
電源立地地域対策交付金事業の活用について　　文化の森の運営には、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。

文化の森から
【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）

※★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。文化の森教室 

【問い合わせ先】県立図書館          ／ TEL088－668－3500　県立博物館　　　／ TEL088－668－3636
県立鳥居龍蔵記念博物館／ TEL088－668－2544　県立近代美術館　／ TEL088－668－1088
県立文書館          ／ TEL088－668－3700　県立二十一世紀館／ TEL088－668－1111

展示解説「一原有徳・版のワンダーランド」
14：00～15：00　近代美術館展示室3

文化の森通信
2021

4-5

入場
無料

………………………………………………

……………………………………………………日
特別陳列関連行事 
展示解説
「展示を楽しむコミュニケーショントーク」
14：00～15：00　21世紀館多目的活動室

…………………………………………………22日土

徳島県文化の森総合公園 ホームページ　https://comet.bunmori.tokushima.jp/
お問い合わせ先　nijuuisseikikan@pref.tokushima.jp

４－５月４－５月

…………………………………………………13日木
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

　戦前戦後の絵葉書からは、当時の華
やかな徳島の姿を見ることができま
す。取り上げられているテーマや地域
も多様です。過去を懐かしんだり、現
在との違いを見つけたりして楽しんで
ください。文書館の新収蔵史料を中心
に紹介します。

文化の森教室 みんなで学ぼう

…………………………………………………23日日
デジカメ画像入門（GIMP）★
9：40～15：30　21世紀館情報文化実習室　定員20名

21世紀館

5月4月

…………………………………………………15日土

2日……………………………………………………金9日

　阿南市出身で北海道を拠点に活躍した現代
版画の異才、一原有徳の画業を振り返りま
す。3メートルを越える大作や、不思議な魅力
に満ちた版画とその原版など180点のコレク
ションを一望します。

観覧料が必要です

会期：4月24日（土）～6月13日（日）
会場：徳島県立近代美術館
　　　２階展示室

＜Z30,a>1964年　当館蔵

一原有徳・
版のワンダーランド

日時

会場

会期：4月27日（火）
　　　－8月1日（日）
会場：徳島県立文書館 ２階展示室徳島の名勝

５月５日（水・祝） 9：30～16：00５月５日（水・祝） 9：30～16：00

近代美術館

博物館

……………………………………………………日
野外生きものかんさつ
「花巡り！植物かんさつハイキング5月
～新緑の自然で癒やされよう！～」★
10：30～17：00　阿南市橘町海正八幡神社周辺　定員15名
ハガキ申込　小学生から一般（小学生は保護者同伴）
長袖・長ズボンなど　弁当・水筒持参　現地集合

9日
博物館

……………………………………………………土
古文書講座（初級）①開講式★
14：00～16：00　文書館講座室

8日

■3日土 祝月

文書館

文書館

古文書講座（初級）②★
14：00～16：00　文書館講座室

文書館

21世紀館

古文書で学ぶ歴史入門「ゼロからの古文書①」★
13：30～15：00　博物館講座室　定員15名
一般（①～③セット）ハガキ申込み　５月６日（木）必着

博物館

…………………………………………………16日日
野外生きものかんさつ「川魚かんさつ」★
10：00～12：00　徳島市園瀬川　定員10名　
ハガキ申込　小学生から一般（小学生は保護者同伴）

博物館

たのしい地学体験教室「化石のレプリカをつくろう」★
13：30～15：00　博物館実習室　定員15名　ハガキ申込　
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）

特別陳列関連行事 
展示解説
「展示を楽しむコミュニケーショントーク」
14：00～15：00　21世紀館多目的活動室

博物館

展示解説「新収蔵作品を中心に」
14：00～14：45　近代美術館展示室1･2

近代美術館

…………………………………………………29日土
まなびの森講演会「モラエスと日本的精神性について」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員20名

ゲストと歩くギャラリートーク
「一原有徳・版のワンダーランド」
14：00～15：30　近代美術館展示室3

近代美術館

観覧料必要

観覧料必要

図書館

…………………………………………………30日日
生きものしらべ隊「スンプでかんたん顕微鏡かんさつ」★
13：00～15：00　博物館実習室　定員10名　ハガキ申込
小学生から一般（小学生は保護者同伴）

博物館

「史料に見る自然災害Ⅰ」展示解説③
13：30～14：30　文書館講座室・展示室

展示解説「一原有徳・版のワンダーランド」
14：00～15：00　近代美術館展示室3

ミュージアムトーク
「ゼロから始める植物学～植物用語編～」★
10:30～12:00　文化の森総合公園　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）

野外生きものかんさつ
「初めての植物かんさつ（春編）」★
13:30～15:30　文化の森総合公園　定員15名　ハガキ申込
小学生から一般（小学生は保護者同伴）乳幼児連れも参加可能
長袖・長ズボンなど

…………………………………………………25日日

観覧料必要

観覧料必要

近代美術館

まなびの森講演会
「ベートーヴェン『ハイリゲンシュタットの遺書』と
芸術への情熱」★
13：00～15：00　図書館集会室１　定員20名

野外生きものかんさつ「中級クラス植物観察会4月」★
10：00～17：00　博物館分析室・文化の森総合公園　
定員10名　ハガキ申込　
小学生から一般（小学生は保護者同伴）乳幼児連れも参加可能
長袖・長ズボンなど　弁当・水筒持参

…………………………………………………24日土
博物館

図書館

展示解説「新収蔵作品を中心に」
14：00～14：45　近代美術館展示室1･2

近代美術館

博物館

文化の森
ウォークラリー
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。

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
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

近代美術館所蔵作品展

文書館の逸品展

阿波踊り

徳島を伝える
  絵はがきの魅力
徳島を伝える
  絵はがきの魅力

各館のチェックポイントを回る
楽しいイベントです。

参加無料



■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。

■広告掲載のご案内
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｡

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、
中止となることがあります。ご了承ください。

図書館企画展

「ト－ベ・
 　ヤンソン
　　　の世界」

「ト－ベ・
 　ヤンソン
　　　の世界」

　「徳島まるづかみ」とは、展示室に足を踏み入れることで、誰もが「徳島らしさ」を知り、感
じ取ることができる展示のコンセプトです。徳島県立博物館では、「徳島まるづかみ―“いの

ち”と“とき”のモノ語り―」をコンセプトにして、
常設展の全面リニューアルを進めています。
　新常設展は、豊富な展示資料から徳島の魅力や
特色を実感し、博物館をより楽しむことのできる
展示となるよう「コミュニケーションゾーン」を中
心に、学芸員と来館者、来館者同士が資料（モノ）
をとおして対話や交流を行える展示を目指してい
ます。
　今回の特別陳列では、新常設展の目玉となる展
示品の一部を一足早く公開します。

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。
主催 名称 日時・入場料（特に表示のないものは無料）等

文化の森 ウォークラリー
屋外展示「文化の森に憑依する滝」
屋外展示「呼応する木々」

５/５（水・祝）9：30～16：00
常設
常設

21世紀館
21世紀館

■令和3年4月－5月催し物案内

■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。
　　・バス停「法花大橋」から「法花【文化の森経由】」行きに乗車し4分、「文化の森」で下車。

◆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）

国道192号

眉山

国道438号
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文化の森
総合公園

◎開館時間　9：30～17：00　図書館は平日9：30～19：00
 ◎休館日　4/5㈪・4/12㈪・ 4/19㈪・4/26㈪・5/6㈭・5/10㈪・5/17㈪･5/24㈪・5/31㈪（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・文書館は4/15㈭・5/20㈭も休館

文書館 文書館の逸品展
「史料に見る自然災害Ⅰ－絵図と古文書に見る阿波の水害－」
文書館の逸品展「徳島を伝える絵はがきの魅力」

開催中～４/25（日）

４/27（火）から８/１（日）

２階展示室

２階展示室

近代美術館 所蔵作品展　2020年度第３期　特集　山下菊二101歳！
所蔵作品展　2021年度第１期　特集　新収蔵作品を中心に
所蔵作品展　一原有徳・版のワンダーランド

開催中～４/11（日）
４/17（土）～７/４（日）
４/24（土）～６/13（日）

有料A　2階展示室１
有料A　2階展示室１・２
有料A　2階展示室３

博物館 特別陳列「徳島まるづかみ展
　　　－コミュニケーションで展示を楽しもう！－」

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
トピックコーナー
　「朝鮮半島から、きみ子への便り」
トピックコーナー
　「鳥居龍蔵、中国の少数民族地帯へゆく」

常設

開催中～４/４（日）

４/６（火）～７/11（日）　

有料Ａ　２階常設展示室

２階常設展示室内　第２展示室

２階常設展示室内　第２展示室

21世紀館 土曜映画会「ベトナムの風に吹かれて」
文化の森 初夏のファミリーコンサート

イベントホール 定員56名
すだちくん森のシアター

会期：4月27日（火）
　　  ～6月6日（日）
会場：徳島県立図書館
　　　１階ギャラリー

４/10（土）14：00～
５/22（土）14：00～

4/23（金）～5/30（日） 21世紀館多目的活動室

ネイチャーゲーム大会★

日　時名   称

5/23（日） 9：30～12：00

場　所

知識の森

備　考

参加費200円が必要

（文化団体等が文化の森の施設を利用して行う催し）文化の森【ひろば】
日　時名   称 場　所 備　考

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（公財）徳島県建設技術センターに　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。

◆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。   

4/3（土）10：00～16：00 イベントホール
多目的活動室　等

とくしま発達障がい啓発イベント2021
知ってください　発達障がいのこと

4/1（木）・4/8（木）・4/15（木）
4/22（木）・4/29（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）

徳島県発達障がい者総合支援センター
0885-34-9001（ハナミズキ）
0883-63-5211（アイリス）　無料

4/9（金）・4/10（土）9：30～17：00
4/11（日）9：30～16：00 多目的活動室第１３回光照会書展 光照会　088-644-1385（近藤）　無料

4/9（金）・4/10（土）9：30～17：00
4/11（日）9：30～16：00 ギャラリー近藤俊流（真千子）

第四回個展「文字賛」 光照会　088-644-1385（近藤）　無料

フラワーアレンジメント

　「ムーミン」シリーズを生んだ
トーベ・ヤンソン（1914年
-2001年）は、今年6月に没後
20年を迎えます。彼女は、児童
文学作家、画家、イラストレー
ター、漫画家などさまざまな分
野で活躍しましたが、大人向け
の小説を書く「小説家」でもあり
ました。
　今回の展示では「ムーミン」を
中心に、小説やエッセイ、挿絵
などを紹介します。

観覧無料

観覧無料

会期：４月23日（金）～５月30日（日）
会場：徳島県立二十一世紀館 多目的活動室

博物館特別陳列

図書館 企画展「ドイツの子どもの本」
企画展「トーベ・ヤンソンの世界」
にちようびのおはなし会（毎月第2・4日曜日13：30～14：00）
こどもの日のおはなし会
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）

開催中～4/25（日）
4/27（火）～6/6（日）
4/11（日）・4/25（日）・5/23（日）
5/5（水）13：30～14：00
4/8（木）、5/13（木）
4/10（土）・4/24（土）・5/8（土）・5/22（土）
5/13（木）

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

①徳島まるづかみコレクション　
②徳島の自然　
③徳島の歴史と文化　
④新アプリお試し体験　
⑤県民コレクション・漂着物
⑥リニューアルの軌跡 

徳島まるづかみ展
－コミュニケーションで展示を楽しもう！－
徳島まるづかみ展
－コミュニケーションで展示を楽しもう！－

＜展示構成＞ 


