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　平成24年度は、東京都美術館の歴史の中で大きな節目の年となりました。館
の建物や設備の大規模改修工事によって平成22年度、23年度を休館することと
なり、その間、美術館のあり方や事業の内容を問い直しました。そして、新スター
トとなる今年度、新たな使命を掲げました。東京都美術館は「アートへの入口」と
なり、「創造と共生の場＝アート・コミュニティ」を築き、「生きる糧としてのアー
ト」と出会う場となることを目指す、としたのです。
　この使命の達成を目指し、4つの柱を打ち立てました。見る喜び、知る楽しさ
を提供する「展覧会事業」、交流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」、つくる喜びを共有する「公募展事業」、訪れる楽しさを充実
させる「アメニティ事業」です。大正15年の開館、昭和50年の新館開館に続く「第
3の変革」となります。

　当館は新たな使命と4つの柱のもとで、多彩な活動をスタートさせました。は
たして東京都美術館は「新生」されたのか、今年度の活動にはどのような特徴が
あったのか、これらが明らかになるように年報を編集しました。活動実績や顧客
満足度調査の結果に加えて、取り組んだ活動の成果を示すために、適宜、外部評
価委員会によるコメントを紹介しています。展覧会については担当者がそれぞれ
の事業を振り返っています。
　リニューアルに際し、年報を「社会と東京都美術館をつなぐ大切なツール」だと
位置づけました。この年報を通して、東京都美術館の活動にご理解をいただけれ
ば幸いです。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都美術館

はじめに
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平成24年度の東京都美術館
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平成24年4月、「アートへの入口」を目指し、
リニューアルオープン

2年にわたる大規模改修工事

新生・東京都美術館の使命と事業

上／ギャラリー A　下／地上部分を新築した企画棟

　昭和50年の建物竣工からすでに約36年が経ち、施設や
設備の老朽化が進んだことから、平成22年3月から平成
24年2月にかけて大規模改修工事を実施した。改修は、老
朽化に伴う設備の全面更新に加え、ユニバーサルデザイン
の整備、来館者の鑑賞空間の質的向上や利用者の利便性向
上などを図るために、既存躯体を残した上で全面改修工事
を行った。工事の基本方針は以下の通り。

躯体を残した大規模改修
　現在の躯体を極力生かし、都民に親しまれた当館の佇ま
いを後世に継承する。
新たな文化の発信拠点としての再整備
　東京の「顔」となり、国内外への新たな文化の発信拠点と
して、多様な芸術文化に親しむ機会や文化創造環境を創出
する。
美術館としてのアメニティや魅力の向上
　ユニバーサルデザインへの取組や、レストラン、ショッ
プなどの充実を図り、来館者に芸術文化に関わる喜びや楽
しさをもたらす空間づくりを展開する。
設備の全面更新や環境負荷の低減
　設備の全面更新を実施するにあたり、可能な限り省エネ
設備などを導入する。

　「都民のための美術の振興を図る」という東京都美術館の
設置目的を果たし、東京都が定めた基本的な使命を達成す
るために、リニューアルを機に指定管理者として新たな管
理運営の基本方針を次のように定めた。

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

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

4つの役割を具現化する4つの柱
•特別展や企画展など、見る喜び、知る楽しさを提供する
「展覧会事業」
•東京藝術大学と連携して行うアート・コミュニケータの
養成やワークショップの実施など、交流による新たな可能
性を探究する「アート・コミュニケーション事業」
•公募団体やグループと連携し、つくる喜びを共有する「公
募展事業」
•アートラウンジや美術情報室、ミュージアムショップ、
レストラン等、訪れる楽しさを充実させる「アメニティ事
業」

出典／財団法人東京都歴史文化財団「東京都美術館 指定管理提案書類
（事業計画書）」平成22年より一部修正
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「アートへの入口」を目指す11の取組

1　特別展
　報道機関との共催により、「世界と日本の名品」に出会う
大型の展覧会を開催

2　企画展
　芸術に満ちたライフスタイルを提案する「アーツ&ライ
フ展」、日本の現存作家の活動に注目した「現代作家展」、
障害のある方々の作品を紹介する「アーツ&ケア展」の3つ
のテーマを基本に、毎年1つのテーマを取り上げる独自の
企画による展示会の実施

3　コレクション展
　東京都美術館がコレクションとして所蔵する「書」などの
作品を中心とした展覧会の実施

4　美術団体等による公募展
　絵画、彫刻、工芸、書など、公募団体によるバラエティ
に富んだ展覧会。年間通して40会期、およそ260団体に
よる展覧会を開催

5　連携展
　公募団体やその他のグループと連携し、「公募団体ベス
トセレクション 美術 2012」展、「TOKYO 書 2013 公募団
体の今」展、「都美セレクション 新鋭美術家 2013」展、「都
美セレクション グループ展公募 第1回」などの実施

6　学校教育展
　教育委員会や私立学校による小・中学校展、高校・大学
主催による卒業制作展を、当館との共催により開催

7　アート・コミュニケーション事業
　美術館が作品を鑑賞する場にとどまらず、鑑賞を「体験」
として、より深める場となるように各種プログラムを実施
し、アート・コミュニティが形成される環境づくりを担う。
そのために、次の7つのプログラムを展開

8　佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
　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・ラウンジを運営。常駐ス
タッフによる質問の受付け、端末操作のサポートなどを行
うほか、当館創設に寄与した佐藤慶太郎の資料を展示する
など館の歴史も紹介

9　美術情報室
　図書、雑誌及び展覧会図録など約4万冊のほか、当館に
関連したアーカイブズ資料1200点ほどを収蔵管理し、閲
覧室として運営

10　ミュージアムショップ
　「＋CREATION」（プラス・クリエーション）をコンセ
プトに、日々の暮らし、さらには人生をもっと豊かに、お
もしろくするアイテムを提案する、新しいタイプのミュー
ジアムショップを展開

11　レストラン・カフェ
　館内で過ごすひとときを楽しむための3つのレスト
ラン。様々なコーヒーやスイーツを中心とした「M cafe
（エム・カフェ）」、当館のグランドレストランである
「IVORY（アイボリー）」、カジュアルなメインダイニング
「MUSEUM TERRACE（ミュージアムテラス）」の3店舗
を運営

1　スクール・プログラム
　学校と連携し、児童や生徒を対象にした鑑賞プログラムや、教員のた
めの研修会を実施。中学生の職業体験の受け入れなども行う。
2　ファミリー・プログラム
　主に家族向けのワークショップなどを開催。
3　大人プログラム
　展覧会の理解をより深めるために、講演会や音楽会、ワークショップ、

当館や周辺地域の建築物を見ることを目的とした建築ツアー等を実施。
4　アート・コミュニケーション・ラボ
　フォーラムの開催やアート・コミュニケーションに関する事業のアー
カイブ化など、調査・研究的活動を行う。
5　アクセス・プログラム
　障害のある方のための特別鑑賞会など、美術館を利用しにくい状況に
ある方に対して、美術館の活用を促進するプログラムを実施。
6　インターンシップ
　若手の人材育成として、インターンシップを受け入れる。
7　コミュニティ・プログラム
　地域との連携事業として、伝統工芸の職人とデザイナーによるオリ
ジナル・グッズの開発を行う（新伝統工芸プロデュース事業「TOKYO 
CRAFTS & DESIGN」。また、東京藝術大学との連携事業「とびらプロ
ジェクト」では、アート・コミュニケータの養成を行い、同時に上記の1
～6までのプログラムと連動しながら、当館の使命である「アート・コミュ
ニティ」の形成を目指す。
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沿革

大正10（1921）年 3月

大正15（1926）年 5月

昭和18（1943）年 10月

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

昭和50（1975）年 3月
 9月

昭和52（1977）年 3月
平成6（1994）年 4月

平成7（1995）年 3月
平成8（1996）年 4月

平成10（1998）年 9月
平成14（2002）年 4月

平成18（2006）年 4月

 5月
平成21（2009）年 4月

平成22（2010）年 4月

 5月

平成23（2011）年 7月

 11月

平成24（2012）年 3月
 4月

 6月

注）
東京都美術館のロゴマークは公益財団法人東京都歴史文化財団の登録商
標である。［参考：商標登録第5520726号、第5520727号］

北九州の実業家・佐藤慶太郎氏から100万円の
寄付
東京府美術館開館（設計は岡田信一郎。開館記
念日5月1日）
美術団体等による新作発表のほか、作家の回顧
展や国内外の名品を紹介する展覧会を開催
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（野外彫刻等の立体作品12点を除
く）。以降、報道機関との協力による共催展と、
美術団体等による公募展を活動の柱とする
東京都現代美術館開館
東京都教育委員会から（財）東京都教育文化財団
（後に東京都生涯学習文化財団へ名称変更）へ管
理運営が委託
ミュージアムショップがオープン
（財）東京都生涯学習文化財団から（財）東京都歴
史文化財団へ管理運営委託先を変更
（財）東京都歴史文化財団が指定管理者として3
年間管理運営を受託
開館80周年記念祭を実施
（財）東京都歴史文化財団が指定管理者として8
年間管理運営を受託
（財）東京都歴史文化財団が公益財団法人へ移行
施設設備の老朽化のため大規模改修工事（設
計：前川國男建築設計事務所）を実施。約2年
間休館
リニューアル準備室を旧坂本小学校内（台東区
下谷）に開設
東京都現代美術館から彫刻作品12点、書作品
36点を再移管
ロゴ・シンボルマークを制定（デザイン：吉岡
徳仁デザイン事務所）
博物館法による博物館相当施設に指定
リニューアルオープン（企画棟を除く）。ユニ
バーサルデザインを採り入れ、展示室の環境改
善を行い、レストランやショップを充実。新た
な管理運営方針のもと、多様な自主企画の展覧
会やアート・コミュニケーション等の事業を展
開
リニューアル記念特別展「マウリッツハイス美
術館展」オープン（企画棟を含め全面オープン）

東京都美術館のロゴマークが誕生

　今回のリニューアルに合わせて、東京都美術館のシンボ
ルとなるロゴマークが誕生した。このロゴマークは、世界
的に活躍するデザイナー・吉岡徳仁氏によるもので、「誰
にでもわかる明快さ・親しみやすさ」「シンボリックなイ
メージ」「歴史と未来の融合」「日本をイメージ」といった
キーワードをもとに制作された。
　2種類のロゴマークには、90年近い当館の歴史や重厚感
と同時に、未来へ向けた可能性を感じさせる軽やかさが表
現されている。美術館そのものを表すときは色のついた立
方体のもの、各事業を表すときは線で描かれた透明性のあ
るもの、と使い分けている。長く愛され、世界に通用する
「100年先の東京都美術館」を見据えた、シンプルで色褪せ
ない魅力にあふれたデザインとなっている。
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平成24年度の活動

平成24年
4月 1日

 16日

5月 4日

 30日

6月 26日

 29日

 30日

7月 15日

8月 20日
 29日

9月 10日
 14日

リニューアルオープン
約2年ぶりに美術団体等による公募団体展が再開
リニューアル開館記念式典及びレセプション開催

リニューアルオープン　テープカット

「公募団体ベストセレクション 美術 2012」開幕
（～ 5月27日まで）
「綴プロジェクト（文化財未来継承プロジェクト）」
寄贈式開催

東京芸術文化評議会開催
東京都知事視察
全館グランドオープン
「マウリッツハイス美術館展」開会式・内覧会
「マウリッツハイス美術館展」開幕
（～ 9月17日まで）

マウリッツハイス美術館展 開会式

「Arts & Life：生きるための家」展開幕
（～ 9月30日まで）
「東京都美術館ものがたり」開幕
（～ 9月30日まで）

皇太子殿下行啓（マウリッツハイス美術館展）
「マウリッツハイス美術館展」入場者数50万人達成

文化庁長官視察（「再興第97回 院展」）
「マウリッツハイス美術館展」1日の入場者数17,735人、
館史上最多を記録

「メトロポリタン美術館展」開会式・内覧会（高円宮妃ご臨
席）
「メトロポリタン美術館展」開幕（～ 1月4日まで）
外部評価委員会開催（第1回）
「新伝統工芸プロデュース」プロダクト発表会

ルース駐日米国大使来館（「メトロポリタン美術館展」）
火災予防運動に係る感謝状授与
「東京都美術館フォーラム2012」開催

「メトロポリタン美術館展」入場者数30万人達成

「TOKYO 書 2013 公募団体の今」展開幕（～1月16日まで）
東京都美術館コレクションによる「現代の書のあゆみ」展開
幕（～ 1月16日まで）
「エル・グレコ展」開会式・内覧会
「エル・グレコ展」開幕（～ 4月7日）

「都美セレクション 新鋭美術家 2013」展開幕（～ 3月7日ま
で）
東京都美術館 館運営委員会開催
スペイン上院議長一行来館（「エル・グレコ展」）

消防訓練
「エル・グレコ展」入場者数20万人達成
ペルー大使来館（「エル・グレコ展」）

10月 5日

 6日
 23日
 26日

11月 1日
 14日
 23日

12月 30日

平成25年
1月 4日

 18日
 19日

2月 19日
 25日
 27日

3月 4日
 19日
 21日
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平成24年度の実績と評価

　平成24年度の最大のトピックスはリニューアルオープ
ンである。新たな使命のもとに事業体系を見直し、様々な
活動を展開した。

主な実績
目標に対して実績は大幅に超えた
　特別展の入場者数の目標を80万人、自主企画展の入場
者数の目標を12万750人としたが、実際には特別展は約
134万人、自主企画展は約14万人の入場者数となり、目
標を大きく上まわった。
特別展・企画展などの入場者数が
初めて公募展を上まわった
　リニューアル以前は、入場者数において特別展・企画展
の入場者数よりも公募展・学校教育展のほうが常に上ま
わっていた。公募団体展・学校教育展の入場者数は132万
6804人、特別展・自主企画展（企画展・連携展・コレクショ
ン展）が138万6802人となり、当館86年の歴史の中で初
めて公募展を上まわった。
アート・コミュニケーション事業が始動
　新生・東京都美術館を象徴する新たな取組として立ち上
げた。東京藝術大学と連携して、アート・コミュニケータ
94人を養成し、これを基盤に様々な活動を展開した。今
年度は事業を開始した初年度だが、1万3821人の参加者
を得た。

自己評価
　平成24年4月から新たなミッションのもとに職員全員
が協力し、大きな事故などもなく、計画した事業を着実に
推進することができた。中でも特別展の第一弾である「マ
ウリッツハイス美術館展」では、約76万人の入場者（1日当
たりの入場者数では館史上最多）を集め、計画的な広報戦
略により、リニューアルオープンによる新生・東京都美術
館のスタートを大きくPRすることができた。
　新たに試みた自主企画展や公募展活性化企画である連携
展、アート・コミュニケーション事業などの新規事業につ
いては、集客目標の点で一部不十分な面もみられたもの
の、多くの来館者から「都美館が変わった。よくなった」と
好意的な声をちょうだいした。公募団体展は新たなルール
のもとでの実施となり、新規の団体が加わるなど活性化に
向けた動きが進んだ。
　アメニティ事業については、レストラン・カフェ、ミュー
ジアムショップのいずれも賑わいづくりに貢献した。日々
の館運営では、VIPを含め多数の来館者が訪れ、救急対応

なども少なからずあったが、ノウハウを蓄積しつつ丁寧か
つ適切に対応した。大きな事件や事故もなく館運営を遂行
することができたのは、大きな成果といえる。
　総合的に勘案すると、リニューアルの初年度としては、
高い緊張感のもと、新規事業を含めた多彩な事業をおおむ
ね計画的に遂行できたと同時に、館の新たな取組や姿を広
く発信できた。これも大きな成果である。

外部評価（総評）
　数多くの企画を意欲的に準備してのぞみ、目的を十分に
達成し、広く利用者に新生・東京都美術館の存在感をアピー
ルできたことを高く評価したい。新しい試みの企画展やコ
ミュニケーション的諸活動は、新しいページを開くものと
して多くの人々に印象的に迎え入れられた。コミュニケー
ション的諸活動により、伝統的にもっていた特別展と公募
展は、その意味を様々な角度から照らし出し、今後、構築
し直される可能性をはらんでいる。そのような可能性が打
ち出された点で、リニューアルの年の成果は大きい。また、
リニューアル後、その施設を事故なく安全に運用でき、か
つ十分に活用できている現状は高く評価できる。
　特別展はすべて首都にふさわしい大型展であり、多くの
来館者に名作に触れる機会を提供することができた。非常
に多くの入場者がありながら、事故なく円滑に展覧会を運
営できたのは大きな成果である。自主企画展・連携展では
目標に達しなかった事業もあるとはいえ、館独自の視点に
よって意欲的な企画を実現したことは評価すべきであり、
今後も継続的な実施を通じて、メディアや一般愛好者への
浸透を図ることを期待したい。一部の自主企画展・連携展
は開催期間があまりにも短く、今後はできる限り開催期間
を長くとることが望まれる。
　アート・コミュニケーション事業は目標を大幅に上まわ
る参加者を得ており、1年目にして優れた成果を上げてい
る。全く新しい発想のボランティアを創出できたことは特
筆に値する。今後も学校や大学、地域との連携のあり方、
新しいプログラムの開発などにおいて、日本の美術館教育
のモデルとなるよう積極的な取組を期待したい。
　アメニティ事業に関しては、サインの整備や案内リーフ
レットの適切な配置など、総合案内周辺スペースの工夫が
望まれる。
　全体として、学芸・事務職員双方の真摯な取組によって
館の円滑な運営が行われていると評価できる。



各事業報告
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各項目の「総評」は、東京都美術館の自己評価及び外部評価委員会の評価結果に基づき、総合的に記したものである。
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展覧会事業1
特別展　　　　　
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
メトロポリタン美術館展　大地、海、空　　4000年の美への旅　西洋美術における自然

エル・グレコ展

企画展　　　　　
「Arts&Life：生きるための家」展
東京都美術館ものがたり

コレクション展　
東京都美術館コレクションによる　現代の書のあゆみ

　「世界と日本の名品に出会う」大型の展覧会「特別展」に、リニューアルオープン
後に新たにはじまった「企画展」、当館のコレクションによる「コレクション展」か
らなる。企画展は、芸術に満ちたライフスタイルを提案する「アーツ&ライフ
展」、日本の現存作家の活動に注目する「現代作家展」、障害のある方々の作品を
紹介する「アーツ&ケア展」の3つのテーマを基本とし、毎年1テーマに絞り込み
独自の展覧会を企画する。平成24年度は「アーツ&ライフ展」をテーマに開催し
た。
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【特別展】リニューアルオープン記念

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
 Masterpieces from the Royal Picture Gallery Mauritshuis

　リニューアルオープン記念第一弾の展覧会。17世紀オ
ランダ・フランドル絵画の世界的コレクションで知られる
マウリッツハイス美術館から48点が出品された。中でも
注目された作品はフェルメールの《真珠の耳飾りの少女》。
その他レンブラント、ハルス、ライスダール、ルーベンス、
ヤン・ブリューゲル（父）など、館の改修を機に企画された
本展では、質の高い作品が集結した。

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
朝日新聞社、フジテレビジョン
後援／オランダ王国大使館
特別協賛／第一生命保険
協賛／ジェイティービー、ミキモト、凸版印刷、シュウ　
ウエムラ、JR東日本
協力／ KLMオランダ航空
会期／平成24年6月30日（土）～ 9月17日（月・祝）
会場／企画展示室
出品点数／ 48点
観覧料（当日）／一般1,600円、学生1,300円、高校生800
円、65歳以上900円
担当／大橋菜都子、平方正昭
＊巡回展　神戸市立博物館（平成24年9月29日～平成25
年1月6日）

関連企画
・記念講演会「マウリッツハイス美術館―コレクションの歴史」
6月30日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数200人
講師／エミリー・ゴーデンカー（マウリッツハイス美術館館長）
・記念講演会「『黄金の世紀』のオランダ絵画―『マスターピース』の条件」
7月14日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数204人
講師／高橋達史（本展図録翻訳監修、青山学院大学文学部教授）
・記念音楽会「オランダ・バロックの愉悦」
7月28日（土）14:00～　講堂／参加者数115人
出演／本村睦幸（リコーダー）、櫻田亨（リュート）、岡田龍之介（チェン
バロ）、飯塚直（パーカッション）
・記念映画会「真珠の耳飾りの少女」（2003年、100分）
第1回　8月11日（土）11:00～　講堂／参加者数71人
第2回　8月12日（日）14:00～　講堂／参加者数69人
監督／ピーター・ウェーバー
・記念映画会「レンブラントの夜警」（2007年、139分）
第1回 8月11日（土）14:00～　講堂／参加者数44人
第2回 8月12日（日）11:00～　講堂／参加者数31人
監督／ピーター・グリーナウェイ
・障害のある方のための特別鑑賞会
8月27日（月）10:00～ 16:00　企画展示室／参加者数845人

図録表紙 ジュニアガイド

チラシ
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実績
入場者数／ 758,266人（1日平均10,680人）

総評
　館内リニューアルにより鑑賞環境が改善され、来館者か
ら好評を得た。当初見込んだ1日あたりの入場者数約6,000
人をはるかに超え、1日あたりの最多入場者数を記録し
た。来館者対応に追われたが、開館時間の延長や臨時開館
などの対策を講じ、収容力のアップ、警備や案内の強化、
スムーズな対応を徹底して、事故もなく無事に乗り切るこ
とができた。

担当者より
　《真珠の耳飾りの少女》ばかりが注目を集めましたが、来
日した作品すべてが本当に魅力的なものでした。「美術館
の歴史」、「風景画」、「歴史画（物語画）」、「肖像画と『トロー
ニー』」、「静物画」、「風俗画」というシンプルな6章構成で、
マウリッツハイス美術館の珠玉の17世紀オランダ・フラ
ンドル絵画をジャンルごとにたっぷりとご紹介する内容で
した。《真珠の耳飾りの少女》については、作品とじっくり
向かい合って鑑賞する環境を整えることは困難でしたが、
多くの方がこの小さいながらも美しい作品を観たことで、
次の美術館体験へとつながれば幸いです。（大橋）

主な出品作家と作品
ヨハネス・フェルメール《真珠の耳飾りの少女》（1665年頃）、同《ディ
アナとニンフたち》（1653-54年頃）、レンブラント・ファン・レイン《ス
ザンナ》（1636年）、同《自画像》（1669年）、フランス・ハルス《笑う少年》
（1625年頃）、ヤーコプ・ファン・ライスダール《漂白場のあるハールレ
ムの風景》（1670-75年頃）、ペーテル・パウル・ルーベンス《聖母被昇
天（下絵）》（1622-25年頃）、ヤン・ステーン《牡蠣を食べる娘》（1658-60
年頃）など

掲載記事など
「マウリッツハイス美術館展」／『おはよう日本』（NHK） 2012年6月
29日放送
「マウリッツハイス美術館展」／『日曜美術館 アートシーン』（NHK） 
2012年7月29日放送
「上野・東京都美術館「マウリッツハイス美術館展」～“世界一有名な少女”
来日 !　オランダ・フランドル絵画の至宝～」／『ぶらぶら美術・博物館』
（BS日テレ）　2012年8月14日放送会場風景　撮影：広瀬達郎
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【特別展】リニューアルオープン記念

メトロポリタン美術館展
 大地、海、空 ──4000年の美への旅　西洋美術における自然
 Earth, Sea, and Sky: Nature in Western Art; Masterpieces from The Metropolitan Museum of Art

ポスター

ポスター 図録表紙

　世界最大規模を誇るアメリカ・ニューヨークのメトロポ
リタン美術館のコレクション展。今回は「自然」をテーマ
に、「西洋美術において、風景や動植物がどのように捉え
られてきたか」を焦点とした。紀元前2000年の古代メソポ
タミア文明の石彫から中世ヨーロッパの工芸品、日本初公
開のゴッホの《糸杉》を始めとする巨匠たちの油彩画、19
世紀から現代までの写真作品など幅広いジャンルの作品が
展示された。

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
メトロポリタン美術館、読売新聞社
助成／アメリカ合衆国大使館
後援／外務省、J-WAVE
特別協賛／ Canon、清水建設
協賛／アフラック、花王、損保ジャパン、大日本印刷、東
京メトロ、トヨタ自動車、みずほ銀行、三井物産、三井不
動産
特別協力／ぴあ
協力／サザビーズジャパン、日本航空
会期／平成24年10月6日（土）～平成25年1月4日（金）
会場／企画展示室
出品点数／ 133点
観覧料（当日）／一般1,600円、学生1,300円、高校生800
円、65歳以上1,000円
担当／中原淳行、小林明子

関連企画
・記念講演会「自然をみつめて──アーティストの眼差しについて」
11月17日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数139人
講師／中原淳行（東京都美術館 学芸員）
・障害のある方のための特別鑑賞会
12月10日（月）10:00～ 16:00　企画展示室／参加者数759人

主な出品作家と作品
クロード・ロラン《日の出》、レンブラント・ファン・レイン《フローラ》、
ティントレット《モーセの発見》、ポール・ゴーガン《水浴するタヒチの
女たち》、ジャン＝フランソワ・ミレー《麦穂の山：秋》、フランソワ・
ポンポン《シロクマ》、フィンセント・ファン・ゴッホ《糸杉》、アルフレッ
ド・スティーグリッツ《切妻とリンゴ》、エドワード・ホッパー《トゥー
ライツの灯台》、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー《ヴェネツィ
ア、サンタ・マリア･デッラ・サルーテ聖堂の前廊から望む》、ウィン
スロー・ホーマー《月光、ウッドアイランド灯台》など
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実績
入場者数／ 328,770人（1日平均4,215人）

総評
　首都にふさわしい良質な展覧会で、入場者数の目標も上
まわった。本展はメトロポリタン美術館の客員研究員
（2010‒11年）となった当館の学芸員による調査研究の成
果でもあり、アート・コミュニケーション事業などとも積
極的に連携。新生・都美術館の事業展開のモデルとなった。

担当者より
　万物の源であり、無限の多様性を秘めた自然を対象に、
古より人類はさまざまなものをつくり上げてきました。本
展は、世界最大の美術館のひとつであるメトロポリタン美
術館の多彩なコレクションにより、神秘的な世界へ向け
て、人間がどのような眼差しを注ぎ、創造へと導かれる霊
感を得てきたのか――という壮大なテーマを実現したもの
です。ある時は恵みと癒しをもたらし、またある時は脅威
ともなる、両義的で巨大な存在である自然。本展は、
4000年という悠久の時の流れに点在する綺羅星のような
作品の数々によって、「人と自然」の関係に改めて思いを馳
せていただく機会となりました。（中原）

掲載記事など
「源泉の感情」杉本博司／『読売新聞』2012年9月27日
「メトロポリタン美術館展 時代超え「本物」を体感」／『読売新聞』2012
年10月29日
「歴史を超える美に問いかけられる」／『都政新聞』 2012年12月7日
“Nature that goes beyond its course”／『The Japan Times』2012年12月13日
「メトロポリタン美術館 トマス・P・キャンベル館長 研究を犠牲にせず
財政危機を乗り切った、若きトップの定見と実践」／『芸術新潮』 2012年
12月25日

会場風景　撮影：末正真礼生



18

【特別展】リニューアルオープン記念

エル・グレコ展
 El Greco’s Visual Poetics

ポスター

チラシ ジュニアガイド

　リニューアルオープン年度最後の特別展。2014年に没
後400年を迎えるスペイン絵画の巨匠エル・グレコの大回
顧展。引き伸されたような人物が印象的な宗教画や人とな
りまで描き出す独特の肖像画などの油彩画やテンペラ画
51点が、プラド美術館、ボストン美術館など世界各地の
美術館やトレドの教会群から出品された。祭壇画の最高傑
作のひとつといわれる《無原罪のお宿り》も初来日した。

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
NHK、NHKプロモーション、朝日新聞社
後援／外務省、スペイン大使館
協賛／損保ジャパン、大日本印刷、竹中工務店、ソフトニッ
ク
協力／スペイン政府観光局、エールフランス航空、全日本
空輸
会期／平成25年1月19日（土）～ 4月7日（日）
会場／企画展示室
出品点数／ 52点
観覧料（当日）／一般1,600円、学生1,300円、高校生800
円、65歳以上1,000円
担当／大橋菜都子
＊巡回展 国立国際美術館（平成24年10月16日～ 12月24
日）

関連企画
・記念講演会「エル・グレコ～ “見えるもの”と“見えないもの”を描く
画家～」
1月19日（土）14:00～ 15:30　講堂／参加者数263人
講師／フェルナンド・マリーアス（本展監修者、マドリード自治大学教
授、スペイン王立歴史アカデミー会員）
・記念音楽会「エル・グレコの同時代者　ビクトリアの音楽」
3月2日（土）14:00～　講堂／参加者数193人
出演／ヴォーカル・アンサンブル　カペラ
・レクチャーコンサート「ギターと絵画の交わるところ :スペイン」
3月23日（土）14:00～ 15:50　講堂／参加者数238人
出演／川瀬佑介（トーク）、益田正洋（ギター）
・障害のある方のための特別鑑賞会
3月11日（月）10:00～ 16:00　企画展示室／参加者数781人

主な作品
《無原罪のお宿り》（1607-13年、サン・ニコラス教区聖堂（サンタクル
ス美術館寄託））、《聖母を描く聖ルカ》（1563-65年頃、ベナキ美術館）、
《受胎告知》（1576年頃、ティッセン＝ボルネミッサ美術館）、《フェリ
ペ2世の栄光》（1579-82年頃、エル・エスコリアル修道院）、《聖アン
ナのいる聖家族》（1590-95年頃、メディナセリ公爵家財団タベラ施療
院）、《修道士オルテンシオ・フェリス・パラビシーノの肖像》（1611年、
ボストン美術館）など
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実績
入場者数／ 253,395人（1日平均4,087人）

総評
　入場者数目標を大きく上まわることができた。比較的余
裕のある会場構成にできたので、鑑賞環境も良好。キャプ
ションの大きさ、照明についても改善を図った。日本にな
じみの薄い宗教画を理解するためのフォローもなされた。

担当者より
　エル・グレコの大回顧展ではありますが、作品を時系列
に並べるのではなく、テーマごとに展示しました（1-1 肖
像画家エル・グレコ、1-2 肖像画としての聖人像、1-3 見
えるものと見えないもの、2 クレタからイタリア、そして
スペインへ、3 トレドでの宗教画：説話と祈り、4 近代芸
術家エル・グレコの祭壇画：画家、建築家として）。会期
中は、《無原罪のお宿り》の前で屈んで鑑賞する方が少なか
らずいらっしゃいました。「一度見上げたら、忘れられな
い。」というコピーとともに、広報を展開したことにもよる
かと思いますが、長い時間、静かに見上げて鑑賞される姿
が心に残りました。（大橋）

掲載記事など
「聖と俗　沸き立つ」／『朝日新聞』 2013年1月15日
「大作が放つオーラ　エル・グレコ展」／『日本経済新聞』 2013年1月
23日
「エル・グレコ　神秘か理性か　天才画家の見たものは」／『日曜美術館』
（NHK）2012年11月11日、2013年2月3日放送
「見えない世界を表現　画家エル・グレコ」／『いっと6けん』（NHK） 
2013年2月27日放送

会場風景　撮影： ICHIRO OTANI
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【企画展】

「Arts&Life：生きるための家」展
 Where will we live tomorrow?

ポスター

公募チラシ 図録表紙

　リニューアル後、初の自主企画展で「アーツ&ライフ展」
の第1弾でもある。東日本大震災をきっかけに家族のあり
方や人と人の絆、生活そのものの価値観が大きく変化して
いる今。私たちにとって住宅とは、心豊かに暮らせる住ま
いとは何かを考える展覧会。「生きるための家」というテー
マで応募された159案の中から選ばれた39案の住宅模型
を展示。最優秀提案の模型は、天井高10mの展示室に原
寸大で制作され展示された。

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
朝日新聞社
後援／公益財団法人日本デザイン振興会、社団法人日本建
築家協会、株式会社新建築社
会期／平成24年7月15日（日）～ 9月30日（日）
会場／ギャラリー A・B
出品点数／ 39点
観覧料（当日）／一般600円、学生400円、65歳以上300円
担当／河野佑美

関連企画
・オープニング・レクチャー
7月15日（日）15:00～ 17:00　講堂／参加者数207人
出演／小嶋一浩（建築家）、西沢立衛（建築家）、平田晃久（建築家）、藤本
壮介（建築家）、山田紗子（最優秀賞受賞者）
・アーキテクト・トーク
第1回　7月27日（金）18:00～ 19:30　ギャラリー A／参加者数80人
出演／平田晃久×marikoabe（平田晃久賞受賞者）×坂本尚朗＋村口勇
太＋邉見英俊（西沢立衛賞受賞者）
第2回　8月17日（金）18:00～ 19:30　ギャラリー A／参加者数120人
小嶋一浩×竹田和行（小嶋一浩賞受賞者）×山田紗子（最優秀賞受賞者）
第3回　9月23日（日）15:30～ 17:00　ギャラリー A／参加者数150人
藤本壮介× sky|studio kikuchi yamamoto（藤本壮介賞受賞者）×秦彩奈
（東京都美術館館長賞受賞者）

主な作品
山田紗子「家族の生きるための家―大柱と屋根のつくる、住むための濃
度―」（最優秀賞）／竹田和行「吹き抜けのある共同生活」（小嶋一浩賞）
／坂本尚朗＋村口勇太＋邊見英俊「一本の大きな木の中に彫りながら棲
む」（西沢立衛賞）／marikoabe「Unfolded Houses-for architectural space」
（平田晃久賞）／ sky|studio kikuchi yamamoto「階段でつくる家」（藤本
壮介賞）／秦彩奈「集合しようとする住宅」（東京都美術館館長賞）
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実績
入場者数／ 30,150人（1日平均450人）

総評
　これまでの特別展や公募展とは異なる若い人たちがター
ゲットとなるため、ネットや建築系の雑誌、学校などにア
ピール。ギャラリートークなどアート・コミュニケーショ
ン事業との連携も図った。その結果、若年層の来館者を開
拓し、20～ 30代の入場者が48％と高い率を占めた。こ
れまで取り上げることの少なかった建築分野への取組も評
価され、今後の新しい企画が期待される。

担当者より
　本展覧会は、当館リニューアル後の初の企画展であり、
初の建築展でした。作品公募という形式で、展覧会オープ
ンの1年前から、雑誌、インターネットへの情報の掲出な
ど、メディアへ発信しました。作品の最終審査は一般公開
とし、インターネットでの同時中継を行いました。会場で
は、「クリエイティブ・コモンズ」を導入し、来場者による
作品撮影を解禁。その結果、SNSなどによる画像つきの
情報が拡散し、「新規開拓客層」である10～30歳代の来館
者が多く訪れました。また、建築の展覧会であったため、
建築雑誌やデザイン系のメディアなど、美術業界以外のメ
ディアにも紹介され、当館の新たな出発を様々な方向へ印
象づけることができたのではないかと思います。（河野）

掲載記事など
「作品公募」／『新建築』（新建築社）2011年9月号
「次世代建築家が『生きるための家』提示」／『日刊建設工業新聞』 2012
年7月13日
「『生きるための家』展開催中」／『朝日新聞』 2012年7月18日
「太い柱と開放感の両立『Arts&Life』展」／『読売新聞』 2012年7月26日
「NEWS」／『新建築住宅特集』 2012年9月号
「程よい距離感を実現」（大西若人）／『朝日新聞』 2012年9月12日
「アートレビュー　平野啓一郎が見た美術展」／『日本経済新聞』 2012
年9月13日
「『Arts&Life：生きるための家』展　柱の家　山田紗子」／『新建築』 
2012年10月号

会場風景　撮影：中野正貴

建築提案公募及び選考過程
　作品は公募され、審査委員による審査を経て、最優秀賞及び各審査委
員賞、出品作品が選出された。
募集期間（公募）／平成23年7月～ 9月15日
応募総数／ 159点
審査委員／小嶋一浩（建築家・審査委員長）、西沢立衛（建築家）、平田晃
久（建築家）、藤本壮介（建築家）、真室佳武（東京都美術館館長）
一次審査／平成23年9月30日／ 159点のプレゼンテーションボードを
もとに、各審査委員が投票で50点を選出。引き続き審査委員の協議に
より、入選30点、2次審査対象の佳作10点を選出
二次審査／平成23年12月10日／公開審査形式で開催。佳作10点の模
型等を用いたプレゼンテーションと審査委員との質疑応答による審査。
その後審査委員の協議により、最優秀賞「家族の生きるための家―大柱
と屋根のつくる、住むための濃度―」（山田紗子）が決定
審査委員賞／展覧会初日に、展示された佳作及び入選作品39点（1点辞
退）の中から各審査委員が選出
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【企画展】リニューアルオープン記念

東京都美術館ものがたり
The Story of Tokyo Metropolitan Art Museum

ポスター

　リニューアルオープンに合わせ、東京都美術館の歴史を
振り返り、「新生・都美術館」が目指す使命や事業展開を紹
介する展覧会。創設に寄与した佐藤慶太郎はじめ、作品を
発表した作家たち、旧館・新館を設計した建築家などに光
を当て、都美術館85年の歴史を構成。作品展示の他、館
に保管されている文書や図面、写真なども展示した。また
図録は、当館のガイドブックとなるよう、一般書として出
版（鹿島出版会刊）し、全国の書店で販売した。

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
会期／平成24年7月15日（日）～ 9月30日（日）
会場／ギャラリー C
出品点数／ 79点
料金／無料
担当／佐々木秀彦、川越仁恵

関連企画
・本展担当者によるギャラリー・トーク
第1回　7月21日（土）14:00～　ギャラリー C／参加者数17人
第2回　7月28日（土）14:00～　ギャラリー C／参加者数12人
第3回　8月4日（土）　14:00～　ギャラリー C／参加者数7人
第4回　8月11日（土）14:00～　ギャラリー C／参加者数6人
・レクチャー「公私一如の人 佐藤慶太郎」
7月29日（日）14:00～ 16:00　講堂／参加者数125人
講師／齋藤泰嘉（筑波大学教授）
・トーク＆ミュージカル「ミューズに捧げる白い薔薇」
8月25日（土）14:00～ 15:30　公開リハーサル　講堂／参加者数65人
8月26日（日）14:00～ 15:30　公演　講堂／参加者数170人
トーク／齋藤泰嘉（筑波大学教授）、歌／渡部けい（ミュージカル女優）、
伴奏／岩井芙沙代 (シンガーソングライター )
・ワークショップ「けんちく体操」
9月22日（土）14:00～ 16:00　ギャラリー A／参加者数22人
講師／チームけんちく体操（米山勇、高橋英久、田中元子、大西正紀）
協力／東京都江戸東京博物館、江戸東京たてもの園

主な出品作家と作品
佐藤慶太郎「公私一如」、梶田恵「東京府美術館家具」、小川三知「便殿窓（ス
テンドグラス）」、佐伯祐三「広告“ヴェルダン”」、梅原龍三郎「紫禁城」、
藤田嗣治「一二月八日の真珠湾」、岡本太郎「森の掟」、豊道春海「嘉言名
句」、前川國男建築設計事務所「東京都美術館基本設計配置図」、「天井桟
敷公演『釘』」、赤瀬川原平「患者の予言（ガラスの卵）」、舟越桂「白い歌を
きいた」、日比野克彦「東京藝術大学卒業制作作品」など

会場デザイン／ Koizumi Studio、グラフィックデザイン／山口デザイ
ン事務所、イラスト／浅生ハルミン
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実績
入場者数／ 82,360人（1日平均1,211人）

総評
　見応えのある内容、講演などの関連企画との効果もあ
り、東京都美術館の意義を広くアピールできた。しかし、
会場が狭く、作品・資料の安全に懸念があった。アーカイ
ブズ資料の整理と収集は引き続き行っていく。

担当者より
　リニューアルオープンを記念して、かつて当館に出品さ
れた作品を呼び戻し、85年余りの歴史を振り返りました。
この「ものがたり」の切り口は「人」です。「都美館群像」とも
いうべき営みを紹介し、これからの活動を見据えることが
狙いです。先人たちからバトンを受け取り、次の世代につ
ないでいく、そうしたメッセージを込めました。アーカイ
ブズの活動とも連動した企画です。「アートへの入口」を目
指す新生・東京都美術館の「入口」がこの展覧会です。「こ
れだけの内容を無料で観ることができてよかった」といっ
た感想を多く寄せていただきました。（佐々木）

掲載記事など
「リニューアルオープン記念し企画展「東京都美術館ものがたり―時代を
駆け抜けた芸術家たち」宮川由紀子／『Media&Communicaition』2012年
7月13日
書評「都美術館が改修を機に『東京都美術館ものがたり』刊行」／『産経
新聞』  2012年8月12日

「東京都美術館ものがたり展」村田真／『artscape』2012年9月15日
「リニューアルオープン記念企画展　東京都美術館ものがたり―時代を
駆け抜けた芸術家たち」／『月刊うえの』（上野のれん会）2012年9月号

会場風景　撮影：辻谷 宏
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チラシ（部分）

冊子表紙

　当館が所蔵するコレクションによる書の展覧会。大正
15年以来、書作品発表の主な舞台となってきた当館の歴
史の中から、現代の書のあゆみを20人の作家の作品で振
り返った。

主催／東京都、東京都美術館
会期／平成25年1月4日（金）～ 1月16日（水）
会場／ギャラリー B
出品点数／ 20点
観覧料／無料
担当／田村麗恵

関連企画
・記念座談会「感じる書、味わう書」
1月13日（日）14:00～ 15:40　講堂／参加者数157人
コーディネーター／大橋修一（埼玉大学教授、公募展活性化企画審査会
委員）
出演／小澤基弘（画家・埼玉大学教授）、酒井邦嘉（言語脳科学者・東京
大学教授）、建畠 晢 （美術評論家・詩人・京都市立芸術大学学長）

出品作品
青山杉雨《車馬囂々》、上田桑鳩《騰》、宇野雪村《NEN（念）》、大石隆子
《小庭》、金子鷗亭《知床（自詠歌）》、金田心象《菩薩》、川村驥山《清風明
月用不盡》、熊谷恒子《いへにても》、桑田笹舟《希望》、鈴木翠軒《万葉一
首》、手島右卿《万華》、西川寧《吉康》、比田井南谷《作品70-2》、日比野
五鳳《あふさかの関》、豊道春海《嘉言名句》、松井如流《彬》、松本芳翠《慰
情》、宮本竹逕《万葉長歌》、村上三島《秋日》、森田子龍《想》

【コレクション展】
東京都美術館コレクションによる

現代の書のあゆみ 
 Collections : Japanese Modern Calligraphy
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実績
入場者数／ 6,227人（1日平均519人）

総評
　当館が書作品をコレクションしていることを知ってもら
うことができた。他の書道関係の公募展が多く開催されて
いる時期でもあり、これらと連動したPRもなされた。入
場者数の目標は若干下まわったが、開催期間の短さを再検
討し、継続的に行っていきたい。

担当者より
　「TOKYO 書 2013」と同様、当館にとって初めての「書」
に限定した自主展です。現代の書の歴史を「漢字の現代
化」、「かなの現代化」、「現代の書の誕生」の3つの視点に
沿ってひもときました。20作家はいずれも現代の書の歴
史の立役者であり、当館を主要な発表の舞台として幅広く
展開した、現代の書の多様さを鑑賞していただくことがで
きる展覧会として、高い満足を得られたという感想が多数
寄せられました。本展により当館のコレクションの存在が
認知され、今後、末永く保存・活用してゆくための第一歩
を踏み出すことになりました。（田村）

掲載記事など
「東京都美術館コレクションによる　現代の書のあゆみ」／『新美術新聞』 
2012年12月11・21日合併号
「『水滴』　現代を語る書（上）　新領域確立に心血」齋藤千鶴子／『毎日新
聞』（北海道版）　2013年1月26日
「書道界ニュース　『現代の書のあゆみ』展、 座談会『感じる書、味わう
書』」／『月刊書道界』 2013年2月号
「東京都美術館コレクションによる『現代の書のあゆみ』展、記念座談会
『感じる書、味わう書』」／『墨』 2013年3・4月号
「東京都美術館コレクションによる『現代の書のあゆみ』」／『書道』
2013年9月号

会場風景　撮影：大谷一郎
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公募展事業2
連携展

　東京都美術館は開館以来、美術や書などの公募団体の発表の場であり、有名無
名の芸術家による何百点、何千点という新作を毎年発表してきた。これまでは、
主に会場を提供する貸館事業という位置づけだったが、リニューアルオープン後
は、「つくる喜びを共有する場」とする公募展事業として確立。新たな事業の柱の
ひとつとして、美術館が公募団体や学校教育機関、グループと手を携えて関わり
を深めていくことになった。

公募団体ベストセレクション 美術 2012
TOKYO 書 2013 公募団体の今
都美セレクション 新鋭美術家 2013
都美セレクション グループ展公募 第 1回
同人展

学校教育展

東京都美術館が主催・共催し、公募団体その他のグループなどと連携協力し、
美術界の活性化を図る展覧会

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

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

公募団体展

講堂・スタジオ
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【連携展】

公募団体ベストセレクション 美術 2012
 Best Selection 2012

ポスター

ポスター チラシ

　全国の主要な公募団体の中から、公募展活性化企画審査
会美術部門が選定した27の美術団体による合同展覧会。
各公募団体の顔ともいうべき作家やその年の旬の作家が一
堂に会した。審査委員／大谷省吾（東京国立近代美術館企
画課企画展室長・主任研究員）、草薙奈津子（平塚美術館館
長）、建畠晢（京都市立芸術大学学長）、南嶌宏（女子美術大
学教授）

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
会期／平成24年5月4日（金・祝）～ 5月27日（日）
会場／公募展示室ロビー階第1・第2展示室、ギャラリー
A・B・C
出品点数／約180点
観覧料（当日）／一般600円
担当／武内厚子、中原淳行

関連企画
・記念座談会「文化としての団体展－その底力の根拠を探る」
5月5日（土・祝）14:00～ 16:00　講堂／参加者数85人
司会／南嶌宏（女子美術大学 教授、公募展活性化企画審査会委員）
登壇者／大成浩（国画会）、奥谷博（独立美術協会）、佐野ぬい（新制作協
会）、中山忠彦（白日会、日展）、松尾敏男（日本美術院）、宮田亮平（日展）、
山本貞（二紀会）
・出品作家によるアーティスト・トーク
公募展展示室ロビー階第1・第2展示室、ギャラリー A・B・C
第1回　5月4日（金）　13:00～　参加者数197人
第2回　5月13日（日）13:00～　参加者数270人
第3回　5月19日（土）13:00～　参加者数181人
第4回　5月27日（日）12:00～　参加者数416人
・絵画「浸水の森」から生まれる音楽と踊り
5月27日（日）12:00～ 12:40　公募展示室ロビー階第1展示室
美術家／小林裕児（春陽会会員）
出演／齋藤徹（コントラバス）、瀬尾高志（コントラバス）、上村なおか（ダ
ンス）、ジャン・ローレン・サスポータス（ダンス）
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参加団体と出品作家（参加団体名の五十音順に記載）
一陽会（森秀雄、鈴木力、山田忠、細川尚、小松正司、土井敬真）／一水会（小川游、玉
虫良次、山本耕造、弓手研平）／旺玄会（勝俣睦、斎藤寅彦、田中紘子）／行動美術協
会（江見絹子、畑中優、菊地武彦、岩崎純、西山三郎、松本雅之、平田茂）／光風会（遠
藤原三、西房浩二、石田宗之、児島新太郎）／国画会（大沼映夫、島田章三、佐々木豊、
井上悟、稲垣考二、安達博文、金守世士夫、増田陽一、サイトウ良、大成浩、菊地伸治、
原口健一、柚木沙弥郎、原山雅子、舩木倭帆）／示現会（樋口洋、佐藤祐治、中井悦子）
／自由美術協会（横尾茂、石田貞雄、醍醐イサム、平澤重信、田中シンタロウ、竹本鉄夫）
／主体美術協会（浅野修、齋藤典久、中城芳裕、山本靖久）／春陽会（小林裕児、西野雅子、
八代美紀、すずきくみこ、片山憲二、林和一、川井木綿）／新制作協会（佐野ぬい、渡
辺恂三、矢澤健太郎、上岡真志、小島隆三、藤田邦統、加藤昭男、瀧徹、大野匠、佐善圭、
佐伯和子、谷浩二）／水彩連盟（安達智行、上尾忠生、大貫達雄、渡辺愛子）／創画会（上
村淳之、滝沢具幸、吉川弘、植田一穂、久世直幸、荒木亨子）／創元会（工藤和男、倉
林愛二郎、福島保典）／東光会（佐藤哲、中西繁、菊池元男、野口稔）／独立美術協会（齋
藤研、絹谷幸二、本田希枝、金井訓志、髙澤哲明、奥谷太一）／二科会（中原史雄、西
健吉、中島敏明、山中宣明、茶谷弥宏、山下かじん、菅原二郎、竹屋修、嶋崎達哉）／
二紀会（山本貞、藪野健、遠藤彰子、井上護、柏本龍太、今林明子、米林雄一、小尾昌弘、
山手麻起子）／日洋会（小灘一紀、広田和典、松野行、関根光次）／日展（村田省蔵、桐
生照子、鈴木竹柏、中路融人、岩倉寿、土屋禮一、日影圭、松崎十朗、大樋年朗、今井
政之、春山文典、宮田亮平、南雲龍、井隼慶人、並木恒延、服部峻昇、山岸大成、林香
君）／日本水彩画会（小野月世、酒井保嘉、永野陽子、宮川美樹）／日本彫刻会（能島征
二、瀬戸剛、柴田良貴、中原篤徳）／日本版画協会（倉地比沙支、濱田富貴、遠藤美香、
池田潤）／日本美術院（岸野香、村岡貴美男、番場三雄、前田力、篠崎美保子、武部雅子）
／白日会（中山忠彦、深澤孝哉、湯山俊久、髙梨芳実、市村緑郎、山本眞輔、峯田義郎）
／美術文化協会（浅野輝一、石原収二、前橋義浩）／モダンアート協会（石川忠一、出水
徹、五嶋稔、中川知美、二子石義之、小松原洋生、本多榮子、三浦昌秀、村上保）

実績
入場者数／ 9,634人（1日平均437人）

総評
　美術団体の連合展開催は60年ぶりで、実現できたこと
が大きな成果である。アーティスト・トークの実施など親
しみやすい入口づくりにも努めた。しかし、目標入場者数
には及ばなかった。これは事前の広報不足や参加団体への
積極的働きかけの不足が考えられる。他事業との連携を考
えるなどして、次回につなげていきたい。

担当者より
　60年ぶりの美術公募団体による連合展であり、当館が
初めて美術公募団体と連携して開催した自主企画展である
本展は、実現したこと自体が成果でもあります。それぞれ
異なる特徴を持つ美術団体であるため、方向性が多様にな
り、まとまりが薄れた部分もありましたが、その多様性こ
そが各団体の現在の姿を如実に現していたといえます。会
期中は、来館者と作家や作品との距離を近づけることがで
きるよう、出品作家が自作の前で語るアーティスト・トー
クや、対話による鑑賞の手法であるVTSを用いた鑑賞ツ
アーを行いました。本展は、毎年連続して開催する展覧会
であり、展覧会としての更なる質の向上を今後も続けてま
いります。（武内）

掲載記事など
「公募団体の“壁”越え連携選抜展」／『毎日新聞』 2012年5月9日夕刊
「公募団体ベストセレクション 美術 2012」／『東京新聞』 2012年5月
11日夕刊
「『わたし一人の美術時評』第22回美術団体再考」藤田一人／『芸術新潮』
　2012年6月号
「『画壇、破傘』第131回　『公募団体べストセレクション』展」佐々木豊／
『美じょん新報』　2012年6月20日号

会場風景　撮影：末正真礼生
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【連携展】

TOKYO 書 2013 公募団体の今
 TOKYO “SHO” 2013: Japanese Calligraphy Today

　当館初めての「書」の自主企画展。関東に拠点を置く書の
公募団体から、公募展活性化企画審査会書部門によって選
出された18の団体を選定。その団体が推薦する若手から
中堅作家までの38人の作家による多彩な書作品96点が展
示された。審査委員／大橋修一（埼玉大学教授）、笠嶋忠幸
（出光美術館学芸課長代理）、髙橋利郎（大東文化大学准教
授）

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
協力／産経国際書会、財団法人毎日書道会、読売書法会
後援／朝日新聞社、産経新聞社、毎日新聞社、読売新聞社
会期／平成25年1月4日（金）～ 1月16日（水）
会場／公募展展示室ロビー階第1・第2展示室
出品点数／ 96点
観覧料（当日）／一般500円、団体（20名以上）400円、65
歳以上300円
担当／田村麗恵

関連企画
・アーティスト・トーク
公募展示室　ロビー階第1・第2
1月6日（日）14:00～　／参加者数 平均94人
1月12日（土）14:00～　／参加者数 平均100人
1月14日（月・祝）14:00～　／参加者数 平均61人

参加団体と出品作家（参加団体名の五十音順に記載）
奎星会（佐伯孝子、友葭良一）／謙慎書道会（井上清雅、大橋洋之、岩井
秀樹、綿引滔天）／玄潮会（岩田明倫）／現日会（越智麗川、木原光威）
／書海社（加藤昌韻、小川溪華）／書星会（宮負丁香、伊場英白、飛田冲
曠）／書壇院（横山菁絢、佐藤瑞雲）／書道一元會（星野岑山）／書道芸
術院（小竹石雲、下谷洋子、千葉蒼玄）／創玄書道会（加藤裕、鈴木不倒、
吉田成美、金子大蔵）／貞香会（中村青藍）／東京書道会（鈴木響泉）／
東洋書芸院（町山一祥）／独立書人団（村松太子、松﨑礼文）／日本刻字
協会（安齋佳子、安藤尤京）／日本書作院（小野江華、山内香鶴）／日本
書道美術院（荒井智敬、渡邉之響、渡辺貴彦）／藍筍会（和田澄子、専徒
伸夫）

ポスター

チラシ 図録表紙
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実績
入場者数／ 8,330人（1日平均694人）

総評
　書道団体が流派を越えて一堂に会する展示が好評で、参
加団体や鑑賞者の満足度は高かった。書壇の活性化、公募
展全体の活性化にも寄与したと考えられる。さらにわかり
やすい解説、関連事業との連動が、今後の課題となった。

担当者より
　本展は当館にとって初の「書」に焦点を当てた自主展で、
連携展として関東拠点の18団体の協力により開催しまし
た。作家1人あたり幅10メートルの壁面を使用し、1人1
点～ 6点の計96点が出品されました。サイズを見ても篆
刻の数センチ四方の掌大の作品から、幅9メートルや高さ
4メートルに至る超大作といった幅広さがあり、また、今
日の書の多様な表現分野を網羅することができたことで、
鑑賞者からバラエティに富む「書の今」を感じることができ
たと好評を博しました。次代を担う作家たちによる、緊張
感とエネルギーの漲る空間となった本展は、今後5年間継
続して開催する予定ですが、新たな書の表現が展開する舞
台となる可能性を秘めているのではないかと自負していま
す。（田村）

掲載記事など
「TOKYO 書 2013　公募団体の今　18団体の38作家・96点」／『新美
術新聞』　2012年12月11・21日号

「『TOKYO 書 2013 公募団体の今』展について」大橋修一／『月刊書道界』
2013年1月号
「TOKYO 書 2013」／『産経新聞社　事業局公式ブログ』　2012年12
月5日、2013年1月3日
「TOKYO 書 2013：若手紹介の試み始動　東京都美術館で、あすまで」
桐山正寿／『毎日新聞』　2013年1月15日夕刊
「『Art Topics』　圧倒的な迫力 !　前衛書家・千葉蒼玄さん、鎮魂の書」
／『月刊美術』 2013年2月号

「展評　都美館『TOKYO 書 2013 公募団体の今』」／『新美術新聞』
2013年2月21日号
「『らんだむ』　TOKYO 書 2013　公募団体の今 書団体自身が、いかに
自覚するか」田宮文平／『墨』 2013年3・4月号

会場風景　撮影：大谷一郎
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【連携展】

都美セレクション 新鋭美術家 2013
 TOBI Selection : Budding Artists 2013

　平成24年5月に開催した「公募団体ベストセレクショ
ン 美術 2012」に出品した新鋭作家6人による連立個展形
式の展覧会。作家は公募展活性化審査会美術部門により選
定。テーマや表現方法、モチーフなどがそれぞれ異なる6
人の作家の世界を、じっくり鑑賞できる構成になった。審
査委員／大谷省吾（東京国立近代美術館企画課企画展室
長・主任研究員）、草薙奈津子（平塚美術館館長）、建畠晢（京
都市立芸術大学学長）、南嶌宏（女子美術大学教授）

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
会期／平成25年2月19日（火）～ 3月7日（木）
会場／ギャラリー C
出品点数／ 51点
観覧料（当日）／一般500円、団体（20名以上）400円、65
歳以上300円
担当／武内厚子、中原淳行

関連企画
・アーティスト・トーク
第1回  2月23日（土）14:00～　ギャラリー C／参加者数75人
アーティスト／今林明子（二紀会）、児島新太郎（光風会）、嶋崎達哉（二
科展）
第2回  2月24日（日）14:00～　ギャラリー C／参加者数105人
アーティスト／岩崎純（行動美術協会）、岸野香（日本美術院）、濱田富貴
（日本版画協会）　
・対話による作品鑑賞ツアー
第1回  3月2日（土）14:00～　  ギャラリー C／参加者数9人
第2回  3月3日（日）14:00～　  ギャラリー C／参加者数10人

チラシ

図録表紙

出品作家と主な作品
今林明子／《陰影礼讃》《光の旋律》《それでも世界は廻り続ける》《夜
の帳が降りる頃》、岩崎純／《流転》《思考するケムリ》《風積》《time》、
岸野香／《Trip》《伴奏》《水精》《親友》、児島新太郎／《リフレイン》《久
遠》《満月のゆうべ》《葉輝》、嶋崎達哉／《Angelo Custode（守護天使A・
B）》《Donna Violetta》《Donna Sciarpa》《はるかなる時を見つめて 
2010》、濱田富貴／《membrane》《かたち -63“世界樹”》《かたち -65“空
中線”》《種》《胚》《脈管》《門》など
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実績
入場者数／ 3,046人（1日平均190人）

総評
　一人の作家が数点の作品を出品し、公募展とは異なるま
とまった紹介となった。外部評価委員会からは「館の独自
な視点で評価・紹介したことに意義がある。継続により評
価が定まることに期待」と評価された。会期の短さは今後
の課題となった。

担当者より
　本展は、90年にわたる美術公募団体との関わりの中で
生まれた当館ならではの切り口の展覧会であり、美術公募
団体に出品する若手作家というテーマ設定は公立美術館で
初めてのことです。展覧会小冊子には略歴や作家解説を掲
載することで資料性を高め、また、展覧会会期中は担当学
芸員と作家との対話を交えたアーティスト・トークや、対
話による鑑賞の手法のVTSを用いた鑑賞ツアーなどの関
連事業を行い、公募団体展の中では目の止まりにくい若手
作家を広く紹介できるように配慮しました。（武内）

掲載記事など
「公募団体の顔、新鋭6人の作品展」／『インターネット・ミュージアム』
2013年2月
「団体展の新鋭、現代美術風 都美展」／『朝日新聞』 夕刊 2013年2月27日
「今月のピックアップ 」／『SKYMARK』　2013年2月号（vol.71）

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）
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出品作家
小島秀子、加藤富喜、鶴田昌子、土屋直人、坂田峰子、森田麻里、桂川
美帆、大木夏子、大谷敦子、角谷啓男、雪ノ浦祐一、泉さやか、佐藤典
克、鈴木祥太、本田ゆうすけ、長谷川大祐 、北原進、頼高純音

【連携展】

都美セレクション グループ展公募 第1回
 Group show of Contemporary Artists 2012

　リニューアルオープンを機に新たに開始した企画。従来
の発想にとらわれない新しい表現を追求するグループを公
募し、応募した52グループから審査を通して選ばれた11
のグループの展覧会を開催。8月から3月にわたって5つ
の会場で行われた。選考委員などは以下の通り。

平成24年度展覧会開催グループ 公募及び選考
募集期間（公募）／平成23年6月8日（金）～ 8月20日（月）
応募総数／ 52件
審査委員／大谷省吾（東京国立近代美術館企画課企画展室
長・主任研究員）、大橋修一（埼玉大学教授）、笠嶋忠幸（出
光美術館学芸課長代理）、草薙奈津子（平塚市美術館館長）、
髙橋利郎（大東文化大学准教授）、建畠晢（京都市立芸術大
学学長）、南嶌宏（女子美術大学教授）、真室佳武（東京都美
術館館長）
平成25年度展覧会開催グループ 公募及び選考
募集期間（公募）／平成24年4月13日（金）～ 6月20日（金）
応募総数／ 31件
審査委員／大谷省吾（東京国立近代美術館企画課企画展室
長・主任研究員）、大橋修一（埼玉大学教授）、笠嶋忠幸（出
光美術館学芸課長代理）、草薙奈津子（平塚市美術館館長）、
髙橋利郎（大東文化大学准教授）、南嶌宏（女子美術大学教
授）、真室佳武（東京都美術館館長）

主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、
各参加グループ
会期／平成24年8月～平成25年3月　※断続的に開催
会場／公募展示室、ギャラリー A、B、C
観覧料／無料
担当／小林明子、武内厚子、河合晴生、平方正昭

月火水木金土日……想いを繋ぐ
会期／平成24年8月12日（日）～ 8月18日（土）
会場／公募展示室2F 第3展示室
入場者数／ 1,485人
　染織・染色・陶磁・金工・木漆の工芸作家が、「作家同士」
「作品同士」「使い手」との繋がりに想いをこめた作品を発
表。

工房集作品展『生きるための表現』
会期／平成24年9月9日（日）～ 9月16日（日）
会場／公募展示室1F 第4展示室　
入場者数／ 3,209人
後援／埼玉県、川口市、さいたま市、蓮田市、白岡町、社
会福祉法人埼玉県社会福祉協議会、社会福祉法人川口市社
会福祉協議会、社会福祉法人さいたま市社会福祉協議会、
社会福祉法人蓮田市社会福祉協議会、社会福祉法人白岡町
社会福祉協議会、全国障害者問題研究会、障害者の生活と
権利を守る全国連絡協議会、きょうされん、埼玉県発達障
害福祉協会、埼玉県社会就労センター協議会、埼玉県精神
障害者社会福祉事業者運営協議会、埼玉県身体障害者療護
施設協議会、川口市内障害者施設運営団体連絡会、埼玉新
聞社、朝日新聞さいたま総局、読売新聞さいたま支局、毎
日新聞さいたま支局、東京新聞さいたま支局、産経新聞さ
いたま総局
協賛／みぬま福祉会後援会、川口・浦和太陽の家家族会、
大地家族会、太陽の里家族会、大宮太陽の家家族会、浦和
歩む会、障害者の生活を高める川口市民の会・太陽部会、
大宮障害者の施設づくりをすすめる会、障害者の豊かな福
祉をめざす会、社会福祉法人かがやきの会、社会福祉法人
皆の郷、社会福祉法人ともに福祉会、社会福祉法人鴻沼福
祉会、あらぐさ福祉会後援会、社会福祉法人日和田会かわ
せみ、Cafe＆gallery温々、小出由紀子事務所、山森小児科、
珈琲焙煎豆屋＆夢ひろばこらんしょ、株式会社駒沢建設、
野崎税務会計事務所、マキイマサルファインアーツ、レス
トラン・ギャラリー楽の蔵、東企画、株式会社スーパーエ
イト、株式会社ビームス、テレビマンユニオン、大野建設
株式会社、株式会社雄飛堂

参加グループ（会期順）

チラシ
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出品作家
渡辺孝雄、渡邉あや、西川泰弘、前田貴、田中悠紀、小森谷章、佐々木
華枝、柴田鋭一、納田裕加、大倉史子、尾崎翔悟、齋藤裕一、野田夢友、
関翔平、羽生田優、武石トシ子、五十嵐久、横山明子、足立暁子、阿部
美幸、三角賢治、安藤正幸、太田博子、長谷部浩紹、佐々木省伍、鈴木
千夏、梅澤勝典、白田直紀、田中啓示、後藤友康、宮川佑理子、柏葉康
之、鈴木大視、井林尚輝、小山健太、黒川幸司郎、今井幸彦、岡田亜弓、
足立直久、天野孝太郎、金子慎也、阿久津康仁、石井隆浩、林直登、宮
里亨、片波見知代、伊勢川秀穂、長谷川昌彦、伊藤裕、大橋直行、早船
和也、荒井尭、鴨志田勇貴、栗田英二、和田良弘、栗原和秀、横山涼、
高谷こずえ、金子隆夫、箭内裕樹、平井亮太、成宮咲来、鶴岡一義、野
本竜士、大串憲司、野口敏久、緑川悠貴、大内健太、石黒尚巌、鴇田恵
子、高橋創、福田勝則、梅澤翔、成本忠臣、本間充宏、杉浦公冶、松山
真由美、木代至子、関友子、田村美弥、鈴木潤、諸岡幸一郎、嶋修二、
関口忠司、土屋莉恵、土屋郷子、高山栄一、小澤邦晃、岩瀬賢美、関谷
由美子、篠原誠、水野裕一、大塚勝子、大塚たね、箕田哲実、矢部幸治、
松崎亮、遠藤好三、長田繁子、吉律子、小西清子、横山松幸、草野結美、
大久保雅章、福島香織、渋谷博一、関根嘉宏、阿部佐知子、鈴木聡子、
中野真、福島良、三浦貴大、関根一博、小泉千尋、藤田英高、田島絵里、
鈴木綾乃、廣川由布子（代表：宮本恵美）
関連イベント
「ギャラリー・トーク『障害のある人の表現活動の魅力』」、日時：9月9
日（日）14:00～15:00、出演：中津川浩章（本展ディレクター）、ゲスト 
東ちづる（女優）

　埼玉県川口市の「工房集」に関わる118名の障害のあるメ
ンバーによる、絵画・立体・ドローイング・織りを展示。

出品作家
後藤久慶、齊藤寛之、小林正樹、福成三太
関連イベント
「T氏邸茶会及びギャラリートーク」、日時：10月14日（日）11:00～、
13:30～、15:00～、16:30～

とある雑食美術愛好家T氏コレクションより
会期／平成24年10月13日（土）～ 10月19日（金）
会場／ギャラリー B　　
入場者数／ 1,265人
協賛／鎌倉 すざく　特別協力／艸心流瓶華 蒲田智　
協力／茶道家 芦田隼、六林会、（株）岩崎造園、（有）小野
工務店、OVERTAX-RACING、アースデザイン、竹内あ
きじ
　鎌倉彫や鍛金などの技法と素材に造詣の深い工芸作家
と、素材を使い分ける現代美術家が共同でひとつの空間を
つくる。 企業メセナ協議会助成認定活動

協力／横浜市民ギャラリーあざみ野（公益財団法人横浜市芸術文化振興
財団）
出品作家
赤坂有芽、永岡大輔、松本力
関連イベント
「朗読パフォーマンス・アーティストトーク」、日時：12月1日（土）
13:30～、トークゲスト :塩見淳一郎（科学者）

未知のまなざし
会期／平成24年11月26日（月）～ 12月2日（日）
会場／ギャラリー A　　
入場者数／ 456人
　3人のアーティストがアニメーションを壁面や床面を使
い映像群として投影するビデオインスタレーション。

出品作家
開田裕治、アオガチョウ、岡健之、奥田茂喜、加藤直之、工藤稜、
CLICK CRACK、近藤るるる、寒河江智果、添田一平、竹内信善、武
田信之、Deino、寺田克也、天神英貴、とやまみーや、永野のりこ、西
川伸司、韮沢靖、パトリック・ギャノン、濱元隆輔、百武朋、藤ちょこ、
松村しのぶ、緑川美帆、村田らむ、山脇隆、夢路キリコ、前田ヒロユキ
（代表 :廣瀬和宏）
オリジナル音楽制作
打田十紀夫、八尋健生（不気味社）

群龍割拠　猫とドラゴン展
会期／平成24年10月21日（日）～ 10月28日（日）
会場／ギャラリー C　　
入場者数／ 6,894人
　怪獣絵師の開田裕治を旗印に、アニメ・特撮・SF・マ
ンガ・ゲームなどのフィールドで活躍するクリエーター
が、猫とドラゴンをテーマに競演。
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出品作家
藤森大雅、角田健一、加藤寛章、石丸真弥、山本晃一、谷川将樹

墨痕　　―〈書〉×〈画〉の四季彩―
会期／平成25年1月4日（金）～ 1月10日（木）
会場／ギャラリー C　
入場者数／ 2,634人
　書と日本画の6人の作家が「四季」をテーマに競演、全員
による合作をメインにジャンルを超えた表現の作品を展
示。

出品作家
まなごのりこ、濱野十起子、杉山映子、佐藤修、ミカミイズミ

テキスタイルレシピ
会期／平成25年1月19日（土）～ 1月24日（木）
会場／ギャラリー B
入場者数／ 1,305人
　5人のテキスタイル作家が、生活スタイルとそこから生
まれるイメージをそれぞれの調理法（レシピ）で表現する。

出品作家
オルドジヒ・クルハーネク、園山晴巳、秋山潔、阿部彰、上田靖之、上
野遒、ウチダヨシエ、大沼正昭、加藤聖、五島三子男、笹井祐子、柴田
昌一、田辺和郎、為金義勝、出店久夫、中島けいきょう、中山隆右、萩
原季満野、利渉重雄
関連イベント
「ギャラリートーク」、日時：12月7日（金）14:00～ 15:00、ゲスト :ペ
トル・ホリー氏（チェコセンター所長／チェコ共和国大使館一等書記官）

『版17特別展―越境する版表現』 
オルドジヒ・クルハーネクと現代日本版画
会期／平成24年12月5日（水）～ 12月11日（火）
会場／ギャラリー C　　
入場者数／ 1,246人
後援／チェコセンター、チェコ大使館、佐喜眞美術館
　日本の現代版画作家グループ「版17」とチェコ共和国の
巨匠版画家オルドジヒ・クルハーネクの銅版画作品とのコ
ラボレーション展。

出品作家
五十嵐純、出津京子、猪原隆広、岩﨑清子
関連イベント
①「Tee Planet Project」、日時：会期中　②「ゲストと出品作家によるトー
ク」12月16日（日）16:00～ 17:00、ゲスト　南嶌宏（女子美術大学教授）

ここから見える景色は最高
会期／平成24年12月13日（木）～ 12月20日（木）
会場／ギャラリー A　　
入場者数／ 704人
　異なる手法で制作を続ける80年代生まれの作家たち
が、それぞれの「ここ」から見てつくり上げた作品を展示。
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実績
全体の入場者数／ 22,930人（1日平均314人）

総評
　これまでの東京都美術館とは異なる新しい表現が展示さ
れ、若い世代も増えた。館の独自性を感じる意欲的な企画
で、今後、アート・コミュニケーション事業との連携など
が推進されることを期待したい。

担当者より
　第1回展として実施した11グループの展示は、若手の
瑞々しいインスタレーションから、ベテランの実力を見せ
た骨太な企画まで、予想をはるかに越えるバラエティ豊か
な内容となりました。「また参加したい」という声もあり、
作家支援を目的とするリニューアル後の新しい試みとして
有意義であったことを実感しています。美術館として協力
できることの限られている中、熱意と底力を発揮し、企画
をかたちにした参加者に、担当者自身が多くを学び、その
真摯な姿に励まされました。参加作家の方々にとって、今
回のグループ展がそれぞれの通過点として刻まれ、今後の
さらなる活動のきっかけとなることを願ってやみません。
（小林）

掲載記事など
「著名クリエイター・アーティスト30人による“群龍割拠 猫とドラゴン
展”、東京都美術館で2012年10月開催」／『ファミ通 .com』2012年8月
1日
「『猫とドラゴン展』に近藤るるる、永野のりこ、寺田克也ら」／『コミッ
クナタリー』2012年10月16日
「『Art Crossing』版17特別展　オルドジヒ・クルハーネクと現代日本版
画」／『新美術新聞』2012年12月1日号
「ここから見える景色は最高」村田真／『artscape』2012年12月19日
「Ezotic ART　蝦夷的藝術展」／『北海道新聞』2013年3月2日

出品作家
山口紗友美、芳賀咲歩、大池杏奈、轟茉衣華

STAR DUST
会期／平成25年2月15日（金）～ 2月21日（木）
会場／ギャラリー B　
入場者数／ 2,037人
　STAR DUST（星くず）をテーマに、クラフトやペーパー
クイリングの技法を用いて、空間全体をディスプレイのよ
うに演出する展覧会。

出品作家
Ezotic Troupe（蝦夷的藝術団）／渡辺元佳、風間天心、村山之都、山田
啓貴、福森崇広、矢口佳那、千葉隆弘、吉田浩気、スズキナツコ、菊谷
達史、川上亜里子
関連イベント
「祝鹿―SHUKUGA―」、日時：3月3日（日）16:30～ 17:00、出演　渡
辺元佳、茂呂剛伸（北海道縄文太鼓演奏）

Ezotic ART 蝦夷的藝術
会期／平成25年3月2日（土）～ 3月8日（金）
会場／ギャラリー A　
入場者数／ 1,695人
助成／公益財団法人朝日新聞文化財団
協力／株式会社山三ウチノ、有限会社トムズコーポレー
ション
　「北海道」を原風景に持つ作家たちが平面・立体・インス
タレーションなど様々な表現方法で制作した約50点の作
品。

会場風景　撮影：ただ（ゆかい）
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　「同人展」は、作品を必ずしも公募しない団体の発表の場
として新たに設定された。一定の運営力と実績のある同人
を対象に、応募があった12団体から公募展活性化企画審
査会の審査を経て選ばれた5つの同人に発表の場を提供す
ることとなった。選定された同人は平成24年度から平成
28年度までの5年間開催することができる。

団体名／立軌会
展覧会名／第85回記念 立軌展
分野／油彩画
会期／平成24年10月13日（土）～ 10月28日（日）
会場／公募棟1階第1展示室
入場者数／ 4,634人

団体名／新美術団体協議会
展覧会名／第3回 新美協展
分野／油彩画、水墨画、書、日本画、彫塑・立体、水彩画、
写真、工芸
会期／平成24年10月12日（金）～ 10月19日（金）
会場／ギャラリー C
入場者数／ 2,601人

団体名／ Artist Group－風－
展覧会名／ 2012年 第1回Artist Group ―風―
分野／平面作品
会期／平成24年10月20日（土）～ 10月28日（日）
会場／ギャラリー B
入場者数／ 2,253人

団体名／現代日本彫刻作家連盟
展覧会名／第6回 現代日本彫刻作家展
分野／彫塑
会期／平成25年2月15日（金）～ 2月21日（木）
会場／ギャラリー A
入場者数／ 2,419人

団体名／合同水墨
展覧会名／第8回合同水墨
分野／水墨画
会期／平成25年2月22日（金）～ 2月28日（木）
会場／公募棟1階第1展示室
入場者数／ 5,616人

同人展

平成24年度の開催



東京都公立学校美術展覧会（東京都教育委員会）

第6回 ガラス教育機関合同作品展
（ガラス教育機関合同作品展実行委員会）
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東京私立中学高等学校協会 私立中学高等学校  11月17日（土）～11月24日（土） *         ●       2,434 
 生徒写真・美術展
東京都高等学校文化連盟  東京都高等学校文化祭  12月13日（木）～12月16日（日） *         ●       1,903
美術・工芸部門 美術・工芸部門 中央展  
東京藝術大学 東京藝術大学 卒業・修了作品展 1月26日（土）～1月31日（木）     ● ●   ● ●   ●  ● 15,091 
東京学芸大学　 東京学芸大学書道専攻 卒業制作展 1月26日（土）～1月31日（木）              ●  2,530 
東京都教育委員会 東京都公立学校美術展覧会 2月9日（土）～2月14日（木）     ●    ● ●      61,732 
台東区教育委員会 台東区立小・中学校連合作品展 2月8日（金）～2月14日（木）           ●     15,257 
東洋美術学校 東洋美術学校　第64回 卒業制作展 2月9日（土）～2月13日（水）        ●    ●    3,696 
東京都立総合芸術高等学校 東京都立総合芸術高等学校  2月8日（金）～2月14日（木）      ●          5,324 
 卒業制作展
東京都専修学校各種学校協会 専門学校美術展 2月22日（金）～2月28日（木）         ● ●      4,207 
東北芸術工科大学 東北芸術工科大学 卒業・修了展 2月23日（土）～2月27日（水）           ● ● ●   3,516 
 〔東京展〕
女子美術大学・短期大学部・付属高等 女子美スタイル2012（女子美術大学大 3月2日（土）～3月8日（金） *     ● ●   ● ●      5,232 
学校 学院・大学・短大選抜卒業・修了制作展
 ／付属高校卒業制作展） 
文星芸術大学 文星芸術大学 卒業・修了制作展 3月2日（土）～3月8日（金） *           ●     2,917 
東京都立工芸高等学校 東京都立工芸高等学校 卒展 3月2日（土）～3月5日（火） *       ●         2,497 
ガラス教育機関合同作品展実行委員会 第6回　ガラス教育機関合同作品展 3月10日（日）～3月17日（日） *             ● ●  1,602

団体名 展覧会名 会期  会場               入場者数
 （「*」印の会期は休館日あり）  公募展示室          ギャラリー
   2階    1階    ロビー階        
   1棟 2棟 3棟 4棟 1棟 2棟 3棟 4棟 1棟 2棟 3棟 4棟  A B C 

　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
品などが立て続けに行われる。この時期は若い人たちや家
族連れが公募展示室にあふれ、熱気を帯びる。
　こうした教育機関による展覧会は、これまでは公募展の
ひとつに位置づけられていたが、リニューアル後は「アー
トへの入口」という使命から、児童生徒・学生が初めて美
術館に出品するという趣旨を重視した「学校教育展」と改

学校教育展

め、公募団体展に先がけ展示室の使用割当を行うこととし
た。対象は、都内の教育委員会、都内の私立学校協会、都
内の専修学校各種学校の協会及び都内の学校の連盟、都内
の芸術系高校、都内の芸術系専修各種学校、大学である。
　平成 24年度は東京藝術大学との卒展プロデュースチー
ム Produce and Action（P

パ ン ダ

andA）や　「とびらプロジェク
ト」（P46～参照）が連動して、卒業制作展の会場をめぐ
るツアーやトークイベント、ミュージアムショップによる
ドローイングの販売など新しい試みを行った。

女子美スタイル2012（女子美術大学・短期大学
部・付属高等学校）

東京藝術大学 卒業・修了作品展（東京藝術大学）

平成24年度学校教育展一覧（会期順）
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　東京都美術館は、開館以来85年余りにわたって芸術家
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を機に
公募団体展は、これまでの貸館事業から「つくる喜びを共
有する場」とし、連携展や学校教育展と並ぶ公募展事業の
ひとつとして位置づけることとなった。大きな特徴は、展
示室の使用割当について初めて審査システムを導入、その
結果に基づいて会期・会場を割り当てることになったこと
である。
　平成24年度の公募団体展は259の展覧会が行われた。
詳細は次ページ以降参照。

使用割当に関する審査
　平成24年度に開催した公募団体展から展示室などの使
用割当方法が変更となった。これは東京芸術文化評議会の
答申を踏まえ、貸出基準を明確化・厳密化し、公正性を確
保することになったからである。実際には、外部有識者に
よる公募展等審査会で審査を行い、団体としての運営力・
実績及び本館の基本使命との合致度を基準に4つのグルー
プに分けて、会期・展示室を割り当てる。

公募団体展

・平成24年度開催の公募団体展の審査
　平成24年度開催分は平成22年度に審査された。具体的に
は以下の通りに進められた。なお、実績のある第1～第3グ
ループは、初年度の結果を持って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。
平成22年4月　公募団体展募集要項発行／申請数275団体
　　　　 6月　一次審査（使用資格）／ 267団体通過
　　　　 8月　二次審査（使用割当）後、4つのグループ分け
　   9～ 12月　グループごとに抽選などを行う
平成23年2月　東京都美術館運営委員会に付議
　　　　 3月　265団体の使用割当決定
・平成25年度の公募団体展の使用割当
　公募団体展の使用割当の手続きは、開催する前々年度から
始まる。平成25年度開催分は、休館中の平成23年度に行わ
れた。申請数63団体に対し、62団体の使用割当を決定。な
お、第1～2グループはこの審査結果をもって2～4年目の
審査に代えるため、4年連続して使用できる。
・平成26年度の公募団体展の使用割当
　平成26年度に開催する公募団体展の使用割当は平成24年
度に行われ、申請数61団体に対し、57団体の使用割当が決
定した。なお、第1～2グループはこの審査結果をもって2
～3年目の審査に代えるため、3年連続して使用できる。

実績
の稼働率が維持できた。外部からは「柔軟な受け入れ姿勢
に好感が持て、新たな使用希望が増えることが予想される」
と評価された。ウエブサイトなどを使った、よりわかりや
すい案内が必要である。

グループ／ 団体数 割合（％）	 分野
   総合 洋画 日本画 版画 彫刻工芸 書 その他
Ⅰ 20 7.7 5 3 3 1 2 5 1
Ⅱ 85 32.7 41 1 4 2 6 23 8
Ⅲ 98 37.7 46 6 10 0 3 25 8
Ⅳ 56 21.6 17 2 5 0 2 26 4
合計 259 100 109 12 22 3 13 79 21
割合 (%) 100 100 42 5 9 1 5 30 8

　使用承認された260団体のうち1団体が使用を辞退した
ため、学校教育展を含めた公募展示室の稼働率は100％、
ギャラリーの稼働率は98.2％となった。

総評
　使用割当のしくみの変更をはじめ、リニューアルによっ
て展示室使用や動線も変わり、公募団体展関係者にはとま
どいがあったようだが、それにもかかわらず、ほぼ100％

総合：複数の分野で開催／日本画：水墨画を含む
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平成24年度 公募団体展 一覧（会期順）

モダンアート協会 第62回 記念 モダンアート展 4月1日（日）～4月15日（日）         ● ● ● ● ● ●  総合 13,483 
日本手芸普及協会 第11回 キルト日本展 4月1日（日）～4月6日（金）     ●           その他 3,841 
独立美術協会 独立春季新人選抜展 4月1日（日）～4月6日（金）      ●          洋画 2,325 
日本遊印アート協会 第21回 日本遊印アート協会展 4月1日（日）～4月6日（金）       ●         その他 2,560 
ユネスコ美術教育連盟 第35回 国際美術展 4月1日（日）～4月6日（金）        ●        総合 1,304 
サロン・ブラン美術協会 第16回 日仏現代国際美術展 4月1日（日）～4月6日（金） ●               総合 3,725 
東方書道院 第55回 東方書展 4月1日（日）～4月6日（金）  ● ● ●            書 5,204 
日本パステル画会 第88回 日本パステル画会展 4月1日（日）～4月6日（金）               ● 洋画 3,419 
日本書道院 第61回 日本書道院「華甲」展 4月8日（日）～4月15日（日） ● ●   ● ● ● ●        書 8,909 
光陽会 光陽展 4月8日（日）～4月15日（日）   ● ●            総合 10,473 
東京きりえ美術会 第31回 東京きりえ美術展 4月9日（月）～4月14日（土）               ● その他 2,926 
現代工芸美術家協会 第51回 日本現代工芸美術展 4月18日（水）～4月23日（月）         ● ●      彫刻工芸 10,181 
二科会 春季二科展 4月17日（火）～4月23日（月）           ● ●    総合 8,917 
平泉会 第1回 平泉会選抜展 4月18日（水）～4月23日（月）     ●           総合 4,678 
大道書学院 第44回 大道展 4月18日（水）～4月23日（月）      ●          書 3,799 
日本水墨画協会 第45回 日本水墨画展 4月18日（水）～4月23日（月）       ●         日本画 4,458 
ベラドンナの會 第8回 ベラドンナ・アート展 4月18日（水）～4月22日（日）        ●        総合 1,673 
国画水墨院 第17回 国画水墨院展 4月17日（火）～4月23日（月） ●               日本画 1,535 
日本扇面芸術協会 第33回 国際扇面展 4月18日（水）～4月23日（月）  ●              その他 4,471 
東邦書院 第35回 東邦書画公募展 4月18日（水）～4月23日（月）   ●             書 3,266 
産経書のアート協会 第28回 書のアート展 4月18日（水）～4月23日（月）    ●            書 1,323 
日本彫刻会　　 第42回 日彫展 4月19日（木）～4月30日（月）             ● ● ● 彫刻工芸 8,160 
全日本中国水墨芸術家連盟 日中国交正常化四十周年記念事業  4月24日（火）～4月30日（月）         ●       総合 2,863 
 第16回 全日中展・東京国際美術大展
新生美術会 45周年記念 第43回 新美展 4月24日（火）～4月30日（月）          ●      総合 4,015 
東光会 第78回 東光展 4月25日（水）～5月10日（木）     ● ● ● ●   ● ●    総合 23,090 
墨美会 第29回 墨美展 4月25日（水）～4月30（月） ●               総合 1,714 
墨人会 第101回 公募 墨人展 4月25日（水）～4月30日（月）  ●              書 1,115 
国際墨絵協会 公募第24回 国際墨絵展 4月25日（水）～4月30日（月）   ●             日本画 1,175 
一陽会 東京支部 第16回 一陽会東京展 4月25日（水）～4月30日（月）    ●            総合 1,681 
新世紀美術協会 第57回 新世紀展 5月2日（水）～5月10日（木） ● ● ● ●            総合 8,273 
日本画院 第72回 日本画院展 5月12日（土）～5月20日（日）       ●    ● ●    日本画 5,744 
全日本職場美術協議会 第66回 職美展 5月12日（土）～5月20日（日）     ● ●          総合 5,821 
日本彩美会 第17回 彩美展 5月12日（土）～5月20日（日）        ●        総合 1,733 
美術文化協会 第72回 美術文化展 5月12日（土）～5月20日（日） ● ● ●             総合 3,550 
新洋画会 第34回 公募新洋画会展 5月12日（土）～5月20日（日）    ●            総合 3,495 
亜細亜美術交友会 第48回 亜現展 5月23日（水）～5月30日（水）           ● ●    総合 4,689 
旺玄会 第78回 旺玄展 5月23日（水）～5月30日（水）     ● ● ●         総合 9,917 
自由美術協会 第1回 東京・自由美術展 5月23日（水）～5月30日（水）        ●        総合 1,869 
日本画府 第59回 日府展 5月22日（火）～5月30日（水） ● ● ●             総合 5,755 
新興美術院 第62回 新興展 5月23日（水）～5月30日（水）    ●            日本画 3,053 
日本水彩画会 100周年記念日本水彩展 6月1日（金）～6月9日（土）         ● ● ● ●    洋画 15,084 
大調和会 第51回 大調和展 6月1日（金）～6月9日（土）     ● ● ●         総合 16,914 
日本リアリズム写真集団 公募写真展 第37回　「視点」 6月1日（金）～6月9日（土）        ●        その他 6,156 
新象作家協会 第55回記念 新象展 6月1日（金）～6月9日（土） ● ● ●             総合 3,890 
新美術協会 第59回 新美術協会展覧会 6月1日（金）～6月9日（土）    ●            総合 2,422 
創型会 第60回記念 創型展 6月1日（金）～6月9日（土）             ● ● ● 彫刻工芸 7,409 
独立書人団 2012 独立選抜書展・ 6月11日（月）～6月19日（火）         ● ● ●     書 8,301 
 第6回 全国高校生大作書道展
二元会 第51回 二元展 6月11日（月）～6月19日（火）        ●    ●    総合 6,760 
日本板画院 第62回 板院展 6月11日（月）～6月19日（火）     ● ●          版画 9,284 
日工会 第22回 工芸美術 日工会展 6月11日（月）～6月19日（火）       ●         彫刻工芸 3,955 
創造美術会 第65回 創造展 6月11日（月）～6月19日（火） ● ● ●             総合 5,754 
地平 第14回 地平展 6月10日（日）～6月19日（火）    ●            総合 1,075 
日本染織作家協会 第35回 日本染織作家展 6月12日（火）～6月17日（日）             ●   彫刻工芸 657 
新展美術協会 第9回 国際公募・新展 6月11日（月）～6月19日（火）              ●  総合 1,036 
日本民主青年同盟 第37回 青年美術展 6月11日（月）～6月19日（火）               ● 総合 961 
朔日会 第81回 朔日会展 6月21日（木）～6月27日（水）     ● ●   ● ●      総合 5,968 
瑞雲書道会 第47回 公募瑞雲展 6月21日（木）～6月27日（水）       ●    ● ●    書 4,134 
國際美術協会 第36回 國美藝術展 6月21日（木）～6月27日（水）        ●        総合 3,275 
書道同文会 第64回 書道同文展 6月21日（木）～6月26日（火） ● ● ●             書 1,601 
東洋書芸院 第36回 東洋書芸院公募展 6月21日（木）～6月27日（水）    ●            書 2,015 
日本写真文化協会 第58回 全国写真展覧会 6月20日（水）～6月27日（水）             ●   その他 1,662 
國際書画連盟 國際書画選抜展 6月21日（木）～6月27日（水）              ●  総合 772 

＊法人格等は省略

団体名 展覧会名 会期  会場               分野 人数
   公募展示室          ギャラリー
   2階    1階    ロビー階         
   1棟 2棟 3棟 4棟 1棟 2棟 3棟 4棟 1棟 2棟 3棟 4棟  A B C 
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日本工芸美術家連盟 第26回 花のうつわ展 6月21日（木）～6月27日（水）               ● 彫刻工芸 902 
朱葉会 第91回 朱葉会展 6月29日（金）～7月6日（金）         ● ●      総合 5,257 
女流画家協会 第66回 女流画家協会展 6月29日（金）～7月6日（金）      ● ● ●   ● ●    総合 8,905 
全日本肖像美術協会 第59回 全日肖展 6月29日（金）～7月6日（金）     ●           総合 1,621 
日本書鏡院 第53回 日本書鏡院展 6月29日（金）～7月6日（金） ● ● ●             書 5,476 
東京写真研究会 第97回 研展 6月29日（金）～7月6日（金）    ●            その他 6,098 
全日本水墨画会 第35回 全日本水墨画記念展 6月29日（金）～7月6日（金）             ●   日本画 2,673 
南画院 第65回 南画院公募展 6月29日（金）～7月6日（金）              ●  日本画 2,677 
秋耕会 第21回 秋耕会小品展 6月29日（金）～7月6日（金）               ● 総合 3,318 
毎日書道会 第64回 毎日書道展 7月16日（月）～7月23日（月） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    書 25,568 
日本七宝作家協会 第46回 日本七宝作家協会国際展（公募） 7月25日（水）～7月31日（火）         ●       彫刻工芸 3,156 
産経国際書会 第29回 産経国際書展 7月25日（水）～7月31日（火） ● ● ●  ● ● ●   ● ●     書 7,035 
官公書道連盟 第47回 官公書展 7月25日（水）～7月31日（火）        ●    ●    書 2,896 
東京美術文化協会 第69回 全国学校秀作美術展 7月25日（水）～7月31日（火）    ●            総合 2,392 
現日会 第52回 現日書展 8月2日（木）～8月10日（金）     ● ● ●  ● ●      書 4,967 
日本学生油絵会 第62回 学展 8月2日（木）～8月10日（金）           ● ●    総合 2,369 
台東書道連盟 第62回 台東書道展 8月2日（木）～8月10日（金）        ●        書 2,587 
現代パステル協会 第24回 現代パステル協会展 8月2日（木）～8月10日（金） ●               洋画 5,327 
日本総合書芸院 第54回 公益社団法人 日本総合書芸院展 8月4日（土）～8月9日（木）  ● ●             書 1,765 
墨林書道院 第41回 墨林綜合書展 8月2日（木）～8月9日（木）    ●            書 3,018 
美術家平和会議 60周年記念 平和美術展 8月12日（日）～8月19日（日）         ● ●      総合 4,279 
書星会 第60回記念 書星展 8月12日（日）～8月19日（日）           ● ●    書 6,328 
学書院 第54回 学書院展 8月12日（日）～8月19日（日）     ● ● ● ●        書 5,730 
文化書道会 第51回 文化書道展 8月13日（月）～8月19日（日） ● ●              書 1,536 
JAALA美術家会議 第18回 JAALA国際交流展 8月12日（日）～8月19日（日）    ●            総合 1,140 
ZEN展 第10回 公募ZEN展 8月22日（水）～8月30日（木）         ●       総合 7,682 
大日本書芸院 第73回 国際文化交流  8月22日（水）～8月30日（木）　          ●      書 7,428 
 公益社団法人大日本書芸院展
全国日曜画家連盟 第39回 全国日曜画家展 8月21日（火）～8月30日（木）           ●     洋画 6,633 
近代美術協会 第49回 近代美術協会展 8月21日（火）～8月30日（木）            ●    総合 5,572 
日本書道協会 第35回 総合書道展 8月23日（木）～8月29日（水）     ● ● ● ●        書 2,888 
白士会 第48回　白士会展 8月22日（水）～8月30日（木） ●               日本画 4,092 
全日本美術協会 第50回記念 全展 8月21日（火）～8月30日（木）  ●              総合 8,188 
国際書画芸術協会 第22回 国際書画芸術展 8月22日（水）～8月30日（木）   ●             総合 1,303 
世界絵画大賞展事務局 第8回 世界絵画大賞展 8月22日（水）～8月30日（木）    ●            総合 2,163 
日本美術院 再興第97回 院展 9月1日（土）～9月16日（日）         ● ● ● ●    日本画 26,271 
主体美術協会 第48回 主体展 9月1日（土）～9月16日（日）     ● ● ●         洋画 12,259 
新作家美術協会 第19回 新作家展 9月1日（土）～9月7日（金）        ●        総合 3,728 
書芸文化院 第63回 連合書道展 9月1日（土）～9月7日（金） ● ● ●             書 5,497 
 書芸文化院特別企画事業 
 第26回関東女流書展
国際書画大賞展実行委員会 第7回 国際公募 国際書画大賞展 9月1日（土）～9月7日（金）    ●            総合 1,593 
東京展 第38回 美術の祭典東京展 9月9日（日）～9月16日（日） ● ● ● ●            総合 10,158 
双樹会 第42回 双樹展 9月17日（月）～9月24日（月） ●               総合 4,680 
一水会 第74回 一水会展 9月19日（水）～10月3日（水）         ● ● ●     洋画 14,979 
新構造社 第84回 新構造展 9月19日（水）～9月24日（月）  ● ● ●    ●    ●    総合 11,728 
全日本書道教育協会 第97回 書教展 9月19日（水）～9月24日（月）     ● ● ●         書 3,406 
AJAC 第38回 AJAC展 9月25日（火）～10月3日（水）            ●    総合 1,431 
 ～日本と世界の現代美術～
純展 第42回 純展 9月26日（水）～10月3日（水）     ● ●          総合 5,485 
創作画人協会 第46回記念 創展 9月25日（火）～10月3日（水）       ●         総合 2,655 
流形美術会 第62回 流形展 9月25日（火）～10月3日（水）        ●        総合 4,536 
水彩人 第14回 水彩人展 9月25日（火）～10月3日（水） ●               洋画 5,518 
大洋会 第34回 大洋展 9月25日（火）～10月3日（水）  ●              洋画 2,158 
新日本美術院 第44回 新院展 9月25日（火）～10月3日（水）   ●             総合 2,246 
新極美術協会 第18回 極美展 9月26日（水）～10月3日（水）    ●            総合 1,943 
日本版画協会 第80回記念 版画展 10月5日（金）～10月19日（金）         ● ● ●     版画 9,758 
現代美術家協会 東京支部 東京現展 10月5日（金）～10月11日（木）            ●    総合 1,499 
現代書道研究所 第34回 日本書展 10月5日（金）～10月11日（木）     ● ●          書 4,011 
新日本美術協会 第36回 新日美展 10月4日（木）～10月11日（木）       ● ●        総合 4,762 
新協美術会 第55回 新協展 10月5日（金）～10月11日（木） ● ●              総合 6,657 
汎美術協会 2012 汎美・秋季展 10月4日（木）～10月11日（木）   ●             総合 2,820 
清和書道会 第64回 清和書展 10月5日（金）～10月11日（木）    ●            書 3,795 
中央美術協会 第64回 中美展 10月13日（土）～10月19日（金）        ●    ●    総合 13,728 
大翔会美術連盟 第36回 大翔展 10月13日（土）～10月19日（金）      ●          総合 1,461 
日本表現派 第56回 日本表現派展 10月13日（土）～10月19日（金）       ●         総合 4,148 
近代水墨会 公募 第29回 近代水墨展 10月12日（金）～10月19日（金） ●               日本画 1,613 
21美術協会 第7回 21美術展 10月12日（金）～10月19日（金）  ●              総合 3,002 
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一創会 第34回 一創会展 10月13日（土）～10月19日（金）   ●             洋画 1,280 
国画院 第43回 国画展 10月12日（金）～10月19日（金）    ●            日本画 2,911 
雪梁舎 第14回 雪梁舎フィレンツェ賞展 10月12日（金）～10月19日（金）             ●   総合 2,495 
創画会 第39回 創画展 10月21日（日）～10月28日（日）         ● ● ●     日本画 4,084 
日本文人画府 第41回 日本文人画府展 10月20日（土）～10月28日（日）            ●    日本画 6,343 
一線美術会 第63回 一線美術会展 10月21日（日）～10月28日（日）      ● ●         総合 6,152 
新匠工芸会 第67回 新匠工芸会公募展 10月22日（月）～10月28日（日）        ●        彫刻工芸 3,696 
現代水墨画協会 第51回 現水展 10月21日（日）～10月28日（日） ● ●              日本画 6,601 
青枢会 第39回 青枢展 10月21日（日）～10月28日（日）   ●             総合 3,766 
蒼樹会 第37回 蒼樹展 10月21日（日）～10月28日（日）    ●            総合 6,703 
日本バードカービング協会 第15回 10月21日（日）～10月28日（日）             ●   彫刻工芸 7,133 
 全日本バードカービングコンクール
近代日本美術協会 第39回 近美展 10月29日（月）～11月6日（火）         ●       総合 7,821 
奎星会 第61回 奎星展 10月30日（火）～11月6日（火）     ● ● ●   ● ●     書 4,571 
創元会 第71回 受賞作家新作展・東京支部展 10月29日（月）～11月6日（火）            ●    総合 4,419 
連展 第39回 連展 10月31日（水）～11月6日（火）        ●        総合 767 
元陽会 第43回 元陽展 10月30日（火）～11月6日（火） ● ●              総合 2,518 
日本手工芸指導協会 平成24年 手工芸作品展 10月30日（火）～11月6日（火）   ●             その他 5,281 
創彩会 第32回 創彩展 10月30日（火）～11月6日（火）    ●            総合 1,552 
国画会彫刻部 第35回 国画会彫刻部秋季展 10月29日（月）～11月6日（火）             ●   彫刻工芸 1,845 
日本なごみ絵協会 第11回 玉響会 10月29日（月）～11月6日（火）              ●  その他 1,173 
アート未来 アート未来選抜展 10月29日（月）～11月6日（火）               ● 総合 4,594 
書燈社 第53回 書燈社展 11月8日（木）～11月14日（水）         ● ●      書 5,904 
白亜美術協会 第35回 白亜展 11月7日（水）～11月15日（木）           ● ●    総合 5,940 
現代童画会 第38回 現代童画展 11月8日（木）～11月15日（木）     ● ● ●         総合 8,281 
全国水墨画美術協会 第40回記念 全日本水墨画秀作展 11月8日（木）～11月15日（木）        ●        日本画 3,372 
日本自由画壇 2012 日本自由画壇秋季展 11月8日（木）～11月15日（木） ●               日本画 9,254 
日本選抜美術家協会 第38回 国際美術大賞展 11月7日（水）～11月15日（木）  ●              総合 3,475 
日輝会美術協会 第37回 日輝展 11月7日（水）～11月15日（木）   ●             総合 2,003 
風子会 第36回 風子会展 11月7日（水）～11月15日（木）    ●            総合 2,931 
新平成美術会 第10 新平成美術展／併催「The とき」展 11月8日（木）～11月15日（木）             ● ●  総合 3,452 
日本手芸作家連合会 第45回 創作手工芸展 11月8日（木）～11月15日（木）               ● その他 2,680 
日本清興美術協会 第34回 清興展 11月16日（金）～11月24日（土）          ●      総合 5,078 
日本版画会 第53回 日本版画会展 11月17日（土）～11月24日（土）           ● ●    版画 8,743 
蒼騎会 第39回 秋季蒼騎展 11月16日（金）～11月24日（土）     ●           総合 3,670 
太陽美術協会 第38回 太陽美術展 11月16日（金）～11月24日（土）      ●          総合 13,044 
東京都民美術展運営会 第48回 都展 11月17日（土）～11月24日（土）       ● ●        総合 9,128 
秀彩会 第5回 秀彩展 11月16日（金）～11月24日（土） ●               総合 2,599 
新芸術協会 第37回 新芸術展 11月16日（金）～11月24日（土）  ●              総合 2,392 
日本芸術家協会 第35回 JAG展 11月16日（金）～11月24日（土）   ●             総合 3,946 
ローマン派美術協会 第44回 ローマン展 11月16日（金）～11月24日（土）    ●            総合 3,572 
全陶展 第42回 公募 全陶展 11月17日（土）～11月24日（土）             ● ● ● 彫刻工芸 6,130 
日本和紙絵画芸術協会 公募第27回 日本和紙絵画展 11月26日（月）～12月2日（日）         ●       その他 4,670 
日本きりえ協会 第35回記念 日本きりえ美術展 11月26日（月）～12月2日（日）          ●      その他 3,425 
日本書道研究会 書心展・書心学生展 11月26日（月）～12月2日（日）           ● ●    書 3,949 
現創会 第38回 現創展 11月26日（月）～12月2日（日）     ●           総合 3,206 
群炎美術協会 創立50周年記念第51回 群炎展 11月25日（日）～12月2日（日）      ●          総合 4,652 
太平洋美術会東京支部 第16回  11月25日（日）～12月2日（日）       ●         総合 2,479 
 社団法人 太平洋美術会東京支部展
日本手工芸美術協会 第37回 日本手工芸美術展覧会 11月26日（月）～12月2日（日）        ●        その他 3,232 
全日展書法会 第40回 公募全日展 11月26日（月）～12月2日（日） ● ●              総合 1,959 
大潮会 第74回 大潮展 11月26日（月）～12月2日（日）   ● ●            総合 2,970 
たぶろう美術協会 2012年 たぶろう会員展 11月25日（日）～12月2日（日）               ● 総合 1,898 
書壇院 第79回 書壇院展 12月5日（水）～12月11日（火）     ●    ● ● ● ●    書 11,558 
国際文化カレッジ 第16回 総合写真展 12月5日（水）～12月11日（火）    ●  ● ● ●        その他 6,631 
温知会 第68回 温知会書道展 12月5日（水）～12月11日（火） ● ●              書 1,696 
凌雲書道会 第43回 公募　国書展 12月5日（水）～12月10日（月）   ●             書 3,668 
大東書道院 第61回 大東展 12月5日（水）～12月11日（火）             ● ●  書 1,529 
国際現代美術家協会 第38回 ｉ.ｍ.ａ.展 12月13日（木）～12月20日（木）          ● ●     総合 4,697 
東洋書道芸術学会 第58回 東洋書芸展 12月13日（木）～12月20日（木）            ●    書 2,566 
洗心書会 第43回 洗心全国書道展 12月13日（木）～12月20日（木）     ●           書 3,281 
書真会 第46回 書真会展 12月13日（木）～12月20日（木）      ●          書 1,475 
遙玄水墨画協会 第39回 遙玄展 12月13日（木）～12月20日（木）       ●         日本画 6,097 
齣展 第41回 齣展 12月12日（水）～12月20日（木）        ●        総合 2,118 
日本書道学院 第34回 日本書道学院展 12月13日（木）～12月19日（水） ● ●              書 1,299 
書學会 第17回 公募書學会展 12月13日（木）～12月20日（木）   ●             書 6,064 
三鼎書道会 第47回 三鼎書道展 12月12日（水）～12月20日（木）    ●            書 2,310 
新日本陶芸協会 第13回 新日陶展 12月13日（木）～12月19日（水）              ●  彫刻工芸 619 
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日本書道普及連盟 第41回 鶏聲展 12月13日（木）～12月20日（木）               ● 書 2,354 
日本書道美術院 第67回 日書展 併催：第67回教育部展・ 1月4日（金）～1月10日（木）  ● ● ● ● ● ● ●   ● ●    書 21,180 
 第57回全国競書大会
書道研究 書聖会 第40回 書聖展 1月5日（土）～1月10日（木） ●               書 1,477 
日本書道教育学会 第62回 書道学会展 併催：第32回全日本 1月12日（土）～1月17日（木）       ● ●   ● ●    書 6,392 
 学生選抜書道展
第一美術協会・東京支部 第29回 第一美術協会・東京支部展 1月11日（金）～1月17日（木）      ●           総合 1,514 
日本書学院 第52回 公募 日書学展 1月12日（土）～1月17日（木）      ●          書 1,439 
西安碑林国際臨書展 第17回 西安碑林国際臨書展 1月12日（土）～1月17日（木） ●               書 2,098 
国際書画交流会 第12回 国際書画交流会展 1月12日（土）～1月17日（木）  ●              総合 1,331 
東京書学アカデミー蒼溟社 公募 第24回蒼溟書展 1月12日（土）～1月17日（木）   ●             書 4,009 
現代書作家協会 第45回 現代臨書展 1月12日（土）～1月17日（木）    ●            書 1,750 
池坊東京連合支部 第80回 池坊東京連合支部 1月12日（土）～1月22日（火）             ●  ● その他 27,295 
 「いけばな池坊展」
貞香会　 2013 貞香会総合書展 1月19日（土）～1月24日（木）         ●       書 2,594 
太玄会 第54回 太玄会書展 1月19日（土）～1月24日（木）      ●    ● ●     書 3,140 
回瀾書道会 第61回 回瀾書展 1月19日（土）～1月24日（木）            ●    書 1,299 
東京書道会 第54回 東京書道会展 1月19日（土）～1月24日（木） ● ● ● ● ●           書 4,229 
日本書作家協会 第54回 新興書道展 1月19日（土）～1月24日（木）       ● ●        書 3,916 
日本習字学会 第94回 全国学校書初中央展 1月26日（土）～1月31日（木）           ● ●    書 2,786 
日洋会 第1回 日洋会選抜展 1月26日（土）～1月31日（木）       ●          総合 4,271 
天真書道会 第47回 天真書道会展 1月26日（土）～1月31日（木）        ●        書 1,622 
アジア文化芸術連盟 アジア水墨画展 1月25日（金）～1月31日（木） ●               日本画 728 
玄潮会 玄潮会書展 併催：全国学生書道展 1月26日（土）～1月31日（木）  ● ● ●            書 2,075 
書海社 第61回 書海社展 2月2日（土）～2月7日（木）         ● ●      書 2,875 
龍峡書道展実行委員会 第76回 龍峡書道展 2月2日（土）～2月7日（木）           ● ●    書 2,130 
日本大判寫眞家協会 『日本大判写真展』 2013 2月1日（金）～2月7日（木）     ● ●          その他 1,343 
高風会 第62回 高風会全国書道展覧会 2月2日（土）～2月7日（木）       ●         書 1,586 
斯華会 第37回 公募斯華書展 2月2日（土）～2月7日（木）        ●        書 1,375 
静雅書道会 第33回 公募静雅書展 2月2日（土）～2月7日（木） ●               書 1,534 
現代手工芸作家協会 公募 第29回 ニュークリエイティブ展 2月2日（土）～2月7日（木）  ●              その他 3,184 
 ―新たな創造―
雪舟国際美術協会 2013年 雪舟国際美術協会 特別展 2月2日（土）～2月6日（水）   ● ●            総合 1,923 
日本盆栽協会 第87回 国風盆栽展 2月5日（火）～2月12日（火）             ● ● ● その他 15,263 
国際水墨画協会 第32回 国際水墨画展 2月8日（金）～2月14日（木）       ●         日本画 2,802 
全日本学生美術会 第57回 全日本学生美術展 2月9日（土）～2月14日（木） ●               洋画 3,507 
書道一元會 第41回 公募書道一元會展 2月9日（土）～2月14日（木）  ●              書 2,622 
心象舎 第58回 心象舎展全国学校書道展 2月9日（土）～2月14日（木）   ●             書 1,598 
鶴心書道会 第31回 鶴心展 2月8日（金）～2月14日（木）    ●            書 2,078 
書道芸術院 第66回書道芸術院展   2月16日（土）～2月21日（木） ● ● ●  ● ●   ● ●      書 6,398 
 併催：第64回 全国学生書道展
一期会 一期会春季展 2月15日（金）～2月21日（木）           ●     総合 3,429 
東京書作展 全国公募 東京書作展 選抜作家展2013 2月15日（金）～2月21日（木）            ●    書 2,823 
日本刻字協会 第32回 日本刻字展 2月16日（土）～2月21日（木）       ●         書 4,049 
東京表具経師内装文化協会 第55回 表装作品展 2月16日（土）～2月20日（水）        ●        その他 1,803 
国際書法芸術協会 国際書法芸術展 2月15日（金）～2月21日（木）    ●            書 1,366 
日本書道学院 第28回 書団嘯龍社展 2月22日（金）～2月28日（木）      ●          書 2,698 
行動美術協会 第4回 行動美術TOKYO展 2月23日（土）～2月28日（木）       ● ●        総合 2,171 
日藝書展実行委員会 第37回 日藝書展 2月23日（土）～2月27日（水） ● ●              書 1,030 
二科会東京支部 第10回 二科東京支部展 2月22日（金）～2月28日（木）   ●             洋画 1,963 
東方美術協会 第47回 東方展 2月22日（金）～2月28（木）    ●            日本画 2,889 
Heart Art Communication ハート・アート・コミュニケーション展 3月2日（土）～3月8日（金）        ●    ●    総合 1,498 
國際書道連盟 第41回 國際書道連盟展 3月1日（金）～3月8日（金） ●               書 1,970 
菅菰会 第49回 菅菰書展  併催：全国学生展 3月2日（土）～3月8日（金）  ●              書 2,418 
从会 从展 3月2日（土）～3月8日（金）   ●             総合 2,690 
富士美術協会 第30回記念 FAA展 3月1日（金）～3月8日（金）    ●            総合 4,044 
二紀会 第11回 春季二紀展 3月10日（日）～3月17日（日）     ●    ● ●      総合 7,375 
創玄書道会 第49回 創玄展 3月10日（日）～3月17日（日）   ● ●   ● ●   ● ●    書 17,925 
藍筍会 第50回記念 藍筍会書作展 3月10日（日）～3月17日（日）      ●          書 2,360 
日本・中国水墨交流協会 公募第30回記念 日本中国水墨画合同展 3月10日（日）～3月17日（日） ● ●              日本画 2,608 
清真会 第59回 詩歌自詠清真会書道展 3月10日（日）～3月17日（日）               ● 書 2,918 
謙慎書道会 第75回　謙慎書道会展 3月21日（木）～3月28日（木） ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● ●    書 18,468 
アーツJクラフツ展 アーツJクラフツ展 3月22日（金）～3月27日（水）    ●            その他 1,403 
実行委員会 ～AJCクリエイターズコレクション～
現代アーチストセンター 第41回 現代アーチストセンター展 3月20日（水）～3月28日（木）             ●  ● 総合 2,257 
瓦・造形会 現代瓦・造形と龍生派生花の 3月20日（水）～3月28日（木）              ●  彫刻工芸 1,409 
 コラボレーション展
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講堂・スタジオ

　リニューアルによって施設・設備が一新された。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
講演会やシンポジウム・授賞式などに使われている。スタ
ジオは、講習・研究会などの美術創作活動の場、会議など
を行うスペースとなっている。さらに芸術文化に関する講
演会・研修会などに広く提供し、より有効な施設利用を図っ
ている。施設の予約は、インターネットによる施設予約シ
ステムで行えるようになった。

実績

講堂（交流棟ロビー階）
規模：面積284㎡＋舞台30㎡
定員230人（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：講演会、研修会、シンポジウム、音楽会、映画会、
式典、講座など
スタジオ（交流棟2階）
規模：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：会議、セミナー、制作、講座、ワークショップ、シ
ンポジウムなど

総評
　講堂は式典や講演会などの利用がほとんどで、今後は学
会、教育団体、NPO、地域コミュニティなどに働きかけ
て稼働率を上げることがのぞまれる。リニューアルによっ
て設備面も充実しているので、利用する方々へのPRに力
を入れ、設備詳細や図面などの資料も整備が必要となる。

 午前 午後 利用団体数 利用人数
   （　）内館事業 (　)内館事業
4月 11 14 25(2) 2,054  
5月 3 7 10(6) 499 
6月 3 9 12(3) 1,417(200) 
7月 7 10 17(11) 1,616(516) 
8月 11 15 26(11) 2,434(635) 
9月 9 11 20(1) 1,622(200) 
10月 6 14 20(5) 2,066(723) 
11月 5 11 16(7) 1,466(583) 
12月 6 8 14(1) 2,441(241) 
1月 13 12 25(6) 3,776(480) 
2月 9 15 24(3) 1,885(292) 
3月 11 13 24(4) 2,006(603) 
計 94 139 233(60) 23,282(4,473) 
稼働率 37%     

 午前 午後 利用団体数 利用人数
   （　）内館事業 (　)内館事業
4月 19 23 42  728  
5月 8 17 25  372  
6月 12 22 34  448  
7月 12 16 28  289  
8月 14 21 35  408  
9月 18 22 40(2) 522(58) 
10月 18 25 43(2) 605(52) 
11月 21 23 44(6) 528(110) 
12月 12 18 30 428
1月 15 17 32 295
2月 13 23 36(2) 481
3月 16 18 34  661 
計 178 245 423(12) 5,765(220) 
稼働率 67%

講堂の利用状況

スタジオの利用状況

上／講堂　下／スタジオ
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アート・コミュニケーション事業3 　リニューアルした新しい東京都美術館の使命を実現すべく、アートを媒介とし
て人々のつながりを育む活動を開始した。美術館が作品を鑑賞する場にとどまら
ず、鑑賞を「体験」として、より深める場となるよう各種プログラムを実施。人と
作品、人と人、人と場所をつなぎ、美術館に集まる多種多様な人々とのコミュニ
ケーションを大切にし、そこから創出される新しい価値観を社会に届けること
で、アートを介したコミュニティを育んでいくことを目的としている。

とびらプロジェクト
学校連携
展覧会関連プログラム
美術館たんけんツアー・建築ツアー
障害者対象 アクセス・プログラム
調査・研究プロジェクト
フォーラム
新伝統工芸プロデュース

とびらプロジェクト

アート・コミュニケーション事業（平成24年度）

概念図

アクセス
プログラム

新伝統工芸
プロデュース

展覧会関連
プログラム

学校連携

とびラボ

調査・研究
プロジェクト

東京藝術大学
プロジェクトチーム

フォーラム

美術館たんけんツ
アー・建築ツアー
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　アート・コミュニケーション事業の基盤を支えるプロ
ジェクト。当館と東京藝術大学（以下、藝大）が連携し、美
術館を拠点に、オープンで実践的なコミュニティの形成を
目指している。具体的には、美術館を拠点として人々のつ
ながりをつくるアート・コミュニケータ（愛称：とびラー）
を一般公募し、平成24年度は94人のとびラーが誕生。こ
のとびラーと、学芸員と藝大の教員が対等に対話を重ねな
がら基礎講座や実践講座を経て、様々な美術館でのプログ
ラムを実践した。とびラーの活動はボランタリーな活動で
ある。しかし「アートを介してコミュニケーションを促進
する人」という、その人の「働き」が明解であることが名称
として最も重要と考え、とびラーをボランティアとは呼ん
でいない。とびラーは美術館での新たなコミュニケーショ
ン回路をつくる役割を具体的な活動の中で模索しながら実
践をしている。

とびらプロジェクト始動に向けて
　平成24年度のアート・コミュニケーション事業開始に
向けて、「とびらプロジュエクト」は平成23年度から藝大
と連携して始まった。この事業についての具体的な企画立
案会議は主に次のメンバーで行った。藝大より日比野克彦
教授、伊藤達矢特任助教授、アドバイザーとして小口弘史
（損保ジャパン東郷青児美術館顧問）、西村佳哲（リビング
ワールド代表）、森司・芦部玲奈（公益財団法人東京都歴史
文化財団 東京文化発信プロジェクト室）、当館の学芸員よ
り佐々木秀彦交流係長、稲庭彩和子アート・コミュニケー
ション担当係長、中原淳行主任、平方正昭主任、大橋菜都
子。このプロジェクト立ち上げの経緯と「とびらプロジェ
クト」についてはP73に掲載した稲庭彩和子「東京都美術館
×東京藝術大学「とびらプロジェクト」̶美術館と大学の
連携が拓く実践的コミュニティの今」『博物館研究』（2012
年）に詳細が報告されている。

アート・コミュニケータ（愛称：とびラー）の募集
平成23年度からはじまったアート・コミュニケータの募集の流れと
講座の実施は以下の通り。

とびらプロジェクト

応募条件
・満18歳以上（平成24年4月1日現
在、ただし高校生を除く）。
・美術および美術館活動に関心があ
り、当館のミッション（使命）に共感
して活動できる方。
・基礎講座は原則としてすべて参
加。7月以降は月2回以上の活動に
参加可能な方。
・登録は1年間。その後は、本人・
美術館合意の上、登録更新可能。最
長3年間活動し、卒業。

平成23年度
1月　募集の広報開始
2月　フォーラム（説明会）／応募受付
3月　書類選考（1次）⇨グループ面接（2次）⇨とびラー決定通知
平成24年度
4月　基礎講座　隔週土曜日6回（10時～ 15時）　全24時間
6月　実践講座3種
　　　・鑑賞プログラム　年間14回
　　　・アクセス・プログラム年間14回
　　　・建築ツアー　年間6回
　　  とびラボ（自主勉強会）が始まる（年度末までに計114回開催を記録）
8月　とびラボ発プログラム開始
9月　学校と連携した授業をとびラーとともに開始

とびラー募集チラシ
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募集結果　
　334人からの応募があり、審査・面接を経て、68人が 
「とびラー」に決定。約5倍の倍率となった。この68人に
リニューアル前より活動していたボランティア26人が合
流し、第1期のとびラーは94人でスタートした。

平成24年度とびラーのすがた
　年齢分布は 10代 6％、20代 29％、30代 20％、40代
14％、50代16％、60代12％、70代3％と各年代が揃い、
40代までで7割を占めた。一般的な美術館のボランティア
には60代以上のシニア世代が多いのに比べ、20～ 30代
の世代が多く占めているのが特徴である。女性が85％を
占め、居住地としては74％が東京都内から、そのほか千
葉、神奈川、埼玉、茨城、山梨の各県から参加があった。
参加活動は平日、週末土日もあるため、それぞれの生活ス
タイルに合わせて各自が選択。月2回以上の参加が原則的
な活動条件である。

とびらプロジェクトの事務局
　平成24年度は4月よりプロジェクトの検討から加わっ
た藝大の伊藤達矢特任助教（とびらプロジェクト・マネー
ジャ）と、新たに近藤美智子特任助手（とびらプロジェク
ト・コーディネータ）がとびらプロジェクトの運営実務者
として着任し、当館のプロジェクトルームに常駐している。

講座が目指すもの
　とびラー自身が主体的に活動をつくっていくことがこの
プロジェクトの特徴と考え、講座はHow toを伝えるので
はなく、とびラーとプロジェクト運営側がともに価値観を
共有すること、つまり当館の使命やビジョンを共有するこ
とを最重要課題とした。全6回の基礎講座で「とびらプロ
ジェクト」の目指す方向性を共有し、とびラーとしての基
本的なコミュニケーションのあり方について、様々な角度
から話し合われた。基礎講座中の宿題はとびラー同士の関
係性をつくっていくこととし、まずは94人の中での小さ
なつながりをつくることを課題とした。実践講座は関心の
あるテーマを選択し、具体的なプログラムの実施を目指し
て行われた。

●基礎講座（4月～6月の隔週土曜日10時～15時／全6回）
　全員参加形式で行われる全24時間の講座。美術館を拠
点として新たなコミュニケーションをつくっていくための
基本を学ぶ。
第1回　オリエンテーション　講師／伊藤、稲庭、佐々木
第2回　思いを受けとる・届ける・「対話」する　
　　　　講師／西村
第3回　あさっての美術館を考える　講師／日比野
第4回　学びの環境づくりを考える　
　　　　講師／小口、稲庭、武内厚子
第5回　とびラーの働き方研究　講師／西村、森
第6回　実践の計画を立てる　
　　　　講師／伊藤、稲庭、河野佑美、大橋

●実践講座（7月以降断続的に実施）
　実践的に美術館のプログラムをともにつくっていくこと
を想定して組み立てられた講座3種のうち、1種以上選ん
で受講。
A 　対話を通した鑑賞　（全14回）　講師／三ツ木紀英　
　　（NPO芸術資源開発機構 ARDA）、稲庭、武内
B 　アクセス・プログラム - 障害のある方とともに…（全
　　14回）　
　　講師／杉山貴洋（白梅学園大学准教授）、大橋、中原
C 　建築ツアー（全6回）　
　　講師／松隈洋（京都工芸繊維大学教授）、河野

上／第2回基礎講座「聞く力ワークショップ」　下／第5回基礎講座
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●とびラボ
　とびラーが互いに深く知り合い、意見を交換できる場と
して「とびラボ」を開催。とびラーによる「美術館にこんな
活動があったらいいな」という活動の打ち合わせや企画の
検討、発信の場である。予想をはるかに超え、年間のべ
114回（のべ参加人数1,052人）の「とびラボ」が行われた。
実施プログラムは事業実施一覧（P61～63）を参照。

主な「とびラボ」
とびらボードでGO！、ZINE、チラシdeうちわ、とびか
んバトン、とびら楽団、とびリア、ひとびと、ポンポンに
挑戦！シロクマ大行進！！、MAP＆マニュアル、ライぶら
り、レッジョ勉強会、建築MAP、紙芝居、と・も・に、
とびら情報部、「あなたも真珠の耳飾りの少女」プロジェク
ト、綴プロジェクト、壁プロジェクト、名刺、アクセサビ
リティ、ブッククラブ、企画展勉強会など

館内全スタッフ向けミニコミ誌『とびリア』第 1号

都美建築案内『トビカンみどころマップ』

美術情報室の楽しさを伝える『ライぶらり』

とびラボの様子

とびら楽団

とびラボによる印刷物
『とびリア』、チラシDEうちわ、スタッフ用館内マップ、『ト
ビカンみどころマップ』、『ライぶらり』
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総評
　「とびらプロジェクト」では、藝大との連携がスムーズに
進めることができたため、アート・コミュニティ形成の基
盤となる1年目の目標を十分に達成できた。外部評価委員
からは「とびラーの活躍ぶりがめざましく、美術館の教育
普及事業として新境地を開いた。日本の美術館教育のモデ
ルとなるよう、今後の積極的取組に期待する」と評価され
た。

担当者より
　初年度の1年間は「とびらプロジェクト」が机上のプラン
であったところから、実際に約100人の人々のエネルギー
が注がれて活動が活発化し、さらに具体的な見える活動と
して明らかになってきたことが成果としては大きいと考え
ています。美術館に市民が積極的に関わる枠組みが具体的
に生まれたことで、美術館を拠点とした新しい人々のつな
がり方が見えてきています。
　とびラボ発「あなたも真珠の耳飾りの少女プロジェクト」
など、学芸員では設定し得ないユニークな企画や、多業種
にわたる美術館内スタッフのコミュニケーションを活発化
させていこうとする館内全スタッフ向けミニコミ誌「とび
リア」の制作、そして、都美の持つ魅力を再発見する「トビ
カンみどころマップ」など、まさに人と人、人と文化資源
をつなぐアート・コミュニケータとしての「働き」が1年目
にして大いに発揮されました。
　とびらプロジェクトで大切にされているキーワード「聞
く力」「共感」「対話」「多様性」「フラット」「学び合い」「第
三の場所」などは、ビジネスの組織運営論や地域コミュニ
ティ形成論などでも注目されているキーワードです。とび
らプロジェクトが目指す姿を、こうしたキーワードを軸
に、とびラーや学芸員、藝大の教員を含めて、日々対話し、
模索し続けることが何より重要な課題であり、かつ時間や
手間のかかるところです。時間や根気のいる関わり合いを
通して、藝大との連携、市民との連携という、違う基盤に
立つ者同士が連携するからこそ生まれる新しいアイディア
や価値観が、生き生きと息づく美術館となるよう、引き続
き努力していきたいと考えています。（稲庭彩和子）

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

とびらプロジェクト　とびラー専用情報共有ツール

とびらプロジェクト　ウェブ上掲示板でのやりとり
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学校連携

　公立美術館の大きな役割のひとつに、学校との連携があ
る。リニューアル後の初年度は、主に小中学校との連携を
柱に、当館が実現できる連携スタイルを模索しつつ、基礎
的なモデルを構築した。これまで当館の全入場者数に対す
る中学生以下の来館者数の割合はほとんど5％以下であっ
たが、今回、学校向けのリーフレットを小・中学校1,938
校に配布したところ、問い合わせや来館が予想以上に多
く、たくさんのニーズがあることがわかった。年間290万
人という入場者数の分母が大きいだけに、今後の増加が期
待される。行ったプログラムは以下の通り（一覧はP61～
62参照）。

1　スクール・マンデー
　休館日の展示室を特別に開室して行う特別授業。「事前
の授業」→「当日の鑑賞体験」→「事後の学び」という3つの
プロセスを、教員と当館学芸員が一緒に計画し実施した。
当日はとびラーが鑑賞体験の伴走役となり、対話を通した
学び合いのスタイルを基本とするプログラムに沿って、子
供たちが意欲的に作品と出会える環境づくりを行った。小
学校などを対象に9回の体験授業を行い、のべ401人が参
加した。

2　ティーチャーズ・デイ
　学校の教員（教科不問）を対象に、美術館をよく知り、上
手に活用してもらうための研修プログラム。当館の教育活
動の説明や具体的な学校関連事業の事例を紹介し、学校の
夏季休暇時の開催では、対話による鑑賞実践や鑑賞教育の
最前線である海外・国内事例の紹介なども行った。3回の
研修会を行い、のべ86人が参加した。

3　職場体験・職場見学
　文部科学省が推進する「職場体験」の受け入れ。主に中
学2年生を対象に、2～ 3人の少人数で2～ 5日間、美術
館の様々な仕事（学芸員、警備、受付、展覧会もぎり、清
掃など）を体験する。生徒たちにとっては、ふだんの学習
とは違って密度のある体験となったと思われる。また、校
外授業で来館した生徒の職場見学やインタビューにも応じ
た。6回の職場体験などを行い、のべ28人が参加した。

4　通常開館日の学校団体来館
　通常の開館日に来館する学校団体への対応。都内の学校
は引率の教員の観覧料が免除となるため、その周知と対応
をし、必要に応じて事前に教員と連絡を取り、鑑賞ツール
であるジュニア・ガイド、ポスター、チラシなどを送付し
た。都内教育機関（幼・小・中・高）対象の観覧料免除申請
を経ての来館が96件、また、北海道や広島など遠方から
の来館もあり、そのうち、当日レクチャーやとびラーとの
プログラムで対応した学校は、11校、のべ989人であった。

5　その他
•インターンシップ
　学芸員を希望する学生や、美術館活動を支える専門的な
人材育成を目的とする。主に大学院修士課程に在籍する学
生を対象に、最長で1年間、年に若干名を研修生として受
け入れている。学芸業務の補佐として従事、現場を通して
学ぶ機会を提供している。平成24年度は2人受け入れた。
•専門的研修会への協力
　文化庁が主催する学芸員向けのエデュケーター研修や、
大学教員の研究グループ、図工や美術教員で構成される研
究部会の研修などに協力。東京都美術館の新しい活動の考
え方や鑑賞プログラムの具体的な方法について意見交換や
共有を行った。9団体・学校、のべ419人に対応した。

1　学校向けのリーフレット
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2　ティチャーズ・デイ

3　職場体験（展覧会もぎりの仕事体験）

4　通常開室日の学校団体来館対応

総評
　アート・コミュニティ形成の基礎づくりとして始めた
が、予想以上に参加希望があった。調整には労力を要した
が、チームで対応し、参加者のアンケートでは満足度の高
い回答を得ている。連携は美術館の使命でもあり、今後と
も自主的な企画、そして地域連携も含めた教員研修まで広
げていくことが期待される。

担当者より
　東京都美術館はこれまで学校連携事業を行っていなかっ
たため、初年度は来場者の多い当館でできることを探りな
がら、基礎的なモデルをゼロから構築しました。学校団体
では、夏休みは美術部、秋は学年単位の校外学習を中心に、
都内に限らず多数の問い合わせと来館がありました。ま
た、都内教育機関対象の観覧料免除申請だけでも96件の
申請、約3,300人の来館がありました。当館が社会教育施
設として学校と連携した学びの場であることを、多くの学
校から期待されていると日々実感しています。今後は、対
話による共同の学びのあり方を先生と共有し、先生方との
連携をさらに深めることで、子供たち一人一人に寄り添っ
た美術館体験の実現を目指したいと思います。（稲庭彩和
子）

1　スクール・マンデーにおける作品鑑賞
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展覧会関連プログラム

　東京都美術館では、各年度で報道機関などとの共催によ
る大型の特別会を4展、学芸員による自主企画展を1展、
公募団体などとの連携展を3展行っている。それぞれの展
覧会をより深く理解し楽しんでいただくために、開催期間
中にさまざまなプログラムを企画して行った。平成24年
度実施したプログラムは以下の通り（一覧はP62～63参照）。

1　一般参加プログラム
　展覧会の出品作家が自身の作品について語るトークイベ
ントや座談会など。ふだんは目に触れることの少ない制作
過程をはじめ、作品の背景についてなど、興味深いトーク
などが行われた。

2　ファミリー・プログラム
　展覧会を親子で楽しめる、鑑賞や造形のワークショップ
を開催した。

3　とびラボ発　展覧会関連プログラム
　とびラーによる自主企画。
•オリジナル紙芝居
　展覧会の内容に合わせたオリジナル紙芝居の上演。
•ぬりえプロジェクト
　中学生以下に貸し出している磁気ボードを使って特別展
会場でスケッチし、それをフレームに収めてオリジナル
カードを作成。
•各種参加型プログラム

4　特別展ジュニアガイド
　中学生以下の子供たちが展覧会を楽しむ助けとなるジュ
ニアガイドを制作。都内の小・中学校などに送付し、会場
でも配布した。メトロポリタン美術館展では、上野動物園
の学芸員と共同制作し、エル・グレコ展ではラミネート加
工を施したガイドを会場にも設置し、大人からも好評を得
た。

5　「東京ノート」の上演
　リニューアル記念として連続上演された演劇。平田オリ
ザ率いる「青年団」の「東京ノート」を当館ロビーから続く講
堂前で上演。この演劇は、フェルメールの作品を展示して
いる、とある美術館のロビーが舞台になっている。

6　「書と屏風に出会うお正月」の大字揮毫の様子

3　「あなたも真珠の耳飾りの少女」プロジェクト

2　「びじゅつ探偵団！いろいろBOOK」

6　新春アート・コミュニケーション・プログラム「書と
屏風に出会うお正月」
　同時期に開催された書の展覧会に関連し、ギャラリー A
に100畳の畳を敷き詰め、「TOKYO書2013」の出品者に
よる大字揮毫が行われた。さらには「綴プロジェクト」屏風
2作品を初公開し、ファミリー向けの鑑賞会を開催した。
鑑賞会には、上野動物園の学芸員もゲスト出演し、鶴の解
説を行った。
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6　《群鶴図屏風》尾形光琳（高精細複製屏風）

6　《桜図屏風》伝俵屋宗達筆（高精細複製屏風）

4　メトロポリタン美術館展ジュニアガイド　作品解説を当館、動物の解説を上野動物園が担当
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美術館たんけんツアー・建築ツアー

　東京都美術館をより理解してもらうための館内ツアー。
「美術館たんけんツアー」は、これまでの「ファミリープロ
グラム美術館裏側めぐり」の名称を変更したもので、親子
を対象にして、美術館のバックヤードを当館学芸員と巡
り、公募団体展の作品が展示されるまでを体験する。5回
開催して、のべ18組37人が参加した。
　「建築ツアー」は、建築家・前川國男の設計による当館の
建物の魅力を知ってもらうツアーで、とびラーの案内で、
当館のあちこちを散策する。奇数月第3土曜日14時から
開催。案内人のオリジナリティが発揮され、それぞれ独自
のツアーが行われている。5日間開催、のべ115人が参加。

総評
　当初は告知不足もあり参加者は少なかったが、広報期間
が長くなるとともに参加者は増加。特に「建築ツアー」は、
アート・コミュニケータ活動の成功もあり、実りがあった。
これからは当館だけでなく、周辺の上野の建築物まで広げ
てはどうか、という声もあった。

担当者より
　「美術館たんけんツアー」では、主に公募団体展のための
施設を巡り、作品搬入から審査、作品撮影、陳列までの流
れを見学しました。参加者は作品搬入用のエレベーターの
大きさに驚き、審査に立ち会って感動し、展示室では作品
の解説を聞き入り、これまで知らなかった世界に興味を
もったようでした。協力／創画会、書道芸術院、日本刻字
協会、奎星会、日本童画会（河合晴生）

　「建築ツアー」の案内では「見てワクワク、知ってドキド
キ、建築を見ることを一緒に楽しみませんか」と誘ってい
ます。ツアーガイドであるアート・コミュニケータは、建
築の専門家ではありませんが、外壁の模型を手づくりした
り、前川國男ゆずりの蝶ネクタイをして親しみやすさを演
出するなどして、当館の建物を案内します。安定した人気
があり、ツアーに対する満足度も高くなっています。（河
野佑美）

美術館たんけんツアー（公募展展示室）

建築ツアー（手すりについて解説）

美術館たんけんツアー（バックヤード）

建築ツアー
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障害者対象 アクセス・プログラム

　ふだんは来場者が多く混雑している特別展において、障
害のある方が安心してゆっくり鑑賞できるように、休室日
に特別鑑賞会を開催した。事前申し込み制で、平成24年
度はマウリッツハイス美術館展、メトロポリタン美術館
展、エル・グレコ展の各1回ずつ計3回行い、のべ2,426
人が参加した。とびらプロジェクトと連動し、毎回40人
ほどのとびラーが当日の運営に関わり、プログラムを実現
している。展覧会担当学芸員によるギャラリートーク（手
話通訳付き）も行われた。

総評
　リニューアルによって館のバリアフリー化が進み、多く
の方々がプログラムに参加した。アンケートには毎回好意
的なコメントが数多く寄せられ、年間を通じて満足度も高
かった。また、事前にニューヨークのメトロポリタン美術
館で行われている障害者向けプログラムの調査なども行い
事業に活かした。運用などのソフト面のケアについても安
定充実を図り、これまでの日本の水準にこだわらない思い
切った展開が期待される。

担当者より
　これまでも約10年にわたり、特別展につき1回、開催
してきましたが、リニューアル後も無事、再開できました。
この鑑賞会で来場者を迎えるのは、以前までの特別鑑賞会
ボランティアに代わって、アート・コミュニケータ（とび
ラー）となりました。運営もまだ手探りの部分があります
が、毎回来場される方々にあたたかいお声をいただき、こ
の鑑賞会の重要性を感じています。特別鑑賞会が外出の
きっかけになり、展示室では介護の方とともに日常と少し
異なる時間の流れを感じていただけるように。さらに多く
の方に利用していただけるように、今後とも改善を積み重
ねていきます。（大橋菜都子）

特別鑑賞会の案内封筒ととびラー紹介カード

とびラーによる実施後のふりかえりホワイトボード

展示室でご案内中
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調査・研究プロジェクト

　当館で過去において開催された「美術館教育」や「造形講
座」、そして現在進行形のプロジェクト「とびらプロジェク
ト」について調査・研究を行った。

1　国立情報学研究所との共同研究
　アート・コミュニケーション事業の活動成果を一般の方
に伝えるにはどのように発信したらよいか。その具体的な
方法を国立情報学研究所と共同で研究した。平成24年度
の対象は事業活動の記録、つまり「できごとの記憶や記録」
である。その成果の形として「とびらプロジェクト」のコン
セプト・ムービーなども制作した。来館者の美術館体験を
複数の人と共有し、共感を生むシステムの構築を研究、平
成25年度以降に試作も計画している。

2　アート・コミュニケーション・アーカイヴ研究会
　当館86年の歴史の中で、人々がどのように美術館を拠
点に関わってきたのかを検証する研究活動。まず、1970
～ 80年代に行われた文化事業「造形講座」と、そこから発
展した受講者による「自主造形講座」の活動を振り返り、そ
れが現在の美術館の活動とどのようにつながるのかを検証
した。2回開催し、のべ103人が参加した。
開催／平成24年10月22日（月）、29日（月）
登壇者／ 22日：河合晴生（当館）、及部克人（東京工科大学
教授）、米林雄一（彫刻家、東京藝術大学名誉教授）、原 英
八・西野真理子・山嵜省一・益子小絵子（自主造形講座参
加者代表）、茂木一司（群馬大学教授）、伊藤達矢（東京藝術
大学特任助教）、稲庭（当館）　
29日：伊藤、稲庭、日比野克彦（東京藝術大学教授）、及
部

3　教材開発「HAIZAI CARD」
　学校連携などにおいて活用できる、展覧会の出品作品に
とらわれない汎用性の高い教材を制作した。学習指導要項
にも明記されている色、形、イメージなどの点について創
造性を喚起するような教材ができないかと考え、イタリア
のレッジョ・エミリア市などでも実施例のある廃材を活用
した教材の制作を試みた。制作にあたっては、ミュージア
ム・エデュケーション・プランナーの大月ヒロ子氏の指導
を得ながら、とびラーとも協働し制作した。

4　屏風を活用した鑑賞ワークショップ

3　教材カード「HAIZAI CARD」

2　アート・コミュニケーション・アーカイヴ研究会

4　複製屏風の受け入れ
　特定非営利活動法人 京都文化協会およびキヤノン株式
会社による「綴プロジェクト（正式名称：文化財未来継承プ
ロジェクト）」から、「群鶴図屏風」「桜図屏風」の2作品（高
精細複製品）の寄贈を受けた。これらの屏風を利用し、子
供向けの鑑賞会を開催。また、アート・コミュニケータに
よる鑑賞ワークショップのブレインストーミングなどにも
活用した。
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フォーラム

　人とのつながりが求められている今、改めて人々をつな
ぐ拠点となりうる美術館のコミュニケーション・デザイン
について考えるフォーラムを開催した。題して、東京都美
術館フォーラム2012「美術館コミュニケーション・デザイ
ン―「わたし」から始まる、物語の共有」。特に、ある人が
作品に出会った時に生まれる、それぞれの個人の主観的な
「物語」に注目。これまで美術館は学術的・客観的な作品情
報を来館者に説明することを中心に行ってきたが、実際に
人々の心の中で大きく作用しているのは、作品を鑑賞しな
がら思い起こされる、自分の経験とつながった主観的な物
語であることにフォーカスした。
　平田オリザ氏による基調講演では、今つながりをもった
健やかなコミュニティを保つのには、それぞれの自分の物
語が生まれる場や、自分に必要な文化を選ぶ「文化の自己
決定力能力」が求められていると語っていただいた。続い
て、大貫妙子氏からはNHK「みんなのうた」でおなじみ
の「メトロポリタン・ミュージアム」の作詞作曲にまつわる
お話から、ミュージアムの楽しさと物語性というテーマに
言及していただいた。午後からはニューヨークのメトロポ
リタン美術館（通称：メット）のロー氏より「人々の学びと
美術館体験」について、ライ氏からはメットの様々なスタッ
フが主観的にコレクションについて語る動画などが納めら
れた「コネクションズ」の紹介をいただいた。最後に、当館
の新しい取組として「とびらプロジェクト」をコミュニティ
形成の視点から藝大の伊藤達矢氏より紹介いただき、続い
て平田氏、日比野氏に今回のテーマとこれからの美術館・
文化施設の役割、また人をつなげるアートやそこから生ま
れる物語の役割について言及していただいた。同時通訳付
き。一般公募で214名が参加した。
　このフォーラムは全国美術館会議の教育普及研究部会の

東京都美術館フォーラム 2012のチラシフォーラムの会場風景

研修にも重ね、翌日は研究部会と関係者のみで、「個をつ
なぐ、実践的プログラムとその舞台裏」と題して、引き続
きメットの二人にインタビュー形式でフォーラムの内容を
掘り下げた話をうかがった。逐次通訳付き。
主催／東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
参加費／無料
協力／東京藝術大学美術学部、全国美術館会議教育普及研
究部会、アメリカ合衆国大使館、読売新聞社
開催／フォーラム11月23日（金・祝）10:00～17:00
　　　研究会24日（土）10：00～16:30
登壇者／平田オリザ（劇作家・演出家）、大貫妙子（シン
ガー・ソングライター）、ジョセフ・ロー（メトロポリタ
ン美術館教育部）、テリーサ・ライ（メトロポリタン美術館
メディア部）、伊藤達矢（東京藝術大学特任助教）、日比野
克彦（東京藝術大学教授）、稲庭彩和子（当館）
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新伝統工芸プロデュース

　リニューアル・オープンを記念して行われた、新しい東
京の工芸品を生み出すプロジェクト。東京の伝統工芸職人
とデザイナーがコラボレートし、伝統技術を生かした新作
工芸品を誕生させた。デザイナーのムラタチアキ氏をはじ
め、外部識者からもアドバイスを得て、学芸員、ショッ
プバイヤー、知的財産アドバイザーなどが関わって制作。
成果として職人とデザイナーのペア10組の作品30点が完
成した。「TOKYO CRAFTS & DESIGEN 2012」というブ
ランド名で、当館ミュージアムショップ、海外向け通販
「JCRAFTS」で販売している。

協力をいただいた連携機関
公益財団法人日本デザイン振興会、公益財団法人東京都中
小企業振興公社、株式会社美術出版サービスセンター、株
式会社ハーズ実験デザイン研究所、株式会社ソーシャルデ
ザイン研究所、株式会社Culture Generation Japan、株式
会社ロフトワーク、エキサイト株式会社

平成23年12月
～平成24年1月
平成24年3月 
　　　～ 5月 

平成24年7月 
 
平成24年10月 

平成25年3月

　制作部門募集。18部門に34名応募

・デザイナーのためのレクチャー、工房見
学会。9回開催、のべ103名参加

・デザイン部門募集。全国、海外含め265
案応募

・デザイン選定。16案
・職人とデザイナー顔合わせ、レクチャー
・連携機関へのプレゼンテーション
・最終審査で10点に決定
・新作プロダクト発表会。95名来場
  事業の記録集発行*

【東京七宝】トウキョウカボッション
畠山　弘（東京七宝職人）× 村田繭衣（ジュ
エリーデザイナー、メタル・エナメルアーティ
スト）

【江戸切子】切子の指輪
三代 秀石 堀口 徹（江戸切子職人）×小宮山 洋
（インテリア・プロダクトデザイナー）

【江戸象牙】mixed pendant
片山紀史夫（象牙職人）×峰岸奈津子（漆作家）

*『TOKYO CRAFTS & DESIGN 2012　THE PROJECT BOOK　2011. 
9.6－2012.10.26　新伝統工芸プロデュース事業 記録集』（2012年）

事業の記録集と商品リーフレット

ムラタ氏、学芸員とともに作品をブラッシュ
アップする職人とデザイナー

【東京銀器】ホントノキモチ　
泉　健一郎（銀職人）×
竹中逸人（デザイナー）、幾度慶美（デザイナー）

制作経過



60

総評
　伝統的職人技とデザインとの出会いをプロデュースする
という、美術館としては新しい試みだったが、外部機関な
どとの連携もスムーズに行うことができ、商品開発まで至
り、成果を得た。東京の伝統工芸に新しいステージの可能
性が広がった。

【江戸切子】漆硝子文鎮　
廣田達朗（4代目　廣田硝子）×藤本英子（京
都市立芸術大学教授）

【江戸切子】ペーパーウエイト -モアレ　
三代 秀石 堀口 徹（江戸切子職人）×河本匠真
（デザイナー）

【東京染小紋】小紋チーフ
富田　篤（東京染小紋職人）×南出優子（デザ
イナー）

【東京くみひも】結̶yuu̶　
川勝新市（組紐職人）×なごみ（デザイナー）

【江戸木彫刻】木彫ルーペ　
渡邉宗雲（仏師）×渡邉純人（プロダクトデザ
イナー）

【江戸鼈甲】鼈甲ブックマーカー
大澤健吾（江戸鼈甲職人）×廣田尚子（デザイ
ナー）

担当者より
　東京都美術館はこれまで、クリエーターに発表の場を提
供してきました。この事業はその幅を広げる新しい事業と
して組み立てました。予想を超える応募数の多さに、職人
の新作への意欲とクリエーターの伝統工芸に対する深い関
心がうかがえました。制作上の悩みをいつでも専門家に相
談できる伴走型支援とし、各連携機関と一緒に実現しまし
た。職人それぞれの技術に寄り添ったデザインを呼びか
け、参加者は実によく調べ、悩み、互いに話し合いながら
完成させていきました。選定に関しては、プロジェクトの
アートディレクターであるムラタチアキ氏とともに、「そ
のデザインには意味があるのか」を何度も討議しました。
完成した作品は、国内、海外へと販路が広がっただけでな
く、イタリアの展示会等に出品することができ、つくり手
たちの自信や喜びが深まったと感じました。（川越仁恵）
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アート・コミュニケーション事業 平成24年度実績

アート・コミュニケータ養成  平成24年4月～平成25年3月  87
基礎講座　全6回  平成24年4月14日（土）、28日（土）、5月12日（土）、26日（土）、  492
  6月9日（土）、23日（土）  
実践講座　鑑賞　全14回  平成24年7月23日（月）、8月20日（月）、9月10日（月）、24日（月）、  307
  11月5日（月）、12日（月）、26日（月）、12月17日（月）、
  平成25年1月21日（月）、2月18日（月）、3月25日（月）
実践講座　アクセス　全14回  平成24年7月5日（木）、9日（月）、13日（金）、30日（月）、  315
  8月10日（金）、27日（月）、10月17日（水）、23日（火）、
  11月19日（月）、12月10日（月）、
  平成25年1月22日（火）、29日（火）、2月22日（金）、3月11日（月）
実践講座　建築　全6回  平成24年6月5日（火）、19日（火）、7月28日（土）、  153
  8月25日（土）、9月1日（土）、6日（木）
総会　全3回  平成24年10月6日（土）、平成25年1月13日（土）、3月30日（土）  114
とびラボ  平成24年4月～平成25年3月　  1,052
（アート・コミュニケータの 館内全スタッフ用ミニコミ誌『とびリア』発行 創刊準備号  平成24年10月 300
自主的な活動打合せなどの  第1号  平成24年11月 300
コミュニケーションの場）  第2号  平成25年2月 300
114 回開催 チラシDEうちわ発行 平成24年8月5日（日） 1,000 
 スタッフ用館内マップ発行 平成24年10月6日（土） 500 
 都美建築案内　『トビカンみどころマップ』発行 平成25年2月16日（土） 2,000 
 美術情報室広報誌　『ライぶらり』発行 第1号  メトロポリタン美術館展編　平成24年12月4日（火） 1,000
  第2号  TOKYO 書 2013展編　平成 25年1月3日（木） 2,500
  第3号  エル・グレコ展編　平成 25年2月15日（金） 5,000
とびらフォーラム 「あさっての話をしよう」 平成25年2月16日（土）  132

スクールプログラムチラシ発送 小中学校1,938校（小学校1,308校、中学校633校）  3,882 
スクール・マンデー　 教員対象 （台東区） 平成24年7月30日（月）  44
  足立区立青井中学校 　1年生 平成24年9月10日（月）  66
 中野区立多田小学校　6年生 平成24年9月10日（月）  48
 慶応義塾大学幼稚舎　6年生 平成24年11月12日（月）  36
 荒川区立第三峡田小学校　5,6年生 平成24年11月26日（月）  43
 中央区立日本橋小学校　6年生 平成24年11月26日（月）  59
 星槎国際高等学校　1,2,3年生 平成24年11月26日（月）  19
 文京区立根津小学校 6年生 平成25年2月25日（月）  30
 台東区立松葉小学校　5,6年生 平成25年2月25日（月）  56
通常開室日の学校団体来館 北海道恵那市立恵北中学校 平成24年4月26日（木）  6
 広島県広島市立沼田高等学校 平成24年10月2日（火）  2
 桜蔭中学校 平成24年10月27日（土）  240
  跡見学園中学校 平成24年11月13日（火）  140
 銀嶺幼稚園 平成24年11月13日（火）  200
 港区立御田小学校 平成24年12月20日（木）  59
 足立区立青井中学校 平成25年2月1日（金）  6
 こども美術教室がじゅく 平成25年2月17日（日）  100
 文京学院大学女子高等学校 平成25年2月26日（火）  103
 青山学院初等部 平成25年2月26日（火）  126
 東星学園小学校 平成25年3月2日（土）  7
日本大学高等学校向け建築ツアー  平成25年1月16日（水）  21
ティーチャーズ・デイ 先生のための美術館活用研修会 平成24年8月22日（水）  32
  平成24年10月26日（金）  23
  平成25年3月1日（金）  31
職場体験 中央区立晴海中学校　2年生 平成24年9月11日（火）～ 14日（金）  2
 豊島区立西巣鴨中学校　2年生 平成24年9月11日（火）～ 13日（木）  3
 東京都立白鷗高校付属中学校　2年生 平成24年11月6日（火）～ 8日（木）  3
 江戸川区立松江第五中学校　2年生 平成25年1月24日（木）～ 25日（金）  3
 中央区立日本橋中学校　2年生 平成25年2月6日（水）～ 8日（金）  2
職場見学 法政中学高等学校　中学2年生 平成24年12月12日（水）  15
インターン  平成23年11月 ～ 平成24年10月  1
  平成25年2月 ～ 平成25年6月  1

とびらプロジェクト（P.46～50）    
項目 内容 期間 枚数／冊数 人数

学校連携（P.51～52）
項目 内容 期間 枚数／冊数 人数
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研修会等への協力 東京都中学校美術教育研究会　研修 平成24年7月24日（火）  35
 千葉市美術館主催　教員研修会 平成24年7月31日（火）  54
 公益財団法人東京都歴史文化財団　動くフォーラム 平成24年8月10日（金）  16
 藤沢市　小学校図工部会研修会 平成24年8月28日（火）  81
 文京区　小学校図工部会研修会 平成24年9月5日（水）  23
 東京都　教員研修 平成24年10月19日（金）、11月16日（金）  90
 キヤノン株式会社主催　 平成24年11月12日（月）  44
 キヤノン・ミュージアム・キャンパス
 武蔵野大学　オムニバス美術講座 平成24年12月6日（木）  41
 京都造形芸術大学 平成24年12月22日（木）  35

公募団体ベストセレクション  美術  2012 記念座談会 平成24年5月5日（土）  85
 「文化としての団体展―その底力の根拠を探る」    
 出品作家によるアーティスト・トーク 平成24年5月4日（金）  92
  平成24年5月13日（日）  290
  平成24年5月19日（土）  181
  平成24年5月27日（日）  416
「Arts&Life:生きるための家」展 オープニングレクチャー 平成24年7月15日（土）  207
 アーキテクトトーク 平成24年7月27日（金）  80
  平成24年8月17日（金）  120
  平成24年9月23日（日）  150
 けんちく体操（東京都美術館ものがたり展の共催） 平成24年9月22日（土）  22
TOKYO  書  2013 出品作家によるアーティスト・トーク 平成25年1月6日（日）  565
  平成25年1月12日（土）  617
  平成25年1月14日（日）  365
新鋭美術家展 出品作家によるアーティスト・トーク 平成25年2月23日（土）  75
  平成25年2月24日（日）  105
【ファミリープログラム】    
公募団体ベストセレクション  美術  2012 ミュージアムショップ共催ワークショップ　 平成24年5月27日（日）  31
 びじゅつ探偵団！いろいろBook 
新春アート・コミュニケーションプログラム 大字揮毫 平成25年1月6日（日）  87
「書と屏風に出会うお正月」 屏風を一緒にみてみよう 平成25年1月6日（日）  38
【とびラボ発　展覧会関連プログラム】    
マウリッツハイス美術館展 あなたも真珠の耳飾りの少女　プロジェクト 平成24年8月5日（日）、15日（水）、9月9日（日）、9月16日（日）  93
 紙芝居「都美子のタイムトラベル」 平成24年8月19日（日）、31日（金）、9月9日（日）、9月16日（日）  183
 「おえかきボード」（磁気ボード）貸出 平成24年7月21日（土）～ 8月31日（金）  4,025
 ぬりえプロジェクト「とびらボードでGO!」 平成24年8月29日（水）～ 8月31日（金）  429
東京都美術館ものがたり とびかんバトンプロジェクト 平成24年9月29日（土）、30日（日）  301
メトロポリタン美術館展 紙芝居「くろねこメット　だいかつやく」 平成24年12月9日（日）、16日（日）、22日（土）、28日（金）  241
 紙粘土ワークショップ　 平成24年12月22日（土）、23日（日）  543
 ポンポンに挑戦 ! シロクマ大行進 !! 
 「どうぶつボード」（磁気ボード）貸出 平成24年11月3日（土）～平成25年1月4日（金）  2,507
 ぬりえプロジェクト「どうぶつボードでGO!」 平成24年12月15日（土）、16日（日）  143
エル・グレコ展 「とびらボード」（磁気ボード）貸出 平成25年1月19日（土）～ 4月7日（日）  1,586
 ぬりえプロジェクト「スケッチボードでGO!」 平成25年3月29日（金）、30日（土）  80
東京藝術大学卒業・修了展 「作品を語る60分」 平成25年1月26日（土）～ 30日（水）  504
【特別展ジュニアガイド】    
マウリッツハイス美術館展 東京都内公立小中学校への配布 1,305校 29,599 
  会場での配布 平成24年7月21日（土）～ 8月31日（金） 4,025 
メトロポリタン美術館展 東京都内小中学校（中学校は私立国立含む）への配布 2,069校 9,085 
 会場での配布 平成24年11月3日（土）～平成25年1月4日（金） 7,500 
 恩賜上野動物園との相互利用割引 平成24年11月4日（日）～平成25年1月4日（金）  238
  都美→上野動物園（214名）　上野動物園→都美（24名）
エル・グレコ展 一都三県の全小中学校、図書館への配布 5,655校、図書館513ヶ所 22,198 
 会場での配布 平成25年1月19日（土）～ 4月7日（金） 6,675 
東京ノート　公演  平成24年7月15日（日）～ 25日（水）　全9ステージ  939

項目 内容 期間 枚数／冊数 人数

展覧会関連プログラム（P.53～54）    
項目 内容 期間 枚数／冊数 人数
【一般参加プログラム】 
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美術館たんけんツアー 偶数月に開催（親子2名1組で参加） 平成24年10月27日（日）  9
  平成24年12月16日（日）  2
  平成25年2月17日（日）  26
建築ツアー 奇数月第３土曜日14時から開催 平成24年8月25日（土）  25
  平成24年9月15日（土）  36
  平成24年11月17日（土）  13
  平成25年1月19日（土）  26
  平成24年3月16日（土）  15

障害のある方のための特別鑑賞会 マウリッツハイス美術館展 平成24年8月27日（月）  845
 メトロポリタン美術館展 平成24年12月10日（月）  800
 エル・グレコ展 平成25年3月11日（月）  781

東京都美術館フォーラム2012  フォーラム  平成24年11月23日（金）  214
美術館コミュニケーション・デザイン―「わたし」から始まる、物語の共有― 研究会  平成24年11月24日（土）  37
アート・コミュニケーション・アーカイヴ研究会 平成24年10月22日（月）  62
『東京都美術館とアート・コミュニティ―「造形講座」と「自主造形講座」、 平成24年10月29日（月）  41
そして「とびらプロジェクト」』
文化庁ミュージアム・エデュケーター研修  平成24年9月26日（水）、27日（木）  77
「アート・多文化・伝統・身体・メディアを活用する表現と協同の創発的な学びの場の開発」 平成25年2月10日（日）、11日（月）  100
総括・公開コロキウム
主催　科学研究費補助金　基盤研究（B）22330243「アート・多文化・伝統・身体・メディアを
活用する表現と協同の創発的な学びの場の開発」（代表：茂木一司・群馬大学教育学部教授）  
江戸東京たてもの園ボランティア研修会  平成24年9月25日（火）  103
上野地区教育普及担当者会  平成24年9月19日（水）、平成25年1月22日（火）  30
参加機関：上野の森美術館、国立科学博物館、国立西洋美術館、東京藝術大学、  
東京国立博物館、恩賜上野動物園、東京都美術館他

障害者対象 アクセス・プログラム（P.56）
項目 内容 期間 枚数／冊数 人数

調査・研究プロジェクト（P.57）
項目  期間 枚数／冊数 人数

美術館たんけんツアー・建築ツアー（P.55）    
項目 内容 期間 枚数／冊数 人数

担当者より
　多くの美術館で「教育普及事業」と呼ぶ事業を、あえて
「アート・コミュニケーション」という造語をつくり事業を
はじめたところに、この事業の特徴があります。美術館に
展示される文化財の情報を普及し、利用者の教育の場とな
る役割は当然のことながら担っていますが、その役割を本
当に機能させるには、人々の主体的な参加意識を高め、文
化芸術に関わりを持つことは楽しく充足することだと実感
させる「コミュニケーションの場づくり」が重要だという考
えが、このネーミングに込められています。世界の美術
館運営の潮流として2000年以降急速に浸透してきた考え
で、社会の中で美術館をより機能させるために、展覧会事
業と同等な重さで、新たなコミュニケーションを生む事業
を展開する例が増えています。東京都美術館はリニューア
ルを機にそうした方向性に向けて船出したといえます。
　初年度の運営において最も必要とされたことは、まだ世

界的にも新しい、社会の中で概念が根付いていない活動を
行っていく際に、具体的に「見える化」して、方向性を見失
わずに試行錯誤しながら活動への理解を広げていくことで
した。館内のほとんどの学芸員、職員が何らかの形でアー
ト・コミュニケーション事業に関わり、また、多くの外部
の方と関わっていただきながらプログラムを実施したこと
で、初年度にしては大きく達成できたと感じています。予
想以上に多くの方々が新しい考え方に共感し、参加を得た
ことが大きな推進力になりました。初年度の事業を行う上
で出てきたキーワード「対話」「物語の共有」「違いが活き
る学び合い」「あさっての美術館」「伴走」など、核となる
アイディアについて、今後もスタッフ間で考えを深めなが
ら、「人々をつなぐ拠点としての美術館」となれるように、
引き続き努力していきたいと思います。（稲庭）
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アメニティ事業4 　リニューアルオープンを機に、美術館を訪れる楽しさを充実させるアメニティ
事業をひとつの柱に据え、「佐藤慶太郎記念 アートラウンジ」の新設を始め、美
術情報室やミュージアムショップの増床、レストラン店舗数増など拡充して運営
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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　当館創設に寄与した佐藤慶太郎氏に敬意を表して、名前
を冠したラウンジを新設した。検索端末の設置やスタッフ
の常駐により、東京都内の美術館を中心にした展覧会など
の情報にアクセスできるインフォメーション・サービスを
提供。美術館創立の日（5月1日）を中心に、当館の歴史を
紹介する資料展（アーカイブズ資料展示）も行う。

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

アートラウンジでの催し
アーカイブズ資料展示
美術館創立の日に合わせ、当館の歴史に関する資料を公開
展示期間／平成24年4月25日～ 5月25日
出品点数／ 20点

記者発表会及びプレス内覧ツアー
「Arts&Life：生きるための家」展のトークセッションと「東
京都美術館ものがたり」のワンポイントトークを実施
日時／平成24年7月9日（月）15:30～ 17:30
参加者数／ 48人

まちなかコンサート
東京音楽コンクール入賞者などを中心とする新進演奏家が
メトロポリタン美術館展によせて演奏
日時／平成24年10月27日（土）14:00～ 14:45、15:00～
15:45
主催／東京都、東京文化会館・東京文化発信プロジェクト
室（公益財団法人東京都歴史文化財団）

第61回 東京藝術大学卒業・修了作品展 関連プログラム「日
比野克彦×PandAメンバー」ラウンジトーク
卒業・修了作品展プロデュースチーム「PandA」学生メン
バー 5人と日比野克彦教授が卒展や藝大についてのトーク
を実施
日時／平成25年1月27日（日）15:30～ 17:00
主催／東京藝術大学卒業・修了作品展プロデュースチーム
「PandA」、東京藝術大学×東京都美術館「とびらプロジェ
クト」

佐藤慶太郎記念 アートラウンジ

北欧の家具が配されたアートラウンジ

朝倉文夫《佐藤慶太郎像》（左）と東京都美術館旧館より移設された佐藤
慶太郎記念碑

総評
　リニューアルで質の高い什器と明るい環境を実現したた
め、くつろげる快適な空間と利用者に好評を博した。東京
文化会館と共同で行った無料コンサートも好評だった。し
かし、冬場に長時間滞在する利用者もあり、ラウンジの機
能を損ねることもあった。今後の運営方法を検討したい。

アーカイブズ資料展示 「Arts&Life：生きるための家」展の
記者発表会
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実績
開室日数／ 325日
利用者数／のべ5,521人（1日平均17人）

総評
　司書資格を持つ専門業者への委託により、図書の閲覧や
コピーサービスなどは支障なく運営できた。しかし、美術
情報室の場所がわかりにくいため、利用者数は目標を下ま
わった。今後とも利用案内や小冊子の配布などを行い、利
用促進につとめていく。

　日本で最初の「美術館における公開制図書室」として、昭
和51（1976）年に開設。美術家や遺族から寄贈されるなど
した貴重な図書資料は平成6（1994）年に東京都現代美術館
に移管されたが、美術への理解と関心を高め美術振興に資
するため、新たに一般向けの美術図書や美術雑誌、展覧会
図録などの図書資料を来館者の閲覧に供している。平成
24年度に美術情報室と改称。情報室内での閲覧のみなら
ず資料検索やコピーサービスも行っている。また、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
整理保管に着手した。整理した資料はデータ化し随時公開
する予定である。

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／ 10:00～17:00
休室日／毎月第1・第3月曜（祝・休日にあたる場合は翌日）
整備休室／平成24年9月19日～ 10月4日（16日間）
その他、館内整備、年末年始などは美術館に準ずる

美術情報室

リニューアル後の美術情報室

 美術図書等 美術雑誌等 展覧会図録 年報・紀要等
購入 208 169 18 0
寄贈 207 576 656 390
計 415 745 674 390

 利用者数 開室日数 1日平均
4月 826 29 28
5月 366 29 13
6月 417 28 15
7月 794 29 27
8月 705 29 24
9月 414 16 26
10月 334 26 13
11月 422 28 15
12月 393 28 14
1月 248 28 9
2月 315 26 12
3月 287 29 10
計 5,521 325 17
※1日平均は四捨五入

美術図書等 美術雑誌等 展覧会図録 年報・紀要等 計
 5,811 20,915 13,480 3,978 44,184

受入れ冊数（平成24年度）

●月別利用者数

蔵書冊数（平成25年3月31日現在）

旧館設計図、歴代展覧会ポスター・チラシ等、約1,200点

館史資料
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実績（平成24年度来店客数）
MUSEUM TERRACE／ 146,807人
IVORY／ 38,444人
M cafe／ 106,167人

総評
　来館者にとってレストランやショップは、作品鑑賞同様
に重要な部分なので、今後とも雰囲気のよい演出がなされ
た空間を維持していく。

　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店舗を設置した。カジュアルに料
理を楽しむメインダイニング「MUSEUM TERRACE」、当
館のグランドレストランとなる「IVORY」、コーヒーやス
イーツを中心とした「M cafe」である。

「MUSEUM TERRACE（ミュージアムテラス）」
面積／ 428㎡
席数／ 180席
営業時間／ 11:00～17:30
（特別展開催中の金曜は20:00まで営業）

「IVORY（アイボリー）」
面積／ 222㎡
席数／ 84席
営業時間／ 11:00～17:30
（特別展開催中の金曜は20:00まで営業）

「M cafe（エム・カフェ）」
面積／ 185㎡
席数／ 70席
営業時間／ 10:00～17:30 

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

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

ワークショップ
「びじゅつ探偵団 ! いろ色Book」　平成24年5月実施／参
加人数　31人
オリジナル商品
「TOKYO CRAFTS & DESIGN 2012」に選定された10種
類の商品のほか、当館ロゴ入りオリジナルグッズ（うすは
りタンブラー、クリアファイル、ブロックメモ、ポストカー
ド）などを取扱う

　来館者などへの利便性を高めるために、飲料水などの自
動販売機やロッカーなどの設置も行っている。

自動販売機（飲料水など、有料）― 6台設置
水飲み場（無料）― 2台設置
貸ロッカー（コインリターン式、無料）― 512台設置（サ
イズ／小465、中39、大8）
貸車椅子（手動型、無料）― 20台
貸ベビーカー（生後2～ 24カ月用、無料）― 2台
特殊簡易公衆電話（コイン式、有料）― 1台設置
コピーサービス（公募展示室等の利用団体向け、有料）

ミュージアムショップ 来館者サービス

実績
来客数／ 143,819人

総評
　新伝統工芸プロデュース作品を始め、ファミリープログ
ラムや東京藝術大学と連携した学生プロデュース作品の展
示販売など、他事業と連携した取り組みを実現でき、にぎ
わいづくりに貢献した。
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諸活動5 広報

調査研究
収蔵品
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　平成24年度は、リニューアルオープンを広く周知する
とともに、リニューアル開館記念式典を広報活動の一環と
して実施した。継続的なメディアリレーションズを重視し
て記者発表会やメディア誘致を積極的に展開し、館事業へ
の理解を図った。交通広告・新聞広告による情報発信も展
開して、企画展や連携展、アート・コミュニケーション事
業等の新規事業の効果的な広報・宣伝を目指した。

館案内リーフレット作成（一般来館者向け）
　館の案内リーフレットを作成し、館内をはじめ都内の美
術館・博物館、主要観光案内所等で配布した。

館事業概要パンフレット作成（プレス、関係者向け）
　当館のリニューアルオープンを機にスタートした新規事
業への理解を深めるために、館の事業概要パンフレット
（A4サイズ・12ページ）を作成し、記者発表会やリニュー
アル開館記念式典等で配布した。

ホームページとSNSの導入
　入場者数の新記録を打ち立てた「マウリッツハイス美術
館展」の開催中に100万アクセスを超えた。さらなる効果
的な広報展開のため、公式ホームページのアクセス解析等
を実施。12月にはツイッターを導入し、展覧会場の混雑情
報や当日のイベント情報、休館日・夜間延長開館等の速報
性のある情報発信につとめた。
東京都美術館公式ホームページ　　
http://www.tobikan.jp
東京都美術館公式ツイッター　　　
https://twitter.com/tobikan_jp

広報

 アクセス数 ヒット数
4月 324,499 6,493,845
5月 332,296 7,323,121
6月 548,875 12,194,572
7月 1,068,441 24,433,299
8月 1,037,120 24,530,774
9月 823,793 19,520,853
10月 511,699 11,436,215
11月 403,812 8,908,271
12月 362,360 7,712,301
1月 457,765 9,892,521
2月 489,694 10,620,940
3月 479,486 10,238,383
合計 6,839,840 153,305,095

ホームページ閲覧数

広告掲出
　JR上野駅を中心とした交通広告の掲出や新聞広告等、
露出を増やすことで効果的な集客を目指した。

•交通広告（通年）
　平成24年度は、年間を通じて所有する JR上野駅構内の
大型サインボード（H1,300×W4,000mm）を活用して、リ
ニューアル開館や展覧会情報を掲出した。
［掲出場所］JR上野駅構内　京浜東北線（大宮方面行き）1
番線ホーム前
［意匠変更］7回

•交通広告（単発）
　当館最寄り駅となる JR上野駅公園改札口内には、リ
ニューアル開館を告知する柱巻広告を行った。また、企画
展の周知と上野への集客を高めるために、JR・東京メト
ロ・都営地下鉄の電車内や乗降客の多い東京駅構内等に一
斉に、J・ADビジョン（デジタルサイネージ）を実施した。
［掲出回数］9回（のべ168日間）

JR上野駅構内の大型サインボード
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 TV・ラジオ 新聞 雑誌等
4月 2 16 35
5月 11 14 53
6月 10 33 81
7月 2 34 78
8月 6 42 93
9月 1 78 168
10月 22 63 181
11月 3 84 139
12月 8 22 103
1月 6 55 75
2月 7 50 91
3月 2 42 74
合計 80 533 1,171
＊特別展の広報事務局扱い分を除く

各種メディアへの放映・掲出件数

•新聞広告
　企画展の周知では、交通広告に加えて新聞広告を行っ
た。展覧会告知のほか、上野公園での散歩をテーマにした
特集広告も展開した。

・平成24年7月15日（日）／「Arts&Life：生きるための家」
展、「東京都美術館ものがたり」の告知
読売新聞都内版（朝刊）、読売新聞多摩版（朝刊）、朝日新聞
都内・多摩版（朝刊）、産経新聞都内・多摩・武蔵野版（朝刊）、
東京新聞都内・多摩・武蔵野版（朝刊）、日本経済新聞首都
総合版・東京版（朝刊）、毎日新聞都内・多摩・武蔵野版（朝刊）
・平成24年8月27日（月）／「東京都美術館リニューアル開
館～アートへの入口に」の告知
・平成24年8月27日（月）／「Arts&Life：生きるための家」
展の告知
朝日新聞東京本社版（夕刊）
・平成24年8月～ 3月／「都美セレクション グループ展公
募 第1回」
新美術新聞　8回掲載

•雑誌広告
　現代作家が出品する連携展の告知では、美術雑誌への広
告で展覧会の周知を目指した。
・「都美セレクション 新鋭美術家 2013」の告知
『美術手帖』2013年2月号（1月17日発行）ART NAVI

•広報協力
　京王エージェンシーから協力を得て、展覧会の告知案内
やポスターを京王線沿線に無償で掲示した。
［掲出場所］京王線新宿駅、下北沢駅、吉祥寺駅、千歳烏
山駅、明大前駅等
［回数］4回

　アトレ上野の協力を得て、展覧会のポスターを JR上野
駅構内（アトレ上野）に無償で掲示した。
［掲出場所］JR上野駅コスモス広場、下町ストリート
［回数］2回

タイアップ広報
　「エル・グレコ展」とのタイアップ広報として、フラッグ
広告と作品解説とギター演奏を楽しめるレクチャーコン
サートを企画。

•フラッグ広告
　平成25年3月8日（金）～ 3月14日（木）、JR上野駅グラ
ンドコンコースに、H4,500×W5,000mmのフラッグを掲
出した。

JR上野駅グランドコンコースのフラッグ

•関連イベント
　レクチャーコンサート「スペイン !ギターと絵画の交わる
ところ」
開催日時／平成25年3月23日（土）14:00～ 15:50（15分
間の休憩含む）
出演／益田正洋（ギタリスト）、川瀬佑介（「エル・グレコ展」
監修者・国立西洋美術館 研究員）
入場者数／ 238人

•取材対応及び取材誘致
　電話・FAX・メールでの記事掲載対応のほか、取材依
頼・収録・オンエアの立会い等を実施。取材誘致を行い、
テレビではニュースや情報番組で取り上げられるなど、リ
ニューアル開館周知につながった。
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記者発表会及びプレス向けギャラリーツアー等の実施
　企画展の記者発表会2回のほか、新伝統工芸プロデュー
ス事業のプロダクト発表会等の記者発表会を開催。各展覧
会では、開幕前日にプレス向けギャラリーツアー 7回（特
別展を除く）も実施した。

地域連携
　5月18日の「国際博物館の日」前後に上野公園周辺文化
施設とまち（商店街）とで開催する「上野ミュージアム
ウィーク」に参加協力した。
•お楽しみくじ
5月18日（金）9:30～　「ベストセレクション 美術 2012」
展入口／参加者数50人
•山のUMWお楽しみくじ引き
5月20日（日）9:30～　エントランス（LB階）／参加者数
200人

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

テレビドラマ
許可件数／ 2、撮影件数／ 1、撮影日数／ 1
スチール撮影　
許可件数／ 4、撮影件数／ 4、撮影日数／ 4

ファッション誌の撮影風景

総評
　速報性に優れたツイッターなどを活用し、集客に貢献し
た。ホームページについては、今後もより読みやすく利用
されやすい広報ツールに改善していく。
　リニューアルオープン記念に関しては、様々な媒体を活
用した積極的な広報活動ができた。意見箱の投書にも「東
京都美術館は変わった、よくなった」という好意的な意見
が寄せられた。記念事業やセレモニーも円滑に進められた。

担当者より
　リニューアルオープン、リニューアル開館記念式典、グ
ランドオープンと、広報としても大きな節目の年となりま
した。リニューアルオープンを早く、広く、周知するとと
もに、新規にはじまる自主企画展・連携展及びアート・コ
ミュニケーション事業を告知するために、メディアリレー
ションズに力を注ぎました。プレスリリース配信数をはじ
め、広告出稿量は館史上最多を記録しています。美術館と
日常との距離が縮まり、新たな美術ファンの“深堀り”と
“東京都美術館ファン”の醸成につながれば幸いです。（進
藤美恵子）
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　展覧会をはじめ美術館の様々な事業は調査研究の上に成
り立っている。リニューアルオープンを機に、数々の自主
企画を新たに展開することとなり、調査研究活動は一層重
要性を増した。また、博物館法による博物館相当施設の指
定を受け、調査研究の成果を明確に示す必要性が高くなっ
た。
　調査研究の成果は展覧会図録で発表するほか、月2回開
催する学芸会議で各自がテーマを立て発表している。紀要
の刊行は、東京都現代美術館が開館し、事業が移管した平
成6年度の18号以降途絶えていたが、今回のリニューア
ルを機に再刊することになり、19号を発行した。また、
美術や美術館に関する職員の知見は、寄稿や講演などによ
り、より広く社会に還元するように努めている。職員別の
取組は以下の通り。（五十音順）

●稲庭彩和子
【著作・寄稿】
・「東京都美術館×東京藝術大学「とびらプロジェクト」̶
美術館と大学の連携が拓く実践的コミュニティの今」『博
物館研究』第47巻第11号、日本博物館協会、2012年11月、
pp.10-13
・「美術館と学校の連携　鑑賞ジャンプ力をどうひきだす
か」『 感じて・動く -鑑賞の活動化 - 』日本文教出版、2013
年3月、pp28-29
・「おとなの学びと実践の場〈とびらプロジェクトの挑
戦〉」、『Formal× Informal Learning：ワークショップで何
ができるのか ?　平成24年度科学研究費補助金基盤研究
（B）22330243「アート・多文化・伝統・身体・メディア
を活用する表現と協同の創発的な学びの場の開発』2013
年2月、p14
【講演・セミナー等】
・国立新美術館 第6回 カフェアオキ「もっと美術を楽しも
う」、青木保氏（国立新美術館館館長）と奥村高明氏（聖徳大
学児童学部教授）との鼎談、2012年9月9日
・平成24年度 文化庁エデュケーター研修「ミュージアム・
コミュニティ」 2012年9月26、「対話型鑑賞プログラム」、
2012年9月27日
・「キヤノン・ミュージアム・キャンパス」、キヤノン主催、
東京都美術館、2012年11月12日
・「武蔵野大学 社会連携センター オムニバス美術講座　
新生・東京都美術館とメトロポリタン美術館展」、東京都
美術館、2012年12月6日

調査研究

・「芸術の現場から」、群馬県立女子大学、2012年12月19日
・「アート・コミュニティの形成―とびらプロジェクト―」、
アーツ前橋 平成24年度芸術文化施設プレイベント アート
スクール、2013年1月12日
・「東京都美術館における学校利用」、日本博物館協会平成
24年度研究協議会「学校の博物館利用の現状と課題」、東
京都美術館、2013年1月24日
・教育UPセミナー 授業デザイン研究、横浜国立大学教育
人間科学部附属鎌倉小学校、2013年1月26日
・「おとなの学びと実践の場〈とびらプロジェクトの挑
戦〉」、アート・多文化・伝統・身体・メディアを活用する
表現と協同の創発的な学びの場の開発 総括・公開コロキ
ウム、東京都美術館、2013年2月10日
・「東京都美術館×東京藝術大学「とびらプロジェクト」の
挑戦」、第5回つなぐ人フォーラム、2013年2月23日、「鑑
賞ワークショップが子どもたちにもたらすものとは？」、
2013年2月24日

●大橋菜都子
【著作・寄稿】
・「17世紀オランダ絵画にみる「笑い」」 『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』図録、朝日
新聞社、2012年、pp.143-148
・「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」、『うえの』7月号、上野のれん会、2012年7月、
pp. 19-21
・「エル・グレコ展のみどころ―新たな魅力に迫る」、『う
えの』2月号、上野のれん会、2012年2月、pp.30-32
・「躍動する画面―新たなエル・グレコ像に迫る」、『新美
術新聞』、美術年鑑社、2013年1月12日号
【講演・セミナー等】
・「マウリッツハイス美術館展のみどころ」、朝日カル
チャーセンター新宿教室、2012年7月24日
・「17世紀オランダ・フランドル絵画のみどころ」、品川
区教養講座「レンブラント・フェルメールの時代」、品川区
中小企業センター、2012年7月13日
・「“近代絵画の先駆者”エル・グレコを知る」、関連文化講
演会、2013年1月11日（北区）、1月20日（町田市）、1月
23日（板橋区）
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●川越仁恵
【講演・セミナー等】
・経済産業省主催「ものづくりフォーラム」 特別講演
「TOKYO CRAFTS & DESIGN（新伝統工芸プロデュース）
の成果と展開」、東京ミッドタウン、2013年3月6日

●河野佑美
【著作・寄稿】
・「私たちの「生きるための家」のために」 『生きるための
家』展図録、東京都美術館、2012年、p.51
・「Arts&Life：生きるための家」展　『うえの』9月号、上
野のれん会、2012年9月、pp.39
・「Arts&Life：生きるための家展――美術と日常を繫ぐも
の」『新建築』10月号、新建築社、2012年10月、pp.55
・「Arts&Life：生きるための家」展覚書、『東京都美術館紀
要』第19号、2013年、pp.11-18
【講演・セミナー等】
・武蔵野美術大学造形学部芸術学科「ミュゼオロジーと教
育」特別講師、2012年12月3日

●小林明子
【著作・寄稿】
・「一六世紀イタリアにおける自然の蒐集――ウリッセ・
アルドロヴァンディの博物図譜をめぐって」遠山公一・金
山弘昌編 『美術コレクションを読む』、慶應義塾大学出版
会、2012年、pp. 259-280
・「東京都美術館の新しい試み　都美セレクション グルー
プ展の開催」『新美術新聞』2012年9月21日号

●佐々木秀彦
【著作・寄稿】
・「学校・地域・家庭との連携に果たす学芸員の役割―連
携を進めるための拠りどころ―」 『社会教育』2012年9月
号、全日本社会教育連合会、pp. 14-20
・『コミュニティ・ミュージアムへ　―江戸東京たてもの
園再生の現場から』、岩波書店、2012年
・「都美館・鳶職・町火消―地域からたどる美術館の歴史
ミュージアム・アーカイブズの一環として―」『東京都美
術館紀要』第19号、2013年、pp.6-10
【講演・セミナー等】
・フォーラム「21世紀ミュージアム・サミット」（主催か
ながわ国際交流財団）、2013年3月9日

●進藤美恵子
【著作・寄稿】
・「誰もが気軽に来館できる“アートへの入口に”―平成24
年4月1日リニューアルオープン」 『博物館研究』第47巻第
6号、日本博物館協会、2012年6月、pp.59

●武内厚子
【著作・寄稿】
・「美術公募団体の新鋭たち」 『都美セレクション 新鋭美
術家 2013』展図録、東京都美術館、2013年、pp.35-37
・「『都美セレクション 新鋭美術家2013』展によせて」 『新
美術新聞』美術年鑑社、2013年2月11日号

●田村麗恵
【著作・寄稿】
・「「TOKYO 書 2013　公募団体の今」について」 『TOKYO
書 2013　公募団体の今』展図録、東京都美術館、pp.88-89
・「資料紹介 東京都美術館収蔵の書作品について」、『東京
都美術館紀要』第19号、2013年、pp.19-29

●中原淳行
【著作・寄稿】
・「自然をみつめて――レンズが捉えた世界のかたち」 『メ
トロポリタン美術館展 大地、海、空――4000年の美への
旅』図録、読売新聞東京本社、2012年、pp.20-26
・「ぎゃらりいモール」 『読売新聞』、2012年10月30日夕
刊
・「メトロポリタン美術館展 大地、海、空――4000年の
美への旅」『うえの』10月号、上野のれん会2012年10月
・「自然をみつめて――大地、海、空、4000年の美への旅」
　『新美術新聞』美術年鑑社、2012年10月1日号
【講演・セミナー等】
・「自然をみつめて――アーティストの眼差しについて」、
東京都美術館、2012年11月17日
・「美術鑑賞講座」、日本工業倶楽部、2012年10月31日
・「メトロポリタン美術館展のみどころ」、朝日カルチャー
センター新宿教室、 2012年11月1日
・武蔵野大学 社会連携センター オムニバス美術講座「新
生・東京都美術館とメトロポリタン美術館展」、東京都美
術館、2012年12月6日
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　当館の収蔵品は、平成6（1994）年に東京都現代美術館に
移管された。リニューアルを機に一部が再移管され、野外
彫刻等の立体作品12点と書作品36点を収蔵（展示・保存）
している。

収蔵品

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

立体作品リスト

野外彫刻等の立体作品
　野外彫刻等の立体作品は、昭和50（1975）年度から昭和
60（1985）年度にかけて収集された11点（寄贈を含む）のほ
か、平成11（1999）年度に東京都現代美術館より再移管さ
れた1点を含む12点を常時展示している。

《メビウスの立方体》

《さ傘（天の点滴をこの盃に）》 《三本の直方体 B》

《Plus and Minus No.55》

《P3824 Ｍ君までの距離》

《イロハニホヘトチリヌルヲワカタレソツネ……ン》

《my sky hole 85-2 光と影》

《三つの立方体 A》 《堰の見える遠景》
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《円柱の領域》

《舞踏》

《佐藤慶太郎像》

書作品
　当館による書作品の収蔵は、昭和38（1963）年度から昭
和53（1978）年度にかけて行われた。平成6（1994）年には
東京都現代美術館に移管されたが、平成23（2011）年7月
に当館に再移管されることとなり、現在は30名の作家に
よる書作品36点を収蔵している。

 作家名 作品名 制作年
1 青山杉雨 唐詩 -
2 青山杉雨 車馬囂々 -
3 安東聖空 不二 -
4 安東聖空 富士 -
5 泉原寿石 従容録 -
6 上田桑鳩 騰 -
7 宇野雪村 NEN（念） -
8 大石隆子 小庭 1972
9 金子鷗亭 閑適（七言絶句） -
10 金子鷗亭 知床（自詠歌） 1964
11 金子鷗亭 尾花 1973
12 金田心象 菩薩 1972

総評
　東京都現代美術館から当館収蔵庫への移動は、保存管理
面においても円滑に進められた。また、コレクション活用
展の準備と並行して、収蔵品の調査研究も進めることがで
きた。

書作品リスト

13 川村驥山 清風明月用不盡 -
14 熊谷恒子 いへにても 1972
15 桑田笹舟 希望 -
16 佐藤祐豪 元天目中峰和尚山居詩二首 1970
17 鈴木翠軒 万葉一首 -
18 炭山南木 天空海濶 1970
19 田中塊堂 槻の木 -
20 手島右卿 万華 1968
21 中野越南 寿似山 -
22 中村旭坡 七言絶句 -
23 西川 寧 吉康 1965
24 比田井南谷 作品 70-2 1970
25 日比野五鳳 あふさかの関 1969
26 広津雲仙 禅語（鐵團圝） 1972
27 豊道春海 嘉言名句 1958
28 豊道春海 草書閑適 -
29 松井如流 彬 1971
30 松本芳翠 慰情 -
31 宮本竹逕 万葉長歌 1974
32 村上三島 秋日 1970
33 森田子龍 想 1975
34 柳田泰雲 酔古堂剣掃之語 -
35 山崎節堂 孝経一節 -
36 山崎節堂 高野蘭亭雪中吉祥閣に登る詩 1975

比田井南谷《作品 70-2》

青山杉雨《車馬囂々》
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実績データ
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平成24年度の実績
入館者数実績
来館者の特徴と満足度
予算概要
組織・名簿

1
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入館者数実績

 展覧会観覧者   観覧者合計 その他入館者    その他入館者 入館者
 特別展 企画展／連携展 公募団体展  アート・コミュニ 美術情報室 講堂 スタジオ 合計 総合計
  コレクション展 学校教育展  ケーション事業

平成24年度 入館者数内訳

4月 0  0  133,113  133,113  244  826  2,054  728  3,852  136,965 
5月 0  9,634  67,069  76,703  1,332  366  499  372  2,569  79,272 
6月 13,317  0  119,596  132,913  611  417  1,417  448  2,893  135,806 
7月 242,045  18,266  67,463  327,774  1,096  794  1,616  289  3,795  331,569 
8月 284,931  49,135  86,480  420,546  2,290  705  2,434  408  5,837  426,383 
9月 217,973  50,124  114,859  382,956  1,326  414  1,622  522  3,884  386,840 
10月 76,691  8,161  139,022  223,874  580  334  2,066  605  3,585  227,459 
11月 116,685  270  154,857  271,812  1,060  422  1,466  528  3,476  275,288 
12月 108,940  2,134  73,820  184,894  1,840  393  2,441  428  5,102  189,996 
1月 60,981  18,497  112,766  192,244  2,767  248  3,776  295  7,086  199,330 
2月 102,564  3,903  177,164  283,631  675  315  1,885  481  3,356  286,987 
3月 116,304  2,875  82,999  202,178  1,499  287  2,006  661  4,453  206,631 
合計 1,340,431  162,999  1,329,208  2,832,638  15,320  5,521  23,282  5,765  49,888  2,882,526 
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来館者の特徴と満足度

　当館では毎年2回に分けて（夏季Round1・秋季Round2）
顧客満足度調査を実施している。今回は特にリニューアル
前後の変化を見るために平成21年度と24年度の夏季に
行った調査結果（Round1）を比較する。
※公益財団法人東京都歴史文化財団 「東京都美術館平成24
年度顧客満足度調査報告書」からデータを抜粋

来館者の特徴
性別
　リニューアル前と比較すると全体的に「女性」の割合が増
加した。

年代
　年代別で最も多いのはリニューアル前後とも「60歳以
上」。内訳では、リニューアル前の60歳以上は4割弱を占
めていたが、リニューアル後は、2割弱となり、10代、20
代が顕著に増えた。

居住地
　リニューアル前後とも居住地は「東京23区」が3～ 4割
程度で最も多く、全体の傾向に大きな変化はみられない。

来館頻度
リニューアルオープン前の平成21年度調査と今回調査の
来館頻度別シェアを比較してみると、はじめて来館した、
もしくは数年に１回来館する「ライトユーザ」の割合が増加
し、２，３か月に１回もしくは月に１回以上来館する「ヘ
ビーユーザ」の割合が低くなっている。ライトユーザの割
合が+18.7ポイントという結果であった。リニューアル
オープンの話題がメディア等でも様々に取り上げられたこ
とで、今まで足を運んだことがなかった層を取り込むこと
ができたと思われる。

男性
40.4％

10代
1.7％

10代
1.9％

40代
15.4％

40代
18.8％

50代
24.7％

60代
18.6％

70歳以上
7.3％

0.2％ 2.1％

50代
24.5％

60歳以上
39.0％

20代
5.9％ 20代

14.1％

15.0％

26.1％

22.1％

39.2％

40.9％

14.5％
23.3％

8.7％7.8％

ライトユーザ
29.5%

ライトユーザ
48.2%

ヘビーユーザ
31.1%

ヘビーユーザ
10.8%

ミドルユーザ
39.2%

ミドルユーザ
40.9%

東京23区
37.1％

東京23区外
10.7％

東京23区外
8.9％

埼玉県
10.7％

埼玉県
12.3％

千葉県
14.3％

千葉県
12.2％

神奈川県
11.7%

神奈川県
14.3%

その他のエリア
15.6% その他のエリア

25.6%
東京23区

26.4％

30代
14.6％

30代
13.5％

男性
36.0％

女性
59.6％

女性
64.0％

21年度　
Round1　N=421

21年度　
Round1　N=421

21年度　
Round1　N=421

21年度　
Round1　N=421

24年度　
Round1　N=425

24年度　
Round1　N=425

24年度　
Round1　N=425

24年度　
Round1　N=425

はじめて
数年に1回
年に1～ 2回
2～ 3ヶ月に1回
月に1回以上
無回答、不明
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満足度
展覧会の満足度
　“満足”（『満足』と『どちらかといえば満足』の合計。以下
同様）は「東京都美術館ものがたり」が100％、 「マウリッツ
ハイス展」が96.2％とほぼ全員が『満足』と回答している。
「公募展」に対しては “不満”（『不満』と『どちらかといえば
不満』の合計。以下同様）が18.8％であった。

総合満足度
　全体でみると、『満足』している人は68.9％、『どちらか
といえば満足』は29.2％なので、98％以上の人が『満足』し
ている。男女による差は見られない。「50代」以上の年代
の『満足度』がやや低く、中でも「60代」は55.7％と全年代
で最も低い。一方、満足度が高い年代は「20代」「40代」（と
もに78％）である。来館頻度別に見ると、「ミドルユーザ」
は65.5％とやや低め、「ライトユーザ」は71.2％、「ヘビー
ユーザ」は71.7％が『満足』と回答した。

リニューアルへの期待と評価
　過去に東京都美術館を訪れたことがある回答者（306名）
に、リニューアルに対して期待をしていたこととその評価
について10項目にわたってたずねた。リニューアル後の
期待は「館内バリアフリー化」が27.5％、次いで、「トイレ
の最新化と増設」が25.2％である。

ショップ・レストランの満足度
　ミュージアムショップの “満足” は91.1％であった。レ
ストラン・カフェでは、「IVORY」の “満足” が100％であっ
た。

期待していた
特に期待していなかった・気にしていなかった

良くなった
まあ良くなった
思ったほどよくなっていない／期待はずれ
わからない

満足

満足
満足

どちらかといえば満足

どちらかといえば満足
どちらかといえば満足

どちらかといえば不満

どちらかといえば不満
どちらかといえば不満

不満

不満
不満

マウリッツハイス美術館展

「Arts & Life:生きるための家」展

東京都美術館ものがたり

公募展

[B1F]ミュージアムショップ

[1F]Mcafe

[1F]IVORY

[2F]Museum terrace

展示室・ロビーの改修

飲食施設の充実

ミュージアムショップの拡張

エレベーター、エスカレーター等館内バリアフリー化

トイレの最新化と増設

休憩スペースの増設、授乳室の新設

順路、館内の案内板のわかりやすさ

館内環境の快適性の向上

建物全体の雰囲気、魅力の向上

新たな出入り口の増設（美術館北口）

●リニューアルへの期待 ●リニューアル後の評価

男性

女性

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

ライトユーザ

ミドルユーザ

ヘビーユーザ

全体

性別

年代別

来館頻度

 (N)

(369)

(10)

(29)

(48)

%

 (N)

(101)

(51)

(51)

(51)

%

% %N=306 N=306

 (N)

(425)

(153)

(272)

(8)

(60)

(62)

(80)

(105)

(79)

(31)

(205)

(174)

(46)

%

71.8

68.9

68.6

69.1

100

78.3

71.0

78.8

63.8

55.7

64.5

71.2

65.5

71.7

29.2

28.8

29.4

20.0

24.2

18.8

35.2

44.3

32.3

27.8

31.6

26.1

1.9

2.6

1.5

1.7

4.8

2.5

1.0

3.2

1.0

2.9

2.2

34.7

19.3 80.7 36.6 17.3 5.6 40.5

56.4 7.9

20.0

33.3

10.1

62.7

89.9 13.7 11.4 5.2 69.6

7.8

70.0 10.0

48.3

66.7

13.1 86.9 29.4 17.3 7.2 46.1

33.3

51.7

52.1

56.9

27.5 72.5 52.9 8.8 6.9 31.4

25.2 74.8 53.6 7.8 4.2 34.3

16.7 83.3 42.5 9.8 5.2 42.5

12.4 87.6 29.4 16.7 15.0 38.9

18.3 81.7 35.9 17.0 10.8 36.3

16.3 83.7 44.1 16.0 6.9 33.0

6.9 93.1 18.0 8.2 3.6 70.3

35.3

29.2 14.6

4.2

24.4 2.4

1.4

1.0

評価については、期待項目の上位2つのプラス回答（『良く
なった』と『まあ良くなった』の合計）が最も高く、「バリア
フリー化」が61.7％、「トイレの最新化と増設」が61.4％で
あった。
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予算概要

１経常収益の部 
 経常収益 
  事業収益  68,795
   入場料  24,172
   共催事業収益  44,623
 経常収益計  68,795
 経常費用  
  事業費  197,303
   （マウリッツハイス美術館展） 7,171
   （メトロポリタン美術館展） 5,515
   （エル・グレコ展） 4,860
   （アーツ＆ライフ展） 28,503
   （アートラウンジの運営） 6,150
   （連携展「公募団体ベストセレクション美術   
   　2012」の開催） 17,726  
   （連携展「都美セレクション新鋭美術家   
   　2013」の開催） 6,594
   （連携展「TOKYO書2013公募団体の今」の開催） 10,168
   （連携展「都美セレクション グループ展 公募   
   　第１回」の開催） 6,387
   （リニューアルオープン記念企画展「東京都美術館   
   　ものがたり」の実施（新たなサービス向上策）） 19,204
   （演劇とのコラボレーション実施   
   　（新たなサービス向上策）） 8,250
   （「アート・コミュニケーション・フォーラム」の開催   
   　（新たなサービス向上策）） 3,377
   （リニューアルオープン記念展広報宣伝   
   　（新たなサービス向上策）） 21,000
   （リニューアルオープン記念事業   
   　（新たなサービス向上策）） 20,000
   （アート・コミュニケーション事業（コラボレーション）） 14,151
   （アート・コミュニケーション事業（コレクション活用）） 1,160
   （アート・コミュニケーション事業（ラボ機能）） 5,347
   （アート・コミュニケーション事業（アーツ＆ライフ）） 6,791
   （アート・コミュニケーション事業（アーツ＆ケア）） 2,249
   （事業管理） 0
   （リニューアル新規事業に関する実地調査   
   　（新たなサービス向上策）） 0
   （リニューアルオープン記念企画展「東京都美術館   
   　ものがたり」図録作成（新たなサービス向上策）） 2,700
 経常費用計  197,303
 当期経常増減額  △ 128,508
 他会計振替額  
  収益事業会計振替額  53,977
 当期一般正味財産増減額  △ 74,531

１経常収益の部  
 経常収益  
  事業収益  290,894
   施設使用料  290,894
 受託収益  548,255
  管理運営受託収益  548,255
 経常収益計  839,149
 経常費用  
  事業費  841,139
   （美術館維持管理） 582,229
   （公募展事業等の運営） 22,984
   （広報事業） 27,395
   （事業人件費） 125,045
   （館長経費） 220
   （管理運営経費） 32,383
   （美術情報室の運営） 23,885
   （美術資料の収蔵・管理） 2,846
   （コレクション活用展 書） 4,191
   （調査研究） 800
   （アートコミュニケーション基盤調整事業） 17,171
   （事業人件費（収益）） 0
   （退職給付費用） 1,990
 経常費用計  841,139
 当期経常増減額  △ 1,990
 他会計振替額
  公益目的事業会計振替額  3,316
 当期一般正味財産増減額  1,326

１経常収益の部  
 経常収益  
  事業収益  115,709
   出版物販売  22,132
   管理手数料  77,417
   撮影手数料  131
   受取光熱水費  16,029
 経常収益計  115,709
 経常費用  
  事業費  36,344
   （飲料等自動販売機の設置） 519
   （レストラン等の運営） 27,754 
   （撮影等貸出） 0 
   （事業管理） 3,409 
   （カタログ等の販売（マウリッツハイス美術館展）） 0 
   （カタログ等の販売（メトロポリタン美術館展）） 0 
   （カタログ等の販売（エル・グレコ展）） 0 
   （カタログ等の販売（アーツ＆ライフ展）） 1,462 
   （カタログ等の販売（東京都美術館ものがたり）） 0 
   （カタログ等の販売（公募団体ベストセレクション  
   　美術2012）） 1,500 
   （カタログ等の販売（TOKYO書2013公募団体の今）） 1,050 
   （カタログ等の販売（都美セレクション新鋭美術家   
   　2013）） 400 
   （カタログ等の販売（TOKYO書2013公募団体の今）） 250 
 経常費用計  36,344
 当期経常増減額  79,365
 他会計振替額  
  公益目的事業会計振替額  △ 53,977
 法人税、住民税及び事業税  7,617
 当期一般正味財産増減額  17,771

公益目的事業会計
（自主事業） 

 （単位：千円）
（受託事業）

収益事業等会計
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組織・名簿

諮問機関等
東京都美術館運営委員会
会長 水上 忠（元東京都教育委員会教育長）
副会長  宮田 亮平（工芸家・東京藝術大学学長・現代工芸美術家協会常務理事）
  新井 光風（書道家・謙慎書道会会長）
  生沼 正篤（台東区副区長）
  宝木 範義（美術史家・明星大学教授）
  手塚 雄二（日本画家・東京藝術大学教授・日本美術院評議員）
  中林 忠良（版画家・東京藝術大学名誉教授・日本版画協会理事）
  南嶌 宏（美術評論家・女子美術大学教授）
  山本 貞（洋画家・日本美術家連盟理事長・二紀会理事長）
 任期：平成23年1月1日～平成24年12月31日、
 　　　平成25年1月1日～平成26年12月31日
 開催日：平成25年2月25日
 議題：平成24年度事業の状況報告について
 　　　平成25年度事業について
 　　　平成26年度公募団体展展示室使用割当について

東京都美術館外部評価委員会
委員長 長田 謙一（首都大学東京システムデザイン研究科教授）
副委員長 茅野 雅弘（上野観光連盟事務総長）
  五十嵐 卓（損保ジャパン東郷青児美術館学芸課長）
  一條 彰子（東京国立近代美術館教育普及室 主任研究員）
  村上 博哉（国立西洋美術館学芸課長）
 任期：平成24年10月～平成27年6月30日
 開催日：平成24年10月23日
 議題：委員会設置趣旨及び外部評価方法について
 　　　東京都美術館の事業について

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

職員
館長 真室 佳武
副館長〔派〕 越 秀幸

企画調整課
（企画調整課長事務取扱　越 秀幸）

管理係
管理係長〔派〕 杉浦 昭男
主事〔派〕 矢野 俊秀
主事 北條 和子
主事 進藤 美恵子
一般事務 鈴木 春美（～平成24年5月末まで）
一般事務 塩原 秀雄
一般事務 海老澤 義一
一般事務 福島 昌子

交流係
交流係長（学芸） 佐々木 秀彦
主事（学芸） 武内 厚子
主事（学芸） 田村 麗恵
専門調査員 河合 晴生

アート・コミュニケーション担当係長（学芸） 稲庭 彩和子

事業係
事業係長（学芸） 板谷 敏弘
次席（学芸） 中原 淳行
主任（学芸） 平方 正昭
主事（学芸） 河野 佑美
主事（学芸） 小林 明子
主事（学芸） 大橋 菜都子
専門調査員 川越 仁恵

※〔派〕は東京都派遣職員
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これまでの実績
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

2
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企画展示事業年次別一覧

昭和51 戦前の前衛展＊ 50 13,328（267）
 サロン・ドートンヌ、ポルトガル現代美術展 17 17,375（1,022）
 ドイツの現代陶芸 20 5,805（290）
 スペイン名画展 22 29,277（1,331）
昭和52 「白樺」と大正期の美術＊ 50 17,146（343）
 ミュンヘン近代美術展 28 57,266（2,045）
 ピカソ展 44 379,770（8,631）
 靉光・松本竣介そして戦後美術の出発＊ 50 18,223（364）
昭和53 写真と絵画＊ 50 13,704（274）
 牧野虎雄展＊ 50 9,258（185）
 フランス美術栄光の300年 36 181,052（5,029）
昭和54 近代日本美術の歩み 26 141,214（5,431）
 麻生三郎展＊ 50 17,011（340）
 駒井哲郎銅版画展＊ 50 14,616（292）
昭和55 現代版画の一断面＊ 50 11,322（226）
 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 45 133,220（2,960）
 後期印象派から立体派まで
 ナムジュン・パイク展＊ 40 21,903（548）
 現代美術の動向Ⅲ  50 8,435（169）
 1970年以降の美術－その国際性と独自性－＊
昭和60 井上武吉新作展＊ 40 7,274（182）
 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 50 27,657（553）
 …日本画の前衛たち＊
昭和62 ボロフスキー展 50 75,879（1,518）
 布のかたち　糸のかたち＊ 50 12,091（242）
昭和63 1920年代・日本展 50 56,492（1,130）
 ルーヴル美術館所蔵フランスブロンズ名品展 50 20,801（416）
平成元 日本油彩画の独自性を求めて＊ 50 26,782（536）
 リヨン美術館特別展　栄光のフランス近代美術 48 133,344（2,778）
平成2 大英博物館秘蔵　江戸美術展 41 145,592（3,551）
 現代の土＊ 50 8,840（177）
平成3 構造と記憶＊ 50 9,969（199）
平成4 サンフランシスコ美術館名品展 57 139,287（2,444）
 北京・故宮博物院展 41 182,256（4,445）
 語り出す鉄たち＊ 49 10,792（220）
平成5 トレチャコフ美術館展 50 122,633（2,453）
 現代絵画の一断面 －「日本画」を越えて＊ 50 13,150（263）
平成6 ニューヨークを生きたアーティストたち 51 83,605（1,639）
平成7 法隆寺金堂壁画展 57 151,633（2,660）
 モデルニテ＝パリ・近代の誕生　 64 640,537（10,008）
 オルセー美術館展
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　 75 528,620（7,048）
 ルーヴル美術館展
 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 入場者数
  日数 （ ）は1日あたりの人数

年度 展覧会名 開催 入場者数
  日数 （ ）は1日あたりの人数

 アンコールワットとクメール美術の1000年展 44 250,334（5,689）
 英国絵画の殿堂　テート・ギャラリー展 57 410,616（7,204）
平成10 古代ヨーロッパの至宝－ケルト美術展 74 183,211（2,476）
 カルメン・コレクション展 50 117,689（2,354）
 唐の女帝・則天武后とその時代展 50 156,418（3,128）
 このアートで元気になる－エイブル・アート‘99 31 17,762（573）
平成11 ワシントン・ナショナル・ギャラリー展 74 412,794（5,578）
 大英博物館　古代エジプト展 50 443,474（8,869）
 西遊記のシルクロード　三蔵法師の道 50 139,563（2,791）
 モナ・リザ100の微笑  模写から創造へ 50 109,241（2,185）
平成12 ウィーン美術大学絵画館所蔵　 68 166,231（2,445）
 ルーベンスとその時代展
 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　 50 57,032（1,140）
 黒田コレクションから
平成14 マルク・シャガール展 69 355,219（5,148）
 －ポンピドーセンター&シャガール家秘蔵作品
 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 56 419,261（7,486）
 －太陽王ルイ14世からマリー・アントワネットまで－
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   50 276,867（5,537）
 ～ヒッタイト帝国・ビザンツ帝国・オスマン帝国～
 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 54 280,902（5,202）
 －モネとモリゾ  日本初公開ルアール・コレクション－ 
平成16 フェルメール「画家のアトリエ」 71 303,491（4,275）
 栄光のオランダ・フランドル絵画展
 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 52 239,401（4,604）
 華麗なるアール・ヌーヴォーの誕生
平成17 アール・デコ展～きらめくモダンの夢～ 63 120,056（1,906）
 ～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  50 378,013（7,560）
 ～シチューキン・モロゾフ・コレクション
 ～日本の美　三千年の輝き～ 36 88,572（2,461）
 ニューヨーク・バーク・コレクション展
 プラド美術館展 6 34,973（5,828）
 ～スペインの誇り、巨匠たちの殿堂～
平成18 プラド美術館展 81 466,959（5,765）
 ～スペインの誇り、巨匠たちの殿堂～
 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　 58 308,016 （5,311）
 大エルミタージュ美術館展
 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　 63 99,034（1,572）
 ロシア絵画の神髄
 トプカプ宮殿の至宝展　 48 197,874（4,122）
 オスマン帝国と時代を彩った女性たち
 フィラデルフィア美術館展　 66 318,273（4,822）
 印象派と20世紀の美術
 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）

＊は自主事業による特別展、企画展、連携展、コレクション展。他は共催による特別展。なお、平成6年度まで実施されていた収蔵作品展は含まない。
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 芸術都市パリの100年展　ルノワール、セザンヌ、 64 100,273（1,567）
 ユトリロの生きた街　1830-1930年 
 フェルメール展　 118 934,222（7,917）
 光の天才画家とデルフトの巨匠たち
 生活と芸術－アーツ&クラフツ展　 57 122,582（2,151）
 ウィリアム・モリスから民芸まで
平成21 生活と芸術－アーツ&クラフツ展　 5 18,113（3,623）
 ウィリアム・モリスから民芸まで
 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　 64 165,469（2,585）
 ラファエロ《一角獣を抱く貴婦人》
平成22 ボルゲーゼ美術館展　 4 15,890（3,973）
 ラファエロ《一角獣を抱く貴婦人》
平成24 公募団体ベストセレクション 美術 2012＊ 22 9,634(438)
 マウリッツハイス美術館展 71 758,266(10,679)
 オランダ・フランドル絵画の至宝
 「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 78 328,770(4,215)
 －4000年の美への旅 西洋美術における自然
 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)

注）
・平成23年度は大規模改修工事のため全面休館。

注）
・継続使用団体の( )は、隔年度使用団体で内数。
・平成23年度は大規模改修工事のため全面休館。

公募団体等の使用団体数の推移

大正15 10 10 -
昭和10 56 56 -
昭和20 2 2 -
昭和25 60 60 -
昭和30 80 80 -
昭和35 93 93 -
昭和40 108 108 -
昭和45 109 109 -
昭和50 165 165 -
昭和51 174 174 -
昭和52 174 174 -
昭和53 188 188 -
昭和54 194 194 -
昭和55 194 194 -
昭和56 201 201 -
昭和57 203 203 -
昭和58 206 206 -
昭和59 215 215 -
昭和60 217 217 -
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2 231 223（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7 238 220 18
平成8 236 220（1） 16
平成9 23  218 19
平成10 238 220（1） 18
平成11 236 218 18
平成12 236 216（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17 244 214 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 9 7 2

平成24 273 14 259 20 85 98 56

年度 団体数 団体数の内訳
  学校教育 公募団体 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

年度 団体数 団体数の内訳
  継続使用団体 抽選使用団体

年度 展覧会名 開催 入場者数
  日数 （ ）は1日あたりの人数
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年度 公募展   企画展等  年間観覧者数
 展覧 開館 観覧者数（人） 展覧 開館 観覧者数（人） 合計（人）  
 会数　　 日数  会数　 日数   

年度 公募展   企画展等  年間観覧者数
 展覧 開館 観覧者数（人） 展覧 開館 観覧者数（人） 合計（人）  
 会数　　 日数  会数 日数   

年間観覧者数の推移

大正15 10 - 473,434 - - - -
昭和2 30 - 702,174 - - - -
昭和3 29 - 535,333 - - - -
昭和4 45 - 729,301 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -
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 - - - -

大正15年度～昭和49年度 昭和50年度～平成22年度

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
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
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
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
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
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
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
平成22 9 4 26,083 1 4 15,890 42,036

注）
・ 昭和50年9月に新館が開館。昭和50年度の数字には、4～8月の旧館での観覧者数
も含まれている。
・昭和50年度から平成6年度の企画展等は、共催展・特別展のほか、平成6年度まで実
施されていた収蔵作品展の観覧者数も含まれている。
・平成22年度は大規模工事のため、4日間のみ開館。平成23年度は全面休館した。

昭和49年度までは公募展のみ開催。昭和50年度からは企画展も開催されている

注）
・昭和13年は、入場無料で開催した全国子供美術展に768,000人余りの観覧者があっ
たため多くなっている。
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注）
・企画展等は、企画展、コレクション展、連携展を含む。
・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。

平成24 3 211 1,340,431 17 271 162,999 273 318 1,329,208 2,832,638

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
 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） 合計（人）

平成24年度
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東京都美術館条例

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。



91

　　  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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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）

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。

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 1㎡ 1日 100円
 その他の施設（規則で定める
 施設又は部分を除く。） 
附帯設備  1台、1組、一式又は1KW 1日 6,400円

区分  単位 金額

東京都美術館条例施行規則
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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 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
ギャラリー
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
搬入出倉庫 初日から使用日の前日まで
展覧会事務室
作品収納室
講堂 使用月の3月前の月の初日から使用日の前日まで
スタジオ (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 使用月の3月前の月の初日から使用日の前日まで
エントランスホール (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
その他の施設 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＞

（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）
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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。
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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。



95

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）
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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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（4）申請者は、（3）の場合を除き、原則として施設の使用申請書の提出のときに（1）と（2）
に定める申請書を提出するものとする。

（承認）
第8　利用料金の後納、減免、還付を承認したときは、館長は以下に定める承認書を交
付するものとする。
（1）第4の規定により施設等使用料の後納を承認したとき。
施設利用料後納申請書兼承認書（別記第1号様式の1）
附帯設備利用料後納申請書兼承認書（別記第1号様式の2）
（2）第5の規定により施設等使用料の減額及び免除を承認したとき。
施設利用料減免申請書兼承認書（別記第2号様式の1）
附帯設備利用料減免申請書兼承認書（別記第2号様式の2）
（3）第6の規定により施設等使用料の還付を承認したとき。
施設利用料還付申請書兼承認書（別記第3号様式の1）
附帯設備利用料還付申請書兼承認書（別記第3号様式の2）

附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、改正後の第5（5）及び別表の規
定は、同年4月4日までは、なお従前の例による。

別記
第1号様式の1（第4関係）施設利用料後納申請書兼承認書
第1号様式の2（第4関係）附帯設備利用料後納申請書兼承認書
第2号様式の1（第5関係）施設利用料減免申請書兼承認書
第2号様式の2（第5関係）附帯設備利用料減免申請書兼承認書
第3号様式の1（第6関係）施設利用料還付申請書兼承認書
第3号様式の2（第6関係）附帯設備利用料還付申請書兼承認書

<別記様式　省略>

展示室
 公募展示室
  全展示室 全室1日 684,000円
  地階第一展示室 各室1室1日 57,000円
  地階第二展示室  
  地階第三展示室  
  地階第四展示室　  
  一階第一展示室  
  一階第二展示室  
  一階第三展示室  
  一階第四展示室　  
  二階第一展示室  
  二階第二展示室  
  二階第三展示室  
  二階第四展示室　  
 企画展示室 全室１日 147,700円
ギャラリー  
  全ギャラリー 全室１日 64,000円
  ギャラリーＡ 各室１室１日 22,300円
  ギャラリーＢ  16,300円
  ギャラリーＣ  25,400円
搬入出作業室
  全作業室 全室１日 90,700円
  第一作業室Ａ 各室１室１日 10,000円
  第一作業室Ｂ  8,300円
  第二作業室Ａ  14,300円
  第二作業室Ｂ  8,300円
  第三作業室Ａ  12,300円
  第三作業室Ｂ  8,300円
  第四作業室Ａ  12,300円
  第四作業室Ｂ  16,900円
作品審査室
  全審査室 全室１日 49,700円
  第一審査室 各室１室１日 7,100円
  第二審査室Ａ  
  第二審査室Ｂ  
  第三審査室Ａ  
  第三審査室Ｂ  
  第四審査室Ａ  
  第四審査室Ｂ  
搬入出倉庫
  全倉庫 全室１日 7,300円
  第一倉庫 各室１室１日 2,900円
  第二倉庫  1,500円
  第三倉庫  2,900円
作品収納室
  全収納室 全室１日 30,600円
  地階収納室Ａ 各室１室１日 3,400円
  地階収納室Ｂ  
  地階収納室Ｃ  
  一階収納室Ａ  
  一階収納室Ｂ  
  一階収納室Ｃ  
  二階収納室Ａ  
  二階収納室Ｂ  
  二階収納室Ｃ 

区分   単位 金額

東京都美術館利用料金表
展示室等
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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   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

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

区分   単位 金額
展示室等

講堂・スタジオ等

付帯設備

区分   単位 （新）金額

区分   単位 （新）金額
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フロアマップ

【M3階（中 3階）】
公募展第 9，10、11、12事務室

【2階】
公募展示室 2階 第 1、2、3、4
レストラン「MUSEUM TERRACE」
プロジェクトルーム
スタジオ
アートスタディルーム
企画展示室

【M2階（中 2階）】 
公募展第 5、6、7、8事務室

【1階】
公募展示室 1階 第 1、2、3、4
カフェ「M cafe」
佐藤慶太郎記念 アートラウンジ
レストラン「IVORY」
美術情報室
企画展示室

【MB階（中 1階）】
公募展第 1、2、3、4事務室

【LB階】
公募展示室 LB階 第 1、2、3、4
事務室
救護室
授乳室
ミュージアムショップ
講堂
企画展示室

【地下 2階】
ギャラリーC

【地下３階】
ギャラリー A
ギャラリー B
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住所　東京都台東区上野公園8番36号
地域・地区  第1種中高層住居専用地域
準防火地域／第1種文教地区／第2種風致地区／第3種高度地区
建ぺい率  40％
容積率  300％

敷地面積  16,638.84㎡
建築面積  7,999.47㎡
延床面積  3,7748.81㎡
鉄筋コンクリート造／鉄骨鉄筋コンクリート造（一部）／鉄骨造（一部）

高さ　最高高さ17.4m／軒高15.6m
＊風致地区の高さ制限や公園法により、エントランスロビーを含むメインフロアはLB
階（地下1階）に設定されている。

［企画棟］
企画展示室
LB階　709㎡（倉庫55㎡、展示ケース82㎡を含む）
1階　713㎡（倉庫55㎡、展示ケース83㎡を含む）
2階　714㎡（倉庫57㎡を含む）
＊天井高4.5m

［公募棟］
ギャラリー
A（地下3階）　412㎡、天井高9.9m
B（地下3階）　303㎡、天井高3m
C（地下2階）　470㎡、天井高2.4m／ 5.8m

公募展示室
LB階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
1階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
2階　第1、第2、第3、第4　3,040㎡
＊各3室、全12室、天井高4.8m
＊1室平均面積760㎡、ロビー全面積445㎡
＊1室平均壁長271m、全室壁長3,256m

［中央棟］
ミュージアムショップ（LB階）　127㎡
佐藤慶太郎記念　アートラウンジ（1階）　391㎡（52席）
カフェ「M cafe（エム・カフェ）」（1階）　103㎡（60席）
レストラン「MUSEUM TERRACE（ミュージアムテラス）」（2階）　481㎡（172席）

［交流棟］
講堂（LB階）　284㎡
（客席254㎡［固定225席＋車椅子スペース5席］、舞台30㎡）
美術情報室（1階）　88㎡（14席）
レストラン「IVORY（アイボリー）」（1階）　249㎡（客席92席）
スタジオ（2階）　146㎡
アートスタディルーム（2階）　153㎡

［開館時間］
9:30～ 17:30（特別展開催中の金曜日は9:30～ 20:00）
※いずれも入館は閉館時間の30分前まで

［休室日］
特別展・企画展
毎週月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
上記以外の展覧会
第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）

［全館休館日］
毎月第1・第3月曜日（月曜日が祝日・振替休日の場合は翌日）
整備休館
7月7日～ 7月14日、12月21日～ 12月28日
年末年始
12月29日～ 1月3日

［アメニティ施設］
○美術情報室（交流棟1階）　10:00～ 17:00　※整備休室あり
○ミュージアムショップ（中央棟LB階）　9:30～ 17:30*
○レストラン「MUSEUM TERRACE」（中央棟2階）　11:00～ 17:30*
○レストラン「IVORY」（交流棟1階）　11:00～ 17:30*
○カフェ「M cafe」（中央棟1階）　10:00～ 17:30
*特別展開催中の金曜日のみ20:00まで
※いずれも休みは美術館の全館休館日に準ずる

［アクセス］
・JR上野駅 公園口より徒歩7分
・東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅 7番出口より徒歩10分
・京成電鉄 京成上野駅より徒歩10分
※駐車場はございませんので、車でのご来館はご遠慮ください。

[お問い合わせ]
東京都美術館
〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36
TEL 03-3823-6921（代表）
FAX 03-3823-6920

ホームページ　http://www.tobikan.jp
ツイッター　https://twitter.com/tobikan_jp
フェイスブック　　https://www.facebook.com/TokyoMetropolitanArtMuseum

施設概要 利用案内
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