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美術館日誌

凡例
1本冊子は福岡市美術館の平成11年4月1日から平成12年3月31日までの活動
の記録である｡ただし､展覧会の会期がその前後に渡るものも含む｡また､期日を
記した部分でH. 1 1は平成11年の略字である｡

2　美術館日誌は美術館主催の主要な事業を挙げた｡
3　主催展覧会の観覧者数の明細は観覧者数一覧に別途記載している｡また､展覧会
の詳しい内容については印刷物として図録を刊行しているので､参照のこと｡ま
た､展覧会関連事業は施設利用状況にも別記している｡

4　収集活動の美術資料は平成1 1年度に本市が財団法人福岡市文化芸術振興財団
より購入したものである｡データの寸法(法量)は､平面作品では146.2×
1 12.3は縦146.2､横1 12.3(版画の場合はイメージサイズ)で､立体作品では､
74.3×46.0×1 1.0は高さ74.3､幅46.0､奥行き1 1.0で､単位はセンチメートル
である｡また､所蔵品番号の番号記号の意味は下記の通りである｡例えば
1 -A-452は郷土作家の油彩画の452番である｡

1郷土作家(′il)

2　日本作家
3　海外作家
4　黒田資料
5　東光院仏教美術資料
6　松永コレクション
7　太田コレクション
11森山コレクション
13　山崎朝雲資料
14　一般書美術資料
15　研究資料
16　西本コレクション
17　本多コレクション
18　工イコiクスマコレクション

A　　　　油彩等(注2)

B　　　　日本画等(,主3)

C　　　　水彩等(注4)

D　　　　素描

E　　　　版画

F　　　　写真

G　　　　彫刻等(′主5)

Ha～Hd　工芸
i　　　　書跡

｣　　　　文書

K　　　　その他

作品番号

九州および山口県､沖縄県の出身･在住作家｡
A-油彩等の分類には､大きさや瑚犬から油彩画と同等と思われる作品も含む｡
すなわち､アグノル絵の具による絵画､複数の技法の併用による作品､レリーフ､
コラージュ､布･紙i金属などの特殊な素材による作品も含む｡立体の付属物があ
っても正面から鑑賞される壁面展示の作品､版画技法を用いていても1点制作で
ある作品､素描であってもその大きさや表現が由彩画に匹敵すると思われる作
品もまたAに分類した｡

3. B -日本画等の分類には､伝統的な素材･技法･瑚犬による中国や朝鮮の絵画も含
む｡

4i C･水彩等の分類には､パステルなどの多色を基調とする作品も含む｡
5. G　彫刻等の分類には､オブジェ､インスタレーションなどの立体作品も含む｡
6. H･･工芸は素材別に板番号を付した｡陶磁器はHa､漆工はHb､金工はHc､染織は
Hdとした｡

なお､西本コレクションの作品名については当館で作成した作品名を[ ]でく
くり､区別している｡

5　図版の).､損は撮影者の区別である｡
当ま藤本健八氏､Xitは藤本彦氏撮影｡

平成11年
4月24日(土)

5月1日(土)
5月5日(水)
5月17日(局)

5月24日(局)
7月1日(木)
7月　2日(金)

7月16日(金)
7月24日(土)

8月6日(金)

8月28日(土)
9月12日(日)

9月30日(木)

1 0月29日(令)

10月30日仕)
11月3日(水)

11月4日(木)

11月6日(土)

11月9日(火)

11月12日(令)

11月14日(日)

1 2月28日(火)

平成12年
1月4日(火)
1月8日(土)
1月31日(局)

2月1日(火)
2月12日(土)

2月15日(火)
2月19日(土)
2月20日(日)
2月27日(日)
3月7日(火)
3月15日(水)
3月22日(水)

MOA美術館名品展｢桃山の美i江戸の美｣開会式
MOA美術館名品展講演会を開催
MOA美術館名品展講演会を開催
こどもの目につき小中生の常設展入場を無料とした
収集審査会
収集審査会
開館時間延長を開始(8月31日まで)
作品寄贈者への感謝状贈呈式
古代エジプト展開会式
夏休みことも美術館ギャラリートークを開催(同月31日､8月21日
の計3回)
夏休みことも美術教室ワークショップ｢布を染めよう｣を開催(8日
まで)
ヒューストン美術館展開会式
ヒューストン美術館展講演会を開催
ボルドー美術交流団出発｡
事業管理部長脇山勝之を団長とする美術交流団をボルドー市(フラ
ンス)へ派遣(10月9日まで)
ラフアエル･コラン展開会式
ラフアエルiコラン展講演会を開催
文化の目につき常設展を入場無料とした
開館20周年記念パーティーを開催
開館20周年記念講演会を開催
美術館協議会を開催
天皇在位10年を記念して常設展を入場無料とした
ラフアエルiコラン展フォーラムを開催
仕事納めの式

仕事始めの式
第1回21世紀の作家一福岡　村上勝展のアーティストトークを開催
ゴッホ展開会式
珠玉の東南アジア美術展開会式
所蔵品によるアートセミナー｢仏像に親しむ｣を開催(同月19日､26日､
3月4日､11日の計5回)
福岡市美術館の延観覧者1 ,500万人達成
ワークショップ｢ゴッホになろう!?｣を開催
珠玉の東南アジア美術展講演会を開催
ゴッホ展講演会を開催
第34回福岡市美術展審査会を開催(3月9日まで)
第34回福岡市美術展審査結果発表
第1回21世紀の作家一福岡　村上勝展ギャラリートーク開催

作品寄贈者への感謝状贈呈式
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展示活動　●特別企画展等

開講講読の美｡江戸の美｣　【器Eil崇24日(土)~5割6日(目〉
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内容

静岡県熱海市のMOA美術館は､日本i東洋i西洋の美術工芸の名品約3,500点を所蔵す
る我が国でも有数の私立美術館である｡
本展は博多港開港百周年を記念して､MOA美術館の所蔵品のなかでも南蛮美術など海外
との交流に関る作品や､九州にゆかりの深い作品､茶の湯関連の作品を中心として､桃山
と江戸の美術を紹介｡重要文化財｢洋人奏楽図屏風｣や重要文化財｢色絵桃花文皿｣の展示
のほか､復元された豊臣秀吉の｢黄金の茶室｣を会場内に設置し､往時を偲はぜた｡

入場料　　一般　　　　　　1 ,000円(800円)  ( )内は前売､団体(20人以上)

高大生　　　　　　　800円(600円)
シルバー手帳､身体障害者手帳､
精神障害者保健福祉手帳､

小i中生　　　　　　　500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　20日

出品点数　78点

観覧音数　35,117人

印刷物　　ポスター(Bl, BZ, B3)

チラシ(A4)
図録(A4変形i1 12頁)

関連事業　　講演会
期日:平成11年4月24日(土)会場:講堂
演題: ｢日本美術に見る東西交流｣
講師:藤浦正行氏(MOA美術館学芸課長)

期日:平成11年5月1日(土)会場:講堂
演題: ｢桃山の美と茶の湯｣
講師:筒井紘一氏(茶道資料館副館長･今日庵文庫長)

主催◎福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本
後援⑥福岡県/福岡県教育委員会/九州旅客鉄道/西日本鉄道

西日本リビング新聞社/CROSS FM/FM FUKUOKA
LOVE FM/福岡県茶道文化連盟/福岡献茶名流委員会
太宰府茶会実行委員会

協力◎MOA美術館/エム･オー･エー美禰文化財団

西日本新聞(夕刊)　H.1 1 , 3.25　MOA美術館名品展｢桃山の美･江戸の美｣/秀吉の｢黄金茶室｣復元
西日本新聞(夕刊)　H.ll.4.8　桃山･江戸の美　黄金茶室復元も
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.4.18　重文含む名品そろい｢MOA美術館名品展　桃山の美･江戸の美｣
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.4.27　よみがえる日本のルネサンス(上)まだ見ぬ西洋への憧れ
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.4.28　みがえる日本のルネサンス(中) ｢九州-｣のお墨付き
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.4.30　よみがえる日本のルネサンス(下)精巧さの中漂う雅昧
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.5.4　｢桃山の美･江戸の美｣展が一万人突破
西日本新聞(朝刊)　H.1 1. 5.4　お茶の精製法や茶道の歴史解説/MOA美術館名品展記念講演会
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.5.7　MOA美術館名品展　桃山の美･江戸の美一絢爛とわびさびと
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.5.8 ｢MOA美術館名品展桃山の美i江戸の美｣に寄せて(筒井紘一)
西日本新聞(朝干i｣)　H.1 1. 5.1 0 ｢桃山の美･江戸の美｣-MOA美術館名品展から/

文化の高さがうかがえ圧巻(福岡銀行会長　後藤豊彦)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.5.ll ｢桃山の美･江戸の美｣-MOA美術館名品展から/

壮大に自然を描いた金砦画(九州産業大学芸術学部教授　松永洋子)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1. 5.12 ｢桃山の美･江戸の美｣-MOA美術館名品展から/

想像とは違う秀吉の姿知る(はせがわ社長　長谷川裕一)
西日本新聞(朝刊)　H,1 1.5.12　MOA美術館展2万人突破
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展示活動　●特別企画展等

福岡市美術館開館20周年記念
読売新聞西部発刊35周年記念
ヒューストン美締鑓展
ルネサンスからセザンヌ､マティスまで

会期◎平成1 1年8月28日(土)-10月3日(目)
会場◎特別展示室A

綴 ∴ 灘 凅ｲ

∴∵∴｢∴∴∴ 

内容

アメリカ合衆国のテキサス州南東部､ヒューストン市にあるヒューストン美術館の所蔵
品約4万点の中から､テンペラ･油彩72点を厳選して紹介｡同美術館の作品をアメリカ国
外でまとめて公開される初めての機会となった｡｢ゴシックからルネサンスへ｣｢バロック｣
｢ロココ｣｢ロマン主義から20世紀へ｣という4つのパートに分けて､14世紀シエナ派の
聖母子像から20世紀のモンドリアンまで､西洋絵画600年の流れを伝える作品が展示さ
れた｡

入場料　　一般　　　　　　　1 ,000円(800円)  ( )内は前売､団体(20人以上)

高･大生　　　800円(600円)謹鮭諜諾語手帳､
小･中生　　　　　　　500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　32日

観覧音数　27,371人

出品点数　　72点

印刷物　　ポスター(B2, B3)
チラシ(A4)
図録(A4変形i220頁)

関連事業　講演会
期日:平成11年9月12日(日)会場:講堂
演題: ｢西洋美術への誘い～ルネサンスを中lこ高こ｣
講師:岡田浩司氏(京都大学総合人間学部助教授)

主催◎福岡市美術館/読売新聞西部本社/美術館連絡協議会
ヒューストン美術館/サラ･キャンベル･プラソファー財団

後援◎外務省､アメリカ大使館/福岡県教育委員会
NHK福岡放送局/福岡放送/長崎国際テレビ
熊本県民テレビ/テレビ大分/山口放送/FM FUKUOKA
JR九州/西日本鉄道/福岡市文化芸術振興財団

特別協賛◎味の明太子ふくや
協賛⑥ NTTDoCoMo九州/金剛(樵) /花王(秩)/大成建設
協力◎日本航空/コンチネンタル航空/ヤマト運輸

ポスターBZ

読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.17　ヒューストン美術館展1金魂を遠ざける聖アント二ウス(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.18　ヒューストン美術館展2　聖母子(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.19　ヒューストン美術館展3　女予言者に扮した若い女性の肖像(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.20　ヒューストン美術館展4　ユノとルナ(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.21ヒューストン美術館展5　花束のある静物(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
読売新聞(朝干i｣)　　H.1 1.8.27　ヒューストン美術館展あす開幕
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.29　西洋美術の系譜一目で/入場者珠玉の美に見入る/開幕のヒューストン美術館展
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.29　ヒューストン美術館展開幕
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.8.31ヒューストン美術館展会場から/色鮮やかな板絵に驚いた(三瀬町一丁原　田中久美子さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.9.2　ヒューストン美術館展会場から/淡い色のマティスが新鮮(福岡市西区生松台　勝谷由果さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.9.3　ヒューストン美術館展会場から/圧倒されたルソーの樫の木(大阪府豊中市本町　吉村武さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.9.3　ヒューストン美術館展会場から/保存状態の良さに驚き(福岡市南区長丘　瀧口孝子さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.9.3　ヒューストン美術館展会場から/国際都市づくりの弾みに(福岡市東区唐原　西村宏子さん)
読売新聞(朝刊)　　H,1 1.9,4　絵画フアン県内外から-ヒューストン美術館展-
読売新聞(朝刊)　　H,1 1.9,14　ヒューストン美術館展　京大助教授が講演
読売新聞(朝刊)　　H,1 1.9.15　芸術の秋新たな感動/ヨーロッパ絵画600年の流れ
読売新聞(朝刊)　　H,1 1.9.15　展覧会を見て/素晴らしいバロック期の人物画(九州造形短大教授i福岡県美術協会理事長　木戸龍一)
読売新聞(朝刊)　　H,1 1.9.17　ヒューストン美術館展会場から/絵のタッチじかに見られた(福岡市中央区平尾　松尾陽光さん)
読売新聞(朝刊)　　H,1 1 ,9.18　ヒューストン美術館展会場から/まるで写真､描写力に圧倒(那珂Iii町片縄　増本美津子さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1,9.18　西洋美術600年の流れ展観/ヒューストン美術館展の見どころ(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1,9.18　入場2万人を突破
読売新聞(朝刊)　　H.1 1,9.22　ヒューストン美術館展会場から/｢改俊するマリア｣の涙に感動(福岡市東区和白　中村春代さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 1,9.24　名画72点とi-芸術の秋の一日/ヒューストン美術館展愛好家らどっと
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.10.2　ヒューストン美術館展あすまで
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展示活動　●特別企画展等

福岡市美術館開館20周年記念,生誕1 50年
ラフアエル〃コラン展

会期⑥平成1 1年10月30日(土)-1 1月28日(日)
会場◎特別展示室A

会場風景

内容

1 9世紀後半から20世紀初頭のフランスで活躍したアカデミスムの画家であるラフアエル･
コラン(1850-1916)は､黒田清輝をはじめ日本の明治の洋画家の留学中の師としてそ
の名を知られながらも､その画業の子細は明らかにされていなかった｡画家の生誕1 50年､
およびコランの《海辺にて》を購入作品第1号とする福岡市美術館の開館20周年を記念
した本展は､世界初のコラン回顧展として､この画家の実像に迫ることを試みた｡

入場料　　一般　　　　　　　1.000円(800円)  ( )内は前売､団体(20人以上)

高大生　　　　　　　800円(600円)
シルバー手帳､身体障害者手帳､
精神障害者保健福祉手帳､

小i中生　　　　　　　500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　26日

観覧音数　40,584人

出品点数　　205点

印刷物　　ポスター(Bl, B2, B3)
チラシ(A4)
鑑賞ガイド(B4三つ折)
図録(A4変形i302頁)

関連事業　講演会
期日:平成11年10月30日(土)会場:講堂
演題:｢コランと19世紀フランス画壇｣
講師:ブルーノ･フカール氏(パリ第4大学教授)

フォーラム
期日:平成11年11月14日(冒)会場:講堂
演題:｢コランと日本｣
講師:三浦篤氏(東京大学助教授) ､三輪英夫氏(九州大学助教授)
進行:三谷埋草(福岡市美術館学芸員)
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主催◎福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本
ラフアエル･コラン展実行委員会

後援◎外務省/文化庁/フランス大使館
福岡市文化芸術振興財団/西日本鉄道
西日本リビング新聞社/TVOTXN九州/CROSS FM
FM FUKJOKA/LOVE FM

協賛◎富士通株式会社
協力⑥日本航空/九州日仏学館

西日本新聞(朝刊)　H.1 1.9.16　生誕150年ラフア工ル･コラン展　福岡市美術館開館20周年記念
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.10,7　ラフアエル･コラン展/日本の近代洋画に貢献/30日から福岡市美術館
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.10.7　30日に｢コラン展｣講演会
西日本新聞(夕刊)　Hll,10.25-29楽園への道　ラフアエル･コラン5つの世界1-5
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.10.28 ｢忘れられた画家｣再び/ラフアエルiコラン展
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.10.29ラフア工ル･コラン展で搬入と飾り付け/福岡市美術館
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.10.30さようからラフアエル･コラン展
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.10.30優雅な画風にうっとり/コラン展開幕
西日本新聞(朝刊)　H. 1 1.1 0.31コランは独創性の高い画家/パリ第四大学のフカール教授が講演/回顧展始まる
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.3 14日にコラン展記念フォーラム/福岡市美術館
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.5　世界で初めて全貌展示/福岡市美術館　ラフア工ル･コラン展/

日本近代洋画に影響(福岡市博物館学芸員　中山喜一朗)

西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.7　日本美術を愛した近代日本洋画の師/見どころ
西日本スポーツ　　　H.1 1.1 1.9　官能､気品､清純-/女性美にうっとり/｢ラフアエル･コラン展｣福岡市美術館で28日まで
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.1 2繊細な作品の味わいを/28日まで｢ラフア工ル･コラン展｣
西日本新聞(朝刊)　H.ll.ll.13春秋
西日本新聞(朝刊)　H.ll.ll.13コラン展が1万人突破
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.16コランと日本テーマ記念フォーラム開く/福岡市美術館
西日本新聞(朝刊)　回目.ll,16-18師のおもかげ　ラフア工ル･コランと日本近代絵画(上･中･下)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.16鮮やかに光まとい
四国新聞　　　　　　H.1 1.1 1.16日本近代洋画の原点/温和で折衷的な作品魅力/仏の画家､R･コラン展
南日本新聞　　　　H.1 1.1 1.16黒田清輝の師､R･コラン/福岡で世界初回顧展/28日まで　日本近代洋画の原点
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.17 ｢コラン展｣によせて(バレリーナ　草Xi｣民代さん)
北日本新聞(夕刊)　H.1 1.1 1.1 7福岡市で仏画家､R･コラン展/日本の近代洋画に影響
西日本新聞(朝刊)　H.ll.ll.18｢コラン展｣によせて(ソプラノ歌手　木村　鈴代さん)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.20コラン展2万人突破
西日本新聞(朝刊)　H.ll.ll.20｢コラン展｣によせて(ピアニスト　岡本えりさん)
秋田さきがけ　　　　H.1 1.1 1.20ラフア工ル･コラン展/日本近代洋画の礎に
西日本新聞(朝刊)　H.ll.ll.21 ｢コラン展｣によせて(ピアニスト　田中美江さん)
西日本新聞(朝刊)　H.ll.ll.21 ｢ラフア工ルiコラン展｣～あと1週間～
長崎新聞　　　　　　H.1 1.1 1.21日本近代洋画の原点/仏の画家､R･コラン展
河北新報　　　　　　H.1 1.1 1.21日本近代洋画の原点/繊細な画風人々魅了/仏の画家R･コラン展
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.22 ｢コラン展｣によせて(バイオリニスト　村田美英さん)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.23 ｢コラン展｣によせて(ビオラ奏者　平野真敏さん)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.23ラフアエル･コランの典雑なる美/世界初の回顧展にあたって/

西洋の理想と日本美の融合(東京大学助教授　三浦篤)
信濃毎日新聞　　　　H.1 1.1 1.23日本近代洋画の原点/仏のR･コラン展
熊本日日新聞　　　　H.1 1.1 1.23日本近代洋画の原点/仏の画家､Riコラン展
西日本新聞(夕刊)　H.1 1.1 1.24初の回顧展　実像に迫る/日本洋画の師ラフアエル･コラン(小林清人)
日本経済新聞(夕刊) H.1 1.1 1.25アプローチ九州文化/秋の特別企画展目白押し/地域密着のテーマ充実(田鍋隆男)
西日本新聞(朝刊)　[.ll ll.25-26 ｢コラン展｣鑑賞ガイド(上l中) (福岡市美術館学芸員　三谷理華)
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.26コラン展に3万人
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.27 ｢コラン展｣鑑賞ガイド(下)(福岡市美術館学芸員　山本香端子)
岐阜新聞　　　　　H.1 1.1 1.27繊細で美しい画風/コラン回顧展　日本近代洋画の原点
西日本新聞(朝刊)　H.1 1.1 1.29 4万人が美を堪能､コラン展閉幕
毎日新聞(夕干Ij)　　H.12.6.1　美術/ラフア工ル･コラン展/借り返す画期的検証(三田晴夫)

月刊美術(平成1 1年9月号)　　　日本近代洋画推進の原動力(福岡市美術館学芸員　三谷理事)
ARTGRAPH(平成1 1年9月号) 日本近代絵画の父Raphaei Coiiln
福岡2001 (平成1 1年1 O居号)　福岡市美術館から全国へ/世界初の展覧会､今秋開催/開館20周年記念生誕1 50年ラフアエル･コラン展(松原玉音)
婦人公論(平成1 1年10月7日号)　生誕150年/ラフア工ル･コラン展(土屋典子)
UP(三百二十七号)　　　　　｢ラフアエルiコラン展｣ができるまで/日仏美術交流の実例(東京大学助教授　三浦篤)
アートマインドNo.105(平成11年9月号)生誕150年/10月30日(土)～1 1月28日(日)ラフア工ルiコラン展
シティ情靴-くおかNo.499(平成=年10月26日号)福岡市美術館が総力を挙げた大企画! /コランの全貌に迫る､世界初の回顧展
九州ウオーカー1999No23(平成11年11月9日号)世界初!黒田清輝の師iコランの回顧展
Mi山ON12(平成1 1年12月号) 日本洋画黎明期の師/生誕1 50年ラフアエル･コラン展
美術フォーラム21 ( 2号)　　　ラフア工ル･コラン/寓意と外光表現(大手前大学助教授　六人部昭典)

ll

テアルテ第1 6号
デアルテ第1 6号
BRIO(平成1

ミュージアムiミュージアム/ラフア工ル･コラン(福岡市美術館　三谷理事)
ミュージアム･ミュージアム/｢ラフア工ル･コラン展｣に寄せて(石橋美術館　植野健造)

2年7月号)　　　　ART展覧会はおもしろい(イラストレーター　南伸坊)



展示活動　●特別企画展等

福岡市美術館開館20周年記念
FBS福岡放送開局30周年記念
読売新聞西部発刊35周年記念
クレラー-ミエラー美術館所蔵　ゴッホ展

会期⑥平成12年2月1日(火)-3月23日(木)
会場⑥特別展宗室A

∴∵∴ Δ  

∴一一∴-∴∴∴∴ Κ  h ぺ 
∴∴∴∴ 

i 顕 辻 

∴∴∴∴∴ i薫i 

内容

本展覧会にはオランダのクレラー-ミュラー美術館から選りすぐったゴッホの作品74
点が出品された｡暗い色調で働く者を数多く描いたオランダ時代から､印象派の影響を受
けたパリ時代､独自の画風を確立するアルル時代を経て､精神を病み､孤独の中で次々と
傑作を生み出したサン-レミ時代､終焉の地オーヴェール-シユル-オワ-ズ時代まで､
ゴッホが絵を描いた1 0年間の軌跡をたどった｡

入場料　　一般　　　　　　1 ,200円(1 ,000円)  ( )内は前売､団体(20人以上)

高大生　　　　　　　800円(600円)
シルバー手帳､身体障害者手帳､
精神障害者保健福祉手帳､

小･中生　　　　　　　500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　45日

観覧音数　181,331人

出品点数　　74点

印刷物　　ポスター(Bl, B2, B3)
チラシ(A4)
鑑賞ガイド(B4三つ折) ( p29参照)
図録(A4変形･21 2頁)

関連事業　講演会
期日:平成12年2月27日(日)会場:講堂
演題:｢フアンiゴッホのユートピア｣
講師:国府寺　司氏(大阪大学助教授)

ワークショップ｢ゴッホになろう!?｣(p28参照)
期日:平成12年2月19日(土)
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主催◎福岡市美術館/FBS福岡放送/読売新聞西部本社
後媛⑥外務省/文化庁/オランダ大使館/福岡市文化芸術振興財団

長崎国際テレビ/熊本県民テレビ
鹿児島読売テレビ/テレビ大分/テレビ宮崎
山口放送/広島テレビ/FM FUKUOKA/｣R九州/西日本鉄道

特別協賛◎ABN AMRO(銀行/証券/披資信託)
味の明太子Ji､くや

協賛◎積水ハウス/キューサイ/鳥飼ハウジンググループ
協力◎日本航空/日本通運
企画◎NTVヨーロッパB.V.

読売新聞(朝刊)　　H.1 1,10.14ゴッホ展/ついに登場　感動の傑作/来年2月1日～福岡市美術館
読売新聞(朝刊)　　H.1 1,12.3　クレラー-ミュラー美術館所蔵ゴッホ展/前売り券発売
読売新聞(朝刊)　　H.12,1.20　ゴッホの絵になった! /福岡で開催中の展覧会/子供たち赤ん坊と母など熱演'i　技法まね模写も
読売新聞(朝刊)　　H.12工28　クレラー-ミュラー美術館所蔵ゴッホ展2/自画像/思いの深さゆえ
読売新聞(朝干i｣)　　H.1 2,1.29クレラー-ミュラー美術館所蔵ゴッホ展3/種まく人/｢神の言葉｣を主題に(福岡市美術館学芸員　柴田勝則)
読売新聞(朝干i｣)　　H.1 2,1.30　クレラー-ミュラー美術館所蔵ゴッホ展4/ルーラン夫人/揺れ動く愛と画業(福岡市美術館学芸員　柴田勝則)
読売新聞(朝干i｣)　　H.12,1.30 ｢種まく人｣｢自画像｣-続々会場に/ゴッホ展
読売新聞(朝刊)　　H.12.1.31クレラー-ミュラー美術館所蔵ゴッホ展5/月の昇る夕べの風景/

そこに信仰､希望､愛(福岡市美術館学芸員　柴田勝則)
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.1 iIゴッホの魂iiに見入る/開会､招待客ら｢さすが｣
読売新聞(朝干i｣)　　H.12.2.1　ゴッホ展の開会式
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.2　本物のゴッホに驚き/初日から来場者絶えず
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.3　ゴッホ展会場から/福岡で名作鑑賞に意義(福岡市中央区平尾　浦上雅司さん)
読売新聞(朝干i｣)　　H.12.2.9　ゴッホ展会場から/｢若い女｣に寂しさ見た(福岡市西区生船台　岸本敬二さん)
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.9　ゴッホ展に77施設を招待/｢キューサイ｣母子寮で贈呈式
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.12　ゴッホ展会場から/死を選んだ理由透ける(福岡市早良区昭代　清澄由美子さん)
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.16　ゴッホ展会場から/画歴10年と聞いて驚き(福岡市中央区荒戸　石橋次郎さん)
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.17　クレラー-ミュラー美術館所蔵ゴッホ展/描くことは生きること
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.20　ゴッホ展5万人突破
読売新聞(朝刊)　　H.12.2.21ゴッホ展会場から/画集と違う本物の感動(福岡市南区筑紫丘　田中公子さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 2.2.23　ゴッホ展会場から/才能開花の経過分かる(福岡市中央区梅光園団地　井上和美さん)
読売新聞(夕刊)　　H.12.2.23　自画像(地方部　田中正紘)
読売新聞(朝干i｣)　　H.12,2.28 ｢ゴッホと日本｣/国府寺･阪大助教授が講演
読売新聞(夕刊)　　H.12,3.3　クレラー夫人の遺産/ゴッホ展に寄せて(大阪大学文学研究科助教授　国府幸　司)
読売新聞(朝刊)　　H.12.3.9　ゴッホ展10万人
読売新聞(朝干i｣)　　H.12,3.12　ゴッホの生涯一目で/子供向けパンフ好評
読売新聞(朝刊)　　H.12,3.16　ゴッホ展開催あと1週間
読売新聞(朝刊)　　H.12,3.17　ゴッホ展会場から/時を越えて訴える情感(北九州市八幡西区紅梅　鶴久聡芝子さん)
読売新聞(朝干i｣)　　H.12,3.18　ゴッホ展会場から/地味でち密新たな発見(福岡市東区香住ケ丘　西村潤さん)
読売新聞(朝刊)　　H.12,3.20 ｢ゴッホ展｣入場15万人突破

(朝刊)　　H.1 2,3.20　ゴッホ展会場から/住む場所で画風が変化(福岡市東区香椎浜　一丸孝憲さん)
読売新聞(朝干i｣)　　H.12,3.21ゴッホ展会場から/自然描写に満ちる活気(福岡市西区姪浜町　榊孝陽さん)
読売新聞(朝刊)　　H.1 2,3.22　エツポ展会場から/驚かされた画風の変化(福岡市早良区原　伊藤美代子さん)
読売新聞(朝刊)　　H.12,3.23　ゴッホ展会場から/激しく繊細人柄画風に(福岡市中央区清川　空閑麻美さん)
読売新聞(朝刊)　　H.12,3.23 ｢ゴッホ展｣今日まで
読売新聞(朝刊)　　H.12.3.24　ゴッホ展閉幕/入場者18万人越す
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展示活動　●特別企画展等

第34回福岡市美術展 会期⑥平成12年3月28日(火)-4月9日(日)
前期:日本画､書､写真､デザイン
後期:洋画､彫刻､工芸

会場◎特別展示室A･B､
市民ギャラリーA,B･C,D

審査風景

内容

美術の各分野における市民の創造性を促進し､その成果の発表と鑑賞の機会を提供する
ことにより､市民の美術活動の振興を図ることを目的に､毎年開催している公募展｡今回は､
洋画等7部門で1 ,340人(1 ,616点)の応募があり､内854人(863点)が入選･入賞した｡
また､姉妹都市フランスiボルドー市との美術交流の一環として､第33国展入賞作品50点
を｢アキテーヌ工芸展｣において展禾した｡なお､日仏姉妹都市賞受賞者のボルドー市から
の招待に併せて､入選者を対象に募った美術交流団22名を派遣(自費参加)する等､両市
民の文化交流並びに友好親善に寄与している｡

入場料　　　一般

高i大生
小i中生無料

開催日数　12日

観覧音数　8.057人

出品点数　　897点

印刷物　　ポスター(B2i 2種)
開催要項(B4二つ折)
図録(A5変形･47頁)

関連事業　　費･入選発表
期日:平成12年3月15日(水)

表彰式
期日:平成12年4月1日(土)　会場:講堂
各賞:特別賞(日仏姉妹都市賞) 1点､福岡市長賞7点､福岡市議会議長賞2点
福岡市教育委員会賞､福岡県美術協会賞､福岡文化連盟賞､
福岡市文化芸術振興財団賞各1点､西日本新聞社賞3点､奨励賞39点

ギャラリートーク
期日:前期　平成12年4月2日(日)

後期　平成12年4月9日(日)
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主催◎福岡市/福岡市教育委員会/福岡市美術展運営委員会
後援◎九州日仏学館/福岡県教育委員会/福岡県美術協会

福岡文化連盟/福岡市文化芸術振興財団
西日本新聞社/福岡市姉妹都市委員会

3軸Fukuokd Ciiy Ab (ompe緬o鞘
約回福岡市美術展

盆璃2000年giI28日

綱　　舶日本日日棚~

ポスターB2

出品,入賞･入選状況
出品(応募)　　　　　　　　入賞i入選

人員(人) i点数(点)　　　　人員(人) i点数(点)
招待(人i点)　　　展宗点数(点)

52　　　　57　　　　　　　33　　　　　33　　　　　　　　5　　　　　　　　　　38

337　　　45 1　　　　　246　　　　246　　　　　　　　4　　　　　　　　250

37　　　　38　　　　　　　29　　　　　30　　　　　　　　4　　　　　　　　　34

128　　159　　　　　　　79　　　　　87　　　　　　　　4　　　　　　　　　91

388　　　432　　　　　　226　　　　226　　　　　　　　6　　　　　　　　　232

267　　　323　　　　　165　　　165　　　　　　　　6　　　　　　　　171

131　　156　　　　　　　76　　　　　76　　　　　　　　5　　　　　　　　　81

1 ,340　1.61 6　　　　　854　　　　863　　　　　　　34　　　　　　　　897

第33回　　　1 ,414　1 ,705　　　　　930　　　935　　　　　　37　　　　　　　972

注招待点数は審査員出品を含む｡

朝日新聞(朝刊)　　H.1 2.3.1 5　福岡市美術展/最優秀賞に松本さん/28日から市美術館で展禾
西日本新聞(朝刊)　H.1 2.3.1 5　最高賞に松本さん(中央区)/福岡市美術展入賞i入選863点決まる
読売新聞(朝刊)　　H.1 2.3.21福岡市美術展/最高賞に松本さん(日本画)/入賞･入選決まる28日から展示会
西日本新聞(朝刊)　H.1 2.3.29　市民の力作並ぶ/福岡市美術展始まる

日仏姉妹都市賞･福岡市長賞(日本画部門)
松本啓子｢さくら月夜｣
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展示活動　●常設企画展

福岡市美術館所蔵名品展 会期⑥平成1 1年10月26日(火)-1 1月28日(目)
会場⑥近現代美術室､古美術企画展示室､

松永記念館室

∴∴  r 国 十∴｣ 

∴∴ ∴.言∴∴∴∴ 劔僞｢｢ 

内容

開館以来20年の歳月で当館が収蔵してきた作品は､古美術約2,500点､近現代美術約
8,000点にのぼる｡その中から開館20周年を記念して､当館の活動の独自性を禾す名品
1 00点を厳選して『福岡市美術館1 00選』を制作､ (財)福岡市文化芸術振興財団が刊行した｡
その掲載作品を中li点こ､近現代美術i古美術の名品展を開催｡当館の歴史の中でも､トップ
クラスの所蔵品が一堂に会するのは初めてのことであり､当館のこれまでの活動と今後
の指針を示す展覧会となった｡

出品点数　近現代美術50点　古美術50点(参考作品2点)

印刷物　　ポスター(B2)
チラシ(A4)ポスター､チラシともに｢西本コレクション展｣と兼用
図録(A4変形･ 1 28頁)福岡市文化芸術振興財団発行

観覧料　一般200円(150円)､高･大生150円(looロ)､
小･中生100円(60円)｡
ただし､福岡市発行のシルバー手帳､療育手帳､又は
身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は無料｡
( )内は団体(20人以上)料金e

西日本新聞(夕刊)　H,1 1.10,21仁清の茶壷やダリ､ミロの名品100点/26日から福岡市美術館
読売新聞(朝刊)　　H.1 1.1 1.19尾形乾山からウォーホルまで/福岡市美術館所蔵名品展
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展示活動　●常設企画展

講諾莞ン展　　　　　　懐課業0.EE2譜豊鴇諜

∴ i - ∴ ∴  ∫ ∴∴ ･∴∴ 読 * 

-,,東灘: ∴ 

総/鵜 

綜毒害 一i r *｢. ∴∴ 凵 阿∵. 

内容

和歌山市在住の西本宏氏より寄贈された作品1 ,1 48点の中から63点を選び近現代美術
の3室を使用した企画展である｡ピエロを描いた｢道化者･笑しみと哀しみ｣を企画展示室
で､底辺に生きる人々の｢弱者への愛を祈り｣を小作品室で､そして､｢女性の美しさとやさ
しさ｣を日本画工芸室で行った｡
なお､本展は､｢西本コレクション｣図録の発刊と寄贈記念展として実施されている｡

出品点数　63点

印刷物　　ポスター(BZ)
チラシ(A4)ポスター､チラシともに｢福岡市美術館所蔵名品展｣と兼用
図録(A4変形i271頁)

観覧料　一般200円(150円)､高大生150円(looロ)､
小･中生100円(60円)｡
ただし､福岡市発行のシルバー手帳､療育手帳､又は
身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は蒸料｡
( )内は団体(20人以上)料金e
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展示活動　●常設企画展

詩境苦篭講呈えてゆく､かたち　　　惇諜葉月5日(水)~3月26日(目)

会場風景

内容

｢21世紀の作家一福岡｣シリーズは､当館が平成1 1年度より新しく開始したシリーズ企
画展である｡福岡市周辺の美術状況の活性化に貢献した､あるいは今後貢献することが期
待される作家を個展形式で紹介する｡第1回目を飾る作家は村上勝(1 947年行橋市生まれ｡
福岡市在住)｡70年代より活動を開始し､福岡･北九州で頻繁に個展を行う一方で､他の作
家たちとも交流を進め､数多くのグループ展を開催｡福岡の美術状況に活力を与え続けて
いる｡本展では､過去20余年高度る彼の軌跡を振り返りつつ､展示室外では新作インスタ
レーションを展開｡村上の作品の全貌を紹介した｡

出品点数　41点

印刷物　　ポスター(B2)
チラシ(A4)
図録(A4変形i40頁)

関連事業　　アーティストトーク
期日:平成12年1月8日(土)会場:教養講座室
タイトル:｢自作について｣
講師:村上　勝氏

ギャラリートーク(P28参照)
期日:平成12年1月22日(求)
講師:村上　勝氏
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観覧料　一般200円(150円)､高大生150円(looロ)､
小･中生100円(60円)｡
ただし､福岡市発行のシルバー手帳､療育手帳､又は
身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は無料｡
( )内は団体(20人以上)料金e

ポスターB2

読売新聞(夕刊)　　H.12,1,5　　　　　　　　　　地元へシフトする美術館

西日本新聞(朝刊)　H.12.1,10　　　　　　　　　　21世紀の作家一宿岡　村上勝展
西日本新聞(朝刊)　H.1 2.1 ,1 2　　　　　　　　　羽根が描く開放と凝縮/村上勝個展(塩田)
読売新聞(夕刊)　　H.12.1,27　　　　　　　　　｢21世紀の作家一福岡｣の第1回展　村上勝展/モダニズムとの決別
西日本新聞(朝刊)　H.1 2.3,4　　　　　　　　　　メールボックス/現代美術家村上勝さん

てんぴよう003号(Spring 2000)　　　　　　　　絵画にこだわり､｢鍛え合った｣軌跡(吉田浩)
月刊はかたvoi.134(平成12年1月1日号)　　　　　　好きな人に聞くたのしいART
シティ情報ふくおかNo.506(平成1 2年2月1日号)　``やっぱり福岡はすごい日と再確認させる企画と作品
九州ウオーカー2000No.7(平成1 2年3月28白岩)　九州アーチストファイルvoi.1 6

展示活動　●常設企画展

珠玉の東南アジア美術展　　　　　　i会誌言難詰農,iIi法器6GBiE'

･//＼＼/＼＼/＼/-＼///〉/饗蟻酸饗露盤 

･∴∴∴ ･∴∴ ∴ 

満船鱗灘紺憲轡鰯'＼激灘 劔

∴∴∴∴∴∴∴  剪  ii綱( 

∴  

∴∴∴∴ 

内容

本展は､東南アジア美術の魅力に魅せられ､永年にわたり幅広い分野の作品を精力的に蒐
集してこられた山村道生氏の東南アジア美術のコレクション(唐珍木コレクション)を中
心とし､氏と交流のある幾人かの個人収集家の所蔵品の中から､彫刻(石造i青銅造)工芸(陶
磁･金工)などを中高に､ベトナム､カンボジア､タイ､ミャンマー､ラオスなどの国々の美
術工芸作品1 32件を精選し､一般に紹介した｡

出品点数　132件　266点

印刷物　　ポスター(B2)
チラシ(A4)
図録(A4変形･1 28頁)

関連事業　講演会
期日:平成12年2月20日(日)会場:教養講座室
演題:｢クメール美術とカンボジア国立博物館｣
講師:ハツプiトウ-イ氏(カンボジア国立博物館副館長)

観覧料　一般200円(150円)､高i大生150円(100円)､
小･中生100円(60円)0
ただし､福岡市発行のシルバー手帳､療育手帳､又は
身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は無料｡
( )内は団体(20人以上)料金c

ポスターB2

西日本新聞(朝刊)
毎日新聞(朝刊)

H.1 2,2.1 7　文化短信/｢珠玉の東南アジア美術展｣記念講演会
H.12,2.17　珠玉の東南アジア美術
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展示活動　●常設展示

観覧料　一般200円(150円)､高大生150円100円)､小･中生100円(60円)｡ただし､福岡市発行のシルバー手帳､療育手帳又は､
身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は無料｡ ( )内は団体(20人以上)料金e

観覧音数　　P27を参照｡

近現代美術
聞i日常設展示室A
日本近代美術史に重要な役割を果たした九州･山口出身作家の作品を展示｡

闇1日常設展示室B
シュルレアリスムから抽象絵画､ポップアートなど20世紀美術の様々な流れを傾向
別に展宗｡

囲日本画工芸室
冨田潔仙展
平成1 1年3月30日(火)-4月25日(日)
郷土を代表する日本画家冨田漢仙(1 879-1 936)の作品を展示｡代表作の屏風｢御室
の桜｣や､淡彩によるスケッチを1 7点ほど展示｡

日本近代美術に見る歴史風俗表現
平成1 1年4月27日(火)-5月30日(日)
日本近代美術の特色の一つ､歴史を視覚化するという方向性を歴史風俗画など20点
を通して垣間見ることを試みた｡

堂山南風と院展
平成1 1年6月1日(火)-7月11日(日)
熊本出身の日本画家i堅山南風(1 887-1 980)を中心に､院展出品作家の日本画9点
ほどを展示｡

山崎朝雲と門下生
平成1 1年7月13日(火)-8月29日(日)
山崎朝雲と彼の師､高村光雲や朝雲の弟子､冨永朝堂そして朝堂の弟子､豊福知徳など
の作品27点によって､朝雲門下の日本近代木彫の流れをたどった｡

朱貌社の画家たち展
平成1 1年8月31日(火)-10月24日(日)
戦後福岡での最初の美術グループの一つである｢朱貌社｣｡そこに集まった赤星孝､上
田宇三郎､宇治山哲平､久野大正､山田栄二の作品1 8点を紹介｡

今中素友展
平成12年1月5日(水)-2月13日(日)
1886(明治19)年に現在の福岡市中央区に生まれ､1959(昭和34)年に東京で没し
た日本画家､今中素友は､装飾昧あふれる花鳥画で明治から昭和にかけての日本画壇
を彩る｡所蔵品の中から､この素友の典雅な作品24点を紹介｡

春の情景展
平成12年2月15日(火)-3月26日(冒)
梅に桜に勝目｡横山大観､福田平八郎らの日本画を中心(こ､春の風物を捉えた作品1 5
点を展宗｡

冨田渓仙展
平成1 2年3月28日(火)-4月30日(日)
福岡市出身の近代日本画家･冨田漢仙(1 879-1 936)の代表作｢御室の桜｣｢沖縄三題｣
他10点を展示｡

( ∴ 

/(mY-_※//)＼/)Yiiiiiiiiiiiハ((､)-ー/＼)-ー 

日本近代美術に見る歴史風俗表現(会場風景)
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圃小作品室
ヴオルス展
平成1 1年3月30日(火)-4月25日(日)
ドイツに生まれ､パリで活躍したワオルス(1913-51)は､アンフォルメルの先覚者
と見倣されている｡絵画や写真など多彩な芸術活動に才能を見せた彼の版画作品を中
心に34点展宗｡

小川幸一展
平成1 1年4月27日(火)-5月30日(日)
高度なシルクスクリーン技術によって､生命感あ'!､れる球体イメージを表現する版画家
小I i倖-(福岡市在住)の作品1 5点を紹介｡
関連記事　読売新聞(夕刊) H.ll.5.20 ｢球体シリーズ｣一つのピーク福岡の2美
術館で小川幸一展

岡田三郎肋の素描
平成11年6月1日(火)-7月11日(日)
洋画家i岡田三郎助(1 869-1 939)の素描､25点で構成｡柔らかな線描の魅力に満ち
た風景スケッチを中,[高二､彼の画業の源泉に迫った｡

小ささものたち-掌編絵画の展覧会
平成1 1年7月13日(火)-8月29日(日)
小さいサイズの絵画23点を特集し､ミクロコスモスにマクロコスモスを見る｡

ソル･ルウイット｢スター･シリーズ｣
平成1 1年8月31日(火)-10月24日(日)
洗練されたミニマルな造形で､芸術の概念を表現するアメリカの作家､ソルリレウイッ
トの版画｢スター･シリーズ｣22点を紹介｡

小作品リーフレット200号記念展
平成12年1月5日(水)-2月13日(日)
解説のリーフレット200号配布を記念した展覧会｡1 00回目以降の展覧会の中から､
各出品作を1点選び､合計26点の作品を展示｡

中林忠良展
平成12年2月15日(火)-3月26日(日)
現代銅版画家の中では今や巨匠とも呼べる中林忠良(1 937-)の代表作22点により､
銅版画の､錬金術を思わせる魅力を展示｡

小野忠重展
平成1 2年3月28日(火)-4月30日(日)
小野忠重(1 909-1 990)は､戦前､戦後を通じ活躍した日本の代表的木版画家｡彼の
代表作1 8点を展示｡

i ∴∴∴ 

･∴∴ 

小川幸一展(会場風景)

国企画展示室

色彩のモノクロミ-とポリクロミ-
平成1 1年3月30日(火)-5月30日(日)
絵画作品の彩色法における単色法(モノクロミ-)と多色法(ポリクロミ-)の典型的
な作例1 0点を対比的に展示｡

吉田博康一水彩画を中心に
平成11年6月1日(火)-7月11日(日)
日本を代表する風景画家の一人である吉田博(1 876-1 950)｡彼の制作の原点とも
言える水彩画2点を中心に27点展宗｡

夏休みことも美術館
平成1 1年7月13日(火)-8月29日(日)
｢はてな?｣をテーマに抽象絵画とスーパーリアリズムの作品8点を展宗｡なにが描か
れているのか､作者がなぜその作品を作ったのか展示を通して｢はてな?なに?なぜ?
どうして?｣と考えてもらった｡(P28-29参照)

中村研一･琢二展
平成1 1年8月31日(火)-10月24日(日)
福岡県宗像市に育った､中村研一と中村琢二の兄弟は共に洋画の道を志し､帝展や日
展などの官展系展覧会で活躍｡写実的な画風､画題に共通点をみせながらも､それぞれ
に個性的な二人の作品22点を展示｡

現代日本画展
平成1 2年3月28日(火)-4月30日(冒)
戦後､強く洋画を意識し､果敢にとり組まれた大画面形式による現代日本画の秀作8
点を展示｡横山操｢熔鉱炉｣他｡

吉田博展(会場風景)

古美術
閏古美術企画展示室
和歌と物語
平成11年3月9日(火)-4月18日(冒)
美術の中に取り入れられた古えの歌と物語の世界｡土佐光起等｢源氏物語図屏風｣､
本阿弥光悦筆｢桐下絵新古今集和歌扇面｣など書､絵画､工芸1 6点を展示｡

漆の美
平成1 1年4月20日(火)-5月30日(日)
日本中園朝鮮の漆器を40点の名品で紹介｡

仙厘展一仙屋の画歴ニー
平成1 1年6月1日(火)-7月1 1日(日)
仙厘は江戸時代の博多の禅僧で､ユーモアあふれる墨画を多く描いた｡仙圧の絵は風
刺や教訓を含みながらも'亡)あ,!､れ､多くの人々の支持を得た｡仙IEの絵の変遷を所蔵
の作品35点によってかえりみた｡

インドネシアの染織-バティック
平成1 1年7月13日(火)-8月29日(日)
伝統染織の宝庫､インドネシアから､華やかなバティック(ろうけつ梁の布)50点を展示｡

スコータイとサワンカローク/インドシナ半島の陶磁
平成1 1年8月31日(火)-10月24日(日)
インドシナ半島の陶磁コレクションである｢本多コレクション｣から､タイの代表的焼
物であるスコータイとサワンカロークの作品90点を紹介｡

文芸と美術
平成11年1月5日(水)-1月30日(日)
日本美術と文芸の係わりについて､物語絵の詞書や賞文など画面に文字が描かれた作
品のほか､源氏絵など文芸を主題とした作品1 6点を展示｡

黒田質料名品展
平成1 2年3月28日(火)-5月28日(日)
筑前黒田家に伝わる､武将の生活をしのばせる表道具きらびやかな奥道具の名品を
紹介｡渡文螺錮鞍(重要文化財) ､源氏物語系図(重要文化財) ､扇面菖蒲轄甲花第のほか､
絵画･書･工芸など44点を展示

聞松永記念館室
春の名品展
平成11年3月9日恢)-4月18日(日)
色絵吉野山図茶壷(重文)､古林清茂墨蹟(重文) ､織部沓茶碗銘浜千鳥､伝i尾形光琳筆
金銀泥梅花図など21点を展宗｡

水指と茶の湯釜
平成1 1年4月20日恢)-5月30日(日)
志劉備前古染付高取などの水垢および芦屋の茶釜によリ21点を紹介｡

名品展
平成11年6月1日(火)-7月1 1日(日)
色絵青野山図茶壷(重要文化財)､古林涌茂墨蹟(重要文化財)､蕎麦茶碗銘｢夕月｣など
22点の茶道具を展示｡

桃山の茶の湯
平成1 1年7月13日快)-8月29日(日)
千利休を中心として､佳奈の大成期にあたる桃山時代の茶道具を中心に､22点を展示｡

懐石の器
平成1 1年8月31日恢)-10月24日(冒)
向付や鉢､皿､蓋物など茶の湯に供されるさまざまな食器類を､22点の陶磁器や漆器
の名品で紹介｡

名品展
平成1 1年1月5日(水)-1月30日(日)
松永コレクションから､茶道具の名品を中心に無準師範の墨韻など24点を展宗｡

春の名品展
平成12年3月28日恢)-5月28日(日)
松永コレクションの中から､春から初夏にかけての息吹を感じさせる､尾端山筆｢柳図｣
や志野あやめ絵鉢などのほか､茶道具の名品22点を展示｡

閏東光院仏教美術室
東光院仏教美術資料(常時展示)
薬師如来立像､坐像と十二神将立像(藤原･南]嘲時代) (以上重要文化財) ､浬築図など｡

桃山の茶の湯展(黒楽茶碗　銘｢次郎坊｣長次郎　桃山時代)

臨特別展示室B
田崎広助展
平成12年2月8日(火)-3月5日(日)
田崎広助の初期から晩年に至る代表的油彩画31点を展元｡

持

仙庄屋(規子和尚像　仙屋義梵　江戸時代)
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展示活動　●貸館展

博多開港1 00周年記念
ウィーン美術史美術館所蔵　古代エジプト展
平成1 1年7月16日(令)-8月22日(日)
会場-特別展禾室A
観覧料-一般1.200円(1 ,000円)､

高･大生900円(700円)
小i中生500円(300円) ( )内は割引料金｡

主催-RKB毎日放送/福岡市美術館
後援-オーストリア大使館他12回休
日数-33日/観覧者数-98,855人
ウィーン美術史美術館所蔵のエジプトコレクシヨ
中から､ファラオに焦点を当て､約1 30点を展示｡

岡田仲姓個展
4月27日(火)-5月5日(水)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-1 ,1 28人
小品から1 50号までの油絵約1 5点｡

壷中会作品展
4月27日(火)-5月5日(水)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-1 ,81 0人
見湖釜の平成1 0年度の作品を中心に展宗｡

ンの　　高鶴元･全展雨二人展
5月7日(令)-5月16日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-7.553人
絵と陶によるインスタレーション｡

音平成11年

第30回日展
4月2日(令)-4月1 8日(日)
特別展宗室A-B､市民ギャラリーAiB C-D
観覧料-一般1 , 1 00円(800円)､高･大生700円(500円)

小･中生400円(300円)( )内は割引料金｡
日数-i 5日/観覧音数-21 ,068人
平成1 0年度に開催された東京展の選抜作品と地元関
係入選作品､洋画､日本画､彫刻､工芸､書約450点｡
i99玄展

4月21日(水)-4月25日(日)特別展禾室B
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-2,073人
平面､立体約40点｡

中山先生とその仲間達展
4月21日(水)-4月25日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1 ,105人
写真約40点｡

日本書芸教育会選抜書道展
4月21日(水)-4月25日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1 ,541人
漢字､仮名を中心に約70点｡

第1回福岡県大学合同写真展
4月21日(水)-4月25日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-831人
写真約1 50点｡

創作手芸作品コンクール
第7回｢創作手工芸｣九州地区作品展
4月21日(水)-4月25日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1 ,1 76人
織物､編物､刺物､染色､押絵､つまみ挿花､七宝､フラワ
ークラフト等の創作作品｡

久保田トシ子展
4月27日(火)-5月5日(水)特別展示室B
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-5,827人
ガラス創作作品｡

久高良治写真展
4月27日(火)-5月5日(水)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-2.255人
カラー写真におけるマチエールを探求した作品約40点｡

私の好きな花展
4月27日(火)-5月5日(水)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-2,001人
四季折々の草花を原色のまま押花とし､色紙､短冊､額
として展宗｡約100点｡

第2回あの頃の画友会展
5月7日(令)-5月16日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-1 ,647人
油絵､版画約45点｡

第5回立花会油絵展
5月7日(令)-5月16日(日)市民ギャラリーB
観覧料-魚料/日数-9日/観覧音数-1 ,300人
九州造形短期大学公開講座の受講生の油絵約50点｡

七旺舎デッサン展
5月7日(金)-5月16日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-1 ,425人
デッサン約1 00点｡

第1 8回八元会日本画水墨画展
5月7日(金)-5月16日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-2,1 66人
日本画､水墨画約1 00点｡

サリーiスマート展
5月18日(火)-5月23日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-51 3人
インスタレーション｡

SAORii服の形をしたAh
5月18日(火)-5月23日(日)市民ギャラリーA
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-683人
手織りによる服やタペストリー約80点｡

権栄塁i権永伝作品展
5月18日(火)-5月23日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-575人
木造形作晶とグラフィック作品｡

那乃津書道会展
5月18日(火)-5月23日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.550人
かなを中心に約200点｡

ログキャビングループ展
5月18日(火)-5月23日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,256人
パッチワーク約80点｡

第52回宗現会展
5月25日(火)-5月30日(日)特別展示室A
観覧料-一般700円(500円)､高･大生400円(300円)

小中生200円(1 00円)( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-3,956人
東京展の選抜作品と地元関係入選作晶｡油彩約1 80点｡

第1 2回三軌会写真部九州展
5月25日(火)-5月30日(日)特別展末書B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,222人
東京展選抜作品と地元入選作品約200点｡

第2回風光会三人展
5月25日(火)-5月30日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.71 1人
油彩､水彩約30点｡

石門社中展
5月25日(火)-5月30日(日)市民ギャラリーBiC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,01 4人
漢字による軸装､額装約200点｡

平下美代写真展
5月25日(火)-5月30日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-970人
エクアドルにて撮影した写真｡

第1 7回上野の森美術館大富展
6月1日(火)一七月6日(日)特別展示室A
観覧料-一般600円(500円)､高i大生400円(300円)

小･中生200円(100円)( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-1.1 33人
全国公募コンクール展入賞､賞候補作晶､九州地区在住
作家の作品審査委員の作品｡日本画､油彩､アクリル､版
画等約80点｡

メタルピクチャー｢SAKEBI｣晦松忠二写真展
6月1日(火)一℃月6日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-842人
車の廃材を使い､モノトーンのイメージをカラー表現
した写真約80点｡

デイウイット･スミス展
6月1日(火)-6月6日(El)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-895人
油彩水彩約30点｡

火曜日の仲間展
6月1日(火)-6月6日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-910人
ももちパレス油絵教室の生徒作品約50点｡

九州葺遼会書展
6月1日(火)-6月6日(日)市民ギャラリーC
観覧料-簸料/日数-6日/観覧音数-744人
漢字の大作を中'亡高二約30点｡

第5回生展
6月1日(火)一一一6月6日(日)市民ギャラリーD
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-658人
モノクロ写真を中心に約150点｡

第58回創元展
6月8日(火)-6月13日(日)特別展示室AB
観覧料-一般700円(500円)､高大生400円(300円)

小中生200円(100円)( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-2,863人
東京展の選抜作品と地元関係者入選作品｡油彩､水彩､
版画約250点｡

MAVIE展
6月8日(火)一℃月13日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,i 26人
油彩､水彩約30点｡
●99｢虹の会｣&｢ドリーム｣展

6月8日(火)-6月13日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.298人
油彩､水彩､デッサン等約70点｡

第4回福岡建築,土木パース展
6月8日(火)-6月13日(日)市民ギャラリーC
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-1 ,034人
建築土木のパース約50点｡

第14回どんぐりの会水彩画展
6月8日(火)-6月13日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,408人
朝日カルチャー水彩画教室の作品約60点｡

第49回モダンアート福岡展
6月15日(火)-6月20日(日)特別展禾室A
観覧料-一般800円(400円)､高･大生400円(300円)

小中生200円(looロ)( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-1.255人
東京展の選抜作品と九州､山口在住の作家作品｡絵画､
版画､彫刻､生活美術､デザイン､写真約1 60点｡

台湾画家江明貿水墨画展
6月15日(火)一一6月20日(日)特別展禾室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2.750人
水墨画約60点｡

光と大気のシンフォニー組嘱望水墨画展
6割5日(火)一七月20日(日)市民ギャラリ~A
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-1 ･382人
水墨画約35点｡

害のときめき展i99
6月15日(火)一七月20日(日)市民ギャラリーB
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-1 i926人
中国古代文字､甲骨文､金文､をモチーフとした書の創
作作品約45点｡

なるみ会i香満会合同喜作展
6月15日(火)-6月20日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,593人
屏風､額､巻子､軸等約1 00点｡

江墨会第1 5回記念水墨画展
6月15日(火)-6月20日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.746人
水墨画約1 20点｡

第1 5回西部朝日書道展
6月22日(火)-6月27日(日)特別展示室AB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2.022人
役員及び公募作品約1.500点｡

第1回良水会水彩画展
6月22日(火)-6月27日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,208人
旧老人大学受講生の水彩画約35点｡

わだち展
6月22日(火)一七月27日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,366人
油彩､水墨画､織約40点｡

第23回九州藍葡会展
6月22日(火)-6月27日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-869人
かなを中Ii高二約40点｡

ろうけつ草木染萌木会展
6月22日(火)-｣3月27日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 67入
ろうけつ染､額､屏風等約50点｡

第95回太平洋展　第34回太平洋西日本公募展
6月29日(火)-7月4日(日)特別展示室AiB
観覧料-一般800円(600円)､高･大生600円(500円)

小･中生無料( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-3.750人
東京展の選抜作品と地元関係書入賞作品｡油彩､染織､
版画､彫刻約240点｡

第33回てんくるうぷ展
6月29日(火)-7月4日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-876人
油彩約30点｡

耕せ起美術展
6月29日(天主-7月4日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.1 20人
油彩､水墨画､水彩､日本画約50点｡

日本雷撃館福西支部展
6月29日(火ト7月4日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-637人
乗幅を中心に約30点｡

郵通達福岡市地区会会員余技展
6月29日(火)-7月4日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 IO14人
書､写真､絵画､工芸等約100点｡

第28回瑠椴展
7月6日(火)-7月1 1日(日)特別展示室A
観覧料-一般500円(400円)､高･大生400円

中学生以下､シルバーi障害者手帳所持者は無料｡
( )内は割引料金｡

日数-6日/観覧音数-1 ,392人
油彩､ミグストメディア､版画､日本画等約130点｡

方言書画i宮本幹太展
7月6日(火)-7月1 1日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-566人↑i無理せんでよfJt"九州弁の方言詩集出版記念展として

日本画と九州弁の方言詩を展示｡

第8回フォト630写真展
7月6日(火)-7月1 1日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,41 2人
写真約70点｡

第29回筑酉会害展
7月6日(火)-7月1 1日(日)市民ギャラリーBC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,021人
漢字､仮名､調和体等､約1 00点｡

南区美術協会展
7月6日(火)-7月11日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,099人
会員の作品｡絵画､厳刻､書､工芸､グラフィックデザイン､
写真等｡

絵画グループハトマッチ展
7月13日(火)-7月18日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6目/観覧音数-1 ,028人
絵画を中心に約30点｡

｢万風の人句｣とその仲間たち展
7月13日(火)-7月18日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-697人
人に感動を与えるための旬､書及び立体を中心Iこ約80点｡

第27国語陽美術展
7月13日(火)-7月18日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 53人
洋画､書､工芸､彫刻､切り絵等約1 00点｡

白鴎善道会選抜展
7月13日(火)-7月18日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 41人
かな作品､調和体を中心に約60点｡

第1回多摩美術大学校友会　福岡支部
ART FESTA i99
7月20日(火)-7月25日(日)特別展禾窒B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-4,407人
絵画､彫刻､工芸､デザイン､陶芸等約70点｡

安松憲成写真展　一玄海の光亡-
7月20日(火)-7月25日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 i 8人
写真､玄海の海岸風景を中心に約60点｡

手描き染め作品発表会
7月20日(火)-7月25日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 97人
手描き染めによる日傘､のれん､Tシャツ､タペストリー､
袋物､ハンカチ等約1 00点｡

日韓版画教室展　角聞･李源･教室合同展
7月20日(火)-7月25日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-908人
銅版画､木版画約75点｡

アトリエ三寅合
7月20日(火)-7月25日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-985人
日本画(仏画)約70点｡

浅野五年遺作展
7月27日(火)-8月1日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,530人
書､約40点｡

戸田教室切り絵展
7月27日(火)-8月1日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-768人
切り絵約100点｡

第21回朝日学生書道展
7月27日(火)-8月1日(日)市民ギャラリーBiC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-873人
九州､山口､沖縄各県の小中高生の特選以上作品約
1 iOOO点｡

第1 6回観生会展
7月27日(火)-8月1日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-71 4人
書約60点｡

坂本典子展　一領域-
8月3日(火)-8月8日(日)特別展禾室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-4,1 54人
油彩､平面抽象作品約20点｡

吉田新遺作展
8月3日(火)-8月8日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-92 1人
油彩約40点｡

繋彩展
8月3日(火)-8月8日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-64 1人
油絵､水彩､染織､デザイン等約40点｡

智泉会害展
8月3日(火)-8月8日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2, 1 44人
書約70点｡

第9回ろうけつグループ展
8月3日(火)-8月8日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,303人
朝日カルチャーセンターの受講者の作品約100点｡

滝口文吉作品展　一生命体シリーズ-
8月10日(火)-8月15日(日)特別展末書B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-5.728人
油彩を中'iMこ約20点｡

木下良治の油絵展
8月10日(火)-8月15日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-1.323人
油絵約45点｡

カラー色彩魚拓画展
8月10日(火)-8月15日(冒)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 52人
色彩魚拓約30点｡

日本画光彩会展
8月10日(火)-8月15日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,350人
日本画､水墨画約60点

ELEPHANT ACCIDENT "99　-今泉憲治展-
8月10日(火)-8月15日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数- 1.003人
絵画新作約30点｡

九十九伸一｢時間に満ちた空間2000｣
8月17日(火)-8月29日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-1 2日/観覧音数-1 3,677人
版画､モビール､彫刻､絵画､陶芸等約60点｡

Dividing Piane　-朴鍾圭展-

8月17日(火)-8月22日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-866人
ペインティングオブジェ約40点｡

第3回未雪会　甲斐替義とその仲間達展
8月17日(火)-8月22日旧)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,255人
絵画､彫刻､工芸､写真約40点｡

馬場崎典子切り絵展
8月17日(火)-8月22日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.945人
切り絵約30点｡
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展示活動　●貸館展

第27回吉光書道展
8月17日(火)-8月22日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,245人
漢字仮名､-字書､現代文体書等約50点｡

グループ四季水彩画展
8月24日(火)-8月29日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,473人
水彩画約60点｡

第20回玄友会小品展
8月24日(火)-8月29日(日)市民ギヤjIノーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-908人
書約100点｡

第9回くる-ぷ街風景画展
8月24日(火)-8月29日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,570人
水彩画を中心に約1 00点｡

さわらび書道展
8月24日(火)-8月29日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,853人
かな書を中心に約100点｡

ジュンコ人見のはなクラフト　-ルナ･フローラ展-
8月31日(火)-9月5日(日)特別展末書B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-3,044人
工芸品｢パンの花｣約200点｡

きさらぎ会　一水墨,墨彩画廣一
8月31日(火)-9月5日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,376人
水墨画､墨彩画約60点｡

第6回油絵グループK展
8月31日(火)-9月5日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-i.144人
油絵約75点｡

油絵｢空の会｣展
8月31日(火)-9月5日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6目/観覧音数-906人
油絵約50点｡

第37回飛翔会美術展
8月31日(火)-9月5日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.565人
油絵約50点｡

カタロニア,フォーム
9月7日(火)-9月12日(日)特別展元室B
観覧料-無料/目数-6日/観覧音数-1.556人
コラージュ(A New Art Concept)約50点｡

仏像彫刻会作品展
9月7日(火)-9月12日伯)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,467人
仏像立体､レリーフ約1 60点｡

第9回画帖会
9月7日(火)-9月12日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.1 1 0人
絵画､書､写真約40点｡

第1 1回サムホール公費展
9月7日(火)-9月12日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,545人
絵画､油絵､水彩のサムホールサイズ約500点｡

江源個展　一兵馬偏-
9月14日(火)-9月19日(日)特別展禾室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-6,699人
中国の兵馬偏をテーマに壁画､洋画約40点｡

Humans impressions　人間的な印象

9月14日(火)-9月19日(日)市民ギャラリーA
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-1 82人
水彩画約40点｡

第29回世界児童画展
9月14日(火)-9月19日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-3,01 3人
世界と日本のこともたちの絵(日本は福岡県､佐賀県を
中心に)約600点｡

水之会九州かな茸展
9月14日(火)-9月19日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,205人
額､軸､帖､巻子など約1 00点｡

i99｣PS九州展

9月21日(火)-9月26日(目)特別展示室B､市民ギャラリ
ーB･C

観覧料-一般700円､大学生400円､高校生以下魚料
日数-6日/観覧音数-756人
全国プロ写真家の団体､一般公募作品を含め約400点｡

高橋垂居油絵個展
9月21日(火)-9月26日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-81 4人
油絵を中心に約40点｡

ボタニカルアート&フローラルペインティング作品展
9月21日(火)-9月26日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-91 6人
植物画の細密画及び木製品に花絵柄で装飾した工芸的
作品約80点｡

片山武版画展
9月28日(火)-10月3日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-3,331人
ポートレート版画を中心に約500点｡

第1 3回福岡県高校生デザインコンペ入賞作品展
9月28日(火)-10月3日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-71 3人
福岡県内の高校生のデザイン画( B全)約50点｡

第1 4回水墨祥泉会展
9月28日(火)-10月3日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.743人
水墨画約1 00点｡

第1 3回雪道研究温知会福岡支部喜作展
9月28日(火)-10月3日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,297人
軸装及び額装等の漢字ならびに仮名の書作品約50点｡

日本画と染織りの二人展
10月5日(火)-10月11日(局)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-1.252人
日本画約25点｡染織約30点｡

第1 0回福岡･ボルドー交流写真展
10月5日(火)-10月1 1日(局)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-905人
福岡市と姉妹都市ボルドー市との交流写真展の第1 0
回記念展｡約1 50点｡

第4回香樹会害展
10月5日(火)-10月1 1日(局)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-1 ,287人
蒼樹会社中による書作品約70点｡

第1 6回読売書法展九州展
10月8日(金)-10月17日(日)特別展示室AiB
観覧料-一般500円､高･大生300円
日数-9日/観覧音数-3,853人
役員作品と入選作品約2.000点｡

旅の思い出　一越珠の水彩画廣一
10月13日(水)-10月17日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1.071人
水彩画約80点｡

第24回｢視点｣全国公募写真展
10月13日(水)-10月17日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1 ,008人
全国公募作品の入賞入選選抜作品約260点｡

第22回西日本版画協会展
10月13日(求)-10月17日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1.326人
木版を中心に約60点｡

第51回毎日書道展九州展
10月19日(火)-10月24日(日)特別展禾室A･B
観覧料-一般500円(400円) ( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-2,388人
本年開催された東京展の役員の作品と九州､山口関係
の入賞､入選作品約1 IOOO点｡

スタジオ･トレ展
10月19日(火)-10月24日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-445人
油絵､デッサン等約40点｡

天涯白雲　泰生,生徒水墨画展
10月19日(火)-10月24日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,494人
研究会会員の水墨画約40点｡

第1 8回三礼会かな選抜喜作展
10月19日(火)-10月24日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 79人
額装､軸､帖､巻子等約50点｡

柳沢義幸｢海のシルクロード｣展
10月19日(火)-10月24日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-908人
写真約100点｡

森微志の世界展　-パステル画展-
10月26日(火)-10月31日(目)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,258人
パステル画による､人物画､静物風景画等約1 00点｡

オブジェと版画　一岩津志郎展-
10月26日(火)-10月31日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-799人
油彩版画､オブジェ等約30点｡

ねんどの花と絵展
10月26日(火)-10月31日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-841人
ねんとの花､ねんとで描いた絵約40点｡

(財)猫立吾人団　第22回福岡県支部昌展
10月26日(火)-10月31日(日)市民ギャラリーC
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-673人
大字書､少字教書､漢字､詩文等約40点｡

九州写真作家協会　写真教室グループ展
10月26日(火)-10月31日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.097人
会員の選抜作品　約100点｡

山下哲郎個展
11月2日(火)-11月7日(日)特別展末書B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-980人
鉛に銀箔の大作の版画等約20点｡

第9回鎮西フォトクラブ福岡写真展
11月2日(火)-11月7日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,01 6人
九州一円の自然風景写真を中心に約60点｡

第15回城南区市民アート展
11月2日(火)-11月7日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.540人
絵画､彫刻､書､写真､工芸等約200点｡

書道渓風全編岡会員展
11月2日(火)-11月7日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-534人
喜作晶約80点｡

近藤えみ展
11月9日(火)-11月14日(日)特別展禾室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,731人
半立体作品を中心に約25点｡

鎌倉彫作品展
11月9日(火)-11月14日(日)市民ギャラリ~A
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 il 1 3人
鎌倉彫作品約1 00点｡

第1 9回九州二科写真公募展
11月9日(火)-11割4日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,31 0人
二科会会員､会友､支部員のうち九州地区在住の作家作
品約200点｡

第22回福岡市退職小学校長会作品展
11月9日(火)-11月14日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.51 0人
絵画､書､写真､工芸等約1 00点｡

山田依子個展
11月16日(火)-11月21日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,350人
油彩､コラージュを中心に約35点｡

人権尊重作品展
11月16日(火)-11月21日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-708人
ポスター約280点｡

第20回中央区市民文化祭一美術作品展-
11月16日(火)-11月21日(日)市民ギャラリーBiC
観覧料-無料/日数-6日/観覧茎数-1 ,288人
絵画､書､写真､工芸等約200点｡

第2回桑樹展
11月16日(火)-11月21日(日)市民ギャラリーD
観覧料-練料/日数-6日/観覧音数-1.1 55人
少字､漢字､詩文､臨書､表具作品等約50点｡

長野泰子日本画個展
11月23日(火)-1 1月28日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-5,707人
日本画約25点｡

高瀬竜二展
11月23日(火)-1 1月28日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,400人
油彩約30点｡

博美会油絵展
11月23日(火)-11月28日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.571人
油絵約45点｡

第3回日本画こぶし会展
11月23日(火)-1 1月28日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,1 52人
日本画約50点｡

纂6回ふれあい写真展
11月23日(火)-1 1月28日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,908人
障害者とボランティアを会員としたグループで｢ピン
トは心｣を合言葉に撮影した作品約40点｡

はじめての日本画展
11月30日(火)-12月5日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 i460人
会員の日本画作品約70点｡

現代水墨画`'滴i'展
11月30日(火)12月5日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,71 3人
現代水墨画約35点｡

五月会油彩展
11月30日(火)-12月5日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,762人
油絵約40点｡

第24回福岡きりえ展
11月30日(火)-12月5日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,265人
きりえ作品約95点｡

第54回行動美術展
12月1日(水)-12月5日(日)特別展禾室A･B
観覧料-一般800円(600円) ､高･大生600円(400円)

小･中生魚料( )内は割引料金｡
日数-5日/観覧音数-900人
東京展開催の会員､会友､受賞者､地元関係の絵画､彫刻
の入選者の作品約1 60点｡

第31回九州かな書道展
12月7日(火)-12月12日(日)特別展示室A
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-1.247人
額装､軸装､巻子､帖､屏風等約400点｡

謙慎書道会一九州･沖縄展-
12月7日(火)-12月12日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,380人
役員､会員の作品を中心に約1 40点｡

村里貴子個展
12月7日(火)-12月12日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 32人
水墨画約40点｡

第29回福岡市高齢者美術展
12月7日(火)-12月12日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.726人
絵画､書､写真､工芸等の作品約1 50点｡

サザンクロス第6回グループ展
12月7日(火)-12月12日(冒)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-i.100人
九州造形短期大学公開講座の受講生の作品約60点｡

第27回日本の雪展･第25回西日本書美術展
12月14日(火)-12月19日(日)特別展示室A･B
観覧料-一般500円(400円)､学生無料( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧音数-3,047人
日本の書展-現代日本の書壇巨匠､同代表作家の作品
約100点｡ ･西日本書美術展-西日本書美術協会の代
表委嘱､推薦､選抜作品約日200点｡

ものくる会第1回写真展
12月14日(火)-12月19日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-692人
モノクロ写真約70点｡

グループ[2+ S2油彩展
12月14日(火)-12月19日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-820人
油絵約30点｡

間心会喜作展
12月14日(火)-12月19日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,277人
額､軸､屏風等約50点｡

アメリカンパッチワークキルト展
12月14日(火)-12月19日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.347人
ベッドカバー､タペストリー､クリスマスの飾り物等約
1 30点｡

第20回西日本害美術公募展
12月21日(火)-12月26日(日)特別展示室A
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2′684人
九州､山口各県からの公募作品の中から優秀作品約
1 200点｡

鎌田茂男,20世紀の記録
12月21日(火)-12月26日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-860人
コラージュ､油彩約25点｡

周飲和　一油彩,テンペラ作品展-
12月21日(火)-12月26日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-602人
油絵､テンペラ作品約30点｡

オール福大写真展
12月21日(火)-12月26日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-51 1人
写真約250点｡

増本達彦彫刻展
12月21日(火)-12月26日(冒)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-589人
石や木等の自然物を素材とした彫刻作品｡

音平成12年

第5回記念福岡市美術連盟展
1月5日(水)-1月10日(局)特別展示室A
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2.41 4人
日本画､油彩､彫刻､工芸､写真､グラフィックデザイン
等約200点｡

大木奈緒美展｢王国- KingdomJ
1月5日(水)-1月10日(局)特別展禾室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 78人
平面油彩(インスタレーションの要素を含む)を中心に展示｡

あべきとこ～元気の個展～
1月5日(水)-1月10日(局)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.1 72人
さまざまな手法で描いた作品約30点｡

第5回曹亜鋼中国水墨国会作品展
1月5日(水)-1月10日(局)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.092人
水墨､墨彩画約40点｡

友添真理子展
1月5日(水)-1月10日(局)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-631人
石膏作品を使ったインスタレーション約20点｡

戦国武将ミニ中富展
1月5日(水)-1月10日(局)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-758人
有名武将の甲高を実物の1 /3て再現｡約80点｡

自由美術展
1月12日(水)-1月16日(日)特別展示室A
観覧料-一般700円(500円)､高i大生500円(300円)

小i中生無料( )内は割引料金｡
日数-5日/観覧音数-31 1人
東京展からの選抜作品と地元出品者の作品､絵画約
1 30点彫刻約10点｡

九能会美術展
1月12日(水)-1月16日(日)特別展末書B
観覧料-無料/日数-5日/観覧者数-1.302人
東京都美術館で開催された｢日輝展｣の九州地区出品者
の作品巡回展｡油彩､水彩､日本画､水墨､版画､染色､押
花絵､写真､工芸約50点

吉富孝写真展一九州の祭り～
1月12日(水)-1月16日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-364人
九州各地の祭りを中心に撮影した作品約70点｡

国武一弥展
1月12日(水)-1月16日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-31 7人
油絵(100号)を中心に約15点｡

第5回福岡建築,土木パース展
1月12日(水)-1月16日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-455人
建築･土木等のパース及びC G展宗｡約50点｡

第24回西崎会喜作展
1月12日(水)-1月16日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-779人
喜､額､枠､善子､帖など約100点｡

第67回独立展
1月18日(火)-1月23日(日)特別展示室A･B
観覧料-一般800円(700円) ､高･大生600円(500円)

小i中生200円(1 00円)( )内は割引料金｡
日数-6日/観覧者数-1,281人
東京展の選抜作品と地元会員及び入選者の油彩作品約
170点｡
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展示活動　●観覧者薮~覧

良水会水彩画展
1月18日(火)-1月23日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-848人
水彩画約35点｡

第8回費龍会喜作展
1月18日(火)-1月23日(日)市民ギャラリーB C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-860人
半紙､色紙､扇､写経､半切等の漢字､かなの作品約1 60点｡

近代スブレンダー七宝協会九州展
1月18日(火)-1月23日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,308人
平面65点､立体50点､装身具40点｡

シルクロード出会いの旅3人展
1月25日(火)-1月30日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-555人
シルクロードにおける､人々や風景の写真約50点｡

第9回翠峰会展
1月25日(火)-1月30日(日)市民ギャラリーB
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-921人
書約80点､水墨画約20点｡

福岡水彩教育研究会展
1月25日(火)-1月30日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 79人
水彩画約30点｡

福岡市中学校書作品展
1月25日(火)-1月30日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 i1 45人
福岡市内の中学校､養護学校､約50校の書作品約600点｡

第1 3回配車書道展
2月1日(火)-2月6日(日)特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-4′592人
俳句､短歌を短冊色紙に漢字､かな､蒙刻､調和体で表現
する公募展｡約2,000点｡

さんにん展
2月1日(火)-2月6日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,007人
大学院卒業制作展｡

第三回修謹会雪展
2月1日(火)-2月6日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-800人
漢字､かなの額装軸を中心に約1 00点｡

第25回かな書道｢千歳会｣選抜展
2月1日(火)-2月6日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.1 94人
扁額､巻子､折帖､屏風等約1 00点｡

ももちパレス～洋画エルサバド～
2月1日(火)-2月6日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,036人
油絵約45点｡

日本インテリアデザインスクール卒業生と
荏校生のアート展
2月8日(火)-2月13日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 28人
絵画､写真､模型を中心に約1 10点｡

佐藤俊泰写真展　-Fukuoka ART-
2月8日(火)-2月13日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 1 3人
写真( B全)を約30点｡

日本国際美術家協会西日本支部展
2月8日(火)-2月13日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,371人
油絵､日本画､染色､墨彩画を中心に約50点｡

グループ｢エル｣展
2月8日(火)-2月13日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,678人
油彩､水彩､アグノルを中心に約25点｡

第49回福岡市中学校美術展
2月15日(火)-2月20日(日)市民ギャラリーA･B C･D
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-5,077人
市内の公立中学校､養藷学校､福岡県聾学校の生徒の作
品約5,000点｡

第4回平忠則写真展一花芯Pah i1-
2月22日(火)-2月27日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,264人
花を中心に提影した写真約50点｡

垣州会書展
2月22日(火)-2月27日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-951人
新年御歌会のテーマ｢特｣を書作品にし､約1 00点展示

雅友会水彩画展
2月22日(火)-2月27日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,234人
水彩画約70点｡

専門学校日本デザイナー学院卒業制作作品展
2月22日(火)-2月27日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-754人
グラフィックデザイン､インテリアデザインをパネル
に表現｡約1 70点｡

第6回福岡市書道協会展
2月29日(火)-3月5日(日)市民ギャラリーA･B･CiD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2.261人
漢字､かな､近代詩文など約300点｡

1997-2000 HERE AND NOW
3月7日(火)-3月20日(局)特別展示室B
観覧料-無料/日数-1 3日/観覧音数-7,1 28人
現代美術センターC C A北九州リサーチプログラムに
て行われた活動の一端を紹介する｡ドローイング､彫刻､
ビデオ､写真等｡

西南学院大学書道部40周年記念展
3月7日(火)-3月12日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-728人
書作品約60点｡

エイブルアートフォーラム福岡展
3月7日(火)-3月12日(日)市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,422人
絵画､陶器､立体作品約40点｡

榊晃弘写真展<田の神サア>
3月7日(火)-3月12日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2.702人
旧薩摩藩時代に作られた表情豊かな石造りの｢田の神｣
像をオールカラーで撮影｡約50点｡

第4回書光書道会社中展
3月14日(火)-3月20日(局)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-1 ,232人
条幅､漢字､仮名を中心に約40点｡

平川写真教室　一博多再発見-
3月14日(火)-3月20日(局)市民ギャラリーB C
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-1 ,880人
44人の眼がとらえた､身近な博多の一断面｡写真約
150点｡

檀会かな雪道作品展
3月14日(火)-3月20日(局)市民ギャラリーD
観覧料-魚料/日数-7日/観覧音数-1 ,438人
かなを中心に屏風､帖､巻物､カルタ約60点｡

｢もみの木｣水彩展
3月22日(水)-3月26日(日)市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1.035人
水彩を中,[高二約30点展示｡

しあわせの里合同書道展
3月22日(水)-3月26日(日)市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-BOO人
喜作晶｡障害を待つ人の力作約70点｡

アトリエ･バルール展
3月22日(水)-3月26日(日)市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1 ,1 44人
水彩､洋画を中心､に展示｡

チャイニーズグループ展
3月22日(水)-3月26日(日)市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-1.082人
絵画と立体を中心に約30点展示｡

特別企画展等観覧音数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靴(人)

展覧会名

ヒューストン美術館展
ラフア工ルiコラン展

第34回福岡市美術展

常設展観覧音数

個人　　　　　　　　　　　　　団体(ゴッホ展については高齢者､身障者を含む)　合計一般　　高i大生　小i中生　一般　　高i大生　小i中生　招待

江戸の美｣　　　26.420　1,217　1,049　　389　　　1　　77　5,964　35,117

29,678　1,775　　780　　　257　　　81　　　29　7,984　40,584

122,740 13,896 ll,631　6,366　1.080　2,124　23,494 181,331

4,415　　1 58　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,484　　8,057

単位(人)

月　　個人一般　　高･大生　小･中生　合計

4　1,923　157　　77　2,157

5　　3,696　　263　115　4,074

6　1,840　142　　77　2,059

7　　2,544　196　　19　2,759

8　　4,319　　327　　　28　4,674

9　　2,049　145　　　95　2.289

10　　2,839　111　125　3,075

11　5,079　　243　177　5,499

12　　　827　　　65　　　35　　　927

1　1,472　120　　　62　1,654

年度別観覧音数

団体
一般　　高i大生　小･中生　合計

131　　　　2　　　　5　　138

678　　　1　　973　1 ,652

282　　　　0　　318　　　600

113　　　286　　　　0　　　399

42　　　　3　　　　0　　　　45

14　　176　　161　　351

101　150　　364　　　615

学校　　　高齢者等　　　合計

2,195　　808　2,139　5,142　　　　6,165

年度　　年間開館日数(日)　常設展　　　　　特別企画展
観覧音数(人)　開催数(回)観覧音数(人)

1　　　86,194

3　　　　45,666

5　　　　35,372

3　　　　24,453

3　　　1 37.402

3　　　　68.172

4　　　147.682

305　　　102,115

308　　　　　96,088

306　　　　　95,550

306　　　　　94,044

10　　　306

11　　307

1,841,148

3　　　　73.478

3　　　　77,223

2　　　121,795

貸館展
開催数(回)観覧音数(人)
18　　　128,642

91　　　467,240

139　　　686,602

161　　　563,586

183　　　592,022

176　　　721,050

171　　　781,973

184　　　608,150

215　　　609,570

207　　　611,398

1 74　　　437,776

216　　　526,516

216　　　491,771

235　　　565,751

225　　　565,280

147　　　538,275

209　　　500,231

206　　　422,735

207　　　464,723

1 89　　　439,040

212　　　451,619

総数
開催数(回)　観覧音数(人)
19　　　285,070

94　　　640.490

144　　　821.261

164　　　681.922

186　　　826,147

1 79　　　894,759

173　1,000,619

188　　　853,794

218　　　779,136

210　　　784,171

176　　　653,615

219　　　682,316

220　　　715,471

240　　　771 ,056

228　　　733,664

1 48　　　622,489

212　　　704,858

209　　　566,983

211　　　818,850

1 93　　　569.880

216　　　794,052

董SI:I董:lgIgIBI:ISI騨



教育普及活動●アートアドベンチャー/夏休みこども美術館/ゴッホ展ガイド

アートアドベンチャー
こともたちと美術とのよりよい出会いの場を提供することを目的に､
当館では平成9年度より｢アートアドベンチャー｣事業を展開している｡
これは､市内の小i中学校を中心とした学校と連携し､児童･生徒たち
が美術館を利用できる機会を増やすとともに､こどもたちに､より深
く美術を味わってもらおうというもの｡現在のところ､美術館近郊の小i
中学校を対象に､ワークショップやギャラリートークを行っている｡

市内小･中学校を対象としたギャラリートーク
教師との事前打ち合わせに別して､解説ボランティアによるギャラリ
ートークを行った｡平成1 1年度は約20校を対象に行った｡

21世紀の作家一編岡　村上勝展ギャラリートーク

実施日時　　　　　平成1 2年3月22日(求)16:00過ぎ～1 7:30
参加者　　　　　　舞鶴中学校1-3年生11名
ギャラリートーク講師　村上　勝氏
学芸課スタッフ　　山口洋三､渡辺雄二､鬼本佳代子

内容:近現代美術企画展として展示した村上勝氏の作品を､作家自ら
中学生たちとともに語る､というもの｡作家本人と語ることにより､中
学生たちに作品へのより深い鑑賞を促すことができた｡

醜聞園
村上勝氏(左)と話をする生徒たち

ワークショップ｢ゴッホになろうi ?｣

実施日時　　　　　平成12年2月19日(土)9:20-1 1:40

参加者　　　　　　赤坂小学校4年生　56名
学芸課スタッフ　　渡辺雄二､見本佳代子､平川フジ子､中原千代子
ボランティアスタッフ　末吉ヤツ工､青野恭子､小石原聡子､高木墓千

知足久美子､甲斐美知子､伸上文子､川島千恵千
高尾麗子､池田富子､兼頭啓子､岡野民技
杉山あけみ､山本美智子､角　泉子
他解説ボランティア

内容:｢ゴッホになろう｣と｢ゴッホの絵になろう｣という2つのワーク
ショップを､赤坂小学校の協力で､特別企画展｢ゴッホ展｣に合わせて
開催｡ゴッホの作品を鑑賞し､前者では､いわゆる｢ゴッホらしい｣とい
われるパリ時代以降の油彩画の色彩､および描法を体験的に理解して
もらうため､ゴッホ作品を参考に作品を制作し､後者では､ゴッホ作玩
の中の人物になることによって､その人物の気持ち､ひいてはその作
品に反映されるゴッホ自身の意図を､こともたちに体験的に理解して
もらうことを目的とした｡
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｢ゴッホになろう｣
対象作品　《種まく人〉　《自画像か　《月の昇る夕べの風景〉

《公園の若草〉
経過-上記の作品のアウトラインを描いた画用紙(A l程度)を2

組ずつ用意｡割り箸の先に綿花をくるんだガーゼをくくり
つけたスタンプを用意｡ことも一人につきスタンプ1本1
色を担当し､アウトラインをもとに点描で作品を作った｡

｢ゴッホの絵になろう｣
対象作品　《石炭袋を運ぶ女たち〉　《ジャガイモを食べる人々〉

《祈る女〉　《篭を持つ男》　《縫い物をする人》
《右腕に子どもを抱くシーン〉　《パイプをくわえた老漁師》
《パイプをくわえた農夫〉　《ズワ-ヴ兵ミリ工か
《郵便配達人ルーラン〉　《ルーラン夫人か　《若い女》

経過-身近な道具を使ってゴッホの絵の中の人物になってみる｡
なった姿を写真に写し､その人の気持ちになって感想を書いた｡

｢ゴッホになろう｣ ｢ゴソ赤の絵になろう｣

夏休みことも美術館'99｢はてな?～よく見て感じよう～｣
平成2年からはじまった､夏休み期間中のこどものためのシリーズ展
覧会｡こともたちに鑑賞のきっかけとして､作品に対して何か疑問を
持ってもらおうということでテーマを｢はてな?～よく見て感じよう
～｣とした｡近現代美術作品の中から疑問を生じやすいと思われるス
ーパーリアリズムおよび抽象作品を展示｡また､こともたちに集中し
て鑑賞してもらえるように､この年度は展元室を企画展禾室のみに限
定した｡

会期-平成11年7月13日(火)-8月29日(日)
会場-企画展宗室
展示作品　フランクiステラ《バスラ門(分度器シリーズ)か

ジョゼフiアルパ-ス《正方形に捧ぐ`森の静寂''〉
吉原治良《白い円か
嶋本昭三《作品か
リサiミルロイ《靴〉
上田薫《アイスクリームB〉
金昌烈《水滴〉
ボイルiファミリー《福岡県｡日本シリーズより､深紅の敬
石､コンクリートの'S､ち石､金属板､黄色い駐車違反の標識
のある研究〉

ガイ ドブック等
小学校低学年向けカードー｢はてな?｣カード(A6 2種)
小学校中学年以上ガイド-｢はてな? ｣ガイド(A5,20頁)

夏休みことも美術館の作品鑑賞の補助として､小学校低学年向けに｢は
てな?｣カードを､小学校中学年以上向けに｢はてな?｣ガイドを制作し､
無料配布したoカード及びガイドには＼こともたちが親しみをもって
もらえるように､キャラクター｢美術館蔵じいさん｣を登場させた｡

ギャラリートーク

通はて諸道はて諸国9

平成1 1年7月24日(土)､7月31日(土)
8月21日(土)
いずれも14:00～約1時間(美術館探検30分､
作品鑑賞30分)

7月24日(土)小学校1年生～中学校1年生
13名

7月31日(土)小学校2年生～6年生11名
8月21日(土)小学校1年生～6年生13名

ギャラリートーク講師　福岡市美術館教育担当学芸員　鬼本佳代子
学芸課スタッフー渡辺雄二､平川フジ子､中原千代子､山口洋三
実習生　　　　　　舘永患太､池松由理(7月24日､31日)

田辺　舞(7月24日､31日､8月21日)

つ美術館を知ってもらうために､格納庫や燻蒸庫などを｢探検｣した｡
その後夏休みことも美術館'99｢はてな?～よく見て感じよう～｣会
場で作品を鑑賞｡作品鑑賞は､講師と参加者が作品について会話をす
る形式で行った｡
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夏休みことも美術教室'99ワークショップ｢布を染めよう｣
実施日時

参加者
ろうけつ染め講師
バティック着付け講師

ギャラリートーク講師
学芸課スタッフ
ボランティアスタッフ

平成11年8月6日(金)-8月8日(日)
10:00-16:00
小学校4年生～中学生15名
染織家　伊藤倭氏
アント二ウスiウイドヤトモコ､
ハリ･スザナ夫妻
福岡市美術館学芸員　都築悦子
鬼本佳代子
河合洋子､佐藤政子､内海照代､山崎仲代

内容:常設展示｢インドネシアの染織-バティック｣にあわせた､ろう
けつ染めのワークショップ｡展示された作品を鑑賞し､ろうけつ染め
などの技法を体験し､さらにバティックを実際に身につけてみること
により､バティックとそれを生み出したインドネシアの文化への理解
を深めてもらうというもの｡

経過- 8月6日(金)
8月7日(土)

8月8日(日)

内容:ギャラリートクに入る前に､こともたちをリラックスさせ､か　ゴッホ展ガイド

ギャラリートーク風景

完成作品と子供たち

ハンカチ大の布をろうけつ染めで染める｡
ジャングルをテーマに､ 1 ×2メートル大
の布を､グループに分かれて染める｡
午前中に前日に染めた布を蝋抜きし､干す｡
千している間に常設展示のバティックを
鑑賞｡
都築学芸員が解説を行う｡
午後にアント二ウス･ウイドヤトモコ､
ハリ･スザナ夫妻によって､こともたちに
現代のバティックを着付けてもらう｡

｢ゴッホってどんな人? ｣(B4三つ折り)
ゴッホ展の鑑賞補助として､ゴッホの生涯についてわかりやすく示し
たワークシートを制作した｡



教育普及活動●講座･講演会/博物館実習

講演会
日本美術に見る東西交流(MOA美術館展関連)
日時-平成1 1年4月24日(土)14:00-15:30　会場-講堂
講師-MOA美術館学芸課長　藤浦正行氏
聴講音数-21 0人

桃山の美と茶の湯(MOA美術館展関連)
日時-平成1 1年5月1日(土)14:20-15:50　会場-講堂
講師-茶道資料館副館長今日庵文庫長　筒井紘一氏
聴講者数-230人

西洋美術への誘い～ルネサンスを中心に(ヒューストン美術館展関連)
日時-平成11年9月12日(日)14:00-16:00　会場-講堂
講師-京都大学総合人間学部助教授　岡田浩司氏
聴講音数-ZOO人

コランと1 9世紀フランス画壇(ラフアエルiコラン展関連)
日時-平成11年10月30日(土)14:00-15.40　会場-講堂
講師-パリ第4大学教授　ブルーノフカール氏

(通訳:東京大学助教授　三浦　篤氏)
聴講音数-1 50人

2 1世紀への視点一愛と美と芸術(開館20周年記念講演会)
日時-平成11年11月6日(土)14:00-15:30　会場-講堂
講師-東京大学名誉教授　今道友信氏
聴講音数-1 32人

コランと日本(ラフアエルiコラン展関連)
日時-平成11年11月14日(冒)14:00-16.20　会場-講堂
講師-東京大学助教授　三浦　篤氏

九州大学助教授　三輪英夫氏
進行-福岡市美術館学芸員　三谷理華
聴講音数-ZOO人

自作について(纂1回21世紀の作家一編岡村上勝展関連)
日時-平成11年1月8日(土)14:00-15:30　会場-教養講座室
講師-村上　勝氏
聴講音数-70人

クメール美術とカンボジア国立博物館(珠玉の東南アジア美術展関連)
日時-平成12年2月20日(日)14:00-16:00　会場-教養講座室
講師-カンボジア国立博物館副館長　ハツプトウ-イ氏
聴講音数-75人

フアン,ゴッホのユートピア(ゴッホ展関連)
日時-平成12年2月27日(日)14:00-16:00　会場-講堂
講師-大阪大学助教授　国府幸　司氏
聴講音数-220人

ラフアエルiコラン展講演会
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所蔵品によるアートセミナー　第2回
｢仏像に親しむ｣

講師-別府大学教授　八尋和泉氏
日程-平成12年2月12日(土)i19日(土) 26日(土)

3月4日(土) 11日(土)
13:00-14.30

受講生- 50名(福岡市に在住あるいは勤務する方)

内容:福岡市美術館に常設展禾している薬王密寺東光院(寺跡は福岡市博多区吉塚3
丁目)旧蔵の仏像を実際に見て､仏像をさまざまな角度から鑑賞することを講義｡ビデ
オや展示室での解説を交え､受講生の感想や意見をとり入れながら進められた｡主な
内容は次の通り｡
i仏像の名称とその意味｡
仏像の構造や材質｡
･制作した仏師､あるいは修理した仏師｡
仏像の時代様式｡
･仏像の修理｡
･九州の仏像｡東光院の地誌の説明｡

アトリエ'99
版画教室｢自分の顔でアートしよう｣

講師-美術家　片山武氏
日程-平成11年12月8日(水)～12月10日(金)

13.00-16.00
受講生- 15名　　　　　　　　　　　　　　　　作品とともに

内容･地元作家である片山氏を招き､講座を行った｡自分の顔写真をプノントごっこな
どの製版印刷機で版に焼き付け､シルクスグノーンの要領で版画をつくり､さらに水
彩絵の具などで彩色するという作品を作った｡また､プリンティングの技法も学んだ｡

博物館実習
学芸員資格取得のための博物館実習について､各大学からの依頼により､実習希望の
学生を受け入れ､平成1 1年6月1日から1 1月30日の期間に必要日数の実習を行った｡

実習生名
国西南学院大学
実習日数
小島ひろみ
竹本明日香
永田道子

醒福岡大学
実習日数
木下直子
山脇清一

10日間
文学部外国語学科フランス語専攻
文学部国際文化学科
文学部国際文化学科

10日間
人文学部文化学科
人文学部文化学科

圃九州産業大学
実習日数10日間
下条貴子　　芸術学部芸術学科
田辺　舞　　芸術学部芸術学科
中村由紀子　芸術学部芸術学科

間北九州大学
実習日数　5日間
徳永恵太　　文学部比較文化学科

間愛知県立芸術大学
実習日数　5日間
池松由理　　美術学部i油絵科

教育普及活動●ボランjilア活動

ボランティアについて
当館では､昭和51年にボランティアを募集し＼昭和54年の美術館開館と同時に)活動を開始した｡新聞スクラップから始まったボランティア舌動は＼
現在では:.図書＼資料､解説という3つのセクションに分かれ､美術館の活動を支える重要な柱の一つとなっているo

ボランティア全体活動
6月30日(水)ボランティア総会
7月1 1日(局) ｢みんなの福岡｣ボランティア活動Ⅳ取材(7月23日(金)放映)
12月14日(火)ボランティアの研修のため､講演会を行う｡

講演｢障害を有する人とともに｣
講師　福岡市障害者関係団体協議会事務局次長　石松周氏

解説ボランティ7活動記録
解説ボランティア舌動は､当館の常設展示を来館者の方々に解説することを目的に､昭和59年に始まった｡現在は､一般の来館者のみならず､美術
の授業などで訪れた小･中学生へのギャラリートークにも力をいれている｡また､学芸員が計画したワークショップの補助を行うなど活動の脂も
広がってきている｡

福岡教育大学附属福岡小学校6年生
五十市中学校
特別養護老人ホーム油山緑寿園デイサービスセンター
特別養護老人ホーム油山緑寿囲デイサービスセンター
特別養護老人ホーム油山緑寿囲デイサービスセンター
特別養護老人九一ム油田緑寿囲デイサービスセンター
人吉私立第三中学校

長崎県大村ろう学校
解説ボランティア部会
福岡市立赤坂幼耗図5歳児
福岡市立鶴田小学校6年生
福岡隻葉小学校6年生

花鶴ヶ丘小学校

福岡市立玄海中学校
福岡市立南片江小学校4年生ほか
正法寺ルンビニ幼稚国
正法寺ルンビニ幼稚園
下妻小学校PTA視察

34人

9人　　引率4人

35人　　引率2人
79人　引率4人
83人　　引率3人

50人　引率12人
105人　引率6人

福岡市立赤坂小学校3年生
カルチャーセンター岐山館
三田川長寿大学
福岡市立野芥小学校5年生

舞鶴小学校1年生
福岡市立板付北小学校2年生
国家公務員共済組合連合会理事長一行
小竹南小学校家庭教育学級
市長室広聴課施設見学会
武雄中学校PTA

50人　　引率3人
50人　引率3人
30人
49人
40人

福岡市立西戸崎小学校5年生
鞍手郡若宮小学校6年生
楯岡隻棄小学校5年生

福岡市立那珂小学校障害児学級1 - 6年生

60人　引率3人
61人　引率4人
119人　引率4人

11人　引率3人
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教育普及活動●ボランティア活動

大和市立有明小学校6年生
筑紫野高山口小学校5年生

筑紫野肩山家小学校5年生
福岡市立福岡中学校1年生
ワークショップ｢ゴッホになろう!?｣補助
友和会(老司団地老人クラブ)

那珂Iii阿南畑小学校6年生
南当仁小学校6年生
文徳中学校1-3年生
ももち福祉プラザ
南当仁小学校5年生

新聞ボランティ7滴動記録
作業日-基本的に日曜日i金曜日を除く毎日､曜日毎に担当する新聞を決め､新聞切り抜き作業を行う｡

月曜日:毎日新聞
火曜日:読売新聞
水曜日:西日本新聞
木曜日:朝日新聞
土曜日:日本経済新聞
用1回共同作業日を設け､各グループ間での情報交換i意志の統一を図る｡
また､展覧会や美術に関するビデオの鑑賞会を行う｡

平成11年
4月　6日(火)
5月11日(火)
6月1日(火)

30日(水)

7月　6日(火)

8月　3日(火)
9月1日(火)～15日(木)

アジアiトリエンナーレ展(福岡アジア美術館)見学会および懇親会
共同作業　言上報欄の整理ほか

37人　　引率3人
91人　引率3人
44人　　引率5人
23人
94人　　引率3人

共同作業　記事の取捨選択についての勉強会ほか
ボランティア総会ののち新聞ボランティア分科会
20周年事業の話し合い･都築悦子学芸員染織シンポジウム参加報告
1 991年記事の整理
20周年事業について　新聞記事の読書室での開架･言上報欄の
データベース化を目標とすることを決定
共同作業　記事の取捨選択についての検討会
物故作家(卦報欄)のコンピュータによる索引データベース作成

共同作業　朝日新聞ファイル作業
共同作業　1-9月分大型記事の整理
共同作業1 1月の20周年に向けて開架用ファイルの完成
読書室にて新聞切り抜きファイル(一般美術記事)開架開始｡以後､月毎に新規ファイルと入れ替え｡
共同作業1991年記事の整理

共同作業　未整理分記事の取捨選択
共同作業『ボランティア通信用こついての話し合い
長崎県立美術館学芸員の当館のボランティ7活動見学

32

教育普及活動●ボランティア活動/読書室企画

図書ボランティ7活動記録

基本的に火曜日から土曜日までの各曜日午前と午後の班に分かれ､資料整理業務に関する作業を行う｡

1.当館所蔵作品及び当館施設案内記事の掲載誌整理作業
当館所蔵雑誌の一部から､当館の所蔵作品及び施設についての記事を探し＼索引作りを行う｡

2.目録カード整理作業
･標目記載
iアジア美術館に移管した資料の目録カードが不要になったため､カードケースから抜く

3.図書部会開催
･期日:平成1 1年6月30日(水)
･会場:教養講座室
･参加者数: 9名
･内容:当館所蔵作品及び当館施設案内記事掲載誌整理作業手順の説明

意見交換など

読書室企画

読書室の一角に当館主催の展覧会に関する資料の特集などを行い､来館者に美術に関する知識や興味をより深めてもらえるような､資料を通して
の普及啓蒙活動を行う｡

1.常設展関連図書特集
･常設展禾室での各展禾関連

2 ,特別展関連図書特集
i平成1 1年4月20日(火)-5月16日(日)　　　　MOA美術館展関連
i平成1 1年8月24日(火)-10月3日(日)　　　ヒューストン美術館展関連
i平成11年10月26日(火)-11月28日(日)-ラフア工ル･コラン展関連
i平成12年1月25日(火)-3月23日(木)　　　ゴッホ展関連

3.読書室企画図書特集
i平成11年7月13日(火)-8月29日(日)　　　夏休みこともとしよかん
･平成12年2月16日(水)- 3月31日(金)　　　観覧音数ベスト20の展覧会の図録特集

(観覧者1 ,500万人突破記念)
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教育普及活動●施設利用状況

講堂
主催事業
講演会名　　　　　　　　　　　　　　　　期日 講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聴講音数(人)

品護籍西交流　　　　　平成｡年4月24日(土) MOA美術館学芸課長藤浦正行　　　　　　　21 0

(nkAa'i驚　　　　　　平成1 1年5月1日(土)茶道資料館副館長今日庵文庫長筒井紘一　　　　230

悪.r_iiin撲藍謹干サンスを中高　平成1 1年9月12日(日)京都大学総合人間学部助教授岡田浩司　　　　　200

ま7'Ii駕驚ス画壇　　　平成1 1年1 0月30日(土〉鎧議‡Ej告"者7~ル　　　　1 50

(2FHiGtE.駕iq^E禁嘉詩と美と芸術　　　平成1 1年1 1月6日(I)東京大学名誉教授今道友信　　　　　　　1 32

ま7'Ii･E望,ン展関連)　　　平成1 1年1 1月14日(日)蒜華競三諜進行福岡市美術館学芸員三谷埋草200

.7ji誌i)'Ttのユ~トピア　　　　平成12年2月27日(日)大阪大学助教授国府寺司　　　　　　　220

(講師敬称略)

教養講座窒
主催事業

｢布を染めよう｣
(実技講座室も使用)

ア トリエI99版画教室

期日　　　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聴講音数(人)

平成11年8月6日(金)ろうけつ染め　染織家　伊藤　倭
8月7日(土)着付け　アントニウス･ウイドヤトモコ､ハリiスザナ夫妻

ギャラリートーク　福岡市美術館学芸員　都築悦子

平成11年12月8日(水)美術家　片山　武

｢自分の顔でアートしよう｣
(実技講座室も使用)

12月9日休)
1 2月10日(金)

自作について
(第1回2 1世紀の作家-福岡村上勝展関連)

所蔵品によるア-
｢仏像に親しむ｣

平成11年1月8日(土)村上　勝

トセミナー第2回 平成12年2月12日(土)別府大学教授　八尋和泉
2月19日(土)
2月26日(土)

3月11日(土)

クメール美術とカンボジア国立博物館
(珠玉の東南アジア美術展関連)

平成12年2月20日(冒)カンボジア国立博物館副館長　ハツナトウ-イ　　　　　　　　75

(講師敬称略)

貸館事業
講演会名　　　　　　　　　　　　　　　　期日 講師　　　　　　　　　　　　主催 参加者数(人)
日月晰の美と混濁の美　現代の絵画
(第1 7回上野の森美術館大賞九州展関連)
エジプト文化紹介

平成1 1年6割日(火)九州造影短期大学学長　谷口治達(財)日本美術協会i
日展評議員　日野耕之祐　　　上野の森美術館

平成1 1年7月20日(火)
(古代エジプト展関連)
｣PSスライド&トークショー　　　　　　　　平成1 1年9月26日(日)

RKB毎日放送
エジプト人留学生
一ps

第1 5回城南地区市民アート展表彰式　　　平成1 1年1 1月7日(冒)　　　　　　　　　　ふれあい城南運営委員会　　　80
城南区役所

福岡大学映画研究部第5回特別上映会　　　平成1 1年1 1月21日(日)　　　　　　　　　福岡大学学術文化部会　　　　55
映画研究部

福岡シネマクラブフェスティバルi`FiLMOVIE"平成1 1年1 1月27日(土)
1 1月28日(日)

福岡シネマクラブ　　　　　　　86
フェスティバル　　　　　　　58

貨館事業
講座･講演会名　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　　　　主催　　　　　　　　　　　　　　　　聴講音数(人)

アジア映画講座　　　　　　　　　　　　平成1 1年4月25日(日)　　　オフィスiヌーヴ工ルヴアーク　　　　　　　　　　　54
5月23日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23

太平洋美術会西日本支部表彰式　　　　　　平成1 1年6月29日(火)　　　太平洋美術会西日本支部　　　　　　　　　　　　　45

古代エジプト展鑑賞会　　　　　　　　　　平成1 1年7月20日(火)　　　花合歓会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 2

パステル画のおもしろさ　　　　　　　　　　平成1 1年10月29日(金)　　　森　徹志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85

野点茶会(第34回名流合同茶会)　　　　　平成1 1年1 1月3日(水)　　　福岡茶道文化連盟　　　　　　　　　　　　　　900

美術館鑑賞授業 平成1 1年1 1月5日(令)　　　福岡市立舞鶴中学校　　　　　　　　　　　　　　　30

1 1月10日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30

FCC公開審査会　　　　　　　　　　　　平成1 1年1 2月4日(土)
(教養講座室も使用)

34

福岡コピーライターズクラブ　100

第20回西日本書道美術公募展表彰式　　　平成1 1年1 2月26日(日)　　　　　　　　　　西日本新聞社　　　　　1 80

西日本書美術協会　テレビ西日本
福岡市美術連盟講演会　　　　　　　　平成12年1月9日(日)会長　四島　司　　　　　福岡市美術連盟　　　　　240

福岡市書道協会総会講演会｢王献之について｣平成12年3月5日(日)白IiI青厳　　　　　　　福岡市書道協会　　　　　240

トヨタエイブルアートiフォーラム　　　　平成12年3月12日(日)　　　　　　　　　　卜]タ自動車日本障音芸術文化協会　200
エイブルアート･フォーラム福岡実行委員会

九州産業大学自主制作上映会シネマ☆スター　平成12年3月26日(日)　　　　　　　　　　小池俊成　　　　　　　　58

その他総会等　2件 (講師敬称略)

11月11日休)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28

11月19日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30

1 1月24日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28

1 1月25日休)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29

平成1 2年2月22日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34

2月24日(木)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72

平成1 1年1 1月21日(目)　　中央区市民の祭り運営委員会　　　　　　　　　　　50

ネマテ-クNo,101
F肥MNiDEO BOX VOL.1 4

シダックスフ-

その他研究会等

平成1 1年1 1月28日(日)　　フイルムiメーカーズフィールド　　　　　　　　　　　41

ドサービスゴッホを見る会　　平成1 2年3月22日(水)　　　中村さゆり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 0

34件

35



教育普及活動●施設利用状況

実技講座室
主催事業
講座名　　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数(人)

アートアドベンチャー　　　　　　　　　　　平成12年2月19日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56

ワークショップ｢ゴッホになろう!?｣

貸館事業
講座名　　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　　　参加者数(人)

野焼き作陶会　　　　　　　　　　　　　　　平成1 1年4月1 0日仕)　　　　　　　　　　　　　能古楽居窯　　　　　　　　　　20

平成1 1年4月17日(土)

デッサン学習会 平成1 1年4月18日(日)　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　　　　10

5月23日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

6月27日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

7月11日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

10月17日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

11月21日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

12月5日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

平成12年1月16日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

2月20日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

3月19日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

創元会作品研究会 平成1 1年5月16日(日)　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　　38

12月19日(目)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47

平成1 2年1月9日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46

3月12日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46

福岡市小学校図画工作研究会定例会　　　　　平成1 1年6月1 9日(土)　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作研究会　　35
平成1 2年2月5日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50

福岡市中学校美術教育研究会会員研修　　　　平成1 1年7月7日(水)　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　　3 1

｣iNの会里予焼きのための作陶会　　　　　　　平成1 1年7月1 8日(日)　　　　　　　　　　　　｣iNの会　　　　　　　　　　　70

日洋会研究会　　　　　　　　　　　　　　平成1 1年8月29日(日)　　　　　　　　　　　　　日洋会福岡　　　　　　　　1 5

影彩会研究会　　　　　　　　　　　　　　平成1 1年12月12日(日)　　　　　　　　　　　　形彩会　　　　　　　　　　　20

平成12年1月15日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15

パステル画講習会　　　　　　　　　　　　　平成1 2年3月30日(木)　　　　　　　　　　　　　森徹志　　　　　　　　　　　1 5

36

版画印刷工房
貸館事業

北九州版画教室

朝日カルチャー

期日　参加者数(人)　　　期日　参加者数(人)　　　　　期日　参加者数(人)主催
平成11年4月11日(日)　3　　　8月8日(日)　2　　　12月26日(目)　3　　　北九州版画教室

4月25日(日)  1　　　8月22日(日)  1平成12年1月9日(日)　3

5月9日(日)　2　　　9月12日(目)　2　　　　1月30日(日)　2

5月23日(日)　2　　10月3日(日)　2　　　　　2月13日(日)　3

6月4日(令)　2　　10月24日(日)　3　　　　2月27日(日)　3

6月13日(日)　3　　11月3日(水)　3　　　　3月12日(日)　3

6月27日(日)　2　　1 1月23日(火)　3

7月11日(日)　2　　12月5日(日)　3

平成11年6月8日(火) 10　11月30日(火)  1　　　12月2日休)　2　　　森　信也

9月21日(火) 10　12月1日(水)　2　　　　12月3日(令)　2

城南フレンドホーム夏休み創作教室

さざんかの会

読書室利用者数一覧

平成11年8月25日(水)　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊田康千

平成11年12月7日(火)　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　小夜

日　　月総数(人)一日平均(人)開館日数(日)　年累計(人)　　総累計(人)
4　　　　　842　　　　　32　　　　　26　　　　842　　　298,267

5　　　　　955　　　　　36　　　　　26　　　1 ,797　　　299,222

6　　　　　614　　　　　23　　　　　26　　　2,41 1　　　299,836

7　　　　　906　　　　　33　　　　　27　　　3,31 7　　　300,742

8　　　1 ,420　　　　　54　　　　　26　　　4,737　　　302.162

9　　　　　820　　　　　31　　　　26　　　5,557　　　302,982

1 0　　　　　623　　　　　23　　　　　27　　　6,1 80　　　303,605

1 1　　　　752　　　　　30　　　　　25　　　6,932　　　304,357

12　　　　　321　　　　13　　　　　23　　　7,253　　　304.678

1　　　　420　　　　1 8　　　　　23　　　7,673　　　305,098

1 ,299　　　　　51　　　　25　　　8,972　　　306,397

1,207　　　　　44　　　　　27　　10,179　　　307,604

10,179　　　　　33　　　　　307

小数点以下切捨



教育普及活動●出版物

図録

規格　　　真数　　　編集･発行
A4変形　1 12

A4変形　　220

MOA美術館名品展｢桃山の美i江戸の美｣
ヒューストン美術館展

MOA美術館編集i MOA美術館名品展実行委員会発行
ヒューストン美術館､サラiキャンベルiプラソファー財団
愛媛県美術館編集i愛媛県美術館､千葉県立美術館､三重県立美術館
福岡市美術館､読売新聞社i美術館連絡協議会発行

ラフアエル･コラン展
第34回福岡市美術展
福岡市美術館1 00選
西本コレクション

A4変形　302　　　福岡市美術館編集i西日本新聞社発行
A5変形　　47　　　福岡市美術展運営委員会編集･発行
A4変形　1 28　　　福岡市美術館編集i福岡市文化芸術振興財団発行
A4変形　　27 1　　福岡市美術館編集･発行

21世紀の作家一福岡　村上勝展　　　　　　A4変形　　40　　福岡市美術館編集i発行
珠玉の東南アジア美術展　　　　　　　　　　A4変形　128 福岡市美術館編集･発行

常設展リーフレット
小作品室リーフレット

展覧会名　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　真数

1 97　　　小川幸一展 A4変形　　4
1 98　　　岡田三郎助の素描 A4変形　　4
1 99　　　小ささものたち-掌編絵画の展覧会 A4変移　　4
200　　　ソルiルウイット｢スターiシリーズ｣ A4変形　　4
201　　小作品リーフレット200号記念展 A4変形　　4
202　　　中林忠良展 A4変形　　4
203　　　小野思量展 A4変形　　4

古美術リーフレット
No,　　　展覧会名 会場　　　　　　　　規格　　　　　真数
121　　　和歌と物語 古美術企画展示室　　　A4変移　　　　2
122　　　漆の美 古美術企画展禾室　　　A4変形　　　　2
123　　　仙厘展　仙厘の画歴ニー諸国遊歴- 古美術企画展示室　　　A4変形　　　　2
124　　　インドネシアの染織-バティック 古美術企画展示室　　　A4変形　　　　2

スコータイとサワンカローク/インドシナ半島の陶磁 古美術企画展禾室　　　A4変形　　　　2
1 26　　　文芸と美術 古美術企画展示室　　　A4変形　　　　2
1 27　　　黒田資料名品展 古美術企画展示室　　　A4変形　　　　2

｢福岡市美術館100選｣ ｢西本コレクション｣
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美術館ニュース　エスプラナード
内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　真数

110

晴｢

112

113

H.ll,5.15 開館20周年記念特集号Part-1 ｢90年代の福岡市美術館｣/報告シンポジウム｢こともたちと美術　　A4変形　8
館のいま｣/90年代の福岡市美術館を′対ノかえる/所蔵品紹介(21 2)堂本尚郎｢連鎖反応(赤､黄､青) ｣
/所蔵品紹介(21 3) ｢色絵花鳥文瓢形瓶｣/学芸員の-リアル/ライフ/展覧会案内/編集後記/
インフォメーション

H.ll.7.15　特集1.夏休みことも美術館'99｢はてな?～よく見て感じよう～｣/特集2.ヒューストン美術館　　A4変形　8
展/所蔵品紹介(214)阿部展也｢アダムとイヴNo,2｣/所蔵品紹介(215)伝i周文｢山水図｣/秦
朴なギモン/展覧会案内/編集後記/インフォメーション

H.1 1.9.15　　開館20周年記念特集　パート2　ラフア工ルiコラン展/福岡市美術館所蔵名品展/"自分さがし''　A4変形　8
の西本コレクション展/お知らせ[エスプラナードが変わります!?]/開館記念講演会参加者募
集のお知らせ/展覧会案内/編集後記/インフォメーション

H.1 1.1 1,15　開館20周年記念特集　パート3　美術館の内外で当館の活動を見守り､支えてきてくださった方々　　A4　　8
の声をアンケートに答えてもらうという形式で掲載｡アンケート内容1.過去20年間で最も印
象に残る　展覧会を一つ挙げて下さい｡2.気に入っている所蔵作品を一つ挙げて下さい｡3.過去
と現在をくらぺて福岡市美術館はどう変わりましたか?4.今後福岡市美術館に望むことはなん
ですか?/アトリエi99受講者募集/編集後記/インフォメーション/他館展覧会案内

H.12.1,15　　特集1.開館20周年記念特別企画展クレラー-ミユラー美術館所蔵ゴッホ展/特集2.珠玉の　　A4　　8
東南アジア美術/特集3.第1回21世紀の作家一橋岡　村上勝展/特集ラフアエルiコラン展フ
ォーラム｢コランと日本｣/所蔵品紹介(21 6)村山椀多｢自画像｣/所蔵品紹介(21 7)｢龍折枝文様
縛紙壁掛｣/編集後記/インフォメーション/他館展覧会案内

1 15　　H.1 2.3,15　　特集1.日本の美一笑い/特集2, 2000年度　福岡市美術館展覧会スケジュール/報告-21世紀　　A4　　8
の作家一福岡　村上勝展　アーティストiトーク/所蔵品紹介(218)セルジュ･ポノアコフ｢赤と
黒のフォルム｣/所蔵品紹介(2 1 9) ｢辻が花染九條袈裟｣/エスプラナード購読者募集/編集後記
/インフォメーション/他館展覧会案内



調査研究活動

S平成11年
4月16日(金)-4月18日(日) MOA美術館展調査のため尾崎直人学芸員､京都･熱海市へ出張｡
4月26日(局)-4月28日(水)　　　　　購入候稲作品調査のため山口洋三学芸員､東京i埼玉へ出張｡

5月1 2日(水)-5月1 4日(金)　　　　　狩野永徳展調査のため渡辺雄二学芸員､東京i米沢市へ出張｡

5月1 2日(水)-5月1 5日(土)　　　　　古美術企画展調査のため尾崎画人学芸員､別府市へ出張｡
5月20日(木)-5月22日(土)　　　　　　作品等調査のため山口洋三学芸員､大阪･京都へ出張｡
5月28日(令)-5月30日(日) 水晶の塔をさがして展作家作品調査のため山口洋三学芸員､東京へ出張｡
6月5日(土) 子供と楽しむ人物画展講演会参加及び展覧会視察のため鬼本佳代子学芸員､大分市へ出張｡
6月3日(木)13月5日(土)　　　　　　　調査のため渡辺雄二学芸員､東京へ出張｡

6月6日(日)-6月12日(土)

6月14日(局)-6月18日(金)

6月22日(火)一℃月27日(日)

6月23日(水)一七月25日(金)

7月6日(火)
7月14日(水)

7月28日(水)-7月30日(金)

7月29日(木)-7月30日(金)

8月14日(土)

松永耳庵コレクション調査のため尾崎直人学芸員､東京へ出張｡
珠玉の東南アジア美術展調査のため尾崎直人学芸員､別府市へ出張｡
ルーブル美術館展調査ラフア工ル･コラン展調査のため安永幸一副館長､パリへ出張｡
笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､大阪i京都･奈良･神戸市へ出張｡
笑い展調査のため渡辺姓二学芸員､佐賀市へ出張｡
笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､北九州市へ出張｡
水晶の塔をさがして展作家作品調査のため山口洋三学芸員､宇部富市･浦和市･東京へ出張｡
笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､熊本県八代市へ出張｡
公開研究会｢子供と美術のこれから｣参加及び夏休み子供美術館･ギャラリートーク視察のため
見本佳代子学芸員､熊本市へ出張｡

8月18日(水)一七月20日(令) 笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､大阪京都へ出張｡
8月26日(木)　　　　　　　　　　　　笑い展調査のため渡辺姓二学芸員､長崎市へ出張｡

9月1日(水)-9月2日(木)

9月21日(火)-9月22日(求)

9月18日(土)-9月29日(求)

10月17日(日)-10月22日(金)

10月20日(求)-10月21日(木)

笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､静岡･披阜市へ出張｡
珠玉の東南アジア美術展調査のため尾崎直人学芸員､別府市へ出張｡
笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､アムステルダム･ロンドン･ベルリンへ出張｡
ボルドー美術館展調査のため石田泰弘学芸員､ボルドーへ出張｡
作品調査のため山口洋三学芸員､東京へ出張｡

10月26日(火)-10月28日(木)

10月31日(冒)

11月12日(金)-11月13日(土)

11月16日(火)-11月18日(木)

11月19日(令)-11月20日(土)

12月1日(水)-12月3日(金)

12月3日(金)-12月5日(日)

12月8日(水)-12月9日(木)

12月8日(水)-12月9日(木)

12月8日(水)-12月9日(木)

笑い展作品調査のため渡辺雄二学芸員､横浜市i東京へ出張｡
水晶の塔をさがして展作家調査のため山口洋三学芸員､広島市へ出張｡
アートドキュメンテーション研究フォーラム参加のため畑千代美司書､東京へ出張o
ゴッホ展調査のため柴田勝則学芸員､東京へ出張｡
ゴッホ展調査のため鬼本佳代子学芸員､東京へ出張｡
笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､姫路市･棚板市i神戸市へ出張｡
水晶の塔をさがして展作家作品調査のため山口洋三学芸員､東京･大阪へ出張｡
作品購入調査のため尾崎直人学芸員､東京へ出張｡
作品購入調査のため尾花剛館長､東京へ出張｡
国際交流基金アジアセンター美術事業懇談会のため都築悦子学芸員､
東京(国際交流基金アジアセンター)へ出張｡

1 2月1 1日(土)-1 2月1 2日(日)　　　　アミューズピジョン研究会参加及びおかさき世界子供難航専物館教育普及活動視察のため
鬼本佳代子学芸員､名古屋市･岡崎市へ出張｡

12月15日(水)-12月17日(金)

12月21日(火)-12月22日(水)

S平成12年

笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､東京へ出張｡
展覧会調査のため石田泰弘学芸員､東京へ出張｡

1月17日(局)-1月18日(火)

1月23日(冒)-1月24日(局)

1月23日(日)-1月26日(水)

1月25日(火)-1月26日(水)

2月3日(木)-2月5日(土)

2月17日(木)-2月18日(令)

3月8日(水)-3月9日(木)

3月15日(水)-3月17日(令)

3月31日(令)-4月1日(土)
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笑い展作品調査のため渡辺雄二学芸員､東京へ出張｡
ゴッホ展調査のため柴田勝則学芸員､東京へ出張｡

水晶の塔をさがして展作家作品調査のため山口洋三学芸員､水戸市i名古屋市へ出張｡
笑い展調査のため渡辺姓二学芸員､京都市･尼崎市へ出張｡
第1 5回学芸員研修｢美術館･教育普及の可能性｣参加のため鬼本佳代子学芸員東京へ出張o
水晶の塔をさがして展調査のため山口洋三学芸員､東京･大阪へ出張｡
笑い展調査のため渡辺雄二学芸員､津和野市へ出張｡
作品調査のため柴田勝則学芸員､大阪京都i東京･浜松市へ出張｡
町田市立国際版画美術館教育普及活動視察のため鬼本佳代子学芸員､町田市へ出張｡

収集活動　●美術資料

勧善　　寄贈
一般　　西本コレクション　合計

1 6件　　340件

日本の作家　版画

寄贈　　寄贈
購入　　一般　　工イコ･クスマコレクション合計　　総計

362件　46件　1件　　　250件　　　　　　297件　659件

平野遼｢麻里の像｣1985年ie

浬

冨田渓仙｢益田道乙i jl
キク夫妻図｣1 907年

所蔵品番号　作家名
2-冒-840　　吉田遺志

2-E-84 1　吉田遺志

2-E-864　　吉田遺志

2-i-867　　吉田遺志

2-i-884　　吉田遺志

作品名　　　　　　　　　　　　　制作年　　　　　　寸法(cm)　　　素材･技法　　　　　　　　　　　備品受入番号

トムソンガゼル　　　　　　　　1 977　　　　　　30.2×45.3　　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99002624

東アフリカの夕　　　　　　　　1 977　　　　　　30.1 ×50.3　　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99002625

或る日の東アブノカ　No.4　　　　1 981　　　　　　27.0×60.0　　　木版i紙　　　　　　　　　　　　　99002626

或る日の東アフリカ　No.9　　　1982　　　　　　27.0×60.0　　　木版i紙　　　　　　　　　　　　99002627

時速1 1 5キロ　　　　　　　　　1 983　　　　　　40.5×1 19.9　　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99002628

海外の作家　油彩

顎寄贈　一般

作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材技法　　　　　　　　　　備品受入番号

サルヴアドール･ダノ　　ボルト･リガトの聖母　　　　　1 950　　　　　　275.3×209.8　　油彩i画布　　　　　　　　　　99003550

九州の作家　油彩
所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

1-A-452　　熊野礼夫　　　　　　農婦　　　　　　　　　　　　1 953　　　　　146.2×1 12.3　　油彩i画布　　　　　　　　　　99020014

1-A-454　　熊野礼夫　　　　　　耳　　　　　　　　　　　　　1 962　　　　　145.0×1 1 1.8　　油彩･画布　　　　　　　　　　　9902001 5

1 -A-455　　清　純一　　　　　　風地(犬の像)　　　　　　　　1 986　　　　　130.6×161.9　　油彩､テンペラ･画布　　　　　　9902001 7

1-A-458　　円中春弥　　　　　　寓架桜　　　　　　　　　　　1 985　　　　　130.5×194.0　　油彩･画布　　　　　　　　　　99020018

1-A-459　　古澤岩美　　　　　　なげき肌　　　　　　　　　　1 951　　　　　41.3×320　　　油彩･画布　　　　　　　　　　99020023

九州の作家　日本画
所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

1 -B-1 9 1　冨田漢仙　　　　　　桐に鳳凰　　　　　　　　　　1 907　　　　　　32.5×358.0　　絹本着色　　　　　　　　　　　9902002 1

1-B-192　　冨田湖山　　　　　　益田道乙キク夫妻図　　　　　1907　　　　　　82,2X32.3(道乙)　絹本着色　　　　　　　　　　　99020020

82.0×323(キク)

九州の作家　水彩
所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材i技法　　　　　　　　　　備品受入番号

1-C-205　　上村次敏　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　1 961　　　　　78.2×99.0　　　グアッシュ･紙　　　　　　　　9902001 3

九州の作家　素描
所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

1 -D-354　　古澤岩美　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　1 960　　　　　41.3×32.0　　　鉛筆､パステル･紙　　　　　　　99020022

九州の作家　彫刻等
所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材i技法　　　　　　　　　　備品受入番号

割奇準之肋　　　　　木の球による堤示(ニ)状況　　　1 966　　　　　74.3X46.OXl 1.0　木(樅､松)　　　　　　　　　99020025

副奇準之肋　　　　　木の球による提禾(ニ)状況　　　1 966　　　　　24.7X29.4Xl 1.2　木(杉､檜)　　　　　　　　　99020027

別事準之助　　　　　題不詳　　　　　　　　　　1 969頃　　　　300.OX39.5X36.5木(檀)　　　　　　　　　　99020026

割弾之助　　　　　空荷の車(-)　　　　　　　1 972　　　　194.8X75.OXIO55木(樺､桜)　　　　　　　　　99020024

米倉　徳　　　　　ドンキホーテ　　　　　　　　1959　　　　　101.5X24.OX14.0テラコッタ　　　　　　　　　99020028

41

作家名　　　　　　　品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寸法(cm)　　　素材 備品受入番号

冨田漢仙　　　　　　　　参考資料(絵の具箱) 87.1X47.8X26.7　木､陶器､顔料､紙､金属　　　　　　99020019



制作年　　　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

1 972　　　　　　72.5×60.5　　油彩i画布　　　　　　　　　　　99009885

1 985　　　　　　72.6×53.1　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009886

不詳　　　　　　37.8×45.5　　油彩画布　　　　　　　　　　　99009898

不詳　　　　　　98.8×60.3　　油彩画布　　　　　　　　　　　99009899

1993　　　　　　79.3×79.3　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009873

1 993　　　　　　65.5×92.5　　油彩i画布　　　　　　　　　　　99009874

不詳　　　　　　122.0×61.0　油彩i画布　　　　　　　　　　　99009875

不詳　　　　　　72.5×50.0　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009876

不詳　　　　　　72.7×50.0　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009877

不詳　　　　　　80.5×80.5　　油彩画布　　　　　　　　　　　99009878

不詳　　　　　　80.0×80.2　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009879

不詳　　　　　　92.3×60.0　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009880

45･5×53.0　　油彩i画布　　　　　　　　　　　99008745

41 iOX32.0　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99008746

1976　　　　　145.3×112.0　油彩画布　　　　　　　　　　　99008747

1 978　　　　　　45.5×38.0　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99008748

1978　　　　　　41.0×31.8　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99008749

1 982　　　　　　72 8×60.5　　油彩i画布　　　　　　　　　　　99008750

1984　　　　　162.0×1 12.0　油彩i画布　　　　　　　　　　99008751

1988　　　　　162.0×1 12.8　油彩･画布　　　　　　　　　　　99008752

1992　　　　　162.0×112.0　油彩画布　　　　　　　　　　　99008753

1 993　　　　　　45.5×38.0　　油彩画布　　　　　　　　　　　99008754

1993　　　　　　52.8×45.5　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99008755

1995　　　　　　41.0×31.8　　油彩i画布　　　　　　　　　　99008756

i 997　　　　　　45.7×37.8　　油彩･画布　　　　　　　　　　99008757

1984　　　　　　22.7×15.7　　油彩･画布　　　　　　　　　　99009601

1985　　　　　　72.5×116.7　油彩･画布　　　　　　　　　　99009602

1 985　　　　　　53.0×45.5　　油彩･画布　　　　　　　　　　99009603

1 985　　　　　　53.2×80.4　　油彩､顔料･画布　　　　　　　　99009604

1 985　　　　　　53.0×45.5　　油彩i画布　　　　　　　　　　99009605

1 986　　　　　　37.9×26.9　　油彩･紙　　　　　　　　　　　99009606

1 986　　　　　　45.4×37.9　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009607

1986　　　　　　91.0×90.9　　油彩画布　　　　　　　　　　99009608

1990　　　　　116.8×91.0　油彩･画布　　　　　　　　　　99009609

1990　　　　　162.0×130,2　油彩･画布　　　　　　　　　　99009610

1991　　　　　72.6×60.6　　油彩i画布　　　　　　　　　　　9900961 1

1 6-A-96　　舟山一男　　　　　　　水芭蕉 1991　　　　　53.0×33.3　　油彩･画布　　　　　　　　　　　9900961 2

1 6-A-97　　舟山一男　　　　　　　Curta活Caii 1 991　　　　　72.6×60.5　　油彩･画布　　　　　　　　　　　9900961 3

1 6-A-98　　舟山一男　　　　　　　若い道化師 1993　　　　　　22.6×15.7　　油彩･画布　　　　　　　　　　99009614

1 6-A-99　　舟山一男　　　　　　　アルルカン 1993　　　　　　40.8×31.7　　油彩･画布　　　　　　　　　　99009615

16-A-100　舟山一男　　　　　　　カーテンコール 1 996　　　　　　72.8×50.1　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009616

1 6-A-1 01　舟山一男　　　　　　　赤い笛 1996　　　　　　45.5×38 0　　油彩･合板　　　　　　　　　　　99009617

91,0×116.5　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009618

16-A-103　舟山一男　　　　　　　通い妻の日のこと

1 6-A-1 04　　舟山一男　　　　　　　喝采

16-A-105　舟山一男　　　　　　　道化立像

1999　　　　　1167×90.8　油彩i画布　　　　　　　　　　99009619

1 999　　　　　　72.7×50.3　　油彩･画布　　　　　　　　　　　99009620

1 999　　　　　　60.6×50.0　　油彩画布　　　　　　　　　　　99009621

所蔵品番号　作家名
1 6-C-5　　　舟山一男

作品名　　　　　　　　　　　　制作年　　　　　　寸法(cm)　　　素材･技法　　　　　　　　　　　備品受入番号

帽子　　　　　　　　　　　　　1 986　　　　　　38.7×27.2　　水彩､鉛筆i紙　　　　　　　　　　99009624

作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

藤崎孝敏　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　57.0×44.0　　墨i紙　　　　　　　　　　　　9900988 1

藤崎孝敏　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　34.0×23･5　　墨i紙　　　　　　　　　　　　99009882

城所　祥　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　1 986　　　　　40.0×54i5　　鉛筆､水彩･紙　　　　　　　　　99009658

所蔵品番号　　作家名　　　　　　　　作品名 制作年　　　　　　寸法(cm)　　　素材･技法　　　　　　　　　　　備品受入番号

16-E-732　相登呂義　　　　　　古風　　　　　　　　　　　1963　　　　　36.3×29.9　　ドライポイント･紙　　　　　　　99009776

16-i-733　相登呂義　　　　　　少女三人　　　　　　　　　　1976　　　　　　29.8×36.0　　エッチング紙　　　　　　　　　99009814

16-i-734　柚登呂義　　　　　　動物園にて､サイをみる人　　　1977　　　　　　29.7×47.2　　エッチング紙　　　　　　　　　99009815

16-E-735　柚笠昌義　　　　　　少女鉄棒図　　　　　　　　　1977　　　　　　24.0×18.0　　エッチング紙　　　　　　　　　99009816

16-E-736　相笠昌義　　　　　　マルタ　　　　　　　　　　　1981　　　　　51.3×35.5　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　99009817

16-i-737　相登呂義　　　　　　髪を結う由美子-1　　　　　　1985　　　　　　35.7×37.5　　エッチング紙　　　　　　　　　99009818

16-E-738　相登呂義　　　　　　山下公園の日曜日　　　　　　　1988　　　　　　26.4×70.7　　エッチング紙　　　　　　　　　99009819

16-E-739　相笠昌義　　　　　　夏･姉弟図　　　　　　　　　　1988　　　　　　29.3×19.5　　エッチング紙　　　　　　　　　99009820

16-E-740　柏登呂義　　　　　　地下鉄を待つ人　　　　　　　1989　　　　　　25.5×61.4　　エッチング､アクアチント･紙　　　99009821

16-i-741　柏笠昌義　　　　　　海水浴をする人　　　　　　　1 989　　　　　　29.5×63.3　　エッチング紙　　　　　　　　　99009822

16-i-742　相登呂義　　　　　　午後の光り　　　　　　　　　1989　　　　　　45.8×32.7　　エッチング紙　　　　　　　　　99009823

16-E-743　相笠昌義　　　　　　微笑む女一日　　　　　　　　　1989　　　　　　27.3×25.5　　エッチング､アクアチントi紙　　　99009824

16-E-744　相登呂義　　　　　　下側寺問　　　　　　　　　　1991　　　　17.6×23.5　　エッチング紙　　　　　　　　　99009825

16-E-745　柏登呂義　　　　　　橘栗を持つ女　　　　　　　　1995　　　　　　45.0×28.5　　エッチング､アクアチント･紙　　　99009826

16-E-746　相登呂義　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1996　　　　　　22.0×36.7　　エッチング紙　　　　　　　　　99009827

16-E-747　岩谷　徹　　　　　　キリストの顔　　　　　　　　　不詳　　　　　10.6×9.9　　　メゾチント･紙　　　　　　　　　99009552

16-E-748　岩谷　徹　　　　　　魔術幻燈　　　　　　　　　　1980　　　　　6.4×4.9　　　メゾチント･紙　　　　　　　　99009553

16-E-749　岩谷　徹　　　　　　渡し舟　　　　　　　　　　　　不詳　　　　　10,1×10.6　　メゾチント･紙　　　　　　　　　99009554

16-E-750　岩谷　徹　　　　　[窓辺の女]　　　　　　　　1977　　　　　19.7×16.9　　メゾチント･紙　　　　　　　　99009555

16-E-751　岩谷　徹　　　　　　サルをつれた道化　　　　　　　不詳　　　　　14.5×31.0　　メゾチント･紙　　　　　　　　99009556

岩谷　徹　　　　　　存在の謎　　　　　　　　　　1976　　　　　24.7×34.6　　メゾチントi紙　　　　　　　　99009557

岩谷　徹　　　　　　渡し舟　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　27.2×550　　メゾチント･紙　　　　　　　　99009558

岩谷　徹　　　　　　血で育つ樹　　　　　　　　　不詳　　　　　　53.9×39.9　　メゾチント･紙　　　　　　　　99009559

岩谷　徹　　　　　　礫刑　　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　70.5×57.5　　メゾチント･紙　　　　　　　　99009560

朋子修司　　　　　　飛来した空景　　　　　　　　1983　　　　　45.1 ×59.9　　エッチングアクアチント･紙　　　99009561

朋子修司　　　　　　カメレオンの迷夢　　　　　　1 984　　　　　34.9×26.4　　エッチング紙　　　　　　　　99009562

朝子修司　　　　　　白い要塞　　　　　　　　　1 984　　　　　46.3×59.9　　エッチング､アクアチントi紙　　　99009563

朋子修司　　　　　　　白い輪のあるドリームランド　　　1984 600×36.7　　エッチング､アクアチント･紙　　　99009564

朋子修司　　　　　　昆虫採集　　　　　　　　　1 985　　　　　29.9×20.2　　エッチング紙　　　　　　　　99009565

朝子修司　　　　　　発芽I　　　　　　　　　　1985　　　　　30.9×20.2　　エッチング､アクアチント･紙　　　99009566

朝子修司　　　　　　　部屋の中をよこざるもの　　　　　1 985 44.9×59.5　　エッチング､アクアチント･紙　　　99009567



制作年　　　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

1987　　　　　　49.4×39.3　　エッチング紙　　　　　　　　　99009569

1987　　　　　18.1 ×25.1　エッチング紙　　　　　　　　　99009570

1 988　　　　　　39.7×30.7　　エッチング紙　　　　　　　　　99009571

1 989　　　　　　29.8×24.5　　エッチング紙　　　　　　　　　99009572

21.5×1 7.1　　エッチング紙　　　　　　　　　　99009574

1 7.0×21.5　　エッチング紙　　　　　　　　　　99009575

21,4×17.0　　エッチング紙　　　　　　　　　99009576

17･l X21.6　　エッチング紙　　　　　　　　　　99009577

1995　　　　　　29.5×19.7　　エッチング紙　　　　　　　　　99009578

i 9.4×1 4.3　　エッチング紙　　　　　　　　　99009579

60.1 ×50.6　　エッチング紙　　　　　　　　　　99009599

1951(1960年第3刷) 37.5×30.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009625

1 956　　　　　　30.4×44.8　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99009626

1 957　　　　　1 2.3×20.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009643

1 959　　　　　　24.7×45.1　木版･紙　　　　　　　　　　　99009644

1 960　　　　　　24.6×44.3　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009645

1962　　　　　　30.5×45.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009646

1 965　　　　　　29.5×45.3　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99009647

1 965　　　　　　29･7×21.8　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009648

1 966　　　　　1 5.5×22.8　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009649

1 972　　　　　　45.2×60.8　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009650

1 972　　　　　　22.3×20.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009651

1 972　　　　　　45.3×30.0　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009652

1 973　　　　　22.6×25.9　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009653

1 974　　　　　　22.4×30.1　木版･紙　　　　　　　　　　　99009654

1 975　　　　　29･3×22.8　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009655

1 975　　　　　29i8×22.6　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009656

1 983　　　　　　45.4×29.0　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009657

1 956　　　　　　35.5×26.0　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009659

1 959　　　　　　57.7×42.4　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009660

1 960　　　　　59.0×1 9.6　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009661

1 967　　　　　55.5×39.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009662

1 971　　　　　56･5×20.4　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009663

1 972　　　　　　56.0×40.2　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009664

1 972　　　　　　55.8×39.8　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009665

1 972　　　　　56.0×39.8　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009666

1 972　　　　　55･6×39.8　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009667

1 972　　　　　55･7×39.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009668

1 974　　　　　　57.8×39.9　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009669

1 975　　　　　　44.7×23.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009670

1977　　　　　12.6×16.1　木版･紙　　　　　　　　　　　99009678

1 979　　　　　44 2×25.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009679

41 ･8×30.0　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99009680

1 980　　　　　56iOx40.0　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009681

1 980　　　　　　39.8×54.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009682

1 982　　　　　39.8×55.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009683

1 982　　　　　40･8×55.7　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009684

1 983　　　　　　39.8×55.6　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009686

1 983　　　　　　39.9×56.3　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009687

1 983　　　　　56.0×40.0　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009685

1 984　　　　　23.0×37.9　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009688

16-i-817　城所

16-i-818　城所

16-E-819　城所

16-E-820　城所

作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　　　備品受入番号

ガーベラ　　　　　　　　　　1 984　　　　　　41.5×30 5　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99009689

黄瀬戸　　　　　　　　　　　1 986　　　　　　20.0× 1 5･1　木版紙　　　　　　　　　　　99009692

百合の室内　　　　　　　　　1 986　　　　　　39.7×56･3　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009693

夜明けのテーブル　　　　　　1 987　　　　　　55.6×39.9　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009695

静物　　　　　　　　　　　　1987　　　　　　31.9×41.1　木版i紙　　　　　　　　　　　99009696

赤い袋　　　　　　　　　　　1987　　　　　　20.1 ×15.0　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009697

青い陶器とプルーン　　　　　　1 987　　　　　　20.0× 1 5.0　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009698

赤いガーベラ　　　　　　　　1 988　　　　　　55.8×39.9　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009699

古陶とみかん　　　　　　　　1 988　　　　　　39 9×55.1　木版i紙　　　　　　　　　　　99009700

津久井の山　　　　　　　　　　不詳　　　　　1 0.0×1 9.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009701

題不詳　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　57.8× 1 8.9　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009702

題不詳　　　　　　　　　　　不詳　　　　　1 5.2×40.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009703

16-E-831　城所　祥　　　　　　[子と母]

16-E-832　城所　祥　　　　　　黄昏のガーベラ

16-E-833　城所　祥　　　　　　　くるみi

16-E-834　城所　祥　　　　　　　静物明暗

16-E-835　城所　祥　　　　　　　りんごとワイン

16-i-836　　城所　祥　　　　　　　古陶朝陽

16-E-837　　城所　祥　　　　　　　小さな二つの花瓶

1 6-E-838　　此木三男　　　　　　　ピエロの男

16-E-839　　名嶋憲児　　　　　　　うずくまる

1 6-i-840　　名嶋憲児　　　　　　　　誘い

16-E-841　名嶋愚兄　　　　　　　剥く人

1 6-i-842　　名嶋憲児　　　　　　　　刻

1 6-E-843　　名嶋憲児　　　　　　　　ハモニカ吹き

1 6-E-844　　名嶋憲児　　　　　　　野次馬

木版･紙　　　　　　　　　　　　99009906

1 6-E-846　　名嶋憲児　　　　　　　　贈り物

1 6-E-847　　名場景児　　　　　　　　壁

1 6-E-848　　名嶋憲児　　　　　　　傾いた人

i 6-E-849　　名嶋憲児　　　　　　　水浴

1 6-E-850　　名嶋憲児　　　　　　　姿

16-E-854　都鳥憲児　　　　　　陽にもたれて　　　　　　　　1996　　　　　363×22i9　　木版･紙

16-E-855　名場景児　　　　　　表現者　　　　　　　　　　1996　　　　　42i5×28･0　　木版･紙

16-i-856　名嶋憲児　　　　　　むかう　　　　　　　　　　1996　　　　　32･6×24･5　　木版･紙

16-i-857　名嶋憲児　　　　　　迷路　　　　　　　　　　　　1996　　　　　　32.4×41i7　　木版･紙

16守一858　都鳥憲児　　　　　　メトロ　　　　　　　　　　1996　　　　　48.2×32i9　　木版･紙

16-i-859　名嶋憲児　　　　　　もやもや　　　　　　　　　1996　　　　　49.1×33.1　木版･紙

都鳥憲児　　　　　　揺れながら　　　　　　　　　1 996　　　　　32･6×24･3　　木版･紙

名場景児　　　　　　思考回路　　　　　　　　　1 997　　　　　67.8×49･0　　木版i紙

名嶋憲児　　　　　　娃動　　　　　　　　　　　1 997　　　　　48.8×33i4　　木版･紙

名嶋憲児　　　　　　見つめる　　　　　　　　　1 997　　　　　33.6×24.4　　木版i紙



87.5×60.4　　ドライポイント､アクアチント等の混合扮去闇　99009716

エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99009718

エッチングアクアチント等の混合技法i紙　99009719

アクアチント､ドライポイント等の混合技法紙　99009720
エッチング､アクアチント等の混合技法紙　99009721
エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99009722

エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99009723

67.6×50.5　　エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99009724

エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99009725

エッチング､アクアチント等の混合技法紙　99009726
エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99009727

メゾチント､アクアチント等の混合技法･紙　99009728
エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99009729

エッチング､メゾチント等の混合技法･紙　99009730
1982　　　　　　31.5×39.3　　メゾチント､アクアチント･紙　　　99009731

1983　　　　　　36.1 ×69.5　　メゾチント､アクアチント･紙　　　99009732

1983　　　　　　74.4×41.8　　メゾチント､アクアチント･紙　　　99009733

32.7×29.5　　メゾチント､アクアチント等の混合技法･紙　99009734

メソテント､アクアチント等の混合技法i紙　99009735
1985　　　　　　49.4×35.9　　メゾチント､アクアチント･紙　　　99009749

エッチング､メゾチント､アクアチントi紙　99009750

1988　　　　　　49.2×35.8　　メゾチント､アクアチントi紙　　　99009753

エッチング､メソチント､アクアチント･紙　99009754

49.4×74.2　　メゾチント､アクアチント紙　　　99009755

メゾチント､アクアチント等の混合技法･紙　99009758

メゾチント､アクアチント等の混合技法i紙　99009759

12点組　番町画廊刊行　限定番号EA Vii/Mi
①春の日の夕菖　　　　　　　1998　　　　　　22.5×17.8 メゾチント･紙　　　　　　　　　　99009762

22.4×1 7.7　　メゾチント･紙　　　　　　　　　　99009763

22.5×176　　メゾチント紙　　　　　　　　　　99009764

22･5×17.7　　メゾチントi紙　　　　　　　　　　99009765

22-5×17.7　　メゾチント･紙　　　　　　　　　99009766

22.6×17.6　　メゾチント･紙　　　　　　　　　99009767

22.5×17.7　　メゾチント紙　　　　　　　　　　99009768

22.5×17.7　　メゾチント紙　　　　　　　　　　99009769

22.5×17.7　　メゾチント･紙　　　　　　　　　　99009770

22.4×1 7.6　　メゾチント･紙　　　　　　　　　99009771

22.5×17.6　　メゾチント･紙　　　　　　　　　　99009772

22.5×17.7　　メゾチント紙　　　　　　　　　　99009773

60.2×91.0　　リトグラフ紙　　　　　　　　　　99009884

作品名　　　　　　　　　　　　　制作年　　　　　　寸法(cm)　　　素材･技法　　　　　　　　　　　備品受入番号

題不詳　　　　　　　　　　　　　1 953　　　　　　　45.4×30.1　　エッチング紙(亜鉛版使用)　　　99009828

題不詳　　　　　　　　　　　　　1 989　　　　　　　29.0×23.3　　シルクスグノーン･紙　　　　　　　99009829

母と子　　　　　　　　　　　　　1 956　　　　　　　66.2×48.1　　シルクスグノーンi紙　　　　　　　99009830

三つの顔　　　　　　　　　　　　1 958　　　　　　　54.0×42.3　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　　99009831

題不詳　　　　　　　　　　　　　1 962　　　　　　　55.7×42.0　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　　99009832

題不詳　　　　　　　　　　　　1 962　　　　　　65.8×47.0　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　　99009833

風　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　　　　　62.5×52.4　　リトグラフi紙　　　　　　　　　　99009834

16七一928　村井正誠
16-E-929　村井正誠

16-E-930　村井正誠

1 6-E-93 1　村井正誠

泉　　　　　　　　　　　　　　1965　　　　　　60.0×50.8　　リトグラフ紙　　　　　　　　　　99009835

雷　　　　　　　　　　　　　　　1967　　　　　　　59.8×44.6　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　　99009836

題不詳　　　　　　　　　　　　　1 968　　　　　　　57.3×46.3　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　　99009837

丸い顔　　　　　　　　　　　　1 968　　　　　　36.5×44.0　　木版･紙　　　　　　　　　　　　99009838

村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1 972　　　　　　60.1 ×45.2　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009839

村井正誠　　　　　　歩く人　　　　　　　　　　　1 972　　　　　　44.4×37i5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009840

村井正調　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1 973　　　　　　60.4×45.4　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009841

村井正誠　　　　　　僧　　　　　　　　　　　　1973　　　　　　61.1 ×46.3　　シルクスグノーンi紙　　　　　　99009859

村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1 973　　　　　　60.1 ×45.5　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009860

村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1 974　　　　　　59.9×45･5　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009861

村井正誠　　　　　　人々　　　　　　　　　　　　1 975　　　　　　60.4×40.2　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009862

16-E-939　村井正誠　　　　　　題不詳･　　　　　　　　　1975　　　　　60.4×45･2　　木版i紙　　　　　　　　　　　99009863

16-ど-940　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1975　　　　　　60.4×45.5　　木版･紙　　　　　　　　　　　99009864

16-E-941　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1 975　　　　　　61.6×46.8　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009865

16-E-942　村井正誠　　　　　　鳥(黒)　　　　　　　　　　1978　　　　　　51.3×45.0　　リトグラフ紙　　　　　　　　　99009866

16-E-943　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1980　　　　　　61.3×47.0　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009867

16-E-944　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1991　　　　　56.2×48.8　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009868

16-i-945　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1992　　　　　　69.8×52.4　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009869

16-i-946　村井正誠　　　　　　子供　　　　　　　　　　　　1995　　　　　　62.0×48.0　　シルクスグノーン紙　　　　　　99009870

16-E-947　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　1995　　　　　　46.7×44.2　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99009871

16-E-948　村井正誠　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　62.5×46.3　　リトグラフ紙　　　　　　　　　99009872

16-管-949　ホルストアンデス　　題不詳　　　　　　　　　　　1977　　　　　19.3×24.5　　エッチング紙　　　　　　　　　99008742

16-E-950　ホルスト･アンテス　　　題不詳　　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　24.5×20.7　　エッチング紙　　　　　　　　　99008743

16-E-951　ホルスト･アンテス　　階段と仮面をかiくる人物　　　　1 965　　　　　　54.5×40.3　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　99008744

16-E-952　ディーンiポー工ン　　子供　　　　　　　　　　　　1997　　　　　　66.8×88.4　　エッチング紙　　　　　　　　　99008628

16-E-953　ティーン･ポーエン　　ハッピーマン　　　　　　　　　1998　　　　　　67.2×88.5　　エッチング紙　　　　　　　　　99008629

16-E-954　ベルナール･ビュッフェ　アトリエの人　　　　　　　　1948　　　　　　29.0×23.9　　ドライポイント･紙　　　　　　　99008740

16-E-955　ベルナール･ビュッフェ　サンフランシスコ･アルバム　　　1966　　　　　　47.7×68.7　　リトグラフ紙　　　　　　　　　99008741

16-冒-956　ケ-テ･コルウイヅノ　　アーチの下での武装(農民戦争-4) 1906(1921)　　48.2×31.0　　エッチング､ステンシル紙　　　　99008622

16-E-957　ケーテiコルウイヅノ　凌辱(農民戦争-2)　　　　　1907(1921)　　30.0×52.2　　エッチング､アクアチントi紙　　　99008623

16-E-958　ケーテ･コルウイヅノ　　囚われた人びと(農民戦争-7)　1908(1921)　　31.2×41.5　　エッチング､ステンシル･紙　　　　99008624

16-i-959　ケ-テ･コルウイゾン　ドイツの子供たちは飢えている!  1924　　　　　　53.0×73.3　　リトグラフ･紙　　　　　　　　　99008625

16-E-960　ケ-テ･コルウイヅノ　パンを!　　　　　　　　　1924　　　　　42.0×32.0　　リトグラフ紙　　　　　　　　99008626

16-E-961　ケ-テ･コルウイヅソ　男の子を抱いた母親　　　　　1931　　　　　42.0×33.0　　リトグラフ･紙　　　　　　　　99008627

カール･コーラツプ　　りんごのある静物　　　　　　1 970　　　　　46.2×40.0　　シルクスグノーンi紙　　　　　　99008602

カールiコーラツプ　　出会い　　　　　　　　　　1971　　　　　43.2×62.2　　シルクスグノーン･紙　　　　　　99008603

カール･コーラツプ　　飾り窓のある静物　　　　　　1972　　　　　48.0×57.1　シルクスグノーン･紙　　　　　　99008604

カール･コーラツプ　　ヘルネ　　　　　　　　　　1972　　　　　45.4×57.8　リトグラフ･紙　　　　　　　　99008605

カール･コーラツプ　　風景シリーズiii　　　　　　　1996　　　　　29.8×39.1　リトグラフi紙　　　　　　　　99008606

カール･コーラツプ　　風景シリーズIV　　　　　　　1996　　　　　38.9×34.3　リトグラフ･紙　　　　　　　　99008607

カール･コーラツプ　　　マスクのある静物
フリードリヒ･メクセーバー　John,Tobacconist&SnuIf　　　　　1962

フリードリヒiメクセーバー　　机

フリードリヒメクセーバー　バビロン塔の礎石
フリードリヒiメクセーバー　　日時計

フリードリE･メクセーバー　　自然現象

29.9×39.7　　エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99008632



16-E-974　フリードリヒiメクセーバー　黄銅鉱山

16-E-975　フリードリヒ･メクセーバー　迷路

16-E-976　プノードリヒiメクセーバー　静物

16-E-985　フリードリヒ･メクセーバー　椅子

16-ど-986　　プノードリヒiメクセーバー　ABC

16-E-987　　フリードリヒiメクセーバー　工場

16-E-988　フリードリヒメクセーバー　4つのピラミッド

29･5×39･9　　エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99008646

16-i-990　アノードリヒ･メクセーバー　3つの標石

16-E-991　フリードリヒメクセーバー　6個の球体

16-E-992　　フリードリヒiメクセーバー　アトリエ

16-E-993　ブリードリE･メクセーバー　気象学的静物

16-E-995　フリードリヒiメクトパー　アメリカ風の机　　　　　　　1974

16-E-996　フリードリヒ･メクトパー　スプノンクのある静物　　　　1975

16-E-997　フリードリヒ･メクセーバー　ハンス･グノステイアン･アンデルセン

16-E-998　フリードリヒ･メクセーバー　平和

16-ト999　フリードリヒiメクセーバー　闘牛場

16-i-1000　フリードリヒ･メクセーバー　モニュメント

16-E-1002　プノードリヒ･メクセーバー　アンモナイト

16-E-1010　クロートワイズハッシュ　[馬に乗る男]

16-E-1011クロード･ワイズバツシユ　[躍動]

16-E-1012　クロートワイズハッシュ　　ソナチネ

配膳人

所蔵品番号　　作品名
1 4-B-20　　山水図

1 4-B-2 1　　夢想之図

1 4-B-22　　山水行旅図

42･7×54･0　　エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99008655

37･8×49･4　　エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99008656

43･0×54･5　　エッチング､アクアチント等の混合技法紙　99008657

48･8×66･2　　エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99008732

66･5×14･7　　エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99008733

39･2×49･4　　エッチング､アクアチント等の混合技法i紙　99008734

28･1 ×34･6　　エッチング､アクアチント等の混合技法･紙　99008738

39･0×53 8　　エッチング､アクアチント等の混合技法･紙99008739

37.4×53 1　リトグラフ･紙

75.5×57.5　　リトグラフi紙

75.5×57.0　　リトグラフi紙

法量(cm)　　　品質

1 09.5×35.4　　経本童画淡彩

1 36.5×60.5　　経本墨画

71.5×41.4　　絹本墨画

黄粕舟形手鉢

色絵花鳥文部形瓶
有田焼　江戸時代

刷毛地山勘顕蝶文蓋付碗現Iii焼

色絵花鳥文部形瓶
絵唐津柿花形向付
絵唐津秋草文簡向付　　唐津焼
黒褐粕肩街茶人　　　　薩摩焼
刷毛白瓜文向付　　　　現川焼

刻花椿文輪花鉢　　　　現Iii焼
色絵花鳥文美喜子大皿　有田焼
色絵花井文芙蓉手小皿　有田焼　　　　　　　江戸時代　　　　　高さ2･3　口径123　高台径6･5

褐粕耳付平水指　　　　高取焼　内ケ磯窯　　　江戸時代
褐粕肩衝茶人　　　　　高取焼　白旗山菜　　　江戸時代

作品名　　　　　　　産地　　　　　　　　時代　　　　　　　法量(cm)

龍動物文様纏綿　　　　カンボジア　　　　　1 9世紀　　　　　　98･0×327･5

龍文様緯耕　　　　　カンボジア　　　　　1 9世紀　　　　　　92･5×367･5

樹木文様緯耕　　　　　カンボジア　　　　　19世紀後半～20世紀欄　91i5×247･5

蛇動物文様結締　　　　カンボジア　　　　　1 9世紀　　　　　　87･0×340･0

14-[d-243　蛇文様結締　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　94i5×329iO

14-[d-245　蛇文様緯耕　　　　　カンボジア　　　　　19世紀　　　　　　89･0×401i5

14-[d-246　蛇鳥獣文様緯餅　　　　カンボジア　　　　　1 9世紀～20世紀　　75･0×326iO

14-[d-247　蛇卍字文様緯縦　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　96 0×297･5

14-]d-248　蛇文様結締　　　　　カンボジア　　　　　19世紀　　　　　　92･5×139･5

14-[d-249　鳥獣文様緯耕　　　　　カンボジア　　　　　1 9世紀～20世紀　　91 ･0×325･0

14-[d-250　獅子孔雀文様緯緋　　　カンボジア　　　　　1 9世紀～20世紀　　88iOX309･0

14-[d-251獅子孔雀文様緯縦　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　93iOX337･5

14-[d-252　樹木文様結締　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　90･0×313i5

14-[d-253　線地濃淡緯耕　　　　　カンボジア　　　　　19世紀　　　　　　94･0×151･5

14-[d-254　幾何単文結締　　　　　カンボジア　　　　　19世紀　　　　　　88･0×271･0

14-[d-255　四菱文纏綿　　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　92.0×315･5

14-[d-256　幾何学文緯耕　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　92iOX303･0

14-[d-257　矢羽根文結締　　　　　カンボジア　　　　　1 9世紀～20世紀　　93･0×308･0

14-[d-258　鋸歯文緯紺　　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　90･0×331i5 緯　　　　　9900453 1

14-Hd-259　格子文結締　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　93･0×285･0

14-[d-260　菱彰文緯観　　　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　87･5×313･5

14-[d-261紗綾影動物文結締　　　カンボジア　　　　　19世紀～20世紀　　87 0×285･0

14-[d-262　花鳥文緯耕　　　　　カンボジア　　　　　19世紀一20世紀　　80i5×93iO

14-[d-263　樹木薔額文緯緋　　　　カンボジア　　　　　C.1920-1940　　81･0×89･0

14-[d-264　幾何学文緯緋　　　　カンボジア　　　　　C.1920-1940　　84iOX93･5

14-[d-265　蛇雷額文緯耕　　　　カンボジア　　　　　C.1920-1940　　80.0×210･5

14-[d-266　幾何学文結締　　　　カンボジア　　　　　C.1920-1940　　82,0×199iO

モザイク文緯耕　　　　カンボジア　　　　　　C.1920-1940　　　79･0×21〇･〇

方形文給紙　　　　　　カンボジア　　　　　　C.1 920- 1 940　　　97･0×88･0

緑地黄斑文結締　　　　カンボジア　　　　　　C.1 920-1 940　　　80iOX1 75i5

作品名　　　　　　　作者名　　　　　　　　制作年　　　　　　法量(cm)

修学興国　　　　　　松永安左工門　　　　1961　　　　　　33･8×1 17i3

○寄贈

緯　　　　　99004535

絹　　　　　99004536

緯　　　　　99004537

結　　　　　99004538

絹　　　　　99004539

絹　　　　　99004540

絹　　　　　9900454 1

絹　　　　　99004542

品質　　　　備品受入番号



法量(cm)　　　　　品質

インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア
インドネシア

86.2×192.4　　　　絹

71.0×182.0　　　　木綿

60.3×224.6　　　　木綿

89.0×232.0　　　　木綿

75.2×202.4　　　　木綿

64.3×1 90.0　　　　木綿

129.3×186.4　　　木綿

75.0×186.8　　　　木綿

80.3×1 84.6　　　　木綿

97,1 ×254.0　　　　木綿

131.0×138.6　　　木綿

164.0×132.4　　　木綿

83.0×183.5　　　　木綿

94.0× 1 87.5　　　　木綿

36.0×21 4.4　　　　木綿

39.0×1 92.8　　　　木綿

73.0×156.0　　　　木綿

75.1×212.0

84.3×268.0

100.0×73.1

40.3×172.0

69.4×212.0

92.0×296.0

75.2×244.4

62.8×165.0

92.0×192.4

67.2×182.6

80.0×198.0

105.0×190.8

74･0×75.5　　　　絹　　　99006862

1 02.4×265.0　　　絹　　　99006866

1 1 6.0×186.6　　　絹　　　99006867

79.8×200.3　　　　絹　　　　99006868

83.0×148.8　　　　緯　　　99006869

1 19.2×188.0　　　絹　　　　99006870

84.0×214.4　　　　絹　　　　99006871

85.5×1 97.6　　　　絹　　　　99006872

85.3×21 5.2　　　　絹　　　　99006873

80.0×203.5　　　　絹　　　　99006874

70.5×326.0　　　　絹　　　　99006875

88.0×88.5　　　　緯　　　　99006876

86.3×82.8　　　　絹　　　　99006877

82.8×84.2　　　　絹　　　　99006878

88.5×208.0　　　　絹　　　　99006879

85.7×208.0　　　　絹　　　　99006880

85.5×220.5　　　　絹　　　　99006881

87.5×21 8.4　　　　絹　　　　99006882



所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産地

18-[d-273　孔雀文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

18-[d-274　鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

18-円-275　アラビア文字文様更紗　　　　　　　　　　　　　インドネシア

18-[d-276　アラビア文字文様更紗　　　　　　　　　　　　　インドネシア

インドネシア　　　　　20世紀前期

インドネシア　　　　　20世紀前期

インドネシア　　　　　20世紀後期

インドネシア　　　　　20世紀前期

18-[d-283　鹿草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀後期

18-[d-284　つぎはぎ文様更紗 インドネシア　　　　　20世紀後期
18-[d-285　岩山獅子文様更紗 インドネシア　　　　　20世紀前期
18-[d-286　難破船文様更紗 インドネシア　　　　　20世紀後期

18-Hd-263　鹿草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　　20世紀前期　　　　163×100

18-Hd-264　七宝繋ぎ文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　　20世紀前期　　　　199×107

201.5×100.5

90.5×101.5

208.5×1 10

267×106.5

231.5×104

238.5×105

193.5×104
18-[d-287　菱格子鶏花鳥文様更紗 インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　243×105
18-[d-288　花鳥文様更紗 インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　256×105.5

品質　　　備品受入番号
木綿　　　99006997

木綿　　　99006998

木綿　　　99006999

木綿　　　99007000

絹　　　　99007001

木綿　　　99007002

木綿　　　99007003

絹　　　　99007004

木綿　　　99007005

木綿　　　99007006

木綿　　　99007007

木綿　　　99007008

木綿　　　99007009

木綿　　　99007010

木綿　　　9900701 1

木綿　　　9900701 2
18-[d-289　孔雀草花文様更紗 インドネシア　　　　　20世紀前期　　　　　251 ×52

18-】d-290　菊江錦文様更紗 インドネシア　　　　　20世紀前期　　　　193×106
木綿　　　9900701 3

木綿　　　9900701 4
18-[d-291　菱形文様更紗

18-m-292　花束文様更紗

18-[d-293　果物文様更紗

18-[d-294　水辺あやめ文様更紗 インドネシア　　　　　20世紀前期　　　　190×107
18-[d-295　ドリアン楽器文様更紗
18-[d-296　楽器文様更紗

海辺文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

オランダ遊覧船文様更紗　　　　　　　　　　　　インドネシア

戦争シーン文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

戦争シーン文様更紗　　　　　　　　　　　　　インドネシア

トランプ文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

天使花束文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

花鳥ワヤン人影文様更紗　　　　　　　　　　　　インドネシア

花鳥妖精文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

花籠文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア

花束文様更紗
花束文様更紗
花束文様更紗 インドネシア 257.5×103 木綿　　　99007032
菱格子花束文様更紗
花束文様更紗(パギiソレ)
花束文様更紗(パ千･ソレ)

インドネシア
インドネシア
インドネシア

194×105.5

234.5×105

252×105.5

木綿　　　99007033

木綿　　　99007034

木綿　　　99007035
カインiホウコウカイ　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期

バナナ文様更紗
蝶花束文様更紗
孔雀花束文様更紗
水辺花鳥文様更紗
鋸歯草花文様更紗

カイン･ホウコウカイ　　　　　　インドネシア　　　　20世紀中期　　　　251 ×105.5

菱相子花束文様更紗
一〇iiiiiiiiiE=王=雪害==害王王!含量!!-

赤頭巾ちゃん文様更紗
花鳥文様更紗
鳥獣草花文様更紗
萄江錦文様更紗
孔雀花鳥文様更紗

草花文様更紗



収集活動　●美術資料

所蔵品番号　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産地　　　　　　　　時代　　　　　　　　法量(cm)　　　　　品質　　　備品受入番号

1 8-[d-326　アラビア文字文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　　20世紀前期　　　　　224.5×90　　　　　木綿　　　99007050

18-Hd-327　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　19世紀後期　　　　　201 ×106.5　　　　木綿　　　99007051

18-[d-328　孔雀草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　192.5×106.5　　　木綿　　　99007052

18-Hd-329　孔雀草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　241.5×106.5　　　木綿　　　99007053

18-[d-330　草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　197×106.5　　　　木綿　　　99007054

18-[d-331　草花鳥獣文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　21 1 ×92　　　　　　木綿　　　99007055

18-[d-332　草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　172×105.5　　　　木綿　　　99007056

18-Hd-333　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　198×83　　　　　　木綿　　　99007057

1 8-[d-334　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　236×105.5　　　　木綿　　　99007058

18-Hd-335　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　238.5×105　　　　木綿　　　99007059

18-Hd-336　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　214×89　　　　　　木綿　　　99007060

18-[d-337　アラビア文字文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　86.5×91　　　　　木綿　　　99007061

1 8-[d-338　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　200.5×105　　　　木綿　　　99007062

1 8-Hd-339　草花鳥獣文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　1 05×58　　　　　木綿　　　99007063

18-Hd-340　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　19世紀後期　　　　203×106.5　　　　木綿　　　99007065

18-Hd-341　斜線草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　242×107　　　　　木綿　　　99007066

1 8-[d-342　花瓶文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　54×53　　　　　　緯　　　99007067

18-[d-343　ガルーダ草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　261 ×51　　　　　絹　　　99007068

1 8-[d-344　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　230×49　　　　　絹　　　99007069

18-[d-345　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　　201.5×106.5　　　木綿　　　99007070

1 8-[d-346　ガルーダ草花文様更紗　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀　　　　　　370×60　　　　　木綿　　　99007071

18-Hd-347　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀　　　　　　380×58　　　　　木綿　　　99007072

18-Hd-348　織物文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀　　　　　　210×85　　　　　木綿　　　99007073

18-[d-349　花鳥文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　213×106　　　　　木綿　　　99007074

18-[d-350　花束文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　210×106　　　　　木綿　　　99007075

18-[d-351花束文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　206×106　　　　　木綿　　　99007076

18-[d-352　唐草文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　308×104　　　　　木綿　　　99007077

1 8-Hd-353　菱格子王冠文様更紗　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　247×1 06　　　　　木綿　　　99007078

18-Hd-354　パラン文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀前期　　　　249×105　　　　　木綿　　　99007079

18-Hd-355　孔雀文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀後期　　　　197×106　　　　　木綿　　　99007080

18-[d-356　孔雀文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　20世紀後期　　　166×52.5　　　　木綿　　　99007081

18-[d-357　幾何学文様緯糸教職　　　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　不詳　　　　　　103.0×152.0　　　絹　　　99007082

1 8-[d-358　幾何学人物動物文様更紗　　　　　　　　　　　　インドネシア　　　　不詳　　　　　　　479×25.5　　　　木綿　　99007083

1 8-Hd-359　幾何学文様経緯餅(バトラ)　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　不詳　　　　　　　83.5×204.0　　　　絹　　　99007084

18-[d-360　象獣文様経緯耕(バトラ)　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　不詳　　　　　　　88.0×21 1.0　　　　績　　　99007085

18-Hd-361萄江錦文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　20世紀前期　　　　244×107　　　　　木綿　　99007086

18-Hd-362　菊江錦文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　20世紀前期　　　1 12.5×261.4　　　木綿　　　99007087

18-[d-363　萄江錦文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　20世紀前期　　　1 08×243.0　　　　木綿　　　99007088

18-[d-364　菊江錦文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　20世紀前期　　　　219×99　　　　　木綿　　99007089

18-[d-365　載工錦文様更紗　　　　　　　　　　　　　　　　インド　　　　　　　20世紀前期　　　　223×1 14　　　　　木綿　　99007090

54

収集活動　●図書･映像資料

図書資料
和書　　　　　洋書

購入

寄贈

図書　　　　　　　　　　　123　　　　　　33

図録　　　　　　　　　　　　16　　　　　18

年報･紀要　　　　　　　　　　　0　　　　　　　0

図書　　　　　　　　　　　　64　　　　　　32

図録　　　　　　　　　　　　351　　　　　16

年報･紀要　　　　　　　　　333　　　　　　0

製本資料　　　　　　　　　　　5　　　　　　　0

雑誌　　　　　　　　　　　　491　　　　141

1383　　　　　240

単位(棉)

美術資料の修復

美術質料の修復と貸出

映像資料
購入　　　ビデオ

レーザーディスク
コンパクトディスク

寄贈　　　ビデオ　　　　　　　　　　　2

レーザーディスク　　　　　　0

コンパクトディスク　　　　　0

単位(点)

種別　　作家名　　　　　　　　　　　作品名

油彩　　横山操　　　　　　　　　　　溶鉱炉

ニコラド･スクール　　　　　黄と緑の長方形

種別　　作品名　　　　　　　　　　　作者名

絵画　　文官肖像
仕女図　　　　　　　　　　　伝･改珂筆

老人六歌仙図屏風　　　　　　仙圧義解

芦屋釜下絵図巻　　　　　　　伝･土佐光信

刀剣　　短刀　　　　　　　　　　　　来　国光

品質　　　　　　　法量(cm)　　　　　数量　　　　　　　所蔵品番号

絹本着色　　　　165.5×98.0　　　　掛幅装　1幅　　　14-B-24

絹本着色　　　　(各)162.2×41.0　掛幅装　4幅対　　7-B-149

紙本墨画　　　　136.5×60.5　　　屏風装　6曲1隻　14-B-21

紙本塁画　　　　　30.8×374.8　　　　巻子装　1巻　　　61ナ42

短刀　　　　　　　長さ29.0　　　　　1口　　　　　　　14-十七一7

美術資料の貸出

種別　　作家名　　　　　　　　　作品名
-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵品番号　　貸出先　　　　　　　　　　　　　貸出期間

油彩　タイガー立石　　　　　　大停電i66　　　　　　　　　　1-A-379　　円lii市美術館　　　　　　　　　H.ll.4.3-5.14

安井曾太郎　　　　　　　　初春　　　　　　　　　　　　　　　7-A-50　　　井原市立田中美浦館　　　　　　　　H. 1 1.4.7-6.9

草間輔生　　　　　　　　　黄色の空をとぷ雄蕊　　　　　　　　2-C-10　　　東京都現代美術館　　　　　　　　　H.1 1.4.上旬～7.下旬

サルヴァドール･ダノ　　　　ボルト･リガトの聖母　　　　　　　3-A-405　　　日本テレビ放送網(樵)　　　　　　H.1 1.6.1-10.25

日本画　冨田渓仙　　　　　　　　御室の桜　　　　　　　　　　1-B-67　　　宮城県美術館他5館　　　　　　　H.1 1.7.12-8.27

堅山南風　　　　　　　　　雅日　　　　　　　　　　　　　　1 -B-77　　　　宮城県美術館他5館　　　　　　　　H.1 1.7.1 2-8.27

追_蛋__三重塑型
三宝__堕し
旦杢旦_哩些L
油彩　坂本繁二郎

海と射光
形態第3番フォトグラム
溶鉱炉
大島の一部

2-A-40　　　　京都国立近代美術館　　　　　　　　　H.1 1.10.26-1 2.3.25

2-F-1　　　　京都国立近代美術館　　　　　　　　　H.1 1.10.26-1 2.3.25

2-B-8　　　　　東京圏立近代美術館他1館　　　　　　H.1 1.5.1 5-1 2.2.4

1 -A-43　　　　石橋財団石橋美術館　　　　　　　　　H.1 1.7.1 -9.26

坂本繁二郎　　　　　　　　鮭　　　　　　　　　　　　　　　1 -A-44　　　石橋財団石橋美術館　　　　　　　　H.1 1.7.1 -9.26

坂本繁二郎　　　　　　　　牧馬　　　　　　　　　　　　　　1 -A-45　　　石橋財団石橋美術館　　　　　　　　H.1 1.7.1 -9.26

中村琢二　　　　　　　　　六月の庭　　　　　　　　　　　　1 -A-206　　　宗像市教育委員会　　　　　　　　　H.1 1.7.8-7.27

中柵承二　　　　　　　　　沖縄の街　　　　　　　　　　　1-A-188　　　宗像市教育委員会　　　　　　　　　H.1 1.7.8-7.27

中柵を二　　　　　　　　　赤いセーターの女　　　　　　　　1 -A-1 89　　　宗像市教育委員会　　　　　　　　　H.1 1.7.8-7.27

南一書註一一　　憲　　　一一一十LA芸.15｡器器器越　-　:.I.I.1.言.'1.-_1.:I.?,沖縄三題　　　　　　　　　　　　1-B-65,158　群馬県立近代美術館　　　　　　　　H.ll.9.ll-ll.17

韮　-一　書つ臥一一一　::2:57:駕岩器蓋　　:言霊…:;魚網　　　　　　　　　　　　　　　　2-A-53　　　　大分県立芸術会館　　　　　　　　　　H.1 1.10.1 8-1 2.7



美術琶料の修復と貸出

種別　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　所蔵品番号　　貸出先
3-E-358　　　大分県立芸術会館　　　　　　　　　H.1 1.10.18-12.7

名 簿

版画 アンリ･マティス　　　　　『ジャズ｣より｢道化師｣

マティス　　　　　『ジャズ｣より｢サーカス｣　　　　　　3-E-359　　　大分県立芸術会館 H.ll.10.18-12.7

ァンリ･マティス　　　　｢ジャズ』より｢馬､女曲芸師､道化師｣　3-E-362　　大分県立芸術会館　　　　　　　　Hil lilO･18-1 2･7

アンリ　マティス 『ジャズ｣より｢イカロス｣　　　　　3-E-365　　　大分県立芸術会館　　　　　　　　H･1 1･10･18-12･7

アンリ･マティス　　　　　『ジャズはり｢ピエロの埋葬｣　　　　3-E-367　　　大分県立芸術会館 H.ll.10.18-12.7

アンリ･マティス　　　　　｢ジャズ｣より｢ナイフを投げる人｣　　3-E-372　　　大分県立芸術会館 H.ll.10.18-12.7

アンリ･マティス　　　　　Fジャズ』より｢運命｣　　　　　　　3-i-373　　　大分県立芸術会館 H.ll.10.18-12.7

アンリiマティス　　　　　『ジャズ｣より｢すべり台｣　　　　　3圭一377　　　大分県立芸術会館 H.ll.10.18-12.7

H.ll.8.17-ll.25

H.ll.8.17-ll.25
無題　　　　　　　　　　　　　　1 -F-2　　　　三重県立美術館写真　　瑛九

瑛九　　　　　　　　　　コンストラクション　　　　　　　1 -F-24　　　三重県立美術館

山口正城　　　　　　　　形態第3番フォトグラム　　　　　　2-F-1　　　三重県立美術館 Hll.8.17-ll.25

油彩　ラフアエル･コラン　　　　帽子を持つ婦人　　　　　　　　3-A-2　　　静岡県立美術館外5館　　　　　　H･11･9･1-12･7ilO

版画　野田哲也　　　　　　　　日記1973年10月25日　　　　　1-E-308　　　広島市現代美術館 H.ll.9.1-12.7.10

油彩　Ii旧軌外　　　　　　　風景(モントパン)　　　　　　　2-A-21　　和歌山県立近代美術館　　　　　　H･1 1･10･19-12･26

Ii旧軌外　　　　　　　　　　円光 2-A-22　　　　和歌山県立近代美術館　　　　　　　　H.1 1.10.19-1 2.26

タイガー立石　　　　　　大停電i66　　　　　　　　　　1 -A-379　　(財)品川文化振興事業団0美術館　　　H･1 1 ･1 1 ･3-i 2工1 3

古い兵舎の風景　　　　　　　　　1-A-17　　　福岡市中央区　　　　　　　　　　H･1 1il li15-1 1･21

青木　寿　　　　　　　　　　暁 1-A-424　　　福岡市中央区　　　　　　　　　　　H.ll.1 1.15-1 1.21

木下邦子　　　　　　　　蝶凧と木靴(室内の一隅)　　　　　1 -A-328　　　福岡市中央区 H.ll.ll.15-ll.21

写真　片山摂三　　　　　　　　井上三綱(No.275)　　　　　　　1-F-323　　　福岡市中央区 H.ll.ll.15-ll.21

片山摂三　　　　　　　　官本三郎(No.376)　　　　　　　1 -F-424　　　福岡市中央区 H,ll.ll.15-ll.21

油彩　　長谷Iii陽三　　　　　　　　　瀬 1-A-419　　　福岡市中央区　　　　　　　　　　　H.ll.ll.15-ll.21

ジョアンiミロ　　　　　　ゴシック聖堂でオルガン演奏を聞いている踊り子　3-A-10　　　東京圏立近代美術館　　　　　　　Hil lilZ･13-12･4･1

シャンiデユビュッフェ　　　もがく 3-A-3　　　　東京国立近代美術館　　　　　　　　　H.1 1.12.13-12.4.1

水彩　　ワオルス 題不詳(いいようもなくやわらかな色彩) 3-C-2　　　　東京国立近代美術館　　　　　　　　H.1 1･12･13-12･4･1

素描　村山椀多　　　　　　　　自画像　　　　　　　　　　　　2-㌔5　　　東京国立近代美術館　　　　　　　H･1 1i12･13-12･4il

油彩　菅井汲　　　　　　　　　まつり　　　　　　　　　　　　　2-A-31　　　兵庫県立近代美術館 H.12.3.25-8.30

日本画　横山大観　　　　　　　　勝目　　　　　　　　　　　　　2-B-6　　　,i､くやま美術館　　　　　　　　　H･12･3･31 -5i20

横山大観　　　　　　　　寒山拾得　　　　　　　　　　　　2-B-7　　　,ふくやま美術館 H.12.3.31-5.20

横山大観　　　　　　　　　矢走の朝 7-B-54　　　　ふくやま美術館　　　　　　　　　　　H.1 2.3.31 -5.20

種別　　作品名　　　　　　　　　作者名　　　　　　　　　　　　所蔵品番号　　貸出先　　　　　　　　　　　　貸出期間

陶磁器　色絵吉野山図案壷　　　　野々村仁清　　　　　　　　　　6-Ha-50　　　島根県立美術館他3館　　　　　　H･1 1 6･上旬～9･下旬

絵画　花籠図　　　　　　　　　尾形乾山　　　　　　　　　　　6-B-36　　　島根県立美術館他3館　　　　　　H･1 1･6i上旬～9i下旬

陶磁器　色絵菊図向付　　　　　　尾形乾山　　　　　　　　　　　6-[a-1 09　　島根県立美術館他3館　　　　　　　H･1 1 ･6･上旬～9･下旬

槍梅香合　　　　　　　　尾形乾山　　　　　　　　　　　6-[a-86　　　島根県立美術館他3館　　　　　　　Hi 1 1 i6上旬～9i下旬

絵画　芦大納言絵詞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6-B-18　　　千葉市美術館　　　　　　　　　H･11･8上旬～9･中旬

信楽檎垣文壷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6-Ha-42　　　MiHO MUSEUM H･l 1 i8･下句～1 2iZ･下旬

色絵唐子遊成文六角香炉　　柿右衛門様式　　　　　　　　　1 4-[a-33　　九州陶磁文化館　　　　　　　　　H･1 1 ･9･30-1 1 ･30

彫刻　薬師如来坐像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-6-2　　　　熊本県立美術館　　　　　　　　　H･1 1i9i30-12ilO

十二神将　丑神像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-6-7-2　　　熊本県立美術館　　　　　　　　　H･1 1･9･30-12ilO

十二神将　午神像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-G-7-7　　　熊本県立美術館　　　　　　　　　Hil l･9i30-12･10

阿弥陀如来立像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5-G-3　　　　熊本県立美術館　　　　　　　　　H･1 1 ･9･30-1 2･10

絵画　源氏物語図屏風　　　　　狩野派　　　　　　　　　　　14-B-8　　　大分市教育委員会　　　　　　　　HillilOi12-12ilO
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収集審査委員
近現代美術
乾　由明　金沢芸術工芸大学学長
富山秀男　ナノデストン美術館館長
中村英樹　名古屋造形芸術大学教授
三輪英夫　九州大学助教授
古Iii智次　福岡大学教授

古美術
小笠原小枝日本女子大学助教授
小笠原信夫東京国立博物館工芸課長
菊竹淳一　九州大学教授
財津永沢　下関市立美術館館長
辻　惟雄　多摩美術大学学長
吉田宏志　京都府立大学教授
吉永陽三　佐賀県立九州陶磁文化館学芸課長

美術館協議会委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職員

会長　　　　　青木　尭　　　西日本新聞社取締役椙敲役　　　　　　館長　　　　　尾花　刷

学校教育関係者　出田紘子(新任)多々良中学校校長　　　　　　　　　　副館長　　　　　安永幸一(アジア美術館館長兼務)
境　敏光　　　福岡市立西陵高校校長　　　　　　　　事業管理部長-脇山勝之(アジア美術館事業管理部長兼務)
本間昭男　　　愛宕小学校校長　　　　　　　　　　　庶務課長　　　　滝水隆之

社会教育関係者　石橋美恵子(新任)福岡市社会教育委員　　　　　　　　　庶務係長　　　　三浦育志朗
井上長利　　　福岡市老人クラブ連合会副会長　　　　庶務係　　　　　川副洋子
小林俊子　　　福岡市青少年団体連絡会義理事　　　　　　　　　　　　松尾　稔
柴田ハルヱ　　　福岡市地域婦人会連絡協議会会長　　　　計画管理係長-野村丈博

学識関係者　　　大西修也　　　九州芸術工科大学教授　　　　　　　　計画管理係-龍　佳永(平成1 1年5月1日付異動転出)
菊竹淳一　　　九州大学教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲永幸一(平成1 1年5月旧付異動転入)

城野節子　　　　福岡ユネスコ協会理事　　　　　　　　　学芸課長　　　　石田泰弘
中西久喜　　　福岡市美術展運営委員　　　　　　　　学芸係長　　　　尾崎直人
西島伊三雄　　　福岡文化連盟理事長
長谷川陽三　　　福岡県美術協会会員
古川智次　　　　福岡大学教授
吉岡　紋　　　　作家

(五十音順･敬称略･肩書きは平成1 1年度のもの)

主任学芸主事-柴田勝則
渡辺雄二

山口洋三
三谷理事
山本香端子
鬼本佳代子

嘱託員　　　　　片山政男
平jiiフジ子
キャレット三宅万里子
中原千代子
畑　千代美
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美術館平面図1階

臆88国書 1 

I 

壁書 劔劔劍耳 ｨｨｸ bﾒﾙ?ﾈｭ倆( ?ﾈ8ﾒ 

書用エレベーター 講堂 展覧会のための講演会 やさまざまな美術に開 通した講座､講演会を 行う○定員246名○ 座室,版画印刷工房 
中庭 

東光院 (97.91) 劔

I 東光院仏教美術室 福岡市博多区吉塚の薬王密寺東光院 より寄贈された仏像や仏画を展示｡ 二組の薬師如来(藤原時代)と十二神 将ほか､鎌倉時代の阿弥陀如来立像な ど､6件25点の重要文化財を含むo 茶33b經" g88 劔● 

ロビー 劍8ﾘ7( ｲ 劔 俎Y;  ﾂ  ゅ b

(134.58) 剪 茶  r縱Rトイレ 冉 蓙 B 

古美術企画展示室 旧筑前福岡藩主黒田家の資料をはじめ､ 森山､太田､石村､三宅､本多､クスマ等 寄贈コレクションを中心とした､日本､ 東洋の古美術作品をテーマによって 展宗｡ 大名家の美術品や博多の禅僧仙圧の 書画､九州の陶磁など多彩な古美術作 品を含む○ ヽ一号一食. 劍+ ﾈﾜr  (ｵ2 ミ 室 刄gイレ 僞N:0.3__I_ 

-T#熊 

..を魚料で 茶 C r茶ビ紊ｒ 

市民ギャラリー 作品搬出入口 劍 受講 

松永語る館室 昭和の茶人松永軍属(安左エ門)のコ 
美術図菅や最新の美術雑誌 劔劔LX枴 xﾞﾈ,ﾉ ﾙOX*ｩOX.ﾘ8ｪIOﾈｭ偃R 

レクシヨンで､(馴松永記念館から寄 劔 ｹyx,X*ｸ.､ｨﾜ9(h,ﾉ5yyx檍, b 劔剄ﾃのアトリエ教室や市民の創作活動 
賭された茶道具や仏教美術などの作 品を展示｡ 尾形乾山｢花範囲｣､野々村仁清｢色絵 青野山茶壷｣､空海｢金剛般若経解題残 巻｣など重要文化財19件､重要美術品 10件を含むコレクションの中から展 劔I<  ﾘ5( ｸ6ｸ.  ﾘ*H*(. 劔凾ﾌために使われるo 

P 小規模の講座､講演会やワ-クショ ップを行うo 
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施設概要

1 ,建築概要

位置　　　　　福岡市中央区大濠公園1番6号
設計管理- (柿)前川国男建築設計事務所
工事施工-建築工事:戸田建設(樵)電気工事:東邦電気工業(柄)空調工事:(樵)三晃空調

給排水衛生設備工事: (樵)大方工業所
工期　　　　　　昭和53年1月一昭和54年10月

開館　　　　　昭和54年11月3日
敷地面積-25,866m壷
建物面積-建築面積8,541m～　延床面積14,526m宜
構造　　　　　鉄筋コンクリート造2階建(一部塔屋3階建)
各階面積- 1階:8,113.96m2　2階:6,201.56m2　塔屋:210.35m雷

各室面積
主要施設

田展示室
近現代美術室
日本画工芸室

933.18m2 2F
210,56mz ZF
log.88m2 2F
181.38m22F

古美術企画展示室　　　　　　336.52m'1 F
134.58m2 1 F

東光院仏教美術室　　　　　　　97.91品l F
特別展示室A
特別展示室B

1,272.81m2 2F
298.43m2 2F

市民ギャラリー(4室)　　　　608.79m2 2 F

展示室総面積　4,184.04mz

2.展示室等の利用上の諸機能

国展禾室
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圏その他主なもの

教養講座室
実技講座室

2,004.01而　　版画印刷工房

2,180.03品

210.39mz 1 F(246席)

125.58mz 1 F
122,99m2 1 F
76,07m2 1 千

117.75m2 1F
1,382.48mZ 1 F(5室)

586.72m2 1 F(館長室i図書室含む)

区分　　　　　　　　　特別展示室A　　特別展示室B　　市民ギャラリーA　市民ギャラリーB　市民ギャラリーC　市民ギャラリーD
長さ　　　　　　　　　217.1 m　　　　　70.2m　　　　　36.7m　　　　　44,3m　　　　　43.6m　　　　　44.9m

可動パネル　　　　　　7.5mX12両　　9.5mX4両　　　7.5mX2両　　　7,5mXZ面　　　7.5mX2両　　　7.5mX2両
6.2mX8両

合計(可動パネル含)　356.7m　　　　108.2m　　　　51.7m　　　　　59.3m　　　　　58.6m　　　　　59,9m

高さ　　　　　　　　　前室　5,0m　　　4.0m　　　　　　4.0m　　　　　　4.0m　　　　　　4.0m　　　　　　4.0m

その他4.0m
可動パネルの高さ　　　前室　4.5m　　　3.5m　　　　　　3.5m　　　　　　3.5m　　　　　　3.5m　　　　　　3.5m

その他3.5m

薗展示ケース
区分　　　　平型展示ケース　　　　　　　　　　立型展示ケースA　　　　　　　　　立型展示ケースB
数量　　　10台　　　　　　　　　　　　　　　8台　　　　　　　　　　　　　　　9台

大きさ　　　幅2.100奥行800高さ1,050　　　幅2,700奥行800高さ2,700　　　幅1,320奥行1,200高さ2,700
材質　　　　鋼材塗装(黒)　　　　　　　　　　　左に同じ　　　　　　　　　　　　　左に同じ

関係法規

福岡市美術館条例

設置

昭和54年3月8日条例第38号
改正　最新改正平成10年10月1日条例第47号

術館(以下｢美術館｣という｡)を福岡市中央区大濠公園に設置する｡

事業
第2条　美術館は､次の各号に掲げる事業を行う｡
(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｡)
を収集し､保管し展示すること｡
(2)美術に関する調査及び研究を行うこと｡
(3)美術に関する展覧会､講演会＼講習会等を開催し及びその奨励
を行うこと｡
(4)施設の利用に関すること｡
(5)前各号に掲げるもののほか､美術館の設置の目的達成に必要
なこと｡

職員
第3条　美術館に館長その他必要な職員を置く｡

観覧料
第4条 美術館が主催して展示する美術作品等を観覧しようとする
者は､別表第1はめる額の観覧料を納付しなければならない｡

利用の許可
第5条
等のため美術館の施設を利用しようとする者は､教育委員会の許可
を受けなければならない｡許可を受けた事項を変更しようとすると
きもまた同様とする｡

利用の制限

美術に関する展覧会､講演会､講習会＼研究会及び美術の創作

館の利用を拒み､又は前条に規定する許可をせず､若しくは既にし
た許可を取り消すことができる｡
(1)利用者(利用しようとする者を含む｡以下本条において同じ｡)
が美術館の設置の目的に反する利用をし､又はそのおそれがある
とき｡
(2)利用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反
し､又はそのおそれがあるとき｡
(3)前2号に掲げるものの他､美術館の管理上支障があると認め
られるとき｡

2　前項の措置はって利用者が損害を受けても､本市はその責めを
負わない｡

入館の制限

入館を拒み､又は退館を命ずることができる｡
(1)他人に迷惑をかけ､若しくは展示品又は施設設備等を損傷す
るおそれがあると認められるもの
(2)管理上の指示又は指導に従わないもの
(3)管理上支障があると認められるもの

第9条　利用者は､美術館に特別な設備を
らない｡ただし､教育委員会が特に認めたときは､この限りでない｡
2　教育委員会は＼管理上必要があると認めるときは､利用者の負担
において特別な設備をさせることができる｡
3　前2項に規定する設備は､利用許可期限満了前に利用者の負担に
おいて撤去し､原測こ復さなければならない｡
4　利用者が前項に規定する撤去を行わないときは､教育委員会がこ
れを行い､その費用を利用者から徴収する｡

使用料
第10条

し､又は変更を加えてはな

第5条に規定する許可を受けた者からは､別表第
額の使用料を徴収する｡
2　前項の使用料は､前納とする｡

美術作品等の撮影､模写､模造等をしようとする者は､教育委員会の
許可を受けなければならない｡
2　前項に規定する許可を受けた者からは､ 1点1回につき2,200円
の範囲内で教育委員会規則で定める額の手数料を徴収する｡

観覧料等の不還付
第12条 既納の観覧料＼使用料及び手数料(以下｢展覧料等｣という｡)は､
還付しない｡ただし､教育委員会が特別の理由があると認める場合は､
その全部又は一部を還付することができる｡

観覧料等の減免
第13条 教育委員会は､特別の理由があると認める場合は､観覧料等
を減免することができる｡

利用者の管理義務
第14条 利用者は､利用期間中その利用に係る美術館の施設､付属設
備及び図書資料等を善良な管理者の注意をもって管理しなければ
ならない｡

損害賠償
第15条利用者が､美術館の施設､付属施設､展示品又は図書資料等を
破損し､減失し､又は汚損して本市に損害を与えたときは､これを原
測こ復し＼又はその損害を賠償しなければならない｡

職員の立入り
第16条　利用者は､美術館の職員が職務のため当該利用に係る施設に
立ち入ろうとするときは､これを拒むことができない｡

美術館協議会
第17条　博物館法(昭和26年法律第285号)第20条の規定により､美
術館に美術館協議会(以下｢協議会｣という｡)を置く｡
2　協議会は､美術館及び福岡アジア美術館条例(平成10年福岡市条



例第47号)により設置された福岡アジア美術館の運営に関し､それ
ぞれの館長の諮問に応じるとともに､これらの館長に対して意見を
述べるものとする｡
3　協議会の委員の定数は､20人以内とする｡
4　協議会の委員の任期は､ 2年とする｡ただし､補欠委員の任期は､
前任者の残任期間とする｡
5　協議会の組織及び運営に関し必要な事項は､教育委員会規則で定
める｡

委任
第18条　この条例に定めるもののほか､美術館の管理に関し必要な事
項は､教育委員会規則で定める｡

附則(平成10年10月1日条例第47条)抄
施行期日
1この条例は､教育委員会規則で定める日から施行する｡

別表第1美術作品等観覧料

区分　　　　　　　　　　　個人　　　　　20人以上の団体

常設展示観覧　一般　　　　　200円　　　　1人につき150円
大学生i高校生150円　　　　1人につき100円
中学生･小学生100円　　　　1人につき60円

特別展示観覧　　　　　　　1人につき2,000即納で教育委員会が定める額

備考
1常設展示観覧とは､美術館が平常的に展示する美術作品等の観覧
をいい､特別展宗観覧とは､美術館が特別に展示する美術作品等の
観覧をいう｡
2　一般とは､大学生i高校生及び中学生･小学生以外の者で15歳以
上のものをいい､大学生i高校生とは､大学､高等専門学校､高等学校､
専修学校､各種学校又はこれらに準ずるものに在学する者をいう｡

別表第2
(1)展元室使用料

単位　　　　　　金額

特別展示室　　A

市民ギャラリー

(2)講座室等使用料

教養講座室
実技講座室
版画印刷工房室

1日　　　　　　31,000円

1日　　　　　　6.800円

1室1日　　　　3,300円

単位　　　　　　金額

1時間　　　　　900円

1時間　　　　　900円

1時間　　　　　900円

1時間　　　　1,800円

備考
1特別展示室又は市民ギャラリーの利用者が入館者から入場料を
徴収する場合の使用料の額は､この表の金額の1 0割増とする｡
2　使用料の算定に当たって用いる日数又は時間数に1日又は1時
間未満の端数があるときは､当該端数をそれぞれ1日又は1時間と
みなす｡
3　付属設備の使用料の額は､教育委員会規則で定める｡
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福岡市美術館条例施行規則

趣旨

昭和54年7月2日教育委員会規則第12号
最新改正　平成9年3月31日数規則5

第1条　この規則は､福岡市美術館条例(昭和54年福岡市条例第38号｡
以下｢条例｣という｡)の施行に関し必要な事項を定めるものとする｡

組織
第2条　福岡市美術館(以下｢美術館｣という｡)の事務を行うため､美
術館に次の課及び係を置く｡
庶務課　庶務係　計画管理係
学芸課　学芸係

分掌事務
第3条　課の分掌事務は､次のとおりとする｡

庶務課
(1)美術館内の連絡調整に関すること｡
(2)美術館の維持管理に関すること｡
(3)美術館の利用その他便宜供与に関すること｡
(4)美術館関係文書の収受及び発送に関すること｡
(5)その他学芸課の主管に属しないこと｡

学芸課
(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､保存及び展宗に関すること｡
(2)寄託に係る美術作品等の選定に関すること｡
(3)美術作品等に関する専門的､技術的な調査研究に関すること｡
(4)美術に関する案内書､解説書､目録等の刊行に関すること｡
(5)美術に関する展覧会､講演会､講習会､研究会等の開催及び奨
励に関すること｡
(6)他の美術館等との連絡､協力､情報の交換及び美術作品等の相
互貸借等に関すること｡
(7)その他美術館の行う事業に係る専門的事項に関すること｡

職員
第4乗　美術館に館長､副館長及び事業管理部長を､課に課長を､係に
係長を置く｡
2　前項の職員のほか､特に必要なときは､美術館に特命担当の部長､
特命担当の課長又は主査､課に主査又は主任学芸主事を置くことが
ある｡
3　前2項の職員のほか､課に吏員その他の職員を置く｡
4　館長､副館長､事業管理部長､特命担当の部長､課長､特命担当の課
長､係長､主査及び主任学芸主事は､吏員のうちから命ずる｡
5　前項の規定にかかわらず､館長については非常勤委託職員をもっ
て充てることができる｡
6　係長､主査又は主任学芸主事のうちから総括係長を命ずることが
ある｡
7　館長は､上司の命を受けて､美術館の事務を統理し､所属職員を描
揮監督する｡
8　副館長は､上司の命を受けて､美術館の事務につき館長を補佐し､
所属職員を指揮監督する｡
9　事業管理部長は､上司の命を受けて､美術館の事務を掌理し､所属
職員を指摘監督する｡

10課長及び係長は､上司の命を受けて､課に属する事務又は､係に属
する事務を掌理し､所属職員を指揮監督する｡
1 1特命担当の部長､特命担当の課長､主査及び主任学芸主事は､上司
の命を受けて＼美術館に属する特定の事務を掌理し､所属職員を指
揮監督する｡
12吏員その他の職員は､上司の命を受けて分担する事務を処理する｡

職務権限の代行
SSliEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiEiiiiiiE雪i王EE雪雪雪雪王∃!王墓星星星!iiiiii星!!!!!!!!含量害!ココ容器
第5条館長に事故がある場合又は館長が欠けた場合において､特に
事務取扱者を命じないときは､副館長が館長の職務権限を代理して
行う｡ただし､重要又は異例な事務については､教育次長の指揮を受
けなければならない｡
2　前項の規定により＼館長の職務権限を代理して行う書かないとき
は＼館長の職務権限は､教育次長が行う｡

開館時間
第6条美術館の開館時問は､午前9時30分から午後5時30分まで(7
月1日から8月31日までの問(日曜日及び休日(国民の祝日に関する
法津(昭和23年法律第1 78条)に規定する休日をいう｡以下同じ｡)
を除く｡以下｢夏季期間｣という｡)においては､午後7時30分まで)ど
する｡ただし､入館は､午後5時まで(夏季期間においては､午後7時
まで)とする｡
2　前項の規定にかかわらず＼教育長が必要と認める場合は､開館時
問を変更することができる｡

休館日
第7条美術館の休館日は､次の各号に掲げるとおりとする｡ただし､
教育長が必要と認める場合は､これを変更し､又は臨時に休館日を
設けることができる｡
(1)毎週月曜日(その日が休日に当たるときは､その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで

展示室等の利用
第8条 条例第5条の規定により美術館の施設の利用の許可を受け
ようとするものは､福岡市美術館施設利用許可申請書(様式第1号)
により教育長に申請しなければならない｡
2　前項の申請は､展示室については＼利用しようとする日が1月1
日から6月30日までの間である場合にあっては､当該利用しよう
とする日の属する年の前年の7月31日までに､7月1日から12局
31日までの間である場合にあたっては､当該利用しようとする日
の属する年の1月31日までに行わなければならない｡ただし､教育
長が必要と認める場合は､この限りでない｡

利用の許可
第9条　教育長は､美術館の施設の利用を許可したときは､福岡市美
術館施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする｡

利用の取止め
第10条 美術館の施設の利用の許可を受けた者(以下｢利用者｣という｡)
が､利用の取止めをしようとする場合には､あらかじめ福岡市美術
館施設利用取止め届(様式第3号)を教育長に提出しなければなら
ない｡

図書の利用
第11条
に定める｡

利用時間

美術館の図書の利用に関し必要な事項については､館長が別

第12条　美術館の利
むものとする｡

開館時間以外の利用

場合にのみ許可する｡

撞影等の許可
第14条条例第11条第1 項の規定により美術作品等の撮影､模写､模造
等(以下｢撮影等｣という｡)の許可を受けようとする者は､撮影等許
可申請書(様式第4号)はり館長に申請しなければならない｡
2　館長は＼前項の許可をしたときは､撮影等許可書(様式第5号)を交
付するものとする｡
3　撮影等の許可は､観覧者の観覧に支障がなく､かつ､美術作品等の
管理上支障がないと認められる場合にのみ許可するものとする｡

入館者及び利用者の心得
第15条 美術館の入館者は､次の各号に掲げる事項を守らなければな
らない｡
(1)建物､付属設備又は美術作品等その他の備品を汚損し､又はそ
れらのおそれのある行為をしないこと｡
(2)他の入館者に迷惑をかけないこと｡
(3)所定の場所以外で飲食し､喫煙し､又は火気を使用しないこと｡
(4)危険物又は動物を持ち込まないこと｡
(5)許可なくして物品を販売し､又は展示しないこと｡
(6)館内を不潔にしないこと｡
(7)許可なくして美術作品等の撮影又は模写をしないこと｡
(8)施設＼設備等の利用を終えたときは､これを原測こ復すこと｡
(9)所定の場所以外に出入りしないこと｡
(1 0)前各号に掲げるもののほか､管理上の必要から職員が行う指
示又は指導に従うこと｡

2　利用者は､前項に規定するもののほか､次の各号に掲げる事項を
守らなければならない｡
(1)収容人員は＼当該施設の所定の人員を超えないこと｡
(2)条例第7条各号のいずれかに該当する者に対しては､当該施
設への入場を拒絶し､又は退場を命ずること｡
(3)火災､盗難＼人身事故その他の事故防止に努めること｡
(4)当該施設への入場者に前項に規定する事項を守らせること｡

利用後の点検
第16条利用者は､施設､設備､備品等の使用を終わったときは､職員の
点検を受けなければならない｡

付属設備の使用料
第17条　美術館の付属設備の使用料の額は､別表第1のとおりとする｡

撮影等の手数料
第18条条例第1 1条第2項に規定する手数料の額は､別表第2のとお



リとする｡

使用料及び手数料の徴収
第19条　使用料は､利用の開始までに徴収する｡
2　手数料は､撮影等の開始までに徴収する｡

使用料の還付
第20条条例第1 2条ただし書の規定による使用料の還付は､次の各号
に掲げる区分に応じ､当該各号に定める額について行うものとする｡
(1)天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき　全
額
(2)利用者(展示室の利用者を除く｡)が利用日の10日前までに利
用取止め届を提出したとき　全額
(3)利用者が利用日の5日前(展示室の利用者については3月前)
までに利用取止め届を提出したとき　5割相当額

観覧料の減免
第21条　条例第1 3条の規定による観覧料の減免は､次の各号に掲げ
る区分に応じ､当該各号に定める額について行うものとする｡
(1 )市内の義務教育諸学校の児童又は生徒及びこれらの引率者が
当該義務教育語学校の教育計画に基づき常設展示を観覧すると
き　全額
(2)市内に居住する,tI身障害者(本市が発行する療育手帳､身体障
害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳
又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律
第1 23号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下｢療育手帳等｣
という｡)の交付を受けている者をいう｡)が常設展宗を観覧する
とき　全額
(3)市内に居住する65歳以上の者が常設展示を観覧するとき
全額
(4)前3号に掲げるもののほか､教育長が特に必要と認めるとき
教育長が必要と認める額

2　前項第1号又は第4号の規定により観覧料の減免を受けようと
する者は､福岡市美術館観覧料減免申請書(様式第6号)により教育
長に申請しなければならない｡
3　第1項第2号又は第3号の規定により観覧料の免除を受けよう
とする者は､療育手帳等又は本市が発行するシルバー手帳を職員に
提示しなければならない｡

使用料の減免
第22条条例第1 3条の規定による使用料の減免は､次の各号に掲げる
区分に応じ､当該各号に定める額について行うものとする｡
(1 )本市が主催し､又は経費の一部を負担して共催する行事に利
用するとき　全額
(2)本市が経費の一部を負担して後援する行事に利用するとき
5割相当額

(3)教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事
に利用するとき　全額
(4) 18歳未満の者を主体とする団体が利用するとき　5割相当額
(5)前各号に掲げるもののほか､教育長が特に必要と認めるとき
教育長が必要と認める額

2　使用料の減免を受けようとする者は､福岡市美術館使用料減免申
請書(様式第7号)により教育長に申請しなければならない｡ただし､
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本市が主催する行事に利用する場合は､この限りではない｡

美術館協議会の会長及び副会長
第23条条例第1 7条に規定する美術館協議会(以下｢協議会｣という｡)
に会長及び副会長各1人を置く｡
2　会長及び副会長は､委員の互選によりこれを定める｡
3　会長は､協議会を代表し､会務を総理する｡
4　副会長は､会長を補佐し､会長に事故があるとき､又は欠けたとき
は､その職務を代理する｡

会議
第24条協議会の会議(以下｢会議｣という｡)は､会長が召集する｡
2　会議は､委員の過半数が出席しなければ開くことができない｡
3　会議の議事は､出席議員の過半数で決し､可否同数のときは､会良
の決するところによる｡

委任
第25条この規則に定めるもののほか､美術館の管理に関し必要な事
項は､教育長が定める｡

附則(平成9年3月31日教規則第5号)
この附則は､公布の日から施行する｡

別表第1
付属設備使用料

種別　　　　　　区分　　　　　　単位　　　　　金額

展示設備　　　　可動陳列ケース　1台1日　　　330円
映写設備　　　　スライド映写機　一式1時間　　440

8ミリ映写機　　一式1時間　　440
16ミリ映写機　　一式1時間　　770
ビデオ装置　　　　一式1時間　　550

音響照明設備　　スポットライト　一式1時間　　220
マイクロホン　　　一式1時間　　220

備考　付属設備の使用時間に1時間未満の端数があるときは､
これを切り上げる｡

別表第2
撮影手数料

金額　　　　備考

撮影　　　モノクロームA　　　220円　Aは学術研究を目的と
B 1 ,650　　する場合

カラー　　　A　　　440　　Bは学術研究以外を目
B　　2,200 的とする場合とする｡

様式第1号

福岡市美術館施設利用者許可申請書

年　　月　　日

(あて先)福岡市教育委員会教育長

申請者　所在地

団体名
代表者

次のとおり福師美術館の艦を棚しかので､綱を嵩ます｡ )
なお､利刷こ際しては､福師美術館条例及び同条例施行規則を守るとど
もに､これらに基づく職員の指示に従います｡

利用する
施　　　設

館内での
領　布　物

利用する
付属施設

年　　月　　日　から
年　　月　　日　まで

日間

年月　日(堰/嵩諜

有料蔦　害
有(有料　　克郎†)

｣　　　　(　) 3

2　　　　(  ) 4

施　　　　設 付属設備

(電話　　　　　)

月　日(時分から　時　分まで)

月　日から　月　鴨で

il r日　時　分から　時　分まで)

(注) l　利用期間には､搬入､搬出の日も含みます｡
2　太枠線内のみ話人してください｡

年月日 

福岡市美術館施設利用許可書 

第号 

殿 

福岡市教育委員会教育長⑰ 

年月日申請の福岡市美術館の施設の利用については､吹 

のとおり許可します○ 

利用する施設 

利用期間 x麌  年月日から 年月日まで日間 

講座室等 僖霾ｨ鳬Zｨ*x鳬Zｨ-ﾈ,R 

利用日的 

催物の名称 

利用する付属設備 ()3()5() 
2()4()6() 

留意事項 .福岡市美術館条例及び同条例施行規則を守るとともに 
これらに基づく職員の指示に従って下さい○ 
2.搬入及び搬出は､次の日時に行ってくださいo 
搬入年月日時分から時分まで 
搬出年月日時分から時分まで 



第号 

撮影等許可書 

年月日 

殿 

福岡市美術館長㊥ 

年月日申請の美術作品等の撮影等を許可しますo 

撮影等の目的 

美術品等の名称I点数i作者名 

I( 

撮影等の日時 

方法 倅(乏駘ﾘ 駘ﾙ "頽騫r 

智恵事項 白餾 ｨOﾈｭ ~ ｷ : ~ 邵ﾗ8ｴｹ X/ 荿.h,h.  
に､これらに基づく職員の指示に従ってください○ 

2.撮影等に当たつては､職員の指示に従ってくださいo 

様式第4号

(注)太枠線内のみ記入してください｡

様式第3号 

福岡市美術館施設利用取止め屈 
年月日 

(あて先)福岡市教育委員会教育長 

申請者所在地 
団体名 
代表者⑰ 

(電話) 

次のとおり利用を取り止めますので､福岡市美術館条例施行規則第10条の 

規定によりお届けします○ 

許可年月日 僖霾ｨｹhMHﾘi hﾘb 

利用期間 僖霾ｨ鳬Zｨ*yD霾ｨ鳬Zｨ-ﾈ,R 

利用の取止め をする施設又 は付属設備 

既納使用料 俶yw { 餮I ﾙOX諍w {

取止めの理由 
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様式第6号 福岡市美術鰭観覧料減免申請書 

年月日 

(あて先)福岡市教育委員会教育長 

申請者所在地 

団体名 

代表者㊥ 

(電話) 

福岡市美術館条例施行規則第21条第2項の規定により次のとおり福岡市美 
術館観覧料の減免を申請します○ 

観覧目的 

観覧日時 僖霾｢益ｩ?｢倬饂ｨ*r 

観覧者数 傅ﾈｧy hｧyDﾂ 
中学生学年人 

その他人 

引率老人 

福岡市美術館の観覧料の減免について

様式第7号 

福岡市美術館使用料減免申請書 

年月日 

(あて先)福岡市教育委員会教育長 

申請者所在地 

団体名 

代表者 

(電話) 

福岡市美術館条例施行規則第22条第2項の規定により次のとおり福岡市美 

術館使用料の減免を申請します○ 

事業名 

主催著名 共催者名 

後援音名 

利用施設 

利用期間 剩N月日(曜日)時分から 年月日(曜日)時分まで 

後本 援市 すが る共 場催 合又 は igｸ*｢ X8+x.ﾆ ﾈｧ｢ 円 

当該事業 に要する 経費の総 額 

摘要 

(荏) ※印の欄は､経費を負担する市の担当課において話人を受けてください｡

1.福岡市美術館条例施行規則第21条第1項第4号の規定により､教
育長が特に必要と認めるとき教育長が必要と認める額は､次のとおり
とする｡

(1)こどもの日における観覧料の免除について
(昭和58年4月16日教育長決裁)

ア.観　覧　常設展示
ィ.対象日　5月5日(こどもの日)
ウ.対象者　小学校及び中学校
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(2)文化の日における観覧料の免除について
(昭和62年1 0月20日教育長決裁)

ア.観　覧　常設展示
ィ.対象日11月3日(文化の日)
ウ.対象者　観覧者全員
工.観覧料　全額免除とする｡

利用案内

田常設展ではボランティアの能説が受けられます｡
田車椅子をご利用の方は案内へお申し出ください｡
蹟館内では飲食はご遠慮くださいo自動販売機等はございません｡
圏駐車捌ま20台分です｡周囲に有料駐車場もありますが､
なるべく公共の交通機関をご利用ください｡

交通
地下鉄-博多駅から1 0分､天神から5分で大濠公園下車､ 3番
出口より徒歩10分｡
パス-博多駅または天神から系統番号1 3で城内美術館東口下車､
徒歩3分｡
天神から系統番号14･60i91 i93i201 i203･204で赤坂3丁
目下車､徒歩5分｡
車-福岡空港から30分､博多駅から20分､天神から1 0分｡

観覧料
常設展示室-一般200円(1 50円)､高･大生1 50円(100円)､
小i中生100円(60円)｡
ただし､福岡市発行のシルバー手帳､療育手帳､又は身体障害者
手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は無料｡
( )内は団体(20人以上)料金e

開館時間
9 :30-17:∞(入館は17:00まで)

休館日
月曜日(月曜日が祝日や振替休日のときは翌火曜日が休館)
12月28日～l Fj4日.

夏期夜間開館
7月～8月は19:30まで開館○ただし日曜､祝日を除く｡
(入館は1 9:00まで)
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