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平成３０年度事業報告 

自 平成 30年 4月 1 日 

至 平成 31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 

 

2 范曽美術館（4 日間公開） 

一般公開 2 月 15 日（金）～17 日（日）       207 名 

団体貸切（クラブツーリズム） 2 月 18 日（月） 87 名 

合計 294 名 

 

 本 館 分 館 月 計 

 入館者数 前年比

（％） 

入館者数 前年比

（％） 

入館者数 前年比

（％） 

4月 1,931 94 559 84 2,490 92 

5月 2,276 82 896 86 3,172 83 

6月 1,442 81 511 79 1,953 81 

7月 1,436 106 346 70 1,782 97 

8月 1,832 87 550 90 2,382 88 

9月 1,708 109 504 79 2,212 100 

10月 2,043 95 651 83 2,694 92 

11月 2,178 94 684 75 2,862 89 

12月 1,047 94 400 198 1,447 110 

1月 1,083 77 130 37 1,213 69 

2月 1,039 81 0 ‐ 1,039 66 

3月 1,722 85 823 123 2,545 95 

合 計 19,737 90 6,054 83 25,791 88 

       

       
※1、2、3 月、分館は 2019 年 1 月 7 日～3 月 11 日までリニューアル休館により営

業日減（1 月 5 日間、2 月 0 日間、3 月 18 日間）。 
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Ⅱ 作品の収集 

 1 竹久夢二関連の作品・資料 

① 購入 雑誌 2 点、楽譜 10 点、著作本 7 点、資料 4 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  

・筆の里工房「竹久夢二の詩と画の世界」展 

竹久夢二《立田姫》他、全 93 点 

・東京ステーションギャラリー「夢二繚乱」展 

竹久夢二《遠山に寄す》他、全 10 点 

・岡山県立美術館「県美コネクション」展 

竹久夢二《稲荷山》他、全 5 点 

    ・八幡市立松花堂美術館「少女ゴコロと竹久夢二」展 

竹久夢二《淀の乗合船》他、全 12 点 

    ・長崎歴史文化博物館「新章 ジャパンビューティ 美人画の世界」展 

栗原玉葉《たんぽゝ》1 点 

      

② 両備文化振興財団 

該当なし 

 

２ 企画展・特別展等の開催 

① 夢二郷土美術館 本館 

平成 30 年 3 月 21 日（水）～平成 30 年 6 月 24 日（日） 

「ノスタルジア」（出品点数 105 点） 

平成 30 年 6 月 26 日（火）～平成 30 年 9 月 24 日（月・振休） 

「KAWAII(カワイイ)のはじまり」（出品点数 118 点） 

平成 30 年 9 月 26 日（水）～12 月 16 日（日）  

「夢二式美人」（出品点数 109 点） 

平成 30 年 12 月 18 日（火）～平成 31 年 3 月 17 日（日） 

「松田基コレクションⅧ 夢二名品展・特別展示〈祈り〉」（出品点数 120 点） 
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② 夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘（夢二郷土美術館別館） 

平成 30 年 4 月 7 日（土）～5 月 6 日（日）    「端午の節句」 

平成 30 年 6 月 30 日（土）～8 月 7 日（火）   「七夕」 

平成 30 年 10 月下旬～11 月中旬           「重陽の節句」 

平成 31 年 1 月 2 日（水）～1 月 6 日（日）   「正月」 

平成 31 年 3 月 12 日（火）～4 月 3 日（水）  「桃の節句」 
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3 広報活動 

①掲載雑誌等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

㈱ウェッジ 「ひととき」ひととき太鼓判これ、いいね! 

本館分館基本情報 

文化出版局ミセス編集部 「ミセス 6月号」ViewArt ページ 

本館 ノスタルジア展 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 4/26号 

本館 夜間開館 

ウェストパブリッシング 「ノジュール」 5月号 4月 30日発行 

本館分館全般的紹介 

岡山市観光振興課 「岡山県観光パンフレット」 

本館基本情報 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」6月号 

本館 ノスタルジア kawaii展 分館 カフェ 七夕 

両備グループ 茶道裏千家淡交会青年部東中国ブロック 50周年記念大会広告 

本館 ノスタルジア展 

阿部出版 栗本様 版画芸術 180号 

夢二の特集 

エルフル㈱ エルフルガイドブック 2018 

本館分館基本情報 

エルフル㈱ 2018 エルフルおすすめ回遊プラン（マップ）                                    

本館 絵はがきプレゼント 

岡山商工会議所女性会 「アンジョリヴェ」2018 Vol.21                                     

本館訪問 

晴れの国おかやま観光キャ

ンペーン推進協議会 

「おかやま果物時間」観光キャンペーン 2018                            

本館基本情報 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 4/26号 

本館 ノスタルジア基本情報 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」7月号 

本館 kawaii展 イベント 分館 七夕 イベント 

㈱武揚堂 「瀬戸大橋ガイドブック」 

本館基本情報 

（公財）岡山県郷土文化財

団 

「きび野」150号 

本館 kawaii展 基本情報 

（公財）岡山県郷土文化財

団 

岡山県郷土文化財団会員割引施設一覧 

本館分館基本情報 
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（公財）日本博物館協会 「全国博物館総覧」追録発行 

本館基本情報修正 

㈱ビジョン企画出版社 「美術大鑑 2019」 

本館分館基本情報 

山陽新聞社 山陽新聞広告枠 6/12 掲載 

本館 kawaii展 

エディターズ沖縄オフィス

西村様 

昭文社「まっぷるマガジン岡山’19」 

本館分館基本情報 

中国新聞広告社 「Cue備後」おでかけガイド 6/29 

本館 kawaii展 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」8月号 

本館 kawaii展 他イベント 分館 七夕 ふるさとカフェ 

㈱学研プラス 「mer」9月号（7/17 発売） 

本館 kawaii展 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 7/12号 

こども夢二新聞 

朝日旅行 朝日旅行バスツアーパンフレット 10月号 

分館基本情報 「秋の扇」 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 

本館 kawaii展 

㈱ティ・シー・シー フリーペーパー道の駅岡山県版 2018秋号 

分館基本情報 

エルフル㈱ 季刊誌エルフル秋号 

本館 美人画展 分館 重陽 

おかやま観光コンベンショ

ン協会 

「岡山県観光素材集」 

本館基本情報 

はなうたデザイン 「せとうち美術館ネットワーク」 

本館分館下期予定 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」9月号 

本館 kawaii展 恋みくじ 新聞 美人展 分館 生誕イベント カ

フェ  

（公財）岡山県郷土文化財

団 

「きび野」151号 

本館 美人展 

両備たまルンプロモーショ

ンセンター 

社員向クーポン 8月発行 

artcafe夢二 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 9/13 

本館分館 恋みくじ 
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㈱HUGHUG 「HUGHUG」10月号 

本館 美人展 分館 重陽 カフェ フォトコン展示 新聞展示  

おかやま観光コンベンショ

ン協会 

「香港ウォーカー」 

本館基本情報 

㈱生活の友社 「美術界データブック 2019」 

本館分館基本情報 

㈱K&Bパブリッシャーズ 「るるぶ岡山倉敷蒜山 19」 

本館分館基本情報 

㈱マガジンハウス 「クロワッサン」10/10発売 983号紙媒体＆web 

本館 美人展 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」11月号 

本館 美人展 他イベント 分館 重陽 お琴 カフェ  

クラブツーリズム㈱ クラブツーリズムツアーパンフレット 

范曽貸切開館案内 

山陽新聞社 山陽新聞 秋の桃太郎まつり特集面 グループ広告枠 10/4 

本館 美人展 分館 重陽 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 11/8号 

本館 文化講座 

山陽新聞社 おかやまハンドメイドフェスタ 11/16～18開催パンフレット 

本館 人形、黑の助の紹介など 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」12月号 

本館 美人展 名品展 他イベント 分館 カフェ  

（公財）岡山県郷土文化財

団 

「きび野」152号 

本館 名品展 

㈱SO-TA 竹久夢二アクリルドミノボールチェーン附属ミニ冊子 

本館基本情報 

㈱ケープラス ホットペッパー12月号 

本館 美人展 

クラブツーリズム㈱ クラブツーリズム名古屋バス旅行センターパンフレット 

范曽情報 

中国新聞広告社 「Cue備後」11/23号 

本館 美人展 

リビング新聞社 リビングひろしま 11/24号 

本館 美人展 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 11/22号 

本館 宵の夢二 

ウララコミュニケーション

ズ 

「ロードナビ 2019」 

本館基本情報 
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ビューシステム 「関西ウォーカー23 号」内 Book in Book「牛窓 Walker」 

分館基本情報 

おかやま観光コンベンショ

ン協会 

「香港ウォーカー」 

本館基本情報 黑の助情報 確認 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」1月号 

本館 名品展 他イベント 分館 正月 他イベント  

㈱ＪＴＢ 『2019年 上期 旅の過ごし方「山陰・山陽」』パンフレット 

本館入館料 

㈱全旅クーポン事業部 「2019年版 総合カタログ」 

本館分館基本情報 

㈱ＪＴＢパブリッシング 「るるぶ せとうち島旅しまなみ 海道」 

本館基本情報 

トラベル日本 ツアーパンフレット 

本館分館基本情報 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 1/10号 

本館 名品展 

㈱HUGHUG 「HUGHUG」1月号 

本館 名品展 他イベント 分館 臨時休館  

㈱武揚堂 「瀬戸大橋ガイドブック」 

本館基本情報 

㈱ケープラス ホットペッパー2月号 

本館 名品展 

小学館 児童学習局 「小学 1年生」 3月号 

本館 黑の助情報 

毎日新聞 毎日新聞 1/11号 タウンたうん（※文芸欄） 

本館 名品展 

山陽新聞社 山陽新聞社 1/11号 広告枠 

本館 名品展 お正月 分館基本情報 臨時休館 

㈱ＪＴＢパブリッシング 「るるぶ ドライブ中国・四国ベストコース 20(仮)」 

本館基本情報 分館基本情報 名称の変更 臨時休館 

瀬戸内市教育委員会 社会

教育課 

山鳥毛里帰りプロジェクト 割引＆特典施設一覧 

本館基本情報 別館基本情報 

株式会社 

はなうたデザイン 

せとうち美術館ネットワーク 2019年号 

本館基本情報・年間展覧会情報 分館基本情報・年間展覧会情報 

岡山県教育庁生涯学習課企

画推進班 

「生涯学習・社会教育関係調査」調査票 

2018年度本館取組状況 2018年度分館取組状況 

瀬戸内市産業建設部 

商工観光課 

瀬戸内市観光マップ 

別館基本情報 
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ミュージアムぐるっと 

パス・関西実行委員会 

2019年度ミュージアムぐるっとパス 

本館基本情報・年間展覧会情報 

株式会社 JTB 

西日本仕入商品企画部 

エース JTB「2019年上期 旅の過ごし方 BOOK 山陽山陰」 

本館基本情報 

一般財団法人岡山市勤労者

サポートプラザ（ときめき

プラザ） 

「ガイドブック 2019」 

本館・別館基本情報確認（別館名称変更等連絡） 

（公財）岡山県郷土文化財

団 

（公財）岡山県郷土文化財団会員に対する入館（園）料割引のある県

内文化施設一覧表 

本館基本情報（修正） 別館基本情報（修正）  

株式会社ベネフィット・ワ

ン 

ベネフィットステーション 

別館基本情報 

（公社）岡山県観光連盟 「晴れの国おかやまレンタカークーポン」 

本館基本情報 別館基本情報 

京都新聞企画事業株式会社 日帰りバスツアー参加者募集パンフレット 

本館企画展「NIPPON 夢二旅情」情報 

株式会社ビザビ 『タウン情報岡山 4月号』 

別館基本情報（リニューアル告知）・夢二生家の春 

クエストルーム株式会社 「ココミル倉敷尾道改訂版（JTBるるぶ） 

本館基本情報 

クエストルーム株式会社 ぴあムック「瀬戸内めぐりの旅」 

本館基本情報 

岡山カルチャーゾーン連絡

協議会 

岡山駅前案内パネル 

本館基本情報 

婦人画報編集部 

須田様 

婦人画報 5月号 

本館基本情報 別館基本情報 

両備ホールディングス株式

会社 

両備グループ経営戦略本部 

クリエイティブサポート部 

WONDERFUL SETOUCHI Vol.10 

別館基本情報（生家・少年山荘・椿茶房） 

山陽新聞「レディア」 

植野様 

山陽新聞社「レディア」 3月 28日号 

本館企画展「NIPPON 夢二旅情」 

情報誌ぱど 岡山版 情報誌ぱど 4月 5日発行号 

本館基本情報 企画展「NIPPON 夢二旅情」 

株式会社コーセイカン 

岡山オフィス 

Train Trip 

本館基本情報（修正） 

株式会社ビザビ 『タウン情報おかやま 9月号』                                      

ミニクリアファイル紹介          
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英字新聞社ジャパンタイム

ズ クレア様 

ジャパンタイムズ(the japan times) 9月 19日掲載                                        

本館 夢二式美人展 

山陽新聞社 山陽新聞「風音」4月 4日掲載                                        

本館 ノスタルジア展 

山陽新聞社 山陽新聞 朝刊 4月 12日掲載 

本館 ノスタルジア展 

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 4月 12日掲載 

本館 ノスタルジア展 

毎日新聞 毎日新聞 5月 31日掲載                                            

本館、分館特集記事  

山陽新聞社 山陽新聞 6月 7日掲載                                             

本館ノスタルジア展 

山陽新聞社 さん太しんぶん館オープン記念号 6月 12日                             

本館企画展「KAWAII のはじまり」 

山陽新聞社 山陽新聞 6月 21日                                            

本館「KAWAIIのはじまり」 

山陽新聞レディア 山陽新聞レディア 5 月 24日                                            

本館企画展「ノスタルジア」 

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 6月 22日掲載                                             

岡山高島屋写真展 黒の助紹介 

中国新聞 CUE(キュー)備後 vol.220 6 月 29日掲載                                 

本館企画展「KAWAII のはじまり」 

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 6月 28日掲載 

本館企画展「KAWAII のはじまり」 

Oak Seed Co., 「Welcome to Okayama Japan」2018夏期刊行 （英語・中国語）               

本館へのアクセス、直行バスなどの情報 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 7月 5 日 掲載                                           

文化イベントガイド 本館企画展「KAWAIIのはじまり」                                                                                    

山陽新聞社 山陽新聞 朝刊 7月 5日掲載 

本館企画展「KAWAII のはじまり」 

山陽新聞社 山陽新聞 朝刊 7月 5日掲載 

本館、こども夢二新聞募集 

山陽新聞社 さん太タイムズ 7月 22日掲載 

本館、こども夢二新聞募集 

山陽新聞社 さん太タイムズ 8月 5日掲載 

本館、こども夢二新聞 新聞づくり教室開催 

山陽新聞社 山陽新聞 8月 30日掲載 

本館企画展「KAWAII のはじまり」 
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山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 8月 30日掲載 

本館企画展「KAWAII のはじまり」 

山陽新聞社 山陽新聞[東備版] 9 月 14日掲載                                       

分館ワークショップイベント情報 

山陽新聞社 山陽新聞 朝刊 10月 11日掲載  

本館企画展「夢二式美人」 

山陽新聞社 山陽新聞 10月 11日掲載 

本館企画展「夢二式美人」 

山陽新聞社 山陽新聞 10月 14日掲載 

本館、こども夢二新聞表彰式 

山陽新聞社 山陽新聞 10月 18日掲載 

本館企画展「夢二式美人」 

山陽新聞社 山陽新聞 朝刊 10月 3日掲載 

本館、こども夢二新聞 入賞 15点 

山陽新聞社 山陽新聞[東備版] 9 月 21日掲載                                      

分館「夢二のふるさとカフェ」 

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 10月 3日掲載                                        

分館、「瀬戸内ドライブマップ」に掲載 

山陽新聞社 山陽新聞 10月 18日掲載 

本館企画展「夢二式美人」 

山陽新聞社 山陽新聞[東備版] 11 月 1日掲載                                       

分館 重陽 

長崎新聞社 長崎新聞 11月 18日 文化 １６面掲載                               

竹久夢二 来崎 100年 

中国新聞広告社 中国新聞「CUE」 Vol.240 11月 23日 

本館「夢二式美人」                            

山陽新聞社 山陽新聞 おかくらプラス 12月 18日掲載                                 

2019年版カレンダー 

山陽新聞社 山陽新聞 12月 22日掲載 

分館改修、カフェ新設 

山陽新聞社 山陽新聞 12月 27日掲載 

本館企画展「松田基コレクションⅧ」 

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 12月 27日掲載 

本館企画展「松田基コレクションⅧ」 

日本経済新聞社 日本経済新聞  12月 27日掲載 

分館展示拡充、カフェ新設 

山陽新聞社 山陽新聞[東備版] 12 月 29日掲載                                       

分館 正月 
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山陽新聞社 山陽新聞 H31年 1月 10日掲載 

本館企画展「松田基コレクションⅧ」 

山陽新聞社 山陽新聞 H31年 1月 10日掲載 

本館企画展「松田基コレクションⅧ」 

山陽新聞社 山陽新聞 H31年 1月 17日掲載 

本館企画展「松田基コレクションⅧ」          

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 H31年 1月 17日掲載 

本館企画展「松田基コレクションⅧコレクションⅧ」 

山陽新聞社 山陽新聞 H31年 2月 15日掲載                                            

范曽美術館特別開館 

山陽新聞社 山陽新聞社 H31年 2月 23日 広告枠                                

生家 リニューアル 

日本経済新聞社 日本経済新聞  H31年 3月 13日掲載   

生家 リニューアル  

山陽新聞社 山陽新聞 H3１年 3月 13日掲載                                      

夢二生家を一新 展示室拡張、カフェ新設 

朝日新聞社 朝日新聞 H31年 3月 17日掲載 

生誕１３５年記念館・少年山荘改装 

読売新聞社 読売新聞 H31年 3月 21日 

生家 企画展、リニューアル 

山陽新聞社 山陽新聞 夕刊 H31 年 3月 28日掲載 

本館企画展「NIPPON 夢二旅情」 

山陽新聞社 山陽新聞 H31年 3月 28日掲載 

本館企画展「NIPPON 夢二旅情」 

 

②テレビ・ラジオ放送 

依頼元 掲載メディア 

内容 

ＮＨＫ岡山放送局 NHK 6/14 朝「7：45ニュース」、夕方「もぎたて!」 「ノスタルジア展」

紹介 

ＮＨＫ岡山放送局 NHK 6/30 「もぎたて!」 「KAWAII展」紹介 

山陽放送株式会社 RSK 6/25 夕方ニュース 「KAWAII展」紹介 

ＲＳＫラジオ RSKラジオ 6/27 ラジオカー生放送 「KAWAII展」紹介 

ＫＳＢ瀬戸内海放送 ＫＳＢ 「KAWAII展」紹介 

ＲＳＫラジオ ＲＳＫラジオ 9/14 ラジオカー生放送 「あもーれ！まったリーノ！」 

分館生誕日イベント紹介 

ＲＳＫラジオ ＲＳＫ ラジオ 10/17 ラジオカー生放送 「ラジ丸くん」 
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岡山エフエム放送㈱ 岡山エフエムステーションらんでぶ～ 11/6 14:40～47 動物に会いに 

山陽放送株式会社 RSKテレビ 12/18 イブニングニュース 「名品展」紹介 

山陽放送株式会社 RSK  生家リニューアル プレス発表 

西日本放送㈱ RNC 西日本放送 本館新年開館 

ＫＳＢ瀬戸内海放送 ＫＳBテレビ スーパーJチャンネル 本館「名品展」紹介 

石川テレビ 石川テレビ「恋する夢二」5/25放送 本館、生家 

西日本放送㈱ RNCテレビ 茅葺き屋根 生家 

山陽放送株式会社 RSKテレビ 茅葺き屋根 生家 

岡山放送㈱ OHKテレビ 茅葺き屋根 生家 

（株）オレンジ フジテレビ 「坂上どうぶつ王国」黑の助 

山陽放送株式会社 竹久夢二生誕 135年記念 磯田道史がひもとく竹久夢二（仮題） 

ＮＨＫ岡山放送局 生家リニューアルオープン  

岡山エフエム放送㈱ 生家リニューアルオープン  

山陽放送株式会社 生家リニューアルオープン  

テレビせとうち㈱ 生家リニューアルオープン  

岡山放送㈱ OHKテレビ プライムニュース 本館企画展（旅） 

 

 

③ホームページ・ビデオ等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

(有)ピース JR西日本企画「マイフェバ」 

本館 ワークショップ椿 

㈱DNP webマガジン「artscape」ミュージアムデータベース 

本館登録内容の確認(基本情報) 

廣済堂アート情報編集事

務局 

廣済堂 webメディア等（ミュージアムカフェ後継） 

本館分館基本情報 

㈱東京地図研究所 「るるぶ.com」「るるぶ more.」 

本館分館基本情報 

アパホテル（岡山駅東

口） 

公式 HP、楽天トラベル、じゃらん netなどに掲載 

周辺観光地情報 本館 

協同組合インフォメーシ

ョンテクノロジー関西 

JR各社、Yahoo!ＪＡＰＡＮ、じゃらん net他 

生家 七夕 

(有)ピースマイフェバ編

集部 

「マイフェバ」 

本館 kawaii展 

文化ジャーナリスト白鳥

正夫 

「ADC文化通信」夢二繚乱展紹介記事内 

本館紹介 
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おかやま観光コンベンシ

ョン協会 藤田様 

「おかやま観光ネット」 

本館 kawaii展 

本州四国連絡高速道路㈱ 「せとうち美術館ネットワーク」ＨＰ 

4～7月展覧会情報の確認（本館分館） 

㈱公募ガイド社 「公募ガイド ONLINE」 

こども夢二新聞 

岡山県観光連盟外部ライ

ター 藤田様 

「おか旅」瀬戸内市の美術、博物館紹介 

分館 

本州四国連絡高速道路㈱ 「せとうち美術館ネットワーク」ＨＰ 

8、9月展覧会情報の確認（本館分館） 

協同組合インフォメーシ

ョンテクノロジー関西 

JR各社、Yahoo!ＪＡＰＡＮ、じゃらん net他 

生家 重陽 

写真工房アンセル walkerplus 9月イベント 

本館 美人画 

本州四国連絡高速道路㈱ 「せとうち美術館ネットワーク」ＨＰ 

10、11月展覧会情報の確認（本館分館） 

㈱JTBビジネスネットワ

ーク 

ＪＴＢベネフィット「えらべる俱楽部」 

本館分館基本情報更新 

(有)ピースマイフェバ編

集部 

ＪＲ西日本「マイフェバせとうち」9/18公開 

本館 夢二式美人展 

㈱フリービット EPARKヘ

ルスケア 

障碍者向けサイト「バリナビ」 

本館基本情報 バリアフリーの紹介 

㈱ビザビ おかやま観光ネットサイト及び Facebook 

本館 夢二式美人展 

㈱アマナ Ontrip JAL内 ねこねこパワースポット（岡山ページ） 

本館基本情報 黑の助情報 

(有)ピースマイフェバ編

集部 

ＪＲ西日本「マイフェバせとうち」9/18公開 

本館 夢二式美人展 

協同組合インフォメーシ

ョンテクノロジー関西 

JR各社、Yahoo!ＪＡＰＡＮ、じゃらん net他 

生家 正月 

NOUGHTSライター小林早

織（ウォーカープラス） 

ウォーカープラス（web） 

本館 名品展 

本州四国連絡高速道路㈱ 「せとうち美術館ネットワーク」ＨＰ 

本館 夢二式美人展 名品展 生家 正月 

(有)ピースマイフェバ編

集部 

「マイフェバ」 

本館 名品展 

アートアジェンダ運営事

務局㈱FAITH 

アートアジェンダ 

本館基本情報 夢二式美人展 
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(有)ピースマイフェバ編

集部 

「マイフェバせとうち」12/3公開分 

本館 松田基コレクションⅧ名品展〈祈り〉 

協同組合インフォメーシ

ョンテクノロジー関西 

JR各社、Yahoo!ＪＡＰＡＮ、じゃらん net他 

范曽 

瀬戸内市教育委員会 

社会教育課 

山鳥毛里帰りプロジェクト「サンクスパスポート」 

本館基本情報 別館基本情報 

(有)ピースマイフェバ編

集部 

「マイフェバせとうち」12/17公開分 

生家 正月 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 松田基コレクションⅧ名品展〈祈り〉 

リロクラブ事務局 リロクラブ情報更新オンラインシステム 

本館分館基本情報 

本州四国連絡高速道路㈱ 「せとうち美術館ネットワーク」ＨＰ 

本館 松田基コレクションⅧ名品展〈祈り〉 NIPPON 夢二旅情 分館 

春の展示 

有限会社ピース 

マイフェバ編集部 

「マイフェバせとうち」 

范曽美術館基本情報 

株式会社ポルト トレたび「この路線で行こう！ 岡山編」 

本館基本情報 

株式会社リロクラブ ドコモいちおしパック 会員向けクーポン 

本館基本情報 別館基本情報（修正） 

DK SELECT 協賛店事務局 DK SELECT 進化する暮らし 

本館基本情報 

アートアジェンダ運営事

務局㈱FAITH 

アートアジェンダ 

本館基本情報・企画展「NIPPON 夢二旅情」別館基本情報・夢二生家の春 

岡山県観光連盟 

（こばん 小林美希様） 

おか旅 「大正ロマンは Kawaiiの原点♡ 夢二郷土美術館で乙女チックを

満喫してきた」 

本館基本情報（展示室、ショップ、カフェ、黑の助など） 

協同組合インフォメーシ

ョンテクノロジー関西        

JR各社、Yahoo!JAPAN、じゃらん net他 

本館基本情報・「宵の夢二解説つきプレミアムツアー」 

瀬戸内市商工観光課 ウォーカープラス（web） 

別館基本情報 

公益社団法人おかやまコ

ンベンション協会 

観光ネット グルメページ 

art café 夢二基本情報 

岡山県天神山文化プラザ 岡山文化情報 

本館年間展示スケジュール 別館年間展示スケジュール 

（公社）岡山県観光連盟 岡山観光 WEB「旅とく岡山」 

本館基本情報 別館基本情報 
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日本経済新聞社 HP 岡山県瀬戸内市の夢二郷土美術館、分館新装開業へ 2018年 12月 21日 

計 ①新聞 64 件、雑誌・パンフレット 76 件 

②テレビ 18 件、ラジオ 5 件 

③ホームページ 46 件          合計 209 件 

４ 講演会と原稿執筆 

 4 月 14日 ロータリークラブ事務局員研修会 

      講師：小嶋ひろみ（当館館長代理） 

 9 月 9 日 瀬戸内市中央公民館「夢二の世界をギャラリーで」ギャラリートーク 

      講師：平松里美（当館学芸員） 

 10月 20日 ロータリークラブガバナーエクスカーション 

       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 

 第 52回 平成 30年 11月 17日「夢二式美人の秘密」 

      講師 小嶋ひろみ（館長代理） 

第 53回 平成 31年 2月 2日「曹源寺原田正道老師による講演と館長小嶋光信との対談」 

     講師 原田正道老師（曹源寺ご住職）、小嶋光信（館長） 

 

６ 夢二郷土美術館 主催コンサート、ワークショップ等 

①夢二郷土美術館 本館 

  5月 4日 「夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」」 

  5月 12日 「ワークショップ「夢二の椿を古裂でつくろう」」 

  7月 1日～8月 17日「スマホでも参加できる参加できる！第３回夢二のふるさとフォトコンテスト」

作品募集（展示 9月 29日～10月 12日） 

  7月 7日 「スマホでも参加できる！夢二ゆかりの地撮影教室」（荒天のため中止） 

  7月 21日～9月 16日 「第 8回「こども夢二新聞」募集」（展示 10月 13 日～10月 28日） 

  7月 28日 「こども夢二新聞・新聞づくり教室」 

  7月 29日 「こども夢二新聞・こども記者バスツアー」（荒天のため中止） 

  8月 18日 「ワークショップ「夢二デザインで Kawaii消しゴムはんこをつくろう」」 

  9月 16日 「夢二生誕日記念イベント 「夢二の恋みくじ」プレゼント」 

  12月 20日 「創設記念日 オリジナル絵はがきプレゼント」 

  平成 31年 2月 11日 「こども学芸員によるギャラリートーク」 

  

②夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘 

 9月 16日 「くらしの中で楽しむ折り紙」 

 9月 16日 「ちりめん細工で夢二の思い出の椿をつくろう」 

 9月 16日 「夢二生誕日記念イベント 「夢二の恋みくじ」プレゼント」 

 11月 3日 「重陽の節句 お琴演奏会」 
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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 中学校 5 校 314名 高校 3校 123 名 大学・専門学校 2校 26名 

   職場体験 中学校 4 校 8 名受入 

   インターンシップ 観光研修（社会人）2社 8名受入 

 

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「こちら竹久夢二研究所」 

  6月 27日 講師 平松里美（学芸員） 

 

③第 8回「こども夢二新聞」募集 

  112件の応募から 15名に表彰 

  10月 13日～10月 28日にかけ本館と生家で計 73 点の新聞を展示 

 

④第 7期「こども学芸員」 

  本年度 11名参加 

  勉強会 計 7回開催 

  平成 31年 2月 11日 11：00、14：00 こ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 

（公財）国際研修交流協会様など 43件 

 

 

８ 竹久夢二学会 

  5月 26日 東京ステーションギャラリー会議室にて第 1回例会開催 

  ①14:00－14:20 第 2 回竹久夢二学会賞授賞式 

  ②14:20－14:50 「夢二繚乱展について―『出帆』挿絵を中心に」 

講師：冨田 章 (東京ステーションギャラリー館長) 

  ③15:00－15:30 「画文集『揺籃』（明治 36年作）について」 

   講師：井上 海(千代田区立日比谷図書文化館文化財事務室学芸員) 

  ④16:00－17:00 夢二繚乱展見学 

 

  2019年 3月 30日 拓殖大学文京キャンパス国際教育会館にて第 4回総会開催 

  ①13:30－14:00 総会 

  ②14:00－14:10 挨拶  竹久夢二学会顧問  小嶋光信（夢二郷土美術館館長） 

③14:10－15:40 学会賞受賞記念講演  
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        「夢二《西海岸の裸婦》の科学調査」 

          講師：下山 進 (吉備国際大学名誉教授) 

          「夢二《西海岸の裸婦》の修復について」   

講師：大原 秀行(吉備国際大学副学長、絵画修復家) 

④15:50－16:20 研究・活動報告 

        「夢二《西海岸の裸婦》修復による美術史的成果から 

生誕 135年展に向けて」 

          講師：小嶋ひろみ（夢二郷土美術館館長代理）      

⑤16:20－17:00 研究発表 

        「明治の周延美人と大正の夢二美人の比較」 

          講師：畑江麻里(足立区立郷土博物館専門員) 

         

９ 後援・協賛・協力等 

協賛 

後楽園 岡山後楽園 幻想庭園 協賛 

おかやまマラソン実行

委員会 

両備グループ協賛に。当日の交通規制について承諾。 

協力 

山陽新聞社 宵待こみち 

岡山髙島屋 「ねこ社員 写真展」 6/20～25 黑の助写真とパネル提供 

東京芸術大学音楽学部

岡山県人会 

東京藝術大学岡山県出身者によるジョイントコンサートの後援名義使用申請 

許可 

山陽新聞社社会事業部 「おかやまハンドメイドフェスタ 2018」 黑の助パネルおよびグッズの委託販売  

岡山カルチャーゾーン連

絡協議会事務局 

天皇在位 30年慶祝行事 オリジナルはがきプレゼント 

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 


