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　東京都美術館は、すべての人に開かれた「アートへの入口」となり、「創造と共
生の場＝アートコミュニティ」を築き、「生きる糧としてのアート」と出会う場と
して、人々の心のゆたかさの拠り所となることを使命として掲げています。
　この使命を達成するため、平成28年度は、特別展、企画展、コレクション展
の「展覧会事業」、公募団体展、学校教育展、連携展の「公募展事業」、アートを媒
介として人々のつながりや新たなコミュニケーションを育む「アート・コミュニ
ケーション事業」など、様々な事業を展開しました。
　あわせて、来館者に対しての日々のホスピタリティの向上や、ウェブサイト・
広報媒体・展示解説の多言語化にも努めました。

　当館は平成28年に開館90周年を迎え、記念展「木々との対話──再生をめぐる
5つの風景」をはじめ、記念フォーラムやアーカイブズ資料展示などの事業を行
い、節目の年を祝うとともに100周年に向けてさらなる一歩を踏み出しました。
　公募団体との連携事業である３つの連携展については、若い才能ある作家を紹
介するなどリニューアル後5年で大きな成果を挙げることができました。平成29
年度からは、これまでの実績を発展させる新たな企画で開催していきます。

　年報は、社会と東京都美術館をつなぎ、よりよい美術館運営を行うための大切
なツールと位置づけています。編集にあたっては、各事業の内容や成果、実績を
分かりやすく紹介することを心がけました。この年報を通して、東京都美術館の
活動にご理解をいただければ幸いです。

 平成29年9月　
 東京都美術館　

はじめに





平成28年度の東京都美術館
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東京都美術館の使命と事業

　「都民のための美術の振興を図る」という東京都美術館の
設置目的を果たし、東京都が定めた基本的な使命を達成す
るために、平成24（2012）年のリニューアルを機に指定管
理者として新たな管理運営の基本方針を次のように定めた。
指定管理期間：平成21年度から平成28年度まで（8年間）

　新しい東京都美術館は、「アートへの入口」となることを
目指します。展覧会を鑑賞する、子供たちが訪れる、芸術
家の卵が初めて出品する、障害を持つ人が何のためらいも
なく来館できる̶すべての人に開かれた「アートへの入口」
として生まれ変わります。
　新しい価値観に触れ、自己を見つめ、世界との絆が深ま
る「創造と共生の場＝アート・コミュニティ」を築き、「生
きる糧としてのアート」と出会う場とします。そして、人
びとの「心のゆたかさの拠り所」となることを目指して活動
していきます。

東京都美術館の4つの役割
• 人々の交流の場となり、新しい価値観を生み出す美術館
• 芸術活動を活性化させ、鑑賞の体験を深める美術館
• 伝統を重視し、新しい息吹との融合を促す美術館
• 世界と日本の名品に出会える美術館

4つの役割を具現化する4つの柱
• 特別展や企画展など、見る喜び、知る楽しさを提供す

る「展覧会事業」
• 東京藝術大学と連携して行うアート・コミュニケータ

の養成やワークショップの実施など、交流による新たな
可能性を探究する「アート・コミュニケーション事業」

• 公募団体やグループと連携し、つくる喜びを共有する
「公募展事業」
• アートラウンジや美術情報室、ミュージアムショップ、

レストラン等、訪れる楽しさを充実させる「アメニティ
事業」
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「アートへの入口」を目指す11の取組

1　特別展
　報道機関との共催により、「世界と日本の名品」に出会う
大型の展覧会を開催

2　企画展
　芸術に満ちたライフスタイルを提案する「アーツ&ライ
フ展」、日本の現存作家の活動に注目した「現代作家展」、
障害のある方々の作品を紹介する「アーツ&ケア展」の3つ
のテーマを基本に、毎年1つのテーマを取り上げる独自の
企画による展覧会の実施

3　コレクション展
　東京都美術館がコレクションとして所蔵する「書」などの
作品を中心とした展覧会の実施

4　連携展
　公募団体やその他のグループと連携し、美術界の活性化
を図る展覧会の実施。「公募団体ベストセレクション 美術」
展、「TOKYO 書　公募団体の今」展、「都美セレクション 
新鋭美術家」展などを開催

5　学校教育展
　教育委員会や高校・大学などの教育支援として行うもの
で、美術館が児童・生徒・学生の作品発表の場となる展覧
会を開催

6　公募団体展
　絵画、彫刻、工芸、書などの作品を公募する団体が主催
する展覧会。年間40会期、約260団体による展覧会を開催

7　アート・コミュニケーション事業
　学校連携事業、東京藝術大学との連携事業「とびらプロ
ジェクト」や展覧会に合わせたプログラム（コミュニケー
ション・プログラム）、障害のある方のためのプログラム（ア
クセスプログラム）などを通して「アートの入口」を継続的
に創出。同時にアーツカウンシル東京と東京藝術大学と共
に行う主催事業「Museum Start あいうえの」では上野公園
の各館と連携をとりながら、より豊かな体験を提供できる
よう事業を展開

1　とびらプロジェクト
　東京藝術大学と連携し、市民と共に美術館を拠点にオープンで実践的
なコミュニティの形成を実現していくことを目的に活動中。公募による

アート・コミュニケータ（愛称：とびラー）が美術館や文化財を介した新
しいコミュニティの回路を作る役割を持ち、学びと実践を繰り返しなが
らプロジェクトを推進している。
2　Museum Start あいうえの
　上野公園の9つの文化施設が連携し、上野地域の文化財や文化活動の
価値をより認知しやすい環境を作り、子供たちのミュージアム・デビュー
を応援することを目的とする。文化財を介して子供と大人が主体的に学
びあえる環境を創造する「ラーニング・デザイン・プロジェクト」。
3　学校連携
　学校の授業や活動として来館する団体への日常的な対応や、教員のた
めの研修会の開催、専門家向けの研修会への協力、インターンシップの
受入などを行う。
4　展覧会関連プログラム
　当館で開催されるそれぞれの展覧会をより深く体験するためのプログ
ラムを開催。講演会やワークショップ、ギャラリートークなど実施。
5　建築ツアー
　当館の建築をアート・コミュニケータと共に歩き観察することによ
り、美術館に親しみその活用のしかたへの理解が深まるツアーを開催。
6　アクセス・プログラム
　障害のある方のための特別鑑賞会など、美術館を利用しにくい状況に
ある方に対し、美術館の活用を促進するプログラムを実施。
7　調査・研究
　フォーラムの開催やアート・コミュニケーション事業に関する事業の
アーカイブ化など、調査・研究的活動を実施。

8　佐藤慶太郎記念	アートラウンジ
　当館創設に寄与した佐藤慶太郎の名前を冠したラウンジ
を運営。東京都内の美術館を中心にした展覧会などの情報
にアクセスできるインフォメーション・サービスを提供す
る。当館の歴史を紹介する資料展示も実施

9　美術情報室
　図書、雑誌及び展覧会図録など約4万冊のほか、当館に
関連したアーカイブズ資料1500件ほどを収蔵管理し、閲
覧室として運営

10　ミュージアムショップ
　 「＋CREATION」（プラス・クリエーション）をコンセ
プトに、日々の暮らし、さらには人生をもっと豊かに、お
もしろくするアイテムを提案する、新しいタイプのミュー
ジアムショップを展開

11　レストラン・カフェ
　館内で過ごすひとときを楽しむための3つのレストラン
を運営。カジュアルに料理を楽しむメインダイニング
「MUSEUM TERRACE（ミュージアム テラス）」、当館の
グランドレストランとなる「IVORY（アイボリー）」、コーヒー
やスイーツを中心とした「M cafe（エム・カフェ）」を運営
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沿革

大正10（1921）年 3月

大正15（1926）年 5月

昭和18（1943）年 
昭和40～ 42
（1965～ 67）年
昭和43（1968）年
昭和47（1972）年

昭和50（1975）年 3月
 9月

昭和52（1977）年 3月
平成6（1994）年 4月

平成7（1995）年 3月
平成8（1996）年 4月

平成10（1998）年 9月
平成14（2002）年 4月

平成18（2006）年 4月

 5月
平成21（2009）年 4月

平成22（2010）年 4月

 5月

平成23（2011）年 7月

 11月

平成24（2012）年 3月
 4月

 6月

注）
東京都美術館のロゴマークは公益財団法人東京都歴史文化財団の登録商
標である。［参考：商標登録第5520726号、第5520727号］

北九州の実業家・佐藤慶太郎氏から100万円の
寄付
東京府美術館開館（設計は岡田信一郎。開館記
念日5月1日）
都制施行により東京都美術館と名称変更

建物老朽度調査を実施
美術館建設準備委員会を設置
新館建設工事着工（設計：前川國男建築設計事
務所）
工事完了
新館開館。貸館中心だった事業を自主事業とし
て企画展の開催、美術文化事業、美術図書室の
運営等を実施。作品収集にも力を注ぐ
旧館取り壊し工事及び旧館跡地造園工事完了
全収蔵作品及び美術図書資料を東京都現代美術
館に移管。以降、報道機関との協力による共催
展と、美術団体等による公募展を活動の柱とする
東京都現代美術館開館
東京都教育委員会から（財）東京都教育文化財団
（後に東京都生涯学習文化財団へ名称変更）へ管
理運営が委託
ミュージアムショップがオープン
（財）東京都生涯学習文化財団から（財）東京都歴
史文化財団へ管理運営委託先を変更
（財）東京都歴史文化財団が指定管理者として3
年間管理運営を受託
開館80周年記念祭を実施
（財）東京都歴史文化財団が指定管理者として8
年間管理運営を受託
（財）東京都歴史文化財団が公益財団法人へ移行
施設設備の老朽化のため大規模改修工事（設
計：前川國男建築設計事務所）を実施。約2年
間休館
リニューアル準備室を旧坂本小学校内（台東区
下谷）に開設
東京都現代美術館から彫刻作品12点、書作品
36点を再移管
ロゴ・シンボルマークを制定（デザイン：吉岡
徳仁デザイン事務所）
博物館法による博物館相当施設に指定
リニューアルオープン（企画棟を除く）。ユニ
バーサルデザインを採り入れ、展示室の環境改
善を行い、レストランやショップを充実。新た
な管理運営方針のもと、多様な自主企画の展覧
会やアート・コミュニケーション等の事業を展
開
リニューアル記念特別展「マウリッツハイス美
術館展」オープン（企画棟を含め全面オープン）

東京都美術館のロゴマーク

　平成24年4月のリニューアルに合わせて、東京都美術
館のシンボルとなるロゴマークが誕生した。このロゴマー
クは、世界的に活躍するデザイナー・吉岡徳仁氏によるも
ので、「誰にでもわかる明快さ・親しみやすさ」「シンボリッ
クなイメージ」「歴史と未来の融合」「日本をイメージ」と
いったキーワードをもとに制作された。
　2種類のロゴマークには、90年近い当館の歴史や重厚感
と同時に、未来へ向けた可能性を感じさせる軽やかさが表
現されている。美術館そのものを表すときは色のついた立
方体のもの、各事業を表すときは線で描かれた透明性のあ
るもの、と使い分けている。長く愛され、世界に通用する
「100年先の東京都美術館」を見据えた、シンプルで色褪せ
ない魅力にあふれたデザインとなっている。
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平成28年度 トピックス

平成28年
4月 16日 第5期「とびらプロジェクト」アート・コミュニケータ始動
 22日 「生誕300年記念 若冲展」開幕
  （5月24日まで）
 28日 秋篠宮同妃両殿下お成り（「若冲展」）
 30日 寛仁親王妃信子殿下お成り（「若冲展」）

5月 4日 「公募団体ベストセレクション 美術 2016」開幕
  （5月27日まで）
 12日 皇太子同妃両殿下行啓（「若冲展」）
 21日 「若冲展」入場者数40万人を記録

6月 11日  「ポンピドゥー・センター傑作展─ピカソ、マティス、デュ
シャンからクリストまで─」開幕

  （9月22日まで）

7月 10日 「Museum Start あいうえの」平成28年度プログラム開始
 23日 とびらプロジェクトオープン・レクチャー vol.6
   「青木 淳が語る前川國男－中心のない建築：彼の目指した

デザインとは？」
 26日  「開館90周年記念展　木々との対話──再生をめぐる５つ

の風景」開幕
  （10月2日まで）

8月 3日 「開館90周年記念関連展示　木々のアトリエ」開室
  （8月9日まで）
 27日 祝・国立西洋美術館世界遺産登録記念
   「ポンピドゥー・センター傑作展」講演会「ル・コルビュジ

エの絵画と建築」

9月 21日 「ポンピドゥー・センター傑作展」入場者数20万人を記録

10月 8日 「ゴッホとゴーギャン展」開幕
  （12月18日まで）
 21日 上野「文化の杜」TOKYO数奇フェス参加
  （10月23日まで）

11月 3日 開館90周年記念フォーラム開催
 3日 開館90周年記念アーカイブズ資料展示開催
  （12月4日まで）
 14日 上野地域帰宅困難者対応訓練への参加
 15日 東京都・台東区　国民保護（大規模テロ対処）訓練への参加
 26日 「第5回 都美セレクション グループ展」開幕
  （12月18日まで）

12月 6日 「ゴッホとゴーギャン展」入場者数30万人を記録

平成29年
1月 4日 「TOKYO 書 2017　公募団体の今」開幕
  （1月15日まで）
 4日 コレクション展「新東京百景─90年前の東京」開幕
  （1月23日まで）
 21日 「ティツィアーノとヴェネツィア派展」開幕
  （4月2日まで）
 23日 第6期「とびらプロジェクト」
  アート・コミュニケータ募集開始
 27日 「とびらフェス」開催
  （1月29日まで）

2月 4日 とびらプロジェクトフォーラム
  「美術館から社会的課題を考える　─する/されるをこえて」
 19日 「都美セレクション 新鋭美術家 2017」開幕
  （3月15日まで）

3月 11日 「ティツィアーノとヴェネツィア派展」
  入場者数10万人を記録
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平成28年度の実績と評価

　東京都美術館の開館90周年となる節目の年であり、記
念展「木々との対話──再生をめぐる5つの風景」をはじ
め、記念フォーラムやアーカイブズ資料展示という記念事
業を実施し、好評を博した。さらに、館のミッションを具
現化する「展覧会事業」「公募展事業」「アート・コミュニケー
ション事業」の3つの柱の効果的な連携や相乗効果によ
り、278万人を超える来館者を迎えることができた。

主な実績
展覧会事業
　｢生誕300年記念 若冲展」「ポンピドゥー・センター傑
作展」「ゴッホとゴーギャン展」「ティツィアーノとヴェネ
ツィア派展」といった特別展はいずれもほぼ目標の観覧者
数を達成し、多くの来館者に質の高い様々な美術を紹介し
た。開館90周年記念展「木々との対話──再生をめぐる5つ
の風景」も目標の2倍に迫る観覧者数を達成し、90周年記
念フォーラムなども含めて東京都美術館独自の事業を広く
紹介することができた。

公募展事業
　公募展示室の平成30年度の単年度の使用割当を決定
し、展示室の稼働率100％を維持した。連携展（美術・書
団体の選抜展等）については、アーティストトークや学校
鑑賞、対話型鑑賞会など作品とのコミュニケーションを図
る活動を展開した。特別展との相互割引等の広報連携によ
り公募団体展の入場者数も増加した。

アート・コミュニケーション事業
　企画展と連動し、公募展示室を使って、木に触れる展示
とワークショップを組み合わせた企画「木々のアトリエ」を
夏休みの時期に行い、企画展とアート・コミュニケーショ
ン事業の新しい連動の仕方を実現することができた。
Museum Startあいうえのでは、貧困や移民など社会課題
を視野に入れた社会包摂プログラムを試行した。また、平
成28年度はアート・コミュニケーション事業が始まって5
年目となり、活動を振り返る報告書を作成した。

自己評価
　平成28年は、東京都美術館の開館90周年となる節目の
年であり、記念展「木々との対話──再生をめぐる5つの
風景」をはじめ、記念フォーラムやアーカイブズ資料展示
などの記念事業を実施し、好評を博した。特に記念展「木々
との対話」は、ダイナミックな会場構成や会場内でのワー
クショップの開催など、これまでの企画展でもっとも入場
者数も多く、図録も完売するなど90周年記念にふさわし
いものとなった。また、20年ぶりに「東京都美術館ニュース」
の発行を再開した。

　特別展では、「動植綵絵」全点展示など、生誕300年記念
にふさわしい「若冲展」、斬新な展示構成を実現した「ポン
ピドゥー・センター傑作展」、幅広い来場者を迎え、動員
目標を大きく超えた「ゴッホとゴーギャン展」、質の高い油
彩画をゆったりと展示した「ティツィアーノとヴェネツィ
ア派展」など、学芸員の主体的な関わりにより質の高い特
別展を開催できた。
　アート･コミュニケーション事業では、企画展と連動し
た、触れる展示とワークショップを組み合わせた企画「木々
のアトリエ」の開催や社会的課題を視野に入れた社会包摂
プログラムを試行するなど、新たな取組を実施した。
　公募団体との連携事業である3つの連携展については、
若い才能ある作家を紹介するなど5年で大きな成果を挙げ
た。平成29年度からは、これまでの実績を発展させる形
で新たな企画で開催していく。
　また、上野「文化の杜」新構想プロジェクトにおける事業
の実施やＳＮＳ等による積極的な広報展開、企画展・連携
展等による英語併記・館内サインの多言語化の充実などに
取り組んだ。
　これらの取り組みにより、平成28年度は全体で278万
人を超える来館者を大きな事故もなく迎えることができ
た。今後は、今年度の成果と課題を引き続き分析し、今後
の事業に生かしていくとともに、外部による評価・検証を
踏まえて事業を進めていく。

外部評価委員会（総括的な意見）
　90周年にふさわしく、年間を通して多彩な事業を展開
し、目標を大幅に超える来館者を得たことを高く評価す
る。展覧会事業では、年間を通じて充実した内容の企画を
実施し、目標を大幅に上回る入場者実績を上げ、なおかつ
大きな事故なく円滑な展覧会運営を行っており、館職員の
方々の日々の努力を高く評価すべきである。しかしながら
あまりの混雑や長時間の入場待ちに対しては、今後は対策
を検討すべきと考える。
　アート・コミュニケーション事業では、新たなプログラ
ムの立ち上げや、プログラムの拡充など、さらなる高みを
目指して改善を進めていることを評価し、より深まりを
持って継続できるよう期待する。2020年を前にした多言
語化への取組や夜間開館への迅速な対応は評価できるが、
職員に過剰な負担がかからぬよう配慮の必要がある。
　特別展の入館者数が122万人となり、名実ともに日本を
代表する美術館となったことを高く評価したい。



各事業報告
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開館90周年記念事業1

開館90周年記念展　木々との対話──再生をめぐる5つの風景
開館90周年記念展関連展示　木々のアトリエ
開館90周年記念フォーラム　創造と共生の場を求めて─美術館の歴史と未来
開館90周年記念アーカイブズ資料展示　造形講座と東京都美術館
開館90周年記念事業広報

　企画展は、毎年テーマを絞り込み独自の展覧会を企画しているが、平成28年
度は開館90周年を記念して「木々と再生」をテーマに著名な5人の現代作家を招
いて木彫とインスタレーションを展示した。また、これに関連して「木々のアト
リエ」と題して出品作家の公開制作やトーク、ワークショップなどを行った。ま
た、11月には記念フォーラムを開催し、3人の有識者にそれぞれ東京都美術館の
ミッションに対する期待などを語っていただいた。さらに、アートラウンジでは
アーカイブズ資料展示「造形講座と東京都美術館」を行い、1975年の改築以来の
先駆的な教育普及資料事業を紹介した。一方、館のこうした事業や90年の歩み
をホームページで紹介しながら、著名人に当館の思い出を語っていただくなど、
広報事業の充実に努めた。
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主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
協力／ ギャラリー小柳、西村画廊、メグミオギタギャラ

リー、上野「文化の杜」新構想実行委員会、木更津・
中尾伊豆島プロジェクト

協賛／日能研
特別協力／新日鐵住金株式会社
会期／平成28年7月26日 (火 )～ 10月2日 (日 )
会場／ギャラリー A・B・C
出品点数／ 46点
観覧料（当日）／一般 800円、学生400円、65歳以上 500円
担当／田村麗恵、山村仁志、中原淳行、小林明子

　東京都美術館の開館90周年を記念し、現代日本を代表
する作家による、木と再生をテーマとした展覧会を開催し
た。土屋仁応は動物や龍、麒麟といった幻獣の木彫で、木
に新たな命を吹き込み、幻想的な世界を現出した。田窪恭
治は80年代の廃材を寄せ集めたシリーズと、当館の旧野
外彫刻展示場では、東京大空襲で被災したとされるイチョ
ウの木の周囲に、コルテン鋼のブロック1万個を敷き詰め
るインスタレーションを行い、風景そのものを再生させ
た。須田悦弘は植物の精緻な彫刻をインスタレーション
し、当館の建築に寄り添いながらも空間を一新させた。ま
た、ギャラリーに加えて美術情報室や佐藤慶太郎記念アー
トラウンジにも作品を展示した。國安孝昌は杉の間伐材の
丸太3,500本と、オリジナルの陶ブロック5万個を積み上
げるダイナミックなインスタレーションにより、生命の躍
動感を表現した。舟越桂は東日本大震災の被災者に対する
祈りと、再生への願いを意識した新作彫刻を発表した。世
代や表現方法の全く異なる5人による、木という素材なら
ではの表現の多様性を存分に堪能いただくことができた。
展覧会図録（特別木製装丁版）が第51回造本装幀コンクー
ルで日本印刷産業連合会会長賞を受賞した。

出品作家（展示会場）
國安孝昌（ギャラリーＡ）、須田悦弘（ギャラリーＡ、佐藤
慶太郎記念 アートラウンジ、美術情報室）、田窪恭治（ギャ
ラリーＣ、旧野外彫刻展示場）、土屋仁応（ギャラリーＣ）、
舟越 桂（ギャラリーＢ）

【開館90周年記念展】

木 と々の対話──再生をめぐる5つの風景
Dialogue with Trees – Five Stories of Rebirth and Renewal

図録［B5判／ 112ページ］
・「東京都美術館開館90周年と記念展『木々との対話──再生をめぐる5
つの風景』に寄せて」
真室佳武（東京都美術館館長）pp.8-9
・「木々と再生──5つの風景との出会い」
田村麗恵（東京都美術館学芸員）pp.12-15
・「再生をめぐって──東京都美術館と5つの風景」
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）pp.98-101
記録集［B5判／ 32ページ］

ポスター

図録

チラシ
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実績
入場者数／ 41,949人（1日平均688人）

関連企画
・舟越 桂　講演会
7月31日（日）　15:00～ 16:30 講堂／参加者数136人
・田窪恭治　アーティストトーク＋《感覚細胞─2016・イチョウ》特別
公開

8月14日（日）　 14:00～ 15：00 ギャラリーＣ、旧野外彫刻展示場／参
加者数93人

・いとうせいこう×須田悦弘　トークショー「植物に動かされる僕たち」
9月2日（金）　18:30～ 19:30 講堂／参加者数189人
・学芸員によるギャラリートーク＋《感覚細胞─2016・イチョウ》特別
公開
第1回  8月21日（日）14:00～ 15：00／会場内、旧野外彫刻展示場／

参加者数35人
第2回  9月4日（日）14:00～ 15：00／会場内、旧野外彫刻展示場／ 

参加者数40人
第3回  9月10日（土）14:00～ 15：00／会場内、旧野外彫刻展示場／

参加者数65人
第4回  9月17日（土）14:00～ 15：00／会場内、旧野外彫刻展示場／

参加者数83人

＜掲載記事など＞
・「木を使った作品に生命への畏敬の念　東京都美術館で企画展」／広瀬
登『毎日新聞』2016年8月3日

・「命の姿　5つの風景　『木々との対話』展／渋沢和彦『産経新聞』2016
年8月4日
・「東京都美術館『木々との対話』展　幕別出身・国安さん　巨大インス
タレーション出品」／伴野昭人『北海道新聞』2016年8月2日
・「イメージを動物に託す　彫刻家　土屋仁応　東京・上野で新作発表」
／下野綾『神奈川新聞』2016年8月8日

・「木に触れ、木を感じる展覧会　5人の作家が挑む『木と再生』」／『美
術手帖』1039号　2016年8月1日

・「日本人は木とのつきあい方がうまい」／村田真『YUKARI』vol.27　
2016年9月1日
・「彫る、組む、囲む　木と共に歩む5人のこれまで、そして今」／『芸
術新潮』2016年10月25日

・「東京都美術館が90周年　木と再生をテーマに人間存在や生命感じる
作品多数」／『上野経済新聞』2016年9月9日
・「現代作家の『木々との対話』展」／首都圏NEWS（NHK総合）2016年7
月31日
・「東京大空襲を生き延びたイチョウが芸術作品に」／おはよう日本
（NHK総合）2016年8月15日

会場風景　撮影：齋藤さだむ
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【開館90周年記念展関連展示】

木々のアトリエ

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
協力／ 岐阜県立森林文化アカデミー、アート・コミュニケー

タ東京
会期／平成28年8月3日 (水 ) ～ 8月7日 (日 )、9日（火）
会場／公募展示室ロビー階第3
出品資料件数／ 293件
観覧料／入室・参加無料
担当／稲庭彩和子・熊谷香寿美・河野佑美

「木々との対話」展に関連し、6日間のみ限定開室したアト
リエ。このアトリエでは、さまざまな木の素材に触れられ
るほか、「木々との対話」展出品作家によるワークショップ
や公開制作を開催。また作品の素材や制作の背景・プロセ
スがわかる展示や出品作家のこれまでの作品図録や関連書
籍の展示をした。美術館北側のイチョウの木の下に設置さ
れた、田窪恭治《感覚細胞－2016・イチョウ》など展示室
以外の展示を見に行くツアーも開催。
会場では「木々のアトリエ」開設に合わせてチーム・アップ
されたアート・コミュニケータ「きぎラー」が来場者の鑑賞
のサポートを行った。
ポスター・パネルデザイン：栗谷川舞（STUBBIE DESIGN）
きぎラーの目印となるアイテムのデザイン・制作：長嶋恭介

アトリエ入口

［展示物概要］
土屋仁応…《鳳凰》マケット2点、《猫》マケット2点、《麒麟》マケット2
点、《鳳凰》原寸型紙、《麒麟》原寸型紙、《獅子》原寸型紙、制作の道具、
作品制作時の木の端材、アトリエ写真10点（撮影：齋藤さだむ）、田中
福男 玉眼サンプル5組10点、田中福男 参考作品、

國安孝昌…《CHI VA PIANO VA LONTANO 2016（静かに行く人は、
遠くへ行く。）》設営作業15日間の観測写真150点（撮影：HIGURE 17-
15 cas）及び設営風景写真10点（撮影：齋藤さだむ）、杉材・レンガ・ワ
イヤー数点

田窪恭治…COR-TENⓇ（提供 新日鉄住金）、《感覚細胞－2016・イチョ
ウ》設営風景写真10点（撮影：齋藤さだむ）

舟越桂…作品制作時の木の端材、アトリエ写真10点（撮影：齋藤さだむ）

須田悦弘…《ユリ》、《バラ》、《朝顔》、《雑草》設営風景写真10点（撮影：
齋藤さだむ）

木材標本　50点
出品作家にまつわる書籍14冊、木にまつわる書籍10冊

ポスター

アトリエ入口パネル
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実績
入場者数／ 4,015人（1日平均 669人）

・関連企画
8月3日（水）、4日（木）、9日（火）各日10:30～、15:00～
「木々のアトリエ発」館内ツアー（45分間程度）
ガイド：アート・コミュニケータ「きぎラー」
対象：どなたでも
参加者数55人
アトリエから出発し、館内に展示された、「木々との対話」展の作品を鑑
賞しながら、館の北側の大イチョウの下に設置された作品をきぎラーと
めぐるツアー

8月5日（金）10:00 ～ 14:00
土屋仁応さんとワークショップ
「想像の動物ってどんな風に生まれるの？」
ワークショップ講師：土屋仁応
対象：小学校3年生以上中学生までとその保護者
参加者数22人
土屋さんと一緒に、作品を鑑賞した後に、想像上の生きものを考え、実
際の彫刻でも使用されている「くすのき」の木片に描くワークショップ

8月6日（土）10:00～ 17:00（但し、12:00～ 13:00を除く）
須田悦弘さんの公開制作「上野公園を歩き、そして《雑草》が生まれるま
で。」
参加者数447人
須田さんが上野公園を歩き、作品のモデルとして見つけた雑草を、木々
のアトリエで一日掛けて彫刻し、完成した《雑草》を展示室に設置するま
での一連のプログラム

8月7日（日）10:00～ 12:00
國安孝昌さんと一緒に巡る「木々との対話」
対象：高校生以上
参加者数20人
國安さんと一緒に、《CHI VA PIANO VA LONTANO 2016（静かに行
く人は、遠くに行く。）》を鑑賞した後に、作品制作で使用している道具
を使いながら、丸太をくみ上げる体験をするワークショップ

・とびラーによるプログラム
8月6日 (土 )、7日 (日 )11:00～ 16:00
「樹の街」
参加者数567人
「木々との対話」展を鑑賞した参加者が、素材としての木に触れつつアー
ト・コミュニケータ（とびラー）と対話することで、鑑賞体験を振り返る
ことができる場づくりを行った。山梨県小菅村の木材や1万個の積み木、
木をテーマにした絵本、木材や種子など、木にまつわる物をハンズオン
で展示。切り紙や工作ができるスペースも設けた。（会場：公募展示室
ロビー階第4）

撮影：中川正子（下から2枚目を除く）
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開館90周年記念フォーラム 創造と共生の場を求めて
──美術館の歴史と未来

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
日時／平成28年11月3日（木・祝） 13:30～ 17:00
会場／講堂
　　　聴講無料（事前申込）
登壇者： 平野啓一郎（小説家）、木下直之（東京大学教授）、

平出隆（詩人、多摩美術大学教授）、山村仁志（東
京都美術館学芸担当課長）、稲庭彩和子（東京都美
術館アート・コミュニケーション担当係長 学芸
員）、中原淳行（東京都美術館事業係長 学芸員）

　　　　＊役職は実施日当時

　開館90周年の記念事業として、多彩な活動で知られる3
人の識者にご講演をいただいた。
　山村仁志による当館の歴史の紹介に続き、平野啓一郎氏
に、「日常と美術館」と題して、高校時代からの美術館体験
などを語っていただいた。木下直之氏には、「上野になぜ
美術館があるの？」と題して、上野に美術館や博物館が誕
生するまでの経緯を平易に語っていただいた。平出隆氏に
は、「パサージュとしての美術館」と題し、アートへの入口
（内部）と出口（外部）をつなぐ美術館の役割の重要性を語っ
ていただいた。休憩を挟み、稲庭彩和子が、アート・コミュ
ニケーション事業での様々な試みを、中原淳行がリニュー
アルオープン（2012年）以降の企画展の紹介を行った。
フォーラムディスカッションでは、山村の司会により、3
氏各自の視点から、美術館は社会のために何ができるの
か、何をすべきなのか、など語っていただき、当館が掲げ
る「創造と共生の場」と美術館の未来について考える機会と
した。

実績
入場者数／ 200人

平出隆氏平野啓一郎氏 木下直之氏

チラシ

撮影：齋藤さだむ
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開館90周年記念 アーカイブズ資料展示 造形講座と東京都美術館

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
日時／平成28年11月3日 (木・祝 )～ 12月4日 (日 )
会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ（中央棟1階）
　　　観覧無料
出品点数／ 187点
担当／水田有子

　1926年の開館以来、主に美術団体の発表の場として歩
んでいた東京都美術館は、1975 年の建築家・前川國男設
計による新館への建て替えを機に、企画展をはじめとする
自主事業を実施するようになった。「市民に開かれた場」を
目指し、戦後美術を中心とする作品収集や展覧会と平行し
て展開された様々な「文化事業」のうち、本展は1978年開
講の「平面造形講座」、1980年開講の「造形基礎講座」にと
りわけ光をあてた。色やかたちなどの「造形の基礎」を扱
い、ワークショップの手法による美術館プログラムの先駆
けとなった｢造形講座｣について、資料調査及び当時講師を
つとめた及部克人氏、米林雄一氏、学芸員だった河合晴生
氏への聞き取り調査にもとづき構成した。当時の美術館の
息吹を伝える記録写真や映像、参加者による作品、さらに
関連年表や展覧会目録やチラシなども展示し、このプログ
ラムが同時期の展示事業と密接に関わり合いながら展開さ
れていた様子も紹介した。アーカイブズ資料をとおして当
館の歴史、さらに日本の美術館教育の歴史を振り返る機会
となった。

実績
入場者数／ 4,481人（1日平均149人）

会場風景　撮影：齋藤さだむ

別冊表紙
冊子［A5判／16ページ］

DM
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開館90周年記念事業広報

　開館90周年に当たり、記念事業の一層の周知を図るた
め、上野商店街の街路灯を彩るペナントの掲出、プレスリ
リース配信のほか記者発表会を実施し、新たな媒体として
「90周年特設サイト」を開設。90周年を機に復刊した広報
誌『東京都美術館ニュース』では、「90周年記念号」として
一連の記念事業を収録した。

記者発表会の実施
　開館90周年記念展、アーカイブズ資料展示、記念フォー
ラムの3つの記念事業について、記者発表会を実施した。
多くの媒体からの参加があり、その後の取材、掲載、動員
に繋がった。

特設サイトの開設
　フォーラムやアーカイブズ資料展示、90周年記念展を
紹介するコンテンツを中心に、トップページにはアーカイ
ブズ資料の中から、旧館時代や新館開館当初の写真を用い
たビジュアルとし、数字等のデータから館史を紹介する
「90年間の歩み」や、著名人によるエッセイ「私の都美もの
がたり」を展開した。
　特に、「私の都美ものがたり」では、さまざまな分野でご
活躍される13人の方々に、都美での実体験をもとにした
エッセイを寄稿（一部インタビュー）いただくなど、読み物
コンテンツとして知られざる都美の一面を紹介するコンテ
ンツとなった。

広報誌の復刊
　20年ぶりの復刊となった広報誌は、装いも新たに「東京
都美術館ニュース」として、発行号数を引継いでNo.451号
として発刊した。引き続き、事業紹介等を中心に定期的発
行と魅力的なコンテンツの展開により、より多くの方に当
館を認知していただける新たな広報媒体の誕生につながっ
た。

記念事業PR
　上野の商店街の街路灯にペナントを掲出し、地域ととも
に祝祭的に上野公園通りを彩ったほか、プレスリリースの
約1,100件への配信、美術系雑誌等へ広告を出稿した。特
に90周年記念展では、人気を博した同展のポスタープレ
ゼントなどをウェブサイト上で展開した。

記者発表会　平成28年7月25日

『東京都美術館 開館90周年　1926──2016』
開館90周年記念特設サイト　http://90th.tobikan.jp

『東京都美術館ニュース　No.451　90
周年記念号』
Tokyo Metropolitan Art Museum News 
90th Anniversary Edition
（2017年3月31日発行）

上野商店街ペナント



21

展覧会事業2

特別展
生誕300年記念 若冲展
ポンピドゥー・センター傑作展─ピカソ、マティス、デュシャンからクリスト
まで─
ゴッホとゴーギャン展
ティツィアーノとヴェネツィア派展

コレクション展
東京都現代美術館所蔵「新東京百景─90年前の東京」

　「世界と日本の名品に出会う」大型の展覧会「特別展」と、東京都現代美術館所蔵
作品による「コレクション展」を開催した。今年度の特別展は、春に開催した「生
誕300年記念 若冲展」で31日間と短い会期ながら、1日の平均で特別展としては
過去最大の来館者となり、全国的に大きな話題となった。また、20世紀美術の
流れを1年1作品で辿った「ポンピトゥー・センター傑作展」、相互の友情と絵画
を検証した「ゴッホとゴーギャン展」そして、イタリアの巨匠ティツィアーノと
ヴェネツィア派を紹介した特別展など、様々な年代の東西の美術を丁寧に紹介し
た。また、コレクション展では、大規模改修工事により休館中の東京都現代美術
館の所蔵作品を活用して、90年前の東京の都市風景を描いた木版画の名作を展
示した。
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【特別展】

生誕300年記念 若冲展
The 300th Anniversary of his Birth: Jakuchu

主催／ 東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション

協賛／ 積水ハウス、トヨタ自動車、ニューカラー印刷、富
士ゼロックス、三井住友海上火災保険、三井物産

協力／宮内庁
輸送・展示協力／ 大光電機、チームラボ、日本航空、三菱

レイヨン
会期／平成28年4月22日 (金 )～ 5月24日 (火 )
会場／企画展示室
出品点数／ 50点
観覧料（当日）／ 一般1,600円、学生1,300円、高校生800円、

65歳以上1,000円
担当／平方正昭

　多くの画家を輩出した江戸時代の京都画壇にあって、と
りわけ異彩を放った伊藤若冲（1716-1800）の生誕300年を
記念して、初期から晩年までの代表作を展示。本展は、総
監修・辻惟雄氏、監修・小林忠氏のほか、多くの研究者、
関係者の協力のもとに実現した。緻密な描写による華麗な
花鳥画から、枯淡の境地を示す水墨画、現代では再現不可
能とされる技法による版画など、多彩な作品が集結し、ま
さに「決定版」といえる回顧展となった。
　特に若冲が京都・相国寺に寄進した「釈迦三尊像」3幅と
「動植綵絵」30幅（宮内庁三の丸尚蔵館）が東京で一堂に会す
のは初めてで、高い注目を集めた。その他にも鹿苑寺の《葡
萄小禽図襖絵》、西福寺の《仙人掌群鶏図襖絵》と《蓮池図》、
新発見の話題作《孔雀鳳凰図》（岡田美術館）、《象と鯨図屏
風》（MIHO MUSEUM）、《菜蟲譜》（佐野市立吉澤記念美
術館）、エツコ＆ジョー・プライスコレクションから《葡萄
図》、《鳥獣花木図屏風》等々により、若冲の全貌を紹介した。

図録［A4変形判／ 315ページ］
・「「若冲」という不思議な現象」
辻惟雄（美術史家、本展監修者） pp.8-9
・「伊藤若冲の生涯」
小林忠（岡田美術館館長） pp.10-17
・「梅荘顕常大典禅師の生涯と若冲居士」
有馬頼底（臨済宗相国寺派管長） pp.18-20
・「《釈迦三尊像》と《動植綵絵》─若冲、畢竟の作品を探る」
太田彩（宮内庁三の丸尚三蔵館主任研究官） pp.21-33
・「若い鑑賞者のみなさんへ」
ジョー・D.プライス（日本美術コレクター） p.116
・「若冲と色」
安村敏信（萬美術屋） pp.122-123
・「二十世紀の若冲、二十一世紀の若冲」
山下裕二（明治学院大学教授） pp.144-145

・「天邪鬼、若冲」
狩野博幸 (京都国立博物館名誉館員 ) pp.194-195
・「若冲は仏の世界を実現するために絵を描いた」
渋谷陽一 (SIGHT ART編集長 ) pp.210-211
・「若冲の世界、世界の若冲」
ユキオ・リピット（ハーバード大学教授） pp.244-245
・「新しい時代へつながっていく若冲」
猪子寿之（teamLab代表） pp.262-263

ポスター

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 446,242人（1日平均14,395人）

関連企画
・記念講演会
4月23日（土）14:00～ 15:30講堂／参加者数215人
対談：辻惟雄、エツコ＆ジョー・プライス夫妻
司会：山下裕二（明治学院大学教授）

・東京・春・音楽祭「若冲展」ミュージアム・コンサート
主催／東京・春・音楽祭実行委員会
共催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
4月6日（水）14:00～ 15:00講堂／参加者数95人
4月14日（木）14:00～ 15:00講堂／参加者数77人

掲載記事など
「若冲ミラクルワールド」／特集番組（NHK BSプレミアム）2016年4月3
日、10日、17日、24日放送
「熱烈！傑作ダンギ 若冲」／『日曜美術館』（NHK Eテレ）2016年4月10
日放送
「伊藤若冲　生誕300年を記念して」／『ラジオ深夜便 歴史に親しむ』
（NHKラジオ第一）2016年4月21日放送
「若冲ミラクルワールド 特別編」／特集番組（NHK BSプレミアム）2016
年4月23日放送
「若冲 天才絵師の謎に迫る」／『NHKスペシャル』（NHK総合）2016年4
月24日放送
「NEWSROOM TOKYO」／『NHKワールド』（NHK国際放送）2016年
4月27日放送
「若冲ミラクルワールド 豪華版」／特集番組（NHK BSプレミアム）2016
年4月29日放送
「若冲 いのちのミステリー」／『ザ・プレミアム』（NHK BSプレミアム）
2016年4月30日放送
「釈迦三尊像・動植綵絵」／『美の巨人たち』（テレビ東京）2016年4月30
日放送
「特集 若冲 水墨ニューウェイヴ」／『芸術新潮』2016年5月号
「Rediscovering Jakuchu’s solitary pursuit of mastery」Robert Reed／『The 
Japan News』（読売新聞社）2016年5月5日 
「百犬図」／『美の巨人たち』（テレビ東京）2016年5月7日放送
『アートステージ～画家たちの美の饗宴』（TOKYO MX）2016年5月14
日放送
「和の美スペシャル『奇想の京絵師・伊藤若冲』」／特集番組（TOKYO 
MX）2016年5月15日放送
「ことし一番の話題！〈生誕300年記念 若冲展〉」／『ぶらぶら美術・博物
館』（BS日テレ）2016年5月20日放送

会場風景　撮影：末正真礼生
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【特別展】

ポンピドゥー・センター傑作展─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─
Masterpieces from the Centre Pompidou: Timeline 1906-1977

主催／ 東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
ポンピドゥー・センター、朝日新聞、TBS

後援／ 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日
本、TBSラジオ

協賛／  JR東日本、大日本印刷、大和ハウス工業、東レ、
三井物産

協力／集英社、日本航空、日本貨物航空
会期／平成28年6月11日 (土 )～ 9月22日 (木・祝 )
会場／企画展示室
出品点数／ 71点
観覧料（当日）／ 一般 1,600円 ／ 大学生・専門学校生 1,300

円 ／ 高校生 800円 ／ 65歳以上 1,000円
担当／水田有子

　様々な芸術の拠点として1977年にパリの中心部に誕生
したポンピドゥー・センター。本展では、その近現代美術
コレクションにより、フォーヴィスムが台頭してきた
1906年からポンピドゥー・センターが開館した1977年ま
でのタイムラインを辿った。会場では、晩年の代表作《大
きな赤い室内》が展示されたマティスをはじめ、シャガー
ル、ピカソなどの巨匠から、日本ではあまり知られていな
い素朴派の画家などに至るまで「1年ごとに1作家1作品」
が展示された。絵画・彫刻・デザイン・写真・映像などの
ジャンルや有名無名を問わず、いずれの作品も均一に置く
この展示構成には「傑作とは何か？」という問いかけも孕ま
れている。建築家・田根剛氏が手がけた会場では、3フロ
アをフランス国旗の赤・青・白で彩るとともに、壁の立ち
方が各階ごとに異なる構成とし、時代により空間体験が変
化するようデザインされた。各作品を作家の言葉・ポート
レートとともに展示し、激動の時代を生きた芸術家たちに
思いを馳せながらフランス20世紀美術を一望する機会と
した。

図録 [B5変形判／ 224ページ ]

・ 「ポンピドゥー式カラオケ」
ローラン・ル・ボン（本展監修者、パリ・ピカソ美術館館長）／クレール・
ガルニエ（本展監修者・パリ・ピカソ美術館 コレクション・企画部門副
部長）pp.10-13
・「会場構成」
田根剛（建築家）pp.182-183
・コラム
「イズムの時代」「パリの異邦人たち」「戦中の体験」「戦後の歩み」「多
様化の時代」
水田有子（東京都美術館 学芸員）p.187, 196, 201, 207, 215

ポスター

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 206,462人（1日平均2,294人）

関連企画
・記念講演会
6月11日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数163人
テーマ／「美術館の現在─『傑作』とは何か？」
講師／ローラン・ル・ボン（本展監修者、パリ・ピカソ美術館館長）
7月30日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数175人
テーマ／「20世紀美術の探求者たち─マティス、カンディンスキー、ブ
ランクーシとフランス」
講師／水田有子（東京都美術館 学芸員）
8月27日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数87人
テーマ／祝・国立西洋美術館 世界文化遺産登録「ル・コルビュジエの絵
画と建築」
講師／林美佐（大成建設ギャルリー・タイセイ 学芸員）
・記念アートトーク
9月3日（土）14:30～ 15:15 佐藤慶太郎記念 アートラウンジ／参加者数
75人
テーマ／「会場デザイナー・田根剛が語るポンピドゥー・センター傑作
展の魅力」
登壇者／田根剛（建築家）　聞き手／水田有子（東京都美術館 学芸員）
・イブニング・レクチャー
講師／水田有子（東京都美術館 学芸員）
7月15日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数100人
8月5日（金） 19:00～ 19:30　講堂／参加者数92人
・キッズデー
8月15日（月）9:30～ 16:00／来場者数514人
8月29日（月）9:30～ 16:00／来場者数541人
＊中学生以下の子供と保護者のみが展覧会を鑑賞できる日を設けた
・フライデー撮影ナイト
6月17日（金）18:00～ 20:00／撮影者183人
6月24日（金）18:00～ 20:00／撮影者166人
＊展示作品である《30》（ヴァシリー・カンディンスキー、1937年）を撮
影可能な日時を設けた

掲載記事など
「時代刻むフランス20世紀の名作」『産経新聞』2016年6月19日
「美術評　ポンピドゥー・センター傑作展─ピカソ、マティス、デュシャ
ンからクリストまで─」岡部あおみ『東京新聞』2016年6月24日夕刊
「パリから来日！ 20世紀の名画「ポンピドゥー・センター傑作展」～巨
匠・ピカソ、シャガール、マティスらの傑作を、斬新な展示空間で！～」
『ぶらぶら美術・博物館』（BS日テレ）　2016年7月1日放送
「ポンピドゥー・センター傑作展」『日曜美術館　アートシーン』（ＮＨ
Ｋ総合）2016年7月10日放送
「アートは歴史の必然で生まれる　作家・原田マハさんと会場を歩く」竹
端直樹『朝日新聞』2016年7月16日
「1年・1作家・1作品でたどる　モダンアートと20世紀」『芸術新潮』
pp.117-120

会場風景　撮影：末正真礼生
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【特別展】

ゴッホとゴーギャン展
Van Gogh and Gauguin: Reality and Imagination

主催／ 東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
東京新聞、TBS

後援／オランダ王国大使館、TBSラジオ、BS-TBS
協賛／ 三井住友銀行、日本写真印刷、三井物産、損保ジャ

パン日本興亜
協力／ エールフランス航空／ KLMオランダ航空、日本航

空、オランダ政府観光局
会期／平成28年10月8日 (土 ) ～ 12月18日 (日 )
会場／企画展示室
出品点数／ 62点
観覧料（当日）／ 一般 1,600円、大学生・専門学校生 1,300円、

高校生 800円 、65歳以上 1,000円
担当／大橋菜都子
＊巡回展
愛知県美術館（平成29年1月3日 ～ 3月20日）

　フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）とポール・
ゴーギャン（1848-1903）は、南仏アルルで2カ月の共同生
活を送り、ともに制作し、時には激しい議論を重ねながら
刺激を与え合った。本展では、この共同生活を軸に彼らの
初期から晩年までの画業を辿る62点の油彩画（関連作家を
含む）を紹介した。二人の芸術と交流に焦点を当てた日本
で初めての展覧会となった。
　展覧会は、第1章「近代絵画のパイオニア誕生」、第2章
「新しい絵画、新たな刺激と仲間との出会い」、第3章「ポ
ン=タヴェンのゴーギャン、アルルのファン・ゴッホ、そ
して共同生活へ」、第4章「共同生活後のファン・ゴッホと
ゴーギャン」、第5章「タヒチのゴーギャン」という5章で
構成された。
　会場では、二人の絵画を並べその表現の特徴を比較でき
る空間を設けた。また、手紙から画家の言葉を抜粋し掲出
したほか、映像や音声ガイドによって、二人の関係を生き
生きと分かりやすく伝える工夫を行なった。

図録［A4変形判／ 192ページ］
・「ファン・ゴッホとゴーギャン──現実と想像」 
シラール・ファン・ヒューフテン（本展監修者、美術史家） pp. 8-22
・「師という仮面─ポール・ゴーギャン、エミール・ベルナール、フィ
ンセント・ファン・ゴッホが交わした手紙をめぐって」 
ウォウター・ファン・デル・フェーン（インスティテュート・ファン・ゴッ
ホ ディレクター）pp. 170-176
・ 「ひまわり─ゴーギャンとファン・ゴッホを結ぶ花 ゴーギャンによる
〈ひまわり〉の連作（1901年）を中心に」 
森美樹 (愛知県美術館 学芸員 ) pp. 177-187

・コラム
「「印象派」とファン・ゴッホ、ゴーギャン」大橋菜都子（東京都美術館学
芸員）pp. 48-49
「画商テオ・ファン・ゴッホとゴーギャン」（同）pp. 80-81 
「アルルでの共同生活の記録」森美樹 (愛知県美術館 学芸員 )pp. 114-116
「ゴーギャンとファン・ゴッホの「再会」」（同）pp. 158-159

ポスター

図録表紙

チラシ
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実績
入場者数／ 391,721人（1日平均6,318人）

関連企画
・記念講演会
10月8日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「ゴッホとゴーギャン──現実と想像」
講師／シラール・ファン・ヒューフテン（本展監修者、美術史家）
11月12日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「ゴッホとゴーギャン──イメージの反復と転用」
講師／小泉順也（一橋大学大学院准教授）

・イブニング・レクチャー
11月18日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数212人
12月2日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数197人
講師／大橋菜都子（東京都美術館 学芸員）

掲載記事など
「ゴッホとゴーギャン～二人の画家が椅子に込めた思いとは」／特別番組
（ＴＢＳテレビ）2016年11月6日放送
「ゴッホとゴーギャン展」／『日曜美術館　アートシーン』（ＮＨＫ Eテレ）
2016年11月13日放送
「アート散歩　ゴッホとゴーギャン展」星野知子（聞き手 藤原義晴）／『読
売新聞』2016年10月23日
「ゴッホとゴーギャン　交わる才能」木村尚貴／『朝日新聞』2016年11月
15日夕刊
「ゴッホとゴーギャンは友達である」森村泰昌／『東京新聞』2016年11月
15日夕刊

会場風景　撮影：大谷一郎
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【特別展】

日伊国交樹立150周年記念
ティツィアーノとヴェネツィア派展
Titian and the Renaissance in Venice

主催／ 東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
NHK、NHKプロモーション、読売新聞社

後援／イタリア大使館
協賛／大日本印刷
協力／アリタリア -イタリア航空、日本貨物航空
会期／平成29年1月21日 (土 )～ 4月2日 (日 )
会場／企画展示室
出品点数／ 68点
観覧料（当日）／ 一般 1,600円、学生 1,300円、 

高校生 800円、65歳以上 1,000円
担当／小林明子

　ヴェネツィア派の巨匠ティツィアーノ（1488/90-1576）
は、自由な筆づかいと豊かな色彩を特徴とする独自の様式
を確立し、その絵画はヴェネツィアのみならず、ヨーロッ
パに広く影響を与えた。日伊国交150周年記念事業として
開催された本展は、ティツィアーノを中心に、黄金期を築
いた多様な芸術家たちの絵画をとおして、ヴェネツィア・
ルネサンス美術の流れを展観し、その魅力を紹介した。
　展覧会は、第1章「1460-1515 ヴェネツィア、もうひと
つのルネサンス」、第2章「1515-1550 ティツィアーノの時
代」、第3章「1550-1581 ティツィアーノ、ティントレット、
ヴェロネーゼ─巨匠たちの競合」という3章で構成された。
　《フローラ》、《ダナエ》、《パウルス3世の肖像》といった
ティツィアーノの代表作が出品された本展は、近代絵画の
嚆矢ともいえる画家を日本で初めて本格的に紹介する展覧
会にふさわしい内容となった。展示空間においては、主題
ごとに異なる画家の絵画を並列し、画家同士の影響関係や
油彩表現の違いが引き立つような配置を心がけた。

図録 [A4変形判／ 218ページ ]

・「ヴェネツィアとルネサンスの創出──ベッリーニとティツィアーノ
の短い世紀」
ジョヴァンニ・カルロ・フェデリコ・ヴィッラ（ペルガモ大学 教授、
キエリカーティ宮絵画館 館長、本展監修者） pp.12-19
・「ティツィアーノとパトロン　《ダナエ》とファルネーゼ家をめぐって」
小林明子（東京都美術館 学芸員） pp.20-27

ポスター

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 156,284人（1日平均2,562人）

関連企画
・記念講演会
1月21日（土） 14:00～ 15:30 講堂／参加者数225人
テーマ／「ヴェネツィア、もうひとつのルネサンス」
講師／ジョヴァンニ・カルロ・フェデリコ・ヴィッラ（ペルガモ大学教授、
キエリカーティ宮絵画館 館長、本展監修者）
2月11日（土） 14:00～ 15:30 講堂／参加者数225人
テーマ／「ティツィアーノとヴェネツィア絵画」
講師／越川倫明（東京藝術大学 教授）
2月18日（土） 14:00～ 15:30 講堂／参加者数225人
テーマ／「ヴェネツィア美術の魅力」
講師／宮下規久朗（神戸大学大学院 教授）
2月25日（土）　14:00～ 15:30 講堂／参加者数225人
テーマ／「ティツィアーノ《ダナエ》をめぐって」
講師／小林明子（東京都美術館 学芸員）

・イブニングレクチャー
2月3日（金）18:30～ 19:00 講堂／参加者数161人
講師／小林明子（東京都美術館 学芸員）
3月3日（金）18:30～ 19:00 講堂／参加者数110人
講師／小林明子（東京都美術館 学芸員）

・スペシャルトークイベント
2月24日（金） 14:00～ 15:30 講堂／参加者数225人
講師／ヤマザキマリ（漫画家）

・東京・春・音楽祭「ティツィアーノとヴェネツィア派展」ミュージアム・
コンサート
主催／東京・春・音楽祭実行委員会
共催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
3月17日（金） 14:00～ 15:00 講堂／参加者数210人
3月24日（金） 14:00～ 15:00 講堂／参加者数150人
3月31日（金） 14:00～ 15:00 講堂／参加者数207人

掲載記事など
「ティツィアーノとヴェネツィア派展　光・色彩表現の規範」高橋咲子／
『毎日新聞』2017年1月30日 
「太陽のように光り輝く至宝　ティツィアーノとヴェネツィア派展」渋沢
和彦／『産経新聞』2017年2月5日 
「画家の王者が届ける春」／『読売新聞』2017年2月27日
「ぎゃらりいモール　ティツィアーノとヴェネツィア派展から「ダナエ」」
小林明子／『読売新聞』2017年2月28日
「ティツィアーノ ヴェネツィア 欲望の色彩」／『日曜美術館』（NHK E
テレ）2017年2月26日放送、3月5日再放送
「王たちの画家、画家たちの王　ティツィアーノを堪能する」／『芸術新
潮』2017年2月号
「光と色彩が織り成す奇跡　ヴェネツィアの黄金期を目撃せよ！」／『美
術展ぴあ』2016年12月会場風景　撮影：大谷一郎
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ポスター

リーフレット表紙

主催／東京都、東京都美術館
会期／平成29年1月4日（水）～ 1月23日（月）
会場／ギャラリー B
出品点数／ 56点
観覧料／無料
担当／山村仁志、早川典子

　東京都現代美術館に収蔵されている作品の中から、昭和
初期の東京風景を描いた版画集「新東京百景」所収の木版画
を選び、当時の風景と風俗を振り返る展覧会を開催した。
　昭和初期、創作版画ブームの中、関東大震災による被害
から復興し始めた首都東京の風景をノスタルジアと愛情あ
ふれる視線で描いた版画家たち８人による版画集が刊行さ
れた。1929（昭和4）年から刊行されはじめた「新東京百景」
である。前川千帆、恩地孝四郎、藤森静雄、逸見享、川上
澄生、平塚運一、深沢索一、諏訪兼紀が共同して制作にか
かり、東京の新しい都市風景が版画に定着された。
　平成28年度は東京都美術館開館90周年にあたる。昭和
の木版画を代表する創作版画家たちを紹介して、東京都の
コレクションを紹介すると共に、首都東京の風景を歴史的
に振り返った。

【コレクション展】

東京都現代美術館所蔵「新東京百景─90年前の東京」
One Hundred Views of New Tokyo―Woodcut Prints of Ninety Years Ago

From the Collection of Museum of Contemporary Art Tokyo

　現在、東京都現代美術館に収蔵されている作品の中から、昭和初期の風景を描いた版画集「新東
京百景」を紹介します。
　昭和初期、創作版画ブームの中、関東大震災による被害から復興し始めた首都東京の風景をノスタ
ルジーと愛情あふれる視線で描いた版画家たち8人による版画集が刊行されました。1929（昭和4）年か
ら1932（昭和7）年にかけて刊行された「新東京百景」です。前川千帆、恩地孝四郎、藤森静雄、逸見
享、川上澄生、平塚運一、深沢索一、諏訪兼紀が共同して制作にかかり、東京の新しい都市風景を版
画で表現しました。
　今年度は東京都美術館開館90周年にあたります。昭和の木版画を代表する創作版画家たちを紹介
すると共に、昭和初期の都市東京の風景を振り返る展示です。

川上澄生 （かわかみ・すみお）　1895（明治28）年～1972（昭和47）年

　神奈川県横浜市生まれ。青山学院高等科を卒業。一時期カナダなど北米を放浪し、帰国後栃木県
宇都宮市で英語教師を勤める。日本創作版画協会展に出品。国画会会員。明治期の南蛮趣味、異国
趣味を継承したノスタルジーの溢れる色彩豊かな木版画は、高い人気を博した。栃木県鹿沼市に市立
川上澄生美術館がある。

銀座　『新東京百景』　1929（昭和4）年　木版　18.1×24.2cm

One Hundred Views of New Tokyo―Woodcut Prints of Ninety Years Ago
From the Collection of Museum of Contemporary Art Tokyo
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実績
入場者数／ 10,149人（1日平均534人）

会場風景　撮影：大谷一郎
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公募展事業3 　東京都美術館は開館以来、美術や書などの公募団体の発表の場であり、有名無
名の芸術家による何百点、何千点という新作を毎年発表してきた。これまでは、
主に会場を提供する貸館事業という位置づけだったが、リニューアルオープン後
は、「つくる喜びを共有する場」とする公募展事業として確立。新たな事業の柱の
ひとつとして、美術館が公募団体や学校教育機関、グループと手を携えて関わり
を深めていくことになった。

連携展
東京都美術館が主催・共催し、公募団体その他のグループなどと連携協力し、
美術界の活性化を図る展覧会

公募団体ベストセレクション 美術 2016
TOKYO 書 2017　公募団体の今
都美セレクション 新鋭美術家 2017
第5回 都美セレクション グループ展
同人展
財団内連携

学校教育展
教育委員会や高校・大学などの教育支援として行うもので、
美術館が児童・生徒・学生の作品発表の場となる展覧会

公募団体展
絵画、彫刻、工芸、書などの作品を公募する団体が主催する展覧会

講堂・スタジオ
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図録［B5変形判／ 216ページ］
・「公募団体ベストセレクション 美術 2016」─その課題と展望
真室佳武（東京都美術館館長）pp.8-11
・見応えのある作品を─「公募団体ベストセレクション 美術」に寄せて
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）pp.12-15

【連携展】

公募団体ベストセレクション 美術 2016
Best Selection 2016

図録表紙 チラシ

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
会期／平成28年5月4日（水・祝）～ 5月27日（金）
会場／公募展示室 ロビー階第1・第2、ギャラリー A・B・C
出品点数／ 163点
観覧料（当日）／一般 1,000円 、 65歳以上 700円
担当／河村三枝子、若林真理子、大橋菜都子

　平成24年度に開始した、全国の美術公募団体の中から
選抜した27団体による合同展覧会の第5回目。各団体よ
り選ばれたその年の旬の作家151名による作品を一堂に展
示。これらの作品を通し、各公募団体の活動を紹介すると
共に、団体が相互に刺激し合い、より一層の活動の広がり
と活性化に寄与することを目的とした展覧会。

参加団体（出品作家）　※団体名五十音順
一陽会（大場吉美、三阪雅彦、大久保綾子、白井正浩、神山茂樹）／一水会（田島健次、
山名將夫、保坂晶、伊藤尚尋）／旺玄会（中村章子、奥山幸子、松本奈緒子）／行動美
術協会（阿部直昭、石原恒人、辻司、森井宏青、津村健一、林宜子、原孝）／光風会（長
谷川仂、竹久秀樹、堀研一、茶谷雄司）／国画会（井上悟、岩岡航路、遠藤正俊、塩
出麻美、小原喜夫、角田元美、大山恵美子、笠原鉄明、渡辺忍、渡部直、古澤万千子、
綿貫倫子、藤井慎介）／示現会（中川澄子、瀧井利子、中西敦）／自由美術協会（髙橋
敬子、高橋靖子、村田知子、吉見博、池田宗弘、森真）／主体美術協会（井上樹里、グェ
ン ディン ダン、﨤町勝治、水戸部千鶴）／春陽会（武田百合子、高岸まなぶ、畠山昌
子、有吉宏朗、安部一博、松島順子、髙浦とみ子）／新制作協会（木嶋正吾、樺山祐和、
高堀正俊、渡辺有葵、増井岳人、木方立樹、大野良一、杉田文哉）／水彩連盟（森相實、
越野邦夫、岩脇哲也、白井洋子）／創画会（𡈽手朋英、津田一江、牧野一泉、西久松
吉雄、清水豊）／創元会（松﨑良夫、髙橋正一、池上わかな）／東光会（難波滋、北本
雅己、金子剛、高田啓介）／独立美術協会（福島瑞穂、佃彰一郎、大原修一、橋本大輔）
／二科会（吉井英二、五味祥子、寺田眞、竹内幸子、島田紘一呂、市川明廣、本多智
雄）／二紀会（難波平人、木原正徳、舩岳絋行、樋口健介、日野宏紀、横山徹、上月
佳代）／日洋会（三原捷宏、稲葉徹應、星川登美子、武田直美）／日展（米倉正美、諸
星美喜、岩田壮平、松浦丈子、森桃子、西山邦彦、原典生、佐藤好昭、月岡裕二、
青木宏憧、川口満、友定聖雄、早瀨郁惠、本間秀昭）／日本水彩画会（武澤冨士子、
綱川サト子、宗廣恭子、李志宏）／日本彫刻会（寺山三佳、小宮山美貴、森矢真人、
武本大志）／日本版画協会（宮崎文子、結城泰介、斉藤里香、坂井孝祥）／日本美術院
（國司華子、松岡歩、谷善徳、大石朋生、川島優）／白日会（木原和敏、平澤篤、丸山
勉、関口雅文、清家悟、辻畑隆子、田原迫華）／美術文化協会（東俊一、浜砂ルイ子、
木谷弘）／モダンアート協会（石川早苗、立花古陸、鶴見厚子、柳澤信男、阪井ようこ、
都築邦春、片岡眞幸、柳沢美奈子）

ポスター



35

実績
入場者数／ 21,661人（1日平均942人）

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）

関連企画
・アーティストトーク
第1回 5月 4日（水・祝） 13:30～16:10 展示会場内／参加者数509名
第2回 5月 5日（木・祝） 13:30～16:10 展示会場内／参加者数334名
第3回 5月 8日（日） 13:30～16:10 展示会場内／参加者数393名
第4回 5月14日（土） 13:30～16:10 展示会場内／参加者数456名
第5回 5月21日（土） 13:30～15:50 展示会場内／参加者数302名

掲載記事など
「東京都美術館でベストセレクション展　本県関係　3人が出品」西森征
司／『高知新聞』　2016年5月7日
「首都圏あらかると　公募団体ベストセレクション　美術2016　27日
まで」／『新潟日報』　2016年5月18日
「公募団体ベストセレクション　美術　2016」／『全日本美術』　2016　6
月号　No.757
「公募団体ベストセレクション　美術　2016　展覧会情報」／『美じょん
新報』　2016年6月20日第201号
「今月の展覧会　公募団体ベストセレクション　美術　2016」／『月刊
ギャラリー』 2016 vol. 5
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【連携展】

TOKYO 書 2017　公募団体の今
TOKYO “SHO” 2017: Japanese Calligraphy Today

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
協力／産経国際書会、一般財団法人毎日書道会、読売書法会
後援／朝日新聞社、産経新聞社、毎日新聞社、読売新聞社
会期／平成29年1月4日（水）～ 1月15日（日）
会場／公募展示室 ロビー階第1・第2
出品点数／ 65点
観覧料（当日）／一般 500円 、 65歳以上 300円
担当／田村麗恵、早川典子、大橋菜都子

　5年連続企画として2012年に開始して以来、公募団体
活性化企画審査会委員や参加18団体そして関係機関のサ
ポートの下、最終回の第５回展を開催した。「都美大作展」
と称されるように、例年同様、横幅7メートルもの大作が
多数出品された。また初の試みとして、日本書道美術院の
作家２名によるコラボ作品も出品された。通常の公募団体
展では殆ど見ることのできないスケールの作品群で、圧倒
的な展示空間を構成することができた。5年間でのべ190
名の出品作家の中には、本展の出品後、日展特選や毎日書
道展会員賞、手島右卿賞、國井誠海賞などを受賞する作家
が見られるように、書道公募団体に属する若手・中堅作家
の発掘と紹介に、一定の役割を果たせたと思われる。また
初回より毎年、学校向けプログラムを継続して実施したこ
とに加えて、教員向け鑑賞研修会を実施するなど、若年層
の書道鑑賞者の育成や教育鑑賞の場としての機能も、ささ
やかながら果たすことができた。

参加団体と出品作家　※団体名五十音順
奎星会（塩田桜華、宮村弦）／謙慎書道会（石川青邱、植松龍祥、尾﨑之搨、
栁澤玄嶽）／玄潮会（室岡節子）／現日会（小林玲泉、福嶋翡舟）／書海社
（小塚青山、杉山玉桃）／書星会（三根揚煇、山田騰沸、長谷川香濤）／書
壇院（松下 苑、菊田竹子）／書道一元會（髙屋溪鳳）／書道芸術院（大沼
樵峰、尾形澄神、前田龍雲）／創玄書道会（松浦北龍、西方純晴、川口雄
峰、矢田照濤）／朝聞書会（松岡碧惺）／貞香会（長尾泰邨）／東洋書芸院
（伊藤敏道）／独立書人団（池野直美、佐藤義之）／日本刻字協会（初澤和
堂、薄田龍元）／日本書作院（吉澤衡石、吉澤太雅）／日本書道美術院（鷹
野理芳、原田弘琴、松藤春蝉）／藍筍会（齊藤紫香、佐伯愛弓）

図録［A4変形判／ 112ページ］
・「TOKYO 書 2017　公募団体の今」展開催にあたって
真室佳武（東京都美術館館長）pp.8-9
・「アートへの入口を目指して─『TOKYO書』のアーティストトーク」
田村麗恵（東京都美術館学芸員）pp.10-11

ポスター

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 9,832人（1日平均819人）

会場風景　撮影：大谷一郎

関連企画
・アーティストトーク
第1回
1月7日（土）14:00～ 16:25　展示会場内／参加者数565人
第2回
1月8日（日）14:00～ 16:25　展示会場内／参加者数640人
第3回
1月9日（月・祝）14:00～ 16:25　展示会場内／参加者数525人

・橘雅友会による雅楽演奏会「都美雅楽2017」
1月4日（水）14:00～ 14:30　企画棟ホワイエ／参加者数105人

掲載記事など
・「TOKYO 書 2017　公募団体の今　切実な訴え」桐山正寿／『毎日新
聞』2017年1月12日夕刊

・「都美術館『’17公募団体の今／書』展　今年も18団体参加　38作家、
大作を競演」／『書道美術新聞』（美術新聞社）第1092号 2017年2月1日
・「東京都美術館『TOKYO書』5年連続企画を終えて　展覧会担当・田
村学芸員に聞く」／『新美術新聞』 1432号 2017年2月21日

・「TOKYO書2017　公募団体の今」／『書21』2016年59号　2016年12
月29日
・「TOKYO書2017　公募団体の今」／『墨』244号　2017年2月1日
・「『TOKYO 書 2017　公募団体の今』東京都美術館の大空間に大作が展
示」／Media & Communication　2017年1月12日
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【連携展】

都美セレクション 新鋭美術家 2017
New-Wave Artists 2017─ From the Public Entry Exhibition

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
協力／コエドブルワリー
会期／平成29年2月19日（日） ～ 3月15日（水）
会場／ギャラリー C
出品点数／ 37点
観覧料（当日）／一般500円、65歳以上300円
担当／山中千紗子、平方正昭

　本展は、2016年5月に開催した「公募団体ベストセレク
ション 美術 2016」展の出品作家のうち50歳以下の若手を
対象に、審査を経て選抜した5名を“新鋭美術家”と称して
紹介するもので、今回、5回目を迎えた。選出された作家
は、青木宏憧（1976年生、工芸／日展）、大石朋生（1968年
生、日本画／日本美術院）、斉藤里香（1977年生、版画／
日本版画協会）、畠山昌子（1966年、洋画／春陽会）、増井
岳人（1979年生、彫刻／新制作協会）。作家らはそれぞれ
の団体に所属し、各分野において今後の活躍が期待されて
いる。本展では個展スタイルで紹介するため、公募展では
みられない作品選定や展示構成を実現することができた。

審査委員
大谷省吾（東京国立近代美術館美術課長）、草薙奈津子（平
塚市美術館館長）、建畠晢（多摩美術大学学長）、真室佳武（東
京都美術館館長）
※役職は審査会当時

出品作家　※五十音順
青木宏憧（工芸／日展）
大石朋生（日本画／日本美術院）
斉藤里香（版画／日本版画協会）
畠山昌子（洋画／春陽会）
増井岳人（彫刻／新制作協会）

図録 [A4変形判／ 64ページ ]

・「「都美セレクション新鋭美術家2017」展に寄せて」
真室佳武（東京都美術館館長）pp5-7
・「美術における表現者たち ─新鋭美術家の紹介─」
山中千紗子（東京都美術館学芸員）pp54-57

ポスター
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実績
入場者数／ 10,129人（1日平均440人）

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）

関連企画
・アーティストトーク
3月4日（土）14:00～ 15:00 /参加者数95人
畠山昌子（春陽会）、増井岳人（新制作協会）
3月12日（日）14:00～ 15:30 /参加者数135人
青木宏憧（日展）、大石朋生（日本美術院）、斉藤里香（日本版画協会）

掲載記事
「『都美セレクション 新鋭美術家 2017』公募団体から5名を選抜」／『新
美術新聞』No.1432　2017年2月21日
「『都美セレクション 新鋭美術家 2017』美術評」／『東京新聞』夕刊 2017
年3月10日
「エディターたちの作品さがし！団体展探訪」／『GALLERY』2017 vol.2
　2017年2月1日
「エディターたちの作品さがし！団体展探訪」／『GALLERY』2017 vol.3
　2017年3月1日
「最新工芸TOPICS」／『月刊美術』No.497  2017年1月20日



チラシ
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キョウノドウキ ‒ 矩形・そこに見る日本画の可能性
会期／平成28年11月26日（土）～ 12月6日（火）
会場／ギャラリー B
入場者数／ 3,481名

グループ名
キョウノドウキ展実行委員会

出品作家
糸山志泉、小名木美緒、重政啓治、神彌佐子、高木直美、高橋希和、
中村あや子、東俊行、星晃、和田雄一＊

【連携展】

第5回 都美セレクション グループ展
Group Show of Contemporary Artists 2016

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
　　　各参加グループ
会期／平成28年11月26日（土） ～ 12月18日（日）
会場／ギャラリー A・B・C
観覧料／無料
担当／大和田優、平方正昭

　新しい発想と表現を追求する現代美術の作家たちによる
展覧会。東京都美術館ギャラリー A、B、Cの特徴ある展
示空間を活かした、斬新でユニークな展覧会を企画するグ
ループを公募し、選考された5グループが展覧会を開催した。

平成28年度開催第5回グループ公募及び選考
募集期間（公募）／平成27年5月28日（木）～ 8月20日（木）
応募件数／ 14件
審査会／平成27年10月19日（月）
選考グループ数／ 5件

審査委員
大谷省吾（東京国立近代美術館 企画課企画展室長・主任研
究員）、大橋修一（埼玉大学 名誉教授）、野地耕一郎（泉屋
博古館 分館長）、南嶌宏（女子美術大学 教授）、真室佳武（東
京都美術館 館長）
※役職は審査会当時

参加グループ（会期順）
＊代表者

想いアラタに
会期／平成28年11月26日（土）～ 12月6日（火）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 3,372名

グループ名
月火水木金土日

出品作家
泉さやか、小田伊織、大木夏子、桂川美帆、加藤富喜、小島秀子＊、狐
塚崇子、佐藤典克、鈴木祥太、蔦嶋薫、土屋直人、長谷川大祐、濱野佑
樹、前沢幸恵、森田麻里、雪ノ浦裕一
展示構成／ SHIMA ART&DESIGN  STUDIO
写真／花田竜一
音楽・照明／垂見幸哉

　様々な技法・世代の工芸作家からなるグループ。都美セ
レクション グループ展では4回目の展覧会で初のギャラ
リー Aでの開催となり、素材から工芸に対する想いに着
目する展示により、これからの工芸のあり方を提案した。

関連イベント
・ギャラリートーク
11月26日（土）、27日（日）、12月3日（土）、4日（日）11:00～ 12:00
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招待作家
海老洋、長沢明

　武蔵野美術大学通信教育課程日本画コースの講師陣・ス
タッフ・卒業生が集まり、日本画の新たな表現を追求して
いるグループ。創作活動の源泉となる動機を見つめ直し、
平面に限定されない多様な日本画の可能性を提示した。

関連イベント
・「カタチに潜むドウキⅠ・十五代酒井田柿右衛門を交えて」 
11月27日（日）  14:00～ 15:30
・「ヒトの文化の多様性はどの様に作りだされたか」 
12月3日（土）  14:00～ 15:30
・「カタチに潜むドウキⅡ・十四代今泉今右衛門を交えて」 
12月4日（日）  14:00～ 15:30

「日本画の王道」─11人の拓
ひら

く  日本画の現在─
会期／平成28年12月6日（火）－12月18日（日）
会場／ギャラリー C
入場者数／ 8,442名

グループ名
現在日本画研究会

出品作家
青木秀明、荒木亨子、岩田壮平、上野高、梶岡百江、能島浜江、
伴戸玲伊子、廣瀬貴洋、丸山勉、吉田幸紘、米田実＊

　主に2つの地域（東京・京都）の日本画の作家が、3つの
公募団体（日本美術院、日展、創画会）の枠を超えて集まっ
た。伝統を参照しつつ未来へと繋がる大作を制作し、日本
画の現在を示す展覧会となった。

関連イベント
・出品者によるギャラリートーク
12月11日（日）  15:00～ 16:00
・ゲストと出品者によるトークセッション
12月17日（土）  16:00～ 17:00

紙神
会期／平成28年12月9日（金）－12月18日（日）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 7,506名

グループ名
MITSUMATA

出品作家
足立篤史、伊藤咲穂＊、鶴田美香子

　紙を素材にして個別に活動していた3人が、紙に触れる
機会が少なくなった現代にその価値を見直そうと集まっ
た。多神教的な日本人の宗教観を反映した3人のインスタ
レーションが共鳴し、神秘的な空間を創出した。

関連イベント
・ギャラリートーク （英語での対応を行った）
12月10日（土）、12月18日（日）  15:00～ 16:00
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無・尽・藏
会期／平成28年12月9日（金）－12月18日（日）
会場／ギャラリーＢ
入場者数／ 5,616名

グループ名
∞3（インフィニティー スリー）

出品作家
若岱、張義明＊、曽霆羽

助成
台北駐日經濟文化代表處、財團法人國家文化藝術基金會（National Culture 
and Arts Foundation）、台北市政府文化局（TAIPEI CITY GOVERMENT 
DEPARTMENT OF CULTURAL AFFAIRS）

　「生態・能源・永続」をテーマにした、台湾出身の3人か
らなるグループ。張（陶のインスタレーション）、若（水墨
画）、曽（ドローイングなど）と異なるジャンルの作品から
なる展示空間で、どのように自然と共存すべきかという問
いを投げかけた。

関連イベント
・3人の作家たちによるギャラリートーク
12月9日（金）14:00～ 15:00
・張 義明　アーティスト　イン　ギャラリー ─ 五感で遊ぶ ─
12月10日（土）・11日（日）・17日（土）・18日（日）11:00～ 11:30、14:00
～ 14:30

掲載記事など
「11人が出品「日本画の王道」展　東京都美術館　東京×京都 斬新な意欲
作」／『東京新聞』  2016年11月10日
「第5回都美セレクショングループ展　月火水木金土日「想いアラタに」」
／『美しいキモノ』  2016年冬号
「東京都美術館で新発想のアート企画選抜展　新人作家の登竜門目指す」
／『上野経済新聞』  2016年11月24日

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）

平成29年度開催 第6回グループ公募及び選考
募集期間（公募）／平成28年3月31日（木）～ 6月17日（金）
応募件数／ 21件
審査会／平成28年7月28日（木）
選考グループ数／ 6件

審査委員
大谷省吾（東京国立近代美術館 美術課長）、髙橋利郎（大東
文化大学 准教授）、野地耕一郎（泉屋博古館 分館長）、南
雄介（国立新美術館 副館長）、山村仁志（東京都美術館 学
芸担当課長）
※役職は審査会当時
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　「同人展」は、作品を必ずしも公募しない団体の発表の場
として新たに設定された。一定の運営力と実績のある同人
を対象に、応募があった12団体から公募展活性化企画審
査会の審査を経て選ばれた5つの同人の発表の場を提供す
ることとなった。選定された同人は平成24年度から平成
28年度まで5年間にわたって展覧会を開催した。

平成28年度の開催
団体名／立軌会
展覧会名／第69回 立軌展
分野／油彩画ほか
会期／平成28年10月13日（木）～ 10月28日（金）
会場／公募棟1階第1展示室
入場者数／ 7,691人

団体名／新美術団体協議会
展覧会名／第7回 新美協展　
分野／ 書、油彩画、写真、彫塑・立体、水墨画、水彩画、

工芸、日本画ほか
会期／平成28年10月13日（木）～ 10月19日（水）
会場／ギャラリーＣ
入場者数／ 2,496人

団体名／ Artist Group─風─
展覧会名／ 2016年 第5回  Artist Group─風─ 大作公募展
分野／日本画、油彩画、版画、アクリル画、水彩画
会期／平成28年10月20日（木）～ 10月28日（金）
会場／ギャラリー B
入場者数／ 2,432人

団体名／合同水墨
展覧会名／第12回 合同水墨展
分野／水墨画
会期／平成29年2月22日（水）～ 2月28日（火）
会場／公募棟1階第1展示室
入場者数／ 2,069人

団体名／現代日本彫刻作家連盟
展覧会名／第10回 現代日本彫刻作家展
分野／彫塑・立体
会期／平成29年3月1日（水）～ 3月8日（水）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 1,642人

同人展 財団内連携

　公益財団法人東京都歴史文化財団が運営する当館以外の
施設が企画する展覧会を開催した。平成24年度から始まり、
引き続きトーキョーワンダーサイト（TWS）による若手作家
の紹介展が行われた。また、昨年に引き続いて、異なる背
景や習慣をもつ一人ひとりが「出会う」ことを楽しみ、深め、
共有するフェスティバル「TURNフェス2」が行われた。

トーキョーワンダーサイト
TWS-NEXT @tobikan 「クウキのおもさ」

主催／ トーキョーワンダーサイト（公益財団法人東京都歴
史文化財団）

会期／平成29年2月18日（土）～ 3月5日（日）
会場／ギャラリーＢ
出品点数／ 18点
観覧料／無料
入場者数／ 4,450人

出品作家
青木真莉子、伊藤久也、友政麻理子

TURNフェス2

主催／ 東京都、アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都
歴史文化財団）、特定非営利活動法人Art’s Embrace

会期／平成29年3月3日（金）～ 3月5日（日）
会場／公募棟1階第1・第2展示室、講堂
観覧料／無料
入場者数／ 1,218人

監修／日比野克彦

出品作家
EAT＆ART　TARO、五十嵐靖晃×クラフト工房La Mano、池田晶紀・川
瀬一絵×社会福祉法人きょうされん　リサイクル洗びんセンター、今井さ
つき×シューレ大学、大崎晴地、角銅真実×大田区立障がい者総合サポー
トセンター、James Jack×ハーモニー、Sam Stocker × ハーモニー、あわい
～（富塚絵美、佐藤慎也研究室）、大西健太郎×板橋区立小茂根福祉園、高
本敦基×社会福祉法人旭川荘、永岡大輔×こども会議、山城大督×アプロー
ズ南青山、森山開次
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　東京都美術館は戦前から児童生徒や学生の作品発表の場
という役割を果たしてきた。毎年1月後半から3月にかけ
ては大学や高校の卒業制作展、教育委員会の児童生徒作品
展などが立て続けに行われる。この時期は若い人たちや家
族連れが公募展示室やギャラリーにあふれ、熱気を帯びる。
　こうした教育機関による展覧会は、これまでは公募展に
位置付けられていたが、リニューアル後に「アートへの入

学校教育展

口」という使命から、児童生徒・学生が初めて美術館に出
品するという趣旨を重視した「学校教育展」と改め、公募団
体展に先駆け、展示室の使用割当を行うこととした。対象
は、都内の教育委員会、都内の私立学校協会、都内の専修
学校各種学校の協会及び都内の学校の連盟、都内の芸術系
高校、都内の芸術系専修各種学校、大学である。

平成28年度 学校教育展 一覧（会期順） ＊法人格等は省略、「＊」印の会期は休館日あり
団体名 展覧会名 会期

（「＊」印の会期は休館日あり)
会場 入場者数
公募展示室 ギャラリー
2階 1階 ロビー階
第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 A B C

東京私立中学高等学校協会 第44回　私立中学高等学校
生徒写真・美術展

11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 2,515

東京都高等学校文化連盟
美術・工芸部門

東京都高等学校文化祭
美術・工芸部門 第27回 中央展

12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● 3,411

東京藝術大学 第65回 東京藝術大学卒業・修了作品展 1月25日（水）～1月31日（火） ● ● ● ● ● ● 13,593
東京学芸大学 東京学芸大学書道専攻 卒業制作展 1月25日（水）～1月31日（火） ● 1,959
東京都教育委員会 第66回 東京都公立学校美術展覧会 2月8日（水）～2月14日（火） ● ● ● 89,627
台東区教育委員会 台東区立小・中学校連合作品展 2月8日（水）～2月14日（火） ● 16,863
東洋美術学校 第68回 東洋美術学校 卒業制作展 2月8日（水）～2月14日（火） ● ● 5,335
東京都立総合芸術高等学校 東京都立総合芸術高等学校美術科

卒業制作展
2月8日（水）～2月14日（火） ● 8,004

首都大学東京システムデザイン学部
インダストリアルアートコース

首都大学東京インダストリアルアート
卒業・修了制作研究展

2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● 778

東京都専修学校各種学校協会 第46回 SEBIT 2017
東京都専門学校アート＆デザイン展

2月22日（水）～2月28日（火） ● ● 4,404

東北芸術工科大学 東北芸術工科大学  卒業・修了展（東京展）2月22日（水）～2月28日（火） ● ● ● 4,778
大東文化大学
文学部書道学科

大東文化大学書道学科卒業制作展
大東文化大学大学院書道学専攻修了制作展

2月22日（水）～2月28日（火） ● 2,448

女子美術大学・女子美術大学短
期大学部・女子美術大学付属高
等学校

JOSHIBISION 2016（女子美術大学大学
院・大学・短期大学部 学生選抜作品、女子
美術大学付属高等学校卒業制作展）

3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● ● 7,023

東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校 卒展 3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● 3,554
ガラス教育機関合同作品展 第10回 ガラス教育機関合同作品展 3月9日（木）～3月18日（土） ● ● 2,310

合計 166,602

東京都立工芸高等学校　卒展
（東京都立工芸高等学校）

大東文化大学書道学科卒業制作展  大東文化大学大学院
書道学専攻修了制作展（大東文化大学文学部書道学科）

首都大学東京インダストリアルアート　卒業・修了制作研究展
（首都大学東京システムデザイン学部インダストリアルアートコース）

第66回　東京都公立学校美術展覧会
（東京都教育委員会）

東京学芸大学書道専攻　卒業制作展
（東京学芸大学）

第65回　東京藝術大学卒業・修了作品展
（東京藝術大学）
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　東京都美術館は、大正15（1926）年の開館以来、同時代
を生きる芸術家の作品発表の場となっており、「公募展の
ふるさと」「公募展の聖地」といわれてきた。リニューアル
オープンにより、公募団体展はこれまでの貸館事業から、
「つくる喜びを共有する場」とし、連携展や学校教育展と並
ぶ公募展事業のひとつとして位置付けることとなった。

使用割当に関する審査
　リニューアル後の平成24年度に開催した公募団体展か
ら展示室等の使用割当の方法が大きく変更となった。東京
芸術文化評議会の答申をふまえ、貸出基準を明確化、厳密
化し、公正性を確保している。外部有識者による公募展等
審査会で審査を行い、団体としての運営力・実績及び東京
都美術館の基本的使命との合致度を基準に4つのグループ
に分けて、会期・展示室を割り当てている。

公募団体展

　平成22年度の審査において第Ⅰ～第Ⅲグループとなった
団体は初年度の結果をもって2～ 5年目の審査に代えること
とし、5年連続して使用できる。また、平成23年度から毎年、
翌々年度に使用する団体の募集と審査を行っている。年度ご
との募集において、第Ⅰ・第Ⅱグループとなった団体は、そ
の結果をもって平成28年度までの使用分についての審査に
代えることとし、第Ⅲグループ以下となった団体は、募集年
度のみの使用としている。
　平成28年度の公募団体の開催実績は下記のとおりで、平
成22年度審査において第Ⅰ～第Ⅲグループとなった団体及
び平成24年度の単年度審査において第Ⅰ・第Ⅱグループと
なった団体、平成26年度の単年度審査において使用割当の
決まった団体である。

平成28年 8月 9日 第一次申請受付開始
 8月 31日 第一次申請締め切り
 10月 7日 第二次審査申請締め切り
 10月 24日 公募展等審査会
 12月 1日 Ⅳ－①グループ抽選会
 12月 14日 Ⅳ－②グループ抽選会
平成29年 3月 2日 東京都美術館運営委員会付議
 3月 23日 使用承認書発行

公募展示室・ギャラリーの稼働率
　館事業による公募展示室・ギャラリーの利用、学校教育
展による利用を含めた公募展示室の稼働率は100％、ギャ
ラリーの稼働率は100％であった。

平成30年度の使用割当
　今年度は平成30年度の使用割り当てを行った。52の団
体から申請を受け、一次審査の結果1団体の使用資格が認
められなかった。二次審査には51の団体から申請を受け、
審査の結果、この51団体を使用団体として決定した。抽
選会等の結果、38団体について使用の割当が内定した。
この結果を運営委員会に付議し、平成30年度の公募展示
室等の使用を承認した。

グループ／団体数
ジャンル

総合 洋画 日本画 版画 彫刻工芸 書 その他
Ⅰ  22   6  3  3  1  2   5  2
Ⅱ 100  41  2  5  2  6  32 12
Ⅲ 114  52  6  9  0  2  36  9
Ⅳ  18   8  1  2  0  3   4  0
合計 254 107 12 19  3 13  77 23

団体割合 (%) 100 42.1% 4.7% 7.5% 1.2% 5.1% 30.3% 9.1%
占有コマ数 494 182 25 32 10 23 185 37
占有割合 (%) 82.3% 30.3% 4.2% 5.3% 1.7% 3.8% 30.8% 6.2%
総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む

平成28年度 公募団体展 開催実績
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平成28年度 公募団体展 一覧 （会期順）
＊法人格等は省略、「＊」印の会期は休館日あり

団体名 展覧会名 会期 会場 分野 入場者数
公募展示室 ギャラリー
2階 1階 ロビー階
第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 第1 第2 第3 第4 A B C

モダンアート協会 第66回 モダンアート展 4月1日（金）～4月16日（土）＊ ● ● ● ● ● ● 総合 16,695
日本手芸普及協会 第13回 キルト日本展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● その他 3,399
独立美術協会 独立春季新人選抜展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● 洋画 2,356
日本遊印アート協会 第26回 日本遊印アート協会展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● その他 3,453
国際書法芸術協会 第49回 2016 国際書法芸術展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● 総合 1,551
サロン・ブラン美術協会 第20回記念 日仏現代国際美術展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● 総合 3,878
東方書道院 第59回 東方書展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● ● ● 書 5,972
東京きりえ美術会 第35回記念 東京きりえ美術展 4月1日（金）～4月6日（水）＊ ● その他 3,277
日本書道院 第65回記念 日本書道院展

併催：第65回記念 全国学生書道展覧会
4月7日（木）～4月16日（土） ● ● ● ● ● ● 書 11,620

光陽会 第64回 光陽展 4月7日（木）～4月16日（土） ● ● 総合 6,490
日本パステル画会 第92回 日本パステル画会展 4月7日（木）～4月16日（土） ● 洋画 5,328
日本彫刻会  第46回 日本彫刻会展覧会（日彫展） 4月17日（日）～4月30日（土）＊ ● ● ● 彫刻工芸 8,643
現代工芸美術家協会 第55回 日本現代工芸美術展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● ● 彫刻工芸 9,188
二科会 2016 春季二科展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● ● 総合 6,918
平泉会 2016年 平泉会選抜展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 総合 3,314
大道書学院 第48回 大道展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 書 3,161
日本水墨画協会 第49回 日本水墨画展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 日本画 3,700
ベラドンナの會 第12回 ベラドンナ・アート展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 総合 2,114
国画水墨院 第21回 国画水墨院展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 日本画 1,290
現代手工芸作家協会 公募 第32回 ニュークリエイティブ展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● その他 3,611
東邦書院 第39回 東邦書画公募展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 書 2,101
日本書道普及連盟 第45回 鶏聲展 4月17日（日）～4月23日（土）＊ ● 書 834
東光会 第82回 東光展 4月24日（日）～5月10日（火） ● ● ● ● ● ● 総合 25,333
全日本中国水墨芸術家連盟 第24回 全日中展・東京国際美術大展 4月24日（日）～4月30日（土） ● 総合 2,393
新生美術会 第47回 新美展 4月24日（日）～4月30日（土） ● 総合 4,850
墨美会 第33回 墨美展 4月24日（日）～4月30日（土） ● 総合 1,633
墨人会 第109回 公募 墨人展 4月24日（日）～4月30日（土） ● 書 1,273
東京湘南絵画会 第17回 東京湘南絵画会展 4月24日（日）～4月30日（土） ● 洋画 1,415
一陽会東京支部 第20回 一陽会東京展 4月24日（日）～4月30日（土） ● 　 総合 1,739
新世紀美術協会 第61回 新世紀展 5月1日（日）～5月10日（火） ● ● ● ● 総合 6,162
日本画院 第76回 日本画院展 5月11日（水）～5月20日（金）＊ ● ● ● 日本画 7,750
全日本職場美術協議会 第70回記念 職美展 5月11日（水）～5月20日（金）＊ ● ● 総合 6,730
日本彩美会 第21回 彩美展 5月11日（水）～5月20日（金）＊ ● 総合 2,313
美術文化協会 第76回 美術文化展 5月11日（水）～5月20日（金）＊ ● ● ● 総合 3,810
新洋画会 第38回 新洋画会展 5月11日（水）～5月20日（金）＊ ● 総合 2,968
亜細亜美術協会 第52回 亜細亜現代美術展 5月21日（土）～5月30日（月） ● ● 総合 2,464
旺玄会 第82回 旺玄展 5月21日（土）～5月30日（月） ● ● ● 総合 8,358
自由美術協会 第5回 東京・自由美術展 5月21日（土）～5月30日（月） ● 総合 2,660
日本画府 第63回 日府展 5月21日（土）～5月30日（月） ● ● 総合 8,917
美術集団 地平 第17回 地平展 5月21日（土）～5月30日（月） ● 総合 1,070
新興美術院 第66回 新興展 5月21日（土）～5月30日（月） ● 日本画 3,927
日本水彩画会 第104回 日本水彩展 5月31日（火）～6月9日（木）＊ ● ● ● ● 洋画 14,704
大調和会 第55回記念 大調和展 5月31日（火）～6月9日（木）＊ ● ● ● 総合 15,312
日本リアリズム写真集団 第41回 公募写真展「視点」 5月31日（火）～6月9日（木）＊ ● その他 4,415
新象作家協会 第59回 新象展 5月31日（火）～6月9日（木）＊ ● ● ● 総合 2,901
南画院 第69回 南画院公募展 5月31日（火）～6月9日（木）＊ ● 日本画 2,137
創型会 第64回 創型展 5月31日（火）～6月9日（木）＊ ● ● ● 彫刻工芸 6,640
日本写真家協会 第41回 2016 JPS展 6月10日（金）～6月27日（月）＊ ● ● その他 4,889
独立書人団 2016独立選抜書展

第10回 全国高校生大作書道展
6月10日（金）～6月19日（日） ● ● ● 書 5,776

二元会 第55回 二元展 6月10日（金）～6月19日（日） ● ● 総合 11,269
日本板画院 第66回 板院展 6月10日（金）～6月19日（日） ● ● 版画 11,445
東洋書芸院 第40回記念 東洋書芸院公募展 6月10日（金）～6月19日（日） ● 書 3,442
創造美術会 第69回 創造展 6月10日（金）～6月19日（日） ● ● ● 総合 6,364
工芸美術 日工会 第26回 一般社団法人 工芸美術 日工会展 6月10日（金）～6月19日（日） ● 彫刻工芸 5,843
日本染織作家協会 第39回 日本染織作家展 6月10日（金）～6月19日（日） ● 彫刻工芸 1,760
朔日会 第85回 朔日会展 6月20日（月）～6月27日（月）＊ ● ● ● ● 総合 4,802
瑞雲書道会 第51回 公募瑞雲展 6月20日（月）～6月27日（月）＊ ● ● ● 書 3,585
國美藝術家協会 第40回 國美藝術展 6月20日（月）～6月27日（月）＊ ● 総合 3,118
書道同文会 第68回 書道同文展・併催：学生展 6月20日（月）～6月27日（月）＊ ● ● ● 書 1,003
東京表具経師内装文化協会 第59回 表装・内装作品展 6月20日（月）～6月27日（月）＊ ● その他 1,505
日本写真文化協会 第62回 全国写真展覧会 6月20日（月）～6月27日（月）＊ ● その他 2,932
朱葉会 第95回記念 朱葉会展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● ● 総合 7,393
女流画家協会 第70回記念 女流画家協会展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● ● ● ● ● 総合 11,136
全日本肖像美術協会 第63回 全日肖展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● 総合 2,100
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日本書鏡院 第57回 日本書鏡院展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● ● ● 書 4,410
東京写真研究会 第101回 研展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● その他 3,661
美術団体 等迦会 美術団体 等迦会 選抜展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● 　 総合 1,203
東京陶族 第18回 陶族展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● 彫刻工芸 1,179
秋耕会 第25回記念 秋耕会小品展 6月28日（火）～7月6日（水）＊ ● 総合 2,456
毎日書道会 第68回 毎日書道展 7月15日（金）～7月23日（土）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 33,022
日本七宝作家協会 第50回 日本七宝作家協会国際展（公募） 7月24日（日）～7月31日（日） ● 彫刻工芸 3,179
産経国際書会 第33回 産経国際書展 7月24日（日）～7月31日（日） ● ● ● ● ● ● ● ● 書 4,365
官公書道連盟 第51回 官公書展・併設：官公小中学生書展 7月24日（日）～7月31日（日） ● ● 書 3,426
東京美術文化協会 第73回 全国学校秀作美術展 7月24日（日）～7月31日（日） ● 総合 1,960
現日会 第56回 現日書展 8月1日（月）～8月10日（水）＊ ● ● ● ● ● 書 3,275
台東書道連盟 第66回 台東書道展 8月1日（月）～8月10日（水）＊ ● 書 2,122
現代パステル協会 第28回 現代パステル協会展 8月1日（月）～8月10日（水）＊ ● 洋画 5,376
日本総合書芸院 第58回 日本総合書芸院展 8月1日（月）～8月10日（水）＊ ● ● 書 1,551
墨林書道院 第45回 墨林綜合書展 8月1日（月）～8月10日（水）＊ ● 書 2,906
美術家平和会議 第64回 平和美術展 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● ● 総合 6,082
書星会 第64回 書星展 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● ● 書 3,709
学書院 第58回 学書院展 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● ● ● 書 5,345
世界絵画大賞展実行委員会事務局 第12回 世界絵画大賞展 8月11日（木）～8月20日（土）＊ 　 ● 総合 1,568
書宗院 第60回 書宗院展 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● 書 1,899
産経ジュニア書道コンクール
実行委員会

2016 産経ジュニア書道コンクール 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● 書 3,345

国際書画芸術協会 第26回 国際書画芸術展 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● 書 2,017
国際水墨芸術促進会 国際水墨芸術大展2016 8月11日（木）～8月20日（土）＊ ● 日本画 2,089
公募 ZEN展 第14回 公募 ZEN展 8月21日（日）～8月30日（火） ● 総合 3,347
大日本書芸院 第77回 国際文化交流 公益社団法人

大日本書芸院展
8月21日（日）～8月30日（火） ● 書 5,948

全国日曜画家連盟 第43回 全国日曜画家展 8月21日（日）～8月30日（火） ● 洋画 3,753
近代美術協会 第53回 近代美術協会展 8月21日（日）～8月30日（火） ● 総合 4,121
日本書道協会 第39回 総合書道展 8月21日（日）～8月30日（火） ● ● ● ● 書 1,883
白士会 第52回 白士会展 8月21日（日）～8月30日（火） ● 日本画 2,272
全日本美術協会 第54回 全展 8月21日（日）～8月30日（火） ● 総合 6,940
雪舟国際美術協会 雪舟国際美術協会 特別展 8月21日（日）～8月30日（火） ● ● 　 総合 1,802
日本美術院 再興第101回 院展 8月31日（水）～9月16日（金）＊ ● ● ● ● 日本画 24,883
主体美術協会 第52回 主体展 8月31日（水）～9月16日（金）＊ ● ● ● 洋画 10,442
新作家美術協会 第23回 新作家展 8月31日（水）～9月7日（水）＊ ● 総合 2,869
書芸文化院 第67回 連合書道展 書芸文化院特別

企画事業
第30回 関東女流書展

8月31日（水）～9月7日（水）＊ ● ● ● 書 6,144

日本山岳写真協会 日本山岳写真協会展
2016-山・われらをめぐる世界

8月31日（水）～9月7日（水）＊ ● その他 7,632

齣展 第45回 齣展 9月8日（木）～9月16日（金） 　 ● 総合 2,545
東京展美術協会 第42回 美術の祭典東京展 9月8日（木）～9月16日（金） ● ● ● ● 総合 11,438
一水会 第78回 一水会展 9月17日（土）～10月3日（月）＊ ● ● ● 洋画 17,102
新構造社 第88回 新構造展 9月17日（土）～9月24日（土）＊ ● ● ● ● ● 総合 8,442
全日本書道教育協会 第101回 書教展 9月17日（土）～9月24日（土）＊ ● ● ● 書 7,432
双樹会 第46回 双樹展 9月17日（土）～9月24日（土）＊ ● 総合 3,065
AJAC 第42回 AJAC展

～日本と世界の現代美術～
9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 総合 2,334

美術協会 純展 第46回 純展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● ● 総合 6,241
創作画人協会 第50回記念 創展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 総合 3,845
流形美術会 第66回 流形展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 総合 4,470
水彩人 第18回 水彩人展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 洋画 5,583
大洋会 第38回 大洋展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 洋画 2,160
新日本美術院 第48回 新院展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 総合 1,933
新極美術協会 第22回 極美展 9月25日（日）～10月3日（月）＊ ● 総合 2,999
日本版画協会 第84回 版画展 10月4日（火）～10月19日（水）＊ ● ● ● 版画 13,101
現代美術家協会 東京支部 第4回 東京現展 10月4日（火）～10月11日（火） ● 総合 1,923
現代書道研究所 第38回 日本書展 10月4日（火）～10月11日（火） ● ● 書 4,190
新日本美術協会 第40回記念 新日美展 10月4日（火）～10月11日（火） ● ● 総合 5,343
新協美術会 第59回 新協展 10月4日（火）～10月11日（火） ● ● 総合 5,677
汎美術協会 2016 汎美・秋季展 10月4日（火）～10月11日（火） ● 総合 3,233
清和書道会 第68回 清和書展 10月4日（火）～10月11日（火） ● 書 4,235
中央美術協会 第68回 中美展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● ● 総合 11,394
大翔会美術連盟 第40回記念 大翔展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 総合 1,359
日本表現派 第60回記念 日本表現派展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 総合 4,145
近代水墨会 第33回 近代水墨展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 日本画 1,755
21美術協会 第11回 21美術展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 総合 2,986
一創会 第38回 一創会展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 洋画 1,693
国画院 第47回 国画展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 日本画 1,935
雪梁舎美術館 第18回 雪梁舎フィレンツェ賞展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 総合 2,478
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日本芸術メダル協会 第34回 創作メダル彫刻展 10月12日（水）～10月19日（水）＊ ● 彫刻工芸 1,039
創画会 第43回 創画展 10月20日（木）～10月28日（金） ● ● ● 日本画 3,954
日本文人画府 第45回 日本文人画府展 10月20日（木）～10月28日（金） ● 日本画 3,919
一線美術会 第67回 一線美術会展 10月20日（木）～10月28日（金） ● ● 総合 6,961
新匠工芸会 第71回 新匠工芸会展 10月20日（木）～10月28日（金） ● 彫刻工芸 2,835
現代水墨画協会 第55回記念 現水展 10月20日（木）～10月28日（金）● ● 日本画 3,541
青枢会 第43回 青枢展 10月20日（木）～10月28日（金） ● 総合 3,212
蒼樹会 第52回 蒼樹展 10月20日（木）～10月28日（金） ● 総合 5,795
日本バードカービング協会 全日本バードカービングコンクール 10月20日（木）～10月28日（金） ● 彫刻工芸 3,359
遊書の会 第14回 遊書と字手紙展 10月20日（木）～10月28日（金） ● 書 1,265
近代日本美術協会 第43回 近代日本美術協会展 10月29日（土）～11月6日（日） ● 総合 11,497
奎星会 第65回記念 奎星展 10月29日（土）～11月6日（日） ● ● ● ● ● 書 7,016
創元会 75周年記念 受賞作家展・東京支部展 10月29日（土）～11月6日（日） ● 総合 7,318
映像と芸術の振興財団 第43回 MAFれん展 10月29日（土）～11月6日（日） ● 総合 550
元陽会 第47回 元陽展 10月29日（土）～11月6日（日） ● ● 総合 3,165
日本手工芸指導協会 平成28年 手工芸作品展 10月29日（土）～11月6日（日） ● その他 5,200
創彩会 第36回 創彩展 10月29日（土）～11月6日（日） ● 総合 2,004
誠心社 2016年 誠心社現代書展 10月29日（土）～11月6日（日） ● 書 1,195
日本なごみ絵協会 第15回 玉響会展 10月29日（土）～11月6日（日） ● その他 1,133
アート未来 2016 アート未来選抜展 10月29日（土）～11月6日（日） ● 総合 3,682
書燈社 第57回 書燈社展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● ● 書 5,987
白亜美術協会 第39回 白亜展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● ● 総合 5,023
現代童画会 第42回 現代童画展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● ● ● 総合 6,363
全国水墨画美術協会 第48回 全日本水墨画秀作展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● 日本画 2,635
日本自由画壇 2016 日本自由画壇秋季展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● 日本画 6,797
日本選抜美術家協会 第42回 国際美術大賞展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● 総合 2,266
日輝会美術協会 第41回 日輝展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● 総合 3,167
風子会 40周年記念 風子会展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● 総合 1,202
国画会 90回記念 国展受賞作家展

第39回 国画会彫刻部秋季展
11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● ● 総合 2,998

日本手工芸作家連合会 第49回 創作手工芸展 11月7日（月）～11月15日（火）＊ ● その他 3,095
日本清興美術協会 第38回 清興展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 3,379
日本版画会 第57回 日本版画会展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● ● 版画 7,585
蒼騎会 第43回 秋季蒼騎展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 5,812
太陽美術協会 第42回 太陽美術展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 7,129
東京都民美術展運営会 第52回 都展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● ● 総合 8,507
秀彩会 第9回 秀彩展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 3,545
新芸術協会 第41回 新芸術展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 2,357
日本芸術家協会 第39回 JAG展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 2,376
ローマン派美術協会 第48回 ローマン展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● 総合 2,611
全陶展 第46回 公募 全陶展 11月16日（水）～11月24日（木）＊ ● ● ● 彫刻工芸 5,856
日本和紙絵画芸術協会 公募第31回 日本和紙絵画展 11月25日（金）～12月3日（土） ● その他 4,033
日本きりえ協会 第39回 日本きりえ美術展 11月25日（金）～12月3日（土） ● その他 2,987
日本書道研究会 第52回 書心展・第51回 書心学生展 11月25日（金）～12月3日（土） ● ● 書 5,573
現創会 第42回 現創展 11月25日（金）～12月3日（土） ● 総合 2,365
群炎美術協会 第55回 群炎展 11月25日（金）～12月3日（土） ● 総合 4,467
太平洋美術会東京支部 第20回記念 太平洋美術会東京支部展 11月25日（金）～12月3日（土） ● 総合 2,865
日本手工芸美術協会 第41回 日本手工芸美術展覧会 11月25日（金）～12月3日（土） ● その他 3,047
全国土地改良事業団体連合会 「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2016 11月25日（金）～12月3日（土） ● 総合 541
新平成美術会 公募第14回 新平成美術展

「The とき」展
11月25日（金）～12月3日（土） ● 総合 2,608

大潮会 第78回 大潮展 11月25日（金）～12月3日（土） ● ● 総合 2,014
たぶろう美術協会 2016年 たぶろう会員展 11月25日（金）～12月3日（土） ● 総合 2,792
書壇院 第83回 書壇院展 12月4日（日）～12月11日（日）＊ ● ● ● ● ● 書 4,077
国際文化カレッジ 第20回 総合写真展 12月4日（日）～12月11日（日）＊ ● ● ● ● その他 4,767
書道研究 温知会 第72回 温知会書道展 12月4日（日）～12月11日（日）＊ ● ● 書 2,062
凌雲書道会 第47回 公募 国書展 12月4日（日）～12月11日（日）＊ ● 書 2,951
国際現代美術家協会 第42回 ｉ.ｍ.ａ.展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● ● 総合 6,269
東洋書道芸術学会 第62回 東洋書芸展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● 書 2,619
洗心書会 第47回 洗心全国書道展

併催：高校生部・教育部
12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● 書 2,486

日本放送協会学園 第24回 NHK学園生涯学習美術展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● 総合 2,972
日本写真作家協会 第27回 JPA展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● その他 5,022
国際書画大賞展実行委員会 第10回記念 国際書画大賞展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ 　 ● 総合 2,001
書道研究 書學会 第21回 公募 書學会展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● 　 書 4,759
三鼎書道会 第51回 三鼎書道展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ ● 書 1,853
現代書道院 第43回 現代書道院展 12月12日（月）～12月20日（火）＊ 　 ● ● 書 3,984
日本書道美術院 第71回 日書展 1月4日（水）～1月10日（火） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 21,769
国際書画交流会 第16回 国際書画交流会展 1月4日（水）～1月10日（火） ● 　 総合 1,372
富士美術協会 第34回 FAA展 1月4日（水）～1月10日（火） ● 総合 2,906
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新日本陶芸協会 第17回 新日陶展 1月4日（水）～1月10日（火） ● 彫刻工芸 1,312
池坊東京連合支部 第84回 池坊東京連合支部「いけばな池坊展」 1月11日（水）～1月24日（火）＊ ● ● その他 24,708
日本書道教育学会 第66回 書道学会展

併催：第66回 全日本学生書道展
1月11日（水）～1月17日（火）＊ ● ● ● ● 書 6,412

第一美術協会 東京支部 第33回 第一美術協会 東京支部展
併催：第一美術協会選抜展

1月11日（水）～1月17日（火）＊  ● 総合 1,692

日本書学院 第56回 公募 日書学展 1月11日（水）～1月17日（火）＊ ● 書 1,146
日本写真家連盟 30周年記念 日本写真家連盟展「四季の彩り」

第6回 公募作品展
1月11日（水）～1月17日（火）＊ ● 　 その他 4,778

現代書作家協会 第49回 現代臨書展
併催：第5回 現代国際臨書展

1月11日（水）～1月17日（火）＊ ● 書 972

書道研究 書聖会 第44回 書聖展 1月11日（水）～1月17日（火）＊ ● 書 1,500
西安碑林国際臨書展 第21回 西安碑林国際臨書展 1月11日（水）～1月17日（火）＊ 　 ● 書 1,436
貞香会 2017 貞香会総合書展 1月18日（水）～1月24日（火） ● 書 2,642
太玄会 第58回 太玄会書展

併催：第1回 学生選抜展
1月18日（水）～1月24日（火） ● ● ● 書 5,341

回瀾書道会 第65回 回瀾書展 1月18日（水）～1月24日（火） ● 書 1,873
朝聞書会 第64回 朝聞書展 1月18日（水）～1月24日（火） ● ● ● ● ● 書 4,486
日本書作家協会 第58回 新興書道展 1月18日（水）～1月24日（火） ● ● 書 1,619
日本習字学会 第98回 全国学校書初中央展 1月25日（水）～1月31日（火） ● ● 書 2,796
日洋会 日洋会セレクション展2017 1月25日（水）～1月31日（火） ●  総合 4,854
アジア文化芸術連盟 アジア水墨画展（公募）2016 1月25日（水）～1月31日（火） ● 日本画 469
玄潮会 第49回 玄潮会書展

併催：第49回 全国学生書道展
1月25日（水）～1月31日（火） ● ● ● 書 2,076

日本盆栽協会 第91回 国風盆栽展 2月1日（水）～2月14日（火）＊ ● ● ● その他 13,214
書海社 第65回 書海社展 2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● ● 書 3,471
龍峡書道会 第80回 龍峡書道展 2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● ● 書 3,441
天真書道会 第51回 天真書道会展 2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● 書 1,482
九条美術の会 第6回 九条美術展 2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● 総合 1,921
高風会 第66回 高風会全国書道展覧会 2月1日（水）～2月7日（火）＊ 　 ● 書 1,011
大東書道院 第65回 大東展

併催：大東教育書道展
2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● ● 書 1,565

静雅書道会 第37回 公募 静雅書展 2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● 書 1,914
日本書道学院（日本書道学院展） 第38回 日本書道学院展 2月1日（水）～2月7日（火）＊ ● ● 　 書 2,475
国際水墨画協会 第36回 国際水墨画展 2月8日（水）～2月14日（火） ● 日本画 3,190
全日本学生美術会 第61回 全日本学生美術展 2月8日（水）～2月14日（火） ● 洋画 3,593
書道一元會 第45回 公募 書道一元會展 2月8日（水）～2月14日（火） ● 書 1,837
心象舎 第62回 心象舎展

併催：全国学校書道展
2月8日（水）～2月14日（火） ● 書 1,857

日本水石協会 第4回 日本の水石展 2月8日（水）～2月14日（火） ● その他 6,581
書道芸術院 第70回記念 書道芸術院展

併催：第68回 全国学生書道展
2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● ● ● ● ● ● ● 書 7,329

一期会 2017 一期会春季展 2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● 総合 2,881
東京書作展 全国公募 東京書作展 選抜作家展2017 2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● 書 2,509
日本刻字協会 第36回 日本刻字展 2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● 書 2,538
近代日本美術協会東京支部 平成28年度 公募 近美関東美術展 2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● 総合 3,086
煌心書道会 第35回 全国公募 煌心展

併催：学生部
2月15日（水）～2月21日（火）＊ ● 　 書 1,124

日本書道学院（書団嘯龍社展）第32回 書団嘯龍社展 2月22日（水）～2月28日（火） ● 書 2,499
行動美術協会 第8回 行動美術TOKYO展

併催：第48回 行動美術新人選抜展
2月22日（水）～2月28日（火） ● ● 総合 2,526

東京書学アカデミー蒼溟社 公募第28回 蒼溟書展 2月22日（水）～2月28日（火） ● 　 書 2,467
JAALA美術家会議 第20回 JAALA国際交流展 2月22日（水）～2月28日（火） ● 総合 1,529
全日本水墨画会 第39回 全日本水墨画展 2月22日（水）～2月28日（火） ● 日本画 2,003
Heart Art Communication ハート・アート・コミュニケーション

精鋭作家展
3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● ● 総合 1,862

醒墨会 第22回 醒墨会21世紀新水墨・新彩墨
アート展

3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● 総合 1,040

國際書道連盟 日本部会 第45回 國際書道連盟展・併催：教育部作品展 3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● 書 1,289
書法研究 菅菰会 第53回 菅菰書展・併催：全国学生展 3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● 書 1,930
清真会 第63回 詩歌自詠清真会書道展 3月1日（水）～3月8日（水）＊ ● 書 2,253
从会 第41回 从展 3月1日（水）～3月8日（水）＊ 　 　 ● 総合 3,410
二紀会 第13回 春季二紀展 3月9日（木）～3月18日（土） ● ● ● 総合 10,222
創玄書道会 第53回 創玄展 学生部門=全国学生書道展 3月9日（木）～3月18日（土） ● ● ● ● ● ● 書 23,376
書道研究 藍筍会 第54回 藍筍会書作展 3月9日（木）～3月18日（土） ● 書 2,039
日本・中国水墨交流協会 公募 第34回 日本・中国水墨画合同展 3月9日（木）～3月18日（土） ● ● 日本画 1,981
謙慎書道会 第79回 謙慎書道会展 3月19日（日）～3月28日（火）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 19,023
AJCクリエイターズコンテス
ト実行委員会

AJCクリエイターズコレクション展
2017

3月19日（日）～3月28日（火）＊ ● その他 1,195

現代アーチストセンター 第45回 現代アーチストセンター展 3月19日（日）～3月28日（火）＊ ● ● 総合 2,335
瓦・造形会 現代瓦・造形といけばな コラボレー

ション展
3月19日（日）～3月28日（火）＊ ● 彫刻工芸 2,005

合計 1,160,952
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講堂・スタジオ

　講堂は当館が主催する事業の他、学校教育展・公募団体
展に伴う授賞式や、講演会・シンポジウムなどに活用され
ている。また映画会や演奏会、セミナーなど芸術文化に関
する事業の会場として提供している。スタジオは、ワーク
ショップ・研究会などの美術創作活動、会議などを行うス
ペースとなっている。これらの施設は、当館のウェブサイ
トから予約を行える。

施設概要
講堂（交流棟ロビー階）
面積／ 284㎡＋舞台30㎡
定員／ 230名（固定椅子225席、車椅子スペース5台分）
利用時間・料金／午前（9:45～ 13:15） 12,200円
　　　　　　　　午後（13:45～ 17:15） 12,200円
　　　　　　　　全日（9:45～ 17:15） 24,300円
用途／授賞式、講演会、シンポジウム、映画会、演奏会、
セミナーなど

スタジオ（交流棟2階）
面積／ 146㎡
定員／ 50名
利用時間・料金／午前（9:45～ 13:15） 3,500円
　　　　　　　　午後（13:45～ 17:15） 3,500円
　　　　　　　　全日（9:45～ 17:15） 6,900円
用途／ワークショップ、制作、研究会、会議など

実績

講堂の利用状況

スタジオの利用状況

左／講堂　右／スタジオ

午前 午後 利用団体数
（　）内館事業

利用人数
（　）内館事業

4月 9 13  22 （2）  1,907 (215)

5月 10 13  23 （10）  1,368 (137)
6月 11 11  22 （6）  1,675 (478)
7月 8 8  16 （4）  1,323 (311)
8月 7 11  18 （2）  2,260 (87)
9月 8 12  20 （2）  1,213 (80)
10月 4 10  14 （2）  979 (225)
11月 10 12  22 （8）  2,219 (832)
12月 12 13  25 （8）  2,298 (287)
1月 12 15  27 （4）  3,283 (505)
2月 15 17  32 （12）  3,233 (1,198)
3月 11 12  23 （2）  1,905 (92)
計 117 147  264 （62）  23,663 (4,447)
稼働率 41％

午前 午後 利用団体数
（　）内館事業

利用人数
（　）内館事業

4月 24 25  49 （4）  669 （22）
5月 22 25  47 （6）  541 （35）
6月 22 24  46 （6）  653 （26）
7月 22 23  45 （10）  432 （112）
8月 22 28  50 （14）  664 （184）
9月 24 27  51 （12）  534 （118）
10月 21 25  46 （10）  447 （70）
11月 19 23  42 （8）  507 （40）
12月 13 16  29 （8）  321 （92）
1月 18 19  37 （4）  408 （15）
2月 19 26  45 （10）  615 （69）
3月 21 22  43 （8）  562 （75）
計 247 283  530 （100）  6,353 （858）
稼働率 83％
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アート・コミュニケーション事業4
とびらプロジェクト 
Museum Start あいうえの 
学校連携 
展覧会関連プログラム 
建築ツアー 
障害のある方のための特別鑑賞会 
調査・研究プロジェクト・その他

　人と作品、人と人、人と場所とをつなぎ、アートを媒介とした新たなコミュニ
ケーションを育む活動を展開。美術館に集まる多種多様な人々とのコミュニケー
ションを大切にし、そこから創出される新しい価値観を社会に届けることで、アー
トを介したコミュニティを育んでいくことを目的としている。 

Design：Kazuya Kondo
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とびらプロジェクト

　平成28年度で5年目を迎えた、アートを介したコミュ
ニティづくりを育むソーシャル・プロジェクト。当館と東
京藝術大学（以下、藝大）が連携し、市民と共に美術館を拠
点にオープンで実践的なコミュニティの形成を目指して活
動している。一般公募の上、選考を経て集まった第5期アー
ト・コミュニケータ（愛称：とびラー）は、第3・４期とびラー
と合流し、125人が活動。とびラーと、学芸員と藝大の教
員は対等に対話を重ねながら基礎講座や実践講座を経て、
美術館や上野公園においてさまざまなプログラムを実施した。
　とびラーの活動はボランタリーな活動である。しかし、
「アートを介してコミュニケーションを促進する人」とい
う、その人の「働き」が明解に伝わることが名称として最も
重要と考え、とびラーをボランティアとは呼んでいない。
とびラーは美術館や文化財を介して新たなコミュニケー
ション回路をつくる役割を持ち、学びと実践をくり返しな
がらプロジェクトを推進している。
　藝大側の代表教員として日比野克彦氏（東京藝術大学美
術学部先端芸術表現科教授）、プログラム運営のアドバイ
ザーとして西村佳哲氏（働き方研究家／リビングワールド
代表）、森司氏（アーツカウンシル東京事業推進室事業調整
課長）が関わっている。
　実施プログラムは事業実績一覧（P.65～ P.68）を参照。
ウェブサイト［http://tobira-project.info/］（ページ・ビュー
数／ 198,523）

とびラー募集の流れ
平成27年度
12月  第5期とびラー募集広報開始
1月 とびらフォーラム（説明会）／ 5期応募受付開始
2月 応募受付締切
3月  1次選考（書類審査）→2次選考（面接）→5期とびラー

決定通知
平成28年度
4月  基礎講座（～ 6月）隔週土曜日6回（10～ 15時）全24

時間
 とびラボ（年度末までにのべ325回開催）
6月 実践講座（～ 3月）
 鑑賞実践講座　年間9回
 アクセス実践講座　年間8回
 建築実践講座　年間7回
７月 『Museum Start あいうえの』プログラム開始
12月  第6期とびラー募集広報開始
1月 とびらフォーラム（説明会）／第6期応募受付開始
2月 応募受付締切

3月  1次選考（書類審査）→2次選考（面接）→第6期とび
ラー決定通知

 開扉会（かいぴかい：とびラーの任期満了式）

応募条件
1）  18歳以上の方（高校生を除く）で、日本語で日常会話が
できる方

2）  美術または美術館に関心があり、積極的に学び、活動
意欲のある方

3）  東京都美術館のミッション（使命）を理解し、共感して
活動できる方

4）  4～ 6月の基礎講座全6回に原則としてすべて参加可能
な方

5）  7月以降、月2回以上の活動に参加可能な方
6）  Eメールでの連絡が可能な方（パソコンでのメール送受
信が可能な方）

活動条件
1）  アート・コミュニケータの活動は無償。交通費、謝礼
等の支給はなし。ただし、講座及び随時開催される研
修に無料で参加可能。

2）  アート・コミュニケータの登録期間は1年間。次年度
以降は本人と美術館双方の合意のうえ、登録更新し、
任期は最長3年間とする。

3）  とびらプロジェクトのウェブサイト等を読んだり、E
メールでの連絡ができること。

平成28年度に新しく加わった第5期とびラーの応募状況
　255人からの応募があり、書類審査、面接を経て、58人
を第5期とびラーに決定。約4倍の倍率であった。この58
人と第3・4期とびラー 67人とで5年目のとびらプロジェ
クトが始動した。

第5期とびラー募集（チラシ）



53

とびらプロジェクトの事務局
　平成27年度に引き続き、当館のプロジェクトルーム（交
流棟2階）を拠点として、藝大美術学部の伊藤達矢特任准
教授（とびらプロジェクト・マネージャ）と大谷郁特任助手
（とびらプロジェクト・コーディネータ）、奥村圭二郎特任
研究員（とびらプロジェクト・コーディネータ）が運営の実
務を担当した。

とびラーのすがた
　年齢や性別、活動日などが偏らないようにも配慮された
上で選考された平成28年度のとびラーのすがたは次の図
のとおりである。

第5期とびラーのすがた（平成29年3月末時点）

平成28年度とびラーのすがた　第3・4・5期（平成29年3月末時点）

基礎講座・実践講座
　とびラーは「基礎講座」と「実践講座」を通して、当館の
ミッションと藝大からのメッセージ、とびらプロジェクト
の目指す方向性を共有し、とびラーとしての役割への理解
を深めていく。

・基礎講座（4～ 6月の隔週土曜日10～ 15時／全6回）
　当館を拠点として、アートや文化財を介しながら新たな
コミュニケーションを作っていくための基本を学ぶ。現在
の美術館活動はどのようなものか？ 対話やクリエイティ
ブなコミュニケーションが起こる場づくりとは？ ホスピ
タリティとは？ など、具体的に参加形式で学ぶ。1年目の
とびラーは全員必修。

第1回  オリエンテーション（全とびラー対象）
 とびらプロジェクトを知る・語る
 講師／第3・4期とびラー、伊藤達矢、河野佑美
  ねらい：新とびラーと、第3・4期とびラーやスタッ

フが複数の接点を持つ機会にする。
  コミュニケーションの中からとびらプロジェクト

やMuseum Start あいうえのの特徴を知る。
第2回  社会装置としてのミュージアムの役割とは何か、

そこでのとびラーの役割とは何か。
 講師／日比野克彦、森司、稲庭彩和子
  ねらい：東京国立博物館や国立西洋美術館などを

見学し、上野に集まる他の文化施設について知
る。その上で、文化施設が集積する上野公園の魅
力とは何か、文化施設の社会的役割とは何か、アー
ト・コミュニケータとしての役割とは何かについ
て考える。

第3回 作品を鑑賞するとは…
 講師／稲庭、河野
  ねらい：作品の鑑賞について理解を深める。作品

が存在することによって起こる体験とは、私たち
にとってどのように意義があるのか、それらを鑑
賞することの意味についても考える。

第4回 「きく力」を身につける
 講師／西村佳哲
  ねらい：「とびらプロジェクト」では上手な話し方

を練習する講義はないが、人の話を「きく」ための
講座が用意されている。コミュニケーションの基
本は、相手の話に興味をもって、真剣に「きく」こ
とだと考えているからである。話を「きく力」につ
いて考える。

第5回 会議が変われば社会が変わる
  講師／青木将幸（NPO法人淡路島アートセンター

副理事長）
  ねらい：アイディアを共有し活動をつくっていく

上で大事な「ミーティング」の理想的なスタイルを
学ぶ。

第6回 この指とまれ /そこにいる人が全て式 /解散設定
 講師／西村
  ねらい：とびラーが自主的に活動していくために
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は、自分たちでチームを作り、アイディアを共有
し、お互いの力を上手に出し合って、成果を求め
なくてはならない。この回では、小さなチームの
つくり方や、そこに集まった人たち全員の力を活
かした活動のつくり方について学ぶ。また、活動
のはじめ方だけではなく、終わり方のデザインに
ついても理解を深める。

基礎講座（第6回）

・実践講座（6月以降各講座ごとに適宜実施）
　活動の基本となる3つの柱に則した、より実践的な3種
類の講座。各講座は外部の専門家や学芸員が担当、実際の
現場で気付いた疑問なども振り返りながら、活動への理解
を深め、コミュニケーション・スキルを高めていく。
A 鑑賞実践講座（モノと人を考える）／全7回
  講師／三ツ木紀英（NPO法人芸術資源開発機構

ARDA）、稲庭、熊谷、河野、鈴木
B アクセス実践講座（ヒトと人を考える）／全8回
  講師／熊谷晋一郎（東京大学先端科学技術研究セン

ター准教授）、渡辺由美子（NPO法人キッズドア理事
長）、高取しづか（NPO法人 JAMネットワーク代表）、
小山紳一郎（公益財団法人ラボ国際交流センター理事
（当時））、舘野泰一（立教大学経営学部助教）、伊藤、
稲庭、奥村

C 建築実践講座（ハコと人を考える）／全7回
  講師／青木淳（建築家）、君塚和香（東京藝術大学キャ

ンパスグランドデザイン室特任助教）、mosaki（大西
正紀・田中元子（建築コミュニケータ））、大谷、河野

オープンレクチャー
　「とびらプロジェクト」の一環として、とびラーおよびと
びらプロジェクトに関心のある一般の方々を対象に、とび

らプロジェクト・オープンレクチャーを実施した。とびラー
が「アート・コミュニティの形成」について理解を深めると
ともに、とびらプロジェクトに関心のある一般の方々にも
発信する機会としている。
　平成28年度は、vol.6を7月に開催。「青木淳が語る前川
國男－中心のない建築：彼の目指したデザインとは？」を
テーマに、建築家青木淳氏の眼を通して、前川建築の魅力
を探った。東京都美術館を設計した前川國男は、モダニズ
ム建築の巨匠と呼ばれながらも「間」という日本的な感覚
を、生涯を通して追求した。平成24年にリニューアル・オー
プンし「創造と共生の場＝アート・コミュニティ」をつくる
ことを標榜した東京都美術館の今を、建築空間の分析を通
し、再考する機会とした。

オープンレクチャー vol.6「青木淳が語る前川國男」

とびらプロジェクトフォーラム
　第6期とびラー募集のための説明会（フォーラム）を開
催。2部構成になっており、全体のテーマを「美術館から
社会的課題を考える－する／されるをこえて」とし、第1
部は講堂において、クロストーク「一緒に冒険する、とい
うこと」というテーマで西村氏と稲庭がとびらプロジェク
トの社会的課題への取り組みについて語った。続くパネル
ディスカッションでは現在進行形の「とびらプロジェクト」
について設立から関わっているメンバー（日比野・西村・
森・伊藤・稲庭）が「未来を作らないコミュニケーション、
作るコミュニケーション－アート・コミュニケータへの期
待」というテーマで、プログラムが届きにくい子供たちの
存在を意識したプログラムの現場で起こる共同的なコミュ
ニケーションについてフォーカスし、その可能性について
考えた。第2部はとびラーの活動拠点であるアートスタ
ディルームを会場に「オープンスペース・カフェ」を開催
し、「とびらプロジェクト」の活動拠点を公開。参加者同士
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がフランクに対話できるカフェや、普段の活動を知っても
らうための資料を用意し、パネリストやとびラーが来場者
の率直な疑問にも対応した。のべ一般参加者数354人。

とびらプロジェクトフォーラム　撮影：藤島亮

とびラボ
　「とびラボ」はとびラー同士が自発的に開催する学び合い
の場であり、新しいプロジェクトの検討と発信が行われる
場所である。様々なバックグラウンドを持つとびラーによ
る「この指とまれ式」→「そこにいる人がすべて式」→「解
散！また結成」の3ステップでオリジナルの活動が生ま
れ、アートを介したコミュニケーションの可能性が大きく
広がっている。同時に「とびラボ」はとびラー同士のゆるや
かなコミュニケーションの場でもあり、対話から生まれる
充実した時間が美術館に新しい価値を注ぎ込んでいる。年
間のべ開催数325回。のべ参加者数1,510人。
主な「とびラボ」
　とびらボードでGO！、イロイロとび缶バッジ、ヨリ
ミチビジュツカン、若冲らうんじ、ベビーカーツアー、樹
の街、おしゃべり鑑賞会、トビカン・ヤカン・カイカン・
ツアー、見楽会、卒展さんぽ、女子美さんぽ、森のいきも
の、なりきりアーティスト、藝祭さんぽ、学芸員カフェ、
など。

藝大卒展さんぽ

とびらプロジェクトのコミュニケーション・デザインと活
動の記録保存
　とびラー同士は、実際に会って話し合ったり、プログラ
ムを実施したりするのに加えて、メーリングリストとウェ
ブ上の「掲示板（募集・告知機能）」と「ホワイトボード（報告
機能）」をコミュニケーション補助ツールとして運用しなが
ら活動を活発化させている。「この指とまれ式」で集まった
有志のとびラーの活動は、プログラム実施までのプロセス
や、実施後の振り返りなどの内容をそれぞれが自主的に記
録し、ウェブ上にある「掲示板」や「ホワイトボード」に必ず
アップロードすることによって、約100人からなるとび
ラー同士が常に情報共有できるように設計されている。こ
うした記録は、活動のプロセスの共有の場となった後、アー
カイヴとしての機能も果たし、次の世代のとびラーがまた
それを参照できるようにつくられている。

これからゼミ
　「これからゼミ」とは、とびらプロジェクトでの任期満了
後、どの様に活動していくのかについて考え、その準備を
進めるためのゼミである。3年目とびラーを1名以上含む
プロジェクトチームを結成し活動を進めていく。内容に
よっては、スタッフとの情報共有の上、館外で活動を行う
ことも可能である。「アート・コミュニケータ」としての総
仕上げの場として設定されている。ミーティング開催数
23回、のべ参加者数162人。
　「これからゼミ」から生まれたプロジェクトは下記の通り
である。
①藝大ガイドツアー
　藝大卒展期間中に藝大構内の建物や彫刻、植栽に注目し
たツアーを開催。あまり足を踏み入れる機会のない構内
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で、当館の「建築ツアー」での経験を活かし、オリジナルの
ツアーを開催。
②小菅村でワークショップ＆クリスマスパーティー
　「木々との対話」展で実施したとびラボ「樹の街」に木材を
提供していただいたことが縁で、とびラーが山梨県小菅村
で出張プログラムを行った。NPO法人多摩源流こすげと
協力しながら、小菅村の木材を使用し、クリスマスにちな
んだワークショップとパーティを開催。

藝大ガイドツアー

開扉会（かいぴかい）
　とびラーの任期は最長3年間のため、平成29年3月末に
第3期とびラーが任期満了となった。都美のとびらを開け
続けてきたとびラーが次の世界に飛び立つ、送る会「開扉
会（かいぴかい）」を開催。館長と日比野氏からのメッセー
ジと当館の最寄り駅である JR上野駅や東京メトロ上野駅
からの初乗り切符がセットされた「開扉の証」が授与され
た。任期満了とびラー 27人。

アート・コミュニケータ東京
　とびらプロジェクトのとびラー任期満了者の有志が組織
する団体。当館での「障害のある方のための特別鑑賞会」
（P.63参照）の運営を協働した。

上野「文化の杜」連携プログラム
　数寄フェス関連プログラム「ヨリミチビジュツカン－緑
茶で語らうゴッホとゴーギャン－」
平成28年10月21日（金）、22日（土）18:00～ 20:00 参加
20人
　夜のライトアップされた当館で参加者同士と作品との一
期一会を楽しむことを目的に開催されたプログラム。「ゴッ
ホとゴーギャン展」を鑑賞した後に、美味しい緑茶を飲み
ながら、展示室で話しきれなかったあれこれを、とびラー
と参加者が語り合った。

開扉会

ヨリミチビジュツカン
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Museum Start あいうえの

　上野公園に集まる9つの文化施設が連携し、こどもたち
のミュージアム・デビューを応援するプロジェクト。こど
もと大人がフラットに学びあえる環境を創造する「ラーニ
ング・デザイン・プロジェクト」である。日本を代表する
文化施設が歩いて回れる範囲に集まっているという上野公
園の魅力を活かし、バラエティ豊かな文化施設が連携する
ことで、学びのスケールを何倍にも広げている。
　このプロジェクトの連携館は、上野の森美術館、恩賜上
野動物園、国立科学博物館、国立国会図書館国際子ども図
書館、国立西洋美術館、東京国立博物館、東京文化会館（五
十音順）であり、アーツカウンシル東京の事業の一環とし
て行われ、当館と藝大が推進役となって実施している。ロ
ゴ、連携各館のアイコンなどのデザインは、藝大教授であ
る日比野克彦氏によるものである。また、美術館の「ビ」の
ように、館種を表す言葉の頭文字をつないだ「ビビハドト
カタブ」という造語をこのプロジェクトの「ひみつの呪文」
としている。実施プログラムは事業実績一覧（P.65～ P.68）
を参照。ウェブサイト［http://museum-start.jp］（ページ・
ビュー数／ 159,920）

とびらプロジェクトとの連動
　「Museum Start あいうえの」に参加するこどもたちが上
野の豊富な文化資源と出会い、驚き、考え、発見するプロ
セスがより充実した体験になることを目指し、とびらプロ
ジェクトのとびラーが積極的に活動、こどもたちの伴走役
を務めた。大人とこどもが共に学び合う関係性を重要視し
ている。

「Museum Start あいうえの」と「とびらプロジェクト」との連動

Museum	Start	あいうえの事務局
　藝大美術学部の伊藤達矢特任准教授（Museum Start あい
うえのプロジェクト･マネージャ）、鈴木智香子特任助手
（Museum Start あいうえのプログラム･オフィサー）、長
尾朋子特任助手（Museum Start あいうえのプログラム･オ
フィサー、～ 11月）、松尾由子特任助手（Museum Start あ
いうえのプログラム･オフィサー、11月～）、渡邊祐子
（Museum Start あいうえのプログラム・オフィサー）が当
館のプロジェクトルームにて運営の実務を担当した。

ミュージアム・スタート・パックの作成と配布
　「Museum Startあいうえの」では、こどもたちがミュー
ジアムを楽しく活用できるようにデザインしたツール
「ミュージアム・スタート・パック」を参加者全員に手渡し
でプレゼントしている。パックの中の「ビビハドトカダブッ
ク」は、連携各館に関するガイドブック機能とミュージア

こどもと一緒にミュージアム！

上野公園にある９つの文化施設は、

こどもたちのミュージアム・デビューを応援しています！

詳しくはWebサイトで検索！ http://museum-start.jp

参加すると、9つの文化施設をめぐる
ミュージアム・スタート・パックがもらえるよ！

あいうえの

アート・コミュニケータが
こどもたちのミュージアム・デビューを応援 !

作品や動物をじっくりみて
発見したことをオリジナルブックにかきこもう！

「Museum Start あいうえの」の連携

Museum Start あいうえの（チラシ）
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ムでの体験の記録を書き込めるスクラップブック機能があ
り、こどもたち自身で体験を深めることができるように
なっている。また、こどもたちの意欲をより高めるため、
連携各館にパックを持って出掛けるとオリジナルバッジを
集められる仕組みも作っている。

Museum	Start	あいうえのウェブサイトの機能
　「Museum Start あいうえの」のウェブサイトは、連携す
る9館の豊富な情報をまとめて見られるように設計されて
いる。特に、一般的には展覧会情報に付随して掲載されて
いて探しにくいこどもたちやその家族が参加できるプログ
ラムの情報を一望できるカレンダー形式が採用されてい
る。ミュージアムがより身近なものとなり、ワクワクする
ような情報へのアクセスを可能にすることを目的としてい
るためである。こどもたちが各館へ出掛けていきやすいよ
う、連携各館の担当職員と緊密に連携をとりながら、開催
されるプログラムの情報が日々更新され、「冒険の行き先」
ページで情報を得られるようにデザインされている。また、
プログラムの活動記録がブログ形式でアップされている。

年間活動プログラム
　あいうえののプログラムは個人向けプログラムと学校向
けプログラムで構成されている。こどもたちが、放課後や休
日に家族とでも、また学校の授業の中でも、美術館を楽しむ
ことができるように、体験を通した学びの環境を用意した。

あいうえのファミリー（個人向けプログラム）
　ミュージアムの楽しさや上野公園の魅力を体験できる、
冒険と発見のプログラム。大人とこどもが一緒に学びあう
ことを目指している。障害のあるこどもを含む、全てのこ
どもが参加可能。
・うえの！ふしぎ発見
　全7回／各回定員10組20人／のべ参加者数179人（こど
も＋保護者数）
　対象／小学1年生～高校3年生とその保護者
　上野公園のミュージアムを楽しむファミリー向けプログ
ラム。アートからサイエンスまでバラエティのあるテーマ
でとびラーと一緒にじっくり観察し、大人もこどもも自分
だけの発見をすることを目的としている。実施プログラム
は次の通り。7月27日（日）絵本部〈国立国会図書館国際子
ども図書館〉、9月4日（日）アニマル部〈恩賜上野動物園×
都美〉、10月2日（日）サイエンス&アート部〈東京国立科
学博物館×都美〉、11月5日（土）ゴッホ部〈東京国立博物館

×都美〉、平成29年1月28日（土）卒展部〈藝大×都美〉、3
月14日（火）建築部〈東京文化会館×国立西洋美術館〉、3月
28日（火）VOCA部〈上野の森美術館〉（〈   〉内は活動場所
となった館。）

うえの！ ふしぎ発見  「アニマル部」

・ミュージアム・トリップ
　５団体との連携／のべ参加者数175人（こども＋保護
者・引率者数）
　対象／①児童養護施設、ファミリーホーム
　②経済的に困難な家庭のこどもを支援している団体
　③外国にルーツを持ちカルチャー・ギャップなどの困難
を抱えているこどもを支援している団体
　家庭等の状況により、ミュージアムを利用しにくいこど
もたちと、その保護者をミュージアムに招待する全２回の
オーダーメイドのプログラム。とびラーや学芸員、大学の
教員が参加者に寄り添い、初めてでも安心してミュージア
ムを楽しめるようプログラムを組み立てた。今年度は次の
団体と連携してプログラムを実施した。台湾慈済日本東京
人文学校、NPO法人 JAMネットワーク（至誠学園、聖フ
ランシスコ子供寮）、NPO法人キッズドア、一般社団法人
kuriya、品川景徳学園

ミュージアム・トリップ

・あいうえの日和
　上野公園の9つのミュージアムを楽しく冒険するコツを
伝授するファミリー向けプログラムとして、小学1年生か



59

ら高校3年生を対象に年6回開催した。本プログラムでは、
「ミュージアム・スタート・パック」の使い方を伝授するほ
か、当館の建築をめぐる「こども建築ツアー」などの開催を
通じて、ミュージアムでの体験を記録するワークショップ
が開催された。特別開催や国立西洋美術館での開催を合わ
せ、全10回開催し、のべ251人のこどもたちの手に渡った。

あいうえの日和

あいうえの学校（学校向けプログラム）
　美術館や博物館に興味のある子もない子も一同に訪れる
こととなる学校来館では、学校教員と連携し、事前から当
日、事後までの流れをサポート。特にスペシャル・マン
デー・コースでは、とびラーがこどもたちの伴走役として、
充実した美術館体験を支えている。
・スペシャル・マンデー・コース
　全4回開催／参加11校、参加者数592人（児童･生徒数）
　対象／都内幼保・小・中・高等学校（幼稚園保育園は年
長クラスから受入）　
　展覧会の休室日（月曜日）にゆったりとした会場で鑑賞授
業を行うプログラム。学芸員やとびラーが伴走役となって
「対話を通した作品との出会い」をサポートする。学習指導
要領に基づき、観察力・想像力・言語力・表現力の発達を促
し、生きる力を育むことを目的としている。学校教員と学
芸員・大学教員らが綿密な打ち合わせを行いながら、当日の
プログラムを中心に、事前授業から事後授業までの一連の
流れを企画。前年度に引き続き、学校と美術館をつなぐ往
復バスを用意し、美術館利用をしやすい環境を整えている。

スペシャル・マンデー・コース（認可保育園パイオニアキッズ（年長））

・平日開館コース
　参加13校、参加者数523人（児童･生徒数）
対象／小・中・高等学校
当館の開室日に「学校単位で来館したい」という希望や、「美
術館で鑑賞授業をしたい」、という先生方に、教材貸出や
事前準備から当日までのサポートを行い、通常開室日でも
可能な、よりよい美術館体験を提案・実践した。（受入校
数により、都外の学校も受入）

平日開館コース（荒川区立第二瑞光小学校（5・6年生））

あいうえのコミュニティ
　本プロジェクトでミュージアム・デビューをした過去の
参加者がその後もミュージアムを活用していけるよう、継
続的な活用を応援する様々な仕組みを提供。
・あいうえのスペシャル
　3回開催／のべ参加者数392人（こども＋保護者数）
対象／各プログラムでミュージアム・デビューをしたこど
もたちとその保護者
・ティーチャーズ・カフェ
　あいうえの学校に参加した教員とその同僚教員を対象に、
上野を再訪することで、学校の連携や美術館での鑑賞授業を
改めて考えるきっかけとなることを目的としたものである。
　平成28年度は、ティツィアーノとヴェネツィア派展を特
別に夜間開室し、貸切の空間の中でスペシャル・マンデー・
コースと同様に、とびラーとのグループ鑑賞や個人鑑賞を
体験し、プログラムに参加するこどもたちの視点から鑑賞
授業を捉えなおしてもらった。
　1回開催／参加者数20人
　対象／ 学校来館でプログラムを利用した教員とその同僚

教員
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学校連携

　公立美術館の大きな役割のひとつに、学校との連携があ
る。平成25年度から「Museum Start あいうえの」が始ま
り、当館の小・中・高校生向けのプログラムが拡充された
（「Museum Start あいうえの」についてはP57～ 60参照）。
そのためこの枠組では日常的な学校対応や教員のための研
修会の開催、専門家向けの研修会への協力、インターンシッ
プの受け入れ等を前年度に引き続き行った。また、学校団
体来館の事前授業のための「鑑賞ボックス」を作成し、貸し
出しを行った。このボックスには、ラミネート加工をした
A4サイズの図版カード、ポストカードやフレームスタン
ド等が入っている。
　平成28年度に実施したプログラムは以下の通り。（事業
実績一覧はP.65～ P.68参照）

鑑賞ボックス（木々との対話展）

ティーチャーズ・デイ
　学校の教員（教科不問）を対象に、美術館をよく知り、有
効に活用してもらうための研修プログラム。当館での活動
の説明や具体的な学校連携事業の事例を紹介した。学校の
夏季休暇時の開催では、「対話による鑑賞の実践」や、
「Museum Start あいうえの」で活用されている「ビビハドト
カダブック」を実際に活用するワークショップを開催。3
回の研修会を行い、のべ参加者数92人。
第1回 8月5日（金）10:00～ 15:00
  「Museum Start あいうえのをはじめとするアー

ト・コミュニケーション事業の紹介。鑑賞ワーク
ショップ

第2回 10月30日（金）18:00～ 19:00
  「Museum Start あいうえの」をはじめとするアー

ト・コミュニケーション事業の紹介。特別展担当
学芸員によるミニレクチャー。特別展（ゴッホと
ゴーギャン展）鑑賞。

第3回 平成29年1月27日（金）18:00～ 19:00
  「Museum Start あいうえの」をはじめとするアー

ト・コミュニケーション事業の紹介。ジュニアガ
イドの活用方法の紹介。特別展担当学芸員による
ミニレクチャー。特別展（ティツィアーノとヴェ
ネツィア派展）鑑賞。

ティーチャーズ・デイ（第1回）

ティーチャーズ・ウィーク
　小・中・高等学校の教員を対象に「ティーチャーズ・ウィー
ク」を設定し、特別展を無料で鑑賞できる期間とし、美術
館での鑑賞授業を検討してもらう場とした。
ポンピドゥー・センター傑作展
6月11日（土）～ 18日（土）　のべ参加人数51人
　担当学芸員による特別レクチャー
　6月17日（金）18:00～ 18:30　参加人数21人
ティツィアーノとヴェネツィア派展
平成29年1月21日（土）～ 29日（日）  のべ参加人数153人

インターンシップ
　学芸員を目指す学生や、美術館活動を支える専門的な人
材育成を目的とする。主に大学院修士課程に在籍する学生
を対象に、最長で1年間、年に若干名をインターン生とし
て受け入れている。アート・コミュニケーション事業の業
務補佐として従事、現場を通して学ぶ機会を提供してい
る。今年度は2人を受け入れた。

専門的研修会への協力
　学芸員対象のエデュケーター研修や、大学教員の研究グ
ループ、図工や美術教員で構成される研究部会の研修など
に協力。当館の活動の考え方や鑑賞プログラムの具体的な
方法について意見交換や共有を行った。平成28年度は文
化庁主催ミュージアム・エデュケーター研修、文部科学省
及び国立教育政策研究所（社会教育実践研究センター）主催
平成28年度博物館長研修などへの協力を行った。
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展覧会関連プログラム

　当館では、年度ごとに報道機関などとの共催による大型
の特別展を4展、学芸員による自主企画展を1展、公募団
体などとの連携展を3展行っている。それぞれの展覧会を
より深く理解して楽しんでもらえるように、開催期間中に
様々なプログラムを企画して行った。
　平成28年度に実施したプログラムは以下の通り。（事業
実績一覧はP.65～ P.68参照）

1　特別展関連プログラム
　会場では、こども用の鑑賞用ツールとして「とびらボー
ド」（磁気ボード）の貸出を継続した。「ポンピドゥー・セ
ンター傑作」展において、中学生以下の子供とその保護者
を対象とする「キッズデー｣が2回開催された。

2　企画展関連プログラム
　「木々との対話」展に関連し、「木々のアトリエ」を6日間
限定で開室（詳細はP.16～ P.17参照）。「木々との対話」展
の出品作家の作品制作にかかる資料の展示や、ワーク
ショップ、公開制作、トークイベント、鑑賞ツアーなどを
実施した。

3　連携展関連プログラム
　出品作家自身が、作品について語るトークイベント（アー
ティスト・トーク）や年始に開催される書の展覧会に関連
するプログラムを開催。

4　特別展ジュニアガイド
　中学生以下の子どもたちが展覧会を楽しみ、学ぶ助けと
なるジュニアガイドを制作。都内の小・中学校などには事
前に送付し、会場でも配布した。当館のウェブサイトから
もダウンロードできる。平成28年度は「若冲展」「ゴッホ
とゴーギャン展」「ティツィアーノとヴェネツィア派展」に
て作成した。「ゴッホとゴーギャン展」においては都内23
区の全公立小中学校の全児童・生徒（1,225校約55万部）に
事前に配布した。「ティツィアーノとヴェネツィア派展」に
おいては、初めての試みとして都内の全公立図書館・資料
館（513館約2万5千部）へも配布し、広報物としてのジュ
ニアガイドの活用も行った。

木々のアトリエ発館内ツアー　撮影：中川正子

樹の街（とびラボ発プログラム）

若冲展ジュニアガイド ゴッホとゴーギャン展
ジュニアガイド

ティツィアーノとヴェネツィ
ア派展ジュニアガイド
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5　とびラボ発展覧会関連プログラム
　とびラーによる主なプログラム
　　・「とびらボードでGO!」

　特別展会場入口で貸し出しをしている「とびら
ボード」に気に入った作品をスケッチし、それをフ
レームに収めてオリジナルカードを作成。

　　・缶バッジプロジェクト「イロイロとび缶バッジ」
　展覧会を見た記憶を小さなキャンバスに見立てた
缶バッジの面にスタンプを押したり、絵を描いたり
してデザインし、その場で缶バッジに仕立てるワー
クショップ。

　　・「見楽会」、「ヨリミチビジュツカン」
　作品解説型のギャラリートークではなく、その
時、その作品を前に感じたことや気づいたことを参
加者同士で言葉にして共有しながら作品を鑑賞する
会を開催。

　　・「ベビーと一緒にミュージアム」
　赤ちゃんと一緒に生活しているご家族にも、美術
館を楽しんでほしいという思いから生まれたツ
アー。事前申込制で、一家族に1名のとびラーが付
き添い、展示室を散策、ベビーカーでの移動もとび
ラーがサポート。

　　・ 「マルカルミュージアム」、「アート筆談de対話鑑賞」
　日本語を母語としない人を対象とした鑑賞のプロ
グラムや、聴覚障害を持つ人とそうでない人がいっ
しょに作品を鑑賞し、筆談で鑑賞体験を共有するプ
ログラムが開催された。

ヨリミチビジュツカン（ティツィアーノとヴェネツィア派展）

ベビーと一緒にミュージアム（木々との対話展）

アート筆談de対話鑑賞（ゴッホとゴーギャン展）

イロイロとび缶バッジ（ゴッホとゴーギャン展）
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建築ツアー 障害のある方のための
特別鑑賞会

　「建築ツアー」は、建築家・前川國男の設計による当館の
建物の魅力を知ってもらうツアー。とびラーの案内で、当
館のあちらこちらを散策する。案内人のオリジナリティー
が発揮された、それぞれ独自のツアーを展開。平成28年
度は、打ち込みタイルの模型を活用したツアーなど、新た
な視点でのツアーが加わった。5月を除く奇数月と6月の
第3土曜日14時から開催。6回開催し、のべ参加者数157
人。この定例のツアーに加え、前年度に引き続き、ライト
アップされた当館を散策する「トビカン・ヤカン・カイカ
ン・ツアー」をとびラーからの発案により開催。夜間開室
日の日没後の30分間程度のツアー。14回開催し、のべ参
加者数188人。平成28年度は、夕暮れ時のツアー「トビ
カン・トワイライト・ツアー」を2回開催（のべ参加者数23
名）。とびラーの自主的なプログラムである「とびラボ」発
のプログラムとして「建築ツアー：ハロウィン編」も開催さ
れた。事前申込制のプログラムで、モンスターに扮したと
びラーとともに当館の建築に隠された秘密（＝みどころ）を
めぐるツアーとなった。
　また、セルフガイドとして、とびラーによる「“上野の杜
の宝石箱”東京都美術館ヤカン・ミドコロ・スポット」「ト
ビカン・ミドコロ・ケンチク・マップ」（7月に改訂）も引
き続き配布された。

　普段は来場者が多く混雑している特別展示室において、
障害のある方が安心してゆっくり鑑賞できるように、休室
日に特別鑑賞会を開催した。事前申込制により平成28年
度は「生誕300年記念 若冲展」、「ポンピドゥー・センター
傑作展」、「ゴッホとゴーギャン展」、「ティツィアーノとヴェ
ネツィア派展」において各1回ずつ計4回行い、のべ2,614
人が参加した。
　とびらプロジェクトと連動し、毎回20～ 30人程度のと
びラーが当日の運営に関わるとともに、「アート・コミュ
ニケータ東京」にも協力を依頼し、プログラムを実現して
いる。展覧会担当学芸員による展覧会解説「ワンポイント
･トーク」（手話通訳付き）も企画棟ホワイエ（ロビー階）で
行った。また、とびラーの発案により、ワンポイント・トー
クの際に、モニターにキーワードを文字表示することで、
より多くの方にも伝わるようにした。
［運営協力：アート・コミュニケータ東京］

建築ツアー

ワンポイント・トーク風景（ポンピドゥー・センター傑作展）

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー

鑑賞会風景（ゴッホとゴーギャン展）
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調査・研究プロジェクト・その他

アクセス鑑賞プログラム研究
公募団体主催障害者向けプログラムへの協力
　当館のミッションに合致するプログラムを行っている公
募団体のうち、協力依頼のあった団体への事業協力を行っ
ている。平成28年度は、日本彫刻会「タッチツアー・特別
支援学級鑑賞教室」、国画会彫刻部秋季展「視覚特別支援学
校とのワークショップ―彫刻鑑賞と制作体験vol.5」に事業
協力し、特に、国画会彫刻部秋季展の企画については、と
びラーは当日の見学のみならず、参加者とともに作品を鑑
賞し、制作体験を一緒に行うなど、協力体制がより具体的
になってきている。

国画会彫刻部秋季展彫刻鑑賞

アート・コミュニケーション事業活動報告書の発行
　平成27年度に開催した企画展「キュッパのびじゅつか
ん」展の開催記録を軸に、アート・コミュニケーション事
業の活動を報告書として発行した。
　リニューアルを機に「アート・コミュニケーション事業」
を立ち上げ、具体的な活動を通して、この事業の理念や方
向性をより明確かつ、具体的にしていく期間を経た上で、
「キュッパのびじゅつかん」を開催した。その記録を通し
て、当館の新たな活動の一端を伝えることを目的とした。

冊子［A6版／ 192ページ］
「「キュッパのびじゅつかん」展の舞台裏─ふりかえり」
稲庭彩和子（東京都美術館 学芸員）
pp.8-13
「「キュッパのびじゅつかん」の過去と未来」
鈴木廣之（美術史家／東京学芸大学 教授）
pp.14-17
「建築家・藤原徹平が語る「まちづくりのような展覧会」」
藤原徹平（建築家／フジワラテッペイアーキテクツラボ 代表／横浜国立
大学大学院Y-GSA准教授）
pp.92-93
「物を見つめて、物の価値を編み直す」
熊谷香寿美（東京都美術館 学芸員）
pp.140-141
「ものとの対話をもっと豊かに「キュッパのびじゅつかん・デジタル」」
丸山雄三（国立情報学研究所 客員准教授／国立民族学博物館 准教授）
pp.142-145
「物の声を聴き、物同士の語り合いに聴き入れる」
佐伯胖（認知心理学者／東京大学 名誉教授）
pp.158-161
対談 日比野克彦×稲庭彩和子
「アート・コミュニケーションのこれまでとこれから」
pp.172-177

上野「文化の杜」市民大学トークセッション
[文化との出合いを感動に変えるプロフェッショナル ]
　TALK01「ミュージアムでコミュニケーション－こども
の感動を生み、行動を促す工夫：国立科学博物館×恩賜上
野動物公園×東京都美術館」
平成29年2月10日（金）18:00～ 20:00　参加者54人
会場：国立科学博物館 地球館3階 講義室、コンパス
　こどもたちがミュージアムで様々な事柄に触れ、感動
し、そして考えて行動する、そんなきっかけを育むための
工夫をテーマにしたトークセッション。3つのミュージア
ムで行われているこどもを対象としたコミュニケーション
について、普段はあまり語られることのないその舞台裏が
語られた。
　TALK02「アートで人と地域をつなぐ、アートプロジェ
クトと美術館のこれまでとこれから：東京都美術館×上野
の森美術館×東京藝術大学×地域連携団体」
平成29年2月24日（金）18:00～ 20:00　参加者73人
会場：当館交流棟2階アートスタディルーム
　上野公園や谷中地域で育まれてきたアートプロジェクト
「アートリンク上野－谷中」の20年の歴史や、「とびらプロ
ジェクト」の取組みを題材に、上野の未来を見つめる内容
となった。 アート・コミュニケーション事業ドキュメント 

「キュッパのびじゅつかん展から」
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アート・コミュニケーション事業 平成28年度 実績

平成28（2016）年度アート・コミュニケーション事業のプログラムに参加・関わったのべ人数：40,685人

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

アート・コミュニケータ養成 平成28年4月～平成29年3月 125
第6期とびラー2次面接 平成29年3月10日（金）、11日（土）、12日（日） 3日間 127
基礎講座 4月16日（土）、30日（土）、5月14日（土）、28日（土）、6月11日

（土）、25日（土）
6回 439 3

実践講座 鑑賞 7月18日（月･祝）、25日（月）、8月1日（月）、8日（月）、9月5日
（月）、11月7日（月）、12月12日（月）、平成29年2月6日（月）、
20日（月）

9回 345

実践講座 アクセス 7月10日（日）、17日（日）、9月25日（日）、10月9日（日）、11月
27日（日）、平成29年2月19日（日）

8回 297

実践講座 建築 7月2日（土）、23日（土）、10月1日（土）、29日（土）、11月5日
（土）、平成29年1月21日（土）、2月25日（土）

7回 227 11 99

とびらステーション 10月23日（日）、平成29年3月25日（土） 2回 122 4
とびラーのホーム・カミング
デイ

12月17日（土） 62 22

とびらプロジェクト・オープ
ンレクチャー

vol.6 青木淳が語る前川國男─中心のない建築：彼の
目指したデザインとは？

7月23日（土） 42 11 97

とびらプロジェクト・フォー
ラム

美術館から社会的課題を考える─する／されるをこ
えて（二部構成）

平成29年2月4日（土） 71 354

とびラボ 平成28年4月～平成29年3月 325回 1532
アート筆談de対話鑑賞（トライアル実施「木々との対
話展｣）

9月11日（日） 8 3

よくみてはなして（ゴッホとゴーギャン展） 11月20日（日） 18 37
ミュージアムヨガ 12月17日（土） 9 25
パパトコ！ミュージアム 平成29年1月22日（日） 6 9
女子美さんぽ 平成29年3月5日（日） 2回 14 24
事前勉強会「バベルの塔」展 平成29年3月26日（日） 23

これからゼミ 説明会 7月2日（土） 17
これからゼミ ミーティング 平成28年4月～平成29年3月 45回 183 162
藝大ガイドツアー 10月16日（日）、11月13日（日）、平成29年1月28日（土） 5回 18 31 113

藝大連携プログラム
（講義、藝祭、卒業・修了展な
ど）

藝大生インタビュー 11月9日（水）、16日（水）、17日（木）、22日（火）、24日（木）、
25日（金）、29日（火）、30日（水）、12月1日（木）、13日（火）、
16日（金）、平成29年1月11日（水）

12回 26 13

藝大講義（色彩学） 9月28日（水）、29日（木）、30日（金） 3日間 35
藝祭さんぽ 9月3日（土） 10 21
卒展さんぽ 平成29年1月27日（金）、28日（土）、29日（日） 3回 25 74
藝大卒展ベビーと一緒にミュージアム 平成29年1月27日（金） 13 8
藝大卒展サイレントトークツアー 平成29年1月28日（土） 10 1 8
藝大卒展なりきりアーティスト 平成29年1月29日（日） 11 15

上野「文化の杜」連携プログ
ラム

ヨリミチビジュツカン：ゴッホとゴーギャン展編（「数
寄フェス」関連プログラム）

10月21日（金）、22日（土） 2回 15 5 20

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

あいうえのファミリー
（こどもと家族のプログラ
ム）

うえの! ふしぎ発見 7月24日（日）、9月4日（日）、10月2日（日）、11月5日（土）、
平成29年1月28日（土）、2月14日（火）、3月28日（火）

7回 82 195

あいうえの日和 8月20日（土）、10月15日（土）、平成29年2月18日（土） 3回 29 232
あいうえの日和（特別開催） 11月19日（土）、20日（日） 2回 178
あいうえの日和（国立西洋美術館） 9月17日（土）、10月1日（土）、15日（土）、11月5日（土）、19日

（土）
5回 59

【ミュージアム・トリップ(インクルーシブ・プログラム)】
台湾慈済日本東京人文学校 7月10日（日） 22 67
NPO法人JAMネットワーク（至誠学園） 7月22日（金）、8月24日（水） 2回 12 11
NPO法人キッズドア 8月9日（火）、26日（金） 2回 24 44
一般社団法人kuriya 8月16日（火）、平成29年3月4日（土） 2回 10 22
NPO法人JAMネットワーク（聖フランシスコ子供寮） 9月17日（土）、10月2日（日） 2回 22 23
品川景徳学園 11月13日（日）、12月11日（日） 2回 17 18

とびらプロジェクト（P.52～P.56）	 ※プログラム参加者、保護者、外部講師および視察等を含む

Museum	Start	あいうえの（P.57～P.59）
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項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

あいうえの学校　
（学校向けプログラム）
スペシャルマンデーコース
のべ11校　861人

【木々との対話展】
杉並区立天沼小学校（5年生） 9月12日（月） 23 86
私立明星学園中学校（2年生） 9月12日（月） 24 96
文京区立大塚小学校（5年生） 9月26日（月） 6 30
墨田区立第四吾嬬小学校（5･6年生） 9月26日（月） 12 59
荒川区立尾久第六小学校（5年生） 9月26日（月） 21 64
【驚きの明治工藝展（東京藝術大学大学美術館）】
荒川区立第九峡田小学校（5･6年生） 10月17日（月） 9 49
足立区立高野小学校（5年生） 10月17日（月） 10 49
足立区立足立入谷小学校（5年生） 10月17日（月） 11 49
【ゴッホとゴーギャン展】
国立東京学芸大学付属小金井小学校（1年生） 11月14日（月） 31 133
認可保育園パイオニアキッズ（年長） 11月14日（月） 16 52
多摩市立教育センター「ゆうかり教室」（中学2年生） 11月14日（月） 12 19

あいうえの学校　
(学校向けプログラム)
平日開館コース
のべ13校　704人

【木々との対話展】
台東区ハートラボプロジェクト高校合同授業
（浅草高校、岩倉高校、荒川工業高校、小石川中等教育
学校　高校1･2年生）

8月3日（火） 12 30

葛飾区立葛飾小学校（4～6年生） 8月30日（火） 12 26
【ゴッホとゴーギャン展】
私立芝浦工業大学付属中学校（2年生） 10月14日（火） 14 184
足立区立第十中学校（なでしこ学級） 12月6日（火） 4 26
私立田園調布雙葉小学校（6年生） 12月6日（火） 2 210
荒川区立第二瑞光小学校（6年生） 12月14日（水） 3 56
私立品川女子学院高等部（1･2年生） 12月15日（木） 12
【TOKYO 書 2017】
台東区立谷中小学校（4年生） 平成29年1月13日（金） 2 60
台東区忍岡小学校（5年生） 平成29年1月13日（金） 2 30
【建築ツアー】
私立日本大学高等学校（1年生） 10月21日（金） 1 18

あいうえのメンバー向け
プログラム

あいうえのスペシャル 8月6日（土）、10月8日（土）、12月11日（日） 3回 52 8 399
ティーチャーズカフェ 平成29年3月27日（月） 1回 6 20

学びあいカフェ 各プログラムのとびラー向け準備日 平成28年5月～平成29年3月 38回 466
上野高校『教科：人間と社会』の体験学習の受入 8月6日（土）、26日（木） 2日間 4

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

ティーチャーズ・デイ 8月5日(金)、10月14日(金)、平成29年1月27日(金) 3回 92
ティーチャーズ・ウィーク ポンピドゥー・センター傑作展 6月11日(土)～18日(土) 8日間 51

特別レクチャー：ポンピドゥー・センター傑作展 6月17日(金) 21
ティツィアーノとヴェネツィア派展 平成29年1月21日(土)～29日(日) 8日間 190

研修協力 北区図工・美術研究部 6月24日(金) 10
板橋区教育会図工工作部研究部会 7月1日(金) 20
文化庁　第6回ミュージアム・エデュケーター研修 9月7日(火)～9日(金) 3日間 237
文部科学省、国立教育政策研究所社会教育実践研究
センター　平成28年度博物館長研修

7月15日(金) 36

台東区小学校図工教員10年目研修 8月2日(火)、5日(金) 2日間 2
世田谷美術館「美術大学」建築ミニレクチャー 11月22日(火) 37

学校団体来館対応
（職業インタビュー）

岩手県金ヶ崎町立金ヶ崎中学校 4月15日(金) 7
愛知県豊田市立高橋中学校 6月8日(水) 5
愛知県みよし市立北中学校 6月16日(木) 5
東京成徳大学中学高等学校 平成29年1月18日(水) 23
香蘭女学院高等部 平成29年2月11日(土) 3
八千代松蔭中学校 平成29年2月17日(金) 18

学校団体来館対応
（学芸員課程）

目白大学 平成29年1月7日(土) 13

学校団体来館対応
(建築見学)

横浜国立大学大学院Y-GSA 6月23日(木) 15
日本工学院 9月27日(火) 27

学校連携（P.60）
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項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

学校団体来館対応
（TOKYO 書)

私立星野高等学校 平成29年1月5日(木) 8
埼玉県立伊奈学園総合高等学校 平成29年1月5日(木) 16
都立深川高等学校 平成29年1月7日(土) 3
都立小松川高等学校 平成29年1月7日(土) 3
東京都高等学校美術工芸教育研究会 平成29年1月10日(火) 21

観覧料免除申請
(都内教育機関）

生誕300年記念 若冲展 6校 63
公募団体ベストセレクション 美術 2016 1校 14
ポンピドゥー・センター傑作展 51校 1215
木々との対話展 17校 341
ゴッホとゴーギャン展 45校 1895
TOKYO 書　2017 2校 86
ティツィアーノとヴェネツィア派展 20校 579

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

【生誕300年記念 若冲展】
講演会 記念講演会 4月23日(土) 215
とびラボ発プログラム 若冲らうんじ 5月15日(日) 33 155
とびらボードの貸出 4月22日(金)～5月3日(火･祝) 288枚
ジュニアガイドの配布 事前配布 1都3県小中学校5528校 68,584部

展覧会会場での配布 4月22日(金)～5月24日(火) 10,000部
スタッフ鑑賞研修会 4月28日(木) 60 13
【公募団体ベストセレクション 美術　2016】
アーティストトーク 5月4日(水・祝)、5日(木･祝)、8日(日)、14日(土)、21日(土) 31回 12 1994
スタッフ鑑賞研修会 5月19日(木) 4
【ポンピドゥー・センター傑作展─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─】
講演会 記念講演会 6月11日(土)、7月30日(土)、8月27日(土) 3回 386

イブニング・レクチャー 7月15日(金)、8月5日(金) 2回 192
アート･トーク：田根剛 9月3日(土) 75

とびラボ発プログラム 事前勉強会 5月8日(日) 32 5
ヨリミチビジュツカン 8月26日(金) 10 7

とびラボ発プログラム
※キッズデーでの開催

とびらボードでGO！ 8月15日(月)、29日(月) 2回 13 327
イロイロとび缶バッジ 8月15日(月)、29日(月) 2回 15 5 430
おしゃべり鑑賞会 8月15日(月)、29日(月) 2回 32 11 88

とびらボードの貸出 6月11日(土)～9月22日(木・祝) 3,144枚
スタッフ鑑賞研修会 6月16日(木) 31
【開館90周年記念展―木々との対話】
講演会 舟越桂講演会 7月31日(日) 136

アーティストトーク：田窪恭治 8月14日(日) 93
トークショー：須田悦弘×いとうせいこう 9月2日(金) 182

ギャラリートーク 8月21日(土)、9月4日(日)、10日(土)、17日(土) 4回 223
木々のアトリエ 8月3日(水)～7日(日)、9日(火) 6日間 28 21 4015

ファシリテータ研修 7月30日(日) 14 5
木々のアトリエ発館内ツアー 8月3日(水)、4日(木)、9日(火) 6回 4 12 55
出品作家によるワークショップ 8月5日(金)、7日(日) 2回 7 42
出品作家による公開制作 8月6日(土) 3 5 447

とびラボ発プログラム 事前勉強会 6月5日(日) 32
樹の街 8月6日(土)、7日(日) 2日間 25 567
マルカルミュージアム 8月7日(日)、9月22日(木・祝) 2回 19 11
ヨリミチビジュツカン 9月10日(土) 8 3
ベビーと一緒にミュージアム 9月22日(木) 9 8
森のいきもの 9月24日(土) 11 13

スタッフ鑑賞研修会 7月27日(水) 39
【ゴッホとゴーギャン展】
講演会 10月8日(土)、11月12日(土) 2回 450
イブニング・レクチャー 11月18日(金)、12月2日(金) 2回 409

展覧会関連プログラム（P.61）
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項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

とびラボ発プログラム 事前勉強会 8月21日(土) 29 5
とびらボードでGO！ 12月4日(日) 9 176
イロイロとび缶バッジ 11月26日(土) 11 300
アート筆談de対話鑑賞 11月26日(土) 11 12

とびらボードの貸出 10月8日(土)～12月18日(日) 4,208枚
ジュニアガイドの配布 事前配布 東京都及び近県小･中学校1242校全児童･生徒分等 555,950部

展覧会会場での配布 10月8日(土)～12月18日(日) 25,000部
スタッフ鑑賞研修会 10月13日(木) 39 12
【ティツィアーノとヴェネツィア派展】
講演会 記念講演会 平成29年1月21日(土)、2月11日(土)、18日(土)、25日(土) 4回 900
イブニング・レクチャー 平成29年2月3日(金)、3月3日(金) 2回 271
とびラボ発プログラム 事前勉強会 11月27日(日) 21

イロイロとび缶バッジ 平成29年3月20日(月・祝) 16 270
ヨリミチビジュツカン 平成29年2月12日(日) 12 9

とびらボードの貸出 平成29年1月21日(土)～3月31日(金) 925枚
ジュニアガイドの配布 事前配布 東京・神奈川・千葉・埼玉小・中学校3984校 76,503部

都内図書館・資料館等513件 25,040部
展覧会会場での配布 平成29年1月21日(土)～3月31日(金) 24,880部

スタッフ鑑賞研修会 平成29年1月26日(木) 30
【TOKYO 書 2017 公募団体の今】
アーティストトーク 平成29年1月7日(土)、8日(日)、9日(月･祝) 18回 2 1730
演奏会 橘雅友会による雅楽演奏会「都美雅楽2017」 平成29年1月4日(水) 1回 105
スタッフ鑑賞研修会 平成29年1月5日(木) 6
【都美セレクション 新鋭美術家 2017】
アーティストトーク 平成29年3月4日(土)、12日(日) 2回 230
とびラボ発プログラム 見楽会 平成29年3月5日(日) 2回 16 16
スタッフ鑑賞研修会 平成29年2月23日(木) 11

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般

建築ツアー 建築ツアー 6月18日(土)、7月16日(土)、9月17日(土)、11月19日(土)、
平成29年1月21日(土)、3月18日(土)

6回 62 138

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー 5月13日(金)、7月22日(金)、29日(金)、8月5日(金)、19日
(金)、26日(金)、9月9日(金)、10日(土)、16日(金)、10月22日
(金)、11月11日(金)、12月16日(金)、平成29年1月27日(金)、
3月3日(金)

14回 75 188

トビカン・トワイライト・ツアー 9月10日(土)、10月29日(土) 2回 14 23
建築ツアー　ハロウィン版 10月30日(日) 1回 15 20

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

障害がある方のための
特別鑑賞会　説明会

4月30日(土) 65

障害がある方のための
特別鑑賞会　準備日

4月2日(土)、平成29年1月26日(木) 16

障害がある方のための
特別鑑賞会

生誕300年記念 若冲展 5月9日(月) 33 19 650
ポンピドゥー・センター傑作展 8月22日(月) 16 13 145
ゴッホとゴーギャン展 11月28日(月) 19 20 941
ティツィアーノとヴェネツィア派展 平成29年2月27日(月) 20 12 879

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

アクセス鑑賞プログラム
研究

日本彫刻会鑑賞教室(見学) 4月22日(金)、27日(水)、28日(木) 4回 7
国画会彫刻部視覚障害特別学校ワークショップ 11月12日(土) 8 30

上野「文化の杜」市民大学
トークセッション

［文化との出合いを感動に変えるプロフェッショナ
ル］：TALK 01、02

平成29年2月10日（金）、24日（金） 11 2 114

建築ツアー（P.63）

障害がある方のための特別鑑賞会（P.63）

調査・研究プロジェクト（P.64）
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アメニティ事業5 　美術館を訪れる楽しさを充実させるアメニティ事業をひとつの柱に据え、「佐
藤慶太郎記念 アートラウンジ」、美術情報室、レストラン・カフェ、ミュージア
ムショップを運営している。

佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
美術情報室
レストラン・カフェ
ミュージアムショップ

来館者サービス
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佐藤慶太郎記念 アートラウンジ

　当館創設に寄与した佐藤慶太郎氏に敬意を表して、名前
を冠したラウンジを平成24（2012）年に設置。検索端末の
設置やスタッフの常駐により、東京都内の美術館を中心に
した展覧会などの情報にアクセスできるインフォメーショ
ン・サービスを提供している。

施設概要
面積／ 391㎡
席数／ 52席
インターネット端末／ 6台（無料）

アートラウンジでの催し
開館90周年記念アーカイブズ資料展示「造形講座と東京都
美術館」
※詳細はP19に掲載

まちなかコンサート
東京音楽コンクール入賞者などを中心とする新進演奏家が
「ゴッホとゴーギャン展」に寄せて演奏
日時／平成28年10月15日（土）、10月16日（日）
　　　各日とも14:00～ 14:30、15:00～ 15:30
主催／ 東京都、東京文化会館・アーツカウンシル東京（公

益財団法人東京都歴史文化財団）

北欧の家具が配されたアートラウンジ

朝倉文夫《佐藤慶太郎像》（左）と東京都美術館旧館より移設された佐藤
慶太郎記念碑

まちなかコンサート
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端末操作による、検索サービスインフォメーション・サービス

リーフレット

撮影：齋藤さだむ
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美術情報室

　日本で最初の「美術館における公開制図書室」として、昭
和51（1976）年に開設。美術家や遺族から寄贈されるなど
した貴重な図書資料は平成6（1994）年に東京都現代美術館
に移管されたが、美術への理解と関心を高め美術振興に資
するため、新たに一般向けの美術図書や美術雑誌、展覧会
図録などの図書資料を来館者の閲覧に供している。平成
24年度に美術情報室と改称。リニューアルを機に当館の
歴史に関する資料（アーカイブズ資料）の整理保管にも着手
した。一部の資料は平成26年度末よりオンラインでのデー
タ公開を行っている。また、美術情報室では教育普及に関
わる資料を収集の一つの柱に据え、平成26年度よりセル
フガイドの登録を開始した。

施設概要
面積／ 88㎡
席数／ 14席
蔵書検索端末2台（無料）
蔵書のコピーサービス対応（有料）

開室時間／ 10:00～ 17:00
休室日／毎月第1・第3月曜（祝・休日にあたる場合は翌日）
整備休室／平成28年9月23日～ 10月2日（10日間）
その他、館内整備、年末年始などは美術館に準ずる

 利用者数 開室日数 1日平均
4月 860 28 31 
5月 1,150 31 37 
6月 625 28 22 
7月 1,897 28 68 
8月 7,053 29 243 
9月 6,897 21 328 
10月 742 27 27 
11月 547 28 20 
12月 387 18 22 
1月 592 27 22 
2月 645 26 25 
3月 599 29 21 
計 21,994 320 69  
※1日平均は四捨五入

●月別利用者数

旧館設計図、歴代展覧会ポスター・チラシ等、約5,000点

館史資料

実績
開室日数／ 320日
利用者数／ 21,994人（1日平均69人）

寄贈を呼びかけて収集・登録を
始めた、さまざまな美術館・博
物館のセルフガイド

美術図書等 美術雑誌等 展覧会図録 年報・紀要等 セルフガイド ニュース

購入 210 183 22 0 0 0
寄贈 362 516 753 276 150 1147
計 572 699 775 276 150 1147

受入れ冊数（平成28年度）

美術図書等 美術雑誌等 展覧会図録 年報・紀要等 セルフガイド ニュース 計

7,562 16,901 14,101 4,976 611 1,147 45,298

蔵書冊数（平成29年3月31日現在）
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レストラン・カフェ

実績（平成28年度来店客数）
MUSEUM TERRACE／ 115,424人
IVORY／ 27,654人
M cafe／ 98,627人

　館内で過ごすひとときをより楽しんでいただくために、
レストランとカフェの3店舗を設置。カジュアルに料理を
楽しむメインダイニング「MUSEUM TERRACE」、当館の
グランドレストランとなる「IVORY」、コーヒーやスイー
ツを中心とした「M cafe」である。

レストラン
MUSEUM TERRACE（ミュージアム テラス）
面積／ 481㎡
席数／ 172席
営業時間／ 11:00～ 17:30
（特別展開催中の金曜は20:00まで営業）

IVORY（アイボリー）
面積／ 249㎡
席数／ 92席
営業時間／ 11:00～ 17:30
（特別展開催中の金曜は20:00まで営業）

カフェ
M cafe（エム・カフェ）
面積／ 103㎡
席数／ 60席
営業時間／ 10:00～17:30 
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　「＋CREATION（プラス クリエーション）」をコンセプ
トに、日々の暮らしを、さらには人生を、もっと豊かに、
おもしろくするアイテムを提供する新しいタイプのミュー
ジアムショップ。店内に設けた黒板のある一角では、アー
トをテーマにしたイベントも展開している。

施設概要
面積／ 127㎡
営業時間／ 9:30～ 17:30
（特別展開催中の金曜は20:00まで営業）

オリジナル商品
「TOKYO CRAFTS & DESIGN 2012」（新伝統工芸プロ
デュース）に選定された10種類の商品のほか、当館ロゴ入
りオリジナルグッズ（うすはりタンブラー、クリアファイ
ル、ブロックメモ、ポストカード）などを取扱う

認定商品／ 10種（平成29年3月末）
販売場所／ 東京都美術館ミュージアムショップ

ミュージアムショップ

実績
来客数／ 120,625人

商品リスト
商品名 伝統工芸

分野
制作者
（職人×デザイナー）

平成24年10月販売開始～
平成29年3月までの売上げ個数

トウキョウカボッション 東京七宝 畠山弘×村田繭衣 86
切子の指輪 江戸切子 堀口徹×小宮山洋 33
mixed pendant 江戸象牙 片山紀史夫×峰岸奈津子 42
鼈甲ブックマーカー 江戸鼈甲 大澤健吾×廣田尚子 147
ペーパーウェイト－モアレ 江戸切子 堀口徹×河本匠真 69
小紋チーフ 東京染小紋 富田篤×南出優子 136
木彫ルーペ 江戸木彫刻 渡邉宗雲×渡邉純人 127
結－yuu- 東京くみひも 川勝新一×なごみ 125
ホントノキモチ 東京銀器 泉健一郎×竹中逸人・幾度慶美 36
漆硝子文鎮 江戸切子 廣田達朗×藤本英子 31
売上げ個数合計 832

漆硝子文鎮 結 ─ yuu

トウキョウカボッション小紋ネクタイ
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　来館者などへの利便性を高めるために、夜間延長開館を
はじめ、託児サービス（有料）のほか、無料で車椅子・ベビー
カーの貸し出し、飲料水などの自動販売機（有料）、貸ロッ
カー、公衆無線LANなどのサービスを提供している。

夜間開館
　特別展開催時の金曜日に夜間開館を実施している。
毎週金曜日／ 9:30～ 20:00（特別展開催時）

実績
臨時延長

夏季金曜日／ 9:30～ 21:00まで延長
8月5日、12日、9月9日
金曜日以外／ 9:30～ 21:00まで延長
8月6日、13日、9月10日
金曜日以外／ 9:30～ 20:00
10月22日、11月2日、3日、5日
（上野公園地区のイベント協力ほか）

各種サービス・貸出など
自動販売機（飲料水など、有料）／ 8台
水飲み場（無料）／ 2台
貸ロッカー（コインリターン式、無料）／ 512台（サイズ
内訳：小465、中39、大8）
貸車椅子（手動型、無料）／ 23台
貸ベビーカー（無料）／ 4台（内訳：2～ 24カ月用2台、1
～ 48カ月用2台）
特殊簡易公衆電話（コイン式、有料）／ 1台
コピーサービス（公募展示室等の利用団体向け、有料）

　　　　　 公衆無線LAN（FREE Wi-Fi & TOKYO）

FREE Wi-Fi & TOKYO Wi-Fi ロゴ　正方形

託児サービス
　東京都美術館又は上野公園内の文化施設へお越しの方が
利用できる託児サービス（パパママデー）を平成26年度か
ら実施した。託児サービスは特別展開催時、月に3回程度
実施している。

利用対象者／当館又は上野公園内の文化施設にお越しの方
利用時間／ 13:00～閉館時間まで（1回3時間まで）
申込方法／事前予約制
定員／ 1日10名前後
利用料金／ 0歳～ 1歳 2,000円
　　　 　　2歳～ 6歳（未就学児）1,000円

日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

10 OCT

2016

2017

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

11 NOV

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

12 DEC

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

1 JAN

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

2 FEB

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

3 MAR

2016.10～2017.3 パパママデーカレンダー

　：託児サービス「パパママデー」13:00～閉館時間まで 　：全館休館日　 　：特別展休室日

ご利用案内
利用対象者 東京都美術館および上野公園内の文化施設にお越しの方
利 用 時 間 13:00から閉館時間まで（１回３時間まで）
定　　　員 お子様の年齢により異なりますが、１日10名前後
申 込 方 法 事前予約制（定員に達し次第締切）
 利用日前日の17:00まで受付可能（12:00 ～ 13:00、土日祝を除く）
利 用 料 金 お子様１名様につき（税込）
 ０歳～１歳…2,000円／２歳～６歳（未就学児）…1,000円

＊専門のスタッフがお子様をお預かりいたします。
＊キャンセル料金については、利用日の1週間前までは返金します。それ以降は返金できません。
＊お子様のお飲物はご持参ください。障害のあるお子様もご利用になれます。
＊キャンセル等により当日受付が可能な場合もありますのでご連絡ください。

パパママデー  　のご案内
パ パ や マ マ の お 出 か け を 応 援 ！

パパママデー  　のの託児
サービス

東京都美術館 _ パパママデーのご案内／オモテ　2016.09.02

東京都美術館では、上野公園内の文化施設にお越しの方にご利用いただける、
託児サービスの日「パパママデー」を実施しております。夜間開館日の設定も
あります。ゆっくりと美術鑑賞や博物館めぐりを楽しんでみてはいかがでしょう。

全館休館日

全館休館日

全館休館日

全館休館日

休室日 休室日

休室日

全館休館日

全館休館日 全館休館日

全館休館日

全館休館日

休室日休室日

全館休館日 全館休館日 全館休館日

休室日

休室日休室日

全館休館日

全館休館日 全館休館日 全館休館日 全館休館日 全館休館日

全館休館日全館休館日 全館休館日 全館休館日 全館休館日 全館休館日 全館休館日

休室日休室日 休室日

株式会社マザーズ
TEL 0120-788-222

ご予約・お問い合わせ

ホームページ
http://www.mothers-inc.co.jp

受 付 時 間受 付 時 間
平日10:00 ～ 17:00
（12:00 ～ 13:00を除く、土日祝休）

※詳細は、東京都美術館ウェブサイト等でご確認ください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

4 APR

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

5 MAY

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

6 JUN

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

2524 26 27 28 29 30

31

7 JUL

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

8 AUG

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

9 SEP

2016.4～9月 パパママデーカレンダー

　：託児サービス「パパママデー」13:00～閉館時間まで

　：全館休館日　　：特別展・企画展休室日　　：連携展休室日

ご利用案内
利用対象者 東京都美術館および上野公園内の文化施設にお越しの方
利 用 時 間 13:00から閉館時間まで（１回３時間まで）
定　　　員 お子様の年齢により異なりますが、１日10名前後
申 込 方 法 事前予約制（定員に達し次第締切）
 利用日前日の17:00まで受付可能（12:00 ～ 13:00、土日祝を除く）
利 用 料 金 お子様１名様につき（税込）
 ０歳～１歳…2,000円／２歳～６歳（未就学児）…1,000円

＊専門のスタッフがお子様をお預かりいたします。
＊キャンセル料金については、利用日の1週間前までは返金します。それ以降は返金できません。
＊お子様のお飲物はご持参ください。障害のあるお子様もご利用になれます。
＊キャンセル等により当日受付が可能な場合もありますのでご連絡ください。

パパママデー  　のご案内
パ パ や マ マ の お 出 か け を 応 援 ！

パパママデー  　のの託児
サービス

東京都美術館 _ パパママデーのご案内／オモテ　2016.04.12

東京都美術館では、上野公園内の文化施設にお越しの方にご利用いただける、
託児サービスの日「パパママデー」を実施しております。夜間開館日の設定も
あります。ゆっくりと美術鑑賞や博物館めぐりを楽しんでみてはいかがでしょう。

全館休館日

全館休館日

休室日

全館休館日

全館休館日

全館休館日

全館休館日

休室日

全館休館日

休室日

全館休館日

休室日

休室日 休室日休室日

全館休館日

全館休館日

休室日

休室日休室日

休室日

株式会社マザーズ
TEL 0120-788-222

ご予約・お問い合わせ

ホームページ
http://www.mothers-inc.co.jp

受 付 時 間受 付 時 間
平日10:00 ～ 17:00
（12:00 ～ 13:00を除く、土日祝休）

※詳細は、東京都美術館ウェブサイト等でご確認ください。

チラシ

来館者サービス

実績
実施日数／ 36日
利用者数／ 184人（1日平均 5人）
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広報事業・諸活動6 広報事業

調査研究
収蔵品
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　平成28年度は、ウェブサイトの多言語化の一層の充実
を図るとともに、特別展の3カ国語（日・英・中）チラシを
作成するなど、来日外国人向けの発信力強化に努めた。さ
らに、開館90周年にあたり、「90周年特設ウェブサイト」
の立ち上げや、20年ぶりとなる広報誌「東京都美術館
ニュース」の復刊など、様々な取り組みを実施した（P20参
照）。また、特に地域連携の強化を図り、近隣商業施設等
との相互広報、タイアップなどを積極的に実施した。
　上野「文化の杜」新構想事業では、「UENO WELCOME 
PASSPORT」を発行し、「TOKYO数寄フェス」「市民大学
トークセッション」などを実施した。

印刷物の発行
　フロアマップ、展覧会ラインナップ・フライヤーは、日
本語、英語に加え、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、韓
国語の計5種類を館内をはじめ都内の美術館・博物館、主
要観光案内所等で配布した。また、20年ぶりに復刊した
広報誌「東京都美術館ニュース」では、90周年記念事業を
日英併記で掲載した（P20参照）。

館広報印刷物
名称 言語
広報誌「東京都美術館ニュース」 日英併記
美術館概要リーフレット 日 /英
展覧会カレンダー・リーフレット 日 /英
展覧会ラインナップ・フライヤー 日 /英 /中（繁）/中（簡）/韓国語
フロアマップ 日 /英 /中（繁）/中（簡）/韓国語
上野公園イラストMAP 日
谷中イラストMAP 日

ウェブサイトとSNSの運用
　ウェブサイトの年間ページアクセス数は1,600万を超え
た。フェイスブックやツイッターの運用も積極的に実施
し、展覧会場の混雑情報や速報性のある情報発信を行った
こともあり、ツイッターはフォロワー数が10万を超える
媒体となった。

広報事業

○東京都美術館ホームページ
　http://www.tobikan.jp
○東京都美術館ツイッター
　htps://twitter.com/tobikan_jp （公式認証取得済み）
○東京都美術館フェイスブック
　https://www.facebook.com/Tokyo Metropolitan ArtMuseum

アクセス数 ツイッター フェイスブック
平成25年度 6,155,741 10,376人 1,669人
平成26年度 10,334,828 19,537人 4,462人
平成27年度 12,473,648 61,850人 7,695人
平成28年度 16,791,673 116,543人 13,513人

ホームページ閲覧数、SNSフォロワー数

各種サインボード、広告掲出
　最寄駅からのアクセス案内及び展覧会情報の発信媒体の
一つとして、上野公園内等への各種サインボードを掲出し
た。また、展覧会の周知を図るため、上野商店街へのペナ
ント掲出や松坂屋上野店懸垂幕広告、JRや東京メトロ上
野駅への交通広告等を実施した。
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プレスリリース作成、取材対応及び取材誘致
　美術業界紙・誌のほか、一般情報誌向けにプレスリリー
スを配信。電話・FAX・メールでの記事掲載対応のほか、
取材対応・撮影・収録立会いなどを行った。

各種メディアへの放映・掲出件数
　ＴＶ・ラジオ／107件、新聞／1,045件、雑誌等／2,240件

地域連携
　国際博物館の日（5月18日）前後に上野公園周辺の文化
施設と商店街で開催する「上野ミュージアムウィーク」、台
東区と上野の山の文化施設などで開催する「上野の山文化
ゾーンフェスティバル」などに参加した。
・上野ミュージアムウィーク（平成28年5月7日～ 22日）
　主催／上野ミュージアムウィーク実行組織連盟
　共同主催／上野のれん会
　平成28年5月18日「ベストセレクション美術2016」入場
無料を実施
・上野の山文化ゾーンフェスティバル（9月～ 11月）
　主催／上野の山文化ゾーン連絡協議会

・商業施設との広報展開
　近隣商業施設発行リーフレットへの展覧会情報の掲載の
ほか、店舗内へのポスチラ配架・掲出、特別展コラボグッ
ズ等の共同開発など、地域連携による広報強化に努めた。

上野「文化の杜」新構想事業
　上野「文化の杜」新構想（平成27年7月上野「文化の杜」新
構想推進会議）を推進するため、平成27年9月1日に上野
「文化の杜」新構想実行委員会が発足し、今年度は下記事業
に参画した。

（1）  「上野地区文化施設共通入場券（UENO WELCOME 
PASSPORT）」の発行

　上野地区の14施設が連携し、
上野地区の回遊性を高めることを
目指して実施。
実施期間／平成28年8月15日～
平成29年1月31日
当館の対象展覧会／「木々との対
話」「TOKYO 書 2017公募団体
の今」、割引展覧会「ポンビ
ドゥー・センター傑作展」「ゴッ
ホとゴーギャン展」

（2） TOKYO数寄フェス
　日本屈指の文化施設が集結している上野で多彩な文化プ
ログラムを展開することにより、日本文化と芸術を国内外
へ発信するプログラム。
日程／平成28年10月21日～ 23日
場所／上野公園 竹の台広場（噴水前広場）ほか
来場者／ 312,700人
当館事業／「ヨリミチビジュツカン－緑茶で語らうゴッホ
とゴーギャン－」（10月21、22日）詳細はP56

（3） 上野夜公園
　公園内の博物館・美術館の夜間開館に合わせ、夜のアー
トイベントシリーズを実施。
当館事業／「夜の音めぐり 桜の街の音楽会スペシャル」（平
成29年3月10日、会場：企画展示室入口）
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（4） 上野「文化の杜」市民大学トークセッション
　上野の各施設で働くプロフェッショナルたちによるトー
クセッション。
　当館事業／ TALK01「ミュージアムでコミュニケーション
―こどもの感動を生み、行動を促す工夫」国立科学博物館
×恩賜上野動物園×東京都美術
館（平成29年2月10日、会場：
国立科学博物館）。詳細はP64
　TALK02「アートで人と地域
をつなぐ、アートプロジェクト
と美術館のこれまでとこれか
ら」東京都美術館×上野の森美
術館×東京藝術大学×地域連携
団体（平成29年2月24日、会場：
東京都美術館）。詳細はP64

年報発行
　「平成27年度 東京都美術館年報」（Tokyo Metropolitan 
Art Museum Annual Report）を発行し、全国の関係各所に
配布した。
• 編集方針
（1）社会に発信するコミュニケーションの手段として、

• MSR（Museum social responsibility）レポートの要素を加
味し成果や評価結果の概要を提示

• 洗練されたデザインにより、わかりやすく、親しみや
すい言葉で語る

（2）成果や課題をビビッドに知らせる生きた年報として、
• 利用者の視点で活動や成果を知らせる
• 画像を用い、視覚に訴え、館の顔が見えるように
（3）活動の記録の基礎資料として、

• 基本的なデータを網羅し、資料性を高める

ロケ撮影受け入れ
　当館では、東京におけるロケーション活動の円滑化を図
り、東京のPRに資する映画、テレビドラマ等の撮影を通
じ東京の文化発信力を高めるという、東京ロケーション
ボックスの設立趣旨に賛同して、一定条件のもとでロケ撮
影を受け入れている。本年度は以下の通り。

スチール撮影
許可件数／ 17、撮影件数／ 17、撮影日数／ 17

主な掲載媒体
ファッション誌・ファッションブランドカタログなど

主な撮影場所
公募展示室ロビー、エントランス、中庭、佐藤慶太郎記念
アートラウンジなど

平成27年度 東京都美術館年報
Tokyo Metropolitan Art Museum Annual Report 2015
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　展覧会をはじめ美術館の様々な事業は調査研究の上に成
り立っている。リニューアルオープンを機に、数々の自主
企画を新たに展開することとなり、調査研究活動は一層重
要性を増した。また、博物館法による博物館相当施設の指
定を受け、調査研究の成果を明確に示す必要性が高くなっ
た。
　調査研究の成果は展覧会図録で発表するほか、月2回開
催する学芸会議で各自がテーマを立て発表している。紀要
は、今年度23号を発行した。また、美術や美術館に関す
る職員の知見は、寄稿や講演などにより、より広く社会に
還元するように努めている。紀要及び職員別の取り組みは
以下の通り。

『東京都美術館紀要』発行
　『東京都美術館紀要』は、美術及び美術館に関する諸分野
の専門的、総合的研究の成果や、美術館活動における展示、
教育普及事業等の活動や研究の成果を、論文、作品紹介、
研究ノート等により掲載、発表することにより、現代社会
で生活する人びとの芸術文化や教育の発展向上に寄与する
ことを目的とする。

　今年度は、『東京都美術館紀要 No.23』を発行した。巻末
に、各論文の英文要旨を掲載した。内容は以下のとおり。
• 早川典子「前川國男と東京都美術館」pp.5-15
• 田村麗恵／編「いとうせいこう×須田悦弘『植物に動か
される僕たち』」pp.17-29

• 水田有子／編「東京都美術館の新館開館をめぐって──
森田恒之氏によるオーラル・ヒストリー」pp.31-47

調査研究

東京都美術館紀要 No.23
The Bulletin of Tokyo Metropolitan Art Museum No.23

著作・講演等　※五十音順

●稲庭彩和子
【著作・寄稿】

•「専門職の連帯と情報公開─国際博物館会議ミラノ大会
2016参加記」『ZENBI 全国美術館会議機関誌』Vol.11、
2017年1月31日、pp.8-11

•「キュッパのびじゅつかん展」展の舞台裏─ふりかえり
『アート・コミュニケーション事業ドキュメント「キュッ
パのびじゅつかん」展から』2017年3月30日、pp.8-13

•「アート・コミュニケーションのこれまでとこれから」
（稲庭彩和子×日比野克彦 対談）2017年3月30日、
pp.172-177

【講演・セミナー】
•「教育普及活動の終焉ーケアの場としてのミュージア
ム」、美術史学会シンポジウム2016「境界 /ボーダーを
越えて―未来の学芸員のために」、国立国際美術館、
2016年4月16日 

•「博物館教育論」、早稲田大学博物館学芸員資格課程、
早稲田大学、2016年8月8日

•「アートボランティアのためのシンポジウム─札幌にお
けるアートコミュニケーターの可能性」2016年10月30
日、「アートマネジメント人材育成講座─アートを介し
た市民参加のデザイン」2016年10月31日、札幌市芸術
文化財団

•「共同的な価値生成が起こる場─美術館での眼差しの共
有から」「開館90周年記念フォーラム 創造と共生の場
を求めて─美術館の歴史と未来」東京都美術館、2016年
11月3日

•「芸術文化特論Ⅱ」、武蔵野美術大学、2016年12月6日
•「稲庭彩和子さんと考える、人のつながるコトづくり」
「まちなかだれでも場づくりコース：アートでまなびアー
トでつなぐ、まえばしアートスクール計画＠郡大×アー
ツ前橋」群馬大学、2016年12月18日

•「クロストーク 一緒に冒険をする、ということ　西村佳
哲×稲庭彩和子」、「美術館から社会的課題を考えるーす
る /されるをこえて」、東京都美術館×東京藝術大学 と
びらプロジェクトフォーラム、2017年2月4日

•「ミュージアムでコミュニケーション─こどもの感動を
生み、行動を促す工夫」、「トークセッション　文化との
出合いを感動に変えるプロフェッショナル」、国立科学
博物館、2017年2月10日

•「アートで人と地域をつなぐ、アートプロジェクトと美
術館のこれまでとこれから」「トークセッション　文化
との出合いを感動に変えるプロフェッショナル」、東京
都美術館、2017年2月24日

【委員・その他の学術活動】
• 文化庁「博物館の管理運営に関する研修」企画運営会議
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委員 
• 文化庁「文化芸術プロデューサーの研修プロジェクト」 
企画選定委員会委員

• 新・福岡県立美術館基本構想検討委員会委員
• 滋賀県新生美術館整備推進専門家会議
• 文化資源学会　副会長

●大橋菜都子
【著作・寄稿】

•「「印象派」とファン・ゴッホ、ゴーギャン」、「画商テオ・
ファン・ゴッホとゴーギャン」『ゴッホとゴーギャン展』
図録、東京新聞・中日新聞社・TBSテレビ、2016年、
pp. 48-49; pp. 80-81

•「ゴッホとゴーギャン展」『暮らすめいと』、中日新聞東
京本社、2016年10月号、pp. 8-9

•「ゴッホとゴーギャン展」『公明新聞』、2016年10月12
日、p. 5

•「ゴッホとゴーギャン展」『うえの』10月号、上野のれ
ん会、2016年10月1日、pp. 37-39

•「ファン・ゴッホ／ポール・ゴーギャン」（巻頭特集アー
トと人生）『美術の窓』、生活の友社、2016年11月号、
pp.14-19

【講演・セミナー等】
• 絵画鑑賞講座「ゴッホとゴーギャン展をもっと楽し
む」、台東区立今戸社会教育館、2016年10月15日

• 知求アカデミー講座「ゴッホとゴーギャン　南仏アルル
での共同生活」株式会社ワールド航空サービス会議室、
2016年10月18日

• 朝日カルチャーセンター講座「手紙で辿るゴッホとゴー
ギャン　展覧会のみどころ」、朝日カルチャーセンター
立川教室、2016年10月22日

•「ゴッホとゴーギャン展のみどころ」浜松町ビルディン
グ会議室、2016年10月25日

• 国際基督教大学学芸員資格課程（博物館資料論）「コレ
クションと特別展・展覧会の舞台裏」、2016年10月28
日

• 千葉市芸術文化塾芸術文化コース「ゴッホとゴーギャン
展の楽しみ方」、千葉市民会館  2016年10月28日、11月
4日

• 東洋美術学校学芸員資格課程（博物館教育論）「美術館
における学習支援活動」、2016年11月25日

• 成城大学文芸学部芸術学科（芸術学・美術史実習）「ゴッ
ホとゴーギャン展」2016年10月14日

●熊谷香寿美
【著作・寄稿】

•「物を見つめて、物の価値を編み直す」、アート・コミュ
ニケーション事業ドキュメント、東京都美術館、2017

年、pp.140-141

【講演・セミナー】
• 子ども樹本博士リーダー等交流会「ワークショップ
“キュッパになろう”と新しい学びの形」、林野会館、
2016年4月23日

●小林明子
【著作・寄稿】

•「ティツィアーノとパトロン　《ダナエ》とファルネーゼ
家をめぐって」『ティツィアーノとヴェネツィア派展』図
録、NHKプロモーション、2017年、pp.20-27.

•「ティツィアーノとヴェネツィア派展」『うえの』2月号、
上野のれん会、2017年2月1日、pp.19-21.

•「ヴェネツィアの画家ティツィアーノ」『東京・春・音
楽祭－東京のオペラの杜2017』（公式プログラム）、
2017年3月16日、pp.131, 133.

•「土屋仁応」p.18、「須田悦弘」p.50、『開館90周年記念
展 木々との対話──再生をめぐる5つの風景』展図録、
東京都美術館、2016年

【講演・セミナー等】
• 新潮講座「ティツィアーノのすべて」新潮講座神楽坂教
室、2017年1月27日

•「ティツィアーノ展　どう楽しめばイーノ？」代官山蔦
屋書店、2017年2月2日

• ティツィアーノとヴェネツィア派展関連文化講演会
「ティツィアーノとヴェネツィア派展のみどころ」①中央
区日本橋公会堂ホール、2017年2月6日、②江東区森下
文化センター多目的ホール、2017年2月10日、③足立
区生涯学習センター講堂、2017年2月26日、④あきる
野市中央公民館音楽室、2017年2月28日、⑤調布市文
化会館たづくり くすのきホール、2017年3月6日、⑥
板橋区文化会館小ホール、2017年3月7日、⑦和光大学
ポプリホール鶴川ホール、2017年3月8日、⑧北とぴあ 
つつじホール（北区）、2017年3月9日、⑨立川市女性総
合センター・アイムホール、2017年3月13日、⑩新宿
区新宿歴史博物館、2017年3月19日

• NHK文化センター講座「ティツィアーノとヴェネツィ
ア派展を楽しむ」NHK文化センター青山教室、2017年
2月10日

• MMMレクチャー「ミケランジェロが嫉妬した “画家の
王者” ティツィアーノ－ヴェネツィアで開花したその才
能と官能の世界」DNP銀座ビル、2017年2月15日

• 知求アカデミー講座「ティツィアーノとヴェネツィア派
展の見どころ」株式会社ワールド航空サービス会議室、
2017年2月16日

•「ティツィアーノの生涯と作品」イタリア研究会2月例
会、東京文化会館会議室、2017年2月17日
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●田村麗恵
【著作・寄稿】

•「木々と再生──５つの風景との出会い」『開館90周年
記念展　木々との対話──再生をめぐる５つの風景』図
録、東京都美術館、2016年、pp.12-15

•「アートへの入口を目指して─『TOKYO書』のアーティ
ストトーク」『TOKYO 書 2017　公募団体の今』展図
録、東京都美術館、2017年、pp.10-11

•「いとうせいこう×須田悦弘『植物に動かされる僕た
ち』」、『東京都美術館紀要』第23号、2017年、pp.17-29

【講演・セミナー等】
•「現代における書の実際と教科間連携における新しい書
の鑑賞方法について」東京都高等学校美術工芸教育研究
会研究協議会、東京都美術館、2017年1月10日

•「文化財の保存と教育」東京学芸大学附属高等学校、
2017年1月23日

●中原淳行
【著作・寄稿】

•「1906-1977 年表」、『ポンピドゥー・センター傑作展』
図録、朝日新聞社、2016年、pp.18-24

•「國安孝昌」p.66、「舟越桂」p.82、『開館90周年記念展 
木々との対話──再生をめぐる5つの風景』展図録、東
京都美術館、2016年

•「思い出の展覧会 宇治山哲平展──絵に遊び、絵に憩
う」、『美連協ニュース』（No.131）、美術館連絡協議会
事務局、2016年8月、p.18

【講演・セミナー等】
• 事業報告「〈創造〉を刺激する展覧会を目指して」、「開館

90周年記念フォーラム　創造と共生の場を求めて──
美術館の歴史と未来」、東京都美術館、2016年11月3日

●早川典子
【著作・寄稿】

•「前川國男と東京都美術館」『東京都美術館紀要』第23号
2017年3月31日　pp.6-15

•「日本における木造住宅の移築事例に関する研究」『住
総研研究論文集』第43号 一般財団法人住総研　2017年
3月31日　pp.127-136

【講演・セミナー等】
• 2016年度日本建築学会大会（九州）研究協議会「野外博物
館の動向と役割」 『居住文化とミュージアム ─ネット
ワークでつなぐ新しい博物館のかたち』 （2016年8月25
日　福岡大学）

●水田有子
【著作・寄稿】

•「造形講座と東京都美術館」『開館90周年記念 アーカイ

ブズ資料展示「造形講座と東京都美術館」』東京都美術
館、2016年

•「イズムの時代」「パリの異邦人たち」「戦中の体験」「戦
後の歩み」「多様化の時代」『ポンピドゥー・センター傑
作展』図録、朝日新聞社、2016年、p.187, 196, 201, 
207, 215

•「東京都美術館の新館開館をめぐって──森田恒之氏に
よるオーラル・ヒストリー」（水田有子／編）『東京都美
術館紀要』第23号、2017年3月31日、pp.31-47

【講演・セミナー等】
•「ポンピドゥー・センター傑作展のみどころ――マティ
ス、ブランクーシ、カンディンスキーを中心に」朝日カ
ルチャーセンター立川教室、2016年8月6日

●山中千紗子
【著作・寄稿】

•「美術における表現者たち―新鋭美術家の紹介―」『都
美セレクション 新鋭美術家 2017』図録、東京都美術館、
2017年、pp.54-57

●山村仁志
【著作・寄稿】

•「田窪恭治」p.34、「再生をめぐって─東京都美術館と５
つの風景」、「関連年表」『開館90周年記念展 木々との
対話──再生をめぐる5つの風景』展図録、東京都美術
館、2016年　pp.98-109

•「新人を抜擢し、これを積極的に世に送ること（第5回わ
れらの地平線展）」、『新美術新聞』（No.1416）、美術年
鑑社、2016年8月21日、p.1

• 見応えのある作品を─「公募団体ベストセレクション美
術」に寄せて　pp.12-15

【講演・セミナー等】
•「東京都美術館90年の歩みとフォーラムの構成」、「開館

90周年記念フォーラム　創造と共生の場を求めて──
美術館の歴史と未来」、東京都美術館、2016年11月3日

【委員・その他の学術活動】
• 小金井市はけの森美術館運営協議会委員
• 東京藝術大学大学美術館芸術資料評価委員会委員
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　当館は、野外彫刻等の立体作品12点と書作品36点を収
蔵（展示・保存）している。

野外彫刻等の立体作品
　野外彫刻等の立体作品は、昭和50（1975）年度から昭和
60（1985）年度にかけて収集された11点（寄贈を含む）な
ど12点を常時展示している。
　本年度、《P3824 M君までの距離》の修復を、作者であ
る鈴木久雄氏に依頼し、実施した。

収蔵品

 作家名 作品名 制作年 材質 分類
1 五十嵐晴夫 メビウスの立方体 1978 花崗岩 彫刻
2 井上武吉 Plus and Minus No.55 1975 ステンレス 彫刻＊
3 井上武吉 my sky hole 85-2 光と影 1985 ステンレス・鉄 彫刻
4 建畠覚造 さ傘 (天の点滴をこの盃に ) 1973 アルミニウム・ステンレス・鉄 彫刻
5 鈴木久雄 P3824 M君までの距離 1977 花崗岩 彫刻
6 堀内正和 三本の直方体 B 1978 ステンレス 彫刻
7 堀内正和 三つの立方体 A 1978 ステンレス 彫刻
8 最上壽之 イロハニホヘトチリヌルヲワカタレソツネ……ン 1979 富士大沢石 彫刻
9 保田春彦 堰の見える遠景 1975 花崗岩・ステンレス 彫刻
10 小田 襄 円柱の領域 1975 ステンレス 彫刻
11 朝倉文夫 佐藤慶太郎像 1926 ブロンズ 彫刻
12 ジョセフ＝アントワーヌ・ベルナール 舞踏 1925 石膏 レリーフ
＊印の作品は、作者寄贈

立体作品リスト

1

4 6

2

5

8

3

7 9
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10

12

11

書作品
　当館による書作品の収蔵は、昭和38（1963）年度から昭
和53（1978）年度にかけて行われた。平成 6（1994）年に

は東京都現代美術館に移管されたが、平成23（2011）年7
月に当館に再移管されることとなり、現在は30名の作家
による書作品36点を収蔵している。

作家名 制作年 制作年 材質 分類
1 青山杉雨 唐詩 － 紙本 書
2 青山杉雨 車馬囂々 － 紙本 書
3 安東聖空 不二 － 紙本 書
4 安東聖空 富士 － 紙本（二曲一隻）書
5 泉原寿石 従容録 － 紙本 書
6 上田桑鳩 騰 － 紙本 書
7 宇野雪村 NEN（念） － 紙本 書
8 大石隆子 小庭 1972 紙本 書
9 金子鷗亭 閑適（七言絶句） － 紙本 書

10 金子鷗亭 知床（自詠歌） 1964 紙本 書
11 金子鷗亭 尾花 1973 紙本 書
12 金田心象 菩薩 1972 紙本 書
13 川村驥山 清風明月用不盡 － 紙本 書
14 熊谷恒子 いへにても 1972 紙本 書
15 桑田笹舟 希望 － 紙本 書
16 佐藤祐豪 元天目中峰和尚山居詩二首 1970 紙本 書
17 鈴木翠軒 万葉一首 － 紙本 書

書作品リスト 18 炭山南木 天空海濶 1970 紙本 書
19 田中塊堂 槻の木 － 紙本（二曲一隻）書
20 手島右卿 万華 1968 紙本 書
21 中野越南 寿似山 － 紙本 書
22 中村旭坡 七言絶句 － 紙本 書
23 西川 寧 吉康 1965 紙本 書
24 比田井南谷 作品 70-2 1970 紙本 書
25 日比野五鳳 あふさかの関 1969 紙本 書
26 広津雲仙 禅語（鐵團圝） 1972 絹本 書
27 豊道春海 嘉言名句 1958 紙本 書
28 豊道春海 草書閑適 － 紙本（一幅） 書
29 松井如流 彬 1971 紙本 書
30 松本芳翠 慰情 － 紙本 書
31 宮本竹逕 万葉長歌 1974 紙本 書
32 村上三島 秋日 1970 紙本 書
33 森田子龍 想 1975 紙本 書
34 柳田泰雲 酔古堂剣掃之語 － 紙本 書
35 山崎節堂 孝経一節 － 紙本 書
36 山崎節堂 高野蘭亭雪中吉祥閣に登る詩 1975 紙本 書

1

2

3 4

著作権の関係により、画像掲載のないものあり（9, 27, 28, 35, 36）
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平成28年度の実績1 入館者数実績
来館者の特徴と満足度
予算概要
組織・名簿



91

入館者数実績

展覧会観覧者 観覧者合計 その他入館者 その他入館者 入館者
特別展 企画展／連携展

コレクション展
公募団体展
学校教育展

アート・コミュニ
ケーション事業

美術情報室 講堂 スタジオ 合計 総合計

4月 115,869 0 131,384 247,253 902 860 1,907 669 4,338 251,591
5月 351,410 21,661 73,274 446,345 3,407 1,150 1,368 541 6,466 452,811
6月 34,675 0 122,390 157,065 1,126 625 1,675 653 4,079 161,144
7月 63,146 3,628 70,942 137,716 2,992 1,897 1,323 432 6,644 144,360
8月 51,382 14,538 71,903 137,823 8,952 7,053 2,260 664 18,929 156,752
9月 57,259 18,375 120,070 195,704 3,038 6,897 1,213 534 11,682 207,386
10月 105,586 18,027 121,887 245,500 2,770 742 979 447 4,938 250,438
11月 168,764 2,754 146,535 318,053 5,520 547 2,219 507 8,793 326,846
12月 117,371 25,663 60,331 203,365 3,418 387 2,298 321 6,424 209,789
1月 18,995 19,981 111,711 150,687 3,261 592 3,283 408 7,544 158,231
2月 61,390 5,918 213,337 280,645 3,338 645 3,233 615 7,831 288,476
3月 75,899 7,922 89,372 173,193 1,961 599 1,905 562 5,027 178,220
合計 1,221,746 138,467 1,333,136 2,693,349 40,685 21,994 23,663 6,353 92,695 2,786,044

平成28年度 入館者数内訳
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来館者の特徴と満足度

当館では毎年顧客満足度調査を実施している。今回は平成
26年度から平成28年度の結果を比較する。（総合満足度
については平成28年度の結果のみ掲載）

※公益財団法人東京都歴史文化財団「東京都美術館平成28
年度顧客満足度調査報告書」からデータを抜粋。平成26年
度は4回、平成27年度は5回、平成28年度は6回、調査
を実施した。

来館者の特徴
性別
　平成28年度は、女性の比率が68.6％となっており、も
ともと高い女性比率が更に増加している。

【性別（経年比率）】

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2016年
（n=676）

31.4 68.6

2014年
（n=509）

2015年
（n=654）

33.0 67.0

男性 女性

36.3男性 63.7女性

年代
　前年度に比べ、50代が7.1ポイント増加した一方、70
代が5.6ポイント減少している。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2016年
（n=676）

2014年
（n=509）

10-20代 40代 50代30代 60-64歳 65-69歳 70歳以上

10-20代
40代 50代30代 60代 70歳以上

12.0 9.2 14.8 22.2 13.8 13.2 14.9

9.6 8.4 16.5 20.8 23.2 21.4

2015年
（n=654） 14.1 8.3 16.2 15.1 25.8 20.5

【年齢（経年比率）】

居住地
　東京都居住者率の合計は41.1％となっており、前年度
に比べ2.5ポイント増加している。一方で近隣3県（埼玉
県・千葉県・神奈川県）在住者合計と地方在住者の比率は
わずかに減少となっているが、いずれも傾向に大きな変動
は無い。

2016年
（n=676）

2014年
（n=509）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東京23区

東京23区 近隣3県 地方

32.2 8.9 37.0 21.9

28.7 10.8 42.4 18.1

2015年
（n=654） 31.7 6.9 38.5 22.9

東京都居住者率：41.1%

東京23区外

東京23区外 近隣3県 地方

【居住地（経年比率）】

来館頻度
　「はじめて」「数年に１回」のライトユーザが24.1％、「年
に1～ 2回」のミドルユーザが38.0％、「2～ 3ヶ月に1回」
「月に1回以上」のヘビーユーザが37.9％となっている。前
年度に比べヘビーユーザの割合が8.9ポイント増加してい
る一方で、ライトユーザの割合が6.4ポイント減少してい
る。なおグラフには記載されていないが、10-20代の来館
者は、「はじめて」のライトユーザが約30％を占め、70歳
以上の来館者では、ヘビーユーザの割合が47.5％となっ
ている。

2016年
（n=676）

2014年
（n=509）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

はじめて 数年に
1回

年に
1～2回

月に
1回以上

2～3ヵ月
に1回

15.7 8.4 38.0 31.7 6.2

21.4 10.8 40.1 23.0 4.7

2015年
（n=654） 18.0 12.5 40.4 24.6 4.4

【来館頻度（経年比率）】

はじめて
数年に1回

年に1～2回
月に1回以上
2～3ヵ月に1回

ライトユーザ ミドルユーザ ヘビーユーザ
と定義する。

ライトユーザ:24.1% ミドルユーザ:38.0% ヘビーユーザ:37.9%
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来館者の満足度

総合満足度

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

0% 20% 40% 60% 80% 100%
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

100.0

85.2 11.1 3.7

83.0 16.3 0.7

63.9 29.5 6.6

75.0

76.2

17.9

19.5

3.6
3.6

3.9

0.4
楽園としての芸術展

（n=28）

ウフィツィ美術館展
（n=61）

公募展
（n=153）

美術情報室
（n=3）

ワークショップ・
ギャラリートーク
（n=1）

アートラウンジ
（n=27）

古代エジプト展
（n=256）

【事業満足平成26年度】

二科100年展
（n=105）
モネ展

(n=106）

キュッパのびじゅつかん
（n=38）

ボッティチェリ展
（n=67）

公募展・連携展
（n=240）

ギャラリートーク等普及事業は回答者なし

アートラウンジ
(n=42）
美術情報室

(n=1）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
満足

どちらかと
いえば満足 どちらかと

いえば不満

不満

100.0

97.6

86.8

87.9

94.0

78.3

76.2

76.3 15.8

19.0

16.0

4.5

10.5

9.2

7.0
0.9

0.9

4.8
4.7

1.7
1.3

2.6

1.5

2.4

大英博物館展
(n=114）

【事業満足平成27年度】
(※n=10以下のものは、僅少のため参考値)

ポンピドゥー・センター
傑作展（n=118）
ゴッホとゴーギャン展

(n=182）

木々との対話
（n=37）

ティツィアーノと
ヴェネツィア派展（n=99）

公募団体展
（n=180）

アートラウンジ
(n=39）
美術情報室

(n=4）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
満足

どちらかと
いえば満足 どちらかと

いえば不満

不満

75.0

100

62.2

88.9

76.8

84.6

70.3

80.0 14.7

26.3

13.7

21.2

37.8

10.0

4.2
1.1

3.4
1.6

1.1

2.0

66.7 16.7 16.7

25.0

若冲展
(n=95）

【事業満足平成28年度】

100.0

ワークショップ・
ギャラリートーク（n=6）

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ミュージアムショップ
（n=138）

レストラン
「MUSEUM TERRACE」

（n=34）

レストラン「IVORY」
（n=19）

カフェ「M cafe」
（n=21）

ミュージアムショップ
（n=148）

レストラン
「MUSEUM TERRACE」

（n=17）

レストラン「IVORY」
（n=10）

カフェ「M cafe」
（n=23）

【平成２６年度満足度】 【平成２7年度満足度】

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

58.0 37.7 4.3
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

(※n=10以下のものは参考値)

65.5 30.4
2.72.7

61.8 29.4

2.92.9

73.7 26.3

66.7 33.3

5.9

不満1.4

70.6 23.5 5.9

90.0 10.0

78.3 13.0 8.7

満足 どちらかといえば満足 不満どちらかといえば不満

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ミュージアムショップ
（n=165）

レストラン
「MUSEUM TERRACE」

（n=11）

レストラン「IVORY」
（n=8）

カフェ「M cafe」
（n=28）

【平成２8年度満足度】

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

64.2 31.5

不満3.6

63.6 36.4

75.0

10.7
7.1

4.24.2

12.512.5

78.6

【総合満足度】

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

【総合満足度】

全体（n=676） ライトユーザ（n=163）

ミドルユーザ（n=257）

ヘビーユーザ（n=256）

ポンピドゥー・センター
傑作展（n=118）

若冲展（n=95）

ゴッホとゴーギャン展（n=182）

ティツィアーノと
ヴェネツィア派展（n=99）

木々との対話（n=37）

公募団体展（n=180）

10代-20代（n=81）

30代（n=62）

40代（n=100）

50代（n=150）

60-64歳（n=93）

65-69歳（n=89）

70歳以上(n=101）

男性（n=212）

女性（n=464）

0% 20% 40% 60% 80% 100%10% 30% 50% 70% 90% 0% 20% 40% 60% 80%10% 30% 50% 70% 90%100%

満足 どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

満足 どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

1.5

2.0

0.7

1.1

0.2

0.1

1.91.9

3.23.2

0.4

2.0

0.5

1.0

2.7

1.1

75.9 22.5

86.4 13.6

80.6 19.4

1.0

78.0 20.0

26.772.7

4.374.2 20.4

77.3 22.7

76.3

52.6

21.4

74.6 23.4

69.5

43.2

2.528.0

81.8

59.5 37.8

17.2

77.2 2.220.6

86.8 12.6

74.3 24.8

2.269.7 28.1

1.977.8 20.3

1.375.0 23.5

展覧会等の満足度
　調査中に開催していた５つの展覧会及び公募展について
の満足度（“満足”は『満足』と『どちらかといえば満足』の合
計。以下同じ。）はいずれも9割を超える。その中でも「木々

ショップ・レストランの満足度
　ミュージアムショップ、レストラン、カフェの満足度は、
レストラン「MUSEUM TERRACE」が最も高く、100％、

　全体的に総合満足度は高く、60-64歳を除く全ての属性
別で95％以上となっている。
　年代別の総合満足度は、10-20代と30代では100％であ
る。特に10-20代では「満足」回答が86.4％と最も高い。
60-64歳で不満比率が5.4％とやや高いが、これ以外の年

との対話」では、満足度が100％となっている。「満足」回
答では、「公募団体展」が88.9％と最も高く、ついで「ゴッ
ホとゴーギャン展」が84.6％、「若冲展」が80％と高くなっ
ている。

ついでミュージアムショップが95.7％となっている。カ
フェ「M cafe」については89.3％の満足度となっている。（レ
ストラン「IVORY」は母数が少ないため参考値）

代の総合満足度としては全て95％を超えている。
　来館頻度別の総合満足度は、ライトユーザの満足度が
100％となっている。
　事業別の総合満足度では「ゴッホとゴーギャン展」の満足
度が最も高く、99.4％となっている。
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公益目的事業会計
（自主事業） （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 72,737
　　　　入場料 13,000
　　　　共催事業収益 38,737
　　受取負担金 21,000
経常収益計 72,737
経常費用
　　事業費 142,058
経常費用計 142,058
当期経常増減額 △ 69,321
他会計振替額
　　収益事業会計振替額 40,321
当期一般正味財産増減額 △ 29,000

（受託事業） （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 300,857
　　　　施設使用料 300,857
　　管理運営受託収益 547,382
　　雑収益 9,846
経常収益計 858,085
経常費用
　　事業費 856,759
経常費用計 856,759
当期経常増減額 1,326
当期一般正味財産増減額 1,326

収益事業等会計 （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 120,466
　　　　共催事業収益 20,210
　　　　出版物販売 5,125
　　　　管理手数料 76,700
　　　　撮影手数料 131
　　　　受取光熱水費  18,300
　　雑収益 40
経常収益計 120,506
経常費用
　　事業費 39,789
経常費用計 39,789
当期経常増減額 80,717
他会計振替額
　　公益目的事業会計振替額 △ 40,321
法人税、住民税及び事業税 14,284
当期一般正味財産増減額 26,112

予算概要
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諮問機関等
東京都美術館運営委員会
会長 三橋 昇（公益財団法人東京都保険医療公社理事長）
副会長 手塚 雄二（日本画家・東京藝術大学教授）
委員 新井 光風（書道家・謙慎書道会顧問）

荒川 聡一郎（台東区副区長）
宝木 範義（美術評論家）
中林 忠良（版画家・東京藝術大学名誉教授・大阪芸術大学客員教授）
三田村 有純（東京藝術大学教授・日展委員・江戸蒔絵十代継承）
山梨 絵美子（独立行政法人国立文化財機構東京文化学研究所副所長）
山本 貞（洋画家・二紀会理事長・日本美術家連盟理事長）

任期：平成29年1月1日～平成30年12月31日
開催日：平成29年3月2日
議題：平成28年度事業の状況報告について
　　　平成29年度事業計画について
　　　平成30年度公募団体展・展示室使用割当について

東京都美術館外部評価委員会
委員長 長田 謙一（名古屋芸術大学大学院美術研究所教授）
副委員長 茅野 雅弘（上野観光連盟事務総長）
委員 五十嵐 卓（東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館学芸課長）

一條 彰子（東京国立近代美術館 主任研究員）
村上 博哉（国立西洋美術館副館長）

任期：平成27年7月1日～平成29年6月30日
開催日：平成28年5月9日
議題：平成27年度東京都美術館事業の評価について
　　　平成28年度東京都美術館事業計画について
開催日：平成29年1月27日
議題：平成27年度指定管理者管理運営評価結果について
　　　平成28年度東京都美術館事業の説明及び実施状況について

職員 （平成29年3月31日現在）
館長 真室 佳武
副館長〔派〕 林 久美子

企画調整課
企画調整課長事務取扱 林 久美子（兼務）
学芸担当課長 山村 仁志　

管理係 　
管理係長〔派〕 佐藤 陽子
主任 名雪 淳一郎
主事 畠山 誠弘
主事 佐藤 健太郎
主事 村田 美砂子
一般事務 海老澤 義一
一般事務 福島 昌子

交流係
次席（学芸） 早川 典子
主事（学芸） 田村 麗恵
主事（学芸） 山中 千紗子
専門調査員 大和田 優
アート・コミュニケーション担当係長（学芸） 稲庭 彩和子
主事（学芸） 河野 佑美
主事（学芸 ) 熊谷 香寿美

事業係 　
事業係長（学芸） 中原 淳行
主任（学芸） 平方 正昭
主事（学芸） 大橋 菜都子
主事（学芸） 小林 明子
主事（学芸） 水田 有子
広報担当係長 山崎 真理子
主事 進藤 美恵子

※〔派〕は東京都派遣職員

主な業務委託先・事業従事者
建物総合管理／都市建物環境サービス協同組合
レストラン・カフェ／株式会社ゼットン
ミュージアムショップ／株式会社美術出版エデュケーショナル
美術情報室・アートラウンジ／株式会社図書館流通センター
展覧会受付・看視／株式会社フクシ・エンタープライズ
※公募団体展、学校教育展、グループ展、同人展を除く

組織 ･名簿
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これまでの実績2 企画展示事業年次別一覧
公募団体等の使用団体数の推移
年間観覧者数の推移　
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企画展示事業年次別一覧
＊は自主事業による特別展、企画展、連携展、コレクション展。他は共催による特別展。なお、平成6年度まで実施されていた収蔵作品展は含まない。

年度 展覧会名 開催
日数

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

昭和51 戦前の前衛展＊ 50  13,328 （267）
（1976）サロン・ドートンヌ、ポルトガル現代美術展 17  17,375 （1,022）

ドイツの現代陶芸 20  5,805 （290）
スペイン名画展 22  29,277 （1,331）

昭和52「白樺」と大正期の美術＊ 50  17,146 （343）
ミュンヘン近代美術展 28  57,266 （2,045）
ピカソ展 44  379,770 （8,631）
靉光・松本竣介そして戦後美術の出発＊ 50  18,223 （364）

昭和53 写真と絵画＊ 50  13,704 （274）
牧野虎雄展＊ 50  9,258 （185）
フランス美術栄光の300年 36  181,052 （5,029）

昭和54 近代日本美術の歩み 26  141,214 （5,431）
麻生三郎展＊ 50  17,011 （340）
駒井哲郎銅版画展＊ 50  14,616 （292）

昭和55 現代版画の一断面＊ 50  11,322 （226）
（1980）世界の現代版画25年展 38  13,012 （342）
昭和56 20世紀のアメリカ美術　描かれたニューヨーク 50  67,557 （1,351）

現代美術の動向Ⅰ 1950年代－その暗黒と光芒－＊ 50  13,240 （265）
今日のイギリス美術 38  36,693 （966）

昭和57 ブーシェ展 52  142,151 （2,734）
日本銅版画史展＊ 51  8,990 （176）

昭和58 韓国現代美術展 26  5,093 （196）
現代美術の動向Ⅱ 1960年代－多様化への出発－＊ 50  10,105 （202）
斎藤義重展＊ 40  6,906 （173）

昭和59 エルミタージュ・プーシキン美術館所蔵作品による
後期印象派から立体派まで

45  133,220 （2,960）

ナムジュン・パイク展＊ 40  21,903 （548）
現代美術の動向Ⅲ 
1970年以降の美術－その国際性と独自性－＊

50  8,435 （169）

昭和60 井上武吉新作展＊ 40  7,274 （182）
（1985）新館開館10周年記念　現代美術の40年＊ 50  14,298 （286）
昭和61 ヘンリー・ムーア展 48  70,351 （1,466）

今村紫紅・速水御舟・松岡映丘・鏑木清方
…日本画の前衛たち＊

50  27,657 （553）

昭和62 ボロフスキー展 50  75,879 （1,518）
布のかたち　糸のかたち＊ 50  12,091 （242）

昭和63 1920年代・日本展 50  56,492 （1,130）
ルーヴル美術館所蔵フランスブロンズ名品展 50  20,801 （416）

平成元 日本油彩画の独自性を求めて＊ 50  26,782 （536）
リヨン美術館特別展　栄光のフランス近代美術 48  133,344 （2,778）

平成2 大英博物館秘蔵　江戸美術展 41  145,592 （3,551）
（1990）現代の土＊ 50  8,840 （177）
平成3 構造と記憶＊ 50  9,969 （199）
平成4 サンフランシスコ美術館名品展 57  139,287 （2,444）

北京・故宮博物院展 41  182,256 （4,445）
語り出す鉄たち＊ 49  10,792 （220）

平成5 トレチャコフ美術館展 50  122,633 （2,453）
現代絵画の一断面 －「日本画」を越えて＊ 50  13,150 （263）

平成6 ニューヨークを生きたアーティストたち 51  83,605 （1,639）
平成7 法隆寺金堂壁画展 57  151,633 （2,660）
（1995）モデルニテ＝パリ・近代の誕生　

オルセー美術館展
64  640,537 （10,008）

平成8 シルクロード大美術展 68  282,346 （4,152）
大英博物館　アッシリア大文明展－芸術と帝国－ 61  167,249 （2,742）
砂漠の美術館－永遠なる敦煌－ 49  167,522 （3,419）
毛利元就展－その時代と至宝－ 44  144,300 （3,280）

平成9 18世紀フランス絵画のきらめき　
ルーヴル美術館展

75  528,620 （7,048）

エイブル・アート’97・東京展　魂の対話 12  8,801 （733）
京の雅・和歌のこころ　冷泉家の至宝展 38  278,486 （7,329）

年度 展覧会名 開催
日数

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

アンコールワットとクメール美術の1000年展 44  250,334 （5,689）
英国絵画の殿堂　テート・ギャラリー展 57  410,616 （7,204）

平成10 古代ヨーロッパの至宝－ケルト美術展 74  183,211 （2,476）
カルメン・コレクション展 50  117,689 （2,354）
唐の女帝・則天武后とその時代展 50  156,418 （3,128）
このアートで元気になる－エイブル・アート‘99 31  17,762 （573）

平成11 ワシントン・ナショナル・ギャラリー展 74  412,794 （5,578）
大英博物館　古代エジプト展 50  443,474 （8,869）
西遊記のシルクロード　三蔵法師の道 50  139,563 （2,791）
モナ・リザ100の微笑  模写から創造へ 50  109,241 （2,185）

平成12 ウィーン美術大学絵画館所蔵　
ルーベンスとその時代展

68  166,231 （2,445）
（2000）

世界四大文明　インダス文明展 104  428,263 （4,118）
唐招提寺金堂平成大修理記念　国宝　鑑真和上展 50  413,491 （8,270）

平成13 アール・ヌーヴォー展 69  317,730 （4,605）
イームズ・デザイン展 45  86,355 （1,919）
聖徳太子展 50  196,939 （3,938）
版画家　池田満寿夫の世界展　
黒田コレクションから

50  57,032 （1,140）

平成14 マルク・シャガール展
－ポンピドーセンター&シャガール家秘蔵作品

69  355,219 （5,148）

飛鳥・藤原京展－古代律令国家の創造－ 44  99,200 （2,254）
生誕400年記念　狩野探幽展 44  98,055 （2,228）
華麗なる宮廷　ヴェルサイユ展
－太陽王ルイ14世からマリー・アントワネットまで－

56  419,261 （7,486）

平成15 栄光の宮廷文化とロシア正教　ロマノフ王朝展 67  181,055 （2,702）
トルコ三大文明展  
～ヒッタイト帝国・ビザンツ帝国・オスマン帝国～

50  276,867 （5,537）

創立250周年記念　大英博物館の至宝展 50  513,208 （10,264）
パリ／マルモッタン美術館展
－モネとモリゾ  日本初公開ルアール・コレクション－

54  280,902 （5,202）

平成16 フェルメール「画家のアトリエ」
栄光のオランダ・フランドル絵画展

71  303,491 （4,275）

よみがえる四川文明～三星堆と金沙遺跡の秘宝～ 42  43,132 （1,027）
フィレンツェ－芸術都市の誕生展 50  176,176 （3,524）
ミュシャ財団秘蔵　ミュシャ展　プラハからパリへ
華麗なるアール・ヌーヴォーの誕生

52  239,401 （4,604）

平成17 アール・デコ展～きらめくモダンの夢～ 63  120,056 （1,906）
（2005） ～ルーヴル美術館所蔵～古代エジプト展 57  276,727 （4,855）

プーシキン美術館展 
～シチューキン・モロゾフ・コレクション

50  378,013 （7,560）

～日本の美　三千年の輝き～
ニューヨーク・バーク・コレクション展

36  88,572 （2,461）

プラド美術館展
～スペインの誇り、巨匠たちの殿堂～

6  34,973 （5,828）

平成18 プラド美術館展
～スペインの誇り、巨匠たちの殿堂～

81  466,959 （5,765）

ペルシャ文明展～煌めく7000年の至宝～ 54  126,071 （2,335）
いま甦る巨匠たち400年の記憶　
大エルミタージュ美術館展

58  308,016  （5,311）

オルセー美術館展～ 19世紀　芸術家たちの楽園～ 55  417,341 （7,588）
平成19 オルセー美術館展～ 19世紀　芸術家たちの楽園～ 7  61,913 （8,845）

サンクトペテルブルク　国立ロシア美術館展　
ロシア絵画の神髄

63  99,034 （1,572）

トプカプ宮殿の至宝展　
オスマン帝国と時代を彩った女性たち

48  197,874 （4,122）

フィラデルフィア美術館展　
印象派と20世紀の美術

66  318,273 （4,822）

ルーヴル美術館展　フランス宮廷の美 58  307,849 （5,308）
平成20 ルーヴル美術館展　フランス宮廷の美 6  41,675 （6,946）
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年度 展覧会名 開催
日数

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

平成20 芸術都市パリの100年展　ルノワール、セザンヌ、
ユトリロの生きた街　1830-1930年

64  100,273 （1,567）

フェルメール展　
光の天才画家とデルフトの巨匠たち

118  934,222 （7,917）

生活と芸術－アーツ&クラフツ展　
ウィリアム・モリスから民芸まで

57  122,582 （2,151）

平成21 生活と芸術－アーツ&クラフツ展　
ウィリアム・モリスから民芸まで

5  18,113 （3,623）

美連協25周年記念　日本の美術館名品展 64  182,199 （2,847）
トリノ・エジプト展　イタリアが愛した美の遺産 57  355,176 （6,231）
冷泉家　王朝の和歌守展 50  110,068 （2,201）
ボルゲーゼ美術館展　
ラファエロ《一角獣を抱く貴婦人》

64  165,469 （2,585）

平成22 ボルゲーゼ美術館展　
ラファエロ《一角獣を抱く貴婦人》

4  15,890 （3,973）
（2010）
平成24 公募団体ベストセレクション 美術 2012＊ 22  9,634 (438)

マウリッツハイス美術館展
オランダ・フランドル絵画の至宝

71  758,266 (10,679)

「Arts & Life：生きるための家」展＊ 68  30,461 (448)
東京都美術館ものがたり＊ 68  82,360 (1,211)
都美セレクション グループ展公募 第1回＊ 73  22,941 (314)
メトロポリタン美術館展　
大地、海、空─4000年の美への旅

78  328,770 (4,215)

TOKYO 書 2013　公募団体の今＊ 12  8,330 (694)
現代の書のあゆみ＊ 12  6,227 (519)
エル・グレコ展 62  253,395 (4,087)
都美セレクション 新鋭美術家 2013＊ 16  3,046 (190)

平成25 エル・グレコ展 6  32,370 (5,395)
ミラノ アンブロジアーナ図書館・絵画館所蔵
レオナルド・ダ・ヴィンチ展̶天才の肖像

61  261,819 (4,292)

ベストセレクション 美術 2013＊ 22  9,737 (443)
ルーヴル美術館展̶地中海 四千年のものがたり̶ 57  291,531 (5,115)
福田美蘭展＊ 60  21,211 (354)
ターナー展 63  290,780 (4,616)
第2回 都美セレクション グループ展＊ 68  17,834 (262)
TOKYO  書 2014　公募団体の今＊ 12  7,057 (588)
富士をみつめて＊ 12  4,219 (352)
日本美術院再興100年 特別展『世紀の日本画』 55  163,615 (2,975)
都美セレクション 新鋭美術家 2014＊ 16  7,061 (441)

平成26 日本美術院再興100年 特別展『世紀の日本画』 1  4,340 (4,340)
（2014）バルテュス展 57  204,014 (3,579)

公募団体ベストセレクション 美術 2014＊ 22  16,721 (760)
メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神 58  195,594 (3,372)
「楽園としての芸術」展＊ 65  24,837 (382)
ウフィツィ美術館展 黄金のルネサンス ボッティ
チェリからブロンヅィーノまで

58  210,671 (3,632)

第3回 都美セレクション グループ展＊ 65  16,203 (249)
TOKYO 書 2015　公募団体の今＊ 12  8,522 (710)
彩られた紙と現代の書
̶東京都美術館コレクションを中心に＊

18  6,640 (369)

新印象派̶光と色のドラマ 56  148,293 (2,648)
都美セレクション 新鋭美術家 2015＊ 24  12,370 (515)

平成27 大英博物館展―100のモノが語る世界の歴史 62  300,436 （4,846）
(2015) 公募団体ベストセレクション 美術 2015 ＊ 23  14,888 （647）

伝説の洋画家たち 二科100年展 44  52,675 （1,197）
ノルウェーから東京・上野へ！   キュッパのびじゅつ
かん―みつめて、あつめて、しらべて、ならべて ＊

69  36,089 （523）

マルモッタン・モネ美術館所蔵 モネ展 76  763,512 （10,046）
第4回 都美セレクション グループ展 ＊ 61  19,040 （312）

年度 展覧会名 開催
日数

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

TOKYO 書 2016　公募団体の今 ＊ 13  9,497 （731）
感じる漢字
―西川寧・青山杉雨・手島右卿を中心に ＊

19  11,923 （628）

ボッティチェリ展 66  283,649 （4,298）
都美セレクション 新鋭美術家 2016 ＊ 25  9,810 （392）

平成28 ボッティチェリ展 3  21,037 (7,012)
(2016) 生誕300年記念 若冲展 31  446,242 (14,395)

公募団体ベストセレクション 美術 2016 ＊ 23  21,661 (942)
ポンピドゥー・センター傑作展
─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─

90  206,462 (2,294)

開館90周年記念展
木々との対話──再生をめぐる5つの風景 ＊

61  41,949 (688)

ゴッホとゴーギャン展 62  391,721 (6,318)
第5回 都美セレクション グループ展 ＊ 53  28,417 (536)
TOKYO 書 2017　公募団体の今 ＊ 12  9,832 (819)
東京都現代美術館所蔵
「新東京百景─90年前の東京」 ＊

19  10,149 (534)

ティツィアーノとヴェネツィア派展 61  156,284 (2,562)
都美セレクション 新鋭美術家 2017 ＊ 23  10,129 (440)

注）
・平成23年度は大規模改修工事のため全面休館。
・平成28年度のティツィアーノとヴェネツィア派展は、3月31日までの実績
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年度 団体数 団体数の内訳
継続使用団体 抽選使用団体

大正15（1926） 10 10 -
昭和10（1935） 56 56 -
昭和20（1945） 2 2 -
昭和25（1950） 60 60 -
昭和30（1955） 80 80 -
昭和35（1960） 93 93 -
昭和40（1965） 108 108 -
昭和45（1970） 109 109 -
昭和50（1975） 165 165 -
昭和51 174 174 -
昭和52 174 174 -
昭和53 188 188 -
昭和54 194 194 -
昭和55（1980） 194 194 -
昭和56 201 201 -
昭和57 203 203 -
昭和58 206 206 -
昭和59 215 215 -
昭和60（1985） 217 217 -
昭和61 229 224 5
昭和62 229 223 6
昭和63 230 223（1） 7
平成元 231 222 9
平成2（1990） 231 223（1） 8
平成3 232 222 10
平成4 232 223（1） 9
平成5 233 221 12
平成6 235 222（1） 13
平成7（1995） 238 220 18
平成8 236 220（1） 16
平成9 23 218 19
平成10 238 220（1） 18
平成11 236 218 18
平成12（2000） 236 216（1） 20
平成13 235 214 21
平成14 237 215（1） 22
平成15 237 214 23
平成16 243 215（1） 28
平成17（2005） 244 214 30
平成18 241 210（1） 31
平成19 254 219（1） 35
平成20 258 217（1） 41
平成21 262 217（1） 45
平成22（2010） 9 7 2

年度 団体数 団体数の内訳
学校教育 公募団体 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

平成24（2012） 273 14 259 20 85 98 56
平成25（2013） 269 14 255 20 94 114 27
平成26（2014） 270 15 255 21 97 114 23
平成27（2015） 267 14 253 22 97 115 19
平成28（2016） 269 15 254 22 100 114 18

注）
・継続使用団体の ( )は、隔年度使用団体で内数。
・平成23年度は大規模改修工事のため全面休館。

公募団体等の使用団体数の推移
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年度 公募展 企画展等 年間観覧者数
展覧
会数

開館
日数

観覧者数（人）展覧
会数　

開館
日数

観覧者数（人）合計（人）

昭和50（1975） 164 293 1,799,346 3 115 59,673 1,859,019
昭和51 187 295 1,714,723 7 204 115,227 1,829,950
昭和52 185 293 1,919,216 6 236 506,176 2,425,392
昭和53 203 286 1,929,474 5 185 165,405 2,094,879
昭和54 205 289 2,062,725 4 204 207,389 2,270,114
昭和55（1980） 205 284 2,025,237 4 188 59,443 2,084,680
昭和56 201 289 1,870,176 5 234 148,874 2,019,050
昭和57 203 290 1,986,760 5 203 190,246 2,177,006
昭和58 206 288 2,081,905 5 216 69,129 2,151,034
昭和59 215 291 2,111,644 5 250 213,162 2,324,806
昭和60（1985） 217 319 2,065,752 5 240 103,775 2,169,527
昭和61 229 330 2,059,822 5 253 181,066 2,240,888
昭和62 229 331 2,104,942 5 250 170,050 2,274,992
昭和63 230 330 2,108,587 5 250 153,041 2,261,628
平成元 233 329 2,125,668 5 248 233,492 2,359,160
平成2（1990） 231 329 2,208,726 5 241 247,743 2,456,469
平成3 232 330 2,251,755 4 200 92,376 2,344,131
平成4 232 330 2,181,647 5 245 369,765 2,551,412
平成5 233 330 2,141,031 5 242 234,246 2,375,277
平成6 235 330 2,067,026 2 96 111,102 2,178,128
平成7（1995） 238 330 2,077,541 2 121 792,170 2,869,711
平成8 236 329 2,013,048 4 222 761,417 2,774,465
平成9 237 331 1,978,690 5 226 1,476,857 3,455,547
平成10 238 330 1,913,340 4 205 475,080 2,388,420
平成11 236 331 1,867,686 4 224 1,105,072 2,972,758
平成12（2000） 236 329 1,856,995 3 222 1,007,985 2,864,980
平成13 235 330 1,842,067 4 214 658,056 2,500,123
平成14 237 330 1,868,516 4 213 971,735 2,840,251
平成15 237 332 1,859,252 4 221 1,252,032 3,111,284
平成16 243 330 1,764,786 4 215 762,200 2,526,986
平成17（2005） 244 330 1,793,242 4（5） 212 898,341 2,691,583
平成18 241 330 1,813,631 4 248 1,318,387 3,132,018
平成19 255 334 1,384,833 4（5） 242 984,943 2,369,776
平成20 258 334 1,433,817 3（4） 245 1,198,752 2,632,569
平成21 261 334 1,410,013 4（5） 240 831,025 2,241,038
平成22（2010） 9 4 26,083 1 4 15,890 42,036

注）
・昭和50年9月に新館が開館。昭和50年度の数字には、4～ 8月の旧館での観覧者数も含
まれている。
・昭和50年度から平成6年度の企画展等は、共催展・特別展のほか、平成6年度まで実施
されていた収蔵作品展の観覧者数も含まれている。
・平成22年度は大規模工事のため、4日間のみ開館。平成23年度は全面休館した。

昭和50年度～平成22年度
年度 公募展 年間観覧者数

展覧
会数

開館
日数

（人）

大正15（1926） 10 - 473,434
昭和2 30 - 702,174
昭和3 29 - 535,333
昭和4 45 - 729,301
昭和5（1930） 35 - 733,154
昭和6 35 - 571,497
昭和7 35 - 573,427
昭和8 36 - 470,918
昭和9 49 - 414,535
昭和10（1935） 56 - 572,362
昭和11 60 - 389,556
昭和12 58 - 461,767
昭和13 59 - 1,252,187
昭和14 73 - 769,456
昭和15（1940） 78 - 735,586
昭和16 81 - 702,408
昭和17 82 - 975,938
昭和18 78 - 898,774
昭和19 40 - 118,905
昭和20（1945） 2 - 79,052
昭和21 33 - 582,210
昭和22 66 - 791,417
昭和23 63 - 492,609
昭和24 60 - 343,719
昭和25（1950） 60 - 403,875
昭和26 71 - 462,808
昭和27 70 - 483,825
昭和28 75 - 543,409
昭和29 75 - 538,358
昭和30（1955） 80 - 572,672
昭和31 80 - 585,557
昭和32 80 - 522,265
昭和33 92 - 594,739
昭和34 92 - 635,296
昭和35（1960） 93 - 585,047
昭和36 102 - 598,165
昭和37 107 - 727,627
昭和38 108 - 675,370
昭和39 108 - 742,432
昭和40（1965） 108 - 916,069
昭和41 108 - 919,772
昭和42 107 - 982,515
昭和43 107 - 1,035,920
昭和44 107 - 1,089,709
昭和45（1970） 109 - 1,169,186
昭和46 109 - 1,281,860
昭和47 108 - 1,239,672
昭和48 109 - 1,320,545
昭和49 107 - 1,419,540

注）
・昭和13年は、入場無料で開催した全国子供美術展に768,000人余りの観覧者があっ
たため多くなっている。

大正15年度～昭和49年度

年間観覧者数の推移
＊昭和49年度までは公募展のみ開催。昭和50年からは企画展も開催されている。
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年度 特別展 企画展等 公募団体展・学校教育展 年間観覧者数
合計（人）展覧会数 開催日数 観覧者数（人） 展覧会数 開催日数 観覧者数（人） 展覧会数 開催日数 観覧者数（人）

平成24（2012） 3 211 1,340,431 17 271 162,999 273 318 1,329,208 2,832,638
平成25（2013） 5 242 1,040,115 15 190 86,163 269 316 1,274,161 2,400,439
平成26（2014） 5 230 762,912 16 249 103,809 270 317 1,283,318 2,150,039
平成27（2015） 4 248 1,400,272 15 255 123,108 267 320 1,371,143 2,894,523
平成28（2016） 5 249 1,221,746 15 237 138,467 269 318 1,333,136 2,693,349

注）
・企画展等は、企画展、コレクション展、連携展、同人展を含む。
・企画展等の開催日数は、展覧会ごとの開催日数を計上したのべ日数。
・公募団体展、学校教育展の開催日数は、工事整備休室などを除いた会期日数。

平成24年度～





資料1
出品リスト
＊「特別展」、「開館90周年記念展」、「コレクション展」、公募展事業「連携展」、
　「開館90周年記念アーカイブズ資料展示」の会期順に記載。
　（グループ展、同人展、財団内連携の展覧会を除く）
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特別展
生誕300年記念　若冲展【出品点数／50点】
＊作品名、技法・材質、制作年、所蔵先の順に記載。同展覧会の作品リスト（展覧会場順）に準じる。

画遊人、若冲（1）

3
牡丹・百合図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
京都・慈照寺

4
隠元豆・玉蜀黍図　和歌山県指
定文化財
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
和歌山・草堂寺

5
糸瓜群虫図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
細見美術館

6
雪中雄鶏図
紙本着色
江戸時代（18世紀）
細見美術館

8
雪中雄鶏図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
岡田美術館

9
花卉雄鶏図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
岡田美術館

10
梅花小禽図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
岡田美術館

11
旭日鳳凰図
絹本着色
宝暦5年（1755）
宮内庁三の丸尚蔵館

12
孔雀鳳凰図
絹本着色
宝暦5年（1755）頃
岡田美術館

13
月夜白梅図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
個人蔵

14
白梅錦鶏図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
MIHO MUSEUM

16
厖児戯箒図
絹本着色
宝暦14年（1764）以前

京都・鹿苑寺

17
伏見人形図
紙本着色
江戸時代（18世紀）
国立歴史民俗博物館

18
達磨図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
MIHO MUSEUM

19
売茶翁像
絹本墨画
宝暦7年（1757）
個人蔵

20-1
鹿苑寺大書院障壁画　葡萄小禽
図襖絵　重要文化財
紙本墨画
宝暦9年（1759）
京都・鹿苑寺

20-2
鹿苑寺大書院障壁画　松鶴図襖
絵　重要文化財
紙本墨画
宝暦9年（1759）
京都・鹿苑寺

20-3
鹿苑寺大書院障壁画　芭蕉叭々
鳥図襖絵　重要文化財
紙本墨画
宝暦9年（1759）
京都・鹿苑寺

20-4
鹿苑寺大書院障壁画　菊鶏図襖
絵　重要文化財
紙本墨画
宝暦9年（1759）
京都・鹿苑寺

21
竹虎図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
京都・鹿苑寺

22
鳳凰之図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
京都・相国寺

23
樹下雄鶏図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
イセ文化基金

24
虻に双鶏図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
細見美術館

26
瓢簞・牡丹図
紙本墨画
明和元年（1764）以前
細見美術館

27
亀図
紙本墨画
寛政12年（1800）
京都・鹿苑寺

28
月に叭々鳥図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
岡田美術館

29
虎図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
京都・石峰寺

31
乗興舟
紙本拓版
明和4年（1767）
京都国立博物館

32
玄圃瑤華
紙本拓版
明和5年（1768）
青裳堂書店

33-1
花鳥版画　櫟に鸚哥図
木版着色
明和8年（1771）
公益財団法人 平木浮世絵財団

33-2
花鳥版画　青桐に砂糖鳥図
木版着色
明和8年（1771）
公益財団法人 平木浮世絵財団

33-3
花鳥版画　椿に白頭翁図
木版着色
明和8年（1771）
公益財団法人 平木浮世絵財団

33-4
花鳥版画　雪竹に錦鶏図
木版着色
明和8年（1771）
公益財団法人 平木浮世絵財団

33-5
花鳥版画　薔薇に鸚哥図
木版着色
明和8年（1771）
公益財団法人 平木浮世絵財団

33-6
花鳥版画　鸚鵡図
木版着色
明和8年（1771）
公益財団法人 平木浮世絵財団

《釈迦三尊像》と《動植綵絵》

1-1
釈迦三尊像　釈迦如来像
絹本着色
明和2年（1765）以前
京都・相国寺

1-2
釈迦三尊像　文殊菩薩像
絹本着色
明和2年（1765）以前
京都・相国寺

1-3
釈迦三尊像　普賢菩薩像
絹本着色
明和2年（1765）以前
京都・相国寺

2-1
動植綵絵　老松孔雀図
絹本着色
宝暦11年（1761）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-2
動植綵絵　老松白鳳図
絹本着色
明和3年（1766）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-3
動植綵絵　薔薇小禽図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-4
動植綵絵　牡丹小禽図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-5
動植綵絵　梅花皓月図
絹本着色
宝暦11年（1761）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-6
動植綵絵　梅花小禽図
絹本着色
宝暦8年（1758）
宮内庁三の丸尚蔵館

2-7
動植綵絵　老松鸚鵡図
絹本着色
宝暦11年（1761）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-8
動植綵絵　老松白鶏図
絹本着色
宝暦11年（1761）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-9
動植綵絵　梅花群鶴図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-10
動植綵絵　棕櫚雄鶏図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-11
動植綵絵　向日葵雄鶏図
絹本着色
宝暦9年（1759）
宮内庁三の丸尚蔵館

2-12
動植綵絵　南天雄鶏図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-13
動植綵絵　芙蓉双鶏図
絹本着色
宝暦11年（1761）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-14
動植綵絵　紫陽花双鶏図
絹本着色
宝暦9年（1759）
宮内庁三の丸尚蔵館

2-15
動植綵絵　群鶏図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-16
動植綵絵　大鶏雌雄図
絹本着色
宝暦9年（1759）
宮内庁三の丸尚蔵館

2-17
動植綵絵　芍薬群蝶図
絹本着色
宝暦7～8年（1757～58）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-18
動植綵絵　秋塘群雀図
絹本着色
宝暦9年（1759）
宮内庁三の丸尚蔵館

2-19
動植綵絵　雪中鴛鴦図
絹本着色
宝暦9年（1759）
宮内庁三の丸尚蔵館

2-20
動植綵絵　雪中錦鶏図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-21
動植綵絵　芦鵞図
絹本着色
宝暦11年（1761）
宮内庁三の丸尚蔵館
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2-22
動植綵絵　芦雁図
絹本着色
明和3年（1766）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-23
動植綵絵　池辺群虫図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-24
動植綵絵　貝甲図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-25
動植綵絵　諸魚図
絹本着色
明和3年（1766）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-26
動植綵絵　群魚図
絹本着色
明和3年（1766）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-27
動植綵絵　蓮池遊魚図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

2-28
動植綵絵　菊花流水図
絹本着色
明和3年（1766）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-29
動植綵絵　紅葉小禽図
絹本着色
明和3年（1766）頃
宮内庁三の丸尚蔵館

2-30
動植綵絵　桃花小禽図
絹本着色
明和2年（1765）以前
宮内庁三の丸尚蔵館

画遊人、若冲（2）

7
雪梅雄鶏図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
京都・両足院

15
百犬図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
個人蔵

25
果蔬涅槃図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
京都国立博物館

30
石峰寺図
絹本墨画
寛政3年（1791）
京都国立博物館

34
菜蟲譜　重要文化財
絹本着色
寛政4年（1792）
佐野市立吉澤記念美術館

35
仙人掌群鶏図襖絵　重要文化財
紙本金地着色
寛政2年（1790）
大阪・西福寺

36
蓮池図　重要文化財
紙本墨画
寛政2年（1790）
大阪・西福寺

37
三十六歌仙図屛風
紙本墨画
寛政8年（1796）
岡田美術館

38
石燈籠図屛風
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
京都国立博物館

39
象と鯨図屛風
紙本墨画
寛政9年（1797）
MIHO MUSEUM

米国収集家が愛した若冲

40
月梅図
絹本着色
宝暦5年（1755）
メトロポリタン美術館

41
菊花図
紙本墨画
寛政4年（1792）
デンバー美術館

42
葡萄図
紙本墨画
江戸時代（18世紀）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

43
旭日雄鶏図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

44
雪芦鴛鴦図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

45
紫陽花双鶏図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

46
虎図

絹本着色
宝暦5年（1755）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

47
竹梅双鶴図
絹本着色
江戸時代（18世紀）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

48
鳥獣花木図屛風
紙本着色
江戸時代（18世紀）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

49
伏見人形図
紙本着色
寛政12年（1800）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション

50
鷲図
絹本墨画
寛政12年（1800）
エツコ＆ジョー・プライスコレ
クション
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特別展
ポンピドゥー・センター傑作展─ピカソ、マティス、デュシャンからクリストまで─［出品点数／71点］
＊作家名、作品名、制作年、技法・素材の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
ラウル・デュフィ
旗で飾られた通り
1906年
油彩、カンヴァス

2
ジョルジュ・ブラック
レック湾
1907年
油彩、カンヴァス

3
オーギュスト・シャボー
ムーラン・ド・ラ・ギャレット
1908-1909年
油彩、寄木材

4
モーリス・ド・ヴラマンク
川岸
1909-1910年頃
油彩、カンヴァス

5
コンスタンティン・ブランクーシ
眠れるミューズ
1910年
ブロンズ

6
ロジェ・ド・ラ・フレネー
胸甲騎兵
1910-1911年
油彩、カンヴァス

7
フランティシェク・クプカ
垂直の面Ⅰ
1912年
油彩、カンヴァス

8
マルセル・デュシャン
自転車の車輸
1913/1964年
金属、塗装した木材

9
レイモン・デュシャン＝ヴィヨン
馬
1914/1976年
黒く古色付けしたブロンズ

10
アルベール・グレーズ
戦争の歌
1915年
油彩、カンヴァス

11
ピエール・アルベール＝ビロ 
戦争
1916年
油彩、カンヴァス

12
マルク・シャガール
ワイングラスを掲げる二人の肖
像
1917-1918年
油彩、カンヴァス

13
アルベルト・マニェッリ
叙情的爆発 8番
1918年
油彩、カンヴァス

14
ジャン・プーニー
赤いヴァイオリン
1919年
デトランプ、紙、カンヴァスに
貼付

15
アンリ・ローランス
女性の頭部
1920年
テラコッタ

16
マン・レイ
剃髪したデュシャン
1921年頃
プラチナ・プリント

17
ル・コルビュジエ
静物
1922年
油彩、カンヴァス

18
ウジェーヌ・フレシネ
オルリーの飛行船格納庫
1921-1923年
35mm 白黒 サイレント

19
ジャン・プルーヴェ
リクライニングチェア
1924年
［構造］塗装鋼板［シートと背
もたれ］帆布

20
ロベール・マレ＝ステヴァン
肘掛け椅子
1923-1925年
［構造］塗装金属板製チューブ 
［シート］綿帆布

21
ロベール・ドローネー
エッフェル塔
1926年
油彩、カンヴァス

22
アンドレ・ケルテス
ビストロ
1927年
ゼラチン・シルバー・プリント

23
レオナール・フジタ（藤田嗣治）
画家の肖像
1928年
油彩、グワッシュ、カンヴァス

24
セラフィーヌ・ルイ
楽園の樹
1929年頃

油彩、カンヴァス

25
カミーユ・ボンボワ
旅芸人のアスリート
1930年頃
油彩、カンヴァス

26
ピエール・ボナール
浴槽の裸婦
1931年
油彩、カンヴァス

27
アンリ・カルティエ＝ブレッソ
ンサン＝ラザール駅裏
1932年
ゼラチン・シルバー・プリント

28
オットー・フロイントリッヒ
私の空は赤
1933年
油彩、カンヴァス

29
ジャン・ゴラン
くぼんだ線のある新造形主義的
構成 32番
1934年
油彩、塗装した木材

30
パブロ・ピカソ
ミューズ
1935年
油彩、カンヴァス

31
パブロ・ガルガーリョ
預言者
1933-1936年
ブロンズ

32
ヴァシリー・カンディンスキー
30
1937年
油彩、カンヴァス

33
ヴィクトール・ブラウネル
無題
1938年
インク、油彩、厚紙

34
アレクサンダー・カルダー
4枚の葉と3枚の花びら
1939年
塗装金属の板、棒、ワイヤー

35
マリー・ローランサン
イル＝ド＝フランス
1940年
油彩、カンヴァス

36
フルリ＝ジョゼフ・クレパン
寺院
1941年

油彩、カンヴァス

37
フリオ・ゴンサレス
叫ぶモンセラの頭部
1942年
古色付けしたブロンズ［台座］石

38
ヴィフレド・ラム
物音
1943年
油彩、紙、カンヴァスに貼付

39
ジャン・ゼーベルガー、アルベ
ール・ゼーベルガー
ドイツ軍が撤退するオペラ座広
場
1944年
ゼラチン・シルバー・プリント

40
アンリ・ヴァランシ
ピンクの交響曲
1946年
油彩、カンヴァス

41
ジャック・ヴィルグレ
針金―サン＝マロ、ショセ・デ・
コルセール
1947年
針金

42
アンリ・マティス
大きな赤い室内
1948年
油彩、カンヴァス

43
ニコラ・ド・スタール
コンポジション
1949年
油彩、カンヴァス

44
ベルナール・ビュフェ
室内
1950年
油彩、カンヴァス

45
ジャン・アルプ
ユールー
1951年
石膏

46
セルジュ・ポリアコフ
無題
1952年
油彩、カンヴァス

47
フェルナン・レジェ
自由
1953年
鉛筆、印刷した文字、油彩、カ
ンヴァス

48
ジョルジュ・マチュー
ロタールはオトンのためにオー
ト＝ロレーヌの地を去る
1954年
油彩、カンヴァス

49
エドゥアール・ブーバ
リュクサンブール公園、初雪
1955年
ゼラチン・シルバー・プリント

50
アルベルト・ジャコメッティ
ヴェネツィアの女 V
1956年
ブロンズ

51
シモン・アンタイ
未来の思い出
1957年
油彩、粉末、カンヴァス

52
リチャード・アヴェドン
ガブリエル・シャネル、服飾デ
ザイナー、パリ 1958年3月6日
1958年
ゼラチン・シルバー・プリント

53
エロ
マダム・ピカビア
1959年頃
雑誌の切り抜き、色厚紙

54
アルマン
ホーム・スウィート・ホーム
1960年
ガスマスク、箱、プレキシグラス

55
クリスト
パッケージ
1961年
布、紐、立体物（不詳）

56
クリス・マルケル
ラ･ジュテ
1962年
35mm   白黒

57
アンドレ・マッソン
恐慌
1963年
油彩、カンヴァス

58
ヴェラ・モルナール
イコン
1964年
油彩、カンヴァス

59
アラン・ジャケ
ガビ・デストレ
1965年
セリグラフィー、カンヴァス
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60
マルシャル・レイス
フレンチ・スタイルの絵画Ⅱ
1966年
混合技法、フロック加工、カン
ヴァス

61
ヴィクトル・ヴァザルリ
影
1967-1968年
コラージュ、合板

62
ジル・キャロン
サン＝ジャック通りで舗石を投

げる人、1968年5月6日
1968年
ヴィンテージ・ゼラチン・シル
バー・プリント

63
アガム
ダブル・メタモルフォーゼ Ⅲ
1968-1969年
ミクスト・メディア、油彩、ア
ルミニウムのレリーフ

64
クロード・ヴィアラ
綱
1969-1970年

綱、タール

65
ジュヌヴィエーヴ・アス
光のトリプティック
1970-1971年
油彩、カンヴァス

66
オーレリー・ヌムール
白い騎土
1972年
油彩、カンヴァス

67
ジャン・デュビュッフェ

騒がしい風景
1973年
塗料、樹脂積層板

68
ジャン・オリヴィエ・ユクリュー
墓地 6番
1974年
油彩、合板

69
ゴードン・マッタ＝クラーク
コニカル・インターセクト（円
錐の交差）
1975年
16mmカラー

70
レイモン・アンス
ジョルジュ・ポンピドゥーの建
物のために
1976年
ゼラチン・シルバー・プリント、
石膏ボード

71
レンゾ・ピアノ、リチャード・
ロジャース
パリ、ポンピドゥー・センター
のスタディ模型
1971-1977年
プラスチック素材、金属、木材

特別展
ゴッホとゴーギャン展【出品点数／62点】
＊作家名、作品名、制作年、技法・素材、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。＊当館出展作品のみを記載。

第1章	 	近代絵画のパイオニア
誕生

1
フィンセント・ファン・ゴッホ
泥炭船と二人の人物
1883年
油彩
ドレント美術館板に貼られたカ
ンヴァス

2
フィンセント・ファン・ゴッホ
織機と織工
1884年
油彩、板に貼られたカンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

3
フィンセント・ファン・ゴッホ
古い教会の塔、ニューネン（「農
民の墓地」）
1885年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

4
ジャン＝フランソワ・ミレー
鵞鳥番の少女
1866-67年
油彩、カンヴァス
個人蔵

5
ジュール・ブルトン
鍬を持つ若い農婦
1882年
油彩、板に貼られたカンヴァス
ファン・ゴッホ美術館

6
ジャン＝バティスト＝カミー
ユ・コロー
ネミの思い出、岩と灌木
1844-45年頃
油彩、カンヴァス
メスダッハ・コレクション

7
テオドール・ルソー
カルフール・ド・レパンの曲が
った樹
1852年
油彩、カンヴァス

メスダッハ・コレクション

8
ポール・ゴーギャン
夢を見る子供（習作）
1881年
油彩、カンヴァス
オードロップゴー美術館

9
ポール・ゴーギャン
自画像
1885年
油彩、カンヴァス
キンベル美術館

12
カミーユ・ピサロ
ヴェルサイユへの道、ロカンク
ール
1871年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館

13
カミーユ・ピサロ
エラニーの牧場
1885年
油彩、カンヴァス
公益財団法人 上原美術館 上原
近代美術館

14
クロード・モネ
藁ぶき屋根の家
1879年
油彩、カンヴァス
公益財団法人 上原美術館 上原
近代美術館

15
クロード・モネ
ヴェトゥイユ、サン＝マルタン
島からの眺め
1880年
油彩、カンヴァス
吉野石膏株式会社（山形美術館
に寄託）

第2章	 	新しい絵画、新たな刺
激と仲間との出会い

16
フィンセント・ファン・ゴッホ
パイプをくわえた自画像

1886年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

17
フィンセント・ファン・ゴッホ
靴
1886年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

18
フィンセント・ファン・ゴッホ
自画像
1887年
油彩、厚紙
クレラー＝ミュラー美術館

19
フィンセント・ファン・ゴッホ
石膏トルソ（女）
1887年
油彩、カンヴァス
メナード美術館

20
フィンセント・ファン・ゴッホ
ボートの浮かぶセーヌ川
1887年
油彩、カンヴァス
個人蔵

21
フィンセント・ファン・ゴッホ
モンマルトル、ムーラン・ド・
ラ・ギャレットの裏
1887年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

22
フィンセント・ファン・ゴッホ
パイプと麦わら帽子の自画像
1887年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

23
アンリ・ド・トゥールーズ＝ロ
ートレック
サン＝ラザールにて
1886年
油彩、厚紙
トリトン・コレクション財団

24
シャルル・アングラン
セーヌ川、朝（サン＝トゥアン）
1886年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館

25
アドルフ＝ジョゼフ＝トマ・モ
ンティセリ
井戸端の女
1870-71年
油彩、板
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

26
ピエール・ピュヴィス・ド・シ
ャヴァンヌ
祈りを捧げる少女聖ジュヌヴィ
エーヴ
1875-76年
油彩・鉛筆、カンヴァスに貼ら
れた紙
ファン・ゴッホ美術館

28
ポール・ゴーギャン
ブルターニュの少年の水浴 
（愛の森の水車小屋の水浴、ポ
ン＝タヴェン）
1886年
油彩、カンヴァス
公益財団法人 ひろしま美術館

30
エミール・ベルナール
ティーポット、カップ、果物の
ある静物
1890年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館

31
ポール・セリュジエ
リンゴの収穫

1891年頃
油彩、カンヴァス
トリトン・コレクション財団

32
モーエンス・バリン
椅子の上の水差しと洋梨
1890-92年頃
油彩、カンヴァス
トリトン・コレクション財団

33
ヤン・フェルカーデ
水差しと3つのリンゴ
1891年
油彩、カンヴァス
トリトン・コレクション財団

34
ポール・ゴーギャン
マルティニク島の風景
1887年
油彩、カンヴァス
スコットランド国立美術館

第3章	 	ポン＝タヴェンのゴー
ギャン、アルルのファ
ン・ゴッホ、そして共
同生活へ

35
フィンセント・ファン・ゴッホ
グラスに生けた花咲くアーモン
ドの小枝
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

36
フィンセント・ファン・ゴッホ
レモンの籠と瓶
1888年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

37
フィンセント・ファン・ゴッホ
収穫
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）
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38
フィンセント・ファン・ゴッホ
ズアーヴ兵
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

39
フィンセント・ファン・ゴッホ
耕された畑（「畝」）
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

40
フィンセント・ファン・ゴッホ
公園の小道
1888年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

41
フィンセント・ファン・ゴッホ
恋する人（ミリエ少尉の肖像）
1888年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

42
フィンセント・ファン・ゴッホ
ゴーギャンの椅子
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

43
フィンセント・ファン・ゴッホ
カミーユ・ルーランの肖像
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

44
フィンセント・ファン・ゴッホ
男の肖像
1888年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

45
ポール・ゴーギャン
鵞鳥の戯れ
1888年
油彩、カンヴァス
個人蔵

46
ポール・ゴーギャン
海岸の岩
1888年
油彩、カンヴァス
愛知県美術館

47
ポール・ゴーギャン
木靴職人
1888年
油彩、カンヴァス
愛知県美術館

48
ポール・ゴーギャン

アリスカンの並木路、アルル
1888年
油彩、カンヴァス
東郷青児記念損保ジャパン日本
興亜美術館

49
ポール・ゴーギャン
ブドウの収穫、人間の悲惨
1888年
油彩、ジュート
オードロップゴー美術館

50
ポール・ゴーギャン
アルルの洗濯女
1888年
油彩、カンヴァス
ビルバオ美術館

第4章	 	共同生活後のファン・
ゴッホとゴーギャン

51
フィンセント・ファン・ゴッホ
タマネギの皿のある静物
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

52
フィンセント・ファン・ゴッホ
ジョゼフ・ルーランの肖像
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

54
フィンセント・ファン・ゴッホ
オリーヴ園
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

55
フィンセント・ファン・ゴッホ
刈り入れをする人のいる麦畑
1889年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

56
フィンセント・ファン・ゴッホ
渓谷（レ・ペイルレ）
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

57
フィンセント・ファン・ゴッホ
種まく人（ミレーによる）
1890年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

58
フィンセント・ファン・ゴッホ
若い女の肖像
1890年
油彩、カンヴァス
クレラー＝ミュラー美術館

59
ポール・ゴーギャン
家畜番の少女
1889年
油彩、カンヴァス

静岡県立美術館

60
ポール・ゴーギャン
ハム
1889年
油彩、カンヴァス
フィリップス・コレクション

61
ポール・ゴーギャン
紡ぐブルターニュの少女
1889年
油彩、石膏
ファン・ゴッホ美術館

第5章	 タヒチのゴーギャン

63
ポール・ゴーギャン
川辺の女
1892年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館
（フィンセント・ファン・ゴッ
ホ財団）

64
ポール・ゴーギャン
ブルターニュの農場
1894年頃
油彩、カンヴァス
メトロポリタン美術館

65
ポール・ゴーギャン
タヒチの女
1898年
油彩、ジュート
オードロップゴー美術館

66
ポール・ゴーギャン
タヒチの3人
1899年
油彩、カンヴァス
スコットランド国立美術館

67
ポール・ゴーギャン
タヒチの牧歌
1901年
油彩、カンヴァス
E.G. ビュールレ・コレクショ
ン財団

68
ポール・ゴーギャン
肘掛け椅子のひまわり
1901年
油彩、カンヴァス
E.G. ビュールレ・コレクショ
ン財団
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特別展
日伊国交樹立150周年記念　ティツィアーノとヴェネツィア派展【出品点数／68点】
＊作家名、作品名、制作年、技法・素材、所蔵先の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

Ⅰ	 	1460-1515		 ヴェネツィ
ア、もうひとつのルネサンス

1
ラッザロ・バスティアーニ
統領フランチェスコ・フォスカ
リの肖像
1460年頃
テンペラ、油彩／板
ヴェネツィア、コッレール美術
館

2
バルトロメオ・ヴィヴァリーニ
聖母子
1465年頃
テンペラ、金／板
ヴェネツィア、コッレール美術
館

3
ジョヴァンニ・ベッリーニ
聖母子（フリッツォーニの聖母）
1470年頃
テンペラ／板（カンヴァスに移
し替え）
ヴェネツィア、コッレール美術
館

4
ベッリーニの工房
キリストの割礼（ジョヴァンニ・
ベッリーニに基づく）
1500年代
油彩／板
ナポリ、カポディモンテ美術館

5
バルトロメオ・モンターニャ
聖母子
1477-78年頃
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

6
マルコ・バザイーティ
聖母子と寄進者
1498年頃
テンペラ／板（カンヴァスに移
し替え）
ヴェネツィア、コッレール美術
館

7
ボッカッチョ・ボッカッチーノ
聖母子
1500-10年頃
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

8
マルコ・パルメッツァーノ
死せるキリストへの香油の塗布
1500年頃
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

9
ヤコポ・デ・バルバリ
死せるキリスト

1501-03年頃
油彩／板（カンヴァスに移し替
え）
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

10
ジョヴァンニ・マンスエーティ
博士たちとの議論
1500-10年
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

11
ジョヴァンニ・マンスエーティ
授乳の聖母と聖ヒエロニムス、
聖ドミニクス
1505-10年
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

12
ジローラモ・ガリッツィ・ダ・
サンタクローチェ
聖母子と聖ロクス、聖セバステ
ィアヌス
1510年頃
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

13
15世紀ヴェネト地方の画家
男の肖像
1500-10年
油彩／板
ナポリ、カポディモンテ美術館

14
16世紀ヴェネト地方の画家
青い袖の服の男（ティツィアー
ノに基づく）
16世紀
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

15
ティツィアーノ・ヴェチェッリオ
復活のキリスト
1510-12年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

16
マレスカルコ（本名ジョヴァン
ニ・ボンコンシリオ）
聖母子
1520年頃
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

17
バルトロメオ・モンターニャ
聖母子と幼い洗礼者聖ヨハネ
1520年頃
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

18
マルコ・パルメッツァーノ
射手たち
1520年頃
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

19
マレスカルコ（本名ジョヴァン
ニ・ボンコンシリオ）
田園の奏楽
1520-25年
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

Ⅱ	 	1515-1550｜ティツィ
アーノの時代

20
ティツィアーノ・ヴェチェッリ
オ
フローラ
1515年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

21
パルマ・イル・ヴェッキオの工
房
女性の肖像（スキアヴォーナ）
1520年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

22
パルマ・イル・ヴェッキオ（本
名ヤコポ・ネグレッティ）
ユディト
1525年頃
油彩／板
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

23
セバスティアーノ・デル・ピオ
ンボ（本名セバスティアーノ・
ルチアーニ）
男の肖像
1511年以前
油彩／カンヴァス
ナポリ、カポディモンテ美術館

24
ベルナルディーノ・リチーニオ
騎士の肖像
1520-25年
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

25
ヴェネト地方の画家
男の肖像
16世紀前半
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

26
ベルナルディーノ・リチーニオ
高位聖職者の肖像
1520年代前半
油彩／板
ナポリ、カポディモンテ美術館

27
ベルナルディーノ・リチーニオ
男の肖像
1520年代半ば
油彩／板
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

28
マルコ・バザイーティ（帰属）
男の肖像
1525-30年頃
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

29
セバスティアーノ・フロリジェ
リオ（帰属）
蒐集家の肖像
1520-30年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

30
ジョヴァンニ・スペランツァ・
デ・ヴァイェンティ
聖母の誕生
1526年
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

31
ロッコ・マルコーニと共同制作
者
聖カタリナの神秘の結婚、聖ヒ
エロニムスと大修道院長聖アン
トニウス
1520年代聖
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

32
フランチェスコ・ヴェチェッリ
オ
聖家族とマグダラのマリア
1530年代
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

33
ロレンツォ・ロットの工房
聖母子
1546年頃
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

34
ベルナルディーノ・リチーニオ
（帰属）
裸婦

1525年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

35
ポリドーロ・ダ・ランチャーノ
（帰属）
眠るウェヌスのいる風景
1540年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

36
ティツィアーノ・ヴェチェッリ
オ
ダナエ
1544-46年頃
油彩／カンヴァス
ナポリ、カポディモンテ美術館

37
ヤコポ・ティントレット（本名
ヤコポ・ロブスティ）
レダと白鳥
1551-55年
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

Ⅲ	 	1550-1581｜ティツィ
アーノ、ティントレット、
ヴェロネーゼ	─	巨匠たち
の競合

38
ティツィアーノ・ヴェチェッリ
オ
教皇パウルス3世の肖像
1543年
油彩／カンヴァス
ナポリ、カポディモンテ美術館

39
ティツィアーノと工房
枢機卿ピエトロ・ベンボの肖像
1547年頃
油彩／カンヴァス
ナポリ、カポディモンテ美術館

40
ティツィアーノ・ヴェチェッリ
オ
マグダラのマリア
1567年
油彩／カンヴァス
ナポリ、カポディモンテ美術館

41
ティツィアーノと工房
洗礼者聖ヨハネの首を持つサロ
メ
1560-70年頃
油彩／カンヴァス
国立西洋美術館

42
ヤコポ・ティントレット（本名
ヤコポ・ロブスティ）
ディアナとエンディミオン（も
しくはウェヌスとアドニス）
1543-44年
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油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

43
ティントレットと工房
ヴェネツィア提督の肖像
1570年代
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

44
ドメニコ・カンパニョーラ（帰
属）
男の肖像
1540年代
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

45
レアンドロ・バッサーノ（本名
レアンドロ・ダル・ポンテ）
老人の肖像
17世紀初頭
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

46
ボニファーチョ・ヴェロネーゼ
と助手
最後の晩餐
1540-45年
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

47
パオロ・ヴェロネーゼ（本名パ
オロ・カリアリ）
聖家族と聖バルバラ、幼い洗礼
者聖ヨハネ
1565年頃
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

48
ヴェロネーゼの工房
サテュロスとニンフ
1570-75年
油彩／カンヴァス
フィレンツェ、ウフィツィ美術
館

49
ヴェロネーゼの工房
洗礼者聖ヨハネと聖ヒエロニム
ス
1580年頃
油彩／カンヴァス
ナポリ、カポディモンテ美術館

50
ヴェロネーゼの工房
ベルシャツァル王の饗宴
16世紀末-17世紀初頭
油彩／カンヴァス
ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

51
ダル・フリーゾ（本名アルヴィ
ーゼ・ベンファット）
カナの婚礼（ヴェロネーゼに基
づく）
1590年頃
油彩／カンヴァス

ヴィチェンツァ、キエリカーテ
ィ宮絵画館

ヴェネツィア派の版画	─スキ
アヴォーネを中心に

P-1
ヤコポ・デ・バルバリ
ヴェネツィア鳥瞰図
1511年（1500年初刷）
木版
ヴェネツィア、コッレール美術
館

P-2
『ヒュプネロトマキア・ポリフ
ィリ（ポリフィロの夢）』
ヴェネツィア、アルド・マヌツ
ィオ刊  1499年（初版）
金沢工業大学ライブラリーセン
ター

P-3
ジュリオ・カンパニョーラ
洗礼者聖ヨハネ
1505年頃？
エングレーヴィング
国立西洋美術館

P-4
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
羊飼いの礼拝
1536-40年
エッチング、エングレーヴィン
グ、ドライポイント
個人蔵

P-5
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
節制
1536-40年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-6
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
ユディト
1538-42年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-7
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
聖母に暇を告げるキリスト
1540-43年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-8
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
東方三博士の礼拝
1544-47年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-9
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
中風病みを治癒するキリスト
1545-49年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-10
アンドレア・スキアヴォーネ（本

名アンドレア・メルドッラ）
聖カタリナの神秘の結婚
1550年頃
木版
個人蔵

P-11
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
井戸の前のリベカ
1545-47年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-12
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
ミネルウァ
1548-52年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-13
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
マルス
1548-52年
エッチング、ドライポイント
個人蔵

P-14
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
揺りかごの幼児キリストと諸聖
人
1550-54年
エッチング、ドライポイント、
灰色の水彩
個人蔵

P-15
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
揺りかごの幼児キリストと諸聖
人
1550-54年
エッチング、エングレーヴィン
グ、ドライポイント
個人蔵

P-16
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
聖霊降臨
1558-62年
エッチング、ドライポイント、
鉛白／黄土色に下塗りした紙
個人蔵

P-17
アンドレア・スキアヴォーネ（本
名アンドレア・メルドッラ）
死せるキリストへの哀悼
1545-48年
エッチング、ドライポイント、
灰色の水彩
個人蔵
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開館90周年記念展
木々との対話──再生をめぐる5つの風景【出品作品／46点】
※作家名、作品名、制作年、材質・技法、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
土屋仁応
子鹿
2010年
檜、ラブラドライト、彩色
Ｉ氏コレクション（富岡市立美
術博物館寄託）

2
土屋仁応
麒麟
2010年
檜、水晶、彩色
個人蔵

3
土屋仁応
ユニコーン
2010年
楠、水晶、彩色
個人蔵

4
土屋仁応
羊
2011年
楠、水晶、彩色
ギャラリーelectric sheep

5
土屋仁応
子犬
2011年
楠、水晶、彩色
個人蔵

6
土屋仁応
牡羊
2012年
楠、水晶、彩色
ギャラリーelectric sheep

7
土屋仁応
森
2012年
檜、楠、水晶、彩色
個人蔵

8
土屋仁応
竜
2015年
楠、ボロシリケイトガラス、彩
色
個人蔵

9
土屋仁応
縞猫
2015年
楠、ボロシリケイトガラス、彩
色
個人蔵

10
土屋仁応
豹
2015年
楠、ボロシリケイトガラス、彩
色
個人蔵

11
土屋仁応
麒麟
2016年
楠、水晶、彩色
作家蔵

12
土屋仁応
獅子
2016年
楠、ボロシリケイトガラス、彩
色
作家蔵

13
土屋仁応
鳳凰
2016年
楠、水晶、彩色
作家蔵

14
田窪恭治
巨船アルゴー
1983年
木、鉄、石膏、金箔、蜜蝋
一般財団法人草月会（東京都現
代美術館寄託）

15
田窪恭治
黄昏の娘たち（83-1）
1983年
木、石、鉄、金箔、蜜蝋
大原美術館

16
田窪恭治
黄昏の娘たち（83-3）
1983年
木、金箔、蜜蝋
愛媛県美術館

17
田窪恭治
太陽の門
1984年
木、金箔、石膏、石、蜜蝋
個人蔵

18
田窪恭治
過去の扉
1985年
木、コンクリート、金箔、
オイルステイン、コールタール
愛媛県美術館

19
田窪恭治
イノコズチ
1985年
木、鉄、石、ワイヤー、金
箔、オイルステイン
宇都宮美術館

20
田窪恭治
廃墟
1985年
ミクストメディア
愛知県美術館

21
田窪恭治
Nｏ. 8
1985-86年
木
作家蔵

22
田窪恭治
Nｏ. 9
1985-86年
木
作家蔵

23
田窪恭治
イチイの木
1993年
ブロンズ
作家蔵

24
田窪恭治
感覚細胞─2016・イチョウ
2016年
イチョウの木、CORQⓇ（鋳鉄）

25
須田悦弘
ユリ
2016年
木、彩色

26
須田悦弘
バラ
2016年
木、彩色

27
須田悦弘
朝顔
2016年
木、彩色

28
須田悦弘
露草
2016年
木、彩色

29
須田悦弘
雑草
2016年
木、彩色

30
國安孝昌
CHI VA PIANO VA LONTANO 
2016（静かに行く人は、遠くへ
行く。）
2016年
陶ブロック、木

31
舟越桂
水に映る月蝕
2003年
楠、大理石、彩色
作家蔵

32
舟越桂
言葉をつかむ手
2004年
楠、大理石、彩色
作家蔵

33
舟越桂
遠い手のスフィンクス
2006年
楠、革、大理石、鉄、彩色
高橋コレクション

34
舟越桂
森の奥の水のほとり
2009年
楠、大理石、真鍮、彩色
個人蔵

35
舟越桂
急がない振り子
2010年
楠、大理石、鉄、彩色
公益財団法人岡田文化財団　パ
ラミタミュージアム

36
舟越桂
海にとどく手
2016年
楠、大理石、雑木、彩色
作家蔵

37
舟越桂
《水に映る月蝕》のためのドロ
ーイング
2003年
鉛筆、紙
作家蔵

38
舟越桂
手のある裸婦
2004年
鉛筆、紙
作家蔵

39
舟越桂
DR0604
2006年
鉛筆、紙
作家蔵

40
舟越桂
DR0626
2006年
鉛筆、紙
作家蔵

41
舟越桂
DR0903
2009年
鉛筆、色鉛筆、パステル、紙
香美市立美術館

42
舟越桂
DR1011
2009年
木炭、紙
作家蔵

43
舟越桂
DR1014
2009年
木炭、紙
作家蔵

44
舟越桂
DR1015
2009年
インク、木炭、色鉛筆、パステ
ル、水彩、紙
作家蔵

45
舟越桂
DR1603
2015年
鉛筆、紙
作家蔵

46
舟越桂
《海にとどく手》のためのドロ
ーイング
2016年
鉛筆、紙
作家蔵
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コレクション展
東京都現代美術館所蔵　　新東京百景─90年前の東京【出品点数／56点】
＊作家名、作品名、制作年、材質・技法、の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
前川千帆
品川八ツ山『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

2
前川千帆
工場地帯（本所）『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

3
前川千帆
水上公園（台場）『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

4
前川千帆
神田青物市場『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

5
前川千帆
地下鉄『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

6
前川千帆
新宿夜景『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

7
前川千帆
五反田駅『新東京百景』
1932 （昭和7） 年
木版、紙

8
恩地孝四郎
二重橋『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

9
恩地孝四郎
上野動物園『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

10
恩地孝四郎
明治神宮『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

11
恩地孝四郎
日比谷音楽堂『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

12
恩地孝四郎
ダンスホール『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

13
恩地孝四郎
東京駅『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

14
恩地孝四郎
竹橋残雪『新東京百景』
1932 （昭和7） 年
木版、紙

15
藤森静雄
中央気象台『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

16
藤森静雄
ニコライ遠望『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

17
藤森静雄
大学赤門『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

18
藤森静雄
永代橋『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

19
藤森静雄
靖国神社『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

20
藤森静雄
震災記念堂『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

21
藤森静雄
新上野駅『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

22
逸見享
牛込見附『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

23
逸見享
神楽坂『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

24
逸見享
帝国ホテル『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

25
逸見享
四谷見附の雨景『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

26
逸見享
東京府美術館『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

27
逸見享
本郷元町展望公園『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

28
逸見享
戸山ヶ原『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

29
川上澄生
銀座『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

30
川上澄生
青山墓地『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

31
川上澄生
丸の内一景『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

32
川上澄生
日比谷公園菊花大会『新東京百
景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

33
川上澄生
浅草公園　カジノフォーリー
『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

34
川上澄生
早稲田大学大隈候記念大講堂
『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

35
川上澄生
麻布三聯隊『新東京百景』
1932 （昭和7） 年
木版、紙

36
平塚運一
日本橋『新東京百景』
1929 （昭和4） 年

木版、紙

37
平塚運一
上野公園『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

38
平塚運一
数寄屋橋『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

39
平塚運一
雪の不忍池『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

40
平塚運一
東京駅八重洲口『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

41
平塚運一
江戸川公園『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

42
平塚運一
代々木ヶ原『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

43
深沢索一
築地『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

44
深沢索一
浜町公園『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

45
深沢索一
柳橋夜景『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

46
深沢索一
言問橋『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

47
深沢索一
坂下門『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

48
深沢索一
昭和通『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

49
深沢索一
神宮球場早慶戦『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

50
諏訪兼紀
新橋演舞場『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

51
諏訪兼紀
向島『新東京百景』
1929 （昭和4） 年
木版、紙

52
諏訪兼紀
桜田門『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

53
諏訪兼紀
江戸橋『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

54
諏訪兼紀
深川塵埃焼却場『新東京百景』
1930 （昭和5） 年
木版、紙

55
諏訪兼紀
芝浦ハネ橋『新東京百景』
1931 （昭和6） 年
木版、紙

56
諏訪兼紀
帝国議事堂『新東京百景』
1932 （昭和7） 年
木版、紙
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連携展
公募団体ベストセレクション美術2016【出品点数／163点】
＊団体名、出品番号、作家名、作品名、制作年、技法・材質、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リスト（展示会場順）に準じる。

日本画・洋画・水彩画

日本美術院

1
國司華子
理
2015年
紙本彩色
足立美術館蔵

2
松岡 歩
群生
2014年
紙本彩色
茨城県近代美術館蔵

3
谷 善徳
風濤
2014年
紙本彩色
作家蔵

4
大石朋生
雫
2014年
紙本彩色
作家蔵

5
川島 優
Deja vu
2014年
紙本彩色
作家蔵

日展

6
米倉正美
Sound
2014年
紙本彩色
作家蔵

7
諸星美喜
ゆるるか
2014年
紙本彩色

8
岩田壮平
自我像─The greatest mistake is 
trying to be more agreeable than 
you can be.
2013年
紙本彩色
作家蔵

9
松浦丈子
秋の譜
2013年
紙本彩色
作家蔵

10
森 桃子
山の庭

2014年
紙本彩色

光風会

20
長谷川 仂
朝・古い港で
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

21
竹久秀樹
レイラ
2013年
油彩、カンヴァス
作家蔵

22
堀 研一
小休止（壁の虫）
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

23
茶谷雄司
かるまんど
2015年
油彩、カンヴァス
個人蔵

日本水彩画会

24
武澤冨士子
待春譜
2014年
アクリル、カンヴァス
作家蔵

25
綱川サト子
渓
2015年
水彩、紙
作家蔵

26
宗廣恭子
ヘアーサロン
2015年
アクリル、紙
作家蔵

27
李 志宏
早春
2015年
水彩、紙

二科会

28
吉井英二
コンポジション
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

29
五味祥子
黒い華─羽化する人─
2015年
油彩、アクリル、カンヴァス
作家蔵

30
寺田 眞
田園
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

31
竹内幸子
…の2page
2016年
木炭、油彩、アクリル、カンヴ
ァス

国画会

35
井上 悟
声にならない
2014年
油彩
作家蔵

36
岩岡航路
南島
2013年
油彩、パネル
作家蔵

37
遠藤正俊
転位された記憶
2015年
アクリル、綿布、パネル
作家蔵

38
塩出麻美
存在の点滅─相転移
2016年
油彩、カンヴァス
作家蔵

春陽会

51
武田百合子
ヒカリノドケキ
2013年
フレスコ
作家蔵

52
高岸まなぶ
刻・翔
2015年
アクリル、パネル
作家蔵

53
畠山昌子
Vision 150401
2015年
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

54
有吉宏朗
白の静物
2013年
水彩、アクリル、パネル

白日会

61
木原和敏
これから
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

62
平澤 篤
Fata Acquatica
2001年
油彩、パネル
作家蔵

63
丸山 勉
十三夜
2014年
アクリル、金泥、カンヴァス、パネル
作家蔵

64
関口雅文
閃光と静寂の彼方へ…
2009年
油彩、カンヴァス
作家蔵

独立美術協会

68
福島瑞穂
ノアの方舟
2016年
油彩、カンヴァス
作家蔵

69
佃 彰一郎
世界の中心
2016年
アクリル、油彩、カンヴァス
作家蔵

70
大原修一
「ゲノミックス」16-1
2016年
ミクストメディア
個人蔵

71
橋本大輔
標
2016年
油彩、パネル
作家蔵

東光会

80
難波 滋
逍遥・夕月
2013年
油彩、箔、カンヴァス

作家蔵

81
北本雅己
クアトロ
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

82
金子 剛
ある日のファミリー
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

83
高田啓介
冬の裏路
2012年
油彩、カンヴァス
作家蔵

旺玄会

84
中村章子
ひとの風景
2016年
油彩、木炭、カンヴァス
作家蔵

85
奥山幸子
メモリー（記憶─想い）
2015年
透明水彩、紙、パネル
作家蔵

86
松本奈緒子
だんだん  ─ありがとう─
2014年
ミクストメディア、鉛筆、パス
テル、紙
作家蔵

新制作協会

87
木嶋正吾
零形15-1
2015年
ミクストメディア
作家蔵

88
樺山祐和
森にうつるもうひとつの森へ
─地霊─
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

89
高堀正俊
食卓
2015年
油彩、板
作家蔵
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90
渡辺有葵
入れないのなら想像の翼で
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

一水会

95
田島健次
伝道の泉
2015年
油彩、カンヴァス
個人蔵

96
山名將夫
回想のツインズ
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

97
保坂 晶
宇宙の一点
2016年
油彩、カンヴァス
作家蔵

98
伊藤尚尋
潮騒
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

自由美術協会

99
髙橋敬子
あ・うん
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

100
高橋靖子
わたし─B─
2016年
油彩、カンヴァス
作家蔵

101
村田知子
海の事件
2014年
油彩、カンヴァス
作家蔵

102
吉見 博
少年
2013年
テンペラ、油彩、ジュート、カ
ンヴァス
四万十町立美術館蔵

美術文化協会

105
東 俊一
連鎖のゆくえ014-09（漏洩）
2015年
油彩、和紙、カンヴァス
作家蔵

106
浜砂ルイ子
景

2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

107
木谷 弘
不確かなすみか
2015年
油彩、カンヴァス
個人蔵

水彩連盟

108
森相 實
風渡る入間川
2013年
水彩、紙
作家蔵

109
越野邦夫
散華
2015年
水彩、アクリル、インク、紙
作家蔵

110
岩脇哲也
Miss. NT.
2015年
透明水彩、ビニール系塗料、カ
ンヴァス
作家蔵

111
白井洋子
生
2012年
透明水彩、銀箔、紙
作家蔵

創元会

112
松﨑良夫
壮麗・高野山西塔
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

113
髙橋正一
ヘイト・クライム
2015年
油彩、パネル
作家蔵

114
池上わかな
above
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

行動美術協会

115
阿部直昭
Leading enovertion
2015年
アクリル、油彩、カンヴァス
一般財団法人 阿部美術振興財
団蔵

116
石原恒人
僕の居場所
2015年
アクリル、パネル

作家蔵

117
辻 司
人形達の木（メキシコの生命の
樹シリーズⅡ）
2013年
油彩、カンヴァス
作家蔵

118
森井宏青
シュヲヴェリ─水の湧くところ─
2014年
顔料、アラビアガム、アクリル、
カンヴァス
作家蔵

二紀会

122
難波平人
銃眼塔を持つ村ウシュグリ（ジ
ョージア）
2014年
油彩、カンヴァス
作家蔵

123
木原正徳
野のかたち  ひとのかたち《光
を宿す》
2014年
油彩、カンヴァス
作家蔵

124
舩岳紘行
白樺の森
2016年
油彩、テンペラ、アクリル、綿
布、パネル
作家蔵

125
樋口健介
夜行性の踊り
2016年
アクリル、顔料、黒鉛、金属粉、
麻紐、寒冷紗、麻布
作家蔵

示現会

133
中川澄子
回廊暮色
2016年
油彩、カンヴァス

134
瀧井利子
父のいた作業場 待つ
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

135
中西 敦
騎士達の誓約
2012年
油彩、カンヴァス
作家蔵

創画会

136
𡈽手朋英
初夏の池
2015年

紙本彩色
作家蔵

137
津田一江
洋・驟雨
2015年
紙本彩色
作家蔵

138
牧野一泉
擬態する女
2015年
紙本彩色、コラージュ
作家蔵

139
西久松吉雄
淵の風景
2015年
紙本彩色
作家蔵

140
清水 豊
かわべのうた
2015年
紙本彩色
作家蔵

モダンアート協会

141
石川早苗
花粉飛ぶ道Ⅱ
2012年
油彩、カンヴァス
作家蔵

142
立花古陸
Blackout
2013年
油彩、アクリル、カンヴァス、
コラージュ
作家蔵

143
鶴見厚子
夢を見る人
2016年
アクリル、インク、紙、カンヴ
ァス
作家蔵

144
柳澤信男
Yokote ’16-1
2016年
アクリル、油彩、パネル
作家蔵

一陽会

151
大場吉美
月・ゆらぎ
2015年
アクリル、カンヴァス
作家蔵

152
三阪雅彦
風雅
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

153
大久保綾子
生命を紡ぐ
2014年
油彩、カンヴァス
作家蔵

154
白井正浩
儚い者（希望）
2014年
アクリル、油彩、カンヴァス
作家蔵

主体美術協会

156
井上樹里
廻帰
2016年
ミクストメディア、パネル

157
グェン ディン ダン
首無し鳥
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

158
﨤町勝治
安久山大椎
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

159
水戸部千鶴
時の痕跡
2015年
アクリル、紙、カンヴァス、パネル
作家蔵

日洋会

160
三原捷宏
海景・潮音
2016年
油彩、カンヴァス
作家蔵

161
稲葉徹應
時空の情景
2015年
油彩、カンヴァス
作家蔵

162
星川登美子
ゲラゲッツァ・フェスティバル
2015年
油彩、カンヴァス

163
武田直美
広がる空
2016年
油彩、カンヴァス
作家蔵

工芸

日展

11
西山邦彦
地球物語
2015年
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彫金
作家蔵

12
原 典生
天空の楽園
2014年
七宝、彫金
作家蔵

13
佐藤好昭
ISORAMARU・幻想
2013年
土、テラコッタ、胡粉、金箔、
着彩
作家蔵

14
月岡裕二
切金砂子彩箔「凛」
2015年
切金砂子
作家蔵

15
青木宏憧
浮上
2013年
乾漆、蒔絵、漆、麻布、銀粉、
鉄
作家蔵

16
川口 満
記憶の空間
2014年
漆、麻布、銀板、アクリル、木
作家蔵

17
友定聖雄
SYMPATHY
2013年
ガラス
作家蔵

18
早瀨郁惠
霞立ツ
2014年
色糊捺染
作家蔵

19
本間秀昭
流紋─2013
2013年
竹、籐
真保信介蔵

国画会

48
古澤万千子
春風萬物に入る
2014年
紬地、絹
荒巻円香蔵

49
綿貫倫子
壁掛け
2015年
絣、パイナップル糸、木綿糸
作家蔵

50
藤井慎介
ハイバックチェア

2015年
黄檗、胡桃
作家蔵

版画

国画会

39
小原喜夫
天川5
2014年
木版コラグラフ、紙
作家蔵

40
小原喜夫
天川7
2015年
木版コラグラフ、紙
作家蔵

41
角田元美
休憩場 2015
2015年
木によるリトグラフ、紙
作家蔵

42
角田元美
原始細胞
2015年
木によるリトグラフ、紙
作家蔵

43
大山恵美子
スウィートメモリー─真夜中の
天使
2013年
ソフトグランドエッチング、紙

44
大山恵美子
スウィートメモリー ─
Smartphone Party
2015年
ソフトグランドエッチング、紙

春陽会

55
安部一博
私の家
2013年
リトグラフ、紙
作家蔵

56
安部一博
水辺にて
2014年
リトグラフ、紙
作家蔵

57
松島順子
夕映え
2014年
リトグラフ、紙
作家蔵

58
松島順子
ひびき
2015年
リトグラフ、紙
作家蔵

59
髙浦とみ子
A Vision of Bees #1
2015年
リトグラフ、紙
作家蔵

60
髙浦とみ子
A Vision of Bees #2
2015年
リトグラフ、紙
作家蔵

日本版画協会

72
宮崎文子
卓上の風景
2015年
リトグラフ、紙
作家蔵

73
宮崎文子
部屋の中の風景
2016年
リトグラフ、紙
作家蔵

74
結城泰介
まぼろしの終わる日
2015年
銅版、紙

75
結城泰介
幻想的な散歩
2015年
銅版、紙

76
斉藤里香
Lies for the truth
2015年
木版、紙

77
斉藤里香
You never seen...
2016年
木版、紙

78
坂井孝祥
Solitude
2014年
リトグラフ、紙
作家蔵

79
坂井孝祥
Current
2015年
リトグラフ、紙
作家蔵

モダンアート協会

147
片岡眞幸
風陰影
2015年
リトグラフ、紙
作家蔵

148
片岡眞幸
風対流

2016年
リトグラフ、紙
作家蔵

149
柳沢美奈子
ラインA
2015年
木版、紙
作家蔵

150
柳沢美奈子
ラインB
2015年
木版、紙
作家蔵

彫刻・立体

二科会

32
島田紘一呂
翔
2014年
楠
作家蔵

33
市川明廣
へんだがやの森
2015年
トラバーチン
作家蔵

34
本多智雄
メタルの女神
2015年
アルミ、ステンレス、鉄
作家蔵

国画会

45
笠原鉄明
揺らぐ月
2014年
樟
作家蔵

46
渡辺 忍
ささやかな楽しみ
2015年
大理石、小松石
作家蔵

47
渡部 直
ACTION─衝動─
2014年
樟

白日会

65
清家 悟
Hutokoro
2010年
FRP
作家蔵

66
辻畑隆子
清らかな厭世に
2015年
FRP
作家蔵

67
田原迫 華
三人目の存在理由
2012年
石膏、鉄
作家蔵

新制作協会

91
増井岳人
僕が王様
2015年
陶
作家蔵

92
木方立樹
playground
2015年
楠、紫檀、鉄 他
作家蔵

93
大野良一
門椿
2014年
乾漆
作家蔵

94
杉田文哉
ゆらぎ2015─WALLⅡ─
2015年
アルミパイプ、エポキシ樹脂
作家蔵

自由美術協会

103
池田宗弘
旅人 （（やまぬ雨はない））
2015年
鍛造、彫金
作家蔵

104
森 真
パンドラ
2016年
FRP
作家蔵

行動美術協会

119
津村健一
70 Summers
2015年
鉄、針金、石膏
作家蔵

120
林 宜子
アナタトワタシ
2015年
紙、木
作家蔵

121
原 孝
2種の等体積による形態
2012年
セメント、ブロンズ
作家蔵
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二紀会

126
日野宏紀
鼓動
2013年
FRP
作家蔵

127
横山 徹
EXISTENCE「門」
2015年
小松石
作家蔵

128
上月佳代
オレンジグレー
2015年
石膏
個人蔵

日本彫刻会

129
寺山三佳
三日月
2016年
FRP、鉄

130
小宮山美貴
十三夜
2015年
石膏

131
森 矢真人
行方─刻─
2014年
石膏
作家蔵

132
武本大志
滝夜叉姫
2015年
乾漆
作家蔵

モダンアート協会

145
阪井ようこ
Vibration 光
2016年
二重織、金属、ステンレスワイ
ヤー、糸
個人蔵

146
都築邦春
カタツムリ
2012年
シナベニヤ
作家蔵

一陽会

155
神山茂樹
インダラⅡ
2015年
石膏

連携展
ＴＯＫＹＯ 書 2017  公募団体の今【出品点数／65点】
＊団体名、作家名、作品名［出典・詩人名など］、制作年、表装・形状、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
書海社
小塚青山
百歩洪二首［蘇東坡］
2016
パネル
作家蔵

2
書海社
小塚青山
呉越紀遊二首［高啓］
2016
四曲屛風
作家蔵

3
書海社
杉山玉桃
宿雲門寺閣［「唐詩選」孫逖］
2016
パネル
作家蔵

4
貞香会
長尾泰邨
往生禮讃一節［「往生禮讃」善
導大師］
2016
額装
作家蔵

5
書壇院
松下 苑
陶淵明詩－帰鳥［「唐詩選」陶
淵明］
2016
パネル
作家蔵

6
書壇院
菊田竹子
桃花源記［陶淵明］
2016
パネル

7
謙慎書道会
石川青邱
篆書七言句［楊誠齋］
2016
枠装

8
謙慎書道会
石川青邱
草書五言聯［姚合］
2016
軸装

9
謙慎書道会
石川青邱
小林一茶の句［小林一茶］
2016
枠装

10
謙慎書道会
植松龍祥
林子羽詩［「明詩選」林鴻］
2016
巻子
作家蔵

11
謙慎書道会
尾﨑之搨
李白詩二首［李白］
2016
額装
作家蔵

12
謙慎書道会
尾﨑之搨
李白古風二首［李白］
2016
枠装
作家蔵

13
謙慎書道会
尾﨑之搨
李白詩［李白］
2016
額装
作家蔵

14
謙慎書道会
栁澤玄嶽
文心雕龍句［「文心雕龍」劉勰］
2016
枠装
作家蔵

15
謙慎書道会
栁澤玄嶽
驚才風逸　壮志煙高
［「文心雕龍」劉勰］
2016
枠装
作家蔵

16
謙慎書道会
栁澤玄嶽
杜少陵詩五言古詩七首［杜少陵］
2016
枠装
作家蔵

17
朝聞書会
松岡碧惺
天照
2016
額装
作家蔵

18
日本書道美術院
鷹野理芳
光源氏の歌　須磨の巻
2016
パネル
作家蔵

19
日本書道美術院
鷹野理芳・原田弘琴
清少納言と紫式部～香爐峰の雪
と遺愛寺の鐘［「枕草子」（第二
八〇段）、「源氏物語」（須磨）］
2016
二曲屛風
作家蔵

20
日本書道美術院
原田弘琴
枕草子－春はあけぼの－
［枕草子］
2016
パネル

21
日本書道美術院
松藤春蝉
無縁坂［さだまさし］

2016
パネル

22
書道芸術院
大沼樵峰
大隠々朝市［「反招隠市」王康琚］
2016
篆刻（額装）
作家蔵

23
書道芸術院
大沼樵峰
好学不倦［「禮記」射義］
2016
刻字
作家蔵

24
書道芸術院
大沼樵峰
妙言無古今［張元彪］
2012
刻字
作家蔵

25
書道芸術院
尾形澄神
報にむせぶ［自詠］
2016
パネル

26
書道芸術院
尾形澄神
旅の空［自詠］
2016
パネル

27
書道芸術院
前田龍雲
白黒
2016
パネル
作家蔵

28
奎星会
塩田桜華
祈り
2016
軸装

作家蔵

29
奎星会
塩田桜華
記憶
2016
パネル
作家蔵

30
奎星会
宮村 弦
Morse code－あなたの愛は一切
を無視して私をつつむ［「智恵
子抄」高村光太郎］
2016
パネル
作家蔵

31
奎星会
宮村 弦
Morse code－何といふ光だ［「智
恵子抄」高村光太郎］
2016
パネル
作家蔵

32
書星会
三根揚煇
敖英詩［「墨場必携詠物詩選」
敖英］
2016
額装
作家蔵

33
書星会
山田騰沸
鉄道唱歌［「鉄道唱歌」大和田
建樹］
2016
パネル
作家蔵

34
書星会
長谷川香濤
王漁洋詩［「国朝詩別裁集」王
漁洋］
2016
パネル
作家蔵
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35
現日会
小林玲泉
今日其夕風
2016
パネル
作家蔵

36
現日会
福嶋翡舟
崔子玉座右銘［「文選」崔瑗］
2016
パネル
作家蔵

37
現日会
福嶋翡舟
憂望［「与微之書」白居易］
2016
パネル
作家蔵

38
藍筍会
齊藤紫香
春の歌［「古今和歌集」、「続古
今和歌集」、「千載和歌集」ほか］
2016
二曲屛風
作家蔵

39
藍筍会
齊藤紫香
良寛の四季［「良寛歌集」］
2016
パネル
作家蔵

40
藍筍会
佐伯愛弓
古今集　賀の歌［「古今和歌集」］
2016
額装
作家蔵

41
藍筍会
佐伯愛弓
西行の歌［「山家集」］
2016
四曲屛風
作家蔵

42
日本書作院
吉澤衡石
龜龍麟鳳之應［「少字墨場必携」
翟方進］
2016
パネル
作家蔵

43
日本書作院
吉澤太雅
蘇東坡を詠ずる詩二首幷序［自
詠］
2016
パネル
作家蔵

44
創玄書道会
松浦北龍
鴛鴦湖［「続明詩選」高承埏］
2016

パネル
作家蔵

45
創玄書道会
松浦北龍
游西山［「古詩選」何景明］
2016
パネル
作家蔵

46
創玄書道会
西方純晴
漢詩（六字句）［「論語」］
2016
軸装
作家蔵

47
創玄書道会
西方純晴
髙松文月の句［髙松文月］
2016
パネル
作家蔵

48
創玄書道会
川口雄峰
飛鳳
2016
額装
作家蔵

49
創玄書道会
矢田照濤
春夏秋冬［「春夏秋冬」香月泰男］
2016
額装
作家蔵

50
独立書人団
池野直美
あしひきの［「小倉百人一首」
柿本人麿・曾禰好忠・祐子内親
王家紀伊］
2016
額装
作家蔵

51
独立書人団
池野直美
黒髪の［「後拾遺和歌集」和泉
式部］
2016
額装
作家蔵

52
独立書人団
佐藤義之
江樓書感［趙嘏］
2016
額装
作家蔵

53
玄潮会
室岡節子
三輪山の［「みずかありなむ」
山中智恵子］
2016
パネル

54
玄潮会
室岡節子
虚空日月より［「虚空日月」山
中智恵子］
2016
パネル

55
玄潮会
室岡節子
美しき草［「玲瓏之記」山中智
恵子］
2016
パネル

56
日本刻字協会
初澤和堂
垂蘭［李日華］
2016
刻字
作家蔵

57
日本刻字協会
初澤和堂
銀鱗躍動
2016
刻字
作家蔵

58
日本刻字協会
初澤和堂
和
2016
刻字
作家蔵

59
日本刻字協会
初澤和堂
和
2016
パネル（書稿）
作家蔵

60
日本刻字協会
薄田龍元
回光返照
2016
刻字
作家蔵

61
日本刻字協会
薄田龍元
破
2016
刻字（額装）
作家蔵

62
日本刻字協会
薄田龍元
花
2016
刻字（額装）
作家蔵

63
書道一元會
髙屋溪鳳
書の日常性［「書について」田
邉古邨］
2016
パネル

64
東洋書芸院
伊藤敏道
躍動
2016
パネル
作家蔵

65
東洋書芸院
伊藤敏道
「激」による
2016
パネル
作家蔵
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連携展
都美セレクション新鋭美術家2017【出品点数／37点】
＊作家名、作品名、制作年、技法・材質、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる.

1
青木　宏憧
心映（しんえい）
2012
乾漆、変わり塗り、漆、麻布、鉄、
木、金箔
作家蔵

2
青木　宏憧
対（つい）
2012
乾漆、蒔絵、変わり塗り、漆、
麻布、鉄、木
作家蔵

3
青木　宏憧
浮上（ふじょう）
2013
乾漆、蒔絵、漆、麻布、銀粉、鉄
作家蔵

4
青木　宏憧
守箱　生（しゅばこ　せい）
2014
乾漆、蒔絵、螺鈿、変わり塗り、
漆、麻布、木、金、白蝶貝、真
珠
作家蔵

5
青木　宏憧
守箱　甲虫（しゅばこ　かぶと
むし）
2015
乾漆、蒔絵、螺鈿、漆、麻布、鉄、
木、金、真珠、鮑貝、白蝶貝
作家蔵

6
青木　宏憧
山神の酒器（やまがみのしゅき）
2015
乾漆、蒔絵、螺鈿、変わり塗り、
漆、麻布、木、鉄、ピアノ線、金、
真珠、琥珀、白蝶貝
作家蔵

7
青木　宏憧
守箱　驚惶（しゅばこ　きょう
こう）
2016
乾漆、蒔絵、螺鈿、変わり塗り、
漆、麻布、木、ステンレス、鮑
貝、白蝶貝、真珠
作家蔵

8
青木　宏憧
守箱　氷雲（しゅばこ　こおり
ぐも）
2016
乾漆、蒔絵、螺鈿、漆、麻布、桧、
金粉、真珠、鮑貝、白蝶貝、琥
珀、ピンクオパール
作家蔵

9
大石　朋生
希望の森
2011
岩絵の具、麻紙
作家蔵

10
大石　朋生
幻（げん）
2013
岩絵の具、麻紙
作家蔵

11
大石　朋生
輪舞曲（ろんど）
2013
岩絵の具、麻紙
作家蔵

12
大石　朋生
洸（こう）
2014
岩絵の具、麻紙
作家蔵

13
大石　朋生
雫
2014
岩絵の具、麻紙
作家蔵

14
大石　朋生
驟雨（しゅうう）
2015
岩絵の具、麻紙
作家蔵

15
大石　朋生
月白（つきしろ）
2015
岩絵の具、麻紙
作家蔵

16
大石　朋生
今生（こんじょう）
2016
岩絵の具、麻紙
作家蔵

17
斉藤　里香
Wheel of Fortune
2014
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

18
斉藤　里香
Amethyst
2015
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

19
斉藤　里香
Lies for the truth
2015
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

20
斉藤　里香
The way of the wisdom
2016
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

21
斉藤　里香
With the sages
2016
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

22
斉藤　里香
Words of light
2016
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

23
斉藤　里香
You never seen…
2016
木版、越前雲肌麻紙
作家蔵

24
斉藤　里香
Limbo －True wisdom －
2015-17
木版、和紙
作家蔵

25
畠山　昌子
Vision 100401
2010
油彩、砂、カンヴァス
作家蔵

26
畠山　昌子
Vision 110401
2011
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

27
畠山　昌子
Vision 130401
2013
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

28
畠山　昌子
Vision 140401
2014
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

29
畠山　昌子
Vision 140402
2014
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

30
畠山　昌子
Vision 150801
2015
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

31
畠山　昌子
Vision 150401
2015
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

32
畠山　昌子
on the planet 2016-01
2016
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

33
畠山　昌子
on the planet 2016-02
2016
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

34
畠山　昌子
on the planet 2016-03
2016
油彩、方解末、カンヴァス
作家蔵

35
増井　岳人
僕が王様
2015
陶
作家蔵

36
増井　岳人
世界は僕らの手の中
2016
陶
作家蔵

37
増井　岳人
Thank you very much
2016
陶
作家蔵
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開館90周年記念
アーカイブズ資料展示　造形講座と東京都美術館【出品点数／187点】
＊資料名、制作者名、制作年（写真展覧会目録及びチラシは展覧会の会期。＊印はリプリント）、技法・材質、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
新館開館記念ポスター
1975年
東京都美術館蔵

2
「東京都美術館 アトリエ（講堂）
使用案内」
東京都美術館
東京都美術館蔵

3
「東京都美術館案内 1975」
東京都美術館
1975年
東京都美術館蔵

4
『美術館ニュース』No.303
東京都美術館
1976年
東京都美術館蔵

5
『美術館ニュース』No.210
東京都美術館
1968年
東京都美術館蔵

6
『美術館ニュース』No.187
東京都美術館
1966年
東京都美術館蔵

7
新館 美術図書室風景
1976-86年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

8
新館 デッサン教室風景
1976年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

9
新館 アトリエ風景
葉書
東京都美術館蔵

10
新館 エントランスロビー
〈地下1階〉風景
葉書
東京都美術館蔵

立体造形講座

11
『美術館ニュース』No.325
東京都美術館
1978年
東京都美術館蔵

12-16
「第4回立体造形講座」風景
1978年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

17-22
「第4回立体造形講座」作品
1978年＊
モノクロ写真
東京都美術館蔵

23-26
「立体造形講座」作品
1977-87年
カラー写真
東京都美術館蔵

平面造形講座・造形基礎講座

27
他己紹介のためのポートレート
藤村眞樹子
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

28
他己紹介のためのポートレート
向井澄江
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

29
他己紹介のためのポートレート
青木恵子
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

30
他己紹介のためのポートレート
陣内利博
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

31
他己紹介のためのポートレート
品田道雄
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

32
他己紹介のためのポートレート
山岸正幸
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

33
他己紹介のためのポートレート
田中公子
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

34
他己紹介のためのポートレート
麻田直樹
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

35
「グラデーション」カリキュラ
ム
東京都美術館蔵

36
鉛筆によるグラデーション
藤村公介
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

37
鉛筆によるグラデーション
吉田佐代子
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

38
鉛筆によるグラデーション
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

39
鉛筆によるグラデーション
やまもとようこ
1984年
鉛筆、紙
東京都美術館蔵

40
色鉛筆（黄・赤・青）によるグ
ラデーション
山岸弘子
1983年
色鉛筆、紙
東京都美術館蔵

41
色鉛筆（黄・赤・青）によるグ
ラデーション
1983年
色鉛筆、紙
東京都美術館蔵

42
「第5回造形基礎講座」映像
撮影：陣内利博
1983年
東京都美術館蔵

第1回	 	造形基礎講座〈正方形
による構成〉

43
鉛筆によるグラデーション
原英八
1980年
鉛筆、紙
原美樹子氏蔵

44
正方形による構成［一式］
原英八
1980年
鉛筆、紙／トレーシングペーパ
ー
原美樹子氏蔵

第9回	 	平面造形講座
〈フォトグラムによるかたちの
生成〉

45-50
かたちの採集〈フォトグラム〉
1979年
写真
東京都美術館蔵

51
フォトグラムを用いた平面構成
1979年
写真
東京都美術館蔵

52
フォトグラムを用いた平面構成
1979年
写真
東京都美術館蔵

53
「第9回平面造形講座」風景
1979年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

54
「第9回平面造形講座」風景
1979年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

第11回	 	平面造形講座
〈ひとがたまんだら〉

55
ピンナップ写真を用いたコラー
ジュ
大友緑
1981年
雑誌
東京都美術館蔵

56
ピンナップ写真を用いたコラー
ジュ
1981年
雑誌
東京都美術館蔵

57
〈ひとがたまんだら〉平面構成
大友緑
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

58
〈ひとがたまんだら〉平面構成
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

59
〈ひとがたまんだら〉平面構成
河田陽子
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

60
〈ひとがたまんだら〉平面構成
哿　瑞恵
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

61
〈ひとがたまんだら〉平面構成
玉林睦美
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

62
〈ひとがたまんだら〉平面構成
佐藤暁美

1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

63
〈ひとがたまんだら〉平面構成
中島達美
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

64
〈ひとがたまんだら〉平面構成
小島佳代子
1981年
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

第12回	 	平面造形講座
〈林檎を考える〉

65
「第12回平面造形講座」カリキ
ュラム
1982年
東京都美術館蔵

66
「第12回平面造形講座」記録資
料
米林雄一
1982年
東京都美術館蔵

67
林檎のデッサン
前川昌克
1982年
鉛筆、画用紙
東京都美術館蔵

68
林檎のデッサン
平井博子
1982年
鉛筆、画用紙
東京都美術館蔵

69
「第12回平面造形講座」スライ
ド資料［一式］
1982年
ポジフィルム
東京都美術館蔵

70
林檎を用いた平面構成
1982年（未完）
ガッシュ、紙
東京都美術館蔵

71-74
林檎を用いた平面構成
1982年＊
カラー写真
東京都美術館蔵

第7回	 	造形基礎講座
〈ピアノ線を用いて立体をつく
る〉

75
「第7回造形基礎講座」カリキ
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ュラム
1982年
東京都美術館蔵

76
「第7回造形基礎講座」記録資
料
米林雄一
1985年
東京都美術館蔵

77
ピアノ線のフロッタージュ
1985年
コンテ、クレヨン、トレーシン
グペーパー
東京都美術館蔵

78
ピアノ線のフロッタージュ
1985年
コンテ、クレヨン、トレーシン
グペーパー
東京都美術館蔵

79-87
「第7回造形基礎講座」風景
1985年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

第15・16回		平面造形講座
〈線のドローウィング〉

88
「第15回平面造形講座」カリキ
ュラム
1985年
東京都美術館蔵

89-91
「第15回平面造形講座」風景
1986年＊
カラー写真
及部克人氏蔵

92
『東京都美術館平面造形講座
1986 線のドローウィング』（記
録集）
及部克人
1986年
東京都美術館蔵

93
「第16回平面造形講座」カリキ
ュラム
1986年
東京都美術館蔵

94-104
「第16回平面造形講座」風景
1986年＊
カラー写真
及部克人氏蔵

105
一筆描きによるお面
1985年
ガッシュ、ダンボール、ゴム
東京都美術館蔵

106
一筆描きによるお面
1985年
ガッシュ、ダンボール、ゴム
東京都美術館蔵

107
一筆描きによるお面

1985年
ガッシュ、ダンボール、ゴム
東京都美術館蔵

夏休み子供アトリエ

108
「夏休み子どもアトリエ」計画
書
米林雄一
1987年
東京都美術館蔵

109
「夏休み子供アトリエ」受付票
東京都美術館
1987年
東京都美術館蔵

110
「夏休み子供アトリエ」ニュー
ス
東京都美術館
1987年
東京都美術館蔵

111
『美術館ニュース』No.403
東京都美術館
1987年
東京都美術館蔵

112-124
「夏休み子どもアトリエ」風景
1987年＊
カラー写真
東京都美術館蔵

自主造形講座

125
「自主造形講座」発足の声明
山嵜省一
原美樹子氏蔵

126
 「東京都美術館造形基礎講座 
自主講座運営委員会 中間報告」
 1983年9月16日
原美樹子氏蔵

127
「自主造形講座  VOL.2」チラ
シ
1984年4月
原美樹子氏蔵

128
自主造形講座「遊びの形」チラ
シ
1984年11月
原美樹子氏蔵

129
自主造形講座「遊びの形」チラ
シ
1984年11月
原美樹子氏蔵

130
自主造形講座「遊びの形」チラ
シ
1984年11月
原美樹子氏蔵

131
自主造形講座案内状
「PASSPORT  KZK80/85」
1985年11月22日
原美樹子氏蔵

132
「自主造形講座」アルバム
原英八
原美樹子氏蔵

133
平面構成［一式］
原英八
画用紙ほか
原美樹子氏蔵

年表

134
新館建設風景
1972-75年
カラー写真
東京都美術館蔵

135
新館外観
モノクロ写真
東京都美術館蔵

136
新館外観
1975-79年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

137
新館外観
モノクロ写真
東京都美術館蔵

138
東京都新美術館 開館式風景
1975年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

139
東京都新美術館 開館式風景
1975年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

140
新館 食堂風景
1975年
モノクロ写真
東京都美術館蔵

141
「東京都美術館収蔵作品展 新収
蔵作品を中心として」目録
1977年1月15日-3月13日
東京都美術館蔵

142
「東京都美術館収蔵作品展 風景
画を中心として」目録
1977年4月16日-6月10日
東京都美術館蔵

143
「東京都美術館収蔵作品展〈前
期〉 戦後から現代へ」目録
1982年7月10日-9月15日
東京都美術館蔵

144
「東京都美術館収蔵作品展〈後
期〉 戦後から現代へ特集陳列
〈現代の銅版画〉」目録
1983年1月-3月
東京都美術館蔵

145
「ナムジュン・パイク展 ヴィデ

オ・アートを中心に」チラシ
1984年6月14日-7月29日
東京都美術館蔵

146-151
「ナムジュン・パイク展」展示
風景［撮影：飯村昭彦］
1984年＊
モノクロ写真
東京都美術館蔵

152
「1970年以降の美術」チラシ
1984年10月20日-12月16日
東京都美術館蔵

153
「東京都美術館収蔵作品展 新収
蔵作品を中心に」目録
1985年4月6日-5月26日
東京都美術館蔵

154
「新館開館10周年記念 現代美術
の40年」チラシ
1985年10月12日-12月8日
東京都美術館蔵

155
「近代の美術」目録
1986年1月11日-3月30日
東京都美術館蔵

156
「現代の美術 東京都美術館新収
蔵作品を中心に」目録
1986年6月17日-7月17日
東京都美術館蔵

157
「1960年代以降の美術 収蔵作品
展」目録
1986年12月12日-1987年3月22
日
東京都美術館蔵

158
「ボロフスキー展」チラシ
1987年4月11日-6月7日
東京都美術館蔵

159
「布のかたち糸のかたち」チラ
シ
1987年10月3日-11月29日
東京都美術館蔵

160
「東京都美術館所蔵作品による
日本画と版画展」目録
1988年6月16日-7月17日、7月
29日-8月28日
東京都美術館蔵

161-176
造形講座「空間を彫る」風景
1989年3月11、12日
カラー写真
東京都美術館蔵

177
「東京─TOKYO─関東大震災
から今日まで 収蔵作品を中心
に」目録
1989年8月15日-9月24日
東京都美術館蔵

178
「収蔵作品による日本の抽象」
目録

1989年12月12日-1990年3月25
日
東京都美術館蔵

179
「現代の土」チラシ
1990年10月5日-12月1日
東京都美術館蔵

180-185
「現代の土」展示風景
1990年
カラー写真
東京都美術館蔵

186
「現代の土」会場風景
1990年＊
カラー写真
東京都美術館蔵

187
「構造と記憶 ─戸谷成雄・遠藤
利克・剣持和夫　  木による作
品を中心として」チラシ
1991年10月2日-11月28日
東京都美術館蔵

＊掲載にあたり、制作者やその
連絡先が不明のため著作権者の
方に確認ができていない作品が
あります。
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昭和39年3月31日
条例第117号
東京都美術館条例を公布する。

○東京都美術館条例

（設置）
第1条　都民のための美術の振興を図るため、東京都美術館（以下「館」という。）を東京
都台東区上野公園8番36号に設置する。
（昭42条例8・昭49条例134・昭53条例65・一部改正）

（事業）
第2条　館は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
　　  1　美術作品その他の美術に関する資料（以下「美術作品等」という。）の収集、保管、
展示及び利用に関すること。

　　  2　美術に関する調査及び研究に関すること。
　　  3　美術に関する図書の収集、保管及び利用に関すること。
　　  4　美術に関する講演会、講習会等の主催及び援助に関すること。
　　  5　館の使用に関すること。
　　  6　前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
（昭49条例134・一部改正）

（使用の承認）
第3条　文化の振興に資する展覧会、講演会、講習会、研究会及び美術の創作等のため
に、館の施設及び附帯設備（以下「施設等」という。）を使用しようとする者は、東京都規
則（以下「規則」という。）に定めるところにより申請し、知事の承認を受けなければなら
ない。
2　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の承認をしないことが
できる。
　　  1　館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
　　  2　館の管理上支障があると認められるとき。
　　  3　申請に係る施設等を知事が必要と認める事業に使用するとき。
　　  4　前3号に掲げるもののほか、知事が不適当と認めるとき。
（平14条例51・全改）

（利用料金等）
第4条　前条第一項の承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、指定管理者（第13条
第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第6条までにおいて同じ。）に、そ
の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を前納しなければならない。ただし、指定
管理者が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。
2　利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、
指定管理者が定めるものとする。
3　利用料金は、指定管理者の収入とする。
4　指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用に
係る予納金（以下「利用予納金」という。）を収受することができる。
5　利用予納金は、利用料金に充当するものとする。
（平14条例51・全改、平16条例41・平17条例29・一部改正）

（利用料金の減額又は免除）
第5条　指定管理者は、規則で定めるときその他指定管理者が特別の理由があると認め
るときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
（平14条例51・全改、平17条例29・一部改正）

（利用料金の不還付）
第6条　指定管理者は、既納の利用料金又は利用予納金を還付しないものとする。ただ
し、指定管理者は、正当な理由があるときその他特に必要があると認めるときは、その
全部又は一部を還付することができる。
（平14条例51・追加、平17条例29・一部改正）

（使用権の譲渡禁止）
第7条　使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
（平14条例51・旧第6条繰下・一部改正）

（施設等の変更禁止）
第8条　使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、
あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。
（平14条例51・旧第7条繰下・一部改正）

（使用の取消し等）
第9条　次の各号のいずれかに該当するときは、知事は使用の承認を取り消し、又は使
用を制限し、若しくは停止することができる。
　　  1　使用の目的に違反したとき。
　　  2　この条例又は知事の指示に違反したとき。
　　  3　善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。
　　  4　災害その他の事故により館の使用ができなくなつたとき。
　　  5　工事その他の都合により、知事が特に必要と認めたとき。
（平14条例51・一部改正）

（原状回復の義務）
第10条　使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を原状に回復しなければ
ならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも、
同様とする。
（平14条例51・一部改正）

（賠償）
第11条　館に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、
やむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
（昭49条例134・全改、平14条例51・一部改正）

（入館の制限及び退館）
第12条　次の各号のいずれかに該当するときは、知事は、入館を禁じ、又は退館をさ
せることができる。
　　  1　他人に迷惑をかけ、又は展示品若しくは施設設備等を損壊するおそれがあると
認めたとき。

　　  2　前号のほか、管理上支障があると認めたとき。
（昭49条例134・追加、平14条例51・一部改正）

（指定管理者による管理）
第13条　知事は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項の規定によ
り、法人その他の団体であつて知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に、館
の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
　　  1　第2条各号に掲げる事業に関する業務
　　  2　館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
　　  3　前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
2　知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
　　  1　第3条第1項の規定により、施設等の使用の承認をすること又は同条第2項の
規定により、同項第1号若しくは第2号に該当するとき、施設等を必要と認める事
業に使用するとき、その他使用を不適当と認めるときに、使用の承認をしないこと。

　　  2　第8条ただし書の規定により、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えるこ
とについて承認をすること。

　　  3　第9条の規定により、同条第1号若しくは第4号に該当するとき、同条第3号に
該当すると認めたとき、使用者がこの条例若しくは指定管理者の指示に違反したと
き、又は工事その他の都合により特に必要と認めたときに、使用の承認を取り消
し、又は使用を制限し、若しくは停止すること。

　　  4　第12条の規定により、同条各号に該当すると認めて、入館を禁じ、又は退館を
させること。

3　前項第1号の業務を指定管理者が行う場合において、申請に係る施設等を知事が必
要と認める事業に使用するときは、指定管理者は、使用の承認をしないことができる。
（平17条例29・全改）

（指定管理者の指定）
第14条　指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、
知事に申請しなければならない。
2　知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に
館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

東京都美術館条例
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　　  1　前条第1項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業
務に従事させることができること。

　　  2　安定的な経営基盤を有していること。
　　  3　館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
　　  4　利用者のサービス向上を図ることができること。
　　  5　関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
　　  6　前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
3　知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の
期間を定めるものとする。
（平17条例29・追加）

（知事の調査及び指示）
第15条　知事は、館の管理運営の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理
運営の業務又は経理の状況に関し定期に、若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実
地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
（平17条例29・追加）

（指定管理者の指定の取消し等）
第16条　知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第14条第2項
の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の
停止を命ずることができる。
　　  1　管理運営の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。
　　  2　第14条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。
　　  3　第18条第1項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
　　  4　前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが
適当でないと認めるとき。

2　前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務
の全部若しくは一部（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合等で、知
事が臨時に館の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止
の期間が終了するまでの間、知事は、別表に定める額の範囲内において、知事が定める
使用料を徴収する。
3　前項の場合にあつては、第4条第1項、第4項及び第5項、第5条並びに第6条の規
定を準用する。この場合において、第4条第1項中「指定管理者（第13条第1項に規定す
る指定管理者をいう。以下この条から第6条までにおいて同じ。）」とあるのは「知事」と、
「その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が」
とあるのは「知事が」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「あらかじめ
知事の承認を得て、利用に係る予納金（以下「利用予納金」という。）」とあるのは「予納金」
と、「収受する」とあるのは「徴収する」と、同条第5項中「利用予納金は、利用料金」とあ
るのは「予納金は、使用料」と、第5条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」
とあるのは「使用料」と、第6条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金又は利
用予納金」とあるのは「使用料又は予納金」と読み替えるものとする。
（平17条例29・追加）

（指定管理者の公表）
第17条　知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を
定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告
示するものとする。
（平17条例29・追加）

（管理運営の基準等）
第18条　指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わな
ければならない。
　　  1　関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
　　  2　都民の平等な利用を確保すること。
　　  3　利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
　　  4　館の施設、設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
　　  5　業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
　　  6　前各号に掲げるもののほか、別途知事が定める管理運営に関する基準を満たす
こと。

2　知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
　　  1　前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
　　  2　業務の実施に関する事項

　　  3　事業の実績報告に関する事項
　　  4　前3号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項
（平17条例29・追加）

（委任）
第19条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
（昭49条例134・旧第13条繰下、平8条例33・旧第16条繰下、平14条例51・旧第17
条繰上・一部改正、平17条例29・旧第14条繰下）

附則
1　この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2　東京都美術館使用条例（昭和21年10月東京都規則第42号）は、廃止する。
3　この条例施行の際、現に使用の承認を受けている者については、この条例による承
認を受けたものとみなす。
4　従前の東京都美術館は、この条例による東京都美術館となり、同一性をもつて存続
するものとする。

附則（昭和42年条例第8号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和49年条例第134号）
1　この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2　この条例による改正前の東京都美術館条例第1条に定める位置に所在する東京都美
術館は、この条例による改正後の東京都美術館条例の規定にかかわらず、従前の例によ
り、昭和50年9月10日まで利用に供するものとする。

附則（昭和53年条例第65号）
この条例は、公布の日から施行する。

附則（昭和53年条例第104号）
1　この条例は、昭和54年2月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例により、既に使用
の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（昭和57年条例第32号）
1　この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既
に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（昭和60年条例第26号）
1　この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既
に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成元年条例第51号）
1　この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既
に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成4年条例第56号）
1　この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既
に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成8年条例第33号）
1　この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既
に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成10年条例第125号）
1　この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2　この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都美術館条例の規定により、既
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平成14年3月29日
規則第109号
東京都美術館条例施行規則を公布する。
東京都美術館条例施行規則

○東京都美術館条例施行規則

（休館日）
第1条　館の休館日は、次のとおりとする。
　　  1　毎月第1及び第3月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に
規定する休日に当たるときは、その翌日）

　　  2　1月1日から同月3日まで
　　  3　12月29日から同月31日まで
2　館の図書室は、前項各号に掲げるもののほか、整理期間（1年のうち15日以内）を休
館日とする。
3　知事は、特に必要があると認めるときは、前2項に定める休館日を変更し、又は臨
時に休館日を定めることができる。
4　第1項の規定にかかわらず、指定管理者（東京都美術館条例（昭和39年東京都条例第
117号。以下「条例」という。）第13条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）
は、利用者の利便の向上を図るため必要があり、かつ、前項の規定により知事が行う休
館日の変更を待ついとまがないと認めるときは、第1項に定める休館日に館を臨時に開
館することができる。
5　指定管理者は、前項の規定により館を臨時に開館したときは、速やかに知事に報告
しなければならない。
（平16規則67・平17規則36・一部改正、平22規則39・一部改正）

（開館時間）
第2条　館の開館時間は、次のとおりとする。
　　  1　金曜日以外は、午前9時30分から午後5時30分までとする。ただし、図書室は、
午前10時から午後5時までとする。

　　  2　金曜日は、午前9時30分から午後8時までとする。ただし、公募展示室、ギャ
ラリー、搬入出審査室、搬入出倉庫、展覧会事務室、作品収納室、講堂及びスタジ
オは午前9時30分から午後5時30分までとし、図書室は午前10時から午後5時ま
でとする。

2　知事は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更すること
ができる。
3　第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、利用者の利便の向上を図るため必要が
あり、かつ、前項の規定により知事が行う開館時間の変更を待ついとまがないと認める
ときは、第1項に定める館の開館時間を臨時に延長することができる。
4　指定管理者は、前項の規定により館の開館時間を臨時に延長したときは、速やかに
知事に報告しなければならない。
（平16規則67・平17規則36・一部改正、平22規則39・一部改正）

（使用の申請等）
第3条　条例第3条第1項の規定により施設等を使用しようとする者は、使用申請書を
別表に定める期間内に知事に提出し、その承認を受けなければならない。
2　条例別表第1に規定する規則で定める施設又は部分とは、次に掲げるものをいう。
　　  1　事務室
　　  2　館長室
　　  3　収蔵庫
　　  4　機械室
　　  5　電気室
　　  6　前各号に掲げるもののほか、使用させることにより館の管理運営に支障が生じ
ると知事が認めるもの

（平17規則36・一部改正）

（使用の承認）
第4条　前条第1項の規定により使用の承認をしたときは、知事は、使用承認書を交付
するものとする。
2　前項に規定する使用承認書は、施設等を使用するときにこれを係員に提示しなけれ
ばならない。

に施設の使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

附則（平成14年条例第51号）
この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則（平成16年条例第41号）
この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則（平成17年条例第29号）
1　この条例は、公布の日から施行する。
2　この条例による改正前の東京都美術館条例第4条、第5条及び第13条の規定は、平
成18年9月1日（同日前にこの条例による改正後の東京都美術館条例第14条第2項の規
定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日）までの間は、なおそ
の効力を有する。
3　この条例の施行の日から前項に規定する日までの間、この条例による改正後の東京
都美術館条例第6条の規定中「指定管理者」とあるのは「東京都美術館条例の一部を改正
する条例（平成17年東京都条例第29号）附則第2項の規定により、なお効力を有するこ
ととされる同条例による改正前の東京都美術館条例第13条第1項の規定により委託を
受けた管理受託者」とする。

附則（平成22年条例第33号）
この条例は、平成22年4月5日から施行する。

別表（第4条、第16条関係）
（平14条例51・追加、平16条例41・旧別表第1・一部改正、平17条例29・一部改正、
平22条例33・一部改正）

区分 単位 金額
施設 公募展示室 全階全室1日 912,000円

1室1日 76,000円
企画展示室 1日 196,880円
ギャラリー 全室1日 118,450円

1室1日 41,220円
搬入出審査室 全室1日 270,000円

1室1日 67,500円
搬入出倉庫 全室1日 11,700円

1室1日 3,900円
展覧会事務室 全室1日 49,990円

1室1日 4,900円
作品収納室 全室1日 40,500円

1室1日 4,500円
講堂 1日 35,200円
スタジオ 全室1日 35,240円

1室1日 15,260円
ロビー、エントランスホール
その他の施設（規則で定める
施設又は部分を除く。）

1㎡ 1日 100円

附帯設備 1台、1組、一式又は1KW 1日 6,400円

東京都美術館条例施行規則
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（利用料金の承認の申請）
第5条　指定管理者は、条例第4条第2項に規定する利用料金の額を定めるときは、利
用料金承認申請書（別記第1号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
2　指定管理者は、前項の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知し
なければならない。
（平17規則36・一部改正）

（利用予納金）
第6条　指定管理者は、条例第4条第4項の規定により利用予納金を収受しようとする
ときは、利用予納金承認申請書（別記第2号様式）を知事に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。
（平17規則36・一部改正）

（利用料金の減免）
第7条　条例第5条に規定する規則で定める利用料金を減額することができる場合及び
その減額の割合又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。
　　  1　若手芸術家として知事が別に定める芸術家の創造活動又は伝統文化活動を支援
する事業で知事が指定する事業を実施するために施設等を使用するとき。　免除

　　  2　都内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが、児童又は生
徒のための事業を実施するために施設を使用するとき。　5割

　　  3　官公署が施設を使用するとき。　2割5分
（平16規則67・一部改正）

（指定管理者の申請）
第8条　条例第14条第1項の規定による申請は、指定管理者指定申請書（別記第3号様
式）に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
　　  1　事業計画書
　　  2　文化施設又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類
　　  3　定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの
　　  4　法人の登記事項証明書（法人の場合に限る。）
　　  5　貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
　　  6　団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
　　  7　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
（平17規則36・全改）

（指定管理者の指定の基準）
第9条　条例第14条第2項第6号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
　　 1　都の文化施策及び文化施設運営の方針にのっとり、都と密接に連携して管理運
営を行うことができること。

　　 2　文化施設又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
　　 3　文化施設の管理運営に係る技術及び能力の指導育成体制が整備されていること。
　　 4　前3号に掲げるもののほか、館の適正な管理運営を行うために知事が定める基
準

（平17規則36・追加）

（指定管理者に関する読替え）
第10条　条例第13条の規定により指定管理者が館の管理運営に関する業務を行う場合
についての第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、これらの規定中「知
事」とあるのは「指定管理者」とする。
（平17規則36・追加）

（臨時の館の管理運営に関する準用）
第11条　第7条の規定は、条例第16条第2項の規定により知事が使用料を徴収する場
合について準用する。この場合において、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読
み替えるものとする。
（平17規則36・追加）

（委任）
第12条　この規則の施行について必要な事項は、東京都生活文化局長が定める。
（平17規則36・旧第9条繰下、平19規則147・一部改正、平22規則163・一部改正）

附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則（平成16年規則第67号）
この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則（平成17年規則第36号）
1　この規則は、公布の日から施行する。
2　この規則による改正前の東京都美術館条例施行規則第1条第4項及び第5項、第2条
第3項及び第4項、第3条第1項、第5条、第6条、第8条並びに別記第1号様式及び第
2号様式の規定は、平成18年9月1日（同日前に東京都美術館条例の一部を改正する条
例（平成17年東京都条例第29号）による改正後の東京都美術館条例（昭和39年東京都条
例第117号）第14条第2項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該
指定の日）までの間は、なおその効力を有する。

附則（平成19年規則第147号）
この規則は、公布の日から施行する。

附則（平成22年規則第39号）
この規則は、平成22年4月5日から施行する。

附則（平成22年規則第263号）
この規則は、平成22年7月16日から施行する。

別表（第3条関係）
（平22規則39・一部改正）

区分 提出期間
企画展示室 使用月の属する年度の前々年度の6月1日から使用日の前日まで
公募展示室
ギャラリー

使用月の属する年度の前々年度の4月1日から使用日の前日まで

搬入出審査室 公募展示室又はギャラリーを使用する月の6月前の月の
初日から使用日の前日まで搬入出倉庫

展覧会事務室
作品収納室
講堂
スタジオ

使用月の3月前の月の初日から使用日の前日まで
(公募展示室又はギャラリーの使用に伴って講堂を使用する場合
に限り、使用月の6月前の月の初日から使用日の前日まで )

ロビー
エントランスホール
その他の施設

使用月の3月前の月の初日から使用日の前日まで
(公募展示室又はギャラリーの使用に伴って使用する場合に
限り、使用月の6月前の月の初日から使用日の前日まで )

附帯設備 使用月の3月前の月の初日から使用日の前日まで
(公募展示室又はギャラリーの使用に伴って使用する場合に
限り、使用月の6月前の月の初日から使用日の前日まで )

＜別記様式　省略＞
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平成18年4月1日
17生文振企第775号
平成19年4月2日改定
18生文振企第771号
平成21年4月1日改定
20生文振企第794号
平成22年4月5日改定
21生文振企第864号

（趣旨）
第1　この要綱は、東京都美術館条例（以下「条例」という。）及び東京都美術館条例施行
規則（以下「規則」という。）に定めるもののほか、東京都美術館（以下「館」という。）の運営
について必要な事項を定めるものとする。

（使用の申請－規則第3条関連）
第2　館の指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、条例別表に定める館の施設を使
用しようとする者から、使用申請書及び必要に応じて附帯設備使用申請書（以下「使用申
請書等」という。）を提出させるものとする。ただし、公募展示室及びギャラリーの使用
を申請できる者は、次の(1)又は(2)に定めるものとする。
(1)東京を主な拠点とし、全都又は全国的な規模で、創作美術品の一般公募展を主催す
る団体で、次のアからエまでの要件を満たす団体であること。
　　  ア　団体主催の公募展覧会を実施した実績があること。
　　  イ　団体の意思決定や運営に関する規定が明確であること。
　　  ウ　団体の収支決算が明確であること。
　　  エ　団体の活動（事業）が、館の基本的使命に合致したものであること。
(2)美術の振興又は国際文化交流のため、美術に関する展覧会を主催する団体で、指定
管理者が特に認める団体であること。
2　使用申請書等の受付時間は、開館日の午前9時30分から午後5時30分までとする。
ただし、必要に応じて変更できるものとする。

（使用承認－規則第4条関連）
第3　規則第4条に規定する使用の承認については、次により行うものとする。
1　公募展示室及びギャラリー
(1)審査
　使用申請書等を受け付けたときは、団体の運営力・実績及び東京都美術館の基本的
使命との合致度等の審査基準により、指定管理者の設置する審査委員会が、毎年度
団体の審査を行うこととする。ただし、初年度の審査結果を、2年目から5年目まで
の審査に使用することができる。

(2)使用割当
　    上記(1)に定める審査に基づき、館が会期及び展示室の使用割当を行うものとする。
(3)使用承認
　指定管理者の設置する運営委員会への付議を経て、使用の承認を決定し、使用承認
書及び必要に応じて附帯設備使用承認書を交付するものとする。

2　搬入出審査室、搬入出倉庫、展覧会事務室、作品収納室
原則として、公募展示室又はギャラリーの使用に伴う場合に限り使用の承認をすること
ができる。
3　企画展示室
(1)企画展示室を使用しようとする者からは、使用申請書及び任意の様式の使用計画書
の提出を求めるものとする。
(2)使用申請書は、使用計画が以下の内容であるときに限り、これを受け付けるものと
する。
　    ア　館の設置目的に合致する展覧会等の開催
　    イ　アの企画に附帯する展示準備及び撤去等
(3)使用申請書を受け付けたときは、館の事業計画及び安全性に十分配慮して使用承認
を決定するものとする。
(4)一般来館者を対象とした企画で使用する場合は、展示準備及び撤去の日を除き、館
の開館時間及び入館時間にあわせて行うこととする。
4　講堂及びスタジオ
(1)原則として、使用申請書の申込みの先着順により使用者を決定する。ただし、同時
に申請があった場合には、抽選により決定する。
(2)同一者による講堂又はスタジオの使用日数は、原則として4日を限度として承認す
る。ただし、東京都及び指定管理者が主催する企画に使用する場合は、この限りではない。

5　その他の施設
(1)原則として、公募展示室、企画展示室、講堂又はスタジオの使用に伴う場合に限り
使用の承認をすることができる。
(2)使用の承認に当たっては、館の事業運営及び安全性に十分配慮してこれを行うもの
とする。
(3)その他の施設を使用しようとする者からは、原則として、公募展示室、企画展示室、
講堂又はスタジオの使用申請書と同時に、その他の施設についての使用申請書の提出を
求めるものとする。
6　附帯設備
施設の使用に伴う場合に限り使用の承認をすることができる。

（施設等使用の不承認基準－条例第3条関連）
第4　条例第3条第2項第4号の規定により館の施設及び附帯設備（以下「施設等」とい
う。）の使用の承認をしないことができる場合とは、次の場合をいう。
(1)館の設置の目的に反すると認められるとき。
(2)実施する事業が公序良俗に反し、又は施設等を損傷・滅失させる恐れがあると認め
られるとき。
(3)実施する事業が特定の政党・宗教を支持し、又はこれに反対する等、政治・宗教活
動をするためのものと認められるとき。
(4)実施する事業が専ら営利を目的としたものであるとき。
(5)東京都又は指定管理者の事業を行うために必要であると認められるとき。
(6)その他指定管理者が不適当と認めるとき。

（利用料金額の承認基準－条例第4条関連）
第5　条例第4条第2項の規定により、利用料金の額を承認する基準は次のとおりとす
る。
(1)条例の規定に反しないものであること。
(2)原価又は類似の施設の料金と比較して著しく高額又は低額でないこと。
(3)料金の区分が合理的であり、必要以上に細分化されるなど利用者にとって複雑なも
のとなっていないこと。
(4)指定管理者の経営上必要と認められること。

（利用予納金の承認基準－条例第4条、規則第6条関係）
第6　利用予納金の徴収については、次の(1)及び(2)に該当するときにこれを承認する
ものとする。
(1)類似の施設と比較して著しく高額でないこと。
(2)使用を申請した者に対し、著しい不利益を課すものでないこと。

（施設等の変更禁止－条例第8条関連）
第7　条例第8条ただし書の規定により施設等に特別の設備をし、又は変更を加えられ
る場合とは以下の(1)から(3)までのすべてを満たす場合に限る。
(1)施設等の造作により、美物館の施設・設備等に危険が及ぶ可能性がないこと。
(2)施設使用後、容易に原状回復が可能であること。
(3)電力を使用する場合は指定管理者が別に定める料金を納めること。
2　1の場合において、使用者は施設等の造作を必要最小限にとどめるとともに、変更
に当たって指定管理者の指示に従わなければならない。

（損害賠償の減免基準－条例第11条関連）
第8　条例第11条ただし書の規定により損害賠償額を減額又は免除することができる
場合とは、次のような場合をいう。
(1)人命救助のためになされた場合
(2)不可抗力による場合

（入館の制限基準－条例第12条関連）
第9　条例第12条第2号の規定により館の管理上支障があるため入館を禁じ、又は退館
を命ずることができる場合とは、次のような場合をいう。
(1)施設備品及び展示資料を破損したり、施設内に落書きをしたりしようとする場合
(2)危険物を持ち込もうとする場合
(3)公序良俗に反する行為がある場合

（遵守義務）
第10　指定管理者は施設等を使用する者に、次の事項を守らせなければならない。

東京都美術館運営要綱
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(1)条例、規則及び本要綱に定める事項を遵守すること。
(2)壁、柱、窓、扉等に、ポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲
げ若しくは貼り付け、又は文字等を書き若しくはくぎ類を打たないこと。
(3)危険又は不潔な物品、動物等を持ち込まないこと。
(4)火気を使用しないこと。
(5)所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(6)寄付金品の募集又は物品・飲食物等の販売提供をしないこと。
(7)騒音、怒声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8)使用を承認されていない施設等を使用したり、それらに立ち入らないこと。
(9)収容人員を超えて観客等を入場させないこと。
(10)入場者の安全確保と鑑賞環境の保全の対策を講ずること。
（11）使用に当たって必要な場合は、期日までに関係諸官庁等へ必要な届出を行い、そ
の許可証を指定管理者に提示すること。
(12)指定管理者がいつでも連絡を取れるよう所在を明らかにしておくこと。
(13)その他指定管理者が配置する係員の指示に従うこと。

（指定管理者）
第11　指定管理者は、使用者に対し館の適正な運営のために必要な指示をすることが
できる。
2　指定管理者は、この要綱の施行について必要な項目及び館の管理運営に必要な項目
について規定を定めることができる。

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月5日から施行する。
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平成14年4月1日
理事長決定

（趣旨）
第1　この要綱は、東京都美術館（以下「館」という。）の利用に係る料金（以下「利用料金」
という。）の額、後納、減額、免除及び還付の取扱いについて必要な事項を定めるものと
する。

（定義）
第2　この要綱に規定する利用料金は、東京都美術館条例第4条別表に規定する館の施
設及び附帯設備の利用料金をいう。

（料金の額）
第3　利用料金は、別表「東京都美術館利用料金表」のとおりとする。

（後納の事由）
第4　利用料金を後納できる場合は、次の場合をいう。
（1）官公署等が、その会計制度上前渡金で処理できないとき。
（2）その他、正当な理由により館長が特に必要と認めるとき。

（減免の事由）
第5　利用料金については、次の事由に該当する場合に減免することができる。
（1）若手芸術家として知事が別に定める芸術家の創造活動又は伝統文化活動を支援する
事業で知事が指定する事業を実施するために施設等を使用するとき。　　　　　　　　
　    免除
（2）都内の小学校、中学校及び高等学校並びにこれらに準ずるものが、児童又は生徒の
ための事業を実施するために施設を使用するとき。ただし、附帯設備については減額の
対象としない。
　    50％減額
（3）官公署が施設を使用するとき。ただし、附帯設備については減額の対象としない。
　    25％減額
（4）公益財団法人東京都歴史文化財団が主催又は共催する事業に施設を使用する場合
で、館の振興のために特に必要があると認められるとき。ただし、附帯設備については
減額の対象としない。
　    50％減額
（5）展示室又はギャラリー使用期間中、展示に関する事業のため、講堂を使用するとき。
ただし、附帯設備については減額の対象としない。
　    25％減額
（6）上記のほか、次の事由に該当し、館長が特に必要と認めるとき。
　①後援、協賛等の名義の使用を承認するなど館の振興に寄与することが明確である
とき。

　    　減額
　    ②その他、実施事業が館の運営方針と合致し、特段の配慮が必要であると認めるとき。
　    　減額又は免除

（還付の事由）
第6　利用料金を還付できる場合は以下の場合をいう。
（1）条例第9条第3号から第5号の規定により、使用の承認を取り消されたとき。
（2）その他、正当な理由により館長が特に必要と認めるとき。

（申請）
第7　利用料金の後納、減免、還付の取扱いを受けようとする者から以下に定める申請
書を徴する。
（1）第4の規定により施設等使用料の後納を申請する者
施設利用料後納申請書兼承認書（別記第1号様式の1）
附帯設備利用料後納申請書兼承認書（別記第1号様式の2）
（2）第5の規定により施設等使用料の減額及び免除を受けようとする者
施設利用料減免申請書兼承認書（別記第2号様式の1）
附帯設備利用料減免申請書兼承認書（別記第2号様式の2）
（3）第6の規定により施設等使用料の還付を受けようとする者
施設利用料還付申請書兼承認書（別記第3号様式の1）
附帯設備利用料還付申請書兼承認書（別記第3号様式の2）

（4）申請者は、（3）の場合を除き、原則として施設の使用申請書の提出のときに（1）と（2）
に定める申請書を提出するものとする。

（承認）
第8　利用料金の後納、減免、還付を承認したときは、館長は以下に定める承認書を交
付するものとする。
（1）第4の規定により施設等使用料の後納を承認したとき。
施設利用料後納申請書兼承認書（別記第1号様式の1）
附帯設備利用料後納申請書兼承認書（別記第1号様式の2）
（2）第5の規定により施設等使用料の減額及び免除を承認したとき。
施設利用料減免申請書兼承認書（別記第2号様式の1）
附帯設備利用料減免申請書兼承認書（別記第2号様式の2）
（3）第6の規定により施設等使用料の還付を承認したとき。
施設利用料還付申請書兼承認書（別記第3号様式の1）
附帯設備利用料還付申請書兼承認書（別記第3号様式の2）

附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5（5）及び別表の規
定は、同年4月4日までは、なお従前の例による。

別記
第1号様式の1（第4関係）施設利用料後納申請書兼承認書
第1号様式の2（第4関係）附帯設備利用料後納申請書兼承認書
第2号様式の1（第5関係）施設利用料減免申請書兼承認書
第2号様式の2（第5関係）附帯設備利用料減免申請書兼承認書
第3号様式の1（第6関係）施設利用料還付申請書兼承認書
第3号様式の2（第6関係）附帯設備利用料還付申請書兼承認書

<別記様式　省略>

東京都美術館利用料金要綱
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東京都美術館利用料金表
展示室等
区分 単位 金額
展示室

公募展示室
全展示室 全室1日 684,000円
地階第一展示室 各室1室1日 57,000円
地階第二展示室
地階第三展示室
地階第四展示室　
一階第一展示室
一階第二展示室
一階第三展示室
一階第四展示室　
二階第一展示室
二階第二展示室
二階第三展示室
二階第四展示室　

企画展示室 全室１日 147,700円
ギャラリー

全ギャラリー 全室１日 64,000円
ギャラリーＡ 各室１室１日 22,300円
ギャラリーＢ 16,300円
ギャラリーＣ 25,400円

搬入出作業室
全作業室 全室１日 90,700円
第一作業室Ａ 各室１室１日 10,000円
第一作業室Ｂ 8,300円
第二作業室Ａ 14,300円
第二作業室Ｂ 8,300円
第三作業室Ａ 12,300円
第三作業室Ｂ 8,300円
第四作業室Ａ 12,300円
第四作業室Ｂ 16,900円

作品審査室
全審査室 全室１日 49,700円
第一審査室 各室１室１日 7,100円
第二審査室Ａ
第二審査室Ｂ
第三審査室Ａ
第三審査室Ｂ
第四審査室Ａ
第四審査室Ｂ

搬入出倉庫
全倉庫 全室１日 7,300円
第一倉庫 各室１室１日 2,900円
第二倉庫 1,500円
第三倉庫 2,900円

作品収納室
全収納室 全室１日 30,600円
地階収納室Ａ 各室１室１日 3,400円
地階収納室Ｂ
地階収納室Ｃ
一階収納室Ａ
一階収納室Ｂ
一階収納室Ｃ
二階収納室Ａ
二階収納室Ｂ
二階収納室Ｃ

展示室等
区分 単位 金額
展覧会事務室

全事務室 全室１日 28,800円
第一事務室 各室１室１日 2,400円
第二事務室
第三事務室
第四事務室
第五事務室
第六事務室
第七事務室
第八事務室
第九事務室
第十事務室
第十一事務室
第十二事務室

ギャラリー事務室
全事務室 全室１日 6,200円
ギャラリー A 各室１室１日 2,000円
ギャラリー B 2,600円
ギャラリー C 1,600円

講堂・スタジオ等
区分 単位 金額
講堂 １室 全日 24,300円

午前 12,200円
午後 12,200円

スタジオ
スタジオ1 各室１室 全日 7,200円

午前 3,600円
午後 3,600円

スタジオ2 全日 6,900円
午前 3,500円
午後 3,500円

スタジオ3 全日 2,500円
午前 1,300円
午後 1,300円

ロビー・エントランス １㎡ 75円

付帯設備
区分 単位 （新）金額
展示設備

陳列ケース 各設備１台１日 800円
審査台
フォークリフト １台１時間 1,600円

映写機
プロジェクター １台 全日 1,600円

午前 800円
午後 800円

音響設備
マイクセット １組 全日 1,600円

午前 800円
午後 800円

持ち込み機材使用電気料 １KW／ｈ 40円
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フロアマップ

【M3階（中 3階）】
公募展第 9，10、11、12事務室

【2階】
公募展示室 2階 第 1、2、3、4
レストラン「MUSEUM TERRACE」
プロジェクトルーム
スタジオ
アートスタディルーム
企画展示室

【M2階（中 2階）】 
公募展第 5、6、7、8事務室

【1階】
公募展示室 1階 第 1、2、3、4
カフェ「M cafe」
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
レストラン「IVORY」
美術情報室
企画展示室

【MB階（中 1階）】
公募展第 1、2、3、4事務室

【LB階】
公募展示室 LB階 第 1、2、3、4
事務室
救護室
授乳室
ミュージアムショップ
講堂
企画展示室

【地下 2階】
ギャラリーC

【地下３階】
ギャラリー A
ギャラリー B
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住所　東京都台東区上野公園8番36号
地域・地区  第1種中高層住居専用地域
準防火地域／第1種文教地区／第2種風致地区／第3種高度地区
建ぺい率  40％
容積率  300％

敷地面積  16,638.84㎡
建築面積  7,999.47㎡
延床面積  37,748.81㎡
鉄筋コンクリート造／鉄骨鉄筋コンクリート造（一部）／鉄骨造（一部）

高さ　最高高さ17.4m／軒高15.6m
＊風致地区の高さ制限や公園法により、エントランスロビーを含むメインフロアはLB
階（地下1階）に設定されている。

［企画棟］
企画展示室
LB階　709㎡（倉庫55㎡、展示ケース82㎡を含む）
1階　713㎡（倉庫55㎡、展示ケース83㎡を含む）
2階　714㎡（倉庫57㎡を含む）
＊天井高4.5m

［公募棟］
ギャラリー
A（地下3階）　412㎡、天井高9.9m
B（地下3階）　303㎡、天井高3m
C（地下2階）　470㎡、天井高2.4m／ 5.8m

公募展示室
LB階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
1階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
2階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
＊各3室、全12室、天井高4.8m
＊1室平均面積760㎡、ロビー全面積445㎡
＊1室平均壁長271m、全室壁長3,256m

［中央棟］
ミュージアムショップ（LB階）　127㎡
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ（1階）　391㎡（52席）
カフェ「M cafe（エム・カフェ）」（1階）　103㎡（60席）
レストラン「MUSEUM TERRACE（ミュージアムテラス）」（2階）　481㎡（172席）

［交流棟］
講堂（LB階）　284㎡
（客席254㎡［固定225席＋車椅子スペース5席］、舞台30㎡）
美術情報室（1階）　88㎡（14席）
レストラン「IVORY（アイボリー）」（1階）　249㎡（客席92席）
スタジオ（2階）　146㎡
アートスタディルーム（2階）　153㎡

［開館時間］
9:30～ 17:30（特別展開催中の金曜日は9:30～ 20:00）
※いずれも入館は閉館時間の30分前まで

［休室日］
特別展・企画展
毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
上記以外の展覧会
第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）

［全館休館日］
毎月第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
整備休館
年末年始
12月29日～ 1月3日

［アメニティ施設］
○美術情報室（交流棟1階）　10:00～ 17:00　※整備休室あり
○ミュージアムショップ（中央棟LB階）　9:30～ 17:30*
○レストラン「MUSEUM TERRACE」（中央棟2階）　11:00～ 17:30*
○レストラン「IVORY」（交流棟1階）　11:00～ 17:30*
○カフェ「M cafe」（中央棟1階）　10:00～ 17:30
*特別展開催中の金曜日のみ20:00まで
※いずれも休みは美術館の全館休館日に準ずる

［アクセス］
・JR上野駅 公園口より徒歩7分
・東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅 7番出口より徒歩10分
・京成電鉄 京成上野駅より徒歩10分
※駐車場はございませんので、車でのご来館はご遠慮ください。

東京都美術館
〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36
TEL 03-3823-6921（代表）
FAX 03-3823-6920

ホームページ　http://www.tobikan.jp
ツイッター　https://twitter.com/tobikan_jp
フェイスブック　https://www.facebook.com/TokyoMetropolitanArtMuseum

施設概要 利用案内
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