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　東京都美術館は、すべての人に開かれた「アートへの入口」となり、「創造と共
生の場＝アートコミュニティ」を築き、「生きる糧としてのアート」と出会う場と
して、人々の心のゆたかさの拠り所となることを使命としています。

　2017（平成29）年度は、新たな指定管理期間の初年度であり、この使命を達成
するため、事業の着実な実施と事業間の連携や相乗効果を一層図ることで、魅力
的な事業展開に努めました。
　具体的には、特別展、企画展及びコレクション展の「展覧会事業」、公募団体展・
学校教育展及び上野アーティストプロジェクト等の「公募展事業」、アートや文化
資源を介して人々のつながりや新たなコミュニケーションを育む「アート・コミュ
ニケーション事業」など、様々な事業を展開しました。
　また、ホスピタリティの向上や、ウェブサイト・広報媒体・展示解説の多言語
化にも取り組みました。
　なお、障害のある方のための特別鑑賞会やアート･コミュニケータが活動の主
体となり、アートを通して人々の中に新しい価値観を育む「とびらプロジェクト」
など美術館の新たなあり方を提示したとして、地域創造大賞（総務大臣賞）を受賞
しました。

　この年報は、社会と東京都美術館をつなぎ、よりよい美術館運営を行うための
大切なツールと位置づけています。編集にあたっては、各事業の内容や成果、実
績を分かりやすく紹介することを心がけました。この年報を通して、東京都美術
館の活動に一層のご理解とご支援をいただければ幸いです。

 平成30年9月　
� 東京都美術館　

はじめに





概　　　要
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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、2012（平成24）年のリニューアルを機に指定管
理者として管理運営の基本方針を次のように定めました。
　現在の指定管理期間2017（平成29）年度から2020（平
成32）年度まで（4年間）においても、引き続きこの基本方
針に沿って事業のさらなる充実を図っていきます。

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

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

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」
• 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」
• 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、またアートを介して人々の間に
新たなつながりをつくり、社会的課題も視野に入れ取り
組む「アート・コミュニケーション事業」
• 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10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
　アートとライフ（生き方、生命、生活）の深い関係に迫る
「アーツ&ライフ展」、日本の現存中堅作家の活動に注目
した「現代作家展」、アートとケア（新しい価値観との出会
い、学び）をコンセプトに多彩な作り手を紹介する「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を実施

3　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
する展覧会で、年間40会期、約260団体により展覧会を開催

4　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

5　公募展活性化事業
　（1） 上野アーティストプロジェクト

  これまでの取り組みの成果を踏まえ、テーマとして美術
と書を隔年で取り上げ、公募展で活躍する優れた現代作
家をテーマに沿って選定し紹介する展覧会の実施

　（2） 都美セレクション グループ展
  新しい発想によるアートの作り手の支援を目的として、
企画を公募し、審査により選抜されたグループととも
に、ギャラリーを生かした展覧会の実施

6　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」作品を
展示するほか、都立の美術館、博物館が所蔵する「東京都
コレクション」を紹介する展覧会の実施

7　アート・コミュニケーション事業
　学校連携事業、東京藝術大学との連携事業「とびらプロ
ジェクト」や展覧会に合わせたプログラム（コミュニケー
ション・プログラム）、障害のある方のためのプログラム（ア
クセスプログラム）などを通して「アートの入口」を継続的
に創出。同時にアーツカウンシル東京と東京藝術大学と共
に行う主催事業「Museum Start あいうえの」では上野公園
の文化施設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

　（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。「あいうえの学校」「あいうえのファミリー」の２
つのプログラムのなかで、ミュージアムを利用しづらい
子どもたちを招待する「ミュージアム・トリップ」なども
実施

　（3） 教育普及プログラム
　　①障害のある方のための特別鑑賞会

  普段は混雑している展覧会を障害のある方が安心して
鑑賞できるよう様々なお手伝いや手話付きで鑑賞する
プログラムを実施

　　②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

　　③展覧会関連プログラム
  東京都美術館で開催される各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

　　④建築ツアー
  東京都美術館の建築をアート・コミュニケータと共に
歩き観察することにより、美術館に親しみその活用の
しかたへの理解が深まるツアーを開催

　　⑤その他の様々な試み
  キッズデーの実施やジュニアガイドの作成。各種フォー
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も実施

8　佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
　東京都美術館創設に寄与した佐藤慶太郎氏の名前を冠し
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。毎年5月には、テーマを決めて当館の歴史を紹
介。アーカイブズ資料展示も実施

9　美術情報室、アーカイブズ資料
　図書、雑誌及び展覧会図録など約4万冊のほか、東京都
美術館に関連したアーカイブズ資料1,500件ほどを収蔵管
理し、閲覧室として運営

10　ミュージアムショップ、レストラン・カフェ
　日々の暮らしをもっと豊かにする楽しいグッズを取り揃
えたミュージアムショップを展開。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「RESTAURANT MUSE（レスト
ラン ミューズ）」、グランドレストラン「RESTAURANT 
salon（レストラン サロン）」、コーヒーやスイーツを中心
とした「cafe Art（カフェ アート）」を運営
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沿革

1921（大正10）年 3月

1926（大正15）年 5月

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

1975（昭和50）年 3月
 9月

1977（昭和52）年 3月
1994（平成6）年 4月

1995（平成7）年 3月
1996（平成8）年 4月

1998（平成10）年 9月
2002（平成14）年 4月

2006（平成18）年 4月

 5月
2009（平成21）年 4月

2010（平成22）年 4月

 5月

2011（平成23）年 7月

 11月

2012（平成24）年 3月
 4月

 6月

2016（平成28）年

2017（平成29）年 4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）
開館90周年。記念フォーラム、記念展、アー
カイブズ資料展示を実施　
（公財）東京都歴史文化財団が指定管理者として
4年間管理運営を受託

東京都美術館のロゴマーク

　2012（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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2017（平成29）年度 トピックス

2017（平成29）年
4月 15日 とびらプロジェクト6期アート・コミュニケータ始動
 18日 「バベルの塔展」　開幕
  （7月2日まで）

5月 16日  「美術館創立の日」記念 アーカイブズ資料展示開始
  （7月2日まで）

6月 9日 「第6回都美セレクショングループ展」 開幕
  （7月6日まで）
 23日 「バベルの塔展」　入場者数30万人を記録

7月 1日 とびらプロジェクトオープン・レクチャー vol.7
   「Eating Designer マライエ・フォーゲルサングが語る『食べ

ること×デザイン』」
 20日 「ボストン美術館の至宝展」開幕
  （10月9日まで）
 25日 企画展「杉戸洋　とんぼ と のりしろ」開幕
  （10月9日まで）
 31日 「ボストン美術館の至宝展」キッズデー

10月 8日 「ボストン美術館の至宝展」　入場者数30万人を記録
 10日 上野警察署テロ対策訓練実施
 10日 手荷物検査（試行）の実施
 24日 「ゴッホ展」 開幕
  （1月8日まで）

11月 17日  上野アーティストプロジェクト「現代の写実」開幕
  （1月6日まで）
 17日  コレクション展　東京都現代美術館所蔵　近代の写実展　

開幕（1月6日まで）
 26日 とびらプロジェクトオープン・レクチャー vol.8
   「人々が本当に幸せに暮らせる社会とは？ーべてる式×と

びら式」

12月 29日 「ゴッホ展」30万人達成
 29日、30日年末開館（ゴッホ展・上野アーティストプロジェクト）

2018（平成30）年
1月 2日、3日年始開館（ゴッホ展・上野アーティストプロジェクト）
 22日  とびらプロジェクト7期アート・コミュニケータ募集受付

開始
 23日 「ブリューゲル展」 開幕（4月1日まで）

2月 3日 とびらプロジェクトフォーラム
   「アート・コミュニケータ奮闘記─うまくいったり、いか

なかったり」
 5日 東京都・台東区合同帰宅困難者対策訓練実施

3月 13日 「ブリューゲル展」　入場者数10万人を記録
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2017（平成29）年度 実績と評価

　2017（平成29）年度は、4年間の指定管理期間の初年度に
あたり、事業計画書に提案した「展覧会事業」「公募展事業」
「アート･コミュニケーション事業」「アメニティ事業」を着
実に実施し、約272万人の来館者を迎えることができた。

実　　　績
展覧会事業
　「バベルの塔展」「ボストン美術館の至宝展」「ゴッホ展」「ブ
リューゲル展」の4つの特別展と企画展「杉戸洋　とんぼ と 
のりしろ」は、すべて当初の入場者数目標を達成することが
できた。内容の満足度においても、すべて8割以上の方から
満足であるとの回答を得た。また、貴重かつ脆弱な作品資料
の扱いにおいても事故なく終えることができた。「杉戸洋」展
においては、当該展覧会の開催によって、杉戸氏が「芸術選
奨文部科学大臣賞」を受賞。福田美蘭展に続く、快挙となった。

公募展事業
　「公募展事業」は、2019（平成31）年度の単年度の使用割当
を決定し、100%の稼働率を確保するよう努め、円滑な運営
を行った。「上野アーティストプロジェクト」では、美術雑誌
やSNSによる広報や、ゴッホ展の半券提示で無料とした効
果もあり、予想を大きく超える入場者を得て、公募団体に属
する作家たちの作品の魅力を知ってもらう好機となった。ま
た、図録も当初の想定を大きく越える販売部数となった。

アート・コミュニケーション事業
　とびらプロジェクトは6年目の実施となり、3年任期を満
了したアート・コミュニケータとの連携も継続してきたこと
が、今年度、元とびラーによるNPO法人や一般社団法人の
立ち上げにつながった。元とびラーの卒業後の活動について
は2月に実施したフォーラムで特集し、参加者から大きな反
響を得た。またそうした「とびらプロジェクト」の試みが美術
館の新たなあり方を提示したとして、「地域創造大賞（総務大
臣賞）」を受賞することができた。

アメニティ事業
　アートラウンジを使ったアーカイブズ資料展示では、江戸
東京博物館と連携し、前川國男に焦点をあてた展示を実施し
た。美術情報室への来室者も目標を達成、資料整理も着実に
進めることができた。レストラン・カフェでは、特別展に関
連するメニュー、ショップでは関連グッズなどの開発を連携
して行った。

自己評価
　4年間の指定管理期間の初年度にあたり、事業計画書で提案
した事業内容を着実に実施した。特別展は、年間を通して全
ての展覧会で目標入場者数を上回り120万人を超える入場者
となった。内容的にもブリューゲルをはじめとする16､ 17世
紀のネーデルラント美術、古代から現代まで幅広く名品を展
示した「ボストン美術館の至宝展」、19世紀のゴッホと日本と
のかかわりなど幅広く東西の美術を紹介することができた。

　また、企画展「杉戸洋　とんぼ と のりしろ」は空間全体を
作品化した展示を実現、図録も完売した。この企画展の功績
により、作家が「芸術選奨文部科学大臣賞」を受賞した。5年間
の連携展の実績を発展させた第1回上野アーティストプロジェ
クト「現代の写実──映像を超えて」は予想を超える入場者と
なり、公募団体の作家を認知させる大きな役割を果たした。
　アート･コミュニケーション事業では、キッズデーにおい
てアート･コミュニケータによるプログラムの実施により、
予定の倍以上の参加を得た。また、休館日を活用した障害のあ
る方のための特別鑑賞会、アート・コミュニケータが活動の主
体となる「とびらプロジェクト」など、美術館の新たなあり方
を提示したことで、「地域創造大賞（総務大臣賞）」を受賞した。
　広報事業においては、館ガイドリーフレットを5言語（日、英、
中（繁体、簡体）、韓）で制作するなど多言語での情報発信を積
極的に展開した。さらに、上野文化の杜事業に参画し、連携
事業やアクセシビリティ向上プログラムを積極的に実施した。
　また、館内サインの検証、ユニバーサルデザイン化のため
の調査を実施し、今後のさらなる来館者への満足度アップに
向けた準備を進めている。これらの取組により今年度も約
272万人の来館者を大きな事故なく迎えることができた。今
後も成果と課題を引き続き分析するとともに、外部による評
価・検証を踏まえて事業を進めていく。

外部評価委員会による評価（総括的な意見）
　新たな指定管理期間を迎えた初年度である2017年度にあ
たって、各分野の水準を維持するだけでなく、日本国内の高
い水準で独自の存在感を示す「リーディング美術館」の一つと
してのステイタスを確実にした。
　世界各地から集められた大型の特別展を事故もなく開催
し、数多くの集客を得て全ての特別展で目標を1.5倍近く上
回り、多くの人々にアートとの出会いをつくったことなど
「アートへの入口」としての使命を果たし、称賛に値する。
16世紀のネーデルラント美術など日本で紹介されることの
少ない分野を積極的に紹介し、美術愛好者に多様な鑑賞機会
を提供している点は特筆に価する。
　自主企画展では、館の自主的企画力を存分に発揮し、3展
ともに高い水準の展覧会を実現し、特に「杉戸洋展」では、杉
戸氏の「芸術選奨文部科学大臣賞」に貢献することもできた。
また、これまで集客に関して難しさのあった公募団体との連
携展において、「写実」という万人が興味を持つテーマをすえ
て、予想を超える来館者を得たことや、アート・コミュニケー
ション事業が対象者に応じてさまざまなバリエーションが増
えてきたことなどは、都美のミッションを貫こうとする担当
スタッフの努力の成果である。
　アート・コミュニケーション事業は「とびらプロジェクト」
等により、リニューアル以後、全国の美術館関係者から注目
される成果を挙げてきた。その実績が評価され、「地域創造
大賞（総務大臣賞）」の受賞に至ったことはきわめて喜ばし
い。さらに、新しい取り組みにも種々着手しており、特に他
館や地域との連携による積極的な広報活動は、将来の地域連
携の形を導きつつある。



各事業報告
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展覧会事業1 　「世界と日本の名品に出会う」大型の展覧会「特別展」と、中堅作家を紹介する「企
画展」、そして、東京都現代美術館所蔵作品による「コレクション展」を開催した。
今年度の特別展は、春に開催した「ブリューゲル『バベルの塔』展」で16世紀ネー
デルラントの木彫、油彩画の名作を紹介した。また、エジプト、中国、日本、ヨー
ロッパそしてアメリカ美術の名品を古代から現代までよりすぐって展示した「ボ
ストン美術館の至宝展」、ゴッホの油彩画と素描そして同時代作家の作品や浮世
絵によってゴッホと日本の相互関係を探った「ゴッホ展　巡りゆく日本の夢」そし
て、ブリューゲル一族とその周辺の17世紀フランドル絵画の全体像に迫った「ブ
リューゲル展�画家一族150年の系譜」など、様々な年代の東西の美術を丁寧に紹
介した。また、企画展では、ギャラリー空間全体をまるで一枚の絵画のように構
成した「杉戸洋　とんぼ�と�のりしろ」展を開催した。そして、コレクション展で
は、休館中の東京都現代美術館の所蔵作品を活用して、「近代の写実」をテーマに
して明治、大正、昭和の油彩画と素描を展示した。

特別展
ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展
　16世紀ネーデルラントの至宝─ボスを超えて─
ボストン美術館の至宝展─東西の名品、珠玉のコレクション
ゴッホ展　巡りゆく日本の夢
ブリューゲル展　画家一族150年の系譜

企画展
杉戸洋　とんぼ と のりしろ

コレクション展
東京都現代美術館所蔵　近代の写実展
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主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
朝日新聞社、TBS、BS朝日

後援／オランダ王国大使館、オランダ政府観光局、ベル
ギー・フランダース政府観光局

協賛／ダイキン工業、大日本印刷、トヨタ自動車、みずほ
銀行、三井物産、損保ジャパン日本興亜

特別協力／東京藝術大学COI拠点
協力／ KLMオランダ航空、日本貨物航空
会期／2017（平成29）年4月18日 (火 )～ 7月2日 (日 )
会場／企画展示室
出品点数／89点
観覧料（当日）／  一般 1,600円、大学生・専門学校生1,300円、

高校生 800円、65歳以上 1,000円
担当／山村仁志、中原淳行

　ブリューゲルの傑作「バベルの塔」だけでなく、彼が手本
とした先駆者ヒエロニムス・ボスの油彩2点、そして彼ら
が生きた時代16世紀ネーデルラントの絵画、版画、彫刻
を全体で89点の出品作で紹介した。ボスの油彩画2点は
初来日。2016年はボス没後500年に当たり、欧米ではボ
ス・ブームが起きていたが、世界中で約25点しかないと
されるボスの真作2点が日本で初めて鑑賞できる、めった
にない機会であった。迫真の写実と輝くような美しい色彩
が印象的な16世紀の油彩絵画、ボスの怪物モチーフが所
狭しと、描かれる版画作品、そして木彫の粋を尽くした彫
刻作品など、16世紀ネーデルラント美術の精華を効果的
に展示した。
　また、今回の展覧会では新しい試みとして東京藝術大学
COI拠点の特別協力により原寸を約300％拡大したブリュー
ゲル「バベルの塔」の複製画も制作・展示した。同拠点は「バ
ベルの塔」の3DCG動画も制作し、多様なメディアを駆使
してこの傑作の魅力に迫った。さらに、藝大COI拠点と
の連携「Study of BABEL」展も実現し、藝大構内で立体作
品などが展示された。

【特別展】

ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル「バベルの塔」展
16世紀ネーデルラントの至宝─ボスを超えて─
Collection of Museum Boijmans Van Beuningen
Bruegel's “The Tower of Babel” and Great 16th Century Masters

ポスター

図録 チラシ

図録：［A4変形判／ 236ページ］
・「ファン・エイクからブリューゲルまで─初期ネーデルラント美術へのいざない」
ペーター・ファン・デル・クーレン／フリーゾ・ラメルツェ（ボイマンス美術館キュ
レーター）pp.11-19

・「マクロとミクロの融合─ブリューゲルの《バベルの塔》の独自性と美術史的意義」
高橋達史（青山学院大学文学部教授）pp.20-36
・「ボイマンス・ファン・ベーニンゲン美術館の概要」
ハンネケ・デ・マン（元ボイマンス美術館キュレーター）pp.37-39
・「コラム１　ボスの油彩技法」、「コラム５　不安、ユーモア、ヒューマニズム─バ
ベルの塔の現代的意味」、「コラム６　ネーデルラント美術と日本近代絵画―岸田

劉生の「クラッシックの美」」
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）　pp.114-115、pp.190-191、pp.192-193
・「コラム２　ボス・スタイル」
中井康之（国立国際美術館学芸課長）　pp.116-117
・「コラム３　ブリューゲル絵画の多彩な世界」、「コラム４　ブリューゲル、ボス作
品の稀少性をめぐって」
　安来正博（国立国際美術館主任研究官）　pp.174-175、pp.176-177
・「コラム７　「黄金の世紀」に継承されたブリューゲル─風景画、風俗画、そしてレ
ンブラント」
　熊澤弘（東京藝術大学大学美術館準教授）　pp.194-196
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実績
入場者数／ 379,527人（1日平均5,665人）

関連企画
・記念講演会
4月18日（火）　14:00～ 15:30 講堂／参加者数 212人
テーマ／「ボスとブリューゲル、絵画と版画」 
　講師／ペーター・ファン・デル・クーレン（ボイマンス美術館 版画・
素描キュレーター）、フリーゾ・ラメルツェ（ボイマンス美術館 近世
絵画・彫刻美術キュレーター）

5月27日（土）　14:00～ 15:30　講堂／参加者数 207人
　テーマ／「ブリューゲル《バベルの塔》の衝撃　マクロとミクロの融合」
　講師／高橋達史（青山学院大学文学部比較芸術学科教授）
6月17日（土）　14:00～ 15:30　講堂／参加者数 198人
　テーマ／「ボスからレンブラントまで―ネーデルラント絵画・版画の
伝統と魅力」
　講師／熊澤弘（美術史家、東京藝術大学大学美術館准教授）
・イブニング・レクチャー
　講師／山村仁志（東京都美術館 学芸担当課長）
　6月2日（金）　18:30～ 19:00　講堂／参加者数 192人
　6月23日（金）　18:30～ 19:00　　　　　〃 188人

・「バベルの塔」3DCG プロジェクション＆バーチャルコンサート
　5月12日（金）1回目 19：00 / 2日目 19：30　上野の森美術館 屋外壁
面（P69参照）

掲載記事など
・「時代を映すバベルの塔」／安部美香子、「巨大なものへの畏怖描写」
／野又穫『朝日新聞』朝刊2017年3月26日
・「ブリューゲル「バベルの塔」展　16世紀ネーデルラントの至宝―ボス
を超えて」／山村仁志『うえの』　2017年4月　pp.23-25

・「ブリューゲル「バベルの塔」展」／中野京子『公明新聞』2017年4月5日
・「奥へ奥へ絵の中へ　大友克洋さん流「バベル」／安部美香子『朝日新
聞』2017年4月13日

・「奇想の源流をたどる」／安部美香子『朝日新聞』2017年5月19日
・「「人間とは何か」を見つめて」／黒沢綾子『産経新聞』朝刊　2017年5
月21日
・「バベルの塔―ブリューゲルにとって「人間」とは何だったのか？」／
山村仁志『美術の窓』no.406　生活の友社　2017年7月　pp.16-17

会場風景　撮影：末正真礼生
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【特別展】

ボストン美術館の至宝展──東西の名品、珠玉のコレクション
Great Collectors: Masterpieces from the Museum of Fine Arts, Boston

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
朝日新聞社、テレビ朝日、BS朝日

後援／アメリカ大使館
特別協賛／第一生命グループ｜第一生命、第一フロンティ

ア生命、ネオファースト生命
協賛／セコム、凸版印刷、三菱商事、アトレ、竹中工務店
協力／日本航空、日本貨物航空
会期／2017（平成29）年7月20日（木）～ 10月9日（月・祝）
会場／企画展示室
出品点数／80点
観覧料（当日）／  一般 1,600円、大学生・専門学校生1,300円、

高校生 800円、65歳以上 1,000円
担当／大橋菜都子

 「百科事典」とも評されるボストン美術館のコレクション
の特色を総合的に紹介する展覧会。古代エジプト美術、中
国美術、日本美術、フランス絵画、アメリカ絵画、版画・
写真、現代美術から、古今東西の至宝80点を紹介した。
同館は、設立以来、作品の収集活動に国や州の財政的な援
助を受けていない。そのため、本展はコレクション形成に
寄与したコレクターに光を当て、作品が美術館に至る経緯
にも着目して企画された。
　展覧会は、第1部「異国を旅したボストニアンたち」、第
2部「「グランド・ツアー」──ヨーロッパ美術を集めたボ
ストニアンたち」、第3部「アメリカン・ドリーム──自国
の美術を収集するボストニアンたち」、第4部「同時代の美
術へ──未来に向かう美術館」という4部から成り、ボス
トンを基点とする収集活動の大きな流れを辿った。
　会場と図録では、多彩であるがゆえに雑多な印象になら
ないよう、コレクターを軸に、見どころとなる作品の見せ
方を工夫し、メリハリをつけシンプルな構成を心がけた。

図録［B5判／ 212ページ］
・「ボストン美術館の歴史」
モーリーン・メルトン（ボストン美術館 図書館・アーカイブ館長、美術
館歴史家 /スーザン・モース・ヒルズ記念席）pp. 12-23
・「英一蝶筆「涅槃図」をめぐって」
石沢俊（神戸市立博物館 学芸員）pp. 190-195
・「ボストン美術館とモネ─ 1911年の個展とコレクション形成の特色」
大橋菜都子（東京都美術館 学芸員）pp. 196-199
・「ミュージアムのコンテンポラリー・アートは如何にコンテンポラリー
たりえるか ?」
三輪祐衣子（名古屋ボストン美術館 学芸員）pp. 200-204

・コラム「ふたつの「宋」─ 美術史と政治史のあいだで」山口由香（名古屋
ボストン美術館 学芸員）　p. 59

・コラム「保存修理の取り組み─涅槃図を守る」ジャッキー・エルガー（ボ
ストン美術館 アジア絵画修復室長／パメラ・アンド・ピーター・ヴォ
ス記念席）pp. 82-85

・コラム「ファン・ゴッホによるルーラン夫妻の肖像画─制作順をめぐ
る研究」大橋菜都子pp. 138-139

ポスター

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 313,131人（1日平均 4,291人）

関連企画
・記念講演会
7月20日（木）14:00～ 15:30　講堂／参加者数134人
テーマ／「英一蝶「涅槃図」　その修理について」
講師／フィリップ・メレディス（ボストン美術館 日本絵画修復師［東山
魁夷記念基金］）
8月20日（日）14:00～ 15:30　講堂／参加者数178人
テーマ／「コレクターとコレクション―ボストン美術館の日本・中国美術」
講師／石沢 俊（神戸市立博物館 学芸員）
9月9日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数213人
テーマ／「ボストン美術館の印象派―モネ・コレクションを築いたコレ
クター」
講師／大橋菜都子（東京都美術館 学芸員）

・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）
8月4日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数194人
8月18日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数197人

掲載記事など
「木梨憲武ひとり旅　アートの街ボストンでゴッホとご対面！」／特別
番組（BS朝日）2017年7月29日放送
「英一蝶「涅槃図」」／『美の巨人たち』（テレビ東京）2017年9月9日
「東京都美術館「ボストン美術館の至宝展」」／『ぶらぶら美術・博物館』
（BS日テレ）2017年9月22日放送
「夫と妻　2人で放つ輝き」／『朝日新聞』2017年8月3日朝刊
「「涅槃図」英一蝶」（美の履歴書512）／『朝日新聞』2017年8月8日夕
刊
「アルルでの変化移す」永田晶子／『毎日新聞』2017年8月21日夕刊
「収集家が見た「日本」」鴻巣友季子（聞き手 松本由佳）／『読売新聞』
2017年9月17日日曜版

会場風景　撮影：大谷一郎
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【特別展】

ゴッホ展　巡りゆく日本の夢
Van Gogh & Japan

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
後援／外務省、オランダ王国大使館
協賛／損保ジャパン日本興亜
協力／KLMオランダ航空、日本航空
共同企画／ファン・ゴッホ美術館
会期／�2017（平成29）年10月24日（火）～ 2018（平成30）年

1月8日（月・祝）
会場／企画展示室
出品点数／187点
観覧料（当日）／�一般�1,600円、大学生・専門学校生�1,300円、

高校生�800円�、65歳以上�1,000円
担当／岡本純子

　フィンセント・ファン・ゴッホ（1853-1890）は、パリ時
代からアルル時代前半にかけて、浮世絵や日本に関する文
献を集めるなど、日本に高い関心を寄せていた。一方で、
ファン・ゴッホの死後、日本の芸術家や知識人が、この画
家に憧れ、墓のあるオーヴェール＝シュル＝オワーズを巡
礼していたことが近年の研究により明らかになった。本展
では、ファン・ゴッホが日本から受けた影響や、日本に抱
いていたイメージを、ファン・ゴッホ作品41点と、同時
代の画家の作品や浮世絵などによって多角的に検証した。
さらに、最初期における日本人のファン・ゴッホ巡礼を、
ガシェ家に残された芳名録と、それに基づいた資料により
紹介し、ファン･ゴッホと日本の相互関係を探った。
　「ゴッホと日本」というテーマを明確に打ち出し、浮世絵
と対比させ、映像を多用した展示により、来館者に作品へ
の新しい発見を促した。また、本展は日本における「ゴッ
ホ展」の中でも初となるオランダの美術館との国際共同プ
ロジェクトであり、日本展終了後、ファン・ゴッホ美術館
でも開催された。

日本展カタログ［A4判変形判／ 288ページ］
・「『日本の夢』の始まり──ファン・ゴッホと日本の出会い」ニンケ・バッ
カー（ファン・ゴッホ美術館 シニア・キュレーター）pp. 18-41
・「ファン・ゴッホと日本の陽光──近代的アイデンティティを求めて」
ルイ・ファン・ティンボルフ（ファン・ゴッホ美術館 シニア・リサー
チャー、アムステルダム大学美術史学教授）pp.48-97
・「ファン・ゴッホの日本──観念の生成」コルネリア・ホンブルク（イ
ンディペンデント・キュレーター・本展ゲスト・キュレーター）pp. 
100-151
・「夢のあとで──ファン・ゴッホと日本、その最期の2カ月」圀府寺司
（大阪大学文学研究科教授・本展総合監修者）　pp. 156-181

ポスター

チラシ

日本展カタログ表紙 普及版図録表紙
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・コラム「ファン・ゴッホと日本の接点となった人々──滞日経験のあっ
た親族、知人たち」圀府寺司pp.200-209
・「オーヴェールへのファン・ゴッホ巡礼──ガシェ家の『芳名録』」尾本
圭子（美術史家）pp.212-229
・「ガシェ家の芳名録Ⅰ・Ⅱ──日本人が巡り会った『ファン・ゴッホ』」
森本陽香（北海道立近代美術館 学芸員）pp. 236-247
・「ガシェ家の芳名録Ⅲ──『出頭没頭』という夢」佐藤幸宏（北海道立近
代美術館 学芸副館長）　pp. 248-255
・「クレラー =ミュラー家の芳名録──1929年、ハーグでのファン・ゴッ
ホ展と日本人」松本聖央（北海道立近代美術館 学芸員）　pp. 256-265

普及版図録［A4判変形判／ 184ページ］
・「ファン･ゴッホと日本　─巡りゆく日本の夢─」圀府寺司、コルネリ
ア・ホンブルク、佐藤幸宏pp.10-11
・コラム
「ジャポニスムの諸相」鎌田亨（北海道立近代美術館 学芸員）p.38
「《水夫と恋人》と《ラングロワの橋》」圀府寺司p.68
「ファン・ゴッホが接した日本関連文献」圀府寺司p.78
「ムスメと夾竹桃」岡本純子（東京都美術館 学芸員）p.94
「ファン・ゴッホと日本の接点となった人々──滞日経験のあった親族、
知人たち」圀府寺司pp. 124-125

実績
入場者数／ 370,031人（1日平均5,607人）

関連企画
・開催記念シンポジウム
10月24日（火）13:00～ 16:30　講堂／参加者数120人
パネリスト／ドヴ・ビング（ワイカト大学［ニュージーランド］人文社会
学部名誉教授、ビング・アーカイブ所蔵者）、圀府寺司（大阪大学文学研
究科教授･本展総合監修者）、コルネリア・ホンブルク（インディペンデ
ント・キュレーター・本展ゲストキュレーター）、尾本圭子 （美術史家）

・イブニング・レクチャー
講師／岡本純子（東京都美術館 学芸員）
11月3日（金･祝） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数220人
12月1日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数175人

掲載記事など
「ゴッホは日本の夢を見た」／特別番組（NHK総合）2017年11月3日
放送
「日本に見た夢」／『ひるまえほっと』（NHK総合）2017年12月8日
放送
「浮世絵からの影響 読み解く ゴッホ展」／宮川匡司『日本経済新聞』
2017年11月1日
「ジャポニスムの魅惑」／丸山ひかり『朝日新聞』2017年12月17日
「異文化を吸収 開花させる力」／渋沢和彦『産経新聞』2017年12月17日 会場風景　撮影：大谷一郎
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【特別展】

ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜
Brueghel: 150 Years of an Artistic Dynasty

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
日本テレビ放送網、読売新聞社、BS日テレ

協賛／光村印刷
協力／日本通運、JR東日本、CS日テレ、ラジオ日本、文

化放送、TOKYO MX、テレビ神奈川
企画協力／NTVヨーロッパ
特別協力／アルテミジア
会期／2018（平成30）年1月23日（火）～ 4月1日（日）
会場／企画展示室
出品点数／101点
観覧料（当日）／  一般 1,600円、大学生・専門学校生1,300円、

高校生 800円、65歳以上 1,000円
担当／髙城靖之、水田有子

　16、17世紀のヨーロッパにおいてもっとも影響力を持っ
た画家一族のひとつであったブリューゲル一族。本展は、
一族の祖であるピーテル･ブリューゲル1世をはじめとし
た、一族4世代9人の画家と、彼らに影響を受けた周囲の
画家たちの作品101点を展示。日本ではまだ馴染みのない
ブリューゲル一族の活動を紹介した。また、展示作品のほ
ぼ全てが個人の所蔵する作品で、普段目にすることの出来
ない作品を見ることのできる貴重な機会ともなった。
　展覧会は、一族や周辺の画家たちの作品を７つのテーマ
に分けて構成した。同じ主題やテーマを扱った作品を並べ
ることで、一族に受け継がれた伝統と、個々の画家の特徴
をわかりやすく伝えるような展示とした。
　ブリューゲル一族は、親子で同姓同名の場合も多く、作
者がどの「ブリューゲル」なのかという混乱が常に付きまと
う。この混乱を避けるために、通常のキャプションに加え
て、作者が一族のどの世代かが一目でわかるような「系譜
キャプション」をつける工夫も行った。

図録［B5変形判／ 256ページ］
・「ブリューゲル一族──フランドル神話の立役者──」
セルジオ・ガッディ（本展監修者、美術評論家） pp. 8-12
・「ブリューゲル様式が意味するもの」
アンドレア・ヴァンドシュナイダー（本展監修者、パーダーボルン美術
館館長） pp. 13-17
・「ブリューゲル一族」
クラウス・エルツ（ブリューゲル研究家） pp. 18-25
・「ピーテル・ブリューゲル1世、あるいは第二のボス」
マクシミリアーン・マルテンス（ヘント大学教授） pp. 26-30

・コラム
「ネーデルラントの絵画伝統とロマニズム」髙城靖之（東京都美術館 学芸
員）pp. 52-53
「模倣作と共作」（同）pp. 98-99
「一族の使用した支持体──板、カンヴァス、銅板、大理石──」（同）
pp. 164-165

ポスター

図録表紙 チラシ



21

実績
入場者数／ 172,935人（1日平均2,882人）

関連企画
・記念講演会
1月23日（火）14:00～ 15:30　講堂／参加者数109名
テーマ／「ブリューゲル一族──フランドル神話の立役者──」
講師／セルジオ・ガッディ（本展監修者、美術評論家）
3月17日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225名
テーマ／「ブリューゲル一族と16、17世紀フランドルの絵画制作」
講師／髙城靖之（東京都美術館 学芸員）
・イブニング・レクチャー
2月2日（金）18:30～ 19:00　講堂／参加者数139名
2月23日（金）18:30～ 19:00　講堂／参加者数152名
講師／髙城靖之（東京都美術館 学芸員）

掲載記事など
「ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜」小池寿子／『読売新聞』
2018年1月18日
「画家一族　栄華の軌跡」岡崎暢子／『読売新聞』2018年1月29日
『東京暇人』（日本テレビ）2018年2月9日、16日放送
「目は語る　150年間、人気を博したブリューゲル一族」高階秀爾／『毎
日新聞』2018年2月14日
「150年続いた画家一族　栄華の秘密」／『ぶらぶら美術・博物館』（BS
日テレ）2018年2月23日放送
「ブリューゲル　画家一族 150年の系譜」／『日曜美術館　アートシー
ン』（NHK Eテレ）2018年2月25日放送
「アート散歩　ブリューゲル展」鴻巣友季子（聞き手　松本由佳）／『読
売新聞』2018年3月4日
「美の履歴書　「蝶、カブトムシ、コウモリの習作」ヤン・ファン・ケッ
セル１世」小川雪／『朝日新聞』2018年3月6日
「ブリューゲル展」黒沢綾子／『産経新聞』2018年3月18日

会場風景　撮影：株式会社カロワークス
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【企画展】

杉戸洋　とんぼ と のりしろ
Hiroshi Sugito  module or lacuna

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／ケンジタキギャラリー、小山登美夫ギャラリー
特別協力／水野製陶園ラボ
会期／ 2017（平成29）年7月25日（火）～ 10月9日（月・祝）
会場／ギャラリー A・B・C
出品点数／ 65点
観覧料（当日券）／ 一般 800円、大学生・専門学校生 400、

65歳以上 500円 
担当／水田有子、高城靖之

　「現代作家展」の第2回展。杉戸洋は家、木、カーテンな
どのシンプルなモチーフやかたち、それらを彩る淡い色彩
などにより、抽象と具象の間を行き来するような作風の絵
画で知られる一方、建築家・青木淳らとのユニット「spiders」
などで空間に関わる作品にも取り組んできた。本展は、タ
イルの床やコンクリートの斫り壁、ぶらさがりの天井照明
など、建築家・前川國男による美術館の建築独特の質感と
佇まいを残した、地下に広がる吹き抜けの展示室「ギャラ
リー」を出発点としている。ここから着想された、美術館
と同じ常滑産で、杉戸自ら多彩な釉薬を施したタイルによ
る幅15メートルに及ぶ大作《module （for room A）》などが
本展のために制作された。さらに絵画やドローイングなど
と共に、自然光の入る窓やエスカレーターにカラーシート
やアクリル板、部屋の足元には発泡スチロールのブロック
など、日常的な素材を用いた様々なしつらえが「空気を整
える」ように配され、作品と空間とが呼応し合い、ギャラ
リーの空間全体を作品化する展示が実現された。杉戸洋は
本展により芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した。

図録［A4変形判／ 111ページ］
・「『のりしろ』に広がる光と時間　杉戸洋の絵と空間をめぐって」
　水田有子

ポスター

図録表紙

チラシ
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実績
入場者数／ 28,938人（1日平均425人）

関連企画
・トークイベント
「とんぼ と のびしろ」
9月24日（日）　15:00～ 16:30講堂　
西澤徹夫（建築家）×大石雅之（建築家）×杉戸洋　220名

・ワークショップ
杉戸洋さんと楽しむワークショップ 「あんみつのかんてんの色」
9月23日（土）14:00-16:00  アートスタディールーム、ギャラリー、美
術館周辺　29名
講師／杉戸洋

・ギャラリートーク　
講師／水田有子（東京都美術館学芸員）
8月4日（金）    19:00-19:40 会場内55名
8月18日（金）19:00-19:35 会場内54名
8月25日（金）19:00-19:30 会場内48名

掲載記事など
「常滑のタイルからの着想　杉戸洋さん個展 初の東京開催」／『中日新
聞』2017年8月18日
「制約とゆとり　奔放に楽しむ　杉戸洋さん個展、東京都美術館」森田睦
／『読売新聞』2017年8月19日夕刊
「向き合う　応える　杉戸洋＠東京都美術館　やりたいのは「のりしろ」
部分」丸山ひかり／『朝日新聞』2017年8月29日夕刊
「アート散歩　杉戸洋　とんぼ と のりしろ 日常と作品　境界どこに」林
家たい平 (聞き手 増田真郷）／『読売新聞日曜版』2017年9月3日
「単体の絵を超えて　「杉戸洋 とんぼとのりしろ」展／「届かない場所 高
松明日香展」」／『毎日新聞』2017年9月13日夕刊
「名建築に溶け込む作品たち 杉戸洋展」渋沢和彦／『産経新聞』2017年
9月14日
「REWIEW 東京都美術館 企画展「杉戸洋　とんぼ と のりしろ」展　建
築と絵画のあわいから」鈴木俊晴／『美術手帖』2017年10月号

会場風景　撮影： 森本美絵　　© 杉戸洋
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【コレクション展】

東京都現代美術館所蔵　近代の写実展
From the MOT Collection: “Modern Realism”

主催／東京都、東京都美術館
連携／東京都現代美術館
会期／2017（平成29）年11月17日（金）～ 2018（平成30）

年1月6日（土）
会場／ギャラリー B
出品点数／33点
観覧料／無料
担当／山村仁志、早川典子

　上野アーティストプロジェクト「現代の写実――映像を
超えて」のテーマ「写実（リアリズム）」に合わせて、東京都
現代美術館に収蔵されている作品の中から、明治、大正、
昭和の写実的洋画を紹介した。
　明治洋画の先駆者、本多錦吉郎による精緻な油彩表現、
大正期の洋画グループ「草土社」の一員だった河野通勢によ
る細密な油彩とデッサン、さらに昭和前期の人々の暮らし
と社会の様相をヒューマニズムに満ちたまなざしで描き出
した池部鈞、そして穏健な写実による画風で知られる牧野
虎雄など、近代日本の美術と公募団体を支えた洋画家を中
心に、油彩画、水彩、素描33点を展示した。
　東京都現代美術館で普段目にする機会の少ない近代洋画
を、上野を訪れた美術ファンに公開することができた。財
団内の美術館同士が連携し、東京都所蔵の貴重なコレク
ションを公開できたこと、東京都現代美術館も館ウェブサ
イトなど広報協力を行うなど、財団内連携事業という点に
おいても意義深い展覧会となった。

ポスター

チラシ（上野アーティストプロジェクトチラシ裏表紙）
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実績
入場者数／ 41,137人（1日平均914人）

掲載記事など
・「写実を追究した作品を展観」児島薫／『朝日新聞』2017年12月12日
夕刊
・「東京都現代美術館所蔵　近代の写実展」／『いまこそ歩きたい東京
都美術館』セブン＆アイ出版／ 2017年11月

会場風景　撮影：坂田峰夫
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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、美術館が公募団体や学
校教育機関、グループと連携して関わりを深めていくことになった。

公募展活性化事業
東京都美術館が主催し、公募団体その他美術グループと連携協力し、
美術界の活性化を図る展覧会

上野アーティストプロジェクト「現代の写実──映像を超えて」
第6回 都美セレクション グループ展
財団内連携事業

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 [A4変形判／ 120ページ ]

・「現代の写実──映像、リアリティ、写実」
　山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）pp.9-15
・「9人が語る絵画と写実──作家Q＆A」
　田村麗恵　編（東京都美術館学芸員）pp.97-107

【公募展活性化事業】

上野アーティストプロジェクト「現代の写実──映像を超えて」
Ueno Artist Project: “Contemporary Realism — Transcending the Photograph and Video”

図録表紙 チラシ

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
会期／2017（平成29）年11月17日（金）～ 2018（平成30）

年1月6日（土）
会場／ギャラリー A・C
出品点数／61点
観覧料（当日）／一般500円、65歳以上300円
担当／山村仁志、早川典子、田村麗恵

　東京都美術館の学芸員が毎年テーマを決め、公募団体で
活躍している現代作家を紹介する展覧会「上野アーティス
トプロジェクト」の第1回。従来の連携展を継承し、美術
と書を隔年で取り上げ、テーマに沿って優れた現代作家を
選定するシリーズ。今回は美術を取り上げ、テーマを「現
代の写実──映像を超えて」とした。
　現代では、都市の中に氾濫する広告看板やディスプレ
イ、そしてテレビやスマートフォンなどを通して、様々な
イメージや映像情報がめまぐるしく飛び交っている。その
中で、絵画でしかできない「現代の写実（リアリズム）」を真
摯に追究している9人の画家たちを選んだ。各作家の作品
を個展形式で展示し、（1）映像を超えて、（2）記憶のリア
リティ、（3）リアリズムの諸相の3つのセクションに分け
て、解説パネルとともに紹介した。
　昨年度までの連携展からの大きなステップアップであ
り、東京都美術館独自の新しい企画として概ね好意的に認
知された。設定したテーマ「現代の写実」の下に、公募団体
所属の新人からベテランまでをバランスよく選んで企画し
た結果、あまり公募団体展を見たことがない人々にも作品
の魅力を知ってもらうことができた。

出品作家　※五十音順
稲垣考二　（国画会）
岩田壮平　（日展）
小田野尚之　（日本美術院）
小森隼人　（白日会）
佐々木里加　（女流画家協会）
塩谷亮　（二紀会）
橋本大輔　（独立美術協会）
蛭田美保子　（新制作協会）
元田久治　（日本版画協会）

ポスター
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実績
入場者数／ 49,355人（1日平均1,097人）

会場風景　撮影：坂田峰夫

関連企画
・講演会「現代の写実（リアリズム）とは？」山村仁志（東京都美術館学芸
担当課長）
12月9日（土）14：00～ 15：30　講堂／参加者数65名

・アーティストトーク「出品作家が語る写実表現」
11月25日（土）14：00～ 15：30　展覧会場内／参加者数127名
小森隼人、橋本大輔、元田久治
12月2日（土）14：00～ 15：30　展覧会場内／参加者数211名
塩谷亮、蛭田美保子、岩田壮平
12月16日（土）14：00～ 15：30　展覧会場内／参加者数112名
佐々木里加、稲垣考二、小田野尚之

・ギャラリートーク「現代の写実を見る」
11月24日（金）18：00～ 18：45　展覧会場内／参加者数24名
12月22日（金）18：00～ 18：45　展覧会場内／参加者数28名

掲載記事など
“Ueno Artist Project : Contemporary Realism ─ Transcending the Photograph 
and Video” Yukari Tanaka／ The Japan Times 2017年11月15日
「『現代の写実』追究する絵画展」金塚祐司／『毎日新聞』2017年11月17日
「『現代の写実─映像を超えて』展　9人の画家たち紹介」木村歩／『陸奥
新報』2017年11月19日
「写実絵画　宿る生命力」岩城択／『読売新聞』2017年11月30日朝刊
「写真より、もっとリアルに！」山村仁志／『新美術新聞』2017年12月1日
「近代、そして現代の写実について」山村仁志／『うえの』2017年12月1日
「写真と絵作り」山村仁志／『美術の窓』2017年12月号
“Tweaking reality with contemporary realism” Taku Iwaki ／The Japan 
News 2017年12月16日
「写実性に新たな局面　東京・上野で展覧会」大西若人／『朝日新聞』
2017年12月26日夕刊
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海のプロセス─言葉をめぐる地
アトラス

図
会期／2017年6月9日（金）～ 6月18日（日）
会場／ギャラリー B
入場者数／3,458名

【公募展活性化事業】

第6回 都美セレクション グループ展
Group Show of Contemporary Artists 2017

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
各展覧会の実施グループ

会期／2017（平成29）年6月9日（金）～ 6月18日（日）、6
月25日（日）～ 7月6日（木）

会場／ギャラリー A、B、C
観覧料／無料
担当／大和田優、平方正昭、田村麗恵、若林真理子

　新しい発想によるアートの作り手の支援を目的とした展
覧会。企画を公募し、審査により選抜されたグループが実
施する。東京都美術館のギャラリー A、B、Cの空間だか
らこそ実現可能な展覧会で、現代美術の作家たちがさまざ
まなジャンルの作品を紹介する。今回は6グループが展覧
会を開催した。

第6回 都美セレクション グループ展公募及び選考
募集期間（公募）／ 2016（平成28）年3月31日（木）
 ～ 6月17日（金）
応募件数／21件
審査会／2016年7月28日（木）
選考グループ数／6件

審査委員
大谷省吾（東京国立近代美術館美術課長）
髙橋利郎（大東文化大学准教授）
野地耕一郎（泉屋博古館分館長）
南 雄介（国立新美術館副館長）
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）
※役職は審査会当時

参加グループ（会期順）
＊代表者

精神の〈北〉へ─かすかな共振をとらえて─
会期／2017年6月9日（金）～ 6月18日（日）
会場／ギャラリー A
入場者数／5,476名

グループ名
精神の〈北〉へvol.7

出品作家
石倉敏明、高島正志、田附勝、千葉奈穂子、丸山常生、丸山芳子 *、ア
マンダ･ビルバリ、ヴィグディス・ハウグトゥロ、ヘレナ･ユンティラ
助成
公益財団法人 朝日新聞文化財団、スカンジナビア・ニッポン ササカワ財
団、The Swedish Arts Grants Committeé、Frame Contemporary Art Finland
協力
フィンランドセンター（フィンランド大使館）、西会津国際芸術村
後援
スウェーデン大使館

　東北の再生を願い、福島県会津地方を拠点に活動してき
たグループ。東北の地が内包していた豊かな精神性を探
り、地域や分野を超えて活動してきた。初の東京開催とな
る本展では、国内外の作家の作品やパフォーマンスが共鳴
し、多様性や共生の可能性を示した。

関連イベント
・講演「東北に生きる造形思考」石倉敏明（芸術人類学）
6月10日（土）14:00～ 16:00　ギャラリーＡ／参加者数50名
・アマンダ・ビルバリのダンス、丸山常生のアートパフォーマンス
6月11日（日）、17日（土）14:00～ 15:30、6月16日（金）17:30～ 19:00
　ギャラリーＡ／参加者数6/11：132名 6/16：47名 6/17：82名
・プロジェクト紹介・アーティストトーク
6月18日（日）14:00～ 15:30　ギャラリーＡ／参加者数45名
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新章風景#2─現代における風景写真の在り方─
会期／2017（平成29）年6月9日（金）～ 6月18日（日）
会場／ギャラリー C
入場者数／5,555名

グループ名
新章風景

出品作家
相島大地、新井五差路、飯塚純、伊藤真澄、片岡優奈、北沢美樹、倉谷
卓、寺西望、福嶋幸平＊

企画
福嶋幸平

　企画者の福嶋を中心に、「風景写真」を多角的に捉え様々
な手法で制作を行う若手作家を集めたグループ。被写体や
媒体、展示手法などにおいて各々が挑戦し、今の風景写真
の多様さを現した。

関連イベント
・アーティストによるトーク
6月10日（土）15:00～ 16:30　ギャラリーＣ／参加者数100名

切断芸術運動というシミュレーション・アート展
会期／2017年6月25日（日）～ 7月6日（木）
会場／ギャラリー A
入場者数／3,743名

グループ名
切断芸術運動

出品作家
彦坂尚嘉＊、糸崎公朗、中田文、中川晋介、ヴァンだ一成、生須芳英、
西水俊二、柳川たみ、菅野英人、花牟禮有基、西山雪包、李染はむ、波
多正木、丸野由希子、工藤悦仙、須藤光、田山寛明、矢田滋
協力
一般社団法人 TOURI ASSOCIATION
後援
有限会社気体分子ギャラリー、芸術分析塾ラカン

　「切断して（左右または上下を）入れ替える」という手法に
より制作を行う、彦坂を中心としたグループ。絵画や映像、
立体など大量の作品で会場を埋め尽くした。シンプルな手
法でありながら、時代を捉える一つの「切り口」としての存
在感を示した。

関連イベント
・アーティスト彦坂尚嘉の講演「切断芸術という手法と、思考と、出現
する現象」
6月30日（金）14:00～ 16:00　ギャラリー A／参加者数60名
・講演「芸術とデザインの遺伝子組み替え反対という主張」矢田滋（美術
評論家）
7月1日（土）14:00～ 15:30　ギャラリー A／参加者数30名

グループ名
エステティック・ライフ＋

出品作家
中根秀夫＊、平田星司、井川淳子、福田尚代
助成
公益財団法人 朝日新聞文化財団

　「Aesthetic Life/美的日常」をテーマに活動してきた中根
と平田による展覧会企画ユニット「エステティック・ライ
フ」が、井川と福田を招いて「言葉をめぐる地図」をコンセ
プトに展覧会を開催。緻密な展示により、ギャラリー Bを
美的で静謐な空間に作り上げた。

関連イベント
・中根秀夫 映像上映 
6月11日（日）13:00～ 14:20　スタジオ／参加者数30名
・スペシャル・トーク
「霧のシステム─粒子をめぐる銀

コスモス

河」梅津元（埼玉県立近代美術館主任学
芸員）
6月11日（日）15:00～ 16:30　スタジオ／参加者数70名



32

都美セレクション グループ展 2018公募及び選考
募集期間（公募）／2017年3月27日（月）～ 7月7日（金）
応募件数／34件
審査会／2017年9月19日（火）
選考グループ数／3件

審査委員
大谷省吾（東京国立近代美術館美術課長）、笠嶋忠幸（出光
美術館学芸課長）、野地耕一郎（泉屋博古館分館長）、南雄
介（愛知県美術館館長）、山村仁志（東京都美術館学芸担当
課長）
※役職は審査会当時

境界を跨ぐと、
会期／2017年6月25日（日）～ 7月6日（木）
会場／ギャラリー C
入場者数／5,303名

グループ名
突然、目の前がひらけて制作委員会

出品作家
市川明子、土屋美智子、鄭梨愛、灰原千晶＊、李晶玉
運営協力
小林公平
助成
公益財団法人 野村財団、公益財団法人 朝日新聞文化財団

協力
キヤノン株式会社、足立区生物園

　2015（平成27）年に武蔵野美術大学と朝鮮大学校の間に
橋をかけた「突然、目の前がひらけて」のメンバーにより構
成されたグループ。前回の展覧会から持ち帰ったテーマを
元に、それぞれのメンバーが「境界」について思考した成果
を形にした。

関連イベント
・ゲストによるトーク（ゲスト：会田誠）
6月30日（金）18:00～ 19:30　ギャラリーＣ／参加者数88名
・アーティストによるトーク
7月2日（日）14:00～ 15:30　ギャラリーＣ／参加者数62名

掲載記事など
「都美セレクション グループ展―新しい発想による6つの展覧会」山村仁
志『うえの』2017年6月1日
「美術家写真家 飯塚純さん　作風新たに意欲作出品」『上越タイムス』
2017年6月16日朝刊
「作品で問いかけ合う　武蔵野美大・朝鮮大学校学生ら」丸山ひかり『朝
日新聞』2017年7月4日夕刊
「にいがたの気鋭　写真家・美術家　飯塚純　「記憶」すくいあげ形に」『新
潟日報』2017年7月21日朝刊
「対話を踏まえさらに進めた問題意識」『ギャラリー』2017年8月号

エピクロスの空き地
会期／2017（平成29）年6月25日（日）～ 7月6日（木）
会場／ギャラリーＢ
入場者数／2,441名

グループ名
エピクロスの空き地

出品作家
相澤秀人、秋本将人、秋廣誠、三輪洸旗、小塚康成、永瀬恭一、新関淳＊

　今回の公募を機に成立したグループ。初期条件のみに
よって全てが決まるのではなく、偶然性により物事に「逸
れ」が生じることを志向し、展示までに連続講義を行って
準備を進めた。展示された作品はそれぞれが関係し合い、
何気ないようで複雑に配され、鑑賞者の自由な思考に応え
る奥深い展示空間を作り出した。

関連イベント
「エピクロスの空き地」展に関連する連続講義
・「ルイ・アルチュセール『偶然性唯物論』」市田良彦（哲学者）
2016年11月6日 (日 ) 14:00 ～ 16:00　ART TRACE GALLERY ／参加
者数35名
・「事物の動態／事象の束：クラウスからスタインバーグへ」沢山遼（美
術批評家）
2017年1月27日 (金 ) 18:30～ 20:00　スタジオ／参加者数40名
・「因果反転を可能とする地平」郡司ペギオ幸夫（理学者）
2017年3月31日 (金 ) 18:30～ 20:30　3331 Arts Chiyoda B105 マルチ
スペース／参加者数35名
・講義・対話・問答「自然について ― ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ」高橋悠治（作
曲家・ピアノ奏者）三松幸雄（哲学・現代芸術）
2017年7月1日 (土 ) 14:00～ 16:00　スタジオ／参加者数50名

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）
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財団内連携事業

　展覧会事業において先述した「コレクション展」のほか
に、公益財団法人東京都歴史文化財団の一組織が企画する
事業を開催した。2015（平成27）年度から引き続き、異な
る背景や習慣をもつ一人ひとりが「出会う」ことを楽しみ、
深め、共有するフェスティバル「TURNフェス3」が行われ
た。

TURNフェス3

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

監修／日比野克彦
会期／2017（平成29）年8月18日（金）～ 20日（日）
会場／公募展示室ロビー階第1・第2展示室
観覧料／無料
入場者数／約2,300人

出品作家
池田晶紀、板橋区立小茂根福祉園、今井さつき、井谷優太、大西健太郎、
川瀬一絵、現代芸術活動チーム【目】、社会福祉法人旭川荘、シューレ大
学、しょうぶ学園、高橋正浩、高本敦基、滝沢達史、テンギョウ・クラ、
東京大学先端科学技術研究センター岩淵研究室、特定非営利活動法人シ
アター・アクセシビリティ・ネットワーク、冨田了平、富塚絵美、認定
特定非営利活動法人クリエイティブサポートレッツ、馬場正尊、マダム 
ボンジュール・ジャンジ、山縣良和＋ここのがっこう、山城大督、らく
だスタジオ、TURN in BIENALSUR

会場風景　撮影：伊藤友二
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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」という館の使命から、児童生徒・学生が初めて美術館
に出品するという趣旨を重視した「学校教育展」と改め、公
募団体展に先駆け、展示室の使用割当を行うこととした。
対象は、都内の教育委員会、都内の私立学校協会、都内の
専修学校各種学校の協会及び都内の学校の連盟、都内の芸
術系高校、都内の芸術系専修各種学校、大学である。

2017（平成29）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

第11回 ガラス教育機関合同作品展京都造形芸術大学2017年度卒業・修了制作東
京展 ～～シュレディンガーの猫～～

東北芸術工科大学 卒業・修了展（東京展）

第67回 東京都公立学校美術展覧会 (東京都教育
委員会 )

第69回 卒業制作展 (東洋美術学校 )東京都立総合芸術高等学校美術科 卒業制作展

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

東京都公立高等学校定通校長会 東京都立高等学校定時制通信制課程芸術祭 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● 967
東京私立中学高等学校協会 第45回　私立中学高等学校生徒写真・美術展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● 2,290
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28回 中央展

12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● ● 3,555

東京都立総合芸術高等学校 東京都立総合芸術高等学校美術科　卒業制作展 12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● 6,682
東京藝術大学 第66回　東京藝術大学　卒業・修了作品展 1月27日（土）～2月3日（土） ● ● ● ● ● ● ● 13,642
東洋美術学校 第69回　卒業制作展 2月4日（日）～2月11日（日）＊ ● ● 3,914
東京都教育委員会 第67回　東京都公立学校美術展覧会 2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● ● ● 77,778
台東区教育委員会 台東区立小・中学校連合作品展 2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● 11,800
東京都専修学校各種学校協会 第47回　SEBIT2018

東京都専門学校アート＆デザイン展
2月20日（火）～2月27日（火） ● ● ● 4,797

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20日（火）～2月27日（火） ● ● ● 5,255
大東文化大学文学部書道学科 大東文化大学　書道学科　卒業制作展　大東

文化大学大学院　書道学専攻　修了制作展 
2月20日（火）～2月27日（火） ● 2,353

京都造形芸術大学 京都造形芸術大学　2017年度卒業・修了制
作東京展 ～～シュレディンガーの猫～～

2月20日（火）～2月27日（火） ● ● 1,830

女子美術大学 JOSHIBISION 2017　（女子美術大学大学院・
大学・短期大学部学生選抜作品展・卒業生特別
展示、女子美術大学付属高等学校卒業制作展）

2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● ● 7,128

東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校　卒展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 4,363
首都大学東京システムデザイン学部
インダストリアルアートコース

首都大学東京インダストリアルアート
卒業・修了制作研究展

2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 669

ガラス教育機関合同作品展 第11回　ガラス教育機関合同作品展 3月8日（木）～3月15日（木） ● ● 1,581
合計 148,604
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　東京都美術館は、1926（大正15）年の開館以来、同時代
を生きる芸術家の作品発表の場となっており、「公募展の
ふるさと」「公募展の聖地」といわれてきた。リニューアル
オープンにより、公募団体展はこれまでの貸館事業から、
「つくる喜びを共有する場」とし、連携展や学校教育展と並
ぶ公募展事業のひとつとして位置付けることとなった。

使用割当に関する審査
　リニューアル後の2012（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

　2015（平成27）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。年度ごとの募
集において、第Ⅰ～第Ⅲグループとなった団体は、その結
果をもって2021（平成33）年度までの使用分についての
審査に代えることとし、第Ⅳ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。
　2017（平成29）年度の公募団体の開催実績は下記のとお
りで、2015年度審査において使用割当の決まった団体で
ある。

 2017年 8月 1日 第一次申請受付開始
  8月 27日 第一次申請締め切り
  9月�25日 第二次審査申請締め切り
  10月 18日 公募展等審査会
  11月�21日 Ⅳ－①グループ抽選会
  12月 5日 Ⅳ－②グループ抽選会
 2018年 3月�15日 東京都美術館運営委員会付議
  3月 19日 使用承認書発行

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

2019（平成31）年度の使用割当
　2017年度は2019年度の使用割り当てを行った。46の団
体から申請を受け、二次審査には45の団体から申請を受
けた。審査の結果、この45団体を使用団体として決定し
た。抽選会等の結果、35団体について使用の割当が内定
した。この結果を運営委員会に付議し、2019年度の公募
展示室等の使用を承認した。

グループ／団体数
ジャンル

総合 洋画 日本画 版画 彫刻工芸 書 その他
Ⅰ  26   6  4  3  1  2   8  2
Ⅱ  72  17  7  4  2  6  28  8
Ⅲ 111  51  9  9  0  5  32  5
Ⅳ  38  18  5  3  0  2  10  0
合計 247  92 25 19  3 15  78 15

団体割合 (%) 100 37.2% 10.1% 7.7% 1.2% 6.1% 31.6% 6.1%
占有コマ数 498 149 60 33 10 25 195 26
占有割合 (%) 83.0% 24.8% 10.0% 5.5% 1.7% 4.2% 32.5% 4.3%
総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む

2017（平成29）年度 公募団体展 開催実績
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2017（平成29）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67回　モダンアート展 4月1日（土）～4月16日（日）＊ ● ● ● ● ● ● 総合 16,088
光陽会 第65回記念　光陽展 4月1日（土）～4月8日（土）＊ ● ● 総合 5,535
日本書道院 第66回　日本書道院展

併催：第66回　全国学生書道展覧会
4月1日（土）～4月8日（土）＊ ● ● ● ● ● ● 書 13,691

新美術団体協議会 第8回　新美協展 4月1日（土）～4月8日（土）＊ ● 総合 1,859
美術文化協会 第77回　美術文化展 4月9日（日）～4月16日（日） ● ● ● 総合 3,663
書真会 第50回　書真会展 4月9日（日）～4月16日（日） ● 書 1,192
大道書学院 第49回　大道展 4月9日（日）～4月16日（日） ● 書 3,831
日藝書展実行委員会 第41回　日藝書展 4月9日（日）～4月16日（日） ● 書 1,232
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2017 4月9日（日）～4月16日（日） ● 総合 6,639

書縁會 第5回　書縁會展 4月9日（日）～4月16日（日） ● 書 1,833
日本パステル画会 第93回　日本パステル画会展 4月9日（日）～4月16日（日） ● 洋画 4,554
日本彫刻会　　 第47回　日本彫刻会展覧会（日彫展）4月17日（月）～5月2日（火）＊ ● ● ● 彫刻工芸 8,524
現代工芸美術家協会 第56回　日本現代工芸美術展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● ● 彫刻工芸 10,624
二科会 2017　春季二科展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● ● 総合 7,819
新日春会 第1回　新日春展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● ● ● 日本画 4,342
日本水墨画協会 第50回記念　日本水墨画展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● 日本画 3,847
全日本中国水墨芸術家連盟 第26回　全日中展・東京国際美術大展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● 総合 1,982
東邦書院 第40回　東邦書画公募展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● 書 2,402
日本書道普及連盟 第46回　鶏聲展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● 書 1,287
ベラドンナの會 第13回　ベラドンナ・アート展 4月17日（月）～4月24日（月）＊ ● 総合 8,476
東光会 第83回　東光展 4月25日（火）～5月10日（水） ● ● ● ● ● ● 洋画 26,324
大調和会 第56回　大調和展 4月25日（火）～5月2日（火） ● ● 総合 10,854
現代パステル協会 第29回　現代パステル協会展 4月25日（火）～5月2日（火） ● 洋画 5,652
日本彩美会 第22回　彩美展 4月25日（火）～5月2日（火） ● 洋画 2,086
墨美会 第34回　墨美展 4月25日（火）～5月2日（火） ● 総合 2,121
國美藝術家協会 第41回　國美藝術展 4月25日（火）～5月2日（火） ● 総合 2,485
国際書法芸術協会 第50回　2017 国際書法芸術展 5月3日（水）～5月10日（水） ● 書 1,611
創彩会 第37回　創彩展 5月3日（水）～5月10日（水） ● 総合 1,691
朔日会 第86回　朔日会展 5月3日（水）～5月10日（水） ● ● ● 総合 5,121
平泉会 2017年　平泉会選抜展 5月3日（水）～5月10日（水） ● 総合 3,500
現代造形表現作家フォーラム 第1回　現代造形表現作家展 5月3日（水）～5月10日（水） ● 総合 1,523
東京湘南絵画会 第18回　東京湘南絵画会展 5月3日（水）～5月10日（水） ● 洋画 1,223
秋耕会 第26回　秋耕会小品展 5月3日（水）～5月10日（水） ● 総合 2,340
日本画院 第77回　日本画院展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● ● 日本画 5,297
凌雲書道会 第48回　公募　国書展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 書 3,432
全国日曜画家連盟 第44回　全国日曜画家展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 洋画 3,098
新世紀美術協会 第62回　新世紀展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● ● ● ● 総合 6,679
NHK学園 NHK学園生涯学習書道展・絵手紙展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● ● 総合 2,906
国際書画芸術協会 第27回　国際書画芸術展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 総合 1,375
新洋画会 第39回　新洋画会展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 総合 2,855
日本ステンドグラス作家協会 第5回　日本ステンドグラス作家協会展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 彫刻工芸 3,527
上野芸友倶楽部 第23回　公募　芸友展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 洋画 1,533
墨人会 第111回　公募　墨人展 5月11日（木）～5月18日（木）＊ ● 書 2,422
旺玄会 第83回　旺玄展 5月19日（金）～5月27日（土） ● ● ● 総合 8,217
東京表具経師内装文化協会 第60回　表装・内装作品展 5月19日（金）～5月27日（土） ● その他 2,281
日本画府 第64回　日府展 5月19日（金）～5月27日（土） ● ● 総合 7,971
一陽会東京支部 第21回　一陽会東京展 5月19日（金）～5月27日（土） ● 総合 1,946
自由美術協会 第6回　東京自由美術展 5月19日（金）～5月27日（土） ● 総合 2,085
創造美術会 第70回記念　創造展 5月19日（金）～5月27日（土） ● ● ● 総合 5,759
新興美術院 第67回　新興展 5月19日（金）～5月27日（土） ● 日本画 3,313
創型会 第65回記念　創型展 5月19日（金）～5月27日（土） ● ● ● 彫刻工芸 6,623
女流画家協会 第71回　女流画家協会展 5月28日（日）～6月4日（日） ● ● ● ● ● 総合 9,502
東洋書芸院 第41回　東洋書芸院公募展 5月28日（日）～6月4日（日） ● 書 2,643
二元会 第56回　二元展 5月28日（日）～6月4日（日） ● ● 洋画 5,662
新象作家協会 第60回　新象展 5月28日（日）～6月4日（日） ● ● ● 総合 2,654
日本手工芸指導協会 平成29年　手工芸作品展 5月28日（日）～6月4日（日） ● 彫刻工芸 4,906
日本染織作家協会 第40回　日本染織作家展 5月28日（日）～6月4日（日） ● 彫刻工芸 2,267
日本写真文化協会 第63回　全国写真展覧会 5月28日（日）～6月4日（日） ● その他 3,161
日本手工芸作家連合会 第50回記念　公募　創作手工芸展 5月28日（日）～6月4日（日） ● 彫刻工芸 3,799
日本水彩画会 第105回　日本水彩展 6月5日（月）～6月13日（火）＊ ● ● ● ● ● ● 洋画 15,907
大翔会美術連盟 第41回　大翔展 6月5日（月）～6月13日（火）＊ ● 総合 1,968
日本リアリズム写真集団 第42回　全国公募写真展「視点」 6月5日（月）～6月13日（火）＊ ● その他 3,665
全日本職場美術協議会 第71回　職美展 6月5日（月）～6月13日（火）＊ ● ● 総合 5,178
新生美術会 第48回　新美展 6月5日（月）～6月13日（火）＊ ● 総合 4,421
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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

新平成美術協会 第15回記念  新平成美術展・「The とき」展 6月5日（月）～6月13日（火）＊ ● 総合 3,238
独立書人団 2017　独立選抜書展

第11回　全国高校生大作書道展
6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● ● ● 書 5,799

日工会 第27回　一般社団法人　工芸美術　日工会展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 彫刻工芸 5,091
日本板画院 第67回　板院展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● ● 版画 7,510
風子会 第41回　風子会展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 洋画 1,353
誠心社 2017年　誠心社現代書展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 書 1,002
国画水墨院 第22回　国画水墨院展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 日本画 1,123
ローマン派美術協会 第49回　ローマン展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 総合 1,993
一創会 第39回　一創会展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 洋画 1,864
日本選抜美術家協会 第43回　国際美術大賞展 6月14日（水）～6月21日（水）＊ ● 洋画 2,698
大日本書芸院 第78回　国際文化交流

公益社団法人大日本書芸院展
6月22日（木）～6月30日（金） ● ● 書 5,536

朱葉会 第96回　朱葉会展 6月22日（木）～6月30日（金） ● ● 洋画 7,531
新構造社 第89回　新構造展 6月22日（木）～6月30日（金） ● ● ● ● 総合 8,701
Heart Art Communication Heart Art in TOKYO　精鋭作家展 6月22日（木）～6月30日（金） ● 総合 1,328
國際書画連盟 2017年　國際書画選抜展 6月22日（木）～6月30日（金） ● 書 879
亜細亜美術協会 第53回　国際公募亜細亜現代美術展

第11回　亜細亜アート展
7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● ● 総合 2,092

瑞雲書道会 第52回　公募　瑞雲展 7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● ● 書 3,540
書道同文会 第69回　書道同文展・併催：学生展 7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● ● 書 841
近代日本美術協会東京支部 平成29年度　公募  近美関東美術展 7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● 総合 2,950
悠美会国際美術展 第42回　悠美会国際美術展 7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● 総合 3,325
全日本肖像美術協会 第64回　全日肖展

併催：二部肖像画及び動物小作品展
7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● 総合 2,370

雪舟国際美術協会 雪舟国際美術協会　特別展 7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● ● 総合 2,124
東京写真研究会 第102回　研展 7月1日（土）～7月8日（土）＊ ● その他 3,308
毎日書道会 第69回　毎日書道展 7月17日（月）～7月25日（火）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 31,539
産経国際書会 第34回　産経国際書展 7月26日（水）～8月3日（木） ● ● ● ● ● ● ● ● 書 5,293
官公書道連盟 第52回　官公書展

併催：第5回記念　官公小中学生書展
7月26日（水）～8月3日（木） ● ● 書 3,040

台東書道連盟 第67回　台東書道展 7月26日（水）～8月3日（木） ● 書 2,167
産経ジュニア書道コンクール
実行委員会

2017　産経ジュニア書道コンクール 7月26日（水）～8月3日（木） ● 書 3,871

現日会 第57回　現日書展 8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● ● ● ● ● 書 3,980
日本総合書芸院 第59回　日本総合書芸院展 8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● ● 書 1,666
國際書道連盟　日本部会 第46回　國際書道連盟展

併催：教育部作品展
8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● 書 1,501

墨林書道院 第46回　墨林綜合書展
併催：学生墨林綜合書展

8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● 書 2,910

東京美術文化協会 第74回　全国学校秀作美術展 8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● 洋画 2,033
新日本美術院 第49回　新院展 8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● 総合 1,814
現代美術家協会　東京支部 第5回　東京現展 8月4日（金）～8月12日（土）＊ ● 総合 1,074
美術家平和会議 65周年記念　平和美術展 8月13日（日）～8月21日（月）＊ ● ● 総合 4,812
学書院 第59回　学書院展

併催：全日本学生書道展覧会
8月13日（日）～8月21日（月）＊ ● ● ● 書 5,456

世界絵画大賞展実行委員会事務局 第13回　世界絵画大賞展 8月13日（日）～8月21日（月）＊ 　 ● 総合 1,630
公募　ZEN展 第15回　一般社団法人　公募　ZEN展 8月13日（日）～8月21日（月）＊ ● 総合 1,771
日本書道協会 第40回　総合書道展

第26回　児童生徒書道展
8月13日（日）～8月21日（月）＊ ● ● ● 書 2,509

読売書法会 第34回　読売書法展　東京展 8月22日（火）～8月30日（水） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 9,038
白士会 第53回　白士会展 8月22日（火）～8月30日（水） ● 日本画 2,391
国際水墨芸術促進会 国際水墨芸術大展　2017 8月22日（火）～8月30日（水） ● 日本画 2,424
書宗院 第61回　書宗院展 8月22日（火）～8月30日（水） ● 書 2,033
日本美術院 再興第102回　院展 8月31日（木）～9月17日（日）＊ ● ● ● ● 日本画 26,217
主体美術協会 第53回　主体展 8月31日（木）～9月17日（日）＊ ● ● ● 洋画 11,005
近代美術協会 第54回　近代美術協会展 8月31日（木）～9月8日（金）＊ ● 総合 4,089
書芸文化院 第68回　連合書道展  一般社団法人

書芸文化院特別企画事業
第31回　関東女流書展

8月31日（木）～9月8日（金）＊ ● ● ● 書 6,470

日本山岳写真協会 日本山岳写真協会展
2017-山・われらをめぐる世界

8月31日（木）～9月8日（金）＊ ● その他 8,435

日本手工芸美術協会 第42回　日本手工芸美術展覧会 9月9日（土）～9月17日（日） ● 総合 4,042
全日本美術協会 第55回記念　全展 9月9日（土）～9月17日（日） ● 総合 5,887
齣展 第46回　齣展 9月9日（土）～9月17日（日） ● 　 総合 2,922
純展 第47回　純展 9月9日（土）～9月17日（日） ● ● 洋画 5,023
一水会 第79回　一水会展 9月18日（月）～10月5日（木）＊ ● ● ● ● 洋画 19,716
新協美術会 第60回記念　新協美術展 9月18日（月）～9月26日（火）＊ ● ● ● 総合 5,571
双樹会 第47回　双樹展 9月18日（月）～9月26日（火）＊ ● 総合 3,321
全日本書道教育協会 第102回　書教展 9月18日（月）～9月26日（火）＊ ● ● ● 書 6,912
21美術協会 第12回　21美術展 9月18日（月）～9月26日（火）＊ ● 総合 2,725
流形美術会 第67回　流形展 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● 総合 4,669
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新日本美術協会 第41回　新日美展 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● ● 総合 5,271
新極美術協会 第23回　極美展 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● 総合 3,793
水彩人 第19回　水彩人展 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● 洋画 5,616
汎美術協会 2017　汎美・秋季展 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● 　 総合 3,738
創作画人協会 第51回　創展 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● 総合 3,173
ＡＪＡＣ 第43回　AJAC展～日本と世界の現代美術～ 9月27日（水）～10月5日（木）＊ ● 総合 2,406
日本版画協会 第85回記念　版画展 10月6日（金）～10月22日（日）＊ ● ● ● 版画 7,084
日本七宝作家協会 第51回　日本七宝作家協会展（公募）10月6日（金）～10月14日（土） ● 彫刻工芸 2,875
現代水墨画協会 第56回　現水展 10月6日（金）～10月14日（土） ● ● 日本画 4,042
日本表現派 第61回　日本表現派展 10月6日（金）～10月14日（土） ● 総合 4,942
新匠工芸会 第72回　新匠工芸会展 10月6日（金）～10月14日（土） ● 彫刻工芸 2,640
東京展美術協会 第43回　美術の祭典　東京展 10月6日（金）～10月14日（土） ● ● ● ● 総合 12,908
東洋書道芸術学会 第63回　東洋書芸展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● 書 1,880
一線美術会 第68回　一線美術会展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● ● 洋画 6,483
太平洋美術会東京支部 第21回　太平洋美術会東京支部展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● 総合 2,386
新作家美術協会 第24回　新作家展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● 総合 2,791
現代書道研究所 第39回　日本書展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● ● 書 2,984
日本自由画壇 2017　日本自由画壇秋季展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● 日本画 5,110
大洋会 第39回　大洋展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● 洋画 1,668
全陶展 第47回　公募　全陶展 10月15日（日）～10月22日（日）＊ ● ● ● 彫刻工芸 4,879
創画会 第44回　創画展 10月23日（月）～10月30日（月） ● ● ● 日本画 3,613
Artist Group─風─ 2017年　第6回　Artist Group─風─

大作公募展
10月23日（月）～10月30日（月） ● 総合 2,946

南画院 第70回記念　南画院公募展 10月23日（月）～10月30日（月） ● 日本画 2,682
白亜美術協会 第40回記念　白亜展 10月23日（月）～10月30日（月） ● ● 洋画 4,772
日本書鏡院 第58回　日本書鏡院展 10月23日（月）～10月30日（月）● ● ● 書 3,531
蒼樹会 第53回　蒼樹展 10月23日（月）～10月30日（月） ● 総合 5,098
日本バードカービング協会 第20回　全日本バードカービングコンクール 10月23日（月）～10月30日（月） ● 彫刻工芸 2,583
日本皐月協会 第15回　錦秋展 10月23日（月）～10月30日（月） ● その他 826
雪梁舎美術館 第19回　雪梁舎フィレンツェ賞展 10月23日（月）～10月30日（月） ● 総合 2,279
立軌会 第70回記念　立軌展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● 洋画 6,466
奎星会 第66回　奎星展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● ● ● ● ● 書 6,251
国画会 第91回　国展受賞作家展・国展秋季展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● ● ● 総合 8,501
現代手工芸作家協会 公募第33回　ニュークリエイティブ展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● 彫刻工芸 3,831
元陽会 第48回　元陽展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● ● 洋画 3,223
青枢会 第44回　青枢展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● 総合 2,305
日本芸術メダル協会 第35回　創作メダル彫刻展 10月31日（火）～11月8日（水）＊ ● 彫刻工芸 1,382
書星会 第65回　書星展 11月9日（木）～11月16日（木） ● ● 書 3,473
中央美術協会 第69回　中美展 11月9日（木）～11月16日（木） ● ● 総合 9,763
現代童画会 第43回　現代童画展 11月9日（木）～11月16日（木） ● ● ● 総合 6,465
日本芸術家協会 第40回　JAG展 11月9日（木）～11月16日（木） ● 総合 1,899
日本書道研究会 第53回　書心展　第52回　書心学生展 11月9日（木）～11月16日（木） ● ● 書 3,864
日本書道学院 第39回　日本書道学院展 11月9日（木）～11月16日（木） ● ● 書 3,545
日本写真作家協会 第28回　JPA展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● その他 4,869
日本きりえ協会 第40回記念　日本きりえ美術展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● その他 3,923
創元会 第76回　受賞作家展　東京支部展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● 洋画 5,290
近代日本美術協会 第44回　近代日本美術協会展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● ● 総合 10,892
日本清興美術協会 第39回　清興展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● 総合 2,224
太陽美術協会 第43回　太陽美術展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● 総合 6,197
蒼騎会 第44回　秋季蒼騎展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● 総合 6,019
新芸術協会 第42回　新芸術展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● 総合 2,161
東京都民美術展運営会 第53回　都展 11月17日（金）～11月24日（金）＊ ● ● 総合 8,068
書燈社 第58回　書燈社展 11月25日（土）～12月2日（土） ● ● 書 4,796
日本版画会 第58回　日本版画会展 11月25日（土）～12月2日（土） ● ● 版画 4,821
東京書作展 全国公募第39回　東京書作展 11月25日（土）～12月2日（土） ● ● ● ● 書 4,144
日本和紙絵画芸術協会 公募第32回　日本和紙絵画展 11月25日（土）～12月2日（土） ● その他 3,724
現創会 第43回　現創展 11月25日（土）～12月2日（土） ● 総合 2,045
群炎美術協会 第56回　群炎展 11月25日（土）～12月2日（土） ● 総合 3,066
秀彩会 第10回記念　秀彩展 11月25日（土）～12月2日（土） ● 総合 3,430
書壇院 第84回　書壇院展・併催：書壇院学生展 12月3日（日）～12月11日（月）＊ ● ● ● ● ● 書 3,478
全国土地改良事業団体連合会「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2017 12月3日（日）～12月11日（月）＊ ● 総合 800
書學会 公募第22回　書學会展 12月3日（日）～12月11日（月）＊ 　 ● 書 5,258
国際文化カレッジ 第21回　総合写真展 12月3日（日）～12月11日（月）＊ ● ● ● その他 3,765
温知会 第73回　温知会書道展 12月3日（日）～12月11日（月）＊ ● ● 書 1,889
大東書道院 第66回　大東展

併催：大東教育書道展・大東選抜作家展
12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● 書 1,752

現代書道院 第44回　現代書道院展
併催：現代書道院学生展

12月12日（火）～12月20日（水）＊ 　 ● ● 書 3,633

清和書道会 第69回　清和書展 12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● 書 3,424
全国水墨画美術協会 第50回記念　全日本水墨画秀作展 12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● 日本画 2,264
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洗心書会 第48回　洗心全国書道展
併催：高校生部・教育部

12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● 書 2,025

三鼎書道会 第52回　三鼎書道展
併催：第6回　全国教育書道展

12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● 書 1,662

大潮会 第79回　大潮展 12月12日（火）～12月20日（水）＊ ● ● 総合 3,038
日本書道美術院 第72回　日書展

併催：日書美教育部展・全国競書大会
1月4日（木）～1月10日（水） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 22,148

日本書道教育学会 第67回　書道学会展
併催：第67回　全日本学生書道展

1月4日（木）～1月10日（水） ● ● ● 書 5,791

貞香会　 2018　貞香会総合書展 1月19日（金）～1月26日（金） ● 書 3,352
日本刻字協会 第37回　日本刻字展 1月19日（金）～1月26日（金） ● ● 書 3,116
回瀾書道会 第66回　回瀾書展 1月19日（金）～1月26日（金） ● 書 1,743
日本書学院 第57回　公募　日書学展

併催：第57回　日書学　全国学生展
1月19日（金）～1月26日（金） ● ● 書 1,388

日本写真家連盟 第31回　日本写真家連盟展「四季の
彩り」　第7回 公募作品展

1月19日（金）～1月26日（金） 　 ● その他 4,691

書聖会 第45回　書聖展 1月19日（金）～1月26日（金） ● 書 1,364
太玄会 第59回　太玄会書展

併催：第2回　学生選抜展
1月19日（金）～1月26日（金） ● ● ● 書 3,534

静雅書道会 第38回　公募　静雅書展 1月19日（金）～1月26日（金） ● 書 1,583
現代アーチストセンター 第46回　現代アーチストセンター展 1月19日（金）～1月26日（金） ● ● 総合 940
書美院 書美院展 1月19日（金）～1月26日（金） ● 書 1,077
書海社 第66回　書海社展 1月27日（土）～2月3日（土） ● ● 書 2,703
日本書作家協会 第59回　新興書道展 1月27日（土）～2月3日（土） ● ● 書 1,368
朝聞書会 第65回記念　朝聞書展 1月27日（土）～2月3日（土） ● ● ● ● 書 3,939
日本盆栽協会 第92回　国風盆栽展 2月4日（日）～2月19日（月）＊ ● ● ● その他 12,693
書道芸術院 第71回　書道芸術院展

併催：第69回　全国学生書道展
2月4日（日）～2月11日（日）＊ ● ● ● ● ● ● ● 書 7,674

龍峡書道会 第81回　龍峡書道展 2月4日（日）～2月11日（日）＊ ● ● 書 2,872
天真書道会 第52回　天真書道会展 2月4日（日）～2月11日（日）＊ ● 書 1,063
玄潮会 第50回記念　玄潮会書展

併催：第50回記念　全国学生書道展
2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● ● ● 書 2,293

全日本学生美術会 第62回　全日本学生美術展 2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● 総合 3,843
煌心書道会 第36回　全国公募　煌心展

併催：学生部
2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● 　 書 1,075

高風会 第67回　高風会全国書道展覧会
併催：学生展

2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● 書 1,088

日本水石協会 第5回　日本の水石展 2月12日（月）～2月19日（月）＊ ● その他 6,559
日本習字学会 第99回　全国学校書初中央展 2月20日（火）～2月27日（火） ● ● 書 2,712
書道一元會 第46回　公募　書道一元會展 2月20日（火）～2月27日（火） ● 書 2,001
国際水墨画協会 第37回　国際水墨画展 2月20日（火）～2月27日（火） ● 日本画 3,243
アジア文化芸術連盟 アジア水墨画展（公募）2017 2月20日（火）～2月27日（火） ● 日本画 929
たぶろう美術協会 2018年　公募　たぶろう春季展 2月20日（火）～2月27日（火） ● 総合 2,446
一期会 2018　一期会春季展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 総合 3,244
行動美術協会 第9回　行動美術TOKYO展

併催：第49回　行動美術新人選抜展
2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● ● 洋画 2,659

清真会 第64回　詩歌自詠清真会書道展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 書 2,114
全日本水墨画会 第40回　全日本水墨画記念展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 日本画 2,037
日本書道学院 第33回　書団嘯龍社展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 書 1,914
菅菰会 第54回　菅菰書展・併催：全国学生展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 書 2,115
国際現代美術家協会 第43回　ｉ.ｍ.ａ.展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● ● 総合 4,104
遊書の会 第16回　遊書と字手紙展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 書 350
瓦・造形会 現代瓦・造形といけばな　コラボレーション展 2月28日（水）～3月7日（水）＊ ● 彫刻工芸 1,585
創玄書道会 第54回　創玄展

学生部門＝全国学生書道展
3月8日（木）～3月15日（木） ● ● ● ● ● ● 書 17,020

藍筍会 第55回　藍筍会書作展 3月8日（木）～3月15日（木） ● ● 書 2,108
第一美術協会　東京支部 第34回　第一美術協会東京支部展

併催：第一美術協会選抜展
3月8日（木）～3月15日（木） ● 総合 1,717

蒼溟社 公募第29回　蒼溟書展 3月8日（木）～3月15日（木） ● 　 書 2,990
日本・中国水墨交流協会 公募第35回　日本・中国水墨画合同展 3月8日（木）～3月15日（木） ● ● 日本画 1,792
アート未来 2018　アート未来選抜展 3月8日（木）～3月15日（木） ● 総合 2,785
池坊東京連合支部 第85回　池坊東京連合支部「いけばな池坊展」3月16日（金）～3月31日（土）＊ ● ● ● その他 26,744
謙慎書道会 第80回　謙慎書道会展 3月16日（金）～3月23日（金）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 17,637
二紀会　東京支部 第29回　東京二紀展 3月24日（土）～3月31日（土） ● ● ● 総合 4,667
独立美術協会 独立春季新人選抜展　2018 3月24日（土）～3月31日（土） ● 洋画 3,566
合同水墨 第13回　合同水墨展 3月24日（土）～3月31日（土） ● 日本画 2,535
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2018 3月24日（土）～3月31日（土） ● その他 1,540
近代水墨会 第34回　近代水墨展 3月24日（土）～3月31日（土） ● 日本画 2,624
从会 第42回　从展 3月24日（土）～3月31日（土） 　 　 ● 総合 3,319
東方書道院 第60回記念　東方書展 3月24日（土）～3月31日（土） ● ● ● 書 5,612
日輝会美術協会 第42回　日輝展 3月24日（土）～3月31日（土） ● 総合 3,107

合計 1,112,892
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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 8  18 （6）  1,778 (548)

5月 8 12  20 （2）  2,238 (225)
6月 5 6  11 （2）  1,124 (225)
7月 8 6  14 （6）  964 (319)
8月 6 9  15 （2）  1,788 (178)
9月 9 11  20 （7）  1,781 (624)
10月 10 11  21 （4）  1,676 (126)
11月 9 14  23 （8）  2,227 (570)
12月 13 12  25 （10）  1,473 (95)
1月 10 13  23 （2）  2,069 (109)
2月 16 19  35 （10）  2,748 (686)
3月 17 21  38 （18）  2,338 (895)
計 121 142  263 （77）  22,204 (4,600)
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 22 25  47 （4）  609 （13）
5月 22 28  50 （8）  540 （31）
6月 19 21  40 （8）  588 （131）
7月 18 19  37 （9）  427 （123）
8月 18 21  39 （10）  441 （102）
9月 27 27  54 （15）  593 （134）
10月 17 20  37 （4）  464 （104）
11月 24 26  50 （11）  605 （91）
12月 17 19  36 （10）  641 （190）
1月 15 18  33 （4）  365 （21）
2月 18 23  41 （6）  401 （17）
3月 21 25  46 （8）  609 （56）
計 238 272  510 （97）  6,283 （1,013）
稼働率 81％
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アート・コミュニケーション事業3
とびらプロジェクト 
Museum Start あいうえの 
学校連携 
展覧会関連プログラム 
建築ツアー 
障害のある方のための特別鑑賞会 
調査・研究プロジェクト・その他

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

Design：Kazuya Kondo
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とびらプロジェクト

　2017（平成29）年度で6年目を迎えた、アートを介した
コミュニティづくりを育むソーシャル・プロジェクト。当
館と東京藝術大学（以下、藝大）が連携し、市民と共に美術
館を拠点にオープンで実践的なコミュニティの形成を目指
して活動している。一般公募の上、選考を経て集まった6
期アート・コミュニケータ（愛称：とびラー）は、4・5期と
びラーと合流し、132人が活動。とびラーと、学芸員と藝
大の教員は対等に対話を重ねながら基礎講座や実践講座を
経て、美術館や上野公園においてさまざまなプログラムを
実施した。
　とびラーの活動はボランタリーな活動である。しかし、
「アートを介してコミュニケーションを促進する人」とい
う、その人の「働き」が明解に伝わることが名称として最も
重要と考え、とびラーをボランティアとは呼んでいない。
とびラーは美術館や文化財を介して新たなコミュニケー
ション回路をつくる役割を持ち、学びと実践をくり返しな
がらプロジェクトを推進している。
　藝大側の代表教員として日比野克彦氏（東京藝術大学美
術学部長・美術学部先端芸術表現科教授）、プログラム運
営のアドバイザーとして西村佳哲氏（働き方研究家／リビ
ングワールド代表）、森司氏（アーツカウンシル東京事業推
進室事業調整課長）が関わっている。実施プログラムは事
業実績一覧（P.55～ P.58）を参照。 ウェブサイト［http://
tobira-project.info/］（ページ・ビュー 数／ 198,523）

とびラー募集の流れ
2016（平成28）年度
12月 6期とびラー募集広報開始
1月 とびらフォーラム（説明会）／ 6期応募受付開始
2月 応募受付締切
3月  1次選考（書類審査）→2次選考（面接）→6期とびラー

決定通知
2017（平成29）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270回開催）
6月  実践講座（～ 3月）鑑賞実践講座　年間7回アクセス

実践講座　年間8回建築実践講座　年間8回
7月 『Museum Start あいうえの』プログラム開始
12月 7期とびラー募集広報開始
1月 とびらフォーラム（説明会）／ 7期応募受付開始
2月 応募受付締切
3月  1次選考（書類審査）→2次選考（面接）→7期とびラー

決定通知
 開扉会（かいぴかい：とびラーの任期満了式）

2017年度に新しく加わった6期とびラーの応募状況
　202人からの応募があり、書類審査、面接を経て、50人
を6期とびラーに決定。約6倍の倍率であった。この50人
と4・5期とびラー 82人とで6年目のとびらプロジェクト
が始動した。

とびらプロジェクトの事務局
　2016年度に引き続き、当館のプロジェクトルーム（交流
棟2階）を拠点として、藝大美術学部の伊藤達矢特任准教
授（とびらプロジェクト・マネージャ）と大谷郁特任助手 
（とびらプロジェクト・コーディネータ）、菅井薫特任研究
員（とびらプロジェクト・コーディネータ）が運営の実務を
担当した。

とびラーのすがた
　年齢や性別、活動日などが偏らないようにも配慮された
上で選考された2017年度のとびラーのすがたは次の図の
とおりである。

6期とびラーのすがた2018（平成30）年3月末時点

6期とびラー募集（チラシ）
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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／伊藤達矢、稲庭彩和子
  ねらい：新とびラーと、4・5期とびラーやスタッ

フが複数の接点を持つ機会にする。コミュニケー
ションの中からとびらプロジェクトやMuseum 
Startあいうえのの特徴を知る。

第2回 「きく力」を身につける
 講師／西村佳哲
  ねらい：「とびらプロジェクト」では上手な話し方

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

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

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

第4回 この指とまれ /そこにいる人が全て式 /解散設定
 講師／西村
  ねらい：とびラーが自主的に活動していくために

は、自分たちでチームを作り、アイディアを共有 
し、お互いの力を上手に出し合って、成果を求め 
なくてはならない。この回では、小さなチームの 
つくり方や、そこに集まった人たち全員の力を活 
かした活動のつくり方について学ぶ。また、活動 
のはじめ方だけではなく、終わり方のデザインに 
ついても理解を深める。

第5回 ミュージアムの特性を生かしたプログラムづくり
 講師／日比野克彦、森司 
  ねらい：上野公園には様々な特性を持ったミュー

ジアムが集積している。各館に実際に足を運び、
チームでプログラムのアイディアを練ることを通
して、ミュージアムの特性を活かしたプログラム
づくりについての体験を深める。

第6回 作品に立ち返ろう（全とびラー対象）
 講師／稲庭
  ねらい：とびらプロジェクトの活動は、作品をよ

く見ることが軸にある。作品を深く鑑賞するとい
う美術館での体験を通して、作品を介したプログ
ラムのつくりかたについて学ぶ。

番外編 会議が変われば社会が変わる
 講師／青木将幸
  ねらい：とびラーの自主的な活動には、とびラー

同士が直接コミュニケーションをとるミーティン
グの場のあり方がとても重要である。ひとりひと
りが主体的に関わるミーティングの場をつくるた
めに、具体的な手法を学ぶ。

・実践講座（6月以降各講座ごとに適宜実施）
　活動の基本となる3つの柱に則した、より実践的な3種
類の講座。各講座は外部の専門家や学芸員が担当、実際の

2017（平成29）年度とびラーのすがた　4・5・6期2018（平成30）年3月
末時点

基礎講座（第4回）
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現場で気付いた疑問なども振り返りながら、活動への理解
を深め、コミュニケーション・スキルを高めていく。 
A 鑑賞実践講座（モノと人を考える）／全7回
  講師／三ツ木紀英（NPO法人芸術資源開発機構 

ARDA）、稲庭、河野、鈴木
B アクセス実践講座（ヒトと人を考える）／全8回
  講師／岩井成昭（秋田公立美術大学）、小澤いぶき
（NPO法人PIECES）、熊谷晋一郎（東京大学先端科学
技術研究センター准教授）、舘野泰一（立教大学経営
学部助教）、林建太･木下路徳（視覚障害者とつくる美
術鑑賞ワークショップ）、林容子（一般社団法人アー
ツアライブ）、松見幸太郎（NPO法人キッズドア）、伊
藤、稲庭、菅井

C 建築実践講座（ハコと人を考える）／全8回
  講師／藤原徹平（建築家・横浜国立大学大学院准教

授）、倉方俊輔（建築史家・大阪市立大学准教授）、伊
藤香織（東京理科大学教授）、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。
　2017（平成29）年度は、vol.7を7月に、vol.8を11月開
催。vol.7では「Eating Designerマライエ・フォーゲルサン
グが語る『食べること×デザイン』」をタイトルに、マライ
エ・フォーゲルサング氏をオランダから招聘し、食を介し
て人々をつなぐデザインを考える回とした。また、vol.8
では「人々が本当に幸せに暮らせる社会とは？─べてる式
×とびら式」をタイトルに、ソーシャル・ワーカーの向谷
地生良氏と西村佳哲氏、藝大の伊藤、都美の稲庭が登壇し、
社会の中で多様な個人が互いに受け止め合うときの大切な
視点について理解を深める内容となった。

とびらプロジェクトフォーラム
　6期とびラー募集のための2部構成の説明会（フォーラ
ム）を開催。全体のテーマを「アート・コミュニケータ奮闘
記─うまくいったり、いかなかったり」とし、第1部は講
堂において、「アート・コミュニケータが語る自分のはた
らき」というテーマで西村氏と稲庭、任期満了後のアート・
コミュニケータがアート・コミュニケータとしての活動に
ついて語った。続くパネルディスカッションでは「とびら
プロジェクト」に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「「うまくいったり、いかなかっ
たり」を支える人のつながりとは？」というテーマで100名
を超える任期満了後のアート・コミュニケータたちが社会
の中で独自に行なっている様々な活動の事例に焦点を当て
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。同時に、講堂にて、任期満了後のアー
ト・コミュニケータの活動を紹介するパネル展示と座談会
を開催。のべ一般参加者数292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270回。のべ参加者数1,663人。 

とびらプロジェクト・オープンレクチャー vol.7　撮影：藤島亮

とびらプロジェクトフォーラム　撮影：中島佑輔
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主な「とびラボ」 
　とびらボードでGO！、イロいろとび缶バッジ、パパ
トコはじめてミュージアム、アート筆談deコミュニケー
ション、オリジナルモンスターを作ろう！、藝祭さんぽ、
トレジャーコレクティング、とびからポストん！、ヨリミ
チビジュツカン、藝大卒展さんぽ、なりきりアーティスト、
女子美卒展さんぽ、など。

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

これからゼミ
　「これからゼミ」とは、とびらプロジェクトでの任期満了
後、どの様に活動していくのかについて考え、その準備を 
進めるためのゼミである。3年目とびラーを1名以上含む 
チームを結成し活動を進めていく。内容に よっては、ス
タッフとの情報共有の上、館外で活動を行う ことも可能
である。「アート・コミュニケータ」としての総 仕上げの
場として設定されている。ミーティング開催数 33回、の
べ参加者数291人。

　「これからゼミ」から生まれたプログラムは下記の通り 
である。 
①長生村鑑賞ツアー（大人向け、親子向け）
　千葉県長生村の村民たちのための上野公園ツアーと作品
鑑賞の半日プログラム。11月は大人のためのツアー、3月
には、小学生の親子のためのツアーを開催。参加者の年齢
を考慮し、休憩や動線、時間配分等の細部まで配慮しなが
らプログラムを構築。
②TURNさんぽ
　公募展展示室でおこなわれる「TURNフェス3」の開催に
合わせ、展示作品やフェス自体へのへの親しみと興味をさ
らに持ってもらうことを目的に、複数人のグループで展示
をみてまわるツアーを企画。思ったことや感じたことを他
の参加者やとびラーと共有したり、会場で出会う人々との
交流も楽しむことを目的としたプログラム。

開扉会（かいぴかい）
　とびラーの任期は最長3年間のため、2018（平成30）年
3月末に 4期とびラーが任期満了となった。都美のとびら
を開け 続けてきたとびラーが次の世界に飛び立つ、送る
会「開扉 会（かいぴかい）」を開催。館長と日比野氏からの
メッセー ジと当館の最寄り駅である JR上野駅や東京メト
ロ上野駅 からの初乗り切符がセットされた「開扉の証」が
授与され た。任期満了とびラー 26人。

とびラボ「藝大卒展さんぽ」

これからゼミ「長生村小学生親子のための鑑賞ツアー」

開扉会　撮影：中島佑輔
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キッズデー
　特別展「ボストン美術館の至宝展」の休室日を、中学生以
下のこどもとその保護者のために特別開室。プログラムの
運営は、NPO法人ARDAが担った。その運営の中心は、
任期満了後のアート・コミュニケータであり、とびらプロ
ジェクトで培った経験を発揮。充実したプログラムを用意
し、来場者からの好評を得た。もちろん、現役のとびラー
達も多数運営に関わり、「アート・コミュニケータ」の大活
躍の一日となった。事前申込制・当日参加のプログラムを
4種用意した。
プログラム１：ミュージアム・キット「きみもコレクター！」

を10倍楽しむ方法
プログラム２：とびらボードでGO !
プログラム３：とびとびスペシャル ボストン美術館
プログラム４：ベビーといっしょにミュージアム
　とびラー数34人、アート・コミュニケータ数34人、来
場者数2314人

キッズデープログラム案内　デザイン：栗谷川舞（STUBBIE DESIGN）

キッズデー：プログラム１　撮影：中島佑輔

キッズデー：プログラム２　撮影：中島佑輔

キッズデー：プログラム４　撮影：中島佑輔



47

Museum Start あいうえの

　上野公園に集まる9つの文化施設が連携し、こどもたち
のミュージアム・デビューを応援するプロジェクト。こど
もと大人がフラットに学びあえる環境を創造する「ラーニ
ング・デザイン・プロジェクト」である。日本を代表する
文化施設が歩いて回れる範囲に集まっているという上野公
園の魅力を活かし、バラエティ豊かな文化施設が連携する
ことで、学びのスケールを何倍にも広げている。
　このプロジェクトの連携館は、上野の森美術館、恩賜上
野動物園、国立科学博物館、国立国会図書館国際子ども図
書館、国立西洋美術館、東京国立博物館、東京文化会館（五
十音順）であり、アーツカウンシル東京の事業の一環とし
て行われ、当館と藝大が推進役となって実施している。ロ
ゴ、連携各館のアイコンなどのデザインは、藝大教授であ
る日比野克彦氏によるものである。また、美術館の「ビ」の
ように、館種を表す言葉の頭文字をつないだ「ビビハドト
カタブ」という造語をこのプロジェクトの「ひみつの呪文」
としている。実施プログラムは事業実績一覧（P.55～ P.58）
を参照。ウェブサイト［http://museum-start.jp］（ページ・ 
ビュー数／ 158,530）

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

Museum Start あいうえの事務局
　藝大美術学部の伊藤達矢特任准教授（Museum Start あい
うえのプロジェクト ･マネージャ）、鈴木智香子特任助手 
（Museum Start あいうえのプログラム ･オフィサー）、松
尾由子特任研究員（Museum Start あいうえのプログラム ･
オフィサー、～ 12月）、長尾朋子特任助手（Museum Start 
あいうえのプログラム ･オフィサー、12月～）、渡邊祐子
（Museum Start あいうえのプログラム・オフィサー）が当
館のプロジェクトルームにて運営の実務を担当した。

ミュージアム・スタート・パックの作成と配布
　「Museum Startあいうえの」では、こどもたちがミュー
ジアムを楽しく活用できるようにデザインしたツール
「ミュージアム・スタート・パック」を参加者全員に手渡し
でプレゼントしている。本年度リニューアルした。一冊に
まとまった形式から連携各館を紹介する「ガイドブック」と
ミュージアムでの体験の記録を書き込める「冒険ノート」の
2分冊形式となった。ファイルには呪文がキラキラ光る箔
押しで配置されている。また、こどもたちの意欲をより高
めるため、連携各館にパックを持って出掛けるとオリジナ
ルバッジを集められる仕組みも作っている。また別冊とし
て、保護者向けの小冊子も用意されている。

こどもと一緒にミュージアム！

上野公園にある９つの文化施設は、

こどもたちのミュージアム・デビューを応援しています！

詳しくはWebサイトで検索！ http://museum-start.jp

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

あいうえの

アート・コミュニケータが
こどもたちのミュージアム・デビューを応援 !

作品や動物をじっくりみて
発見したことをオリジナルブックにかきこもう！

「Museum Start あいうえの」の連携
Museum Start 
あいうえの（リーフレット）

「Museum Start あいうえの」と「とびらプロジェクト」との連動

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

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

あいうえのファミリー（個人向けプログラム）
　ミュージアムの楽しさや上野公園の魅力を体験できる、 
冒険と発見のプログラム。大人とこどもが一緒に学びあう
ことを目指している。障害のあるこどもを含む、全てのこ
どもが参加可能。
・うえの！ふしぎ発見
　全7回／各回定員10組20人／参加者数172人（こども＋
保護者数）対象／小学1年生～高校3年生とその保護者
　上野公園のミュージアムを楽しむファミリー向けプログ
ラム。アートからサイエンスまでバラエティのあるテーマ
でとびラーと一緒にじっくり観察し、大人もこどもも自分
だけの発見をすることを目的としている。実施プログラム
は次の通り。8月10日（木）けんちく部〈東京文化会館×国立
西洋美術館×都美〉、9月3日（日）アート&アニマル部〈恩
賜上野動物園×都美〉、10月29日（日）アート&サイエン
ス部〈東京国立科学博物館×藝大×都美〉、11月3日（金）
ゴッホ部〈東京国立博物館×都美〉、12月17日（日）アー
ティスト部〈国際子ども図書館×藝大×都美〉、3月 22日
（木）コレクター部〈上野の森美術館〉（〈   〉内はプログラム
主催館。）

・ミュージアム・トリップ
　6団体との連携／のべ参加者数61人（こども＋保護者・
引率者数）
対象／①児童養護施設・ファミリーホーム
　　　②経済的に困難な家庭のこどもを支援している団体
　　　③ 外国にルーツを持ちカルチャー・ギャップなどの

困難を抱えているこどもを支援している団体
　家庭等の状況により、ミュージアムを利用しにくいこど
もたちと、その保護者をミュージアムに招待するオーダー
メイドのプログラム。とびラーや学芸員、大学の教員が参
加者に寄り添い、初めてでも安心してミュージアムを楽し
めるようプログラムを組み立てた。今年度は次の団体と連
携してプログラムを実施した。NPO法人キッズドア、
NPO法人多文化共生センター東京、東京恵明学園、クリ
スマス・ヴィレッジ、NPO法人音まち計画、東京養育家
庭の会

ミュージアム・トリップ

・あいうえの日和
　上野公園の9つのミュージアムを楽しく冒険するコツを
伝授するファミリー向けプログラムとして、小学1年生か
ら高校3年生を対象に年6日間12回開催した。本プログラ
ムでは、作品カードを使ったワークを通して、「ミュージ
アム・スタート・パック」の使い方、上野公園のミュージ
アムでの活用方法などを伝授するワークショップが開催さ

うえの！ ふしぎ発見 「アート&アニマル部」
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れた。353人のこどもたちの手に渡った。

あいうえの日和

あいうえの学校（学校向けプログラム）
　美術館や博物館に興味のある子もない子も一同に訪れる
こととなる学校来館では、学校教員と連携し、事前から当
日、事後までの流れをサポート。特にスペシャル・マン
デー・コースでは、とびラーがこどもたちの伴走役として、 
充実した美術館体験を支えている。 
・スペシャル・マンデー・コース
　全4回開催／参加12校、参加者数592人（児童 ･生徒数）
対象／都内幼保・小・中・高等学校（幼稚園保育園は年長
クラスから受入）
　展覧会の休室日（月曜日）にゆったりとした会場で鑑賞授
業を行うプログラム。とびラーが伴走役となって「対話を
通した作品との出会い」をサポートする。学習指導要領に
基づき、観察力・想像力・言語力・表現力の発達を促し、
生きる力を育むことを目的としている。学校教員と学芸
員・大学教員らが綿密な打ち合わせを行いながら、当日の
プログラムを中心に、事前授業から事後授業までの一連の
流れを企画。前年度に引き続き、学校と美術館をつなぐ往
復バスを用意し、美術館を利用しやすい環境を整えている。

・平日開館コース
　参加11校、参加者数370人（児童 ･生徒数）  対象／小・
中・高等学校
　当館の開室日に「学校単位で来館したい」という希望や、
「美術館で鑑賞授業をしたい」、という先生方に、教材貸出
や事前準備から当日までのサポートを行い、通常開室日で
も可能な、よりよい美術館体験を提案・実践した。（受入
校数により、都外の学校も受入）

平日開館コース（東京藝大卒業修了展）

あいうえのコミュニティ
　本プロジェクトでミュージアム・デビューをした過去の
参加者がその後もミュージアムを活用していけるよう、継
続的な活用を応援する様々な仕組みを提供。 
・あいうえのスペシャル
　3回開催／のべ参加者数313人（こども＋保護者数）  対象／
各プログラムでミュージアム・デビューをしたこどもたち
とその家族
・ティーチャーズ・カフェ
　あいうえの学校に参加した教員とその同僚教員を対象
に、 上野を再訪することで、学校の連携や美術館での鑑賞
授業を改めて考えるきっかけとなることを目的としたもの
である。2017（平成29）年度は、ブリューゲル展を特別に
夜間開室し、貸切の空間の中でスペシャル・マンデー・コー
スと同様に、とびラーとのグループ鑑賞や個人鑑賞を体験
し、プログラムに参加するこどもたちの視点から鑑賞授業
を捉えなおしてもらった。
　1回開催／参加者数17人　対象／学校来館でプログラ
ムを利用した教員とその同僚教員

スペシャル・マンデー・コース（ゴッホ展　巡りゆく日本の夢）
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学校連携

　公立美術館の大きな役割のひとつに、学校との連携があ
る。平成25年度から「Museum Start あいうえの」が始ま
り、当館の小・中・高校生向けのプログラムが拡充された
（「Museum Start あいうえの」についてはP47～ 49参照）。
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
出しを継続。このボックスには、ラミネート加工をした
A4サイズの図版カード、ポストカードやフレームスタン
ド等が入っている。2017（平成29）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.55～ P.58参照）

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、有
効に活用してもらうための研修プログラム。当館での活動
の説明や具体的な学校連携事業の事例を紹介した。また、
「対話による鑑賞の実践」や、「Museum Start あいうえの」
で活用されている「冒険ノート」を実際に活用するワーク
ショップを開催。参加者数28人。東京都歴史文化財団連
携事業「学校と文化施設をつなぐティーチャーズプログラ
ム2017」の一環として開催。
　7月25日（火）10:00～ 15:00「Museum Start あいうえ
のをはじめとするアート・コミュニケーション事業の紹
介。鑑賞ワークショップ

ティーチャーズ・デイ　キッズデーのキットを使用したワーク

ティーチャーズ・ウィーク
　小・中・高等学校の教員を対象に「ティーチャーズ・ウィー
ク」を設定し、年4回の特別展の開催後最初の土曜日から
次の日曜日まで、展覧会を無料で鑑賞できる期間とし、美
術館での鑑賞授業を検討してもらう場とした。ボイマンス

美術館所蔵　ブリューゲル「バベルの塔」展とボストン美術
館の至宝展では、学芸員による特別レクチャーを開催。の
べ参加人数504人

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

インターンシップ

専門的研修会への協力
　学芸員対象のエデュケーター研修や、大学教員の研究グ
ループ、図工や美術教員で構成される研究部会の研修など
に協力。当館の活動の考え方や鑑賞プログラムの具体的な
方法について意見交換や共有を行った。平成29年度は文
化庁主催ミュージアム・エデュケーター研修、彫刻の森美
術館研修、東京都現代美術館ボランティア研修などへの協
力を行った。
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展覧会関連プログラム

　当館では、年度ごとに報道機関などとの共催による大型
の特別展を4展、学芸員による自主企画展を1展、公募団
体などとの連携展を3展行っている。それぞれの展覧会を
より深く理解して楽しんでもらえるように、開催期間中に
様々なプログラムを企画して行った。
　2017（平成29）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.55～ P.58参照）

1　特別展関連プログラム
　会場では、こども用の鑑賞用ツールとして「とびらボー
ド」（磁気ボード）の貸出を継続した。「ボストン美術館の
至宝展」において、中学生以下の子供とその保護者を対象
とする「キッズデー｣（詳細はp.46）が開催された。「ゴッホ
展｣においては、紙芝居（「ぼくはフィンセント・ファン・ゴッ
ホ」作：林綾野）の上演をアート・ラウンジにておこなった。

2　企画展関連プログラム
　「杉戸洋　とんぼ と のりしろ」展の関連プログラムとし
て「あんみつのかんてんの色」を開催。

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

4　特別展ジュニアガイド
　中学生以下の子どもたちが展覧会を楽しみ、学ぶ助けと
なるジュニアガイドを制作。都内の小・中学校などには事
前に送付し、会場でも配布した。当館のウェブサイトから
もダウンロードできる。2017年度は「ゴッホ展　巡りゆく
日本の夢」にて作成した。台東区を含む都内７区の全公立
小中学校、都内・埼玉県・神奈川県の小中学校等（約5,800
校66,700部）に事前に配布した。そのほか都内の全公立図
書館・資料館（513館27,500部）へも配布し、広報物とし
てのジュニアガイドの活用も行った。

5　とびラボ発展覧会関連プログラム
　とびラーによる主なプログラム
・「とびらボードでGO!」
　特別展会場入口で貸し出しをしている「とびらボード」に
気に入った作品をスケッチし、それをフレームに収めてオ
リジナルカードを作成。

パパトコ はじめてのミュージアム（ブリューゲル「バベルの塔」展）

あんみつのかんてんの色（杉戸洋　とんぼ と のりしろ）

紙芝居（ゴッホ展　巡りゆく日本の夢）

イロイロとび缶バッジ（ゴッホ展　巡りゆく日本の夢）
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・缶バッジプロジェクト「イロイロとび缶バッジ」
　展覧会を見た記憶を小さなキャンバスに見立てた缶バッ
ジの面にスタンプを押したり、絵を描いたりしてデザイン
し、その場で缶バッジに仕立てるワークショップ。
・「見楽会」、「ヨリミチビジュツカン」
　作品解説型のギャラリートークではなく、その時、その
作品を前に感じたことや気づいたことを参加者同士で言葉
にして共有しながら作品を鑑賞する会を開催。
・「アート筆談de対話鑑賞」
　聴覚障害を持つ人とそうでない人が一緒に作品を鑑賞
し、筆談で鑑賞体験を共有するプログラムが開催された。
・「パパトコはじめてミュージアム」
父親（パパ）と子のためのプログラム。展示室で作品を観た
感想やイメージをもとに、父子で絵本を制作。

ゴッホ展ジュニアガイド
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建築ツアー 障害のある方のための
特別鑑賞会

　「建築ツアー」は、建築家・前川國男の設計による当館の
建物の魅力を知ってもらうツアー。とびラーの案内で、当
館のあちらこちらを散策する。案内人のオリジナリティー
が発揮された、それぞれ独自のツアーを展開。奇数月の第
3土曜日14時から開催。6回開催し、のべ参加者数157人。
この定例のツアーに加え、前年度に引き続き、ライトアッ
プされた当館を散策する「トビカン・ヤカン・カイカン・
ツアー」をとびラーからの発案により開催。夜間開室日の
日没後の30分間程度のツアー。14回開催し、のべ参加者
数188人。2017（平成29）年度は、夕暮れ時のツアー「ト
ビカン・トワイライト・ツアー」を開催（参加者数27名）。
とびラーの自主的なプログラムである「とびラボ」発のプロ
グラムとして事前申込制の親子ツアー「GoGo!とびかん
探検ツアー」も開催された。
　また、セルフガイドとして、とびラーによる「“上野の杜
の宝石箱”東京都美術館ヤカン・ミドコロ・スポット」「ト
ビカン・ミドコロ・ケンチク・マップ」も引き続き配布さ
れた。また、アプリ版「トビカン・ケンチク・マップ」を作
成。15ヶ国語で当館の見どころを伝えることが可能となっ
た。

　普段は来場者が多く混雑している特別展示室において、
障害のある方が安心してゆっくり鑑賞できるように、休室
日に特別鑑賞会を開催した。事前申込制により2017（平
成29）年度は「バベルの塔」展、「ボストン美術館の至宝
展」、「ゴッホ展」、「ブリューゲル展」において各1回ずつ
計4回行い、のべ2,614人が参加した。
　とびらプロジェクトと連動し、毎回20～ 30人程度のと
びラーが当日の運営に関わるとともに、任期満了したアー
ト･コミュニケータから構成される「アート・コミュニケー
タ東京」にも協力を依頼し、プログラムを実現している。
展覧会担当学芸員による展覧会解説「ワンポイント・トー
ク」（手話通訳付き）も企画棟ホワイエ（ロビー階）で行っ
た。また、とびラーの発案により、ワンポイント・トーク
の際に、モニターにキーワードを文字表示することで、よ
り多くの方にも伝わるようにした。
　［運営協力：アート・コミュニケータ東京］

建築ツアー ワンポイント・トーク風景

トビカン･ヤカン･カイカン･ツアー 鑑賞会風景
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調査・研究プロジェクト・その他

アクセス鑑賞プログラム研究
公募団体主催障害者向けプログラムへの協力
　当館のミッションに合致するプログラムを行っている公
募団体のうち、協力依頼のあった団体への事業協力を行っ
ている。2017（平成29）年度は、日本彫刻会「タッチツアー・
特別支援学級鑑賞教室」、国画会彫刻部秋季展「視覚特別支
援学校とのワークショップ―彫刻鑑賞と制作体験vol.6」に
事業協力し、特に、国画会彫刻部秋季展の企画については、
とびラーは、参加者とともに作品を鑑賞し、制作体験を一
緒に行うなど、協力体制がより具体的になってきている。

国画会彫刻部秋季展彫刻鑑賞

上野「文化の杜」連携プログラム
　数寄フェス関連プログラム①「ベビーといっしょに
ミュージアム」2017年11月17日 (金 )10:30～／ 13:30～
　参加20人　任期満了後のアート・コミュニケータたち
による、乳幼児を連れた保護者向けの展覧会鑑賞プログラ
ム。「ゴッホ展　巡りゆく日本の夢」展にて開催。
　数寄フェス関連プログラム②「手話通訳付き建築ツアー」
2017年11月18日（土）14:00～参加6人　定例開催の建築
ツアーの１チームを聴覚障害者のためのツアーとして運
営。手話通訳者、筆談対応等を手配し、バリアフリーなツ
アーを開催した。

数寄フェスプログラム「手話通訳付き建築ツアー」

モナシュ大学・イミグレーション・ミュージアムとの意見
交換会
2017年10月13日
　来館メンバー：岩淵功一氏（モナシュ大学、オーストラ
リア）、リンダ・スプロール氏、ジャン・モロイ氏、マギー・
ワトソン氏（イミグレーション・ミュージアム、メルボル
ン）、アリス・プン氏（詩人、アーティスト）、L-FRESH 
The LION（ヒップホップ・アーティスト）
　オーストラリア・モナシュ大学の岩渕氏がメルボルンの
イミグレーション・ミュージアムの方々とアーティストを
伴って視察のため来館。当館の「Museum Start あいうえの」
や「とびらプロジェクト」の活動に特に関心があるとのこと
で説明を行い、ミュージアムを拠点とした文化多様性に向
けた取り組みについての意見交換会を行った。メルボルン
にある「イミグレーション・ミュージアム」は、移民にまつ
わる歴史展示にとどまらないダイナミックな活動形態を持
ち、ときにアートもその企画の中に取り入れ、教育普及活
動やコミュニティに根ざした活動を盛んに行っている。メ
ルボルンのミュージアムに所属する専門スタッフの方々か
らは館の運営理念や事業内容の説明を受け、今後もなんら
かの交流プロジェクトを行いたいとの意向を伺った。

とびらプロジェクト活動アーカイブ
　2012（平成24）年度にスタートし、2017年度で6年目を
迎えたプロジェクトについて、その活動をアーカイブし、
一般の方も参照できるよう、書籍とする準備が開始され
た。プロジェクト・マネージャーの伊藤、稲庭を始め、今
までに開催されたプログラムを企画運営してきた任期満了
したアート・コミュニケータたちや、プログラム参加者へ
のインタビュー等が行われた。また、残されてきた、記録
（企画書や記録写真・動画）を参照し、とびらプロジェクト
が歩んできた軌跡を可視化する作業が行われている。
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アート・コミュニケーション事業 2017（平成29）年度 実績

2017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：36,097人

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

アート・コミュニケータ養成 2017年4月～ 2018年3月 132
7期とびラー 2次面接 2018年3月9日(金)、10日(土)、11日(日) 3日間 43
基礎講座 4月15日、29日、5月13日、27日、6月10日、24日、番外

編7月8日、いずれも土曜日
7回 399 52

講座準備 1回 2
映像視聴 12回 13

実践講座 鑑賞 6月26日(月）、7月17日(月）、24日(月)、8月28日(月)、11
月6日(月)、27日(月)、12月2日(土)、2018年2月5日(月)、
19日(土)、番外編12月8日(金)、19日(火)、2018年2月24
日(土)、25日(日)

9回 402 70

実践講座 アクセス 7月2日、9日、9月17日、10月1日、22日、12月3日、
2018年2月18日、いずれも日曜日

8回 396 60

実践講座 建築 7月22日(土)、29日(土)、8月26日(土)、10月7日(土)、12
月9日(土)、2018年2月10日(土)、17日(日)

8回 224 25

映像視聴 1回 1
とびらステーション・開扉式 12月16日(土）、2018年3月31日(土) 2回 144 15
とびらプロジェクト・オー
プンレクチャー

vol.7  Eating Designer マライエ・フォーゲルサング
が語る『食べること×デザイン』

7月1日(土) 29 152

vol.8 人々が本当に幸せに暮らせる社会とは？―べて
る式×とびら式

11月26日(土) 35 140

とびらプロジェクト・フォ
ーラム

アート・コミュニケータ奮闘記─うまくいったり、い
かなかったり(二部構成）

2018年2月3日(土) 79 30 316

外部講師によるとびラー向
けレクチャー

ライフスタイル研究（東北大学　古川教授） 9月16日(土) 30
インタビュー講座（西村佳哲） 11月26日(日) 38 14

とびラボ 2017年4月～ 2018年3月 270回 1663
もしものときとびラボ（消防訓練） 10月2日(月)、2018年2月19日(月) 2回 6
事前勉強会「プーシキン美術館」展 2018年3月3日(土) 27 9
女子美さんぽ 2018年3月4日(日) 2回 15 17
「BENTO おべんとう展」ワークショップ 2018年3月17日(土)、20日（火) 2回 20

これからゼミ 説明会 6月24日(土) 33
これからゼミ ミーティング 2017年4月～ 2018年3月 31回 245
これからカフェ（任期満了とびラーの話しを聞く会） 7月17日(月) 13
長生村鑑賞ツアー 11月12日(日)、2018年3月27日(火） 2回 32 64

藝大連携プログラム
(講義、藝祭、卒業・修了展など）

藝大生インタビュー 13回 40 17
藝大講義（色彩学） 9月28日(木)、29日(金)、30日(土) 3日間 59 100
藝祭さんぽ 9月9日(土) 21 61
卒展さんぽ 2018年1月28日(日）、29日(月)、31日(水)、2月1日(木) 4回 35 42
藝大卒展なりきりアーティスト 2018年2月3日(土) 8 6
さくらアート幼稚園卒展鑑賞（事業withとびラー） 2018年1月30日(火) 6 15 32

TURN連携プログラム TURNサポーター 8月18日(金)、19日(土)、20日(日) 3日間 39 3
TURNさんぽ 8月18日(金)、19日(土)、20日(日) 3回 14 38

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

あいうえのファミリー
（こどもと家族のプログラ
ム）

うえの!ふしぎ発見 8月10日(木)、9月3日(日)、10月29日(日）、11月3日(金）、
12月17日(日)、2018年3月22日(木)

6回 83 172

あいうえの日和 8月19日(土)、20日(日)、11月18日(土)、19日(日)、
2018年3月17日(土)、18日(日)

6回 45 737

【ミュージアム・トリップ(インクルーシブ・プログラム)】
NPO法人キッズドア 7月27日(木) 16 16
NPO法人多文化共生センター東京 7月29日(土) 8 9
東京恵明学園 8月17日(木) 4 7
クリスマス・ヴィレッジ 8月24日(木） 4 7
NPO法人音まち計画 10月21日(土) 6 14
東京養育家庭の会 2018年3月25日(日) 8 8

とびらプロジェクト（P.42～ P.46） ※プログラム参加者、保護者、外部講師および視察等を含む

Museum Start あいうえの（P.47～ P.49）
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項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

あいうえの学校
（学校向けプログラム）
スペシャルマンデーコース
のべ12校　参加生徒・児童
数592名

【ボストン美術館の至宝展】
江東区立江島第三小学校(小学校6年生) 9月11日(月) 29 103
足立区立足立入谷小学校(小学校5年生) 9月11日(月) 18 40
私立日本聾話学校(中学校1～ 3年生) 9月11日(月) 13 22
足立区立梅島第一小学校(小学校1年生) 9月25日(月) 9 46
足立区立興本小学校(小学校5年生) 9月25日(月) 15 78
私立明晴学園（年長～小学校6年生） 9月25日(月) 21 50
【ゴッホ展　巡りゆく日本の夢】
板橋区立板橋第五中学校(中学校1年生） 11月13日(月) 11 40
台東区立松葉小学校（小学校4,5年生+特別支援学級） 11月13日(月) 16 61
足立区立扇小学校（小学校5年生） 11月13日(月) 16 58
【ブリューゲル展　画家一族　150年の系譜】
江東区立深川一丁目保育園（年長） 2018年2月13日(火) 6 25
足立区立東加平小学校（小学校3年生） 2018年2月13日(火) 17 90
江戸川区立南小岩第二小（小学校3年生） 2018年2月13日(火) 20 89

あいうえの学校　
(学校向けプログラム)
平日開館コース
のべ11校　参加生徒・児童
数370名

【ボストン美術館の至宝展】
足立区立扇中学校（美術部） 8月1日(火) 15
都立浅草高等学校、都立足立西高等学校、都立荒川工
業高等学校、私立岩倉高等学校（高校1～ 3年生）

8月2日(水) 9 34

【ゴッホ展　巡りゆく日本の夢】
文京区立第三中学校(特別支援級) 12月11日(月) 11 22
品川女子学院（中学校1年生） 12月19日(火) 6 15
【ブリューゲル展　画家一族　150年の系譜】
私立安田学園（美術部） 2018年1月30日(火) 3 20
北区立稲田小学校(小学校6年生） 2018年1月31日(水) 6 19
西東京市立ひばりヶ丘中学校（中学校2年生） 2018年2月1日(木) 3 203
埼玉県立伊奈学園中学校（中学校1年生） 2018年3月6日(火) 9 83

あいうえのメンバー向けプ
ログラム

あいうえのスペシャル 8月5日(土)、10月8日(日)、12月10日(日) 3回 55 313
ティーチャーズカフェ 2018年3月28日(水) 17 17

学びあいカフェ 各プログラムのとびラー向け準備日 7月～ 2018年3月 35回 383 17
あいうえのアンバサダー 7月～ 12月 16回 36 89

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

ティーチャーズ・デイ 7月25日(火) 28
ティーチャーズ・ウィーク ボイマンス美術館所蔵　ブリューゲル「バベルの塔」

展
4月22日(土)、23日(日)、25日(火)、26日(水)、27日(木)、
28日(金)、29日(土)、30日(日)

8日間 161

特別レクチャー：バベルの塔展 4月28日(金) 26
ボストン美術館の至宝展 7月22日(土)、23日(日)、25日(火)、26日(水)、27日(木)、

28日(金)、29日(土)、30日(日)
8日間 153

特別レクチャー：ボストン美術館展 7月28日(金) 5
ゴッホ展　巡りゆく日本の夢 10月28日(土)、29日(日)、31日(火)、11月1日(水)、2日 

(木)、3日(金)、4日(土)、5日(日)
8日間 76

ブリューゲル展　画家一族　150年の系譜 2018年1月27日(土)、28日(日)、30日(火)、31日(水)、
2月1日(木)、2日(金)、3日(土)、4日(日)

8日間 83

研修協力 中堅教諭等資質向上研修(台東区石浜小学校教諭受入）7月25日(火)、31日(月）、8月5日(土) 3日間 6
全国盲学校図工・美術研究会 8月10日(水) 22
府中市立小中学校教育研究会図工美術部会 8月23日(水) 17
彫刻の森美術館研修 8月23日(水) 5
東京都現代美術館ボランティア研修 9月3日(日) 23
文化庁　第7回ミュージアム・エデュケーター研修 9月5日(火)準備日、6日(水）、7日（木)、8日(金） 3日間 207

学校来館対応（「人間と社会」
奉仕活動）

東京都立上野高等学校 7月13日(月) 3

学校団体来館対応（学芸員
課程）

青山学院大学文学部比較芸術学科 9月18日(月) 31

観覧料免除申請(都内教育
機関）

ボイマンス美術館所蔵   ブリューゲル「バベルの塔」展 4月18日(火)～ 7月2日(日) 31件 1114
ボストン美術館の至宝展 7月20日(木)～ 10月9日(月) 38件 498
杉戸洋展 7月25日(火)～ 10月9日(月) 3件 79
ゴッホ展　巡りゆく日本の夢 10月24日(火)～ 2018年1月8日(月) 37件 1597
ブリューゲル展　画家一族　150年の系譜 2018年1月23日(火)～ 4月1日(日) 23件 636

学校連携（P.50）
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項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

【ボイマンス美術館所蔵　ブリューゲル「バベルの塔」展】
講演会等 記念講演会 4月18日（火）、5月27日（土）、6月17日（土） 3回 662

イブニングレクチャー 6月2日（金）、23日（金） 2回 340
とびラボ発プログラム イロイロとび缶バッジ ブリューゲルの版画を体験し

よう～なぞって彩る不思議な世界～
6月11日(日) 18 225

パパトコはじめてミュージアム 6月17日(土) 8 11
アート筆談deコミュニケーション 6月18日(日) 15 7
オリジナル・モンスターを作ろう！
 ─ブリューゲルの世界を楽しむワークショップ─

6月25日(日) 18 11

同窓会鑑賞ツアー (事業withとびラー /淑徳与野高校
同窓会）

6月2日(金) 8 11

とびらボードの貸出 4月18日(火)～ 7月2日(日) 1860枚
スタッフ鑑賞研修会 4月27日(木) 51 19
【ボストン美術館の至宝展】
講演会等 記念講演会 7月20日(木)、8月20日(日)、9月9日(土) 3回 525

イブニング・レクチャー 8月4日(金)、18日(金) 2回 391
とびラボ発プログラム 事前勉強会 6月4日(日) 45 9

ボストン美術館展で世界の作品を集めよう！トレジ
ャーコレクティング

9月24日(日) 13 12

とびからポストん！Tokyo⇄Boston 10月6日(金) 7 4
キッズデー 7月31日(月) 34 34 2320

準備日 7月23日(日)、28日(金)、30日(日) 3回 25 37
ミュージアム・キット配布 7月31日(月) 1000セット
ミュージアム・キットを10倍楽しむ方法 7月31日(月) 3 25 420
とびらボードでGO！ 7月31日(月) 11 1 365
とびとびスペシャル 7月31日(月) 2回 38 28
ベビーと一緒にミュージアム（ベビーカーツアー） 7月31日(月) 2 12 17

スタッフ鑑賞研修会 7月27日（木） 35 16
とびらボードの貸出 7月20日(金)～ 10月9日(土) 2783枚
【杉戸洋展　とんぼ と のりしろ】
講演会等 トークイベント 9月24日（日） 220

ギャラリートーク 8月4日、18日、24日、いずれも金曜日 3回 157
ワークショップ あんみつのかんてんの色 9月23日(土) 3 29
とびラボ発プログラム 事前勉強会 7月2日(日） 38
スタッフ鑑賞研修会 8月3日(木) 17
【ゴッホ展　巡りゆく日本の夢】
講演会等 原田マハ氏講演会 11月18日(土) 220

シンポジウム 10月24日(火） 120
イブニング・レクチャー 11月3日(金)、12月1日(金) 2回 182

紙芝居上演 ぼくはフィンセント・ファン・ゴッホ 11月5日(日)、12日(日) 4回 145
とびラボ発プログラム 事前勉強会 6月5日(日) 32

とびらボードでGO！ 12月23日(土) 16 112
イロイロとび缶バッジ　ゴッホの毛糸玉～ゴッホの
色選びを毛糸でやってみよう

2018年1月7日(月)　 23 210

上野文化の杜　数寄フェス ベビーと一緒にミュージアム（ベビーカーツアー） 11月17日(金) 2回 16 20
スタッフ鑑賞研修会 10月26日(木) 34
ジュニアガイドの配布 小中学校への配布 5964校 81178部

公立図書館・資料館への配布 513館 27500部
展示室・館内配布 32500部

とびらボードの貸出 10月24日(火）～ 2018年1月8日(月) 3290枚
【ブリューゲル展】
講演会等 講演会 2018年1月23日(火)、3月17日(土) 2回 334

イブニング・レクチャー 2018年2月2日(金)、23日(金) 2回 291
とびラボ発プログラム 事前勉強会 11月25日(土) 25 7
スタッフ鑑賞研修会 2018年1月25日(月) 26 14
とびらボードの貸出 2018年1月23日(火)～ 4月1日 1274枚
【上野アーティストプロジェクト　現代の写実】
講演会等 講演会 12月9日(土） 65

アーティストトーク 11月25日、12月2日、16日、いずれも土曜日 3回 450
ギャラリートーク 11月24日(金)、12月22日(金) 2回 52

とびラボ発プログラム 事前勉強会 9月2日(土) 11
スタッフ鑑賞研修会 11月23日(木) 21

展覧会関連プログラム（P.51～ 52）
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項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般

建築ツアー 建築ツアー 5月20日、7月22日、9月16日、11月18日、2018年1月20
日、3月17日、いずれも土曜日

6回 69 181

手話通訳付建築ツアー
（上野文化の杜　数寄フェス連携）

11月18日(土) 3 6

トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー 4月21日、5月19日、6月9日、7月21日、8月25日、9月
22日、10月27日、11月24日、12月8日、2018年1月26日、
3月2日、16日、いずれも金曜日

12回 85 140 188

トビカン・トワイライト・ツアー 8月11日(金) 8 19
親子でGoGo！とびかん探検 2018年1月21日(日) 17 17

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

障害のある方のための特別
鑑賞会　準備日

4月27日(木)、7月27日（木)、11月6日(月)、2018年1月25
日(木)

4回 47

障害のある方のための特別
鑑賞会

ボイマンス美術館所蔵　ブリューゲル「バベルの塔」
展

5月29日(月) 38 24 1095

ボストン美術館の至宝展 8月28日(月) 40 21 1076
ゴッホ展　巡りゆく日本の夢 12月11日(月) 21 24 1153
ブリューゲル展　画家一族　150年の系譜 2018年2月27日(月) 26 16 1034

項目 内容 開催期間・開催日 参加者数
アート・
コミュニケータ

開扉とびラー 一般＊

アクセス鑑賞プログラム研
究

日本彫刻会鑑賞教室 4月21日(金)、28日(金) 2回 62
国画会彫刻部視覚障害特別学校ワークショップ 11月5日(日) 10 25

建築ツアー（P.53）

障害のある方のための特別鑑賞会（P.53）

調査・研究プロジェクト（P.54）
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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、レストラン・カフェ、ミュージア
ムショップを運営している。

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

来館者サービス
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佐藤慶太郎記念 アートラウンジ

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

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

アートラウンジでの催し
アーカイブズ資料展示
※詳細はP61に掲載

パネル展「ル・コルビュジエ、前川國男、東京都美術館」
特別展「世界遺産登録記念　ル・コルビュジエと前川國男」
（江戸東京たてもの園）のパネル展として、ル・コルビュジ
エと前川國男、東京都美術館新館の建築的特徴について紹
介。
日時／ 2017年（平成29）年5月30日（火）～ 9月10日（日）
主催／東京都江戸東京たてもの園、東京都美術館、東京文
化会館（公益財団法人東京都歴史文化財団）

まちなかコンサート
東京音楽コンクール入賞者などを中心とする新進演奏家が
「ゴッホ展」に寄せて演奏
日時／ 2017年11月2日（木）、3日（金・祝）
　　　14:00～ 14:30、15:00～ 15:30
主催／ 東京都、東京文化会館・アーツカウンシル東京（公

益財団法人東京都歴史文化財団）

北欧の家具が配されたアートラウンジ

パネル展「ル・コルビュジエ、前川國男、東京都美術館」

アーカイブズ資料展示「前川圀男と東京都美術館の建築」

まちなかコンサート
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「美術館創立の日」記念　アーカイブズ資料展示	
「前川國男と東京都美術館の建築」	

会期／ 2017（平成29）年5月16日 (火 )～ 7月2日 (日 )
会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ 
出品資料／ 24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

　2012（平成24）年のリニューアル以降、5月1日の「美術
館創立の日」を記念したアーカイブズ資料展示を佐藤慶太
郎記念 アートラウンジにて開催している。2017年度は東
京都美術館新館（1975年竣工）を設計した建築家・前川國
男と東京都美術館の建築をテーマとした。展示では、当館
が所蔵するアーカイブズ資料より、前川建築設計事務所に
よるイメージスケッチや、竣工当初の建築写真、前川建築
に特徴的な「打込みタイル工法」で使用されるレンガ色のタ
イル、などを紹介した。なお本展は、東京都歴史文化財団
連携事業のパネル展「ル・コルビュジエ、前川國男、東京
都美術館」（詳細はp.60）にあわせて企画されたものである。

出品者リスト
 1 「東京都新美術館の概要」東京都美術館　1973年
 2 新館 建設風景　1972-75年撮影　カラー写真
 3 新館 建設風景　1972-75年撮影　カラー写真
 4  東京都美術館 イメージスケッチ　前川建築設計事務所　1971-72年
 5  東京都美術館 内観 イメージスケッチ　前川建築設計事務所　1971-72年
 6  『前川國男＝コスモスと方法』1985年　前川建築設計事務所発行
 7 東京都美術館 タイル　1975年頃
 8  『美術館ニュース』No.292　東京都美術館発行　1975年5月15日
 9  『美術館ニュース』No.295　東京都美術館発行　1975年8月15日
 10 「東京都美術館案内 1975」東京都美術館　1975年　
 11  A Guide to the Tokyo Metropolitan Art Museum, 1978　東京都美術館　

1978年
 12  新館 エントランスロビー〈地下1階〉　絵葉書　東京都美術館
 13  新館 企画展示室　絵葉書　東京都美術館
 14 新館 公募展示室　絵葉書　東京都美術館
 15 新館 アトリエ　絵葉書　東京都美術館
 16 新館 外観　絵葉書　東京都美術館
 17 新館 公募棟 外観　1975年撮影　モノクロ写真
 18  新館 エントランスロビー　1975年撮影　モノクロ写真
 19 新館 外観　1975-79年撮影　モノクロ写真
 20 新館 外観　1977年撮影　モノクロ写真
 21 新館 企画棟 外観　1975年　モノクロ写真
 22 新館 企画展示室 公開制作風景　モノクロ写真
 23 写真 新館 彫塑室風景　モノクロ写真
 24  写真 新館 レストラン風景　1975年撮影　モノクロ写真

3

4

8

5

9

10 11

1817

19
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美術情報室

　日本で最初の「美術館における公開制図書室」として、
1976（昭和51）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1994（平成6）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。
2012（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2014（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、
2014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／  2017（平成29）年10月10日～ 15、17日～ 20

日（10日間）
その他、館内整備、年末年始などは美術館に準ずる

 利用者数 開室日数 1日平均
4月� 658� 29� 23
5月� 689� 30� 23
6月� 746� 28� 27
7月� 590� 22� 27
8月� 925� 29� 32
9月� 770� 28� 28
10月� 540� 19� 28
11月� 636� 28� 23
12月� 502� 27� 19
1月� 433� 22� 20
2月� 515� 26� 20
3月� 688� 29� 24
計� 7,692� 317� 24
※1日平均は四捨五入

●月別利用者数

旧館設計図、歴代展覧会ポスター・チラシ等、約5,000点

館史資料

実績
開室日数／ 317日
利用者数／ 7,692人（1日平均24人）

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

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

購入 196 194 33 0 0 0 0
寄贈 378 560 674 231 71 309 71
計 574 754 707 231 71 309 71

受入れ冊数　2017（平成29）年度

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

8,133 17,650 14,797 5,202 682 1,456 71 47,991

蔵書冊数（2018（平成30）年3月31日現在）
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レストラン・カフェ

実績（2017（平成29）年度来店客数）
MUSE ／ 142,288人
Salon　／ 20,579人
cafe Art／ 101,568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。洋食を中心に、和食、
丼類、そば等豊富なアラカルト料理やセットメニューを揃
えた、カジュアルレストラン「ミューズ」、ゆったりとした
空間で上質な料理を味わっていただける本格フレンチダイ
ニング「サロン」、各種軽食、デザート、ドリンク類を提供
する「カフェ アート」である。

レストラン
MUSE（ミューズ）
面積／ 481㎡
席数／ 200席
営業時間／ 10：00～ 17：30
（特別展開催中の金曜は20：00まで）

Salon（サロン）
面積／ 249㎡
席数／ 50席
営業時間／ 11：00～ 17：30
（特別展開催中の金曜は20：00まで）

カフェ
cafe Art（カフェ アート）
面積／ 103㎡
席数／ 50席
営業時間／ 9：30～ 17：30
（特別展開催中の金曜は20：00まで）



64

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

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

オリジナル商品
「TOKYO CRAFTS & DESIGN 2012」（新伝統工芸プロ
デュース）に選定された10種類の商品のほか、当館ロゴ入
りオリジナルグッズ（ブロックメモ、ポストカード）などを
取扱う

認定商品／ 10種〈2018（平成30）年3月末〉
販売場所／ 東京都美術館ミュージアムショップ

ミュージアムショップ

実績
来客数／ 111,135人

商品リスト
商品名 伝統工芸

分野
制作者
（職人×デザイナー）

2012（平成24）年10月販売開始～
2018（平成30）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 103
切子の指輪 江戸切子 堀口徹×小宮山洋 39
mixed pendant 江戸象牙 片山紀史夫×峰岸奈津子 51
鼈甲ブックマーカー 江戸鼈甲 大澤健吾×廣田尚子 158
ペーパーウェイト－モアレ 江戸切子 堀口徹×河本匠真 81
小紋チーフ 東京染小紋 富田篤×南出優子 163
木彫ルーペ 江戸木彫刻 渡邉宗雲×渡邉純人 152
結－yuu- 東京くみひも 川勝新一×なごみ 132
ホントノキモチ 東京銀器 泉健一郎×竹中逸人・幾度慶美 46
漆硝子文鎮 江戸切子 廣田達朗×藤本英子 34
売上げ個数合計 959

漆硝子文鎮 結�─�yuu

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

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

実績
臨時延長

夏季金曜日／ 9:30～ 21:00まで延長
8月5日、12日、9月9日
7月21日、28日、8月4日、11日、18日、25日
金曜日以外／ 9:30～ 20:00
11月1日、2日、4日
（上野公園地区のイベント協力ほか）

各種サービス・貸出など
自動販売機（飲料水など、有料）／ 8台
水飲み場（無料）／ 2台
貸ロッカー（コインリターン式、無料）／ 512台（サイズ
内訳：小465、中39、大8）
貸車椅子（手動型、無料）／ 23台
貸ベビーカー（無料）／ 5台（内訳：2～ 24カ月用2台、1
～ 48カ月用3台）
特殊簡易公衆電話（コイン式、有料）／ 1台
コピーサービス（公募展示室等の利用団体向け、有料）

　　　　　 公衆無線LAN（FREE Wi-Fi & TOKYO）

FREE Wi-Fi & TOKYO Wi-Fi ロゴ　正方形

託児サービス
　東京都美術館又は上野公園内の文化施設へお越しの方が
利用できる託児サービス（パパママデー）を2014（平成26）年
度から開始した。託児サービスは特別展開催時、月に3回
程度実施している。

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

チラシ

来館者サービス

実績
実施日数／ 37日
利用者数／ 174人（1日平均 4人）
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広報事業・諸活動5 広報事業

調査研究
収蔵品
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　2017（平成29）年度は、印刷物では「ガイドリーフレット」
を5言語［日・英・中（簡）・中（繁）・韓］で制作した。ウェ
ブサイトやSNSでの情報発信を積極的に実施するほか、
初めてのSNS広告に取り組んだ。また、ウェブサイトで
は、展覧会の詳細な情報についても、5言語表示にするな
ど、一層の多言語化につとめた。さらに、地域連携の一層
の強化を図り、新たな近隣商業施設等との相互広報、タイ
アップなどを実施した。

印刷物の発行
　従来発行していた、概要リーフレット、展覧会カレン
ダー、フロアマップを1冊にまとめた「ガイドリーフレッ
ト」を5言語［日・英・中（簡）・中（繁）・韓］で制作し、館
内をはじめ都内の美術館・博物館、主要観光案内所、宿泊
施設等で配布した。また、広報誌「東京都美術館ニュース」
には、巻頭インタビューにタレントを起用するなど工夫を
こらした内容とし、年4回発行した。

館広報印刷物
名称 言語
広報誌「東京都美術館ニュース」 日英併記
ガイドリーフレット 日 /英 /中（繁）/中（簡）/韓
上野公園イラストMAP 日
谷中イラストMAP 日

広報事業

ウェブサイトとSNSの運用
　ウェブサイトの年間ページアクセス数は約1,300万とな
り、ツイッターはフォロワー数が14万を超え、フェイス
ブックも堅調に推移した。企画展「杉戸洋　とんぼ と の
りしろ」でSNS広告を実施したところ、特設サイトへのア
クセス増加、イベント周知等に大いに成果があった。
○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
平成25年度 6,155,741 10,376人 1,669人
平成26年度 10,334,828 19,537人 4,462人
平成27年度 12,473,648 61,850人 7,695人
平成28年度 16,791,673 116,543人 13,513人
平成29年度 12,993,661 145,319人 17,395人

ホームページ閲覧数、SNSフォロワー数

各種サインボード、広告掲出
　最寄り駅からのアクセス案内及び展覧会情報の発信媒体
の一つとして、公園内等への各種サインボードを掲出し
た。また、展覧会の周知を図るため、上野商店街へのペナ
ント掲出や松坂屋上野店懸垂幕広告、PARCO_ya壁面広
告、JRや東京メトロ上野駅への交通広告等を実施した。

プレスリリース作成、取材対応及び取材誘致
　美術業界紙・誌のほか、一般情報誌向けにプレスリリー
スを配信。電話・FAX・メールでの記事掲載対応のほか、
取材対応・撮影・収録立会いなどを行った。
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各種メディアへの放映・掲出件数
　TV・ラジオ／ 195件、新聞／ 1,231件、雑誌等／ 2,485件

商業施設との広報展開
　近隣商業施設発行リーフレットへの展覧会情報の掲載の
ほか、店舗内へのポスチラ配架・掲出、特別展コラボグッ
ズ等の共同開発など、地域連携による広報強化に努めた。
2017（平成29）年度は、新たに、上野マルイ、PARCO_ya
等とのタイアップも実施した。

地域連携
　国際博物館の日（5月18日）前後に上野公園周辺の文化
施設と商店街で開催する「上野ミュージアムウィーク」、台
東区と上野の山の文化施設などで開催する「上野の山文化
ゾーンフェスティバル」、上野文化の杜新構想事業などに
参画した。
・上野ミュージアムウィーク（5月6 日～ 21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

　5月18日 ブリューゲル「バベルの塔」展 オリジナルポス
トカードを入場者先着100名にプレゼント
・上野の山文化ゾーンフェスティバル（9～ 11月）
主催／上野の山文化ゾーン連絡協議会

・上野文化の杜新構想事業
（1）「上野地区文化施設共通入場券（UENO WELCOME 
PASSPORT）」の発行
　上野地区における利用者の回遊性の向上を目指して実
施。
実施期間／（上期）4月1日～ 9月30日、（下期）10月1日
～ 3月31日

（2）だれでも楽しめる上野推進事業「ベビーといっしょに
ミュージアム」「手話通訳つき建築ツアー」
　「TOKYO数寄フェス」（11月10日～ 19日）の開催期間
にあわせ、誰もが文化施設へのアクセスがしやすくなる環
境づくりを推進した。詳細はP54。

（3）「バベルナイト」
　「バベルの塔」展、及び東京藝術大学「Study of BABEL」
展の開催にあわせ、東京藝術大学が制作した３DCG映像
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を上野の森美術館の壁面にプロジェクション投影するとと
もに、特別収録したコンサートを実施。さらに、園路をバ
ベルの塔の明かりで照らす「ヒカリのアート・プロジェク
ト」により、公園内の夜間の賑わいを創出した。
実施日時（プロジェクション＆バーチャルコンサート）／
5月12日19:00～、19:00～

（4）「夜の音めぐり 東京・初春・音楽祭」
　プレミアムフライデーにあわせて、上野の各文化施設を
舞台に初春を祝う音楽夜会を開催。
実施日時（当館実施分）／ 1月26日17:45 ～、18:45 ～ 
会場／特別展会場入口前

年報発行
　「平成28年度�東京都美術館年報」（Tokyo�Metropolitan
Art�Museum�Annual�Report）を発行し、全国の関係各所
に配布した。
• 編集方針
（1）社会に発信するコミュニケーションの手段として、
• �MSR（Museum�social�responsibility）レポートの要素を
加味し成果や評価結果の概要を提示
• �洗練されたデザインにより、わかりやすく、親しみや

すい言葉で語る
（2）成果や課題をビビッドに知らせる生きた年報として、
• 利用者の視点で活動や成果を知らせる
• 画像を用い、視覚に訴え、館の顔が見えるように
（3）活動の記録の基礎資料として、
• 基本的なデータを網羅し、資料性を高める

ロケ撮影受け入れ
　当館では、東京におけるロケーション活動の円滑化を図
り、東京のPRに資する映画、テレビドラマ等の撮影を通
じ東京の文化発信力を高めるという、東京ロケーション
ボックスの設立趣旨に賛同して、一定条件のもとでロケ撮
影を受け入れている。2017（平成29）年度は以下の通り。

スチール撮影
　許可件数／�14、撮影件数／�14、撮影日数／�14

映像（ムービー）制作
　許可件数／�1、撮影件数／�1、撮影日数／�1

主な掲載媒体
　ファッション誌・ファッションブランドカタログ、テレ
ビドラマなど

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

平成28年度　東京都美術館年報
Tokyo Metropolitan Art Museum Annual Report 2016
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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。博物館法による博物館相当施設として、調
査研究の成果を明確に示す必要性がある。
　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。ま
た、美術や美術館に関する職員の知見は、寄稿や講演など
により、より広く社会に還元するように努めている。紀要
及び職員別の取り組みは以下の通り。

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

　2017（平成29）年度は、『東京都美術館紀要 No.24』を発
行した。巻末に、各論文の英文概要を掲載した。内容は以
下の通り。
・酒井萌子「ジョセフ・ベルナール《ダンス》を読み解く」

pp.5-16
・山村仁志「近代と現代の写

リアリズム

実──２つの展覧会ノートか
ら」pp.17-27

・水田有子／編「東京都美術館『美術図書室』の歩み──中
島理壽氏によるオーラル・ヒストリー」pp.29-42

調査研究

東京都美術館紀要 No.24
The Bulletin of Tokyo Metropolitan Art Museum No.24

著作・講演等　※五十音順

●稲庭彩和子
【著作・寄稿】
・Museum Trip: Social Inclusion Program for Children with 

Overseas Roots,CAMOC MUSEUMS CITIES OF 
REVIEW,02/2017,pp.16-18
・「「ありのまま」をとらえる─共同構築的な知の可能性」、
『文化資源学 第15号』pp.70-72、文化資源学会、2017
年6月30日
・「多様な市民の文化的知性とつながるミュージアム」、高
階秀爾他編『まちとミュージアムが織りなす文化 : 過去
から未来へ』pp.224-225、現代企画室、2017年12月1日

【講演・セミナー】
・「ミュージアムが促す学びと社会参加（パブリック・ペダ
ゴジーとミュージアム）」、カルチュラル・スタディーズ
学会、早稲田大学、2017年6月25日

・「社会教育施設の経営の実際と連携」平成28年度社会教
育主事講習シンポジウム国立教育政策研究所社会教育実
践研究センター、2017年7月28日
・「博物館教育論」、早稲田大学博物館学芸員資格課程、早
稲田大学、2017年8月8日
・「基調講演：楽しいミュージアム体験をつくるツールと
プログラム」および共同討議への登壇、学校と美術館の
連携事業─シンポジウム─「学校×美術館－アクセシビ
リティを高める多角的・多様な活用－」、岡山県立美術
館、2017年8月11、12日
・「ミュージアムの社会包摂の役割とその活動」、文化庁エ
デュケーター研修、東京都美術館、2017年9月6日

・ ICOMミュージアム・カフェ企画運営・ファシリテー
タ、東京国立博物館「ゆりの木」、2017年11月17日
・「人々が本当に幸せに暮らせる社会とは？ーべてる式×
とびら式」とびらプロジェクト オープン・レクチャー、
東京藝術大学、2017年11月26日
・「芸術文化特論Ⅱ」、武蔵野美術大学、2017年12月11日
・とびらプロジェクトフォーラム「アート・コミュニケー
タ奮闘記─うまくいったり、いかなかったり」、東京都
美術館×東京藝術大学「とびらプロジェクト」フォーラ
ム、東京都美術館、2018年2月3日

【委員・その他の学術活動】
・文化庁「博物館の管理運営に関する研修」企画運営会議委員 
・鳥取県美術館整備基本計画策定アドバイザリー委員会委員
・滋賀県新生美術館整備推進専門家会議委員
・ICOM（国際博物館会議）京都大会運営委員
・文化資源学会　副会長
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●岡本純子
【著作・寄稿】
・「ゴッホ展─巡りゆく日本の夢─」『うえの』、上野のれ
ん会、2017年11月号、pp. 39-41

・「ムスメと夾竹桃」『ゴッホ展　巡りゆく日本の夢』普及
版図録、北海道新聞社、NHK、NHKプロモーション、
p.94

・「没後50年　藤田嗣治展」『美術の窓』、2018年2月号、
p. 1

【講演・セミナー等】
・NHK文化センター講座「『ゴッホ展　巡りゆく日本の
夢』を楽しむ」NHK文化センター青山教室、2017年10
月30日
・「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」関連文化講演会「『ゴッホ
展　巡りゆく日本の夢』を楽しむ」①立川市女性総合セン
ター（アイムホール）、2017年11月10日、②荒川区立
生涯学習センター大会議室、2017年11月12日、③日本
橋劇場、2017年11月14日、④江戸川区総合文化セン
ター研修室、2017年11月16日、⑤江東区文化コミュニ
ティ財団森下文化センター多目的ホール、2017年11月
17日、⑥くにたち市民芸術小ホール、2017年11月20
日、⑦大田区民プラザ大ホール、2017年11月22日⑧台
東区生涯学習センターミレニアムホール、2017年11月
28日、⑨和光大学ポプリホール鶴川、2017年11月30
日⑩文京シビックホール小ホール、2017年12月19日

●大橋菜都子
【著作・寄稿】
・「ボストン美術館の至宝展　東西の名品、珠玉のコレク
ション美術館」『うえの』、上野のれん会、2017年7月号、
pp. 30-32

・「ボストン美術館とモネ──1911年の個展とコレクショ
ン形成の特色」『ボストン美術館の至宝展』図録、朝日新
聞社、pp. 196-199
・「今月の名作「子守唄、ゆりかごを揺らすオーギュス
ティーヌ・ルーラン夫人」『ノジュール』、JTBパブリッ
シング、2017年9月号、pp. 2-3
・「プーシキン美術館展──旅するフランス風景画」『美術
の窓』、2018年2月号、pp. 12-13

・「映画「ゴーギャン タヒチ、楽園への旅」 原始的な生活
と近代文明の光と闇に揺れる、島の人々との交流と葛藤」
『公明新聞』、2018年1月31日
【講演・セミナー等】
・朝日カルチャーセンター講座「ボストン美術館の至宝展
　珠玉のコレクションを楽しむ」、朝日カルチャーセン
ター立川教室、2017年7月29日

・一般社団法人日本プロフェッショナル販売員協会・教養
プログラム「ボストン美術館の至宝展のみどころ」、東京
都美術館、2017年9月7日

・「ボストン美術館の至宝展」記念講演会「ボストン美術館
の印象派──モネ・コレクションを築いたコレクター」、
東京都美術館、2017年9月9日
・知求アカデミー講座「ボストン美術館の至宝展　珠玉の
コレクションを楽しむ」、株式会社ワールド航空サービ
ス会議室、2017年9月26日
・「ゴッホ展 巡りゆく日本の夢」関連文化講演会「ファン・

ゴッホのジャポニスム」①羽村市生涯学習センター、
2017年11月5日、②豊島区あうるすぽっと、2017年11
月10日、③あきる野市中央公民館、11月30日
・「ボストン美術館の至宝展」記念講演会「ファン・ゴッホ
によるルーラン夫妻の肖像画について」、神戸市立博物
館、2017年11月18日
・「コレクションと特別展・展覧会の舞台裏」、国際基督教
大学学芸員資格課程「博物館資料論」、2017年10月6日
・「美術館学芸員のしごと」、東洋美術学校学芸員資格課程
「博物館教育論」、2017年12月7日

●大和田優
【著作・寄稿】
・「『第5回 都美セレクション グループ展』について」『第5
回 都美セレクション グループ展 記録集』東京都美術
館、2017年、pp.46-47
・「東京都美術館での『学校教育展』について」『東京都美術
館ニュース』№454、2017年12月31日、pp.10-11

●熊谷香寿美
【講演・セミナー等】
第18回一橋大学「芸術と社会」研究会 
「市民とつくるミュージアムでのインクルーシブ・プログ
ラムの試み（東京都美術館の事例より）」

●酒井萌子
【著作・寄稿】
「ジョセフ・ベルナール《ダンス》を読み解く」『東京都美術
館紀要No.24』東京都美術館、2018年3月31日、pp.5-16

●田村麗恵
【著作・寄稿】
・「9人が語る絵画と写実－作家Q&A」（田村麗恵／編）『上
野アーティストプロジェクト「現代の写実－映像を超え
て」』図録、東京都美術館、2017年、pp.97-107
・「今も、昔も、これからも－公募団体展へのいざない」『東
京都美術館ニュース』№452、2017年6月30日、p.10
・「個性的な空間の『ギャラリー』で、多彩な作品との出会
いを」『東京都美術館ニュース』№455、2018年3月31
日、p.10

【講演・セミナー等】
・「文化財の保存と教育」東京学芸大学附属高等学校、

2018年1月29日
【委員・その他の学術活動】
・「現代美術の展望　VOCA2018－新しい平面の作家たち
－」推薦委員

●髙城靖之
【著作・寄稿】
・「ネーデルラントの絵画伝統とロマニズム」「模倣作と共
作」「一族の使用した支持体──板、カンヴァス、銅板、
大理石──」『ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜』
展覧会図録、日本テレビ放送網、2018年、pp. 52-53, 
98-99, 164-165
・「ピーテル・ブリューゲル2世《野外での婚礼の踊り》」『一
個人』2018年2月号、p. 104
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・「ブリューゲル一族」『東京・春・音楽祭―東京のオペラ
の森2018―』（公式プログラム）、2018年3月15日、
pp. 135, 137

・「ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜」『美術の窓』
2018年2月号、p. 16

・「画家一族の興隆　150年の歴史を作った4人のブ
リューゲル」『ミセス』2018年3月号、p. 118

・「ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜」『うえの』2
月号、上野のれん会、2018年2月1日pp. 19-21

【講演・セミナー等】
・「ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜の見どころ」
朝日カルチャーセンター新宿教室、2018年2月1日

・「ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜」日本工業倶
楽部美術鑑賞会、2018年2月2日

・「ブリューゲル展　画家一族 150年の系譜」記念講演会
「ブリューゲル一族と16、17世紀フランドルの絵画制
作」、東京都美術館、2018年3月17日

●中原淳行
【講演・セミナー等】
・「博物館実習Ⅰ」、首都大学東京学芸員養成課程科目、東
京都美術館、2017年6月3日

・「展覧会と資料の読み方の関係について」「アーカイブの
作りかた」、多摩美術大学芸術学科学芸員課程科目「博物
館実習RI」、多摩美術大学、2017年9月1日
・「『ゴッホ展 巡りゆく日本の夢』のみどころ」、ゴッホ展
関連文化講演会、①足立区生涯学習センター、2017年
11月5日、②新宿区立新宿歴史博物館、2017年11月11
日、③葛飾区郷土と天文の博物館、2017年11月16日、
④調布市文化会館たづくりくすのきホール、2017年11
月20日

●早川典子
【著作・寄稿】
・「効率よく展示するための工夫──公募展示室より」『東
京都美術館ニュース』No.453、2017年9月30日、p.10

・日本建築学会建築計画委員会『ミュージアムに自然光は
必要か？』「ミュージアムに自然光は必要か　学芸員の
立場より」　2017年11月30日　　pp.10-11

【講演・セミナー等】
・えどはくカルチャー「前川國男と東京都美術館」（「上野
の歴史と東京都美術館のあゆみ」第4回）
東京都美術館講堂、2018年3月20日

●水田有子
【著作・寄稿】
・「『のりしろ』に広がる光と時間　杉戸洋の絵と空間をめ
ぐって」『杉戸洋　とんぼ と のりしろ』図録、東京都美
術館、2017年、pp.98-105
・「東京都美術館『美術図書室』の歩み──中島理壽氏によ
るオーラル・ヒストリー」（水田有子／編）『東京都美術
館紀要No.24』、2018年3月31日、pp.29-42

【講演・セミナー等】
・えどはくカルチャー「東京府美術館の設立とその歩み」
（「上野の歴史と東京都美術館のあゆみ」第2回）
東京都美術館講堂、2018年2月27日

●山村仁志
【著作・寄稿】
・「コラム1　ボスの油彩技法」、「コラム5　不安、ユーモ
ア、ヒューマニズム―バベルの塔の現代的意味」「コラ
ム6　ネーデルラント美術と日本近代絵画―岸田劉生の
「クラッシックの美」」『ボイマンス美術館所蔵　ブリュー
ゲル「バベルの塔」展』図録、東京都美術館、2017年4月
　pp.114-115、pp.190-191、pp.192-193、
・「ブリューゲル「バベルの塔」展　16世紀ネーデルラント
の至宝―ボスを超えて」『うえの』　2017年4月　pp.23-
25

・「バベルの塔―ブリューゲルにとって「人間」とは何だっ
たのか？」『美術の窓』no.406　生活の友社　2017年7
月　p.16
・「現代の写実―映像、リアリティ、写実」『現代の写実―
映像を超えて』展図録、東京都美術館、2017年11月　
pp.9-15
・「写真より、もっとリアルに！」『新美術新聞』　2017年

12月1日
・「近代、そして現代の写実について」『うえの』　2017年

12月
・「写真と絵作り」『美術の窓』　2017年12月
・「近代と現代の写

リアリズム

実──2つの展覧会ノートから」『東京
都美術館紀要No.24』、東京都美術館、2018年3月31日、
pp.17-27
・「「エピクロスの空地」を見て―関係性のパスワーク」、
「「第6回都美セレクショングループ展」について―6つの
多様な現代」『第6回都美セレクショングループ展記録
集』2018年年3月、p.45、pp.54-55

【講演・セミナー等】
・「ブリューゲル「バベルの塔」展の見どころ」朝日カル
チャーセンター立川教室　2017年4月29日
・立教大学文学部「演習A1　バベルの塔展について」立教
大学池袋キャンパス2017年5月16日

・「ブリューゲル「バベルの塔」展の見どころ」雑誌ハルメク
主催　東京都美術館講堂　2017年6月20日
・講演会「現代の写実（リアリズム）とは？」　東京都美術館
講堂、2017年12月9日
・東京工芸大学芸術学部「現代文化論　現代の写実につい
て」東京工芸大学厚木キャンパス2017年12月15日

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

野外彫刻等の立体作品
　野外彫刻等の立体作品は、1975（昭和50）年度から
1985（昭和60）年度にかけて収集された11点（寄贈を含む）
など12点を常時展示している。
　本年度、野外彫刻10点、レリーフ1点の洗浄調査を実
施した。

収蔵品

 作家名 作品名 制作年 材質 分類
1 五十嵐晴夫 メビウスの立方体 1978 花崗岩 彫刻
2 井上武吉 Plus and Minus No.55 1975 ステンレス 彫刻＊
3 井上武吉 my sky hole 85-2 光と影 1985 ステンレス・鉄 彫刻
4 建畠覚造 さ傘 (天の点滴をこの盃に ) 1973 アルミニウム・ステンレス・鉄 彫刻
5 鈴木久雄 P3824 M君までの距離 1977 花崗岩 彫刻
6 堀内正和 三本の直方体 B 1978 ステンレス 彫刻
7 堀内正和 三つの立方体 A 1978 ステンレス 彫刻
8 最上壽之 イロハニホヘトチリヌルヲワカタレソツネ……ン 1979 富士大沢石 彫刻
9 保田春彦 堰の見える遠景 1975 花崗岩・ステンレス 彫刻
10 小田 襄 円柱の領域 1975 ステンレス 彫刻
11 朝倉文夫 佐藤慶太郎像 1926 ブロンズ 彫刻
12 ジョセフ＝アントワーヌ・ベルナール 舞踏 1925 / 1975 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、1963（昭和38）年度から
1978（昭和53）年度にかけて行われた。1994（平成 6）年

には東京都現代美術館に移管されたが、2011（平成23）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 作品名 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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2017（平成29）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／上野AP

／グループ展／
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 59,004 0 135,768 194,772 1,464 661 1,778 609 4,512 199,284
5月 142,982 0 124,965 267,947 2,822 689 2,238 540 6,289 274,236
6月 166,769 20,890 107,916 295,575 2,881 746 1,124 588 5,339 300,914
7月 59,418 7,240 61,394 128,052 4,604 590 964 427 6,585 134,637
8月 117,577 8,892 55,233 181,702 4,337 925 1,788 441 7,491 189,193
9月 110,493 9,986 119,629 240,108 2,689 770 1,781 593 5,833 245,941
10月 68,709 7,906 112,534 189,149 1,100 540 1,676 464 3,780 192,929
11月 149,326 22,829 132,078 304,233 4,453 636 2,227 605 7,921 312,154
12月 138,844 51,878 50,016 240,738 4,493 502 1,473 641 7,109 247,847
1月 71,723 15,785 64,596 152,104 1,524 433 2,069 365 4,391 156,495
2月 62,704 0 166,484 229,188 3,418 515 2,748 401 7,082 236,270
3月 91,844 0 133,143 224,987 2,312 688 2,338 609 5,947 230,934
合計 1,239,393 145,406 1,263,756 2,648,555 36,097 7,695 22,204 6,283 72,279 2,720,834

2017（平成29）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
2015（平成27）年度から2017（平成29）年度の結果を比較
する。（総合満足度については2016（平成28）年度の結果
のみ掲載）

※公益財団法人東京都歴史文化財団「東京都美術館平成29
年度顧客満足度調査報告書」からデータを抜粋。2015年度
は5回、2016年度は6回、2017年度は5回、調査を実施した。

来館者の特徴
性別
　2017年度は、女性の比率が69.7％となっており、過去2
年間と変わらず女性比率が高い傾向にある。

【性別（経年比率）】

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

31.4 68.6

33.0 67.0男性 女性

2016年
（n=676）

2015年
（n=654）

2017年
（n=532）

男性 女性 無回答

69.7 0.230.1
無回答

年代
　50代以上の中高年齢者層は6割以上である。前年度と大
きな変動は無い。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2016年
（n=676）

2017年
（n=532）

10-20代 40代 50代30代 60-64歳 65-69歳 70歳以上

10-20代 40代 50代30代 60代 70歳以上

12.0 9.2 14.8 22.2 13.8 13.2 14.9

13.0 9.8 14.5 21.1 16.0 10.3 15.4

2015年
（n=654） 14.1 8.3 16.2 15.1 25.8

60代 27.0

20.5

【年齢（経年比率）】

60代 26.3

居住地
　東京都居住者率の合計は39.2％と1.9ポイント減少して
いる。一方で近隣3県（埼玉県・千葉県・神奈川県）在住者
合計と地方在住者の比率はわずかに増加となっているが、
いずれも傾向に大きな変動は無い。

2016年
（n=676）

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

東京23区 近隣3県 地方

無回答

32.2 8.9 37.0 21.9

2017年
（n=532） 30.6 8.6 39.1 21.0 0.8

2015年
（n=654） 31.7 6.9 38.5 22.9

東京都居住者率：39.2%

東京23区外

【居住地（経年比率）】

東京23区 東京23区外 近隣3県 地方 無回答

来館頻度
　「はじめて」「数年に１回」のライトユーザが22.2％、「年
に1�～�2回」のミドルユーザが35.9％、「2�～�3�ヶ月に1回」
「月に1回以上」のヘビーユーザが41.9％となっている。前
年度に比べヘビーユーザの割合が4ポイント増加している
一方で、ライトユーザの割合が1.9ポイント減少している。
なお、グラフには記載されていないが、10-20代の来館者
は、「はじめて」のライトユーザが約30％を占め、70歳以上
の来館者では、ヘビーユーザの割合が43.9％となっている。

2016年
（n=676）

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

はじめて 数年に
1回

年に
1～2回

月に
1回以上

2～3ヵ月
に1回

15.7 8.4 38.0 31.7 6.2

2017年
（n=532） 13.7 8.5 35.9 37.6 4.3

2015年
（n=654） 18.0 12.5 40.4 24.6 4.4

【来館頻度（経年比率）】

はじめて
数年に1回

年に1～2回
月に1回以上
2～3ヵ月に1回

ライトユーザ ミドルユーザ ヘビーユーザ
と定義する。

ライトユーザ:22.2% ミドルユーザ:35.9% ヘビーユーザ:41.9%
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来館者の満足度

総合満足度

1.9

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

二科100年展
（n=105）
モネ展

(n=106）

キュッパのびじゅつかん
（n=38）

ボッティチェリ展
（n=67）

公募展・連携展
（n=240）

ギャラリートーク等普及事業は回答者なし

アートラウンジ
(n=42）
美術情報室

(n=1）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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大英博物館展
(n=114）

【事業満足2015年】

ポンピドゥー・センター
傑作展（n=118）
ゴッホとゴーギャン展

(n=182）

木々との対話
（n=37）

ティツィアーノと
ヴェネツィア派展（n=99）

公募団体展
（n=180）

アートラウンジ
(n=39）
美術情報室

(n=4）
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若冲展
(n=95）

【事業満足2016年】

ワークショップ・
ギャラリートーク（n=6）

(※n=10以下のものは、僅少のため参考値)

ボストン美術館の至宝展
（n=140）

ゴッホ展(n=147）

杉戸洋展(n=29）

ブリューゲル展(n=52）

現代の写実展(n=18）

公募展(n=124）

美術情報室
(n=5）
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バベルの塔展(n=64）

【事業満足2017年】
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【2015年度満足度】
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【2016年度満足度】
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展示室内の売店
（n=229）
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（n=12）

レストラン サロン
（n=8）

カフェ アート
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【2017年度満足度】
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全体（n=532）

ライトユーザ（n=118）

ミドルユーザ（n=191）

ヘビーユーザ（n=223）

ボストン美術館の至宝展（n=140）

バベルの塔展（n=64）

ゴッホ展（n=147）

ブリューゲル展（n=52）

杉戸洋展（n=29）

現代の写実展（n=18）

公募展（n=124）
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展覧会等の満足度
　調査中に開催していた6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

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

　全体的に総合満足度は高く、60-64歳を除く全ての属性
別で95％以上となっている。年代別の総合満足度は、
10-20代と30代及び40代では100％である。特に10-20代で
は「満足」回答が88.4％と最も高い。

計。以下同じ。）はいずれも9割を超える。「満足」回答では、
「公募団体展」が83.1％と最も高く、ついで「杉戸展」が
82.8％、「バベルの塔展」が81.3％と高くなっている。

ついでミュージアムショップが97％となっている。
（※n＝10以下のものは母数が少ないため参考値）

　60-64歳で不満比率が5.9％とやや高いが、これ以外の年
代の総合満足度としては全て95％を超えている。来館頻
度別の総合満足度は、ライトユーザの満足度が100％と
なっている。事業別の総合満足度では「杉戸展」と「現代の
写実展」の満足度が100％となっている。
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公益目的事業会計
（自主事業） （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 50,221
　　　　入場料 11,800
　　　　共催事業収益 38,421
　　受取負担金 21,000
経常収益計 71,221
経常費用
　　事業費 133,165
経常費用計 133,165
当期経常増減額 △ 61,944
他会計振替額
　　収益事業会計振替額 41,944
当期一般正味財産増減額 △ 20,000

（受託事業） （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 300,857
　　　　施設使用料 300,857
　　管理運営受託収益 548,626
　　雑収益 5,240
経常収益計 854,723
経常費用
　　事業費 853,397
経常費用計 853,397
当期経常増減額 1,326
当期一般正味財産増減額 1,326

収益事業等会計 （単位千円）
経常収益の部
経常収益
　　事業収益 121,230
　　　　共催事業収益 19,974
　　　　出版物販売 5,125
　　　　管理手数料 77,800
　　　　撮影手数料 131
　　　　受取光熱水費 18,200
　　管理運営受託収益 1,940
　　雑収益 58
経常収益計 123,228
経常費用
　　事業費 39,340
経常費用計 39,340
当期経常増減額 83,888
他会計振替額
　　公益目的事業会計振替額 △ 61,753
法人税、住民税及び事業税 7,706
当期一般正味財産増減額 14,429

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 並木 一夫（公益財団法人東京都スポーツ文化事業団理事長）
副会長 手塚 雄二（日本画家・東京藝術大学教授）
委員 新井 光風（書道家・謙慎書道会顧問）

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

任　期：2017（平成 29）年 7月 1日～ 2018（平成 30）年 12月 31日
開催日：2018（平成 30）年 3月 15日
議　題：2017（平成 29）年度事業の状況報告について
　　　　2018（平成 30）年度事業計画について
　　　　2019（平成 31）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：2017（平成 29）年 7月 1日～ 2019（平成 31）年 6月 30日
開催日：2017（平成 29）年 5月 12日
議　題：2016（平成 28）年度東京都美術館事業の評価について
　　　　2017（平成 29）年度東京都美術館事業計画について
開催日：2018（平成 30）年 1月 30日
議　題：2016（平成 28）年度指定管理者管理運営評価結果について
　　　　2017（平成 29）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 （2018年3月31日現在）
館長 真室 佳武
副館長〔派〕 松下 裕子

企画調整課
企画調整課長事務取扱 松下 裕子（兼務）
学芸担当課長 山村 仁志　

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

交流係
次席（学芸） 早川 典子
主事（学芸） 田村 麗恵
主事（学芸） 大和田 優
専門調査員 井口 広大
専門調査員 酒井 萌子
再雇用（学芸） 平方 正昭

アート・コミュニケーション係
アート・コミュニケーション係長（学芸） 稲庭 彩和子
主事（学芸） 河野 佑美
主事（学芸 ) 熊谷 香寿美

事業係 　
事業係長（学芸） 中原 淳行
主任（学芸） 岡本 純子
主任（学芸） 大橋 菜都子
主事（学芸） 水田 有子
主事（学芸） 高城 靖之
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／株式会社精養軒
ミュージアムショップ／株式会社美術出版エデュケーショナル
美術情報室・アートラウンジ／株式会社図書館流通センター
展覧会受付・看視 /株式会社フクシ・エンタープライズ
※公募団体展、学校教育展、グループ展を除く

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

1976 戦前の前衛展＊ 50  13,328 （267）
（昭和51）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）

1980 現代版画の一断面＊ 50  11,322 （226）
（昭和55）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）

1985 井上武吉新作展＊ 40  7,274 （182）
（昭和60）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）

1990 大英博物館秘蔵　江戸美術展 41  145,592 （3,551）
（平成2）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）
1995 法隆寺金堂壁画展 57  151,633 （2,660）
（平成7）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）

2000 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）
（平成12）

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）

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

プーシキン美術館展 
～シチューキン・モロゾフ・コレクション

50  378,013 （7,560）

～日本の美　三千年の輝き～
ニューヨーク・バーク・コレクション展

36  88,572 （2,461）

プラド美術館展
～スペインの誇り、巨匠たちの殿堂～

6  34,973 （5,828）

平成18 プラド美術館展
～スペインの誇り、巨匠たちの殿堂～

81  466,959 （5,765）

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

58  308,016  （5,311）

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

サンクトペテルブルク　国立ロシア美術館展　
ロシア絵画の神髄

63  99,034 （1,572）

トプカプ宮殿の至宝展　
オスマン帝国と時代を彩った女性たち

48  197,874 （4,122）

フィラデルフィア美術館展　
印象派と20世紀の美術

66  318,273 （4,822）

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

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

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

64  100,273 （1,567）

フェルメール展　
光の天才画家とデルフトの巨匠たち

118  934,222 （7,917）

生活と芸術－アーツ&クラフツ展　
ウィリアム・モリスから民芸まで

57  122,582 （2,151）

平成21 生活と芸術－アーツ&クラフツ展　
ウィリアム・モリスから民芸まで

5  18,113 （3,623）

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

64  165,469 （2,585）

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

マウリッツハイス美術館展
オランダ・フランドル絵画の至宝

71  758,266 （10,679)

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

78  328,770 （4,215)

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

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

61  261,819 (4,292)

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

2014 日本美術院再興100年 特別展『世紀の日本画』 1  4,340 (4,340)
（平成26）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)

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

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

69  36,089 （523）

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

年度 展覧会名 開催
日数

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

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

19  11,923 （628）

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

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

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

90  206,462 (2,294)

開館90周年記念展
木々との対話──再生をめぐる5つの風景 ＊

61  41,949 (688)

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

19  10,149 (534)

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

2017 ティツィアーノとヴェネツィア派展 2  8,048 (4,024)
（平成29）ボイマンス美術館所蔵 ブリューゲル『バベルの塔』

展
67  379,527 (5,665)

第 6回都美セレクション グループ展 ＊ 63  25,976 (412)
ボストン美術館の至宝展 72  313,131 (4,349)
企画展「杉戸洋　とんぼ と のりしろ」 68  28,938 (426)
ゴッホ展　巡りゆく日本の夢 66  370,031 (5,607)
上野アーティストプロジェクト「現代の写実」 ＊ 45  49,355 (1,097)
コレクション展「近代の写実」＊ 45  41,137 (914)
ブリューゲル展 画家一族 150年の系譜 59  168,656 (2,859)

注）
・2017年度のブリューゲル展は、3月 31日までの実績。
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年度 団体数 団体数の内訳
継続使用団体 抽選使用団体

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

年度 団体数 団体数の内訳
学校教育 公募団体 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

平成24（2012） 273 14 259 20 85 98 56
平成25（2013） 269 14 255 20 94 114 27
平成26（2014） 270 15 255 21 97 114 23
平成27（2015） 267 14 253 22 97 115 19
平成28（2016） 269 15 254 22 100 114 18
平成29（2017） 264 17 247 26 72 111 38

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）

1975（昭和50） 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
1980（昭和55） 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
1985（昭和60） 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
1990（平成2） 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
1995（平成7） 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
2000（平成12） 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
2005（平成17） 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
2010（平成22） 9 4 26,083 1 4 15,890 42,036

注）
・1975年 9月に新館が開館。1975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。
・1975年度から 1994年度の企画展等は、共催展・特別展のほか、1994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。
・2010年度は大規模工事のため、4日間のみ開館。2011年度は全面休館した。

1975（昭和50）年度～2010（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）

1926（大正15） 10 - 473,434
昭和2 30 - 702,174
昭和3 29 - 535,333
昭和4 45 - 729,301
1930（昭和5） 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
1935（昭和10） 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
1940（昭和15） 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
1945（昭和20） 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
1950（昭和25） 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
1955（昭和30） 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
1960（昭和35） 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
1965（昭和40） 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
1970（昭和45） 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）
・1938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。

1926（大正15）年度～1974（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）

2012（平成24） 3 211 1,340,431 17 271 162,999 273 318 1,329,208 2,832,638
2013（平成25） 5 242 1,040,115 15 190 86,163 269 316 1,274,161 2,400,439
2014（平成26） 5 230 762,912 16 249 103,809 270 317 1,283,318 2,150,039
2015（平成27） 4 248 1,400,272 15 255 123,108 267 320 1,371,143 2,894,523
2016（平成28） 5 249 1,221,746 15 237 138,467 269 318 1,333,136 2,693,349
2017（平成29） 5 266 1,239,393 9 221 145,406 247 314 1,263,756 2,648,555

注）
・企画展等は、企画展、コレクション展、上野アーティストプロジェクトを含む。（2012年度～ 2016年度の企画展等は、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。

2012（平成24）年度～





資料1
出品リスト
＊「特別展」、「企画展」、「コレクション展」、「公募展活性化事業」
　の会期順に記載。
　（グループ展、財団内連携の展覧会を除く）
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特別展
ボイマンス美術館所蔵	ブリューゲル「バベルの塔」展
＊作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法、所蔵者（記載のないものは全てボイマンス美術館の所蔵）の順に記載。同展覧会の作品リスト（展覧会場順）に準じる。

Ⅰ  16世紀ネーデルラントの
彫刻

1
アルント・ファン・ズヴォレ?
《四大ラテン教父：聖アウグス
ティヌス、聖アンブロシウス、
聖ヒエロニムス、聖グレゴリウ
ス》
1480年頃 
オーク材 
各約74 × 21 × 16 cm

2
作者不詳（南ネーデルラントの
彫刻家）
《跪く使徒》
1520年頃 
オーク材、オリジナルの彩色が
一部に残る
30 × 19 × 6.7 cm

3
作者不詳（南ネーデルラントの
彫刻家）
《跪くヨセフ》
1500–1525年頃 
オーク材、オリジナルの彩色が
ほぼ残る
40 × 22 × 8.2 cm

4
作者不詳
《アリマタヤのヨセフもしくは
ニコデモ》
1520年頃 
菩提樹材?、オリジナルの彩色
が一部に残る
64 × 22 × 26 cm

5
作者不詳
《ニコデモ》
1510年頃 
オーク材、オリジナルの彩色が
ほぼ残る
36 × 16 × 7 cm

6
アドリアーン・ファン・ウェー
セル周辺の彫刻家
《受胎告知の聖母》
1460年頃 
オーク材 
30 × 30 × 7.7 cm

7
作者不詳
《十字架を担うキリスト、磔刑、
十字架降下、埋葬のある三連祭
壇画》
1500年頃 胡桃材、オリジナル
の彩色が一部に残る
39.2 × 58 × 3.5 cm（開いた
状態）

Ⅱ 信仰に仕えて

8 
ディーリク・バウツ
《キリストの頭部》
1470年頃 
油彩、板 
36 × 27 cm

9
作者不詳
《斬首のために連れ去られる聖
カタリナ》
1460–1470年 

油彩、板 
36.5 × 25.5 cm

10
マナの拾集の画家
《ユダヤ人の供犠》
1460年頃 
油彩、板 
69.5 × 51.5 cm

11
ベルナルト・ファン・オルレイ
《磔刑のキリストと聖母、聖ヨ
ハネ》
1525年頃 
油彩、板 
140 × 90.5 cm

12
ヤン・プロフォースト
《アレクサンドリアの聖カタリ
ナの論争》
1520年頃 
油彩、板 
106.1 × 71.1 cm

13
枝葉の刺繍の画家
《聖カタリナ》
1500年頃 
油彩、板 
96.6 × 62.8 cm
オランダ文化遺産庁（レイスウ
ェイク／アーメルスフォール
ト）より、ボイマンス・ファン・
ベーニンゲン美術館に寄託

14
枝葉の刺繍の画家
《聖バルバラ》
1500年頃 油彩、板 
96 × 63.5 cm
オランダ文化遺産庁（レイスウ
ェイク／アーメルスフォール
ト）より、ボイマンス・ファン・
ベーニンゲン美術館に寄託

15
ヘラルト・ダーフィット
《風景の中の聖母子》
1520年頃 
油彩、板 
42.6 × 24.7 cm

16
マグダラのマリア伝の画家（推
定）
《リンゴを持つ聖母子》
1500年頃 
油彩、板 
25 × 18 cm

17
AMのモノグラムの画家
《ピラトの前のキリスト》
1480年頃 
油彩、板 
38.8 × 26.5 cm

18
ヤン・プロフォースト周辺の画
家
《受胎告知》
1485–1500年 
油彩、板 
34.2 × 19.7 cm

19
作者不詳
《庭園に座る聖母子》

1520年頃 
油彩、板 
25 × 21 cm

Ⅲ ホラント地方の美術
コルネリス・エンゲブレフツ、
ルカス・ファン・レイデン、
ヤーコプ・コルネリスゾーン・
ファン・オーストザーネン

20
コルネリス・エンゲブレフツ
《良き羊飼いとしてのキリスト》
1510年頃 
油彩、板 
25.4 × 44.2 cm

21
コルネリス・エンゲブレフツ
《磔刑》
1510年頃 
油彩、板 
44 × 34.5 cm
オランダ文化遺産庁（レイスウ
ェイク／アーメルスフォール
ト）より、ボイマンス・ファン・
ベーニンゲン美術館に寄託

22
ヤーコプ・コルネリスゾーン・
ファン・オーストザーネン
《聖母子と奏楽天使たち》
1510–1520年 
油彩、板 
66 × 57.4 cm
オランダ文化遺産庁（レイスウ
ェイク／アーメルスフォール
ト）より、ボイマンス・ファン・
ベーニンゲン美術館に寄託

23
ルカス・ファン・レイデン
《ヨセフの衣服を見せるポテパ
ルの妻》
1512年頃 
油彩、板 
26.2 × 36 cm

24
ルカス・ファン・レイデン周辺
の画家
《女性の肖像》
1520年頃 
油彩、板 
26 × 24 cm

25
ヤーコプ・コルネリスゾーン・
ファン・オーストザーネン
《アウフステイン・ファン・テ
イリンゲンの肖像》
1520年頃 
油彩、板 
51 × 34.5 cm

26
ヤーコプ・コルネリスゾーン・
ファン・オーストザーネン
《ユドーカ・ファン・エグモント・
ファン・デル・ニーウブルフの
肖像》
1530年頃 
油彩、板 
51.1 × 34.6 cm

27
ヤーコプ・コルネリスゾーン・
ファン・オーストザーネン
《司教座聖堂参事会員ディルク・
ウィレムスゾーン・ファン・リ

ートウェイクと聖クリストフォ
ロス》
裏面：《聖アダルベルト》
1516年頃 
油彩、板 
70 × 26.5 cm

28
ヤーコプ・コルネリスゾーン・
ファン・オーストザーネン
《聖カタリナ》
裏面：《ノールトウェイクの聖
ヒエロニムス》
1516年頃 
油彩、板 
70.5 × 26.5 cm

Ⅳ 新たな画題へ

29
作者不詳
《風景の中の聖母子》
裏面：《本と水差し、水盤のあ
る静物画》
1480年頃 
油彩、板 
21 × 14 cm

30
ハンス・メムリンク
《風景の中の二頭の馬》
1490年頃 
油彩、板 
43 × 16 cm

31
ヨアヒム・パティニール
《牧草を食べるロバのいる風景》
1520年頃 
油彩、板 
27 × 23 cm

32
ヨアヒム・パティニール
《ソドムとゴモラの滅亡がある
風景》
1520年頃 
油彩、板 
22.5 × 30 cm
オランダ文化遺産庁（レイスウ
ェイク／アーメルスフォール
ト）より、ボイマンス・ファン・
ベーニンゲン美術館に寄託
33
ヨアヒム・パティニール周辺の
画家
《ロトと娘たち》
1520年頃 
油彩、板 
32.5 × 45 cm

34
ヘリ・メット・デ・ブレス
《聖クリストフォロスのいる風
景》
1540年頃 
油彩、板 
30 × 43 cm

35
マールテン・ファン・ヘームス
ケルク
《オリュンポスの神々》
1556年 
油彩、板 
55.7 × 98 cm
エラスムス・ギムナジウム友の
会よりボイマンス・ファン・ベ
ーニンゲン美術館に恒久寄託
（1959年、H・ビュルヘルハウ

ト寄贈）

36
作者不詳
《ディルク・ボッレ・ファン・
アーメロンゲンとマリア・ファ
ン・スネレンベルフの肖像》
1510年頃 
油彩、板 
21.5 × 38.5 cm

37
王家の肖像の画家
《フォンセカ家の若い男の肖像》
1490年頃 
油彩、板 
39 × 29.7 cm
オランダ文化遺産庁（レイスウ
ェイク／アーメルスフォール
ト）より、ボイマンス・ファン・
ベーニンゲン美術館に寄託（ケ
ーニヒス・コレクション）

38
ヤン・ファン・スコーレル
《学生の肖像》
1531年 
油彩、板 
46.5 × 35 cm

39
ピーテル・プルビュス
《男性の肖像（ヨーリス・ファン・
デン・ヘーデ？）》
1555年頃 
油彩、板 
64.3 × 46.2 cm

Ⅴ  奇想の画家ヒエロニムス・
ボス

40
ヘンドリック・ホンディウス1
世
コルネリス・コルト（ホールン
もしくはエダム 1533年?–ロー
マ1578年）の1572年のエング
レーヴィングに基づく
《ヒエロニムス・ボスの肖像》
1610年 
エングレーヴィング 
14.9 × 11.8 cm

41
ヒエロニムス・ボス
《放浪者（行商人）》
1500年頃 
油彩、板 
71 × 70 cm

42
ヒエロニムス・ボス
《聖クリストフォロス》
1500年頃 
油彩、板 
113 × 71.5 cm
ボイマンス・ファン・ベーニン
ゲン美術館（ケーニヒス・コレ
クション）

43
逸名のドイツ人版画家
《聖クリストフォロス》
1450–1470年頃 
木版、水彩で彩色 
27.6 × 17.6 cm

44
画家J・コック
彫版師不詳
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《聖クリストフォロス》
1580–1620年頃 
エッチング、エングレーヴィン
グ
24.3 × 32.1 cm

Ⅵ ボスのように描く

45
ヒエロニムス・ボス（推定）
《老女の頭部》
1500年頃 
油彩、板 
13 × 5 cm

46
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
《ピラトの前のキリスト》
1520年頃 
油彩、板 
46.5 × 36.5 cm

47
ヒエロニムス・ボスに基づく
《聖アントニウスの誘惑》
1540年頃 
油彩、板 
50 × 39.5 cm

48
画家J・コック
《聖アントニウスの誘惑》
1522年 
木版 
26 × 38.3 cm

49
ヒエロニムス・ボスに基づく
《東方三博士の礼拝》
1540年頃 
油彩、板 
72 × 58.5 cm

50
ズヴォレの版画家IAM
《東方三博士の礼拝》
1490年頃 
エングレーヴィング 
36.8 × 23.8 cm

51
ヒエロニムス・ボス
彫版師不詳
《樹木人間》
1590–1610年頃 
エッチング 
21 cm（直径）

52
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版師不詳
《跛行者》
1570–1580年頃 
エングレーヴィング
28.7 × 22.2 cm

53
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版師不詳
《様々な幻想的な者たち》
1570–1580年頃 
エングレーヴィング 
27.9 × 21.2 cm

54
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《最後の審判》
1560–1570年頃 
エングレーヴィング 
24 × 34.5 cm

55
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：コルネリス・コルト
《最後の審判》
1560–1565年頃 
エングレーヴィング 
32.1 × 49 cm

56
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ヨアネスおよびルカス・
ファン・ドゥーテクム
《象の包囲》
1561年頃 
エッチング、エングレーヴィン
グ 
40.1 × 53.6 cm

57
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ヨアネスおよびルカス・
ファン・ドゥーテクム
《聖マルティヌスと船上の馬》
1561年頃 
エッチング、エングレーヴィン
グ 
32 × 42.7 cm

58
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ヨアネスおよびルカス・
ファン・ドゥーテクム
《聖クリストフォロスの誘惑》
1561年 
エッチング、エングレーヴィン
グ 
32 × 42.7 cm

59
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《青い船》
1559年 
エングレーヴィング 
21.3 × 29.5 cm

60
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《ムール貝》
1562年 
エングレーヴィング 
19.6 × 28.7 cm

61
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《二人の盲人のたとえ話》
1560–1572年頃 
エングレーヴィング 
22 × 25.6 cm

62
作者不詳（ヒエロニムス・ボス
の模倣）
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《陽気な仲間たち》
1567年 
エングレーヴィング 
19.6 × 28.4 cm

Ⅶ ブリューゲルの版画

63
ヨハネス・ウィーリクス
《ピーテル・ブリューゲル1世

の肖像》
1572年 
エングレーヴィング
20.5 × 12.5 cm

64
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ヨアネスおよびルカス・
ファン・ドゥーテクム
《森に囲まれた村》
1555年頃 
エッチング、エングレーヴィン
グ 
30.1 × 42.8 cm

65
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《聖アントニウスの誘惑》
1556年 
エングレーヴィング 
23.1 × 32.3 cm

66
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《大きな魚は小さな魚を食う》
1557年 
エングレーヴィング 
21.8 × 30 cm

67
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《大食》（連作『七つの大罪』よ
り）
1558年 
エングレーヴィング 
21.1 × 29.3 cm

68
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《邪淫》（連作『七つの大罪』よ
り）
1558年 
エングレーヴィング 
21.2 × 29.5 cm

69
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：フィリップス・ハレ
《希望》（連作『七つの徳目』よ
り）
1560年頃 
エングレーヴィング 
21.1 × 29.5 cm

70
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：フィリップス・ハレ
《慈愛》（連作『七つの徳目』よ
り）
1559–1560年頃 
エングレーヴィング 
22.3 × 29.4 cm

71
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《忍耐》
1557年 
エングレーヴィング 
32.4 × 43.3 cm

72
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《最後の審判》
1558年 
エングレーヴィング 

22.5 × 29.1 cm

73
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：フランス・ハイス
《アントウェルペンのシント・
ヨーリス門前のスケート滑り》
1558年頃 
エングレーヴィング 
21.6 × 29.6 cm

74
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《石の切除》
1559年 
エングレーヴィング 
33 × 46.5 cm

75
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：フランス・ホーヘンベル
フ
《ホーボーケンの縁日》
1559年頃 
エッチング、エングレーヴィン
グ 
29.7 × 40.4 cm

76
ピーテル・ブリューゲル1世
《野ウサギ狩り》
1560年 
エッチング 
22 × 29 cm

77
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《冥府に下るキリスト》
1561年 
エングレーヴィング
21.2 × 28.9 cm

78
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：フランス・ハイス
《ガレー船を従えた沖合の3本
マストの軍艦》
1561–1562年頃 
エングレーヴィング 
31.4 × 24.5 cm

79
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《使徒大ヤコブと魔術師ヘルモ
ゲネス》
1565年 
エングレーヴィング 
20.9 × 29 cm

80
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《魔術師ヘルモゲネスの転落》
1565年 
エングレーヴィング 
21.1 × 29 cm

81
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版師不詳
《野生人》
1566年 
木版 
27.7 × 41.4 cm

82
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《夏》（連作『四季』より）

1570年 
エングレーヴィング 
21 × 28.4 cm

83
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《農民の婚礼の踊り》
1570–1572年頃 
エングレーヴィング 
33.5 × 42.9 cm

84
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《阿呆の祭り》
1570–1572年頃 
エングレーヴィング 
32.1 × 43.3 cm

85
ピーテル・ブリューゲル1世
彫版：ピーテル・ファン・デル・
ヘイデン
《金銭の戦い》
1570–1572年頃 
エングレーヴィング 
22.2 × 30.7 cm

Ⅷ「バベルの塔」へ

86
ピーテル・ブリューゲル1世
《バベルの塔》
1568年頃 
油彩、板 
59.9 × 74.6 cm

87
ヒエロニムス・コック
《コロッセウムの眺め》
1551年 
エッチング 
22.8 × 32 cm

88
マールテン・ファン・ヘームス
ケルク
彫版：フィリップス・ハレ
《ローマのコロッセウム》
1572年 
エングレーヴィング 
19.9 × 26.1 cm

89
マールテン・ファン・ヘームス
ケルク
彫版：フィリップス・ハレ
《バベルの塔の崩壊と人々の離
散》
1569年
エングレーヴィング
19 × 25.2 cm
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特別展
ボストン美術館の至宝展──東西の名品、珠玉のコレクション
＊1： 作品名、制作年、出土地、材質、2－3：作者名、作品名、制作年、員数・材質技法の順に記載。4－6：作家名、作品名、制作年、材質技法の順に記載。同展覧会の作品リスト
に準じる。

I　 異国を旅したボストニアン
たち

1　古代エジプト美術

1 
高官マアケルウの偽扉
エジプト、古王国時代
エジプト、ギザ出土
石灰岩

2
高官クウエンラーの書記像
エジプト、古王国時代第4王朝、
メンカウラー王の治世、前
2490 –前2472年
エジプト、ギザ、メンカウラー
王墓地区MQ1出土
石灰岩

3 
メンカウラー王頭部
エジプト、古王国時代第4王朝、
メンカウラー王の治世、前
2490 –前2472年
エジプト、ギザ、メンカウラー
王の河岸神殿出土
トラバーチン（エジプト・アラ
バスター）

4
墓のレリーフの断片　
供物の行列をみる墓主ネケブ
エジプト、古王国時代、第6王
朝、前2323 –前2291年
エジプト、ギザ出土
石灰岩

5 
メロン形ビーズの装飾品
ヌビア、古ケルマ、前1700 –前
1550年
ヌビア（スーダン）、ケルマ出
土
ファイアンス

6 
ハトシェプスト女王小像断片
エジプト、新王国時代、第18
王朝、ハトシェプスト女王の治
世、前1550 –前1458年
石英閃緑岩

7 
ツタンカーメン王頭部
エジプト、新王国時代、第18
王朝、ツタンカーメン王の治世、
前1336 –前1327年
砂岩

8 
縛られたオリックス形の壺
ヌビア、ナパタ時代、前7世紀
初期
ヌビア（スーダン）、メロエ出
土
トラバーチン（エジプト・アラ
バスター）

9 
棺台の脚
ヌビア、ナパタ時代、シャバタ

カ王の治世、前698 –前690年
ブロンズ

10 
センカアマニスケンの彫像
ヌビア、ナパタ時代、センカア
マニスケン王の治世、前643–
前623年
ヌビア、スーダン、ゲベルバル
カル、遺跡B500のA溝；B800
の904室より出土
花崗片麻岩

11
人間と雄羊と頭部形装飾の首飾
り
ヌビア、メロエ時代、前270 –
前50年
ヌビア（スーダン）、メロエ出
土
金、紅玉髄

2　中国美術

12 
徽宗　
五色鸚鵡図巻
北宋、1110年代頃
1巻、絹本着色

13
馬遠
柳岸遠山図
南宋、12世紀末期
団扇（現在は冊頁装）、1枚、絹
本墨画淡彩

14 
夏珪
風雨舟行図
南宋、淳熙16 –紹熙5年（1189 
– 94）頃
団扇（現在は冊頁装）、1枚、絹
本墨画淡彩

15 
周季常
施財貧者図（五百羅漢図のうち）
南宋、淳熙11年（1184）頃
1面、絹本着色

16 
周季常
観舍利光図（五百羅漢図のうち）
南宋、淳熙5年（1178）頃
1面、絹本着色

17 
陳容
九龍図巻
南宋、淳祐4年（1244）
1巻、紙本墨画淡彩

3　日本美術

18 
鼠志野草文額皿
桃山～江戸時代、16 –17世紀
1枚

19 
野々村仁清

銹絵鳰形香合
江戸時代、17世紀
1合

20
尾形乾山、尾形光琳
銹絵観瀑図角皿
宝永7年（1710）
1枚

21・22
英一蝶
月次風俗図屏風
江戸時代、18世紀前期
6曲1双、紙本着色

23 
英一蝶
涅槃図
正徳3年（1713）
1幅、紙本着色

24 
曾我蕭白
風仙図屏風
宝暦14年／明和元年（1764）
頃
6曲1隻、紙本墨画

25 
曾我蕭白
飲中八仙図
明和7年（1770）頃
1幅、紙本墨画

26
鳥居派
絵看板　錦木栄小町
宝暦8年（1758）
1面、紙本着色

27 
酒井抱一
花魁図
江戸時代、18世紀
1幅、絹本着色

28 
喜多川歌麿
三味線を弾く美人図
文化元–3年（1804–06）頃
1幅、絹本着色

29 
司馬江漢
秋景芦雁図
江戸時代、18世紀後期–19世紀
初期
1幅、絹本着色

30・31
与謝蕪村
柳堤渡水・丘辺行楽図屏風
江戸時代、18世紀
6曲1双、紙本墨画淡彩

32
松村景文、岡本豊彦、東東洋
松に鹿蝙蝠図屏風
江戸時代、19世紀
2曲1双のうち左隻、紙本墨画
淡彩

33
岸駒、呉春、東東洋
梅に鹿鶴図屏風
江戸時代、19世紀
2曲1双のうち右隻、紙本墨画
淡彩

II 「グランド・ツアー」
  ─ヨーロッパ美術を集めた

ボストニアンたち

4 フランス絵画

34
ジャン＝ フランソワ・ミレー
編み物の稽古
1854年頃
油彩、カンヴァス

35 
ジャン＝ フランソワ・ミレー
ブドウ畑にて
1852 – 53年
油彩、カンヴァス

36 
ジャン＝ フランソワ・ミレー
洋梨
1862 – 66年頃
油彩、板

37
ジャン＝ バティスト＝ カミー
ユ・コロー
ボーヴェ近郊の朝
1855 – 65年頃
油彩、カンヴァス

38 
ウジェーヌ・ルイ・ブーダン
ヴェネツィア、サン・ジョルジ
ョ島から見たサンタ・マリア・
デッラ・サルーテ聖堂
1895年
油彩、カンヴァス

39
アルフレッド・シスレー
サン＝ マメスのラ・クロワ＝ 
ブランシュ
1884年
油彩、カンヴァス

40 
カミーユ・ピサロ
ポントワーズ、道を照らす陽光
1874年
油彩、カンヴァス

41
クロード・モネ
くぼ地のヒナゲシ畑、ジヴェル
ニー近郊
1885年
油彩、カンヴァス

42 
クロード・モネ
ルーアン大聖堂、正面
1894年
油彩、カンヴァス

43
クロード・モネ
アンティーブ、午後の効果
1888年
油彩、カンヴァス

44 
クロード・モネ
睡蓮
1905年
油彩、カンヴァス

45 
エドガー・ドガ
腕を組んだバレエの踊り子
1872年頃
油彩、カンヴァス

46 
アンリ・ファンタン＝ラトゥー
ル
卓上の花と果物
1865年
油彩、カンヴァス

47 
ピエール＝オーギュスト・ルノ
ワール
陶製ポットに生けられた花
1869年頃
油彩、カンヴァスに貼った厚紙

48 
ギュスターヴ・クールベ
銅製ボウルのタチアオイ
1872年
油彩、カンヴァス

49 
アルフレッド・シスレー
卓上のブドウとクルミ
1876年
油彩、カンヴァス

50 
ポール・セザンヌ
卓上の果物と水差し
1890 – 94年頃
油彩、カンヴァス

51 
フィンセント・ファン・ゴッホ
郵便配達人ジョゼフ・ルーラン
1888年
油彩、カンヴァス

52 
フィンセント・ファン・ゴッホ
子守唄、ゆりかごを揺らすオー
ギュスティーヌ・ルーラン夫人
1889年
油彩、カンヴァス

III アメリカン・ドリーム
  ─自国の美術を収集するボ

ストニアンたち

5　アメリカ絵画

53
ジョン・シングルトン・コプリ
ー
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ジョン・エイモリー夫人（キャ
サリン・グリーン）
1763年頃
油彩、カンヴァス

54 
ジョン・シングルトン・コプリ
ー
ジョン・エイモリー
1768年
油彩、カンヴァス

55 
ワシントン・オールストン
月光
1819年
油彩、カンヴァス

56 
フィッツ・ヘンリー・レーン
ニューヨーク港
1855年頃
油彩、カンヴァス

57 
トマス・エイキンズ
クイナ猟への出発
1874年
油彩、メゾナイトに貼ったカン
ヴァス

58 
ウィンスロー・ホーマー
たそがれ時のリーズ村、ニュー
ヨーク州
1876年
油彩、ファイバーボードに貼っ
たカンヴァス

59 
ジョン・シンガー・サージェン
ト
ロベール・ド・セヴリュー
1879年
油彩、カンヴァス

60 
ジョン・シンガー・サージェン
ト
フィスク・ウォレン夫人（グレ
ッチェン・オズグッド）と娘レ
イチェル
1903年
油彩、カンヴァス

61
チャイルド・ハッサム
野外プール、アップルドア島
1907年
油彩、カンヴァス

62 
ジョージア・オキーフ
グレーの上のカラー・リリー
1928年
油彩、カンヴァス

63
ジョージア・オキーフ
赤い木、黄色い空
1952年
油彩、カンヴァス

64 
チャールズ・シーラー
ニューイングランドに不釣り合
いなもの

1953年
油彩、カンヴァス

IV 同時代の美術へ
 ─未来に向かう美術館

6　版画・写真

65
ウィンスロー・ホーマー
G. W. H. リッチーによる刷り、
C. クラックナー印刷所（ニュ
ーヨーク）による出版
八点鐘
1887年
エッチング、パーチメント・ペ
ーパー

66 
ウィンスロー・ホーマー
海難
1888年
エッチング、パーチメント・ペ
ーパー

67 
エドワード・ホッパー
小帆船
1922年
エッチング

68 
エドワード・ホッパー
線路
1922年
エッチング

69 
エドワード・ホッパー
橋の上の娘
1923年
エッチング

70 
エドワード・ホッパー
機関車
1923年
エッチング

71 
チャールズ・シーラー
白い納屋、壁、ペンシルヴェニ
ア州バックス郡
1915年頃
写真、ゼラチン・シルバー・プ
リント

72 
アンセル・アダムス
氷結湖と岩壁、セコイア国立公
園カウェア・ギャップ
1927年頃
写真、ゼラチン・シルバー・プ
リント

73 
アンセル・アダムス
白い枝、モノ湖
1947年
写真、ゼラチン・シルバー・プ
リント

74 
アンセル・アダムス
レッドウッド、ブル・クリーク

低地、北部カリフォルニア
1960年
写真、ゼラチン・シルバー・プ
リント

7　現代美術

75・76
アンディ・ウォーホル
ジャッキー
1964年頃
カンヴァスに合成ポリマー塗
料、シルクスクリーン

77 
デイヴィッド・ホックニー
ギャロービー・ヒル
1998年
油彩、カンヴァス

78 
サム・テイラー＝ ジョンソン
静物
2001年
35ミリフィルムからビデオに
変換、カラー、サイレント

79 
村上隆
If the Double Helix Wakes Up...
2002年
アクリル、カンヴァス、板

80 
ケヒンデ・ワイリー
ジョン、初代バイロン男爵
2013年
油彩、カンヴァス

特別展
ゴッホ展　巡りゆく日本の夢
＊作家名、作品名、制作年、技法・材質・所蔵先の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
フィンセント・ファン・ゴッホ
画家としての自画像
1887/88年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

1　パリ　浮世絵との出逢い

2
フィンセント・ファン・ゴッホ
花魁（溪斎英泉による）
1887年
油彩、綿布
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

3-1
『パリ・イリュストレ』誌
no.45&46合併号=1886年5月号 
日本特集
1886年5月
書籍（カバーあり）
及川茂コレクション

3-2
『パリ・イリュストレ』誌
no.45&46合併号=1886年5月号 
日本特集
1886年5月

書籍（合本）
及川茂コレクション

3-3
『パリ・イリュストレ』誌
no.45&46合併号=1886年5月号 
日本特集
1886年5月
書籍（カバーなし）
及川茂コレクション

4-1
溪斎英泉
雲龍打掛の花魁
1820～30年代（文政後期～天
保前期）
木版、紙（縦大判錦絵 縦2枚続）
千葉市美術館

4-2
溪斎英泉
雲龍打掛の花魁
1820～30年代（文政後期～天
保前期）
木版、紙（縦大判錦絵 縦2枚続）
及川茂コレクション

5-1
龍明 a谷
芸者と富士
1870年代（明治初期）

木版、紙（縦大倍判ちりめん絵）
及川茂コレクション

6
二代 歌川芳丸
新板虫尽
1883（明治16）年
木版、紙（縦大判錦絵）
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

7
フィンセント・ファン・ゴッホ
エゾギク、サルビアを生けた花
瓶
1886年
油彩、カンヴァス
ハーグ市立美術館

8
フィンセント・ファン・ゴッホ
三冊の小説
1887年
油彩、板
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

9
フィンセント・ファン・ゴッホ
カフェ・ル・タンブランのアゴ

スティーナ・セガトーリ
1887年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

10
歌川広重
名所江戸百景 ／大はしあたけ
の夕立
1857（安政4）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

11
歌川広重
名所江戸百景 ／ 亀戸梅屋舗
1857（安政4）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

12
歌川広重
五十三次名所図会 ／十四  原  
あし鷹山不二眺望
1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

13-1
歌川広重
五十三次名所図会 ／ 四十五  
石薬師  義経さくら範頼の祠
1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
及川茂コレクション

13-2
歌川広重
五十三次名所図会 ／ 四十五  
石薬師  義経さくら範頼の祠
1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

14
歌川広重
冨士三十六景 ／ さがみ川
1858（安政5）年
木版、紙（縦大判錦絵）
及川茂コレクション

15
二代 歌川広重
新撰花鳥尽
1850年代（嘉永年間～安政年
間）
木版、紙（縦中判錦絵）折本装
（全8図）
ファン・ゴッホ美術館（フィン
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セント・ファン・ゴッホ財団）

18
エドゥアール･マネ
白菊の図
1881年
油彩、紙
茨城県近代美術館

19
アンリ・ド・トゥールーズ= ロ
ートレック
ディヴァン･ジャポネ
1892年
リトグラフ、紙
北海道立帯広美術館

20
エミール･ベルナール
ポンタヴェンの市場
1888年
油彩、カンヴァス
岐阜県美術館

2　アルル　日本の夢

21
フィンセント・ファン・ゴッホ
雪景色
1888年
油彩、カンヴァス
個人蔵

22
歌川広重
東海道五拾三次 ／ 蒲原
1833～34（天保4～5）年
木版、紙（横大判錦絵）
中右コレクション

23
歌川広重
東海道五拾三次 ／ 亀山
1833～34（天保4～5）年
木版、紙（横大判錦絵）
中右コレクション

24
歌川広重
五十三次名所図会 ／ 十三  沼
津  足柄山不二雪晴
1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

25
歌川広重
五十三次名所図絵 ／ 丗八  藤
川  山中の里別名宮路山
1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

26
フィンセント・ファン・ゴッホ
アイリスの咲くアルル風景
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

27
フィンセント・ファン・ゴッホ
糸杉の見える花咲く果樹園
1888年
油彩、カンヴァス
クレラー=ミュラー美術館

28
フィンセント・ファン・ゴッホ

花咲くアーモンドの木
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

29
フィンセント・ファン・ゴッホ
ヴィゲラ運河にかかるグレーズ
橋
1888年
油彩、カンヴァス
ポーラ美術館

30
フィンセント・ファン・ゴッホ
運河ラ・ルービーヌ・デュ・ロ
ワと洗濯女たち
1888年
ペン・葦ペン・黒インク・黒チ
ョーク、紙
クレラー=ミュラー美術館

31
フィンセント・ファン・ゴッホ
麦畑
1888年
油彩、カンヴァス
デ・ブール財団、アムステルダ
ム

32
フィンセント・ファン・ゴッホ
サント=マリーの海
1888年
油彩、カンヴァス
プーシキン美術館

33
葛飾北斎
冨嶽三十六景 ／ 武陽佃島
1831～33（天保2～4）年頃
木版、紙（横大判錦絵）
株式会社ニトリ

34
歌川広重
五十三次名所図絵 ／廿四　島
田　大井川駿岸
1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

35
フィンセント・ファン・ゴッホ
サント=マリーの道
1888年
油彩、カンヴァス
個人蔵

36
葛飾北斎
北斎漫画 ／ 七編
1817（文化14）年
木版、紙（墨摺版本）
山口県立萩美術館・浦上記念館

37
葛飾北斎
富嶽百景 ／ 初編
1834（天保5）年
木版、紙（墨摺版本）
山口県立萩美術館・浦上記念館

38
葛飾北斎
富嶽百景 ／ 二編
1835（天保6）年
木版、紙（墨摺版本）
山口県立萩美術館・浦上記念館

39
葛飾北斎
富嶽百景 ／ 三編
不詳
木版、紙（墨摺版本）
山口県立萩美術館・浦上記念館

40
葛飾北斎
冨嶽三十六景 ／ 神奈川沖浪裏
1831～33（天保2～4）年頃
木版、紙（横大判錦絵）
株式会社ニトリ

41
葛飾北斎
冨嶽三十六景 ／ 山下白雨
1831～33（天保2～4）年頃
木版、紙（横大判錦絵）
株式会社ニトリ

42
歌川国貞
江戸八景 ／ 木母寺暮雪
不詳
木版、紙（縦大判錦絵  横3枚続）
北海道立近代美術館

43
歌川国貞
深川新地  月下の三美人
不詳
木版、紙（縦大判錦絵  横3枚続）
北海道立近代美術館

44
歌川国貞
すみだ川花の景
不詳
木版、紙（縦大判錦絵  横3枚続）
北海道立近代美術館

45
二代 歌川国貞
今様松廼壽  東京許遊之一廓　
今様歌舞之妓場  松本樓金瓶大
黒
1870（明治3）年
木版、紙（縦大判錦絵  横3枚続）
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

46
歌川芳虎
御殿山盛花の三美人
1847～48（弘化4～5）年
木版、紙（縦大判錦絵  横3枚続）
及川茂コレクション

47
フィンセント・ファン・ゴッホ
水夫と恋人
1888年
油彩、カンヴァス
個人蔵

49
フィンセント・ファン・ゴッホ
種まく人
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

50
フィンセント・ファン・ゴッホ
木の幹
1888年
ペン・セピアインク、紙
ヴァージニア美術館（ポール・

メロン夫妻コレクション）

51
歌川広重
東海道五拾三次 ／ 濱松
1833～34（天保4～5）年
木版、紙（横大判錦絵）
中右コレクション

52
フィンセント・ファン・ゴッホ
柵のある公園
1888年
鉛筆・葦ペン・インク、紙 
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

53
フィンセント・ファン・ゴッホ
麦畑と太陽
1889年
黒チョーク・葦ペン・黒インク・
白の不透明水彩、紙
クレラー=ミュラー美術館

54
フィンセント・ファン・ゴッホ
けしの咲く畑
1889年
インク、紙
個人蔵

55
ルイ・ゴンス 著
『日本美術』
1883年
書籍（全2巻）
及川茂コレクション

56-1
ジークフリート・ビング 編
『藝術の日本』誌 第1号 = 1888
年5月号
1888年5月
書籍
及川茂コレクション

56-2 
ジークフリート・ビング 編
『藝術の日本』誌 第19号 = 
1889年11月号
1889年11月
書籍（合本）
個人蔵

57-1
1890年パリ浮世絵展  カタログ
1890年
書籍
国立国会図書館

57-2
1890年パリ浮世絵展  カタログ
1890年
書籍
圀府寺司氏

3　深まるジャポニスム

58
フィンセント・ファン・ゴッホ
寝室
1888年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

59
フィンセント・ファン・ゴッホ
タラスコンの乗合馬車

1888年
油彩、カンヴァス
ヘンリー＆ローズ・パールマン
財団（プリンストン大学美術館
長期貸与）

61
フィンセント・ファン・ゴッホ
アルルの女（ジヌー夫人）
1890年
油彩、カンヴァス
ローマ国立近代美術館

62
フィンセント・ファン・ゴッホ
男の肖像
1888年
油彩、カンヴァス
クレラー=ミュラー美術館

63
東洲斎写楽
市川鰕蔵の竹村定之進
1794（寛政6）年
木版、紙（縦大判錦絵）
株式会社ニトリ

64
三代 歌川豊国（歌川国貞）
三世岩井粂三郎の三浦屋の高尾
1861（文久元）年
木版、紙（縦大判錦絵）
及川茂コレクション

65
歌川国貞
当世美人合 ／ 辰巳
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

66
歌川国貞
当世夏景色 ／ 朝かほ
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

67
歌川国貞
当世夏景色 ／ かや商
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

68
歌川国芳
当盛江戸鹿子 ／ 茅場町薬師
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

69
歌川国芳
当盛江戸鹿子 ／ 三めぐり
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

70
溪斎英泉
よしはらやうじ廓の四季志 ／
二月  大神楽  尾張屋内長尾
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

71
溪斎英泉
吉原要事廓四季志 ／四月  客の



99

行かい  岡本屋内菅之助
不詳
木版、紙（縦大判錦絵）
北海道立近代美術館

72
溪斎英泉
吉原美人 ／いてのやまぶき  扇
屋内鳰照
不詳
木版、紙（縦大判藍摺絵） 
北海道立近代美術館

73
溪斎英泉
吉原美人 ／八瀬のしのぶ  扇屋
内朝妻
不詳
木版、紙（縦大判藍摺絵） 
北海道立近代美術館

74
フィンセント・ファン・ゴッホ
ムスメの肖像
1888年
葦ペン・茶および黒インク・鉛
筆、紙 
プーシキン美術館

75
フィンセント・ファン・ゴッホ
夾竹桃と本のある静物
1888年
油彩、カンヴァス
メトロポリタン美術館（ジョン・
L・ローブ夫妻寄贈）

76
ピエール・ロティ 著
『お菊さん』
1888年
書籍
圀府寺司氏

77
フィンセント・ファン・ゴッホ
オレンジ、レモン、青い手袋の
ある静物
1889年
油彩、カンヴァス
ワシントン・ナショナル・ギャ
ラリー
（ポール・メロン夫妻コレクシ
ョン）

78
フィンセント・ファン・ゴッホ
オリーヴ園
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー=ミュラー美術館

79
フィンセント・ファン・ゴッホ
オリーヴを摘む人々
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー=ミュラー美術館

80
フィンセント・ファン・ゴッホ
渓谷（レ・ペイルレ）
1889年
油彩、カンヴァス
クレラー=ミュラー美術館

81
歌川広重
五十三次名所図会 ／四十九  坂
の下  岩窟の観音

1855（安政2）年
木版、紙（縦大判錦絵）
中右コレクション

82
歌川広重
東海道五拾三次 ／ 箱根
1833～34（天保4～5）年
木版、紙（横大判錦絵）
中右コレクション

83
歌川広重
東海道五拾三次 ／ 大津
1833～34（天保4～5）年
木版、紙（横大判錦絵）
中右コレクション

84
歌川広重
東海道五拾三次 ／ 庄野
1833～34（天保4～5）年
木版、紙（横大判錦絵）
中右コレクション

4　自然の中へ  遠ざかる日本
の夢

85
フィンセント・ファン・ゴッホ
アニエールの公園
1887年
油彩、カンヴァス
個人蔵

86
フィンセント・ファン・ゴッホ
蝶の舞う庭の片隅
1887年頃
油彩、カンヴァス
個人蔵

87
フィンセント・ファン・ゴッホ
河岸の木々
1887年
油彩、カンヴァス
デ・ブール財団、アムステルダ
ム

88
フィンセント・ファン・ゴッホ
下草とキヅタのある木の幹
1889年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団）

89
フィンセント・ファン・ゴッホ
草むらの中の幹
1890年
油彩、カンヴァス
クレラー=ミュラー美術館

90
フィンセント・ファン・ゴッホ
蝶とけし
1889年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団） 

91
フィンセント・ファン・ゴッホ
ヤママユガ
1889年
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団） 

92
フィンセント・ファン・ゴッホ
アルム
1889年
葦ペン・ペン・インク、紙
ファン・ゴッホ美術館（フィン
セント・ファン・ゴッホ財団） 

93
フィンセント・ファン・ゴッホ
花咲く灌木
1889年
筆・溶き油・インク、紙
クレラー=ミュラー美術館

96
不詳
三十六花撰 ／ 東都入谷朝顔
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

97
不詳
三十六花撰 ／ 東京大森山本紅
梅
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵）
及川茂コレクション

98
不詳
花鳥四季鏡 ／ 松・藤・秋海棠・
鮎・カワセミ
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

99
不詳
花鳥畫圖 ／牡丹・ヤマ覆盆子・
白頬鳥・金翅雀（イチゴ・ホオ
ジロ・ヒワ）
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

100
不詳
東京名所 ／ 五ツ目
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵）
及川茂コレクション

101
不詳
東京名勝圖會 ／ 梅屋敷
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

102
不詳
十二月之内 ／ 四月  甘茶
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

103
不詳
十二月之内 ／ 六月  天王御祭
禮
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

104-1 
不詳
雁に秋草
不詳

木版、紙（縦中判ちりめん絵）
及川茂コレクション

104-2 
不詳
雁に秋草
不詳
木版、紙（縦中判ちりめん絵） 
及川茂コレクション

105
フィンセント・ファン・ゴッホ
ポプラ林の中の二人
1890年
油彩、カンヴァス
シンシナティ美術館（メアリー・
E.・ジョンストン遺贈） 

106
ルイ・デュムーラン
茶屋（江ノ島）
1888年または1895年頃
油彩、板
個人蔵

107
ジュール・シェレ
ルイ・デュムーラン展、ジョル
ジュ・プティ画廊  ポスター
1889年
リトグラフ、紙
圀府寺司氏

5　日本人のファン・ゴッホ巡
礼

108-2 
フィンセント・ファン・ゴッホ
ガッシェの像
1890年
エッチング、紙
石橋財団 ブリヂストン美術館

109
芳名録Ⅰ：初編
1922（大正11）年
芳名録
国立ギメ東洋美術館

110-1 
黒田重太郎
『ヷン・ゴオグ（泰西名畫家傳 
1）』
1921（大正10）年
書籍
国立ギメ東洋美術館

110-2 
黒田重太郎
『ヷン・ゴオグ（泰西名畫家傳 
1）』
1921（大正10）年
書籍
北海道立近代美術館

111
中澤弘光
外遊日誌
1922（大正11）年
日記
三重県立美術館

112
中澤弘光
オーヴェール
1922（大正11）年9月25日付
鉛筆、紙
三重県立美術館

113
中澤弘光
ひまわり咲くゴッホの墓、オー
ヴェール
1922（大正11）年9月24日付
鉛筆、紙
三重県立美術館

114
中澤弘光
オテル･デュ･カドラン、オーヴ
ェール
1922（大正11）年9月25日付
鉛筆、紙
三重県立美術館

115
中澤弘光
オテル･デュ･カドラン、ヴィク
トル・ユゴー通り、オーヴェー
ル
1922（大正11）年9月25日付
鉛筆、紙
三重県立美術館

116
中澤弘光
オーヴェール
1922（大正11）年9月25日（推
定） 
鉛筆、紙
三重県立美術館

117
間部時雄
中沢弘光宛葉書
1922（大正11）年12月2日付
葉書
三重県立美術館

118
里見勝蔵
「ゴオホに関する通信」
『白樺』第13巻1号［1922（大
正11）年1月］
書籍
北海道立文学館

119-1
里見勝蔵写真アルバム ／ ゴッ
ホ兄弟の墓を訪れた間部時雄、
国松桂渓、里見勝蔵
1922（大正11）年頃
写真
山内滋夫氏

119-2
里見勝蔵写真アルバム ／ ガシ
ェ家を訪れた里見勝蔵と間部時
雄、その友人たち
1924（大正13）年頃
写真
山内滋夫氏

119-3
里見勝蔵写真アルバム ／ガシ
ェ家を訪れた里見勝蔵と前田寛
治、その友人たち 
1923（大正12）年6月10日（推
定）
写真
山内滋夫氏

120
ガシェ家を訪れた里見勝蔵とそ
の友人たち
1922（大正11）年
写真
山内滋夫氏
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121
里見勝蔵
オーヴェルの正面
1924（大正13）年
油彩、カンヴァス
個人蔵

122
ポール・ルイ・ガシェ
里見勝蔵宛葉書
1922（大正11）年6月7日付
葉書
山内滋夫氏

123
ポール・ルイ・ガシェ
里見勝蔵宛葉書
1923（大正12）年5月16日付
葉書
山内滋夫氏

124
ポール・ルイ・ガシェ
里見勝蔵宛葉書
1924（大正13）年（月不明）
10日付
葉書
山内滋夫氏

125
ポール・ルイ・ガシェ
里見勝蔵宛葉書
1925（大正14）年（月不明）
10日付
葉書
山内滋夫氏

126
里見勝蔵
フィンセント・ウィレム・ファ
ン・ゴッホ宛書簡草稿（邦語）
1952（昭和27）年6月5日付
草稿（全6枚）
山内滋夫氏

127
里見勝蔵
フィンセント・ウィレム・ファ
ン・ゴッホ宛書簡草稿（仏語）
1952（昭和27）年6月5日付
草稿（全5枚）
山内滋夫氏

128
里見勝蔵
ポール・ルイ・ガシェ宛書簡草
稿（邦語） 
1952（昭和27）年6月19日付
草稿（全3枚）
山内滋夫氏

129
里見勝蔵
ポール・ルイ・ガシェ宛書簡草
稿（仏語） 
1952（昭和27）年6月19日付
草稿（全3枚）
山内滋夫氏

130
里見勝蔵
フィンセント・ウィレム・ファ
ン・ゴッホ宛書簡草稿（仏語）
1952（昭和27）年8月14日付
草稿（全3枚）
山内滋夫氏

131
ゴーグの思ひ出　彼の帙より見
出せる版畫

1921（大正10）年10月付
浮世絵アルバム（全14点収録）
国立ギメ東洋美術館

132
山本發次郎の家族と里見勝蔵、
橋本関雪たち（山本邸の茶室に
て）
山本發次郎による献辞［1936
（昭和11）年9月16日付］
写真
国立ギメ東洋美術館

134
佐藤春夫（著）、硲伊之助（挿絵）
『絵入みよ子』
1933（昭和8）年
書籍
国立ギメ東洋美術館

135
硲伊之助（訳）
『ゴッホの手紙（ベルナール宛）
上』
1955（昭和30）年
書籍
国立ギメ東洋美術館

136
芳名録Ⅱ
1922～28（大正11～昭和3）年
芳名録
国立ギメ東洋美術館

137-2
長谷川路可
折本画帖 ／ 長谷川路可による
スケッチ‘ガシェの肖像’
1924（大正13）年4月付
墨、紙
国立ギメ東洋美術館

138
前田寛治
ゴッホの墓
1923（大正12）年
油彩、カンヴァス
個人蔵

139
前田寛治
「滞仏中の思い出―ゴッホの墓
―」
『美術新論』第3巻6号［1928（昭
和3）年6月］
書籍
北海道立近代美術館

140
吹田草牧（憲一）
里見勝蔵宛葉書
1923（大正12）年7月20日消印
葉書
山内滋夫氏

141
吹田草牧
渡欧日記 第六巻 仏蘭西
1923（大正12）年 3月21日～6
月25日
日記
笠岡市立竹喬美術館

142
石崎光遥
里見勝蔵宛葉書
1923（大正12）年6月12日消印
葉書
山内滋夫氏

143
足立源一郎
「医師ポール・フェルディナン・
ガッシェ（3）」 
『アトリエ』3巻2号［1926（大
正15）年3月］
書籍
国立ギメ東洋美術館

144
佐伯祐三
オーヴェールの教会
1924（大正13）年
油彩、カンヴァス
鳥取県立博物館

145
斎藤茂吉
滞欧手帳13
1924（大正13）年
日記
斎藤茂吉記念館

146
斎藤茂吉
「ゴオホ 塀に囲まれた青野」
『アララギ』31巻8号［1938（昭
和13）年8月］
書籍
北海道立文学館

148
長谷川路可ほか
日本人画家たちによるポール・
ガシェへの感謝状
1926（大正15）年5月26日付、
パリにて
墨、紙
国立ギメ東洋美術館

149
佐分眞
巴里日記
1927（昭和2）年
日記（全2冊）
中井能統氏

150
橋本関雪
オーヴェール訪問時の記録映像
1）ガシェ氏ヲ訪フ
2）ゴッホノ墓ニ詣ル
1927（昭和2）年10月30日
16mmフィルム
白沙村荘 橋本関雪記念館

151
芳名録Ⅲ：出頭没頭
1929～39（昭和4～14）年
芳名録
国立ギメ東洋美術館

152-1 
フィンセント・ファン・ゴッホ
（著）、 式場隆三郎（訳）
『ヴァン・ゴッホ  ある藝術家
への手紙』
1925（大正14）年
書籍
国立ギメ東洋美術館

152-2 
フィンセント・ファン・ゴッホ
（著）、 式場隆三郎（訳）
『ヴァン・ゴッホ  ある藝術家
への手紙』
1925（大正14）年
書籍
式場隆史氏

153-1
式場隆三郎
『ファン・ホッホの生涯と精神
病』
1932（昭和7）年
書籍（全2巻）
国立ギメ東洋美術館

153-2
式場隆三郎
『ファン・ホッホの生涯と精神
病』
1932（昭和7）年
書籍（全2巻）
式場隆史氏

154
フィンセント･ウィレム･ファン
･ゴッホ
式場隆三郎宛書簡
1932（昭和7）年12月23日付
書簡
式場隆史氏

155
フィンセント･ウィレム･ファン
･ゴッホ
式場隆三郎宛書簡の翻訳原稿
1932（昭和7）年12月23日付
原稿（全3枚）
式場隆史氏

156-1
ポール・ルイ・ガシェ（編）
「印象派畫家の手紙」
『中央公論』第48巻11号［1933
（昭和8）年11月］
書籍
国立ギメ東洋美術館

156-2
ポール・ルイ・ガシェ（編）
「印象派畫家の手紙」
『中央公論』第48巻11号［1933
（昭和8）年11月］
書籍
北海道立近代美術館

157-1
ポール・ルイ・ガシェ（序文）
式場隆三郎（訳）
『兄フィンセントに宛てたテオ・
ファン・ホッホの手紙』
1934（昭和9）年
書籍
国立ギメ東洋美術館

157-2
ポール・ルイ・ガシェ（序文）
式場隆三郎（訳）
『兄フィンセントに宛てたテオ・
ファン・ホッホの手紙』
1934（昭和9）年
書籍
式場隆史氏

158
ポール・ルイ・ガシェ
『兄フィンセントに宛てたテオ・
ファン・ホッホの手紙』の序文
原稿
1933（昭和8）年5月1日付
原稿（全7枚）
式場隆史氏

159-1
ポール・ルイ・ガシェ（編）、
式場隆三郎（訳）
『印象派畫家の手紙』
1935（昭和10）年

書籍
国立ギメ東洋美術館

159-3
ポール・ルイ・ガシェ（編）、
式場隆三郎（訳）
『印象派畫家の手紙』
1935（昭和10）年
書籍
北海道立近代美術館

160
ポール・ルイ・ガシェ
式場隆三郎宛書簡
1936（昭和11）年11月18日付
書簡（全3枚）
式場隆史氏

161
ポール・ルイ・ガシェ
式場隆三郎宛書簡の翻訳原稿
1936（昭和11）年11月18日付
原稿（全4枚）
式場隆史氏

163
ポール・ルイ・ガシェ（手記）、
式場隆三郎（訳註）
「版畫家としてのセザンヌ」
『中央公論』1937（昭和12）年
6月号
書籍
国立ギメ東洋美術館

164
ポール・ルイ・ガシェ
「版畫家としてのセザンヌ」原
稿
1937（昭和12）年
原稿（全8枚）
式場隆史氏

165
式場隆三郎
フィンセント・ウィレム・ファ
ン・ゴッホ宛書簡草稿（英語）
1951（昭和26）年7月25日付
原稿（全3枚）
式場隆史氏

166
フィンセント･ウィレム･ファン
･ゴッホ
式場隆三郎宛書簡
1951（昭和26）年8月28日付
書簡
式場隆史氏

167
式場隆三郎
フィンセント・ウィレム・ファ
ン・ゴッホ宛書簡草稿（英語）
1951（昭和26）年10月20日付
原稿
式場隆史氏

168
フィンセント･ウィレム･ファン
･ゴッホ
式場隆三郎宛葉書
1952（昭和27）年1月18日付
葉書
式場隆史氏

169
ポール・ルイ・ガシェ
式場隆三郎宛葉書
1952（昭和27）年5月1日付
葉書
式場隆史氏
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170
ポール・ルイ・ガシェ
式場隆三郎宛葉書の翻訳原稿
1952（昭和27）年5月1日付
原稿
式場隆史氏

171
ポール・ルイ・ガシェ
1952（昭和27）年頃
写真
式場隆史氏

172
式場隆三郎（フランスにて）
1952（昭和27）年7月
写真

式場隆史氏

173
式場隆三郎（ゴッホが描いたオ
ーヴェールの教会の前で、
1952年7月15日夕）
1952（昭和27）年7月15日
写真
式場隆史氏

174
式場隆三郎（ゴッホの墓の傍ら
で、1952年7月15日）
1952（昭和27）年7月15日
写真
式場隆史氏

175-1
奥山儀八郎
ゴッホ作《タンギー爺さん》に
よる版画
1952（昭和27）年
木版、紙
国立ギメ東洋美術館

176
ガシェ家を訪れた高田博厚と友
人たち
1939（昭和14）年4月23日
写真（複写）
個人蔵

177
ゴッホ兄弟の墓を訪れた高田博

厚と友人たち
1939（昭和14）年4月23日
写真（複写）
個人蔵

178
「ファン・ゴッホ展 1929」の芳
名録
1929（昭和4）年
芳名録
クレラー=ミュラー美術館

179
H. クレラー=ミュラー夫人の絵
画コレクション目録
1921年
目録

クレラー=ミュラー美術館

180
H. クレラー=ミュラー夫人の絵
画コレクション目録 第2巻
1928年
目録
クレラー=ミュラー美術館

181
佐分眞
北欧日記
1927（昭和2）年
日記（全2冊)
中井能統氏

特別展
ブリューゲル展　画家一族	150年の系譜
＊作家名、作品名、制作年、技法、サイズ、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リスト（展覧会場順）に準じる。

第1章　宗教と道徳  

1 
ヘラルト・ダーフィット
エジプト逃避途上の休息
制作年不詳
油彩、テンペラ／板
45×36.4cm
個人蔵

2 
ヨース・ファン・クレーフェ
サクランボの聖母
制作年不詳
油彩／板
62.8×51.8cm
個人蔵

3
ヤン・ファン・ドールニク（通
称「1518年の画家」）
三連祭壇画
東方三博士の礼拝（中央）
キリストの降誕（左翼）とキリ
ストの割礼（右翼）
制作年不詳
油彩／板
77×106cm
個人蔵

4
ピーテル・クック・ファン・ア
ールストと工房
三連祭壇画
東方三博士の礼拝（中央）
受胎告知（左翼）とキリストの
降誕（右翼）
1540–1550年頃
油彩、テンペラ／板
中央：88.5×57cm、両翼：各
88×24.5cm
個人蔵

5
ヒエロニムス・ボス［下絵］
コルネリス・ファン・ティーネ
ン［彫版］
告解の火曜日─ワッフルを焼く
人のいるオランダの厨房
1650年頃
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
22.5×29.1cm
個人蔵

6
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
ヤンとルカス・ファン・デュー
テクム［彫版］
エマオへの巡礼
1555年頃
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
32.4×42.7cm
個人蔵

7
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
フィリップス・ハレ（帰属）［彫
版］
希望
1560年
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
22.3×28.6cm
個人蔵

8
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
フィリップス・ハレ（帰属）［彫
版］
節制
1560年頃
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
20.8×28.6cm
個人蔵

9
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
ピーテル・ファン・デル・ヘイ
デン［彫版］
最後の審判
1558年
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
22.5×29.4cm
個人蔵

10
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
ピーテル・ファン・デル・ヘイ
デン［彫版］
金銭の戦い

1570年以降（初版）、1650年以
降（再版）
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
23.6×31.2cm
個人蔵

11 
ヤン・マンデイン
キリストの冥府への降下
制作年不詳
油彩／板
70.5×92cm
個人蔵

12 
ピーテル・ブリューゲル1世と
工房
キリストの復活
1563年頃
油彩／板
107×73.8cm
個人蔵

13
マールテン・ファン・ファルケ
ンボルフ
ヘンドリク・ファン・クレーフ
ェ
バベルの塔
1580年頃
油彩／カンヴァス
53×76cm
個人蔵

第2章　自然へのまなざし 

14 
ヤン・ブリューゲル1世
荒野の聖ヒエロニムス
1597–1600年頃
油彩／銅板
11.3×14.9cm
個人蔵

15
ヨース・デ・モンペル
セバスティアン・フランクス
山岳風景
1630年頃
油彩／板
43×34cm
個人蔵

16
ピーテル・ブリューゲル1世
ヤーコプ・グリンメル
種をまく人のたとえがある風景
1557年
油彩／板
52×68.5cm
個人蔵

17 
ヤン・ブリューゲル1世
農民と動物のいる村の風景
1609年
油彩／銅板
11.2×16.8cm
個人蔵

18 
ヤン・ブリューゲル1世
水浴をする人たちのいる川の風
景
1595–1600年頃
油彩／銅板
17×22cm
個人蔵

19 
ヤン・ブリューゲル1世
川の風景
1604–1606年頃（？）
油彩／板
18.7×24.4cm
個人蔵

20 
ヨセフ・ファン・ブレダール
川の風景
1700–1710年頃
油彩／銅板
32×41cm
個人蔵

21 
ヤン・ブリューゲル2世
アントウェルペンを臨む川の風
景
1620年頃
茶色のインク／紙
22×32cm
個人蔵

22 
ヤン・ブリューゲル2世
風車と聖堂のある川の風景

1625–1630年頃
茶色のインク／明るい茶色の紙
14.8×24.6cm
個人蔵

23 
ヤン・ブリューゲル1世
旅人と風車のある風景
1604–1605年頃
ペン、茶色のインク、黒チョー
ク、茶色と青のウォッシュ／紙
24.4×33.3cm
個人蔵

24 
ヤン・ブリューゲル2世
ボートの浮かぶ川辺の農村風景
1635–1640年
茶色のインク／明るい茶色の紙
15.5×30.8cm
ブリュッセル、パルク・ロクマ
リア伯爵

25 
ヤーコプ・グリンメル
フランドルの農村
1565–1570年頃
ペン、黒と茶色のインク、灰色
と緑のウォッシュによるハイラ
イト／紙
19.5×29cm
個人蔵

26
ヤーコプ・グリンメル
マールテン・ファン・クレーフ
ェ
野外で働く農民のいるフランド
ルの農村
1565–1570年頃
油彩／板
44×59cm
個人蔵

27 
ヤン・ブリューゲル2世
市場からの帰路につく農民たち
1630年頃
油彩／板に貼り付けた銅板
12.7×15cm
個人蔵

28 
ヨセフ・ファン・ブレダール
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市場からの帰路につく農民たち
1700–1710年頃
油彩／銅板
27×35cm
個人蔵

29
ヤン・ブリューゲル1世（？）
ルカス・ファン・ファルケンボ
ルフ
アーチ状の橋のある海沿いの町
1590–1595年頃
油彩／板
33.3×54.8cm
個人蔵

30 
ヤン・ブリューゲル1世周辺の
画家
狩人のいる川の風景
1610–1620年頃
油彩／銅板
30.1×40.3cm
個人蔵

31 
ヤン・ブリューゲル2世
田舎道で水を飲む牛
1635年頃
油彩／板
26×36.5cm
ロンドン、ブライアン・L・コ
ートサー

32
ヤン・ブリューゲル2世
ヨース・デ・モンペル
旅行者のいる山岳風景
1625–1630年頃
油彩／板
37.8×69.6cm
個人蔵

33 
セバスティアン・フランクス
野に向かう農民のいる風景
1620–1625年頃
油彩／板
66×97cm
個人蔵

34 
マールテン・ファン・クレーフ
ェ
よき羊飼いのたとえ
1578–1580年頃
油彩／板
28.5×47cm
個人蔵

35 
ヤン・ブリューゲル2世
聖ウベルトゥスの幻視
1630年頃
油彩／カンヴァス
66.5×92.5cm
個人蔵

36 
ヤン・ブリューゲル1世
エジプト逃避途上の休息
1602–1605年頃
油彩／板に貼り付けた銅板
15×11.5cm
個人蔵

37 
ヤン・ブリューゲル2世
風景の中の聖母子と天使
1630年頃

油彩／板
55×75cm
個人蔵

38 
ヤン・ブリューゲル2世
聖母子と洗礼者ヨハネと天使の
いる森の風景
1645–1650年頃
油彩／カンヴァス
115.5×167.5cm
個人蔵

第3章　冬の風景と城砦 

39 
ヤン・ブリューゲル1世
鳥罠（表）
スケートをする人がいる冬の川
の風景（裏）
1595–1600年頃
茶色のインク／明るい茶色の紙
20.6×32.3cm
個人蔵

40 
ピーテル・ブリューゲル2世
鳥罠
1601年
油彩／板
37.5×56.6cm
個人蔵

41 
ヤン・ブリューゲル1世
アウデケルの城
1595–1600年頃
茶色のインク／紙
12.4×31.5cm
個人蔵

42 
ヤン・ブリューゲル1世
城砦のある川辺の村
1615年頃
茶色のインク／青灰色の紙
25.7×45cm
個人蔵

43 
ヤン・ブリューゲル1世
テルヴューレンの城
1595–1600年頃
茶色のインク／明るい茶色の紙
15.8×17.9cm
個人蔵

44 
ヤン・ブリューゲル1世
ローマのカッファレッリ・クレ
メンティーノ宮
1589–1600年頃
黒のチョーク、ペン、茶色のイ
ンク／茶色の紙
18.7×27.2cm
個人蔵

45 
マールテン・ファン・クレーフ
ェ
嬰児虐殺を伴う冬の風景
えいじ
1570年頃
油彩／板
74×106.5cm
個人蔵

46 
ヤン・ブリューゲル2世
冬の市場への道

1625年頃
テンペラ／紙
14×23cm
個人蔵

47 
ヤン・ブリューゲル2世
スケートをする人がいるフラン
ドルの農村
1630–1635年頃
油彩／板
49×64cm
個人蔵

48
フランス・デ・モンペル
ヤン・ブリューゲル2世
冬のフランドルの農村
制作年不詳
油彩／板
46×59.5cm
個人蔵

第4章　旅の風景と物語

49
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
フランス・ハイス［彫版］
イカロスの墜落の情景を伴う3
本マストの武装帆船
1561–1562年頃
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
22.1×28.6cm
個人蔵

50
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
フランス・ハイス［彫版］
港を出る4本マストの武装帆船
1561年頃
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
22.2×27.7cm
個人蔵

51
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
フランス・ハイス［彫版］
港へ向かう4本マストの武装帆
船
1561–1562年頃
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
28.8×21.6cm
個人蔵

52 
ヤン・ブリューゲル1世
城砦のそばの小船
1600年頃
黒チョーク、ペン、茶色のイン
ク、水彩によるハイライト／紙
24.7×40cm
個人蔵

53 
ヤン・ブリューゲル1世
山沿いの海岸線をいく船団
1590–1595年頃
黒チョークの上に赤と青のチョ
ーク／紙
21×28.8cm
個人蔵

54 
ヤン・ブリューゲル1世

港に停泊する釣り船
1620年頃
茶色のインク、ウォッシュ／明
るい茶色の紙
11.6×18.6cm
個人蔵

55 
ヤン・ブリューゲル1世
川の風景
1620年頃
茶色のインク、ウォッシュ／明
るい茶色の紙
11.6×18.6cm
個人蔵

56 
ヤン・ブリューゲル1世
田舎道をいく馬車と旅人
1610年頃
油彩／銅板
12.2×20cm
個人蔵

57 
ヤン・ブリューゲル2世
市場への道
1630年頃
ペン、茶色のインク、青と灰色
のウォッシュ／明るい茶色の紙
18.6×28.4cm
個人蔵

58 
ピーテル・ブリューゲル2世
農民がいる丘の風景
1616年頃
茶色のインク／明るい茶色の紙
19.4×30.5cm
個人蔵

59 
ヤン・ブリューゲル1世
旅人がいる村の通り
1613–1615年頃
ペン、茶色のインク／明るい茶
色の紙
17.4×29.9cm
ブリュッセル、パルク・ロクマ
リア伯爵

60 
ヤン・ブリューゲル1世
橋のある運河沿いの家屋と馬車
（a）
1615年頃
ペン、茶色のインク、青のハイ
ライト／明るい茶色の紙
14.6×20.4cm
個人蔵

61 
ヤン・ブリューゲル1世
橋のある運河沿いの家屋と馬車
（b）
1615年頃
ペン、茶色のインク、青のハイ
ライト／明るい茶色の紙
14.6×20.4cm
個人蔵

62 
ヤン・ブリューゲル1世
馬と荷車（準備素描）
1610年頃
黒チョークの上に赤と青のチョ
ーク／紙
9.7×19.8cm
個人蔵

63 
ヤン・ブリューゲル2世
すれ違う旅行者たち
1630年頃
茶色のウォッシュ、茶色のイン
ク／紙
17×16.7cm
個人蔵

64 
ダーフィット・テニールス2世
宿屋の農民
1655–1660年頃
油彩／板
30.5×25.2cm
個人蔵

第5章　寓意と神話 

65
ヤン・ブリューゲル2世
バルトロメオ・カヴァロッツィ
花輪に囲まれた聖家族
1620–1625年頃
104×74cm
個人蔵

66 
ヤン・ブリューゲル1世
ノアの箱舟への乗船
1615年頃
油彩／板
43.9×64.5cm
デッサウ、アンハルト絵画館

67 
ヤン・ブリューゲル2世
地上の楽園
1620–1625年頃
油彩／銅板
35.5×50cm
個人蔵

68
ヤン・ブリューゲル2世
ヘンドリク・ファン・バーレン
四大元素─大気
1630年頃
油彩／板
41.5×58.5cm
個人蔵

69
ヤン・ブリューゲル2世
ヘンドリク・ファン・バーレン
四大元素─火
1630年頃
油彩／板
41.5×58.5cm
個人蔵

70 
ヤン・ブリューゲル2世
平和の寓意
1640年代
油彩／カンヴァス
66.5×90.6cm
個人蔵

71 
ヤン・ブリューゲル2世
戦争の寓意
1640年代
油彩／カンヴァス
69.2×91cm
個人蔵

72 
ヤン・ブリューゲル2世
嗅覚の寓意
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1645–1650年頃
油彩／カンヴァス
57×82.5cm
個人蔵

73 
ヤン・ブリューゲル2世
聴覚の寓意
1645–1650年頃
油彩／カンヴァス
57×82.5cm
個人蔵

74 
ヤン・ブリューゲル2世
愛の寓意
1648–1650年頃
油彩／銅板
88×104cm
個人蔵

75
ペーテル・パウル・ルーベンス
と工房
フランス・スナイデルス
豊穣の角をもつ3人のニンフ
制作年不詳
油彩／カンヴァス
207×153cm
個人蔵

76 
アンブロシウス・ブリューゲル
四大元素─大地
1645年頃
油彩／カンヴァス
37×56.5cm
個人蔵

77 
アンブロシウス・ブリューゲル
四大元素─水
1645年頃
油彩／カンヴァス
36×52cm
個人蔵

78 
アンブロシウス・ブリューゲル
四大元素─大気
1645年頃
油彩／カンヴァス

36×52cm
個人蔵

79 
アンブロシウス・ブリューゲル
四大元素─火
1645年頃
油彩／カンヴァス
37×56.5cm
個人蔵

80
アブラハム・ブリューゲル
ルイージ・ガルツィ
果物の静物がある夏の寓意
1670–1675年
油彩／カンヴァス
97.2×72.7cm
個人蔵

81
アブラハム・ブリューゲル
ルイージ・ガルツィ
正義と平和の寓意
1660年頃
油彩／カンヴァス
148.5×130cm
個人蔵

第6章　静物画の隆盛 

82
ヤン・ブリューゲル1世
ヤン・ブリューゲル2世
机上の花瓶に入ったチューリッ
プと薔薇
1615–1620年頃
油彩／板
40×29.2cm
個人蔵

83 
ヤン・ブリューゲル2世
ガラスの花瓶に入った花束
1637–1640年頃
油彩／板
54.3×36cm
個人蔵

84 
ヤン・ブリューゲル2世
籠と陶器の花瓶に入った花束

1640–1645年頃
油彩／板
53×80cm
個人蔵

85
ヤン・ブリューゲル2世
フランス・フランケン2世
彫刻と鍍金の施された花瓶に入
った花束
1625–1630年頃
油彩／板
116×91cm
個人蔵

86 
クリストッフェル・ファン・デ
ン・ベルヘ
青い花瓶に入った種々の花々
1620年頃
油彩／銅板
35.7×28.6cm
個人蔵

87 
アンブロシウス・ブリューゲル
ガラスの花瓶に入った花束
1650–1660年頃
油彩／銅板
25×20.5cm
個人蔵

88 
アンブロシウス・ブリューゲル
陶器の花瓶に入った花の静物
1645年頃
油彩／板
20.5×11.5cm
個人蔵

89 
アンブロシウス・ブリューゲル
花瓶に入ったチューリップとダ
リア
1645–1650年頃
油彩／板
24.5×14.5cm
個人蔵

90 
ヤン・ピーテル・ブリューゲル
花の静物

1661年
油彩／カンヴァス
97×78.5cm
個人蔵

91 
アブラハム・ブリューゲル
果物と東洋風の鳥
1670年
油彩／カンヴァス
70×84.5cm
個人蔵

92 
アブラハム・ブリューゲル
果物の静物がある風景
1670年
油彩／カンヴァス
97×136.5cm
個人蔵

93 
ヤン・ファン・ケッセル1世
蝶、カブトムシ、コウモリの習
作
1659年
油彩／大理石
38.4×45.7cm
個人蔵

94 
ヤン・ファン・ケッセル1世
蝶、コウモリ、カマキリの習作
1659年
油彩／大理石
38.4×45.7cm
個人蔵

第7章　農民たちの踊り

95
ピーテル・ブリューゲル1世［下
絵］
ピーテル・ファン・デル・ヘイ
デン［彫版］
春
1570年
エッチング、エングレーヴィン
グ、インク
17×21.7cm
個人蔵

96 
ピーテル・ブリューゲル2世
聖霊降臨祭の花嫁
1616年以降
油彩／板
47.2×74.3cm
デッサウ、アンハルト絵画館

97 
ピーテル・ブリューゲル2世
七つの慈悲の行い
1616年
油彩／板
43×59cm
個人蔵

98 
ピーテル・ブリューゲル2世
バグパイプ奏者と旅人のいる村
1580–1590年頃
油彩／板
25.5×36.5cm
個人蔵

99 
マールテン・ファン・クレーフ
ェ
強盗に襲われる農民の夫婦
1570–1577年頃
油彩／板
33×47.8cm
個人蔵
100a–f
マールテン・ファン・クレーフ
ェ
農民の婚礼（6点連作）
1558–1560年頃
油彩／板
各33.8×68.5cm
個人蔵

101 
ピーテル・ブリューゲル2世
野外での婚礼の踊り
1610年頃
油彩／板
74.2×94cm
個人蔵

企画展
杉戸洋　とんぼ	と	のりしろ
＊作家名（記載のないものは杉戸洋）、タイトル、制作年、技法・素材、寸法（縦×横、高さ×幅×奥行〔cm〕）の順に記載。同展覧会の作品リスト（展覧会場順）に準じる。

1
untitled
2013/2017
木炭、油彩、カンヴァス /ワイ
ヤー、紐、木製の額
38×45.5cm / 45.3×54.5cm

2
untitled
2017
木炭、アクリル、カンヴァス、
紐
aprox. 390× 183cm / 192×
131cm

3
untitled
2017
ミクストメディア
サイズ可変

4
untitled
2013
木炭、油彩、カンヴァス
45.5×53cm

5
untitled
2014
木炭、油彩、カンヴァス
53×65.2cm

6
untitled
2013
木炭、油彩、カンヴァス
31.8×41cm

7
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm

8
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm  

9
untitled
2015
グリッター、アクリル、カンヴ
ァス 
29×41.5cm - 45.5×66cm

10
小さい夜 I
2017
ミクストメディア
サイズ可変 

11
untitled
2017
油彩、カンヴァス
50×60.6cm  

12
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm

13
untitled
2017
油彩、カンヴァス
45.5×53cm 

14
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm  

15
untitled
2017
油彩、カンヴァス
45.5×53cm
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16
untitled
2017
油彩、カンヴァス
38×45.5cm  

17
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm 

18
untitled
2017
油彩、カンヴァス
22×27.3cm

19
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm  

20
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm  

21
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm  

22
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm

23
untitled
2017
油彩、カンヴァス
24.2×33.3cm

24
小さい夜II
2017
ミクストメディア
サイズ可変

25
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm

26
untitled
2017
油彩、カンヴァス
31.8×41cm

27
untitled
2017
油彩、カンヴァス
45.5×38cm 

28
Troedsson Villa
2017
油彩、カンヴァス
22×27.3cm 

29
untitled
2017
油彩、カンヴァス
45.5×38cm

30
untitled
2017
陶
19.5×19.5×1cm / 20×19.7×
1cm

31
untitled
2017
陶
9×6.5×1.6cm

32
untitled
2005
グリッター、木
32×47×5cm

33
untitled
2017
発泡スチロール、ペイント、
ダンボール、ネット
サイズ可変 

34
untitled
2017
アクリル、ペイント、ダンボー
ル
33.3×39×14.5cm

35
untitled
2017
油彩、紙
各29.5×21cm

36
untitled
2017
油彩、カンヴァス、ペイント、
ダンボール
35×45.8×8cm

37
untitled
2017
陶、アクリル、ペイント、ダン
ボール
40.5×34.5×20.5cm

38
untitled
2003, 2017
ダンボール、発泡スチロール、
木
46×78×10cm

39
untitled
2016
アクリル、油彩、発泡スチロー
ル
40×29.5cm

40
untitled
2017
木、ペイント、ダンボール
37×48.8×8cm

41
untitled
2017
カンヴァス、ペイント、ダンボ
ール
36.5×49×8cm

42
untitled
2017
カンヴァス、発泡スチロール
サイズ可変

43
untitled
2017
ダンボール、ペイント
サイズ可変 

44
module (for room A)
2017
タイル、発泡スチロール、木
aprox.385.5×1545×96.5cm 

45
hand
2002
石膏
55.5×13×14cm

46
beehive
2017
3.5×7×5cm

47
untitled
2010
木炭、油彩、カンヴァス
31.8×41cm

48
untitled
2017
木
35×51cm

49
module (from the sky)
2017
タイル、木
480×19×70cm 

50
三木瑠都
つがいの家
2010
アクリル、カンヴァス
38×45.5cm

51
千葉小夜子
particles
2017
ミクストメディア
サイズ可変 

52
厚地琴美 
untitled
2017
ペイント、ダンボール
37.5×45.5×8cm

53
三木瑠都
untitled
2002
木
40×30cm

54
杉江玲子
アーチ
2017
石灰岩
11.5×5.5×4cm

55
杉江玲子
小さい石
2015
石灰岩
5.5×10×5cm

56
杉江玲子
たくさんの波の間で
2016
安山岩
22.5×15×6cm

57
杉江玲子
小さい石
2016
砂岩
45×16×13cm

58
杉江玲子
手
2015
砂岩
5.5×15×11cm

59
spider O
untitled
2016
模型

60
spider T. J
untitled
2017
ネット、ウレタンフォーム

61
杉江玲子
手
2015
砂岩
18.5×23×9cm

62
舟越桂氏のアトリエ pinup
オカピ

63
三沢厚彦
「Head」シリーズ
樟、ペイント
18.5×11.5×10cm

64
三沢厚彦
animal
2008
樟、ペイント
20.5×7.5×7.5

65
正人の灯
デスクランプ
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コレクション展
東京都現代美術館所蔵　近代の写実展
＊作家名、作品名、制作年、材質・技法、寸法（cm）の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

1
本多錦吉郎
静物
油彩／キャンバス
37.1×49.6

2
中澤弘光
寂光院秋色
c.1948
油彩／キャンバス
37.9×45.5

3
柚木久太
八甲田大岳より
1956
油彩／キャンバス
45.5×53

4
清宮 彬
静物
1922
油彩／キャンバス
41×52

5
池部 鈞
病後の人
1910
油彩／キャンバス
80.5×61

6
池部 鈞
老巡査
1950
油彩／キャンバス
80.5×60.5

7
池部 鈞
おもちゃ屋の娘
1956
油彩／キャンバス
91×60.5

8
池部 鈞
銀座
1958
油彩／キャンバス
91×60.5

9
牧野虎雄
花苑
1920
油彩／キャンバス
72.7×90.9

10
牧野虎雄
秋の風景
ｃ.1921
油彩／キャンバス
60.6×80.3

11
牧野虎雄
風景
ｃ.1922
油彩／キャンバス
50×60.6

12
牧野虎雄
庭
ｃ.1923
油彩／キャンバス
40.9×53

13
牧野虎雄
夏
ｃ.1924
油彩／キャンバス
50×60.6

14
牧野虎雄
父の像
1929
油彩／キャンバス
72.8×60.6

15
牧野虎雄
朝顔
ｃ.1943
油彩／キャンバス
60.6×45.5

16
牧野虎雄
白梅
ｃ.1944
油彩／キャンバス
72.7×60.6

17
中山 巍
流れのほとり
油彩／キャンバス
60.6×50

18
河野通勢
風景（裾花）
1914
インク／紙
30×38.2

19
河野通勢
河柳（裾花）
1914
インク／紙
30×38

20
河野通勢
叢
1916
鉛筆／紙
19×29.5

21
河野通勢
柏の葉
1917
水彩／紙
25.8×34.0

22
河野通勢
柏の葉
1917
水彩／紙
17×25.5

23
河野通勢
柏の葉
ｃ.1917
インク／紙
26×34

24
河野通勢
自画像 1 
1917
インク／紙
29×19

25
河野通勢
自画像 2
1917
インク／紙
29×19

26
河野通勢
自画像 3（右半面：槍投げ練習）
1917
インク／紙
29×38

27
河野通勢
自画像
インク／紙
29×19

28
河野通勢
花の図
1926
油彩／キャンバス
51×46

29
松本弘二
花（芍薬）
1926
油彩／キャンバス
53×45.5

30
田辺三重松
アルプスの山（スイス）
1964
油彩／キャンバス
53×65.1

31 
高田力蔵
上高地
1956
油彩／キャンバス
45.5×54

32
楢原健三
海
1957
油彩／キャンバス
33.4×45.5

33
吉井 忠
馬鈴薯の皮をむく女
1949
油彩／キャンバス
80×61
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公募展活性化事業
上野アーティストプロジェクト「現代の写実―映像を超えて」
＊作品名、制作年、素材・技法、寸法（cm）、所蔵者の順に記載。同展覧会の作品リスト（展覧会場順）に準じる。

Ⅰ . 映像を超えて

小森隼人

1 
黄色い果実と赤い柘榴
2012
油彩、キャンバス
162.2×112.1 
個人蔵

2
檸檬 大きな器
2015
油彩、キャンバス
53.0×41.0
個人蔵

3
待宵
2016
油彩、キャンバス
33.3×22.0
個人蔵

4 
靑韻 
2015
油彩、キャンバス
80.3×54.7
個人蔵

5
苺 青い花
2016
油彩、キャンバス
33.3×24.2
個人蔵

6
月宵
2017
油彩、キャンバス
30.2×34.2
作家蔵

7
中紅花
2017
油彩、キャンバス
21.5×27.5
作家蔵

8
天色　
2016
油彩、キャンバス
55.2×90
個人蔵

9
驟雨 天色
2016
油彩、キャンバス
67×130
個人蔵

10
Consideration 
2017
油彩、キャンバス
48.8×64.0
作家蔵

11
花浅葱の刻
2017
油彩、キャンバス
142.0×114.0
作家蔵

塩谷　亮

12
晩春近江
2016
油彩、キャンバス
58.3×150.0
個人蔵

13
一の滝
2017
油彩、キャンバス
227.3×112.0
個人蔵

14
Toscana
2010
油彩、板
53.0×112.1
個人蔵

15
草音
2017
油彩、キャンバス
145.5×227.3
個人蔵

16
碧音
2015
油彩、板
75.2×50.0
ホキ美術館蔵

17
月華
2014
油彩、キャンバス
91.0×91.0
個人蔵

18
紫
2016
油彩、板
24.2×41.0
個人蔵

19
煌
2012
油彩、板
91×65.2
ホキ美術館蔵

20
静刻
2014
油彩、板
72.7×33.3
個人蔵

Ⅱ．記憶のリアリティ

橋本大輔

21
パレット
2014
油彩、パネル
194.0×162.0
作家蔵

22
FAC3016
2014
油彩、パネル
162.0×194.0
作家蔵

23
標
2015
油彩、パネル
162.0×194.0
作家蔵

24
観測所
2016-2017
油彩、パネル
197.0×291.0
東京藝術大学蔵

小田野尚之

25
遠雷
1991
紙本彩色
170.0×215.0
成川美術館蔵

26
くつおと
1996
紙本彩色
170.0×215.0
個人蔵

27
映
2010
紙本彩色
160×160
個人蔵

28
道
2015
紙本彩色
100×100
作家蔵 

29
発電所跡
2013
紙本彩色
170×215
作家蔵

30
定刻着
2011
紙本彩色
100×100
個人蔵

31
映す
2017
紙本彩色
53.0×65.2
作家蔵

Ⅲ . リアリズムの諸相

元田久治

32
Revelation : Electric City 
2005
リトグラフ、インク、紙
55×91
作家蔵  

33
Indication : Tokyo Tower 3 
2007
リトグラフ、インク、紙
47×45.5
作家蔵

34
Foresight : Tokyo Tower 
2017
リトグラフ、インク、紙
69.5×90.0
作家蔵

35
Indication : Tokyo Station
2007-2011
リトグラフ、インク、紙
87.5×171.3
作家蔵

36
Indication : Tokyo Dome City
2012
リトグラフ、インク、紙
60×85
作家蔵

37
Foresight : Tokyo Skytree
2017
リトグラフ、インク、紙
61.0×38.5
作家蔵

38
Foresight : Shibuya Center Town 
2017
リトグラフ、インク、紙
90.0×126.7
作家蔵

39
Indication : Statue of Liberty / 
Odaiba
2013
リトグラフ、インク、紙
52.0×63.3
作家蔵

40
Foresight : Burj Khalifa, UAE
2017
鉛筆、ペン、墨、水彩、紙
91.2×65.2
作家蔵

41
Foresight : Marina Bay Sands, 
Singapore
2013
リトグラフ、インク、紙
63.5×90.0
作家蔵

42
Foresight : The Eiffel Tower, 
France II 
2017
鉛筆、ペン、水彩、紙
91.0×65.2
作家蔵

蛭田美保子

43 
光来フラガンシア
2016
油彩、キャンバス
259.0×194.0
作家蔵

44
食像崇拝
2016
油彩、キャンバス
162.0×130.0
作家蔵

45
絢爛豪華な装身具
2017
油彩、キャンバス
194.0×259.0
作家蔵

46
捕食－被食関係
2017
油彩、キャンバス
194.0×259.0
作家蔵

47
タコとラデッシュのサラダ
2017
水彩、紙
29.0×20.0
SUNABA GALLERY蔵

48
よそ行き
2016
水彩、紙
40.5×30.5
作家蔵

49
貴婦人
2016
水彩、紙
40.5×30.5
作家蔵

50
捕食
2017
水彩、紙
29.0×20.0
ギャラリー恵風蔵
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佐々木里加

51
KALEIDOSCOPE RX-1999
1999
ミクストメディア、キャンバス
197.0×521.0
作家蔵

52
BRAIN MUSEUM
2017
油彩、キャンバス
162.2×130.3
作家蔵

53
HYPER BRAIN CYBERNETICS
2017
ミクストメディア、パネル 
300×450
作家蔵

岩田壮平

54
こい
2014
絹本彩色
172.0×382.0
個人蔵

55
涛
2015
紙本彩色
100.0×200.0
個人蔵

56
flower 
2015
紙本彩色
170.0×300.0
株式会社サンロード蔵

57
六々魚
2016
絹本彩色
91×72.7
個人蔵

58
六々魚
2016
絹本彩色
91×72.7
個人蔵

59
花の形
2017
絹本彩色　
167.0×371.5
作家蔵

稲垣考二

60
三面
2011-2013
油彩、パネル
400×972
作家蔵

61
夜行
2017
油彩、パネル
162×324
作家蔵
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資料2
東京都美術館条例
東京都美術館条例施行規則
東京都美術館運営要綱
東京都美術館利用料金要綱

フロアマップ
施設概要
利用案内
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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。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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Ｃ
一階収納室Ａ
一階収納室Ｃ
二階収納室Ａ
二階収納室Ｃ
地階収納室Ｂ1 各室１室１日 1,700円
地階収納室Ｂ2
一階収納室Ｂ1
一階収納室Ｂ2
二階収納室Ｂ1
二階収納室Ｂ2

展示室等
区分 単位 金額
展覧会事務室

全事務室 全室１日 28,800円
第一事務室 各室１室１日 2,400円
第二事務室
第三事務室
第四事務室
第五事務室
第六事務室
第七事務室
第八事務室
第九事務室
第十事務室
第十一事務室
第十二事務室

ギャラリー事務室
全事務室 全室１日 6,200円
ギャラリー A 各室１室１日 2,000円
ギャラリー B 2,600円
ギャラリー C 1,600円

講堂・スタジオ等
区分 単位 金額
講堂 １室 全日 24,300円

午前 12,200円
午後 12,200円

スタジオ
スタジオ1 各室１室 全日 7,200円

午前 3,600円
午後 3,600円

スタジオ2 全日 6,900円
午前 3,500円
午後 3,500円

スタジオ3 全日 2,500円
午前 1,300円
午後 1,300円

ロビー・エントランス １㎡ 75円

付帯設備
区分 単位 （新）金額
展示設備

陳列ケース 各設備１台１日 800円
審査台
フォークリフト １台１時間 1,600円

映写機
プロジェクター １台 全日 1,600円

午前 800円
午後 800円

音響設備
マイクセット １組 全日 1,600円

午前 800円
午後 800円

持ち込み機材使用電気料 １KW／ｈ 40円
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フロアマップ

【M3階（中 3階）】
公募展第 9，10、11、12事務室

【2階】
公募展示室 2階 第 1、2、3、4
レストラン「RESTAURANT MUSE」
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

公募展第 5、6、7、8事務室
公募展示室 1階 第 1、2、3、4
カフェ「cafe Art」
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
レストラン「RESTAURANT salon」
美術情報室
企画展示室

【MB階（中 1階）】
公募展第 1、2、3、4事務室

【LB階】
公募展示室 LB階 第 1、2、3、4
事務室
救護室
授乳室
ミュージアムショップ
講堂
企画展示室

【地下 2階】
ギャラリーC

【地下３階】
ギャラリー A
ギャラリー B
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住所　東京都台東区上野公園8番36号
地域・地区  第1種中高層住居専用地域
準防火地域／第1種文教地区／第2種風致地区／第3種高度地区
建ぺい率  40％
容積率  300％

敷地面積  16,638.84㎡
建築面積  7,999.47㎡
延床面積  37,748.81㎡
鉄筋コンクリート造／鉄骨鉄筋コンクリート造（一部）／鉄骨造（一部）

高さ　最高高さ17.4m／軒高15.6m
＊風致地区の高さ制限や公園法により、エントランスロビーを含むメインフロアはLB
階（地下1階）に設定されている。

［企画棟］
企画展示室
LB階　709㎡（倉庫55㎡、展示ケース82㎡を含む）
1階　713㎡（倉庫55㎡、展示ケース83㎡を含む）
2階　714㎡（倉庫57㎡を含む）
＊天井高4.5m

［公募棟］
ギャラリー
A（地下3階）　412㎡、天井高9.9m
B（地下3階）　303㎡、天井高3m
C（地下2階）　470㎡、天井高2.4m／ 5.8m

公募展示室
LB階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
1階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
2階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
＊各3室、全12室、天井高4.8m
＊1室平均面積760㎡、ロビー全面積445㎡
＊1室平均壁長271m、全室壁長3,256m

［中央棟］
ミュージアムショップ（LB階）　127㎡
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ（1階）　391㎡（52席）
カフェ「cafe Art（カフェ アート）」（1階）　103㎡（50席）
レストラン「RESTAURANT MUSE（レストラン ミューズ）」（2階）　481㎡（200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「RESTAURANT salon（レストラン サロン）」（1階）　249㎡（客席50席）
スタジオ（2階）　146㎡
アートスタディルーム（2階）　153㎡

［開館時間］
9:30～ 17:30（特別展開催中の金曜日は9:30～ 20:00）
※いずれも入館は閉館時間の30分前まで

［休室日］
特別展・企画展
毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
上記以外の展覧会
第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）

［全館休館日］
毎月第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
整備休館
年末年始
12月29日～ 1月3日

［アメニティ施設］
○美術情報室（交流棟1階）　10:00～ 17:00　※整備休室あり
○ミュージアムショップ（中央棟LB階）　9:30～ 17:30*
○レストラン「RESTAURANT MUSE」（中央棟2階）　10:00～ 17:30*
○レストラン「RESTAURANT salon」（交流棟1階）　11:00～ 17:30*
○カフェ「cafe Art」（中央棟1階）　9:30～ 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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