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令和２年度第２回

岡崎市美術博物館協議会書面会議録

１ 開催日時

令和３年２月 12 日（金）

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため書面により開催）

２ 書面提出のあった委員（定数 10 名）

澤 博史 （社会教育・家庭教育） 古川 秀昭 （社会教育）

赤﨑 類子 （学校教育） 片桐 徹 （学校教育）

加藤 安信 （学識経験） 太田 公典 （社会教育）

鈴木 章司 （社会教育） 林 羊歯代 （学識経験）

倉光 智子 （市民公募） 坂本 雄士 （市民公募）

３ 事務局職員（８名）

美 術 博 物 館 長 鈴木 智子 美術博物館副館長 鈴木 温子

美術博物館学芸係係長 大澤 一実 美 術 博 物 館 管 理 係 係 長 宮代 秀雄

地 域 文 化 広 場 館 長 三宅 葉子 地域文化広場副館長 村松 和明

美 術 館 長 前島 豊 美術館副館長 稲垣 満春

４ 会議の成立

委員 10 名全員から書面による回答があったため、岡崎市美術博物館管理規則第８条

第２項及び岡崎市美術博物館協議会書面会議実施要領第３条第３項の規定により、本日

の会議は成立している。

５ 会議の内容（委員意見及び事務局意見）

次第１ 報告事項

⑴ 令和２年度 展覧会開催状況について 

議 長＝「贅沢な対話」展は、急遽企画されたのに、コロナ禍の中でじっくり作品

と対話でき精神的な潤いを得ることができた企画でした。タイトルのネーミング

が企画にぴったりでした。

「マイセン動物園展」は動物に的が絞られたマイセンの作品という点で興味深

く、家族連れでも楽しめた企画でした。子供たちがこうした企画を通して、絵画

や陶芸の世界へ目を広げていってほしいと思われます。

「インド宮廷絵画」展は、今まで西洋の絵画展が多数を占めていた中で、イン
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ド宮廷絵画ということで、関心は高いと思われました。まだまだインドは未知の

国です。その宮廷という更に神秘的な世界に入り込めたことは、インド絵画の一

面を知る手がかりとなると同時に、これらの絵画を収集した畠中光享氏の人柄や

コレクションにも興味をかきたてられました。

地域文化広場の「あそべる恐竜博」展は、リアル体験ができ、家族で楽しめる

企画で数回訪れた家族もいました。

委員Ａ＝資料 1－①「西洋近代美術に見る神話の世界」展の開催すぐの休館は残念

でした。

「岩合光昭写真展」の延期に替り所蔵品展「贅沢な対話」展の開催はみごとで

入場者が 4000 人を超えたのもよかったのではないでしょうか。

「マイセン動物園展」のような巡回展や特別企画展は報告の中に共催、後援な

どがある場合は表記した方がいいと思います。

「中根寛の全貌展」はいい内容だったが、写真など資料展示のコメントが欲し

かったです。

資料 1－②「リトルアーティスト展」は前年も同じことを提案したが大人も無

料にできないでしょうか。資料１－②の企画展も共催や後援や協力があるなら記

して欲しいです。

事務局＝「マイセン動物園展」は特別企画展で巡回展でした。次年度以降は報告の

際にその旨表記するようにいたします。

「中根寛の全貌展」については、スケッチ旅行で撮影された記録写真等の資料

に対する説明が無かったのは反省すべきことだと感じています。中根先生のアト

リエには、旅行での記録写真を収めた膨大な数のアルバムが残されています。今

後、ご遺族の了解を得てその調査を進め、記録写真と制作された作品との照合を

進め、中根先生の作品制作に至る過程を明らかにしていきたいと考えています。

また、写真以外のアトリエに残された資料についても調査を進めていき、今後の

展示に生かしていきたいと思います。

「リトルアーティスト展」は、前回の協議会でもご提案いただきましたが常設

展も併せての入場料となりますので、100 円とさせていただいております。

委員Ｂ＝図工・美術のＯＢの方々から、「中根寛さんの作品展がとてもよかった」

と好評でした。

委員Ｃ＝新型コロナウイルスへの不安が高まる中で、中止せざるを得なかった展覧

会が出てしまったのは大変残念でした。目標以上の来館者数があった３つの企画

は見応えがあり、とてもよかったです。特に「贅沢な対話」展は急な代替展示に

もかかわらず、ユニークな発想で楽しめるものになっていたのが素晴らしかった

です。

委員Ｄ＝年間を通じて巣ごもりが求められた状況の中で、想定以上の人が来館され

たのは、様々な対策や工夫をされた結果とみられます。「贅沢な対話」展では展示

の象徴性、「あそべる恐竜博」展と「わくわく鉄道博物館 2020」展では子どもの
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視線の位置を重視されている工夫が読み取れました。

資料４－②の地域文化広場の令和２年度その他の実施報告３に「音場と視覚を

最大限に利用して」とあるように、前回の会議で絵画の展示と関連するような音

楽を低い音量で流すとよいのではないかと発言したことがありますが、「インド

宮廷絵画」展では入り口の導入のところでシタールの音楽を流すとよかったので

はなかったでしょうか。音楽が鑑賞者をインドへと導き、絵画に対する印象を深

めてくれます。

事務局＝インド音楽を流す案はありました。しかし、本展監修者であり作品所蔵者

である畠中光享氏の考えは、インド宮廷絵画が美術史上において高度に発達した

点を見てほしいという考えを持っているため、ステレオタイプなインドのイメー

ジで演出することには反対の姿勢であり、当館もとしてもその考えを尊重しまし

た。

委員Ｅ＝入場者については、緊急事態宣言などの影響で評価できません。

「マイセン動物園展」は、動物についての解説が多く、マイセン窯についての、

解説が少なかったように思います。一般的な知識でよかったので、日本との関係、

世界の中でのマイセンの評価等文化史的な内容が欲しかったです。

「中根寛の全貌展」は、中根先生の助手時代の色彩構成的な絵を見ることが出

来、興味深かったが、疑問が膨らんだ。それは時代的には抽象表現主義から現代

美術の様々な表現が試されている時期であったはずで、若い時の色彩構成的な絵

画から抽象により近づいていく作家が多い中で、一人ヨーロッパ旅行前後から中

世的なテンペラ表現に近い薄塗りで色を重ねる技法をどのような考えあるいは気

持ちで描かれていたのか、時代とのかかわりを知りたかったです。

事務局＝「マイセン動物園展」については、マイセンの動物作品に着目した展覧会

のため、動物の解説に重点を置きました。マイセン窯や技法については、人物・

用語解説及びマイセン関連年表パネルにて説明をさせていただきました。

「中根寛の全貌展」については、東京藝術大学の学部生、専攻生、副手、助手

の時代は、安井曾太郎、林武、山口薫らの指導を受けており、この時代の作品に

はその影響が色濃く出ています。また、時代の風潮として抽象表現主義的な影響

も受けていたと思われます。しかし中根先生の絵に対する根底には、幼少時から

の風景に対する思いがかなり強く、欧州旅行によって風景画への転向を確信し、

画風を大きく変えていくことになりました。なお、これほど大きく画風を転向さ

せた画家は稀だと思います。展示のなかで中根先生の転換期となったこの時代の

ことについて、説明が不足していたことは今後の反省材料としていきたいと思い

ます。

委員Ｆ＝「インド宮廷絵画」展は大変興味深く、良い展覧会と思います。「中根寛

の全貌展」は目標を割る結果だそうですが、展覧会としてはとても良いものと思

います。中根寛が作品作りに利用したと思われる写真やスケッチ等、制作途中の

作品が展示されて良かったです。
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委員Ｇ＝「マイセン動物園展」、「インド宮廷絵画」展、「あそべる恐竜博」展と「わ

くわく鉄道博物館 2020」展が、コロナ禍にありながら多くの来館者を集めたこと

を嬉しく思います。

「インド宮廷絵画」展は、インド宮廷絵画は触れる機会が少ないので、大変あ

りがたい企画でした。無料開放デーを設けたことも来場者増に繋がったのかもし

れません。418 人は予想以上、あるいは予想以下でしょうか。今後も無料開放デ

ーを設定していくのでしょうか。

事務局＝平成 18 年度に開催した「徳川四天王」展の無料開放デーには 1,891 名の来

場がありましたが、平成 28 年度に開催した「福山の文化財展」では 52 名の来場

にとどまりました。展覧会の内容や、その他複数の要因により来場者の増減があ

り、予測も難しいものとなっています。来年度は新型コロナウイルス感染症の状

況もわからないことから、無料開放デーを設定する予定はありませんが、今後実

施する場合は様々な状況を想定して検討していかねばと考えております。

委員Ｈ＝美術博物館、地域文化広場とも、新型コロナによる臨時休館のため今年度

の開催日数が約 20％減となっています。因みに昨年度は約５％減です。対する入

場者数は、やはり非常事態宣言の拡大に伴い減少傾向にあります。しかし、「マイ

セン動物園展」、「インド宮廷絵画」展、「あそべる恐竜博」展、「わくわく鉄道博

物館 2020」展においては、目標入場者数を上回っています。臨時休館後の夏休み

始めからの開催という関係もあると思われますが、タイトルから予測しやすく、

広く周知されている内容の展覧会であったことは大きな要因であると思われます。

「インド宮廷絵画」展については、展示数が非常に多かったことに驚きました。

畠中先生に幾度もお運びいただき、愉快な公演と展示会場での気さくな質疑応答

など、多くの時間を割いていただいたことも入場者数が増加した要因ではないで

しょうか。遠方からの畠中先生のファンなども多くいらっしゃったようにお見受

けしました。

他、「贅沢な対話」展の入場者数が思った以上に多かったです。このような新

しい試みや、意外な試みをし続けることは、今後の美術館のあり方を問うことに

つながると考えます。待つ美術館から発信する美術館へ、常に進化し、成長を続

ける美術館を楽しみにしております。

岡崎ゆかりの人物の展覧会も定着して、楽しみにしておられる市民もいらっし

ゃると思います。ただ少し地味な感じもします。展示やアピールの方法などで、

広い層の市民の注意をひけると良いかと思います。

一点気になりましたのは、「リトルアーティスト展」の目標入場者数です。今

年度は 750 人ですが、昨年度は 2000 人です。開催日数は今年度が５日短いのです

が、春休みではないなどの理由でしょうか。それとも 1750 人の間違いでしょうか。

事務局＝ここに表記されています令和 2 年度 4 月の目標入場者数は、年度を跨いだ

企画であり、例年の傾向として会期前半で来館されるご家族が大半となっており

ます。会期後半は、新学期の準備等で来館者が少ないことから、こちらの目標数
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字で相違ありません。

委員Ｉ＝新型コロナウイルスの影響のある中、展覧会の方を準備、運営をしていた

だきありがとうございます。感染症が拡大する中、様々な工夫の下、市民に寄り

添った開催にご尽力いただきましたこと、心より感謝申し上げます。こういう時

であるからこそ、心にゆとりを持つためにも、絵画等の芸術にふれることは大切

であると思います。入場者数も目標を超えているものもあり、その取り組みがよ

かったのだと思います。個人的には「中根寛の全貌展」がとても印象に残ってい

ます。

⑵ 令和３年度 開催予定の展覧会について 

議 長＝「岩合光昭写真展」は、２年越しの企画であり、コロナに打ち勝って必ず

実現させたいです。テレビのネコの映像と写真でのネコ科の動物の姿・表情を比

べてその魅力に迫りたいです。

「水木しげる魂の漫画展」は朝ドラでも水木しげるの一生が放送されましたが、

その人となりを漫画の世界を通して迫りたい。家族で楽しめる展覧会になると期

待できます。

「至宝－燦めく岡崎の文化財－」展について、岡崎に住んでいても岡崎のこと

を知らない灯台下暗しが多いです。まして文化財となるとなお更です。それが一

堂に集められて展示されることは、岡崎の文化財を知るまたとない機会でありま

す。大いに期待したいです。

地域文化広場の「巨匠たちの 10 代」展の作品を観て子供たちがどう観、どう

思うか、子供の感性と夢を育んでいく展示と期待が持てます。

「シャガール展」はシャガールの独特な色使いの版画の世界が楽しみです。

委員Ａ＝各企画展それぞれ魅力あり、25 周年にふさわしいと思いますが巡回展、委

託、自主と各々の事業費を知りたいです。

事務局＝事業費については、議会前で詳細はお答えできませんが、おおよそ例年並

みの予算規模とお考え下さい。

委員Ｂ＝造形おかざきっ子展が、令和３年度も令和２年度同様、ＷＥＢ開催及び各

学校での分散開催となりました。

子供たちも喜びそうな「水木しげる魂の漫画展」を計画していただいたのに残

念に思います。令和４年度こそ中央総合公園を会場として開催できることを願っ

ています。

委員Ｃ＝「至宝－燦めく岡崎の文化財－」展と「名品コレクション（仮）」展につい

ては展示を工夫すれば、児童生徒の学びが広がるようなコーナー設置も可能と思

われます。ぜひ分かりやすく郷土史を学べるように工夫してもらえるとよいです。

委員Ｄ＝令和２年度からから令和３年度への繰越事業となった「岩合光昭写真展」

については期待がもてます。数年前に名古屋市博物館がねこに関する展示を開催

した時、爆発的な入場者であったといいます。「水木しげる魂の漫画展」では、作
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者の戦争に対する思いが浮かび上がってくる展示であるとよいし、「巨匠たちの

10 代」展では、それぞれの巨匠が 10 代の頃に何に対して着目していたかが読み

取れる展示になるとよいです。

委員Ｅ＝「渡辺省亭」展では、省亭が時代背景と芸術とのかかわりの中で、中央と

距離を取った理由など、どのような立場で描いていたのかを知ることで絵の表現

に影響があったか興味があります。

「水木しげる魂の漫画展」については、戦後の漫画雑誌が出てくる頃、雑多な

読み物としての貸本がありました。そこから出てくる鬼太郎が特異だったのか、

それらに近いものを許す社会的背景があり、水木しげるは自らの体験と重なり合

うものがあったのかもしれないが、現在から見た水木しげると当時の水木しげる

が置かれていた状況は違っていたと思います。戦争体験の漫画を描いていますが、

そこに単純に結びつけるようなステレオタイプな扱いではない切り口を見てみた

いです。

「至宝－燦めく岡崎の文化財－」展には、「燦めく」にはフリガナを入れては

どうでしょう。パソコンでは「煌めく」と出てきます。矢作川のことが概要にあ

りますが、ブラタモリ的に岡崎の地質、地理がどのように影響を与えているかを

知りたいです。滝山寺がなぜあの場所にあるのか、私の自宅の近くにある北野廃

寺は矢作川の畔にあったと思うが、なぜあの場所にあるのか、当時北野廃寺は何

をしていたのか等知りたいと思いました。

「シャガール展」については、シャガールの生涯も知ることが出来るとより深

く鑑賞できると思います。

事務局＝ご指摘のとおり、「燦めく」はあまり馴染みのない言葉なので、デザイン・

レイアウト等で問題がない限りは、原則フリガナを入れたいと思います。

委員Ｆ＝地域文化広場の「巨匠たちの 10 代」展や「ウルトラ特撮ワールド」展を楽

しみにしています。大人も子供も楽しめる内容だと思います。

委員Ｇ＝美術博物館の自主企画展「至宝－燦めく岡崎の文化財－」展と「名品コレ

クション展（仮）」展では、「贅沢な対話」展のように美博の個性が見えてくるよ

うな、企画者の顔が見えるような展示を期待しております。

委員Ｈ＝「渡辺省亭」展は質の高い展示と解説を楽しみにしています。

収蔵品展の「名品コレクション（仮）」展は、魅力的なタイトルを期待しています。

地域文化広場で開催予定の「シャガール展」ですが、こども美術館での開催と

いうことで、独自な展示をお考えのことと思います。子ども美術博物館ならでは

のアイデアを期待します。

委員Ｉ＝ご報告いただいておりますどの展覧会も興味深いものばかりです。中でも

「水木しげる魂の漫画展」、「シャガール展」は話題性もありますが、企画概要か

らよく練られた企画であることが分かりました。市内だけでなく県内そして国内

で注目される企画となるように思います。コロナが１日も早く収束し、多くの方

が展覧会に来られますことを切に願っております。
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次第２ 議事

令和４年度 開催予定の展覧会計画について

令和４年度開催予定の展覧会計画案に 賛成 10 反対０

議 長＝コロナ禍の中で、工夫され、バラエティーに富んだ企画で、コロナに打ち勝

ち、全て実行したいものです。

委員Ａ＝それぞれの案に 20 字くらいでいいのでコメントが欲しいです。おおよその事

業費総額はいくらでしょうか。

事務局＝次回以降ご意見に沿うような資料を作成したいと思います。事業費について

は、おおよそ例年並みの予算規模を想定しております。

委員Ｂ＝「現代美術」展が令和４年度の造形おかざきっ子展の開催予定期間と重なる

ので楽しみです。小学校や中学校の教科書に掲載されている現代美術の作品が展示

されることを願っています。

委員Ｃ＝「宇宙の旅写真展」はこれまでにあまりなかった展示で期待できる。一方で

歴史にかかわる展示計画がなくやや寂しい気がします。令和５年度以降の課題とし

て欲しいです。

事務局＝ご意見を踏まえた展覧会の構成になるよう努めます。

委員Ｄ＝了承。地域文化広場の展覧会は子供がいろいろなものに興味を持つことがで

きるような多彩な展示になっていて評価されます。

委員Ｅ＝「岡崎やきものコレクション」展では、どのようなものが展示されるのでし

ょうか。「ＢＲＩＯ展」では、木のおもちゃが展示されるのでしょうか。

事務局＝「岡崎やきものコレクション」展については、市内遺跡の出土品や甲山焼な

ど岡崎ゆかりのやきものや美術博物館所蔵の陶磁器の名品のなかから、器のやきも

のを中心にご紹介します。

「ＢＲＩＯ展」については、おっしゃるとおり木を主体としたおもちゃの展示で

す。

委員Ｆ＝新型コロナウイルス感染を見極めて、安全な開催を望みます。

委員Ｇ＝美術博物館の「現代美術」展と「宇宙の旅写真展」がどのようなものか想像

できませんが、いずれも楽しみにしております。

委員Ｈ＝「ルネ・ラリック展」について、多くの場所で観ることが出来るものですの

で、解説の工夫や見せ方の新鮮さを期待します。

「現代美術」展では、社会との影響関係、舞台や音楽、政治との関連など、解り

やすい展示を期待します。

委員Ｉ＝美術博物館は浮世絵にはじまり美術、写真そしてやきものと多岐にわたる分

野で、どれも目にしたいと思うものです。また、地域文化広場の方は、えほん、昆

虫や鉄道など、子どもが興味を持てる内容が盛り込まれており、家族で楽しめる企

画であると思います。
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次第３ その他

令和２年度 その他の実施報告

議 長＝コロナ禍の現状に対応した手立てを随所に講じられています。コロナ禍の不

安定な時代の展示として先を読み、代案等を検討して万全を期していく方策を考え

て頂くことを念願したいです。

委員Ａ＝地域文化広場の「紙のびっくりワールド展」での公開制作現場の映像展示は

とてもいい試みでした。

委員Ｂ＝自宅に持ち帰って制作体験できるように教材の販売を行われた点について大

変工夫されたと思います。不要不急の外出を控えている子供たちは家庭でやること

がなく、ゲームで時間を使っていて保護者も困ってみえるようなケースもあるよう

なので、喜ばれると思います。

高校との共催展、良いアイデアだと思いました。

委員Ｃ＝感染拡大に関する不安の大きさには個人によって差がありますが、小さな不

安にも耳を傾け、極力３密を避けて念入りな消毒を行うことは必要だと思います。

体験的なイベントを割愛するのはやむを得ないし、正しい判断だったと思います。

委員Ｄ＝前述したように、音場と視覚を組み合わせるような展示はこれからも検討し

ていく余地があると思います。

美術館の企画は、芸術活動の裾野を広げる普及活動の上で十分な役割を果たして

います。

委員Ｅ＝地域文化広場の報告 様々な工夫をしていることがよくわかります。少しで

も中止にするのではなく開催されることを希望します。

委員Ｆ＝絵版画コースの美術教室は嬉しく思います。今後リトグラフやエッチング等

の版画の準備、プレス機購入や廃液の処理等を、お願いします。彫刻や写真教室も

良いと思います。

事務局＝リトグラフやエッチング等の版画も人気はありますが、その制作のために予

算要求して機材を購入することは現状では難しいと思われます。なお、美術教室に

ついては、マンネリ化を防ぐため、今後も様々な素材による教室を開催していきた

いと考えております。彫刻や写真についても、可能かどうか検討していきたいと考

えております。

委員Ｇ＝地域文化広場と美術館の報告から、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対

応策が具体的に伝わってきました。

ウィズコロナ時代にあって、教育現場にいて実感するのはオンラインコンテンツ

充実の必要性ですが、美術館、博物館においても同様かと思います。今後に期待し

ます。

委員Ｈ＝「あそべる恐竜博」展でのワークショップから教材への切り替えは良いと思

います。

昨年度の「フェルトアート」展や今年度の「紙のビックリワールド」展など、大
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人も楽しめる展示が時々あり、そのたびにショップを探してしまいます。ワークシ

ョップの代わりだけではなく、今見た展示の世界を小さくても家で楽しめるような

キットの販売はお考えではありませんか。同行した友人達も望んでいました。

「紙のビックリワールド」展での、人による解説は面白いと思いました。

事務局＝これまでも、展覧会に関連するキットやグッズの販売を、可能な限り実施し

てまいりました。これからも、より楽しんでいただけるように企画検討してまいり

たいと思います。

委員Ｉ＝コロナの対策をはじめ、Ｗi-Fi の整備、そして高等学校とのコラボなど、

訪れる方や地域の方を大切にした取り組みに心より感謝申し上げます。様々な工夫

によって、訪れる方の美術博物館や子ども美術博物館への好感度は、特にこのコロ

ナ禍の中では大変よいものであったと思います。

―以上―


