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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12年4月1日から平成13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 12は平成12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｡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12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｡なお､データの寸法(法量)は､例えば平面作品の
146.2× 1 12.3は縦146.2､横1 12.3(イメージサイズ)で､立体作品の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は規
土作家の油彩画の452番である｡

1郷土作家(注1)
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
8　石村コレクション
11森山コレクション
12　三宅コレクション
13　山崎朝雲資料
14　一般古美術資料
15　研究資料
16　西本コレクション
18　クスマコレクション

A　　　　油彩等(注2)

B　　　　日本画等(注3)

C　　　　水彩等(注4)

D　　　　素描

E　　　　版画

F　　　　写真

G　　　　彫刻等(注5)

Ha～Hf　工芸(′主6)

i　　　　書跡

｣　　　　文書

K　　　　その他

作品番号

注
1.九州および山口県､沖縄県の出身･在住作家
2　A(油彩等)の分類には､大きさや形状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･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油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･形状による中国や朝鮮の絵画も
含む｡

4　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. 6(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)は素材別に枝番号を付した｡陶磁器はHa､漆工はHb､金工はHc､染織は
Hd､刀剣はHe､その他はHfとした｡

なお､作品名の[ ]は当館で作成した仮題である｡

5　図版の*は藤本健八氏撮影のもの｡
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平成12年
4月1日(土)
4月21日(令)
5月5日(令)
6月16日(金)
7月1日(土)
7月8日(土)

｢第34回稿岡市美術展｣表彰式
｢日本の美　笑い｣展開会式
こどもの目につき小･中学生の常設展示を無料とした
平成1 2年度第1回美術館協議会
夏期の開館時間延長を開始(8月31日まで)
臨時休館(隣接する日本庭園でサミット関連事業が開催されたこと
による)

7月9日(日) ｢北斎展｣開会式
7月18日(火)夏休みことも美術館｢古美術ワンダーランド～楽しさいっぱいむか

しの絵｣の期間中､小中学生の常設展示観覧料を魚料とした(8月27
日まで)

8月5日(日)夏休みことも美術館｢古美術ワンダーランド～楽しさいっぱいむか
しの絵｣のワークショップ(8月6日まで)

8月9日(水)作品寄贈者への惑謝状贈呈式
8月21日(局) ｢ボルドー美術館展｣開会式
10月4日(水)黒田資料評価委員会
10月7日(土) ｢水晶の塔をさがして｣展開会式
10月17日(火)尾花剛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26日まで)
10月20日(金)美術交流団､福岡市美術展ボルドー会場の開会式に参加
11月3日(令)開館記念講演会｢中世博多と茶の美｣およびシンポジウム｢博多の黄

金の日々と茶の湯｣
11月3日(令)開館記念日につき常設展示を無料とした
1 1月14日(火)美術資料収集審査会(近現代美術)
12月8日(令)平成12年度第2回美術館協議会
12月10日(日)力トリーヌ･ミエ氏によるフランス美術史講座｢公共空間における"ア

ート"｣を開催(フランス大使館､九州日仏学館との共同開催)
12月13日(水)ラフア工ル･コラン展の企画および図録に対し倫雅美術奨励賞を受

賞(三谷埋草･山本香端子)
12月28日(木)倫雅美術奨励賞受賞に伴い､福岡市職員としての名誉を高めたとい

うことで福岡市職員表彰を受ける(三谷理事,山本香端子)
12月28日休)仕事納め

平成13年
1月4日(木)仕事始め
1月5日(令) ｢里帰り浮世絵名品と珠玉の絵画展｣開会式
1月5日(令)読書室企画｢美術をめくる冒険Part6｣(3月25日まで)
1月7日(日)アトリエ･親子版画教室｢冬の中で～自然をテーマに木版画にチャレ

ンジ｣(1月8日まで)
1月19日(金)倫雅賞受賞祝賀会
1月21日(日)ゲイル･レウイン氏による講演会｢20世紀アメリカン･アート｣を開

催(福岡アメリカンセンターとの共同開催)
1月26日(金)美術資料収集審査会(古美術)を開催(1月26日および29日)
2月10日(土) ｢第35回福岡市美術展｣作品受付(2月11日まで)
2月17日(土)第3回所蔵品によるアートセミナー｢冨田漢佃と近代日本画｣(以降

3月17日まで土曜日毎に開催　全5回)
2月20日(火) ｢第35回福岡市美術展｣審査会(2月22日まで)
2月24日(土)インド大使来訪
3月1日(木)火災予捌i練を実施
3月2日(令) ｢第35回福岡市美術展｣入選･入賞者発表
3月18日(日) ｢第35回福岡市美術展｣表彰式

福岡市美術展ボルドー会場での開会式
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展示活動　　●主催展　特別企画展等

日本の美　笑い

出品作品　仙唐義弟｢老人六歌仙図屏風｣江戸時代*

内容

日本美術を今日の目で見る場合に一つの視点となるのが､絵の中に｢笑い｣を見出すこと
であろう｡このような見方で集められた平安時代から近代までの､国内外の作品は国宝･
重要文化財を含めて約1 80点を数えた｡それらは伝統的な主題になぞらえた洗練され
た発想(見立て)から､奇想天外で奇妙奇天烈な発想のもの､さらには下ネタや化け物を
使うことなどで､見る人に大いに｢笑い｣を提供するとともに､日本美術への関ILtを促す
役割を果たしたのではないかと思われる〇本展は島根県立美術館へも巡回されたo

観覧料　　一般
高,大生
小･中生

開催日数　21日

出品点数　181点

観覧吉敷　10,989人

1,000円(800円) ( )内は前売､団体(20人以上)､

800円(600円)謹諜謹話手帳､
500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

印刷物　　ポスター(B2, B3)
チラシ(A4)
図録(A4変形･ 208頁)

関連事業　講演会
日時:平成12年4月22日(土)午後2時より
会場:講堂
演題:旧本美術の楽しみかた｣
講師:榊原悟氏(群馬県立女子大学教授)
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会期◎平成12年4月21日(令)-5月14日(冒)
会場◎特別展禾室A

主催◎福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本
後援◎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/TVQ TXN九州/CROSS FM
FM FUKUOKA/LOVE FM

協力◎日本航空

ポスターB2

北斎展

内容

会期◎平成12年7月9日(日)-8月16日(水)
会場◎特別展示室A

会場風景

本展は､平成4(1992)年に当館で開催された『浮世絵の巨匠　北斎展』に続く第二弾で
ある｡葛飾北斎美術館所蔵作品を中,こ高こ､その後に発見された作品､行方のわからなかっ
た作品など新たに加えた北斎の全体像を知る展覧会である｡出品作晶は､肉筆画22点､
画稿･版下絵4点､版画(錦絵)98点､摺物･絵麿25点､版本1 2点の計1 61点である｡
なお本展は､葛飾北斎美術館開館十周年を記念して企画された｡

観覧料　　一般　　　　　　1 ,1 00円(900円)  ( )内は前売､団体(20人以上)

高･大生　　　800円(600円)謹結…繕結語手帳､
小･中生　　　　　　　500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　33日

出品点数　161点

観覧音数　45,007人

印刷物　　ポスター(B2, B3)
チラシ(A4)
図録(A4変形, 106頁)

関連事業　講演会
日時:平成12年7月20日(木･祝)午後2時より
会場:講堂
演題: ｢北斎の芸術｣
講師:永田生慈氏(北斎研究家)

浮世絵摺りの実演
期日:平成12年7月29日(土)､7月30日(日)各午前1 1時一午後2時より
会場:2階ロビー
講師:渡辺英次氏(渡辺木版美術画舗)
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主催◎福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本
後接◎福岡市文化芸術振興財団/西日本鉄道/テレビ長崎

テレビ熊本/CROSS FM/FM FUKUOKA/LOVE FM
西日本リビング新聞社/西日本婦人文化サークル
西日本文化サークル連合会

特別協力◎葛飾北斎美術館
特別協賛◎味の明太子'i､くや

ポスターB2



展示活動　　●特別企画展等

ボルドー美衛館展
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内容

ヮィンの生産地として名高く､福岡市の姉妹都市でもあるフランスのボルト市に位置
するボルト美術館は､ 1801年にナポレオンによって創設された歴史の長い美術館で
ぁる｡ヨーロッパ美術の優れたコレクションを戴いたフランス有数のこの美術館では､
とりわけ19世紀から20世紀にかけてのフランス近代美術の所蔵品が質､量ともに豊富
であり､この分野から選ばれた107点を展示､紹介したo

観覧料　　一般･
高･大生
小･中生

開催日数　36日

観覧音数　47,190人

出品点数　107点

1.000円(800円) ( )内は前売､団体(20人以上)

800円(600円)論議諮諜手帳､
500円(300円)　療育手帳所持者料金o

印刷物　　ポスター(Bl ,B2, B3)
チラシ(A4)
図録(A4変形･ 1 85頁)

関連事業　講演会I
日時:平成12年8月26日(土)午後2時より
会場:講堂
演題: ｢フランス美術史の二世紀にわたる入門の旅｣
講師:アニエス･ビロ氏(ボルドー美術館教育普及担当官)

講演会Ⅱ
日時:平成12年9月15日(金･祝)午後2時より
会場:講堂
演題: ｢フランス近代絵画の魅カーボルドーのコレクションをめくって-｣
講師:三浦篤氏(東京大学助教授)
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会期◎平成12年8月22日(火)-10月1日(日)
会場◎特別展示室A

主催◎福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本
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/TVQ TXN九州/CROSS FM
FM FUKUOKA/LOVE FM/西日本天神文化サークル
西日本文化サークル連合会

協賛◎九州電力
協力◎日本航空/九州日仏単線/西鉄旅行

ポスターB2

水晶の塔をさがして
現代アートが開く｢私｣の世界

会期◎平成12年10月7日(土)-11月5日(日)
会場◎特別展示室A

大森裕美子作品展京風買春　　　　　　　　小林健二作品展禾風景*

内容

小林健二､大森裕美子､佐々恭子､松尾藤代､平田五郎の作品を展観した現代美術展｡ ｢自
らにとって大切な何か｣という私的で漠然とした物が､美しい水晶へと結晶した状態を｢水
晶の塔｣と名付け､これをキーワードに作家を選考｡｢水晶の塔｣をさがし求めて自らの内
面の静寂に耳を側ナ､じっくりと時間をかけて制作を行っている現代作家たちの､静か
で力強いインスタレーションや絵画が､劇的で印象深い展示を作り上げた｡当館開館以
来初の､国内作家による本格的な現代美術展であった｡

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

高大生　　　　　　　600円(500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　　　　　　　400円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　26日

観賞音数　3,544人

出品点数　38点

印刷物　　ポスター(B2, B3)
チラシ(A4)
図録(A4変形･92頁)
展示記録(A4変形, 1 7頁)

関連事業　佐々恭子+原田伸姓(舞踏青龍合)パフォーマンス
日時:平成12年10月7日(土)午後1時より
会場:特別展示室A

大森裕美子のお話会｢いいもののおはなし｣
日時:平成12年10月21日(土)午後2時より
会場:教養講座室

小林健二スペシャルトーク｢見えないものを見るチカラ｣
日時:平成12年10月29日(日)午後2時より
会場:講堂

平田五郎スライド&トーク｢私が蝋の家をつくるわけ｣
日時:平成12年11月5日(日)午後2時より
会場:教養講座室
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主催◎福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本
後援◎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/TVQ TXN九州/CROSS FM
FM FUKUOKA/LOVE FM/西日本天神文化サークル
西日本文化サークル連合会

協賛◎稿岡文化財団(第10回ふくおか生涯学習フェスティバル
参加事業)

佐々恭子作品展示風景*

松尾藤代作品展禾風景*

平田五郎作品展示風景*

ポスターB2



展示活動　　●特別企画展等

RKB毎日放送創立50周年記念
五代太田清蔵コレクション
里帰り浮世絵名品と珠玉の絵画展

内容

会期◎平成13年1月5日(令)-2月4日(日)
会場◎特別展示室A

主催◎太田記念美術館/福岡市美術館/RKB毎日放送
西日本新聞社

後援◎福岡県/福岡教育委員会/福岡市文化芸術振興財団
福岡商工会議所/CROSS FM/FM FUKUOKA
LOVE FM/西日本リビング新聞社
西日本文化サークル連合会/西日本天神文化サークル
西日本鉄道/JR九州

特別協賛◎hit住宅展示場
協賛◎ホテル日航福岡
協力◎ヤマト運輸/日本航空

出品作品　児島喜三郎｢五世太田涌蔵氏像｣ 1956年

福岡市出身の実業家･五代太田酒蔵(1 893-1 977)が約半世紀にわたって収集した浮
世絵､扇絵､近世絵画､油絵､日本画､水彩画､版画など204点を､はじめて生誕の地であ
る福岡で一堂に展観した企画である｡
出品作晶は､太田記念美術館(東京)の責重な肉筆画50点を含む浮世絵1 40点の他､昭和
52(1 977)年に福岡市美術館に割害された作品(383点)の中から厳選した37点である｡

観覧料　　一般　　　　　　1,100円(900円) ( )内は前売､団体(20人以上)､

高,大生　　　800円(600円)謹謹書書籍結語手帳､
小･中生　　　　　　500円(300円)　療育手帳所持者料金｡

開催日数　27日

観覧音数　35,700人

出品点数　　204点

印刷物　　ポスター(Bl, B2)
チラシ(A4)
リーフレット(出品作品リスト)(A4･4頁)
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第35回福岡市美術展

内容

会期◎平成13年3月13日(火)-3月25日(日)
前期:平成13年3月13日(火)-3月18日旧) (洋画､彫刻､工芸)
後期:平成13年3月20日(火)-3月25日旧) (日本画､書､写真､デザイン)

会場⑥特別展禾室A･B､
市民ギャラリーA,B,C,D

会場風景　ギャラリートークの様子

美術の各分野における市民の創造活動を促進し､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 ,346人(1 ,619点)の応募があり､内837人(846点)が入選･
入賞した｡
また､姉妹都市ボルドー(フランス)との美術交流を行っており､第34回展入賞作品55
点をボルドー市で開催の福岡市美術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｡

観覧料　　一般
高･大生
小･中生無料

開催日数　12日

観覧音数　7,641人

出品点数　882点(審査員･招待出品を含む)

印刷物　　ポスター(B2･ 2種)
開催要項(B4二つ折)
図録(A4変形･47頁)

関連事業　費･入選発表
期日:平成13年3月2日(金)

表彰式
期日:平成13年3月18日(日)
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､福岡県美術協会奨励賞7点､
奨励賞32点｡

ギャラリートーク
期日:前期　平成13年3月18日(日)

後期　平成13年3月25日(日)

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

･笠 ∴∴ //誘塵/＼＼遊/ ｨ ･)//-＼ゝ/ ∴∴ 

/ー//＼＼/ /  

･京 僖b  

ら-∴ ∴∴ _/),I 彩 

∴ 啅2 ,Y;ぴx  ･/ ∴ 鰯雲翳発㌢/ 

-C.J諒繊維/ 

∴∴∴∴ ∴｣:ふ∞∴:∴ ÷: ∴∴∴∴  

日仏姉妹都市質福岡市長賞(洋画部門) *
八頭司節子｢今をI｣

ポスターB2

出品,入賞入選状況

部門 出品(応募)　入賞･入選
人員(人)･点数(点)人員(人)･点数(点)

日本画　　46　　48　　33　　33

洋画　　316　421　251　251

彫刻　　　43　　45　　29　　30

工芸　　1 54　185　　72　　73

書　　　377　420　216　216

写真　　278　352　166　166

デザイン　1 32　148　　70　　77

合計　　工346 1,619　837　846

第34回1,340 1,616　854　863

注招待点数は審査員出品を含む｡

招待(人i点)展示点数(点)
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5
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展示活動　　●常設展

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､福岡市内に在住する､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-P26を参照｡

近現代美術

8旧常設展示室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元｡

田旧常設展示室B
シュルレアリスムから抽象絵画､,li･ノブiアートなど20世紀美術の様々な流れを傾
向別に展宗｡

臨日本画工芸室
冨田渓仙展
平成12年3月28日(火)-4月30日(日)
福岡市出身の近代日本画家i冨田渓仙(1 879-1 936)の傑作《御室の桜か《沖縄三題)
など7点を展示｡

｢山水｣と｢風景｣
平成12年5月2日(火)-6月4日(日)
日本近代における風景表現の多様化を示す日本画､洋画1 8点を展元｡

郷土作家特集　井上三絢展
平成12年6月6日(火)-7月16日(日)
戦後､異端の洋画家として活躍した井上三縄(1899-1 981 )は屏風絵でも野心的な
作品を発表した｡そうした屏風絵を中心に1 1点を展示｡

頁の風物詩
平成12年7月18日(火)-8月27日(日)
夏にちなんだ画題をとりあげた日本画､洋画､彫刻20点を展示｡

小早川滝尾
平成12年8月29日(火)-10月9日(局)
鏑木清方の門下生であり､気鋭の美人画家として活躍した福岡出身の小早川清(1895
-1 945)の日本画､木版画23点を展示｡

水上寮生展
平成12年10月11日(水)-11月19日(日)
福岡県出身の日本画家･水上泰生(1 877-1951)の描いた風雅な選りすぐりの作品
8点を展示｡

塁の表現
平成12年1 1月21日(火)-12月27日(水)
日本画､洋画の中から墨で表現された絵画作品を選び1 2点を展示｡

花鳥の美
平成13年1月5日(令)-2月12日(局)
日本の四季を彩る風流の象徴として､古来より絵画の主題として描き続けられてき
た花鳥を描き出した日本画を厳選し､1 1点を展示｡

吉村忠夫展
平成13年2月14日(水)-3月25日(日)
大和絵の伝統を良く継承し､古風典雑な画境を示した福岡県出身の日本画家･吉村忠
夫(1898-1952)と､関連作家の歴史･風俗画1 1点を展示｡

冨田渓仙展
平成13年3月27日(火)-5月27日(日)
郷土を代表する日本画家･冨田渓仙(1879-1936)の《御室の桜》をはじめとする作
品を厳選し､ 9点を展示｡

:∴∴ ∴:∴_-∴ 窒 

∴:∴｢∴∴∴ 

吉村忠夫展(会場風景)
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腰小作品室
小野忠壷屋
平成12年3月28日(火)-4月30日(日)
戦前､戦後を通じ活躍した日本の代表的木版画家･小野忠重(1 909-1 990)の名品
や責重な作品1 8点を展示｡

メクセーバー展(西本コレクション)
平成12年5月2日(火)-6月4日(日)
ドイツの現代版画家フリードリヒ･メクセーバー(1936～)の作品22点によって､
作家の不思議なオブジェと記号で描き出されるロマンティックで静誼な世界を紹介｡

郷土作家特集　古川吾妻展
平成12年6月6日(火)-7月16日(日)
1 921年福岡生まれの洋画家｡独立展で活躍し､ 1963年に渡米｡以後ニューヨークを
中心に活躍中である彼の油彩､ドローイング､版画を合わせて1 5点を展示｡

横尾忠剛の版画(ポスター)展
平成12年7月18日(火)-8月27日(日)i60年代に若者に衝撃を与えた横尾忠則(1936-)の作品を《終わりの美学)などの
代表作21点で紹介｡

海老原昌之助の素描
平成12年8月29日(火)-10月9日(局)
独立美術協会展を中'亡高二活躍した鹿児島市出身の洋画家海老原書之助(1 904-
1 970)の素描26点を紹介｡

山中現展(西本コレクション)
平成12年10月11日(水)-11月19日(日)
現代版画界で活躍する木版画家･山中現(1 954-)の､和紙に木版で心象風景を刷っ
て表現されるほのぼのとした絵画世界を､21点の作品で紹介｡

チエビュッフェ展
平成12年1 1月21日(火)-12月27日(水)
フランスのアンフォルメルの画家ジャン･デユビュッフェ(1901-1985)｡子ども
や知的障害を持つ人々の素朴な表現力に暖かな眼差しを注いだこの画家の版画集『物
質と記憶あるいは学校の石版国師たち』から17点を展元し､荒削りながらも生命力
に満ちた作品世界を紹介｡

アルパ-ス展
平成13年1月5日(金)-2月12日(局)
ドイツの画家で､戦禍を逃れてアメリカに移住し､幾何学的抽象の運動｢オブアート｣
の代表的作家となったジヨゼフiアルパ-ス(1888-1976)｡版画《フォーミユレー
ションiアーティキュレーションかから17点を展宗｡

長谷IIi潔展
平成13年2月14日(水)-3月25日(日)
独特のモノトーンの世界を繰り広げた版画家i長谷川潔(1891-1980)｡若き日に
パリに渡った後､一度も母国の土を踏むことなく没した孤高の版画家｡冷たさと優し
さの交錯する静認な世界を20点の作品で紹介｡

小野木筆展
平成13年3月27日(火)-5月27日(日)
小野木学(おのぎがく)は､ 1 7才の時に軍事教練の過労で病み､23才で喀血し療養生
活に入る｡その時､芸術家として生きる道を自覚し､ 1 976年52才で癌で亡くなるま
で一貫してi存在の根源iIを追求｡本屋では平成1 2年に購入した版画を中,こ高こ油彩を
含む18点を展示｡

;-∴上島∴曇墓室∴∴国史鍋∴ 
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横尾忠即の版画(ポスター)展(会場風景)

細企画展示室
現代日本画展
平成12年3月28日(火)-4月30日(日)
戦後､強く洋画を意識した写実主義や空間表現や大画面形式を取り入れた新しい日
本画の秀作を紹介o横山操《熔鉱炉かなど8点を展示o

藤野一友展
平成12年5月2日(火)-6月4日(日)
ニ科展を中心に活躍した藤野一友(1928-1980)は､たぐいまれな描写力を駆使し
た独自の超現実主義絵画を創作した｡彼の代表作1 9点を展示｡

郷土作家特集　九州出身の女性アーティスト
平成12年6月6日(火)-7月16日(日)
九州在住および出身または関わりの深い女性作家を1 9点の作品で紹介｡

工藤皆目,草間蒲生展
平成12年7月18日(火)-8月27日(日)
西欧の近代合理主義を徹底的に批判し､晩年は日本人の精神構造を問題化した工藤
替巳(1935-1990)と､自らの精神の深みにおりたち､脅迫観念的な図像を描き続
けて世界的に高い評価を得ている草間弼生(1 929～)｡ 2人の作品世界を相互に比
較しながら23点の作品を展示｡

山本日子士民展
平成12年8月29日(火)-10月9日(日)
人物画､とりわけ女性像で有名な洋画家i山本日子士良(1910-1993)の当館での
初の個展｡武蔵野を描いた瑞々しい風景画や静物画も含め1 5点を展示｡

和田三進展
平成13年3月27日(火)-5月27日(日)
第1回文展で最高賞を受賞し､以後洋画界の重鎮として活躍した和田三造(1 883-
1 967)の作品《博多繁昌の図》《西都政庁の図》など30点を展示｡

～ ,/戎ゝ＼  Bﾒ 
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工藤蓉巳･草間弼生展(会場風景)

古美術

○古美術企画展示室
黒田質料名品展
平成12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｡渡文螺銅鞍(重要文化財)､源氏物語
系図(重要文化財)､扇面菖蒲軽甲花算のほか､　黒田資料名品展
絵画､書､工芸など44点を展示｡　　　　(出品作品｢渡文螺鍋捌鎌倉時代重要文化財) *

御用絵師展
平成12年5月30日(火)-7月16日(日)
江戸時代までの画壇の指導的立場にあったのは､御用絵師と呼ばれた幕府や藩のお
抱え絵師であったo江戸の狩野家や福岡蒲の絵師はる､格式を重んじた絵の数々の
ほか､写生はったと思われる動物の絵や肖像画など21点を展示｡

夏休みことも美術館2000
｢古美術ワンダーラント楽しさいっぱいむかしの絵｣
平成12年7月18日(火)-8月27日(日)
こともたちにはあまりなじみのない古美術作品｡こどものための古美術入門とする
へく､屏風や掛け軸といった古美術絵画をわかりやすく､また楽しく見るための工夫
をこらして12点の作品を展禾した｡
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インドネシアとインドの染織
平成12年8月29日(火)-10月29日(日)
かつて世界でも畳高の品質を誇ったインドの染織は貿易品として､日本を含むアジ
ア各地で珍重された｡インドの染織の名品と､特にインド染織から多大な影響を受け
たインドネシアの染織を中心に32点展示｡

仙屋展一仙屋の画歴三　博多へ来た仙厘さん
平成12年10月31日(火)-12月27日(水)
仙厘は関東で修行し､あてのない放浪ののち､聖福寺の第1 23世の住職として､着任
する｡博多へ来てからの仙厘の動向をさくりながら､その書画31点を展示｡

新所蔵品展
平成13年3月27日(火)-5月13日(日)
収蔵で話題となった岩佐又兵衛の最初期作品《三十六歌仙画冊)の他､近年収蔵した
作品50点を展示｡

配船永記念館室
春の名品展
平成12年3月28日(火)-5月28日(冒)
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､尾形乾山筆《柳
図》や志野あやめ絵鉢などの他､茶道具の名品22点を展示｡

唐物,高撰,和物茶碗
平成12年5月30日(火)-7月16日(日)
松永耳庵遺愛の茶碗を一挙に公開｡唐物を代表する建聾天目茶碗､松浦家伝来の名品
高麗雨漏秦椀､利休の指導を受けた長次郎作黒楽茶碗銘｢次郎坊｣など､20点を展示｡

松永耳庵と外国の美術工芸
平成12年7月18日(火)-8月27日(日)
茶道具や仏具のコレクターとして知られた松永耳庵は､その鋭い美意識で､ギリシャ
やエジプトの美術にもコレクションの範囲を広げている｡ギリシャ彫刻やコプト裂
など23点を展示｡

秋の名品展
平成12年8月29日(火)-10月29日(日)
松永コレクションの中から尾形乾山等《花籠図か(重要文化財)､明恵上人等《夢記切》
など秋にちなんだ名品を中lこ高こ18点を展示｡

茶の湯と仏具　鈍翁,三濱と耳庵
平成12年10月31日(火)-12月27日(水)
茶道具の中に仏具を取り入れた最初の茶人益田鈍翁や原三漢との関係を､松永コレ
クションの中に探る｡19点を展示｡

金工と漆工
平成13年1月5日(令)-2月12日(局)
薫陶で知られる松永コレクションの中の､金属工芸と漆器にスポットをあてて紹介｡
黒漆平文麿櫛笥(重要文化財) ､扇面散文鏡など､ 22点を展示｡

名品展
平成13年2月14日(水)-3月25日(日)
伝･宗湛筆《山水図》､尾形乾山作《槍梅香合かなど松永コレクションの名品21点を展示｡

春の名品展
平成13年3月27日(火)-5月13日(日)
野々村仁清作《色絵青野山図茶壷〉 (重要文化財)など春にちなんだ茶道具の名品を中
心に20点を展示｡

田東光院仏教美術室

唐物　高腰和物茶碗
(出品作品｢高麗雨漏茶碗｣李氏朝鮮時代主

薬師如来と十二神将立像(藤原時代,南北朝時代) (以上重要文化財)
ほか東光院伝来の仏教彫刻を常時展元｡
平成13年2月6日(火)-3月25日(冒)の期間のみ潰築図を併せて展示｡



展示活動　　●常設企画展

第2回21世紀の作家一編岡
粟野よう子展　美しい術

内容

会期◎平成12年10月1 1日(水)-12月27日(水)
会場◎企画展示室

会場風景*

福岡市の現代美術の発展に貢献し､また貢献することが期待される作家を紹介するシリ
ーズの第2回展｡福岡市在住の東野よう子は､福岡･東京などで個展やグループ展を開催
する一方､ギャラリー空間だけでなく､街の中における展覧会の試みにも参加し､90年
代の福岡における現代美術シーンの歩みとともに育ってきた作家｡個展としては初めて
の美術館での発表となった本展覧会では､色彩の微妙な変化による平面作品と､金色の
額縁とが組み合わされた大規模な新作のインスタレーションが発表された｡

出品点数　　3点

印刷物　　ポスター(B2)
チラシ(A4)
図録(A4変形･42頁)

関連事業　アーティスト･トーク
日時:平成12年10月14日(土)午後2時より
会場:教養講座室
講師:粟野よう子氏

ギャラリー･トーク
日時:平成12年12月14日(木)午後4時30分より
会場:企画展禾室
講師:栗野よう子氏

14

観覧料　常設展観覧料

ポスターB2

流動する美術-Ⅶ
視覚を越えて｡巡りて
日高理恵子/光島貫之の絵画

会期⑥平成13年1月5日(金)-3月25日(日)
会場◎企画展示室

＼諒高田 凵_ 
謙撥結くZ証言＼/ 
∴∴∴ :∴:∴∴∴∴∴∴∴∴ 

萱 ∴∴--∴∴∴ ∴∴∴∴ ∴∴ 凵

∴∴ 

5､だん､あまりにも自明のこととして､意識することの少ない｢視る｣､あるいは｢視えて
いる｣という事実を問い直す企画展である｡本展では天空を直上視する日高理恵子の｢樹々｣
の作品と､ 1 0歳の時に視覚を失い､現在触覚にて制作する光島貴之の絵画作品を通じて｢視
覚｣のあり方と新たな可能性を考察しようとするもの｡

出品点数　1 5点

印刷物　　ポスター(B2)
チラシ(A4)
図録(A4変形-31頁)

関連事業　アーティスト,トーク
日時:平成13年3月4日(日)午後2時より
会場:教養講座室,企画展示室
講師:日高理恵子氏

日時:平成13年3月11日(日)午後2時より
会場:企画展禾宝前ロビー･企画展示室
講師:光島貴之氏

観覧料　常設展観覧料
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展示活動　　●常設企画展

インドネシア,スラウェシ島に渡った三彩
交祉院展

内容

会期◎平成13年1月5日(令)-3月25日(日)
会場⑥古美術企画展禾室

観覧料　常設展観覧料

∴ ∴ ) ～ 唸  

態1._- ∴ 佶ﾈｴXy5ｩ[r   
∴∴∴ ∴∴∴∴∴∴ 

出品作品｢大電影合子｣スラウェシ出土水

ベトナム北部の｢交址｣から伝わり､我が国の桃山時代の焼物や京燦にも影響を及ぼした
と考えられてきた交址三彩は､茶の湯で主に香合などに使用されその独特の色合いや瑚犬･
希少性などにより､数奇者間で高い評価を得てきた｡本展では東南アジア陶磁の収集家
として知られる本多弘氏の130点余りからなる交址煙のコレクションから1 20点を選び､
これまで歴史的経緯や状況などについては知られる機会の少なかった交址三彩を広く
紹介した｡

出品点数　1 20点

印刷物　　ポスター(B2)
チラシ(A4)
図録(A4変形･1 12頁)
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ポスターB2

主催展関連記章

日本の美　笑い
西日本新聞
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞

H.12.1.4　　笑い　日本の美､笑い展/浮世絵､びよう'5絵･･･160点/神仏､風俗､妖怪など6テーマ
H.123.30　日本の美　笑い展

(朝刊) H.12.4.5　文化短信｢日本の美　笑い展｣/講演会
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(夕刊)

H.12.4.13　展覧会から/笑い描いた180点｢日本の美～笑い｣/21日から福岡市美術館
H.12.4.14　展覧会/落語調でおもしろ解説｢日本の美･笑い｣展/21日から福岡市美術館
H.12.4.17　浮世絵や′i､すま絵など約180点/先人の遊び心カ年＼つばい『日本の美～笑い』/

4月21日～5月14日､福岡市美術館

西日本新聞(夕刊) H･12･4i17

西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(夕刊)

知恵に誘われて(上)/日本の美　笑い展/｢稲生物怪録絵巻｣ (いのうもののけろくえまき)/
連日の妖怪の攻撃(島根県文化振興課主任学芸員　的野克之)

H.12.4.18　知恵に誘われて(中)/日本の美　笑い展/｢七福神入浴図｣/体も心も裸の神様(福岡市美術館学芸員　渡邁雄二)
H.12.4.19　知恵に誘われて(下)/日本の美　笑い展/略画式/漫画のご先祖様(福岡市美術館学芸員　渡邁雄二)

西日本新聞(朝刊) H.12･4･19 ｢日本の美･笑い｣展作品飾り付け始まる/福岡市美術館
西日本新聞(夕刊) H.12.4i21先人の知恵に``にやり''/｢日本の美　笑い｣展始まる
西日本新聞(朝刊) H.12.4i26 ｢硬｣から｢軟｣へ/｢笑い展｣ ｢大妖怪展｣-/敷居低く､入場者増狙う/福岡市内の公立美術館企画展
西日本新聞(夕刊) H.12.4.27　こつけいな味わい再発見/｢日本の美･笑い｣展/国宝含む181点/来月14日まで､福岡市美術館
西日本新聞(朝刊) H.12.5.4　　日本の美　笑い/皿数えるのも疲れるわ(福岡市博物館学芸員　中山喜一朗)
西日本新聞(朝刊) H.12.5.5　　日本の美　笑い/抱きしめる女は水に(福岡アジア美術館学芸員　後小路雅弘)
西日本新聞(朝刊) H.12.5.7　　日本の美　笑い/数えるのも疲れる(福岡市博物館学芸員　中山喜一朗)
西日本新聞(朝刊) H.12.5.8　　日本の美　笑い/よくぞ捕らまえた(福岡県立美術館学芸員Iii浪千鶴)
西日本新聞(朝刊) H.1 2.5.9　｢日本の美一笑い展｣によせて/制約払いのける機知/日本美術の奥深さ示す(福岡市美術館学芸員　減退雄二)
西日本新聞(朝刊) H.12.5.9　　日本の美　笑い/笑ってはいけない(福岡市博物館学芸員　中山喜一朗)
朝日新聞(朝刊)　H.12.5.13　美術/｢見慣れぬもの｣と遊'主にとこそ/

｢笑い｣展(福岡市美術館) ｢大妖怪展｣ (福岡県立美術館) (美術評論家　木方幹人)

西日本新聞(朝刊)　H.12.5.13　｢日本の美･笑い展｣あす閉幕

北九州マガジンおいらの街2000　アート/平成末期から江戸末期までの絵画約180点から､日本美術の中の｢笑い｣を大いに楽しもう日/
No.267(平成1 2年3月27日吉)　日本の美一笑い

西日本新聞(朝刊) H.12.6.23　富嶽三十六景など画業70年を網羅/北斎展/来月9日から福岡市美術館で
西日本新聞(夕刊) H.12.6.27　北斎万華鏡1/原点　若き日支えたモチーフ
朝日新聞(朝刊)　H.12.6.28　新･再発見の作品も/北斎展･福岡市美術館(石田泰弘学芸課長)
西日本新聞(夕刊) H.12.6.28　北斎万華鏡2/進取　とん欲に新技法を吸収
西日本新聞(夕刊) H.12.6.29　北斎万華鏡3/改号　次の高みを目指して
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(朝刊)

H.12.6.29　浮世絵の巨星に触れる/｢北斎展｣来月9日開幕/初公開の肉筆画など200点
H.12.6.30　北斎万華鏡4/挿絵　物語の歴史にも足跡
H.12.7.1　北斎万華鏡5/執念　百歳にして神妙ならん
H.12.7.3　　入場者　2万人目に甘木の諌山さん/北斎展
H.12.7.10　北斎展が開幕/福岡市美術館
H.12.7.21　春秋

H.12.7.22　｢常に新しいものに挑戦した｣/北斎美術館長熱く魅力語る/福岡市美術館
H.12.7.25　北斎展に寄せて(東京､太田記念美術館副館長･学芸部長　永田生慈)
H.12.7.31　浮世絵摺りを北斎展で実演/福岡市美術館
H･12.7.31　画業70年の名品を集めた『北斎展』/8月16日まで､福岡市美術館で開催中
H･1 2.8.3　　展覧会から/北斎展/肉筆画､錦絵など204点/1 6日まで福岡市美術館
H･1 2.8.8　　葛飾北斎の魅力1/婦女風俗図/粋で鮮やかな色使い(福岡市文化芸術振興財団事務局長　柴田裕子)
H･1 2.8.8　　世界に誇る浮世絵師の画業をたどる｢北斎展｣開催中/8月1 6日まで開催
H･1 2.8.9　　葛飾北斎の魅力2/二股大根と大黒図/構図と筆の勢いの妙(二科会理事　長谷川陽三)
H･12.8.10　葛飾北斎の魅力3/山姥と金太郎/やんちゃ見守る母の姿(TNCアナウンサー　永谷裕香)
H･12.8.1 1 3万人目の入場者田中さんに記念品/北斎展
H.12.8.ll
H.12,8.12
H.12.8.12

葛飾北斎の魅力4/駿州江尻/突風の瞬間閉じ込めた(西南学院大生　世良嘉子)
北斎の世紀末/39歳の｢一大転生｣/西洋に渡り､広げた波紋
葛飾北斎の魅力5/北斎漫画/再確認した``老人力" (福岡市美術館学芸課長　石田泰弘)
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主催展開連記事

ボルドー美術館展
西日本新聞(夕刊)　H.12.7.27
西日本新聞(朝刊) H.12.8.11展覧会/ドラクロワからマチスまで名品107点を展禾/ポル

西日本新聞
西日本新聞

H.1 2.1 2.28　彩事館/五代太田清蔵コレクション｢浮世絵名品と珠玉の絵画展｣/1月5日から福岡市美術館/貴重な美術品を展示
(夕刊) H.13.1.5　写楽､広重-名品ずらリー福岡市美術館で｢浮世絵･絵画展｣

19

西日本新聞(朝刊)　H.12.8.18
西日本新聞(朝刊)　H.12.8.19
西日本新聞(朝刊)　H.12.8.20

西日本新聞(朝刊)　H.12.8.21
西日本新聞(夕刊)　H.12.8.21
西日本新聞(朝刊)　H.12.8.22
西日本新聞(朝刊) H.12.8,22　今日ボルドー美術館展開幕/福岡市美術館
西日本新聞(夕刊) H.12.8.22　うっとり逸品107点/ボルドー美術館展開幕/福岡市美術館
西日本新聞(朝刊) H.12.8.23　ボルドー美術館展開幕
西日本新聞(夕刊)　H.12.8.24
西日本新聞(朝刊) H.12.8.25
西日本新聞(朝刊) H.12.8.27　出品作品の魅力語る/ボルドー美術館展/ピロさんが記念講演
西日本新聞(朝刊)

朝日新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊) H.12.9.3　　ボルドー美術館展　入場者一万人突破

西日本新聞(朝刊) H.12.9.8　ボルドー美術館展にみる19-20世紀フランス絵画の流れ/変換一望する多彩な作品群/
未知の優晶発見の楽しさ(東京大学助教授　三浦　篤)

西日本スポーツ
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(朝刊) H.12.9.15　ボルドー美術館展入場者2万人に
西日本新聞(朝刊) H.12.9.15　光満ちてボルドー三人の画家を訪ねて(下)/『ロートと学′刈/新しさを見つめる視線(文化部･塩田芳久)
西日本新聞(朝刊) H.12.9.16　ボルドー展に寄せて/自然と人間が融合したワイン

(キャスター･エッセイスト･社団法人日本ソムリエ協会認定ワインアドバイザー　福島敦子)
西日本新聞(朝刊) H.12.9.19　ボルドー美術館展鑑賞ガイド/アカデミズム
西日本新聞(朝刊) H.12.9.21　ボルドー美術館展鑑賞ガイド/風景画の成立

西日本新聞(朝刊) H.12.9.23　ボルドー美術館展3万人突破
西日本新聞(朝刊) H.12.9.23　ボルドー美術館展鑑賞ガイド/鋭敏な印象派

西日本新聞(朝刊) H.12.9.27　あふれる詩情　ボルドー美術館展から/｢魂の形｣見る精神の目(西南学院大教授中村栄子)

西日本新聞(朝刊) H.12.9.29　あ′i､れる詩情　ボルドー美術館展から/いつもと違う雰囲気(福岡市美術館学芸員三谷理華)
西日本新聞(朝刊) H.12.9.30　ボルドー美術館展4万人突破
西日本新聞(朝刊) H.12.9.30　あふれる詩情　ボルドー美術館展から/"素顔"を味わう好機(絵画修復家森直義)

九州ウオーカー2000No.18(2000年8月29日号)アート情報/仏19世紀の絵画史を名作とともに振り返る/ボルドー美術館展　8/22(火)～10/1 (日)福岡市美術館

水晶の塔をさがして
西日本新聞(朝刊)　H.12.10.6 人の目に触れ共感を呼,iV｢水晶の塔をさがして現代アートが開く『私』の世界｣/あすから福岡市美術館
西日本新聞(朝刊) H.12.10.8　現代美術展が開幕/福岡市美術館
読売新聞(夕干i｣)　[.12.10.16　福岡市美術館『水晶の塔をさがして』/｢私｣の世界映し出す現代アート意欲作(人)
西日本新聞(朝刊) H.12.10.25 『水晶の塔をさがして』開催によせて/熱狂を内に秘めるアーティストたち(福岡市美術館学芸員
読売新聞(夕刊)　H.12.1 1.10　手帳/｢現代アートが開く『私』の世界｣平田氏の作品を再鑑賞/見過ごした空間に感動の世界/

布囲いの中崇高に輝く構築物(人)

西日本新聞 (夕刊) H.13.1.1 1展覧会から/浮世絵名品と珠玉の絵画展/日本画含む204点/福岡市美術館
毎日新聞(朝刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(朝刊)
西日本新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊)

H.13.1.12　世界に一枚写楽の役者絵など展禾/浮世絵名品と珠玉の絵画展/来月4日まで福岡市美術館
H.13.1.13　出番/五代太田酒蔵コレクション　浮世絵名品と珠玉の絵画展(2月4日まで､福岡市美術館)/平屋の看板娘･おせよ(年齢不詳)
H.13.1.13　浮世絵展1万人突破
H.13.1.16　いとおしき浮世絵　太田清蔵コレクション展から(上)/｢江戸近郊八景之内　羽根田落雁｣歌Iii広重/うらさびしい秋の夕景
H.13.1.17　いとおしき浮世絵　太田酒蔵コレクション展から(中)/｢五人美人愛敬競　兵庫尾花妻｣喜多Iii歌麿/女性の美､知り尽くした表現
H.13.1.18　いとおしき浮世絵　太田酒蔵コレクション展から(下)/｢雨中の虎｣葛飾北斎/世界にただ1点の肉筆画
H.13.1.23　｢浮世絵名品展｣の一部作品入れ替え
H.13.1.23　｢浮世絵名品展｣から/見るにあきない空間(福岡大教授中野三敏)
H.13.1.24　風車/浮世絵(鯉太郎)
H.13.1.27　｢浮世絵名品展｣から/印象に残る色の強さ(フクオカ･ナウ編集長ニック･サーズ)

西日本新聞(朝刊) H.13.1.31五代太田清蔵が憧れた美/画家への情熱､売薬で開花(太田記念美術館副館長兼学芸部長　永田生慈)
西日本新聞(朝刊) H.13.2.1  ｢浮世絵名品展｣から/こんな女性にいつか(RKBアナウンサー岡佳奈)
西日本新聞(朝刊) H.13.2.3　　浮世絵展来場3万人を突破/あすまで
毎日新聞(夕刊)　H.13.2.23　つ-しんは/RKB毎日放送番組審議会から/｢浮世絵ゆめ模様～太田酒蔵里帰りコレクション｣

月刊はかたVoi.145(平成12年12月号)この街から発信するアートたち展覧会クローズアップ/里帰り五代太田清蔵コレクション浮世絵名品と珠玉の絵画展

第35回福岡市美術展
西日本新聞(朝刊) H.13.3.2　　福岡市美術展/八頭司さん(中央区)に最高賞/大胆な構成､力強さ評価
西日本新聞(朝刊)　H.13.3.3　　福岡市美術展入選者
朝日新聞(朝刊)　H.1 3.3.3　　第35回福岡市美術展/7部門に846点が入選/13-25日､市美術館で展示/日仏姉妹都市賞　洋画の八頭司さん
毎日新聞(朝刊)　H,1 3.3.3　　福岡市美術展入賞者決まる/最高賞に八頭司さん
読売新聞(朝刊)　H. 1 3.3.4　　福岡市美術展/最高位賞に八頭司さん(洋画部門)/846点の入賞･入選決まる
毎日新聞(朝刊)　H,13.3.15　福岡市美術展/吉村さん､祖父江さん､中曽根さん　太宰府高から3人入賞(徳永敬)
毎日新聞(夕刊)　H.13.3.28　福岡市美展に吉田さん初入選/｢オーロラ｣輝く/カメラ教室の仲間8人も快挙

第2回21世紀の作家一橋岡　粟野よう子展
西日本新聞(朝刊) H.12.1 1.18　出番/第2回21世紀の作家一福岡(12月27日まで､福岡市美術館)

てんぴょう006号(Winter 2000)粟野よう子/｢美しい術｣は日常を肯定できるか? (福岡市美術館学芸員山口洋三)
『月刊くるめ』262号(平成12年1 1月号)自分の内面と向き合う空間へ-/第2回21世紀の作家一福岡｢東野よう子展～美しい術～｣
季刊わvoi.7 (平成13年1月号)　福岡の温度を上昇させるアーティストたち【1】/空間そのものが作品になる｡気鋭の作家が提示する｢美｣の世界

流動する美術-Ⅶ　視覚を越えて,巡りて
西日本新聞(朝刊)
毎日新聞(夕刊)
西日本新聞(朝刊)
朝日新聞(夕刊)

西日本新聞

H.13.1.11　音や点字で楽しんで/全盲の光島さんら作品展
H.13.1.12　美術/｢日高理恵子･光島貴之の絵画｣展/視覚の自明性問う(米本浩二)
H.1 3.2.6　　東京都調布市の画家,日高理恵子さん
H.13.2.15　美術/身体と記憶が導く｢写実｣/｢視覚を越えて･巡りて｣展/牛島憲之展(大西若人)
H.1 3.3.7　｢見る｣ことの意味を再考/視覚を越えて･巡りて-目高理恵子/光島貴之の絵画(人)

(夕刊) H.13.2.8　展覧会から/｢交址焼展｣収集家所蔵の120点一福岡市美術館-
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第53回二線展
4月11日(火)-4月16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)

小中生200円(100円)( )内は割引料金
日数-6日/綾覧音数-2,001人
平成1 1年度に開催された東京展の選抜作品と地元の
入選作品など､絵画1 30点､彫刻20点｡

宗像敏男刀版画展
4月11日(火)-4月16日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-239人
福岡の街をモチーフにした刀版画約40点｡

塚本莞子社中展
4月11日(火)-4月16日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-581人
額装及び掛軸を中心に約40点｡

悦商会墨彩画展
4月11日(火)-4月16日(日)
市民ギャラリーC
観責料-無料/日数-6日/観覧音数-1.1 97人
短冊､掛軸､色紙等を中心に約100点｡

九州藍笥会展
4月11日(火)-4月16日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-稿料/日数-6日/観覧者数-656人
かな書道作品約40点｡

第3回彩展
4月18日(火)-4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-996人
油絵､水彩画　約80点｡

武蔵野美術大学通信教育部福岡学習会展
4月18日(火)-4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- 1 ,007人
油彩､デッサンを中心に約50点｡

滝上茂雄第9回個展
4月18日(火)-4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 ,1 32人
水彩画を中'亡点こ約50点｡

三原信彦個展
4月18日(火)-4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-825人
平面作品(6mxlOm)を中心に｡

2000年　玄展
4月25日(火)-4月30日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.396人
油絵と彫刻作品約20点｡

第7回鴻巣善作展
4月25日(火)-4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-836人
漢字､かな喜作晶を中心に約50点｡

日本習字　伊都の里研修所作品展
4月25日(火)-4月30日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-907人
書約80点｡
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舞鶴油彩展
4月25日(火)-4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-844人
油絵約30点｡

宇田川重大個展
5月2日(火)-5月7日(日)
特別展示室B
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数- 1 -21 3人
油彩､テンペラ｡1 994年ニューヨーク研修から今日ま
での大作約25点｡

｢善土の会｣作品展
5月2日(火)-5月7日(冒)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.401人
写真､膏､陶器､水彩画､油絵等約90点｡

馬星華～中国水墨国会廣一
5月2日(火)-5月7日旧)
市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,462人
水墨画｡額装約60点､軸装約1 5点｡

池末礼霜　害の世界
5月2日(火)-5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-1 ,268人
書業40年の節目として､かな書を中心に約10点｡

岩永敬子個展
5月9日(火)-5月14日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.1 50人
1 995年から今日までの油彩による大作約25点｡

花田葉子個展
5月9日(火)-5月14日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-781人
油彩による大作約1 5点｡

グループコンポーゼ作品展
5月9日(火)-5月14日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-759人
毎日文化センターの油絵教室の生徒作品約50点｡

垂心会水墨画展
5月9日(火)-5月14日旧)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-876人
公民館で水墨画を習っている人達の作品約70点｡

第1 6回心自会雪展
5月9日(火)-5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- 1.41 9人
漢字､かな､調和体など約80点｡

第10回玄能会能面展
5月16日(火)-5月21日伯)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,052人
能面および狂言面約80点｡

｢イメージの世界｣本村セイコ作品展
5月16日(火)-5月21日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-1.237人
シルクスグノーンと木版を併用した版画で心象表現
による抽象作品約40点｡

現代水墨雅忠会
5月16日(火)-5月21日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,267人
現代水墨画約50点｡

第16回エコール,トレン展
5月16日(火)-5月21日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数- 1 ,549人
油彩､水彩作品約70点｡

第53回示現会展
5月23日(火)-5月28日旧)
特別展示室A
観覧料-一般700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-3.798人
東京展の選抜と地元関係入選作品｡油彩約1 80点｡

第1 3回三軌会写真部九州展
5月23日(火)-5月28日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-3,006人
東京本属の写真部門選抜作品と地元関係の入選作品
約180点｡

信谷光子写真展｢豊国事情｣
5月23日(火)-5月28日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/鵠覧香数-759人
モノクロ表現による写真作品約45点｡

彩墨画展
5月23日(火)-5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-987人
彩墨画約40点｡

｣QA～1人1点キルト展～
5月23日(火)-5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- 1 ,064人
パッチワークキルトの作品約50点｡

｢しゆんこう｣和紙ごよみ彩の会展
5月23日(火)-5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- 1.352人
｢しゆんこう｣の和紙ちぎり絵約100点｡

第1 8回上野の森美術館大賞展
5月30日(火)-6月4日(日)
特別展禾室A
観覧料-一般600円(500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-1,1 13人
全国公募コンクール展の入賞､賞候補作晶｡九州地区
在住作家の作品｡審査員の作品｡日本画､油彩､アグノル､
版画約80点｡

シポリコミュニティ作品展
5月30日(火)-6月4日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-975人
名古屋の石松地方に伝承されてきた絞り技法を基礎
にさまざまな角度から｢シポノ｣を見直した作品約30点｡

梶原慎一郎展
5月30日(火)-6月4日旧)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,083人
風景画を中心とした油絵約20点｡

2000年ドリームと虹の会展
5月30日(火)-6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-1,161人
油彩､水彩を中心に約60点｡

突展2000
5月30日(火)-6月4日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-1.005人
絵画､彫刻､立体､版画､写真､デザイン約80点｡

池還絢子写真展
5月30日(火)-6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･31 1人
障害者の作者が世界71カ国をまわって煽った1万枚
の写真の中から約70点o

策96回太平洋展･第35回太平洋西日本公募展
6月6日(火)-6月11日(日)
特別展示室A･B
緑黄料=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-4,071人
東京展の選抜作品と地元関係入選作品｡油彩､染織､版画､
彫刻約240点｡

第34回てん･くるうぷ展
6月6日(火)-6月11日(日)
市民ギヤチノーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,1 95人
油彩を中心に約40点｡

滝壷会　第16回水墨画展
6月6日(火)-6月11日伯)
市民ギャラリーBiC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,697人
水墨画約1 20点｡

布の花と粘土工芸展
6月6日(火)-6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 ,599人
テコレイクラフトと布の花の展宗｡

第50回モダン,アート展
6月13日(火)-6月18日(日)
特別展示室A
観覧料-一般800円(400円)､高･大生400円(200円)

小･中生200円(100円)( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-1 ,404人
東京展の選抜作品と九州山口在住の作家の作品｡絵画､
版画､彫刻､デザイン､写真約1 60点｡

DOT2000-現代彫刻展-
6月13日(火)-6月18日(日)
特別展禾室B
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-91 0人
現代彫刻作品約1 1点｡

Q展
6月13日(火)-6月18日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/目数-6日/観覧音数-659人
1999年度に大学院に入学した学生1 2台の作品｡油絵
を中心に約20点｡

纂7回みづゑ展
6月13日(火ト6月18日(日)
市民ギャラリーB
観覧料=無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,023人
長谷川場三水彩教室の生徒による水彩画約70点｡

どんぐりの会水彩画展
6月13日(火)-6月18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 25人
朝日カルチャーセンターで学ぶ生徒作品｡水彩画約
60点｡

柏屋ドクターズ･フォトクラブ写真展
6月13日(火)-6月18日(日)
市民ギャラリーD
織珊-鍋/日数-6日/観覧音数-1 ,226人
写真約50点｡

築16回西部朝日書道展
6月20日(火｣6月25日(日)
朗恨宗室AiB
観軸=鮒/日数-6日/観覧音数- 1.934人
雪､役員および公募作品約1 ,500点｡

福岡女学院創立1 1 5周年記念美術展
6月20日(火)-6月25日(日)
市民ギャラリーA･B･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 1844人
卒業生および学生の美術作品を展示｡約250点｡

福岡女学院大学雪道部1 0周年記念展
6月20日(火)-6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-1 ,023人
卒業生および現役生賛助作品約30点｡

第59回創元展
6月27日(火)-7月2日(日)
特別展示室AiB
観覧料-一般700円(500円)､高･大生400円(300円)

小･中生無料( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-3.443人
東京展の選抜作品と地元関係入選作品｡地元公募作品
約70点｡油彩､水彩､版画､約180点｡

谷ヨシコ個展
6月27日(火)-7月2日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,140人
油彩を中lこ高こ約25点｡

第3回グループNOW展
6月27日(火)-7月2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 52人
坂下昌水墨画教室の受講者の作品約50点｡

タネラ(手刷りじゅうたん)福岡支部展
6月27日(火)-7月2日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,136人
ダネラ(手創りじゅうたん)約60点｡

脇田鈴男喜寿祝展
6月27日(火)-7月2日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1,151人
新作の油絵約30点｡二女馬場崎良子賛助出品あり｡

第1 5回明星会記念害展
7月4日(火)-7月9日(日)(7月8日仕)は臨時休館)
特別展宗室B
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-502人
会員の雪作品と記念展として中国･日本の著名な喜作
品や文房四宝も展示｡約1 50点｡

第9回フォト630写真展
7月4日(火)-7月9日(日)(7月8日(土)は臨時休館)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-5日/観覧者数-830人
写真サークル｢フォト630(ログ･サンiマル)｣の会員
作品約60点｡

第28回鶴陽美術展
7月4日(火)-7月9日(日)(7月8日(土)は臨時休館)
市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-632人
日本画､洋画､彫塑､葺等約80点｡

全体性一絵を通して
7月4日(火)-7月9日(日)(7月8日(土)は臨時休館)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数- 1 96人
水彩画､アグノル画､油彩画｡約20点｡

生命一結びの遺伝子-
7月11日(火)-7月16日(日)
特別展宗室B
観覧料-一般i高i大生600円(500円)､小i中生無料

( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-1 ,395人
画家であり､書家､宝飾デザイナー､詩作家として多面
的顔をもつ｢中村月番の世界｣｡絵画･掛け軸i屏風など
約1 00点と月番デザインの宝飾作品約50点｡

個原正男油絵個展
7月11日(火)-7月16日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-872人
油絵約25点｡

濾過勝個展
7月11日(火)-7月16日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-842人
油彩､水彩､日本画約60点｡

｢チャーチル会博多｣絵画展
7月11日(火)-7月16日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.160人
油彩を主体として8号～1 00号の作品約50点｡

白鴎善道会展
7月11日(火)-7月16日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.246人
かな作品および調和体作品｡額､帖､巻､屏風等約1 50点｡

岩田恒介展
7月18日(火)-7月23日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-533人
平面作品約20点｡

"ふるさと対馬"を掠る　仁位孝雄写真展
7月18日(火)-7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-1.078人
写真約70点｡

普友雪道会展
7月18日(火)-7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-597人
顕､軸､善子､帖､屏風等約40点｡

第1 8回｢グループわらへ｣水彩画展
7月18日(火)-7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 ,075人
写実的水彩画等約60点｡

第26回現代書芸院展
7月18日(火)-7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-904人
現代雷､前衛書､墨象等約1 00点｡

堀尾紀之のはんせい展
7月25日(火)-7月30日(冒)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,862人
立体(彫刻)約60点｡平面(デッサン)約30点｡

韓国陶磁器展
7月25日(火)-7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-520人
ソウル教育大学を卒業後､陶芸教育を専攻した小学校
の教師たちの陶磁器約20点｡

第22回朝日学生書道展
7月25日(火)-7月30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 20人
書道公募上位入賞作品約900点｡

第1回押花国際文化連盟作品展
7月25日(火)-7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-1.050人
押花の技術向上と愛好者の交流をめざし活動する会
員の作品約60点｡
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阿部直昭個展
8月1日(火)-8月6日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2.426人
F200号からSI OO号までの油彩画約30点｡

牛田れい子油彩個展
8月1日(火)-8月6日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-677人
油彩約20点｡

第28回龍飛昌展(福岡展)
8月1日(火)-8月6日(日)
市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-968人
調和体､漢字等約1 70点｡

第4回文殊展(姉弟三人菖展)
8月1日(火)-8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 ,203人
姉弟三人による臨書､創作(額装､軸)等約50点｡

中村正義写真展｢シーハイル｣
8月8日(火)-8月13日(日)
特別展禾室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,235人
身障者のスキーをテーマにした写真作品約70点｡

彩の会サークル展
8月8日(火)-8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 60人
8号の水彩画を主に､その他30号､40号の水彩画等合
わせて約50点｡

第2回福岡前縁会展
8月8日(火)-8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 ,089人
沖縄県出身者による絵画､写真､膏､染織等約40点｡

私のとっておきの花の押花展
8月8日(火)-8月13日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-883人
栗原佳子押花教室の生徒作品約200点｡

第28回吉光書道展
8月8日(火)-8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 ,029人
漢字､仮名､一字膏､現代文体膏等約50点｡

きようたい三人展
8月15日(火)-8月20日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-4I260人
陶器､石彫､ガラス等の作品(空間も利用)約1 00点｡

洋酒個展
8月15日(火)-8月20日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.984人
福岡市民との文化交流を目的に中国三塁椎をイメー
ジした洋画等約35点｡

纂48回九文達文術展
8月15日(火)-8月20日(日)
市民ギャラリーB･C
観覧料-魚料/日数-6日/観覧音数-827人
九州日大学の学生の絵画や立体等約1 00点｡

木曜会油絵展
8月15日(火)-8月20日(冒)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-975人
福岡市職員を主に油彩等約60点｡

第14回日洋展
8月22日(火)-8月27日(日)
特別展示室B､市民ギャラリーAiB･C･D
観覧料-一般600円､高･大生400円､小･中生無料
日数-6日/観覧音数- 1 I482人
東京･大阪会場に展禾した基幹作品と地元九州山口地
区の出品作品等｡油彩約1 20点｡

久保田清美個展
8月29日(火)-9月3日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,204人
油彩､水彩､デッサン等約60点｡

第1 6回｢泥の会｣油彩展
8月29日(火)-9月3日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-885人
油絵を中心に静物風景等水彩画含め約35点｡

絶筆会社中展
8月29日(火)-9月3日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-741人
軸､領､屏風､卓上帖小品筆書約50点｡

第1 3国軍潮会日本画展
8月29日(火)-9月3日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-968人
日本画約35点｡

第32回青像グループ写真展
8月29日(火)-9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-889人
肖像写真(モノクローム､カラー)約50点｡

愛知県立芸大同窓展
9月5日(火)-9月10日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,605人
同窓会員の作品展｡絵画､彫刻等｡

第1 1回新作能面展
9月5日(火)-9月10日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,223人
会員21人が制作した能面､狂言面等約70点｡

草葉会かな雪展
9月5日(火)-9月10日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,574人
日本の古典､かなおよび日常雪｡大字､小字他､小作品
等約1 60点｡

2000年第1回福岡二科公男展,支部員展
9月5日(火)-9月10日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,401人
写真｡公募作品約1 50点｡支部員作品約70点｡

第1 2回サムホール公募展
9月5日(火)-9月10日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.863人
サムホールサイズ(227× 1 58mm)絵画の公募作品｡
油彩､水彩約500点｡

木戸龍一彫刻展
9月12日(火)-9月17日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-2.605人
抽象的木彫｡中小作品約10点｡大作(2m以上)8-9点｡

大中仁遺作写真展
9月12日(火)-9月17日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,302人
北海道の自然美を追った大中仁が残した造作写真
2,000枚の中から抜粋して展示｡

第30回世界児童画展
9月12日(火)-9月17日(日)
市民ギャラリーBiC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,207人
世界の子ともたちの絵画約700点｡

田辺幹夫デジタル･アート展
9月12日(火)-9月17日旧)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2,329人
コンピューターグラフィックによるプリントおよび
ポスター等約80点｡

2000年JPS展九州展
9月19日(火)-9月24日(日)
特別展示室B､市民ギャラリーB･C
観覧料-一般700円､高大生400円､小･中生無料
日数-6日/観覧音数-532人
全国公募の入賞･入選者の作品と会員の出品作品約
500点｡

日本画光彩会展
9月19日(火)-9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-1 ,1 08人
日本画約60点｡

策23回西日本版画協会展
9月19日(火)-9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-1 ,337人
版画(木版､孔版､アクリル)等約60点｡

｢大地の耀き無限の一瞬｣久保贋秋展
9月26日(火)-10月1日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-4,381人
油彩､アクリル等約20点｡

第21回漑展
9月26日(火)-10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-1.488人
具象､半具象､抽象作品等油彩約50点｡

第3回玄洋･周船寺公民館水彩教室展
9月26日(火)-10月1日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1.277人
水彩画F4号～F30号約75点｡

第16回日本雷撃館福西支部展
9月26日(火)-10月1日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ,01 2人
日本看学館の雷その他約60点｡

きさらぎ会水墨･墨彩展
9月26日(火)-10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- 1 ,359人
水墨画および墨彩画約70点｡

黒木重雄展
10月3日(火)-10月9日(局)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-7日/観覧者数-556人
アクリル画(F1 50号)約20点｡

グループ四季水彩画展
10月3日(火)-10月9日(局)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数- 1.263人
日本の四季をテーマに水彩画約60点｡

第1 0回能筆会善作展
10月3日(火)-10月9日(局)
市民ギヤチノーB
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-1 ,023人
害(漢字､かな､現代詩文)約50点｡

ラ･ピタ会,イーゼル会合同絵画展
10月3日(火ト10月9日(局)
市民ギャラリーC
観覧料-緑料/日数-7日/観覧音数-954人
油彩(1 0号～100号)約40点〇

第6回福岡･広州交流写真展
10月3日(火)-10月9日(局)
市民ギヤチノーD
観覧料-無料/日数-7日/観覧音数-979人
福岡と広州との交流を目的とする写真作品約160点o

女子美1 00周年同窓会記念行事福岡支部展
10別1日(水)-10月15日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-5日/観覧者数-793人
大地の元す母性を色と影によって絵画､織物､ガラス
工芸などに表現､約50点｡

油絵三人展
10月11日(水)-10月15日(日)
市民ギャラリーA
観覧料=無料/日数-5日/観覧音数-684人
釜瀬弘子･市丸静江･中野啓子の三人の油絵約30点｡

第25回｢視点｣全国公房写真展
10月11日(水)-10月15日(日)
市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-544人
全国公募による入賞入選作から選抜された写真作品
約260点｡

九州由源展
10月11日(水)-10月15日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-5日/観覧音数-614人
会員60人の書作品約80点｡

各務章｢愛の詩｣と荒木幸史の世界
10月17日(火)-10月29日(日)
特別展示室B
観覧料=無料/日数- 1 2日/観覧音数-20,859人
コスモスのファンタジーを描いた荒木幸史の絵画約
70点｡各務葦の詩のパネル約20点｡

第25回福岡きりえ展
10月17日(火)-10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-1 I460人
きりえ｢郷土福剛のテーマ作品､自由作品など約100点｡

第3回あの頃の画友会展
10月17日(火)-10月22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 02人
会員14人による油絵･版画など約45点｡

郵通運福岡市地区会会員作品展
10月17日(火)-10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- 1.347人
郵政退職者の絵画､写真､工芸など約1 50点｡

彩舟会
10月17日(火)-10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 ,528人
油絵約100点｡

纂8回アサの会展
10月24日(火ト10月29日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日
油絵約50点｡

敬-6日/観覧音数- 1.280人

1 5周年記念水墨禅宗会展
10月24日(火)-10月29日(日)
市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-2,218人
水墨画､額装､軸袋など約1 00点｡

中国芸術研究所会員作品展
10月24日(火)-10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-2IO62人
中国水墨画､葺､蒙刻など約80点｡

黒田長久･鳥絵展
10月31日(火)-11月12日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-1 2日/観覧音数-2.083人
鳥の生態の中で孤独の厳しさや愛のロマンを描く水
彩画約80点｡

末積あーと～ガラス工房展～
10月31日(火)-11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-2,468人
ステンドグラス工芸作品約1 20点｡

第16回城南区市民アート展
10月31日(火)-11月5日(日)
市民ギャラリーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1.802人
区民の出品作品｡絵画､グラフィックデザイン､書､写真､
工芸など約250点｡

松田朴伝社中展
10月31日(火)-11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 ,229人
現代喜約70点｡

空の会,油絵展
11月7日(火)-11月12日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数- 1.252人
油絵約30点｡

害のときめき展iOO～井上一光と一塁会～
11月7日(火)-11月12日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 I421人
中国古代文字である甲骨文､金文をモチーフにした書
の創作作品約60点｡

日本原色押花展一花とそよ風～
11月7日(火)-11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- 1.243人
植物の原色原形を碁に押花の額装i色紙･掛軸など約
1 00点｡

第3回桑樹善作展
11月7日(火)-11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 ,065人
一字葺､臨書､近代詩文など約65点｡

第29回瑠蝦展
11月9日休)-11月12日(日)
特別展宗室A
観覧料-一般500円(400円)､高i大生400円

小･中生無料( )内は割引料金｡
日数-4日/観覧音数- 1 ,266人
油彩画､日本画､版画､ミックストメディアなど約130点｡

第1 7回読売香港展
11月14日(火)-11月19日(日)
特別展示室A･B
観覧料-一般500円､高･大生300円､小･中生無料
日数-6日/観覧音数-3,083人
覆刻を平台に約100点とその他､帖､善子など｡

人権尊重作品展
11月14日(火)-11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-440人
人権尊重の意識高揚のための市内の小中高校生のポ
スター入選作品約280点｡

第2回雪道菅理会九州展
11月14日(火)-11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-885人
かな書約1 00点｡

第21回中央区市民文化祭美術作品展
11月14日(火)-11月19日(日)
市民ギャラリーD
観責料-無料/日数-6日/観覧音数-984人
区民の出品作品｡洋画､日本画､写真､喜､手工芸など約
100点｡

第52回毎日喜連展九州展
11月21日(火)-11月26日(日)
特別展示室AiB
観覧料-一般500円(400円)､高大生以下無料

( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-2.694人
漢字､かな､近代詩文書､大字書､蒙刻､前衛書など入賞､
入選作品約1 ,100点｡

MAiN展voI.7
11月21日(火)-11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- 1.1 37人
油彩画､水彩画､アグノル画､立体作品など約50点｡

香道芸術院　第6回九州支局展
11月21日(火)-11月26日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-960人
漢字､かな､現代詩文､蒙刻など約100点｡

第1 2回ポザール福岡支部展
11月21日(火)-11月26日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,268人
水彩画､日本画､水墨画など約70点｡

福岡写稜会一山を想うひととき～
11月21日(火)-11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-2,142人
山岳写真など約60点｡

第55回行動美術展
11月28日(火)-12月3日(日)
特別展示室A･B
観覧料-一般800円(600円)､高i大生600円(400円)

小･中生無料( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-874人
絵画､彫刻など約1 60点｡

第四回翌の会展
i lB28日(A)-12月3EitEi)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,036人
ペーパースクリーン版画約80点｡

築6回福岡三余会かな香展
11月28日(火)-12月3日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,51 2人
古典を碁盤としたかな書作品｡半紙､全懐紙､栗幅､折帖､
屏風など約1 00点｡

第34回草木染ううけつ玉むし会展
11月28日(火)-12月3日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-983人
草木染による額､屏風､パックなど約40点｡
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展示活動　　●貸館展

グループひまわり展
1 1月28日(火)-12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-91 2人
油絵約70点｡

九州かな書道協会展
12月5日(火)-12月10日(日)
特別展示室A
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-997人
かな作品(帖､頼､巻子等)約330点｡

第1 1回MUSABi展
12月5日(火)-12月10日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,1 33人
武蔵野美術大学校友会による絵画､彫刻､版画､工芸な
ど約60点｡

サザンクロス　第8回グループ展
12月5日(火)-12月10日(日)
市民ギヤチノーA
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-1 ･302人
写真(モノクロ､カラー)約60点｡

第30回福岡市高齢者美術展
12月5日(火)-12月10日(日)
市民ギヤチノーB･C
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,973人
絵画､書､写真､工芸など約200点｡

玄霜全日本画展
12月5日(火)-12月10日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,556人
日本画(50号-1 50号)約30点｡

第28回日本の宮尾､第26回西日本害美術展
12月12日(火)-12月17日(日)
特別展示室A･B
観覧料-一般500円(400円)､高･大生以下無料

( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-3,079人
現代日本の喜(全国巡回)細00点｡西日本書美術協会
の選抜作品約1.200点｡

レツシュタイナー展
12月12日(火)-12月17日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-締料/日数-6日/観覧音数-548人
油彩､水彩など約40点｡

ふくおか社会保険センター水彩画教室展
12月12日(火)-12月17日伯)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-730人
水彩画(10号～20号)約70点｡

福岡大学善道部　善心会創立40周年記念展
12月12日(火)-12月17日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-498人
2尺×6尺などの各サイズ､巻子､折帖､刻字､豪刻など
約80点｡

第20回　南区美術展
12月12日(火)-12月17日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,068人
絵画､彫刻､看､工芸､写真､デザインなど市民の作品約
1 00点｡

第21回西日本含美術公募展
12月19日(火)-12月27日(水)
特別展示室A
観覧料-無料/日数-8日/観覧音数-2,316人
漢字､かな､近代詩文薯など九州･山口各県の入賞作品
約1.200点｡
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N548展
12月19日(火)-12月27日(水)
特別展示室B
観覧料-魚料/日数-8日/観業者数-699人
油彩､版画､インスタレーション､立体造形など約35点｡

花をみつめ花を遊ぶ-田村艶0子展
12月19日(火)-12月27日(水)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-8日/観覧音数-602人
水彩､アグノル､コラージュによる花の作品o

築9回アジア同人展｢アジアの風を求めて｣
12月19日(火)-12月27日(水)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-8日/観覧音数-595人
油彩､水彩､仏画､写真など約1.300点｡

第23回福岡市退職小学校校長会作品展
12月19日(火)-12月27日(水)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-8日/観覧音数-752人
絵画､喜､工芸､写真など約1 00点｡

庄島なをと写真展｢魅惑の森｣ Part V
12月19日(火)-12月27日(水)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-8日/観覧音数-852人
魅惑の森をモチーフにしたモノクローム半切作品約
60点｡

m平成13年

日揮会九態展
1月5日(令)-1月14日旧)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-4.434人
油彩､日本画､水墨画､写真､押花､染織など約50点o

中島晃展
1月5日(令)-1月14日(日)
市民ギャラリーA
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数- 1 ,098人
油彩約30点｡

第2回アトリエ,バルール展
1月5日(令)-1月14日(日)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数- 1 IO88人
絵画教室会員による写実的な油彩､水彩など約50点o

富海展
1月5日(金)-1月14日(日)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-934人
かな作品を中心に漢字､調和体による額､パネル､巻物､
屏風など約40点｡

第1 3回つじのゑ喜作展
1月5日(令)-1月14日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-9日/観覧音数-1 ,228人
短歌､俳句､詩などを題柳こした漢字､かなの書作品
約40点｡

第1 4回師事書道展
1月16日(火)-1月21日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-2｡471人
中国の書聖､王義之の｢師事序｣を基本とした語句(漢字､
短歌､俳句など)を色紙､短冊に表現する全国的に珍し
い公募展｡約2.000点｡

日本国際美術家協会西日本支部展
1月16日(火)-1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-541人
油絵､水墨画､日本画､木版､染色など約40点o

｢彩和会｣ ｢のぞみ会｣合同水彩画
1月16日(火)-1月21日(日)
市民ギヤチノーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-787人
講師園田和生氏の指導のもとに描かれた水彩を主と
する洋画約60点｡

南たえ子展
1月16日(火)-1月21日旧)
市民ギャラリーC
観覧料-焦料/日数-6日/観覧音数-365人
平面､半立体､小作品など約25点｡

天涯白雲寮生･生徒水墨画展
1月16日(火)-1月21日(日)
市民ギャラリーD
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数- 1 ,031人
研究会生徒約30名による水墨画と共に中国画家の作
品も数点展示｡約70点｡

宮崎静夫展
1月23日(火)-2月4日(日)
特別展示室B
観覧料-無料/日数- 1 2日/観覧音数-4,046人
神奈川県立近代美術館や熊本県立美術館に所蔵され
ている作品､｢ドラム制｢死者のために｣シリーズなど
約40点｡

第1 0回翠晦会
1月23日(火)-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-676人
教室および各サークルの受講生約1 00名での書道､水
墨画など｡約1 00点｡

第25回西崎会喜作展
1月23日(火)-1月28日旧)
市民ギャラリーB
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数-91 1人
喜､額､枠､巻子､帖など約50点｡

塵洲会喜展
1月23日(火)-1月28日旧)
市民ギャラリーC
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-81 1人
魯美術展の上位入選作晶とテーマ(草)を調和体とし
た作品など約1 00点｡

ものつくりてん
1月23日(火)-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-803人
ものを作ることの楽しさ､大切さを研究しながら2年
間の集大成作品(立体)を展示｡約1 5点｡

張栄一作品展
1月30日(火)-2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-91 3人
韓国美術協会西洋画分科会員張栄一の油彩画約30点｡

笹丘カトリック幼稚園パッチワークサークル展
1月30日(火)-2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- 1.364人
父母の会の活動として､35名の作品､タペストリ~､
ヘットカバー､バック他約100点｡

第23回玄友会小品喜作展
1月30日(火)-2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-985人
小額を中心こテーマを設け､全会員が出品する小品雷
約100点｡

平成1 2年度福岡市中学校生徳富作品展
1月30日(火)-2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-1.1 14人
市内中学校約50校の葺作品約500点｡

籍塞蓑蒜..EGf3m0-i.‥ ,OOO大

器緩欝業大学大学院
襲藷露驚築:3faIea I
詳報溝宮詣展
市民ギャラリーD
観覧料-鮒/日数-7日/観覧音数-1･61 1人
｢･-らしく｣をテーマに福岡のアマチュア写真家14
名が制作発表｡約40点｡

平成1 2年度第32回九州産業大学
芸術学部卒業制作展
2月8日休ト2月12日(局)
特別展示室A･B
鱗料=鮒/日数-5日/観覧音数-4,069人
美術学科の絵画､造形､写真､デザインなど卒業制作展
として発表o約1 ,400点o

第54回=緯度
2月14日(水上2月18日旧)
特別展示室A･B
観覧料=一般800円(700円)､高･大生600円(500円)

小･中生200円(looロ)( )内は割引料金
目敬二5日/観覧者数-2･421人
平成1 2年に開催された東京展の選抜作品と地元入選
作品(絵画､彫刻)約1 50点o

第一回つくし押花倶楽部合同作品展
2月14日(水)-2月18日(日)
市民ギャラリーA
観覧料=魚料/日数-5日/観覧音数-1･1 1 1人
福岡在住の挿花愛好家(約1 Oo台)の作品約1 00点o

群鹿会招待展
2月14日(水)-2月18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 ,1 36人
油彩画を中心に水彩画､版画など約50点｡

副う学校日本デザイナー学院卒業制作作品展
2月14日(水)-2月18日旧)
市民ギャラリーD
観覧料=無料/日数-5日/観業者数-771人
グラフィック､インテリア各デザイン卒業制作作品o
パネル約1 70点｡模型約25点｡

第85回二科展
2月20日(火)-2月25日(日)
特別展示室A･B､市民ギャラリーA･B･C･D
観覧料-一般800円(600円)､高･大生500円(300円)

小･中生無料( )内は割引料金
目敬二6日/観覧音数-7.399人
平成1 2年に開催された東京展の選抜作品と地元関係
入選作品｡絵画､彫刻､デザイン､写真など約450点o

築68回独立展
2月27日(火)-3月4日(日)
特別展示室AiB
観覧料=一般800円(700円)､高･大生600円(500円)

小i中生200円(looロ)( )内は割引料金
目敬二6日/観覧音数-1 ,437人
平成1 2年に開催された東京展の選抜作品と地元関係
の入選作品｡油彩､水彩など約1 70点｡

第50回福岡市中学校美術展
2月27日(火)-3月4日(日)
市民ギャラリーA･B･CiD

謀議鴛諸富鴛謹豊陶芸､
平面､立体作品など約4.000点｡

自由美術展
3月6日(火)-3月11日(日)
特別展示室A
観覧料-一般700円(500円)､高･大生500円(300円)

小･中生無料( )内は割引料金
日数-6日/観覧音数-41 5人
東京展から選抜された作品と地元関係入選作品などo
平面約130点｡立体約10点o

首藤マヤ展
3月6日(火)-3月11日(日)
特別展赤星B
観覧料-無料/日数-6日/観覧音数-485人
ォフジ工によるインスタレーション作品を床面､壁面
に展示｡

第7回福岡市善道協会展
3月6日(火)-3月11日(日)
市民ギャラリーA･B･CiD
観覧料-無料/日数-6日/観覧者数- 1 ･490人
喜､漢字､かな､近代詩文書､蒙刻など約300点o

第32回日展
3月30日(令)-4月15日(日)
特別展禾室AiB､市民ギャラリーA･B･C･D
観覧料-一般1 ,100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-15日/観覧音数-21,276人
平成1 2年に開催された東京展の選抜作品と地元関係
入選作晶｡洋画､日本画､彫刻､工芸､奮､約450点｡
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個人一般　　高･大生　小･中生

31,972　2,129　1,549

1,244　　301　　　57

常設展年間観覧音数
個人
一般　　　　高･大生　　　小･中生

25,1 20　　　2,046　　　　　990

年度別観覧音数

団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校
一般　　　高･大生　　　小･中生

1 ,508　　　773　　　3,045　　　　　3,516

老人等　　　　合計

4,586　　41 ,584

注)老人等とは､福岡市美術館条例に基づき観覧料の免除を受けた､市内居住の65歳以上の者および身障者

年度　　開館日数　　　　常設展
観覧音数

1　　306　　　　　94,044

1 0　　　306　　　　　67,859

1 1　　307　　　　　58,030

12　　　305　　　　　41,584

累計　　6,464　　1 ,882,732

26

特別企画展
開催数(回)観覧音数(人)
1　　　86.194

3　　　　45,666

5　　　　35,372

3　　　　24,453

3　　　137,402

3　　　　68,172

3　　　　73,478

3　　　　77,223

1　　　23,192

3　　　　65,171

4　　　　62,981

4　　　284,403

4　　　106.730

70　　2,292,235

貸館展
開催数(回)観覧音数(人)
18　　　128,642

91　　　467,240

1 39　　　686,602

161　　　563,586

1 83　　　592,022

176　　　721.050

171　　　781,973

184　　　608,150

215　　　609,570

207　　　61 1,398

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

204　　　341 ,378

3,985　11,515,328

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 88　　　　　853,794

218　　　　　779,136

210　　　　　784,171

176　　　　　653,615

219　　　　　682.316

220　　　　　715,471

240　　　　　771 ,056

228　　　　　733,664

148　　　　　622,489

21 2　　　　　704,858

209　　　　　5661983

21 1　　　　818,850

1 93　　　　　569,880

21 6　　　　　794,052

208　　　　　489,692

4,055　　1 5,690,295

注) 1 2年度の｢特別企画展｣には｢第35回福岡市美術展｣および｢里帰り浮世絵名品と珠玉の絵画展｣の観覧者数は含まれておりません｡

福岡市内小,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12年度は以下の日程で､計14校を対象に行った｡

平成12年
5月2日(火)市立愛宕小学校6年生
6月13日(火)私立隻葉小学校6年生
9月19日(火)市立東光小学校6年生
9月26日(火)市立別府小学校6年生
1 1月10日(金)市立北崎中学校全校生徒
11月30日休)市立馬出小学校5年生

平成13年
1月30日(火)私立隻葉小学校5年生

市立草ケ江小学校6年生
1月31日(水)市立草ケ江小学校6年生
2月2日(令)市立福岡中学校1年生
2月3日(土)市立赤坂小学校6年生
2月7日(水)市立草ケ江小学校6年生

市立内浜小学校5年生
3月2日(令)市立花畑中学校全校生徒
3月8日休)市立高当仁小学校6年生
3月9日(金)私立筑陽園中学校1年生
3月13日(火)フクオカインターナショナルスクール小･中学生

84人　引率　3人
117人　引率　5人
61人　引率　3人
108人　引率　4人
38人　引率11人
43人　引率　3人

111人　引率　5人
38人　引率　2人
37人　引率　2人
37人　引率　6人
59人　引率　3人
38人　引率　2人
161人　引率　5人
231人　引率12人
101人　引率　3人
56人　引率　2人
45人　引率　3人

纂2回21世紀の作家一福岡　東野よう子展　ギャラリートーク
目時　　　　　　平成12年12月14日(木)16:30頃～17:30
参加者　　　　　市立舞鶴中学校1 -3年生､

市立警固中学校1-3年生　約20名
ギャラリートーク講師一東野よう子氏

内容:2階企画展示室で開催した｢第2回21世紀の作家一福岡　栗野
よう子展｣の展示作品について､作家自らが､中学生に向かって語る､
という企画｡作家本人が作品について語ることにより､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｡



教育普及活動　　　●夏休みこども美術館/講座･講演会

ワークショップ

日時

会場
参加者
講師

平成12年8月5日(土)､6日(日)
いずれも10:00-16:00まで
教養講座室､実技講座室および日本庭園
市内在住の小学5年生～中学3年生18名
絵画指導　日本画家　宣島秀渓氏
表装指導　表具師　半田達二氏
点茶指導　表千家　不自流

吉井洋子(宗雅) ､岩崎小夜子(宗彩)
坂田恵美子(宗悠)､福田薫(宗水)各氏

ギャラリートーク講師一学芸課　見本佳代子
ボランティアスタッフ　青野恭子､角泉子､高井早苗､田中喬子､伸上文子
実習生　　　　　赤道現､濱田友紀

内容:こともたちに､古美術作品ぼ見しみをもち､かつさまざまな方
向から理解を深めてもらうことを目的に､日本の伝統的な描法で絵
画制作､お茶会の席での絵画鑑賞､表装のデモンストレーションをす
るなど､実践的な古美術へのアプローチを行った｡

8月5日(土)
午前:展示室でギャラリートークを行い､
その後､日本画の描き方についての解説をする｡
午後:日本画の制作｡

8月6日(日)
午前:日本庭園でお茶会を行う｡
午後:表装の実演および表装についての講読｡
その後､展示室でのギャラリートーク｡
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講座
第3回`所蔵品によるアートセミナー
｢冨田渓仙と近代日本画｣

日時-平成13年2月17日(土)､2月24日(土)､
3月3日(土)､3月10日(土)､3月17日(土)
いずれも13:30より

会場-教養講座室
受講生- SO毛(福岡市に在住あるいは勤務する方)
講師-福岡大学人文学部教授　古川智次氏

内容:福岡市出身の日本画家冨田渓仙(1879-1936)の画業を追い
ながら､近代日本画の流れについても併せて講義を受け､福岡市美術
館の所蔵する渓佃の作品や関連作品をおよそ時代順に鑑賞した｡

アトリエ
親子版画教室｢冬の風の中で～自然をテーマに木版画にチャレンジ｣

日時-平成13年1月7日(日)､8日(局)
いずれも10:00より

会場-実技講座室および版画印刷工房
参加善一親子13組(28名)
講師-福岡女学院高等学校教諭　瓦田勝氏

福岡女学院非常勤講師　井上利子氏

内容: ｢風｣をテーマに､親子で抽象的な木版画を制作｡

経過- 1月7日(日)
午前:大濠公園で風のスケッチを行い､その後大濠公園で拾った菓つば

木の枝を使って版画作品を制作｡
午後:できあがった版画作品に着色する｡

1月8日(局)

前日のスケッチをもとに､ ｢剛をテーマにした木版画を制作｡

講演会
日本美術の楽しみかた(｢日本の美笑い｣展関連)
日時-平成12年4月22日(土) 14:00より
会場-講堂
講師-群馬県立女子大学教授　榊原　憎氏
聴講音数- 1 72人

北斎の芸術(｢北斎展｣関連)
日時-平成12年7月20日休･捌14･00より
会場-講堂
講師-北斎研究家　永田生慈氏
聴讃者数-206人

フランス美術史の二世紀にわたる入門の旅(｢ボルト美術館展｣関連)
日時-平成12年8月26日(土) 14:00より
会場-講堂
講師-ボルト美術館教育普及担当官　ア二エスビロ氏
通訳-津田潤子氏
聴講音数- 1 82人

フランス近代絵画の魅カ
ーボルトのコレクションをめくって-(｢ボルト美術館展｣関連)
日時-平成12年9月15日(金･祝) 14:00より
会場-講堂
講師-東京大学助教授　三浦　篤氏
聴講音数-ZOO人

アーティスト･トーク(｢第2回21世紀の作家一編岡桑野よう子展｣関連)
日時-平成12年10月14日(土) 14･00より
会場-教養講座室
講師-東野よう子氏
聴講者数-50人

大森橋美子のお話会｢いいもののおはなし｣ (｢水晶の塔をさがして｣聞達)
日時-平成12年10月21日(土) 14 00より
会場-教養講座室
講師-大森裕美子氏
聴講者数-30人

小欄ニスペシャルトク｢見えないものを見るチカラ｣(｢水晶の塔をさがして｣聞達)
日時-平成12年10月29日旧) 14･00より
会場-講堂
講師-小林健二氏
聴講音数- 180人

中世博多と茶の美/博多の黄金の日々と茶の湯
(開館21周年記念講演会およびシンポジウム)
日時-平成12年11月3日(金･祝) 13:30より
会場-講堂
講師-国立民族学博物館教授　熊倉功夫氏
パネラー-清岡大学名誉教授　武野要子氏
司会-福岡市美術館学芸員　渡邁雄二
聴講音数-245人

平旺郎スライド&トーク｢私棚の家をつくるわけ｣(｢水晶の塔をさがして｣関連)
日時-平成12年11月5日(日) 14.00より
会場=教養講座室
講師-平田五郎氏
聴講音数-90人

フランス美術史講座
公共空間における"アート"
日時=12月10日(日) 14.00より
会場-講堂
講師-パリ･アートプレス誌編集長力トリーヌ･ミエ氏
通訳=菊地歌子氏
聴講音数-122人

20世紀アメリカン,アート
日時-平成13年1月21日(日) 14.00より
会場-講堂
講師-ニューヨーク市立大学大学院美術史教授　ゲイルiレヴイン氏
通訳-古山真紀子氏
聴講音数-143人

アーティスト,トーク(｢流動する美術-Ⅶ輔を越えて･巡りて｣展関連)
日時-平成13年3月4日(日) 14:00より
会場-教養講座室･企画展禾室
講師-日高理恵子氏
聴講音数-30人

アーティスト･トーク(｢流動する美術-Ⅶ視覚を越えて･巡りて｣関連)
日時-平成13年3月11日(日) 1400より
会場-企画展示宝前ロビーおよび展禾室内
講師-光島貴之氏
聴講音数-40人

パフォーマンス
佐々恭子+原田仲撞(舞踏青競合)パフォーマンス
(｢水晶の塔をさがして｣展関連)
日時-平成12年10月7日仕) 13 00より
会場-特別展示室A
出演-佐々恭子氏

舞踏家　原田伸雄氏
観覧音数-50人
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教育普及活動　　　●読書室企画/博物館実習/ボランティア活動

読書室企画
読書室の一角に当館開催の展覧会等に関する資料の特集を行い､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
常設展示室での各展示関連

2.特別展関連図書特集
･平成12年4月18日(火)-5月14日(日) ｢日本の美　笑い｣展関連
･平成12年7月4日(火)-8月16日(水) ｢北斎展｣関連
･平成12年8月22日(火)-10月1日(日) ｢ボルドー美術館展｣関連
･平成12年10月3日(火)-11月5日(日) ｢水晶の塔をさがして｣展関連

3.読書室企画図書特集

夏休みこともとしよかん
会期-平成12年7月18日(火)-8月27日(日)
内容-夏休みことも美術館2000｢古美術ワンダーランド～楽し
さいっぱいむかしの絵｣の開催に伴い､古美術をテーマにことも向
けに書かれた美術書を20冊特集した｡ここで特集した本のリスト

美術をめぐる冒険　Part6
美術コレクターの世界を読む
会期=平成13年1月5日(金)-3月25日(日)
内容-来館者に肩肘をはらずに楽しく､美術についての理解や知識
を深めてもらえるような本を特集するシリーズの第6回目｡今回は｢美
術コレクター｣に焦点をあてた本を紹介｡読み物としての面白さを味
わいながらコレクターの人物像やそのコレクション作品にも興味が
持てるような本を30冊特集した｡また､この特集をより深く理解し
てもらうために､参考資料として特集した本の解題を記載したリー
フレットを作成し無料配布した｡

芙締コレクターの鰭舞を翰

2001年l lI SE (I)-sJI23日は‖
後置青果魅重　義●宣

リーフレット
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博物館実習
学芸員資格のための博物館実習について､実習希望の学生を受け入れ､
本年度は平成12年5月15日から同1 1月30日までの期間に必要日
数の実習を行った｡

囲福岡大学(2週間)
水上雛子　人文学部　文化学科
水口亮子　人文学部　文化学科

囲九州産業大学(2週間)
為国なおみ　芸術学部　美術学科
堀之内　亮　芸術学部　美術学科
藤岡留美　芸術学部　写真学科

e西南学院大学(2週間)
赤道　現　文学部　児童教育学科
濱田　友紀　文学部　国際文化学科
世良　嘉子　文学部　国際文化学科

以上8名

ボランティア活動
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
ィア活動は､現在では､作品解説､資料整理という2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｡

作品解説
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幅も広がっ
てきている｡

活動記録(なお､福岡市内小･中学生への解説については､アートアドベンチャーを参照のこと)

平成12年
5月31日は)妊同市立南方中学槻3年生(日動具)　　　　　　36人引率3人
6月　3日仕)大分地域学習センター(放送大学)会員(大分県)- 35人引率3人

8日休)福岡市立赤坂幼稚園児 50人　引率7人
14日(水)春日市立大谷小学校PTA会員(福岡県)　　　　30人
20日㈹　福岡市立長吉浜小学校PTA会員　　　　　　　的50人

8月　5日(土)夏休みことも美術館ワークショップ補助
6日(日)夏休みことも美術館ワークショップ補助

9月14日(木)フアツセット･ツアー会員(フランス)　　　　　14人
10月14日(土)三和町教育委員会ふれあいセンター職員(長崎県) - 20人

15日(日)福島町立福島中学校PTA会員(佐賀県)　　　　27人
17日(火)キリン幼椎園児(福岡市) 102人　引率5人
22日旧)広島信用金種殿賀会会賀(広島禦)　　　　　　17人
27日(令)宇美町中央公民館活動女性セミナー会員(福岡県) - 34人

11月1日(水)苅田町立南原小学校PTA会員(福岡県)　　　　45人
正法寺保育回生(福岡市)

2日休)正法事保育回生(福岡市)
31人
49人

8日(金)岐宿町立岐宿小学校6年生(長崎県)　　　　　　22人
10日(金)新宮町立新富小学校6年生(福岡県)　　　　　　87人
23日休)日田市三花公民館視察研修参加者(大分県) -約20人

12月1日(令)田村あおそら会老人福祉介護会員(福岡市) -約40人
13日(水)千葉県立幕張総合高校生
19日(火)福岡市立赤坂幼稚園児
21日(水)福岡市職員研修所職員

平成13年
2月20日(火)福岡県立福岡高等盲学校生活科生徒　　　　　1 1人引率1 1人
3月18日(日)視覚障害者友好協会視鄭章害者(福岡市) -約15人
25日(日)寵崎海陸労働組合組合員(大分県)
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40人

資料整理
(図書)
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｡

作業内容
●当館所蔵作品およ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および施設についての記事
を探し出し､その索引を作成する｡
●情報誌整理
タウン情報誌に掲載されている美術関係の記事内容の種別をする｡
●広報誌整理作業
他機関発行の広報誌を綴じる作業および広報誌を綴じておくファイ
ルを作成する｡
●分類ラベル作成および添付作業
図書資料用の分類ラベルに該当する分類を書き込み､そのラベルを
資料に添付する｡
●パンフレット資料整理作業
作家や美術館･博物館に関するパンフレット資料への受付印の押印､
資料保存用の袋および検索用カードを作成する｡
●目録カード整理作業
目録カードに標目を記載する｡

図書部会開催
期日-平成12年4月8日(土)
会場-教養講座室
参加者数-12名
内容-分類ラベル作成および

添付作業手順の説明
意見交換

期日-平成13年2月10日(I)
会場-会議室B他
参加者数-12名
内容-各班ごとの作業道行状況についての報告

意見交換
懇親会
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〈新聞)
作業日-基本的に日曜日･金曜日を除く毎日､曜日毎に担当する新聞
を決め､新聞の切り抜きおよび作業を行う｡

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:日経新聞

月1回共同作業日を設け､各グループ問での情報交換,意志の統一を
図る｡また､展覧会見学や美術に関するビデオの鑑賞会を行う｡また､
共同作業日は半年毎に曜日を変えることにする｡

活動記録
平成12年
4月3日(局)森村素量(アーティスト)のビデオを鑑賞､感想を話し合う｡参加8名
5月1日(局)共同作業　過去の禾ファイル記事の整理ほか　　　　　参加8名
6月5日(局)共同作業　ボランティア通信に関するミーティング

過去の禾ファイル記事の整理　　　　　　　参加14名
7月5日(水)共同作業　80年代の禾ファイル記事のファイリングほか　参加9名
8月2日(水)共同作業　80年代の禾ファイル記事のファイリングほか　参加10名
9月6日(水)共同作業　80年代の末ファイル記事のファイリングほか　参加9名
10月4日(水)共同作業　94年の禾ファイル記事のファイリングほか　　参加6名
11月1日(水) ｢水晶の塔をさがして｣見学および感想を話し合う｡

小林健二(出品作家)のビデオ鑑賞｡　　　　　　　　　参加8台
12月6日(水)共同作業　言上報記事整理ほか　　　　　　　　　　　参加7名

平成13年
1月11日(木)共同作業　2001年の目標などについて話し合い　　　参加15名
2月1日休)共同作業　今後の作業手順についての話し合い

流動する美術-ⅤⅡ｢視覚を越えて･巡りて｣展見学｡　　参加8名
解説学芸課柴田勝則

3月1日(日)共同作業　過去のファイルの点検　　　　　　　　　参加9名
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第34回福岡市美術展表彰式
福岡市中学校美術教育研究会総会
日本美術の楽しみ方(｢日本の美　笑い｣展関連)
第1 8回上野の森美術館大賞展美術講演会
北斎の芸術(｢北斎展｣関連)
第22回朝日学生書道展表彰式
第14回目洋展講演会

福岡市美術展運営委員会　　　1 31

｢日本の美　笑い｣実行委員会　172
(財)日本美術協会上野の森美術館　215
北斎展実行委員会　　　　　　206

8月22日(火)九州造形短大学長　谷口治連　　　　日洋会
｢風景を考える｣ ｢新しい具象絵画の可能性｣　　　　　　　日洋会会長　日野耕之祐

フランス美術史の二世紀にわたる入門の旅
(｢ボルト美術館劇関連)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア二エス･ビロ

ボルドー美術館展実行委員会　182

二科会写真部福岡支部　　　　350
ボルドー美術館展実行委員会　200

2000年JPS九州展スライドショー　　　　　9月23日(土)
｢アジアを知ると日本が見える｣

2000年｣PS展実行委員会　　1 50

写真シンポジウム｢視点25回i写真は時代を刻む｣ 10月15日(日) 日本リアリズム写真集団福岡支部　250

小林健二スペシャルトーク｢見えないものを見るチカラ｣  1 0月29日(日)小林健二
(｢水晶の塔をさがして｣展関連)

｢水晶の塔をさがして｣実行委員会180

中世博多と茶の美/博多の黄金の日々と茶の湯
(開館21周年記念講演会およびシンポジウム)

1 1月3日(鍋)国立民族学博物館教授　熊倉功夫
福岡大学名誉教授　武野要子
稿岡市美術館学芸員　渡邁雄二

NHK福岡放送局　福岡市美術館245

第16回城南区市民アート展表彰式　　　　1 1月5日旧) 城南区振興課　　　　　　　1 00

福岡大学映画研究会上映会　　　　　　　1 1月1 8日(土) 福岡大学学術文化部映画研究会1 00
第52回毎日書道展講演会　　　　　　　　1 1月21日(火) 毎日新聞西部本社　　　　　　200

福岡シネマクラブフェスティバル　81
24日(金)　　　　　　　　　　　　実行委員会　　　　　　　39

福岡シネマクラブフェスティバル　　　　1 1月23日休･祝)

ボルテックス美術講演会 1 1月26日(日)実践女子大学教授　島田紀夫　　　(樵)ボルテックス
2000年度FCC審査会　　　　　　　　　　12月1日(金) 福岡コピーライターズクラブ　　25

2日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70

東風　第2回上映会　　　　　　　　　　12月3日(日)
16mm自主映画｢魚のなる木｣上映
フランス美術史講座 12月10日(日)パリ･アートプレス誌編集長 日本経済新聞社　フランス大使館122
公共空間における"アート'i　　　　　　　　　　　　　　力トリーヌ･ミエ　　　　　　　　　福岡市美術館

西日本書美術公募展表彰式　　　　　　　1 2月23日(土)

第14回蘭亭書道展表彰式　　　　　　　　1月20日(土) 朝日カルチャーセンター蘭亭書道展事務局　245

20世紀アメリカン･アート　　　　　　　1月21日旧)ニューヨーク市立大学大学院美術史教授
ゲイル･レウイン

宿岡アメリカンセンター　福岡市美術館143

九州産業大学卒業制作関連事業｢映像無差別級｣ 2月1 0日(土) 九州産業大学　　　　　　　　　80

第7回福岡市書道協会展講演会　　　　　　　3月1 1日(日) 福岡市書道協会　　　　　　　1 30

第35回福岡市美術展表彰式　　　　　　　　3月1 8日(日) 福岡市美術展運営委員会　　　1 30
(講師敬称略)

FMFシネマテークvoI. 12　　　　　　　　　　4月23日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フイルム,メーカーズ･　　79

パーソナルフォーカス2000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フィールド

福岡市中学校美術研究会美術部顧問老会　　　5月2日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校文化連名美術部門　30
福岡市中学校美術教育研究会(学校代表者会)　5月10日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　23
福岡写真研究会定期総会　　　　　　　　　　5月1 4日(冒)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡写真研究会　　　　　　40

三軌会九州支部懇談会　　　　　　　　　　　5月27日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三軌会写真部　　　　　　1 8

図工研6月例会｢図工!すきですか｡｣　　　　　6月3日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　40

創元会例会　　　　　　　　　　　　　　　　　6月4日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　46

第35回太平洋西日本公募展表彰式　　　　　　6月6日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)太平洋美術会西日本支部　60
福岡市中学校美術教育研究会(全市学校代表者会)　6月7日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　37
造影教育九州学会例会　　　　　　　　　　　　6月1 8日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造影教育九州学会　　　　1 1

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　6月22日(求)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会1 2
図工研7月例会｢こどもの絵を魅力あるものにする指導のポイント｣ 7月1日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　45

写真専門部顧問会議　　　　　　　　　　　　　7月5日(求)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡高文運　　　　　　　　50

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　7月1 2日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会1 3
総合的な学習　　　　　　　　　　　　　　　　7月1 3日(木)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴中学校　　　　　　　　19

日洋展準備会　　　　　　　　　　　　　　　　7月22日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目洋会福岡　　　　　　　　1 3

夏休みことも美術館｢古美術ワンダーランド～　　　8月5日(土)　　日本画家　宣島秀渓　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　18
楽しさいっぱいむかしの絵｣ワークショップ
創元会総会　　　　　　　　　　　　　　　　　8月6日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　43

福岡市中学校美術教育研究会研究部会　　　　8月30日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　9
書道勉強会｢かな書道･古典と創作について｣　9月7日休)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　草葉会　　　　　　　　　　　32

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　9月13日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会13
図工研9月例会｢豊かな心を育てる図画工作の授業｣ 9月16日仕)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　20
福岡市中学校美術教育研究会県大会係分掌会　9月20日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会45
福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　9月27日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会1 2
福岡吉祥会研修会　　　　　　　　　　　　　10月1日(日)　　会長財津永次　　　　　　　　　　　　福岡吉祥会　　　　　　　　62

第2回21世紀の作家一福岡
東野よう子展アーティスト･トーク

10月14日(I)　　粟野よう子 福岡市美術館　　　　　　　　50

(社)太平洋美術会西日本支部定期総会　　　10月1 5日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)太平洋美術会西日本支部　53
福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　10月1 8日(求)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会1 3
大森裕美子お話会｢いいもののおはなし｣　　10月21日(I)　　大森裕美子　　　　　　　　　　　　｢水晶の塔をさがして｣　　30
(｢水晶の塔をさがして｣展関連)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員会

創元会　例会　　　　　　　　　　　　　　　10月22日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　38

福寿園美術鑑賞会　　　　　　　　　　　　　1 0月25日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福寿園　　　　　　　　　　1 5

稿岡茶道文化連盟　第35回名流合同茶会　　1 1月2日(木)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡茶道文化連盟　　　　　20
11月3日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　670

平田五郎スライド&トーク｢私が蝋の家をつくるわけ｣ 11月5日(日)　　平田五郎　　　　　　　　　　　　　｢水晶の塔をさがして｣　　90
(｢水晶の塔をさがして｣展開遵)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員会

第1 7回読売書法九州展　　　　　　　　　　1 1月1 3日(局)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読売新聞事業局企画部　　　25

美術館鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　　1 1月14日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴中学校　　　　　　　　29

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　1 1月15日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　9
美術鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　　　1 1月1 6日(木)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴中学校　　　　　　　　29

美術鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　　1 1月1 7日(令)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴中学校　　　　　　　　28
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教育普及活動

教養講座室

●施設利用状況

主催　　　　　参加者数(人)

実技講座室

講座,講演会名
第52回毎日書道展九州展準備
2000年度FCC審査会

行動美術会会議
福岡市中学校美術教育研究会常任委員会
福岡市高齢者美術展表彰式
水彩画同好会発足会
対人関係開発セミナー

創元会作品研究会

1 1月20日(局)

12月1日(令)
12月2日(土)

毎日新聞西部本社　　　　20
福岡コピーライターズクラブ25

70

12月3日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　行動美術会

12月6日(水) 福岡市中学校美術教育研究会10
12月8日(令) 福岡市老人クラブ連合会　80
12月8日(金) 中村学園事業部
12月19日(火)
1 2月20日(水)
12月21日(木)

福岡市職員研修所

1月14日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会

1月17日(水)福岡市中学校美術教育研究会常任委員会 福岡市中学校美術教育研究会14
月例会｢造影遊びのこれから｣　　1月20日(土) 福岡市小学校図画工作教育研究会　30

4回蘭亭書道展打ち合わせ　　　　　　1月20日(I) 朝日カルチャー蘭亭書道展事務局

平成12年度九州産業大学芸術学部卒業発表会　2月8日(木)
2月9日(令)
2月10日(土)

創元会研究会

九州産業大学

2月11日(日) 創元会福岡支部
美術鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　2月1 5日(木) 舞鶴中学校
美術鑑賞授業 2月1 6日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　舞鶴中学校

第3回所蔵品によるアートセミナー
｢冨田渓仙と近代日本画｣ (1)

2月17日(土)　福岡大学人文学部教授　古川智次 福岡市美術館

美術鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　2月21日(火) 舞鶴中学依　　　　　　　30

第3回所蔵品によるアートセミナー　　　　　2月24日(土)
｢冨田渓佃と近代日本画｣ (2)

福岡大学人文学部教授　古川笹沢　　福岡市美術館

第3回所蔵品によるアートセミナー　　　　　3月3日(土)
｢冨田渓仙と近代日本画｣ (3)

福岡大学人文学部教授　古li借次　　福岡市美術館

流動する美術-VⅡ
視覚を越えて･巡りてアーティスト･トーク

3月4日(日)　　日高理恵子 福岡市美術館

太平洋美術会春の研修会　　　　　　　　　3月1 0日(土)
3月11日(日)

(社)太平洋美術会　　　　　40
西日本支部　　　　　　　　50

第3回所蔵品によるアートセミナー
｢冨田漢佃と近代日本画｣ (4)

3月10日(土)　福岡大学人文学部教授　古Ii借次

第3回所蔵品によるアートセミナー
｢冨田漢佃と近代日本画｣ (5)

福岡市美術館　　　　　　　30

3月17日(土)　福岡大学人文学部教授　古Iii智次

美術鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　　3月21日(水)

美術鑑賞授業　　　　　　　　　　　　　　3月22日休)

福岡市美術館　　　　　　　30

舞鶴中学校　　　　　　　　36

舞鶴中学校　　　　　　　　34

(講師敬称略)

35

講座･講演会名　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　参加者数(人)

形彩会･日洋会絵画研究会　　　　　　　　　4月16日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形影会　日洋会　　　　　15

白洋会福岡絵画研究会　　　　　　　　　　　5月3日(水･祝)　　　　　　　　　　　　　　　　　　日洋会福岡　　　　　　　1 0

形影会絵画研究会　　　　　　　　　　　　　6月1 1日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形彩会　　　　　　　　　1 5

福岡市中学校美術教育研究会会員研修会　　　7月5日(水)　　日中民間文化交流協会会長張晶　　福岡市中学校美術教育研究会　24
｢中国の子ともたちと美術｣
夏休みことも美術館｢古美術ワンダーランド～　8月6日(日)　　表具師　半田達二　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　18
楽しさいっぱいむかしの絵｣ワークショップ
形影会絵画研究会　　　　　　　　　　　　　8月1 3日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形影会　　　　　　　　　10

作陶会　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月20日(冒)　　　　　　　　　　　　　　　　　　｣iNの会　　　　　　　　　50

第14回目洋展研究会　　　　　　　　　　　　8月22日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日洋会　　　　　　　　　　40

8月23日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

武蔵美福岡学習会勉強会　　　　　　　　　　8月27日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　1 0

デッサン学習会　　　　　　　　　　　　　　9月24日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　　20

女子美100周年同窓会記念行事　　　　　　1 0月1 1日(水)　　高野向子　　　　　　　　　　　　　　女子美術大学同窓会　　　　28
銅版画｢ポダニカルカードを刷ろう｣
女子美1 00周年同窓会記念行事　風景画　　1 0月1 2日(木)　　三好るり　　　　　　　　　　　　　　女子美術大学同窓会　　　1 7
女子美1 00周年同窓会記念行事　　　　　　1 0月1 4日(土)　　佐藤鞠子　　　　　　　　　　　　　　女子美術大学同窓会　　　　26
ワークショップ･工芸
女子美1 00周年同窓会記念行事　ポップアート1 0月1 5日(日)　　的野恭子　　　　　　　　　　　　　女子美術大学同窓会　　　　35
形影会絵画研究会　　　　　　　　　　　　1 1月12日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　影彩会　　　　　　　　　1 1

静物デッサン,スケッチ学習会　　　　　　　1 1月26日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　　8

図工研1 2月例会　　　　　　　　　　　　　1 2月1 6日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作　　　40

｢総合的な学習へ向けての実技講習｣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育研究会

デッサン会　　　　　　　　　　　　　　　1 2月24日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　10

親子版画教室｢冬の風の中で～　　　　　　　1月7日(日)　　福岡女学院高等学校教諭　瓦田勝　　福岡市美術館　　　　　　　28
自然をテーマに木版画にチャレンジ｣　　　　1月8日(局)　　福岡女学院非常勤講師　井上利子
デッサン会　　　　　　　　　　　　　　　　1月28日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　15

親子でアート　　　　　　　　　　　　　　　2月10日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/S､くおかe nネット21　　40

デッサン会　　　　　　　　　　　　　　　　　2月25日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　1 0

創元会　作品研究会　　　　　　　　　　　　3月1 1日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　48

形影会　油彩指導研究会　　　　　　　　　　　3月18日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形影会　　　　　　　　　　20

デッサン学習会　　　　　　　　　　　　　　　3月25日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵美福岡学習会　　　　1 5

(講師敬称略)
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版画印刷工房

リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
女子美1 00周年同窓会記念行事
銅版画｢ボダニカルカードを刷ろう｣
版画教室(リトグラフ制作)
版画教室(リトグラフ制作)
リトグラフ制作
版画教室(リトグラフ制作)
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作

4月2日(日)
4月23日(日)

北九州版画教室
北九州版画教室

5月14日(日)
5月28日(日)
6月11日(日)

6月25日(日)
7月2日(日)
7月23日(日)
8月6日(冒)
9月10日(日)
10月8日(日)
10月11日(水)

10月12日休)
10月13日(金)

11月5日(日)

11月10日(金)

11月12日(日)

11月17日(令)

1 1月22日(水)

1 1月23日(木)

1 1月26日(日)

1 1月30日(木)

12月1日(金)
12月3日(日)
12月8日(令)
12月14日休)
12月15日(令)
12月17日(日)

北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室

森信也　　　　　　　　　　　　　森信也

森信也　　　　　　　　　　　　　森信也

北九州版画教室

北九州版画教室

北九州版画教室

北九州版画教室
さざんかの会

北九州版画教室

親子版画教室｢冬の風の中で～
自然をテーマに木版画にチャレンジ｣
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作
リトグラフ制作

1月7日(日)
1月8日(局)

1月14日(日)

1月28日(日)
2月11日(日)

2月25日(日)
3月11日(日)

福岡女学院高等学校教諭　瓦田勝　　福岡市美術館
福岡女学院非常勤講師　井上利子

北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室
北九州版画教室

(講師敬称略)

読富室利用者数一覧

8　　　　1,534　　　　　56　　　　　　27　　　　　4,334　　　31 1 ,938

1 1　　　　　659　　　　　25　　　　　　26　　　　　6,486　　　314.090

年総数　　　　8,886　　　　　29　　　　　　305



教育普及活動　　　●出版物

図録
規格　　　頁数　　　編集一発行

日本の美　笑い A4変形　208　　　福岡市美術館､島根県立美術館編集･発行
福岡市美術館編集･北斎展実行委員会発行
福岡市美術館編集･西日本新聞社発行
福岡市美術館編集･発行
福岡市美術展運営委員会編集･発行
福岡市美術館編集･発行
福岡市美術館編集･発行

A4変形　1 06

A4変形　1 85

A4変形　　　92

A4変形　　47

A4変形　　42
A4変形　　31

北斎展
ボルドー美術館展
水晶の塔をさがして　現代アートが開く｢私｣の世界(付録｢展禾記録｣)
第35回福岡市美術展
第2回21世紀の作家一福岡　粟野よう子展　美しい術
流動する美術-Ⅶ　視覚を越えて･巡りて　日高理恵子/光島貴之の絵画
ィンドネシアスラウェシ島に渡った三彩　交址焼展　　　　　　　　　　　　　A4変形　1 12　　　福岡市美術館編集･発行

常設展リーフレット
企画展示室リーフレット
展覧会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格

工藤哲巳･草間弼生展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4

小作品室リーフレット
No.　　　展覧会名 規格　　　　真数

203　　　小野忠重展 A4変形　　　　　4

204　　　メクセーバー展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

205　　　古Iii吉重展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

206　　　横尾忠別の版画(ポスター)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

207　　　海老原書之助の素描 A4　　　　　　　4

208　　　山中現の木版画西本コレクションより A4　　　　　　　4

209　　　デユビュッフェ展『物質と記憶あるいは学校の石版師たち』より　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

210　　　アルパース展服画集『フォーミユレーションーアーティキュレーション(川)』より　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

21 1　　長谷Iii潔展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

21 2　　　小野木学展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　4

古美術リーフレット
No.　　展覧会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場　　　　　　　　　　　　規格　　　　頁数

1 27　　　黒田資料名品展　　　　　　　　　　　　　　　　　　古美術企画展示室　　　　　　　A4変形　　　　2lllllllllllllllllT-
1 28　　　御用絵師展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古美術企画展禾室　　　　　　　A4　　　　　2

1 29　　　松永耳庵と外国の美術工芸　　　　　　　　　　　　　　松永記念館室　　　　　　　　　A4　　　　　　2

130　　　インドネシアとインドの染織　　　　　　　　　　　　　古美術企画展示室　　　　　　　A4　　　　　2

1 31　　茶の湯と仏具一鈍翁･三漢と耳庸一　　　　　　　　　　　松永記念館室　　　　　　　　　A4　　　　　　2

1 32　　　仙圧廣一仙厘の画歴三一博多へ来た仙圧さん-　　　　　　古美術企画展禾室　　　　　　　A4　　　　　　2
1 33　　　新収蔵品展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古美術企画展禾室　　　　　　　A4　　　　　　2

図書リーフレット

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　真数

図書特集　美術をめくる冒険Part6　美術コレクターの世界を読む　A4　　　　4

｢ボルドー美術館展｣図録 ｢流動する美術-VⅡ　視覚を越えて･巡りて｣図録

38 嗣 39

美術館ニュース　エスプラナード
No.発行日　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　真数

116　平成12年5月15日　報告-ゴッホ展ワークショップ｢ゴッホになろう!?｣/報告一村上勝ギャラリートーク/北斎展　A4　　8
-北斎展の見ところ/近現代美術常設展示室より　郷土作家特集について/所蔵品紹介
No.220鏑木清方｢あさみどり｣/所蔵品紹介No.221高取焼｢掛分半間茶碗｣/｢エスプラナード｣
創刊号の頃/編集後記/インフォメーション/他館展覧会案内

117　平成12年7月15日　　特集1溢れる詩情は､優雅で鮮烈　ボルドー美術館展　ドラクロワからピカソまでのフランス　A4　　　8
美術を彩る名品/特集2　今年は何がてるのやら???　夏休みことも美術館2000　古美術
ワンダーランド　楽しさいっぱいむかしの絵/所蔵品紹介No.222オチ　オサム｢脳波による自
画像四面体｣/所蔵品紹介No･223京紫山/｣.C,ド･カルモンテル｢阿蘭陀絵帖｣/学芸員エッセイ
8　アーティスト-小林健二のこと/編集後記/インフォメーション/他館展覧会案内

118　平成12年9月15日　　特集1現代アートが開く｢私｣の世界　水晶の塔をさがして/特殊2　第2回21世紀の作家-　A4　　　8
福岡　栗野よう子展　美しい術/所蔵品紹介No.224小牧源太郎｢坊さんかんさし｣/所蔵品紹
介No.225インドーグシャラート産｢経緯縦文更紗｣/学芸員エッセイ9/エスプラナード鯖読者
募集/編集後記/インフォメーション/他館展覧会案内

119　平成12年11月15日　特集　交址焼展/報告　夏休みことも美術館2000　古美術ワンダーランド　楽しさいっぱい　A4　　8
むかしの絵/所蔵品紹介No.226児島喜三郎｢五世太田清蔵氏像｣/所蔵品紹介No.227仙厘義
梵｢老人六歌仙図屏風｣/学芸員エッセイ10　学芸員のミッション･インポソシフル　イン　パ
リ/フランス美術史講座開催のお知らせ/編集後記/インフォメーション/他館展覧会案内

120　平成13年1月15日　　21世紀を迎えて/五代太田酒蔵コレクション　里帰り浮世絵名品と珠玉の絵画展/講演｢20　A4　　　8
世紀アメリカンアート｣開催のお知らせ/特集　流動する美術ViI　視覚を越えて･巡りて　日高
理恵子･光島貴之の絵画/所蔵品紹介No.228吉村忠夫｢播磨の娘子｣/所蔵品紹介No.229尾形
乾山｢槍梅香合｣/学芸員エッセイ11ぞっとしたりほっとしたり/読書室だより　図書特集
美術をめくる冒険-Part6　美術コレクターの世界を読む/編集後記/インフォメーション
/他館展覧会案内

121平成13年3月15日　　報告　粟野よう子アーティストトーク/報告　親子版画教室一冬の風の中で～自然をテーマに　A4　　　8
木版画にチャレンジ/特集　平成13年度福岡市美術館展覧会スケジュール/所蔵品紹介
No.230長谷Iii潔｢飼い馴らされた小鳥｣/所蔵品紹介No.231タイ･シーサツチヤナライ窯｢白
褐粕刻花龍鳳凰文水注｣/司書エッセイ｢司書って?｣/第35回福岡市美術展を開催/編集後記
/インフォメーション/伸縮展覧会案内

エスプラナードNo 1 18　　　　　エスプラナードNo 120

福岡市美術館活動の記録

年度　　　　　　　　　　発行日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　　真数

平成1 1年度　　　　　　　平成13年3月20日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　72



調査研究活動

S平成12年

出口洋三､匪晶の塔をさがして｣展のため､大阪市にて作品調査o
渡邁雄二､北九州市にて九州の肖像美術調査〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

些旦洋三､東京都､大阪市にて購入候補作品調査｡
峯甲勝則､鹿児島市､佐賀市にて｢田中~村展｣作品調査o
山本香端子､鹿児島市にて｢田中一村展｣作品調査〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

埋草代美､石橋美術館(久留米市)にてアートド手工メンテ~シヨン研究会年次大会報告会参加｡　　　　　　　　一
串本佳代子､熊本県立美術館にてワークショップ視察〇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
尾崎直人､九州歴史資料館(太宰府市)にて調査｡
尾崎直人､堺市にて展覧会調査o

安本佳代子､鹿児島県にて霧島アートの森ワークショップ視察｡
尾崎直人､インドネシアにて展覧会調査0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

鬼本佳代子､東京都､横浜市にて教育普及ワーキンググループ公開研究会｢来館者調査とは何か｣出席および横浜美術館こどもの
アトリエ視察｡

4月25日(周一4月26日(水)

5月25日休)

6月14日(水)- 6月17日(』

7月11目映)- 7月12日(水)

7月1 2日(水)

7月26日(水)

8月1 2日(土)

8月30日(水)

10月19日休)

1 0月22日(日)

10月22日(日)-1 0月30日(局)

10月31日(捕-11月1日(水)

尾崎直人､ ｢交址焼展｣のため､佐賀県有田町にて調査｡
濾過姓二､ ｢福岡の近世やまと絵展｣のため､山門郡山Iii町にて調査｡
鬼本佳代子､兵庫県立近代美術館(神戸市)および枚方市立御殿山美術センターにてワークショップ視察｡000蔓二二二二⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇皇容量≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡王!========王国iiOO
石田泰弘､東京都にて作品編入調査｡○容i⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇二重≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡喜一岳===================!雪国i■iOoo
都築悦子､東京都､富山市にてカンボジアおよびインドネシア染織調査｡

11月9日(木)

11月11日(土)

11月11日(土)-11月12日(日)

1 1月25日(i)-1 1月26日(日)

1 1月26日(日)-1 1月27日(局)

渡邁姓二､遠賀郡岡垣町にて｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣の寺院調査｡
山本香端子､東京都にて購入候補作品調査｡
石田泰弘､濾過雄二､浮羽郡吉井町にて作品調査｡
渡追抜二､ ｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣のため､糸島郡二丈町にて調査｡

12月5日(火)

12月13日(水)-12月15日(金)

12月14日休)

12月15日(令)

○平成13年
渡邁盤二､ ｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣のため､朝倉郡杷木町にて調査｡〇〇〇〇一〇星⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇!!≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡含!!!=王==============王墓王墓ここEEEEEEEEEEE====;ここここここここここここここii=iiiiii i

渡邁雄二､ ｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣のため､飯塚市にて調査｡
鬼本佳代子､佐賀市にて第32回全国ボランティア研究集会参加｡
山口洋三､ ｢ミニマルマキシマル｣展のため､アメリカにて調査｡〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇一〇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇二二皇≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ヨ≡害各ここ============こきここEEEEEEEEEEEEEささ=ここここここここここここここ=ここ｢ii i

渡邁雄二､ ｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣のため､久留米市にて調査｡
〇〇〇〇〇一〇〇⊇容量⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇王室!≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡王害=====================EEEEEEEEEE===こ;ここここここここここここ=ヨiiiiiiiiiiiiiiiii-

渡邁雄二､ ｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣のため､熊本市にて調査｡
○○要害星⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇二二⊆≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡!!星================!EEEEEEEEEEEEEEE===ここここここここここ=一手=iiiiiiiiiiiiiii-

渡邁雄二､ ｢福岡の近世やまと絵展｣および｢西国曹洞宗寺院の什宝展｣のため､鹿児島市､出水市にて調査｡
鬼本佳代子､アメリカにて美術館教育普及事業調査｡JJJJJJJJJJJ-
尾崎直人､東京都にて｢松永コレクション展｣のため調査､および古美術作品調査｡
00000000霊室⊇⊇⊆⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇⊇!⊆!⊆⊆≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ヨiE================EEEEEEEEEE==;=ここここここここここここ=iiiiiiiiiiiiiiiiiii-

柴田勝則､ ｢池田満寿夫展｣のため東京都､盛岡市にて調査｡

1月25日休)

2月1日休)

2月11日(日)

2月12日(局)- 2月22日休)

2月14日(水)

3月7日(水)- 3月8日(木)

3月14日(水)- 3月15日(木)

3月19日(局)- 4月5日(木)

SFj27日u)- 3月31日(i)

3月27日(周一4月4日(水)
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収集活動　　●美術資料

美術資料収集件数一覧

矯入　　寄贈　　合計

98件　　0件　　98件

鯖入　　寄贈　　合計

104件　0件　　104件

九州の作家　油彩等
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_434　　加藤健太郎　　　　　　　　　田舎の邸宅の前の馬車　　　　　　　1907　　　55.9×66 3　油彩i画布　　　　　　　　50005281

1_A_439　　中村輝行　　　　　　　　　　三頭の牛　　　　　　　　　　　　1 995　　　193.8× 162.0油彩i画布　　　　　　　　50005283

1 _A-444　　松浦安弘　　　　　　　　　シチリアーナ　　　　　　　　　　1979　　1 30.2× 193.8油彩･画布　　　　　　　50005284

1_A_453　　熊野礼夫　　　　　　　　　　窓辺　　　　　　　　　　　　　　1957　　　130.4×81.5　油彩･画布　　　　　　　　50012901

1_A_456　　清　純一　　　　　　　　　風道　　　　　　　　　　　　　1997　　163.0×300.5油彩､テンペラ､金箔･画布　　50012902

1_A_457　　竹岡羊子　　　　　　　　　デュオiラ･ラ･パピヨン　　　　　　1996　　194.4×259.5油彩i画布　　　　　　　　50012903

1_A_460　　松田諦晶　　　　　　　　　晩春の村(渕の上風景)　　　　　　1913　　　89.4×71.7　油彩･画布　　　　　　　　50012904

1_A_464　　吉田　博　　　　　　　　　雲叡深秋　　　　　　　　　　　　1898　　111 0×68.2　油彩･画布　　　　　　　　50014282

些蓮華農　水影等
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

1_C_204　　吉田　博　　　　　　　　　港の風景　　　　　　　　　　　1910-11頃　32.3×496　水彩･紙　　　　　　　　50005282

1_C_206　　上村次敏　　　　　　　　　フィレンツェ大聖堂　　　　　　　1983　　130.5×99.0　水彩･紙(板に紙張り)　　　50012909

1_C_207　　吉田　博　　　　　　　　　水車小屋　　　　　　　　　　　1894-99頃　334×50.1水彩･紙　　　　　　　　50012910

1_C_208　　吉田　博　　　　　　　　　月下の農家　　　　　　　　　　　1902頃　　32.6×49.1水彩i紙　　　　　　　　50012899

1_C_209　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)こまくさ　　　　　　　　　　不詳　　　　33.0×48.0　水彩i紙　　　　　　　　50012911

1_C_210　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)雪渓　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33.0×480　水彩･紙　　　　　　　　50012912

1_C_211　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)山上野営の朝　　　　　　　　不詳　　　　33 0×48･0　水彩･紙　　　　　　　　50012913

1_C_212　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)[醐　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48iO　水彩･紙　　　　　　　　50012914

1-C-213　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)朝霧　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48･0　水彩i紙　　　　　　　　50012915

1_C_214　　吉田　博　　　　　　　　(画帳)[桃太郎]　　　　　　　　　不詳　　　　33.0×48･0　水彩･紙　　　　　　　　50012916

1_C_215　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)[ひよこ]　　　　　　　　　不詳　　　　33.0×48･0　水彩･紙　　　　　　　　50012917

1_C_216　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)[人形]　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48･0　水彩･紙　　　　　　　　50012918

1_C_217　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)雨　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48iO　水彩･紙　　　　　　　　50012919

1_C_218　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)琉球写生　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48･0　水彩i紙　　　　　　　　50012920

1_C_219　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)雷鳥　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48･0　水彩･紙　　　　　　　　50012921

1_C_220　　吉田　博　　　　　　　　(画帳)ヴェニスの船　　　　　　　　不詳　　　　33.0×480　水彩･紙　　　　　　　　50012922

1_C_221　吉田　博　　　　　　　　(画帳)バラ　　　　　　　　　　　不詳　　　　33 0×48･0　水彩･紙　　　　　　　　50012923

1_C_222　　吉田　博　　　　　　　　(画帳)ピラミッド　　　　　　　　　不詳　　　　330×480　水彩･紙　　　　　　　　50012924

1_C_223　　吉田　博　　　　　　　　　(画帳)花　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33･0×48iO　水彩紙　　　　　　　　50012925

1_C_224　　吉田ふじを　　　　　　　　　富士山麓を往く旅人　　　　　　　　1903　　　34･5×51･5　水彩･紙　　　　　　　　50012900

九州の作家　版画
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_E_658　　小川幸一　　　　　　　　　青い球体1-A　　　　　　　　　　1980　　　39･9×53･9　シルクスグノーン･紙　　　50005272

1_E_659　　小IiI幸一　　　　　　　　　青い球体∨-C　　　　　　　　　　1980　　　63 7×89･6　シルクスグノーン･紙　　　50005259
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1_管_660　　用i倖一　　　　　　　　　青い球体V-Cii　　　　　　　　　1980　　　33･9×47i9　シルクスグノーン･紙　　　50005271

1_E_661　小川幸一　　　　　　　　　青い球体No.3-i　　　　　　　　　1982　　　35･0×48.9　シルクスグノーンi紙　　　50005273

1モー662　　小Iii幸一　　　　　　　　　　　青い球体No.4 1982　　　　64.9×898　シルクスグノーン･紙　　　　50005260

1_E-663　　小川幸一　　　　　　　　　　　赤い球体No 1

1-E-664　　小Ii倖一　　　　　　　　　　　青い球体No.5

1982　　　　63.6×89 6　シルクスグノーン･紙　　　　50005261

1983　　　　65.3×90.2　シルクスグノーン･紙　　　　50005262

1-E-665　　小Ii倖一　　　　　　　　　　　青い球体No.4I. 1984　　　　35 0×48.1　シルクスクリーンi紙　　　　50005274

1-E-666　　小川幸一　　　　　　　　　　　赤い球体No.7-i

1 -E-667　　小Iii幸一　　　　　　　　　　　青い球体V-D.I-1

1987　　　　33.9×48.0　シルクスクリーンi紙　　　　50005275

1987　　　　33 9×479　シルクスグノーン･紙　　　　50005276

1 -E-668　　小川幸一　　　　　　　　　　　青い球体No.1 3 1987　　　　63.6×90.0　シルクスグノーン･紙　　　　50005263

1-E-669　　小川幸一　　　　　　　　　　　　赤い球体No.4 1987　　　　63.7×90.1　シルクスグノーン･紙　　　　50005264



制作年　　　　寸法(cm)　　素材･技法

1988　　　　34.9×479　シルクスグノーン･紙

白い球体No 1 B　　　　　　　　　　　　　1995

1_E_683　　古Iii吉重　　　　　　　SOUND-1 1997　　　　624×77.8　リトグラフ･紙

1 -E-684　　古IIi吉重　　　　　　　SOUND-2 1997　　　　777×62.3　リトグラフ･紙

1 _E_685　　古川吾妻　　　　　　　SOUND-3 1997　　　　62.4×77.8　リトグラフ･紙

1 _E_686　　古Ii倍重　　　　　　　SOUND-4 1997　　　　62.3×778　リトグラフ･紙

1 -E-687　　古川吉重　　　　　　　SOUND-5 1997　　　　62.4×77.8　リトグラフ･紙

1 -E-688　　古川吉重　　　　　　　SOUND-6 1997　　　　623×77.8　リトグラフ･紙

1 _E-689　　古I ii吉重　　　　　　　SOUND-7 1997　　　　62.3×77.8　リトグラフi紙

1-E-690　　古Iii吉重　　　　　　SOUND-8 1997　　　　62.4×77.8　リトグラフ･紙

1 -E-691　　白月情宣　　　　　　　SOUND-9 1997　　　　778×62.4　リトグラフ･紙

1 _E_692　　古川吉重　　　　　　　SOUND-1 0 1997　　　　624×77.8　リトグラフi紙

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

主G-45　　　宮崎準之助　　　　　　鎮魂のための試作｢茸見よ｣ 1 980　　　(蓋訓2細1730X490木(檀)

(離し)19 5両73.Ox48.5

備品受入番号

日本の作家　水彩等
備品受入番号

組

所蔵品番号　　作家名　　　　　　　　作品名 制作年　　　寸法(cm)　　素材i技法

2-C-1 1　　草間弼生　　　　　　　増殖する網 1953　　　　430×30.2　インク､畳紙

2-C-1 2　　　草間弼生　　　　　　　　夜の生物

50005254

1975　　　　55.2×395　パステル､インク､コラージュ･紙　50005255

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

2-i-946　　小野木　学　　　　　　　風晃一SIT 1968　　　　56.8×56.9　シルクスグノーン､空押し･紙　50014295

2-E-947　　小野木　学　　　　　　Landscape-X F風景 1973　　　　41.8×42 0　シルクスグノーンi紙　　　　50014296

1973　　　　48.4×37.0　シルクスグノーン､空押し･紙　500142972-E-948　　小野木　学　　　　　　Landscape-X ｣風景

2-E-949　　小野木　学　　　　　　Landscape-X.Q 1973(?)　484×37.0　シルクスグノーン､空押し･紙　50014298

2-E-950　　　小野木　学　　　　　　　風景-N R.H 1976　　　　207×21.6　シルクスグノーン､空押し･紙　50014299

小野木　学　　　　　Landscape-千 L M　　　　　　　　　　　1974

2-E-952　　小野木　学　　　　　　Landscape-L U C

56.9×57.0　シルクスグノーン､空押し･紙　50014300

1975(?)　19.6×18.8　シルクスグノーン､空押しi紙　50014301

2-E-953　　小野木　学　　　　　　Landscape-｣.U.D 1975　　　　57.2×57 1　シルクスグノーン､空押し･紙　50014302

2-E-954　　小野木　学　　　　　　Landscape-｣.U.F 1975　　　　52.5×370　シルクスグノーン､空押し･紙　50014303

2-E-955　　小野木　学　　　　　　Landscape-｣.U.L 1975　　　　39.4×42 1　シルクスグノーン､空押し･紙　50014304

海外の作家　版画
所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　素材i技法

3-E-639　　ハンス･ベルメール　　司祭と臨終の男との対話(道徳小論I)　　　　1968　　　25.6×21 0　エッチング紙

3_i_640　　ハンスiヘルメール　　アリーヌとヴァルクール(道徳小論II)　　　　1968　　　27.7×21.2　エッチング紙

3-E-641　ハンス･ベルメール　　美徳の不運(道徳小論Ⅲ)　　　　　　　　　1968　　　27.6×21.1　エッチング紙

3-E-642　　ハンス･ベルメール　　ソドムの百二十日(道徳小論Ⅳ)　　　　　　1968　　　27.3×21 1　エッチング紙

3-E-643　　ハンス･ベルメール　　新ジュスティーヌのための覚え書(道徳小論Ⅴ)　1968　　　27.5×21.0　エッチング紙

3_E_644　　ハンスiベルメール　　お嬢さん､駕という烏は‥ (道徳小論Ⅵ)　　　1968　　　273×21.3　エッチング紙

備品受入番号
5001 2906

50014284

50014285

50014287

50014288

海外の作家　写真
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

3-F-137　　ハンス･ベルメール　　　　　　人形､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　25.7×25.9　写真(モダンプノント)　　　50014293

3_F_138　　ハンス･ベルメール　　　　　　人形､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.8×25 9　写真(モダンプノント)　　　50014293

3_F_139　　ハンス･ベルメール　　　　　　人影､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.5×25.8　写真(モダンプノント)　　　50014293

3_F_140　　ハンスiベルメール　　　　　　人形､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.3×25 6　写真(モダンプリント)　　　50014293

3_F-141　　ハンスヘルメール　　　　　　人影､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.8×25.9　写真(モダンプリント)　　　50014293

3_F_142　　ハンスiヘルメール　　　　　　人影､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　　25 4×25.8　写真(モダンプノント)　　　50014293

3_F_143　　ハンスiベルメール　　　　　　人形､1935年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.6×25.8　写真(モダンプノント)　　　50014293

3_F_144　　ハンス･ベルメール　　　　　　人形､1938年　　　　　　　　　　　1983　　　　25 4×25.7　写真(モダンブノント)　　　50014294

3_F_145　　ハンス･ベルメール　　　　　　人形､1938年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.4×25.7　写真(モダンブノント)　　　50014294

3_F_146　　ハンス･ベルメール　　　　　　人形､1938年　　　　　　　　　　　1983　　　　25.6×25 8　写真(モダンプリント)　　　50014294

吉田博｢雲叡涼秋｣ 1898年*　　　　　　小Ii博一｢生物No.2｣ 1992年末　　　　　　　　　　　ハンスヘルメール｢人影､1935年｣ 1983年*

薗騒人

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

14-B-23　　伊勢物語図色紙　六十七投　花の林　伝･俵屋宗達絵/綾小路俊良詞書　　　　江戸時代
寛永11年(1634)頃

24.5 × 20.0　　　　　経本着色　　　50005285

14-B-25　　文官肖像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　李朝時代中期　　　1 65 3×98.4　　　絹本着色　　50005286

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

14-Ha-116　白磁蓮弁文蓋付壷　　　　　　　　ベトナム 12-13世紀 高さ36.3　胴径25.4　陶器　　　　　50012885
底径193

10-11世紀



14_Hb_39　朱漆琴高仙人埴彩料紙箱･硯箱　　琉球漆器

1 4_Hb-40　　蒔絵松竹梅文香箱 江戸時代前期～中期

所蔵品番号　　作品名
1 4_Hc- 1　　銭金銀箔銑

1 4-Hc-2　　金銅製五鈷鈴

時代　　　　　　　　法量 品質　　　　備品受入番号

前漢時代　　　　　高さ405口径14.7酪245　鋳鉄金銀象韻

高麗時代　　　　　高さ19.1鵬7,5口径7-0　鋼製

所蔵品番号　　作品名
14_Hd_270　菱形文様緯縦糸紋織

14_Hd_271　幾何学文様緯縦糸紋織
14_Hd-272　菱格子花文様緯糸紋織

14_Hd-273　市松文様縫糸教職

14-Hd-274　菱形文様縫糸紋織
14_Hd-275　菱形文様緯糸紋織

14-Hd-276　緯縞点文様緯糸紋織

14-Hd-277　玉虫平織

14_Hd-278　唐草格子折枝文様刺繍上衣

龍購入　エイコ･クスマコレクション

所蔵品番号　　作品名
1 8-Hd-1　　幾何学文様緯糸紋織

インドネシア･スマトラ島
アチェまたはコムリン産

アチエ特別州

1 8-Hd-2　　幾何学文様刺繍

1 8-Hd-3　　幾何学文様縫糸紋織

1 8_Hd-4　　幾何学文様刺繍

18-Hd-5　　ペーズリー文様刺繍

1 8-Hd-6　　月文様刺繍

18-Hd-7　　幾何学文様アップノケ

1 8-Hd-8　　幾何学文様緯糸紋織

1 8-Hd-9　　幾何学文様刺繍アップノケ

アチェ特別州西アチエ
アチェ特別州(北部地方)
インド産､アチエで使用
インド産､アチエで使用
アチエ特別川中アチエ
アチエ特別州中アチエ
アチエ特別州中アチエ

アチエ特別川東南アチエ
18_Hd-10　幾何学文様刺繍アップノケ　　　アチエ特別州東南アチエ

時代　　　　　　　　法量(cm)

19世紀　　　　　　182×210

19世紀　　　　　　　97×160

1 9世紀　　　　　　96.0×299.8

19世紀　　　　　　96.6×304.5

19世紀　　　　　　93.8×312.6

19世紀　　　　　　83.6×273 0

19世紀　　　　　　900×174.4

19世紀　　　　　　　97×315

18世紀　　　　　　60×163

品質　　　　備品受入番号

緯　　　　　5001 2892

絹　　　　　5001 2893

絹　　　　　5001 2894

絹　　　　　5001 2895

絹　　　　　5001 2896

緯　　　　　5001 2896

絹　　　　　5001 2897

緯　　　　　5001 2898

木綿　　　　5001 2891

所蔵品番号18-Hb-1-1 16_の_産哩はインドネシア･スマトラ島であるo

時代　　　法星(cm)　　品質 備品受入番号
19_20世紀　43.5×435　マット(藤､タコノキ､木綿糸)､　50004517

金属板､布地(絹､撚金糸)

19_20世紀120.0×97.0　輸入絹地､木綿､撚金糸､スパンコール　50004518

19_20世紀　2200×89.0　絹､撚銀糸　　　　　　　　50004517

19_20世紀133.0×130.0　縞　　　　　　　　　　50004518

19_20世紀114.Oxl13.0　木綿　　　　　　　　　　50004519

19-20世紀　222.0×93.0　インド産木綿､輸入アイレット･レース50004520

19-20世紀1865×91.0　絹､木綿　　　　　　　　50004521

19-20世紀166.4×225　木綿(手続き)､撚銀糸､市販糸､ 50004517
輸入毛糸､天然染料

19_20世紀　44.0×405　木綿　　　　　　　　　　50004522

19-20世紀　44.0×42.5　木綿　　　　　　　　　　50004522

18_Hd_11　幾何学文様経耕経糸緯糸紋織　　北スマトラ州シマルングン
18_Hd-12　幾何学文様経縦縫糸縫糸紋織　　北スマトラ州北タパヌリ
18_Hd_13　経緯幾何学文様綴緯糸紋織　　　北スマトラ州南タパヌリ
18_Hd-14　経緯幾何学文様経緋緯糸紋織　　北スマトラ州タパヌリ

18_Hd_15　経緯幾何学文様経鮮縫糸緯糸紋織北スマトラ州シマルングン

18-Hd-16　　経緯矢羽文様経縦緯糸紋織経縞　北スマトラ州北タパヌリ

1 8_Hd-1 7　　幾何学文様経餅経糸緯糸紋織　　北スマトラ州北タパヌリ

1 8-Hd-18　　経縞幾何学文様経緋縫糸紋織　　北スマトラ州カロ
18_Hd-19　経縞幾何学文様経縦　　　　　　北スマトラ州北タパヌリ

1 8-Hd-20　　経緯織

19-20世紀　210.0×130.3　木綿､輸入毛糸､天然染料　　50004523

19_20世紀　215i5×95.0　木綿､天然染料　　　　　　50004523

19_20世紀　2125×95.0　木綿､輸入毛糸､ガラスビーズ　50004524

19_20世紀　2120×790　木綿､ガラスビーズ(地組織の　50004525
緯糸に通す)

19_20世紀　220.6X74,1木綿､ガラスビーズ(地組織の　50004526
経糸に通す) ､化学染料

19-20世紀　224.2×93.3　木綿､ガラスビーズ(地組織の　50004527
緯糸に通す)､化学染料

19_20世紀　2186×137.0　木綿､ガラスビーズ(地組織の　50004528
縫糸に通す)､天然染料

19-20世紀184.6×59.1　木綿

19-20世紀　214i6×790　木綿､天然染料(藍)

北スマトラ州サモン-ル島か　　　　　19-20世紀　230･6×101iO 木綿､天然染料(藍)　　　　5000453 1

18-Hd-32　幾何学文様綿糸紋織　　　　　西スマトラ州ピタラ(ルハク･タナタグル) 19-20世紀　280.6×71.0　絹､撚金糸､天然染料　　　　50004540

18-Hd-33　幾何学文様緯糸紋繊　　　　　西スマトラ州パトワサンカル(ルハクタナ･タタル)　19-20世紀　3204×18.4　絹､撚金糸､刺繍用絹糸､　　50004540
天然染料､機械織木綿布

18_Hd_34　幾何学文様緯糸紋繊　　　　　西スマトラ州ハトウサンカル(ルハケタナ･ダタル)　19-20世紀　264.0×67 7　絹､撚金糸､市販の金糸　　　50004541
ブレード､市販の房飾リ



収集活動　　●美術資料

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　産地　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　法墨(cm)　　品質　　　　　　　　　　備品受入苔号

18-Hd-73　格子花文様刺繍　　　　　　　南スマトラ州パレンパン　　　　　　19-20世紀　170.0×960　絹､木綿､金薄板　　　　　　50004571

1 8-Hd-74　　草花文様刺繍 南スマトラ州パレンパン 19-20世紀　　56.5×211 0　木綿､縞､撚金糸､刺繍用絹糸､ 50004572
線レース

18-Hd-75　アラビア文字文様および　　　　南スマトラ州パレンパン　　　　　　19-20世紀　104×31,5.　綿ビロード､撚金糸､　　　50004574
草花文様刺繍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42 0×30.8　　スパンコール

1 8-Hd-76　　草花文様刺繍 南スマトラ州パレンパン 19-20世紀　11.9×30.6　　縞､刺繍用絹糸､スパンコール　50004573
42.9×30 9

18-Hd-77　幾何学文様緯糸紋織　　　　　南スマトラ州パセマ　　　　　　　　19-20世紀　172.0×31.3　木綿､絹､撚金糸､撚銀糸､天然染料50004567

18-Hd-78　幾何学文様緯糸紋織　　　　　南スマトラ州パセマ　　　　　　　　19-20世紀　　205.0×44.0　縞､撚金糸､撚銀糸　　　　　50004568

18-Hd-79　幾何学文様緯糸紋満　　　　　面スマトラ州パセマか　　　　　　　19-20世紀　　239 2×38 5　絹､撚金糸､撚銀糸木綿､鉛､天然染料50004568

18-Hd-80　幾何学文様緯縦縞糸紋織　　　　プンクル州ルジャン-ルボンか　　　　19-20世紀　166 0×44.0　木綿､鉛､天然染料　　　　　50004575

18-Hd-81　縞文様緯耕幾何学文様緯糸紋織　ブンクル州ルジャンか　　　　　　　19-20世紀　158.2×52.3　木綿､鉛､天然染料　　　　　50004576

18-Hd-82　縞文様緯緋幾何学文様縫糸教職　ブンクル州　ルジャン-ルボン　　　　　19-20世紀　154.2×50.1　木綿､撚金糸､鉛　　　　　　50004577

18-Hd-83　幾何学文様緯糸紋織　　　　　　プンクル州　ルジャンノレポン　　　　　19-20世紀　145.5X50.5　木綿､天然染料　　　　　　50004568

18-Hd-84　幾何学文様緯糸紋織　　　　　　ブンクル州　ルジャン-ルポン　　　　　19-20世紀　170.4×53 3　木綿､撚金糸､撚銀糸､鉛　　　50004568

18-Hd-85　生命樹文様刺繍　　　　　　　ランプン州か　　　　　　　　　　　19-20世紀　1420×690　毛織物､刺繍糸､撚金糸､雲母片　50004578

18-Hd-86　経緯織　　　　　　　　　　　ランプン州北ランプンおよび中ランプン19-20世紀　1346×87.1縞､木綿､天然染料　　　　　50004579

18_Hd_87　経緯菱格子十字文様刺繍　　　　ランプン州北ランブントウランiパワン19-20世紀　140.0×113.3　絹､撚金糸､天然染料　　　　50004580

18_Hd-88　纏綿王様文様刺繍　　　　　　　ランプン州北ランブントウランパワン19-20世紀　113.4×108.0　絹､木綿､撚金糸､天然染料　　50004581

1 8-Hd-89　　経緯十字文様刺繍 ランプン州北ランブントウラン･バワン19-20世紀　120.0×1242　木綿(手紡ぎ)､絹､刺繍用絹糸､ 50004582
雲母片､天然染料

18-Hd-90　経縞幾何学文様刺繍　　　　　　ランプン州北ランブントウラン･パワン19-20世紀　1182×114.4　絹､木綿､撚金糸､雲母片､天然染料50004583
18-Hd-91　経緯幾何学文様刺繍　　　　　　西ランプン/南プンクルカウウル地方　19-20世紀　　30 5×135.7　木綿(手続き)､絹､貝片､雲母片､ 50004583

天然染料

1 8-Hd-92　　経緯幾何学文様刺繍 西ランプン/南プンクルカウウル地方　19-20世紀　140.0×1 13 0　木綿､絹､刺繍用絹糸､雲母片､ 50004583
天然染料

18-Hd-93　経緯十字幾何学文様刺繍　　　　ランプン州北ランプンおよび中ランプン19-20世紀　116.4×113.0　絹､木綿(手続き)､撚金糸､刺繍用　50004584
絹糸､スパンコール､天然染料

18-Hd-94　　経縞馬十字文様刺繍　　　　　　ランプン州北ランプンワイ･カナンおよびスンカイ19-20世紀　1 18.4×122 3　木綿､撚金糸､雲母片､天然染料　50004585

1 8-Hd-95　　幾何学文様刺繍 ランプン州西ランプン 19-20世紀　126 3×121.0　木綿(手紡ぎ)､インド産木綿布､ 50004586
雲母片､天然染料

1 8-Hd-96　　幾何学文様経絆生物文様刺繍　　ランプン州西ランプン 19-20世紀　124.8× 148.2　木綿(手続き)､刺繍用絹糸､　50004587
天然染料

1 8-Hd-97　　幾何学文様経緋生物文様刺繍　　ランプン州西ランプン海岸部 19-20世紀　123 0×1 18.8　木綿(手続き)､刺繍用絹糸､　50004588
雲母片､天然染料

18-Hd-98　　幾何学文様縫糸緯糸紋織幾何学則辣腕　ランプン州南ランプンスマンカ海岸部　19-20世紀　124.0×1 1 1.1縄(手紡ぎ)､木綿､撚金糸､　　50004589
撚銀糸､雲母片､天然染料

18-Hd-99　　経緯幾何学人物文様刺繍　　　　ランプン州西ランプンおよび南ランプン海岸部19-20世紀　1 20 8× 109 2　木綿(手紡ぎ)､絹､撚金糸､　50004590
刺繍用絹糸､雲母片､天然染料

18-Hd-100　経続編文様緯糸紋織　　　　　　ランプン州　　　　　　　　　　　　　19-20世紀　128,6×119.0　絹､天然染料　　　　　　　　50004591

18-Hd-101　動物文様刺繍 ランプン州南ランプン海岸部 19-20世紀　1 14.4×114.2　絹(手紡ぎ)､木綿､撚金糸､　　50004592
雲母片､天然染料

18-Hd-102　霊船文様緯糸紋繊

46

ランプン州西ランプンおよび南ランプン19-20世紀　　274i2×59 0　木綿(手紡ぎ)､絹､撚銀糸､　　50004593
天然染料

18-Hd-103　霊船文様縫糸級織 ランプン州南ランプン 19-20世紀　103.0×39.0　木綿(手続き)､絹､撚銀糸､　　50004594
天然染料

18-Hd-104　幾何学文様緯糸紋織 19-20世紀　　299.5×48 5　木綿(手紡ぎ)､絹､金港板､　　50004595
撚銀糸､天然染料

18-Hd-105　人物文様縫糸紋織 ランプン州南ランプン 19-20世紀　　292 5×77.5　木綿(手紡ぎ)､絹､撚銀糸､　　50004598
天然染料

1 8-Hd-106　幾何学文様緯糸紋織　　　　　　　ランプン州　　　　　　　　　　　　　　19-20世紀　　51.0×49 0　　木綿(手紡ぎ)､天然染料　　　50004596

18-Hd-107　幾何学文様緯糸紋織　　　　　　　ランプン州北ランプン　　　　　　　　19-20世紀　180.0×97.4　絹､撚金糸､撚銀糸､天然染料　50004597

18-Hd-108　幾何学文様緯糸紋織 ランプン州北ランプン 19-20世紀　198.6×106.3　木綿､撚金糸､撚銀糸､市販の綿50004597
ブレード､天然染料

18-Hd-109　幾何学文様緯糸紋織　　　　　　ランプン州　　　　　　　　　　　　　19-20世紀　190 0×105.2　木綿､撚金糸､撚銀糸､天然染料50004597

18-Hd-1 10　幾何学文様緯糸放線　　　　　　　ランプン州　　　　　　　　　　　　　　19-20世紀　　210.4×103.0　木綿､撚金糸､撚銀糸､天然染料50004597

18-Hd-1 1 1　結締幾何学文様緯経緯糸紋織　　ランプン州北ランプンおよび中央ランプン19-20世紀　1224×258,6　絹､木綿(手紡ぎ)　　　　　　50004599

47

収集活動　　●美術資料/図書･映像資料

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

18-Hd-112　経緯幾何学文様結締緯糸紋織　　ランプン川北ランプンおよび中央ランプン19-20世紀101.1×232.0　絹､木綿(手紡ぎ)　　　　　50004599

18-Hd工13　結締幾何学文様緯紺緯糸紋織　　ランプン州中央ランプン 19-20世紀　236.0×123 1木綿(手紡ぎ)､撚金糸､撚銀糸､ 50004600
天然染料

18-Hd-114　結締幾何学文様綴結締緯糸紋織　ランプン州中央ランプン　　　　　　　19-20世紀　224.0×116.2　絹､木綿､天然染料　　　　　50004601

18-Hd-115　格子縞幾何学文様締結糸紋織　　ランプン州北ランプンコタブミ　　　　19-20世紀　206.4×128.0　木綿(手紡ぎ)､撚金糸､　　　50004602
刺繍用絹糸､天然染料

18-Hd-116　格子縞幾何学文様緯糸紋織　　　ランプン州北ランブントウラン･パワン　19-20世紀　218.4×114.0　木綿､撚金糸､撚銀糸､　　　50004603
刺繍用絹糸､天然染料

伝･俵屋宗達絵/綾小路俊良詞書　　　　　　　　岩佐又兵衛｢三十六歌仙画冊｣
｢伊勢物語図台紙六十七投花の林｣江戸時代*　(部分楠本人膚)江戸時代初期

平成1 2年度図書関係受入状況
和書　　　　　洋書

購入　　　図書　　　　　　　　　　139　　　　　53

図録　　　　　　　　　　　16　　　　　35

年報･紀要　　　　　　　　　　2　　　　　　0

寄贈　　　図書　　　　　　　　　　184　　　　　17

図録　　　　　　　　　　569　　　　　22

年報･紀要　　　　　　　　272　　　　　　0

製本資料　　　　　　　　　　39　　　　　　0

雑誌　　　　　　　　　　　469　　　　1 34

合計　　　　　　　　　　　　　　1.690　　　　　261

総計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.951

単位(朋)

生命樹文様刺繍(ランプン州) 19-20世紀*

平成1 2年度ビデオ関係受入状況
膀入　　　ビデオ　　　　　　　　　　　27

レーザーディスク　　　　　　　0

コンパクトディスク　　　　　　0

寄贈　　　ビデオ　　　　　　　　　　　　7

レーザーディスク　　　　　　　0

コンパクトディスク　　　　　　0

合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　34

単位(点)



美縄質料の修復と貸出

美術質料の修復

素材･技法
絹本着色
絹本着色
絹本着色
絹本着色
絹本着色
絹本着色
絹本着色
絹本着色

制作年　　寸法(cm)

1933年　168.1×184.6

1933年　2192×1683

1916年　170.8×71.2

1924年　114.0×39.5

1924年　1140×395

1924年　1140×395

1924年　114.0×39.5

1924年　114.0×39.5

作品名種別　　作家名　　　　　　　　　　_　　　　　-

御室の桜日本画　富田　浜仙　　　　　　　　　　_

小早川　満　　　　　　願亭涼宵

沖縄三題冨田　漢仙　　　　　_

筑紫八景　太宰府の梅冨田　渓仙　　　　　　_

富田　浜仙　　　　　筑紫八景　観世音寺晩鐘

冨田　漢仙　　　　　筑紫八景　舞鵠城の蓮
筑紫八景　香椎綾杉冨田　漢仙

冨田　渓仙　　　　　筑紫八景　千代の松原積雪J-
油彩　　今井　俊満　　　　　赤

数量　　　　　　　　　所蔵品番号

1 -B-67

1 -B-79

1-B-158

1-B-174

1-B-175

1-B-177

1-B-178
1-B-181

2-A-74

屏風装　二田二双
掛幅装　一幅

掛幅装　四幅対のうち一幅
掛幅装　八幅対のうち一幅
掛幅装　八幅対のうち一幅
掛幅装　八幅対のうち一幅
掛幅装　八幅対のうち一幅
掛幅装　八幅対のうち一幅

1958年　184.7×2604　　油彩､石･画布　　　1点

品質　　　　　　数量　　　所蔵品番号法量(cm)

26 5×30.0(L字形)径14.5(円形)　麻､羊毛製　　　　2枚　　　6-Hd-151-2

時代
後期コプト時代(7-8世紀)
中期一後期コプト時代(6-8世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(10-1 1世紀)

後期コプト時代(7-8世紀)
中期コプト時代(5-6世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(10-1 1世紀)

後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
中期コプト時代(6-7世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(ll-12世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
中期コプト時代(6世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(10-1 1世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(1 1-12世紀)

後期コプト時代(7-8世紀)

種別　　作品名
染織　　人物花井文綴織裂

人面文輸奈織角布
鳥獣花井文綴繊裂
動物花井文綴織裂
動物文綴織裂
円花文毛織
騎馬人物文毛綴織角布
組縄文綴織裂
鳩文綴織裂
赤地動物花井文綴織裂
花井文綴織裂
騎馬人物文綴織裂
動物花文綴繊裂
赤地動物花井文綴織角市
花文綴繊裂
藍地花文綴織裂
人物動物文毛綴織角布
綴織裂
花文綴織裂
人物動物文毛綴織裂
人物動物文毛綴織裂
赤地人物文綴織裂
蔓唐草文綴織製
織織裂
花井文綴織裂
綴織裂
花井文綴織裂
花文綴織裂
菱繋ぎ文毛織裂
赤地花文毛織裂
人物文綴織裂
人物鳥獣文毛綴織裂
花井人物文綴織裂
動物花井組縄文綴織裂
花井文網織裂
花文綴織裂
組縄文綴織裂
四弁花文縄綿製
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麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-3

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-4

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-8

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-9

羊毛製　　　　　1枚　　　6-Hd-151-10

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-15

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-16

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-17

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-19

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-20

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-1 51 -25

26.5×21 8

28.0×42 5

105×21.5

5.0×16.0

7.5×11.6

13.5×130

7.7×17.3

7.0×15.0

31,5×11 0

29.0×45

30 5×22.5

165×265

22.5×30.8

8.5×11.2

83×16.0

ll.0×8.5

径10.5

2.2×23 8

21.8×19.8

135×19.6

ll.8×135

5.3×85

4.2×33

65×18.0

100×10.8

35×10.8

5.5×5.5

5.5×168

15.0×24.0

7.0×9.5

90×15.8

径17.2

355×7.5

175×15.5

8.0×11.3

204×22.5

8.0×9.5

1枚　　　　6-Hd-151-26

1枚　　　　6-Hd-151-27

1枚　　　　6-Hd-151-28

1枚　　　　6-Hd-151-29

1枚　　　　6-Hd-151-30

1枚　　　　6-Hd-151-31

1枚　　　　6-Hd-151-32

麻､羊毛製
麻､羊毛製
麻､羊毛製
柄､羊毛製
麻､羊毛製
麻､羊毛製
麻､羊毛製
麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-33

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-1 51 -34

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-1 51 -36

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-38

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-39

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-1 51 -46

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-48

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-49

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-1 51 -50

羊毛製　　　　　1枚　　　　6-Hd-1 5仁54

羊毛製　　　　　1枚　　　6-Hd-151-55

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-1 51 -56

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-1 51-58

席､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-1 5主60

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-61

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-1 51 -62

麻､羊毛製　　　1枚　　　6-Hd-151-63

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-64

麻､羊毛製　　　　1枚　　　　6-Hd-151-67

闘

品質　　　　　　数量　　　所蔵品番号

6-Hd-1 51-68

6-Hd-151-69

6-Hd-1 51 -70
6-Hd-151-71

6-Hd-151-72

6-Hd-1 51-73
6-Hd-1 51 -74

6-Hd-151-75

6-Hd-1 51-76

6-Hd-151-77
6-Hd-151-78

6-Hd-1 51-79

6-Hd-1 51 -80

6-Hd-1 51-84
6-Hd-1 51-85

6-Hd-1 51 -86

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　　1枚

麻､羊毛製　　　1枚

麻､羊毛製　　　1槻

麻､羊毛製　　　　1槻

麻､羊毛製　　　　1柏

原､羊毛製　　　1相

席､羊毛製　　　　1極

麻､羊毛製　　　　1植

原､羊毛製　　　1杉

法童(cm)

9.0×8.0

5.2×13.2

径8.0

150×23.6

20.0×19.0

14.7×25.3

13.5×12.8

5.3×19.3

ll.7×11-7

140×15.0

6.0×15.5

径4.5
径5.5

ll.5×12.0

13.8×9.5

4.3×21.0

時代
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(10-1 1世紀)

後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)
後期コプト時代(7-8世紀)
後期コプト時代(9-1 0世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(9-10世紀)
後期コプト時代(8-9世紀)

種別　　作品名
染織　　唐草文綴織裂

蔓唐草文綴織裂
人物動物文綴織裂
小花文綴織裂
動物花井文綴織裂
組縄文綴織裂
人物動物文綴織裂
赤地花井文綴織裂
人物文綴織角布
騎馬狩猟文網繊裂
有翼人物花文綴繊裂
赤地花文網織裂
赤地花文綴繊裂
綴織裂
花文綴綿製
動物文綴織裂

美術質料の貸出

展覧会場　　　　　展覧会期

静岡県立美術館　　平成1 1年9月10日-10月24日
稿同市美術館　　　平成1 1年10月30日-1 1月28日

島根県立美術館　　平成1 1年12月4日一平成12年1月16日
千乗そごう美術館　平成12年2月9日-3月5日
愛媛県美術館　　　平成12年4月10日-5月7日
東京ステ-シiンギャラリー　平成12年5月27日-7月2日

所蔵品番号　出品展覧会
3_A_2　　　ラフアユル･コラン展

種別　　作家名　　　　　　　　作品名

油彩　　ラフアエルiコラン　　　帽子を持つ婦人

日本画　廊田原司　　　　　　　宗像杜油島 2-B-9　　　麻田鹿司展 京都国立近代美術館　平成12年4月1日-5月7日
茨城県近代美術館　平成12年5月13日-6月18日
新潟県立近代美術館　平成12年7月1日-8月20日
練馬区立美術館　　平成1 2年9月10日-10月9日

日本画　横山大観

油彩　　菅井汲

2-B-6　　　大覿

7-B-54

2-B-7

ふくやま美術館 平成12年4月7日-5月14日

平成12年4月7日-4月23日､
5月9日-5月14日

2-A-3 1　　菅井汲展

フレスコ絹谷幸二
油彩　　長谷Iii利行

兵庫県立近代美術館　平成12年4月8日-6月4日
東京都現代美術館　平成12年6月24日-8月20日

サンドラ嬢の肖像　　　　2-A-72　　縞谷幸二展 宮崎県立美術館　　平成12年4月21日-5月21日

ハーケンペックのサーカス　2-A-38

油彩　　児島善三郎　　　　　　鏡

油彩　　坂本繁二郎　　　　　　大島の一部

油彩　　瑛九　　　　　　　　　丸2

写真　　瑛九
写真　　瑛九

版画　　瑛九
彫刻　　宮崎準之助
彫刻　　宮崎準之助
油彩　　椿貞姓
油彩　　阿部展也

没後60年　長谷川利行展 神奈川県立近代美術館　平成12年5月27日-7月9日
宇都宮美術館　　　平成12年7月16日-8月20日
三重県立美術館　　平成1 2年8月26日-1 0月9日
東京ステーションギャラij一　平成12年10月14日-11月19日

1 _A_40　　東亜油壷的誕生興開展　　　　　台北市立美術館　　平成1 2年6月3日- 8月27日

1-A-43

1_A_29　　アートにであう夏VOL2　　　　福岡県立美術館　　平成1 2年7月8日-8月27日

1-E-423　　瑛九のヒiミ･ツ展

1-千-20

1-F-43

木の球による提示(-)坐碑1-6-25
木の球による堤示(-)力石
春夏秋冬図屏風
アダムとイヴ

夏休みことも美術館Pa蒔みてみようi　熊本県立美術館　　平成12年7月19日-8月31日
1_G-26　　　′;､れてみよう1感じてみようi

2_A_57　　子供の世界　遊びと暮し　　　　茨城県近代美術館　平成12年8月5日-9月3日

2-A-1 2 阿部辰也展　　　　　　　　　新潟市美術館　　　平成1 2年9月1 2日-1 0月22日

河口湖美術館　　　平成12年1 1月3日-12月24日

東浜ステーションギャラリー　平成13年2月24日-3月25日



美衛資料の修復と貸出

種別　　作家名　　　　　　　　作品名 所蔵品番号　出品展覧会　　　　　　　　　展覧会場　　　　展覧会期

油彩　　青木繁　　　　　　　　秋声

油彩　　三岸好太郎　　　　　　海と射光

日本画　冨田漢仙　　　　　　　沖縄三題

仁A-288　　日本美術の20世紀
2-A-40　　　美術が語るこの1 00年

東京都現代美術館　平成12年9月15日-11月19日

油彩　　オノサトiトンノブ あか･き･みどり･あお

油彩　　海老原書之助　　　　　傷身

2_A_20　　抽象のパイオニアオノサトiトンノブ群馬県立近代美術館　平成12年9月23日-11月5日
1_A_30　　20世紀回顧　鹿児島と洋画展　　鹿児島市立美術館　平成12年9月29日-11月5日

油彩　　レオナール･フジタ(藤田嗣治)　仰臥裸婦 3_A_6　　　近代日本の裸婦展 井原市立田中美術館　平成12年9月29日-11月12日
平成12年9月30日-10月22日高岡市美術館日本画　吉村忠夫 大伴家持越中赴任1 250年記念

近代日本画にみる方案の世界展
平成12年10月14日-11月26日府中市美術館油彩　　牛島憲之 貝焼場

油彩　　牛島憲之　　　　　　　赤坂見附

油彩　　牛島憲之　　　　　　　切られた岩

生誕100年記念 牛島憲之展
北九州市立美術館　平成13年1月11日-1月28日
神戸市立小磯記念美術館平成13年2月10日-4月1 5日
茨城県つくば美術館　平成13年4月28日-6月3日
愛知県美術館　　　平成12年1 1月23日一平成13年1月28日

兵庫県立近代美術館　平成13年2月7日一平成13年3日25日

名簿

美術館協議会委員
会長　　　　　　菊竹澤一

副会長　　　　　吉岡　紋

学校教育関係書　出田紘子
古賀哲窮
松尾浩二

社会教育関係者　足達千鶴子
石橋美恵子
井上長利
小林俊子

九州大学教授
作家
多々良中学校長
福岡女子高等学校長
名島中学校長
福岡市地域婦人会常人理事
福岡市社会教育委員
福岡市老人クラブ連合会会長
福岡市青少年団体連絡会議理事

学識関係者　　　青木　秀　(樵)西日本新聞社取締役相談役
(平成12年11月4日まで)

油彩等　アンディ･ウォーホル　　工ルヴイス 3-A-98　　　アメリカン･ドリームの世紀展

水彩　　和田三造　　　　　　｢昭和職業絵尽｣原画 7_C_5　　　木版の美　服元一西富書院と画家展　姫路市立美術館　　平成13年1月17日-3月29日

油彩等　田中敦子　　　　　　　作品1 2_A_80　　田中敦子展　未知の美の探求1954-2000　芦屋市立美術博物館　平成1 3年3月3日-5月6日

静岡県立美術館　　平成1 3年7月28日-9月9日

展覧会場　　　　　展覧会期所蔵品番号　出品展覧会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　･

4-B-101　九州･沖縄サミット福岡蔵相会合　福岡市博物館　　　平成12年7月8日-7月11日
4_B_102　　ワーキングランチ会場展示

5-6-4

6-B-29

6-B-36

6-Ha-50

9-B-9

ll-B-10
ll-B-18

14-Ha-106

種別　　作品名　　　　　　　　作者名

絵画　　整理人狩猟図屏風
絵画　　紘島図屏風
彫刻　　日光菩薩立像
絵画　　布袋見闘鶏図
絵国　　花籠図
陶磁器　色絵吉野山図茶壷
絵画　　円相図
絵画　　源氏物語図屏風
絵画　　竹鶴･若松図屏風
陶磁器　色絵花鳥文瓢形瓶
絵画　　芦大納言絵詞
絵画　　豊千･寒山拾得図
絵画　　源氏物語図屏風
その他　采配および馬針
その他　法螺貝(北条白貝)
陶磁器　上野割山樹形向付
金工　　芦屋香炉釜
陶磁器　高取飴粕耳付水指
陶磁器　高取褐粕向付
陶磁器　高取掛分割高台沓茶碗
陶磁器　高取掛分下面半簡茶碗

官本武蔵
尾形乾山
野々村仁清
仙厘義梵
土佐光起
円山応挙

伝･狩野元信
土佐光起

サントリー美術館　平成12年9月5日-10月22日

大阪城天守閣　　　平成12年10月7日-11月12日

飯塚市歴史資料館　平成12年10月19日-11月26日

6-ら-18　　　出逢いと語らい-

7-ら-73　　　故事人物画と物語絵

ll-B-10

4-Hト168　　秀吉家臣団

4-Hf-1 72

6_Ha-110　筑豊の茶の湯と上野･高取焼
6-Hc-105
14-Ha-1

1 4-Ha-2

1 4-Ha-4
1 4-Ha-82

6-Ha-36　　土器の造形一縄文の動･弥生の静一東京国立博物館　　平成13年1月30日-3月1 1日

17-Ha-356　ベトナム青花一大越の至上の撃一町田市立博物館　　平成13年3月27日-5月6日
17-Ha-363

17-Ha-367
17-Ha-369

17-Ha-373

17-Ha-375

17-Ha-379

17-Ha-389

陶磁器　壷影土器(弥生時代)
陶磁器　青花牡丹唐草文壷
陶磁器　青花舟避文広口壷
陶磁器　青花鳳凰文瓶
陶磁器　青花菊文背面刻花雲龍文皿
陶磁器　青花双魚文盤
陶磁器　香花鳥山水文盤
陶磁器　青花見込梅花文碗
陶磁器　青花蓮華文水注

50

大西修也
木戸龍一
中西久喜
西島伊三雄
濱砂圭子
古川智次

九州芸術工科大学教授
福岡県美術協会理事長
福岡市美術展運営委員
福岡文化連盟理事長
育児情報誌編集長
福岡大学教授

松尾孝司　(棉)西日本新聞社文化部長
(平成12年11月5日より)

収集審査委員
近現代美術
乾　由明　京都大学名誉教授
宝木節義　明星大学教授
富山秀男　石橋財団ナノデストン美術館長
中村英樹　名古屋芸術大学教授
古川智次　福岡大学教授

古美術
小笠原小枝日本女子大学教授
菊竹淳一　九州大学教授
財津永次　下関市立美術館長
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

(50音順一敬称略･肩書きは平成1 2年度のもの)

副館長(事業管理部長事務代理)
事業管理部長
管理課長
管理係長

小林　毅
清水隆之
椿原義平
川副洋子
稲永幸一
岩永裕二

主査(展覧会等運営調整専任)長野楠男
学芸課長
学芸係長

石田泰弘
尾崎直人
柴田勝則
渡邁雄二
都築悦子
山口洋三
三谷理華
山本香端子
鬼本佳代子
福島貞昭
川村哲也
ギヤレット三宅万里子
中原千代子
畑　千代美
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美衝撃

油彩　　潅

油彩　　し

日本国　吉
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FUKUOKA ART MUSEUM
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