
会期：開催中～8月4日（日） 
会場：徳島県立文書館  ２階  展示室

　金磯・和田津（小松島市）、辰巳・豊益（阿南市）、
小松（徳島市）などは、江戸時代におこなわれた大
開発によって作られた干拓地です。
　重機のない時代に、大工事はどのようにして進
められたのか。残された多くの絵図や文書資料か
らその様子を紹介します。

阿波の干拓新田
－新田絵図を中心に－
阿波の干拓新田
－新田絵図を中心に－

電源立地地域対策交付金事業の活用について
文化の森総合公園施設の管理運営には、国から交付された「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

6-7
近代美術館特別展

文書館の逸品展

観覧料が必要です

無　　料

和田津新田西開絵図

【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

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）

徳島県文化の森総合公園
Tokushima Bunka-no-Mori Park

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

※★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 

こども鑑賞クラブ「新しいコレクション」
14：00～14：45　近代美術館展示室１　小学生対象

野外生きものかんさつ「花巡り！植物かんさつハイキング７月～真夏の森林浴～」
10：30～17：00　吉野川市山川町高越山船窪つつじ公園駐車場　現地集合
ワクワクむかし体験「さきどり自由研究、民具にチャレンジ」★
13：30～15：00　博物館実習室　定員20名

博物館

　日本の伝統的な絵画のモチーフのひとつ「美人画」の世界を、国内屈指の近代美
人画コレクションとして知られる「培広庵コレクション」に、当館の所蔵作品を加
えて展覧します。
　「美人画」が最も輝きを放った大正、昭和初期を中心に、優美な作品で美人画を
リードした東の鏑木清方、西の上村松園をはじめ、伊東深水、北野恒富、紺谷光
俊らの作品を、四季や日常の粧い、芸事や踊り、物語・伝承などの切り口でご紹
介します。

みんなで学ぼう

7月

…………………………………………………13日土

6月
近代美術館

野外生きものかんさつ「川魚かんさつ」★
10：00～12：00　園瀬川（文化の森公園前）　定員40名　現地集合
古文書講座（初級）⑤★
14：00～16：00　文書館講座室

…………………………………………………26日金

たのしい地学体験教室「貝化石標本をつくろう」★
13：30～16：00　博物館実習室　定員25名　小学校5年生以上
部門展示「アゲハチョウと甲虫－愛好家たちのコレクション－」展示解説
14：00～15：00　博物館常設展示室内　部門展示室

博物館

「河井清一と明治期・徳島の若者文化」展示解説
14：00～14：45　近代美術館展示室１

美術館で宿題そうだん会★
13：00～16：30　近代美術館アトリエ２　定員20名程度

博物館

文書館

…………………………………………………14日日

ミュージアムトーク「ゼロから始める植物学～標本の作り方編～」
10：30～12：00　博物館実習室
野外生きものかんさつ「初めての植物かんさつ(夏編)」
13：30～15：30　文化の森公園内

…………………………………………………20日土

美術館で宿題そうだん会★
13：00～16：30　近代美術館アトリエ２　定員20名程度

…………………………………………………25日木

野外生きものかんさつ「夏の昆虫ウォッチング」★
10：00～12：00　文化の森公園内　定員20名
企画展「とくしまの恐竜時代」展示解説
14：00～15：00　博物館企画展示室

博物館
…………………………………………………21日日

近代美術館

「美人画の雪月花－四季とくらし　培広庵コレクションを中心に」展
学芸員の見どころ解説
14：00～15：00　近代美術館展示室３

近代美術館

文書館の逸品展「阿波の干拓新田－新田絵図を中心に－」展示解説③
13：30～14：30　文書館講座室・展示室

文書館

古文書講座（初級）⑥★
14：00～16：00　文書館講座室

文書館

…………………………………………………
海部自然・文化セミナー「海陽町の蝶」
13：30～15：00　海南文化館　定員50名　現地集合

16日日
博物館

…………………………………………………
歴史散歩「徳島大空襲の史跡を歩こう」★　
10：00～12：00　徳島市内　定員20名　現地集合

30日日
博物館

鳥居龍蔵セミナー 
第１回「鳥居龍蔵と小金井良精
　　　　　　－城山貝塚の調査をめぐって－」
13：30～15：00　博物館講座室　定員50名

「新収蔵のコレクション」展示解説
14：00～14：45　近代美術館展示室１

…………………………………………………
まなびの森講演会
「中世・海部刀が最も栄えた時代背景」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員60名

15日土

ワクワクむかし体験
「弥生時代の鉄鍛冶にチャレンジ！」★
13：30～16：30　博物館実習室　定員15名　小学校5年生以上

…………………………………………………
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

23日日

博物館
…………………………………………………

７日 …………………………………………………
文書館の逸品展
「阿波の干拓新田－新田絵図を中心に－」展示解説②
13：30～14：30　文書館講座室・展示室

金

ミュージアムトーク
「ゼロから始める植物学～名前の調べ方編～」
10：30～12：00　博物館実習室
野外生きものかんさつ
「初めての植物かんさつ(梅雨期編)」
13：30～15：30　文化の森公園内
部門展示
「文化の森の植物～植物相の移り変わり～」展示解説
15：30～16：00　博物館常設展示室内　部門展示室

博物館

こども鑑賞クラブ「郭（クウァク）さんの世界」
14：00～14：45　近代美術館展示室３　小学生対象

近代美術館

図書館

…………………………………………………
古文書講座（初級）④★
14：00～16：00　文書館講座室

22日土

…………………………………………………
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　　

13日木

２日日

８日 …………………………………………………土

文書館

古文書講座（初級）③★
14：00～16：00　文書館講座室

文書館

21世紀館

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

近代美術館

文書館

博物館21世紀館

観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要

観覧料必要

…………………………………………………
野外生きものかんさつ「水生昆虫のかんさつ」★
10：00～12：00　園瀬川（文化の森公園前）　定員30名　現地集合
みどりを楽しもう・味わおう「夏休みの自由研究に！ 植物の繊維を取ろう」★
13：00～16：00　博物館実習室・文化の森公園　定員20名
海部自然・文化セミナー「以西底曳網漁船の漁業日誌」
13：30～15：00　海南文化館　定員50名　現地集合

28日日
博物館

鳥居龍蔵セミナー 
第2回「鳥居龍蔵の大洲巨石調査を検証する－当館所蔵の写真資料より－」
13：30～15：00　博物館講座室　定員50名

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

鳥 居 龍 蔵
記念博物館

６日 …………………………………………………土

７日 …………………………………………………日

…………………………………………………11日木
デジカメ画像入門★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

21世紀館

博物館

近代美術館

近代美術館

…………………………………………………27日土
スペシャルトーク「北野恒富の〈阿波踊〉をめぐって」
14：00～15：30　近代美術館講座室・展示室３

近代美術館

消しゴムはんこ体験講座「きものの文様でオリジナルコースターを作ろう」
①10：30～12：00、②13：30～15：00　
近代美術館アトリエ２　参加料・申込必要

近代美術館

博物館21世紀館

観覧料必要

観覧料必要

６－７月６－７月

 文化の森総合公園開園プレ30周年  徳島新聞創刊75周年記念 文化の森総合公園開園プレ30周年  徳島新聞創刊75周年記念

会期：7月20日（土）～9月1日（日）
会場：徳島県立近代美術館  ２階  展示室３
主催：培広庵コレクション展実行委員会、徳島県教育委員会、徳島新聞社
後援：四国放送、エフエム徳島　　協賛：日亜化学工業株式会社
＊和装割引あります（着物・浴衣・阿波踊り衣装等の方は2割引）

上村松園　〈桜狩の図〉1935（昭和10）年頃　絹本着色　培広庵コレクション ▶

「美人画の雪月花
 　－四季とくらし  培広庵コレクションを中心に」展
「美人画の雪月花
 　－四季とくらし  培広庵コレクションを中心に」展



会期：6月11日（火）～
　　　8月 4 日（日）
会場：徳島県立図書館 １階ギャラリー

図書館企画展

時代と共に振り返る
平成のベストセラー

観覧料が必要です。

ゴライアストリバネアゲハ

ルリクワガタ▶

平成元年から平成30年までの各年の
ベストセラーを紹介すると共に、各年
に起こった
さまざまな
出来事を取
り上げた本
を紹介しま
す。 文化の森プレ30周年記念文化の森プレ30周年記念

四国 アイランド パノラマ四国 アイランド パノラマ

徳島で演劇に情熱をかける中学生から大学生が文化の森に大集合！
熱い４日間をお見逃しなく！

開催日：7月14日（日）
時間・会場：
　★コンサート　12：30開演（12：00開場）　
　　徳島県立21世紀館　すだちくん森のシアター
　★映画「スティールパンの惑星」上映会
　　10：30上映（10：00開場）／17：30上映（17：00開場）
　　徳島県立21世紀館　イベントホール（定員112名）
主　催：徳島県立21世紀館

四国 アイランド パノラマ
　「天使の琴」と呼ばれる、トリニ
ダード・トバゴ共和国の楽器「ス
ティールパン」の楽しいコンサート
と映画上映会です。

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 屋外展示「文化の森に憑依する滝」
屋外展示「呼応する木々」

文書館 文書館の逸品展「阿波の干拓新田 －新田絵図を中心に－」
文書館ウィーク絵図講演会「阿波の新田絵図を語る」

開催中～8/4（日）
6/1（土）14：00～

２階展示室・休憩コーナー
２階講座室

常設
常設

21世紀館
21世紀館

■令和元年６月－７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20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24分、「文化の森」で下車。
　③徳島市営バス2番のりば｢法花【文化の森経由】」行きに乗車し16分、「文化の森」で下車。
　④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18分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
　⑤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。
◆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

国道438号

文化の森駅 文化の森駅東

園瀬川
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文化の森
総合公園

文化の森【公園内での催し】
名   称

ノルディック・ウォーク教室

日　時

7/7（日） 9：00～11：00

場　所

文書館前 

備　考

ネイチャーゲーム大会★ 7/28（日） 9：30～12：00 知識の森 保険料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】
名   称 日　時 場　所 備　考

フラワーアレンジメント

6/6（木）・6/13（木）・6/20（木）・
6/27（木）・7/4（木）・7/11（木）・
7/18（木）・7/25（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）

陶と造形による大貝貞雄・寿子　夫婦展 ギャラリー 大貝　088-663-1308　無料

無料7/11（木）～7/15（月・祝）
9：30～17：00

7/27（土）①14：30～②18：00～
7/28（日）③11：00～④14：30～

6/11（火）～6/16（日）
10：00～17：00

ギャラリー

イベントホール
ミュージカルスクールWITH　
090-8440-9817（代表：内藤）　
前売り券1,500円、当日券1,700円

徳島彫刻集団　四宮達司展

ミュージカルスクールWITH　
　第17回公演
　『for YOU～天使たちのボレロ～』

2019年度 “我が家の天使” 写真展 7/27（土）・7/28（日）
9:30～17：00 ギャラリー

スタジオ・ケント
（ザ・ビッグ徳島川内本店  0120-81-0025/
エクストラ阿南店  0120-41-7532）   無料

近代美術館 特別展　文化の森総合公園開園プレ30周年　徳島新聞創刊75周年記念　
　「美人画の雪月花－四季とくらし　培広庵コレクションを中心に」展
所蔵作品展　徳島のコレクション　2019年度第１期　
　特集「新収蔵作品を中心に」
所蔵作品展　受贈記念　郭徳俊の版画
所蔵作品展　徳島のコレクション　2019年度第２期　
　特集「河井清一と明治期・徳島の若者文化」

7/20（土）～9/1（日）

開催中～7/7（日）

開催中～6/16（日）
7/13（土）～9/8（日）

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３
有料A　２階展示室１、２他

図書館

博物館

企画展「読んでみん！みんなのすすめる本」
企画展「時代と共に振り返る　平成のベストセラー」
まちのお薬相談室（毎月第2・第4土曜日13：00～16：00）
★はじめての方のための読み聞かせ講座
にちようびのおはなし会
　（毎月第2・第4日曜日14：00～14：30）
赤ちゃんと楽しむおはなし会
　（毎月第2木曜日10：30～10：50）
助産師さんとはなそう！
　（奇数月第2木曜10：50～11：30）

開催中～6/9（日）
6/11（火）～8/4（日）
6/8（土）・6/22（土）・7/13（土）・7/27（土）
6/9（日）14：00～15：30
6/9（日）・6/23（日）・7/14（日）・7/28（日）

6/13（木）・7/11（木）

7/11（木）

１階ギャラリー
１階ギャラリー
１階ギャラリー
３階集会室１
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

企画展「ミネラルズ2019」
企画展「とくしまの恐竜時代」
徳島の自然と歴史
　部門展示「文化の森の植物～植物相の移り変わり～」
　部門展示「アゲハチョウと甲虫 －愛好家たちのコレクション－」
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
　　「徳島市城山貝塚をめぐる論争と鳥居龍蔵」
　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－」

開催中～6/2（日）
7/19（金）～9/8（日）
常設
開催中～7/7（日）
7/9（火）～9/29（日）
6/8（土）・6/22（土）・7/13（土）・7/27（土）

常設
開催中～7/28（日）

7/30（火）～11/10（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

有料Ａ　１階企画展示室
有料Ａ　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
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「三度目の殺人」
文化の森　演劇フェスティバル

土曜映画会「黄色いリボン」
文化の森プレ30周年記念　四国 アイランド パノラマ

イベントホール　 定員112人
イベントホール　 定員250人
イベントホール　 定員250人
イベントホール　 定員112人

すだちくん森のシアター
イベントホール　 定員112人

6/8（土）14：00～
第1週：6/15（土）・6/16（日）10：30～
第2週：6/22（土）・6/23（日）10：30～
7/13（土）14：00～
7/14（日）
コンサート　12：30～
映画上映会　①10：30～②17：30～
   

◎開館時間　9：30～17：00　図書館は平日9：30～19：00
◎休館日　6/3㈪･ 6/10㈪･ 6/17㈪･6/24㈪･7/1㈪･7/8㈪・7/16㈫・7/22㈪・7/29㈪ (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6/20㈭･7/18㈭も休館

第18回  文化の森 演劇フェスティバル
第15回 中学校演劇フェスティバル・第26回 高校演劇フェスティバル・第18回 大学演劇フェスティバル

日時：７月９日（火）～９月29日（日）
会場：徳島県立博物館  ２階常設展示室内部門展示室

■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1,000円（800円）　高校生500円（400円）　※（  ）内は、前売り・20名以上の団体料金です。
　※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、無料です。
　※小学生・中学生・未就学児は、無料です。
　※和装（着物、浴衣、阿波踊り衣装など）の方は、前売り料金になります。
　※近代美術館の特別展の観覧料で、近代美術館の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「アゲハチョウと甲虫ー愛好家たちのコレクションー」
県内在住の2名の昆虫愛好家のコレクションを紹
介します。昨年度に引き続き、吉野川市在住の蝶
の愛好家小川昌彦氏によるアゲハチョウの仲間の
コレクションと、徳島市在住の増田敏雄氏による
県内外の甲虫のコレクションを紹介します。

無料

日時：6月15日（土）・16日（日）・22日（土）・23日（日）
　　　各日10:30開演（10:00開場）
主催：徳島県立21世紀館　　
制作：徳島県高等学校演劇協議会

入場
無料

入場
無料

申込
不要


