
令和２年度事業実施状況　 〈令和２年４月１日～令和２年11月30日〉 資料３

事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

(ア) 常設展  

　　所蔵作品を広く公開し、郷土ゆかりの作家や作品を紹介

【学芸委託】 　　年４回の展示替えを実施。 　 　

　①　元年度第４期  「光」の表現 観覧者数 98人

　　　会期： (1月25日(土))4月1日(水)～4月19日(日)

　②　第１期　「 Posing―かたちを生む身体」

　　　会期： 4月24日(金)～7月26日(日)　 観覧者数 1,150人

　③　第２期　「新収蔵作品の紹介」

　　　会期： 7月31日(金)～10月18日(日) 観覧者数 1,949人

　④　第３期　「質感が伝えること」

　　　会期： 10月24日(土)～1月24日(日）
観覧者数

（開催中） 950人

　⑤　第４期　「大宮政郎」

　　　会期： 1月30日(土)～3月31日(水)(4月25日(日)) 開催予定 0人

計 4,147人

(イ) 企画展

　①　ムーミン展　THE ART AND THE STORY 　　《中止》         

　　  会期： 4月11日(土)～5月31日(日) 観覧者数 0人

　②　Human and Animal　土に吹き込まれた命　　《中止》 

　　　会期： 6月13日(土)～8月23日(日) 観覧者数 0人

　③　小さなデザイン　駒形克己展　

　　　会期： 9月5日(土)～11月3日(火・祝) 観覧者数 7,065人

 　　 会期： 11月14日(土)～12月27日(日)
観覧者数

（開催中） 8,004人

　⑤　唐武と芸術写真の時代

　　　会期： 1月16日(土)～2月14日(日） 開催予定 0人

　⑥　アートフェスタいわて２０２０

　　　会期： 2月27日(土)～3月21日(日） 開催予定 0人

計 15,069人

１ 美術等に関する資料収集、保管、展示調査研究等の事業

　(1)　受託事業

　④　東日本大震災復興祈念　東山魁夷　唐招提寺御影堂障壁画展

　　　－岩手芸術祭受賞作品・推薦作家展＋岩手県美術選奨受賞者作品展－

ア　展示事業
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事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

(ア) 展示関連事業

【学芸委託】 　<企画展教育プログラム>　

　（a）ギャラリートーク 　    学芸員による展示作品の解説

　　① ムーミン展　（4/17(金)、5/1(金)、5/15(金)、5/29(金)）

　　　 ※5/27(水）ナイトギャラリートーク　　　《中止》     参加者数 0人

　 　  ※6/26(金）ナイトギャラリートーク　　　《中止》 参加者数 0人

 　 ③ 駒形克己展(9/18(金)、10/2(金)、10/30(金)） 参加者数 54人

　 　  ※10/16(金）、11/3（火）ナイトギャラリートーク　　　《中止》 

 　 ④ 東山魁夷展（11/20（金）、12/4（金）、12/8（金）） 参加者数 60人

　　⑤ 唐武と芸術写真の時代展 参加者数 0人

　　⑥ アートフェスタいわて２０２０ 参加者数 0人

計 114人

　（b）企画展関連講座等

    ① ムーミン展講演会　　　《中止》

　　　 「トーベ・ヤンソンの描く闇の妖精たち」　4/11(土)

       講師：祖父江慎氏（ブックデザイナー） 参加者数 0人

　　② ムーミン展講演会　　　《中止》

       講師：村瀬可奈氏（町田市立国際版画美術館学芸員） 参加者数 0人

　　③ Human and Animal展開催記念講演会　　　《中止》

       「土に吹き込まれた命ー動物たちのまなざし」　6/13(土) 

       講師：西マーヤ氏（陶芸研究家） 参加者数 0人

　　④ Human and Animal展ワークショップ　　　《中止》

       「わたしの中のHuman and Animal」　7/5(日) 

       講師：安藤郁子氏（陶芸家、秋田公立美術大学准教授） 参加者数 0人

 　　⑤ Human and Animal展アーティストトーク　　8/9(日)　　《中止》

　　　 講師：奈良美智氏（美術家、本展出品作家）　 参加者数 0人

　　⑥ 駒形克己展アーティストトーク　　9/5(土) 参加者数 96人

　　⑦ 駒形克己展ワークショップ

 　　　9/6(日)、9/12(土)、9/13(日)、10/11(日) 参加者数 97人

イ 教育普及
事業

　講演会、ワークショップ等を実施し、美術と美術館利用についての普及活動を推進

　　② Human and Animal展　(6/19(金)、7/3(金)、7/17(金)、8/7(金)、8/21(金)）

　　　 「ムーミンと浮世絵～トーベと日本の接点をめぐって」　5/16(土)
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事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　⑧ 駒形克己展開催記念講演会

 　　　「本が生まれるプロセス」　10/10（土）

　　　　講師：駒形克己氏（造本作家、デザイナー） 参加者数 60人

　　⑨ 東山魁夷展開催記念講演会１

 　　　「鑑真和上の教えと東山魁夷画伯」　11/14（土）

　　　　講師：西山明彦氏（律宗管長、唐招提寺八十八世長老） 参加者数 58人

　　⑩ 東山魁夷展開催記念講演会２

 　　　「東山魁夷　旅と芸術」　11/28（土）

　　　　講師：尾﨑正明氏（茨城県近代美術館館長） 参加者数 58人

計 311人

　<常設展教育プログラム>

　（a）コレクショントーク　　学芸員による常設展示作品の解説

　　　 年24回開催予定(毎月第2・4土曜)　　9回実施《8回中止》 参加者数 138人

　（b）常設展関連講座　　　１回実施 参加者数 12人

計 150人

イ　美術普及事業

　 <スタジオプログラム>

　（a）オープンスタジオ

　　 ① 8/1(土）・8/2(日） 参加者数 91人

　　 ② 12/26(土）・12/27(日） 参加者数 0人

計 91人

　　 対象：３～６歳児と保護者　各5組

　　 毎月１回実施　　　6回実施《1回中止》 参加者数 70人

　<教育プログラム>

　  学生サポートスタッフの受入れ・育成 登録者数 9人

  <美術プログラム>

　 (a) 館長講座　「作り手の視点」(全４回） 講師：藁谷収（当館館長）

     ①「旅するイタリア美術Ⅰ」　5/23(土)　　　《中止》 参加者数 0人

　   ②「モニュメント彫刻をひもとくⅠ」　7/18(土)　　《中止》 参加者数 0人

　　 ③「旅するイタリア美術Ⅱ」　10/24(土) 参加者数 31人

　　 ④「モニュメント彫刻をひもとくⅡ」　2/6(土) 参加者数 0人

計 31人

（教育普及
事業）

　（b）アートデオヤコ　　親子でいろいろな素材に触れて楽しむワークショップ
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事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　 (b) 学芸員講座　　年２回実施予定

　　 ①「岩手美術連盟と戦中期のポスター」　9/26(土) 参加者数 16人

　　 ②「東山魁夷と水墨画」　12/5(土) 参加者数 0人

計 16人

　 (c) アーティストトーク

      年１回実施予定 参加者数 0人

  <映像プログラム>

 　(a) アートシネマ上映会

　 　　美術に関連する作品から名作映画まで幅広いラインナップで上映

　　 ① ムーミン谷とウィンターワンダーランド　4/26(日）　《中止》鑑賞者数 0人

　　 ② グランド・ホテル　5/17(日）　《中止》 鑑賞者数 0人

　　 ③ 若冲と江戸絵画　ようこそプライスさんの世界へ　6/21(日) 鑑賞者数 30人

　　 ④ 東京五輪音頭　7/19(日） 鑑賞者数 12人

　　 ⑤ こねこ  8/23(日） 鑑賞者数 37人

　　 ⑥ 雄呂血  9/20(日) 鑑賞者数 50人

　　 ⑦ ルノワール　陽だまりの裸婦　10/18(日) 鑑賞者数 55人

鑑賞者数 60人

　　 ⑨ グランド・ホテル  12/20(日） 鑑賞者数 0人

　　 ⑩ メッセージ  1/17(日) 鑑賞者数 0人

　　 ⑪ 愛情物語  2/14(日） 鑑賞者数 0人

　　 ⑫ 世界の名画　究極の画家・ベラスケス  3/21(日) 鑑賞者数 0人

計 244人

 　(b) アートスペース、デジタルビジョン、デジタルレファレンス

　　 ① デジタルビジョン　　通年

　　 ② デジタルレファレンス　　通年

(ウ) アウトリーチ事業

　 (a) 美術館出前授業

　　　の事業を広く普及する目的で実施

　 (b) 美術関連研修講師派遣　　随時 計 317人

(エ) 来館者対応事業

参加者数 10人

（教育普及
事業）

　　　（5/9(土)、7/25(土)、9/19(土)、11/21(土)、1/16(土)、3/20(土)）

　(a) 美術館探検（てくてくツアー）　年６回　　2回実施《2回中止》

　　　教育普及および学芸活動のアウトリーチ事業として、県内各地に美術館主催

　　 ⑧ 生誕100年 東山魁夷 風景の旅人～山と海 そして心の旅～　11/22(日）
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事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　(b) 一般団体等対応

　　① 一般団体対応（2団体） 参加者数 36人

　　② ファミリータイムの導入

　　　　毎月第２木曜日・第４土曜日　　12回実施《４回中止》 参加者数 38人

計 74人

　(c) 学校団体対応（27団体） 参加者数 883人

ウ 広報事業

【学芸委託】 　(a) 美術館通年広報

　(c) 広報番組での各種事業の紹介

　(e) 企画展チラシ、ポスターの発行

　(f) 常設展展示目録(展示替え毎)の発行　

　(g) 美術館スケジュール（年４回　各回約16,000部）の発行

　(h) ホームページでの広報宣伝

　(i) ツイッター及びフェイスブックでの発信

(ア) 調査研究活動事業

　・ ライブラリー　　　　　　　　通年

【学芸委託】 　・ ライブラリー企画　　　　　　年６回

　・ 蔵書整理公開

(イ) 美術品修復、保存事業

 　作品の修復と保存業務を実施

事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

(ア) 特別自主事業として、誘客イベントを実施予定　　《中止》 観覧者数 0人

　　無料観覧、コレクショントーク、シネマ上映などを実施 観覧者数 1,665人

     5/27(水）、6/26（金）、10/16（金）、12/12（土） 鑑賞者数 0人

（教育普及
事業）

  (b) 広報協力店による情報発信（令和２年11月30日現在　298店舗）

　美術館ニュース等の各種広報物の印刷・配布による広報業務を実施

エ その他の
事業

　　　　小さな子どもと大人が一緒に美術館を利用しやすい時間帯の設定

(ウ) コンサート事業（出演者全員、一般公募により選考のため、ボランティア出演）

　(d) 美術館ニュース「アプリーレ」(年２回　各回約15,000部発行)の発行　

　  無料観覧日にあわせ、1日のうちに様々な美術館イベントを体験できる「美術館まつ

　　り」を開催。今年度は新型コロナ感染拡大に伴い、内容を精査したうえで、展覧会の

　(a) ナイトミュージアム・コンサート　《中止》　　

ア 美術(館)
に親しむ事業

　(2) 自主事業

(イ) 美術館まつり➡イベント名変更「文化の日は美術館へ行こう」　　11月3日(火･祝)

　 県民の財産である美術品をより良い状態で保存して後世に伝えるため、所蔵
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事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　(b) ミュージアムコンサート　　《中止》　　　　　

　　 ７/26（日）、8/30（日）、1/24（日）、2/21（日） 鑑賞者数 0人

計 0人

　(c) 企画展関連コンサート　　　　　

　　① ナイトミュージアム・コンサート　　5/27(水）、6/26（金） 中止 （再掲）

　　② ナイトミュージアム・コンサート　　10/16(金)、12/12（土） 中止 （再掲）

　(d) 広報物の印刷・配布による広報業務を実施　　　　

　　  美術館まつりや各種コンサート開催の広報

 図録等著作物販売サービス事業

 　美術館発行の図録の頒布を行い、利用者サービスを充実

事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

指定管理事業 (ア) 観覧料の徴収及び管理運営

　(a)　臨時開館日　  8月11日(火)

　(b)　観覧料無料の日

 　　① こどもの日　　5月5日(火･祝）　対象：18歳未満の児童生徒《休館のため中止》

 　　② 敬老の日　　　9月21日(月･祝） 　対象：満65歳以上

 　　③ 文化の日　　　11月3日(火･祝） 　対象：全員

　(c)　観覧者数等の状況

　　【11月30日現在の鑑賞者数　単位：人】

  (d)　教育普及事業の状況

　　【11月30日現在の参加者数　単位：人】

　(e) 地域連携事業による広報活動

　   　参画し、地域連携事業を実施

　　　 岩手県立美術館、盛岡市先人記念館、原敬記念館、盛岡市子ども科学館、

　   　盛岡市遺跡の学び館、志波城古代公園で組織する「もりとぴあねっと」に

２ 指定管理事業

イ その他の
事業

（美術（館）
に親しむ事

業）

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 小計

２年度 101 191 350 622 782 3,359 3,535 10,276 19,216

31（元）
年度 3,546 7,873 6,202 7,649 24,363 4,695 3,075 7,412 64,815

増減 ▲ 3,445 ▲ 7,682 ▲ 5,852 ▲ 7,027 ▲ 23,581 ▲ 1,336 460 2,864 ▲ 45,599

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 小計

２年度 0 9 72 175 164 547 952 2,281 4,200

31（元）
年度 854 824 804 1,181 1,348 1,054 901 1,519 8,485

増減 ▲ 854 ▲ 815 ▲ 732 ▲ 1,006 ▲ 1,184 ▲ 507 51 762 ▲ 4,285
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事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　① さんさこみち共同告知コーナーの活用（企画展の告知）

　　③ 「もりとぴあねっとだより」の作成と配布　隔月発行

　　② もりとぴあねっと企画会議等　　２カ月に１度程度開催（定例会10月8日開催）

（指定管理事
業）
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