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                      平成 24年度 事業報告（美術館） 

 

                                                           自 平成 24年 4月 1日 

                                                   至 平成 25年 3月 31日 

 

公益目的事業２（展覧会事業） 

 

1．「悠久の光彩 東洋陶磁の美」展の開催 

 朝日新聞社、大阪市立東洋陶磁美術館との共催で実施。会期日数は 57 日間。開館 30 周年を迎え

た大阪市立東洋陶磁美術館が誇る収蔵品約4,000件の中から国宝2件、重要文化財13件のすべて

を含む東洋陶磁の名品約140件を厳選して展示。従来の陶磁器ﾌｧﾝをはじめ、東洋陶磁がもつ奥深

い魅力とその価値を一般の美術ﾌｧﾝの方々にも存分に感じていただける展覧会となった。 

ア．名称  「大阪市立東洋陶磁美術館ｺﾚｸｼｮﾝ 悠久の光彩 東洋陶磁の美」 

イ．会期  平成 24年 1月 28日（土）～平成24年 4月 1日（日） 

ウ．概要  「安宅ｺﾚｸｼｮﾝ」を中心に、多くの個人ｺﾚｸﾀｰからの寄贈作品により、国内では質・量と

もに国内随一を誇る約 3,000 件の所蔵品を誇る大阪市立東洋陶磁美術館との共催。本

展は同館所蔵品の中でも特に厳選された約 140 件の名品を紹介。東洋陶磁がもつ魅力

とその価値、そして日本陶磁が受けた影響を展示作品を通じて伝えた。 

  エ．展示 国宝 「飛青磁花生」 元時代 13-14世紀 東洋陶磁美術館蔵 

       国宝 「油滴天目茶碗」 南宋時代 12-13世紀 〃 

       重文 「木葉天目茶碗」 南宋時代 12世紀 〃 

       重文 「法花花鳥文壷」 明時代 15世紀 〃 

       重文 「三彩壷」 奈良時代 8世紀   〃 

オ．備考 共催：朝日新聞社、大阪市立東洋陶磁美術館 

 

2．「毛利家の至宝」展の開催 

朝日新聞社との共催で実施。会期日数は 39 日間。当館移転並びに東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ設立 5 周年という節

目の年に、東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ建設地が江戸時代当時、毛利家下屋敷が存在した場所という地縁もあり山口

県防府毛利報公会の特別協力にて実現。大大名家であった毛利家ゆかりの宝物の中から選びぬいた

名品を一堂に展示、中でも門外不出と言われた室町時代の巨匠・雪舟等揚が描いた国宝「四季山水

図（山水長巻）」の全長を全期間公開という特別展示を実施。美術ﾌｧﾝ、ﾏｽｺﾐはもとより一般の人々

にも大きな話題を呼んだ展覧会となった。 

ア．名称 「 ｻﾝﾄﾘｰ美術館・東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ 5周年記念 毛利家の至宝 大名文化の精粋 

 国宝・雪舟筆「山水長巻」特別公開」 

イ．会期  平成 24年 4月 14日（土）～平成24年 5月 27日（日） 

ウ．概要 ｻﾝﾄﾘｰ美術館並びに東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝの 5 周年を記念して開催。ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ建設地は江戸時代、



2 

長州藩毛利家の下屋敷があった土地、という地縁もあり今回毛利家ゆかりの宝物の中

から甲冑武具、能装束、茶道具などの貴重な名品を選りすぐり展示。さらに室町時代

の水墨画の巨匠・雪舟の代表作として名高い国宝「四季山水図」（山水長巻）を特別に

会期中全公開した。 

エ．展示 国宝「四季山水図巻（山水長巻）」雪舟等楊筆 一巻 文明 18年 毛利博物館蔵 

     国宝「古今和歌集」巻八 平安時代 毛利博物館蔵 

 重文「毛利元就画像」一幅 桃山時代 毛利博物館蔵 

     重文「毛利元就教訓状」部分 弘治 3年 毛利博物館蔵 

オ．備考 共催：朝日新聞社 

      

 

3．「紅型 BINGATA」展の開催 

読売新聞社との共催で実施。会期日数は 35 日間。沖縄復帰 40 周年を記念し開催。琉球王家に伝

えられた紅型衣装の白眉といえる作品をはじめ、これまで守り伝えられた貴重な優品を一堂に公

開。中でも松坂屋ｺﾚｸｼｮﾝの中から戦後初公開となる紅型衣装も展示する等、話題性に富んだ展覧

会となった。なお本展は沖縄県立博物館・美術館、大阪市立美術館、名古屋松坂屋美術館に巡回、

各地にて多くの美術ﾌｧﾝの反響を呼んだ。 

ア．名称 「沖縄復帰40周年記念 紅型 BINGATA－琉球王朝のいろとかたちー」 

イ．会期  平成 24年 6月 13日（水）～平成24年 7月 22日（日） 

ウ．概要  琉球王朝の時代、王族や貴族、士族等特定の階層の衣装として発展した染色品である

紅型。本展では琉球王朝に伝えられた紅型衣装の白眉といえる国宝等の貴重な作品を

はじめ、これまで守り伝えられてきた代表的な優品を一堂に集め展示。更に松坂屋ｺﾚｸ

ｼｮﾝの紅型衣装も初公開し沖縄復帰40周年という話題性とともにその魅力を伝えた。 

  エ．展示 国宝 「黄色鳳凰蝙蝠宝尽青海立波文様紅型絹袷衣装」 那覇市歴史博物館蔵 

       国宝 「白地松桜紅葉葉亀松皮菱繋文様紅型木綿衣装」 那覇市歴史博物館蔵 

          「浅地霞に枝垂桜模様衣装」 沖縄県立博物館・美術館蔵 

オ．備考 共催：読売新聞社 

 

4．「おもしろびじゅつワンダーランド」展の開催 

会期日数は26日間。当館が展開している教育普及活動の一環として、ともすれば難しいと思われ

がちな日本の古美術を本展ではｱﾅﾛｸﾞ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ双方を駆使した様々な展示方法により当館所蔵の名

品約 40件を“体感”鑑賞いただき、その魅力を伝える新たな展覧会ｽﾀｲﾙを開発、開催した。夏休

み期間中ということもあり会期を通じての小中学生の来館者数はおよそ 6 千人を超え、当館が目

指した次世代ﾌｧﾝへの日本美術の価値・魅力を印象深く伝えることが出来た。なお本展は東北復興

支援活動の一助として2014年春に仙台市立博物館にて開催予定である。 

ア．名称  「 ｻﾝﾄﾘｰ美術館ｺﾚｸｼｮﾝ 来て、見て、感じて、驚いちゃって！おもしろびじゅつワン

ダーランド」（仮称）  
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イ．会期  平成 24年 8月 8日（水）～平成24年 9月 2日（日） 

ウ．概要  「漆の箱の中ってどうなっているのか」「屏風に細かく描いてあるものって何だろう」

「絵巻を全部見てみたい」という、人々が抱く素朴な疑問や要望に、最新のﾃﾞｼﾞﾀﾙ技

術とｱﾅﾛｸﾞを融合・駆使することで応える新しい展覧会とした。特に次世代の日本美術

ﾌｧﾝである子どもたちを対象に、この展覧会を通じ彼らの日本美術への興味・関心を引

き上げると共に、ひいては当館の次世代ﾌｧﾝ育成に向けた大きなきっかけ作りとなった。 

エ．展示 国宝 「浮線稜螺鈿蒔絵手箱」一合 鎌倉時代13世紀 当館蔵 

     重美 「舞踊図」六面 江戸時代 17世紀 当館蔵 

        「武蔵野図屏風」六曲一双 江戸時代 17世紀 当館蔵 

        「洛中洛外図屏風」六曲一双 江戸時代 17世紀 当館蔵 

オ．備考 共催：無し 

 

5．「お伽草子」展の開催 

読売新聞社との共催で実施。会期日数は41日間。絵巻を中心とした重要文化財を含む名品・優品

約 90件により「お伽草子」とその絵画の魅力を紹介。当時の人々が考え出した奇想天外な世界観

とそのｽﾄｰﾘｰをわかりやすく、親しみやすく展示解説した。その企画性は美術ﾌｧﾝはもとより美術

界、ﾏｽｺﾐから高い反響・評価をいただき当館の企画力の高さを改めて世に示した展覧会となった。 

ア．名称  「お伽草子 この国は物語にあふれている」  

イ．会期  平成 24年 9月 19日（水）～平成24年 11月 4日（日） 

ウ．概要  室町時代から江戸時代初期にかけて作られ幅広い読者層に愛読された短編小説である

＜お伽草子＞。今でも親しまれている物語に一寸法師・浦島太郎・酒呑童子などがあ

るが、お伽草子は絵巻や絵本でも親しまれ、その素朴でﾕｰﾓﾗｽな絵も魅力の一つとなっ

ている。本展は数ある絵巻の優品によりお伽草子とその絵画の新たな魅力に迫る。 

エ．展示 重文 「浦島明神縁起絵巻」 南北朝時代 14世紀 京都・浦島神社蔵 

     重文 「百鬼夜行絵巻」一巻（部分） 16世紀 真珠庵蔵 

        「酒呑童子絵巻」狩野元信画 大永 2年 当館蔵 

        「鼠草子絵巻」室町～桃山時代 16世紀 当館蔵 

オ．備考 共催：読売新聞社 

      

6．「フインランド・デザイン」展の開催 

朝日新聞社との共催で実施。会期日数は 51 日間。ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ国立ｶﾞﾗｽ美術館所蔵品より選びぬいた

作品を中心とした名品約150件を展示。日本でも人気のﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝの魅力をその成り立ちか

ら現代に至るまでの歴史をその時代を代表するｶﾞﾗｽと陶磁器にて訴求した。展示室には従来のお

客様層に加え若年層の姿も多く、新しい来館者層を開拓できた展覧会となった。なお本展は大阪

市立東洋陶磁美術館、北海道立近代美術館に巡回予定。 

ア．名称  「時代を超える生活の中の美 森と湖の国 ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ」 

イ．会期  平成 24年 11月 21日（水）～平成25年 1月 20日（日） 
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ウ．概要  機能性・合理性と、美しさを兼ね備えたﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞのｶﾞﾗｽや陶器、家具の数々。「Timeless 

design product」を目標に作られた生活用品は一般市民を対象にしつつも我々の生活

に洗練されたﾃﾞｻﾞｲﾝ性をもたらしている。本展は「生活の中の美」ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ・ﾃﾞｻﾞｲﾝ

の繰り広げる世界を、ｸﾘｽﾏｽの到来とともに楽しむ展示・展開となった。なおﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ

大使館の全面協力により国内を巡回。 

  エ．展示 ﾌｲﾝﾗﾝﾄﾞ国立ｶﾞﾗｽ美術館総監修の下、時代を代表する優品を個人蔵も含め約150件を展

示。 

オ．備考 共催：朝日新聞社 

 

 

7．「歌舞伎―江戸の芝居小屋」展の開催 

朝日新聞社との共催で実施。会期日数は47日間。第五期歌舞伎座の新開場を記念して開催。歌舞伎

の話題が溢れる中、歌舞伎の歴史を「劇場」「役者」「観客」の 3 部構成による約 240 件の貴重な作

品から振り返る内容は、その企画性の高さから歌舞伎ﾌｧﾝはもとより美術ﾌｧﾝ、ﾏｽｺﾐからも大いに注

目を集めた展覧会となった。また松竹、歌舞伎座の特別協力もあり歌舞伎俳優による講演会、歌舞

伎にちなんだｲﾍﾞﾝﾄも連日開催する等、展覧会を盛り上げた。 

ア．名称  「歌舞伎座新開場記念展 歌舞伎―江戸の芝居小屋」 

イ．会期  平成 25年 2月 6日（水）～平成25年 3月 31日（日） 

ウ．概要  第五期歌舞伎座の平成25年 4月開場を記念して開催。江戸時代に花開き、現代まで息

づく歌舞伎の伝統を絵画・工芸作品を中心に展示し歌舞伎の魅力に迫った。 

エ．展示 重文 「阿国歌舞伎図屏風」六曲一双 桃山時代 17世紀 京都国立博物館蔵 

     重文 「歌舞伎図巻」二巻のうち下巻 17世紀 江戸時代 徳川美術館蔵 

        「洛中洛外図屏風」伝土佐光高画 六曲一双 江戸時代 17世紀 当館蔵 

        「花下遊楽図屏風」天木宗仲画 六曲一双 桃山時代 17世紀 当館蔵 

オ．備考 共催：朝日新聞社 
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収益事業（物販事業） 

24年度は所蔵品をモチーフとしたオリジナルグッズや企画展のテーマにあった商品を     

投入するとともに、季節感のある商品を展開して店舗の鮮度維持を図った。 

    

収益事業（飲食事業） 

「加賀麩 不室屋」の歴史・伝統を活かした食事・甘味に加え、季節感を取り入れた 

メニューを展開し、お客様層の拡大およびリピーターの増加を図った。 

 

収益事業（貸室事業） 

24年度は、ホールの貸し出しが前年度を大きく上回り、収益事業全体の黒字化に 

貢献できた。 

 

以   上 


