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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

沿 革
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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

基 本 理 念 と
事 業 方 針
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事業方針

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 な々美術愛好家の期待に応えるとともに、

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、子ども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) 子どもから大人まで、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。
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3-1 常設展 平成24年度

「所蔵作品展 徳島のコレクション2012-Ⅱ～Ⅲ、2013-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、

彫刻の小径に、「20世紀の人間像」「現代版画」、「徳島ゆ

かりの美術」のコーナーを設け、所蔵作品を紹介してきた。とり

わけ、テーマを設定した特集展示では、多面的な鑑賞の楽し

みの一助となるように、「現代版画」のコーナーでは、年間を通

して様 な々テーマを設けて、多彩な現代版画の世界を垣間

見てもらえるように努めた。

（出品リストの凡例）

国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順です。

作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法

（cm）。平面作品の寸法は縦×横。

立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、一部h．

（高さ）で表したものがあります。

版画の寸法は原則としてイメージ・サイズですが、†が付さ

れたものはシート・サイズです。

展 覧 会 事 業
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1

所蔵作品展 徳島のコレクション2012-II

● 会期

平成24年4月14日［土］～9月2日［日］（124日間）

● 休館日

月曜日（4月30日、7月16日、8月13日は開館）、5月1日

［火］、7月17日［火］

● 視点

平成24年度の所蔵作品展は、当館のコレクションの3つ

の柱（「20世紀の人間像」、「現代版画」、徳島ゆかりの美

術」）でコーナーを作った他、5回の「特集」展示を行った。

「徳島のコレクション2012-II」では、特集「平成23年度新

収蔵作品」と特集「笑顔」を開催した。

(1) 特集「平成23年度新収蔵作品」

平成23年度に収集した作品を展示するお披露目の展

覧会。新収蔵作品の中から、人間を主題とした黒川弘毅、

小嶋悠司、中西利雄、三谷十糸子、森口宏一、森口ゆた

かの作品を紹介した。

(2) 特集「笑顔」

人間の表情の中でも様 な々感情が表れる「笑顔」を

テーマとした展示。幸田暁冶、パブロ・ガルガーリョアリス

ティード・マイヨール、アンディ・ウォーホルなどの作品により、

「笑顔」に秘められた様 な々気持ちを紹介した。

(3) 「20世紀の人間像」

主に人体の形や動きに着目した作品を取り上げた。人

体を型としたジョージ・シーガル、イヴ・クライン、人体の量

感に注目した伊原宇三郎、森芳雄、人体を抽象化した

高橋秀、ジャン・アルプ、動きを捉えたロバート・ロンゴ、ジャ

ン・メッツアンジェ、人体を変形、再構成したパブロ・ピカソ、

アルベール・グレーズやジャック・リプシッツなどの作品を紹

介した。また、小嶋悠司の日本画〈穢土〉を新収蔵の人体

デッサンのお披露目に合わせて展示した。

(4) 「現代版画」

現代版画のコーナーでは、各期ごとにテーマを設けて作

品を紹介した。今期は「反復と連続」をテーマに、作家の

個展形式で郭仁植、李禹煥、孫雅由、太田三郎の作品

を展示した。

(5) 「徳島ゆかりの美術」

徳島ゆかりの作家による新収蔵作品を中心に、石川真

五郎、清原重以知、伝・原鵬雲の油彩画、山内春暁人、

日下八光の日本画、林雲谿の墨彩による作品などを紹

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（二つ折り） 簡易印刷 前後

期各1種

美術を楽しむ・わたくし流「カタタチサトと美術館でおどる」

チラシ：A4判両面 簡易印刷

＊その他印刷物については、4-2-10「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

14,509人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞・雑誌記事、放送番組等

大塚康代「県立近代美術館 黒川弘毅さん作ブロンズ

像購入」『徳島新聞』平成24年4月13日

ゴジカル！（ゲスト：カタタチサト） 四国放送 平成24年5

月31日

レインボーMIX GOGO エフエムびざん 平成24年6

月1日

● 担当学芸員

友井伸一、安達一樹、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4月14日

［土］から5月20日［日］まで、*bを付したものは5月22日

［火］から6月24日［日］まで、*cを付したものは4月14日

［土］から6月24日［日］まで、*dを付したものは6月26日

［火］から9月2日［日］まで展示した。
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展示室1
■特集 平成23年度新収蔵作品 4月14日［土］‐6月24日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

黒川弘毅 Golem 63 1991 ブロンズ 23.0×20.0×19.5

Eros 46 2004 ホワイトブロンズ 83.5×37.0×25.0

小嶋悠司 人物デッサン 1968 コンテ、鉛筆 紙 54.6×39.5*a

人物デッサン 1968 鉛筆 紙 55.0×39.9*b

人物デッサン 1971 鉛筆 紙 39.7×55.9*a

人物デッサン 1971 コンテ、鉛筆 紙 55.8×39.5*b

人物デッサン 1972 コンテ、鉛筆 紙 39.6×55.8*a

人物デッサン 1988 コンテ、鉛筆 紙 54.6×39.3*b

人物デッサン 1988 コンテ、鉛筆 紙 54.6×39.7*a

人物デッサン 1988 コンテ、鉛筆 紙 39.3×54.6*b

人物デッサン 1990 コンテ、鉛筆 紙 54.7×39.5*a

人物デッサン 1999 コンテ、鉛筆 紙 54.7×39.8*b

人物デッサン 2000 コンテ、鉛筆 紙 54.3×39.2*a

人物デッサン 2000 コンテ、鉛筆 紙 54.4×39.2*b

人物デッサン 2000 コンテ、鉛筆 紙 39.2×54.3*a

人物デッサン 2001 鉛筆 紙 54.4×39.2*b

人物デッサン 2001 コンテ、鉛筆 紙 54.4×39.2*a

人物デッサン 2001 コンテ、鉛筆 紙 55.9×39.5*b

人物デッサン 2003 コンテ、鉛筆 紙 39.2×54.3*a

人物デッサン 2008 鉛筆 紙 54.5×39.2*b

中西利雄 帽子をかぶる女 1940 水彩 紙 55.0×37.0*b

三谷十糸子 夕 1969 紙本着色 215.0×156.0*a

森口宏一 私 1998 シルクスクリーン O.P塗装
アクリル板

215.0×80.0×12.0

私（立像） 1999 ブロンズ アクリル板 182.0×49.0×38.0

森口ゆたか HUG 2010-2011 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

■特集 笑顔 6月26日［火］‐9月2日［日］

幸田暁冶 花売り 1970 紙本着色 181.8×130.1

菊童女 1973 紙本着色 197.1×151.8

谷角日沙春 髪梳く女 大正期 絹本着色 158.0×65.0

アレクサンダー・コールダー 角ばった肩の生きもの 1974 彩色メタル 190.5×96.5×68.6
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスの
マスク

1928 ブロンズ 20.5×18.0×15.7

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

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

ホアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1

アンディ・ウォーホル 版画集〈11人のポップ・
アーチストI〉2．ジャクリー
ン・ケネディI

1965 シルクスクリーン 紙 52.9×44.3†

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

1965 シルクスクリーン 紙 101.5×76.2†

多色による4つのマリリン 1979-86 アクリル絵具、シルクスクリーン
キャンバス

92.0×70.8

■20世紀の人間像

伊原宇三郎 白衣を纏える 1928 油彩 キャンバス 100.6×81.4

植松奎二 水平の場 1973 写真 145.0×180.0*c

垂直の場 1973 写真 145.0×180.0*c

直角の場 1973 写真 145.0×180.0*c

大森運夫 九十九里浜II 1966 紙本着色 219.4×175.5*d

鏑木清方 夏姿 1939 絹本着色 128.5×41.5*d

川端健生 黄昏 1986 紙本着色 170.0×280.0*d

木内克 坐裸婦 1953 テラコッタ 35.5×21.0×14.0

おとな 1954 テラコッタ 54.5×36.5×50.0

ひねり・裸婦 1956 テラコッタ 13.0×24.0×14.0

ひねり・横臥裸婦 1960 テラコッタ 13.5×21.0×12.0

トルソ 1963 テラコッタ 45.0×30.0×40.0

小嶋悠司 穢土 1985 岩彩、テンペラ キャンバス 190.0×500.0*c

里見勝蔵 女 1933頃 油彩 キャンバス 100.0×72.7

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

高橋秀 W計画 1985 アクリル絵具 キャンバス 200.0×300.0

M計画 1985 アクリル絵具 キャンバス 200.0×300.0

難波田龍起 生命体 1970 油彩、エナメル系塗料
キャンバス

91.0×73.0

不思議な国A 1984 油彩 キャンバス 94.3×163.8

橋本関雪 五柳先生 大正初期 絹本着色（六曲一双） 各159.5×351.0*c

針生鎮郎 負の覚書 1965 油彩 キャンバス 259.0×194.0*d

イチゴ畑 1965 油彩 キャンバス 162.0×130.3*d
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

森芳雄 うずくまる女 1953 油彩 キャンバス 130.5×97.4

山口薫 昔の顔 1958 油彩 キャンバス 100.0×80.3

横山大観 樹下苦行 明治後期 絹本着色 117.2×49.9*c

脇田和 男と鳥籠 1967 油彩 キャンバス 145.0×112.0

ジャン・アルプ ダンスの華麗さ 1960 ブロンズ 121.2×74.2×10.5

ウィレム・デ・クーニング 頭No.3 1973 ブロンズ h.49.0

ジム・ダイン スキー帽をかむった自画
像（色つきの）1stステート

1974 エッチング 紙 65.7×50.5†*d

スキー帽をかむった自画
像（チューリップにかこま
れて）2ndステート

1974 エッチング 紙 75.3×55.6†*d

スキー帽をかむった自画
像（チューリップ）3rdス
テート

1974 エッチング 紙 21.7×28.7†*d

スキー帽をかむった自画
像（チューリップによって跡
かたもなくなって）4thス
テート

1974 エッチング 紙 20.6×28.9†*d

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

イヴ・クライン ブルー・ヴィーナス 不詳 顔料、樹脂、石膏 h.70.0

空気の建築；ANT 119 1961 顔料、合成樹脂 紙、キャンバス 262.0×200.0

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

ジャック・リプシッツ クラリネットを持つアルルカ
ン

1919 ブロンズ 73.0×24.8×24.1

ロバート・ロンゴ 無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4

無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4

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

パブロ・ピカソ 赤い枕で眠る女 1932 油彩 キャンバス 38.0×46.0

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

タイルの壁にもたれる東
洋の女

1982 紙 81.5×42.5×24.0

現代版画
■反復と連続－郭仁植 4月14日［土］‐5月20日［日］

クウァク・イン＝シク（郭仁
植）

〈版画集〉1 1978 エッチング 紙 28.7×36.2

〈版画集〉2 1978 エッチング 紙 29.8×29.8

〈版画集〉3 1978 エッチング 紙 36.5×37.7

〈版画集〉4 1978 リトグラフ 紙 34.5×34.5

〈版画集〉5 1978 リトグラフ 紙 35.0×35.0

銅版画集〈WORK〉1 1983 ドライポイント 紙 35.0×28.1
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

クウァク・イン＝シク（郭仁
植）

銅版画集〈WORK〉2 1983 ドライポイント 紙 28.1×35.0

銅版画集〈WORK〉3 1983 ドライポイント 紙 28.1×35.0

銅版画集〈WORK〉4 1983 ドライポイント 紙 28.1×35.0

銅版画集〈WORK〉5 1983 ドライポイント 紙 35.0×28.1

銅版画集
〈5 ETCHINGS SUMI〉
1. Sumi A

1984 アクアチント 紙 16.0×22.0

銅版画集
〈5 ETCHINGS SUMI〉
2. Sumi B

1984 アクアチント 紙 16.0×22.0

銅版画集
〈5 ETCHINGS SUMI〉
3. Sumi C

1984 アクアチント 紙 16.0×22.0

銅版画集
〈5 ETCHINGS SUMI〉
4. Sumi D

1984 アクアチント 紙 16.0×22.0

銅版画集
〈5 ETCHINGS SUMI〉
5. Sumi E

1984 アクアチント 紙 22.0×16.0

銅版画集
〈5 COLOR ETCHINGS〉
1. Black

1984 エッチング 紙 16.0×22.0

銅版画集
〈5 COLOR ETCHINGS〉
2. Green

1984 エッチング 紙 22.0×16.0

銅版画集
〈5 COLOR ETCHINGS〉
3. Blue

1984 エッチング 紙 22.0×16.0

銅版画集
〈5 COLOR ETCHINGS〉
4. Purple

1984 エッチング 紙 16.0×22.0

銅版画集
〈5 COLOR ETCHINGS〉
5. Red

1984 エッチング 紙 22.0×16.0

銅版画集〈Work II〉1.
Work 86-1

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉2.
Work 86-2

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉3.
Work 86-3

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉4.
Work 86-4

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉5.
Work 86-5

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

銅版画集〈Work II〉6.
Work 86-6

1987 エッチング 紙 41.0×40.5

■反復と連続－李禹煥 5月22日［火］‐6月24日［日］

リ・ウー＝ファン（李禹煥） 版画集〈石版画集
点より 線より〉1．点より1

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

リ・ウー＝ファン（李禹煥） 版画集〈石版画集
点より 線より〉2．点より2

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集
点より 線より〉3．点より3

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集
点より 線より〉4．点より4

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集
点より 線より〉5．線より1

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集
点より 線より〉6．線より2

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集
点より 線より〉7．線より3

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集
点より 線より〉8．線より4

1977 リトグラフ 紙 40.0×54.0

採石場の想い出2 1984 リトグラフ 紙 53.0×68.0

スペースプランニング 1985 シルクスクリーン 紙 65.0×54.5

スペースプランニング 1985 シルクスクリーン 紙 65.0×54.5

スペースプランニング 1985 シルクスクリーン 紙 65.0×54.5

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉1．廃墟へ1

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉2．廃墟へ2

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉3．廃墟へ3

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉4．廃墟へ4

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉5．廃墟へ5

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉6．廃墟へ6

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集
廃墟へ〉7．廃墟へ7

1986 ドライポイント 紙 49.5×39.3

■反復と連続－孫雅由 6月26日［火］‐7月29日［日］

孫雅由 封印された情景C79-01 1979 ドライポイント、腐蝕 紙 73.5×59.0

封印された情景C79-02 1979 ドライポイント、腐蝕 紙 73.5×59.0

形態の消去又は距離の
位置C80-08

1980 ドライポイント、腐蝕、ルーレット
紙

91.0×52.8

形態の消去又は距離の
位置C80-6

1980 ドライポイント、腐蝕 紙 90.7×52.7

形態の消去又は距離の
位置C93

1982-93 ドライポイント、板ボカシ 紙 106.0×70.0

形態の消去又は距離の
位置C83-01

1983 ドライポイント、腐蝕、ルーレット、
鉛筆 紙

54.2×92.0

形態の消去又は距離の
位置C83-06

1983 ドライポイント、腐蝕 紙 54.0×100.5

形態の消去又は距離の
位置D83-05

1983 ドライポイント、腐蝕、グワッシュ、
パステル、鉛筆 紙

55.5×110.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

孫雅由 形態の消去又は距離の
位置D83-39

1983 ドライポイント、アクアチント、鉛筆、
パステル、グワッシュ 紙

95.5×54.5

形態の消去又は空間測
定D83-40

1983 ドライポイント、アクアチント、グワッ
シュ、鉛筆 紙

54.0×94.5

形態の消去又は空間測
定D85-38

1983-85 ドライポイント、アクアチント、グワッ
シュ 紙

54.0×94.5

形態の消去又は距離の
位置D84-5

1984 ドライポイント、グワッシュ 紙 54.0×97.5

形態の消去又は空間測
定D84-01

1984 ドライポイント、グワッシュ 紙 54.5×100.0

■反復と連続－太田三郎 7月31日［火］‐9月2日［日］

太田三郎 〈Post war 50私は誰で
すか〉01．閻 喜鳳
女性 安東省 第1次
［昭和56年3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉02．田 富
男性 三江省 第1次
［昭和56年3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉03．張 秀英
女性 奉天省 第2次
［昭和57年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉04．高 世復
男性 奉天省 第2次
［昭和57年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉05．呂 済玲
女性 東安省 第3次
［昭和58年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉06．馬 文林
男性 浜江省 第3次
［昭和58年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉07．呉 桂蘭
女性 奉天省 第4次
［昭和58年12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉08．張 学彦
男性 吉林省 第4次
［昭和58年12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉09．張 桂雲
女性 牡丹江省 第5次
［昭和59年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉10．王 占山
男性 三江省 第5次
［昭和59年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

太田三郎 〈Post war 50私は誰で
すか〉11．鄒 麗栄
女性 東安省 第6次
［昭和59年11-12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉12．張 世良
男性 奉天省 第6次
［昭和59年11-12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉13．張 喜玲
女性 吉林省 第7次
［昭和60年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉14．王 克印
男性 浜江省 第7次
［昭和60年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉15．王 秀蓮
女性 東安省 第8次
［昭和60年9月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉16．荘 立発
男性 奉天省 第8次
［昭和60年9月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉17．蘭 艶霞
女性 竜江省 第9次
［昭和60年11-12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉18．張 長瑞
男性 竜江省 第9次
［昭和60年11-12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉19．韓 来英
女性 竜江省 第10次
［昭和61年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉20．楊 金有
男性 牡丹江省 第10次
［昭和61年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉21．樊 淑珍
女性 竜江省 第11次
［昭和61年6月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉22．王 家林
男性 関東州 第11次
［昭和61年6月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉23．周 玉坤
女性 竜江省 第12次
［昭和61年9月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉24．馬 長太
男性 浜江省 第12次
［昭和61年9月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7
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太田三郎 〈Post war 50私は誰で
すか〉25．張 淑雲
女性 東安省 第13次
［昭和61年10-11月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉26．李 喜春
男性 牡丹江省 第13次
［昭和61年10-11月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉27．紀 淑賢
女性 東安省 第14次
［昭和61年12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉28．賀 吉春
男性 三江省 第14次
［昭和61年12月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉29．李 桂琴
女性 興安南省 第15次
［昭和62年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉30．王 明遠
男性 吉林省 第15次
［昭和62年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉31．陳 秀華
女性 東安省 第16次
［昭和62年11月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉32．楊 立成
男性 竜江省 第16次
［昭和62年11月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉33．鄒 春栄
女性 奉天省 第17次
［昭和63年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉34．趙 立業
男性 奉天省 第17次
［昭和63年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉35．麻 玉蘭
女性 興安北省 第18次
［昭和63年6-7月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉36．王 祖君
男性 牡丹江省 第18次
［昭和63年6-7月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉37．徐 立君
女性 吉林省 第19次
［平成元年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉38．石 成玉
男性 三江省 第19次
［平成元年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7
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太田三郎 〈Post war 50私は誰で
すか〉39．高 玉蘭
女性 吉林省 第20次
［平成2年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

〈Post war 50私は誰で
すか〉40．張 禄海
男性 興安北省 第20次
［平成2年2-3月訪日］

1995 再生紙にプリント 29.1×15.7

展示室2
■徳島ゆかりの美術

石川真五郎 立木と塀 1929 油彩 キャンバス 53.0×45.5

清原重以知 ダリヤ畑 1916 油彩 キャンバス 100.2×65.0

夏の女 1928 油彩 キャンバス 116.8×90.8

南の椽 1930 油彩 キャンバス 136.0×121.2

知命図 1940 油彩 キャンバス 116.7×90.7

牡丹 1943頃 油彩 キャンバス 116.5×90.8

振袖 1954 油彩 キャンバス 145.8×91.3

酔生 1958 油彩 キャンバス 100.2×80.3

秋草 1965頃 油彩 キャンバス 116.7×90.7

紗 1966 油彩 キャンバス 99.9×80.2

自画像 1967頃 油彩 キャンバス 99.7×80.2

日下八光 渓流（仮称） 大正末－昭和
初期

絹本着色 36.0×116.0*d

林雲谿 雲山無窮 1964 紙本墨画 93.0×84.0*d

剣山 1971 紙本墨画着色 153.5×185.2*d

伝・原鵬雲 楠公櫻井驛図 1877 油彩 綿布、和紙、板 57.0×77.0*c

山内春暁人 魚揚場 1965 紙本着色 160.7×130.3*c

花 1967 紙本着色 161.0×115.0*c

小憩 1974 紙本着色 106.0×66.5*c

■美術館ロビー

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

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

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0
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フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

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

所蔵作品展 徳島のコレクション2012-III

● 会期

平成24年9月8日［土］‐平成25年1月27日［日］(116日間）

● 休館日

月曜日(9月17日、10月8日、12月24日、1月14日は開館）、

9月18日［火］、10月9日［火］、12月25日［火］、1月15日

［火］、年末年始(12月29日［土］‐1月4日［金］）

● 視点

(1) 特集「親と子で見るアート」

平成23年度の「所蔵作品展2011-II」での特集「親と

子で見る名品」が好評だったことから、その続編として開

催した。クイズに答えたり、絵の中の形を見つけながら、鑑

賞が楽しめる工夫を行った。対話を通じて自分に見えて

いなかったことに気づいたり、相手の意外な反応を楽しん

だりしながら、アートの懐の深さに触れる体験を提供するこ

とができた。

(2) 特集「シュルレアリスムのはじまり」

20世紀を代表する美術運動の一つ「シュルレアリスム」。

その発生に重要な役割を果たした19世紀末のフランスの

詩人ロートレアモンの詩集『マルドロールの歌』に寄せたサ

ルバドール・ダリの版画を中心に、シュルレアリスムの源流

を探った。3つのキーワード「オートマティスム」、「デペイズマ

ン」、「オブジェ」についての解説や体験コーナーも設けて、

体験型の展示も工夫した。

(3) 「20世紀の人間像」

今期の展示では「表情」を切り口に多彩な人間像を紹

介した。「表情は伝える」コーナーでは、顔立ちだけでなく立

ち居や物腰まで想像させるような人物表現を、ピカソや安

井曾太郎の肖像画を中心に展示した。「顔のない存在」

コーナーでは、あえて表情があいまいな中に、存在感や情

感を感じさせる、熊谷守一や坂井淑恵らの作品と、顔も表

情も読み取れないところも、人のかけがえのなさを伝えるア

バカノヴィッチやジャーの作品を対比させた。また会期後半

には「子どもたちの表情」のコーナーも設けた。

(4) 現代版画

「色のパワー」と題して、「赤」「青」「黄」「黒」の4つの色

をテーマに作品を選び、シリーズで展覧した。それぞれの

色が連想させるイメージやその幅広い表現力を味わえるよ

うに、色の由来やそれが象徴する意味などに関する関連

書籍もあわせて展示した。

(5) 徳島ゆかりの美術

石川真五郎、久米福衛、市原義之、中野嘉之らによる

徳島の風景を展示した。また国民文化祭特別協賛として、

4大モチーフのうちから「阿波人形浄瑠璃」と「阿波おどり」

にちなんだ山下菊二、谷口董美、河野太郎らの作品も紹

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（二つ折り） 簡易印刷 前後

期各1種

＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

● 入館者数

6,730人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「日展最高賞 市原さん（小松島出身）92年作「初夏渡

航」を展示 18日まで 近代美術館」『徳島新聞』 平

成24年11月7日

「とく6徳島」ほか NHK徳島 平成24年11月24日、26日

「とく6徳島」 NHK徳島 平成24年12月14日

「「シュルレアリスム」テーマの作品展 ダリの版画など41

点 県立近代美術館で27日まで」『毎日新聞』 平成

25年1月17日

● 担当学芸員

竹内利夫、友井伸一、安達一樹

● 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14日

［日］まで、*bを付したものは10月16日［火］から11月18日

［日］まで、*cを付したものは11月20日［火］から12月16日

［日］まで、*dを付したものは12月18日［火］から、また、*eを

付したものは11月18日［日］まで、*fを付したものは11月20

日［火］から展示した。
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展示室1
■特集 親と子でみるアート 9月8日［土］‐11月18日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

川島猛 N.Y．‐D.T．‐10-1966 1965-66 アクリル絵具 キャンバス 232.3×231.9

奈良美智 UNTITLED
(BROKEN TREASURE)

1995 アクリル絵具 綿布 150.0×150.0

吹田文明 星を抱く(C) 1975 木版、紙版 紙 91.0×61.0

明日は雨 1988 木版、紙版 紙 60.0×88.2

元永定正 ぱぱぴぴぷう 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

おれおれまがり 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

ぎざぎざ 1979 シルクスクリーン 紙 60.0×45.0

ふにゃらくにゃら 1979 シルクスクリーン 紙 43.0×95.0

四谷シモン 機械仕掛の少年2 1983 紙、ガラス、板、紐、真鍮、アルミニ
ウム

135.7×51.0×34.8

トニー・クラッグ カスト・グランシィズ（投げ
かけられた視線）

2002 ブロンズ 90.0×75.0×75.0

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

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

アンリ・マティス 版画集〈ジャズ〉4．白象
の悪夢

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉11．空中
ブランコ

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉15．ナイ
フを投げる男

1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

版画集〈ジャズ〉17．干潟 1947 ステンシル 紙 42.2×65.1†

ジャン・シャオガン（張暁
剛）

ファミリー・ポートレイト《全
家福》

1993 油彩 キャンバス 99.7×129.3

■特集 シュルレアリスムのはじまり 11月20日［火］‐1月27日［日］

菊畑茂久馬 詩人の帽子 1979 布、アクリル、金属（不詳） 26.0×23.3×6.0

駒井哲郎 マルドロオルの歌 1952刊 エッチング 紙（6点 表紙含む）、
テキスト

25.7×17.6（頁寸）

山下菊二 マルドロールの歌1 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌2 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌3 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌4 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌5 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌6 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌7 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌8 1947 墨 紙 27.8×22.7

マルドロールの歌9 1947 墨 紙 27.8×22.7
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

山下菊二 マルドロールの歌10 1947 墨 紙 27.8×22.7

サルバドール・ダリ 版画集〈マルドロールの
歌〉1

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉2

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉3

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.6×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉4

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.3×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉8

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉9

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.7×17.3

版画集〈マルドロールの
歌〉10

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.0

版画集〈マルドロールの
歌〉11

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉12

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉13

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉14

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉15

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.0

版画集〈マルドロールの
歌〉16

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉17

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉18

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉19

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.3×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉20

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉21

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉22

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉23

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉24

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉25

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉26

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉27

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1

版画集〈マルドロールの
歌〉28

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.4×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉29

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.1
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

サルバドール・ダリ 版画集〈マルドロールの
歌〉30

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

版画集〈マルドロールの
歌〉31

1974 エリオグラヴュール、ドライポイント
紙

22.5×17.2

■20世紀の人間像－子どもたちの表情 11月20日［火］‐1月27日［日］

奈良美智 UNTITLED
(BROKEN TREASURE)

1995 アクリル絵具 綿布 150.0×150.0

四谷シモン 機械仕掛の少年2 1983 紙、ガラス、板、紐、真鍮、アルミニ
ウム

135.7×51.0×34.8

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

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

ジャン・シャオガン（張暁
剛）

ファミリー・ポートレイト《全
家福》

1993 油彩 キャンバス 99.7×129.3

■20世紀の人間像－表情は伝える

梶原緋佐子 投扇 大正後期‐昭
和初期

絹本着色 各172.0×148.0（二曲一双）*f

片岡球子 浮世絵師安藤広重 1981 紙本着色 90.9×72.7*e

菊池契月 虫撰 1930頃 絹本着色 93.5×89.0*e

鈴木治 ある彫刻家の顔 1982 陶 43.2×25.3×22.0

林武 婦人像 1937 油彩 キャンバス 72.8×60.6

平井楳仙 光明心殿 1926 絹本着色 中：232.0×113.0
左右：各232.0×53.0（三幅対）*e

広島晃甫 赤装女 1941 絹本着色 165.0×105.0*f

堀井香坡 童女 1925 絹本着色 116.0×118.0*f

三尾公三 女と風景 1983 アクリル絵具 板 180.0×324.0

安井曾太郎 宇佐美氏像 1943-45 油彩 キャンバス 71.7×59.5

エミール＝アントワーヌ・
ブールデル

アポロンの頭、台座付 1900-09 ブロンズに鍍金 67.0×25.0×29.5

チャック・クロース マルタ／フィンガーペイン
ティング／ホワイト

1986 油性インク、アクリル絵具 キャン
バス

61.2×51.2

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

アレックス・カッツ 〈エイダ、4つの姿〉1 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†*f

〈エイダ、4つの姿〉2 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†*f

〈エイダ、4つの姿〉3 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†*f

〈エイダ、4つの姿〉4 1979-80 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2†*f

ジュール・パスキン 下着の裸婦 1926 油彩 キャンバス 92.0×73.0

パブロ・ピカソ ドラ・マールの肖像 1937 油彩 キャンバス 55.0×38.0
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■20世紀の人間像－顔のない存在

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

熊谷守一 裸婦 1940 油彩 キャンバス 65.2×53.0

坂井淑恵 間の人
(The man in Between)

1995 油彩 キャンバス 227.3×363.6

鳥海青児 ブラインドを降す男 1959 油彩 キャンバス 99.2×73.3

山口薫 昔の顔 1958 油彩 キャンバス 100.0×80.3

マグダレーナ・アバカノ
ヴィッチ

12体の立像（群衆シリー
ズ）

1989-90 黄麻布、樹脂 各175.0×60.0×30.0（12体組）

アルフレッド・ジャー シックス・セカンズ 2000 ライトボックス（2個）、カラートランス
ペアレンシー

188.0× 127.0× 12.7 、35.6×
50.8×12.7

トーマス・ルフ ポートレート
(Andrea Knobloch)

1990 プレキシグラスでマウントされたチ
バクロームプリント

210.0×165.0

現代版画
■色のパワー：赤 9月8日［土］‐10月14日［日］

大沢昌助 版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集そうぐう〉G

1989 リトグラフ 紙 59.5×82.5†

恩地孝四郎 イマージュNO.3 赤い花 1987 木版（あと刷り） 紙 36.5×28.8

川島猛 Red and Red 1968 シルクスクリーン 紙 69.4×50.4

黒崎彰 赤い闇6 1970 木版 和紙 80.0×55.0

赤い闇9 1970 木版 紙 77.4×77.5

斎藤義重 クレーン・赤 1968 シルクスクリーン 紙 72.0×51.0†

菅井汲 悪魔 1955 リトグラフ 紙 53.3×38.7

広島晃甫 夕暮小景 大正期 木版 紙 21.3×18.3

吹田文明 赤鬼 1959 木版、紙版 紙 61.3×45.5

赤い紐I 1964 木版 紙 90.3×60.6

座標（赤） 1967 木版 紙 60.5×74.0

赤い星 1983 木版、紙版 紙 68.2×59.6

吉原英雄 潜水（赤） 1957 リトグラフ 紙 41.5×55.5

赤い花 1958 リトグラフ 紙 52.0×43.5

さざめき（赤） 1961 リトグラフ 紙 51.0×38.5

ジム・ダイン 版画集〈ドリアン・グレイ
の肖像〉6．赤いピアノ

1968 リトグラフ 紙 45.0×32.0†

アラン・グリーン 赤に向かう白のアングル 1972 エッチング、アクアチント 紙 27.2×17.0

ヴァシリー・カンディンス
キー

版画集〈響き〉1．赤色の
前の二人の騎手

1911 木版 紙 10.5×15.7

■色のパワー：青 10月16日［火］‐11月18日［日］

池田満寿夫 天使の言葉 1968 アクアチント、エッチング、ルーレット、
メゾチント 紙

64.5×49.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

一原有徳 RIW59(b) 1971-81 アルミニウム版腐蝕 紙 41.0×31.6

SIM(5) 1982 トタン版腐蝕 紙 40.4×79.2

SIM(b) 1974-83 銅版モノタイプ 紙 27.4×40.4

大沢昌助 版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集そうぐう〉C

1989 リトグラフ 紙 59.5×82.5†

加納光於 “SOLDERED BLUE” 1965 メタルプリント 紙 68.8×53.1

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

木村秀樹 版画集〈Chestnut Park〉
Windy Blue

1990 シルクスクリーン 紙 56.0×76.0

斎藤義重 クレーン・青 1968 シルクスクリーン 紙 72.0×51.0†

菅井汲 青のインキ 1962 リトグラフ 紙 62.0×44.8

吹田文明 青鬼 1959 木版、紙版 紙 61.2×45.2

青い十字 1965 木版 紙 74.5×61.2

青の世界(B) 1974 木版、紙版 紙 90.7×60.8

青の世界(C) 1974 木版、紙版 紙 91.1×61.2

青の世界(D) 1974 木版、紙版 紙 91.0×61.0

吉原英雄 シーソー1 1968 リトグラフ、エッチング 紙 100.0×100.0†

■色のパワー：黄 11月20日［火］‐12月16日［日］

大沢昌助 版画集〈大沢昌助リトグ
ラフィ集そうぐう〉F

1989 リトグラフ 紙 59.5×82.5†

岡本信治郎 版画集〈GOGH TIME
MACHINE〉星夜

1969-71 シルクスクリーン 紙 47.3×72.9

版画集〈GOGH TIME
MACHINE〉子守唄・マ
ダムルーランの肖像

1969-71 シルクスクリーン 紙 64.3×53.2

版画集〈GOGH TIME
MACHINE〉ほうたいの
ゴッホ

1969-71 シルクスクリーン 紙 62.7×50.0

版画集〈GOGH TIME
MACHINE〉種まく人

1969-71 シルクスクリーン 紙 50.0×62.8

版画集〈GOGH TIME
MACHINE〉よきサマリア
人

1969-71 シルクスクリーン 紙 69.4×47.3

版画集〈GOGH TIME
MACHINE〉ゴッホの自
画像

1969-71 シルクスクリーン 紙 64.8×52.0

川島猛 Woman (Yellow) 1970 シルクスクリーン 紙 105.6×75.4

島州一 黄色い新聞紙 1975 シルクスクリーン 紙 30.7×23.6

難波田龍起 版画集〈難波田龍起リト
グラフィ集1987〉2．野の
瞑想

1987 リトグラフ 紙 72.0×53.0

版画集〈難波田龍起リト
グラフィ集1987〉3．黄色
い家

1987 リトグラフ 紙 72.0×53.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

横尾忠則 風景No.9 黄色い女 1969 シルクスクリーン アクリル板、アク
リルフィルム、紙

90.0×90.0†

リチャード・リンドナー 版 画 集〈無 題1975〉2．
黄色い背景の女

1975 リトグラフ 紙 53.6×39.2

版 画 集〈無 題1975〉5．
黄色いハンドバックを持
つ女

1975 リトグラフ 紙 47.8×41.0

■色のパワー：黒 12月18日［火］‐1月27日［日］

一原有徳 HUV(se) 1960-85 銅版モノタイプ 紙 42.0×42.0

小作青史 私の動物園より（ケモノ） 1973 リトグラフ 紙 60.0×90.4

黒崎彰 深い闇2 1970 木版 和紙 77.8×77.7

駒井哲郎 版画集〈詩畫集 蟻のい
る顔〉3．ピケの残像

1973 アクアチント 紙 23.5×21.0

斎藤カオル 白い襟 1976 メゾチント 紙 29.4×24.2

篠原有司男 BLACK IS
BEAUTIFUL

1978 シルクスクリーン 紙 46.0×38.0

菅井汲 黒いけもの 1958 リトグラフ 紙 56.4×38.5

高橋秀 版画集〈8つの作品〉1．
黒の�走

1973 シルクスクリーン、エンボス 紙 57.3×66.5

萩原英雄 版画集〈ギリシャ神話〉
パン

1957-65 木版 紙 53.5×38.0

版画集〈ギリシャ神話〉ナ
ルシッソス

1957-65 木版 紙 53.8×38.3

長谷川潔 チューリップと三蝶 1960 メゾチント 紙 35.7×26.2

狐と葡萄（ラ・フォンテーヌ
寓話）

1963 メゾチント 紙 35.4×26.4

水浴の少女と魚 1971 ドライポイント 紙 20.7×13.8

棟方志功 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

1953 木版 紙 87.5×33.0

横尾忠則 GREETING（黒） 1972 オフセット 紙 103.0×72.8†

ヴァシリー・カンディンス
キー

版画集〈響き〉30．黒い
斑点

1912 木版 紙 16.8×21.4

パブロ・ピカソ 版画集〈流砂〉I仕事を
する彫刻家

1964 アクアチント 紙 38.0×27.5

ジョルジュ・ルオー 版画集〈『悪の華』のた
めに版刻された14図〉3．
キリスト

1927 粒子エリオグラヴュール、シュガー
アクアチント、ドライポイント 紙

35.0×25.4

展示室2
■徳島ゆかりの美術

靉嘔 にじ・あわおどり 1990 シルクスクリーン 紙 45.0×65.0*b
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

池田満寿夫 徳島讃歌 1996 リトグラフ 紙 49.7×37.0*c

石川真五郎 内海 1948-72頃 油彩 キャンバス 60.6×80.3

剣山 1948-72頃 油彩 キャンバス 24.3×33.4

鳴門 1948-72頃 油彩 板 24.3×33.4

吉野川 1948-72頃 油彩 キャンバス 65.4×85.0

市原義之 初夏渡航 1992 紙本着色 162.1×336.3*e

下保昭 峡 1991-92 紙本着色 97.0×162.1*e

川島猛 阿波おどり 1983 アクリル絵具 キャンバス 172.8×96.7

河野太郎 港の風景（仮称） 不詳 油彩 合板 70.0×89.0

阿波の木偶 1973 油彩 キャンバス 50.1×60.8

阿波木偶お七 1985 油彩 キャンバス 130.2×97.2

川人勝延 里への道 1993 紙本着色 180.3×230.4*f

久米福衛 椿泊風景 不詳 油彩 キャンバス 44.0×110.0

黒崎彰 阿波の鳴門・とくしま 2000 木版 紙 32.0×45.0*d

阿波の藍・とくしま 2000 木版 紙 45.0×32.0*c

谷口董美 阿波踊り 不詳 木版 紙 27.4×24.3*c

三番叟 1933 木版 紙 21.5×18.5*b

岩 1934 木版 紙 22.2×34.0*c

源之丞人形芝居 1935 木版 紙 16.1×15.9*b

腕山スロープ 1936 木版 紙 25.1×37.8*d

�橋 1936 木版 紙 32.5×26.7*b

阿波人形 三番叟 1940 木版 紙 27.3×21.2*a

三番叟 1940頃 水彩、鉛筆 紙 25.2×18.8*d

首人形と手箱 1942 木版 紙 24.7×33.5*a

蔓橋 1943 木版 紙 33.5×26.4*a

角目頭 1946 水彩、鉛筆 紙 25.2×18.8*d

角目頭 1946 墨 鉛筆 紙 25.2×18.1*c

阿波人形 辯慶 1947頃 木版 紙 45.2×37.8*c

阿波鳴（箱まわし） 1947 木版 紙 45.8×39.0*c

天狗久作 辨慶 1947 水彩、鉛筆 紙 25.1×18.8*b

世話娘 1947 水彩、墨、鉛筆 紙 25.1×18.8*d

平作頭 1947 水彩、鉛筆 紙 25.2×18.8*d

阿波人形版画 娘 1948頃 木版 紙 26.6×19.5*b

阿波人形 きんとうじ 1948 木版 紙 49.2×32.2*a
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

谷口董美 阿波人形 みだい 1948頃 木版 紙 26.3×20.0*c

悪婆 1949頃 木版 紙 24.5×17.7*d

悪婆 1949頃 水彩、鉛筆 紙 25.2×18.8*a

阿波人形 師直 1950頃 木版 紙 26.0×19.2*c

安宅・阿波木偶 1950 木版 紙 54.3×39.1*a

鳴門の春 1950頃 木版 紙 19.8×26.9*d

玉三 1950-51頃 木版 紙 60.6×45.8*d

農村舞台 1951頃 木版 紙 49.5×69.5*c

阿波踊り 1951頃 木版 紙 47.5×66.5*a

阿波踊 1951頃 木版 紙 26.0×19.2*d

阿波踊 1951頃 木版 紙 25.9×19.3*d

工房の一隅 1951-52頃 木版 紙 45.0×38.9*b

阿波木偶 姫・光秀 1952頃 木版 紙 26.3×19.8*a

阿波人形 かどめ 1952頃 木版 紙 27.0×19.9*b

中野嘉之 うず潮 2007 紙本着色 59.9×187.6*f

吹田文明 美し徳島 1992 木版 紙 50.5×40.0*a

山下菊二 わたしと鳥と音楽と
(1)木偶人形芝居

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2

わたしと鳥と音楽と
(2)恵比寿まわし

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2

横尾忠則 阿波幻想 1994 シルクスクリーン 紙 57.3×40.0*b

吉原英雄 吉野川から眉山を望む 1998 リトグラフ 紙 40.0×32.0*a

旧徳島城表御殿庭園 1998 リトグラフ 紙 40.0×32.0*b

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

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

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

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-I

● 会期

平成25年2月2日［土］～4月7日［日］（57日間）

● 休館日

月曜日（2月11日は開館）、2月12日［火］

● 視点

(1) 特集「人らしきものたち」

立体的な像としては人間の姿をとっているものの、人体

を再現的に表したものではない、一筋縄ではいかない彫刻

作品を特集した。人間の像の成り立ちを考えさせるフィッ

シャーや黒川弘毅、人の姿を把握しようとするジャコメッティ

や今村源、人体の表面を扱って人の存在に迫るアバカノ

ヴィッチ、ガルガーリョ、津田亜紀子、森口宏一など、人間

像を通したさまざまな問いかけと表現を紹介した。

(2) 「20世紀の人間像」

「並べて・みる」をテーマに、同じ作家の絵画を複数枚

並べて展示した。時代とともにその作風を変化させた作家、

基本的に変わらない作家などをとりまぜ、表現方法の変化、

変わらない特徴的なところなどを見比べることで、来場者に

新たな体験がもたらされるような、能動的な作品紹介を

行った。

(3) 「現代版画」

現代版画のコーナーでは、各期ごとにテーマを設けて作

品を紹介した。今回は、特集が彫刻の展示であることにち

なみ、彫刻家の版画を2期に分けて紹介した。

I期ではバーバラ・ヘップワースとヘンリー・ムーアの20世

紀のイギリス彫刻を代表する二人の彫刻家による抽象的

なイメージを、II期にはアルベルト・ジャコメッティ、マリノ・マ

リーニ、ジョージ・シーガルの人をテーマとした具象的な作

品を紹介した。

(4) 「徳島ゆかりの美術」

本県出身の市原義之が、平成24年の日展で内閣総

理大臣賞を受賞したことを受けて、市原義之の特別陳列

を行った。初期の〈起重機のある工場〉（1968年）から、

1992年の自然賛歌シリーズ四季連作4点までの収蔵作

品9点を一堂に公開した。

● 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（二つ折り） 簡易印刷

美術を楽しむ・わたくし流 「踊る阿呆でえぇじゃないか

えぇじゃないか」チラシ：A4判 簡易印刷

＊その他印刷物については、4-2-10「展覧会ごとのワーク

シート作成」の項を参照。

● 入館者数

1,869人（3月31日まで）

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞・雑誌記事、放送番組等

「（美術随想）10／市原義之・日本画家」『徳島新聞』平

成25年1月23日

「所蔵作品展 徳島のコレクション2013-I 徳島県立近

代美術館 感性様々 芸術で“人”表現」『読売新聞』

平成25年2月13日

● 担当学芸員

安達一樹、竹内利夫、友井伸一
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展示室1
■特集 人らしきものたち

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

今村源 わたしにキク 2009 ステンレス（針金） ペイント
セメント

492.0×120.0×70.0

黒川弘毅 Golem 63 1991 ブロンズ 23.0×20.0×19.5

Eros 46 2004 ホワイトブロンズ 83.5×37.0×25.0

津田亜紀子 繰り返される模様 1999 樹脂、布 160.0×40.0×21.0

森口宏一 私（立像） 1999 ブロンズ アクリル板 182.0×49.0×38.0

マグダレーナ・アバカノ
ヴィッチ

12体の立像（群衆シリー
ズ）

1989-90 黄麻布、樹脂 各175.0×60.0×30.0（12体組）

ジョエル・フィッシャー （題名なし） 1988 ブロンズ、手漉紙に素描 228.6×119.4×30.5（立体）、
17.1×16.1（素描）

パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスの
マスク

1928 ブロンズ 20.5×18.0×15.7

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

■20世紀の人間像

パウル・クレー 子供と伯母 1937 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

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

■20世紀の人間像－並べて・みる

靉嘔 無人間時代をこえる人間
の象徴（オートメーション）

1955 油彩 板 232.2×183.3

Time to Fly 1970 油彩 キャンバス 242.0×182.0

伊原宇三郎 男性座像 1918 油彩 キャンバス 72.5×53.0

二人 1930 油彩 キャンバス 162.4×145.7

陰 1946 油彩 キャンバス 90.0×116.0

上野泰郎 生きる人II 1959 紙本着色 175.0×129.6

地のむれ 1981 紙本着色 144.0×188.6

宇佐美圭司 裸のランチ 1965 油彩 キャンバス 185.2×270.8

メナム河畔に出現する水
族館

1967 油彩 キャンバス 185.4×270.3

大森運夫 九十九里浜II 1966 紙本着色 219.4×175.5

望郷 1997 岩彩 キャンバス 116.5×91.3

川端健生 この子らが 1969 紙本着色 134.0×190.0

宇曽利山湖 1995 綿布着色 240.0×182.0

幸田暁冶 子 1964 紙本着色 140.0×105.0

踊り子 1975 紙本着色 117.2×90.8
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

藤松博 手相（白い手相） 1951 油彩 キャンバス 90.0×111.0

人・街 1962 油彩 キャンバス 162.0×130.0

羅針盤 1964 油彩 キャンバス 162.0×130.0

現代版画
■彫刻家の版画I 2月2日［土］‐3月3日［日］

バーバラ・ヘップワース 版画集〈向かい合う形態
1970〉1．二つの向かい
合う形態

1969 シルクスクリーン 紙 77.5×58.3†

版画集〈向かい合う形態
1970〉2．冬至

1969 シルクスクリーン 紙 77.7×58.3†

版画集〈向かい合う形態
1970〉3．二つの原始形
態

1969 シルクスクリーン 紙 77.7×58.3†

版画集〈向かい合う形態
1970〉4. 11月の緑

1969 シルクスクリーン 紙 77.3×58.5†

版画集〈向かい合う形態
1970〉5．ランガティーラI

1969 シルクスクリーン 紙 77.6×58.5†

版画集〈向かい合う形態
1970〉6．満ち潮

1969 シルクスクリーン 紙 58.3×77.5†

版画集〈向かい合う形態
1970〉7．ランガティーラII

1969 シルクスクリーン 紙 77.5×58.1†

版画集〈向かい合う形態
1970〉8．四角い形態の
集合

1969 シルクスクリーン 紙 77.5×58.3†

版画集〈向かい合う形態
1970〉9. 12月の形態

1969 シルクスクリーン 紙 77.5×58.2†

版画集〈向かい合う形態
1970〉10．疾風の中の
形態

1969 シルクスクリーン 紙 77.6×58.3†

版画集〈向かい合う形態
1970〉11．蘭

1969 シルクスクリーン 紙 58.3×77.2†

版画集〈向かい合う形態
1970〉12．三つの形態

1969 シルクスクリーン 紙 77.5×58.2†

ヘンリー・ムーア 石の横臥像 1980 アクアチント、エッチング 紙 97.0×138.0

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉I

1980 エッチング、アクアチント 紙 25.1×34.6

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉II

1980 エッチング、アクアチント、ルーレット
紙

25.1×34.6

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉III

1980 エッチング、アクアチント 紙 21.9×24.5

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉IV

1980 エッチング、アクアチント 紙 25.1×34.6

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉V

1980 エッチング、アクアチント 紙 25.1×34.6

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉VI

1980 エッチング、アクアチント 紙 25.1×34.6

版画集〈彫刻のためのア
イデア〉VII

1980 エッチング、アクアチント 紙 25.1×34.6
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■彫刻家の版画II 3月5日［火］‐4月7日［日］

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

アルベルト・ジャコメッティ 小さな裸婦立像 1959 エッチング 紙 15.5×8.2

アトリエの彫刻 1964 エッチング 紙 23.5×19.5

若い女 1966 エッチング 紙 41.4×27.8

マリノ・マリーニ 版画集〈版画集〉1．印象 1959 エッチング、ドライポイント 紙 44.8×36.6

版画集〈版画集〉2．舞台
のモチーフ

1960 エッチング、ドライポイント 紙 46.2×35.9

版画集〈版画集〉3．劇場
のモチーフ

1960 エッチング 紙 43.9×36.2

版画集〈版画集〉4．会合 1961 エッチング、ドライポイント 紙 44.7×31.8

版画集〈版画集〉5．脚光 1964 エッチング 紙 48.2×31.9

版画集〈版画集〉6．曲芸 1966 エッチング 紙 45.5×35.1

版画集〈版画集〉7．分解 1967 ドライポイント、ルーレット 紙 40.5×31.7

版画集〈版画集〉8．三人
の踊り娘

1968 エッチング 紙 48.3×35.0

版画集〈版画集〉9．楽し
き遊び

1968 エッチング 紙 47.5×31.9

版画集〈版画集〉10．出現 1968 ドライポイント 紙 44.2×31.0

版画集〈版画集〉11．軽業
師の遊戯

1969 エッチング、ドライポイント 紙 39.7×31.8

版画集〈版画集〉12．乙女
の理想

1969 エッチング、ドライポイント 紙 43.2×35.2

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

版画集〈版画集〉14．奇跡 1969 ドライポイント、ルーレット 紙 42.8×33.0

版画集〈版画集〉15．道化
師の遊戯

1970 エッチング、ルーレット 紙 34.3×39.8

版画集〈版画集〉16．奇跡
の理想

1970 エッチング 紙 45.7×31.9

版画集〈版画集〉17．楽し
きトリオ

1970 エッチング 紙 39.6×35.0

版画集〈版画集〉18．空想 1970 エッチング 紙 40.9×32.4

版画集〈版画集〉19．分裂 1971 エッチング 紙 43.8×31.5

版画集〈版画集〉20．勇士 1971 エッチング 紙 31.9×41.8

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

展示室2
■徳島ゆかりの美術

市原義之 起重機のある工場 1968 紙本着色 231.5×165.5

街の朝 1971 紙本着色 164.0×214.5

映ゆ 1979 紙本着色 200.0×200.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

市原義之 冬日 1986 紙本着色 197.9×197.9

凝 1987 紙本着色 197.9×197.9

生棲早春 1992 紙本着色 162.1×336.3

初夏渡航 1992 紙本着色 162.1×336.3

温雅秋日 1992 紙本着色 162.1×336.3

薄雪越冬 1992 紙本着色 162.1×336.3

■美術館ロビー

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

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

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

■屋外展示場

淀井敏夫 渚 1987 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

フェルナンド・ボテロ アダムとイヴ 1981 ブロンズ 217.0×92.0×79.0：左（イヴ）、
219.0×108.0×65.0：右（アダム）

リン・チャドウィック 腰をかける人 1979-80 ブロンズ 193.0×94.0×142.0：左（女）、
180.0×84.0×122.0：右（男）

イサム・ノグチ オドリコ 1984 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル ベンチに座るサングラスの
女

1983 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

■彫刻の小径

田中昇 森の風 1990 御影石 h.300.0

速水史朗 四国三郎 1990 黒御影石 260.0×280.0×160.0

道北英治 かけらたち（大地のなか
ま）

1991 花崗岩 252.0×363.0×200.0

山口牧生 四角い形D 1989 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0
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3-2 特別展 平成24年度特別展一覧

1 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

2012年4月28日［土］‐6月24日［日］（50日間）

2 墨と紙が生み出す美の世界

平成24年10月13日［土］‐12月9日［日］（50日間）

3 きんびアート発見学 －つくる＆みることの交流展－

平成25年2月9日［土］‐3月24日［日］（38日間）
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1

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

● 会期

平成24年4月28日［土］‐6月24日［日］（50日間）

● 休館日

月曜日、5月1日［火］。※4月30日は祝日開館。

● 視点

よこはま動物園ズーラシアのメスのインドゾウ、チャメリーと

シュリーは、絵を描くことで知られている。ゾウの健康管理な

どのために描かせているものだが、水墨画風の作品、あざ

やかな色の抽象画、ゾウがゾウの姿を描いた「自画ゾウ」

もある。最初のコーナーでは、そのようなゾウの絵をご紹介。

とくにチャメリーの絵は、制作時期を整理することで、「線の

時代」から「点描の時代」、さらにより複雑な「表現」へと

移っていく「表現」の展開を見ることができるほとんど初めて

の展覧会となった。このゾウの絵コーナーは、動物の秘めた

力を感じさせられるとともに、人間による美術表現も問い直

す機会になったように思われる。

次のコーナーでは、画家や彫刻家たちが表した、さまざ

まな動物たちをお楽しみいただいた。白クマやキリン、ライオ

ンやウサギ、犬や猫、鳥たち。身近な動物も野生の動物た

ちも集まったにぎやかな展示となった。

現代の作家のコーナーでは、3人の作家を取り上げた。

木彫で原寸大の動物をつくり注目されている三沢厚彦、

さまざまな動物のイラストで活躍しているミロコマチコ、石膏

を主な素材にして違和感と愛らしさの同居する不思議な

動物をつくる赤松きよである。

当館コレクションから動物の表された作品も展示し、一

つのコーナーとした。酒井三良〈にわか雨〉、桂ゆき〈さる・か

に合戦〉、バリー・フラナガン〈ニジンスキーの野兎〉などを

紹介した。

● 主催

徳島県立近代美術館

● 共催

徳島新聞社

四国放送

兵庫県立人と自然の博物館

よこはま動物園ズーラシア

● 後援

NHK徳島放送局

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 観覧料

一般 600円（480円）

高校・大学生 450円（360円）

小学・中学生 300円（240円）

（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物

ポスター：B2判

ちらし：A4判

図録：A5（210×148㎜）、80ページ

＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

● 入館者数

4,049人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事等

「アートで動物たち躍動 県立近代美術館28日から特別

展」『徳島新聞』 平成24年4月26日

「『どうぶつ集まれ』 県立近代美術館、きょうから特別

展」『徳島新聞』 平成24年4月28日

「にぎやか アートの動物園 県立近代美術館で特別

展」『徳島新聞』 平成24年4月28日（夕刊）

「鳴潮」『徳島新聞』 平成24年4月29日

森芳功「美術館をたのしむ、美術館をたのしむ その51

アートの動物園が開園しました」『徳島エコノミージャーナ

ル』no.391 平成24年5月1日

「県立近代美術館『どうぶつ集まれ』展から」『徳島新聞』

上 森芳功「点描Ⅲ」「Animal2008-02」 平成24年5月2日

中 森芳功「猿」、吉原美惠子「鮒になれるか」 平

成24年5月3日

下 吉原美惠子「飛び方」「nontitle」 平成24年5月4日

加藤美穂子「『どうぶつ集まれ』近代美術館で来月24日

まで 動き出しそうな200点」『毎日新聞』 平成24年5

月3日

「ぞめき 文化の森の動物たち」『徳島新聞』 平成24

年5月4日（夕刊）

「フォーカス徳島」四国放送（テレビ） 平成24年5月11日

「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」『新美術新聞』 平成24年6月1日

森芳功「美術館をたのしむ、美術館をたのしむ その52

ゾウの絵の楽しみ方」『徳島エコノミージャーナル』no.392
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平成24年6月1日

「阿波っ子広場 きょうは上八万小学校だよ 『楽しかっ

た校外学習』」『徳島新聞』 平成24年6月22日

とくしまアートCulture 「どうぶつ集まれ」 徳島中央テレ

ビ 平成24年4月28日‐6月24日

四国放送（テレビ）

● 担当学芸員

森芳功、吉原美惠子
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●出品リスト
ぞうさんの描いた絵

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

チャメリー 水墨画I 2007 水彩 紙 157.2×38.1

水墨画II 2007 水彩 紙 165.4×38.1

水墨画III 2007 水彩 紙 173.5×38.1

線I 2008 水彩 紙 40.9×46.0

線II 2008 水彩 紙 40.9×46.0

なんだろ？ 2008 水彩 紙 38.0×54.0

なんじゃ？ 2008 水彩 紙 37.7×52.1

水墨画IV 2009 水彩 紙 158.3×47.9

花II 2009 水彩 紙 42.0×59.3

花I 2009 水彩 紙 42.0×57.2

点描VI 2009 水彩 紙 42.0×59.4

はにゃ？ 2009 水彩 紙 42.0×57.2

点描XI 2009 水彩 紙 42.0×57.9

点描XII 2009 水彩 紙 42.0×57.5

点描IX 2010 水彩 紙 42.0×57.8

点描X 2010 水彩 紙 42.0×59.3

点描IV 2010 水彩 紙 42.0×59.3

点描∞ 2010 水彩 紙 42.0×59.3

点描I 2010 水彩 紙 38.7×53.7

点描III 2010 水彩 紙 39.0×54.0

点描VII 2010 水彩 紙 39.0×54.9

点描VIII 2010 水彩 紙 39.0×54.0

シュリー flower I 2008 水彩 紙 59.3×42.0

flower II 2008 水彩 紙 59.2×41.9

flower V 2008 水彩 紙 59.2×42.0

flower III 2009 水彩 紙 59.3×42.0

flower IV 2009 水彩 紙 59.3×42.0

ハート 2010 水彩 紙 59.3×42.0

自画ゾウI 2010 水彩 紙 98.3×59.2

自画ゾウII 2010 水彩 紙 96.7×59.4

所蔵は全て兵庫県立人と自然の博物館・よこはま動物園ズーラシア蔵
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三沢厚彦

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

三沢厚彦 Dog 2007-02 2007 樟 油彩 111.0×42.5×116.0 作家

Animal 2008-02 2008 樟 油彩 290.0×60.0×140.0 作家

Animal 2008-03 2008 樟 油彩 205.0×80.0×105.0 作家

Animal 2009-02 2009 樟 油彩 120.0×52.0×64.0 作家

Dog 2010-03 2010 樟 油彩 57.0×21.0×73.0 作家

Bird 2010-04 2010 樟 油彩 19.0×9.2×16.0 作家

Cat 2011-01 2011 樟 油彩 22.3×26.0×64.5 作家

Animal 2011-02 2011 樟 油彩 75.0×41.5×57.0 鈴木純氏

Animal 2011-03 2011 樟 油彩 184.0×69.5×96.0 作家

Animal 2011-04 2011 樟 油彩 4.0×10.0×25.0 メナード美術館

ミロコマチコ

ミロコマチコ アフリカゾウ 2009 アクリル、水彩、鉛筆
画用紙、包装紙

110.0×190.0

マルミミゾウ 2010 アクリル、鉛筆 画用紙 58.5×83.0

ゾウ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

45.5×75.8

飛び方 2011 アクリル、鉛筆 キャン
バス

130.0×162.0

ムササビ 2011 アクリル、鉛筆 キャン
バス

130.0×162.0

ムササビ(2) 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

45.5×37.9

キタキツネ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×45.5

座るチーター 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×45.5

ガゼルうしろむき 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

45.5×37.9

イワハイラックス 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×45.5

ビッグホーン 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

45.5×37.9

マメジカ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×45.5

メキシコウサギ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×45.5

インドリ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

45.5×37.9

チョウセンシマリス 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×45.5

ダイアナモンキー 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

34.1×42.2
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ミロコマチコ ベンガルトラ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

37.9×91.0

シフゾウ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

ツチブタ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

ホシバナモグラ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

トムソンガゼル 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

サイガ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

チンパンジー 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

カニクイザル 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

イノシシ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

アジアスイギュウ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

マレーバク 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

イボイノシシ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

イリオモテヤマネコ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

オオカミ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

リカオン 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

アイアイ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

39.5×55.0

ウアカリ 2011 アクリル、鉛筆 ワトソ
ン紙

55.0×39.5

カワウソ2匹 2011 アクリル ボール紙 54.3×42.1

シベリアアイベックス 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

ローンアンテロープ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

オグロヌー 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

アカヒヒ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

オカピ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

ステゴドン 2008 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

ビッグホーン(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

アカマザマ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

アカシカ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ミロコマチコ ローンアンテロープ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

イボイノシシ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×54.4

ヒヨケザル 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

36.0×45.0

トナカイ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

35.4×42.1

ヒゲイノシシ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

35.7×51.0

シロサイ 2008 アクリル、色鉛筆
画用紙

36.4×51.7

オグロヌー(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

35.8×50.8

ガウル 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.3×49.6

水牛 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

36.3×51.5

テナガザル 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

59.9×22.0

オオカミ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

59.9×22.0

コヨーテ 2009 アクリル、色鉛筆
包装紙

26.7×108.6

リカオン(2) 2009 アクリル、色鉛筆
包装紙

27.0×53.0

ビンツロング 2009 アクリル、色鉛筆
包装紙

27.0×53.0

ハクビシン 2009 アクリル、色鉛筆
包装紙

25.9×54.6

ハイイロマングース 2009 アクリル、色鉛筆
包装紙

24.0×54.3

ライチョウ 2010 アクリル、色鉛筆
ボール紙

29.7×42.0

トラフズク 2011 アクリル、色鉛筆
ケント紙

42.0×29.7

ベニハワイミツスイ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

33.0×21.7

シロフクロウ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.2×21.8

アホウドリ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.4×27.4

キリン 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.8×25.7

クロテン 2011 アクリル、色鉛筆
ケント紙

29.7×41.9

チーター 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.3×162.9

インパラ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.3×108.6

オオブチジェネット 2009 アクリル、色鉛筆
包装紙

27.5×109.0

アメリカワニ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

30.2×108.4
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ミロコマチコ アメリカワニ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

10.8×49.9

イスカ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

11.3×20.2

リュウキュウヤマガメ 2009 アクリル、色鉛筆
ボール紙

21.0×29.7

ノドジロオマキザル 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

12.8×33.9

マンドリル 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

15.3×22.4

タテガミオオカミ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

24.0×14.5

パカ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

13.6×26.4

ムフロン 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

18.1×24.0

リクイグアナ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

19.3×28.4

リス 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

19.3×25.6

不明 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

18.2×28.4

トビウサギ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

19.0×25.8

ムギマキ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

15.5×22.3

オグロヌー(3) 2011 アクリル、色鉛筆
ケント紙

63.5×94.0

オジロジカ 2011 アクリル、色鉛筆
ケント紙

63.5×94.0

シマウマ 2011 アクリル、色鉛筆
ケント紙

63.5×94.0

ライオン 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

チーター(2) 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

グレビーシマウマ(2) 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

トピ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

不明(5) 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

コウモリ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

ツキノワグマ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

スイギュウ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

クロサイ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

カメ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

バビルーサ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ミロコマチコ マウンテンゴリラ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

キツネ 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

不明(6) 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

マンドリル(2) 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

カンガルー 2010 アクリル、色鉛筆
画用紙

58.5×83.0

ブレスボック 2011 アクリル、色鉛筆
ケント紙

55.0×65.8

コウモリ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

29.5×89.4

ワニ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

29.5×89.4

ボンゴ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

ブラックバック 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

セーブルアンテロープ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

アメリカバイソン 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

グレビーシマウマ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

シロサイ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

ヒマラヤタール 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

39.5×54.8

ダスキーティティ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.2×47.9

タテガミオオカミ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

38.2×47.9

ラーテル 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.9×54.1

ザーネン 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.9×54.1

フェレット 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.9×54.1

プレーリードッグ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.9×54.1

モリイノシシ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.9×54.1

ホッキョクギツネ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.9×54.1

キイロヒヒ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

28.2×38.3

モウコガゼル 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

25.6×36.4

キングチーター 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

18.2×25.7

ゴールデンライオンタマリン 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

14.8×48.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ミロコマチコ トナカイ(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

26.9×38.3

不明(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

28.6×38.3

ブタ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

18.2×26.0

ヘレフォード 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

25.9×38.3

ユキヒョウ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

18.2×25.7

エミュー 2009 アクリル、色鉛筆
キャンバス紙

21.0×29.6

シロクマ 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

13.1×28.2

ウンピョウ 2009 アクリル、色鉛筆
黒い紙

18.2×25.7

チャコペッカリー 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

23.5×25.4

チンパンジー(2) 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

13.9×25.2

アカワラルー 2009 アクリル、色鉛筆
画用紙

13.1×26.0

モリイノシシ(2) 2009 アクリル 黒アクリル板 20.8×29.7

フタコブラクダ 2009 アクリル 黒アクリル板 20.8×29.7

不明(3) 2009 アクリル 黒アクリル板 15.2×33.0

ヒゲイノシシ(2) 2009 アクリル 黒アクリル板 22.3×33.0

不明(4) 2009 アクリル 黒アクリル板 15.2×33.0

ライオン（メス） 2011 アクリル、色鉛筆 画
用紙

63.5×94.0

ユキヒョウ(2) 2011 アクリル、色鉛筆 画
用紙

63.5×94.0

キイロヒヒ(2) 2010 アクリル、色鉛筆 画
用紙

58.5×83.0

所蔵は全て作家蔵

赤松きよ

赤松きよ nontitle 2004 石膏 ミクストメディア 34.0×74.0×46.0

Nectar of Chinese milk
vetch

2009 石膏 ミクストメディア 各 14.5× 26.0× 17.0
15体

Sign 2009 石膏 ミクストメディア 各25.5×26.0×16.0 2体

cocoon 2010 石膏 ミクストメディア 各20.0×40.0×24.0 5体

Tic-Tac-Toe 2011 石膏 ミクストメディア 41.0×54.0×35.0

所蔵は全て作家蔵
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動物のいる情景

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

酒井三良 にわか雨 1930-1934頃 絹本着色
（二曲一隻）

151.0×163.6

広島晃甫 烏鷺図 1934 絹本着色
（六曲一双）

各176.0×422.0

暖冬 大正－昭和
初期

絹本着色 軸装 129.5×41.6

猫 大正－昭和
初期

紙本墨画着色 軸装 124.1×30.6

秋圃 1950 絹本着色 109.5×152.5

日下八光 秋 1943 紙本着色 186.0×102.0

幸田暁冶 象 1959 紙本着色 148.5×104.6

猿 1964 紙本着色 157.0×217.8

大島哲以 さうびの宴 1968 紙本着色 135.0×180.0

桂ゆき さる・かに合戦 1948 油彩 キャンバス 90.0×115.0

村井正誠 人と小鳥 1950 油彩 キャンバス 116.5×90.8

猪熊弦一郎 鳥・猫・子供・魚 1954 油彩 キャンバス 80.3×65.2

山下菊二 わたしと鳥と音楽と
(1)木偶人形芝居

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2

わたしと鳥と音楽と
(4)19歳～良子の家

1974 油彩 キャンバスボード 44.5×65.2

わたしと鳥と音楽と
(7)サーカス小屋

1974 油彩 キャンバス 44.5×65.2

福岡道雄 鮒になれるか 1984 ブロンズ 11.0×24.0×26.0

鳥になれるか 1984 ブロンズ 26.5×14.5×9.7

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

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

所蔵は全て当館蔵
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2

墨と紙が生み出す美の世界

● 会期

平成24年10月13日［土］‐12月9日［日］（50日間）

● 休館日

月曜

● 視点

近年日本画の世界では、改めて水墨の表現が注目さ

れようとしているが、墨の視点から水墨表現を見ようとする

展覧会はこれまでなかった。本展は、墨の資料と水墨の表

現を関連させて紹介しようとした試みである。

この展覧会では、墨の美に触れることのできる二つの

コーナーを設けた。一つ目は「墨の魅力」のコーナーである。

中国・清時代の御墨（ぎょぼく）をはじめ、韓国の墨、日本

の墨など、さまざまな墨39点をご紹介した他、いくつかの銘

墨を実際に磨って紙に含ませ、墨色を確認できる資料も

展示した。また、同じ墨であっても、用いる紙によって墨色

の異なりが分かる資料も作成し、参考資料とした。

もう一つのコーナーは、歴史を彩ってきた画家たちの優れ

た水墨表現をご覧いただく「水墨の表現」である。雪舟な

ど室町水墨画からはじまり、江戸時代の俵屋宗達や円山

応挙。近代の富岡鉄斎、横山大観、竹内栖鳳、村上華

岳、速水御舟、現代の土屋�一、中野嘉之、斉藤典彦
など51点である。一部の作品では、用いた墨や筆も紹介。

時代によって、作家の技法等によって変化する、水墨表現

の多彩な展開をお楽しみいただいた。

墨には多くの種類があり、それぞれ微妙に色彩が異な

る。また用いる紙や描き方によっても味わいは大きく変わっ

てくる。そのような豊かな個性と可能性をもった墨の魅力を

伝える機会になった。

関連事業としては、ワークシヨップや講演会を開催した

他、学校を対象とした墨に親しむワークショップにも取り組

んだ。保育所から小学校、中学校、高等学校まで19校で

行い、700人以上の児童生徒が参加。その成果を披露

する「墨の美しさを実感－子どもたちによる墨の絵」展では

約170点を展示した（4-2-8参照）。

第27回国民文化祭・とくしま2012 特別協賛事業。

● 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

● 助成

芸術文化振興基金助成事業

● 観覧料

一般 600円（480円）

高校・大学生 450円（360円）

小学・中学生 300円（240円）

※（ ）内は20名以上の団体料金。

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照。

● 印刷物

ポスター：B2判

ちらし：A4判

図録：A4縦変形（296×225㎜）、128ページ

＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

● 入館者数

5,196人

＊8-4「入館者数」の項を参照。

● 新聞、雑誌記事等

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ その56

秋の特別展がはじまります」『徳島エコノミージャーナル』

396号 ブレーンバンク 平成24年10月1日

「県立近代美術館で特別展 墨が彩る奥深い世界

室町から現代の作品51点」『徳島新聞』 平成24年10

月12日

「水墨画の魅力紹介 県立近代美術館」『徳島新聞』

平成24年10月13日（夕刊）

「水墨画の魅力紹介 県立近代美術館」『徳島新聞』

平成24年10月14日

「雪舟や大観など51点 墨と紙が生み出す美の世界展

県立近代美術館」『毎日新聞』 平成24年10月18日

「鳴潮」『徳島新聞』 平成24年10月20日

「日曜美術館 アートシーン」NHK（Eテレ） 10月28日

森芳功「墨と紙が生み出す美の世界 県立近代美術

館特別展から」『徳島新聞』

上 雪舟「破墨山水図」 平成24年10月30日

中 安田靫彦「菖蒲」 平成24年10月31日

下 中野嘉之「双水竜図」 平成24年11月1日

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ その57
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「墨と紙が生み出す美の世界展」の話題から」『徳島エコ

ノミージャーナル』397号 ブレーンバンク 平成24年11月

1日

森芳功「イチオシ！展覧会 墨と紙が生み出す美の世

界」『月刊水墨画』283号 平成24年10月15日（11月号）

「フォーカス徳島 週末アート」四国放送（テレビ） 平成

24年11月30日

森芳功「美術をたのしむ、美術館をたのしむ その58

「子どもたちによる墨の絵」展のこと」『徳島エコノミージャー

ナル』398号 ブレーンバンク 平成24年12月1日

● 担当学芸員

森芳功、安達一樹
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●出品リスト
I墨の魅力
（中国・韓国の墨）

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

製作者不詳 鴛鴦于飛 清時代 油煙墨 12.6×12.6×2.5,365g 個人

製作者不詳 双龍図 清時代 油煙墨 直径15.3×2.8, 650g 個人

製作者不詳 青琅� 清時代 松煙墨 24.3×7.6×4.4,1050g 個人

製作者不詳 玉聲 清時代 油煙墨 10.7×12.5×2.6,410g 個人

製作者不詳 百老図 清時代 油煙墨 直径14.4×2.7, 570g 個人

製作者不詳 百子図 清時代 油煙墨 直径14.0×2.7, 510g 個人

製作者不詳 蘭亭図 清時代 油煙墨 直径12.2×2.3, 370g 個人

製作者不詳 百馬図 清時代 油煙墨 直径14.6×2.7, 575g 個人

製作者不詳 蟠桃核 清時代 松煙墨 17.4×10.8×2.2,325g 個人

製作者不詳 百順図 清時代 松煙墨 直径14.4×2.0, 385g 個人

製作者不詳 國寶（星一つ） 清時代 油煙墨 16.0×7.5×2.5, 380g 個人

製作者不詳 國寶（星一つ） 清時代 油煙墨 17.6×7.5×2.5, 422g 個人

製作者不詳 御墨 厥有成績紀于太
常

清時代 朱墨 18.0×4.8×1.9, 500g 個人

製作者不詳 御墨 七香圖 清時代 油煙墨 14.9×14.9×2.8, 710g個人

製作者不詳 御墨 十二支 清時代 油煙墨 直径16.0×1.6, 635g 個人

製作者不詳 御墨 玄國香 清時代 油煙墨 直径16.0×2.9, 690g 個人

製作者不詳 御墨 硯型 清時代 油煙墨 13.4×13.4×3.0,595g 個人

製作者不詳 登峯造極 清時代 松煙墨 16.7×9.0×2.6, 485g 個人

製作者不詳 触石雲 清時代 油煙墨 20.2×7.0×2.8, 525g 個人

胡開文 世界図 1915 油煙墨 直径13.8×2.5, 470g 個人

曹素功 鉄斎翁書畫寶墨 1990代後半 油煙墨 16.7×4.5×2.2, 250g 個人

曹素功 南海軽膠松煙墨 1990代後半 松煙墨 14.4×4.7×1.7, 140g 個人

李王家美術工場 虎臥鳳閣 1910-20代 松煙墨 10.8×2.6×0.9, 40g 個人

李王家美術工場 龍角 1910-20代 松煙墨 9.6×2.2×0.8, 26g 個人

李王家美術工場 龍剤 1910-20代 松煙墨 10.6×2.3×0.7, 16g 個人

李王家美術工場 寸玉 1910-20代 松煙墨 9.5×2.3×0.9, 27g 個人

李王家美術工場 撥雲尋道 1910-20代 松煙墨 9.1×2.1×0.9, 24g 個人

李王家美術工場 春臺玉燭 1910-20代 松煙墨 9.0×2.4×1.0, 32g 個人

（日本の墨）

藤白古寶 紫瑞雲 不詳 松煙墨 直径8.1×1.3, 70g 個人
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

鷹島瀕伴� 國瑞 不詳 油煙墨 直径7.9×1.0, 54g 個人

紀州御墨所 不朽千首新詩 不詳 松煙墨 11.8×3.0×0.9, 26g 個人

製作者不詳 鸚鵡石 不詳 松煙墨 7.9×3.2×0.9, 24g 個人

富井出寶 千代春 不詳 松煙墨 10.0×1.8×0.8, 24g 個人

梅仙 藤代墨 明治－昭和
初期

松煙墨 9.7×2.8×0.8, 33g 個人

香壁 明治－昭和
初期

松煙墨 9.2×2.2×1.0, 32g 個人

月耕墨 明治－昭和
初期

松煙墨 10.2×3.6×1.4, 40g 個人

鳩居堂 倣古 不詳 油煙墨 4.5×3.4×1.0, 26g 個人

青圃堂 雲雨施萬物 不詳 油煙墨 11.6×2.9×1.5, 66g 個人

雲華 不詳 油煙墨 7.6×3.3×1.2, 42g 個人

（試墨作品）

北見音丸 岩雲龍習図 2012 油煙墨、朱墨、宣紙、
額装

92.5×172.5 作家

樋口尚弘 墨龍図 2012 松煙墨、朱墨、唐紙
（竹材料）、額装

133.0×74.0 作家

墨龍図 2012 松煙墨、朱墨、唐紙
（竹材料）、額装

133.0×74.0 作家

涼 110036 2012 油煙墨、朱墨、大�
紙（楮雁紙）、額装

208.0×83.0 作家

II水墨の表現

雪舟 破墨山水図 室町時代 紙本墨画、軸装 22.3×35.3 出光美術館

作者不詳 松梅佳処図 室町時代 紙本墨画淡彩、軸装 85.7×28.9 大和文華館

遮莫 豊干寒拾図 室町時代 紙本墨画淡彩、軸装 40.9×75.9 大和文華館

俵屋宗達 桜図 江戸時代前期 紙本墨画、軸装 105.2×45.1 大和文華館

円山応挙 山水図襖 1783 紙本墨画、襖（四面） 各172.0×92.5 白鶴美術館

伊藤若冲 関羽像 江戸時代中期 紙本墨画、軸装 87.8×29.7 細見美術館

浦上玉堂 �墨山水図 江戸時代後期 紙本墨画、軸装 107.7×31.1 出光美術館

橋本雅邦 山水図 明治時代 紙本墨画、屏風（六
曲一隻）

139.5×355.8 大倉集古館

竹内栖鳳 相阿弥〈水墨山水図〉
模写

1889 紙本墨画、軸装 32.3×51.5 京都市美術館

水村 1934 紙本墨画、額装 103.0×127.0 京都市美術館

山元春挙 ロッキーの雪 1905頃 絹本墨画淡彩、軸装 221.1×174.5 �島屋史料館

冨田溪仙 石峰寺 1912頃 紙本墨画淡彩、軸装 148.6×40.3 京都国立近代美術館

富岡鉄斎 補陀落迦山図 1921 紙本墨画着色、軸装 146.1×40.6 清荒神清澄寺
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

富岡鉄斎 南海普陀山図 1923 紙本墨画、軸装 130.8×65.0 清荒神清澄寺

青龍起雲図 1923 紙本墨画淡彩、軸装 133.6×32.4 清荒神清澄寺

水墨清趣図 1924 紙本墨画、軸装 144.0×39.1 清荒神清澄寺

速水御舟 墨茄 1926 紙本墨画、軸装 33.2×56.0 個人

横山大観 �湘八景 山市晴嵐 1927 紙本墨画、軸装 70.0×120.0 大倉集古館

�湘八景 遠浦帰帆 1927 紙本墨画淡彩、軸装 70.0×120.0 大倉集古館

都路華香 竜図 1929 紙本墨画金属泥描、
軸装

66.0×86.5 京都市美術館

安田靫彦 菖蒲 1931 紙本墨画淡彩、軸装 138.0×90.0 京都国立近代美術館

大栗旌� 山寺夕靄 1931 紙本墨画着色 軸装 238.0×171.0 徳島県立近代美術館

村上華岳 翆巒飛鷺 1932 紙本墨画淡彩、軸装 27.5×55.5 京都市美術館

圓窓山雪図 1935頃 紙本墨画彩色、軸装 50.5×38.4 個人

椿 1938 紙本墨画淡彩、軸装 26.9×24.0 東京国立近代美術館

小杉放庵 荘子 1934 紙本墨画着色、軸装 79.0×90.0 出光美術館

近藤浩一路 水田 1934 紙本墨画、額装 43.8×51.3 東京国立近代美術館

金閣寺 1957 紙本墨画、額装 66.0×72.0 京都市美術館

入江波光 海渡る龍 1940 紙本墨画淡彩、軸装 31.0×44.0 東京国立近代美術館

不染鉄 南海之図 1955頃 紙本墨画、軸装 171.7×84.0 京都国立近代美術館

松林桂月 水墨深林 1961 紙本墨画、軸装 160.5×94.5 東京国立近代美術館

山下摩起 蓮池 1961頃 紙本墨画、額装 56.5×61.1 京都国立近代美術館

小松均 白糸の滝 1974頃 紙本墨画、額装 205.0×96.0 京都国立近代美術館

前田青� 辻説法 1975 紙本墨画、額装 34.9×60.8 個人

内山雨海 野鳥山系 1978 紙本墨画、額装 68.0×131.3 京都国立近代美術館

牧進 環 1981 紙本墨画着色、屏風
（二曲一隻）

172.5×169.0 作家

加山又造 倣北宋寒林雪山 1992 紙本墨画、屏風
（六曲一隻）

174.0×420.0 個人

下保昭 寒霞幽深 四 2003 紙本墨画、額装 63.5×24.8 京都国立近代美術館

田渕俊夫 春爛漫 2005 紙本墨画、額装 120.0×120.0 個人

春風 2009 紙本墨画、額装 116.7×90.9 個人

呉一騏 雲水の間 2010 紙本墨画、パネル装
（四点）

各52.0×230.0 作家

富士雲韻 2011 紙本墨画、額装 51.5×97.5 作家

正木康子 枯蓮―群像 2010 紙本墨画、パネル装 136.2×408.0 作家

中野嘉之 双水竜図 2011 紙本墨画、額装 200.0×1,320.0 作家

中野嘉之 曾我蕭白〈雲龍図〉
再現図

2012 紙本墨画、額装 165.6×270.0 作家
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

土屋�一 龍魚―阿 2012 紙本墨画着色、パネ
ル装

195.5×224.5 作家

龍魚―吽 2012 紙本墨画着色、パネ
ル装

195.5×224.5 作家

及川聡子 水焔6 2012 紙本墨画着色、パネ
ル装

120.0×60.0 作家

水焔7 2012 紙本墨画着色、パネ
ル装

120.0×60.0 作家

斉藤典彦 in her garden-d 2012 紙本墨画、パネル装 180.0×90.0 作家

in her garden-n 2012 紙本墨画、パネル装 180.0×90.0 作家
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3

きんびアート発見学 －つくる＆みることの交流展－

● 会期

平成25年2月9日［土］‐3月24日［日］（38日間）

● 休館日

月曜日（2月11日は祝日開館）、2月12日［火］

● 視点

1)大久保英治と季節を見つける

－ワークショップ「アート自由研究帳」

自然を相手にした表現によって国内・海外で活躍する、

日本を代表するランドアーティスト、大久保英治とともに、

「季節」を探して徳島を歩き、作品を制作するワークショッ

プを実施し、その成果を展示した。

ワークショップは「夏を見つける」（6月30日［土］、7月1

日［日］）、「秋を見つける」（9月29日［土］、30日［日］）、

「冬を見つける」（12月1日［土］、2日［日］）の計3回。場

所は吉野川の河口付近。その結果、大久保英治の新作

1点と、参加者19名中11名、サポーター19名中2名、計13

名による25点、計26点の作品が新たに誕生した。「絵画」

「写真」「コラージュ」「オブジェ」等、いずれも徳島の自然

と自分自身に向き合って制作された力作が集まった。そ

れらの作品と、当館の収蔵作品から大久保英治の〈影シ

リーズ〉（9点）、〈空へ〉、〈剣山から石鎚〉をあわせて展示

した。

創造のプロセスを感じることを通じて、徳島の自然や歴

史、そして大久保英治とその作品について、あらためて発

見する機会となった。また、公募によるボランティアスタッフ

「アートイベントサポーター」の力も結集し、県民の参加に支

えられた取り組みとなった。

2)多視点デッサンに挑戦

－ワークショップ「アート自由研究帳」

わからない絵の代名詞のようにいわれることも多いピカソ

の絵をテーマに選び、その描き方を体験してみる講座を企

画した。講師は徳島大学の平木美鶴教授。12月15日・

16日の2日間19名が参加し、美術館3階のアトリエや公園

内各所で制作した。

ものの形を様 な々方向からとらえ、画面の中で再構成す

るピカソの「キュビスム」の方法と、現代にキュビスムを実践

している作家ホックニーについて基本的な説明を受けた後、

まずホックニーのカメラワークを体験した。続いてコンテによる

素描で「多視点」の課題を2日間で6つ、描いては批評会

の繰り返しにより進行した。

展覧会ではその習作群と、本館が所蔵するピカソやホッ

クニーの作品を合わせて展示した。画面を自在に構成す

るプロセスやその多様性に興味がわくよう、制作会場を模

したディスプレイを工夫した。

ただ見ているだけではわからなかった、キュビスムの形態

の必然性や、自在に構成する楽しさについて、感覚的に

実感を深める参加者の様子がうかがえた。講師と担当学

芸員の側にも予想以上の手応えがあった。

3)高コレ

展覧会を「つくる」ワークショップとして企画された。高コレ

の「高」は高校生、「コレ」はコレクション（所蔵作品）を略し

たもので、高校生の若い目線で当館のコレクションに光を

当て、新たな魅力を発見しようとするもの。テーマに基づい

て作品を選び、並べて見せるという展覧会を作る過程を

高校生が担った。6月に連携校を県内の高校を対象に募

集し、7月に県立徳島商業高等学校を連携校に決定、同

校美術部の生徒が活動の主体となってスタートした。美術

教諭や美術館学芸員の助言を受けながら、図録等による

学習、作品の仮選考を経て、10月に「高校美術部に所属

し、制作活動をする若い世代（15～18歳）が見て「かわ

いい」「カッコイイ」と感じ、多くの人に見せたい・見て欲しい

作品を選ぶ」というテーマを立てた。以降、出品作品を選

定、展示コンセプトを立て、グループ分けや配置などを行っ

て、最終37点の作品によるコーナー展示を完成させた。こ

の作品と接する過程で生徒自身に発見や深化があり、そ

れらが反映されたこのコーナーは、学芸員による美術の文

脈のなかで作られる展示とは違った、高校生の感性を反

映したものとなった。

● 主催

徳島県立近代美術館

徳島新聞社

四国放送

● 後援

NHK徳島放送局

エフエム徳島

徳島県文化振興財団

● 観覧料

一般 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。
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● 印刷物等

ポスター：B2判

ちらし：A4判

図録（プロセス編）：300×260mm 20ページ

図録（展示編）：300×260mm 28ページ

＊その他の印刷物については、4-2-10「展覧会ごとのワー

クシート作成」の項を参照。

● 入館者数

1,251人

＊8-4「入館者数」の項を参照

● 新聞、雑誌記事、放送番組等

「現代美術家・大久保さんと 徳島散歩～季節のアート

制作 近代美術館 夏、秋、冬に実施 参加募る」『徳

島新聞』 平成24年6月3日

「現代美術家と作品づくり 運営ボランティア募集 県立

近代美術館」『毎日新聞』 平成24年6月15日

佐藤陽香「県立近代美術館所蔵作品 高校生の視点

で選び展示 徳島商美術部員 9日から展覧会（ニチ

ヤン）」『徳島新聞』 平成25年2月3日

平田潤「制作体験通じアート再発見 講座の成果を紹

介 県立近代美術館9日から特別展（文化）」『徳島新

聞』 平成25年2月7日

新居拓也「制作体験の成果ずらり 県立近代美術館特

別展『きんびアート発見学』」『徳島新聞』 平成25年2月

9日（夕刊）

「違いが楽しい208点 特別展始まる 近代美術館所

蔵作品×市民の模倣作」『読売新聞』 平成25年2月10日

「鳴潮」『徳島新聞』 平成25年2月22日

「ワークショップ・アート自由研究帳『大久保英治と季節を

見つける』きんびアート発見学 つくる＆みることの交流

展」日本中央テレビ 平成23年3月7日ほか

● 担当者

竹内利夫・安達一樹・友井伸一（学芸員）、亀井幸子

（主任）

1)大久保英治と季節を見つける（友井、亀井）

2)多視点デッサンに挑戦（竹内）

3)高コレ（安達）
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●出品リスト
1 大久保英治と季節を見つける

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

大久保英治 空へ 1998 葦 写真 238.0× 49.0× 16.0
（設置サイズ）

当館蔵

剣山から石槌 1998 石、蔓、写真、土、鉛筆、
紙

260.0×220.0×185.0
（設置サイズ）

当館蔵

影シリーズ 石と影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ 砂と影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ 海辺の葉と影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ 都わすれと影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ
海辺の黄色の花と影

1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ ススキと影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ れんげと影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ 右近の葉と影 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

影シリーズ 菜の花と影I 1998 カラーダイレクトプリント 150.0×100.0 当館蔵

吉野川―場の刻
6/30・9/29・12/1

2012 ミクストメディア 192.0×350.0×25.0 作家蔵

まるおかあきこ roots 2012 紙、インク、植物 74.0×71.5 参加者作品

passes 2012 紙、糸、ビニール、植物 380.0×440.0 参加者作品

山本敏子 仲間とともにいる幸せ 2012 写真 コラージュ 107.5×58.5 参加者作品

昔への想い 2012 写真 コラージュ 58.5×97.4 参加者作品

土井さやか 夏の花と蝶 2012 水彩 他 54.0×38.0 参加者作品

川崎光代 記憶 2012 流木、葦、写真 8.5×165
45.0×65.0×100.0

参加者作品

あちらとこちら 2012 木箱、貝、カニ、ガラス 30.5×44.5×6.0
30.5×23×5.2
38.5×22.5×4.8

参加者作品

命の準備 2012 流木、ガラス、万年草 長さ50cm 参加者作品

川崎登志子 絆（きずな） 2012 竹、流木 45.0×45.0 参加者作品

寒風に耐える 2012 竹 90.0×70.0 参加者作品

松永三恵子 歩イテ見ツケタ自然ノカ
ケラ－I－

2012 草、木、花、葉、石、
鳥、虫、貝タチ

1点あたり3.5×3.3（全
407点）

参加者作品

歩イテ見ツケタ自然ノカ
ケラ－II－

2012 草、木、花、葉、鳥タチ 1点あたり6.0×8.5（全
96点）

参加者作品

吉野川ノ流木 2012 流木 6.5×12.5×12.5 参加者作品

佐々木奏美 opening 2012 写真、コラージュ
フォトマット紙、接着剤

90.0×140.0 参加者作品

circulation 2012 ペインティング
アクリルガッシュ、メディ
ウム、接着剤

51.5×72.8 参加者作品

stream 2013 アニメーション（動画） 幅1.5m（プロジェクタ
投影用の薄布）

参加者作品
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

亀井俊治 川から生み出された造
形―「秋と冬」という概念―

2012 流木、建築資材、
日用品、貝殻、ペンキ
ベニヤ板にコラージュと
ペインティング、並べる
こと

180.0×90.0（壁 面）
170.0×75.0（平面机上）

参加者作品

今津麟太郎 秋のはじまり 2012 50.0×50.0 参加者作品

冬の一日 2012 45.0×60.0 参加者作品

森琉生 冬と秋の合体自然 2012 45.0×91.5 参加者作品

北浦直美 習作―吉野川と松片の
為に

2012 クラフト紙、墨、パネル F50号
(91.0cm×116.7cm)

参加者作品

Mr．マッシモ 音の採集 作品No.1
「吉野川河川敷 秋」

2012 インスタレーション 空
き缶、音

6.5×6.5×12.5 参加者作品

音の採集 作品No.2
「吉野川の干潟 冬」

2012 インスタレーション、葦、
音

153.0×82.0 参加者作品

田中絵美子 かけら 2012 コラージュ 紙 拾得
した瀬戸物の破片

21.0×14.8 参加者作品

a flag～続・かけら～ 2012-13 ベニア 拾得した瀬
戸物、枝、布

90.0×45.0 参加者作品

2 多視点デッサンに挑戦

ワークショップ参加者 フォトコラージュ 2012 写真 紙 18点 参加者作品

多視点デッサン(1)静物 2012 コンテ 紙 52.0×36.0 19点 参加者作品

多視点デッサン(2)室内
風景

2012 コンテ 紙 52.0×36.0 19点 参加者作品

多視点デッサン(3)室内 2012 コンテ 紙 90.0×45.0 19点 参加者作品

多視点デッサン(4)人体
（胸像）

2012 コンテ 紙 90.0×46.5 19点 参加者作品

多視点デッサン(5)人体
（全身像）

2012 コンテ 紙 90.0×46.5 19点 参加者作品

多視点デッサン(6)自由
課題

2012 コンテ 紙 90.0×46.5 19点 参加者作品

デイヴィッド・ホックニー 画学生；ピカソへのオマー
ジュ

1973 エッチング、アクアチント
紙

57.5×44.0 当館蔵

文字あわせゲーム1983
年1月1日

1983 写真のコラージュ
ボード

99.1×147.3 当館蔵

グレゴリーのイメージ 1985 リトグラフ、コラージュ
紙

198.1×88.9† 当館蔵

パブロ・ピカソ 赤い枕で眠る女 1932 油彩 キャンバス 38.0×46.0 当館蔵

参加者：天野和子、太田春江、松岡恵子、藤谷じゅん、吉野咲枝子、大西秀典、世戸展明、佐藤敬子、松島典子、太田明秀、林文子、小浜
かおり、前川富子、大黒規子、渡辺澄恵、森本秀代、高橋美和子、大草幹代、北浦直美

3 高コレ

池田龍雄 化物の系譜〈高利貸し〉 1955 インク、パステル、水彩
紙

37.7×29.3 当館蔵
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

池田龍雄 風景 1958 インク、水彩 紙 37.5×29.2 当館蔵

泉茂 月光の曲I 1957 リトグラフ 紙 45.5×32.0† 当館蔵

井上三綱 はたおり 1960 油彩 板 131.0×90.0 当館蔵

伊原宇三郎 手 1940 油彩 キャンバス 45.5×60.5 当館蔵

内田智也 Nest#9902 1998 銅版画 120.0×180.0 当館蔵

大島哲以 さうびの宴 1968 紙本着色 135.0×180.0 当館蔵

大島成己 Untitled(BLACK MAN) 1991 シルクスクリーン、アクリ
ル絵具 パネル 鉄

240.0×120.0×15.0 当館蔵

小山田二郎 夜 1961 油彩 キャンバス 116.6×91.1 当館蔵

河井清一 洩るゝ 日 1933 油彩 キャンバス 176.0×129.0 当館蔵

川人勝延 里への道 1993 紙本着色 180.3×230.4 当館蔵

菊池契月 虫撰 1930頃 絹本着色 93.5×89.0 当館蔵

木内克 ひねり・裸婦 1956 テラコッタ 13.0×24.0×14.0 当館蔵

斎藤カオル 紅幻想（爛舞） 1986 カラーメゾチント 紙 35.5×29.3 当館蔵

坂井淑恵 間の人
(The man in Between)

1995 油彩 キャンバス 227.3×363.6 当館蔵

篠原有司男 首長オートバイ 1979 カードボード、ポリエス
テル、樹脂他

75.0×80.0×45.0 当館蔵

四宮金一 ROOM(27)椅子なき静
座

1982 アクリル絵具 板 123.0×197.7 当館蔵

建畠覚造 貌2 1956 ブロンズ 120.0×95.0×45.0 当館蔵

谷川晃一 スイランの夏 1988 アクリル絵具 キャン
バス

130.3×162.1 当館蔵

針生鎮郎 負の覚書 1965 油彩 キャンバス 259.0×194.0 当館蔵

藤島博文 真昼 1975 紙本着色 143.2×82.9 当館蔵

星野眞吾 條件派A 1956 紙本着色 131.5×43.4 当館蔵

喪中の作品（炎） 1964 紙本着色 121.2×60.6 当館蔵

空しいポーズ 1980 紙本着色 151.5×90.9 当館蔵

三尾公三 女と風景 1983 アクリル絵具 板 180.0×324.0 当館蔵

宮本光庸 浄風 1974 樹脂 h.113.0 当館蔵

元永定正 ぱぱぴぴぷう 1979 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0 当館蔵

ぎざぎざ 1979 シルクスクリーン 紙 60.0×45.0 当館蔵

吉原英雄 テーブルの上のオブジェ 1982 アクリル絵具、油彩
キャンバス

162.4×224.3 当館蔵

アンソニー・カロ テーブル・ピースY－90
“チェアパーソン”

1986-87 錆びた鋼、彩色、ワッ
クス

104.0×71.0×63.5 当館蔵

ジョン・デイヴィーズ ザ・ラスト 1975 ミクスト・メディア h.187.0 当館蔵

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

ロイ・リクテンスタイン 版画集〈11人のポップ・
アーチストⅢ〉1．「おやす
み、ベイビー！」

1965 シルクスクリーン 紙 90.5×65.1 当館蔵
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm 所蔵者

ロバート・ロンゴ 無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4 当館蔵

無題 1988 木炭、黒鉛 紙 243.8×152.4 当館蔵

ホアン・ミロ 人物 1976 ブロンズ 211.0×59.5×43.1 当館蔵

ベン・シャーン 版画集〈リルケ『マルテの
手記』より：一行の詩のた
めには…〉13．静かなしん
とした部屋で

1968 リトグラフ 紙 57.3×45.3† 当館蔵
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3-3 文化の森県民パートナー事業

「無言館」所蔵作品による「戦没画学生 生命（いのち）の

絵」展

● 会期

平成24年7月20日（金）‐9月2日（日）（40日間）

● 休館日

月曜日（8月13日は開館）

● 内容

1997年に長野県上田市に開館した戦没画学生慰霊

美術館「無言館」は、美術学校で学んだり、独学で絵画

を学んだりしていた太平洋戦争の戦没者たちの作品・資

料を館主の窪島誠一郎が中心となって収集・保管してい

る美術館である。今回は、その中から選ばれた約120点の

作品と約300点の資料を紹介した。

● 主催

徳島県教育委員会、徳島新聞社

● 観覧料

一般 1,000円（800円）

小・中・高生は無料

● 関連事業

＊4-1「美術館教育」の項を参照

● 入館者数

10,616人

＊8-4入館者数の項を参照

● 新聞・雑誌記事

平田潤「いま語りかける絵 『無言館』所蔵作品展を前

に①～⑤」『徳島新聞』 平成24年7月16日、17日、18

日、19日、20日

高崎扶美子「戦没画家入魂の遺作 県立近代美術館明

日から『無言館』展」『徳島新聞』 平成24年7月19日

新居拓也「戦没画学生 生きた証し 県立近代美術

館で『無言館』展」『徳島新聞』 平成24年7月20日（夕）

「鳴潮」『徳島新聞』 平成24年7月21日、8月15日

新居拓也「絵に込めた命の証し 戦没画学生 生命の

絵展」『徳島新聞』 平成24年7月21日

「生きたい 描きたい 『戦没画学生 生命の絵』展より

1～5」『徳 島 新 聞』 平 成24年7月24日、25日、26日、

27日、28日

「藍がめ」『徳島新聞』 平成24年7月26日（夕）

「読者の手紙」『徳島新聞』 平成24年7月30日、8月9

日、8月14日、8月15日、8月16日、8月24日、9月2日

山本健太「生きた証し 油彩や日本画126点 戦没画

学生作品展 県立近代美術館」『毎日新聞』 平成24

年7月26日

「こちらデスク」『徳島新聞』 平成24年8月2日

「from編集部」『徳島新聞』 平成24年8月5日

「県立近代美術館 特別展『生命の絵』 高校生が座

談会」上、下『徳島新聞』 平成24年8月5日、12日

（好々爺）「ちょっとええ話」『徳島新聞』 平成24年8月6

日（夕）

「編集局から」『徳島新聞』 平成24年8月11日

岩木敏久「日曜コラム 戦没画学生 記憶され彼らは

生きる」『徳島新聞』 平成24年8月19日

平田潤「画学生の生き方問う 徳島市 『無言館』館主

が講演」『徳島新聞』 平成24年8月19日

「戦没画学生 命の叫び 県立近代美術館 無言館

所蔵作品126作品展示」『朝日新聞』 平成24年8月19日

平田潤「県立近代美術館の戦没画学生特別展 来場

者の感想 1000件超える」『徳島新聞』 平成24年8月

20日

平田潤「喜びや感動伝える義務 『無言館』窪島館主

講演」『徳島新聞』 平成24年8月24日

新居拓也「無言館展 あす閉幕 感想2000件に上る」

『徳島新聞』 平成24年9月1日

尾形つぐみ「無言館展が閉幕 県立近代美術館 来

場1万1000人」『徳島新聞』 平成24年9月3日

● 担当学芸員

吉川神津夫、江川佳秀
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● 出品リスト

作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

大谷元 風景 油彩・板 23.8×32.8

船乗りのいる風景 油彩・板 23.8×33.0

岡田弘文 風景・海 油彩・キャンバス 38.0×45.0

風景・山 1940 油彩・板 21.6×27.0

田中角治郎 深江の浜 1938 油彩・キャンバス 41.0×53.0

初夏（井之頭公園） 1932 油彩・キャンバス 65.5×91.0

女の顔 油彩・キャンバス 46.1×38.5

田中兵部 屏風絵「婦人像」 紙本着色 171.8×187.2

小野春男 屏風絵「茄子」 紙本着色 88.5×146.9

岩村實 風景 油彩・キャンバス 41.0×53.3

中村良明 きょうだい 油彩・キャンバス 116.5×90.6

釜井清 杜鵑花 子規 墨・水彩・紙 35.9×25.0

鷺雉 墨・紙 25.4×38.2

桑田一彦 アネモネ 油彩・キャンバス 72.3×60.0

妹・郁子の像 油彩・板 33.3×24.2

片桐彰 街 油彩・キャンバス 65.2×53.0

風景（根羽） 油彩・キャンバス 38.0×45.5

梢のある風景 油彩・キャンバス 53.5×41.2

大西博 習作 紙本着色 89.0×119.1

福井勇 裸婦 水彩・紙 63.5×48.1

前田美千雄 風景（4月4日） 鉛筆・水彩・紙 25.7×36.1

伊澤洋 我祖父像 油彩・キャンバス 60.5×45.8

太田章 妹・和子の像 1941頃 紙本着色 165.5×127.0

風景 紙本着色 76.5×105.0

佐久間修 女性像 油彩・キャンバス 50.8×68.3

中村萬平 風景 油彩・板 31.5×40.9

原田新 風景 油彩・キャンバス 48.5×63.5

妹・千枝子の像 油彩・キャンバス 72.7×53.0

日高安典 六つの林檎 油彩・キャンバス 14.7×55.0

自画像 油彩・板 30.1×23.9

櫻島風景 油彩・キャンバス 38.1×45.5

白澤龍生 風景 油彩・キャンバス 41.0×53.0

風景 油彩・キャンバス 72.3×90.5
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

吉田二三男 風景（椎名町） 1940-41 油彩・板 23.3×33.0

培風寮炊事場 1936 コンテ・紙 28.5×37.2

風景・平潟 1942頃 油彩・板 23.7×33.1

芳賀準録 風景 1940 油彩・キャンバス 50.4×60.8

温海の風景 1943 油彩・キャンバス 91.0×116.8

山之井俊朗 風景 油彩・板 32.7×24.0

父・豊蔵の像 油彩・キャンバス 91.0×73.0

母・かめ於の像 1942 油彩・キャンバス 91.0×72.5

山之井龍朗 少女 1941 油彩・板 33.2×24.2

山之井龍朗・俊朗 少女（合作） 1941 油彩・板 33.2×24.2

金子孝信 姉の像 紙本着色 178.0×102.0

丸尾至 風景 色鉛筆・紙 25.0×34.0

風景・民家 色鉛筆・紙 34.0×25.0

益田卯咲 首里城風景 油彩・キャンバス 91.2×116.8

母と妹 1940 油彩・キャンバス 72.8×60.9

曽宮俊一 風景 油彩・キャンバス 45.2×60.0

風景 油彩・キャンバス 24.0×33.0

大竹武雄 菊 1930 紙本着色 66.0×45.0

独活 1930 紙本着色 45.5×67.0

佐藤孝 山の風景 油彩・キャンバス 41.0×53.0

風景 油彩・キャンバス 33.5×45.5

西岡健児郎 港湾風景 油彩・板 24.0×33.3

風景 油彩・板 24.2×33.4

花 油彩・板 24.0×33.3

家 油彩・板 24.0×33.0

久保克彦 静物 水彩・紙 27.5×36.5

自画像 水彩・紙 28.5×24.0

高橋良松 風景 クレヨン・紙 25.4×17.8

風景 クレヨン・紙 25.4×17.8

鶏頭の花図 絹本着色 135.5×73.0

荒関芳一 屏風絵「女性群像」 紙本着色 175.0×340.0

大江正美 花 油彩・キャンバス 53.5×45.8

人物 油彩・キャンバス 53.6×45.7

椎野修 船小屋の茶店 1941 油彩・キャンバス 22.0×27.5
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

椎野修 屋根裏 1941 油彩・板 24.3×29.3

島の道 1938 油彩・キャンバス 32.0×41.0

花 1943 油彩・板 27.0×21.8

白い蔵 油彩・キャンバス 27.5×22.0

伊藤守正 自画像 油彩・板 33.0×24.0

樹のある風景 1943 油彩・キャンバス 53.5×45.5

奈良・高畑の道 1943 油彩・キャンバス 45.3×38.0

伐沙羅大将 油彩・キャンバス 46.0×33.9

夕景 油彩・板 21.5×26.9

手島守之輔 自画像 1931 油彩・板 22.7×15.5

女性の顔 油彩・板 22.8×15.7

海をのぞむ 油彩・キャンバスボード 31.6×40.8

少女像 1934 油彩・板 33.1×23.7

結城久 婦人像 油彩・キャンバス 45.5×38.0

川のある風景 油彩・キャンバス 32.0×41.0

庄司正 花Ⅰ（習作） 紙本着色 66.5×45.4

花Ⅱ（習作） 紙本着色 45.2×66.5

渡辺武 人々 1941 油彩・キャンバス 91.5×73.0

渡邉友次郎 菊 油彩・キャンバス 91.0×72.7

武内秀太郎 足を組む裸婦 油彩・キャンバス 53.5×33.7

裸婦 油彩・板 33.4×24.2

立てる裸婦 油彩・板 33.3×24.2

興梠 武 港のある風景 油彩・板 24.0×33.0

日の丸のある風景 油彩・板 24.0×33.0

岩田良二 故郷風景（病床にて） 水彩・紙 62.5×82.0

川崎雅 あざみ 1941 紙本着色 77.0×54.7

海老と貝 1941 紙本着色 44.2×67.0

屏風絵「無題」 紙本着色 154.5×357.0

池澤賢 崖上の白亜の家 紙本着色 80.3×97.1

梅澤一雄 自画像 油彩・キャンバス 91.0×73.0

市瀬文夫 温室の前 油彩・キャンバス 130.6×182.4

婦人像 油彩・キャンバス 116.0×91.0

浜田清治 神津牧場 水彩・紙 28.2×37.1

小憩（下図） 木炭・紙 245.0×190.0
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作者名 作品名 制作年 技法・材質 寸法cm

桑原喜八郎 寺の一隅 紙本着色 90.0×107.0

満田一儀 （美人画） 絹本着色 152.0×45.0

伊藤文雄 自画像 油彩・ボード 41.5×27.5

花 油彩・キャンバス 49.7×60.6

石原壽市 女の顔 油彩・紙 36.0×28.3

高橋助幹 雪の降る建物 油彩・板 23.7×33.2

静物 1944 油彩・板 33.3×24.4

千葉四郎 婦人像 1932 油彩・キャンバス 100.2×80.3

河口正喜 ふるさと 油彩・キャンバス 65.5×53.2

野末恒三 風景 油彩・キャンバス 91.0×117.0

人物 油彩・キャンバス 116.5×91.0

永江千秋 風景 1942 水彩・紙 21.0×29.7

家 1942 水彩・紙 29.7×21.0

静物 1941 水彩・紙 27.9×24.2

矢崎博信 雷 油彩・キャンバス 60.5×72.3

近藤隆定 小諸ニテ烏帽子岳ヲ望
ム

1941 水彩・紙 33.5×51.5

風景（大輪寺） 水彩・紙 21.0×29.5

禿鸛 ブロンズ 66.0×27.0×40.0

小柏太郎 天女の像 ブロンズ 25.5×23.0×9.4

北古賀一郎 少女 石膏 32.0×29.7×26.7

宮地英郎 風景 油彩・キャンバス 67.4×82.7

原穣 坂出風景 油彩・キャンバス 53.0×72.7

池本清一郎 二十（はたち） 油彩・キャンバス 45.6×38.2

（資料のみ出品）

伊澤良雄

藤川武男

作品の所蔵者はすべて無言館です。
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3-4 フリースペース

チャレンジとくしま芸術祭2013

● 会期・会場など

○「展示部門」：平成25年1月22日（火）～27日（日）

9:30～17:00（27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25年1月26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25年1月27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25年3月16日（土）、17日（日）

9:30～17:00（17日は16:30まで）

徳島県立近代美術館ギャラリー（1F）

「パフォーマンス部門」：平成25年3月17日（日）

13:30開場 14:00開演 ※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 な々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、23年度に引き続

き、4回目の開催。平成23年度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」39組と、音楽、

ダンス、朗読等の「パフォーマンス部門」18組の精鋭が

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、徳島県立二十一世紀館

● 料金

観覧無料、参加費無料

● 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。

※年齢、経験は不問。

● 募集及び参加者数

（1）募集期間

平成24年8月1日（水）～10月20日（土）［必着］

（2）参加者数

「展示部門」 39組 （応募数45組 辞退6組）

「パフォーマンス部門」 18組 （応募数21組）

※参加者説明会・公開抽選会（平成24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 5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

● 来館者数

2,305名、受賞者発表会628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 の々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。
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・MIP（モーストインプレッシブプレイヤー）賞 各1組 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。

(4) 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

(5) 審査員（順不同・敬称略）

○展示部門

鈴木久人 （鳴門教育大学教授）

白井宏治 （株式会社あわわ出版事業部部長）

河原崎貴光 （徳島大学准教授）

森山宏昭 （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 （北島町教育委員会事務局長）

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 （文化の森統括本部長・二十一世紀館長）

● 受賞者・受賞作品

○展示部門

【グランプリ】

あかまつみお（絵）

〈ソコココ〉 2012年 ダンボールにらくがき

［受賞理由］

ダンボールという素材と日常の暖かみが素直に結びつ

いていた。広く好感が持てる作風であり、安定感が各委員

より評価された。

【準グランプリ】

石田里茉 （書道）

〈heart〉 2012年 書道

［受賞理由］

初挑戦の不安を感じながらも、前向きに大作に挑む心

情が伝わる表現であることを評価した。

【チャレンジ奨励賞】

Hiro．（絵画）

〈びっくり箱〉 2012年11-12月 絵画／油彩・canvas.

［受賞理由］

油絵の具の力を感じる正当派絵画の魅力を評価した。

【チャレンジ奨励賞】

熊野世璃菜 （絵画（デザイン））

〈誕生〉 2013年 ベニヤ板にアクリル

［受賞理由］

課題も多いが大作に挑んだ勇気を評価した。

【チャレンジ奨励賞】

ひらたるん （絵画）

〈迷走の街〉 2012年 紙、ペン、その他

［受賞理由］

5メートルの幅をうまく使って自分に適した表現を行って

いたことを評価した。

【MIP賞】

蓮華くらぶ （絵画と紙のコラボレーション）

〈パワースポット〉 2012年 紙・絵画・造形

［受賞理由］

問答無用のインプレッションがあった。

○パフォーマンス部門

【グランプリ】

四国大学 書道クラブ （書道パフォーマンス）

〈今年の干支をイメージしたもの、徳島に関するもの〉

［受賞理由］

書道のパフォーマンスだけでなく地元の良さを伝えようと

いう心意気が伝わった。本番に向けての練習の蓄積がう

かがえるパフォーマンスの躍動感、迫力が圧倒的であった。
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【準グランプリ】

上勝シスターズ （踊り）

〈こめこめ踊り〉

［受賞理由］

棚田の米作りの一年間を大変うまく構成していた。ラスト

までパフォーマンスのテンションを維持できており、飽きさせな

かった。出演者たちが心底たのしそうに演じていたことで、

場をなごませてくれた。

【チャレンジ奨励賞】

チョコレートたると （ギター音楽と朗読のコラボ）

〈kenji〉

［受賞理由］

昨年に比べてパフォーマンスがグレードアップした。安定

感があった。

【チャレンジ奨励賞】

白圭 （ウィッスル）

〈笛吹ドジ〉、〈組曲『惑星』木星より〉、〈Fly me to the moon〉

［受賞理由］

パッケージとしての作り込みが丁寧で、プログラムとして

の完成度が高かった。元 は々サックスプレーヤーだった演

者がホイッスルにチャレンジしたことを評価した。

【MIP賞】

エピキュリアン （ダンス）

〈echo〉

［受賞理由］

ダンスだけでなく現代社会に対するメッセージを込めたこ

とが印象に残っている。また、ダンスの初心者たちがわずか

2ヶ月で本番に出演するというチャレンジを評価した。

● 受賞者発表会 出品・上演一覧

「展示部門」

・グランプリ

あかまつみお

〈ソコココ〉 2012-2013年 段ボールにらくがき

・準グランプリ

石田 里茉

〈life〉 2013年 書道

Hiro.

〈愛しい〉 2012-2013年 油彩、canvas.

熊野世 璃菜

〈誕生〉 2013年 ベニヤ板にアクリル、紙粘土、ビー玉、

針金、ビーズ、毛糸、糸

ひらたるん

〈迷走の街／春分Ver．〉 2012-2013年 紙、ペン、その

他

・M I P賞（モーストインプレッシブプレイヤー）

蓮花くらぶ

〈パワースポット〉 2012-2013年 紙、絵画・造形

「パフォーマンス部門」

・グランプリ

四国大学書道クラブ（書道パフォーマンス）

〈春をイメージしたもの〉、〈感謝の気持ちを表したもの〉、

〈徳島に関するもの〉

・準グランプリ

上勝シスターズ（踊り）

〈阿波踊り風 こめこめ踊り〉

・チャレンジ奨励賞

白圭（ウィッスルと歌）

〈聖歌～はじまりの日～〉、〈Moorlough Shore〉、〈カノン〉、

〈笛吹きドジ〉、〈悲しみのソレアード〉

チョコレートたると（ギター音楽と朗読のコラボ）

〈Kenji〉

・M I P賞（モーストインプレッシブプレイヤー）

エピキュリアン（ダンス）

〈echo〉

［上演順］チョコレートたると／白圭／エピキュリアン／上勝シ

スターズ／四国大学 書道クラブ

● 効果と問題点

4回目となった今回は、前回同様にバラエティに富んだ

参加者が集まったが、展示部門で辞退者が増えたことが

残念であった。「受賞者発表会」や発表会のインターネット

回線を活用して動画の配信のほか、参加者の活動を支
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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

「県ゆかりの芸術家発掘 徳島39個人団体の作品展

示」『読売新聞』 平成25年1月24日

「ニュース」 NHK徳島 平成25年1月21日

「ゴジカル！」四国放送 平成25年1月23日

「フォーカス徳島」四国放送 平成25年1月25日

「らぶ！らぶ！徳島」テレビトクシマ 平成25年1月末から2月

初

「チャレンジとくしま芸術祭 パフォーマンス部門」 日本

中央テレビ 平成25年2月13日ほか

「チャレンジとくしま芸術祭 展示部門前半」 日本中央

テレビ 平成25年2月13日ほか

「チャレンジとくしま芸術祭 展示部門後半」 日本中央

テレビ 平成25年2月20日ほか

「多彩なアート80点 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25年1月22日

「個性あふれる80点ずらり 39団体・個人 チャレンジとく

しま芸術祭 27日まで県立近代美術館」『毎日新聞』平

成25年1月24日

「ダンスなど18組が披露 徳島市で芸術祭」『徳島新

聞』平成25年1月27日

「展示など2部門グランプリ選出 チャレンジ芸術祭」『徳

島新聞』平成25年1月28日

「「上勝シスターズ」チャレンジとくしま芸術祭 パフォーマ

ンス部門で準グランプリ受賞」『広報 グリーン情報か

みかつ発信』2013年3月号 平成25年3月1日発行 徳

島県上勝町

● 担当学芸員

友井伸一、吉川神津夫
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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。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）徳島のコレクション2012-Ⅱ

平成24年4月30日［月・振］
平成24年5月27日［日］
14:00-14:45
平成24年6月3日［日］
14:00-15:30
平成24年7月8日［日］
平成24年8月5日［日］
14:00-14:45

徳島のコレクションツアー

美術を楽しむ・わたくし流「カタタチサトと美
術館でおどる」
徳島のコレクションツアー

安達一樹（上席学芸員）
安達一樹（上席学芸員）

カタタチサト（ダンサー）

友井伸一（上席学芸員）
友井伸一（上席学芸員）

34名
19名

74名

8名
18名

展示室1・2

美術館ロビー、
展示室1
展示室1・2

（2）徳島のコレクション2012-Ⅲ

平成24年9月22日［土・祝］
平成24年10月21日［日］
平成24年11月23日［金・祝］
14:00-14:45
平成24年12月9日［日］
14:00-15:30
平成25年1月14日［月・祝］
14:00-14:45

徳島のコレクションツアー

シュルレアリスムへの招待

徳島のコレクションツアー

竹内利夫（上席学芸員）
竹内利夫（上席学芸員）
友井伸一（上席学芸員）

友井伸一（上席学芸員）

竹内利夫（上席学芸員）

24名
16名
22名

8名

9名

展示室1・2

アトリエ2

展示室1・2

（3）徳島のコレクション2013-Ⅰ

平成25年2月10日［日］
平成25年2月24日［日］

平成25年3月20日［水・祝］
14:00-14:45

徳島のコレクションツアー
美術を楽しむ・わたくし流「踊る阿呆でええ
じゃないかええじゃないか」
徳島のコレクションツアー

安達一樹（上席学芸員）
踊る阿呆の生重郎（四宮生重郎）他

安達一樹（上席学芸員）

22名
61名

9名

展示室1・2
展示室1

展示室1・2
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2 特別展に関連した催し

3 きんびセミナー

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。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

（1）どうぶつ集まれ

平成24年4月29日［日・祝］
平成24年5月6日［日］
平成24年5月13日［日］

平成24年5月20日［日］
平成24年6月17日［日］
14:00-15:00

特別展ツアー
特別展ツアー
ゾウさんになって描くぞう－ゾウさんの絵のお
話とお絵かき－
アーティスト・トーク
特別展ツアー

森芳功（上席学芸員）
吉原美惠子（上席学芸員）
兵庫県立人と自然の博物館研究員

ミロコマチコ（本展出品作家）
森芳功（上席学芸員）

9名
32名
85名

41名
28名

展示室3

美術館ロビー、
展示室3
展示室3
展示室3

（2）戦没画学生 生命の絵

平成24年7月22日［日］
14:00-15:00
平成24年8月18日［土］
14:00-
平成24年8月19日［日］
14:00-15:00

特別展ツアー

講演会

特別展ツアー

吉川神津夫（上席学芸員）

窪島誠一郎（戦没画学生慰霊美術
館「無言館」館主）
江川佳秀（学芸課長）

64名

300名

62名

展示室3

1階イベントホール

展示室3

（3）墨と紙が生み出す美の世界

平成24年10月14日［日］
14:00-15:00
平成24年11月7日［水］‐
11日［日］
9:30-17:00
平成24年11月11日［日］
14:00-15:30
平成24年11月18日［日］
平成24年11月25日［日］
14:00-16:00
平成24年12月2日［日］
14:00-15:00

特別展ツアー

関連展示「墨の美しさを実感－子どもたち
による墨の絵」展

「墨の不思議」

特別展ツアー
「水墨ワークショップ－墨色の体験」

特別展ツアー

森芳功（上席学芸員）

松井重憲（墨運堂取締役会長）

森芳功（上席学芸員）
中野嘉之（多摩美術大学教授）

森芳功（上席学芸員）

41名

769名

63名

34名
34名

33名

展示室3

美術館ギャラリー

講座室

展示室3
アトリエ2

展示室3

（4）きんびアート発見学

平成24年6月30日［土］

平成24年7月1日［日］
平成24年9月29日［土］
平成24年12月1日［土］
平成24年12月2日［日］
平成24年12月15日［土］
平成24年12月16日［日］
10:00-16:00
平成25年2月11日［月・祝］
14:00-14:45
平成25年3月3日［日］
14:00-15:30
平成25年3月10日［日］
14:00-15:00

ワークショップ 大久保英治と季節を見つ
ける「夏を見つける」

「秋を見つける」
「冬を見つける」

ワークショップ 多視点デッサンに挑戦

特別展ツアー

アーティスト・トーク

高コレ－高校生がつくった展覧会トーク

大久保英治（作家）

平木美鶴（徳島大学教授）

竹内利夫（上席学芸員）

大久保英治（出品作家）
聞き手：友井伸一（上席学芸員）
高コレ参加生徒、小野寺弘（美術教
論）、安達一樹（上席学芸員）

18名

13名
16名
14名
14名
19名
20名

21名

28名

20名

吉野川河口周辺

アトリエ2
吉野川河口周辺
吉野川河口周辺
アトリエ2
アトリエ2他

展示室3

展示室3

展示室3

様 な々テーマで行う講座。

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

平成24年6月10日［日］
14:00-15:30
平成24年6月16日［土］
13:30-15:00
平成24年8月4日［土］
13:30-16:00

平成24年8月25日［土］
13:30-16:00
平成24年9月16日［日］
14:00-15:30

アート展評入門 作品編

教師のための土曜美術室「子ども気分で
美術館－体験！身体を使って作品鑑賞－」
教師のための土曜美術室「シュルレアリス
ムって何？－あの技法もこの技法もシュルレ
アリスム－」
教師のための土曜美術室「墨の魅力発
見！－こころ静かに墨を擦る－」
アート展評入門 作家編

安達一樹（上席学芸員）

竹内利夫（上席学芸員）

友井伸一（上席学芸員）

隅田英二（徳島県立文学書道館主
任）
安達一樹（上席学芸員）

6名

16名

16名

17名

2名

講座室

展示室1

アトリエ2

アトリエ2

講座室
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4 とくしま近美 こども鑑賞クラブ 「君こそアートの名探偵」

5 共催事業

6 団体鑑賞（学校関係以外）での解説

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。

美術館ボランティア「ビボラボ」との協働事業、文化の森6館による共催事業。

（表） 4-3-1「ビボラボとの協働」の項を参照。

開催日 行事名 講師 参加者 場所

平成24年6月23日［土］
平成24年7月28日［土］
平成24年9月1日［土］
平成24年9月29日［土］
平成24年11月10日［土］
平成24年12月8日［土］

平成25年2月16日［土］
平成25年3月2日［土］
14:00-14:45

ぞうさんの絵の巻
所蔵作品展「笑顔」の巻
特別展「生命の絵」の巻
所蔵作品展「親と子で見るアート」の巻
墨と紙の絵の巻
所蔵作品展「シュルレアリスムのはじまり」の
巻
きんびアート発見学の巻
所蔵作品展「人らしきものたち」の巻

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

31名
21名
22名
23名
23名
16名

16名
12名

展示室3
展示室1
展示室3
展示室1
展示室3
展示室1

展示室3
展示室1

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

平成24年11月4日［日］
14:00-15:30
平成25年1月12日［土］
14:00-15:30
平成25年2月23日［土］
14:00-15:30

アート展評入門 展示編

教師のための土曜美術室「徳島ゆかりの画
家に学ぶ－三宅克己と水彩画－」
教師のための土曜美術室「絵の具づくりに
挑戦－土からはじめよう－」

安達一樹（上席学芸員）

森芳功（上席学芸員）、山本敏子
（教論）
中川存（鳴門教育大学名誉教授）

1名

19名

20名

講座室

アトリエ2

アトリエ2

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

コミュニティカレッジ徳島 平成24年6月14日［木］
10:30-11:30

吉原美惠子（上
席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」、
特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。

一般16名

「どうぶつ集まれ」展鑑賞会
一般、ニュース会員

平成24年6月14日［木］
13:00-14:00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 一般32名

橋を渡って親子でアート鑑
賞 家族

平成24年8月26日［日］
13:30-16:00

竹内利夫（上席
学芸員）、吉川
神津夫（上席学
芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」、
特別展「戦没画学生 生命の絵」を鑑
賞。

一般40名
関係者10名

徳島県立近代美術館協議
会委員有志

平成24年9月11日［火］
12:00-12:30

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2012-Ⅲ」
を鑑賞。

一般3名

鑑賞教育推進プロジェクトメ
ンバー他

平成24年11月4日［日］
13:30-15:00

森芳功（上席学
芸員）

特別展「墨と紙が生み出す美の世界」
を鑑賞。

一般8名

いなみ野学園表装クラブ 平成24年11月21日［水］
14:30-15:30

森芳功（上席学
芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション2012-
Ⅲ」、特別展「墨と紙が生み出す美の世
界」を鑑賞。

一般36名

開催日時 行事名 講師 参加者 場所

平成24年8月19日［日］
10:00-16:00
平成24年9月16日［日］
14:00-15:30
平成24年11月3日［土・祝］
10:00-15:00（全5回）
平成24年11月3日［土・祝］
9:30-16:00
平成25年3月30日［土］
13:00-15:00

文化の森サマーフェスティバル
笑顔で賞ランキング
「ビボラボ」公開研修「紙飛行機＆ゴム鉄
砲」昔の子供の遊び道具を作ってみよう！
文化の森大秋祭り！！
クイズで楽しむ美術館ミルミルツアー
美術館パズルコーナー

「ビボラボ」美術館で遊び隊「美術館でメ
ンコ遊び」

ビボラボ

竹内利夫（上席学芸員）
学芸員他

ビボラボ

227名

57名

69名
262名

52名

展示室1、ロビー

アトリエ2

展示室1
ロビー

ロビー
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7 博物館実習生の受け入れ

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

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24年7月31日［火］‐8月4日［土］の5日間

● 学校名及び人数

四国大学 2名

徳島大学 1名

神戸夙川学院大学 1名

計 4名

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

職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。

団体名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

徳島県立二十一世紀館協
議会委員他

平成24年11月29日［木］
15:30-16:45

森芳功（上席学
芸員）

特別展「墨と紙が生み出す美の世界」
を鑑賞。

一般7名

鑑賞教育推進プロジェクトメ
ンバー他

平成25年2月17日［日］
13:30-15:00

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「きんびアート発見学」を鑑賞。 一般7名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 大阪教育大学
1、3年、大学院
生

平成24年5月13日［日］
13:00-15:20

特別展「どうぶつ集まれ」展のワークショップ
に参加し、導入時の支援や寸劇などを体
験。また、学芸員が美術館や展覧会につ
いて説明。

森芳功（上席学芸員） 学生43名
引率4名

2 四国大学
学部生

平成24年5月18日［金］
15:00-16:00

保育士や小学校教員を目指す美術ゼミ
の学生を展覧会に案内。子どもの造形活
動を支援するための授業の一環。

亀井幸子（主任） 学生4名
引率1名

3 徳島市上八万
小学校
5年生

平成24年5月29日［火］
9:30-10:30

館内の見学も交えて、美術館の役割につ
いて説明。また、多様な美術を扱う意義を
考えるよう誘いながら、作品鑑賞を対話で
すすめた。

吉原美惠子（上席学芸員）
竹内利夫（上席学芸員）

児童56名
引率3名

4 徳島大学国際
交流センター
留学生、地域サ
ポーター

平成24年5月31日［木］
14:00-15:00

日本語を学ぶ留学生とボランティア「地域
サポーター」がペアとなって「どうぶつ集ま
れ」展を見学。留学生が一人一人意見の
発表を行った。

森芳功（上席学芸員） 学生5名
ボランティア5名
引率1名

5 博物館資料保
存論（美術館に
おける資料保存
と管理1）
学芸員養成協
力講座受講生

平成24年9月27日［木］
14:40-16:10

県内3大学との連携講座。連続講義15コ
マの中の2つを美術館が担当した。本講座
では、修復と保存環境について、写真を用
いた事例解説を中心に進めた。

竹内利夫（上席学芸員）学生26名

6 博物館資料保
存論（美術館に
おける資料保存
と管理Ⅱ）
学芸員養成協
力講座受講生

平成24年9月28日［金］
10:00-11:30

資料の保存や管理、作品の扱い方などを
約1時間講演した後、約30分間収蔵庫で
具体的に資料を見ながら講義。

江川佳秀（学芸課長） 学生26名
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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展覧会を案内する鑑賞支援活動を行っている。事前に学校

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

お、学校教育活動による観覧は、小・中・高等で、特別展・所蔵作品展（常設展）いずれも無料としている。

(1) 学芸員等が鑑賞支援活動を行った団体鑑賞

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

7 四国大学
1年

平成24年11月23日［金・祝］
14:00-16:00

「くりえいてぃぶ鑑賞のすすめ」と銘打って開
催。学生と講師、学生間の対話によって鑑
賞を深める活動を行った。

仲田耕三（文化推進員、
四国大学講師）

学生7名

8 鳴門教育大学
1年

平成24年11月24日［土］
14:00-16:00

前日の四国大学と同様、「くりえいてぃぶ鑑
賞のすすめ」と銘打って開催。学生と講師、
学生間の対話によって鑑賞を深める活動
を行った。

山木朝彦（鳴門教育大
学大学院教授）、仲田
耕三（文化推進員、四
国大学講師）

学生9名
教員1名

9 徳島大学
学部生

平成24年12月2日［日］
10:00-12:00

博物館概論の授業。特別展「墨と紙が生
み出す美の世界」を学生の質問を受けな
がら解説。所蔵作品展も一部案内した。

森芳功（上席学芸員） 学生34名
引率1名

10 徳島市内町小
学校
6年

平成24年12月19日［水］
10:30-12:00

所蔵作品展で、お気に入りの作品を見つ
ける活動、「シーがるた」（読み札に合う作
品を見つける活動）、「よーいアクション」によ
る鑑賞支援を行った。

亀井幸子（主任） 児童28名
引率2名

11 神山町立神領
小学校
2年

平成25年2月6日［水］
9:30-11:30

所蔵作品展で、お気に入りの作品を見つ
け、気に入った理由を発表する活動などを
行った。その後、アトリエでシュレッダー紙、
絵の具を使ってレリーフづくりを行った。

森芳功（上席学芸員）、
亀井幸子（主任）

児童5名
引率2名

12 徳島市明善保
育所
5歳

平成25年2月14日［木］
9:30-13:45

明善保育所・富田保育所合同の学習。午
前中は、所蔵作品展を見学。午後は、アトリ
エでシュレッダー紙絵の具を使ってレリーフ
づくりを行った。

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（主任）

園児51名
引率4名

13 徳島市富田保
育所
5歳

平成25年2月14日［木］
9:30-13:45

竹内利夫（上席学芸員）、
亀井幸子（主任）

園児18名
引率3名

14 徳島市八万東
保育所
5歳

平成25年2月21日［木］
13:00-13:40

「きんびアート発見学」展で、「カルタ遊び」
（読み札に合う作品を見つける活動）による
鑑賞支援を行った。

竹内利夫（上席学芸員）園児20名
引率3名

15 徳島市八万東
保育所
3、4歳

平成25年2月21日［木］
13:00-13:40

お別れ遠足。展示室にあるいろいろな作品
を鑑賞した後、アトリエで「鑑賞シート」を
使って塗り絵を行った。

森芳功（上席学芸員）、
亀井幸子（主任）

園児43名
引率6名

計 園児・児童・生徒・学生 375名 教員他 36名／合計 411名

学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

1 香川県さぬき市立長尾中
学校
1年

平成24年4月18日［水］
9:50-12:00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅱ」を鑑賞。

生徒128名
引率7名

2 香川県立高松高等学校
3年

平成24年4月27日［金］
10:00-13:45

安達一樹（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅱ」を鑑賞。

生徒314名
引率20名

3 徳島市内町小学校
5年

平成24年5月2日［水］
14:20-15:15

竹内利夫（上席
学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅱ」を鑑賞。

児童32名
引率2名

4 徳島県立盲学校
高等部1、3年

平成24年5月2日［水］
12:30-13:30

森芳功（上席学
芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2012-
Ⅱ」を鑑賞。

生徒6名
引率9名

5 徳島市八万小学校
5年

平成24年5月10日［木］
9:40-11:55

森芳功（上席学
芸員）、亀井幸
子（主任）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2012-
Ⅱ」を鑑賞。

児童96名
引率5名

6 鳴門市撫養小学校
5年

平成24年5月11日［金］
9:30-11:40

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵
作品展「徳島のコレクション2012-
Ⅱ」を鑑賞。

児童50名
引率3名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

7 松茂町立松茂小学校
3年

平成24年5月16日［水］
10:30-11:30

森芳功（上席学
芸員）、吉原美
惠子（上席学芸
員）、亀井幸子
（主任）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

児童110名
引率5名

8 松茂町立松茂小学校
5年

平成24年5月16日［水］
13:30-15:00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 児童106名
引率5名

9 徳島市加茂保育所
5歳

平成24年5月17日［木］
9:30-10:00

吉原美惠子（上
席学芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 園児39名
引率7名

10 吉野川市立川田小学校
幼-小5年まで

平成24年5月17日［木］
11:35-12:15

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 児童70名
引率9名

11 藍住町立藍住東小学校
5年

平成24年5月18日［金］
11:30-11:50

森芳功（上席学
芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 児童61名
引率4名

12 鳴門市堀江南小学校
3-5年

平成24年5月22日［火］
13:00-14:00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

児童37名
引率4名

13 阿南市立平島小学校
5年

平成24年5月23日［水］
13:10-14:15

安達一樹（上席
学芸員）、友井
伸一（上 席 学
芸員）、亀井幸
子（主任）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

児童81名
引率4名

14 阿南市立津乃峰小学校
2年

平成24年5月24日［木］
12:30-13:30

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

児童31名
引率2名

15 阿南市立津乃峰小学校
5年

平成24年5月24日［木］
9:40-11:20

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

児童37名
引率3名

16 吉野川市立山瀬小学校
3年

平成24年5月25日［金］
11:00-12:00

友井伸一（上席
学芸員）、吉原
美惠 子（上 席
学芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

児童47名
引率4名

17 徳島県立富岡東中学校
1-3年

平成24年5月27日［日］
13:00-13:40

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 生徒14名
引率2名

18 徳島市名東保育所
5歳

平成24年5月29日［火］
10:00-11:00

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 園児23名
引率2名

19 徳島市八万南幼稚園
4、5歳児

平成24年6月6日［水］
10:00-11:00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「どうぶつ集まれ」、所蔵作
品展「徳島のコレクション2012-Ⅱ」
を鑑賞。

園児80名
引率6名

20 徳島市八万東保育所
5歳

平成24年6月12日［火］
10:00-11:00

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 園児20名
引率3名

21 徳島市沖洲保育所
4歳

平成24年6月12日［火］
9:30-10:30

森芳功（上席学
芸員）

特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 園児17名
引率3名

22 徳島市沖洲保育所
5歳

平成24年6月14日［木］
9:30-10:30

亀井幸子（主任）特別展「どうぶつ集まれ」を鑑賞。 園児17名
引率3名

23 四国大学附属幼稚園
年長

平成24年10月16日［火］
10:00-11:00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

園児64名
引率10名

24 美馬市立江原北小学校
4-6年

平成24年10月19日［金］
10:00-13:30

亀井幸子（主任）特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童36名
引率5名

25 徳島県海部郡美波町立
木岐小学校
3-6年

平成24年10月26日［金］
11:00-14:30

亀井幸子（主任）特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童21名
引率4名

26 美馬市立江原南小学校
3年

平成24年10月26日［金］
13:00-14:00

竹内利夫（上席
学芸員）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」を鑑賞。

児童51名
引率4名

27 吉野川市立川島小学校
5年

平成24年10月30日［火］
13:30-14:30

森芳功（上席学
芸員）、亀井幸
子（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童43名
引率3名

28 高松市立香南小学校（香
川県）
5年

平成24年10月31日［水］
12:35-14:25

亀井幸子（主任）特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童70名
引率4名
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学校名 開催日時 講師 展覧会名 参加者

29 阿波市立土成小学校
3年

平成24年10月31日［水］
12:50-13:55

森芳功（上席学
芸員）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童67名
引率2名

30 東みよし町立足代小学校
5、6年

平成24年11月7日［水］
10:00-12:00

森芳功（上席学
芸員）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童44名
引率5名

31 徳島市沖洲保育所
5歳

平成24年11月8日［木］
10:30-11:45

亀井幸子（主任）特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

園児16名
引率3名

32 徳島市助任小学校
2年

平成24年11月9日［金］
10:30-12:00

森芳功（上席学
芸員）、竹内利
夫（上席 学 芸
員）、亀井幸子
（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童106名
引率5名

33 徳島市大松小学校
4年

平成24年11月9日［金］
10:00-11:00

森芳功（上席学
芸員）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童66名
引率3名

34 徳島市八万東保育所
5歳

平成24年11月9日［金］
13:30-14:30

亀井幸子（主任）特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

園児18名
引率3名

35 徳島市大松小学校
6年

平成24年11月9日［金］
12:30-13:40

森芳功（上席学
芸員）、竹内利
夫（上席 学 芸
員）、亀井幸子
（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童82名
引率3名

36 鳴門教育大学附属中学校
アート部

平成24年11月11日［日］
10:30-11:50

亀井幸子（主任）特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

生徒8名
引率1名

37 徳島市千松小学校
5年

平成24年11月16日［金］
10:00-12:00

竹内利夫（上席
学芸員）、亀井
幸子（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童160名
引率5名

38 徳島市不動小学校
3、4年

平成24年11月29日［木］
10:30-11:45

森芳功（上席学
芸員）、亀井幸
子（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童43名
引率3名

39 徳島市八万南小学校
3年

平成24年12月4日［火］
9:30-11:45

森芳功（上席学
芸員）、亀井幸
子（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童85名
引率5名

40 徳島市八万南小学校
4年

平成24年12月7日［金］
9:30-12:00

森芳功（上席学
芸員）、亀井幸
子（主任）

特別展「墨と紙が生み出す美の
世界」、所蔵作品展「徳島のコレク
ション2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童87名
引率6名

41 徳島市八万南小学校
3年

平成24年12月11日［火］
9:30-11:30

竹内利夫（上席
学芸員）、友井
伸一（上 席 学
芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童85名
引率5名

42 阿南市立桑野小学校特別
支援学級
1-6年

平成24年12月13日［木］
13:00-13:50

亀井幸子（主任）所蔵作品展「徳島のコレクション
2012-Ⅲ」を鑑賞。

児童4名
引率2名

43 徳島市八万東保育所
2-5歳

平成25年2月21日［木］
10:15-11:50
13:00-13:40

森芳功（上席学
芸員）、竹内利
夫（上席 学 芸
員）、亀井幸子
（主任）、友井伸
一（上席学芸員）

所蔵作品展「徳島のコレクション
2013-Ⅰ」を鑑賞。

園児82名
引率18名

44 小松島市芝田幼稚園
4、5歳

平成25年2月22日［金］
10:30-11:40

森芳功（上席学
芸員）

特別展「きんびアート発見学」、所
蔵作品展「徳島のコレクション2013-
Ⅰ」を鑑賞。

園児15名
引率2名

45 小松島市立江幼稚園
4、5歳

平成25年2月22日［金］
10:30-11:40

亀井幸子（主任）特別展「きんびアート発見学」、所
蔵作品展「徳島のコレクション2013-
Ⅰ」を鑑賞。

園児15名
引率2名

46 徳島市八万南幼稚園
4、5歳

平成25年3月5日［火］
9:45-11:00

森芳功（上席学
芸員）、竹内利
夫（上席学芸員）

特別展「きんびアート発見学」、所
蔵作品展「徳島のコレクション2013-
Ⅰ」を鑑賞。

園児73名
引率5名

計 園児・児童・生徒・学生 2757名 教員 220名／合計 2977名
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3 学校の授業等による講師派遣（出前授業）

(2) 学校単独の団体鑑賞

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島市八万東
保育所
5歳

平成24年4月24日［火］
10:00-12:00

どうぶつが描かれた作品を中心に6点の
作品を選び、リズム室に貼って鑑賞。お気
に入りの作品をみつける活動を行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

園児18名、
教員3名

2 徳島市八万東
保育所
5歳

平成24年5月30日［水］
10:00-12:00

シャボン玉あそびをしたあと、教室の窓や
園庭のフェンス、遊具のまわりに貼ったビ
ニールに自由にシャボン玉の絵を描いた。

亀井幸子（主任） 園児20名、
教員3名

3 徳島市不動小
学校
3年

平成24年5月31日［木］
10:40-11:25

鑑賞シートno.7「音のかくれんぼ」による授
業。教室の黒板に鑑賞シートと同じ図版
の掛図を貼り鑑賞シートと併用して授業を
行った。

亀井幸子（主任） 児童20名、
教員1名

4 徳島市名東保
育所
5歳

平成24年6月5日［火］
10:00-12:00

「どうぶつ集まれ」展の見学と関わらせて、
動物を立体で表すことに挑戦した。作品
を園庭などに置いて写真撮影も行った。

亀井幸子（主任） 園児25名、
教員2名

5 阿南市立津乃
峰小学校
6年

平成24年6月7日［木］
10:40-11:25

お気に入りの作品を発表したり、「シーがる
た」の手法で作品の読み札にぴったりの
作品はどれかを考えたりする活動を行った。

亀井幸子（主任） 児童37名、
教員3名

6 徳島県立名西
高等学校
1年（普通科）

平成24年6月25日［月］
9:20-12:00

6枚の掛図からお気に入りの作品を選び、
感じたことや発見したことなどを文章にして
意見交換。その後、鑑賞シート「よーい
アクション」を使った活動を行った。

亀井幸子（主任） 生徒23名、
教員1名

7 徳島県立名西
高等学校
1年（普通科）

平成24年6月26日［火］
9:20-12:00

お気に入りの作品を選び、感じたことや発
見したことなどを文章にして意見交換。そ
の後、鑑賞シート「よーい アクション」を
使った活動を行った。

亀井幸子（主任） 生徒23名、
教員1名

8 徳島県立名西
高等学校
1年（芸術科美
術コース）

平成24年6月26日［火］
12:00-13:40

亀井幸子（主任） 生徒18名、
教員2名

9 徳島市八万南
幼稚園
5歳

平成24年6月28日［木］
9:30-11:30

5枚の掛図からお気に入りを選んで一人
ずつ発言してもらった。鑑賞に続いて、野
菜や果物のお絵かきを行った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

園児40名、
教員3名

10 徳島市沖洲小
学校
6年

平成24年7月4日［水］
9:30-10:30

人権学習に直結することをねらいとした鑑
賞授業。ピカソの作品を取り上げた。事前
作成のワークシートを利用（「眼をつぶれば
『どこでもドア』」、比較観察、絵のつぶやき
を想像、自身のつぶやき）。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

児童32名、
教員3名

11 徳島市応神中
学校
2年

平成24年7月10日［火］
10:45-11:35

墨に親しむための授業。掛図で水墨画を
鑑賞し意見交換をした後、種類の異なる
固形墨を磨って、墨のクラデーションを体
験。紙の違いで墨色の表情が変わること
も体験した。

森芳功（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

生徒38名、
教員3名

12 徳島市応神中
学校
2年

平成24年7月17日［火］
10:45-11:35

先生による「濃墨、淡墨、調墨、直筆」等
の説明の後、制作を支援。二層宣紙の
性質を生かして、にじみによる効果が実感
できる模様作りを経験した。

森芳功（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

生徒37名、
教員3名

学校名 開催日時 展覧会名 参加者

1 徳島市南部中学校
美術部

平成24年8月9日［木］
9:30-11:30

特別展「戦没画学生生命の絵」、所蔵作品展「徳
島のコレクション2012-Ⅱ」を鑑賞。

生徒13名
引率1名

2 鳴門市鳴門第二中学校
美術部

平成24年11月11日［日］
10:30-11:30

特別展「墨と紙が生み出す美の世界」、所蔵作品
展「徳島のコレクション2012-Ⅲ」を鑑賞。

生徒3名
引率1名

3 徳島市国府中学校
美術部

平成24年11月11日［日］
13:00-15:00

特別展「墨と紙が生み出す美の世界」、所蔵作品
展「徳島のコレクション2012-Ⅲ」を鑑賞。

生徒8名
引率1名

計 生徒 24名 教員 3名 ／ 合計 27名

13 徳島市内町小
学校
6年

平成24年7月18日［水］
9:40-12:30

水墨画を図版で鑑賞した後、実際に墨
を磨り、にじみを生かした模様を作った（は
がき大の宣紙）。次に雪舟の掛け軸（レプ
リカ）をみんなで鑑賞し、グループで雪舟の
作品の模写に挑戦した。

森芳功（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

児童29名、
教員2名
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14 徳島市八万東
保育所
2-5歳

平成24年7月19日［木］
9:30-12:00

秋の運動会に使うチームの応援旗をつくっ
た。ひまわり、ばら、チューリップ、さくらの4つ
のチームに分かれて協同で旗をつくった。

亀井幸子（主任） 園児68名、
教員6名

15 徳島市助任保
育園
5歳

平成24年7月26日［木］
12:30-16:00

動物が描かれている所蔵作品の掛図6
点を持って行き鑑賞。その後、粘土で好
きな動物をつくった。

亀井幸子（主任） 園児24名、
教員5名

16 鳴門教育大学
附属中学校
1年

平成24年8月6日［月］
9:50-10:50

人権講演会。「戦没画学生 生命の絵」
展に出品された個 の々作家のことや、50年
以上も戦没画学生の作品を持っていた
家族の思いなどについて話した。

吉川神津夫（上席学芸員） 生徒160名、
保護者等
37名

17 徳島市八万東
保育所
5歳

平成24年8月31日［金］
9:30-12:45

事前の授業で、化学染料（インジゴピュ
アー）の浸し染めによってTシャツを紺色に
染めた。この授業では、抜染の技法で自
分の顔を白く染め抜いた。

亀井幸子（主任） 園児17名、
教員3名

18 徳島市沖洲保
育所
5歳

平成24年9月4日［火］
9:30-11:45

5枚の作品をよく見て自分のお気に入りの
作品をみつけた後、くだものや野菜、花な
どを手がかりにお絵かきをした。

亀井幸子（主任） 園児16名、
教員2名

19 徳島市八万東
保育所
5歳

平成24年9月6日［木］
9:30-12:00

4チームに分かれて、大きな模造紙に、ひま
わり、トマト、なす、朝顔の絵を描いた。

亀井幸子（主任） 園児18名、
教員3名

20 徳島市応神中
学校
3年

平成24年9月6日［木］
10:00-11:30

墨に親しむための授業。図版で水墨画を
鑑賞し意見交換をした後、種類の異なる
固形墨を磨って、墨のクラデーションを体
験。紙の違いで墨色の表情が変わること
も体験した。

森芳功（上席学芸員） 生徒25名、
教員1名

21 徳島市応神中
学校
3年

平成24年9月13日［木］
10:45-11:30

墨を磨り、はがき大の宣紙を用いて、にじ
みを生かした表現に取り組んだ。はじめに、
にじみの模様の作り方を実演しながら説
明。その後、各自で制作した。

安達一樹（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

生徒25名、
教員1名

22 美馬市立木屋
平小学校
5、6年

平成24年9月25日［火］
13:45-15:20

はじめに水墨画の掛図5点を鑑賞。好きな
作品をみつけ、その理由を発表し合った。
次に、調墨、墨色の違い、にじみの表現を
体験した。

亀井幸子（主任） 生徒7名、
教員2名

23 吉野川市立知
恵島小学校
6年

平成24年9月27日［木］
13:10-14:50

はじめに水墨画の掛図5点を鑑賞。好きな
作品をみつけ、その理由を発表し合った。
次に、墨クイズによる学習。調墨、墨色の
違い、にじみの表現を体験した。

亀井幸子（主任） 生徒14名、
教員1名

24 三好市立井川
中学校
2年

平成24年10月5日［金］
13:00-15:00

はじめに水墨画の掛図5点を鑑賞。好きな
作品をみつけ、その理由を発表。続いて、
近藤先生による「今の気持ちを表現しよ
う」へ。墨の線3本以内で、自由に気持ち
を表現する。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

生徒36名、
教員1名

25 石井町高浦中
学校
1年

平成24年10月12日［金］
13:00-15:00

広い活動スペースで2クラス全員で一斉
に授業をおこなった。掛図で水墨画を鑑
賞し意見交換、種類の異なる固形墨を
磨って、墨のクラデーション等を体験した。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

生徒68名、
教員3名

26 鳴門市鳴門中
学校
3年

平成24年10月15日［月］
11:40-12:30

山下菊二の作品と生涯を通じて人権問
題について考えた。10点の作品と関連す
る資料写真を使い、山下が人権問題に
関心を持った経緯、問題意識、メッセージ
について語った。

江川佳秀（学芸課長） 生徒25名、
教員1名

27 徳島県立名西
高校
2年

平成24年10月19日［金］
13:35-15:50

水墨画の掛図を見て意見交換をした後、
異なる墨を磨って墨のグラデーションやにじ
みの効果を体験。次に、カボチャ、サンマ、
きのこなどをモチーフにして水墨で写生。

森芳功（上席学芸員） 生徒5名、
教員1名

28 徳島県立名西
高校
3年

平成24年10月19日［金］
11:10-13:00

森芳功（上席学芸員） 生徒5名、
教員1名

29 つるぎ町立半田
中学校
2、3年

平成24年10月22日［月］
10:25-15:05

水墨画の掛図の鑑賞をし意見交換をし
た後、異なる墨を磨って墨のグラデーショ
ンやにじみの効果を体験。次に、水墨で写
生を行った。モチーフは野菜や果物。

森芳功（上席学芸員） 生徒54名、
教員1名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

30 徳島市八万東
保育所
5歳

平成24年10月23日［火］
9:30-11:30

はじめに水墨画の掛図を鑑賞し、お気に
入りの作品を見つけた。次に、異なる種類
の墨を実際に磨ってにじみの効果を体験
し、自由な表現につなげた。

森芳功（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

園児20名、
教員3名

71



学校名 開催日時 内容 講師 参加者

31 徳島市沖洲小
学校
6年

平成24年10月24日［水］
10:30-11:30

7月に続く人権学習に直結することをねら
いとした鑑賞授業の2回目。ピカソの〈ゲル
ニカ〉に描かれた牛と馬の表現を通して、
人権が踏みにじられることの意味を考えた。

友井伸一（上席学芸員） 生徒36名、
教員3名

32 徳島市応神中
学校
3年

平成24年10月25日［木］
10:00-11:30

墨による作品の講評。台紙に貼られた生
徒の水墨作品を黒板に掲示。それを見な
がら、安達学芸員が生徒と意見交換をし
つつ講評を加えた。

安達一樹（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

生徒25名、
教員1名

33 鳴門市鳴門中
学校
3年

平成24年10月30日［火］
11:40-12:30

山下菊二の作品と生涯を通じて人権問
題について考えた。10点の作品と関連す
る資料写真を使い、山下が人権問題に
関心を持った経緯、問題意識、メッセージ
について語った。

江川佳秀（学芸課長） 生徒25名、
教員1名

34 つるぎ町立半田
中学校
2年

平成24年11月2日［金］
13:25-15:05

水墨画（山水、風景）の掛図を鑑賞した
後、墨で風景を描いた。事前に鉛筆で風
景スケッチを描き、それをもとにした表現。
半紙にラフを描いた後に、本番の作品を
描いた。

森芳功（上席学芸員） 生徒30名、
教員1名

35 徳島市川内南
小学校
6年1組

平成24年11月7日［水］
8:40-10:20

水墨画の掛図の鑑賞（お気に入りの作品
を見つけよう）と墨クイズを行った。また墨
に親しむ体験では、調墨、墨色の違い、に
じみの表現を体験した。

亀井幸子（主任） 児童52名、
教員2名

36 徳島市川内南
小学校
6年2組

平成24年11月7日［水］
10:40-12:20

37 徳島市沖洲小
学校
6年

平成24年11月9日［金］
9:30-10:30

10月に続く人権学習に直結することをねら
いとした鑑賞授業の3回目。〈ゲルニカ〉の
図版をよく見、個人鑑賞とグループの意見
交流で鑑賞を深め、グループごとに考えを
発表。

友井伸一（上席学芸員） 生徒34名、
教員1名

38 徳島県立板野
支援学校
全校児童生徒

平成24年12月3日［月］
9:30-12:30

絹谷幸二ワークショップの現地スタッフとし
て、絵の具や筆の準備を担当した。

竹内利夫（上席学芸員） 児童生徒
130名、教
員50名

39 徳島市富田保
育所
徳島市明善保
育所
5歳

平成24年12月11日［火］
10:00-12:00

掛図からお気に入りの作品を選んで一人
ずつ発言してもらった。鑑賞に続き、野菜
や果物などを用意し、自由にお絵かきを
行った。

亀井幸子（主任） 園児22名、
教員4名

40 徳島市八万東
保育所
5歳

平成24年12月13日［木］
9:30-11:50

マチスの画集を子どもたちに見せ、元永定
正の絵本『どん』を読んだ。次に版画遊
びをした。隙間テープを台紙の貼り、絵の
具を塗って紙を当てばれんでこすって作
品を作った。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

園児20名、
教員3名

41 徳島市八万東
保育所
5歳

平成25年1月10日［木］
9:30-11:30

前半は、カルタ遊びの要領で鑑賞。4グ
ループに分かれて、読み札（5枚）にぴった
りな絵札を決めて、チーム毎に発表しても
らった。後半は、自分たちの絵札を描いた。

亀井幸子（主任） 園児19名、
教員3名

42 徳島市八万東
保育所
5歳

平成25年1月31日［木］
9:15-10:30

5歳の等身大の自画像を描く修了制作
の初日。保護者の方といっしょに制作をス
タートさせた。この日は、子どもたちの身体
を段ボールに写し取って切り抜く作業をし
た。

亀井幸子（主任） 園児20名、
保護者20名

43 徳島市八万東
保育所
5歳

平成25年2月7日［木］
9:30-12:00

等身大の自画像を描く修了制作の2日
目。この日は、自分が着てみたい服を包
装紙などで作り、子どもの体の大きさに切り
ぬいた段ボールにそれらを貼るところまで
進めた。

亀井幸子（主任） 園児20名、
教員3名

44 徳島市立論田
小学校
6年1組

平成25年2月20日［水］
8:40-10:20

2時間ずつ授業を実施した。前半は8枚の
掛図を貼り、どの作品が好きか、どうしてそ
の作品を選んだのか、を発表してもらった。
後半は、墨に親しむ体験をした。

亀井幸子（主任） 児童58名、
教員2名

45 徳島市立論田
小学校
6年2組

平成25年2月20日［水］
10:40-12:20
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4 学校の授業等への協力

5 中高生の職場体験・インターンシップ

(1) 授業

(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、必要部数を各学校に送り活用してもらっている。平成24年度は、計5,327部配布。

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。

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

1 徳島県立ろう
学校
高等部2年

平成24年6月20日［水］
9:30-16:00

オリエンテーション、美術館の仕事について
の講義、施設見学、墨を使った教材体験
など。

江川佳秀（学芸課長）、森芳功
（上席学芸員）、吉原美惠子（上
席学芸員）、竹内利夫（上席学
芸員）、亀井幸子（主任）

生徒1名

平成24年6月21日［木］
9:30-16:00

展覧会についての説明、図書の配架、掛
け軸の扱い方、アトリエ準備室の整理な
ど。

森芳功（上席学芸員）、吉原美
惠子（上席学芸員）、亀井幸子
（主任）、ほか文化推進員2名

平成24年6月22日［金］
9:30-16:00

鑑賞支援プログラムの体験、子どもたちや
大人に対する鑑賞支援についての説明、
子ども鑑賞クラブの準備作業。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）、ほか文化推進員1
名

2 徳島市国府中
学校
3年

平成24年7月11日［水］
9:30-12:00

資料の調査と保管についての講義、書庫
と収蔵庫の見学、展示室でのトーク体験。

江川佳秀（学芸課長）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀井幸子（主
任）

生徒35名
引率2名

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

鑑賞シートを活用した授業に関連した資料
の提供や教材の貸し出し、鑑賞の授業や
教員研修に関する相談等を行った。

鳴門教育大学附属中学校、鳴門教育大学附属小学校、徳島市内町小学校、徳島市沖
洲小学校、佐那河内村佐那河内小学校、石井町知恵島小学校、石井町高原小学校、
阿南市津乃峰小学校、海部郡海陽町海南小学校

46 徳島市八万東
保育所
5歳

平成25年3月5日［火］
9:30-12:00

等身大の自画像の仕上げとして自分の
顔を描いた。子どもたちは、今日の活動の
内容をよく理解していた。表情に注目して
描かせたいと思い口を開けてあー、いー、
うー、えー、おーと声を出したりしてから、描き
はじめた。

亀井幸子（主任） 園児20名、
教員3名

計 園児・児童・生徒 1458名 教員・保護者 199名／合計 1657名

鑑賞シートの配布数 鑑賞シート配布先
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6 クラブ活動への講師派遣

美術部の発表展で、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、書道部等での墨に親

しむ活動の支援や支援学校の部活動で作品制作の指導を行ったりした。

クラブ活動 開催日時 講師 場所 参加者

1 徳島県立川島中学
校・高等学校美術部
×OB展2012

平成24年4月28日［土］
14:00-16:00

安達一樹（上席学芸員） 吉野川市文化研修セ
ンター

生徒10名
教員1名

2 徳島県立板野支援
学校
中学部・高等部文化
部

平成24年6月25日［月］
14:50-17:15

亀井幸子（主任） 板野支援学校 生徒28名
教員10名

3 徳島県立城東高等
学校、富岡東高等学
校
書道部 1、2年

平成24年8月4日［土］
13:30-15:00

森芳功（上席学芸員） 城東高等学校 生徒30名
教員2名

4 徳島市国府中学校
美術部

平成24年8月9日［木］
9:30-11:30

森芳功（上席学芸員）、
安達一樹（上席学芸員）

展示室 生徒20名
教員1名

3 四国大学3年
徳島大学3年

平成24年8月27日［月］
9:30-17:00

オリエンテーション、美術館の仕事について
の講義、館内の見学、特別展の関連作
業など。

江川佳秀（学芸課長）、森芳功
（上席学芸員）、亀井幸子（主
任）

学生5名

平成24年8月28日［火］
9:30-17:00

所蔵作品展関連作業、工作室及びアトリ
エ1の整理、鑑賞シートの在庫確認など。

友井伸一（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）、ほか文化推進員2
名

平成24年8月29日［水］
9:30-17:00

所蔵作品展の関連作業、講話：収集・保
存・展示について、講話：職業人として、特
別展の関連作業など。

板東副館長、森芳功（上席学芸
員）、友井伸一（上席学芸員）、
安達一樹（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

学校名 開催日時 内容 講師 参加者

平成24年8月30日［木］
9:30-17:00

収蔵庫の整理、特別展の関連作業、新
聞の切り抜きなど。

江川佳秀（学芸課長）、吉川神
津夫（上席学芸員）、ほか文化推
進員1名

平成24年8月31日［金］
9:30-17:00

教育普及活動の準備、鑑賞支援プログ
ラムについての説明と体験、レファレンスの
整理作業など。

竹内利夫（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）、ほか文化推進員1
名

4 徳島県立中央
高等学校
4年

平成24年9月8日［土］
9:30-16:00

オリエンテーション、美術館の仕事について
の講義、発送作業など。

江川佳秀（学芸課長）、亀井幸
子（主任）、ほか文化推進員1名

生徒1名

平成24年9月9日［日］
9:30-16:00

教育普及事業についての説明、所蔵作
品展特集コーナーの見学、発送作業、会
議の準備など。

江川佳秀（学芸課長）、亀井幸
子（主任）、ほか文化推進員1名

5 徳島市立南部
中学校
2年

平成24年10月31日［水］
9:30-16:00

オリエンテーション、施設見学、チラシの印
刷、こども鑑賞クラブのグッズ作成、普及
事業の準備など。

江川佳秀（学芸課長）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀井幸子（主
任）、ほか文化推進員1名

生徒2名

平成24年11月1日［木］
9:30-16:00

教育普及プログラムの体験（作品の読み
札づくり）、資料整理、催し物の準備、広
報作業など。

吉川神津夫（上席学芸員）、竹
内利夫（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

平成24年11月2日［金］
9:30-16:00

作品の管理についての説明、作品返却
の見学、広報作業、普及事業準備など。

吉原美惠子（上席学芸員）、安
達一樹（上席学芸員）、亀井幸
子（主任）

6 徳島科学技術
高等学校
2年

平成24年11月13日［火］
9:30-16:00

オリエンテーション、施設見学、美術館の
仕事についての講義、作品の取り扱いに
ついての説明など。

江川佳秀（学芸課長）、安達一
樹（上席学芸員）、亀井幸子（主
任）

生徒4名

平成24年11月14日［水］
9:30-16:00

作品及び展示用具等の取り扱いについ
ての説明、掛け軸の扱い方、書庫整理な
ど。

森芳功（上席学芸員）、安達一
樹（上席学芸員）、吉川神津夫
（上席学芸員）

平成24年11月15日［木］
9:30-16:00

作品の管理・活用についての説明、書庫
整理など。

吉川神津夫（上席学芸員）、吉
原美惠子（上席学芸員）、亀井
幸子（主任）

計 7校、17日、学生・生徒のべ 83名 引率 2名／合計 85名
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7 教員研修会などへの講師派遣

8 墨展と学校との連携事業「墨の美しさを実感－子どもたちによる墨の絵」展

特別展「墨と紙が生み出す美の世界」と関連する事業として、墨と紙による授業やワークショップを行っ

た。内容は、学芸員など美術館職員による出前授業の他、画材を美術館が提供し、先生方が授業や部

活動で作品制作に取り組んだものである。

その成果（子どもたちの作品や取り組み）を展覧会で紹介した。

● 展覧会名

「墨の美しさを実感－子どもたちによる墨の絵」展

● 開催日時

平成24年11月7日［水］‐11月11日［日］ 9:30-17:00

研修会名 開催日時 内容 講師 場所 参加者

1 徳島県中学校美術
教育研究会

平成24年6月9日［土］
9:00-15:00

所蔵作品展で、表現型の鑑賞活
動（「勝手にしんさいん」、「よーいア
クション」）を体験。

森芳功（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（主任）

展示室
二十一世紀
館会議室
美術館講座
室

教員37名

2 海部郡小学校図画
工作部会夏季研修
会

平成24年8月7日［火］
11:00-16:00

表現型の鑑賞活動の体験。障が
いのある子どもたちの造形活動に
ついての講義と教材研究。墨に親
しむ素材体験。

森芳功（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（主任）

アトリエ2他 教員15名

3 平成24年度初任者
研修
徳島県立総合教育
センター

平成24年8月8日［水］
9:30-16:00

鑑賞についての講義、「鑑賞シー
ト」の模擬授業、「勝手にしんさい
ん」等の体験、「思いつき題材」の
開発と発表。

森芳功（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（主任）

講座室等 教員18名

4 鳴門教育大学附属
幼稚園夏季保育研
修会

平成24年8月10日［金］
10:00-13:00

園児の鑑賞と研修。山木教授の
話の後、子どもたちの活動を見学。
美術館職員が、顔マークを使った
言い当て等の支援を行った。

山木朝彦（鳴門教育
大学院教授）、竹内利
夫（上席学芸員）、亀
井幸子（主任）

展示室1、2
アトリエ2

教員11名
園児19名
（3-5歳児）

5 阿南市小学校図画
工作部会研修会

平成24年8月22日［水］
9:30-12:00

「勝手にしんさいん」、「よーいアク
ション」のペア活動。「鑑賞シート」2
種類の模擬授業。

森芳功（上席学芸員）、
竹内利夫（上席学芸
員）

展示室等 教員25名

6 小松島市小学校図
画工作部会夏季研
修会

平成24年8月28日［火］
9:30-12:00

「勝手にしんさいん」、「よーいアク
ション」のペア活動。「鑑賞シート」2
種類の模擬授業。

竹内利夫（上席学芸
員）、亀井幸子（主任）

展示室 教員18名

7 第12回「鑑賞シート
と美術館を活用する
授業研究会」

平成24年8月29日［水］
10:00-12:30

テーマ「子どもの鑑賞活動の跡か
ら学び合う」を5グループに分かれ
て検討。また、各自の実践を持ち
寄り、子どもの作品をどう評価する
か話し合った。

濱口由美（福井大学）、
竹内利夫（上席学芸
員）

アトリエ2他 教員20名

8 吉野川市立知恵島
小学校校内研修

平成24年9月27日［木］
15:30-16:45

「教材研究の実際‐墨のにじみを
生かした表現」。出前授業後の研
修会。数種類の墨と紙を用い、先
生方に墨の表現の面白さを体験
してもらった。

亀井幸子（主任） 吉野川市立
知恵島小学
校

教員11名

教員他 計 174名

クラブ活動 開催日時 講師 場所 参加者

5 6校美術部合同展
（徳島県立阿波・阿
波西・穴吹・美馬商業・
辻・川島高等学校）
1、2年

平成24年8月27日［月］
14:00-15:40

安達一樹（上席学芸員） 吉野川市文化研修セ
ンター

生徒27名
教員5名

6 鳴門教育大学附属
中学校 アート部
1年

平成24年10月20日［土］
9:30-12:00

亀井幸子（主任） 附属中学校美術室 生徒7名
教員1名

計 生徒 122名 教員 20名／合計 142名
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9 鑑賞教育推進プロジェクト

● 会場

徳島県立近代美術館ギャラリー

● 主催

徳島県立近代美術館

● 観覧者数

769人

●展覧会出品校

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84回 平成24年5月19日［土］ 13:30-17:00

第85回 平成24年7月8日［日］ 13:30-17:00

第86回 平成24年9月2日［日］ 13:30-17:00

第87回 平成24年9月17日［月・祝］ 10:00-12:00

第88回 平成24年10月13日［土］ 13:30-18:00

第89回 平成24年11月4日［日］ 13:30-17:30

第90回 平成24年12月23日［日］ 13:30-17:00

第91回 平成25年2月17日［日］ 13:30-17:00

番号 学校 学年等 パネルによる紹介 作品の出展

1 徳島県立名西高校 美術科1～3年 31

2 徳島県立城東高校 書道部 5

3 徳島県立聾学校 高等部、中学部 14

4 鳴門市第一中学校 美術部 ○ 6

5 鳴門市第二中学校 美術部 3（共同作品）

6 鳴門教育大学附属中学校 美術部 17

7 徳島市国府中学校 美術部 ○ 2（共同作品）

8 徳島市加茂名中学校 1年、美術部 ○ 37

9 徳島市応神中学校 2年、3年 ○ 5

10 石井町高浦中学校 1年 ○

11 三好市立井川中学校 2年 10

12 つるぎ町立半田中学校 2年、3年 16

13 徳島市内町小学校 6年 ○ 1（共同作品）

14 美馬市立木屋平小学校 5、6年 ○

15 吉野川市立知恵島小学校 6年 17

16 徳島市八万東保育所 5歳児 ○ 5（共同作品）

合計 8校 169点
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● 会場

徳島県立近代美術館（講座室ほか）

● 参加者

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）、山本敏子（佐那河内村佐那河内小学校教諭）

脇本正久（吉野川市立知恵島小学校教諭）、小浜かおり（鳴門教育大学附属中学校教諭）

若井ゆかり（鳴門市鳴門西小学校教諭）、齊藤綾子（石井町高原小学校教諭）

森芳功（上席学芸員）、竹内利夫（上席学芸員）、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.11 「えのほんをつくろう」 A4判横4ページ カラー印刷 10,000部 平成25年3月発行

・鑑賞シートno.7 「吹田文明の色と光」（刷り増し） A4判横4ページ カラー印刷 1,000部 平成25

年3月発行

(3) 研究発表等

・小浜かおり「美術科における思考力を育む授業の創造‐鑑賞学習における言語活動の充実と観点別学

習状況評価を生かした指導を通して‐」『第56回中学校教育研究発表会研究紀要』鳴門教育大学・鳴

門教育大学附属中学校、平成24年6月

＊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。

(4) 紹介展示 「鑑賞シートと美術館を活用した学習活動」

「鑑賞シート活用授業研究会」で共に活動してきた教員を中心に、表現と鑑賞の豊かな活動が児童・生徒

の作例からじかに見てとれるような、実践の紹介展を企画した。

● 展覧会名

紹介展示 「鑑賞シートと美術館を活用した学習活動」

● 開催日時

平成24年5月29日［火］-6月17日［日］ 9:00-17:00

● 会場

県立総合教育センター1F マナビィセンター「交流コーナー」

● 主催

県立近代美術館、鑑賞教育推進プロジェクト

● 観覧者数

3,028人

● 参加教員と展示内容

活動名 展示内容 指導者 学年 関連する鑑賞シート等

1 顔文字でクレーアートに変身 「色シート」の作例と活動シー
ト

吉野川市立森山小学校 島
田由江教諭

小学校4年生 みるみるカード（クレー）

2 みてみて！ぼくのわたしのてん
しかあど

「てんしかあど」の作例、鑑
賞シートに着彩したもの

鳴門市林崎小学校 若井ゆ
かり教諭

小学校1年生 鑑賞シート（3．クレーの線
と色）

3 子どもたちの夢や思いを紡ぎ
出す

鑑賞シートに着彩したもの 徳島県立板野支援学校高
等部 亀井幸子教諭（当時）

高等部 〃

4 旅に出かけましょう 活動シート「水のリボンで遊
んでみよう」に着彩したもの

佐那河内村佐那河内小学
校 山本敏子教諭

小学校4年生 鑑賞シート（5．三宅克己
の風景画）

5 お気に入りマイアート イチオシ作品の感想文、シー
ガルのつぶやき

徳島市内町小学校 稲井悦
子教諭

小学校6年生 鑑賞シート（6．シーガルの
人間像）
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10 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。

・「所蔵作品展2012-Ⅱ 特集 平成23年度 新収蔵作品」ワークシート A4判横両面刷一カ所折り

簡易印刷 平成24年4月発行

・「所蔵作品展2012-Ⅱ特集 笑顔」ワークシート A4判両面刷一カ所折り 簡易印刷 平成24年6月発行

・「所蔵作品展2012-Ⅲ 特集 親と子で見るアート」ワークシート はがき判のカード （5種類×3組） 遊

び方シート（A3)1枚 簡易印刷 平成23年9月発行

・「所蔵作品展2012-Ⅲ 特集 シュルレアリスムのはじまり」 ワークシート A4判縦両面刷 簡易印刷

平成24年11月発行

・「所蔵作品展2013-Ⅰ 特集 人らしきものたち」ワークシート B5判両面刷二つ折り 簡易印刷 平成

25年2月発行

・「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」ワークシート B6判横両面刷 （4種

類） 簡易印刷 平成24年4月発行

・「特別展 墨と紙が生み出す美の世界」ワークシート A4判横両面刷二カ所折り 簡易印刷 平成24

年10月発行

・「きんびアート発見学 ―つくる＆みることの交流展―」ワークシート A4判横両面刷 簡易印刷 平成25

年2月発行

11 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、美術館ニュースト等

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

スター・チラシ（3回）などを送付している。

活動名 展示内容 指導者 学年 関連する鑑賞シート等

6 耳をすませてたんけんしよう ローラーによる紙版画（2年） 佐那河内村佐那河内小学
校 山本敏子教諭

小学校2・3・4
年生

鑑賞シート（7．吹田文明
の色と光）

7 名画で遊ぼう 名画による彫り進み版画とそ
の自作による音のかくれんぼ

石井町石井小学校 細井聡
子教諭

小学校4年生 〃

8 見えないものを絵にしてみよう 一版多色版画をカレンダーに
仕立てたもの

吉野川市立鴨島第一中学
校 結城栄子教頭

中学校3年生 〃

9 校庭で目ぢからスコープしよ
う

デジカメ画像の出力 佐那河内村佐那河内小学
校 山本敏子教諭

小学校3年生 鑑賞シート（8．大久保英
治さんとメぢからスコープ！）

10 みんな描けるよ！自分らしい絵 描画作品 徳島市沖洲小学校 宮城佳
恵教諭

小学校5年生 〃

11 世界を見る・感じる→視点
が変わる

デジカメ画像の出力 鳴門教育大学附属中学校
小浜かおり教諭

中学校1・2年
生

〃

12 表現と鑑賞をつなげる「住人
図鑑」

デジカメ画像の出力 徳島市大松小学校 鶴田愛
子教諭

小学校4年生

13 わたしの“えほん”は，絵の本 絵画作品による絵本 吉野川市立知恵島小学校
脇本正久教諭

小学校6年生 「名品ベスト100」展図録

14 （資料） 鑑賞シート、指導の手引き、
シート配布
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4-3 美術館ボランティア

1 ビボラボとの協働

● 送付先

市町村教育委員会24カ所（小学校226校、中学校89校）

直接送付（小学校3校、中学校5校、高等学校・県立学校53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204校、中学校84校、高等学校・特別支援学校47校（801冊）

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 な々ニーズに、より幅広く応え

ることができると考えられる。

平成25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。

(1) 協働事業の開催

所蔵作品展に関連した参加型の事業を企画・実施した。

(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24年度は「チャ

レンジとくしま芸術祭」における作品の搬入・展示・撤去をサポートした。

【参考】

「ビボラボの概要」

イベント名 日時・会場 内容 ボランティア出席者数 参加人数

1 「ボランティアグループ「ビボ
ラボ」公開研修『紙飛行機＆
ゴム鉄砲』昔の子供の遊び道
具を作ってみよう！」

平成24年9月16日［日］
13:00-16:00
アトリエ2

ボランティアグループ「ビボラボ」のメンバーがス
キルアップのために行う研修を公開。昔なつか
しい遊び道具を製作して遊ぶ。
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

6 51

2 「ボランティアグループ「ビボ
ラボ」美術館で遊び隊『美
術館でメンコ遊び』」

平成25年3月30日［土］
13:00-15:00
美術館ロビー

美術館の所蔵作品展で展示中の作品をモ
チーフにした絵柄（複数有り）のメンコ（丸形）を
作って遊ぶ。また、折り紙でもメンコを作る。
＊参加対象はどなたでも。＊参加無料。

7 44

計13名 計95名
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2 「アートイベントサポーター」の実績

○会員

随時募集。正会員6名、賛助会員2名。（24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24年度の活動概要

協働事業の開催（2回）、総会、イベント準備、各種打ち合わせ、研修旅行（「神戸市立博物館ほか）、

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。（25回、ボランティア参加人数のべ93名）

(1) ワークショップ・アート自由研究帳「大久保英治と季節を見つける」の運営

（特別展「きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展」関連）

活動日：6月24日、30日、7月1日、9月29日、12月1日、2日、2月2日、3日、4日、3月24日、25日、26日

会員数：24名

(2) 「チャレンジ徳島芸術祭2012」の運営

活動日：12月8日、1月20日、21日、26日、27日、3月17日、3月18日

会員数：4名

●新聞、雑誌記事、放送番組等

「こころのきずな」 エフエム徳島 平成24年5月8日

「現代美術家と作品づくり 運営ボランティア募集 県立近代美術館」『毎日新聞』平成24年6月15日

年度 対象イベント数 延べ活動日数 登録人数

H24 2種類 18日 28人
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4-4 社会教育、生涯教育への講師派遣

講座名 講師 会場 開催日時 対象 参加者数

1 育児講座
「絵画をとおして育む豊かな
感性」

吉原美惠子（上席学
芸員）

あゆみ保育園（徳島市） 平成24年6月30日［土］
9:30-11:00

保護者 56名

2 徳島大学開放実践センター
公開講座①
「表現‐絵画の領域、彫刻の
領域」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実践センター 平成24年7月2日［月］
10:30-12:00

一般 13名

3 フレアとくしま美術講座
「暮らしの風 景…コンビニ
で？！」

吉原美惠子（上席学
芸員）

ときわプラザ（徳島県立男女
共同参画交流センター フレ
アとくしま）

平成24年7月8日［日］
13:30-15:00

一般 10名

4 徳島大学開放実践センター
公開講座②
「コンセプチュアル・アートは社
会を映す」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実践センター 平成24年7月9日［月］
10:30-12:00

一般 12名

5 徳島大学開放実践センター
公開講座③
「インスタレーションあれこれ」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実践センター 平成24年7月23日［月］
10:30-12:00

一般 14名

6 徳島大学開放実践センター
公開講座④
「近年のメディア・アートとア
ミューズメント」

吉原美惠子（上席学
芸員）

徳島大学開放実践センター 平成24年7月30日［月］
10:30-12:00

一般 13名

7 子育て講座
「子どもとともに楽しむアート」

亀井幸子（主任） 徳島市八万東保育所 平成25年1月31日［木］
10:40-11:40

保護者、教員 44名

8 笠岡市立竹喬美術館友の会
楽しむ美術講座
「日本の古典絵画 この一
点 墨と日本の絵画史」

森芳功（上席学芸員）笠岡市立竹喬美術館
（岡山県）

平成25年3月10日［日］
13:00-17:00

一般 34名

合計 196名
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5-1 平成24年度新収蔵作品・資料

● 購入作品

平成24年度に新収蔵となった作品・資料は、日本画2点（寄贈2点）、彫刻・立体4点（購入3点、寄贈1点）、

水彩画1点（購入1点）、素描2点（購入2点）、版画23点（購入1点、寄贈22点）、二次資料32点（購入1点、寄

贈31点）の計64点（購入8点、寄贈56点）

資料収集保存事業

5

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

藤川勇造 デデの顔 1909年 ブロンズ
11.8×12.6×2.3

彫刻・立体 1

藤川勇造 少女 1933年 ブロンズ
21.3×17.8×5.0

彫刻・立体 1

藤川勇造 裸B 1935年 白銅
21.5×30.0×13.3

彫刻・立体 1

守住勇魚 風景 不明 水彩 紙
20.3×27.6

水彩 1

守住勇魚 風景 不明 コンテ 紙
26.0×19.4

素描 1

守住勇魚 猫 1879年 鉛筆、インク 紙
22.6×26.8

素描 1

守住勇魚 手控え帳 不明 水彩、鉛筆、墨 紙
10.7×15.2

二次資料 1

クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

クリントンIIと郭 1997（2003年刷り） シルクスクリーン 紙
51.8×37.0

版画 1
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● 寄贈作品

作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

河口楽土 涼声 1977年 紙本着色
162.1×112.1

日本画 1

河口楽土 雪汀 1978年 紙本着色
130.3×162.1

日本画 1

峯田敏郎 記念撮影
－異人館・窓そして扉－

2005年 桂、楠 彩色
200.0×200.0×170.0

彫刻・立体 1

高羽敏 街頭靴修理 1970年 エッチング、アクアチント
紙
32.0×22.5

版画 1

高羽敏 化石 1972年 エッチング、アクアチント
紙
13.2×27.5

版画 1

高羽敏 くも 1973年 エッチング、雁皮刷
紙
14.9×19.1

版画 1

高羽敏 すかんぽ 1973年 エッチング、アクアチント、
雁皮刷 紙
24.5×7.8

版画 1

高羽敏 貝 1973年 エッチング、メゾチント
紙
13.4×25.6

版画 1

高羽敏 魚 1974年 エッチング、メゾチント
紙
17.2×22.5

版画 1

高羽敏 じゅずだま 1974年 ドライポイント、ルーレット、
雁皮刷 紙
22.8×13.9

版画 1

高羽敏 蛾 1975年 エッチング、ルーレット、
アクアチント 紙
21.0×15.6

版画 1

高羽敏 てんとうむし 1975年 エッチング、ルーレット、
アクアチント、雁皮刷
紙
14.7×19.6

版画 1

高羽敏 たまご（ことりのす） 1975年 エッチング、メゾチント
紙
22.6×17.5

版画 1

高羽敏 三匹のひさかな 1976年 エッチング、アクアチント
紙
14.2×18.9

版画 1

高羽敏 べにたけ 1976年 エッチング、メゾチント
紙
18.9×13.0

版画 1

高羽敏 鳥と月のかさ 1976年 エッチング、メゾチント、
ルーレット 紙
22.3×16.3

版画 1

高羽敏 枯葉 1979年 エッチング、アクアチント
紙
19.1×14.6

版画 1

高羽敏 コロナと鳥 1980年 エッチング、アクアチント
メゾチント 雁皮刷
紙
16.7×21.3

版画 1

高羽敏 枯葉 1979年 エッチング、アクアチント
紙
19.1×14.6

版画 1

高羽敏 コロナと鳥 1980年 エッチング、アクアチント
メゾチント 雁皮刷
紙
16.7×21.3

版画 1

高羽敏・資料 書付「街頭靴修理」西村宜子宛 二次資料 1

高羽敏・資料 カルトン4 タテ長 二次資料 1
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作家名 作品名 制作年 技法・材質、寸法cm 作品種別 数量

高羽敏・資料 外箱 ラベル「化石1972.12」 二次資料 1

高羽敏・資料 ラベル「化石1972.12」 二次資料 1

高羽敏・資料 カルトン1 横長 二次資料 1

高羽敏・資料 目録 1974年 二次資料 1

高羽敏・資料 カルトン5 二次資料 1

高羽敏・資料 目録 1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 カルトン2 タテ長 二次資料 1

高羽敏・資料 「枯葉」送り状 西村宜子宛 二次資料 1

高羽敏・資料 カルトン3 タテ長 二次資料 1

高羽敏・資料 「枯葉」送り状 二次資料 1

高羽敏・資料 「たまご」送り状 西村宜子宛、
封筒

1975年 二次資料 1

高羽敏・資料 「三匹のひさかな」送り状 西村
宜子宛、封筒

1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 びんのがり通 第一号 1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 びんのがり通 第二便 1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 びんのがり通 第三便 1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 木村友禧著『水墨技法』 1975年 二次資料 1

高羽敏・資料 木村友禧著『彩墨技法』 1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 作品頒布会 西村宜子宛封筒 1979年 二次資料 1

高羽敏・資料 ハガキ 第1回頒布会礼状 西
村宜子宛

1979年 二次資料 1

高羽敏・資料 ハガキ 第1回頒布会領収 西
村宜子宛

1979年 二次資料 1

高羽敏・資料 書簡 西村宜子宛 1981年 二次資料 1

高羽敏・資料 書簡 西村宜子宛 1980年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1982年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1980年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1977年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1976年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1975年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1973年 二次資料 1

高羽敏・資料 年賀状 西村宜子宛 1961年 二次資料 1

クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

ブッシュと郭 1989年（2010年刷り） シルクスクリーン 紙
54.0×37.8

版画 1

クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

クリントンIと郭 1993年（2003年刷り） シルクスクリーン 紙
54.0×37.8

版画 1

クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

ブッシュ2001と郭 2001年（2002年刷り） シルクスクリーン 紙
54.0×37.8

版画 1

クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

ブッシュⅡと郭 2005年（2011年刷り） シルクスクリーン 紙
54.0×37.8

版画 1

クウァク・ドゥク＝ジュ
ン（郭徳俊）

オバマと郭 2009年（2009年刷り） シルクスクリーン 紙
54.0×37.8

版画 1
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5-2 所蔵作品・資料の現状

昭和60年‐
平成元年度 平成2年度 平成3

年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度

購入 寄贈 購入 管理換 購入 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈

油
彩
画
他

国内 93 14 4 18 4 6 30 6 11 5 4 20 1 9 21 11 6 8 3 2 8 1 12 6 3

国外 19 1 3 2 2 2 1 2

小計 122 14 5 18 4 9 30 8 11 5 4 2 20 1 9 21 13 6 9 3 2 8 1 12 8 3

日
本
画

国内 7 2 10 24 3 1 1 3 7 3 2 1 4 11 8 4 3

国外

小計 7 2 10 24 3 1 1 3 7 3 2 1 4 11 8 4 3

彫
刻
・
立
体

国内 113 16 4 10 2 4 2 11 2 1 3 1 2 1 8 3 1

国外 22 1 1 1 2 3 1 2

小計 135 16 5 10 3 5 2 13 3 2 1 3 2 2 1 8 5 1

水
彩
画

国内 13 55 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1

国外 1

小計 14 55 6 74 165 2 5 2 1 2 2 4 3 1

素
描

国内 12 9 188 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1

国外 1

小計 13 9 188 1 8 5 1 1 4 62 5 134 1 1

写
真
・
映
像

国内 7 1 49 17

国外 1 1 2 3

小計 7 1 3 49 20

版
画

国内 825 52 27 1 104 5 1 30 2 4 1 1 3 41 81 7 23 2 94 4 8

国外 469 13 69 23 1 29 34 49 9 1

小計 1,294 52 40 1 173 28 2 59 2 4 1 3 41 81 41 23 51 94 13 1 8

二
次
資
料

国内 299 64 56 1 4 13 1 14 8 93 1 855 977 389

国外 298 438 1 168 2 3 1

小計 597 502 56 2 172 13 3 14 11 93 1 855 977 1 389

そ
の
他

国内 2

国外 1 1

小計 1 2 1

計

国内 1,369 93 109 352 121 102 216 52 16 31 6 4 1 117 1 66 1,023 28 1,144 18 97 73 21 7 20 29 402

国外 811 453 71 195 1 35 6 2 37 53 10 1 8

小計 2,180 93 562 352 192 297 217 87 16 37 6 4 3 117 1 66 1,023 65 1,144 71 97 83 21 8 20 37 402
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平成25年3月末現在

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17
年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 小 計

計
購入 寄贈 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 購入 寄贈 他 購入 寄贈 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 管理換 購入 寄贈 購入 寄贈 管理換 他

1 9 21 1 3 3 6 1 18 1 9 12 5 1 3 7 176 199 24 407

32 32

1 9 21 1 3 3 6 1 18 1 9 12 5 1 3 7 208 199 32 439

12 2 4 1 1 5 2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 91 61 25 179

12 2 4 1 1 5 2 14 6 1 7 20 4 2 2 2 91 61 27 179

1 3 1 1 2 3 1 150 36 10 196

1 2 1 36 1 37

1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 186 37 10 233

1 8 33 1 1 1 1 1 123 204 59 386

1 1

1 8 33 1 1 1 1 1 124 204 59 387

1 17 12 8 49 5 1 1 18 2 57 301 190 548

1 2 2

1 18 12 8 49 5 1 1 18 2 59 301 190 550

3 1 77 2 79

6 6

3 1 83 2 85

16 1 52 25 13 7 1 134 1 17 1,131 450 1 1,582

10 4 1 5 707 10 717

16 1 62 4 25 13 7 1 134 1 1 22 1,838 460 1 2,299

408 162 14 90 74 2 26 1 31 379 3,146 56 2 3,583

911 911

408 162 14 90 74 2 26 1 31 1,290 3,146 56 2 4,494

2 2

2 2

2 2 4

14 2 50 35 2 68 419 277 33 27 1 111 1 225 2 2 36 1 10 1 1 53 9 7 51 2,184 4,401 375 2 6,962

2 12 5 1 5 1,697 11 1,708

14 2 52 35 2 80 424 277 33 27 1 111 1 225 2 2 36 1 10 1 1 53 9 8 56 3,881 4,412 375 2 8,670
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5-3 資料収集委員会

1 資料収集委員会

2 収集資料価格評価

5-4 作品修復

● 委員

（◎委員長 ○副委員長）

氏名

◎ 安永 幸一 福岡アジア美術館顧問

○ 河崎 良行 徳島大学名誉教授

秋山 美穂 城東中学校教諭

草薙奈津子 平塚市美術館館長

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 兵庫陶芸美術館館長

● 開催 平成25年2月13日 第35回 資料収集委員会開催

● 委員は利害関係を有しない者に依頼

● 開催 平成25年2月12日

平成23年度の修復作品は、油彩画他 1点。

分野 作品No. 作家名 作品名 主な処置

油彩画他 1100634 伝 原鵬雲 楠公櫻井驛図 洗浄、一部旧補彩除去、欠損箇所充填、補彩、ワニス塗布、額縁新調
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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）

・名称と形状

2012年度展覧会案内：16.3×30.0cm、蛇腹折り

美術館ニュース（82号）：A4判6ページ

「無言館」所蔵作品による「戦没画学生 生命の絵」展 吉川神津夫

所蔵作品展 徳島のコレクション2012-Ⅱ

所蔵作品紹介 ＜キキ・ド・モンパルナスのマスク＞パブロ・ガルガーリョ 友井伸一

美術館ニュース（83号）：A4判6ページ

特別展 墨と紙が生み出す美の世界展 森芳功

所蔵作品展 徳島のコレクション2012-Ⅲ

所蔵作品紹介 ＜明日は雨＞吹田文明 竹内利夫

美術館ニュース（84号）：A4判6ページ

特別展 きんびあーと発見学 竹内利夫

フリースペースチャレンジとくしま芸術祭2013 友井伸一

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-Ⅰ

所蔵作品紹介 ＜着衣の横たわる母と子＞ヘンリー・ムーア 安達一樹

美術館ニュース（85号）：A4判6ページ

特別展 ＜遊ぶ＞シュルレアリスム 友井伸一

所蔵作品展 徳島のコレクション2013-Ⅱ

6
広 報 活 動
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6-2 ホームページ

1 概要

2 今年度の実績

6-3 サテライト・ギャラリー

6-4 ニュース会員

所蔵作品紹介 ＜裸B＞藤川勇造 安達一樹

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。

(1)「画像一覧」サイトを新設。公開できる所蔵作品画像を一覧できるようにした。

(2)「ギャラリー」、「動画一覧」サイトを改善。館活動への理解が深まるよう情報を整理、充実させた。

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で実施した。所蔵作品を写真によ

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

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

は、年度内に開催される展覧会nyu－sukaii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24年

度の会員数は64名。年間9回の各種印刷物の送付を行った。主な送付物は、年間展覧会案内（年1回）、美

術館ニュース（年4回）、特別展ちらし（年4回程度）所蔵作品展出品リスト（年4回程度）、月毎の美術館催し

案内、文化の森から（各号）など。
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7-1 研究報告会

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。

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 に々取り組む「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24年5月8日

24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、研究報告会で発表した「個別研究テーマ」の概要は7-2研究実績を参

照されたい。

第2回 平成24年10月16日

（個別研究テーマに関する発表）

江川佳秀「原鵬雲研究特に〈楠公櫻井驛圖〉をめぐって」

吉原美惠子「福岡道雄の『つくらない』日 に々ついて」

第3回 平成24年11月28日

（個別研究テーマに関する発表）

吉川神津夫「松井憲作〈絵画弾〉連作について3」

竹内利夫「徳島大学国際センターとの協同について」

調査研究事業

7
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1 共同研究

2 研究紀要

安達一樹「徳島県内の美術状況」

第4回 平成24年12月5日

（個別研究テーマに関する発表）

森芳功「三宅克己の画業と生涯（三）」

友井伸一、亀井幸子「シュルレアリスム展の体験型展示について」

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、整理を進めてきた。原菊太郎や河井清一、伊原宇三郎、谷口董美、河野太郎、山下菊二、三木多聞氏

（当館元館長）らの資料群である。いずれも作家、作品研究にとどまらず、広く美術界の状況を理解する上で、

重要な手がかりとなる。その成果は本館データベースで公開するとともに、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、『特別集書目録Ⅰ原菊太郎文庫』（平成7年度刊）として、山下菊二の

遺族から寄贈を受けた作品群に関しては、『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）』（平成23年度刊）として刊行した。

平成24年度は、一原五常の遺族から寄贈を受けた遺品や旧蔵書について整理作業を継続した。

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30年近くが経過し、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。

研究報告会の成果を受け、平成24年度は第14号を刊行した。

『徳島県立近代美術館研究紀要』第14号 平成25年3月28日 A4判34ページ500部

［収録論文］

森芳功「三宅克己の画業と生涯（三） 明治学院入学から大野画塾時代まで」
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7-2 研究実績

江川佳秀

凡例

1 館内研究報告会における個別研究の概要

2 図書、図録等

3 論文

4 報告書

5 解説、翻訳他

6 学会発表

7 講演会、各種研究会での発表

8 社会的活動

9 教育活動

10 研究助成金の獲得

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「原鵬雲研究特に〈楠公櫻井驛圖〉をめぐって」

本館では、平成24年3月に原鵬雲の油彩画作品〈楠公櫻井驛圖〉（1877年）の寄贈を受けた。これを機に、

原の履歴と本作品に関する調査を行った。

原鵬雲（覚蔵、一助1835-1879年）は、徳島藩御用絵師守住貫魚に師事して住吉派の絵を学んだ。1862

（文久2）年には藩命で幕府遣欧使節団に随行し、ヨーロッパ諸国をまわった。維新後は1870（明治3）年から

徳島藩校で洋算を、翌年からは徳島英学校で図画を教えた。1874（明治7）年からは官立広島師範学校で、

同校が廃校となると公立広島師範学校で図画を教えた。油画は帰国後、江戸藩邸に詰めていた時代に学ん

だと考えられる。

〈楠公櫻井驛圖〉の材料や技法については、専門家による分析を待ちたいが、画面の様相や、作品が発見

された経緯から、幕末明治期の油画とみなして何ら矛盾がない。また、描かれた風景は、青野桑州の石版画

〈楠公櫻井驛訣子図〉（1874年）とほぼ同一の図柄であり、青野作品の模写と考えられる。原の油画は他に現

存例がなく、比較できる材料がないが、むしろ原の油画の基準作と考えるべきだろう。

本調査をさらに発展させ、明治美術学会平成24年度第3回例会（京都国立近代美術館講堂 平成25年

1月27日）で報告した。また、平成25年度特別展「西洋美術との出会い－徳島の4人原鵬雲、井上辨次郎、守

住貫魚、守住勇魚」の準備に反映させる予定である。

5 解説、翻訳他

「新装版『黄金分割』の刊行に寄せて」柳亮『新装版 黄金分割』美術出版社 平成24年5月 p.1

「日本の美術界が見過ごしていたこと解説－新装版にあたって」柳亮『新装版 黄金分割』（前掲書）pp.256-260

「新装版『続 黄金分割』の刊行に寄せて」柳亮『新装版 続 黄金分割』美術出版社 平成24年5月 p.1

「日本美術に隠されていた構図法 解説－新装版にあたって」柳亮『新装版 続 黄金分割』（前掲書）pp.152-156

6 学会発表

「文久2年幕府遣欧使節団に随行した画家－原鵬雲をめぐって」明治美術学会平成24年度第3回例会 京

都国立近代美術館講堂 平成25年1月27日

8 社会的活動

三好市交流拠点施設整備実施計画検討委員、全国美術館会議機関誌部会メンバー

美術史学会会員、明治美術学会会員、全日本博物館学会会員

9 教育活動

平成24年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館資料保存論 美術館における資料保存と管理2」平

成24年9月28日
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森芳功

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「三宅克己の画業と生涯（三）」

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

て検討した。今回は、彼の明治学院入学から大野画塾時代まで（1888-91年）を範囲としている。

図画教師上杉熊松の指導、御田小学校時代から続く交流のこと、和田英作との出会いや初めての水彩画

制作、大野画塾での学習、ジョン・ヴァーリー展の観覧などの伝記的事項を整理した。また、彼の水彩画家とし

ての方向を決定づけたといわれるヴァーリー体験は、『三宅克己 五拾年前懐古水彩画集』（日動画廊

1943年）に掲載された図版等から、明治学院予科2年時から模索していた表現の先にあるものをヴァーリーに見

いだした感動だったことを指摘した。

その成果は、「三宅克己の画業と生涯（三） 明治学院入学から大野画塾時代まで」（『徳島県立近代美

術館研究紀要』第14号）として公表した。

2 図書、図録等

森芳功、吉原美惠子（共編著）『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』徳島県立近代美

術館 平成24年4月

森芳功（編著）『墨と紙が生み出す美の世界』徳島県立近代美術館 平成24年10月

3 論文

「富岡鉄斎の赤穂義士像について」『特別展図録 描かれた赤穂義士』赤穂市立歴史博物館 平成24年

11月 pp.72-75

「三宅克己の画業と生涯（三） 明治学院入学から大野画塾時代まで」『徳島県立近代美術館研究紀要』

第14号 平成25年3月 pp.3-33

5 解説、翻訳他

「美術をたのしむ、美術館をたのしむ（その50-61）」『徳島エコノミージャーナル』第390-401号 ブレーンバンク

平成24年4月‐平成25年3月（12回連載）

「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」『徳島県立近代美術館ニュース』第81

号 平成24年4月 pp.2-3

「森山知己」『第5回東山魁夷記念日経日本画大賞展』日本経済新聞社 平成24年5月 pp.66-67

「尾形月耕 花見うらゝか」『いのち輝く』第70号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成24年5月

pp.16-17

「県立近代美術館『どうぶつ集まれ』展から 点描Ⅲ、Animal 2008-02」『徳島新聞』平成24年5月2日（朝刊）

「県立近代美術館『どうぶつ集まれ』展から 猿」『徳島新聞』平成24年5月3日（朝刊）

「広島晃甫 秋圃」『いのち輝く』第71号 （公財）とくしま“あい”ランド推進協議会 平成24年9月 pp.16-17

「特別展 墨と紙が生み出す美の世界」『徳島県立近代美術館ニュース』第83号 平成24年10月 pp.2-3

「墨と紙が生み出す美の世界 雪舟『破墨山水図』」『徳島新聞』平成24年10月30日（朝刊）

「墨と紙が生み出す美の世界 安田靫彦『菖蒲』」『徳島新聞』平成24年10月31日（朝刊）

「イチオシ！展覧会 墨と紙が生み出す美の世界」『月刊水墨画』第283号 ユーキャン 平成24年10月11月 p.80

「墨と紙が生み出す美の世界 中野嘉之『双水竜図』『徳島新聞』平成24年11月1日（朝刊）

「研究発表・要約 廣島晃甫の画業 大正期個性表現の行く末」『近代画説』第21号 明治美術学会

平成24年12月 pp.212-214

7 講演会、各種研究会での発表

「日本の古典絵画この一点 墨と日本の絵画史」主催：笠岡市立竹喬美術館友の会 会場：笠岡市立竹

喬美術館 平成25年3月10日
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安達一樹

友井伸一

8 社会的活動

明治美術学会会員、美術科教育学会会員

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「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。館内研究報告会で状況について報告を行ったほか、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。

今年度の県内の状況として、徳島アート21や徳島版画の10回展や徳島彫刻集団の50周年記念展などの

区切りの展覧会の開催と15人展や徳島風景写真協会の終焉の要因ともなった制作系愛好家の高齢化による

発表活動の区切りが目立った。震災の影響や震災後の時代性についての県内作家の反応は、震災そのもの

への反応から日常への回復傾向を見せた。若手作家については作品発表そのものが少なく、特記すべきものは

見られなかった。地域の制作系愛好家の高齢化が進みながら、次世代が育っていない状況が続いており、作

品発表の縮小傾向が露わになって来たことから、その深刻度は以前にも増して厳しくなっていると考えられる。

2 図書、図録等

竹内利夫、安達一樹、友井伸一（共編著）『きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展 プロセス編』徳

島県立近代美術館 平成25年2月

竹内利夫、安達一樹、友井伸一（共編著）『きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展 展示編』徳島

県立近代美術館 平成25年3月

5 解説、翻訳他

「美術展評」『徳島新聞』平成24年4月16日、5月16日、6月18日、7月12日、8月16日、9月17日、10月19日、

11月15日、12月11日、平成25年1月18日、2月15日、3月18日（朝刊）（12回連載）

「県内回顧2012美術」『徳島新聞』平成23年12月24日（朝刊）

「所蔵作品紹介 ヘンリー・ムーア 着衣の横たわる母と子」『徳島県立近代美術館ニュース』第84号 平成

25年1月p.6

8 社会的活動

障害者芸術祭エナジー審査員

美術史学会会員、明治美術学会会員、文化財保存修復学会会員

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「シュルレアリスム展の体験型展示について」＊亀井幸子との共同研究

平成25年度開催予定の特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム展」（平成25年4月27日～6月30日）において、「シュ

ルレアリスム」を体験的に知る・感じることを目的とした体験コーナーの設置（体験型展示）とワークショップの実

施を予定しており、それに向けて次のような取り組みを行った。これらの成果をうけて、内容を精査し特別展での

実施につなげていく予定である。

(1) 体験コーナーのアイデアについてのブレーンストーミングを2回実施。［協力：若井ゆかり（鳴門西小教諭）、

久永安紀（鳴門教育大大学院生）、カタタチサト（ダンサー）］

(2) 「きんびセミナー」において、予定される体験コーナーのいくつかを試行。2回実施。平成24年8月4日（土）、
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吉原美惠子

12月9日（日）。

(3) 「所蔵作品展2012-Ⅲ 特集 シュルレアリスムのはじまり」（平成23年11月20日～25年1月27日）にお

いて、体験型展示を一部実施。

2 図書、図録等

竹内利夫、安達一樹、友井伸一（共編著）『きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展 プロセス編』徳

島県立近代美術館 平成25年2月

竹内利夫、安達一樹、友井伸一（共編著）『きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展 展示編』徳島

県立近代美術館 平成25年3月

5 解説、翻訳他

「所蔵作品紹介 パブロ・ガルガーリョ キキ・ド・モンパルナスのマスク」『徳島県立近代美術館ニュース』第82号

平成24年7月 p.6

8 社会的活動

美術史学会会員、美学会会員

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「福岡道雄の『つくらない』日々」について

2005年12月、「今回の個展を最後の発表とする」と宣言し、福岡道雄は、ほぼ半世紀にわたる「つくる彫刻

家」から「つくらない彫刻家」へと大きく転向した。このことについては40代の頃から折に触れて口にしてきたが、い

よいよ、自分の創作が「想像力の回帰」に陥ったのではないか、という思いを抱き、踏み出したといえる。2006年

夏の産経新聞のロング・インタビューによる記事「静かなアトリエ」は12回の連載となり、話題となった。そして、福

岡自身が「つくらない彫刻家」として寄稿するようになり、以後、5年間にわたり、これが福岡の「つくらない彫刻」と

してのコンスタントな「仕事」にもなった。著作はまとめられて『つくらない彫刻家』（ブレーンセンター、平成24年10

月）として出版されたが、出版準備の最中に、思いがけず、直径8-12mmのたくさんのつぶが、福岡の新たな作

品として生まれ出たという。「はからずも、僕の彫刻はつぶになった。嬉しかった」と作家が語る作品は、つくらない

作家活動の日 と々いう、誰も歩くことのなかった険しい道を経て、想像の回帰という呪縛から解き放たれたようで、

興味深く、引き続き活動に注目してゆきたい。

2 図書、図録等

森芳功、吉原美惠子（共編著）『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』徳島県立近代美

術館 平成24年4月 本人担当部分「ミロコマチコ」pp.32-43、「赤松きよ」pp.44-49、「動物のいる情景」

pp.59-60、pp.62-64

5 解説、翻訳他

「県立近代美術館『どうぶつ集まれ』展から 『鮒になれるか』未知の世界への憧れ」『徳島新聞』平成24年5

月3日（朝刊）

「県立近代美術館『どうぶつ集まれ』展から 『飛び方』生への敬意と慈しみ、『nontitle』生まれ出る熱気」

『徳島新聞』平成24年5月4日（朝刊）

7 講演会、各種研究会での発表

「暮らしの風景－コンビニで？！」2011年度フレア美術講座 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・ときわプラザ） 平成24年7月8日

徳島大学開放実践センター講座「現代美術から時代を見つめよう」（平成24年7月2日「表現－絵画の領域、

彫刻の領域」、9日「コンセプチュアル・アートは社会を映す」、23日「インスタレーションあれこれ」、30日「近年のメ

ディア・アートとアミューズメント」）
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吉川神津夫

竹内利夫

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「松井憲作〈絵画弾〉連作について3」

前々年度、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 の々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。

今年度は、『美術手帖』の展評欄や畑祥雄の著作『西風のコロンブス』などを元に、1974年に始まる〈絵画

弾〉連作を�った。まず、一部でも作品の図版が確認できたのは、〈絵画弾Part2〉（1975年）からである。この時

の展示では大小、異なる大きさの絵画を連ねて展示したものであり、ベトナム戦争のイメージや文字が取り入れら

れるなど、後年の〈絵画弾〉との共通点は、自画像が描かれていることしか見いだせない。当館の所蔵作品と同

様に、同じサイズのキャンバスで自画像を含むイメージを展開させ始めたのは〈絵画弾3〉（1976年）からであった。

また、神戸新聞の展評から、当館所蔵作品の二つのイメージが交互に展示されたのは、1985年の大阪府立現

代美術センター「今日の作家展」時であることもわかった。ただし、この時の記録写真や出品リストは残されておら

ず、この時の展示が一時的なものか、二つのイメージを組み合わせ一点としたものなのかに関しては、依然、決定

的な判断材料に欠けたままである。

5 解説、翻訳他

「「無言館」所蔵作品による「戦没画学生 生命の絵」展」『徳島県立近代美術館ニュース』第82号（2012年

7月号）pp.2-3

「ブロック報告四国 高松、丸亀、久万そして徳島」『ZENBI全国美術館会議機関誌』第3号 2013年1月

pp.18-19

8 社会的活動

美学会会員

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「徳島大学国際センターとの協同について」

平成20年からGehrtz三隅友子氏（徳島大学国際センター教授）と実践、考察を続けてきた。日本語教育と

美術鑑賞教育の相互の観点をまじえながら連携の内容を広げている。

平成20年度は「こどもワークシート」や「シーがる・た」など、これまで「学校教育との連携」事業の中で取り組ん

できた鑑賞教材を活用することで、「自分らしい言葉」の獲得のために有効であることを確認し、『徳島大学国

際センター紀要』（第4号 平成21年3月）に報告した。

平成22年度はプロジェクトワーク「日本人への提言」の一貫として、特別展「名品ベスト100」会場で活動し、

自分らしさを活かした学びの姿が確認されるとともに、日本人聴衆との相互の反応も認められた。その内容は同

紀要および、パンフ「美術館で日本語力をきたえよう」に報告、紹介した。

こうした連携の中で、相互の使命に対する理解も深まった。そして、美術作品また美術鑑賞教育のメソッドが、

学習リソースとして役立つことをねらった当初の目標を上回る可能性が見えている。つまり、協働的な取り組みに

対するお互いの視野が広がり、ただメソッドを切り売りし合うような関係を越えた、協働の取り組み自体が学びの

関係であることに目が開いてきた。こうしたことについて、三隅氏と共に第4回協働実践研究会（平成24年10月

20日 政策研究大学院大学）で報告した。
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亀井幸子

2 図書、図録等

竹内利夫、安達一樹、友井伸一（共編著）『きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展 プロセス編』徳

島県立近代美術館 平成25年2月 pp.14-17

竹内利夫、安達一樹、友井伸一（共編著）『きんびアート発見学 つくる＆みることの交流展 展示編』徳島

県立近代美術館 平成25年3月 pp.12-19

5 解説、翻訳他

竹内利夫「所蔵作品紹介〈明日は雨〉吹田文明」『徳島県立近代美術館ニュース』第83号 徳島県立近代

美術館 平成24年10月 p.6

7 講演会、各種研究会での発表

Gehrtz三隅友子＊・竹内利夫（共同発表）「美術作品を通した学習の可能性―日本語教育と美術鑑賞教育

の協働―」第4回協働実践研究会 会場：政策研究大学院大学 平成24年10月20日 ＊Gehrtz三隅友子

氏：徳島大学国際センター教授

8 社会的活動

意匠学会会員、美術科教育学会会員

9 教育活動

平成24年度県内3大学学芸員養成協力講座「博物館資料保存論 美術館における資料保存と管理1」平

成24年9月27日

1 館内研究報告会における個別研究の概要

「シュルレアリスム展の体験型展示について」 ＊友井伸一との共同研究（再掲）

平成25年度開催予定の特別展「〈遊ぶ〉シュルレアリスム展」（平成25年4月27日～6月30日）において、

「シュルレアリスム」を体験的に知る・感じることを目的とした体験コーナーの設置（体験型展示）とワークショップ

の実施を予定しており、それに向けて次のような取り組みを行った。これらの成果をうけて、内容を精査し特別展

での実施につなげていく予定である。

(1) 体験コーナーのアイデアについてのブレーンストーミングを2回実施。［協力：若井ゆかり（鳴門西小教諭）、

久永安紀（鳴門教育大大学院生）、カタタチサト（ダンサー）］

(2) 「きんびセミナー」において、予定される体験コーナーのいくつかを試行。2回実施。平成24年8月4日（土）、

12月9日（日）。

(3) 「所蔵作品展2012-Ⅲ 特集 シュルレアリスムのはじまり」（平成23年11月20日～25年1月27日）にお

いて、体験型展示を一部実施。

4 その他

「いきいきミュージアム～エデュケーションの視点から～24 墨を硯で磨ってみませんか？－墨と子どもと美術館

－」『文化庁月報』第534号（平成25年3月号）http://www.bunka.go.jp/publish/bunkachou_geppou/2013_

03/series_04/series_04html

5 解説・翻訳他

「『鑑賞シート』を自由にアレンジ～教室で楽しい授業～」

『教育美術』2012年11月号 p.60

7 講演会、各種研究会での発表

「美術館と学校の連携による鑑賞教育－主体的な鑑賞を支援するために－」第49回全国高等学校美術、工

芸教育研究大会 会場：芸文会館（岡山県倉敷市）平成24年8月24日
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7-3 文献資料の整理

8 社会的活動

平成24年度第59回文化財保護強調のためのポスター審査委員、平成24年読書感想画中央コンクール県審

査委員

美術科教育学会会員

年度
種別

59年度‐
平成元年度

平成2
年度

平成3
年度

平成4
年度

平成5
年度

平成6
年度

平成7
年度

平成8
年度

平成9
年度

平成10
年度

平成11
年度

平成12
年度

平成13
年度

平成14
年度

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度 計

図書・図録
（日本語） 520 1,498 67 80 102 94 210 114 314 167 86 109 123 189 203 57 127 238 100 105 113 65 87 94 4,862

図書・図録
（外国語） 1,315 283 47 339 196 193 54 91 83 69 259 51 56 73 77 60 24 48 47 39 18 32 19 17 3,490

雑誌バック
ナンバー
（日本語）

3,935 2,306 932 800 444 584 502 268 85 124 1 16 209 88 2 33 91 147 1 3 25 5 3 1 10,605

雑誌バック
ナンバー
（外国語）

66 1,149 0 67 25 5 0 0 23 15 0 0 59 15 9 10 112 82 0 0 0 0 0 0 1,637

その他 27 32 2 4 1 2 0 0 9 2 23 12 3 1 4 5 7 4 0 0 3 0 0 0 141

合計 5,863 5,268 1,048 1,290 768 878 766 473 514 377 369 188 450 366 295 165 361 519 148 147 159 102 109 112 20,735
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8-1 組織及び職員一覧（平成24年度）
（平成25年3月31日現在）

管 理 運 営

8

館 長 森山 宏昭

副 館 長 板東 敏之

学芸課長 江川 佳秀
協 議 会

委員 白石 謙二
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

上席学芸員 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

文化推進員 仲田 耕三
牧野 厳
大島 正弘
林 由里子
粟飯原公美

嘱 託 員 山口 紀奈
日� 智博
池永 尚弘
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8-2 美術館協議会

1 委員

2 開催

平成24年9月11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－

● 会期 平成24年12月4日［火］‐12月9日［日］ 9:30-17:00

● 会場 近代美術館ギャラリー、二十一世紀館ミニシアター

● 入場無料

● 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、

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「ボクとガク」、「夢のつづき」

● 入場者数 展示 303名 ビデオ上映 43名

（平成25年3月31日現在）

区 分 氏 名 職 名

学 校 教 育

白石 謙二
徳島県小学校教育研究会 図画工作部 会長
鳴門教育大学附属小学校長

田中 正人
徳島県中学校教育研究会 美術部会長
三加茂中学校長

社 会 教 育

西田 威汎 鳴門教育大学 学校教育学部 教授

平木 美鶴
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

橋本 正弘 徳島県美術家協会 理事

学識経験者

高島 宏子 四国大学生活科学部 教授

Gehrtz
三隅 友子

徳島大学 国際センター 教授

敷島のり子
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）

遊道 久代
TV番組・CM・PV制作会社 PROJECT-C
アナウンサー・ディレクター

出島 美紀 株式会社デイワークス 役員
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8-4 入館者数

1 平成24年度所蔵作品展入館者数

2 平成24年度特別展入館者数

（単位：人）

区分

展覧会名

個 人 団 体 減 免 観覧料免除
合 計 開 館

日 数

一日当たり
平均入
館者数一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高 齢 高大生 小中生

学校教育 小 中
高 生 一 般

校 人数

どうぶつ展 990 28 4 124 50 72 186 1 23 1,134 518 942 4,049 50 81

墨と紙展 1,407 66 5 89 33 1,272 21 1,135 129 1,060 5,196 50 104

きんぴアート 317 20 28 3 122 6 244 82 435 1,251 17 36

合計 2,714 114 9 241 86 72 1,580 1 50 2,513 729 2,437 10,496 117 84

（単位：人）

区分

月

個 人 団 体 減 免 観覧料免除
合 計 開 館

日 数

一日当たり
平均入
館者数一 般 高大生 小中生 一 般 高大生 小中生 一 般 高 齢 高大生 小中生

学 校 教 育
小中高生 一 般

校 人 数

4 109 3 3 3 43 2 469 140 523 1,293 22 59

5 20 1 2 3 6 17 986 270 1,534 2,822 26 109

6 67 7 2 13 6 148 156 841 1,234 26 47

7 66 5 3 24 2 44 25 1,388 1,555 26 60

8 2 44 6,774 6,818 28 244

9 81 17 12 1 1 1 30 1,241 1,383 22 63

10 48 1 3 8 356 44 1,288 1,740 26 67

11 33 2 11 596 58 2,299 2,988 26 115

12 51 11 1 4 4 219 58 747 1,091 24 45

1 142 8 13 25 270 458 20 23

2 51 3 3 6 183 40 685 965 23 42

3 43 5 5 1 1 78 92 680 904 27 33

合 計 711 55 2 55 2 8 86 60 3,124 938 18,270 23,251 296 79
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8-5 作品の貸出

1 洋画

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

靉嘔

Time to Fly 1点 2012.1.17-5.23 靉嘔 ふたたび虹のかな
たに

公益財団法人東京都
歴史文化財団 東京
都現代美術館

無人間時代をこえる人間の
象徴（オートメーション） 1点 2012.1.17-5.23 靉嘔 ふたたび虹のかな

たに

公益財団法人東京都
歴史文化財団 東京
都現代美術館

マックス・エルンスト 鳩のように 1点 2012.3.26-12.22 「マックス・エルンスト―フィ
ギュアxスケープ」展

横浜美術館・愛知県
美術館・宇都宮美術
館

上村淳之 姉妹 1点 2012.6.24-8.22 上村淳之展‐作家の眼 京都市美術館

石川真五郎

関東大震災 1点 2012.9.19-10.3 石川真五郎展 板野町文化の館

自画像 1点 2012.9.19-10.3 石川真五郎展 板野町文化の館

少女像（真佐子） 1点 2012.9.19-10.3 石川真五郎展 板野町文化の館

夕景 1点 2012.9.19-10.3 石川真五郎展 板野町文化の館

立木と塀 1点 2012.9.19-10.3 石川真五郎展 板野町文化の館

菊畑茂久馬

奴 隷 系 図‐円 鏡 による
No.12 1点 2012.9.26-

2013.1.23

美術館にぶるっ！ベストセ
レクション 日本近代美
術の100年 第二部
“実験場1950s”

東京国立近代美術館

奴 隷 系 図‐円 鏡 による
No.13 1点 2012.9.26-

2013.1.23

美術館にぶるっ！ベストセ
レクション 日本近代美
術の100年 第二部
“実験場1950s”

東京国立近代美術館

中村宏 戦争期 1点 2012.9.26-
2013.3.21 「東京1955-1970」 国際交流基金

絹谷幸二

蒼空のある自画像 1点 2012.10.12-12.21 古希記念特別展「絹谷
幸二～豊穣なるイメージ」奈良県立美術館

みなみの風の日（風紋） 1点 2012.10.12-12.21 古希記念特別展「絹谷
幸二～豊穣なるイメージ」奈良県立美術館

横尾忠則

お堀 1点 2012.10.21-
2013.2.23

開館記念展I 横尾忠
則展「反反復復反復」 横尾忠則現代美術館

よだれ 1点 2012.10.21-
2013.2.23

開館記念展I 横尾忠
則展「反反復復反復」 横尾忠則現代美術館

カミソリ 1点 2012.10.21-
2013.2.23

開館記念展I 横尾忠
則展「反反復復反復」 横尾忠則現代美術館

上村淳之 姉妹 1点 2013.3.6-4.23 傘寿記念 上村淳之展 読売新聞大阪本社
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2 彫刻

3 版画

8-6 ギャラリーの利用状況

8-7 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）

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

靉嘔 Rainbow Venus 1点 2012.1.17-5.23 靉嘔 ふたたび虹のかな
たに

公益財団法人東京都
歴史文化財団 東京
都現代美術館

アレクサンダー・アーキペン
コ 白いトルソ 1点 2012.2.4-9.8

村山知義展「すべての僕
が沸騰する 村山知義
の宇宙」

神奈川県立近代美術
館 葉山館

村岡三郎 背 1点 2012.9.26-
2013.1.23

美術館にぶるっ！ベストセ
レクション 日本近代美
術の100年 第二部
“実験場1950s”

東京国立近代美術館

作者名 作品名 数量 期間 展覧会名 貸出先

マルク・シャガール 版画集〈ダフニスとクロエ〉 42点 2012.7.5-11.2 企画展「マルク・シャガー
ル―愛をめぐる追想―」

岡山県立美術館・
岐阜県美術館

浜田知明 初年兵哀歌（歩哨） 1点 2012.9.26-
2013.3.21 「東京1955-1970」 国際交流基金

浜田知明 愛の歌 1点 2012.9.26-
2013.3.21 「東京1955-1970」 国際交流基金

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合 計

件 数 1 2 0 1 2 3 4 4 3 4 0 3 27

利 用 日 数 5 8 0 4 12 11 21 11 15 17 0 14 118

※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
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(3) データベース

ア 必須情報の完備

イ 外部への公開促進

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

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

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
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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 な々情報

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。

(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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徳島県文化の森総合公園文化施設条例
制定 平成2年3月26日 条例第11号

最近改正 平成25年3月22日 条例第24号

（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。

（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、美術館が展示す

る美術館資料又は鳥居記念館が展示する鳥居記念館

9
関 係 法 規

名称 業務

徳島県立図書
館（以下「図書
館」という。）

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 読書の振興に関する集会等の文化活動のため
に集会室1及び集会室2を利用に供すること。

4 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。

徳島県立博物
館（以下「博物
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（鳥居龍蔵に関する資料を除く。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 博物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 考古、歴史、民俗、美術工芸、動物、植物及び
地学に関する講座等の文化活動のために博物館
講座室を利用に供すること。

5 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。

区 分 施設又は用具

図書館 集会室1
集会室2

博物館 博物館講座室

美術館 ギャラリー
美術館講座室

二十一世紀館

イベントホール
多目的活動室
ミニシアター
スタジオ
ミーティングルーム
野外劇場
音響、照明等のための用具

（平25条例24・一部改正）

名称 業務

徳島県立近代
美術館（以下
「美術館」とい
う。）

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
すること及び美術に関する講座等の文化活動の
ために美術館講座室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。

徳島県立文書
館（以下「文書
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。

徳島県立二十
一世紀館（以下
「二十一世紀
館」という。）

1 文化に関する情報を集積し、及び情報通信シ
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、情報処理に係る技術
に関する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。

徳島県立鳥居
龍蔵記念博物
館（以下「鳥居
記念館」という。）

1 鳥居龍蔵に関する資料（以下「鳥居記念館資
料」という。）を収集し、保管し、及び展示すること。

2 鳥居記念館資料に関する調査研究を行うこと。
3 鳥居記念館資料に関する講座等の教育普及
事業を行うこと。

4 その他鳥居記念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。

（平22条例15・平25条例24・一部改正）
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資料を観覧する者に対しては、別表第1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2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

覧料及び使用料に関し必要な事項は、規則で定める。

（平22条例15・一部改正）

（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 徳島県立図書館協議会、徳島県立博物館協議会、

徳島県立近代美術館協議会及び徳島県立鳥居龍蔵

記念博物館協議会の委員は、学校教育及び社会教育

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び

に学識経験のある者のうちから任命するものとする。

4 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。

5 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。

6 委員は、再任されることができる。

7 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。

（平22条例15・平24条例31・一部改正）

（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 略

協議会の名称 所掌事務

徳島県立近代美
術館協議会

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。

徳島県立文書館
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。

徳島県立二十一
世紀館協議会

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
述べること。

徳島県立鳥居龍
蔵記念博物館協
議会

鳥居記念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。

別表第1（第4条関係）

区 分 単 位

金 額

常 設 展 企 画 展

個 人 団体（20人以上をい
う。以下同じ。） 個 人 団 体

小学校の児童及び中学校の生徒 1人1回 50円 40円

知事がその都度定める額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 1人1回 100円 80円

その他の者（学齢に達しない者を除く。） 1人1回 200円 160円

協議会の名称 所掌事務

徳島県立図書館
協議会

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。

徳島県立博物館
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。
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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。

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

で利用する場合の集会室1、集会室2、博物館講座室、

ギャラリー、美術館講座室、イベントホール、多目的活動室、

ミニシアター、スタジオ、ミーティングルーム又は野外劇場の使

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。

別表第2（第4条関係）
（平6条例19・平9条例34・平25条例24・一部改正）

区 分 単 位 金 額

集会室1
午 前 2,200円

午 後 3,600円

集会室2
午 前 1,100円

午 後 1,780円

博物館講座室
午 前 2,100円

午 後 3,400円

ギャラリー

午 前 3,300円

午 後 5,500円

夜 間 4,200円

美術館講座室
午 前 1,600円

午 後 2,600円

イベントホール

午 前 6,600円

午 後 10,600円

夜 間 8,180円

多目的活動室

展示利用の場合

午 前 3,300円

午 後 5,500円

夜 間 4,200円

展示利用以外の利用の場合

午 前 3,980円

午 後 6,400円

夜 間 5,080円

ミニシアター

午 前 1,100円

午 後 1,780円

夜 間 1,510円

スタジオ

午 前 1,100円

午 後 1,780円

夜 間 1,510円

ミーティングルーム

午 前 800円

午 後 1,280円

夜 間 1,100円

野外劇場

午 前 2,880円

午 後 4,660円

夜 間 3,510円

音響、照明等のための用具 午前、午後又は夜間 規則で定める額
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徳島県立近代美術館管理規則
制定 平成2年3月31日 教育委員会規則第10号

最近改正 平成25年3月29日 教育委員会規則第3号

（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29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。

（平8教委規則8・平24教委規則11・一部改正）

（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。

（平8教委規則8・一部改正）

（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、

ギャラリーについては6月前の日以後に、講座室については

3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。

2 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそ

れがある組織の利益になると認められるとき。

3 その他美術館の管理上支障があると認められるとき。

（平25教委規則3・一部改正）

（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、又は施設の利用の中止を命

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。

（平25教委規則3・一部改正）

（利用の内容の変更等）

第7条 利用者は、施設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施設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。

（平25教委規則3・一部改正）

（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 略
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別記様式（第4条関係）

使 用 料

納入時期

前 納

後 納
決 裁 欄

徳島県立近代美術館利用許可申請書 ※受付番号

徳島県立近代美術館長 殿

次のとおり利用したいから申請します。

申請年月日 年 月 日 ※許可年月日 年 月 日

申

請

者

住 所
氏 名 � ※

区

分

一 般

法人その他の団体にあっては、
主たる事務所の所在地及び名称
並びに代表者の氏名 営 利

電 話

利用の目的
（行事の名称）

利用（入場）
予定人員 人

入場料等の額
（1人につき） 円

利用しようと
する施 設

利 用 の 日 時 ※ 使 用 料 の 額

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

������������������������������������������������
������������������������������������������������

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

年 月 日（ ） 時 分～ 時 分 円

※
備
考

計 円

注意事項 ※印の欄には，記入しないこと。
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徳島県立近代美術館協議会規則
制定 平成2年3月31日 教育委員会規則第5号

改正 平成24年3月30日 教育委員会規則第6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7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。

（平24教委規則6・一部改正）

（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 略
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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

［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）

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（電気式ヒートポンプ、

ボイラー）

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＊、身体障害者用：750kg×1

台、荷物用：3,000kg×2台＊）

＊美術館用は各1台

10
建 設 概 要
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仕様一覧

室名 面積（�） 天井（天井高） 壁 床 その他

展示室1 690 着色岩綿吸音板(5m) クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

展示室2 204 着色岩綿吸音板(4m) クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

展示室3 947 着色岩綿吸音板(5m) クロス貼 タイルカーペット 可動展示パネル
褪色防止蛍光灯

美術館講座室 98 岩綿吸音板(3m) クロス貼 タイルカーペット スクリーン、ホワイトボード、
AV設備等

アトリエ1 97 岩綿吸音板(3m) 有孔珪酸 カルシウム板
吸音壁

ビニールシート、
アスファルト防水

流し台、地流し
収納棚等

アトリエ2 93 岩綿吸音板(3m) RC型 ナラフローリングブロック 流し台、地流し
収納棚等

子供のアトリエ 57 岩綿吸音板(3m) RC型 タイルカーペット
フリーアクセスフロアー

床暖房設備、収納棚等

レファレンスルーム 197 岩綿吸音板(2.7m) クロス貼 タイルカーペット・フォーム
バッカー付防振上げ床

書架
ローパーテーション等

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

エントランスホール 243 岩綿吸音板(4.5m) RC型 大理石貼

収蔵庫1 391 杉(4.5m) 杉 落し込み 杉 絵画ラック、木製棚

収蔵庫2 182 杉(4.5m) 杉 落し込み 杉 木製棚

一時保管庫 71 杉(4m) 杉 落し込み ナラフローリング 絵画ラック
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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］

阿波踊り期間中の月曜日は開館します。

年末年始［12月29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

障がい者と介助者・高齢者（65歳以上）は無料になり

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

交通のご案内 �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)
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