
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　29年度第４期  「あかをみる」 観覧者数 338人

　　　会期： 4月1日(金)～4月22日(日)

　②　第１期　「𠮷田清志の山シリーズ」

　　　会期： 4月27日(金)～7月22日(日)　 観覧者数 1,776人

　③　第２期　「新収蔵作品の紹介１」

　　　会期： 7月27日(金)～10月14日(日) 観覧者数 1,977人

　④　第３期　「新収蔵作品の紹介２」

　　　会期： 10月20日(土)～1月20日(日） 観覧者数 1,298人

　⑤　第４期　「彫刻とドローイング」

　　　会期： 1月26日(土)～4月21日(日) 観覧者数 756人

小計 6,145人

　　　※企画展観覧券による観覧 観覧者数 26,140人

計 32,285人

イ　企画展

　①　ユニマットコレクション　フランス近代絵画と珠玉のラリック展

　　　-やすらぎの美を求めて-　　　 観覧者数 7,688人

　　  会期： 4月14日(土)～6月17日(日)

　②　うるわしき美人画の世界　－木原文庫より－

　　　会期： 6月30日(土)～8月19日(日) 観覧者数 10,990人

　③　ブルーノ・ムナーリ展　

　　　会期： 9月8日(土)～11月4日(日) 観覧者数 10,018人

 　　 会期： 11月14日(水)～12月20日(木) 観覧者数 4,218人

　⑤　ますむらひろし展　－アタゴオルと北斎と賢治と－

　　　会期： 1月3日(木)～2月17日(日） 観覧者数 15,563人

　⑥　アートフェスタいわて２０１８

　　　会期： 3月1日(金)～3月24日(日） 観覧者数 3,437人

　（※企画展観覧者数はプレイガイド等での前売券販売分を含む数値）　 計 51,967人

　④　“うつわ”ドラマチック展　世界の陶芸家たちが極めた“うつわ”の美

４　美術館事業

　　　－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－

（1）展示事業

 (1) 美術等に関する資料収集、保管、展示調査研究等の事業

　ア　受託事業

（※前年度前売を含む）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　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

【学芸委託】 ア　展示関連事業

　<企画展教育プログラム>　

　（1）ギャラリートーク 　    学芸員による展示作品の解説

　　① ユニマットコレクション展

　　　（4/20(金)、5/4(金)、5/18(金)、6/1(金)、6/15(金)）

　　　 ※5/25(金）　ナイトギャラリートーク 参加者数 108人

　　② うるわしき美人画の世界　(7/6(金)、7/27(金)、8/11(土)、8/15(水)）

　 　  ※7/21(金）  美
2
フェスでのギャラリートーク 参加者数 153人

　　③ ブルーノ・ムナーリ展(9/14(金)、9/28(金)、10/12(金)、10/26(金)）

　 　  ※9/22(土)  ナイトギャラリートーク 参加者数 184人

 　 ④ “うつわ”ドラマチック展

      (11/16(金)、11/30(金)、12/14(金)、12/15(土)) 参加者数 87人

　　⑤ ますむらひろし展 (1/4(金)、1/18(金)、2/1(金)、2/5(金))

参加者数 123人

　　⑥ アートフェスタいわて２０１８

      (3/2(土)、3/3(日)、3/9(土)、3/16(土)、3/17(日)) 参加者数 443人

計 1,098人

　（2）企画展関連講座等

    ① ユニマットコレクション展講演会１

　　　 「ラリック－その作品とガラスの魅力」　4/28(土)

　　   講師：佐藤透氏（コアガラス作家） 参加者数 54人

　　②  ユニマットコレクション展講演会２

       「西洋近代絵画の見方－ユニマットコレクション作品を中心に－」5/13(日) 

       講師：岡泰正氏（神戸市立小磯記念美術館 神戸ゆかりの美術館館長）

　　　 参加者数 61人

 　　③ うるわしき美人画の世界展講演会１

　　　 「美人画を楽しむ　－三都の女性表現-」　6/30(土)

　　　 講師：上薗四郎氏（笠岡市立竹喬美術館館長）　 参加者数 84人

　　④ うるわしき美人画の世界展講演会２「描かれた日本髪と化粧の文化」7/7(土)

　　　 講師：村田孝子氏（ポーラ文化研究所シニア研究員） 参加者数 61人

　　⑤ ブルーノ・ムナーリ展開催記念講演会１「ムナーリの衝撃」9/15(土)

　　　 講師：駒形克己氏（造本作家/デザイナー）　 参加者数 72人

（2）教育普
及事業



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　⑥ ブルーノ・ムナーリ展開催記念講演会２

　　 　「役に立たない編集講義 ムナーリの本を作る愉しみ」   10/6(土)　

　　　 講師：田中優子氏（河出書房社編集部）　 参加者数 36人

　　⑦  “うつわ”ドラマチック展スペシャルトーク1

       「うつわの中の冒険ー日本・世界の陶芸家たち」  11/18(日)

　　　 講師：三浦弘子氏（滋賀県立陶芸の森専門学芸員） 参加者数 42人

　　⑧  “うつわ”ドラマチック展スペシャルトーク2

　  　 「暮らしを彩るうつわの時代」11/24(土)

　　　 講師：広瀬一郎氏（桃居店主）　 参加者数 48人

　　　 講師：菅野康晴氏（新潮社「工芸青花」編集長）　

　　⑨  “うつわ”ドラマチック展スペシャルトーク3「桑田卓郎の仕事」12/1(土)

　　　 講師：桑田卓郎氏（陶芸家）　 参加者数 54人

　　⑩ ますむらひろし展アーティストトーク　1/12(土)

　　　 講師：ますむらひろし氏（漫画家）　 参加者数 312人

　　⑪ ますむらひろし展アーティスト対談

　　　 「賢治と盛岡ーイーハトーブの夢を紡いだ街」　1/12(土)

　　　 講師：ますむらひろし氏（漫画家）　 参加者数 255人

　　　 講師：牧野立雄氏（宮沢賢治研究家）　

　　⑫ ますむらひろし展バスツアー「作家と巡る宮沢賢治ゆかりの地」　1/13(日)

　　　 同行者：ますむらひろし氏（漫画家）　 参加者数 15人

　　　 同行者：牧野立雄氏（宮沢賢治研究家）

　　⑬ ますむらひろし展ライブ

　　　 「最上川ブラザーズ・トリオ!!Live at Iwate Museum of Art」

      　1/14(月・祝)

　　　 出演：岡田修氏（三味線、唄）、小峰公子氏（アコーディオン、唄）　

　　　 　　　ますむらひろし氏（ギター、唄）、白崎映美氏（唄）　

参加者数 281人

　　⑭ ますむらひろし展握手会「ヒデヨシと握手しよう！」　1/26(土)

参加者数 355人

計 1,730人

　<常設展教育プログラム>

　（1）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25回開催予定(毎月第2・4土曜)　　23回実施 参加者数 247人

（教育普及事
業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　（2）常設展関連講座

　　① ワークショップ「サイアノタイプで描くポートレート」

　　 　10/7(日)・10/8(月) 参加者数 25人

　  ② 彫刻家のドローイング　2/11(月・祝） 参加者数 30人

　（3）子ども向け鑑賞カードの運用

　　　 子どものための作品鑑賞ツールの作成及び配布

計 302人

イ　美術普及事業

　 <スタジオプログラム>

　（1）オープンスタジオ

　　 ① 夏の涼を巾着にえがこう　7/28(土）・7/29(日） 参加者数 209人

　　 ② 押して摺りすり君色カレンダー12/15(土）・12/16(日） 参加者数 169人

計 378人

　（2）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

　　 対象：３～６歳児と保護者　各10組

　　 毎月１回実施　　　13回実施 参加者数 587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 19人

  <美術プログラム>

　 (1) 館長講座　「作り手の視点」(全４回） 講師：藁谷収（当館館長）

      ①「塑像の楽しみ」5/26(土) 参加者数 31人

　　  ②「大理石彫刻の楽しみ」 7/21(土) 参加者数 36人

　　  ③「現代イタリア彫刻」   10/13(土) 参加者数 35人

　　  ④「岩手の近代彫刻Ⅱ」   2/2(土) 参加者数 24人

計 126人

　 (2) 学芸員講座

      ①「ブルーノ・ムナーリ　必然と偶然と」10/20(土) 参加者数 36人

      ②「岩手の芸術写真」2/23(土) 参加者数 22人

計 58人

　 (3) スペシャルトーク

      「芥川賞作家　沼田真佑氏に聞く」7/8(日) 参加者数 140人

         出演：沼田真佑氏（小説家）

　 　　  聞き手：渡邉真佑子氏（NHK盛岡放送局「おばんですいわて」キャスター）

（教育普及
事業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　 (4) 教育連携事業

　　　  教員向け講座「擦りだしからコラージュへ」10/10(水)

　　　  講師：岩崎　清（NPO視覚障害者芸術活動推進委員会理事長） 参加者数 69人

　　　　　　  前田ちま子（名古屋芸術大学名誉教授）

　 (5) アウトリーチ事業

　　　教育普及及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

　　　の事業を広く普及する目的で実施

　　  ① 6/7(木)盛岡市立乙部保育園保育参観行事支援 参加者数 80人

　　  ② 6/17(日)国立岩手山青少年交流の家創作体験支援 参加者数 40人

　　　③ 8/11(土)山田町中央公民館講座 参加者数 12人

　　  ④ 9/21(金)出前授業金ヶ崎町立西小学校5年生 参加者数 12人

　　　⑤ 10/30(火)北上地方研小学校図工部会 参加者数 25人

　　  ⑥ 10/31(水)出前授業宮古市立磯鶏小学校5年生 参加者数 49人

　　　⑦ 11/1(木)出前授業北上市立和賀西小学校6年生 参加者数 15人

　　　⑧ 1/9(水)奥州市市教研中学校美術部会 参加者数 8人

　　　⑨ 2/5(火)出前授業大船渡市立赤崎中学校 参加者数 49人

　　　⑩ 2/11(月)遠野市保育園父母の会連合会 参加者数 120人

計 410人

　 (6) アーティストトーク

      「舟越桂アーティストトーク」11/29(木) 参加者数 123人

  <映像プログラム>

　(1) 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 河　4/22(日） 鑑賞者数 64人

　　 ② ピクニック　5/20(日） 鑑賞者数 78人

　　 ③ モンパルナスの灯　6/17(日) 鑑賞者数 86人

　　 ④ 瀧の白糸　7/15(日）＊企画展関連上映 鑑賞者数 142人

　　 ⑤ イタリア旅行  8/19(日） 鑑賞者数 93人

　　 ⑥ ブーベの恋人  9/17(日) 鑑賞者数 63人

　　 ⑦ 若手映像作家短編上映イベント  10/21(日) 鑑賞者数 81人

     ⑧ 美術館まつり(短編アニメーション2本立て） 11/3（土・祝） 鑑賞者数 240人

　　 ⑨ ＨＡＺＡＮ 12/16(日） 鑑賞者数 54人

　　 ⑩ 銀河鉄道の夜(アニメーション）　1/20(日） 鑑賞者数 185人

　　 ⑪ イーハトーヴ幻想～KENｊIの春～　2/10(日） 鑑賞者数 216人

（教育普及
事業）



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　　 ⑫ 世界の名画　ルネサンスの到達点　貪欲な天使・ラファエロ　3/24(日）

鑑賞者数 48人

計 1,350人

　(2) 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　来館者対応事業

　(1) 美術館探検（てくてくツアー）　６回実施

参加者数 80人

　(2) 一般団体等対応

　　① 一般団体対応（11団体） 参加者数 365人

　　② ファミリータイムの導入

　　　　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

　　　　毎月第２木曜日・第４土曜日　　　　　23回実施 参加者数 153人

計 598人

　(3) 学校団体対応（52団体） 参加者数 1,828人

(3)広報事業

【学芸委託】 　(1) 美術館通年広報

　(3) 広報番組での各種事業の紹介

　(4) 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　

　(5) 企画展チラシ、ポスターの発行

　(6) 常設展展示目録(展示替え毎)の発行　

　(7) 美術館スケジュール（年４回　各回約16,000部発行））の発行

　(8) ホームページでの広報宣伝

　(9) 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

　　　5/19(土)、7/14(土)、9/15(土)、11/17(土)、1/19(土)、3/16(土)

（教育普及
事業）

　 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

  (2) 広報協力店による情報発信（平成31年3月31日現在　267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

(4)その他の
事業



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

ア　美²フェス２０１８　　7月21日(土)　【特別自主事業】

　　「美」をキーワードとした誘客イベントを開催し、美術に親しみながら夏の風情

　　を楽しんでいただく。高橋克彦氏の浮世絵対談、ギャラリートーク、各種ワーク

　　ショップ、コンサートなどを実施 観覧者数 364人

イ　美術館まつり　　11月3日(土･祝)

　  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。展覧会の無料観覧、コレクショントーク、コンサート、シネマ

　　上映、ワークショップなどを実施 観覧者数 2,969人

ウ　コンサート事業

　(1) ナイトミュージアム・コンサート　　　

    ① 5/25(金）  Toshiko et Kazunori「La nuit de deux personnes」

　　   出演：江崎とし子氏・橘　和徳氏（シンガーソングライター） 鑑賞者数 110人

　　② 9/22(土)　中欧の妙なる音色～ツィンバロン～

　　　 出演：斉藤　浩氏（ツィンバロン） 鑑賞者数 132人

　　③12/15(土)

　　 　出演：伊禮しおり氏（ヴァイオリン）・関和歌子（ピアノ）

鑑賞者数 93人

　　④2/9(土)

　　 　出演：原田真二氏（シンガーソングライター） 鑑賞者数 572人

　(2) ミュージアムコンサート　　　　　

　　① 出演：若竹コーラス（合唱）　　　　　　　 8/5(日)

　　② 出演：大西正芳氏（ピアノ）　　　　　　　 8/5(日) 鑑賞者数 67人

 　 ③ 出演：Inventio（マリンバ合奏）　　　　　10/8(月･祝)

    ④ 出演：小山田はゆ（ソプラノ）　 　　    10/8(月･祝) 鑑賞者数 169人

　　⑤ 出演：フルートアンサンブルLegato（フルート合奏）11/25(日)

    ⑥ 出演：竹内菜緒･小松桃デュオ（ソプラノ・ピアノ）11/25(日) 鑑賞者数 213人

　　⑦ 出演：銀色の風（フルート･ピアノ）　　　 　1/27(日)

 　 ⑧ 出演：雫石ダンススタジオ（モダンダンス）　1/27(日） 鑑賞者数 215人

計 1,571人

　(3) 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　　5/25(金） 実施済 （再掲）

　　② ナイトミュージアム・コンサート　　 9/22(土) 実施済 （再掲）

　　③ ナイトミュージアム・コンサート　　 12/15(土) 実施済 （再掲）

(1)美術(館)
に親しむ事業

　イ　自主事業



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　(4) 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

エ　事業団プレゼンツ

　　する。

　 開催時期：11月22日（木）～24日（土）

　 会場：陸前高田市コミュニティホール

 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 １　観覧料の徴収及び管理運営

　(1)　臨時開館日　  5月1日(月)、8月13日(月)、1月3日(木）

　(2)　観覧料無料の日

 　　①こどもの日　　5月5日(土･祝）　対象：18歳未満の児童生徒

 　　②敬老の日　　　9月17日(月･祝） 　対象：満65歳以上

 　　③文化の日　　　11月3日(土･祝） 　対象：全員

　(3)　観覧者数等の状況

　　【3月31日現在の鑑賞者数　単位：人】

　　　※もぎり実績による数値
      ※プレイガイドでの企画展前売券販売分を含む

  (4)　教育普及事業の状況

　　【3月31日現在の参加者数　単位：人】

 (2) 指定管理事業

（美術（館）
に親しむ事

業）

(2)その他の
事業

　 実施内容：館長講座「彫刻の楽しみ」

　　　　　 　県立美術館ワークショップ「ワクワク☆あそびじゅつかん！In陸前高田」

　  東日本大震災からの心の復興を芸術文化を通して後押しするため、事業団が運営

　　する４事業所が一体となり、各事業所が持つノウハウを生かした各種事業を実施

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計

30年度 2,111 4,431 4,691 5,040 5,479 3,847 3,930 6,023 2,841 8,829 7,419 3,471 58,112

29年度 1,689 3,008 3,783 5,275 6,860 9,864 12,883 19,614 11,302 11,094 9,818 2,860 98,050

増減 422 1,423 908 ▲ 235 ▲ 1,381 ▲ 6,017 ▲ 8,953 ▲ 13,591 ▲ 8,461 ▲ 2,265 ▲ 2,399 611 ▲ 39,938

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 小計

30年度 412 893 576 1,389 510 915 975 3,554 501 2,301 1,183 628 13,837

29年度 516 946 399 1,299 647 1,382 956 4,757 1,142 417 1,027 634 14,122

増減 ▲ 104 ▲ 53 177 90 ▲ 137 ▲ 467 19 ▲ 1,203 ▲ 641 1,884 156 ▲ 6 ▲ 285



事 業 名 主　　な　　事　　業　　の　　内　　容

　(5) 地域連携事業による広報活動

　　　 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

　   　参画し、地域連携事業を実施

　　① さんさこみち共同告知コーナーの活用（企画展の告知）

　　　 5月 6日(日)～ 6月2日(土) ユニマットコレクション展

　　 　7月 22日(日)～8月4日(土) うるわしき美人画の世界展

　　　 9月 9日(日)～ 9月22日(土) ブルーノ・ムナーリ展

　　　 12月 9日(日)～12月22日(土) うつわドラマティック展

　　　 1月13日(日)～ 1月26日(土) ますむらひろし展

　　 　2月24日(日)～ 3月16日(土) アートフェスタいわて２０１８

　　② もりとぴあねっと企画会議等　　２カ月に１度程度開催

　　③ 「もりとぴあねっとだより」の作成と配布　隔月発行

　　④ 夏休み☆もりとぴあスタンプラリー　7/14（土）～8/26(日）

　　⑤ もりとぴあねっと中央公園クリーンキャンペーン 

　　 　周辺の博物館施設が連携して中央公園内の一斉清掃を実施

　　　　第１回クリーンキャンペーン　 4/27(金）

　　  　第２回クリーンキャンペーン　 7/13(金）

　　  　第３回クリーンキャンペーン　10/26(金）

（指定管理事
業）


