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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
　六つの文化施設（図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、近代美術館、文
書館、二十一世紀館）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23年度

　「所蔵作品展　徳島のコレクション2011- Ⅱ ～ Ⅲ、2012-I」

として3期に分けて、展示室1、2、美術館ロビー、屋外展示場、

彫刻の小径で作品の展覧を行った。2012- Ⅰ では受贈記念

の特集展示のために展示室3も使用して、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、多面的な作品紹介をした。また、各期ごとに特

集展示を行い、多面的な鑑賞の楽しみの一助となるよう努

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配列

した。

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）で表したものがある。

版画とコラージュの寸法は原則としてイメージ・サイズを表

記した。（†を付したものはシート・サイズ）
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1

所蔵作品展　徳島のコレクション2012-II

画を紹介した。また、8月2日から9月4日までは、「文化の

森阿波踊りフェスタ」にあわせて、靉嘔、川島猛、谷口董

美の阿波踊りをモティーフとした作品を紹介した。

�観覧料

一般　　 　 　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）

小学・中学生　　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：A4判4ページ（二つ折）

　＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

�入館者数

　16,479人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

藤田純「今村源　立体作品『わたしにキク』購入　あすか

ら展示」　『徳島新聞』　平成23年4月15日

山下裕二「この一点への旅　『お堀』」 『エクラ』　第5巻

第6号　集英社　平成23年5月1日

多田さくら「親子で楽しむアートとクラッシック」　『徳島

新聞』　平成23年7月15日

�担当学芸員

　森芳功、吉川神津夫、竹内利夫

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは5月22日

（日）まで、*bを付したものは5月24日（火）から6月26日（日）

まで展示。*cを付したものは、6月28日（火）から7月31日

（日）まで、*dを付したものは8月2日（火）から9月4日（日）

まで展示した。

�会期

　平成23年4月16日［土］－9月4日［日］（123日間）

�休館日

　月曜日

�視点

　平成23年度の所蔵作品展は、当館コレクションの3つ

の柱（「20世紀の人間像」、「現代版画」、「徳島ゆかりの美

術」）でコーナーをつくった他、5回の「特集」展示を行った。

「徳島のコレクション2011－Ⅱ」では、特集「平成22年度　

新収蔵作品」と特集「親と子で見る名品」を開催した。

（1）　特集「平成22年度　新収蔵作品」

　平成22年度に収集した作品を展示するお披露目の展

覧会。今村源、針生鎮郎、田中忠雄、山下菊二、佐野比呂

志、長尾弘子の作品を紹介した。出品作品点数は14点。

（2）　特集「親と子で見る名品」

　クイズや作品の楽しみ方を書いたパネル、ワークシート、

やさしい説明パネルなどを展示作品の近くに設置し、楽

しみながら作品鑑賞ができるように工夫した。クイズのパ

ネルは、紙をめくると答えが分かる形とし、保護者の子ど

もへの語りかけによって、対話しながら楽しめるように、

導入のための説明パネルも設置した。出品点数は19点。

「こども安心基金」の予算を活用。

（3）　「20世紀の人間像」

　ピカソやクレー、横尾忠則などの「名品」コーナーに加え、

「少女」、「家族の肖像」、「子どもたち」という3つの小コー

ナーを設けた。「少女」では、伊原宇三郎 〈ゲレンデの少女〉な

ど。「家族の肖像」では、河井清一 〈休み日〉やジャン・シャオ

ガン 〈 ファミリー・ポートレイト《全家福》〉など。「子どもたち」

では、奈良美智 〈UNTITLED（BROKEN TREASURE）〉

などを展示。

（4）　「現代版画」

　「自然」をテーマに4回シリーズで展覧した。「自然の心

象」では菅井汲、村井正誠、高橋秀の抽象表現を、「自然

をみつめる眼」では秋岡美帆、武蔵篤彦、阪本幸円、出店

久夫、内田智也の写真や版の仕組みを駆使した表現を、

「絵のなかの自然1・2」では小林敬生、泉茂、マリーニ、日

和崎尊夫、吹田文明の描く生き物や自然の姿を紹介し

た。

（5）　「徳島ゆかりの美術」

　画家の視線に注目して、伊原宇三郎、河井清一の油彩
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展示室1
■特集　平成22年度新収蔵作品　4月16日［土］-6月26日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

492.0×120.0×70.0ステンレス（針金）　ペイント
セメント

2009年わたしにキク今村源

116.7×90.9油彩　キャンバス1954年牛と少年佐野比呂志

145.0×97.0油彩　キャンバス1970年ひとり

72.0×53.3油彩　キャンバス1963年ガリラヤ湖田中忠雄

56.0×76.0*a絹本着色1947年なす長尾弘子

72.0×52.0*b絹本着色1949年ひまわり

116.7×90.9*a紙本着色1986年清晨

100.0×72.7*b紙本着色2005年蓮

259.0×194.0油彩　キャンバス1965年負の覚書針生鎮郎

162.0×130.3油彩　キャンバス1965年イチゴ畑

112.0×162.1油彩　キャンバス1971年骨肉病んで山下菊二

116.2×90.8油彩　キャンバス1977年顔色なし

115.5×74.2油彩　キャンバス1977年王者のわかれ

130.6×97.0油彩　キャンバス1977年徴兵拒否

■親と子で見る名品　6月28日［火］-9月4日［日］

100.1×80.4油彩　キャンバス1955年逃げたスペード泉茂

80.3×65.2油彩　キャンバス1954年鳥・猫・子供・魚猪熊弦一郎

492.0×120.0×70.0ステンレス（針金）　ペイント
セメント

2009年わたしにキク今村源

26.7×56.3*d絹本着色1926年草園の図入江波光

100.0×72.7油彩　キャンバス1957年書きものをする娘大沢昌助

90.0×115.0油彩　キャンバス1948年さる・かに合戦桂ゆき

128.5×41.5*c絹本着色1939年夏姿鏑木清方

42.0×32.0*cリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉2.ラモンによるダフニ
スの発見

マルク・シャガール

42.0×32.0*dリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉3.ドリュアスによるク
ロエの発見

42.0×64.0*cリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉16.フィレタスの果樹
園

42.0×64.0*dリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉19.クロエの略奪

42.0×64.0*dリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉27.ドリュアス家の
食事
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

42.0×64.0*cリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉28.春

マルク・シャガール

42.0×64.0*dリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉40.宴の間に娘をみ
つけるメガクレス

42.0×64.0*cリトグラフ　紙1957-1960
年

版画集 〈ダフニスとクロ
エ〉41.ニンフたちの洞
窟での婚礼の宴

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

168.9×88.9×58.4ブロンズ1989-1990
年

ニジンスキーの野兎バリー・フラナガン

119.0×95.0油彩　キャンバス1911年台所の母子アルベール・グレーズ

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

■20世紀の人間像

130.3×162.0油彩　キャンバス1959年家族麻生三郎

80.5×60.6油彩　キャンバス1932年少女像（真佐子）石川真五郎

193.9×130.3油彩　キャンバス1930年頃家族の肖像石丸一

45.7×33.5油彩　キャンバス不詳ゲレンデの少女伊原宇三郎

53.0×45.0油彩　キャンバス1949年少女の顔瑛九

194.5×130.3油彩　キャンバス1928年休み日河井清一

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

奈良美智

71.7×59.5油彩　キャンバス1943-1945
年

宇佐美氏像安井曾太郎

45.5×53.0アクリル絵具　キャンバス1966年お堀横尾忠則

53.0×45.5アクリル絵具　キャンバス1966年よだれ

53.0×45.5アクリル絵具　キャンバス1966年カミソリ

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

61.0×50.0油彩　板1955年鳩のようにマックス・エルンスト

250.0×360.2油彩　キャンバス1995-1996
年

1996 No.9ファン・リジュン（方力鈞）

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

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

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

55.0×38.0油彩　キャンバス1937年ドラ・マールの肖像

99.7×129.3油彩　キャンバス1993年ファミリー・ポートレイ
ト《全家福》

ジャン・シャオガン（張
暁剛）
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現代版画
■自然の心象　4月16日［土］-5月22日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

53.3×38.7リトグラフ　紙1955年悪魔菅井汲

47.8×41.6リトグラフ　紙1957年オトコ

56.4×38.5リトグラフ　紙1958年黒いけもの

64.2×51.0リトグラフ　紙1961年雲

63.0×43.1リトグラフ　紙1962年紫

65.0×43.7リトグラフ　紙1964年NUAGE

64.0×53.0リトグラフ　紙1967年太陽の森

65.0×50.0リトグラフ　紙1971年作品

59.8×89.0アクアチント　紙1987年版画集 〈 日本神話〉 1.は
ぐくむ

高橋秀

59.8×88.8アクアチント　紙1987年版画集 〈 日本神話〉 2.う
ずまき起源

54.6×38.0リトグラフ　紙1954年男の顔村井正誠

45.8×37.8油彩　板1955年顔（作家像）

60.0×45.5木版　紙1973年顔

■自然をみつめる眼　5月24日［火］-6月26日［日］

152.0×212.0NECOプリント　麻紙1998年光の間秋岡美帆

120.0×180.0銅版画1998年Nest#9902内田智也

74.8×105.0インクジェットプリント　紙1993年SNOW WORK: 
NO.'93-2

阪本幸円

71.2×105.0インクジェットプリント　紙1994年SNOW WORK: 
NO.'94-1

71.0×113.0インクジェットプリント　紙1995年SNOW WORK: 
NO.'95-2

74.0×162.0ゼラチンシルバープリント、アク
リル絵具、KODAK-E6染料、
色鉛筆他　パネル、ジェッソ

1989年私的風景'89-November出店久夫

99.5×222.3ゼラチンシルバープリント、調光
剤、手彩色　紙

1997年私的風景'97-湖水譜II

75.0×100.0コラグラフ、凹版　紙1992年CANBERRA #2武蔵篤彦

■絵のなかの自然１　6月28日［火］-7月31日［日］

54.5×38.7リトグラフ　紙1956年歩行泉茂

48.0×39.0リトグラフ　紙1957年ひるね

30.0×27.5リトグラフ　紙1958年囁き

38.5×54.0リトグラフ　紙1958年夜の獅子

79.6×108.8木口木版　紙1987年蘇生の刻S62-8小林敬生



9

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

9.3×13.3木版　紙1965年鳥　魚日和崎尊夫

15.9×15.2木版　紙1965年星と魚のシリーズNO.3

20.8×28.4木版　紙1969年KALPA-H

45.4×59.3木版　紙1955年2ツの形吹田文明

61.3×45.5木版、紙版　紙1959年鳥と眼球体

90.5×60.5木版　紙1970年雨のあと

91.0×61.0木版　紙1970年潮

46.2×35.9エッチング、ドライポイント　紙1960年版画集 〈版画集〉2.舞台
のモチーフ

マリノ・マリーニ

45.5×35.1エッチング　紙1966年版画集 〈版画集〉6.曲芸

41.6×31.8ドライポイント、ルーレット　紙1969年版画集 〈版画集〉13.格闘

■絵のなかの自然2　8月2日［火］-9月4日［日］

63.6×48.6リトグラフ　紙1956年辻音楽師泉茂

51.5×41.5リトグラフ　紙1957年夢路

49.5×41.0リトグラフ　紙1958年獅子奮迅

39.5×54.0リトグラフ　紙1959年ピーコック（I）

86.7×116.3木口木版　紙2005年白い朝又は早暁-群舞
05･C-

小林敬生

17.0×15.0木版　紙1965年星の幻想日和崎尊夫

11.9×10.7木版　紙1966年化石

24.5×22.2木版　紙1969年KALPA-X

45.5×58.5木版　紙1956年海辺吹田文明

39.4×45.4木版、紙版　紙1962年浮遊

91.0×61.0木版　紙1974年青の世界（D）

43.9×36.2エッチング　紙1960年版画集 〈版画集〉3.劇場
のモチーフ

マリノ・マリーニ

47.5×31.9エッチング　紙1968年版画集 〈版画集〉9.楽し
き遊び

34.3×39.8エッチング、ルーレット　紙1970年版画集 〈版画集〉15.道化
師の遊戯

展示室２
■徳島ゆかりの美術

45.0×65.0*dシルクスクリーン　紙1990年にじ・あわおどり靉嘔

197.9×197.9*b紙本着色1987年凝市原義之

162.1×390.3*b紙本着色1992年初夏渡航

60.6×73.0油彩　キャンバス1926年窓からの港伊原宇三郎
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

60.0×73.1油彩　キャンバス1927-1928
年頃

窓際の静物伊原宇三郎

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）

116.7×90.9油彩　キャンバス1948年室内風景

100.2×80.5油彩　キャンバス1968年滑り台のある風景

97.0×66.0*c紙本着色2007年阿波木偶I－娘大野俊明

97.0×66.0*c紙本着色2007年阿波木偶II－花魁

97.0×66.0*c紙本着色2007年阿波木偶III－武者

97.0×162.1*c紙本着色1991-1992
年

峡下保昭

193.5×134.0油彩　キャンバス1922年こかげ河井清一

176.0×129.0油彩　キャンバス1933年洩るゝ日

145.4×69.6油彩　キャンバス1955年休み日の朝

145.4×69.7油彩　キャンバス1959年夏の朝

172.8×96.7*dアクリル絵具　キャンバス1983年阿波おどり川島猛

165.0×175.0*a絹本着色1927年阿南の海日下八光

137.0×162.0*a紙本着色1935年薮蔭

27.4×24.3*d木版　紙阿波踊り谷口董美

48.0×38.9*d木版　紙1948-1949
年頃

阿波踊

47.5×66.5*d木版　紙1951年頃阿波踊り

26.0×19.2*d木版　紙1951年頃阿波踊

25.9×19.3*d木版　紙1951年頃阿波踊

44.5×36.1*d木版　紙1952年阿波踊（男踊り）

59.9×187.6*a紙本着色2007年うず潮中野嘉之

124.1×185.5*a絹本着色1939年蓮広島晃甫

33.8×45.8*b水彩　紙不詳京都下加茂の雨三宅克己

33.0×45.5*b水彩　紙不詳箱根大平台

68.0×101.0*a水彩　紙1941年渓流（箱根底倉）

32.2×41.1*b水彩　紙1951年頃甲州桂川風景

34.5×51.0*c水彩　紙不詳真鶴風景

21.6×27.0*c水彩　紙昭和初期真鶴

22.4×31.0*c水彩　紙1938年真鶴風景

74.0×74.0*d紙本着色2001年日月阿波の国図森山知己
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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

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

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）
217.0×108.0×65.0：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1979-1980
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

■屋外展示場

■彫刻の小径

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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2

所蔵作品展　徳島のコレクション2011- Ⅲ

（5）　徳島ゆかりの美術

　市原義之、幸田暁冶らの作品を紹介。また「鳥居龍蔵

記念博物館1周年記念　徳島出身作家が描いた戦前の

中国」として、高羽敏、三宅克己、森堯之の作品をコー

ナー展示した。

�観覧料

一般　　 　 　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）

小学・中学生　　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：A4判4ページ（二つ折）、前後期各1種

　＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

�入館者数

　6,668人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

阿部弘賢「版画家の一原有徳、追悼展示　金属板が生む

独創的世界　来月29日まで県立近代美術館」『毎日新聞』

平成23年12月22日（徳島版）

滝本昇「徳島市で一原有徳追悼展　感性試す抽象版画の

世界」『徳島新聞』　平成23年12月28日

山木朝彦（取材）「アートのすすめvol.10　徳島県立近代美

術館　近現代アートをもっと身近に、気軽に楽しもう」　

『瀬戸マーレ』第11号　本州四国連絡高速道路　平成23

年12月

山田博文「追悼展に想う　故・一原有徳の版の世界（12

月26日）」阿南市ホームページ「広報編集長の小窓」　平

成23年12月26日

�担当学芸員

　森芳功、吉川神津夫、竹内利夫、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10月16日[日]

まで、*bを付したものは10月18日[火]から11月20日[火]ま

で、*cを付したものは11月22日[火]から12月25日[日]まで、

*dを付したものは12月27日[火]から展示。

�会期

　平成23年9月10日[土]-平成24年1月29日[日]（110日間）

�休館日

月曜日（9月19日、10月10日、1月9日は開館）、9月20日、

10月11日、1月10日

�視点

（1）　特集「オーバー・ザ・レインボー　靉嘔の世界」

　靉嘔は、虹がトレードマークになっている作家である。

「二度と他人の真似をしない」ことがモットーである靉嘔

は、あらゆるものを虹色に染めることによって、唯一無二

の存在となった。この特集では、靉嘔が虹を用い始めて

間もない1960年代半ばから80年代後半に至るまでの、絵

画、彫刻、版画作品を紹介した。

（2）　特集「追悼　一原有徳」

　一原有徳（1910-2010）は徳島県那賀郡（現・阿南市）に

生まれ、北海道小樽市で活躍した版画家である。没後1

年を機に市立小樽美術館と時期を合わせ、追悼展示を

企画した。原版と版画作品との比較観覧を通して、版の

マジックに没入した作家の画業を振り返った。

（3）　「20世紀の人間像」

　特別展「スウィンギン・ロンドン」と会期が重なることか

ら1950年代－60年代の作品やイギリスの作家なども紹

介して、特別展の内容と響き合うようにした。展示室1の

入り口に近いコーナーでは、ピカソ、レジェなど人気の高

い作品と、1950年代60年代に制作された日本とヨーロッ

パの作品を展示。展示室1の奥のコーナーでは、「イギリス

の作家たち」というコーナーを設け、アントニー・ゴームリー

 〈天使の器II〉の他、ケネス・アーミテジ、アンソニー・カロ、

トニー・クラッグなどを紹介した。

（4）　現代版画

　「時代」をテーマに4回シリーズで展覧した。「イギリスの

ポップとモダン」ではP・フィリップス、G・ライング、A・

ジョーンズを通してイギリス流ともいえるバランス感覚を、

「ポップとアクション」ではウォーホル、横尾忠則、篠原有

司男を通してポップアートの現れ方の違いを、「時代の風

物」ではウォーホル、ウェッセルマン、岡本信治郎、中林忠

良、横尾忠則、吉原英雄、クウァク・ドゥク＝ジュンのとら

えた大衆の姿を、「マニアックな版の時代」では加納光於、

島州一、井田照一、中林忠良、清塚紀子を通して版画のプ

ロセスや材料を探求する姿を紹介した。
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展示室1
■特集　オーバー・ザ・レインボー　9月10日［土］-11月20日［日］

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

242.0×182.0油彩　キャンバス1970年Time to Fly靉嘔

73.0×54.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉12. RAINBOW 
NIGHT 5

73.0×54.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉10. RAINBOW 
NIGHT 3

75.0×56.0シルクスクリーン　紙1971年Rainbow Angel

75.0×56.0シルクスクリーン　紙1971年頃Pat! Pat! Pat!

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

74.0×55.0シルクスクリーン　紙1966年Tell Me Now

41.7×47.5シルクスクリーン　紙1988年ルソーの牧草地

54.0×73.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉16.RAINBOW 
NIGHT 9

54.0×73.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉17. RAINBOW 
NIGHT 10

73.0×54.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉18. JAN KEN 
PON- PEACE SIGN 1

73.0×54.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉19. JAN KEN 
PON- PEACE SIGN 2

141.5×50.5シルクスクリーン　紙1973年Mr.& Mrs.Rainbow 
Noppo R-V

72.5×51.0シルクスクリーン　紙1974年MR. & MRS. RAINBOW 
GYMNASTICS NO. 1

45.0×85.5シルクスクリーン　紙1978年海原野 I

h.215.0石膏に着色1966年Rainbow Venus

73.7×51.5シルクスクリーン　紙1979年21世紀への接近

40.0×82.5シルクスクリーン　紙1984年すもう

59.7×45.4シルクスクリーン　紙1987年レインボー・ルソー

54.8×62.3シルクスクリーン　紙1987年虹使い

54.0×73.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉11. RAINBOW 
NIGHT 4

73.0×54.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉20. JAN KEN 
PON- PEACE SIGN 3

73.0×54.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉13. RAINBOW 
NIGHT 6

54.0×73.0シルクスクリーン　紙1971年版画集 〈RAINBOW PASSES
SLOWLY〉15. RAINBOW 
NIGHT 8
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

38.9×54.4石版モノタイプ　紙1958-1959
年

叢一原有徳

49.0×41.5鉄板天然腐蝕、切抜き　紙1963年SNOM

59.0×59.0アルミニウム版腐蝕、機械部品、
歯車、ポンチ、切抜き　紙

1964年Z30,a

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）

60.0×40.1銅版モノタイプ　紙1974年RON 30

41.0×31.6アルミニウム版腐蝕　紙1971-1981
年

RIW59（b）

50.0×37.4アルミニウム版腐蝕　紙1982年CPB 3

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1987年FB（hi）1

80.0×120.0鉄版天然腐蝕　紙1988年HI（13）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1988年SY 10

80.0×120.0鉄版天然腐蝕、シンコレ　紙1989年Fr P

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1989年SY

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1989年SY 8

80.5×121.5トタン（鉄）板天然腐蝕、切抜き
紙

1989年RS 51

63.0×90.0トタン（鉄）板天然腐蝕、切抜き
紙

1989年RS 56

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1991年MTU（5）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1991年MTU（15）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1991年MTU（16）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕、電気ブラシ
紙

1991年MX（3）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1991年ND（7）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1991年NX（9）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕、塗料　紙1991年Sh（5）

80.0×120.0アルミニウム版腐蝕　紙1991年SY 20

h.360.0,径50.0アルミニウム 版 モノタイプ　紙、
木（筒）

1992年COM ZOM 1992-I

33.3×48.3鉄板天然腐蝕　紙1992年UUQ 3

240.0×120.0アルミニウム版モノタイプ　紙1993年TAN93

208.0×551.0
（7枚組コラージュ）

トタン（鉄）版天然腐蝕、切抜
紙

1998年ケルンとチョックストー
ン

57.0×57.0×6.7シャーレ、チェーン、ステンレス板1962-1999
年

コンパクト・オブジェ

■特集　追悼　一原有徳　11月22日［火］-1月29日［日］
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

127.0×53.0×27.0木1957年トルソ植木茂

h.134.0木1983年トルソ

185.4×270.3油彩　キャンバス1967年メナム河畔に出現する水
族館

宇佐美圭司

135.0×180.0*a紙本着色1968年さうびの宴大島哲以

162.1×130.3アクリル絵具　キャンバス1967年ヴァン・ゴッホの像岡本信治郎

170.0×123.5*b紙本着色1987年稲荷川端健生

93.5×89.0*a絹本着色1930年頃虫撰菊池契月

130.0×162.2油彩　キャンバス1952年少女とキリギリス北川民次

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

奈良美智

165.0×105.0*b絹本着色1941年赤装女広島晃甫

130.5×97.4油彩　キャンバス1953年うずくまる女森芳雄

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

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

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

■20世紀の人間像

■イギリスの作家たち

44.1×11.5×21.5アルミニウム1973-1976
年

降りていく人ケネス・アーミテジ

104.0×71.0×63.5錆びた鋼、彩色、ワックス1986-1987
年

テーブル・ピース Y-90 
“チェアパーソン”

アンソニー・カロ

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

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

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

198.1×88.9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

現代版画
■イギリスのポップとモダン　9月10日［土］-10月16日［日］

77.5×58.3シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉1. 二つの向かい
合う形態

バーバラ・ヘップワース

77.7×58.3シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉2. 冬至

77.7×58.3シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉 3.  二つの原始形態
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

58.3×77.5シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉6. 満ち潮

バーバラ・ヘップワース

77.5×58.1シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉 7.  ランガティーラII

77.5×58.3シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉8. 四角い形態の
集合

77.5×58.2シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉9. 12月の形態

77.5×58.2シルクスクリーン　紙1969年版画集 〈向かい合う形態
1970〉12. 三つの形態

60.9×50.8リトグラフ　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストI〉11. ミス・ア
メリカ

アレン・ジョーンズ

76.6×61.0シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストII〉6. いくつ
もの唇のために

61.0×51.5シルクスクリーン、コラージュ　
紙

1965年版画集 〈 11人 の ポ ッ プ ・
 アーチストI〉10. コンパクト

ジェラルド・ライング

76.2×61.0シルクスクリーン、コラージュ　
スチレン

1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストII〉 8. スライド

61.0×50.8シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストI〉 6. カスタム・
プリントI

ピーター・フィリップス

61.0×76.3シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストII〉 2.  カスタム・
プリントII

■ポップとアクション　10月18日［火］-11月20日［日］

71.0×144.0シルクスクリーン、コラージュ
紙

1968年女の祭り篠原有司男

58.8×49.8シルクスクリーン　紙1969年鏡の中の花魁

46.5×39.0シルクスクリーン　紙1976年SUMMER BREEZE

38.0×50.0シルクスクリーン　紙1976年COFFEE BREAK

39.0×50.5シルクスクリーン　紙1977年STRAWBERRY 
SOFT CREAM

40.0×50.0シルクスクリーン　紙1977年SPIDER WOMAN

41.5×52.5シルクスクリーン　紙1977年GEMINI

46.0×38.0シルクスクリーン　紙1978年BLACK IS 
BEAUTIFUL

103.0×75.4シルクスクリーン　紙1965年TADANORI 
YOKOO

横尾忠則

102.4×73.7シルクスクリーン　紙1966年終りの美学

75.0×114.0×10.5シルクスクリーン
アクリル板６枚

1965-1985
年

葬列2

101.5×76.2シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストIII〉 6.ジャク
リーン・ケネディ III

アンディ・ウォーホル
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

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

岡本信治郎

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

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

48.2×58.0リトグラフ、オフセット　紙1974年版画集 〈ベティ・ブープの
国〉ベトナムの黄金バッ
ト

44.0×64.0リトグラフ　紙1974年版画集 〈ベティ・ブープの
国〉空から見たターザン

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中林忠良

45.3×56.5エッチング、アクアチント　紙1974年囚われる日々 V

103.8×77.0オフセット　紙1969年日本万国博覧会せんい
館

横尾忠則

96.0×80.0リトグラフ、エッチング　紙1970年一人住まい吉原英雄

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）

61.0×76.1シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストII〉5. ジャク
リーン・ケネディ II

アンディ・ウォーホル

73.6×96.3シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・
アーチストIII〉 7. TV  静
物

トム・ウェッセルマン

■時代の風物　11月22日［火］-12月25日［日］

■マニアックな版の時代　12月27日［火］-1月29日［日］

90.3×62.8リトグラフ、オフセット　紙1977年"Surface is the Between-
Between Vertical and 
Horizon" "The Brock 
No.4"

井田照一

100.0×70.0シルクスクリーン、リトグラフ、
コラージュ　紙

1980年"Surface is the Between-
Paper on Paper-Between
Vertical and Horizon" 
"Paper Between a Leaf 
and Pond"

8.7×31.2インタリオ　紙1960年波加納光於

8.5×52.1インタリオ　紙1962年星・反芻学

68.8×53.1メタルプリント　紙1965年“SOLDERED BLUE”

67.7×40.2メタルプリント　紙1965年“SOLDERED BLUE”

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

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

1982年海の記憶B-82清塚紀子

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

1986年航跡1986-D
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

51.0×50.0シルクスクリーン　紙1974年オモテとウラ島州一

30.7×23.6シルクスクリーン　紙1975年黄色い新聞紙

53.6×61.2粘土とコンテによるフロッタージュ
紙

1981年Finger Print

56.5×49.2エッチング　紙1983年転位 '83－地－ VIII中林忠良

62.5×50.5エッチング、アクアチント　紙1986年転位 '86－地－ II

展示室２
■徳島ゆかりの美術

200.0×200.0紙本着色1979年映ゆ市原義之

197.9×197.9*b紙本着色1986年冬日

162.0×390.3*b紙本着色1992年薄雪越冬

79.8×116.3油彩　キャンバス1920年婦人二人像伊原宇三郎

91.0×72.8油彩　キャンバス1926-1927
年頃

白いシュミーズ

97.2×130.2油彩　キャンバス1927年エトルタ風景

99.5×80.0油彩　キャンバス1927年頃ハープを弾く婦人

213.0×146.0*a紙本着色1964年焚火河口楽土

254.0×205.0*a紙本着色1932年晩秋日下八光

258.0×183.0*a紙本着色1934年秋深む

187.0×217.0*b紙本着色1937年野末

174.0×190.0*b紙本着色1939年戦場ヶ原

186.0×102.0*b紙本着色1943年秋

85.3×112.8*a絹本着色1924年静流

130.5×94.2*b紙本着色1965年リズム1幸田暁冶

140.0×105.0*c紙本着色1964年子

159.3×127.5*c紙本着色1975年クロス

117.2×90.8*c紙本着色1975年踊り子

151.7×170.0*d紙本着色1961年鳥（冠鳥）

■鳥居龍蔵記念博物館１周年記念　徳島出身作家が描いた戦前の中国　11月22日［土］-1月29日［日］

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
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

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

高羽敏

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

53.0×74.0水彩　紙支那蘇州楓橋三宅克己

16.5×26.0水彩、鉛筆　紙1898年香港全景

16.5×26.0水彩、鉛筆　紙1898年（香港）

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

■屋外展示場

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1979-1980
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

■美術館ロビー

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

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

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

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
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3

所蔵作品展　徳島のコレクション2012- I

小学・中学生　　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：A4判6ページ（二つ折）

山下の特集については、

ポスター：B2判（2種）

　ちらし：A4判

＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

�入館者数

　1,598人（3月31日まで）

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事

「県立近代美術館で「山下菊二」特集展示」『徳島新聞』

2012年2月3日（朝刊）

「反戦・反差別 思い描く 徳島市で山下菊二（三好市出身）

特集展」『徳島新聞』2012年2月4日（夕刊）

「鳴潮」『徳島新聞』2012年2月10日（朝刊）

「反戦、反差別の作品群 山下菊二を特集展示」『毎日新

聞』2012年2月16日（徳島版）

佐光春信「目を見張った山下菊二展」『徳島新聞』2012年

2月21日（朝刊）

「特集 受贈記念 山下菊二 山下菊二が遺したメッセージ」

『新美術新聞』2012年3月1日号

「パントマイムで前衛絵画を表現　徳島市出身の林佳さ

ん」　『徳島新聞』平成24年3月19日

「発掘－画家・山下菊二の東宝争議ドキュメント」『芸術

新潮』第63巻4号（2012年4月号）

「山下菊二の未公開作品を紹介 徳島県立近美で、4月8

日まで」『月刊美術』第439号（2012年4月号）

�担当学芸員

　吉原美惠子、森芳功、吉川神津夫、竹内利夫、江川佳秀

�出品リスト

会期中、展示替えを行った。*aを付したものは*3月4日[日]

まで、*bを付したものは3月6日[火]から展示。

特集展示の出品作品で、〔　〕内に記入した作品名は本館

が仮に付与したものである。※を付した作品を除いて、全

て山下昌子氏からの寄贈。

�会期

平成24年2月4日［土］－4月8日［日］（56日間）

�休館日

月曜日（3月21日は開館）、3月22日

�視点

　展示室1の「20世紀の人間像」のコーナーでは、当館コ

レクションの精華ともいえるピカソやクレーの作品を据え

て、20世紀のヨーロッパを中心に活動した作家たちの作

品を展覧した。次に、昨秋惜しくも亡くなった元永定正

の、初期の油彩画と版画作品を追悼展示し、最後に、作

品にささやかなユーモアや毒、ひねりが潜められた、橿尾

正次やニッキー・ホバーマンなどの作品を展覧した。「現代

版画」のコーナーでは、「心」をテーマに2回シリーズで展覧

した。「こころの風景1・2」として黒崎彰、日和崎尊夫、棟

方志功、横尾忠則、ダリ、浜田知明を通して夢や祈りを主

題とする作品を紹介した。

　展示室2の「徳島ゆかりの美術」のコーナーでは、伊原宇

三郎や三宅克己などの油彩画や水彩画に、春らしい日本

画作品などを展覧した。

　また、特集「受贈記念　山下菊二」と題して、展示室3

において山下の遺族からの受贈作品を展覧した。

　山下菊二（1919-1986年）は、徳島県三好郡辻町（現三

好市井川町辻）に生まれ、香川県立工芸学校を経て1938

年に上京した。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、人権にかかわる

問題を世の中に訴えかける作品を制作した。戦後日本

美術を代表する作家の一人である。

　本館では、平成23年3月に山下昌子氏（山下菊二夫人）

から、山下菊二の作品1,719点と遺品3,272点、その他関

連資料236点の寄贈を受け、整理とデータの採取を続け

てきた。本特集では、これらの中から作品204点と遺品や

旧蔵書を用いて、山下の画業を紹介した。

　会場には「山下の歩み」「版画の仕事」「コラージュの仕

事」の4コーナーの他に、小コーナーとして「従軍体験」「東

宝映画時代」「山下が出演した映画 彼女と彼」「ドキュメ

ンタリー映画 くずれる沼-画家 山下菊二」「山下と鳥」の

5つを設けた。

�観覧料

一般 　 　　　 200円（160円）

高校・大学生　 100円（ 80円）
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展示室１
■20世紀の人間像

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

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

123.0×197.7アクリル絵具　板1982年ＲＯＯＭ（27）椅子なき
静座

四宮金一

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

11.0×24.0×26.0ブロンズ1984年鮒になれるか福岡道雄

86.0×36.0×36.0ブロンズ1966年箱は空にかえってゆく堀内正和

180.0×324.0アクリル絵具　板1983年女と風景三尾公三

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）

100.2×73.5油彩　板1951年子供と魚アントニ・クラーヴェ

74.0×67.0×27.0ブロンズ、その他1970年女の胸像（回顧された）サルバドール・ダリ

52.0×30.0×21.0ブロンズ1970年孤独な詩人ジョルジオ・デ・キリコ

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

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

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

h.31.0テラコッタ1930年片腕をあげて座る女アンリ・ローランス

112.0×127.0油彩　キャンバス1944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

77.0×31.0×19.2ブロンズ1922年女性立像オシップ・ザツキン

■小特集　元永定正

72.6×60.6油彩　キャンバス1952年裸婦元永定正

65.5×80.0*aシルクスクリーン　紙1968年作品

61.0×47.0*aシルクスクリーン　紙1977年しろいひかりがでている
みたい

47.0×61.0*bシルクスクリーン　紙1977年オレンジの中で

47.0×61.0*aシルクスクリーン　紙1977年いいろろ

45.0×60.0*bシルクスクリーン　紙1979年ぱぱぴぴぷう
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

45.0×60.0*aシルクスクリーン　紙1979年しろいせんから元永定正

45.0×60.0*bシルクスクリーン　紙1979年おれおれまがり

47.0×33.0*bシルクスクリーン　紙1979年まるいみどりは

33.0×47.0*aシルクスクリーン　紙1979年おれんじのかたち

33.0×47.0*aシルクスクリーン　紙1979年あかしろくろ

33.0×47.0*bシルクスクリーン　紙1979年みっつのかたち

31.0×45.0*aシルクスクリーン　紙1979年さいしょはぐりいん

60.0×45.0*bシルクスクリーン　紙1979年ぎざぎざ

43.0×95.0*aシルクスクリーン　紙1979年ふにゃらくにゃら

43.0×95.0*aシルクスクリーン　紙1979年うきふたつ

63.0×98.0*aシルクスクリーン　紙1980年ぐれいのかたち

36.0×57.0*aシルクスクリーン　紙1981年のびるしろ

36.0×57.0*bシルクスクリーン　紙1981年さんかくしかくながいま
る

55.0×38.0*aシルクスクリーン　紙1981年しろいせんのあみめから

46.0×65.2*aシルクスクリーン　紙1984年いろのけむりがでている
みたい

46.0×66.0*aシルクスクリーン　紙1984年すうしきもある

66.0×46.0*aシルクスクリーン　紙1984年かさねいろだま

46.0×66.0*bシルクスクリーン　紙1984年せのひくいおれんじはま
んなかあたり

65.0×46.0*bシルクスクリーン　紙1986年ぎざぎざのなかのきいろ

46.0×65.0*bシルクスクリーン　紙1986年はちほん

175.0×300.0*bシルクスクリーン　紙1986年あいんしゅたいん

47.5×59.0*aリトグラフ　紙1987年かたちふたつはぐるぐる
のせん

42.5×66.5×4.0*bシルクスクリーン、アクリルプ
レート　紙

1987年くろいかたちはういてい
る

36.6×59.0*aリトグラフ　紙1987年さんかくだけにあかいせ
ん

42.8×59.0*aリトグラフ　紙1987年しろいぐるぐるあかあお
きいろ

42.5×66.5×4.0*bリトグラフ、段ボール　紙1987年だんぼうるのなかはおれ
んじみっつ

42.5×66.5×4.0*bリトグラフ、シルクスクリーン、
段ボール　紙

1987年ふたつのあかいぎざぎざ

現代版画
■こころの風景1　2月4日［土］-3月4日［日］

72.6×50.0木版　和紙1968年浄夜56黒崎彰

21.7×15.3エッチング、アクアチント　紙1977年版画集 〈 曇後晴 浜田知
明銅版画集〉4. かげ

浜田知明
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

21.5×21.6エッチング、アクアチント　紙1975年版画集 〈曇後晴 浜田知明
銅版画集〉5. 叫び

浜田知明

35.3×22.7木版　紙1968年KALPA-A日和崎尊夫

87.5×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

棟方志功

87.5×34.0木版　紙1953年版画集 〈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

87.5×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

87.5×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

87.5×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

88.0×34.0木版　紙1953年版画集 〈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

112.0×71.0シルクスクリーン　紙1989年〈予兆の刻〉 II横尾忠則

112.0×71.0シルクスクリーン　紙1989年〈予兆の刻〉 IV

112.0×71.0シルクスクリーン　紙1989年〈予兆の刻〉 V

31.8×23.9エッチング、ドライポイント、
手彩色　紙

1967年版画集 〈アポリネールの
秘密の詩〉2. 引き出し

サルバドール・ダリ

31.8×24.0エッチング、ドライポイント、
手彩色　紙

1967年版画集 〈アポリネールの
秘密の詩〉 3. セートの海
岸

31.8×23.9エッチング、ドライポイント、
手彩色　紙

1967年版画集 〈アポリネールの
秘密の詩〉5. 1914-18年
の戦争

■こころの風景2　3月6日［火］-4月8日［日］

49.6×69.5木版　和紙1968年浄夜63黒崎彰

21.8×16.1エッチング、アクアチント　紙1976年版画集 〈曇後晴 浜田知明
銅版画集〉6. 心情不安定

浜田知明

23.6×14.6エッチング、アクアチント　紙1976年版画集 〈曇後晴 浜田知明
銅版画集 〉 7. 気にしない
気にしない

20.8×28.4木版　紙1969年KALPA-H日和崎尊夫

87.5×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

棟方志功
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

87.0×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

棟方志功

88.0×33.5木版　紙1953年版画集 〈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

87.0×33.5木版　紙1953年版画集 〈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

87.0×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

87.5×33.0木版　紙1953年版画集 〈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

112.0×71.0シルクスクリーン　紙1989年〈予兆の刻〉 I横尾忠則

112.0×71.0シルクスクリーン　紙1989年〈予兆の刻〉 III

31.9×24.0エッチング 、ドライポイント、
手彩色　紙

1967年版画集 〈アポリネールの
秘密の詩〉 7. 女とかたつ
むり

サルバドール・ダリ

31.8×24.0エッチング、ドライポイント、
手彩色　紙

1967年版画集 〈アポリネールの
秘密の詩〉 9. 女、馬、そ
して死

31.8×23.8エッチング、ドライポイント、
手彩色　紙

1967年版画集 〈アポリネールの
秘密の詩〉 10. 女と噴水

展示室２
■徳島ゆかりの美術

162.1×390.3*b紙本着色1992年生棲早春市原義之

99.7×80.9油彩　キャンバス1927年頃黒人の立てる室内伊原宇三郎

100.6×81.4油彩　キャンバス1928年白衣を纏える

25.0×32.5鉛筆　紙1928年頃「赤い着物のマドレー」の
ためのスケッチ

243.0×346.0*a紙本着色1980年金剛万峯河口楽土

243.0×346.0*a紙本着色1982年老紅梅

259.0×194.2油彩、蜜蝋、木　キャンバス1983年天動説　一菊畑茂久馬

259.0×194.3油彩、蜜蝋、木　キャンバス1983年天動説　四

65.2×65.2油彩　キャンバス1916年ロシヤの女優清原重以知

165.0×175.0*b絹本着色1927年阿南の海日下八光

81.0×65.0油彩　キャンバス1930年代ヴァイオリンを持つ婦人
像

板東敏雄
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寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

66.0×100.0*b水彩、鉛筆　紙1922年残雪三宅克己

32.2×49.5*a水彩　紙1936年頃日吉台の雪

29.0×75.0*a水彩　紙1941年信州田口雪景

展示室３
■特集　受贈記念　山下菊二

山下の歩み山下菊二

20.0×23.0墨　紙1938年〔辻風景A〕

20.0×22.5墨　紙1938年〔辻風景B〕

36.3×25.6墨　紙不詳〔辻風景C〕

25.2×36.0パステル　紙1956年〔有機的な形態A〕

25.2×36.0パステル　インク　紙1956年〔有機的な形態B〕

25.2×36.0インク　パステル　紙1956年〔有機的な形態C〕

73.4×115.6　天地不詳油彩　キャンバス不詳（1950－
72年頃）

〔白い雫にまみれた抽象
画〕

41.0×32.0油彩　キャンバス1961年祀り人のない墓にもの云
いかけるな（たたられる）

105.5×79.3油彩　コラージュ　キャンバス1964年振り子のある目

79.6×105.4油彩　コラージュ　キャンバス1964年双立道路

112.0×162.1油彩　キャンバス1971年骨肉病んで

115.5×74.2油彩　キャンバス1977年王者のわかれ

116.2×90.8油彩　キャンバス1977年顔色なし

130.6×97.0油彩　キャンバス1977年徴兵拒否

130.2×97.0油彩　キャンバス1977年同行二人

145.4×89.4油彩　キャンバス1977年灰色の顔

96.8×145.2油彩　キャンバス1977年寄せ書きを 戦犯からも
らった米人

72.7×51.5ガッシュ　パステル　紙1983年裁判シリーズ〔1〕

72.7×51.5ガッシュ　パステル　紙1983年裁判シリーズ〔2〕

72.7×51.5ガッシュ　パステル　紙1983年裁判シリーズ〔3〕

72.7×51.5ガッシュ　パステル　紙1983年裁判シリーズ〔4〕

72.7×51.5ガッシュ　パステル　紙1983年裁判シリーズ〔5〕

60.1×60.0パステル　墨　紙　木製パネル1986年トライアングル’ 86　川崎

28.0×13.0×13.3ガッシュ　ひょうたん1981年〔2つの顔をもつひょうた
んのオブジェ〕

35.8×16.0×16.5ガッシュ　ひょうたん1981年〔ドクロとカギ十字のあ
るひょうたんのオブジェ〕

37.6×28.4ガッシュ　紙1980年黒田喜夫の詩に寄せて
（黙秘）
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27.4×22.1油彩　コラージュ　キャンバス不詳〔双喜紋〕山下菊二

22.5×16.3油彩　コラージュ　キャンバス不詳四国　第一番　阿�靈山
寺

24.0×13.5油彩　コラージュ　キャンバス不詳四国　第二番　極楽寺

25.6×20.4油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　横向きの
獣〕

26.0×20.3油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　二人〕

69.1×26.2×4.2　天地不詳油彩　布　羽毛　蛍光塗料　
合成樹脂　板

1959-1961
年頃

〔瘢痕状の造型　鳥の羽
（赤）〕

33.0×23.6油彩ほか　木製パネル1959-1961
年頃

〔瘢痕状の造型　黒A〕

116.0×80.0油彩　キャンバス1977年〔覆い被さる白い塊と開
けた口〕

50.0×60.8油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　目のよう
な形態を持つ色の塊〕

53.0×40.8油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　顔をもつ
手〕

52.7×40.7油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　重なる二
つの顔〕

53.2×45.2油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　揃った大
きな筆跡〕

60.8×50.0油彩　キャンバス不詳母サワヱの像

53.2×41.4油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　点描風の
筆跡（緑）〕

45.6×53.0　天地不詳油彩　キャンバス不詳〔未完成作品　不定型な
筆跡（緑）〕

版画の仕事

63.8×47.0リトグラフ　紙1959年〔リトグラフ005〕

54.5×39.9リトグラフ　水彩　紙1961年山犬さんのお獅子狩〔B〕

54.3×39.9リトグラフ　紙1961年山犬さんのお獅子狩〔A〕

46.1×62.0リトグラフ　紙1961年赤子谷への道

64.0×47.3リトグラフ　紙1961年女鐘の下に立てば、まが
さす〔A〕

64.3×47.9リトグラフ　紙1961年電光の謎〔B〕

47.4×64.0リトグラフ　紙1961年分化せる風物

48.0×64.6リトグラフ　紙1961年迷える凧

45.2×64.5リトグラフ　水彩　紙1961年風物の分裂〔C〕

47.6×64.3リトグラフ　紙1961年風物の分裂〔B〕

45.1×64.1リトグラフ　紙1961年風物の分裂〔A〕

45.2×63.6リトグラフ　紙1962年〔リトグラフ073〕

44.9×65.0リトグラフ　紙1962年〔リトグラフ074〕
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コラージュの仕事

山下菊二

100.0×61.4コラージュ　木製パネル1968年CUBA

55.0×82.0コラージュ　木製パネル1968年憤海

119.0×148.4油彩　コラージュ　キャンバス1968年憑憑CUBA

37.5×26.9コラージュ　グワッシュ　紙1966年哥麿心中G

37.5×26.9コラージュ　水彩　紙1966年哥麿心中H

40.0×27.0コラージュ　紙1966年哥麿心中I

48.6×40.5コラージュ　紙1965年氏神様のある風景

40.9×30.0コラージュ　紙不詳〔棺桶に足を入れた将
校〕

47.9×32.6コラージュ　紙不詳（1950－
72年頃）

≪わたしのコレクション≫
暦からの出発

30.0×23.5コラージュ　水彩　紙1969年ずれほれ

28.2×26.0コラージュ　紙1969年赤い妓をぬく

20.4×31.7コラージュ　紙1969年ハトの涙

29.9×21.0コラージュ　紙不詳〔未完成作品　指、顔の
複合体と無数の金属部
品〕

31.8×46.9コラージュ　蛍光塗料　紙不詳〔背中の向うに広がる幻
影〕

52.8×39.1コラージュ　蛍光塗料　紙1970年不二賛

43.9×30.1コラージュ　紙1972年危

41.0×30.5コラージュ　紙1972年ガスバコ

36.5×29.5コラージュ　紙1972年ひろめや

25.0×36.2コラージュ　紙不詳（1980年
以降）

光州・わが命

45.1×32.0コラージュ　紙1975年物件となる幻像

35.5×46.7コラージュ　木製パネル1976年〔国会議員〕

37.6×27.0コラージュ　紙1977年鯨と輸卒

27.6×24.4コラージュ　紙不詳（1976年
以降）

〔狭山事件の公正裁判
を求める〕

21.0×8.0コラージュ　紙不詳（1976年
以降）

〔狭山裁判・石川一雄さ
んの即時釈放を要求す
る〕

コラージュ　紙1983年1982．9ベイルート

13.5×20.6コラージュ　水彩　インク　紙不詳〔木目と管〕

17.1×16.2コラージュ　紙1972年〔そろばんと女性〕

55.4×44.0†インク　鉛筆　コラージュ　紙1972年KとMとの人生案内

32.5×28.5コラージュ1982年シリーズ　戦争と人間　
No.5

＊このリストの他に素描・遺品などを展示しました。
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■美術館ロビー

寸法　cm技法・材質制作年作品名作者名

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

164.0×50.0×120.0ブロンズ1987年渚淀井敏夫

217.0×92.0×79.0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ブロンズ1979-1980
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

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23年度特別展一覧

1　森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて

　　平成23年4月29日[金・祝]-6月26日[日]（51日間）

2　スウィンギン・ロンドン50's-60's

　　ミニスカート・ロック・ベスパ－若者発のライフスタイル

革命

　　平成23年9月17日[土]-11月6日[日]（44日間）

3　魅力発見！わたしたちの美術館

　　平成23年11月15日[火]-12月25日[日]



30

1

 森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて

　大阪市立大学都市研究プラザ

　大阪市立大学医学部付属病院

　特定非営利活動法人アーツプロジェクト

�観覧料

一般　　　　　　 600円（480円）

高校生・大学生　 450円（360円）

小学生・中学生　 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「普及事業」の項を参照

�印刷物

ポスター：B2版、B3版

ちらし：A4版

作品解説パンフレット：A4版

図録：300×260mm、20ページ

　＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

�入館者数

　2,327人

　＊8-4「入館者数」の項を参照

�新聞、雑誌記事

「命の温かさ表現　映像とオブジェの空間芸術」『徳島新

聞』　平成23年4月23日

「人のつながり　光で表現　近代美術館　森口ゆたか展

始まる」　『徳島新聞』　平成23年4月30日

「鳴潮」　『徳島新聞』　平成23年5月1日

「とぴっくす　森口ゆたか展　触れ合うことの大切さ」　

『産経新聞』　平成23年5月20日（徳島版）

「人の触れ合うぬくもりと癒やし」　『SANKEI　EXPRESS』

　平成23年5月24日

「こちらデスク」　『徳島新聞』　平成23年5月29日（夕）

吉原美惠子「県立近代美術館　森口ゆたか作品展から①

共に生きる仲間探す手」　『徳島新聞』　平成23年6月9日

吉原美惠子「県立近代美術館　森口ゆたか作品展から②

闇の中で育まれた命」　『徳島新聞』　平成23年6月10日

吉原美惠子「県立近代美術館　森口ゆたか作品展から③

新しい命の誕生　祝福」　『徳島新聞』　平成23年6月11日

吉原美惠子「県立近代美術館　森口ゆたか作品展から④

心に語りかける抱擁」　『徳島新聞』　平成23年6月14日

福岡道雄「現代美術倦怠症　それでもみるか」　産経新

聞　平成23年6月10日（大阪版夕刊）

「今、見たい最高のアート　森口ゆたか　あなたの心に手

�会期

　2011年4月29日（金・祝）－6月26日（日）（51日間）

�休館日

　月曜日

�視点

　森口ゆたかは、オブジェや映像を組み合わせ、存在を問

いかける場を創り出し、その質の良い作品で高い評価を

得ている関西を拠点に活躍する作家である。

　近年は、触れ合う手、絡み合う糸などが、映像として会

場を行き交う、ビデオ・インスタレーションを手がけてお

り、そこには、ふれあい、つながり合おうとする生命の姿が

温かく示されている。

　また、1998（平成10）年から2年間滞在したイギリスで

目にしたホスピタルアートに、森口は強い衝撃を受け、身

体や心を病んでいる人たちや、その家族たちを癒やす

アートの大きな力に気づかされたという。帰国してすぐに、

ホスピタルアートの必要性を説く任意団体を設立し、そ

れに伴うように、自身の作品にも変化が現れ、作家自身

が生きた時間の上に成り立つ、生命への思い、身体の温

もり、人とのつながりの心地よさなどが主題となった作品

が、紡がれている。

　かつての不確かな存在を見つめた森口の目は、揺るが

ない人間存在に注がれ、生命への敬意や存在への慈しみ

に満ちあふれた作品を生み出している。

　本展は、個人の存在が、ともすれば尊ばれない現代、家

族としての愛情を育みにくい社会にあって、同時代を生

きる人々への寛容で温かなメッセージを発する内容で、

奇しくも東北地方に起こった大震災後、人々の心に触れ

るアートの役割をも知らしめた、意義深いものであったと

思われる。

�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

�協力

　株式会社川島織物セルコン
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をさしのべて」　『050』2011.5　平成23年5月

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ　その39　森口ゆた

か展と新収蔵作品」　『徳島エコノミージャーナル』第

379号　ブレーンバンク　平成23年5月

「かけがえのないものに触れられる展覧会」　『Ｒｉｃｈｅ

ｒ』第33号　京阪神エルマガジン　平成23年6月

「人とのつながりをアートで感じる」　『あわわ』2011年6

月

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ　その40　森口ゆた

か展のわくわく感・地域を越えた鑑賞活動」　『徳島エコ

ノミージャーナル』第380号　ブレーンバンク　平成23年

6月

吉原美惠子「『森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて』

展のうしろに」　『美術運動史研究会ニュース』第120号

　平成23年8月　

「東日本大震災　作品に転機　生命と絆　素直に形に」

　『読売新聞』　平成23年9月27日（大阪版夕刊）、9月28

日（徳島版）

小勝禮子「展覧会を作る意味－心を鼓舞し、勇気づける

美術体験」　『視覚の現場』第10号　醍醐書房　平成23

年9月

「森口ゆたか展」　四国放送『フォーカス徳島』　平成23

年4月29日

「森口ゆたか展」　CATV　平成23年5－6月（同一番組

を繰り返し再放送）

�担当学芸員

　吉原美惠子、安達一樹、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

作家蔵綿布にインクジェット
プリント印刷・スピー
カーによるインスタレー
ション（タペストリー：
w=1,000mm×H=
1,700mm 計18枚）

2011年大阪市立大学付属病院プロジェ
クト＜あなたの“いのち”を支え
る手＞

森口ゆたか

作家蔵DVD再生機・プロジェ
クター・スピーカーによ
るインスタレーション

2007年ＬＩＮＫ

作家蔵DVD再生機・プロジェ
クターによるインスタ
レーション

2010年ＨＵＧ

作家蔵アルミ複合パネルの上
にインクジェットプリ
ント印刷・明滅式電球
ソケット・電球10Wを1
灯使用によるインスタ
レーション

2009年光の刻

作家蔵DVD再生機・プロジェ
クター・床面に塩化ビ
ニール製長尺シート貼
り加工（WAX塗装仕
上げ）スピーカーによ
るインスタレーション

2007年ｔｏｕｃｈ

作家蔵DVD再生機・プロジェ
クター・壁面ガラス部
にカッティングシート
施工によるインスタレー
ション

2011年あしたの景
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2

スウィンギン・ロンドン50's-60's

ミニスカート・ロック・ベスパ－若者発のライフスタイル革命

　四国放送

�後援

　ブリティッシュ・カウンシル

　NHK徳島放送局

　エフエム徳島

　徳島県文化振興財団

�企画協力

　株式会社ブレーントラスト

�助成

　芸術文化振興基金助成事業

�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20名以上の団体料金。

�関連事業

　＊4-1-2「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：B5判変形257×189mm　160ページ

解説リーフレット：A5判

ポストカード：105×150mm　5種

　＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

�入館者数

　4,272人

　＊8-4「入館者数」の項を参照。

�新聞・雑誌記事

「ぷらんプラン PICK UP」『月刊タウン情報トクシマ』2011

年9月号

幸「ぞめき　スウィンギン・ロンドン」『徳島新聞』平成23

年9月12日（夕刊）

滝本昇「音楽・車・服飾・英の若者魅了　スウィンギン・ロ

ンドン50's～60's　戦後復興期の文化紹介　あすから県

近代美術館」『徳島新聞』平成23年9月16日

伊藤典文「ペイジのギターに興奮　県立近代美術館ロン

ドン特別展」『徳島新聞』平成23年9月17日（夕刊）

大原一城「ロンドンの若者文化に触れる　50～60年代の

音楽、ファ ッ ション…　ポップな150点並ぶ　県立近代美

術館　名車『ミニ』も」『毎日新聞』平成23年9月18日（徳

島版）

「鳴潮」『徳島新聞』平成23年9月23日

�会期

　平成23年9月17日[土]-11月6日[日]（44日間）

�休館日

　月曜日（9月19日と10月10日は開館）、9月20日[火]、10月

11日[火]

�視点

　戦争による荒廃から復興し豊かさの時代を迎えた

1950－60年代のヨーロッパでは、テレビや冷蔵庫が一般

家庭の手に届くものとなり、スクーター、小型トランジス

タラジオなど今日の暮らしにつながるデザイン製品も登

場する。こうしたライフスタイルの変化にいち早く反応

したイギリスの若者たちは、音楽やファッションに興味を

持ち、個性と刺激を求めていった。ビートルズ、ローリン

グ・ストーンズなどのバンドがイギリスから世界へ羽ばた

き、モッズ・ルックやミニスカートのツイッギーが登場し、

ロンドンは若者文化の発信地となる。「スウィンギン・ロン

ドン」と名づけられたこの1960年代の興奮と熱狂の中、

様々な分野に新しい才能が芽生えていった。

　本展は1950－60年代にロンドンで日常生活に取り入

れられた各国のインダストリアル・デザインとともに、ファッ

ションや音楽をベースとした若者文化を取り上げ、当時

のライフスタイル全般を見つめ直そうとするもの。ロンド

ン在住の装飾美術キュレーター、マイケル・ホワイトウェ

イ氏、ロックギタリストのジミー・ペイジ氏をはじめとする

内外の所蔵家のコレクションを中心に、スクーター等の

乗り物、ラジオやテレビ等の家電製品、カメラ、家具、ファ

ブリック、食器、服飾、ギター、レコードジャケット、ポス

ターなど約150点を展示した。2010年郡山市美術館から

の巡回内容に加え、徳島会場独自にミニのプロトタイプ

「オースチン・セブン」やレコード・ジャケットのコレクショ

ンを展示した。

　また「阿波藍メッセ2011」とのコラボ企画として、穴吹

デ ザインビューティカレッジ学生によるファッション・ショー

を展覧会オープニングに行うなど、地域ゆかりのクリエイ

ターによるイベント等を多面的に行い、各分野の愛好家

に美術館活動への関心が高まることをねらった。

�主催

　徳島県立近代美術館

　徳島新聞社
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県立近代美術館特別展　スウィンギン・ロンドンから」

『徳島新聞』（竹内利夫）

1　ベスパ125cc　平成23年10月28日

2　アントモデル3100　平成23年10月29日

3　デイ・ドレス　平成23年10月31日

4　ペイジの12弦ギター　平成23年11月1日

5　ラジオRT20　平成23年11月4日

松井士郎「支局長からの手紙　音楽文化」『毎日新聞』平

成23年11月24日（徳島版）

レインボーMIX　エフエムびざん　平成23年9月2日

B-STEP TALKING　エフエムびざん　平成23年9月13日

サニーサイド・オブ・ザ・ストリート　エフエムびざん　平

成23年9月30日

酒とJAZZの日々　エフエム徳島　平成23年10月7日

グッドモーニングサタデー　エフエム徳島　平成23年10

月8日

�担当学芸員

　竹内利夫、森芳功
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�出品リスト

1950-1955
所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

マイケル・ホワイト
ウェイ

100.0×153.0
×77.0

1951年スクーター　ベスパ　125ccピアッジョ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

93.0×165.0×
73.0

1951年スクーター　ランブレッタC
125cc

インノチェンティ社
［製造]

マイケル・ホワイト
ウェイ

11.0×19.51948年中判カメラ　ハッセルブラッド
1600F

ヴィクトル・ハッセル
ブラッド社［製造]

マイケル・ホワイト
ウェイ

25.0×13.0×
6.0

1948年インスタントカメラ
ランド・カメラ　モデル95

ポラロイド社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

75.5×61.0×
74.0

成形合板1950年アームチェア　AXフリッツ・ハンセン社

マイケル・ホワイト
ウェイ

56.0×110.0×
48.0

成形合板1950年テーブル AX

マイケル・ホワイト
ウェイ

77.7×48.0×
48.0

成形合板、スチールパ
イプ

1952年椅子　アント（蟻）　モデル3100

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.12.0、径26.0スチールにほうろう加工1954年キャセロール　シリーズ　コペン
スタイル

ダンスク・インターナショ
ナル・デザイン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.11.5、径31.0スチールにほうろう加工1956年ソースパン　シリーズ　コペンス
タイル

マイケル・ホワイト
ウェイ

150.0×54.0綿1952年内装用プリント地デヴ ィ ッ ド・ホワイトヘッ
ド社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

182.0×124.0綿1954年内装用プリント地　コピスヒールズ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

176.0×176.0綿1956年内装用プリント地サンダーソン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

200.0×62.0綿1956年内装用プリント地　ハーブ・アン
トニー

ヒールズ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

108.0×126.0綿1958年内装用プリント地　スイートコー
ン

マイケル・ホワイト
ウェイ

250.0×124.0綿1955年内装用プリント地　トライアド

1956-1965

マイケル・ホワイト
ウェイ

32cm（サーバー）、
20cm（ナイフ）

ステンレススチール1956-57年カトラリー　AJ　モデル355A.ミケルセン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.19.0ステンレススチール、
木

1958年カフェオレ・セット　カムデンオールド・ホール社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

17.5ステンレススチール1962年カトラリー　オーディンダンスク・インターナショ
ナル・デザイン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

径10.5鋳鉄1960年ろうそく立て　先細ろうそくホ
ルダー

マイケル・ホワイト
ウェイ

径19.0鋳鉄1960年ろうそく立て　スター・ホルダー

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.10.0、径24.0木1960年頃サラダボウル

マイケル・ホワイト
ウェイ

23.8×58.0×
29.0

1956年ラジオ・レコードプレイヤー複合
機〈SK4/SK5〉

ブラウン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

22.0×29.0×
9.0

1956年ポータブル・トランジスタラジオ
T1/T2/T23

マイケル・ホワイト
ウェイ

11.2×7.1×
3.2

1957年ポケ ッ ト・トランジスタラジオ　
TR63

東京通信工業
（現 SONY）［製造］
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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

マイケル・ホワイト
ウェイ

10.6×6.7×
2.9

1958年ポケット・トランジスタラジオ
TR610

ソニー［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

10.6×6.7×
2.9

1960年ポケット・トランジスタラジオ
TRW621

マイケル・ホワイト
ウェイ

8.2×15.0×
4.1

1958年ポケット・トランジスタラジオ
T3/T31

ブラウン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.45.0、径18.01958年ブレンダー　MX3/MX32

マイケル・ホワイト
ウェイ

9.0×27.0×
13.6

1959年ヒーター　H1/H2

マイケル・ホワイト
ウェイ

3金1956年イヤリング　モデル1118ジョージ・ジェンセン社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

5銀1956年ブローチ

マイケル・ホワイト
ウェイ

3.2銀1961年指輪

マイケル・ホワイト
ウェイ

3.2銀1967年指輪

マイケル・ホワイト
ウェイ

1959年35mm一眼レフカメラ　ニコンF日本光学工業
（現ニコン）［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

9.0×6.0×2.51960年ポケット・トランジスタラジオ
TR620

ソニー［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

7.4×7.0×2.71965年ポケット・トランジスタラジオ
2R-21

マイケル・ホワイト
ウェイ

11.8×6.6×
3.5

1962年ポケット・トランジスタラジオ
TR-817

マイケル・ホワイト
ウェイ

7.5×5.8×3.0ポケット・トランジスタラジオ
TR-730

マイケル・ホワイト
ウェイ

7.5×5.8×3.01968年ポケット・トランジスタラジオ
ICR-120

マイケル・ホワイト
ウェイ

24.0×22.0×
26.0

1960年テレビ　TV8-301

マイケル・ホワイト
ウェイ

24.0×22.0×
26.0

1962年テレビ　TV5-303

マイケル・ホワイト
ウェイ

24.0×22.0×
26.0

1962年テレビ　TV6-303-W

マイケル・ホワイト
ウェイ

29.0×30.0×
28.0

1962年テレビ　ドネイブリオンヴェガ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

26.0×23.0×
30.0

1964年テレビ　アルゴル

マイケル・ホワイト
ウェイ

22.0×29.0×
9.0

1961年ポータブル・トランジスタラジオ
T52/T580/T510/T520/T521

ブラウン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

26.0×50.0×
18.0

1961年ラジオ　RT20

マイケル・ホワイト
ウェイ

25.0×36.0×
13.5

1968年ワールドレシーバー　T1000CD

マイケル・ホワイト
ウェイ

66.0×87.0×
75.0

1962年ラウンジチェア　RZ62ヴィツゥ、ツァップ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

14.1×14.0×
7.5

1961年卓上扇風機　HL1ブラウン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

7.0×20.4×
16.6

1964年美容用赤外線ランプ　HUV1コ
スモルクス

マイケル・ホワイト
ウェイ

96.0×157.01962年自転車　モールトン　スポーツ・
Fフレーム

モールトン社［製造］
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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

マイケル・ホワイト
ウェイ

95.0×180.0×
58.0

1960年頃オートバイ　モトムモトム社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

1963年オートバイ　ドリームC77本田技研工業［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

12.5×24.0×
10.0

磁器1961年コーヒーセット　イナチメルフ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

14.7×14.0磁器1964年ティーポット　2人でお茶をローゼンタール社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

22.5×14.0×
5.8

1960年頃キッチンタイマー付きクロックユンハンス社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

9.5×5.8鋳鉄1962年燭台ロバート・ウェルチ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

26.5ステンレススチール1962年サラダサーバー　アルヴェストンオールド・ホール社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

14ステンレススチール1961年ティーセット　オリアーナ

マイケル・ホワイト
ウェイ

11.5ステンレススチール1964年ティーポット　アルヴェストン

マイケル・ホワイト
ウェイ

ステンレススチール1960年頃ティーポットエルキントン社

マイケル・ホワイト
ウェイ

97.0×89.0×
103.0

合成皮革1962年アームチェア　サンルカガヴィーナ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

92.0×62.0×
124.0

1965年ラジオ・レコードプレイヤー複合
機　RR126

ブリオンヴェガ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

13.3×22.0×
13.3

1963年ポータブルラジオ　TS502

マイケル・ホワイト
ウェイ

6.4×19.0×
19.0

1969年ケーブルラジオレシーバー
FD1102

マイケル・ホワイト
ウェイ

8.0×34.0×
16.5

1968年ケーブルラジオレシーバー
FD1101

マイケル・ホワイト
ウェイ

154.0×66.0綿1964年内装用プリント地エデ ィ ンバラ・ウ ィ ー
ヴァーズ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

122.0×130.0綿1965年内装用プリント地　ガレリアヒールズ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

138.0×120.0内装用ファブリック　パンジー

マイケル・ホワイト
ウェイ

360.0×128.0綿1965年頃内装用プリント地　オメガ

徳島県立近代美術
館

76.4×91.5シルクスクリーン　紙1965年版画集 〈11人のポップ・アーチス
トIII〉9. トリプル

ジェラルド・ライング

徳島県立近代美術
館

61.9×101.5シルクスクリーン、
アルミフォイル　紙

1965年版画集 〈11人のポップ・アーチス
トIII〉4. カスタム・プリントIII

ピーター・フィリップス

徳島県立近代美術
館

59.9×47.9リトグラフ　紙1965年版画集 〈11人のポップ・アーチス
トIII〉8. 「ジャネットは服を着て
いる…」

アレン・ジョーンズ

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.71.5、径
134.0

厚紙に塗装1965年テーブルセット　トモトムハル・トレーダーズ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

75.0×65.0×
63.0、径134.0

ラッカー塗装1965年椅子　271Fトーネット社［製造］

1966-1970

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.15.7、径21.51968年ペンダントランプ　フラワーポッ
ト

ルイス・ポールセン社
［製造］
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マイケル・ホワイト
ウェイ

7.0×17.0×
7.6

1965年電話機　グリロイタルテル社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

11.5×34.3×
35.5

1969年タイプライター　バレンタインオリベッティ社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

径25.0プラスチック1962-70年ボウル、マグカップ、トレイのセッ
ト

ヘラー社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

12.0×12.0×
14.0

1968年ポータブルラジオ　RK501ジーメンス社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

22.5×20.0×
8.0

1968年ポータブル・レコードプレイヤー
フォノ・ボーイ

グルンディッヒ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

10.5×30.5×
31.5

1969年ポータブル・レコードプレイヤー
　22GF ラジオラ

フィリップス社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

66.0×44.0シルクスクリーン1968年ベイビー・レインボウピーター・ブレイク

郡山市立美術館80.0×54.0ほ
か

リトグラフ、シルクス
クリーン　アクリル

1970年零エネルギー実験電池Vol.1エド ュ アルド・パオロ ッ
ツィ

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.10.0、径10.01970年ポータブルラジオ　パナペット70
R70

松下電器産業（現パナ
ソニック）［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

33.0×29.01971年テレビ　フリフリQ日本ビクター［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

101.0×165.0
×55.0

1968年スクーター　ランブレッタ・ルイインノチェンティ社
［製造]

マイケル・ホワイト
ウェイ

1751916年オフロード用オートバイ
CT90 KO

本田技研工業［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

34.5×53.01962年ポスター「ホンダに乗るのは最高
に素敵な人たち（ナイセスト・ピー
プル）」

グレイ広告社
［デザイン］

マイケル・ホワイト
ウェイ

1968年映画ポスター『2001年宇宙の旅』
ポスター a

ロバート・マッコール

マイケル・ホワイト
ウェイ

1968年映画ポスター『2001年宇宙の旅』
ポスター ｂ

マイケル・ホワイト
ウェイ

100.0×58.0×
24.5

アルミニウム1968年ムーン・スカルプチャーラルフ・ターナー

マイケル・ホワイト
ウェイ

37.0×25.0×
26.0

ガラス1956年ランプヴェニーニ・ムラーノ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

107.0×90.0厚紙と木に油彩1964年壁掛け彫刻アーサー・ウィルソン

マイケル・ホワイト
ウェイ

20.5×23.5×
6.0

1968年ムービーカメラ　ニッツォ S56ブラウン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

25.5×30.0×
31.0

1969年テレビ　ブラック201ブリオンヴェガ社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.17.0、径8.01967年コーヒーミル　KSM1/KSM11ブラウン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

19.0×15.0×
9.0

1965年コーヒーミル
KMM1/KMM121

マイケル・ホワイト
ウェイ

5.5×5.5×5.51970年卓上ライター　T3ドミノ

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.9.0、径6.01968年卓上ライター　T2シリンドリッ
ク

マイケル・ホワイト
ウェイ

10.0×6.7×
3.5

1962年シェーバー　SM31シクスタント

マイケル・ホワイト
ウェイ

h.12.5、径3.31969年シェーバー　B11

マイケル・ホワイト
ウェイ

143.0×30.01967年教育玩具　レクトロン
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マイケル・ホワイト
ウェイ

8.0×25.0×
19.0

1967年ポータブルテレビ　TV4－204ソニー［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

7.5×26.0×
18.5

1965年ポータブルラジオ　ベオリット
５００

バング＆オルフセン社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

17.0×36.0×
7.5

1970年ポータブルラジオ　ベオリット
４００

バング＆オルフセン社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

17.0×20.0×
8.5

ステンレススチール1967年コーヒーセット　シリーズ　シリ
ンダ・ライン

ステルトン社［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

31ステンレススチール1972年サラダサーバー　シリーズ　シリ
ンダ・ライン

マイケル・ホワイト
ウェイ

35.5×10.0×
10.0

磁器うつわローゼンタール社
［製造］

マイケル・ホワイト
ウェイ

35.5×10.0×
10.0

1970年花瓶　ポロ

マイケル・ホワイト
ウェイ

0.9×5.5×
14.0

1972年ポケット計算機　エグゼクティヴシンクレア・ラジオニ
クス社［製造］

Swinging Sixties

マイケル・ホワイト
ウェイ

203.5×104.01965年ザ・ビートルズ主演映画ポスター
『ヘルプ！』

マイケル・ホワイト
ウェイ

31.0×22.0×
23.0

1967年テレビ　9-306-ubソニー［製造］

学校法人イーエス
ピー学園

1964年エレクトリック・ギター　チェット・
アトキンス　カントリー・ジェン
トルマン

グレッチ・カンパニー
［製造］

学校法人イーエス
ピー学園

1960年エレクトリック・ギター　リッケ
ンバッカー　345

リッケンバッカー・イン
ターナショナル・コー
ポレーション［製造］

神戸ファッション美
術館

ビニール1965-66年デイ・ドレス

神戸ファッション美
術館

麻1964-65年デイ・ドレスマリー・クワント
［デザイン］

神戸ファッション美
術館

射出形成プラスティッ
ク、綿ジャージー

1967年靴　チェルシーブーツ

シャーロット・マー
ティン

貝殻とビーズによる装
飾

1967年ネイティヴ・アメリカン・ドレス

シャーロット・マー
ティン

ターコイズ1967年ネックレス

シャーロット・マー
ティン

1967年シャイアン・モカシン

シャーロット・マー
ティン

ポリスチレン1967年ウィッグ・ディスプレイエリック・クラプトン
［デザイン］

シャーロット・マー
ティン

1967年靴シャーロット・マーティ
ン

マイケル・ホワイト
ウェイ

37.0×32.01965年『ピンナップ・ボックス』デヴィッド・ベイリー
［写真］

マイケル・ホワイト
ウェイ

198.8×140.61966年映画ポスター『欲望』

マイケル・ホワイト
ウェイ

93.0×70.0ポスタ ー　ジミ・ヘンドリ ッ ク
ス - エクスプロージョン

マーティン・シャープ
［デザイン］

スーザン・セーグル
＝モリス

綿1967年ドレスポール・リーヴス
［デザイン］

スーザン・セーグル
＝モリス

1967-68年シャツ
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ポール・リーヴス綿1970年ドレスポール・リーヴス
［デザイン］

ポール・リーヴス1969-1973
年

ポスター　ザ・ユニヴァーサル・
ウィットネス

ポール・リーヴス1969年頃ウィンドー・ディスプレイ　ザ・ユ
ニヴァーサル・ウィットネス　鍵穴

レス・コールマン［デザ
イン］

島根県立石見美術
館

絹シフォン1969年カフタン風ワンピース・ドレスザンドラ・ローズ
［デザイン］

島根県立石見美術
館

綿1970年パンツ・スーツビバ［メーカー］

島根県立石見美術
館

綿1970年頃パンツ・スーツ

個人1950年代初
頭

デニムジャケット　111MJラングラー［メーカー］

個人1953年パーカー　アメリカ軍
M-1951

個人1960年代後
半

デニムパンツ　501リーバイス［メーカー］

個人1960年代後
半

デニムパンツ　502

個人1970年代初
頭

ブーツ　B3006ゴールドトップ
［メーカー］

個人1970年代初
頭

ブーツ　トロフィー

ジミー・ペイジ51.0×36.0コンサート・ポスター　ヤードバー
ズ『ワン・サンデー・アフタヌーン』

ジョン・H・マイヤーズ
［デザイン］

ジミー・ペイジ1966年フロック・コート

ジミー・ペイジ1966年シャツグラニー・テイクス・ア・
トリップ［メーカー］

ジミー・ペイジ1964年パンツヒズ・クローズ
［メーカー］

ジミー・ペイジフリンジ付き1967年ショールコート

ジミー・ペイジバッヂ、メダル付きジャケット

ジミー・ペイジ1968-69年レザージャケット

ジミー・ペイジ1968年ジーンズ

ジミー・ペイジベルベットジャケットポール・リーヴス
［デザイン］

ジミー・ペイジ1969年パンツ

スーザン・セーグル
＝モリス

1967年頃シャツ

ジミーペイジシャツ

ジミー・ペイジ1969年ピンク・スーツサウス・シー・バブル
［メーカー］

ジミー・ペイジ1971年スパンコールシャツ

ジミー・ペイジ2000年代エレクトリック・ギター　レス・ポー
ル　ジミー・ペイジ・シグネイチャー
モデル　プロトタイプ

ギブソン［製造］

ジミー・ペイジ1959年頃エレクトリック・ギター　ダンエレ
クトロ

ダンエレクトロ［製造］

ジミー・ペイジ1965年頃エレクトリック・ギター　ヴォ ック
ス　ファントム　12弦ギター

ヴォックス［製造］



41

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

ジミー・ペイジエレクトリック・ギター　ギブソン
6&12弦　ダブルネック・ギター

ギブソン［製造］

特別出品

マイケル・ホワイト
ウェイ

レコードジャケット

マイケル・ホワイト
ウェイ

1960年代雑誌『ヴォーグ』コンデナスト・パブリ
ケーションズ［出版］

個人1966年雑誌『タイム』タイム社［出版］

学校法人イーエス
ピー学園

1954年エレクトリック・ギター　フェン
ダー　テレキャスター

フェンダー［製造］

学校法人イーエス
ピー学園

1954年エレクトリック・ギター　フェン
ダー　ストラトキャスター

学校法人イーエス
ピー学園

1959年エレクトリック・ギター　ギブソン
レス・ポール・スタンダード

ギブソン［製造］

個人1960年代初
頭

アコースティック・ギター　ハー
モニー　ソヴレイン　H-1260

ハーモニー［製造］

ヤマハミュージック
トレーディング株式
会社

2002年アンプ　JTM45/OS オフセット
リイシュー

マーシャル［製造］

ヤマハミュージック
トレーディング株式
会社

2006年アンプ　JTM45/100 リミテッド・
エディション

株式会社コルグアンプ　VOX AC30 TV Frontヴォックス［製造］

個人1950年代デニムジャケット　507XXリーバイス［メーカー］

個人1962年頃レザージャケットゾウハー

個人1960年代レザージャケットルイスレザーズ
［メーカー］

マイケル・ホワイト
ウェイ

1960年代レザージャケット

マイケル・ホワイト
ウェイ

1960年代ピンバッジ

マイケル・ホワイト
ウェイ

1958年オートバイ　ヴェロセット　ヴァ
イパー　350cc

ヴェロセ社［製造］

ポール・リーヴス1960年代シャツポール・リーヴス
［デザイン］

マイケル・ホワイト
ウェイ

1963年ターンテーブルJ.A.ミ ッ チェルエンジニ
アリング社［製造］

カントリーガレージ1959年自動車オースチンセブン
A-A2S7/103

BMC [製造]

個人1969年レコードジャケット「スタンド・
アップ」

ジェスロ・タル
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3

魅力発見！わたしたちの美術館

月12日[土]

�担当学芸員

　吉川神津夫、安達一樹

�会期

　2011年11月15日[火]-12月25日[日]（36日間）

�休館日

　月曜日

�視点

　この展覧会は、県民が様々なイベントに参加すること

を通じて、美術館に親しみ、新しい魅力を発見していただ

こうとするもので、次の三つの部門で構成した。

1　所蔵作品のお気に入り投票による投票上位作品の展示

　2010年12月から2011年7月に展示中の所蔵作品の

人気投票を実施し、集計をおこなった結果、上位の作

品を展示した。

　投票総数：1,297票　投票された作品数：209点　投

票された作家数：147名

2　高校生の作品展示

　近代美術館の収集方針の一つである「人間像」を

テーマに高校生が作品を制作。県内の高校教諭、近代

美術館学芸員らの審査を経た作品を展示した。

3　ワークショップ制作作品の展示

　現代美術作家の堀尾貞治氏を講師に招いてワーク

ショップを開催した。テーマは「あたりまえのこと」。身

の回りのありふれた材料に参加者が手を加えることに

よって、驚くような世界が生み出されていった。開催時

間中にワークショップを行い、作家自身の制作も交え

ながら、最終的に参加者が共同で展示作品を制作した。

�観覧料

一般　　　 200円（160円）

高・大生　 100円（  80円）

小・中生　   50円（  40円）

�関連事業

　＊4-1「美術館教育」の項を参照

�印刷物

　チラシ：A4判

　＊その他の印刷物については、4-2-9「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

�入館者数

　1,105人

�新聞、雑誌記事

「魅力発見！わたしたちの美術館　徳島県立近代美術　

15日から　体験型作品や人気絵画」　『徳島新聞』　11
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�出品リスト

1　所蔵作品のお気に入り投票による上位作品の展示

所蔵者寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

193.9×130.3油彩　キャンバス1930年頃家族の肖像石丸一

130.0×193.0油彩　キャンバス1942年山石丸一

492.0×120.0
×70.0

ステンレス（針金）　
ペイント　セメント

2009年わたしにキク今村源

194.5×130.3油彩　キャンバス1928年休み日河井清一

181.8×130.1紙本着色1970年花売り幸田暁冶

160.0×40.0×
21.0

樹脂、布1999年繰り返される模様津田亜紀子

112.5×162.0油彩　キャンバス1974年盲の聖者たち中西勝

116.7×90.9紙本着色1986年清晨長尾弘子

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

奈良美智

49.7×66.5水彩　紙1920年頃伊太利ヴェロナの古橋三宅克己

68.0×101.0水彩　紙1941年渓流（箱根底倉）

71.7×59.5油彩　キャンバス1943-45年宇佐美氏像安井曾太郎

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

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）

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

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

2　高校生の作品展示

学校名寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

徳島県立城南高等
学校

103.0×72.8アクリル　紙2010年egg BANG森岡真菜

徳島県立城東高等
学校

116.7×91.0油彩　キャンバス2011年ゆくえ谷口晴香

徳島県立城東高等
学校

116.7×91.0油彩　キャンバス2010年17歳　秋角田萌

徳島県立城ノ内高
等学校

91.0×72.7油彩　キャンバス2011年夜明け前に君を見る高砂理子

徳島県立城ノ内高
等学校

103.0×72.8アクリル、コンテ　紙2011年夢の中で逢いましょう三橋元子

徳島県立徳島北高
等学校

103.0×72.8アクリル　紙2011年走阿部栞

徳島県立徳島北高
等学校

116.7×91.0油彩　キャンバス2011年止まらない南東陽美

徳島市立高等学校103.0×72.8アクリル　紙2011年自己主張跡部奈美

徳島市立高等学校103.0×72.8水性色鉛筆、アクリル、
油彩、コラージュ　板

2011年寄り添う二人高木なつ実

徳島県立徳島科学
技術高等学校

103.0×72.8CG　インクジェット
プリント

2011年マスメディアによる専制政治北野智也
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学校名寸法cm（縦×横）技法・材質制作年作品名作者名

徳島県立徳島科学
技術高等学校

91.0×72.7アクリル　キャンバス2011年忌子と関所の鬼の蠱惑の果たし
合い即ちサピエントトワイライト
リレンマ

殿谷将人

徳島県立徳島商業
高等学校

91.0×91.0アクリル　キャンバス2010-11年ゆらぎ松田奈々恵

徳島県立徳島商業
高等学校

116.7×90.9アクリル　キャンバス2011年nihil 久米千夏

徳島県立名西高等
学校

90.9×116.7水干絵具　麻紙2011年under mining藤井美沙

徳島県立名西高等
学校

103.0×72.8アクリル　紙2011年365日小西真子

徳島県立名西高等
学校

70.0×48.0×
52.0

石膏2011年夜行人間長田寛人

徳島県立名西高等
学校

116.7×91.0油彩　キャンバス2011年あした戦争新納千尋

徳島県立名西高等
学校

70.0×110.0×
150.0

石膏2011年破悪服部佳弘

徳島県立川島高等
学校

90.9×72.7油彩　キャンバス2011年生きる緒方華夏　

徳島県立川島高等
学校

90.9×72.7油彩　キャンバス2011年叫び川真田渉

徳島県立阿波高等
学校

90.9×72.7アクリル　キャンバス2011年dellow笠井ゆきの

徳島県立阿波高等
学校

116.7×90.8油彩　キャンバス2011年綾三浦瑞葉

徳島県立池田高等
学校

50.0×55.0×
55.0

石膏2010年父の背のぬくもりを感じて上野理子

徳島県立板野支援
学校

100.0×100.0厚紙、セロテープ、
マジック　他

2011年MY COLLECTION 2011-私赤松直樹

徳島県立板野支援
学校

165.0×60.0×
80.0

和紙、絵具　他2010年スマイル逢坂友里　他3名

徳島県立板野支援
学校

100.0×100.0アクリル　ＰＰパネル2011年呼吸Ⅰ笠成二千花　他7名

3　ワークショップ制作作品の展示

　現代美術作家の堀尾貞治氏を講師に招いてワークショッ

プ「あたりまえのこと」を3回開催し、制作作品を展示した。

2011年11月15日（火）～26日（日）

ワークシ ョ ッ プ開催日：11月12日（土）　参加者：留学生を

中心とする徳島大学関係者

＊この回は徳島大学国際センターとの交流事業。

1　お面と風船　ワークショップ参加者（12月10日まで展

示）
2　コロンコロン　堀尾貞治
3　部分と全体　ワークショップ参加者
4　ラインを撃て！　ワークショップ参加者（12月10日ま

で展示）

2011年11月29日（火）～12月10日（土）

ワークショップ開催日：11月27日（日）　参加者：親子

1　３つの水風船による　コロンコロン　堀尾貞治
2　袋と新聞紙　ワークショップ参加者

2011年12月13日（火）～12月25日（日）

ワークショップ開催日：12月11日（日）

参加者：一般（高校生以上）

1　お面と風船　ワークショップ参加者

　（12月11日に2回目が行われた）
2　点をつないでネコをかけ　ワークショップ参加者
3　ペンペン絵画　堀尾貞治＋ワークショップ参加者
4　ラインを撃て！　ワークショップ参加者

　（11月12日のワークショップで制作された作品に、12月
11日の参加者によって、さらに手が加えられた。）
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（小）「四国放送ディレクターズ　アイ　すべて見せま

す！手塚治虫の世界」『徳島新聞』平成23年8月1日

匿名希望「読者の手紙」『徳島新聞』平成23年8月5日

「手塚治虫展1万人突破」『徳島新聞』平成23年8月17日

（夕）

「ワークシート」『徳島新聞』平成23年8月22日

（好々爺）「ちょっとええ話　手塚治虫展」『徳島新聞』平

成23年8月22日（夕）

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ その43 世代

を超えて楽しむ」「徳島エコノミージャーナル」第21巻第

12号　平成23年9月

・放送

「あす開幕！手塚治虫展会場生中継」ゴジカル！　四国

放送　平成23年7月22日

「あす開幕！手塚治虫展」フォーカス徳島　四国放送　

平成23年7月22日

「シリーズ手塚治虫の魅力」フォーカス徳島　四国放送

　平成23年7月25、26、27日

「すべて見せます！手塚治虫の世界」　四国放送　平成

23年8月7日

�担当学芸員

　安達一樹、竹内利夫

�会期

　平成23年7月23日(土)～8月31日(水)（35日間）

�休館日

　月曜日（8月15日は開館）

�内容

　　昨年度の「スタジオジブリ・レイアウト展」に続くアニメ

企画第2弾として、日本のアニメーションの礎である手塚

治虫を取り上げた。手塚治虫が生涯に描いたマンガやア

ニメーション作品、手塚の足跡、そして手塚が作品に込め

たメッセージを「手塚治虫の誕生」「作家・手塚治虫」「手

塚治虫のメッセージ」の3部構成で紹介、直筆原稿や愛用

品、「ブッダ」関連資料、手塚と徳島の関わりを示す資料

などを展示した。

�主催

　徳島県、徳島県教育委員会、四国放送株式会社

�料金

大人・大学生　1,000円（900円）

中・高生　　　　800円（700円）

小学生以下　　500円（400円）

※（　 ）内は前売り料金。

�入館者数

　21,746人

　＊8-4「入館者数」の項を参照

�新聞、雑誌記事

「手塚治虫の足跡紹介」『徳島新聞』平成23年2月8日

「手塚治虫展を企画」『朝日新聞』平成23年2月13日

「手塚ワールドにふれて」『読売新聞』平成23年2月23日

岩木敏久「日曜コラム アトム誕生60年 手塚さんが願っ

たこと」『徳島新聞』平成23年2月27日

「手塚治虫展23日から」『徳島新聞』平成23年7月7日

「いいとこどり！手塚治虫展の魅力」『徳島新聞』平成23

年7月20日

「手塚治虫展きょう開幕」『徳島新聞』平成23年7月23日

「最大級　手塚治虫展」『読売新聞』平成23年7月23日

「手塚治虫の世界満喫」『徳島新聞』平成23年7月23日

（夕）

「鳴潮」『徳島新聞』平成23年7月24日

「原画など310点展示」『毎日新聞』平成23年7月24日

（ふ）「藍がめ」『徳島新聞』平成23年7月30日（夕） 

3-3　文化の森県民パートナー事業
「アトム」デビュー 60周年・映画「ブッダ」公開記念

手塚治虫展
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○モデル：「藍吹雪」のみなさん

　阿波おどりの第一線で活躍中の踊り手さんをモデルに

招き、その姿をクロッキー（速写）で描いた。手や足を上

げるという、通常ではまず行うことのない難しいポーズに、

踊り手の皆さんがチャレンジし、短い静止時間で、瞬間の

美しさをとらえた。

○参加者数

初心者編：6月19日（日）21名（応募者24名）＊抽選実施

　　　　6月26日（日）20名（応募者36名）＊抽選実施

経験者編：7月17日（日）36名（応募者36名）＊抽選未実施

　　　　7月24日（日）33名（応募者39名）＊抽選未実施

②「阿波おどり　手ぬぐいプロジェクト」

7月3日（日）、9日（土）、10日（日）10:00～16:00

アトリエ（3F）　定員15名　参加費1,500円

○染織指導：中川存（鳴門教育大学名誉教授）

　○アドバイス：JAGDA徳島地区（社団法人日本グラフィッ

クデザイナー協会徳島地区）に所属するデザイナー有

志：岡本幸雄、酒巻和弘、敷島のり子、村上忠之、吉本

實（50音順）

　阿波おどりに欠かせないアイテムの1つ「手ぬぐい」を、

デザイナーからのアドバイスもうけて、手軽で楽しく、そし

て実験的な染織の方法で作った。

※綿のさらし（約34cm×約98cm）に化学染料を使って

二つの方法で染めた。

1　浸し染め（紺色）をしたのち抜染。

2　染料チョークと染紙を使用。

　○参加者数：7月3日（日）17名、7月3日（日）15名，7月3

日（日）15名　＊3日間連続受講、抽選未実施

　③「みんなでつくろうL E D印籠」～キラキラ印籠づくり

ワークショップ～

7月24日（日）　13:00～16:00　 二十一世紀館多目的活

動室（1F）　参加費500円

　阿波おどりのアイテムのひとつ「印籠」。LEDを使って

オリジナルの印籠を制作した。

　※LEDを生かしたまちづくりを進めている「NPO法人コ

モンズ＋あかてクラブ」との共催。

○参加者数　62名

（2）　「藍吹雪」による阿波おどり公演　

7月31日（日）11:00から12:00　二十一世紀館野外劇場

観覧無料　

�概要

　　文化の森の6館が連携して「文化の森　阿波おどり

フェスタ」を開催した。

　　近代美術館の、文化の森天水スタジオ「おどる阿呆に

　描（か）く阿呆」では、阿波おどりとアートをテーマにし

たワークショップ（もの作り）を行い、それらに参加者に

よる作品を展示した。また、図書館、博物館、鳥居龍蔵記

念博物館、文書館では、阿波おどり関連の資料展示、二十

一世紀館では、阿波おどり連への練習場の提供と公開を

行った。文化の森の各施設の特徴を生かし、歴史や芸術

など様々な視点から、「描く阿呆」や「読む阿呆」などの

様々な視点から、阿波おどりの新しい魅力を発信しア

ピールすることができた。

�開催期間

　平成23年5月12日～8月28日

�主催

　徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立鳥居龍蔵記

念博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館、徳島

県立二十一世紀館

�共催

　徳島県民文化祭文化の森実行委員会

�協力

国立大学法人鳴門教育大学、徳島市観光協会、社団法人

日本グラフィックデザイナー協会徳島地区、NPO法人コ

モンズ＋あかてクラブ、藍吹雪、中川存（染織指導）

�入館者総数（関連事業入館者数含む）

　37,495人

　＊8-4「入館者数」の項を参照

�近代美術館の催し

文化の森天水スタジオ「おどる阿呆に　描（か）く阿呆」

（1）　ワークショップ

①「阿波おどりを描こう～踊り手をモデルにクロッキー～」

「初心者編」・6月19日（日）・6月26日（日）13:00～16：00

アトリエ（3F）　定員 各20名　参加費1,000円

「経験者編」・7月17日（日）・7月24日（日）13:00～16：00

ギャラリー（1F） 定員 各30名　参加費1,000円

○講師：鳴門教育大学　西田威汎、武市勝、鈴木久人

3-4　文化の森阿波おどりフェスタ
「文化の森　阿波おどりフェスタ」

（文化立県とくしま推進会議・４大モチーフ全国発信事業

「萬の民の阿波おどり」協賛事業）

文化の森天水スタジオ「おどる阿呆に　描（か）く阿呆」



47

○観覧者数　308人

　（3）　文化の森 天水スタジオ　「おどる阿呆に　描（か）

く阿呆」展示　

7月30日（土）～8月28日（日）　近代美術館ギャラリー　

観覧無料

　3つのワークショップ「阿波おどりを描こう～踊り手を

モデルにクロッキー～」、「阿波おどり　手ぬぐいプロジェ

クト」、「みんなでつくろうLED印籠」における参加者の作

品（手ぬぐいプロジェクトに協力したデザイナーの作品含

む）を展示。

　　※文書館所蔵資料による「写真で見る阿波おどりの歴

史（スライドショー）」含む

○観覧者数　3,661名

（4）　所蔵作品展2011-II での関連展示

　期間：平成23年8月2日から9月4日まで 「徳島ゆかりの

美術」のコーナーにて

　靉嘔〈にじ・あわおどり〉1990年　シルクスクリーン　

紙／川島猛〈阿波おどり〉1983年　アクリル絵具　キャ

ンバス／谷口董美〈阿波踊〉1948-1949年頃　木版　紙

ほか5点（計8点）

�他館の催し

○図書館　[ミニ展示「阿波おどりマルチビュー」]

　7月20日（水）～8月28日（日）図書館1階　展示ロビー

　（階段側）観覧無料

○博物館　[阿波おどりの絵はがき]

7月20日（水）～8月28日（日）　博物館2階常設展入口

付近　観覧無料

○鳥居龍蔵記念博物館　[鳥居龍蔵が見た「祭り」「踊り」]

7月20日（水）～8月28日（日）　博物館2階常設展入口

付近　観覧無料

○文書館　[写真で見る阿波おどりの歴史]

 8月2日（火）～8月21日（日）　文書館2階休憩コーナー他

観覧無料

○二十一世紀館　[文化の森で阿波おどり！ ] ※阿波お

どり連への練習場の提供

5月12日～8月11日までの火曜日、木曜日　18時から21

時　＊鳴り物は19時～　二十一世紀館野外劇場　実施

日数：15日間

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「阿波踊り題材　絵画・デザイン　描く阿呆集まれ」『徳

島新聞』平成23年6月16日

「阿波踊り「描く阿呆」オリジナルの手ぬぐい作り　県立

近代美術館　参加者募る」『徳島新聞』平成23年6月19日

「手ぬぐいに「描く阿呆」来月3回　近代美術館　参加募

る」『読売新聞』平成23年6月23日

「モデルは踊り子　描く阿呆に挑戦　県立近代美術館」

『徳島新聞』平成23年6月28日

「多彩な資料　魅力紹介　絵はがき・古写真・書籍・・・　

文化の森6施設が連携」『徳島新聞』平成23年7月23日

「本番前に「阿波おどりフェスタ」徳島・文化の森総合公

園　絵や資料展で魅力に迫る　6文化施設で趣向」『毎

日新聞』平成23年8月4日

「Saturdayあるく見聞　阿波踊り魅力再発見　文化の森

4施設で関連展示　小物、絵はがき、書籍・・・貴重な資料

多彩」『徳島新聞』平成23年8月13日（夕）

「情報コーナー　徳島県立近代美術館「文化の森天水ス

タジオ『おどる阿呆に描（か） く阿呆』展示」『徳島県博物

館協議会ニュース』第37号　平成23年8月

�放送

「ニュース（阿波おどり　手ぬぐいプロジェクト）」NHK徳

島放送局　平成23年7月8日、9日

「突激インタビュー　文化の森で阿波おどり」徳島中央

テレビ　平成23年8月17日ほか（全11回放映）

�担当学芸員

　友井伸一、安達一樹、亀井幸子
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に解説。

　○「徳島出身作家が描いた戦前の中国」

　　平成23年9月10日（土）～平成24年1月29日（日）　　

　近代美術館展示室2／所蔵作品展の観覧料が必要 

（「所蔵作品展 徳島のコレクション2011-Ⅲ 徳島ゆか

りの美術　小コーナー）

　○「音のする風景　～あっちこっちにうたごえ～Ⅱ」

　徳島を拠点に活動するミュージシャンの皆さんによ

るストリートライブ。「音のするネットワーク」との共催

　　　開館時間中に随時開催　文化の森内各所／無料 

　【参考】「鳥居龍蔵記念博物館開館1周年記念　文化の森

大秋祭り！！」における他館のイベント

　○六館

　　「文化の森ウォークラリー」

　　 9：30～16：00  受付：21世紀館エントランス／無料 

　○図書館 

　　「図書館探検隊」（図書館見学ツアー）

　　10：30～12：00  図書館子供の本コーナー

　　対象：小学校3年生～中学生／定員30名／無料 

　○博物館、鳥居龍蔵記念博物館 

　　「博物館フェスティバル」

　　・動く断層のペーパークラフトをつくろう

　　　9：30～16：00  博物館3階実習室／無料 

　　・動物や化石にふれてみよう

　　　博物館2階常設展示室／無料 

　　・昔の衣装を着てみよう／どんぐり工作にチャレンジ

／ 鯰（なまず）絵ぬりえ

　　　博物館1階企画展示室／無料 

　　・日光写真を写そう

　　　鳥居龍蔵記念博物館展示室／無料 

　○文書館

　　「文書館　親子体験講座」

　　・紙漉（かみすき）＆歴史パズルに挑戦

　　　9：30～11：30  文書館2階講座室／無料 

　　・和本を作ろう

　　　14：00～16：00　 文書館2階講座室

　　　対象：小学3年生以上／材料費 300円／申込締切

10/25（火）

　○21世紀館

ドンドンひろがれ！子育ての輪～ 和太鼓演奏会＆子

育て情報コーナー～

　　・和太鼓演奏会

�日時

　平成23年11月3日[木・祝]　9:30～16:00

�会場

　文化の森総合公園内各所

�内容

　　徳島県立鳥居龍蔵記念博物館が11月3日開館1周年を

迎えたことを記念し、文化の森の6館（徳島県立図書館、

徳島県立博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立鳥居龍

蔵記念博物館、徳島県立文書館、徳島県立二十一世紀

館）の連携事業として開催した。共同イベントとして「文

化の森ウォークラリー」実施し、加えて各館がそれぞれの

催しをあわせて行った。

　　近代美術館では、ボランティア・グループ「ビボラボ」と

協働して「紙ずもう秋場所」を開催した。このイベントで

は来場者が所蔵作品をモチーフにした紙ずもうの力士を

作り、対戦を行った。あわせて学芸員による所蔵作品の

「解説ミニツアー」も行った。また「音のするネ ッ トワーク」

と共催で、県内のミュージシャンたちが文化の森各所で

ミニライブを行う「音のする風景　～あっちこっちにうた

ごえ～Ⅱ」を実施した。

�主催

　徳島県立図書館、徳島県立博物館、徳島県立鳥居龍蔵記

念博物館、徳島県立近代美術館、徳島県立文書館、徳島

県立二十一世紀館

�参加者数

　文化の森ウォークラリー　480人

　紙ずもう秋場所　233人

　解説ミニツアー　17名

　音のする風景　150名

　6館合計　12,250人

�美術館によるイベント一覧

　○「文化の森おたんじょう記念　紙ずもう秋場所」

　　13:00～16:00（受付15:30）近代美術館2階ロビー

　　対象：どなたでも／参加無料

　美術館に展示している作品をモチーフにした紙ずも

うの力士を制作し対戦する。

　○所蔵作品展 解説ミニツアー（全2回）

　　13：15～（20分程度）／15：15～（20分程度）

　美術館学芸員が、美術館に展示している作品を手短

3-5　文化の森大秋祭り
鳥居龍蔵記念博物館開館１周年記念

文化の森大秋祭り！！ 
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　　　13：00～15：30　 21世紀館野外劇場／無料 

　　・子育て情報コーナー

　　　9：30～16：00  近代美術館1階ギャラリー／無料 

　※そのほか、文化の森各館が鳥居龍蔵にちなんだ連携事

業を行った。

　・図書館  特設コーナー「鳥居龍蔵」  10/21（金）～11/16

（水）  図書館2階郷土資料コーナー　無料 

　・博物館  「鳥居龍蔵の歩いたアジアの自然」  10/29（土）

～12/ 4（日）  博物館2階常設展入口付近　無料 

　・近代美術館  「徳島出身作家が描いた戦前の中国」

（「所蔵作品展　徳島のコレクション2011-Ⅲ　徳島ゆ

かりの美術」の小コーナー）  9/10（土）～1/29（日）  

近代美術館展示室2　要観覧料 

　・文書館  「鳥居龍蔵の見た徳島」  10/25（火）～11/23

（水・祝）  文書館2階休憩コーナー無料 

　・21世紀館  ドキュメンタリー上映

　　「学問と情熱　鳥居龍蔵　フィールドに賭けた生涯」 

　　11/ 6（日）　①10：00～10：45／②13：30～14：15／

　　③15：00～15：45　21世紀館 ミニシアター　無料 

�担当者

　友井伸一
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　※年齢、経験は不問。

�募集及び参加者数

　（1）募集期間

　平成23年8月1日（月）～10月22日（土）［必着］

　（2）参加者数

　「展示部門」　42組　（応募数61組）　

　「パフォーマンス部門」　18組　（応募数27組）

　※参加者説明会・公開抽選会（平成23年10月30日）にお

いて、抽選により決定。

�印刷物

　募集要項：A3二つ折り、A4挟み込み

　ちらし：A4判

　プログラム（出品者・出演者紹介）：A3二つ折り　8ページ

　出品・上演作品一覧：A4　6ページ

　発表会ちらし：A3二つ折り　4ページ

　発表会出品・上演作品一覧：A4　2ページ

�入館者数

　2472名、受賞者発表会622名。

�審査

（1）審査方法（展示部門・パフォーマンス部門共通）

　一次審査：各審査員が個別に項目別に加点式に評価。

　二次審査：二次審査は、ポイント制及び審査員の合議制。

（2）審査項目

　○チャレンジ度

 作品から読み取れる、挑戦の度合い及び表現の質の

高さの両者を兼ね備えた総合力。その基準は審査員

にゆだね、受賞理由として明文化するものとする。

：各出品者または出演者に対し1から5ポイント。小数

点第一位まで採点可能。

　○その他

　　①将来性

　　②完成度

　　③個々の審査員による独自の観点

：各出品者に対し、各号について各1ポイント。小数点

はつけることができない。

（3）賞の種類

　・グランプリ　各1組　得票順

　・準グランプリ　各1組　得票順

　・チャレンジ奨励賞　展示部門は3組まで、パフォーマン

ス部門は2組まで　該当者なしも可

：審査員の発議と協議による。特に将来性・チャレンジ

精神に見るべきものがある等。

　・MIP（モーストインプレッシブプレイヤー）賞　各1組　

�会期・会場など

　○「展示部門」：平成24年1月17日（火）～22日（日）

　　9:30～17:00　（22日は16:30まで）

　　徳島県立近代美術館展示室3（2F）

　　※一組あたり壁面約5m

　○「パフォーマンス部門」：平成24年1月21日（土）

　　9:45～16:40

　　※一組あたり15分　途中休憩をはさむ

　　徳島県立近代美術館ロビー（2F）

　○「表彰式」：平成24年1月22日（日）15:00～

　　徳島県立近代美術館ロビー（2F）

　○「受賞者発表会」

　　「展示部門」：平成24年3月17日（土）、18日（日）

　　9:30～17:00（18日は16:30まで）

　　徳島県立二十一世紀館多目的活動室（1F）

　　「パフォーマンス部門」：平成24年3月18日（日）13:30開

場　14:00開演（16:30終演予定）※途中入場可

　　徳島県立二十一世紀館イベントホール（1F）

�概要

　　チャレンジとくしま芸術祭は、様々な表現活動を行っ

ている人や、あこがれを持っている人たちに、ひろく活動

発表の場を提供し、未来へ羽ばたく徳島発のアーティス

トを発見・支援しようという事業である。平成21、22年度

に引き続き、3回目の開催。今回より徳島県立近代美術

館と徳島県立二十一世紀館との共催。

　　徳島県内在住または県出身者を対象に、公募で集まっ

た美術、写真、工芸等の「展示部門」42組と、音楽、ダン

ス、朗読等の「パフォーマンス部門」18組が競った。

　それぞれの部門ごとに複数の審査員による審査を行い、

グランプリと審査員特別賞を決定した。ジュニアからシ

ニアまで、年齢も経歴もさまざまな、才能豊かでユニーク

な参加者による、バラエティに富んだ異種格闘技さなが

らのバトルが繰り広げられた。

�主催

　徳島県立近代美術館

�料金

観覧無料、参加料無料

�参加資格

　・県出身者または県内在住者。グループの場合は県出身

者または在住者が含まれていること。

3-6　フリースペース
　　チャレンジとくしま芸術祭 2012
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該当者なしも可

：審査員の発議と協議による。もっとも印象に残る、心

を打つ等。

（3）副賞（展示部門・パフォーマンス部門共通）

「グランプリ」　＜各部門につき1組＞　

　①受賞者発表会（3月）への参加

　②次回「チャレンジとくしま芸術祭」への無抽選での出場

権。

　：ただし次回の一回に限る。希望する場合のみ。

　③無料招待券：美術館主催の有料事業に限る。：有効期

限1年間。年間5回まで。

「準グランプリ」　＜各部門につき1組＞

　①受賞者発表会（3月）への参加

　②無料招待券：美術館主催の有料事業に限る。年間5回

まで

「チャレンジ奨励賞／MIP（モーストインプレッシブプレイ

ヤー）賞」

　①受賞者発表会（3月）への参加

　②無料招待券：美術館主催の有料事業に限る。年間3回

まで

（4）審査員（順不同・敬称略）

　○展示部門

　　吉田尚行　（四国大学教授）

　　鈴木久人　（鳴門教育大学准教授）

　　白井宏治　（株式会社あわわ出版事業部部長）

　　森　惠子　（近代美術館長）

　　安達一樹　（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）

　　細井久雄　（文化の森振興総局長・二十一世紀館長）

�受賞者・受賞作品

　○展示部門

　【グランプリ】

　きゃしー（イラストレーション）

　〈お花畑ガール〉　2011-12年　アクリルガッシュ、布

　［受賞理由］

　創作の熱気やエネルギーを感じる作品で、観る者の創

作意欲もかき立てる。与えられたスペースをうまく活かし

てまとめあげた作品からは、描くことの楽しさがあふれて

いる。

　【準グランプリ】

　KESHIHAN洞　J子　（消しゴム版画とひょうたんアート）

　〈消しゴムはんこイラスト〉 2010-11年　消しゴムはんこ

　〈ひょうたんフィギュア〉　2011年 ひょうたん、アクリル

　[受賞理由]

　独特のユーモアのテイストを確かな技術によって、安定

感のある表現としていた。ひょうたんの表現の領域を、明

るく楽しいものに拡げたところも評価された。

　【チャレンジ奨励賞】

　満壽川愛弓、横田典子、長嶋友理　（書道）

　〈絆〉　鳥の子、各種筆・墨

　[受賞理由]

　昨年の大震災後の日本社会を見つめる中で、テーマを

探り、書の表現方法と和紙の素材感をつよく感じさせる、

力強い作品にまとめあげた。

　【チャレンジ奨励賞】

　川久保貴美子（ファブリックアート）

　〈ししゃもねこあーと〉　2011年　手縫い・フエルト

　[受賞理由]

　独自のキャラクターを、壁面へと展開させながら新しい

見せ方を探った。今後のさらなる頑張りに期待したい。

　【チャレンジ奨励賞】

　落合輝紀〈こどもの絵〉

　affettuoso　2011年　油彩

　[受賞理由]

　明快な描線が心地よい。描きたいものを素直に、思い

切りよく描いた点が好ましかった。

　【MIP賞】

　美馬匠吾（クリーチャーデザイン）

立体物（干支シリーズ）（ヒーローシリーズ）（風物詩シリー

ズ）　2011-12年　色画用紙、針金

　〈クリーチャーデザイン画〉　2011-12年　色鉛筆、コピー

用紙

　[受賞理由]

　思い描いたものをかたちのあるものに創り上げてゆく

力をつよく感じた。今後、よりよい方向に伸びてゆく可能

性を秘めていると思われた。
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○パフォーマンス部門

　【グランプリ】

　カタタチサト（ダンスパフォーマンス　舞踏）

　〈or　サイクロン〉　

　[受賞理由]

　高い技術力に裏打ちされた演技内容は、深い精神性を

感じさせ、気迫あふれるものであった。ストーリーの構成

力の確かさも感じられ、大いに観客を魅了した。

　【準グランプリ】

POWER STAR BOYS ：カリム・ユウキ（ダンス　ヒップホッ

プ）

〈DANCE（HIP HOP）〉 　

[受賞理由]

　ひたむきで愛らしさあふれる演技は、将来性を感じさせ、

支持を得た。息のあったパフォーマンスは、踊ることの楽

しさに満ちたパワフルなステージで、観客に大いにアピー

ルした。

　【チャレンジ奨励賞】

ROOTS　：田埜夏樹（フリースタイルフットボール）

[受賞理由]

　Rootsは、日頃の練習には決して裏切られないというこ

とを強く感じさせるもので、エンターテイメント性にも優

れ、観客を大いに楽しませた。

　【チャレンジ奨励賞】

へらこい亭一門　（朗読・和楽器演奏）

笛：へらこい亭なるきん／三味線：へらこい亭わかめ／太

鼓：へらこい亭ちっか／朗読：へらこい亭すだち

〈阿波の団扇屋敷〉

[受賞理由]

　へらこい亭一門は、抜群の安定感と完成度の高さで評

価された。徳島をテーマとした内容も好ましかった。

　【MIP賞】

80歳のチャレンジ〈朗読〉：大滝キヨ子、川下美代子、川下

陽一郎

〈芥川龍之介作　『桃太郎』〉

[受賞理由]

　旺盛な好奇心と探求心で、同世代に勇気と元気を与

えた。メンバーの構成とたゆまぬ努力のあとがうかがえる

チームワークと、細部までのこだわりには意気込みが感じ

られた。

�受賞者発表会　出品・上演一覧

「展示部門」

　・グランプリ　

　きゃしー

〈お花畑ガール〉 〈Love love love you.〉 2011年10月-2012

年3月　布、アクリルガッシュ、アクリル板、キャンバス、

他

　・準グランプリ

　KESHIHAN洞　J子

　〈消しゴムはんこイラスト〉2010-11年　消しゴムはんこ

　〈ひょうたんフィギュア〉　2011年　ひょうたん、アクリル

　・チャレンジ奨励賞

　滿壽川　愛弓、横田　典子、長嶋　友理

　〈祈り－「般若心経」を書く－〉鳥の子　各種筆・墨

　川久保　貴美子  

〈増殖するししゃもねこ〉2011年、2012年　手縫い、ミシ

ン　フエルトなど

　落合　輝紀  

　〈affettuoso〉　2011年　油彩

　・M I P賞（モーストインプレッシブプレイヤー）

　美馬　匠吾  

〈クリーチャーデザイン画〉2011-12年　色鉛筆、コピー用

紙

立体物

〈十二支シリーズ〉 〈風物詩シリーズ〉 〈ヒーローシリーズ〉

　2011-12年　色画用紙、工作用紙、両面テープ、針金

〈星座シリーズ〉　2012年　色画用紙、工作用紙、両面

テープ、針金

「パフォーマンス部門」

　・グランプリ

　カタタ　チサト 

　〈Iｔ〉

使用曲：「Okuribi」Cosui, 「バラバ」奥村益生, 「Inherent 

Sorrow」 Naoya Koizumi,「IKOIKO」The Dixie Cups, 他 

/ Special Thanks： Tsuyoshi Kusaka, Mr.T 
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・準グランプリ

POWER STAR BOYS：カリム・ユウキ　〈DANCE 

（HIP HOP）〉

・チャレンジ奨励賞

Roots：田埜夏樹　〈フリースタイルフットボール〉

へらこい亭　一門：へらこい亭すだち、へらこい亭なるき

ん、へらこい亭わかめ、へらこい亭ちっか、へらこい亭れん

こん

〈オリジナル阿波落語「阿波の団扇屋敷」〉

　・M I P賞 （モーストインプレッシブプレイヤー）

80歳のチャレンジ：大滝キヨ子、川下美代子、川下陽一郎

〈芥川龍之介 作　『桃太郎』〉

[上演順] 80歳のチャレンジ ／ へらこい亭　一 門 ／POWER 

STAR BOYS／Roots／カタタチサト

�効果と問題点

　3回目となった今回は、応募者数も増え、内容もさらに

バラエティに富んだものとなった。今回からは、幅広い視

点から評価するため賞の種類を増やした。また今回から

新たに開催した「受賞者発表会」を通じて、参加者の活動

の支援につながった。なお、発表会については、インター

ネット回線を活用して動画の配信も行った。そのほかに

も、参加者の活動を支援する意味で、各種マスコミへの

取材依頼や発表機会の確保にも努めた。今後も事業の

趣旨に対する理解を広げていきながら、参加者の活動の

広がりをはかっていく必要がある。

�新聞、雑誌記事、放送番組等

「写真やパフォーマンス　近代美術館で発表を　希望者

募る」『徳島新聞』平成23年8月12日

「個性豊か　110点ずらり　チャレンジとくしま芸術祭　

展示部門始まる」『徳島新聞』平成24年1月17日

「ダンスや劇　観客魅了　徳島市　芸術祭で18組熱演」

『徳島新聞』平成24年1月22日

「展示など2部門　グランプリ選出　徳島市で芸術祭表

彰式」『徳島新聞』平成24年1月23日

「閑話小題　チャレンジとくしま芸術祭」『徳島新聞』平成

24年1月24日

「ぞめき　チャレンジとくしま芸術祭」『徳島新聞』平成24

年1月27日

「チャレンジとくしま芸術祭　絵画やダンス　受賞者が

発表会」『徳島新聞』平成24年3月27日

「特集2012年、とくしまを熱くする街ネタHOT100」『あ

わわ』」第372号

�放送

「レインボーMIX」　エフエムびざん　平成24年1月13日

「ゴジカル！」四国放送　平成24年1月16日

「サンセットジャンクション」エフエム徳島　平成24年1月

18日

「ニュース」NHK徳島　平成24年1月19日

「フォーカス徳島」四国放送　平成24年1月20日

「おはよう四国」　NHK松山　平成24年1月21日

「とくしまアートカルチャー　チャレンジとくしま芸術祭

展示部門」　徳島中央テレビ　平成24年1月30日、2月6

日

「チャレンジとくしま芸術祭　パフォーマンス部門」　徳

島中央テレビ　平成24年2月21、22、23日

「B-STEP TALKING」　エフエムびざん　平成24年3月13

日

「ゴジカル！」四国放送　平成24年3月15日

「フォーカス徳島」四国放送　平成24年3月16日

�担当学芸員

　友井伸一、吉原美恵子
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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2011-Ⅱ
展示室1・29名

21名
10名
8名
14名
21名

1名
14名

森芳功（専門学芸員）
森芳功（専門学芸員）
吉川神津夫（専門学芸員）
森芳功（専門学芸員）
竹内利夫（専門学芸員）
森芳功（専門学芸員）、亀井幸子（主
任）
竹内利夫（専門学芸員）
森芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

展示解説

親と子で見る名品ツアー
展示解説
親と子で見る名品ツアー

展示解説
親と子で見る名品ツアー

平成23年4月17日［日］
平成23年5月4日［水・祝］
平成23年6月5日［日］
平成23年7月10日［日］
平成23年7月24日［日］
平成23年7月31日［日］

平成23年8月14日［日］
平成23年8月21日［日］
14:00-14:45

（2）徳島のコレクション2011- Ⅲ
展示室1・28名

11名
13名
1名

吉川神津夫（専門学芸員）

竹内利夫（専門学芸員）

展示解説平成23年9月23日［金・祝］
13:00-13:45
平成23年10月30日［日］
平成23年11月23日［水・祝］
平成23年12月18日［日］
14:00-14:45

（3）徳島のコレクション2012- Ⅰ
展示室3

展示室3
展示室1・2
展示室3

展示室1

33名

8名
34名
19名

205名

阿波木偶箱廻しを復活する会

江川佳秀（学芸課長）
吉原美惠子（専門学芸員）
江川佳秀（学芸課長）

林佳（パントマイマー）

展覧会オープン記念「三番叟まわし」「箱
廻し」
特集解説
展示解説
特集解説

美術を楽しむ・わたくし流

平成24年2月4日［日］
10:00開演
平成24年2月26日［日］
平成24年3月4日［日］
平成24年3月18日［日］
14:00-14:45
平成24年3月20日［火・祝］
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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）森口ゆたか─あなたの心に手をさしのべて

展示室3

展示室3
展示室3
展示室3

86名

11名
16名
38名

森口ゆたか（出品作家）、吉原美惠子
（専門学芸員）
吉原美惠子（専門学芸員）
吉原美惠子（専門学芸員）
吉原美惠子（専門学芸員）

アーティスト・トーク

展示解説

平成23年4月29日［金・祝］

平成23年5月8日［日］
平成23年5月22日［日］
平成23年6月19日［日］
14:00-15:00

（2）「スウィンギン・ロンドン50's-60's」
美術館ロビー

美術館ロビー

1Fミニシアター

美術館ロビー
展示室3

美術館ロビー

展示室3

展示室3

展示室3

1Fミニシアター

展示室3

154名

232名

38名

31名
18名

36名

36名

62名

49名

26名

57名

企画：穴吹デザインビューティーカレッ
ジ学生

石井明（カーデザイナー・九州大学大
学院芸術工学研究院教授）

村澤一晃（ムラサワデザイン）

竹内利夫（専門学芸員）

柳町春雨[ギタリスト・coconuts studio
主宰]
竹内利夫（専門学芸員）

竹内利夫（専門学芸員）

竹内利夫（専門学芸員）

「阿波藍メッセ2011」コラボ企画
「スウィンギン・コレクシ ョ ン」

映画上映「欲望」

ワークショ ッ プ「体験！スーパーカーデザ
イン入門」
ポイント解説「スタイリングの秘密　カー
デザインからエレキギターまで」
車座デザインセミナー 「かたちの生まれか
た見つけかた」
展示解説

ロ ッ クン・ト ー クシ ョ ー 「ブリテ ィ ッ シ ュ
ロックはかくして燃え上がった」
展示解説

映画上映「2001年宇宙の旅」

展示解説

平成23年9月18日［日］
13:00から約20分
平成23年9月19日［月・祝］
14:00から約20分
平成23年9月25日［日］
14:00～
平成23年10月2日［日］
13:00～16：00
15:30～16：00

平成23年10月9日［日］
14:00～15：30
平成23年10月10日［月・祝］
14:00～15：00
平成23年10月16日［日］
15：00～16:00
平成23年10月23日［日］
14:00～15：00
平成23年10月30日［日］
14:00～15：00
平成23年11月3日［木・祝］
14:00～15：00

（3）「魅力発見！わたしたちの美術館」

展示室3

展示室3ほか

9名

80名
268名

吉川神津夫（専門学芸員）

堀尾貞治（出品作家）

展示解説

ワークシ ョ ッ プ 「あたりまえのこと」

平成23年11月20日［土］
14:00-15:00
平成23年11月27日［日］
平成23年12月11日［日］
10:00-16:00

3　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3

展示室1
ギャラリー
展示室1

展示室3

展示室1
展示室3

22名

13名
17名
4名
10名
8名
12名
20名
16名

森芳功（専門学芸員）、竹内利夫（専
門学芸員）、亀井幸子（主任）、牧野巌
（文化推進員）

特別展「森口ゆたか－あなたの心に手を
さしのべて」
徳島のコレクション2011-Ⅱ「新収蔵作品」
「おどる阿呆に描く阿呆」展示
所蔵作品展「親と子で見る名品」
所蔵作品展「オーバー・ザ・レインボー」
特別展「スウィンギン・ロンドン50's-60's」
特別展「魅力発見！わたしたちの美術館」
所蔵作品展「一原有徳ワールドの探検」
所蔵作品展「山下菊二ワールドの探検」

平成23年6月4日［土］

平成23年6月25日［土］
平成23年8月6日［土］
平成23年9月3日［土］
平成22年10月1日［土］
平成22年10月29日［土］
平成23年12月10日［土］
平成24年1月14日［土］
平成24年2月25日［土］
14:00-14:45
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徳島青年会議所との共同開催「おしゃべりあーと」

場所参加者講師行事名開催日時

展示室

美術館ギャラ
リー

53名

43名

期間中
観覧者
総数
201名

徳島青年会議所スタッフ、森芳功（専
門学芸員）、亀井幸子（主任）

「おしゃべりあーと」ワークショップ・対話
鑑賞
対話鑑賞

作品展示

平成23年10月8日［土］
9:30-15:30
平成23年10月15日［土］
14:30-17:00
平成23年10月13日［土］
～10月15日
9:30-17:00

●関連記事等

「『あーと』楽しもう　来月8・15日県立近代美術館」『徳島新聞』平成23年9月22日

造形ワークショップ「紙版画を楽しもう－リレー版画に挑戦」

－形をつなぐ　心をつなぐ　岐阜・大阪・徳島の子どもたち－

場所参加者講師行事名開催日時

美術館
八万南小学校

美術館ギャラ
リー

26名

28名
教員1名

期間中
観覧者
総数
279名

辻泰秀（岐阜大学教授）、森芳功（専
門学芸員）、亀井幸子（主任）

造形ワークショップ「紙版画を楽しもう
－リレー版画に挑戦」

造形ワークショップ「紙版画を楽しもう
－リレー版画に挑戦」展示

平成24年2月19日［日］・
13:30-16:30
平成24年2月24日［金］
13:50-15:30

平成24年2月25日［土］・
9:30-17:00
平成24年2月26日［日］
9:30-16:00

「文化の森阿波おどりフェスタ」関連の催しは、3-4-3「展覧会事業　阿波踊り関連事業」の項を参照。

4　その他の事業に関連した催し

5　団体鑑賞（学校関係以外）での解説等

参加者展覧会名講師開催日時団体名

一般5名

一般6名

特別展「森口ゆたか─あなたの心
に手をさしのべて」を鑑賞。

吉原美惠子（専
門学芸員）

平成23年6月18日[土]
10:35-11:20
平成23年6月23日[木]
10:30-11:15

あゆみ園

一般17名所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

森芳功（専門学
芸員）

平成23年7月15日[金]
9:30-10:30

NHK鳥取文化センター

一般54名（関係者を含
む）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

江川佳秀（学芸
課 長）、森 芳 功
（専門学芸員）

平成23年7月22日[金]
15:30-16:00
16:00-16:30

中国　訪日教育モニターツ
アー

一般7名所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅲ」を鑑賞。

森芳功（専門学
芸員）

平成23年9月15日[木]
15:40-16:10

阿南市那賀川町の美術愛
好グループ

一般10名所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅰ」特集：「受贈記念　山
下菊二」を鑑賞。

江川佳秀（学芸
課長）

平成24年2月29日[水]
14:30-16:00

三好市交流拠点施設整備
検討委員会委員

一般18名
学生2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅰ」特集：「受贈記念　山
下菊二」を鑑賞。

江川佳秀（学芸
課長）、亀井幸子
（主任）

平成24年3月20日[火]
11:00-12:20
14:00-15:00

徳島県聴覚障害者福祉協
会＆鳴門教育大学手話サー
クル
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6　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23年8月2日［火］-8月6日［土］の5日間

�学校名及び人数

　四国大学　　　　　8名

　徳島大学　　　　　1名

　鳴門教育大学　　　1名

　東京工芸大学　　　1名

　都留文科大学　　　1名

　東京造形芸術大学　1名

　岡山県立大学　　　1名

　高知大学　　　　　1名

　　　　　　　　計　15名

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

   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。

参加者講師内容開催日時学校名

児童7名、
引率1名

吉原美惠子（専門学芸
員）、森 芳功（専門学芸
員）

美術館の展覧会や施設を案内しながら児
童の質問に答えた。

平成23年7月1日[金]
10:10-11:20

徳島市八万南
小学校6年

1

児童118名山木朝彦（鳴門教育大
学教授）、森 芳功（専門
学芸員）、亀井幸子（主
任）

講師3名が案内役となり1クラスずつ所蔵
作品展を見学した。クイズや対話をしなが
ら作品鑑賞したが、活発な意見交換ができ
た。

平成23年7月13日[水]
10:30-12:00

鳴門教育大学
附属小学校
3年

2

児童8名、
引率2名

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

対話をしながらみんなで作品鑑賞をした後、
〈キリギリスと少女〉の作品をみんなで模写
したり、特集コーナーでワークシートを使い
ながら作品を鑑賞した後、レインボーの絵
手紙を制作した。

平成23年9月15日[木]
14:00-15:30

鳴門教育大学
附属小学校
4-5年

3

学生17名、
引率1名

竹内利夫（専門学芸員）デザイン批評の観点をふまえながら鑑賞を
楽しむことができることを目的にガイダンス
を行った。

平成23年10月14日[金]
10:00-11:00

徳島文理大学
2年生

4

20名竹内利夫（専門学芸員）デザイン批評の観点をふまえながら鑑賞を
楽しむことができることを目的にガイダン
スを行った。

平成23年10月25日[火]
10:00-11:00

徳島文理大学
1年生

5

生徒28名、
引率4名

竹内利夫（専門学芸員）総合デザインコース2年生を案内。カーデザ
インスケッチを見ながらデザイン作業の特
性を紹介。ヤコブセンの椅子、ベスパ、革張
りカメラを題材に構想・生産・消費の関係
に注目 させガイダンスとした。

平成23年11月1日[火]
13:40-15:00

徳島県立科学
技術高等学校
2年

6

学生30名江川佳秀（学芸課長）、
竹内利夫（専門学芸員）

最初の30分は竹内学芸員が展覧会の概要
とデザインを観るときの「コツ」を説明。次
の30分は、自由観賞、最後の30分で参加
者のうち6名に各自のお勧め作品の説明を
させた。

平成23年11月5日[土]徳島大学学生7
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参加者講師内容開催日時学校名

学生18名吉川神津夫（専門学芸
員）

魅力発見展のテーマであるお気に入り投票
にからめて留学生それぞれと引率者が自分
のお気に入りを作品の前で語るという内容
であった。

平成23年11月25日[金]
12:00-13:40

徳島大学国際
センター学生

8

学生11名山木朝彦（鳴門教育大
学教授）、仲田耕三（四
国大学　講師） 

はじめに授業の趣旨を山木先生が説明し
たあと展示室に行って作品を鑑賞した。
（30分程度）そのあと、講座室に戻り、7点の
作品について画像を壁に映しながら話し合
いをした。

平成23年11月26日[土]
14:00-16:00

鳴門教育大学、
四国大学学生

9

児童29名、
引率1名

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

2グループにわかれて鑑賞活動を行った。こ
のクラスは、鑑賞学習を集中的に行ってい
て、そのまとめとして美術館に来館。展示
室では、「シーがるた」をおこなったり、こど
もワークシートを使ったりして活動した。

平成23年12月15日[木]
10:30-12:05

徳島市内町小
学校
6年

10

学生20名江川佳秀（学芸課長）実際の作品を使って、美術の魅力、多様さ
などを理解する「美術概論」の授業を実施
した。

平成23年12月17日[土]
13:30-15:00

徳島大学学生11

生徒1名、
引率1名

亀井幸子（主任）盲学校の美術教員が美術の授業を利用し
て生徒1名を連れて来館。減免の手続きを
行わず、実際のチケットの買い方や入場の
仕方を体験した。作品鑑賞も、生徒は弱視
ということで近づくと少し見えるとのこと
で作品に触れないように気をつけながら作
品鑑賞した。

平成24年2月9日[木]
10:00-11:00

徳島県立盲学
校高等部生

12

計　児童・生徒・学生　307名　教員　10名／合計　317名

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

校の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。

　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。

（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116名、
引率8名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）平成23年4月20日[水]
10:00-11:35

香川県さぬき市立長尾中
学校2年

1

生徒126名、
引率9名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年4月20日[水]
12:50-14:15

香川県さぬき市立志度中
学校
1年

2

生徒56名、
引率5名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成23年4月20日[水]
12:40-13:30

香川県さぬき市立大川第
一中学校1年

3

生徒95名、
引率9名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年4月21日[木]
9:50-11:45

香川県東かがわ市立白鳥
中学校1年

4

生徒32名、
引率2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）平成23年4月22日[金]
13:40-15:00

徳島県立徳島科学技術高
等学校2年

5

生徒63名、
引率7名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

吉川神津夫（専門学
芸員）、亀井幸子（主
任）

平成23年4月23日[土]
10:40-11:25

香川県さぬき市立志度東
中学校中学生

6

児童72名、
引率4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」、特別展「守口ゆたか
－あなたの心に手をさしのべて」
を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）、亀井幸子（主任）

平成23年5月10日[火]
10:50-12:10

鳴門市立林崎小学校
3年

7

児童41名、
引率4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」、特別展「守口ゆたか
－あなたの心に手をさしのべて」
を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年5月11日[水]
13:30-14:00

阿南市立吉井小学校
4年、5年

8

児童102名、
引率5名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011-Ⅱ」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年5月11日[水]
10:10-11:00

徳島市八万小学校
5年

9
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参加者展覧会名講師開催日時学校名

児童50名、
引率3名

特別展「守口ゆたか－あなたの心
に手をさしのべて」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2011- Ⅱ 」を
鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）、亀井幸子（主任）

平成23年5月13日[金]
9:40-11:20

徳島市上八万小学校
5年

10

児童30名、
引率7名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅱ 」、特別展「守口ゆたか－
あなたの心に手をさしのべて」を
鑑賞。

亀井幸子（主任）平成23年5月20日[金]
11:35-12:05

那賀町平谷小学校
1～5年

11

児童28名、
引率2名

特別展「守口ゆたか－あなたの心
に手をさしのべて」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2011- Ⅱ 」を
鑑賞。

亀井幸子（主任）平成23年5月27日[金]
10:00-11:10

上板町神宅小学校
3年

12

児童55名、
引率3名

特別展「守口ゆたか－あなたの心
に手をさしのべて」、所蔵作品展
「徳島のコレクション2011- Ⅱ 」を
鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
吉原美惠子（専門学
芸員）

平成23年6月1日[水]
13:50-14:00

阿南市立平島小学校
4年

13

園児12名、
教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅱ 」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年8月9日[火]
9:30-10-30

徳島市立富田保育所
5歳児

14

園児2名、
教員3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅱ 」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年8月9日[火]
9:30-10:30

徳島市立明善保育所
5歳児

15

生徒16名、
引率2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅱ 」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成23年8月10日[水]
9:30-10:30

徳島市南部中学校　美術
部1-2年生

16

児童89名、
引率4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」、特別展「スウィンギン・
ロンドン50’ s-60’ s」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年10月14日[金]
10:00-11:45

鳴門市板東小学校
1、2年

17

児童42名、
引率3名

特別展「スウ ィ ンギン・ロンドン50’ s
-60’ s」、所蔵作品展「徳島のコレ
クション2011- Ⅲ 」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年10月19日[水]
11:00-12:00

美波町日和佐小学校
6年

18

児童57名、
引率4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」、特別展「スウィンギン・
ロンドン50’ s-60’ s」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年10月21日[金]
9:40-10:50

阿南市中野島小学校
1、2年生

19

児童95名、
引率3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」、特別展「スウィンギン・
ロンドン50’ s-60’ s」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）、亀井幸子（主任）

平成23年10月28日[金]
9:30-10:40 

北島町北島小学校
3年

20

児童70名、
引率6名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」、特別展「スウィンギン・
ロンドン50’ s-60’ s」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年11月4日[金]
10:00-11:10

徳島市大松小学校
4年

21

児童56名、
引率3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年11月11日[金]
10:00-11:00

鳴門市明神小学校
1年、2年

22

児童116名、
引率5名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年11月11日[金]
12:40-13:10

阿南市羽ノ浦小学校
1年生

23

児童117名、
引率7名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」、特別展「魅力発見!わ
たしたちの美術館」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年11月22日[火]
9:40-11:40

徳島市八万南小学校
4年

24

児童43名、
引率2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」を鑑賞。

竹内利夫（専門学芸
員）

平成23年12月2日[金]
11:15-11:50

徳島市不動小学校
3、4年

25

園児33名、
引率2名

特別展「魅力発見!わたしたちの
美術館」、所蔵作品展「徳島のコ
レクション2011- Ⅲ 」を鑑賞。

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

平成23年12月15日[木]
9:30-10:35

徳島市立渭東保育所
4歳

26

児童16名、
引率4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2011- Ⅲ 」、特別展「魅力発見!わ
たしたちの美術館」を鑑賞。

亀井幸子（主任）、森 
芳功（専門学芸員）

平成23年12月21日[水]
10:30-11:15

徳島市大松小学校特別支
援学級（1-6年）

27

生徒45名、
引率16名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012- Ⅰ 」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成24年2月9日[木]
10:00-11:30

国府支援学校高等部228

生徒5名、
引率2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012- Ⅰ 」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成24年2月12日[日]
11:00-12:00

国府支援学校中学部、
高等部生徒会役員

29

生徒4名、
引率3名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012- Ⅰ 」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成24年2月12日[日]
14:00-15:00

国府支援学校中学部、
高等部生徒会役員

30

生徒3名、
引率2名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012- Ⅰ 」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成24年2月15日[水]
13:35-14:45

鳴門市鳴門中学校支援学
級1、3年

31

児童11名、
引率4名

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012- Ⅰ 」を鑑賞。

亀井幸子（主任）平成24年2月29日[水]
10:00-10:55 

徳島市助任小学校特別支
援学級（2-6年生）

32

計　園児・児童・生徒・学生　1698名　教員146名  /  合計　1844名
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（2）　学校単独の団体鑑賞

参加者展覧会名開催日時学校名

275名
引率14名

所蔵作品展「徳島のコレクション2011- Ⅱ 」を鑑
賞。

平成23年4月28日[木]
10:50-13:40

香川県立高松高等学校高校
3年

1

27名
引率20名

所蔵作品展「徳島のコレクション2011- Ⅱ 」、特別
展「守口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて」
を鑑賞。

平成23年5月11日[水]
10:30-11:30 

徳島県立阿南支援学校小学部
1、3、4、5年生

2

35名
教員2名

特別展「「アトム」デビュー 60周年・映画「ブッダ」
公開記念　手塚治虫展」を鑑賞。

平成23年7月27日[水]
12:30-

河原デザイン・アート専門学校
学生

3

学生27名
引率2名

所蔵作品展「徳島のコレクション2011- Ⅲ 」を鑑
賞。

平成23年9月13日[火]花園大学4

生徒40名
引率17名

所蔵作品展「徳島のコレクション2012- Ⅰ 」を鑑
賞。

平成24年2月9日[木]
10:15-11:30

国府支援学校高等部
1年

5

計　園児・児童・生徒　404名　教員　55名  /  合計459名

3　学校の授業等による講師派遣（出前授業）

参加者講師内容開催日時学校名

学生5名、
教員1名

森 芳功（専門学芸員）大学院の授業（美術科教育研究法演習）
のなかで、当館の教育活動を中心に説明
した。

平成23年4月26日[火]
13:30-14:40

鳴門教育大学大
学院大学院生

1

児 童107
名、教員3
名（3クラ
ス）

森 芳功（専門学芸員）鑑賞シート「メぢからスコープ」を使って
の鑑賞学習

平成23年6月3日[金]
9:30-11:40

徳島市沖洲小学
校
5年生（1組）

2

亀井幸子（主任）鑑賞シート「メぢからスコープ」を使って
の鑑賞学習

平成23年6月3日[金]
9:30-11:40

徳島市沖洲小学
校5年生（2、3組）

児童27名、
教員1名

亀井幸子（主任）3時間目： 鑑賞シート「メぢから・スコープ
で見ぃつけた」を使った鑑賞学習

平成23年6月14日[火]
10:45-11:30 

牟岐町牟岐小学
校4年

3

4時間目：校舎外でお気に入りの風景をデ
ジタルカメラで撮ってみる。

平成23年6月14日[火]
11：40-12：25 

5時間目：みんなで撮った写真を鑑賞する。平成23年6月14日[火]
13:55-14:40 

学生10名竹内利夫（専門学芸員）美術作品を通した学習の可能性（近代美
術館の作品と対話する）

平成23年6月16日[木]
10:25-11:55

徳島大学留学生
及び日本人学生

4

児 童114
名、教員3
名（3クラ
ス）

竹内利夫（専門学芸員）    
亀井幸子（主任）

「教室でシーがる・た」鑑賞ワークシートを
使って作品に対する感じ方や見方を深め
る学習を行った。

平成23年6月17日[金]
8:45-9：30

徳島市福島小学
校 
6年生（1組） 

5

竹内利夫（専門学芸員）    
亀井幸子（主任）

「教室でシーがる・た」鑑賞ワークシートを
使って作品に対する感じ方や見方を深め
る学習を行った。

平成23年6月17日[金]
9：40-10：25

徳島市福島小学
校 
6年生（2組）

竹内利夫（専門学芸員）    
亀井幸子（主任）

「教室でシーがる・た」鑑賞ワークシートを
使って作品に対する感じ方や見方を深め
る学習を行った。

平成23年6月17日[金]
10：45-11:20

徳島市福島小学
校
6年生（3組） 

児 童106
名、教員3
名（3クラ
ス）

森 芳功（専門学芸員）鑑賞シート「メぢからスコープ」で身につ
けた力を活用して画面構成（コラージュ）
をする。

平成23年6月24日[金]
13:50-15:30

徳島市沖洲小学
校
5年生（1組）

6

亀井幸子（主任）鑑賞シート「メぢからスコープ」で身につ
けた力を活用して画面構成（コラージュ）
をする。

平成23年6月24日[金]
13:50-15:30

徳島市沖洲小学
校
5年生（2、3組）

児 童106
名、教員3
名（3クラ
ス）

森 芳功（専門学芸員）写真のコラージュをもとにして絵を描く。平成23年7月1日[金]
13:50-15:30 

徳島市沖洲小学
校
5年（1組）

7

亀井幸子（主任）写真のコラージュをもとにして絵を描く。平成23年7月1日[金]
13:50-15:30 

徳島市沖洲小学
校
5年（2、3組）
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参加者講師内容開催日時学校名

児 童106
名、教員3
名（3クラ
ス）

森 芳功（専門学芸員）写真のコラージュをもとにして絵を描く。
（仕上げ）

平成23年7月8日[金]   
13:50-15:30

徳島市沖洲小学
校5年（1組）

8

亀井幸子（主任）写真のコラージュをもとにして絵を描く。
（仕上げ）

平成23年7月8日[金]   
13:50-15:30

徳島市沖洲小学
校5年（2、3組）

児童21名、
保 育 士3名

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

教室に作品5点を飾り，それらの作品を見
て一番好きな作品を決める活動をした。
次に花の絵を描いた。

平成23年7月27日[水]
10:00-11:00

徳島市立名東保
育園
5歳児

9

児童20名、
職員ほか
3名

森 芳功（専門学芸員）
竹内利夫（専門学芸員）
 亀井幸子（主任）

「夏休み子ども美術館」楽しくおしゃべり
をしながら楽しい作品鑑賞と作品制作を
体験する。

平成23年8月4日[木]   
9:30-12:30

徳島市立芝原児
童館小学生
1年から6年生

10

児 童106
名、教員3
名

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

アートクルージング（子どもたちが、出前授
業で制作してきた自分の作品を語る）

平成23年9月30日[金]
13:45-14:45

徳島市沖洲小学
校
5年生（1、2、3組）

11

園児34名、
2名

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

教室に作品5点を飾り楽しくおしゃべりを
しながら楽しい作品鑑賞と作品制作（秋を
描こう）を体験する。

平成23年10月13日[木]
10:00-12:00

徳島市立渭東保
育所
4歳児

12

園児23名、
保 育 士5名

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

子どもたちの活動：楽しい作品鑑賞と造形
活動（秋を描こう）。保育士さんとの授業研
究会：活動の反省、子どもたちの作品につ
いて検討

平成23年11月1日[火]
13:20-16:30

徳島市立助任保
育園
5歳児

13

児童33名
教諭35名

森 芳功（専門学芸員）図工の鑑賞授業「『シーがるた』で遊ぼう」
（名西郡小学校図工部会の研究授業）

平成23年11月7日[月]
12:45-13:30

石井町石井小学
校5年

14

学生8名森 芳功（専門学芸員）鳴門教育大学「授業論」（4年生）のなかで、
当館の学校教育との連携事業や鑑賞教
育について説明する。

平成23年11月15日[火]
13:00-14:30

鳴門教育大学大
学生4年

15

園児23名、
保 育 士3名

亀井幸子（主任）子どもたちの作品鑑賞会（出前授業のとき
に描いた作品を掲示して、みんなで賞を
プレゼントする活動）

平成23年11月21日[月]
13:30-16:00

徳島市立助任保
育園園児
5歳児

16

園児14名、
保 育 士4名

亀井幸子（主任）教室に作品6点を飾り、それらの作品を見
て一番好きな作品を決める活動をした。
次に秋の実や花の絵を描いた。

平成23年11月22日[火]
10:00-12:20

徳島市立明善保
育所、富田保育所
5歳児

17

園児21名、
保 育 士3名

亀井幸子（主任）教室に作品6点を飾り、それらの作品を見
て一番好きな作品を決める活動をした。
次に秋の実や花の絵を描いた。

平成23年11月29日[火]
10:00-11:30

徳島市立北島田
保育所
4、5歳児

18

園児18名、
4名

亀井幸子（主任）教室に作品7点を飾り、それらの作品を見
て一番好きな作品を決める活動をした。
次に秋の実や花の絵を描いた。

平成23年12月8日[木] 
9:30-11:30

徳島市立応神保
育所
4歳、5歳児

19

園児21名、
保 育 士3名

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

4枚の墨絵の作品を鑑賞したあと、墨の色
に注目させて、絵手紙を描く活動に移っ
た。

平成24年2月24日[金]
10:00-11:50

徳島市立名東保
育園
5歳児

20

計　児童・生徒  923名　教員 85 名  /  合計 1008 名
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4　学校の授業等への協力

(1)　授業

鳴門教育大学附属中学校、徳島市内町小学校、徳島市川内北小学校、佐那河内村佐那河内小学
校、石井町知恵島小学校、石井町石井小学校、板野町板野東小学校、阿南市富岡東小学校

鑑賞シートを活用した授業や鑑
賞の授業に関連した資料の提
供、教材の貸し出し等を行った。

(2)　鑑賞シート

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

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

広報的送付の他、希望部数を各学校に送り活用してもらっている。(鑑賞シートの配布数　6305枚）

5　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6名江川佳秀(学芸課長）
森芳功、竹内利夫、吉川神津夫
（専門学芸員）ほか文化推進員5
名

美術館の仕事についての説明、施
設見学、図書や資料整理作業な
ど。

①平成23年7月14日[木] 
9:30-15:00

徳島市国府中学校1

生徒6名吉原美惠子、森芳功、友井伸一
（専門学芸員）ほか文化推進員1
名

掛け軸の扱い方、作品の貸し出し
と保存業務の実習等

②平成23年7月15日[金] 
9:30-15:00

学生6名森芳功、安達一樹、友井伸一（専
門学芸員）、亀井幸子（主任）

作品撤去作業、館内見学①平成23年8月29日[月] 
9:30-16:00

阿南高専、徳島大
学、四国大学、近畿
大学、文理大学

2

学生6名江川佳秀（学芸課長）、安達一樹、
吉川神津夫（専門学芸員）ほか文
化推進員2名

美術館の仕事についての説明、施
設見学、図書や資料整理作業な
ど

②平成23年8月30日[火] 
9:30-16:00

学生6名板東敏之（副館長）、安達一樹（専
門学芸員）、江川佳秀（学芸課長）

講話、美術館教育について（鑑賞
体験）、資料整理など

③平成23年8月31日[水] 
9:30-16:00

学生6名森惠子（館長）、竹内利夫、森芳功
（専門学芸員）、江川佳秀（学芸課
長）

講話、特別展準備作業、発送関係
整理など

④平成23年9月1日[木]   
9:30-16:00

学生6名江川佳秀（学芸課長）、安達一樹、
吉川神津夫（専門学芸員）ほか文
化推進員2名

資料整理、作品の管理について、
反省会

⑤平成23年9月2日[金]   
9:30-16:00

生徒3名江川佳秀（学芸課長）、森 芳功、
吉原美惠子（専門学芸員）、亀井
幸子（主任）

美術館の仕事についての説明、施
設見学、展覧会の見学

①平成23年10月24日[月]
9:00-15:30

徳島市南部中学校3

生徒3名江川佳秀（学芸課長）、森 芳功
（専門学芸員）

資料整理など。②平成23年10月25日[火]
9:00-15:30
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参加者講師内容開催日時学校名

生徒3名友井伸一（専門学芸員）、亀井幸
子（主任）

「チャレンジとくしま」、「大秋祭り」
の準備作業

③平成23年10月26日[水]
9:00-15:30

生徒3名吉原美惠子、友井伸一（専門学芸
員）、亀井幸子（主任）

大秋祭りの準備作業、作品貸し
出し

④平成23年10月27日[木]
9:00-15:30

生徒3名江川佳秀（学芸課長）、森 芳功、
吉原美惠子（専門学芸員）、亀井
幸子（主任）ほか文化推進員2名

小学校遠足の見学、こども鑑賞
クラブの準備作業

⑤平成23年10月28日[金]
9:00-15:30

生徒2名江川佳秀（学芸課長）、森 芳功
（専門学芸員）、吉原美惠子（専門
学芸員）、亀井幸子（主任）

作業　キャプション探し、展示室
で作品鑑賞

①平成23年11月8日[火] 
9:00-15:30

鳴門工業高等学校4

生徒2名江川（学芸課長）、亀井幸子（主
任）、文化推進員3名

図書の整理、ポスター、リーフレッ
トの整理作業

②平成23年11月9日[水] 
9:00-15:30

生徒1名江川佳秀（学芸課長）、森 芳功、
吉原美惠子（専門学芸員）、亀井
幸子（主任）

美術館の仕事について、施設見
学、配付資料の袋詰め作業、作品
返却作業の見学

①平成23年11月17日[木]
9:00-15:30

新野高等学校5

生徒1名吉原美惠子（専門学芸員）、江川
佳秀（学芸課長）

美術館の仕事についての説明、作
品の扱い方、資料整理

②平成23年11月18日[金]
9:00-15:30

学 生20
名

江川佳秀（学芸課長）、森 芳功
（専門学芸員）、亀井幸子（主任）

美術館の仕事についての説明、鑑
賞の学習、館内の見学

平成24年2月16日[木]     
13:30-16:30

四国大学6

計　10校、17日、学生・生徒のべ　83名　／　合計 83名

6　クラブ活動への講師派遣

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

動で作品制作の指導を行ったりした。

参加者場所講師開催日時クラブ活動

生徒16名、
教員1名

吉野川市文化研修セン
ター

安達一樹（専門学芸員）平成23年5月1日県立川島中学・高校美術部×
OB展2011

1

生徒29名、
教員10名

板野支援学校亀井幸子（主任）平成23年7月4日[月] 
15:00-16:30

板野支援学校中学部、高等部
の文化部員

2

生徒30名、
教員3名

吉野川市文化研修セン
ター

安達一樹（専門学芸員）平成23年8月22日7校美術部合同展（阿波、阿波
西、穴吹、美馬商業、辻、池田、
川島の高校の美術部員＋県立
川島中の美術部員）

3

生徒20名、
教員1名

フレアとくしま安達一樹（専門学芸員）平成23年12月9日[金]
15:00-18:00

徳島市加茂名中学校美術部
員他

4

生徒29名、
教員10名

板野支援学校亀井幸子（主任）平成24年1月23日[月]
15:00-16:30

板野支援学校中学部、高等部
の文化部員

5

生徒4名、
教員1名

四国大学交流プラザ安達一樹（専門学芸員）平成24年2月25日徳島商業高等学校美術部・書
道部展

6

生徒5名、
教員1名

四国大学交流プラザ安達一樹（専門学芸員）平成24年3月18日第55回城北高校美術部展7

計　生徒 133名　教員 27名　/　合計　 160名
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7　教員研修会などへの講師派遣

参加者場所講師内容開催日時研修会名

教員96名アスティと
くしま 第5
会議室

森 芳功（専門学芸員）「美術鑑賞の楽しさについて－幼
稚園児から高校生、大人の方ま
で－」と題して講演した。

平成23年7月25日[月]
10:40-12:00

平成23年度徳島県
私立学校教職員研
修会

1

教員10名展示室1、2
講座室

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

造形活動の授業例と絵画鑑賞指
導の ポイントに つ い て の研修を
行った。

平成23年8月23日[火]
12:30-16:00 

海部郡図工部会夏
季研修会

2

教員20名展示室、講
座室

森 芳功（専門学芸員）
竹内利夫（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

地域の美術館に親しむとともに、
鑑賞支援の方法を試みることで、
さまざまな教科の支援につなが
るヒントとなる研修を行った。

平成23年8月24日[水]
10:00-16:00

平成23年度初任者
研修　徳島県立総
合教育センター

3

教員16名アトリエ2濱口由美（福井大学）、
宮本浩子（佐那河内小
学校）、脇本正久（知恵
島小学校）、小浜かおり
（附属中学校）、竹内利
夫（専門学芸員）

新しい鑑賞シートを活用した模
擬授業とシートの検討とパフォー
マンス評価について研修

平成23年8月26日[金]
9:30-16:30

第10回鑑賞シート
を活用した授業研
究会

4

教員27名石井小学校森 芳功（専門学芸員）絵や彫刻を見るときのやさしい入
り口や鑑賞支援の参考になるお話
をした。

平成23年11月7日[月]
13:30-16:30

名西郡小学校図工
部会研修会

5

教員7名アトリエ2、
展示室1、2、
3

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

美術館での子どもたちの鑑賞の
様子をお話ししたり、子どもたち
に行っている鑑賞プログラムを
体験してもらった。

平成23年12月24日[土]
10:00-11:50

子どもの造形を考え
る会研修会

6

教員14名講座室、
アトリエ2、
展示室1、2

小浜かおり（附属中学
校）、森 芳功（専門学芸
員）、竹内利夫（専門学
芸員）、亀井幸子（主任）

対話鑑賞について小浜先生より
講習を受けた。美術館の鑑賞プ
ログラム（シーがるた、鑑賞シート
の説明）を通して自分なりに見
る活動を体験してもらった。

平成24年1月19日[木]
14:00-17:00

鳴門市小学校図工
部会鳴門市研修会

7

教員14名アトリエ2、
展示室1、2、
3

濱口由美（福井大学）新しい鑑賞シートを活用した授業
の実践発表、鑑賞支援プログラム
の開発

平成24年2月4日[土]
9:30-16:30

第11回鑑賞シート
を活用した授業研
究会

8

教員15名アトリエ2、
収蔵庫

江川佳秀（学芸課長）、
森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）

講座室や展示室で「よーいアク
ション」の鑑賞シートの模擬授業
を行った。また、学芸員の解説を
聞きながら山下菊二の作品を鑑
賞した。

平成24年2月9日[木]
15:30-17:00

佐那河内村佐那河
内小学校校内研修

9

保育士
ほか25
名

アトリエ2、
展示室1

森 芳功（専門学芸員）
亀井幸子（主任）

保育所での造形活動の実践報告
と子どもたちの作品の見方につ
いて意見交換を行った。

平成24年3月8日[木]
18:00-20:45

楽しい子供の造形
を考える会

10

計　244名

8　鑑賞教育推進プロジェクト

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

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

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

校、中学校等の教員、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77回　平成23年5月21日〔土〕　14:30-17:00

　第78回　平成23年6月26日〔日〕　13:30-17:00

　第79回　平成23年7月30日〔土〕　13:30-17:00

　第80回　平成23年9月23日〔金〕　13:30-17:20

　第81回　平成23年11月6日〔日〕　13:30-19:30
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　第82回　平成24年1月22日〔日〕　13:30-16:45

　第83回　平成24年3月20日〔火・祝〕　13:30-17:30

�会場

　徳島県立近代美術館（講座室ほか）

�参加者（出席者）

山田芳明（鳴門教育大学准教授）

井上史朗（徳島県立総合教育センター指導主事）、結城栄子（吉野川市立鴨島第一中学校教頭）

山本敏子（佐那河内村佐那河内小学校教諭）、小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校教諭）

若井ゆかり（小学校教諭・鳴門教育大学大学院）、齊藤綾子（石井町立高原小学校教諭）

森芳功（専門学芸員）、竹内利夫（専門学芸員）、亀井幸子（主任）

（2）　作成したワークシート、指導の手引き

　・鑑賞シートno.10　「よーいアクション！」　A4判横4ページ　カラー印刷　平成23年11月発行

　・鑑賞シート指導の手引き　「よーいアクション！」　簡易印刷　平成23年11月発行

　　※紹介記事　「からだを使えばアートがわかる！！　鑑賞シートno.10 『よーいアクション！』 」『教育通

信　ふれあいひろば』 　第41号　徳島県教育委員会　平成24年2月

（3）　研究発表等（プロジェクトや当館と関わる研究発表等）

　・宮城佳恵（沖洲小学校教諭）第52回徳島県小学校図画工作教育研究大会　提案発表

　・小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校教諭）第55回鳴門教育大学附属中学校教育研究発表会

　・濱口由美（福井大学准教授）「パウル・クレー展」先生のための鑑賞講座　講演 「クレーと対話する子ど

もたち」　東京国立近代美術館　平成23年年6月11日

　・濱口由美（福井大学准教授）福井県教育研究所 教職員研修講座  小学校図画工作　楽しく活動！

　　表現・鑑賞（入門編）中学校美術　実践！水墨画と鑑賞　平成23年8月11日

　＊当館学芸員の研究発表は、4-2「研究成果の公表」の項を参照。

9　展覧会ごと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（対象年齢はその都度検討）。学校の団体鑑

賞でセルフガイド的に用いたり、グループ鑑賞の教材として活用したりしている。また、個人来館した子ども

にも配布している他、展覧会場では、関心のある来館者が自由に手にとることができるようにしている。

　・「森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて」ワークシート　A4判両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成

23年4月発行

　・「スウィンギン・ロンドン 50’ s -60’ s」ワークシート　A4判両面刷2カ所折り　簡易印刷　平成23年9月

発行

　・「魅力発見！わたしたちの美術館」ワークシート　A4判両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成23年11月

発行

　・「徳島のコレクション2011-II　特集　平成22年度　新収蔵作品」ワークシート　A4判横両面刷　簡易

印刷　平成23年4月発行

　・「所蔵作品展2011-Ⅱ」ワークシート　A4判両面刷一カ所折り　簡易印刷　平成23年4月発行

　・「特集　親と子で見る名品」ワークシート　B5判横片面刷　簡易印刷　平成23年6月発行

　・「所蔵作品展2011-Ⅲ　特集　オーバー・ザ・レインボー」ワークシートA5判横両面刷　簡易印刷　平
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成23年9月発行

　・「所蔵作品展2011-Ⅲ」ワークシート A4判横片面刷二カ所折り　簡易印刷　平成23年11月発行

　・「徳島のコレクション2012-I 特集 受贈記念 山下菊二」ワークシート　A4判横両面刷一カ所折り　簡易

印刷　平成23年12月発行

10　学校へのポスター、美術館ニュース、展覧会図録等の送付

（1）　ポスター、美術館ニュース等

　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

ター・チラシ（3回程度）、美術館ニュース（4回）、所蔵作品展出品リスト（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204校、中学校84校）、高等学校・県立学校52校

　　直接送付（小学校2校、中学校4校）

（2）　展覧会図録

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

　・送付先

　　小学校207校、中学校85校、高等学校52校（618冊）

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、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。

　また平成23年度より新たな取り組みとして「アートイベントサポーター」を導入した。近代美術館が実施す

る事業の運営をサポートするボランティアであり、サポートの対象となる事業と日時を美術館が設定して、そ

の中から希望の日時を選ぶことができる仕組みとなっている。

　自主的で創造的な活動を目指してきた「ビボラボ」に、ボランティア個人の都合に合わせて柔軟に活動す

ることが容易な「イベントサポーター」が新たに加わることで、ボランティアを行う側の様々なニーズに、より

幅広く応えることができると考えられる。

　平成24年度も、「ビボラボ」との協働を推進していくとともに、「イベントサポーター」を通じて、幅広く県民

参加を促していくこととしている。

「文化の森大秋祭り」にあわせて、所蔵作品展に関連した参加型の事業を企画・実施した。

1　ビボラボとの協働

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

2338美術館に展示している作品をモチーフにした紙
ずもうの力士を制作し、みんなで対戦する。
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

平成23年11月3日[木・祝] 
13:00～16:00
（受付15:30）
2階ロビーほか

「文化の森おたんじょう
記念　紙ずもう秋場所」

1

計880名計18名

　なお同時開催として、学芸員による「所蔵作品展 解説ミニツアー」（2回　・13：15～・15：15～各20分程度）を実施した。

（1）　協働事業の開催
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（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等に積極的に参加しながら、館の事業への理解を深めた。平成23年度は「チャレン

ジとくしま芸術祭受賞者発表会　パフォーマンス部門」（平成24年3月18日（日））のサポートを行った。

【参考】

「ビボラボの概要」

○会員

　　随時募集。正会員10名、賛助会員2名。（23年度末）

○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

○平成23年度の活動概要

　協働事業の開催（1回）、総会、イベント準備、各種打ち合わせ等、研修（「大塚国際美術館での子供向けワー

クショプN＊CAPの見学）、チャレンジとくしま芸術祭展示部門へのグループでの参加などを行った。（22回、

ボランティア参加人数のべ105名）

2　「アートイベントサポーター」の実績

（1）　特別展「魅力発見！わたしたちの美術館」の関連事業

　　　「堀尾貞治氏によるワークショップ「あたりまえのこと」

　　　　活動日：11月12日、11月27日、12月11日　会員数：26名

　　　　　　

（2）　「チャレンジ徳島芸術祭2011」の運営

　　　　活動日：12月3日、1月14日、1月15日、1月16日、1月21日、1月22日、

　　　　　　　　3月17日、3月18日　会員数：11名

●新聞、雑誌記事、放送番組等

　「真心がいっぱい　ボランティア編⑨　美術関連で自主的活動『ビボラボ』」『徳島新聞』平成23年4月14日

　「近代美術館芸術祭「サポーター」募集　来月から来年3月」『朝日新聞』平成23年11月26日

登録人数延べ活動日数対象イベント数年度

37人11日2種類Ｈ23



68

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

12 名「若者支援
ジ ョ ブ ス タ
とくしま」
の登録者

平成23年6月2日[木]
9:30-12:00

ヒューマンわーくぴあ徳
島（徳島県労働福祉会館）

吉原美惠子（専門学
芸員）

森口ゆたか展を通して親しむ
現代美術

1

16 名一般平成23年6月23日[木]
13:30-15:00

徳島県立文学書道館江川佳秀（学芸課長）徳島の先人に学ぶ　中原淳
一

2

15 名一般平成23年7月10日[日]
13:30-15:00

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）

フレアとくしま美術講座　
同時代の女性アーティスト
「森口ゆたか－あふれんばかり
の母性」

3

8 名徳島青年会
議所

平成23年9月21日[水]
18:00-21:00

展示室1、2、3
アトリエ2

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）、竹
内利夫（専門学芸員）

「おしゃべりアート」リーダー
研修

4

23 名徳島青年会
議所

平成23年9月29日[木]
18:00-21:15

展示室1、2
アトリエ2

森 芳功（専門学芸員）、
亀井幸子（主任）、竹
内利夫（専門学芸員）

「おしゃべりアート」リーダー
研修

5

18 名徳島青年会
議所

平成23年10月4日[火]
18:30-21:15

展示室1、2
アトリエ2

森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）、亀井幸子（主任）

「おしゃべりアート」リーダー
研修

6

16 名徳島青年会
議所

平成23年10月5日[水]
18:30-21:00

展示室1、2、3森 芳功（専門学芸員）、
竹内利夫（専門学芸
員）、亀井幸子（主任）

「おしゃべりアート」リーダー
研修

7

24 名一般平成23年12月3日[土]
13:00-15:30

鳥取県立博物館
2階展示室および講堂

大久保英治（出品作
家）、森 芳功（専門学
芸員）

鳥取県立博物館　「大久保
英治－あるくことからはじま
る」展トークセッション

8

33名一般平成23年12月4日[日]香美市立美術館（高知県）安達一樹（専門学芸
員）

舟越桂展　ギャラリートーク9

合計　165名

4-5　お気に入り投票

徳島県立近代美術館の所蔵作品「お気に入り作品投票」

�概要

　所蔵作品展で展示中の作品を対象に、県民によるお気に入り作品の投票を行い、月ごとのランキングを

発表した。県民参加による所蔵作品展のＰＲにつながり、地域に根ざした開かれた美術館としての存在を

アピールすることができた。

�期間　平成23年4月1日～7月31日（平成22年12月1日から継続）

�投票方法　近代美術館に来館し、所定の用紙に必要事項を記入し投票する。

�結果発表

　月ごとに集計し、ランキング順位と「お気に入りの理由」の主なものを美術館ロビーに掲示した。またす

べての投票の結果をホームページにおいて公表した。

　平成23年度は計4回（4月分、5月分、6月分、7月分）実施。投票総数は694票。

　平成22年12月1日から平成23年の7月31日までの全実施期間における投票総数は1,297票（うち無効票

69票）。投票された作品数は209点、投票された作家数は147名。
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　なお、全期間を通じた総合ランキング上位の作品は、H23年度秋の特別展「魅力発見！わたしたちの美

術館」（11月15日-12月25日）において展示した。

�担当者

　友井伸一
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資料収集保存事業

5

5-1　平成23年度新収蔵作品・資料

�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・立体ホワイトブロンズ　
83.5×37.0×25.0

2004年Eros 46黒川弘毅

�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　
53.0×45.5

1929年立木と塀石川真五郎

1油彩画他油彩　綿布　和紙
板
57.0×77.0

1877年楠公櫻井驛図原鵬雲

1油彩画他シルクスクリーン
O.P塗装　アクリル
板
215.0×80.0×12.0

1998年私森口宏一

1日本画絹本着色
36.0×116.0

大正末-昭和初期渓流（仮称）日下八光

1日本画紙本着色
160.7×130.3

1965年魚揚場山内春暁人

1彫刻・立体ブロンズ
23.0×20.0×19.5

1991年Golem　63黒川弘毅

1彫刻・立体ブロンズ　アクリル
板
182.0×49.0×38.0

1999年私（立像）森口宏一

1水彩水彩　紙
55.0×37.0

1940年帽子をかぶる女中西利雄

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.6×39.5

1968年人物デッサン小嶋悠司

　平成23年度に新収蔵となった作品・資料は、油彩画他10点（寄贈3点、保管転換7点）、日本画4点（寄贈2点、

保管転換2点）、彫刻・立体3点（購入1点、寄贈2点）、水彩画1点（寄贈1点）、素描18点（寄贈18点）、写真・映像

1点（寄贈1点）、二次資料26点（寄贈26点）の計63点（購入1点、寄贈53点、保管転換9点）
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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素描鉛筆　紙
55.0×39.9

1968年人物デッサン小嶋悠司

1素描鉛筆　紙
39.7×55.9

1971年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
55.8×39.5

1971年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
39.6×55.8

1972年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.6×39.3

1988年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.6×39.7

1988年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
39.3×54.6

1988年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.7×39.5

1990年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.7×39.8

1999年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.3×39.2

2000年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.4×39.2

2000年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
39.2×54.3

2000年人物デッサン小嶋悠司

1素描鉛筆　紙
54.4×39.2

2001年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
54.4×39.2

2001年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
55.9×39.5

2001年人物デッサン小嶋悠司

1素描コンテ、鉛筆　紙
39.2×54.3

2003年人物デッサン小嶋悠司

1素描鉛筆　紙
54.5×39.2

2008年人物デッサン小嶋悠司

1ビデオアートDVDディスクに記
録された映像をプロ
ジェクターにより投
影

2010-2011年HUG森口ゆたか

26２次資料金属原盤等一原有徳資料一原有徳

�保管転換作品

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
116.8×90.8

1928年夏の女清原重以知

1油彩画他油彩　キャンバス
136.0×121.2

1930年南の椽清原重以知

1油彩画他油彩　キャンバス
116.7×90.7

1940年知命図清原重以知

1油彩画他油彩　キャンバス
116.5×90.8

1943年頃牡丹清原重以知

1油彩画他油彩　キャンバス
145.8×91.3

1954年振袖清原重以知

1油彩画他油彩　キャンバス
99.9×80.2

1966年紗清原重以知

1油彩画他油彩　キャンバス
116.7×90.7

1965年頃秋草清原重以知

1日本画紙本墨画着色
153.5×185.2

1971年剣山林雲谿

1日本画紙本着色
215.0×156.0

1969年夕三谷十糸子
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5-2　所蔵作品・資料の現状

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

12182386112191204511630641841493国内油
彩
画
他

12223119国外

1218239613219120245118309418514112小計

4811412373113241027国内
日
本
画
国外

4811412373113241027小計

81213121124210416113国内彫
刻
・
立
体

13211122国外

812231231325310516135小計

1342212521657465913国内
水
彩
画

1国外

1342212521657465914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 194934291236913469国外

113945123418141314259228173140521,294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

207217397181,144281,023661117146311652216102121358109931,369国内

計 11053372635119571453811国外

208218397711,144651,023661117346371687217297192358562932,180小計
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平成24年3月末現在

計
小　計平成23年度平成22年度平成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

他管理換寄贈購入管理換寄贈購入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

40732199176731512911816331219136

32322

43932199208731512911816331219138

1772759912242071614251142123

1772759912242071614251142123

19210351472113113

371361212

22910361832113112115

3855920412211113381

11

3865920412311113381

5461903015518115498121711

221

5481903015718115498121811

792771317

663

852831320

1,56514331,1311134171325521168

7115706410

2,27614381,83711341713254621168

3,5512563,115378262749014162408389

911911

4,4622563,1151,289262749014162408389

22

221

4221

6,90423754,3502,177953111013622225111112733277419682355021440229

1,70261,69651228

8,60623754,3563,873953111013622225111112733277424802355221440237

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26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26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

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25年3月31日まで日本画127.4×210.4紙本着色　屏風
（四曲一隻）1951年苔の径三木文夫
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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　　古川病院理事長

　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　　福岡アジア美術顧問

�開催　平成24年1月28日　第34回　資料収集委員会開催

2　資料収集価格評価

�委員は利害関係を有しない者に依頼

�開催　平成24年1月27日

5-5　作品修復

平成23年度の修復作品は、日本画1点。

主な処置作品名作者名作品No.分野

欠損箇所充填、補彩、パネル新調、額縁修理夕三谷十糸子1110178日本画
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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

2011年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（78号）：Ａ4版8ページ

　「アトム」デビュー 60周年・映画「ブッダ」公開記念　安達一樹

　文化の森　天水スタジオ　踊る阿呆に描く阿呆　友井伸一

　所蔵作品展　徳島のコレクション2011－Ⅱ

　展覧会プレビュー　秋は美術館でスウィング！　竹内利夫

　所蔵作品紹介　＜よだれ＞横尾忠則　吉川神津夫

美術館ニュース（79号）：Ａ4版8ページ

　特別展　スウィングギン・ロンドン50'-60's　すべての若きハートに　竹内利夫

　特別展　魅力発見！わたしたちの美術館　吉川神津夫

　所蔵作品展　徳島のコレクション2011－Ⅲ

　展覧会メモ　「あなたの美術館」であるために　友井伸一

　所蔵作品紹介　＜虫撰（むしえらみ）＞菊池契月　森芳功

美術館ニュース（80号）：Ａ4版8ページ

　所蔵作品展　徳島のコレクション2012－Ⅰ

　特集　受贈記念　山下菊二　江川佳秀

　所蔵作家あれこれ　元永定正　吉原美惠子

　活動メモ　いくつになっても、だれでも、チャレンジ！　友井伸一
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　所蔵作品紹介　＜さかだちカナエちゃん＞橿尾正次　吉原美惠子

美術館ニュース（81号）：A4版8ページ

　特別展　どうぶつ集まれ－ぞうさんの描いた絵と表された動物たち　森芳功・吉原美惠子

　所蔵作品展　徳島のコレクション2012－Ⅱ

　作業報告　山下菊二の作品、遺品を整理して　川口永津子

　教育担当からのレポート　亀井幸子

　所蔵作品紹介　＜Ｅｒｏｓ46＞黒川弘毅　吉川神津夫

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）　「アートイベントサポーター」、「動画一覧」、「スウィンギン・ロンドン展のページ」、「文化の森　阿波おどり

フェスタ」サイトを新設。「チャレンジとくしま芸術祭」サイトを改善。館活動への理解が深まるよう情報を

充実させた。

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1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23年度の会員数は73

名。年間7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。

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

合県民局美馬庁舎、西部総合県民局三好庁舎、南部総合県民局阿南庁舎のあわせて8会場で実施した。（県

立中央病院は建て替え工事のため平成23年8月まで実施。）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作品の解説パネル等を設置した。
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調査研究事業

7

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

幅広い基礎調査等を実施している。

7-1　研究報告会

　調査研究活動を、組織的かつ継続的に推進するため、館内で研究報告会を開催している。参加者は館長と

学芸課職員の計9名。研究報告会で取り上げるテーマは、年度ごとに学芸課職員が共同で取り組む「共同研

究テーマ」と、職員が個々に取り組む「個別研究テーマ」を、設定している。（年度をまたがる継続研究を認め

る。）

　「共同研究テーマ」は、作業チームで作業を進め、随時、経過を研究報告会に報告する。「個別研究テーマ」

は、各学芸員が研究の状況を研究報告会に報告し、出席者による質疑応答を重ねることで、研究の深まりと

館内での共通理解をはかる。

第1回　平成21年6月7日

23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、今年度の予定を策定した。「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個別研究を参照されたい。

第2回　平成23年12月7日

（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「山下菊二作品、遺品、旧蔵書の整理とデータベース化」

友井伸一「パブロ・ピカソ〈流砂〉について」

第3回　平成23年12月27日

（個別研究テーマに関する発表）

竹内利夫「特集展示「一原有徳」に関して 10年後の小樽展で変化した見立て」

吉原美惠子「森口ゆたかの創作世界の源泉とその作品世界について」
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吉川神津夫「松井憲作〈絵画弾〉連作について（２）」

第4回　平成24年1月17日

（個別研究テーマに関する発表）

安達一樹「徳島県内の美術状況」

森芳功「三宅克己の画業と生涯（二）」

亀井幸子「教育普及事業の拡充をめざして」

1　共同研究

徳島の美術に関する通史的研究

　平成18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ている。

平成12年度には調査が比較的調った部分を、開館10周年記念展「近代徳島の美術家列伝-明治から第二次

大戦まで」として公開した。本研究は、その続編ともいうべきものである。学芸員が分担して、資料や作品の

発掘、作家の履歴調査など、情報の集積に努めている。

　その成果は、所蔵作品展や特別展で部分的に公開してきたが、将来的には特別展や資料集の刊行等、まと

まった形で社会に還元できる方法を模索したい。

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。その内、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。平成23年度は、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た。

　山下菊二の遺族から寄贈を受けた作品や遺品、旧蔵書等については整理を完了し、作品（除素描）の基礎

的なデータを収録した『徳島県立近代美術館所蔵 山下菊二作品目録（平成23年3月受贈）』を作成、刊行した。

三木多聞氏（当館元館長）から寄贈を受けた図書や、一原五常の遺族から寄贈を受けた遺品や旧蔵書に関

しては、整理を継続した。

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「山下菊二作品、遺品、旧蔵書の整理とデータベース化」

　山下菊二（1919-86年）は、現在の徳島県三好市に生まれた。第二次大戦後、自らの戦争体験を問い詰め

ることで、やがて戦争や差別など人権にかかわる諸問題と、その背後にある日本社会の前近代性を告発する

ことを、自らの制作の課題としていった。戦後日本美術を代表する作家の一人と目される。
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　本館では、平成22年度末に山下の旧アトリエに遺されていた作品や遺品、旧蔵書と、山下昌子氏が収集し

た山下に関する資料、堤惟好氏（山下菊二甥）が収集し山下昌子氏が譲り受けていた山下に関する資料等を

一括して寄贈いただいた。平成23年度は、前年度に引き続き、これらの整理とデータベース化の作業を進め、

全点の基礎的なデータの採取を終えた。

　成果の一部は、「所蔵作品展2014-Ⅰ特集展示 受贈記念 山下菊二」（平成24年2月4日-4月8日）として公

開し、受贈資料のうち美術作品（除素描）に関しては、『徳島県立近代美術館所蔵 山下菊二作品目録（平成23

年3月受贈）』（徳島県立近代美術館 平成24年3月）を刊行した。

森芳功「三宅克己の画業と生涯（二）」

　前年に引き続いて、近代日本の水彩画家三宅克己（1874-1954年 徳島市生まれ）の画業と生涯について検

討を行った。今回は、彼の御田小学校（高等科）時代を中心とした。

　三宅の御田小学校時代は、久松小学校から転校した1887（明治20）年から翌年に卒業するまでの1年間で

あった。年齢は満13歳から14歳である。短い期間ではあったが、絵画と関わる出会いが重なり、画家になる

気持ちを育んでいく大切な時期だったといえる。

　三宅はこの頃、旧藩主蜂須賀家の三田綱町屋敷にあった西洋館で、五姓田義松〈人形の着物〉や日高文子

〈燈下婦人像〉などの油彩画を見る機会を得た。また、彰技堂で学んだ洋画家の松本民治に指導を受け、同

じ彰技堂出身の水野好美などから強い刺激を受けている。さらに、幕末の遣欧使節や維新後の岩倉使節団

に加わった英学者、川路寛堂との出会いもあった。それら三宅をめぐる出来事と人物の情報を順序だてて整

理することで、彼にとってこの1年間が、進路として洋画家を意識していく時期であったことを明らかにした。

　その成果は、「三宅克己の画業と生涯（二） 御田小学校時代の一年」（『徳島県立近代美術館研究紀要』第

13号）として公表した。

安達一樹「徳島県内の美術状況」

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

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

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

して公開した。

　傾向としては、制作年数の長い作者のまとまった回顧的内容の個展が目立った。震災の影響と言うより、

高齢化などによりこれまで発表を続けてきた制作系愛好家層がまとめの時期に入ったと考えられる。3月の

東日本大震災の影響、震災後という時代性について県内作家にどのような反応があるかについては、継続的

に注意を払う必要があるだろう。

　若手作家については、特記すべき作品発表が見られなかった。昨年の報告会で提唱した若手作家への発表

機会の提供は時期尚早だったと言わざるを得ない。

　変化の時期を迎えながら、次世代が育っていない傾向は、年によって多少の変化はあるものの、ここのとこ

ろ続いているものだが、今年は特にその深刻化が見受けられた。美術館が、地域の制作系愛好家の活動や成

長といった方面に、どのように資することができるかを考える必要があるだろう。

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、パブロ・ピカソ（1881-1973年）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（1889-1960年）の詩に、ピカソが10点の版画を寄せたものである。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。

　平成21年度末に作品の保存上の措置を行い、その後、文献調査や関連する作品の図像との比較調査を進

め、詩画集の編纂の経緯や内容、特徴等について再確認を行った。その内容に考察を加えて、「所蔵作品調査
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レポート　パブロ・ピカソの『流砂』（1966年刊）について」（『徳島県立近代美術館研究紀要』第13号）として公

表した。

吉原美惠子「森口ゆたかの創作の源泉とその作品世界について」

　昨年度に引き続き、関西に拠点を置き、活躍し続けている現代美術家・森口ゆたか（1960-）を採り上げた。

森口の近作にみられるテーマは、作家自身の生きる社会はもとより、彼女を取り巻く身近な環境にも、その創

作の源泉を探ることができる。きわめてシンプルでありながら、広く深い意味をもつ近年の作品には、「関わる

こと」や「繋がること」への気づきを促そうとする森口の問題意識がより明快に表されている。彫刻家・森口宏

一の次女として生まれ、大きなプレッシャーはあるものの、多くのアーティストが日常に集うという作家とし

て申し分のない環境で育まれた時代に養われたもの、いのちの連鎖に自らも関わりながら、自分自身の家庭

を創り上げてゆくことを経て生み出したものなどから、まっすぐで偽りのない作品が生み出されていることを

知ることができる。

　展覧会を機に、作品を1点ご寄贈いただいたこともあり、引き続き作家研究を続けていきたい。

吉川神津夫　松井憲作<絵画弾>連作について(2)

　前年度に引き続き、当館所蔵の松井憲作<絵画弾>連作についての研究を行った。当館所蔵の松井憲作

〈絵画弾〉（1977）は、当初、別々の10点の作品として収蔵されていた。その後の調査で、この作品に見られる

二つのイメージ「JALの鞄を持った男」と「投石している男」のうち後者は、別個に展示されていたことが明ら

かになった。また、1点ずつではなく、5組で1点の作品として展示されたことも、あわせてわかった。

　これを受けて、作家より聞き取りしたところ、「作品とはこうあるべきであるという考えは自らにとって希薄

である。〈絵画弾〉に関しては、タイトルが付いた連作全てで〈絵画弾〉と考えるのが相応しい」と述べていた。

作家のこの言葉に従えば、当館所蔵作品も10組で1点の作品と考えることはできる。その一方で、<絵画弾>

連作は、当館所蔵作品も含め、いくつかの図版で確認できる限りはあるイメージを展開させた組作品として

展示されている。今後の課題としては、作家の言葉にとらわれすぎることなく、過去の出品事例をできる限り

多く調査して、当館の所蔵作品を何組で1点と見なすのか、さらに検討したい。

竹内利夫「特集展示「一原有徳」に関して」

　一原有徳（1910-2010）は徳島県那賀郡（現・阿南市）に生まれ、北海道小樽市で活躍した版画家である。

当館は1998年に北海道立近代美術館と共同で「一原有徳　版の世界」展を開催した。2010年、作家のご遺

族と原版の整理を行い一部を館でお預かりした。

　2011年11月、没後1年を機に市立小樽美術館と時期を合わせ、所蔵作品展特集コーナーで追悼展示を企

画した。原版と版画作品との比較観覧を通して、作家の固執した「無為」の姿勢に理解を深めようとした。

このことは先の「版の世界」展において、オブジェ制作も含めた作家の手法がすべからく版表現として統制さ

れているとした筆者の見立てを修正するものである。なお、2011年度末に寄贈を受けたこれら原版のレイエの

方針が検討課題として残っている。

亀井幸子「教育普及事業の拡充をめざして」

　教育普及事業の拡充を目指すために、他の美術館の取り組みについて情報収集を行いながら、本館の取り

組みの成果と課題について検討した。

　学校連携は小学校が多く保育所・幼稚園や中学・高校との連携はまだまだ少ない。そこで、今年度は、就学

前の子どもたちと美術館を結びつける活動に積極的に取り組んだ。課題は多いが、美術館でのマナーを学び

ながら楽しく活動できる作品鑑賞プログラムの開発が急がれる。中学校や高校では、部活動（美術部）や職場

体験学習などで連携が進みつつあるが、美術館での実習のプログラムをより魅力あるものにしていきたい。
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　3月には、鳴門教育大学の手話サークルと徳島県聴覚障がい者福祉協会と連携し聴覚障がい者を対象に

した鑑賞会を行った。この経験を生かし、今後も高齢者、外国人、様々な障がい者の方々と美術館をどう結

びつけていくかといったことについても研究、実践を重ねていきたい。

3　研究紀要

研究報告会の成果を受け、平成23年度は第13号を刊行した。

『徳島県立近代美術館研究紀要 第13号』平成24年3月31日 A4版 52ページ 500部

［収録論文］

森芳功「三宅克己の画業と生涯（二）御田小学校時代の一年」

友井伸一「所蔵作品調査レポート パブロ・ピカソの『流砂』（1966年刊）について」

7-2　研究成果の公表

1　展覧会図録、著書

吉原美惠子 編著「森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて」徳島県立近代美術館　平成23年5月

江川佳秀 編著『徳島県立近代美術館所蔵 山下菊二作品目録（平成23年3月受贈）』徳島県立近代美術館 平成

24年3月

Gehrtz三隅友子*、竹内利夫、大島正弘 共編著『美術館で日本語力をきたえよう』私家版（Gehrtz三隅友子）　

平成23年9月

    *徳島大学国際センター

*『徳島県立近代美術館研究紀要 第13号』に発表した論文は、7-1-3「研究紀要」を参照。

江川佳秀「芸文指導要綱と旧満洲国における美術の統制」『鹿島美術研究 年報28号別冊』財団法人鹿島美

術財団 平成23年11月

2　学術論文

*『徳島県立近代美術館ニュース』に発表した著作は、6-1「広報用印刷物」を参照。

江川佳秀「発掘－画家・山下菊二の東宝争議ドキュメント」『芸術新潮』第63巻第4号 平成24年3月

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ（その38-49）」『徳島エコノミージャーナル』378-389号（平成23年

4月-24年3月）ブレーンバンク

安達一樹「美術展評（平成23年3月～平成24年2月）」『徳島新聞』平成23年4月18日、5月17日、6月16日、7月

18日、8月16日、9月19日、10月17日、11月17日、12月19日、平 成24年1月16日、2月16日、3月21日（12回

連載）

安達一樹「県内回顧2011　美術」『徳島新聞』平成23年12月26日

安達一樹「とくしま出版録『沢口功グラフィックアート作品集』」『徳島新聞』平成23年6月1日

吉原美惠子「県立近代美術館　森口ゆたか作品展から」『徳島新聞』平成23年6月9、10、11、14日

3　批評、報告、解説等
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吉原美惠子「『森口ゆたか－あなたの心に手をさしのべて』展のうしろに」『美術運動史研究会ニュース』第120

号（平成23年8月）

吉川神津夫『飯田淑乃展』パンフレット CAS 2011年7月

吉川神津夫「レビュー 菊畑茂久馬展　戦後/絵画」『美術手帖』(第960号) 平成23年11月

竹内利夫「スウィンギン・ロンドン展サイト」徳島県立近代美術館ホームページ 平成23年7月

7-3　文献資料の整備

合計平成23
年度

平成22
年度

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

4,768876511310510023812757203189123109861673141142109410280671,498520図書・図録
（日本語）

3,47319321839474824607773565125969839154193196339472831,315図書・図録
（外国語）

10,6043525311479133288209161124852685025844448009322,3063,935
雑誌バッ
クナンバー
（日本語）

1,63700000821121091559001523005256701,14966
雑誌バック
ナンバー
（外国語）

141003004754131223290021423227その他（件）

20,4121091021591471485193611652953664501883693775144737668787681,2901,0485,2685,863合 計

4　口頭発表、講演等

江川佳秀「文学講座 徳島の先人に学ぶ 中原淳一」平成23年6月23日 主催・会場:徳島県立文学書道館

森芳功「廣島晃甫の画業 大正期個性表現の行く末」明治美術学会2011年度第2回例会 平成23年7月23日 

主催:明治美術学会 会場:神戸市立博物館

吉原美惠子「2010年度フレア美術講座　森口ゆたか－あふれんばかりの母性」平成23年7月10日　主催・会

場：徳島県男女共同参画交流センター「フレアとくしま」
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8-1　組織及び職員一覧（平成23年度）

管　理　運　営

8

館　　　長　森　　惠子

副　館　長　板東　敏之

学芸課長　　江川　佳秀

専門学芸員　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
　　　主任　亀井　幸子

協　議　会

委員　中山　清子
　　　田中　正人
　　　西田　威汎
　　　平木　美鶴
　　　橋本　正弘
　　　高島　宏子

　　　　　Gehrtz  三隅  友子
　　　敷島のり子
　　　遊道　久代
　　　出島　美紀

（県立博物館副館長 本務）

（平成24年3月31日現在）

嘱　託　員　林　由里子
　　　　　　一宮まゆみ
　　　　　　川口永津子
　　　　　　東村　　碧

文化推進員　仲田　耕三
　　　　　　鎌田　真由
　　　　　　浜　　名央
　　　　　　大島　正弘
　　　　　　牧野　　厳
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8-2　美術館協議会

1　委員

2　開催

　平成23年9月6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　図画工作部会長
大松小学校長

中山　清子
学 校 教 育

徳島県中学校教育研究会　美術部会長
三加茂中学校長

田中　正人

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 教授高島　宏子

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
アナウンサー・ディレクター

遊道　久代

株式会社ディワークス 役員出島　美紀

（平成24年3月31日現在）

�会期　平成23年12月6日[火]-12月11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、情報文化実習室

�入場無料

�主催　徳島県立図書館、博物館、鳥居龍蔵記念博物館、近代美術館、文書館、二十一世紀館、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

　・人権啓発ビデオ上映（二十一世紀館ミニシアター　10:30～、14:00～）

　　　作品 アニメ「名前・・・それは燃えるいのち」、「声を聞かせて」

�入場者数　展示　304名　ビデオ上映　79名
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8-4　入館者数

1　平成23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

61221,33529671813728211221104月

61261,5941,04897396711162335月

42261,10280599831396132556月

89272,4062,080391475292411947月

3742710,10610,0881818月

59221,3051,0251369124227115669月

77261,9971,474166305516313210月

93262,4141,8639441887342511月

2724644390118132411212月

17223701465348631217851月

472198135536207412871221212032月

2327617272558014224111593月

8429624,87119,8429642,528434114332109573864合計

（単位：人）

2　平成23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

46512,32787921447981221616046510森口展

97444,2721,0553124137114160314851481,986ロンドン展

31361,105255156258762112126345268魅力発見

591317,7042,1896821,150221325872523482392,764合計

（単位：人）

3　平成23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

3,21325736220278559481436275291214895講座等参加者

28,9316732,46838322,7242,683共催事業

16,7604711,5521,7101,1325632,8672,6832,2258562,046655貸館事業

（単位：人）

4　平成23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

81,47916,76028,9313,2137,70424,871
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8-5　社会的活動、非常勤講師等の受諾

江川佳秀

　徳島大学総合科学部非常勤講師 平成23年4月1日-平成24年3月31日

安達一樹

　第50回阿南市美術展写真部審査員 平成23年5月2日

亀井幸子

　第57回文化財保護強調のためのポスター審査委員 平成23年9月16日

　第35回四国地区盲学校文化祭「絵画・立体作品」審査委員 平成23年10月20日

8-6　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

アンフ ォ ルメルとは何
か？－20 世紀フランス
絵画の挑戦

23.4.19-7.14熱血漢ジャン・デュビュ ッ フェ

石橋財団　ブリヂ
ストン美術館

アンフ ォ ルメルとは何
か？ －20 世紀フランス
絵画の挑戦

23.4.19-7.14裸婦カレル・アペル

岡山県立美術館、
高知県立美術館

「横尾忠則展　絵人百
九面相」展23.5.17-9.28芸術の浄化

横尾忠則
岡山県立美術館、
高知県立美術館

「横尾忠則展　絵人百
九面相」展23.5.17-9.28ZI-ON

福井県立美術館、
札幌芸術の森美術
館

「森と芸術展」－美術と
博物が語る森のひみつ
－

23.7.14-11.1我々はここにいるウ ィ フレド・ラム

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説　一

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説　四

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説　十一

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月光　三

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月光　十

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説下絵

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説下絵（四）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21天動説下絵（五）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月光下絵 No.1
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福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月光下絵 No.2

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月光下絵 No.3

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月宮第一番

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月宮第二番

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月宮第三番

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月宮第四番

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21月宮第七番

三鷹市美術ギャラ
リー

谷川晃一展～南の庭の
アトリエより～23.8.23-10.27犀鳥谷川晃一

板野町文化の館
第15回　石川真五郎展
「ふるさと讃歌」23.9.21-10.5吉野川の早春

石川真五郎 板野町文化の館
第15回　石川真五郎展
「ふるさと讃歌」23.9.21-10.5吉野川

板野町文化の館
第15回　石川真五郎展
「ふるさと讃歌」23.9.21-10.5春の徳島公園

岡崎市美術博物館
村山槐多の全貌－天
才詩人画家22年の生
涯！－

23.11.22-24.2.8女の顔村山槐多

2　彫刻

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

アンフ ォ ルメルとは何
か？ －20世紀フランス
絵画の挑戦

23.4.19-7.14女ジャン・フォートリエ

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ガストロ

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21白鳥No.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鯉の首

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ベトナムの空 NO.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ベトナムの空 NO.4

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ベトナムの空 NO.5

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鉛の卵 NO.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21閉鎖封印器

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21圧縮器

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21軸受けのない歯車
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福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鼻（花）開くNo.1

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鼻（花）開くNo.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21二つの林檎

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21封印

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21錨No.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21錨No.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ダーウィンの頭No.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21沈んでいく人

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21薔薇刑No.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鉄の髭

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21標的

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21林檎と三角錐

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21心臓の兜をつけた馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21林檎No.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21林檎No.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21林檎No.3

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21林檎No.4

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21巣ごもりNo.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21庭の桜と梅の継木

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

鉄扉から切り取った
取手

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21つぶれた球体

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ダーウィンの頭No.3

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ダーウィンの頭No.4

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ずれた卵

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21タルホ讃No.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21タルホ讃No.3

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21タルホ讃No.5
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福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21葉っぱの帽子No.1

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21詩人の帽子

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ルーレット

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ルーレット

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21白鳥NO.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21壊れた鯉（恋）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ベトナムの空 NO.6

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鉛の卵 NO.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21巣ごもりNo.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21氷嚢・水のかたち

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21波の塔

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21靴ひもをつけた足

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21博多鋏 No.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21歯車の切断

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21炭の塔 NO.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21炭の塔 NO.3

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21乳房

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ベトナムの空 NO.7

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
るNo.12

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21集団のかたち NO.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21集団のかたち NO.3

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
るNo.13

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（イ）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（ロ）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（ハ）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（ニ）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（ホ）
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福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（ヘ）

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（ト）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

奴隷系図－円鏡によ
る（チ）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21浮き

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21集団のかたち NO.1

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21博多鋏 NO.2

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21蜜蝋の房

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21斜塔

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21ハート干し器

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21燃える顔

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

ひまわり型の脳味噌を
した耳無しゴッホ

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21波の翼

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21鮎

福井県立美術館、
札幌芸術の森美術
館

「森と芸術展」－美術と
博物が語る森のひみつ
－

23.7.14-11.1女性立像
アルベルト・ジ ャ コメ ッ
ティ

福井県立美術館、
札幌芸術の森美術
館

「森と芸術展」－美術と
博物が語る森のひみつ
－

23.7.14-11.1ダンスの華麗さジャン・アルプ

横須賀美術館

描か れ た不思議　トリッ
ク＆ユーモア展　エッ
シャー、マグリ ッ ト、国 芳
から現代まで

23.8.28-11.17女の胸 像（回顧された）サルバドール・ダリ

香美市立美術館舟越桂展（仮称）23.9.28-12.21渇きとスピード舟越桂

鳥取県立博物館
企画展「大久保英治＿
あるくことからはじま
る」

23.11.9-24.1.6剣山から石槌大久保英治

3　版画

貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉1. 魚時計

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉2. 波の足場

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉3. 大陸棚（一）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉4. 大陸棚（二）
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貸出先展覧会名期間数量作品名作者名

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉5. 海難審判

菊畑茂久馬

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉6. 天動説

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉7. デルタ曳き

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉8. ギヤァ割り

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉9. 偽証

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉10. O氏像（一）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉11. O氏像（二）

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉12. 緩衝器

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉13. 魚頭弾

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉14. 二つの氷嚢

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉15. 海鼠型錨

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉16. 三層の海

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉17. 鯉割り

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉18. 測量桿

福岡市美術館・
長崎県美術館

特別企画展　菊畑茂久
馬回顧展　戦後／絵画23.7.1-9.21

版画集 〈天動説 其の
一〉19. ポケ ッ トへ

千葉市美術館
「瀧口修造とマルセル・
デュシャン」展23.11.9-24.2.8M.D.ジ ャ スパー・ジ ョ ーンズ
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　ウ　システムのメンテナンスと更改

（4）保管・利用

　ア　保管・利用（貸し出し含む）の方針・手続きの整備

（ソフト面）

　イ　保管環境の点検と整備（ハード面）：収蔵庫、展示室

等

（5）保存・修復

　ア　計画的な修復の実施

（6）資料整理

　ア　未整理資料の整理

3.　調査研究

　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。

（1）研究報告会、紀要

　ア　研究報告会の定期的開催

　イ　紀要の発行

（2）研究体制

　ア　共通研究テーマの設定等、組織としての一体的な研

究体制の整備

（3）基礎資料集

　ア　所蔵資料等に関する基礎資料集の作成

8-8　運営計画

徳島県立近代美術館　中期計画・目標

（平成22年度～平成26年度）

1.　使命と計画

　使命にもとづいて中期目標を設定し、定期的に点検、評

価を行う。

(1) 中期計画の実施と、使命・事業方針等の周知

　ア　中期計画（5カ年）の自己点検・自己評価の実施

　イ　県民、美術館関係者等への使命・事業方針等の周知

2.　資料の収集・保管・活用

　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。

（1）継続的な資料収集

　ア　収集の重点ポイント設定

　イ　予算獲得

　ウ　作品購入

　エ　寄贈・保管転換の受入

　オ　寄託作品の受入

（2）作品調書の整備

　ア　作品点検（状態等）

　イ　調書整備（新規・更新）

（3）データベース

　ア　必須情報の完備

　イ　外部への公開促進

8-7　ギャラリーの利用状況

※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

33334424404221件　 　 　 数

1736141719618210369225利 用 日 数

絵画・彫刻・版画等の美術作品の展示に利用することができます。
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6.　利用者の安全・快適さの確保

　安全で誰もが安心して、快適に利用できる、利用しやすい

美術館となるよう施設や案内表示等の点検改善を図る。

　来館者対応及び、危機管理マニュアルの整備・更新を行

う。

　利用者アンケート等を通じてニーズを把握し、館運営へ

の反映を図る。

（1）施設の整備・管理

　ア　施設（ハード面）安全性の点検調査と、改善

　イ　施設管理者への働きかけ

（2）対応マニュアルの整備と運用

　ア　地震、火災、水害等緊急事態時対応マニュアルの整

備・更新

　イ　来館者対応マニュアルの整備・更新

　ウ　問い合わせ・相談（レファレンス含む）への対応方針

の整備

（3）利用者ニーズの把握と反映

　ア　各種アンケートの集計と分析

　イ　ニーズ把握と館運営への反映

　ウ　県民の意見、ニーズの把握手法の検討

7.　 広報・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。

（1）広報

　ア　計画的、効果的広報の推進

（2）ホームページ

　ア　ネット利用の情報発信の推進

（3）ニュース会員

　ア　ニュース会員拡充

　イ　新たな形態の検討

8.　県民参加、協働

　美術館の使命や活動内容の周知と、県民の意見やニー

ズの把握をふまえて、ボランティアをはじめとする県民との

協働を推進し、館運営の活性化と、地域との連携を図って

いく。

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、コレクションの特徴を生かして、計画的

に、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。

（1）特別展

　ア　特別展開催の維持（年数回）

　イ　ストック（所蔵品・地元の遺産等）の活用

　ウ　メリハリのある開催計画

（2）所蔵作品展

　ア　所蔵作品の魅力をより深く伝える工夫

　イ　展示会場や展示替え回数の弾力的な見直しと運用

（3）入館者

　ア　入館者数の維持（漸増）

（4）有料入館者

　ア　有料入館者数の維持（漸増）

（5）図録販売数

　ア　図録販売数維持（漸増）

（6）ギャラリー

　ア　ギャラリーの利用促進

　イ　利用日数の維持（漸増）

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。

（1）学習活動の支援

　ア　展示や資料に関連した教育普及活動により、多様な

学習活動を支援する。

（2）学校連携

　ア　子ども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を提供していく

　イ　鑑賞教育推進プロジェクト等の開催

（3）関係機関との連携

　ア　社会教育機関等との連携

　イ　アウトリーチ事業
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（1）ボランティア

　ア　美術館を拠点とするボランティアグループ「ビボラ

ボ」の支援と協働

　イ　新たなボランティアの検討

（2）県民参加・地域連携型事業

　ア　県民参加・地域連携型事業の企画と実施（チャレン

ジとくしま芸術祭等）

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、適切な組織体制を構築し、職員意識や資質の向上

を図っていく。

（1）学芸員の社会的理解と資質の向上

　ア　学芸員の社会的理解を深める

　イ　学芸員の研修機会の確保

（2）組織の整備・改善

　ア　組織の整備・改善（専門職の位置づけ、総務事務等

の効率的な分担等）

　イ　館長もしくは副館長の専門職化

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。

（1）歳入源の確保

　ア　協賛金、助成金、広告収入等による財源確保

　イ　観覧料の見直し検討

　ウ　図録販売促進

（2）経費節減

　ア　見直しを行い経費節減を図る

重点取り組み事項

（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）情報発信
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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。
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建　設　概　要

設備概要

電力設備　　　　　　受変電、自家発電、直流電源設備

（蓄電池）、電灯・コンセント、避雷針

通信・情報設備　　　 電話、情報（AV、スタジオ、液晶表示、

他）、テレビ共聴、表示、インターホ

ン、拡声、時計、視聴覚

防災・防犯設備　　　 自動火災報知、防火戸閉鎖、ガスモ

レ警報、漏水警報、防犯、ITV、排煙、

非常用照明、誘導灯消火設備（屋内

消火栓、スプリンクラー、ハロン化物

消火、他）

空気調和設備　　　　熱源機器設備（ガス焚冷温水発生機、

空気熱源回収型ヒートポンプスク

リュー冷凍機、空気調和設備（収蔵

庫4系統、展示室3系統、一般3系統）

給排水衛生設備　　　給水設備（市水系統、雑給水系統）、

排水設備（合併処理槽）、給湯、カス

ケード、燻蒸、中和槽装置、特殊ガ

ス、焼却炉

監視制御設備　　　　中央監視設備（監視制御点数－全

館2,000点、美術館500点）

昇降機設備　　　　　エレベーター（乗用：750kg×1台、

450kg×2台*　身障者用：750kg×1

台、荷物用：3,000kg×2台*）

　　　　　　　　　　＊美術館用は各1台

建物概要

設計　　　　　　　　㈱環境・建築研究所・㈱佐藤武夫設

計事務所・㈱日建設計　設計共同

企業体

監理　　　　　　　　環境・建築研究所・岡田新一設計事

務所・佐藤武夫設計事務所・日建設

計　建設工事監理共同企業体

施行　　　　　　　　［建築］大成建設・フジタ工業・不動

建設・熊谷組・間組　建築工

事共同企業体

［電気］四国電気工事・近畿電気工

事　電気工事共同企業体

［空調］東洋熱工業・三機工業・ナミ

レイ　空調工事共同企業体

［管］　朝日工業社・大成設備　管

　　　　工事共同企業体

［エレベーター］�東芝

［家具］富士ファニチア�

敷地　　　　　　　　40.6ha（公園全体面積）

構造・規模　　　　　 鉄骨鉄筋コンクリート造

　　　　　　　　　　地上4階　塔屋1階　地下1階建

延床面積　　　　　　6,518�（3館合計　積層含む－

　　　　　　　　　　　23,814�、積層含まず－22,382�）

建築面積　　　　　　8,363�（3館合計） 

10
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仕様一覧

その他床壁天井（天井高）面積（�）室名

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（5m）690展示室1

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（4m）204展示室2

可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

タイルカーペットクロス貼着色岩綿吸音板（5m）947展示室3

タイル張り1001屋外展示場

スクリーン、ホワイトボード、
AV設備等

タイルカーペットクロス貼岩綿吸音板（3m）98美術館講座室

流し台、地流し
収納棚等

ビニールシート、
アスファルト防水

有孔珪酸　カルシウム
板　吸音壁

岩綿吸音板（3m）97アトリエ1

流し台、地流し
収納棚等

ナラフローリングブロックRC型岩綿吸音板（3m）93アトリエ2

床暖房設備、収納棚等タイルカーペット
フリーアクセスフロアー

RC型岩綿吸音板（3m）57子供のアトリエ

書架
ローパーテーション等

タイルカーペット・フォー
ムバッカー付防振上げ床

クロス貼岩綿吸音板（2.7m）197レファレンスルーム

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

大理石貼RC型岩綿吸音板（4.5m）243エントランスホール

絵画ラック、木製棚杉杉　落し込み杉（4.5m）391収蔵庫1

木製棚杉杉　落し込み杉（4.5m）182収蔵庫2

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

開館時間　　　　　　9:30-17:00

休館日　　　　　　　�毎週月曜日　ただし月曜日が祝

日または振替休日にあたるときはそ

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

島バスにて「園瀬橋」で下車（約20

分）＋徒歩（10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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