みんなで学ぼう

2月

土
11日 木

祝
■

文化の森教室 ２−３月

……………………………………………

近代美術館 展示解説「いきいきと解き放つ命の輝き」
14：00〜14：45

近代美術館展示室３

13日 土 …………………………………………………
図書館

まなびの森講演会「蜂須賀家政と関ヶ原の戦い」★
13：00〜15：00

図書館集会室１

定員20名

14日 日 …………………………………………………
鳥 居 龍 蔵 企画展「鳥居龍蔵の学問と世界」展示解説
記念博物館 13：30〜14：30 21世紀館多目的活動室
観覧料必要

博物館

3月

6日 土 ……………………………………………………
近代美術館 こども鑑賞クラブ「しつもんしたいな」★

14：00〜14：45 近代美術館２階ロビーに集合 小学生対象

11日 木 …………………………………………………
21世紀館 デジカメ画像入門（GIMP）★
9：40〜15：30

図書館

ハガキ申込

特別陳列関連行事
「徳島まるづかみ展」展示解説＆ワークショップ
＜時間未定＞

海陽町立博物館

企画展示室

近代美術館 「いきいきと解き放つ命の輝き展」ゲストトーク
①アトリエコーナス 14：00〜15：00
近代美術館展示室３ 椅子席20席★
手話通訳あり。要約筆記は事前申込必要。

18日 木 …………………………………………………
21世紀館 ワープロ入門（ワード）★
9：40〜15：30

21世紀館情報文化実習室

定員20名

定員20名

まなびの森講演会
「戦国大名のおもてなし
― 将軍足利義輝の三好義興邸御成をめぐって ―」★
13：00〜15：00

図書館集会室１

定員20名

14日 日 …………………………………………………
鳥 居 龍 蔵 企画展「鳥居龍蔵の学問と世界」展示解説
記念博物館 13：30〜14：30 21世紀館多目的活動室
観覧料必要

博物館

たのしい地学体験教室
「土柱周辺の地形と地質のかんさつ」★

13：00〜16：00 阿波市 定員20名 ハガキ申込
小学生から一般（小学生は保護者同伴） 現地集合

21日 日 …………………………………………………
鳥 居 龍 蔵 鳥居龍蔵生誕１５０周年記念
記念博物館 「鳥居龍蔵と現代社会

シンポジウム

13：00〜16：50

②たんぽぽの家 13：30〜14：30
③片山工房 14：40〜15：40
近代美術館展示室３ 椅子席20席★
手話通訳あり。要約筆記は事前申込必要。

から

14：00〜14：45

【編集・発行】
徳島県立二十一世紀館
〒770-8070 徳島市八万町向寺山
TEL088-668-1111
（代表）

鳥居龍蔵生誕150周年記念 鳥居龍蔵記念博物館開館10周年記念

28日 日 …………………………………………………
9：40〜15：30

21世紀館情報文化実習室

定員20名

祝 ……………………………………………
土 ■
23日 火

企画展

「鳥居龍蔵 の学問と世界」
鳥居が生涯をかけて追い求めた学問とその世界について、開
館以降10年間に確認した資料を中心に紹介します。また、鳥居
が東アジア各地で収集し、現在は国立民族学博物館に収蔵され
ている資料も展示します。

会期：2月13日
（土）
−3月21日
（日）
会場：徳島県立二十一世紀館 多目的活動室

近代美術館展示室１

27日 土 …………………………………………………
近代美術館 ワークショップ「大人の図工の時間」★
14：00〜16：00

近代美術館２階アトリエ

定員15名

28日 日 …………………………………………………
21世紀館 プレゼン入門（パワーポイント）★
9：40〜15：30

21世紀館情報文化実習室

定員20名

鳥 居 龍 蔵 企画展「鳥居龍蔵の学問と世界」展示解説
記念博物館 13：30〜14：30 21世紀館多目的活動室
観覧料必要

博物館

特別陳列関連行事
「徳島まるづかみ展」展示解説＆ワークショップ
＜時間未定＞海陽町立博物館

企画展示室

文化の森

ウォークラリー
各館のチェックポイントを回る楽しい
イベントです。

日時

２月11日（木・祝）

日時：3月21日
（日） 13：00〜16：50
会場：徳島県立二十一世紀館 1階 イベントホール
文書館の逸品展

参加無料

「史 料に見る自然災害Ⅰ」

申込不要

観覧無料

古文書や公文書といった歴史資料は、徳島を襲った
なまなましい自然災害の実態を伝えてくれます。それ
ぞれの被害状況や復興までの過程、当時の人々の災害
に対する思いなどを史料から明らかにします。

参加無料

9：30〜16：00

会場 図書館・博物館

鳥居龍蔵記念博物館
近代美術館
文書館
21世紀館

昭和45年台風10号（鳴門市国道11号）

昭和58年台風10号（山城町中野地区）

【問い合わせ先】県立図書館

会期：1月26日（火）〜4月25日（日）
会場：徳島県立文書館 ２階 展示室

／ TEL088−668−3500

県立鳥居龍蔵記念博物館／ TEL088−668−2544
県立文書館

電源立地地域対策交付金事業の活用について

原稿執筆中の鳥居龍蔵（当館蔵）

人類学・考古学の先覚者、鳥居龍蔵の学問的意義について、世界の各地域をフィールドに活躍する
研究者をパネリストとして招き、国際的な視点から多角的に問い直します。

近代美術館 展示解説「山下菊二101歳!」
14：00〜14：45

観覧料が必要です

「鳥居龍蔵と現代社会 −その学問と資料の意義を問う−」
観覧料必要

近代美術館展示室１

21世紀館 表計算入門（エクセル）★

2021

＜関連行事＞ 鳥居龍蔵生誕150周年記念 シンポジウム

21世紀館イベントホール

近代美術館 展示解説「20世紀の人間像」

近代美術館 「いきいきと解き放つ命の輝き展」ゲストトーク

文 化 の 森 2-3
文化の森通信

―その学問と資料の意義を問う―」

21日 日 …………………………………………………
鳥 居 龍 蔵 鳥居龍蔵記念 徳島歴史文化フォーラム
記念博物館 10：00〜17：00 21世紀館イベントホール

21世紀館情報文化実習室

13日 土 …………………………………………………

たのしい地学体験教室「木の葉化石の発掘体験」★
13：30〜15：00 博物館実習室 定員15名
小学生から一般（小学生は保護者同伴）
材料費100円（高校生以下は不要）

※★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館に
お問い合わせください。
※入場料や参加料について、特に表示のないものは無料です。

文化の森への運営には、公共用施設整備等に対して交付金を交付することで

発電用施設の設置に対する地元の理解促進等を図ることを目的にした「電源立地地域対策交付金」が活用されています。

／ TEL088−668−3700

徳島県文化の森総合公園

県立博物館
県立近代美術館

／ TEL088−668−3636

／ TEL088−668−1088

県立二十一世紀館／ TEL088−668−1111

ホ ー ム ペ ー ジ https://comet.bunmori.tokushima.jp/
お問い合わせ先 nijuuisseikikan@pref.tokushima.jp

◎開館時間 9：30〜17：00 図書館は平日9：30〜19：00
◎休館日 2/1㈪・2/8㈪・2/15㈪・2/22㈪・3/1㈪・3/8㈪・3/15㈪・3/22㈪・3/29㈪（月曜日・月曜日が祝日の場合は翌日）
◎上記休館日以外に、図書館は3/18㈭、文書館は2/18㈭・3/18㈭も休館 ◎図書館は特別整理期間のため2/4㈭まで休館

■令和3年2月−3月催し物案内
文化の森【主催事業】★のある行事は申し込みが必要です。詳しくは主催館にお問い合わせください。
屋外展示「文化の森に憑依する滝」
屋外展示「呼応する木々」
ウォークラリー

常設
常設
２/11（木・祝）9：30〜16：00

21世紀館
21世紀館

近代美術館
21世紀館

フリースペース チャレンジとくしま芸術祭2021 受賞者発表会
展示部門

3/13
（土）、3/14
（日）
9:30〜17:00（14日は16：30まで）
3/14
（日）14：00〜16：00

近代美術館２階展示室３

企画展「ドイツの子どもの本」
にちようびのおはなし会（毎月第2・4日曜日13：30〜14：00）
ふゆのおはなし会
赤ちゃんと楽しむおはなし会（毎月第２木曜日10：30〜10：50）
まちのお薬相談室
（毎月第2・4土曜日13：00〜16：00）
助産師さんとはなそう！
（奇数月第２木曜日10：50〜11：30）

2/5
（金）〜4/25
（日）
2/28（日）・3/14（日）・3/28（日）
2/11（木・祝）13：30〜14：00
2/18
（木）・3/11
（木）
2/13（土）・2/27（土）・3/13（土）・3/27（土）
3/11
（木）

図書館１階ギャラリー
図書館２階こどもの本コーナー
図書館２階こどもの本コーナー
図書館３階集会室１
図書館１階エントランス
図書館３階集会室１

博物館

特別陳列「徳島まるづかみ展」県央編
移動展「徳島まるづかみ展」県南編

開催中
2/9
（火）〜3/14
（日）

博物館 ２階ロビー
海陽町立博物館 企画展示室

鳥居龍蔵
記念博物館

鳥居龍蔵の見たアジア、
鳥居龍蔵の生涯、鳥居龍蔵から学ぶもの
企画展「鳥居龍蔵の学問と世界」
トピックコーナー展示
「朝鮮半島から、きみ子への便り」

常設

有料Ａ

2/13
（土）〜３/21
（日）

有料Ａ 21世紀館多目的活動室

開催中〜4/4
（日）

２階常設展示室内 第２展示室

開催中〜２/１４
（日）
２/16
（火）〜４/11（日）

有料A
有料A

２/11
（木・祝）〜２/28
（日）

２階展示室３

パフォーマンス部門
図書館

近代美術館

第２期

＜所蔵作品展 2020年度 第３期＞
特集 伊原宇三郎って？
特集 山下菊二101歳！
いきいきと解き放つ命の輝き
アトリエコーナス、片山工房、たんぽぽの家の表現者たち

展

21世紀館イベントホール

徳島のコレクション ２０２０年度 第３期

特集

山下菊二101歳！
山下菊二（現・三好
市生まれ 1919-86年）
は、現在では戦後日
本美術を代表する一
人と目されます。山
下が作品を通じて訴
えた戦争や差別の問
題は、今なお今日的
な問題です。作品の
意義と魅力をご紹介
します。

２階展示室１
２階展示室１

徳島県立鳥居龍蔵記念博物館では、徳島が生んだ世界的な人類学者で、
地域研究に一生を捧げた鳥居龍蔵の業績を記念し、徳島県在住の中学生・
高校生による地域の歴史・文化に関する自主的な研究の支援に取り組んで
います。今年度も、中学生・高校生がこれまでに取り組んで
きた研究の成果によるフォーラム
（発表会）
を開催します。
また、高校生の部は、「フィールドに歴史を問え！十代
の挑戦」をテーマに開催する「全国高校生歴史文化フォー
ラムin徳島」
（令和３年３月６日
（土）、徳島市シビックセン
ター）
の予選会にもなっています。

入場
無料

2月21日（日）10：00〜17：00

会場：徳島県立二十一世紀館

イベントホール

コメット

COMETの会

会員募集

COMETの会は、徳島県立二十一世紀館内に事務局を置いて活動しています。この会は、コン コメットくん
ピューター及び情報通信ネットワークの利用を通じて、会員相互の親睦と様々な情報交換を行
い、ヒューマン・ネットワークの進展を目指しています。年齢や職業、趣味などにとらわれない幅広いメンバー
で構成され、楽しい友好の輪が広がっています。あなたもこのすばらしいネットワークに参加してみませんか。

《徴兵拒否》1977年

２ １６

４ １１

会期： 月
日（火）〜 月
日（日）
会場：徳島県立近代美術館 ２階展示室１

月例会…毎月１回、主にコンピューターや
デジタル画像等に関する学習会と情報 交
換会を行っています。
電脳交響楽団演奏会…秋に二十一世紀館
イベントホールにてコンピューターを使っ
た演奏会を開催しています。また、そのた
めの講座を７月以降に実施しています。
（受講生募集は４月中旬頃からです。）

個人会費 2,400円
家族会員 3,000円（個人及び家族を含める）
（年度途中での入会は月割となります。）
詳しいことは、徳島県立二十一世紀館COMET
の会事務局までお問い合わせください。
電 話：088−668−1111
FAX：088−668−7196
e-mail：c21̲iken@bunmori.tokushima.jp

（公財）徳島県建設技術センターに
文化の森【公園内での催し】※ここに掲載している行事は、文化の森総合公園指定管理者
お問い合わせください。
（電話088-662-6030） ★のある行事は申し込みが必要です。

名

称

日

時

3/28（日） 9：30〜12：00

場

所

備

考

文書館

文書館の逸品展「史料に見る自然災害Ⅰ」

1/26
（火）
〜4/25
（日）

２階展示室

ネイチャーゲーム大会★

21世紀館

土曜映画会「教誨師
（きょうかいし）
」

２/13
（土）14：00〜

イベントホール 定員56名

文化の森【ひろば】（文化団体等が文化の森の施設を利用して行う催し）

■料金のご案内
◆有料A 一般200円
（160円）高・大生100円
（80円）小・中生 50円（40円）※（ ）内は、20名以上の団体料金です。
※祝日・振替休日は、どなたも常設展の観覧料が無料となります。
※高齢者の方（65歳以上）は、常設展の観覧料が無料、企画展の観覧料が半額となります。（証明できるものを提示）
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介助の方1名は、常設展・企画展とも無料です。
※小学生・中学生・高校生のみなさんは、土曜日、日曜日、祝日・振
替休日、学校の春・夏・秋・冬休み期間中は、常設展・企画展とも
無料です。
但し、一部の企画展については対象にならないものもあります。

■貸し館のご案内
図書館では集会室を、博物館では講座室を、近代美術館ではギャラ
リーと講座室を、21世紀館ではイベントホール・多目的活動室・ミ
ニシアター・すだちくん森のシアター・スタジオ・ミーティング
ルームを、県民の皆さまの文化活動の場として提供しています。
詳細については、各館にお問い合わせください。

時

場

所

備

考

四国大学生活科学部生活科学科
デザインコース卒業制作展

2/5（金）〜2/7（日）10：00〜17：00

ギャラリー

四国大学デザインコース
（坂野）
088-665-9528 無料

フラワーアレンジメント

2/18（木）・2/25（木）・3/4（木）
3/11（木）・3/18（木）・3/25（木）
①11：00〜 ②13：00〜 ③15：00〜

ミーティングルーム

熊川 090-2788-0841
無料
（お花代・実費のみ）

令和２年度
「暮らしの緑化推進絵画コンクール」入選作品展

2/10（水）14：00〜17：00
2/11（木）〜2/12（金）9：30〜17：00
2/13（土）9：30〜16：00

ギャラリー

ＮＰＯ法人共生塾一歩会

第６回
「障がい者アーティストの卵」発掘展

2/17（水）〜2/21（日）9：30〜17：00
2/23（火・祝）9：30〜16：00

ギャラリー

徳島県障がい者芸術・文化活動支援センター
088-631-1200 無料

40渡辺記世展

3/17（水）〜3/20（土）9：30〜17：00
3/21（日）9：30〜16：00

ギャラリー

渡辺

0884-22-0850

20th.UNIT-D写真作品展

3/26（金）・3/27（土）9：30〜17：00
3/28（日）9：30〜16：00

ギャラリー

上野

090-4332-6007

無料

◆主催者の都合により、日程・会場等が変更になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。
また、主催者の希望または作成日の関係等により、ここに掲載していない催し物もありますのでご了承ください。

■交通のご案内

◆JR徳島駅からバスをご利用ください。

バス停「徳島駅前」
①３番のりば「文化の森」行き直通バスに乗車し20分、終点「文化の森」で下車。
②３番のりば「※市原【国道55号バイパス(ふれあい健康館・富田橋通り)経由】」行きに乗車し24分、「文化の森」で下車。
③２番のりば「法花【文化の森経由】｣行きに乗車し16分、「文化の森」で下車。
④３番のりば「しらさぎ台」行き、「一宮」行き、または「天の原西（入田）」行きに乗車し18分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。
⑤13番のりば「佐那河内線 神山高校前」行きに乗車し18分、「園瀬橋」下車。徒歩約10分。

◆JR文化の森駅からバスをご利用ください。

バス停「文化の森駅東」から「※市原【国道55号バイパス（ふれあい健康館・富田橋通り）経由】」行きに乗車し７分、「文化の森」で下車。
※市原線は平成28年4月1日から一部の便が国道55号バイパス
（ふれあい健康館・富田橋通り）
経由に変更され、新設
された「文化の森駅東」及び「文化の森」に停車しています。

◆大型バス又はマイクロバスでご来園を予定のお客さまにつきましては、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
連絡先：文化の森総合公園

電話088−668−1111
（代表）

N

徳島駅

国道192号

至 高松
鳴門IC

県庁

眉山

国道438号

園瀬橋

11

55

号

中止となることがあります。ご了承ください。

日

国道

新型コロナウイルス感染症の感染状況により、実施内容が変更または延期、

称

参加費200円が必要

至池田

当広報紙（文化の森通信「文化の森から」）に広告が掲載できます。掲載
料及び手続き等詳細については、21世紀館にお問い合わせください。

名

知識の森

国道 号

■広告掲載のご案内

申込
不要

会期：

観覧料が
必要です

２階常設展示室

徳島歴史文化フォーラム

鳥居龍蔵記念

費

文化の森

近代美術館所蔵作品展

会

日時・入場料（特に表示のないものは無料）等

年

名称

主な活動内容

主催

城南高校
八万南小学校
文化の森駅

文化の森駅東
園瀬川

徳島南環状道路
文化の森
総合公園

至 小松島

