
…………………………………………………

電源立地地域対策交付金事業の活用について　　文化の森への運営には、公共用施設整備等に対して交付金を交付することで
発電用施設の設置に対する地元の理解促進等を図ることを目的にした「電源立地地域対策交付金」が活用されています。

文化の森通信
2019文化の森から
【編集・発行】

徳島県立二十一世紀館
〒770-8070 徳島市八万町向寺山
TEL088-668-1111（代表）

※★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館に
　お問い合わせください。
※入場料や参加料について、特に表示のないものは無料です。文化の森教室 文化の森教室 

特別陳列「博物館60周年記念展」展示解説
14：00～15：00　博物館企画展示室

みんなで学ぼう

…………………………………………………14日木

博物館

デジカメ画像入門（GIMP）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

まなびの森講演会「四国を描いた伊能図」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員60名

…………………………………………………16日土

鳥居龍蔵セミナー第６回
「鳥居龍蔵の未刊原稿群とその周辺
　　　－中国からの引き揚げリストをめぐって－」
13:30～15:00　博物館講座室　定員50名

…………………………………………………24日日

部門展示「大嘗祭と阿波」展示解説
13：30～14：30　博物館常設展示室内　部門展示室

博物館
…………………………………………………17日日

第58回企画展
　　　「阿波へ異国船がやってきた」展示解説③
13：30～14：30　文書館講座室・展示室

…………………………………………………
まなびの森講演会
「「第十堰」周辺の藍作地帯の歴史的景観」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員60名

26日土

……………………………

６日 …………………………………………………
特別陳列「博物館60周年記念展」展示解説
14：00～15：00　博物館企画展示室

日

５日土 ３日

古文書講座（中級）③★
14：00～16：00　文書館講座室

観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要

こども鑑賞クラブ「ニューヨーク！」
14：00～14：45　近代美術館2階ロビーに集合　小学生対象

古文書講座（中級）②★
14：00～16：00　文書館講座室　

近代美術館

文書館

博物館

展示解説「ニューヨーク・アートシーン」
14：00～14：45　近代美術館展示室３

近代美術館

…………………………………………………
部門展示「大嘗祭と阿波」展示解説
13：30～14：30　博物館常設展示室内　部門展示室

観覧料必要

博物館

表計算入門（エクセル）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

…………………………………………………
プレゼン入門（パワーポイント）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

10日木

…………………………………………………
古文書講座（中級）①★
14：00～16：00　文書館講座室

12日土
文書館

展示解説「明治の徳島画人」
14：00～14：45　近代美術館展示室１

22日

鳥居龍蔵セミナー第５回「鳥居龍蔵の近畿調査」
13：30～15：00　博物館講座室　定員50名

14日 ■祝 ……………………………………………月

記念講演会「アメリカ美術に見る過激と過剰について
デュシャンvsウォーホル、ポロックvsステラ」
14：00～15：30　近代美術館講座室

近代美術館

みどりを楽しもう・味わおう
　　　　「ドングリでピザを作ろう」★
13：00～16：00　博物館実習室・文化の森公園　定員20名
ミュージアムトーク
　　　　「阿波の「ええじゃないか」と幕末社会」
13：30～15：00　博物館講座室　定員50名　

20日日

９日 …………………………………………………土

21世紀館

ワープロ入門（ワード）★
9:40～15:30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

21世紀館

野外生きものかんさつ
「花巡り！植物かんさつハイキング11月
　　　　　～晩秋のあづり越えで温まろう！～」
10:30～17:00　文化の森公園～あづり越え方面
　　　　　　  　文化の森総合公園の噴水前集合

博物館

【問い合わせ先】県立図書館          ／ TEL088－668－3500　県立博物館　　　／ TEL088－668－3636
県立鳥居龍蔵記念博物館／ TEL088－668－2544　県立近代美術館　／ TEL088－668－1088
県立文書館          ／ TEL088－668－3700　県立二十一世紀館／ TEL088－668－1111

徳島県文化の森総合公園 ホームページ　http://www.comet.tokushima-ec.ed.jp/
お問い合わせ先　annai@mt.tokushima-ec.ed.jp

近代美術館特別展

観覧
無料

11月
10－11月10－11月

日時：10月20日（日）
　　　①10：30開演（10：00開場）
　　　②13：30開演（13：00開場）

日時：10月20日（日）
　　　①10：30開演（10：00開場）
　　　②13：30開演（13：00開場）

…………………………………………………

21世紀館

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

博物館

■祝 ……………………………………………火
近代美術館

展示解説「生きてゆくこと」
14：00～14：45　近代美術館展示室１

近代美術館

みんなで語る鑑賞ツアー（手話通訳つきの会）
10：00～12：00　近代美術館展示室３
みんなで語る鑑賞ツアー（色々な方法で語る会）
14：00～15：00　近代美術館展示室３

近代美術館

生きものしらべ隊「電子顕微鏡で化石を見よう！」★
13：30～15：30　博物館実習室・電子顕微鏡室　定員12名
　　　　　　 　（小学校５年生以上）

23日 ■祝 ……………………………………………土

図書館

文書館

21世紀館

27日日

■祝 ……………………………………………日

文書館

古文書講座（中級）④★
14：00～16：00　文書館講座室

文書館

図書館

博物館

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

10月

阿波人形浄瑠璃 （日本）

　    ×シチリア人形劇 （イタリア）

 入場無料 申込不要

文化の森プレ30周年記念

阿波人形浄瑠璃 （日本）

　    ×シチリア人形劇 （イタリア）

10-11

展示構成　
　１章　とくしま　現在・過去・未来　　　　　　　 　
　２章　徳島県博物館と徳島県立博物館
　３章　文化の森総合公園開園10周年記念タイムカプセルの公開
　４章　あたらしい常設展示室

　徳島県に総合博物館が開館したのは1959年12月10日で、2019
年に60周年となります。「徳島県博物館」と呼ばれた最初の博物館
は、徳島県下すべての小・中・高校などの児童・生徒をはじめとす
る徳島県民の多額の寄付によってつくられました。1990年に文化
の森総合公園に移転して「徳島県立博物館」となってからも、様々な
場面で県民に支えられてきました。現在は、常設展示室のリニュー
アルが計画され、「県民の博物館」として次のステージを目指します。
　この特別陳列では、1950年代からの徳島の歴史や世相の変化と
照らし合わせながら、「県民の博物館」としての歩みを振り返るとと
もに、常設展示室リニューアルの一部を紹介します。左：徳島県博物館（1959年～1990年）、右：徳島県立博物館（1990年～）

会期：令和元年10月 5 日（土）
　　　　　　～11月10日（日）
会場：徳島県立博物館 1階企画展示室

特別陳列　博物館60周年記念展

観覧料が
必要です

とくしまタイムトラベル
－ 過去・現在・未来 －

とくしまタイムトラベル
－ 過去・現在・未来 －

とくしまタイムトラベル
－ 過去・現在・未来 －

とくしまタイムトラベル
－ 過去・現在・未来 －

観覧無料

－ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで
　　　　　　　　　滋賀県立近代美術館コレクションを中心に

　滋賀県立近代美術館が所蔵する日本屈指のアメリカ現代美術コレクション
を中心に、第二次世界大戦後の輝かしいアメリカ美術を紹介します。
　第二次世界大戦後、ニューヨークはパリに代わる新しい美術の中心地とな
りました。抽象表現主義を始め、ポップ・アート、ミニマル・アートなど、
次々と新しい表現がそこから生まれ、国際的な美術界をリードしてきました。
　トム・ウェッセルマンの〈グレート・アメリカン・ヌード〉、フランク･
ステラの大作、フェリックス・ゴンザレス＝トレスの宗教性を帯びた作品、
そしてニューヨーク時代の草間彌生など、名品の数々をお楽しみ下さい。

主催：「ニューヨーク・アートシーン－ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
　　　滋賀県立近代美術館コレクションを中心に」展実行委員会／徳島県立近代美術館
共催：四国放送
後援：徳島新聞社／NHK徳島放送局／エフエム徳島／公益財団法人徳島県文化振興財団　助成：一般財団法人地域創造

会期：９月14日（土）～11月４日（月･振替休日）
会場：徳島県立近代美術館　２階　展示室３

モーリス・ルイス〈ダレット・ペー〉 1959年　滋賀県立近代美術館蔵▶

会場：21世紀館　
　　　すだちくん森のシアター
演目：「傾城阿波の鳴門
　　　　 十郎兵衛内の段」
       「狂えるオルランド」

会場：21世紀館　
　　　すだちくん森のシアター
演目：「傾城阿波の鳴門
　　　　 十郎兵衛内の段」
       「狂えるオルランド」

ニューヨーク・アートシーン



　今年11月、天皇の即位にかかわる儀式の一つとして大嘗祭（だいじょ
うさい）が行われます。大嘗祭とは、天皇が即位後に初めて、収穫され
たばかりの穀物を神に供え、自らもそれを食べる祭です。おおむね15
～17世紀を除いて、古代以来行われてきたものです。
　この展示では、当館に収蔵している、古代・中世の大嘗祭に関する歴
史資料をもとに、大嘗祭と阿波の関係について紹介します。

観覧料が
必要です大嘗祭と阿波

参加
無料

四国の警察音楽隊がやってきます！四国の警察音楽隊がやってきます！

文化の森【主催事業】★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。　
主催 名称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等
文化の森 大秋祭り!!

屋外展示「文化の森に憑依する滝」
屋外展示「呼応する木々」

11/3（日・祝）９：30～16：00
常設
常設

21世紀館
21世紀館

■令和元年10月－11月催し物案内

■交通のご案内
◆JR徳島駅からバスをご利用ください。
　①徳島市営バス3番のりば「文化の森」行き直通バスに乗車し18分、終点「文化の森」で下車。  
　②徳島市営バス3番のりば「※市原【国道55号バイパス(ふれあい健康館・富田橋通り)経由】」行きに乗車し25分、「文化の森」で下車。
　③徳島市営バス3番のりば「しらさぎ台」行き、「一宮」行き、または「天の原西(入田)」行きに乗車し16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
　④徳島バス4番のりば「仁井田西」行き、または「佐那河内線 神山高校前」行きに乗車し16分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。

◆JR文化の森駅からバスをご利用ください。
　バス停「文化の森駅東」から「※市原【国道55号バイパス(ふれあい健康館・富田橋通り)経由】」行きに乗車し７分、「文化の森」で下車。
　※市原線は平成28年4月1日から一部の便が国道55号バイパス(ふれあい健康館・富田橋通り)経由に変更され、
　　新設された「文化の森駅東」及び「文化の森」に停車します。

◆平成27年2月28日に徳島南環状道路が開通しました。国道55号バイパス方面からは、
　より便利に文化の森にお越しいただけます。  
　徳島南環状道路（西行き）を文化の森ＩＣ（出口）で下り、最初の角を左折すれば、文化の森の駐車場に入れます。
　上八万、一宮方面からは、南環状道路経由で「文化の森」にお越しになれません。

◆大型バス又はマイクロバスでご来園を予定のお客さまにつきましては、事前にご連絡
　くださいますようお願いいたします。　　　　　　　　
　※連絡先：文化の森総合公園　電話０８８－６６８－１１１１（代表） 

国道192号

眉山
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池
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国
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園瀬橋
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文化の森
総合公園

文化の森【公園内での催し】
ネイチャーゲーム大会★

日　時

11/24（日） 9：30～12：00

場　所

知識の森　芝生広場

備　考

参加費200円が必要

※ここに掲載している行事は、文化の森総合公園指定管理者（公財）徳島県建設技術センターに
　お問い合わせください。（電話088－662－6030）　★のある行事は申し込みが必要です。

◆主催者の都合により、日程・会場等が変更になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。
　また、主催者の希望または作成日の関係等により、ここに掲載していない催し物もありますのでご了承ください。

(文化団体等が文化の森の施設を利用して行う催し）文化の森【ひろば】
日　時

名   称

名   称 場　所 備　考

徳島県障害者芸術祭　エナジー2019 （公財）徳島新聞社会文化事業団
088-655-7365　無料

10/1（火）～10/5（土）10：00～17：00
10/6（日）10：00～16：00 

ギャラリー
多目的活動室

図書館 企画展「そうだ！図書館に聞いてみよう
　　　　　　～レファレンスサービスを知っていますか？」
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第２木曜日10：30～10：50）
まちのお薬相談室（毎月第2・4土曜日13：00～16：00）
にちようびのおはなし会（毎月第2・4日曜日14：00～14：30）
助産師さんとはなそう！（奇数月第２木曜日10：50～11：30）
あきのおはなし会（文化の森フェスティバル）
企画展「そうだ！図書館に聞いてみよう
　　　　　　　　　～レファレンスサービスを知っていますか？郷土編」

10/1（火）～11/24（日）

10/10・11/14（木）
10/12（土）・10/26（土）・11/9（土）・11/23（土）
10/13（日）・10/27（日）・11/10（日）
11/14（木）
11/3（日・祝）14：00～14：50
11/26（火）～1/26（日）

1階ギャラリー

２階おはなしのへや
1階エントランス
２階おはなしのへや
２階おはなしのへや
２階おはなしのへや
1階ギャラリー

◎開館時間　9：30～17：00　図書館は平日9：30～19：00
◎休館日　10/7㈪･ 10/15㈫･ 10/21㈪･10/28㈪･11/5㈫・11/11㈪・11/18㈪・11/25㈪ （月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日）

 ◎上記休館日以外に、図書館・文書館は10/17㈭･11/21㈭も休館

■料金のご案内
　◆有料A　一般200円（160円）高・大生100円（80円）小・中生 50円（40円）※（  ）内は、20名以上の団体料金です。
　※祝日・振替休日は、どなたも常設展の観覧料が無料となります。
　※高齢者の方(65歳以上)は、常設展の観覧料が無料、企画展の観覧料が半額となります。（証明できるものを提示）
　※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介助の方1名は、常設展・企画展とも無料です。
　※小学生・中学生・高校生のみなさんは、土曜日、日曜日、祝日・振替休日、学校の春・夏・秋・冬休み期間中は、常設展・企画展とも
　　無料です。
　　但し、一部の企画展については対象にならないものもあります。

　◆有料B　一般800円（640円）高・大学生600円（480円）小･中学生400円（320円）※（  ）内は20名以上の団体料金です。
　※65歳以上の方で年齢を証明できるものをご提示いただいた方は観覧料が半額になります。
　※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介助の方1名は観覧料が無料になります。
　※小学生・中学生・高校生のみなさんは、土曜日、日曜日、祝日・振替休日、および学校の秋休み期間中の観覧料は無料です。
　※特別展の観覧料で所蔵作品展もご覧いただけます。
■貸し館のご案内
　図書館では集会室を、博物館では講座室を、近代美術館ではギャラリーと講座室を、21世紀館ではイベントホール・多目的活動室・ミニ
　シアター・すだちくん森のシアター・スタジオ・ミーティングルームを、県民の皆さまの文化活動の場として提供しています。
　詳細については、各館にお問い合わせください。
■広告掲載のご案内
　平成30年度から、当広報紙（文化の森通信「文化の森から」）に広告が掲載できるようになりました。掲載料及び手続き等詳細については、
　21世紀館にお問い合わせください。

博物館部門展示    

会期：10月1日(火)～12月1日(日)
会場：徳島県立博物館  ２階常設展示室内  部門展示室

②官宣旨案（徳島県指定文化財「三木家文書」のうち）①延喜式　巻七

日時：10月19日（土）
　　　14：00開演
　　　（13：30開場）
会場：21世紀館  すだちくん森のシアター
出演：徳島県警察音楽隊、香川県警察音楽隊、
　　　愛媛県警察音楽隊、高知県警察音楽隊

日時：11月3日（日・祝）9：30～16：00
会場：図書館・博物館・鳥居龍蔵記念博物館・
　　　近代美術館・文書館・21世紀館

各館それぞれが、
趣向を凝らした楽しい
イベントを開催します。

各館それぞれが、
趣向を凝らした楽しい
イベントを開催します。

文書館 第58回企画展「阿波へ異国船がやってきた」
第59回企画展「富岡の豪商　吹田家」

８月６日（火）～１０月２７日（日）
10月29日（火）～令和２年１月26日（日）

２階展示室
２階展示室

近代美術館 特別展　ニューヨーク・アートシーン
　―ロスコ、ウォーホルから草間彌生、バスキアまで　
　　　　　　　　滋賀県立近代美術館コレクションを中心に
所蔵作品展　徳島のコレクション　2019年度第2期　
　特集　明治の徳島画人―原鵬雲、守住勇魚、團藍舟など
所蔵作品展　2019年度第3期　特集　生きてゆくこと
所蔵作品展　ユニバーサル美術館：話せば広がる鑑賞物語

9／14（土）～11／4（月・振替休日）

9／10（火）～10／27（日）

11／2（土）～2月2日（日）
11／23（土・祝）～12／25（水）

有料B、2階展示室３

有料A、2階展示室１、２他

有料A、2階展示室１、２他
有料A、2階展示室３

博物館 特別陳列「博物館60周年記念展
　　　　　　　とくしまタイムトラベル－過去・現在・未来－」
徳島の自然と歴史
　部門展示「大嘗祭と阿波」 
クイズラリー（毎月第2・第4土曜日9:30～16:00）

鳥居龍蔵
記念博物館

鳥居龍蔵の見たアジア、鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵から学ぶもの
　トピックコーナー展示
　　「大正６年 大阪府国府遺跡発掘調査「余録」
　　　　　　　　　　－鳥居龍蔵宛、本山彦一書簡より－」
　トピックコーナー展示
　　「鳥居龍蔵、ペルーで岩面彫刻を調査する
　　　　　　　　　　　　　－1937年の調査記録から－」

10/5（土）～11/10(（日）

常設
10/1（火）～12/1（日）　
10/1２（土）・10/2６（土）・11/９（土）・11/2３（土）

常設
開催中～11/10（日）

11/12（火）～4/5（日）

有料Ａ　２階常設展示室
２階常設展示室内　第２展示室

２階常設展示室内　第２展示室

１階企画展示室

有料Ａ　２階常設展示室
２階常設展示室内　部門展示室
常設展示室ほか

21世紀館 土曜映画会「會議は踊る」
文化の森　秋のファミリーコンサート
文化の森プレ30周年記念
　阿波人形浄瑠璃（日本）×シチリア人形劇（イタリア）
第27回電脳交響楽団演奏会
土曜映画会「グレイテスト・ショーマン」

ミニシアター 定員　50人
すだちくん森のシアター
すだちくん森のシアター

イベントホール 定員　100人
イベントホール 定員　112人
   

10/12（土）14：00～
10/19（土）14：00～
10/20（日）①10：30～
　　 　 　　  ②13：30～
10/27（日）13：30～
11/９（土）  14：00～

以下の期間は、どなたも常設展・所蔵作品展の観覧料が無料となります。
●とくしま文化推進期間・・・・・・・１１月３日（日・祝）～17日（日）
●関西文化の日・・・・・・・・・・・１１月3日（日・祝）～17日（日）、23日（土・祝） 

フラワーアレンジメント
10/3（木）・10/10（木）・10/17（木）・10/24（木）・
10/31（木）・11/7（木）・11/14（木）・11/21（木）・11/28（木）
①11：00～②13：00～③15：00～

ミーティングルーム
熊川　090-2788-0841
無料（お花代・実費のみ）

徳島県中学校技術・家庭科研究会　無料10/12（土）～10/13（日）9：30～17：00

10/25（金）～10/26（土）9：30～17：00
10/27（日）9：30～16：00

ギャラリー

多目的活動室 一般社団法人日本盆栽協会徳島県支部（大西）　
090-8979-3903　無料

10/16（水）～10/19（土）9：30～17：00
10/20（日）9：30～16：00

ギャラリー 細川直毅・芳子　088-686-4681　無料

木田写真クラブ　無料

徳島県中学校技術・家庭科作品展

盆栽展示会

詩と木の彫刻展

木田写真クラブ写真展 10/25（金）～10/26（土）9：30～17：00
10/27（日）9：30～16：00 ギャラリー

ギャラリー11/1（金）～11/7（木）9：30～17：00 原田　繁昭　無料原田繁昭作品展

イベントホール11/４（月・祝）12：30～ hitomi音楽教室（小林）　090-8697-0274
無料

イベントホール11/10（日）①13：00～（読み聞かせ等：どなたでも）
　　　　  　②14：00～（講演：小学生以上の方から）

入場無料、要申込、先着200名
（申込み・問合せ）徳島県教育委員会 生涯学習課　088-621-3148

hitomi音楽教室presents
たのしい!おもしろい!カッコいい!音楽祭♪2019

イベントホール11/16（土）15：00開演（14：30開場） ミュージックラボ　メロディア（川原）　
090-4973-1650　無料

メロディアの発表会
Melodical Time vol.5

つながる読書推進事業
絵本作家－真珠まりこさん講演会&サイン会

イベントホール11/17（日）15：00開演（14：30開場） たけと愉快な仲間たち 代表 武村知美　050-5316-1911
前売1500円／当日2000円　小学生以下無料

たけと愉快な仲間たち　結成10周年記念コンサート
“10th Anniversary Special Live!”

ギャラリー
多目的活動室

11/22（金）～11/23（土）9：30～17：00
11/24（日）9：30～16：00

徳島県中学校文化連盟事務局（富田中学校内）　
080-2993-6998　無料第５回徳島県中学校総合文化祭

文化の森秋のファミリーコンサート文化の森秋のファミリーコンサート

入場無料
申込不要

文化の森

大秋祭り!!
文化の森

大秋祭り!!


