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　東京都美術館は、「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」と出会う場となることを目指し、ひ
いては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、特別展、自主企画展、公募団体展、公募団体との連
携展、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ています。
　リニューアルオープン後3年目となった平成26年度は、外部評価委員会におい
て、全般的に前年を上回る高い評価を得ることができ、また、託児サービスの開
始やアート・コミュニケータ（とびラー）初の修了生を送り出すなど、新たな一歩
を踏み出すこともできました。さらに、上野地区の他の施設等との連携が一段と
深まり、当館の果たすべき役割の重要性を認識する年ともなりました。
　この年報では事業実績や利用者調査の結果と共に、各事業別に担当者のコメン
トを適宜掲載し、平成26年度の実績、成果と課題が共有できるように心がけま
した。
　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
なツールと位置付けています。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27年9月　
 東京都美術館　

はじめに





平成26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、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。

　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「心の豊かさの拠り所」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（コミュニティ・
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。同時に東京文化発信プロジェクトとの連携事業
「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　美術館たんけんツアー・建築ツアー
　当館の建築やバックヤードを詳細に見学することにより、美術館に親
しみその活用のしかたへの理解が深まる2種類の館内ツアーを開催。
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1200点ほどを収蔵管理し、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 TERAACE（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



8

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26年度 トピックス

平成26年
4月 12日 第3期アート・コミュニケータ「基礎講座」開講
 19日 「バルテュス展」開幕
  （6月22日まで）
 27日 託児サービス開始
 28日 常陸宮殿下お成り（「バルテュス展」）

5月 4日 「公募団体ベストセレクション 美術 2014」開幕
  （5月27日まで）
 5日  「とびらプロジェクト」オープン・レクチャー vol.3 「原作者

オーシルさんが語る『キュッパのはくぶつかん』」開催
 12日 東京都知事視察（「バルテュス展」）
 16日 BELCA賞受賞
 27日 「バルテュス展」入場者数10万人達成

6月 22日 「バルテュス展」入場者数20万人達成

7月 19日 「メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神」開幕
  （9月23日まで）
 26日 「楽園としての芸術」展開幕
  （10月8日まで）

8月 22日  「メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女王と女神」入場
者数10万人達成

9月 7日 皇太子殿下行啓（「日本山岳写真協会展」）

10月 11日 「ウフィツィ美術館展」開幕
  （12月14日まで）

11月 27日 「ウフィツィ美術館展」入場者数15万人達成

12月 11日 皇太子殿下行啓（「ウフィツィ美術館展」）

1月 4日 「TOKYO 書 2015　公募団体の今」開幕
  （1月16日まで）
 4日 コレクション展「彩られた紙と現代の書」開幕　
  （1月23日まで）
 21日 東京都知事視察（「太玄会」）
 24日 「新印象派―光と色のドラマ」開幕
  （3月29日まで）

2月 19日 「都美セレクション 新鋭美術家 2015」開幕
  （3月15日まで）
 22日  「とびらプロジェクト」フォーラム 「『とびらスタイル！で

行きましょう。』美術館×大学×とびラーのコミュニティデ
ザイン」開催　

3月 12日 「新印象派―光と色のドラマ」入場者数10万人達成
 19日 東京都知事視察（「新印象派」展）
 29日 第1期アート・コミュニケータ任期満了「開扉会」
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平成26年度の実績と評価

　平成26年度は計画された事業を着実に実施した。また、
新たに託児サービスを開始した。

主な実績
特別展・自主企画展
　特別展は、入場者目標は下回ったが（達成率90％）、全
ての展覧会で満足度が高く、全体的に昨年度を上回ること
ができた。企画展は、図録を完売するなど好評であり、連
携展も入場者数の目標を超えることができた。

アート・コミュニケーション事業
　鑑賞プログラムやワークショップ等の開催など3万人を
超える参加者を得ることができた。また、とびラーの1期
生を送り出し、事業の基盤形成ができたことは大きな成果
である。

広報等
　広報誌やウェブサイトの多言語化に取り組んだほか、
SNSでの積極的な情報発信を行い、ホームページアクセ
ス数は倍近くまで増加した。
　また、新たな事業として、託児サービスを開始した。　
　

自己評価（総合的な意見）
　平成26年度に計画された事業を着実に実施した。特別
展は共催者である新聞社・テレビ局と連携し、4つの特別
展のうち2つは入場者の目標を達成したが、全体では、定
量目標の85万人を下回った。しかし、担当学芸員が主体
的に関わり、「メトロポリタン美術館 古代エジプト展 女
王と女神」では満足度が96％になるなど全ての展覧会で満
足度は高く、全体的に昨年度を上回った。
　「楽園としての芸術」展は、マスコミに好意的に取り上げ
られ、図録を完売するなど反響が大きかった。連携展は特
別展半券入場等の効果もあり、入場者目標を大きく超える
ことができ、図録の売り上げや満足度も高まった。
　アート・コミュニケーション事業では、障害のある方の
ための特別鑑賞会など鑑賞プログラムやワークショップ等
の開催など、3万人を超える参加者を得ることができた。
事業開始後3年で、「とびらプロジェクト」など外部との連
携事業が多い中、事業の基盤形成ができたことは大きな成
果と考える。
　また、平成29年度以降の公募展示室の使用割当の準備
業務、託児サービスの開始など新たな業務にも着手した。

　今年度は、全体的に満足度の高い展覧会の実施、アート・
コミュニケーション事業の基盤形成、大きな事故のない館
運営を行うことができたのは成果であると考える。引き続
き、成果と課題を分析し、今後の事業に活かしていくとと
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）
　全体として、年間を通じて多彩な事業を実施し、来館者
の満足度が高いことは、美術館の質が非常に高いことを示
している。定性目標で申し分のない成果を出し、定量目標
は若干下回るものの、実質目標を達成したものと思われる。
　管理運営面では、他の美術館・博物館では例の少ない託
児サービスなど、新たな取り組みを行ったことは特筆に値
する。ウェブサイトの多言語化やSNSの活用など、広報
活動においても非常に積極的な姿勢が認められる。
　特別展では、幅広い時代・分野の美術が紹介され、それ
ぞれの展覧会の内容も充実していたが、有名美術館のコレ
クション展に関しては、魅力的な切り口とそれに適した広
報ターゲットの精査が今後はより必要になるのではない
か。学芸員が図録の執筆・編集等を通じて展覧会企画に関
わっていることは特に評価すべき点である。
　「楽園としての芸術」展は、福祉的視点からの障害者芸術
紹介ではなく、作品の美しさや力強さをみせることに成功
し、評価に繋がった。
　連携展は、一般に認知されるための足掛かりとして一定
の入場者を得ることが課題と見られていたが、今年度、特
別展の半券で入場可能にする新たな工夫により目標数を大
幅に上回ったことは評価できる。
　アート・コミュニケーション事業では、アート･コミュ
ニケータ（とびラー）が、事業の広がりと層の厚さを支える
鍵として活動しており、初の「とびラー卒業生」を送り出す
ことができたことは大きな成果である。



各事業報告
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＊審査委員名、出品作家名等、敬称略。主に特別展で実施している「障害のある方のための特別鑑賞会」は、「3 アート・コミュニケーション事業」に掲載している。
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展覧会事業1
特別展
バルテュス展
メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神
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

新印象派─光と色のドラマ

企画展
「楽園としての芸術」展

コレクション展
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

「世界と日本の名品に出会う」大型の展覧会「特別展」に、リニューアルオープン
後に新たにはじまった「企画展」、当館のコレクションによる「コレクション展」か
らなる。企画展は、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する「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つのテーマを基本とし、毎年1テーマに絞り込み独自の
展覧会を企画する。平成26年度は「アーツ＆ケア展」をテーマに開催した。
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【特別展】

バルテュス展
Balthus: A Retrospective

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、朝日新聞社

後援／ スイス大使館、フランス大使館 /アンスティチュ・
フランセ日本

協賛／ 凸版印刷、三井住友海上
協力／ エールフランス航空、スイスインターナショナルエ

アラインズ、全日本空輸、日本貨物航空
会期／平成26年4月19日（土）～ 6月22日（日）
会場／企画展示室
出品点数／ 106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
＊巡回展　京都市美術館（平成26年7月5日～ 9月7日）

　バルテュス（本名バルタザール・クロソフスキー・ド・ロー
ラ、1908－2001）は、20世紀のいずれの流派にも属する
ことなく、ヨーロッパの古典美術を継承しながら、独自の
具象絵画の世界を築き上げた。日本では没後初めての回顧
展となる本展は、初期から晩年までの油彩画40点を中心
に、素描や画帖、画家が愛用していた日用品をあわせて展
示するとともに、晩年を過ごしたスイスの「グラン・シャレ」
と呼ばれる住居に残るアトリエを再現し、画家の生涯と作
品を包括的に紹介した。
 《夢見るテレーズ》、《美しい日々》、《読書するカティア》
など、バルテュスの代名詞ともいえる少女を描いた作品
は、絵具が丁寧に施されたマティエールが独特の存在感を
放ち、画家にまつわるさまざまなエピソードもあいまっ
て、鑑賞者を魅了した。画家自身が多才であり、広い人脈
に恵まれていたことに加え、バルテュスの妻である節子夫
人の全面的な協力を得られたことにより、展覧会は多方面
からの話題を集め、新規の来館者をひきつけた。
　本展ならではの試みであるアトリエの再現展示では、バ
ルテュスが実際に使用していた画材や愛用品だけでなく、
照明の演出を取り入れることにより、自然光にこだわり、
その表現を追求した画家の制作の現場が本格的に再現され
た。日本では21年ぶりの開催となった今回のバルテュス
展は、生涯をとおして絵画に真摯に向き合った画家自身と
その作品の魅力を存分に伝える機会となった。

図録［B4変形判／ 240ページ］
・「バルテュスの多様な日本」
ドミニク・ラドリッツァーニ（本展監修者） pp.10-16
・「バルテュス－もうひとつの20世紀、東西の親和力」
河本真理（日本女子大学教授） pp.17-23
・「バルテュスとピエロ・デッラ・フランチェスカ」
小林明子（東京都美術館学芸員） pp.185-189

図録表紙 チラシ

ポスター
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実績
入場者数／ 204,014人（1日平均 3,579人）

掲載記事など
「孤高の道 伝統と創造」河本真理／『朝日新聞』2014年3月17日
「天使から少女になる瞬間をとらえる 回顧『バルテュス展』」／『SANKEI 
EXPRESS』（産経新聞社）2014年4月28日
「特集 バルテュス」／『美術手帖』（美術出版社）2014年5月号
「バルテュス 5つのアトリエ」／『日曜美術館』（NHK）2014年5月5日放送
「東京都美術館「バルテュス展」～ 20世紀最後の巨匠、少女の先に見出し
た完璧な“美” ～」／『ぶらぶら美術・博物館』（BS日テレ）2014年5月30
日放送

会場風景　撮影：大谷一郎

関連企画
・記念講演会「バルテュスの多様な日本」
4月19日（土） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 148人
講師／ドミニク・ラドリッツァーニ（本展監修者）
・記念トークショー「節子夫人が語るバルテュス」
4月20日（日） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 177人
出演／節子・クロソフスカ・ド・ローラ
・スペシャル対談「バルテュスを撮った日」
4月27日（日） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 169人
出演／節子・クロソフスカ・ド・ローラ、篠山紀信（写真家）
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【特別展】

メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神
Ancient Egyptian Queens and Goddesses: Treasures from The Metropolitan Museum of Art, New York

チラシ

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）、
メトロポリタン美術館、朝日新聞社、TBS

特別助成／アメリカ合衆国大使館
後援／外務省、文化庁
協賛／東レ、丸紅、竹中工務店、凸版印刷
協力／日本航空
会期／平成26年7月19日（土）～ 9月23日（火・祝）
会場／企画展示室
出品点数／ 197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
＊巡回展　 神戸市美術館（平成26年10月13日～平成27年

1月12日）

　アメリカを代表する美の殿堂、ニューヨークのメトロポ
リタン美術館の、約200万点に及ぶ多岐にわたる所蔵品の
なかでも、エジプト・コレクションはもっとも重要なもの
である。その約3万点のエジプト・コレクションから、約
200点を厳選して日本初公開。古代エジプト史でも最盛期
と讃えられる時期に君臨し、多くの功績を残しながらも、
謎の多かった女王ハトシェプストを中心に、多くの女王や
王女たち、そして古代エジプトにおいて信仰を集めた女神
たちの彫像や関連する工芸品などによりメトロポリタン美
術館のエジプト・コレクションを紹介した。

図録［A4変形判／ 242ページ］
・「古代エジプトの女王と女神」
ドロテア・アーノルド（メトロポリタン美術館エジプト美術部門名誉キュ
レーター） pp.15-21
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実績
入場者数195,594人（1日平均 3,372人）

関連企画
・記念講演会「メトロポリタン美術館とは」「エジプトの女王と女神」
7月19日（土） 14:00～ 15:45　講堂／参加者数 133人
講師／ジェニファー・ラッセル（メトロポリタン美術館 副館長）、アデ
ラ・オッペンハイム（メトロポリタン美術館 エジプト部門学芸員）
・ナイトミュージアム
8月3日（土）、4日（日）、9日（土）、10日（日） 18:00～ 21:00　講堂・企画
展示室／参加者数 862人
8月11日（月） 9:30～ 12:15、13:00～ 15:15　講堂・企画展示室／参加
者数 308人
8月23日（土）、24日（日） 17:30～ 21:00　講堂・企画展示室／参加者数 
437人
8月25日（月） 16:00～ 19:00　講堂・企画展示室／参加者数 211人
・ウード演奏会
8月8日（金）、12日（火）、13日（水）、14日（木）、15日（金）、22日（金）、
29日（金）、9月5日（金）、12日（金）、19日（金） 18:30～ 18:45、19:00
～ 19:15　企画棟ホワイエ／参加者数 953人

関連記事など
「謎の女王 栄華の記憶」／『朝日新聞』2014年6月12日
「再生への願いこめて」／『朝日新聞』2014年8月2日
「古代の息吹 感じて」／『朝日新聞』2014年8月14日
「美の源流 ここに」／『朝日新聞』2014年8月22日

会場風景　撮影：末正真礼生
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【特別展】

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
Arte a Firenze da Botticelli a Bronzino: verso una ’maniera moderna’

ポスター

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）、
TBS、朝日新聞社

後援／ 外務省、イタリア大使館、イタリア文化会館、BS-TBS、
TBSラジオ、J-WAVE

協賛／ クイーポ、セコム、損保ジャパン日本興亜、日本写
真印刷、三井物産

協力／ アリタリア -イタリア航空、アルテリア、日本貨物
航空、日本通運、JR東日本

会期／平成26年10月11日（土）～ 12月14日（日）
会場／企画展示室
出品点数／ 75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

　メディチ家のコレクションを核に設立されたフィレン
ツェのウフィツィ美術館は、数多くのイタリア・ルネサン
ス絵画を所蔵する美術館として知られる。本展は、ウフィ
ツィ美術館の所蔵品を中心に、フィレンツェの主要な美術
館が所蔵する絵画、素描、タピスリーを紹介し、15世紀
後半から16世紀に至るフィレンツェ美術の流れと表現の
変遷を辿った。
　展覧会は全体を4章で構成した。第1章「大工房時代の
フィレンツェ」では、ドメニコ・ギルランダイオやフィリッ
ポ・リッピら15世紀の画家とその工房によって生み出さ
れた作品、第2章「激動のフィレンツェ、美術の黄金期の
到来」では、ボッティチェリ円熟期の神話画《パラスとケン
タウロス》を中心に、フラ・バルトロメオら世紀の変わり
目に活躍した画家たちの作品、第3章「マニエラ・モデル
ナ（新時代様式）の誕生」では、アンドレア・デル・サルト
やロッソ・フィオレンティーノなど、ヴァザーリがその卓
越した表現を「新時代様式」と評した16世紀の画家たちの
作品、第4章「フィレンツェ美術とメディチ家」では、ブロ
ンヅィーノをはじめとするメディチ宮廷に仕えた芸術家た
ちの作品を紹介した。作品を時代に沿って辿りつつ、当時
の政治や文化的背景、パトロンなど、各章ごとにさまざま
なテーマを設けることによって、フィレンツェでルネサン
ス美術が開花し、発展した背景を作品の魅力とともに伝え
た。

図録［A4変形判／ 240ページ］
・「フィレンツェにおける「マニエラ・モデルナ（新時代様式）」の誕生」
アントニオ・ナターリ（ウフィツィ美術館長、本展監修者） pp.12-18
・「フィレンツェの大工房時代─15世紀後半における美術の都の隆盛」
小佐野重利（東京大学大学院人文社会系研究科教授、本展監修者） pp.19-27
・「フィレンツェ美術とメディチ家─ウフィツィ美術館の誕生まで」
小林明子（東京都美術館学芸員） pp.156-159
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実績
入場者数／ 210,671人（1日平均 3,632人）

掲載記事など
「フィレンツェ 栄華の歴史」小佐野重利／『朝日新聞』2014年10月6日
「ウフィツィ美術館展特別番組「フィレンツェ、華麗なる美の記憶」」／『特
別番組』2014年11月8日（TBS）、11月23日（BS-TBS）放送
「東京都美術館「ウフィツィ美術館展」～ボッティチェリの名作、ルネサ
ンスの至宝大集合！～」／『ぶらぶら美術・博物館』（BS日テレ）2014年
11月14日放送
「花の都に咲いた黄金の名画」渋沢和彦／『産経新聞』2014年11月9日
「美の履歴書 381」安斎耕一／『朝日新聞』2014年11月19日

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）

関連企画
・記念講演会「大工房時代のフィレンツェ美術─マニエラ・モデルナの
創出に向けて」
10月12日（日） 11:00～ 12:30　講堂／参加者数 161人
講師：小佐野重利（東京大学大学院人文社会系研究科教授）
・記念講演会「フィレンツェ美術とメディチ家」
11月8日（土） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 225人
講師：小林明子（東京都美術館学芸員）
・記念講演会「ボッティチェリの神話画をめぐって」
11月22日（土） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 225人
講師：京谷啓徳（九州大学大学院人文科学研究院准教授）
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【特別展】

新印象派─光と色のドラマ
Neo-Impressionism, from Light to Color

ポスター

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）、
日本経済新聞社

後援／ 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
協賛／  NEC、花王、損保ジャパン日本興亜、ダイキン工業、

大日本印刷、トヨタ自動車、みずほ銀行
協力／ エールフランス航空／ KLMオランダ航空、日本航空
会期／平成27年1月24日（土）～ 3月29日（日）
会場／企画展示室
出品点数／ 105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／大橋菜都子
＊巡回展　 あべのハルカス美術館（平成26年10月10日～

平成27年1月12日）

　20世紀へつながる絵画の革新を推し進めた運動のひと
つ「新印象派」に注目し、その誕生からの約20年間の流れ
を時間軸に沿って紹介した展覧会。プロローグでは、
1880年代のモネ、ピサロら印象派の画家たちの作品によ
り新印象派誕生の背景を提示し、第1章「1886年 : 新印象
派の誕生」では、第8回印象派展の出展作品を中心に初期
の点描技法を用いた作品を展示した。第2章「科学との出
合い─色彩理論と点描技法」は、新印象派の画家たちが参
照した色彩理論の研究書から彼らの理論の基盤を明らかに
し、第3章「1887年 -1891年 :新印象派の広がり」において、
パリからベルギー、オランダへと広まった多様な新印象派
の作品を紹介した。第4章「1892年 -1894年 :地中海との出
合い─新たな展開」、第5章「1895年 -1905年 :色彩の解放」
と、新印象派の創始者スーラ没後、次第に色彩そのものの
持つ表現力へと関心を移していく新印象派の画家たちの様
式の変遷を辿った。エピローグでは、マティス、ドランら
の作品を展示し、新印象派の様式が20世紀初頭に開花す
るフォーヴィスムの源泉となる様を展観した。

図録［A4変形判／ 168ページ］
・「新印象派─光と色のドラマ」
マリーナ・フェレッティ・ボキヨン（美術史家、ジヴェルニー印象派美
術館副館長、本展監修者） pp.9-15
・「新印象主義運動の理論とその美学的意義」
クリストフ・デュヴィヴィエ（ダヴェ＝ドゥラクール美術館、カミーユ・
ピサロ美術館館長）
・「新印象派とモネ、ルノワール─印象派を超える挑戦」
大橋菜都子（東京都美術館学芸員） pp.146-149
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実績
入場者数／ 148,293人（1日平均 2,648人）

掲載記事など
「目は語る　新印象派の色彩─知的構図に詩情秘め」高階秀爾／『毎日新
聞』夕刊 2015年2月18日
「シニャックが求めた新しい世界　曾孫シャルロット・ヘルマンさんが
語る」／『美術の窓』（生活の友社）2015年3月号、pp.124-125
「歴史ヘの冒険 考古学のいま」松木武彦／『東京新聞』夕刊 2015年3月18日
「印象派を超えた“新印象派” ～輝く光と色彩の世界～」／特集番組（BS
ジャパン）2015年1月17日放送
「東京都美術館「新印象派展」～スーラ・シニャックが生んだ点描画 美し
さの秘密～」／『ぶらぶら美術・博物館』（BS日テレ）2015年2月27日放送

会場風景　撮影：末正真礼生

関連企画
・記念講演会「新印象派─色彩の解放」
1月24日（土） 14:00～ 15:30　会場／アンスティチュ・フランセ東京
講師／マリーナ・フェレッティ・ボキヨン（本展総監修者、ジヴェルニー
印象派美術館副館長）
・「ヒカリ展」（科博）×「新印象派展」（都美）コラボ企画「光とは何か！
科学と芸術の挑戦」
1月31日（土） 13:00～ 14:30　国立科学博物館講堂／参加者数 58人
2月1日（日） 13:00～ 14:30　東京都美術館講堂／参加者数 157人
講師／若林文高（国立科学博物館 理工学研究部長）、大橋菜都子（東京都
美術館 学芸員）
・記念講演会「新印象派の絵画─芸術と科学と社会」
2月7日（土） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 206人
講師／三浦篤（本展学術協力、東京大学教授）
・記念講演会「印象派を超える挑戦─新印象派とモネ、ルノワール」
2月14日（土） 14:00～ 15:30　講堂／参加者数 225人
講師／大橋菜都子（東京都美術館学芸員）
・こどもイベント「三井さんと一緒につくる！点描画」
2月15日（日） 13:30～ 15:30　スタジオ／参加者数 56人
講師／三井淳平（レゴ ®認定プロビルダー）
・イブニング・レクチャー
講師／大橋菜都子（東京都美術館学芸員）
1月30日（金） 18:00～ 18:30　講堂／参加者数 75人
2月13日（金） 18:00～ 18:30　講堂／参加者数 122人
2月27日（金） 18:00～ 18:30　講堂／参加者数 110人
3月13日（金） 18:00～ 18:30　講堂／参加者数 188人
・モーニング・レクチャー
講師／大橋菜都子（東京都美術館学芸員）
3月23日（月） 10:00～ 10:30　講堂／参加者数 118人
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【企画展】

「楽園としての芸術」展
Art as a Haven of Happiness

ポスター

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
後援／朝日新聞社
協力／レモン画翠、ターナー色彩株式会社
会期／平成26年7月26日（土）～ 10月8日（水）
会場／ギャラリー A・B・C
出品点数／ 188点（公開制作の作品を含む）
観覧料（当日）／一般 800円、65歳以上 500円、学生 400円
担当／中原淳行、水田有子

　「アーツ＆ケア展」の第1回展。ダウン症の方を対象とし
た絵画教室「アトリエ・エレマン・プレザン」（三重、東京）
と知的障害者援護施設「しょうぶ学園」（鹿児島）のつくり
手による絵画・立体・刺繍などを二部構成により紹介した。
　本展では、「調和と幸福」をキーワードに、ちいさな宝石
のような色彩が躍動し、見るものを陶然とさせる造形作品
の数々によって、「楽園としての芸術」のあり方を体感いた
だけるような、祝祭的な展示空間の構築を目指した。会期
中、アトリエ・エレマン・プレザンの協力により、油彩を
使った公開制作を会場で複数回にわたって実施。心から信
頼するスタッフとの関係によって育まれる、衒いのない、
美しく濃密な創造のプロセスを直接ご覧いただく機会をつ
くり、人の営みにおける「芸術の可能性」をあらためて問う
場とした。
　また、鑑賞の手引きとして、両アトリエのスタッフの言
葉の数々をパネルにして会場に並べ、数年にわたって撮影
された普段の制作の様子（アトリエ・エレマン・プレザン）、
障害のある人とスタッフ混成のパーカッション＆ヴォイ
ス・グループ「otto & orabu」（しょうぶ学園）の演奏の一
部を映像により紹介した。

図録［A4変形判／ 160ページ］
・「楽園としての芸術－アトリエ・エレマン・プレザンとしょうぶ学園－」
中原淳行（東京都美術館学芸員） pp.10-20

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 24,837人（1日平均 382人）

掲載記事など
「アーツ＆ケアの現場からみえるアートの本質とは？ 幸福から生まれる
輝く色彩」／『美術の窓』（生活の友社）2014年7月20日
「攻撃性ない色彩　穏やかな創作環境守る　障害者施設で制作『楽園とし
ての芸術』展」原圭介／『SANKEI EXPRESS』（産経新聞社）2014年8月4
日
「魅了された『無垢の芸術』」久田恵「家族がいてもいなくても」／『産経新
聞』2014年8月7日
「『生の芸術』感性のままに 『アール・ブリュット』広がる輪 障害者らの
展覧会、各地で」西岡一正／『朝日新聞』2014年8月20日
「無垢の魂が教えるもの」芥川喜好「時の余白に」／『読売新聞』2014年8
月23日
「新・学芸員の企画術 キュレーションの壺 東京都美術館 事業係長 中原
淳行」、斉藤博美／『月刊ギャラリー』（ギャラリーステーション）2014
年10月1日、pp.128-131
「学芸員、中原さんのお仕事と『楽園としての芸術』展」、『エレマンの気
まぐれ商店』2014年10月、http://www.kimagureshoten.com/

会場風景　撮影：末正真礼生

関連企画
・記念講演会「創ってきたこと、創っていくこと」
7月26日（土） 14:00～ 16:00  講堂／参加者数 146人
講師：福森伸（しょうぶ学園統括施設長）
・障害のある方のための特別鑑賞会
8月25日（月） 10:00～ 16:00  ギャラリー A・B・C／参加者数92人
・記念講演会「〈楽園としての芸術〉を語る」
9月15日（月・祝） 14:00～ 17:00  講堂／参加者数 231人
第1部 講師：高橋源一郎（小説家）
第2部 講師：佐久間寛厚（アトリエ・エレマン・プレザン東京代表）
聞き手：中原淳行
・しょうぶ学園ドキュメンタリー映画上映会「so:but［and］＝1.2.3.4──
あらかじめ、情動の .」
10月1日（火） ①上映 13:00～ 14:15　講堂／参加者数 150人、②対談 
福森伸（しょうぶ学園統括施設長）、ウィリアム・ブラワー（デザイナー、
建築家） 14:25～ 15:40　講堂／参加者数 90人、③上映 15:50～ 17:05
講堂／参加者数 70人
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ポスター

リーフレット表紙 チラシ（部分）

主催／東京都、東京都美術館
会期／平成27年1月4日（日）～ 1月23日（金）
会場／ギャラリー B
出品点数／ 24点
観覧料／無料
担当／田村麗恵、水田有子

　筆・墨・硯・紙を「文房四宝」と称するが、本展ではユネ
スコ無形文化遺産に登録されたことでも注目の集まる「和
紙」に着目し、華麗な装飾をほどこした「装飾料紙」にした
ためられた現代の書を紹介した。
　安東聖空、尾上柴舟、桑田笹舟、鈴木翠軒、田中塊堂、
仲田光成、日比野五鳳ら昭和の巨匠による書作品24点を
出品。自然をモティーフとした装飾料紙を用いる当館の収
蔵品と、その関連作品をあわせて展示した。料紙の装飾に
調和しながら現代の書が変遷する様子や、同じ作家でも使
用する料紙にあわせて書きぶりを変化させ、あたかも別人
の作品であるかのように見えること、さらには読まれた歌
と料紙の装飾が呼応し、独自の世界観を表現する作品など
を紹介した。「地」と「図」の関係にある「紙」と「書」の関係を
切り口に、現代の書の表現の豊かさを感じていただける機
会となった。

【コレクション展】

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
Contemporary calligraphy on decorated paper: Focusing on Tokyo Metropolitan Art Museum Collection
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実績
入場者数／ 6,640人（1日平均 369人）

掲載記事など
「都美で『紙と書』展」／『書道美術新聞』（美術新聞社）2015年1月1日 第
1044号
「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」／『新美
術新聞』（美術年鑑社）2015年12月21日号

会場風景　撮影：大谷一郎
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公募展事業2 　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 2014
TOKYO 書 2015　公募団体の今
都美セレクション 新鋭美術家 2015
第3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／ 212ページ］
・「公募団体ベストセレクション 美術 2014」を迎えて
真室佳武（東京都美術館館長） pp.8-9
・多様化する美術のなかで－公募団体ベストセレクション 美術 2014に
よせて
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） pp.10-11

【連携展】

公募団体ベストセレクション 美術 2014
Best Selection 2014

チラシ

図録表紙 ポスター

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26年5月4日（日・祝）～ 5月27日（火）
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／下倉久美、田村麗恵、河合晴生

　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3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
ともに、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。
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実績
入場者数／ 16,721人（1日平均 760人）

掲載記事など
「公募展と美術館の新しい関係」／『美術手帖』（美術出版社）2014年5月号
「公募団体ベストセレクション 美術 2014　本県から2人が出品」三谷千
春／『下野新聞』2014年5月3日
「アートクルーズ さまざまな解釈楽しむ151人の作品『公募団体ベスト
セレクション 美術 2014』」原圭介／『SANKEI EXPRESS』（産経新聞社）
2014年5月12日
「美術随想3 公募展近影」安達一樹／『徳島新聞』2014年7月14日

参加団体（出品作家）※団体名五十音順
一陽会（舘野弘、小松富士子、岡田彌生、古田恵子、小林一夫）／一水会（田中義昭、
武藤初雄、浅見文紀、宇野のり子）／旺玄会（松田敬三、加藤良子、馬場由紀子）／行
動美術協会（神田一明、守谷史男、森倫章、前田香織、村上泰造、湯村光、内藤友博）
／光風会（桑原富一、渡邊裕公、関野智子、福本弥生）／国画会（多納三勢、徳弘亜男、
石丸康生、五島綾子、青木鐵夫、園城寺建治、鈴木修一、柴田善二、原透、合田の
ぞむ、川野恭和、三戸部克子、工藤聖美）／示現会（鈴木實、大渕繁樹、山岡健造）／
自由美術協会（小倉信一、公文淳子、栗本浩二、小西熙、小野田勝謙、長嶋栄次）／
主体美術協会（續橋守、渡邉俊行、榎本香菜子、橋本礼奈）／春陽会（岩浪弘、大島由
美子、四谷明子、川野美華、渡辺達正、浜西勝則、全田紗和子）／新制作協会（金森
宰司、西田周司、田村研一、山口蒼平、鈴木武右衛門、河西栄二、ゼロ・ヒガシダ、
伊藤哲郎）／水彩連盟（川村良紀、西山督夫、岡野亮介、池原優子）／創画会（小嶋悠司、
宮城真、小池一範、宮島弘道、広岡真彩彦）／創元会（守屋順吉、小柴悦子、奥田敬介）
／東光会（飯泉俊夫、松井亨、安森征治、岡本猛）／独立美術協会（桜井寛、林敬二、
瀬島匠、高松和樹）／二科会（黒川彰夫、濱田進、加覧裕子、山岸睦、登坂秀雄、大
村富彦、川本拓）／二紀会（滝純一、玉川信一、立見榮男、立石真希子、梶滋、永野
光一、花田千絵）／日洋会（塗師祥一郎、岡田征彦、黒阪陽一、黒政幸義）／日展（古
澤洋子、野田夕希、片山侑胤、大西健太、竹内恵利子、中井貞次、武腰敏昭、吉賀
將夫、小西啓介、髙橋貞夫、藤田仁、河合徳夫、永澤永信、上原利丸）／日本水彩画
会（荒木惠子、茅野吉孝、工藤純、舟橋淳司）／日本彫刻会（山本眞輔、亀谷政代司、
楠元香代子、田丸稔）／日本版画協会（遠藤竜太、古谷博子、李元淑、山田彩加）／日
本美術院（髙島圭史、番場三雄、山本浩之、𠮷井東人、岩波昭彦）／白日会（三沢忠、
斎藤秀夫、有田巧、大友義博、一鍬田徹、野原昌代、江藤望）／美術文化協会（五島
秀明、乾繁春、鈴木秀明）／モダンアート協会（岡本博実、おづたかし、深作廣光、
山田展也、仲野真、山本莞二、浅井菜保子、古川仁史）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　5月4日（日・祝） 13:00～　展示会場内／参加者数320人
第2回　5月10 日（土） 13:00～　展示会場内／参加者数395人
第3回　5月18 日（日） 13:00～　展示会場内／参加者数600人
第4回　5月24 日（土） 13:00～　展示会場内／参加者数560人
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【連携展】

TOKYO 書 2015　公募団体の今
TOKYO “SHO” 2015: 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27年1月4日（日）～ 1月16日（金）
会場／公募展示室 ロビー階第1・第2
出品点数／ 60点
観覧料／一般 500円、65歳以上 300円
担当／田村麗恵、水田有子

　関東に拠点を置く書の公募団体から、公募展活性化企画
審査会書部門により選出された18団体との協力により開
催する連携展として、今回が第3回となる。団体が推薦す
る次世代を担う38作家を紹介し、毎日書道展、読売書法
展、産経国際書展への出品団体が、会派を超えて一堂に会
する貴重な機会として、書の愛好者たちに認知され、定着
しはじめている。出品作品は漢字、かな、近代詩文書（調
和体）、大字書、刻字、前衛書など、現代の書の多様な分
野を網羅するとともに、本展ならではの大作が増加し、こ
れからの活躍を期待される作家による力作が目白押しの、
迫力に満ちた展示空間となった。会期中にはアーティスト
トークを行い、18作家が出演した。学校鑑賞では、例年
受入を行っている書道部の高校生に加えて、事前に「墨に
親しむワークショップ」に参加した美術部の高校生や、小
学生、大学生など、のべ9校を受け入れた。

参加団体（出品作家）※団体名五十音順
奎星会（川邉艸笛、千葉幽篁）／謙慎書道会（梶山盛涛、鈴木赫鳳、平形
精逸、松尾光晴）／玄潮会（小幡太清）／現日会（別井清風、鈴木鵬舟）／
書海社（長谷部絳雪、溝口瑶漣）／書星会（須藤恵鑒、小林碧桃、菅谷騰空）
／書壇院（丸川瑞江、片野錦秋）／書道一元會（日沼古菴）／書道芸術院（川
島舟錦、田村鄭雲、山口仙草）／創玄書道会（加藤有鄰、金敷駸房、河原
啓雲、森 桂山）／朝聞書会（齊藤恭平）／貞香会（根本泰邱）／東洋書芸院
（鈴木蓉春）／独立書人団（岡村鉄琴、武本蘭石）／日本刻字協会（秋山青
桃、井岡廣實）／日本書作院（島田香岫、能美翠袿）／日本書道美術院（浅
田聖子、佐野玉帆、木島永竣）／藍筍会（小山紅苑、松田幸江）

図録［A4変形判／ 112ページ］
・「書の世界の再認識─「TOKYO書2015」の開催にあたって」
笠嶋忠幸（出光佐三記念美術館次長） pp.8-10
・「これまでのTOKYO書、これからのTOKYO書」
田村麗恵（東京都美術館学芸員） pp.11-13

ポスター

図録表紙 学校向けチラシ
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実績
入場者数／ 8,522人（1日平均 710人）

掲載記事など
「TOKYO書2015公募団体の今 18団体の38作家 展示空間活かす超大作
も」／『新美術新聞』(美術年鑑社）2014年12月21日号
「TOKYO 書 2015 次代担う38人の大作ずらり」桐山正寿／『毎日新聞』
2014年12月25日夕刊　
「都美術館『'15公募団体の今 /書』開く」／『書道美術新聞』（美術新聞社）
2015年1月1日 第1044号　
「展示空間を活かした超大作も」／『月刊ギャラリー』（ギャラリーステー
ション）2015 Vol.1
「TOKYO 書 2015　公募団体の今」／『墨』（芸術新聞社） 2015年2月1日 
第232号
「TOKYO 書 2015　公募団体の今」／『季刊 書21』（匠出版）No.54 2015年
3月1日
「TOKYO 『書』 2015　公募団体の今」／『書道』（五禾書房） 2015年7月号

会場風景　撮影：大谷一郎

関連企画
・橘雅友会による雅楽演奏会 都美雅楽2015
1月4日（日） 14:00～ 14:30　ギャラリー C／参加者数 115人
・アーティストトーク
第1回 1月10日（土） 14:00～　展示会場内／参加者数 460人
第2回 1月11日（日） 14:00～　展示会場内／参加者数 735人
第3回 1月12日（月・祝） 14:00～　展示会場内／参加者数 585人



図録表紙 チラシ
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【連携展】

都美セレクション 新鋭美術家 2015
New-Wave Artists 2015-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27年2月19日（木）～ 3月15日（日）
会場／ギャラリー C
出品点数／ 33点
観覧料（当日）／一般 500円、65歳以上 300円
担当／河合晴生

　公募団体展に出品する新鋭作家に注目し、連立個展の形
式で紹介する若手作家支援の展覧会で、今回は第3回展。
出品作家は、「公募団体ベストセレクション 美術 2014」展
より審査を経て選抜された、瀬島匠（1962年生まれ）、髙
島圭史（1976年生まれ）、高松和樹（1978年生まれ）、田丸
稔（1968年生まれ）、山田彩加（1985年生まれ）の5名。ジャ
ンルも多岐にわたり、まったく異なる各作家の個性を際立
せるよう個展形式の展示構成に配慮した。また、アーティ
ストトーク、ギャラリートーク、会場解説パネル、作家の
ステートメントの図録掲載、会場内での鑑賞者から作家へ
のメッセージボードの作成、またSNSの活用など、作家
と鑑賞者との対話を重視した。同時期に公募展示室で開催
された卒業制作展とのタイアップなどとも相まって、目標
の2倍以上の来場者を数え、図録も増刷で対応した。

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）、草薙奈
津子（平塚市美術館館長）、建畠晢（京都市立芸術大学学長）、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

出品作家
瀬島匠（洋画／独立美術協会 会員）
髙島圭史（日本画／日本美術院 特待）
高松和樹（洋画／独立美術協会 会員）
田丸稔（彫刻／日本彫刻会 会員）
山田彩加（版画／日本版画協会 会員）

図録［A4変形判／ 60ページ］
・「都美セレクション 新鋭美術家 2015」展について
河合晴生（東京都美術館学芸員） pp.46-50

ポスター
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実績
入場者数／ 12,370人（1日平均 515人）

掲載記事
「『都美セレクション 新鋭美術家 2015』19日から東京都美術館」／『北日
本新聞』2015年2月12日
「New-wave Artists 2015: From the Public Entry Exhibition」／『THE 
JAPAN TIMES』2015年2月13日
「旬の美術家 東北から2人 東京都美術館『新鋭美術家 2015』15日まで」
／『河北新報』2015年3月3日
「団体展の新鋭を選抜」／『朝日新聞』2015年3月4日
「作品の対峙が生む緊張感 東京で気鋭作家選抜展 田丸稔（倉敷）の彫刻
展観」／『山陽新聞』2015年3月11日

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）

関連企画
・アーティストトーク
2月21日（土） 14:00～ 15:00　ギャラリー C／参加者数 120人
出演／瀬島匠（独立美術協会）、髙島圭史（日本美術院）
2月28日（土） 14:00～ 15:30　ギャラリー C／参加者数 180人
出演／田丸稔（日本彫刻会）、高松和樹（独立美術協会）、山田彩加（日本
版画協会）
・ギャラリートーク
3月8日（日） 14:00～ 15:00　ギャラリー C／参加者数 100人
出演／河合晴生（東京都美術館 学芸員）、瀬島匠（独立美術協会）
・「しまなみ海道対談」
3月15日（日） 16:00～ 17:00　ギャラリー C／参加者数 70人
出演／瀬島匠（独立美術協会）、山田彩加（日本版画協会）
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【連携展】

第3回 都美セレクション グループ展
Group Show of Contemporary Artists 2014

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26年11月26日（水）～平成27年1月10日（土）
会場／ギャラリー A、B、C
観覧料／無料
担当／下倉久美、河合晴生、平方正昭

　従来の発想にとらわれない新しい表現を追求する現代作
家たちの創作活動の支援を目的とし、東京都美術館の展示
空間だからこそ実現可能な、新しい表現を追求するグルー
プによる展覧会を、公募より選考し開催。

平成26年度開催グループ公募及び選考
募集期間（公募）／平成25年4月22日（月）～ 6月20日（木）
応募件数／ 21件
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企画課企画展室長・主任研
究員）、大橋修一（埼玉大学教授）、笠嶋忠幸（出光美術館学
芸課長代理）、草薙奈津子（平塚市美術館館長）、髙橋利郎（大
東文化大学准教授）、建畠晢（京都市立芸術大学学長）、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

平成27年度開催グループ公募及び選考
募集期間（公募）／平成26年5月15日（木）～ 7月22日（火）
応募件数／ 26件
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）、笠嶋忠幸（出光佐三記念美術館次長）、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 )

参加グループ（会期順）

チラシ

祭、炎上、沈黙、そして…　POST 3.11
会期／平成26年11月26日（水）～ 12月7日（日）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 3,092名

　東日本大震災の被災体験をもとに、美術家のなすべきこ
とがらを問い続け、制作した各作家の作品を構成。
出品作家（＊代表者）
安藤栄作、石塚雅子、白濱雅也＊、半谷学、横湯久美
関連イベント
・ギャラリートーク
①11月29日（土） 14:00～　出演／石塚雅子、横湯久美
②12月6日（土） 14:00～　出演／安藤栄作、白濱雅也
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Ezotic Caravan ─国の北から─
会期／平成26年12月5日（金）～ 12月20日（土）
会場／ギャラリー C
入場者数／ 4,759名

　北海道出身の作家によって結成されたグループ、Ezotic 
Troupeによる展覧会。 北海道に息づいている風土や精神
性とのかかわりを追求した作品を展示。
出品作家　（＊代表者）
風間天心、川上亜里子、菊谷達史、国松希根太、佐直麻里子、スズキナ
ツコ、高橋喜代史、冨田哲司、端聡、福森崇広、宮地明人、村住知也、
村山之都、モサパサ、茂呂剛伸、矢口佳那、山田啓貴、渡辺元佳＊

［企画・構成／片山実季］

関連イベント
・Ezotic芸人特別お笑いライブ「国の北から2014冬」
12月6日（土） 午前・午後2回公演　会場／東京都美術館 講堂
出演／ Ezotic芸人トップリード

月火水木金土日「いろに想う」
会期／平成26年11月26日（水）～ 12月7日（日）
会場／ギャラリー B
入場者数／ 2,653名
助成／公益財団法人 朝日新聞文化財団

　月火水木金土日は、第1回展より連続3回目の開催とな
るグループで、今回は、「いろ」をテーマとした。13名の
工芸作家が、素材の「色」と個々の作家の創作における「色」
を、作品を通して提示した。
出品作家（＊代表者）
泉さやか（陶磁）、桂川美帆（染色）、小島秀子＊（染織）、佐藤典克（陶磁）、
薗部秀徳（木工）、田原早穂子（ガラス）、蔦嶋薫（ガラス）、土屋直人（染
色）、長谷川大祐（金工）、濱野佑樹（陶磁）、前沢幸恵（陶磁）、森田麻里（染
色）、雪ノ浦裕一（陶磁）
関連イベント
・ワークショップ「選んで作る『想いのブローチ』」
11月30日（日） 11:00～ 12:00　会場／東京都美術館 スタジオ 「私たちの窓から見える風景」～現代美術作家の視点からひも

とく、イメージ共有のあり方

会期／平成26年12月9日（火）～ 12月20日（土）　
会場／ギャラリー A
入場者数／ 2,629名
協力／デコアート大森画荘
後援／国立アートイマジンギャラリー

　様々なメディアを扱う現代美術家の「視点」をテーマにし
た展覧会。美術作家の創造世界を「家」に、美術作家独自の
視点を「窓」に例え、美術作品、美術作家、作品鑑賞者それ
ぞれの距離と関係を考察し、美術作品の存在意義を問う作
品群を展示。
出品作家　（＊代表者）
おざわまき、稲葉朗、遠藤庸子、佐塚弾純、佐藤翔、佐野友紀、山崎裕
研、清水優、土屋友美、任田教英、畑正太＊
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ナオナカムラと天才ハイスクール!!!! 
『旅公演（どりふと）』
会期／平成27年1月4日（日）～ 1月10日（土）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 887名

　美学校出身の作家集団・天才ハイスクール !!!!とナオナ
カムラによる展示。美術館や画廊等、既存の展示空間の持
つ場所性や展覧会のシナリオの欠如を発端に、新世代にお
ける美術家の集団性と場所性のありかたを提示した。
出品作家　（＊代表者）
堅田好太郎、志水佑、涌井智仁、西村健太、臼田知菜美、宮嵜浩、大島
嘉仁、石井陽平、ケムシのごとし、佐藤翔、山田はるか、毒山凡太朗、
中島晴矢、BOMBRAI(ボムライ )、堀内悠希、あいそ桃か、新井信、青
椒肉絲、やまだしげき、タタラ・タラ、SORA、大倉佑亮
［企画・制作／中村奈央＊、志水佑＊］

実績
全体の入場者数／ 16,203人（1日平均 249人）

掲載記事など
「Group Show of Contemporary Artists 2014」／『The Japan Times』2014年
11月28日
「書の世界 現代の書の至宝展／実験 ことばを展開させてみる展『表現の
可能性』問う」桐山正寿／『毎日新聞』2014年12月11日
「『蝦夷』の精神性 木彫で表現 東京都美術館で二つのグループ展」岩本茂
之／『北海道新聞』2015年1月6日

実験　ことばを展開させてみる
会期／平成26年12月9日（火）～ 12月20日（土）
会場／ギャラリー B
入場者数／ 2,183名

　日本語を「書く」ことを基軸に、7名の書作家と映像作家
がそれぞれの視点から考察した作品を展示。
出品作家　（＊代表者）
金子高遠、小林智紀＊、志真健太郎、田中象雨、原田万美、三浦爽朝、
山田久人

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）
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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年度までの5年開催することができる。

平成26年度の開催
団体名／立軌会
展覧会名／第67回 立軌展 
分野／油彩画　
会期／平成26年10月13日（月）～ 10月28日（火）
会場／公募棟1 階第1展示室
入場者数／ 8,150人

団体名／新美術団体協議会
展覧会名／第5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、アクリル、日本画ほか
会期／平成26年10月13日（月）～ 10月19日（日）
会場／ギャラリー C
入場者数／ 2,143人

団体名／ Artist Group－風－
展覧会名／ 2014年 第3回 Artist Group－風－ 　
分野／日本画、油彩画、版画ほか
会期／平成26年10月21日（火）～ 10月28日（火 )
会場／ギャラリー B
入場者数／ 1,750人

団体名／現代日本彫刻作家連盟
展覧会名／第8回 現代日本彫刻作家展  　
分野／彫塑、立体
会期／平成27年2月15日（日）～ 2月21日（土）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 1,451人

団体名／合同水墨
展覧会名／第10回記念 合同水墨展　
分野／水墨画
会期／平成27年2月22日（日）～ 2月28日（土）
会場／公募棟1階第1展示室
入場者数／ 5,022人

　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するもの。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。

トーキョーワンダーサイト
「TWS-NEXT @tobikan －上野のクロヒョウ」

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 トーキョーワン
ダーサイト
会期／平成27年2月19日（木）～ 3月7日（土）
会場／ギャラリー B
出品点数／ 9点
観覧料／無料
入場者数／ 3,547人

　TWSでは、2001年よりトーキョーワンダーウォールと
連携をしたTWS-Emerging展、さらにレジデンス・プロ
グラム等、継続的に若手アーティストの発掘、育成支援を
行っている。今回の展示であるTWS-NEXTは、TWSの
事業に参加した若手アーティストを継続的に支援するプロ
グラムである。リサーチをもとに作品制作を行うアーティ
スト4組に注目し、昭和11年に起きた「上野動物園クロ
ヒョウ脱出事件」という史実をテーマに新作が発表され
た。2月21日にはアーティスト・トークも行われ、作家の
制作意図がよりわかるように紹介された。地域や時代を考
慮した「上野」をテーマにしたことにより、広い観客層への
アピールにつながった。

同人展 財団内連携

出品作家
市川紗也子、オル太、佐藤未来、平川 正
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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
体展に先がけ、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26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 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42回 私立中学高等学校
生徒写真・美術展

11月18日(火)～11月24日(月) ● 2,786

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25回 中央展

12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● 2,283

東京藝術大学 第63回 東京藝術大学卒業・修了作品展 1月26日(月)～1月31日(土) ● ● ● ● ● ● 9,837
東京学芸大学 東京学芸大学書道専攻 卒業制作展 1月26日(月)～1月31日(土) ● 2,056
東京都教育委員会 第64回 東京都公立学校美術展覧会 2月9日(月)～2月14日(土) ● ● ● 69,992
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(日)～2月14日(土) ● 11,917
東洋美術学校 第66回 東洋美術学校 卒業制作展 2月9日(月)～2月13日(金) ● ● 5,006
東京都立総合芸術高等学校 東京都立総合芸術高等学校 卒業制作展 2月8日(日)～2月14日(土) ● 6,034
東京都専修学校各種学校協会 SEBIT 2015 東京都専門学校

アート＆デザイン展
2月22日(日)～2月28日(土) ● ● 5,390

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23日(月)～2月27日(金) ● ● ● 3,372

大東文化大学 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(日)～2月28日(土) ● 1,281

女子美術大学
女子美術大学付属高等学校

女子美スタイル2014（女子美術大学
大学院・大学・短大選抜 卒業・終了制
作展／付属高校卒業制作展）

3月3日(火)～3月8日(日) ● ● ● ● 6,336

文星芸術大学 文星芸術大学・宇都宮文星短期大学
卒業・修了制作展

3月3日(火)～3月8日(日) ● 1,779

東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校 卒展 3月4日(水)～3月7日(土) ● 2,780
ガラス教育機関合同作品展実行委員会 第8回 ガラス教育機関合同作品展 3月10日(火)～3月17日(火)＊ ● ● 1,698

合計 132,547

第63回 東京藝術大学卒業・修了作品展
（東京藝術大学）

第42回 私立中学高等学校生徒写真・美術展
（東京私立中学高等学校協会）

SEBIT 2015 東京都専門学校 アート＆デザイン
展（東京都専修学校各種学校協会）

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）

東京都高等学校文化祭 美術・工芸部門 第25回 
中央展（東京都高等学校文化連盟 美術・工芸部門）

東京都立工芸高等学校 卒展
（東京都立工芸高等学校）
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　東京都美術館は、開館以来85年余にわたり同時代を生
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。
　　
公募団体展の使用割当
　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26年度の公募団体展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23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24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。

第Ⅳグループの抽選順位上位の40の団体の使用割当を
行った。この結果を東京都美術館運営委員会に付議し、40
団体の使用割当を決定した。

平成26年 8月  9日 公募団体展募集要項発行
 8月 31日 一次審査（使用資格審査）申請締切
 10月 3日 二次審査（使用割当審査）申請締切
 10月 13日 公募展等審査会による審査
 11月 15日 第Ⅱ・第Ⅲ -①グループ使用割当
 12月  2日  第Ⅲ -②グループ抽選会
 12月 17日  第Ⅳグループ抽選会
平成27年 3月 11日 東京都美術館運営委員会付議
 3月 25日 使用承認書発行

公募展示室・ギャラリーの稼働率
　使用承認された256団体のうち4団体が使用を辞退し、
使用割当審査で割当を受けられなかった3団体が繰り上
がって使用した。このため館の利用、学校教育展による利
用を含めた公募展示室・ギャラリーの稼働率は100％と
なった。

平成28年度の使用割当（年度ごとの募集）
　平成26年度は平成28年度の単年度使用割当を行った。
63の団体から申請があり、使用資格を審査する一次審査
では１団体の使用資格が認められなかった。一次審査を経
た62団体に対して使用割当に関する審査を行い、第Ⅰか
ら第Ⅳまでのグループ分けをした。内訳はⅡグループ３団
体、Ⅲグループ24団体、Ⅳグループ35団体である。第Ⅱ、
第Ⅲ－①グループを除きグループごとに抽選を行った。こ
の過程で２団体が使用を辞退し、第Ⅱ・第Ⅲグループ及び

グループ／団体数 割合（％） 分野
総合 洋画 日本画 版画 彫刻工芸 書 その他

Ⅰ  21   8.2   6  3  3 1  2  5  1
Ⅱ  97  38.0  41  2  5 2  6 29 12
Ⅲ 114  44.7  52  6 11 0  2 33 10
Ⅳ  23   9.0   9  1  2 0  3  8  0
合計 255 100 108 12 21 3 13 75 23
割合（%） 100 100  42  5  8 1  5 29  9
総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む

平成26年度 公募団体展 開催実績
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平成26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64回 モダンアート展 4月1日(火)～4月16日(水)＊ ● ● ● ● ● ● 総合 16,568
日本手芸普及協会 第12回 キルト日本展 4月1日(火)～4月6日(日) ● その他 3,034
独立美術協会 独立春季新人選抜展 4月1日(火)～4月6日(日) ● 洋画 2,254
日本遊印アート協会 第24回 日本遊印アート協会展 4月1日(火)～4月6日(日) ● その他 3,077
国際書法芸術協会 第37回 国際書法芸術展 4月1日(火)～4月6日(日) ● 書 1,148
サロン・ブラン美術協会 第18回 日仏現代国際美術展 4月1日(火)～4月6日(日) ● 総合 3,247
東方書道院 第57回 東方書展 4月1日(火)～4月6日(日) ● ● ● 書 4,093
東京きりえ美術会 第33回 東京きりえ美術展 4月1日(火)～4月6日(日) ● その他 2,499
日本書道院 第63回 日本書道院展

併催：第63回 全国学生書道展覧会
4月9日(水)～4月16日(水) ● ● ● ● ● ● 書 13,430

光陽会 第62回 光陽展 4月9日(水)～4月16日(水) ● ● 総合 10,155
日本パステル画会 第90回記念 日本パステル画会展 4月9日(水)～4月16日(水) ● 洋画 4,040
現代工芸美術家協会 第53回 日本現代工芸美術展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● ● 彫刻工芸 9,410
二科会 2014 春季二科展 4月17日(木)～4月23日(水)＊ ● ● 総合 6,811
平泉会 2014年 平泉会選抜展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● 総合 3,305
大道書学院 第46回 大道展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● 書 3,007
日本水墨画協会 第47回 日本水墨画展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● 日本画 3,912
ベラドンナの會 第10回記念 ベラドンナ・アート展 4月18日(金)～4月22日(火)＊ ● 総合 2,546
国画水墨院 第19回 国画水墨院展 4月17日(木)～4月23日(水)＊ ● 日本画 1,398
日本扇面芸術協会 第35回記念 国際扇面展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● その他 2,916
東邦書院 第37回 東邦書画公募展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● 書 2,585
一陽会 東京支部 第18回 一陽会東京展 4月18日(金)～4月23日(水)＊ ● 総合 2,106
日本彫刻会　　 第44回 日本彫刻会展覧会 4月19日(土)～4月30日(水)＊ ● ● ● 彫刻工芸 8,497
全日本中国水墨芸術家連盟 第20回 全日中展・東京国際美術大展 4月25日(金)～4月29日(火) ● 総合 2,802
新生美術会 第45回記念 新美展 4月24日(木)～4月30日(水) ● 総合 6,110
東光会 80回記念 東光展 4月25日(金)～5月10日(土)＊ ● ● ● ● ● ● 総合 24,340
墨美会 第31回 墨美展 4月25日(金)～4月30日(水) ● 総合 1,723
墨人会 第105回 公募 墨人展 4月25日(金)～4月30日(水) ● 書 1,144
国際墨絵協会 公募 第26回 国際墨絵展 4月25日(金)～4月30日(水) ● 日本画 1,143
日本書道普及連盟 第43回 鶏聲展 4月25日(金)～4月30日(水) ● 　 書 1,576
新世紀美術協会 第59回 新世紀展 5月2日(金)～5月10日(土)＊ ● ● ● ● 総合 7,434
日本画院 第74回 日本画院展 5月12日(月)～5月18日(日) ● ● ● 日本画 5,371
全日本職場美術協議会 第68回 職美展 5月12日(月)～5月20日(火)＊ ● ● 総合 7,051
日本彩美会 第19回 彩美展 5月12日(月)～5月20日(火)＊ ● 総合 2,033
美術文化協会 第74回 美術文化展 5月12日(月)～5月20日(火) * ● ● ● 総合 3,459
新洋画会 第36回 新洋画会展 5月11日(日)～5月20日(火)＊ ● 総合 3,187
亜細亜美術協会 第50回記念 亜細亜現代美術展 5月22日(木)～5月30日(金) ● ● 総合 3,350
旺玄会 第80回記念 旺玄展 5月22日(木)～5月30日(金) ● ● ● 総合 9,763
自由美術協会 第3回 東京・自由美術展 5月22日(木)～5月30日(金) ● 総合 2,575
日本画府 第61回 日府展 5月21日(水)～5月30日(金) ● ● ● 総合 7,255
新興美術院 第64回 新興展 5月22日(木)～5月30日(金) ● 日本画 3,464
日本水彩画会 第102回 日本水彩展 6月1日(日)～6月9日(月)＊ ● ● ● ● 洋画 13,625
大調和会 第53回 大調和展 6月1日(日)～6月9日(月)＊ ● ● ● 総合 12,009
日本リアリズム写真集団 第39回 公募写真展「視点」 6月1日(日)～6月9日(月)＊ ● その他 4,952
新象作家協会 第57回 新象展 6月1日(日)～6月9日(月)＊ ● ● ● 総合 3,695
南画院 第67回 南画院公募展 6月1日(日)～6月9日(月)＊ ● 日本画 2,592
創型会 第62回 創型展 6月1日(日)～6月9日(月)＊ ● ● ● 彫刻工芸 7,372
独立書人団 2014 独立選抜書展

併催：第8回 全国高校生大作書道展
6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● ● ● 書 7,598

二元会 第53回 二元展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● ● 総合 8,503
日本板画院 第64回 板院展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● ● 版画 9,752
東洋書芸院 第38回 東洋書芸院公募展 6月10日(火)～6月19日(木)＊ ● 書 2,988
創造美術会 第67回 創造展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● ● ● 総合 6,959
工芸美術 日工会 第24回 工芸美術 日工会展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● 彫刻工芸 5,514
日本染織作家協会 第37回 日本染織作家展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● 彫刻工芸 2,280
東京湘南絵画会 第15回記念 東京湘南絵画会展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● 洋画 1,472
21世紀アートボーダレス展
実行委員会

21世紀アート・ボーダレス展 6月11日(水)～6月19日(木)＊ ● 総合 3,182

朔日会 第83回 朔日会展 6月21日(土)～6月27日(金) ● ● ● ● 総合 5,489
瑞雲書道会 第49回 公募瑞雲展 6月21日(土)～6月27日(金) ● ● ● 書 3,222
國美藝術家協会 第38回 國美藝術展 6月21日(土)～6月27日(金) ● 総合 1,358
書道同文会 第66回 書道同文展

併催：学生展
6月21日(土)～6月26日(木) ● ● ● 書 1,513

東京表具経師内装文化協会 第57回 表装作品展 6月21日(土)～6月26日(木) ● その他 1,579
日本写真文化協会 第60回 全国写真展覧会 6月20日(金)～6月27日(金) ● その他 3,033
東京陶族 第17回 東京陶族展 6月21日(土)～6月27日(金) ● 彫刻工芸 846
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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

誠心社 2014年 誠心社現代書展 6月21日(土)～6月27日(金) ● 書 879
朱葉会 第93回 朱葉会展 6月29日(日)～7月6日(日) ● ● 総合 7,024
女流画家協会 第68回 女流画家協会展 6月29日(日)～7月6日(日) ● ● ● ● ● 総合 12,134
全日本肖像美術協会 第61回 全日肖展 6月29日(日)～7月6日(日) ● 総合 1,775
日本書鏡院 第55回 日本書鏡院展 6月29日(日)～7月6日(日) ● ● ● 書 4,273
東京写真研究会 第99回 研展 6月28日(土)～7月6日(日) ● その他 3,874
全日本水墨画会 第37回 全日本水墨画展 6月29日(日)～7月6日(日) ● 　 日本画 2,237
日本芸術メダル協会 第33回 創作メダル彫刻展 6月29日(日)～7月6日(日) ● その他 934
秋耕会 第23回 秋耕会小品展 6月29日(日)～7月6日(日) ● 総合 2,009
毎日書道会 第66回 毎日書道展 7月16日(水)～7月23日(水)＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 28,802
日本七宝作家協会 第48回 日本七宝作家協会国際展(公募) 7月25日(金)～7月31日(木) ● 彫刻工芸 2,639
産経国際書会 第31回 産経国際書展 7月25日(金)～7月31日(木) ● ● ● ● ● ● ● ● 書 4,704
官公書道連盟 第49回 官公書展 7月25日(金)～7月31日(木) ● ● 書 2,879
東京美術文化協会 第71回 全国学校秀作美術展 7月25日(金)～7月31日(木) ● 総合 2,230
現日会 第54回 現日書展 8月2日(土)～8月10日(日)＊ ● ● ● ● ● 書 3,136
日本学生油絵会 第64回 学展 8月2日(土)～8月10日(日)＊ ● ● 総合 3,750
台東書道連盟 第64回 台東書道展 8月2日(土)～8月10日(日)＊ ● 書 2,605
現代パステル協会 第26回 現代パステル協会展 8月2日(土)～8月10日(日)＊ ● 洋画 4,504
日本総合書芸院 第56回 日本総合書芸院展 8月5日(火)～8月9日(土)  ● ● 書 1,372
墨林書道院 第43回 墨林綜合書展 8月2日(土)～8月9日(土)＊ ● 書 2,870
美術家平和会議 第62回 平和美術展 8月12日(火)～8月20日(水)＊ ● ● 総合 4,787
書星会 第62回 書星展 8月12日(火)～8月20日(水)＊ ● ● 書 4,371
学書院 第56回 学書院展 8月12日(火)～8月20日(水)＊ ● ● ● ● 書 5,272
国際書画大賞展実行委員会 第9回 国際公募 国際書画大賞展 8月12日(火)～8月20日(水)＊ ● 　 総合 2,031
日本水墨画振興会 第27回 水墨画振興展 8月12日(火)～8月20日(水)＊ ● 日本画 1,545
大東書道院 第63回 大東展 8月12日(火)～8月17日(日) ● 　 書 1,281
国際書画芸術協会 第24回 国際書画芸術展 8月12日(火)～8月20日(水)＊ ● 総合 1,293
ZEN展 第12回 公募ZEN展 8月22日(金)～8月30日(土) ● 総合 5,188
大日本書芸院 第75回記念 国際文化交流

公益社団法人大日本書芸院展
8月22日(金)～8月30日(土) ● 書 7,694

全国日曜画家連盟 第41回 全国日曜画家展 8月21日(木)～8月30日(土) ● 洋画 4,409
近代美術協会 第51回 近代美術協会展 8月21日(木)～8月30日(土) ● 総合 4,639
日本書道協会 第37回 総合書道展 8月23日(土)～8月29日(金) ● ● ● ● 書 2,202
白士会 第50回記念 白士会展 8月22日(金)～8月30日(土) ● 日本画 3,190
全日本美術協会 第52回 全展 8月21日(木)～8月30日(土) ● 総合 8,186
齣展 第43回 齣展 8月21日(木)～8月30日(土) ● 　 総合 2,834
新美術協会 第61回 新美術協会展 8月22日(金)～8月30日(土) ● 総合 4,371
日本美術院 再興第99回 院展 9月2日(火)～9月15日(月) ● ● ● ● 日本画 22,286
主体美術協会 50周年記念 主体展 9月2日(火)～9月15日(月) ● ● ● 洋画 12,011
新作家美術協会 第21回 新作家展 9月2日(火)～9月7日(日) ● 総合 3,392
書芸文化院 第65回 連合書道展

第28回 関東女流書展
9月2日(火)～9月7日(日) ● ● ● 書 5,042

日本山岳写真協会 創立75周年記念 日本山岳写真協会
展 2014－山・われらをめぐる世界

8月31日(日)～9月7日(日)＊ ● その他 6,963

世界絵画大賞展実行委員会
事務局

第10回 世界絵画大賞展 9月9日(火)～9月15日(月) 　 ● 総合 2,649

東京展美術協会 第40回 美術の祭典東京展 9月9日(火)～9月15日(月) ● ● ● ● 総合 10,384
一水会 第76回 一水会展 9月18日(木)～10月3日(金) ● ● ● 洋画 17,154
新構造社 第86回 新構造展 9月18日(木)～9月24日(水) ● ● ● ● ● 総合 9,839
全日本書道教育協会 第99回 書教展 9月18日(木)～9月24日(水) ● ● ● 書 4,591
双樹会 第44回 双樹展 9月17日(水)～9月24日(水) ● 総合 3,958
AJAC 第40回記念 AJAC展

～日本と世界の現代美術～
9月25日(木)～10月3日(金) ● 総合 2,421

美術協会 純展 第44回 純展 9月26日(金)～10月3日(金) ● ● 総合 5,456
創作画人協会 第48回 創展 9月25日(木)～10月3日(金) ● 総合 3,111
流形美術会 第64回 流形展 9月25日(木)～10月3日(金) ● 総合 4,346
水彩人 第16回 水彩人展 9月25日(木)～10月3日(金) ● 洋画 5,888
大洋会 第36回 大洋展 9月25日(木)～10月3日(金) ● 洋画 2,095
新日本美術院 第46回 新院展 9月25日(木)～10月3日(金) ● 総合 2,351
新極美術協会 第20回記念 極美展 9月26日(金)～10月3日(金) ● 総合 3,017
日本版画協会 第82回 版画展 10月5日(日)～10月19日(日)＊ ● ● ● 版画 11,159
現代美術家協会 東京支部 第2回 東京現展 10月5日(日)～10月11日(土)＊ ● 総合 1,245
現代書道研究所 第36回 日本書展 10月5日(日)～10月11日(土)＊ ● ● 書 3,734
新日本美術協会 第38回 新日美展 10月4日(土)～10月11日(土)＊ ● ● 総合 4,851
新協美術会 第57回 新協展 10月5日(日)～10月11日(土)＊ ● ● 総合 5,190
汎美術協会 2014 汎美・秋季展 10月4日(土)～10月11日(土)＊ ● 総合 2,589
清和書道会 第66回 清和書展 10月5日(日)～10月11日(土)＊ ● 書 3,870
中央美術協会 第66回 中美展 10月13日(月)～10月19日(日) ● ● 総合 14,876
大翔会美術連盟 第38回 大翔展 10月13日(月)～10月19日(日) ● 総合 1,307
日本表現派 第58回 日本表現派展 10月13日(月)～10月19日(日) ● 総合 3,433
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近代水墨会 第31回 近代水墨展 10月12日(日)～10月19日(日) ● 日本画 2,073
21美術協会 第9回 21美術展 10月12日(日)～10月19日(日) ● 総合 3,205
一創会 第36回 一創会展 10月13日(月)～10月19日(日) ● 洋画 2,823
国画院 第45回記念 国画展 10月12日(日)～10月19日(日) ● 日本画 2,604
雪梁舎美術館 第16回 雪梁舎フィレンツェ賞展 10月12日(日)～10月19日(日) ● 総合 2,291
上野芸友倶楽部 公募 第20回 芸友展 10月13日(月)～10月19日(日) ● 総合 1,455
創画会 第41回 創画展 10月22日(水)～10月28日(火) ● ● ● 日本画 4,131
日本文人画府 第43回 日本文人画府展 10月21日(火)～10月28日(火) ● 日本画 4,483
一線美術会 第65回記念 一線美術会展 10月22日(水)～10月28日(火) ● ● 総合 6,334
新匠工芸会 第69回 新匠工芸会展 10月23日(木)～10月28日(火) ● 彫刻工芸 2,501
現代水墨画協会 第53回 現水展 10月22日(水)～10月28日(火) ● ● 日本画 4,568
青枢会 第41回 青枢展 10月22日(水)～10月28日(火) ● 総合 3,736
蒼樹会 第50回記念 蒼樹展 10月22日(水)～10月28日(火) ● 総合 6,471
日本バードカービング協会 第17回 全日本バードカービング

コンクール
10月22日(水)～10月28日(火) ● 彫刻工芸 5,547

新日本陶芸協会 第15回 新日陶展 10月22日(水)～10月27日(月) ● 彫刻工芸 1,373
近代日本美術協会 第41回 近代日本美術協会展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● 総合 9,046
奎星会 第63回 奎星展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● ● ● ● ● 書 4,522
創元会 第73回 受賞作家展・東京支部展 10月29日(水)～11月6日(木)＊ ● 総合 5,524
映像と芸術の振興財団 第41回 れん展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● 総合 731
元陽会 第45回 元陽展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● ● 総合 2,281
日本手工芸指導協会 平成26年 手工芸作品展 10月31日(金)～11月6日(木)＊ ● その他 4,726
創彩会 第34回 創彩展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● 総合 1,975
富士美術協会 第32回 FAA展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● 総合 5,439
日本なごみ絵協会 第13回 玉響会展 10月29日(水)～11月6日(木)＊ ● その他 1,353
アート未来 2014 アート未来選抜展 10月30日(木)～11月6日(木)＊ ● 総合 3,099
書燈社 第55回記念 書燈社展 11月8日(土)～11月14日(金) ● ● 書 6,842
白亜美術協会 第37回 白亜展 11月7日(金)～11月15日(土) ● ● 総合 6,594
現代童画会 第40回 現代童画展 11月8日(土)～11月15日(土) ● ● ● 総合 7,381

全国水墨画美術協会 第44回 全日本水墨画秀作展 11月8日(土)～11月15日(土) ● 日本画 2,707
日本自由画壇 2014 日本自由画壇秋季展 11月8日(土)～11月15日(土) ● 日本画 8,788
日本選抜美術家協会 第40回記念 国際美術大賞展 11月7日(金)～11月15日(土) ● 総合 3,050
日輝会美術協会 第39回 日輝展 11月8日(土)～11月15日(土) ● 総合 2,261
風子会 第38回 風子会展 11月7日(金)～11月15日(土) ● 総合 1,623
国画会 第88回 国展受賞作家展

第37回 国画会彫刻部秋季展
11月8日(土)～11月15日(土) ● ● 総合 3,111

日本手工芸作家連合会 第47回 創作手工芸展 11月8日(土)～11月15日(土) ● その他 2,380
日本清興美術協会 第36回 清興展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 5,907
日本版画会 第55回 日本版画会展 11月18日(火)～11月24日(月) ● ● 版画 8,071
蒼騎会 第41回 秋季蒼騎展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 4,768
太陽美術協会 第40回 太陽美術展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 10,158
東京都民美術展運営会 50周年記念 都展 11月18日(火)～11月24日(月) ● ● 総合 12,272
秀彩会 第7回 秀彩展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 2,805
新芸術協会 第39回 新芸術展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 1,879
日本芸術家協会 第37回 JAG展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 3,309
ローマン派美術協会 第46回 ローマン展 11月16日(日)～11月24日(月)＊ ● 総合 2,468
全陶展 第44回 公募 全陶展 11月18日(火)～11月24日(月) ● ● ● 彫刻工芸 5,655
日本和紙絵画芸術協会 公募 第29回 日本和紙絵画展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● その他 3,978
日本きりえ協会 第37回 日本きりえ美術展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● その他 3,270
日本書道研究会 第50回 書心展

第49回 書心学生展
11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● ● 書 4,060

現創会 第40回 現創展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● 総合 2,414
群炎美術協会 第53回 群炎展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● 総合 3,545
太平洋美術会東京支部 第18回 太平洋美術会東京支部展 11月25日(火)～12月3日(水)＊ ● 総合 2,042
日本手工芸美術協会 第39回 日本手工芸美術展覧会 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● その他 3,902
産経書のアート協会 第29回 書のアート展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● 書 2,051
遙玄水墨画協会 第41回 遙玄展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● 日本画 7,977
大潮会 第76回 大潮展 11月26日(水)～12月3日(水)＊ ● ● 総合 3,095
たぶろう美術協会 2014年 たぶろう会員展 11月25日(火)～12月3日(水)＊ ● 総合 1,958
書壇院 第81回 書壇院展 12月5日(金)～12月11日(木) ● ● ● ● ● 書 3,994
国際文化カレッジ 第18回 総合写真展 12月5日(金)～12月11日(木) ● ● ● ● その他 5,804
書道研究 温知会 第70回 温知会書道展 12月5日(金)～12月11日(木) ● ● 書 1,959
凌雲書道会 第45回 公募 国書展 12月5日(金)～12月11日(木) ● 書 3,586
国際現代美術家協会 第40回記念 i.m.a.展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● ● 総合 5,234
東洋書道芸術学会 第60回 東洋書芸展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● 書 2,366
洗心書会 第45回 洗心全国書道展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● 書 2,175
日本放送協会学園 第22回 NHK学園生涯学習 美術展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● 総合 3,349
日本写真作家協会 第25回 JPA展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● その他 3,830
新平成美術会 公募 第12回 新平成美術展

併催：「The とき」展
12月13日(土)～12月20日(土)＊ 　 ● 総合 2,360
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書道研究 書學会 第19回 公募 書學会展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ ● 　 書 6,130
三鼎書道会 第49回 三鼎書道展 12月12日(金)～12月20日(土)＊ ● 書 1,683
日本書道学院 第36回 日本書道学院展 12月13日(土)～12月20日(土)＊ 　 ● ● 書 1,275
日本書道美術院 第69回 日書展 1月4日(日)～1月10日(土)＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 12,334
書真会 第48回 書真会展 1月4日(日)～1月10日(土)＊ ● 　 書 1,695
日本書道教育学会 第64回 書道学会展

併催：第64回 全日本学生書道展
1月12日(月)～1月17日(土) ● ● ● ● 書 3,173

第一美術協会・東京支部 第31回 第一美術協会・東京支部展 1月11日(日)～1月17日(土)  ● 総合 1,608
日本書学院 第54回 公募 日書学展 1月12日(月)～1月17日(土) ● 書 1,516
日本写真家連盟 第28回 日本写真家連盟展「四季の彩り」

併催：第4回 公募作品展
1月11日(日)～1月17日(土) ● 　 その他 5,345

西安碑林国際臨書展 第19回 西安碑林国際臨書展 1月12日(月)～1月17日(土) 　 ● 書 1,481
書道研究 書聖会 第42回 書聖展 1月12日(月)～1月17日(土) ● 書 1,580
九条美術の会 第4回 九条美術展 1月11日(日)～1月17日(土) ● 　 　 総合 3,098
池坊東京連合支部 第82回 池坊東京連合支部

「いけばな池坊展」
1月13日(火)～1月23日(金)＊ ● ● その他 12,255

貞香会　 2015 貞香会総合書展 1月20日(火)～1月24日(土) ● 書 2,542
太玄会 第56回 太玄会書展 1月20日(火)～1月24日(土) ● ● ● 書 3,045
回瀾書道会 第63回 回瀾書展 1月20日(火)～1月24日(土) ● 書 2,107
朝聞書会 第62回 朝聞書会展 1月20日(火)～1月24日(土) ● ● ● ● ● 書 4,670
日本書作家協会 第56回 新興書道展 1月20日(火)～1月24日(土) ● ● 書 4,794
日本習字学会 第96回 全国学校書初中央展 1月25日(日)～1月31日(土) ● ● 書 2,819
日洋会 日洋会セレクション展 2015 1月26日(月)～1月31日(土) ●  総合 5,829
現代書作家協会 第47回 現代臨書展 1月26日(月)～1月31日(土) ● 書 1,242
アジア文化芸術連盟 アジア水墨画展（公募）2014 1月25日(日)～1月31日(土) ● 日本画 543
玄潮会 第47回 玄潮会書展 1月26日(月)～1月31日(土) ● ● ● 書 2,234
書海社 第63回 書海社展 2月3日(火)～2月7日(土) ● ● 書 2,821
龍峡書道展実行委員会 第78回 龍峡書道展 2月1日(日)～2月7日(土)＊ ● ● 書 2,245
新展美術協会 第11回 国際公募・新展 2月1日(日)～2月7日(土)＊ ● 総合 1,170
悠美会国際美術展 第39回 悠美会国際美術展 2月1日(日)～2月7日(土)＊ ● 総合 2,917
雪舟国際美術協会 2015年 雪舟国際美術協会 特別展 2月3日(火)～2月6日(金) 　 ● ● 総合 1,433
静雅書道会 第35回記念 公募 静雅書展 2月1日(日)～2月7日(土)＊ ● 書 1,968
天真書道会 第49回 天真書道会展 2月3日(火)～2月7日(土) ● 　 書 1,371
高風会 第64回 高風会全国書道展覧会 2月3日(火)～2月7日(土) ● 書 959
書道研究 斯華会 第39回 公募 斯華書展 2月3日(火)～2月7日(土) ● 書 1,204
日本盆栽協会 第89回 国風盆栽展 2月5日(木)～2月13日(金) ● ● ● その他 13,830
国際水墨画協会 第34回 国際水墨画展 2月8日(日)～2月14日(土) ● 日本画 3,307
全日本学生美術会 第59回 全日本学生美術展 2月8日(日)～2月14日(土) ● 洋画 3,497
書道一元會 第43回 公募 書道一元會展 2月9日(月)～2月14日(土) ● 書 2,085
心象舎 第60回 心象舎展　全国学校書道展 2月9日(月)～2月14日(土) ● 書 1,696
日本水石協会 第2回 日本の水石展 2月9日(月)～2月13日(金) ● その他 7,673
書道芸術院 第68回 書道芸術院展

併催：第66回 全国学生書道展
2月17日(火)～2月21日(土) ● ● ● ● ● ● ● 書 7,350

一期会 2015 一期会春季展 2月15日(日)～2月21日(土)＊ ● 総合 3,130
東京書作展 全国公募 東京書作展 選抜作家展 2015 2月15日(日)～2月21日(土)＊ ● 書 2,500
日本刻字協会 第34回 日本刻字展 2月17日(火)～2月21日(土) ● 書 2,878
近代日本美術協会 東京支部 平成26年度 公募 近美関東美術展 2月15日(日)～2月21日(土)＊ ● 総合 3,099
文化書道会 第53回 公募 文化書道展 2月15日(日)～2月21日(土)＊ ● 　 書 1,066
日本書道学院 第30回 公募 書団嘯龍社展 2月22日(日)～2月28日(土) ● 書 2,366
行動美術協会 第6回 行動美術TOKYO展 2月23日(月)～2月28日(土) ● ● 総合 1,831
現代手工芸作家協会 公募 第31回 ニュークリエイティブ展 2月23日(月)～2月28日(土) ● 　 その他 3,935
日藝書展実行委員会 第39回 日藝書展 2月22日(日)～2月28日(土) ● ● 書 2,141
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4日(水)～3月8日(日) ● ● 総合 1,338

國際書道連盟 日本部会 第43回 國際書道連盟展 3月1日(日)～3月8日(日)＊ ● 書 1,547
書法研究 菅菰会 第51回 菅菰書展 3月1日(日)～3月8日(日)＊ ● 書 2,109
清真会 第61回 詩歌自詠清真会書道展 3月3日(火)～3月8日(日) ● 書 2,352
从会 第39回 从展 3月3日(火)～3月8日(日) 　 　 ● 総合 2,899
国際書画交流会 第14回 国際書画交流会展 3月3日(火)～3月8日(日) ● 総合 2,895
二紀会 第12回 春季二紀展 3月10日(火)～3月18日(水)＊ ● ● ● 総合 8,934
創玄書道会 第51回 創玄展 3月10日(火)～3月17日(火)＊ ● ● ● ● ● ● 書 18,395
書道研究 藍筍会 第52回 藍筍会書作展 3月10日(火)～3月18日(水)＊ ● 書 2,472
日本・中国水墨交流協会 第32回 公募 日本・中国水墨画合同展 3月10日(火)～3月18日(水)＊ ● ● 日本画 1,827
謙慎書道会 第77回 謙慎書道会展 3月20日(金)～3月28日(土) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 17,242
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 
2015

3月22日(日)～3月27日(金) ● その他 1,634

現代アーチストセンター 第43回 現代アーチストセンター展 3月20日(金)～3月28日(土) ● ● 総合 2,568
瓦・造形会 現代瓦・造形と龍生派いけばなコラ

ボレーション展
3月20日(金)～3月28日(土) ● 彫刻工芸 1,791

合計 1,147,224
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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  10  15  25  (3)   2,426  (494)
5月   4   9   13  (2)   1,250  (434)
6月   6  11   17  (1)   1,327 (70)
7月   7   7   14   (2)   1,159  (279)
8月   5  10   15   (0)   1,338  (0)
9月  12  15   27   (1)   2,054  (231)
10月  11  14   25   (4)   2,209  (745)
11月  11  16   27   (4)   2,539  (750)
12月   8   8   16   (3)   1,587  (257)
1月  11  14   25   (1)   1,830  (93)
2月  12  14   26   (6)   2,636  (1,033)
3月  16  17   33   (1)   2,255  (118)
計 113 150  263  (28)  22,610  (4,504)
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  17  24   41  (0)  630  (0)
5月  17  23   40  (2)  524  (9)
6月  22  26   48  (3)  571  (17)
7月  18  19   37  (3)  402  (16)
8月  20  25   45  (5)  417  (28)
9月  22  25   47  (4)  440  (23)
10月  22  28   50  (5)  622  (68)
11月  23  28   51  (8)  613  (99)
12月  16  18   34  (3)  319  (36)
1月  18  17   35  (1)  368  (8)
2月  25  25   50  (6)  592  (110)
3月  22  25   47  (3)  553  (18)
計 242 283  525  (43)  6,051  (432)
稼働率 83%
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アート・コミュニケーション事業3 　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。

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
美術館たんけんツアー・建築ツアー
アクセス・プログラム
調査・研究プロジェクト

Design：Kazuya Kondo
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とびらプロジェクト

　平成26年度で3年目を迎えた、アートを介したコミュ
ニティづくりのプロジェクト。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3期アート・コミュニケー
タ（愛称：とびラー）は、第1・2期とびラーと合流し、150
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」が明解であ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。とびラーの任期は3年のた
め、26年度末には、任期満了のとびラーが初めて輩出さ
れた。
　プログラム運営のアドバイザー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）、西村佳哲氏（働
き方研究家／リビングワールド代表）、森司氏（東京文化発
信プロジェクト室地域文化交流推進担当課長、現：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.59～ P.62）を参照。ウェ
ブサイト［http://tobira-project.info/］（アクセス数／ 146,618）

平成26年度 とびらプロジェクトの1年

平成25年度
1月 とびラー 3期生募集の広報開始
2月 とびらフォーラム（説明会）／応募受付
3月  書類選考（1次）→グループ面接（2次）→第3期とび

ラー決定通知
平成26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273回開催）
5月 『Museum Start あいうえの』プログラム開始
6月 実践講座（～ 2月）
 鑑賞実践講座　年間7回
 アクセス実践講座　年間5回
 建築実践講座　年間6回
12月 とびラー 4期生募集広報開始

2月 とびらフォーラム（説明会）／応募受付
3月  書類選考（1次）→グループ面接（2次）→第4期とび

ラー決定通知
 開扉会（かいぴかい：任期満了とびラー輩出）

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）  電子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、登録更新が必要。

3） アート・コミュニケータの任期は最長3年間とする。

平成26年度（3期生）の応募状況
　185人からの応募があり、書類審査、面接を経て、45人
が第3期とびラーに決定。約4倍の倍率であった。この45
人と第1・2期とびラー 105人とで3年目のとびらプロジェ
クが始動した。

とびらプロジェクトの
事務局
　平成25年度に引き
続き、当館のプロジェ
クトルームを拠点とし
て、藝大の伊藤達矢特
任助教（とびらプロ
ジェクト・マネージャ）
と近藤美智子特任助手
（とびらプロジェクト・
コーディネータ）、大
谷郁（とびらプロジェ
クト・アシスタント）
が運営の実務を担当し
た。

とびラー募集（チラシ）
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とびラーのすがた
　第3期とびラーの年齢分布は10代9％、20代33％、30
代15％、40代18％、50代16％、60代9％となり、20代
から40代までで75％を占める。
　第1・2期と合わせると、女性71％、男性29％の割合。
年齢分布は10 代3％、20代32％、30代21％、40代14％、
50代18％、60代10％、70代2％。居住地区は東京都内が 
69％を占め、その他、埼玉、千葉、神奈川、茨城、山梨
の近接各県からの参加があった。活動は平日、週末もある
ため、それぞれの生活スタイルに合わせて各自が調整。月
2回以上の参加が原則的な活動条件である。

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／日比野、西村、森、伊藤（達）、近藤、稲庭
  ねらい：新規とびラーと、1・2期とびラーやスタッ

フら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の特徴や
課題を知る。

第2回 とびラー同士が学び合う構造を考える
 講師／ 1・2期とびラー、伊藤（達）、近藤、大谷
  ねらい：とびらプロジェクトの活動の柱となる「鑑

賞」「建築」「アクセス」というキーワードを軸に、
とびらプロジェクトで実施されてきた講座、実践

されてきたとびラボなどの活動を知る。また、と
びラーととびラーが学び合う構造を考えていく。

第3回 「Museum Start あいうえの」を知る日
  講師／ 1・2期とびラー、伊藤（達）、長尾、石井、

石丸
  ねらい：「とびらプロジェクト」と連動している

「Museum Start あいうえの」について知る。
  「Museum Start あいうえの」の舞台である上野公

園に集積するミュージアムを知る。
第 4 回　きく力について考える
 講師／西村
  ねらい：人の話を〈きく〉力を互いに学び合い、 

今年度のとびらプロジェクトにおけるコミュニ
ケーションの礎とする。

第5回 作品を鑑賞するとは
 講師／稲庭、河野、熊谷、伊藤（史）
 ねらい：作品の鑑賞について理解を深める。
第6回 実践の計画を立てる
 講師／西村、森、伊藤（達）
  ねらい：複数人で話し合いの場をもち、アイディ

アを共有し、活層を作っていく上で大切なポイ 
ントを押さえる。

・実践講座（5月以降各講座ごとに適宜実施）
　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芸術資源開発機構ARDA）、

稲庭、河野

基礎講座（第3回）



48

B アクセス実践講座（ヒトと人を考える）／全5回
  講師／杉山貴洋（白梅学園大学こども学部准教授）、

林健太（視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショッ
プ）、広瀬浩二郎（国立民族学博物館民族文化研究部 
准教授）、伊藤（達）、近藤、稲庭

C 建築実践講座（ハコと人を考える）／全6回
  講師／斉藤理（山口県立大学准教授）、石丸、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。
　今年度は、福音館書店より出版されている絵本『キュッ
パのはくぶつかん』のノルウェー在住の原作者オーシル・
カンスタ・ヨンセン氏をお招きし、「自分の感じ方や考え
方を見つめ、伝えることの、根源的な楽しさや喜び」につ
いて語っていただいた。

とびらプロジェクトフォーラム 
　平成27年度第4期アート・コミュニケータ募集のため
の説明会（フォーラム）を開催した。2部構成になってお
り、第1部「クロストーク」では講堂において、「本気の気
持ちが生まれる場」というテーマで森氏と稲庭がとびラー
の活動を振り返りながらとびらプロジェクトのめざすもの
について語り、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「“とびらス
タイル”のキーワード」というテーマで、3年間培ってきた
“とびらスタイル”とは何かをさぐり、今後の展望につい
て語りあった。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。のべ参加者数241人。

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273回。のべ参加者数1,431人。

主な「とびラボ」
　とびらボードでGO！、紙芝居プロジェクト、とびリア、
トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー、缶バッジプロジェ
クト、見楽会、ヨリミチビジュツカン、楽園への手紙、卒
展さんぽ、など。

平田オリザ氏によるとびラーのためのワークショップ

とびらプロジェクトフォーラム（第2部）

とびらプロジェクトオープン・レクチャー（オーシル・カンスタ・ヨンセン氏）
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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、100人以上からなるとび
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。

3年目ゼミ
　活動の最終年度となる3年目のとびラーを対象として、
「3年目ゼミ」を開催した。3年目ゼミでは、日比野克彦氏、

西村佳哲氏、森司氏の3名の講師が、3年目となるとびラー
と今後の活動の方向性について語る場を設けた。これを踏
まえて、3年目のとびラーたちは、任期満了後の活動につ
ながる企画の立案や実践に取り組んだ。ミーティング開催
数24回、のべ参加者数182人。
　3年目ゼミから生まれたプロジェクトは下記の通りである。

①knock-knock
　東京都の児童養護施設の子どもたちを当館に招き、とび
ラーとともに対話を通した鑑賞を行った。アートスタディ
ルームでランチをするなど、子どもたちにとって美術館が
より楽しく、身近になるような工夫がなされた。

②視覚障害のある方との東京都美術館建築ツアー
 「障害のある方のための特別鑑賞会」に合わせて、視覚障
害のある方を対象として、当館の建築物としての魅力を伝
えるツアーが行われた。「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワー
クショップ」＊の協力を得ながら、視覚障害のある方への
配慮が繰り返し検討され、実施に至ることができた。
　＊視覚障害者と晴眼者が一緒にチームを組み、言葉を介
してお互いに印象や感想を伝え合いながら美術を鑑賞する
ワークショップを実施する団体。「みえる」「みえない」と
いう異なる価値観、生活文化を持つ人同士が一緒に新たな
ものの見方や楽しみ方をつくることを目的としている。

開扉会（かいぴかい）
　とびラーの任期は3年間のため、平成27年3月末に初の
任期満了とびラーが輩出された。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。任期満了とびラー数55人。

開扉会

藝大卒展さんぽ（とびラボ発プログラム）

とびらプロジェクトオープン・レクチャー
（チラシ）

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー
（とびラボ発プログラム）
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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、子どもたち
のミュージアム・デビューを応援するプロジェクト。子ど
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、東京文化発信プロジェクトの一環として
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.59～ P.62）
を参照。ウェブサイト [http://museum-start.jp]（アクセス
数／104,050）

とびらプロジェクトとの連動 
　「Museum Start あいうえの」に参加する子どもたちが上
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、子どもたちの伴走役
を務めた。大人と子どもが共に学び合う関係性を重要視し
ている。

Museum Start あいうえの事務局
　藝大の長尾朋子特任助手（Museum Start あいうえのコー
ディネータ、～ 11月）、山﨑日希（Museum Start あいうえ
のコーディネータ、11月～）、石井理絵（Museum Start あ
いうえのプログラム・オフィサー）、伊藤史子（Museum 
Start あいうえのプログラム・オフィサー）、田村かのこ
（Museum Start あいうえのプログラム・オフィサー、11月
～）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。

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
いて探しにくい子どもたちやその家族が参加できるプログ
ラムの情報が整理されており、そのことでミュージアムが
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。連携各館の担当
職員と緊密に連携をとりながら、子どもたちが各館へ出か
けていきやすいよう、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、開催され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。

Museum Start あいうえの（チラシ）
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ミュージアム・スタート・パックの配付（あいうえの日和）
　より楽しくミュージアムを巡り、学ぶための冒険のツー
ルとして「あいうえの学校」に参加した子どもたちに、
ミュージアム・スタート・パックをもれなくプレゼントし
ている。パックは「ビビハドトガダブック」と「肩掛けバッ
ク」がセットになったもの。「あいうえの学校」に参加して
いなくても、興味がある子どもには使い方の説明を行った
上で配付。配付会「あいうえの日和」は連携各館でも開催
し、全 45回開催し、のべ528人の子どもたちの手に渡っ
た。また、あいうえの学校に参加し、パックを受け取った
子どもと合わせると、平成26年度は2,472パックが子ど
もたちの手に渡った。

あいうえの日和（東京都美術館）

年間活動プログラム
・あいうえの学校
　「あいうえの学校」は個人向けプログラムと学校向けプロ
グラムで構成される、当館を拠点としたプログラムであ
る。子どもたちが学校でも、放課後や休日に家族とでも美
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。

（個人向けプログラム）
・あいうえのものがたり
　全4回／参加者数46人　対象／小学4年生～中学3年生
　上野公園に集まるミュージアムへ冒険に出かけるプログ
ラム。ミュージアムで大切にされている作品を学芸員とと
びラー、他の参加者と一緒にじっくり見て、たくさんの発
見を促し、冒険の記録「あいうえのものがたり」を作成。冒
険先は東京国立博物館総合文化展本館、国立西洋美術館常
設展、国立科学博物館常設展、東京藝術大学大石膏室。

・Hi! Zai アートラボ
　全2回／参加者数50人　対象／小学3年生～高校3年生
　講師／ 大月ヒロ子（ミュージアム・エデュケーション・

プランナー）
　身の回りにあるありふれた廃材が、魅力ある創作の材料
に変身していく「クリエイティブリユース」のワークショッ
プ。廃材という素材に触れ、その由来を考えたり、分類し
たり、手を動かし、集まった仲間たちと豊かなコミュニケー
ションをとりながら作品を制作。日々の暮らしを楽しくす
るプログラム。 

Hi! Zai アートラボ

あいうえのものがたり（東京藝術大学大石膏室）
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・のびのびゆったりワークショップ
　全6回連続プログラム／ 21人登録（メンバー制）
　講師／杉山貴洋（白梅学園大学発達臨床学科准教授）
　障害のある子どもたちを含むすべての子どもたちのため
のアート・コース。手や体を動かしながら楽しくアートに
触れる機会を創出。美術館の環境を活かし、すべての子ど
もたちがゆったりと鑑賞し、のびのびと表現できる環境を
用意。6回とも同じとびラーが参加者に寄り添い、安心し
て手や身体を動かし、のびのび表現することができた。
※『すけっち』（テレビ東京）にて放映。記録映像制作。

のびのびゆったりワークショップ

・ティーンズ学芸員
　全10回連続プログラム／ 17人登録（メンバー制）
　上野公園にあるミュージアムをめぐり、学芸員と共に作
品や文化財を丁寧に観察鑑賞し、そこから自分が気に入っ
たものを選び、自分の言葉で作品解説を作る長期連続プロ
グラム。夏休み期間に5回、冬休み期間に3回、春休み期

間に2回開催。具体的には、当館で開催されていた「メト
ロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神」、「楽園
としての芸術」展、野外彫刻、東京国立博物館東洋館、国
立西洋美術館常設展を鑑賞し、最終的にはそれを録音して
オーディオガイドを制作。東京大学と東京藝術大学の大学
院生や、とびラーも一緒に活動し、様々な人の考えに触れ
ながら、クリエイティブに物を見る力を磨くことを目的と
した。記録映像制作。また、活動記録の発信を国立情報学
研究所との共同研究（P58）の一環で行った。

・放課後のミュージアム
　全12回／ 39人登録（メンバー制）／のべ参加者数331人 
　水曜日の午後、当館の一室を子どもたちのために開室。
メンバー登録制で、クラブ活動のように自由に美術館に通
い、美術館が様々な人との出会いの場、学びの場、そして
居場所となるような環境を目指した。展覧会を鑑賞した
り、廃材で何かをつくったり、そこに集まった人と話をし
たり、上野公園の他のミュージアムに出かけたり。何をす
るかを、その場にいる美術館学芸員やとびラーなどの大人
たちと共に考え、場をつくっていくことを試みた。記録映
像制作。

放課後のミュージアム（恩賜上野動物園）

・ホームカミングデイ
　全3回／のべ参加者数53人
　「あいうえの学校」でミュージアム・デビューした子ども
たちに、上野公園のミュージアムをずっと楽しみ続けてほ
しいという願いが込められたプログラム。前年度のプログ
ラム参加者がもう一度ミュージアムに集まる日として開催。

ティーンズ学芸員
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（学校向けプログラム） 
・スペシャル・マンデー・コース
　全4回開催／参加12校、参加者数786人
　対象／都内幼・小・中・高等学校
　当館で開催される特別展の休室日（月曜日）に、学校単位
で授業として来館する子どもたちのために展示室を特別に
オープン。「事前→当日→事後」の学びをサポート。とびラー
が子どもたちの声に耳を傾け、対話を通し、ゆったりとし
た環境で言語活動を重視した鑑賞を行うことを目的とし
た。また、希望する学校には貸切りバスが当館と学校を直
行で結び、アクセスのハードルを解消した。

スペシャル・マンデー・コース

・平日開館コース
　全18回開催／参加16校、参加者数732人
　対象／都内小・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

「あいうえののとびら ミュージアムの新しい試み―上野恩
賜公園」の発行
当館と藝大の連携事業「とびらプロジェクト」及び
「Museum Start あいうえの」のコンセプトブック。活動の
様子や人の声を中心に各プログラムを紹介している。

あいうえののとびら ミュージアムの新しい試み―上野恩賜公園 (表紙 )

ホームカミングデイ
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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、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P50～ 53参照）。
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やデジタル図版データ、ポストカー
ドやフレームスタンド等が入っている。
　平成 26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.59～ P.62参照）

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、上
手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関連事業の事例を紹介し、学校の夏
季休暇時の開催では、「対話による鑑賞実践」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。4回の研修
会を行い、のべ参加者数111人。
 
第1回 6月13日 (金 ) 18:00～ 19:00
  アート・コミュニケーション事業、とびらプロ

ジェクト、Museum Startあいうえの、学校連携
事例紹介バルテュス展解説・鑑賞

  「バルテュス」展をテーマとした「ビビハドトカガ
ブック」を使ったワーク

第2回 8月8日 (金 ) 10：00～ 15：00
  アート・コミュニケーション事業、とびらプロ

ジェクト、Museum Startあいうえの紹介アート
カードを使用したワークショップ

  「メトロポリタン美術館古代エジプト展 -女王と
女神」をテーマとした鑑賞授業の体験

  〇 アートカードで選んだ作品を展覧会会場で
じっくり鑑賞。ビビハドトカダブックにスケッ
チし、気になった理由などを言語化する。

  〇 展示室の中で好きな作品を１つ決め、上記同様
に言語化する。

  〇 アートスタディールームで選んだ作品ごとの
グループに分かれ、各々の「気づき」を共有レク
チャー：美術館における言語活動の役割、個人

の鑑賞と複数の鑑賞の往復、鑑賞の 場で起こ
る「価値観の共有」、対話からうまれる「共同の
学び」

第3回 10月31日 (金 ) 18:00～ 19:00
  アート・コミュニケーション事業、とびらプロ

ジェクト、Museum Startあいうえの紹介美術館
活用についての海外事例の紹介

  アートスタディールームにて「群鶴図屏風」（高精
細複製画）を参加者全員で鑑賞「ウフィツィ美術
館展」紹介・鑑賞

第4回 3月20日 (金 ) 18:00～ 19:00
  アート・コミュニケーション事業、とびらプロジェ

クト、Museum Startあいうえの紹介
 学校連携事例紹介
  平成27年度学校連携プログラム紹介・展覧会ラ

インナップ紹介
 「新印象派 -光と色のドラマ展」紹介・鑑賞

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業務
の補佐として従事、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。

インターンシップの実践研修（Museum Start あいうえのプログラム）

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。今年度は杉並区教
員研修、歴史教育研究会への研修協力を行った。
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展覧会関連プログラム

　当館では、各年度で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 26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.59～ P.62参照）

1　一般参加プログラム 
　展覧会の出品作家が自身の作品について語るトークイベ
ントや座談会など。普段は目に触れることの少ない制作過
程をはじめ、作品の背景についてなど、興味深いトークが
行われた。
 
2　ファミリー・プログラム 
　展覧会を親子で楽しめる、鑑賞や造形のワークショップ
を開催した。特別展会場で貸し出す子ども用鑑賞ツール「と
びらボード」（磁気ボード）の貸し出しを継続した。

3　新春プログラム 
　お正月時期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　とびラボ発 展覧会関連プログラム 
　とびラーによる自主企画
　　・紙芝居プロジェクト

展覧会の内容に合わせたとびラーオリジナル紙芝居
の上演。

　　・ぬりえプロジェクト「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するワーク
ショップ。

　　・鑑賞プログラム「見楽会」「ヨリミチビジュツカン」
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。

イロイロとび缶バッジ（バルテュス展・とびラボ発展覧会関連プログラム）

楽園への手紙（楽園としての芸術展・とびラボ発展覧会関連プログラム）

とびらボードの貸し出し（ファミリー・プログラム）



56

5　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。「メトロポリタン美術館 古代エジ
プト展　女王と女神」には、会場の地図をデザインしたガ
イドを作成、「新印象派―光と色のドラマ」展では点描など
の技法に着目したガイドを作成した。

メトロポリタン美術館 古代エジプト展
ジュニアガイド

新印象派展ジュニアガイド
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美術館たんけんツアー
建築ツアー

アクセス・プログラム

　当館をより理解してもらうため、2種類の館内ツアーを
継続して開催。「美術館たんけんツアー」は、親子を対象に
して、美術館のバックヤードを当館学芸員と巡り、公募団
体展の作品が搬入されてから展示されるまでを追体験す
る。1回開催し、9人が参加した。
　「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。奇数月第3土曜日14時か
ら開催。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。6回開催、のべ参加者数126人。
平成26年度は前年度に引き続き、昼の開催に加え、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」がとびラーからの発案により開催された。
12回開催、のべ参加者数223人。また、とびラーによる
トビカンケンチク見どころマップvol.1、2、「“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」が引
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会場において、
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。事前申し込み制により平成
26年度は「バルテュス展」、「メトロポリタン美術館 古代エ
ジプト展　女王と女神」、「ウフィツィ美術館展」、「新印象
派―光と色のドラマ」展において各1回ずつ計4回行い、
のべ2,764人が参加した。
　とびらプロジェクトと連動し、毎回30人程度のとびラー
が当日の運営に関わり、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（手話通訳付き）も企画棟ホ
ワイエ（ロビー階）で行われた。また、とびラーの発案によ
り、弱視の方が作品を拡大して見ることができるよう、あ
らかじめ iPadに複数の作品画像をダウンロードして、手
元で見られるように展示会場に持参した。

障害のある方のための特別鑑賞会

特別鑑賞会事前研修

美術館たんけんツアー

建築ツアー

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー
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調査・研究プロジェクト

国立情報学研究所との共同研究 
　この共同研究は、アート・コミュニケーション事業の活
動成果を一般の方々に伝える効果的な方法を探る取り組み
であり、平成24年度より5年間の研究事業である。美術
館におけるアーカイヴは、作品などのモノの情報を記録対
象とすることが多い。一方、この共同研究では、事業の実
施内容とともに、体験した人の記憶（鑑賞体験）を記録と発
信の対象としている。
　今年度は「Museum Start あいうえの『ティーンズ学芸
員』」（P.52）の活動を中心に、記録を発信する情報共有環
境の研究開発を実施。鑑賞体験のような不定形の対象を記
録し一般の利用に供するため、鑑賞体験をデータベース化
できる情報登録環境と、アートラウンジ等で利用・閲覧可
能なサービスの設計・構築を中心に行った。
共同研究／国立情報学研究所 高野明彦研究室 

アクセス鑑賞プログラム研究会 
　当館では「障害のある人も何のためらいもなく来館でき
る美術館となります。」というミッションを実現するべく、
アクセス・プログラムとして「障害のある方のための特別
鑑賞会」の実施に平成24年度から注力してきた。
　とびらプロジェクトと連動し、とびラーがこのプログラ
ムを支え、多くの来館者から感謝の言葉が届く中、さらに
個別の障害に対応するべく、聴覚障害者向けには学芸員に
よる展覧会解説に手話通訳を導入し、今年度はとびラーの
発案により試験的に展示作品の中から何点かのデータを
iPadに取り込み、展示室で拡大させて見ることの手助けを
試みた。
　加えて、3年目ゼミに参加しているとびラーの発案によ
り、「見えない人と見る建築ツアー」が開催された。見えな
い人にも、当館の建築をどう伝えるかについて、ミーティ
ングを重ね、ツアーの補助ツールとして、建物の配置がわ
かる「触れる配置模型」を作成。「新印象派―光と色のドラ
マ」展の特別鑑賞会と同日に開催。22人が参加した。

iPadの活用による鑑賞サポート

Museum Start あいうえの『ティーンズ学芸員』」トップ画面

「Museum Start あいうえの『ティーンズ学芸員』」コメント画面

見えない人と見る建築ツアー
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アート・コミュニケーション事業 平成26年度 実績

項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

アート・コミュニケータ養成 平成26年4月～平成27年3月 150 
とびラー4期生 2次面接 平成27年3月13日（金）、14日（土）、15日（日） 114
基礎講座　全6回 平成26年4月12日（土）、26日（土）、5月10日（土）、24日（土）、

6月7日（土）、21日（土）
418 2

実践講座 鑑賞　全6回 平成26年7月28日（月）、8月4日（月）、18日（月）、9月1日（月）、
11月4日（火）、平成27年2月16日（月）

215 

実践講座 アクセス　全5回 平成26年7月6日（日）、27日（日）、8月31日（日）、
平成27年2月1日（日）および、以下の日程から1日
6月23日（月）、7月5日（土）、14日（月）、17日（木）、19日（土）、
28日（月）、8月6日（水）、7日（木）、16日（土）、11月23日（日）

177 2

実践講座 建築　全6回 平成26年6月14日（土）、28日（土）、8月23日（土）、
10月18日（土）、平成27年1月24日（土）、2月21日（土）

151 1

とびらステーション 平成26年10月4日（土）、19日（日）、12月14日（日）、
平成27年3月29日（日）

239 1

とびらオープンレクチャー vol.3 もしかして、おかたづけって芸術のはじまり？
原作者オーシルさんが語る『キュッパのはくぶつかん』

平成26年5月5日（月） 214

とびらフォーラム とびらスタイル！  で行きましょう。
美術館×大学×とびラーのコミュニティデザイン

平成27年2月22日（日） 23 218

とびラボ とびラーの自主的な活動打ち合わせなどコミュニ
ケーションの場　全273回

平成26年4月～平成27年3月 1431 

館内スタッフ向けミニコミ誌『とびリア』発行 第8号　平成26年7月15日（火） 300部
第9号　平成27年3月29日（日） 200部
第10号　平成27年3月30日（月） 200部

大人のあいうえの「ミュージアム・クエスト」
（とびラー＆友人向け）

平成26年11月30日（日） 11 10

女子美卒展さんぽ 平成27年3月7日(土) 7 8
事前勉強会「大英博物館展」 平成27年3月21日（土） 18 

3年目ゼミ 任期満了を迎えるとびラーの自発的な活動の場、
および、その活動をサポートするゼミ　全26回

平成26年6月～平成27年3月 182 1

knock-knock「美術館に行こう！」 平成27年3月29日（金） 6 3
藝大連携プログラム（講義、
卒業･修了展）

藝大集中講義（色彩学：日比野克彦）　全3回 平成26年9月25日（木）、26日（金）、28日（土） 27 
藝大先端芸術科 講義 平成27年1月23日（金） 15 30
藝大生インタビュー　全8回 平成26年7月～12月 20 11
日比野克彦×とびラー座談会 平成27年1月26日（月） 12 42
藝大卒展さんぽ（とびラボ発プログラム）　全2回 平成27年1月27日（火）、31日（土） 26 64
見楽会（とびラボ発プログラム）　全2回 平成27年1月26日（月）、29日（木） 18 36

とびらプロジェクト（P.46～P.49）

項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

ミュージアム・スタート・パッ
ク配付数

2,472セット

あいうえの学校 あいうえのものがたり　全4回 平成26年5月31日（土）、6月15日(日）、29日(日）、7月5日（土） 50 46
ティーンズ学芸員　全10回連続プログラム 平成26年8月1日(金）、2日（土）、3日(日）、16日(土）、17日(日）、

12月20日(日）、平成27年1月6日（火）、7日（水）、3月27日(金）
210 94

プレ・プログラム：ティーンズ学芸員（東京大学大学院生）平成26年7月14日（月）、23日（水）、25日（金） 16 63
Hi! Zai アートラボ　全2回 平成26年8月21日(木）、22日（金） 19 50
のびのびゆったりワークショップ
全6回連続プログラム

平成26年9月28日（日）、10月12日（日）、11月9日（日）、
23日(日）、12月7日（日）

202 118

放課後のミュージアム　全12回連続プログラム 平成26年7月23日（水）、9月3日（水）、17日（水）、10月1日（水）、
15日（水）、29日（水）、11月12日（水）、26日（水）、
 12月10日（水）、平成27年1月21日（水）、2月4日（水）、18日（水）

120 308

ホームカミングデー　ミュージアムスタートあいうえの 平成27年8月6日（水） 6 27
ホームカミングデー　のびのびゆったりワークショップ 平成26年9月7日（日） 14 11
ホームカミングデー　放課後の美術館 平成26年12月17日（水） 7 15

Museum Start あいうえの（P.50～P.53）

平成26（2015）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：32,011人
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項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

あいうえの学校
スペシャルマンデーコース
のべ12校

墨田区立小梅小学校（6年生） 平成26年9月8日（月） 16 50
台東区立金曽木小学校（4年生） 平成26年9月8日（月） 27 63
足立区立栗島中学校（特別支援学級） 平成26年9月8日（月） 13 27
足立区立足立入谷小学校（5年生） 平成26年11月10日（月） 6 31
私立明晴学園小学校（1～6年生） 平成26年11月10日（月） 23 45
台東区立金竜小学校（3年生） 平成26年11月10日（月） 15 66
江東区立大島西中学校（2年生） 平成26年11月25日（火） 13 125
品川区立城南小学校（6年生） 平成26年11月25日（火） 6 52
羽村市立羽村西小学校（6年生） 平成26年11月25日（火） 10 93
品川区立浅間台小学校（5、6年生） 平成27年2月23日（月） 16 44
練馬区立田柄第二小学校（6年生） 平成27年2月23日（月） 12 96
台東区立東浅草小学校（4年生） 平成27年2月23日（月） 6 58
練馬区立田柄第二小学校 平成27年3月9日（月） 4 36

あいうえの学校
平日開館コース
のべ16校

都立足立西高等学校（1年生） 平成26年7月30日(水） 12 26
台東区立根岸小学校（3年生） 平成26年10月７日(火） 14 115
荒川区立第二瑞光小学校（6年生） 平成27年10月31日（金） 9 42
私立玉川学園（中学1年生） 平成27年12月9日(火)、10日(水)、12日(金) 33 229
私立湘南学院高等学校 平成27年1月4日(日) 7
国立東京学芸大学付属高等学校 平成27年1月5日(月) 4
埼玉県立伊奈学園総合高等学校 平成27年1月5日(月) 9
私立星野高校 平成27年1月6日(火) 33
都立深川高校 平成27年1月7日(水) 10
都立一橋高校 平成27年1月7日(水) 6
都立小松川高校 平成27年1月7日(水) 10
台東区立忍ヶ丘小学校 平成27年1月13日(火) 46
荒川区立第二日暮里小学校 平成27年2月20日(金) 12 19
埼玉県立伊奈学園中学校 平成27年3月5日(木) 12 85
都立多摩科学技術高等学校 平成27年3月19日(木) 18 23
豊島区立南池袋小学校 平成27年3月20日(金) 18 69

あいうえの日和 東京都美術館での開催　全11回 平成26年7月～平成27年1月 411
「Museum Start あいうえの」連携各館での開催  全19回 平成26年7月～平成27年1月 8 317

学び合いカフェ とびラーのプログラム事前準備 452 21
保護者のためのプログラム 30 247

項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

ティーチャーズ・デイ
全4回

平成26年6月13日（金）、8月8日（金）、10月31日（金）、
平成27年3月20日（金）

111

教員研修 杉並区教員研修 平成26年8月20日（水） 7
歴史教育研究会 平成26年8月27日（水） 2 29

学校団体来館対応 埼玉県立川越初雁高等学校 平成26年5月30日（金） 17
宮城学院女子大学 平成26年7月19日（土） 12

観覧料免除申請（都内教育
機関）
のべ69校

バルテュス展  5校 273
メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神 19校 186
ウフィッツイ美術館展 19校 1,370
新印象派―光と色のドラマ 19校 662
「楽園としての芸術」展  5校 43
都美セレクション 新鋭美術家 2015  2校 131

学校連携（P.54）
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項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

【バルテュス展】
記念講演会 全3回 平成26年4月19日(土)、20 日（日）、27日(日） 525
とびラボ発プログラム とびらボードでGO! 平成26年6月8日（日） 9 50

イロイロとび缶バッジ 平成26年6月14日(土)、15日(日) 29 486
紙芝居「ニコラの不思議な誕生日」上映 平成26年6月15日(日)、18日(水)、22日(水) 10 282
事前勉強会 平成26年4月26日（土） 38 

とびらボードの貸出 平成26年4月19日（土）～6月22日（日）  1,111件
スタッフ鑑賞研修会 平成26年4月24日（木） 17 

【公募団体ベストセレクション 美術 2014】
アーティストトーク　全4回 各日9作家によるリレートーク 平成26年5月4日(日)、10日(土)、18日(日)、24日(土) 13 1875
とびラボ発プログラム 見楽会（とびラー・スタッフ向け） 平成26年5月8日（木）、16日（金） 27 5
スタッフ鑑賞研修会 平成26年5月8日（木） 20 

【メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神】
記念講演会 平成26年7月19日(土) 133
とびラボ発プログラム ヨリミチビジュツカン 平成26年9月5日(金) 12 2

とびらボードでGO! 平成26年9月13日(土) 9 71
イロイロとび缶バッジ 平成26年9月15日(月) 21 300
事前勉強会 平成26年5月10日（土） 39 3

とびらボードの貸出 平成26年7月19日（土）～9月23日（火）  3,334件
ジュニアガイドの配布 都内小・中学校1,924校に発送  7,782部

展覧会会場での配布 平成26年7月19日(土)～9月23日（火） 30,500部
スタッフ鑑賞研修会 平成26年7月24日（木） 20 

【「楽園としての芸術」展】
記念講演会 平成26年7月26日（土） 146
上映会 しょうぶ学園ドキュメンタリー映画 平成26年10月1日（水） 220
とびラボ発プログラム 「楽園」への手紙 平成26年8月10日（日）、20日（水）、30日（土）、9月10日（水）、

20日（土）、30日（火）、10月5日（日）
42 360

ヨリミチビジュツカン 平成26年9月19日（金） 11 11
事前勉強会 平成26年6月21日（土） 39 

スタッフ鑑賞研修会 平成26年7月31日（木） 10 
【ウフィッツイ美術館展】
記念講演会 平成26年10月12日（土）、11月8日（土）、11月22日（土） 611
とびラボ発プログラム とびらボードでGO! 平成26年11月22日（土）、29日（土） 21 93

事前勉強会 平成26年9月14日（日） 24 
とびらボードの貸出 平成26年10月11日（土）～12月14日（日）  1,618件
スタッフ鑑賞研修会 平成26年10月16日（木） 25 

【TOKYO 書 2015　公募団体の今】
演奏会 橘雅友会による雅楽演奏会 平成27年1月4日（日） 115
アーティストトーク　全3回 各日6作家によるリレートーク 平成27年1月10日（土）、11日（日）、12日（月） 13 1780
とびラボ発プログラム 書の勉強会 平成26年7月19日（土）、20日（日） 36
スタッフ鑑賞研修会 平成27年1月8日（木） 13 

【新印象派―光と色のドラマ】
講演会 記念講演会 平成27年2月7日（土）、14日（土） 431

モーニングレクチャー　全1回 平成27年3月23日（月） 118
イブニングレクチャー　全4回 平成27年1月30日（金）、2月13日（金）、27日（金）、3月13日（金） 388
科博「ヒカリ展」とのコラボ企画 平成27年2月1日（日） 157

とびラボ発プログラム ヨリミチビジュツカン 平成27年2月13日（金）、27日（金） 18 20
イロイロとび缶バッジ 平成27年3月7日（土） 24 233
とびらボードでGO！ 平成27年3月8日（日） 8 54
事前勉強会 平成26年12月13日（土） 20 

とびらボードの貸出 平成27年1月24日（土）～3月29日（日）  1,591件
ジュニアガイド 都内小・中学校2,177校に発送 32,200部

会場配布 平成27年1月24日（土）～3月29日（日） 10,500部
スタッフ鑑賞研修会 平成27年1月29日（木） 11 

【都美セレクション 新鋭美術家 2015】
アーティストトーク　全2回 2日間、計5作家よるリレートーク 平成27年2月21日（土）、28日（土） 7 300
ギャラリートーク　全2回 平成27年3月15日（日） 170
とびラボ発プログラム 見楽会 平成27年3月8日（日）、11日（水） 13 19
スタッフ鑑賞研修会 平成27年2月19日（木） 4 

展覧会関連プログラム（P.55）
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項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

美術館たんけんツアー 平成26年10月26日（日） 3 9 
建築ツアー 通常ツアー（奇数月第3土曜日開催）　全6回 平成26年5月17日（土）、7月19日（土）、9月20日（土）、

11月15日（土）、平成27年1月17日（土）、3月21日（土）
67 126

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー
（とびラボ発プログラム）　全12回

平成26年8月29日（金）、9月12日（金）、10月24日（金）、
11月1日（土）、21日（金）、12月6日（土）、14日（日）、
平成27年1月30日（金）、2月13日（金）、27日（金）、
3月20日（金）、27日（金）

115 223

項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

障害のある方のための特別
鑑賞会 準備研修講座

平成26年5月12日（月） 10

障害のある方のための特別
鑑賞会

バルテュス展 平成26年5月26日（月） 31 570
メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神 平成26年8月25日（月） 28 731
ウフィッツイ美術館展 平成26年12月8日（月） 31 814
新印象派―光と色のドラマ 平成27年3月9日（月） 37 667

項目 内容 開催期間・開催日 数量 参加者数
アート・コミュニケータ一般（外部講師含む）

視覚障害のある方のための
トビカン建物ツアー

平成27年3月9日（月） 7 22

JMMA講演会 「アイデンティティー危機時代のミュージアム」 平成26年12月5日（金） 2 42
上野教育普及担当者会 平成26年12月16日（火） 36

美術館たんけんツアー・建築ツアー（P.56）

アクセス・プログラム（P.57）

調査・研究プロジェクト（P.58）
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アメニティ事業4 　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、ミュージアムショップ、レストラ
ンなどを運営している。

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。美術館創立の日（5月1日）を中心に、
当館の歴史を紹介するアーカイブズ資料展示も行う。

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
アーカイブズ資料展示
美術館創立の日に合わせ、当館の歴史に関する資料を公開
会期／平成26年5月1日（木）～ 5月27日（火）
出品資料／ 15件
主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
※詳細はP.65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
「ウフィツィ美術館展」に寄せて演奏
日時／平成26年11月1日（土）、2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・東京文化発信プロジェクト

室（公益財団法人東京都歴史文化財団）

日比野克彦×とびラー 座談会
東京都美術館と東京藝術大学の連携事業「とびらプロジェ
クト」を統括する日比野克彦とアート・コミュニケータ（と
びラー）によるトークイベント
日時／平成27年1月26日（月） 15:00～ 16:30
主催／東京藝術大学×東京都美術館「とびらプロジェクト」

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

日比野克彦×とびラー 座談会

平成26年度　アーカイブズ資料展示
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「美術館創立の日」記念 アーカイブズ資料展示
「美術館食堂」の記憶

会期／平成26年5月1日（木）～ 5月27日（火）
会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
出品資料／ 15件
主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
観覧料／無料

　5月1日「美術館創立の日」を記念した東京都美術館の
アーカイブズ資料展示が一昨年のリニューアル後から開始
された。平成26年度のテーマは、建築家・岡田信一郎設
計の旧館一階にあった洋食レストラン「美術館食堂」。広い
空間に趣向をこらした照明が灯る食堂では、カレーライ
ス、ハヤシライス、オムライスなどの定番メニューが供さ
れ、美術家や来館者などたくさんの人が訪れたという。本
展では、大正15（1926）年に始まる美術館の歩みと共に人々
の思い出にきざまれた「美術館食堂」を、図面や写真などの
アーカイブズ資料をとおして振り返った。さらに、食通・
健啖家で知られた建築家・前川國男が設計した新館のレス
トランの様子も、写真や当時の「美術館案内」によって紹介
した。

出品リスト
 1 写真 旧館食堂　大正15（1926）年頃
 2 図面 旧館食堂家具配置図　大正15（1926）年頃
 3 写真 旧館食堂
 4 旧館食堂照明器具　大正15（1926）年頃
 5  図面 旧館食堂照明器具（部分拡大図）［参考：写真 旧館食堂照明器

具（部分拡大図）］大正15（1926）年頃
 6 『美術館ニュース  No.302』   昭和51（1976）年　東京都美術館発行
 7 美術館食堂 広告『第四回旺玄社展覧会目録』　昭和11（1936）年
 8 美術館食堂 マッチ＊  画・小松崎邦雄
 9 美術館食堂 湯呑＊

10 『美術館ニュース　No.389』　昭和60（1985）年　東京都美術館発行
11 『商店建築 1975年10月号』*　昭和50（1975）年　商店建築社発行
12 旧館平面図『東京都美術館案内』　 昭和38（1963）年頃
13 新館平面図『東京都美術館案内』　昭和50（1975）年
14 写真 新館食堂　平成18（2006）年　撮影・齋藤さだむ
15 写真 新館食堂　平成18（2006）年　撮影・齋藤さだむ

＊印の資料は「美術館食堂」を経営していた妹尾家より借用し、8の一部
を除く資料をご寄贈いただきました。ここに記して感謝の意を表します。

8

9

1

4 5

※展示風景はP.64に掲載
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　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26年9月24日～ 10月6日（13日間）
その他、館内整備、年末年始などは美術館に準ずる

美術情報室

 利用者数 開室日数 1日平均
4月 476 28 17
5月 464 29 16
6月 519 28 19
7月 288 21 14
8月 431 28 15
9月 421 21 20
10月 466 24 19
11月 615 28 22
12月 320 18 18
1月 417 26 16
2月 620 26 24
3月 644 27 24
計 5,681 304 19
※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1,200点

館史資料

実績
開室日数／ 304日
利用者数／ 5,681人（1日平均19人）

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 計

6,423 15,893 13,749 4,913 342 41,320

蔵書冊数（平成27年3月31日現在）

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

購入 143 209 21 0 0
寄贈 201 666 608 247 342
計 344 875 629 247 342

受入れ冊数（平成26年度）
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実績（平成26年度来店客数）
MUSEUM TERRACE／ 119,411人
IVORY／ 26,956人
M cafe／ 89,852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 

レストラン・カフェ
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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」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

ミュージアムショップ

実績
来客数／ 86,854人
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新伝統工芸プロデュース
TOKYO CRAFTS & DESIGN

　美術館が橋渡しをして東京の伝統工芸職人とデザイナー
がコラボレートし、伝統技術を生かした新作工芸品を誕生
させるプロジェクト。

認定商品／ 11品45点（平成27年3月末）
販売場所／ 東京都美術館ミュージアムショップ、新宿タカ

シマヤ、SHUSHU（独ミュンヘン）

新たに下記の品目、点数を追加認定した。
・小紋ネクタイ《御所車と丸通し》（浅葱色、瑠璃紺）
・トウキョウカボッション《Highway》
・漆硝子文鎮　黒
・結 ─ yuu　ピンク
　また、公益財団法人日本デザイン振興会主催「東京都美
術館TOKYO CRAFTS&DESIGN」展（PMQ元創方 グッ
ドデザインストア Gallery（香港）、11月1日～ 29日）に協
力した。

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27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 68
切子の指輪 江戸切子 堀口徹×小宮山洋 22
mixed pendant 江戸象牙 片山紀史夫×峰岸奈津子 28
鼈甲ブックマーカー 江戸鼈甲 大澤健吾×廣田尚子 107
ペーパーウェイト－モアレ 江戸切子 堀口徹×河本匠真 46
小紋チーフ 東京染小紋 富田篤×南出優子 109
木彫ルーペ 江戸木彫刻 渡邉宗雲×渡邉純人 85
結－yuu- 東京くみひも 川勝新市×なごみ 85
ホントノキモチ 東京銀器 泉健一郎×竹中逸人・幾度慶美 24
漆硝子文鎮 江戸切子 廣田達朗×藤本英子 15
売上げ個数合計 589

小紋ネクタイ

漆硝子文鎮

トウキョウカボッション

結 ─ yuu
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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）
夏季金曜日／ 9:30～ 21:00まで延長
金曜日以外／ 9:30～ 21:00まで延長（5日間）
金曜日以外／ 9:30～ 20:00（5日間）＊
＊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）／ 3台（内訳：2～ 24カ月用2、1～
48カ月用1）
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）

託児サービス
　東京都美術館及び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／当館及び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

チラシ

来館者サービス

実績
実施日数／ 35日
利用者数／ 108人（1日平均 3人）
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諸活動5 広報

調査研究
収蔵品
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広報

　平成26年度は、ウェブサイト及びフロアガイド・リー
フレットにおいて、英語、中国語（繁体字・簡体字）、ハン
グルによる多言語化を実施し、外国人に向けた発信力強化
を図った。また、フェイスブックやツイッターによる即時
的かつ効果的な情報発信を積極的に実施した。さらに、新
たな試みとして、著名人のインタビュー記事を掲載した館
広報誌を定期的に発行し、親しみやすい館のイメージづく
りに取り組んだ。

館案内リーフレット等作成（一般来館者向け）
　展覧会カレンダーは英語版を作成し、フロアガイド・リー
フレットは日本語、英語に加え、中国語（繁体字）、中国語
（簡体字）、ハングルの計5種類を作成し、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。新た
に作成したA2サイズ（クロス折、仕上がりA4サイズ）の
リーフレットは、表はポスターとして利用可能とし、裏は
展覧会にちなんだ著名人のインタビュー記事を掲載して読
みものとして楽しめる工夫を凝らした。

ウェブサイトとSNSの運用
　ウェブサイトの年間アクセス数は約1,000万アクセスを
超え、月平均約86万アクセスに達した。フェイスブック
及びツイッターの運用も積極的に実施し、展示会場の混雑
情報や速報性のある情報発信を行い、ツイッターのフォロ
ワー数も2万人に迫る媒体となった。

○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/TokyoMetropolitanArtMuseum

アクセス数 ツイッター フェイスブック
4月 612,073 － 1,946人
5月 687,927 － 2,139人
6月 821,837 － 2,358人
7月 874,035 － 2,554人
8月 1,298,229 － 2,783人
9月 1,057,420 － 2,939人

10月 957,655 － 3,264人
11月 828,696 － 3,588人
12月 612,444 － 3,923人
1月 839,814 － 4,209人
2月 915,067 － 4,341人
3月 829,631 － 4,462人
合計 10,334,828 19,537人 4,462人

ホームページ閲覧数、SNSフォロワー数

館広報誌 言語 備考（発行部数等）
(1) 美術館概要小冊子（A4/P12） 日 /英 3,000部 /3,000部発行
(2) 美術館概要リーフレット（A4変形 /4折） 日 /英 50,000部 /30,000部
(3) フロアガイド・リーフレット（A4変形 /3折） 日 /英 /中（繁）/中（簡）/ハングル 50,000部 /30,000部 /10,000部 /10,000部 /10,000部発行
(4) A2リーフレット（A4/クロス折） 日（英語併記） 110,000部（5号）発行
(5) 展覧会カレンダー・リーフレット（手札 /6折） 日 /英 210,000部 /37,000部発行
(6) 展覧会ラインナップ・フライヤー（A4/2折） 日 /英 50,000部 /5,000部発行
(7) 上野公園イラストMAP（A4） 日 配布のみ

発行媒体と発行部数

美術館概要小冊子 展覧会ラインナップ・フライヤー A2リーフレット 上野公園イラストMAP

美術館概要
リーフレット

フロアガイド・
リーフレット

展覧会カレンダー・
リーフレット
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各種サインボード掲出
　最寄り駅から当館へ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、公園内等への各種サインボードを掲
出した。
・上野公園総合情報版（公園内4か所）
・上野公園個別情報版（W900×H1800）
・東京都美術館北口壁面サインボード（W900×H1800）
・東京都美術館正門外ポスターケース

TV・ラジオ 新聞 雑誌等
4月 4 17 72
5月 11  22 39
6月 2 14 102
7月 4 18 81
8月 8 35 64
9月 11 19 29

10月 4 13 59
11月 9 17 40
12月 3 18 96
1月 8 22 37
2月 8 18 62
3月 4 14 70
合計 76 227 751

各種メディアへの放映・掲出件数

※特別展広報事務局での取り扱い分を除く

館北口壁面サインボード

上野公園個別情報版 館北口壁面サインボード

プレスリリース作成・発送
　美術業界紙・誌へのプレスリリースのほか、都庁記者ク
ラブを対象とした都庁プレス、一般情報誌向け等をリリー
ス内容に応じて配信。平成26 年度は、計12件を配信した。
プレスリリース件数は、各回約250件送付している。

取材対応及び取材誘致
　電話・FAX・メールでの記事掲載対応のほか、取材依頼・
撮影・収録・オンエア立会いなどを行った。積極的に取材
誘致を行い、美術鑑賞とは別の切り口でのアメニティ事業
等を情報番組で取り上げられるなど、美術館の周知を図る
よう努めた。

地域連携
　5月18日の「国際博物館の日」前後に上野公園周辺の文
化施設とまち（商店街）とで開催する「上野ミュージアム
ウィーク」に参加協力した。そのほか、台東区や商業施設
との連携を推進し、ツーリストや上野商業施設利用者への
広報を展開した。
・上野ミュージアムウィーク
日程／ 5月11日（土）～ 5月26日（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
イベント／館オリジナルロゴグッズプレゼント
日時／ 5月18日（土）9:30～
対象／ 「バルテュス展」「ベストセレクション 美術 2014」

観覧者　50名
・上野の山文化ゾーンフェスティバル
日程／ 9月～ 11月
主催／上野の山文化ゾーン連絡協議会
講演会／ 企画展「楽園としての芸術」展記念講演会　「＜楽

園としての芸術＞を語る」
日時／ 9月15日（月・祝）14:00～ 17:00
台東区文化産業観光部文化振興課と合同アンケート実施
・商業施設との広報展開
　「エキュート上野」「アトレ上野」等の商業施設発行リーフ
レットへの展覧会情報掲載、両施設内へのポスチラ配架・掲出。
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外国人向け鑑賞会
　特別展「バルテュス展」、「メトロポリタン美術館 古代エジ
プト展─女王と女神」では、外国人向け鑑賞会を実施した。
・特別展「バルテュス展」
日時／ 5月16日（月）16:00～ 17:00
参加者数／ 53名
解説方法／学芸員による日本語解説を英訳
協力／東京SGG（台東区のボランティアガイド）
広報／ 館ウェブサイト、英字紙2紙への広告掲出、東京

SGG活動拠点でのチラシ配布

・ 特別展「メトロポリタン美術館 古代エジプト展─女王と
女神」

日時／  8月26日（火）、29日（金）、9月9日（火）、11日（木）、
12日（金） 各日10:00～ 14:00

解説方法／展示室入口に待機し、希望者に英語にて鑑賞案内
参加者数／ 1名
協力／東京SGG（台東区のボランティアガイド）

ロケーション受け入れ
　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
じ東京の文化発進力を高めるという、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ー
ションを受け入れている。本年度は以下の通り。

スチール撮影　
許可件数／ 9、撮影件数／ 9、撮影日数／ 9

年報発行
　 デザインを刷新し、「平成25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

英字紙への広告

平成25年度 東京都美術館年報
Tokyo Metropolitan Art Museum Annual Report 2013
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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21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組は以下
の通り。

東京都美術館紀要発行　
　東京都美術館では、昭和51年度より『東京都美術館紀要』
を発行していたが、東京都現代美術館の設置とそれに伴う
収蔵品の移管、組織の改編等の事情により、平成6年度以
降は発刊が途絶えていた。平成24年度に東京都美術館が
リニューアルオープンし、それに伴い「書」作品が再移管さ
れたことを機に、調査研究活動の成果及び展覧会その他の
活動を通して得た知見を公表する場として、かつての『東
京都美術館紀要』の名称、号数を継承し、第19号（平成24
年度）をもって、発行を再開した。
　本紀要は、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（平成27年3月31日発行）の『東京都美術館紀要 
No.21』の内容は以下のとおり。
・「〈楽園としての芸術〉を語る」（佐久間寛厚と中原淳行に
よる対談録）、中原淳行／編、pp.5-15

・大橋菜都子「永続する色彩をもとめて──ポール・シ
ニャック《髪を結う女、作品227》におけるエンコース
ティックの試み」pp.17-26

・熊谷香澄美「キー・コンピテンシーを育む学びにつながる
プログラム「ティーンズ学芸員」の実践報告」pp.27-35

調査研究

東京都美術館紀要 No.21
The Bulletin of Tokyo Metropolitan Art Museum No.21
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著作・講演等
●稲庭彩和子
【著作・寄稿】
・「豊かな教育の広がり043　東京都美術館 Museum Start 
あいうえの」『初等教育資料』平成26年10月号、No.918 

【講演・セミナー等】
・「もしかしておかたづけって、芸術のはじまり？ とびら
プロジェクト オープン・レクチャー vol.3 原作者オーシ
ルさんが語る『キュッパのはくぶつかん』」、東京都美術
館、2014年5月5日
・「アートのチカラ─創る、育てる、活かす：ケアの場と
しての美術館─日本と海外の事例をもとに─」、中山道
広重美術館、2014年7月12日
・「まなざしの共有」、早稲田大学学芸員資格課程「博物館
教育論」、2014年8月7日

・「社会的課題にとりくむミュージアムの今」、文化庁
ミュージアム・エデュケーター研修、2014年9月17日
・「対話型鑑賞プログラム」、文化庁ミュージアム・エデュ
ケーター研修、2014年9月18日

・「東京都美術館の取り組みについて」、安曇野市美術館博
物館連携事業実行委員会、2014年10月24日

・「オープン・トーク 美術館の体験をセルフ・デザインし
よう」、東京ステーションギャラリー、2014年11月30日
・「とびらスタイル！で行きましょう。美術館×大学×と
びラーのコミュニティデザイン」、東京都美術館、2015
年2月22日

●大橋菜都子
【著作・寄稿】
・「新印象派とモネ、ルノワール──印象派を超える挑戦」
『新印象派─光と色のドラマ』図録、日本経済新聞社、
2014年、pp.146-149

・「永続する色彩をもとめて──ポール・シニャック《髪を
結う女、作品227》におけるエンコースティックの試み」
『東京都美術館紀要』第21号、2015年3月31日、pp.17-26
【講演・セミナー等】
・「印象派を超える挑戦 新印象派とモネ、ルノワール」、
一橋大学「芸術と社会」研究会、2014年11月9日

・ヒカリ展（科博）×新印象派展（都美）コラボ企画「新印象
派─光の科学に学んだ画家たち」、国立科学博物館、
2015年1月31日、東京都美術館、2015年2月1日
・記念講演会「印象派を超える挑戦　新印象派とモネ、ル
ノワール」、東京都美術館、2015年2月14日

・日経アカデミア「新印象派展のみどころ」、東京都美術
館、2015年2月19日

・武蔵野大学 美術鑑賞講座「新印象派の魅力に迫る」、東
京都美術館、2015年3月12日

●河合晴生
【著作・寄稿】
・「都美セレクション 新鋭美術家2015」展について『都美
セレクション 新鋭美術家2015』図録、東京都美術館、
2015年、pp.46-50

●熊谷香寿美
【著作・寄稿】
・「キー・コンピテンシーを育む学びにつながるプログラ
ム「ティーンズ学芸員」の実践報告」『東京都美術館紀要』
第21号、2015年3月31日、pp.27-35

【講演・セミナー等】
・平成26年度　美術館を活用した鑑賞教育の充実のため
の指導者研修　サブファシリテーター、東京国立近代美
術館、国立新美術館、2014年8月4日～ 8月5日

●小林明子
【著作・寄稿】
・「バルテュスとピエロ・デッラ・フランチェスカ」『バル
テュス展』図録、NHK／NHKプロモーション／朝日
新聞社、2014年、pp.185-189, pp.210-213

・「バルテュス展」『うえの』4月号、上野のれん会、2014
年4月1日、pp.16-18

・「バルテュス展」『新美術新聞』4月11日号、美術年鑑社、
2014年4月11日、p.1

・「フィレンツェ美術とメディチ家──ウフィツィ美術館の
誕生まで」『ウフィツィ美術館展』図録、TBSテレビ、2014
年、pp. 156-159（伊語版： “L’arte fiorentina e i Medici: 
verso la nascita degli Uffizi”, in Arte a Firenze da Botticelli a 

Bronzino: verso una ‘maniera moderna”, TBS Television, 2014, 
pp.17-21）
・「ウフィツィ美術館展」『うえの』10月号、上野のれん会、

2014年10月1日、pp.29-31
・「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」『新美術新聞』、美術年鑑社、
2014年10月11日号、p.1

・S. J. キャンベル他『イタリア・ルネサンス美術大図鑑』
（共訳）、柊風舎、2015年、第1巻、pp.286-323

【講演・セミナー等】
・「バルテュス展のみどころ」、バルテュス展関連文化講演
会、①立川女性総合センター、2014年4月21日、②大
田区民プラザ、2014年5月8日、③くすのきホール（調
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布）、2014年5月21日
・「フィレンツェ美術とメディチ家」、ウフィツィ美術館展
記念講演会、東京都美術館、2014年11月8日

●佐々木秀彦
【著作・寄稿】
・「デジタルアーカイヴィングの担い手」NPO知的資源イ
ニシアティブ /編、『これからのアーキビスト デジタル
時代の人材育成入門』、勉誠出版、2014年　

・（共同執筆）「アーカイブ立国宣言」 福井健策・吉見俊哉 /
監修『アーカイブ立国宣言 日本の文化資源を活かすため
に必要なこと』、ポット出版、2014年
・「日本のコミュニティとミュージアム＜大震災を経て＞
ファシリテーター報告」福原義春 /編『ミュージアムが社
会を変える 文化による新しいコミュニティ創り』、現代
企画室、2015年 

【講演・セミナー等】
・北海道大学高等教育推進機構高等教育研究部高等教育研
究部門・北海道開拓の村「博物館ボランティアの集い 
2014」講演「コミュニティ・ミュージアムへ向けて 「江戸
東京たてもの園」「東京都美術館」の取組みから」、北海
道大学、2014年10月27日
・日本博物館協会 第62回全国博物館大会シンポジウム
「今、求められる新しい博物館像」、報告「東京都美術館 
リニューアルオープン後の取組「創造と共生の場＝アー
ト・コミュニティ」をめざして」、三重県総合文化セン
ター、2014年11月19日
・十日町市博物館・友の会設立35周年記念講演会「地域博
物館の可能性」、十日町情報館、2014年11月29日
・独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所 平成26
年度遺跡整備に関する研究集会「史跡等の整備・活用の
長期的な展開 経年によるソフト・ハードの変化と再生」 
発表「ミュージアム再生に必要なこと 江戸東京たてもの
園と東京都美術館の取組みから」、奈良文化財研究所、
2015年1月16日
・平成26年度栃木県文化振興講演会「ミュージアムがコ
ミュニティに　江戸東京たてもの園・東京都美術館の取
組みから」、栃木県立博物館、2015年2月6日

●下倉久美
【著作・寄稿】
・「『第2回 都美セレクション グループ展』覚え書き―新た
な表現の可能性を見る―」『第2回 都美セレクション グ
ループ展』記録集、東京都美術館、2014年7月、pp.52-53

●進藤美恵子
【著作・寄稿】
・「突き抜けた才能とエネルギーの強さから生まれる“新
たな表現”の制作プロセスをこの目で見たい─吉岡徳仁
［デザイナー］」『Summer Night Museum 2014』広報誌、
東京都美術館、2014年7月17日発行
・「奇跡ともいえる“絵”との出会いに感謝して美術のおも
しろさをもっと伝えたい─和田彩花［アイドル・タレン
ト］」『Tokyo Metropolitan Art Museum』広報誌、東京都
美術館、2014年10月10日発行

・「舞台で培った表現力でスーラやシニャックの時代へと
誘います─大空祐飛［女優］」『Tokyo Metropolitan Art 
Museum』広報誌、東京都美術館、2015年1月23日発行

●田村麗恵
【著作・寄稿】
・「これまでのTOKYO書、これからのTOKYO書」
『TOKYO 書 2015　公募団体の今』図録、東京都美術
館、2015年、pp.11-13

●中原淳行
【著作・寄稿】
・「『楽園としての芸術』展」『うえの』7月号、上野のれん
会、2014年7月1日、pp.40-41
・「楽園としての芸術─アトリエ・エレマン・プレザンと
しょうぶ学園─」、『楽園としての芸術』展図録、東京都
美術館、2014年、pp.10-21
・「感性の震えを表現した『楽園としての芸術』展」、『公益
財団法人日本ダウン症協会会報 JDSニュース』、公益財
団法人日本ダウン症協会、2014年8月20日、pp.10-11

・「しょうぶ学園との出会い」、『季刊しょうぶ』秋・第74
号、社会福祉法人 太陽会、2014年10月、p.1
・「〈楽園としての芸術〉を語る」（佐久間寛厚と中原淳行によ
る対談録、中原淳行／編）、『東京都美術館紀要』第21号、
2015年3月31日、pp.5-15

●水田有子
【著作・寄稿】
「東京都美術館 美術情報室の今」『アート・ドキュメンテー
ション通信』104号、アート・ドキュメンテーション学会
編、2015年1月25日、p.18
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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。

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26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
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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 31,484 0 134,129 165,613 1,046 476 2,426 630 4,578 170,191
5月 88,533 16,721 69,689 174,943 3,941 464 1,250 524 6,179 181,122
6月 88,337 0 119,073 207,410 1,940 519 1,327 571 4,357 211,767
7月 27,976 1,618 66,853 96,447 1,931 288 1,159 402 3,780 100,227
8月 94,810 8,951 82,397 186,158 3,636 431 1,338 417 5,822 191,980
9月 72,808 9,498 113,964 196,270 2,263 421 2,054 440 5,178 201,448
10月 56,837 16,813 126,092 199,742 2,431 466 2,209 622 5,728 205,470
11月 103,779 2,519 164,231 270,529 3,265 615 2,539 613 7,032 277,561
12月 50,055 12,797 55,480 118,332 2,109 320 1,587 319 4,335 122,667
1月 15,974 16,049 85,803 117,826 2,971 417 1,830 368 5,586 123,412
2月 60,955 11,466 183,769 256,190 2,904 620 2,636 592 6,752 262,942
3月 71,364 7,377 81,838 160,579 3,574 644 2,255 553 7,026 167,605
合計 762,912 103,809 1,283,318 2,150,039 32,011 5,681 22,610 6,051 66,353 2,216,392

平成26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24年度から平成26年度の結果を比較する。（来館者の
満足度については平成26年度の結果のみ掲載）
　平成24年度は夏季と秋季の2回に分けて調査を実施、
平成25年度、平成26年度は夏季から秋季にかけて各年4
回ずつ実施した。
※公益財団法人東京都歴史文化財団「東京都美術館平成26
年度顧客満足度調査報告書」からデータを抜粋。

来館者の特徴
性別
　各年度とも男性約35％に対して女性約65％の比率と
なっており、大きな変化は見られない。

【性別（経年比率）】

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

平成24年度
（n=845） 男性 女性34.6 65.4

平成25年度
（n=501）

35.5 64.5

平成26年度
（n=509）

36.3 63.7

男性 女性

年代
　30代以下の割合が減少傾向にある。一方で70歳以上の
割合が毎年増加しており、24年度の12.4％から、26年度
は21.4％となっている。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

平成24年度
（n=845）

平成25年度
（n=501）

平成26年度
（n=509）

10-20代 40代 50代30代 60代 70歳以上

10-20代

40代 50代30代 60代

70歳以上

13.1 12.0 17.4 23.4 21.7 12.4

12.2 11.4 14.8 19.0 25.3 17.4

9.6 8.4 16.5 20.8 23.2 21.4

【年齢（経年比率）】

増
加
傾
向

居住地
　26年度は東京都居住者率の合計が39.5％、近隣3県（埼
玉県・千葉県・神奈川県）在住者合計が42.4％となってい
る。25年度に比べ、近隣3県が4.5ポイント増加している。
一方で、地方在住者の比率は25年度に比べ6.1ポイント減
少している。

平成24年度
（n=207）

平成25年度
（n=501）

平成26年度
（n=509）

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

東京23区

東京23区外 近隣3県 地方

中部

29.3 7.6 38.9 24.1

31.1 6.8 37.9 24.2

28.7 10.8 42.4 18.1

東京都居住者率：39.5%

中国四国

東京23区

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」のライトユーザは、平成25年
度は、24年度に比べ21.6ポイント減少したが、26年度は、
25年度に比べ12.0ポイント増加している。一方、「年に1
～ 2回」のミドルユーザ、「2～ 3カ月に1回」「月に1回以上」
のヘビーユーザが、26年度は平成25年度に比べどちらも
5ポイント以上減少している。

平成24年度
（n=845）

平成25年度
（n=501）

平成26年度
（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

23.9 17.9 40.9 12.7 4.6

13.0 7.2 46.7 25.7 7.4

21.4 10.8 40.1 23.0 4.7

【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:32.2% ミドルユーザ:40.1% ヘビーユーザ:27.7%
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展覧会等の満足度
　調査中に開催していた4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、ほぼ全員が満足と
回答している。

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、
いずれの施設も9割を超え、ほぼ全員が満足と回答してい

る。特に、レストラン「IVORY」、カフェ「M cafe」につい
ては100％の満足度を達成している。

　全体でみると、『満足』が67.8％、『どちらかといえば満
足』が29.7％と、来館者のほぼ全員が満足している。
　年代別にみると、10～ 20代が100％、70歳以上が
99.1％満足している。50代の「満足」回答が60.4％と、他
と比べやや低く、唯一「不満」回答も出ているが、総合満足

度としては95.3％と高い。
　来館頻度別では、ヘビーユーザの総合満足度が99.3％
となっており最も高い。一方、ミドルユーザの「満足」回答
がやや少なく、ヘビーユーザと比較すると10.5ポイント
低くなっている。

来館者の満足度

総合満足度（平成26年度）

展
覧
会
系
事
業

特別展
（n=639）

企画展
（n=29）

公募展
（n=192）

美術情報室
（n=2）

普及事業
（n=3）

展
覧
会
系
事
業

展
覧
会
系
事
業

（特別展)
ターナー展（n=125）
（企画展)福田美蘭展

(n=13）

公募展
（n=176）

（連携展)4の扉展
（n=9）

アートラウンジ
（n=48）

ギャラリートーク等普及事業は回答者なし

美術情報室
(n=1）

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% 0% 50% 100% 0% 50% 100%

満足

どちらかと
いえば満足 どちらかと

いえば不満

満足
満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

どちらかと
いえば不満

不満
不満

67.3 26.3 5.2

41.0 56.4 2.6

2.1

72.4 20.8

50.0

100.0

100.0

100.0

85.2

85.8

87.5

77.8

84.6

77.6

65.4 30.3

16.8

15.4

22.2

13.1

10.4
11.1

4.3

5.6

1.1

2.1

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

50.0

4.7

（特別展）ルーヴル
美術館展(n=185）

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）

アートラウンジ
　　　　（n=27）

古代エジプト展
（n=256）

【事業満足平成24年度】 【事業満足平成25年度】 【事業満足平成26年度】

1.1

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

平成25年度
（n=171）

平成26年度

平成25年度

平成26年度

平成25年度

平成26年度

平成25年度

平成26年度
（n=138）

（n=34）

（n=34）

（n=8）

（n=19）

（n=27)

（n=21)

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

満足 どちらかと
いえば満足 満足

どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

満足 どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

64.9 32.2 2.9

58.0 37.7 4.3

61.8 32.4

2.9

5.9

61.8 29.4

87.5 12.5

73.7 26.3

55.6 40.7 3.7

66.7 33.3

5.9

【ミュージアムショップ】
（経年比率：2 年）

【レストラン「MUSEUM TERRACE」】
（経年比率：2年）

【レストラン「IVORY」】
（経年比率：2年）

【カフェ「M cafe」】
（経年比率：2年）

【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=509） ライトユーザー（n=164）

ミドルユーザー（n=204）

ヘビーユーザー（n=141）

古代エジプト展（n=256）

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）

10代-20代（n=49）

30代（n=43）

40代（n=84）

50代（n=106）

60代（n=118）

70代以上(n=109）

男性（n=185）

女性（n=324）

0% 20% 40% 60% 80% 100% 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 満足 どちらかと

いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満
2.4 2.4

3.4

0.5

0.4

0.7

0.2

2.3

67.8 29.7

79.6 20.4

65.1 32.6

3.6

0.9

0.9

0.3

66.7 29.8

3.860.4 34.9

2.562.7 34.7

71.3 26.2

61.8

72.3

34.3

66.8

27.0

2.730.1

65.6 3.331.1

66.7 2.031.4

64.3 35.7

77.1 22.0

2.268.6 29.2

2.567.3 29.9
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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 74,576
　　　　入場料 15,007
　　　　共催事業収益 37,069
　　　　受取負担金 22,500
経常収益計 74,576
経常費用
　　事業費 115,675
経常費用計 115,675
当期経常増減額 △ 41,099
他会計振替額
　　収益事業会計振替額 41,099
当期一般正味財産増減額 0

（受託事業） （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 861,879
　　　　施設使用料 300,857
　　　　管理運営受託収益 561,022
経常収益計 861,879
経常費用
　　事業費 860,553
経常費用計 860,553
当期経常増減額 1,326
当期一般正味財産増減額 1,326

収益目的事業会計 （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 117,524
　　　　共催事業収益 17,231
　　　　出版物販売 3,488
　　　　管理手数料 77,379
　　　　撮影手数料 131
　　　　受取光熱水費 19,295
　　雑収益 40
経常収益計 117,564
経常費用
　　事業費 35,366
経常費用計 35,366
当期経常増減額 82,198
他会計振替額
　　公益目的事業会計振替額 △ 41,099
法人税、住民税及び事業税 16,205
当期一般正味財産増減額 24,894

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 水上 忠（元東京都教育委員会教育長） （～平成26年12月31日）

三橋 昇（公益財団法人東京都保健医療公社理事長）（平成27年1月
1日～）

副会長 宮田 亮平（工芸家・東京藝術大学学長）
委員 新井 光風（書道家・謙慎書道会会長）

生沼 正篤（台東区副区長）
宝木 範義（美術評論家）
手塚 雄二（日本画家・東京藝術大学教授）
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）
南嶌 宏（美術評論家・女子美術大学教授）
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25年1月1日～平成26年12月31日、
　　　平成27年1月1日～平成28年12月31日
開催日：平成27年2月25日
議題：平成26年度事業の状況報告について
　　　平成27年度事業について
　　　平成28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24年10月～平成27年6月30日
開催日：平成26年5月9日
議題：平成25年度東京都美術館事業の評価について
開催日：平成27年2月3日
議題：平成25年度指定管理者管理運営評価結果について
　　　 東京都美術館（平成26年度）の概要について
　　　 平成26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27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） 　

管理係 　
管理係長〔派〕 佐藤 陽子
主任 名雪 淳一郎
主事 北條 和子
主事 佐藤 健太郎
主事 伊藤 聡香
一般事務 海老澤 義一
一般事務 福島 昌子

交流係
交流係長（学芸） 佐々木 秀彦
主任（学芸） 下倉 久美
主事（学芸） 田村 麗恵
主事 眞鍋 弥生
一般事務 鶴岡 南美
専門調査員 河合 晴生
専門調査員 川越 仁惠
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
主事（学芸） 石丸 郁乃

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／株式会社美術出版サービスセンター
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

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 西洋美術における自然

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)

注）
・平成23年度は大規模改修工事のため全面休館。
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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

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

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
＊展覧会事業「特別展」「企画展」「コレクション展」、公募展事業「連携展」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
バルテュス展 【出品点数／106点】
※作品名、制作年、技法・素材、所蔵者の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

第1章　初期

参考作品
バラディーヌ・クロソフスカ（作）
バルテュスとミツ
1916年
グワッシュ、水彩、紙
タデ・クロソフスキー・ド・ローラ・
コレクション

『ミツ』バルテュスによる40枚の絵、
ライナー・マリア・リルケの序文
1921年
本
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

ミュゾの風景
1923年
油彩、厚紙
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

中国の武将
1923－24年頃
木材と布
バルテュス財団
（ヴヴェ、イエニッシュ美術館寄託）

中国の人物
1923－24年頃
木材と布
バルテュス財団
（ヴヴェ、イエニッシュ美術館寄託）

中国のモティーフが描かれた戸棚
1924年
絵が描かれた戸棚
ハイニー・ギガー・コレクション

聖木の礼拝
（ピエロ・デッラ・フランチェスカ〈聖
十字架伝〉にもとづく）
1926年
油彩、厚紙
ルガーノ、ライオンズクラブ財団

十字架の発見と検証
（ピエロ・デッラ・フランチェスカ〈聖
十字架伝〉にもとづく）
1926年
油彩、板
オルセー美術館（グラネ美術館寄託）

十字架の称揚　エルサレムに十字架
を持ち帰るヘラクリウス帝
1926年
油彩、厚紙
個人蔵

リュクサンブール公園の夕立
1928年
油彩、カンヴァス
個人蔵

ベルンの帽子のある静物
1928年
油彩、カンヴァス
個人蔵

オデオン広場
1928年
油彩、カンヴァス
個人蔵

マラケ河岸
1929年
油彩、カンヴァス
個人蔵

リュクサンブール公園
1929年
油彩、カンヴァス
個人蔵

空中ごまで遊ぶ少女
1930年
油彩、カンヴァス
個人蔵（ヴヴェ、イエニッシュ美術
館寄託）

第2章　バルテュスの神秘

乗馬服を着た少女
1932年（1982年加筆）
油彩、カンヴァス
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション

鏡の中のアリス
1933年
油彩、カンヴァス
ポンピドゥー・センター、国立近代
美術館

キャシーの化粧
1933年
油彩、カンヴァス
ポンピドゥー・センター、国立近代
美術館

猫たちの王
1935年
油彩、カンヴァス
バルテュス財団（ヴヴェ、イエニッ
シュ美術館寄託）

《山（夏）》のための習作
1935年
油彩、カンヴァス
ニューヨーク、メトロポリタン美術館

兄妹
1936年
油彩、厚紙
ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

夢見るテレーズ
1938年
油彩、カンヴァス
ニューヨーク、メトロポリタン美術館

ピエール・マティスの肖像
1938年
油彩、カンヴァス
ニューヨーク、メトロポリタン美術館

崖
1938年
油彩、厚紙
個人蔵

おやつの時間
1940年
油彩、厚紙（板にマウント）
テート

牛のいる風景
1941－42年
油彩、カンヴァス
個人蔵

眠る少女
1943年
油彩、板
テート

12歳のマリア・ヴォルコンスカ王女
1945年
油彩、厚紙
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

美しい日々
1944－46年
油彩、カンヴァス
ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

猫と少女
1945年
油彩、カンヴァス
フィラデルフィア美術館

ジャクリーヌ・マティスの肖像
1947年
油彩、厚紙
個人蔵

部屋
1947－48年
油彩、カンヴァス
ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

ジョルジェットの化粧
1948－49年
油彩、カンヴァス
エルコン・ギャラリー

金魚
1948年
油彩、カンヴァス
光集有限公司

決して来ない時
1949年
油彩、カンヴァス
フランシス・リーマン・レーブ・ア
ート・センター

猫と裸婦
1948－50年
油彩、カンヴァス
ヴィクトリア国立美術館

伊勢海老
1949年
油彩、ベニヤ板
カーン美術館

地中海の猫
1949年
油彩、カンヴァス
個人蔵

窓、クール・ド・ロアン
1951年
油彩、カンヴァス
トロワ近代美術館

第3章　シャシー ─ 田舎の日々

横顔のコレット
1954年
油彩、カンヴァス
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

冬の風景
1954年
油彩、厚紙
個人蔵

昼顔Ⅱ
1955年
油彩、厚紙
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

白い部屋着の少女
1955年
油彩、カンヴァス
ピエール・アンド・ターナ・マティ
ス財団

目ざめ（Ⅰ）
1955年
油彩、カンヴァス
スコットランド国立近代美術館

牧舎
1957－60年
油彩、カンヴァス
個人蔵

牛のいる風景
1958年
油彩、カンヴァス
個人蔵

樹のある大きな風景（シャシーの農
家の中庭）
1960年
油彩、カンヴァス
ポンピドゥー・センター、国立近代
美術館
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第4章　ローマとロシニエール

トランプ遊びをする人々
1966－73年
カゼイン、油彩、テンペラ、カンヴァス
ボイマンス・ファン・ベーニンゲン
美術館

少女のトルソ
1967－69年
テラコッタ
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

朱色の机と日本の女
1967－76年
カゼイン、テンペラ、カンヴァス
ブレント・R・ハリス・コレクション

読書するカティア
1968－76年
カゼイン、テンペラ、カンヴァス
個人蔵

モンテカルヴェッロの風景（Ⅱ）
1994－95年
油彩、カンヴァス
バルテュス財団（ヴヴェ、イエニッ
シュ美術館寄託）

ロシニエールの駅
1995年（未完）
油彩、カンヴァス
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

黄色い着物を着た日本の女
制作年不詳（未完）
油彩、カンヴァス
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

参考作品
ロシニエールの眺望
1980－90年（未完）
油彩、カンヴァス
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

素描

自画像
1924年
鉛筆、木炭
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

小人
1928－59年
リトグラフ（3版刷り）、アルシュ紙
個人蔵

《街路》のための習作
1929年
インク、紙
ニューヨーク近代美術館

エミリー・ブロンテ『嵐が丘』のた
めの14枚の挿絵

「こっちへくるついでに、その小僧
の髪の毛を引っぱっておやり」（第
3章）

1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「キャシーが自分の習ったことを教
えてやったからでございます」（第
6章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「二人にとっては、荒野へ逃げ出し、
一日中そこで過ごすのが何よりの楽
しみでした」（第6章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「キャシーとおれは洗濯場からぬけ
だしたんだ、あちこち歩きまわろう
と思ってさ」（第6章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「おれたち、嵐が丘のてっぺんから
かけてったんだ」（第6章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「犬のやつめ、キャシーの足首にか
みついていたんだよ」（第6章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「むこうのやつら、ぽかんと見とれ
てるんだ」（第6章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「おれになんかさわらなきゃいいん
だ」（第7章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「じゃ、どうしてそんな絹の服なん
か着てるんだい？」（第8章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「彼は本能的に上から落ちてくる子
供を受けとめました」（第9章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「ネリー、おまえ変な夢を見ること
ない？」（第9章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「だめ、だめ、イザベラ、逃げよう
たってだめよ」（第10章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「ごらんなさいな、これでもうここ
へは来られなくなってしまったじゃ
ないの！」（第11章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

「キャサリンの両腕がだらりと落ち、
首もがっくりと垂れてしまった」（第
15章）
1933－35年
鉛筆、インク
個人蔵

『嵐が丘』第2部のための挿絵
「キャシーとリントン・ヒースクリ
フ」のための習作
1932－33年
ペン、インク、鉛筆
ニューヨーク、メトロポリタン美術館

参考資料
『嵐が丘』
（著：エミリー・ブロンテ、あとが
きと挿図：バルテュス）
1993年
書物
ヴヴェ、イエニッシュ美術館、州立
版画室

『チェンチ一族』第1幕第3場のため
の習作
「さあ、さっさと出て行け。この娘
と二人きりになりたいのだ」
1935年
インク、グラファイト、紙
ニューヨーク、メトロポリタン美術館

《ギターのレッスン》のための習作
1934年
鉛筆、ペン、褐色インク
ダヴィッド・ラッハンマン・コレク
ション

《トランプ占い》のための習作
1943年
鉛筆
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション

《トランプ占い》のための習作
1943年
太い鉛筆
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション

冬の風景（《ゴッテロン峡谷》のた
めの習作）
1943年
鉛筆、太い鉛筆、白いハイライト、
濃色の紙
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション

自画像
1943年
木炭
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

《横たわる女》のための習作
1948年
木炭、鉛筆

ニコラ・ロシャ・コレクション

《地中海の猫》のための下絵素描
1948年
墨
ジュネーヴ、ジャン・ボナ・コレク
ション

《猫と裸婦》のための習作
1948年頃
鉛筆、紙
エルコン・ギャラリー

《猫と裸婦》のための習作
1949年
鉛筆、インク、紙
ニューヨーク近代美術館

画家とモデル
1949年
インク、木炭、紙
ニューヨーク、メトロポリタン美術館

レンブラントの「イゼベル」風の踊
り子
1949年
ペン、墨、木炭の線、クラフト紙
個人蔵（ヴヴェ、イエニッシュ美術
館寄託）

筋肉と骨格を描いたタイツを身につ
けた踊り子
1949年
木炭、墨、筆、クラフト紙
個人蔵（ヴヴェ、イエニッシュ美術
館寄託）

裸体の踊り子
1949年
木炭、クラフト紙
個人蔵（ヴヴェ、イエニッシュ美術
館寄託）

アルベルト・ジャコメッティの肖像
1950年頃
鉛筆、方眼紙
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

眠る少女の習作
1951年
コンテ、紙
ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

《言語》のための裸婦の二つの習作
1951－52年
水彩
個人蔵

《睡蓮》のための花模様の習作
1953年
鉛筆、水彩
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション

《睡蓮》のための花模様の習作（薔薇）
1953年
鉛筆、水彩
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション
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三本の木（睡蓮のある風景）
1953年
墨、水彩
スタニスラス・クロソフスキー・ド・
ローラ・コレクション

室内の裸婦
1956年頃
鉛筆、紙
ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

《窓辺の少女》のための習作
1957年
鉛筆、紙
エルコン・ギャラリー

日本の少女の肖像
1962年
鉛筆
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

ベレー帽をかぶった少女の半身像
1963年

鉛筆、紙
ハーシュホーン博物館と彫刻の庭

日本の少女の肖像
1963年
鉛筆
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

画帖(1)(2)
1963－74年
画帖
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

《トルコ風の部屋》のための習作
1963年
鉛筆、水彩、紙
ニューヨーク近代美術館

《朱色の机と日本の女》のための習作
1964年
鉛筆、紙
ピエール・ジアナダ財団

《朱色の机と日本の女》のための下
絵素描
1964年
筆、薄墨、クラフト紙
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

風景の習作
1964年頃
水彩、インク、鉛筆、ベージュ色の
紙
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

《読書するカティア》のための習作
1968年
墨、鉛筆
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

籠のある静物
1970年
水彩
個人蔵

《横向きの裸婦》のための習作
1972年
鉛筆
節子・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

《モンテカルヴェッロの風景（Ⅰ）》
のための習作
1978年
木炭、淡彩、紙に象皮紙を貼り合わ
せ
ヴヴェ、イエニッシュ美術館

春美のための九つのデッサン
（『不思議の国のアリス』による）
1976－77年
鉛筆、フェルトペン、色鉛筆
春美・クロソフスカ・ド・ローラ・
コレクション

特別展
メトロポリタン美術館 古代エジプト展　女王と女神 【出品点数／197点】
※作品名、時代・年代、材質の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1章　 ファラオになった女王ハトシ
ェプスト

ハトシェプスト女王像の頭部
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
石灰岩、彩色

ハトシェプスト女王のスフィンクス
新王国時代、第18王朝、ハトシェ
プスト女王とトトメス3世の共同統
治治世、前1473－前1458年頃
石灰岩、彩色

ひざまずくハトシェプスト女王像
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
花崗岩

アトゥム神とハトシェプスト女王を
描いたレリーフ
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
石灰岩、彩色

ハトシェプスト女王像の頭部
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
花崗岩

ハトシェプスト女王の名が刻まれた
石片
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
石灰岩

軟膏壺
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

軟膏壺
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

大工の手斧
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木、ブロンズまたは銅合金、皮革

大工の鑿
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木、ブロンズまたは銅合金

大工の鑿
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木、ブロンズまたは銅合金

大工ののこぎり
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木、ブロンズまたは銅合金

測量技師の木槌
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治

治世、前1473－前1458年頃
木

測量技師の杭
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木

呪術のための器具
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木

結び目形の護符
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
スギ

二枚貝形の石
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

アメン神の大執事センエンムゥト像
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1479－前1458年頃
黒色斑状閃緑岩

ネブイリィの鞭の柄
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
木

タカラガイ形護符
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
施釉凍石

ハトシェプスト女王の即位名「マア
トカーラー」が刻まれたスカラベ
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
施釉凍石

「アメン神に寵愛されるマアトカー
ラー」と刻まれたスカラベ
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
施釉凍石

ハトシェプスト女王の称号が刻まれ
たスカラベ
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
施釉凍石

ディール・エル・バハリのハトシェ
プスト女王葬祭殿模型
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
ハトシェプスト女王とトトメス3世
の共同統治治世、前1473－前1458
年頃
模型：木、石膏、彩色

トトメス1世と母セニセネブ（模写）
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
ハトシェプスト女王とトトメス3世
の共同統治治世、前1473－前1458
年頃
模写：テンペラ、紙
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ハトシェプスト女王葬祭殿のレリー
フ：プント国を描いた場面（レプリカ）
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
ハトシェプスト女王とトトメス3世の
共同統治治世、前1473－前1458年頃
レプリカ：石膏、彩色

2章　愛と美の女神ハトホル

牛の女神像の頭部
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
花崗閃緑岩

牛の姿をしたハトホル女神像の頭部
末期王朝時代、第26王朝、プサムテ
ィク1世の治世、前664－前610年頃
石灰岩

ハトホル女神に奉納するためのロゼ
ット形の飾り
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1479－前1458年頃
ファイアンス

耳形の奉納板
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

鳥形の奉納板
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

イアフメス・ネフェルタリ王妃のメ
ナト
新王国時代、第18王朝初期、前1550
－前1425年頃
ファイアンス

牛の姿が刻まれた奉納板
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

牛形の奉納板
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

牛形の奉納板
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

牛形の奉納板
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

ハトホル女神の象徴がついた建物装飾
末期王朝時代、第30王朝、前380－
前342年頃
スギ

女性と牛の姿で表されたハトホル女
神のメナト
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
銅合金

牛の像がついた鉢
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世からアメンヘテプ2世の治世、前
1479－前1400年頃
ブロンズまたは銅合金

神殿上部の装飾を模したハトホル女
神の象徴
末期王朝時代－プトレマイオス時
代、前400－前30年頃
石灰岩

テティ王の名が刻まれたシストラム
古王国時代、第6王朝、テティ王の
治世、前2323－前2291年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）、顔料、天然樹脂

ネクタネボ1世の名が記された、四
面にハトホル女神のある小柱
末期王朝時代、第30王朝、ネクタ
ネボ1世の治世、前380－前362年頃
石灰岩、彩色

弧形シストラム
末期王朝時代－プトレマイオス時
代、前500－前200年頃
ファイアンス

アプリエス王の名が記された祠形シ
ストラム
末期王朝時代、第26王朝、アプリ
エス王の治世、前589－前570年頃
ファイアンス

祠形シストラムの上部
第3中間期－末期王朝時代、第22－
26王朝、前925－前525年頃
ファイアンス

ハトホル女神の象徴がついたシスト
ラム装飾部
末期王朝時代、第26－30王朝、前
664－前332年頃
ファイアンス

ウラエウスに挟まれたハトホル女神
の象徴
末期王朝時代、第26－30王朝、前
664－前342年頃
ファイアンス

ハトホル女神の象徴がついた拍子木
（？）の装飾部
新王国時代－第3中間期、第19－25
王朝、前1295－前664年頃
黒檀

女神頭部のレリーフ
新王国時代、第19王朝、セティ2世
の治世、前1200－前1194年頃
石灰岩

シストラム
ローマ時代、後1世紀－後2世紀頃
ブロンズまたは銅合金

ハトホル女神の象徴が刻まれたスカ
ラベ
新王国時代、第18王朝初期、前1550
－前1425年頃
ファイアンス

ハトホル女神の象徴が刻まれたタカ
ラガイ形護符
新王国時代、第18王朝、前1550－
前1295年頃
ファイアンス

ハトホル女神の象徴が刻まれたスカ
ラベ風護符
新王国時代、第18王朝、前1550－
前1295年頃
ファイアンス

ハトホル女神の象徴がついたスペー
サー
第3中間期時代、第21－25王朝、前
1070－前664年頃
ファイアンス

ハトホル女神を表した青色彩文壺の
上部
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1353年頃
陶器、スリップ、彩色

ハトホルと思われる女神の前で球技
の儀式を行う王のレリーフ
末期王朝時代－プトレマイオス時
代、第30王朝またはそれ以降、前
380－前246年頃
珪岩

3章　信仰された女神たち

イシス女神とアシュートのウプウア
ウト神の像
新王国時代、第19王朝、ラムセス2
世の治世、前1279－前1213年頃
石灰岩

セクメト女神像
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
花崗閃緑岩

タウェレト女神とムゥト女神を描い
たステラ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
石灰岩

ネイト女神の小像
末期王朝時代、第26王朝、前664－
前525年頃
銅合金

アヌキス女神像の頭部
新王国時代、第18王朝後期－第19
王朝初期、前1336－前1250年頃
凍石

ネクベト女神頭部のレリーフ
中王国時代、第12王朝、センウセ
レト１世の治世、前1961－前1917
年頃
石灰岩

マアト女神
第3中間期－末期王朝時代、前1070
－前332年頃
銅合金

アメンヘテプ3世の名が記された指輪
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

マアトを捧げるラムセス9世のオス
トラコン
新王国時代、第20王朝、ラムセス9
世の治世、前1126－前1108年頃
石灰岩、インク

タハルコ王に授乳するバステト女神
を描いたメナト
第3中間期、第25王朝、タハルコ王
の治世、前690－前664年頃
ファイアンス

バステト女神の小像
末期王朝時代－プトレマイオス時代
初期、前664－前200年頃
ブロンズ、貴金属とブラック・ブロ
ンズの象眼

ライオンの頭をした女神の形の護符
第3中間期、前1070－前664年頃
ファイアンス

ライオンの頭をした2柱の女神を描
いたスカラベ
新王国時代、ラムセス時代、第19－
20王朝、前1295－前1070年頃
ファイアンス

コブラ像の頭部
新王国時代、第18王朝後期、前1400
－前1300年頃
ファイアンス

2匹のウラエウスに挟まれたアメン
ヘテプ3世の名が記された飾り板
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
紅玉髄

コブラ形の護符
第3中間期－末期王朝時代、前1070
－前332年頃
ファイアンス

呪術のための壺
第2中間期－第18王朝初期、前1700
－前1500年頃
施釉凍石

ネコの頭のタウェレト女神
末期王朝時代、第26－30王朝、前
664－前332年頃
ファイアンス

タウェレト女神の小像
マケドニア朝－プトレマイオス朝、
前332－前30年頃
ファイアンス

カバの小像
第3中間期－末期王朝時代、第25－
30王朝、前712－前332年頃
アラゴナイト、彩色
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ハトホル・ネベトヘテペト女神を描
いたメナト
第3中間期－末期王朝時代、第22－
26王朝、前800－前525年頃
ブロンズまたは銅合金、金の象眼

「大いに称賛された者」ペンミンの
儀式用シトゥラ
マケドニア朝－プトレマイオス朝、
前332－前30年頃
ブロンズまたは銅合金

イシス女神とホルス神の小像
末期王朝時代、第26－30王朝、前
664－前332年頃
無水石膏

イシス女神とホルス神の小像
マケドニア朝－プトレマイオス朝、
前332－前30年頃
ファイアンス

イシス女神、ホルス神、ネフティス
女神を表した護符
末期王朝時代－プトレマイオス朝、
前664－前30年頃
ファイアンス

4章　王妃、王女たち

王妃あるいは女神の像の上部
第2中間期、第13王朝後期－第17王
朝、前1700－前1550年頃
硬化石灰岩 、彩色

アクエンアテン王とネフェルティテ
ィ王妃のゴブレット
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

王の母アンクエンエスペピの儀式用
容器
古王国時代、第6王朝、ぺピ2世の
治世、前2246－前2152年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

アクエンアテン王とネフェルティテ
ィ王妃の指輪
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
金

アメンヘテプ3世と母ムゥトエムウ
ィア王妃（模写）
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
アメンヘテプ3世の治世、前1390－
前1353年頃
ニーナ・ド・ガリス・デイヴィース
による模写（1914年）
模写：テンペラ、紙

ハトシェプスト女王の母イアフメス
王妃（模写）
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
ハトシェプスト女王とトトメス3世の
共同統治治世、前1473－前1458年頃

ハワード・カーターによる模写（1899
年）
模写：テンペラ、紙

ハトシェプスト女王の祖母セニセネ
ブ（模写）
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
ハトシェプスト女王とトトメス3世の
共同統治治世、前1473－前1458年頃
ハワード・カーターによる模写（1899
年）
模写：テンペラ、紙

ティイ王妃の複合石像の顔面部
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
珪岩

アマルナ時代の王女像の頭部
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
珪岩

アメンヘテプ1世とイアフメス・ネ
フェルタリ王妃を崇拝する彫刻家ケ
ンのステラ
新王国時代、第19王朝、ラムセス2
世の治世、前1279－前1213年頃
石灰岩、彩色

太陽神賛歌を詠唱するロイの像
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ2世の治世、前1427－前1400年頃
石灰岩、彩色

王妃イアフヘテプ2世のハエ形護符
新王国時代、第18王朝初め、イアフ
メス1世の治世、前1550－前1525年頃
施釉凍石

王妃の座に就いたティイが描かれた
スカラベ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
施釉凍石

アメンヘテプ3世とティイ王妃の結
婚を記念したスカラベ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
施釉凍石

アメンヘテプ3世とティイ王妃の名
が記された壺
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

ネフェルゥラー王女の名が刻まれた
スカラベ
新王国時代、第18王朝、ハトシェプ
スト女王とトトメス3世の共同統治
治世、前1473－前1458年頃
施釉凍石

二人の王女のレリーフ
新王国時代、第18王朝、アマルナ
時代、アメンヘテプ4世（アクエン
アテン王）の治世、前1352－前1336
年頃
石灰岩、彩色

清めの儀式を受けるキヤのレリーフ
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
石灰岩、彩色

腕にネコ2世のカルトゥーシュを記
された、おそらく王家の女性の小像
末期王朝時代、第26王朝、ネコ2世
の治世、前610－前595年頃
銀

女神あるいは王妃、裏面には王を描
いた石板
末期王朝時代－プトレマイオス時
代、前400－前200年頃
石灰岩

女王アルシノエ2世の死後信仰のた
めの小像
プトレマイオス時代、前150－前100
年頃
石灰岩、彩色、金箔

女王アルシノエ2世像の頭部
プトレマイオス時代、プトレマイオ
ス2世とアルシノエ2世の治世、前
278－前270年頃
硬化石灰岩

セネトゲームで遊ぶネフェルタリ王
妃（模写）
オリジナル：新王国時代、第19王朝、
ラムセス2世の治世、前1279－前
1213年頃
ニーナ・ド・ガリス・デイヴィース
による模写（1921－1922年）
模写：テンペラ、紙

ゲーム盤
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1550－前1295年頃
ファイアンス、木（修復）

糸巻き形のゲーム駒
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1550－前1295年頃
ファイアンス

円錐形のゲーム駒
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1550－前1295年頃
ファイアンス

牛形のガラガラ
新王国時代、第18王朝、前1550－
前1295年頃
陶器

二つのシストラムを掲げる王妃を描
いたオストラコン
新王国時代、ラムセス時代、第19－
20王朝、前1295－前1070年頃
石灰岩、彩色

壁装飾（復元）
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス、現代の石膏と金色の
彩色

カエル形の印章護符
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ

プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

セド祭の護符
新王国時代、第18王朝、アメンへテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

ペルセアの実の形をしたビーズ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

ヒナギク形のビーズ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

ヤグルマギク形のビーズ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃

ブドウ形のビーズ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

葉形のビーズ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

弧状ハープ
新王国時代、第18王朝、前1390－
前1295年頃
木

5章　王族の装身具

ロゼット形装飾の集合体
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金、ゲッソ、紅玉髄、碧玉、ガラス

パルメット文様で飾られた円盤
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

王妃のうね形模様つきイヤリング
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

二つのガゼルの頭がついた冠
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金、紅玉髄、ガラス

魚形ビーズの腰帯
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

ラムセス2世とイセトネフェルト王
妃の名が記されたビーズ
新王国時代、第19王朝、ラムセス2
世の治世、前1279－前1213年頃
金

トトメス3世とハトシェプスト女王
の名が記されたスカラベつき指輪
新王国時代、第18王朝、ハトシェ
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プスト女王とトトメス3世の共同統
治治世、前1473－前1458年頃
金、ラピスラズリ

イアフメス王妃のスカラベ
新王国時代、第18王朝 初期、前1550
－前1475年頃
ファイアンス

ヤグルマギク形の線条細工ネックレス
新王国時代、第19王朝、セティ2世
とタウセレト王妃の治世、前1200
－前1186年頃
金

女性のスフィンクスを表したブレス
レットの飾り板
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
サード

蝶番式カフブレスレット
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金、紅玉髄、青緑色ガラス

ヤマネコで飾られたカフ風のブレス
レット
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金、紅玉髄、ラピスラズリ、青緑色
ガラス

花形ビーズの襟飾り
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
多色ファイアンス

6章　王族の化粧道具

「神の妻」ハトシェプスト王妃の名
が刻まれた七連のコホル入れ
新王国時代、第18王朝、トトメス2世
の治世あるいはトトメス3世の即位か
ら初めの2年間、前1492－前1477年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

アメンヘテプ3世とシトアメン王女
の名が刻まれた筒状コホル入れ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
ファイアンス

アメンヘテプ3世とティイ王妃の名
が記された二連の筒状コホル入れ
新王国時代、第18王朝、アメンヘテ
プ3世の治世、前1390－前1352年頃
木

コホル壺とスティック
第2中間期－新王国時代初期、第17
－18王朝、前1635－前1458年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）、木、骨

ハトホル女神の象徴がついた柄鏡
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
銀、金箔、木

剃刀
新王国時代、第18王朝初期、イア
フメス1世の治世－ハトシェプスト
女王とトトメス3世の共同統治治
世、前1550－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

ピンセット
新王国時代、第18王朝初期、イア
フメス1世の治世－ハトシェプスト
女王とトトメス3世の共同統治治
世、前1550－前1458年頃
ブロンズまたは銅合金

砥石
新王国時代、第18王朝初期、イア
フメス1世の治世－ハトシェプスト
女王とトトメス3世の共同統治治世、
前1550－前1458年頃
細粒の珪岩

ハトネフェルの剃刀
新王国時代、第18王朝、ハトシェ
プスト女王とトトメス3世の共同統
治治世、前1479年－前1473年頃
ブロンズまたは銅合金、ツゲの木

髪結いの道具
新王国時代、第18王朝、前1560－
前1479年頃
金

ハトシェプストの王妃としての名が
刻まれた梨状壺
新王国時代、第18王朝、トトメス2
世の治世からトトメス3世の治世の
7年目、前1492－前1473年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

梨状壺
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
蛇紋石

縄模様で飾られた水差し
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

蓋つきの大型軟膏壺
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

カナン式のアンフォラ
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

ループ・ハンドルつきの壺
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）

イヌ形の化粧皿
新王国時代、第18王朝、前1550－
前1295年頃
骨

ネズミ形の化粧皿
新王国時代、第18王朝、前1550－
前1295年頃
骨

王女の姿を象眼した瓶
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）、紅玉髄、黒曜石、金、着
色ガラスの象眼

ネフェルタリ王妃が描かれたラムセ
ス2世の小像破片
新王国時代、第19王朝、ラムセス2
世の治世、前1279－前1213年頃
赤碧玉

新年の奉納物を運ぶ男（模写）
オリジナル：新王国時代、第18王朝、
アメンヘテプ2世の治世、前1427－
前1400年頃
ヒュー・R・ホプグッドによる模写
（1914－1916年）
模写：テンペラ、紙

蓋にトトメス3世の名が記された瓶
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）、金箔

トトメス3世の名が記された壺
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
ガラス質の物質、金

トトメス3世の名が記された壺
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
硬石膏、金箔

トトメス3世の名が記された軟膏壺
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
蛇紋岩、金箔

7章　来世への信仰

王家の女性の頭をかたどった蓋つき
のカノポス容器
新王国時代、第18王朝、アマルナ時
代、アメンヘテプ4世（アクエンアテ
ン王）の治世、前1352－前1336年頃
エジプト・アラバスター（トラヴァ
ーチン）、青ガラス、黒曜石

イシス女神とネフェルタリ王妃（模写）
オリジナル：新王国時代、第19王朝、
ラムセス2世の治世、前1279－前
1213年頃
チャールズ・K・ウィルキンソンに
よる模写（1922－1923年）
模写：テンペラ、紙

マヌワイの献水容器
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
銀

アテン神の歌い手イセトのシャブティ
新王国時代、第18王朝、アマルナ時

代、アメンヘテプ4世（アクエンア
テン王）の治世、前1352－前1336
年頃
石灰岩

畳んだ布形の護符
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

マンハタの心臓護符
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金、緑色片岩

「セウェレト」ビーズを通した金製
のワイヤー
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
紅玉髄、金

メロン形ビーズを通した金製のワイ
ヤー
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金、ファイアンス

指サック
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

足指サック
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

マヌワイのカノポス容器
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
石灰岩、青い塗料、黒い彩色

カノポス容器
第3中間期、第25王朝、前712－前
664年頃
石灰岩

ハゲワシ形の胸飾り
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

両端にハヤブサの頭がついた襟飾り
新王国時代、第18王朝、トトメス3
世の治世、前1479－前1425年頃
金

アメン・ラー神の歌い手ヘネトタウ
ィの人型内棺とミイラ板
第3中間期、第21王朝、プスセンネ
ス1世の治世、前1040－前992年頃
木、石膏、彩色
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特別展
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 【出品点数／75点】
※作家名、作品名、制作年、技法・材質、所蔵館の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

第1章　 大工房時代のフィレンツェ

ドメニコ・ディ・ミケリーノに帰属
タッデオ・ガッディ、ガッド・ガッ
ディ、アーニョロ・ガッディの肖像
1440－50年（?）
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

サン・ミニアートの画家（本名ロレ
ンツォ・ディ・ジョヴァンニ・ディ・
ノフリ）
聖母の幼児キリスト礼拝（中央）、
磔刑と聖フランチェスコと聖ヒエロ
ニムス（上部）
1480年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

ドメニコ・ギルランダイオ（本名ド
メニコ・ビゴルディ）
聖ヤコブス、聖ステファヌス、聖ペ
テロ
1492－94年
テンペラ／板
アカデミア美術館

マッラーディの画家
殉教者聖ピエトロの説教と殉教
1500年頃
テンペラ／板
パラッツォ・ダヴァンツァーティ美
術館

バルトロメオ・ディ・ジョヴァンニ
毒入りのワインの杯を祝福する聖ベ
ネディクトゥス
1485－90年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

バルトロメオ・ディ・ジョヴァンニ
湖に落ちたプラキドゥスの救出
1485－90年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

バルトロメオ・ディ・ジョヴァンニ
砂漠で改悛する聖ヒエロニムス
1490－95年頃
テンペラ／板
サン・サルヴィ修道院美術館

ドメニコ・ギルランダイオの工房
キリストの埋葬
1479－80年
テンペラ／板
スカンディッチ、サンティ・サルヴ
ァトーレ・エ・ロレンツォ女子修道
院付属教会

フィリッポ・リッピ
受胎告知のマリア、大修道院長聖ア
ントニウス
1450－55年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

フィリッポ・リッピ
大天使ガブリエル、洗礼者聖ヨハネ
1450－55年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

ネーリ・ディ・ビッチの工房
洗礼者聖ヨハネと一緒にイエスを跪
拝する聖母
1480－90年
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

ヤコポ・デル・セライオ
アハシュエロスの饗宴
1485年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

ヤコポ・デル・セライオ
王妃ワシテの饗宴
1485年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

ヤコポ・デル・セライオ
モルデカイの勝利
1485年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

ヤコポ・デル・セライオ
十字架から降ろされた墓の前のキリ
スト
1480－90年頃
テンペラ／板
アカデミア美術館

ペルジーノ（本名ピエトロ・ヴァン
ヌッチ）
哀れみのキリスト（ピエタのキリスト）
1497年頃
カンヴァスに移されたフレスコ
フィレンツェ貯蓄銀行

ペルジーノと工房
悲しみの聖母
1500年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

ペルジーノ
聖母子と二人の聖人
1490－1500年
油彩／板
パラティーナ美術館

ペルジーノの周辺
悔悛する聖ヒエロニムス
15世紀
油彩／板
フリーニョ修道院美術館

サンドロ・ボッティチェリ（本名ア
レッサンドロ・ディ・マリアーノ・
フィリペーピ）
聖母子と天使
1465年頃
テンペラと油彩／板
捨て子養育院美術館

サンドロ・ボッティチェリ
ロッジャの聖母
1466－67年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

サンドロ・ボッティチェリの周辺
聖母子、洗礼者聖ヨハネ、大天使ミ
カエルとガブリエル
1485年以降
油彩／板
パラティーナ美術館

サンドロ・ボッティチェリに帰属
聖母子（海の聖母）
1475－80年
テンペラ／板
アカデミア美術館

ビアージョ・ダントニオ・トゥッチ
正義の寓意
1490年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

フィリッピーノ・リッピに帰属
老人の肖像
1485年頃
フレスコ画／瓦
ウフィツィ美術館

第2章　 激動のフィレンツェ、美術
の黄金期の到来

サンドロ・ボッティチェリ
パラスとケンタウロス
1480－85年頃
テンペラ／カンヴァス
ウフィツィ美術館

サンドロ・ボッティチェリ
聖母子と洗礼者聖ヨハネ
1505年頃
油彩／カンヴァス
パラティーナ美術館

サンドロ・ボッティチェリ、18世紀
の補筆あり
東方三博士の礼拝
1490－1505年（もしくは1500年頃）
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

サンドロ・ボッティチェリの工房
十字架の道行
1510年以降
テンペラ／カンヴァス
ウフィツィ美術館

サンドロ・ボッティチェリの工房
鞭打ち
1510年以降
テンペラ／カンヴァス
ウフィツィ美術館

フラ・バルトロメオ（バッチョ・デ
ッラ・ポルタ）
フィレンツェのサンティッシマ・ア
ヌンツィアータ広場の眺め
1495－98年
ペン、インク／紙
ウフィツィ素描版画室

フラ・バルトロメオ
ポルキア
1495年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

フラ・バルトロメオ
沈黙を促す聖ドミニクス
1506－07年頃
フレスコ／陶板
サン・マルコ美術館

フラ・バルトロメオ
アレクサンドリアの聖女カタリナ
1506－07年頃
フレスコ／陶板
サン・マルコ美術館

フラ・バルトロメオ
エッケ・ホモ（この人を見よ）
1509年頃
フレスコ／陶板
サン・マルコ美術館

16世紀フィレンツェの画家
聖母子（ラファエッロ作《エステル
ハージの聖母》からの派生作）
1510年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

マリオット・アルベルティネッリ
キリストの礼拝
1495年頃
油彩／板
パラティーナ美術館

フランチャビージョ（本名フランチ
ェスコ・ディ・クリストーファノ）
イカロス
1507－08年
油彩／板
パラッツォ・ダヴァンツァーティ美
術館

フランチャビージョの工房
聖母子と洗礼者聖ヨハネ
1510年頃
油彩／板
フリーニョ修道院美術館
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ロレンツォ・ディ・クレーディと工
房
聖母子と洗礼者聖ヨハネと二人の天
使たち
1520－25年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

フランチェスコ・グラナッチ
銀杯の探索を命ずるヨセフ
1515－20年頃
テンペラ／板
ウフィツィ美術館

マリオット・アルベルティネッリ周
辺の画家
アレクサンドリアの聖女カタリナと
受胎告知の天使
1510年代
油彩／板
ウフィツィ美術館

マリオット・アルベルティネッリ周
辺の画家
シエナの聖女カタリナと受胎告知の
聖母
1510年代
油彩／板
ウフィツィ美術館

アンジョリーニの画家
聖母子
1510－20年
テンペラ／板
サン・マルコ美術館

ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ・
ラルチャーニ
運命の寓意像
1520－25年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

第3章　 「マニエラ・モデルナ（新
時代様式）」の誕生

アンドレア・デル・サルト（本名ア
ンドレア・ダーニョロ）
ピエタのキリスト
1525年頃
壁面から剥されたフレスコ
アカデミア美術館

アンドレア・デル・サルト
地面に座る聖母と幼児キリスト、聖
ヨセフ、幼い洗礼者聖ヨハネ
1528年
石墨／紙
ウフィツィ素描版画室

アンドレア・デル・サルト
自画像
1528－29年
フレスコ／瓦
ウフィツィ美術館

アンドレア・デル・サルトの原画に
基づく
バッチョ・バンディネッリの肖像
16世紀後半
油彩／カンヴァス
ウフィツィ美術館

ポントルモ（本名ヤコポ・カルッチ）
の原画に基づく
聖母子
1550－99年
油彩／板
ウフィツィ美術館

ロッソ・フィオレンティーノ（本名
ジョヴァンニ・バッティスタ・ディ・
ヤコポ・デ・ロッシ）
女性の肖像
1515年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

ロッソ・フィオレンティーノ
男性の肖像
1512－13年
油彩／板
ウフィツィ美術館

ドメニコ・プリーゴ
ピエトロ・カルネセッキの肖像
1527年
油彩／板
ウフッツィ美術館

バキアッカ（本名フランチェスコ・
ウベルティーニ）
トビアスと大天使ラファエル
1510年代
油彩／板
アンドレア・デル・サルト
《最後の晩餐》美術館

ヤコピーノ・デル・コンテ
聖母子と洗礼者聖ヨハネ
1535－45年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

ミケーレ・ディ・リドルフォ・デル・
ギルランダイオ（本名ミケーレ・ト
ジーニ）に帰属
聖家族と洗礼者聖ヨハネ
1560－70年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

フランチェスコ・デル・ブリナ
聖母子と洗礼者聖ヨハネ
1560－70年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

ジョヴァンニ・デル・ブリナ
聖母子と洗礼者聖ヨハネ
16世紀後半
油彩／板
ウフィツィ美術館

第4章　 フィレンツェ美術とメディ
チ家

ブロンヅィーノ（本名アーニョロ・
ディ・コジモ）と工房
ロレンツォ・イル・マニフィコの肖像
1555－65年
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

ブロンヅィーノと工房
ジュリアーノ・（ディ・ピエロ）デ・
メディチの肖像
1555－65年
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

ブロンヅィーノと工房
教皇レオ10世の肖像
1555－65年
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

ブロンヅィーノと工房
教皇クレメンス7世の肖像
1555－65年
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

ブロンヅィーノと工房
コジモ1世・デ・メディチの肖像
1555－65年
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

ブロンヅィーノと工房
フランチェスコ1世・デ・メディチ
の肖像
1555－65年
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

ブロンヅィーノ
聖セバスティアヌス（マドリード、
ティッセン=ボルネミッサ美術館の
ための素描）
1528年
石墨／紙
ウフィツィ美術館素描版画室

ブロンヅィーノ
公共の幸福の寓意
1567－68年頃
油彩／錫板
ウフィツィ美術館

フィレンツェのメディチ家タピスリ
ー製作所
下絵素描およびカルトン：ブロンヅ
ィーノ
春（プリマヴェーラ）
1546年5月15日以前
絹糸、鍍金がけした銀糸、羊毛
パラティーナ美術館

フィレンツェのメディチ家タピスリ
ー製作所
下絵素描およびカルトン：フランチ
ェスコ・サルヴィアーティ
十字架降下
1546年
絹糸、金糸、
ウフィツィ美術館

フィレンツェのメディチ家タピスリ
ー製作所
下絵素描およびカルトン：フランチ
ェスコ・サルヴィアーティ
キリストの復活
1545年と1549年の間
絹糸、金糸、鍍金がけした銀糸、羊
毛
ウフィツィ美術館

ジョルジョ・ヴァザーリ
無原罪の御宿りの寓意
1542年もしくは1544年
油彩／板
ウフィツィ美術館

ジョルジョ・ヴァザーリに帰属
羊飼いの礼拝
1550年頃
油彩／板
ウフィツィ美術館

ジョルジョ・ヴァザーリの周辺
画家のアトリエ
1572年頃
油彩／紙
ウフィツィ素描版画室

アレッサンドロ・アッローリ
受難の象徴をともなう嘆きの聖母
1581年
油彩／カンヴァス
ウフィツィ美術館

16世紀から17世紀のフィレンツェ
の画家
シニョーリア広場の「敬意の祝祭」
1600年頃
油彩／カンヴァス
ウフィツィ美術館
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特別展
新印象派 ─ 光と色のドラマ 【出品点数／105点】
※作家名、作品名、制作年、所蔵先の順に掲載。同展覧会の作品リストに準じる。※当館出展作品のみを掲載。

プロローグ　1880年代の印象派

クロード・モネ
《税関吏の小屋・荒れた海》
1882年
日本テレビ放送網株式会社

クロード・モネ
《アヴァルの門》
1886年
島根県立美術館

クロード・モネ
《アンティーブ岬》
1888年
愛媛県美術館

アルマン・ギヨマン
《ラペ河岸》
1880年
個人蔵

カミーユ・ピサロ
《ポントワーズのロンデスト家の中庭》
1880年
大原美術館

カミーユ・ピサロ
《暖をとる農婦》
1883年
公益財団法人吉野石膏美術振興財団
（山形美術館寄託）

カミーユ・ピサロ
《エラニーの農園》
1885年
サントリーコレクション

ジョルジュ・スーラ
《石割り》
1882年
個人蔵

ジョルジュ・スーラ
《村へ》
1883年
公益財団法人ひろしま美術館

第1章　1886年：新印象派の誕生

ベルト・モリゾ 
《ブージヴァルの庭》
1884年
マルモッタン・モネ美術館、パリ

ポール・シニャック
《ピエール・アレの風車、サン＝ブ
リアック》
1885年
個人蔵

ポール・シニャック
《航路標識、サン＝ブリアック》
1885年
個人蔵

ジョルジュ・スーラ
《セーヌ川、クールブヴォワにて》
1885年
個人蔵

ジョルジュ・スーラ
《グランド・ジャット島の日曜日の
午後》の習作
1884－85年
オルブライト＝ノックス美術館、ニ
ューヨーク

ジョルジュ・スーラ
《グランド・ジャット島の日曜日の
午後》の習作
1884年
メトロポリタン美術館、ニューヨー
ク（ロバート・レーマン・コレクシ
ョン）

ジョルジュ・スーラ
《グランド・ジャット島の日曜日の
午後》の習作
1884－86年
オルセー美術館、パリ

ジョルジュ・スーラ
《グランド・ジャット島の日曜日の
午後》の習作
1884年
オルセー美術館、パリ

カミーユ・ピサロ
《庭の母と子》
1886年
個人蔵

ポール・シニャック
《鉄道の連絡駅、ボワ＝コロンブ》
1886年
リーズ・ミュージアムズ・アンド・
ギャラリーズ（リーズ・アート・ギ
ャラリー）

ポール・シニャック
《クリシーのガスタンク》
1886年
ヴィクトリア国立美術館、メルボルン

第2章　 科学との出合い─色彩理論
と点描技法

シャルル・ブラン
『デッサン諸芸術の文法』
H.ローレンス社、1880年刊（初版：
ルヌワール社、1867年刊）
カミーユ・ピサロ美術館、ポントワ
ーズ

ミシェル＝ウジェーヌ・シュヴルール
『色彩の同時対照の法則』
全2巻、パリ、ピトワ＝ルヴロー社、
1839年刊
文化学園大学図書館

オグデン・ニコラス・ルード
『近代色彩論：芸術および工業への

応用』
ニューヨーク、D.アップルトン社、
1879年刊
文化学園大学図書館

ジョルジュ・スーラのパレット
オルセー美術館、パリ

ポール・シニャックのパレット
個人蔵

ポール・シニャック
『ウジェーヌ・ドラクロワから新印
象主義まで』
ラ・ルヴュ・ブランシュ社、1899
年刊
個人蔵（シャルル・アングラン旧蔵）

フェリックス・フェネオン
『1886年の印象主義者たち』
ラ・ヴォーグ社、1886年10月刊
個人蔵（シャルル・アングラン旧蔵）

ポール・シニャック
《シャルル・アンリ氏の色彩環の応
用》（「自由劇場」のプログラムの裏）
1888年
個人蔵

ルイ・アイエ
《視覚混合のための色彩図解》（見開
き図 6点）
1888年
個人蔵

ルイ・アイエ
《色彩球の8つの断面図》
1888－89年
個人蔵

ルイ・アイエ
《灰色の空の習作》
カミーユ・ピサロ美術館、ポントワ
ーズ

ルイ・アイエ
《雲のある灰色の空の習作》
カミーユ・ピサロ美術館、ポントワ
ーズ

ルイ・アイエ
《灰色の空の習作（左に3本の色帯
を対置）》
カミーユ・ピサロ美術館、ポントワ
ーズ

第3章　 1887−1891年：新印象
派の広がり

ルイ・アイエ
《オワーズ川の岸辺、ポントワーズ
にて》
1888年
ヴァル・ドワーズ県議会、セルジー
＝ポントワーズ

レオ・ゴーソン
《ラニー＝シュル＝マルヌの川と橋》
1886年
個人蔵

リュシアン・ピサロ
《4月、バザンクール》
1890年
個人蔵

ルイ・アイエ
《客寄せの芝居》
1888年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

ルイ・アイエ
《カフェにて》
1888年
個人蔵

ルイ・アイエ
《穀物市場》
1887年
個人蔵

ルイ・アイエ
《鳥肉屋の陳列台》
1887年
個人蔵

ルイ・アイエ
《夜の仮設遊園地》
1888/89年
カミーユ・ピサロ美術館、ポントワ
ーズ

アルベール・デュボワ＝ピエ
《サン＝シュルピス聖堂の塔》
1887年頃
個人蔵

アルベール・デュボワ＝ピエ
《セーヌ川の岸辺、ヌイイ》
1886年頃
個人蔵

アルベール・デュボワ＝ピエ
《雪のサン＝ミシェル・デギーユ聖堂》
1890年
クロザティエ美術館、ル・ピュイ＝
アン＝ヴレ

アンリ・ドラヴァレー
《冬の井戸》
1887年
個人蔵

マクシミリアン・リュス
《モンマルトルからのパリの眺め》
1887年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

ポール・シニャック
《セーヌ川の眺め、エルブレーにて》
1889年
ボストン美術館
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カミーユ・ピサロ
《エラニーの農家》
1887年
ニュー・サウス・ウェールズ州立美
術館、シドニー

ジョルジュ・レメン
《ラ・ユルプのフルマリエ家》
1888年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

アルフレッド・ウィリアム・フィンチ
《霧雨のウェリントン競馬場（オス
テンド）》
1888年
アテネウム美術館、ヘルシンキ（ア
ールストレム・コレクション）

アルフレッド・ウィリアム・フィンチ
《ラ・ルヴィエールの果樹園》
1890年
アテネウム美術館、ヘルシンキ（ア
ンテル・コレクション）

マクシミリアン・リュス
《ルーヴルとカルーゼル橋、夜の効果》
1890年
個人蔵

ジョルジュ・モレン
《日没》
1891年
個人蔵

ポール・シニャック
《ポルトリュー、グーヴェルロー》
1888年
公益財団法人ひろしま美術館

ジョルジュ・スーラ
《ポール＝アン＝ベッサンの外港、
満潮》
1888年
オルセー美術館、パリ

ポール・シニャック
《サン＝ブリアックの海、ラ・ガルド・
ゲラン岬、作品211》
1890年
アルプ美術館 バーンホフ・ローラ
ンズエック、レマーゲン（ユニセフ
遺贈ラウ・コレクション）

ヤン・トーロップ
《マロニエのある風景》
1889年
ドルドレヒト美術館

アルベール・デュボワ＝ピエ
《白いドレスの女性》
1886年頃
サン＝テティエンヌ近代美術館

マクシミリアン・リュス
《若い女性と花束》
1890年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

ポール・シニャック
《髪を結う女、作品227》
1892年
個人蔵

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《マリア・セート、後のアンリ・ヴ
ァン・ド・ヴェルド夫人》
1891年
アントワープ王立美術館

第4章　 1892−1894年：地中海
との出合い─新たな展開

アントワーヌ・ド・ラ・ロシュフー
コー
《第一の試作》
1890年頃
個人蔵

カミーユ・ピサロ
《ロンドンのキューガーデン、大温
室前の散歩道》
1892年
公益財団法人吉野石膏美術振興財団
（山形美術館寄託）

アンリ＝エドモン・クロス
《農園、朝》
1893年
ナンシー美術館

アンリ＝エドモン・クロス
《農園、夕暮れ》
1893年
個人蔵

ポール・シニャック
《サン＝トロペの松林》
1892年
宮崎県立美術館

マクシミリアン・リュス
《城塞の丘、サン＝トロペ》
1892年
アノンシアード美術館、サン＝トロペ

マクシミリアン・リュス
《サン＝トロペの港》
1893年
個人蔵

マクシミリアン・リュス
《墓地への道、サン＝トロペ》
1892年
個人蔵

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《エスコー川のヨット》
1892年
個人蔵

アルフレッド・ウィリアム・フィンチ
《サウス・フォアランドの断崖》
1892年
アテネウム美術館、ヘルシンキ（ア
ールストレム・コレクション）

マクシミリアン・リュス
《カマレの埠頭、フィニステール県》
1894年
ミシェル・アンド・ドナルド・ダム
ール美術館、スプリングフィールド、
マサチューセッツ（ジェイムズ・フ
ィリップ・グレイ・コレクション）

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《エミール・ヴェルハーレン、ムー

ラン通りの書斎にて》
1892年
文学資料館・美術館、ブリュッセル

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《マルト・ヴェルハーレンの肖像》
1899年
文学資料館・美術館、ブリュッセル

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《オーギュスト・デカン、画家の叔父》
1894年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

アシール・ロジェ
《アストル夫人の肖像》
1892年
カルカッソンヌ美術館

アシール・ロジェ
《窓辺にて》
1899年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

第5章　 1895−1905年：色彩の
解放

アンリ＝エドモン・クロス
《地中海のほとり》
1895年
個人蔵

アンリ＝エドモン・クロス
《山羊のいる風景》
1895年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《サン＝ピエールの岬、サン＝トロペ》
1896年
ルクセンブルク大公国国立歴史・美
術博物館（エミール・マイリッシュ・
コレクション、赤十字からの貸出）

アンリ＝エドモン・クロス
《プロヴァンスの風景》
1898年
ヴァルラフ・リヒャルツ美術館 コ
ルブー財団、ケルン

アンリ＝エドモン・クロス
《マントンの眺め》
1899－1900年頃
個人蔵

アンリ＝エドモン・クロス
《雲》
1904年
公益財団法人北野美術館

マクシミリアン・リュス
《海の岩》
1893年
個人蔵

アンリ＝エドモン・クロス
《波打つ海》
1902－05年頃
個人蔵

テオ・ファン・レイセルベルヘ
《ブーローニュ＝シュル＝メールの
潮汐》

1900年
個人蔵

ポール・シニャック
《オンフルールの港口》
1899年
インディアナポリス美術館（ホリデ
イ・コレクション）

ポール・シニャック
《フリシンゲン湾》
1896年
ポーラ美術館

マクシミリアン・リュス
《工場の煙突》
1898－99年
個人蔵

マクシミリアン・リュス
《シャルルロワの高炉》
1896年
シャルルロワ美術館

マクシミリアン・リュス
《シャルルロワの工場》
1903年頃
シャルルロワ美術館

エピローグ  フォーヴィスムの誕生へ

シャルル・アングラン
《ノルマンディーの畑》
1907－08年
個人蔵

ポール・シニャック
《マルセイユ、釣舟》または《サン
＝ジャン要塞》
1907年
アノンシアード美術館、サン＝トロペ

ポール・シニャック
《サン＝タンヌ（サン＝トロペ）》
1905年
個人蔵

ポール・シニャック
《ロッテルダム、蒸気》
1906年
島根県立美術館

ポール・シニャック
《ヴェネツィア》
1908年
アサヒビール株式会社

アンリ＝エドモン・クロス
《モデル》
年記なし
アテネウム美術館、ヘルシンキ（ア
ンテル・コレクション）

アンリ＝エドモン・クロス
《水浴の後》または《身体を拭く水
浴の男、サン＝トロペにて》
1907/08年
プティ・パレ美術館、ジュネーヴ

アンリ＝エドモン・クロス
《スカラベ》
1906－07年頃
個人蔵
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アンリ＝エドモン・クロス
《若い女性》（《森の空地》の習作）
個人蔵（協力：アートヴェラ・ギャ
ラリー、ジュネーヴ）

アンリ＝エドモン・クロス
《裸婦習作》
［1906－08年］

文学資料館・美術館、ブリュッセル

アンリ・マティス
《日傘の女性》
1905年
マティス美術館、ニース

アンリ・マティス
《ラ・ムラード》
1905年
個人蔵

アンリ・マンガン
《カヴァリエールのオリーヴの木》
1906年

個人蔵（協力：アートヴェラ・ギャ
ラリー、ジュネーヴ）

アンドレ・ドラン
《コリウール港の小舟》
1905年
大阪新美術館建設準備室

企画展
「楽園としての芸術」展 【出品点数／188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。

しょうぶ学園

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2008年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2010年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2009年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、段ボール

濱田幹雄
無題
2012年
アクリル、段ボール

濱田幹雄
無題
2012年
アクリル、段ボール

濱田幹雄
無題
2012年
アクリル、段ボール

濱田幹雄
無題
2011年
アクリル、和紙

濱田幹雄
無題
2011年
アクリル、和紙

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、和紙

濱田幹雄
無題
2013年
アクリル、帆布

濱田幹雄
無題
2013年
墨・柿渋、和紙、竹

濱田幹雄
無題

2013年
アクリル、段ボール

野間口桂介
無題
2006年
綿シャツ、ミクストメディア

野間口桂介
無題
2005年
綿シャツ、ミクストメディア

野間口桂介
無題
2005年
ミクストメディア

溝口ゆかり
無題
2009年
綿シャツ、ミクストメディア

前野勉
無題
2000年
綿糸、綿布

田中秀明
無題
1999年
綿糸、和紙

田中秀明
無題
1999年
綿糸、綿布

下川智美
無題
2013年
綿糸、綿布、麻、スチール缶

下川智美
無題
2014年
綿糸、綿布、麻、ガラス瓶

吉本篤史
無題
2013年
綿糸、綿布

工房しょうぶ
無題
2013年
山桜、﨔、楠、カバ、米松、レッド

オーク、ヒノキ

アトリエ・エレマン・プレザン

杉村奈津季
ハワイ「はれ」
2013年
油彩、アルシュ紙

石川英太
山
1998年
リトグラフ・油彩、アルシュ紙

石川英太
桃
2011年
油彩、アルシュ紙

野村浩志
無題
2009年
油彩、アルシュ紙

野村浩志
無題
2010年
油彩、アルシュ紙

冬木陽
あおあおあお みずいろみずいろみ
ずいろ
2013年
油彩、アルシュ紙

冬木陽
あおあおあお
2013年
油彩、アルシュ紙

冬木陽
あか
2012年
油彩、アルシュ紙

室橋里海
ロケットダッシュ
制作年不詳
油彩、和紙

室橋里海
無題
制作年不詳
油彩、和紙

室橋里海
光ゴロウ
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2004年
油彩、アルシュ紙

南雲裕希
無題
2009年
油彩、アルシュ紙

小俣ゆう子
箱根
2012年
油彩、アルシュ紙

小俣ゆう子
ひこうき
2008年
油彩、アルシュ紙

中野圭
いろ
2013年
油彩、アルシュ紙

中野圭
ちゅうおうせん
2013年
油彩、アルシュ紙

中野圭
花火
2007年
油彩、アルシュ紙

阿部和斗
かわいいおねえさん
2013年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
無題
制作年不詳
油彩、パネル

岡田伸次
よしこちゃん
2007年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
無題
制作年不詳
油彩、和紙

岡田伸次
着がえてるとき犬が来た
2011年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
かあちゃんのかみのけがない
2012年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
関川
2011年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
マスク
2013年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
さいとうさん
2013年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
部屋もかわって えりもかわった
2012年
油彩、アルシュ紙

岡田伸次
セカイツリー
2012年
油彩、アルシュ紙

宮地輝昂
まど
2013年
油彩、アルシュ紙

宮地輝昂
メリークリスマス
2011年
油彩、アルシュ紙

宮地輝昂
温泉
2011年
油彩、アルシュ紙

宮地輝昂
お花のプレゼント
2011年
油彩、アルシュ紙

安澤美理
体育館のステージ
2012年
油彩、アルシュ紙

安澤美理
もようとカラフル
2011年
油彩、アルシュ紙

安澤美理
おじゃる丸
2008年
油彩、和紙

安澤美理
アニメ
2009年
油彩、アルシュ紙

安澤美理
あそび大好き
2008年
油彩、アルシュ紙

藤本悠介
展覧会場
2005年
油彩、アルシュ紙

藤本悠介
そうぶせん
2013年
油彩、アルシュ紙

藤本悠介
無題
制作年不詳

油彩、段ボール

藤本悠介
JR総武線
2006年
油彩、アルシュ紙

本間翔
プール
2012年
油彩、アルシュ紙

杉山了輔
君のプレゼント
2006年
油彩、アルシュ紙

牧野亜美
マリオ
2012年
油彩、アルシュ紙

富田修平
三浦海岸
2010年
油彩、アルシュ紙

長濱美幸
エコールの机
2002年
机、アクリル、ニス塗り

佐々木瑛
エコールの机
2002年
机、アクリル、ニス塗り

宮地輝昂
エコールの机
2002年
机、アクリル、ニス塗り

倉俣晴子
エコールの机
2002年
机、アクリル、ニス塗り

倉俣晴子
パパの椅子
2008年
椅子、フェルト、布

倉俣晴子
パパの椅子
2008年
椅子、フェルト、布

倉俣晴子
パパの椅子
2008年
椅子、フェルト、布

倉俣晴子
パパの椅子
2008年
椅子、フェルト、布

倉俣晴子
マンション
2007年
チェスト、フェルト

倉俣晴子
サンドイッチの入れ物
2010年
段ボール、布

倉俣晴子
サンドイッチの入れ物
2010年
段ボール、布

倉俣晴子
サンドイッチの入れ物
2010年
段ボール、フェルト、布

倉俣晴子
サンドイッチの入れ物
2010年
段ボール、フェルト、布

倉俣晴子
ハコ
2010年
紙製の箱、布

倉俣晴子
ハコ
2010年
金属製の箱、フェルト、布

倉俣晴子
冷蔵庫
2010年
冷蔵庫、フェルト、布

倉俣晴子
車
2010年
ペットボトル、フェルト、布

倉俣晴子
本棚
2010年
書籍、フェルト、布

倉俣晴子
灯台
2010年
ベニヤ、布
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コレクション展
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 【出品点数／24点】
※作品名、作家名、制作年、材質・技法、所蔵（記載のないものは当館所蔵）の順に掲載。同展覧会の作品リストに準じる。

秋日
村上三島
1970年
紙本墨書

禅語（鐵團圝）
広津雲仙
1972年
絹本墨書

菩薩
金田心象
1972年
紙本墨書

しみじみと
尾上柴舟
紙本墨書
成田山書道美術館蔵

貼り混ぜ屏風
尾上柴舟
紙本墨書
成田山書道美術館蔵

あふさかの関
日比野五鳳
1969年
紙本墨書

かはづ
日比野五鳳
紙本墨書
日本芸術院蔵

いへにても
熊谷恒子
1972年
紙本墨書

小庭
大石隆子
1972年
紙本墨書

王朝讃歌
大石隆子
紙本墨書
日本芸術院蔵

槻の木
田中塊堂
紙本墨書

平和
田中塊堂
紙本墨書
日本芸術院蔵

万葉長歌
宮本竹逕
1974年
紙本墨書

万葉歌
宮本竹逕
紙本墨書
日本芸術院蔵

万葉一首
鈴木翠軒
紙本墨書

万葉千首
鈴木翠軒
1965年
紙本墨書
日本芸術院蔵

希望
桑田笹舟
紙本墨書

ゆふもやは
桑田笹舟
1987年
紙本墨書
成田山書道美術館蔵

この庭の
今関脩竹
1969年
彩箋墨書
成田山書道美術館蔵

ふいとでて
今関脩竹
1986年
彩箋墨書
成田山書道美術館蔵

不二
安東聖空
紙本墨書

富士
安東聖空
紙本墨書

たどり来し
仲田光成
1968年
紙本墨書
個人蔵

いにしへの
仲田光成
1975年
紙本墨書
個人蔵

連携展
公募団体ベストセレクション 美術 2014 【出品点数／163点】
※所属団体名、作家名、作品名、材質・技法、制作年、所蔵の順に掲載。同展覧会の作品リストに準じる。

日本美術院
髙島圭史
旅の博物誌
紙本彩色
2012年
茨城県近代美術館蔵

日本美術院
番場三雄
タルチョ舞う中で
紙本彩色
2012年
足立美術館蔵

日本美術院
山本浩之
現
紙本彩色
2012年
作家蔵

日本美術院
吉井東人
蝶
画布彩色
2012年
作家蔵

日本美術院
岩波昭彦
日射し
紙本彩色
2012年
作家蔵

日展
古澤洋子
未来へ続く家波
紙本彩色
2012年
作家蔵

日展
野田夕希
水辺
紙本彩色
2012年

日展
片山侑胤
原生
麻布彩色
2011年
作家蔵

日展
大西健太
EARTH
紙本彩色
2012年
作家蔵

日展
竹内恵利子
棲む
紙本彩色
2012年
作家蔵

日展
中井貞次
森只中
藍染、蝋染、麻布
2012年
作家蔵

日展
武腰敏昭
無鉛釉白金彩「王鳥の如く」
磁器
2012年
作家蔵

日展
吉賀將夫
萩釉陶器「白曜変遷」
陶器
2012年
作家蔵

日展
小西啓介
くさむら…2006
漆、沈金
2006年
作家蔵

日展
髙橋貞夫
宙樹奏
漆、桂
2012年
個人蔵

日展
藤田仁
雄鶏
鍛金
2013年
個人蔵
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日展
河合徳夫
牡丹
磁器
2013年
作家蔵

日展
永澤永信
驟雨
磁器
2013年
作家蔵

日展
上原利丸
秋・光陰に染まる
本友禅染、写し糊、絹真綿紬
2012年
作家蔵

光風会
桑原富一
「ほりでぃ」
テンペラ、油彩、カンヴァス
2013年
個人蔵

光風会
渡邊裕公
光彩奪目
カラーボールペン、カンヴァス
2013年
作家蔵

光風会
関野智子
森の子・春
油彩、カンヴァス
2014年
作家蔵

光風会
福本弥生
times on the table
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

日本水彩画会
荒木惠子
Episode(Ⅱ)
アクリル、水彩色鉛筆、鉛筆、紙
2013年

日本水彩画会
茅野吉孝
陽光
水彩、紙
2013年

日本水彩画会
工藤純
歓（かん）013－5
アクリル、カンヴァス
2013年
作家蔵

日本水彩画会
舟橋淳司
春を待つ
水彩、紙

2013年
作家蔵

二科会
黒川彰夫
余韻（エーゲ海）'13
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

二科会
濱田進
画室の語らい
油彩、フレスコ、膠彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

二科会
加覧裕子
海譜
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

二科会
山岸睦
インフルエンス
アクリル、カンヴァス
2013年
作家蔵

二科会
登坂秀雄
海風・海音
御影石
2012年
作家蔵

二科会
大村富彦
眠る人
テラコッタ
2013年
作家蔵

二科会
川本拓
生命の道すじ
楠、彩色
2014年
作家蔵

国画会
多納三勢
風骨の森（BS－14）
油彩、カンヴァス
2014年
作家蔵

国画会
徳弘亜男
DOKABEN STADIUMのある風景
アクリル、カンヴァス
2013年
作家蔵

国画会
石丸康生
大津島から
ミクストメディア、パネル
2014年

国画会
五島綾子
In the blue
油彩、カンヴァス
2013年
個人蔵

国画会
青木鐵夫
言葉について
木版、紙
2012年
作家蔵

国画会
青木鐵夫
聞こえてくるもの＃3
木版、紙
2013年
作家蔵

国画会
園城寺建治
Sea of Trees
エッチング、アクアチント、紙
2012年

国画会
園城寺建治
Sea of Trees－Mirage
エッチング、アクアチント、紙
2013年

国画会
鈴木修一
impression 13A
木版、コラグラフ、鳥の子紙
2013年

国画会
鈴木修一
impression 14
木版、コラグラフ、コラージュ、鳥
の子紙
2014年

国画会
柴田善二
オランウータン
楠
1984年
作家蔵

国画会
原透
特異点のある石
赤御影石
2012年
作家蔵

国画会
合田のぞむ
牛耳をとれ！
欅
2014年
作家蔵

国画会
川野恭和
白磁二筋手付瓶
磁器
2013年
作家蔵

国画会
三戸部克子
藍染絞布　「春日」　
絞り染め、絹
2012年
作家蔵

国画会
工藤聖美
赤のラビリンス
羊毛
2010年
作家蔵

春陽会
岩浪弘
語り部たち　流亡する
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

春陽会
大島由美子
Le forme
アクリル、メディウム、合板
2012年

春陽会
四谷明子
PLATEAU
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

春陽会
川野美華
夜行性の庭
油彩、カンヴァス
2013－14年
作家蔵

春陽会
渡辺達正
Blue Beans
メゾチント、紙
2013年
個人蔵

春陽会
渡辺達正
Blue Beans ２
メゾチント、紙
2013年
個人蔵

春陽会
浜西勝則
着物─獅子と竜
メゾチント、紙
2012年
個人蔵

春陽会
浜西勝則
着物─不死鳥
メゾチント、紙
2012年
個人蔵

春陽会
全田紗和子
綺羅の花宴　
エッチング、アクアチント、紙
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2014年
作家蔵

春陽会
全田紗和子
暁の目覚め
エッチング、アクアチント、紙
2014年
作家蔵

白日会
三沢忠
残雪に芽吹く
油彩、カンヴァス
2012年
作家蔵

白日会
斎藤秀夫
赤い絨毯
油彩、カンヴァス
2010年
作家蔵

白日会
有田巧
Noah
フレスコ、ストラッポ、パネル
2010年

白日会
大友義博
遥光
油彩、カンヴァス
2009年
作家蔵

白日会
一鍬田徹
トオルの魂（「永遠の家族」シリー
ズより）
石膏、鉄
2010年
作家蔵

白日会
野原昌代
deja vu
石膏
2012年
作家蔵

白日会
江藤望
歩く人
FRP、鉄
2013年
作家蔵

独立美術協会
桜井寛
シャツの女
油彩、カンヴァス
2011年
作家蔵

独立美術協会
林敬二
宙・凱風　
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

独立美術協会
瀬島匠
RUNNER 2014
油彩、ミクストメディア、パネル
2014年

独立美術協会
高松和樹
監視シニ来マシタ。
ミクストメディア、カンヴァス
2012年
作家蔵

日本版画協会
遠藤竜太
Transforming
リトグラフ、インクジェットプリン
ト、紙
2013年

日本版画協会
遠藤竜太
physica－sensus/interface〈Ⅲ〉
リトグラフ、インクジェットプリン
ト、紙
2010年

日本版画協会
古谷博子
水の行方　No. 1
木版、紙
2013年
作家蔵

日本版画協会
古谷博子
水の行方　No. 2
木版、紙
2013年
作家蔵

日本版画協会
李元淑
宇宙を飛ぶ
木版、紙
2013年
作家蔵

日本版画協会
李元淑
Circle
木版、紙
2013年
作家蔵

日本版画協会
山田彩加
生命の変容と融合－0への回帰－Ⅰ
リトグラフ、紙
2013年
作家蔵

日本版画協会
山田彩加
生命の変容と融合－0への回帰－Ⅱ
リトグラフ、紙
2013年
作家蔵

東光会
飯泉俊夫
ヴェニス朝明け
油彩、カンヴァス

2012年
作家蔵

東光会
松井亨
ノルマン通りの午後
水彩、紙
2012年
作家蔵

東光会
安森征治
アトリエのニシャ
油彩、カンヴァス
2012年
作家蔵

東光会
岡本猛
生命
油彩、アクリル、銀箔、カンヴァス
2013年
作家蔵

旺玄会
松田敬三
怒濤
油彩、カンヴァス
2014年
作家蔵

旺玄会
加藤良子
ギリシャ・女神アテナⅡ
油彩、カンヴァス
2014年
作家蔵

旺玄会
馬場由紀子
見つめる先にあるもの
アクリル、岩絵具、和紙
2014年
作家蔵

新制作協会
金森宰司
ライフ「タピストリーのある部屋で」
油彩、カンヴァス
2011年
作家蔵

新制作協会
西田周司
ReaL Dub World 11(慶世羅々々)
ミクストメディア、パネル
2011年
作家蔵

新制作協会
田村研一
CATASTROPHE－BOWL
油彩、パネルにカンヴァス
2013年

新制作協会
山口蒼平
冬虫夏草「蛾」
アクリル、カンヴァス
2013年
作家蔵

新制作協会
鈴木武右衛門
パリ　酔夢紀行、2013
安山岩、白御影石
2013年
作家蔵

新制作協会
河西栄二
ヒト
寄木、タモ、欅
2013年
作家蔵

新制作協会
ゼロ・ヒガシダ
INORI Ⅱ
ステンレス、木
2013年
作家蔵

新制作協会
伊藤哲郎
sanaru X
モルタル、鉄
2013年
作家蔵

一水会
田中義昭
静物
油彩、オイルフレスコ、カンヴァス
2013年
作家蔵

一水会
武藤初雄
湾岸にて（泉大津）
水彩、紙
2013年
作家蔵

一水会
浅見文紀
木霊
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

一水会
宇野のり子
遠い日
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

自由美術協会
小倉信一
イノチヲハコブーキオクー
油彩、カンヴァス
2013年

自由美術協会
公文淳子
POPPY－Bird
油彩、アクリル、カンヴァス
2013年
作家蔵

自由美術協会
栗本浩二
陽光の前で
油彩、綿布、パネル
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2014年
作家蔵

自由美術協会
小西熙
PAYSAGE
油彩、カンヴァス
2012－13年
作家蔵

自由美術協会
小野田勝謙
A NEW HOPEⅡ
アルミ、ステンレス
2013年
作家蔵

自由美術協会
長嶋栄次
光陰矢の如く
欅
2013年
作家蔵

美術文化協会
五島秀明
ザマニシリーズ・壇・信
油彩、アクリル、和紙
2013年
作家蔵

美術文化協会
乾繁春
復活
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

美術文化協会
鈴木秀明
煉獄
油彩、カンヴァス
2012年
作家蔵

水彩連盟
川村良紀
饗宴
水彩、和紙、パネル
2013年
作家蔵

水彩連盟
西山督夫
「まひる」
水彩、鉛筆、紙
2011年
作家蔵

水彩連盟
岡野亮介
I was born
アクリル、カンヴァス
2013年
作家蔵

水彩連盟
池原優子
NEXT
アクリル、紙、パネル
2013年

創元会
守屋順吉
悠
油彩、カンヴァス
2013年
個人蔵

創元会
小柴悦子
恋する未完
油彩、アクリル、カンヴァス
2014年
作家蔵

創元会
奥田敬介
白いトルソー
アクリル、カンヴァス
2011年
作家蔵

行動美術協会
神田一明
彼女の休日
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

行動美術協会
守谷史男
廟（13－08）
油彩、アクリル、鉛筆、綿布、パネル
2013年
作家蔵

行動美術協会
森倫章
味澤相
油彩、オイルパステル、鉛筆、綿布
2013年

行動美術協会
前田香織
夜の入口
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

行動美術協会
村上泰造
FIESTA DE SOL
木、自然石（アクリルカラー、オイ
ルステン、透明ラッカー）
2013年
作家蔵

行動美術協会
湯村光
四角柱
鉄
2012年
作家蔵

行動美術協会
内藤友博
Skeleton No.12－5
鉄
2012年
作家蔵

二紀会
滝純一
記憶　2013

油彩、テンペラ、麻布、板
2013年
作家蔵

二紀会
玉川信一
神の標本
油彩、カンヴァス
2012年
作家蔵

二紀会
立見榮男
雷神・樗の風　
アクリル、カンヴァス
2011年
作家蔵

二紀会
立石真希子
室内
油彩、カンヴァス
2014年
作家蔵

二紀会
梶滋
1/f ゆらぎ・あるいは融合する二人
のオーラ
楠
2011年
作家蔵

二紀会
永野光一
門
ステンレス、ブロンズ
2013年
作家蔵

二紀会
花田千絵
跳
楠、鉄
2013年
作家蔵

日本彫刻会
山本眞輔
心の旅－明日香へ－
樹脂
2012年
作家蔵

日本彫刻会
亀谷政代司
火の馬
FRP、鉄
2014年
作家蔵

日本彫刻会
楠元香代子
豊饒の女神
FRP
2012年
作家蔵

日本彫刻会
田丸稔
叙事詩の男と馬
FRP
2012年

作家蔵

示現会
鈴木實
運河の街
油彩、カンヴァス
2012年
作家蔵

示現会
大渕繁樹
ミモザのある部屋（長崎）
油彩、カンヴァス
2012年
個人蔵

示現会
山岡健造
砂上に生きる
油彩、カンヴァス
2013年

創画会
小嶋悠司
穢土…深淵
膠彩、デトランプ、麻布
2013年

創画会
宮城真
宙
岩絵具、麻紙
2013年
作家蔵

創画会
小池一範
風ノカタチ
膠彩、麻布
2013年

創画会
宮島弘道
艸艸　
岩絵具、膠、藍、パネル
2013年
作家蔵

創画会
広岡真彩彦
静域
紙本彩色
2013年

モダンアート協会
岡本博実
光の采
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

モダンアート協会
おづたかし
解体と再生
墨、銀粉、ダンボール、和紙、パネル
2014年
作家蔵

モダンアート協会
深作廣光
エネルギー体
アクリル、カンヴァス
2013年
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作家蔵

モダンアート協会
山田展也
風の景〈あの日〉
アクリル、ミクストメディア、パネル
2008年

モダンアート協会
仲野真
現代の構造
アクリル、木、ステンレス線、鉄
2014年
作家蔵

モダンアート協会
山本莞二
光の風景13－9
真鍮
2013年
作家蔵

モダンアート協会
浅井菜保子
Plant collection 曼珠沙華
リトグラフ、紙
2010年

モダンアート協会
浅井菜保子
Plant collection 美しい人
リトグラフ、紙
2011年

モダンアート協会
古川仁史
Colored Map No. 75
シルクスクリーン、デジタルプリン
ト、紙
2013年
作家蔵

モダンアート協会
古川仁史
Colored Map No. 76
シルクスクリーン、デジタルプリン
ト、紙
2013年
作家蔵

一陽会
舘野弘
前線
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

一陽会
小松富士子
THE SKY  NO ONE SAW－水のア
ラベスク
2013年
作家蔵

一陽会
岡田彌生
加速する時空のなかで
油彩、カンヴァス
2013年

作家蔵

一陽会
古田恵子
循環する関係
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

一陽会
小林一夫
ヤガテ芽ガ出テ花ガ咲ク
木、黒御影石
2011年
作家蔵

主体美術協会
續橋守
風の跡
油彩、カンヴァス
2013年

主体美術協会
渡邉俊行
Family
油彩、アクリル、寒冷紗、パネル
2013年

主体美術協会
榎本香菜子
MAZE─私も、うさぎ─
油彩、カンヴァス
2013年
個人蔵

主体美術協会
橋本礼奈
兎のフー・ミミィ
アルキド樹脂絵具、カンヴァス
2013年

日洋会
塗師祥一郎
春近い長坂
油彩、カンヴァス
2011年
作家蔵

日洋会
岡田征彦
フォルム XI
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

日洋会
黒阪陽一
凍れる川
油彩、カンヴァス
2013年
作家蔵

日洋会
黒政幸義
土
油彩、カンヴァス
2014年
作家蔵

連携展
TOKYO 書 2015　公募団体の今 【出品点数／60点】
※所属団体名、作家名、作品名、制作年、形状、所蔵の順に掲載。同展覧会の作品リストに準じる。

書海社
長谷部絳雪
「謫居三適」
2014
額装
作家蔵

書海社
長谷部絳雪
七言二句
2014
軸装
作家蔵

書海社
長谷部絳雪
「戯子由」
2014
額装
作家蔵

書海社
溝口瑶漣
將之吳越留別坐中文酒諸侶
2014
額装
作家蔵

書海社
溝口瑶漣

与高適薛拠同登慈恩寺浮図
2014
軸装
作家蔵

書海社
溝口瑶漣
過山家
2014
額装
作家蔵

貞香会
根本泰邱
高青邱詩
2014
額装
作家蔵

貞香会
根本泰邱
七言二句
2014
パネル
作家蔵

書壇院
丸川瑞江
白樂天詩三首
2014

パネル
作家蔵

書壇院
片野錦秋
高青邱詩
2014
パネル
作家蔵

謙慎書道会
梶山盛涛
許璣詩
2014
パネル
作家蔵

謙慎書道会
鈴木赫鳳
長恨歌
2014
軸装
作家蔵

謙慎書道会
平形精逸
楚辞一節
2014
パネル
作家蔵

謙慎書道会
松尾光晴
王少伯詩
2014
額装

謙慎書道会
松尾光晴
張若虚詩之一節
2014
パネル

謙慎書道会
松尾光晴
盛德
2014
額装

朝聞書会
齊藤恭平
雲龍風虎
2014
パネル

朝聞書会
齊藤恭平
風神・雷神
2014
額装
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日本書道美術院
浅田聖子
驚天動地の時
2014
軸装
作家蔵

日本書道美術院
佐野玉帆
仮名序より
2014
パネル

日本書道美術院
木島永竣
詠懐詩 七首
2014
パネル

日本書道美術院
木島永竣
堅則毀
2014
パネル

書道芸術院
川島舟錦
山月
2014
パネル
作家蔵

書道芸術院
川島舟錦
祈
2014
パネル
作家蔵

書道芸術院
田村鄭雲
光と闇
2014
パネル
作家蔵

書道芸術院
山口仙草
「大吉」による
2014
パネル
作家蔵

書道芸術院
山口仙草
「喜」による
2014
パネル
作家蔵

奎星会
川邉艸笛
dot & line
2014
作家蔵

奎星会
千葉幽篁
心行
2014
パネル

書星会
須藤恵鑒
趙執信詩
2014
パネル
作家蔵

書星会
小林碧桃
杜甫詩
2014
パネル
作家蔵

書星会
菅谷騰空
蘇東坡詩
2014
パネル
作家蔵

書星会
菅谷騰空
東坡題跋
2014
パネル
作家蔵

現日会
別井清風
不断
2014
パネル
作家蔵

現日会
別井清風
韋應物詩 滁州西澗
2014
パネル
作家蔵

現日会
鈴木鵬舟
風神
2014
パネル

現日会
鈴木鵬舟
人生渡るにゃ豆腐のようにまめで四
角で柔らかく
2014
パネル

藍筍会
小山紅苑
万葉信濃の国うた
2014
パネル
作家蔵

藍筍会
小山紅苑
与謝野晶子の詩
2014
パネル
作家蔵

藍筍会
松田幸江
松本たかしの句
2014
パネル
作家蔵

藍筍会
松田幸江
万葉四季の歌
屏風
2014
作家蔵

藍筍会
松田幸江
古今集四季の和歌
屏風
2014
作家蔵

日本書作院
島田香岫
李白詩
2014
パネル
作家蔵

日本書作院
能美翠袿
常盤樹の一節
2014
パネル

創玄書道会
加藤有鄰
春好
2014
パネル
作家蔵

創玄書道会
金敷駸房
海風
2014
作家蔵

創玄書道会
河原啓雲
王文治詩
2014
軸装
作家蔵

創玄書道会
森桂山
渦潮
2014
パネル
作家蔵

独立書人団
岡村鉄琴
雨ニモマケズ
2014
パネル

独立書人団
岡村鉄琴
好文守拙
2014
パネル

独立書人団
武本蘭石
墨海騰波
2014
パネル

玄潮会
小幡太清
万葉歌
2014
パネル

日本刻字協会
秋山青桃
聊娯
2014
刻字
作家蔵

日本刻字協会
秋山青桃
風．雷
2014
刻字
作家蔵

日本刻字協会
井岡廣實
月下独酌
2014
額装／刻字
作家蔵

日本刻字協会
井岡廣實
森羅萬象
2014
刻字
作家蔵

日本刻字協会
井岡廣實
詠雲
2014
額装／刻字
作家蔵

書道一元會
日沼古菴
銀河夜光
2014
パネル

東洋書芸院
鈴木蓉春
生の躍動
2014
パネル

東洋書芸院
鈴木蓉春
生の墨韻
2014
パネル
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連携展
都美セレクション 新鋭美術家 2015  【出品点数／33点】
※作家名、作品名、制作年、技法・材質、所蔵先の順に掲載。同展覧会の作品リストに準じる。

瀬島匠
RUNNER 2013
2013年
油彩、カンヴァス
作家蔵

瀬島匠
RUNNER 2014
2014年
油彩、綿帆布
作家蔵

瀬島匠
RUNNER 2014
2014年
油彩・透明水彩・GLボンド・錆止
め油性塗料・コールタール・木炭・
鉛筆、ワトソン紙・パネル
作家蔵

瀬島匠
RUNNER 2015
2015年
油彩・透明水彩・GLボンド・錆止
め油性塗料・コールタール・木炭・
鉛筆、ワトソン紙・パネル
作家蔵

髙島圭史
きいろいひと
2010年
岩絵具、和紙
作家蔵

髙島圭史
旅の記憶
2010年
岩絵具、和紙
作家蔵

髙島圭史
ある納屋の出来事
2011年
岩絵具、和紙
作家蔵

髙島圭史
ねがいぼし
2012年
岩絵具、和紙
作家蔵

髙島圭史
つぎはぎの製図
2013年
岩絵具、和紙
作家蔵

髙島圭史
旅にでた庭師
2014年
岩絵具、和紙
作家蔵

髙島圭史
まどろみ
2015年

岩絵具、和紙
作家蔵

高松和樹
何ヲ求メテ良イノカスラ解ラズニ……
2008年
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
ピグメント（チタニュウム）、ター
ポリン
I氏コレクション（高崎市美術館寄託）

高松和樹
情報ハ強制的ニ与エ続ケラレル－un
2009年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
個人蔵

高松和樹
情報ハ強制的ニ与エ続ケラレル－deux
2009年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
個人蔵

高松和樹
情報ハ強制的ニ与エ続ケラレル－trois
2009年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
個人蔵

高松和樹
何トナク上ヲ目指シテ
2009年
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
ピグメント（チタニュウム）、ター
ポリン
若林哲也氏蔵

高松和樹
慎ましく密やかなる抵抗
2009年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
若林哲也氏蔵

高松和樹
味付け
2009年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
I氏コレクション（高崎市美術館寄託）

高松和樹
何ダカ意味ガ解ラナイ事ノ為ニ。
2014年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
作家蔵

高松和樹
人形ニダッテ救エル事モ有ル
2015年
ジクレー版画（野外用顔料溶剤）・
アクリル絵具・アクリルガッシュ・
メディウム、ターポリン（白亜地）
作家蔵

田丸稔
叙事詩の男
2010年
塑造（FRP）
作家蔵

田丸稔
叙事詩の男と馬
2012年
塑造（FRP・漆着色）
作家蔵

田丸稔
叙事詩の男と馬
2013年
塑造（FRP・漆着色）
作家蔵

田丸稔
叙事詩の男と馬
2014年
塑造（FRP・漆着色）
作家蔵

田丸稔
叙事詩の男と馬
2015年
塑造（FRP・漆着色）
作家蔵

山田彩加
存在という意味を考えるためのドロ
ーイング
2006年
水彩・アクリル絵具、アルシュ紙
作家蔵

山田彩加
命の繋がり
2007－08年
リトグラフ、BFK紙
作家蔵

山田彩加
森羅万象に捧げる祈り─命の根源─
2009年
リトグラフ、いづみ紙
作家蔵

山田彩加
手向けられた花をも、命と共に
2010－11年
リトグラフ、BFK紙
作家蔵

山田彩加
memento mori
2013年
リトグラフ、いづみ紙

作家蔵

山田彩加
生命の変容と融合─0への回帰─
2012－13年
リトグラフ、バロンケント#200
作家蔵

山田彩加
存在の本質 I─変遷と反復─
2014年
リトグラフ、バロンケント#200
作家蔵

山田彩加
Womb of Nature
2014年
リトグラフ、バロンケント#200
作家蔵

山田彩加
月の光
2014－15年
リトグラフ、バロンケント#200
作家蔵

山田彩加
扉
2015年
アクリル絵具、ホワイトワトソンボ
ード
作家蔵
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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
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  3,7748.81㎡
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
7月7日～ 7月14日、12月21日～ 12月28日
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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