンバス不詳ソファーの女（仮称）

個人145.0×69.0油彩　キャンバス1959夏の朝

99.9×72.7油彩　キャンバス1961少女

112.0×145.2油彩　キャンバス1962明るい部屋

賞状　第4回帝国美術
院展覧会　特選　
1922年10月

河井清一・資料

個人ルノアール模写

個人晩年まで身辺に置い
ていた絵ハガキ　ルノ
アール＜ムーラン・ド・
ラ・ギャレット＞

個人絵具箱

河井清子氏パレット

静かな人　清原重以知

100.2×65.0油彩　キャンバス1916ダリヤ畑清原重以知

65.2×65.2油彩　キャンバス1916ロシヤの女優

33.0×23.8油彩　板1919頃妻芳子の像

33.0×23.8油彩　板1919頃自画像

91.8×91.4油彩　キャンバス1920果ら

49.8×60.6油彩　キャンバス1932緑の皿のある静物

90.7×116.9油彩　キャンバス1937雪暮れ

60.6×72.8油彩　キャンバス1942頃牡丹

80.5×100.1油彩　キャンバス1950頃斜陽のダリヤ

116.8×91.0油彩　キャンバス1954喜枝子の肖像

50.1×60.6油彩　キャンバス1955頃菖蒲

80.0×100.4油彩　キャンバス1955頃夕暮

100.2×80.3油彩　キャンバス1958酔生

80.3×100.0油彩　キャンバス1966牡丹

99.7×80.2油彩　キャンバス1967頃自画像

60.5×72.5油彩　キャンバス1969緑風

73.0×91.3油彩　キャンバス1970菜の花

60.8×73.1油彩　キャンバス不詳パイプのある静物

清原重以知遺品（絵具
箱）

清原重以知・資料

清原重以知遺品（イー
ゼル）
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宗教者　服部仁郎

所蔵者寸法cm（縦×横×高さ）技法・材質制作年作品名作者名

h.171.0木彫1924使命服部仁郎

h.172.0石膏1936久望

130.0×91.0×92.0石膏1937腰かけた女

146.0×43.0×65.0石膏1950青空

h.172.5石膏1954想

177.5×50.0×38.0石膏1955ワイキキの印象

175.0×60.5×47.5石膏1956女

168.5×72.0×42.5石膏1961立女（未完）

59.0×61.0×44.0ブロンズ不詳芳川顕正像

個人h.24.5木彫不詳観音像

個人服部仁郎が制作に用
いた小刀のみ等

服部仁郎・資料

個人日展書類

個人服部仁郎が生長の家
の講義で使用した「根
本真理」をまとめた掛
け物

個人「主婦之友」昭和10年
5月号

個人服部仁郎著「人間必ず
若返る」光明思想普及
會　昭和13年11月

個人服部仁郎著「神經の新
醫學」光明思想普及會
　昭和14年9月

日本画家らしからぬ日本画家　広島晃甫

21.3×18.3木版　紙1916頃夕暮小景広島晃甫

23.0×18.0木版　紙1916頃岩上小禽

13.3×14.5木版　紙1916頃曲芸の女

18.1×21.0木版　紙1916頃泊船

198.0×117.0絹本着色1920夕暮れの春

各172.0×376.0（六
曲一双）

絹本着色1921薫風

各168.0×163.0（二
曲一双）

絹本着色1925春秋

58.4×31.2水彩　紙1932ビール・フランシュ南
欧の海邊

50.1×32.4鉛筆、水彩、クレパス
　紙

1932マールセーユ港

28.2×51.8水彩　紙1932トレドの広場
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所蔵者寸法cm（縦×横×高さ）技法・材質制作年作品名作者名

51.9×31.0鉛筆、水彩　紙1932頃ヨーロッパ風景（仮称）広島晃甫

50.2×30.8鉛筆、水彩　紙1932頃ヨーロッパ風景（仮称）

124.1×185.5絹本着色1939蓮

165.0×105.0絹本着色1941赤装女

39.2×44.7紙本着色不詳真桑瓜（仮称）

個人130.6×46.2絹本着色不詳薄暮

個人52.3×64.6紙本着色不詳牡丹

旅の画家　三宅克己

32.3×23.6水彩　紙1894切り通し三宅克己

17.5×25.0水彩　紙1896朝鮮京城市街

50.5×38.5水彩　紙1910ベルギー風景

53.0×74.0水彩　紙大正頃支那蘇州楓橋

66.0×100.0水彩、鉛筆　紙1922残雪

26.5×36.0水彩、パステル　紙1927頃オークの林

65.5×99.5水彩　紙1930秋

32.2×49.5水彩　紙1936頃日吉台の雪

39.8×52.2水彩　紙1938樹陰

68.0×101.0水彩　紙1941渓流（箱根底倉）

32.2×41.1水彩　紙1951頃甲州桂川風景

33.5×45.5水彩　紙不詳裾野の渓流

33.0×45.5水彩　紙不詳箱根大平台

27.3×37.6水彩　紙不詳カーニュ風景

38.0×27.0水彩　紙不詳フランス風景

49.0×64.0水彩　紙不詳伊豆南條よりの富士

1913パスポート（1913年11
月発行　三宅克己）

三宅克己・資料

1928パスポート（1928年8月
発行　三宅克己・三宅
せい）

1930パスポート（1930年2月
発行　三宅克己）

53.1×45.3油彩　キャンバス1940三宅克己先生清原重以知

三宅克己書簡（河井清
一宛　1932年4月27日）

河井清一・資料

印刷、墨書き　紙1951年5月
16日

日本芸術院恩賜賞　
賞記（日本芸術院）

三宅克己・資料

＊所蔵者表記のない作品は徳島県立近代美術館蔵
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3

日本画－和紙の魅力を探る

　＊4-1-2普及事業・美術館教育・特別展に関連した催しの

項を参照。

　＊「出品作家による座談会」（平成19年11月18日）は、「関

西文化の日」イベントとして開催した。

�印刷物

ポスター：B2判、B3判

ちらし：A4判

図録：297×225㎜　152ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携。展覧会ごとの「子どもワークシート」作成の

項を参照。

�入館者数

　4,273人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�関連記事等

「和紙の魅力を探る特別展　きょうから県立近代美術

館」『徳島新聞』平成19年11月13日

「和紙の魅力探る　県立近代美術館特別展始まる」『徳

島新聞』平成19年11月13日（夕刊）

「時代を問わず『和紙』に描いた作品の美しさに迫る」『タ

ウン情報まつやま　12月号』　平成19年11月20日

フォーカス徳島　四国放送テレビ　平成19年11月30日

グットモーニング・サタデー　FM徳島　平成19年12月1

日

「ナビ　徳島県立近代美術館で開催中の〝和紙〟に注

目した日本画の企画展を紹介」　ワンダフル・ゴー！

ゴー！　JFN全国ネット　平成19年12月4日

おはよう四国　NHK松山放送局　平成19年12月8日

森芳功「特別展　日本画－和紙の魅力を探る」『徳島新

聞』

　「1　巨勢有康　高野大師行状図画第七巻」平成19年

12月11日

　「2　狩野永岳　松鶴図」平成19年12月12日

　「3　竹内栖鳳　驟雨一過」平成19年12月13日

　「4　安田靫彦　飛鳥をとめ」平成19年12月14日

　「5　大野俊明　阿波木偶Ⅱ－花魁」平成19年12月15日

突撃インタビュー　徳島中央テレビ（吉野川市、 小松島

市）　吉野川市は平成19年12月5日他、小松島市は12月

6日他

まちかど掲示板　テレビトクシマ（徳島市）　平成19年12

月20日、23日

新日曜美術館アートシーン　NHK教育テレビ　平成19

年12月23日

�会期

　平成19年11月13日［火］-12月27日［木］(39日間)

�休館日

　月曜日（12月24日は開館）、12月25日［火］

�視点

「和紙」の美しさと響きあった日本絵画の魅力に注目し

た展覧会である。紙は材料や製法、産地によってさまざ

まな個性があり、その個性を活かして作品が表されてき

た。そのような歴史を、平安の紺紙金泥経から、近代・

現代の日本画までたどった。

平安・鎌倉時代の巻子本、室町時代の水墨画、そして江

戸時代の障壁画や水墨画など、近代以前のコーナーから

ご覧いただき、横山大観、竹内栖鳳、前田青邨、村上華

岳など近代を代表する作家の作品、�山辰雄、下保昭、

石本正などの現代作家、そして、いま日本画界の第一線

で活躍している作家たちの探求も紹介した。そのなかの

5人（竹内浩一、中野嘉之、大野俊明、斉藤典彦、森山

知己）は、徳島県の阿波和紙を用い、徳島の風物を描い

た新作も展示。

近代以前にあった多彩な紙の種類と表現、近代における

紙の生産の変遷と画家たちの表現の関わりを見ることで、

日本画近代化に対する素材面からの要因や、現代におけ

る紙を用いた表現の位置についても注目できるようにし

た。また、「古代紙」から現代までの標本紙、技法見本な

どの資料コーナーも設けた他、和紙の風合いを感じ、表

現の違いを味わう鑑賞の楽しみ方も提案した。

�主催

　徳島県立近代美術館

　徳島新聞社

　四国放送

�後援

　ＮＨＫ徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化協会

�観覧料

一般　　　 600円（480円）

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

（　）内は前売り及び20名以上の団体料金。

�関連事業
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�担当学芸員

　森芳功、仲田耕三、友井伸一
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�出品リスト

I  近代以前の紙と絵画

所蔵者寸法cm（縦×横）材料・形状制作年作品名作者名

白鶴美術館25.9×1,477.0紙本着色　巻子12世紀神護寺経　摩訶僧祇
律　巻第八

作者不詳

白鶴美術館25.8×1,056.0紙本着色　巻子12世紀神護寺経　摩訶僧祇
律　巻第十三

白鶴美術館31.5×1,342.9紙本着色　巻子1319頃高野大師行状図画　
巻第一

巨勢有康

白鶴美術館31.5×1,350.4紙本着色　巻子1319頃高野大師行状図画　
巻第七

岡山県立美術館21.7×30.1紙本墨画　軸装15-16世紀山水図秋月等観

岡山県立美術館64.0×30.4紙本墨画　軸装15-16世紀山水図如水宗淵

福井県立美術館各150.8×348.0紙本着色　屏風（六曲
一双）

17世紀韃靼人狩猟図屏風狩野興以

香川県歴史博物館154.4×357.2紙本金地着色　屏風
（六曲一隻）

17世紀源平合戦図屏風作者不詳

個人62.2×75.3紙本墨画　軸装18世紀山家図与謝蕪村

個人62.2×77.2紙本墨画　軸装18世紀山家図

岡山県立美術館158.1×44.1紙本墨画淡彩　軸装19世紀仙渓訪友図浦上玉堂

岡山県立美術館28.0×31.7紙本墨画　軸装19世紀秋江雨晴図

元離宮二条城事務所各176.1×115.5紙本着色　襖四面1847松鶴図狩野永岳

II  明治から大正の紙と「日本画」

各153.8×171.4紙本墨画淡彩　屏風
（二曲一双）

1871韓信堪忍図塩川文麟

福井県立美術館149.0×89.5紙本着色　軸装1885伏龍羅漢図狩野芳崖

三重県立美術館各166.4×371.0紙本墨画淡彩　屏風
（六曲一双）

1901虎・獅子図竹内栖鳳

下里昭氏84.5×17.1紙本着色　軸装1904頃牡丹図菱田春草

個人40.6×64.6紙本墨画淡彩　軸装昭和初期鷺娘とカッパ小川芋銭

清荒神清澄寺148.0×53.4紙本淡彩　軸装1906飲中八僊図富岡鉄斎

清荒神清澄寺128.7×33.6紙本墨画　軸装1905-14頃踏雪沽酒図

清荒神清澄寺134.5×32.5紙本墨画　軸装1918草聖図

清荒神清澄寺169.8×41.2紙本着色　軸装1924対山医俗図

III  「和紙」への意識と「日本画」－昭和初期を中心に

福井県立美術館各155.1×352.1紙本着色　屏風（六曲
一双）

1909春秋図横山大観

東京国立近代美術館53.0×259.0紙本墨画　額装1923鵜飼六題（深潭）近藤浩一路

小杉放菴記念日光美術
館

49.5×60.2紙本着色　軸装不詳漁村夕陽小杉放菴
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所蔵者寸法cm（縦×横）材料・形状制作年作品名作者名

小杉放菴記念日光美術
館

44.0×55.5紙本着色　軸装1933竹雨小杉放菴

小杉放菴記念日光美術
館

45.5×51.4紙本着色　軸装1952頃緑蔭対局

小杉放菴記念日光美術
館

25.0×46.2紙本着色　額装不詳一茶

60.0×92.7　紙本着色　軸装1930年代佛國ビルフランス小港広島晃甫

個人18.0×50.8紙本着色　額装1934桔梗速水御舟

東京国立近代美術館64.0×72.5紙本着色　軸装1942秋興富取風堂

東京国立近代美術館66.5×90.0紙本墨画　額装1944おぼこ前田青邨

個人144.5×60.4紙本着色　軸装1947頃豊太公

個人19.0×52.0紙本着色　額装1927淀の川瀬冨田溪仙

個人19.0×52.0紙本着色　額装1927月ヶ瀬

個人19.0×52.0紙本着色　額装1927石山秋月

個人19.0×52.0紙本着色　額装1927御室の雪

個人68.3×95.5紙本墨画着色　軸装1933水郷竹内栖鳳

京都市美術館194.0×91.5紙本墨画着色　軸装1935驟雨一過

個人133.5×30.5紙本淡彩　軸装大正初期田牛図村上華岳

個人30.0×58.0紙本墨画着色　軸装1934山�早春之図

個人35.0×44.9紙本墨画　軸装1935寒巖古松図

個人35.0×23.0紙本墨画淡彩　軸装1938仏陀国之聖迦�爾

京都市美術館172.0×113.0紙本着色　額装1943小楠公兄弟菊池契月

福井県立美術館117.6×82.6紙本着色　額装1954O氏像堅山南風

石川県立美術館146.0×81.5紙本着色　額装1958飛鳥をとめ安田靫彦

個人72.7×90.9紙本着色　額装1969法隆寺の秋吉田善彦

個人72.7×60.6紙本着色　額装1973サンフランチェスカ寺

個人72.7×60.6紙本着色　額装1975頃室生の秋

京都市美術館98.0×143.0紙本着色　額装1965夕雲小野竹喬

京都国立近代美術館各92.0×457.0紙本墨画着色　屏風
（二曲二双）

1979雪の最上川小松均

京都国立近代美術館174.2×419.2紙本墨画　屏風（六曲
一隻）

1982黄山霖雨加山又造

京都国立近代美術館174.2×419.2紙本墨画　屏風（六曲
一隻）

1982黄山湧雲

個人174.0×360.0紙本着色　屏風（四曲
一隻）

1986おぼろ

IV  「和紙」と「日本画」の新たな関係－戦後
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所蔵者寸法cm（縦×横）材料・形状制作年作品名作者名

個人200.0×134.0紙本着色　額装2004牡丹 洛陽の朝�山辰雄

個人41.0×23.5紙本墨画　軸装2003白暁妙義下保昭

個人63.5×30.6紙本墨画　軸装2005寒霞幽渓

個人167.5×100.0紙本墨画着色　額装2006彩雲暁粧

個人171.3×69.8紙本着色　額装1983萌春石本正

黒部峡谷　セレネ美術
館

212.0×170.0紙本着色　額装1992風の囁き宮�正明

黒部峡谷　セレネ美術
館

174.0×219.0紙本着色　額装1993天写田

ウッドワン美術館100.0×100.0紙本着色　額装1995協奏曲

作家91.0×162.0紙本着色　額装1996しるべ竹内浩一

作家180.0×360.0紙本着色　額装2007夜さめ

作家99.6×72.4紙本着色　額装2007吉野川・春

作家各200.0×110.0紙本着色　額装　六
面

2004蕭蕭中野嘉之

作家49.5×79.3紙本墨画　額装2006蕭蕭（一）

作家49.5×79.5紙本墨画　額装2006蕭蕭（二）

作家59.9×187.6紙本着色　額装2007うず潮

作家168.0×370.0紙本着色　屏風（四曲
一隻）

2004銀嶺大野俊明

作家168.0×370.0紙本着色　屏風（四曲
一隻）

2006風

作家97.0×66.0紙本着色　額装2007阿波木偶I－娘

作家97.0×66.0紙本着色　額装2007阿波木偶II－花魁

作家97.0×66.0紙本着色　額装2007阿波木偶III－武者

作家180.0×420.0紙本着色　屏風（六曲
一隻）

2006彼の丘斉藤典彦

個人160.0×200.0紙本着色　屏風（二曲
一隻）

2006よさくら

作家60.0×120.0紙本着色　額装2007うちのうみ

山陽新聞社60.6×135.0紙本着色　額装2006瀬戸内残春森山知己

倉敷・不洗観音寺各166.5×88.5紙本着色　襖八面2007瀬戸内春望図

作家32.0×277.4紙本墨画　巻子2007流水図素描

作家36.0×80.5紙本着色　額装2007波

V  現代における「和紙」の探求

資料

個人20.2×15.8紙本墨書　冊子1929-32西本願寺本三十六人
家集模作　貫之集下

田中親美

個人20.2×15.8紙本墨書　冊子1929-32西本願寺本三十六人
家集模作　伊勢集
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所蔵者寸法cm（縦×横）材料・形状制作年作品名作者名

岩野家蔵（福井県立美術
館寄託）

1925年3月
29日

書簡竹内栖鳳

岩野家蔵（福井県立美術
館寄託）

1926年12月
10日

書簡横山大観

岩野家蔵（福井県立美術
館寄託）

1928年2月
13日

書簡竹内栖鳳

岩野家蔵（福井県立美術
館寄託）

1929年9月
29日

書簡小杉放菴

岩野家蔵（福井県立美術
館寄託）

1930年11月
7日

書簡横山大観

岩野家蔵（福井県立美術
館寄託）

1941年2月6
日

書簡小杉放菴

＊所蔵者表記のない作品は徳島県立近代美術館蔵
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4

IWANO MASAHITO　現代アートによる徳島再見

岩野勝人企画　「UNDER THE CLOUD IN  TOKUSHIMA」

　平成20年3月4日[火]-3月9日[日]

　徳島県立近代美術館ギャラリー

　入場無料

　出品作家：佐保功、戸田真人、平井孝弥、吉田雷太、

ハーフブリード

　＊4-1-2普及事業・美術館教育・特別展に関した催しの項

を参照。

�印刷物

ポスター：B2判、B3判

チラシ：A4判

記録集：279×265mm、20ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-9普及事業・学校教育

との連携・展覧会ごとの「子どもワークシート」作成の

項を参照。

�入館者数

　2,278人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「造形作品やオブジェ、絵画・・・・古里の素朴な風土表現」

　『徳島新聞』　平成20年2月7日

「現代アートで徳島表現」　『徳島新聞』　平成20年2月9

日（夕刊）

「鳴潮」　『徳島新聞』　平成20年2月10日

「自然や文化モチーフに」　『毎日新聞』　平成20年2月

28日（徳島版）

「故郷の感覚　現代アートに」　『毎日新聞』　平成20年

3月5日（徳島版）

530フォーカス　四国放送　平成20年2月19日

�担当学芸員

　吉川神津夫、竹内利夫、吉原美惠子

�会期

　平成20年2月9日[土]-3月23[日]

�休館日

　月曜日（2月11日は開館）、2月12日[火]

�視点

本展は、京都在住で徳島出身の造形作家岩野勝人に企

画を依頼した新たな試みである。

「徳島再見」をテーマに岩野は自らが出品するのみなら

ず、彼が出品依頼した作家たちの作品とともに構成し

た。「徳島再見」をテーマと言いながらも、徳島全域を包

括するものではなく、岩野が自らの出身地である三加茂

町（現　東みよし町）を中心に徳島県西部を中心に取

り上げたものである。

また、岩野以外の出品作家は次のとおりである。

岩野の美術の師であり、徳島県展で活躍した洋画家の

川原康孝。岩野の大学の同僚でもありワークショップ

などでも活動を共にする画家の谷本天志。彫刻の出身

ながらもドローイング、写真とジャンルにとらわれない幅

広い活動をする中西信洋。さらには、岩野と徳島在住

の写真家、 森宮英文とのコラボレーションと多岐にわ

たっている。「徳島再見」をテーマとしたこれらの作品を

とおして、日頃は難解に見なされがちな現代アートの作

品を親しむ契機になることを意図したものである。

また、この展覧会では、作家のギャラリートークやワー

クショップも併せて開催し、 テーマが幅広く来館者に

浸透することを試みた。

�主催

　徳島県立近代美術館　　

　徳島新聞社

　四国放送

�後援

　NHK徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化協会

�観覧料

一般  　　600円（480円）

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

（　）内は前売り及び20名以上の団体料金。

�関連事業
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横×高さ）技法・材質制作年作品名作者名

作家105.0×92.0×
128.0

大理石　松　鉄1993おやじの椅子岩野勝人

作家100.0×80.0×
180.0

鉄　ウレタン塗料2005Huge Foot #2005

作家90.0×130.0×
148.0

鉄　ウレタン塗料2006Huge Foot #2006

作家80.0×140.0×
170.0

鉄　蛍光塗料1995-2000MENTAL CHAIR 
VI

作家160.0×115.0×
115.0

鉄　蛍光塗料1997-2000MENTAL CHAIR 
IX

作家210.0×116.0×
235.0

鉄　蛍光塗料1998-2001MENTAL CHAIR X

作家200.0×150.0×
186.0

鉄　蛍光塗料2004-08MENTAL CHAIR 
XIV

作家25.0×70.0×175.0鉄　ウレタン塗料2007-08Man and Woman -
天水-

作家540.0×270.0×
265.0

鉄　ウレタン塗料2008Man and Woman -
TOKUSHIMA-

作家300.0×430.0×
430.0

鉄　シリコン　アクリ
ル塗料

2008The cloud on a 
trampoline

作家515.0×422.0×
253.0

鉄　ラワンベニヤ　ポ
ラロイド写真

2008TOKUSHIMA　
HONSEN　-川原康
孝氏へのオマージュ

岩野勝人＋森宮英文

作家194.0×194.0油彩　キャンバス2006透明な泥（L）谷本天志

作家194.0×194.0油彩　キャンバス2006透明な泥（R）

作家181.8×227.3（全4
点）

油彩　キャンバス2008kyotototokushima-
bridge

作家40.9×40.9（全25
点）

油彩　キャンバス2007-08kyotototokushima-
days

個人80.3×116.7油彩　キャンバス1960頃建物川原康孝

個人145.5×97.0油彩　キャンバス1964航路ダイヤ

個人80.3×116.7油彩　キャンバス1968冷蔵車

個人80.3×116.7油彩　キャンバス1968別離

個人80.3×116.7油彩　キャンバス1975頃ある街-A

個人80.3×116.7油彩　キャンバス1975頃ある街-A

個人90.9×65.2油彩　キャンバス1975頃ある街-C

作家370.0×370.0×
410.0

石膏2006Boundary model 3中西信洋

作家340.0×340.0×
440.0

石膏2006Boundary model 4

作家590.0×590.0×
770.0

石膏2006Boundary model 6

作家500.0×2017.0（全
長）

鉛筆　紙2008Stripe drawing-
Tokushima sky
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3-3　第22回国民文化祭・とくしま2007「美術展」

�会期

　平成19年10月27日（土）～11月4日（日）

�休館日

　なし

�内容

美術展各部門にわたって、創作活動に親しむ人々の作

品を全国から公募し、 優れた作品を展示することによ

り、心おどる美術のゆめ広場をつくり、美術文化の向

上につながる新たな創造と感動の契機とすることを趣

旨とした国民文化祭美術展が、文化の森を会場に開催

され、近代美術館は、日本画、洋画、デザインの展示

会場となった。

�会場

　展示室3（日本画、洋画）、ギャラリー（デザイン）

�主催

　文化庁

　徳島県

　徳島県教育委員会

　第22回国民文化祭徳島県実行委員会

�観覧料

　無料

�関連事業

　＊近代美術館が主体的に関わった関連事業については、

4-1-1普及事業　美術館教育　特別展に関連した催し

（3）第22回国民文化祭・とくしま2007「美術展」、及び

4-1-3普及事業　美術館教育　ワークショップ（1）第

22回国民文化祭・とくしま2007「美術展」の関連事業

として開催　の項を参照。

�入館者数

　71,244人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。
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4-1　美術館教育

1　所蔵作品展に関連した催し

普　及　事　業

4

鑑賞者と展覧会を結ぶために、各展覧会担当者が中心となって催しを企画している。

場所参加者講師行事名開催日時

（1）徳島のコレクション2007-Ⅰ

展示室111人吉川神津夫
（主任学芸員）

徳島のコレクション2007-Ⅰ
展示解説

平成19年4月22日[日］
14:00-14:45

（2）徳島のコレクション2007-Ⅱ

展示室112名安達一樹
（専門学芸員）

徳島のコレクション2007-Ⅱ展示解説平成19年6月17日[日］
14:00-14:45

（3）徳島のコレクション2007-Ⅲ

展示室1
展示室2
屋外展示場・
ロビー

19名友井伸一
（専門学芸員）

徳島のコレクション2007-Ⅲ
展示解説

平成19年7月1日[日］
14:00-14:45

講座室8名友井伸一
（専門学芸員）

池田満寿夫の豆本:
 江戸川乱歩の『屋根裏の散歩者』
美術館講座

平成19年7月28日[土］
14:00-15:30

展示室183名田上和子
（チェロ奏者）

田上和子のチェロ演奏
美術を楽しむ・わたくし流

平成19年8月4日[土]
14:00-14:30

（4）徳島のコレクション2007-Ⅳ

展示室117名
27名

安達一樹
（専門学芸員）

徳島のコレクション2007-Ⅳ
展示解説

平成19年10月7日[日］
平成19年11月23日[金]
14:00-14:45

展示室168名檜千尋
（舞踊家）

檜千尋の舞踊
美術を楽しむ・わたくし流

平成20年12月2日
[日]14:00-14:30

（5）徳島のコレクション2008-Ⅰ

展示室1
展示室2

18名友井伸一
（専門学芸員）

徳島のコレクション2008-Ⅰ
展示解説

平成20年2月24日[日］
14:00-15:00

展示室１68名高島由里（朗読）
井村雅音（バソン奏者） 
粟田美佐（ピアノ奏者）

音楽物語「アナトール×アトナール」
美術を楽しむ・わたくし流

平成20年3月1日[土]
14:00-14:30

講座室2名竹内利夫
（主任学芸員）

版画家・一原有徳　孤高のヴィジョン
美術館講座

平成20年3月2日[日]
14:00-15:30
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2　特別展に関連した催し

 鑑賞者と展覧会を結ぶために、各展覧会担当者が中心となって催しを企画している。

場所参加者講師行事名開催日時

（1）「かえるくん、ミッフィーとオランダ絵本の仲間たち オランダ絵本作家」展
展示室338名

27名
17名

仲田耕三
（専門学芸員）

かえるくん、 ミッフィーとオランダ絵本
の仲間たち
オランダ絵本作家展
展示解説

平成19年4月30日［月］
平成19年5月20日[日］
平成19年6月3日［日］
14:00-15:00

（2）「美術の国 徳島」1 昭和の文展、帝展作家
展示室321名

6名
18名

江川佳秀
（学芸課長）

「美術の国徳島」展 1 昭和の文展、帝展
作家
展示解説

平成19年7月22日［日］
平成19年8月5日［日］
平成19年9月16日[日]
14:00-15:00

展示室320名
19名
22名

吉原美惠子
（主任学芸員）

「美術の国徳島」1 昭和の文展、 帝展作
家
展示解説

平成19年8月12日［日］
平成19年8月19日[日]
平成19年9月2日[日]
14:00-15:00

講座室1名江川佳秀
（学芸課長）

徳島の美術風土と画家たちの素顔
美術館講座

平成19年9月30日[日]
14:00-15:30

（3）第22回国民文化祭•とくしま2007「美術展」

2Fロビー108名通崎睦美・今田香織・
後藤由里子（マリンバ奏者）

通崎睦美マリンバ・コンサート
開場式コンサート

平成19年10月27日［土］
11:00-

（4）「日本画-和紙の魅力を探る」
展示室349名竹内浩一、大野俊明

斎藤典彦、森山知己（出品作家）
「日本画-和紙の魅力を探る」展
出品作家による連続ギャラリー・トーク

平成19年11月17日［土］
14:00-16:00の間

講座室45名竹内浩一、大野俊明
斎藤典彦、森山知己（出品作家）

「日本画-和紙の魅力を探る」展
出品作家による座談会

平成19年11月18日［日］
13:30-14:30

展示室336名
67名
36名

森芳功
（専門学芸員）
 中野嘉之（12月23日）
（出品作家）

「日本画-和紙の魅力を探る」展
展示解説

平成19年11月25日［日］
平成19年12月23日[日]
平成19年12月24日[月]
14:00-15:00

講座室34名森芳功
（専門学芸員）

「日本画-和紙の魅力を語る」
美術館講座

平成19年12月16日[日]
14:00-15:30

（5）IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見
展示室378名岩野勝人、谷本天志

中西信洋、森宮英文
（出品作家）

「IWANO MASAHTO」現代アートに
よる徳島再見」展
出品作家によるギャラリー・トーク

平成20年2月9日[土]
14:00-15:00

展示室315名
22名
45名

吉川神津夫
（主任学芸員）

「IWANO MASAHITO現代アートに
よる徳島再見」展
展示解説

平成20年2月17日[日]
平成20年3月8日[土]
平成20年3月23日[日]
14:00-15:00
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3　ワークショップ

制作や画材体験を通して、美術への理解と親しみを広げる講座。

場所参加者講師行事名開催日時

（1）かえるくん、ミッフィーとオランダ絵本の仲間たち オランダ絵本作家展の関連事業として開催
アトリエ232名梅田俊作・梅田佳子

（絵本作家）
親子でつくる楽しい絵本
ワークショップ

平成19年5月6日[日]
13:30-16:00

（2）第22回国民文化祭・とくしま2007「美術展」の関連事業として開催
加茂の大クス
（東みよし町）

51名講師：岩野勝人（大阪成蹊大学准教
授）
サポートスタッフ：黄瀬 剛・池上将
暢・中村友香・松野暖子
協力：東みよし町役場生涯学習課・武
田設備・小川生薬

みんなで描こう！パノラマ絵画
「加茂の大クス編」
ワークショップ

平成19年4月14日[土]
10：00-12：00

徳島スポーツ
ビレッジ（板野
町）

46名講師：岩野勝人（大阪成蹊大学准教
授）
サポートスタッフ：黄瀬 剛・池上将
暢・中村友香・辻るり子・伊東瑞生
協力：徳島ヴォルティス・板野養護学
校

みんなで描こう！パノラマ絵画
「徳島ヴォルティス編」
ワークショップ

平成19年7月17日[火]
10：00-11：50

徳島県立近代
美術館ギャラ
リー

24名
（付き添
い含め
27名）

講師：通崎睦美（マリンバ奏者）・岩野
勝人
サポートスタッフ：黄瀬 剛・川合啓
義・二木奈緒・中村友香・伊東瑞生
協力：岡川雄洋（阿南竹炭生産組
合）・今田香織・後藤由里子

通崎睦美と手作り木琴
ワークショップ

平成19年8月8日[水]
10：00-15：30

佐那河内小学
校（佐 那 河 内
村）

40名講師：岩野勝人（大阪成蹊大学准教
授）
サポートスタッフ：黄瀬 剛・川合啓
義・二木奈緒・中村友香・伊東瑞生
主催：大川原せーびんぐネットワーク
後援：佐那河内村教育委員会

みんなで描こう！パノラマ絵画
「佐那河内小学校編」
ワークショップ

平成19年8月11日[土]
9：30-11：30

徳島県立城ノ
内中学校・高等
学校

24名講師：岩野勝人（大阪成蹊大学准教
授）
サポートスタッフ：黄瀬 剛・池上将
暢・二木奈緒・中村友香
協力：玉田修平（徳島県立城ノ内高
等学校）

くもならべ
「城ノ内中高編」
ワークショップ

平成19年8月23日[木]
9：00-16：00

徳島県立城南
高等学校

10名講師：岩野勝人（大阪成蹊大学准教
授）
サポートスタッフ：黄瀬 剛・二木奈
緒・中村友香・村上由佳乃
協力：林伸也（徳島県立城南高等学
校）

くもならべ
「城南高校編」
ワークショップ

平成19年8月30日[木]
9：00-16：00

徳島県立文化
の森総合公園
三館棟正面階
段

27名講師：岩野勝人（大阪成蹊大学准教
授）
サポートスタッフ：黄瀬 剛・二木奈
緒・中村友香・大石起聖・平地裕一・
田計珠実・油井真秀・和田悠
協力：玉田修平（徳島県立城ノ内高
等学校）・林伸也（徳島県立城南高等
学校）

くもならべ
「文化の森編」
ワークショップ

平成19年10月21日[日]
10：00-16：00

（3）「日本画-和紙の魅力を探る」展の関連事業として開催
アトリエ240名森山知己

（出品作家）
「さまざまな和紙を使って古い技法を試
してみる」
実技講座

平成19年12月9日[日]
14:00-16:00

（4）IWANO MASAHITO現代アートによる徳島再見展の関連事業として開催

2Fロビー30名
28名

岩野勝人（出品作家）
大阪成蹊大学芸術学部有志

くもならべ-1
くもならべ-2
ワークショップ

平成20年2月10日[日]
平成20年3月9日[日]
13:00-16:00

＊関連記事等
「加茂の大クスみんなで描く　40人の絵集め1枚に」　『徳島新聞』　平成19年4月15日
「ヴォルティスを絵で応援　板野養護学校生、練習風景躍動的に」　『徳島新聞』　平成19年7月18日
「村民団結し絵制作　佐那河内の60人、学校の風景1枚に」　『徳島新聞』　平成19年8月12日
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講師との対話やクイズなどのメニューを通して、鑑賞の楽しさを体験する講座。

場所参加者講師行事名開催日時

各展示室77名
7名
24名
17名
20名
20名
18名

森芳功（専門学芸員）
竹内利夫（主任学芸員）
福原輝実（文化推進員）
田中里枝（文化推進員）11月まで
山本見紗（文化推進員）12月から
※各回共通

オランダ絵本作家展
徳島のコレクション2007-Ⅲ
美術の国徳島
徳島のコレクション2007-Ⅳ
「日本画-和紙の魅力を探る」
徳島のコレクション2008-Ⅰ展
IWANOMASAHITO現代アートによ
る徳島再見

平成19年6月16日［土］
平成19年7月14日［土］
平成19年9月8日［土］
平成19年10月20日［土］
平成19年12月8日［土］
平成20年1月26日［土］
平成20年3月15日［土］
14:00-14:45

4　とくしま近美　こども鑑賞クラブ　「君こそアートの名探偵」

5　博物館実習生の受け入れ

学芸員資格取得のための博物館実習の受け入れを行った。

�期間

　平成19年7月31日［火］-8月4日［土］の5日間

�学校名及び人数

　四国大学　　　　　8名

　鳴門教育大学　　　6名

　徳島大学　　　　　1名

　愛媛大学　　　　　1名

　成安造形大学　　　1名

　　　　　　　　計　17名

6　団体鑑賞（学校関係以外）での解説

参加者展覧会名講師開催日時団体名

児童37名
引率者3名

特別展「オランダ絵本作家展」森芳功
（専門学芸員）

平成19年6月9日[土］
12:50-13:20

勝浦東部児童館

一般21名特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展
「徳島のコレクション2007-Ⅱ」

吉川神津夫
（主任学芸員）

平成19年6月14日[木］
10:10-11:30

コミュニティカレッジ徳島

一般28名特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展
「徳島のコレクション2007-Ⅲ」

仲田耕三
（専門学芸員）

平成19年6月27日[水］
13:50-14:35

徳島県シルバー大学牟岐
校

一般31名特別展「美術の国徳島」、
所蔵作品展
「徳島のコレクション2007-Ⅳ」

吉原美惠子
（主任学芸員）

平成19年10月4日[木］
10:30-11:35

公務員退職者の会

一般40名特別展「IWANO MASAHITO
現代アートによる徳島再見」
所蔵作品展
「徳島のコレクション2008-Ⅰ」

吉川神津夫
（主任学芸員）

平成20年3月16日[日]
10:30-11:25

東みよし町文化協会



61

4-2　学校教育との連携

1　学校の授業等による美術館利用

（1）　展覧会の見学

参加者講師内容開催日時学校名

児童27名
引率教員4名

濱口由美（富田小学校
教諭）、森芳功（専門学
芸員）、竹内利夫（主任
学芸員）

合科的な学習単元「富田の町でシーがる・
た」の一環。国語科の説明文作成のための
取材を所蔵作品展で行った。広島晃甫
コーナーと徳島ゆかりコーナーで、 ギャラ
リー・トーク。その後、調べる作家で分か
れた小グループごとにインタビュー活動。

平成19年6月15日[金]
9:30-11:20

徳島市富田小
学校
3学年

1

児童38名
引率教員3名

森芳功（専門学芸員）、
田中里枝（文化推進員）

秋の四国造形教育研究大会（徳島大会）に
向けた鑑賞授業の一環。学校の授業と結
びつけて、特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展を鑑賞。クイズをしながら絵を
よく見るよう促し、 感想も聞く進行。絵
本の朗読を聞き原画を見る時間も設けた。

平成19年6月26日[火]
9:35-11:10

徳島市北井上
小学校
2学年

2

児童53名
引率教員3名

徳善之浩（富田小学校
教頭）、原豊子、濱口由
美（富田小学校教諭）、
竹内利夫（主任学芸員）

合科的な学習単元「富田の町でシーがる・
た」の一環。学校での「鑑賞シート　シーが
る・た」学習を踏まえた実践。シーガルの作
品を鑑賞後、所蔵作品展のさまざまな作品
でカルタの読み札をつくり、みんなで当て
合って感想を交流した。

平成19年7月13日[金]
9:30-11:20

徳島市富田小
学校
3学年

3

児童36名
引率教員3名

濱口由美（富田小学校
教諭）、竹内利夫（主任
学芸員）

「鑑賞シート　シーがる・た」による実践。
保護者がボランティアとして参加。所蔵作
品展のさまざまな作品でカルタの読み札を
つくり、みんなで当て合って感想を交流し
た。大人チームと子どもチームによる、読
み札を当てる交流も行った。

平成19年8月1日[水]
9:35-11:35

徳島市富田小
学校
1、3、5学年

4

生徒14名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）

秋の四国造形教育研究大会（徳島大会）の
研究授業に向けた授業の一環。特別展「美
術の国徳島」を見学し、アート・ゲームの説
明などを行った。この日を含め三回に分け
て開催。

平成19年8月30日[木]
14:00-16:00

徳島市八万中
学校
3学年

5

生徒14名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）

秋の四国造形教育研究大会（徳島大会）の
研究授業に向けた授業の一環。特別展「美
術の国徳島」を見学し、アート・ゲームの説
明などを行った。この日を含め三回に分け
て開催。

平成19年8月31日[金]
14:00-16:00

徳島市八万中
学校
3学年

6

生徒14名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）

11月の四国造形教育研究大会（徳島大会）
の研究授業に向けた授業の一環。特別展
「美術の国徳島」を見学し、アート・ゲーム
の説明などを行った。この日を含め三回に
分けて開催。

平成19年9月1日[土]
14:00-16:00

徳島市八万中
学校
3学年

7

学生30名
引率教員1名

平木美鶴（徳島大学教
授）、 江川佳秀(学芸課
長）

実際の作品を前に、造型要素から、作家
が伝えようとするメッセージを読み取るト
レーニングを行った。会場は特別展「美術
の国徳島」。大学の教員には、制作者の立
場から話をしてもらった。学生の意見を交
流しながら進行させた。

平成19年10月6日[土]
14:00-16:00

徳島大学総合
科学部
2、3学年

8

生徒35名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）、森芳功（専門学
芸員）

11月の四国造形教育研究大会（徳島大会）
の研究授業に向けた授業の一環。所蔵作
品展を鑑賞。生徒と講師の間の対話に
よって、作品の観察から見る人が個々に解
釈を進めていくことができるよう、鑑賞の
方法を体験した。

平成19年10月18日[木]
11:00-12:20

徳島市八万中
学校
3学年

9

生徒36名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）

四国造形教育研究大会（徳島大会）の研究
授業に向けた授業の一環。10月18日の
鑑賞をふまえ、所蔵作品展に展示された作
品のなかから、アート・ゲームのためのキー
ワードをつくる体験をした。

平成19年10月26日[金]
14:30-15:20

徳島市八万中
学校
3学年

10

   図工、美術、総合的学習の時間などによる小学校・中学校・高等学校の作品鑑賞や見学では、学校側と共

同でプログラムを作成したり、学芸員が講師をつとめたりしている。

　大学の授業でも連携がはかれるよう努めている。
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参加者講師内容開催日時学校名

生徒35名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）

四国造形教育研究大会（徳島大会）の研究
授業に向けた授業の一環。徳島市・名東郡
美術教育研究会の研究授業。所蔵作品展
でキーワードをつくり、グループごとに当て
合うアート・ゲームで、鑑賞の交流をはかっ
た。

平成19年11月2日[金]
14:20-15:40

徳島市八万中
学校
3学年

11

生徒33名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）

四国造形教育研究大会（徳島大会）の研究
授業に向けた授業の一環。学芸員の出前
授業を踏まえ、研究大会で公開授業を行
う特別展「日本画－和紙の魅力を探る」を
事前に鑑賞した。

平成19年11月14日[水]
13:30-15:00

徳島市八万中
学校
3学年

12

生徒36名
引率教員1名

岩野伸哉（八万中学校
教諭）、森芳功（専門学
芸員）

四国造形教育研究大会（徳島大会）の研究
授業。特別展「日本画－和紙の魅力を探
る」の会場で開催。「美術館でアート・ゲー
ムをしよう」。学芸員は、生徒の活動につ
いてコメントした。

平成19年11月16日[金]
9:20-10:20

徳島市八万中
学校
3学年

13

学生28名
引率教員1名

平木美鶴（徳島大学教
授）、 江川佳秀(学芸課
長）

東アジアの表現方法の特性や東西の造型
感覚の違いなどを、 実際の美術作品を教
材にして確認した。会場は、特別展「日本
画－和紙の魅力を探る」展。学生の意見を
交流しながら進行させた。

平成19年12月16日[日]
14:15-17:00

徳島大学総合
科学部
2、3学年

14

生徒74名
引率教員4名

仁宇暁子、坂東喜美子、
三宅裕之、花垣陽子（加
茂名中学校教諭）、安達
一樹、森芳功、友井伸
一（専門学芸員）

「自分のいのちや自然のいのちについて考
える」総合学習の一環。所蔵作品展で、
ワークシートへのスケッチ（感性トレーニン
グ）、 3人の学芸員の解説。公園内での落
ち葉等の素材探しと、アトリエでのコラー
ジュ作成。

平成20年1月25日[金]
10:00-14:30

徳島市加茂名
中学校
1学年

15

児童63名
引率教員4名

漆原和美、 槇美智子、
原田三智子（論田小学
校教諭）、森芳功（専門
学芸員）、竹内利夫（主
任学芸員）、 福原輝実
（文化推進員)、

特別展「現代アートによる徳島再見」と所
蔵作品展を鑑賞。6つのグループに分け、
美術館の職員3人と先生3人が、 グループ
を引率しながら二つの展覧会を案内。事前
説明会を開き、 先生方と打ち合わせを
行った。

平成20年2月26日[火]
10:05-12:05

徳島市論田小
学校
3学年

16

児童15名
引率教員1名

山本敏子（加茂名南小
学校教諭）、 竹内利夫
（主任学芸員）

課外授業「『シーがる・た』を美術館でやっ
てみよう」。希望する児童が参加。所蔵作
品展の会場で、カルタのような「読み札」を
考え、 感想を交流しながら作品鑑賞を楽
しんだ。保護者の方も参加していただいた。

平成20年3月8日[土]
10:00-11:30

徳島市加茂名
南小学校
2学年

17

児童20名
引率教員2名

竹内利夫（主任学芸員）特別展「現代アートによる徳島再見」を鑑
賞。「こども鑑賞クラブ」で作成したワーク
シート「徳島そらめぐり」を用いた。作品に
表されたさまざまな空に、独自の名前をつ
けたり、感想をのべあったりして鑑賞。

平成20年3月19日[水]
13:20-14:30

海陽町立宍喰
小学校
4学年

18

計　児童・生徒・学生　601名　教員　34名／合計　635名

（2）　講座室での説明

参加者講師内容開催日時学校名

児童60名
引率教員3名

森芳功（専門学芸員）人物を描く図工の授業と関連させた内容。
スライドで人物表現を説明。かわい子ども
を表したルーベンスや年老いた母親を描
いたデューラー。20世紀のピカソまで。感
想も聞き、見ることが描くことにつながる
点をお話しした。

平成19年5月16日[水]
11:30-11:55

徳島市上八万
小学校
5学年

1

2　学校行事（遠足など）による美術館利用

　学校の求めにより、学芸員など美術館職員が、鑑賞支援プログラムを用意し案内等を行っている。事前に

学校側との打ち合わせをして、学校の事情や児童生徒の学年に応じた効果的な対応ができるよう努めてい

る。

　なお、学校教育活動による観覧は、小・中・高等で、特別展・所蔵作品展（常設展）いずれも無料としている。
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(1)　学芸員が解説を行った団体鑑賞

参加者展覧会名講師開催日時学校名

生徒46名
引率教員7名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅰ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年4月13日[金]
10:00-11:55

さぬき市立津田中学校
（香川）
1学年

1

生徒53名
引率教員4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅰ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年4月18日[水]
13:20-14:00

さぬき市立大川第一中学
校（香川）
1学年

2

児童103名
引率教員13名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅰ」

仲田耕三（専
門学芸員）、福
原輝実（文化
推進員）

平成19年5月10日[木]
10:45-12:15

淡路市立生穂第一小学校
（兵庫）
1-4学年

3

児童30名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅰ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年5月10日[木]
10:10-11:40

阿南市立橘小学校
1学年

4

児童42名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅰ」

森芳功（専門
学芸員）、福原
輝実（文化推
進員)

平成19年5月11日[金]
10:30-11:30

阿南市立福井小学校
1、2学年

5

児童38名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅰ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年5月11日[金]
13:10-13:40

上板町立神宅小学校
3学年

6

児童20名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」森芳功（専門
学芸員）

平成19年5月18日[金]
11:00-12:00

阿南市立椿泊小学校
1-5学年

7

児童7名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」福原輝実（文
化推進員)

平成19年5月18日[金]
13:00-13:50

阿南市立椿小学校
5学年

8

生徒74名
引率教員10名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅱ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年5月22日[火]
10:30-11:20

香川県立高松工芸高等学
校（香川）
1-3学年

9

園児27名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」森芳功（専門
学芸員）、福原
輝実（文化推
進員)

平成19年5月24日[木]
10:00-11:00

徳島市立八万保育所
5歳児

10

児童21名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」森芳功（専門
学芸員）

平成19年5月24日[木]
13:40-14:00

阿南市立新野小学校
3学年

11

児童38名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅱ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年5月25日[金]
11:10-11:35

那賀町立相生小学校
4、5学年

12

児童35名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」福原輝実（文
化推進員)

平成19年5月25日[金]
11:05-11:40

吉野川市立山瀬小学校
4学年

13

児童39名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」福原輝実（文
化推進員)

平成19年5月25日[金]
12:50-13:10

那賀町立相生小学校
2、3学年

14

児童35名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」福原輝実（文
化推進員)

平成19年6月5日[火]
13:20-13:55

吉野川市立川田中小学校
2、3学年

15

児童7名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅱ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年6月8日[金]
13:50-14:40

三好市立大和小学校
2-6学年

16

児童30名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」福原輝実（文
化推進員)

平成19年6月8日[金]
13:00-13:30

阿南市立大野小学校
1学年

17

児童25名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅱ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年6月9日[土]
13:15-14:15

吉野川市立川田小学校
5学年

18

生徒14名
引率教員2名

特別展「美術の国徳島」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2007-
Ⅲ」

江川佳秀(学
芸課長）、友井
伸一（専門学
芸員）

平成19年8月1日[水]
13:35-15:40

愛媛県立松山東高等学校
（愛媛） 美術部
 2学年

19

児童15名
引率教員3名

特別展「美術の国徳島」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2007-
Ⅲ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年9月12日[水]
11:00-11:55

徳島市一宮小学校
4学年

20

児童44名
引率教員4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年10月24日[水]
13:05-14:05

海陽町立海南小学校
3学年

21

児童35名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年10月30日[火]
13:50-14:50

徳島市北井上小学校
3学年

22

児童76名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

吉原美惠子
（主任学芸員）

平成19年11月1日[木]
9:30-10:10

徳島市論田小学校
6学年

23
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参加者展覧会名講師開催日時学校名

児童52名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

森芳功（専門
学芸員）、福原
輝実（文化推
進員)

平成19年11月2日[金]
9:40-10:20

徳島市論田小学校
5学年

24

園児151名
引率教員10名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

安達一樹、森
芳功（専門学芸
員）、福原輝実
（文化推進員)

平成19年11月2日[金]
10:25-12:00

阿波市立土成中央幼稚園
4、5歳児

25

児童53名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年11月6日[火]
10:00-10:35

東かがわ市立丹生小学校
（香川）
5学年

26

児童81名
引率教員4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年11月6日[火]
10:40-11:15

徳島市北島小学校
3学年

27

児童58名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年11月6日[火]
11:20-11:50

徳島市大松小学校
4学年

28

児童119名
引率教員4名

特別展「日本画－和紙の魅力を
探る」、所蔵作品展「徳島のコレ
クション2007-Ⅳ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年11月14日[水]
9:50-10:50

徳島市八万南小学校
3学年

29

児童5名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2007-Ⅳ」

福原輝実（文
化推進員)

平成19年11月30日[金]
13:50-14:35

徳島市大松小学校
特別支援学級

30

児童112名
引率教員7名

特別展「日本画－和紙の魅力を
探る」、所蔵作品展「徳島のコレ
クション2007-Ⅳ」

森芳功（専門
学芸員）、福原
輝実（文化推
進員)

平成19年12月5日[水]
9:30-11:00

徳島市八万南小学校
2学年、特別支援学級

31

生徒10名
引率教員2名

特別展「日本画－和紙の魅力を
探る」、所蔵作品展「徳島のコレ
クション2007-Ⅳ」

森芳功（専門
学芸員）

平成19年12月26日[水]
10:25-11:40

徳島市南部中学校美術部
3学年

32

計　園児・児童・生徒　1495名　教員　127名  /  合計　1622名

(2)　学校単独の団体鑑賞

参加者展覧会名開催日時学校名

生徒155名
引率教員14名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅰ」

平成19年4月27日[金]
10:00-11:00

徳島県立徳島工業高等学校
2学年

1

生徒143名
引率教員8名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅰ」

平成19年5月11日[金]
10:35-12:00

徳島市津田中学校
1学年

2

児童27名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅰ」

平成19年5月11日[金]
12:20-12:40

上勝町立上勝小学校
3-5学年

3

児童66名
引率教員4名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年5月15日[火]
11:20-11:40

板野町立板野東小学校
1学年

4

生徒291名
引率教員14名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年5月15日[火]
11:20-13:30

三木町立三木中学校（香川）
1学年

5

児童60名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年5月16日[水]
11:55-12:20

徳島市上八万小学校
5学年

6

児童115名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年5月17日[木]
9:30-10:10

徳島市川内北小学校
3学年

7

児童30名・
園児8名
引率教員16名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年5月17日[木]
11:00-11:10

三好市立井内小学校・三好市
立井内幼稚園
1-5学年・4、5歳児

8

児童43名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅱ」

平成19年5月22日[火]
10:45-11:15

阿南市立岩脇小学校
3学年

9

児童95名
引率教員6名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅱ」

平成19年5月25日[金]
14:10-14:20

吉野川市立山瀬小学校
3、5学年

10

児童27名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅱ」

平成19年5月25日[金]
13:15-13:30

那賀町立相生小学校
1学年

11

児童64名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年5月29日[火]
10:40-11:00

吉野川市立学島小学校
1-3学年

12

児童88名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年6月1日[金]
10:50-11:15

徳島市城東小学校
2学年

13

生徒1名
引率教員2名

特別展「オランダ絵本作家展」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅱ」

平成19年6月1日[金]
12:30-13:00

徳島県立鴨島養護学校
中学1年

14
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参加者展覧会名開催日時学校名

園児5名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年6月6日[水]
10:15-10:30

みずほ保育園（徳島市）
4歳児

15

児童6名
引率教員5名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年6月13日[水]
13:10-14:00

徳島県立阿南養護学校
1、5、6学年

16

園児11名
引率教員3名

特別展「オランダ絵本作家展」平成19年6月19日[火]
11:00-12:00

ステラ保育園（徳島市）
2歳児

17

生徒29名
引率教員1名

特別展「美術の国徳島」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2007-Ⅳ」

平成19年10月6日[土]
12:30-14:00

鳴門市第一中学校
1-3年

18

生徒4名
引率教員5名

所蔵作品展「徳島のコレクション2007-Ⅳ」平成19年10月23日[火]
10:00-11:00

石井町教育委員会　適応指導
教室「わかば学級」
中学1-3年

19

児童23名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション2007-Ⅳ」平成19年10月26日[金]
11:30-12:00

東かがわ市立福栄小学校（香
川）
5、6学年

20

生徒4名
引率教員1名

特別展「IWANO MASAHITO」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2008-Ⅰ」

平成20年2月22日[金]
15:50-17:00

徳島県立徳島東工業高校美術
部
1学年

21

園児7名
引率教員3名

特別展「IWANO MASAHITO」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2008-Ⅱ」

平成20年3月21日[金]
10:30-11:00

島田保育所（徳島市）
5歳児

22

計　園児・児童・生徒　1302名　教員　114名　/　合計　1416名

3　学校の授業等への講師派遣（出前授業）

参加者講師内容開催日時学校名

児童54名、
教員2名

濱口由美（富田小学校教諭）、竹
内利夫（主任学芸員）

「鑑賞シート　シーがる・た」を用いた鑑
賞授業。作品図版からキーワードをつく
り感想を交流した。学芸員は、「鑑賞
シート」にもとづいて、 シーガルの作風
に関する説明も行った。

平成19年7月18日[水]
8:45-9:35

徳島市富田小
学校
5学年

1

生徒36名、
教員1名

森芳功（専門学芸員）四国造形教育研究大会（徳島大会）に
向けた授業の一環。スライドや日本画
の絵具、 絵絹などの材料を持ち込み、
日本画とはどのような絵画なのか、分か
りやすく説明した。

平成19年10月24日[水]
14:30-15:20

徳島市八万中
学校
3学年

2

計　児童・生徒　90名　教員　3名　/　合計　93名

4　学校の授業等への協力

(1)　授業

活動期間対応内容学校名

2007年5月森芳功（専門学芸員）山田威臣教諭の鑑賞授業。阿南市出身の画家、日下
八光、吹田文明の資料を提供。また、授業のための
参考資料として、日本画の絵具、筆、にかわ等の画
材を貸し出した。

阿南市立羽ノ浦小学校
3-6学年

(2)　鑑賞シート

　鑑賞シートは、当館の鑑賞教育推進プロジェクトで開発した鑑賞教材で、①学校の授業で使う、②鑑

賞のきっかけをつかみ深める、③学校での授業と美術館における鑑賞を結びつける、という特徴をもって

いる。広報的送付の他、希望部数を各学校に送り活用してもらっている。

　＊4-2-8「鑑賞教育推進プロジェクト」の項を参照。
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5　中高生の職場体験学習• インターンシップ

　生徒が、自分の学習内容や進路に関連した就業体験や見学を行う「中高生の職場体験学習・インターン

シップ」の受け入れを行った。

参加者講師内容開催日時学校名

生徒4名森芳功、友井伸一（専門学芸員）、
竹内利夫（主任学芸員）、田中里
枝、福原輝実（文化推進員）

［1日目］美術館の仕事についての
説明、施設見学、所蔵作品展「徳
島のコレクション2007-Ⅲ」の鑑
賞、作品の扱い方実習、鑑賞授
業モニター、普及行事作業、発
送作業、など。

①平成19年7月10日[火]
9:00-16:00

徳島市八万中学校
3学年

1

森芳功、安達一樹、友井伸一（専
門学芸員）、吉川神津夫（主任学
芸員）、志満智子（文化推進員）、
下津由香里（臨時補助員）

［2日目］写真整理作業、図書整理
作業、キャプション整理作業、資
料室作業、など。

②平成19年7月11日[水]
9:00-16:00

生徒3名竹内利夫（主任学芸員）、江川佳
秀(学芸課長）、吉原美惠子（主任
学芸員）、矢府優陽（臨時補助員）

［1日目］美術館の仕事についての
説明、施設見学、作品の扱い方
実習、特別展「美術の国徳島」の
鑑賞、鑑賞授業モニター、資料
整理作業、など。

①平成19年9月11日[火]
9:00-16:00　　　　

徳島県立徳島工業
高等学校
2学年

2

江川佳秀(学芸課長）、友井伸一
（専門学芸員）、吉川神津夫、竹
内利夫（主任学芸員）、北本友美
（文化推進員）、下津由香里、矢
府優陽（臨時補助員）

［2日目］資料整理作業、所蔵作品
展「徳島のコレクション2007-Ⅲ」
の鑑賞、図書整理作業、資料室
作業、など。

②平成19年9月12日[水]
9:00-16:00

計　生徒　7名

7　教員研修会などへの講師派遣

参加者場所講師内容開催日時研修会名

教員26名講座室、展
示室1、2、
3

山木朝彦（鳴門教育大
学教授）、森芳功（専門
学芸員）

山木教授の講義は、「鑑賞教育の
基礎の基礎」。当館からは、学校
連携事業や鑑賞シート、 鑑賞支
援について説明。特別展「美術の
国徳島」、所蔵作品展を支援方法
をまじえて紹介。

平成19年8月24日[金]
13:30-17:00

阿南市小学校図画
工作部会研修会

1

教員17名アトリエ2、
展示室1、2

濱口由美（富田小学校
教諭）、竹内利夫（主任
学芸員）

「鑑賞シート　シーがる・た」を
使った模擬授業と、所蔵作品展
の出品作品から読み札をつくり
感想を交流する「鑑賞遊び」を体
験した。

平成19年10月9日[火]
14:00-16:30

第2回鑑賞シート活
用授業研究会

2

教員14名講座室、展
示室1、2

森芳功（専門学芸員）当館の学校連携事業についての
スライドを交えた紹介と、ピカソ
鑑賞シートの模擬授業。所蔵作
品展は、支援方法の話をまじえて
案内した。

平成19年10月25日[木]
14:00-15:30

鳴門市小学校図画
工作部会研修会

3

6　クラブ活動への講師派遣

　美術クラブの発表展で、自作について助言を求めてきた生徒に対して指導を行った。

参加者場所講師開催日時クラブ活動

生徒5名
教員1名

徳島市シビックセンター安達一樹（専門学芸員）平成19年7月21日[土]
14:00-15:00

徳島市立高校美術部部
員（2年生）

1

生徒10名
教員1名

県郷土文化会館安達一樹（専門学芸員）平成19年8月27日[月]
13:00-15:00

徳島県立城南高校美術
部部員（1、2年生）

2

生徒2名
教員1名

四国大学交流プラザ　
キャンパスギャラリー

安達一樹（専門学芸員）平成20年3月8日[土]
16:30-17:00

徳島県立城北高校美術
部部員（1年生）

3

生徒9名
教員1名

阿波銀プラザ安達一樹（専門学芸員）平成20年3月30日[日]
13:00-15:00

徳島県立城南高校美術
部部員（1、2年生）

4

計　生徒　26名　教員　4名　/　合計　30名
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参加者場所講師内容開催日時研修会名

教員20名展示室1、
講座室

岩野伸哉（八万中学校
教諭）、森芳功（専門学
芸員）

「美術館でアート・ゲームをしよ
う」（八万中学校3年　指導者：岩
野伸哉教諭）の見学と研究協議。
学芸員は、学校との連携事業に
ついて短く紹介。

平成19年11月2日[金]
14:20-15:40

徳島市・名東郡中
学校美術教育研究
会授業研究会

4

教員25名講座室、展
示室1、2、
3

森芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（主任学芸員）

森は、当館の鑑賞支援活動のメ
ニューと鑑賞支援の考え方をス
ライドを使って紹介。竹内は、所
蔵作品展会場で、「シーがる・た」
の方法を紹介。特別展も見学し
た。

平成19年11月15日[木]
15:30-17:00

四国中学校造形教
育研究会

5

教員
105名

展示室3、
講座室、ア
トリエ2

金子真規（津田中学校）、
岩野伸哉（八万中学校）、
田口美千代（池田第一
中学校）、 宮成万寿美
（池田中学校）、森芳功、
竹内利夫（当館）

表現と鑑賞の公開授業と研究協
議が行われた。当館は、 準備段
階から協力し、当日も公開授業
や研究協議に参加。学芸員は、
連携活動について短く紹介した。

平成19年11月16日[金]
9:20-12:00

平成19年度徳島県
中学校美術教育研
究大会・第24回四
国造形教育研究大
会（徳島大会）

6

教員10名アトリエ2、
展示室3

濱口由美（富田小学校
教諭）、竹内利夫（主任
学芸員）、中野嘉之（日
本画家）、森芳功（専門
学芸員）

10月の研究会の後、参加者が勤
務校で「鑑賞シート　シーがる・
た」を実践。その成果を持ち寄り、
交流を行った。特別展のギャラ
リー・トークにも参加。

平成19年12月23日[日]
10:00-15:00

第3回鑑賞シート
活用授業研究会
＊4-2-8「鑑賞シー
ト活用授業研究
会」を参照

7

教員2名展示室3中野嘉之（日本画家）、
森芳功（専門学芸員）

四国造形教育研究大会（徳島大
会）の研究授業で題材となった
特別展「日本画－和紙の魅力を
探る」のギャラリー・トークに参
加。

平成19年12月23日[日]
14:00-15:00

那賀郡中学校美術
教育研究会鑑賞教
育研修会

8

計　219名

8　鑑賞教育推進プロジェクト

　学校と美術館を結ぶ鑑賞教育を実践的に研究するための研究会。平成14年7月の発足以来、「鑑賞シー

ト」や「鑑賞シート指導の手引き」の作成、シートを使った実践とその普及に取り組んでいる。鑑賞教育を幅

広く研究し、美術館における鑑賞教育に学校現場の意見を取り入れる場ともなっている。メンバーは、小学

校、中学校教員、大学の研究者、当館職員など。

(1)　打ち合わせ会（研究会）の記録

�日時

　第42回　平成19年 5月26日〔土〕　14:00-18:00

　第43回　平成19年 6月17日〔日〕　14:00-17:00

　第44回　平成19年 7月21日〔土〕　14:15-18:15

　第45回　平成19年 9月 9日〔日〕　14:00-18:30

　第46回　平成19年10月13日〔土〕　14:00-19:00

　第47回　平成19年11月21日〔土〕　14:00-18:00

　第48回　平成19年12月22日〔土〕　14:20-18:45

　第49回　平成20年 1月27日〔日〕　14:00-18:30

　第50回　平成20年 2月24日〔日〕　14:00-18:30

�会場

　徳島県立近代美術館（講座室）

�参加者（出席者）

山木朝彦（鳴門教育大学教授）、結城栄子（徳島県立総合教育センター）、濱口由美（徳島市富田小学校教

諭）、山本敏子（徳島市加茂名南小学校教諭）、宮越千佳 (鳴門教育大学附属中学校教諭)、厚芝ひろみ（鳴

門教育大学大学院生　第43回まで）、小浜かおり（鳴門教育大学大学院生　中学校教員）、亀井幸子（鳴門

教育大学大学院生　高校教員）
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仲田耕三（専門学芸員）、森芳功（専門学芸員）、竹内利夫（主任学芸員）、福原輝実（文化推進員）

(2)　作成したワークシート、指導の手引き

　・鑑賞シート指導の手引き－「ジョージ・シーガル」　A4判縦15ページ　簡易印刷　平成20年1月発行

　・鑑賞シートno.7　「吹田文明の色と光」　A4判横4ページ　カラー印刷　平成20年3月発行

(3)　研究発表等

　・山木朝彦「鑑賞教育の基礎の基礎　DBAE・ワークシート・美術館との連携・楽しい鑑賞・教師の

自己啓発・教室での見せ方etc」　阿南市図画工作部会研修会　会場：徳島県立近代美術館講座室

　平成19年8月24日（口頭発表）

　・濱口由美「クレーの絵本をつくって美術館で朗読会をしよう」「切り絵誕生の秘密を探ろう」『資

質・能力を育む新図工科授業づくりのアイデア集（3年編）』明治図書　平成19年9月

　・濱口由美「手づくり展覧会でギャラリー・トーク！　～美術館キュレーターになって～」『資質・能

力を育む新図工科授業づくりのアイデア集（5年編）』明治図書　平成19年9月

　・山木朝彦「学校と美術館の連携の方法と成果、そしてその理想」「学校と連携を進める美術館－過

去・現在・未来」美術科教育学会東地区研究会　東京都写真美術館　平成19年度11月10日（口頭

発表、パネラーおよびハンドアウトの編集

　・「特集1　徳島県中学校美術教育研究大会（統一大会）報告」『とくしま美術』第37号　徳島県中

学校美術教育研究会　平成20年3月1日

　・濱口由美「作品との関わり方を学ぶ鑑賞遊び」第30回美術科教育学会群馬大会　群馬大学　平成20

年3月30日（口頭発表）

　＊当館学芸員の研究発表は、7-2　調査研究事業の項を参照。

(4)　関連記事等

　・濱口由美「小学生の学習室（図工科）　ゴロゴロゴロッとゴロマーク」『徳島新聞』平成19年年6月

23日（夕刊）

　・濱口由美「小学生の学習室（図工科）　おしゃれな画家『守住貫魚』」『徳島新聞』平成19年10月

27日（夕刊）

(5)　鑑賞シート活用授業研究会

　・第2回研究会　授業体験　平成19年10月9日　＊4-2-8「教員研修会などへの講師派遣」を参照。

　・参加者が各勤務校で授業実践。10月～12月　

　・第3回研究会　事例交流　平成19年12月22日　＊4-2-8「教員研修会などへの講師派遣」を参照。

　●実践報告　

　　國友和恵（徳島市昭和小学校）、山本敏子（徳島市加茂名南小学校）、川田真紀（徳島市川内南小

学校）、山中真紀（徳島市加茂名南小学校）、鶴田愛子（徳島市大松小学校）、太田裕子（徳島市

北井上小学校）、脇本正久（吉野川市川島小学校）

　●「鑑賞シート活用授業研究会　実践報告集2007」の発行

　　A4判28頁、簡易印刷　平成20年1月29日発行。

　　上記教員の実践報告、「なぜ、鑑賞遊びなの」濱口由美（徳島市富田小学校）、「各年齢層に

『シーがる・た』を実践してみて」竹内利夫（主任学芸員）等を所載。

(6)　「鑑賞シート紹介展示」
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　●会期　平成20年1月29日～2月1日

　●会場　徳島県立総合教育センター・1Fマナビーコーナー

　●展示内容

「私たちのクラスの読み札を決定しよう－読み札をつくってみよう－」　川島小学校6年生　脇本正久

教諭の実践

「作品とお話しながらまわりをかいてみよう－絵札をつくろう－」　加茂名南小学校2年生　山本敏子

教諭の実践

「友達と一緒に、シーがる・た！　－ある日の日記を書いてみよう－」　富田小学校3年生　濱口由美

教諭の実践

9　展覧会ごとの「子どもワークシート」作成

　所蔵作品展、特別展ごとに子どもワークシートを作成している（主な対象年齢は、小学校4年生から中学

生）。学校の団体鑑賞でセルフガイド的に用いたり、グループ鑑賞の教材として活用したりしている。また、個

人来館した子どもにも配布している他、展覧会場では、関心のある来館者が自由に手にとることができるよう

にしている。

　・「オランダ絵本作家展」ワークシート　12.2×12.2cm両面刷6頁　両面刷二カ所折り6頁　簡易印刷

　平成19年4月発行

　・「所蔵作品展2007-Ⅱ」ワークシート　B5判縦両面刷　簡易印刷　平成19年5月発行

　・「所蔵作品展2007-Ⅲ」ワークシート　A4判横両面刷　簡易印刷　平成19年6月発行

　・「美術の国徳島 1昭和の文展、帝展作家」ワークシート　A4判両面刷二カ所折り縦6頁　簡易印刷

　平成19年7月発行

　・「所蔵作品展2007-Ⅳ」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成19年9月発行

　・「日本画－和紙の魅力を探る」ワークシート　B4判両面刷二カ所折り縦6頁　簡易印刷　平成19年

11月発行

　・「所蔵作品展2008-Ⅰ」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成19年12月発行

　・「IWANO MASAHITO現代アートによる徳島再見」ワークシート　10×14cm両面刷6頁　簡易印刷

　平成20年2月発行

　・「所蔵作品展2008-Ⅱ」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成20年3月発行

10　学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録、鑑賞シート等の送付

(1)　ポスター、美術館ニュース、鑑賞シート等

学校行事や授業などで当館を利用するときに役立つ印刷物を送付。「展覧会案内」や（1回）、特別展のポス

ター・チラシ（4回）、美術館ニュース（4回）など、発行時期の近いものをまとめて送付している。

　・送付先

　　市町村教育委員会24カ所（小学校220校、中学校89校）、高等学校・養護学校など53校

　　直接送付（小学校3校、中学校4校）

(2)　展覧会図録

　学校図書館や授業で活用できるよう、送付可能なものについて前年度分の図録を送付している。

　・送付先

　　小学校221校、中学校93校、高等学校・養護学校など53校（1107冊）
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　所蔵作品展に関連した各種のプログラムや美術館ならではのモノ作りをとおして、子供から大人まで、より

多くの人々が美術館で楽しく過ごす機会を提供することを目的とした催し、ボランティア参加型事業「美術

館で遊び隊」を、「ビボラボ」とともに企画・実施した。

4-3　美術館ボランティア

　美術館活動への県民の参加を促し、地域に根ざした、開かれた美術館となるための取り組みとして平成15

年度から、美術館ボランティアを導入した。ここで活動してきたメンバーが主体となって平成18年4月にボラ

ンティアグループ「ビボラボ」が結成された。今度は美術館との協働を一層推進していくと共に、より自立的

な活動に取り組んでいくことを目指している。

1　協働事業の実施等

参加人数ボランティア出席者数内容日時・会場イベント名

130(保護
者含む)

17(正14、賛
3)

展示室の川で、展示作品に描かれた目鼻（具材）
を釣り上げ、カフェに見立てたアトリエでオリジ
ナルな顔（ピザ）を作る。
＊参加対象は幼児から小学生。保護者同伴可。

平成19年 9月1日[土]
13:00-16:00
所蔵作品展覧会場、
アトリエ2

美術館で遊び隊
①「カフェ  ビボラボの“かお
ガリータ”」

1

177（保護
者含む）

15（正12、賛
3）

所蔵作品展会場で「美術館で色いろゲーム」に
チャレンジした後、ギャラリーの体験コーナーで
思い思いに遊ぶ。
＊参加対象はどなたでも（幼児は保護者同伴）

平成20年3月16日[日]
13:00-16:00
所蔵作品展覧会場、
ギャラリー

美術館で遊び隊
②「春だから・からだ色い
ろフェスタ」

2

計307
（保護者
含む）

計32（正26、
賛6）

＊受付をすることを条件に参加無料。

（1-1）　ボランティア参加型事業「美術館で遊び隊」の開催

（1-2）　美術館の各種事業のサポート等

　展示解説等の普及事業に積極的に参加しながら、館の事業への理解を深めた。

�関連記事等

「ピカソの世界 思い思いに」『徳島新聞』　平成19年9月2日

「展示室で親子連れ絵画見ながら遊び」『読売新聞』　平成19年9月2日（徳島版）

「特集　いきいき羽ばたく第二の人生！　徳島　徳島県立近代美術館ボランティアグループ「ビボラボ」」

『四国ろうきんレポート　Wing』　平成20年新春号（No.28）

「所蔵作品関連の遊び楽しむ」『読売新聞』　平成20年2月24日（徳島版）

「徳島県立近代美術館ボランティアグループ「ビボラボ」のご紹介」『徳島県立近代美術館ニュース』　

No.65　2008年4月

「スマイルキッズ　今月の撮影場所：県立近代美術館」『ASA』　平成20年5月号

�参考

　「ビボラボの概要」

1　会員

　　随時募集している。正会員24名、賛助会員14名。（19年度末）

2　活動内容（「ビボラボ」の活動に関する規約　より）
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　【活動】

　第3条　この団体は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

　（1）美術館と協働して開催する、美術に関する各種催しの企画・運営

　（2）美術館の各種事業（教育普及活動、広報活動など）のサポート

　（3）地域の芸術活動の発展に寄与する事業

　（4）会員の研修、親睦

　（5）その他、この団体の目的に添った事業

3　平成19年度の活動概要

　ボランティア参加型事業「美術館で遊び隊」の開催（2回）の他には、総会、イベント準備、各種打ち合わ

せ等（29回、のべ212名参加）、研修・見学旅行など（7回、のべ58名参加）を行った。

　また徳島県の「食の知向上人材育成事業」（家庭において「食の安全・安心」に関する正しい知識を子ど

もたちに伝えるため、子ども向け「普及啓発資材」作成）に関わる等、独自の取り組みも行っている。

4-4　社会教育、生涯教育への講師派遣

参加者会場講師演題開催日時

一般  35名三好市井川町
岡野前の市ふるさと交流センター

江川佳秀(学
芸課長）

「山下菊二と井川の町－イメージ
の源泉をたどる」

平成19年5月23日[水]
13:30-16:40

1

地域学習講
座いきいき生
活講座受講
生　103名

吉野川市山川公民館森芳功（専門
学芸員）

「日本画を見る楽しさ、日本画と
和紙について」

平成19年6月14日[木]
14:00-15:20

2

一般　14名徳島県立男女共同参画交流セ
ンター「フレアとくしま」

友井伸一（専
門学芸員）

徳島県男女協調週間行事　近代
美術館コラボレーション講座「パ
ブロ・ピカソ　なぜか気になる人
間像」

平成19年7月12日[木]
13:30-15:00

3

一般　8名徳島県立男女共同参画交流セ
ンター「フレアとくしま」

吉原美惠子
（主任学芸員）

フレアとくしま日曜美術館「美術
の中の女たち」

平成19年9月16日[日]
13:30-15:00

4

一般　6名徳島県立男女共同参画交流セ
ンター「フレアとくしま」

江川佳秀(学
芸課長）

フレアとくしま日曜美術館「美術
と社会　戦後日本を代表する画
家 山下菊二」

平成19年10月14日[日]
13:30-15:00

5

一般　10名徳島県立男女共同参画交流セ
ンター「フレアとくしま」

仲田耕三（専
門学芸員）

フレアとくしま日曜美術館「横尾
忠則・靉嘔・吉原英雄の版画の世
界」

平成19年11月11日[日]
14:00-15:30

6

計　176名
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資料収集保存事業

5

5-1　平成19年度新収蔵作品・資料

平成19年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他19点（購入1点、寄贈18点）、日本画1点（寄贈1点）、

素描1点（寄贈1点）、版画1点（寄贈1点）、二次資料90点（寄贈90点）の計112点（購入1点、寄贈111点）

�購入作品

数量作品種別技法・材質、寸法cm制作年作品名作家名

1油彩画他油彩　キャンバス　
45.5×53.0

1942年頃ビルマ風景（仮題）伊原宇三郎

�寄贈作品

数量作品種別技法・材質、寸法cm制作年作品名作家名

1油彩画他油彩　板
33.0×22.8

雪景石丸一

1油彩画他油彩　板
33.0×23.4

水辺の景石丸一

1油彩画他油彩　キャンバスボー
ド　32.5×23.7

ヒラムラ・イレコウウフの家
細君

石丸一

1油彩画他油彩　板　
15.4×22.2

北浜のころ石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
45.5×38.8

1952年自画像石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
53.0×46.0

1959年頃藤村久代像石丸一

1油彩画他油彩　板　
21.6×13.8

シャーリー・テンプル石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
79.9×65.3

母　河井まさの像河井清一

1油彩画他油彩　キャンバスボー
ド　27.0×21.5

1932年パリ風景河井清一

1油彩画他油彩　キャンバス　
53.1×45.5

1932年ルノアールの模写河井清一

1油彩画他油彩　キャンバス　
176.0×129.0

1933年洩るゝ日河井清一

1油彩画他油彩　キャンバス　
145.4×69.7

1959年夏の朝河井清一
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数量作品種別技法・材質、寸法cm制作年作品名作家名

1油彩画他油彩　キャンバス　
80.2×65.1

ソファーの女（仮称）河井清一

1油彩画他油彩　板　
33.0×23.6

1975年頃自画像河井清一

1油彩画他油彩　板　
23.6×33.0

風景河井清一

1油彩画他油彩　キャンバス　
45.7×33.5

婦人像不詳

1油彩画他油彩　キャンバス　
17.5×13.8

1938年女山下菊二

1油彩画他油彩　キャンバス　
41.0×24.0

1939年裸婦山下菊二

1日本画墨　紙　
56.0×43.0

1983年石榴石丸一

1素描鉛筆　紙　
17.8×26.8

裸婦（裏面:馬）北村西望

1版画コラグラフ　紙　
75.0×100.0

1992年CANBERRA #2武蔵篤彦

89二次資料河井清一遺品一式

1二次資料工業製品（金属部品、
レンズ 他）　51.0×
54.0×36.0

山下菊二使用の実物投影機
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5-2　所蔵作品・資料の現状

平成9年度平成8年度平成7年度平成6年度平成5年度平成4年度平成3
年度平成2年度昭和60年－

平成元年度

寄贈購入寄贈購入管理換寄贈購入管理換寄贈購入寄贈購入寄贈購入購入管理換購入寄贈購入

6112191204511630641841493国内油
彩
画
他

2223119国外

613219120245118309418514112小計

12373113241027国内
日
本
画
国外

12373113241027小計

3121124210416113国内彫
刻
・
立
体

3211122国外

31231325310516135小計

212521657465513国内
水
彩
画

1国外

212521657465514小計

134562411581188912国内
素
描 1国外

134562411581188913小計

17国内写
真
・
映
像

1国外

117小計

23781413142301510412752825国内
版
画 34291236913469国外

23418141314259228173140521,294小計

977855193814113415664299国内二
次
資
料

321681438298国外

9778551931114313172256502597小計

国内
そ
の
他

1国外

1小計

1,144281,023661117146311652216102121352109931,369国内

計 372635119571453811国外

1,144651,023661117346371687217297192352562932,180小計
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平成20年3月末現在

計
小　計平成19年度平成18年度平成17

年度平成16年度平成15年度平成14年度平成13年度平成12年度平成11年度平成10年度

管理換寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈寄贈購入管理換寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入寄贈購入

3692417017518163312191361218238

323221

4012417020718163312191381218239

142252691161425114212348114

142252691161425114212348114

1841030144138121

3713612121

2211031180121158122

37855202121133811342

11

37955202122133811342

52518828255154981217111

221

52718828257154981218111

78177317491

6632

84183320493

1,43012981,1311713255211684942

71157064101949

2,14113031,83717132546211681139451

3,449563,0153789014162408389

9119111

4,360563,0151,28990141624083891

222

221

42212

6,5573594,0262,1721111273327741968235502144022920721739718

1,70261,6965122811053

8,2593594,0323,8681111273327742480235522144023720821839771

5-3　寄託作品

備考作品種別寸法　�技法・材質制作年作品名作者名

平成22年3月31日まで油彩画他53.0×65.2油彩　キャンバス1935年南伊豆風景伊原宇三郎

平成20年3月31日まで日本画154.2×138.7紙本着色　屏風
（二曲一隻）1949-50年群魚図屏風原菊太郎
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5-4　資料収集委員会、収集資料価格評価

1　資料収集委員会

�委員

（◎委員長　○副委員長）

氏名　　　　　役職

◎酒井　哲朗　　福島県立美術館館長

○河崎　良行　　徳島大学名誉教授

　古川　一郎　　古川病院副院長

　佐野比呂志　　徳島県美術家協会会長

　潮江　宏三　　京都市立芸術大学教授

　長尾　弘子　　徳島県女流美術家協会副会長

　三木　哲夫　　独立行政法人国立美術館　国立新美術館副館長

　安永　幸一　　福岡アジア美術館顧問

�開催　平成20年1月30日　第30回　資料収集委員会開催

2　収集資料価格評価

�委員は利害関係を有しない者に依頼

�開催　平成20年1月29日

5-5　作品修復

平成19年度の修復作品・資料は、油彩画2点、版画3点。

主な処置作品名作家名作品No.分野

木枠から取り外し、旧ワニス除去、絵の具
層浮き上がり接着、耳補強、旧裏打ち除去、
裏面の殺菌防黴、張り込み（新調木枠）、充
填整形、画面の殺菌防黴、補彩、ワニス塗
布、額縁修理、額装　※修復により裏打ち
を取り外した結果、作品は2点となり、修復
前に張り込まれていた作品を含めると合計
で3点の作品になった。

婦人像（仮称）作者不詳1100375油彩画他

浮き上がり接着、耳補強、変形修正、洗浄、
張り直し（新調木枠）、充填整形、防黴・殺
菌、補彩、ワニス塗布

洩るゝ日河井清一1100370

紙引張り皺（浮き）補正海へ－航跡1985-D清塚紀子1130329版画

紙引張り皺（浮き）補正航跡1986-A清塚紀子1130330

紙引張り皺（浮き）補正、銅箔めくれ補正航跡1986-F清塚紀子1130333
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6-1　広報用印刷物

（展覧会に関するものは、3 展覧会事業の項に記載）

広　報　活　動

6

1　2007年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

2　美術館ニュース

美術館ニュース（62号）：Ａ4判12ページ

　特集　美術の国徳島　１　昭和の文展、帝展作家　江川佳秀

　所蔵作品展　徳島のコレクション2007－Ⅲ

　展覧会メモ　特別展「日本画－和紙の魅力を探る」展の準備のなかから　森芳功

　美術展ワークショップ　スタート！　竹内利夫

　所蔵作品紹介　＜子供と伯母＞パウル・クレー　友井伸一

美術館ニュース（63号）：Ａ4判8ページ

　特集　日本画－和紙の魅力を探る　森芳功

　所蔵作品展　徳島のコレクション2007－Ⅳ

　学芸員レポート　生きるアート現場　岩野勝人ワークショップ　-第22回国民文化祭・とくしま2007「美

術展」-　竹内利夫

　所蔵作品紹介　＜人と箱＞香月泰男　安達一樹

美術館ニュース（64号）：Ａ4判8ページ

　特集　TOKUSHIMA REDISCOVERY BY FINE ART IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再

見　吉川神津夫

　所蔵作品展　徳島のコレクション2008－Ⅰ

　学芸員レポート　守住勇漁「風景画（伝旧県庁正門）」の作品名及び制作年代考　仲田耕三

　所蔵作品紹介　＜台所の母子＞アルベール・グレーズ　友井伸一
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美術館ニュース（65号）：Ａ4判8ページ

　特集　大正ロマン昭和モダン展　竹久夢二・高畠華宵とその時代　安達一樹

　所蔵作品展　徳島のコレクション2008－Ⅱ

　学芸員レポート　徳島県立近代美術館ボランティアグループ「ビボラボ」のご紹介　井関直子

　教育担当からのレポート　竹内利夫

　所蔵作品紹介　＜ビルマ風景（仮題）＞伊原宇三郎　江川佳秀

6-2　ホームページ

1　概要

　ホームページの内容は概ね次の3つに分類できる。

（1）　広報・利用案内・活動紹介。

（2）　作品解説など鑑賞支援や美術館活用に役立つテキスト。

（3）　所蔵作品と特別展借用作品に関する作家・作品・展覧会・美術用語の情報と、所蔵図書の情報をデータ

ベース化しWeb上の検索に供している。

　所蔵作品データベースの公開は1990年の開館以来行ってきた。現在では展覧会などのイベント記事とデー

タベース検索をスムースに連動させている点が当館のホームページの特徴となっている。

2　今年度の実績

（1）　データベース検索を利用しやすいよう、索引検索を導入した。所蔵作家、これまでの展覧会、美術用

語、の各テーマごとに一覧目次からマウスクリックで詳細画面を閲覧できるようにした。

（2）　イベント情報をデータベースに格納しCMSへ公開するための、バックエンド・システムをリニューアルし

た。効率的な情報更新が可能になった。

6-3　サテライトギャラリー

　フレアとくしまに新たに設置し、既存の県庁1階の県民サービスセンター・11階の展望ロビー、県立中央・

三好・　海部の3病院、西部総合県民局とあわせて7会場で実施した。所蔵作品を写真により複製し、額に

納めて展示するとともに、近代美術館の紹介パネルや作家や作品の解説パネル等を設置した。

6-4　ニュース会員

　美術館の展覧会や関連事業などの催しのお知らせを月に一回、送付するサービス。会員の特典としては、

年度内に開催される展覧会のいずれかに1回使用できる展覧会招待券が送られる。平成19年度の会員数は

64名。年間11回の各種印刷物の送付を行った。主な送付物は、年間展覧会案内（年1回）、美術館ニュース

（年4回）、特別展ちらし（年4回）所蔵作品展出品リスト（年4回）、文化の森から（毎月）など。

6-5　放送番組への出演

＊展覧会、普及事業、資料収集保存事業など、各事業に関するものは、それぞれ各項目を参照。
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調査研究事業

7

所蔵作品や徳島にゆかりがある作家の調査、展覧会企画のための事前調査、あるいは近現代美術に関する

幅広い基礎調査等を実施している。

7-1　研究報告会

調査研究活動を組織的、 継続的に推進するため、「研究報告会」を開催している。19年度は研究報告会の

テーマとして、学芸員が共同で取り組む「共同研究テーマ」と、学芸員が個々に取り組む「個別研究テーマ」

を設定した。「共同研究テーマ」はプロジェクト・リーダーを中心に作業を進め、 随時経過を研究報告会に報

告した。「個別研究テーマ」は各学芸員が研究の状況を発表し、 質疑応答を重ねることで研究の深まりを

図った。

第１回　平成19年5月8日

19年度の「共同研究テーマ」「個別研究テーマ」について協議し、 今後の予定を決定した。「共同研究テーマ」

の題目と概要は7-1-1共同研究を、「個別研究テーマ」の題目と概要は7-1-2個別研究を参照。

第２回　平成19年9月4日

（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「太平洋画会研究所の紛争と太平洋美術学校の発足」

森芳功「日本の絵画と紙について」

友井伸一「棟方志功〈耶蘇十二使徒板画柵（不来方頌、大恩世主十二使徒板画鏡柵）〉の柵名について」

吉川神津夫「IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見展について」（1）

第３回　平成19年11月8日

（個別研究テーマに関する発表）

仲田耕三「工部美術学校関連基礎資料調査」

吉原美惠子「ユン・ソクナム研究」
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吉川神津夫「IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見展について」（2）

第４回　平成19年12月6日

（個別研究テーマに関する発表）

安達一樹「徳島県内の美術状況」

竹内利夫「吹田文明基礎資料集の作成」

（紀要編集会議）

「研究紀要」第10号（平成20年3月末発行）の執筆者を決定し、原稿内容の梗概を確認した。

7-1-1　共同研究

徳島の美術動向－戦後第Ⅰ期

　前年度からの継続研究。本館は、開館以来地域の美術動向を通史的に掘り起こす作業を続け、平成12

年度には比較的調査が調った部分を特別展「近代徳島の美術家列伝－明治から第二次大戦まで」として公

開した。本研究は、時代的にはその続編ともいうべきものである。概ね第二次大戦期から1950年前後までを

対象とする。戦後の混乱の中で美術家たちが活動を再開し、県展をはじめとする各種公募展が発足するま

での時期にあたる。

　学芸員が分担して作品の所在調査と関連資料の収集、作家の履歴調査にあたり、将来的には特別展の開

催につなげたい（平成22年度を想定）。

収蔵作家資料集の作成

　開館以来、本館では作家や作家遺族などから作品をはじめ、書籍や遺品類などの寄贈を受けてきている。

これらの資料類は作家・作品研究の手がかりになるものと考えるからである。その中でも、 原菊太郎氏の遺

族より寄贈された分に関しては、資料集として7年度に『特別集書目録Ⅰ　原菊太郎文庫』を作成している。

現在、これに引き続く資料集作成のため、整理を進めているところである。19年度は三木多聞氏（当館元館

長）から寄贈された図書の整理を進めた。20年度は三木氏寄贈図書の整理を終えることを目標に、他の寄

贈分も含めて整理を進めていく。

収蔵作品の再調査

　当館の収蔵作品・資料は、1985年4月に最初の受け入れを行って以来、20年以上が経過し、所蔵点数も

8,000点を超えている。この間、作品・資料の保存については、細心の注意を払い、必要に応じて保存、修

復処置を施してきた。しかしながら、近年、作品の保存・修復の世界では、戦後の石油化学系の素材を使

用した作品の経年変化など、新たな課題が生じており、より慎重な状態の点検が求められるようになってき

ている。

　そのため、展示や貸出の依頼時だけでなく、順次必要に応じて作品を再度精査することで、状態調査を

強化した。また、作品にまつわる情報についても蓄積につとめた。
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7-1-2　個別研究

江川佳秀「太平洋画会研究所の争議と太平洋美術学校の発足」

　太平洋画会研究所は、太平洋画会によって1904（明治37）年に開設された。1929（昭和10）年には組織を

改め、太平洋美術学校として再発足したが、戦後は再び研究所に戻り、現在も太平洋美術会研究所として

存続している。

　この研究所は、戦前は広く美術を志す若者たちを受け入れ、川端画学校洋画部とともに洋画壇の勢力を

二分するといわれた。日本の洋画史を考える上できわめて大切な教育機関である。しかし現在では、実態が

ほとんど知られていない。そこで太平洋美術会の協力を得て、同会が保存している各種書類等を精査するこ

とで、授業カリキュラムや運営方法、研究生の生活の様子等を明らかにした。また、学校に改組された経

緯と、その直前に研究所内で起こった争議との関係を明らかにした。成果は、日誌や各種書類の翻刻とあ

わせて、順次、本館『紀要』で公開していきたい。

仲田耕三　「工部美術学校基礎資料調査」

　工部美術学校は明治9年11月に我が国最初の官立美術学校として設立され、明治16年1月まで存続した。

我が国で初めて本格的な西洋美術教育を行った場であると同時に、小山正太郎や松岡壽、浅井忠、本県出

身の守住勇魚など、草創期の日本洋画を支えた画家たちを育てた場としても知られる。

　この美術学校に関しては、近年になって河上眞理氏や天貝義教氏らによって新たな資料が発掘され、論

考が重ねられるなど、 急速に研究が進展している。しかし今なお不明な部分がある。本調査は本館所蔵の

守住勇魚遺品を再調査するとともに、『工部省沿革報告』（1888年8月）の記述を整理することで、研究資料を

整備しようとするものである。成果は平成20年度開催予定の特別展「未来に伝えたい－学芸員おすすめアー

ト」で一部を紹介するとともに、順次、本館『紀要』で公開していきたい。

森芳功「日本の絵画と紙について」

　日本絵画の基底材として古くから用いられてきた紙とその表現の関係を歴史的にたどろうとした研究で

ある。紙と一口に言っても、材料や製法、輸入紙を含む産地等の違いによって、紙の性質には大きな異な

りが生まれる。平安時代の絵巻、室町の水墨画、近世初期の障壁画、江戸の文人画なども、それぞれ用い

る紙の性質を活かして表現が行われている。近代においては、紙の生産と画家の表現の探求が重なり合って、

「日本画」と「和紙」の形成に関わっていく状況も見られる。そのような歴史を整理することで、 紙の使用が

主流となった戦後日本画についても、新しい視点のもとで見直すことができると考えている。なお、その成

果は、 論文「日本の絵画と紙について」（『日本画－和紙の魅力を探る展図録』　平成19年11月）として公表

した。

安達一樹「徳島県内の美術状況」

　県内における美術活動の状況把握と、県民の創作活動の向上への協力を目的に、県内での美術及び周辺

領域（手工芸等）の作品発表を継続的に訪問し、作品調査及び助言を行っている。また、県人及び県内に

在住する作家の県外での発表も一部調査を行った。調査結果の一部は、徳島新聞紙上に「美術展評」（毎月

1回掲載）記事等として公開した。

　概況としては、県内で作品の制作を行っている作家、愛好家については、高齢化が進んでいる。美術団

体・グループの構成員も高齢者の比率が高くなっており、集団が維持できにくくなる傾向も見え始めている。

その一方で、若手に、東京で大学を卒業し徳島に戻って活動を始める者、制作活動に進展の見られる者な

ども散見され、これからどのように育つかも期待された。この秋に本県で開催された国民文化祭美術展の入

賞・入選状況は、本県の作品レベルについて、如実に物語る結果となった。
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吉原美惠子「ユン・ソクナム研究」

　ユン・ソクナム（尹錫男）は、1939年満州に生まれた。1959-60年にソウルで英文学を学び、その後1983-84

年、ニューヨークで、美術を学んでいる。帰国後の活躍が、「フェミニズム」という言葉の確かな拡がりと同

じ時期だったので、ユンは女性アーティストというよりは、フェミニズム・アーティストとして、社会に認めら

れてゆくことになるが、1985年にユンが中心となって開催した、オクトーバー・グループ展は、韓国現代美術

史上、重要な意味を持つ。女性の芸術活動が、女性性を社会の中で確立させるという信念から、ユンは、

活動の最初期より、韓国女性を主題に制作を続けてきた。「社会の中で生きて在る、同時代の美術」の可能

性を探るためにも、大変興味深い作家であり、今後も継続調査を予定している。

友井伸一「棟方志功〈耶蘇十二使徒板画柵（不来方頌、大恩世主十二使徒板画鏡柵）〉の柵名について」

　同作品については、全12柵の個別の柵名が、2柵をのぞき、長らく不明であったが、同作品を当館が購入

した時点で、すべての柵名を明記したメモが見つかった。また、それとは別に、大木惇夫著『キリスト詩伝』

（1972年　講談社）には、その挿絵として同作品の図版が掲載され、そこで各柵名がつけられている例がある。

そこで、棟方志功鑑定会や、以前から同作品を所蔵している日本民藝館などと連絡を取りながら、柵名の

変遷や出品歴等の事実関係の確認と整理作業を行った。その結果は、 平成20年度の美術館ニュースで公

表の予定である。

友井伸一「パブロ・ピカソの銅版画〈九つの顔〉（1934年）をめぐって」

　ピカソの1930年代は、20年代を特徴付ける新古典主義的な作風や、シュルレアリスムの動向と連動しな

がら、独自に、形態のデフォルメの様々なヴァリエーションを展開し、大きな作風の変化を見せた時期であ

る。しかし、版画においては、その作風変化の表れが緩やかで、油彩画に比べて時間差が見られるため、そ

れは銅版画における技法上の制約が、その原因の一つではないか、と仮定した。そこで、銅版画技法の実

験作である当館所蔵の〈九つの顔〉（1934年）とその前後の銅版画作品を、 主に銅版画の技法面から比較検

討することによって、 この仮定の裏付けを試みた。その成果は、 論文「パブロ・ピカソの銅版画〈九つの顔〉

（1934年）をめぐって」（『徳島県立近代美術館研究紀要 第10号』平成20年3月）として公表した。

吉川神津夫「IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見展について」

　平成19年度に開催した「IWANO MASAHITO 現代アートによる徳島再見展」は、徳島県立近代美術館が

徳島出身の造形作家岩野勝人氏に企画を依頼したものである。

　基本的には岩野の企画であるものの、展覧会の進行に関しては岩野と展覧会担当の吉川が合議しながら

進めていった。その展覧会の進行状況の応じて2回に分けて報告を行った。

　1回目は展覧会に岩野が出品依頼した作家、谷本天志、中西信洋について報告を行い、2回目は実際に

岩野から提示された展示プランに基づいて報告を行った。また、展示プランとあわせて、前回には報告でき

なかった出品作家川原康孝についての報告と展覧会に岩野の出品予定の新作以外の作品についての報告を

行った。

竹内利夫「吹田文明基礎資料集の作成」

　平成18年度特別展「吹田文明」展を担当し、図録所収の「略年譜」と「文献目録」の編集にあたったが、いず

れも抄録の域を出ない内容となった。これまでまとまったドキュメントが刊行されていないため、特別展開催

の事後調査活動として、web版の図録補遺資料集の公表を目標としている。平成18年度から継続作業し、

作家から新しい資料の提供を受けた。未収録資料の補遺を随時加えながら、公開していくために適したデー

タベース仕様を検討しているところであり、収録数としては莫大なものではないものの、資料集編集の基礎

的方法を研究している状況である。
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7-1-3　研究紀要

研究報告会の成果を受け、各年に研究紀要を刊行している。19年度は第10号を刊行した。

『徳島県立近代美術館研究紀要 第10号』平成20年3月31日刊 A4版 25ページ 500部

　友井伸一「パブロ・ピカソの銅版画〈九つの顔〉（1934年）をめぐって」

7-2　研究成果の公表

7-2-1　展覧会図録、著書

森芳功（編著）『特別展 日本画－和紙の魅力を探る』徳島県立近代美術館 平成19年11月

吉川神津夫（編著）『TOKUSHIMA REDISCOVERY BY FINE ART IWANO MASAHITO 現代美術によ

る徳島再見』徳島県立美術館 平成20年3月

＊『徳島県立近代美術館研究紀要 第10号』に発表した論文は、7-1-3研究紀要を参照。

吉川神津夫「菊畑茂久馬のオブジェ　その二つの相貌」『菊畑茂久馬と〈物〉語るオブジェ』福岡県立美術館編

　海鳥社　平成19年11月

吉川神津夫「『オブジェデッサン』制作から編纂まで」『菊畑茂久馬と〈物〉語るオブジェ』福岡県立美術館編　

海鳥社　平成19年11月

7-2-2　学術論文

＊各事業に関連した新聞、雑誌等への寄稿は、それぞれ3展覧会事業、4普及事業、5資料収集保存事業、

6広報活動の項を、また当館発行の美術館ニュースへの記事は6広報活動　6－1　広報用印刷物をそれぞ

れ参照。

江川佳秀「とくしま人物列伝5薩摩治郎八 日欧文化交流事業に私財 パリ社交界伝説の男」『いのち輝く』

No.57　とくしま“あい”ランド推進協議会  平成20年1月15日

仲田耕三「“あい”ランドARTギャラリー　パウル・クレー〈子供と伯母〉」　『いのち輝く』No.55　とくしま

“あい”ランド推進協議会  平成20年1月15日

仲田耕三「ARTGALLRY　高井貞二〈愛〉」　『ライト&ライフ』No.561　四国電力株式会社  平成19年9月1

日 

仲田耕三「“あい”ランドARTギャラリー　伊原宇三郎〈白い壺のある静物〉」　『いのち輝く』No.56 　とくし

ま“あい”ランド推進協議会  平成19年9月16日 

仲田耕三「ARTGALLRY　橋本関雪〈五柳先生〉」　『ライト&ライフ』No.563　四国電力株式会社　平成19

年11月1日 

仲田耕三「Msaterpiece　PAUL KLEE〈Kind und Tante〉」　『THE EAST』 Vol.43-No.4  平成19年11-12月

号　The East Publications 

7-2-3　批評、報告、解説等
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仲田耕三「ARTGALLRY　パブロ・ガルガーリョ〈キキ・ド・モンパルナスのマスク〉」　『ライト&ライフ』No.565

　四国電力株式会社  平成20年1月1日 

仲田耕三「“あい”ランドARTギャラリー　橋本関雪〈五柳先生〉」　『いのち輝く』No.57 　とくしま“あい”ラ

ンド推進協議会  平成20年1月15日 

仲田耕三「Msaterpiece PAUL KLEE〈Kind und Tante〉」　『たのやく』 No.47 たのやく出版　平成20年2月

24日

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ　その1　県外からの人の流れ」『徳島エコノミージャーナル』341

号　ブレーンバンク　平成20年3月

森芳功「阿波和紙と日本画の出会い」『阿波和紙とアートの出会いを求めて』展図録　阿波和紙伝統産業会

館、徳島版画会他　平成19年10月

安達一樹「美術展評（平成19年3月～平成20年2月）『徳島新聞』平成19年4月14日、5月19日、6月15日、7月

14日、8月17日、9月20日、10月19日、11月19日、12月19日、平成20年1月19日、2月18日、3月18日（12

回連載）

安達一樹「国文祭美術展を見て」『徳島新聞』平成19年11月1日

安達一樹「2007県内回顧　美術」『徳島新聞』平成19年12月29日

友井伸一、吉川神津夫（共編）「調査報告　菊畑茂久馬のオブジェ作品目録　2007年版」『菊畑茂久馬と<物>

語るオブジェ』福岡県立美術館編　海鳥社　平成19年11月（『徳島県立近代美術館研究紀要　第5号』1999

年　所載の調査報告を、改訂の上再録）

竹内利夫「第22回国民文化祭・とくしま2007『美術展』ワークショップ事業」平成19年4月　県立近代美術館

webサイト

竹内利夫「シーガル・ブログ」平成19年12月　県立近代美術館webサイト

竹内利夫「各年齢層に『シーがる・た』を実践してみて」　『鑑賞シート活用授業研究会 実践報告集2007』平

成20年1月

竹内利夫「鑑賞シート活用授業研究会 vol.2-3」平成20年3月　県立近代美術館webサイト

7-2-4　口頭発表、講演等

江川佳秀「靉光の実像を求めて－「戦争犠牲画家」と「抵抗の画家」」生誕100年 靉光展記念講演会　平成19

年7月1日　宮城県美術館

江川佳秀「画家の良心－靉光の足跡をたどる」生誕100年 靉光展記念講演会　平成19年8月18日　広島県

立美術館

江川佳秀「中国留学生們的習画場所－特別以川端画学校和太平洋画研究所為中心」広東美術館開館10周

年記念シンポジウム「浮游的現代性:20世紀前半叶広州、上海、東京的美術運動和都市文化」　平成19年12

月23日 広州美術館（中華人民共和国広州市） *日本語で発表（通訳あり）

江川佳秀「林達川与文芸界的交往」中国美術館、中国美術学院、浙江省文学芸術界聨合会、中国華僑文学

芸術家協会共同主催「不璞不雕－林達川油画芸術展曁学術研討会」  平成20年3月15日 中国美術館（中華

人民共和国北京市） *日本語で発表（通訳あり）

森芳功「鑑賞支援における分析的要素、表現的要素、コミュニケーション的要素の連関とその整理の試み」

第30回美術科教育学会群馬大会（美術科教育学会）2008年3月29日　群馬大学

吉川神津夫　「菊畑茂久馬のオブジェ　2007」　菊畑茂久馬と〈物〉語るオブジェ展　ゲストトーク　平成19

年12月8日　福岡県立美術館　

＊4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣も参照。
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7-3　文献資料の整備

合計平成19
年度

平成18
年度

平成17
年度

平成16
年度

平成15
年度

平成14
年度

平成13
年度

平成12
年度

平成11
年度

平成10
年度

平成9
年度

平成8
年度

平成7
年度

平成6
年度

平成5
年度

平成4
年度

平成3
年度

平成2
年度

59年度－
平成元年度

年度

種別

4,39810023812757203189123109861673141142109410280671,498520図書・図録
（日本語）

3,365474824607773565125969839154193196339472831,315図書・図録
（外国語）

10,56811479133288209161124852685025844448009322,3063,935
雑誌バッ
クナンバー
（日本語）

1,6370821121091559001523005256701,14966
雑誌バック
ナンバー
（外国語）

13804754131223290021423227その他（件）

20,1061485193611652953664501883693775144737668787681,2901,0485,2685,863合 計
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8-1　組織及び職員一覧（平成19年度）

管　理　運　営

8

館　　　長　　中西広太郎

副　館　長　　天野　泰輝

学芸課長　　江川　佳秀

専門学芸員　仲田　耕三
　　　　　　森　　芳功
　　　　　　安達　一樹
　　　　　　友井　伸一

協　議　会

委員　釜床　育子
　　　岡田　直利
　　　美馬　康男
　　　河崎　良行
　　　西田　威汎
　　　佐野比呂志
　　　横井　　昭
　　　河野南代子
　　　梅田　桂子
　　　原田　寛子

（県立21世紀館 副館長 本務）

臨時補助員　下津由香里
　　　　　　矢府　優陽
　　　　　　松田　　愛

文化推進員　志満　智子
　　　　　　北本　友美
　　　　　　福原　輝実
　　　　　　水ノ上美香
　　　　　　井関　直子
　　　　　　山本　美紗

主任学芸員　吉原美惠子
　　　　　　吉川神津夫
　　　　　　竹内　利夫

学　芸　担　当

（平成20年3月31日現在）
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8-2　美術館協議会

1　委員

2　開催

　平成19年 9月21日

8-3　人権啓発展

1　文化の森人権啓発展　－識字活動を中心として－

職　　　　　名氏　名区　分

徳島県小学校教育研究会　図工部会長
福島小学校長

釜床　育子

学 校 教 育
徳島県中学校教育研究会　美術部会長
不動中学校長

岡田　直利

徳島県高等学校教育研究会　美術部会長
名西高等学校長

美馬　康男

徳島大学総合科学部　名誉教授河崎　良行

社 会 教 育 鳴門教育大学学校教育学部　教授西田　威汎

徳島県美術家協会　会長佐野比呂志

元 美術懇談会メンバー横井　　昭

学識経験者
国際交流懇話会　HIROBA河野南代子

絵本作家梅田　佳子

四国大学生活科学部　教授原田　寛子

（平成20年3月31日現在）

�会期　平成19年12月4日[火]-12月9日[日]　9:30-17:00

�会場　近代美術館ギャラリー、二十一世紀館ミニシアター

�入館無料

�主催　徳島県立図書館、博物館、近代美術館、文書館、二十一世紀館、生涯学習政策課、人権教育課

�内容

　・展示（近代美術館ギャラリー）　

　　　識字学級生の作品、人権啓発パネル、識字・人権啓発図書

　・ビデオ上映（二十一世紀館ミニシアター　10:30～、14:00～（12月8日［土］は10:30～のみ）

　　　アニメ「ごめんね、ミーちゃん」、アニメ「桃色のクレヨン」

�入館者数　展示　394名　ビデオ上映　195名
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8-4　入場者数

1　平成19年度所蔵作品展入館者数
（単位：人）

一日当
平均入
館者数

開　館
日　数

合　計
観覧料免除減　　　免団　　　体個　　　人区分

一　般小中高生
学校教育

小中生高大生高　齢一　般小中生高大生一　般小中生高大生一　般
人数校月

64261,664944257287343101481014月

147223,2301,898376904131911315月

87221,9181,2333083081113113426月

42261,0855523186123371357987月

57281,5951,0453736031051210898月

54231,2441,1116539446199月

115273,1142,5561034261003139910月

183264,7643,7342097451237113711月

108151,6161,35689144342312月

2323531224287813861981391月

47251,16991610373215413542月

61221,3461,08314316122312763月

8228523,27616,6522,2793,0576133836436759808合計

（単位：人）

2　平成19年度特別展入館者数

一日当
平均入
館者数

開館
日数

合計
観覧料免除

前売券
減　　　免団　　　体個　　　人区分

一般小中
高生

学校教育
小中生高大生高齢一般小中生高大生一般小中生高大生一般

人数校展覧会名

139628,5941,8379362,041331551316667108122252,890オランダ絵本作家展

47703,258743586128819513323331801,093美術の国徳島

110394,2731,21917235786618449828375411,405日本画

60382,278888217121567185193144126634IWANO MASAHIKO

8820918,0434,6871,9112,6475430721,85821571190214726,022合　　　計

（単位：人）

3　平成19年度講座等、共催事業、貸館事業の入館者数

合計3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月月区分

1,4071981412026515734195128551065949講座等参加者

589589共催事業

86,2348869801,4231,15541,80433,2777743,548771,818492貸館事業

（単位：人）

4　平成19年度総入館者数

総入館者数貸 館 事 業共 催 事 業講　座　等特　別　展所蔵作品展

129,90986,2345891,40718,40323,276
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8-5　各種委員、非常勤講師等の受諾

江川佳秀

　徳島大学総合科学部非常勤講師（美術概論）（平成19年4月1日－平成20年3月31日）

仲田耕三

　那賀町立相生森林美術館協議会委員（平成19年4月1日－平成20年3月31日）

　四国大学短期大学部非常勤講師（美術概論）（平成19年10月1日－平成20年3月31日）

安達一樹　

　第22回国民文化祭徳島市実行委員会野外彫刻展企画委員・副委員長（平成17年7月5日～）

　第22回国民文化祭野外彫刻展審査員（平成19年10月14日）

友井伸一

　平成19年度文化庁芸術拠点形成事業「ヤングボランティアとの協働による体験キット開発事業（徳島県

立博物館）」指導者　（平成19年7月1日－平成20年3月21日）

竹内利夫

　美術工芸資料館所蔵「ポスター」調査研究会委員：京都工芸繊維大学（平成19年3月1日－平成20年3月5

日）

8-6　各種大会、研究会等の受け入れ

平成19年度徳島県中学校美術教育研究大会／第24回四国造形教育研究大会（徳島大会）

テーマ：「つながり　ひろがり　ひびきあう　造形教育」

　　　　・中学校部会テーマ　～対象とのかかわりあいから問い直す美術教育

日時：平成19年11月16日[金]9:20-12:00

　　　　　　　　　　　　　　　（時間は、当館が会場となった授業研究会・分科会の時間）

場所：徳島県総合教育センター（全体会・生徒作品展）

　　　徳島県立近代美術館（授業研究会・分科会）

8-7　作品の貸出

1　洋画（油彩画、水彩、素描）

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

国際交流基金/パ
リ日本文化会館

国際交流基金平成19
年度主催美術事業「ア
ジアのキュビズム」

19.4.20～19.7.201点トランプ占いの女藤田嗣治

宮崎県立美術館、
姫路市立美術館

特別展　シュルレアリ
スム展　－国内美術館
所蔵名品展－

19.7.14～19.11.5
1点我々はここにいるウィフレド・ラム

1点赤い枕で眠る女パブロ・ピカソ

一宮市三岸節子
記念美術館

桂ゆき展～コラージュ
とユーモアの女性画
家～

19.9.28～19.11.281点さる・かに合戦桂ゆき

財団法人尼崎市
総合文化センター

美術で奏でるシンフォ
ニー19.10.21～19.11.281点ハープを弾く婦人伊原宇三郎

福岡県立美術館
菊畑茂久馬と＜物＞
語るオブジェ19.10.27～20.1.20

1点月光　三
菊畑茂久馬

1点月光　十
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2　日本画

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

倉敷市立美術館
「倉敷市」40周年記念
「クロスロード-共鳴す
る美術-」

19.7.20～19.9.41点雪音森山知己

笠岡市立竹喬美
術館、稲沢市荻
須記念美術館、
高崎市タワー美術
館

三都の女-東京・京都・
大阪における近代女性
表現の諸相-

19.8.21～19.11.17

1点洗い髪岡本神草

1点髪梳く女谷角日沙春

1点踊り之図村上華岳

3　彫刻

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

群馬県立館林美術
館、神奈川県立近
代美術館

生誕100年　鶴岡政男
展19.4.5～19.9.71点男と女鶴岡政男

丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館

奏でる身体19.4.8～19.7.6
1点女性立像

アルベルト・ジャコメッ
ティ

1点レバーアントニー・ゴームリー

森美術館
六本木クロッシング：
日本美術の新しい展望
2007

19.9.29～20.1.221点機械仕掛の少年2四谷シモン

福岡県立美術館
菊畑茂久馬と＜物＞
語るオブジェ19.10.27～20.1.20

1点浮き

菊畑茂久馬

1点白鳥No.1

1点白鳥NO.2

1点壊れた鯉（恋）

1点鯉の首

1点ベトナムの空 NO.2

1点ベトナムの空 NO.4

1点ベトナムの空 NO.5

1点ベトナムの空 NO.6

1点陶器の玉・音の玉

1点鉛の卵 NO.1

1点画家の像

1点もぐらの罠

1点閉鎖封印器

1点圧縮器

1点集団のかたち NO.1

1点五本の青い塔

1点靴ひもをつけた足

1点博多鋏 No.1

1点博多鋏 NO.2

1点歯車の切断
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

福岡県立美術館
菊畑茂久馬と＜物＞
語るオブジェ19.10.27～20.1.20

1点炭の塔 NO.1

菊畑茂久馬

1点蜜蝋の房

1点斜塔

1点乳房

1点ベトナムの空 NO.7

1点軸受けのない歯車

1点鼻（花）開くNo.1

1点鼻（花）開くNo.2

1点鼻（花）落ちる

1点二つの林檎

1点封印

1点錨No.1

1点ダーウィンの頭No.1

1点沈んでいく人

1点薔薇刑No.2

1点ベトナムの空 NO.8

1点ベトナムの空 NO.9

1点鉄の髭

1点標的

1点林檎と三角錐

1点心臓の兜をつけた馬

1点二つの球体・バランス

1点林檎No.1

1点林檎No.2

1点林檎No.3

1点林檎No.4

1点巣ごもりNo.1

1点巣ごもりNo.2

1点巣ごもりNo.3

1点ハートを噛んだ歯車

1点庭の一本の桜の枝

1点庭の桜と梅の継木

1点
鉄扉から切り取った
取手

1点炎のかたち

1点つぶれた球体

1点ダーウィンの頭No.3

1点ダーウィンの頭No.4

1点ハート干し器

1点五つの重り

1点タルホ讃No.1
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

福岡県立美術館
菊畑茂久馬と＜物＞
語るオブジェ19.10.27～20.1.20

1点タルホ讃No.2

菊畑茂久馬

1点タルホ讃No.3

1点タルホ讃No.4

1点タルホ讃No.5

1点燃える顔

1点
ひまわり型の脳味噌を
した耳無しゴッホ

1点葉っぱの帽子No.1

1点葉っぱの帽子No.2

1点葉っぱの帽子No.3

1点葉っぱの帽子No.4

1点葉っぱの帽子No.5

1点氷嚢・水のかたち

1点壁

1点波の翼

1点波の塔

1点森No.1

1点森No.2

1点森No.3

1点ベトナムの空 NO.3

1点鉛の卵 NO.2

1点集団のかたち NO.2

1点集団のかたち NO.3

1点炭の塔 NO.2

1点炭の塔 NO.3

1点炭の塔 NO.5

1点炭の塔 NO.6

1点鮎

1点二つの電球

1点つぶれた電球

1点錨No.2

1点ダーウィンの頭No.2

1点ガストロ

1点詩人の帽子

4　版画

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

滋賀県立近代美術
館

天体と宇宙の美学19.9.26～19.11.21

1点青い十字

吹田文明 1点青の世界（D）

1点星を抱く（C）
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

滋賀県立近代美術
館

天体と宇宙の美学19.9.26～19.11.21
1点銀河へ

吹田文明
1点白鳥座

財団法人尼崎市
総合文化センター

美術で奏でるシンフォ
ニー19.10.21～19.11.28

1点深夜のセロ弾き

泉茂

1点楽師

1点オカリナ

1点月光の曲 I

1点ベーシスト

1点ロマンス

1点セレナーデ

1点スポットライト

1点トラムペット

1点室内楽

1点
版画集〈ジャズ〉1.道
化師

アンリ・マティス

1点
版画集〈ジャズ〉2.サー
カス

1点
版画集〈ジャズ〉3.ロ
ワイヤル氏

1点
版画集〈ジャズ〉4.白
象の悪夢

1点
版画集〈ジャズ〉5.馬、
曲馬師、道化

1点版画集〈ジャズ〉6.狼

1点
版画集〈ジャズ〉7.ハー
ト

1点
版画集〈ジャズ〉8.イカ
ルス

1点
版画集〈ジャズ〉9.フォ
ルム

1点
版画集〈ジャズ〉10.
ピエロの葬式

1点
版画集〈ジャズ〉11.
空中ブランコ

1点
版画集〈ジャズ〉12.
水槽を泳ぐ女

1点
版画集〈ジャズ〉13.
サーベルを嚥む男

1点
版画集〈ジャズ〉14.
カウボーイ

1点
版画集〈ジャズ〉15.
ナイフを投げる男

1点
版画集〈ジャズ〉16.
運命

1点
版画集〈ジャズ〉17.
干潟

1点
版画集〈ジャズ〉18.
干潟

1点
版画集〈ジャズ〉19.
干潟
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

財団法人尼崎市
総合文化センター

美術で奏でるシンフォ
ニー19.10.21～19.11.281点

版画集〈ジャズ〉20.
そり

アンリ・マティス

福岡県立美術館
菊畑茂久馬と＜物＞
語るオブジェ19.10.27～20.1.20

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉1. 林檎の吟味

菊畑茂久馬

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉2. ダーウィンの
頭

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉3. 鳥の雛形

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉4. 卵形の夢

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉5. ガラス製の乳房

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉6. 天動の説

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉7. 鼻開く

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉8. コルセット

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉9. 魚のデッサン

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉10. 壊れた鯉

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉11. ハートから涙

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉12. 圧搾儀

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉13. ワッペンの
デザイン

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉14. 肖像画の裏側

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉15. 三人の友

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉16. ハサミの行進

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉17. 二つの林檎

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉18. 歯車の分割

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉19. 封印の仕方

1点
版画集〈オブジェデッ
サン〉20. 丸窓の開け方

※利用月（年度）がまたがる場合は初日の属する月（年度）に計上

合　計321121110987654月

24232234141011件　 　 　 数

1321216121812294181064利 用 日 数

8-8　ギャラリーの利用状況

絵画・彫刻・版画等の美術作品の展示に利用することができます。
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　　　　③　収蔵資料を中心とした基礎資料集の作成

4.　展示活動

　美術作品を通じて感動や体験のできる場を提供するとと

もに、近現代美術を中心とした文化活動を先導していく。

　所蔵作品展は、特長を生かした計画的な展示を行い、

できるだけ多くの所蔵作品を鑑賞する機会を提供し、特

別展は、近代、現代、日本、海外、徳島ゆかりなど多彩

な内容の展覧会を適時適切に開催する。

　目標　①　特別展の企画内容に、より一層主体的に関

わっていく。

　　　　②　年１回は地域性を加味した特別展の開催

　　　　③　入館者数増（所蔵作品展・特別展）

　　　　④　有料入館者割合増（特別展）

　　　　⑤　図録販売数増

　　　　⑥　県民・利用者ニーズの反映

　　　　⑦　外国人、高齢者、障害者等の利用に配慮し

た展示となるよう改善計画（現状点検含む。）を

策定し、改善を図る。

　　　　⑧　ギャラリーの利用促進

5.　教育普及活動

　展示や所蔵資料に関連した各種教育普及活動を通じて、

楽しく学ぶことができる多様な学習機会を提供し、県民の

生涯学習への支援を図っていく。

　学校教育との連携を進め、こども達が美術（美術品・美

術館）に親しみ、認識を深める機会を提供し、鑑賞教育の

すそ野を広げていく。

　目標　①　展示や資料に関連した教育普及活動による

多様な学習活動の支援

　　　　②　学校連携により子供達が美術品に親しむ機

会や美術（美術館）に対する認識を深める機会

の提供

　　　　③　社会教育機関、他の機関や団体等との連

携・協力

　　　　④　移動展及び新たな形のアウトリーチ事業の

開催

　　　　⑤　利用者、関係者の反応やニーズの反映

8-9　運営計画

徳島県立近代美術館　中期計画・目標

（平成17年度～平成21年度）

1.　使命と計画

　利用者や美術館関係者等に周知を図っていくとともに、

計画については、利用者の特性やニーズ、地域の特性等

の反映を図っていく。

　目標　①　中期計画の点検、評価

　　　　②　使命や計画の周知。

　　　　③　県民・利用者ニーズの把握、運営への反映の

仕組み等の検討

2.　資料の収集・保管・活用

（資料の収集・保存は美術館の最も基本的な機能である。）

　近代・現代美術や徳島ゆかりの資料の継続的な収集を図

るとともに、良好な状態で保存し、その活用を図っていく。

　目標　①　継続的資料収集

　　　　②　作品調書の整備

　　　　③　収蔵施設の整備（拡充）

　　　　④　保管・利用の方針・手続の整備

　　　　⑤　防災・防犯等対策の整備

　　　　⑥　未整理資料の整備

　　　　⑦　資料保管状況の定期的点検

　　　　⑧　害虫対策の整備

　　　　⑨　データベースの一層の充実

　　　　⑩　保存修復の調査、計画策定

3.　調査研究

（調査研究は、美術館活動の基盤となる重要な機能である。）

　近代・現代美術や徳島ゆかりの資料に関する基礎的な調

査研究、資料の保存や展示、教育普及活動等に関する調

査研究を行うとともに、その成果の美術館活動への反映

と地域社会への還元を図っていく。

　目標　①　定期的研究報告会の開催と紀要の発行

　　　　　　研究報告会　年４回開催    紀要  年１回発行

　　　　②　組織としての研究体制の整備、共通研究

テーマの設定、一体的研究の推進
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9.　組織・人員

　美術館活動の活性化と健全な経営に主体的に取り組め

るよう、職員意識や資質の向上を図っていく。

　目標　①　専門職員としての学芸員の必要性に対する

社会的理解の一層の深化

　　　　②　美術館活動の質の一層の向上を図るための

職員研修機会の確保

　　　　③　管理職員の専門職員化

10.　財務・社会的支援

　健全な美術館経営を行えるよう、社会的支援の拡充を

図るとともに経費節減や収入増を図っていく。

　目標　①　共催や協賛金受入に関する研究等の推進

　　　　②　エコオフィスの一層の推進

　　　　③　見直点検の実施と経費節減

　　　　④　新たな歳入源確保に関する研究の推進

重点取り組み事項

第一期（平成17年度～平成21年度）

1. 地域に根ざした活動、地域連携

2. 利用者サービス、対応の向上

3. 資料整理

4. 経費節減、歳入増

6.　施設の整備・管理

　安全で誰もが安心して快適に利用できる、利用しやすい

美術館となるなるよう施設や案内表示の点検改善、安全

意識の向上を図っていく。　　

　また、地震等の自然災害や火災、盗難、事故等緊急事

態の発生に備え、防災意識の向上や危機管理体制の強化

を図っていく。

　目標　①　ハード、ソフト面での安全性等点検調査

　　　　②　①に基づき改善計画を策定　　施設管理者

への働き掛け

　　　　③　地震、火災、水害等緊急事態時の対応マ

ニュアルの整備

7.　 情報の発信と公開

　美術館の催し物案内や美術館活動に関する様々な情報

の積極的発信を図り、美術館に対する理解と利用の促進

を図っていく。

　目標　①　広報計画、方針等の整備

　　　　②　計画的、効果的広報の推進

　　　　③　利用者等への周知手段等の整備

　　　　④　問い合わせや相談等への対応方針の整備

　　　　⑤　各種アンケートの分析・検討とその反映

　　　　⑥　ニュース会員拡充等計画の策定

　　　　⑦　ホームページのより積極的な活用

　　　　⑧　自己点検・評価結果のホームページ等への掲載

8.　市民参画

　美術館の使命や活動内容の周知とともに、県民、利用

者の意見やニーズの集約、把握を図り、館運営への反映

を通じて活動の活性化を図っていく。

　ボランティアをはじめとする県民との協働を進め、地域

との連携を図っていく。

　目標　①　県民の意見を美術館運営に反映していくシ

ステムの整備

　　　　②　ニーズ把握手法の検討

　　　　③　利用者等への周知手段等の整備

　　　　④　ボランティアの任意団体としての独立、自主

的な活動への支援と協働体制の強化
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関　係　法　規

（利用の許可）

第3条　次の表に掲げる文化施設の施設又は用具を利

用しようとする者は、あらかじめ、徳島県教育委員

会（以下「教育委員会」という。）の許可（以下「利用の

許可」という。）を受けなければならない。

（観覧料等）

第4条　博物館が展示する博物館資料又は美術館が展

示する美術館資料を観覧する者に対しては、別表第

一に掲げる額の観覧料を徴収する。

2　 利用の許可を受けた者に対しては、別表第二に掲

げる額の使用料を徴収する。

3　 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料

又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

4　 観覧料及び使用料の徴収の時期及び方法その他観

覧料及び使用料に閲し必要な事項は、規則で定め

る。 

徳島県文化の森総合公園文化施設条例
　

平成2年3月26日　

徳島県条例第11号　

［沿革］平成6年3月28日条例第19号、

　　　　平成9年3月28日第34号改正

（設置）

第1条　個性豊かな県民文化を振興し、魅力のある地

域づくりに寄与するため、県民の文化活動の拠点と

して、徳島県文化の森総合公園文化施設（以下「文化

施設」という。）を徳島市八万町に設置する。

（名称及び業務）

第2条　文化施設の名称及び業務は、次のとおりとする。 

業　　　　　務名　　　称

1　 図書、記録その他の資料（以下「図書館資料」と 
いう。）を収集し、及び県民の利用に供すること。

2　 他の公立図書館、図書室等と緊密に連絡し、協
力し、及び図書館資料の相互貸借を行うこと。 

3　 その他図書館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。 

徳島県立図書
館（以下「図書 
館」という。）

1　 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び
地学に関する実物、標本、模型、文献、写真その
他の資料（以下「博物館資料」という。）を収集し、保
管し、及び展示すること。 

2　 博物館資料に関する調査研究を行うこと。
3　 博館館資料に関する観察会、講座等の教育普及
事業を行うこと。 

4　 その他博物館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。

徳島県立博物
館（以下「博物 
館」という。）

9 業　　　　　務名　　　称

1　 美術作品及び美術に関する資料（以下「美術館資
料」という。）を収集し、保管し、及び展示するこ
と。 

2　 美術館資料に関する調査研究を行うこと。
3　 美術に関する講演会、講座等の教育普及事業を
行うこと。 

4　 美術作品の展示のためにギャラリーを利用に供
すること。

5　 その他美術館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。 

徳島県立近代
美術館（以下
「美術館」とい
う。）

1　 県に関する歴史的文化的価値を有する公文書、
古文書、行政資料その他の資料（以下「文書館資
料」 という。）を収集し、保存し、及び県民の利用
に供すること。 

2　 文書館資料に関する調査研究を行うこと。 
3　 文書館資料の展示、文書館資料に関する講座等
の教育普及事業を行うこと。 

4　 その他文書館の設置の目的を達成するために必
要な事業を実施すること。 

徳島県立文書
館（以下「文書
館」という。）

1　 文化に関する情報を集積し、及び高度な情報通
信システムによって県民の利用に供すること。 

2　 演劇、音楽等の公演会、情報処理の高度化に対
応した講座等を開催すること。 

3　 文化活動のために二十一世紀館の施設を利用に
供すること。 

4　 その他二十一世紀館の設置の目的を達成するた
めに必要な事業を実施すること。

徳島県立二十
一世紀館（以
下「二十一世
紀館」という。）

施設又は用具区　　分

ギャラリー美術館

イベントホール
多目的活動室
ミニシアター
野外劇場
音響、照明等のための用具

二十一世紀
館
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物館資料の収集及び保管に関する部分を除く。）及び第

3号、同表徳島県立近代美術館（以下「美術館」という。）

の項第1号（美術館資料の収集及び保管に関する部分を

除く。）、第3号及び第4号、同表徳島県立文書館（以下

「文書館」という。）の項第1号（文書館資料の収集及び保

存に関する部分を除く。）及び第3号並びに同表徳島県

立二十一世紀館（以下「二十一世紀館」という。）の項第1
号（文化に関する情報の集積に関する部分を除く。）、

第2号及び第3号、第3条から第5条まで、別表第1並び

に別表第2の規定は、同年11月3日から施行する。

　　　附　則（平成6年条例第19号）

1　この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2　この条例の施行の際現に利用の許可を受けている

武道館又は文化施設の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

　　　附　則（平成9年条例第34号）

1　この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2　この条例の施行の際現に利用の許可を受けている

文化施設又は武道館の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。

 

（損害の賠償）

第5条　文化施設を利用する者は、文化施設の施設、

資料等をき損し、又は亡失したときは、これによって

生じた損害を賠償しなければならない。ただし、知事

は、当該き損又は亡失がやむを得ない理由によるも

のであると認めるときは、その賠償責任の全部又は

一部を免除することができる。

（職員）

第6条　図書館法（昭和25年法律第118号）及び博物館

法（昭和26年法律第285号）に定めるもののほか、文

化施設に、館長その他必要な職員を置く。

（協議会）

第7条　教育委員会の附属機関として、次の表の上欄

に掲げる協議会を置き、これらの協議会の所掌事務

は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2　 協議会は、委員10人以内で組織する。

3　 徳島県立文書館協議会及び徳島県立二十一世紀

館協議会の委員は、学識経験のある者及び関係行政

機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

4　 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

5　 委員は、再任されることができる。

6　 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

（教育委員会規則への委任）

第8条　この条例に定めるもののほか、文化施設の管理

に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

　　　附　則

　この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、

第2条の表徳島県立図書館（以下「図書館」という。）の項

第1号（図書館資料の収集に関する部分を除く。）、同表

徳島県立博物館（以下「博物館」という。）の項第1号（博

所　掌　事　務協議会の名称

図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。 

徳島県立図書館
協議会

博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。 

徳島県立博物館
協議会

美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも
に、館長に対して意見を述べること。 

徳島県立近代美
術館協議会

文書館の運営に関し教育委員会の諮問に応ずる
とともに、教育委員会に対して意見を述べるこ 
と。

徳島県立文書館
協議会

二十一世紀館の運営に関し教育委員会の諮問に
応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述 
ベること。

徳島県立二十一
世紀館協議会
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3　営利又は営業のための宣伝その他これらに類する目的で

利用する場合のギャラリー、イベントホール、多目的活動

室、ミニシアター又は野外劇場の使用料の額は、この表及

び前項の規定にかかわらず、同表の区分に応じた使用料の

額又は同項の規定により算出した使用料の額に百分の五百

を乗じて得た額とする。

備　考

1　「午前」とは午前9時30分から正午までを、「午後」とは午後

1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後9時ま

でをいう。

2　午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間

まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分

に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。 

 

別表第1（第4条関係）

金　　　　　　　　　額

単　位区　　　　　分 企　画　展常　設　展

団　体個　人団体（20人以上をい
う。以下同じ。）個　人

知事がその都度定める額

40円50円1人1回小学校の児童及び中学校の生徒

80円100円1人1回高等学校の生徒並びに高等専門学校及び
大学の学生並びにこれらに準ずる者

160円200円1人1回その他の者（学齢に達しない者を除く。）

別表第2（第4条関係）

金　　　額単　　　位区　　　　　　　　　　分

3,300円午 前

ギャラリー 5,500円午 後

4,200円夜 間

6,600円午 前

イベントホール 10,600円午 後

8,180円夜 間

3,300円午 前

展示利用の場合

多目的活動室

5,500円午 後

4,200円夜 間

3,980円午 前

展示利用以外の利用の場合 6,400円午 後

5,080円夜 間

1,100円午 前

ミニシアター 1,780円午 後

1,510円夜 間

2,880円午 前

野外劇場 4,660円午 後

3,510円夜 間

規則で定める額午前、午後又は夜間音響、照明等のための用具
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2　その他美術館の管理上支障があると認められると

き。

（利用の許可等の通知）

第5条　館長は、前条第1項の申請書を受理したときは、

利用の許可をするかどうかを決定し、その旨を当該

申請者に通知するものとする。

（利用の許可の取消し等）

第6条　館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該利用の許可を取り消し、又はギャラリーの利用

の中止を命ずることができる。

1　第4条第3項各号のいずれかに該当する理由が生

じたとき。

2　利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が

利用の許可に付した条件に違反したとき。

3　利用者が偽りその他不正な手段により利用の許

可を受けた事実が明らかとなったとき。

4　利用者が条例又はこの規則の規定に違反したとき。

（利用の内容の変更等）

第7条　利用者は、ギャラリーを利用できなくなったと

き、又は利用の許可の内容を変更してギャラリーを

利用しようとするときは、直ちにその旨を文書で館長

に届け出なければならない。

（遵守事項）

第8条　美術館を利用する者は、条例及びこの規則並

びに館長が別に定める利用者心得その他の規律を守

らなければならない。

（入館の禁止等）

第9条　館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

1　泥酔者及び伝染性の疾病にかかっていると認めら

れる者

2　前条の規定に違反し、又はそのおそれがある者

（資料の特別利用）

第10条　学術その他の目的のために美術館資料の撮影、

模写等をしようとする者は、あらかじめ、館長の承認

を受けなければならない。

（補則）

第11条　この規則に定めるもののほか、美術館の管理

に関し必要な事項は、館長が定める。

　　　附　則

　この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、

第2条から第10条まで及び別記様式の規定は、11月3日

徳島県立近代美術館管理規則

平成2年3月31日　　　　　　　

徳島県教育委員会規則第10号　

［沿革］平成8年3月29日教育委員会規則第8号改正

（趣旨）

第1条　この規則は、徳島県立近代美術館（以下「美術館」

という。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

（休館日）

第2条　美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

1　 月曜日　ただし、その日が国民の祝日に関する

法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以

下「休日」という。）に当たるときは、その日後にお

いてその日に最も近い休日でない日

2　 12月28日から翌年の1月4日までの日

2　 徳島県立近代美術館長（以下「館長」という。）は、

特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわ

らず、臨時に休館し、又は同項に規定する休館日に

開館することができる。

（供用時間）

第3条　美術館の供用時間は、午前9時30分から午後5
時までとする。

2　 前項の規定にかかわらず、ギャラリーの供用時間

は、午前9時30分から午後9時までとする。

3　 館長は、特に必要があると認めたときは、前2項の

規定にかかわらず、第1項又は前項に規定する供用時

間を変更することができる。

（利用の許可の申請等）

第4条　徳島県文化の森総合公園文化施設条例（平成2
年徳島県条例第11号。以下「条例」という。）第3条の

許可（以下「利用の許可」という。）を受けようとする者

は、徳島県立近代美術館ギャラリー利用許可申請書

（別記様式）を館長に提出しなければならない。

2　 前項の申請書は、利用しようとする日（その日が引き

続き2日以上に及ぶときは、その初日。）の前日から起算

して6月前の日以後に提出するものとする。ただし、館

長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3　 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利

用の許可をしないものとする。

1　公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそ

れがあると認められるとき。 
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から施行する。

　　　附　則（平成8年教育委員会規則第8号）

　この規則は、平成8年4月1日から施行する。 
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徳島県立近代美術館協議会規則

平成2年3月31日　　　　　　

徳島県教育委員会規則第5号　

（趣旨）

第1条　この規則は、徳島県文化の森総合公園文化施

設条例（平成2年徳島県条例第11号）第7条第6項の規

定に基づき、徳島県立近代美術館協議会（以下「協議

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定

めるものとする。

（会長及び副会長）

第2条　協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2　 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3　 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4　 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、

又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第3条　協議会の会議は、会長が招集する。

2　 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなけれ

ば、開くことができない。

3　 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、

可否同数のときは、会長の決するところによる。

（雑則）

第4条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

　　　附　則

　この規則は、平成2年4月1日から施行する。
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建　設　概　要

設備概要

電力設備　　　　　　受変電、自家発電、直流電源設備

（蓄電池）、電灯・コンセント、避雷

針

通信・情報設備　　　 電話、情報（AV、スタジオ、液晶表示、

他）、テレビ共聴、表示、インター

ホン、拡声、時計、視聴覚

防災・防犯設備　　　 自動火災報知、防火戸閉鎖、ガス

モレ警報、漏水警報、防犯、ITV、

排煙、非常用照明、誘導灯消火設

備（屋内消火栓、スプリンクラー、

ハロン化物消火、他）

空気調和設備　　　　熱源機器設備（ガス焚冷温水発生機、

空気熱源回収型ヒートポンプスク

リュー冷凍機、空気調和設備（収蔵

庫4系統、展示室3系統、一般3系

統）

給排水衛生設備　　　給水設備（市水系統、雑給水系統）、

排水設備（合併処理槽）、給湯、カ

スケード、燻蒸、中和槽装置、特

殊ガス、焼却炉

監視制御設備　　　　中央監視設備（監視制御点数－全

館2,000点、美術館500点）

昇降機設備　　　　　エレベーター（乗用：750kg×1台、

450kg×2台*　身障者用：750kg×1

台、荷物用：3,000kg×2台*）

　　　　　　　　　　＊美術館用は各1台

建物概要

設計　　　　　　　　㈱環境・建築研究所・㈱佐藤武夫設

計事務所・㈱日建設計　設計共同

企業体

監理　　　　　　　　環境・建築研究所・岡田新一設計事

務所・佐藤武夫設計事務所・日建設

計　建設工事監理共同企業体

施行　　　　　　　　［建築］大成建設・フジタ工業・不動

建設・熊谷組・間組　建築工

事共同企業体

［電気］四国電気工事・近畿電気工

事　電気工事共同企業体

［空調］東洋熱工業・三機工業・ナミ

レイ　空調工事共同企業体

［管］　朝日工業社・大成設備　管

　　　　工事共同企業体

［エレベーター］�東芝

［家具］富士ファニチア�

敷地　　　　　　　　40.6ha（公園全体面積）

構造・規模　　　　　 鉄骨鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　　　地上4階　塔屋1階　地下1階建

延床面積　　　　　　6,518�（3館合計　積層含む－

　　　　　　　　　　　23,814�、積層含まず－22,382�）

建築面積　　　　　　8,363�（3館合計） 

10
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仕様一覧

その他床壁天井（天井高）面積（�）室名

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（5m）690展示室1

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（4m）204展示室2

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（5m）947展示室3

タイル張り1001屋外展示場

スクリーン、ホワイトボード、
AV設備等

タイルカーペットクロス貼岩綿吸音板（3m）98美術館講座室

流し台、地流し
収納棚等

ビニールシート、
アスファルト防水

有孔珪酸　カルシウム
板　吸音壁

岩綿吸音板（3m）97アトリエ1

流し台、地流し
収納棚等

ナラフローリングブロックRC型岩綿吸音板（3m）93アトリエ2

床暖房設備、収納棚等タイルカーペット
フリーアクセスフロアー

RC型岩綿吸音板（3m）57子供のアトリエ

書架
ローパーテーション等

タイルカーペット・フォー
ムバッカー付防振上げ床

クロス貼岩綿吸音板（2.7m）197レファレンスルーム

可動展示パネルタイルカーペットクロス貼石綿岩綿吸音板（4m）227ギャラリー

大理石貼RC型岩綿吸音板（4.5m）243エントランスホール

絵画ラック、木製棚杉杉　落し込み杉（4.5m）391収蔵庫1

木製棚杉杉　落し込み杉（4.5m）182収蔵庫2

絵画ラックナラフローリング杉　落し込み杉（4m）71一時保管庫
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利　用　案　内

開館時間　　　　　　9:30-17:00

休館日　　　　　　　�毎週月曜日　ただし、月曜日が

祝日又は振替休日に当たるときは、

その翌日［5月3日・4日が月曜日の

ときは、5月6日］

�年末年始［12月28日-1月4日］

※このほか、展示替など必要に応

じて休館することがあります。

観覧料　　　　　　　�常設展

一般200円［160円］

高校生・高専生・大学生及びこれら

に準ずる者100円［80円］

小学生・中学生50円［40円］

［　］内は団体［20人以上］の場合

障害者・高齢者（65歳以上）は割引があります。

祝日及び振替休日は常設展が無料になります。

小・中・高生は土・日・祝日・振替休日および春・

夏・秋・冬休み中の観覧料が無料になります。

�特別展

知事がその都度定める額

交通案内　　　　　　�JR徳島駅から/徳島市営バス・徳

島バス利用（約25分）

�JR牟岐線文化の森駅から/徒歩

（約35分）

�周辺地図

11
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