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今夏の美術企画展は、「印象派の誕生展」以来 3 年ぶりとな
るフランス絵画展を開催します。山形美術館より 58 作家、60 点
の作品をお借りして展示するものです。
本展覧会の目玉は 20 世紀前半にパリで活躍した画家たちの
作品です。ルオー、ユトリロ、ピカソ、シャガール、キスリングは当
館では初の展示、沖縄でもなかなかお目にかかることのできな
い作家たちです。パリの下町を描いたユトリロ、晩年のおおらか
な筆遣いが印象的なピカソ、妻と故郷への愛を鮮やかに描いた
シャガール、艶やかな色彩が特徴のキスリング…彼らの作品か
ら、パリが芸術の都として最も輝いた時代の空気を感じてもらい
たいと思います。なお、7 月 16 日から佐喜眞美術館で「第一次世
界大戦 100 年 ケーテ・コルヴィッツとジョルジュ・ルオー展」が開
催されますので、ルオー作品にもっと触れたい方は必見です！
戦後のフランス画壇で活躍した作家の作品も本展の特徴で
す。多様な表現手法を見ていただくよい機会です。戦後の虚無
感をとらえ有名になったビュッフェ、戦前からパリに学び同地の街
角を描き続けた荻須高徳、ファッショナブルな女性や風景画で粋
なフランスを描き人気を博しているカシニョールなど、日本でも人
気の作家の作品が展示されます。「お部屋に飾るならどの絵か
な」と考えながら皆さんのお気に入りの作品を見つけるともっと楽
しいかもしれません。
作品の感想を書いて掲示するコーナーも設ける予定ですの
で、ぜひ書き込みして下さいね！
（文化の杜共同企業体 國吉貴奈）

ジョルジュ・ルオー「告発されたピエロ」 1953-56 年
一般:1000 円(800 円) 高大生:600 円(480 円) 小中生:300 円(240 円)
※( )内は前売り及び 20 人以上の団体料金
「20 世紀フランス絵画展」は美術館の年間パスポートでご覧いただ
けます.

次回展覧会

大嶺薫コレクション展

久米村(クニンダ)とは、琉球王朝時代に中国の渡
来人が現在の那覇市久米を中心とした地域に築いた

1985(昭和 60)年 3 月に、沖縄

コミュニティーです。政治・経済・文化的な面から琉球

県立博物館へ寄贈された大嶺

と中国・日本等の諸国を繋ぎ、琉球王国の貿易や学

薫氏（1905-1970）が収集した

問・文化の振興を支えた役割や、風水思想・清明祭

コレクションの概要を紹介し

(シーミー)等を琉球にもたらした久米村(クニンダ)の全

ます。

貌に迫ります。
鄭擇中（和橋）肖像画
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この夏、巨匠 篠山紀信が膨大な中から選
び抜いた作品 107 点を一挙大公開。テーマ
は『写真力』。
1950 年代後半から今日に至るまで写真の
第一線を走り続ける篠山紀信。時代を見越
し時代に先駆けるその活動は常に話題をさ
らい、また賛否両論を巻き起こしてきまし
た。そんな篠山紀信が満を持して世に問う、
大規模な個展「篠山紀信展

写真力」。

50 年間にわたり撮り続けてきたポートレ
ートの中から『写真力』溢れる作品を巨大
な展示空間にあわせダイナミックに引き伸
「ジョン・レノン オノ・ヨーコ」 1980 年

ばして紹介します。篠山紀信は言います「写
真力と空間力の戦いだ！」
。

一 般：1000 円 (800 円)
高大生：800 円 (600 円)
小中生：600 円 (400 円)
※（ ）内は前売り及び 20 名以上の団体料金
※年間パスポートは対象外（年間パスポートの提示で割引あり）
「篠山紀信展 写真力」へのお問い合わせ
沖縄テレビ事業部 TEL:098-869-4415 琉球新報社事業局 TEL:098-865-5200

写真というメディアに内在する強力なエ
ネルギーを体感できる場となるでしょう。
※「写真力」開催記念対談
7 月 18 日(金)14:00～
篠山紀信氏×後藤繁雄氏(編集者／企画展協力者)

ふれあい体験室
ふれあい体験室で化石に触わったことはありますか？化石は、地層の中に挟まれてい
て、その時代に生息していた生き物と地球の環境を私たちに教えてくれます。化石に触
れながら、地球上で生物がどんな時代を生きてきたのか想像を膨らませ、タイムスリッ

☆ワークショップ

プしてみるのもおすすめです。７～９月のふれあい体験室ワークショップでは、博物館

「ふれたい博士の

に収蔵している化石から、「サメの歯」「恐竜（ヴェロキラプトル)の爪」「アンモナイト」「三

かんたん化石のレプリカづくり」
日程：7 月～9 月の毎週土曜日

葉虫」のレプリカをお湯で軟らかくなる樹脂で作ります。レプリカとは、実物を型取った

1 回目 10:00

2 回目 10:30

複製品です。貴重な実物資料は、博物館で収集・保存され後世へ受け継がれます。レ

3 回目 11:00

4 回目 11:30

プリカは、実物資料の代用品として研究や展示に役立てられることが多いです。みなさ
んも、簡単なレプリカ作りを体験して、博物館の化石レプリカを研究材料にしません
か？バッジかペンダントのアクセサリーパーツも付けられます。夏休みは化石のレプリ
カでおしゃれにキメよう！（ふれあい体験室 渡部貴子）

（所要時間 30 分） 参加費：150 円
対象：5 才から大人
（小 3 以下、大人同伴）
定員：当日先着 40 名（各回 10 名）
9 時より受付

■■
■■■
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夏号

7 月イベントカレンダー
6/30～7/8まで消毒休館日

9 水
10 木

■博物館学芸員コラム■
■

■■■
■■■

■ ■ ■
■■ ■

★しまくとぅばプロジェクト 「方言札」世
代ぬハナシむぬ語い 14:00～16:00
■博物館常設展 展示解説会
講師:與那嶺一子 14:00～15:00
県民ギャラリー1・2 7/10～7/13
仲宗根節子 パッチワーク展
■美術館コレクションギャラリー2
「オブジェが語るもの」アーティスト
トーク 14:00～15:00
講師:ゴヤ・フリオ氏

12 土

13

■ふれあい体験室ワークショップ
★しまくとぅばプロジェクト 「しまく
日 とぅばを知る」 14:00～15:50
講師:かりまたしげひさ氏

14 月

15

■博物館学芸員講座（考古）
「博物館特別展『水中文化遺産-海に沈ん
だ歴史のカケラ-』ネタバレ話」
講師：片桐千亜紀 14:00～16:00

休館日
■「20世紀フランス絵画展－山形美術館
服部コレクション」
開催期間:7/15(火)～8/31(日)

■「20世紀フランス絵画展－山形美術館
火 服部コレクション」
オープニングギャラリートーク
解説:國吉貴奈 9:30～10:00
県民ギャラリー1･2･3
フラグメンツ4 7/15～7/21

今年も待ちに待った夏休みがやってきました。前半で宿題を片付けたい、課題学習
に取り組みたい、そこのあなた！！ 博物館では、7 月 20 日(日)、7 月 26 日(土)の体験
学習教室を皮切りに 10 講座の子ども向け講座を開講します。7 月 29 日(火)～8 月 1 日
(金)の「４日間夏休み！学芸員教室」を開講します。生物、地学、人類、歴史、美術工
芸、考古、民俗の各分野専門家が、小中学生向け講座を開催します。
また、8 月 2 日(土)学芸員講座も夏休み子ども向け講座を開催します。学校では体験で
きない講座内容が盛りだくさんですよ o(^-^)o
夏休み！博物館で、『不思議発見！』しませんか？！
詳しくは、チラシ、ＨＰで確認して下さいね。
(博物館 金城久枝)

■美術館コレクションギャラリー2
「オブジェが語るもの」
キュレータートーク
講師:仲里安広 11:00～12:00

19 土

■博物館文化講座
「ウシオーラセーはおもしろい-闘牛の魅
力と人々の思い-」
講師:宮城邦治氏 14:00～16:00
■ふれあい体験室ワークショップ
■博物館体験学習教室
「カエルの解剖と骨格標本づくり」
1回目 9:30～17:00
講師:佐藤寛之氏
講師:山﨑仁也(当館学芸員)

20 日

■20世紀フランス絵画展－山形美術館コ
レクション」 ギャラリートーク
解説:長嶺豊氏

昨年度の学芸員教室のようす

■■■ ■ ■■
■■
■■ ■■■

博物館学芸員教室 2014
7/29(火)～8/1(金)
1 貝器づくりに挑戦
2 板絵を描いてみよう
3 動物の歯と食べ物を研究せよ
4 砂の中から宝を探せ
5 顕微鏡でのぞく不思議ワールド
6 神が宿る石「勾玉」を削りだそう
7 印じゃなーい？
8 オリジナルの家系図をつくろう
9 民具手帳をつくろう
10 糸をつくってみよう！
※詳しくはホームページ又はチラシを
見てね。

美術館学芸員コラム ■

★しまくぅばばプロジェクト
「しまくとぅばで語る戦世」
定期上映会 14:00～16:00

21

■美術館コレクションギャラリー2
「オブジェが語るもの」
月 アーティストトーク
講師:小川京子氏 14:00～15:00

22 火
23 水

休館日
県民ギャラリー1 7/23～7/27
第７回 筆文字あ～と展

子ども達の大好きな夏、そして大・大・大好きな夏

■美術館バックヤードツアー
講師:玉那覇英人 11:00～12:00

美術館では今年も「夏休み子どもフェスタ 2014」を

■美術館コレクションギャラリー2
「オブジェが語るもの」
鑑賞ツアー 13:00～14:00

26 土

夏休み子どもフェスタ 2014
休み！！
8 月 2 日(土)3 日(日)の日程で開催します。幼稚園
や学校ではあまりやらない楽しい内容ばかり。

■博物館バックヤードツアー
講師:大湾ゆかり 14:00～15:00

図工や美術が得意な先生といっしょにアートを楽

■「20世紀フランス絵画展－山形美術館
服部コレクション」キュレータートーク
解説:國吉貴奈 11:00～12:00

しみませんか？楽しんでいるうちに夏休みの宿題

■博物館体験学習教室
「カエルの解剖と骨格標本づくり」
2回目 10:00～12:00
講師:佐藤寛之氏
講師:山﨑仁也(当館学芸員)

チラシをよく見て応募してね。
夏休み子どもフェスタ 2014
8/2（土）～8/3（日）
1 中庭が水族館
2 ガラクタで楽器をつくろう♪
3 版画体験
4 写生大会
5 イラスト教室
6 キッズカメラマン
FAX・郵送・来館にてお申込み。

■「20世紀フランス絵画展」
エントランスコンサート「音楽と画家た
ちの物語」
1回目14:00～ 2回目16:00～
■「20世紀フランス絵画展」
関連イベント 週末カフェ
13:00～18:00
■ふれあい体験室ワークショップ

28
29
30
31

月
火
水
木

休館日
■「博物館 夏休み学芸員教室」
■「博物館 夏休み学芸員教室」
■「博物館 夏休み学芸員教室」

夏休み子どもフェスタ「中庭が水族館」の様子

もできちゃうよ。

「ここからはじまるアート」親子で取り組む様子

■■

はくび通信
8 月イベントカレンダー
1 金 ■博物館夏休み学芸員教室2014
■美術館子どもフェスタ2014
1)「中庭が水族館」
2)「ガラクタで楽器をつくろう♪」
3)「版画体験かさねてつくる色とかたち」
■学芸員講座
「学芸員のお仕事？バックヤード探検」
2 土 講師:金城久枝（教育普及）
14:00～16:00
■「20世紀フランス絵画展」
関連イベント週末カフェ
13:00～18:00
■ふれあい体験室ワークショップ

3日

■美術館子どもフェスタ2014
4)「写生大会」
5)「イラスト教室」
6)「キッズカメラマン」
■「20世紀フランス絵画展」関連催事
講演会「山形美術館とフランス近代絵画」
講師:岡部信幸氏 16:00～17:30

4 月 休館日

1 月 休館日
県民ギャラリー1・2・3

チケット売り場

2 火 希望のカタチ展－もとぶ記念病院利用者
の造形作品展- 9/2～9/7

3水
4木
5金

博物館・美術館の展覧会のチケ
ットを販売しているのが、チケッ
ト売り場です。チケット売り場で
は各展覧会の料金を適切にわ

6 土

チケット売り場のスタッフに聞き

★しまくとぅばプロジェクト連続講座

ました！

7 日 第6回「しまくとぅばを知る」

Q, お仕事をする際に心がけている事はなんですか？
A, お客様がどの展覧会をご覧になりたいかを即座に判断し、
スムーズにご案内するように心がけています。

奥深い苦味が特徴の茶

県民ギャラリー2 8/19～8/24
佐川毅彦 毅志絵画展

■美術館コレクションギャラリー1
「稲峰成祚-A style of painting is
my life」
アーティスト・ギャラリートーク
14:00～15:00
13 土 講師:稲峰成祚氏
■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士のかんたん化石のレプリ
カづくり」

クリームをのせたウィナーコ
ー ヒ ー が お す す め 。 ホ ット
『タルト・バナーヌ』

は、やちむん カップにてお
出しいたします。
美術館企画展「フランス

ミュージアムカフェ 茶花
営業時間：11:00～18:00

TEL・FAX：098-862-7530
貸切パーティーもＯＫ！！

絵画展」のスペシャルメニュ

★しまくとぅばプロジェクト「しまく

14 日 とぅばで語る戦世」定期上映会第3回
16:00～18:00

15 月
16 火 休館日
県民ギャラリー2・3 9/17～9/21

17 水 沖縄学生美術展2014
18 木
19 金

■美術館コレクションギャラリー1
「稲嶺成祚-A style of painting is my
life-｣ キュレータートーク
講師:仲村保（当館学芸員）
11:00～12:00

ーをご用意しております。ぜ
ひご賞味ください。

■編集後記■

梅雨も明け、本格的な暑さがやってきました。夏休みも近づ
いていますね。当館では暑さに負けず、みなさんに元気にな

■博物館文化講座
「久米村人の家譜を読もう！－琉球王国
と久米村の役割－」
20 土
講師:田名真之氏
14:00～16:00

■美術館バックヤードツアー
講師:豊見山愛（当館学芸員）
11:00～12:00

っていただけるように、多彩な催し物を企画しています。

県民ギャラリー1
変身展 9/20～9/21

ぜひこの夏は沖縄県立博物館・美術館でお過ごしください。

■博物館バックヤードツアー
講師:山﨑仁也（生物）
14:00～15:00

「はくび通信」発行窓口

■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士のかんたん化石のレプリ
カづくり」

■美術館コレクションギャラリー3
「沖縄美術の流れ」鑑賞ツアー
13:00～14:00
★しまくとぅばプロジェクト「しまくとぅば

23 土 で語る戦世」定期上映会 第2回
16:00～18:00
■「20世紀フランス絵画展」
関連イベント週末カフェ
13:00～18:00

■美術館コレクションギャラリー3
「沖縄美術の流れ」
アーティスト・ギャラリートーク
講師：新城征孝氏 14:00～15:00
■ふれあい体験室ワークショップ

25 月 休館日
26 火

■学芸員による展示解説会

11 木 講師:仲里健(地学)

ーは、ふわふわのホイップ

■ふれあい体験室ワークショップ

19 火

10 水

花オリジナルブレンドコーヒ

■学芸員による展示解説会
14 木 講師:園原謙（美術工芸）
14:00～15:00

18 月 休館日
県民ギャラリー1 8/19～8/24
沖縄旺玄会 小品展

県民ギャラリー1 9/7～9/15

9 火 宮里昌信絵画展

14:00～15:00

第20回沖縄県特別支援学校中学部総合文化祭

■「20世紀フランス絵画展」
関連イベント週末カフェ
13:00～18:00

8 月 休館日

12 金

県民ギャラリー1・2・3 8/12～8/17

■美術館コレクションギャラリー3
キュレータートーク「沖縄美術の流れ｣
講師:玉那覇英人（当館学芸員）
16 土 11:00～12:00

講師：仲原穣氏14:00～15:50

ております。

11 月 休館日

■博物館文化講座「円覚寺の仏さまたち」
講師:長谷洋一氏 14:00～16:00

■博物館学芸員講座
「沖縄の先史人と貝」
講師:山崎真治（人類）
14:00～16:00
■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士のかんたん化石のレプリ
カづくり」

かりやすくご案内しています。

■ふれあい体験室ワークショップ
★しまくとぅばプロジェクト連続講座
第5回「しまくとぅばを知る」
10 日 14:00～15:50
講師:西岡敏氏、伊狩典子氏

12 火

夏号 ■■■

9 月イベントカレンダー

博物館・美術館のお仕事

チケット売り場ではベテランのスタッフが笑顔でお客様をお待ちし
■「20世紀フランス絵画展」関連催事
「フランス文化講座」
9 土 講師:大湾宗定氏、長嶺豊氏、中島アリサ氏
15:30～17:00(予定)

Vol.10

県民ギャラリー1 8/26～8/31
禅画展
県民ギャラリー2 8/26～8/31
瀬底正男・津波信久 二人展
県民ギャラリー3 8/29～8/31

29 金 建築模型展
30 土 ■ふれあい体験室ワークショップ

※日程が変更になる場合がございま
す。詳しくはホームページのイベントカレ
ンダーをご覧ください

館内情報センタ-：098-941-1187
■博物館・美術館からのお知らせ■
●夏休みの催し物

・博物館：7/29(火)～8/1(金)
「夏休み！博物館学芸員教室 2014」
・美術館：8/2(土)～8/3(日)
「夏休み子どもフェスタ 2014」
※お申込みが必要です。詳しくはチラシ・ホームページをご
覧ください。
・ミニ企画展 昆ワールド in 沖縄 7/23(水)～8/24(日)
館内エントランス

入場無料♪

■沖縄県立博物館・美術館 ■■■

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 3-1-1
TEL:098-941-8200 FAX:098-941-2392
☆開館時間：9：00～18：00 (金・土は 20：00 まで)
※入館は閉館 30 分前まで ☆休館日：月曜日
（月曜日が祝日の場合は、翌平日が休館）
http://www.museums.pref.okinawa.jp

21 日
22 月 休館日
県民ギャラリー1・2 9/23～9/28

23 火 たのしいデザイン2014
24 水
25 木
26 金

■美術館バックヤードツアー
講師:大城仁美（当館学芸員）
11:00～12:00

27 土

■美術館コレクションギャラリー1
「稲嶺成祚-A style of painting is my
life-｣鑑賞ツアー
13:00～14:00
■博物館バックヤードツアー
講師:藤田裕樹（人類）
14:00～15:00
■ふれあい体験室ワークショップ
「ふれたい博士のかんたん化石のレプリ
カづくり」

28 日
29 月 休館日
30 火

※日程が変更になる場合がございま
す。詳しくはホームページのイベント
カレンダーをご覧ください

