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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。
　2021（令和3）年度は、指定管理期間当初年度である重要な年であり、将来に向
けて体制を整え事業の質を高めていく１年と意識し、この使命を達成するため、
事業の着実な実施に努めると共に新たな事業にも取り組みました。
　しかし、年度当初から新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言が
発令され、4月25日から5月31日の間、臨時休館となりました。また、2022年1
月中の開幕が予定されていた展覧会も世界的感染拡大の影響で、２月開幕になり
会期が短縮されるなど、期間短縮や人数制限を余儀なくされました。
　このような状況のなか、「展覧会事業」のうち特別展では日時指定予約制による
入場者制限を実施しながらも目標入場数を上回り、企画展及びコレクション展も
高い評価を得ました。
　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」
は、オンラインとリアルを組み合わせて各種プログラムを実施し、高齢者向け新
規事業を立ち上げるなど、感染防止対策を万全にしながら活発に事業を展開しま
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
績を分かりやすく紹介することを心がけました。この年報を通して、東京都美術
館の活動に一層のご理解とご支援をいただければ幸いです。

令和4年11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2021（令和3）年度から2026（令和8）年度ま
で（6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、障害のある方が何のためら
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」を紹介する展覧会を実施

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

　（2） Museum Start あいうえの
  上野公園の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） Creative Ageing ずっとび
  歳を重ねても「ずっと」通いたくなる美術館を目指し、シ
ニア世代を対象に、作品や人とクリエイティブに出会え
る、参加型のプログラムを企画

　（4） 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

  障害のある方が安心して鑑賞できるよう、事前申込制
で特別展ごとに開催。アート・コミュニケータがサポー
ト

　　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

2021（令和3）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

（公財）東京都歴史文化財団が指定管理者として
6年間管理運営を受託
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令和3年度 トピックス

4月 24日 「イサム・ノグチ　発見の道」開幕（8月29日まで）

5月 2日  「Museum Start あいうえの」公式サイトリニューアルオー
プン

6月 8日  2021年度アーカイブズ資料展示「東京都美術館と佐藤記念
室」を1階アートラウンジで開催（7月4日まで）

 10日  「都美セレクション グループ展 2021」開幕（6月30日まで）
 28日  障害のある方のための特別鑑賞会「イサム・ノグチ　発見

の道」開催

7月 18日  Museum Start あいうえのとCreative Ageing ずっとびの共
同で異世代交流プログラム「みる旅」実施（18、23～ 25日
の4日間）

 20日  「東京2020公式アートポスター展」1階アートラウンジで開
催（9月5日まで）

 22日  「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」開幕（10月
9日まで）

 23日  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催に
伴い、セキュリティ対策強化のため、正門前及び通用口で
手荷物検査開始（9月5日まで）

8月 1日  Museum Start あいうえの「SDGsで探究！名建築をみる」実
施

 7日  Museum Start あいうえの ブレンディッド・ラーニング・
プログラム「うえの！ アートリサーチャー ステップ1　オ
ンライン」実施

 21日  「Walls ＆ Bridges関連プログラム ダンス・ウェル」ウェブ
会議システムを使用して実施（21、22日の2日間）

9月 13日  Museum Start あいうえの スペシャル・マンデー「Walls & 
Bridges 世界にふれる、世界を生きる」にて実施

 18日  「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」開幕
（12月12日まで）

 30日 真室佳武館長退任

10月 1日 高橋明也館長就任
 11日  障害のある方のための特別鑑賞会「ゴッホ展──響きあう

魂 ヘレーネとフィンセント」開催

11月 17日  「上野アーティストプロジェクト2021『Everyday Life : わた
しは生まれなおしている』」開幕（1月6日まで）

   「コレクション展『東京都コレクションでたどる〈上野〉の記
録と記憶』」開幕（1月6日まで）

 23日  Creative Ageing ずっとびで認知症当事者とその家族を対象
にしたオンライン鑑賞プログラム「アート・コミュニケー
タと一緒に楽しむ おうちでゴッホ展」実施

12月 5日 「東京都美術館公式Twitter」フォロワー数20万人を記録
 11日  「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」入場

者30万人を記録
 19日  Museum Start あいうえの「美術館でやさしい日本語プログ

ラム『SDGsでミュージアム！』」実施

1月 10日  とびらプロジェクト11期アート・コミュニケータ募集受
付開始

 22日  とびらプロジェクトフォーラム「コミュニティから芽生え
る回復力　予測不可能な世界を生きる、アート・コミュニ
ケータの10年とこれから」実施

2月 10日  「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀
オランダ絵画展」開幕（4月3日まで）

 28日  Museum Start あいうえの スペシャル・マンデー「ドレスデ
ン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ
絵画展」にて実施

3月 14日  障害のある方のための特別鑑賞会「ドレスデン国立古典絵
画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展」開催

【新型コロナウイルス感染症拡大による影響】
・臨時休館：4月25日～ 5月31日
・ 「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵
画展」開幕日が1月22日から2月10日に延期

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策】
・日時指定予約制を導入
　「イサム・ノグチ　発見の道」
　「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」
　 「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵
画展」
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2021（令和3）年度 実績と評価

2021（令和3）年度は、今期指定管理当初年であり、事業
計画書に提案した「展覧会事業」「公募展事業」 「アート ･
コミュニケーション事業」「アメニティ事業」を着実に実施
した。
年度当初、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

緊急事態宣言が発令され、4月25日から5月31日の間は
臨時休館となった。6月以降は検温、手指消毒、日時指定
予約制による人数制限などを実施し、感染拡大防止対策を
最優先しながら、慎重に美術館の運営を行った。

実績
展覧会事業
特別展では、日時指定予約制による入場制限をはじめ、

感染拡大防止に努めながら適切に実施した。「イサム・ノ
グチ　発見の道」は、特別展としてはリニューアル後初め
て館オリジナルの企画として開催した。「ゴッホ展──響
きあう魂 ヘレーネとフィンセント」では、世界的評価の礎
となったコレクターを軸に優品の数々を紹介した。また、
初めて「ジュニアガイド動画」を制作、配信した。「ドレス
デン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オラン
ダ絵画展」では、作品の大規模な修復過程を紹介する映像
を制作し会場で上映、鑑賞理解を深める契機とした。併せ
て令和4年度以降の特別展の準備を着実に進めた。
企画展「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」

では、「生きる糧」としての芸術を感じられる展覧会とし
て、様々な背景と動機をもった5人のユニークな作り手を
紹介し、極めて好評で評価も高かった。また、展覧会ガイ
ドと展示風景の動画を制作し館ウェブサイトから視聴でき
るようにしたほか、関連事業としてオンラインで「ダンス・
ウェル」を実施し全国より参加者を得た。
「東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶」で
は、財団各館の所蔵品を効果的に活用し、ガイドの動画を
館ウェブサイトに掲載した。開催期間中は財団事務局で運
営する「東京都コレクション収蔵品検索（ToMuCo）」サイト
と連携して特集を組んだ。
また、令和4年度企画展「フィン・ユールとデンマーク

の椅子」の準備を着実に進めた。

公募展事業
公募展事業では、令和5年度の単年度使用割当を決定
し、100％割当の目標を達成した。また、学校教育展・公

募団体展の各主催団体には、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。
「アーティストプロジェクト2021『Everyday Life：わた
しは生まれなおしている』」では、出品作家へのインタ
ビュー動画を会場で上映したほか、館ウェブサイトでも公
開した。「文化芸術体験プログラム」では、一般社団法人日
本盆栽協会の協力のもとに動画「盆栽をたのしむ」を制作し
館公式YouTubeチャンネル上に公開、館ウェブサイトから
も広く視聴できるようにした。

アート・コミュニケーション事業
リアルとオンラインを併用して事業を実施した。「とび
らプロジェクト」のアート・コミュニケータの自主的会議
（とびラボ）は昨年度をさらに上回り過去最大回数実施さ
れ、11期アート・コミュニケータへの応募数も、初年度
を上回る過去最大の420通となった。「Museum Start あい
うえの」では、約2年ぶりに休室日の学校プログラムを行
い、東京都つながり創生財団と連携した多文化共生プログ
ラムも実施した。
令和3年度から新たにスタートした「Creative Ageing 
ずっとび」では、「Museum Start あいうえの」と連動し高齢
者と高校生が「イサム･ノグチ　発見の道」と映画を鑑賞し
た後で対話を行う異世代交流プログラム「みる旅」と、認知
症当事者とその家族とアート・コミュニケータがウェブ会
議システム（Zoom）を介して対話型鑑賞を行う「おうちで
ゴッホ展」を実施した。参加者アンケートでも高い評価を
得て、今後の展開が期待されている。
また、高齢者を対象とした社会的処方に関する調査の一
環として、国立台湾博物館が自館での実践や海外事例をま
とめた「博物館処方箋実践ガイドブック」を和訳しオンライ
ンで公開した。台東区社会福祉協議会をはじめとする福祉
セクターとともにアートを介した高齢者支援をテーマにし
た研究会を行い、今後の連携の端緒とした。

アメニティ事業
佐藤慶太郎記念 アートラウンジは、感染拡大防止のた
め、引き続き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。東京オリンピック・パラリ
ンピック大会開催中の7月から9月にかけては、文化の祭
典の意義を、公式アートポスターを通して広く伝える東京
2020公式アートポスター展を開催し、5,261名の来場者が
あった。
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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などの対策を
行って営業した。ショップは館と連携して展覧会に応じた
オリジナルグッズ等を開発・販売した。今年度も感染拡大
防止を最優先に営業したが、特に「ゴッホ展──響きあう
魂 ヘレーネとフィンセント」のグッズが大好評で、売上を
大きく伸ばした。

自己評価
特別展「イサム・ノグチ　発見の道」では開幕当初の32

日間が非常事態宣言下で休館となったが、再開後は斬新な
彫刻展示が評判となり。１日1,300人を超える来場者があっ
た。「ゴッホ展――響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」
では、女性収集家の視点を軸に据えた展示と作品の質の高
さが話題となり、日時指定予約制の中での30万人を超え
る入場者を記録した。「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　
フェルメールと17世紀オランダ絵画展」は、フェルメール
の《窓辺で手紙を読む女》を中心に、オランダ17世紀の油
彩画を紹介して人気を博した。企画展「Walls＆Bridges 世
界にふれる、世界を生きる」は、全く異なる生き様を背景
に「生きる糧として」の作品を生み出し続けた作り手の写
真、絵画、彫刻、映像を紹介し、各方面から高い評価を得た。

公募展事業では、令和５年度の単年度使用割当を円滑に
決定した。「上野アーティストプロジェクト2021『Everyday 
Life：わたしは生まれなおしている』」「東京都コレクショ
ンでたどる<上野>の記録と記憶」は、それぞれ評判が高
く、かつ来場者の満足度も高かった。「上野アーティスト
プロジェクト2021『Everyday Life：わたしは生まれなお
している』」では、公募団体展で活躍した６人の女性作家を
紹介し、多くの共感を得た。また「東京都コレクションで
たどる<上野>の記録と記憶」では、戦前、戦後の上野の
風景や風俗を描いた絵画、版画、写真等を紹介し、併せて
古いニュース映像も上映し、都美ならではの企画として好
評を得た。

アート・コミュニケーション事業では、八戸市美術館（青
森県）やたいけん美じゅつ場VIVA（茨城県）のアート・コ
ミュニケーション事業担当者をオンラインでつないだオー
プンレクチャーや、オンラインとリアル会場を組み合わせ
たハイブリッドのとびらプロジェクトフォーラムを開催、
参加・交流の機会をさらに広げた。また、「Museum Start 
あいうえの」の仕組みと実践をまとめた書籍を出版、美術
館体験を通じて全ての子供たちと保護者の社会参加の入口

となることを目指す理念を発信した。今年度から始めた
「Creative Ageing ずっとび」では、高齢者や認知症当事者
とその家族を対象とした事業を実施し、年間を通して、多
様な事業を活発に展開し、成果をあげた。

広報面においては英文ツイッターによる基本的な情報の
配信に努めた。初の試みとして、渋谷公園通りギャラリー
と連携した「やさしい日本語」ガイドを印刷物と音声で作成
し、つながり創生財団の協力等により外国人の門戸拡大を
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
情報交換と連携を行い、安全第一の管理運営に留意した。

令和３年度は、以上の取組みにより目標以上の成果を達
成できた。

外部評価委員会による評価（総括的な意見）
長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、人数制限や
期間短縮などを余儀なくされた令和3年度であったが、オ
ンラインによるイベント開催や発信など ICTを十分に活
用して対応し、特別展では入場者目標を達成できたことを
評価したい。
展覧会については、「イサム・ノグチ　発見の道」や「Walls 

& Bridges 世界にふれる、世界を生きる」など、いずれの
展覧会も学芸員の研究活動が如実に反映された学術的に高
い意義を持つ企画となり、また、「ゴッホ展──響きあう
魂 ヘレーネとフィンセント」「ドレスデン国立古典絵画館
所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展」のように多
くの入場者が見込める展覧会であっても、内容に工夫が凝
らされて高く評価される。
また、社会包摂を意識した取組みを順調に拡大しつつあ
り、特に認知症高齢者を対象とした「おうちでゴッホ展」の
実施や、国立台湾博物館の社会的処方ガイドブックの和訳
は、先駆的な取組みとして注目される。今後、美術館の社
会課題解決にむけての姿勢は、東京都としても国としても
ますます問われることになると思われるので、継続して事
業を発展させていただきたい。
全体的に非の打ちどころのない館運営であり、職員の異
動がある中で、これまでの経験と知見を職員間で共有継承
し、今後も継続的に運営されていくことが望まれる。

Withコロナを許容し、その環境の中で生まれる新しい
アート、一番難しい連携や繋がりを引き続き模索しながら
の活動を期待する。





各事業報告
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展覧会事業1 　今年度は、コロナ禍により2020年から延期となっていた「イサム・ノグチ　発
見の道」「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」の開催をはじめ、緊急
事態宣言下での開幕となった「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセン
ト」、開幕日を延期して開催した「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメール
と17世紀オランダ絵画展」、そして東京都美術館が位置する「上野」という土地に
注目したコレクション展を開催した。
　「イサム・ノグチ　発見の道」は、2021年東京オリンピックを機に実施した当
館独自企画の特別展として、半世紀を超えるノグチの発見の道行きの精華に迫
り、「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」では、世界最大の個人
収集家の貴重なコレクションの数々を紹介。「Walls & Bridges 世界にふれる、
世界を生きる」では、5人のつくり手を紹介し、「生きる糧」としての表現の魅力
に迫った。「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵
画展」では、修復後、所蔵館以外で世界初公開となった《窓辺で手紙を読む女》を
修復過程とともに紹介、コレクション展では、戦前戦後期の「上野」を記録した絵
画・写真の数々に大きな反響があった。

特別展 
イサム･ノグチ　発見の道
ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展

企画展 
Walls & Bridges  世界にふれる、世界を生きる

コレクション展
東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶
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主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、
朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション、文化庁、
独立行政法人日本芸術文化振興会

協賛／DNP大日本印刷、三菱商事
特別協力／ イサム・ノグチ財団・庭園美術館（ニューヨー

ク）、公益財団法人イサム・ノグチ日本財団 イ
サム・ノグチ庭園美術館

協力／茨城放送、日本航空
会期／ 2021（令和3）年4月24日（土）～ 8月29日（日）
 （新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の延

長に伴い4月25日(日)から5月31日(月)まで臨時休館）
会場／企画展示室
出品点数／ 229点
観覧料／ 一般 1,900円、大学生・専門学校生 1,300円、65

歳以上 1,100円
担当／中原淳行、大橋菜都子、下倉久美

　2021年東京オリンピックを機に実施した当館独自企画
の回顧展。コロナ禍による延期と開幕後１カ月の休館を経
て開催した。「発見の道（Ways of Discovery）」は晩年の石彫
の題名に因む。
　イサム・ノグチ（1904-1988）は日本人を父に、米国人を
母に生まれ、コンスタンティン・ブランクーシとの出会い
から、自然と通底する形態による抽象彫刻の世界を探究し
た。本展では作品の多様性とノグチの創造のプロセスを体
感できるよう、紙・鉄・石をキーワードに回遊式の3つの
展示プランを試み、極めて高い満足度（98％）を達成した。
　第1章「彫刻の宇宙」では、15分間隔で明滅する150灯の
光の彫刻「あかり」の周囲に1940年代から80年代の作品を
設置。第2章「かろみの世界」では、金属板の彫刻、深紅の
遊具彫刻、各種あかりを採り上げ、ノグチ芸術の軽さのエッ
センスに焦点をあてた。第3章「石の庭」では、香川県高松
市牟礼町のイサム・ノグチ庭園美術館の所蔵品を核とした
最晩年の石彫の数々により、半世紀を超えるノグチの発見
の道行きの精華に迫った。

【特別展】

イサム･ノグチ　発見の道
Isamu Noguchi: Ways of Discovery

ポスター

図録表紙

チラシ



17

実績
入場者数／ 113,312人（1日平均 1,382人）

関連企画
・令和3年度日本博・共催型プロジェクト「イサム・ノグチ　発見の道」
オンラインギャラリーツアー（中原淳行）

掲載記事など
・「石を見つめ 命を吹き込む　彫るほどに大きくなる作品 牟礼の地で」
大西若人／『朝日新聞』2021年6月17日
・「現在進行形で見るべきアーティスト」椹木野衣／『東京新聞』2021年6
月18日
・「20世紀の巨匠、イサム・ノグチの発見の軌跡　東京都美術館で回顧
展」黒澤綾子／『産経新聞』（電子版）2021年6月23日
・「場とモノとヒトをつなぐ空間」藤田一人／『公明新聞』（電子版）2021
年6月26日
・「わたしとイサム・ノグチ サカナクション 山口一郎」／『日曜美術館』
（NHK Eテレ）2021年7月11日、7月18日
・「重さと軽さ 不思議　コスチュームアーティスト ひびのこづえさん
が見る「生活」感じられる作品 古びない」大西若人／『朝日新聞』2021
年7月14日
・「イサム・ノグチと李香蘭の祖国」湯浅博／『産経新聞』（電子版）2021
年7月14日
・「イサム・ノグチ　発見の道　自然と共にある造形」高橋咲子／『毎日
新聞』（夕刊）2021年7月14日
・「「化身」 イサム・ノグチ　不思議な立ち姿、生んだものは」大西若人
／『朝日新聞』（夕刊）2021年7月21日
・「イサム・ノグチ　発見の道」坂崎重盛／『うえの』（電子版）2021年8
月号
・「東京都美術館「イサム・ノグチ　発見の道」「Walls & Bridges 世界に
ふれる、世界を生きる」を巡ろう」（出演：都築響一）／『ニコニコ美術
館』（インターネット動画）2021年8月21日

会場風景 撮影：齋藤さだむ

図録［A4変形判／261ページ］
・「イサム・ノグチ　石の声をはじめに聞く」
磯崎新（建築家）pp.10
・「イサムさんのこと」
安藤忠雄（建築家）pp.11-15
・「イサム・ノグチの牟礼のアトリエ」
中原淳行（東京都美術館 学芸員）pp.177-183
・「作家自身のことばを引用しながら、「あかり」がイサム・ノグチの原
型的作品となるまでの経緯を明らかにする」
デーキン・ハート（イサム・ノグチ庭園美術館［ニューヨーク］シニア・キュ
レーター）pp.185-197
・「内発するもの、たち  何かがイサム・ノグチに出入りして、漲っていっ
た。」
松岡正剛（編集工学研究所所長・イシス編集学校校長）pp.199-204
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【特別展】

ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
Collecting Van Gogh: Helene Kröller-Müller’s Passion for Vincent ’s Art

主催／ 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、
東京新聞、TBS

特別協賛／サイバーエージェント
協賛／NISSHA、Ｓｋｙ株式会社
協力／ KLMオランダ航空会社、ヤマト運輸
後援／オランダ王国大使館、TBSラジオ
会期／ 2021（令和3）年9月18日（土）～ 12月12日（日）
会場／企画展示室
出品点数／ 72点
観覧料／ 一般 2,000円、大学生・専門学校生 1,300円、65

歳以上 1,200円
担当／大橋菜都子

　フィンセント・ファン・ゴッホに魅せられ、その世界最
大の個人収集家となったヘレーネ・クレラー =ミュラー
（1853-1890）に焦点を当てながら、20世紀初頭からファ
ン・ゴッホの人気と評価が飛躍的に高まっていく背景にも
注目した。現在オランダのクレラー =ミュラー美術館に収
蔵されるヘレーネのコレクションから、ファン・ゴッホの
油彩画28点と素描・版画20点、ミレー、ルノワール、スー
ラ、ルドン、モンドリアンらの油彩画20点を展示、さら
にファン・ゴッホ美術館から《黄色い家（通り）》を含む4点
が特別出品された。
　緊急事態宣言下で開幕した本展は、日時指定予約制で運
営し、ゆとりある展示空間とした。ファン・ゴッホ作品を
原則として制作年順に展示して画業の変遷をたどるととも
に、ヘレーネの体系的な収集活動を伝えた。また、企画意
図を明確にするために、ヘレーネの作品購入を年代ごとに
示す大きなパネルを掲出したほか、2つの映像で、ヘレー
ネと、ファン・ゴッホの受容史を簡単に紹介した。

ポスター

チラシ

図録表紙
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実績
入場者数／ 307,750人（1日平均 3,946人）

関連企画
なし

掲載記事など
・『ゴッホ展開催記念SP～浜辺美波と辿る天才画家の軌跡～』（TBSテ
レビ）2021年9月25日

・「天声人語」／『朝日新聞』2021年10月23日（朝刊）
・「第30回：東京都美術館（東京都台東区）　ゴッホ展――響きあう魂 
ヘレーネとフィンセント」／『わたしの芸術劇場』（TOKYO MX）2021
年10月30日
・「ゴッホ展――響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」／『日曜美術館
アートシーン』（NHK Eテレ）2021年10月31日

・「美の履歴書720　「コーヒーを飲む老人」フィンセント・ファン・ゴッ
ホ」大西若人／『朝日新聞』2021年11月2日（夕刊）
・「ゴッホが“巨匠”になるまでの全て！東京都美術館「ゴッホ展」」／『ぶ
らぶら美術・博物館』（BS日テレ）2021年11月16日

図録［A4変形判／244ページ］
・「フィンセント・ファン・ゴッホに情熱を注いだ収集家、ヘレーネ・
クレラー =ミュラー」

シラール・ファン・ヒューフテン（本展監修者／美術史家）pp.12-23
・「日本におけるゴッホ受容1910-1958」
忠あゆみ（福岡市美術館 学芸員）pp.102-103
・「ファン・ゴッホの糸杉と星空――《夜のプロヴァンスの田舎道》をめ
ぐって」
大橋菜都子（東京都美術館 学芸員）pp.176-177
・「永遠のコレクション　ヘレーネ・クレラー =ミュラーの生涯」
エーファ・ローフェルス（文化史家）pp.202-209
・「作品をどう見せるか――ヘレーネ・クレラー =ミュラーの展示空間
について」
森本陽香（名古屋市美術館 学芸員）pp.210-215
・「ファン・ゴッホの初期受容にういて――フランスを中心に――」
深谷克典（名古屋市美術館 参与）pp.216-223会場風景 撮影：大谷一郎
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【特別展】

ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展
Johannes Vermeer and the Masters of the Golden Age of Dutch Painting
from the collection of the Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

主催／ 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、
産経新聞社、フジテレビジョン

後援／ドイツ連邦共和国大使館、ニッポン放送
特別協賛／アース製薬
協賛／大和ハウス工業、NISSHA
特別協力／ソニー・ミュージックエンタテインメント
協力／ ルフトハンザ カーゴ AG、ルフトハンザ ドイツ航

空、ヤマト運輸
会期／ 2022（令和4）年2月10日 (木 )～ 4月3日 (日 )
会場／企画展示室
出品点数／ 76点
観覧料／ 一般 2,100円、大学生・専門学校生 1,300円、65

歳以上 1,500円
担当／髙城靖之

　17世紀オランダを代表する画家ヨハネス・フェルメー
ルの初期の傑作《窓辺で手紙を読む女》。本展では、2017
年から開始された大規模な修復プロジェクトによって
キューピッドの画中画が現れ、フェルメールが描いた当初
の姿となったこの作品を中心に、ドレスデン国立古典絵画
館が所蔵するレンブラント、メツー、ファン・ライスダー
ルなどオランダ絵画の黄金期を彩る珠玉の名品約70点を
展示した。
　修復後、所蔵館以外で世界初公開となった《窓辺で手紙
を読む女》の展示では、修復に焦点を当て、修復の流れや
様子、修復により判明した事実などをパネルや映像によっ
て紹介したほか、修復前の複製画と並べて展示すること
で、修復前後の変化がわかりやすくなるよう工夫した。ま
た、それ以外の作品をジャンルごとに章分けすることで、
17世紀オランダ絵画の幅広さを実感してもらえるような
構成とした。
　なお新型コロナウイルス感染拡大の影響により、当初予
定していた1月22日 (土 )から2月10日 (木 )に開幕日を延
期して開催した。

ポスター

チラシ図録表紙
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実績
入場者数／ 165,170人（1日平均 3,514人）

関連企画
なし

掲載記事など
・『フェルメールと17世紀オランダ絵画展開催記念SP　小芝風花が解
くフェルメールの封印』（フジテレビ）2022年2月12日
・「ヨハネス・フェルメール　窓辺で手紙を読む女　姿を現したキュー
ピッド」高橋咲子／『毎日新聞』2022年2月28日

・「フェルメールと17世紀オランダ絵画展㊤、㊥、㊦」黒澤綾子／『産経
新聞』2022年3月3日、10日、17日

・「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵
画展」／『日曜美術館 アートシーン』（NHK Eテレ）2022年3月13日
・「キューピッド、なぜ消された ?　フェルメールの2作品、東京で公開」
大野択生／『朝日新聞』2022年3月16日

図録［A4ワイド判／264ページ］
・「私の驚きはあらゆる想像を凌駕した」
シュテファン・コーヤ（ドレスデン国立古典絵画館 館長）pp.10-17
・「ドレスデンの《窓辺で手紙を読む女》─生まれ変わったヨハネス・フェ
ルメール初期の傑作」
ウタ・ナイトハルト（ドレスデン国立古典絵画館 上席学芸員）pp.18-27
・「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　ヨハネス・フェルメール《窓辺で手
紙を読む女》の修復」
クリストフ・シェルツェル（ドレスデン国立古典絵画館 上席学芸員）
pp.28-37
・「描かれたカーテン」
髙城靖之（東京都美術館 学芸員）pp.38-41
・「2018年11月のドレスデン訪問私記」
篠 雅廣（大阪市立美術館 館長）pp.42-44

・コラム
「修復プロジェクト ヨハネス・フェルメール《窓辺で手紙を読む女》」
髙城靖之（東京都美術館 学芸員）pp.210-211会場風景 撮影：大谷一郎
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【企画展】

Walls & Bridges  世界にふれる、世界を生きる
Walls & Bridges－Touching the World, Living the World

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館
会期／ 2021（令和3）年7月22日（木・祝）～ 10月9日（土）
会場／ギャラリー A・B・C
出品点数／ 508件
観覧料／一般800円、65歳以上500円
担当／中原淳行、下倉久美

　コロナ禍により1年の延期を経て開催。「記憶と想像 /創
造の連鎖」をキーワードに、接点のないつくり手たち5人
のアンサンブルにより「生きる糧」としての表現の魅力に
迫った。ラインナップは、東

ひがし

勝
かつ

吉
きち

（1908-2007）、増山たづ
子（1917-2006）、シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・保
田（1934-2000）、ズビニェク・セカル（1923-1998）、ジョ
ナス・メカス（1922-2019）。
　メカスは「静止した映画フィルム」に加え、16ミリ映画
『歩みつつ垣間見た美しい時の数々』の前半を上映。増山は
生前に現像したプリント約400点とアルバムを展示。セカ
ルは本邦初公開の個人所蔵（ウィーン、プラハ）の彫刻を軸
に紹介し、ミニオ=パルウエルロ・保田は油彩、素描、初
公開の彫刻を展示した。二人の作品を同じ部屋に配して聖
堂に見立て、象徴的な空間とした。東は水彩画35点を出
品、東京で初めての公開となった。本展はSNS上での大
きな反響とともに、企画展過去最高の満足度（97％）を達
成した。
　緊急事態宣言下、解説と展示の動画を配信。本展を契機
に2021年大分県由布市で東の展覧会が、そして2022年岐
阜県揖

い

斐
び

川
がわ

町とパリで増山の展覧会が開催された。

図録［A5変形判（195mm×152mm）／271ページ］
・ 「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」
中原淳行（東京都美術館 学芸員）pp.250-259

ポスター

チラシB

チラシA

図録表紙
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実績
入場者数／ 20,904人（1日平均 286人）

関連企画
・ギャラリートーク・オンライン（中原淳行）
https://www.youtube.com/watch?v=sy4So9oPb-U
・展示動画・オンライン
https://www.youtube.com/watch?v=sy4So9oPb-U
・ダンス・ウェル（オンライン・プログラム）
①8月21日 (土 ) 14:00～ 15:00 参加者数24人
②8月22日 (日 ) 14:00～ 15:00 参加者数22人
講師／ なかむらくるみ（ダンスアーティスト、ダンス・ウェル講師、

Dance Well石川実行委員会共同代表）
アシスタント／松田百世（ダンサー、Dance Well石川実行委員会）
音楽／カワダユカリ（シンガーソングライター）

掲載記事など
・「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」／『青い日記帳』（ウェ
ブ）2021年7月24日（※同ブログの2021年ベストワン展覧会に選出。
2021年12月30日）
・「83歳で絵を始めた東勝吉さんが描いた由布院の風景が「上京」…学芸
員が感銘受け実現」関屋洋平／『読売新聞』2021年7月28日
・「作家の本音と普遍性」平林由梨／『毎日新聞』（夕刊）2021年8月4日
・「東京都美術館「イサム・ノグチ　発見の道」「Walls & Bridges 世界に
ふれる、世界を生きる」を巡ろう」（出演：都築響一）／『ニコニコ美術
館』（インターネット動画）2021年8月21日

・「美の履歴書710 堂々たる自然 なぜ描けた「川西から見た由布山」 東
勝吉」大西若人／『朝日新聞』（夕刊）2021年8月24日

・「壁の先へ―時代を記憶する」／『山陽新聞』2021年9月1日
・「自らの障壁 記録した5人」／『河北新報』2021年9月2日
・「確かな時代の記録者5人」／『大分合同新聞』2021年9月4日
・「自らの障壁 希望への橋に」／『宮崎日日新聞』2021年9月4日
・「SNS時代に体験すべき承認欲求と無縁の美術展。小野正嗣と巡る」
／『CINRA』（ウェブ）2021年9月6日
・「誰もがなり得る時代の記録者」／『信濃毎日新聞』2021年9月7日
・「時代の記録 未来へつなぐ」／『北海道新聞』2021年9月10日
・「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」宮崎正嗣／『中日新聞』

2021年9月10日
・「Walls & Bridges　壁と橋の迷宮で」都築響一／『ROAD SIDER’S weekly』
（ウェブ）2021年9月15日
・「ぐるぐるキョロキョロ展覧会記16 残／遺されたものを見る」小田原
のどか／『芸術新潮』2021年10月号

・「素朴な表現への希求」森まゆみ／『CONFORT（コンフォルト）』2021
年11月号
・「壁に触れたとき橋になるもの。佐藤真実子評「Walls & Bridges　世界
にふれる、世界を生きる」展」佐藤真実子／『美術手帖』（ウェブ）2021
年11月16日
・「あたたかい図録」裏文子／『大分合同新聞』2021年11月22日

会場風景 撮影：齋藤さだむ
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【コレクション展】

東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶
Tokyo Metropolitan Collection Exhibition－Records and Memories of Ueno

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、東京都写真美術館、東京都現代美術館

会期／  2021（令和3）年11月17日 (水 )～ 2022（令和4）年 
1月6日 (木 )

会場／ギャラリー B
出品点数／ 53点（その他、資料映像3点）
観覧料／無料
担当／大内曜、杉山哲司

　東京都美術館が位置する「上野」という土地に注目し、東
京都江戸東京博物館、東京都写真美術館、東京都現代美術
館のコレクション等から、幕末以降の「上野」に関連する約
60点の作品・資料を選定し、時代順に「戊辰戦争と博覧会
の時代」「関東大震災と復興」「戦争と上野」「昭和30年代
以降」という4章構成で紹介した。東京都美術館のアーカ
イブズ資料からも、東京府美術館時代の図面や写真、絵葉
書等の資料をあわせて紹介した。
　東京都のコレクションに加え、写真家・桑原甲子雄が旧
下谷区内で撮影した《出征軍人留守家族記念写真》（個人蔵）
や戦後のニュース映像（資料映像バンク蔵）などの貴重資料
を借用・展示したが、これらも理解を深めるものとして好
評だった。「上野」や当館の歴史と変遷を振り返る好機に
なったとの感想が多く寄せられ、特に、佐藤照雄《地下道
の眠り》シリーズ（東京都現代美術館蔵）などの戦前戦後期
の「上野」を記録した絵画・写真に大きな反響があった。

チラシ

ポスター
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実績
入場者数／ 17,417人（1日平均 498人）

関連企画
・ギャラリーツアー
※東京都美術館公式YouTubeチャンネル上で動画配信

掲載記事など
・「東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶」大内曜／『うえの』
（電子版）2021年11月号
・「展覧会　東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶　祝祭と
災禍の空間」高橋咲子／『毎日新聞』（夕刊）2021年11月24日
・「【開幕レビュー】東京都美術館で同時開催『東京都コレクションでたど
る〈上野〉の記録と記憶』と『Everyday Life：わたしは生まれなおしてい
る』」をまとめてチェック！／『美術展ナビ』（ウェブ）2021年11月26
日
・「あまたの美術作品と記録から、記憶を呼び起こす 東京都美術館の
“内”と“外”の歴史をひもとく展覧会に」／「展覧会の舞台裏　Crating 
Exhibitions」『東京都美術館ニュース』No.469（東京都美術館）2021年
12月31日

会場風景 photo: Daisaku OOZU
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公募展事業2 　東京都美術館は開館以来、美術や書などの公募団体の発表の場であり、有名無
名の芸術家による何万点という新作を毎年発表してきた。かつては、主に会場を
提供する貸館事業という位置づけだったが、リニューアルオープン後は、「つく
る喜びを共有する場」とする公募展事業として、美術館が公募団体や学校教育機
関、そして美術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2021「Everyday Life：わたしは生まれなおしている」
都美セレクション グループ展 2021
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［B5判／ 96ページ］
・「日々、生まれなおすために」
大内曜（東京都美術館 学芸員）pp.73-81

【公募展活性化事業】

上野アーティストプロジェクト2021「Everyday Life：わたしは生まれなおしている」
Ueno Artist Project 2021: “Everyday Life I am Reborn”

図録表紙
チラシ

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館
会期／2021（令和3）年11月17日（水）～ 2022（令和4）年

1月6日（木）
会場／ギャラリー A・C
出品点数／93点
観覧料／一般 500円、65歳以上 300円
担当／大内曜、杉山哲司

　上野アーティストプロジェクトの第5弾として、「Everyday 
Life」をテーマに、自身のすぐそばにあるものを起点に制
作を行った／行っている戦前から現代に至る女性作家6名
を取り上げた。物故作家3名と現役作家3名を組み合わせ、
戦前期以降の日本公募展史における女性作家の活躍に光を
当てることを試み、コラージュ、絵画、津軽こぎん刺し、
写真、ガラス、木版画など様々な技法を用いる作家たちの
多様な表現世界を、「皮膚にふれる」「土地によりそう」「記
憶にのこす」という3章構成により紹介した。
　作品が生み出された時代背景やそれぞれの作家の生き方
への理解を助けるものとして、作品とあわせてそれぞれの
作家の「言葉」を配したほか、現役作家3名についてはイン
タビュー及び制作風景を編集した紹介動画を会場で上映し
た。本展は、美術館での展示機会が限られていた作家たち
の再評価の機会ともなり、表現を通して自身や他者と向き
合い続けた／続ける作家たちの姿勢や、日常をみつめなお
すという視点に対する共感の声が多く寄せられた。

出品作家　※五十音順
桂ゆき（二科会／女流画家協会）
川村紗耶佳（日本版画協会）
貴田洋子（日展／現代工芸美術家協会）
小曽川瑠那
常盤とよ子（日本写真家協会／神奈川県写真作家協会 他）
丸木スマ（女流画家協会／日本美術院）

ポスター
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実績
入場者数／ 13,382人（1日平均 382人）

関連企画
・ギャラリーツアー（大内曜）
・出品作家紹介（川村紗耶佳／貴田洋子／小曽川瑠那）
※いずれも東京都美術館公式YouTubeにて動画配信

掲載記事など
・「都美術館企画展にこぎん　貴田さん（弘前）作品16点展示」／『東奥日
報』2021年10月8日

・「日常の手触りと、上野の記憶と」／『ギャラリー』通巻439号　2021
年11月1日
・「東京都美術館で展覧会シリーズ　こぎん展示『夢のよう』」／『陸奥新
報』　2021年11月18日
・「東京都美術館『Everyday Life : わたしは生まれなおしている』が開幕。
丸木スマら6作家を通して考える『日々生きること』」／『ウェブ版美術
手帖』（ウェブ）2021年11月18日
・「桂ゆき、丸木スマ、常盤とよ子から現役作家まで、6人の女性作家を
通して『日々生きること』を再考する。東京都美術館『Everyday Life：わ
たしは生まれなおしている』展レポート」福島夏子／『Tokyo Art Beat』
（ウェブ）2021年11月18日
・「公募展で活躍　代表的作家に選出　貴田さん（弘前）こぎん展示　都
美術館」／『東奥日報』2021年11月30日
・「性別、人種……既成概念を解放　ジェンダー展相次ぐ　違和感持つ
人々に寄り添う」／『読売新聞』　2021年12月9日
・「美術　Everyday Life：わたしは生まれなおしている（東京都美術館＝
東京・上野公園、2020年1月6日まで）」／『中日新聞』2021年12月10日
・「上野公園のエブリデイ・ライフ」／『ROADSIDERS' weekly』（Vol.481）

2021年12月15日
・「あまたの美術作品と記録から、記憶を呼び起こす 東京都美術館の“内”
と“外”の歴史をひもとく展覧会に」／「展覧会の舞台裏　Crating 
Exhibitions」『東京都美術館ニュース』No.469（東京都美術館）2021年
12月31日
・「特集 注目される丸木スマ②『丸木スマ《簪》の中の「Everyday Life」」大
内曜／『原爆の図丸木美術館ニュース』（第148号）2022年1月15日
・「【こぎん作品を問う】日展で特選を受賞　東京都美術館では大作16点
を回顧する展示－現代津軽こぎん作家・貴田洋子さん」小畑智恵／『そ
らとぶこぎん』（第6号）2022年4月25日

会場風景 photo：Daisaku OOZU
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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 2021
Group Show of Contemporary Artists 2021

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／2021（令和3）年6月10日（木）～ 6月30日（水）
会場／ギャラリー A・B・C
観覧料／無料
担当／大内曜、杉山哲司、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10回目で、3グループが展
覧会を開催した。

都美セレクション グループ展 2021　公募及び選考
募集期間（公募）／ 2020（令和2）年4月1日（金）～ 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・上席学芸員）
野地耕一郎（泉屋博古館東京 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）

記録集［A5判／ 48ページ］
・「見える日常の事象をどう感じ取るか─「体感A4展」」
笠嶋忠幸（出光美術館 学芸課長・上席学芸員）p.19
・「「待つ」ことで見えてくるもの」
大谷省吾（東京国立近代美術館 美術課長）p.31
・「版行動─映えることができない創造過程という思索─」
野地耕一郎（泉屋博古館東京 館長）p.43
・「都美セレクション グループ展 2021」─ディテールについて
山村仁志（東京都美術館 学芸担当課長）p.44-45

記録集表紙

チラシ
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体感A4展

会場／ギャラリー A
入場者数／8,041人

グループ名／体感展企画室
メンバー／ アーサー・ファン／浅野暢晴／糸井潤／大野公

士／大山里奈／鳥越義弘／西島雄志／半谷学／
人見将／藤原京子／巳巳／三好由起／大和由佳
／吉野祥太郎／DamaDamTal（みきたまき＊）
（＊はグループ代表者）

助成／公益財団法人 朝日新聞文化財団、野村財団
協賛／東秀紙器株式会社

　群馬県中之条町で滞在制作をしたことのある（または現
在も同地で活動を行う）15組の作家からなるグループ展。
コロナ禍により新たな行動規制／規範が生み出されている
世界的状況を背景に、「A4」という同一のテーマを与えら
れた作家たちが、陶、銅線、ガラス、金属、紙といった様々
な素材を用いて、各々の体験や感覚に基づいた全く異なる
作品を会場に現出させた。
　鑑賞者は会場を回遊しながら、それぞれの作家たちの経
験を、作品を通してそれぞれに体感した。閉塞的な社会情
勢が続く中、本展は、身近な「規格」（規制／規範）から広
がる作品と鑑賞者との間の多様なコミュニケーションとい
う、新たな可能性を体現させる機会となった。

会場風景 撮影：山中慎太郎（Qsyum!）
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会場風景 撮影：山中慎太郎（Qsyum!）

暗くなるまで待っていて

会場／ギャラリー B
入場者数／7,050人

グループ名／暗くなるまで
メンバー／ 飯嶋桃代＊／池添俊／石川亮／斎藤英理／
　　　　　南俊輔　（＊はグループ代表者）

助成／公益財団法人 朝日新聞文化財団、野村財団
協賛／コダック ジャパン

　5名の作家による映像作品で構成された展覧会。まなざ
しの揺らぎや記憶の所在、映写と投影の相互性など、多面
的な視点から制作を実践しているそれぞれの作家が、日常
に介在する「待つこと」に着目し、その価値に光を当てるこ
とを試みた作品を展開した。
　同一会場内において、各映像作品にインターバルを設け
て上映する仕掛けを用意することで、作品が互いに呼応し
あうかのようなひとつの連動性をもった空間を創り上げ、
また、上映を待つ幕間のような雰囲気を演出するなど、美
術と映画という領域の関係性に対し、新たな展望を示す展
示となった。

関連イベント
・上映＋トーク「まぶたを閉じて見えるもの」（ゲスト：小田香氏）
　6月20日（日） 13:00～ 15:00　講堂／参加者数58名
・トーク「順序を見せるか、配置で魅せるか」（ゲスト：澤隆志氏）
　6月25日（金） 19:00～ オンライン配信
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版行動　映えることができない

会場／ギャラリー C
入場者数／8,944人

グループ名／版行動
メンバー／ 関優花＊／千葉大二郎／堀内悠希／内間安瑆／

高橋沙也葉（企画協力）　（＊はグループ代表者）

助成／公益財団法人 朝日新聞文化財団、野村財団
出品協力／ときの忘れもの

　複数の版を内包する「版画」というメディアに関心を持つ
現代美術家、美術史研究者計4名によって2019年に始動
したグループによる第1回目の展覧会。抽象木版画家・内
間安瑆（1921-2000）の版画作品を共に鑑賞した経験が出発
点となった本展では、内間の作品4点と各作家たちの作品
とをそれぞれに対応させて展示し、それらの関係性につい
て考察を促した。
　展覧会の準備段階では、「版画」の探求に留まらず、「作品」
を取り巻く事象の記録や歴史化についても議論が重ねられ
たという。会場では、作品やテキストとともに、グループ
の活動に関する周辺的資料を納めた「版画箱」を展示するこ
とで、展覧会や作品の成立過程を注視する態度が提示され
た。

関連イベント
・トーク「版行動　ファーストステート」
　6月23日 (水 ) 19:00～ 20:30 オンライン公開

会場風景 撮影：山中慎太郎（Qsyum!）
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都美セレクション グループ展2022 
公募及び選考

募集期間（公募）／ 2021（令和3）年4月1日（金）～ 7月9日
（金）

応募件数／28件
審査会／2021（令和3）年9月12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）
光田由里（多摩美術大学 教授）
山村仁志（東京都美術館 学芸担当課長）
（※役職は審査会当時）

掲載記事など
・「都美セレクション グループ展 2021」／『美術の窓』（第40巻6号）

2021年6月
・「版をめぐる対談『版行動』と内間安瑆」鷲田めるろ／『すばる』（第43
巻9号）2021年9月

　第32回オリンピック競技大会・東京2020パラリンピッ
ク競技大会にあわせ、外国からの来館者を含むさまざまな
方を対象に、2018（平成31）年度から実施しているプログ
ラム。東京都美術館の特徴である公募団体展に着目し、書、
絵画、彫刻からいけばな、盆栽などの多様な文化芸術活動
にさまざまな方が気軽に触れる機会をつくることを目的と
した。
　事業計画当初は、館内での参加型プログラムとして実施
する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大によ
り、2021（令和3）年度はオンラインでの解説動画作成に切
り替えて実施した。

主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館

「盆栽をたのしむ」

協力／一般社団法人日本盆栽協会

　第96回国風盆栽展の開催にあわせ、日本盆栽協会の鈴木
亨氏を講師に招き、盆栽の魅力や育て方などを、剪定の実
演等を交えながらわかりやすく伝える初心者向け動画を制
作。東京都美術館公式YouTubeチャンネル上で公開した。

YouTube URL
https://www.youtube.com/watch?v=FRjuuwj78DU

動画「盆栽をたのしむ」

文化芸術体験プログラム
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　展覧会事業において先述した「コレクション展」のほか
に、公益財団法人東京都歴史文化財団の一組織が企画する
事業を開催した。2015（平成27）年度より、異なる背景や
習慣をもつ一人ひとりが「出会う」ことを楽しみ、深め、共
有するフェスティバル「TURNフェス」を年1回開催して
きた。2020（令和2）年度は新型コロナウイルス感染拡大の
影響により実施が見送られたが、2021（令和3）年度は6回
目として「TURNフェス6」が実施された。

TURNフェス6

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

監修／日比野克彦
会期／ 2021（令和3）年8月17日（火）～ 19日（木）
会場／公募展示室ロビー階第1・第2展示室、講堂
観覧料／無料
展示室入場者数／ 1,271人
講堂イベント参加者数／ 198人

参加作家・団体　※順不同
アイムヒア プロジェクト｜渡辺篤、五十嵐靖晃、クラフト工房La Mano、
井川丹、伊勢克也、岩田とも子、大西健太郎、アプローズ南青山、マチー
デフ、福祉ホームさくらんぼ、富塚絵美、佐藤慎也、本多達也、橋本瞭、
島影圭佑、梶谷真司、三科聡子、板橋区立小茂根福祉園、宮田篤、気ま
ぐれ八百屋だんだん、野口竜平、ハーモニー、深澤孝史、ナカガワエリ、
東大生態調和農学機構、岩間賢、永岡大輔、PARC、丸山素直、山本千愛、
冨田了平、小笠原新也、木下知威、関場理生、瀬戸口裕子、檀鼓太郎、
美月めぐみ、鈴木橙輔、アート・コミュニケータ（とびラー）、田村大、
松本力、TDU・雫穿大学

財団内連携事業

会場風景 撮影：冨田了平
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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。

2021（令和3）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

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

JOSHIBISION 2021（女子美術大学大学院・大学・短期
大学部　学生選抜作品展）

2021年度　横浜美術大学 卒業制作 学外展

第73回 東洋美術学校　卒業制作展第70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32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3年度  第72回  東京都立高等学校
定時制通信制課程芸術祭

10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● 1,163

東京私立中学高等学校協会 第49回  東京私立中学高等学校  生徒写真・美術展 11月17日（水）～11月24日（水） ● 1,940
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
中央大会「第32回  中央展」

12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● ● 3,814

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（日）～12月20日（月）＊ ● 4,477
第46回全国高等学校総合文化祭
東京都実行委員会

第46回全国高等学校総合文化祭東京大会  
美術・工芸部門、書道部門、写真部門プレ大会

1月19日（水）～1月26日（水） ● 492

東京藝術大学  美術学部 第70回  東京藝術大学  卒業・修了作品展 1月27日（木）～2月3日（木） ● ● ● ● ● ● ● 11,910
東洋美術学校 第73回  卒業制作展 2月4日（金）～2月11日（金）＊ ● ● 2,187
東京都教育委員会 第71回  東京都公立学校美術展覧会 2月12日（土）～2月19日（土） ● ● ● ―
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（土）～2月19日（土） ● ―
横浜美術大学 2021年度  横浜美術大学  卒業制作  学外展 2月12日（土）～2月19日（土） ● 842
東京都専修学校各種学校協会 第50回  SEBIT2022  東京都専門学校アート＆デザイン展 2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● ● ―
東北芸術工科大学 TOHOKU CHANGE MAKERS ［東北芸術工科

大学  美術科卒業制作セレクション＋the Team］
2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● ● ● ―

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（日）～2月27日（日）＊ ● 1,028

京都芸術大学 京都芸術大学  学生選抜展  KUA ANNUAL  
2022 in Cm ｜ゴースト，迷宮，そして多元宇宙

2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● ● 825

女子美術大学・女子美術大学短
期大学部

JOSHIBISION 2021（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（月）～3月7日（月）＊ ● 4,233

女子美術大学付属高等学校 JOSHIBISION 2021（女子美術大学付属
高等学校卒業制作展）

2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● 4,810

東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校  卒展 2022 2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● 960
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（月）～3月7日（月）＊ ● ● 1,117

ガラス教育機関合同作品展 第15回  ガラス教育機関合同作品展 3月8日（火）～3月15日（火） ● ● 1,370
合計 19機関 41,168

※入場者数「―」：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止
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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。
　2021（令和3）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2019（平成31）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。

 2021年 7月 13日 一次申請受付開始
  8月 5日 一次申請締切
  8月 18日 二次申請受付開始
  9月 13日 二次申請締切
  10月 21日 公募展等審査会
  11月 29日 Ⅳ－①グループ抽選会
  12月 14日 Ⅳ－②グループ抽選会
 2022年 3月 11日 東京都美術館運営委員会付議
  3月 17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。

2023（令和5）年度の使用割当
　2021年度は2023年度の使用割当を行った。42団体から
の申請を受け、一次審査を行い、全ての団体の使用資格が
認められた。二次審査には40団体から申請を受け、審査
の結果、この40団体を使用団体として決定した。その後
の抽選会等の結果、36団体の使用割当てが内定した。
　この結果を運営委員会に付議し、2023年度の公募展示
室等の使用を承認した。

グループ／団体数
ジャンル

総合 洋画 日本画 版画 彫刻工芸 書 その他
Ⅰ 27 7 4 3 1 2 8 2
Ⅱ 70 15 9 4 2 6 27 7
Ⅲ 131 59 12 9 0 8 37 6
Ⅳ 23 11 2 2 0 1 7 0
合計 251 92 27 18 3 17 79 15

団体割合（%） 100% 36.7% 10.8% 7.2% 1.2% 6.8% 31.5% 6.0%
占有コマ数 502 147 62 32 10 27 197 27
占有割合（%） 100% 29.3% 12.4% 6.4% 2.0% 5.4% 39.2% 5.4%
総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む

2021（令和3）年度 公募団体 内訳
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2021（令和3）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71回　モダンアート展 4月1日（木）～4月16日（金）＊ ● ● ● ● ● ● 総合 7,726
光陽会 第69回　光陽展 4月1日（木）～4月8日（木）＊ ● ● 　 総合 1,885
日本書道院 第70回記念　日本書道院展

併催：第70回記念　全国学生書道展覧会
4月1日（木）～4月8日（木）＊ ● ● ● ● ● ● 書 3,788

新美術団体協議会 第12回　新美協展 4月1日（木）～4月8日（木）＊ ● 総合 852
美術文化協会 第80回記念　美術文化展 4月9日（金）～4月16日（金） ● ● ● 総合 1,450
書真会 第54回　書真会展 4月9日（金）～4月16日（金） ● 書 668
大道書学院 第52回・第53回　大道展 4月9日（金）～4月16日（金） ● 書 772
日本光画会 第55回　光展 4月9日（金）～4月16日（金） ● その他 680
誠心社 2021年　誠心社現代書展 4月9日（金）～4月16日（金） ● 書 543
西安碑林国際臨書展 第25回　西安碑林国際臨書展 4月9日（金）～4月16日（金） ● 書 620
日本パステル画会 第96回　日本パステル画会展 4月9日（金）～4月16日（金） ● 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（土）～4月24日（土）＊ ● ● 彫刻工芸 4,770
二科会 2021　春季二科展 4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● ● 総合 ―
新日春会 第5回　新日春展 4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● ● ● 日本画 2,244
日本水墨画協会 第54回　日本水墨画展 4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● 日本画 ―
全日本中国水墨芸術家連盟 第33回　全日中展・東京書画芸術大展 4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● 総合 805
東邦書院 第44回　東邦書画公募展 4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● 書 1,032
日本書道普及連盟 第50回記念　鶏聲展

併催：学生作品
4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● 書 624

ベラドンナ美術協会 第17回　ベラドンナ・アート展 4月17日（土）～4月24日（土）＊ ● 総合 2,736
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（土）～5月2日（日）＊ ● ● ● 彫刻工芸 2,574

東光会 第87回　東光展 4月25日（日）～5月10日（月） ● ● ● ● ● ● 洋画 ―
大調和会 第59回　大調和展 4月25日（日）～5月2日（日） ● ● 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（日）～5月2日（日） ● 洋画 ―
日本彩美会 第26回　彩美展 4月25日（日）～5月2日（日） ● 洋画 ―
墨美会 第37回　墨美展 4月25日（日）～5月2日（日） ● 総合 ―
新平成美術会 第19回　新平成美術展

併催：第13回　「The  とき」展
4月25日（日）～5月2日（日） ● 総合 ―

国際書法芸術協会 第53回　2021　国際書法芸術展 5月3日（月）～5月10日（月） ● 書 ―
創彩会 第41回　創彩展 5月3日（月）～5月10日（月） ● 総合 ―
朔日会 第90回記念　朔日会展 5月3日（月）～5月10日（月） ● ● ● 総合 ―
書縁會 第8回　書縁會展 5月3日（月）～5月10日（月） ● 書 ―
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（月）～5月10日（月） ● 総合 ―
新日本陶芸協会 第21回　新日陶展 5月3日（月）～5月10日（月） ● 彫刻工芸 ―
秋耕会 第30回　秋耕会小品展 5月3日（月）～5月10日（月） ● 総合 ―
日本画院 第80回記念　日本画院展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● ● 日本画 ―
凌雲書道会 第52回　公募　国書展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 書 ―
全国日曜画家連盟 第48回　全国日曜画家展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 洋画 ―
新世紀美術協会 第65回　新世紀展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● ● ● ● 総合 ―
NHK学園 NHK学園

書道展・絵手紙展・絵画展・写仏展
5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● ● 総合 ―

国際書画芸術協会 第31回　国際書画芸術展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 総合 ―
新洋画会 第43回　新洋画会展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 総合 ―
日本ステンドグラス作家協会 第9回  日本ステンドグラス作家協会展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 彫刻工芸 ―
東京湘南絵画会 第22回　東京湘南絵画会展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 洋画 ―
墨人会 第119回　公募　墨人展 5月11日（火）～5月18日（火）＊ ● 書 ―
旺玄会 第87回　旺玄展 5月19日（水）～5月27日（木） ● ● ● 総合 ―
東京表具経師内装文化協会 第64回　表装・内装作品展 5月19日（水）～5月27日（木） ● その他 ―
日本画府 第68回　日府展 5月19日（水）～5月27日（木） ● ● 総合 ―
一陽会東京支部 第25回　一陽会東京展 5月19日（水）～5月27日（木） ● 総合 ―
自由美術協会 第10回　東京自由美術展 5月19日（水）～5月27日（木） ● 総合 ―
創造美術会 第74回　創造展 5月19日（水）～5月27日（木） ● ● ● 総合 ―
新興美術院 第70回記念　新興展 5月19日（水）～5月27日（木） ● 日本画 ―
創型会 第68回　創型展 5月19日（水）～5月27日（木） ● ● ● 彫刻工芸 ―
女流画家協会 第74回　女流画家協会展 5月28日（金）～6月4日（金） ● ● ● ● ● 総合 1,838
東洋書芸院 第45回記念　東洋書芸院公募展 5月28日（金）～6月4日（金） ● 書 ―
二元会 第60回記念　二元展 5月28日（金）～6月4日（金） ● ● 洋画 ―
新象作家協会 2021年　第63回　新象展 5月28日（金）～6月4日（金） ● ● 総合 ―
一創会 第43回　一創会展 5月28日（金）～6月4日（金） ● 洋画 484
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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

日本手工芸指導協会 第55回　手工芸作品展 5月28日（金）～6月4日（金） ● 彫刻工芸 ―
日本染織作家協会 第44回　日本染織作家展 5月28日（金）～6月4日（金） ● 彫刻工芸 448
日本写真文化協会 第67回　全国写真展覧会 5月28日（金）～6月4日（金） ● その他 ―
日本手工芸作家連合会 第54回　公募　創作手工芸展 5月28日（金）～6月4日（金） ● 彫刻工芸 ―
日本水彩画会 第108回　日本水彩展 6月5日（土）～6月13日（日）＊ ● ● ● ● ● ● 洋画 5,216
大翔会美術連盟 第45回　大翔展 6月5日（土）～6月13日（日）＊ ● 総合 708
日本リアリズム写真集団 2021年

第46回　全国公募写真展「視点」
6月5日（土）～6月13日（日）＊ ● その他 1,369

全日本職場美術協議会 第75回　職美展 6月5日（土）～6月13日（日）＊ ● ● 総合 1,600
新生美術会 第51回　新美展 6月5日（土）～6月13日（日）＊ ● 総合 ―
平泉会 2021年　平泉会選抜展 6月5日（土）～6月13日（日）＊ ● 総合 1,304
独立書人団 2021　独立選抜書展

第15回　全国高校生大作書道展
6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● ● ● 書 2,176

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（月）～6月21日（月）＊ ● 彫刻工芸 1,530

日本板画院 第70回記念　板院展 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● ● 版画 1,919
日中古墨書道友好協会 第18回　日中友好古墨書道展 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● 書 ―
国際水墨芸術促進会 国際水墨芸術大展　2020＋1 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● 日本画 658
国画水墨院 第25回記念　国画水墨院展 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● 日本画 552
國際書画連盟 2021年　國際書画選抜展 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● 総合 295
日本選抜美術家協会 第46回　国際美術大賞展 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● 総合 ―
日本國際藝術研究院 第14回　国際書画大賞展 6月14日（月）～6月21日（月）＊ ● 総合 534
大日本書芸院 第82回　国際文化交流

公益社団法人　大日本書芸院展
第4回  学生部選抜  大日本書芸院展

6月22日（火）～6月30日（水） ● ● 書 ―

朱葉会 第99回　朱葉会展 6月22日（火）～6月30日（水） ● ● 洋画 3,858
新構造社 第93回　新構造展 6月22日（火）～6月30日（水） ● ● ● ● 総合 3,458
公募　ZEN展 第19回  一般社団法人  公募  ZEN展 6月22日（火）～6月30日（水） ● 総合 2,024
中央美術協会　東京支部 第42回　東京中美展 6月22日（火）～6月30日（水） ● 総合 1,249
全日本パステルアート連盟 第12回　全日本パステルアート展 6月22日（火）～6月30日（水） ● 洋画 1,873
二科東京支部 第17回　二科東京支部展 6月22日（火）～6月30日（水） ● 洋画 ―
日本芸術メダル協会 第38回　日本アートメダル展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 彫刻工芸 786
現代美術家協会　東京支部 第9回　東京現展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 総合 1,167
瑞雲書道会 第55回　公募　瑞雲展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● ● 書 1,033
書道同文会 第72回　書道同文展

併催：学生展
7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● ● 書 471

近代日本美術協会東京支部 2021　公募　近美関東美術展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 総合 846
日本陶彫会 第67回　陶彫展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 彫刻工芸 476
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（木）～7月8日（木）＊ ● 総合 1,092

書宗院 第65回　書宗院展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 書 564
ローマン派美術協会 第53回　ローマン展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 総合 ―
悠美会国際美術展 第45回　悠美会国際美術展 7月1日（木）～7月8日（木）＊ ● 総合 1,308
毎日書道会 第72回　毎日書道展 7月17日（土）～7月25日（日）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 14,513
産経国際書会 第38回　産経国際書展 7月26日（月）～8月3日（火） ● ● ● ● ● ● ● ● 書 2,998
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（月）～8月3日（火） ● ● 書 1,148

台東書道連盟 第70回記念　台東書道展 7月26日（月）～8月3日（火） ● 書 1,825
産経ジュニア書道コンクール
実行委員会

2021　産経ジュニア書道コンクール 7月26日（月）～8月3日（火） ● 書 3,871

現日会 第60回記念　現日書展 8月4日（水）～8月12日（木） ● ● ● ● ● 書 962
日本総合書芸院 第62回　日本総合書芸院展 8月4日（水）～8月12日（木） ● ● 書 660
國際書道連盟　日本部会 第49回　國際書道連盟展 

併催：第8回　教育部作品展
8月4日（水）～8月12日（木） ● 書 606

墨林書道院 第50回　墨林綜合書展 
併催：学生墨林綜合書展

8月4日（水）～8月12日（木） ● 書 1,099

静雅書道会 第41回　公募　静雅書展 8月4日（水）～8月12日（木） ● 書 912
九条美術の会 第10回　九条美術展 8月4日（水）～8月12日（木） ● 総合 1,132
醒墨会 第25回　21世紀新水墨・新彩墨アート展 8月4日（水）～8月12日（木） ● 総合 ―
美術家平和会議 第69回　平和美術展 8月13日（金）～8月21日（土）＊ ● ● 総合 1,485
学書院 第63回　学書院展 

併催：第70回  全日本学生書道展覧会
8月13日（金）～8月21日（土）＊ ● ● ● 書 2,349



40

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

東京学芸大学書道科同窓会  
硯心会

第45回　学芸書道全国展 
併催：第40回　硯心会書展

8月13日（金）～8月21日（土）＊ ● 書 1,689

日本書道協会 第44回　総合書道展 
第30回　児童生徒書道展

8月13日（金）～8月21日（土）＊ ● ● ● 書 434

21世紀アートボーダレス展
実行委員会

21世紀アートボーダレス展　 
匠　TOKYO　2021

8月13日（金）～8月21日（土）＊ ● 総合 849

読売書法会 第37回　読売書法展　東京展 8月22日（日）～8月30日（月） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 4,706
白士会 第56回　白士会展 8月22日（日）～8月30日（月） ● 日本画 ―
新日本美術院 第53回　新院展 8月22日（日）～8月30日（月） ● 総合 1,254
世界絵画大賞展実行委員会 第17回　世界絵画大賞展 8月22日（日）～8月30日（月） ● 総合 1,323
日本美術院 再興第106回　院展 8月31日（火）～9月17日（金）＊ ● ● ● ● 日本画 11,806
主体美術協会 第56回　主体展 8月31日（火）～9月17日（金）＊ ● ● ● 洋画 5,921
近代美術協会 第57回　近代美術協会展 8月31日（火）～9月8日（水）＊ ● 総合 1,965
書芸文化院 第72回　連合書道展

一般社団法人書芸文化院特別企画事業
第35回　関東女流書展

8月31日（火）～9月8日（水）＊ ● ● ● 書 3,108

日本山岳写真協会 日本山岳写真協会展 
2021－山・われらをめぐる世界

8月31日（火）～9月8日（水）＊ ● その他 3,071

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（木）～9月17日（金） ● 総合 ―
全日本美術協会 第58回　全展 9月9日（木）～9月17日（金） ● 総合 ―
齣展 第49回　齣展 9月9日（木）～9月17日（金） ● 総合 1,332
美術協会　純展 第50回記念　純展 9月9日（木）～9月17日（金） ● ● 洋画 1,477
一水会 第82回　一水会展 9月18日（土）～10月5日（火）＊ ● ● ● ● 洋画 8,794
新協美術会 第64回　新協美術展 9月18日（土）～9月26日（日）＊ ● ● ● 総合 2,191
双樹会 第50回記念　双樹展 9月18日（土）～9月26日（日）＊ ● 総合 1,954
全日本書道教育協会 第105回　書教展 9月18日（土）～9月26日（日）＊ ● ● ● 書 5,919
21美術協会 第16回　21美術展 9月18日（土）～9月26日（日）＊ ● 総合 ―
流形美術会 第70回記念　流形展 9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● 総合 2,412
新日本美術協会 第45回記念　新日美展 9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● ● 総合 2,112
新極美術協会 第27回　極美本展 9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● 総合 1,789
水彩人 第23回　水彩人展 9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● 洋画 2,185
汎美術協会 2021　汎美秋季展 9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● 総合 2,303
創作画人協会 第55回　創展 9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● 総合 ―
AJAC 第47回　AJAC展

～日本と世界の現代美術～
9月27日（月）～10月5日（火）＊ ● 総合 2,291

日本版画協会 第88回　版画展 10月6日（水）～10月22日（金）＊ ● ● ● 版画 5,682
日本七宝作家協会 第54回　日本七宝作家協会展（公募）10月6日（水）～10月14日（木） ● 彫刻工芸 1,245
現代水墨画協会 第60回記念　現水展 10月6日（水）～10月14日（木） ● ● 日本画 1,931
日本表現派 第64回　日本表現派展 10月6日（水）～10月14日（木） ● 総合 2,262
新匠工芸会 第75回　新匠工芸会展 10月6日（水）～10月14日（木） ● 彫刻工芸 1,913
東京展美術協会 第47回　美術の祭典　東京展 10月6日（水）～10月14日（木） ● ● ● ● 総合 5,097
東洋書道芸術学会 第67回　東洋書芸展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● 書 1,812
一線美術会 第71回　一線美術会展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● ● 洋画 3,870
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（金）～10月22日（金）＊ ● 総合 1,680
新作家美術協会 第28回　新作家展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● 総合 2,149
現代書道研究所 第43回　日本書展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● ● 書 1,802
日本自由画壇 2021　日本自由画壇秋季展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● 日本画 2,088
大洋会 第43回　大洋展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● 洋画 1,389
全陶展 第50回　公募　全陶展 10月15日（金）～10月22日（金）＊ ● ● ● 彫刻工芸 3,222
創画会 第48回　創画展 10月23日（土）～10月30日（土） ● ● ● 日本画 3,626
Artist Group－風－ 2021年  第10回  Ａｒｔｉｓｔ Ｇｒｏｕｐ－風－

大作公募展
10月23日（土）～10月30日（土） ● 総合 3,307

水彩連盟 水彩連盟会員展・新人選抜展－2021 10月23日（土）～10月30日（土） ● 洋画 1,017
南画院 第74回　南画院公募展 10月23日（土）～10月30日（土） ● 日本画 1,823
白亜美術協会 第43回　白亜展 10月23日（土）～10月30日（土） ● ● 洋画 ―
日本書鏡院 第62回　日本書鏡院展 10月23日（土）～10月30日（土） ● ● ● 書 2,900
蒼樹会 第57回　蒼樹展 10月23日（土）～10月30日（土） ● 総合 2,421
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（土）～10月30日（土） ● 彫刻工芸 ―

日本皐月協会 第19回　錦秋展 10月23日（土）～10月30日（土） ● その他 ―
雪梁舎美術館 第23回　雪梁舎フィレンツェ賞展 10月23日（土）～10月30日（土） ● 総合 1,970
立軌会 第74回　立軌展 10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● 洋画 5,294
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奎星会 第70回記念　奎星展 10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● ● ● ● ● 書 4,680
国画会 第95回  国展受賞作家展・国展秋季展 10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● ● ● 総合 8,320
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（日）～11月8日（月）＊ ● 彫刻工芸 3,399
元陽会 第52回　元陽展 10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● ● 洋画 2,758
青枢会 第47回　青枢展 10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● 総合 ―
全国書写書道教育振興会 第2回　全書会展 10月31日（日）～11月8日（月）＊ ● 書 1,218
書星会 第69回　書星展 11月9日（火）～11月16日（火）＊ ● ● 書 2,013
中央美術協会 第73回　中美展 11月9日（火）～11月16日（火）＊ ● ● 総合 9,465
現代童画会 第47回　現代童画展 11月9日（火）～11月16日（火）＊ ● ● ● 総合 4,809
日本芸術家協会 第44回　JAG展 

（ジャパン・アーティスト・グループ展）
11月9日（火）～11月16日（火）＊ ● 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（火）～11月16日（火）＊ ● ● 書 2,891

日本書道学院（日本書道学院展）第43回　日本書道学院展 11月9日（火）～11月16日（火）＊ ● ● 書 1,961
日本写真作家協会 第32回　JPA展 11月17日（水）～11月24日（水） ● その他 4,110
日本きりえ協会 第44回　日本きりえ美術展 11月17日（水）～11月24日（水） ● その他 1,661
創元会 80周年記念  受賞作家展東京支部展 11月17日（水）～11月24日（水） ● 洋画 5,439
近代日本美術協会 第48回　近代日本美術協会展 11月17日（水）～11月24日（水） ● ● 総合 4,304
日本清興美術協会 第43回　清興展 11月17日（水）～11月24日（水） ● 総合 2,047
太陽美術協会 第47回　太陽美術展 11月17日（水）～11月24日（水） ● 総合 2,837
蒼騎会 第47回　秋季蒼騎展 11月17日（水）～11月24日（水） ● 総合 2,241
新芸術協会 第45回記念　新芸術展 11月17日（水）～11月24日（水） ● 総合 2,037
東京都民美術展運営会 第56回　都展 11月17日（水）～11月24日（水） ● ● 総合 6,019
書燈社 第62回　書燈社展 11月25日（木）～12月2日（木） ● ● 書 4,236
日本版画会 第62回　日本版画会展 11月25日（木）～12月2日（木） ● ● 版画 3,907
東京書作展 全国公募第43回　東京書作展 11月25日（木）～12月2日（木） ● ● ● ● 書 2,784
日本和紙絵画芸術協会 公募第35回記念　日本和紙絵画展 11月25日（木）～12月2日（木） ● その他 1,598
現創会 第46回　現創展 11月25日（木）～12月2日（木） ● 総合 1,187
群炎美術協会 第60回　群炎展 11月25日（木）～12月2日（木） ● 総合 1,176
秀彩会 第13回　秀彩展 11月25日（木）～12月2日（木） ● 総合 2,013
書壇院 第88回　書壇院展

併催：書壇院学生展
12月3日（金）～12月11日（土）＊ ● ● ● ● ● 書 3,095

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2021

12月3日（金）～12月11日（土）＊ ● 洋画 1,152

春陽会 SHUNYO NEW ARTISTS WAVE 2021 12月3日（金）～12月11日（土）＊ ● 総合 1,090
国際文化カレッジ 第25回　総合写真展 12月3日（金）～12月11日（土）＊ ● ● ● その他 4,126
書道研究　温知会 第77回　温知会書道展 12月3日（金）～12月11日（土）＊ ● ● 書 1,056
大東書道院 第70回　大東展

併催：大東教育書道展・大東選抜作家展
12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● 書 1,494

現代書道院 第48回　現代書道院展
併催：現代書道院学生展

12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● ● 書 2,020

清和書道会 第73回　清和書展 12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● 書 2,178
日本水墨画振興会 第33回　水墨画振興展 12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● 日本画 ―
洗心書会 第52回　洗心全国書道展

併催：高校生部・教育部
12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● 書 1,301

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（日）～12月20日（月）＊ ● 書 ―

大潮会 第83回　大潮展 12月12日（日）～12月20日（月）＊ ● ● 総合 ―
日本書道美術院 第76回　日書展

併催：日書美教育部展・全国競書大会
1月4日（火）～1月10日（月） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 5,013

日本書道教育学会 第71回　書道學會展
併催：第71回　全日本学生書道展

1月4日（火）～1月10日（月） ● ● ● 書 5,188

貞香会　 2022　貞香会総合書展 1月19日（水）～1月26日（水） ● 書 1,081
日本刻字協会 第40回記念　日本刻字展 1月19日（水）～1月26日（水） ● ● 書 1,135
回瀾書道会 第70回　回瀾書展 1月19日（水）～1月26日（水） ● 書 982
日本書学院 第61回　公募　日書学展

併催：日書学　全国学生展
1月19日（水）～1月26日（水） ● ● 書 764

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（水）～1月26日（水） ● その他 1,509

太玄会 第63回　太玄会書展 
併催：第6回　学生選抜展

1月19日（水）～1月26日（水） ● ● ● 書 1,395

書道研究　書聖会 第49回　書聖展 1月19日（水）～1月26日（水） ● 書 510
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

子どもたちの未来を救うTシャツアート
1月19日（水）～1月26日（水） ● ● 総合 861
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「ドローイングとは何か」展
開催実行委員会

第10回 
全国公募「ドローイングとは何か」展

1月19日（水）～1月26日（水） ● 洋画 1,099

書海社 第70回記念　書海社展 1月27日（木）～2月3日（木） ● ● 書 1,786
日本書作家協会 第63回　新興書道展

併催：全国学生書道展
1月27日（木）～2月3日（木） ● ● 書 856

朝聞書会 第69回　朝聞書展 
併催：「私の年賀状」展

1月27日（木）～2月3日（木） ● ● ● ● 書 1,194

書道芸術院 第75回記念　書道芸術院展
併催：第73回　全国学生書道展

2月4日（金）～2月11日（金）＊ ● ● ● ● ● ● ● 書 2,599

龍峡書道会 第85回　龍峡書道展 2月4日（金）～2月11日（金）＊ ● ● 書 1,088
天真書道会 公募　第56回　天真書道会展 2月4日（金）～2月11日（金）＊ ● 書 425
日本盆栽協会 第96回　国風盆栽展 2月4日（金）～2月19日（土）＊ ● ● ● その他 5,000
玄潮会 第54回　玄潮会書展

併催：第53回　全国学生書道展
2月12日（土）～2月19日（土） ● ● ● 書 1,537

全日本学生美術会 第66回　全日本学生美術展 2月12日（土）～2月19日（土） ● 総合 2,866
煌心書道会 第40回記念　全国公募　煌心展

併催：学生部
2月12日（土）～2月19日（土） ● 書 572

高風会 第71回　高風会全国書道展覧会
併催：学生展

2月12日（土）～2月19日（土） ● 書 753

日本水石協会 第9回　日本の水石展 2月12日（土）～2月19日（土） ● その他 1,555
日本習字学会 第103回　全国学校書初中央展 2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● ● 書 1,470
書道一元會 第50回　公募　書道一元會展 2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● 書 1,004
全日本水墨画会 第44回　全日本水墨画展 2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● 日本画 1,036
芸象万千文化教育学院 芸象万千展　アジア水墨画展（公募）

2021（彩り豊かな芸術家たち）
2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● 日本画 282

たぶろう美術協会 2022年　公募　たぶろう春季展 2月20日（日）～2月27日（日）＊ ● 総合 1,177
一期会 2022　一期会春季展 2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● 総合 1,107
行動美術協会 第13回　行動美術TOKTO展

併催：第2回  行動美術受賞作家選抜展
2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● ● 洋画 1,934

清真会 第68回　詩歌自詠清真会書道展 2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● 書 864
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（月）～3月7日（月）＊ ● 総合 582
日本書道学院（書団嘯龍社展）第37回　書団嘯龍社展 2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● 書 822
書法研究　菅菰会 第58回　菅菰書展

併催：全国学生展
2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● 書 1,644

国際現代美術家協会 第47回　ｉ．ｍ．ａ．展 2月28日（月）～3月7日（月）＊ ● ● 総合 1,405
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（月）～3月7日（月）＊ ● 彫刻工芸 1,477

創玄書道会 第58回　創玄展　
学生部門＝全国学生書道展

3月8日（火）～3月15日（火） ● ● ● ● ● ● 書 13,086

書道研究　藍筍会 第59回　藍筍会書作展 3月8日（火）～3月15日（火） ● ● 書 1,430
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（火）～3月15日（火） ● 総合 1,413

東京書学アカデミー蒼溟社 公募第33回　蒼溟書展
併催：第15回  全国競書大会・
第15回  教育部展

3月8日（火）～3月15日（火） ● 書 1,581

日本・中国水墨交流協会 公募第39回  日本・中国水墨画合同展 3月8日（火）～3月15日（火） ● 日本画 1,000
書美院 書美院展 3月8日（火）～3月15日（火） ● 書 758
謙慎書道会 第84回　謙慎書道会展 3月16日（水）～3月23日（水）＊ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 書 10,818
池坊東京連合支部 第89回

池坊東京連合支部「いけばな池坊展」
3月16日（水）～3月31日（木）＊ ● ● ● その他 10,622

二紀会 第15回　春季二紀展 3月24日（木）～3月31日（木） ● ● ● 総合 4,475
独立美術協会 独立春季新人選抜展　2022 3月24日（木）～3月31日（木） ● 洋画 2,619
合同水墨 第17回　合同水墨展 3月24日（木）～3月31日（木） ● 日本画 763
AJCクリエイターズコンテスト
実行委員会

第15回
AJC クリエイターズコレクション展2022

3月24日（木）～3月31日（木） ● その他 1,451

近代水墨会 第38回　近代水墨展 3月24日（木）～3月31日（木） ● 日本画 984
从会 第45回　从展 3月24日（木）～3月31日（木） ● 総合 1,693
東方書道院 第63回　東方書展 3月24日（木）～3月31日（木） ● ● ● 書 2,026
日輝会美術協会 第46回　日輝展 3月24日（木）～3月31日（木） ● 総合 1,444

合計 454,907 

※入場者数「─」：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催中止（4月25日～ 5月31日臨時休館）
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午前 午後 利用団体数 利用人数
新型コロナのため
使用中止

午前 午後
4月 9 11  20 （12）  926 （502） 1 2

5月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

6月 7 8  15 （4）  592 （51） 1 1
7月 10 10  20 （8）  1,092 （372） 0 0
8月 14 14  28 （15）  1,316 （474） 2 1
9月 6 7  13 （3）  414 （96） 2 3
10月 17 14  31 （9）  1,718 （612） 1 1
11月 7 9  16 （4）  1,184 （226） 1 2
12月 10 11  21 （2）  1,045 （38） 1 1
1月 13 12  25 （4）  603 （90） 2 3
2月 8 9  17 （4）  654 （240） 1 3
3月 14 16  30 （8）  1,164 （383） 1 1
計 115 121  236 （73）  10,708 （3,084） 13 18
稼働率 42.1％

午前 午後 利用団体数 利用人数
新型コロナのため
使用中止

午前 午後
4月 12 14  26 （0）  264 （0） 4 6

5月 ― ―  ― （―）  ― （―） ― ―

6月 15 18  33 （13）  213 （68） 1 2
7月 18 19  37 （13）  250 （85） 1 1
8月 10 12  22 （6）  122 （13） 3 4
9月 16 19  35 （7）  244 （37） 3 3
10月 25 26  51 （14）  330 （38） 0 0
11月 16 16  32 （12）  310 （74） 1 2
12月 17 16  33 （6）  336 （27） 0 0
1月 12 14  26 （8）  178 （54） 3 4
2月 14 15  29 （13）  141 （26） 4 8
3月 21 22  43 （14）  382 （78） 1 3
計 176 191  367 （106）  2,770 （500） 21 33
稼働率 65.2％

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

※利用団体数、利用人数の（　）内は、館事業
※4月25日～ 5月31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

※利用団体数、利用人数の（　）内は、館事業
※4月25日～ 5月31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
Creative Ageing ずっとび
障害のある方のための特別鑑賞会
とびラーによる建築ツアー
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。



46

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。2021（令和3）年度で10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8・9期とびラーに新たに10期とびラー
が加わり、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7期までの任期満了したとびラーは合計256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。
　2020（令和2）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.62-65）を参照。
ウェブサイト https://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
2020（令和2）年度
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
2021（令和3）年度
 4月 基礎講座（～ 6月）：隔週土曜日 全6回
 6月 実践講座（～ 2月）：
 鑑賞実践講座 全7回、アクセス実践講座 全7回、
 建築実践講座 全8回
 7月  「Museum Start あいうえの」および「Creative Ageずっ

とび」当年度プログラム開始（※）
12月 11期とびラー募集広報開始

 1月 11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
 11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）
 →11期とびラー決定通知
 開扉会（かいぴかい：8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588回開催された。
※「Museum Start あいうえの」については、2021（令和3）年度4月に

2020（令和2）年度延期されたプログラムを実施

10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361人から応募があり、書類審査、面接を経
て、51人を10期とびラーに決定。約9倍の倍率であった。
この51人と、昨年度から更新した8・9期とびラー 87人
をあわせた計138人で本年度のとびらプロジェクトが始動
した。

10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）、小牟田悠介（美術学部特任助教、
とびらプロジェクト・サブマネージャ）、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
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た。都美担当者は稲庭彩和子、熊谷香寿美。専門家委託と
して小野口優来（2021年4月～ 8月）、三浦和紗（2021年9
月～ 2022年3月）。

とびラーの基本属性
　8～ 10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。

8～ 10期とびラーの基本属性　※2021（令和3）年4月時点

20代
22％

30代
20％

40代
21％

50代
21％

60代
13％

10代
1.5％

70代
1.5％

年代＜年代＞
年代 人数
10代 2

20代 30

30代 28

40代 29

50代 29

60代 18

70代 2

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。
　コロナ禍が続く本年度は、4月に開講した基礎講座から
ウェブ会議システム（Zoom）を活用したオンラインとリア
ルの両方で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」力を身につけることを
目的としている。
　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、オンライ
ン・リアル）

 講師／伊藤、稲庭
  　プロジェクト概要や情報共有ツールについて紹 

介し、これから活動していく上で必要となるとび
ラー同士の共通認識をコミュニケーションの中で
つくる。

第2回  「きく力」を身につける（10期とびラー対象、リ
アル）

 講師／西村
  　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3回  ミュージアムとウェルビーイング（全とびラー対
象、オンライン）

 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4回  会議が変われば社会が変わる（10期とびラー対
象、オンライン）

  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。

第5回  作品を鑑賞するとは（10期とびラー対象、オンラ
イン）

 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
味について理解を深める。

第6回  この指とまれ／そこにいる人が全て式／解散設定
（10期とびラー対象、オンライン）
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 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学ぶ。
また、活動のはじめ方だけではなく、終わり方の
デザインについても理解を深める。

基礎講座（第2回）Zoomで講師と会場をつなぎ、「きく」力について学ぶ

・実践講座（7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 ※オンライン6回、リ
アル1回の実施

  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やすい環境やプ
ログラムについて考え、実践することを目標とする）
全7回 ※オンライン5回、リアル2回の実施

  講師／川島聡（岡山理科大学准教授）、松見幸太郎
（NPO法人キッズドア事務局長）、千葉偉才也（一般社
団法人リテラシーラボ代表理事）、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
内科医師、一般社団法人プラスケア代表理事）、伊藤、
稲庭、小牟田、越川、藤岡勇人（東京都美術館学芸員）

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3回、リアル5回の実施）

  講師／倉方俊輔（建築史家、大阪市立大学大学院工学
研究科准教授）、宇田川裕喜（株式会社バウム代表）、
佐藤慎也（日本大学理工学部建築学科教授、八戸市美
術館館長）、大澤苑美（八戸市美術館学芸員）、森純平（八
戸市美術館設計者、たいけん美じゅつ場VIVAディレ
クター、東京藝術大学美術学部建築科助教）、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、東京都美術館と東京藝術大学を会場に実施、108名が
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。

野外彫刻洗浄の様子（堀内正和《三本の直方体B》1978年）

オープン・レクチャー
　オープン・レクチャーとは、とびラーに加えて一般の方々
を対象に毎年行われている公開講座である。ゲスト講師を
招き、とびらプロジェクトの活動を進める中で見出された
問題意識や目指す社会の姿について知見を深めることを目
的とし、アートを介したコミュニティの価値に関して広く
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一般に発信する機会としている。
　2021（令和3）年度は、タイトルを「建築と美術館とコミュ
ニケーション―お金で買えない「ギフト」に気づく場所と
は？」とし、Zoomウェビナーを使用して行った。「ギフト」
をテーマに美術館の役割の変遷と共に、とびらプロジェク
トでの活動を紹介した。
　八戸市美術館の館長で建築家の佐藤慎也と、八戸市美術
館学芸員の大澤苑美、東京藝術大学美術学部建築科助教で
茨城県取手市のたいけん美じゅつ場VIVAディレクターの
森純平を登壇者に迎え、人々の関わりを作ることが意図さ
れて設計された2つの文化施設の事例を通して、新たな公
共建築について考える機会とした。

とびらプロジェクトオープン・レクチャーのWEBバナー

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するこ
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、「コミュニティから芽生える回復力　予測不
可能な世界を生きる、アート・コミュニケータの10年と
これから」をテーマに実施した。美術館を拠点に、多様な
人々が作品や文化財を介して、フラットに関わり合う「ゼ
ロからの対話」でつむぐコミュニティを目指して活動して
きたとびらプロジェクトの10年間を振り返り、創造的な
対話の場が持つ意味や、これからのコミュニティのあり方
について考える機会とした。
　第1部は東京都美術館の講堂を会場に行い、YouTubeで
の同時配信も行った。小牟田と熊谷がとびらプロジェクト
の概要と10年間の歩みを紹介した後、「予測不可能な世界
を生きる、アート・コミュニケータの10年とこれから」と
題したトークセッションを行い、西村と稲庭が聞き手と
なって、とびラーと任期満了したアート・コミュニケータ
の5人が自分たちの活動や、その根幹となっている考え
方、コミュニティの広がりについて語り合った。
　続くパネルディスカッションでは「コミュニティから芽

生える回復力」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。きくこと・みることを通じてコミュニティを耕し
育んできたとびらプロジェクトの10年間を、「土中環境」
をキーワードに振り返った。
　第2部は「とびラボ　オープンセッション」を講堂、アー
トスタディールーム、スタジオで開催。とびラーが写真や
資料を見せながら普段の活動を紹介し、来場者からの質問
にも答えた。

とびらプロジェクトフォーラム　第2部「とびラボ オープンセッション」

とびラボ
　「とびラボ」はとびラー同士が自発的に開催する学び合い
の場であり、新しいプロジェクトの検討と発信が行われる
場所である。「とびラボ」は、ある1人のとびラーのアイディ
アに共感した他のとびラーが集まり3人以上のチームを作
るところから始まる。
　集まったメンバーのできることを組合せ、興味・関心・
得意分野を大切に、お互いに「ききあい」、学芸員や大学教
員とも相談しながらアイディアを実現させていく。予めデ
ザインしておいた終わり方に従ってチームが解散した後に
は、また新しいメンバーが集まり新しい「とびラボ」が生み
出される。
　とびらプロジェクトでは、このステップを「この指とま
れ式」、「そこにいる人がすべて式」、「解散！また結成」と
呼んでいる。この活動を経て、オリジナルの活動が生まれ、
アートを介したコミュニケーションの可能性が大きく広
がっている。同時に「とびラボ」は様々なバックグラウンド
を持つとびラー同士のゆるやかなコミュニケーションの場
でもあり、対話から生まれる充実した時間が美術館に新し
い価値を注ぎ込んでいる。本年度も、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。
年間開催数　588回　のべ参加者数　5,889人
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「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
「イサム・ノグチ　発見の道」
・ともにつくる鑑賞の価値　語りませんか、あなたがみつ
けた「イサム・ノグチ　発見の道」

・イサム・ノグチを聴く～発見をわかちあおう～
・とびラジオ
「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」
・おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん、ゴッホの色をめぐ
るⅩの指令（オンライン）

◎当館の建築及び野外彫刻をテーマとする一般来館者対象
の活動：

　都美の野外彫刻を味わう、丹誠塾の中高生とモーニング
ツアー、おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん、トビカン・
ヤカン・カイカン・ツアー、トビカン・モーニング・ツアー、
みんなでつくる Fun! Fan! とび巡り

◎とびラー対象の活動：
　開扉冊子2022、とびラー新聞ラボ、対話カフェ、やさし
い日本語を使った対話型鑑賞を考えよう！、語彙力爆アゲ
委員会、みんなの卒展！ 2022、ベビーとゆったり美術館、
みんなでつくる建築ツアー、車いすで楽しむ都美散歩、消
しゴムハンコラボ、未来の話をしながら夢の展覧会をつく
るラボ、ダイバーシティWSプログラムラボ、わたしのマ
イスカイホールを贈ろう！、失われゆく前川國男建築を考
える～トビカンは100年残せるか？等
※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。

　コロナ禍が続く本年度は、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 119回、のべ参加者数
1401人。
「これからゼミ」から生まれた活動は下記の通りである。
・オンライン藝祭を楽しむ「藝祭にON-!」by Flatart
・大学生＆小学生×アート・コミュニケータ＠府中市美術
館
・三鷹ネットワーク大学協働研究事業「アートで対話を楽
しもう！」
・gift×gift～視覚障害の方と鑑賞の場「見えない人と見え
る人が一緒に楽しむアート鑑賞」
・とびラーオープンイノベーション
・中本達也・臼井都記念芸術資源館におけるアート・コミュ
ニケータとしての活動
・10年後、なにしてる！？ ～とびラー 1期の『その後』（1
期にインタビュー）
　上記のような活動を経て、2022（令和4）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8期とび
ラー 34人。

これからゼミの共有会
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開扉式

開扉冊子2022『開扉 とびラー 8・9・10期「伝えあう 響きあう」』
表紙画：日比野克彦

開扉式での集合写真

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、当館と同じく前川國男
が設計した文化施設において任期満了者の団体が建築ツ
アーを実施している。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2020年度から継続し
て定期的な建築ツアーを実施しており、2021年度からは、
埼玉会館において任期満了者がボランティア・ガイド「前
川國男を知ろう！彩の国探検隊」を務める建築ツアーが始
まった。
　一方で、「アート・コミュニケータ」というアイディアは
全国的に広がり、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）、長野県立美術館、山口県宇部市において「アート・コ
ミュニケータ」の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」（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年生まで及び
その年齢の全ての子供たちを対象とし、複数の文化施設が
持つ豊富な文化資源の観察・鑑賞を通した統合的な学びを
推進。大人と子供が共に学び合う主体性を重視したアク
ティブ・ラーニング・プログラムを実施することで、生涯
を通じて継続的にミュージアムを活用することができる
「ミュージアム・リテラシー」を育むことをねらいとしてい
る。あわせて、参加した子供や保護者、教員、とびラー等
で構成される文化財を介した人と人のつながり「ミュージ
アム・コミュニティ」の形成を目指している。
　複数の文化施設の活用を促すツール「ミュージアム・ス
タート・パック」とウェブサイトを軸に、ミュージアム・
大学・市民が協働して子供たちの学びに関わり、プロジェ
クトを推進させている。本年度の子供の参加者は1,969
人。2013（平成25）年の事業開始から累計16,691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.62-65）
ウェブサイトhttps://museum-start.jp（ページビュー／ 163,062）

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.47参照）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、とびらプロジェクトでの
各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）、小牟田悠介（美術学部特
任助教、「あいうえの」プロジェクト･サブマネージャ）、
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。
専門家委託として石丸郁乃（「あいうえの」プログラム・オ
フィサー）、小野口優来（2021年4月～ 8月）、三浦和紗
（2021年9月～ 2022年3月）。

「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・教員には「あいうえの」を紹介した小
冊子「ミュージアム・スタート・パック活用ガイドブック」
を配布。

ミュージアム・スタート・パック

Museum Start あいうえの
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ウェブサイトの機能
　「あいうえの」ウェブサイトでは、特徴的なコンテンツと
して、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」、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」を運用して
いる。
　またサイトのデザインに合わせて、単色ロゴマークを使
用している。なお、冒険ノートは Instagramの「あいうえの」
公式アカウントでも順次公開している。

ウェブサイトトップページ

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&ティーン
ズ・プログラム」、そして、多様な文化的背景を持つ子供
たちや社会的支援を必要とする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
どを実施し、リアルでの実施に重点をおいた。
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。事前授業に活用できる作品のアートカード等が
入った「鑑賞ボックス」も貸し出している。

・スペシャル・マンデー
　特別展・企画展の休室日（月曜日）にゆったりとした展示
室で鑑賞授業を行うプログラム。とびラーが子供たちと作
品鑑賞を共にし、サポートする。学校から美術館までの往
復バスを無料で用意し、美術館を活用しやすい環境を整え
ている。
全9回開催／参加9校、参加者数477人（児童･生徒数）
対象／都内幼保・小・中・高等・特別支援学校（幼稚園保
育園は年長クラスから受入、特別支援学級も受入）

・うえのウェルカム
　野外彫刻や開室中の展示室で行う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。SDGs
などの時事的なキーワードも取り入れて実施。
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）
全8回開催／参加8校、参加者数473人（児童・生徒数）

うえのウェルカム（台東区立蔵前小学校）
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スペシャル・マンデー（都立田園調布特別支援学校）「ドレスデン国立古
典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展」東京都美術館
撮影：中島佑輔

（2）ファミリー&ティーンズ・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。
本年度は下記の3つのプログラムを実施した。

・SDGsで探究！名建築をみる
　SDGsをキーワードに、日本のモダニズム建築を牽引し
た建築家・前川國男の設計による当館の建築を探検し、観
察するプログラム。前川の設計思想におけるSDGsに通ず
る視点に着目しながら建築を観察。観察にはとびラーが伴
走し、子供たちの気づきを促す。帰宅後にはその体験を「冒
険ノート」に記録し、ウェブサイトに投稿。オンラインで
の発信を通じて子供たちの学びを深める仕組みとした。
実施日：8月1日（日）、10月30日（土）
全4回実施／参加者数：137人（子供）

・うえの！アートリサーチャー　オンライン＆リアル
　オンラインとリアルの2ステップで、アートを探究し、
上野公園の文化施設を楽しむブレンディッド・ラーニング
のプログラム。オンラインで作品をみながらグループで対
話するステップ1と、実際（リアル）に文化施設で本物に出
会うステップ2を組み合わせた。
　ステップ1では作品画像を複数の参加者でみることで、
実際のミュージアムで本物をみてみたいという気持ちを醸
成することをねらいとした。オンラインの鑑賞では、とび
ラーがグループに入り子供たちの発見や気づきをきく役割
を果たした。
　ステップ2では、当館でミュージアム・スタート・パッ

クを受けとり、使い方を学んだ上で、自分の目で観察し思
考するきっかけとなるツール（指令書）を受けとり、ミュー
ジアムに出かける。戻ってきたら、指令書をきっかけに考
えたことを「冒険ノート」にまとめる活動を行った。とび
ラーたちは子供たちに寄り添い発見や気づきを言語化する
サポートをした。
　また、既に「ミュージアム・スタート・パック」を持って
いる子供たちが、上野公園のミュージアムを再訪する機会
として、ステップ2実施日の前後2週間を「ミッション 
WEEK」として簡易プログラムを実施。この期間は上記の
「指令書」を当館で受け取ることができ、とびラーのサポー
トがなくても子供と保護者でミュージアム体験をより深め
られるような設計とした。
ステップ1
　実施日： 8月7日（土）、8日（日）、10月2日（土）、3日（日）
　参加者数：296人（子供）
ステップ2
　実施日：9月5日（日）、11月6日（土）、12月4日（土）、
 　2022年1月30日（日）、3月21日（月・祝）
　＊ミッションWEEKは8月～ 2022年1月に実施
　全37回実施／参加者数：276人（子供）

ステップ1：オンライン鑑賞の様子（東勝吉《湯布院 馬車 六所様から》1999年）

ステップ2：冒険ノートづくりの様子
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・ みる旅 ─ 芸術と科学に出会い、過去と未来を旅する3
日間

　高校生とシニア世代（65歳以上）を対象とした異世代交
流プログラム。プログラムでは、東京都美術館の特別展「イ
サム･ノグチ　発見の道」と、『映画 太陽の子』を鑑賞し「平
和」「科学」「芸術」「生きる」をテーマに参加者ととびラー
が対話を重ねた。（プログラムの概要はp.57にも記載）
　実施日： 7月18日（日）、23日（金・祝）、24日（土）、 

25日（日）
　参加者数：131人（高校生・シニア合計）

みる旅（本物の大理石に触れる高校生とシニア）

（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。

・やさしい日本語プログラム「SDGsでミュージアム！」
　SDGsをキーワードに、東京都美術館の建築と野外彫刻
を観察し、自分が愛着を持つことができた「誰かに伝えた
い場所」を写真に撮り、その写真に合う言葉を見つける活
動を行った。観察することと、イメージを言葉にすること、
それをシェアすることをねらいとした。東京都つながり創
生財団より紹介を受け、豊島子どもWAKUWAKUネット
ワーク、中野区国際交流協会の協力を得て、参加者を募っ
た。
　実施日：12月19日（日）

　1回開催／参加者数：子供22人、引率者6人、
　とびラー 12人

やさしい日本語プログラム鑑賞の様子（五十嵐晴夫《メビウスの立方体》
1978年）

やさしい日本語プログラムで写真に合う言葉を選んでいる様子
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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「あい
うえのコミュニティ」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3回発行した。
　また、「あいうえのコミュニティ」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29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：29回
　参加者：とびラー 456人

とびラーとの準備会（学校プログラム）

とびラーとの準備会（ダイバーシティ・プログラム）

・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。
　実施回数：8回
　参加者： 子供22人、保護者・引率者21人、とびラー 15人

アンバサダー・プログラムの様子（井上武吉《my sky hole 85-2 光と影》
1985年）

Museum Start あいうえの 2022ミーティング
　2022年度10年目を迎える節目の年となることに鑑み、
共催する各文化施設の担当者が集い、子供たちが作成した
各館での「冒険ノート」の記録を共有するといった活動を通
して、改めて事業の目的と意義を確認する機会とした。
　実施日：2022年3月2日（水）
　参加者： 11人（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、東京国立博物館）
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Creative Ageing ずっとび

　「Creative Ageing ずっとび」は超高齢社会に対応して、
2021年度よりシニア世代を対象に始めた新しい事業であ
る。「Creative Ageing（クリエイティブ・エイジング）」は海
外のシニア向けの文化事業でよく用いられるスローガン
で、「創造的に年を重ねる」という意味が込められている。
また、歳を重ねても「ずっと」通いたくなる美術館を目指
し、当館の愛称である「とび」と重ねて「ずっとび」という言
葉が生まれた。この二つの言葉を組み合わせた「Creative 
Ageing ずっとび」（以下ずっとび）は、人や作品との出会
いを通して、シニアの方がより主体的で創造的に楽しめる
参加型のプログラムを実施している。
　アート・コミュニケーション事業が取り組む、美術館の
文化資源を介した多様な人々の社会参画とコミュニケー
ションの場づくりは、人々の健康やウェルビーイングにも
寄与する役割も担ってきた。ずっとびでは、この役割をシ
ニアの方に向けてより意識的に展開していくことで、当館
が高齢者の健康を作る場となり、さらには高齢化に伴う社
会的孤立や孤独などのさまざまな社会問題にも向き合うこ
とを念頭に入れて活動を行っている。医療や福祉分野とも
連携を図り、薬の「処方箋」ではなく社会的な繋がりを生む
「社会的処方」を、当館の特性を生かす形で実装していくこ
とを長期的な目標に掲げている。
　事業の初年度となる2021年度は、美術館で社会的処方
を既に実践している諸外国の事例を調べ、2つのプログラ
ムを実施し、本事業を発信していくためのロゴやウェブサ
イトの制作を行った。また地域の医療福祉の従事者との
ネットワークづくりも推進した。
　本事業の担当者は稲庭彩和子、藤岡勇人。

博物館処方箋実践ガイドブック
　アジアのミュージアムにおける社会的処方（※高齢者に
対して薬の処方箋の代わりに美術館・博物館等の地域資源
を介して社会参加を促す処方箋を出し課題に対応する試
み）の実践に関する事例調査の一環として、国立台湾博物
館が刊行した『博物館處方箋實務手冊（博物館処方箋実践ガ
イドブック）』（2021年12月刊行）を日本語に翻訳した。
　本冊子は、国立台湾博物館が台北市立連合病院と連携し
て行っている、認知症のある高齢者とその介護者に向けた
作品鑑賞や参加型プログラムについて、活動内容とその背
景をまとめたものである。

博物館処方箋実践ガイドブックの表紙

異世代交流プログラム「みる旅」
　「Museum Start あいうえの」との共同企画により、2021 
年 7月23日～ 25日に東京都美術館の講堂と展示室を会場
に、異世代交流プログラム「みる旅―芸術と科学に出会い、
過去と未来へ旅する 3 日間」（以下、「みる旅」）を実施し
た。約30名ずつの高校生と65歳以上のシニアが 20 名の
とびラーと一緒に、当館で開催していた特別展「イサム・
ノグチ　発見の道」の鑑賞と、『映画 太陽の子』の試写会を
通して、世代を超えて意見を交わし、交流する機会を作っ
た。（プログラムの概要はp.55にも記載）
　実施日： 7月18日（日）、23日（金・祝）、24日（土）、 

25日（日）
　参加者数 （4日間のべ）： 131人（高校生）、 

106人（65歳以上の方）

みる旅（映画を鑑賞後に意見を交わす異世代の参加者）

認知症の方とそのご家族を対象にしたプログラム
　東京都美術館では初の試みとなる、認知症当事者とその
家族を対象にしたプログラムを行った。「アート・コミュ
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ニケータと一緒に楽しむ おうちでゴッホ展」（以下、「お
うちでゴッホ展」）と題し、ウェブ会議システム（Zoom）を
利用して、参加者の自宅と、美術館と、とびラーの自宅を
繋ぎ、画面共有で「ゴッホ展──響きあう魂　ヘレーネと
フィンセント」の出品作品をみながら対話を行うプログラ
ムである。
　まず初めに担当学芸員から15分程度の導入を行った後
で、参加者を家族ごとのグループに分けて、とびラー 2～
3人とグループになり、Zoomのブレイクアウトルーム機
能で個別の部屋に分かれて、35分程度の作品鑑賞と対話
を行った。
　実施日：11月23日（火・祝）
　参加者数：20人

おうちでゴッホ展（フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの
田舎道》1890年）

みる旅チラシ おうちでゴッホ展チラシ

台東区内の介護・福祉・医療従事者との連携
　台東区社会福祉協議会、台東区内7か所の地域包括支援
センター、居宅介護支援事業所、高齢者在宅サービスセン
ター、通所介護施設、台東区介護予防・地域支援課等、台
東区内の介護・福祉事業の担当者が東京都美術館に集ま

り、「アートを介した高齢者支援を考える」をテーマに、地
域つながり会議を行った。ずっとびの活動紹介を行った後
で、高齢者に向けた文化プログラムを推進していくための
意見交換を行った。また、永寿総合病院認知症疾患医療セ
ンターの医師や看護師とも研究会を行い、認知症の方を対
象にしたプログラムの構想や、地域における医療と美術館
の連携の可能性について協議を行った。こうした活動の背
景として、ずっとびは、東京藝術大学が2021年度応募し
採択された科学技術振興機構の産学連携プログラム「共創
の場形成支援プログラム」（「共生社会」をつくるアート・
コミュニケーション共創拠点事業）に参画、事業研究開発
の連携協力を行っている。
　東京藝術大学を始め、台東区社会福祉協議会等の共同参
画している諸機関と連携し、社会的処方の中でも文化芸術
に特化しアートを介したコミュニケーションと社会参加を
促す「文化的処方」の実装に向けて、台東区での実践のモデ
ル事業化にも取り組んでいる。
・地域つながり会議
　実施日：12月1日（水）
　参加者数：13人
・永寿総合病院との研究会
　実施日：2022年3月25日（金）
　参加者数：3人

ウェブサイトの開設
　ずっとびのプログラムを幅広く周知する目的で、視認性
が高く、シニアの方にもやさしいウェブサイトを新設し
た。プログラム募集のお知らせや、活動ブログ、記録動
画、高齢者向け文化事業に関する調査研究の報告を掲載し
ている。

ずっとびウェブサイト
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　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、特別展の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「イサム･ノグチ　発見の道」、「ゴッホ展──
響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」、「ドレスデン国立
古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展」
にて各1回ずつ実施、合計1,873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、展示室での混雑を
避ける目的で、受付を前年度と同じように1時間ごとの時
間指定制で行った。とびらプロジェクトと連動し当日の運
営には総計136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任意団体「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165人の「アート・コミュニケータ東京」会員
が参加した。
　本年度は、参加者のサポートを行うアート・コミュニケー
タについて紹介するスライドを会場入り口に設置し、アー
ト・コミュニケーション事業の理解を促す一助とした。

［運営協力：任意団体アート・コミュニケータ東京］

6月28日（月）「イサム･ノグチ　発見の道」
10月11日（月）「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネと
フィンセント」
2022年3月14日（月）「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　
フェルメールと17世紀オランダ絵画展」
※各日とも開催時間は10:00～ 16:00、入室時間は1時
間ごとの時間制

障害のある方のための特別鑑賞会「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネと
フィンセント」東京都美術館

　「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。
　コロナ禍が続く本年度も、1回の参加者定員を15人まで
に抑え、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17日（土）、9月18日（土）、11月20日（土）、
2022年1月8日（土）、2022年3月19日（土）

全5回開催、参加者計79人。
※5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、ライトアップされた当館を
散策する「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー」を全5回
と、平日の朝に楽しめる30分間のコンパクト版建築ツアー
「トビカン・モーニング・ツアー」を全4回行った。

とびラーによる建築ツアーの様子

障害のある方のための
特別鑑賞会

とびラーによる建築ツアー
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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p.52-
56）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。
　2021（令和3）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.62-65参照）

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、事前申請により都内教育
機関の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、「イサム･ノグチ　発見の道」、
「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」、上
野アーティストプロジェクト2021「Everyday Life わたしは
生まれなおしている」及び「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　
フェルメールと17世紀オランダ絵画展」にて実施した。 
（※東京都内の小・中・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1,774人、引率教員179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。アート・コミュニケーショ
ン事業の基本的な考え方や「Museum Start あいうえの」の
取り組み、そして具体的な学校連携プログラムの事例紹介
等を行っている。
　本年度はオンラインで7人の教員に対して実施した。
6月19日（土）15：45～ 17：15

　また、研修協力として、府中市立小中学校教育研究会図
工美術部、台東区図工研究部会の研修の受け入れ、東京都
公立学校中堅教諭等資質向上研修 Iの受け入れを行った。

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
ラインやリアルで伝える機会とした。対応校3校、参加学
生149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「令和3年度ミュージアム・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、オンライ
ンで研修が行われた。

ティーチャーズ・デイ（オンラインでの画面）
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展覧会関連プログラム／事業の発信・成果の発表

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。2021（令
和3）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.62-65参照）

1　特別展ジュニアガイド
　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
ニアガイドを制作した。本年度は「イサム・ノグチ　発見
の道」で6万部作成。また、「ゴッホ展──響きあう魂 ヘ
レーネとフィンセント」では、初めて動画でジュニアガイ
ドを制作した。

「イサム・ノグチ発見の道」ジュニアガイド
編集・テキスト：稲庭彩和子、鮫島圭代
絵：白尾可奈子　デザイン：栗谷川舞

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、様々なプログラムが開催され
た。詳細はp.50を参照のこと。

とびラボ発展覧会関連プログラム実施の様子

3　企画展・財団内連携事業関連プログラム
　「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」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」をオンラインで2回実施
した（詳細はp.23）。また、財団内連携事業（詳細はp.35参
照）である「TURNフェス2021」の連携プログラムとし
て、任期満了したアート・コミュニケータと協働した鑑賞
プログラム「探検TURN！」を全3回実施した。

事業の発信・成果の発表
　上野公園にある9つの文化施設を舞台にした「Museum 
Start あいうえの」の活動アーカイブを基に、2022（令和4）
年3月に株式会社左右社より『こどもと大人のための
ミュージアム思考』が出版された。これまでに参加した約
3万人の子供たちの体験からミュージアムでモノをみて思
考することを「ミュージアム思考」と捉え、理論編と実践編
の両方からその体験を紐解く内容にまとめた。

「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」ジュニアガイド動
画6分33秒 『こどもと大人のためのミュージアム思考』
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アート・コミュニケーション事業
2021（令和3）年度 実績

2021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：21,300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10日、24日、5月8日、22日、6月5日、19日 いずれ
も土曜日

6回 431 0 23 454

鑑賞実践講座 7月12日（月）、26日（月）、8月2日（月）、14日（土）、15
日（日）、30日（月）、10月4日（月）、11月15日（月）、
2022年2月14日（月）

7回 544 0 56 600

鑑賞実践講座コーチング実
践

＊任意参加 11月29日（月）、12月13日（月） 2回 45 0 2 47

アクセス実践講座 7月4日、22日、9月12日、10月24日、11月7日、12月5日、
2022年1月9日　いずれも日曜日

7回 410 0 44 454

建築実践講座 7月3日（土）、8月28日（土）、9月25日（土）、10月16日
（土）、11月7日（日）、13日（土）、12月11日（土）、2022
年2月5日（土）

8回 274 0 0 274

特別鑑賞会に関する準備講座 5月8日（土） 1回 64 0 0 64
11期とびラー１次審査応募者 2022年1月18日（月）～ 2月16日（火） 0 0 420 420
11期とびラー 2次面接 2022年3月4日（金）～ 6日（日） 3日間 0 0 127 127
とびらステーション 12月18日（土） 1回 89 0 0 89
開扉式 2022年3月26日（土） 1回 101 0 4 105
とびらプロジェクト・オー
プンレクチャー

「建築と美術館とコミュニケーション―お金で買え
ない「ギフト」に気づく場所とは？」

12月11日（土）＊建築実践講座を兼ねる 1回 31 0 241 272

とびらプロジェクト・フォーラム 第1部「コミュニティから芽生える回復力」
第2部「とびラボ　オープンセッション」

2021年1月22日（土） 1回 58 0 346 404

講座連携プログラム Zoom接続テスト 4月18日（日）、20日（火） 2回 33 0 0 33
とびらIT相談室 6月5日（土） 1回 19 0 0 19
とびラボの芽 4月17日（土）、5月1日（土）、15日（土）、29日（土）、6月

27日（日）、9月19日（日）、9月25日（土）、10月30日（土）
8回 68 0 0 68

これからゼミ説明会 7月11日（日） 1回 25 0 0 25
これからゼミ共有会 2022年3月19日（土） 1回 13 0 0 13
鑑賞研修 9月26日（月） 1回 39 0 0 39
鑑賞実践講座画面共有練習会 8月1日（日） 1回 2 0 0 2
鑑賞実践講座補講 9月16日（木） 1回 1 0 7 8
基礎講座ファシリテータ事前練習会 5月30日（日）、6月4日（金） 3回 26 0 0 26

都美連携プログラム 特別展事前勉強会（ゴッホ展） 8月21日（土） 1回 72 41 0 113
特別展事前勉強会（フェルメール展 ） 2022年2月20日（日） 1回 36 39 0 75
野外彫刻洗浄 9月21日（月） 1回 17 0 0 17
「障害のある方のための特別鑑賞会」準備会 6月12日（日）、10月9日（土） 2回 94 90 0 184
「障害のある方のための特別鑑賞会」会場下見会 6月12日（土）、13日（日）、16日（水）、19日（土）、24日

（木）、26日（土）、9月28日（火）、30日（木）、10月3日（日）
9回 0 93 0 93

「とびラーによる建築ツアー」事前準備会 7月3日（土）、11月13日（土） 2回 19 0 0 19
「とびラーによる建築ツアー」自主練習会 9月11日（土） 1回 9 0 0 9
「とびラーによる建築ツアー」トライアル 8月24日（火）、9月5日（日） 3回 9 0 0 9
探検TURN！準備会 8月9日（月）、8月17日（火） 2回 20 0 0 20
TURNフェス2021プログラムサポーター 8月17日（火）～ 19日（木） 3日間 11 8 0 19
日本彫刻会盲学校教室見学 4月23日（金） 1回 3 0 0 3

藝大連携プログラム（講義など）藝大生インタビュー 11月～ 12月 10回 33 0 0 33
藝大生インタビュー打合せ 12月14日（火）、19日（日）、22日（水） 3回 10 0 0 10

とびラボ とびラボ　ミーティング 4月～ 2022年3月 588回 5,887 1 1 5,889
とびラボ発プログラム（「イ
サム・ノグチ　発見の道」）

ともにつくる鑑賞の価値　語りませんか、あなたが
みつけた「イサム・ノグチ　発見の道」

7月31日（土） 1回 11 0 10 21

イサム・ノグチを聴く～発見をわかちあおう～ 8月24日（火） 1回 12 0 15 27
とびラボ発プログラム（「ゴ
ッホ展──響きあう魂 ヘレ
ーネとフィンセント」）

おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん 11月28日（日） 1回 16 0 9 25
ゴッホの色をめぐるⅩの指令（オンライン） 11月28日（日） 1回 19 0 16 35

とびラボ発プログラム
（「TURNフェス2021」）

探検TURN！ 8月17日（火）～ 19日（木） 3日間 21 0 30 51

とびラボ発プログラム（当館
の建築及び野外彫刻をテー
マとする一般来館者対象の
活動）

静寂の美術館を楽しむ 4月3日（土） 1回 18 5 8 31
都美の野外彫刻を味わう 6月30日（木）、8月20日（金）、11月10日（水） 1回 31 0 25 56
おいでよ・ぷらっと・びじゅつかん 8月11日（水） 1回 8 0 8 16
丹誠塾の中高生と都美を味わう 10月24日（日） 1回 9 0 15 24
ベビーとゆったり美術館　検証会 12月15日（水） 1回 9 0 5 14
gift×gift～視覚障害の方と鑑賞の場・「見えない人
と見える人が一緒に楽しむアート鑑賞」

2022年3月14日（月） 1回 15 0 6 21

みんなでつくる Fun! Fan! とび巡り 2022年3月25日（金） 1回 14 0 18 32
これからゼミ これからゼミ ミーティング 5月～ 2022年3月 117回 1,279 30 90 1,399
全国のアート・コミュニケ
ーションリーグ連携

オンライン情報交換会 4月13日（火）、9月7日（火） 2回 0 0 34 34

視察対応等のアート・コミ
ュニケーション事業連携

のべ10団体 5月～ 2022年3月 15回 0 0 27 27

開扉とびラーとの連携 障害のある方のための特別鑑賞会 6月28日（月）、10月11日（月）、2022年3月14日（月） 3回 0 165 0 165
合計 9,955 472 1,587 12,014

※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（pp.46-51）　プログラム参加のべ数 12,014人 / アート・コミュニケータ登録者数139人
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プログラム名 連携団体・学校 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー
※

生徒・
児童

保護者・
引率者等

学校プログラム 
スペシャル・マンデー 
9校

【Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる】渋谷区立長谷戸小学校 9月13日（月）（9月8日、11
日に事前授業を実施）

1回 6 60 7 73

江東区立第三大島小学校 9月27日（月） 1回 0 96 4 100

江東区立八名川小学校 10月6日（水） 1回 0 55 5 60

【ゴッホ展―響きあう魂 ヘレーネとフィンセント】国分寺市立第九小学校 10月25日（月） 1回 24 64 6 94

台東区立平成小学校 10月25日（月） 1回 12 25 3 40

台東区立東泉小学校 10月25日（月） 1回 20 52 4 76

【ドレスデン国立古典絵画館所蔵
フェルメールと17世紀オランダ絵画展】

都立田園調布特別支援学校 2022年2月28日（月） 1回 20 32 16 68

台東区立大正小学校 2022年2月28日（月） 1回 34 75 5 114

筑波大学附属大塚特別支援学校 2022年3月8日（火） 1回 0 18 9 27

学校プログラム 
うえのウェルカム 
8校

都立本所高等学校 7月30日（金） 1回 7 9 1 17

私立東洋女子高等学校 8月27日（金）、9月29日（水）2回 28 126 12 166

私立和光高校 10月12日（火） 1回 8 13 1 22

台東区立根岸小学校 10月14日（木） 1回 14 94 5 113

台東区立富士小学校 10月22日（金） 1回 22 54 7 83

台東区立忍岡小学校 11月16日（火） 1回 14 48 5 67

台東区立蔵前小学校 11月30日（火） 1回 23 94 5 122

台東区立東浅草小学校 2022年1月21日（金）、3月
7日（月）

2回 0 51 3 54

ファミリー＆ティーンズ・
プログラム

SDGsで探究！名建築をみる 8月1日（日）、10月30日（日）4回 75 137 143 355

うえの！アートリサーチャー　ステップ１ 8月7日（土）、８日（日）、
10月2日（土）、3日（日）

8回 126 296 254 676

うえの！アートリサーチャー　ステップ２ 9月５日（日）、11月6日
（土）、12月4日（土）、
2022年1月30日（日）、3月
21日（月・祝）

20回 45 196 213 454

うえの！アートリサーチャー　ミッション
WEEK

8月～ 2022年1月 37回 0 80 102 182

みる旅― 芸術と科学に出会い、過去と未来を
旅する３日間

7月18日（日）、
23日（金）～ 25日（日） 
＊生徒・児童の参加者数
に65歳上の参加者数も含
める

4日 80 239 4 323

ダイバーシティ・プログラム 美術館でやさしい日本語「SDGsでミュージ
アム！」

12月19日（日） 1回 12 22 6 40

アンバサダー・プログラム 4月4日（日）、8月27日（金）、
29日（日）、11月3日（水）、
8日（月）、2022年3月19日
（土）、20日（日）

8回 15 22 21 58

学び合いカフェ 各プログラムのとびラーとの準備日 4月～ 2022年3月 29回 456 0 0 456

Museum Start あいうえの
2022 meeting

2022年3月2日（水） 1回 0 0 11 11

視察 のべ15団体 0 0 39 39

合計 1,041 1,958 891 3,890

※アンバサダー・プログラムのとびラー人数には2人、学び合いカフェのとびラーの人数には2人の開扉とびラーを含む

Museum Start あいうえの（pp.52-56）　プログラム参加のべ人数 3,890人
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プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 一般

参加者等

障害のある方のための
特別鑑賞会

イサム・ノグチ　発見の道 6月28日(月) 1回 50 238 288
ゴッホ展―響きあう魂　ヘレーネとフィンセント 10月11日（月） 1回 46 748 794
ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと 
17世紀オランダ絵画展

2022年3月14日(月) 1回 40 887 927

合計 136 1,873 2,009

プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等＊

建築ツアー 7月17日、9月18日、11月20日、2022年1月8日、2022年3月19日いずれも土曜日（5月15日は新型コロナウイ
ルス感染症予防のため中止）

5回 63 0 79 142

トビカン・ヤカン・カイカン・
ツアー

11月12日、19日、26日、12月3日、10日　いずれも金曜日 5回 46 0 48 94

トビカン・モーニング・
ツアー

4月14日（水）、8月4日（水）、10月13日（水）、12月7日（火） 4回 42 0 31 73

合計 151 0 158 309

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

異世代交流プログラム みる旅― 芸術と科学に出会い、過去と未来を旅する３
日間

7月18日（日）、23日（金）～ 25日（日） 4日 80 243 323

認知症の方とそのご家族を
対象にしたプログラム

アート・コミュニケータと一緒に楽しむ おうちでゴ
ッホ展

11月23日（火・祝） 1回 29 20 49

クリエイティブ・エイジン
グ事業説明会

6月12日（土） 1回 0 58 58

地域連携 地域つながり会議 12月1日（水） 1回 0 15 15
令和３年度障害者アーツ連絡会議 7月28日（水）、2022年1月17日（月） 2回 0 26 26
オレンジカフェ研究会 2022年3月25日（金） 1回 0 3 3

とびラーとの学び合いの場 各プログラムのとびラーとの準備日および振返り 7月10日（土）、10月31日（日）、11月15日（月）、2022年1
月9日（月）

4回 79 0 79

視察 のべ9団体 0 15 15
合計 188 380 568

障害のある方のための特別鑑賞会（p.59） 　プログラム参加のべ人数 2,009人

とびラーによる建築ツアー （p.59） 　プログラム参加のべ人数 309人

Creative Ageing ずっとび（pp.57-58） 　プログラム参加のべ人数 568人
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プログラム名 開催期間・開催日 回数 参加者数 参加者計
とびラー 開扉

とびラー
一般
参加者等＊

Walls & Bridges
世界にふれる、世界を生きる

ダンス・ウェル 8月21日(土)、22日(日) 2回 0 0 46 46

合計 0 0 46 46

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＊

とびらプロジェクトレクチャー 台湾輔仁大学 11月13日(土） 1回 0 0 70 70

合計 0 0 70 70

プログラム名 開催日 回数 参加者数 参加者計
児童・生
徒

教員等

学校来館対応（奉仕活動受入）東京都立上野高等学校 10月31日（日）、11月4日（木）、5日（金）、6日（土） 4回 4 0 4

観覧料免除申請（都内教育機関）イサム・ノグチ　発見の道 4月24日（土）～ 8月29日（日） 3回 20 3 23

ゴッホ展―響きあう魂　ヘレーネとフィンセント 9月18日（土）～ 12月12日（日） 46回 1,493 140 1,633

上野アーティストプロジェクト2021
「Everyday Life : わたしは生まれなおしている」

11月17日（水）～ 2022年1月6日（木） 1回 10 2 12

ドレスデン国立古典絵画館所蔵
フェルメールと17世紀オランダ絵画展

2022年2月10日（木）～ 3月31日（木） 10回 251 35 286

教員研修 中堅教論等資質向上研修Ⅰ受入（羽村市立松林小学校） 7月18日（日）、23日（金）、24日（土）、25日（日） 4回 0 4 4

府中市立小中学校教育研究会図工美術部 12月15日（水） 1回 0 14 14

台東区図工研究部会 2022年2月18日（金） 1回 0 6 6

ティーチャーズ・デイ 6月19日（土） 1回 0 7 7

専門的人材の育成および
ネットワーク

埼玉大学大学院 6月30日（水） 1回 6 0 6

東京藝術大学 音楽学部 音楽環境創造学科 10月23日（土）、30日（土） 3回 12 0 12

東京都立大学 10月30日（土） 1回 1 0 1

東洋大学 11月７日（日） 1回 1 0 1

國學院大學 11月15日（月）、2022年2月28日（月） 2回 134 0 134

東京藝術大学 美術教育修士課程 12月7日（火） 1回 1 0 1

跡見女子学園大学 12月17日（金） 1回 15 0 15

東京工芸大学 2022年1月19日（水） 1回 142 0 142

文化庁主催　第10回ミュージアムエデュケーション研修 9月14日（水）～ 17日（金） 4日間 72 21 93

合計 2,162 232 2,394

展覧会関連プログラム（p.61）　プログラム参加のべ人数 46人

事業の発信・成果の発表（p.61）　プログラム参加のべ人数 70人

学校連携（p.60）　プログラム参加のべ人数 2,394人／インターン受入人数2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柱の一つに据え、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。
　また、2020（令和2）年から映像資料「佐藤慶太郎と東京
都美術館のあゆみ」（約20分）をアートラウンジ内にて公
開している。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／ 2021（令和3）年4月25日（日）～ 5月31日（月）
　　　　（新型コロナウイルス感染拡大の影響により休室）

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

アーカイブズ資料展示 会場風景
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ポスター

 1 「佐藤記念室」看板
 2 佐藤慶太郎肖像　撮影年不詳　モノクロ写真
 3 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
 4  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

 5 美術館設計図 地階［1階］平面図　年代不詳
 6 佐藤記念室新設工事 図面　年代不詳
 7  旧館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

 8 旧館外観　1926年頃撮影　モノクロ写真
 9 旧館 佐藤記念室の入口　1953年　モノクロ写真
 10  『開館三十周年記念東京都美術館概要』1955［昭和30］年　東京都教育
委員会

 11 佐藤記念室の招待日風景　1953年頃　モノクロ写真
 12 佐藤記念室　撮影年不詳　モノクロ写真
 13  「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

 14  「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

 15  「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

 16  「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

 17  「浮世絵名作展」展示風景　1957年撮影　モノクロ写真
 18  「浮世絵名作展」展示風景　1957年撮影　モノクロ写真
 19  『東京都美術館所蔵 美術品目録』1961年
 20  佐藤記念室陳列目録「日本洋画壇の流れ（第1回）」 1962年
 21  佐藤記念室陳列目録「日本洋画壇の流れ（第2回）」 1962年
 22  佐藤記念室陳列目録「日本洋画壇の流れ（第3回）」 1963年
 23  「牧野虎雄遺作展」目録　1963年
 24  「東京都美術館佐藤記念室特別展 関東大震災の図 東京都寄贈記念
展」目録　1966年

 25  佐藤記念室 内観　撮影年不詳　モノクロ写真
 26  東京都美術館平面図（『東京都美術館要覧』1966年より）
 27  東京都美術館平面図（『東京都美術館要覧』昭和45［1970］年より）
 28  東京都美術館 外観　1973-75年撮影　モノクロ写真

 29  佐藤記念室 内観　1973年　カラー写真
 30  佐藤記念室 内観　1973年　カラー写真
 31  「東京都美術館所蔵 秀作日本画・油絵展」目録　1964年
 32  「東京都美術館所蔵 秀作日本画・油絵展」出品作品画像　26点
※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
東京都美術館と佐藤記念室
会期／ 2021（令和3）年6月8日（火）～ 7月4日（日）
会場／佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
出品資料／32件
主催／公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館
観覧料／無料

　東京都美術館旧館に1953年に設置された「佐藤記念室」
は、美術作品や複製画の展示、講演会やデッサン会、美術
図書の陳列などを行う目的で開設され、1960年代以降は
所蔵作品の常設展示室として活用された。今年度のアーカ
イブズ資料展示では、佐藤記念室新設工事図面や同室で開
催された展覧会の会場風景写真、展覧会の目録、実際に使
われていた看板などの資料を紹介し、佐藤記念室の歩みと
その活動を振り返った。また、1964年10月の東京オリン
ピック開催時に佐藤記念室で開催されていた所蔵品展「秀
作日本画・油絵展」の目録、及び出品作品の画像を展示し、
当時の活動を回顧した。
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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
44月 125 22 6
5月 0 0 0
6月 208 28 7
7月 128 29 4
8月 137 30 5
9月 226 28 8
10月 306 29 11
11月 316 28 11
12月 160 18 9
1月 88 20 4
2月 150 26 6
3月 287 29 10
計 2,131 287 7
※1日平均は四捨五入
※4月25日（日）～ 5月31日（月）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 75 195 20 0 0 0 0
寄贈 314 391 1,533 260 266 48 109
計 389 586 1,553 260 266 48 109

受入れ冊数　2021（令和3）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

9,348 20,267 18,300 6,285 1,210 1,664 332 57,406

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／ 2021（令和3）年4月25日（日）～ 5月31日（月）
 （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（2021（令和3）年度来店客数）
RESTAURANT MUSE ／ 64,926人
RESTAURANT Salon ／ 6,584人
cafe Art ／ 32,112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25日～ 6月2日
RESTAURANT Salon
　 4月25日～ 6月21日、7月12日～ 9月30日
cafe Art
　4月25日～ 5月31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）に認定された11種類の商品のほか、当館ロゴ入
りオリジナルグッズ（ポストカードなど）を取扱う。

認定商品／ 11種〈2022（令和4）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／ 73,484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25日～ 5月31日

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～
2022（令和4）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 123
切子の指輪 江戸切子 堀口徹×小宮山洋 49
mixed pendant 江戸象牙 片山紀史夫×峰岸奈津子 64
鼈甲ブックマーカー 江戸鼈甲 大澤健吾×廣田尚子 192
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 冨田篤×南出優子 201
小紋ネクタイ 東京染小紋 冨田篤×南出優子 10
木彫ルーペ 江戸木彫刻 渡邉宗雲×渡邉純人 182
結－yuu- 東京くみひも 川勝新一×なごみ 143
ホントノキモチ 東京銀器 泉健一郎×竹中逸人・幾度慶美 64
漆硝子文鎮 江戸切子 廣田達朗×藤本英子 46
売上げ個数合計 1,165

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）

各種サービス
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）

〈アメニティ設備〉
・多機能トイレ（介助用ベッド・オストメイト対応）／ロ
ビー階3室

・授乳室／ 1室（個室ブース2、おむつ交換台2、流し台、
トイレ等）

・救護室／ 2室（ベッド各2、流し台等）

〈アクセシビリティ〉
・コミュニケーション（インフォメーション）
　対応言語／日本語、英語、中国語
　簡易筆談器やコミュニケーションボードにも対応
・車いすをご利用の方向け
　貸車いす（自走介助兼用、無料）／ 28台
　車いす対応トイレ／各フロア
・小さなお子さま連れの方向け
　貸ベビーカー（無料）／ 5台（対象月齢1～ 48か月用3台）
　ミルク用お湯のサービス／レストラン、カフェ、授乳室

ステッカー横 17cm縦 19cm

バリアフリーガイド
　障害のある方、ご高齢の方、ベビーカーをご利用の方な
ど、来館されるすべての方が快適にお過ごしいただけるよ
うに、「バリアフリーガイド」を2021（令和3）年度に作成し
た。館内の施設情報を網羅し、見やすいブックレットスタ
イルでウェブ版（音声コード付き）を当館ウェブサイトに公
開している。

託児サービス
　当館また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／ 東京都美術館また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

実績
実施日数／ 28日
利用者数／ 63人（1日平均 2.2人）

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



76

　2021（令和3）年度は、前年に引き続きコロナ禍の影響を
うけつつも、新たな視点による広報戦略や、地域連携・財
団内連携に積極的に取組む等により「アートへの入口」とし
て新たな来館者層拡充に努めた。特に初の試みであった「や
さしい日本語」を活用した連携事業は、美術館の門戸を広
げるとともに、アフターコロナを見据えた来日外国人向け
施策としての実験的な取組みとなった。

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2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」では、従
来の内容に加え、ウィズ・コロナ時代の展覧会、コロナ禍
での公募展運営、リアルとオンラインを融合したワーク
ショップや異世代交流プログラムの紹介など、コロナ禍で
実施可能な方法を模索しながら積極的に活動を展開する様
子を職員が執筆し、英語を併記して年4回発行した。

ウェブサイトとSNSの運用
　ウェブサイトの年間ページアクセス数は約900万超、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。特に日本語ツイッターはフォロワー数が
20万人を超え、多くの方に迅速かつ的確な情報を伝える
ツールとして欠かせない媒体となっている。

広報事業

○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
R3年度 9,333,495 208,265人 29,438人

ウェブサイト閲覧数、SNSフォロワー数

※アクセス数はR3年度よりカウント方法を変更

各種サインボード、広告掲出
　上野公園内等への各種サインボード、上野の商店街での
ペナント掲出、メトロ上野駅でのポスター掲出、雑誌の上
野特集号での広告掲載など、展覧会の特性にあわせた広告
展開を実施した。

プレスリリース作成、取材対応及び取材誘致
　メディア向けにプレスリリースを作成・配信。取材対応
や記事掲載対応等を実施した。

各種メディアへの放映・掲出件数
　TV・ラジオ／ 114件、新聞／ 517件、雑誌等／ 4,435件
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他の文化施設、商業施設等との連携広報
　近隣商業施設が発行する優待カタログへの展覧会情報の
掲載のほか、店舗内でのポスチラ配架・掲出、告知協力な
どを実施いただいた。特にアトレ上野、エキュート上野、
松坂屋上野店、パルコヤ上野、上野マルイの各店舗では、
展覧会コラボメニューや関連企画を実施するなど、上野の
街全体の活性化にも寄与した。

・「やさしい日本語」を活用した連携広報
　企画展「Walls & Bridges 世
界にふれる、世界を生きる」
では、外国人の方にも気軽に
鑑賞いただけるよう、東京都
渋谷公園通りギャラリーと連
携して、リーフレット＜やさ
しい日本語＞ガイドブック
『美術館へ行こう』を制作。日
本語教育アドバイザー監修の
もと、「やさしい日本語」で展
覧会をわかりやすく紹介し、
都内区市国際交流協会、都内
の日本語学校などで配布する
とともに、ウェブサイトでは
音声も聴けるようにした。取材等による展覧会の告知効果
や、上野と渋谷での相互送客効果もあった。

・上野連携ポスター企画
　特別展「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセン
ト」では、近隣商業施設54店舗のご協力によるコラボレー
ションポスターを制作し、各店舗に掲出し告知協力をいた
だいた。コラボレーションのテーマも展覧会のコンセプト
の理解が深まる内容とした。

地域連携
　それぞれの組織と協力しながら、コロナ禍において、よ
り上野を楽しんでいただける工夫をするなど、連携を強化
した。
・上野中央通り商店会の紹介チラシ配布

・アトレ上野スタンプラリー参加
　アトレ上野20周年を記念した「アトレ上野おでかけスタ
ンプラリー」に参加。コロナ禍に配慮し、アプリ活用型の
デジタルスタンプとした。
　実施期間：2022年3月22日～ 4月30日

・上野の山文化ゾーン連絡協議会
　各館の情報交換、各種パンフレット制作など（ウェブサ
イトで公開、一部印刷）

・上野ミュージアムウィーク：実施中止
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ユニークベニュー・ロケ撮影 年報

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3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

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。2021（令和3）年度は以下の通り。

実績
スチール撮影
許可件数／1　撮影件数／1　撮影日数／1

主な掲載媒体
ファッション誌・ファッションブランドカタログ、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

年報発行
　「令和2年度 東京都美術館年報」（Tokyo Metropolitan Art 
Museum Annual Report 2020）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

令和2年度　東京都美術館年報
Tokyo Metropolitan Art Museum Annual Report 2020
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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。

　2021（令和3）年度は、『東京都美術館紀要 No.28』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。
・杉山哲司「徳川家茂の上洛錦絵──「末広五十三次」を中
心に──」pp.5-16
・藤岡勇人「クリエイティブ・エイジング　超高齢社会に
対応する美術館の挑戦」pp.17-26
・小林明子／編「戦前から戦後、そして現代美術へ──萬
木康博氏によるオーラル・ヒストリー」pp.27-47

著作・講演等　※五十音順

●稲庭彩和子
【著作・寄稿】
・『イサム・ノグチ　発見の道 ジュニアガイド―彫刻の世
界へようこそ』、蛇腹折（14面）、2021年6月
・「コロナ禍における美術館コミュニケーション」特集「コ
ロナ禍と文化資源学」、『文化資源学』第19号、文化資源
学会、2021年7月、pp.18-19
・『コウペンちゃんとまなぶ　世界の名画』KADOKAWA、

2021年9月
・『こどもと大人のためのミュージアム思考』、左右社、

2022年3月
【講演・セミナー等】
・「作品を鑑賞するとは」、とびらプロジェクト基礎講座、

2021年6月5日
・「アートコミュニケータがつなげる社会」うーばー・プロ
ジェクト シンポジウム、UPRスタジアム、2021年7月
4日
・「社会的課題に呼応する博物館─社会的包摂とウェルビー
イング」文化庁エデュケーション研修、東京都美術館、
9月16日
・「アートの見方・楽しみ方 」、宇部うーばープロジェク
ト基礎講座第2回、宇部市俵田翁記念体育館、2021年9
月19日

・「ミュージアムとワークショップ」、とびらプロジェクト
アクセス実践講座、オンライン、2021年11月7日
・「つながりをつくるミュージアム─社会的包摂とウェル
ビーイング」、輔仁大学 Fu Jen Catholic University（台
湾）、オンライン、2021年11月13日

・「多様な学習ニーズに応えるプログラムの工夫─誰一人
として取り残さない社会の実現に向けて─」文化庁博物
館学芸員専門研修、オンライン、2021年12月3日

・『建築と美術館とコミュニケーション─お金で買えない
「ギフト」に気づく場所とは？』、とびらプロジェクト 
オープンレクチャー vol.11、オンライン、2021年12月
11日

・講義Ⅴ【多様性・公平性・アクセシビリティ】、【博物館経
営】、文化庁マネジメント研修、東京国立博物館 附属黒
田記念館セミナー室、2021年12月16-17日
・「コミュニティから芽生える回復力 予測不可能な世界を
生きる、アート・コミュニケータの10年とこれから。」、
東京都美術館×東京藝術大学　とびらプロジェクト

東京都美術館紀要 No.28
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フォーラム、東京都美術館、2022年1月22日
【委員・その他の学術活動】
・独立行政法人国立美術館　学芸アドバイザー
・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
・東京藝術大学「I LOVE YOU」プロジェクト2022 公募企
画の審査委員

●大内曜
【著作・寄稿】
・「東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶」『う
えの』No.749、上野のれん会、2021年11月、pp33-35

・「日々、生まれなおすために」『上野アーティストプロジェ
クト2021　Everyday Life : わたしは生まれなおしてい
る』図録、東京都美術館、2021年11月、pp.73-81

・「丸木スマ《簪》の中の「Everyday Life」」『原爆の図丸木美
術館ニュース』第148号、公益財団法人原爆の図丸木美
術館、2022年1月、p.3

【講演・セミナー】
・「地域の文化を読み解くラーニング・ワークショップ『コ
レクティヴ・メモリー』」#4「ケース・スタディ：街の記
録／記憶を展示する」、慶應義塾大学アート・センター、
2022年1月24日

●大橋菜都子
【著作・寄稿】
・「稀代のゴッホ・コレクター　ヘレーネ・クレラー＝ミュ
ラー」『美術の窓』、2021年10月号、pp.133

・「ファン・ゴッホの糸杉と星空──《夜のプロヴァンスの
田舎道》をめぐって」『ゴッホ展──響きあう魂 ヘレー
ネとフィンセント』（展覧会カタログ）、中日新聞社、
2021年、pp.176-177

・「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」『う
えの』、上野のれん会、2021年9月号、pp.25-27
・「ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント」『孤
高の画家　ゴッホ』（時空旅人別冊）、三栄、2021年10
月、pp.14-15

・「ゴッホ展　この作品に注目 !!」『東京新聞』（朝刊）2021
年9月15日、22日、29日
・「ゴッホ展　ヘレーネが愛したコレクションたち」『東京
新聞』（夕刊）〈上〉2021年9月22日、〈中〉9月24日、〈下〉

9月25日
・「ゴッホ展──響きあう魂　ヘレーネとフィンセント」『美
術の杜』56号、2021年、pp. 12-22

・「ボストン美術館展　芸術×力」『美術の窓』、2021年12
月号、pp.78

【講演・セミナー等】
・国際基督教大学「博物館展示論」、「コロナ禍の展覧会　
ゴッホ展を事例に」、オンライン、2022年2月11日

●熊谷香寿美
【著作・寄稿】
・「建物を介して人々をつなぎその魅力や楽しみ方を発信」
『美術館ニュース』No.467、2021年6月30日、pp.8-9

【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、2021年度秋冬学期

●河野佑美
【著作・寄稿】
・「「Museum Start あいうえの」のウェブサイト　おうちで
も“ミュージアム”を楽しもう！」『東京都美術館ニュー
ス』No.468、2021年9月、pp.8-9

・「ファミリー＆ティーンズ・プログラム「SDGsで探究！
名建築をみる」建築をSDGsで観察すると…？」『東京都
美術館ニュース』No.470、2022年3月、pp.8-9

・「こどもと大人のためのミュージアム思考」左右社、
2022年3月、pp.208-223

【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、2021年7月3日
・東京都立大学学芸員養成課程「博物館実習Ⅰ見学実習」

2021年10月23日
・府中市立小中学校教育研究会図工・美術部研修会　

2021年12月15日
・台東区教育委員会図画工作部会研修会　2022年2月18
日

●小林明子
【著作・寄稿】
・「2021年度 アーカイブズ資料展示 東京都美術館と佐藤
記念室」『東京都美術館ニュース』No.468、2021年9月、
pp.12

・『調べる学習百科　モナ・リザとレオナルド・ダ・ヴィ
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ンチ　名画のひみつ』（監修）株式会社岩崎書店、2021
年11月

・「戦前から戦後、そして現代美術へ──萬木康博氏によ
るオーラル・ヒストリー」（編）『東京都美術館紀要』
No.28、2022年3月、pp.27-47

【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、2021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
実習 I」、十文字女子学園大学、2021年度後期

●柴田友里子
【著作・寄稿】
・「公募展示室の隠れた主役─公募展示室の有孔壁面につ
いて」『東京都美術館ニュース』No.468、2021年9月30
日、pp.10-11

●下倉久美
【著作・寄稿】
・「佐藤慶太郎と東京都美術館のあゆみ」『東京都美術館
ニュース』No.467、2021年6月30日、p.13

【委員・その他の学術活動】
・International Advisory Committee （Hong Kong Jockey 

Club Dance Well Hong Kong Project）

●杉山哲司
【著作・寄稿】
・「大切な作品を展示する─陳列ケースの役割」『東京都美
術館ニュース』No.469、2021年12月31日、pp.10-11

・「徳川家茂の上洛錦絵─「末広五十三次」を中心に─」『東
京都美術館紀要』No.28、2022年2月、pp.5-16 

●髙城靖之
【著作・寄稿】
・「美術情報室からおすすめ図書のご紹介です」『美術館
ニュース』No.467、2021年6月30日、pp.12

・「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世
紀オランダ絵画展」『BM』Vol.57、美術の杜出版、2021
年、pp.16-26

・「美術情報室からおすすめ図書のご紹介です」『美術館
ニュース』No.469、2021年12月31日、pp.12

・「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世
紀オランダ絵画展」『うえの』上野のれん会、No.752、

2022年2月号、pp.18-21
・「描かれたカーテン」『ドレスデン国立古典絵画館所蔵　
フェルメールと17世紀オランダ絵画展』（展覧会図録）、
産経新聞社、フジテレビジョン、2022年、pp.38-41

・「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世
紀オランダ絵画展」『美術の窓』2月号、生活の友社、
2022年、pp.137
・「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世
紀オランダ絵画展」『東京・春・音楽祭2022 公式プロ
グラム』東京・春・音楽祭実行委員会、2022年3月、
pp.170-173
・「美術情報室のレファレンス事例紹介」『美術館ニュース』

No.470、2022年3月31日、pp.12
【講演・セミナー等】
・「フェルメールと17世紀オランダ絵画展の見どころ」朝
日カルチャーセンター新宿教室、2022年2月19日
・「「ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17
世紀オランダ絵画展」：展覧会の見どころ」東京都立大
学、2022年2月22日

●中原淳行
【著作・寄稿】
・「イサム・ノグチの牟礼のアトリエ」『イサム・ノグチ　
発見の道』図録、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーショ
ン、2021年４月、pp.177-183
・「イサム・ノグチ　発見の道」『新美術新聞』No.1565、
美術年鑑社、2021年4月11日、第1面
・「イサム・ノグチ　発見の道」『うえの』No.742、上野の
れん会、2021年3・4月合併号、pp.49-52
・「イサム・ノグチ　発見の道　類例なき彫刻哲学のエッ
センスを濃縮」『美術の窓』、生活の友社、2021年5月号、
p.186
・「イサム・ノグチの挑戦　かろみのエッセンス」『小原流
挿花』、一般財団法人小原流、2021年6月号、pp.48
・「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」『Walls 

& Bridges 世界にふれる、世界を生きる』図録、東京都
美術館、2021年7月、pp.250-259  

・「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」『うえの』
No.745、上野のれん会、2021年7月号、pp.35-38
・「3つめの「ノグチ美術館」心を空に粘り強く対象をみつ
めて」『朝日新聞』（電子版）Reライフ.net、2021年8月4
日
・「想像と創造の連鎖」『美術の窓』、生活の友社、2021年
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9月号、pp.206-207
・「いま「困難」のさなか 5人を通じ芸術の無限の可能性を
感じる」『朝日新聞』（電子版）Reライフ.net、2021年9
月1日
・「セカルのこと──死と生を象るもの」『ズビニェク・セ
カル 作品集』、ギャラリー TOM、2021年、9月10日、
pp.54-56

・「和泉正敏さんのこと」『美術の窓』、生活の友社、2021
年12月号、pp.235-236

・「陽はまた昇るに寄せて」『第六回東勝吉賞水彩画公募展
「陽はまた昇る～ 83歳からの出発』図録、東勝吉賞実行
委員会、2022年2月28日

【講演・セミナー等】
・「イサム・ノグチ　発見の道」展のみどころ、朝日カル
チャーセンター新宿教室、2021年5月1日

・「イサム・ノグチ　発見の道」をめぐって、東京都立大学
オープンユニバーシティ、2021年5月7日、5月14日
・「イサム・ノグチ　発見の道」開催記念　イサム・ノグチ 
人と芸術、NHK文化センター青山教室、2021年5月15
日、6月19日
・「みる旅」芸術と科学に出会い、過去と未来へ旅する3日
間、クロストーク、東京都美術館、2021年7月25日
・「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」：展覧
会の見どころ、東京都立大学オープンユニバーシティ、
2021年8月19日、9月8日
・「由布院駅アートホール30周年特別企画　東勝吉作品を
語る夕べ」、由布院駅アートホール、2021年12月12日

●藤岡勇人
【著作・寄稿】
・「シニアと高校生が出会い、よくみて、よく話し合った、
夏の「みる旅」とは？」『東京都美術館ニュース』
No.469、2021 年12月、pp.8-9

・「大谷芳久とかんらん舎とは : 個人と社会の関係性から
の考察」『東京藝術大学美術学部紀要』第56号、2021年
12月、pp.25-44

・「クリエイティブ・エイジング 超高齢社会に対応する美
術館の挑戦」『東京都美術館紀要』No.28、2022年2月、
pp.17-26

【講演・セミナー等】
・「クリエイティブ・エイジング：つながることの実践」、
アクセス実践講座第4 回、2021年10 月24 日、オンラ
イン

・愛知県立芸術大学美術科彫刻専攻「修士総合研究」、
2022 年2月23 日

●山村仁志
【著作・寄稿】
・「都美セレクション　グループ展2021─ディテールにつ
いて」『都美セレクション　グループ展2021記録集』
2022年1月、pp.44-45

【講演・セミナー等】
・「画家、小林和作を語る」NPO法人尾道空き家再生プロ
ジェクト、2021年6月27日

・東京工芸大学芸術学部「現代文化論─コロナ禍の中の東
京都美術館」東京工芸大学中野キャンパス、2021年11
月26日

【委員・その他の学術活動】
・小金井市はけの森美術館運営協議会委員
・東京国立近代美術館美術作品購入等選考委員会委員
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収蔵品

　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件の洗浄調査を行っ
た。

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



85

17

16 18

14

10

9 11 12 13

5

6

7

8

15



86

20

21

23 24

26

25

29

19 22

27 28



87

33

30

34

31

32

35 36





実績データ



90

2021（令和3）年度の実績1 入館者数実績
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症拡大防止のため4月25日から5月31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 1,834 33,769 35,603 832 125 926 264 2,147 37,750
5月 0 0 0 868 0 0 0 868 868
6月 25,922 24,035 33,093 83,050 1,344 208 592 213 2,357 85,407
7月 37,759 2,132 28,790 68,681 1,831 128 1,092 250 3,301 71,982
8月 47,797 8,228 24,466 80,491 1,959 137 1,316 122 3,534 84,025
9月 42,530 6,386 49,586 98,502 1,596 226 414 244 2,480 100,982
10月 101,153 4,158 64,858 170,169 3,477 306 1,718 330 5,831 176,000
11月 115,463 13,613 93,420 222,496 2,869 316 1,184 310 4,679 227,175
12月 48,604 14,791 28,855 92,250 1,412 160 1,045 336 2,953 95,203
1月 2,395 30,641 33,036 1,296 88 603 178 2,165 35,201
2月 53,256 31,464 84,720 1,536 150 654 141 2,481 87,201
3月 99,413 78,404 177,817 2,280 287 1,164 382 4,113 181,930
合計 573,731 75,738 497,346 1,146,815 21,300 2,131 10,708 2,770 36,909 1,183,724

2021（令和3）年度 入館者数内訳
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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 47,931
　　　　入場料 11,800
　　　　共催事業収益 32,708
　　　　出版物販売 3,423
　　受取負担金 42,868
経常収益計 90,799
経常費用
　　事業費 246,533
経常費用計 246,533
当期経常増減額 △ 155,734
他会計振替額
　　収益事業会計振替額 33,553
当期一般正味財産増減額 △ 122,181

（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 685,675
　　雑収益 3,883
経常収益計 990,415
経常費用
　　事業費 990,415
経常費用計 990,415
当期経常増減額 0
当期一般正味財産増減額 0

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 87,426
　　　　共催事業収益 11,175
　　　　管理手数料 61,270
　　　　撮影手数料 137
　　　　受取光熱水費 14,844
　　管理運営受託収益 2,310
　　雑収益 69
経常収益計 89,805
経常費用
　　事業費 22,699
経常費用計 22,699
当期経常増減額 67,106
他会計振替額
　　公益目的事業会計振替額 △ 46,763
法人税、住民税及び事業税 7,037
当期一般正味財産増減額 13,306

予算概要



93

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（元東京都生活文化局局長）
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（千葉市美術館館長）
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4年3月11日
議　題：令和3年度事業の状況報告について
　　　　令和4年度事業計画について
　　　　令和5年度公募団体展・展示室使用割当について

第1回　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（武蔵野美術大学教授）

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：令和2年度東京都美術館事業の評価について

第2回　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）
副委員長 一條 彰子（東京国立近代美術館主任研究員）
委員 五十嵐 卓（SOMPO美術館学芸課長）

佐藤 一也（上野まちづくり協議会会長）
渡辺 晋輔（国立西洋美術館学芸課長）

任　期：令和3年7月1日～令和6年6月30日
開催日：令和4年2月9日
議　題： 令和2年度指定管理者管理運営評価結果について 

令和3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4年3月31日現在）
館長 高橋 明也
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〕 真田 千春
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 田中 誠一

交流係
次席（学芸） 岡本 純子
主事（学芸） 杉山 哲司
主事（学芸） 柴田 友里子
主事（学芸） 大内 曜
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
主事（学芸） 藤岡 勇人

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） 髙城 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）

注）
・2011（平成23）年度は大規模改修工事のため全面休館

年度 展覧会名 開催
日数

入場者数
（ ）は1日あたりの人数

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）
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）
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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

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）

2021 イサム・ノグチ　発見の道 82  113,312 （1,382）
（令和3） 都美セレクション グループ展2021 20  24,035 （1,202）

企画展「Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる」 73  20,904 （286）
ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント 78  307,750 （3,946）
上野アーティストプロジェクト2021
「Everyday Life : わたしは生まれなおしている」

35  13,382 （382）

東京都美術館コレクション展
「東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶」

35  17,417 （498）

ドレスデン国立古典絵画館所蔵
フェルメールと17世紀オランダ絵画展

44  152,669 （3,470）
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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

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

1926（大正15）年度〜2010（平成22）年度
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年度 団体数 団体数の内訳
学校教育 公募団体 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

2012（平成24） 273 14 259 20 85 98 56
2013（平成25） 269 14 255 20 94 114 27
2014（平成26） 270 15 255 21 97 114 23
2015（平成27） 267 14 253 22 97 115 19
2016（平成28） 269 15 254 22 100 114 18
2017（平成29） 264 17 247 26 72 111 38
2018（平成30） 265 17 248 26 72 121 29
2019（平成31） 267 17 250 26 71 125 28
2020（令和2） 265 19 246 27 71 131 17
2021（令和3） 270 19 251 27 70 131 23

2012（平成24）年度〜
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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 87 231 193,817 350,991 15,365
2021（令和3） 3 204 573,731 6 163 75,738 206 279 497,346 1,146,815 21,300

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
・2021（令和3）年度は以下の理由により臨時休館した
　4月25日～ 5月31日　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため　　
・2021（令和3）年度の公募団体展・学校教育展の観覧者数は、東京都歴史文化財団連携事業1,271人を含む

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
イサム･ノグチ　発見の道
＊作品番号、作品名、制作年、素材、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる
＊イサム・ノグチ帰属作品については、作品名の前にその旨を記載。「あかり」の制作年は、発表年。「あかり」に組み合わせたBB2及びBB3スタンドは1979年発表、ST2スタンドは発表年不明

第1章｜彫刻の宇宙

1
追想
1944年（鋳造1982年）
ブロンズ
広島県立美術館

2
不思議な鳥
1945年
アルミニウム
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

3
グレゴリー（偶像）
1945年（鋳造1969年）
ブロンズ
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

4
種子
1946年（鋳造1972年）
ブロンズ
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

5
化身
1947年（鋳造1972年）
ブロンズ
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

6
クロノス
1947年（鋳造1986年）
ブロンズ
静岡県立美術館

7
イサム・ノグチに帰属
若い人
1950年
ブロンズ
個人蔵

8
イサム・ノグチに帰属
ティーカップ
1952年
陶
個人蔵

9
イサム・ノグチに帰属
ティーカップ
1952年
陶
個人蔵

10
イサム・ノグチに帰属
ティーカップ
1952年
陶
個人蔵

11
イサム・ノグチに帰属
淑子さん
1952年頃
陶（施釉）
個人蔵

12
イサム・ノグチに帰属
モンローヒップス
制作年不詳
真鍮
個人蔵

13
旅
1950年
瀬戸、無釉陶土
瀬戸市美術館

14
女（リシ・ケシュにて）
1956年
鋳鉄
新潟県立近代美術館・万代島美術館

15
スクエア・ベル
1957年
ブロンズ
個人蔵

16
書の流れ
1959年（鋳造1972年）
ブロンズ
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

17
限りある生命
1959年（鋳造1972年）
ブロンズ
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

18
通霊の石
1962年（鋳造1963年）
ブロンズ、アルミニウム
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

19
細胞有糸分裂
1962年（鋳造1965年）
ブロンズ
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

20
黒い太陽
1967-69年
花崗岩
国立国際美術館

21
ヴォイド
1971年（鋳造1980年）
ブロンズ
和歌山県立近代美術館

22
下方へ引く力
1970年
アリカンテ産及びマルキニア産大理
石
横浜美術館

23
小さなイド
1970年
大理石、ステンレス
兵庫県立美術館

24
幼年時代
1971年
花崗岩
滋賀県立美術館

25
サークルストーン（お地蔵さん）
1980年
花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

26
無題
1988年頃
花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

27
発見の道
1983-84年
安山岩
鹿児島県霧島アートの森

28
無題
1988年頃
花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

「あかり」インスタレーション

29-33
あかり（Aシリーズ）
1954-64年
和紙、竹、鉄

34-37
あかり（Fシリーズ）
1971年
和紙、竹、鉄



105

38-43
あかり（Dシリーズ）
1963-74年
和紙、竹、鉄

第2章｜かろみの世界

44
黒いシルエット
1958-59年
陽極処理されたアルミニウム
和歌山県立近代美術館

45
チャイニーズ・スリーヴ
1960年
ステンレス
横浜美術館

46
雨の山
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
広島市現代美術館

47
雲の山
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
呉市立美術館

48
舌
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

49
柿
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

50
秘密
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

51
マグリットの石
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

52
新石器時代
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

53
宇宙のしみ
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

54
原子の積み藁
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

55
太った踊り子
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

56
座禅
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

57
ジャコメッティの影
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）

58
びっくり箱
1984年
溶融亜鉛メッキ鋼板
香川県立ミュージアム

59
レディ・ミラー
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
公益財団法人アルカンシエール美術
財団 /原美術館コレクション

60
山つくり
1982-83年
溶融亜鉛メッキ鋼板
高松市美術館

61
フィギュア・エマージング
1984年
ブロンズ
公益財団法人イサム・ノグチ日本財
団

62
道化師のような高麗人参
1987年
ブロンズ
アサヒビール大山崎山荘美術館

63
中国袖
1987年
ブロンズ
香川県立ミュージアム

64
リス
1988年
ブロンズ
香川県立ミュージアム

65
2=1
1988年
ブロンズ
香川県立ミュージアム

66
プレイスカルプチュア
1965-80年頃（製作2021年）
鋼鉄
茨城放送

67
あかり（E）
1954年
和紙、竹、鉄

68
あかり（33N）
1969年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

69
あかり（L8）
1976年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

70
あかり（35N）
1971年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

71
あかり（L6）
1976年
和紙、竹、鉄

72
あかり（36N）
1971年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

73
あかり（31N）
1969年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

74
あかり（J1）
1979年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

75
あかり（UF4-L6）
1986年
和紙、竹、鉄

76
あかり（UF4-L10）
1986年
和紙、竹、鉄
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77
あかり（UF4-L9）
1985年
和紙、竹、鉄

78
あかり（33N+ST2）
1969年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

79
あかり（30N+ST2）
1969年
和紙、竹、鉄
株式会社オゼキ

80
あかり（55DD+BB3）
1978年
和紙、竹、鉄

81
あかり（S1+BB2）
1979年
和紙、竹、鉄

82
あかり（L2+BB3）
1976年
和紙、竹、鉄

83
あかり（33S+BB3）
1952年
和紙、木、竹、鉄
株式会社オゼキ

84
あかり（V2+BB2）
1977年
和紙、竹、鉄

☆
参考出品
フリーフォームソファとオットマン
1946年（製作2021年）
木材、ナイロン、ウール

第3章｜石の庭

85
カエリ
1984年
玄武岩
ミロクコミュニティ救世神教

86
おんな
1984年
花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

87
ねじれた柱
1982-84年
玄武岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

88
フロアーロック（床石）
1984年
玄武岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

89
無題
1986年
花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

90
無題
1986年
花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

91
無題
1987年
玄武岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

92
無題
1987年
玄武岩
個人蔵（公益財団法人イサム・ノグ
チ日本財団に永久貸与）

93
無題
1987年
安山岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）

94
無題
1987年
安山岩、花崗岩
イサム・ノグチ財団・庭園美術館
（ニューヨーク）（公益財団法人イサ
ム・ノグチ日本財団に永久貸与）
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特別展
ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント
＊作品番号、作家名、作品名、制作年、技法・素材、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる
＊特に記載のない作品は、すべてクレラー =ミュラー美術館所蔵

1　 芸術に魅せられて：ヘレーネ・ク
レラー=ミュラー、収集家、クレ
ラー=ミュラー美術館の創立者

1
フローリス・フェルステル
ヘレーネ・クレラー =ミュラーの肖
像
1910
油彩、カンヴァス

2
フローリス・フェルステル
H.P.ブレマーの肖像
1921
油彩、カンヴァス

2　 ヘレーネの愛した芸術家たち：
写実主義からキュビスムまで

3
ジャン=フランソワ・ミレー
グリュシー村のはずれ
1854
油彩、カンヴァス

4
ウィレム・ルーロフス
小屋
c.1870
油彩、カンヴァスに貼った紙

5
パウル・ヨセフ・コンスタンティン・
ハブリエル
それは遠くからやって来る
c.1887
油彩、カンヴァス

6
アンリ・ファンタン=ラトゥール
静物（プリムローズ、洋梨、ザクロ）
1866
油彩、カンヴァス

7
ピエール=オーギュスト・ルノワー
ル
カフェにて
c.1877
油彩、カンヴァス

8
カミーユ・ピサロ
2月、日の出、バザンクール
1893
油彩、カンヴァス

9
ジョルジュ・スーラ
ポール=アン=ベッサンの日曜日
1888
油彩、カンヴァス

10
ポール・シニャック
ポルトリューの灯台、作品183
1888
油彩、カンヴァス

11
ヤン・トーロップ
版画愛好家（アーヒディウス・ティ
メルマン博士）
1898–1900
油彩、カンヴァス

12
アンリ・ヴァン・ド・ヴェルド
黄昏
c.1889
油彩、カンヴァス

13
ヨハン・トルン・プリッケル
花嫁
1892–93
油彩、カンヴァス

14
オディロン・ルドン
キュクロプス
c.1914
油彩、板に貼った厚紙

15
ジェームズ・アンソール
キャベツのある静物
1921
油彩、カンヴァス

16
フアン・グリス
トランプ札とサイフォン瓶
1916
油彩、板（三層）

17
ジョルジュ・ブラック
菱形の中の静物
1917
チョーク・油彩、板（三層）

18
ジーノ・セヴェリーニ
ギターのある静物
1919
油彩、カンヴァス

19
ピート・モンドリアン
グリッドのあるコンポジション5：
菱形、色彩のコンポジション
1919
油彩、カンヴァス

20
バート・ファン・デル・レック
種まく人
1921
油彩、カンヴァス

3　ファン・ゴッホを収集する
3-1　 素描家ファン・ゴッホ、オラ

ンダ時代

21
フィンセント・ファン・ゴッホ
風車「デ・オラニエブーム」、ドルド
レヒト
1881
木炭・鉛筆、網目紙

22
フィンセント・ファン・ゴッホ
刈り込んだ柳のある道
1881
木炭・黒チョーク、簀の目紙

23
フィンセント・ファン・ゴッホ
砂地の木の根
1882
鉛筆・黒チョーク・茶色と灰色の淡
彩・不透明水彩、水彩紙

24
フィンセント・ファン・ゴッホ
スヘーフェニンゲンの魚干し小屋
1882
鉛筆・ペンと筆による黒インク（所々
茶色に褪色）・白の不透明水彩・升
目状の跡、簀の目紙

25
フィンセント・ファン・ゴッホ
コーヒーを飲む老人
1882
鉛筆・黒のリトクレヨン・升目状の
跡・人物の周囲に定着液による変
色、水彩紙

26
フィンセント・ファン・ゴッホ
読書する老人
1882
鉛筆・升目状の跡、水彩紙

27
フィンセント・ファン・ゴッホ
祈り
1882/1883
鉛筆・黒のリトクレヨン・灰色の淡
彩・筆と版画用インク・白の油彩・
灰色の不透明水彩、水彩紙

28
フィンセント・ファン・ゴッホ
防水帽を被った漁師の顔
1883
鉛筆・黒のリトクレヨン・筆による
黒インク・白と灰色とピンクの不透
明水彩・頭部周囲に定着液による変
色・升目状の跡、水彩紙

29
フィンセント・ファン・ゴッホ
籠に腰掛けて嘆く女
1883
黒のリトクレヨン・灰色の淡彩・白
と灰色の不透明水彩・升目状の跡、
水彩紙

30
フィンセント・ファン・ゴッホ
砂山の向こうのジャガイモ畑
1883
筆と薄めたインク・茶色と白の不透
明水彩、ピンクがかった茶色の簀の
目紙
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31
フィンセント・ファン・ゴッホ
耕す人
1883
鉛筆・黒チョーク、簀の目紙

32
フィンセント・ファン・ゴッホ
縫い物をする女
1885
黒チョーク、簀の目紙

33
フィンセント・ファン・ゴッホ
炉端の女
1885
黒チョーク・升目状の跡、網目紙

34
フィンセント・ファン・ゴッホ
ジャガイモを食べる人々
1885
リトグラフ、網目紙

35
フィンセント・ファン・ゴッホ
刈る人
1885
黒チョーク・灰色の淡彩・白の不透
明水彩・定着液の跡・升目状の跡、
網目紙

36
フィンセント・ファン・ゴッホ
刈る人
1885
黒チョーク・灰色の淡彩・定着液の
跡、網目紙

37
フィンセント・ファン・ゴッホ
鍋を洗う農婦
1885
黒チョーク・はねかけた定着液の
跡、網目紙

38
フィンセント・ファン・ゴッホ
掘る農婦
1885
黒チョーク・おそらく定着液を含ん
だ淡彩・定着液の跡、網目紙

39
フィンセント・ファン・ゴッホ
働く農夫
1885
黒チョーク・定着液の跡、網目紙

40
フィンセント・ファン・ゴッホ
穀物の収穫
1885
黒チョーク・灰色の淡彩・定着液の
跡、網目紙

3-2　 画家ファン・ゴッホ、オラン
ダ時代

41
フィンセント・ファン・ゴッホ
麦わら帽子のある静物
1881
油彩、カンヴァスに貼った紙

42
フィンセント・ファン・ゴッホ
森のはずれ
1883
油彩、カンヴァス

43
フィンセント・ファン・ゴッホ
織機と織工
1884
油彩、カンヴァス

44
フィンセント・ファン・ゴッホ
女の顔
1884–85
油彩、カンヴァス

45
フィンセント・ファン・ゴッホ
白い帽子を被った女の顔
1884–85
油彩、カンヴァス

46
フィンセント・ファン・ゴッホ
テーブルに着く女
1885
油彩、カンヴァス

47
フィンセント・ファン・ゴッホ
リンゴとカボチャのある静物
1885
油彩、カンヴァス 

48
フィンセント・ファン・ゴッホ
鳥の巣
1885
油彩、カンヴァス

3-3　 画家ファン・ゴッホ、フラン
ス時代

3-3-1　パリ

49
フィンセント・ファン・ゴッホ
ムーラン・ド・ラ・ギャレット
1886
油彩、カンヴァス

50
フィンセント・ファン・ゴッホ
草地
1887
油彩、カンヴァス

51
フィンセント・ファン・ゴッホ
青い花瓶の花
1887
油彩、カンヴァス

52
フィンセント・ファン・ゴッホ
レストランの内部
1887
油彩、カンヴァス

53
フィンセント・ファン・ゴッホ
石膏像のある静物
1887
油彩、カンヴァス

3-3-2　アルル

54
フィンセント・ファン・ゴッホ
夕暮れの刈り込まれた柳
1888
油彩、厚紙に貼ったカンヴァス

55
フィンセント・ファン・ゴッホ
糸杉に囲まれた果樹園
1888
油彩、カンヴァス

56
フィンセント・ファン・ゴッホ
レモンの籠と瓶
1888
油彩、カンヴァス

57
フィンセント・ファン・ゴッホ
サント=マリー =ド=ラ=メールの
眺め
1888
油彩、カンヴァス

58
フィンセント・ファン・ゴッホ
種まく人
1888
油彩、カンヴァス

59
フィンセント・ファン・ゴッホ
緑のブドウ園
1888
油彩、カンヴァス

3-3-3　 サン=レミとオーヴェール
=シュル=オワーズ

60
フィンセント・ファン・ゴッホ
サン=レミの療養院の庭
1889
油彩、カンヴァス

61
フィンセント・ファン・ゴッホ
麦束のある月の出の風景
1889
油彩、カンヴァス

62
フィンセント・ファン・ゴッホ
療養院の庭の小道
1889
油彩、カンヴァス
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63
フィンセント・ファン・ゴッホ
夕暮れの松の木
1889
油彩、カンヴァス

64
フィンセント・ファン・ゴッホ
草地の木の幹
1890
油彩、カンヴァス

65
フィンセント・ファン・ゴッホ
善きサマリア人（ドラクロワによる）
1890
油彩、カンヴァス

66
フィンセント・ファン・ゴッホ
悲しむ老人（「永遠の門にて」）
1890
油彩、カンヴァス

67
フィンセント・ファン・ゴッホ
夜のプロヴァンスの田舎道
1890
油彩、カンヴァス

68
フィンセント・ファン・ゴッホ
花咲くマロニエの木
1890
油彩、カンヴァス

4　ファン・ゴッホ美術館のファン・
ゴッホ家コレクション：オランダに
あるもう一つの素晴らしいコレクシ
ョン

69
フィンセント・ファン・ゴッホ
ニューネンの牧師館
1885
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィンセン
ト・ファン・ゴッホ財団）

70
フィンセント・ファン・ゴッホ
モンマルトル：風車と菜園
1887
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィンセン
ト・ファン・ゴッホ財団）

71
フィンセント・ファン・ゴッホ
サント=マリー =ド=ラ=メールの
海景
1888
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィンセン
ト・ファン・ゴッホ財団）

72
フィンセント・ファン・ゴッホ
黄色い家（通り）
1888
油彩、カンヴァス
ファン・ゴッホ美術館（フィンセン
ト・ファン・ゴッホ財団）
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特別展
ドレスデン国立古典絵画館所蔵　フェルメールと17世紀オランダ絵画展
＊作品番号、作家名、作品名、制作年、技法・素材の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる
＊no.72は個人蔵、nos.73、75はドレスデン版画素描館、no.76はドレスデン美術大学の所蔵。それ以外の作品はすべてドレスデン国立古典絵画館所蔵

レイデンの画家―ザクセン選帝侯た
ちが愛した作品

1
ヘラルト・ダウ
老齢の教師
1671年
油彩、板

2
ヘラルト・ダウ
歯医者
1672年
油彩、板

3
キリング・ファン・ブレーケレンカ
ム
産後の訪問
1665年頃
油彩、板

4
フランス・ファン・ミーリス
画家のアトリエ
1655–57年頃
油彩、板

5
フランス・ファン・ミーリス
化粧をする若い女
1667年
油彩、板

6
ピーテル・ファン・スリンゲラント
ヴァージナルの前で歌う女
1670–80年頃
油彩、板

7
ピーテル・ファン・スリンゲラント
若い女に窓から鶏を差し出す老婆
1673年
油彩、板

8
ヘラルト・テル・ボルフ
手を洗う女
1655–56年頃
油彩、板

9
ヘラルト・テル・ボルフ
白繻子のドレスをまとう女
1654年頃または以前
油彩、板

10
ヘラルト・テル・ボルフ
手紙を読む兵士
1657–58年頃
油彩、板

11
カスパル・ネッチェル
手紙を書く男
1664年（?）
油彩、板

12
カスパル・ネッチェル
演奏するカップル
1666年
油彩、板

13
ヤーコプ・オフテルフェルト
雅なる紳士
1669年
油彩、カンヴァス

14
ハブリエル・メツー
レースを編む女
1661–64年頃
油彩、板

15
ハブリエル・メツー
鳥売りの男
1662年
油彩、板

16
ハブリエル・メツー
鳥売りの女
1662年
油彩、板

17
ハブリエル・メツー
火のそばでタバコを吸う男
1656–58年頃
油彩、板

18
ハブリエル・メツー
居酒屋での画家とその妻イサベラ・
デ・ウォルフの肖像
1661年
油彩、板

レンブラントとオランダの肖像画

19
ミヒール・ファン・ミーレフェルト
女の肖像
制作年不詳
油彩、板

20
ピーテル・コッド
家族の肖像
1643年
油彩、カンヴァス

21
フランス・ハルス
灰色の上着を着た男の肖像
1633年頃
油彩、板

22
フランス・ハルス
黒い上着を着た男の肖像
1633年頃
油彩、板

23
ワルラン・ヴァイヤン
自画像
1645年頃
油彩、カンヴァス

24
バルトロメウス・ファン・デル・ヘ
ルスト
緑のカーテンから顔を出す女
1652年
油彩、カンヴァス

25
レンブラント・ファン・レイン
若きサスキアの肖像
1633年
油彩、板

26
ホーファールト・フリンク
赤い外套を着たレンブラント
1640年頃
油彩、板

27
ウィレム・ドロスト
真珠の装飾品をつけた若い女
1654年頃
油彩、板で裏打ちしたカンヴァス

28
アーレント・デ・ヘルデル
槍を持つ男
1695年頃
油彩、カンヴァス

オランダの風景画

29
フィリップス・ワウウェルマン
燃え上がる風車の前の騎兵戦
1655–60年頃
油彩、カンヴァス

30
フィリップス・ワウウェルマン
説教をする洗礼者ヨハネ
1650–55年頃
油彩、カンヴァス

31
ヤン・アセレイン
廃墟のそばの牧人と牛
1647–52年頃
油彩、カンヴァス

32
ヤン・ファン・ホイエン
井戸のある農家
1633年
油彩、板

33
ヤン・ファン・ホイエン
冬の川景色
1643年
油彩、板

34
ヤン・ファン・ホイエン
夏の川景色
1643年
油彩、板
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35
ニコラース・ベルへム
滝のそばの牧人たちと家畜
1655年頃
油彩、カンヴァス

36
パウルス・ポッテル
家畜の群れ
1652年
油彩、板

37
ヤーコプ・ファン・ライスダール
城山の前の滝
1665–70年頃
油彩、カンヴァス

38
ヤーコプ・ファン・ライスダール
牡鹿狩り
1665–70年頃
油彩、カンヴァス

39
アドリアーン・ファン・デ・フェル
デ
放牧地
1659年
油彩、カンヴァス

40
ルドルフ・バクハイゼン
オランダとイングランドの海戦
1673年以降
油彩、カンヴァス

41
ヘリット・ベルクヘイデ
アムステルダムのダム広場の眺望
1670–75年頃
油彩、板

42
エマニュエル・デ・ウィッテ
アムステルダムの旧教会内部
1660–70年頃
油彩、板

聖書の登場人物と市井の人々

43
レオナールト・ブラーメル
神殿で祈るソロモン王
1640年代末
油彩、板

44
ヤン・ステーン
母子像
1652年頃
油彩、板

45
ヤン・ステーン
ハガルの追放
1655–57年頃
油彩、カンヴァス

46
ヤン・ステーン
カナの婚礼
1674–78年頃
油彩、板

47
アドリアーン・ファン・オスターデ
食事をする二人の農夫
1663年
油彩、板

48
アドリアーン・ファン・オスターデ
タバコを吸う二人の農夫
1664年
油彩、板

49
ヘンドリク・アーフェルカンプ
そりとスケートで遊ぶ人々
1620年頃
油彩、板

50
ヘンドリク・アーフェルカンプ
氷上の遊び
1620年頃
油彩、板

51
エフベルト・ファン・デル・プール
農家の恋人たち
1648年
油彩、板

52
エフベルト・ファン・デル・プール
夜の村の大火
1650年以降
油彩、板

オランダの静物画──コレクターが
愛したアイテム

53
ピーテル・デ・リング
キジのパイがある静物
1652年
油彩、カンヴァス

54
ヨセフ・デ・ブライ
ニシンを称える静物
1656年
油彩、板

55
メルヒオール・ドンデクーテル
羽を休める雌鶏
制作年不詳
油彩、カンヴァス

56
ヤン・デ・ヘーム
花瓶と果物
1670–72年頃
油彩、板

57
コルネリス・デ・ヘーム
箱とワイングラスのある静物
制作年不詳
油彩、カンヴァス

58
コルネリス・デ・ヘーム
牡蠣とワイングラス（レーマーグラ
ス）のある静物
制作年不詳
油彩、カンヴァス

59
ワルラン・ヴァイヤン
手紙、ペンナイフ、羽根ペンを留め
た赤いリボンの状差し
1658年
油彩、カンヴァスで裏打ちした紙

複製版画

60
アルバート・ヘンリー・ペイン
天の梯子を幻視するヤコブ（フェル
ディナント・ボルの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

61
アルバート・ヘンリー・ペイン
アトリエの画家（ヘラルト・ダウの
原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

62
アルバート・ヘンリー・ペイン
歯医者（ヘラルト・ファン・ホント
ホルストの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

63
アルバート・ヘンリー・ペイン
狩りの獲物を売る老婆（ハブリエ
ル・メツーの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

64
アルバート・ヘンリー・ペイン
放蕩息子の譬えに扮するレンブラン
トとサスキアの肖像（レンブラント
の原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

65
アルバート・ヘンリー・ペイン
アトリエの画家（アドリアーン・フ
ァン・オスターデの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

66
アルバート・ヘンリー・ペイン
凍った堀での楽しみ（アドリアー
ン・ファン・デ・フェルデの原画に
基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング
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67
アルバート・ヘンリー・ペイン
フランシスクス・シルヴィウスと妻
の肖像（フランス・ファン・ミーリ
スの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

68
アルバート・ヘンリー・ペイン
修道院のある風景（ヤーコプ・ファ
ン・ライスダールの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

69
アルバート・ヘンリー・ペイン
灯りに卵をかざす少女（ホットフリ
ート・スハルケンの原画に基づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

70
アルバート・ヘンリー・ペイン
窓辺で歌う女とリュートを弾く男
（カスパル・ネッチェルの原画に基
づく）
1848年頃
スティール・エングレーヴィング

《窓辺で手紙を読む女》の調査と修復

71
ヨハネス・フェルメール
窓辺で手紙を読む女
1657–59年頃
油彩、カンヴァス

72
ザビーネ・ベントフェルト
複製画：窓辺で手紙を読む女（フェ
ルメールの原画に基づく）
2001年
油彩、カンヴァス

73
アントン・ハインリヒ・リーデル
窓辺で手紙を読む女（フェルメール
の原画に基づく）
1783年
エッチング

74
アルバート・ヘンリー・ペイン
窓辺で手紙を読む女（フェルメール
の原画に基づく）
1850年頃
スティール・エングレーヴィング

75
ヒューゴ・ビュルクナー
窓辺で手紙を読む女（フェルメール
の原画に基づく）
1893年
エッチング、リマーク・プリント、
シン・コレ

76
作者不詳
窓辺で手紙を読む女（フェルメール
の原画に基づく）
1907年頃
フォトグラヴュール
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企画展
Walls & Bridges 世界にふれる、世界を生きる
＊作品番号、作品名、制作年（不詳はn.d.）、素材、サイズ（絵画：縦×横cm、彫刻：縦・高さ×横・幅×厚み・奥行cm）、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる。

東 勝吉
＊所蔵はすべて由布院アートストック

1-01
菊池渓谷
1997年
水彩、紙
54.3×72.2

1-02
高千穂の二上山
1995年
水彩、紙
72×54

1-03
川西から見た由布山
n.d.
水彩、紙
65.5×84.2

1-04
由布院の春
1998年
水彩、紙
64.5×83.5

1-05
竹田　岡城の櫻
1999年
水彩、紙
65.5×84.2

1-06
オニ杉
2004年
水彩、紙
83.5×64.5

1-07
春ノ由布山
1996年
水彩、紙
65.3×83.8

1-08
御幸橋から由布山
1999年
水彩、紙
65.7×83.8

1-09
熊本と大分の県サカイ（下ウケダー
ム）
n.d.
水彩、紙
54.3×72.2

1-10
小田池と山下湖付近「倉本」
n.d.
水彩、紙
65.5×84.2

1-11
田中市橋の上から八山見る
n.d.
水彩、紙
38×52

1-12
草取り
1996年
水彩、紙
38×54

1-13
湯布院　馬車　六所様から
1999年
水彩、紙
54.3×72.2

1-14
鈴懸の径　日田市清岸寺町
n.d.
水彩、紙
58×80

1-15
湯布院　六所宮
n.d.
水彩、紙
38×54

1-16
キンリンコオ
n.d.
水彩、紙
58×80

1-17
宮崎県高千穂町　朝ノ雨中　川登ノ
歳大明神
1991年
水彩、紙
65.5×84.2

1-18
（キンリンコオ）大松
1995年
水彩、紙
65.5×84.2

1-19
都城市関之尾滝
1997年
水彩、紙
72×54

1-20
白浜温泉　那智ノ滝
1997年
水彩、紙
72×54

1-21
志高湖
1996年
水彩、紙
65.5×84.2

1-22
大分県熊本県ノ下筌ダム
2000年
水彩、紙
65.6×83.5

1-23
耶馬溪もみじ　羅漢寺
1999年
水彩、紙
54.1×71.6

1-24
菊池渓谷
1997年
水彩、紙
83.7×64.7

1-25
冬の山
n.d.
水彩、紙
65.5×84.2

1-26
由布山
1999年
水彩、紙
64.5×83.5

1-27
由布雪
n.d.
水彩、紙
38×54

1-28
由布雪
n.d.
水彩、紙
38×54

1-29
川南から由布岳
1996年
水彩、紙
65.5×84.2

1-30
山下池　小田池
1994年
水彩、紙
54×72

1-31
イモリガジョウ
n.d.
水彩、紙
64.5×82.5

1-32
山下湖レイクサイドホテル
n.d.
水彩、紙
54×72

1-33
青年ノ家ノ所ノ松（大ダン通ろ）
n.d.
水彩、紙
59.2×83.1

1-34
雪の山　英彦山
n.d.
水彩、紙
54.3×72.2

1-35
自画像
2006年
水彩、紙
36.5×41
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増山たづ子
＊サイズはアルバムのサイズ。各写
真は増山が現像プリントを外注し
たサービス版（8.9×12.7cm）

2-01
アルバムより
写真
約35×30
増山たづ子の遺志を継ぐ館

シルヴィア・ミニオ=パルウエルロ・
保田

3-01
樹下に遊ぶ幼児イエスと聖母（シー
トNo.73）
1970年代
インク、色鉛筆、鉛筆、紙；インク、
水彩絵具、色鉛筆、紙／紙
21; 50.6×13.4; 24
神奈川県立近代美術館

3-02
天使、彫刻を学ぶ少年（シート
No.14）
n.d.
色鉛筆、紙；鉛筆、紙／紙
35.6; 15×24.9; 10.6
神奈川県立近代美術館

3-03
《地獄の門》のアイデア（シート
No.19）
n.d.
インク、紙；インク、紙／紙
16.5; 36×12.2; 25.6
神奈川県立近代美術館

3-04
《地獄の門》のためのスケッチなど
（シートNo.18）
n.d.
インク、紙；鉛筆、インク、紙；鉛
筆、インク、紙／紙
41.6; 23; 22.2×30.3; 13.3; 14
神奈川県立近代美術館

3-05
青空と鳥など（シートNo.69）
n.d.
インク、紙；鉛筆、インク、紙；水
彩絵具、色鉛筆、鉛筆、コラージュ、
紙／紙
13; 19.2; 31.7×25.3; 24.2; 24.2
神奈川県立近代美術館

3-06
門口の聖母子など（シートNo.80）
n.d.
インク、紙；インク、鉛筆、紙；イ
ンク、紙；インク、紙；鉛筆、色鉛
筆、インク、紙；インク、色鉛筆、
修正液、紙／紙
27.6; 25.6; 8.8; 11; 17.4; 8.8×21.8; 
18.1; 5; 4.8; 9; 6
神奈川県立近代美術館

3-07
群像など（シートNo.71）
n.d.
インク、紙；インク、紙；鉛筆、紙；
インク、紙／紙
37.8; 17.5; 14.2; 8×32; 12.2; 6.6; 
11.2
神奈川県立近代美術館

3-08
聖ペテロとイエス、漁師たちなど（シ
ートNo.39）
n.d.
墨、紙；墨、紙；鉛筆、厚紙；イン
ク、鉛筆、封筒；鉛筆、厚紙／紙
14.3; 19.8; 12; 8; 8.6×7.3; 24.3; 
9.6; 6.1; 11.8
神奈川県立近代美術館

3-09
箱から出る人物、小部屋で鳥を待つ
人（シートNo.103）
n.d.
インク、紙；インク、紙／紙
25; 25×17.7; 18
神奈川県立近代美術館

3-10
テント、舟、うずくまる人など（シ
ートNo.49）
n.d.
インク、色鉛筆、紙；インク、紙／
紙
36.2; 10.8×25.4; 15.2
神奈川県立近代美術館

3-11
聖ペテロ：《地獄の門》アイデア・ス
ケッチ（シートNo.50）
n.d.
インク、紙；インク、鉛筆、紙／紙
24.2; 27.1×21.1; 38.1
神奈川県立近代美術館

3-12
窓から
1970年代（鋳造 2000年）
ブロンズ
21.5×23.5×2
神奈川県立近代美術館

3-13
木々と木の葉
n.d.
ブロンズ
1.2; 1; 0.5; 0.8; 0.8; 1.2; 1.5; 1.3; 0.9
×1.3; 0.9; 1.1; 0.8; 2.2; 2.8; 3.3; 
2.4; 2.3×2.6; 5.8; 6.6; 6.7; 7.1; 7.7; 
10.5; 7.2; 7.5
神奈川県立近代美術館

3-14
聖女の足
1980年（鋳造 2000年）
ブロンズ
7.5; 7.3×6; 6.2×18; 17
神奈川県立近代美術館

3-15
シエナの聖カタリナ像とその生涯の
浮彫り（部分）
1980-84年
ブロンズ
121×77×31
愛媛県松山市・聖カタリナ大学

3-16
羊の毛を刈る（2）
n.d.
油絵具、紙、厚紙
103.2×73
神奈川県立近代美術館

3-17
羊の毛を刈る（1）
n.d.
油絵具、厚紙
83.5×59.8
神奈川県立近代美術館

3-18
花の咲く野
1960年代
油絵具、ベニヤ板
52.2×89.6
神奈川県立近代美術館

3-19
家族の肖像（4）
1970-90年代
油絵具、カンヴァス
神奈川県立近代美術館

3-20
烏（カラス）（シートNo.72）
n.d.
紙、布、鉛筆、紙；インク、紙；イ
ンク、紙／紙
41.9; 18; 17.9×29.5; 12.8; 12.3
神奈川県立近代美術館

ズビニェク・セカル

4-01
拷問された拷問具
1963年
木、鉄
62×14.3×10.5
個人蔵

4-02
頭
1961年
ブロンズ
32×16.6×22.7
個人蔵

4-03
宝物
1967年
鉄、木
19.2×24.1×2
個人蔵

4-04
しっかりと組み合う
1967年
鉄、木
41.7×68.9×2
個人蔵
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4-05
お願いだから、もうやめて
1966年
鉄、木
40.8×20.6×1.9
個人蔵

4-06
風の中の鉄
1968年
鉄、真鍮、木
34.1×36.1×1.6
個人蔵

4-07
引き出し
1968年
鉄、木
27.4×33.6×7.5
個人蔵

4-08
鳥
1972年
ブロンズ
10.3×13.5×2
個人蔵

4-09
胸像
1970年代
ブロンズ
6.6×4.8×2.8
個人蔵

4-10
穴
1977年
鉄、亜鉛、真鍮、木
31.4×43.5×6.8
個人蔵

4-11
無題
1972年
ブロンズ
11.7×6.5×6.7
個人蔵

4-12
白い十字架
1982年
木、塗料、鉄
35.3×36.5×4.6
個人蔵

4-13
十字架
n.d.（1970年代半ば以降）
金属線
30×30×28
個人蔵

4-14
無題
n.d.（1980年代）
木
21.7×21.7×20
個人蔵

4-15
遠い国からの挨拶、遠い国への挨拶
1988年
木、染料
41.5×51.6×19.3
個人蔵

4-16
球体と日本の矢のある箱
1989-92年
木、プラスチック
67×83×41
個人蔵

4-17
無題
n.d.
木、鉄
42.8×46.9×41.5
個人蔵

4-18
無題
1990-92年
木、真鍮
60.5×36×46.1
西ボヘミア博物館

4-19
無題
1988-90年
木
68×32.7×34.2
個人蔵

4-20
貧しい十字架の箱
1988年
木
79.4×50.8×51.2
個人蔵

4-21
黄金狂時代
1989年
ブロンズ
I: 27.2×6.1×9.7、 Ⅱ : 27.2×4.3
×9.5
個人蔵

4-22
座像
1988年
ブロンズ
70.1×15.6×17
個人蔵

4-23
想像上の動物
1989年
ブロンズ
46.6×53.6×18
泉美術館

4-24
無題（足）
n.d.（1990年代初頭）
ブロンズ
31.2×32×11.5
個人蔵

4-25
幽霊
1987年
木、塗料、鉄
29.9×30.1×4
個人蔵

4-26
仮面をつけた仮面
1990年
ブロンズ
23.1×16.7×14.7
個人蔵

4-27
盲人のための彫刻
n.d.（1970年代半ば以降）
ブロンズ
8.2×8.7×4.9
ギャラリー TOM

ジョナス・メカス
＊プリント制作年はすべて2021年

5-01
子供時代を過ごした部屋の窓から臨
む景色、セメニシュケイ、リトアニ
ア、1971年（「い まだ失われざる楽
園」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×60
個人蔵

5-02
旅、モスクワ、1971年
樹脂、アルミニウム
86.4×53.2
個人蔵

5-03
ふたつのグラス、ケイト・パーレイ
の家、ロングアイランド、1981年
（「歩みつつ垣間見た美しい時の
数々」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×57.3
個人蔵

5-04
猫のサンシャインに見守られ ヴァ
イオリンの練習をするウーナ、ソー
ホー、ニューヨー ク、1977年（「い
まだ失われざる楽園」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×57.8
個人蔵

5-05
ロッテ・ヤコビ、1990年（「歩みつ
つ垣間見た美しい時の数々」より）
樹脂、アルミニウム
86.6×56.8
個人蔵

5-06
ウーナと従兄弟のショーン、1979
年、11月22日（「時を数えて、砂漠
に立つ」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×58
個人蔵
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5-07
セバスチャン、私の息子、ニューヨ
ーク、1983年（「歩みつつ垣間見た
美しい時の数々」より）
樹脂、アルミニウム
86.4×58.8
個人蔵

5-08
仕事中のアンディ・ウォーホル、フ
ァクトリー、ニューヨーク、1976
年（「時を数えて、砂漠に立つ」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×58.5
個人蔵

5-09
ジェローム・ヒルと友人、友人の自
宅にて、この家にはナポレオンが逗
留したこともある、カシス、1966
年（「ジェロームへのノート」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×57.8
個人蔵

5-10
牧場を訪れたロッテ・ヤコビ、ニュ
ーハンプシャー、1983年（「時を数
えて、砂漠に立つ」より）
樹脂、アルミニウム
86.4×56.9
個人蔵

5-11
ウーナ、プロヴァンス、1977年（「歩
みつつ垣間見た美しい時の数々」よ
り）
樹脂、アルミニウム
86.5×57.3
個人蔵

5-12
アンドレイ・ズドラヴィチュ、ニュ
ーヨーク、1980年（「時を数えて、
砂漠に立つ」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×58.2
個人蔵

5-13
ヴィトゲンシュタインの家、ウィー
ン、1971年 8月（「リトアニアへの
旅の追憶」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×56.7
個人蔵

5-14
P.アダムス・シットニーとジュリ
ー・シットニー、ニューヨーク、
1976年（「時を数えて、砂漠に立つ」
より）
樹脂、アルミニウム
86.4×55.9
個人蔵

5-15
木を見つけるウーナ、1975年（「歩
みつつ垣間見た美しい時の数々」よ
り）
樹脂、アルミニウム
86.3×58.9
個人蔵

5-16
ホリスとウーナ、ニューヨーク、
1975年
樹脂、アルミニウム
86.5×59
個人蔵

5-17
リチャード・セラ、ウエスト・ブロ
ードウェイ、ソーホー、ニューヨー
ク、1973年（「時を数えて、砂漠に
立つ」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×59
個人蔵

5-18
ウーナ、私の娘、1977年（「歩みつ
つ垣間見た美しい時の数々」より）
樹脂、アルミニウム
86.4×56.4
個人蔵

5-19
ペーター・クーベルカと母親、ウィ
ーン、1974年（「いまだ失われざる
楽園」、あるいは「ウーナ3歳の年」
より）
樹脂、アルミニウム
86.5×50.9
個人蔵

5-20
ケイト・マンハイム、レノックス、
1970年
樹脂、アルミニウム
86.5×61
個人蔵

5-21
エルヴィス・プレスリー、マディソ
ン・スクエア・ガーデン、ニューヨ
ーク、1972年（「歩みつつ垣間見た
美しい時の数々」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×59.8
個人蔵

5-22
ジョージ・マチューナス、死の2カ
月前、ニューマルボロのジェーン・
ブラウン宅、1978年3月（「時を数
えて、砂漠に立つ」より）
樹脂、アルミニウム
86.5×57.5
個人蔵

5-23
アンソニー、ジョン、リーはホーム
ムービーの申し分のない生徒で、私
は教授のようにふるまった、モント
ーク、1972年
樹脂、アルミニウム
86.6×54.7
個人蔵

5-24
大西洋に入るジョン、モントーク、
1972年8月
樹脂、アルミニウム
86.5×58.7
個人蔵

5-25
歩みつつ垣間見た美しい時の数々
2000年
288分
16ミリフィルム
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コレクション展
東京都コレクションでたどる〈上野〉の記録と記憶
＊出品番号、作家名、作品・資料名、制作年、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる

第一章　戊辰戦争と博覧会の時代

1
渓斎英泉
江戸八景 上野の晩鐘
1843年～ 1847年（天保14年～弘化
4年）
東京都江戸東京博物館蔵

2
山田敬中（模写）、月岡芳年
慶応戊辰上野戦闘之図
［明治時代］
東京都江戸東京博物館蔵

3
温古写真集 17.上野寛永寺戊辰戦禍
後
1868年（明治元年）
東京都江戸東京博物館蔵

4
小林清親
内国勧業博覧会之図
1877年（明治10年）
東京都江戸東京博物館蔵

5
小林清親
第二回内国勧業博覧会美術館噴水
1881年（明治14年）
東京都江戸東京博物館蔵

6
橋本周延
東京上野不忍競馬之図
1884年（明治17年）
東京都江戸東京博物館蔵

7
長谷川園吉
東京名所上野山下ステション開業式
気車発車之図
1888年（明治21年）
東京都江戸東京博物館蔵

8
永島春暁
上野公園風船之圖
1890年（明治23年）
東京都江戸東京博物館蔵

9
勝山英三郎
東京 大日本名勝之内　上野公園博
物館之遠景 第廿一號
1891年（明治24年）
東京都江戸東京博物館蔵

10
楊斎延一
奠都三十年祭祝賀会上野公園天覧行
列之図
1898年（明治31年）
東京都江戸東京博物館蔵

11
尾形月耕
東京名勝 上野公園之図
1901年（明治34年）
東京都江戸東京博物館蔵

12
織田一磨
東京風景 十四 上野広小路
1916年（大正5年）
東京都江戸東京博物館蔵

第二章　関東大震災と復興

13
島田彦七
関東大震災実況上野公園ヨリ浅草方
面遠望
1923年（大正12年）
東京都江戸東京博物館蔵

14
浦野銀次郎
（帝都大震災画報）激震ト猛火ニ襲ハ
レシ上野広小路松坂屋附近之真景
1923年（大正12年）
東京都江戸東京博物館蔵

15
鹿子木孟郎
震災スケッチ（上野）
1923年（大正12年）
東京都現代美術館蔵

16
鹿子木孟郎
震災スケッチ（上野ヨリ浅草ヲ望ム）
1923年（大正12年）
東京都現代美術館蔵

17
河野通勢
下谷郵便局上野池之端に移転す
1923年（大正12年）
東京都現代美術館蔵

18
東京名所 上野公園桜雲台西郷銅像
附近之賑ひ
1925年（大正14年）
東京都江戸東京博物館蔵

19
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京府美術館略図
制作年不詳
東京都美術館蔵

20
合資会社巧藝社発行
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京府美術館 彫刻陳列室
制作年不詳
東京都美術館蔵

21
合資会社巧藝社発行
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京府美術館 食堂
制作年不詳
東京都美術館蔵

22
合資会社巧藝社発行
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京府美術館 貴賓室
制作年不詳
東京都美術館蔵

23
合資会社巧藝社発行
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京府美術館 会議室
制作年不詳
東京都美術館蔵

24
主婦の友社発行
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京府美術館 正門前
1932年（昭和7年）
東京都美術館蔵

25
［東京都美術館アーカイブズ資料］
旧館外観
1926年頃（大正15年頃）
東京都美術館蔵

26
［東京都美術館アーカイブズ資料］
旧館外観
1953年（昭和28年）
東京都美術館蔵

27
［東京都美術館アーカイブズ資料］
旧館外観
1960年（昭和35年）
東京都美術館蔵

28
［東京都美術館アーカイブズ資料］
旧館外観
1963年（昭和38年）
東京都美術館蔵

29
［東京都美術館アーカイブズ資料］
東京都美術館所蔵作品展（3点）
1972年（昭和47年）
東京都美術館蔵

30
［東京都美術館アーカイブズ資料］
旧館と新館を写した航空写真
1975年（昭和50年）
東京都美術館蔵

31
恩地孝四郎
上野動物園初秋［『新東京百景』より］
1929年（昭和4年）
東京都現代美術館蔵

32
平塚運一
上野公園［『新東京百景』より］
1929年（昭和4年）
東京都現代美術館蔵

33
平塚運一
不忍池雪景［『新東京百景』より］
1930年（昭和5年）
東京都現代美術館蔵
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34
藤森静雄
表慶館春雪［『新東京百景』より］
1930年（昭和5年）
東京都現代美術館蔵

35
藤森静雄
上野駅［『新東京百景』より］
1931年（昭和6年）
東京都現代美術館蔵

36
逸見享
府美術館［『新東京百景』より］
1931年（昭和6年）
東京都現代美術館蔵

37
小泉癸巳男
昭和大東京百図絵版画完制判 
第十七景 上野公園・山下
1931年（昭和6年）
東京都江戸東京博物館蔵

38
藤森静雄
大東京十二景の内 
四月 さくらの上野（下谷区）
1933年（昭和8年）
東京都江戸東京博物館蔵

39
小泉癸巳男
昭和大東京百図絵版画 第九十景 
博物館と美術館春色
1937年（昭和12年）
東京都江戸東京博物館蔵

第三章　戦争と上野

40
桑原甲子雄
下谷区上野駅（台東区）
1936年（昭和11年）
東京都写真美術館蔵

41
濱谷浩
東京上野 東京府立美術館　〈東京〉
1937年（昭和12年）
東京都写真美術館蔵

42
桑原甲子雄
［出征軍人留守家族記念写真］（30
点）
1943年（昭和18年）
個人蔵

43
菊池俊吉
上野2　〈東京（昭和16-21年）〉
1945-1946年（昭和20-21年）
東京都写真美術館蔵

44
木村伊兵衛
上野公園
1945年（昭和20年）
東京都写真美術館蔵

45
桑原甲子雄
台東区上野駅地下道
1945-1950年（昭和20-25年）
東京都写真美術館蔵

46
林忠彦
引き揚げ（上野駅）〈カストリ時代〉
1946年（昭和21年）
東京都写真美術館蔵

47-1～ 9
佐藤照雄
地下道の眠り
1947-56年（昭和22-31年）
東京都現代美術館蔵

第四章　昭和30年代以降

48
田沼武能
上野公園、台東区〈東京「下町」 Part 1〉
1950年（昭和25年）
東京都写真美術館蔵

49
関口正夫
台東区上野公園（国立西洋美術館）　
〈日々〉
1968年（昭和43年）
東京都写真美術館蔵

50
内藤正敏
ホームで列車を待つ娘 上野　
〈東京 都市の闇を幻視する〉
1971年（昭和46年）
東京都写真美術館蔵

51
内藤正敏
花見をする浮浪者 上野　
〈東京都市の闇を幻視する〉
1983年（昭和58年）
東京都写真美術館蔵

52
山内道雄
東京・上野　〈東京〉
1984年（昭和59年）
東京都写真美術館蔵

53
米田知子
東京都美術館（ゾルゲ /宮城）〈パラ
レル・ライフ―ゾルゲを中心とする
国際諜報団密会場所〉
2008年（平成20年）
東京都写真美術館蔵
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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2021「Everyday Life : わたしは生まれなおしている」
＊出品番号、作品名、制作年、公募展等出品歴、サイズ（㎝）、材質・技法、所蔵の順に記載。同展覧会の作品リストに準じる

第1章　皮膚にふれる

貴田洋子

01
《雪の精》
1999年
90.2×90.2
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

02
《森に生きる》
2005年
88.2×88.2
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

03
《色取りの舞》
2009年
改組第41回日展
（2009年、国立新美術館）
178.7×86.6
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

04
《ふるさと・あのころを舞う》
2018年
78.0×61.0
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

05
《お岩木山・静けし》
2019年
79.2×64.3
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

06
《春・花筏》
2020年
81.5×81.5
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

07
《夏・緑豊か》
2020年
81.5×81.5
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

08
《秋・稔り》
2020年
81.5×81.5
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

09
《冬・かた雪》
2020年
81.5×81.5
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

10
《ふるさと・北の果てに舞う》
2016年
改組新第3回日展
（2016年、国立新美術館）
160.0×135.0
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

11
《ふるさと・まほろばの飛翔》
2017年
第56回日本現代工芸美術展
（2017年、東京都美術館）
現代工芸本会員賞受賞
160.0×135.0
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

12
《岩木山・落葉木輝け》
2019年
改組新第6回日展
（2019年、国立新美術館）
160.0×135.0
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

13
《津軽のいま・白黒の世界》
2020年
改組新第7回日展
（2020年、国立新美術館）
158.2×132.8
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

14
《津軽・歓びの春》
2021年
第59回日本現代工芸美術展
（2021年、東京都美術館）
158.2×114.3
糸、麻布／津軽こぎん刺し
作家蔵

15
《万葉・衣音の秋》
2005年
148.0×276.4
糸、麻布　二曲屏風／津軽こぎん刺
し
作家蔵

16
《暮雪の飛翔》
2007年
第46回日本現代工芸美術展
（2007年、東京都美術館）
141.0×334.0
糸、麻布　四曲屏風／津軽こぎん刺
し
作家蔵

桂ゆき

17
《ゴンベとカラス》
1966年
第7回現代日本美術展
（1966年、東京都美術館）
最優秀賞受賞
200.0×130.2
油彩、木炭、紙、紐、カンヴァス
東京国立近代美術館蔵

18
《［レースと紙のコラージュ］》
1930年代
32.5×24.0
布、レース、紙、ビニール、植物、
カンヴァスボード
東京都現代美術館蔵

19
《［切り株］》
1937年
21.7×27.0
漆、板
東京都現代美術館蔵

20
《［鶏］》
制作年不詳
22.0×27.0
漆、卵の殻、板
東京都現代美術館蔵

21
《［画材］》
制作年不詳
21.8×26.7
油彩、カンヴァス
東京都現代美術館蔵

22
《［りんごと蝶］》
制作年不詳
27.9×20.3
布、厚紙
東京都現代美術館蔵

23
《ひまわりの咲く午後》
1948年
第33回二科展
（1948年、東京都美術館）
72.5×91.5
油彩、カンヴァス
茨城県近代美術館蔵

24
《くらし》
1950年
第4回美術団体連合展
（1950年、東京都美術館）
91.0×116.5
油彩、カンヴァス
栃木県立美術館蔵

25
《人が多すぎる》
1954年
第39回二科展
（1954年、東京都美術館）
72.7×90.6
油彩、カンヴァス
宮城県美術館蔵

26
《馬》
1968年
91.5×116.5
油彩、カンヴァス
東京都現代美術館蔵
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27
《マスク》
1970年頃
122.0×162.0
油彩、紙、板
栃木県立美術館蔵

28
《歩道》
1962年
33.5×20.0
油彩、紙、カンヴァス
郵政博物館蔵

29
《ゴンベとカラス》
1983年
29.0×20.5
水彩、紙
郵政博物館蔵

第2章　土地によりそう

常盤とよ子

30
《真金町遊郭初店》
1954年
26.6×40.5
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜市民ギャラリー蔵

31
《赤線地帯 -横浜》
1955年
26.2×39.8
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜市民ギャラリー蔵

32
《赤線の女 -横浜》
1955年
26.1×39.8
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜市民ギャラリー蔵

33
《風呂帰り》
1955年
40.5×26.7
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜市民ギャラリー蔵

34
《窓　日の出町裏》
1955年
26.7×40.5
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜市民ギャラリー蔵

35
《お六さん -横浜》
1968年
26.1×39.9
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜市民ギャラリー蔵

36
《別れのキッス》
1954年
19.0×25.2
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

37
《野毛山プールの女子プロレス》
1955年
16.7×25.2
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

38
《暗い影》
1954年
24.3×16.8
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

39
《伊勢佐木町裏　若葉町》
1955年
23.5×15.8
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

40
《曙町付近》
1953年
16.0×24.2
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

41
《曙町付近》
1954年
19.0×24.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

42
《真金町夕暮》
1953年
19.8×30.5
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

43
《真金町付近》
1953年
18.9×24.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

44
《流行歌の合唱》
1954年
30.3×19.9
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

45
《店先で洗濯》
1955年
24.0×16.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

46
《真金町の昼下がり》
1955年
19.0×24.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

47
《夜の蝶へ》
1956年
24.0×19.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

48
《［県立屏風ヶ浦病院］》
1959-1960年
19.9×30.3
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

49
《キャンデーを噛る女》
1956年
19.8×30.3
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

50
《ペニシリン注射》
1956年
20.9×32.2
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

51
《真金町診療所》
1956年
24.0×18.9
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

52
《真金町診療所》
1956年
16.2×24.3
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

53
《血液検査》
1956年
19.8×30.5
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

54
《国際盆踊りのお六さん》
1965年頃
19.0×24.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

55
《お六さんの部屋》
1968年頃
22.3×30.5
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

56
《ミナトのマリー　横浜　本牧》
1982年
25.2×16.7
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵
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57
《ミナトのマリー　横浜　本牧》
1982年
16.0×24.0
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

58
《［スターホテル］》
1982年
17.0×25.4
ゼラチン・シルバー・プリント
横浜都市発展記念館蔵

小曽川瑠那　KOSOGAWA Runa

59
《息を織る2021》
2021年
119点1組
ガラス、周辺の植物で染めた絹糸、
コルク／バーナーワーク、エングレ
ーヴィング、染色
作家蔵

60
《けしきを織る2021》
2021年
20.0×10.0×6.0　2点1組
ガラス／コールドワーク
作家蔵

61
《けしきを織る2021》
2021年
30.0×20.0×10.0
ガラス／コールドワーク
作家蔵

62
《けしきを織る2021》
2021年
72.0×70.0×70.0
ガラス／コールドワーク
作家蔵

63
《見えないをつんで聞こえないをた
てる（2019）》
2021年
29.0×12.6×12.6
2019年に削ったガラス粉、道具の
金属粉、時間、当時の高山の大気・
水の含有物／キルンワーク
作家蔵

64
《見えないをつんで聞こえないをた
てる（2020）》
2021年
31.8×12.9×12.8
2020年に削ったガラス粉、道具の
金属粉、時間、当時の高山の大気・
水の含有物／キルンワーク
作家蔵

65
《見えないをつんで聞こえないをた
てる（2013-2021）》
2021年
18.8×33.3×33.3
2013-2021年に削ったガラス粉、道
具の金属粉、時間、当時の高山の大
気・水の含有物／キルンワーク
作家蔵

66
《見えないをつんで聞こえないをた
てる＋▽》
2021年
7.1×9.6×9.6
2019、2020年に削ったガラス粉、
道具の金属粉、時間、当時の高山の
大気・水の含有物／キルンワーク
作家蔵

67
《見えないをつんで聞こえないをた
てる＋▼》
2021年
11.5×8.7×8.7
2019、2020年に削ったガラス粉、
道具の金属粉、時間、当時の高山の
大気・水の含有物／キルンワーク
作家蔵

68
《見えないをつんで聞こえないをた
てる＋〇》
2021年
6.4×7.7×7.6
2019、2020年に削ったガラス粉、
道具の金属粉、時間、当時の高山の
大気・水の含有物／キルンワーク、
ホットワーク
作家蔵

69
《見えないをつんで聞こえないをた
てる＋＊》
2021年
8.5×13.2×9.0
2019、2020年に削ったガラス粉、
道具の金属粉、時間、当時の高山の
大気・水の含有物／キルンワーク、
ホットワーク、コールドワーク
作家蔵

70
《見えないをつんで聞こえないをた
てる＋△》
2021年
9.8×10.6×10.5
2019、2020年に削ったガラス粉、
道具の金属粉、時間、当時の高山の
大気・水の含有物／キルンワーク、
ホットワーク、コールドワーク
作家蔵

第3章　記憶にのこす

川村紗耶佳　KAWAMURA Sayaka

71
《rain sound Ⅱ》
2020年
第11回高知国際版画トリエンナー
レ展
（2020年、いの町紙の博物館）大賞
91.5×91.5
水性木版、和紙
作家蔵

72
《rain sound Ⅳ》
2020年
第88回版画展
（2021年、東京都美術館）
91.5×91.5
水性木版、和紙
作家蔵

73
《Bon voyage Ⅴ》
2019年
70.0×70.0
水性油性併用木版、和紙
作家蔵

74
《I dreamt of floating》
2020年
70.0×70.0
水性木版、和紙
作家蔵

75
《your space》
2021年
第64回CWAJ現代版画展（2021年）
70.0×70.0
水性木版、和紙
作家蔵

76
《People and stories Ⅳ》
2020年
50.0×50.0
水性木版、和紙
作家蔵

77
《People and stories》
2020年
50.0×50.0
水性木版、和紙
作家蔵

78
《mundanedays Ⅲ》
2017年
30.0×30.0
水性木版、和紙
作家蔵

79
《distance Ⅱ》
2020年
30.0×30.0
水性木版、和紙
作家蔵

80
《mundanedays Ⅱ》
2014年
30.0×30.0
水性木版、和紙
作家蔵
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81
《scene Ⅴ》
2014年
30.0×30.0
水性油性併用木版、和紙
作家蔵

82
《mundanedays》
2014年
30.0×30.0
水性木版、和紙
作家蔵

丸木スマ

83
《楽しい日》
制作年不詳
56.0×80.0
水墨彩色、紙
原爆の図丸木美術館蔵

84
《ピカのとき》
1950年
55.0×80.0
水墨彩色、クレヨン、紙
原爆の図丸木美術館蔵

85
《野》
1950年
再興第36回院展
（1951年、東京都美術館）
55.0×80.0
水墨彩色、クレヨン、紙
原爆の図丸木美術館蔵

86
《せみが鳴く》
1952年
再興第37回院展
（1952年、東京都美術館）
80.0×110.0
水墨彩色、紙
原爆の図丸木美術館蔵

87
《池の友達》
1952年
再興第37回院展
（1952年、東京都美術館）
80.0×110.0
水墨彩色、クレヨン、紙
原爆の図丸木美術館蔵

88
《鳥の林》
1952年
再興第37回院展
（1952年、東京都美術館）
80.0×110.0
水墨彩色、クレヨン、紙
原爆の図丸木美術館蔵

89
《せどの山》
1952年
第7回女流画家協会展
（1953年、東京都美術館）
55.0×80.0
水墨彩色、紙
原爆の図丸木美術館蔵

90
《梅が咲く》
1952年
第7回女流画家協会展
（1953年、東京都美術館）
56.0×76.0
水墨彩色、紙
原爆の図丸木美術館蔵

91
《やさい》
1953年
第8回女流画家協会展
（1954年、東京都美術館）
110.0×80.0
水墨彩色、クレヨン、紙
原爆の図丸木美術館蔵

92
《柿もぎ》
1949年
92.0×90.0
水墨彩色、クレヨン、紙
原爆の図丸木美術館蔵

93
《簪》
1955年
再興第40回院展
（1955年、東京都美術館）
175.0×182.0
水墨彩色、紙 二曲屏風
原爆の図丸木美術館蔵

［出品作家紹介映像］
ディレクション・編集：
　水野雄太
撮影：
　山根香（川村紗耶佳、小曽川瑠那）
　大内曜（貴田洋子）
音楽：
　久保田テツ
制作：
　 remo［NPO法人記録と表現とメ
ディアのための組織］







資料2
東京都美術館条例
東京都美術館条例施行規則
東京都美術館運営要綱
東京都美術館利用料金要綱

フロアマップ
施設概要
利用案内



126

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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