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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。
　2019（平成31）年度は、2020年に向けて体制を整えて事業の質を高めていくこ
とを意識し、事業の着実な実施と事業間の連携や相乗効果を一層図り、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」や訪れる楽しさを充実させる「アメニティ事業」など、様々な
事業を展開しました。
　年度の終わりの3か月は、新型コロナウイルス感染症拡大という未曾有の危機
を受け、感染症拡大防止のため特別展の会期途中での中止や臨時休館という事態
に追い込まれました。しかし、年間を通して特別展の入館者100万人以上を達成
するなど、全体として事業を着実に実施することができました。

　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。 

　　　　令和2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以下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（令和
2）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）
　東京都美術館は、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」となることを目指します。
　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」
• アート・コミュニティ形成による新たな可能性を探求
する「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　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

4　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250団体により展覧会を開催

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

6　公募展活性化事業
　（1） 上野アーティストプロジェクト

  公募展で活躍する優れた現代作家を毎年テーマを決めて
選定し紹介する企画展を実施

　（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、ギャラリー空間を生かした展覧会を実施

7　アート・コミュニケーション事業
　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「アートへの入口」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。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。「学校向けプログラム」「ファミリー向けプログラ
ム」の２つのプログラムに加えて、ミュージアムを利用
しづらい子どもたちを招待する「ダイバーシティ・プロ
グラム」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。毎年テーマを決めて当館の歴史を紹介するアー
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5万冊のほか、東京都
美術館に関連したアーカイブズ資料約6,000件を収蔵管理
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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2019（平成31）年度 トピックス

4月 7日 「奇想の系譜展」閉幕
 23日 「クリムト展　ウィーンと日本 1900」開幕（7月10日まで）

5月 20日 障害のある方のための特別鑑賞会「クリムト展」開催

6月 9日 「都美セレクション グループ展 2019」開幕（6月30日まで）
 28日､29日 手荷物検査（試行）実施

7月 3日 「クリムト展」入場者50万人を記録
 20日  企画展「伊庭靖子展　まなざしのあわい」開幕（10月9日

まで）
 26日  サマーナイトミュージアム実施（8月30日まで）
 27日  公募団体展で文化芸術体験プログラム実施（第36回産

経国際書展）
 31日  Museum Start あいうえの 2019年度プログラム始動
  「うえのウェルカムコース」実施

8月 13日  「伊庭靖子展　まなざしのあわい」キッズ＋U18デーを
開催

   Museum Start あいうえのオープンデイ「キュッパ・チャ
ンネル」第1回 実施

 27日  2019年度アーカイブズ資料展示を1階アートラウンジ
で開催（9月23日まで）

9月 4日  第25回 ICOM京都大会2019 CAMOC分科会で、アー
ト・コミュニケーション事業について発表

 8、9日  ICOM-CAMOCの東京ポストカンファレンスツアーを
ホスト館として開催

 10日  「コートールド美術館展　魅惑の印象派」開幕（12月15
日まで）

 12日  公募団体展で文化芸術体験プログラム実施（再興第104回
院展）

 20､21､29日  手荷物検査（試行）実施（ラグビーワールドカップ2019
日本大会の東京会場試合開催日）

10月 5日  Museum Start あいうえのオープンデイ「キュッパ・チャ
ンネル」第2回 実施

 5､6､19､20日  手荷物検査（試行）実施（ラグビーワールドカップ2019
日本大会の東京会場試合開催日）

 12､13日 台風19号接近に伴い臨時休館
 28日  障害のある方のための特別鑑賞会「コートールド美術館

展」開催

11月 1日  手荷物検査（試行）実施（ラグビーワールドカップ2019
日本大会の東京会場試合開催日）

 2日  Museum Start あいうえのオープンデイ「キュッパ・チャ
ンネル」第3回 実施

 16日  「上野アーティストプロジェクト2019『子どもへのまな
ざし』」開幕（1月5日まで）

   「松本力『記しを憶う』－東京都写真美術館コレクション
を中心に」開幕（1月5日まで）

 23日  とびらプロジェクトオープンレクチャー vol.10「モノの
ための美術館？  人のための美術館？─コミュニケー
ションと建築のいい関係」開催

 25日  Museum Start あいうえの 学校向けプログラム「スペ
シャルマンデー」実施

 30日  Museum Start あいうえの ダイバーシティプログラム
「美術館でポーズ」実施

   国立国会図書館国際子ども図書館にて当館学芸員によ
る連携講演会「20世紀美術史の基礎知識」開催

12月 10日 「コートールド美術館展」入場者30万人を記録
 15日  Museum Start あいうえのオープンデイ「キュッパ・チャ

ンネル」第4回 実施

1月 6日 ユニークベニュー（パーティー）実施
 20日  とびらプロジェクト第9期アート・コミュニケータ募

集受付開始
 21日 「ハマスホイとデンマーク絵画」開幕（3月26日まで）
 24日 ユニークベニュー（パーティー）実施

2月 1日  公募団体展で文化芸術体験プログラム実施（第67回朝聞
書展）

 11日  とびらプロジェクトフォーラム「2030年の未来へ　美
術館とSDGs ～アート・コミュニケータがひらく持続
可能な社会」開催

 27日  「ハマスホイとデンマーク絵画」展覧会関連コンサート
「ART meets MUSIC」実施

【受賞】
　第7回ジャポニスム学会展覧会賞（ゴッホ展　巡りゆく日本の夢：

2017年度開催）
　2019年度毎日書道顕彰特別賞（公募展活性化事業）
　東大比較文學会 CatalTo2018 カタログ賞（BENTO おべんとう展）
　2019年度グッドデザイン賞（Museum Start あいうえの）
　2019年度こども環境学会活動賞（Museum Start あいうえの）

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】
　「ハマスホイとデンマーク絵画」を途中閉幕
　　2月29日から閉幕日（3月26日）まで臨時休室
　下記イベントの中止
　　3月6日 トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー
　　3月6日 「ハマスホイとデンマーク絵画」イブニング・レクチャー
　　3月9日 障害のある方のための特別鑑賞会
　　3月18日 シルバーデー
　　3月19日 文化芸術体験プログラム
　　3月20日  Museum Start あいうえのオープンデイ「キュッパ・チャ

ンネル」第5回
　　3月21日 建築ツアー
　　3月29日 文化芸術体験プログラム
　美術情報室 臨時休室：2月29日～ 3月31日
　臨時休館：　3月17日～ 21日、28日～ 31日
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2019（平成31）年度 実績と評価

　2019（平成31）年度は、今期指定管理最終年である2020年を
見据えて東京2020大会の機運醸成を図りながら、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230万人の
来館者を迎えることができた。

実　　　績
展覧会事業
　「クリムト展　ウィーンと日本 1900」「コートールド美術館
展　魅惑の印象派」「ハマスホイとデンマーク絵画」の3つの特
別展と企画展「伊庭靖子展　まなざしのあわい」は、新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため会期途中で終了した「ハマスホ
イとデンマーク絵画」を除き、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、全ての展覧会で9割以上の
方から満足であるとの回答を得た。「伊庭靖子展　まなざしの
あわい」では、ギャラリー独特の空間を活かした展示を行い美
しい展示風景を演出するとともに、関連企画の「ダンス・ウェル」
の実施など、新たな試みに挑戦した。「コレクション展」では、
子ども時代の記憶をテーマに、松本力の東京都写真美術館所蔵
品を軸に、リニューアルオープン後初となる映像作品の展覧会
を実施した。

公募展事業
　「公募展事業」は、2021年度（令和3）の単年度使用割当を決定
し、100％の稼働率の確保に努め、円滑な運営を行った。上野
アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」では、
子どもをめぐる多様な作品を3章に構成し、若手・中堅・ベテ
ランをバランスよく紹介しながら、ひとつの展覧会にまとめ
た。また、国際子ども図書館との連携事業を実施し、新たな利
用者層の獲得につなげた。

アート・コミュニケーション事業
　第25回 ICOM（国際博物館会議）京都大会2019において、8
年目を迎える「とびらプロジェクト」や7年目の「Museum Start
あいうえの」などの活動の成果を発表するとともに、CAMOC
国際委員会のポストカンファレンスの上野での開催に尽力し、
94名の参加を得た。これらの国際会議への参加は、英語での
事業発信の機会ともなり、2018年度に刊行した書籍の英語
PDF版のウェブ公開を行った。

アメニティ事業
　アーカイブ資料展示では、東京都美術館新館開館の日（9月1
日）を記念し、新館開館から10年目にあたる1985年に開催さ
れた井上武吉の個展と、同展を機に制作され、エスプラナード
に設置された野外彫刻《my sky hole 85-2 光と影》を取り上げ、
当館所蔵のアーカイブズ資料を通じて、東京都美術館のシンボ
ルが新たに生み出された背景を振り返った。
　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
　事業計画書で提案した事業内容を着実に実施した。特別展で
は、「クリムト展」が目標観覧者数を大幅に上回り、「コートー
ルド美術館展」も目標を超える観覧者数を達成したが、「ハマス
ホイ展」では新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響を受け
会期半ばで中止を余儀なくされたため、観覧者数は目標の約半
分であった。しかし、年間をとおして100万人超の観覧者を得
ることができた。内容面では「クリムト展」で油彩画25点以上
の本格的な展覧会を実現して人気を博し、「コートールド美術
館展」では質の高い印象派絵画を分かりやすい解説パネル付き
で展示した。「ハマスホイ展」では、静謐な室内画で定評のある
ハマスホイに加えて日本で初めて近代デンマーク絵画を系統的
に紹介して高い評価を得た。

　また、企画展では、中堅の優れた現代作家として女性画家「伊
庭靖子展」を開催し、作家の多彩な近作を堪能できる充実した
展示となった。「上野アーティストプロジェクト」では「子ども
へのまなざし」をテーマに公募団体で活躍する現代画家6人を
選定し、分かりやすいテーマで多彩な内容と表現を観覧者に楽
しんでいただいた。
　アート・コミュニケーション事業では、これまでの活動と成
果をまとめた書籍を刊行するなどにより、そのノウハウを広く
伝えるとともに、企画展「伊庭靖子展」では、とびラーを含む多
くの人々が来場者の鑑賞サポートやガイドなどを務めた。ま
た、9月に開催された第25回 ICOM京都大会2019に参加する
とともに、とびらプロジェクトと「Museum Startあいうえの」
の講座やワークショップを着実に実施した。
　広報面では「コートールド美術館展」に合わせて近隣商業施設
とコラボを実施し、また、ユニークベニューをさらに推進する
とともに、ショップやレストランとの緊密な連携でサービスの
向上に努めた。「クリムト展」会期中に生じたお客様同士のトラ
ブルについては、その後対応マニュアル作成、看視と警備の強
化、研修等の対策を講じて再発防止を徹底した。
　さらに、ユニークベニューを推進し、アートラウンジやレス
トランを活用することで施設の有効活用を図った。さらに財団
連携として、展覧会に因んだコンサートを東京文化会館で実施
したことで、施設間の送客に結びついた。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止により一部事業を中止す
ることとなったが、以上の取組みにより、年間をとおして、平
成31年度は目標以上の成果を達成できた。

外部評価委員会による評価（総括的な意見）
　展覧会事業は、特別展・企画展のいずれも充実した内容であ
り、展示構成や解説パネルなどにも、一般来館者が快適に鑑賞
し作品への理解を深めるための配慮が感じられた。特別展で
は、「クリムト展」が、日墺150年に因みクリムトの画業を示す
本格展として成功を収め、「コートールド美術館展」が印象派評
価を定着させたコレクターの姿を珠玉の作品群を通して浮上さ
せた。「ハマスホイとデンマーク絵画展」は、近年美術愛好者が
関心を持ち始めたデンマーク近代絵画を包括的に紹介した斬新
な企画だった。一般には十分に浸透していない分野をとりあげ
た意欲的な姿勢を高く評価したい。企画展では、「伊庭靖子展」
が、見ることによって浮かび現れ始める皮膜のような形を通し
て見るという経験自体を表現しようとしていた。東京都写真美
術館コレクションを核とした松本力のドローイング＝アニメの
ビデオインスタレーション、そして公募団体と国際子ども図書
館と共同・リンクしながら「子どもへのまなざし」をテーマとし
た企画展示といった多彩な展示を成功させた。
　平成31年度は新型コロナウイルス感染症流行の影響という
不測の事態もあって例年よりも総入場者数が減少したとはい
え、特別展と企画展をあわせて100万人を超える入場者数に達
し、しかもすべての展覧会が90％を超える満足度を達成した
ことは高く評価してよい。
　アート・コミュニケーション事業に関しては、「Museum Start
あいうえの」のグッドデザイン賞受賞や「やさしい日本語ワーク
ショップ」、岐阜県美などへの「とびらプロジェクト」展開など各
方面との連携により事業をますます充実させていることに加え、
ICOM京都大会への参加などを通じて、これまでの活動を積
極的に発信し、館の実績を広く共有する取り組みを行った点が
特筆に値する。これまでの活動が評価され、全国へ、そして世
界へ拡がっていく勢いを感じる。
　アメニティ事業も適切に実施され、きわめて多くの利用者が
安心して美術を楽しむことができる環境を維持している。
　事業・企画的にもサービス的にも、或は表現行為的にも言語
的にも、またネット情報的にも、ダイバーシティとバリアフリー
を美術館として追求し前進を遂げ、本年度、都美術館は東京
2020大会に向けた高みを達成した。



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、「コレクション展」を開催した。 今年度の特別展は、春から夏に
かけて開催した「クリムト展　ウィーンと日本 1900」で世紀末ウィーンの画家グ
スタフ・クリムトの代表作を含む油彩25点以上と同時代ウィーンの美術家たち
の作品を展示、また世界有数の印象派・ポスト印象派コレクションを誇るロンド
ンのコートールド美術館から傑作約60点をピックアップした「コートールド美術
館展　魅惑の印象派」、そして静謐な室内風景で知られるハマスホイと同時代の
画家を紹介した「ハマスホイとデンマーク絵画」と、質の高い西欧の名作を中心に
ご覧いただいた。また、企画展では、画家の眼とモティーフの間（あわい）にある
質感や空気感に一貫して取り組む女性画家の油彩画、版画、映像を展示した「伊
庭靖子展　まなざしのあわい」を開催した。コレクション展「松本力　『記しを憶
う』」では、東京都写真美術館のコレクションより絵かき・アニメーション作家松
本力の映像作品を借用し、作家の協力を得ながら最新の映像インスタレーション
を実現した。

特別展 
クリムト展　ウィーンと日本 1900
コートールド美術館展　魅惑の印象派
ハマスホイとデンマーク絵画

企画展 
伊庭靖子展　まなざしのあわい

コレクション展 
松本力　「記しを憶う」　東京都写真美術館コレクションを中心に
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主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、
朝日新聞社、TBS、ベルヴェデーレ宮オーストリア
絵画館

後援／オーストリア大使館、オーストリア文化フォーラム
協賛／ショップチャンネル、セコム、損保ジャパン日本興

亜、大日本印刷、竹中工務店、トヨタ自動車、三菱
商事、パナソニック、みずほ銀行

協力／全日本空輸
会期／2019（平成31）年4月23日（火）～ 2019（令和元）年7

月10日（水）
会場／企画展示室
出品点数／107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／小林明子

　19世紀末ウィーンを代表する画家グスタフ・クリムトの
没後100年記念として開催された本展では、初期の自然主
義的な作品から、黄金様式の時代の作品、甘美な女性像や
数多く手がけた風景画まで、日本では過去最多となる25点
以上の油彩画が出品された。クリムト作品とともに、同時
代のウィーンで活動した画家たちの作品や、クリムトが影
響を受けた日本の美術品などもあわせて展示し、自由な創
造と新しい芸術を目指したウィーン世紀末美術の精華を紹
介した。
　黄金様式の時代の代表作《ユディト I》は、恍惚とした表
情を湛えるユディトが匂い立つような官能性を放ち、鑑賞
者を魅了した。数々の油彩画とともに、ウィーン分離派会
館を飾る壁画《ベートーヴェン・フリーズ》の原寸大複製を
実際の展示空間にできるだけ近いかたちで設置し、その壮
麗さと迫力を体感できるような展示を試みた。質の高い作
品を通して、いまなお圧倒的な人気を誇るクリムトの画業
を一望することのできる充実した展覧会となった。

【特別展】

クリムト展　ウィーンと日本 1900
Gustav Klimt: Vienna - Japan 1900

ポスター

図録：〔A4変形判／276ページ〕
・「クリムトと日本──長きにわたる親しい関係」
ステラ・ローリッグ（ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館館長）
pp. 24-25
・「生命の円環──クリムト自身を映す象徴主義」
マークス・フェリンガー（ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館学芸員）
pp. 26-33
・「クリムトと分離派」
千足伸行（美術史家、成城大学名誉教授）pp.34-39

・「クリムトの「黄金様式」」
小林明子（東京都美術館学芸員）pp.40-43
・「クリムトの晩年の肖像画と東洋的モティーフ
──《オイゲニア・プリマフェージの肖像》を通じて」
西﨑紀衣（豊田市美術館学芸員）pp.44-46

図録表紙 チラシ
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実績
入場者数／ 577,828人（1日平均7,915人）

関連企画
・記念講演会
4月23日（火）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「クリムト：その人生と芸術」
講師／マークス・フェリンガー（ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画館
学芸員、本展監修者）
6月8日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「クリムトとウィーンの “聖なる春”」
講師／千足伸行（成城大学名誉教授、広島県立美術館館長、本展監修者）
6月15日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「クリムトの「黄金様式」」
講師／小林明子（東京都美術館学芸員）

・イヴニング・レクチャー
講師／小林明子（東京都美術館 学芸員）
5月10日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数225人
6月7日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数220人

掲載記事など
・「クリムト展　ウィーンと日本 1900　革新とエロス 多彩な油彩画」 
高木友絵／『朝日新聞』2019年4月20日
・「「クリムト展」「ウィーン・モダン」展」窪田直子／『日本経済新聞』

2019年5月8日
・「特集 時を越えるクリムト」／『芸術新潮』6月号、pp.10-91
・「エロスと死の香り～近代ウィーンの芸術 光と影～」／『日曜美術館』
（NHK Eテレ）2019年6月9日放送
・「心奪われるクリムトの存在感　稲垣吾郎と探る多彩な魅力」森本未紀
／『AERA』2019年6月17日号（No.27）、pp.36-39
・「東京都美術館「クリムト展　ウィーンと日本 1900」～世紀末ウィー
ンの巨匠が描く退廃と究極の黄金美！～」／『ぶらぶら美術・博物館』
（BS日テレ）2019年6月18日放送
・「クリムト「ユディト I」×貫地谷しほり」／『美の巨人たち』（テレビ東
京系列）2019年6月22日放送

会場風景 撮影：大谷一郎
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【特別展】

コートールド美術館展　魅惑の印象派
Masterpieces of Impressionism: The Courtauld Collection

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

後援／ブリティッシュ・カウンシル
協賛／凸版印刷、三井物産、鹿島建設、ダイキン工業、
　　　大和ハウス工業、東レ
協力／日本航空
会期／2019（令和元）年9月10日（火）～ 12月15日（日）
会場／企画展示室
出品点数／84点（資料24点含む）
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

　ロンドンにあるコートールド美術館から印象派・ポスト
印象派の作品を中心に絵画・彫刻60点と関連資料24点を
展示した。同館のロンドン大学に付属するコートールド美
術研究所という教育・研究機関の側面に注目し、作品を「読
み解く」ことをテーマに、「画家の言葉から読み解く」、「時
代背景から読み解く」、「素材・技法から読み解く」の3章
で構成した。60点のためゆとりのある会場デザインを実
現することができ、全作品に作品解説を付したほか、7点
にはより詳細を解説した大型のボードを設け、作品の背景
やより深い鑑賞体験に誘う情報を積極的に掲出した。
　また、実業家サミュエル・コートールドの収集したコレ
クションを核につくられた美術館のため、コートールドと
いう人物にも光を当てた。とくに彼が収集したセザンヌ、
ルノワール、ゴーガンは「収集家の眼」と題した特別なコー
ナーを設けた。かつて作品が飾られていたコートールド邸
の室内写真や邸内の雰囲気を出す窓など、鑑賞を楽しめる
空間づくりを心がけた。

図録：〔235×235mm／266ページ〕
・「コートールド・コレクション」
カレン・セレス（コートールド美術館　絵画部門学芸員）pp. 16-22
・「セザンヌのアルカディア──プロヴァンス」
永井隆則（京都工芸繊維大学准教授）pp. 68-73
・ 「1874年のルノワール《桟敷席》」
大橋菜都子（東京都美術館　学芸員）pp. 150-154
・「《フォリー =ベルジェールのバー》をめぐる考察」
三浦篤（東京大学教授）pp. 172-180
・「サミュエル・コートールドとポール・ゴーガン──フランスとイギ
リスを中心としたコレクション形成史の視座から」
小泉順也（一橋大学大学院准教授）pp. 234-240

ポスター

チラシ

図録表紙
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実績
入場者数／ 345,940人（1日平均4,219人）

関連企画
・記念講演会
9月10日（火）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「サミュエル・コートールド：そのコレクションとビジョン」
講師／エルンスト・ヴェーゲリン（コートールド美術館館長）
11月4日（月）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「マネの《フォリー =ベルジェールのバー》はなぜ傑作なのか」
講師／三浦篤（東京大学教授）
11月30日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数225人
テーマ／「セザンヌの思想と芸術」
講師／永井隆則（京都工芸繊維大学准教授）

・イヴニング・レクチャー
講師／大橋菜都子（東京都美術館学芸員）
10月4日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数225人
11月1日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数177人

掲載記事など
・「この秋の大注目！「コートールド美術館展」～印象派巨匠の名画が勢
揃い！マネ最晩年の傑作20年ぶりの来日！～」／『ぶらぶら美術・博
物館』（BS日テレ）2019年10月1日
・「「クールブヴォワの橋」 ジョルジュ・スーラ 色の点、ちりばめたわけ」
（美の履歴書621）松本紗知／『朝日新聞』
　2019年10月8日夕刊
・「名品ぞろい　コートールド美術館展」（目は語る）高階秀爾／
　『毎日新聞』2019年10月9日夕刊
・「マネ「フォリー =ベルジェールのバー」」／『新美の巨人たち』（テレビ
東京）2019年10月12日
・「マネ 最後の傑作の秘密～フォリー =ベルジェールのバー～」／『日曜
美術館』（NHK Eテレ）2019年10月13日

会場風景 撮影：大谷一郎
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【特別展】

ハマスホイとデンマーク絵画
Vilhelm Hammershøi and Danish Painting of the 19th Century

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、
読売新聞社

後援／デンマーク大使館
協賛／大日本印刷
協力／イープラス、ルフトハンザカーゴAG、J-WAVE
会期／2020（令和2）年1月21日（火）～ 3月26日（木）
　　　 （新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2月29

日（土）以降臨時休室）
会場／企画展示室
出品点数／86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

　デンマークを代表する画家ヴィルヘルム・ハマスホイの
作品37点に加え、19世紀デンマーク絵画49点を展示。19
世紀末にヨーロッパ全土で流行した象徴主義の文脈で語ら
れることの多いハマスホイを、19世紀デンマーク絵画史の
流れの中から捉え直す、世界的にも珍しい企画であった。
1章から3章でハマスホイ以外の19世紀デンマーク絵画
を、4章でハマスホイの作品を紹介した。
　ハマスホイ以外の19世紀デンマーク絵画については、
日本での本格的な紹介が初めてとなるため、作品・作家解
説のほか、描かれている場所や作家の活動地などを視覚的
に理解出来るようにデンマーク国内の地図を掲出するなど、
わかりやすい展示を心がけた。また、ハマスホイ作品だけ
を展示した第4章では、彼の室内画に描かれる扉や窓枠な
どを再現し、作品の世界へより深く入り込めるような工夫
を凝らした。しかし、新型コロナウィルス感染症拡大防止
のため、残念ながら会期半ばの2月28日（金）をもって閉
幕となってしまった。

ポスター

チラシ
図録表紙

図録：〔290×230mm／ 213ページ〕
・「19世紀デンマーク美術─自然の忠実な観察から詩情あふれる象徴主
義へ」
ピーダ・ナアゴー =ラースン（デンマーク国立美術館学芸課長／主席研
究員）pp. 8-16
・「ヴィルヘルム・ハマスホイと19世紀末コペンハーゲンの室内画」
萬屋健司（山口県立美術館学芸員）pp. 17-23

・コラム
「デンマーク黄金期文学の遠景にあるもの」田辺欧（大阪大学教授）pp. 
54-55
「19世紀ヨーロッパの芸術家コロニー」髙城靖之（東京都美術館学芸員）
pp. 80-81

「デンマークとポスト印象主義画家──ファン・ゴッホ、モアイェ =ピー
ダスン、ゴーガン」圀府寺司（大阪大学教授）pp. 88-89
「母と子と──フレゼレゲのスクラップブック」萬屋健司（山口県立美術
館学芸員）pp. 182-183
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実績
入場者数／ 72,271人（1日平均2,126人）

関連企画
・記念講演会
2月8日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数211人
テーマ／「不安な絵画──ハマスホイと北欧の画家たち」
講師／佐藤直樹（東京藝術大学准教授）
2月22日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数199人
テーマ／「19世紀のデンマークとヴィルヘルム・ハマスホイ」
講師／萬屋健司（山口県立美術館　学芸員）

・イヴニング・レクチャー
講師／髙城靖之（東京都美術館学芸員）
2月14日（金） 18:30～ 19:00　講堂／参加者数150人
【中止】3月6日（金） 18:30～ 19:00（新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため）

・展覧会関連コンサート
2月27日（木） 11:00開演（12:00終演）東京文化会館小ホール／参加者数
224人

掲載記事など
・「「ハマスホイとデンマーク絵画」展 親密で平穏なやさしさ」
渋沢和彦／『産経新聞』2020年2月16日
・「画家が見つめる追憶 ハマスホイ 室内─開いた扉、ストラン
ゲーゼ30番地」高橋咲子／『毎日新聞』2020年2月17日夕刊
・「ハマスホイとデンマーク絵画」／『日曜美術館 アートシーン』（NHK 

Eテレ）2020年2月24日
・「東京都美術館「ハマスホイとデンマーク絵画」展～幸福の国が生んだ
巨匠“北欧のフェルメール”その静謐な世界～／『ぶらぶら美術・博物
館』（BS日テレ）2020年3月3日
・「「カード・テーブルと鉢植えのある室内、ブレズゲーゼ25番地」ヴィ
ルヘルム・ハマスホイ 簡素な部屋に漂うものは」（美の履歴書640）
西田健作／『朝日新聞』2020年3月10日夕刊

会場風景 撮影：大谷一郎
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【企画展】

伊庭靖子展　まなざしのあわい
Yasuko Iba, A Way of Seeing

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館
特別協力／Gallery Nomart
協力／MISA SHIN GALLERY、MA2 Gallery、髙島屋美術

部、モデュレックス
会期／2019（令和元）年7月20日（土）～ 10月9日（水）
会場／ギャラリーＡ・Ｂ・Ｃ
出品点数／52点
観覧料（当日）／ 一般 800円、大学生・専門学校生 400円、

65歳以上 500円
担当／大橋菜都子、下倉久美

　伊庭靖子（1967- ）の美術館では10年ぶりとなる個展。
伊庭は、身近なモティーフを描きながら、まなざしのあわ
い（間）にある光や空気といった「見えない」ものの存在を巧
みに捉え、「見る」という行為そのものに鑑賞者の意識を向
けさせる作品を発表し続けている。本展は回顧展という形
式はとらず、新作の油彩画を中心に、そこにつながる
2000年代半ばからの絵画、2004年以来となる新しい版画
作品等をシリーズごとに展示した。
　伊庭は、一貫して自ら撮影した写真をもとに作品を制作
する。本展の開催にあたり、会場となる東京都美術館で撮
影を行い、それをもとにした新作が実現したほか、この機
に初めて挑戦した映像作品を発表することができた。会場
は、一点一点とじっくり向き合える環境づくりを心がけ、
解説やキャプションを配布資料にまとめ、文字情報を限定
したつくりとした。アンケートを見ると、本展で初めて伊
庭を知った来場者も多く、新しい作家・作品を紹介する機
会となった。

図録：〔240×210mm／ 122ページ〕
・「まなざしのあわい──「見る」ことを問う」
大橋菜都子（東京都美術館学芸員）pp. 78-81
・「不可視性に触れる──伊庭靖子の絵画」
清水穣（美術評論家）pp. 82-85
・「伊庭靖子　インタビュー」
聞き手：大橋菜都子　pp. 86-95

ポスター

チラシ

図録表紙
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実績
入場者数／ 33,038人（1日平均465人）

関連企画
・対談　清水穣×伊庭靖子
7月20日（土）14:00～ 15:00　講堂／参加者数104人
講師／清水穣（美術評論家）、伊庭靖子（画家）

・アーティスト・トーク
8月3日（土）11:00～ 11:45　展覧会場／参加者数64人
8月24日（土）11:00～ 11:45　展覧会場／参加者数93人
講師／伊庭靖子（画家）

・ギャラリートーク
7月26日（金）19:00～ 19:30　展覧会場／参加者数36人
8月16日（金）19:00～ 19:30　展覧会場／参加者数52人
講師／大橋菜都子（東京都美術館学芸員）

・ダンス･ウェル
7月30日（火）10:30～ 12:00　展覧会場、企画棟ホワイエ／ 17人
8月6日（火）10:30～ 12:00　展覧会場、企画棟ホワイエ／ 17人
講師／なかむらくるみ（ダンサー、振付家、Dance Well石川実行委員会
代表）

掲載記事など
・「評　美術「伊庭靖子展　まなざしのあわい」　うつろう光とらえ」
永田晶子／『毎日新聞』2019年8月28日夕刊
・「重ねる光　透明な質感」河村亮／『京都新聞』2019年8月31日
・「光に溶け込み複雑化する空間」渋沢和彦／『産経新聞』2019年9月1日
・「ものがまとう空気　捉えたくて」松本紗知／『朝日新聞』2019年9月3
日夕刊
・「まなざしをとどめさせる何かが」岡部あおみ／『美術の窓』2019年9
月号、pp. 204-205

・「東京都美術館　伊庭靖子展　まなざしのあわい」清水穣／『陶説』
2019年9月号、pp. 76-79

・「伊庭靖子　光のツボにはまる」／『芸術新潮』2019年9月号、p. 155
・「伊庭靖子展　まなざしのあわい」／『月刊アートコレクターズ』2019
年10月号、pp. 48-49

会場風景 撮影：木奥惠三 Keizo Kioku
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【コレクション展】

松本力「記しを憶う」─東京都写真美術館コレクションを中心に
From the TOP Collection: Chikara Matsumoto “Memory Tracer”

主催／東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都
美術館

連携／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術
館

会期／2019（令和元）年11月16日（土）～ 2020（令和2）年1月
5日（日）

会場／ギャラリーＢ
出品点数／14点
観覧料／無料
担当／田村麗恵

　東京都写真美術館が収蔵する松本力のアニメーション作
品を中心に、ギャラリー Bの会場に即したインスタレー
ションと作家蔵の映像や原画を展観。財団内連携事業とし
て、東京都が所蔵する貴重なコレクションを公開する機会
となった。
　松本はギャラリー Bの特徴である四角い空間と４つの柱
を、聖なる場所として捉え、中央にピラミッド型の見晴ら
し台を制作し、来場者が登ることにより視点を変える（山
頂に立ち、映像の中の山頂を眺める）仕掛けを行った。ま
た、6面インスタレーションの映像に包まれるかのような
展示方法や、ブラウン管テレビを多用したトーテムポール
型装置により、空間全体をひとつの立体作品として成立さ
せ、老若男女問わず、大勢の来場者から好意的に受け入れ
られた。来場者には松本へのインタビューを採録したリー
フレットを配布し、松本独自の複雑なアニメーションの制
作工程や、作品制作の背景となった幼少期のエピソードを
披露。作品を理解するための補助ツールとなった。
　会期中には松本の映像作品へ楽曲を提供し、長年、活動
も共にする音楽家VOQ（ボック）と松本によるパフォーマ
ンスライブを２回行った。さらにギャラリートークやアー
ティストトークに加えて、松本が自作した映像装置「絵巻
物マシーン」を用いたアニメーション制作ワークショップ
を実施。成果物である映像作品を、会期後半に会場で上映
した。作家と協働した関連事業を通して、松本の作品世界
を多角的に紹介することが出来た。

ポスター

リーフレット：〔A5判／ 12ページ〕
「松本力『記しを憶う』─東京都写真美術館コレクションを中心に」（松本
力インタビュー）田村麗恵編　pp.3-11

チラシ リーフレット表紙
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実績
入場者数／ 17,444人（1日平均447人）

関連企画
・ライブパフォーマンス「きこえているかもしれない」
出演：VOQ（音楽家）、松本力
2019年11月17日（日）16:00～ 17:00　ギャラリー B／参加者数108人

・松本力　アーティストトーク
2019年11月23日（土・祝）13:00～ 14:00　ギャラリー B／参加者数47人

・絵巻物マシーンワークショップ「サンベンマワッテ、アシタキノウニ
ナアレ」

2019年12月7日（土）10:30～ 12:00　スタジオ／参加者数19人
2019年12月7日（土）13:30～ 15:30　スタジオ／参加者数11人

・担当学芸員によるギャラリートーク
2019年12月13日（金）19:00～ 19:30　ギャラリー B／参加者数52人

・ライブパフォーマンス「SAYONARA 虹の中で」
出演：VOQ（音楽家）、松本力
2020年1月4日（土）16:00～ 17:00　ギャラリー B／参加者数275人

掲載記事など
・「子どもの頃の記憶がよみがえるような展覧会─松本力『記しを憶う』
─東京都写真美術館コレクションを中心に」／『artscape』　2019年12
月15日号

・「すき間だらけのアニメーション　松本力個展」大西若人／『朝日新聞』
2019年12月24日夕刊

会場風景 撮影：加藤健
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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万点という新作を毎年発表してきた。かつては、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2019 「子どもへのまなざし」
都美セレクション グループ展 2019
文化芸術体験プログラム
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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出品作家　※五十音順
大久保綾子（一陽会）、木原正徳（二紀会）、志田翼（独立美術協会）、
新生加奈（日本美術院）、豊澤めぐみ（新制作協会）、
山本靖久（主体美術協会）

図録：〔B5判／ 136ページ〕
・「子どもへのまなざし──その過去と現在──」
　田中宏子（東京都美術館学芸員）pp.6-10
・「子ども、遊び、世界」
　山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）pp.11-15

【公募展活性化事業】

上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」
Ueno Artist Project 2019: “Artists Look at Children”

図録表紙 チラシ

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館
会期／2019（令和元）年11月16日（土）～ 2020（令和2）年1

月5日（日）
会場／ギャラリーＡ・Ｃ
出品点数／55点
観覧料／一般 500円、65歳以上 300円
担当／田中宏子、田村麗恵

　2017年より開始した、テーマを決めて公募団体で活躍
する現代作家を紹介する「上野アーティストプロジェクト」
の第3回。隔年で書と美術を取り上げるもので、今回は「子
どもへのまなざし」をテーマに美術の作家6名を紹介した。
　子どもは魅力的なモチーフとして多くの作家の心を捉え
てきた。子ども時代は誰もが経験するものであり、作家は
それぞれの想いをもって作品を生み出してきた。本展は展
示構成を「愛される存在」、「成長と葛藤」、「生命のつながり」
の3章とし、若手からベテランまでの作家を幅広く選定す
ることで、かわいらしい子どもという固定した視点のみな
らず、子どもをめぐる多様な表現を紹介することができ
た。また、子どもをテーマにしたことで、これまで都美に
来たことのない人や、美術館を避けてしまいがちな子育て
世代にも来館してもらうことができた。
　会期中、国立国会図書館国際子ども図書館との連携企画
をそれぞれの館で行った。近隣館と連携することにより関
係性を深めることができ、双方にとって新たな利用者層の
拡大にも繋がった。

ポスター
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実績
入場者数／ 18,768人（1日平均481人）

関連企画
・出品作家によるアーティストトーク
11月24日（日）14:00～ 15:30　展覧会場内／参加者数205名　
大久保綾子、豊澤めぐみ、木原正徳
12月1日（日）14:00～ 15:30　展覧会場内／参加者数216名　
新生加奈、志田翼、山本靖久

・担当学芸員によるギャラリートーク（英語の逐次通訳付き）
12月8日（日）14:00～ 15:00　展覧会場内／参加者数77名

・担当学芸員によるギャラリートーク
12月20日（金）14:00～ 14:30　展覧会場内／参加者数48名、

19:00～ 19:30　展覧会場内／参加者数20名

・国立国会図書館国際子ども図書館・東京都美術館連携企画「子どもと
楽しむ美術─絵本の読み聞かせとともに─」

12月22日（日）13:00～ 14:00　アートスタディルーム／参加者数33名

掲載記事など
・「『命』」をテーマに描き36年」／『船橋よみうり』
　2019年10月12日
・「展覧会情報02東京都美術館　上野アーティストプロジェクト2019　
子どもへのまなざし」／『百兵衛』第51号／

　株式会社麗人社 2019年10月13日
・「360°ビュー　六者六様の『子ども』像──上野アーティスト
　プロジェクト2019『子どもへのまなざし』」／『artscape』
　2019年12月4日
・「ミュージアム・ナビ　子どもへのまなざし　東京都美術館」
　『神奈川新聞』 2019年12月13日
・「東京都美術館　上野アーティストプロジェクト2019
　『子どもへのまなざし』」／『読売新聞』 2019年12月21日夕刊
・「東京都美術館　上野アーティストプロジェクト2019
　『子どもへのまなざし』」／『埼玉新聞』 2019年12月24日

会場風景 撮影：坂田峰夫
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【公募展活性化事業】

都美セレクション グループ展  2019
Group Show of Contemporary Artists 2019

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

会期／2019（令和元）年6月9日（日）～ 6月30日（日）　
会場／ギャラリー A、B、C
観覧料／無料
担当／田村麗恵、田中宏子、平方正昭

　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。現代美術の作家たちの様々なジャンルの作品によ
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シリーズの8回目。昨年度と同様に3
グループが展覧会を開催した。

都美セレクション グループ展 2019　公募及び選考
募集期間（公募）／2018（平成30）年4月2日（月）

～ 7月10日（火）
応募件数／19件
審査会／2018（平成30）年9月24日（月・祝）　
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）
大橋修一（埼玉大学名誉教授）
野地耕一郎（泉屋博古館分館長）
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）
※役職は審査会当時

星座を想像するように─過去、現在、未来
会場／ギャラリー A
入場者数／11,643人

グループ名
過去・現在・未来を考える
出品作家　＊はグループ代表者
平川恒太＊/田中直子 /中村亮一 /古堅太郎 /加茂昂 /瀬尾夏美 /スクリプカ
リウ落合安奈
協賛
ターナー色彩株式会社

　土地の記憶や人々の言葉に耳を傾けたり、時間や国籍、
文化の違いからアイデンティティを探求したり、被災や被
害と加害という、忘却されつつある歴史に光を当てる作家
6名と、戦前に描かれた児童画「日独伊親善図画」を研究す
る田中によって構成されたグループ。各々のテーマは異な
るが、いずれも社会という大きな物語の中で個人に焦点を
当てるアーティストが本展のために集まった。展示やトー
クイベントを通して、現代日本において、現在進行形の問
題に切り込むことの意味や意義を問いかけた。

関連イベント
・ギャラリートーク
6月9日（日）15:30～ 16:30　ギャラリー A／参加者数58人
・クロストーク（ゲスト：辻政博氏）
6月30日（日）14:00～ 16:30　講堂／参加者数61人
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彼女たちは叫ぶ、ささやく─ヴァルネラブルな集合体が 
世界を変える
会場／ギャラリー B
入場者数／10,563名

グループ名
エゴイメ・コレクティヴ
出品作家　＊はグループ代表者
一条美由紀 /イトー・ターリ/碓井ゆい/岸かおる/ひらいゆう/松下誠子＊/
綿引展子 /カリン・ピサリコヴァ
キュレーター
小勝禮子
助成
公益財団法人 朝日新聞文化財団

　アーティスト8名とキュレーターの小勝によるグルー
プ。幅広い年齢層の作家たちで、拠点も関東周辺のほか、
広島、パリ、ハンブルク、ブルノ（チェコ）の世界各地にわ
たる。作品の展示とともに、トークやパフォーマンスを行
い、観客との対話を行った。女性や様々なマイノリティの
存在や物事について、観客にこれまでの常識を疑うような
内面的変化を遂げて欲しいというメッセージが込められて
いた。繊細かつ大胆な手法によって制作された作品とパ
フォーマンスは、実力派アーティストの熱気とエネルギー
に満ち、彼女たちの存在感を十二分に示した。

関連イベント
・オープニング・アーティストトーク
6月9日（日）14:00～ 15:30　ギャラリー B／参加者数70人
・イトー・ターリ パフォーマンスアート 《37兆個が眠りに就く前に》
6月14日（金）18:30～ 19:30　スタジオ／参加者数151人
・松下誠子 パフォーマンス& インタビュー 《セキュリティ・ブランケット》
6月21日（金）18:00～ 19:30　ギャラリー B／参加者数54人
・クロージング・トーク 「アートとジェンダーをめぐる対話」（ゲスト：
香川檀氏、滝朝子氏、川村麻純氏、良知暁氏）

6月29日（土）15:00～ 17:00　ギャラリー B／参加者数74人

ヘテロトピア
会場／ギャラリー C
入場者数／15,117名

グループ名
ヘテロトピア
出品作家　＊はグループ代表者
伊藤誠 /岡田和枝 /白井美穂 /松浦寿夫＊/吉川陽一郎
助成
公益財団法人 野村財団

　ユートピア（非在郷）とは異なり、現実の世界の中に存在
し、かつ周囲の環境に対しての異質性ないし非同一性の徴
候を備えたヘテロトピア（異在郷）というミシェル・フー
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都美セレクション グループ展2020　公募及び選考
募集期間（公募）／ 2019（平成31）年4月5日（金）～ 

2019（令和元）年7月15日（月・祝）
応募件数／25件
審査会／2019（令和元）年9月15日（日）
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）
髙橋利郎（大東文化大学教授）
野地耕一郎（泉屋博古館分館長）
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）
※役職は審査会当時

コーが作り上げた概念に注目した企画。東京都美術館の
ギャラリー Bという場所を庭園、すなわちヘテロトピアの
原型的な存在で、相互に異質な複数の空間を内包する場へ
と変形することを試みた。絵画、写真、立体、インスタレー
ションに加えて吉川が会場で連日アクションを行った。作
品や作家と対峙することで、そこに内在する異なる時間や
場を感知させ、現実と非現実、時間や空間を自由に行き来
できる可能性を提示した。

関連イベント
・シンポジウム -1 「ヘテロトピア群島航行」（ゲスト：伊藤俊治氏、今
福龍太氏）

6月16日（日）14:00～ 16:30　講堂／参加者数73人
・シンポジウム -2 「芸術のトポグラフィー」（ゲスト：白川昌生氏、成
相肇氏、林道郎氏）

6月22日（土）14:00～ 16:30　講堂／参加者数100人

掲載記事など
・「3企画を同時開催。都美セレクション グループ展2019に注目」／ウェ
ブ版『美術手帖』　2019年5月31日

・「都美セレクション グループ展 2019」 村田真／『artscape』 レビュー 
2019年6月15日
・「『わたし』が発するとき─『彼女たちは叫ぶ、ささやく─ヴァルネラブ
ルな集合体が世界を変える』展」正路佐知子／ 『artscape』 キュレーター
ズノート 2019年6月15日

・「誰もが何かのマイノリティ。工藤香澄評『彼女たちは叫ぶ、ささやく
─ヴァルネラブルな集合体が世界を変える』展」 工藤香澄／ウェブ版
『美術手帖』レビュー 2019年8月25日

p.28～ p.30　会場風景 撮影：坂田峰夫
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財団内連携事業文化芸術体験プログラム

　東京2020年大会に向けて、東京都美術館の特徴である
公募団体展という文化芸術活動に着目し、外国からの来館
者や障害を持つ方を含めた様々な方向けにプログラムを実
施することで、来館者が気軽に日本の文化芸術に触れる機
会をつくる。2019（平成31）年度は試行として3回実施した。

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館

第1回　英語通訳付き 席上揮毫解説
協力／産経国際書会　
日時／2019（令和元）年7月27日（土）13:00～ 14:30
参加人数／ 134人
　第36回産経国際書展の会期中に開催された席上揮毫の
際に、団体が行う解説に英語逐次通訳を付け、席上揮毫及
び現代の書について紹介した。
第2回　英語通訳付きギャラリートーク
「初めての日本画鑑賞 日本美術院編」
協力／公益財団法人日本美術院
日時／2019（令和元）年9月12日（木）15:00～ 16:00
参加人数／ 60人
　再興第104回院展の会場で出品作家と当館学芸員が行う
ギャラリートークに英語逐次通訳を付け、日本画特有の材
質や技法を解説し、日本画の作品の見どころを紹介した。
第3回　公開制作　朝聞書会編
「見て知る、墨の色いろ」
協力／朝聞書会
日時／2020年（令和2）年2月1日（土）10:30～ 12:00 
参加人数／ 86人
　第67回朝聞書展の会場で、書作品の公開制作を実施。
現代の書に特有の淡墨による大字作品の制作過程や、様々
な書体による作品の鑑賞法などを紹介した。

※2020（令和2）年3月19日（木）、29日（日）に予定していた第4回、第5
回は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。

　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 アーツカウンシル
東京が企画する事業を連携、協力して開催した。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5」が行われた。

TURNフェス5

主催／東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカ 
ウンシル東京・東京都美術館、特定非営利活動法人
Art’s Embrace、国立大学法人東京藝術大学

監修／日比野克彦
会期／2019（令和元）年8月16日（金）～ 18日（日）・20日（火）
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／3,012人

参加作家・団体　※順不同
岩田とも子、齋藤陽道、未来言語、OTON GLASS/FabBiotope、牧原依
里、東京ろう映画祭実行委員会、伊勢克也、飯塚貴士、LITALICOジュ
ニア所沢教室、障がい者総合サポートセンターさぽーとぴあ、アトリエ・
エー、池田晶紀、シューレ大学、きょうされんリサイクル先びんセン
ター、富塚絵美、板橋区立小茂根福祉園、クラフト工房La Mano、気ま
ぐれ八百屋だんだん、ハーモニー、森山開次、冨田了平、東大生態調和
農学機構、楼婕琳、小野龍一、布下翔碁、曽根麻衣、アレハンドラ・ミ
スライ、中村奈緒子、徳本萌子、松橋和也、ルース・マリエット・トゥ
ルエバ、ヨアン・カラッタラ・コラーレス、ラ・マーニャとユミ、ラブ・
エロ・ピース、U:gene、マチーデフ、マダム ボンジュール・ジャンジ、
ジュリア・カセム、岡森祐太、関場理生、白鳥建二、小笠原新也、アー
ト・コミュニケータ（とびラー）、アート・コミュニケータ東京、今井さ
つき、みかんの木

第2回　英語通訳付きギャラリートーク 会場風景 撮影：加藤甫
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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。

2019（平成31）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

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

東北芸術工科大学卒業・修了制作展×TOHOKU 
CALLING「鹿逐う者は山を見ず」

第49回 SEBIT2020 東京都専門学校アート＆デ
ザイン展（東京都専修学校各種学校協会）

第69回 東京都公立学校美術展覧会（東京都教育
委員会）

第68回 東京藝術大学 卒業・修了作品展令和元年度 第70回 東京都立高等学校定時制通信
制課程芸術祭（東京都公立高等学校定通校長会）

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令和元年度  第70回  東京都立高等学校
定時制通信制課程芸術祭

10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● 975

東京私立中学高等学校協会 第47回 東京私立中学高等学校 生徒写真・美術展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● 2,476
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30回  中央展

12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● ● 2,741

東京都立総合芸術高等学校 美術科東京都立総合芸術高等学校美術科  卒業制作展 12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● 3,997
東京藝術大学 美術学部 第68回  東京藝術大学 卒業・修了作品展 1月27日（月）～2月3日（月）＊ ● ● ● ● ● ● ● 14,027
東洋美術学校 第71回  卒業制作展 2月4日（火）～2月11日（火） ● ● 3,495
東京都教育委員会 第69回  東京都公立学校美術展覧会 2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● ● ● 79,270
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（水）～2月19日（水）＊ ● 11,134
東京都専修学校各種学校協会 第49回  SEBIT2020

東京都専門学校アート＆デザイン展
2月20日（木）～2月27日（木） ● ● ● 4,505

東北芸術工科大学 東北芸術工科大学　卒業・修了制作展
×TOHOKU CALLING「鹿逐う者は山を見ず」

2月20日（木）～2月27日（木） ● ● ● 4,227

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（木）～2月27日（木） ● 1,390

京都造形芸術大学 京都造形芸術大学  学生選抜展  KUAD  ANNUAL  2020
─フィールドワーク：世界の教科書としての現代アート─

2月20日（木）～2月27日（木） ● ● 1,280

女子美術大学・女子美術大学短
期大学部

JOSHIBISION2019─アタシの明日─（女子美術
大学大学院・大学・短期大学部学生選抜作品展）

2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● ─

女子美術大学付属高等学校 JOSHIBISION2019─アタシの明日─
（女子美術大学付属高等学校卒業制作展）

2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● ─

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（金）～3月7日（土）＊ ● ─
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学科

首都大学東京インダストリアルアート
卒業・修了制作研究展

2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● ─

ガラス教育機関合同作品展 第13回  ガラス教育機関合同作品展 3月8日（日）～3月15日（日） ● ● ─
合計 17機関 合計 129,517

注）入場者数「─」：新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止
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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、公募展活性化事業や学校
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

公募団体展

グループに分けて、会期・展示室を割り当てている。
　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（令和3）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。
　2019（平成31）年度の公募団体の開催実績は下記のとお
りで、2015年度審査及び2017（平成29）年度の単年度審査
において使用割当の決まった団体である。

 2019年 7月 12日 第一次申請受付開始
  8月 5日 第一次申請締め切り
  9月	13日 第二次審査申請締め切り
  10月 24日 公募展等審査会
  11月	29日 Ⅳ－①グループ抽選会
  12月 10日 Ⅳ－②グループ抽選会
 2020年 3月	 2日 東京都美術館運営委員会付議
  3月 13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。

2021（令和3）年度の使用割当
　2019年度は2021年度の使用割り当てを行った。31の団
体から申請を受け、一次審査の結果1団体の使用資格が認
められなかった。二次審査には29の団体から申請を受け
た。審査の結果、この29団体を使用団体として決定した。
抽選会等の結果、24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、2021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  71  16  9  4  2  6  27  7
Ⅲ 125  58 11 10  0  7  33  6
Ⅳ  28  14  2  1  0  2   9  0
合計 250  94 26 18  3 17  77 15

団体割合（%） 100% 37.6% 10.4% 7.2% 1.2% 6.8% 30.8% 6.0%
占有コマ数 512 163 49 40 10 27 196 27
占有割合（%） 100% 31.8%  9.6% 7.8% 2.0% 5.3% 38.3% 5.3%
総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む

2019（平成31）年度 公募団体展 開催実績
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2019（平成31）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69回　モダンアート展 4月1日（月）～4月16日（火）＊ ● ● ● ● ● ● 総合 14,469
光陽会 第67回　光陽展 4月1日（月）～4月8日（月）＊ ● ● 　 総合 7,212
日本書道院 第68回　日本書道院展

併催：第68回　全国学生書道展覧会
4月1日（月）～4月8日（月）＊ ● ● ● ● ● ● 書 13,096

新美術団体協議会 第10回記念　新美協展 4月1日（月）～4月8日（月）＊ ● 総合 1,967
美術文化協会 第79回　美術文化展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● ● ● 総合 3,421
書真会 第52回　書真会展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● 書 1,867
大道書学院 第51回　大道展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● 書 3,490
日本光画会 第53回　光展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● その他 1,098
書縁會 第7回　書縁會展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● 書 1,467
日本國際藝術研究院 第13回　国際公募　国際書画大賞展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● 総合 1,787
日本パステル画会 第95回記念　日本パステル画会展 4月9日（火）～4月16日（火）＊ ● 洋画 3,988
現代工芸美術家協会 第58回　日本現代工芸美術展 4月17日（水）～4月24日（水） ● ● 彫刻工芸 11,559
二科会 2019　春季二科展 4月17日（水）～4月24日（水） ● ● 総合 6,512
新日春会 第3回　新日春展 4月17日（水）～4月24日（水） ● ● ● 日本画 5,106
日本水墨画協会 第52回　日本水墨画展 4月17日（水）～4月24日（水） ● 日本画 3,736
全日本中国水墨芸術家連盟 第30回　全日中展・東京国際美術大展 4月17日（水）～4月24日（水） ● 総合 1,663
東邦書院 第42回　東邦書画公募展 4月17日（水）～4月24日（水） ● 書 2,039
日本書道普及連盟 第48回　鶏聲展　併催：学生作品 4月17日（水）～4月24日（水） ● 書 1,544
ベラドンナの會 第15回　ベラドンナ・アート展 4月17日（水）～4月24日（水） ● 総合 7,583
日本彫刻会　　 第49回　日本彫刻会展覧会（日彫展）4月17日（水）～5月2日（木） ● ● ● 彫刻工芸 12,722
東光会 85回記念　東光展 4月25日（木）～5月10日（金）＊ ● ● ● ● ● ● 洋画 27,649
大調和会 第58回　大調和展 4月25日（木）～5月2日（木） ● ● 総合 10,265
現代パステル協会 第31回　現代パステル協会展 4月25日（木）～5月2日（木） ● 洋画 5,518
日本彩美会 第24回　彩美展 4月25日（木）～5月2日（木） ● 洋画 2,243
墨美会 第36回　墨美展 4月25日（木）～5月2日（木） ● 総合 2,714
悠美会国際美術展 第44回　悠美会国際美術展 4月25日（木）～5月2日（木） ● 総合 2,963
国際書法芸術協会 第52回　2019　国際書法芸術展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● 書 988
創彩会 第39回　創彩展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● 総合 1,924
朔日会 第88回　朔日会展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● ● ● 総合 3,264
平泉会 2019年　平泉会選抜展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● 総合 2,658
現代造形表現作家フォーラム 第3回　現代造形表現作家フォーラム展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● 総合 1,769
新日本陶芸協会 第19回　新日陶展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● 彫刻工芸 1,059
秋耕会 第28回　秋耕会小品展 5月3日（金）～5月10日（金）＊ ● 総合 2,266
日本画院 第79回　日本画院展 5月11日（土）～5月18日（土） ● ● 日本画 5,128
凌雲書道会 第50回　公募　国書展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 書 3,648
全国日曜画家連盟 第46回　全国日曜画家展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 洋画 3,234
新世紀美術協会 第64回　新世紀展 5月11日（土）～5月18日（土） ● ● ● ● 総合 7,118
NHK学園 NHK学園生涯学習書道展・絵手紙展 5月11日（土）～5月18日（土） ● ● 総合 2,229
国際書画芸術協会 第29回　国際書画芸術展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 総合 964
新洋画会 第41回　新洋画会展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 総合 2,431
日本ステンドグラス作家協会 第7回　日本ステンドグラス作家協会展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 彫刻工芸 5,011
東京湘南絵画会 第20回記念　東京湘南絵画会展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 洋画 2,152
墨人会 第115回　公募　墨人展 5月11日（土）～5月18日（土） ● 書 3,142
旺玄会 第85回記念　旺玄展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● ● ● 総合 8,581
東京表具経師内装文化協会 第62回　表装・内装作品展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● その他 2,304
日本画府 第66回　日府展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● ● 総合 6,035
一陽会東京支部 第23回　一陽会東京展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● 総合 2,139
自由美術協会 第8回　東京自由美術展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● 総合 2,006
創造美術会 第72回　創造展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● ● ● 総合 5,407
新興美術院 第69回　新興展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● 日本画 2,943
創型会 第67回　創型展 5月19日（日）～5月27日（月）＊ ● ● ● 彫刻工芸 5,851
女流画家協会 第73回　女流画家協会展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● ● ● ● ● 総合 10,812
東洋書芸院 第43回　東洋書芸院公募展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● 書 2,002
二元会 第58回　二元展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● ● 洋画 4,776
新象作家協会 第62回　新象展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● ● 総合 2,330
日本手工芸指導協会 第53回　手工芸作品展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● 彫刻工芸 4,733
日本染織作家協会 第42回　日本染織作家展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● 彫刻工芸 3,464
日本写真文化協会 第65回　全国写真展覧会 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● その他 2,481
日本手工芸作家連合会 第52回　公募　創作手工芸展 5月28日（火）～6月4日（火）＊ ● 彫刻工芸 5,434
日本水彩画会 第107回　日本水彩展 6月5日（水）～6月13日（木） ● ● ● ● ● ● 洋画 16,123
大翔会美術連盟 第43回　大翔展 6月5日（水）～6月13日（木） ● 総合 2,516
日本リアリズム写真集団 2019年  第44回  全国公募写真展「視点」6月5日（水）～6月13日（木） ● その他 4,004
全日本職場美術協議会 第73回　職美展 6月5日（水）～6月13日（木） ● ● 総合 3,553
新生美術会 第50回記念　新美展 6月5日（水）～6月13日（木） ● 総合 4,072
新平成美術会 第17回　新平成美術展

併催：第11回「The とき」展
6月5日（水）～6月13日（木） ● 総合 2,720

独立書人団 2019　独立選抜書展
第13回　全国高校生大作書道展

6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● ● ● 書 6,092
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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

工芸美術　日工会 第29回  一般社団法人  工芸美術  日工会展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 彫刻工芸 8,054
日本板画院 第69回　板院展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● ● 版画 5,714
風子会 第43回　風子会展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 洋画 1,617
中央美術協会　東京支部 第41回　東京中美展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 総合 1,495
国画水墨院 第24回　国画水墨院展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 日本画 1,109
一創会 第41回　一創会展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 洋画 2,082
日本選抜美術家協会 第45回　国際美術大賞展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 総合 2,599
國際書画連盟 2019年　國際書画選抜展 6月14日（金）～6月21日（金）＊ ● 総合 867
大日本書芸院 第80回記念展　国際文化交流

公益社団法人　大日本書芸院展
第2回　学生選抜　大日本書芸院展

6月22日（土）～6月30日（日） ● ● 書 10,575

朱葉会 第98回　朱葉会展 6月22日（土）～6月30日（日） ● ● 洋画 8,649
新構造社 第91回　新構造展 6月22日（土）～6月30日（日） ● ● ● ● 総合 8,447
アートオリンピア アートオリンピア　2019 6月22日（土）～6月30日（日） ● 総合 3,244
国際水墨芸術促進会 国際水墨芸術大展　2019 6月22日（土）～6月30日（日） ● 日本画 3,205
全日本パステルアート連盟 第10回記念　全日本パステルアート展 6月22日（土）～6月30日（日） ● 洋画 4,048
国際書画交流会 第21回　国際書画交流会展 6月22日（土）～6月30日（日） ● 総合 2,857
亜細亜美術協会 第55回記念　国際公募亜細亜現代美術展 

第13回　亜細亜アート展
7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● ● 総合 2,197

瑞雲書道会 第54回　公募　瑞雲展 7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● ● 書 2,941
書道同文会 第71回　書道同文展

併催：学生展
7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● ● 書 949

近代日本美術協会東京支部 2019　公募　近美関東美術展 7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● 総合 2,706
ローマン派美術協会 第51回　ローマン展 7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● 総合 2,195
全日本肖像美術協会 第66回　全日肖展

併催：二部肖像画及び動物小作品展
7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● 総合 2,341

公募　ＺＥＮ展 第17回  一般社団法人  公募  ZEN展 7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● 総合 3,020
誠心社 2019年　誠心社現代書展 7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● 書 916
日本蘭亭会 第20回　日本蘭亭書法交流東京展 7月1日（月）～7月8日（月）＊ ● 書 853
毎日書道会 第71回　毎日書道展 7月17日（水）～7月25日（木） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 33,458
産経国際書会 第36回　産経国際書展 7月26日（金）～8月3日（土） ● ● ● ● ● ● ● ● 書 5,564
官公書道連盟 第54回　官公書展

併催：第7回　官公小中学生書展
7月26日（金）～8月3日（土） ● ● 書 2,915

台東書道連盟 第69回　台東書道展 7月26日（金）～8月3日（土） ● 書 2,594
産経ジュニア書道コンクール実行委員会 2019　産経ジュニア書道コンクール 7月26日（金）～8月3日（土） ● 書 4,266
現日会 第59回　現日書展 8月4日（日）～8月12日（月）＊ ● ● ● ● ● 書 3,767
日本総合書芸院 第61回　日本総合書芸院展 8月4日（日）～8月12日（月）＊ ● ● 書 1,683
國際書道連盟　日本部会 第48回　國際書道連盟展

併催：教育部作品展
8月4日（日）～8月12日（月）＊ ● 書 1,325

墨林書道院 第48回　墨林綜合書展
併催：学生墨林綜合書展

8月4日（日）～8月12日（月）＊ ● 書 2,523

醒墨会 第24回  醒墨会21世紀新水墨・新彩墨アート展 8月4日（日）～8月12日（月）＊ ● 総合 1,320
書宗院 第63回　書宗院展 8月4日（日）～8月12日（月）＊ ● 書 1,350
美術家平和会議 第67回　平和美術展 8月13日（火）～8月21日（水）＊ ● ● 総合 4,562
学書院 第61回　学書院展

併催：全日本学生書道展覧会
8月13日（火）～8月21日（水）＊ ● ● ● 書 5,091

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　2019 8月13日（火）～8月21日（水）＊ ● 総合 4,942
日本書道協会 第42回　総合書道展

第28回　児童生徒書道展
8月13日（火）～8月21日（水）＊ ● ● ● 書 1,431

高麗書芸研究会 高麗書芸研究会結成30周年記念 
東京国際交流展（公募）

8月13日（火）～8月21日（水）＊ ● 書 1,853

読売書法会 第36回　読売書法展　東京展 8月22日（木）～8月30日（金） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 7,344
白士会 第55回記念　白士会展 8月22日（木）～8月30日（金） ● 日本画 2,601
新日本美術院 第51回　新院展 8月22日（木）～8月30日（金） ● 総合 2,011
世界絵画大賞展実行委員会 第15回　世界絵画大賞展 8月22日（木）～8月30日（金） ● 総合 2,006
日本美術院 再興第104回　院展 8月31日（土）～9月17日（火）＊ ● ● ● ● 日本画 21,282
主体美術協会 第55回記念　主体展 8月31日（土）～9月17日（火）＊ ● ● ● 洋画 10,788
近代美術協会 第56回　近代美術協会展 8月31日（土）～9月8日（日）＊ ● 総合 4,894
書芸文化院 第70回　連合書道展

一般社団法人書芸文化院特別企画事業
第33回　関東女流書展

8月31日（土）～9月8日（日）＊ ● ● ● 書 6,481

日本山岳写真協会 創立80周年記念
日本山岳写真協会展　2019
─山・われらをめぐる世界

8月31日（土）～9月8日（日）＊ ● その他 8,063

日本手工芸美術協会 第44回　日本手工芸美術展覧会 9月9日（月）～9月17日（火）＊ ● 総合 3,634
全日本美術協会 第57回　全展 9月9日（月）～9月17日（火）＊ ● 総合 5,001
齣展 第48回　齣展 9月9日（月）～9月17日（火）＊ ● 総合 2,796
美術協会　純展 第49回　純展 9月9日（月）～9月17日（火）＊ ● ● 洋画 4,429
一水会 第81回　一水会展 9月18日（水）～10月5日（土） ● ● ● ● 洋画 19,897
新協美術会 第62回　新協美術展 9月18日（水）～9月26日（木） ● ● ● 総合 5,145
双樹会 第49回　双樹展 9月18日（水）～9月26日（木） ● 総合 2,681
全日本書道教育協会 第104回　書教展 9月18日（水）～9月26日（木） ● ● ● 書 8,041
21美術協会 第14回　21美術展 9月18日（水）～9月26日（木） ● 総合 2,861
流形美術会 第69回　流形展 9月27日（金）～10月5日（土） ● 総合 4,451
新日本美術協会 第43回　新日美展 9月27日（金）～10月5日（土） ● ● 総合 6,048
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新極美術協会 第25回　極美展 9月27日（金）～10月5日（土） ● 総合 4,259
水彩人 第21回　水彩人展 9月27日（金）～10月5日（土） ● 洋画 5,469
汎美術協会 2019　汎美秋季展 9月27日（金）～10月5日（土） ● 総合 4,517
創作画人協会 第53回　創展 9月27日（金）～10月5日（土） ● 総合 3,395
ＡＪＡＣ 第45回　AJAC展～日本と世界の現代美術～ 9月27日（金）～10月5日（土） ● 総合 2,572
日本版画協会　（注1） 第87回　版画展 10月6日（日）～10月22日（火）＊ ● ● ● 版画 6,190
日本七宝作家協会　（注1） 第53回　日本七宝作家協会展（公募）10月6日（日）～10月14日（月）＊ ● 彫刻工芸 2,237
現代水墨画協会　（注1） 第58回　現水展 10月6日（日）～10月14日（月）＊ ● ● 日本画 2,459
日本表現派　（注1） 第63回　日本表現派展 10月6日（日）～10月14日（月）＊ ● 総合 2,931
新匠工芸会　（注1） 第74回　新匠工芸会展 10月6日（日）～10月14日（月）＊ ● 彫刻工芸 1,718
東京展美術協会　（注1） 第45回　美術の祭典　東京展 10月6日（日）～10月14日（月）＊ ● ● ● ● 総合 7,583
東洋書道芸術学会 第65回　東洋書芸展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● 書 2,215
一線美術会 第70回記念　一線美術会展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● ● 洋画 6,133
太平洋美術会東京支部 第23回　太平洋美術会東京支部展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● 総合 2,416
新作家美術協会 第26回　新作家展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● 総合 2,785
現代書道研究所 第41回　日本書展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● ● 書 3,187
日本自由画壇 2019　日本自由画壇秋季展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● 日本画 4,211
大洋会 第41回　大洋展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● 洋画 1,816
全陶展 第49回　公募　全陶展 10月15日（火）～10月22日（火）＊ ● ● ● 彫刻工芸 4,872
創画会 第46回　創画展 10月23日（水）～10月30日（水） ● ● ● 日本画 3,780
Artist Group─風─ 2019年   第8回   Artist Group─風─

大作公募展
10月23日（水）～10月30日（水） ● 総合 3,256

水彩連盟 水彩連盟会員展・新人選抜展─2019 10月23日（水）～10月30日（水） ● 洋画 1,504
南画院 第72回　南画院公募展 10月23日（水）～10月30日（水） ● 日本画 2,358
白亜美術協会 第42回　白亜展 10月23日（水）～10月30日（水） ● ● 洋画 3,512
日本書鏡院 第60回記念　日本書鏡院展 10月23日（水）～10月30日（水）● ● ● 書 3,881
蒼樹会 第55回　蒼樹展 10月23日（水）～10月30日（水） ● 総合 4,083
日本バードカービング協会 第22回  全日本バードカービングコンクール 10月23日（水）～10月30日（水） ● 彫刻工芸 3,266
日本皐月協会 第17回　錦秋展 10月23日（水）～10月30日（水） ● その他 459
雪梁舎美術館 第21回　雪梁舎フィレンツェ賞展 10月23日（水）～10月30日（水） ● 総合 3,366
立軌会 第72回　立軌展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● 洋画 5,498
奎星会 第68回　奎星展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● ● ● ● ● 書 6,087
国画会 第93回  国展受賞作家展・国展秋季展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● ● ● 総合 8,094
現代手工芸作家協会 公募第35回   ニュークリエイティブ展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● 彫刻工芸 3,123
元陽会 第50回　元陽展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● ● 洋画 3,383
青枢会 第46回　青枢展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● 総合 2,867
現代美術家協会　東京支部 第7回　東京現展 10月31日（木）～11月8日（金）＊ ● 総合 973
書星会 第67回　書星展 11月9日（土）～11月16日（土） ● ● 書 3,119
中央美術協会 第71回　中美展 11月9日（土）～11月16日（土） ● ● 総合 8,825
現代童画会 第45回記念　現代童画展 11月9日（土）～11月16日（土） ● ● ● 総合 6,601
日本芸術家協会 第42回　JAG展

（ジャパン・アーティスト・グループ展）
11月9日（土）～11月16日（土） ● 総合 1,909

日本書道研究会 第55回　書心展 
第54回　書心学生展

11月9日（土）～11月16日（土） ● ● 書 3,740

日本書道学院（日本書道学院展）第41回　日本書道学院展 11月9日（土）～11月16日（土） ● ● 書 3,090
日本写真作家協会 第30回記念　JPA展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● その他 4,185
日本きりえ協会 第42回　日本きりえ美術展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● その他 3,690
創元会 第78回　受賞作家展　東京支部展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● 洋画 6,088
近代日本美術協会 第46回　近代日本美術協会展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● ● 総合 11,588
日本清興美術協会 第41回　清興展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● 総合 2,002
太陽美術協会 第45回　太陽美術展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● 総合 6,048
蒼騎会 第46回　秋季蒼騎展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● 総合 6,462
新芸術協会 第44回　新芸術展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● 総合 2,042
東京都民美術展運営会 55周年記念　都展 11月17日（日）～11月24日（日）＊ ● ● 総合 7,320
書燈社 第60回記念　書燈社展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● ● 書 5,421
日本版画会 第60回記念　日本版画会展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● ● 版画 5,080
東京書作展 全国公募第41回　東京書作展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● ● ● ● 書 3,535
日本和紙絵画芸術協会 公募第34回　日本和紙絵画展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● その他 2,885
現創会 第45回記念　現創展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● 総合 1,609
群炎美術協会 第58回　群炎展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● 総合 2,633
秀彩会 第12回　秀彩展 11月25日（月）～12月2日（月）＊ ● 総合 3,126
書壇院 第86回　書壇院展

併催：書壇院学生展
12月3日（火）～12月11日（水） ● ● ● ● ● 書 4,391

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2019
（20周年記念）

12月3日（火）～12月11日（水） ● 洋画 1,196

国際文化カレッジ 第23回　総合写真展 12月3日（火）～12月11日（水） ● ● ● その他 4,251
書道研究　温知会 第75回　温知会書道展 12月3日（火）～12月11日（水） ● ● 書 1,957
大東書道院 第68回　大東展

併催：大東教育書道展・大東選抜作家展
12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● 書 1,700

現代書道院 第46回　現代書道院展
併催：現代書道院学生展

12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● ● 書 2,855

清和書道会 第71回　清和書展 12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● 書 2,825
全国水墨画美術協会 第54回　全日本水墨画秀作展 12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● 日本画 1,616
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洗心書会 第50回記念　洗心全国書道展
併催：高校生部・教育部

12月12日（木）～12月20日（金）＊● 書 1,753

三鼎書道会 第54回　三鼎書道展
併催：第8回　全国教育書道展

12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● 書 1,422

大潮会 第81回　大潮展 12月12日（木）～12月20日（金）＊ ● ● 総合 3,103
日本書道美術院 第74回　日書展

併催：日書美教育部展・全国競書大会
1月4日（土）～1月10日（金）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 16,484

日本書道教育学会 第69回　書道學會展
併催：第69回　全日本学生書道展

1月4日（土）～1月10日（金）＊ ● ● ● 書 5,944

貞香会　 2020　貞香会総合書展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● 書 2,929
日本刻字協会 第39回　日本刻字展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● ● 書 3,230
回瀾書道会 第68回　回瀾書展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● 書 1,748
日本書学院 第59回　公募　日書学展

併催：日書学　全国学生展
1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● ● 書 1,491

日本写真家連盟 第33回　日本写真家連盟展「四季の彩り」
第9回　公募作品展

1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● その他 3,952

西安碑林国際臨書展 第24回　西安碑林国際臨書展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● 書 1,359
太玄会 第61回　太玄会書展

併催：第4回　学生選抜展
1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● ● ● 書 5,266

書道研究　書聖会 第47回　書聖展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● 書 1,533
現代アーチストセンター 第48回　現代アーチストセンター展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● ● 総合 2,309
日本芸術メダル協会 第37回　日本アートメダル展 1月19日（日）～1月26日（日）＊ ● 彫刻工芸 888
書海社 第68回　書海社展 1月27日（月）～2月3日（月）＊ ● ● 書 2,706
日本書作家協会 第61回　新興書道展 1月27日（月）～2月3日（月）＊ ● ● 書 1,396
朝聞書会 第67回　朝聞書展 1月27日（月）～2月3日（月）＊ ● ● ● ● 書 1,914
書道芸術院 第73回　書道芸術院展 

併催：第71回　全国学生書道展
2月4日（火）～2月11日（火） ● ● ● ● ● ● ● 書 7,208

龍峡書道会 第83回　龍峡書道展 2月4日（火）～2月11日（火） ● ● 書 2,782
天真書道会 公募　第54回　天真書道会展 2月4日（火）～2月11日（火） ● 書 1,157
日本盆栽協会 第94回　国風盆栽展 2月4日（火）～2月19日（水）＊ ● ● ● その他 10,185
玄潮会 第52回　玄潮会書展

併催：第52回　全国学生書道展
2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● ● ● 書 2,184

静雅書道会 第40回記念　公募　静雅書展 2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● 書 1,999
全日本学生美術会 第64回　全日本学生美術展 2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● 総合 3,715
煌心書道会 第38回　全国公募　煌心展

併催：学生部
2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● 書 687

高風会 第69回　高風会全国書道展覧会
併催：学生展

2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● 書 917

日本水石協会 第7回　日本の水石展 2月12日（水）～2月19日（水）＊ ● その他 3,815
日本習字学会 第101回　全国学校書初中央展 2月20日（木）～2月27日（木） ● ● 書 1,837
書道一元會 第48回　公募　書道一元會展 2月20日（木）～2月27日（木） ● 書 1,378
全日本水墨画会 第42回　全日本水墨画展 2月20日（木）～2月27日（木） ● 日本画 1,112
アジア文化芸術連盟 アジア水墨画展（公募）2019 2月20日（木）～2月27日（木） ● 日本画 606
たぶろう美術協会 2020年　公募　たぶろう春季展 2月20日（木）～2月27日（木） ● 総合 1,819
一期会 2020　一期会春季展 2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● 総合 ―
行動美術協会 第11回　行動美術TOKYO展

併催：第1回  行動美術受賞作家選抜展
2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● ● 洋画 1,123

清真会 第66回　詩歌自詠清真会書道展 2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● 書 892
公募美術団体　三軌会　（注2）第2回　三軌ブリリアント展 2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● 総合 306
日本書道学院（書団嘯龍社展）  （注3）第35回　書団嘯龍社展 2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● 書 434
書法研究　菅菰会 第56回　菅菰書展

併催：全国学生展
2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● 書 1,113

国際現代美術家協会 第45回　ｉ.ｍ.ａ.展 2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● ● 総合 942
日本陶彫会 第66回　陶彫展 2月28日（金）～3月7日（土）＊ ● 彫刻工芸 232
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（金）～3月7日（土）＊ ● 彫刻工芸 ―
創玄書道会 第56回　創玄展

学生部門＝全国学生書道展
3月8日（日）～3月15日（日） ● ● ● ● ● ● 書 ―

書道研究　藍筍会 第57回　藍筍会書作展 3月8日（日）～3月15日（日） ● ● 書 ―
第一美術協会 東京支部 第36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（日）～3月15日（日） ● 総合 ―

東京書学アカデミー蒼溟社 公募第31回　蒼溟書展 3月8日（日）～3月15日（日） ● 書 831
日本・中国水墨交流協会 公募第37回  日本・中国水墨画合同展 3月8日（日）～3月15日（日） ● ● 日本画 ―
東京陶族 第19回公募　東京陶族展 3月8日（日）～3月15日（日） ● 総合 ―
謙慎書道会 第82回　謙慎書道会展 3月16日（月）～3月23日（月）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 ―
池坊東京連合支部 第87回  池坊東京連合支部「いけばな池坊展」3月16日（月）～3月31日（火）＊ ● ● ● その他 ―
二紀会　東京支部　 第30回記念　東京二紀展 3月24日（火）～3月31日（火） ● ● ● 総合 ―
独立美術協会　（注4） 独立春季新人選抜展　2020 3月24日（火）～3月31日（火） ● 洋画 355
合同水墨 記念第15回　合同水墨展 3月24日（火）～3月31日（火） ● 日本画 ―
AJCクリエイターズコンテスト
実行委員会  （注4）

第13回　AJCクリエイターズコレクショ
ン展2020

3月24日（火）～3月31日（火） ● その他 200

近代水墨会 第36回　近代水墨展 3月24日（火）～3月31日（火） ● 日本画 ―
从会　（注4） 第44回　从展 3月24日（火）～3月31日（火） ● 総合 455
東方書道院 第62回　東方書展 3月24日（火）～3月31日（火） ● ● ● 書 ―
日輝会美術協会 第44回　日輝展 3月24日（火）～3月31日（火） ● 総合 ―

合計   968,774
※入場者数「─」：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止
（注1）10月12・13日 台風19号により臨時休館
（注2）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会期縮小（～ 3/3）
（注3）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため会期縮小（～ 3/1）
（注4）新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館のため会期縮小（～ 3/27）
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午前 午後 利用団体数
（　）内館事業

利用人数
（　）内館事業

4月 16 20  36 （4）  469 （9）
5月 29 29  58 （12）  558 （45）
6月 24 25  49 （16）  537 （57）
7月 15 19  34 （4）  335 （21）
8月 16 24  40 （8）  674 （136）
9月 27 28  55 （8）  826 （35）
10月 22 24  46 （12）  489 （93）
11月 22 26  48 （16）  634 （236）
12月 18 19  37 （12）  379 （152）
1月 16 16  32 （2）  366 （11）
2月 20 24  44 （9）  399 （95）
3月 3 3  6 （12）  33 （0）
計 228 257  485 （115）  5,699 （890）
稼働率 81.4％

午前 午後 利用団体数
（　）内館事業

利用人数
（　）内館事業

4月 11 13  24 （8）  1,975 （705）
5月 9 11  20 （4）  1,897 （306）
6月 10 14  24 （13）  1,718 （1,072）
7月 6 4  10 （2）  746 （104）
8月 6 9  15 （3）  1,815 （278）
9月 9 14  23 （4）  2,071 （439）
10月 8 13  21 （7）  1,836 （666）
11月 14 18  32 （11）  2,578 （1,053）
12月 7 7  14 （4）  1,245 （162）
1月 11 12  23 （1）  1,877 （0）
2月 11 12  23 （6）  2,905 （630）
3月 2 2  4 （0）  63 （0）
計 104 129  233 （63）  20,726 （5,415）
稼働率 38.3％

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

講堂 スタジオ

※1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため使用中止
午後：1日

※2 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため使用中止
午前：17日、午後：19日

※1

※2

※1

※2

※1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため使用中止
午前：1日、午後：1日

※2 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため使用中止
午前：8日、午後：9日
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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
障害のある方のための特別鑑賞会
建築ツアー
学校連携
展覧会関連プログラム
キッズデー
事業の発信・成果の発表・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。

展覧会関連プログラム

Illustrated by Mai Kuriyagawa (STUBBIE DESIGN)

学校連携

建築ツアー

障害のある方のための
特別鑑賞会

事業の発信・成果の発表

キッズデー
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とびらプロジェクト

　とびらプロジェクトとは、美術館を拠点にアートを介し
てコミュニティを育むソーシャルデザインプロジェクトで
ある。当館と東京藝術大学（以下、藝大）が連携し2012（平
成24）年度より始動。2019（平成31）年度で8年目を迎え
た。広く一般から集まったアート・コミュニケータ（愛称：
とびラー）は、都美の学芸員、藝大の教員や専門家と対話
を重ねながら、美術館の文化資源を活かした活動を展開し
ている。本年度は6・7期とびラーに新たに8期とびラー
が合流し活動した。とびラーの活動はボランタリーではあ
るが、美術館のサポーターではない。学びと実践をくり返
し、能動的なプレイヤーとして、また主体的な市民として
プロジェクトを推進している。とびラーの任期は3年間で
あり、その間にアートを介して誰もがフラットに参加でき
る対話の場をデザインし、様々な価値観を持つ多様な人々
を結びつける活動を生み出している。1期から5期までの
任期満了したとびラーは合計180人となり、本年度も社会
のさまざまな場所でアート・コミュニケータとしての活躍
が見られた。
　2018年度同様、藝大側の代表教員として日比野克彦（東
京藝術大学美術学部長）、とびらプロジェクト アドバイ
ザーとして西村佳哲（働き方研究家／リビングワールド代
表）、森司（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（pp.53-56）を参照。
ウェブサイトhttp://tobira-project.info（ページビュー210,172）

とびラー募集の流れと主な年間スケジュール
2018（平成30）年度
12月 8期とびラー募集広報開始
 2月  「とびらプロジェクト」フォーラム／ 8期応募受付開

始・締切
 3月  1次選考（書類審査）→2次選考（面接）→8期とびラー

決定通知
2019（平成31）年度
 4月 基礎講座（～ 6月）：隔週土曜日 全6回
 6月 実践講座（～ 3月）：
 鑑賞実践講座 全9回、アクセス実践講座 全8回、
 建築実践講座 全8回
 7月 「Museum Start あいうえの」プログラム開始
12月 9期とびラー募集広報開始
 2月 「とびらプロジェクト」フォーラム
 9期応募受付開始・締切
 3月  1次選考（書類審査）→2次選考（面接）→9期とびラー

決定通知
 開扉式（かいぴしき：とびラーの任期満了式）
　年間を通じて、とびラーの自主的な学びあいの場（とび
ラボ）が232回開催された

8期とびラーの応募倍率と本年度のとびラー人数
　定員40名の募集に対し279人から応募で約7倍の倍率
となり、書類審査、面接を経て、54人を8期とびラーに決定。
この54人と、昨年度から更新した7・8期とびラー 85人を
あわせた計139人で本年度のプロジェクトが始動した。

都美×藝大とびらプロジェクト運営チーム
　都美と藝大で組織された運営チームが実務を担当した。
藝大担当者は伊藤達矢（美術学部特任准教授、とびらプロ
ジェクト・マネージャ）、大谷郁（美術学部特任助手、とび
らプロジェクト・コーディネータ）、越川さくら（美術学部
特任助手、とびらプロジェクト・コーディネータ）。当館
のプロジェクトルームを拠点に活動した。都美担当者は稲
庭彩和子、熊谷香寿美。専門家委託として柿澤香穂。

とびラーの基本属性
　6～ 8期とびラーの基本属性は次の図のとおりである。
年齢や仕事、経験、活動できる曜日などが偏らないよう多
角的視点から総合的に配慮した上で選考されている。

20代
25%

10代
2%

30代
24%

40代
20%

50代
16%

60代
12%

70代
1%

76%
東京都

9%
千葉県

7%
神奈川県

6%
埼玉県

2%
茨城県＜年代＞ ＜居住地＞

6～ 8期とびラーの基本属性 ※2019（平成31）年4月時点

8期とびラー募集チラシ　デザイン：UMA/designfarm
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基礎講座・実践講座をはじめとする学びと実践の場
　とびラーは当館のミッションや藝大からのメッセージを
もとにとびらプロジェクトの目指す方向性を共有し、1年
目とびラー全員必修の「基礎講座」でとびラーとしての基本
的なコミュニケーションのあり方を学ぶ。その後、より実
践的な活動場面を想定した選択制の「実践講座」で活動への
理解を深める。

・基礎講座（4～ 6月の隔週土曜日／全6回／各回4時間）
　アートを介してコミュニティを育むための基礎を学ぶ。
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？美術館での鑑賞体験とは？といった問いをテー
マに、とびラーの活動を支える基礎的な考え方をワーク
ショップ形式で学ぶ。コミュニケーションの最も重要な要
素として、高い発信力ではなく相手の話を解像度高く「きく」
ことができる受信力を身につけることを目的としている。

第1回 オリエンテーション（全とびラー対象）
講師／伊藤達矢、稲庭彩和子
プロジェクト概要や情報共有ツールについて改め
て紹介し、これから活動していく上で必要となる
とびラー同士の共通認識をコミュニケーションの
中でつくる。

第2回 「きく力」を身につける
講師／西村佳哲
コミュニケーションの基本とする、話をしている
相手の全体性に関心を向けて「きく」こと、とびら
プロジェクトで大切な「きく力」について、体験を
通じて学ぶ。

第3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
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
ことで、とびラーが自主的に活動していくための手
法を体験する。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4回 作品を鑑賞するとは
講師／稲庭、河野佑美（東京都美術館学芸員）
作品が存在することによって起こる体験にどのよ
うな意義があるのか、作品を鑑賞することの意味
について考え、理解を深める。

第5回 会議が変われば社会が変わる
講師／青木将幸（青木将幸ファシリテーター事務
所代表）
ひとりひとりが主体的に関わるミーティングの場
をつくるための具体的な手法を学ぶことで、とび
ラーの自主的な活動にとって非常に重要なとび

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を考える。

第6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
上野公園に集積している様々な特性を持った
ミュージアムに実際に足を運び、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。

基礎講座（第3回）

・実践講座（6月以降各講座ごとに適宜実施）
　実践的な場面を想定して設けられた3種類の講座。各講
座は外部の専門家や学芸員が担当。実際の現場で気付いた
疑問なども振り返りながら、アート・コミュニケータとし
ての学びをより深める。

A 鑑賞実践講座（対話を通した作品鑑賞のファシリテー
ションを学ぶ）全7回　講師／三ツ木紀英（NPO法人
芸術資源開発機構 ARDA代表理事）、稲庭、越川

B アクセス実践講座（障害を持つ方々を含め誰にとって
もアクセシビリティの良い美術館について考える）全
8回　講師／松見幸太郎（NPO法人キッズドア）、田
中宝紀（YSCグローバルスクール）、林容子（一般社団
法人アーツアライブ代表理事）、舘野泰一（立教大学経
営学部助教）、斉藤道雄（ジャーナリスト、明晴学園元
理事長）、伊藤、稲庭、越川

C 建築実践講座（建築物としての美術館の魅力を伝える）
全8回　講師／伊藤毅（建築史家・青山学院大学教授・
東京大学名誉教授）、佐藤慎也（日本大学教授）、藤原
徹平（横浜国立大学大学院 Y-GSA 准教授）、田中元子
（建築コミュニケーター・ライター）、大谷、河野

　上記講座に加えて、とびラー全員が集合する「とびらス
テーション」を年に1回開催し、とびらプロジェクトの全
体像や今後の方向性を確認しあう機会としている。また、
「福祉×アート」を考える藝大の履修証明制度Diversity on the 
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Arts Project（略称：DOOR）とも連携し、聴講機会も開か
れている。特別展・企画展・上野アーティストプロジェク
ト展については、展覧会担当学芸員による事前勉強会と開
幕後のスタッフ鑑賞研修会の場が設けられている。また、
専門家とともに行う野外彫刻洗浄への参加も昨年に続き呼
びかけた。

オープン・レクチャー
　オープン・レクチャーとは、とびラーに加えて一般の方々
を対象に毎年行われている公開講座である。ゲスト講師を
招き、とびらプロジェクトの活動を進める中で見出された
問題意識や目指す社会の姿について知見を深めることを目
的とし、アートを介しコミュニティを育む価値を広く一般
に発信する機会としている。
　2019（平成31）年度は、vol.10を11月に開催した。タイ
トルを「モノのための美術館？人のための美術館？ ─コ
ミュニケーションと建築のいい関係」とし、佐藤慎也（日本
大学教授）、藤原徹平（横浜国立大学大学院 Y-GSA 准教授）
をレクチャラーに迎えた。とびらプロジェクト含め、近年
世界的にも注目されている「美術館でのモノを介したコ
ミュニケーション」を軸に、そうしたコミュニケーション
を円滑にし、人々が居心地よく過ごすための美術館建築の
あり方について時代的な変遷や各国の事例を踏まえながら
語られた。

とびらプロジェクト　オープン・レクチャー vol.10チラシ
デザイン：BAUM LTD.

とびらプロジェクトの国際的発信
　本年度は、ミュージアムの専門職からなる国際的な非政
府組織 ICOM（International Council of Museums；国際博
物館会議）の大会が日本で初めて開催された。世界各国か
ら多くのミュージアム関係者が参加し、「文化をつなぐ
ミュージアム─伝統を未来へ─（Museums as Cultural 
Hubs: The Future of Tradition）」をテーマに、ミュージアム
が「文化の結節点（Cultural Hubs）」として、時代や文化を
越えて多様な人々や組織をつなぎ、平和で持続可能な社会
にどう貢献していくべきかが議論された。この第25回

ICOM京都大会2019のCAMOC（都市博物館のコレクショ
ン・活動国際委員会）のセッションに稲庭と伊藤が登壇。
とびらプロジェクトを含めたアート・コミュニケーション
事業の発表を行い、社会と積極的に関わりあう日本におけ
る新しいミュージアムのあり方を提示した。詳細はp52参
照のこと。

とびらプロジェクトフォーラム
　とびらプロジェクトの活動とその意義を広く周知させる
ことを目的として、毎年とびらー募集の説明を兼ねフォー
ラムを開催している。本年度は、上記のような ICOMで
の議論も踏まえ、「2030年の未来へ　美術館とSDGs（持続
可能な開発目標）～アート・コミュニケータがひらく持続
可能な社会」をテーマに、プロジェクトの理念やその価値
を振り返る機会とした。講堂で開催された第1部では、ま
ず大谷からプロジェクトの紹介を行った後、稲庭が「美術
館とSDGs」について発表。SDGsの「誰一人取り残さない」
という姿勢とパートナーシップの重要性からも、美術館を
拠点にしたアートを介した新しいつながりに可能性がある
と述べた。続いて、三ツ木、西村、任期満了者も含めたアー
ト・コミュニケータ3名（平野文千、上神田健太、木村仁美）
が登壇し「未来を変えるSDGs世界をひらくアート・コミュ
ニケータ｣を切り口にトークセッションを実施。それぞれ
の活動が紹介されるとともに、平等な関係性の心地よさや
「誰一人取り残さない」という考えに対する共感が実感を
もって語られた。最後のパネルディスカッションでは
「2030年の未来へ　美術館とSDGs～アート・コミュニ
ケータがひらく持続可能な社会」をテーマに「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）が登壇し活発な意見交換がなされた。
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、とびラーが来場者の率直な疑問にも対応した。

とびらプロジェクトフォーラム 撮影：藤島亮
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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。「とびラボ」は、ある1人のとびラーのアイディ
アに共感した他のとびラーが集まり3人以上のチームを作
るところから始まる。集まったメンバーのできることを組
合せ、興味・関心・得意分野を大切に、お互いに「ききあい」、
学芸員や大学教員とも相談しながらアイディアを実現させ
ていく。予めデザインしておいた終わり方に従ってチーム
が解散した後には、また新しいメンバーが集まり新しい「と
びラボ」が生み出される。とびらプロジェクトでは、この
ステップを「この指とまれ式」、「そこにいる人がすべて
式」、「解散！また結成」と呼んでいる。この活動を経て、
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」
は様々なバックグラウンドを持つ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。本年
度は任期満了したアート・コミュニケータと連携して行う
プログラムや、上野「文化の杜」地域SNSアプリ「PIAZZA」
を活用したプログラムも行われた。とびラボの年間開催数
232回。のべ参加者数1,517人。

「とびラボ」から生まれた活動
◎展覧会に関連した一般来館者対象の活動：
特別展
「クリムト展　ウィーンと日本 1900」
・クリムトに誘われて　“かたち”で描こう　おとなの
ワークショップ

「コートールド美術館展　魅惑の印象派」
・特別鑑賞会「話したい！聴きたい！」コーナー（任期満了
したアート・コミュニケータと連携）

「ハマスホイとデンマーク絵画」
・とびらボードでGO！
企画展
「伊庭靖子展　まなざしのあわい」
・伊庭靖子展でワークショップ　感じよう！「見ること」の
おもしろさ

・埼玉県立朝霞高等学校 美術館鑑賞プログラム
公募展活性化事業
上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまなざし」
・絵から紡ぐ物語 ～みる・かんがえる・つくるを楽しむ
大人の鑑賞ワークショップ～

◎都美事業や藝大事業等に関連した一般来館者対象の活動：
「TURNフェス5（詳細はp.32）」・TURNさんぽ
「東京藝術大学 藝祭2019」・藝祭さんぽ

「第68回東京藝術大学卒業・修了作品展」
・卒展さんぽ
・なりきりアーティスト
「上野公園」
・五感で歩こう！春の上野公園（任期満了したアート・コ
ミュニケータと連携）

◎とびラー対象の活動：
　ハマスホイ深めるラボ、クリムト展で壁画をより楽しも
う（「PIAZZA」で定期発信）、とびらラン、岡森さんと遊び
たい！、野外彫刻を愛でる会、でもDemoログイン、クリ
ムト展のつくりかた、とびキャラ、ハマスホイ広めるラボ、
スタッフを知る企画、写真を撮って観て話そう会、今の気
持ちを残しておこう・これから編、鑑賞遠足、音楽moアー
トde、建築見学会、コートールド展と建築と鑑賞と、消
しゴムはんこ教室、アート＆鉄道で何か、開扉冊子ラボ、
古地図さんぽ、静けさで遊ぶ、鑑賞のウォーミングアップ
みたいなこと、VTSフォーラム、建築勉強会※個々の活
動の詳細については、事業実績ページ（pp.53-56）及びとび
らプロジェクトウェブサイトのブログページを参照のこと。
https://tobira-project.info/blog/

情報共有のしくみ
　基礎講座や実践講座に関する情報伝達、とびラボやそこ
から生まれた活動の周知など、100人を超えるとびラーの
情報共有を支える仕組みとして、プロジェクトを開始した
2012（平成24）年度よりメーリングリストと用途に合わせ
たウェブ上の6つの掲示板を整備している。ただし、とび
らプロジェクトの活動は直接会って話をすることを前提と
しているため、これらの仕組みはあくまで補助ツールとし
て運用している。また､ 情報共有ツールであると同時に次
世代とびラーへのアーカイブとしての機能も果たしている。

とびラボ 「静けさで遊ぶ」
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これからゼミと開扉式
　「これからゼミ」とは、とびらプロジェクトでの任期満了
後の活動を考え、その準備を進めるためのゼミである。3
年目のとびラーを1名以上含むチームを結成し活動を進め
る。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。
　本年度のミーティング開催数12回、のべ参加者数71人。
「これからゼミ」から生まれた活動は下記の通りである。
・美術館のおそと ～「目」と「手」と「コトバ」で楽しむ鑑賞
プログラム

　鑑賞と身体の関係に注目し、野外彫刻を「目」だけでなく
「手」や「言葉」を使ってじっくり鑑賞した後で、伊藤キムを
はじめとするダンサーによるパフォーマンスによって生ま
れた空間も味わうプログラム。（協力：フィジカルシアター
カンパニーGERO）

　上記のような活動を経て、2020（令和2）年3月には3年
の任期を満了したとびラーのための「開扉式（かいぴしき）」
が開催された。本年度は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、オンラインテレビ会議システムを利用して実
施。107名のとびラーが自宅などから参加した。任期満了
した6期とびラー 35人。

アート・コミュニケータの活躍と広がり
　任期満了後のアート・コミュニケータは、当館内外のさ
まざまな場で活躍の場を実現している。
　当館では、財団連携事業である「TURNフェス5」（詳細
はp.31）において、任期満了者からなるNPO法人PARC
が場づくりを担うTURNサポーターのチーム運営を担っ
たほか、未就学児とその保護者のためのプログラムも実施
した。企画展「伊庭靖子展　まなざしのあわい」における展
覧会関連プログラム（詳細はp.50）や「Museum Startあいう
えの」のリピータープログラム（詳細はp47）では、任期満
了したアート・コミュニケータが中心メンバーである一般
社団法人アプリシエイトアプローチがプログラム運営及び
ファシリテーションを担った。また、「Museum Startあい
うえの」のデビュープログラムでは、NPO法人PARCがこ
ども建築ツアーのファシリテーションを行った。加えて、
「障害のある方のための特別鑑賞会」においては、任意団体
アート・コミュニケータ東京に運営協力を依頼している
が、本年度は、とびラーと連携したプログラムを実施。任
期満了者ととびラーが協働し企画を実現した。
　館外では、アーツカウンシル東京が主催する六本木アー
トナイトにおいて、任期満了者が対話型の鑑賞プログラム
を実施。また、神奈川県立音楽堂においては、任期満了者
が立ち上げた任意団体bridgeが、本年度のリニューアルを
機に始まった定期的な建築ツアーを実施している。
　一方で、「アート・コミュニケータ」という考え方やしく
みは昨年からさらに広がり、既に始動している札幌文化芸
術交流センター SCARTSについで、本年度は岐阜県美術
館および茨城県取手市VIVAたいけん美じゅつ場において
「アート・コミュニケータ」の募集が開始され、具体的な取
組が展開されており、大きな期待が寄せられている。

美術館のおそと

開扉式 「話したい！聴きたい！」コーナー
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Museum Start あいうえの

　「Museum Startあいうえの」（以下、「あいうえの」）とは、
上野公園に集まる9つの文化施設が連携し、子供たちの
ミュージアム・デビューを応援するラーニング・デザイン・
プロジェクトである。小学校1年生～高校3年生までの全
ての子供たちを対象とし、複数の文化施設が持つ豊富な文
化資源の観察・鑑賞を通した統合的な学びを推進。大人と
子供が共に学び合う主体性を重視したアクティブ・ラーニ
ング・プログラムを実施することで、生涯を通じて継続的
にミュージアムを活用することができる「ミュージアム・
リテラシー」を育むことをねらいとしている。あわせて、
参加した子供や保護者、教員、とびラー等で構成される文
化財を介した人と人のつながり「ミュージアム・コミュニ
ティ」の形成を目指している。
　複数の文化施設の活用を促すツール「ミュージアム・ス
タート・パック」とウェブサイトを軸に、ミュージアム・
大学・市民が協働して子供たちの学びに関わり、プロジェ
クトを推進させている。本年度の子供の参加者は1,551
人。2013（平成25）年の事業開始から累計13,778人の子供
がミュージアム・デビューを果たしている。実施プログラ
ムは事業実績一覧（pp.53-56）
ウェブサイトhttps://museum-start.jp（ページビュー／161.729）

主催：東京都、公益財団法人 東京都歴史文化財団 アーツ
カウンシル東京・東京都美術館、東京藝術大学
共催：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）

とびらプロジェクトとの連動
　「あいうえの」で重要な役割を果たすのが子供たちと一緒
に活動する「きく力」のあるとびラー（p.42参照）である。自
分に関心を持って耳を傾けてくれる人の存在が子供たちの
自己肯定感を育むことにつながる。とびラーたちはプログ
ラムの中で子供たちの伴走役として活動している。親でも
先生でもない多様な大人と出会い、豊富な文化資源を共に
鑑賞し、大人と子供がフラットに学びあうことで、子供た
ちのミュージアム体験がより充実したものになることを目
指している。他方、とびラーにとっては、「あいうえの」で
ワークショップの場づくりに参画することが、講座の内容
を具体的に理解し実践する学びの場となっている。

Museum Start あいうえの運営チーム
　都美と藝大で組織された運営チームが実務を担当した。
藝大担当者は、伊藤達矢（美術学部准教授、Museum Start

あいうえのプロジェクト･マネージャ）、鈴木智香子（美術
学部特任助手、Museum Start あいうえのプログラム･オ
フィサー）、山﨑日希（藝大美術学部特任助手、Museum 
Startあいうえのプログラム･オフィサー）。当館のプロジェ
クトルームを拠点に活動した。都美担当者は、稲庭彩和子、
河野佑美。専門家委託として渡邊祐子（Museum Startあい
うえのプログラム・オフィサー）、柿澤香穂。

「ミュージアム・スタート・パック」の特徴
　「ミュージアム・スタート・パック」とは、子供たちが
ミュージアムを楽しく活用するためのスターター・キット
である。「あいうえの」のプログラムに初めて参加した子供
たち全員にプレゼントしている。連携各館を紹介する「ガ
イドブック（ビビハドドカダブック）」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冊がバインダー
にまとめられている。バインダーには「あいうえの」の秘密
の呪文（館種を表す言葉の頭文字をつないだ「ビビハドトカ
ダブ」）がホログラムをあしらってデザインされている。子
供たちの意欲をより高めるため、連携各館にパックを持っ
て出かけるとオリジナルバッジを集められる仕組みとなっ
ている。保護者向けには「あいうえの」を紹介した小冊子を
配布。

ミュージアム・スタート・パック

Museum Start あいうえの（リーフレット）
デザイン：松尾由佳（Nica）
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ウェブサイトの機能
　「あいうえの」のウェブサイトでは、特徴的なコンテンツ
として、連携する9館の豊富な参加型プログラムや展覧会
情報を一望できるカレンダーページを作成している。情報
へアクセスしやすくすることで、ミュージアムに出かけや
すい環境をつくることをねらいとしている。また、自分の
ミュージアム体験を「冒険ノート」にまとめ撮影した画像を
参加者が投稿できるフォームがあり、参加者が自分の記録
を発信できるとともに、他の参加者の投稿を参照できる仕
組みとなっている。また、本年度は全ページをスマートフォ
ン対応に変更したことにより、スマートフォンによるアク
セス数が前年度より15%増加した。

入口としてのアクティブ・ラーニング・プログラム
　「あいうえの」ではあらゆる子供たちが参加できるよう、
3つの入口を用意している。広く公平にこどもたちに参加
してもらうための「学校プログラム」、ファミリーにミュー
ジアムでの学びの機会を提供する「ファミリープログラ
ム」、そして、多様な文化的背景を持つ子供たちを対象と
する「ダイバーシティプログラム」（※）の3つである。い
ずれも、大人と子供の学び合いを重視したアクティブ・ラー
ニングを行っている。本年度実施したプログラムは以下の
とおり。（※昨年度までファミリープログラムとして実施
していた「ミュージアム・トリップ」及び新規プログラムで
構成。本年度より実施。）

（1）学校プログラム
　美術館で作品と出会い対話することで、子供たちの見
方・感じ方を広げるプログラム。学習指導要領に対応し、
言語活動を通じて子供たちの「主体性」「生きる力」を育む。
図工・美術に限らず総合学習や国語など授業のねらいにあ
わせて実施。都美の学芸員や藝大教員が学校教員の相談に
応じ、美術館を活用した授業づくりをコーディネートして
いる。当日だけでなく事前授業から事後授業まで教員をサ
ポート。事前授業に活用できる作品のアートカードが入っ
た「鑑賞ボックス」も貸し出している。
　また、本年度は、全参加校に対して、希望する場合には
引率者だけでなく保護者もプログラム参加可能とし、来館
した保護者に直接事業説明を行ったことで、保護者からの
事業理解の向上及びその後の家庭での継続的な学びにつな
げることができた。

・スペシャル・マンデー・コース
　特別展・企画展の休室日（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。伴走役のとびラーが子供た
ちの作品鑑賞をサポートする。学校から美術館までの往復
バスを無料で用意し、美術館を活用しやすい環境を整えて
いる。
全4回開催／参加12校、参加者数623人（児童･生徒数）
対象／都内幼保・小・中・高等・特別支援学校（幼稚園保
育園は年長クラスから受入、特別支援学級も受入）

・うえのウェルカムコース
　上野公園のミュージアムの楽しみ方を知る・学ぶことが
できる学校向けプログラム。授業のねらいや目的にあわせ
た幅広い活動を行う。
全7回開催／参加7校、参加者数232人（児童・生徒数）　
対象／小・中・高等・特別支援学校（申込状況により、都
外の学校も受入。特別支援学級も受入）

スペシャル・マンデー・コース（「コートールド美術館展　魅惑の印象派」）

うえのウェルカムコース
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（2）ファミリープログラム
　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。鑑賞・観察・造形を通して子供
と大人がともに学びあう。本年度は、未参加者及びリピー
ターからの参加機会増を求める声に応えるためプログラム
構成を変更。デビュープログラムの定員とリピータープロ
グラムの回数を増やし内容を拡充。年間を通じてオープン
デイ「キュッパ・チャンネル」として実施した。また、未参
加者もリピーターも参加できるメンバー固定の連続プログ
ラムも同日に行いさらなる機会の拡大を目指した。
実施日：8月13日（火）、10月5日（土）、11月2日（土）、
12月15日（日）（※全5回を予定していたが、2020年3月20日
（金・祝）は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）

・デビュープログラム：「ミュージアム・スタート・パック」
の使い方を紹介した後で、東京都美術館で行われている展
覧会を鑑賞するコースと東京都美術館の建物を楽しむこど
も建築ツアーの2コースを実施。
　全8回実施／参加者数759人（子供＋保護者数）
・リピータープログラム：毎回テーマとミュージアムの行
き先が変わる観察・鑑賞プログラム「ぼうけん部」と上野公
園の自然や不思議に出会う観察・造形プログラム「キュッ
パ部」を実施。
　全14回実施／参加者数565人（子供＋保護者数）
ぼうけん部行き先一覧
8月13日（火）東京都美術館
10月5日（土）国立科学博物館／東京国立博物館
11月2日（土）恩賜上野動物園／東京藝術大学
12月15日（日）国立国会図書館国際子ども図書館／東京文
化会館
・連続プログラム「ムービー部」：「キュッパ・チャンネル」
という名称になぞらえた映像発信プログラム。映像作家の
森内康博を講師に迎え、子供たちが「ミュージアムチュー
バー」として、自分が見つけた上野公園のミュージアムの
魅力を映像にまとめ発信。
　全4回実施／参加者数120人（子供＋保護者数）

（3）ダイバーシティプログラム
　昨年度までファミリープログラムとして実施していた
「ミュージアム・トリップ」及び新規プログラムで構成。多
様な文化を持つ子供たちを対象とする。
・ミュージアム・トリップ
　子供たちを支える活動に取り組むNPOなどの団体と共
に、子供たちの多様性を尊重しその価値をはぐくむプログ
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、きらきら星ネット、
聖フランシスコ子供寮
3回開催／参加者数39人（子供＋保護者・引率者数）
・やさしい日本語プログラム　「美術館でポーズ！」
　海外にルーツを持つ子供たちと日本の子供たちが一緒に
活動するプログラム。ダンスチームんまつーポスのメン
バーと台東区の日本語講師（山藤弘子）を講師に迎え、野外
彫刻の周辺でカメラマンやモデルになりきって写真を撮影
し発表しあった。
1回開催／参加者数42人（子供＋保護者・引率者数）

あいうえのコミュニティ
　「あいうえの」参加者のミュージアムを活用した継続的な
学びを支援し、「ミュージアム・リテラシー」を育みながら、
ミュージアムを拠点にしたつながり「ミュージアム・コミュ
ニティ」づくりを支える仕組みをデジタルとリアルの両方
で用意している。参加者全員が「あいうえのメンバー」に登
録でき、メンバーには連携館の耳寄り情報を掲載した専用
ニュースレターを配信（全5回）。

ムービー部

美術館でポーズ！ 撮影：宗彩乃
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障害のある方のための
特別鑑賞会

建築ツアー

　普段は来場者が多く混雑している特別展を障害のある方
が安心してゆっくり鑑賞できるように、休室日に事前申込
制で「障害のある方のための特別鑑賞会」を開催している。
本年度は特別展で計2回行い、合計1,984人の一般参加者
があった。
　とびらプロジェクトと連動し、当日の運営には総計65
人のとびラーが参加した。任期満了したアート ･コミュニ
ケータから構成される一般社団法人アート・コミュニケー
タ東京にも運営協力を依頼し、事前準備を経て総計87人
の「アート・コミュニケータ東京」会員が参加した。任期満
了者とのコミュニケーション回路を育み続ける機会である
とともに、その知見や経験がとびラーに共有される機会と
している。昨年度に引き続き、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）を企画棟
ホワイエ（ロビー階）で行い、とびラーからの発案であるモ
ニターへのキーワード表示も行った。また、展示位置や作
品が小さく見えづらい作品を、参加者が手元で拡大して見
ることができるよう、作品画像を入れた iPadを参加者と
一緒に展示室で見る、とびラーが企画したプログラムも引
き続き行われた。加えて、本年度は「アート・コミュニケー
タ東京」ととびらプロジェクトが連携し、鑑賞会参加者が
展覧会の感想を語り交流することができる「「話したい！聴
きたい！」コーナー」を実施。アクセシビリティの保障にと
どまらず、特別鑑賞会での美術館体験をより豊かな時間に
していくことにつながる試みを行うことができた。
［運営協力：任意団体アート・コミュニケータ東京］
5月20日（月）「クリムト展　ウィーンと日本 1900」
10月28日（月） 「コートールド美術館展　魅惑の印象派」
（2020年3月9日（月）に「ハマスホイとデンマーク絵画」で
実施予定としていた鑑賞会は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止）
※各日とも開催時間は10：00～16：00（受付終了時刻は15：00）、
受付時間は10：00～と12：30～の2部制

　「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である。45分間程度を
かけ、とびラーの案内で当館内外のみどころを散策する。
ガイドを務めるとびラーそれぞれのオリジナリティが発揮
された独自のツアーを展開し、前川建築の魅力を来館者と
楽しんでいる。奇数月の第3土曜日14時から開催。全5回
開催、参加者計129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
より開催した。夜間開室日の日没後の30分間程度のツアー
である。全12回開催、参加者計239人。（※両ツアーとも、
2020年3月の開催については、新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため中止）
　また、セルフガイドとして、館内の見どころをまとめた
「トビカンみどころマップ」と夜間開館中の見どころをまと
めた「“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」の2種を引き続き配布した。多言語対応と
しては、昨年度に引き続き、ユーザーの端末の使用言語に
あわせて翻訳文を表示することができるQRTranslator®シ
ステムを採用したウェブコンテンツを引き続き運用。「ト
ビカンみどころマップ」について、システムにより生成さ
れる15ヶ国語の翻訳表示が可能となっている。QRコー
ドを記載したミニカードを館内で配布するとともに、「ト
ビカンみどころマップ」英語版にQRコードを記載した。

QRコードを記載したミニカード

建築ツアー

会場風景（「コートールド美術館展　魅惑の印象派」）
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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連携がある。学
習指導要領にも学校と美術館との連携が明記されており、
今後もさらなる連携が求められている。当館では、2014（平
成25）年度から「Museum Start あいうえの」（詳細はpp.45-
47）が始まり、小・中・高校生向けのプログラムが特化し
た形で拡充されている。ここでは、年間を通した学校対応
や教員のための研修会の開催や受け入れ、都内教育機関を
対象とした観覧料免除申請、インターンシップの受け入れ
等について触れる。
　2019（平成31）年度に実施したプログラムは以下の通り
である。（事業実績一覧はpp.53-56参照）

年間を通じた学校対応と観覧料免除申請（都内教育機関対象）
　年間を通し、教員からの電話による来館相談に応じてい
る。修学旅行や総合学習の時間を活用した職場インタビュー
へも対応。美術館で働く学芸員という職業の社会的役割に
ついて子供たちに伝えている。本年度は希望のあった2校6
人に対応した。高校生の奉仕活動も2校4人を受け入れた。
　また、学校教育活動として特別展・企画展を観覧する場
合には、事前申請により高校生と引率教員の観覧料を免
除。様々な環境にある児童・生徒の美術館での学びの機会
を担保することに寄与することを目指した（※東京都内の
小学・中学・高校生、並びにこれらに準ずる方と引率の教
員に限る）。参加者数は児童・生徒3,094人、引率教員263
人。

教員研修
　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として「ティー
チャーズ・デイ」を開催している。アート・コミュニケーショ
ン事業の基本的な考え方や「Museum Start あいうえの」の
取り組み、そして具体的な学校連携プログラムの事例紹介
等を行っている。本年度は、「キッズ＋U18デー」（p.51
参照）の鑑賞プログラムで使用したツールや「Museum Start 
あいうえの」で子供たちに配布している「ミュージアム・ス
タート・パック」の中の「冒険ノート」を活用するワーク
ショップを行った。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2019」の一
環。
8月16日（金）10:00 ～ 15:00、参加者26人 

　また、研修協力として、荒川区中学校美術部会、北区教
育研究会図工分科会の研修を受け入れた。

ティーチャーズ・ウィーク
　昨年度に引き続き、小・中・高等学校・特別支援学校の
教員を対象に「ティーチャーズ・ウィーク」を設定した。特
別展及び企画展の開幕後最初の土曜日から次の日曜日まで
を教員が無料で展覧会を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。のべ参加人数669人。

専門的人材の育成およびネットワーク
　美術館を支える専門的な人材育成を行っている。将来の
文化芸術動を支える人材の育成に寄与するため、主に文化
施設の事業や運営に関連する分野を専攻する大学院修士課
程に在籍する学生を対象に、最長で1年間、若干名をイン
ターン生として受け入れ、現場を通して学ぶ機会を提供し
ている。本年度は2人を受け入れた。また、依頼のあった
大学の学芸員課程の見学授業等を受け入れ、アート・コミュ
ニケーション事業の理念や活動を直接伝える機会とした。
対応校11校、参加学生198人。加えて、昨年度に引き続き、
学芸担当職員を対象とするミュージアム・エデュケーショ
ン研修（文化庁主催）を共催した。

ティーチャーズ・デイ

インターンシップ 撮影：藤島亮
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展覧会関連プログラム

　当館で開催される特別展、企画展、上野アーティストプ
ロジェクト、コレクション展をより深く理解し、より豊か
に楽しんでもらえるよう、開催期間中に様々なプログラム
を行った。2019（平成31）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pp.53-56参照）

1　特別展関連プログラム
　中学生以下の子供たちを対象に、鑑賞用ツールとして磁
気式のお絵かきボード「とびらボード」の貸出を継続した。
会場内で作品の絵を描くことでより丁寧な鑑賞につなげる
ことを目的としている。また、展覧会ごとに専門家による
記念講演会やイブニング・レクチャーを開催した。

2　特別展ジュニアガイド
　昨年度に引き続き、展覧会のテーマや内容をわかりやす
く伝え、子供たちが展覧会を楽しみ、学ぶ助けとなるため
のジュニアガイドを制作した。小・中学校などへの事前送
付や会場配布とともに、当館のウェブサイトからのダウン
ロードも可能となっている。本年度は「コートールド美術
館展　魅惑の印象派」で11万部（増刷分含む）作成。近隣の
台東区、文京区の小中学校59校（教育委員会含む）では全
児童・生徒に配布した。また、東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県の主要都市の公立・私立の小中学校・特別支援学
校等約5,600校にサンプル配布した。

3　とびラボ発展覧会関連プログラム
　とびラーの発案により、様々なプログラムが開催された。
詳細はp.43を参照のこと。

4　企画展関連プログラム
　「伊庭靖子展　まなざしのあわい」では、会場内で作家自
身が作品について語るアーティストトークや学芸員が展覧
会のみどころを紹介するギャラリートークを行った。加え
て、金曜の夜間開館にあわせて対話しながら展覧会を楽し
む「ダイアローグナイト」と、パーキンソン病の方を主な対象と
したからだ全体で作品を味わい鑑賞する「ダンス・ウェル」
を行なった（詳細はpp.20-21を参照）。また、高校生以下の
子供とその保護者を対象とする「キッズ＋U18デー｣（詳細
はp.51）を昨年に続き開催。保護者の観覧料も無料とした。

5　 上野アーティストプロジェクト及びコレクション展関
連プログラム

　上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのまな
ざし」では、アーティストトークやギャラリートーク等を
開催。ギャラリートークについては多言語対応の一環とし
て、英語の逐次通訳付でも実施した。また、国立国会図書
館国際子ども図書館と連携し、展覧会と絵本を楽しむプロ
グラム「子どもと楽しむ美術─絵本の読み聞かせとともに
─」も行なった。「松本力「記しを憶う」─東京都写真美術
館コレクションを中心に」では、出品作家によるワーク
ショップやライブパフォーマンスを行った。「コートールド美術館展　魅惑の印象派」ジュニアガイドの館内掲示用パネル

ジュニアガイドのデザイン：栗谷川舞（STUBBIE DESIGN）
文・テキスト：稲庭彩和子、鮫島佳代

ダイアローグナイト 撮影：中島佑輔

とびラボ発プログラム「クリムトに誘われて“かたち”で描こう  おとなのワークショップ」
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キッズデー

　キッズデーとは、休室日の月曜を特別に開室する、子供
のための特別な1日である。本年度は、企画展「伊庭靖子
展  まなざしのあわい」展にて「キッズ＋U18デー」として開
催し、高校3年生以下の子供とその保護者の観覧料を無料
とした。ギャラリーに加えてホワイエの空間も広く使用
し、子供たちがリラックスして楽しめるよう工夫した。LB
階の通路には、昨年に続き子供たちがマナーを守ってお互
い気持ちよく楽しめるよう、展示室での過ごし方のポイン
トを紹介するパネルを設置。また、普段は特別展で貸出を
行っている磁気式の「とびらボード」を貸出し、会場で使用
できるようにした。特別プログラムとしては、作品をじっ
くり観察・鑑賞し、作品に親しむ参加型のプログラムを実
施した。触れる手のひらサイズのアイテムと指令書を使っ
て作品を鑑賞する「さわって、よくみる指令書ツアー」、質
感や空間を表現する言葉が書かれたシールを使ってカード
を作る「絵とことばで楽しむキュレーターズ・カード」、光
や空間に注目しながら日常的な器をスケッチする「君も
アーティスト！色えんぴつで描こう！」の3種類である。未
就学児から高校3年生まで、夏休みの自由研究としても楽
しめることをねらいとした。子供たちの活動には、とび
ラー、任期満了したアート・コミュニケータ、奉仕活動の
高校生など多様な人々が伴走し、サポートを行った。
開催日：8月13日（月）10：00～ 16：00
プログラム1：さわって、よくみる指令書ツアー
全14回実施、参加者計133人
プログラム2：絵とことばで楽しむキュレーターズ・カード
参加者330人
プログラム3：君もアーティスト！色えんぴつで描こう！
参加者335人
総来場者1,442人（上記特別プログラム参加者も含む）

ホワイエの様子 撮影：中島祐輔

キッズ＋U18デーチラシ 　デザイン：栗谷川舞（STUBBIE DESIGN）

絵とことばで楽しむキュレーターズ・カード 撮影：中島佑輔

さわって、よくみる指令書ツアー 撮影：中島佑輔
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事業の発信・成果の発表・その他

第25回ICOM京都大会2019における発表及びポスト
カンファレンスツアーの企画と運営
　当館も所属する、国際博物館会議（ICOM）の3年に一度
の大会「第25回 ICOM京都大会2019」が日本で初めて行わ
れ、その中の国際委員会の1つに稲庭、伊藤が登壇しアート・
コミュニケーション事業について発表を行った。発表を
行ったのは、国際委員会の1つで「都市をテーマとする国際
委員会（CAMOC；International Committee for the 
Collections and Activities of Museums of Cities）」の分科会
であり、外国にルーツのある子供たちを対象とした社会包
摂プログラム（「Museum Startあいうえの」の「ミュージア
ム・トリップ」）と、それを支える「とびらプロジェクト」に
ついて事例紹介を行った。このセッションでは、ミュージ
アムが「文化の結節点（Cultural Hubs）」として時代や文化
を越えて多様な人々や組織をつなぎ平和で持続可能な社会
にどう貢献できるのかが白熱して議論されたが、多文化共
生を目指す首都東京の先進的事例を紹介した本発表は、こ
うした大会の議論を深めるものとして、各国の参加者から
も大きな注目を集めた。
　また、京都での大会終了後に開催されたCAMOC主催
の東京へのポストカンファレンスツアーを企画・運営。世
界各国のミュージアム関係者約40名が参加した浅草寺や
江戸東京博物館等での視察ツアーをサポートした。視察後
に当館で行った交流会は、文化をつなぐ都市のミュージア
ムのあり方について互いの考えを共有する貴重な機会と
なった。

『美術館と大学と市民がつくるソーシャル・デザイン・プ
ロジェクト』（青幻舎刊）の英訳版PDFの発行
　第25回 ICOM京都大会2019での発表にあわせ、2018
（平成30）年に株式会社青幻舎より発行された『美術館と大
学と市民がつくるソーシャル・デザイン・プロジェクト』
の英訳版PDFをとびらプロジェクトウェブサイトに掲載。
「とびらプロジェクト」の具体的な活動・理念・意義を多層
的にまとめたアーカイブを英語で伝える環境を整えた。

「Museum Startあいうえの」グッドデザイン賞受賞
　「Museum Startあいうえの」について公益財団法人日本
デザイン振興会が主催する「2019年度グッドデザイン賞」
に応募し、「一般・公共向け取り組み・活動」部門において、
グッドデザイン賞を受賞。アート・コミュニケーション事
業をより幅広く発信する機会を得た。審査委員からは「多
様な施設が垣根を超え、連携している点は世界的にもあま
り例がなく、そして社会的な課題解決にまでつなげていこ
うとする意思を大きく評価したい。」といったコメントが寄
せられた。

（その他）
東京文化会館との社会包摂をテーマとする連携事業の実施
　障害者差別禁止法や障害者による文化芸術活動の推進に
関する法律等が整備され文化の持つ社会包摂機能が注目さ
れていることを受け、東京文化会館と連携し「社会包摂と
アート」をテーマにしたフォーラムを2回開催。連携を通
じて東京都の文化政策を担う財団として存在感を高めるこ
とを目指した。

公募団体主催プログラムへの事業協力
　昨年度に引き続き、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
による視覚障害の方のためのプログラムに対して事業協力
を行った。詳細は事業実績（pp.53-56）参照。

国立京都国際会館での発表の様子

GOOD DESIGN EXHIBITION 2019（東京ミッドタウン）での受賞展の様子
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アート・コミュニケーション事業2019（平成31）年度 実績

2019（平成31）年度アート・コミュニケーション事業のプログラム参加のべ総人数：27,889人

プログラム名 開催期間・開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

基礎講座 4月13日、27日、5月11日、25日、6月8日、22日 いず
れも土曜日

6回 385 0 15＊ 400

鑑賞実践講座 7月8日（月）、29日（月）、8月10日（土）、11日（日）、
26日（月）、10月21日（月）、11月11日（月）、2020年1月
20日（月）

8回 432 0 27＊ 459

アクセス実践講座 7月7日、27日、9月29日、10月6日（2回）、11月3日、
12月1日、2020年2月2日 いずれも日曜日

8回 381 0 47＊ 428

建築実践講座 6月29日、7月20日、9月14日、10月26日、12月7日、
2020年2月15日、22日 いずれも土曜日　

7回 299 0 0 299

特別鑑賞会に関する準備講座 4月27日（土） 1回 50 0 0 50

8期とびラー 2次面接 2020年3月13日（金）、14日（土）、15日（日） 3日間 0 0 125 125

とびらステーション 12月21日（土） 1回 91 0 0 91

開扉式 2020年3月28日（土） 1回 107 5 0 112

とびらプロジェクト・オー
プンレクチャー

vol.10「モノのための美術館？人のための美術館？ 
―コミュニケーションと建築のいい関係」

11月23日（土）　※建築実践講座を兼ねる 1回 61 0 123 184

とびらプロジェクト・フォ
ーラム

第一部：2030年の未来へ　美術館とSDGs
～アート・コミュニケータがひらく持続可能な社会

2020年2月11日（火・祝） 1回 58 0 181 239

第二部：オープンスペースカフェ 2020年2月11日（火・祝） 1回 65 0 130 195

都美連携プログラム スタッフ鑑賞研修会（クリムト展　日本とウィーン
1900）

4月25日（木） 1回 60 44 0 104

スタッフ鑑賞研修会（伊庭靖子展　まなざしのあわ
い）

7月25日（木） 1回 42 0 0 42

スタッフ鑑賞研修会（コートールド美術館展） 9月12日（木） 1回 54 32 0 86

スタッフ鑑賞研修会（子どもへのまなざし展、コレク
ション展）

11月21日（木） 1回 32 0 0 32

スタッフ鑑賞研修会（ハマスホイとデンマーク絵画
展）

2020年1月23日（木） 1回 57 29 0 86

特別展事前勉強会（コートールド美術館展） 8月3日（土） 1回 25 20 0 45

特別展事前勉強会（ハマスホイとデンマーク絵画展）11月30日（土） 1回 27 30 0 57

企画展事前勉強会（伊庭靖子展　まなざしのあわい）6月2日（日） 1回 30 0 0 30

上野アーティストプロジェクト展事前勉強会（子ど
もへのまなざし展）

7月21日（日） 1回 20 0 0 20

野外彫刻洗浄 10月7日（月） 1回 7 0 4 11

キッズ+U18デー準備日 8月3日（土）、10日（土） 2回 3 5 0 8

特別鑑賞会のための準備日 4月25日（木）、9月29日（日） 2回 30 0 0 30

特別鑑賞会のための会場下見 5月13日（月）、19日（日）、10月9日（水）、19日（土）、
2月14日（金）、15日（土）

6回 0 90 0 90

藝大連携プログラム
（講義など）

藝大講義「色彩学」 9月17日（火）、18日（水）、19日（木） 3日間 28 0 267 295

藝大生インタビュー 11月～ 12月 9回 35 0 0 35

とびラーインタビュー 6月8日（土） 1回 25 0 0 25

とびラボ とびラボ　ミーティング 4月～ 2020年3月 232回 1,517 43 0 1,560

とびラボ発プログラム（クリ
ムト展）

クリムトに誘われて　“かたち” で描こう　おとなの
ワークショップ

6月16日（日） 1回 14 0 11 25

とびラボ発プログラム
（TURN）

TURNさんぽ 8月18日（日） 1回 9 0 11 20

とびラボ発プログラム
（藝祭）

藝祭さんぽ 9月8日（日） 1回 16 0 29 45

とびラボ発プログラム
（伊庭靖子展）

伊庭靖子展でワークショップ　感じよう！「見るこ
と」のおもしろさ

8月25日（日） 1回 13 0 45 58

とびラボ発プログラム
（コートールド美術館展）

特別鑑賞会「話したい！聴きたい！」コーナー 10月28日（日） 1回 6 13 165 184

とびラボ発プログラム
（上野アーティストプロジェ
クト2019「子どもへのまな
ざし」展）

朝霞高校来館対応（野外彫刻、子どもへのまなざし
展）

12月13日（金） 1回 5 0 6 11

絵から紡ぐ物語 ～みる・かんがえる・つくるを楽し
む大人の鑑賞ワークショップ～（子どもへのまなざ
し展）

12月21日（土） 1回 17 0 16 33

とびラボ発プログラム（ハマ
スホイとデンマーク絵画展）

とびらボードでGO! 2020年1月26日（日） 1回 15 0 40 55

とびラボ発プログラム
（藝大卒業・修了展）

卒展さんぽ 2020年1月29日（水）、2月1日（土） 2回 44 0 81 125

なりきりアーティスト 2020年2月1日（土） 1回 17 0 12 29

※基礎講座、鑑賞実践講座、アクセス実践講座の一般参加者は、藝大の履修証明制度「Diversity on the Arts Project」受講生

とびらプロジェクト（P.40～ P.44）　プログラム参加のべ数 6,111人 / アート・コミュニケータ登録者数139人
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プログラム名 開催期間・開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

とびラボ発プログラム
（上野公園）

五感で歩こう！春の上野公園 5月5日（日） 1回 8 2 9 19

これからゼミ 説明会 8月3日（土） 1回 11 0 0 11

これからゼミ ミーティング 4月～ 2020年3月 11回 54 0 17 71

これからゼミ発プログラム びじゅつかんのおそと 2020年2月16日（日） 1回 14 0 29 43

TURN連携プログラム TURNサポーター 8月16日（金）～ 18日（日）、20日（火） 4日間 18 54 0 72

視察 のべ65団体 4月～ 2020年3月 45回 0 0 172 172

合計 4,182 367 1,562 6,111

プログラム名 連携団体・学校 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー こども 保護者・

引率者等

学校プログラム
スペシャルマンデーコース
のべ12校
参加生徒・児童数623名

【伊庭靖子展　まなざしのあわい】 墨田区立第四吾嬬小学校 9月17日（火） 1回 24 62 13 99

北区立田端小学校 9月17日（火） 1回 16 69 4 89

足立区立足立入谷小学校 9月17日（火） 1回 10 38 5 53

町田市立鶴川第三小学校 9月30日（月） 1回 22 76 11 109

足立区立高野小学校 9月30日（月） 1回 17 45 4 66

多摩川市教育センターゆうかり教室 9月30日（月） 1回 8 13 14 35

【コートールド美術館展　魅惑の印象派】 都立石神井特別支援学校 11月25日（月） 1回 11 26 11 48

文京区立第三中学校、特別支援級 11月25日（月） 1回 18 60 12 90

江東区立八名川小学校 11月25日（月） 1回 25 62 13 100

豊島区立朋有小学校 12月9日（月） 1回 20 62 5 87

江東区立砂町小学校 12月9日（月） 1回 14 44 12 70

足立区西新井第二小学校 12月9日（月） 1回 29 66 6 101

学校プログラム
うえのウェルカムコース
のべ7校
参加生徒・児童数232名

【伊庭靖子展　まなざしのあわい】 私立ドルトン東京学園中等部・高等部 7月31日（水） 1回 7 21 2 30

飯能市立飯能第一中学校 美術部 8月7日（水） 1回 8 14 2 24

台東区立忍岡小学校 放課後子供教室 8月24日（土） 1回 14 13 13 40

【コートールド美術館展　魅惑の印象派】 私立田園調布雙葉小学校 11月14日（木） 1回 0 117 41 158

【子どもへのまなざし展】 都立鹿本学園 12月3日（火） 1回 8 9 14 31

私立八千代松陰中学・高校 12月24日（火） 1回 4 16 2 22

【ハマスホイとデンマーク絵画展】 台東区立谷中小学校 2020年2月20日（木） 1回 0 42 4 46

ファミリープログラム
オープンデイ
「キュッパ・チャンネル」

デビュープログラム 8月13日（火）、10月5日
（土）、11月2日（土）、
12月15日（日）

8回 69 324 435 828

（注1） リピータープログラム
（ぼうけん部）（キュッパ部）

8月13日（火）、10月5日
（土）、11月2日（土）、
12月15日（日）

8回 64 266 299 629

ムービー部 8月13日（火）、10月5日
（土）、11月2日（土）、
12月15日（日）

4回 29 65 55 149

ダイバーシティプログラム ミュージアム・トリップ NPO法人キッズドア 8月27日（火） 1回 10 6 4 20

きらきら星ネット 11月10日（日） 1回 9 9 12 30

聖フランシスコ子供寮 2020年2月2日（日） 1回 12 5 3 20

美術館でポーズ 台東区区民課協働・多文化共生係 11月30日（土） 1回 11 21 21 53

学び合いカフェ 各プログラムのとびラー向け準備日 7月～ 2020年3月 32回 313 0 0 313

視察 のべ15団体 0 0 31 31

合計 772 1,551 1,048 3,371

※ファミリー向けプログラムのとびラー人数には36人、学び合いカフェのとびラーの人数には30人の開扉とびラーを含む
（注1）3月20日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

Museum Start あいうえの（p.45-p.47）　プログラム参加のべ人数3,371人
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プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

建築ツアー（注3） 5月18日、7月20日、9月21日、11月16日、2020年1月25日
いずれも土曜日

5回 74 0 129 203

トビカン・ヤカン・カイカン・
ツアー（注4）

5月10日、6月14日、7月5日、26日、8月23日、30日、9
月13日、10月4日、11月22日、12月6日、2020年1月31日、
2月14日
いずれも金曜日

12回 114 0 239 353

合計 188 0 368 556

プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

障害のある方のための特別
鑑賞会（注2）

クリムト展　ウィーンと日本 1900 5月20日（月） 1回 32 45 966 1,043
コートールド美術館展　魅惑の印象派 10月28日（月） 1回 33 42 1,018 1,093

特別鑑賞会視察 のべ5団体 0 0 11 11
合計 65 87 1,995 2,147

プログラム名 開催期間・開催日 回数 参加者数 参加者計
児童・生徒 教員等

学校来館対応
（職業インタビュー等）

愛知県江南市立宮田中学校 5月28日（火） 1回 5 0 5
都立両国高等学校 6月21日（金） 1回 1 0 1
さくらアート幼稚園 2020年1月28日（火） 50 11 61

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 8月3日（土）、13日（火） 2回 4 2 6
東京都立西高等学校 8月3日（土）、13日（火） 2回 4 0 4

観覧料免除申請
（都内教育機関）

クリムト展　ウィーンと日本 1900 4月23日（火）～ 7月10日（水） 23回 728 84 812
伊庭靖子展　まなざしのあわい 7月20日（土）～ 10月9日（水） 6回 207 16 223
コートールド美術館展　魅惑の印象派 9月10日（火）～ 12月15日（日） 40回 1,477 114 1,591
ハマスホイとデンマーク絵画 2020年1月21日（火）～ 3月26日（木） 3回 682 49 731

教員研修 ティーチャーズ・デイ 8月16日（金） 1回 0 29 29
北区教育研究会図工分科会 8月16日（金） 1回 0 9 9
荒川区中学校美術部会 11月13日（水） 1回 0 12 12

教員研修　
ティーチャーズ・ウィーク

クリムト展　ウィーンと日本 1900 4月27日（土）～ 5月6日（月） 10日間 0 235 235
コートールド美術館展　魅惑の印象派 9月14日（土）～ 16日（月）、19日（木）～ 23日（月） 8日間 0 206 206
ハマスホイとデンマーク絵画 2020年1月25日（土）、26日（日）、28日（火）～ 2月2日（日） 8日間 0 159 159
伊庭靖子展　まなざしのあわい 7月20日（土）、21日（日）、23日（火）～ 28日（日） 8日間 0 53 53
上野アーティストプロジェクト2019「子どもへのま
なざし」

11月16日（土）、17日（日）、19日（火）～ 24日（日） 7日間 0 16 16

専門的人材の育成およびネ
ットワーク

東京藝術大学 美術学部建築科 6月5日（水） 1回 18 3 21

横浜国立大学 大学院Y-GSA 6月14日（金） 1回 13 1 14
札幌市立大学 デザイン学部 9月11日（水） 1回 52 4 56
北海道大学 高等教育推進機構 
オープンエデュケーションセンター

9月19日（木） 1回 7 0 7

武蔵野美術大学 9月29日（日） 1回 8 0 8
首都大学東京 学芸員養成課程 10月19日（土） 1回 13 3 16
山形大学 人文社会科学部 10月30日（水） 1回 24 2 26
国立台湾師範大学芸術学院 11月13日（水） 1回 12 0 12
法政大学 12月21日（土） 1回 35 1 36
青山学院大学大学院総合文化政策学研究科 12月25日（水） 1回 1 0 1
日本大学大学院理工学研究科 2020年1月14日（火） 1回 1 0 1
文化庁主催9回ミュージアムエデュケータ研修 9月25日（水）～ 27日（金） 3日間 0 236 236
全国美術館会議　東京ブロック　
防災ネットワーク懇談会

5月10日（金） 1回 0 42 42

合計 3,342 1,287 4,629

（注2）3月9日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
（注3）3月21日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止
（注4）3月6日 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

建築ツアー（p.48） 　プログラム参加のべ人数556人

障害のある方の特別鑑賞会（p.48） 　プログラム参加のべ人数2,147人

学校連携 （p.49） 　プログラム参加のべ人数4,629人／インターン受入人数2人
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プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

キッズ＋U18デー 8月13日（火） 1回 3 12 1,442 1,457

合計 3 12 1,442 1,457

プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

ICOM CAMOC
ポストカンファレンス

9月8日（日）、9日（月） 0 0 94 94

東京文化会館連携事業 フォーラム「社会包摂×アート／音楽×高齢社会」 10月22日（火） 0 0 66 66

レクチャー「認知症×アート／音楽×ケア」 2020年2月24日（月） 0 0 66 66

公募団体への事業協力 日本彫刻会視覚障害児童向け鑑賞教室
東京都立葛飾盲学校、都立久我山青光学園、筑波大学
附属視覚特別支援学校

4月26日（金） 3回 0 0 125 125

国画会彫刻部視覚障害特別学校ワークショップ 11月3日（日） 1回 7 0 0 7

合計 7 0 351 358

プログラム名 開催期間・開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等

とびらボード 【奇想の系譜展　江戸絵画ミラクルワールド】 4月1日（月）～ 7日（日） 7日間 0 0 615 615

【クリムト展　ウィーンと日本 1900】 4月23日（火）～ 7月10日（水） 73日間 0 0 2084 2,084

【コートールド美術館展　魅惑の印象派】 9月10日（火）～ 12月15日（日） 82日間 0 0 1976 1,976

【ハマスホイとデンマーク絵画】 2020年1月21日（火）～ 3月26日（木） 56日間 0 0 250 250

【クリムト展　ウィーンと日
本 1900】

記念講演会 4月23日（火）、6月8日（土）、15日（土） 3回 0 0 675 675

イブニング・レクチャー 5月10日（金）、6月7日（金） 2回 0 0 445 445

【コートールド美術館展  魅
惑の印象派】

記念講演会 9月10日（火）、11月4日（月・祝）、30日（土） 3回 0 0 675 675

イブニング・レクチャー 10月4日（金）、11月1日（金） 2回 0 0 402 402

【ハマスホイとデンマーク絵
画】

講演会 2020年2月8日（土）、22日（土） 2回 0 0 410 410

イブニング・レクチャー 2020年2月14日（金） 2回 0 0 150 150

【伊庭靖子展　まなざしのあ
わい】

アーティスト・トーク 8月3日（土）、24日（土） 2回 0 0 157 157

ギャラリー・トーク 7月26日（金）、8月16日（金） 2回 0 0 116 116

対談　清水穣×伊庭靖子 7月20日（土） 1回 0 0 104 104

ダンス・ウェル 7月30日（火）、8月6日（火） 2回 0 0 34 34

ダイアローグ・ナイト「あわいをまなざす」 8月9日（金）、23日（金）、30日（金）、9月6日（金）、20日（金） 5回 5 0 51 56

上野アーティストプロジェク
ト2019「子どもへのまなざし」

出品作家によるアーティストトーク 11月24日（日）、12月1日（日） 2回 0 0 421 421

担当学芸員によるギャラリートーク 12月20日（金） 1回 0 0 68 68

担当学芸員によるギャラリートーク（英語通訳付） 12月8日（日） 1回 0 0 77 77

国立国会図書館国際子ども図書館・東京都美術館連
携企画「子どもと楽しむ美術─絵本の読み聞かせと
ともに─」

12月22日（日） 1回 0 0 33 33

 松本力「記しを憶う」─東京
都写真美術館コレクション
を中心に

出品作家によるアーティストトーク 11月23日（土・祝） 1回 0 0 47 47

担当学芸員によるギャラリートーク 12月13日（金） 1回 0 0 52 52

絵巻物マシーンワークショップ「サンベンマワッテ、
アシタキノウニナアレ」

12月7日（土） 1回 0 0 30 30

ライブパフォーマンス「きこえているかもしれない」 11月17日（日） 1回 0 0 108 108

ライブパフォーマンス「SAYONARA 虹の中で」 2020年1月4日（土） 1回 0 0 275 275

合計 5 0 9,255 9,260

展覧会関連プログラム（p.50）　プログラム参加のべ人数9,260人

事業の発信・成果の発表（p.52）　プログラム参加のべ人数358人

キッズデー（p.51）　プログラム参加のべ人数1,457人　※プログラムごとの参加者数は p.51
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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）
臨時休室／ 2020（令和2）年2月29日（土）～ 3月31日（火）
　　　　　（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）

アートラウンジでの催し
アーカイブズ資料展示
※詳細はP59に掲載

まちなかコンサート
　東京音楽コンクール入賞者などを中心とする新進演奏家
が「伊庭靖子展　まなざしのあわい」に寄せて演奏
日時／2019（令和元）年9月28日（土）、29日（日）
　　　14:00～ 14:30、15:00～ 15:30
入場料／無料　入場者数／ 811人
主催／東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化

会館・アーツカウンシル東京
連携／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館

［サラダ音楽祭］TOKYO MET SaLaD MUSIC FESTIVAL
2019ミニコンサート
　誰もが音楽の楽しさを体感・表現できる音楽祭として
2018年に誕生したサラダ音楽祭の無料ミニコンサートを
開催
東京都交響楽団メンバーによる弦楽四重奏
日時／2019（令和元）年
　　　7月26日（金）14:00～ 14:45、16:00～ 16:45
　　　8月 3 日（土）13:30～ 14:15、15:30～ 16:15
入場料／無料　入場者数／ 610人
主催／東京都、公益財団法人東京都交響楽団
共催／ 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京芸術劇場・

東京都美術館、豊島区

アーカイブズ資料展示「井上武吉《my sky hole 85-2 光と

影》をめぐって」

北欧の家具が配されたアートラウンジ

まちなかコンサート
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 1  「my sky hole──迷路 井上武吉新作展」展覧会ポスター　1985年
 2  『東京都美術館 10年の歩み 旧美術館50年・展覧会記録』東京都美術
館　1985年

 3  『美術館ニュース』No. 383　東京都美術館発行　1984年8月15日
 4  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 5  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 6  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 7  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 8  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 9  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 10  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 11  《my sky hole 85-2 光と影》の設置風景　1985年　モノクロ写真
 12  『美術館ニュース』No. 388　東京都美術館発行　1985年6月15日
 13  my sky hole No. 9 プロジェクト　1984年　モノクロ写真
 14  my sky hole No. 20 プロジェクト　1984年　モノクロ写真
 15  my sky hole No. 793 デッサン　1984年　モノクロ写真
 16  《my sky hole 85-3》制作風景　1985年　モノクロ写真
 17 《my sky hole 85-4》制作風景　1985年　モノクロ写真
 18  《my sky hole 85-4》制作風景　1985年　モノクロ写真
 19  《my sky hole 85-5》制作風景　1985年　モノクロ写真
 20  《my sky hole 85-5》制作風景　1985年　モノクロ写真
 21  《my sky hole 85-5》制作風景　1985年　モノクロ写真
 22  《my sky hole 85-8》制作風景　1985年　モノクロ写真
 23  《my sky hole 85-8》制作風景　1985年　モノクロ写真
 24  『my sky hole──迷路 井上武吉新作展』東京都美術館発行　1985年　
展覧会図録

 25  「my sky hole──迷路 井上武吉新作展」展示風景　1985年　モノク
ロ写真

 26  「my sky hole──迷路 井上武吉新作展」展示風景　1985年　モノク
ロ写真

 27  「my sky hole──迷路 井上武吉新作展」展示風景　1985年　モノク
ロ写真

 28  「my sky hole──迷路 井上武吉新作展」展示風景　1985年　モノク
ロ写真

 29  東京都美術館　企画展示室　平面図
 30  『東京都美術館紀要』No. 14　東京都美術館発行　1990年

東京都美術館　アーカイブズ資料展示
「井上武吉《my sky hole 85-2 光と影》をめぐって」
会期／2019（令和元）年8月27日（火）～ 9月23日（月・祝）
会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
出品資料／30件
主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館
観覧料／無料

　東京都美術館新館開館の日（9月1日）を記念し、新館開
館から10年目にあたる1985年に開催された井上武吉の個
展と、同展を機に制作され、エスプラナードに設置された
野外彫刻《my sky hole 85-2 光と影》を取り上げ、当館所蔵
のアーカイブズ資料を通じて、東京都美術館のシンボルが
新たに生み出された背景を振り返った。展示では、《my sky 
hole 85-2 光と影》を設置した当日の記録写真をはじめ、展
覧会「my sky hole──迷路 井上武吉新作展」のポスターや
図録、出品作品の制作プロセスを伝える記録写真、関連記
事を収録する『美術館ニュース』などの資料を紹介した。

1

6

8
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21

24

2826
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美術情報室

旧館設計図、歴代展覧会ポスター・チラシ等、約6,000点

館史資料

実績
開室日数／ 290日
利用者数／ 5,973人（1日平均21人）

 利用者数 開室日数 1日平均
4月	 618	 29	 21
5月	 764	 29	 26
6月	 856	 28	 31
7月	 442	 24	 18
8月	 497	 29	 17
9月	 568	 28	 20
10月	 549	 29	 19
11月	 604	 28	 22
12月	 337	 23	 15
1月	 321	 17	 19
2月	 417	 26	 16
3月	 0	 0	 0
計	 5,973	 290	 21
※1日平均は四捨五入
※2月29日（土）～ 3月31日（火）は臨時休室

●月別利用者数

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 102 188 17 0 0 0 0
寄贈 146 500 499 184 52 48 58
計 248 688 516 184 52 48 58

受入れ冊数　2019（平成31）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

8,746 19,008 15,874 5,707 843 1,573 142 51,893

蔵書冊数（2020（令和2）年3月31日現在）

　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収集し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）
その他、館内整備、年末年始などは美術館に準ずる。
臨時休室／ 2020（令和2）年2月29日（土）～ 3月31日（火）
　　　　　（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため）
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レストラン・カフェ

実績（2019（平成31）年度来店客数）
RESTAURANT MUSE ／ 142,218人
RESTAURANT Salon ／ 22,011人
cafe Art ／ 85,671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
RESTAURANT MUSE（レストラン ミューズ）
面積／ 481㎡
席数／ 200席
営業時間／ 11：00～ 17：30
（特別展開催中の金曜は20：00まで）

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

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

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

認定商品／ 10種〈2020（令和2）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／ 107,997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～
2020（令和2）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 118
切子の指輪 江戸切子 堀口徹×小宮山洋 44
mixed pendant 江戸象牙 片山紀史夫×峰岸奈津子 62
鼈甲ブックマーカー 江戸鼈甲 大澤健吾×廣田尚子 185
ペーパーウェイト－モアレ 江戸切子 堀口徹×河本匠真 91
小紋チーフ 東京染小紋 富田篤×南出優子 188
木彫ルーペ 江戸木彫刻 渡邉宗雲×渡邉純人 173
結－yuu- 東京くみひも 川勝新一×なごみ 139
ホントノキモチ 東京銀器 泉健一郎×竹中逸人・幾度慶美 63
漆硝子文鎮 江戸切子 廣田達朗×藤本英子 42
売上げ個数合計 1,105

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
7月26日
8月2日、9日、16日、23日、30日
金曜日以外／ 9:30～ 20:00
4月6日
7月4日、6日
10月16日
11月2日、20日、30日
12月7日、14日
2月19日
3月18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）／ 28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（TOKYO FREE Wi-Fi）

ステッカー横 17cm縦 19cm

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

来館者サービス

実績
実施日数／ 36日
利用者数／ 161人（1日平均 4人）

チラシ
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ユニークベニュー
　歴史的建造物や文化施設等で、会議やイベント、レセプ
ション等を開催することで、特別感を演出できる会場を、
ユニークベニューという。
　日本のモダニズム建築の巨匠・前川國男により設計され
た東京都美術館を、プライベートなイベントの会場として
利用することができる。東京都美術館では、一定の条件の
もとでユニークベニューを受け入れており、2019（平成
31）年度の実績は以下のとおり。

実施回数／２回

主な利用内容
　婚活パーティー、企業新年祝賀会

主な利用場所
エスプラナード、レストラン、佐藤慶太郎記念 アートラ
ウンジ、ロビーエントランス、中庭、講堂

財団内連携事業
展覧会関連音楽会　ART meets MUSIC
　東京都美術館で開催する展覧会を主題としたコンサート
を東京都交響楽団の演奏により東京文化会館で開催。
　メンデルスゾーン「春の歌」などをヴァイオリン、ヴィオ
ラ、チェロの三重奏で演奏。演奏に先立ち展覧会担当学芸
員によるミニレクチャーを実施。
「ハマスホイとデンマーク絵画」展関連コンサート
公演日程／2020（令和2）年2月27日（木）11：00～
公演場所／東京文化会館　小ホール
入場料／無料　※ただし入場整理券が必要
（入場整理券は展覧会チケット（半券可）の提示で配布）
入場者数／242人
サマーナイトミュージアム関連ミニコンサート
　サマーナイトミュージアム実施時間に合わせて、クラリ
ネットのコハーン・イシュトヴァーン（第11回東京音楽コ
ンクール木管部門第1位及び聴衆賞）とヴィオラの朴梨恵
によるコンサートを企画棟ホワイエにて開催。
日時／ 2019（令和元）年8月9日（金）17:00～、18:00～
企画制作／東京都歴史文化財団 東京文化会館
入場料／無料　　入場者数／ 230人

「ハマスホイとデンマーク絵画」展関連コンサート
会場風景　撮影：堀田力丸

サマーナイトミュージアム関連コンサート
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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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　2019（平成31） 年度は、印刷物の多言語版の発行やウェ
ブサイト・SNSでの積極的な情報発信に加え、初の試み
として、「美術館公式ツイッター（英語版）」の試行運用を開
始した。また、企画展におけるSNS広告を積極的に活用
し、特別展では上野近隣の商業施設や台東区役所との連携
広報を実施した。

印刷物の発行
　館の概要、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）で年2回制作し、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。広報誌
「東京都美術館ニュース」は、館の事業紹介やプログラムの
報告に加え、著名人へのインタビュー、上野や谷中の方に
街の魅力を語っていただくコーナーなど、内容の充実を図
り、日英併記で年4回発行した。

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、特別展が年
3回だったにもかかわらず1,600万を超え、ツイッター、
フェイスブックともフォロワー数は順調に増加している。
11月より試行として「美術館公式ツイッター（英語版）」を
開始し、休館日や開館時間などの基本情報や英語によるプ
ログラムの情報など、日本語のツイッターとは異なる情報

広報事業

を原則として毎日投稿している。また、誰もが利用しやす
いウェブサイトとすべく「ウェブアクセシビリティ方針」を
策定した。

○東京都美術館ウェブサイト
　https://www.tobikan.jp
○東京都美術館ツイッター
　https://twitter.com/tobikan_jp（公式認証取得済み）
　https://twitter.com/tobikan_en
○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（日） 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
平成30年度 17,949,956 160,148人 21,761人
平成31年度 16,704,295 173,991人 25,013人

ウェブサイト閲覧数、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、特別展・企画展では、SNS広告を積極的に活
用し、ターゲットに対応した告知を行った。
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プレスリリース作成、取材対応及び取材誘致
　美術業界紙・誌のほか、一般情報誌向けにプレスリリー
スを配信。電話・FAX・メールでの記事掲載対応のほか、
取材対応・撮影・収録立会いなどを行った。

各種メディアへの放映・掲出件数
　TV・ラジオ／ 77件、新聞／ 961件、雑誌等／ 2,353件

他の文化施設、商業施設との広報展開
　近隣商業施設が発行する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、告知協力な
ど、地域連携による広報強化に努めた。

　「コートールド美術館展 魅惑の印象派」では、近隣商業
施設59店舗のご協力でコラボレーションポスターを制作
し、各店舗に掲出し、広報協力をいただいた。

　「ハマスホイとデンマーク絵画」では、デンマークのグラ
ズサックセ市と姉妹都市である台東区との連携を実施し
た。区役所内に本展の紹介コーナーを設置し、会期に合わ
せて区役所食堂にてデンマークランチフェアを開催。デン
マークについて学んでいる区内小学校が当館のアート・コ
ミュニケーション・プログラムに参加して展覧会を鑑賞す
るなど、様々な取り組みを行なった。

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（4月26日～ 5月19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 「クリムト展　ウィーンと日本 1900」オリジナ
ルポストカード入場者先着100名プレゼント
　5月18日	「建築ツアー」

・上野の山文化ゾーンフェスティバル、各種パンフレット
制作など
　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（新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り2月下旬に販売中止）
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（2）「文化の杜の音めぐり」の実施
　東京音楽コンクールの入賞者を中心とした、上野公園内
の文化施設をめぐるスペシャルコンサート。
実施日・会場／ 2月12日　上野の森美術館・東京国立博物

館・旧東京音楽学校奏楽堂、2月13日   東京
文化会館・国立科学博物館・東京都美術館

当館会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ

（3）地域SNSアプリ『PIAZZA』運用
　上野公園にある文化施設、文化財を通じたミュージアム
コミュニティの形成を目指し、地域SNSアプリ『PIAZZA』
を運用。SNSを通じた情報交換、リアルなイベントを通
じ、上野に関心がある人たちが繋がる新しいコミュニティ
プラットフォームの形成を通じて、上野の潜在的な魅力を
引き出すことを目指す。当館ではプログラム実施時にアプ
リの紹介を行い、企画展「伊庭靖子展 まなざしのあわい」
では作家と参加者が直接語り合うイベントを実施して好評
を博した。

（4）バリアフリーマップの作成
　上野公園および各施設のバリアフリー情報に特化した地
図を作成し、イベント等で配布した。

年報発行
　「平成30年度 東京都美術館年報」（Tokyo Metropolitan 
Art Museum Annual Report 2018）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

平成30年度　東京都美術館年報
Tokyo Metropolitan Art Museum Annual Report 2018

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。2019（平成31）年度は以下の通り。

スチール撮影
　許可件数／ 8 撮影件数／ 8 撮影日数／ 8
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、Web
広告、ポスターなど
主な撮影場所
　公募展示室ロビー、エントランス、中庭、エスプラナー
ドなど
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調査研究

著作・講演等　※五十音順

●井口広大
【著作・寄稿】
・「「席上揮毫」や「ギャラリートーク」など人気のイベントで新
たな発見との出会いも」『東京都美術館ニュース』No.460  2019
年6月30日　pp.10-11

●稲庭彩和子
【著作・寄稿】
・座談会「スマホで覗く美術館─7月のシンポジウムを承けて」
編集、『文化資源学』第17号、2019年6月
・「未来をつくるミージアム─国際博物館会議に参加して」都政
新報、2019年12月13日

【講演・セミナー等】
・「作品を鑑賞するとは」とびらプロジェクト、東京都美術館、

2019年5月25日
・「ミュージアムにおけるダイバシティと合理的配慮」とびらプ
ロジェクト、東京藝術大学、2019年7月7日
・「ミュージアム体験とは？」とびらプロジェクト、東京都美術
館、2019年7月8日

・「地域の文化資源とミュージアム」企画、文化資源学会、東京
大学、2019年7月13日

・「LESSON4　展覧会だけじゃない！美術館を使いこなすに
は」『美術館がきっともっと面白くなる10のレッスン』、金
沢21世紀美術館　2019年7月21日
・「創造力や協働する力を育む環境とは？」主催 Learn by Creation、
広尾学園中学校・高等学校、2019年8月4日、
・「Spiral Schole for Kidsアートの視点から考える「こどもとま
なび」」スパイラル、2019年8月17日
・「アートでつなぐ宇部の未来」宇部市文化会館、2019年8月

18日
・「アートを介した、新しい人々のつながり─社会の人々とアー
ト」Z会Asteria 総合探究講座、2019年8月（ウェブ配信）
・”Reconsidering Multiculturalism: Living with Different 
‘Diversities’ in Museums of Cities” ICOM Kyoto 2019、
CAMOC、国立京都国際会館、2019年9月4日
・「文化をつなぐ─都市と博物館の関係を再考する」ICOM 

Kyoto 2019ポストカンファレンスツアー in 東京、CAMOC、
東京都美術館、2019年9月8-9日

・「社会課題に呼応する博物館活動」文化庁 エデュケーション
研修、東京都美術館、2019年9月25日

・「東京都美術館×東京藝術大学 とびらプロジェクト」かがや
きロッジ（岐阜）、2019年11月16日

・「古くて新しいつながりに気づく場所」　東洋英和女学院大学
開学30周年記念：メディアとしてのミュージアム第2回、

東洋英和女学院、2019年11月18日
・「芸術文化特論 II」武蔵野美術大学、2019年12月10日
・「2030年の未来へ　美術館とSDGs ～アート・コミュニケー
タがひらく持続可能な社会」とびらプロジェクト、東京都美
術館、2020年2月11日
・「センス・オブ・ワンダーと対話が鍵となる、大学や市民と
の協働」シンポジウム「Where Culture Meets Nature　～日本
文化を育んだ自然をいかに魅せるか～」、自然史レガシー継
承・発信実行委員会、京都国立博物館、2020年2月24日

【委員・その他の学術活動】
・文化庁「博物館の管理運営に関する研修」企画運営会議委員
・ICOM（国際博物館会議）京都大会運営委員
・文化庁 令和元年度「ここから展覧会の実施」事業企画案選定
委嘱委員

・文化資源学会 理事（副会長）

●大橋菜都子
【著作・寄稿】
・「コートールド美術館展」『美術の窓』、2019年1月号、p.22
・「まなざしのあわい──「見る」ことを問う」『伊庭靖子展』図
録、東京都美術館、2019年7月、pp.78-81

・「家楽ギャラリー 02　多義的な鏡の世界はマネの画業の集大
成」『家楽手帖』、vol.8、2019年8月、p.15
・「1874年のルノワール《桟敷席》」『コートールド美術館展　
魅惑の印象派』図録、朝日新聞社・NHK・NHKプロモーショ
ン、2019年9月、pp.150-154

・「東京都美術館「伊庭靖子展　まなざしのあわい」から」（ぎゃ
らりいモール）、『読売新聞』、2019年9月17日夕刊、9面
・「サミュエル・コートールドの見た夢」『美術の窓』、2019年

9月号、pp.52-55
・「コートールド展」『うえの』、上野のれん会、2019年9月号、

pp.19-21
・「ボストン美術館展　芸術×力」『美術の窓』、2020年1月号、

p.42
【講演・セミナー等】
・「「コートールド美術館展　魅惑の印象派」作品を読み解く楽
しみ」、「コートールド美術館展　魅惑の印象派」関連文化講
演会①五日市地域交流センターまほろばホール、2019年9
月13日、②新宿区立新宿歴史博物館、10月5日、③独立行
政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構職業能力開発総合大
学、11月2日、④調布市 グリーンホール、11月7日、⑤荒
川区立生涯学習センター、11月9日、⑥町田市中央図書館、
11月23日
・「「コートールド美術館展　魅惑の印象派」作品を読み解く楽
しみ」、一般社団法人日本プロフェッショナル販売員協会、
2019年9月26日
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・「「コートールド美術館展　魅惑の印象派」の楽しみ方」、
NHKセンター東京本部、2019年10月3日
・「「コートールド美術館展　魅惑の印象派」のみどころ」、一般
社団法人日本工業倶楽部、2019年10月31日

・「「印象派の絵画を読み解く　コートールド美術館展の楽しみ
方」」、朝日カルチャーセンター立川教室、2019年11月6日

・東洋美術学校学芸員資格課程（博物館教育論）「展覧会の舞台
裏」、2020年1月25日

・一橋大学大学院言語社会研究科「博物館展示論」、一橋大学、
2019年度秋冬学期

●岡本純子
【講演・セミナー等】
・講演会「20世紀美術史の基礎知識」、国立国会図書館国際子
ども図書館、2019年11月30日

●熊谷香寿美
【著作・寄稿】
・「日本初開催！ミュージアムの在り方を問い直す　第25回

ICOM京都大会2019」『美術館ニュース』No.463、2020年3
月31日、pp.8-9

・「第25回国際博物館会議（ICOM）京都大会　参加報告書」『博
物館協議会会報』No.122、2020年3月31日、pp.11-12

【講演・セミナー等】
・「第25回国際博物館会議（ICOM）京都大会　参加報告」東京
都博物館協議会　令和元年度第2回見学研修会「ICOM国際
博物館会議京都大会　参加報告会」2020年1月29日

【委員・その他の学術活動】
・地域共働近代日本文化国際発信実行委員会「大観旧宅及び庭
園の資史料を利用した地域文化魅力のアウトリーチ検討会
議」委員

●河野佑美
【著作・寄稿】
・「東京都美術館における建築ツアーについて」『東京都美術館
紀要』No.26  2020年3月31日　pp.20-30

・「言葉は展示を伝えているか」第32回学芸員研究会報告書　全
国美術館会議　2019年　pp.53-68

【講演・セミナー等】
・美術館との連携「東京都美術館の取り組み」（分科会における
レクチャー）東京都図画工作研究会　2019年6月28日　台東
区蔵前小学校

●小林明子
【著作・寄稿】
・「クリムトの「黄金様式」」『クリムト展  ウィーンと日本 1900』
朝日新聞社、pp.40-43

・「クリムト展　ウィーンと日本 1900」『うえの』2019年4月
号、pp.20-22

・「クリムトの愛した湖畔の風景」『小原流挿花』2019年5月号、
p.39

・「クリムト展　ウィーンと日本 1900」『BM／美術の杜』2019
年SPRING（Vol.49）、pp.16-25

・「「クリムト展　ウィーンと日本 1900～学芸員が語るその全
貌と魅力～」『日墺協会会報』2019年6月（No.81）、pp.13-15

・「エドヴァルド・ムンク その生涯と画業」『花美術館』Vol.67、
2019年9月20日、pp.22-31

【講演・セミナー等】
・朝日カルチャーセンター講座「「クリムト展　ウィーンと日本　

1900」のみどころ」、朝日カルチャー新宿教室、2019年5月
21日

・トークイベント「小林明子×市原えつこ×田尾圭一郎　クリ
ムト展「現代クリムト講座」関連トークイベント「現代から見
るクリムト」、銀座蔦谷書店、2019年5月18日
・トークイベント「映画『クリムト　エゴン・シーレとウィーン
黄金時代』トークイベント付き先行試写会」、東京都美術館講
堂、2019年5月30日

・朝日カルチャーセンター講座「「クリムト展　ウィーンと日本　
1900」のみどころ」、朝日カルチャー横浜教室、2019年6月
24日

・十文字女子学園大学人間生活学部文芸文化学科「博物館学実
習 I」、十文字女子学園大学、2019年度後期

【委員・その他学術活動】
・公益財団法人東京都歴史文化財団職員派遣研修生（ノル
ウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランドにおける
調査）10月10日～ 12月11日

●柴田友里子
【著作・寄稿】
・「学校教育機関・公募団体の講堂・スタジオ利用について」
『東京都美術館ニュース』No.461  2019年9月30日  pp.10-11

●下倉久美
【著作・寄稿】
・「からだ全体で作品をあじわう─『ダンス・ウェル』の試み─企
画展『伊庭靖子展　まなざしのあわい』関連プログラム実践報
告」『東京都美術館紀要No.26』2020年3月pp.5-17

【講演・セミナー等】
・江東区砂町文化センター講座「藤田嗣治～パリに愛された日
本人画家～」2019年5月13日、27日
・第22回多摩美校友会チャリティ展2019トークイベント「障
がいのある、なしを越えていくアートのチカラ」2019年12
月1日

【委員・その他の学術活動】
・イタリア、バッサーノ・デル・グラッパ市招聘「ダンス・ウェ
ル指導者コース」調査2019年8月
・イタリア文化会館「トークセッション＆ワークショップ『イタ
リアから日本へ“ダンス・ウェル”その楽しみとひろがり』」
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2020年2月17日　制作、コーディネート

●髙城靖之
【著作・寄稿】
・「美術情報室のレファレンス事例紹介」『美術館ニュース』

No.460、2019年6月30日、p.12
・「ルーベンスの《十字架降架の三連祭壇画》──画家の才能と
創意」『ネーデルラント美術の精華』ありな書房、2019年、
pp.155-188
・「ALC Searchから美術情報室の蔵書が検索できるようになり
ました」『美術館ニュース』No.461、2019年9月30日、p.12

・「美術情報室からおすすめ図書のご紹介です」『美術館ニュー
ス』No.462、2019年12月31日、p.12
・「ハマスホイとデンマーク絵画」『美術の窓』2020年1月号、

p.34
・「ハマスホイとデンマーク絵画」『うえの』1月号、上野のれ
ん会、2020年1月1日pp.37-39
・「19世紀ヨーロッパの芸術家コロニー」『ハマスホイとデン
マーク絵画』展図録、読売新聞東京本社、2020年、pp.80-81

・「ハマスホイとデンマーク絵画」『東京・春・音楽祭2020 公
式プログラム』東京・春・音楽祭実行委員会、2020年3月、
pp.169, 171
・「美術情報室では北欧デザインの家具をご用意しております」
『美術館ニュース』No.463、2020年3月31日、p.12

【講演・セミナー等】
・「「ハマスホイとデンマーク絵画」展の見どころ」朝日カル
チャーセンター新宿教室、2020年2月15日
・「ハマスホイとデンマーク絵画」NHK文化センター青山教
室、2020年1月29日

●田中宏子
【著作・寄稿】
・「上野アーティストプロジェクト2019　子どもへのまなざし」
『うえの』、上野のれん会、2019年11月号、pp.28-29
・「上野アーティストプロジェクト2019　子どもへのまなざし　
子どもへの想いに呼応する」『新美術新聞』2019年11月21日
・「上野アーティストプロジェクト2019　子どもへのまなざし　

3つの視点から、子どもに仮託される様々なイメージを読み
解く」『美術の窓』、2019年12月号、生活の友社、pp.134. 135
・「国宝　短刀　銘　則重」p.68、「国宝　刀　金象嵌銘　光忠　
光徳（花押）　生駒讃岐守所持（名物生駒光忠）」p.79、「刀　銘　
出羽国住人大慶庄司直胤（花押）　彫よしたね　野も山も照ら
さぬ月はなけれども　海にやふかく陰やどるらん」p.106-
107、「刀　銘　肥前国住近江大掾藤原忠広　真鍛」p.110、『名
刀大全　解説編』、小学館、2020年1月23日
・『江戸ものづくり列伝─ニッポンの美は職人の技と心に宿る
─』展図録、毎日新聞社、2020年2月、pp.30-48

【委員・その他学術活動】
・東京都銃砲刀剣類登録審査委員

●田村麗恵
【著作・寄稿】
・「作家と美術館のチャレンジを目撃せよ！　都美セレクショ
ングループ展」／『うえの』、上野のれん会、2019年6月号、
pp.40-42
・「松本力『記しを憶う』─東京都写真美術館コレクションを中
心に」『月刊アートコレクターズ』2019年12月号、株式会社
生活の友社、ｐ .66

・「都美セレクション グループ展 2019─小さな声を届けるた
めに」『都美セレクション グループ展 2019 記録集』2020年3
月、pp.58-59

【講演・セミナー等】
・「文化財の保護と教育─美術館の役割と学芸員の仕事」東京学
芸大学附属高等学校、2020年1月27日

【委員・その他学術活動】
・上野の森美術館「現代美術の展望　VOCA展2020─新しい
平面の作家たち─」推薦委員

・令和元年度（第70回）文化庁芸術選奨推薦委員（美術部門）

●中原淳行
【著作・寄稿】
・「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」（今年の展
覧会250）、『美術の窓』、生活の友社、2020年1月号

【講演・セミナー等】
・「企画展の立案から実施までのプロセスについて」、多摩美術
大学美術学部芸術学科学芸員課程科目「博物館実習RⅠ」、多
摩美術大学、2019年8月30日

●山村仁志
【著作・寄稿】
・「郭仁植─モノと孤独」『生誕100年記念　郭仁植展』韓国国
立現代美術館果川館　2019年6月

・「審査講評」『FACE展2020』図録、東郷青児記念損保ジャパ
ン日本興亜美術館2020年2月 p.5

・「彼女たちは叫ぶ、ささやく─ヴァルネラブル集合体が世界
を変えるについて」『都美セレクション グループ展 2019 記
録集』2020年3月、p.39

・「美術とアソシエーション─第30回記念東京二紀展を祝して」
『第30回東京二紀展記念誌』二紀会東京支部　2020年3月　
pp.4-5

【講演・セミナー等】
・東京工芸大学芸術学部「現代文化論─東京都美術館について」
東京工芸大学中野キャンパス2019年10月11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
・「損保ジャパン日本興亜美術賞　FACE2020」審査員
・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件と書作品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件（寄贈を含む）など
12件を常時展示している。
　本年度、野外彫刻10件、レリーフ1件の洗浄調査を実施
した。

収蔵品

1

4 6

2

5

8

3

7 9

 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



73

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 － 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 1966 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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2019（平成31）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

注）
・2019（平成31）年度は以下の理由により臨時休室
　【特別展、公募団体展・学校教育展】
　　10/12、13　台風19号接近のため
　【特別展】
　　2/29～ 3/26　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
　【公募団体展・学校教育展】
　　3/17～ 24、3/28～ 31　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

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 93,372 131,968 225,340 1,905 618 1,975 469 4,967 230,307
5月 192,968 126,605 319,573 2,897 764 1,897 558 6,116 325,689
6月 238,220 37,323 123,030 398,573 2,150 856 1,718 537 5,261 403,834
7月 96,149 3,886 61,720 161,755 1,582 442 746 335 3,105 164,860
8月 13,367 53,376 66,743 3,043 497 1,815 674 6,029 72,772
9月 60,727 10,519 113,008 184,254 2,768 568 2,071 826 6,233 190,487
10月 98,616 5,266 103,728 207,610 3,409 549 1,836 489 6,283 213,893
11月 114,605 13,591 129,421 257,617 3,877 604 2,578 634 7,693 265,310
12月 71,992 19,790 37,701 129,483 2,359 337 1,245 379 4,320 133,803
1月 19,869 2,831 56,090 78,790 969 321 1,877 366 3,533 82,323
2月 52,402 159,178 211,580 2,619 417 2,905 399 6,340 217,920
3月 0 5,493 5,493 311 0 63 33 407 5,900
合計 1,038,920 106,573 1,101,318 2,246,811 27,889 5,973 20,726 5,699 60,287 2,307,098

2019（平成31）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
2017（平成29）年度から2019（平成31）年度の結果を比較す
る。（総合満足度については2019（平成31）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31
（令和元）年度顧客満足度調査報告書」からデータを抜粋。
2017年度は5回、2018年度は6回、2019年度は6回、調査
を実施した。

来館者の特徴
性別
　2019年度は、女性の比率が77.9％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％

30.1 69.7

21.9 77.9

男性 女性

2019年
（n=553）

2017年
（n=532）

2018年
（n=570）

男性 女性 無回答

74.0

0.2

0.2

26.0

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％

2017年
（n=532）

2018年
（n=570）

10-20代 40代 50代30代 60-64歳 65-69歳 70歳以上 無回答

10-20代 40代 50代30代 60～64歳 65～69歳 70歳以上

16.0

13.0 9.8 14.5 21.1 16.0 10.3 15.4

2019年
（n=553）

60代 26.3

【年齢（経年比率）】

60代 21.5

8.1 12.8 19.8 21.8 12.6 8.9

18.4
0.2

無回答
60代 23.8

11.2 8.0 14.5 23.9 12.8 11.0

居住地
　東京都居住者率の合計は36.7%と5.4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
合計の比率は6.9ポイント増加となっているが、いずれも
傾向に大きな変動は無い。

2017年
（n=532）

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

東京23区 近隣3県 地方
30.6 8.6 39.1 21.0

2018年
（n=570） 33.0 9.1 33.9 23.9 0.2

無回答
0.8

2019年
（n=553）

東京都居住者率：36.7%

東京23区外

【居住地（経年比率）】

27.8 8.9 40.8 22.4

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21.7%、「年
に1〜2回」のミドルユーザが37.3%、「2〜3ヶ月に1回」「月
に1回以上」のヘビーユーザが41%となっている。前年度
に比べヘビーユーザの割合が4.6ポイント増加している一
方で、ライトユーザの割合が4.3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、「初めて」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52.9%となっている。

2017年
（n=532）

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

13.7 8.5 35.9 37.6 4.3

2018年
（n=570）

15.6 10.4 37.7 31.1 5.3

2019年
（n=553）

【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:21.7% ミドルユーザ:37.3% ヘビーユーザ:41.0%

11.9 9.8 37.3 36.5 4.5
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来館者の満足度

4.3

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

美術情報室
(n=5）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
どちらかといえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

80.0

83.1

80.9

満足
79.7 17.6

14.9

15.3

2.2

0.5

1.6

20.0

【事業満足2017年】

企画展・連携展
（n=64）

公募展(n=122）

美術情報室
(n=1）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
どちらかといえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

100.0

81.1

68.8

満足
91.1 8.7

21.9

0.2

1.6

9.4

0.8

特別展(n=416）

企画展・連携展
（n=47）

公募展(n=124）

特別展(n=403）

【事業満足2018年】

16.4

(※n=10以下のものは、僅少のため参考値)

企画展・連携展
（n=24）

公募展(n=77）

美術情報室
(n=0）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
どちらかといえば満足

どちらかと
いえば不満

利用者なし

87.0

87.5

満足
87.7 10.6

12.5

1.8

3.9

特別展(n=454）

【事業満足2019年】

9.1

満足 どちらかといえば満足 不満どちらかといえば不満

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

ミュージアムショップ
（n=34）

展示室内の売店
（n=229）

レストラン ミューズ
（n=12）

レストラン サロン
（n=8）

カフェ アート
（n=8）

【2017年度満足度】

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

79.4 17.6

不満

25.0

69.9 20.1

50.0

37.5

75.0

2.92.9

12.5

1.38.7

37.5

62.5

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

ミュージアムショップ
（n=99）

展示室内の売店
（n=228）

レストラン ミューズ
（n=25）

レストラン サロン
（n=1）

カフェ アート
（n=12）

【2018年度満足度】

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

79.8 19.2

36.0

76.3 20.6

100.0

25.0

64.0

1.01.0

16.7

3.1

58.3

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

ミュージアムショップ
（n=119）

展示室内の売店
（n=327）

レストラン ミューズ
（n=23）

レストラン サロン
（n=2）

カフェ アート
（n=15）

【2019年度満足度】

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

83.2 11.8

13.0

83.8 13.5

100.0

40.0

82.6

5.05.0

2.8

4.3

60.0

【総合満足度】

満足 どちらかといえば満足 どちらかといえば不満 不満

【総合満足度】

全体（n=553）

ライトユーザ（n=120）

ミドルユーザ（n=206）

ヘビーユーザ（n=227）

特別展（n=454）

企画展・連携展（n=24）

公募展（n=77）

10代-20代（n=62）

30代（n=44）

40代（n=80）

50代（n=132）

60-64歳（n=71）

65-69歳（n=61）

70歳以上(n=102）

男性（n=121）

女性（n=431）

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

満足 どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

満足 どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満

不満

1.1
0.2

0.8

0.20.2
1.21.2

1.01.0

0.90.9

0.5

0.8

12.186.5

85.7 13.0

93.5 6.5

88.6 6.8 4.5

1.0

1.6

87.5 11.3

15.284.1

1.485.9 12.7

82.6 16.5

86.7 13.3

85.9 12.6

1.885.0 13.2

87.4
0.2

11.5

12.5

76.6 1.322.1

87.5

83.3 15.7

1.3

82.0 16.4

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』の合計。以
下同じ。）はいずれも9割を超える。「満足」回答では、「企画展・連携展」が100%と最も高く、ついで「特別展」が98.3%、「公
募展」が96.1%と高くなっている。

ショップ・レストランの満足度
　ミュージアムショップ、レストラン、カフェの満足度は、「レストラン	サロン」と「カフェ	アート」が最も高く、100%、ついで「展
示室内の売店」が97.3%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）

総合満足度
　全体的に総合満足度は高く、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代では100%である。
特に10-20代では「満足」回答が93.5%と最も高い。
　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「企画展・連携展」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 63,601
　　　　入場料 11,800
　　　　共催事業収益 46,578
　　　　出版物販売 5,223
　　受取負担金
　　受取寄付金

21,000
3,000

経常収益計 87,601
経常費用
　　事業費 169,421
経常費用計 169,421
当期経常増減額 △ 81,820
他会計振替額
　　収益事業会計振替額 51,820
当期一般正味財産増減額 △ 30,000

（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 671,349
　　雑収益 5,067
経常収益計 977,273
経常費用
　　事業費 975,947
経常費用計 975,947
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 103,957
　　　　共催事業収益 16,218
　　　　管理手数料 72,760
　　　　撮影手数料 135
　　　　受取光熱水費 14,844
　　管理運営受託収益 2,251
　　雑収益 71
経常収益計 106,279
経常費用
　　事業費 27,029
経常費用計 27,029
当期経常増減額 79,250
他会計振替額
　　公益目的事業会計振替額 △ 79,250
法人税、住民税及び事業税 0
当期一般正味財産増減額 0

予算概要
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諮問機関等 （各委員会開催日時点の概要）
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・日展理事）

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・日本美術家連盟常任理事・日本版画協会理事）
三田村 有純（東京藝術大学名誉教授・日展理事・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：2019（平成31）年1月1日～ 2020（令和2）年12月31日
開催日：2020（令和2）年3月2日
議　題：平成31年度事業の状況報告について
　　　　令和2年度事業計画について
　　　　令和3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（首都大学東京客員教授・千葉大学名誉教授）
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：2019（令和元）年7月1日～ 2021（令和3）年6月30日
開催日：2019（令和元）年5月15日
議　題：平成30年度東京都美術館事業の評価について
　　　　平成31年度東京都美術館事業計画について
開催日：2020（令和2）年2月4日
　　　　平成30年度指定管理者管理運営評価結果について
　　　　平成31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 （2020（令和2）年3月31日現在）
館長 真室 佳武
副館長〔派〕 今井 徳彦

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

管理係 　
管理係長〔派〕 銅島 直美
主任 畠山 誠弘
主任 茂木 大輔
主任 柴田 崇貴
主事 村田 美砂子
一般事務 福島 昌子
専門技術員 武内 一泰

交流係
次席（学芸） 岡本 純子
主事（学芸） 田村 麗恵
主事（学芸） 柴田 友里子
主事（学芸） 田中 宏子
主事 遠山 樹里
主事 小栗 美帆
専門調査員 井口 広大
再雇用 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
広報担当係長 山崎 真理子
次席（学芸） 下倉 久美
主任（学芸） 大橋 菜都子
主任（学芸） 小林 明子
主事（学芸） 髙城 靖之
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）
2012 公募団体ベストセレクション 美術 2012＊ 22  9,634 （438）
（平成24）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）

2013 エル・グレコ展 6  32,370 （5,395）
（平成25）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）

2018 ブリューゲル展　画家一族150年の系譜 1  4,279 （4,279）
（平成30）プーシキン美術館展─旅するフランス風景画 75  283,485 （3,778）

都美セレクション グループ展2018＊ 22  22,701 （1,032）
企画展「BENTO おべんとう展─食べる・集う・
つながるデザイン」＊

71  66,146 （918）

没後50年　藤田嗣治展 63  301,638 （4,788）
ムンク展─共鳴する魂の叫び 75  669,846 （8,931）
上野アーティストプロジェクト2018
「見る、知る、感じる─現代の書」＊

44  38,272 （870）

コレクション展「喜怒哀楽の書」＊ 32  25,162 （786）
奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド 44  251,657 （5,719）

2019 奇想の系譜展 江戸絵画ミラクルワールド 7  42,881 （6,126）
（平成31）クリムト展　ウィーンと日本 1900 73  577,828 （7,915）

都美セレクション グループ展 2019 21  37,323 （1,777）
企画展「伊庭靖子展　まなざしのあわい」 71  33,038 （465）
コートールド美術館展　魅惑の印象派 82  345,940 （4,219）
上野アーティストプロジェクト2019
「子どもへのまなざし」

39  18,768 （481）

松本力「記しを憶う」
─東京都写真美術館コレクションを中心に

39  17,444 （447）

ハマスホイとデンマーク絵画 34  72,271 （2,126）

注）
・平成23年度は大規模改修工事のため全面休館
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「ハマスホイとデンマーク絵画」を途中
閉幕
　2月29日から閉幕日（3月26日）まで臨時休室
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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
平成30（2018） 265 17 248 26 72 121 29
平成31（2019） 267 17 250 26 71 125 28

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年度の企画展等の数には、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）

アート・コミュ
ニケーション
事業

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 15,320
2013（平成25） 5 242 1,040,115 15 190 86,163 269 316 1,274,161 2,400,439 20,790
2014（平成26） 5 230 762,912 16 249 103,809 270 317 1,283,318 2,150,039 32,011
2015（平成27） 4 248 1,400,272 15 255 123,108 267 320 1,371,143 2,894,523 39,042
2016（平成28） 5 249 1,221,746 15 237 138,467 269 318 1,333,136 2,693,349 40,685
2017（平成29） 5 266 1,239,393 9 221 145,406 247 314 1,263,756 2,648,555 36,097
2018（平成30） 5 258 1,510,905 6 169 152,281 265 311 1,295,016 2,958,202 38,749
2019（平成31） 4 196 1,038,920 6 170 106,573 267 295 1,101,318 2,246,811 27,889

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、グループ展を含む（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
・2019（平成31）年度は以下の理由により臨時休室
　【特別展、公募団体展・学校教育展】
　　10/12、13　台風19号接近のため
　【特別展】
　　2/29～ 3/26　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
　【公募団体展・学校教育展】
　　3/17～ 23、3/28～ 31　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

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
クリムト展　ウィーンと日本 1900
＊作者、作品名、制作年、技法・素材、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる
＊当館出展作品のみを記載

Chapter 1. クリムトとその家族

1
モーリッツ・ネーア
猫を抱くグスタフ・クリムト、ヨー
ゼフシュテッター通り21番地のア
トリエ前にて
1911年
写真
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

2
グスタフ・クリムト
1887年頃
写真
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

3
カール・シュースター
エルンスト・クリムト
1890年頃
写真
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

4
カール・ピッツナー
フランツ・マッチュ
1895年頃
写真
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

5
ジャン・ヘルプスト
ゲオルク・クリムト
1890年頃
写真
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

6
フランツ・マッチュ
ヘルミーネとクララ・クリムト
1882年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館（個人から寄託）、ウィーン

7
グスタフ・クリムト
ヘレーネ・クリムトの肖像
1898年
油彩、厚紙
ベルン美術館（個人から寄託）

8
ゲオルク・クリムト
サテュロスとニンフ

1900年頃
彫金、銅
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

9
ゲオルク・クリムト、グスタフ・ク
リムト
踊り子
1904年頃
鍛造、銀鍍金、銅板
個人蔵

Chapter 2. 修業時代と劇場装飾

10
グスタフ・クリムト
レース襟をつけた少女の肖像
1880年
油彩、カンヴァス
個人蔵

11
フランツ・マッチュ
レース襟をつけた少女の肖像
1880年
油彩、カンヴァス
個人蔵

12
グスタフ・クリムト
男性裸体像
1883年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

13
フランツ・マッチュ
杖を持って座る男性裸体像
1879年頃
水彩、紙
個人蔵

14
フランツ・マッチュ
杖を持って立つ男性裸体像
1880年
水彩、紙
個人蔵

15
グスタフ・クリムト
森の奥
1881/82年
油彩、カンヴァス
飛騨高山美術館

16
エルンスト・クリムト
甲冑のある静物

1885年頃
油彩、厚紙に貼られたカンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

17
ハンス・マカルト
ヘルメスヴィラの皇后エリーザベト
の寝室装飾のためのデザイン（中央
の絵：『夏の夜の夢』）
1884/85年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

18
グスタフ・クリムト
音楽の寓意のための下絵（オルガン
奏者）
1885年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

19
グスタフ・クリムト
カールスバート市立劇場の緞帳のた
めのデザイン
1884/85年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

20
グスタフ・クリムト
緞帳のための習作
1884/85年
油彩、カンヴァス
個人蔵

21
グスタフ・クリムト
浮く女性
1885-86年
鉛筆・白のハイライト、包装紙
ウィーン応用美術大学

22
フランツ・マッチュ
ソフォクレス『アンティゴネ』上演中
のアテネのディオニュソス劇場
（ブルク劇場天井画のための下絵）
1886年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

23
グスタフ・クリムト
15世紀ローマ
1890年

黒チョーク・擦筆・鉛筆による方眼・
墨による枠取り、紙
ウィーン美術史美術館、図書室

24
グスタフ・クリムト
15世紀ヴェネツィア
1890年
黒チョーク・擦筆・白のハイライト・
鉛筆による方眼・墨による枠取り、紙
ウィーン美術史美術館、図書室

25
グスタフ・クリムト
古代ギリシャ I、II
1890年
黒チョーク・擦筆・鉛筆による方眼・
墨による枠取り、紙
ウィーン美術史美術館、図書室

29
フランツ・マッチュ
女神（ミューズ）とチェスをするレオ
ナルド・ダ・ヴィンチ
1889年
油彩、カンヴァス
中環美術館（台湾）

30
エルンスト・クリムト
フランチェスカ・ダ・リミニとパオロ
1890年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

31
グスタフ・クリムト
イザベラ・デステ（ティツィアーノ
の模写）
1884年
油彩、カンヴァス
ペレシュ国立博物館（ルーマニア）

32
グスタフ・クリムト
紫色のスカーフの婦人
1895年頃
油彩、カンヴァス
ウィーン美術史美術館、絵画館

33
グスタフ・クリムト
髭の男の肖像
1896年頃
油彩、厚紙
個人蔵
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Chapter 3. 私生活

34
グスタフ・クリムト
女性の肖像（マリー・“ミッツィ ”・
ツィンマーマン）
1895-96年
鉛筆、紙
モラヴィアン・ギャラリー、ブルノ
（チェコ共和国）

35
S.フレック・スタジオ（ウィーン）
マリー・“ミッツィ ”・ツィンマー
マンと息子グスタフ
1905年頃
写真
クリムト財団、ウィーン

36
アルベール・ヴォワザール・スタジ
オ（ウィーン）
マリア・ウチッカー
1899年頃
写真
クリムト財団、ウィーン

37
カール・シュトレンペル・スタジオ
（ウィーン）
マリア・ウチッカー
1899年頃
写真
クリムト財団、ウィーン

38
グスタフ・クリムト
葉叢の前の少女
1898年頃
油彩、カンヴァス
クリムト財団、ウィーン

39
アルマ・マーラー
1900年頃
ゼラチン・シルバー・プリント
オーストリア国立図書館、ウィーン

41
グスタフ・クリムトとエミーリエ・
フレーゲ
1899年
フェロタイプ、台紙入り
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館（個人から寄託）、ウィーン

42
ハインリヒ・ベーラー
グスタフ・クリムトとファッション
デザイナーのエミーリエ・フレーゲ
1909年
ブロムオイル・プリント
ウィーン応用美術大学

43
ウィーン・フォアアールベルク・ク
ラブの舞踏会の記念品

1895年頃
小冊子、紐、鉛筆
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館（個人から寄託）、ウィーン

44
グスタフ・クリムト
グスタフ・クリムトからエミーリ
エ・フレーゲに宛てた書簡（7通）
1895-99年
黒インク、紙
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館（個人から寄託）、ウィーン

Chapter 4.  ウィーンと日本 1900

45
ハンス・マカルト
装飾的な花束
1884年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

46
ユリウス・ヴィクトル・ベルガー
アトリエ
1902年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

47
ユリウス・ヴィクトル・ベルガー
室内にいる日本の女
1902年以前
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

48
第6回ウィーン分離派展ポスター
（菊川英山《鷹匠図》に基づくモティ
ーフ）
1900年
カラーリトグラフ、紙
クリムト財団、ウィーン

49
グスタフ・クリムト
女ともだちＩ（姉妹たち）
1907年
油彩、カンヴァス
クリムト財団、ウィーン

50
ヨーゼフ・ホフマン
文様のデザイン
制作年不詳
墨・鉛筆、方眼紙、紙の帯を貼り付け
ウィーン応用美術大学

51
団龍文小皿
1873年以前
磁器、色絵、金彩
オーストリア応用美術館、ウィーン

52
団龍文小皿
1873年以前
磁器、色絵、金彩
オーストリア応用美術館、ウィーン

53
故事人物図香箱
19世紀前半
木製、漆塗
オーストリア応用美術館、ウィーン

54
水流に鯉図印籠
19世紀前半
木製、漆塗
オーストリア応用美術館、ウィーン

55
グスタフ・クリムト
17歳のエミーリエ・フレーゲの肖像
1891年
パステル、厚紙
個人蔵

56
オスカー・ミュンスターベルク
『日本美術史』（第1巻）
ブラウンシュヴァイク、1904年
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

57
アーネスト・フランシスコ・フェノ
ロサ
『東洋美術史綱』（第1巻・第2巻）
ライプツィヒ、1913年
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

58
『日本の春画三十六選 菱川師宣、鈴
木春信、喜多川歌麿』
ミュンヘン、1907年
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

59
小原古邨
二匹の金魚
1912年以降
多色摺木版
個人蔵

60
鐙
江戸時代・17/18世紀
鉄、銀象嵌、板に朱漆塗
レオポルド美術館（ARGEコレクシ
ョン・グスタフ・クリムトから寄
託）、ウィーン

61
グスタフ・クリムト
赤子（ゆりかご）
1917年
油彩、カンヴァス

ワシントン・ナショナル・ギャラリー

Chapter 5. ウィーン分離派

62
グスタフ・クリムト
ヌーダ・ヴェリタス（裸の真実）
1899年
油彩、カンヴァス
オーストリア演劇博物館、ウィーン

63
グスタフ・クリムト
ユディト I
1901年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

64
グスタフ・クリムト
赤いスケッチブック
1898年
紙に鉛筆による素描とメモ、写真
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

66
グスタフ・クリムト
第1回ウィーン分離派展ポスター
（検閲後）
1898年
カラーリトグラフ、紙
宇都宮美術館

67
ヨーゼフ・マリア・オルブリヒ
第2回ウィーン分離派展ポスター
1898年
カラーリトグラフ、紙
クリムト財団、ウィーン

69
第10回ウィーン分離派展ポスター
1901年
カラーリトグラフ、紙
クリムト財団、ウィーン

71
アルフレート・ロラー
第14回ウィーン分離派展ポスター
1902年
カラーリトグラフ、紙
宇都宮美術館

73
グスタフ・クリムト
ベートーヴェン・フリーズ（原寸大
複製）
1984年（オリジナルは1901-02年）
鉛筆、サンギーヌ、パステル、カゼ
イン絵具、金、銀、漆喰、モルタル、
その他
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン
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74
グスタフ・クリムト
《ベートーヴェン・フリーズ》の「詩」
の擬人像のための習作
1901年
黒チョーク、紙
コレクション・グラブマン、ウィー
ン

75
ヨーゼフ・ホフマンによる扉飾りレ
リーフの復元
2011年
塗装した木
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

76
ゲルハルト・シュトッカー
分離派会館模型（1902年の第14回
ウィーン分離派展［ベートーヴェン
展］開催時）
2011年
菩提樹材
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

77
マックス・クリンガー
ベートーヴェン
1885年（1907年鋳造）
ブロンズ
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館（レター財団から寄託）、ウィーン

78
『ヴェル・サクルム』第1年次第1号
1898年
豊田市美術館

79
『ヴェル・サクルム』第1年次第3号
1898年
豊田市美術館

82
『ヴェル・サクルム』第2年次第12号
1899年
豊田市美術館

83
グスタフ・クリムト
うずくまる二人の女性（《水蛇 II》の
ための習作）
1905-07年頃
色鉛筆、紙
ウィーン応用美術大学

84
グスタフ・クリムト
鬼火
1903年
油彩、カンヴァス
個人蔵

Chapter 6. 風景画

86
グスタフ・クリムト
雨後（鶏のいるザンクト・アガータ
の庭）
1898年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

87
グスタフ・クリムト
家畜小屋の雌牛
1899年
油彩、カンヴァス
レントス美術館、リンツ

88
カール・モル
夕映えの白樺林
1902年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

89
カール・モル
ハイリゲンシュタットからヌスベル
クを望む
1905年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

90
コロマン・モーザー
冬の松林
1907年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

91
コロマン・モーザー
水辺の別荘
1908年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

92
グスタフ・クリムト
アッター湖畔のカンマー城 III
1909/10年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

93
グスタフ・クリムト
丘の見える庭の風景
1916年頃
油彩、カンヴァス
ツーク美術館（カム・コレクション
財団から寄託）

Chapter 7. 肖像画

94
マックス・クルツヴァイル
ミラ・バウアー
1907年
油彩・黒チョーク、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

95
オットー・フリードリヒ
エルザ・ガラフレ
1908年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

96
オットー・フリードリヒ
ガブリエル・ガリア
1910年頃
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

99
グスタフ・クリムト
左向きに立つ裸婦
1906/07年頃
色鉛筆、紙
豊田市美術館

100
グスタフ・クリムト
眠る裸婦
1915年頃
鉛筆、紙
豊田市美術館

101
グスタフ・クリムト
《ヘルミーネ･ガリアの肖像》の習作
1903/04年頃
鉛筆、紙
豊田市美術館

103
グスタフ・クリムト
オイゲニア・プリマフェージの肖像
1913/14年
油彩、カンヴァス
豊田市美術館

104
グスタフ・クリムト
白い服の女
1917-18年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

Chapter 8. 生命の円環

105
グスタフ・クリムト
《医学》のための習作

1897-98年
油彩、カンヴァス
イスラエル美術館、エルサレム

106
グラフィック専門学校・研究所（ウ
ィーン）
グスタフ・クリムト《医学》
1904年頃
フォトグラヴュア
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

107
グラフィック専門学校・研究所（ウ
ィーン）
グスタフ・クリムト《哲学》
1904年頃
サイアノタイプ
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

108
グスタフ・クリムト
死の床の老人
1899/1900年
油彩、厚紙
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン

109
グスタフ・クリムト
亡き息子オットー・ツィンマーマン
の肖像
1902年
チョーク、紙
ディータード・レオポルド・コレク
ション、ウィーン

110
ザウル・フレック
オットー・ツィンマーマン
1902年
写真
ディータード・レオポルド・コレク
ション、ウィーン

111
グスタフ・クリムト
リア・ムンク Ⅰ
1912年
油彩、カンヴァス
個人蔵

112
グスタフ・クリムト
横たわる恋人たち
1904年
鉛筆、紙
ヴィーナーロイター・ウント・コー
ルバッハー、ウィーン

113
グスタフ・クリムト
右を向く恋人たち
1914年
鉛筆、紙
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特別展
コートールド美術館展　魅惑の印象派
＊作者、作品名、制作年、技法・素材、寸法（cm）、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる
＊特に記載しない作品は、すべてコートルド美術館館所蔵

1 画家の言葉から読み解く

1
ジェームズ・アボット・マクニール・
ホイッスラー
少女と桜
1867-1872年
油彩、カンヴァス
139.3×73.3
個人蔵（コートールド美術館に長期
貸与）

2
フィンセント・ファン・ゴッホ
花咲く桃の木々
1889年
油彩、カンヴァス
65×81

3
クロード・モネ
アンティーブ
1888年
油彩、カンヴァス
65.5×92.4

4
クロード・モネ
花瓶
1881年着手
油彩、カンヴァス
100.4×81.8

5
ポール・セザンヌ
アヌシー湖
1896年
油彩、カンヴァス
65×81

6
ポール・セザンヌ
レ・スール池、オスニー
1875年頃

油彩、カンヴァス
60×73.5

7
ポール・セザンヌ
ノルマンディーの農場、夏（アッタ
ンヴィル）
1882年
油彩、カンヴァス
49.5×65.7
個人蔵（サミュエル・コートールド
旧蔵、コートールド美術館に長期貸
与）

8
ポール・セザンヌ
ジャス・ド・ブッファンの高い木々
1883年頃
油彩、カンヴァス
65×81

9
ポール・セザンヌ
大きな松のあるサント=ヴィクトワ
ール山
1887年頃
油彩、カンヴァス
66.8×92.3

10
ポール・セザンヌ
鉢植えの花と果物
1888-1890年頃
油彩、カンヴァス
46×56.3

11
ポール・セザンヌ
カード遊びをする人々
1892-1896年頃
油彩、カンヴァス
60×73

12
ポール・セザンヌ
パイプをくわえた男
1892-1896年頃
油彩、カンヴァス
73×60

13
ポール・セザンヌ
キューピッドの石膏像のある静物
1894年頃
油彩、板に貼られた紙
70.6×57.3

2 時代背景から読み解く

14
ウジェーヌ・ブーダン
トゥルーヴィルの浜辺
1875年
油彩、板
12.5×24.5

15
ウジェーヌ・ブーダン
ドーヴィル
1893年
油彩、カンヴァス
50.8×74.2

16
エドゥアール・マネ
アルジャントゥイユのセーヌ河岸
1874年
油彩、カンヴァス
62.3×103
個人蔵（サミュエル・コートールド
旧蔵、コートールド美術館に長期貸
与）

17
クロード・モネ
秋の効果、アルジャントゥイユ
1873年

油彩、カンヴァス
55×74.5

18
カミーユ・ピサロ
ロードシップ・レーン駅、ダリッジ
1871年
油彩、カンヴァス
44.5×72.5

19
アルフレッド・シスレー
雪、ルーヴシエンヌにて
1874年
油彩、カンヴァス
46.3×55.8

20
アルフレッド・シスレー
セーヌ川の船
1877年頃
油彩、板に貼られたカンヴァス
37.2×44.3

21
カミーユ・ピサロ
ラファイエット広場、ルーアン
1883年
油彩、カンヴァス
46.3×55.7

22
ポール・シニャック
サン=トロペ
1893年頃
油彩・石墨、板
18.8×27.1

23
アンリ・ルソー
税関
1890年頃 
油彩、カンヴァス
40.6×32.7

個人蔵

114
グスタフ・クリムト
立つ恋人たち（ストクレ邸の装飾壁
画「成就」のための習作）
1907-08年
鉛筆、紙
コレクション・グラブマン、ウィーン

115
グスタフ・クリムト
立つ妊婦（《希望 I》のための習作）
1903-04年

黒チョーク、紙
ヴィーナーロイター・ウント・コー
ルバッハー、ウィーン

116
グスタフ・クリムト
左向きに座る妊婦
1904年頃
鉛筆、紙
個人蔵

117
グスタフ・クリムト
左向きで立つ女性と妊婦

1906/07年頃
鉛筆、紙
ガレリー・バイ・デア・アルベルテ
ィーナ・ゼッター、ウィーン

118
グスタフ・クリムト
妊婦（《希望 II》のための習作）
1907/08年
赤鉛筆、紙
財団法人文龍文化芸術基金会、台南

119
グスタフ・クリムト

女の三世代
1905年
油彩、カンヴァス
ローマ国立近代美術館

120
グスタフ・クリムト
家族
1909/10年
油彩、カンヴァス
ベルヴェデーレ宮オーストリア絵画
館、ウィーン
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24
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
春、シャトゥー
1873年頃
油彩、カンヴァス
59.6×73.7
個人蔵（サミュエル・コートールド
旧蔵）

25
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
ポン=タヴェンの郊外
1888-1890年
油彩、カンヴァス
54.5×65

26
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
アンブロワーズ・ヴォラールの肖像
1908年
油彩、カンヴァス
81.6×65.2

27
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
靴紐を結ぶ女
1918年頃
油彩、カンヴァス
50.5×56.5

28
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
洗濯する女（小）
1916年
ブロンズ
33.5×30×18

29
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
桟敷席
1874年
油彩、カンヴァス
80×63.5

30
エドガー・ドガ
踊り始めようとする踊り子
蝋による制作 :1885-1890年 /ブロン
ズに鋳造：1923以前
ブロンズ
56.3×32.6×22

31
エドガー・ドガ
舞台上の二人の踊り子
1874年
油彩、カンヴァス
61.5×46

32
アンリ・ド・トゥールーズ=ロート

レック
ジャヌ・アヴリル、ムーラン・ルー
ジュの入口にて
1892年頃
油彩・パステル、板に貼られた厚紙
102×55.1

33
アンリ・ド・トゥールーズ=ロート
レック
個室の中（「ラ・モール」にて）
1899年頃
油彩、カンヴァス
55.1×46

34
エドゥアール・マネ
草上の昼食
1863年頃
油彩、カンヴァス
89.5×116.5

35
エドゥアール・マネ
フォリー =ベルジェールのバー
1882年
油彩、カンヴァス
96×130

3 素材・技法から読み解く

36
オノレ・ドーミエ
ドン・キホーテとサンチョ・パンサ
1870年頃
油彩、カンヴァス
100×81

37
エドガー・ドガ
窓辺の女
1871-1872年
油彩（精油で溶いた絵具）、紙
61.3×45.9

38
エドガー・ドガ
傘をさす女性
1870-1872年
油彩、カンヴァス
75.3×85

39
ポール・セザンヌ
曲がり道
1905年頃
油彩、カンヴァス
73×92

40
ジョルジュ・スーラ
クールブヴォワの橋
1886-1887年頃
油彩、カンヴァス
46.4×55.3

41
ジョルジュ・スーラ
釣り人
1884年頃
油彩、板
24.1×15.2
個人蔵（サミュエル・コートールド
旧蔵、コートールド美術館に長期貸
与）

42
ジョルジュ・スーラ
舟を塗装する男
1883年頃
油彩、板
15.9×25

43
ジョルジュ・スーラ
水に入る馬
1883年頃
油彩、板
15.2×24.8
個人蔵（サミュエル・コートールド
旧蔵、コートールド美術館に長期貸
与）

44
ジョルジュ・スーラ
グラヴリーヌの海辺
1890年
油彩、板
16×24.5

45
アメデオ・モディリアーニ
裸婦
1916年頃
油彩、カンヴァス
92.4×59.8

46
シャイム・スーティン
白いブラウスを着た若い女
1923年頃
油彩、カンヴァス
45×34

47
ピエール・ボナール
室内の若い女
1906年頃
油彩、カンヴァス
48.9×44.5

48
ピエール・ボナール
青いバルコニー
1910年
油彩、カンヴァス
52.5×76

49
ピエール・ボナール
オリーヴの木と教会のある風景
1924年頃
油彩、カンヴァス

48.3×61

50
エドゥアール・ヴュイヤール
屏風のある室内
1909-1910年頃
油彩（精油で溶いた絵具）、厚紙と板
に貼られた紙
35.8×23.8

51
エドガー・ドガ
右の足裏を見る踊り子
蝋による制作：1890年代／ブロン
ズに鋳造：1923年頃
ブロンズ
45.5×25×19

52
オーギュスト・ロダン
叫び
原型：1886年以前／ブロンズに鋳
造：1962年か63年
ブロンズ
25.1×31.5×18.5

53
オーギュスト・ロダン
パ・ド・ドゥ B
原型：1911年／以後別の《ムーヴマ
ン B》と結合／ブロンズに鋳造：
1965年
ブロンズ
33×12.5×17.5

54
オーギュスト・ロダン
ムーヴマンＡ（拡大作）
原型：1911年以降 /ブロンズに鋳
造：1956年
ブロンズ
72.4×32×21.5

55
オーギュスト・ロダン
ニジンスキー
原型：1912年／ブロンズに鋳造：
1958年
ブロンズ
18.8×9.3×6

56
オーギュスト・ロダン
花子
制作：1908年／ブロンズに鋳造：
1910年以降（アレクシス・リュディ
エによる）
ブロンズ
16×12×15
個人蔵（サミュエル・コートールド
旧蔵）

57
ポール・ゴーガン
干し草
1889年
油彩、カンヴァス
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92×73.3

58
ポール・ゴーガン
メットの肖像
1879-1880年
大理石
34×26.5×18.5

59
ポール・ゴーガン
ネヴァーモア
1897年
油彩、カンヴァス
60.5×116

60
ポール・ゴーガン
テ・レリオア
1897年
油彩、カンヴァス
95.1×130.2

資料リスト
資料1
エミール・ベルナールに宛てたセザ
ンヌの手紙
インク、紙
各21.6×27.1cm

1-1
1904年4月15日
1-2
1904年5月12日
1-3
1904年5月26日
1-4
1904年6月27日
1-5
1904年7月25日
1-6
1904年12月23日
1-7
［1905年 ]金曜日
1-8
1905年10月23日
1-9
1906年9月21日

資料2
E.ジャッケル
「ベル・ド・ジュール、ベル・ド・
ニュイ」
1850年頃
リトグラフ
47×39.1

資料3
アナイス・トゥドゥーズ
無題
『ル・コンセイエ・デ・ダム・エ・デ・
ドゥモアゼル』誌（1856年11月）よ
り
エングレーヴィング・手彩色
26.5×17.1

資料4
アナイス・トゥドゥーズ
無題
『ラ・モード・イリュストレ』誌（1879
年1月26日）より
エングレーヴィング・手彩色
25.4×36.3

資料5 ギュスターヴ・ドレ
「孔雀」
版画集『ル・メナジュリ・パリジェ
ンヌ』（1854年）より
リトグラフ
25.5×32.4

資料6
マルセラン（エミール・プラナ）
「オペラ座にて」
『プティ・ジュルナル・プール・リ
ール』誌（no.433、1864頃）より
リトグラフ
30.7×22
個人蔵

資料7
制作者不詳
「大劇場の桟敷席と典型的な人々」
『ラ・ヴィ・パリジェンヌ』誌（1875
年2月6日）より
リトグラフ
34×52.2
個人蔵

資料8
ロジャー・フライ（比定）
「マネとポスト印象派展」のポスター
1910年
ハーフトーンプリント
76.3×50.9

資料9 サミュエル・コートールドに
宛てたロジャー・フライの手紙
1929年3月22日
インク、紙
26.9×20.9
コートールド美術館アーカイブズ

資料10
ベンノ・エルカン
サミュエル・コートールド
1946年
ブロンズ
36.3×20.5×24.6

資料11
ポール・ナッシュ
サミュエル・コートールドの蔵書票
1930年頃
木口木版
10.2×8.3
コートールド美術研究所図書室

資料12
ポール・ジャモ、パーシー・ムーア・
ターナー

『1914年から31年にロンドン、ポ
ートマン・スクエア20番地に収集
された、サミュエルとエリザベス・
コートールドによるフランス絵画コ
レクション』
1934年
モノクロ写真を掲載した印刷本（ア
ルバム型）
36×58
コートールド美術研究所

資料13
サミュエル・コートールド
『絵画の詩』
1947年
印刷本
26×20.5
コートールド美術館アーカイブズ

資料14
領収証：クロード・モネ《秋の効果、
アルジャントゥイユ》、ベルネーム
=ジュヌ画廊、パリ、1924年5月22
日購入、2,500ポンド
インク、紙
27.3×21
コートールド美術館アーカイブズ

資料15 
領収証：ポール・セザンヌ《アヌシ
ー湖》、インディペンデント・ギャ
ラリー、ロンドン、1926年1月25
日購入、8,000ポンド
インク、紙
23×17.4
コートールド美術館アーカイブズ

資料16
領収書：エドゥアール・マネ《フォ
リー =ベルジェールのバー》、タン
ホイザー画廊、ルツェルン、1926
年3月25日購入、110,000ドル
インク、紙
26×20.3
コートールド美術館アーカイブズ

資料17
サミュエル・コートールドに宛てた
アルフレート・ゴルトの手紙
1928年9月11日
インク、紙
19.9×15.1
コートールド美術館アーカイブズ

資料18
コートールド美術研究所の開所時二
学期分の講義リスト、1932-33年
コートールド美術研究所の初年度の
試験問題、1933年
紙に印刷
各33×21
コートールド美術研究所アーカイブ
ズ

資料19
「コートールド=サージェント・コ
ンサート」のプログラム、第二、第
三シリーズ、1931-32年
印刷されたパンフレット
21.2×14.3
コートールド美術研究所アーカイブ
ズ

資料20
サミュエル・コートールド
『政治と産業：今後の関係性』
1942年
ロンドン、マクミラン社刊
印刷されたパンフレット
18.8×12.8
個人蔵

資料21
サミュエル・コートールド
「戦中戦後の経済問題－政治と産業
の今後の関係に関するある実業家の
意見」
J.M.ケインズ編『エコノミック・ジ
ャーナル 王立経済学会季刊誌』
（Vol.52, No.205）所収
1942年4月
ロンドン、マクミラン社刊
印刷されたパンフレット
24.7×16.7
個人蔵

資料22
サミュエル・コートールド
『芸術機関の連合』
1943年10月
レスター、エクセルシオール・プレ
ス社内、アルフレッド・テーシー社
印刷
印刷されたパンフレット
21.5×13.9
個人蔵

資料23
サミュエル・コートールド
『ビジネスマンのインスピレーショ
ン：来るべき産業変化』
1943年11月 インダストリアル・ク
リスチャン・フェローシッﾌﾟ刊
印刷されたパンフレット
18.4×12.3
個人蔵

資料24
サミュエル・コートールド
「戦後の雇用」
『フォートナイトリー』（No.925）所
収
1944年1月　フォートナイトリー・
レビュー社刊
印刷されたパンフレット
23.9×15.8
個人蔵
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特別展
ハマスホイとデンマーク絵画　
＊作家名、作品名、制作年、技法 /素材、所属の順に記載。同展覧会の出品者リストに準じる

1   日常礼賛─デンマーク絵画の黄
金期

1
クレステン・クプゲ
カステレズ北門の眺め
1833-34年
油彩／紙
ヒアシュプロング・コレクション

2
クレステン・クプゲ
ランゲリニェと軍港を望むカステレ
ズの風景
1832年頃
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

3
クレステン・クプゲ
パン屋の傍の中庭、カステレズ
1832年頃
油彩／カンヴァス
ニュー・カールスベア彫刻美術館

4
クレステン・クプゲ
自画像
1833年頃
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

5
ダンクヴァト・ドライア
自画像
1838年
油彩／板
ブランツ美術館

6
クレスチャン・アルブレクト・イェ
ンスン
マティーアス・フリース・フォン・
イアウンス=ベアウの肖像
1824年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

7
クレスチャン・アルブレクト・イェ
ンスン
マティルデ・ティレーシャ・フォン・
イアウンス=ベアウ
（旧姓ホルスティーン）の肖像
1824年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

8
コンスタンティーン･ハンスン
果物籠を持つ少女
1827年頃

油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

9
マーティーヌス・ラアビュー
外科医クレスチャン・フェンガとそ
の家族
1829年
油彩／カンヴァス
リーベ美術館

10
ヴィルヘルム・マーストラン
フレゼレゲ・ラフェンベア（旧姓ヘ
ーイロプ）の肖像
1846年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

11
クレステン・クプゲ
海岸通りと入り江の風景、静かな夏
の午後
1837年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

12
ダンクヴァト・ドライア
シュレースヴィヒを彼方に望むアセ
ンスの風景
1834-35年
油彩／カンヴァス
ブランツ美術館

13
クレステン・クプゲ
フレズレクスボー城の棟─湖と町、
森を望む風景
1834-35
油彩／カンヴァス
デンマーク・デザイン博物館
（デンマーク国立美術館に寄託）

14
ダンクヴァト・ドライア
ブランスー島のドルメン
1842-43年
油彩／カンヴァス
ブランツ美術館

15
ヨハン・トマス・ロンビュー
シェラン島、ロズスコウの小作地
1847年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

16
ピーダ・クレスチャン・スコウゴー
ティスヴィレの森から望むフレズレ
クスヴェアクの風景

1839年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

2  スケーイン派と北欧の光

17
フリツ・タウロウ
スケーインの海岸
1879年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

18
ヴィゴ・ヨハンスン
海辺の網干し場
1876年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

19
ミケール・アンガ
ボートを漕ぎ出す漁師たち
1881年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

20
アナ・アンガ
戸口で縫物をする少女
1879-84年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

21
オスカル・ビュルク
遭難信号
1883年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館（スケーイン
美術館に寄託）

22
ピーザ・スィヴェリーン・クロイア
漁網を繕うクリストファ
1886年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

23
オスカル・ビュルク
スケーインの海に漕ぎ出すボート
1884年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

24
ミケール・アンガ
9月のスケーイン南海岸
1893年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

25
ヴィゴ・ヨハンスン
9月の夕暮れ、スケーイン
1889年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

26
ヴィゴ・ヨハンスン
台所の片隅、花を生ける画家の妻
1884年
油彩／カンヴァス
スケーイン

27
クリスティアン・クローグ
娘の髪を編む母親
1888年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

28
ミケール・アンガ
スケーインの北の野原で花を摘む少
女と子供たち
1887年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

29
ピーザ・スィヴェリーン・クロイア
朝食─画家とその妻マリーイ、作家
のオト・ベンソン
1893年
油彩／板
ヒアシュプロング・コレクション

30
ピーザ・スィヴェリーン・クロイア
詩人ホルガ・ドラクマンの肖像
1902年
油彩／板
ヒアシュプロング・コレクション

31
ピーザ・スィヴェリーン・クロイア
スケーイン南海岸の夏の夕べ、ア
ナ・アンガとマリーイ・クロイア
1893年
油彩／カンヴァス
ヒアシュプロング・コレクション

3   19世紀末のデンマーク絵画 
─国際化と室内画の隆盛

32
ティーオド・フィリプスン
晩秋のデューアヘーヴェン森林公園
1886年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館
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33
クレスチャン・モアイェ =ピーダス
ン
花咲く桃の木、アルル
1888年
油彩／カンヴァス
ヒアシュプロング・コレクション

34
ヴィゴ・ピーダスン
居間に射す陽光、画家の妻と子
1888年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

35
ヨハン・ローゼ
夜の波止場、ホールン
1893年
油彩／カンヴァス
ヒアシュプロング・コレクション

36
ユーリウス・ポウルスン
夕暮れ
1893年
油彩／カンヴァス
ラナス美術館

37
ヨハン・ローゼ
画家クレスチャン・サートマンの肖
像
1896年
油彩／カンヴァス
スウェーデン国立美術館

38
ユーリウス・ポウルスン
カーアン・ブラムスンの肖像
1900年
油彩／カンヴァス
ブランツ美術館

39
ヴィゴ・ヨハンスン
コーヒーを飲みながら
1884年
油彩／カンヴァス
リーベ美術館

40
ヴィゴ・ヨハンスン
きよしこの夜
1891年
油彩／カンヴァス
ヒアシュプロング・コレクション

41
ヴィゴ・ヨハンスン
春の草花を描く子供たち
1894年
油彩／カンヴァス
スケーイン美術館

42
ラウリツ・アナスン・レング

遅めの朝食、新聞を読む画家の妻
1898年
油彩／カンヴァス
スウェーデン国立美術館

43
ピーダ・イルステズ
アンズダケの下拵えをする若い女性
1892年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

44
カール・ホルスーウ
読書する女性のいる室内
1913年以前
油彩／カンヴァス
アロス・オーフース美術館

45
ピーダ・イルステズ
ピアノに向かう少女
1897年
油彩／カンヴァス
アロス・オーフース美術館

46
ピーダ・イルステズ
縫物をする少女
1898-1902年
油彩／カンヴァス
リーベ美術館

47
カール・ホルスーウ
読書する少女のいる室内
1903年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

48
カール・ホルスーウ
室内
不詳
油彩／カンヴァス
アロス・オーフース美術館

49
ギーオウ・エーケン
飴色のライティング・ビューロー
1901年
油彩／繊維板
ブランツ美術館

4   ヴィルヘルム・ハマスホイ 
─首都の静寂の中で

50
ヴィルヘルム・ハマスホイ
アキレウスに懇願するプリアモス
（トーヴァルスンによるレリーフの
模写）
1880-84年
油彩／カンヴァス
マルムー美術館

51
ヴィルヘルム・ハマスホイ
裸婦
1884年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

52
ヴィルヘルム・ハマスホイ
夏の夜、ティスヴィレ
1885年
油彩／カンヴァス
マルムー美術館

53
ヴィルヘルム・ハマスホイ
ゲントフテの風景
1892年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

54
ヴィルヘルム・ハマスホイ
古いストーブのある室内
1888年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

55
ヴィルヘルム・ハマスホイ
画家の母のいる室内
1889年
油彩／カンヴァス
スウェーデン国立美術館

56
ヴィルヘルム・ハマスホイ
自画像
1890年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

57
ヴィルヘルム・ハマスホイ
画家クレスチャン・サートマンの肖
像
1889年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

58
ヴィルヘルム・ハマスホイ
夜の室内、画家の母と妻
1891年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

59
ヴィルヘルム・ハマスホイ
画家と妻の肖像、パリ
1892年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

60
ヴィルヘルム・ハマスホイ
画家の妻、イーダ・ハマスホイ（旧

姓イルステズ）
1894年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

61
ヴィルヘルム・ハマスホイ
ルーヴル美術館の古代ギリシャのレ
リーフ
1891年
油彩／カンヴァス
ニュー・カールスベア彫刻美術館

62
ヴィルヘルム・ハマスホイ
チェロ奏者、ヘンリュ・ブラムスン
の肖像
1893-94年
油彩／カンヴァス
ブランツ美術館

63
ヴィルヘルム・ハマスホイ
三人の若い女性
1895年
油彩／カンヴァス
リーベ美術館

64
ヴィルヘルム・ハマスホイ
室内、ラーベクス・アリ
1893年
油彩／カンヴァス
ユーテボリ美術館

65
ヴィルヘルム・ハマスホイ
寝室
1896年
油彩／カンヴァス
ユーテボリ美術館

66
ヴィルヘルム・ハマスホイ
農場の家屋、レスネス
1900年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

67
ヴィルヘルム・ハマスホイ
ローマ、サント・ステファーノ・ロ
トンド聖堂の内部
1902-03年
油彩／カンヴァス
ブランツ美術館

68
ヴィルヘルム・ハマスホイ
ライラの風景
1905年
油彩／カンヴァス
スウェーデン国立美術館

69
ヴィルヘルム・ハマスホイ
若いブナの森、フレズレクスヴェアク
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企画展
伊庭靖子展　まなざしのあわい
＊タイトル・制作年、技法・材質、寸法（cm），所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準ずる

1
Untitled 2004-01
油彩、カンヴァス
183×228
eN arts collection

2
Untitled 2004-03
油彩、カンヴァス
183×183
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

3
Untitled 2006-06
油彩、カンヴァス
75×90
MA2 Gallery

4
Untitled 2006-07
油彩、カンヴァス
150×180
個人蔵

5
Untitled 2007-01
油彩、カンヴァス
180×150
資生堂アートハウス

6
Untitled 2008-12
油彩、カンヴァス
90×110
eN arts collection

7
Untitled 2009-01
油彩、カンヴァス
160×160
神奈川県立近代美術館

8
Untitled 2009-02
油彩、カンヴァス
160×160
東京都現代美術館

9
Untitled 2010-01
油彩、カンヴァス
180×300
資生堂アートハウス

10
Untitled 2010-07
油彩、カンヴァス
60×60
個人蔵

11
Untitled 2012-02
油彩、カンヴァス
72.7×116.7
J. SUZUKI氏蔵

12
Untitled 2012-03
油彩、カンヴァス
72.7×116.7
個人蔵

13
Untitled 2014-08
油彩、カンヴァス
53×80.3
菅野律子氏蔵

14
Untitled 2014-10
油彩、カンヴァス
53×72.7
浅倉研氏蔵

15
Untitled 2014-11
油彩、カンヴァス
53×72.7
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

16
Untitled 2013
水彩、紙
26×32
個人蔵

1904年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

70
ヴィルヘルム・ハマスホイ
室内
1898年
油彩／カンヴァス
スウェーデン国立美術館

71
ヴィルヘルム・ハマスホイ
画家の妻のいる室内、ストランゲー
ゼ30番地
1902年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

72
ヴィルヘルム・ハマスホイ
廊下に面した室内、ストランゲーゼ
30番地
1903年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

73
ヴィルヘルム・ハマスホイ
背を向けた若い女性のいる室内
1903-04年
油彩／カンヴァス
ラナス美術館

74
ヴィルヘルム・ハマスホイ
三隻の船、クレスチャンスハウン運
河の眺め
1905年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

75
ヴィルヘルム・ハマスホイ
ロンドン、モンタギュー・ストリー
ト
1906年
油彩／カンヴァス
ニュー・カールスベア彫刻美術館

76
ヴィルヘルム・ハマスホイ
イーダ・ハマスホイの肖像
1907年
油彩／カンヴァス
アロス・オーフース美術館

77
ヴィルヘルム・ハマスホイ
聖ペテロ聖堂
1906年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

78
ヴィルヘルム・ハマスホイ
スネガスティーンの並木道
1906年
油彩／カンヴァス

デーヴィズ・コレクション

79
ヴィルヘルム・ハマスホイ
風景、ゲントフテ
1906年
油彩／カンヴァス
ラナス美術館

80
ヴィルヘルム・ハマスホイ
室内─開いた扉、ストランゲーゼ
30番地
1905年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

81
ヴィルヘルム・ハマスホイ
室内─陽光習作、ストランゲーゼ
30番地
1906年
油彩／カンヴァス
デーヴィズ・コレクション

82
ヴィルヘルム・ハマスホイ
室内、蝋燭の明かり
1909年
油彩／カンヴァス
デンマーク国立美術館

83
ヴィルヘルム・ハマスホイ
クレスチャンスボー宮廷礼拝堂

1910年
油彩／カンヴァス
スウェーデン国立美術館

84
ヴィルヘルム・ハマスホイ
裸婦習作
1909-10年
油彩／カンヴァス
マルムー美術館

85
ヴィルヘルム・ハマスホイ
ピアノを弾く妻イーダのいる室内
1910年
油彩／カンヴァス
国立西洋美術館

86
ヴィルヘルム・ハマスホイ
カード・テーブルと鉢植えのある室
内、ブレズゲーゼ25番地
1910-11年
油彩／カンヴァス
マルムー美術館

［資料］　＊名称、製作者、製作年、
素材、所属の順に記載。
1 パンチボウル、ロイヤル コペン
ハーゲン、18-19世紀、磁器、個人
蔵
2 トレイ、不詳、不詳、錫、個人蔵
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17
Untitled 2014
水彩、紙
29.5×39
個人蔵

18
Untitled 2014
水彩、紙
29.5×39
個人蔵

19
Untitled 2015-01
油彩、カンヴァス
97×130.3
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

20
Untitled 2015-02（静かに佇む）
油彩、カンヴァス
33×33
個人蔵

21
Untitled 2016-01
油彩、カンヴァス
33.3×24.3
作家蔵

22
Untitled 2016-03
油彩、カンヴァス
91×117
J. SUZUKI氏蔵

23
Untitled 2017-01
油彩、カンヴァス
162×130
宮内正幸氏蔵

24
Untitled 2017-02
油彩、カンヴァス
97×130
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

25
Untitled 2017-03
油彩、カンヴァス
97×130
個人蔵

26
Untitled 2017-04
油彩、カンヴァス
73×100
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

27
Untitled 2017-05
油彩、カンヴァス
73×100
eN arts collection

28
Untitled 2018-02
油彩、カンヴァス
162×227.3
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

29
Untitled 2019-02
油彩、カンヴァス
162×227.3
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

30
Untitled 2019-06
油彩、カンヴァス
162×227.3
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

31
Untitled 2019-09
油彩、カンヴァス
162×227.3
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

32
Untitled 2018-03
油彩、カンヴァス
112×145
個人蔵

33
Untitled 2019-03
油彩、カンヴァス
112×145
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

34
Untitled 2018-05
油彩、カンヴァス
45.5×60.6
菅野律子氏蔵

35
Untitled 2018-01
油彩、カンヴァス
51×73
eN arts collection

36
Untitled 2018-04
油彩、カンヴァス
72.7×60.6
菅野律子氏蔵

37
Untitled 2019-05
油彩、カンヴァス
53×72.7
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

38
Untitled 2018-07
油彩、カンヴァス
41×31.8
個人蔵

39
Untitled 2019-04
油彩、カンヴァス
72.7×60.6
作家蔵（協力：MA2 Gallery）

40
Untitled 2019-07
油彩、カンヴァス
53×72.7
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

41
Untitled 2019-08
油彩、カンヴァス
72.7×60.6
作家蔵（協力：MISA SHIN GALLERY）

42
grain #2018-1
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

43
grain #2018-2
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

44
grain #2019-1
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

45
grain #2019-2
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

46
grain #2019-3
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

47
grain #2019-4
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

48
grain #2019-5
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

49
grain #2019-6
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

50
grain #2019-7
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

51
grain #2019-8
シルクスクリーン、紙（BFK Rives）
76.5×57
協力：ギャラリーノマル

52
depth #2019
映像インスタレーション
サイズ可変
協力：ギャラリーノマル
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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2019「子どもへのまなざし」
＊作品名、制作年、素材・技法、寸法（cm）の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる

第1章 愛される存在
新生加奈

1
もうひとつのうた
2015
紙本彩色
168.5×214.0

2
母と子の物語
2013
紙本彩色
168.5×214.0

3
月と日に
2017
紙本彩色
214.0×168.5

4
少女と宇宙
2016
紙本彩色
100.0×100.0

5
ふたり
2017
紙本彩色
72.7×91.0

6
すべてにふりそそぐ
2019
紙本彩色
91.0×116.7

7
夢の続き
2019
紙本彩色
53.0×45.5

8
蛹
2019
紙本彩色
45.5×38.0

大久保綾子

9
うずくまる
1992
油彩、カンヴァス
116.7×116.7

10
マリアの住む街（Ⅰ）
1996
油彩、カンヴァス
162.1×162.1

11
生
いのち

命─海の音
2002
油彩、カンヴァス
162.1×193.9

12
生
いのち

命を紡ぐ
2014
油彩、カンヴァス
162.1×262.1

13
しじま
2016
油彩、カンヴァス
72.7×60.6

14
光溢れる
2019
油彩、カンヴァス
100.0×100.0

15
明日へⅠ
2012
ミクストメディア、紙
63.0×42.0

16
明日へⅡ
2012
ミクストメディア、紙
63.0×42.0

コレクション展
松本力「記しを憶う」─東京都写真美術館コレクションを中心に
＊作品名、作家名、上映時間、制作年、材質技法、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる

1
オワリ山の一日 / Sitting in the Sunshine, 
Don’t Know Where I Go.
松本力  
音楽：小林幹也  
サウンド：後藤康進（オルガノラウ
ンジ）
13分49秒
2000
東京都写真美術館

2
エレクトリック・スノー
松本力
13分49秒
2000-2011
東京都写真美術館

3
フォローミー／美と出会う／まなざ
し
松本力
13分49秒
2000-2011
東京都写真美術館

4
カームウォーム

松本力
13分49秒
2000-2011
東京都写真美術館

5
山をわたる歌声
松本力
13分49秒
2000-2011
東京都写真美術館

6
山へ
松本力  
音楽：VOQ「ecghost」
13分49秒
2000-2011　
東京都写真美術館

7
SA YONA RA
松本力  
音楽：VOQ「yona」
4分15秒
2013
作家蔵

8
「オワリ山の一日 / Sitting in the Sunshine, 

Don’t Know Where I Go.」アニメーシ
ョンのためのレイアウト図
松本力
2000
作家蔵

9
「オワリ山の一日 / Sitting in the Sunshine, 

Don’t Know Where I Go.」（原画）
松本力
2000
鉛筆、インク、水彩、再生紙
作家蔵

10
「SA YONA RA」アニメーションの
ための原画
（原画・複製）
松本力
2013
鉛筆、再生紙
作家蔵

11
山へ
松本力

鉛筆、再生紙
作家蔵

12
オバケの絵
松本力
ペン、インク、パステル、再生紙
作家蔵

13
52 Specters
松本力　
音楽：VOQ「yona」
4分25秒
2018
作家蔵

14
はじける　わくわく　ひっくり返る
方向性　足す　はずむ　変身
COMFORTABLE
松本力、絵巻物マシーンワークショ
ップ「サンベンマワッテ、アシタキ
ノウニナアレ」参加者のみなさん
音楽：VOQ「yona」
4分37秒
2019
作家蔵
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第2章 成長と葛藤
志田翼

17
鉄砲
2009
アクリル、カンヴァス
72.7×72.7

18
じゅんび
2010
アクリル、カンヴァス
116.7×91.0

19
きょうだい
2010
アクリル、油彩、カンヴァス
162.0×162.0

20
まと
2012
アクリル、カンヴァス
162.0×130.0

21
籠もる
2009
アクリル、パネル、カンヴァス
88.0×40.0

22
絡まる
2009
アクリル、パネル、カンヴァス
88.0×40.0

23
きてん
2014
アクリル、油彩、カンヴァス、パネル
194.0×162.0

24
たくさん
2018
油彩、カンヴァス
162.0×194.0

25
むこうがわ
2019
油彩、カンヴァス、パネル
162.0×130.0

26
つりあい
2019
油彩、カンヴァス、パネル
162.0×259.0

豊澤めぐみ

27
マジックミラー
2011
ミクストメディア、カンヴァス
194.0×194.0

28
The Birthday
2015
ミクストメディア、カンヴァス
162.0×162.0

29
積上サクリファイス
2016
ミクストメディア、カンヴァス
194.0×162.0

30
君が嫌い
2017
ミクストメディア、カンヴァス
130.3×194.0

31
もうやめた
2018
ミクストメディア、カンヴァス
194.0×130.3

32
空虚
2019
ミクストメディア、パネル
径72.0

33
隔絶
2019
ミクストメディア、パネル
径72.0

34
無価値
2019
ミクストメディア、パネル
径72.0

第3章 生命のつながり
山本靖久

35
静穏の森
2019
カゼインテンペラ、アクリル、金箔、
銀箔、カンヴァス、パネル
279.0×736.5

36
木精─菩提樹の木の下で
2019
カゼインテンペラ、アクリル、金箔、
銀箔、カンヴァス、パネル

259.0×259.0

37
柔らかな予感
2015
カゼインテンペラ、アクリル、金箔、
カンヴァス、パネル
145.5×227.3

38
二つの流れ─静かなる時を想って
2002
テンペラ、アクリル、油彩、パネル
320.0×260.0

39
山声
2007
テンペラ、アクリル、墨、金箔、麻紙、
パネル
259.0×259.0

40
強き想い
2018
透明水彩、アクリル、金箔、ワトソン
紙
29.3×23.5

41
実りの季節に
2018
透明水彩、アクリル、銀箔、ワトソン
紙
25.0×37.0

42
花精─望み
2015
石粉粘土、スタイルフォーム、カゼイ
ンテンペラ、アクリル、金箔、木材
26.8×14.6×15.5

43
花精─待つ日
2015
石粉粘土、スタイルフォーム、カゼイ
ンテンペラ、アクリル、金箔、木材
27.5×14.2×11.7

44
花精─穏やかな日
2015
石粉粘土、スタイルフォーム、カゼイ
ンテンペラ、アクリル、金箔、木材
26.7×13.8×11.5

45
花精─夢のあと
2015
石粉粘土、スタイルフォーム、カゼイ
ンテンペラ、アクリル、金箔、木材
26.8×14.0×14.7

木原正徳

46
人のかたち野のかたち ─光を纏う─
2019
油彩、カンヴァス
194.0×324.0

47
野に還る
2018
油彩、カンヴァス
145.5×436.5

48
ひとかたち －宙の水・地の光─
2012
油彩、カンヴァス
194.0×259.0

49
ひとかたち ─花の舟─
2013
油彩、カンヴァス
194.0×259.0

50
人のかたち野のかたち ─地に還る─
2017
油彩、カンヴァス
194.0×259.0

51
野のかたち
2018
油彩、カンヴァス
53.0×65.2

52
生まれるかたちI
2018
着彩・コラージュ
52.5×34.2

53
生まれるかたちⅡ
2016
着彩・コラージュ
52.5×31.5

54
生まれるかたちⅢ
2016
着彩・コラージュ
58.0×30.0

55
生まれるかたちⅣ
2016
着彩・コラージュ
57.2×30.2
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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。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。ただし、改正前の東京都美術館利用料金
要綱の別記様式による用紙（令和元年12月31日以前に提出されたものに限る。）につい
ては、承認書の交付に当たり、なお使用することができる。

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



115

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）　11:00～ 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　https://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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