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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。
　2020（令和2）年度は指定管理期間最終年度である重要な節目の年であり、将来
に向けて事業の質を高めていくための１年として、この使命を達成するため、事
業の着実な実施に努めました。
　しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により東京2020大会も1年延
期になり、年度の始めの３か月は、感染拡大の影響により臨時休館という事態に
直面し、予定していた展覧会も中止や延期となったものがあります。

　このような状況のなか、特別展、企画展及びコレクション展の「展覧会事業」で
は２つの特別展を厳密な入場規制のもとに行い、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」も感染防止対策を適切に行って
運営しました。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」では、オンラインを活用した各
種プログラムを実施するなど、感染防止対策を万全にしながら様々な事業を展開
しました。

　この年報は、社会と東京都美術館をつなぎ、よりよい美術館運営を行うための 
大切なツールと位置づけています。編集にあたっては、各事業の内容や成果、実
績をわ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3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。
　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、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。「学校プログラム」「ファミリー・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
い子供たちを招待する「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

  普段は来場者が多い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

東京都美術館のロゴマーク

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］

　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。

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

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
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令和2年度 トピックス

4月 11日  「とびらプロジェクト」始動にあたり基礎講座をWeb会議
システムを使用して実施

 23日  「ボストン美術館展　芸術×力」ツイッター企画開始

5月 17日  Museum Start あいうえの 「ムービー部上映会」Web会議シ
ステムを使用して実施

6月 22日 通用口にて入館者の体温測定を開始

7月 1日  開館再開に伴い、エントランスロビーにて来館者の体温測
定を開始

 18日  アート・コミュニケータ（とびラー）による「建築ツアー」を
再開

 23日  「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション」
開幕（9月22日まで）

8月 1日  Museum Start あいうえの「上野へGO!オンライン」初回実
施

 22日 Museum Start あいうえの「上野へGO!リアル」初回実施
 24日  Museum Start あいうえの「うえのウェルカム」初回実施

9月 11日 「都美セレクション グループ展 2020」開幕（9月30日まで）
 14日  障害のある方のための特別鑑賞会「The UKIYO-E 2020」

開催

10月 6日  2020年度アーカイブズ資料展示「旧館を知る」を1階アート
ラウンジで開催（12月6日まで）

11月 18日  「上野アーティストプロジェクト2020『読み、味わう現代
の書』」開幕（1月7日まで）

   「コレクション展『読み、味わう 昭和の書』」開幕（12月28
日まで）

 23日  Museum Start あいうえの ダイバーシティプログラム「うつ
くしい文字ってどんなかたち？」実施

12月 6日  発達障害のある子供たちを対象にしたプログラム「cozy 
cozyアート・ワークショップ『ようこ書！美術館』」実施

1月 18日  とびらプロジェクト10期アート・コミュニケータ募集受
付開始

 26日 「没後70年　吉田博展」開幕（3月28日まで）

2月 6日  とびらプロジェクトフォーラム「コロナとコミュニティ－
デジタル時代の“リアル”に関わる力」web会議システムを
使用して開催

 9日 トーハク×都美連携ガイド
  「めぐる美術～黒田清輝と吉田博～」配信開始

3月 22日  障害のある方のための特別鑑賞会「没後70年　吉田博展」
開催

 31日  資料映像「佐藤慶太郎と東京都美術館のあゆみ」を佐藤慶太
郎記念アートラウンジ内視聴コーナーにて上映開始

【新型コロナウイルス感染拡大の影響による中止・延期等】
臨時休館：4月1日～ 6月30日
特別展「ボストン美術館展　芸術×力」開催中止
特別展「世界遺産ローマ展（仮称）」開催中止
特別展「イサム・ノグチ　発見の道」令和3年度に延期
企画展「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」令和3年度に延期
「都美セレクション グループ展 2020」会期変更（6月9日～ 30日 → 9
月11日～ 9月30日）
「コレクション展」会期変更（11月18日～ 1月7日 → 11月18日～ 12
月28日）

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】
「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション」日時指定入場
制導入
「没後70年　吉田博展」入場整理券配布（3月20日、22日～ 28日）

【受賞】
2019年度（第15回）こども環境学会賞活動賞（Museum Start あいうえの）
第68回全国博物館大会　2号（博物館事業功績）表彰（館長　真室佳武）
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2020（令和２）年度 実績と評価

　2020（令和2）年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響に
より4月から6月は臨時休館となった。加えてオリンピック・
パラリンピック東京2020大会が延期されたことに伴う計画変
更も一部あるなかで、今期指定管理最終年として事業計画書に
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」を柔軟かつ着実に実施した。

実　　　績
展覧会事業
　「ボストン美術館展　芸術×力」と「世界遺産ローマ展（仮称）」
は海外から作品輸送の目途が立たないなどの理由により中止と
なり、「イサム・ノグチ　発見の道」と「Walls＆Bridges 世界にふ
れる、世界を生きる」は令和3年度に延期となった。「The 
UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション」「没後70年　
吉田博展」では、厳密な入場規制を行い、感染拡大防止を最優
先にして運営を行った。人数制限下の良好な鑑賞環境により、
来場者の満足度は高かった。また、当館では初めてオンライン
上で両展のVR展示を行い、ICTを使った事業展開を図ったほ
か、「吉田博展」の関連事業として「ダンス・ウェル」をオンライン
で開催した。延期した展覧会をはじめ、令和3年度以降の展覧
会の準備を着実に進めた。

公募展事業
　公募展事業は、令和4年度から令和8年度までの5年間の使
用割当を各団体に丁寧に説明しながら円滑に決定した。また、
新型コロナウイルス感染症の影響下で学校教育展・公募団体展
の中止が相次いだが、感染防止対策を適切に行って施設を運営
した。「上野アーティストプロジェクト2020『読み、味わう現
代の書』」は、目標人数には届かなかったが、各新聞で取り上げ
られるなど評判が高く、また来場者の満足度も高かった。「文
化芸術体験プログラム」については、東京2020大会の延期に伴
い、令和3年度に延期とした。

アート・コミュニケーション事業
　事業の多くを4月よりオンラインに切り替えて実施した。「と
びらプロジェクト」のとびラーの自主的会議「とびラボ」の数は
例年の約2倍も開催され、その影響もあり10期とびラーの応
募は大幅に増加した。また「Museum Start あいうえの」学校プ
ログラムではコロナ対応で休室中の展示室を活用し展覧会の舞
台裏紹介を行った。SDGsをテーマとしオンラインも併用した
高校との連携は動画を制作しウェブサイトに掲載し、全国美術
館会議の教育普及研究部会において報告発表した。ファミリー
プログラムもオンライン併用により参加者を激減させることな
く実施した。例年とは異なる状況と取組みについて3本の小論
としてまとめ、紀要に公開した。

アメニティ事業
　佐藤慶太郎記念アートラウンジは、テーブルと椅子を一部撤
去して、三密にならないよう管理運営に留意した。10月から12月
にかけては「旧館を知る」と題して、1926年に開館した東京府美術
館の施設と歴史を詳しく紹介し、多くの来場者に好評を博した。
また、佐藤慶太郎のご子孫の寄付をもとに映像資料「佐藤慶太
郎と東京都美術館の歩み」を制作し、アートラウンジに視聴コー
ナーを設けた。
　レストランとカフェの運営は、一部休止するなど柔軟に対応
しつつ、消毒やアクリル板の間仕切り、席数の縮小などの対策
を行って営業した。
　ショップも感染防止を最優先に営業した。

自己評価 
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大によ
り4月から6月までは臨時休館としたが、7月以降は感染拡大
防止対策を第一としながら慎重に運営を行った。休館中、「ボ
ストン美術館展」ではHPや双方向性のあるSNS機能を積極的
に活用し、オンラインでのコンテンツ紹介に努めた。夏の「The 

UKIYO-E 2020」展では日時指定制、冬の「吉田博展」では整理
券の発行により、厳しい入場規制を行った。総入館者は減った
が、人数制限により鑑賞環境は良好となり、来場者の満足度は
高かった。公募展事業では、令和４年度から令和８年度までの
５年間の使用割当を決定し、100％割当の目標を達成した。ま
た、学校教育展・公募団体展の中止が相次いだが、開催する団
体には感染防止対策の協力を要請しながら安全な施設運営を推
進した。「上野アーティストプロジェクト2020」及び「コレク
ション展」では、目標人数には届かなかったが、初めてオンラ
インでギャラリートークを配信し、また新聞紙4紙に展覧会評
が掲載されるなど評判が高かった。「アート･コミュニケーショ
ン事業」の「とびらプロジェクト」では多くの講座やミーティン
グをオンラインに切り替えて実施した。「Museum Startあいう
えの」ではコロナ禍に対応したオンラインと実地（リアル）を組
み合わせたプログラムや休室中の企画展示室を活用したプログ
ラムを行い、参加者を激減させることなく実施した。アメニティ
事業では、ショップやレストランとの緊密な連携を図り、いわ
ゆる三密にならない管理運営に留意した。ユニークベニュー事
業については、令和2年度は飲食を伴うイベントが自粛された
影響で実績がなかった。
　広報面においては、ウェブアクセス数は臨時休館、特別展中止
の影響により大幅に減少したものの、ツイッター機能を活用し
てクイズを実施するなど休館中もお客様と「つながる」広報を実施
し、フォロワーの増加につながった。外国人来館者は少なかっ
たが、多言語の情報発信は継続して実施し、英語ツイッターの
フォロワーは800を超えた。また、初の試みとして、上野3館の
連携ガイドを外部資金（文化庁）で制作した。コロナ禍を考慮
し、展示室でも家でも、パソコンでもスマホでも、自由に無料で
アクセス可能な回遊性ガイドとし、展覧会だけでなく上野の魅
力発信に寄与した。クラシック音楽と映像のコラボーションで
上野各館をめぐるオンライン配信プログラム「文化の杜音めぐ
り」にも参画した。
　以上のとおり、令和2年度は休館や大幅な計画変更を余儀な
くされたが、一方でオンラインでの会議や発信、事業実施など
新たな取組みを始め、一定の成果をあげた。

外部評価委員会による評価（総括的な意見）
　令和2年度は感染予防、蔓延防止対策を徹底しつつ、可能な
条件を生かし、創意をもって諸事業・活動を展開し、コロナ禍
にもかかわらず、多くの実りを残した。それは、新型コロナウ
イルス感染症とインターネットとに代表されるグローバルな時
代・社会の中の美術館の存在意義と可能性の探求に、一つのよ
りどころを提供するものに他ならない。
　全体としては国と都の方針に従い、感染防止対策を最優先し
た安全な運営が行われ、公募団体や展覧会共催者との調整、一
般利用者への広報等の対応も適切に行われたと評価できる。「イ
サム・ノグチ」展の延期、「吉田博展」の開催など臨機応変に対
応できたことは良かった。オンライン上のVR展示、アート・
コミュニケーション事業など着実に成果を上げている。課題で
あった混雑・行列問題は、日時指定券の導入により鑑賞環境が
向上した。
　展覧会事業がこれまでどおり展開できない中、アート・コミュ
ニケーション事業と広報は、ウェブサイト、SNS、オンライン
会議システム等を駆使して、これまでとは違う展開を成し遂げ
た。距離や時間の壁を超えることのできる ICT技術を活用し
て、コロナ禍後の美術館は、来館者と、リアルとバーチャルを
両方使ってハイブリッドに関わることが求められるようになる
と思われる。これを機に次の使命として、「多くの人が来館す
る都美」だけでなく、「多様な人とつながっている都美」である
ことを意識していくべきではないかと思う。
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展覧会事業1 　今年度、特別展では「ボストン美術館展　芸術×力」「世界遺産ローマ展（仮称）」
が中止となり、「イサム・ノグチ　発見の道」そして企画展「Walls & Bridges 世界に
ふれる、世界を生きる」が延期になった。しかし、夏から秋にかけて開催した「The 
UKIYO-E 2020─日本三大浮世絵コレクション」で太田記念美術館、日本浮世絵
博物館、平木浮世絵財団という日本を代表する3大浮世絵コレクションから選り
すぐった名作約450点を展示、そして冬には「没後70年　吉田博展」で西洋の写
実的表現と日本の伝統的な版画技法との統合を目指した吉田博の木版画の全容を
一望するなど、質の高い日本美術の名作を中心に紹介した。また、東京都美術館
コレクション展「読み、味わう昭和の書」では、館の収蔵作品の中から金子鷗亭、
安東聖空、日比野五鳳らの作品、そして東京都江戸東京博物館所蔵の中村素堂が
収集した短冊等も紹介した。

特別展 
The UKIYO-E 2020─日本三大浮世絵コレクション
没後70年　吉田博展

コレクション展 
東京都美術館コレクション展「読み、味わう昭和の書」
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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、
太田記念美術館、日本浮世絵博物館、平木浮世絵財
団、日本経済新聞社、BSテレビ東京、テレビ東京

協賛／花王、損害保険ジャパン、ダイキン工業、大日本印
刷、三菱商事

協力／小学館、東海旅客鉄道
会期／2020（令和2）年7月23日（木・祝）～ 9月22日（火・祝）
 当初予定（9月13日（日）まで）より会期を延長して開催
会場／企画展示室
出品点数／ 455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

　質、量ともに日本の三大浮世絵コレクションと言っても
過言ではない太田記念美術館、日本浮世絵博物館、平木浮
世絵財団の名品をはじめて結集し、選りすぐった約450点
の浮世絵版画を前期・後期に分けて展示。浮世絵の祖であ
る菱川師宣から鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎
写楽、葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳まで、浮世絵の歴史
を彩る約60名の絵師たちの代表作を紹介した。史上初の3
点同時出品となる鈴木春重（後の司馬江漢）「雪月花」や、
世界に唯一現存するとされる東洲斎写楽「曽我五郎と御所
五郎丸」（重要美術品）などの貴重な作品も出品された。
　出品点数が多いことから、壁面を出来るだけ長くとれる
よう仮設壁を増やしつつ、会場の開放感を損なわないよう
壁面の高さを低くするなど工夫を凝らし、これまでにない
独特な展示空間を作り上げた。また、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、当館で初めて日時指定入場制を導入
し、入場されるすべての方にインターネットでの事前予約
をお願いし、入場制限を行った。

【特別展】

The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション
The UKIYO-E 2020

ポスター

図録：〔A4変形判／360ページ〕
・「浮世絵三大コレクションの鑑賞によせて」
佐藤光信（本展監修者／平木浮世絵財団理事長）pp. 8-9
・「太田記念美術館のコレクションについて」
日野原健司（太田記念美術館主席学芸員）pp. 10-11
・「日本浮世絵博物館所蔵の浮世絵版画コレクション」
五味あずさ（日本浮世絵博物館学芸員）pp. 12-13
・「平木コレクションについて」
森山悦乃（平木浮世絵財団主任学芸員）pp. 14-15

・コラム
「鳥居清倍の「初代市川団十郎の暫」について」森山悦乃（平木浮世絵財団
主任学芸員）pp. 52-53
「政信の墨摺絵　─次世代への展開に注目して─」五味あずさ（日本浮世

絵博物館学芸員）pp. 54-55
「錦絵の誕生と座鋪八景」松村真佐子（平木浮世絵財団学芸員）pp. 90-91
「歌川派の役者絵─初代豊国と国貞」渡邉 晃（太田記念美術館上席学芸
員）pp. 172-173
「北斎の奇抜な想像力」日野原健司（太田記念美術館主席学芸員）pp. 218-219
「浮世絵における洋風表現」髙城靖之（東京都美術館学芸員）pp. 284-285
「水中の魚たち」岩切友里子（本展学術協力者／浮世絵研究家）pp. 286-287

図録表紙

チラシ
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実績
入場者数／ 68,068人（1日平均1,174人）

関連企画
なし

掲載記事など
・『浮世絵ワールドの歩き方』（BSテレビ東京）2020年8月1日
・「葛飾北斎の最高傑作！『富嶽三十六景』×シシド・カフカ」／『新美の
巨人たち』（テレビ東京）2020年8月29日

・『開局20周年特別番組 浮世絵FIVE!! ～世界を変えた5人の絵師たち～』
（BSテレビ東京）2020年8月30日
・「浮世絵450点　上野に集結　都美術館」／『毎日新聞』2020年8月31日
・「浮世絵の世界 豊かさ再発見　東京で二つの展覧会　国内３コレク
ションの優品でたどる」／『朝日新聞』2020年9月1日
・「#147浮世絵」／『週末ハッピーライフ！お江戸に恋して』（TOKYO MX）

2020年9月5日
・「The UKIYO-E 2020　日本三大浮世絵コレクション」／『日曜美術館 
アートシーン』（NHK Eテレ）2020年9月6日

会場風景 撮影：大谷一郎
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【特別展】

没後70年　吉田博展
Yoshida Hiroshi: Commemorating the 70th Anniversary of His Death

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、
毎日新聞社、日本経済新聞社

協賛／トヨタ自動車、ニューカラー写真印刷
会期／2021（令和 3）年 1月 26日（火）～ 3月28日（日）
会場／企画展示室
出品点数／ 198点（資料は点数に含まず）
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

　明治、大正、昭和にかけて活躍した画家、吉田博（1876-
1950）。洋画家として名を馳せ、画業後期に木版画を手が
けた吉田は、絵画制作において培った写実描写と色彩感覚
をもって、千変万化する光や大気を木版画で描き出した。
没後70年という節目に開催された本展では、木版画およ
そ200点を集めるとともに、版木や写生帖をあわせて展示
し、吉田の木版画の全容を紹介した。
　会場では、版画に着手する以前の吉田の活動を紹介する
プロローグにはじまり、『日本アルプス十二題』や『瀬戸内
海集』などの代表作、登山家でもあった吉田ならではのま
なざして捉えられた数々の山岳風景、身近な人々や慣れ親
しんだ東京を描いた作品、そしてアメリカ、ヨーロッパ、
アジアまでにわたる世界各国の風景と、多様な作品をテー
マごとに展示した。他の巡回先とは異なる東京会場ならで
はの見どころとして特別出品の油彩画、水彩画を加えると
ともに、展示パネルに吉田の活動に関わる写真をあしら
い、痛快なその生涯をたどりながら作品を鑑賞できるよう
工夫した。

図録：〔B5変形判／ 255ページ〕
・「吉田博の生涯」
吉田司（インターナショナル吉田版画アカデミー）pp. 8-15
・「近代日本の木版画の流れ」
高山百合（福岡県立美術館学芸員）pp. 234-237

ポスター

チラシ

図録表紙
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実績
入場者数／ 68,845人（1日平均1,275人）

関連企画
・ダンス・ウェル（オンライン・プログラム）
2月23日（火・祝）14:00～ 15:00　参加者数22人
2月28日（日）14:00～ 15:00　参加者数27人
3月9日～ 3月28日　記録動画の公開（18日間 視聴回数453回）
講師／白神ももこ（振付家、演出家、「モモンガ・コンプレックス」主宰、

ダンス・ウェルティーチャー）
　　　酒井直之（ダンサー、映像作家、ダンス・ウェルティーチャー）

掲載記事など
・「展覧会スポットライト　没後70年　吉田博展」坂戸亮介／『版画芸
術』2020年冬（No.190）
・「目は語る　2月　東京都美術館「没後70年　吉田博展」」高階秀爾／
『毎日新聞』2021年1月10日夕刊
・「「没後70年　吉田博展」」片渕須直／『毎日新聞』2021年2月11日朝刊
・「Tokyo Tokyo FESTIVAL CREATIVE FILE「没後70年　吉田博展」」／
『Radio DONUTS』（J-WAVE）2020年2月13日放送
・「絵の鬼・吉田博の木版画を生解説つきで味わおう」／『ニコニコ美術
館』（インターネット動画）2021年2月15日

・「東京都美術館「没後70年　吉田博展」～ダイアナ妃も愛した木版画、
超絶技巧で魅せた世界百景～」／『ぶらぶら美術・博物館』（BS日テレ）
2021年2月16日
・「没後70年　吉田博展」／『MÚSEE DUモモクロ』（テレ朝動画）3月4
日、3月11日放送
・「吉田博 没後70年記念巡回展」渋沢和彦／『産経新聞』2021年3月18
日朝刊

会場風景 撮影：大谷一郎
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【コレクション展】

東京都美術館コレクション展「読み、味わう昭和の書」
Tokyo Metropolitan Art Museum’s Collection Exhibition: “Reflecting on Japanese SHO of the Showa Period”

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 東京都江戸東京
博物館

会期／2020（令和2）年11月18日（水）～ 12月28日（月）
会場／ギャラリー B
出品点数／36点
観覧料／無料
担当／田村麗恵、大内曜

　同時開催の上野アーティストプロジェクトとの連動企
画。当館の収蔵品のうち、上野アーティストプロジェクト
出品作家の師匠である金子鷗亭や安東聖空の作品を出品し
た。加えて、森田安次や青木香流による近代詩文書の嚆矢
とされる作品を、静岡県立美術館や成田山書道美術館から
借用することが出来た。よく知られた作品ながら展示の機
会が少ないため、オールドファンからは喜びの声が寄せら
れた。江戸東京博物館が収蔵する、書家の中村素堂が収集
したコレクションから文人の短冊を20点出品。東京都コ
レクションについて広く一般向けに周知することが出来
た。書に馴染みの薄い層からも、書でありながら絵画のよ
うに見て楽しめる作品や著名な作家や画家の貴重な筆跡が
揃ったとして、高い満足度に繋がった。
　作品を読む補助として「釈文」をパネルにして掲示し、無
料配布も行った。活用した来館者からは、書作品を読み、
味わう鑑賞体験となった喜びや、書の鑑賞が不得手な来館
者でも親しむことができたと好評だった。会期中にSNS
で情報発信し続けたことに加えて、当館初の担当学芸員に
よるギャラリートークのYouTube配信を実施した。
　なお、会期が新型コロナウイルスの感染者が増加傾向の
時期と重なり、2021年１月７日までの開催予定だったが、
都からの要請により会期途中で閉幕となった。年始に書展
を巡る来館者からは、非常に残念との声が寄せられた。

B1・B2ポスター

チラシ

○ いずれの展覧会も事前予約なしでご覧いただけます。ただし
混雑時に入場制限を行う場合がございますので、ご了承くだ
さい。
○ ご来場の際は必ずマスクをご着用ください。会場内では会話
を控えるなど、感染症対策へのご協力をお願いします。
○ 入館時に非接触型での体温測定をいたします。平熱と比べ
て高い発熱が確認された方はご入場をお断りする場合がご
ざいます。
○ 発熱や風邪の症状があるなど、体調の優れない方はご来場
をお控えください。
○ 開催内容は都合により変更する場合がございます。最新情
報はウェブサイトでご確認ください。 

交通のご案内　○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、車での来場はご遠慮ください。

〒110-0007  東京都台東区上野公園8-36 
https://www.tobikan.jp　℡  .03-3823-6921（代表）
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実績
入場者数／ 4,468人（1日平均115人）

関連企画
・ギャラリートーク・オンライン（田村麗恵）
上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の書」、東京都
美術館コレクション展「読み、味わう昭和の書」
https://www.youtube.com/watch?v=rUuPyyibRkQ

掲載記事など
・「現代の書　読んで味わう」宮代栄一／『朝日新聞』2020年11月24日
夕刊
・「80～ 90代の挑戦　感じて」高野清見／『読売新聞』2020年12月18日
夕刊
・「書の扉「現代書と鑑賞者のあいだに低いハシゴをかけたい」─田村麗
恵東京都美術館学芸員に聞く」髙橋利郎／『美術の窓』2020年12月号、
pp.82-85 

・「上野アーティストプロジェクト2020『読み、味わう現代の書』」／『墨』
2020年11・12月号、pp.134-139 

・「読み、味わう『現代の書』と『昭和の書』」田村麗恵／『うえの』ウェブ版
2020年12月号
・「Tokyo Tokyo FESTIVAL CREATIVE FILE「上野アーティストプロ
ジェクト2020『読み、味わう現代の書』」に注目」／『Radio DONUTS』
（J-WAVE）2020年12月12日放送

会場風景 撮影：大塚敏幸





21

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2020 「読み、味わう現代の書」
都美セレクション グループ展 2020
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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図録：〔A5判／ 64ページ〕
・「解放と自由―現代の書を読み、味わうために」
　田村麗恵（東京都美術館学芸員）pp.6-11

【公募展活性化事業】

上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の書」
Ueno Artist Project 2020: “Experiencing the World of Japanese Contemporary SHO”

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
後援／朝日新聞社、産経新聞社、毎日新聞社、読売新聞社
協力／産経国際書会、一般財団法人 毎日書道会、読売書

法会
会期／2020（令和2）年11月18日（水）～ 2021（令和3）年

1月7日（木）
会場／ギャラリー A・C
出品点数／32点
観覧料／一般 500円、65歳以上 300円
担当／田村麗恵、大内曜

　上野アーティストプロジェクトの第4弾として、現代日
本の書道界を代表するベテラン作家5名を紹介。中野北溟
（開催当時97歳）と岡美知子（同88歳）はコロナ禍における
最新作を出品したことでも話題となった。中野、岡と榎倉
香邨（同97歳）の現役作家に加えて、近年惜しまれつつ亡
くなった村上翠亭と小山やす子の代表作を出品。小山の「伊
勢物語屏風」などの大作も含めゆったりと展示したことで、
会場特性を活かした見ごたえのある展示空間を創出できた
と高く評価された。戦後の日本書道史上における重要な作
品の多くが公募展で発表されたことを検証することが出来、
公募展の役割や存在意義が再認識される機会となった。
　書作品を読むための補助ツールとして「釈文」をパネルに
して掲出し、無料配布も行った。活用した来館者からは書
作品を読み、味わう鑑賞体験が出来た喜びや、作家の前向
きなメッセージ性を湛えた作品群に対する共感の声が多数
寄せられた。
　SNSで会場風景動画を含め、会期中に頻繁に情報発信し
続けたことに加えて、当館初の担当学芸員によるギャラ
リートークのYouTube配信を実施。とりわけ会期中に来館
できない方からの反響が大きかった。

出品作家　※五十音順
榎倉香邨（日本書芸院）、岡美知子（現日会）、小山やす子（日
本書道美術院）、中野北溟（創玄書道会）、村上翠亭

B1・B2ポスター
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実績
入場者数／ 4,535人（1日平均105人）

関連企画
・ギャラリートーク・オンライン（田村麗恵）
上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の書」、東京都
美術館コレクション展「読み、味わう昭和の書」
https://www.youtube.com/watch?v=rUuPyyibRkQ

掲載記事など
・「現代の書　読んで味わう」宮代栄一／『朝日新聞』2020年11月24日
夕刊
・「古今東西の言葉に理想を探る」藤田一人／『東京新聞』2020年11月27
日夕刊
・「書の世界　思いを深く巡らせた言葉」桐山正寿／『毎日新聞』2020年

12月3日夕刊
・「80～ 90代の挑戦　感じて」高野清見／『読売新聞　夕刊』2020年12
月18日夕刊
・「書の扉『現代書と鑑賞者のあいだに低いハシゴをかけたい』―田村麗
恵東京都美術館学芸員に聞く」髙橋利郎／『美術の窓』2020年12月
号、pp.82-85 

・「上野アーティストプロジェクト2020『読み、味わう現代の書』」／『墨』
2020年11・12月号、pp.134-139 

・「読み、味わう『現代の書』と『昭和の書』」田村麗恵／『うえの』ウェブ版
2020年12月号 

・「Tokyo Tokyo FESTIVAL　CREATIVE FILE　「上野アーティストプロ
ジェクト2020『読み、味わう現代の書』」に注目」／『Radio DONUTS』
（J-WAVE）2020年12月12日放送

会場風景 撮影：大塚敏幸
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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 2020
Group Show of Contemporary Artists 2020

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／2020（令和2）年9月11日（金）～ 9月30日（水）
会場／ギャラリー A、B、C
観覧料／無料
担当／大内曜、田村麗恵、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9回目。昨年度と同様に3
グループが展覧会を開催した。新型コロナウイルス感染拡
大の影響により、当初6月に予定していた会期が変更とな
り、9月に開催することとなった。

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）～ 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

描かれたプール、日焼けあとがついた
会場／ギャラリー A
入場者数／3,643人
グループ名／日焼け派
メンバー／ 齋藤春佳＊/松本玲子 /大木裕之 /長田奈緒 /高石

晃 /冨井大裕　（＊はグループ代表者）
助成／公益財団法人 朝日新聞文化財団

　絵画、映像、彫刻、シルクスクリーン、インスタレーショ
ンなど、それぞれに異なる表現方法とテーマで制作を続け
てきた6名の作家によるグループ展。各作家に通じるの
は、日常の中で偶然遭遇するささやかな驚異を丁寧に拾い
上げようとする姿勢や、各々が用いる技法やメディアの特
質を問い直そうとする態度である。本展では、美術作品が
制作者や鑑賞者に及ぼす目に見えない知覚とその痕跡を
「日焼けあと」にたとえ、その言語化されづらい経験の重要
性を照射することが目指された。会場では、緊張関係を保
ちつつ配置された各作品の間を回遊することが促され、そ
の道程の中で鑑賞者は、作品と向き合うという体験につい
て考えをめぐらすこととなった。

関連イベント
・アーティストトーク
9月18日（金）19:00～　オンライン配信
・トーク「日焼けという比喩をめぐって」（ゲスト：保坂和志氏）
9月25日（金）19:00～　オンライン配信
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都市のみる夢
会場／ギャラリー B
入場者数／3,457名
グループ名／ tmyc
メンバー／ 中島りか＊/ミズタニ タマミ/桂川大（空間構成）/

中島由貴（マネジメント・広報）/安井海洋（執筆・
批評）　（＊はグループ代表者）

助成／ 公益財団法人 花王芸術・科学財団、公益財団法人 
朝日新聞文化財団

協賛／株式会社イノベックス

　美術作家、建築家、編集者、美術批評家といった多様な
専門性をもつメンバー 5名によるグループ展。展覧会タイ
トル「都市のみる夢」は建築家・磯崎新のテキストに着想を
得たもので、2020年夏、オリンピックを迎えていたはず
の都市・東京を主題とする展示が想定されていた。同年春
の新型コロナウイルス感染拡大と東京2020大会延期決定
により当初の企画の見直しを迫られる中、メンバーたち
は、世界各地で湧き上がる民衆抵抗運動や、対コロナとい
う命題のもと一致団結することが無批判に奨励されるかの
ような当時の社会風潮をモチーフに、寝室に見立てた会場
内において、観客たちに「都市のみる夢」からの覚醒を促す
展示を展開した。

関連イベント
・トーク「都市計画は誰の夢？」（ゲスト：風間サチコ氏、藤村龍至氏）
9月18日（金）18:00～ 19:30　オンライン配信
・トーク「〈ひとり空間〉の時代に──今日の都市における実践の可能性」
（ゲスト：南後由和氏、西田編集長）
9月26日（土）18:00～ 19:30　オンライン配信
・トーク「〈都市のみる夢〉から目覚めるために」（ゲスト：高山明氏）
9月27日（日）19:00～ 20:30　オンライン配信

東アジア絵画のなかへ―トランスする「日本画」の可能性
会場／ギャラリー C
入場者数／4,158名
グループ名／東アジア絵画研究会
メンバー／ 小林明日香＊/張静雯 /森田舞 /田澤苑実 /蓮羊 /

呉逸萱 /宮本京香　（＊はグループ代表者）
助成／ 公益財団法人 花王芸術・科学財団、公益財団法人 

朝日新聞文化財団

　多摩美術大学で日本画を学んだ日本、台湾、中国、韓国
出身の作家7名によるグループ展。近年、美術大学の日本
画専攻課程には東アジアからの留学生が増加し、これまで
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都美セレクション グループ展2021　公募及び選考
募集期間（公募）／ 2020（令和2）年4月1日（水） 

～ 7月10日（金）
応募件数／24件
審査会／2020（令和2）年9月20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）
笠嶋忠幸（出光美術館学芸課長）
野地耕一郎（泉屋博古館分館長）
山村仁志（東京都美術館学芸担当課長）
※役職は審査会当時

日本において「日本画」と呼ばれてきた絵画が、彼らによっ
て外部へと開かれつつあるという状況が生まれている。こ
のような環境に身を置く作家たちが本展で目指したのは、
従来の「日本画」という枠組みを乗り越え、「東アジア絵画」
という新たな可能性を追究することであった。会場には、
墨や岩絵具のほかパステルや油彩等を用いた従来の「日本
画」イメージを拡張するような作品がならび、作家各自が
それぞれの観点から「日本画」について論じたテキストもあ
わせて提示された。

都美セレクショングループ展2020　掲載記事など
・「カルチャー最新レポート」『アフター 6ジャンクション』（TBSラジオ）

2020年6月25日放送
・「『東アジア絵画』など3企画展示」『東洋経済日報』第5344号　2020年

9月11日
・「画廊が推す！『日本画』最新世代　小林明日香さんに聞く　『東アジア
絵画のなかへ』展で示したかったこと」『月刊美術』11月号　2020年
10月20日
・松井茂「ゼロ地点から向かいます―放蕩娘たちのストリーク　松井茂
評『都市のみる夢』」ウェブ版『美術手帖』　2020年12月1日

p.24～ p.26　会場風景 撮影：山中慎太郎（Qsyum!）

文化芸術体験プログラム
　2020（令和2）年度は新型コロナウイルス感染拡大により
東京2020大会の延期が決定した。そのため、外国からの
来館者や障害を持つ方向けに実施予定であった「文化芸術
体験プログラム」の実施を見送った。

財団内連携事業
　財団内連携事業については、展覧会事業において先述し
た「コレクション展」のほか、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と連携、協力して
2015（平成27）年から開催しているフェスティバル「TURN
フェス」があるが、2020（令和2）年度は新型コロナウイルス
感染拡大の影響により実施を見送った。
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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。

2020（令和2）年度 学校教育展一覧（会期順） ＊法人格等は省略、「＊」印の会期は休館日あり

第14回 ガラス教育機関合同作品展京都芸術大学 学生選抜展 KUA ANNUAL 2021 
irregular reports いびつな報告群と希望の兆し

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

2020年度 横浜美術大学 卒業制作 学外展第69回 東京藝術大学 卒業・修了作品展東京都高等学校文化祭 美術・工芸部門 第31回 
中央展（東京都高等学校文化連盟 美術・工芸部門）

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2年度  第71回  東京都立高等学校
定時制通信制課程芸術祭

10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● ─

東京私立中学高等学校協会 第48回  東京私立中学高等学校  生徒写真・美術展 11月17日（火）～11月24日（火） ● 1,621
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31回  中央展

12月12日（土）～12月20日（日） ● ● 2,610

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（土）～12月20日（日） ● 3,272
東京都高等学校文化連盟 写真部門第27回  関東地区高等学校  写真展 1月19日（火）～1月26日（火） ● ─
東京藝術大学　美術学部 第69回  東京藝術大学  卒業・修了作品展 1月27日（水）～2月3日（水）＊ ● ● ● ● ● ● ● 8,713
東洋美術学校 第72回  卒業制作展 2月4日（木）～2月11日（木） ● ● 2,279
東京都教育委員会 第70回  東京都公立学校美術展覧会 2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● ● ● ─
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（金）～2月19日（金）＊ ● ─
横浜美術大学 2020年度  横浜美術大学  卒業制作  学外展 2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● 742
東京都専修学校各種学校協会 第50回  SEBIT2021   東京都専門学校アート＆デザイン展 2月20日（土）～2月27日（土） ● ● ● ─
東北芸術工科大学 東北芸術工科大学  卒業・修了展[東京展] 2月20日（土）～2月27日（土） ● ● ● ─
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（土）～2月27日（土） ● 898

京都芸術大学 京都芸術大学 学生選抜展   KUA ANNUAL 2021 
irregular reports   いびつな報告群と希望の兆し

2月20日（土）～2月27日（土） ● ● 796

女子美術大学・女子美術大学
短期大学部

JOSHIBISION 2020    （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（日）～3月7日（日）＊ ● 3,272

女子美術大学付属高等学校 JOSHIBISION 2020    （女子美術大学付
属高等学校卒業制作展）

2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● 3,899

東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校　卒展 2021 2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● ─
東京都立大学システムデザイン学部・研
究科 インダストリアルアート学科・学域

東京都立大学インダストリアルアート
学科・学域　卒業・修了制作研究展

2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● ● 834

ガラス教育機関合同作品展 第14回　ガラス教育機関合同作品展 3月8日（月）～3月15日（月）＊ ● ● 889
合計 19機関 29,825

※入場者数「─」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中止
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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

公募団体展

公募展等審査会で審査を行い、団体としての運営力・実績
及び東京都美術館の基本的使命との合致度を基準に4つの
グループに分けて、会期・展示室を割り当てている。
　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。
　2020（令和2）年度の公募団体の内訳は下記のとおりで、
2015年度審査及び2018（平成30）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。

 2020年 4月 1日 一次申請受付開始
  4月 15日 一次申請締切
  5月 14日 第1回公募展等審査会（書面開催）
  6月 15日 二次申請受付開始
  7月 31日 二次申請締切
  10月 8日 第2回公募展等審査会
  12月 1日 Ⅱ－①グループ抽選会
  12月 17日 Ⅱ－②グループ抽選会
 2021年 1月 7日 Ⅲ－①グループ抽選会
  1月 21日 Ⅲ－②グループ抽選会
  2月 5日 Ⅳ－①グループ抽選会
  2月 18日 Ⅳ－②グループ抽選会
  3月 5日 東京都美術館運営委員会付議
  3月 24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％、
ギャラリーは100％であった。

2022（令和4）年度の使用割当
　2020年度は2022年度の使用割当を行った。252の団体
から申請を受け、一次審査の結果全ての団体の使用資格が
認められた。さらに二次審査を経て、この252団体を使用
団体として決定した。その後、3団体が抽選会を辞退した
ため、249団体について運営委員会に付議し、2022年度
の公募展示室等の使用を承認した。
　なお、第Ⅰ～第Ⅲグループとなった210団体は、今回の
結果をもって2～ 5年目の審査に代えることとし、2022
年度以降5年間継続して使用できる。

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 27 7 4 3 1 2 8 2
Ⅱ 71 15 9 4 2 6 27 8
Ⅲ 131 59 13 9 0 8 36 6
Ⅳ 17 9 1 2 1 1 3 0
合計 246 90 27 18 4 17 74 16

団体割合（%） 100% 36.6% 11.0% 7.3% 1.6% 6.9% 30.1% 6.5%
占有コマ数 497 145 62 32 11 27 192 28
占有割合（%） 100% 29.2% 12.5% 6.4% 2.2% 5.4% 38.6% 5.6%
総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む

2020（令和2）年度 公募団体 内訳
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2020（令和2）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70回　モダンアート展 4月1日（水）～4月16日（木）＊ ● ● ● ● ● ● 総合 ―
光陽会 第68回　光陽展 4月1日（水）～4月8日（水）＊ ● ● 　 総合 ―
日本書道院 第69回　日本書道院展

併催：第69回　全国学生書道展覧会
4月1日（水）～4月8日（水）＊ ● ● ● ● ● ● 書 ―

新美術団体協議会 第11回　新美協展 4月1日（水）～4月8日（水）＊ ● 総合 ―
美術文化協会 第80回記念　美術文化展 4月9日（木）～4月16日（木） ● ● ● 総合 ―
日本手芸普及協会 第15回　キルト日本展 4月9日（木）～4月16日（木） ● その他 ―
大道書学院 第52回　大道展 4月9日（木）～4月16日（木） ● 書 ―
日本光画会 第54回　光展 4月9日（木）～4月16日（木） ● その他 ―
書真会 第53回　書真会展 4月9日（木）～4月16日（木） ● 書 ―
書縁會 第8回　書縁會展 4月9日（木）～4月16日（木） ● 書 ―
日本パステル画会 第96回　日本パステル画会展 4月9日（木）～4月16日（木） ● 洋画 ―
現代工芸美術家協会 第59回　日本現代工芸美術展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● ● 彫刻工芸 ―
二科会 2020　春季二科展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● ● 総合 ―
新日春会 第4回　新日春展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● ● ● 日本画 ―
日本水墨画協会 第53回　日本水墨画展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● 日本画 ―
全日本中国水墨芸術家連盟 第32回　全日中展・東京書画芸術大展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● 総合 ―
東邦書院 第43回　東邦書画公募展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● 書 ―
日本書道普及連盟 第49回　鶏聲展

併催：学生作品
4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● 書 ―

ベラドンナ美術協会 第16回　ベラドンナ・アート展 4月17日（金）～4月24日（金）＊ ● 総合 ―
日本彫刻会 第50回記念  日本彫刻会展覧会（日彫展）4月17日（金）～5月2日（土）＊ ● ● ● 彫刻工芸 ―
東光会 第86回　東光展 4月25日（土）～5月10日（日） ● ● ● ● ● ● 洋画 ―
大調和会 第59回　大調和展 4月25日（土）～5月2日（土） ● ● 総合 ―
現代パステル協会 第32回　現代パステル協会展 4月25日（土）～5月2日（土） ● 洋画 ―
日本彩美会 第25周年記念　彩美展 4月25日（土）～5月2日（土） ● 洋画 ―
墨美会 第37回　墨美展 4月25日（土）～5月2日（土） ● 総合 ―
悠美会国際美術展 第45回　悠美会国際美術展 4月25日（土）～5月2日（土） ● 総合 ―
国際書法芸術協会 第53回　2020　国際書法芸術展 5月3日（日）～5月10日（日） ● 書 ―
創彩会 第40回　創彩展 5月3日（日）～5月10日（日） ● 総合 ―
朔日会 第89回　朔日会展 5月3日（日）～5月10日（日） ● ● ● 総合 ―
日本國際藝術研究院 第14回　国際書画大賞展 5月3日（日）～5月10日（日） ● 総合 ―
現代造形表現作家フォーラム 第4回  現代造形表現作家フォーラム展 5月3日（日）～5月10日（日） ● 総合 ―
新日本陶芸協会 第20回　新日陶展 5月3日（日）～5月10日（日） ● 彫刻工芸 ―
秋耕会 第29回　秋耕会小品展 5月3日（日）～5月10日（日） ● 総合 ―
日本画院 第80回記念　日本画院展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● ● 日本画 ―
凌雲書道会 第51回　公募　国書展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 書 ―
全国日曜画家連盟 第47回　全国日曜画家展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 洋画 ―
新世紀美術協会 第65回　新世紀展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● ● ● ● 総合 ―
NHK学園 NHK学園生涯学習書道展・絵手紙展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● ● 総合 ―
国際書画芸術協会 第30回　国際書画芸術展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 総合 ―
新洋画会 第42回　新洋画会展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 総合 ―
日本ステンドグラス作家協会 第8回　日本ステンドグラス作家協会展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 彫刻工芸 ―
東京湘南絵画会 第21回　東京湘南絵画会展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 洋画 ―
墨人会 第117回　公募　墨人展 5月11日（月）～5月18日（月）＊ ● 書 ―
旺玄会 第86回　旺玄展 5月19日（火）～5月27日（水） ● ● ● 総合 ―
東京表具経師内装文化協会 第63回　表装・内装作品展 5月19日（火）～5月27日（水） ● その他 ―
日本画府 第67回　日府展 5月19日（火）～5月27日（水） ● ● 総合 ―
一陽会東京支部 第24回　一陽会東京展 5月19日（火）～5月27日（水） ● 総合 ―
自由美術協会 第9回　東京自由美術展 5月19日（火）～5月27日（水） ● 総合 ―
創造美術会 第73回　創造展 5月19日（火）～5月27日（水） ● ● ● 総合 ―
新興美術院 第70回記念　新興展 5月19日（火）～5月27日（水） ● 日本画 ―
創型会 第68回　創型展 5月19日（火）～5月27日（水） ● ● ● 彫刻工芸 ―
女流画家協会 第74回　女流画家協会展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● ● ● ● ● 総合 ―
東洋書芸院 第44回　東洋書芸院公募展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● 書 ―
二元会 第59回　二元展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● ● 洋画 ―
新象作家協会 第63回　新象展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● ● 総合 ―
一創会 第42回　一創会展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● 洋画 ―
日本手工芸指導協会 第54回　手工芸作品展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● 彫刻工芸 ―
日本染織作家協会 第43回　日本染織作家展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● 彫刻工芸 ―
日本写真文化協会 第66回　全国写真展覧会 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● その他 ―
日本手工芸作家連合会 第53回　公募　創作手工芸展 5月28日（木）～6月4日（木）＊ ● 彫刻工芸 ―
日本水彩画会 第108回　日本水彩展 6月5日（金）～6月13日（土） ● ● ● ● ● ● 洋画 ―
大翔会美術連盟 第44回　大翔展 6月5日（金）～6月13日（土） ● 総合 ―
日本リアリズム写真集団 2020年　第45回　 全国公募写真展

「視点」
6月5日（金）～6月13日（土） ● その他 ―

全日本職場美術協議会 第74回　職美展 6月5日（金）～6月13日（土） ● ● 総合 ―
新生美術会 第51回　新美展 6月5日（金）～6月13日（土） ● 総合 ―
新平成美術会 第18回　新平成美術展

併催：第12回　「The  とき」展
6月5日（金）～6月13日（土） ● 総合 ―
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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

独立書人団 2020   独立選抜書展
第14回   全国高校生大作書道展

6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● ● ● 書 ―

工芸美術　日工会 第30回記念  一般社団法人  工芸美術　
日工会展

6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 彫刻工芸 ―

日本板画院 第70回記念　板院展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● ● 版画 ―
風子会 第44回　風子会展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 洋画 ―
日本ジュエリーデザイナー協会 第31回　公募2020日本ジュエリー展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 彫刻工芸 ―
国画水墨院 第25回記念　国画水墨院展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 日本画 ―
中央美術協会　東京支部 第42回　東京中美展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 総合 ―
日本選抜美術家協会 第46回　国際美術大賞展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 総合 ―
平泉会 2020年　平泉会選抜展 6月14日（日）～6月21日（日）＊ ● 総合 ―
大日本書芸院 第81回　国際文化交流

公益社団法人　大日本書芸院展
第3回　学生選抜　大日本書芸院展

6月22日（月）～6月30日（火） ● ● 書 ―

朱葉会 第99回　朱葉会展 6月22日（月）～6月30日（火） ● ● 洋画 ―
新構造社 第92回　新構造展 6月22日（月）～6月30日（火） ● ● ● ● 総合 ―
国際水墨芸術促進会 国際水墨芸術大展　2020 6月22日（月）～6月30日（火） ● 日本画 ―
公募　ＺＥＮ展 第18回  一般社団法人  公募  ZEN展 6月22日（月）～6月30日（火） ● 総合 ―
全日本パステルアート連盟 第11回　全日本パステルアート展 6月22日（月）～6月30日（火） ● 洋画 ―
アトリエ凹凸 第2回　OUTOTSU版展 6月22日（月）～6月30日（火） ● 版画 ―
瑞雲書道会 第55回　公募　瑞雲展 7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● ● 書 ―
書道同文会 第72回　書道同文展

併催：学生展
7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● ● 書 ―

近代日本美術協会東京支部 2020　公募　近美関東美術展 7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● 総合 801 
國際書画連盟 2020年　國際書画選抜展 7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● 総合 345 
全日本肖像美術協会 第67回　全日肖展

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

書宗院 第64回　書宗院展 7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● 書 ―
ローマン派美術協会 第52回　ローマン展 7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● 総合 ―
現代美術家協会　東京支部 第8回　東京現展 7月1日（水）～7月8日（水）＊ ● 総合 ―
毎日書道会 第72回　毎日書道展 7月17日（金）～7月25日（土）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 ―
産経国際書会 第37回　産経国際書展 7月26日（日）～8月3日（月）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● 書 2,363 
官公書道連盟 第55回記念　官公書展

併催：第8回　官公小中学生書展
7月26日（日）～8月3日（月）＊ ● ● 書 ―

台東書道連盟 第70回記念　台東書道展 7月26日（日）～8月3日（月）＊ ● 書 ―
産経ジュニア書道コンクール実行委員会 2020　産経ジュニア書道コンクール 7月26日（日）～8月3日（月）＊ ● 書 1,169 
現日会 第60回記念　現日書展 8月4日（火）～8月12日（水） ● ● ● ● ● 書 ―
日本総合書芸院 第62回　日本総合書芸院展 8月4日（火）～8月12日（水） ● ● 書 ―
國際書道連盟　日本部会 第49回　國際書道連盟展

併催：教育部作品展
8月4日（火）～8月12日（水） ● 書 ―

墨林書道院 第49回　墨林綜合書展
併催：学生墨林綜合書展

8月4日（火）～8月12日（水） ● 書 ―

教育美術振興会 第79回　全国教育美術展 8月4日（火）～8月12日（水） ● 総合 638 
日本水墨画振興会 第32回　水墨画振興展 8月4日（火）～8月12日（水） ● 日本画 ―
日本陶彫会 第67回　陶彫展 8月4日（火）～8月12日（水） ● 彫刻工芸 ―
美術家平和会議 第68回　平和美術展 8月13日（木）～8月21日（金）＊ ● ● 総合 ―
学書院 第62回　学書院展

併催：第69回  全日本学生書道展覧会
8月13日（木）～8月21日（金）＊ ● ● ● 書 2,198 

日本書道協会 第43回　総合書道展
第29回　児童生徒書道展

8月13日（木）～8月21日（金）＊ ● ● ● 書 479 

読売書法会 第37回　読売書法展　東京展 8月22日（土）～8月30日（日） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 ―
白士会 第56回　白士会展 8月22日（土）～8月30日（日） ● 日本画 ―
新日本美術院 第52回　新院展 8月22日（土）～8月30日（日） ● 総合 1,095 
世界絵画大賞展実行委員会 第16回　世界絵画大賞展 8月22日（土）～8月30日（日） ● 総合 1,653 
日本美術院 再興第105回　院展 8月31日（月）～9月17日（木）＊ ● ● ● ● 日本画 12,191 
主体美術協会 第56回　主体展 8月31日（月）～9月17日（木）＊ ● ● ● 洋画 ―
近代美術協会 第57回　近代美術協会展 8月31日（月）～9月8日（火）＊ ● 総合 ―
書芸文化院 第71回　連合書道展

一般社団法人書芸文化院特別企画事業
第34回　関東女流書展

8月31日（月）～9月8日（火）＊ ● ● ● 書 4,240 

日本山岳写真協会 日本山岳写真協会展
2020－山・われらをめぐる世界

8月31日（月）～9月8日（火）＊ ● その他 ―

日本手工芸美術協会 第45回記念　日本手工芸美術展覧会 9月9日（水）～9月17日（木） ● 総合 ―
全日本美術協会 第58回　全展 9月9日（水）～9月17日（木） ● 総合 ―
齣展 第49回　齣展 9月9日（水）～9月17日（木） ● 総合 ―
美術協会　純展 第50回記念　純展 9月9日（水）～9月17日（木） ● ● 洋画 ―
一水会 第82回　一水会展 9月18日（金）～10月5日（月）＊ ● ● ● ● 洋画 ―
新協美術会 第63回　新協美術展 9月18日（金）～9月26日（土） ● ● ● 総合 ―
双樹会 第50回記念　双樹展 9月18日（金）～9月26日（土） ● 総合 ―
全日本書道教育協会 第105回　書教展 9月18日（金）～9月26日（土） ● ● ● 書 ―
21美術協会 第15回記念　21美術展 9月18日（金）～9月26日（土） ● 総合 ―
流形美術会 第70回記念　流形展 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● 総合 ―
新日本美術協会 第44回　新日美展 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● ● 総合 ―
新極美術協会 第26回　極美展 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● 総合 ―
水彩人 第22回　水彩人展 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● 洋画 ―
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汎美術協会 2020　汎美秋季展 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● 総合 ―
創作画人協会 第54回　創展 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● 総合 ―
AJAC 第46回  AJAC展～日本と世界の現代美術～ 9月27日（日）～10月5日（月）＊ ● 総合 ―
日本版画協会 第88回　版画展 10月6日（火）～10月22日（木）＊ ● ● ● 版画 ―
日本七宝作家協会 第54回  日本七宝作家協会国際展（公募）10月6日（火）～10月14日（水） ● 彫刻工芸 ―
現代水墨画協会 第59回　現水展 10月6日（火）～10月14日（水） ● ● 日本画 1,951 
日本表現派 第64回　日本表現派展 10月6日（火）～10月14日（水） ● 総合 ―
新匠工芸会 第75回　新匠工芸会展 10月6日（火）～10月14日（水） ● 彫刻工芸 ―
東京展美術協会 第46回　美術の祭典　東京展 10月6日（火）～10月14日（水） ● ● ● ● 総合 ―
東洋書道芸術学会 第66回　東洋書芸展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● 書 965 
一線美術会 第71回　一線美術会展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● ● 洋画 ―
太平洋美術会東京支部 第24回　太平洋美術会東京支部展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● 総合 ―
新作家美術協会 第27回　新作家展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● 総合 ―
現代書道研究所 第42回　日本書展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● ● 書 1,627 
日本自由画壇 2020　日本自由画壇秋季展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● 日本画 2,040 
大洋会 第42回　大洋展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● 洋画 ―
全陶展 第50回　公募　全陶展 10月15日（木）～10月22日（木）＊ ● ● ● 彫刻工芸 ―
創画会 第47回　創画展 10月23日（金）～10月30日（金） ● ● ● 日本画 2,789 
Artist Group－風－ 2020年  第9回  Artist Group －風－  

大作公募展
10月23日（金）～10月30日（金） ● 総合 2,225 

水彩連盟 水彩連盟会員展‐2020 10月23日（金）～10月30日（金） ● 洋画 ―
南画院 第73回　南画院公募展 10月23日（金）～10月30日（金） ● 日本画 ―
白亜美術協会 第43回　白亜展 10月23日（金）～10月30日（金） ● ● 洋画 ―
日本書鏡院 第61回　日本書鏡院展 10月23日（金）～10月30日（金）● ● ● 書 3,304 
蒼樹会 第56回　蒼樹展 10月23日（金）～10月30日（金） ● 総合 ―
日本バードカービング協会 第23回   全日本バードカービングコンクール 10月23日（金）～10月30日（金） ● 彫刻工芸 ―
日本皐月協会 第18回　錦秋展 10月23日（金）～10月30日（金） ● その他 ―
雪梁舎美術館 第22回　雪梁舎フィレンツェ賞展 10月23日（金）～10月30日（金） ● 総合 1,361 
立軌会 第73回　立軌展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● 洋画 3,839 
奎星会 第69回　奎星展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● ● ● ● ● 書 ―
国画会 2020　国展秋季展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● ● ● 総合 ―
現代手工芸作家協会 公募第36回   ニュークリエイティブ展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● 彫刻工芸 ―
元陽会 第51回　元陽展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● ● 洋画 ―
青枢会 第47回　青枢展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● 総合 ―
全国書写書道教育振興会 全書会展 10月31日（土）～11月8日（日）＊ ● 書 ―
書星会 第68回　書星展 11月9日（月）～11月16日（月）＊ ● ● 書 ―
中央美術協会 第72回　中美展 11月9日（月）～11月16日（月）＊ ● ● 総合 13,925 
現代童画会 第46回　現代童画展 11月9日（月）～11月16日（月）＊ ● ● ● 総合 4,644 
日本芸術家協会 第43回　JAG展

（ジャパン・アーティスト・グループ展）
11月9日（月）～11月16日（月）＊ ● 総合 ―

日本書道研究会 第56回　書心展 
第55回　書心学生展

11月9日（月）～11月16日（月）＊ ● ● 書 ―

日本書道学院（日本書道学院展）第42回　日本書道学院展 11月9日（月）～11月16日（月）＊ ● ● 書 1,228 
日本写真作家協会 第31回　JPA展 11月17日（火）～11月24日（火） ● その他 2,622 
日本きりえ協会 第43回　日本きりえ美術展 11月17日（火）～11月24日（火） ● その他 ―
創元会 創元会選抜展・東京支部展 11月17日（火）～11月24日（火） ● 洋画 2,558 
近代日本美術協会 第47回　近代日本美術協会展 11月17日（火）～11月24日（火） ● ● 総合 1,946 
日本清興美術協会 第42回　清興展 11月17日（火）～11月24日（火） ● 総合 1,489 
太陽美術協会 第46回　太陽美術展 11月17日（火）～11月24日（火） ● 総合 1,706 
蒼騎会 第47回　秋季蒼騎展 11月17日（火）～11月24日（火）● 総合 ―
新芸術協会 第45回記念　新芸術展 11月17日（火）～11月24日（火） ● 総合 ―
東京都民美術展運営会 第56回　都展 11月17日（火）～11月24日（火） ● ● 総合 ―
書燈社 第61回　書燈社展 11月25日（水）～12月2日（水） ● ● 書 3,275 
日本版画会 第61回　日本版画会展 11月25日（水）～12月2日（水） ● ● 版画 ―
東京書作展 全国公募第42回　東京書作展 11月25日（水）～12月2日（水） ● ● ● ● 書 2,235 
日本和紙絵画芸術協会 第35回記念　日本和紙絵画展 11月25日（水）～12月2日（水） ● その他 ―
現創会 第46回　現創展 11月25日（水）～12月2日（水） ● 総合 ―
群炎美術協会 第59回　群炎展 11月25日（水）～12月2日（水） ● 総合 ―
秀彩会 第13回　秀彩展 11月25日（水）～12月2日（水） ● 総合 ―
書壇院 第87回　書壇院展

併催：書壇院学生展
12月3日（木）～12月11日（金）＊ ● ● ● ● ● 書 1,553 

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2020 12月3日（木）～12月11日（金）＊ ● 洋画 582 
春陽会 SHUNYO NEW ARTISTS WAVE 2020 12月3日（木）～12月11日（金）＊ ● 総合 672 
国際文化カレッジ 第24回　総合写真展 12月3日（木）～12月11日（金）＊ ● ● ● その他 2,267 
書道研究　温知会 第76回　温知会書道展 12月3日（木）～12月11日（金）＊ ● ● 書 697 
大東書道院 第69回　大東展

併催：大東教育書道展・大東選抜作家展
12月12日（土）～12月20日（日） ● 書 ―

現代書道院 第47回　現代書道院展
併催：現代書道院学生展

12月12日（土）～12月20日（日） ● ● 書 1,777 

清和書道会 第72回　清和書展 12月12日（土）～12月20日（日） ● 書 1,932 
洗心書会 第51回　洗心全国書道展

併催：高校生部・教育部
12月12日（土）～12月20日（日）● 書 701 

三鼎書道会 第55回　三鼎書道展
併催：第9回　全国教育書道展

12月12日（土）～12月20日（日） ● 書 ―
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大潮会 第82回　大潮展 12月12日（土）～12月20日（日） ● ● 総合 797 
日本書道美術院 第75回　日書展

併催：日書美教育部展・全国競書大会
1月4日（月）～1月10日（日） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 3,595 

日本書道教育学会 第70回　書道學會展
併催：第70回　全日本学生書道展

1月4日（月）～1月10日（日） ● ● ● 書 ―

貞香会 2021　貞香会総合書展 1月19日（火）～1月26日（火） ● 書 611 
日本刻字協会 第40回記念　日本刻字展 1月19日（火）～1月26日（火） ● ● 書 ―
回瀾書道会 第69回　回瀾書展 1月19日（火）～1月26日（火） ● 書 503 
日本書学院 第60回記念　公募　日書学展

併催：日書学　全国学生展
1月19日（火）～1月26日（火） ● ● 書 624 

日本写真家連盟 第34回  日本写真家連盟展「四季の彩り」
第10回　公募作品展

1月19日（火）～1月26日（火） ● その他 ―

太玄会 第62回　太玄会書展
併催：第5回　学生選抜展

1月19日（火）～1月26日（火） ● ● ● 書 845 

書道研究　書聖会 第48回　書聖展 1月19日（火）～1月26日（火） ● 書 ―
現代アーチストセンター 第49回　現代アーチストセンター展 1月19日（火）～1月26日（火） ● ● 総合 ―
「ドローイングとは何か」展
開催実行委員会

第9回  全国公募「ドローイングとは
何か」展

1月19日（火）～1月26日（火） ● 洋画 668 

書海社 第69回　書海社展 1月27日（水）～2月3日（水）＊ ● ● 書 1,069 
日本書作家協会 第62回　新興書道展

併催：全国学生書道展
1月27日（水）～2月3日（水）＊ ● ● 書 932 

朝聞書会 第68回　朝聞書展 
併催：「私の年賀状」展

1月27日（水）～2月3日（水）＊ ● ● ● ● 書 ―

書道芸術院 第74回　書道芸術院展
併催：第72回　全国学生書道展

2月4日（木）～2月11日（木） ● ● ● ● ● ● ● 書 2,754 

龍峡書道会 第84回　龍峡書道展 2月4日（木）～2月11日（木） ● ● 書 1,075 
天真書道会 公募　第55回記念　天真書道会展 2月4日（木）～2月11日（木） ● 書 275 
日本盆栽協会 第95回　国風盆栽展 2月4日（木）～2月19日（金）＊ ● ● ● その他 3,747 
玄潮会 第53回　玄潮会書展 2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● ● ● 書 1,372 
全日本学生美術会 第65回　全日本学生美術展 2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● 総合 2,675 
煌心書道会 第39回　全国公募　煌心展

併催：学生部
2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● 書 451 

高風会 第70回記念　高風会全国書道展覧会
併催：学生展

2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● 書 633 

日本水石協会 第8回　日本の水石展 2月12日（金）～2月19日（金）＊ ● その他 1,136 
日本習字学会 第102回　全国学校書初中央展 2月20日（土）～2月27日（土） ● ● 書 1,425 
書道一元會 第49回　公募　書道一元會展 2月20日（土）～2月27日（土） ● 書 ―
全日本水墨画会 第43回　全日本水墨画展 2月20日（土）～2月27日（土） ● 日本画 ―
アジア文化芸術連盟 アジア水墨画展（公募）2020 2月20日（土）～2月27日（土） ● 日本画 ―
たぶろう美術協会 2021年　公募　たぶろう春季展 2月20日（土）～2月27日（土） ● 総合 899 
一期会 2021　一期会春季展 2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● 総合 947 
行動美術協会 第12回　行動美術TOKYO展

併催：行動美術セレクト展
2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● ● 洋画 1,469 

清真会 第67回　詩歌自詠清真会書道展 2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● 書 788 
公募美術団体　三軌会 第3回　三軌ブリリアント展 2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● 総合 ―
日本書道学院（書団嘯龍社展）第36回　書団嘯龍社展 2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● 書 933 
書法研究　菅菰会 第57回　菅菰書展

併催：全国学生展
2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● 書 1,013 

国際現代美術家協会 第46回　ｉ.ｍ.ａ.展 2月28日（日）～3月7日（日）＊ ● ● 総合 1,509 
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（日）～3月7日（日）＊ ● 彫刻工芸 ―
創玄書道会 第57回　創玄展

学生部門=全国学生書道展
3月8日（月）～3月15日（月）＊ ● ● ● ● ● ● 書 10,994 

書道研究　藍筍会 第58回　藍筍会書作展 3月8日（月）～3月15日（月）＊ ● ● 書 1,278 
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（月）～3月15日（月）＊ ● 総合 ―

東京書学アカデミー蒼溟社 公募第32回　蒼溟書展 3月8日（月）～3月15日（月）＊ ● 書 1,196 
日本・中国水墨交流協会 公募第38回  日本・中国水墨画合同展 3月8日（月）～3月15日（月）＊ ● ● 日本画 706 
書美院 書美院展 3月8日（月）～3月15日（月）＊ ● 書 ―
謙慎書道会 第83回　謙慎書道会展 3月16日（火）～3月23日（火） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 6,304 
池坊東京連合支部 第88回　池坊東京連合支部「いけばな

池坊展」
3月16日（火）～3月31日（水） ● ● ● その他 9,170 

二紀会　東京支部 第30回記念　東京二紀展 3月24日（水）～3月31日（水） ● ● ● 総合 2,281 
独立美術協会 独立春季新人選抜展　2021 3月24日（水）～3月31日（水） ● 洋画 1,895 
合同水墨 第16回　合同水墨展 3月24日（水）～3月31日（水） ● 日本画 ―
AJCクリエイターズコンテスト
実行委員会

第14回　AJCクリエイターズコレク
ション展2021

3月24日（水）～3月31日（水） ● その他 1,005 

近代水墨会 第37回　近代水墨展 3月24日（水）～3月31日（水） ● 日本画 ―
从会 第45回　从展 3月24日（水）～3月31日（水） ● 総合 ―
東方書道院 第62回　東方書展 3月24日（水）～3月31日（水） ● ● ● 書 2,330 
日輝会美術協会 第45回　日輝展 3月24日（水）～3月31日（水） ● 総合 1,006 

合計   163,992 

※入場者数「─」は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により開催中止（4月1日～ 6月30日は臨時休館）
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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

午前 午後

4月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

5月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

6月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

7月 2 2  4 （0）  87 （0） 1 1
8月 1 1  2 （0）  61 （0） 2 2
9月 3 4  7 （1）  170 （7） 0 1
10月 5 4  9 （2）  428 （74） 0 0
11月 5 2  7 （2）  413 （100） 0 0
12月 7 8  15 （4）  879 （158） 1 2
1月 8 8  16 （4）  777 （215） 2 1
2月 6 8  14 （6）  533 （80） 1 3
3月 8 9  17 （2）  745 （94） 0 1
計 45 46  91 （21）  4,093 （728） 7 11
稼働率 19.7％

午前 午後 利用団体数
（　）内館事業

利用人数
（　）内館事業

午前 午後

4月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

5月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

6月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

7月 7 13  20 （4）  104 （4） 6 5
8月 9 12  21 （8）  91 （14） 4 5
9月 14 15  29 （4）  185 （29） 0 0
10月 18 23  41 （15）  216 （62） 0 0
11月 14 23  37 （8）  250 （38） 1 0
12月 13 17  30 （5）  176 （31） 1 1
1月 11 11  22 （4）  52 （13） 4 4
2月 16 19  35 （8）  98 （18） 4 6
3月 20 22  42 （16）  362 （150） 0 1
計 122 155  277 （72）  1,534 （359） 20 22
稼働率 60.2％

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

※  4月1日～ 6月30日は新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り臨時休館

※  4月1日～ 6月30日は新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り臨時休館
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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
事業の発信・成果の発表

　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。
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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。2020（令和2）年度で9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7・8期とびラーに新たに9期とびラーが
合流し、オンラインとリアルの両方の場で活動した。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6期
までの任期満了したとびラーは合計215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。2019（令和元）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（プランニ
ング・ディレクター／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。
以下、実施プログラムの基本データは事業実績一覧（pp.49-51）を参照。
ウェブサイトhttp://tobira-project.info（ページビュー 204, 851）

とびラー募集の流れと主な年間スケジュール
2019（令和元）年度
12月 9期とびラー募集広報開始
 1月 9期とびラー応募受付開始
 2月 「とびらプロジェクト」フォーラム
 9期とびラー応募締切
 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
2020（令和2）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7回、アクセス実践講座 全6回、
 建築実践講座 全8回
 7月 「Museum Start あいうえの」本年度プログラム開始（※）
12月 10期とびラー募集広報開始
 1月 10期とびラー応募受付開始
 2月 「とびらプロジェクト」フォーラム
 10期とびラー応募締切
 3月 1次選考（書類審査）→2次選考（面接）
 →10期とびラー決定通知
 開扉会（かいぴかい：7期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525回開催された

9期とびラーの応募倍率と本年度のとびラー人数
　募集に対し281人から応募があり、書類審査、面接を経
て、54人を9期とびラーに決定。約7倍の倍率であった。こ
の54人と、昨年度から更新した7・8期とびラー 88人をあ
わせた計142人で本年度のとびらプロジェクトが始動した。

9期とびラー募集チラシ

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）、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）、山﨑日希（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。専門家委託として石丸郁乃。

とびラーの基本属性
　7～ 9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。

7～ 9期とびラーの基本属性　※2020（令和2）年4月時点

＜年代＞
年代 人数
10代 3
20代 31
30代 36
40代 27
50代 24
60代 17
70代 4

年代

20代
22％

30代
25％40代

19％

50代
17％

60代
12％

10代
2％

70代
3％

※2020（令和2）年度5月には2019（令和元）年度延期されたプログラムを実施
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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。
　コロナ禍の本年度は、4月に開講した基礎講座からウェ
ブ会議システム（Zoom）を活用し、オンラインでも例年と
同じように学びを深めることを目指した。

・基礎講座（4～ 6月の隔週土曜日／全6回／各回約4時間）
　アートを介してコミュニティを作るための基礎を学ぶ。
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状況や発言の文脈に応
じてその本意を想像し「きく」受信力を身につけることを目
的としている。
　本年度の全6回の講座は、すべてZoomを使用して実施
した。オンラインの活動は発信側からの講義形式になりが
ちだが、ハンドサインやチャット、手書きのフリップの使
用や、少人数で話し合う時間を設けるなど、オンラインで
の活動でもつながりを意識し講座を構成した。また、聴覚
障害を持つアート・コミュニケータへのコミュニケーショ
ン支援として、UD トークも活用した。

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 ミュージアムとウェルビーイング（全とびラー対象）
講師／日比野、森、伊藤、稲庭
これまでとびらプロジェクトで実践してきたアク
セスプログラム等を題材に、多様なウェルビーイ
ングを人々との関わりで実現する社会包摂の拠点
となるミュージアムのあり方について考える。

第3回 「きく力」を身につける（9期とびラー対象）
講師／西村佳哲
コミュニケーションの基本となる、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、オンラ
インでの講義と体験を通じて学ぶ。

第4回 作品を鑑賞するとは（9期とびラー対象）

講師／稲庭
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、オンラインでの鑑賞を通じて理解
を深める。

第5回  この指とまれ／そこにいる人が全て式／解散設定
（9期とびラー対象）
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、とびラー
が自主的に活動していくための手法をオンライン
講義で学ぶ。また、活動のはじめ方だけではなく、
終わり方のデザインについても理解を深める。

第6回 会議が変われば社会が変わる（9期とびラー対象）
講師／青木将幸（青木将幸ファシリテーター事務
所代表）
とびラーの自主的な活動において根幹をなす
「ミーティング」の場を、参加する一人ひとりが主
体的に関わる場とするためのオンラインでの具体
的な手法を学ぶ。

基礎講座（第2回）Zoomを使いオンラインで実施

・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。実践の現場で気付いた
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（対話が生まれる場をつくるプロセスを
学び、作品やモノを介して人をつなぐ場をデザインす
ることを目標とする）全7回 ※全てオンラインで実施
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（具体的な社会課題に関わる状況・
活動を知ることにより、美術館に行くことが難しい人
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が、来館し、利用するために必要な支援を考え企画す
る力を身につける。障害の有無や社会的な状況に関わ
らず、人々が美術館にアクセスし易い環境やプログラ
ムについて考え、実践することを目標とする）全8回 
※全てオンラインで実施

 講師／星加良司（東京大学大学院教育学研究科附属バ
リアフリー教育開発研究センター）、松見幸太郎（NPO
法人キッズドア）、村田陽次（東京都生活文化局都民生
活部地域活動推進課）、三坂慶子（NPO法人Sharing 
Caring Culture代表理事）、西智弘（川崎市立井田病院
かわさき総合ケアセンター腫瘍内科・緩和ケア内科、
一般社団法人プラスケア）、舘野泰一（立教大学経営学
部助教）、伊藤、稲庭、越川

C 建築実践講座（美術館建築への関心を軸に、ミュージ
アムというパブリックな建築と人々の関わりについて
考え、講座での学びを通じ、建物の魅力や背景を理解
し、自分の感覚を手掛かりに建築を「味わう力」を身に
つける）全8回 ※オンライン7回、リアル1回の実施

 講師／一般社団法人PARC、佐藤慎也（日本大学教
授）、宇田川裕喜（株式会社バウム代表）、山本崇雄（新
渡戸文化学園英語教諭）、伊藤、稲庭、山﨑、河野佑
美（東京都美術館学芸員）

　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。本年度
は、東京都美術館・東京藝術大学・Zoom配信と3つの場
を会場に、リアルとオンラインをハイブリッドでつなぐ
ワークショップを実施、100名以上が参加し互いに交流す
る機会とした。
　また、「福祉×アート」を考える藝大の履修証明プログラ
ムDiversity on the 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。加えて、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。

事業 with とびラーによるオンライン・コンテンツの作成
　とびらプロジェクトでは、年度当初に事業計画が立てら
れているプログラムに加えて、とびラーと共に事業のフ
レームからつくりあげて行く「事業 with とびラー」という
仕組みを設定している。「事業」としての推進力と「とびラ
ボ」としての柔軟さによって、高い成果に結びつくことが
期待できる。
　コロナ禍の本年度は、事業発信の機会としてこの仕組み
を活用し、とびラーの視点からとびらプロジェクトの活動

を落語で分かりやすく伝えることを目指すオンライン・コ
ンテンツ「とびらくご」を作成した。制作にあたっては、落
語家の三遊亭わん丈を監修に迎え、21名のとびラーがひ
とり1 本の「とびらくご」を作り、とびらプロジェクトの
ウェブサイトで配信した。

とびらプロジェクトウェブサイト「とびらくご」ページ

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、毎年とびらプロジェクトフォーラムを
開催している。次年度のとびラー募集のための説明会とい
う趣旨も兼ねている。本年度は、「コロナとコミュニティ
―デジタル時代の“リアル”に関わる力」をテーマに、コロ
ナ禍でもアナログとデジタルを駆使し、高い熱量をもって
活動し続けているプロジェクトの理念やその社会的価値を
振り返る機会とした。
　第1部はZoomウェビナーを使用しアートスタディルーム
から配信するとともにYouTubeでも同時配信した。伊藤が
とびらプロジェクトの概要を説明した後、2020年度におけ
る本プロジェクトの活動を1本にまとめた動画を配信、そ
の後、本年度に特徴的な3つのとびラボ（※詳細はp.39）に
参加したとびラーたちと稲庭、西村が語り合うトークセッ
ション「140名の試行錯誤　アートでつながるエネルギー」
が行われた。まずは、とびラーがZoomに親しむきっかけ
となったとびラボ「VTSフォーラム」、続いてとびラーが
一般向けのオンライン・コンテンツを初めて作成したとび
ラボ「とびラジオ」、最後に、コロナ禍で困難を抱えている
ような発達障害の子供たちを対象にした美術館に親しむリ
アルな場でのプログラム「Cozy Cozy アートワークショッ
プ ようこ書！びじゅつかん」が紹介された。フォーラムの
当日の参加が難しかった立ち上げメンバーの事前インタ
ビュー動画も配信し、関わったメンバーそれぞれの視点か
ら、ラボでの対話のプロセスを通じて、どのようにコミュ
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ニティが育まれていったのかが、実感を込めて語られた。
続くパネルディスカッションでは「コロナとコミュニティ
―デジタル時代の“リアル”に関わる力」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。
なお、西村は拠点である徳島からの参加となった。
　第2部は「とびラボ　オープンセッション」をオンライン
で開催。Zoomの少人数に分かれることができる機能を
使って、とびラーが普段の活動を紹介、来場者からの質問
にも答えた。
　オンラインでの配信となったことで、第1部・第2部あ
わせて700人以上の参加があり、コロナ禍において貴重な
情報発信の機会となった。

とびらプロジェクトフォーラム　（感染防止対策をして実施）

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。コロ
ナ禍の本年度は、Zoomでのミーティングとリアルの場で
のミーティングを併用して行った。特にオンラインのミー

ティングが非常に活発に行われ、その結果、本年度ののべ
参加者数は前年度の4倍以上となった。
年間開催数　525回　のべ参加者数　7,247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
「The UKIYO-E 2020─日本三大浮世絵コレクション」
・「とびラジオ」とびラーが語る 5つの浮世絵
　本展の作品からとびラーが思いを巡らせ、独自に創作し
たオリジナルストーリーをラジオ形式で紹介する音声コン
テンツ。本展での「障害のある方のための特別鑑賞会」で参
加者に配布したウェルカムキット（※p.46参照）のコンテ
ンツの１つとして、とびらプロジェクトウェブサイトで、
期間限定で公開した。来館者と直接触れ合う機会が少ない
中で、声を通して体験を共有する機会とした。
公募展活性化事業
上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の
書」
・Cozy Cozy アートワークショップ「ようこ書！びじゅつ
かん」
　本展や東京都美術館の空間全体を舞台に、発達障害のあ
る子供とその保護者を対象に鑑賞と造形ワークショップを
実施した。昨年度2月に「発達障害の子供たちとなにか・・
（仮称）」という名称でスタートし、とびラーによる勉強会
やトライアルを重ね、内容を充実させた。当日のプログラ
ムの企画だけでなく、事前に参加者に送付したオリジナル
ノートや、子供にはわかりにくい美術館での暗黙のルール
などにあわせた行動を文字や写真を使って視覚化すること
で社会的スキルを学ぶことができるラーニングツール
（ソーシャルストーリー）の作成もとびラーが手がけた。

◎とびラー対象の活動：
　『オヤトコ』わくわくミュージアム、ZoomVTSラボ、IT 
相談室ラボ、建築ミニ勉強会、VTS フォーラム・リター
ンズ☆、すごろく&アートカード、筆談deVTS、目隠し
deトーク、ひとりVTS、占い「TO BE」館、Zoomどこま
でできるか研究会、音ラボTea &Jam、夏の音ラボ、おう
ちでものまね都美術館！、展覧会ができるまでラボ、よも
やま喫茶、都美館伝説・なに？なぜ？なんで！、STS（Sound 
Thinking Strategy）、大人ムービー部、MoMAラボ、聴覚
障害と都美（手話ラボ）、可視化ラボラトリ、イサム・ノグ
チ発見研究所、イサム・ノグチの魅力を語ろう、ケアラー
とアート、消しゴムはんこラボagain、絵本ラボ、アナロ
グでアートを届けたい、とびラー対象建築ツアー&ガイ
ドトライアル、藝大 /藝大生ともっと絡みたいラボ、おこ
だわりラボ、ACL ネットワーク交流会、都美を描くラボ、
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自作カメラで上野を撮ろう！ラボ、オラファーエリアソン
でVTS/SDGs、リアルVTSラボ、上野ミツバチ考えるラ
ボ、絵から紡ぐ物語（ストーリー）、静寂の美術館を楽しむ、
みつけてあなただけの"博色"、「路上生活をしている人に
アートを」考えるラボ、夢のイサム・ノグチグッズラボ、
平日ラボ、解説の無い建築ツアー、いつでもどこでも対話
型鑑賞、アニメーションとVTSを考える、「とびラー」を
考えるラボ、トビカン・モーニング・ツアー、みんなでつ
くるアート・コミュニケータ憲章、車椅子で巡る建築ツ
アー、マイノリティミュージアム、卒展さんぽ 2021、
VTS をイサム・ノグチの彫刻でするとは？、おいでよ・
ぷらっと・びじゅつかん、野外彫刻を味わう～イサム・ノ
グチへの道（仮）、ニュー冊子 2021ラボ、コミュニティに
ついて知る・考える会、旧館に親しむラボ、「花咲くマロ
ニエの木」ラボ
※詳細はとびらプロジェクトウェブサイトのとびラボペー
ジを参照のこと。https://tobira-project.info/tobilab

情報共有の仕組
　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。
　コロナ禍の本年度は、上記に加えて、オンライン会議シ
ステムであるZoomミーティングが情報共有を支える仕組
みとして重要な役割を果たした。

これからゼミと開扉会
　「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 4回、のべ参加者数47人。
「これからゼミ」から生まれた活動は下記の通りである。

・藝大生インタビュー ～平山さんと場づくりを考える～
平山匠（東京藝術大学 美術教育研究室修士課程）へのオ
ンラインインタビューと対話を通じて、アーティストと
協働し人々をつなぐアート・コミュニケータの社会での
活動について考える。

　上記のような活動を経て、2021（令和3）年3月には3年
の任期を満了したとびラーのための「開扉会（かいぴかい）」
が開催された。本年度は、三密を避けるため講堂とオンラ
イン配信を組み合わせて実施した。任期満了した7期とび
ラー 41人。

開扉式

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、任期満
了したアート・コミュニケータが運営する任意団体アー
ト・コミュニケータ東京に「障害のある方のための特別鑑
賞会」の運営協力を依頼している。館外では、同じく任意
団体アート・コミュニケータ東京が、東京都庭園美術館に
おいて障害のある方を対象とした「アート・コミュニケー
タとめぐる特別鑑賞ツアー」や「ベビーといっしょにミュー
ジアムツアー」を実施した。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団体（bridge）が前年度か
ら継続して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」というアイディアは
昨年度からさらに広がり、既に始動している札幌文化芸術
交流センター SCARTS、岐阜県美術館、たいけん美じゅ
つ場VIVA（茨城県取手市）に加えて、長野県信濃美術館（※
2021（令和3）年4月に長野県立美術館に改称）及び山口県
宇部市において「アート・コミュニケータ」の募集が開始さ
れ、具体的な取組みが展開されており、大きな期待が寄せ
られている。
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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 944人。
2013（平成25）年の事業開始から累計14,722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.49-51）
ウェブサイトhttps://museum-start.jp（ページビュー／ 113,987）

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・アーツカウンシル東京、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.37参照）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（美術学部特任准教授、「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、「あいうえの」プログラム･オフィサー）、金盛郁
子（美術学部特任助手、「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（「あいうえの」プログラム・オフィサー）、石丸郁乃。

「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（ビビハドトカダブック）」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。保護者には「あいうえの」を紹介した小冊子を配布。

ウェブサイトのリニューアル
　利用者のアクセシビリティを高め、情報をわかりやすく
伝え、コンテンツの回遊性を向上するため、ウェブサイト
のリニューアルを行った。旧サイトの特徴的なコンテンツ
であった、連携9館の豊富な参加型プログラムや展覧会情
報等を一望できる「ミュージアムカレンダー機能」や、参加
者による「冒険ノート」の「投稿フォーム機能」は継続しつ
つ、新たに、施設のみどころやそこで働く人々のミュージ
アム体験に関するインタビュー記事等を掲載した「連携各
館紹介ページ」を追加した。また、サイトリニューアルに
あわせて単色ロゴマークを新たに制作した。なお、SNS
を活用した広報として、10月より Instagramに公式アカウ
ントを開設し、参加者の「冒険ノート」を順次公開してい
る。※リニューアルサイト公開は2021（令和3）年4月

単色ロゴマーク
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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。広く公平に子供たちに参加し
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。
　本年度は、オンラインとリアルを組み合わせたブレン
ディッド・ラーニングや野外彫刻を活用したプログラムな
ど、今までにない切り口での学びを実現した。
実施したプログラムは以下のとおり。

（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。
・スペシャル・マンデー
　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。本年度は対象とする特別
展・企画展が中止となったため実施中止。

・うえのウェルカム
　上野公園のミュージアムの楽しみ方を知る・学ぶことが
できる学校対象プログラム。授業のねらいや目的にあわせ
た幅広い活動を行う。
対象／小、中、高等、特別支援学校・学級（申込状況により、
都外の学校も受入）
　本年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により昨
年度よりも少ない校数の受入れとなったが、コロナ禍の状
況を生かした新しい取組みを実施することができた。
「SDGs（持続可能な開発目標）とミュージアム」をテーマと
したブレンディッド・ラーニング型の探求学習の連続授
業、特別展が開催されず空室となっていた企画展示室を活
用し学芸員の仕事・展覧会の裏側を紹介するプログラム、
美術館の建物や野外彫刻を観察・鑑賞するプログラム、外
出が難しい特別支援学校のオンライン授業の受入等であ
る。こうした取組みを通じて、当館の文化資源を新たな視
点で活用するとともに、今後の授業開発等につながるプロ
トタイプをつくることができた。
全7回開催／参加5校、参加者数473人（児童・生徒数）
実施日：
8月24日（月）オンライン、9月12日（土）オンライン、10
月22日（木）リアル：私立東洋女子高等学校1年生（全3回
の連続授業）
11月9日（月）オンライン：都立墨東特別支援学校
11月9日（月）リアル：足立区立高野小学校5年生
12月17日（木）リアル：北区立田端小学校6年生
12月17日（木）リアル：台東区立浅草小学校5年生

リニューアルサイトトップページ

うえのウェルカム（私立東洋女子高等学校）
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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ことを目指している。
　コロナ禍の本年度は、まずは2019年度のファミリー・
プログラム「ムービー部」について、延期されていた最終回
を5月にオンラインで実施した。
　その後、本年度事業として、「オンライン鑑賞」と実際に
文化施設を訪れる「美術館体験」の2段階からなる「ブレン
ディッド・ラーニング」形式のプログラム「上野へGO!」を
実施した。

・2019年度ファミリー・プログラム「ムービー部」オンラ
イン上映会：

　2019年度のファミリー・プログラムの名称「キュッパ・
チャンネル」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するものである。
　連続5回のうち、映像を上映発表する最終回が2020（令
和2）年3月20日（金・祝）に予定されていたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により延期、5月17日（日）にオ
ンラインにて実施した。
　実施にあたっては、オンライン環境に不慣れな参加者の
ために前週にリハーサルを行った。また、上映会終了後に
は、参加者を交えて連続プログラム全体のふりかえりも
行った。
実施日：5月17日（日）
参加者数：子供23人、保護者6人、とびラー 53人（※
2020（令和2）年3月に任期満了した開扉とびラーも含む）

・「上野へ GO !」
実施日：
ステップ１　オンライン
　8月1日（土）、2日（日）、11月8日（日）、12月5日（土）
　全4日、1日2回・全8回実施
　参加者数：子供194人、保護者178人、とびラー 106人
ステップ２　リアル
　8月22日（土）、9月13日（日）、12月5日（土）、2021（令
和3）年3月26日（金） ※2021（令和3）年1月30日（土）は新
型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
　全4日、1日4回・全16回実施
　参加者数：子供143人、保護者144人、とびラー 42人

　オンラインで行われたステップ１では、作品画像を複数
の参加者で鑑賞する活動を通じて、ミュージアムで本物の
作品を鑑賞することへの期待感を醸成することをねらいと
した。オンラインでの鑑賞活動においても、とびラーが子
供たちの発見や気づきを聞き、子供たちが自由に意見を出
し合うことを促した。
　実際に文化施設を訪れるステップ2では、「ミュージア
ム・スタート・パック」を活用したプログラムを行った。
参加するファミリーはまずは当館を訪れ、「ミュージアム・
スタート・パック」を受け取り、その使い方を学ぶ。その後
「ミュージアムのリサーチャーになろう！」という呼びかけ
にあわせて、自分の目で観察し考えるきっかけとなるツー
ル（指令書）を受け取り、興味関心のある文化施設に移動
し、作品を鑑賞。当館を再訪し「指令書」に基づいた発見を
「ミュージアム・スタート・パック」の「冒険ノート」にまと
める活動を行った。とびラーは子供たちのそばに寄り添
い、発見や気づきを言葉にするサポートを行った。

うえのウェルカム（足立区立高野小学校） ムービー部上映会
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（3）ダイバーシティ・プログラム
　多様な文化的背景を持つ人々が、文化や言語を越えて違
いや共通点を知り、相互理解を深めるプログラム。様々な
社会的状況にある子供たちを対象に、2016年度から実施
している。児童養護施設、経済的困難を抱えた子供をサポー
トするNPO、外国にルーツを持つ子供をサポートする
NPOなど、関連する団体と連携し、文化や言語の違いを
超えて、子供や大人が出会い、対話することを目指してい
る。
　コロナ禍の本年度は、前年度に引き続き、「やさしい日
本語」を使った鑑賞と造形のプログラムを実施した。

・やさしい日本語プログラム　「うつくしい文字ってどん
なかたち？」

　活動テーマを「うつくしい文字ってどんなかたち？」
（”What Makes Letters Beautiful?“）とし、上野アーティスト
プロジェクト2020「読み、味わう現代の書」を鑑賞し、墨
で書かれた多様な書の表現に出会い、作品を見て感じた気

持ちや美しい文字を自分なりの形で墨を使って表した。
オーストラリア、イギリス、カナダ、韓国、日本など、多
様な国々にルーツを持つ子供たちが参加した。

実施日：11月23日（月・祝）
1回開催／参加者数：子供12人、保護者・引率者11人、
とびラー 11人

ステップ1　オンライン

ステップ2　リアル

アートスタディルームでの墨に親しむ活動

展示室での鑑賞（上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現代の書」）

アートスタディルームでの制作
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あいうえのコミュニティ
　「あいうえの」では、「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」を育む、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」を支える仕組みを用意して
いる。参加者全員が「あいうえのメンバーシップ」に登録す
ることができ、メンバーには専用ニュースレター（あいう
えの通信）を発行。ミュージアムや文化財を介したコミュ
ニティの形成へのステップを継続的に創出している。本年
度は、ニュースレターを全4回発行した。
　また、「ミュージアム・コミュニティ」においては、とび
ラーは重要なパートナーであり、とびラーの実践的な学び
の場を創出することで、とびラーにコミュニティの一員と
して主体的に関わってもらうことを目指している。この目
的を実現するため、全てのプログラムの前後には、事前の
準備会と事後の振り返り会を実施している。
　本年度は事前の準備会を35回実施、また、全てのプロ
グラムの後には振り返りを実施した。
実施回数：35回
参加者：とびラー 514人（※2020年3月に任期満了したと
びラー 10人を含む）

・アンバサダー・プログラム
　「アンバサダー・プログラム」とは、「あいうえのコミュ
ニティ」を広げる取組みの１つであり、とびラー自らが自
身の属するコミュニティから参加者を募って、「あいうえ
の」を紹介するものである。
　自身が属するコミュニティの子供やその保護者を対象
に、「あいうえの」の趣旨やコンセプトを自らの言葉で紹介
した上で、上野地域のミュージアムを体験するプログラム
を企画・立案することで、とびラーの「あいうえの」に対す
るより深い理解を醸成することを目指している。
　本年度は、2つの団体（※）との連携が企画され、うち１
つの団体を対象に、ファミリー・プログラム同様に、オン
ライン鑑賞とリアルの美術館体験を組み合わせたブレン
ディッド・ラーニング型のプログラムが行われた。

参加団体：Miracle Kids（ミラクルキッズ）Gakugeidai
実施日：9月26日（土）オンライン、11月3日（火・祝）リ
アル
参加者：子供36人、保護者・引率者53人、とびラー 37人
※2団体のうちもう1団体との連携については、2021（令
和2）年3月のプログラム実施を検討していたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大の影響により延期。2021（令和2）年4
月4日（日）に実施した。

学校プログラム準備会

ダイバーシティ・プログラム準備会

アンバサダー・プログラム
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障害のある方のための
特別鑑賞会

建築ツアー

　普段は来場者が多い特別展を、障害のある方がより安心
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「The UKIYO-E 2020─日本三大浮世絵コレク
ション」、「没後70年　吉田博展」にて各1回ずつ実施、合
計557人の参加者があった。新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、身体障害者手帳等をお持ちの方を対象とする
参加者定員を昨年度までの700人から大幅に削減。「The 
UKIYO-E 2020─日本三大浮世絵コレクション」では、250
人とその介助者1人まで、「没後70年　吉田博展」では400
人とその介助者1人までとした。また、展示室での混雑を
避けるため、受付を前年度までの午前・午後と大きく分け
た2部制から、1時間ごとの時間指定制に変更した。とび
らプロジェクトと連動し当日の運営には総計89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58人の「アー
ト・コミュニケータ東京」会員が参加した。
　本年度独自のプログラムとしては、「The UKIYO-E 2020 
─日本三大浮世絵コレクション」において、アート・コミュ
ニケータからのおもてなしの気持ちを伝え、コロナ禍でも
ゆるやかに参加者とつながることを目指した「ウェルカム
キット」というプレゼントを配付。美術館での思い出を募
集する「お手紙プロジェクト」や「とびラジオ（※p39参照）」
等を実施した。
［運営協力：任意団体アート・コミュニケータ東京］
9月14日（月）「The UKIYO-E 2020─日本三大浮世絵コレ
クション」
2021年3月22日（月） 「没後70年　吉田博展」
※各日とも開催時間は10:00～ 16:00、入室時間は1時間
ごとの時間指定制
（展覧会が中止となった「ボストン美術館展   芸術×力」、「イ
サム・ノグチ　発見の道」、「世界遺産ローマ展（仮称）」に
て予定していた鑑賞会は中止となった。）

　「とびラーによる建築ツアー」は、建築家・前川國男の設
計による当館の建物の魅力を味わうプログラムである。建
築家が込めた想い、歴史、建物の色・デザインといった建
築を楽しむポイントを切り口に、当館の建築空間をとび
ラーと対話しながら散策する。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プログラムを
展開している。奇数月の第3土曜日14時から開催。
　コロナ禍の本年度は、1回の参加者定員を前年度までの30
人から15人に削減し、参加方法も事前予約制とした。ま
た、実施当日はソーシャルディスタンスを保つため、2～
3人の少人数のグループにガイドを務めるとびラーが1人
付き、ワイヤレス無線機を使いながらツアーを実施した。
実施日：7月18日（土）、9月19日（土）、11月21日（土）
全3回開催、参加者計40人。
※5月、2021（令和3）年1月、3月の開催については、新
型コロナウイルス感染拡大の影響により中止した。

　上記の定例のツアーに加え、今年度初めての試みとし
て、とびらプロジェクトの建築実践講座と連動し、
「Museum Startあいうえの」のファミリー・プログラム「上
野へGO! ステップ2   リアル」（※詳細はp.43）の参加者を対
象とした「こども建築ツアー」を開催した。建築実践講座の
一環として、子供たちが建築をじっくり観察できるようにな
るための多様なプログラムをとびラーが複数のチームにわ
かれて企画し、その中の3チームのプログラムを実施した。
実施日：2021（令和3）年3月26日（金）
全5回開催、参加者：子供21人、保護者21人。

　また、多言語対応として、前年度に引き続き、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
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。

ウェルカムキット こども建築ツアー
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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、2013（平
成25）年度から「Museum Start あいうえの」（詳細はpp.41-
45）が始まり、小・中・高校生向けのプログラムに特化し
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入れ等
について触れる。
　2020（令和2）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.49-51参照）

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。また、学校教育活動として特別展・企画展・上野アー
ティストプロジェクト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。コロナ禍において
も、様々な環境にある児童・生徒の美術館での学びの機会
の担保に寄与することを目指し、上野アーティストプロ
ジェクト2020「読み、味わう現代の書」及び「没後70年　
吉田博展」にて実施した。（※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88人、引率教員10人。

教員向け研修
　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。本年度は2021年2月に
実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影
響により中止となった。
　研修協力としては、小学校教員の依頼により、東京都公
立学校中堅教諭等資質向上研修を「Museum Startあいうえ
の」のファミリー・プログラム「上野へGO!」で受入れ。コ
ロナ禍での美術館におけるオンラインでの学びの実践を体
験する機会を提供した。

ティーチャーズ・ウィーク
　例年、小・中・高等学校・特別支援学校の教員を対象に、
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「ティーチャーズ・
ウィーク」とし、美術館での鑑賞授業を検討してもらう場
としている。
　本年度は、上野アーティストプロジェクト2020「読み、
味わう現代の書」のみでの実施となった。
参加人数5人。

専門的人材の育成
　美術館を支える専門的な人材育成を行っている。将来の
文化芸術活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、オンライン及びリア
ルの場での実践的な学びを深めてもらった。
　また、依頼のあった大学の学芸員課程の授業等を受け入
れ、アート・コミュニケーション事業の理念や活動をオン
ラインで伝える機会とした。対応校3校、参加学生33人。
　加えて、昨年度に引き続き、博物館の学芸担当者等を対
象とする文化庁主催の「ミュージアム・エデュケーション
研修～多様な学び手とのかかわりを考える～」への協力も
行った。なお、コロナ禍の本年度は、参加者数を半分に縮
小した上で行われた。

建築ツアー参加者に対応するインターン生
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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、連携展、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ている。
　2020（令和2）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.49-51参照）

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、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する鑑賞
ツール「とびらボード」（磁気式のお絵かきボード）の貸出
を行っていたが、本年度は新型コロナウイルス感染拡大の
影響により中止とした。また、例年作成していた、展覧会
のテーマや内容をわかりやすく伝える特別展ジュニアガイ
ドについても、本年度は発行が中止となった。
　「没後70年　吉田博展」では、関連プログラムとして、
からだ全体で作品をあじわうダンス・プログラム「ダンス・
ウェル」を初めてオンラインで2回実施した。期間限定で
プログラム当日の様子をまとめた動画の公開も行った（※
詳細はp.17）。

2　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、上野アーティストプロジェクト
2020「読み、味わう現代の書」にて、プログラムが開催さ
れた。（詳細はp.39参照）

「Museum Start あいうえの」こども環境学会賞 受賞
　公益財団法人こども環境学会が公募する「2019年度（第
15回）こども環境学会賞」にて、ミュージアムを介した社
会参加のデザインとして「Museum Start あいうえの」が「活
動賞」を受賞した。4月に受賞発表、11月に授賞式が行わ
れ、「こどもの環境」に関わりのある教育学や社会学、環境
工学といった様々な学問分野の専門家に対して、アート・
コミュニケーション事業を広く発信する機会を得た。
　審査委員からは「子どもが主体的に参加し、主体的に遊
び・学ぶ姿勢に寄り添った取組みにより、子ども主体の実
践活動を生み出す新しい文化教育活動として高く評価され
た。特に、現代社会の課題として、このような芸術系の作
品などに触れる機会が少なくならざるを得ない貧困家庭や
養護施設の子どもたちに、外部団体とも連携してアートに
触れる機会をつくり、そうした状況を克服して子どもたち
の承認欲求に応えて自己肯定感を育む取組みやダイバーシ
ティプログラムによって困難をかかえる子どもたちへの支
援にむかう姿勢に多大な共感を覚える。また、関心ある大
人が子どもたちを受け入れる「きく力」を育むファシリテー
タとしての学びを展開した後、3年を上限とするファシリ
テータ経験を積めるという仕組みは、多くの大人が世代や
性別を超えて子どもの学びに参加できる場の提供であり、
こうした取組みが全国に増えていくことを期待したい。」と
いうコメントが寄せられた。

社会包摂をテーマとする財団内連携事業の実施
　コロナ禍での文化の持つ社会包摂機能を改めて考える機
会として、東京都、東京文化会館、アーツカウンシル東京
主催、当館及び東京都現代美術館が連携し「社会包摂につな
がるアート活動のためのフォーラム「コロナ禍に社会包摂
アート活動を考える～美術館とホールのオンライン／オフ
ライン事例から」をオンラインで開催。本年度の当館の実
践を発信するだけにとどまらず、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。

ダンス・ウェル（講師の白神ももこ氏と酒井直之氏）

CozyCozyアートワークショップ ようこ書！びじゅつかん

事業の発信・成果の発表

活動賞受賞賞状
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アート・コミュニケーション事業2020（令和2）年度 実績

2020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：15,365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11日、25日、5月9日、23日、6月6日、20日
いずれも土曜日

6回 476 0 0 476

鑑賞実践講座 6月22日（月）、29日（月）、7月6日（月）、25日（土）、
26日（日）、8月31日（月）、10月12日（月）、11月2日（月）、
2021年1月25日（月）

のべ9回
（全7回）

471 0 24 495

アクセス実践講座 6月28日、7月5日、8月30日、10月4日、12月13日、
2021年1月10日 いずれも日曜日

6回 432 0 60 492

建築実践講座 6月27日、7月18日、8月1日、9月26日、10月24日、
11月24日、12月12日、2021年1月9日 いずれも土曜日

8回 430 0 0 430

特別鑑賞会に関する準備講座 8月15日（土） 1回 56 0 0 56

10期とびラー 2次面接 2021年3月12日（金）、13日（土）、14日（日） 3日間 0 0 130 130

とびらステーション 12月19日（土） 1回 108 0 0 108

開扉会 2021年3月28日（日） 1回 116 0 0 116

とびらプロジェクト・フォ
ーラム

第一部：「コロナとコミュニティ―デジタル時代の
“リアル”に関わる力」

2021年2月6日（土） 1回 74 0 451 525

第二部：「とびラボ　オープンセッション」 53 0 157 210

事業withとびラー 「みんなで作ろう！とびらくご」 10月31日（土）、11月1日（日）、15日（日）、12月7日（月）、
14日（月）、20日（日）

6回 85 0 0 85

講座連携プログラム Zoom接続テスト 4月5日（日）、9日（木） 2回 43 0 0 43

とびラボについて考える会 5月16日（土） 1回 115 0 0 115

実践講座説明及び第3回基礎講座視聴会 5月23日（土） 1回 106 0 0 106

スタッフと考える会 10月31日（土） 1回 12 0 0 12

アクセス実践講座連動　OriHime体験 10月18日（日）、31日（土） 2回 9 0 0 9

都美連携プログラム スタッフ鑑賞研修会（没後70年　吉田博展） 2021年1月28日（木） 1回 23 0 0 23

都美セレクショングループ展2020事前勉強会 8月30日（日） 1回 56 0 0 56

特別展事前勉強会（没後70年　吉田博展） 2021年1月10日（日） 1回 56 0 0 56

特別展事前勉強会（イサム・ノグチ　発見の道 ） 2021年1月23日（土） 1回 44 0 0 44

企画展事前勉強会（Walls & Bridges  世界にふれる、
世界を生きる）

2021年1月31日（日） 1回 24 0 0 24

野外彫刻洗浄 11月16日（月） 1回 17 0 0 17

「障害のある方のための特別鑑賞会」準備日 9月6日（日）、12日（土） 2回 65 0 0 65

「障害のある方のための特別鑑賞会」会場下見 8月14日（金）、18日（火）、19日（水）、20日（木）、
21日（金）、25日（火）、26日（水）、27日（木）、28日（金）

9回 38 0 0 38

「とびラーによる建築ツアー」事前準備会 7月11日（土）、9月5日（土）、12日（土）、11月7日（土）、
2021年3月6日（土）

5回 48 0 0 48

「とびラーによる建築ツアー」共有会 2021年3月20日（土） 1回 25 0 0 25

「とびラーによる建築ツアー」トライアル 9月5日（土）、12日（土） 2回 10 0 0 10

「子供建築ツアー」事前準備会 2021年3月6日（土）、20日（土） 2回 25 0 0 25

NPO法人ARDA三ツ木紀英氏  修士論文研究発表会 2021年3月28日（日） 1回 94 0 0 94

藝大連携プログラム
（講義など）

藝大生インタビュー 10月～ 12月 9回 30 0 0 30

とびラボ とびラボ　ミーティング 4月～ 2021年3月 525回 7,247 0 4 7,251

とびラボ発プログラム（上野
アーティストプロジェクト展）

Cozy Cozyアートワークショップ　ようこ書！びじ
ゅつかん

12月6日（日） 1回 24 0 15 39

これからゼミ これからゼミ ミーティング 4月～ 2021年3月 4回 47 0 0 47

視察対応等のアート・コミュ
ニケーション事業連携

のべ55団体 4月～ 2021年3月 55回 13 0 181 194

開扉とびラーとの連携 スタッフ鑑賞研修会、特別展事前勉強会、障害のあ
る方のための特別鑑賞会・準備日・会場下見、とび
ラボミーティング

4月～ 2021年3月 41回 0 268 0 268

合計 10,472 268 1,022 11,762

※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.36-P.40）　プログラム参加のべ数 11,762人 / アート・コミュニケータ登録者数142人
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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
※3

こども 保護者・
引率者等

学校プログラム※1
・うえのウェルカム
5校
参加生徒・児童数473名

私立東洋女子高等学校 8月24日（月）、9月12日
（土）、10月22日（木）

1回
（3日間）

34 264 18 316

足立区立高野小学校 11月9日（月） 1回 28 59 4 91

都立墨東特別支援学校 11月9日（月） 1回 12 13 2 27

北区立田端小学校 12月17日（木） 1回 29 83 6 118

台東区立浅草小学校 12月17日（木） 1回 24 54 4 82

ファミリー・プログラム ムービー部（リハーサル、上映会、ふりかえり） 5月10日（日）、17日（日） 3回 73 55 9 137

上野へGO!ステップ1　オンライン 8月1日（土）、2日（日）、
11月8日（日）、12月5日
（土）

8回 106 194 178 478

上野へGO!ステップ2  　リアル※2 8月22日（土）、9月13日
（日）、12月5日（土）、
2021年3月26日（金）

16回 42 143 144 329

Zoom接続テスト会（上野へGO!ステップ1
オンライン）

7月30日（木） 1回 0 2 3 5

ダイバーシティ・プログラ
ム

やさしい日本語プログラム「うつくしい文字
って　どんなかたち？」

11月23日（月・祝） 1回 11 12 11 34

学び合いカフェ 各プログラムのとびラー対象準備日 5月～ 2021年3月 35回 514 0 0 514

アンバサダープログラム Miracle Kids（ミラクルキッズ）
Gakugeidai 

9月26日（土）、11月3日
（火）

2回 37 36 53 126

専門家教育 国際基督教大学 5月23日（土）　 1回 0 29 0 29

視察 のべ30団体 0 0 30 30

合計 910 944 462 2,316

※1 スペシャル・マンデーは対象となる特別展・企画展が開催中止のため実施中止
※2 2021年1月30日（土）は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
※3 ムービー部のとびラー人数には15人、学び合いカフェのとびラーの人数には10人の開扉とびラーを含む

※6月8日（月）、10月26日（月）、2021年3月1日（月）は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止
※開扉とびラーの参加者は、「開扉とびラーとの連携」としてとびらプロジェクトでカウント

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

とびラーによる建築ツアー※ 7月18日、9月19日、11月21日、いずれも土曜日※ 3回 38 0 40 78
こども建築ツアー 2021年3月26日（金） 5回 13 0 42 55
合計 51 0 82 133

※5月16日（土）、2021年1月23日（土）、3月20日（土）は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
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※

The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション 9月14日（月） 1回 55 271 326

没後70年　吉田博展 2021年3月22日（月） 1回 34 286 320
合計 89 557 646

Museum Start あいうえの（p.41-p.45）　プログラム参加のべ人数 2,316人

障害のある方のための特別鑑賞会（p.46） 　プログラム参加のべ人数 646人

とびラーによる建築ツアー（p.46） 　プログラム参加のべ人数 133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
児童・生徒等 教員等＊

観覧料免除申請
（都内教育機関）

上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現
代の書」

11月18日（水）～ 2021年1月7日（木） 3回 47 7 54

没後70年　吉田 博展 2021年1月26日（火）～ 3月28日（日） 2回 41 3 44
教員向け研修※ 中堅教諭等資質向上研修Ⅰ受入（大田区立久原小学

校）
8月2日（日） 1回 0 1 1

教員向け研修　ティーチャ
ーズ・ウィーク

上野アーティストプロジェクト2020「読み、味わう現
代の書」

11月21日（土）～ 29日（日） 1回
（10日間）

0 5 5

専門的人材の育成 立教大学 4月11日（土） 1回 1 0 1
政策研究大学院大学 7月25日（土） 1回 15 1 16
東京都立大学 11月28日（土） 1回 17 3 20
文化庁主催　第10回ミュージアム・エデュケーショ
ン研修

10月7日（水）～ 9日（金） 1回
（3日間）

57 70 127

合計 178 90 268

※2021年2月19日（金）に予定していた教員向け研修「ティーチャーズデイ」は新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止

＊学校連携、展覧会関連プログラム、事業の発信・成果の発表の教員等／一般参加者等には視察者、講師等を含む

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＊

没後70年　吉田博展 ダンス・ウェル 2021年2月23日（火）、28日（日） 2回 0 0 55 55

合計 0 0 55 55

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＊

財団内連携事業 社会包摂につながるアート活動のためのフォーラム
「コロナ禍に社会包摂アート活動を考える」

2021年1月26日（火） 1回 0 0 185 185

合計 0 0 185 185

学校連携 （p.47） 　プログラム参加のべ人数 268人／インターン受入人数 2人

展覧会関連プログラム（p.48）　プログラム参加のべ人数 55人

事業の発信・成果の発表（p.48）　プログラム参加のべ人数 185人
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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。2020（令和2）年7月1日（水）
以降、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、席数
を減らし、インターネット端末の利用を中止している。

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4月1日（水）～ 6月30日（火）
　　　　（新型コロナウイルス感染拡大の影響により休室）

映像資料「佐藤慶太郎と東京都美術館のあゆみ」の公開
　「東京都美術館生みの親」佐藤慶太郎の志とその意志を受
け継ぎ、日本近代美術の歴史を支えてきた東京都美術館の
あゆみを紹介する映像資料を制作した。かつて当館の学芸
員として佐藤慶太郎氏の活動に触れ、研究を続けられてき
た齊藤泰嘉氏（筑波大学名誉教授）監修により、和英2言語
にて制作した本資料には、佐藤慶太郎の功績を振り返ると
ともに、建築家 岡田信一郎の設計による「旧館」の重厚な
建物を詳細に再現したCG映像や当館アーカイブズ資料も
多数含めた。アートラウンジ内にて完全版（約20分）を自
由に視聴できるようにしたほか、簡易版（約4分）をウェブ
サイトに掲載した。
　本映像資料は、佐藤慶太郎のご子孫である佐藤加代子氏
からのご寄付により制作した。

北欧の家具が配されたアートラウンジ

映像資料視聴コーナー

東京都美術館　アーカイブズ資料展示
※詳細はP55

アーカイブズ資料展示 会場風景



55

ポスター
 1  東京府美術館建築横断面模型（竣工当初）  2000年製作  1:100スケール　
製作：市原忍　所蔵：齊藤泰嘉

 2 東京都美術館外観模型（第2次増改築後）
 3 佐藤慶太郎肖像　撮影年不詳　モノクロ写真
 4  上野公園略図（『大正十五 /昭和元年度東京府立美術館年鑑』昭和3
［1928］年、東京美術館［原文ママ］より）

 5 東京府美術館定礎式　1925年撮影　モノクロ写真
 6 金鏝、金槌　1925年制作　制作：香取秀真
 7 旧館建設風景　1924-26年撮影　撮影：大塚工藝社　モノクロ写真
 8 旧館建設風景　1924-26年撮影　撮影：大塚工藝社　モノクロ写真
 9 旧館建設風景　1924-26年撮影　撮影：大塚工藝社　モノクロ写真
 10 旧館建設風景　1924-26年撮影　撮影：大塚工藝社　モノクロ写真
 11  東京府美術館正面（『國際建築時論』1926年4月、Vol. 2, No. 4、國際
建築協会より）

 12 東京府美術館を象った容器　制作年不詳
 13 東京府美術館 正面　制作年不詳　発行：合資会社巧藝社　絵葉書
 14  東京府美術館 彫刻陳列室　制作年不詳　発行：合資会社巧藝社　絵
葉書

 15 東京府美術館 貴賓室　制作年不詳　発行：合資会社巧藝社　絵葉書
 16 美術館設計図 彫刻陳列室階段詳細図　制作年不詳
 17 東京府美術館 正面玄関広間　1926年頃撮影　モノクロ写真
 18  東京府美術館 2階 絵画陳列室　撮影年不詳　撮影：大塚工藝社　モ
ノクロ写真

 19  東京府美術館 1階 工芸陳列室　1926年頃撮影　撮影：大塚工藝社　
モノクロ写真

 20 東京府美術館 1階 食堂　1926年頃撮影　撮影：大塚工藝社
 21 美術館設計図 地階［1階］平面図　年代不詳
 22 東京府美術館増築工事設計図 屋根伏図　年代不詳
 23  東京都美術館平面図（『開館三十周年記念東京都美術館概要』昭和30
［1955］年、東京都教育委員会より）

 24 旧館第2次増改築工事　1957年8月27日撮影　モノクロ写真
 25 増改築のしおり
 26  「大原孫三郎氏蒐集泰西美術展覧会」展示風景　1928年撮影　モノク
ロ写真

 27 彫刻陳列室の展示風景　撮影年不詳　モノクロ写真
 28 絵画陳列室の展示風景　1950年代頃撮影　モノクロ写真
29  「日本洋画の『あけぼの』明治初期洋画展」展示風景　1956年撮影　モ
ノクロ写真

30 雪の日の美術館　1954年1月撮影　モノクロ写真
31 旧館外観　1960年撮影　モノクロ写真

32 彫刻陳列室の展示風景　1972-74年撮影　カラー写真
33 絵画陳列室の展示風景　1972-74年撮影　カラー写真
34 旧館外観　撮影年不詳　モノクロ写真
35 新館建設風景　1972-75年撮影　カラー写真
36 旧館と新館を写した航空写真　1975年撮影　カラー写真
37 東京都美術館 開会式　1975年撮影　モノクロ写真
38 旧館取り壊し工事 記録写真　1976年撮影　モノクロ写真
39 旧館取り壊し工事 記録写真　1976年撮影　モノクロ写真
※保存のため、図面、写真はすべて、当館所蔵のアーカイブズ資料の複
製を展示した。

東京都美術館　アーカイブズ資料展示
「旧館を知る」
会期／2020（令和2）年10月6日（火）～ 12月6日（日）
会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
出品資料／39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

　「旧館を知る」と題し、1926年にさかのぼる東京府美術
館が開館した当時の建物をテーマに、当館所蔵（一点を除
く）のアーカイブズ資料を通じて、建物の建設から取り壊
しまでの流れを振り返った。展示は「美術館の建設」「美術
館の完成」「増改築の歴史」「在りし日の旧館」「美術館の
取り壊し」の5章で構成し、建設工事や竣工時の様子を伝
える写真、岡田信一郎による設計図、開館時に制作された
絵葉書や記念品などの資料を紹介した。また、竣工時の模
型と増改築後の模型をあわせて展示した。

1

3

18

31
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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／ 238日
利用者数／ 1,493人（1日平均6人）

 利用者数 開室日数 1日平均
4月 0 0 0
5月 0 0 0
6月 0 0 0
7月 118 22 5
8月 142 30 5
9月 189 29 7
10月 220 29 8
11月 188 28 7
12月 95 25 4
1月 80 20 4
2月 217 26 8
3月 244 29 8
計 1,493 238 6
※1日平均は四捨五入
※4月1日（水）～ 6月30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 44 189 8 0 0 0 0
寄贈 148 527 426 232 101 43 81
計 192 716 434 232 101 43 81

受入れ冊数　2020（令和2）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

8,959 19,681 16,747 6,025 944 1,616 223 54,195

蔵書冊数（2021（令和3）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。2020
（令和2）年7月1日（水）以降、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から、入室制限を行っている。

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／午前の部　10:00～ 13:00
　　　　　午後の部　14:00～ 17:00
　　　　　各部5名まで（先着順）
事前予約制／電話による事前予約制
休室日／第1、第3月曜日（祝日・振替休日の場合は翌日）、
　　　　整備休室のほか、美術館に準ずる
臨時休室／ 2020（令和2）年4月1日（水）～ 6月30日（火）
 （新型コロナウイルス感染拡大の影響により休室）
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レストラン・カフェ

実績（2020（令和2）年度来店客数）
RESTAURANT MUSE ／ 34,173人
RESTAURANT Salon ／ 0人
cafe Art ／ 7,074人

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業
RESTAURANT MUSE 4月1日～ 6月30日
RESTAURANT Salon 4月1日～ 3月31日
cafe Art　  4月1日～ 7月22日、9月23日～ 3月15日

　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〈2021（令和3）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／ 21,418人

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う臨時休業
4月1日～ 6月30日
（10月1日～令和3年1月25日は時間を短縮して営業）

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～
2021（令和3）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 121
切子の指輪 江戸切子 堀口徹×小宮山洋 46
mixed pendant 江戸象牙 片山紀史夫×峰岸奈津子 63
鼈甲ブックマーカー 江戸鼈甲 大澤健吾×廣田尚子 186
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 197
木彫ルーペ 江戸木彫刻 渡邉宗雲×渡邉純人 175
結－yuu- 東京くみひも 川勝新一×なごみ 141
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 1,125

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）
※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により実施なし

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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため利用中止

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）

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

ステッカー横 17cm縦 19cm

実績
実施日数／ 18日
利用者数／ 27人（1日平均 1.5人）

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いる。
※令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により実施なし

来館者サービス
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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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　2020（令和2）年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影
響により、従来とは大きく異なる広報を実施した。SNS
を活用した双方向を重視した企画や近隣施設と連携したオ
ンライン企画、VR画像を活用した展示紹介など、休館中
であっても来館者と「つながる」活動を多岐にわたり展開
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言語で年1回制作し、館
内外で配布した。広報誌「東京都美術館ニュース」は、コロ
ナ禍における事業紹介やプログラム報告に加え、オンライ
ンや電話取材によるインタビュー記事も掲載し、日英併記
で年3回発行した。いずれもコロナ禍に応じた発行回数、
印刷部数とした。

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約800万と、臨
時休館や展覧会延期の影響が顕著だったが、ツイッター
（日・英）、フェイスブックともフォロワー数は順調に増加
した。ウェブサイトでは、臨時休館や展覧会別の休室・中
止情報などを迅速にかつ的確にわかりやすく掲出すること
に努めた。ツイッターでは中止になった展覧会の作品解説
などを配信し、投票機能を活用したクイズを実施したとこ
ろ、多くの方に参加いただき、休館中にも関わらず、フォ
ロワーが約1,000人増加した。

広報事業

　・「ボストン美術館展　芸術×力」ツイッター企画
実施日：2020年4月23日～ 6月8日
投稿内容：作品解説、展示模型紹介、クイズ等
投稿数：136　クイズ出題数：40
延べ参加人数：13,426人

　また、「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレク
ション」、「没後70年　吉田博展」では、来場が叶わない方
のために展示会場のVR画像を無料配信し、自宅でも展覧
会を楽しんでいただけるようにした。

「没後70年　吉田博展」 VR画像
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○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
H25年度 6,155,741 10,376人 1,669人
H26年度 10,334,828 19,537人 4,462人
H27年度 12,473,648 61,850人 7,695人
H28年度 16,791,673 116,543人 13,513人
H29年度 12,993,661 145,319人 17,395人
H30年度 17,949,956 160,148人 21,761人
H31年度 16,704,295 173,991人 23,530人
R2年度 8,000,324 187,626人 26,880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
　公園内等への各種サインボードは、当館で初めて実施し
た「日時指定入場制」であることを強調するなど工夫した。
「吉田博展」ではアニメーション好きなど新たなターゲット
に向けたSNS広告を実施した。

プレスリリース作成、取材対応及び取材誘致
　美術業界紙・誌のほか、一般情報誌向けにプレスリリー
スを配信。電話・FAX・メールでの記事掲載対応のほか、
取材対応・撮影・収録立会いなどを行った。

各種メディアへの放映・掲出件数
　TV・ラジオ／73件、新聞／276件、雑誌等／1,900件

他の文化施設、商業施設等との広報展開
　近隣商業施設が発行する優待カタログ「チケ得」への展覧
会情報の掲載のほか、ポスチラ配架・掲出、告知協力など
を実施した。「The UKIYO-E 2020」では、エキュート上野・
エキュート日暮里による協力企画を実施するなど、地域連
携による広報強化に努めた。

地域連携
　それぞれの組織において、連携しながら、コロナ禍なら
ではの取り組みを実施した。
・上野ミュージアムウィーク：実施中止
・上野の山文化ゾーン連絡協議会：情報交換、各種パンフ
レット制作など（ウェブサイトにて公開、一部印刷）

・上野文化の杜新構想事業
（1）「文化の杜の音めぐり2021」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オンラインコンサート。
　配信：2021年2月26日～ 3月31日
　参加館：東京国立博物館・国立科学博物館・東京都美術

館・東京文化会館・上野の森美術館・旧東京音
楽学校奏楽堂
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（2）  トーハク×都美 連携ガイド「めぐる美術～黒田清輝と
吉田博～」

　上野公園の3館（東京都美術館、東京国立博物館、黒田
記念館）をめぐり、日本近代美術の発展に重要な役割を担っ
た黒田清輝と吉田博の足跡をたどる回遊型プログラム。コ
ロナ禍の状況を鑑み、会場以外からも無料で視聴でき、ス
マートフォン、タブレット、パソコンでもアクセスできる
仕様とした。英語テキストとともに、聴覚障害者用に日本
語のテキストも掲載。
　配信：2021年2月9日～ 2021年3月28日
　対象：東京都美術館「没後70年　吉田博展」
　　　　東京国立博物館 本館18室《精華》（吉田博筆）
　　　　東京国立博物館 黒田記念館
　企画：東京国立博物館、東京都美術館、上野文化の杜新

構想実行委員会
　制作：株式会社アコースティガイド・ジャパン

（3）地域SNSアプリ『みんなのうえの』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す地域SNSアプリ『みんなのう
えの』（『PIAZZA』より改称）。SNSを通じた情報交換やイ
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取り組みを継続して実施。

年報発行
　「平成31年度 東京都美術館年報」（Tokyo Metropolitan 
Art Museum Annual Report 2019）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31年度　東京都美術館年報
Tokyo Metropolitan Art Museum Annual Report 2019

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。2020（令和2）年度は以下の通り。

スチール撮影
　許可件数／ 3 撮影件数／ 3 撮影日数／ 3
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

　展覧会をはじめ美術館の様々な事業は調査研究の上に成
り立っている。リニューアルオープンを機に、数々の自主
企画を新たに展開することとなり、調査研究活動は一層重
要性を増した。博物館法による博物館相当施設として、調
査研究の成果を明確に示す必要性がある。調査研究の成果
は展覧会図録等で発表している。また、美術や美術館に関
する職員の知見は、寄稿や講演などにより、より広く社会
に還元するように努めている。紀要及び職員別の取り組み
は以下の通り。

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

　2020（令和2）年度は、『東京都美術館紀要 No.27』を発行
した。巻末に、各論文の英文概要を掲載した。内容は以下
の通り。
・稲庭彩和子「コロナ禍における美術館と高等学校の連携
──ブレンディッド・ラーニングの事例から」pp. 5-10
・河野佑美「コロナ禍における「Museum Start あいうえの」　
ファミリー・プログラムの実践」pp. 11-19

・熊谷香寿美「美術館で育む「ウェルビーイング」の場づくり
──コロナ禍におけるとびらプロジェクトの活動報告」
pp. 21-27

・山村仁志「所蔵作品紹介　堀内正和　《三本の直方体 B》」
pp. 29-37

・小林明子、山村仁志／編「「美の殿堂」から「アートへの入
口」へ──東京都美術館館長・真室佳武によるオーラル・
ヒストリー」pp. 39-51

著作・講演等　※五十音順

●井口広大
【著作・寄稿】
「さまざまな思いを呼び起こす学校教育展」『東京都美術館
ニュース』No.465、2020年12月31日、　pp.10-11

●稲庭彩和子
【著作・寄稿】
・「多様な価値を対等に分かち合う博物館活動 第1章 人々
とともに成長する「Museum Start あいうえの」の挑戦と
課題」共著『発信する博物館 持続可能な社会に向けて』、
ジダイ社、2021年2月

・「第3章 つなぐ-つながりに気づく場所」 共著『メディア
としてのミュージアム（東洋英和女学院大学社会科学研
究叢書9）』、春風社、2021月3月

・共著『Designing Society Through Art - A Collaboration 
Between Citizens and Cultural Institutions （English Edition）』
Kindle版、小学館、2021年3月

・「コロナ禍における美術館と高等学校の連携 ─ブレン
ディッド・ラーニングの事例から」『東京都美術館紀要』
No.27、2021年3月、pp.5-10

【講演・セミナー】
・「ミュージアムとウェルビーイング」、とびらプロジェク
ト基礎講座第2回、4月25日、オンライン
・パネル・ディスカッション「博物館の多様性と包摂性を
考える」、国際シンポジウム「平等を実現する場としての
博 物 館： 多 様 性 と 包 括 性　Museums for Equality: 
Diversity and Inclusion 2020」、公益財団法人日本博物館
協会主催、5月16日、オンライン
・「作品をみる体験とは？」、とびらプロジェクト基礎講座
第4回、5月23日、オンライン
・「コロナ禍（COVID- 19）と文化資源 ─今、ミュージアム
のは」、文化資源学会オンライン研究会  第1回、5月31日、
オンライン
・「作品と考える─わかるとは何か」、とびらプロジェクト
鑑賞実践講座1、6月22日、オンライン

・「アート力とアートコミュニケーター」、UBEアートコミュ
ニティ・うーばープロジェクト・シンポジウム、UPR
スタジアム、8月23日
・UBEアートコミュニティ・うーばープロジェクトオリエ
ンテーション講座、俵田翁記念体育館 、9月19日
・UBEアートコミュニティ・うーばープロジェクト基礎

東京都美術館紀要 No.27
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講座1、俵田翁記念体育館、10月24日
・文化庁子ども文化体験シンポジウム 動画クリエイター
とめぐる文化プログラムツアー、東京ポートシティ竹橋
ポートホール、11月15日
・「これからの美術館・博物館の役割や存在意義」、令和2
年度宮崎県立美術館学芸担当職員研修会、宮崎県立美術
館、12月4日
・「変化する美術館の役割─美術館とウェルビーイング」、
武蔵野美術大学 芸術文化特論、武蔵野美術大学、12月8日
・「Museum Start あいうえの 学校プログラム」、全国美術
館会議 教育普及研究部会 令和2年度第1回、12月15
日、オンライン

・UBEアートコミュニティ・うーばープロジェクト基礎
講座4、12月26日

・「多様性とウェルビーイングを考える 第１回多文化共生
に向けた取り組み」、東京都歴史文化財団研修、1月22
日、オンライン

・「コロナ禍に社会包摂アート活動を考える─美術館とホー
ルのオンライン /オフライン事例から」、社会包摂につな
がるアート活動のためのフォーラム、公益財団法人東京
都歴史文化財団 東京文化会館、1月26日、オンライン
・フォーラム「コロナとコミュニティーデジタル時代の“リ
アル”に関わる力」、東京都美術館×東京藝術大学「とび
らプロジェクト」、2月6日、オンライン

【委員・その他の学術活動】
・文化庁 博物館の運営管理に関する研修のための企画運
営会議委員

・静岡県立美術館第三者評価委員
・福岡県 新・福岡県立美術館基本計画策定委員会委員
・令和2年度「芸術文化活動を通じた共生社会を目指す取
組『CONNECT⇔』」事業の企画・運営業務案 審査委員

・文化庁 動画配信クリエイターによる文化プログラムの
認知度向上に資する動画コンテンツの制作等企画選定委
員会委員

●大橋菜都子
【著作・寄稿】
・「ボストン美術館展　芸術×力」『うえの』、2020年4月
号、pp. 27-29

・「開かれた「宮廷のくらし」──マージョリー・メリウェザー・
ポストのジュエリーコレクションから」『ボストン美術館
展　芸術×力』、日本テレビ放送網、2020年、pp. 94-95
・「ゴッホに魅せられた収集家ヘレーネ・クレラー＝ミュ

ラー」『美術の窓』、2021年1月号、p. 30
【講演・セミナー等】
・一橋大学言語社会研究科「博物館展示論」、一橋大学大学
院、2020年度秋冬学期
・「コロナ禍の美術館　東京都美術館の事例から」、シンポ
ジム「今を語る、今を聴く コロナ禍における芸術と社会
｣、一橋大学「芸術と社会」研究会、オンライン、2020年
10月31日
・国際基督教大学学芸員資格課程（博物館展示論）「展覧会
の舞台裏／コロナ禍の展覧会」、2021年2月12日

●熊谷香寿美
【著作・寄稿】
・「とびらプロジェクトの価値を振り返り、これからを考
える。とびらプロジェクトフォーラム」『東京都美術館
ニュース』No.464、2020年9月、pp.8-9

・「アート・コミュニケータと一緒につくるおもてなしの
日　障害のある方のための特別鑑賞会」『東京都美術館
ニュース』No.465、2020年12月、pp.8-9
・「美術館で育む「ウェルビーイング」の場づくり─コロナ
禍におけるとびらプロジェクトの活動報告」『東京都美
術館紀要』No.27、2021年3月、pp.22-27

【講演・セミナー等】
・一橋大学大学院言語社会研究科「生涯学習概論」、一橋大
学、2020年度秋冬学期

●河野佑美
【著作・寄稿】
・「コロナ禍における「Museum Start あいうえの」ファミリー
プログラムの実践」『東京都美術館紀要』No.27、2021年
3月、pp.11-19

【講演・セミナー等】
・「東京都美術館の建築と歴史」、とびらプロジェクト建築
実践講座第1回、6月27日、オンライン

●小林明子
【著作・寄稿】
・「没後70年　吉田博展」『うえの』、2021年1月号、pp.40-42
・「没後70年　吉田博展」『美術の窓』No. 448、2021年1月号、p.57
・「没後70年　吉田博展」『毎日新聞』、2021年1月21日朝刊、

p.20
・「美が、摺り重なる　吉田博展」『毎日新聞』、2021年2
月5日朝刊、p.21／2021年2月7日朝刊、p.21／2021年
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2月10日朝刊、p.19
・「没後70年　吉田博展 作品の魅力」『毎日新聞』、2021
年3月5日夕刊、p.3／ 2021年3月12日夕刊、p.3

・「2020年度 アーカイブズ資料展示 旧館を知る」『東京都
美術館ニュース』No. 466、2021年3月、p.13

・「「美の殿堂」から「アートへの入口」へ──東京都美術館館
長・真室佳武によるオーラル・ヒストリー」（小林明子、山村仁
志／編）『東京都美術館紀要』 No. 27、2021年3月、pp. 39-51

【講演・セミナー等】
・十文字女子学園大学教育人文学部文芸文化学科「西洋美
術史」、十文字女子学園大学、2020年度前期
・十文字女子学園大学教育人文学部文芸文化学科「博物館
学実習 I」、十文字女子学園大学、2020年度後期

・東京都立大学オープンユニバーシティ講座「「没後70年　
吉田博展」：展覧会の見どころ」東京都立大学飯田橋キャ
ンパス、2021年2月24日、オンライン

●柴田友里子
【著作・寄稿】
柴田友里子
「来て、見て、やってみて、新たに知る日本の文化！─文
化芸術体験プログラム」『東京都美術館ニュース』No.464、　
2020年9月、pp.10-11

●下倉久美
【著作・寄稿】
・「『Dance Well–movement research for Parkinson』イタリ
ア、バッサーノ・デル・グラッパ市における活動とその
広がり」『2019年度 京都市 文化芸術による共生社会実
現に向けた基盤づくり事業 報告書』、一般社団法人
HAPS、2020年、pp.58-63

●髙城靖之
【著作・寄稿】
・「多くのアーティストに刺激を与え続ける世界でもっと
も有名なニッポンの芸術」『大人のおしゃれ手帖』、
2020年7月号、p. 102

・「浮世絵における洋風表現」『The UKIYO-E 2020 ─ 日本
三大浮世絵コレクション』図録、日本経済新聞社；BSテ
レビ東京；テレビ東京、2020年、pp. 284-285

・「The UKIYO-E 2020 ─ 日本三大浮世絵コレクション」
『うえの』No.736、2020年8・9月合併号、pp. 24-26
・「美術情報室のレファレンス事例紹介」『東京都美術館

ニュース』No.464、2020年9月30日、p. 12
・「美術情報室から新着図書のご紹介です」『東京都美術館
ニュース』No.465、2020年12月31日、p. 12
・「ネーデルラント 日常の発見（1）～（10）」『日本経済新聞』

2021年2月1日朝刊、p.36／ 2月2日朝刊、p.34／ 2月
3日朝刊、p.36／ 2月4日朝刊、p.32／ 2月5日朝刊、p.36
／ 2月8日朝刊、p.28／ 2月9日朝刊、p.36／ 2月10日
朝刊、p.44／ 2月11日朝刊、p.36／ 2月12日朝刊、p.28

・「美術情報室ではセルフガイドの収集に力を入れていま
す」『東京都美術館ニュース』No.466、2021年3月、p.12

●田村麗恵
【著作・寄稿】
・「読み、味わう『現代の書』と『昭和の書』」『うえの』ウェ
ブ版、2020年12月号

【委員・その他学術活動】
・令和2年度（第71回）文化庁芸術選奨推薦委員（美術部門）

●中原淳行
【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、2020年9月4日、オンライン

●山村仁志
【著作・寄稿】
・「審査講評」『FACE展2021』図録、東郷青児記念損保ジャ
パン日本興亜美術館、2021年2月、p.5

・「パサージュとしての展覧会」『都美セレクショングルー
プ展2020記録集』、2021年2月、pp.44-45
・「所蔵作品紹介　堀内正和《三本の直方体B》」『東京都美
術館紀要No.27』、2021年3月、pp.30-37

・「公開制作プログラムの草創期─ウィズ・コロナ時代の
可能性について」『メイド・イン・フチュウ　公開制作
の20年記録集』、府中市美術館、2021年3月

【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、2020年11月28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　FACE2021」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。
　本年度は、野外彫刻10件、レリーフ1件の洗浄調査のほ
か、作品5の基礎改修および作品8の保全を目的とした環
境改修を行った。

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
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10

12

11

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

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

作家名 作品名 制作年 材質 分類
1 青山杉雨 唐詩 － 紙本 書
2 青山杉雨 車馬囂々 － 紙本 書
3 安東聖空 不二 － 紙本 書
4 安東聖空 富士 － 紙本、二曲一隻 書
5 泉原寿石 従容録 － 紙本 書
6 上田桑鳩 騰 － 紙本 書
7 宇野雪村 NEN － 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） 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 油彩、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 1958 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, 22, 27, 28, 35, 36）
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2020（令和2）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）
・新型コロナウイルス感染拡大の影響により4月1日から6月30日まで臨時休館

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 0 0 0 900 0 0 0 900 900
5月 0 0 0 1,717 0 0 0 1,717 1,717
6月 0 0 0 780 0 0 0 780 780
7月 8,520 2,853 11,373 811 118 87 104 1,120 12,493
8月 32,390 7,888 40,278 1,426 142 61 91 1,720 41,998
9月 27,158 11,258 16,431 54,847 1,430 189 170 185 1,974 56,821
10月 0 16,963 16,963 1,178 220 428 216 2,042 19,005
11月 0 2,991 39,337 42,328 1,207 188 413 250 2,058 44,386
12月 0 5,213 17,910 23,123 1,174 95 879 176 2,324 25,447
1月 4,854 799 14,915 20,568 1,235 80 777 52 2,144 22,712
2月 26,317 24,026 50,343 1,571 217 533 98 2,419 52,762
3月 37,674 53,494 91,168 1,936 244 745 362 3,287 94,455
合計 136,913 20,261 193,817 350,991 15,365 1,493 4,093 1,534 22,485 373,476

2020（令和2）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2018
（平成30）年度から2020（令和2）年度の結果を比較する。（総
合満足度については2020（令和2）年度の結果のみ掲載）

※公益財団法人東京都歴史文化財団「東京都美術館令和2
年度顧客満足度調査報告書」からデータを抜粋。2018年度
は6回、2019年度は6回、2020年度は3回、調査を実施した。

（2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により休
館期間があったため、例年とは異なり調査実施の時期を絞
って調査を実施した。）

来館者の特徴
性別
　2020年度は、男性の比率が41.8%と20.1ポイント増加し
ているが、過去2年間と同様女性比率が高い傾向にある。

【性別（経年比率）】

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

41.8 56.8

26.0男性 74.0女性

2020年
（n=562）

2018年
（n=570）

2019年
（n=553）

男性 女性 無回答

77.9 0.2

1.4

21.9
無回答

年代
　50代以下の比率が85.7％と高く、コロナ禍により60歳以
上の年齢層の外出自粛や、ネットによるチケットの事前販
売のシステムなどが影響したものと思われる。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

2020年
（n=562）

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

12.1 14.9 25.4 33.3 8.5 3.0
2.7

2019年
（n=553）

60代 11.5

【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58.4%と21.7ポイント増加して
いる。コロナ禍により県外移動の自粛などが影響したもの
と思われる。

2020年
（n=562）

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

東京23区 近隣3県 地方

51.1 7.3 37.4 4.3

2018年
（n=570） 33.0 9.1 33.9 23.9 0.2

2019年
（n=553）

東京都居住者率：58.4%

東京23区外

【居住地（経年比率）】

27.8 8.9 40.8 22.4

無回答

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42.5%、「年に
1 〜 2回」のミドルユーザが42%、「2 〜 3 ヶ月に1回」「月に
1回以上」のヘビーユーザが15.5%となっている。前年度に
比べヘビーユーザの割合が25.5ポイント減少している一方
で、ライトユーザの割合が20.8ポイント増加している。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20%を占め、70歳以上の来館
者では、ヘビーユーザの割合が33.9%となっている。

2020年
（n=562）

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

26.0 16.5 42.0 13.2 2.3

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:42.5% ミドルユーザ:42.0% ヘビーユーザ:15.5%

11.9 9.8 37.3 36.5 4.5
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来館者等の満足度
　調査中に開催していた特別展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、「特別展」が98.9%、「公募展」が98.5%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）

なし

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=3）

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

33.3

74.6

満足
83.8 15.1

23.9

0.8

0.2

1.5

66.7

【事業満足2020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）

企画展等

公募展(n=67）

特別展(n=482）

【事業満足2018年】

16.4

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

(※n=10以下のものは、僅少のため参考値)

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=180）

展示室内の売店
（n=173）

レストラン ミューズ
（n=26）

レストラン サロン
（n=0）

カフェ アート
（n=16）

【2020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

56.1 41.7

不満

15.4

54.3 36.4

新型コロナウイルス感染拡大防止
のため休業

43.8

84.6

2.22.2

0.68.7

56.3

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=562）

ライトユーザ（n=239）

ミドルユーザ（n=236）

ヘビーユーザ（n=87）

特別展（n=482）

公募展（n=67）

10代-20代（n=68）

30代（n=84）

40代（n=143）

50代（n=187）

60-64歳（n=48）

65-69歳（n=17）

70歳以上(n=15）

男性（n=235）

女性（n=319）

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
0.7

0.5

0.30.3

0.40.4

1.31.3

0.80.8

1.21.2

1.11.1

1.71.7

0.4

1.7

28.271.5

69.9 28.3

85.3 14.7

79.8 19.0 1.2

1.1

0.7

5.9

67.1 30.8

31.067.4

4.258.3 37.5

69.8 26.8

72.8 25.9

71.6 26.7

2.3
57.5 39.1

70.5 0.6

1.5

27.6

32.865.760.0 40.0

1.4

52.9 41.2

ショップ・レストランの満足度
　ショップ、レストラン・カフェの満足度は、すべて90.0％以上と高い。また「レストランミューズ」は「満足」回答が８割以上と
高く、「カフェアート」同様不満回答（「不満」と「どちらかといえば不満」）はみられなかった。

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。年齢別にみると、10-20代では満足度は100.0％で、「満
足」回答も85.3％と高い。また、年齢が低いほど「満足」回答が高い傾向がみられる。また男女別では、「満足」回答の比率は
ほぼ同等であるが、「不満」回答の比率は男性の方がやや高くなっている。
　事業別では「特別展」の「満足」回答の方が「公募展」よりやや高い。
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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 62,692
　　　　入場料 11,800
　　　　共催事業収益 47,469
　　　　出版物販売 3,423
　　受取負担金
　　受取寄付金

38,927
10,000

経常収益計 111,619
経常費用
　　事業費 282,037
経常費用計 282,037
当期経常増減額 △ 170,418
他会計振替額
　　収益事業会計振替額 57,375
当期一般正味財産増減額 △ 113,043

指定正味財産増減の部
一般正味財産への振替額 △ 10,000
当期指定正味財産増減額 △ 10,000

（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 687,281
　　雑収益 5,025
経常収益計 993,163
経常費用
　　事業費 991,837
経常費用計 991,837
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 122,457
　　　　共催事業収益 16,218
　　　　管理手数料 91,260
　　　　撮影手数料 135
　　　　受取光熱水費 14,844
　　管理運営受託収益 2,406
　　雑収益 73
経常収益計 124,936
経常費用
　　事業費 22,386
経常費用計 22,386
当期経常増減額 102,550
他会計振替額
　　公益目的事業会計振替額 △ 99,867
法人税、住民税及び事業税 927
当期一般正味財産増減額 1,756

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・日本美術院同人 業務執行理事・東京藝術大学名誉教授）
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・日本美術家連盟理事長・日本版画協会理事）
三田村 有純（東京藝術大学参与 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）

任　期：令和3年1月1日～令和4年12月31日
開催日：令和3年3月5日
議　題：令和2年度事業の状況報告について
　　　　令和3年度事業計画について
　　　　令和4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（東京都立大学客員教授・千葉大学名誉教授）
委員 五十嵐 卓（SOMPO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：令和元年7月1日～令和3年6月30日
開催日：書面開催
議　題：平成31年度東京都美術館事業の評価について
　　　　令和2年度東京都美術館事業計画について
開催日：令和3年1月28日
議　題：平成31年度指定管理者管理運営評価結果について
　　　　令和2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 （令和3年3月31日現在）
館長 真室 佳武
副館長〔派〕 塩野 徹

企画調整課
企画調整課長事務取扱 塩野 徹（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 佐川 真由美
一般事務 福島 昌子
専門技術員 武内 一泰

交流係
交流係長（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） 大内 曜
主事 遠山 樹里
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
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） 高城 靖之
広報担当係長 山崎 真理子
主事 進藤 美恵子

※〔派〕は東京都派遣職員

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

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、1994（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）
2020 The UKIYO-E 2020 ─日本三大浮世絵コレクション 58  68,068 （1,174）
（令和2） 都美セレクション グループ展2020 20  11,258 （563）

上野アーティストプロジェクト2020
「読み、味わう現代の書」

43  4,535 （105）

東京都美術館コレクション展「読み、味わう昭和の書」 39  4,468 （115）
没後70年　吉田博展 54  68,845 （1,275）

注）
・2011（平成23）年度は大規模改修工事のため全面休館
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公募団体等の使用団体数の推移

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
令和2（2020） 265 19 246 27 71 131 17

注）
・継続使用団体の（　）は、隔年度使用団体で内数
・2011（平成23）年度は大規模改修工事のため全面休館
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年度 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（昭和50）年度の数字には、4～ 8月の旧館での観覧者数
も含まれている
・1975（昭和50）年度から1994（平成6）年度の企画展等の数には、共催展・特別展のほか、
1994（平成6）年度まで実施されていた収蔵作品展の観覧者数も含まれる
・2010（平成22）年度は大規模工事のため、4日間のみ開館。2011（平成23）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（昭和13）年度は、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
2020（令和2） 2 112 136,913 5 102 20,261 87 190 193,817 350,991 15,365

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（平成24）年度～ 2016（平成28）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
・2020（令和2）年度は以下の理由により臨時休館した
　4月1日～ 6月30日　新型コロナウイルス感染拡大の影響

2012（平成24）年度〜





資料1
出品リスト
＊「特別展」、「コレクション展」、「公募展活性化事業」
　の会期順に記載。
　（グループ展を除く）
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特別展
The UKIYO-E 2020 ― 日本三大浮世絵コレクション
※絵師名、作品タイトル、年代、判型、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準ずる

第１章　初期浮世絵

1
菱川師宣
若衆と娘
延宝期（1673～ 81）頃
横大判墨摺筆彩
平木浮世絵財団

2
菱川師宣
よしはらの躰　遊興の図
天和期（1681～ 84）頃
横大判墨摺絵
平木浮世絵財団

3
菱川師宣
よしはらの躰　台所の図
天和期（1681～ 84）頃
横大判墨摺絵
平木浮世絵財団

4
杉村治兵衛
玉取り
貞享～元禄（1684～ 1704）頃
横大々判墨摺筆彩
日本浮世絵博物館

5
杉村治兵衛
獅子舞
元禄期（1688～ 1704）頃
横大々判丹絵
平木浮世絵財団

6
杉村治兵衛
「小式部内侍」
貞享期（1684～ 88）頃
大々判墨摺筆彩
平木浮世絵財団

7
懐月堂度繁
立美人
正徳期（1711～ 16）頃
大々判墨摺絵
平木浮世絵財団

8
鳥居清信
駒止め　初代中村伝九郎　初代嵐喜
代三郎　初代勝山又五郎

宝永5～ 6年（1708～ 09）頃
細判丹絵
平木浮世絵財団

9
鳥居清信
相合傘　早川はつせ　四代目中村七
三郎
元禄15年（1702）
細判丹絵
平木浮世絵財団

10
鳥居清信
初代山中平九郎　鈴木平吉
宝永4年（1707）
細判丹絵
平木浮世絵財団

11
鳥居清倍
初代市川団十郎の暫
宝永期（1704～ 11）頃
大々判丹絵
平木浮世絵財団

12
鳥居清倍
若林四郎五郎　下り市村玉柏　四代
目市村竹之丞
正徳5年（1715）
大々判丹絵
平木浮世絵財団

13
鳥居清倍
「かみすき十郎」　二代目藤村半太夫
の虎　勝山又五郎の十郎
正徳5年（1715）
大々判丹絵
平木浮世絵財団

14
鳥居清倍
「大きやうしおさん」　二代目市川団
十郎の大経師茂兵衛　初代中村竹三
郎のおさん
享保2年（1717）7月
横大判墨摺絵
太田記念美術館

15
鳥居清倍
「竹ぬき五郎」　二代目市川団十郎の
曽我五郎　初代三升屋助十郎の曽我

十郎
享保2年（1717）2月
横大判墨摺絵
太田記念美術館

16
鳥居清倍
「枕もんどう」
正徳5～享保2年（1715～ 17）頃
横大判墨摺絵
日本浮世絵博物館

17
鳥居清倍
「草刈さんろ」
正徳5～享保2年（1715～ 17）頃
横大判墨摺絵
日本浮世絵博物館

18
二代鳥居清倍
初代荻野伊三郎のなりひらの大次郎
元文2年（1737）
細判漆絵
平木浮世絵財団

19
二代鳥居清倍
初代荻野伊三郎の曽我五郎
享保～元文期（1716～ 41）頃
細判漆絵
太田記念美術館

20
二代鳥居清倍
二代目市川団十郎の矢の根五郎
享保14年（1729）1月
細判漆絵
太田記念美術館

21
二代鳥居清信
初代沢村宗十郎の鎌足　二代目三条
勘太郎の木辻の若紫
享保19年（1734）11月
細判漆絵
太田記念美術館

22
二代鳥居清信
藤川平九郎のせかいの此兵衛　初代
中村助五郎のほつけ長兵衛
宝暦元年（1751）11月
大判紅摺絵
太田記念美術館

23
二代鳥居清信
市村亀蔵の曽我五郎時致
宝暦8年（1758）3月
細判紅摺絵
太田記念美術館

24
鳥居清忠
浮絵劇場図
延享3年（1746）頃
横大々判漆絵
平木浮世絵財団

25
奥村政信
鼠の相撲
正徳期（1711～ 16）頃
大々判丹絵
太田記念美術館

26
奥村政信
「七夕のと渡る舟」
享保元年（1716）頃
横大判墨摺絵
日本浮世絵博物館

27
奥村政信
猿まわし　四代目市村竹之丞　二代
目三条勘太郎
享保8～ 9年（1723～ 24）頃
細判漆絵
平木浮世絵財団

28
奥村政信
初代荻野伊三郎
享保8～ 14年（1723～ 29）頃
細判漆絵
平木浮世絵財団

29
奥村政信
編木の音　初代尾上菊五郎
寛延2年（1749）
幅広柱絵判漆絵
平木浮世絵財団

30
奥村政信
結文
寛保～延享期（1741～ 48）頃
幅広柱絵判紅絵



89

太田記念美術館

31
奥村政信
「芝居狂言浮絵根元」
寛延2年（1749）
横大判漆絵
日本浮世絵博物館

32
奥村政信
足袋の紐
寛延～宝暦期（1748～ 64）頃
大判紅摺絵
太田記念美術館

33
奥村政信
志道軒と若衆美人
寛延元～宝暦５年（1748～ 55）頃
横大判紅摺絵
平木浮世絵財団

34
奥村利信
「今様町方内儀風」　二代目三条勘太
郎
享保末期（1730～ 36）頃
細判漆絵
平木浮世絵財団

35
奥村利信
お七と吉三
享保期（1716～ 36）頃
細判漆絵
太田記念美術館

36
奥村利信
「しのだのもり　くずのは道行」　初
代瀬川菊之丞
元文2年（1737）
細判漆絵
平木浮世絵財団

37
西村重長
書物いろいろ　二代目三条勘太郎
享保19年～元文期（1734～ 41）頃
細判漆絵
平木浮世絵財団

38
西村重長
孔雀
享保後期（1726～ 36）頃
細判漆絵
平木浮世絵財団

39
西村重長
花鳥太平記
延享元年（1744）11月
横大判紅絵
太田記念美術館

40
西村重長
「名月品川の座敷風景」
延享～寛延期（1744～ 51）頃
横大判紅絵
太田記念美術館

41
西村重信
「宮古路紅梅三幅対」
延享～寛延期（1744～ 51）頃
細判漆絵三枚続
太田記念美術館

42
鳥居清重
二代目坂東彦三郎　薪水
宝暦8年（1758）頃
細判紅摺絵
平木浮世絵財団

43
鳥居清広
茶の湯と花　初代山下又太郎　初代
中村富十郎
宝暦5～ 7年（1755～ 57）頃
大判紅摺絵
平木浮世絵財団

44
鳥居清広
「深川娘三幅対」
宝暦2～ 8年（1752～ 58）頃
細判三丁掛紅摺絵
平木浮世絵財団

45
鳥居清広
汐干狩
宝暦期（1751～ 64）頃
大判紅摺絵
太田記念美術館

46
鳥居清経
九代目市村羽左衛門の白びやうし
宝暦13年（1763）頃
細判紅摺絵
平木浮世絵財団

47
鳥居清経
四代目市川団十郎の本名久米ノ忠勝

宝暦後期（1758～ 64）頃
細判紅摺絵
平木浮世絵財団

48
石川豊信
花下美人
延享期（1744～ 48）
大々判漆絵
平木浮世絵財団

49
石川豊信
妓楼の酒もり
宝暦10～ 13年（1760～ 63）頃
横大判紅摺絵
平木浮世絵財団

50
石川豊信
湯あがり
宝暦10～ 13年（1760～ 63）頃
細判紅摺絵
平木浮世絵財団

51
石川豊信
鳥追　初代中村喜代三郎　初代尾上
菊五郎
寛延3年（1750）
大々判紅摺絵
平木浮世絵財団

52
石川豊信
二代目瀬川吉次の石橋
寛延3年（1750）9月
大判紅摺絵
太田記念美術館

53
石川豊信
初馬乗
寛延～宝暦期（1748～ 64）頃
大判紅摺絵
太田記念美術館

54
石川豊信
「若衆三幅対」
寛延～宝暦期（1748～ 64）頃
細判三丁掛紅摺絵
太田記念美術館

55
石川豊信
髪すき　初代佐野川市松　初代中村
粂太郎
寛延3年（1750）頃
大判紅摺絵

日本浮世絵博物館

56
鳥居清満
「露考」　二代目瀬川菊之丞　
宝暦期（1751～ 64）頃
細判紅摺絵
太田記念美術館

57
鳥居清満
二代目坂東彦三郎の源のよしつね
宝暦11年（1761）11月
細判紅摺絵
太田記念美術館

58
鳥居清満
四代目市川団十郎の悪七兵衛景清
宝暦後期（1757～ 64）頃
細判紅摺絵
平木浮世絵財団

59
鳥居清満
室内遊戯
宝暦10～明和元年（1760～ 64）頃
横大判紅摺絵
平木浮世絵財団

60
鳥居清満
四代目岩井半四郎　二代目坂東彦三
郎
明和4年（1767）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

第2章　錦絵の誕生

61
鈴木春信
座鋪八景　琴路の落雁
明和3年（1766）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

62
鈴木春信
座鋪八景　鏡台の秋月
明和3年（1766）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

63
鈴木春信
座鋪八景　手拭かけ帰帆
明和3年（1766）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団
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64
鈴木春信
座鋪八景　台子の夜雨
明和3年（1766）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

65
鈴木春信
機織
明和3年（1766）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

66
鈴木春信
鷺娘
明和3年（1766）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

67
鈴木春信
「風流六哥仙　僧正遍照」
明和3～ 5年（1766～ 68）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

68
鈴木春信
遊女に玉づさ
明和3～ 5年（1766～ 68）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

69
鈴木春信
「風流諷八景　鉢木の暮雪」
明和4年（1767）頃
細判錦絵
太田記念美術館

70
鈴木春信
「風流うたひ八景　高砂の帰帆」
明和4年（1767）頃
細判錦絵
太田記念美術館

71
鈴木春信
「風流諷八景　松風の秋月」
明和4年（1767）頃
細判錦絵
太田記念美術館

72
鈴木春信
「風流うたひ八景　紅葉狩夕照」
明和4年（1767）頃

細判錦絵
太田記念美術館

73
鈴木春信
鶏と男女
明和4～ 5年（1767～ 68）頃
中判錦絵
太田記念美術館

74
鈴木春信
三夕　「寂蓮法師」
明和４～５年（1767～ 68）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

75
鈴木春信
見立芥川
明和４年（1767）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

76
鈴木春信
林間煖酒焼紅葉
明和5年（1768）頃
中判錦絵
太田記念美術館

77
鈴木春信
「風俗四季哥仙　五月雨」
明和5年（1768）頃
中判錦絵
太田記念美術館

78
鈴木春信
「水仙花」
明和5年（1768）頃
中判錦絵
太田記念美術館

79
鈴木春信
本柳屋お藤
明和5～ 6年（1768～ 69）頃
横間判錦絵
平木浮世絵財団

80
鈴木春信
林屋お筆
明和5～ 6年（1768～ 69）頃
中判錦絵
太田記念美術館

81
鈴木春信
「浮世美人寄花　南の方　松坂屋内
野風」
明和5～ 6年（1768～ 69）頃
中判錦絵
太田記念美術館

82
鈴木春信
蚊帳の内外
明和5～ 6年（1768～ 69）頃
中判錦絵
太田記念美術館

83
鈴木春信
格子先の虚無僧
明和6～ 7年（1769～ 70）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

84
鈴木春信
牛に乗れる遊女
明和6～ 7年（1769～ 70）頃
柱絵判錦絵
平木浮世絵財団

85
鈴木春信
猫に蝶
明和期（1764～ 72）
中判錦絵
太田記念美術館

86
鈴木春信
雪中相合傘
明和7年（1770）頃
柱絵判錦絵
平木浮世絵財団

87
鈴木春重
「雪月花内　青楼雪」
明和7～ 8年（1770～ 71）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

88
鈴木春重
「雪月花内　品川月」
明和7～ 8年（1770～ 71）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

89
鈴木春重
「雪月花内　二軒茶屋の花」

明和7～ 8年（1770～ 71）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

90
鈴木春重
蚊帳美人
明和7～ 8年（1770～ 71）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

91
鈴木春重
縁先二美人
明和7～ 9年（1770～ 72）頃
中判錦絵
太田記念美術館

92
鈴木春重
「高野の玉川」
明和7～安永元年（1770～ 72）頃
中判錦絵
太田記念美術館

93
礒田湖龍斎
「風流十二季ノ花　早苗月」
明和7～安永元年（1770～ 72）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

94
礒田湖龍斎
「風流七小町　雨乞」
安永元～ 3年（1772～ 74）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

95
礒田湖龍斎
「やつし七小町　草紙あらひ」
明和後期～安永前期（1769～ 74）頃
中判錦絵
太田記念美術館

96
礒田湖龍斎
五常　「仁」
明和後期～安永前期（1769～ 74）頃
中判錦絵
太田記念美術館

97
礒田湖龍斎
きぬぎぬ
明和6～安永元年（1769～ 72）頃
柱絵判錦絵
平木浮世絵財団
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98
礒田湖龍斎
おにご
明和6～安永元年（1769～ 72）頃
柱絵判錦絵
平木浮世絵財団

99
礒田湖龍斎
「雛形若菜の初模様　丁子屋内若鶴」
安永8～ 9年（1779～ 80）頃
大判錦絵
太田記念美術館

100
礒田湖龍斎
「雛形若菜の初模様　中近江屋内　
ミつうら」
安永4～ 8年（1775～ 79）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

101
礒田湖龍斎
「雛形若菜の初模様　若那屋内　し
らゆふ」
安永5～ 6年（1776～ 77）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

102
歌川豊春
「浮絵歌舞妓芝居之図」
明和4年（1767）11月
横大判錦絵
太田記念美術館

103
歌川豊春
「浮絵阿蘭陀雪見之図」
明和後期～安永初期（1770～ 74）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

104
伝歌川豊春
「浮絵アルマニヤ珍薬物集之図」
明和～安永期（1764～ 81）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

105
歌川豊春
「浮絵和国景夕品川見通シ之図」
安永期（1772～ 81）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

106
一筆斎文調

初代尾上松助
明和5年（1768）
細判錦絵
平木浮世絵財団

107
一筆斎文調
二代目市川高麗蔵の駿河次郎清重　
二代目市川弁蔵の源の牛わか丸
明和5年（1768）11月
細判錦絵
太田記念美術館

108
一筆斎文調
三代目大谷広次の長柄傘を持つ侍
明和5～ 6年（1768～ 69）頃
細判錦絵
日本浮世絵博物館

109
一筆斎文調
三代目大谷広次の早野勘平　初代中
村松江のおかる
明和6年（1769）
細判錦絵
日本浮世絵博物館

110
一筆斎文調
二代目市川門之助の曽我五郎
明和9年（1772）
細判錦絵
平木浮世絵財団

111
一筆斎文調
かぎやお仙
明和5～ 7年（1768～ 70）頃
細判錦絵
平木浮世絵財団

112
一筆斎文調
みなとや
明和後期（1768～ 72）頃
細判錦絵
太田記念美術館

113
一筆斎文調
「すかた八景　夕きり　伊左衛門　
衣々の帰帆」
明和8～ 9年（1771～ 72）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

114
勝川春章
曽我の対面　初代坂東三津五郎の曽

我十郎　三代目大谷広次の工藤　四
代目坂東又太郎の曽我五郎
明和5年（1768）
中判錦絵
平木浮世絵財団

115
勝川春章
二代目山下金作の虎　二代目嵐三五
郎の朝ひな
安永2年（1773）1月
細判錦絵二枚続
太田記念美術館

116
勝川春章
三代目大谷広次の直井左衛門　四代
目坂東又太郎の坂東太郎
安永2年（1773）
細判錦絵二枚続
日本浮世絵博物館

117
勝川春章
初代中村仲蔵の近江小藤太　三代目
大谷広次の番場忠太
安永3年（1774）
細判錦絵
日本浮世絵博物館

118
勝川春章
初代中村仲蔵の大日坊
安永4年（1775）
細判錦絵
平木浮世絵財団

119
勝川春章
車引　二代目市川八百蔵の桜丸　二
代目中島三甫右衛門の藤原時平　三
代目市川海老蔵の松王丸　九代目市
村羽左衛門の梅王丸
安永5年（1776）
細判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

120
勝川春章
四代目岩井半四郎　初代尾上松助　
二代目市川門之助
安永9年（1780）頃
細判錦絵三枚続
太田記念美術館

121
勝川春章
五代目市川団十郎の股野の五郎景久　
初代中村里好の白拍子風折　三代目
沢村宗十郎の河津の三郎祐安

天明4年（1784）11月
細判錦絵三枚続
太田記念美術館

122
勝川春章
「江都勧進大相撲浮絵之図」
天明3年（1783）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

123
勝川春章
「佐藤忠信」
明和5～ 7年（1768～ 70）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

124
勝川春章
坂田金時
明和5～ 7年（1768～ 70）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

125
勝川春章
遊女立姿
安永元～ 5年（1772～ 76）頃
幅広柱絵判錦絵
平木浮世絵財団

126
勝川春章
昼夜十二ケ月　「うづき　ふぢ見　
ほとゝきす」
明和7～ 8年（1770～ 71）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

127
北尾重政
昼夜十二ヶ月　「さつき　たんご　
かやり火」
明和7～ 8年（1770～ 71）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

128
北尾重政
「浮絵五百羅漢寺右繞三帀堂之図」
安永～天明期（1772～ 89）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

第3章　美人画・役者絵の展開

129
勝川春好
初代坂東三津五郎　三代目大谷広右
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衛門
安永7～ 8年（1778～ 79）頃
細判錦絵二枚続
平木浮世絵財団

130
勝川春好
五代目市川団十郎の暫
安永～天明期（1772～ 89）頃
大判錦絵
太田記念美術館

131
勝川春好
浜むらや路考　三代目瀬川菊之丞
天明5年（1785）頃
細判錦絵
平木浮世絵財団

132
勝川春好
四代目松本幸四郎
天明8年（1788）カ
大判錦絵
日本浮世絵博物館

133
勝川春好
松之内
天明末期（1787～ 89）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

134
勝川春好
「市川団十郎金之幣」
寛政元～ 2年（1789～ 90）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

135
勝川春好
「江戸三幅対」
天明後期（1785～ 89）頃
大判錦絵
太田記念美術館

136
勝川春常
三代目沢村宗十郎の曽我十郎　初代
中村里好の大磯の虎
天明2年（1782）
細判錦絵二枚続
平木浮世絵財団

137
勝川春英
五代目市川団十郎の浅間左衛門　四
代目岩井半四郎の八重機
天明7年（1787）

大判錦絵
日本浮世絵博物館

138
勝川春英
三代目瀬川菊之丞のお染　四代目岩
井半四郎の久松
天明8年（1788）
大判錦絵
平木浮世絵財団

139
勝川春英
にらみあい　市川鰕蔵の鎌倉権五郎
景政　三代目坂田半五郎の奴矢筈の
弥太平
寛政6年（1794）
間判錦絵
平木浮世絵財団

140
勝川春英
七代目片岡仁左衛門の千嶋の家中笹
の三五兵衛　三代目沢村宗十郎の千
嶋の家中薩摩源五兵衛　二代目嵐龍
蔵の芸者廻し弥助
寛政7年（1795）1月
細判錦絵三枚続
太田記念美術館

141
勝川春英
初代市川男女蔵の桃井若狭之助
寛政7年（1795）4月
大判錦絵
太田記念美術館

142
勝川春英
「おしゑ形」　枕獅子
寛政4～ 6年（1792～ 94）頃
大判錦絵
太田記念美術館

143
勝川春英
「おし絵形」　春駒
寛政4～ 6年（1792～ 94）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

144
勝川春英
「おし絵形」　小鳥売
寛政4～ 6年（1792～ 94）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

145
勝川春英

「横綱土俵入」
寛政3年（1791）
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

146
北尾政演
二代目市川門之助の一寸徳兵衛
安永9年（1780）
細判錦絵
平木浮世絵財団

147
北尾政演
吉原傾城新美人合自筆鏡　瀧川　花
扇
天明3年（1783）
倍大判錦絵
日本浮世絵博物館

148
北尾政演
「当世両国八景　回向院蓮池」
天明前期（1781～ 84）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

149
鳥居清長
四代目岩井半四郎の少将
安永8年（1779）
細判錦絵
平木浮世絵財団

150
鳥居清長
初代尾上松助のげいしやお松実ハあ
こや
安永8年（1779）
細判錦絵
平木浮世絵財団

151
鳥居清長
五代目市川団十郎とその家族
天明3年（1783）頃
大判錦絵
太田記念美術館

152
鳥居清長
初代中村仲蔵の白拍子桂木　四代目
松本幸四郎の名月坊　三代目大谷広
次の十六夜坊
天明3年（1783）8月
大判錦絵
太田記念美術館

153
鳥居清長

三代目沢村宗十郎の治兵衛　四代目
岩井半四郎の小春
天明4年（1784）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

154
鳥居清長
三代目瀬川菊之丞の梅が枝　五代目
市川団十郎の浅間左衛門　四代目岩
井半四郎の八重機
天明7年（1787）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

155
鳥居清長
三代目瀬川菊之丞の山姥　初代浅尾
為十郎の怪童丸
寛政元年（1789）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

156
鳥居清長
藤下の美人
安永末期（1778～ 81）頃
柱絵判錦絵
太田記念美術館

157
鳥居清長
「色競艶婦姿」　髪結
天明元年（1781）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

158
鳥居清長
三虚無僧
天明元年（1781）頃
中判錦絵
平木浮世絵財団

159
鳥居清長
「当世遊里美人合　叉江」
天明前期（1781～ 85）頃
大判錦絵二枚続
太田記念美術館

160
鳥居清長
「当世遊里美人合　叉江凉」
天明前期（1781～ 85）頃
大判錦絵
太田記念美術館

161
鳥居清長
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「風俗東之錦」　雨中三美人
天明3年（1783）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

162
鳥居清長
大川端夕涼み
天明4年（1784）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

163
鳥居清長
桟橋の涼み
天明2年（1782）頃
柱絵判錦絵
平木浮世絵財団

164
鳥居清長
平六を出る芸者
天明2～ 3年（1782～ 83）頃
柱絵判錦絵
平木浮世絵財団

165
鳥居清長
隅田川渡船
天明7年（1787）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

166
鳥居清長
「十體画風俗」　遊女と禿
寛政6年（1794）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

167
鳥居清長
大川端楼上の月見
天明4～ 7年（1784～ 87）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

168
鳥居清長
六郷渡船
天明4年（1784）頃
大判錦絵二枚続
平木浮世絵財団

169
鳥居清長
三囲参詣の往来
天明期（1781～ 89）頃
大判錦絵二枚続
太田記念美術館

170
鳥居清長
坎々楼由良之助遊戯
寛政6年（1794）頃
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

171
勝川春潮
四代目岩井半四郎の七変化
天明7年（1787）
大判錦絵二枚続
太田記念美術館

172
勝川春潮
「多通見八景　なか町の春雨」
天明2～ 4年（1782～ 84）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

173
勝川春潮
真崎稲荷
天明6年（1786）
大判錦絵
平木浮世絵財団

174
勝川春潮
夕立
天明期（1781～ 89）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

175
勝川春潮
飛鳥山花見
天明期（1781～ 89）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

176
勝川春潮
美人奥庭遊宴　見立妹背山
天明期（1781～ 89）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

177
喜多川歌麿
「青楼仁和嘉女芸者部　たま村屋お
ひで　富本豊志名」
天明3年（1783）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

178
喜多川歌麿
三保の松原道中

天明7～ 8年（1787～ 88）頃
大判錦絵二枚続
太田記念美術館

179
喜多川歌麿
「婦女人相十品」　文読む女
寛政4～ 5年（1792～ 93）頃
大判錦絵
太田記念美術館

180
喜多川歌麿
高名三美人
寛政4～ 5年（1792～ 93）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

181
喜多川歌麿
「歌撰恋之部　物思恋」
寛政5年（1793）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

182
喜多川歌麿
「扇屋内蓬莱仙」
寛政5～ 6年（1793～ 94）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

183
喜多川歌麿
「冨本豊ひな」
寛政5年（1793）頃
大判錦絵
太田記念美術館

184
喜多川歌麿
「青楼十二時　続　卯ノ刻」
寛政6年（1794）頃
大判錦絵
太田記念美術館

185
喜多川歌麿
「当時全盛似顔揃　兵庫屋内花妻」
寛政6年（1794）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

186
喜多川歌麿
紅つけ
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

187
喜多川歌麿
「青楼七小町　大文字屋内多賀袖」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
太田記念美術館

188
喜多川歌麿
「青楼七小町　鶴屋内篠原」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

189
喜多川歌麿
「北国五色墨　おいらん」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
太田記念美術館

190
喜多川歌麿
「北国五色墨　てつぽう」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
太田記念美術館

191
喜多川歌麿
「北国五色墨　切の娘」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

192
喜多川歌麿
「娘日時計　辰ノ刻」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
太田記念美術館

193
喜多川歌麿
「娘日時計　午ノ刻」
寛政6～ 7年（1794～ 95）頃
大判錦絵
太田記念美術館

194
喜多川歌麿
「扇屋翡翠」
寛政7～ 10年（1795～ 98）頃
大判錦絵
太田記念美術館

195
喜多川歌麿
「五人美人愛敬競　兵庫屋花妻」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
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大判錦絵
太田記念美術館

196
喜多川歌麿
「五人美人愛敬競　松葉屋喜瀬川」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
太田記念美術館

197
喜多川歌麿
「五人美人愛敬競　芝住之江」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
太田記念美術館

198
喜多川歌麿
「五人美人愛敬競　富本いつとみ」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
太田記念美術館

199
喜多川歌麿
「五人美人愛敬競　八ッ山平のや」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
太田記念美術館

200
喜多川歌麿
芸者亀吉
寛政8年（1796）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

201
喜多川歌麿
美人池畔遊覧
寛政7年（1795）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

202
喜多川歌麿
「錦織歌麿形新模様」　ふみ見
寛政9年（1797）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

203
喜多川歌麿
山姥と金太郎
寛政9年（1797）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

204
喜多川歌麿
「風俗美人時計　子ノ刻　妾」
寛政10～ 11年（1798～ 99）頃
大判錦絵
太田記念美術館

205
喜多川歌麿
蚊帳男女
寛政12年（1800）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

206
喜多川歌麿
橋下男女魚釣
寛政10～ 12年（1798～ 1800）頃
長大判錦絵
平木浮世絵財団

207
喜多川歌麿
「婦人相学拾躰」　かねつけ
享和3年（1803）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

208
喜多川歌麿
「春興見たて狐けん　庄屋」
享和期（1801～ 04）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

209
喜多川歌麿
山姥と金太郎
享和期（1801～ 04）頃
長大判錦絵
平木浮世絵財団

210
喜多川菊麿
「たま屋内　志津賀　明石」
享和2年（1802）
大判錦絵
平木浮世絵財団

211
窪俊満
六玉川の内　高野
天明5～ 9年（1785～ 89）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

212
窪俊満
六玉川の内　井手
天明5～ 9年（1785～ 89）頃

大判錦絵
日本浮世絵博物館

213
窪俊満
忠臣蔵大星由良之助一力茶屋の遊興
天明期（1781～ 89）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

214
鳥文斎栄之
美人遊興
寛政3～ 5年（1791～ 93）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

215
鳥文斎栄之
上野三枚橋
寛政5年（1793）頃
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

216
鳥文斎栄之
「青楼美人六花仙　越前屋唐士」
寛政6～ 8年（1794～ 96）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

217
鳥文斎栄之
「青楼美人六花仙　扇屋花扇」
寛政6～ 8年（1794～ 96）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

218
鳥文斎栄之
「風流略六芸　生花」
寛政6年（1794）頃
大判錦絵
太田記念美術館

219
鳥文斎栄之
「風俗略六芸　茶湯」
寛政6年（1794）頃
大判錦絵
太田記念美術館

220
鳥文斎栄之
「略三幅対　女三之宮・衣通姫・小
野小町」
寛政8年（1796）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

221
鳥文斎栄之
新大橋下納涼舟
寛政8年（1796）頃
大判錦絵五枚続
太田記念美術館

222
鳥高斎栄昌
「郭中美人競　若松屋内緑木」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

223
鳥高斎栄昌
「郭中美人競　笹屋春日野」
寛政7～ 10年（1795～ 98）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

224
鳥橋斎栄里
「郭中美人競　越前屋唐土」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

225
鳥高斎栄昌
「扇屋花扇他所行」
寛政7～ 9年（1795～ 97）頃
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

226
鳥高斎栄昌
「業平朝臣初冠略」
寛政後期（1794～ 98）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

227
鳥園斎栄深
鷹匠
寛政後期（1795～ 1801）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

228
一楽亭栄水
「兵庫や内月岡」
享和期（1801～ 04）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

229
一楽亭栄水
「美人五節句　扇屋内瀧川」
寛政後期（1794～ 98）頃
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大判錦絵
太田記念美術館

230
栄松斎長喜
女房きどりの芸者
寛政6年（1794）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

231
東洲斎写楽
市川鰕蔵の竹村定之進
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
太田記念美術館

232
東洲斎写楽
二代目岩井喜代太郎の鷺坂左内妻藤
波　坂東善次の鷲塚官太夫女房小笹
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
太田記念美術館

233
東洲斎写楽
三代目大谷鬼次の江戸兵衛
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
日本浮世絵博物館

234
東洲斎写楽
初代大谷徳次の奴袖助
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
太田記念美術館

235
東洲斎写楽
二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
太田記念美術館

236
東洲斎写楽
二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

237
東洲斎写楽
三代目坂田半五郎の藤川水右衛門
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
太田記念美術館

238
東洲斎写楽
三代目市川八百蔵の田辺文蔵
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

239
東洲斎写楽
三代目瀬川菊之丞の田辺文蔵の妻お
しづ
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

240
東洲斎写楽
三代目瀬川富三郎の大岸蔵人妻やど
り木と中村万世の腰元若草
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

241
東洲斎写楽
三代目佐野川市松の祇園町の白人お
なよ
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

242
東洲斎写楽
初代尾上松助の松下造酒之進
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

243
東洲斎写楽
三代目市川高麗蔵の志賀大七
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
平木浮世絵財団

244
東洲斎写楽
中島和田右衛門のぼうだら長左衛門　
中村比蔵の船宿かな川やの権
寛政6年（1794）5月
大判錦絵
太田記念美術館

245
東洲斎写楽
二代目岩井喜代太郎の二見屋娘お袖
寛政6年（1794）7月
細判錦絵
平木浮世絵財団

246
東洲斎写楽
三代目大谷広次の土佐の又平　二代
目嵐龍蔵の浮世又平
寛政6年（1794）7月
大判錦絵
日本浮世絵博物館

247
東洲斎写楽
三代目市川高麗蔵の亀屋忠兵衛　初
代中山富三郎の梅川
寛政6年（1794）8月
大判錦絵
平木浮世絵財団

248
東洲斎写楽
曽我五郎と御所五郎丸
寛政7年（1795）頃
間判錦絵
平木浮世絵財団

249
東洲斎写楽
恵比寿
寛政6年（1794）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

250
歌舞妓堂艶鏡
三代目市川八百蔵の梅王丸
寛政8年（1796）7月
大判錦絵
太田記念美術館

251
歌舞妓堂艶鏡
初代市川男女蔵
寛政8年（1796）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

252
歌川豊国
「役者舞台之姿絵　まさつや」
寛政6年（1794）
大判錦絵
平木浮世絵財団

253
歌川豊国
「役者舞台之姿絵　たきのや」
寛政6年（1794）
大判錦絵
平木浮世絵財団

254
歌川豊国

「役者舞台之姿絵　やまとや」
寛政6年（1794）
大判錦絵
平木浮世絵財団

255
歌川豊国
六代目市川団十郎
寛政8年（1796）7月
大判錦絵
太田記念美術館

256
歌川豊国
三代目市川高麗蔵の佐々木巌流
寛政8年（1796）
大判錦絵
太田記念美術館

257
歌川豊国
三代目市川八百蔵の此下東吉
寛政8年（1796）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

258
歌川豊国
七代目片岡仁左衛門の時平
寛政8年（1796）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

259
歌川豊国
扇屋店先
寛政2～ 4年（1790～ 92）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

260
歌川豊国
子供の戯れ
寛政10～ 12年（1798～ 1800）頃
大判錦絵二枚続
太田記念美術館

261
歌川豊国
「当世やつし雨乞小町」
寛政7～ 8年（1795～ 96）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

262
歌川豊国
雨宿り
寛政12年（1800）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館
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263
歌川豊国
初夢
享和期（1801～ 04）頃
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

264
歌川豊国
「豊広豊国　両画十二候　正月　三
枚続」
享和元年（1801）頃
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

265
歌川豊広
「豊国豊広　両画十二候　三月　三
枚続」
享和元年（1801）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

266
歌川豊広
「豊国豊広　両画十二候　六月　三
枚続」
享和元年（1801）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

267
歌川豊広
夏の宵
享和期（1801～ 04）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

268
歌川豊広
拳を打つ芸者
享和期（1801～ 04）頃
大判錦絵二枚続
平木浮世絵財団

269
歌川国政
市川鰕蔵の暫
寛政8年（1796）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

270
歌川国政
初代岩井粂三郎
寛政8年（1796）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

271
歌川国政
初代市川男女蔵の長尾三郎かげかつ　
三代目市川八百蔵の横蔵
寛政11年（1799）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

272
歌川国政
初代市川男女蔵
享和3年（1803）頃
大判錦絵
太田記念美術館

精緻な摺物

273
窪俊満
「三ひらの内」　磯の五羽鶴
文化後期（1810～ 18）頃
色紙判摺物
平木浮世絵財団

274
岳亭
「武家六歌仙　源義家」
文政8～ 10年（1825～ 27）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

275
岳亭
短冊を持つ美人
文政8年（1825）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

276
岳亭
「見立七福神　寿老」
文政8～ 10年（1825～ 27）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

277
岳亭
「江都」
文政8～ 10年（1825～ 27）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

278
魚屋北渓
金太郎の豆撒き
天保元～ 3年（1830～ 32）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

279
魚屋北渓
「七宝連二十四孝　田真・田広・田慶」　
文政8～ 10年（1825～ 27）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

280
歌川国貞
七代目市川団十郎の悪七兵衛景清
文政11年（1828）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

281
歌川国貞
五代目市川海老蔵と八代目市川団十
郎の暫
天保４年（1833）
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

282
歌川国貞
五代目市川海老蔵の曽我五郎
天保４年（1833）頃
色紙判摺物
日本浮世絵博物館

第4章　多様化する表現

283
葛飾北斎
うつぼ猿
享和元～文化5年（1801～ 08）頃
横長判摺物
平木浮世絵財団

284
葛飾北斎
「小野小町」
文化7～ 11年（1810～ 14）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

285
葛飾北斎
「在原業平」
文化7～ 11年（1810～ 14）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

286
鳥居清峯
「東錦美人合」　前髪を粧う娘
文化中期（1810～ 14）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

287
鳥居清峯
「東錦美人合」　ふみ
文化中期（1810～ 14）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

288
喜多川雪麿
娘道成寺
文化末期（1814～ 18）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

289
菊川英山
「青楼つゝき三美人」
文化4年（1807）
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

290
菊川英山
仲居
文化11～ 14年（1814～ 17）頃
掛物絵判錦絵
平木浮世絵財団

291
菊川英山
「青楼名君花合　丁子屋内丁山　錦
戸」
文化5年（1808）5月
大判錦絵
太田記念美術館

292
菊川英山
「風流忠臣蔵画兄弟　二段目」
文化11～ 14年（1814～ 17）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

293
菊川英山
「風流忠臣蔵画兄弟　五段目」
文化11～ 14年（1814～ 17）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

294
菊川英山
「東姿源氏合　紅梅」
文政3年（1820）頃
大判錦絵
太田記念美術館

295
菊川英山
「東すかた源じ合　紅葉賀」
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文政3年（1820）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

296
菊川英山
「青楼松ノ内」
文化6～ 10年（1809～ 13）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

297
菊川英山
「風流美人車引」
文化6～ 10年（1809～ 13）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

298
菊川英山
「青楼之秋燈楼図」
文化8～ 11年（1811～ 14）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

299
菊川英山
「当風三美人」
文化8～ 11年（1811～ 14）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

300
菊川英山
「青楼美人春手枕　鶴屋内橘」
文化末～文政前期（1814～ 20）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

301
渓斎英泉
雪中の三美人
文政前期（1818～ 22）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

302
渓斎英泉
「浮世四十八手　茶屋にまつやくそ
くの手」
文政4～ 5年（1821～ 22）頃
大判錦絵
太田記念美術館

303
渓斎英泉
「浮世風俗美女競」　蚊帳美人
文政7年（1824）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

304
渓斎英泉
美艶仙女香　舟上の美人
文政7年（1824）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

305
渓斎英泉
「今世美女競　水茶屋」
文政8年（1825）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

306
渓斎英泉
「美人会中鏡　時世六佳撰」　娘
文政9～ 10年（1826～ 27）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

307
渓斎英泉
「今よふすかた」　懐紙を持つ美人
文政後期～天保前期（1823～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

308
渓斎英泉
「今様花鳥風月」
天保後期（1836～ 41）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

309
渓斎英泉
「江戸不忍弁天ヨリ東叡山ヲ見ル図」
天保前期（1830～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

310
渓斎英泉
雪景山水
天保後期（1836～ 44）頃
掛物絵判錦絵
平木浮世絵財団

311
無款
「佃嶌」
文化前期（1804～ 08）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

312
昇亭北寿
「江之嶋七里ヶ浜」
文化前期（1804～ 08）頃

横大判錦絵
日本浮世絵博物館

313
昇亭北寿
「東都御茶之水風景」
文化前期（1804～ 08）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

314
昇亭北寿
「東海道薩捶峠之図」
文化6年～文政期（1809～ 30）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

315
昇亭北寿
「甲斐国猿橋ノ真泻之図」
文化6年～文政期（1809～ 30）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

316
歌川国貞
二見ヶ浦　初日の出
文化4年（1807）
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

317
歌川国貞
「大当狂言ノ内　梶原源太」　三代目
坂東三津五郎
文化11～ 12年（1814～ 15）頃
大判錦絵
平木浮世絵財団

318
歌川国貞
「大当狂言ノ内　八百屋お七」　五代
目岩井半四郎
文化11～ 12年（1814～ 15）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

319
歌川国貞
「大当狂言ノ内　大工六三郎」　二代
目尾上松助
文化11～ 12年（1814～ 15）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

320
歌川国貞
「水無月　冨士帰夕立」
文化14年（1817）頃
大判錦絵三枚続

日本浮世絵博物館

321
歌川国貞
「娼家内証花見図」
文化14年（1817）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

322
歌川国貞
「星の霜当世風俗」　蚊やき
文政2年（1819）頃
大判錦絵
太田記念美術館

323
歌川国貞
「星の霜当世風俗」　行灯
文政2年（1819）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

324
歌川国貞
「今風化粧鏡」　牡丹刷毛
文政6年（1823）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

325
歌川国貞
「今風化粧鏡」　眉剃り
文政6年（1823）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

326
歌川国貞
「当世美人合　町芸」
文政末期～天保初期（1827～ 32）頃
大判錦絵
太田記念美術館

327
歌川国貞
浄瑠璃尽し「驪山比翼塚　大鳥村之
段」
文政12年（1829）頃
大判錦絵
太田記念美術館

328
歌川国貞
「両国夕すゞみの光景」
天保期（1830～ 41）頃
大判錦絵三枚続
太田記念美術館
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329
歌川国貞
「紅毛油画風　永代橋」
文政後期（1824～ 30）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

330
歌川国貞
「紅毛油画風　王子権現稲荷両社」
文政後期（1824～ 30）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

331
歌川国貞
「紅毛油画名所尽　日本橋」
文政後期（1824～ 30）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

332
歌川国貞
「紅毛油画名所尽　不忍池弁天」
文政後期（1824～ 30）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

333
歌川国貞
「二見浦曙の図」
天保4年（1833）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

団扇絵さまざま

334
歌川国安
「水滸伝豪傑百八人之個　矮脚虎王
英　扈三娘一丈青」
文政12年（1829）
団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

335
歌川国安
「水滸伝豪傑百八人ノ内　浪裡白跳張
順　黒旋風李逵」
文政12年（1829）
団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

336
歌川貞秀
「魚づくしの内　いな」
天保前期（1830～ 37）頃
団扇絵判錦絵（藍摺）
日本浮世絵博物館

337
歌川広重
鯛　鯉　鰹
天保後期（1837～ 44）頃
団扇絵判錦絵
太田記念美術館

338
歌川広重
「東都月の三景　仲洲夏の月」
嘉永2～ 4年（1849～ 51）頃
団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

339
歌川広重
「諸国勝景　下総利根川之図」
天保前期（1830～ 37）頃
団扇絵判錦絵（藍摺）
日本浮世絵博物館

340
歌川広重
「東海道河つくし　安部川」
天保7年（1836）
団扇絵判錦絵
平木浮世絵財団

341
歌川国貞
雨中美人
文政9年（1826）
団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

342
歌川国貞
「雪」
天保2年（1831）
団扇絵判錦絵
平木浮世絵財団

343
歌川国貞
「月」
天保2年（1831）
団扇絵判錦絵
平木浮世絵財団

344
歌川国貞
「花」
天保2年（1831）
団扇絵判錦絵
平木浮世絵財団

345
歌川国貞
「江戸の花五ツ雁金　梅我」
文政12年（1829）

団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

346
歌川国芳
「夏けしき花の縁日」　撫子
弘化元年（1844）
団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

347
歌川国芳
「夏けしき花の縁日」　百合
弘化元年（1844）
団扇絵判錦絵
日本浮世絵博物館

第5章　自然描写と物語の世界

348
三代歌川豊国（歌川国貞）
「今様見立士農工商　職人」
安政4年（1857）
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

349
三代歌川豊国（歌川国貞）
「今様見立士農工商　商人」
安政4年（1857）
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

350
二代歌川豊国
「名勝八景 大山夜雨」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

351
二代歌川豊国
「名勝八景 冨士暮雪」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

352
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　凱風快晴」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

353
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　凱風快晴」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

354
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　凱風快晴」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

355
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　山下白雨」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

356
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　山下白雨」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

357
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　山下白雨」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

358
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

359
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

360
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

361
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　青山円座松」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

362
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　御廐川岸より両国
橋夕陽見」
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天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

363
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　常州牛堀」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

364
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　相州梅沢左」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

365
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　甲州石班沢」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

366
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　駿州江尻」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

367
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　五百らかん寺さゞ
ゐどう」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

368
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　甲州三坂水面」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

369
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　礫川雪ノ旦」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

370
葛飾北斎
「冨嶽三十六景　東海道程ケ谷」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

371
葛飾北斎
「千絵の海　甲州火振」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横中判錦絵
日本浮世絵博物館

372
葛飾北斎
「千絵の海　絹川はちふせ」
天保元～ 4年（1830～ 33）頃
横中判錦絵
日本浮世絵博物館

373
葛飾北斎
「諸国瀧廻り　和州吉野義経馬洗滝」
天保4年（1833）頃
大判錦絵
太田記念美術館

374
葛飾北斎
「諸国瀧廻り　下野黒髪山きりふり
の滝」
天保4年（1833）頃
大判錦絵
太田記念美術館

375
葛飾北斎
「諸国瀧廻り　木曽路ノ奥阿弥陀ヶ
瀧」
天保4年（1833）頃
大判錦絵
太田記念美術館

376
葛飾北斎
「諸国名橋奇覧　飛越の堺つりはし」
天保5年（1834）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

377
葛飾北斎
「諸国名橋奇覧　かうつけ佐野ふな
はしの古づ」
天保5年（1834）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

378
葛飾北斎
「諸国名橋奇覧　足利行道山くもの
かけはし」
天保5年（1834）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

379
葛飾北斎
「百物語　お岩さん」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

380
葛飾北斎
「百物語　しうねん」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

381
葛飾北斎
「百物語　こはだ小平二」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

382
葛飾北斎
「百物語　笑ひはんにや」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

383
葛飾北斎
「百物語　さらやしき」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
中判錦絵
日本浮世絵博物館

384
葛飾北斎
「詩哥写真鏡　少年行」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
長大判錦絵
平木浮世絵財団

385
葛飾北斎
「詩哥写真鏡」　雪中人馬
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
長大判錦絵
平木浮世絵財団

386
葛飾北斎
松に鶴
天保5年（1834）頃
長大判錦絵
日本浮世絵博物館

387
葛飾北斎
杜若にきりぎりす
天保3年（1832）頃

横大判錦絵
平木浮世絵財団

388
葛飾北斎
唐土名所之絵
天保11年（1840）
大々判錦絵
太田記念美術館

389
歌川広重
「東都名所　高輪之明月」
天保2年（1831）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

390
歌川広重
「東海道五拾三次之内　日本橋　朝
之景」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

391
歌川広重
「東海道五拾三次之内　品川　日之
出」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

392
歌川広重
「東海道五拾三次之内　戸塚　元町
別道」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

393
歌川広重
「東海道五拾三次之内　箱根　湖水
図」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

394
歌川広重
「東海道五拾三次之内　原　朝之富
士」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

395
歌川広重
「東海道五拾三次之内　蒲原　夜之
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雪」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

396
歌川広重
「東海道五拾三次之内　蒲原　夜之
雪」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

397
歌川広重
「東海道五拾三次之内　蒲原　夜之
雪」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

398
歌川広重
「東海道五拾三次之内　由井　薩埵
嶺」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

399
歌川広重
「東海道五拾三次之内　庄野　白雨」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

400
歌川広重
「東海道五拾三次之内　庄野　白雨」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

401
歌川広重
「東海道五拾三次之内　庄野　白雨」
天保4～ 5年（1833～ 34）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

402
歌川広重
「木曽海道六拾九次之内　三拾貳　
洗馬」
天保7～ 8年（1836～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

403
歌川広重

「木曽海道六拾九次之内　四十六　
中津川」
天保7～ 8年（1836～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

404
歌川広重
「京都名所之内　淀川」
天保5年（1834）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

405
歌川広重
「江戸近郊八景之内　玉川秋月」
天保6～ 8年（1835～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

406
歌川広重
「江戸近郊八景之内　行徳帰帆」
天保6～ 8年（1835～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

407
歌川広重
「江戸近郊八景之内　小金井橋夕照」
天保6～ 8年（1835～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

408
歌川広重
「江戸近郊八景之内　飛鳥山暮雪」
天保6～ 8年（1835～ 37）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

409
歌川広重
「阿波鳴門之風景」
安政4年（1857）
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

410
歌川広重
「武陽金沢八勝夜景」
安政4年（1857）
大判錦絵三枚続
平木浮世絵財団

411
歌川広重
「木曽路之山川」
安政4年（1857）
大判錦絵三枚続

平木浮世絵財団

412
歌川広重
富士川雪景
天保13年（1842）頃
掛物絵判錦絵
平木浮世絵財団

413
歌川広重
「月二拾八景之内　葉ごしの月」
天保3年（1832）頃
大短冊判錦絵
太田記念美術館

414
歌川広重
八重桜に小鳥
天保前期（1830～ 37）頃
大短冊判錦絵
平木浮世絵財団

415
歌川広重
雪中芦に鴨
天保前期（1830～ 37）頃
大短冊判錦絵
平木浮世絵財団

416
歌川広重
雪中椿に雀
天保3～ 6年（1832～ 35）頃
大短冊判錦絵
太田記念美術館

417
歌川広重
月に雁
天保3～ 6年（1832～ 35）頃
中短冊判錦絵
太田記念美術館

418
歌川広重
鮎
天保7～ 8年（1836～ 37）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

419
歌川広重
鯉
天保7～ 8年（1836～ 37）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

420
歌川広重

「名所江戸百景　亀戸梅屋舗」
安政4年（1857）11月
大判錦絵
太田記念美術館

421
歌川広重
「名所江戸百景　大はしあたけの夕
立」
安政4年（1857）9月
大判錦絵
太田記念美術館

422
歌川広重
「名所江戸百景　堀切の花菖蒲」
安政4年（1857）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

423
歌川広重
「名所江戸百景　深川万年橋」
安政4年（1857）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

424
歌川広重
「名所江戸百景　猿わか町よるの景」
安政3年（1856）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

425
歌川広重
「名所江戸百景　深川洲崎十万坪」
安政4年（1857）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

426
歌川広重
「名所江戸百景　亀戸天神境内」
安政3年（1856）
大判錦絵
日本浮世絵博物館

427
歌川国芳
「通俗水滸伝豪傑百八人之一個　九
紋龍史進」
文政10年（1827）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

428
歌川国芳
「通俗水滸伝豪傑百八人之一人　花
和尚魯知深初名魯達」
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文政10年（1827）頃
大判錦絵
太田記念美術館

429
歌川国芳
「通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　短
命次郎阮小吾」
文政11～ 12年（1828～ 29）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

430
歌川国芳
「通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　浪
裡白跳張順」
文政11～ 12年（1828～ 29）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

431
歌川国芳
「通俗水滸伝豪傑百八人一個　聖手
書生蕭譲・神行太保戴宗」
天保7年（1836）頃
大判錦絵竪二枚続
日本浮世絵博物館

432
歌川国芳
「東都御廐川岸之図」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

433
歌川国芳
「東都宮戸川之図」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

434
歌川国芳
「東都名所　新吉原」
天保3～ 4年（1832～ 33）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

435
歌川国芳
「近江の国の勇婦於兼」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

436
歌川国芳
「忠臣蔵十一段目夜討之図」
天保2～ 3年（1831～ 32）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

437
歌川国芳
高祖御一代略図　佐州塚原雪中
天保中期（1835～ 39）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

438
歌川国芳
高祖御一代略図　文永八年鎌倉霊山
ヶ崎祈雨
天保中期（1835～ 39）頃
横大判錦絵
平木浮世絵財団

439
歌川国芳
萩に鮎・藤下緋鯉
天保13年（1842）頃
中短冊二丁掛錦絵
日本浮世絵博物館

440
歌川国芳
黒鯉・なまず
天保13年（1842）頃
中短冊二丁掛錦絵
日本浮世絵博物館

441
歌川国芳
「東都富士見三十六景　昌平坂の遠
景」
天保14年（1843）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

442
歌川国芳
「東都富士見三十六景　新大はし橋
下の眺望」
天保14年（1843）頃
横大判錦絵
太田記念美術館

443
歌川国芳
「東都富士見三十六景　佃沖晴天の
不二」
天保14年（1843）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

444
歌川国芳
「坂田怪童丸」
天保7年（1836）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

445
歌川国芳
「源頼光公舘土蜘作妖怪図」
天保13～ 14年（1842～ 43）
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

446
歌川国芳
相馬の古内裏
弘化2～ 3年（1845～ 46）頃
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

447
歌川国芳
「讃岐院眷属をして為朝をすくふ図」
嘉永4年（1851）
大判錦絵三枚続
日本浮世絵博物館

448
歌川国芳
「道外獣の雨宿り」
天保13年（1842）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

449
歌川国芳
「道外化もの百物がたり」
天保13年（1842）頃
横大判錦絵
日本浮世絵博物館

450
歌川国芳
「蛸の入道五拾三次　日本橋／神奈
川」
天保13年（1842）頃
中判二丁掛錦絵
日本浮世絵博物館

451
歌川国芳
「蛸の入道五拾三次　品川／川崎」
天保13年（1842）頃
中判二丁掛錦絵
日本浮世絵博物館

452
歌川国芳
「里すゞめねぐらの仮宿」
弘化3年（1846）
大判錦絵三枚続
太田記念美術館

453
歌川国芳
「人をばかにした人だ」
弘化4年（1847）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

454
歌川国芳
「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」
弘化4年（1847）頃
大判錦絵
日本浮世絵博物館

455
歌川国芳
「としよりのよふな若い人だ」
弘化4年（1847）頃
大判錦絵
太田記念美術館
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特別展
没後70年　吉田博展
＊作者はすべて吉田博。作品名、シリーズ名、制作年、技法・素材、サイズ（縦×横cm）、所蔵（表記のないものは個人蔵）の順に記載。同展覧会の作品リストに準ずる

プロローグ

1
雲井桜
明治32（1899）年頃
水彩、紙
49.5×67.5
福岡県立美術館

2
雲表
明治42（1909）年
水彩、紙
67.5×102.0
福岡県立美術館

3
渓流
明治43（1910）年
油彩、カンバス
119.0×149.0
福岡市美術館

4
穂高山
大正期
油彩、カンバス
108.5×137.0

5
明治神宮の神苑
渡邊版
大正9（1920）年
木版、紙
126.8×30.3

6
牧場の午後
渡邊版
大正10（1921）年
木版、紙
45.3×32.6
千葉市美術館

7
馬返し
渡邊版
大正11（1922）年
木版、紙
45.3×33.0
千葉市美術館

特別出品
朝霧
明治34-36（1901-03）年
水彩、紙
65.5×47.5
福富太郎コレクション資料室

特別出品
ヴェニスの運河
明治39（1906）年
油彩、カンバス
39.5×50.0

特別出品
新月
明治40（1907）年
水彩、紙
59.5×79.5
東京国立近代美術館

特別出品
上高地の夏
大正4（1915）年
水彩、紙
67.0×99.3
九州大学大学文書館

第1章　それはアメリカから始まった

8
ホノルル水族館
米国シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
24.0×37.0

9
エル・キャピタン
米国シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
37.4×25.0

10
グランドキャニオン
米国シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
24.7×37.2

11
モレーン湖
米国シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
37.0×24.8

12
ナイヤガラ瀑布
米国シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.1×37.2

13
レニヤ山
米国シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
35.9×51.0

14
ユングフラウ山
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.0×37.1

15
ウェテホルン
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
36.9×25.4

16
ブライトホルン山
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
24.9×37.2

17
マタホルン山
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
51.0×36.0

18
マタホルン山　夜
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
51.0×36.0

19
ルガノ町
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.0×37.2

20
アゼンスの古跡
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.6×37.2

21
アゼンスの古跡　夜
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.3×37.1

22
スフィンクス
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.0×37.2

23
スフィンクス　夜
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
25.0×37.2

24
ヴェニスの運河
欧州シリーズ
大正14（1925）年
木版、紙
37.2×25.0

第2章　奇跡の1926年

25
劔山の朝
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.0×24.8

26
烏帽子岳の旭
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.3×25.0

27
穂高山
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
24.9×37.5

28
大天井岳より
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
25.7×37.4
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29
白馬山頂より
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
24.8×37.3

30
五色原
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
24.8×37.4
千葉市美術館

31
黒部川
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.4×25.1

32
立山別山
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
24.9×37.1

33
雷鳥とこま草
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
25.0×37.0

34
鷲羽岳の野営
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.0×24.8
千葉市美術館

35
針木雪溪
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.0×24.4

36
鎗ヶ岳
日本アルプス十二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.5×24.8
千葉市美術館

37
光る海
瀬戸内海集

大正15（1926）年
木版、紙
37.2×24.7

38
雨後の夕
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
24.8×37.4
千葉市美術館

39
鞆の浦
瀬戸内海集
昭和2（1927）年
木版、紙
24.8×37.6

40
帆船　朝
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
50.8×35.9

41
帆船　午前
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
50.8×36.1

42
帆船　午後
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
50.9×36.1

43
帆船　霧
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
50.9×36.0

44
帆船　夕
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
50.5×36.0

45
帆船　夜
瀬戸内海集
大正15（1926）年
木版、紙
50.8×36.1

第3章　特大版への挑戦

46
雲井櫻
大正15（1926）年
木版、紙
53.9×70.7

47
朝日
冨士拾景
大正15（1926）年
木版、紙
53.3×71.2

48
雨後の穂高山
昭和2（1927）年
木版、紙
54.5×71.2
福岡市美術館

49
雲海　鳳凰山
昭和3（1928）年
木版、紙
54.5×82.7

50
沼崎牧場
昭和3（1928）年
木版、紙
54.0×71.0

51
溪流
昭和3（1928）年
木版、紙
54.5×82.8

第4章　富士を描く

52
御来光
冨士拾景
昭和3（1928）年
木版、紙
25.0×37.5

53
河口湖
冨士拾景
大正15（1926）年
木版、紙
36.5×51.2

54
船津
冨士拾景
昭和3（1928）年
木版、絹
37.6×24.9

55
馬返し
冨士拾景
昭和3（1928）年
木版、紙
37.5×24.8

56
山頂劔ヶ峯
冨士拾景
昭和3（1928）年
木版、紙
24.7×37.5

57
興津
冨士拾景
昭和3（1928）年
木版、紙
24.9×37.4

58
むさしの
冨士拾景
昭和3（1928）年
木版、紙
24.9×37.6

59
山中湖
昭和4（1929）年
木版、紙
45.9×60.7

60
三保
昭和10（1935）年
木版、紙
24.5×37.8

61
鈴川
昭和10（1935）年
木版、紙
24.5×37.7

第5章　東京を描く

62
隅田川
東京拾二題
大正15（1926）年
木版、紙
24.8×37.3

63
隅田川　夕
東京拾二題
大正15（1926）年
木版、紙
24.8×37.3
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64
植物園の睡蓮
東京拾二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.2×24.9

65
百花園の秋
東京拾二題
大正15（1926）年
木版、紙
37.2×24.8

66
不忍池
東京拾二題
昭和3（1928）年
木版、紙
37.5×24.5

67
亀井戸
東京拾二題
昭和2（1927）年
木版、紙
37.5×24.7

68
堀切の志ようぶ
東京拾二題
昭和3（1928）年
木版、紙
37.7×25.0

69
金魚すくい
東京拾二題
昭和3（1928）年
木版、絹
24.7×37.5

70
落合徳川ぼたん園
東京拾二題
昭和3（1928）年
木版、紙
25.0×37.2

71
平河橋
東京拾二題
昭和4（1929）年
木版、紙
37.8×24.8

72
神樂坂通　雨後の夜
東京拾二題
昭和4（1929）年
木版、紙
37.5×24.5

73
中里之雪
東京拾二題
昭和3（1928）年
木版、紙
51.4×36.7

74
旧本丸
東京拾二題
昭和4（1929）年
木版、紙
24.6×37.7

75
石神井
昭和12（1937）年
木版、紙
23.4×30.7

76
池之端
昭和12（1937）年
木版、紙
24.5×37.5

77
上野公園
昭和13（1938）年
木版、紙
37.6×24.8

第6章　 親密な景色：人や花鳥への
まなざし

78
きばたん　あうむ
動物園
大正15（1926）年
木版、紙
37.1×25.3

79
くるまさか　あうむ
動物園
大正15（1926）年
木版、紙
36.9×24.7

80
於ほばたん　あうむ
動物園
大正15（1926）年
木版、紙
37.1×24.7

81
沼崎牧場のひる
昭和2（1927）年
木版、紙
36.5×51.2

82
蜀葵
昭和3（1928）年
木版、紙
36.1×51.1
千葉市美術館

83
こども
昭和2（1927）年
木版、紙
51.4×36.3

84
鏡之前
昭和2（1927）年
木版、紙
51.3×35.5

85
提灯屋
大正15（1926）年
木版、紙
37.2×24.9

86
根津　正直八百屋
大正15（1926）年
木版、紙
37.2×25.0

87
池の鯉
大正15（1926）年
木版、紙
37.1×24.7

88
柳に石橋
大正15（1926）年
木版、紙
37.1×24.8

89
湖畔之庭
庭四題
昭和8（1933）年
木版、紙
16.3×37.7

90
夏之庭
庭四題
昭和8（1933）年
木版、紙
37.6×16.3

91
秋之銀杏
庭四題
昭和4（1929）年
木版、紙
37.4×16.2

92
つゝじの庭
昭和10（1935）年
木版、紙
37.5×24.8

93
梅之家
昭和10（1935）年
木版、紙
37.5×25.0

94
藤之庭
昭和10（1935）年
木版、紙
24.6×37.4

第7章　 日本各地の風景Ⅰ 
1926-1930

95
利根川
大正15（1926）年
木版、紙
25.0×37.2

96
二月堂
大正15（1926）年
木版、紙
37.3×25.5

97
木曽川
昭和2（1927）年
木版、紙
24.6×37.4

98
姫路城
大正15（1926）年
木版、紙
36.9×24.6

99
姫路城　夕
昭和3（1928）年
木版、紙
34.9×23.4

100
日田筑後川の夕
昭和2（1927）年
木版、紙
24.9×37.5

101
中房川奔流
大正15（1926）年
木版、紙
24.8×37.7
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102
温泉岳
昭和2（1927）年
木版、紙
25.0×37.4

103
房洲海岸
昭和2（1927）年
木版、紙
25.0×37.4

104
春の日
昭和2（1927）年
木版、紙
24.9×37.4

105
柏原之雪
昭和2（1927）年
木版、紙
24.8×37.5

106
田口の冬
昭和2（1927）年
木版、紙
24.9×37.5

107
大漁
昭和3（1928）年
木版、紙
51.1×36.2

108
大原海岸
昭和3（1928）年
木版、紙
51.3×36.3

109
駒ヶ岳山頂より
日本南アルプス集　
昭和3（1928）年
木版、紙
24.5×37.8

110
駒ヶ岳岩小屋
日本南アルプス集　
昭和3（1928）年
木版、紙
24.7×37.7

111
露営　北岳間の岳
日本南アルプス集　
昭和3（1928）年
木版、紙
24.6×37.6

112
雨後の八ヶ岳（駒ヶ岳石室より）
日本南アルプス集　
昭和3（1928）年
木版、紙
24.7×37.6

113
白石島
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.8×37.6

114
阿武兎の朝
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.6×37.5

115
倉
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.5×37.4

116
潮待ち
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.6×37.6

117
静奈る日
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.7×37.7

118
三つ小島
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.6×37.4

119
神の島
瀬戸内海集　第二
昭和5（1930）年
木版、紙
24.8×37.6

第8章　印度と東南アジア

120
シンガポール
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
37.6×24.6

121
ラングーンの金塔
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.5

122
ヴィクトリヤ　メモリヤル
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.6

123
ベナレスのガット
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.6

124
カンチェンジャンガ　朝
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.6

125
カンチェンジャンガ
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.6

126
タジマハルの庭
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.7×37.5

127
タジマハルの庭　夜
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.6×37.5

128
フワテプールシクリ
印度と東南アジア
昭和6（1931）年

木版、紙
37.9×24.9

129
アムリッサー
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.1

130
ジャイプールのアジュメル門
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
37.6×24.7

131
アジュメルのブレンデルワジャー
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
37.6×24.8

132
ウダイプールの城
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
37.6×24.8

133
シャラマル　ガーデン
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
37.6×24.7

134
アジヤンタ
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.8

135
エロラ　カイラサテンプル
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
37.6×24.6
千葉市美術館

136
マデュラの神殿
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
37.7×24.5

137
サンチの門
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印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
37.6×24.9

138
月夜のタジマハル　第四
印度と東南アジア
昭和6（1931）年
木版、紙
24.8×37.7

139
アグラ郊外　第三
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
24.7×37.6

140
タジマハルの朝霧　第五
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
36.2×51.0

141
タジマハルの夜　第六
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
36.1×51.3

142
蛇使ひ
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
24.8×37.7

143
町はづれ
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
24.7×37.7

144
ウダイプールの島御殿
印度と東南アジア
昭和7（1932）年
木版、紙
24.8×37.6
千葉市美術館

第9章　 日本各地の風景Ⅱ 
1933-1935

145
河野祭
関西
昭和8（1933）年

木版、紙
37.5×24.5

146
文之助茶屋
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
37.5×24.3

147
瀬田之唐橋
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
24.3×37.5

148
加茂川
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
24.8×37.6

149
まるやま公園
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
24.7×37.7

150
金閣
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
37.6×24.5

151
奈良の夕
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
37.5×24.4

152
猿澤池
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
37.7×24.6

153
京都之夜
関西
昭和8（1933）年
木版、紙
37.6×24.5

154
料理や之夜
関西

昭和8（1933）年
木版、紙
37.1×24.0

155
三溪園
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
37.7×24.7

156
鐘樓
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
37.7×24.4

157
弘前城
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
37.5×24.7

158
春雨
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
37.4×24.7
千葉市美術館

159
川越之櫻
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
37.7×24.8

160
嵐山
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
37.7×24.8

161
樓門
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
24.6×37.7

162
花盛り
櫻八題
昭和10（1935）年
木版、紙
24.5×37.4

163
八坂神社
昭和10（1935）年
木版、紙
37.6×24.4

164
大坂城
昭和10（1935）年
木版、紙
37.5×24.5

第10章　外地を描く、大陸を描く

165
港之夜
昭和13（1938）年
木版、紙
24.9×37.7

166
昌慶宮
北朝鮮・韓国・旧満州
昭和12（1937）年
木版、紙
24.7×37.5

167
大同門
北朝鮮・韓国・旧満州
昭和12（1937）年
木版、紙
24.5×37.5

168
北陵
北朝鮮・韓国・旧満州
昭和12（1937）年
木版、紙
24.7×37.5

169
奉天市場
北朝鮮・韓国・旧満州
昭和12（1937）年
木版、紙
24.5×37.5

170
奉天大南門
北朝鮮・韓国・旧満州
昭和12（1937）年
木版、紙
24.5×37.5

171
湖口
昭和14（1939）年
木版、紙
24.6×37.5
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172
廬山
昭和14（1939）年
木版、紙
24.6×37.4

173
小姑山
昭和14（1939）年
木版、紙
37.5×24.7

174
星子
昭和15（1940）年
木版、紙
37.4×24.7

175
石鐘山
昭和15（1940）年
木版、紙
24.7×37.4

176
蘇洲
昭和15（1940）年
木版、紙
24.7×37.5

第11章　 日本各地の風景Ⅲ 
1937-1941

177
神橋
昭和12（1937）年
木版、紙
24.8×37.7

178
歌ヶ濱
昭和12（1937）年
木版、紙
24.6×37.5

179
杉並木
昭和12（1937）年
木版、紙
37.7×24.7

180
東照宮
昭和12（1937）年
木版、紙
37.7×24.7
千葉市美術館

181
陽明門
昭和12（1937）年
木版、紙
37.9×24.8

182
春日参道
昭和13（1938）年
木版、紙
37.7×24.7

183
休み茶屋
昭和13（1938）年
木版、紙
24.4×37.6

184
北海波静　利尻山
昭和13（1938）年
木版、紙
24.7×37.7

185
鼠ヶ関辨天島
昭和14（1939）年
木版、紙
37.7×24.6

186
竹林
昭和14（1939）年
木版、紙
37.7×24.8

187
深林之宮
昭和15（1940）年
木版、紙
37.1×25.0

188
亀と鯉
昭和15（1940）年
木版、紙
37.7×25.0

189
大佛山門
昭和15（1940）年
木版、紙
37.2×24.8

190
御室
昭和15（1940）年
木版、紙
24.8×37.8

191
金門
昭和16（1941）年
木版、紙
35.9×50.3

192
温泉之春
昭和15（1940）年
木版、紙
24.7×37.4

193
新月
昭和16（1941）年
木版、紙
24.5×37.1

エピローグ

194
農家
昭和21（1946）年
木版、紙
24.5×37.3

資料

版木
大正15（1926）年

写生帖
明治期～昭和16（1941）年頃
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東京都美術館コレクション展
「読み、味わう昭和の書」
＊作家名、作品名（出典・詩人名）、制作年、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準ずる。

1

安東聖空
《不二》
東京都美術館

2

大石隆子
《小庭》
1972年
東京都美術館

3

金子鷗亭
《知床（自詠）》
1964年
東京都美術館

4

金子鷗亭
《尾花》（自詠）
1973年
東京都美術館

5

桑田笹舟
《希望》（清水比庵）
東京都美術館

6

鈴木翠軒
《万葉一首》（万葉集）
東京都美術館

7

田中塊堂
《槻の木》（窪田空穂）
東京都美術館

8

日比野五鳳
《あふさかの関》
1969年
東京都美術館

9

宮本竹逕
《万葉長歌》（万葉集）
1974年
東京都美術館

10

森田安次
《風の又三郎》（宮沢賢治）
1949年

静岡県立美術館

11

森田安次
《水》（高浜虚子ほか）
1953年
静岡県立美術館

12

青木香流
《俺も眠らう》（草野心平）
1969年
一般社団法人書燈社

13

青木香流
《ゆき》（草野心平）
1972年
一般社団法人書燈社

14

青木香流
《めだかのがっこう》
1973年
一般社団法人書橙社

15

徳野大空
《草原》
1963年
成田山書道美術館

16

徳野大空
《主》
1962年
成田山書道美術館

17

橘 千蔭
《短冊（翫落葉）》
東京都江戸東京博物館

18

上田秋成
《短冊（秋涼）》
東京都江戸東京都博物館

19

大田垣蓮月
《短冊（菊處）》
東京都江戸東京博物館

20

多田親愛
《短冊（雨中紅葉）》
東京都江戸東京博物館

21

大口周魚
《短冊（春澪）》
東京都江戸東京博物館

22

阪 正臣
《短冊（夏祝）》
東京都江戸東京博物館

23

与謝野鉄幹
《短冊（ふしどより…）》
東京都江戸東京博物館

24

若山牧水
《短冊（しみじみと…）》
東京都江戸東京博物館

25

与謝野晶子
《短冊（柘に京…）》
東京都江戸東京博物館

26

北原白秋
《短冊（蝸牛の…）》
東京都江戸東京博物館

27

相馬御風
《短冊（わかふきし…）》
東京都江戸東京博物館

28

斎藤茂吉
《短冊（しほ嶋の…）》
東京都江戸東京博物館

29

石井柏亭
《短冊（三原山にてよめる）》
東京都江戸東京博物館

30

吉井 勇
《短冊（桃やまの…）》
東京都江戸東京博物館

31

釈 超空
《短冊（いひくらの…）》
東京都江戸東京博物館

32

小杉放庵
《短冊（青やまの…）》
東京都江戸東京博物館

33

窪田空穂
《短冊（わか身にし…）》
東京都江戸東京博物館

34

柳原白蓮
《短冊（月も日も…）》
東京都江戸東京博物館

35

宝生犀星
《短冊（鯛の骨）》
東京都江戸東京博物館

36

河東碧梧桐
《短冊（朝は堤を…）》
東京都江戸東京博物館
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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2020「読み、味わう現代の書」
＊作家名、作品名、制作年、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

中野北溟
1

《一》
1961年
個人蔵

2

《よろこび》
1989年
作家蔵

3

《先生の手》
2012年
作家蔵

4

《天地創造》
2014年
作家蔵

5

《流氷の詩》
2015年
作家蔵

6

《舞》
2015年
作家蔵

7

《刻む》
2018年
作家蔵

8

《空へ（源鬼彦）》
2018年
作家蔵

9

《うれしくって（棟方志功）》
2019年
作家蔵

10

《ぬくもり》
2020年
作家蔵

11

《はれやか》
2020年
個人蔵

村上翠亭
12

《ガラス戸》
1967年
大東文化大学

13

《翠亭躁恣冊》
2000年
大東文化大学

岡　美知子
14

《葛飾の（下総国歌・万葉集）》
2015年
作家蔵

15

《つつじ》
2018年
作家蔵

16

《坪野哲久の歌》
2019年
作家蔵

17

《多摩川に（東歌・万葉集）》
2020年
作家蔵

18

《瓜食めば（山上憶良・万葉集）》
2020年
作家蔵

19

《大伴旅人の歌（万葉集）》
2020年
作家蔵

20

《額田王の歌（万葉集）》
2020年
作家蔵

小山やす子
21

《伊勢物語屏風》
2002年
成田山書道美術館

22

《三十六人家集屏風》
2003年
成田山書道美術館

23

《山家集屏風》
2015年
毎日新聞社

榎倉香邨
24

《百舌鳥と蛙》
2004年
帝京大学書道研究所

25

《芳潤》
2009年
帝京大学書道研究所

26

《シャボン玉》
2010年
帝京大学書道研究所

27

《伊豆のはる》
2011年
帝京大学書道研究所

28

《たに水》
2012年
帝京大学書道研究所

29

《旅》
2012年
帝京大学書道研究所

30

《静渕》
2013年
帝京大学書道研究所

31

《白梅》
2015年
帝京大学書道研究所

32

《炎》
2015年
帝京大学書道研究所
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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。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別記
第1号様式の1（第4関係）施設利用料後納申請書兼承認書
第1号様式の2（第4関係）附帯設備利用料後納申請書兼承認書
第2号様式の1（第5関係）施設利用料減免申請書兼承認書
第2号様式の2（第5関係）附帯設備利用料減免申請書兼承認書
第3号様式の1（第6関係）施設利用料還付申請書兼承認書
第3号様式の2（第6関係）附帯設備利用料還付申請書兼承認書

<別記様式　省略>

東京都美術館利用料金要綱
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東京都美術館利用料金表
展示室等
区分 単位 金額
展示室

公募展示室
全展示室 全室１日 684,000円
地階第一展示室 各室１室１日 57,000円
地階第二展示室
地階第三展示室
地階第四展示室　
一階第一展示室
一階第二展示室
一階第三展示室
一階第四展示室　
二階第一展示室
二階第二展示室
二階第三展示室
二階第四展示室　

企画展示室 全室１日 147,700円
ギャラリー

全ギャラリー 全室１日 64,000円
ギャラリーＡ 各室１室１日 22,300円
ギャラリーＢ 16,300円
ギャラリー C 25,400円

搬入出作業室
全作業室 全室１日 90,700円
第一作業室Ａ 各室１室１日 10,000円
第一作業室Ｂ 8,300円
第二作業室Ａ 14,300円
第二作業室Ｂ 8,300円
第三作業室Ａ 12,300円
第三作業室Ｂ 8,300円
第四作業室Ａ 12,300円
第四作業室Ｂ 16,900円

作品審査室
全審査室 全室１日 49,700円
第一審査室 各室１室１日 7,100円
第二審査室Ａ
第二審査室Ｂ
第三審査室Ａ
第三審査室Ｂ
第四審査室Ａ
第四審査室Ｂ

搬入出倉庫
全倉庫 全室１日 7,300円
第一倉庫 各室１室１日 2,900円
第二倉庫 1,500円
第三倉庫 2,900円

作品収納室
全収納室 全室１日 30,600円
地階収納室Ａ 各室１室１日 3,400円
地階収納室Ｃ
一階収納室Ａ
一階収納室Ｃ
二階収納室Ａ
二階収納室Ｃ
地階収納室Ｂ1 各室１室１日 1,700円
地階収納室Ｂ2
一階収納室Ｂ1
一階収納室Ｂ2
二階収納室Ｂ1
二階収納室Ｂ2

展示室等
区分 単位 金額
展覧会事務室

全事務室 全室１日 28,800円
第一事務室 各室１室１日 2,400円
第二事務室
第三事務室
第四事務室
第五事務室
第六事務室
第七事務室
第八事務室
第九事務室
第十事務室
第十一事務室
第十二事務室

ギャラリー事務室
全事務室 全室１日 6,200円
ギャラリー A 各室１室１日 2,000円
ギャラリー B 2,600円
ギャラリー C 1,600円

講堂・スタジオ等
区分 単位 金額
講堂 １室 全日 24,300円

午前 12,200円
午後 12,200円

スタジオ
スタジオ1 各室１室 全日 7,200円

午前 3,600円
午後 3,600円

スタジオ2 全日 6,900円
午前 3,500円
午後 3,500円

スタジオ3 全日 2,500円
午前 1,300円
午後 1,300円

ロビー・エントランス １㎡ 75円

付帯設備
区分 単位 （新）金額
展示設備

陳列ケース 各設備１台１日 800円
審査台
フォークリフト １台１時間 1,600円

映写機
プロジェクター １台 全日 1,600円

午前 800円
午後 800円

音響設備
マイクセット １組 全日 1,600円

午前 800円
午後 800円

持ち込み機材使用電気料 １KW／ｈ 40円
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フロアマップ

【M3階（中 3階）】
公募展第 9，10、11、12事務室

【2階】
公募展示室 2階 第 1、2、3、4
レストラン「RESTAURANT MUSE」
プロジェクトルーム
スタジオ
アートスタディルーム
企画展示室

公募展第 5、6、7、8事務室
公募展示室 1階 第 1、2、3、4
カフェ「cafe Art」
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
レストラン「RESTAURANT salon」
美術情報室
企画展示室

【MB階（中 1階）】
公募展第 1、2、3、4事務室

【LB階】
公募展示室 LB階 第 1、2、3、4
事務室
救護室
授乳室
ミュージアムショップ
講堂
企画展示室

【地下 2階】
ギャラリーC

【地下３階】
ギャラリー A
ギャラリー B
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住所　東京都台東区上野公園8番36号
地域・地区  第1種中高層住居専用地域
準防火地域／第1種文教地区／第2種風致地区／第3種高度地区
建ぺい率  40％
容積率  300％

敷地面積  16,638.84㎡
建築面積  7,999.47㎡
延床面積  37,748.81㎡
鉄筋コンクリート造／鉄骨鉄筋コンクリート造（一部）／鉄骨造（一部）

高さ　最高高さ17.4m／軒高15.6m
＊風致地区の高さ制限や公園法により、エントランスロビーを含むメインフロアはLB
階（地下1階）に設定されている。

［企画棟］
企画展示室
LB階　709㎡（倉庫55㎡、展示ケース82㎡を含む）
1階　713㎡（倉庫55㎡、展示ケース83㎡を含む）
2階　714㎡（倉庫57㎡を含む）
＊天井高4.5m

［公募棟］
ギャラリー
A（地下3階）　412㎡、天井高9.9m
B（地下3階）　303㎡、天井高3m
C（地下2階）　470㎡、天井高2.4m／ 5.8m

公募展示室
LB階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
1階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
2階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
＊各3室、全12室、天井高4.8m
＊1室平均面積760㎡、ロビー全面積445㎡
＊1室平均壁長271m、全室壁長3,256m

［中央棟］
ミュージアムショップ（LB階）　127㎡
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ（1階）　391㎡（52席）
カフェ「cafe Art（カフェ アート）」（1階）　103㎡（50席）
レストラン「RESTAURANT MUSE（レストラン ミューズ）」（2階）　481㎡（200席）

［交流棟］
講堂（LB階）　284㎡
（客席254㎡［固定225席＋車椅子スペース5席］、舞台30㎡）
美術情報室（1階）　88㎡（14席）
レストラン「RESTAURANT salon（レストラン サロン）」（1階）　249㎡（客席50席）
スタジオ（2階）　146㎡
アートスタディルーム（2階）　153㎡

［開館時間］
9:30～ 17:30（特別展開催中の金曜日は9:30～ 20:00）
※いずれも入館は閉館時間の30分前まで

［休室日］
特別展・企画展
毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
上記以外の展覧会
第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）

［全館休館日］
毎月第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
整備休館
年末年始
12月29日～ 1月3日

［アメニティ施設］
○美術情報室（交流棟1階）　10:00～ 17:00　※整備休室あり
○ミュージアムショップ（中央棟LB階）　9:30～ 17:30*
○レストラン「RESTAURANT MUSE」（中央棟2階）　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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