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平成 29年度第２回 

岡崎市美術博物館協議会会議録 
 

１ 開催日時及び場所 

平成 30 年２月 16 日（金）14：00～16：10 

  岡崎市美術博物館 １階会議室  

２ 出席委員（定数 10 名 ２名欠席） 

会 長 澤  博史 （社会教育・家庭教育）  

副会長 古川 秀昭 （社会教育）   

 加藤 安信 （学識経験） 鈴木 浩司 （市民公募） 

 林  羊歯代 （学識経験） 松浦 良昭 （学校教育） 

 三井 崇未枝 （市民公募） 山下   清  （社会教育） 

（欠席委員は、福應 謙一（学識経験）、杉原 惠美子（学校教育）２名） 

３ 館長及び説明のため出席した事務局職員（７名） 

美術博物館館長 榊原  悟 社会文化部長 安藤 英彦 

美術博物館副館長 堀江 登志実 美術博物館管理係係長 鈴木 智子 

美術博物館学芸係係長  浦野 加穂子 地域文化広場副館長補佐 村松 和明 

地域文化広場主任主査 杉浦  健   

４ 会議の成立 

事務局から、委員 10 名のうち８名が出席のため、岡崎市美術博物館管理規則第８条

第２項の規定により、本日の会議は成立していることを報告した。 

５ 会議の公開について 

岡崎市附属機関等の会議の公開に関する指針に基づき、本会議を全部公開とすること

及び傍聴希望者１名の傍聴を許可した。（傍聴者１名入室） 

６ 会議の内容 

次第２ 報告事項 

（１）平成 29 年度展覧会の開催状況について 
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事務局＝（平成 29 年度に実施した展覧会について、入場者数、各種企画内容等を資

料に沿って美術博物館及び地域文化広場の各担当者から報告） 

委員Ａ＝美術博物館で開催したウェールズ展のジュニアガイドは大人が読んでも面

白くできていました。今後もこのような鑑賞ガイドの作成を継続していただ

きたい。 

委員Ｂ＝今週、本校の生徒たちが美術博物館で「暮らしのうつりかわり」展を見学

してきました。子どもたちからの報告によると「わくわくシート」を使って

の学習がとても楽しかったようで、学習への動機づけに大いに役立っている

ようです。 

委員Ｃ＝生活道具としての民具の展示も良いが、例えば仙台箪笥のような工芸的な

価値の高いものも見てみたいです。 

委員Ｄ＝どこの博物館施設にも共通して言えることだとは思いますが、近頃の展示

は、博物館側が提供するプログラムが行き届き過ぎているせいで子どもたち

が自発的に考えようとしなくなっているのではないか。子どもたちはときと

して大人が思いつかないような質問をしてくることがあります。彼らの豊か

な感性を刺激し、自ら考えさせることで、子どもたちの発想力を引き出して

やるような、そんなアプローチができると良いと思います。 

委員Ａ＝子ども美術博物館で開催した「はしもとみお彫刻の世界展」は、現在、名

古屋のヤマザキマザック美術館でも開催しており、たいへん好評のようです。

他館に先駆けてこの企画を実施したあたりは目のつけどころが良いなと思い

ました。 

    開催中の「わくわく鉄道博物館」の巨大ジオラマを走る鉄道模型は、子ど

もはもちろん大人も楽しめる展示でした。個人的には愛知環状鉄道の 30 年の

歴史を紹介したパネルがたいへん詳細でよくできていたと思います。内容を

小冊子にまとめて配布してはどうでしょうか。 

委員Ｅ＝子ども美術博物館の杉山明博造形の世界展は、大人が見ても内容の濃いも

のでした。遊びながら展示を見ていくと最後のコーナーでは森林伐採という

環境問題が提示されていて展示構成も良く考えられていました。こうした展

示をみた子どもたちがどんなことを考えたのか、感想・意見を集約すると良

いと思います。 

委員Ｄ＝はしもとみお展と杉山明博展の展示はどちらも作品に触ることができるよ

うになっていましたか。 

事務局＝一部を除いて展示物には触れるようになっていました。 

委員Ｄ＝それはいいことだと思います。さらに一歩踏み込んで、視覚障がいのある

方たちが美術館に来て楽しめるような展示物を、こういう機会に積極的に出
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す試みを行ったことはありますか。 

事務局＝「手でみる彫刻展」という企画を過去に開催したことがあります。 

委員Ｄ＝通常の企画展や常設展のなかでそれをやってみてはどうでしょう。教育普

及活動の一環として、館の職員が視覚障がい者と一緒になって作品に触れて

みるという鑑賞体験をやってはどうでしょうか。学芸員も一緒になって体験

してみることで、普段の文字資料中心の情報による作品理解とは全く違った

「目からウロコ」的な新しい発見が生まれることがあります。できればそれ

を価値のあるいい作品でやってほしい。私がかつて勤務していた美術館では、

ロダンの大理石彫刻を使ったこともあります。普段は絶対触れないような作

品を緊張感と慎重さを持って臨むことで貴重な鑑賞体験ができると思います。 

委員Ｃ＝私は彫刻をやっていますので、視覚障がい者のために触れる彫刻展を企画

することがあります。作者としても、鑑賞者に見てもらうだけでなく、触っ

て、感じて、作品をより楽しんでほしいと考えています。触れることで「木

はあたたかいね」などと会話も生まれ、喜んでもらえます。倒れる危険のな

い安定性のある作品についてはなるべく触ることができるように配慮してい

ます。 

議 長＝私たち健常者でも目で見る体験と手で触る体験はものすごく違います。手

で触れることによって新たな作品の魅力を感じることができます。子どもた

ちの豊かな創造性を育むためにも、地域文化広場でこうした取り組みについ

て検討してもらいたい。 

事務局＝子ども美術博物館には、ロダンとブールデルとマイヨールの代表的な作品

があり、開館当初から視覚障がいのある方には触ってもらっています。また、

作品には点字による解説もつけてあります。 

 

（２）平成 29 年度新収蔵資料について 

事務局＝（平成 29 年度に寄附及び寄託により受け入れた博物資料、購入、寄附及び

寄託により受け入れた美術資料について、美術博物館及び地域文化広場の各

担当者がプロジェクターを使って説明） 

委員Ｆ＝美術博物館、地域文化広場、美術館の各館で新規に取得した資料について

は、それぞれ収蔵庫があるので、取得した館で収蔵・管理していくと思いま

すが、環境面で言えば、おそらく美術博物館の収蔵環境が最も良いのではな

いかと思います。昨年度、美術博物館で開催した「おかざきの美術 100 年展」

を見て、美術館にこんなに素敵な作品があるのかと驚きました。３館とも収

蔵庫に余裕がなくなってきているという話は聞いていますが、美術館の優品

については、ぜひより良い環境で保管していただきたい。常設展示棟の建設
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と収蔵庫棟の増設の計画は進んでいるのでしょうか。 

事務局＝今年度、美術博物館、地域文化広場、美術館の３館のあり方を検討してい

て、そのなかで、それぞれの施設の機能を整理するとともに、収蔵品の種類

と全体のボリュームを調査し、資料のグレードに合わせた適正な保管場所と

今後どの程度の収蔵スペースが必要となるのかを調査しているところです。 

 

（３）教育普及事業について 

事務局＝（平成 29 年度の「やさしいミュージアム講座」の開催状況について、資料

３に沿って担当から説明） 

議 長＝美術講座に対して博物講座は参加者数が少ないようですが、人数を制限し

ているのですか。 

事務局＝前期講座の「古文書の収集と保存」については、講座の中で実物の古文書

を取り扱いながら目録を取ってもらうような体験型の講座としたため、定員

をしぼりました。今回のような体験型の実習を実施した意図としては、今後、

当館の古文書関係の資料の整理に協力してもらうボランティアを育成してい

きたいという思いがあります。 

   委員Ａ＝前にも言ったと思いますが、講座に参加できない人のために館のホームペ

ージ等に講座の要旨を掲載することはできないでしょうか。 

   事務局＝外部講師の講座については難しいと思いますが、当館の職員が実施する講

座については今後検討します。 

   委員Ｄ＝講座の実施日を平日にしている理由は。 

   事務局＝実施日の希望を調査したところ、平日を希望する声が多かったため、また、

以前は土曜日に実施したこともありましたが、土日は展覧会関連のイベント

とバッティングしてしまうためです。 

 

（４）年間パスポートについて 

事務局＝（年間パスポート販売状況・イベント実施状況について、資料に沿って美

術博物館の担当者から説明） 

議 長＝毎回申込み者が定員を上回る状況のようですが、定員枠を増やすわけには

いかないのでしょうか。 

事務局＝ナイトミュージアムについては、学芸員が作品解説をしながら展示を見て

もらうため、３０人程度が適正な人数と考えています。佐久島行きについて

は、たくさんの応募がありましたが、一色港まで市の公用バスを利用する関

係で、バスの乗車定員をツアー定員とせざるをえませんでした。 

委員Ｄ＝佐久島ツアーについては、参加費はどうしたのですか。 



5 

 

事務局＝一色港から佐久島までの渡船代と昼食代を実費徴収しました。 

委員Ｄ＝参加費などの情報も資料に記載すると良いのでは。 

事務局＝次回から記載します。 

委員Ｇ＝このような会員向けのイベントについては、一般の利用者に周知されてい

るのでしょうか。展覧会を鑑賞したあと美味しいディナーをレストランでい

ただく企画などは、とても魅力的だと思いますが、もっと回数を増やせない

のでしょうか。 

事務局＝会員向けのイベント情報については、美術博物館のホームページに掲出し

ています。また、開催したイベントの実施状況についても紹介しています。

パスポート会員限定の企画内容を広く情報発信することで、新規会員を増や

していければと考えています。 

レストランとのコラボ企画については、今年度、試行的に実施してみまし

た。今後もレストランと連携しながら展覧会とのコラボメニューなどさまざ

まなイベントを展開していきたいと考えています。 

 次第３ 議事 

（１）平成 30 年度開催予定の展覧会について 

事務局＝（平成 30 年度開催の各展覧会について、開催予定日、期間、内容等を資料

に沿って美術博物館及び地域文化広場各担当者から説明） 

   委員Ｆ＝展覧会の会期について、秋の３連休の初日にあたる 11 月 23 日が休館にな

っているのは、もったいないのではないでしょうか。９月 29 日からの「博覧

会にみる三河」展を３連休までひっぱってはどうでしょうか。 

   館 長＝すでに一部広報をしていることもあり、「博覧会にみる三河」展の会期を延

長することは難しいですが、11 月 24 日から開催する収蔵品展の会期を１日

前倒しすることについては検討してみます。 

   委員Ａ＝美術博物館で開催予定のクエイ兄弟展とブラック展は巡回展ですか。 

   事務局＝そうです。ブラック展は、４月から東京のパナソニック汐留ミュージアム

を皮切りに開催されます。 

   委員Ｃ＝「美博びっくり箱」展は、学芸員の力量が問われる企画だと思います。若

い人を惹きつけるようなインパクトのあるものを期待していますが、どんな

内容を考えているのですか。 

   事務局＝内容についてはこれから詰めるところですが、専門の違う学芸員がそれぞ

れの個性をぶつけ合うことで相乗効果が生まれるような展示にしたいです。 

   議 長＝平成 30 年度に開催予定の展覧会について、承認してよろしいでしょうか。 

   委 員＝異議なし（拍手） 

   議 長＝平成 30 年度に開催予定の展覧会については承認されました。事務局はただ
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いまの意見を踏まえて来年度の展覧会をより良いものにするためご尽力いた

だくようお願いします。 

 

（２）平成 30 年度以降の展覧会計画について 

   事務局＝（平成 31 年度以降の展覧会計画について、資料に沿って美術博物館及び地

域文化広場各担当者から説明） 

   委員Ａ＝美術博物館の計画にあるキスリング展は、同時期に活躍したモディリアー

ニや藤田嗣治などエコール・ド・パリの画家たちの作品は展示されますか。 

   事務局＝現段階では、そこまで手を広げる予定はありません。 

   委員Ｄ＝かつてキスリングの展覧会を開催したときに、多くの人が「キスリングは

もうたくさん」といった感想を述べていました。私の経験では、ほかにもス

ーチン、佐伯祐三、マリー・ローランサンといったエコール・ド・パリの作

家たちの場合、その強烈な個性にちょっと消化不良を起こすような傾向があ

るように思います。その作家一人に絞った展覧会にすることによって、本当

はそうではないのに、その作家が何だかつまらなく見えてしまう。そういう

ことになってはいけないので、企画には少し工夫が必要だと思います。もし、

企画会議に参加するようなことがあれば、そういった意見を言ってみてもい

いと思います。 

   委員Ａ＝村山槐多展は、以前、美術博物館で開催したことがあったと思いますが、

今度は子ども美術博物館でやるのですか。会期がやや短いように思いますが、

規模を縮小してやるということですか。 

事務局＝今回は、槐多の没後 100 年を記念して、彼が生まれた岡崎の地で、10 代の

作品を中心に紹介することで、地元の偉人画家の功績を岡崎の子どもたちに

しっかりと伝えられるような、より親しみ易くわかりやすい展示にしたいと

考えています。会期が短いのは水彩画とデッサンが多いためです。 

委員Ｄ＝地域文化広場のリトルアーティスト展は、年度をまたぐかたちで毎年開催

しているということですよね。資料では年度で分けて記載されているので一

瞬、別の展覧会かと錯覚します。予算の関係で分けているのかもしれません

が、資料には一つの展覧会として記載したほうが良いと思います。 

議 長＝平成 31 年度以降の展覧会計画について、承認してよろしいでしょうか。 

   委 員＝異議なし（拍手） 

   議 長＝平成 30 年度に開催予定の展覧会については承認されました。先ほど

は展覧会の日程についての意見もありました。事務局は委員の皆さんの意見

を展覧会に十分に反映できるように工夫していただいて、一人でも多くの市

民の方が参加できるようないい展覧会を開催していただくようご尽力よろし
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くお願いします。 

 

閉会あいさつ 

   館 長＝長時間にわたり、活発な議論、様々なご指摘をいただきありがとうござい

ました。 

       ３館の収蔵についてご意見をいただきましたが、これはたいへん大きな問

題でして、３館のあり方そのものにも関わってきます。もう少し議論を重ね

ながら全体をどう考えるか検討してまいります。 

展覧会については、今後はなるべく収蔵品を生かした自主企画を中心とし

て魅力ある展示を企画するという方向に持っていきたいと考えています。 

岡崎の文化財には、滝山寺の聖観音をはじめとして結構魅力的なものがあ

ります。今後、地域にある文化財の魅力をどういうかたちで発信していくか

を考えていかなくてはならないと思いますし、それがまた自主企画の展覧会

に繋がっていくと思います。 

       本日は、貴重なご意見ありがとうございました。 

 

 

―以上―   


