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平成 28 年度事業報告 
自 平成 28 年 4 月 1 日 
至 平成 29 年 3 月 31 日 

 

事業の状況 

Ⅰ  入館人員の状況 
 

１ 夢二郷土美術館 
 

 本 館 分 館 月 計 

4月 2,121（142） 709（93） 2,830（126） 

5月 2,746（136） 987（85） 3,733（118） 

6月 1,807（144） 527（75） 2,334（120） 

7月 2,169（163） 639（101） 2,808（143） 

8月 2,003（99） 548（70） 2,551（91） 

9月 2,123（94） 618（73） 2,741（88） 

10月 2,637（129） 638（70） 3,275（111） 

11月 2,399（110） 1,108（95） 3,507（105） 

12月 1,068（114） 350（104） 1,418（111） 

1月 1,190（111） 365（71） 1,555（98） 

2月 1,388（120） 298（66） 1,686（105） 

3月 1,688（87） 631（99） 2,319（90） 

合 計 23,339 7,418 30,757 

前年比(％) 118    83     108 
 

 
2 范曽美術館 
4 月 29 日（金・祝）～5 月 1 日（日） 

※岡山デスティネーションキャンペーン関連企画 春の特別開館 111 名 
 2 月 17 日（金）～23 日（木）261 名 

 
  

   



Ⅱ 作品の収集 
 
 1 竹久夢二関連の作品・資料 

① 購入 エハガキ 8 点（＋袋 1 枚）、セノオ楽譜 2 点、金の星童謡楽譜 1 点、画帖 3 点 
② 寄贈 該当なし 

 
 2 范曽関連の作品・資料 

① 購入 該当なし 
② 寄贈 該当なし 

 
Ⅲ 美術館の活動状況 
 
 1 特別展の出品状況 

① 夢二郷土美術館  
なし 
 

② 両備文化振興財団 
・国吉康雄《蛸》《葡萄》2 点 
岡山県立美術館「国吉康雄－日本とアメリカ 岡山のコレクションから」展に出品 
・国吉康雄《乳しぼり》他 6 点 
そごう美術館「国吉康雄展」に出品 

 
2 企画展・特別展等の開催 
① 夢二郷土美術館 本館 

平成 28 年 3 月 15 日（火）～7 月 3 日（日） 
「創設 50 周年 郷愁の想い ふるさと岡山を愛した夢二」 

平成 28 年 7 月 5 日（火）～10 月 16 日（日） 
  「創設 50 周年記念 初公開 幻の夢二の油彩画《西海岸の裸婦》 

アメリカから里帰り」 
平成 28 年 10 月 19 日（水）～12 月 18 日（日）  

「創設 50 周年 夢二が見た夢 Deja-vu ―竹久夢二×細見博子―」 
平成 28 年 12 月 20 日～平成 29 年 3 月 22 日 

「創設 50 周年 松田基コレクション  
こども学芸員が選ぶ夢二名品展 特別公開 備前焼の美」 
 

② 夢二郷土美術館 分館（夢二生家・少年山荘） 
平成 28 年 4 月 9 日～5 月 8 日          「端午の節句」 
平成 28 年 7 月 2 日～8 月 7 日         「七夕」 
平成 28 年 10 月下旬～11 月中旬        「重陽の節句」 



平成 29 年 1 月 2 日～1 月 15 日        「正月」 
平成 29 年 2 月 18 日～4 月 2 日        「桃の節句」 



 
3 広報活動 

 
① 掲載記事等 
山陽新聞 山陽新聞朝刊 

本館「ふるさと岡山」展、宵の夢二ツアー情報、招待券プレゼン

ト 
山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 范曽美術館開館 
山陽新聞 山陽新聞（全国経済同友会セミナー特集）4/14 

本館基本情報 
(株)武揚堂 瀬戸大橋観光マップ 

本館基本情報 
情報誌ぱど岡山 情報誌ぱど 5/2 発行号 

本館「ふるさと岡山」展 
山陽新聞 山陽新聞みどりの日 企画広告グループ枠 

分館「ふるさとこども祭り」 
日本商工会議所 日本商工会議所機関紙（5/21or6/1 発行） 

本館・分館基本情報（グループ広告枠） 
山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 5/12 号 

本館「宵の夢二ツアー」 
おかやま観光コンベンショ

ン協会 
「岡山倉敷観光キャンペーン イイこと発見！ハレルヤ旅」パン

フレット 
本館カフェ・ショップ 

岡山リビング新聞社 おかやまリビング新聞 5/14 掲載予定 
本館「ふるさと岡山」展 

(株)HUGHUG おやこ情報誌「ＨＵＧＨＵＧ」6 月号 
本館「ふるさと岡山」展、宵の夢二ツアー、フォトコン作品展 

(株)メディアハウスクリエー

ション 
ホットペッパー岡山・倉敷版 
本館「ふるさと岡山」展 

(公財)岡山県郷土文化財団 きび野 142 号（6/30 発行） 
本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 

瀬戸内市観光協会 「せとうち市民便利帳」広告掲載 
本館分館基本情報 

(株)マリブレ 「情報誌うみ」 
本館基本情報、グッズ紹介 

広島県共済広島県中企業共

済協同組合 
「エルフルガイドブック」 
本館分館基本情報、入館券プレゼント 

ＪＡＦ岡山支部 「ＪＡＦナビ」 
分館基本情報 



山陽新聞 山陽新聞グループ広告枠 
范曽美術館開館 

瀬戸内市 「せとうち市民便利帳」 
夢二紹介コーナー、分館等紹介 

岡山リビング新聞社 岡山まちづくりオーナーズ倶楽部季刊誌「グレースフルライフ」

夢二について 
(株)HUGHUG おやこ情報誌『ＨＵＧＨＵＧ』7 月号 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、イベント情報 
瀬戸内市総合政策部企画振

興課 
県作成「ローカル鉄道の旅ガイドマップ」 
分館基本情報 

(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」8 月号 
本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、ねこカフェ、キ

ッズスペース情報 
(株)リフォーム夢工房 社内報「夢らいふ」9・10 月号 夢二生家、少年山荘紹介 
(公財)岡山県文化連盟 岡山県文化連盟機関紙「さんび」44 号 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
山陽新聞社読者局さん太ク

ラブ事務局 
山陽新聞さん太くらぶ 
本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、チケットプレゼ

ント 
月刊美術編集部 「月刊美術」7/20 発売 8 月号 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、本館基本情報 
山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 7/14 号 こども夢二新聞イベント情報 

岡山県産業労働部観光課 

国内誘致班 
岡山総合観光パンフレット「旅びより」 カルチャーゾーン内施

設紹介 
(株)ビザビリレーションズ 「オセラ」8/25 号アートページ 
(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」9 月号 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、ねこカフェ、キ

ッズスペース情報 
山陽新聞 山陽新聞朝刊インターハイ特集 7/27 広告 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、夢二のねこ祭り、

ワークショップ 
（公社）おかやま観光コンベ

ンション協会 
旅行会社向け観光素材集 本館基本情報 

山陽新聞 山陽新聞 7/29 広告 
夢二のねこ祭り、ワークショップ、こどもクイズシート、こども

夢二新聞 
山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 



福山リビング新聞社 リビングふくやま 8/27 
本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、基本情報 

岡山リビング新聞社 岡山まちづくりオーナーズクラブ季刊誌「グレースフルライフ」

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、「細見博子展」、

「夢二名品展」、代表作紹介 
一般財団法人 地域創造 「地域創造レター」 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
日本経済新聞 日本経済新聞 8/15 館長記事掲載 
本州四国連絡高速道路(株) せとうち美術館ネットワーク冊子 

本館、生家基本情報、下期企画展紹介、プレゼント提供 
岡山リビング新聞社 「リビングおかやま」「リビングくらしき」おでかけガイドコーナ

ー 9/3 
本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 

（公財）岡山県郷土文化財団 「きび野」143 号（9/30） 「細見博子」展 
(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」10 月号 

本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、「細見博子」展、

分館「重陽」 
両備ツアーズ 「Visit West Japan」本館、分館 英語紹介 
(株)エディターズ 「まっぷるマガジン岡山」分館基本情報 
メディアハウスクリエーシ

ョン 
「ホットペッパー岡山・倉敷版」イベント紹介、本館「《西海岸の

裸婦》アメリカから里帰り」展 
(株)ビザビリレーションズ 「タウン情報おかやま」ハレマチ特区 365 「夢二のねこ一筆箋」

紹介 
両備フェリー(株) フェリー観光案内 本館・分館基本情報 

(株)石見観光 大田営業所 年末ツアーチラシ 分館情報 
(株)Clay 「るるぶ岡山'17」本館基本情報 
クエストルーム(株) 「るるぶ岡山 倉敷 蒜山'17」分館基本情報 

(株)エディターズ 「まっぷるマガジン『岡山・倉敷'17』」分館基本情報 
(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」 

本館「細見博子」展、ワークショップ、夜間開館 
(公財)岡山県文化連盟 「さんび」イベントコーナー 

本館「細見博子」展、「夢二名品展」 
エルフル(株) 「エルフル冬号」広告 

本館「細見博子」展、「夢二名品展」、分館「重陽」「お正月」「ひ

な祭り」 
岡山後楽園 「後楽園秋の幻想庭園」チラシ 本館「二夜限りの夜の夢二」 
クラブツーリズム(株) 「旅の友」東日本版、中部、東海版、西日本版 

大正ロマン特集記事、本館・分館基本情報 



(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」12 月号 
本館「細見博子」展、「夢二名品展」 

山陽新聞社読者局さん太く

らぶ事務局 
山陽新聞さん太くらぶ 11/8 掲載 本館「細見博子」展 

山陽新聞社 山陽新聞 11/5 朝刊グループ広告枠 生家「重陽」基本情報 

両備タクシーセンター 竹久夢二タクシープランパンフレット 

メディアハウス ホットペッパー11/25 本館「細見博子」展 
山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 11/24 本館「細見博子」展 
(株)全旅クーポン事業部 「全国旅館・ホテル総合カタログ」「全国観光・運輸総合カタログ」

2017 年版 本館・分館基本情報 
山陽新聞社 山陽新聞 11/15 朝刊グループ広告枠 

本館「細見博子」展、夜間開館基本情報 
島根県立古代出雲歴史博物

館 
日本博物館協会中国支部会報 No.42 
28 年度主要事業、館案内 

岡山県郷土文化財団 「きび野」 本館「夢二名品展」 
瀬戸内市商工会 「瀬戸内市の絶品グルメ・おすすめ商品（仮）」 分館基本情報 

(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」1 月号 
本館・分館企画展、イベント情報 

昭文社大阪支社 「POKETA 倉敷・岡山」本館基本情報、グッズ紹介 
（社）日本自動車連盟岡山支

部 
「JAF ナビ」会員優待施設情報、本館・分館基本情報 

クエストルーム(株) 「明治安田生命 MY ORIJINAL MAGAZINE」 

(株)コーセイカン 「岡山市海外向け観光 PR ツール」本館基本情報 
山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 1/12 「夢二名品展」基本情報 
山陽新聞社 山陽新聞 1/1 朝刊グループ広告枠 本館「夢二名品展」、お正月 

(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」2 月号 
本館・分館イベント情報 

ライフプランニング 「るるぶドライブ中国四国ベストコース'18」本館基本情報 
(株)トラベル日本 大阪支店 バスツアーパンフレット 本館情報 

(有)タンドリーチキン 「ROAD NAVI 中国四国 2017」本館基本情報 

hanauta design 「せとうち美術館ネットワーク 春夏号」本館・分館基本情報 
(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」3 月号 

本館・分館企画展、イベント情報 
(有)バウンド 「ツアーパンフレット」分館情報 

岡山市経済局観光コンベン

ション推進課 
「まちぷら備前岡山旅ガイド」 
本館「夢二名品展」 

中国新聞広告社 「Cue 備後 おでかけガイド」2/3 号 本館「夢二名品展」 



クエストルーム(株) 「るるぶせとうち島旅・しまなみ海道」本館基本情報 

ベネフィット・ワン編集室 「ベネフィット・ステーションご利用ガイド」本館基本情報 

山陽新聞社読者局さん太く

らぶ事務局 
山陽新聞さん太くらぶ 范曽美術館 

岡山市広聴広報課 「くらしの便利帳」本館情報 
レマン セコム(株)「セコムライフ」 岡山電気軌道紹介記事に本館紹介 

備前観光協会 「焼き物ふる里 備前ぶらり見て歩きマップ」 分館情報 

(株)旅行出版社 「どこいこ観光関連ガイド」本館基本情報 
ときめきプラザ ときめきプラザ会員？ 分館基本情報 

岡山リビング新聞社 「リビングおかやま」おでかけガイドコーナー 2/18 
本館「夢二名品展」 

(株)廣済堂 「ミュージアムぐるっとパス関西 2017」本館基本情報、企画展概

要など 
広島県中小企業共済協同組

合 
エルフルカード「地域周遊プラン春号」本館基本情報 

山陽新聞社 山陽新聞グループ広告枠 范曽美術館開館 
岡山県立図書館 「年報 こどもの図書館」児童図書館研究会編 本館情報 

(公財)岡山県郷土文化財団 きび野 145 号 
本館「夢二のねこと黑の助」展 

岡山県観光連盟 「晴れの国おかやまレンタカークーポン」 分館基本情報 

児童図書館研究会「年報 こ

どもの図書館 2017 年版」編

集委員会 

「年報 こどもの図書館」 本館基本情報 

主婦と生活社 「ためしてガッテン」本館、黑の助紹介 

岡山市経済局観光コンベン

ション推進課 
「まちぷら備前岡山旅ガイド」本館基本情報 

(株)ビザビリレーションズ タウン情報おかやま ハレマチ特区 365 商品 「二巾風呂敷 夢

二のいちご」紹介 
山陽新聞社 山陽新聞グループ広告枠 范曽美術館開館 

瀬戸内市役所 インバウンド用パンフレット 分館紹介 
(公財)岡山県郷土文化財団 岡山県郷土文化財団発行 会員割引文化施設一覧 本館・分館基

本情報 
女性セブン 「女性セブン」はたらくどうぶつたち 黑の助 
(株)HUGHUG おやこ情報誌「HUGHUG」4 月号 

本館「夢二のねこと黑の助」展、フォトコンテスト・分館イベン

ト情報 
両備ホールディングス 「ワンダフルせとうち」 黑の助紹介、本館・分館 2017 企画 



クエストルーム(株) 「るるぶせとうち島旅」本館基本情報 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 
本館「夢二のねこと黑の助」展 

華鴒大塚美術館 友の会会報「はなとり」45 号 
こども夢二新聞・こども学芸員 

(株)ビザビリレーションズ 「タウン情報おかやま」（紙面、web 版）隣のねこさん 黑の助紹

介  
瀬戸内市役所 瀬戸内市美術館・博物館施設等 共通割引券 分館基本情報 
ココナッツブック 「猫びより」 黑の助紹介 

広島県中小企業共済協同組

合 
エルフルカード本館・分館基本情報 

岡山リビング新聞社 「リビングおかやま」 おでかけガイド  

山陽新聞 分館「写真家と歩く 夢二ゆかりの地撮影教室」、「端午の節句」

山陽新聞 イベントガイド 本館「ふるさと岡山」展 

読売新聞 本館「ふるさと岡山」展 

山陽新聞 本館「小野竹喬の画業」 

山陽新聞 本館「小野竹喬の画業」 
山陽新聞レディア 本館「ふるさと岡山」展 
山陽新聞 東備版 分館「端午の節句」 

山陽新聞 東備版 分館「端午の節句」 

山陽新聞 東備版 分館「ふるさとこども祭り」情報 

山陽新聞 東備版 分館「ふるさとこども祭り」実施 
山陽新聞 范曽美術館特別開館 
朝日新聞 「旅ぶら」 分館情報 

山陽新聞 イベントガイド 本館「ふるさと岡山」展 

週刊 Vision 岡山 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 

時事通信社 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 

山陽新聞 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 

読売新聞 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 
朝日新聞 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 
中国新聞 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 

山陽新聞さんデジ 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 

毎日新聞 本館《西海岸の裸婦》初公開 記者発表 
毎日新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展オープニング 
山陽新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展オープニング 

週刊 Vision 岡山 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展オープニング 



産経新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展オープニング 

日本経済新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展オープニング 

共同通信 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展オープニング 

四国新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 《西海岸の裸婦》

山陽新聞 東備版 分館「七夕」 

山陽新聞 イベントガイド 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展

産経新聞 イベントガイド 分館「七夕」 

Vision 岡山 イベントガイド 分館「七夕」 

山梨日日新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 

朝日新聞 「反骨の記録」 少年山荘、館長代理インタビュー 

山陽新聞さん太タイムズ 本館「こども夢二新聞」 

山陽新聞 イベントガイド 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展

山陽新聞 イベントガイド 文化講座「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」

山陽新聞 東備版 分館 夢二生誕日記念コンサート 
山陽新聞 本館「こども夢二新聞」入賞者決定 
山陽新聞 本館「こども夢二新聞」表彰式 
山陽新聞 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 《西海岸の裸婦》

山陽新聞 イベントガイド 本館「細見博子」展 
山陽新聞 本館「細見博子」展 
山陽新聞 本館 職場体験の中学生による取材 
山陽新聞 ウェブマガジン「旅色」紹介に本館写真 

山陽新聞 イベントガイド 本館「細見博子」展 

産経新聞 イベントガイド 本館「細見博子」展 

山陽新聞 本館「夢二名品展 備前焼の美」 

山陽新聞 本館 カレンダー紹介 
北日本新聞 資料として？ 
山陽新聞 本館 黑の助お庭番任命式 

毎日新聞 本館 黑の助お庭番任命式 

産経新聞 本館 黑の助お庭番任命式 

読売新聞 本館 黑の助お庭番任命式 

山陽新聞 東備版 分館「お正月」 

山陽新聞 東備版 分館 お正月神事 
読売新聞 分館 お正月神事 
山陽新聞 イベントガイド 本館「夢二名品展 備前焼の美」 
山陽新聞 イベントガイド 文化講座「伊勢﨑淳 備前焼を語る」 



山陽新聞さん太タイムズ こども学芸員活動 
山陽新聞 イベントガイド 范曽美術館特別開館 
山陽新聞 イベントガイド 分館「桃の節句」 

山陽新聞 イベントガイド 館長代理 新見美術館での講演 
山陽新聞 館長代理 新見美術館での講演 
朝日新聞 本館 インターンシップ学生による取材 

山陽新聞 マッシュルームツアー紹介 
朝日新聞 分館紹介 
山陽新聞 夢二学会総会 
山陽新聞 東備版 分館「桃の節句」 

山陽新聞 本館「夢二のねこと黑の助」展 
山陽新聞 イベントガイド 本館「夢二のねこと黑の助」展 
週刊 Vision 岡山 本館「夢二のねこと黑の助」展 

カルチュラル・ニュース カルチュラル・ニュース 5 月号 「《西海岸の裸婦》アメリカから

里帰り」展 
㈱ビザビ オセラ 8/25 号 「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 

岡山リビング新聞社 岡山まちづくりカンパニー「グレースフルライフ vol.3」2016.8
月下旬 

わかさ生活 「にっこりわかさ生活 12 月号」本館紹介 
 
② テレビ・ラジオ放送 
NHK 岡山放送局 NHK もぎたて 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 
瀬戸内海放送 ＫＳＢスーパーチャンネル 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 

岡山エフエム放送 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 
RSK 山陽放送 ＲＳＫイブニングニュース 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 
OHK 岡山放送 OHK みんなのニュース 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 

西日本放送 RNC news every 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 

テレビせとうち TSC news5 油彩画《西海岸の裸婦》記者発表 
Ｏni ビジョン 本館「ふるさと岡山」展 
NHK ラジオ 分館「七夕」 
KSB 瀬戸内海放送 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
NHK 岡山放送局 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
OHK 岡山放送 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
RSK 山陽放送 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
FM 岡山 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 
OHK 岡山放送 なんしょん？ 生放送出演 

本館 「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、ねこカフェ 



RSK ラジオ ラジまる生中継 昼からどーだい！ 
本館 「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展、イベント紹介 

㈱クラッチ 毎日放送「ちちんぷいぷい」 9/29 歌碑ものがたり 
宵待草歌碑、本館・分館、館長代理インタビュー 

NHK 岡山放送局 全国高校野球選手権ふるさと紹介 
本館外観、館内、宵待ちこみち 

テレビせとうち TSC news5 本館「夢二のねこ祭り」 

山陽放送ラジオ ラジオカー中継 分館「夢二生誕日コンサート」 
OHK 岡山放送 FNS ニュース 本館「夢二のバースディナイト」 
NHK 岡山放送局 本館 黑の助お庭番任命式 

OHK 岡山放送 本館 黑の助お庭番任命式 

RSK 山陽放送 本館 黑の助お庭番任命式 
テレビせとうち TSC news5 生中継 分館「お正月神事」 

RSK ラジオ 「中四国ライブネット」 本館企画展、お庭番「黑の助」紹介 

NHK 岡山放送局 本館「夢二名品展」 
テレビせとうち 本館 お庭番「黑の助」 
岡山エフエム放送 ステーションらんでぶ～ 分館「桃の節句」 
RSK 山陽放送 イブニング 5 時 どうぶつ万歳コーナー お庭番「黑の助」 

RSK ラジオ ラジオカー中継 本館「夢二のねこと黑の助展」 

KSB 瀬戸内海放送 KSB スーパーチャンネル 本館「夢二のねこと黑の助展」 
西日本放送 「せとうちニャンだふる」3/18 お庭番「黑の助」、ねこカフェ 

 
③ ホームページ・ビデオ等 
（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」范曽美術館特別開館 
（公社）岡山県観光連盟 おかやまデスティネーションキャンペーン「おかやま穴場ネット」

Facebook 
分館「ふるさとこども祭り」 

本州四国連絡高速道路㈱ せとうち美術館ネットワーク 本館・分館基本情報、前期イベント

情報 
㈱ビザビリレーションズ JR 西日本おでかけ情報アプリ「マイフェバ」范曽美術館特別開館 

（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」分館「七夕」、基本情報 
㈱東京地図研究社 「るるぶ.com」等 観光データベース 分館基本情報 

トレたび 「トレたび」本館「ふるさと岡山」展 
ビザビリレーションズ 「マイフェバ」 本館「ふるさと岡山」展 



ビザビリレーションズ 「日刊タウン情報おかやま」 「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰

り」展 
㈱ロードランナー 「るるぶ観光データベース」本館基本情報 
(有)ピース 「マイフェバ瀬戸内」 分館基本情報 

㈱ビザビ おかやま観光コンベンション協会サイト 
「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 

DNP アートコミュニケー

ションズ 
web マガジン「artscape」本館基本情報 

広島中小企業共済協同組合 「広島県共済の組合員コミュニティエルフル」本館・分館基本情報

㈱マリブレ 「うみ」スポット紹介 本館基本情報 

写真工房アンセル 「Walker plus」 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展

(有)ピース 「マイフェバ瀬戸内」 本館「《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」

展 
両備クリエイティブサポー

ト部 
両備ポータルサイト「Ryobi navi」8/12 本館ショップ、基本情報

(有)ピース 「マイフェバ瀬戸内」 夢二のねこカフェ、キッズスペース紹介 
（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」 
分館「重陽」 

㈱JTB Benefit 「えらべる倶楽部」本館・分館基本情報 

㈱ランズ 「月刊 旅色」旅色スペシャルブック岡山 
本館基本情報 

本州四国連絡高速道路㈱ せとうち美術館ネットワーク 本館・分館基本情報、後期イベント

情報 
(有)ピース 「マイフェバ瀬戸内」 10/18 本館「細見博子」展 

㈱ビザビ 「日刊タウン情報おかやま」 本館「細見博子」展 

㈱CINRA 「カルチャーニュースサイト CINRA.NET」 本館「細見博子」

展 
岡山県保健福祉部子ども未

来課 
「おかやまはぐくまーれ」ももっこカード協賛店 本館・分館基本

情報 
（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」 
分館「正月」 

写真工房アンセル 「Walker plus」 本館「細見博子」展 
（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」 
分館「ひな祭り」、范曽美術館特別開館 

㈱ビザビ 「日刊タウン情報おかやま」 「夢二名品展」 



NAVITIME JAPAN 「NAVITIME JAPAN」外国人向け観光客サイト 分館、夢二紹介

（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」 
本館「宵の夢二ツアー」 

おかやま観光コンベンショ

ン協会 
おかやま観光コンベンション協会サイト 
范曽美術館特別開館 

(有)ピース 「マイフェバ瀬戸内」 分館「桃の節句」 

コーセイカン 岡山市海外向け観光ツール 本館基本情報 

（協）インフォメーション

テクノロジー関西 
「ＪＲ各社」「Ｙａｈｏｏ！Ｊａｐａｎ」「じゃらんｎｅｔ」「地球の

歩き方」 
本館・分館基本情報 

㈱昭文社まっぷるガイド 「まっぷる情報サイト」本館・分館基本情報 

㈱ビザビリレーションズ 「タウン情報おかやま」 本館「夢二のねこと黑の助展」 

本州四国連絡高速道路㈱ せとうち美術館ネットワーク 本館・分館基本情報、前期イベント

情報 
NAVITIME JAPAN 「NAVITIME JAPAN」外国人向け観光客サイト 本館紹介 

（公社）岡山県観光連盟 「旅とく岡山」本館・分館基本情報 

 
 4 講演会等 

6 月 17 日 たまルンカード地域加盟店交流会講演 
「竹久夢二とふるさと岡山」   

      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
9 月 15 日 せとうちキラリ倶楽部主催講座「夢二の室津旅行」 
      講師 子川さつき（当館学芸員） 
10 月 29 日 平成 28 年はりま歴史講座 街道の歴史浪漫 

「竹久夢二の室津旅行」   
      講師 子川さつき（当館学芸員） 
11 月 12 日 岡山博物館協議会 25 周年記念事業「夢二デザインのくるみボタンを作ろう！」 
      講師 子川さつき（当館学芸員） 
1 月 6 日  岡山博物館協議会 25 周年記念事業「ゆめじねこのハンコづくり」 
      講師 子川さつき（当館学芸員） 
2 月 6 日  岡山北西ロータリークラブ例会外部卓話「夢二のふるさと 岡山」 
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
3 月 12 日 岡山博物館協議会 25 周年記念事業講演 
     「夢二とふるさと岡山」 
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 
 

 



 5 夢二郷土美術館 文化講座 
岡山県博物館協議会 25 周年記念事業 平成 28 年 4 月 16 日 

「ふるさと岡山の画家 小野竹喬の画業」  
      講師 上薗四郎氏（笠岡市立竹喬美術館 館長） 
 第 47 回 平成 28 年 9 月 17 日「新収蔵作品 《西海岸の裸婦》との出会い」 
      講師 小嶋ひろみ（当館館長代理） 

第 48 回 平成 29 年 1 月 22 日 「伊勢﨑淳 備前焼を語る」 
      講師 伊勢﨑淳氏（「備前焼」重要無形文化財保持者）、プリシラ・ストランド氏 

（曹源寺）、小嶋ひろみ（当館館長代理） 
 第 49 回 平成 29 年 3月 24 日 「水戸岡鋭治対談『デザイナー竹久夢二』」 

 講師 水戸岡鋭治氏（株式会社ドーンデザイン研究所代表、両備グループデザイン顧問） 
    小嶋ひろみ（当館館長代理） 

 
6 夢二郷土美術館 主催コンサート、ワークショップ等 
① 本館 
4 月 1 日～5 月 22 日 「スマホでも参加できる！夢二のふるさとフォトコンテスト」募集 
          （展示 6 月 19 日～7 月 3 日） 
4 月 9 日      「スマホでも参加できる！写真家と歩く 夢二ゆかりの地撮影教室」 
4 月～6 月の毎金曜日（要申込 4/22、4/29、5/6、5/20、5/27、6/10、6/17 開催） 
          「夜間貸切開館「夢二郷土美術館 宵の夢二ツアー」」 
7 月 5 日      「初公開 幻の夢二の油彩画《西海岸の裸婦》アメリカから里帰り」展 

オープニングイベント」 
7 月 24 日～9 月 16 日 第 6 回「こども夢二新聞」募集（展示 10 月 1 日～10 月 16 日） 
7 月 24 日     「新聞づくり教室・バスツアー」講師 山陽新聞読者局記者 
7 月 31 日      ワークショップ「夢二デザインのネコースターを作ろう」 

講師 子川さつき（当館学芸員） 
9 月 16 日     「夢二のバースデイナイト」 
           ヴァイオリン演奏 大迫淳英氏 フードコーディネーター 灰原沙織氏  

アーティスト 細見博子氏 フラワーアーティスト 土光まり氏 
 10 月 23 日     「細見博子によるギャラリートーク」 
 11 月 12 日、27 日 「細見博子によるワークショップ」 
 11 月 19 日、26 日 「夜間開館「二夜限りの夜の夢二」」 

2016 年 12 月 20 日（火）～2017 年 3 月 26 日「備前焼を楽しむかるちゃーさんぽ  
～3 館を巡ってオリジナルミニ備前焼干支がもらえるスタンプラリー～」 

2017 年 1 月 28 日（土）、29 日（日）「夢二茶会「伊勢﨑淳編」」 
2017 年 2 月 11 日  「夢二茶会「バレンタイン編」」 
2017 年 2 月 26 日 「こども学芸員によるギャラリートーク」 
 
 



生家 
4 月 24 日      「夢二のふるさと こども祭り」 
9 月 16 日      「夢二生誕日記念コンサート」 
11 月 5 日      「重陽の節句バリトンコンサート」 
平成 28 年 1 月 7 日  「お祓いの儀」 
平成 28 年 1 月 15 日 「琴のお弾き初め」 

 
7 教育普及活動 

① 校外学習・生涯学習等を含む教育活動の一環としての受け入れ（岡山県内の学校） 
  ○夢二郷土美術館 本館 

校外学習 小学校 2 校 300 名 中学校 7 校 150 名 高校 3 校 44 名 
 計 523 名受入 

職場体験 中学校 1 名受入 
  ○夢二郷土美術館 分館 
   校外学習 中学校 1 校 26 名 

 
②出前授業 

   瀬戸内市立邑久小学校 5 年 総合的な学習の時間「こちら邑久小学校 竹久夢二研究室」 
講師 子川さつき（学芸員） 

     6 月 23 日 講座「夢二とふるさと」  
      

③第 6 回「こども夢二新聞」募集 
128 件の応募から 18 名を選び表彰 
10 月 1 日～10 月 16 日にかけ本館と生家で新聞を展示 
 

④第 5 期「こども学芸員」 
勉強会計 8 回開催 
12 月 20 日～「夢二名品展」にて子どもたちの作品解説と活動記録図録を展示 
平成 29 年 2 月 26 日 11:00～、14:00～ 子どもたちによるギャラリートーク 

 
⑤アンケート・問い合わせ等への回答 

塩尻短歌館ほか 54 件 
 
 8 竹久夢二学会 

2017 年 3 月 4 日 拓殖大学文京キャンパス E 館 1 階 後藤新平・新渡戸稲造記念講堂にて 
第 3 回総会開催 
 テーマ：竹久夢二と 20 世紀社会 
 基調講演：「瞳、瞼、瞬き―映画・映像の世紀の図像学」 

高橋世織(日本映画大学映画学部長、東京工業大学特任教授) 



研究発表：「社会派としての画家「夢二」~コマ絵を中心に~」 
西 恭子（女子美術大学講師） 

研究発表：「豊子愷と竹久夢二―豊子愷の着色画を中心に」 
陸 偉榮（早稲田大学招聘研究員） 

研究発表：「竹久夢二と美術館教育―夢二郷土美術館の実践例を中心として」 
  小嶋ひろみ（夢二郷土美術館館長代理） 
研究発表：「精説竹久夢二－画業の量的特徴」 

森 誠造（茨城文芸協会会員、フリー学芸員） 
研究発表：「竹久夢二と官展美人画の勃興」 

岡部昌幸（帝京大学教授） 
 
 9 後援・協賛・協力等 
岡山県生涯学習センター 文化講座を岡山県生涯学習大学連携講座として申請 

神戸新聞ミントクラブ事務

局 
ミントクラブ提携店として会員証提示で入館料 1 割引 

山陽新聞事業部 「春の烏城灯源郷」「春の幻想庭園」に連動して蓬莱橋ライトアッ

プ「宵待こみち」 
岡山県土木部都市局都市計

画課 
4/1～Ｈ29/3/31 岡山後楽園高校生以下入園無料 

金沢夢二会 5/17、18「竹久夢二のふるさと探訪」本館・分館案内 

山陽新聞事業部 "「夏の烏城灯源郷」「夏の幻想庭園」に連動して蓬莱橋ライトア

ップ「宵待こみち」「ゆかた Day」に オリハプレゼント" 
広島県東部総務事務所 福山庁舎内連絡通路の窓にポスター掲示 

東京芸術大学音楽学部岡山

県人会 
「東京芸術大学岡山県出身者によるジョイントコンサート」後援

名義使用 
岡山県生涯学習センター 文化講座を岡山県生涯学習大学連携講座として申請 

岡山県後楽園事務所 秋の幻想庭園期間中カルチャーゾーン情報コーナーへチラシ設置

（社）全国福祉輸送サービ

ス協会 
「外出支援ボランティアの輪を広げよう」パンフレット設置 

おかやまマラソン実行委員

会事務局 
「おかやまマラソン 2016」交通規制お知らせチラシ設置 

岡山市こころの健康センタ

ー 
精神障碍者保健福祉手帳による入館減免・割引対応 

済生会総合病院 「日本フットケア学会 年次学術集会」パンフレットに《少年山



荘図》掲載 

吉井川流域 DMO 設立準備

会 
「吉井川流域の広域観光連携に関する事業者アンケート」回答 

インターネットミュージア

ム事務局 
「ミュージアム干支コレクションアワード」掲載作品《歌時計》

提供 
後楽園魅力向上委員会 岡山後楽園「冬の和のおもてなし」にて写真、復刻木版画貸出 

NHK 文化センター広島総

支社 
「日帰りバスツアー絵画鑑賞講座」資料として企画展情報の送付

瀬戸内市役所 「瀬戸内市地域再生計画」に分館掲載 

瀬戸内市役所 「岡山空港情報誌 春号」分館掲載 

宮崎県共同募金会 「第 35 回歳末たすけあい新作カレンダーバザー展」 

UD ほっとステーション岡

山 
カルチャーゾーン外国人向け指さしツールへの本館画像掲載とサ

ンプル試用の依頼 
岡山後楽園・岡山城 幻想庭園開催に合わせ「二夜限りの夜の夢二」開催 

岡山後楽園事務所 「春の和のおもてなし」朗読会に使用する夢二本のご相談 

 
 10 夢二郷土美術館友の会の活動 
 友の会「ゆめびぃ通信」の発行 2 回 

 


