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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21年度

　「所 蔵 作 品 展　徳 島 のコレクション2009-II～IV、及 び

2010-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テーマ

を設けて、多彩な現代版画の世界を垣間見てもらえるよう

に努めた。

（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です。

作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法

（cm）。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）で表したものがあります。

版画の寸法は原則としてイメージ・サイズですが、†が付さ

れたものはシート・サイズです。
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1

所蔵作品展　徳島のコレクション2009-II

　　　　　　新収蔵作品を中心に

　「徳島ゆかりの画家ら226点紹介」『読売新聞』平成21年6

月17日

　お薦めの週末アート「フォーカスとくしま」　四国放送テ

レビ　平成21年4月17日

�担当学芸員

　安達一樹、森芳功、吉原美惠子

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。＊aを付したものは4月18日

（土）～5月17日（日）、＊bを付したものは5月19日（火）～

6月21日（日）、＊cを付したものは6月23日（火）～7月20

日（月・祝）に展示した。

�会期

　平成21年4月18日[土]-7月20日[月・祝]

�休館日

　月曜日（5月4日は開館）5月7日(木)

�視点

　「20世紀の人間像」のコーナーは、「新収蔵作品を中心に」

と題して、平成20年度の新収蔵作品坂井淑恵の《間の人》

を中心に、1980年代後半以降の作品を中心に展示し、そ

こに表された人間像に時代の反映を見た。

　「現代版画」のコーナーは、「新収蔵・上前智祐の版画」と

題して、平成20年度に寄贈を受けた上前智祐の版画133

点を3期に渡って紹介した。

　「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは「新収蔵作品を中心

に」と題して、平成20年度の新収蔵作品を中心とした展示

を行った。県出身作家の石丸一、喜井黄羊、清原重以知、

三宅克己の作品や資料、県外の作家が徳島の風物を描い

た作品として大野俊明、竹内浩一、中野嘉之から寄贈の

あった2007年に当館で開催した「日本画－和紙の魅力を

探る」展への出品作品を紹介した。

�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「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B3判二つ折りサイズ（仕上がりA4判）　6ペー

ジ

　＊その他の印刷物については、4-2-7「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

　7,071人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事、放送番組等

　「新収蔵作品など137点公開」『徳島新聞』平成21年4月18

日

　「新収蔵作品を中心に　面白い人間像の対比」『毎日新

聞』平成21年4月23日
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展示室1
■20世紀の人間像　新収蔵作品を中心に　4月18日［土］-7月20日［月・祝］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

223.0×56.5×57.0ブリキ1990年バロック・ポップ・バロン秋山祐徳太子

27.9×35.6*cオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1988年舟越桂
1988年6月24日 ヴェニス

安斎重男

35.6×27.9*cオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1990年アンソニー・カロ
1990年7月1日 ロンドン

35.6×27.9*aオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1992年福岡道雄
1992年3月29日 大阪

27.5×35.5*aオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ヨゼフ・ボイス
1984年5月29日 東京

35.5×27.5*bオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年チャック・クロース
1985年3月2日 東京

27.5×35.5*aオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年イサム・ノグチ 
1986年6月26日 ヴェニス

27.5×35.5*bオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョエル・シャピロ 
1987年12月15日 
ニューヨーク

35.5×27.5*aオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジュリアン・シュナーベル
1990年5月29日
ニューヨーク

27.5×35.5*bオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年リチャード・ロング 
1991年12月4日 ロンドン

35.5×27.5*cオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョナサン・ボロフスキー
1992年6月13日 カッセル

35.5×27.5*bオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年草間弥生
1992年10月16日 東京

27.5×35.5*cオリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年森村泰昌
1994年9月9日 東京

180.0×263.6*b紙本着色1997年野にみつ上野泰郎

236.0×152.0*b紙本着色1987年姉妹上村淳之

135.0×180.0*c紙本着色1968年さうびの宴大島哲以

115.0×100.0×90.0鉄線、和紙、柿渋、鉄液1986年さかだちカナエちゃん橿尾正次

170.0×123.5*a紙本着色1987年稲荷川端健生

46.5×31.0ペンキ　新聞紙1993年無題（ニューズペイパー）久保知子

47.0×30.5ペンキ　新聞紙1993年無題（ニューズペイパー）

47.0×30.5ペンキ　新聞紙1993年無題（ニューズペイパー）

84.0×48.0×29.5：（大）
62.0×34.5×23.5：（中）
41.5×24.5×15.0：（小）

F.R.P.に着色1900年メキシカーナ

190.0×500.0*a岩彩、テンペラ　キャンバス1985年穢土小嶋悠司

227.3×363.6油彩　キャンバス1995年間の人
（The man in Between）

坂井淑恵

200.2×168.1油彩　キャンバス1987年バミューダ島で制作する
三木富雄組

篠原有司男

202.6×148.7アクリル絵具　キャンバス1987年自作前の自画像（6）四宮金一

130.3×162.1アクリル絵具　キャンバス1988年スイランの夏谷川晃一
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

182.9×274.3油彩　板1991年失題利根山光人

181.6×259.3*c紙本着色1963年男女中村正義

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

奈良美智

各72.0×50.0×42.5（5体組）アクリル、綿布、FRP1999年The Little Pilgrims
（Night Walking）

130.3×161.8アクリル絵具　キャンバス1986年小磯夜桜平賀敬

83.0×55.0×33.0木(楠)、大理石1988年渇きとスピード舟越桂

151.5×90.9*c紙本着色1980年空しいポーズ星野眞吾

100.0×72.7油彩、布　キャンバス1987年ZI-ON横尾忠則

h.201.0Ｆ．Ｒ．Ｐ．、ワックス、その他1986年十字行吉野辰海

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

チャック・クロース

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

トニー・クラッグ

250.0×360.2油彩　キャンバス1995-96年1996 No.9ファン・リジュン
（方力鈞）

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

206.6×234.0油彩　キャンバス1986年回顧作品その2－ピンポ
ン・ルーム, 1960－

アンソニー・グリーン

244.0×152.0油彩　キャンバス1997年ミズスマシとゾウリムシニッキー・ホバーマン

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

112.0×127.0油彩　キャンバス1944年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年無題ロバート・ロンゴ

243.8×152.4木炭、黒鉛　紙1988年無題

38.0×46.0油彩　キャンバス1932年赤い枕で眠る女パブロ・ピカソ

304.8×609.6フィルム、印画紙、釘　合板1989-90年ゴシック（合板）マイク　アンド　ダグ・
スターン

現代版画
■上前智祐の版画　1　4月18日［土］-5月17日［日］

34.2×55.0シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）上前智祐

36.4×25.7シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）

25.7×36.4シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）

25.9×36.4シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）

36.3×25.9シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）

25.8×36.4シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）

34.4×55.9シルクスクリーン　紙1980年（題名なし）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

24.8×35.5シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）上前智祐

32.2×37.4シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.0×24.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.0×25.0シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

21.1×30.0シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

17.8×27.8シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

14.4×20.8シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

18.7×26.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

19.0×26.8シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

36.4×26.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

23.0×35.4シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

24.6×31.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

33.4×24.5シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.2×25.4シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.8×24.0シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

21.0×29.5シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

21.0×29.6シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

24.6×35.5シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

29.8×21.7シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.2×24.6シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

21.6×34.8シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

24.0×35.4シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

33.0×24.0シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

24.0×34.5シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

25.6×36.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.4×25.0シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

35.6×25.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

36.0×24.9シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

25.0×36.6シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

24.2×34.2シルクスクリーン　紙1981年（題名なし）

24.8×36.0シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

25.2×36.4シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

36.4×25.2シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

35.2×25.0シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

44.0×30.0シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

25.0×31.9シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）上前智祐

25.0×35.4シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

36.4×25.4シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

23.4×32.6シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

25.0×35.2シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

35.1×25.1シルクスクリーン　紙1982年（題名なし）

37.8×27.0シルクスクリーン　紙1994年（題名なし）

24.6×35.4シルクスクリーン　紙1994年（題名なし）

40.8×29.0シルクスクリーン　紙1994年（題名なし）

41.0×29.4シルクスクリーン　紙1994年（題名なし）

41.0×29.2シルクスクリーン　紙1994年（題名なし）

30.8×34.4シルクスクリーン　紙1994年（題名なし）

51.8×71.8シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.3×69.7シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.4×69.7シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

49.5×70.2シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

69.6×47.4シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

69.6×48.6シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

69.8×48.8シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

69.6×48.4シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.0×70.0シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.0×70.1シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.0×70.0シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

100.0×70.1シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.0×70.1シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

新収蔵
■上前智祐の版画　2　5月19日［火］-6月21日［日］

87.2×70.0シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）上前智祐

70.6×87.9シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

79.0×109.3†シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

99.8×70.0シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

70.6×103.5シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

48.0×69.9シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

48.0×69.9シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

70.0×99.0シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）上前智祐

100.0×70.1シルクスクリーン　紙2000年（題名なし）

48.4×69.6シルクスクリーン　紙2001年（題名なし）

49.0×63.2シルクスクリーン　紙2001年（題名なし）

48.8×63.2シルクスクリーン　紙2001年（題名なし）

32.0×24.1銅版　紙2001年（題名なし）

35.8×24.0銅版　紙2001年（題名なし）

24.5×36.2銅版　紙2001年（題名なし）

24.6×36.1銅版　紙2001年（題名なし）

39.3×27.0銅版　紙2001年（題名なし）

27.2×39.4銅版　紙2002年（題名なし）

23.2×30.8銅版　紙2002年（題名なし）

35.8×26.0銅版　紙2002年（題名なし）

39.4×27.1銅版　紙2002年（題名なし）

35.8×22.6銅版　紙2002年（題名なし）

35.8×22.4銅版　紙2002年（題名なし）

35.9×22.5銅版　紙2002年（題名なし）

36.0×22.4銅版　紙2002年（題名なし）

35.8×22.4銅版　紙2002年（題名なし）

23.4×30.9銅版　紙2002年（題名なし）

23.8×33.6銅版　紙2002年（題名なし）

22.6×33.4銅版　紙2002年（題名なし）

22.8×33.5銅版　紙2002年（題名なし）

32.4×24.4銅版　紙2003年（題名なし）

32.1×24.1銅版　紙2003年（題名なし）

32.4×24.2銅版　紙2003年（題名なし）

35.8×24.6銅版　紙2003年（題名なし）

36.0×25.0銅版　紙2003年（題名なし）

35.7×24.6銅版　紙2003年（題名なし）

35.9×25.0銅版　紙2003年（題名なし）

36.0×25.0銅版　紙2003年（題名なし）

35.8×25.0銅版　紙2003年（題名なし）

23.3×31.0銅版　紙2004年（題名なし）

23.2×30.9銅版　紙2004年（題名なし）

22.8×33.5銅版　紙2004年（題名なし）

23.3×30.9銅版　紙2004年（題名なし）
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新収蔵
■上前智祐の版画　3　6月23日［火］-7月20日［月・祝］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

31.8×46.0シルクスクリーン　紙（題名なし）上前智祐

121.8×88.8シルクスクリーン　紙（題名なし）

49.4×70.0シルクスクリーン　紙2001年（題名なし）

70.0×48.1シルクスクリーン　紙2001年（題名なし）

57.2×47.8シルクスクリーン　紙2001年（題名なし）

60.2×40.8銅版　紙2001年（題名なし）

60.2×40.8銅版　紙2001年（題名なし）

53.0×35.4銅版　紙2001年（題名なし）

60.4×41.2銅版　紙2001年（題名なし）

60.4×40.8銅版　紙2001年（題名なし）

78.5×53.8銅版　紙2002年（題名なし）

35.8×22.2銅版　紙2004年（題名なし）

35.8×22.7銅版　紙2004年（題名なし）

35.8×52.0銅版　紙2004年（題名なし）

35.8×51.9銅版　紙2004年（題名なし）

35.5×52.0銅版　紙2004年（題名なし）

35.9×52.0銅版　紙2004年（題名なし）

32.4×46.1シルクスクリーン　紙2005年（題名なし）

46.6×34.0シルクスクリーン　紙2005年（題名なし）

31.5×47.1シルクスクリーン　紙2005年（題名なし）

37.0×47.6シルクスクリーン　紙2005年（題名なし）

31.7×47.1シルクスクリーン　紙2005年（題名なし）

展示室2
■徳島ゆかりの美術　4月18日［土］-7月20日［月・祝］

218.5×139.7*b紙本着色1949年鳴門池田遙邨

33.0×22.8油彩　板不詳雪景石丸一

33.0×23.4油彩　板不詳水辺の景

32.5×23.7油彩　キャンバスボード不詳ヒラムラ・イレコウウフ
の家　細君

15.4×22.2油彩　板不詳北浜のころ

21.6×13.8油彩　板不詳シャーリー・テンプル

71.0×59.0油彩　キャンバス不詳瓶（仮称）

59.0×49.0油彩　キャンバス1925年子供（仮称）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

65.0×53.0油彩　キャンバス1928年薔薇石丸一

52.0×44.0油彩　キャンバス1929年裸婦習作

91.0×61.5油彩　キャンバス1929年花

72.0×90.0油彩　キャンバス1943年山郷

45.5×38.8油彩　キャンバス1952年自画像

51.0×43.0油彩　キャンバス1957年街なみ（仮称）

53.0×53.5油彩　キャンバス1960年作品

97.0×66.0*a紙本着色2007年阿波木偶I－娘大野俊明

97.0×66.0*a紙本着色2007年阿波木偶II－花魁

97.0×66.0*a紙本着色2007年阿波木偶III－武者

168.2×373.2*c紙本墨画昭和初期川辺之図（仮称）喜井黄羊

84.8×108.9*c紙本着色1964年清晨

90.7×116.9油彩　キャンバス1937年雪暮れ清原重以知

23.6×33.0油彩　板1936-37年
頃

雪の夕ぐれ

99.6×72.4*a紙本着色2007年吉野川・春竹内浩一

59.9×187.6*b紙本着色2007年うず潮中野嘉之

18.2×11.1*a水彩　鉛筆　紙不詳靖国神社（仮称）三宅克己

12.4×16.4*c鉛筆　淡彩　紙明治期風景（仮称）

24.2×35.7*c水彩　紙1892年頃京都スケッチ

17.5×25.0*c水彩　紙1896年朝鮮京城市街

17.0×11.5*a水彩、鉛筆　紙1897年ニューヘブン

13.0×11.0*a水彩、鉛筆　紙1897年ニューヘブン

9.5×15.0*b水彩、鉛筆　紙1898年ニューヨークブルックリ
ン橋を眺写

25.0×15.0*b水彩、鉛筆　紙1898年アントワープ港ヴァンダ
イク像

15.0×10.0*b水彩、鉛筆　紙1898年シンガポール港

89.0×119.0*b紙本着色1965年潮村上凌雪

104.0×71.0×63.5錆びた鋼、彩色、ワックス1986-87年テーブル・ピース Y-90 
“チェアパーソン”

アンソニー・カロ

265.5×315.0×29.2鉄1986年スチール・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年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■美術館ロビー　4月18日［土］-7月20日［月・祝］
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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年渚淀井敏夫

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

ブロンズ1981年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年腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983年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　4月18日［土］-7月20日［月・祝］

h.300.0御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991年かけらたち（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年四角い形D山口牧生

■屋外展示場　4月18日［土］-7月20日［月・祝］
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2

所蔵作品展　徳島のコレクション2009-Ⅲ

�入館者数

　5,149名

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事

「夏醸す風景画に焦点　県立近代美術館　徳島のコレク

ションⅢ」 『徳島新聞』 平成21年7月25日（夕）

�担当学芸員

　森芳功、安達一樹、吉原美惠子

�出品リスト

会期中、展示替えを行った＊ａを付したものは7月25日

［土］から8月23日［日］まで、＊ｂを付したものは8月25日

［火］から10月25日［日］まで、＊ｃを付したものは7月25日

［土］から9月23日［水・祝］まで、＊ｄを付したものは9月25

日［金］から10月25日［日］まで展示した。

�会期

　平成21年7月25日[土]-10月25日[日]

�休館日

月曜日（9月21日［祝］、10月12日［祝］は開館）

9月24日［木］、10月13日［火］

�視点

　「20世紀の人間像」コーナーのサブタイトルは「人と風

景をめぐって」。人と風景のかかわりが鑑賞の視点となる

ように作品を選択し、会場を構成した。

　たとえば、入江波光〈草園の図〉では、花をつむ母親や

幼子の姿を淡く光を放つ樹木や草むらとともに見ていく

と、二人に対する想像が深まっていく。

　もちろん風景といっても、作品によっては室内風景で

あったり、象徴的なものが描かれていたりしていて一様で

はないのだが、風景と人との関係が鑑賞の手がかりとな

り、鑑賞の楽しみとなっていく。そのようなことを期待し

た視点であった。彫刻の場合は、作品がつくる空間のな

かに、人物をめぐる物事や風景を連想できるものを選ん

だ。

　現代版画のコーナーでは、風景、植物、動物の描かれた

作品、あるいはそれらが人と共に表された作品を３回に

分けて紹介。広い意味で人と風景が関わる内容とした。

　「徳島ゆかりの美術」のコーナーは、徳島ゆかりの作家

の風景画を紹介した。

�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「美術館教育」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　音楽と詩のコンサート　人

と風景をめぐって」

チラシ：Ａ4判　片面　簡易印刷

プログラム（演奏曲目と詩）：Ａ4判　両面　簡易印刷

　＊その他の印刷物については、4-2-7「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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展示室1
■20世紀の人間像　7月25日［土］-10月25日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

232.2×183.3油彩　板1955年無人間時代をこえる人間
の象徴（オートメーション）

靉嘔

130.3×162.0油彩　キャンバス1959年家族麻生三郎

91.8×73.1油彩　キャンバス1926-27年
頃

画室記念伊原宇三郎

97.2×130.2油彩　キャンバス1927年エトルタ風景

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

26.7×56.3*c絹本着色1926年草園の図入江波光

219.4×175.5*c紙本着色1966年九十九里浜II大森運夫

194.5×130.3油彩　キャンバス1928年休み日河井清一

145.4×69.6油彩　キャンバス1955年休み日の朝

各153.8×171.4（二曲一双）*d紙本着色1871年韓信堪忍図塩川文麟

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

130.0×212.0*d紙本着色1982年野辺�山辰雄

各192.0×36.0×36.0木、ポリエステル1986年Waving figure - 29建畠覚造

85.2×144.9*c絹本着色1910年魚市場千種掃雲

91.5×182.3油彩　板1958年戦争期中村宏

各159.5×351.0（六曲一双）*c絹本着色大正初期五柳先生橋本関雪

中：232.0×113.0
左右：各232.0×53.0（三幅対）*c

絹本着色1926年光明心殿平井楳仙

各168.0×163.0（二曲一双）*d絹本着色1925年春秋広島晃甫

165.0×105.0*d絹本着色1941年赤装女

117.2×49.9*c絹本着色明治後期樹下苦行横山大観

各175.0×60.0×30.0（12体組）黄麻布、樹脂1989-90年12体の立像（群衆シリー
ズ）

マグダレーナ・アバカノ
ヴィッチ

181.5×188.9*dアクリル絵具、木　板1981-82年青いカーテンのある頭部ホルスト・アンテス

218.5×336.5*cアクリル、シェラックニス、木版
紙

1980-91年世界智の道：ヘルマン会
戦

アンゼルム・キーファー

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

262.0×200.0顔料、合成樹脂　紙、キャンバス1961年空気の建築；ANT 119イヴ・クライン

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

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

55.0×38.0油彩　キャンバス1937年ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

81.5×42.5×24.0紙1982年タイルの壁にもたれる東
洋の女

ジョージ・シーガル

119.5×168.5タイプCプリント1990年アムステルダム国立博物
館1

トーマス・シュトゥルート

116.0×151.0×45.0ミクストメディア1992-2004
年

ベンチユン・ソクナム（尹錫男）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

35.8×27.0エッチング、アクアチント　紙1955年信号手泉茂

39.5×26.5リトグラフ　紙1957年建設の曲

50.0×36.8リトグラフ　紙1957年失意

46.0×32.0木版　和紙1987年版画集〈パルキョン 韓國
心象〉1. 東大門

黒崎彰

46.0×32.0木版　和紙1987年版画集〈パルキョン 韓國
心象〉2. 石塔

46.0×32.0木版　和紙1987年版画集〈パルキョン 韓國
心象〉3. 障子

79.6×108.8木口木版　紙1987年蘇生の刻S62-8小林敬生

86.7×116.3木口木版　紙2005年白い朝又は早暁-群舞
05・C-

47.4×59.8エッチング、メゾチント、アクアチ
ント　紙

1972年剥離される風景 II中林忠良

54.5×49.6エッチング、メゾチント　紙1972年剥離される風景 III

45.3×56.5エッチング、メゾチント、アクアチ
ント　紙

1974年囚われる日々 I

22.9×31.8ドライポイント　紙1937年サン・ジミニャーノ風景
（イタリア）

長谷川潔

20.7×13.8ドライポイント　紙1971年水浴の少女と魚

36.2×29.8エッチング　紙1953年風景浜田知明

20.0×19.5エッチング　紙1957年愛の歌

18.7×21.5エッチング、アクアチント　紙1970年版画集〈浜田知明銅版画
集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉4.騎士達は
静かに眠る

16.8×27.0エッチング、アクアチント　紙1970年版画集〈浜田知明銅版画
集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉7.パリの壁
から

23.8×17.9エッチング、アクアチント　紙1970年版画集〈浜田知明銅版画
集・わたくしのヨーロッパ
の印象記〉9.フランドル
伯城

現代版画
■風景と人　7月25日［土］-8月23日［日］

55.2×38.6†リトグラフ　紙1956年チューリップ泉茂

48.0×39.0リトグラフ　紙1957年ひるね

46.0×32.5†リトグラフ　紙1957年ベーシスト

69.0×118.0木版　紙1983年野辺磯見輝夫

26.5×21.5メゾチント　紙1975年ぼうし I斎藤カオル

61.8×86.5†オフセット　紙1991年版画集〈版画集 森の祝
福〉16

田名網敬一

■植物と人　8月25日［火］-9月23日［水・祝］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

61.8×86.5†オフセット　紙1991年版画集〈版画集 森の祝
福〉20

田名網敬一

61.8×86.5†オフセット　紙1991年版画集〈版画集 森の祝
福〉28

44.8×65.4エッチング、アクアチント　紙1980年Position '80・腐食II中林忠良

35.7×25.8エッチング　紙1956年林檎樹（再生したる林檎
樹）

長谷川潔

23.5×34.0エングレーヴィング　紙1959年卓上

7.8×7.0木版　紙1969年樹木日和崎尊夫

8.2×7.3木版　紙1969年花

36.6×49.8エッチング、アクアチント　紙1977年Hill Top Corn Pipe山本容子

45.5×59.6エッチング、アクアチント　紙1977年Ping Pong Pineapple

36.3×39.6エッチング、アクアチント　紙1980年True-Blue Truck

31.0×45.0シルクスクリーン　紙1980年2羽のささやきA靉嘔

54.8×62.3シルクスクリーン　紙1987年虹使い

41.7×47.5シルクスクリーン　紙1988年ルソーの牧草地

36.2×33.8ドライポイント、ルーレット、エッ
チング　紙

1965年同じ種類池田満寿夫

63.6×48.6†リトグラフ　紙1956年辻音楽師泉茂

30.0×27.5リトグラフ　紙1958年囁き

69.4×47.31969-71年版画集 〈GOGH TIME 
MACHINE〉よきサマ
リア人

岡本信治郎

61.5×46.2シルクスクリーン　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉アリスの猫

60.0×90.4リトグラフ　紙1973年私の動物園より（ケモノ）小作青史

60.0×91.0リトグラフ　紙1973年私の動物園より（トリ）

38.3×53.9木版　紙1957-65年版画集〈ギリシャ神話〉
イオ

萩原英雄

38.8×53.9木版　紙1957-65年版画集〈ギリシャ神話〉
レダ

38.0×53.5木版　紙1957-65年版画集〈ギリシャ神話〉
メランプス

39.1×54.2木版　紙1957-65年版画集〈ギリシャ神話〉
アタランタ

35.7×26.2メゾチント　紙1960年チューリップと三蝶長谷川潔

35.4×26.4メゾチント　紙1963年狐と葡萄（ラ・フォンテー
ヌ寓話）

23.0×18.2木版　紙1916年頃岩上小禽広島晃甫

■動物と人　9月25日［金］-10月25日［日］
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展示室2
■徳島ゆかりの美術　7月25日［土］-10月25日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

200.0×200.0*b紙本着色1979年映ゆ市原義之

197.9×197.9*a紙本着色1987年凝

162.1×390.3*a紙本着色1992年初夏渡航

162.1×390.3*b紙本着色1992年温雅秋日

60.6×73.0油彩　キャンバス1926年窓からの港伊原宇三郎

46.0×54.3油彩　キャンバス1926年頃パリ風景

91.2×116.9油彩　キャンバス1959年アトリエ

100.2×80.5油彩　キャンバス1968年滑り台のある風景

212.0×151.0*b紙本着色1962年暁（夜明け）河口楽土

146.0×213.0*a紙本着色1975年流勢

258.0×183.0*b紙本着色1934年秋深む日下八光

137.0×162.0*a紙本着色1935年薮蔭

186.0×102.0*b紙本着色1943年秋

159.0×221.5*a紙本着色1970年ビル街の魚窓富永青鱗

143.2×82.9*b紙本着色1975年真昼藤島博文

33.0×45.5*a水彩　紙不詳箱根大平台三宅克己

50.5×38.5*b水彩　紙1910年ベルギー風景

65.5×99.5*b水彩　紙1930年秋

68.0×101.0*a水彩　紙1941年渓流（箱根底倉）

■美術館ロビー　7月25日［土］-10月25日［日］

118.0×40.0×70.0ブロンズ1960年人柳原義達

265.5×315.0×29.2鉄1986年スチール・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年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場　7月25日［土］-10月25日［日］

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987年渚淀井敏夫

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

ブロンズ1981年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年腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

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

ジョージ・シーガル
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

h.300.0御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991年かけらたち（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年四角い形D山口牧生

■彫刻の小径　7月25日［土］-10月25日［日］
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3

所蔵作品展　徳島のコレクション2009-  Ⅳ

　　　　　　あなたに会いたくて

　吉原美恵子、安達一樹、森芳功

�出品リスト

　＊aを付したものは11月23日まで、＊bを付したものは11

月25日から、＊cを付したものは12月20日まで、＊dを付

したものは12月22日から展覧した。�会期

平成21年10月31日[土]-平成22年１月17日[日]

�休館日

月曜日（11月23日は開館）、11月24日、12月29日-1月3日

�視点

　「20世紀の人間像」の特集テーマは、「あなたに会いたく

て」。展示室に足を運ぶときの未知の作品との出会いへ

の期待や高揚感、あるいは見慣れた作品との再会の中に

見出す新たな表情など、作品との出会い、作中人物との

出会いへの思いを意識してもらえるように意図した。

　「現代版画」のコーナーでは、「愛しい日常」と題して、3

期に分けて展示の雰囲気を違えて展覧した。1期では、

野田哲也、木村秀樹、秋岡美帆による日常を柔らかく捉

えた表現を、2期では、ミシェル・フォロンと岡本信治郎

による軽妙なタッチで日常を探る表現を、3期ではジョー

ジ・シーガルとジム・ダインによる、日常に埋没してしまわ

ない確かな存在感を醸し出す日常の光景を展覧した。

　「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、三宅克己、伊原

宇三郎、森堯之、菊畑茂久馬らの作品を展覧した。

�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「美術館教育」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、4-2-7「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

　6,523人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事

「作品との出合い楽しんで　県立近代美術館 徳島のコレ

クション　第4期始まる 」

『徳島新聞』平成21年10月31日（夕）

�担当学芸員
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

53.8×42.5*d絹本着色1925年頃金針を持つ女甲斐庄楠音

90.9×72.7*c紙本着色1981年浮世絵師安藤広重片岡球子

45.5×33.4*d油彩　板1915年弟茂雄像椿貞雄

30.5×22.5*c水彩　紙1914年トランプ占いの女藤田嗣治

h.32.0ブロンズ1964年原の城　頭像舟越保武

28.0×18.0×18.0ブロンズ1972年『道元』-頭像細川宗英

90.0×90.0†*cシルクスクリーン　アクリル板、
アクリルフィルム、紙

1969年風景No.1　女の子横尾忠則

90.0×90.0†*cシルクスクリーン　アクリル板、
アクリルフィルム、紙

1969年風景No.2　ブス

90.0×90.0†*dシルクスクリーン　アクリル板、
アクリルフィルム、紙

1969年風景No.3　お葉さん

90.0×90.0†*dシルクスクリーン　アクリル板、
アクリルフィルム、紙

1969年風景No.9　黄色い女

135.7×51.0×34.8紙、ガラス、板、紐、真鍮、
アルミニウム

1983年機械仕掛の少年2四谷シモン

190.5×96.5×68.6彩色メタル1974年角ばった肩の生きものアレクサンダー・コール
ダー

104.0×71.0×63.5錆びた鋼、彩色、ワックス1986-87年テーブル・ピース Y-90 
“チェアパーソン”

アンソニー・カロ

100.2×73.5油彩　板1951年子供と魚アントニ・クラーヴェ

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

チャック・クロース

65.0×50.5油彩　キャンバス1955年熱血漢ジャン・デュビュッフェ

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

パブロ・ガルガーリョ

197.0×858.0×46.0石膏、ファイバーグラス、鉛、鋼鉄、
空気

1989年天使の器 IIアントニー・ゴームリー

198.1×88.9†*cリトグラフ、コラージュ　紙1985年グレゴリーのイメージデイヴィッド・ホックニー

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

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

130.2×97.6油彩　キャンバス1974年我々はここにいるウィフレド・ラム

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

36.8×22.8×19.0石膏、着彩1916年ザリー・ファルクの肖像ヴィルヘルム・レームブ
ルック

66.5×46.9油彩　キャンバス1983年魂－孤独マッタ

67.4×47.4油彩　キャンバス1983年海と結ばれるカップル

65.1×47.6油彩　キャンバス1983年皮肉な友情

22.5×17.3*d淡彩、ペン、インク、鉛筆、チョー
ク

1942年横たわる3人の人物ヘンリー・ムーア

92.0×73.0油彩　キャンバス1926年下着の裸婦ジュール・パスキン

20.4×14.1*cエッチング　紙1910年版画集〈聖マトレル〉 1.
レオニー嬢

パブロ・ピカソ

展示室1
■20世紀の人間像　特集：あなたに会いたくて　10月31日［土］-1月17日［日］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

20.4×14.2*cエッチング　紙1910年版画集〈聖マトレル〉 2.
テーブル

パブロ・ピカソ

19.8×14.2*cエッチング、ドライポイント　紙1910年版画集〈聖マトレル〉 3.
長椅子のレオニー嬢

20.4×14.1*cエッチング　紙1910年版画集〈聖マトレル〉 4.
修道院

31.7×22.6*dエッチング　紙1934年九つの顔

55.0×38.0油彩　キャンバス1937年ドラ・マールの肖像

24.7×27.7*dエッチング　紙1938年二人の人物

210.0×165.0プレキシグラスでマウントされた
チバクロームプリント

1990年ポートレート(Andrea 
Knobloch)

トーマス・ルフ

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年多色による4つのマリリンアンディ・ウォーホル

現代版画
■愛しい日常　1　10月31日［土］-11月23日［月・祝］

152.0×212.0NECOプリント　麻紙1998年光の間秋岡美帆

75.5×107.0†シルクスクリーン　紙1974年Pencil 2-1木村秀樹

75.5×107.0†シルクスクリーン　紙1974年Pencil 2-2

75.5×107.0†シルクスクリーン　紙1974年Pencil 2-3

75.5×107.0†シルクスクリーン　紙1978年ビッグブラインダー 2

75.5×107.0†シルクスクリーン　紙1978年ビッグブラインダー 3

75.5×107.0†シルクスクリーン　紙1978年Work 4-11-2

59.6×119.0木版、シルクスクリーン　紙1987年日記1987年5月30日、
柏市、亀甲台、2-12-4

野田哲也

22.8×36.1木版、シルクスクリーン　紙1989年版画集〈アジアの現代版
画-1989〉16. 日記;1989
年8月5日

■愛しい日常　2　11月25日［水］-12月20日［日］

58.0×46.5シルクスクリーン　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉ベティ・ブープの国

岡本信治郎

52.8×41.5リトグラフ　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉ママからきいたベー
ブの話

58.0×47.0シルクスクリーン　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉ポパイの手

43.0×64.5リトグラフ　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉階段のチャップリン

46.5×58.3シルクスクリーン　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉制服のスフィンクス・
スタインベルグの肖像

37.3×58.7リトグラフ　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉ドン・キホーテのニュー
ヨーク入城
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

46.0×57.2シルクスクリーン　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉アンディの子守り唄
　8時間眠る男

岡本信治郎

37.3×59.0リトグラフ　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉消えたマリリン

41.0×66.0リトグラフ　紙1974年版画集〈ベティ・ブープの
国〉大停電－画家ジム・
ダイン　透明人間

80.0×59.9シルクスクリーン　紙1971年自画像ジャン＝ミシェル・フォ
ロン

55.6×75.0シルクスクリーン　紙1972年街のジャングル－怪物

55.0×74.0シルクスクリーン　紙1972年街のジャングル－日刊紙

51.5×74.4シルクスクリーン　紙1972年街のジャングル－侵入

52.0×72.0シルクスクリーン　紙1975年リリー、わたしを愛して

55.6×67.5シルクスクリーン　紙1985年版画集〈日本のフォロン〉
1. 道

55.6×67.5シルクスクリーン　紙1985年版画集〈日本のフォロン〉
2. 白い扉

55.6×67.5シルクスクリーン　紙1985年版画集〈日本のフォロン〉
3. 夜の街道

59.7×44.0シルクスクリーン　紙1985年街の灯

■愛しい日常　3　12月22日［火］-1月17日［日］

137.4×91.3†リトグラフ、コラージュ　紙1971年ピカビア I（喝采）ジム・ダイン

137.5×91.4†リトグラフ、コラージュ　紙1971年ピカビア II（忘却）

137.3×91.3†リトグラフ、コラージュ　紙1971年ピカビア III（うめき）

90.7×60.6エッチング　紙1974年ベゴニア

65.7×50.5†エッチング　紙1974年スキー帽をかむった自画
像（色つきの）1stステート

75.3×55.6†エッチング　紙1974年スキー帽をかむった自画
像（チューリップにかこま
れて）2ndステート

21.7×28.7†エッチング　紙1974年スキー帽をかむった自画
像（チューリップ）3rdス
テート

20.6×28.9†エッチング　紙1974年スキー帽をかむった自画
像（チューリップによっ
て跡かたもなくなって）
4thステート

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

99.9×78.8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年肖像：ヘレンI（芸術家の
妻）

126.3×99.1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年肖像：ヘレンII（芸術家の
妻）

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

1987年肖像：ヘレンIII（芸術家の
妻）
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

100.6×81.4油彩　キャンバス1928年白衣を纏える伊原宇三郎

60.0×73.1油彩　キャンバス1927-1928
年頃

窓際の静物

162.4×145.7油彩　キャンバス1930年二人

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年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年ルーレット

18.8×15.8×4.3鉄、真鍮、木1975年燃える顔

89.3×130.3油彩　木、キャンバス1981年天動説

24.1×32.0＊a水彩　紙会津の雪三宅克己

37.0×46.0＊b水彩　紙1907年あさやけ

35.8×54.0＊a水彩　紙1915年冬の小川

32.2×49.5＊b水彩　紙1936年頃日吉台の雪

21.1×27.1油彩　板不詳ハルビン風景森堯之

31.9×41.0油彩　キャンバス不詳ハルビン風景

23.8×32.9鉛筆、油彩　板(合板)不詳ハルビンの洋品店

40.8×31.9油彩　キャンバス1941年ロシア教会

41.4×32.2油彩　板1941年花と蝶

183.5×173.7油彩　合板1960年筑豊炭田地帯山下菊二

104.0×73.3油彩　キャンバス1972年襖を抜く

73.0×91.3油彩　キャンバス1972年父はは

展示室2
■徳島ゆかりの美術　10月31日［土］-1月17日［日］

■屋外展示場　10月31日［土］-1月17日［日］

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987年渚淀井敏夫

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

ブロンズ1981年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年腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

■美術館ロビー　10月31日［土］-1月17日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

265.5×315.0×29.2鉄1986年スチール・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年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年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

130.0×152.0×81.0ブロンズ、その他1983年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　10月31日［土］-1月17日［日］

h.300.0御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991年かけらたち（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年四角い形D山口牧生
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4

所蔵作品展　徳島のコレクション2010-Ⅰ　蔵出し

　7,812人（2010年3月31日まで）

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事

「所蔵作品『蔵出し』　県立近代美術館164点公開始ま

る」『徳島新聞』 平成22年1月28日（夕）

おはよう四国 『四国カルナビ』 ＮＨＫ松山放送局　平成

22年3月20日

�担当学芸員

　森芳功、安達一樹、吉原美惠子

�出品リスト

会期中、展示替えを行った＊ａを付したものは1月28

日［木］から2月21日［日］まで、＊ｂを付したものは1

月28日［木］から3月14日［日］まで、＊ｃを付したもの

は2月23日［火］から4月11日［日］まで、＊ｄを付した

ものは3月16日［火］から4月11日［日］まで展示した。

�会期

平成21年1月28日[木]-4月11日［日］

�休館日

月曜日（3月22日［月・祝］は開館）、3月23日［火］

�視点

　サブタイトル「蔵出し」は、「倉庫に保管している品物を

取り出す」という意味をもつ。美術館の所蔵作品は、普

段、収蔵庫という「蔵」で保管しているため当たり前のこ

とではあるのだが、本展では、出品回数の少ない作品やし

ばらく展示していない作品を紹介するという意味を込め、

当館の人気コレクションとともに楽しめる内容とした。

　数年ぶりに出品する難波田龍起、杢田たけを、渡辺豊

重などの作品や、当館ではお馴染みのピカソやクレーの作

品。トーマス・ルフ、トーマス・シュトゥルートといったド

イツ人作家。子どもにも人気のある桂ゆき、奈良美智の

作品を含む約80点である。作家たちの肖像を記録した

安斎重雄の写真44点もまとめて展示した。

　「現代版画」のコーナーは、日本の現代版画、ドイツ人作

家の作品、徳島ゆかり作家の版画作品を3回に分けて紹

介。

　「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、伊原宇三郎によ

る初期の人物表現、島あふひの油彩画を展示した他、日

下八光、河口楽土、市原義之の日本画や三宅克己の水彩

画は、冬から春の季節感が感じられるものを中心に紹介。

速水史朗の彫刻〈オバケ〉も出品した。

�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「美術館教育」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　謎の講談師・河南堂珍元斎」

チラシ：Ａ4判　片面　簡易印刷

　＊その他の印刷物については、4-2-7「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
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展示室1
■20世紀の人間像　1月28日［木］-4月11日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

90.5×72.0油彩　ボード1957年犬にかまれた男阿部展也

27.9×35.6オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1974年アンソニー・グリーン　
1974年9月21日 ロンドン

安斎重男

27.9×35.6オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1988年舟越桂
1988年6月24日 ヴェニス

35.6×27.9オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1990年アンソニー・カロ
1990年7月1日 ロンドン

35.6×27.9オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1992年福岡道雄
1992年3月29日 大阪

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年リチャード・セラ
1970年5月8日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年クリスト
1970年5月8日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ダニエル・ビュラン 
1970年5月10日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年クラウス・リンケ
1970年5月 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年小清水漸
1970年8月31日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年吉村益信
1971年5月3日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年高松次郎
1971年5月3日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年篠田守男
1973年8月23日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年三木富雄
1973年10月18日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年サム・フランシス
1974年9月 デンマーク

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ブリジット・ライリー
1974年9月20日 ロンドン

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年バリー・フラナガン 
1974年9月24日 ロンドン

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ギルバート＆ジョージ 
1974年9月26日 ロンドン

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年菅井汲
1974年10月1日 パリ

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年アンディ・ウォーホル
1974年10月27日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ヤニス・クネリス
1975年11月9日 ケルン

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年瀧口修造
1978年1月15日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ドナルド・ジャッド
1978年3月3日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ナム・ジュン・パイク
1978年5月26日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ローリー・アンダーソン
1979年4月13日 ニュー
ヨーク
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョセフ・コスース
1979年5月26日 ニュー
ヨーク

安斎重男

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョン・ケージ
1981年8月1日 軽井沢

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年工藤哲巳
1981年8月20日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョージ・シーガル
1982年6月8日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ダン・グラハム
1982年10月17日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ルイーズ・ネーヴェルソン
1982年10月28日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年フランク・ステラ
1982年11月28日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年デイヴィッド・ホックニー
1983年2月14日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年リサ・ライオン
1984年3月29日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年田中泯
1984年5月13日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ヨゼフ・ボイス
1984年5月29日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ヨゼフ・ボイスとナム・
ジュン・パイク
1984年6月2日 東京

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年チャック・クロース
1985年3月2日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年イサム・ノグチ
1986年6月26日 ヴェニス

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョエル・シャピロ
1987年12月15日 
ニューヨーク

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジュリアン・シュナーベル
1990年5月29日
ニューヨーク

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年リチャード・ロング 
1991年12月4日 ロンドン

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年ジョナサン・ボロフスキー
1992年6月13日 カッセル

35.5×27.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年草間弥生
1992年10月16日 東京

27.5×35.5オリジナルゼラチンシルバープリ
ント

1999年森村泰昌
1994年9月9日 東京

80.3×65.2油彩　キャンバス1954年鳥・猫・子供・魚猪熊弦一郎

175.0×129.6*a紙本着色1959年生きる人II上野泰郎

162.2×130.5油彩　キャンバス1974年天宇治山哲平

196.0×84.0*c絹本着色明治後期花見うらゝか尾形月耕

116.6×91.1油彩　キャンバス1961年夜小山田二郎

90.0×115.0油彩　キャンバス1948年さる・かに合戦桂ゆき

134.0×190.0*a紙本着色1969年この子らが川端健生



29

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

112.2×70.8*a絹本着色大正後期童女日下八光

130.0×40.9*a絹本着色1923年童女

72.0×116.0油彩　キャンバス1986年愛高井貞二

99.2×73.3油彩　キャンバス1959年ブラインドを降す男鳥海青児

各138.0×49.0（双幅）*d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年二人舞妓中村大三郎

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

奈良美智

94.3×163.8油彩　キャンバス1984年不思議な国Ａ難波田龍起

164.7×57.5*c絹本着色不詳踏青広島晃甫

各172.0×376.0*c絹本着色　屏風（六曲一双）1921年薫風

90.0×111.0油彩　キャンバス1951年手相（白い手相）藤松博

116.0×118.0*a絹本着色1925年童女堀井香坡

184.0×184.0油彩　真鍮　銅　鉄1965年愛の讃歌杢田たけを

45.5×53.0油彩　キャンバス1966年お堀横尾忠則

53.0×45.5油彩　キャンバス1966年よだれ

53.0×45.5油彩　キャンバス1966年カミソリ

46.0×42.0×18.0ブロンズ、鉄1987年よりそうふたつ渡辺豊重

100.2×73.5油彩　板1951年子供と魚アントニ・クラーヴェ

65.0×50.5油彩　キャンバス1955年熱血漢ジャン・デュビュッフェ

61.0×50.0油彩　板1955年鳩のようにマックス・エルンスト

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

パブロ・ガルガーリョ

72.0×53.0油彩　石膏、ジュート1937年子供と伯母パウル・クレー

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

73.0×24.8×24.1ブロンズ1919年クラリネットを持つアル
ルカン

ジャック・リプシッツ

92.0×73.0油彩　キャンバス1926年下着の裸婦ジュール・パスキン

55.0×38.0油彩　キャンバス1937年ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

210.0×165.0プレキシグラスでマウントされた
チバクロームプリント

1990年ポートレート(Andrea 
Knobloch)

トーマス・ルフ

119.5×168.5タイプCプリント1990年アムステルダム国立博物
館1

トーマス・シュトゥルート

77.0×31.0×19.2ブロンズ1922年女性立像オシップ・ザツキン
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現代版画
■蔵出し版画　1　1月28日［木］-2月21日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》I

加納光於

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》II

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》III

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》IV

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》V

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》VI

71.0×56.5†カラーインタリオ　紙1991-92年青ライオンあるいは《月・
指》VII

100.7×78.9†シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉籟

白髪一雄

85.0×65.1シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉溪

65.1×84.9シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉芬

85.0×65.1シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉布

65.2×85.0シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉蘊

65.1×85.0シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉繁

85.0×65.1シルクスクリーン　紙1990年版画集〈白髪一雄版画集
1990〉駿

■蔵出し版画　2　2月23日［火］-3月14日［日］

64.0×51.0†シルクスクリーン　紙1973年家族貯金トーマス・バイルレ

45.5×32.5リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉1. ホテルでの自画
像

マックス・ベックマン

49.0×37.4リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉2. 幻滅した人 Ｉ々

45.5×35.5リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉3. 夜

47.5×37.3リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉4. ストリップ

49.3×36.5リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉 5.  アイススケーター

47.8×38.5リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉6. 幻滅した人々 Ｉ Ｉ

47.3×33.7リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉7. 貧しい人々

49.5×39.9リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉8. 劇場のロビー

45.2×33.8リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉9. 大衆酒場
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

45.1×33.5リトグラフ　紙1922年版画集〈ベルリンへの旅
1922〉10. 煙突掃除夫

マックス・ベックマン

37.2×40.2木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉1.いけにえ

ケーテ・コルヴィッツ

35.0×49.8木版　紙1921-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉2.志願兵たち

35.0×43.0木版　紙1923年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉3. 両親

37.2×23.3木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉4. 寡婦I

30.2×53.0木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉5. 寡婦II

34.2×40.2木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉6. 母親たち

36.2×30.1木版　紙1922-23年版画集〈7点組木版画集 
戦争〉7. 民衆

■蔵出し版画　3　3月16日［火］-4月11日［日］

39.8×32.1鉄板天然腐蝕、アセチレンバー
ナー、電気サンダー　紙

1968年Fb（2）一原有徳

39.8×32.1鉄板天然腐蝕、アセチレンバー
ナー　紙

1968年Fb（1）

39.3×30.3アルミニウム版腐蝕　紙1977年SEN

44.5×30.0ほうろう標識板天然腐蝕　紙1981年標識板

50.0×37.4アルミニウム版腐蝕　紙1982年CPB 3

42.5×52.0シルクスクリーン　紙1979年版画集〈オブジェデッサン〉
12. 圧搾儀

菊畑茂久馬

50.0×57.0シルクスクリーン、色鉛筆　紙1979年版画集〈オブジェデッサン〉
13. ワッペンのデザイン

42.5×59.0シルクスクリーン、コンテ、銀粉、
色鉛筆　紙

1979年版画集〈オブジェデッサン〉
14. 肖像画の裏側

22.2×16.6エッチング　紙1937年版画集〈哈爾濱点描〉街頭
小孩子

高羽敏

12.5×11.6エッチング　紙1937年版画集〈哈爾濱点描〉哈爾
濱寺院

5.8×10.6エッチング　紙1937年版画集〈哈爾濱点描〉街頭
馬車屋

5.8×8.0エッチング　紙1937年版画集〈哈爾濱点描〉鞋店

12.3×7.4エッチング　紙1937年版画集〈哈爾濱点描〉街頭
鞋修理

17.0×19.4エッチング　紙1937年版画集〈哈爾濱点描〉小孩
子の居る入口

21.3×18.3木版　紙大正期夕暮小景広島晃甫

13.3×14.5木版　紙大正期曲芸の女

18.1×21.0木版　紙大正期泊船

23.0×18.2木版　紙大正期岩上小禽

91.6×61.0木版　紙1970年十字星吹田文明

92.3×60.5木版　紙1971年夕日の草原
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展示室2
■徳島ゆかりの美術　1月28日［木］-4月11日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

162.1×390.3*b紙本着色1992年生棲早春市原義之

145.1×66.0油彩　キャンバス1921年鳥と女伊原宇三郎

91.0×72.8油彩　キャンバス1926-27年
頃

白いシュミーズ

99.5×80.0油彩　キャンバス1927年頃ハープを弾く婦人

99.7×80.9油彩　キャンバス1927年頃黒人の立てる室内

116.0×72.5油彩　キャンバス1928年頃赤い着物のマドレー

162.1×130.3*d紙本着色1985年浄光河口楽土

85.3×112.8*b絹本着色1924年静流日下八光

165.0×175.0*d絹本着色1927年阿南の海

249.9×172.4*d紙本着色1946年高原の春

91.0×72.5油彩　キャンバス1960年金子町二月島あふひ

100.0×72.7油彩　キャンバス1964年たそがれの牡丹

145.5×97.0油彩　キャンバス1965年私は葡萄の木　ヨハネに
よる福音書十五章

130.0×97.0油彩　キャンバス1968年永遠の虹

85.5×32.0×22.0瓦1987年オバケ速水史朗

58.5×33.5×20.2瓦1987年オバケ

24.0×35.0*d水彩　紙不詳箱根湯本附近の桜三宅克己

21.0×30.0*d水彩　紙1893年風景

66.0×100.0*b水彩、鉛筆　紙1922年残雪

■美術館ロビー　1月28日［木］-4月11日［日］

265.5×315.0×29.2鉄1986年スチール・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年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年着衣の横たわる母と子ヘンリー・ムーア

■屋外展示場　1月28日［木］-4月11日［日］

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987年渚淀井敏夫

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

ブロンズ1981年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年腰をかける人リン・チャドウィック

121.0×65.0×30.0安山岩1984年オドリコイサム・ノグチ

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

ジョージ・シーガル
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■彫刻の小径　1月28日［木］-4月11日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

h.300.0御影石1990年森の風田中昇

260.0×280.0×160.0黒御影石1990年四国三郎速水史朗

252.0×363.0×200.0花崗岩1991年かけらたち（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年四角い形D山口牧生
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3-2　特別展　平成21年度特別展一覧

1　宮城県美術館・三浦コレクションによる

　　ヨーロッパ・ポスター芸術の開花　アール・ヌーヴォーか

ら20世紀初頭まで

　　平成21年4月25日[土]-6月21日[日]

2　おもろいやつら

　　－人間像で見る関西の美術

　　平成21年7月18日[土]-8月30日[日]

3　美術の国徳島Ⅱ

　　谷口董美、山下菊二兄弟 故郷のイメージを描く

　　平成21年9月5日[土]-10月12日[月・祝]

4　明治・大正・昭和  100年の名画  国立美術館名作選

　　平成21年10月24日[土]-12月6日[日]
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1

宮城県美術館・三浦コレクションによる　「ヨーロッパ・ポス

ター芸術の開花　アール・ヌーヴォーから20世紀初頭まで」

5　ジャーナリズム

　19世紀末には新聞や雑誌が広く普及し、様々な言論

活動や文化発信のメディアとして、大きな役割を果たし

た新聞や雑誌それ自体を宣伝するポスターを展示した。

6　万博・観光・スポーツ・・・

　19世紀末頃には万国博覧会がその隆盛期を迎える。

そこには人や物が集まり、そこから新しい産業や流行が

発信されていった。また、集客力のあるスポーツ・イベント

や、交通機関の発達に伴う旅行や観光の発展などにより、

人々は集まり、移動して、新たな消費が拡大した。新しい

ものを次々に追い求める近代において、不可欠となった

各種の宣伝ポスターを紹介した。

　

　多様な用途をもったポスターを通じて、その芸術的な

側面を味わうと同時に、この時期のヨーロッパの社会や

文化、時代のイメージも垣間見ることができる展覧会と

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

　徳島県文化振興財団

�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「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判

ちらし：A4版

図録：A4　52ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-7「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

　4,730人

　＊8-4「入館者数」の項を参照

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「アール・ヌーヴォーから20世紀初頭まで　時代彩るポス

�会期

　平成21年4月25日［土］-6月21日［日］(50日間) 

�休館日

　月曜日、5月7日［木］（5月4日［月・祝］は開館）

�視点

　19世紀末から20世紀初頭にかけて、 ヨーロッパではポ

スター文化が花開いた。18世紀末に発明されたリトグラ

フは19世紀なかばには絵入り新聞等で利用され、世紀末

には挿絵やポスターなど、広く普及していく。そして、

アール・ヌーヴォーやナビ派など世紀末を彩った芸術運

動の中で、ポスターはその黄金期を迎える。

　本展では、宮城県美術館が所蔵し「三浦コレクション」

の名で知られる、 トゥールーズ＝ロートレックやミュシャ

などフランスとイタリアを中心とした19世紀末から20世

紀初頭までのヨーロッパのポスター作品を、次の6つの

コーナーに分けて展示した。

1　ミュシャとアール・ヌーヴォー

　ポスター芸術が広がった19世紀は、ヨーロッパの産業

革命以降の近代化の時代と重なり、「宣伝」の有効な手

段としてポスターが隆盛を迎える。また、それにとどまら

ず、浮世絵の影響を受けた平面的で装飾的な空間と、繊

細な曲線が描き出すアール・ヌーヴォーの華麗な世界を

体現したアルフォンス・ミュシャ（1860-1939年）らの活躍

で、ポスターは収集と鑑賞の対象ともなっていった。

2　シェレと“シェレット”

　ミュシャらの活躍に先立って、カラーの絵入りポスター

を普及させた立役者、ジュール・シェレ（1836-1932年）を

紹介した。

3　社交・観劇

　19世紀末から20世紀初頭にかけて、パリはカフェや

キャバレー、サーカス小屋などの娯楽や社交文化が栄え

た。この楽しく享楽的な「ベル・エポック（美しき時代）」

の時代を、トゥールーズ＝ロートレック（1864-1901年）ら

の作品で振り返った。

4　広告

　庶民の日常生活に密着していたパンやミネラル・ウォー

ターなどの基本的な食品から、ちょっと贅沢でささやかな

夢をかきたてる自転車やオートバイ、アルコール類などの

ポスターなど、各種の商品広告ポスターを展示した。
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ター、版画　25日から県立近代美術館で特別展」『毎日

新聞』（徳島版）平成21年4月9日

「特別展「欧州ポスター芸術の開花　社会映す個性的作

品　25日から県立近代美術館」『徳島新聞』平成21年4月

23日

「欧州ポスター展25日に開幕」『産経新聞』平成21年4月

24日

「色鮮やか広告の美　県立美術館で欧州ポスター展」『徳

島新聞』平成21年4月25日

「19世紀末の欧州で活躍の作家　ポスター、版画82点」

『徳島新聞』平成21年4月27日

「県立近代美術館特別展　欧州ポスター芸術の開花か

ら」『徳島新聞』（友井伸一）

　①ミュシャ「ロレンザッチオ」平成21年5月19日

　②シェレ「カンキーナ・デュボネ」5月21日

　③ロートレック「ル・ディヴァン・ジャポネ」5月22日

　④カンベロッティ「世紀末」5月23日

　⑤チェリーネ「ラ・パトリア」5月25日

「新鮮　近代ポスター 82点　県立近代美術館」『朝日新

聞』平成21年5月23日

「ポスター広告　欧州の香り」『読売新聞』平成21年6月

11日

ニュースとくしま610『週末イベント情報』NHK徳島　平

成21年4月23日　

フォーカス徳島『週末アート情報』四国放送　平成21年4

月24日

えんやこらワイド　四国放送ラジオ　平成21年5月20日

おはよう四国　『四国カルナビ』　NHK松山放送局　平

成21年5月23日

とくしまアートカルチャー　徳島中央テレビ　平成21年

6月1～7、9、11、16、18、23、25日

�担当学芸員

　友井伸一、吉川神津夫
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

97.0×36.0多色石版　紙1896年ロレンザッチオアルフォンス・マリー・
ミュシャ

65.0×52.0多色石版　紙不詳サラ・ベルナールポール・ベルトン

50.0×65.0多色石版　紙不詳かんぼく

34.0×48.0多色石版　紙1904年刺繍する女プリヴァ・リヴモン

40.0×29.1石版　紙1897年サルベーク芸術サークル第5回展

44.0×25.0多色石版　紙不詳手紙を書く女マルフール

37.0×26.7石版　紙1905年装飾人物集　第6アルフォンス・マリー・
ミュシャ

37.4×26.4石版　紙1905年装飾人物集　第9

36.8×26.6石版　紙1905年装飾人物集　第10

37.0×26.4石版　紙1905年装飾人物集　第12

36.8×26.3石版　紙1905年装飾人物集　第23

36.6×26.6石版　紙1905年装飾人物集　第26

36.8×26.0石版　紙1905年装飾人物集　第38

82.0×60.0多色石版　紙1890年ジャルダン・ド・パリジュール・シェレ

120.0×82.0多色石版　紙1891年アルカザール・デテ座

118.0×84.0多色石版　紙1893年ジャネット石鹸

122.0×85.0多色石版　紙1895年カンキーナ・デュポネ

70.0×51.0多色石版　紙1885年ガヴロッシュ嬢

77.0×59.0多色石版　紙1894年パリ年鑑ジョルジュ・ド・フール
(ジョゼフ・ヴァン・スリュ
イテール)

127.0×88.0多色石版　紙不詳メトロポール自転車作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

99.0×76.0多色石版　紙1900年白い羽毛に乗る少女ロメオ・マルケッティ

120.0×79.3石版　紙1889年オペラ「エスクラルモンド」アルフレッド・シューブ
ラク

74.0×56.0多色石版　紙1897年おーい、おーい

160.0×116.0石版　紙1900年シネマ・コンセール「星の館」L・クーレ

321.0×116.0多色石版　紙1897年新聞社主催パーティジョヴァンニ・マタローニ

118.0×81.0多色石版　紙不詳トリアノン・コンセールジョルジュ・ムニエ

83.5×59.1石版　紙1900年頃オペレット「ティルダのフィアンセ」ルネ・ペアン

221.0×112.0多色石版　紙不詳コスタンツィ劇場ラタランガ／マルケッティ

294.0×136.0多色石版　紙1903年ツーリング・クラブ・イタリアーノ
主催舞踏会

ストルツ

79.0×60.0多色石版　紙1893年ル・ディヴァン・ジャポネアンリ・ド・トゥールーズ
＝ロートレック

210.0×48.0多色石版　紙1919年頃カジノ・ドゥ・パリ/ミスタンゲットジーグ
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

201.0×98.0多色石版　紙不詳新聞社主催パーティ作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

297.0×136.0石版　紙1904年頃皇太子誕生祭委員会

144.0×104.0多色石版　紙1903年イタリア共済保険マリオ・ボルゴーニ

160.7×119.0石版　紙1900年コニャック「ジャケ」カミーユ・ブーシェ

213.0×78.0多色石版　紙不詳ベルモット・アメリカーノサルヴァトーレ・ブルー
ノ

99.0×69.0多色石版　紙1900年世紀末ド ゥ イリオ・カンベ
ロッティ

98.0×66.0多色石版　紙不詳ロ・スピルマン

120.0×86.0多色石版　紙不詳ヴィルヌーヴ社クルーエ

232.0×108.0多色石版　紙1901年V.インゲニョーリ農業工場ジュゼッペ・ジョッビ
オ

100.3×138.4多色石版　紙不詳アクア・サンタ・ディ・ローマロメオ・マルケッティ

252.0×107.0多色石版　紙不詳ローマ印刷所ミアーニ

69.0×51.0多色石版　紙不詳ぺルスネール・ランベール手袋店ヴィクトル・ミニョー

118.0×59.0多色石版　紙不詳アリスタパル(ジャン・ド・パレ
オローグ)

157.5×109.2多色石版　紙不詳ペローニのビールタルジア

231.0×104.0多色石版　紙1900年農業機械トリム

138.0×100.0多色石版　紙不詳グリフォントランキエ＝トリアノ
ン

142.0×109.0多色石版　紙不詳純良パン作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

121.0×89.0多色石版　紙不詳農業保険

88.0×124.0多色石版　紙不詳自動車および自転車

98.0×74.0多色石版　紙不詳フィールド自転車

78.0×107.0多色石版　紙1895年エミール・ゾラの新作バレステール

149.0×102.0多色石版　紙不詳恋のいけにえポール・バリュリオー

197.0×98.0多色石版　紙不詳「ラ・パトリア」紙チェリーネ

135.0×100.0多色石版　紙不詳「ラ・トリブーナ」紙マレルバ

159.0×94.0多色石版　紙1900年雑誌「真理の声」ロメオ・マルケッティ

142.0×104.0多色石版　紙不詳日刊紙「ラ・ラジオーネ」ナトーリ

187.0×126.0多色石版　紙1900年「アヴァンティ（前進）」紙ラタランガ

135.0×99.0多色石版　紙1902年「アヴァンティ（前進）」紙作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

132.0×97.0多色石版　紙不詳「イタリア」紙

189.0×136.0多色石版　紙1872年「ポポロ・ロマーノ」紙

81.0×107.0石版　紙1896年「ラ・トリブーナ」紙

140.0×100.0多色石版　紙1896年「ラ・リフォルマ」紙

144.0×97.0石版　紙1899年「イル・ジョルノ」紙



39

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

99.0×75.0多色石版　紙1911年ローマ・トリノ万国博覧会ルイジ・ボンパルド

269.0×113.0多色石版　紙1908年ローマ万国博覧会ファイーニ

202.0×138.0多色石版　紙1911年ローマ万国博覧会　1911アレアルド・テルツィ

122.0×191.0多色石版　紙1901年ローマ労働者博覧会トサット

187.6×105.0多色石版　紙不詳ジオラマロメオ・マルケッティ

112.0×76.0多色石版　紙不詳「無原罪マリアの教義」50周年記
念

作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

109.0×79.0多色石版　紙1902年イタリア農工商省ロメオ・マルケッティ

137.0×183.0多色石版　紙不詳ローマ国立競技場作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

205.0×76.0多色石版　紙1900年中世騎馬試合ロメオ・マルケッティ

135.0×100.0多色石版　紙1902年第4回　全国射撃大会ジョヴァンニ・マタロー
ニ

131.0×194.0多色石版　紙1911年騎馬試合作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

179.0×132.0多色石版　紙1896年ローマと海ロメオ・マルケッティ

84.0×116.0多色石版　紙不詳ペンション・フローラ作者不詳（ヨーロッパ・
ポスター芸術の開花展）

56.0×36.0多色石版　紙1886年ポール・ノール（北極）ジョルジュ・リパール

72.0×48.0多色石版　紙1914年王と国はあなたを必要としているローソン・ウッド

97.0×67.0多色石版　紙不詳サルタレッロ・ロマーノロメオ・マルケッティ

97.0×65.0多色石版　紙不詳サルタレッロ・ロマーノ

62.0×95.0多色石版　紙不詳荷馬車引き

＊所蔵者はすべて宮城県美術館蔵
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2

おもろいやつら－人間像で見る関西の美術

（県 立近代美術館特別展　おもろいやつら）中　徳島新

聞　8月7日[金]

（県 立近代美術館特別展　おもろいやつら）下　徳島新

聞　8月8日[土]

�担当学芸員

　吉川神津夫、竹内利夫

�会期

　2009年7月18日[土]-8月30日[日]

�休館日

　7月20日を除く月曜日、7月21日[火]

�視点

　この展覧会は、徳島県立近代美術館の「20世紀の人間

像」というコレクションのテーマを「関西の美術」という切

り口で見ようとするものです。

　関西地方で使われている「おもろい」という言葉は、単

に面白いと言うことではなく、独特のニュアンスを含んだ

ものです。そして、国内外を問わず評価を受けている、関

西を拠点とする作家たちの作品にも様々な「おもろさ」を

見いだそうとする試みです。

�観覧料

一般　　　 600円（480円）

高・大生　 450円（360円）

小・中生　 300円（240円）

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判

ちらし：A4判

図録：A5判、本文80ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-7「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

　2,218人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事、放送番組

「おもろいやつら－人間像で見る関西の美術」　徳島県立

近代美術館　7月18日から開催　毎日新聞　7月9日[木]

徳島県立近代美術館で開催予定の「おもろいやつら－人

間像で見る関西の美術」　徳島新聞　7月17日[金]

“おもろい”作品がずらり　徳島県立近代美術にて「おも

ろいやつら－人間像で見る関西の美術」展開幕　8月30

日まで　徳島新聞　7月19日[日]

徳島県立近代美術館で開催中の「おもろいやつら－人間

像で見る関西の美術」　徳島新聞　7月30日[木]

（県立近代美術館特別展　おもろいやつら）上　徳島新

聞　8月6日[木]
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

240.0×250.0
×250.0

感光乳剤、アクリル、
油彩　キャンバス、紙

1986年UNTITLED石原友明

100.1×80.4油彩　キャンバス1955年逃げたスペード泉茂

56.0×37.5リトグラフ　紙1956年テレホンマン

55.8×37.5リトグラフ　紙1956年ペテン師

55.8×37.0リトグラフ　紙1956年放浪

122.9×118.4アクリル系パテ、その
他

1987年UNTITLED 2井原康雄

128.7×99.6アクリル系パテ、その
他

1987年UNTITLED 3

127.0×53.0×
27.0

木1957年トルソ植木茂

h.134.0木1983年トルソ

145.0×180.0写真1973年水平の場植松奎二

145.0×180.0写真1973年垂直の場

145.0×180.0写真1973年直角の場

150.0×100.0カラーダイレクトプリ
ント

1998年影シリーズ　菜の花と影I大久保英治

150.0×100.0カラーダイレクトプリ
ント

1998年影シリーズ　石と影

150.0×100.0カラーダイレクトプリ
ント

1998年影シリーズ　ススキと影

150.0×100.0カラーダイレクトプリ
ント

1998年影シリーズ　海辺の黄色の花と
影

150.0×100.0カラーダイレクトプリ
ント

1998年影シリーズ　右近の葉と影

240.0×120.0
×15.0

シルクスクリーン、アク
リル絵具　パネル　鉄

1991年Untitled（BLACK MAN）大島成己

47.0×34.0リトグラフ、エンボス
　紙

1975年フォードと郭（A）クウァク・ドゥク＝ジュン
（郭徳俊）

53.6×36.9シルクスクリーン　紙1981年カーターと郭

53.5×37.0シルクスクリーン　紙1981年レーガンと郭（A）

53.4×38.4シルクスクリーン　紙1986年レーガンと郭II

120.0×120.0顔料　板1951年よろこび下村良之介

43.2×25.3×
22.0

陶1982年ある彫刻家の顔鈴木治

58.0×68.5×
23.0

陶彫1961年呪術者辻晉堂

336.5×202.3油彩、アクリル絵具　
キャンバス、合板

1986年58-377ものはひらく中井克巳

157.0×192.0
×109.0

ミクスト・メディア1987年ROCKIN' RIDER'87 -SIDE 
BY SIDE-

中西學

193.0×90.0×
45.0

ミクストメディア1993年二重螺旋：DNAの複製野村仁

26.5×14.5×
9.7

ブロンズ1984年鳥になれるか福岡道雄
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

11.0×24.0×
26.0

ブロンズ1984年鮒になれるか福岡道雄

14.0×21.0×
15.0

ブロンズ1984年石になれるか

192.0×80.0×
36.0

ブロンズ1987年SOUL福嶋敬恭

220.4×123.3油彩　キャンバス1987年SOUL

91.6×152.8紙本着色1956年遙かに星野眞吾

116.8×91.2(5
点）、116.8×
80.3(5点）

油彩　キャンバス1977年絵画弾(10点組）松井憲作

180.0×324.0アクリル絵具　板1983年女と風景三尾公三

91.0×91.0紙本着色1967-1968
年頃

無題三上誠

230.0×116.5
×91.0

鉄、石、漆1993年眼下の庭宮�豊治

90.0×60.0×
40.0

樹脂、鉄1957年背村岡三郎

72.6×60.6油彩　キャンバス1952年裸婦元永定正

66.0×46.0シルクスクリーン　紙1983年さとう

66.0×46.0シルクスクリーン　紙1983年ともなが

66.0×46.0シルクスクリーン　紙1983年ゆかわ

210.0×120.0写真、メディウム1988年肖像（少年1）森村泰昌

210.0×120.0写真、メディウム1988年肖像（少年2）

210.0×120.0写真、メディウム1988年肖像（少年3）

180.0×720.0ダイレクトプリント、
アクリル加工

1996年次の階を探してIやなぎみわ

53.3×46.0油彩　キャンバス1931年彫刻と花鳥吉原治良

100.0×100.0リトグラフ、エッチン
グ　紙

1968年シーソー 1吉原英雄

72.0×105.0リトグラフ　紙1969年女

96.0×80.0リトグラフ、エッチン
グ　紙

1970年一人住まい

＊所蔵者はすべて徳島県立近代美術館蔵
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3

美術の国徳島II　谷口董美、山下菊二兄弟

　　　　　　　　故郷のイメージを描く

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「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判

ちらし：A4判

図録：257×181mm

　＊その他の印刷物については、4-2-7「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

　2,218人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。　

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「谷口董美、山下菊二兄弟が描いた徳島」『産経新聞』平

成21年10月3日

「谷口董美、山下菊二兄弟　県立近代美術館で特別展」

『毎日新聞』平成21年9月10日

「鳴潮」『徳島新聞』平成21年9月9日（朝刊）

「県出身の兄弟画家　故郷のイメージ描いた325点展示　

県立近代美術館」『徳島新聞』平成21年9月6日（朝刊）

「県立近代美術館特別展『谷口董美、山下菊二兄弟』対照

的な作風　互いを触発」『徳島新聞』平成21年9月2日（朝

刊）

「山下菊二の画家兄弟仁義」『芸術新潮』第60巻9号（平成

21年9月号）

NHK日曜美術館「画家山下菊二の闇をえぐる眼」平成21

年9月6日

�担当学芸員

　江川佳秀／竹内利夫

�会期

　平成21年9月5日[土]-10月12日[月・祝]

�休館日

　月曜日（9月21日は開館）、23日[水]

�視点

　谷口董美（1909-1964年 旧姓は山下）と山下菊二

（1919-1986年）は、実の兄弟である。徳島県三好郡辻町

（現三好市井川町辻）に生まれた。

　谷口は、戦前の一時期、上京して恩地孝四郎に師事し、

日本版画協会に出品した。後に会友となった。しかし、

生涯の多くを婚家があった三好郡池田町（現、三好市池

田町）で過ごし、木偶人形や阿波踊りなど徳島の風物を

題材に、木版画の制作を続けた。戦後まもない時期の徳

島の美術界を支えた一人である。

　山下は谷口の10歳年下の弟である。谷口の薫陶を受

けて幼年期から画家を志した。東京で福沢一郎に学び、

戦後はシュールレアリスムの手法と、日本の土俗的なイ

メージを用いて、戦争や差別など社会問題を告発する作

品を制作した。現在は戦後日本美術を代表する作家の

一人と目されている。

　生き方も作品もあまりに対照的な二人の画家だが、お

互いに画家として尊敬し、お互いの存在を制作の励みと

していた。また、二人の作品には共通して郷里の風物が

登場し、郷里への深い愛惜の思いがにじんでいる。

　展覧会では二人の画業を紹介するとともに、展覧会場

では、先に亡くなった谷口のために山下が開いた兄弟展

「弔い展」（1969年11月 東京・日本画廊）の再現も試みた。

　谷口生誕100年、山下生誕90年を機に開催した。

�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

　徳島県文化振興財団

�観覧料

一般　　　 600円（480円）

高・大生　 450円（360円）
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�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

18.2×13.9木版　紙1931年水車谷口董美

8.0×6.6木版　紙1931年谷口蔵書票－裸婦

12.1×15.6木版　紙1932年スキー

8.1×6.7木版　紙1932年谷口蔵書票－理科

7.3×5.4木版　紙1933年頃谷口蔵書票－双葉

8.0×6.0木版　紙1933年頃谷口蔵書票－首人形

7.5×6.0木版　紙1933年頃谷口蔵書票－猿の人形

7.4×6.2木版　紙仰峯荘蔵書票－首人形

20.2×27.8木版　紙1933年鉄橋

17.0×24.7木版　紙1933年風景

21.5×18.5木版　紙1933年三番叟

14.4×18.9木版　紙1933年小製作所の朝

7.4×3.3木版　紙1933年阿波踊

18.4×13.5木版　紙1933年赤毛布

22.2×34.0木版　紙1934年岩

16.1×15.9木版　紙1935年源之丞人形芝居

19.4×26.5木版　紙1936年流れ木

1932年1月『新版画』第1号谷口董美・資料

1932年7月『新版画』第5号

1935年1月『新版画』第15号

1936年『新版画集團　賀状集』

1937年7月『九州版畫』第15号

1938年5月『九州版畫』第17号

12.2×12.4木版　紙1932年桑畑を歩む人谷口董美

12.3×12.3木版　紙1933年雪すべり

16.6×12.0木版　紙1933年写生する児

28.8×21.8木版　紙1933年自画像

18.6×17.0木版　紙1933年山畑

17.7×23.9木版　紙1933年風景

14.7×19.3木版　紙1934年祭礼

18.3×23.0木版　紙1934年工夫

17.5×14.2木版　紙1934年風景（いのうち）

9.4×13.0木版　紙1934年壺のある静物

17.2×23.0木版　紙1934年七夕の髪洗い

24.1×27.6木版　紙1934年魂送り
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

26.5×19.7木版　紙1934年頃渓谷谷口董美

16.3×12.1木版　紙1935年水車のある風景

13.3×7.0木版　紙1935年張り子の虎

6.9×7.5木版　紙1935年土筆

4.4×6.2木版　紙1935年椿

42.3×49.0木版　紙1935年頃労働

23.7×33.7木版　紙1935年渓谷

20.3×33.2木版　紙1935年頃雪景色

12.9×13.0木版　紙1935-36年
頃

離れ島

26.6×20.8木版　紙1936年頃裸婦

32.4×23.7木版　紙1938年頃向日葵

32.4×26.0木版　紙1938年頃障子貼り

版木1930年未年の年賀状谷口董美・資料

個人蔵冊子1933年谷口董美著「私の版画指導」山下菊二・資料

23.8×32.4木版　紙1935年頃山頂谷口董美

25.1×37.8木版　紙1936年腕山スロープ

32.5×26.7木版　紙1936年葛橋

14.4×20.9木版　紙1936年皿に桃

34.3×24.1木版　紙1936年頃若栗

24.5×17.7木版　紙1936年頃悪婆

15.3×21.1木版　紙1937年無花果

16.2×19.8木版　紙1937年夕焼

26.5×19.8木版　紙1938年頃戦勝の虎

56.5×31.7木版　紙1936年野人社第1回展ポスター

41.5×27.2木版　紙1937年野人社小品展ポスター

47.6×29.7木版　紙1938年野人社第2回展ポスター

41.7×47.5木版　紙1940年讃岐富士

27.3×21.2木版　紙1940年阿波人形　三番叟

24.7×33.5木版　紙1942年首人形と手箱

33.5×26.4木版　紙1943年蔓橋

36.3×27.8木版　紙1949年首人形

20.5×17.0木版　紙1950年阿波の木偶

1944年9月『一木集』表紙谷口董美・資料

1949年12月『一木集』第5集

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1940年頃三番叟谷口董美

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1946年角目頭
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

墨　鉛筆　紙1946年角目頭谷口董美

25.1×18.8水彩、鉛筆　紙1947年天狗久作　辨慶

25.1×18.8水彩、墨、鉛筆　紙1947年世話娘

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1947年平作頭

水彩、鉛筆　紙1948年娘頭

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1948年光秀

水彩、鉛筆　紙1948年カドメ（赤）　金とうじ玉藻の前
三段目

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1948年べつし頭

水彩、鉛筆　紙1948年世話頭

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1948年若男

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1949年頃悪婆

水彩、パステル　紙1949年女房頭

25.2×18.6水彩、鉛筆　紙1949年娘頭

水彩、鉛筆　紙1949年木偶人形

25.2×18.9水彩、鉛筆　紙1949年丸目頭

25.1×18.7水彩、鉛筆　紙1949年北の方

25.2×18.9水彩、鉛筆　紙1949年角目頭

水彩、鉛筆　紙1949年婆頭　皐月

25.0×18.7水彩、鉛筆　紙1949年与次郎頭

25.1×18.7水彩、鉛筆　紙1949年三番叟

25.1×18.7水彩、鉛筆　紙1949年角目頭

25.1×18.0水彩、鉛筆　紙1949年頃娘頭

個人蔵33.4×24.3油彩　板1949年頃木偶人形

水彩　鉛筆　紙1950年男女

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1950年頃時政

25.2×18.8水彩、鉛筆　紙1951年頃お弓

墨、鉛筆　紙1951年頃お弓おつる

52.6×38.7墨、水彩、鉛筆　紙1951年頃版下絵　光秀

水彩　鉛筆　紙1952年頃木偶人形

徳島県立博物館蔵三番叟頭木偶（作者不詳）

徳島県立博物館蔵角目頭

徳島県立博物館蔵寄年頭初代天狗久

徳島県立博物館蔵娘頭

徳島県立博物館蔵娘頭

徳島県立博物館蔵阿波の首人形　17点

45.8×39.0木版　紙1947年阿波鳴（箱まわし）谷口董美
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45.2×37.8木版　紙1947年頃阿波人形　辯慶谷口董美

49.2×32.2木版　紙1948年阿波人形（きんとうじ）

26.6×19.5木版　紙1948年頃阿波人形版画　娘

26.3×20.0木版　紙1948年頃阿波人形　みだい

26.0×19.2木版　紙1950年頃阿波人形　師直

54.3×39.1木版　紙1950年安宅・阿波木偶

60.6×45.8木版　紙1950-1951
年頃

玉三

26.7×24.0木版　紙1951年頃お弓お鶴

13.9×8.9木版　紙1951年頃阿波人形版画－女と弁慶

14.2×9.1木版　紙1951年頃阿波人形版画－姫と光秀

14.2×9.2木版　紙1951年頃阿波人形版画　娘

14.0×9.1木版　紙1951年頃かどめ

14.0×9.0木版　紙1951年頃爺

45.0×38.9木版　紙1951-1952
年頃

工房の一隅

26.3×19.8木版　紙1952年頃阿波木偶　姫・光秀

27.0×19.9木版　紙1952年頃阿波人形　かどめ

113.5×82.5木版　紙1953年光秀

版木1948年版木　きんとうじ谷口董美・資料

版木1950年版木　安宅

版木1948年版木　制作新樹社

版木版木　紫光会同人展

48.0×38.9木版　紙1948-1949
年頃

阿波踊谷口董美

27.4×24.3木版　紙阿波踊り

19.8×26.9木版　紙1950年頃鳴門の春

49.5×69.5木版　紙1951年頃農村舞台

47.5×66.5木版　紙1951年頃阿波踊り

26.0×19.2木版　紙1951年頃阿波踊

25.9×19.3木版　紙1951年頃阿波踊

44.5×36.1木版　紙1952年阿波踊（男踊り）

20.2×25.9木版　紙1952年鮎

19.9×26.5木版　紙1953-1954
年頃

海老

19.5×26.8木版　紙1957年頃野菜の構成谷口董美

個人蔵28.7×19.0水彩、鉛筆　紙1932年頃工芸学校課題制作A〈図案〉山下菊二

個人蔵78.9×108.0水彩、鉛筆　紙1935年頃工芸学校課題制作B〈台所解剖〉

個人蔵35.8×55.8水彩、インク　紙1936年工芸学校課題制作C
〈SMOKING SET〉
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65.0×80.5油彩　キャンバス1936年高松所見山下菊二

個人蔵1932年香川県立工芸学校校友会賞状　
図案褒状

山下菊二・資料

個人蔵1934年香川県立工芸学校校友会賞状　
洋画2等賞

個人蔵1934年香川県立工芸学校校友会賞状　
洋画3等賞

個人蔵1935年香川県立工芸学校校友会賞状　
図案3等賞

個人蔵1936年香川県立工芸学校校友会賞状　
洋画1等賞

個人蔵1937年香川県立工芸学校校友会賞状　
絵画

個人蔵1936年第1回全国中学校美術展覧会褒
状　画

17.5×13.8油彩　キャンバス1938年女山下菊二

41.0×24.0油彩　キャンバス1939年裸婦

個人蔵30.2×22.9鉛筆、インク　紙不詳スケッチブック（裸婦モデルA）

個人蔵30.1×22.3鉛筆　紙1942年スケッチブック（裸婦モデルB）

個人蔵30.2×22.4水彩、鉛筆　紙1944年和装の女性

個人蔵28.4×22.0水彩、鉛筆　紙1944年頃洋装の女性

個人蔵28.3×19.6水彩、インク、色鉛筆
　紙

1944年頃腰掛けた裸婦

個人蔵30.9×20.9鉛筆、インク、鉛筆　
紙

不詳サルバドール・ダリの模写A

個人蔵31.2×24.3鉛筆、インク、鉛筆　
紙

不詳サルバドール・ダリの模写B

個人蔵31.3×23.3鉛筆、インク、鉛筆　
紙

不詳サルバドール・ダリの模写C

個人蔵27.0×38.2コンテ　紙不詳福沢一郎 〈憎悪沼〉の模写A

個人蔵27.1×38.5コンテ　紙不詳福沢一郎 〈憎悪沼〉の模写B

個人蔵不詳スクラ ッ プ・ブック「サルバドール・
ダリ」

山下菊二・資料

個人蔵1939年スクラップ・ブック「ダリ、エルン
スト、タンギー三画家画集」

個人蔵1940年頃ノート「ダリの言葉」

個人蔵不詳スクラップ・ブック「シュールレア
リスムの作家たち」

個人蔵不詳スクラップ・ブック「パブロ・ピカソ」

個人蔵不詳スクラップ・ブック「ジョルジュ・
ルオー他」

個人蔵不詳スクラップ・ブック「福沢一郎」

個人蔵14.3×20.7鉛筆　紙1943年福沢一郎 〈国びきのデッサン・
黒〉

個人蔵14.6×20.7鉛筆　紙1943年福沢一郎 〈国びきのデッサン・
青〉

個人蔵33.4×40.1油彩　キャンバス不詳福沢一郎 〈馬〉

個人蔵福沢一郎書簡　山下菊二宛　
1940年6月13日（第1回美術文化
展絵葉書　福沢一郎 〈山西図〉）
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個人蔵福沢一郎書簡　山下菊二宛　
1942年4月27日（第2回美術文化
展絵葉書　福沢一郎 〈風景〉）

山下菊二・資料

個人蔵福沢一郎書簡　山下菊二宛　
1942年9月2日（第3回美術文化
展絵葉書　福沢一郎 〈 子供達〉）

個人蔵福沢一郎書簡　山下菊二宛　
1942年8月24日（福沢一郎自筆
絵葉書）

個人蔵福沢一郎書簡　山下菊二宛
日付不詳（福沢一郎自筆絵葉書）

個人蔵福沢一郎書簡　山下菊二宛
日付不詳（福沢一郎自筆絵葉書）

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌1山下菊二

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌2

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌3

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌4

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌5

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌6

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌7

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌8

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌9

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌10

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌 番外1

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌 番外2

27.8×22.7墨　紙1947年マルドロールの歌 番外3

18.4×24.6インク　紙不詳戦中風景　死せる兵と少女

12.4×24.6インク　紙不詳戦中風景　農民兵

18.4×24.6インク　紙不詳戦中風景　少女

18.4×24.6インク　紙不詳戦中風景　倒れた男

個人蔵18.3×24.6墨、鉛筆　紙不詳戦中風景　3人の男

個人蔵16.6×24.6墨、鉛筆　紙不詳戦中風景　男

個人蔵ノート「マルドロールの歌の筆写」山下菊二・資料

個人蔵「純粋詩」1948年7月号

個人蔵20.9×14.6鉛筆　紙1941年日章旗を掲げた小屋山下菊二

個人蔵21.0×14.8鉛筆　紙1941年眠る兵士A

個人蔵21.0×14.8鉛筆　紙1941年眠る兵士B

個人蔵21.0×14.8鉛筆　紙1941年眠る兵士C

個人蔵21.2×29.5鉛筆　紙1941年竹港にて

個人蔵21.2×29.5鉛筆　紙1941年炊事する日本兵

個人蔵29.5×21.2鉛筆　紙1941年楓港公学校にて
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個人蔵29.0×20.9鉛筆　紙1941年仁武にて山下菊二

個人蔵25.7×18.1色鉛筆　紙1941年14部隊乙副官乗馬　松竹（鹿毛
5才）11月18日未明死ス

14.6×20.6（表）色 鉛 筆　紙 ／
（裏）鉛筆　紙

1942年（表）兵士の顔A（仮称）／（裏）兵
士の顔B（仮称）

23.8×13.6色鉛筆　紙不詳眠る兵士C（仮称）

個人蔵23.9×17.8色鉛筆　紙1942年台中洲霧峰捕虜収容所風景
車中の俘虜

個人蔵24.0×17.8色鉛筆　紙1942年台中洲霧峰捕虜収容所風景
G.B.BUTTER Field

個人蔵23.9×18.0色鉛筆　紙1942年台中洲霧峰捕虜収容所風景
白人兵A

個人蔵24.0×18.0色鉛筆　紙1942年台中洲霧峰捕虜収容所風景
白人兵B

個人蔵22.0×37.2色鉛筆　紙不詳眠る兵士E

個人蔵21.9×36.6鉛筆　紙不詳陣地風景A

個人蔵18.5×21.9鉛筆　紙不詳陣地風景B

個人蔵26.9×19.6墨　紙不詳頬杖をつく兵士

個人蔵26.9×20.1墨、鉛筆　紙不詳腰を下ろす兵士

個人蔵19.7×26.9水彩、インク　紙不詳眠る兵士F

17.2×26.9（表）水彩、インク　紙
／（裏）インク　紙

不詳（表）眠る兵士A（仮称）／（裏）眠
る兵士B（仮称）

個人蔵18.6×14.3鉛筆、色鉛筆　紙1941年スケッチブック（従軍スケッチA）

個人蔵18.3×14.3鉛筆、色鉛筆　紙1941年頃スケッチブック（従軍スケッチB）

個人蔵26.0×18.8水彩、鉛筆　紙1942年スケッチブック（従軍スケッチC）

個人蔵25.8×18.2水彩、鉛筆　紙不詳スケッチブック（従軍スケッチD）

24.0×18.1色鉛筆　紙1942年台湾の娼婦A

24.0×17.8色鉛筆　紙1942年台湾の娼婦B

個人蔵23.8×17.9色鉛筆　紙1942年台湾の娼婦C

個人蔵17.6×24.0色鉛筆　紙1942年台湾の娼婦D

個人蔵17.5×23.7色鉛筆　紙1942年台湾の娼婦E

個人蔵23.9×17.6色鉛筆　紙1942年台湾の娼婦F

38.3×27.2水彩、鉛筆　紙1945年南千住にて

20.9×28.6水彩、鉛筆　紙1945年五反田にて　バス小屋

26.9×38.1水彩、鉛筆　紙1946年日暮里変電所

27.1×41.0鉛筆　紙不詳夕の女　下絵

個人蔵37.4×26.5鉛筆、インク　紙1952年頃スケッチブック（小河内村風景
他）

個人蔵26.1×36.2鉛筆　紙1952年頃山間の建築現場A

個人蔵26.1×36.2鉛筆　紙1952年頃山間の建築現場B

個人蔵48.0×25.5鉛筆　紙1954年上野氏の寝顔A

個人蔵35.4×54.2鉛筆　紙1954年頃上野氏の寝顔B
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個人蔵17.6×25.0インク　紙1955年スケッチブック（砂川基地）山下菊二

個人蔵38.5×25.5マジック　紙1955年スケッチブック（南千住界隈）

個人蔵36.6×51.0マジック　紙不詳場末の荒屋

財団法人徳島県文
化振興財団蔵

112.0×162.1油彩　キャンバス1971年骨肉病んで

73.0×91.3油彩　キャンバス1972年父はは

個人蔵33.3×24.2油彩　キャンバス不詳少年兵（未完）

76.0×49.0コラージュ　紙1980年飼えない軍票

72.5×91.0油彩　キャンバス1981年徐兄弟

130.5×97.0油彩　キャンバス1981年徐兄弟の母

53.0×40.8油彩　キャンバス1981年わすれえぬ妹

64.7×54.0コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.1

72.5×54.3コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.2

32.5×28.5コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.3

33.2×28.7コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.4

32.5×28.5コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.5

32.5×28.5コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.6

33.0×28.5コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.7

32.5×28.1コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.8

32.5×28.5コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.9

33.8×30.1コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.10

32.6×28.2コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.11

32.5×28.3コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　No.12

三好市教育委員会
蔵

29.8×40.0リトグラフ　紙1959年作品

183.5×173.7油彩　合板1960年筑豊炭田地帯

58.0×37.5リトグラフ　紙1961年女鐘の下に立てば、まがさす

37.5×54.0リトグラフ、パステル
　紙

1961年梁の真下で寝ると襲はれる

三好市教育委員会
蔵

46.7×63.1リトグラフ　紙1961年赤子谷への道

三好市教育委員会
蔵

64.6×48.6リトグラフ　紙1961年作品

32.0×47.1リトグラフ　紙1961年牛

三好市教育委員会
蔵

32.0×44.7リトグラフ　紙1961年頃ダンダラの八万石

37.5×54.0リトグラフ、パステル
　紙

1962年作品

37.5×53.7リトグラフ、水彩　紙1962年東京博

三好市教育委員会
蔵

39.5×53.5リトグラフ　紙不詳山犬さんのお獅子狩

三好市教育委員会
蔵

41.1×32.2リトグラフ　紙不詳作品
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54.8×79.5油彩　獣毛　コラー
ジュ

1964年少年祭に走る山下菊二

個人蔵12.3×18.2鉛筆　紙1965年スケッチブック（母サワヱの死）

88.2×173.5油彩　合板1966年死んだ人がわたしを産んでくれた
（昭和40年7月27日母死す）

個人蔵油彩　キャンバス不詳母サワヱの像（未完）

三好市教育委員会
蔵

21.7×14.6油彩　キャンバス1970年老の身

104.0×73.3油彩　キャンバス1972年襖を抜く

個人蔵81.3×16.2×
1.3

辻から持ち帰った木片山下菊二・資料

個人蔵1971年山下菊二（絵）木島始（詩）詩画集
「予兆」　私家版

山下菊二

44.5×65.2油彩　キャンバスボー
ド

1974年わたしと鳥と音楽と　（1）木偶人
形芝居

44.5×65.2油彩　キャンバスボー
ド

1974年わたしと鳥と音楽と　（2）恵比寿
まわし

44.5×65.2油彩　キャンバスボー
ド

1974年わたしと鳥と音楽と　（3）小学生
～女学生たいじ

44.5×65.2油彩　キャンバスボー
ド

1974年わたしと鳥と音楽と　（4）19歳～
良子の家

44.5×65.2油彩　キャンバス1974年わたしと鳥と音楽と　（5）昭和15
年～南支戦線

44.5×65.2油彩　キャンバスボー
ド

1974年わたしと鳥と音楽と　（6）娼家の
胡弓ひき老人

44.5×65.2油彩　キャンバス1974年わたしと鳥と音楽と　（7）サーカ
ス小屋

44.5×33.5油彩　キャンバス1974年わたしと鳥と音楽と　（8）病気の
ふくろうと御詠歌

個人蔵20.0×27.0水彩　紙1963年大江健三郎（著）「われらの時代」
（新潮文庫）カバー装画原画

個人蔵20.0×31.9水彩　紙1971年大江健三郎（著）「日常生活の冒
険」（新潮文庫）カバー装画原画

個人蔵19.9×27.0水彩　紙1974年大江健三郎（著）「見るまえに跳
べ」（新潮文庫）カバー装画原画

個人蔵22.3×30.9水彩　紙1972年大江健三郎（著）「空の怪物アグ
イー」（新潮文庫）カバー装画原画

個人蔵27.3×21.1パステル　紙1981年大江健三郎（著）「個人的な体験」
（新潮文庫）カバー装画原画

個人蔵37.7×28.2水彩　紙1970年頃大江健三郎（著）「遅れてきた青
年」（新潮文庫）カバー装画原画

個人蔵23.0×31.8水彩　紙1975年頃大江健三郎（著）「われらの狂気
を生き延びる道を教えよ」（新潮
文庫）カバー装画原画

1974年7月林光、山住正己、佐藤信、粟津潔
（編）「おんがくのほん　おんがく
ぐーん！　ほるぷ教育体系・音
楽・小学生編」ほるぷ出版

山下菊二・資料

個人蔵1959年9月大江健三郎（著）「死者の奢り・飼
育」（新潮文庫）

個人蔵1963年6月大江健三郎（著）「われらの時代」
（新潮文庫）
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

個人蔵1965年5月大江健三郎（著）「芽むしり仔撃
ち」（新潮文庫）

山下菊二・資料

個人蔵1968年4月大江健三郎（著）「性的人間」（新
潮文庫）

個人蔵1970年11月大江健三郎（著）「遅れてきた青
年」(新潮文庫）

個人蔵1971年8月大江健三郎（著）「日常生活の冒
険」（新潮文庫）

個人蔵1972年3月大江健三郎（著）「空の怪物アグ
イー」（新潮文庫）

個人蔵1974年5月大江健三郎（著）「見るまえに跳
べ」（新潮文庫）

個人蔵1975年11月大江健三郎（著）「われらの狂気
を生き延びる道を教えよ」（新潮
文庫）

個人蔵1981年2月大江健三郎（著）「個人的な体験」
（新潮文庫）

47.6×31.2木炭　紙1936年頃自画像谷口董美

個人蔵54.0×38.0コンテ、ガッシュ、コ
ラージュ

1969年取りに来られなかった肖像画A山下菊二

54.0×38.0コンテ、ガッシュ、コ
ラージュ

1969年取りに来られなかった肖像画C

54.0×38.0コンテ、ガッシュ、コ
ラージュ

1969年取りに来られなかった肖像画D

6.1×3.9×4.9木版　紙花札谷口董美

5.4×3.5木版　紙1932年マッチラベル　三月雛

3.4×5.4木版　紙1932年マッチラベル　玄米しるこ海部
潮

19.6×16.6木版　紙1933年チラシ　坂口理髪店

23.8×15.6水彩、墨、鉛筆　紙商品チラシの原画　玄米しるこ
海部潮

12.2×15.3水彩、鉛筆　紙商品ラベルの原画　ショーガ糖
寶珠糖

18.8×17.2印刷（木版原画）商品パッケージ　ショーガ糖寶
珠糖

23.0×12.2水彩、鉛筆　紙商品ラベルの原画　かき羊羹

23.1×29.1印刷商品ラベル　かき羊羹／商品チ
ラシ　センベイ・柿ヨーカン・ショー
ガ糖

23.7×15.6水彩、墨、鉛筆　紙商品チラシの原画　蔵谷センベ
イ・かきヨーカン・ショーガ糖

17.0×11.9木版　紙商品ラベル　桜饅頭

17.0×11.7木版　紙商品ラベル　桜せんべい

14.8×9.2木版　紙記念絵はがき　平和楼

弔い展リーフレット谷口董美・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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4

明治•大正•昭和  100年の名画  国立美術館名作選

もワークシート』作成」の項を参照。

�入館者数

　6,115人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「B＊B  Cafe」  エフエムびざん　平成21年10月21日

「日本絵画の代表作一堂に」　『徳島新聞』　平成21年10

月24日

「明治から昭和の名画76点」　『徳島新聞』　平成21年10

月24日（夕）

「ニュースとくしま610」  NHK徳島放送局　平成21年10

月24日

「フォーカス徳島」 四国放送テレビ　平成21年10月30日

「B＊B  Cafe」  エフエムびざん　平成21年11月9日

「明治～昭和100年 劉生ら名画76点」 『読売新聞』 平

成21年11月10日

「100年の名画76点」　『毎日新聞』　平成21年11月12日

「おはよう四国 四国カルナビ」  NHK松山放送局　平成

21年11月21日

「ただ今開催中！特別展 明治大正昭和100年の名画 国

立美術館名画選」　『徳島県メールマガジン《とくめる》

Vol.148』　平成21年11月27日

「鳴潮」　『徳島新聞』　平成21年12月4日

�担当学芸員

　仲田耕三、安達一樹

�会期

　平成21年10月24日[土]-12月6日[日]（38日間）　

�休館日

　月曜日（11月23日は開館）、11月24日（火）

�視点

　国立美術館では、優れた美術作品の鑑賞機会を提供

するため、地方公立美術館等と連携して巡回展を開催

しているが、今回当館で、京都国立近代美術館及び東

京国立近代美術館が所蔵する明治・大正・昭和にわた

る珠玉の名作を展示することとなった。

　この展覧会では、両館が所蔵する作品から、浅井忠、

藤島武二、岸田劉生、藤田嗣治、安井曾太郎、梅原龍三

郎、東郷青児、下村観山、川端龍子、堂本印象、広島晃

甫、杉山寧など、日本を代表する72名の美術作家の名

作76点を選りすぐり、［「洋画」誕生］、［「洋画家」たちの

花開く個性］、［日本画－「洋画」との並立］、［「洋画」を

超えて－「戦後美術」という名のもとに］の４つコーナー

を設け、明治・大正・昭和にかけての日本美術の流れを

紹介するものである。

�主催

　独立行政法人国立美術館京都国立近代美術館

　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

　徳島県文化振興財団

�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「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：Ｂ2判

ちらし：Ａ4判

図録：297×209㎜　100ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-7「展覧会ごとの『子ど



55

�出品リスト

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

京都国立近代美術館蔵153.8×360.8油彩　麻布　六曲一
隻屏風

1903年越後海岩図屏風田村宗立

京都国立近代美術館蔵98.2×49.0絹本着色　軸1890年洋童之図

京都国立近代美術館蔵32.0×43.0油彩　キャンバス1895年頃厨の春伊藤快彦

京都国立近代美術館蔵60.5×87.5油彩　キャンバス1897年夜桜印藤真楯

京都国立近代美術館蔵64.3×48.7油彩　キャンバス1901年編みもの浅井忠

京都国立近代美術館蔵28.3×45.0水彩　紙1901年ロワン河畔洗濯場

京都国立近代美術館蔵25.0×36.0水彩　紙1902年ポーセイド港

京都国立近代美術館蔵31.3×41.4水彩　紙1904年頃茶屋牧野克次

京都国立近代美術館蔵36.5×26.5水彩　紙1906年真如堂裏都鳥英喜

京都国立近代美術館蔵32.4×51.0水彩　紙1906年三十三間堂梅原龍三郎

京都国立近代美術館蔵28.2×36.9水彩　紙1907年頃萩と茶屋田中善之助

東京国立近代美術館蔵92.0×137.5油彩　パステル　キャ
ンバス

1904年草上の小憩石井柏亭

東京国立近代美術館蔵75.0×60.0油彩　キャンバス1908年夕に祈る南薫造

東京国立近代美術館蔵92.2×65.0油彩　キャンバス1908年窓際山下新太郎

京都国立近代美術館蔵80.1×63.6油彩　キャンバス1912年少女像澤部清五郎

東京国立近代美術館蔵161.0×107.0油彩　キャンバス1911年水郷小杉放庵（未醒）

東京国立近代美術館蔵87.7×82.0油彩　キャンバス1915年行水満谷国四郎

東京国立近代美術館蔵64.0×52.0油彩　キャンバス1913年うつつ藤島武二

東京国立近代美術館蔵73.0×61.0油彩　キャンバス1916年田中館博士の肖像中村彝

京都国立近代美術館蔵40.9×31.7油彩　キャンバス1923年麗子弾絃図岸田劉生

東京国立近代美術館蔵91.0×72.5油彩　キャンバス1921年観音古賀春江

京都国立近代美術館蔵72.0×104.0油彩　キャンバス1924年溪谷の春里見勝蔵

京都国立近代美術館蔵60.4×73.0油彩　キャンバス1927年裏街の広告佐伯祐三

京都国立近代美術館蔵73.7×59.7油彩　キャンバス1923年鶏に餌をやる少年国吉康雄

京都国立近代美術館蔵145.5×106.5油彩　キャンバス1925年鞭うつ石垣栄太郎

東京国立近代美術館蔵81.0×65.0油彩　キャンバス1925年街の掃除夫清水登之

京都国立近代美術館蔵79.0×115.5油彩　キャンバス1937年横たわる裸婦藤田嗣治

東京国立近代美術館蔵114.0×72.5油彩　キャンバス1926年サルタンバンク東郷青児

京都国立近代美術館蔵41.0×56.0油彩　キャンバス1928年横たわる裸女（B）小出楢重

京都国立近代美術館蔵115.2×87.5油彩　キャンバス1930年婦人像安井曾太郎

京都国立近代美術館蔵81.0×100.0油彩　キャンバス1930年雪の街岡鹿之助

京都国立近代美術館蔵92.5×72.3油彩　キャンバス1921-22年サディステ ィ ッ シュな
空間

村山知義

東京国立近代美術館蔵80.3×116.5油彩　キャンバス1930年Poisson d' Avril（四 月
馬鹿）

福沢一郎
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

京都国立近代美術館蔵116.5×80.4油彩　キャンバス1932年スヴニール川口軌外

京都国立近代美術館蔵130.0×161.5油彩　キャンバス1937年蝶の軌跡長谷川三郎

京都国立近代美術館蔵90.8×116.8油彩　キャンバス1938年松間馬坂本繁二郎

京都国立近代美術館蔵110.5×161.2油彩　キャンバス1938年修理師須田国太郎

京都国立近代美術館蔵72.7×53.0油彩　キャンバス1938年娘達小磯良平

京都国立近代美術館蔵79.2×64.4油彩　キャンバス1939年雲中天壇梅原龍三郎

東京国立近代美術館蔵33.0×41.0油彩　キャンバス1943年並木道松本竣介

東京国立近代美術館蔵52.0×790.0絹本着色　画巻1908年大原御幸下村観山

京都国立近代美術館蔵116.1×41.2絹本着色　軸1901年頃春野菱田春草

東京国立近代美術館蔵149.0×85.4絹本着色　軸1908年時宗今村紫紅

東京国立近代美術館蔵各163.5×183.0絹本着色　二曲一双
屏風

1908年飼われたる猿と兎竹内栖鳳

京都国立近代美術館蔵170.0×202.0絹本着色　二曲一隻
屏風

1914年舞仕度上村松園

京都国立近代美術館蔵（中央）218.0×166.0
（左右各）225.0×61.5

絹本着色　額（3面）1922年訶梨帝母堂本印象

京都国立近代美術館蔵62.5×91.8麻布着色　額1923年頃眠れる児秦テルヲ

京都国立近代美術館蔵161.0×180.0絹本着色　額1928年摘草入江波光

京都国立近代美術館蔵155.3×56.8絹本着色　軸1928年頃初秋孤鹿之図榊原紫峰

京都国立近代美術館蔵28.0×25.0絹本着色　額1921年秋茄子と黒茶碗速水御舟

東京国立近代美術館蔵193.5×85.0絹本着色　額1927年胡瓜畑奥村土牛

京都国立近代美術館蔵158.0×68.0絹本着色　額1941年源氏挙兵（頼朝）安田靫彦

東京国立近代美術館蔵164.0×90.0絹本着色　額1921年青衣の女広島晃甫

京都国立近代美術館蔵166.5×203.5絹本着色　二曲一隻
屏風

1933年朝三谷十糸子

京都国立近代美術館蔵58.0×72.8絹本着色　額1940年たけくらべの美登利鏑木清方

京都国立近代美術館蔵各171.5×360.0絹本着色　四曲一双
屏風

1941年曲水図川端龍子

京都国立近代美術館蔵129.9×174.8紙本着色　額1952年池徳岡神泉

東京国立近代美術館蔵183.5×152.5紙本着色　額1956年孔雀杉山寧

東京国立近代美術館蔵181.5×172.0紙本着色　額1964年穹高山辰雄

京都国立近代美術館蔵122.6×100.0紙本着色　額1961年花の習作福田平八郎

京都国立近代美術館蔵158.0×133.0紙本着色　額1969年舞妓小倉遊亀

京都国立近代美術館蔵各171.2×366.3紙本着色　六曲一双
屏風

1979年画禅院青邨先生還浄
図

平山郁夫

京都国立近代美術館蔵171.6×363.4紙本着色　額1986年惜春（盲目物語より）森田曠平

京都国立近代美術館蔵164.0×114.0紙本着色　額1982年朧夜池田遙邨

京都国立近代美術館蔵121.0×60.5油彩　キャンバス1946年炎昼牛島憲之

東京国立近代美術館蔵80.5×117.0油彩　キャンバス1947年自我像北脇昇
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所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

京都国立近代美術館蔵130.0×97.0油彩　キャンバス1949年涙を流す顔吉原治良

京都国立近代美術館蔵80.5×100.0油彩　キャンバス1956年赤い空麻生三郎

東京国立近代美術館蔵80.3×65.2油彩　キャンバス1957年れいめい瑛九

京都国立近代美術館蔵73.0×117.0油彩　キャンバス1958年奇術香月泰男

京都国立近代美術館蔵130.9×160.3油彩　キャンバス1958年原始象形A難波田龍起

京都国立近代美術館蔵114.3×144.7油彩　キャンバス1959年はかなき草木（逃げる植
物）

田淵安一

京都国立近代美術館蔵91.0×130.0油彩　合板（ドリル使
用）

1960年作品7斎藤義重

東京国立近代美術館蔵182.0×182.3油彩　合板1961年転山口長男

京都国立近代美術館蔵100.0×200.0油彩　キャンバス　金
箔

1963年Ensembles Binaires堂本尚郎

京都国立近代美術館蔵213.5×292.0油彩　キャンバス1965年ボイス（マンハッタン）猪熊弦一郎
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トーク・イン・トーク「土曜ワイド徳島」　四国放送ラジオ

　平成22年2月27日

�担当学芸員

　安達一樹、吉原美惠子�会期

　平成22年2月20日[土]-4月18日[日]　

�休館日

　月曜日（3月22日は開館）、3月23日（火）

�視点

　文化の森総合公園開園20周年、四国放送テレビ50年

記念事業として、スタジオジブリ、三鷹の森ジブリ美術

館の協力を得て、高畑勲、宮崎駿監督がジブリ以前に

手がけた「アルプスの少女ハイジ」から「崖の上のポ

ニョ」までのアニメーション作品のレイアウトを、近代美

術館、博物館、二十一世紀館を会場に紹介した。

�主催

　徳島県

　徳島県教育委員会

　四国放送（株）

�観覧料

大人・大学生　1,100円（1,000円）

中・高生　　　 900円（800円）

小学生以下　　 600円（500円）

（　）内は前売り料金。

�入館者数

　58,769人（全期間）

�新聞・雑誌記事、放送番組等

「ジブリアニメの魅力を体感　きょうから県文化の森で

企画展」『徳島新聞』平成21年2月20日

「アニメ構成　緻密 さに 驚 き　文化の森 ジブリ 展始まる」

『徳島新聞』平成21年2月20日（夕）

「トトロやポニョに大喜び　文化の森ジブリ展にぎわう」

『徳島新聞』平成21年2月21日

「鳴潮」『徳島新聞』平成21年2月28日

「スタジオジブリ・レイアウト展　県立近代美術館で開催

中　－見どころ紹介－　」『徳島新聞』平成21年3月2日

「ジブリ展来場者1万人を突破」『徳島新聞』平成21年3月

18日

「ヤングリポート　ジブリのレイアウト展」『徳島新聞』平

成21年3月20日（夕）

「ジブリ展来場者3万人を突破」『徳島新聞』平成21年3月

28日

「ジブリ展が5万人を突破　あすまで」『徳島新聞』平成21

年4月17日

3-3　文化の森総合公園開園20周年記念事業
スタジオジブリ・レイアウト展
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3-4　平成21年度文化庁
　　　『地域文化芸術振興プラン』事業一覧

1　ピカソdeフェスタ2009

　　ポスター展「ピカソdeさかそ」

　　平成21年10月31日[土]-11月8日[日]

　　食とのコラボ「ピカソdeうまそ」

　　平成21年10月23日[金]-11月25日[水]

　　ワークショップ「ピカソdeはなそ」

　　平成21年11月8日[日]

2　アート鑑賞家族探検隊

　　平成21年9月1日[火]-11月30日[月]

3　フリースペース チャレンジとくしま芸術祭

　　展示部門

　　平成22年1月19日[火]-24日[日]

　　パフォーマンス部門

　　平成22年1月23日[土]

4　女性現代アーティスト交流展

　　「秋元珠江－うつろいのなかに」

　　平成22年1月22日[金]-1月30日[土]
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PICASSO × de FESTA 2009

雄、工藤強勝、久間聖子、七種泰史、佐藤浩、U.G.サトー、

茂村巨利、杉崎真之助、高田雄吉、�橋善丸、田代卓、棚

瀬伸司、登坂昭夫、中川憲造＋延山博保＋中山典科／

NDC Graphic、南部俊安、新島実、西村雄樹、はせがわ

さとし、樋口清孝、松永真、宮川和夫、ペドロ山下、山田

正彦、吉野光男、リトウリンダ、渡辺みつお

【県内有志デザイナー】

　生田典子、岡本幸雄、木川隆志、近藤哲朗、坂野美恵子、

酒巻和弘、坂本三千一、敷島のり子、田中一郎、西林良枝、

藤本孝明、真先有希子、村上忠之、吉本實、四十宮隆志

②食とアートのコラボレーション　「ピカソdeうまそ！」

　食とアートのコラボレーション「ピカソdeうまそ！」は、

地元タウン誌と連携した16店舗の参加により限定オリ

ジナルメニューが製作された。ポスター展の会場付近に

公園では初めてのオープン・カフェを特設。店舗をまわる

スタンプ・ラリーの景品として所蔵作品展への招待とポ

ストカード・ブックを提供し、1 ヶ 月の実施期間で304件

の引換があった。

　実施期間：10月23日-11月25日

【洋菓子店】

　お菓子のお庭 藍club、キャフェ・ド・パウゼェ、ナッツベ

リーファーム、お・菓・子・畑 Petit Art、菓子工房いぬい、

菓志道 TAKAICHI、ケーキハウス オシグリ、パテ ィ

スリ ー AU POIVRE、patisserie bananadance kitajima、

PATISSERIE CHRISTINE

【ランチ】

　TANTO、レストラン コックドールかげやま、欧風料理 

シェ熊谷

【サポーター店】

　徳島洋菓子倶楽部イルローザ、クレール、イタリアン

ジェラート ドルチェ

③一般参加型ワークショップ　「ピカソdeはなそ！」

　ワークショップ「ピカソdeはなそ！」はコピーライターを

講師にむかえた本館では初の試みで16名が熱心に参加。

鑑賞教育の可能性を広げた。

�主催

　文化庁

　徳島県民文化祭開催委員会

　徳島県立近代美術館

�後援

　徳島新聞社

　四国放送

　NHK徳島放送局

�会期

　平成21年10月31日[土]-11月8日[日]（9日間）

�視点

　緑豊かな自然の中に文化施設を一堂に集めた「文化の

森総合公園」は、文化・芸術の情報・活動の拠点となって

いる。本館はその一翼を担っているが、県民の美術館や

所蔵品に対する関心が高いとはいえない。

　そこで開園20周年を迎えるにあたり、本館で最もポ

ピュラーな代表作であるピカソ「ドラ・マールの肖像」を核

としたフェスティバルを行い、デザインの力で美術館また

文化財への関心の喚起を試みた。地域のクリエイターや

メディアとの連携により、地域の活性化を通して美術館

の存在感が高まることをねらい、3つのプロジェクトを展

開した。

　いずれの企画でも、鑑賞の創造性、鑑賞を通した交流

を印象づける成果があがり、地域の関心と経済活動を活

性しながら付加価値の高い美術館ならではの効果を果た

した。公園内では広場、エントランスホールの本格的なデ

ザイン計画により、複合施設としての「文化の森」の利用

イメージを開拓するテストケースとすることができた。

　広く関心を集めたものの、9日の屋外展示や1ヶ月のス

タンプ・ラリーに参加形態が限定されていたので、関心を

持続させイベント終了後の来館行動までにらんだ施策が

あれば一層の事業効果が得られたはずである。広報の準

備・浸透期間、波及効果の目標設定、などの戦術面でのノ

ウハウ不足を課題として受け止めた。これは今後の館運

営において大いに参考となった。

�内容

①有名デザイナーによる屋外ポスター展　「ピカソdeさか

そ！」

　屋外ポスター展「ピカソdeさかそ！」は、招待37名、県

内有志15名のデザイナーによる50点の新作B1判ポスター

が集い、ただ1点の所蔵品のために日本を代表する新旧

の著名デザイナーが力をふるう稀な事例となった。公園

内の屋外展示であることから9日間で28,700名の観覧が

あった。出品作品はポストカード・ブックの形で刊行され

好評を得た。

【招待デザイナー】

　秋山孝、味岡伸太郎、池上貴文、うちきばがんた、大崎

善治、太田徹也、小川明生、小川航司、奥村昭夫、勝井三
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　エフエム徳島

　徳島県文化振興財団

　あわわ

�協力

　JAGDA徳島地区

　NPO法人日本タイポグラフィ協会

　ポスターギャラリー実行委員会

　徳島県美術家協会デザイン部

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照。

�印刷物

ポスター：B2判

リーフレット：A4判

スタンプラリーパンフ：300×148mm二つ折り

短冊ポスター：420×198mm

卓上POP：170×80mm

川柳はがき：148×100mm

ポストカードブック：148×100mm 52ページ

報告書：A4判12ページ

円筒ポスターギャラリー：φ3m×H2.7m　3基

三館棟エントランスフラッグ

オープンカフェサイン

園路誘導サイン

ワークショップサイン

あすたむらんど徳島・誘導サイン

�観覧者数等

　屋外ポスター展観覧　28,700人

　スタンプラリー引換　　304件

　ワークショップ参加　　16人

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「ポスターでピカソ表現　徳島の屋外、全国の52人出品」

『読売新聞』（徳島版）　平成21年11月5日

「美術話題　県内外デザイナー制作　ポストカード集人

気　50点収録　ピカソ作品から着想」『徳島新聞』　平成

21年11月18日

「食べるアート体験　ピカソdeうまそ！」『050』No.85 Vol.8 

No.7　株式会社あわわ　平成21年11月

「ピカソdeはなそ！座談会～出展デザイナーを囲んで～」

『050』No.87 Vol.8 No.9　株式会社あわわ　平成22年1

月

「ゴジカル！」四国放送　平成21年11月2日

�企画、運営

木川隆志（JAGDA徳島地区）

藤本孝明（JAGDA徳島地区／NPO法人日本タイポグラ

フィ協会）

新居篤志（NPO法人日本タイポグラフィ協会）

敷島のり子（ポスターギャラリー実行委員会）

吉崎礼子（徳島県立近代美術館長）

安達一樹（徳島県立近代美術館専門学芸員）

竹内利夫（徳島県立近代美術館専門学芸員）

【デザイン】

木川隆志、藤本孝明、近藤哲朗、村上忠之、酒巻和弘、岡

本幸雄

【コピー】

新居篤志
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アート鑑賞家族探検隊

�実施時期

　平成21年9月1日［火］－11月30日［月］

�実施内容と成果

　　徳島県立近代美術館（徳島市）から離れた地域の子ど

もたちや家族などを、貸し切りバスで近代美術館に招待

し、絵画、彫刻、版画などのアート作品に親しんでいただ

いた。

　　学芸員による展示解説などの鑑賞プログラムに参加し、

特別展、所蔵作品展を鑑賞した他、近代美術館のある文

化の森総合公園内の文化施設の見学なども行った。

　　対象地域とした県西部、県南部の教育委員会を通じて

募集し、三好市、つるぎ町、美波町、美馬市から、７つの

団体と学校が参加。貸し切りバスは合計８台。

　　美術館から離れた地域からの来館であり、はじめて美

術館見学をした参加者も多かった。学芸員も分かりやす

い解説や案内につとめたことから、美術館や美術鑑賞に

親しみをもってもらう機会にすることができた。

　　また、「家族で美術館を楽しむガイドブック」を作成し

参加者や関心のある方に配布。当館についての概略を

知っていただくとともに、鑑賞に当たってのヒントを広く

伝えることができた。

　＊団体ごとの参加者数などは、4-1-6「アート鑑賞家族探

検隊」の項を参照。

�主催

　文化庁、徳島県民文化祭開催委員会、徳島県立近代美術

館

�印刷物

　「家族で美術館を楽しむガイドブック」：Ａ3判二つ折りサ

イズ（仕上がり　25.7×12.1㎝）　カラー両面印刷

�参加者数

　258名

�事業部会メンバー

　佐藤一夫（美馬市文化協会会長）

　宮崎房子（徳島県社会人権教育指導員）

　吉崎礼子（徳島県立近代美術館長）

　森芳功（徳島県立近代美術館専門学芸員）

　友井伸一（徳島県立近代美術館専門学芸員）
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フリースペース　チャレンジとくしま芸術祭

「徳島発　未来のアーティスト発見！いくつになってもチャ

レンジ！」

　入場無料

※一組あたりおよそ5mの壁面

（2）「パフォーマンス部門」　　

平 成22年1月23日[土]　9:45～12:00、12:50～14:45、

15:05～16:40　　徳島県立近代美術館ロビー（2F）　入

場無料

※一組あたり15分　途中休憩をはさむ

（3）「表彰式」　　

平成22年1月24日[日]15:00～

徳島県立近代美術館ロビー（2F）　入場無料

5　入場者数

展示部門（6日間）1,881名

パフォーマンス部門（1日間）595名

表彰式83名

計2,559名

6　審査

　部門ごとに審査し、それぞれグランプリ、審査員特別賞

を決定した。

（1）審査方法（展示部門・パフォーマンス部門共通）　　

・一次審査

　各審査員が項目別に加点式に評価。配分はチャレンジ

点が1点から5点。それ以外にオプション点として将来

性・完成度・独自評価をそれぞれ1点とした。

　チャレンジ点は最低でも1点。オプション点は評価に

値する場合のみの加点とした。

・二次審査

　一次審査で審査員の評価点の合計がもっとも高い1組

をグランプリとした。

　審査員特別賞はグランプリ受賞者以外から、推薦した

い組がある場合のみ各委員が1組を推薦可能とした。推

薦された中から、審査員間で合議の上、展示部門2組・パ

フォーマンス部門1組までを受賞対象とした。

（2）審査員（順不同・敬称略）

　「展示部門」

　　小西昌幸　（北島町立図書館・創世ホール館長）

　　平木美鶴　（徳島大学教授）

　　白井宏治　（株式会社あわわ編集統括部長）

　　安達一樹　（徳島県立近代美術館専門学芸員）

　「パフォーマンス部門」

　　小西昌幸　（北島町立図書館・創世ホール館長）

　　遊道久代　（フリーアナウンサー）

　　武市典子　（株式会社メディコム　SALALA編集長）

　　福田典彦　（フクタレコード専務取締役）

1　概要

　近年の県内の展覧会やコンサートなどの文化活動は、

国民文化祭（平成19年度）の成果もあり、盛んになっては

いるが、その担い手の高齢化や固定化、また活動グループ

の硬直化が見られる。中高生の優れた人材が、他県へと

流出する傾向もある。また、そのような文化活動に表

立って参加してはいないものの、表現活動にあこがれを抱

いている潜在的な層が存在する。

　この事業では、徳島出身または在住のアーティスト志望

者を対象に、身近な表現活動の発表の場を設けることで、

チャンスと交流を拡大し、未来へと羽ばたくきっかけを提

供する。可能性の種を発見し、支援することで、表現の発

信地としての徳島を目指していく。

　参加者は公募とし、年齢、プロ・アマなどはすべて不問。

美術、写真、工芸等の「展示部門」と音楽、朗読、ダンス

等の「パフォーマンス部門」を設ける。事前審査や予選は

行わず、参加予定人数を上回る応募があった場合は抽選

によって参加者を決定する。参加した作品や上演に対し

ては審査を行う。

2　主催 

文化庁、徳島県民文化祭開催委員会、徳島県立近代美術

館

3　募集と参加者

（1）募集期間　　平成21年9月半ば～10月31日

（2）参加者　

「展示部門」　39組（2組辞退で37組）

「パフォーマンス部門」　18組

　年齢は中・高生から80歳代までにわたり、また、すでに

実績のある方から、今回が初めての発表となる方まで、非

常に幅広い層からの参加者が集まった。ジャンルについ

ても、「展示部門」では美術、工芸、書道、現代美術等、「パ

フォーマンス部門」では、音楽（クラシック、ポピュラー）、

ダンス、朗読、人形劇等、いずれも多岐にわたった。

4　会期・会場

（1）「展示部門」　　　

平 成22年1月19日[火]～24日[日] 9:30から17:00（24日 は

16:30まで）

徳島県立近代美術館ギャラリー（1F）および展示室3（2F）
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感じさせた。チャレンジ性も将来性も充分感じられた。 

7　効果及び成果

　アンケートの回収率は入場者の約10％を数え、その内

容も、次回の開催を望む声や、自分も参加してみたい等、

おおむね好意的なものが多かった。美術館をより身近に

感じてもらい、これまでに来館しなかった層にもアピール

する絶好の機会となった。また、参加者が単に県民であ

るというだけではなく、展示作業やリハーサル等で、参加

者同士の交流や相互に協力する場面も見られ、県民参加

を一層促進することもできた。

　美術館が会場であったことから、パフォーマンス部門で

は、建物の特性を生かしたものや、様々な芸術のジャンル

とのコラボレーションを目指したもの、また通常の上演で

は試すことが難しい新たな領域への試みなど、単純な上

演にとどまらない意欲的な取り組みが目立った。展示部

門でも、従来の公募展や結社のグループ展とは異なった

方向性で取り組んだ例も見られた。

　さらには、事前審査のないミニ個展あるいはミニコン

サートの集合体という形式であることから、制限が少なく、

より自由度の高い発表が可能となる場として、県内にで

も他に例の少ない特徴的な取り組みとなった。

　受賞者は比較的若手の方となったが、ベテランの方の

秘めたチャレンジについても、審査員から評価の声があり、

表現活動に関わる多くの人々にとって、大きな刺激と

なった。

8　今後の課題及び問題点

　徳島発の表現活動を発見・支援するという趣旨の事業

としては、単発で終わることなく継続性が重要であるが、

予算措置やスタッフの不足などが、継続に当たっての第

一の課題である。

　また、アンケートの意見のなかには、「レベルの差が激し

い」、「チャレンジ性という審査基準がわかりにくい」と

いったものもあり、事業の趣旨のさらなる周知と、審査基

準の明確化、審査方法の改善などが懸案となる。さらに

は、この事業に参加した後の活動場所の発掘など、どの

ような支援を継続して行くことができるかという点も大

きな課題である。

　　三ヶ田浩　（ボランティアグループ「ビボラボ」副代表）

（3）受賞者・受賞作品 

「展示部門」

・グランプリ

　ささきようすけ〈 いつもひとり 〉 2006～2008年　写 真/ア

クリル水彩

　受賞理由：独自の作品世界を確立しており、膨大な点

数に圧倒される。描くことが生活の一部になっているか

のようなユニークな独創性が顕著であり、チャレンジとく

しま芸術祭の展示部門グランプリにふさわしいと評価さ

れた。 

・審査員特別賞

　河村鉄平 〈camouflage〉 2006年　シルクスクリーン・顔

料、酸性染料、絹

　受賞理由：ベースは工芸（染色）であるが、現代アートと

しても通用するものがあった。静謐で端正なたたずまいの

作風の中にチャレンジ精神が如実に認められた。 

・審査員特別賞

　吉田英司〈私は誰れ…あなたは誰れ…〉2010年　複合

アート・紙、ポスターカラー、電球、ペットボトル、水、土、布、

鏡、ねんど等

　受賞理由：一見稚拙と思われるほど、生々しく、むき出

しに表現と向きあっている。のびやかさと一生懸命さが

みられ、そのチャレンジ精神が審査会で評価された。 

「パフォーマンス部門」

・グランプリ

　Dance Group X over（ダンスグル ー プ　クロスオ ーバー）

　メンバー：桧彩香、久保佳絵、安達瑛香、八木ひかり、

佐久間唯

　「It's show time～party night～」　振付：桧彩香

　受賞理由：大変よく趣向がこらされ、ダンス・パフォー

マンスに対する努力と工夫、高いチャレンジ精神が明確

にみられた。また、会場の使い方も非常にたくみだった。

文句なく最高得点によるグランプリ受賞だった。 

・審査員特別賞

　ユーゴウ団

　朗読者：岡崎好恵、サックス：大西由記（徳永佳子）、コ

ントラバス：与那覇吉哉、打楽器：宮崎里沙

　「蜘蛛の糸」　原作：芥川龍之介　音楽：与那覇吉哉

　受賞理由：朗読・音楽ともに完成度が高く、しっかりと

大地に足をつけたパフォーマンスだった。朗読の導入部

やバックに流れる音楽がよく効果を出しており、才能を
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4

女性現代アーティスト交流展

秋元珠江 － うつろいのなかに

ちらし：A4判

パンフレット：A4判（三つ折り 6ページ）

�入館者数

　1,242人

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「女性現代アーティスト紹介 あすから秋元珠江展 徳島」

『産経新聞』平成22年1月21日

「幻想的 現代アートの世界」『徳島新聞』平成22年1月22

日

「不思議な色変化 巨大寒天ゼリー 徳島 秋元珠江さん写

真展」『読売新聞』平成22年1月23日

「鳴潮」『徳島新聞』平成22年1月27日

フォーカス徳島　四国放送　平成22年1月26日

�事業部会メンバー

　諏訪公子（徳島県女性協議会会長）

　瀬尾規子（NPO法人協働プランニングNIMS 《ナイムス》

理事長）

　八村有希子（地域支援ネットそよ風）

　岩田美穂（徳島県男女共同参画交流センター　フレアと

くしま　係長）

　吉崎礼子（徳島県立近代美術館　館長）

　安達一樹（徳島県立近代美術館　専門学芸員）

　吉原美惠子（徳島県立近代美術館　専門学芸員）

�会期と時間

　平成22年1月22日[金]-1月30日[土]

　10:00-18:00（最終日は、16:00まで）

�会場

　徳島県立男女共同参画交流センター 「フレアとくしま」

　2F 展示ギャラリーほか

�休館日

　火曜日

�視点

　秋元珠江（1971年生まれ）は、シャボンの泡の表面に映

り込む見慣れた風景を留めたり、ゼリーなどを用いて、事

象の変化などを切り取ったりし、常に変化して止まない

私たちの日常を取り巻く世界を作品を通じて見つめ直

し、身近な素材とアートによる、しなやかな気づきを促し

てきた。

　本展は、徳島県立近代美術館の企画により、フレアと

くしまを会場に、県内の多数の女性団体の助力を得て開

催された。良質な作品に加えて、関連事業も新作の映像

作品の初上映や、作品と関わりの深い材料を用いたワー

クショップ、学芸員によるレクチャーを行い、多方面から

のアプローチによって、現代美術へのストレスのないアプ

ローチを意図した。

�主催

文化庁

徳島県民文化祭開催委員会

徳島県立男女共同参画交流センター 

徳島県立近代美術館

�企画協力

　MAQUIARTO

�観覧料

　無料

�関連事業

・新作ビデオ作品「ひとつのそら」上映

　1月23日[土]、1月24日[日]、*1月30日[土]10:00-18:00

　*最終日は、16:00まで。レクチャー時、上映休止。

　＊4-1-3その他の事業に関連した催しの項を参照。

�印刷物

ポスター：特大（1,466×923mm）B2判、B2判縦長1/2サ

イズ
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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2009-Ⅱ 

展示室1・218名
18名 
11名
19名

安達一樹（専門学芸員）徳島のコレクション2009-Ⅱ
展示解説

平成2１年4月29日［水・祝］
平成21年5月30日［土］
平成21年6月28日［日］
平成21年7月11日［土］
14:00-14:45

（2）徳島のコレクション2009-Ⅲ
展示室1・23名

16名
16名

森芳功（専門学芸員）徳島のコレクション2009-Ⅲ
展示解説

平成21年8月9日［日］
平成21年8月30日［日］
平成21年9月27日［日］
14:00-14:45

展示室1130名ピアノ・板東浩（医師・音楽療法士）、
ホルン・錦織悠（ホルン奏者）、詩の朗
読・竹内紘子（児童文学者、詩人）、司
会・朗読・大島あゆみ（フリーアナウン
サー）

音楽と詩のコンサート「人と風景をめ
ぐって」
－美術を楽しむ・わたくし流

平成21年10月12日［月・祝］
14:00-14:30

（3）徳島のコレクション2009-Ⅳ
展示室1・227名

57名
吉原美恵子（専門学芸員）徳島のコレクション2009-Ⅳ

展示解説
平成22年11月1日［日］
平成22年12月6日［日］
14:00-14:45

（4）徳島のコレクション2010-Ⅰ
展示室1・25名

7名
森芳功（専門学芸員）徳島のコレクション2010-Ⅰ

展示解説
平成22年2月11日［木・祝］
平成22年3月7日［日］
14:00-14:45

展示室143名河南堂珍元斎（講談師）謎の講談師・河南堂珍元斎
－美術を楽しむ・わたくし流

平成21年3月21日［日・祝］
14:00-14:40
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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）「ヨーロッパ・ポスター芸術の開花」展

展示室336名
43名
29名

友井伸一（専門学芸員） ヨーロッパ・ポスター芸術の開花
展示解説

平成21年5月3日［日］
平成21年5月24日[日］
平成21年6月14日［日］
14:00-15:00

（2）おもろいやつら展-人間像で見る関西の美術
展示室321名

20名
吉川神津夫（専門学芸員）おもろいやつら展

展示解説
平成21年7月19日［日］
平成21年8月23日［日］
14:00-15:00

展示室338名
38名

植松奎二・大島成己（出品作家）
福岡道雄・宮�豊治（出品作家）

おもろいやつら展
ギャラリートーク

平成21年7月20日［月・祝］
平成21年7月26日［日］
14:00-15:30

展示室366名おかけんた（アート愛好家／漫才師）おもろいやつら展
トークショー

平成21年8月2日［日］
14:00-15:00

（3）「美術の国徳島Ⅱ　谷口薫美、山下菊二兄弟　故郷のイメージを描く」展

展示室331名
21名
21名

江川佳秀（学芸課長）谷口薫美、山下菊二兄弟
展示解説

平成21年9月13日［日］
平成21年9月20日［日］
平成21年9月23日［日］
14:00-15:00

展示室386名阿波木偶箱廻しを復活する会展覧会オープン記念
「三番叟まわし」「箱廻し」

平成21年9月6日［日］
14:00-

（4）明治・大正・昭和　100年の名画　国立美術館名作選
展示室374名

45名
18名

仲田耕三（専門学芸員）明治・大正・昭和 100年の名画
展示解説

平成21年11月8日［日］
平成21年11月22日［日］
平成21年11月28日［土］
14:00-15:00

講座室65名山野英嗣
（京都国立近代美術館主任研究員）

講演会「国立美術館のコレクシ ョ ンにつ
いて」

平成21年10月25日［日］
14:00-15:30 

3　その他の事業に関連した催し

 文化庁「地域文化芸術振興プラン」の事業に関連した催し。

場所参加者講師行事名開催日時

（1）PICASSO × de FESTA 2009

屋外ポスター
展会場（シンボ
ル広場）

30名山田正彦、池上貴文（愛知）、棚瀬伸司
（岐阜）、中山典科（NDC Graphics・
神奈川）、木川隆志、藤本孝明（徳島）、
新居篤志（コピーライター）、竹内利夫
（当館学芸員）、司会：飛田久美子（ゼ
ロ・ゴ・ゼロ編集長）

屋外ポスター展「ピカソ de さかそ！」
座談会
「ピカソ de はなそ！特別編」

平成21年11月7日［日］
15:00-15:30

徳島県立近代
美術館ロビー

16名新居篤志（コピーライター）、竹内利
夫（専門学芸員）

ワークショップ
「ピカソ de はなそ！」

平成20年11月8日［日］
15:00-16:30

（2）「秋元珠江－うつろいのなかに」展

フレアとくしま
研修室1

50名秋元珠江（出品作家）作家によるワークショップ
「うつろうゼリーを作ろう」

平成22年1月23日［土］
13:00-16:00

フレアとくしま
　ときわホール

52名吉原美恵子（専門学芸員）学芸員によるレクチャー
「ときのきらめき－秋元珠江」

平成22年1月30日［土］
14:00-15:00
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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」

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

展示室38名
19名
6名 
15名
11名
18名
11名
18名 

森芳功（専門学芸員）
竹内利夫（専門学芸員）
福原輝実（文化推進員）
河村鉄平（文化推進員）

ヨーロッパ・ポスター芸術の開花
徳島のコレクション2009-Ⅱ
おもろいやつら展
谷口薫美、山下菊二兄弟
徳島のコレクション2009‐Ⅲ
明治・大正・昭和 100年の名画
徳島のコレクション2009‐Ⅳ
徳島のコレクション2010‐Ⅰ

平成21年6月6日［土］
平成21年7月11日［土］
平成21年8月29日［土］
平成21年9月26日［土］
平成21年10月17日［土］
平成21年11月28日［土］
平成21年12月19日［土］
平成22年2月13日［土］
14:00-14:45

＊関連記事等
竹内利夫「『とくしま近美　こども鑑賞クラブ』にようこそ　地域からの発信61」「初等教育資料」5月号・第847号　文部科学省教育
課程課・幼児教育課　平成21年5月15日
「県立近代美術館　クイズを通じ芸術に親しむ　こども鑑賞クラブ開催」「徳島新聞」　平成21年6月7日

5　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

一般16名所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

安達一樹
（専門学芸員）

平成21年4月18日[土]
13:05-13:50

第一旅行

一般21名特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

友井伸一
（専門学芸員）

平成21年6月10日[水]
10:15-11:30

コミュニティカレッジ徳島

一般10名特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

友井伸一
（専門学芸員）

平成21年6月11日[木]
14:30-15:00

美馬市文化協会

一般48名所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅲ」を鑑賞。

森芳功
（専門学芸員）

平成21年10月20日[火]
11:00-11:40

三田市ガラス工芸館（三田
ガラスクリエイターズ・兵庫）

一般26名特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三
（専門学芸員）

平成21年11月5日[木]
13:00-14:30

はぁもにぃ倉敷（美術鑑賞
講座「美術館めぐり」受講
生・岡山）

一般16名特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三
（専門学芸員）

平成21年11月19日[木]
12:50-14:30

はぁもにぃ倉敷（美術鑑賞
講座「美術館めぐり」受講
生・岡山）

一般21名特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三
（専門学芸員）

平成21年11月19日[木]
14:00-15:00

芸西村　文化協会

一般36名特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三
（専門学芸員）

平成21年12月2日[水]
13:40-15:10

NHK松山文化センター

6　アート鑑賞家族探検隊

 文化庁「地域文化振興プラン」として開催。

参加者展覧会名講師開催日時団体名

一般36名特別展「谷口薫美、山下菊二兄
弟」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2009-Ⅲ」を鑑賞。

江川佳秀（学芸
課長）

平成21年9月15日[火]
10:30-14:50

三好市（辻を中心とした皆
さん）

児童42名
引率教員4名

特別展「谷口薫美、山下菊二兄
弟」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2009-Ⅲ」を鑑賞。

江川佳秀（学芸課
長）、森芳功、竹内
利夫（専門学芸
員）

平成21年10月1日[木]
10:00-14:15

三好市立辻小学校
5、6学年

生徒42名
引率教員4名

特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

安達一樹、吉原美
惠子（専門学芸
員）

平成21年11月4日[水]
10:25-12:00

つるぎ町立半田中学校
1学年
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参加者展覧会名講師開催日時団体名

児童・生徒7名
引率教員8名

特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三、吉原美
惠子（専門学芸員）

平成21年11月5日[木]
9:30-11:00

美波町立阿部小学校
3-6学年、
美波町立由岐中学校阿部
分校　1学年

児童12名
引率教員5名

特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三、森芳功、
吉原美惠子（専門
学芸員）

平成21年11月6日[金]
10:05-12:05

美馬市立清水小学校
1-5学年

生徒63名
引率教員9名

特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三、吉原美
惠子（専門学芸員）

平成21年11月25日[水]
9:50-12:05

美波町立日和佐中学校
1、3学年

生徒　19名
引率教員　7名

特別展「国立美術館名作選」、所
蔵作品展「徳島のコレクシ ョ ン
2009-Ⅳ」を鑑賞。

仲田耕三、吉原美
惠子（専門学芸員）

平成21年11月26日[木]
10:15-11:40

美波町立由岐中学校
1学年

7　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21年8月4日［火］-8月8日［土］の5日間

�学校名及び人数

　四国大学　　　　　7名

　鳴門教育大学　　　5名

　愛媛大学　　　　　2名

　高知大学　　　　　2名

　神戸女子大学　　　1名

　関西学院大学　　　1名

　　　　　　　　計　18名
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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

参加者講師内容開催日時学校名

児童21名
引率教員2名

森芳功（専門学芸員）所蔵作品展を見学。展示室2では、観察し
た実感から鑑賞をすすめる練習を行う。展
示室１では、「しーがる・た」の手法で、見つ
けたものや感想を交流。個々の発表につな
げた。同校は、平成21年度徳島県小学校図
画工作教育研究大会の会場校の一つ。

平成21年6月9日［火］
10:00-12:00

吉野川市立森
山小学校
6学年

1

児童118名
引率教員4名

山木朝彦（鳴門教育大
学教授）、安達一樹、森
芳功（専門学芸員）

鳴門教育大学教授と学芸員による講師3
人の持ち味を生かして、クラスごとに所蔵
作品展を案内。作品から物語を想像させ
たり、子どもたちに問いかけた質問から鑑
賞を深めさせたりするなど、対話をまじえ
た支援を行った。

平成21年7月15日［水］
13:15-14:25

鳴門教育大学
附属小学校
3学年

2

学生26名
引率教員3名

吉川神津夫（専門学芸
員）

版画研究室の研修旅行。特別展「おもろい
やつら-人間像で見る関西の美術」を案内
し、作品が生み出された時代背景、版画技
法の話などの解説を行った。

平成21年8月5日［水］
9:35-10:55

京都嵯峨美術
大学 版画研究
室
1-4学年、OB

3

生徒5名
引率教員1名

森芳功（専門学芸員）職場体験実習（10月）の事前打ち合わせに
来館した中学生を、所蔵作品展と特別展
「おもろいやつら」に案内。質問に答えたり、
鑑賞の仕方や楽しみ方について話したり
した。

平成21年8月21日［金］
11:00-12:00

徳島市南部中
学校
3学年

4

学生27名
引率教員1名

江川佳秀(学芸課長)実際の作品を通して、作品の形状、大きさ、
画材の質感などを観察することを目的と
した。参加者全員が、各自１点ずつ、気づ
いた点や感心した点を発表。それぞれコメ
ントを加えた。

平成21年11月21日［土］
14:00-16:40

徳島大学　「美
術概論」受講生
3、4学年

5

学生30名
引率教員1名

森芳功（専門学芸員）施設見学と展覧会案内。一階ロビーから出
発し、トラックヤード、機械室、倉庫、燻蒸
室、収蔵庫など、施設の見学を行った。所
蔵作品展、特別展「明治・大正・昭和 100年
の名画 国立美術館名作選」も見学した。

平成21年11月27日［金］
13:45-16:00

阿南工業高等
専門学校　建
設システム工学
科
5学年

6

児童22名
引率教員1名

森芳功、吉原美惠子（専
門学芸員）

同校の3年生が毎年行っている授業。文化
の森各館を見学した子どもたちが、よりく
わしく知りたい館を選び再び訪問した。講
座室で、子どもたちが用意した質問に答え
るとともに、機械室や収蔵庫などの施設見
学、展示室で作品鑑賞も行いながら、知り
たいことを学んでいった。

平成22年1月8日［金］
10:00-11:05

徳島市八万南
小学校
3学年

7

児童19名
引率教員3名

宮本浩子（佐那河内小
学校教諭）、森芳功（専
門学芸員）

所蔵作品展の展示室1では、「しーがる・た」
の手法により、見つけたものや感想を交流。
担任の先生と事前に打ち合わせをし、導
入時のモデルを準備。当日は、子どもたち
が「読み札」を交換し当てっこをして楽し
む。展示室2では、徳島ゆかり作家について
学習。

平成22年2月24日［水］
9:35-11:00

佐那河内村立
佐那河内小学
校
3学年

8

計　児童・生徒・学生　268名　教員　16名／合計　284名

   図工、美術、総合的学習の時間など小学校・中学校・高等学校による作品鑑賞や見学では、学芸員が講師

をつとめたり、学校側と共同でプログラムを作成したりしている。

   大学の授業でも連携がはかれるよう努めている。

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団体鑑賞の鑑賞支援活動を行っている。 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)　学芸員等が鑑賞支援活動を行った団体鑑賞

参加者展覧会名講師開催日時学校名

生徒40名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成21年4月23日［木］
13:00-13:30

さぬき市立天王中学校
（香川）
2学年

1

生徒108名
引率教員7名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、安達一樹（専
門学芸員）

平成21年4月23日［木］
10:00-10:30
11:00-11:30

さぬき市立長尾中学校
（香川）
2学年

2

児童96名
引率教員8名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、安達一樹、友
井伸一（専門学芸員）

平成21年5月1日［金］
9:55-12:00

勝浦町立生比奈小学校
1-5学年

3

児童33名
引率教員2名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成21年5月8日［金］
9:50-10:35

阿南市立橘小学校
5学年

4

児童97名
引率教員5名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

福原輝実（文化推進
員）

平成21年5月14日［木］
9:30-12:30

徳島市沖洲小学校
6学年

5

児童116名
引率教員4名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、安達一樹、友
井伸一（専門学芸員）

平成21年5月14日［木］
10:00-12:00

徳島市八万小学校
5学年

6

児童33名
引率教員2名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成21年5月14日［木］
10:30-11:00

阿南市立今津小学校
3学年

7

児童18名
引率教員2名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成21年5月14日［木］
11:10-11:40

阿南市立新野小学校
3学年

8

児童94名
引率教員10名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、吉川神津夫、
竹内利夫（専門学芸
員）

平成21年5月15日［金］
10:35-11:35
13:05-14:00

美馬市立重清東小学校
1-4、6学年

9

児童137名
引率教員9名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功、安達一樹、友
井伸一（専門学芸員）

平成21年5月19日［火］
10:00-12:00

鳴門市堀江北小学校
1-3、5、6学年

10

児童32名
引率教員6名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成21年5月19日［火］
12:55-14:10

吉野川市立森山小学校
3、4学年

11

児童33名
引率教員4名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

安達一樹、友井伸一
（専門学芸員）

平成21年5月29日［金］
9:30-10:35

徳島市新町小学校
6学年

12

児童52名
引率教員3名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

安達一樹、友井伸一
（専門学芸員）

平成21年5月29日［金］
10:45-12:10

徳島市川内南小学校
6学年

13

児童23名
引率教員5名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、
所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅱ」を鑑賞。

友井伸一（専門学芸
員）

平成21年5月29日［金］
13:10-13:45

美馬市立宮内小学校
3-6学年

14

児童4名
引率教員1名

特別展「おもろいやつら」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2009-
Ⅲ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成21年8月2日［日］
13:00-14:00

愛媛県立川之江高等学校
科学部
1、3学年

15

生徒42名
引率教員3名

特別展「美術の国徳島Ⅱ」、所蔵
作 品 展「徳 島 のコレクション
2009-Ⅲ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成21年9月30日［水］
10:40-11:30

高知県立高知追手前高校
（高知）
1学年

16

児童74名
引率教員6名

特別展「美術の国徳島Ⅱ」、所蔵
作 品 展「徳 島 のコレクション
2009-Ⅲ」を鑑賞。

森芳功、竹内利夫（専
門学芸員）、福原輝実
（文化推進員）

平成21年9月30日［水］
11:05-11:50

阿南市立見能林小学校
1学年

17

児童100名
引率教員10名

特別展「美術の国徳島Ⅱ」、所蔵
作 品 展「徳 島 のコレクション
2009-Ⅲ」を鑑賞。

江川佳秀(学芸課長)、
森芳功、竹内利夫（専
門学芸員）、福原輝実
（文化推進員）

平成21年10月7日［水］
9:40-11:05

吉野川市立上浦小学校
1-6学年

18

児童49名
引率教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅲ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）平成21年10月16日［金］
11:00-11:30

阿波市立久勝小学校
5学年

19

児童74名
引率教員5名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅲ」を鑑賞。

濱口由美（鳴門市板
東小学校教諭）、竹内
利夫（専門学芸員）

平成21年10月23日［金］
9:50-11:45

鳴門市板東小学校
3学年

20

園児116名
引率教員10名

特別展「国立美術館名作選」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功、吉原美惠子
（専門学芸員）

平成21年11月17日［火］
10:25-11:45

阿波市立土成中央幼稚園
4、5才児

21
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　平成21年度は、取り組みやすい鑑賞の方法を体験することで鑑賞に親しみを感じてもらう授業や、調査研

究の成果を学校のカリキュラムとつなげて分かりやすくお話しする授業、特別支援学級で制作と鑑賞をつな

げる授業等を行った。

3　学校の授業等による講師派遣（出前授業）

参加者展覧会名講師開催日時学校名

児童57名
引率教員3名

特別展「国立美術館名作選」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅳ」を鑑賞。

森芳功（専門学芸員）、
福原輝実（文化推進
員）

平成21年11月18日［水］
9:30-10:45

徳島市大松小学校
4学年

22

児童111名
引率教員4名

特別展「国立美術館名作選」、所
蔵作品展「徳島のコレクション
2009-Ⅳ」を鑑賞。

吉原美惠子（専門学
芸員）、福原輝実（文
化推進員）

平成21年12月1日［火］
9:30-11:30

徳島市八万南小学校
3学年

23

計　園児・児童・生徒・学生　1539名　教員　115名  /  合計　1654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315名
引率教員18名

所蔵作品展「徳島のコレクション2009-Ⅱ」を鑑
賞。

平成21年4月24日［金］
11:15-13:40

香川県立高松高等学校（香川）
3学年

1

児童50名
引率教員8名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2009-Ⅱ」を鑑賞。

平成21年5月15日［金］
11:15-11:30

徳島市大松小学校
6学年

2

生徒85名
引率教員7名

特別展「ヨーロッパ・ポスター展」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2009-Ⅱ」を鑑賞。

平成21年5月15日［金］
11:20-11:30

徳島市上八万中学校
2学年

3

生徒17名所蔵作品展「徳島のコレクション2009-Ⅱ」を鑑
賞。

平成21年6月26日［金］
10:00-15:00

徳島県立科学技術高等学校
2学年

4

学生35名
引率教員2名

所蔵作品展「徳島のコレクション2009-Ⅲ」を鑑
賞。

平成21年9月16日［水］
13:05-14:00

花園大学　文学科・史学科（京
都）
3学年

5

児童77名
引率教員15名

特別展「美術の国徳島Ⅱ」、所蔵作品展「徳島の
コレクション2009-Ⅲ」を鑑賞。

平成21年10月7日［水］
12:40-13:40

淡路市立多賀小学校（兵庫）
5学年

6

生徒18名
引率教員2名

特別展「美術の国徳島Ⅱ」、所蔵作品展「徳島の
コレクション2009-Ⅲ」を鑑賞。

平成21年10月9日［金］
9:50-11:20

徳島市南部中学校（美術部）
1、2学年

7

園児5名
引率教員9名

所蔵作品展「徳島のコレクション2009-Ⅲ」を鑑
賞。

平成21年10月23日［金］
11:10-11:25

小松島療育センター
3-6才児

8

園児67名
引率教員7名

特別展「国立美術館名作選」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

平成21年11月13日［金］
11:10-11:25

鳴門市板東幼稚園9

児童25名
引率教員3名

特別展「国立美術館名作選」、所蔵作品展「徳島
のコレクション2009-Ⅳ」を鑑賞。

平成21年11月18日［水］
10:35-11:05

小松島市立小松島小学校
6学年

10

園児8名
引率教員4名

所蔵作品展「徳島のコレクション2010-Ⅰ」を鑑
賞。

平成22年2月25日［木］
11:00-11:15

徳島市一宮幼稚園
4、5才児

11

計　園児・児童・生徒　702名　教員　75名 /  合計　777名

＊文化庁『地域文化振興プラン』アート鑑賞家族探検隊を利用した学校による見学は4-1-6を参照。学芸員が鑑賞支援を行った
（児童・生徒185名　教員37名　合計222名）

参加者講師内容開催日時学校名

生徒54名
教員5名

森芳功（専門学芸員）「作品鑑賞の仕方と楽しさについて」と題
した授業。パワーポイントの画像を見なが
ら、気になったこと知っていることから観
察を進め、感想を形づくる鑑賞方法が体
験できるようにした。個々の生徒が、よい
と思った作品を選んだり意見を述べたり
するなど、感想の多様性を評価する流れ。
１時限50分間の授業２コマ。

平成21年5月27日［水］
13:30-15:20

鳴門市鳴門中学
校
1学年

1

森芳功（専門学芸員）平成21年5月27日［水］
13:30-15:20

鳴門市鳴門中学
校
1学年

2

学生6名
教官1名

森芳功（専門学芸員）「美術科教育研究法演習」（山木朝彦教
授）の「美術館の教育普及活動と鑑賞用
ワークシートの開発の実際」という授業の
なかで、当館が作成している各種シートに
ついて説明。学生の質問に答えた。

平成21年6月9日［火］
13:00-14:30

鳴門教育大学
大学院　院生

3
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参加者講師内容開催日時学校名

児童98名
教員5名
保護者8名

森芳功（専門学芸員）パワーポイントの画像を見ながら行う鑑
賞の授業。作品の画像から気になったも
のを発見し、知っているものから推理を進
めたり、画面から想像を広げたりする鑑賞
の方法を体験できるようにした。クイズや
感想の「当てっこ」など、遊びの要素も取
り入れて進行。1時限45分の授業を3コ
マ行った。

平成21年6月17日［水］
9:30-10:15

藍住町立藍住南
小学校
6学年

4

森芳功（専門学芸員）平成21年6月17日［水］
10:40-11:25

藍住町立藍住南
小学校
6学年

5

森芳功（専門学芸員）平成21年6月17日［水］
11:35-12:20

藍住町立藍住南
小学校
6学年

6

児童49名
教員4名

森芳功（専門学芸員）同校出身の画家・林雲谿を、前年度に引
き続いて取り上げた。「林雲谿さんと龍の
絵」と題したパワーポイントの画像を見な
がら、授業をすすめた。藤井寺（吉野川市）
にある林雲谿の天井画〈雲龍の図〉につい
ての説明や、龍の絵の種類や意味、「龍の
描き方」（李時珍が言う9種類の動物に似
るという特徴）などを、クイズを交えてお
話しした。同校の龍を題材とした制作単
元の一コマ。

平成21年11月2日［月］
9:35-10:20

吉野川市立森山
小学校
6学年

7

森芳功（専門学芸員）平成21年11月2日［月］
10:50-11:35

吉野川市立森山
小学校
5学年

8

児童6名
引率教員
3名

川田真紀、安部浩子、多田
誠志（徳島市川内南小学校
教諭）、竹内利夫（専門学芸
員）

特別支援学級の授業「ぼく・わたしの秋を
うつそう」のサポート。鑑賞シート「大久保
英治さんとメぢからスコープ！」所収の、
草木などによる造形遊びと撮影の活動が
できるように支援した。内容はチーム・
ティーチングのごく一部を担ったものだが、
当館から初めての特別支援学級への出前
授業を経験することができた。

平成21年11月15日［日］
9:00-12:00

徳島市川内南小
学校
1-4学年

9

児童41名
引率教員
3名

南早苗（日和佐小学校教
頭）、上藤憲市、横手裕一
（日和佐小学校教諭）、竹内
利夫（専門学芸員）

4年版画制作のガイダンス。版表現の魅力
を知り、創作への意欲が高まるようにする
ことが目標。パワーポイントによる簡潔な
版のイメージ化と、版の実物を触ることで、
版を実感させた。加えて作家の特徴を画
面に示し、試行錯誤から納得が生まれる
ことに関心を向けさせた。竹内は初めて
制作の授業の支援を担当する経験となっ
た。

平成22年2月1日［月］
10:40-11:25

美波町立日和佐
小学校
4学年

10

計　児童・生徒　254名　教員・他　29名  /  合計　283名

4　中高生の職場体験・ 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・ 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、安達一樹、竹内利夫（専
門学芸員）、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、鑑賞授業モニ
ター、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2009-Ⅱ」の鑑賞、普及行
事作業、など。

①平成21年7月8日［水］
9:00-15:30

徳島市八万中学校
3学年

1

江川佳秀（学芸課長）、 森芳功、
安達一樹、 吉川神津夫（専門学
芸員）、 北本友美、鎌田真由（文
化推進員）

（2日目）図書整理作業、資料整理
作業、山下菊二遺品整理作業、な
ど。

②平成21年7月9日［木］
9:00-15:30

森芳功、吉川神津夫、竹内利夫
（専門学芸員）、 北本友美、鎌田
真由、福原輝実、河村鉄平（文化
推進員）

（3日目）図書整理作業、普及行事
作業、レポート作成、など。

③平成21年7月10日［金］
9:00-15:30

生徒5名森芳功、吉原美惠子、竹内利夫
（専門学芸員）

（1日目）ガイダンス、 施設見学、作
品貸出し作業実習、所蔵作品展
準備、鑑賞授業モニター、など。

①平成21年10月6日［火］
9:00-15:30

徳島市南部中学校
3学年

2

江川佳秀（学芸課長） 、 森芳功、安
達一樹、吉川神津夫（専門学芸
員） 、 河村鉄平、 鎌田真由、 浜名央
（文化推進員）

（2日目）図書整理作業、 学校鑑賞
の見学、普及行事作業、資料整理、
など。

②平成21年10月7日［水］
9:00-15:30
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参加者講師内容開催日時学校名

生徒2名江川佳秀（学芸課長）、 森芳功、吉
原美惠子、竹内利夫（専門学芸
員）、河村鉄平（文化推進員）、田
中真治郎、眞鍋春江（臨時補助
員）

ガイダンス、美術館とデザインに
ついて、展示解説の見学、こども
鑑賞クラブ準備、収蔵庫資料整
理作業、作品状態実習、など。

平成21年11月25日［水］
9:00-16:00　　　　

徳島県立科学技術
高等学校総合デザ
インコース
2学年

3

生徒4名江川佳秀（学芸課長）、 森芳功、吉
原美惠子、竹内利夫（専門学芸
員）、河村鉄平（文化推進員）、田
中真治郎（臨時補助員）

ガイダンス、美術館とデザインに
ついて、展示解説の見学、こども
鑑賞クラブ準備、収蔵庫資料整
理作業、作品状態実習、など。

平成21年11月26日［木］
9:00-16:00　　　　

徳島県立科学技術
高等学校総合デザ
インコース
2学年

4

計　７日間　生徒　15名　/　合計　15名

5　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13名展示室1、2、
講座室

森芳功、 竹内利夫（専
門学芸員）

当館の鑑賞支援活動について、
模擬授業的な要素を含めて説明
（森「たのしい作品鑑賞の仕方に
ついて　近代美術館での経験か
ら」）。展示室では、作品クイズや
「しーがる・た」の手法による鑑賞
活動、質問を手がかりにして意見
を深める活動等も行った（竹内）。

平成21年7月4日［木］
10:00-12:20

子どもの造形を考
える会研修会

1

教員25名アトリエ2、
展示室1、2、
3

森芳功、 竹内利夫（専
門学芸員）

講義「美術館における教育普及
活動について」（森「たのしくなる
鑑賞支援とは？」）。演習「美術館
における中学生への鑑賞プログ
ラム」（竹内　「しーがる・た」の手
法による鑑賞交流の体験など）。
協議「美術館と中学校をどのよう
に接続させるか」（森、竹内）。

平成21年7月29日［水］
13:00-17:30

京都市　平成21年
度（中・総）美 術 科
夏期研修講座　　
京都市総合教育セ
ンター

2

教員18名鳴門市板
東小学校

濱口由美（鳴門市板東
小学校教諭）、森芳功、
竹内利夫（専門学芸員）

「鑑賞シート8」の内容と実践を
紹介（濱口）。シートで取り上げた
作家・大久保英治について、パ
ワーポイントを使って説明（森）。
発展的活動として、校庭で造形
遊びを体験。制作した作品を撮
影し名前をつけて展示。合評会
も行った。

平成21年8月1日［土］
9:30-14:00

第6回鑑賞シート
活用授業研究会

3

学芸員・
教 員
165名

国立新美
術館

竹内利夫（専門学芸員）事例紹介枠で、「鑑賞の基本の力
を拓きたい－学芸員にできるこ
と、教師にできること」と題して
パワーポイントにより話した。学
校教育のペースに寄り添う美術
館のあり方を当館の実践を元に
紹介。

平成21年8月4日［火］
14:20-15:00

平成21年度　美術
館を活用した鑑賞
教育の充実のため
の指導者研修

4

教員8名アトリエ2、
展示室1、2、
3

森芳功、吉川神津夫、竹
内利夫（専門学芸員）

当館の鑑賞支援について模擬授
業的要素を含めて説明（森「近代
美術館の学校連携活動のご紹介
とたのしい作品鑑賞の仕方」）と
所蔵作品展の案内。特別展「おも
ろいやつら－人間像で見る関西
の美術」の展示解説（吉川）。

平成21年8月5日［水］
10:30-14:00

美馬郡小学校図画
工作部会夏期研修
会

5

教員40名アトリエ2、
展示室3

山田芳明（鳴門教育大
学准教授）、吉川神津夫
（専門学芸員）

山田芳明鳴門教育大学准教授に
よる教材研究の講義と実習。そ
の後、特別展「おもろいやつら－
人間像で見る関西の美術」を見
学。吉川が展示解説を行った。

平成21年8月11日［火］
15:30-16:30

徳島市・名東郡小
学校図画工作部会
研修会

6

教員25名講座室、ア
トリエ2、
展示室1

森芳功、竹内利夫（専
門学芸員）

講義・協議「学校と美術館の連携
について」（森）、演習「『鑑賞シー
ト』を使用した模擬授業」（森、竹
内）、演習「『鑑賞遊び』を楽しみ、
支援方法を体験」（竹内）、「鑑賞
プログラム作成」（森、竹内） 、 演習・
協議「相互に体験し、意見交換」
（森、竹内）。

平成21年8月19日［水］
9:50-15:50

平成21年度初任者
研修　社会・自然体
験（郷土を知る）研修
徳島県立総合教育
センター

7
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参加者場所講師内容開催日時研修会名

教員11名講座室、展
示 室1、2、
3

仲田耕三、 森芳功（専門
学芸員）

当館の鑑賞支援活動について模
擬授業的な要素を含めて説明
（森「近代美術館の学校連携活動
のご紹介とたのしい作品鑑賞の
仕方」）。特別展「明治・大正・昭和
100年の名画 国立美術館名作
選」の展示解説（仲田）。

平成21年8月19日［水］
15:30-16:45

佐那河内村立佐那
河内小学校校内研
修会

8

教員15名アトリエ2、
展示室1、2

濱口由美（鳴門市板東
小学校教諭）、 岩井友香
（徳島市千松小学校教
諭）、森芳功、竹内利夫
（専門学芸員）

実践発表「シーガルシートから大
久保シートへ」（岩井）、各学校に
おける、鑑賞シートを使った授業
実践の報告。展示室では、「美術
館教材発掘探検　美術館で授
業」（濱口、竹内）。6つのグループ
がそれぞれ授業案をつくり、作品
の前で短く模擬授業を行った。

平成22年1月9日［土］
9:30-12:30

第7回鑑賞シート
活用授業研究会

9

計　320名

＊関連記事等
「事例紹介」『平成21年度　美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修』独立行政法人国立美術館　平成22年3月29日

6　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、 特別支援学校教員、 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59回　平成21年5月23日〔土〕　14:00-17:30

　第60回　平成21年6月20日〔土〕　13:30-17:00

　第61回　平成21年7月18日〔土〕　13:30-17:00

　第62回　平成21年9月5日〔土〕　14:00-17:00

　第63回　平成21年10月18日〔日〕　14:00-18:00

　第64回　平成21年11月21日〔土〕　13:30-17:00

　第65回　平成21年12月20日〔日〕　13:30-17:00

　第66回　平成22年2月7日〔土〕　14:00-18:00

　第67回　平成22年3月7日〔土〕　13:30-17:00

�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（鳴門市板東小学校教

諭）、 山本敏子（徳島市加茂名南小学校教諭）、 小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校教諭）、 亀井幸子

（徳島県立板野養護学校教諭）、 仲田耕三、 森芳功、 竹内利夫（専門学芸員）

(2)　作成したワークシート

　・鑑賞シートno.9　「日本の美術　屏風のなかのお話」　A4判横4ページ　カラー印刷　平成22年3月

発行
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(3)　研究発表等（プロジェクトや当館と関わる研究発表等）

　・濱口由美「27の鑑賞プロセスを生み出す授業の創造－「鑑賞遊び」の授業構造の視点から－」『美

育文化』第59巻第9号　財団法人美育文化協会　平成21年9月

　・濱口由美「鑑賞活動を活かした卒業記念制作－「美術館の仲間たち」のｗｅｂページをつくろう」

『教育美術』第70巻9号・通巻807号　財団法人教育美術振興会　平成21年9月

　・「夏の美術館はたくさんの研修会で賑わいます（美術をたのしむ、 美術館をたのしむ　その19）」

『徳島エコノミージャーナル』第359号　ブレーンバンク　平成21年9月

　・『第50回徳島県図画工作教育研究大会研究紀要』（DVD版）　吉野川市立上浦小学校・森山小学

校職員一同　平成21年11月

　・奥村高明「図画工作・美術科における学校と美術館の連携」（特集「一歩進める博学連携－現状と

課題－」）「博物館研究」第45巻第1号・通巻499号　財団法人日本博物館協会　平成21年12月

　・山木朝彦、 直井崇、 小浜かおり、 福田遼子、 青木成実「パワーポイントを活用したパッケージ型鑑賞教

育教材の開発と授業実践」美術科教育学会仙台大会　せんだいメディアテーク　平成22年3月27日

（口答発表）

　＊当館学芸員の研究発表は、7-2 「研究成果の公表」の項を参照。

(4)　鑑賞シート活用授業研究会　 ＊4-2-5「教員研修会などへの講師派遣」を参照

　・第6回研究会 平成21年8月1日  

　・第7回研究会 平成22年1月9日

7　展覧会ごとの「子どものワークシート」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、

個人で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。

　・「ヨーロッパ・ポスター展」ワークシート　A3判面刷二カ所折り　簡易印刷　平成21年4月発行

　・「所蔵作品展2009-Ⅱ」ワークシート　A4判両面刷二カ所折り　簡易印刷　平成21年4月発行

　・「おもろいやつら」ワークシート　A3判用紙を半分に切り両面刷二カ所折り　簡易印刷　平成21年7

月発行

　・「所蔵作品展2009-Ⅲ」ワークシート　A4判両面刷二カ所折り　簡易印刷　平成21年7月発行

　・「美術の国徳島Ⅱ」ワークシート　B4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成21年9月発行

　・「明治・大正・昭和　100年の名画」ワークシート　B4判両面刷二カ所折り　簡易印刷　平成21年

10月発行

　・「所蔵作品展2009-Ⅳ」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成21年10月発行

　・「所蔵作品展2010-Ⅰ」ワークシート　A4判横両面刷　簡易印刷　平成22年1月発行

8　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」（1回）、特別展のポス



77

ター・チラシ（4回）、美術館ニュース（4回）、所蔵作品展パンフレット（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215校、中学校88校）、高等学校・県立学校51校

　　直接送付（小学校3校、中学校5校）　計362校　＊分校も1校として数えている

(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209校、中学校89校、高等学校・県立学校など51校　　計349（593冊）
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　これまでは、 所蔵作品展に関連して、 ボランティア参加型事業「美術館で遊び隊」を企画・実施してきたが、

本年度は、「ビボラボ」が会員を対象に実施していた研修を、 一般にも公開するという形で2回行った。

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、 開かれた美術館に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

74名9名陶芸用の土を使った「土笛」作りや、河原の石に
ペイントするオリジナルのお地蔵さん作りを行っ
た。
＊参加対象はどなたでも。幼児は保護者同伴。

平成21年 8月16日[日]
10:00～12:00
（受付11:30）
13:00～15:00
（受付14:30）
アトリエ2

ビボラボ公開研修①「土
笛は歌う、お地蔵さんは
踊る」

1

9名12名季節の絵手紙つくりを行う。絵が苦手でもスタ
ンプ、はり絵など用いて制作する。
＊参加対象はどなたでも。幼児は保護者同伴。

平成22年3月22日[日] 
10:00～14:00
（受付13:30）
アトリエ2

ビボラボ公開研修②「美
術館から春のお便り大作
戦！」

2

計83名計21名

＊参加無料。

（1）　「ビボラボ公開研修」の開催

（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。

（3）　活動紹介と作品展の開催

　平成21年度に引き続き、 徳島県民文化祭の実行委員会と近代美術館との共催事業「ボランティアグルー

プ「ビボラボ」活動紹介と作品展」を開催した。

�関連記事等

「ビボラボ公開研修①」四国放送ニュース（昼）　平成21年8月16日

「徳島・近代美術館ビボラボの活動紹介」『徳島新聞』（四国版）平成21年10月17日

「絵画や陶芸など個性豊かな50点」『徳島新聞』平成21年10月18日

とくしまアートカルチャー　徳島中央テレビ　平成21年11月2、 7、 8、 9、 14日

入場者数内容日時イベント名

253名ビボラボの今までの活動を紹介する新聞記事等、
及び、会員11名より出品された、絵画、写真、
陶芸など57点の作品を展示した。また、参加者
が遊ぶことのできる体験コーナーも設けた。

平成20年10月17日［土］
～18［日］
9：00～17：00
ギャラリー

第12回県民文化祭共催事業　
ボランティアグループ「ビボラボ」 活動紹
介とアート作品展2009

1
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�参考

　「ビボラボの概要」

1　会員

　　随時募集している。 正会員15名、 賛助会員18名。（21年度末）

2　活動内容（「ビボラボ」の活動に関する規約　より）

　【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21年度の活動概要

　「ビボラボ公開研修」の開催（2回）、 総会、 イベント準備、 各種打ち合わせ等、 作品展開催、 研修旅行（直

島）などを行った。（26回、 ボランティア参加人数のべ175名）

4-4　社会教育、生涯教育への講師派遣

参加者数対象開催日時会場講師講座名・展覧会名

30名一般平成21年7月12日［日］
13:30-15:00

徳島県男女共同参画交
流センター
「フレアとくしま」

吉原美惠子
（専門学芸員）

「『女だから』と言われてもいい」1

34名一般平成21年10月31日［土］
13:30-15:00

柿衞文庫
（兵庫県伊丹市）

森芳功
（専門学芸員）

「芭蕉－新しみは俳諧の花」連続講座
作品を語る　芭蕉を語る
（発表と座談会の進行　1回目）

2

31名一般平成21年11月7日［土］
13:30-15:00

柿衞文庫
（兵庫県伊丹市）

森芳功
（専門学芸員）

「芭蕉－新しみは俳諧の花」連続講座
作品を語る　芭蕉を語る
（発表と座談会の進行　2回目）

3

計95名
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資料収集保存事業

5

5-1　平成21年度新収蔵作品・資料

平成21年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他12点（寄贈12点）、日本画20点（寄贈20点）、彫刻・立

体4点（購入1点、寄贈3点）、水彩画1点（寄贈1点）、素描1点（寄贈1点）の計38点（購入2点、寄贈36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彫刻・立体樹脂、布
160.0×40.0×21.0

1999年繰り返される模様津田亜紀子

1水彩水彩　紙
26.5×35.0

大正-昭和初期倫敦テームス河　議事堂の夕三宅克己

�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　キャンバス　
45.3×33.2

1920年代少女石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
80.1×52.9

1920年代裸婦石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
80.5×65.1

1929年薔薇石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
44.5×37.5

1932年作品第六石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
130.0×193.0

1942年山石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
50.0×65.0

1940年代前半灯台のある風景石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
72.9×61.0

不詳椿石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
72.7×60.5

不詳草木文様（A）石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
73.0×60.7

不詳草木文様（B）石丸一

1油彩画他油彩　キャンバス　
112.5×162.0

1974年盲の聖者たち中西勝
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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油彩画他アクリル絵具、金属
箔、膠他
162.1×97.0

1991年桜火谷川泰宏

1油彩画他油彩　キャンバス　
60.8×50.0

不詳母サワヱの像山下菊二

1日本画紙本着色
31.2×31.2

明治後期杓子の葉広島晃甫

1日本画絹本着色
95.4×40.2

大正～昭和初期牡丹広島晃甫

1日本画絹本着色
121.6×35.6

1947-51年頃紅白梅広島晃甫

1日本画絹本着色
109.5×152.5

1950年秋圃広島晃甫

1日本画絹本着色
126.2×27.6

1951年菊花図広島晃甫

1日本画絹本着色
111.9×42.4

昭和期紅葉之図広島晃甫

1日本画絹本着色
120.1×36.0

昭和期翡翠広島晃甫

1日本画絹本着色
116.5×40.9

大正期牡丹幸田春耕

1日本画紙本着色
89.6×36.3

昭和初期蓮池幸田春耕

1日本画紙本着色
221.5×154.4

1958年向日葵幸田春耕

1日本画紙本着色
148.5×104.6

1959年象幸田暁冶

1日本画紙本着色
151.7×170.0

1961年鳥（冠鳥）幸田暁冶

1日本画紙本着色
157.0×217.8

1964年猿幸田暁冶

1日本画紙本着色
130.5×94.2

1965年リズム1幸田暁冶

1日本画紙本着色
181.8×130.1

1970年花売り幸田暁冶

1日本画紙本着色
148.3×209.3

1970年らくだ幸田暁冶

1日本画紙本着色
197.1×151.8

1973年菊童女幸田暁冶

1日本画紙本着色
159.3×127.5

1975年クロス幸田暁冶

1日本画紙本着色
117.2×90.8

1975年踊り子幸田暁冶

1日本画岩彩　キャンバス　
116.5×91.3

1997年望郷大森運夫

1彫刻・立体大理石、黒御影石
0.0×33.0×20.0

1979年作品GR・49橋本省

1彫刻・立体赤トラバーチン
54.0×52.0×20.0

1982年再会の門橋本省

1彫刻・立体赤トラバーチン、黒
御影石
40.0×60.0×64.0

1995年とりで（カササギの城）橋本省

1素描鉛筆　紙
36.0×30.0

1943年バー・モウ　ビルマ総理伊原宇三郎
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5-2　所蔵作品・資料の現状

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年度昭和60年－
平成元年度

寄贈購入寄贈購入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

82386112191204511630641841493国内油
彩
画
他

12223119国外

8239613219120245118309418514112小計

811412373113241027国内
日
本
画
国外

811412373113241027小計

213121124210416113国内彫
刻
・
立
体

13211122国外

2231231325310516135小計

342212521657465913国内
水
彩
画

1国外

342212521657465914小計

1134562411581190912国内
素
描 1国外

1134562411581190913小計

49117国内写
真
・
映
像

21国外

493117小計

494223781413142301510412752825国内
版
画 94934291236913469国外

13945123418141314259228173140521,294小計

977855193814113415664299国内二
次
資
料

1321681438298国外

19778551931114313172256502597小計

2国内
そ
の
他

1国外

21小計

217397181,144281,023661117146311652216102121358109931,369国内

計 1053372635119571453811国外

218397711,144651,023661117346371687217297192358562932,180小計
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平成22年3月末現在

計
小　計平成21年度平成20年度平成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

他管理換寄贈購入寄贈購入他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

3912419117612911816331219136121

32322

4232419120812911816331219138121

16925539120716142511421234

16925539120716142511421234

1881033145311381

371361212

2251034181311211581

3845920312211133811

11

3855920312311133811

52819028355115498121711

221

53019028357115498121811

78177317

663

84183320

1,56414321,131134171325521168

71157064101

2,27514371,83713417132546211681

3,5252563,0893782749014162408389

911911

4,4362563,0891,2892749014162408389

22

221

4221

6,82923654,2872,175362222511112733277419682355021440229207

1,70261,696512281

8,53123654,2933,871362222511112733277424802355221440237208

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25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23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

平成23年3月31日まで油彩画他117.0×91.2油彩　キャンバス1930年風景一原五常
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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　　福島県立美術館長

○河崎　良行　　徳島大学名誉教授

　古川　一郎　　古川病院副院長

　坂田千代子　　（株）あわわ代表取締役社長

　坂野美恵子　　四国大学教授

　潮江　宏三　　京都市立芸術大学教授

　三木　哲夫　　独立行政法人国立美術館　国立新美術館特任研究員

　安永　幸一　　福岡アジア美術館顧問

�開催　平成22年1月15日　第32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22年1月14日

5-5　作品修復

平成21年度の修復作品は、油彩画他9点、日本画4点。計13点。

主な処置作品名作者名作品No.分野

洗浄、補彩、防黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。少女石丸　一1100388油彩画他

洗浄、変形修正、破損部接着、耳補強、欠損部の充填
整形、補彩、防黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

裸婦石丸　一1100389

浮き上がり接着、洗浄、変形修正、耳補強、欠損部の
充填整形、補彩、防黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

薔薇石丸　一1100390

浮き上がり接着、洗浄、変形修正、欠損部の充填整形、
補彩、防黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

作品第六石丸　一1100391

浮き上がり接着、洗浄、破損部接着、欠損部の充填整
形、補彩、防黴・殺菌、ワニス塗布。木枠新調。額縁修
理。

山石丸　一1100392

浮き上がり接着、洗浄、変形修正、耳補強、欠損部の
充填整形、補彩、防黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

灯台のある風景石丸　一1100393

浮き上がり接着、洗浄、欠損部の充填整形、補彩、防
黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

椿石丸　一1100394

浮き上がり接着、洗浄、欠損部の充填整形、補彩、防
黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

草木文様A石丸　一1100395

浮き上がり接着、洗浄、欠損部の充填整形、補彩、防
黴・殺菌、ワニス塗布。額縁新調。

草木文様B石丸　一1100396

浮き上がり接着、燻蒸。作品パネル新調。鳥（冠鳥）幸田暁冶1110163日本画
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下地修復、洗浄、浮き上がり接着、燻蒸秋圃広島晃甫1110153日本画

浮き上がり接着、補彩、燻蒸紅葉之図広島晃甫1110154

浮き上がり接着、補彩、燻蒸紅白梅広島晃甫1110157
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6-1　広報用印刷物

（展覧会関連事業のものは、展覧会事業の項に記載）

広　報　活　動

6

・名称と形状

2009年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（70号）：Ａ4版8ページ

　特集　おもろいやつら　吉川神津夫

　特集　美術の国徳島Ⅱ　江川佳秀

　所蔵作品展　徳島のコレクション2009－Ⅲ

　所蔵作品紹介　＜九十九里浜Ⅱ＞大森運夫　森芳功

美術館ニュース（71号）：Ａ4版8ページ

　特集　明治・大正・昭和 100年の名画 国立美術館名作選　仲田耕三

　所蔵作品展　徳島のコレクション2009－Ⅳ

　お知らせ　2010年度、文化の森総合公園は開園20周年を迎えます。

　所蔵作品紹介　＜ポートレート（Andrea Knobloch）＞トーマス・ルフ　吉原美惠子

美術館ニュース（72号）：Ａ4版8ページ

　展覧会コラム　「所蔵作品展」のこと　森芳功

　所蔵作品展　徳島のコレクション2010－Ⅰ 蔵出し

　レポート　多彩なイベントを展開中　竹内利夫／友井伸一／森芳功／吉原美惠子

　所蔵作品紹介　＜オバケ＞速水史朗　吉原美惠子

美術館ニュース（73号）：Ａ4版8ページ
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　特集　堀内誠一　旅と絵本とデザインと　友井伸一

　所蔵作品展　徳島のコレクション2010－Ⅱ

　20周年の秋に向けて　文化の森開演20周年記念事業紹介　吉川神津夫

　教育担当からのレポート　美術館の外に協力者を求めて　竹内利夫

　所蔵作品紹介　＜繰り返される模様＞津田亜紀子　吉原美惠子

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）　ブログ型コンテンツに「PICASSO × de FESTA 2009」、「私の名品ベスト1を選ぼう！」を加え充実させ

た。「フリースペース　チャレンジとくしま芸術祭」サイトを設け、公募や報告などの情報を提供した。「鑑

賞シートのごあんない」サイトをリニューアルし教員が利用しやすいようにした。

　　　　　　　（2）　「活動報告」に年報、研究紀要の公開を開始。基礎データの公表について充実を図った。

6-3　サテライトギャラリー

　県立中央・三好・海部の3病院のほか、県庁1階の県民サービスセンター、 県庁11階の展望ロビー、西部総合

県民局とあわせて6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21年度の会員数は

47名。 年間9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回程度）所蔵作品展出品リスト（年4回）、文化の森から（各号）など。
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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

　調査研究事業を組織的、継続的に推進するため、「研究報告会」を開催している。21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、経過を随時研究報告会で報

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21年5月12日

　21年度の「共同研究テーマ」と「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21年10月8日

（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「両大戦間のフランスで刊行された邦字逐次刊行物」

吉川神津夫「菊畑茂久馬作〈闘牛士（1958年）〉について」

第3回　平成21年11月11日

（個別研究テーマに関する発表）

安達一樹「橋本省研究」

友井伸一「パブロ・ピカソ〈流砂〉について」

竹内利夫「教員との協同実践について」
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第4回　平成21年12月2日

（個別研究テーマに関する発表）

仲田耕三「守住勇魚所蔵作品に関する基礎データ作成」

森芳功「「感動」と発達段階を視点とした鑑賞支援のあり方について」

吉原美惠子「鈴江栄治研究」

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

には調査が比較的調った部分を「近代徳島の美術家列伝-明治から第二次大戦まで」として公表した。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、徳島県内で徳島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。

　将来的には特別展の開催も視野に入れて、学芸員が分担して資料の発掘、作品の所在調査、作家の履歴

調査にあたった。

収蔵作家資料の作成

　本館では、 開館以来作家や作家遺族、 美術関係者などから、作品だけでなく遺品や旧蔵書の寄贈を受け入

れてきた。作家、作品研究の重要な手がかりとなる資料群である。その中でも財団法人原菊太郎基金から寄

贈を受けた原菊太郎旧蔵書に関しては、平成7年度に資料集として『特別集書目録Ⅰ原菊太郎文庫』を作成、

刊行した。現在、これに引き続く資料集を作成するため、遺品や旧蔵書の整理を進めているところである。

　平成21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継続した。また、寄贈に向けて、

画家山下菊二の旧蔵書や遺品類の整理に着手した。平成22年度は、三木氏寄贈図書および山下旧蔵書や遺

品類の整理を終えることを目標に作業を進めていく。

収蔵作品の再調査

　当館の収蔵作品・資料は、1984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、収蔵点数も

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。

2　個別研究

江川佳秀「両大戦間のフランスで刊行された邦字逐次刊行物」

　戦前期にフランスに滞在した在留邦人は、 現地の日本人社会に向けてさまざまな日本語新聞、 雑誌を刊

行している。 特に1920年代、30年代は刊行が相次いだ。 いずれも在留邦人の消息を事細かに伝え、日本の近

代美術だけでなく、 この時代の日欧文化交流を考える上で貴重な史料となっている。
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　これら新聞、雑誌は、しばしば関係者の回想録や、各種研究書で言及されている。 早くは蛯原八郎氏が『海

外邦字新聞雑誌史 付海外邦人外字新聞雑誌史』（學而書院 昭和11年1月）で、そのひとつ『巴里週報』刊行の

経緯を紹介している。また平成21年6月には、部分的ではあるが『巴里週報』が柏書房から翻刻された。しか

しこれら新聞、雑誌を通史的に扱った研究はなく、各新聞、雑誌が刊行された背景や前後関係なども不明な

部分が多い。

　本研究は、本館がこれまでに収集してきたこれら新聞、雑誌の調査を兼ね、1920年代、30年代のフランス

における 日本語新聞、 雑誌の変遷を明らかにしようとするものである。 21年度は本館所蔵品をはじめ、国内に

残る『巴里週報』『巴里ツウリスト』『巴里藝術通信』『GASSP』『日仏通信』を調査し、それぞれの刊行時期や刊

行者、 掲載記事の傾向など、 基礎的なデータを研究会で報告した。 今後は海外に残る史料にも調査の対象

を広げ、 より正確な報告をおこないたい。

仲田耕三「守住勇魚所蔵作品基礎データ作成」

　守住勇魚（1854-1927）は、阿波藩の御用絵師で帝室技芸員にもなった守住貫魚の次男として生まれたが、

1875（明治8）年に上京。 東京麹町平河町の国沢新九郎の私塾彰技堂において画学を修め、1876年11月に我

が国最初の官立美術学校として設立された工部美術学校に入学。初期洋画のパイオニアの一人として知ら

れている。

　守住家の資料は、1971年に一括して徳島県博物館に寄贈され、現在は徳島県立博物館で保管されていて

る。当館設立にあたり、守住家資料の守住勇魚の作品、遺品などの一部が保管転換されたが未整理となって

おり、 本館所蔵の守住勇魚の資料を再調査するとともに、 基礎データを整備しようとするものである。 成果

は、館蔵作品・資料のデータベースに反映させるとともに、平成22年度中に刊行予定の『徳島県立近代美術館

研究紀要 第12号』に発表予定である。

森芳功「「感動」と発達段階を視点とした鑑賞支援のあり方について」

　当館では、子ども向けの普及事業や学校教育との連携活動のなかで鑑賞支援の経験を蓄積してきた。その

成果を共有化するには、方法論を分かりやすくまとめる努力とともに理論的な整理も求められる。本発表で

は、後者の作業として、2つの視点から鑑賞支援のあり方を考えようとした。

　一つは、鑑賞活動における「感動」のはたらきに注目し、鑑賞者が主体的に関わることのできる支援のあり

方を検討すること。もう一つは、主に4～5歳児から小学校高学年にいたる発達過程・発達段階において、鑑賞

の現れ方がどのように変化するのかを整理することである。この二つの点を視点としてもつことで、鑑賞支援

を行うときの支援方法と目標が定めやすくなることを指摘した。

　なお、「感動」に関わる部分は、「美術鑑賞における「感動」と鑑賞支援への視点－試論的な整理の試み－」

（『美術教育学』第31号、美術科教育学会、平成22年3月）としてまとめた。鑑賞における発達過程・発達段階

については同誌第30号で公表。

安達一樹「橋本省について」

　県出身の彫刻家・橋本省から自作の寄贈申し出があり、その受贈の可否を判断するために、橋本の制作の

展開及び位置づけについて調査を行った。

　橋本省は、1931年に鳴門市に生まれ、東京芸術大学を卒業後、行動美術協会に所属して作品を発表する

と共に公募の野外彫刻展に出品、受賞歴のある彫刻家である。各地での記念碑の制作も数多く行っている。

長く埼玉県に在住していたが、2008年に帰郷している。

　調査により、橋本の作品は、大きく分けると各部の集合体構成のものと記念碑的なものの二つに分けるこ

とができ、今回申し出のあった作品〈作品GR・49〉〈とりで（カササギの城）〉については、前者の展開を示す好

例、〈再会の門〉については後者の代表的作品であると位置づけられた。
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「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」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、引き続き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続いてい

る。 若手は、大学を卒業し徳島に戻って活動を始めた者、教職に就きながら制作を継続する者、一部に制作

活動に進展の見られる者なども散見され、今後を期待させる内容の個展やグループ展の開催もみられたが、

県内の美術シーンを支えるまでには至っていない。

友井伸一「パブロ・ピカソ〈流砂〉について」

　当館の所蔵作品である、ピカソの〈流砂〉（1966年刊）は、シュルレアリスムの詩人ピエール・ルヴェルディの

詩にピカソが銅版画による10点の挿絵を付けた詩画集である。画家とモデルをテーマとして多数の連作を展

開していたピカソ晩年の時期に当たる。

　作品の保存上の観点から、マスキングテープで接着された状態の額装を一時的に解除した。テープを除去

し、状態を点検した後、挿絵本の本来の状態に一度戻して、ページ順に記録写真を撮影した。その後、裏ふ

たを中性の素材の板に交換して、再額装を行った。今後、編纂の経緯などの文献的な調査もあわせて、調査

を進めているところである。

吉原美惠子「鈴江栄治について」

　鈴江栄治は、1950年、徳島県に生まれた。 学生時代から詩作に励み、1982年に私家版の詩集「礫」を97年

には詩集「地の花」（書肆山田）を世に問うた。1998年より、文化庁からフランスに派遣され、以後、7年ほど

フランスに住み、詩作（思索）と制作の日々を送る。鈴江の渡仏は、所蔵作家でもある松谷武判の助力なくし

てはあり得ず、以後も親交を保っている。滞仏中の1999年には、ヘイターの工房で、ビュランの作品を制作

している。その成果の一部は、ポンピドゥーセンターのカンディンスキー図書資料室に収蔵作品として残され

ている。帰国後、2006年のサイギャラリーの個展を開催し、2007年からは毎年、徳島市内のstudio � s にて個

展を開催している。極めて静かに制作を続けてきた異色の作家で、モチーフがそぎ落とされてゆく平面作品

や平面と連動して制作、発表される詩、素材の趣の異なる立体作品などを引き続き、調査してゆきたい。

吉川神津夫「菊畑茂久馬作〈闘牛士（1958年）〉について」

　福岡市の個人宅で見つかった菊畑茂久馬作〈闘牛士〉についての調査を行った。 この作品は1958年の作で

ある。額裏の書き込み、間に挟み込まれていた新聞紙の日付（『朝日新聞』昭和33年5月22日）から制作年は

間違いないと考えられる。 この時期は菊畑の九州派在籍時にあたるが、現存する作品は非常に少なく、この

ドローイングは貴重な作例と言える。 この作品の菊畑の中での位置づけや他の作家からの影響関係につい

ては踏査は今後の課題としたい。

竹内利夫「教師との協同実践についての論考」

　前年度に美術科教育学会の西地区研究会と学会発表を行い、学校との連携実践について発言したが、美

術館なりの教育アプローチに無関心な人が予想以上に多い印象を受けた。そこで、分業ではなくいかに学び

を「分担」しているか、さらに主張する必要を感じた。

　国立美術館「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修」の事例紹介、京都市中学校美術部

会の研修、徳島県教育委員会の初任者研修、などの場で、学びへの貢献を具体的にアピールした。異なる立
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場同士で実践を共有する難しさを痛感する一方、強い反応も一部に見受けられ手応えを得た。

3　研究紀要

　平成20年度までは毎年度末に紀要を刊行し、当該年度の研究成果を収録することを恒例としていた。しか

し、これでは研究の終了から紀要の刊行までの期間が極端に短く、かつ年度末の諸業務とも重なるため、原

稿の推敲に充分な時間をとることが難しい。そのため21年度は刊行を見送り、今後は年度半ばを目処に刊

行する紀要に前年度の成果を収録することで、より内容の充実に努めることとした。

7-2　研究成果の公表

1　展覧会図録、著書

友井伸一（編著）『特別展 宮城県美術館・三浦コレクションによる　ヨーロッパ・ポスター芸術の開花　アー

ル・ヌーヴォーから20世紀初頭まで』徳島県立近代美術館　平成21年4月

吉川神津夫（編著）『特別展 おもろいやつら－人間像で見る関西の美術』徳島県立近代美術館　平成21年7月

江川佳秀、竹内利夫（共編著）『特別展 美術の国徳島Ⅱ 谷口董美、 山下菊二兄弟 故郷のイメージを描く』徳島

県立近代美術館　平成21年9月

吉原美惠子（編著）『秋元珠江 － うつろいのなかに』徳島県立近代美術館　平成22年3月

江川佳秀「満洲国美術展覧会をめぐって」『昭和期美術展覧会の研究. 戦前篇』国立文化財機構東京文化財

研究所 平成21年4月

江川佳秀「関東州における展覧会制度」『豊田市美術館紀要 第3号』豊田市美術館 平成22年3月

森芳功「芭蕉から近代・現代の美術へ－受け継がれたものと「新しみ」について」『柿衞文庫開館25周年記念特

別展　芭蕉－新しみは俳諧の花』図録　財団法人柿　衞文庫、平成21年10月

森芳功「美術鑑賞における「感動」と鑑賞支援への視点－試論的な整理の試み－」『美術教育学』第31号　美

術科教育学会　平成22年3月

2　学術論文

江川佳秀「伊原宇三郎」「中原淳一」『今、伝えたい　徳島・先人の言葉たち展』図録、徳島県立文学書道館、

平成21年12月

仲田耕三「"あい"ランドARTギャラリー 吹田文明〈花咲く日No.2〉」『いのち輝く』第61号（平成21年5月号） 

とくしま"あい"ランド推進協議会

仲田耕三「ARTGALLRY パウル・クレー〈子供と伯母〉」『ライト&ライフ』第586号（平成21年10月号）四国電

力株式会社

仲田耕三「ARTGALLRY エミール=アントワーヌ・ブールデル〈アポロンの頭、台座付〉」　『ライト&ライフ』第

588号（平成21年12月号）四国電力株式会社

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ　その14－その25」『徳島エコノミージャーナル』第354号－365

3　批評、報告、解説等
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号　ブレーンバンク　平成21年4月－平成22年3月

森芳功「2008年美連協大賞「奨励賞」 京都画壇に咲いた夢-幸田春耕、暁冶父子と京都・徳島の日本画家た

ち」『美連協ニュース』第102号、美術館連絡協議会、平成21年5月

森芳功「哀しさを幸福に置き替える－日本画家・幸田暁冶」『視覚の現場－四季の綻び』第2号、醍醐書房、平

成21年8月

森芳功「芭蕉と現代の作家たち」『柿衞文庫開館25周年記念特別展　芭蕉－新しみは俳諧の花』図録、財団

法人柿衞文庫、平成21年10月

森芳功「三宅克己」『今、伝えたい　徳島・先人の言葉たち展』図録、徳島県立文学書道館、平成21年12月

安達一樹「『布、謳う』によせて」『小栗加代子作品集 布、謳う』私家版 平成21年4月

安達一樹「北から南からmuseum32　徳島県立近代美術館」『新美術新聞』平成21年6月11日

安達一樹「招待席〝美しい〟生活」『徳島県手工芸家協会会報〈つくる〉』第42号（平成21年7月）

安達一樹「マルタ／フィンガーペインティング」『日本文教出版Webサイト高校教科書×美術館』No.2　平成

21年8月

安達一樹「とくしま出版録　八木和彦『郷愁』」『徳島新聞』平成21年9月14日（朝刊）

安達一樹「美術展評 平成21年4月～平成22年2月」『徳島新聞』平成21年5月16日、6月16日、7月18日、8月17

日、9月16日、10月21日、11月19日、12月16日、平成22年1月18日、2月16日、3月16日（朝刊）（11回連載）

安達一樹「県内回顧2009　美術」『徳島新聞』平成21年12月24日（朝刊）

竹内利夫「『とくしま近美　こども鑑賞クラブ』にようこそ　地域からの発信61」「初等教育資料」第847号（平

成21年5月号）文部科学省教育課程課・幼児教育課

竹内利夫『PICASSO x De FESTA 2009（ピカソ・デ・フェスタ2009）サイト』平成21年10月

4　口頭発表、講演等

江川佳秀「満洲における美術運動」企画展「近代の東アジアイメージ-日本近代美術はどうアジアを描いてき

たか」記念シンポジウム 平成21年11月7日 主催・会場:豊田市美術館

竹内利夫「鑑賞の基本の力を拓きたい－学芸員にできること、教師にできること－」『平成21年度 美術館を活

用した鑑賞教育の充実のための指導者研修』平成21年8月4日 主催:独立行政法人国立美術館 会場:国立新

美術館
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7-3　文献資料の整備

合計平成21
年度

平成20
年度

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

4,61611310510023812757203189123109861673141142109410280671,498520図書・図録
（日本語）

3,4221839474824607773565125969839154193196339472831,315図書・図録
（外国語）

10,59625311479133288209161124852685025844448009322,3063,935
雑誌バッ
クナンバー
（日本語）

1,637000821121091559001523005256701,14966
雑誌バック
ナンバー
（外国語）

1413004754131223290021423227その他（件）

20,4121591471485193611652953664501883693775144737668787681,2901,0485,2685,863合 計
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8-1　組織及び職員一覧（平成21年度）

管　理　運　営

8

館　　　長　吉崎　礼子

副　館　長　村澤　良一

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
　　　　　　吉原美惠子
　　　　　　吉川神津夫
　　　　　　竹内　利夫

協　議　会

委員　森　　眞美
　　　小林　正則
　　　近藤　辰夫
　　　西田　威汎
　　　平木　美鶴
　　　橋本　正弘
　　　原田　寛子

　　　　　Gehrtz  三隅  友子
　　　敷島のり子
　　　遊道　久代

（県立21世紀館 副館長 本務）

（平成22年3月31日現在）

臨時補助員　佐藤　寛子

文化推進員　福原　輝実
　　　　　　水ノ上美香
　　　　　　井関　直子
　　　　　　鎌田　真由
　　　　　　河村　鉄平
　　　　　　浜　　名央
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8-2　美術館協議会

1　委員

2　開催

　平成21年 9月18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
川内南小学校長

森　　眞美

学 校 教 育
徳島県中学校教育研究会  美術部会長
海南中学校長

小林　正則

徳島県高等学校教育研究会  美術部会長
名西高等学校長

近藤　辰夫

鳴門教育大学　学校教育学部 教授西田　威汎

社 会 教 育
徳島大学大学院　ソシオ・アーツ・アン
ド・サイエンス研究部　教授

平木　美鶴

徳島県美術家協会 理事橋本　正弘

四国大学生活科学部 教授原田　寛子

学識経験者

徳島大学　国際センター 教授Gehrtz　　
三隅　友子

ポスターギャラリー実行委員会 会長
（徳島文理大学事務局勤務）

敷島のり子

TV番組・CM・PV制作会社　PROJECT-Ｃ
アナウンス・ディレクター

遊道　久代

（平成22年3月31日現在）

�会期　平成21年12月1日[火]-12月6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、文化の森振興総局、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～

　　　作品 アニメ「金太郎　心のちからもち」、作品 「えびす舞に思いをのせて」

�入館者数　展示　342名　ビデオ上映　88名
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8-4　入館者数

1　平成21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

59221,2895031094913484951204月

144273,8882,628228976149214405月

61251,5241,202158402183111646月

3424814470961303231193727月

64261,6651,16340910293106558月

62261,6221,328731252103564419月

67271,8111,1648540984024656010月

183254,5703,849159500131913124511月

60241,4441,130811111342847412月

261641715275231469132971月

107242,5592,3393520155494932月

197265,1335,02413120496563月

9229226,73620,9521,5212,836501321303516556817合計

（単位：人）

2　平成21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

95504,730765410976146812683631142231551,612ヨーロッパ・ポスター
芸術の開花

58382,21863351351918034274950718おもろいやつら

67332,2186231244038102882935236650谷口董美、山下菊二
兄弟

185387,0431,35122861114641,98013511507562,460国立美術館名品選

10215916,2093,3721,2751,9953715112,716234342673102975,440合　　　計

（単位：人）

3　平成21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

36,12259202,5596828,5334,271190112116789818講座等参加者

34,04826,4777,141430共催事業

15,1207141,7081,1122,9024,0402553,107479383420貸館事業

（単位：人）

4　平成21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

128,23515,12034,04836,12216,20926,736



99

8-5　社会的活動、非常勤講師の受諾等

江川佳秀

　徳島大学総合科学部非常勤講師（美術概論）（平成21年4月1日-平成22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21年4月1日-平成22年3月31日）

　四国大学生活科学部非常勤講師（美術概論）（平成21年10月1日-平成22年3月31日）

森芳功

　柿衞文庫開館25周年記念特別展「芭蕉－新しみは俳諧の花」展の企画および図録編集、同展関連事業「み

んなで展覧会に参加しよう－芭蕉とともにつくる」（平成21年度文化庁美術館・歴史博物館活動基盤整備

支援事業）への協力　財団法人柿衞文庫　平成20年10月13日－21年11月23日

　「阿波の先人を通じたふるさと学習プログラムの開発」（平成21年度文化庁美術館・博物館活動基盤整備

支援事業）への協力、徳島県立博物館　平成21年6月20日－22年3月15日

安達一樹

　第61回広島県展審査員（平成21年6月9日）

　第65回青美展審査員（平成21年9月10日）

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

石橋財団ブリヂス
トン美術館

安井曾太郎の肖像画21.10.19～22.1.251点宇佐美氏像安井曾太郎

金沢21世紀美術館
未完の横尾忠則－君
のものは僕のもの、僕
のものは僕のもの

21.7.14～21.11.14

1点よだれ

横尾忠則 1点お堀

1点カミソリ

8-6　受賞等

美連協大賞奨励賞（美術館表彰）

美術館連絡協議会・読売新聞社 平成21年5月1日

受賞展覧会:特別展「京都画壇に咲いた夢－幸田春耕、暁冶父子と京都・徳島の日本画家たち」徳島県立近

代美術館 平成20年10月25日（土）-12月7日（日）

関連記事

　「県立近代美術館　江戸期の和紙／虫原料絵の具　絵支える画材収集」『讀賣新聞（徳島版）』平成22年2

月14日
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4　版画

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

相生森林美術館
棟方志功　板画の世
界展21.10.16～21.12.6

1点

版画集〈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）〉 5. フィリポ　
邊梨保の柵

棟方志功 1点

版画集〈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）〉 6. バルトロマイ
　波流戸呂舞の柵

1点

版画集〈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）〉 9. アルバヨの子
ヤコブ　或婆夜の子　
屋仔舞の柵

3　彫刻

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

MOA美術館アフリカの美21.7.2～21.9.171点女性立像
アルベルト・ジャコメッ
ティ 茨城県近代美術

館
眼 をとじて－“見 るこ
と”の現在21.10.22～21.12.221点女性立像

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

東京都美術館
（上野公園）

日本の美術館名品展

21.4.17～21.7.181点鳩のようにマックス・エルンスト

21.4.18～21.7.181点ドラ・マールの肖像パブロ・ピカソ

21.4.17～21.7.181点父はは山下菊二

渋谷区立松濤美
術館

没後90年　村山槐多
－ガランスの悦楽－21.11.18～21.1.301点女の顔村山槐多

板野町文化の館
第13回　石川真五郎
展　「みちのくそして
ふるさとへ」

21.9.30～21.10.141点風景（未完)石川真五郎

岡山県立美術館
悠久への回帰―高橋
秀展21.2.25～22.4.13

1点W計画
高橋秀

1点M計画

2　日本画

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

華鴒大塚美術館
美人画―描かれた女
たち―21.9.30～21.11.27

1点夏姿鏑木清方

1点投扇梶原緋佐子

1点髪梳く女谷角日沙春
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

相生森林美術館
棟方志功　板画の世
界展21.10.16～21.12.6

1点

版画集〈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）〉 2. ヨハネ　世跳
の柵

棟方志功

1点

版画集〈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）〉 3. ペテロ　遍天
呂の柵

1点

版画集〈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）〉 1. アンデレ　案
出禮の柵

1点

版画集〈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）〉10. トマス　登
増の柵

1点

版画集〈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）〉8. マタイ　馬鯛
の柵

1点

版画集〈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）〉12. マフテヤ　
摩手也の柵

1点

版画集〈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）〉 4. タダイ　多駄
伊の柵

1点

版画集〈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）〉 7. ヤコブ　也胡
武の柵

1点

版画集〈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）〉11. シモン　指
聞の柵

5　写真

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

群馬県立近代美
術館

石内都 Infinity ∞ 身体
のゆくえ21.4.12～21.6.19

1点「25 MAR 1916」#1

石内都

1点「25 MAR 1916」#2

1点「25 MAR 1916」#3

1点「25 MAR 1916」#4

1点「25 MAR 1916」#5
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

群馬県立近代美
術館

石内都 Infinity ∞ 身体
のゆくえ21.4.12～21.6.19

1点「25 MAR 1916」#6

石内都

1点「25 MAR 1916」#7

1点「25 MAR 1916」#8

1点「25 MAR 1916」#9

1点「25 MAR 1916」#10

1点「25 MAR 1916」#11

1点「25 MAR 1916」#12

1点「25 MAR 1916」#13

※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

26023245152011件　 　 　 数

1723127121822222225074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。

　　　　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

　　　　③　収蔵資料を中心とした基礎資料集の作成

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
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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

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

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
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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
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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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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（博物

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日か

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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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。



111

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

JR牟岐線 

大野橋 

室戸･小松島 

文化の森 
方面の標識 

三好(池田)
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