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2019年度事業報告 

自 2019年 4月 1 日 

至 2020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 14 日（金）～16 日（日）       418 名 

団体貸切（クラブツーリズム） 2 月 17 日（月） 101 名 

合計 519 名 

 本 館 別 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 1,983 103 1,096 196 3,079 124 

5月 2,974 131 1,463 163 4,437 140 

6月 1,526 106 690 135 2,216 113 

7月 1,426 99 735 212 2,161 121 

8月 1,934 106 668 121 2,602 109 

9月 1,899 111 697 138 2,596 117 

10月 2,234 109 773 119 3,007 112 

11月 2,700 124 1,037 152 3,737 131 

12月 945 90 409 102 1,354 94 

1月 1,012 93 575 442 1,587 131 

2月 1,091 105 525 ‐ 1,616 156 

3月 625 36 355 43 980 39 

合 計 20,349 103 9,023 149 29,372 114 

       

       
※昨年度 1、2、3 月の値について、別館は 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）。 

※3 月は新型コロナウィルスの影響で中旬より客数大幅減。 



Ⅱ 作品の収集 

 1 竹久夢二関連の作品・資料 

① 購入 雑誌 7 点、装幀本 1 点 

② 寄贈 装丁本 2 点 

 

 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  

・髙島屋 4 会場巡回「生誕 135 年記念竹久夢二展―幻想の美 秘められた謎―」 

に《立田姫》他 148 点 

    ・海の見える杜美術館「美人画ラプソディ－近代の女性表現－妖しく・愛しく・美 

しく」展 

竹久夢二《夢うらなひ》《白夜》、全 2 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 

2019 年 3 月 19 日（火）～6 月 9 日（日） 

「NIPPON 夢二旅情」（出品点数 126 点） 

2019 年 6 月 11 日（火）～8 月 24 日（土） 

「ユメジ・ロマン・モード」（出品点数 116 点） 

2019 年 8 月 27 日（火）～12 月 8 日（日）  

「生誕 135 年竹久夢二展－幻想の美 秘められた謎－」（出品点数 148 点） 

2019 年 12 月 10 日（火）～2020 年 3 月 8 日（日） 

「松田基コレクションⅨ ―夢二名品展， 

特別展示 夢二と同じ時代を生きた画家―」（出品点数 108 点） 

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） 

2019 年 3 月 12 日（火）～6 月 16 日（日）  「夢二生家の春」 

 催し：3 月 12 日（火）～4 月 3 日（水） 「桃の節句」 

 催し：4 月 16 日（火）～5 月 6 日（月・振休） 「端午の節句」 



 特別展示：4 月 16 日（火）～6 月 2 日（日） 細見博子「memories」 

2019 年 6 月 18 日（火）～9 月 1 日（日） 「夢二生家の夏」 

 催し：7 月 6 日（土）～8 月 7 日（水） 「七夕の催し」 

2019 年 9 月 3 日（火）～12 月 1 日（日） 「夢二生家の秋」 

 特別展示：9 月 3 日（火）～12 月 1 日（日）  

 ラデック・プレディギエル「The Presence of Artist」 

 催し：10 月下旬～11 月中旬  「重陽の節句」 

2019 年 12 月 3 日（火）～2020 年 2 月 24 日（月・祝） 「夢二生家の冬」 

催し：2020 年 1 月 2 日（木）～1 月 13 日（月・祝） 「正月の催し」 

   2020 年 2 月 26 日（水）～6 月 7 日（日） 「夢二生家の春」 

    催し：2 月 26 日（水）～4 月 3 日（金） 「桃の節句」 

 

      



3 広報活動 

①掲載雑誌等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

岡山市広報広聴課 「くらしの便利帳」H31 年度                                         

本館基本情報       

広島県中小企業共済協

同組合 

「エルフルガイドブック」                                         

本館・生家基本情報（エルフルカード提携先情報） 

（株）ビザビ 月刊タウン

情報おかやま編集室 

「月刊タウン情報おかやま」5 月号                                                    

生家基本情報 

（株）アルタイル 「ぶらぶら美術博物館プレミアムアートブック 2019-2020」                            

范曽美術館基本情報 

（株）オークシード月刊プ

ラザ岡山 

月間プラザ 5 月号                                            

生家・少年山荘 基本情報 

中国新聞広告社 福山

支社 

CUE 備後（キュービンゴ）4 月 26 日号                                  

「NIPPON 夢二旅情」 

瀬戸内市産業建設部商

工観光課 

『広報せとうち』内企画「瀬戸内市の旅」                                                 

生家・少年山荘基本情報 

山陽新聞レディア レディア 5 月 9 日号                                                        

本館文化講座紹介 

るるぶ観光データセンタ

ー 

「るるぶ」                                                        

本館・生家基本情報 

岡山県郷土文化財団 『きび野』等 154 号「催しのご案内」                                  

本館 ユメジ・ロマン・モード展、生家 夢二生家の夏 

（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 生家 基本情報（英語版 繁体字版） 

瀬戸内市中央公民館 「夢二ドライブマップ」 

生家 基本情報 

リビングひろしま 「リビングひろしま」5/17 号 

本館 旅情展 

トマト銀行経営企画部 ミニディスクロジャー誌 瀬戸内市施設紹介内 

生家 基本情報 

岡山市立藤田公民館 公民館主催講座「藤田みのり教室」チラシ 

『夢二画集 春の巻』からの画像 

（株）グレートインターナ

ショナル 

「ベネフィットステーション」8 月号 

本館 基本情報 

（株）ビジョン企画出版社 美術大鑑 2020 

本館 基本情報 



おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

岡山市発行「岡山市ガイド」定期観光バス案内ページ 

生家 外観写真 

（株）麗人社 『美術屋・百兵衛』No50（2019.夏号） 

本館 ロマンモード展 

リビングおかやまくらしき リビングおかやま 6 月 14 日号 

本館 ロマンモード展 

鳥取県立博物館総務課   日本博物館協会中国支部会報 

本館 生家 年間スケジュール 

昭文社 『まっぷるマガジン 岡山蒜山高原』 

本館 基本情報 

（株）美術年鑑社 『美術年鑑』2020 年版 

本館 生家 基本情報 

岡山市こころの健康セン

ター 

『精神障害者保健福祉手帳のご案内』 

本館 割引内容の確認 

瀬戸内市役所 岡山観光素材集 

生家 基本情報 

情報誌はど岡山版 情報誌『ぱど』8 月号 

本館 基本情報 

備前県民局地域づくり推

進課 

観光商談会、ツアー案作成時に使用 

生家 写真 

瀬戸内市総合政策部企

画振興課 

瀬戸内市公共交通マップ 

生家 写真差し替え 

vision vision 

本館 生誕 135 年展プレス発表 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』等 155 号 9/3 発行「催しのご案内」                                  

本館 135 年展 生家 夢二生家の秋 

おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

岡山観光素材集 

本館 基本情報 

㈱ビザビ 『タウン情報おかやま』9 月号 

生家 夢二生家の秋、イベント 

㈱生活の友社 『美術界データブック 2020』 

本館 基本情報 

㈱生活の友社 『美術界データブック 2021』 

生家 基本情報 

㈱JTB パブリッシング 『るるぶ岡山倉敷蒜山’20』 

本館 基本情報 

㈱国民みらい出版 フリーペーパー『つくりびと』 

本館 ロマンモード 



㈱Clay 『るるぶ岡山』 

本館 基本情報 

岡山電気軌道㈱ 路面電車一日乗車券チラシ 

本館 入館料、ミュージアムショップ割引について 

ふでばこ編集部 『ふでばこ』10 月末発売 

生家 基本情報 

(有)エムオープランニン

グ 

『大樹ライフ』四季の美術館めぐり 

本館 基本情報 

エルフル㈱ エルフル 2019 冬号 

本館 基本情報掲載＋入館券プレゼント 

㈱JR 西日本コミュニケー

ションズ岡山支店 

『イイこと発見！ハレルヤ旅』パンフレット 

本館 art café 

クラブツーリズム㈱ 「クラブツーリズム関西ひとり旅」チラシ 

范曽美術館 

小学館「和楽」編集担当/

オフィス「発」 

「和楽」 

本館 135 年展 生家 

両備 HD クリエイティブサ

ポート 

ベルリンフィルコンサートパンフレット広告枠 

本館 135 年展 

ちゃぐりん 『ちゃぐりん』「はたらくアニマル」2020 年新年号 

本館 黑の助 

両備 HD クリエイティブサ

ポート 

『WONDERFUL SETOUCHI』vol.11 

本館 黑の助 art café  

㈱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』2020 年版 

本館 生家 基本情報 

岡山県郷土文化財団 『きび野』156 号 

本館 名品展、生家 夢二生家の冬 

㈱JTB 『2019 年下期旅の過ごし方 BOOK』 

本館 基本情報 

ウララコミュニケーション

ズ 

トヨタレンタカー「ロードナビ 2020」 

本館 基本情報 

西日本旅客鉄道㈱ 岡山倉敷ぐるりんパスパンフレット 

本館 基本情報 

リビングひろしま 「リビングひろしま」12/13 号 

本館 名品展 

クエストルーム㈱ 『ココミル倉敷尾道瀬戸内の島々』 

本館 基本情報 

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 21』 

本館 生家 基本情報 



㈱ビザビ 観光パンフレット『備前おかやま ええじゃねぇ』 

本館 生家 基本情報継続更新 

㈱歌の手帖 月刊『歌の手帖』2 月号 歌手の方連載記事内 

生家 

ハイフォン ブルーガイド『てくてく歩き 18 瀬戸内海 倉敷・尾道・広島・宮島』 

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』2020 年号 

本館 生家 年間スケジュール、基本情報、グッズプレゼント 

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 2020」 

本館 生家 基本情報更新 

NHK 文化センター広島

教室 

次年度「バスツアー絵画鑑賞」教室の案内 

本館 生家 2020 年度スケジュール 

ミュージアムぐるっとパス

関西実行委員会 

2020 年度ぐるっとパス 

本館 年間スケジュール、基本情報 

㈱国民みらい出版 フリーマガジン『つくりびと』92 号’20,4 月発行 

本館 抒情展 

㈱武揚堂 瀬戸大橋観光マップ 

本館 基本情報 

瀬戸内市商工観光課 JR 岡山駅地下通路看板 瀬戸内市案内 

生家、少年山荘写真 

Poketa 編集プロダクショ

ン 

『Poketa 倉敷・岡山』 

本館 基本情報 グッズ紹介 

㈱交通新聞社 『旅の手帖』瀬戸内市案内 

生家 基本情報、イラストで紹介 

デナリパブリッシング㈱ 月刊『遠州』5 月号 

本館紹介 

㈱JTB エース JTB2020 年度上期「旅の過ごし方」 

本館 基本情報 

㈱K-Plus ホットペッパー12 月号 

本館 135 年展 

両備バス 両備定期観光バス案内チラシ 

本館 生家 （日本語、英語） 

中国学園大学 岡山市観光マップ 

本館 基本情報 

両備システムズ 岡山×両備 観光マップ 

本館 生家 基本情報 

日本 RV 協会 RV パーク うしまどクロワッサン 

生家 基本情報 



両備クリエイティブサポ

ート 

山陽新聞広報枠 

本館 生家 正月 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

「きび野」157 号 3/31 発行 

本館 抒情展 生家 春 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

岡山県郷土文化財団会員向文化施設一覧表 

本館 生家 

ミュージアムぐるっとパス

関西実行委員会事務局 

「ミュージアムぐるっとパス」 

本館 年間スケジュール 

㈱瀬戸内海経済レポート 「岡山企業年報」「VISION 岡山」 

両備文化振興財団 基本情報 

クラブツーリズム㈱関西

テーマ旅行センター 

「テーマのある旅 1/10 号」や HP ツアー告知 

本館 生家 

JAF 「JAF PLUS」6 月号 

本館 入館券プレゼント 

ハレマチ特区 365 タウン情報おかやま 11 月号 

夢二グッズ 

㈱ビザビ 『オセラ』6/25 号 

生家 椿茶房 

ケイズデザイン ㈱白井組会報『ひと手間』6 号 

本館 生家 夢二について 

ライター 峰様 『メディカルクオール』8 月号「全国美術館めぐり」 

本館 夢二について 

ライター 峰様 『メディカルクオール』9 月号「全国美術館めぐり」 

本館 夢二について 

岡山市産業観光局 韓国雑誌「The Traveller」 

本館 カフェ 

（株）山陽新聞事業社  

営業本部 旅行営業部 

山陽新聞 朝刊 4 月 16 日掲載 

生家基本情報 

中国新聞 中日新聞北陸版 4/18 

本館 生家 

山陽新聞社 山陽新聞さん太タイムズ 4/14 

生家特集記事 

（株）山陽新聞社営業部 

広告本部広告部 

「政令指定都市移行 10 周年」「岡山市制 130 周年」特集                       

本館 NIPPON 夢二旅情 

山陽新聞 山陽新聞 広告枠（4 月）                                                

本館・生家基本情報 

毎日新聞社 毎日新聞 タウンたうん 5/31 

生家 細見展 



山陽新聞社 山陽新聞広告枠 

本館 旅情展 生家 夢二生家の春 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社レディア 山陽新聞レディア 6 月 27 日号 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 生誕 135 年展プレス発表 

日本経済新聞社 日本経済新聞 

本館 生誕 135 年展プレス発表 

毎日新聞社 毎日新聞 

本館 生誕 135 年展プレス発表 

朝日新聞社 朝日新聞 

本館 生誕 135 年展オープニング 

瀬戸内海経済レポート 瀬戸内海経済レポート 

本館 生誕 135 年展オープニング 

山陽新聞社 山陽新聞 

本館 生誕 135 年展オープニング 

読売新聞社 読売新聞 

本館 生誕 135 年展オープニング 

日本経済新聞社 朝日新聞 

本館 生誕 135 年展オープニング 

山陽新聞社 山陽新聞サン太タイムズ 8/4 

本館 こども夢二新聞 

山陽新聞社営業局 山陽新聞 9/30 吉井川流域 DMO 採録紙面 

生家 案内 

毎日新聞社 毎日新聞 

本館 こども夢二新聞表彰式 

読売新聞社 読売新聞 

本館 こども夢二新聞展示 

交通新聞社 交通新聞 11/29 

本館 紹介 

朝日新聞社 朝日新聞 10/19 朝刊 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 東備版 

生家 重陽 

山陽新聞社 山陽新聞おかくらプラス 12/24 

壁掛け、卓上、黑の助カレンダーについて 



山陽新聞社 山陽新聞東備版 12/18 

生家 正月 

山陽新聞社 山陽新聞 1/28 

生家 井手豊氏展示 

読売新聞大阪本社 読売新聞 

范曽美術館開館 

山陽新聞社 山陽新聞 2/13 

范曽美術館開館 

両備 HD クリエイティブサ

ポート 

山陽新聞広告枠 

范曽美術館開館 

山陽新聞社さん太クラブ

事務局 

山陽新聞さん太クラブ情報 2/11 掲載 

生家 夢二生家の春 

毎日新聞社 毎日新聞 2/14 

生家 生家の冬、井手豊映像展 

山陽新聞社 山陽新聞東備版、岡山版 3/5 

生家 生家の春 

山陽新聞社さん太クラブ

事務局 

山陽新聞さん太クラブ情報 3/5 掲載 

本館 抒情展 

朝日新聞社 朝日新聞 3/6 

京都髙島屋 生誕 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 3/24 

本館 抒情展 

読売新聞社 読売新聞 3/12 朝刊予定 

本館 抒情展 

朝日新聞社 朝日新聞 3/15 朝刊地域面 

本館 抒情展 

山陽新聞社 山陽新聞 4/1 

本館 旅情展 

山陽新聞社 山陽新聞 4/4 

本館 旅情展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 4/4 

本館 旅情展 

北陸中日新聞社 北陸中日新聞 4/6 

石川テレビ「恋する夢二」について 

産経新聞社 産経新聞 4/8 

生家 リニューアル 

山陽新聞社 山陽新聞 4/11 

本館 旅情展 



山陽新聞社 山陽新聞夕刊 4/22 

生家 リニューアル 

山陽新聞社 山陽新聞 4/25 

本館 宵の夢二 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 5/7 

本館 旅情展 

山陽新聞社 山陽新聞 5/28 

本館 旅情展 

山陽新聞社 山陽新聞広告枠 6/1 

本館 生家 定期観光バス広告 

山陽新聞社 山陽新聞 6/8 

本館 ロマンモード展・ギャラリートーク 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 6/15 

本館 ロマンモード展・ギャラリートーク 

山陽新聞社 山陽新聞 6/20 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 6/20 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞 6/27 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞 7/4 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 7/4 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞 7/11 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 7/11 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞さん太タイムス 7/14 

本館 こども夢二新聞 

山陽新聞社 山陽新聞 7/18 

本館 ロマンモード展 

山陽新聞社 山陽新聞 8/25 

本館 バースデイナイト 

日本経済新聞社 日本経済新聞 8/27 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 8/28 

本館 135 年展 



山陽新聞社 山陽新聞夕刊 8/29 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 8/30 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 9/5 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 9/7 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 9/11 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 9/12 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 9/12 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 9/19 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 9/19 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 9/27 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 9/27 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞 10/13 

本館 こども夢二新聞 

交通新聞社 『交通新聞』2019 年 11 月 29 日号 

本館 135 年展 

山陽新聞社 山陽新聞広告枠 12/15 

本館 名品展 

山陽新聞社 山陽新聞 12/27 

本館 お正月 

山陽新聞社 山陽新聞 2/13 

范曽美術館 

山陽新聞社 山陽新聞 2/13 

本館 名品展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 2/13 

本館 名品展 

両備 HD クリエイティブサ

ポート 

山陽新聞広告枠 2/14 掲載 

范曽美術館開館 



両備 HD クリエイティブサ

ポート 

山陽新聞広告枠 2/22 掲載 

本館 抒情展 

山陽新聞社 山陽新聞 2/20 

本館 名品展 

山陽新聞社 山陽新聞 3/7 

生家 桃の節句 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 3/7 

生家 桃の節句 

山陽新聞社 山陽新聞 3/27 

本館 抒情展 

山陽新聞社さん太クラブ

事務局 

山陽新聞さん太クラブ協賛店特集 3/30 

本館 生家 基本情報 

 

②テレビ・ラジオ放送 

依頼元 掲載メディア 

内容 

石川テレビ 「恋する夢二」5/25 放送 

本館 生家 

KSB 瀬戸内海放送 KSB スーパーJ チャンネル  

本館 旅情展 

RSK 山陽放送 磯田道史氏夢二特番 4/20 放送  

生家 

NHK 岡山放送局 NHK「おはよう中国」5/17  

生家 

NHK 岡山放送局 NHK 岡山放送ニュース内お知らせコーナー5/10～6/14  

生家 企画展 

OHK 岡山放送 お昼のニュース 6/4  

本館 旅情展 

MBC ラジオ モーニングスマイル 5/1  

本館 旅情展 

oni ビジョン oni ニュース 7/1～  

本館 ロマンモード展 

KSB 瀬戸内海放送 KSB 夕方のニュース 6/30  

本館 ロマンモード展 

RSK ラジオ 「中四国ライブネット出かけよう！晴の国ミュージアム」 

本館 ロマンモード展 

RSK ラジオ 「あもーれまったりーの」 

こども夢二新聞について 



OHK 岡山放送 ニュース（詳細不明） 

本館 135 年展オープニング 

テレビせとうち ニュース（詳細不明） 

本館 136 年展オープニング 

RSK 山陽放送 ニュース（詳細不明） 

本館 137 年展オープニング 

KSB 瀬戸内海放送 ニュース（詳細不明） 

本館 138 年展オープニング 

oni ビジョン ニュース（詳細不明） 

本館 139 年展オープニング 

RNC 西日本放送 「ニュースエブリ」 

生家 生誕日イベント 

NHK エデュケーショナル 日曜美術館「アートシーン」 

本館 135 年展 

RCC ラジオ 「広島トヨペット ドリームガレージ」 

本館 135 年展 生家 夢二生家の秋 

MBC ラジオ 「美坂理恵のモーニングスマイル」11/6 

本館 135 年展 

（株）千里コーポレーショ

ン 

映画「ベルの音が聞こえる」1 シーンの撮影 

生家 

OHK 岡山放送 夕方のニュース 2/12 

范曽美術館開館 

RNC 西日本放送 ニュース 

范曽美術館開館 

KBS 京都 ニュース 

京都髙島屋 135 年展 

テレビせとうち ニュース 

本館 抒情展 

RSK ラジオ 「あもーれまったりーの」ラジまるでどこまでも生中継 3/13 

本館 抒情展 

 

③ホームページ・動画等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

神戸新聞社 まいどなニュース web 

本館 黑の助 

就実短期大学 就実短期大学 HP 学校案内 

本館 研修風景 



岡山大学グローバルディ

スカバリープログラム 

ART×CUTE×AREA（web 掲載） 

本館 カフェ 

岡山韓国教育院 岡山韓国教育院 HP（教室の特別講座） 

本館での研修風景 

吾妻大輔様 web マガジン「HARE note」 

瀬戸内市 Visit Setouchi（瀬戸内市プロモーション） 

生家 美術館について 

山陽新聞社 山陽新聞デジタル「デジルポおかやま」 

本館 黑の助 

ぐるなび LIVE JAPAN web サイト 3 月末～掲載 

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 

（公社）おかやま観光コン

ベンション協会 

岡山観光ネット 岡山市内の博物館、美術館巡りコース 

本館 基本情報 art café 夢二 

写真工房アンセル Walkerplus5 月イベント 

本館 宵の夢二 

瀬戸内市 Visit Setouchi 

生家 基本情報、カフェなど 

岡山後楽園 岡山後楽園 HP 

美術館バナー 

写真工房アンセル Walkerplus6 月イベント 

本館 ユメジロマンモード 

㈱ベネフィットワン ベネフィットワン会員サイト 

生家 基本情報 クーポンプレゼント 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 ロマンモード 

瀬戸内市商工観光課 瀬戸内市サイト 

生家 基本情報・写真の更新 

㈱ビザビ 「日刊 web タウン情報おかやま」 

生家 七夕 

ももたろう観光センター 観光センターメルマガ 

本館 ロマンモード 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

生家 基本情報 

DNP アートスケープ アートスケープ 

本館 基本情報更新 



㈱ビザビ（おかやま観光

コンベンション協会） 

「おかやま観光ネット」 

本館 ロマンモード 

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 生家 展覧会情報の確認 

NOUGHTS Walkerplus 

本館 ロマンモード 

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 

おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

おかやま観光ネット「岡山芸術交流 2019」情報内 

本館 カフェなど 

㈱ナビタイムジャパン ナビタイムジャパンサイト 

生家 基本情報 

ももたろう観光センター 観光センターメルマガ 

本館 135 年展 

写真工房アンセル Walkerplus9 月号 

本館 135 年展 

㈱ビザビ（おかやま観光

コンベンション協会） 

おかやま観光ネット、SNS 

本館 135 年展 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 135 年展 

JTB ベネフィット 「えらべる倶楽部」サイト 

本館 生家 基本情報更新 

写真工房アンセル 「Walkerplus」12 月 

本館 名品展 

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 

㈱ナビタイムジャパン ナビタイムジャパンサイト 

本館 基本情報更新 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 名品展 

㈱ビザビ 日刊タウン情報おかやま 

本館 名品展 

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 

范曽美術館開館 

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 桃の節句 

㈱ナビタイムジャパン ナビタイムジャパンサイト 

生家 基本情報更新 



JAF JAF 会員向け HP 

本館 生家 基本情報更新 

㈱オークシード） 「ぐるっと岡山」 

本館 生家 基本情報 SNS の連動 

ウェブ版「美術手帖」編集

部 

ウェブ美術手帖 

本館 生家 基本情報 

博報堂ケトル ミュージアム、ギャラリー紹介のポータルサイト（製作中) 

本館 生家 基本情報 

㈱リロクラブ リロクラブ 

本館 生家 基本情報更新 

㈱ビザビ 日刊タウン情報おかやま 

生家 桃の節句 

プレイライフ㈱ 「DOCOICO」 

本館 生家 基本情報 

ももたろう観光センター おかやま観光コンベンション協会メルマガ 

本館 抒情展 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 抒情展 生家 夢二生家の春 

ウェブ版「美術手帖」編集

部 

ウェブ美術手帖 

本館 抒情展 

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 

本館 宵の夢二 

神戸新聞社ミントクラブ

事務局 

神戸新聞「ミントクラブ」提携店情報 

本館 生家 基本情報更新 

（公社）岡山観光連盟 岡山観光 web「旅とく岡山」クーポン 

本館 生家 入館でポストカードプレゼント 

アクトインディ㈱「いこー

よ」 

子どもとお出かけ情報「いこーよ」 

本館 生家 基本情報更新 

たまルンプロモーションセ

ンター 

たまルンメルマガ 3/12 配信 

本館 抒情展 生家 夢二生家の春 

ジョルダン㈱ 「ジョルダンパスポート」 

本館 基本情報更新 

（株）EML 楽天トラベルナ

ビ事務局 

楽天 PATW（アプリ） 

本館 

㈱ビザビ 両備グループ採用のための紹介動画 

本館 生家 

㈱ラムゼズ 「JAPAN Travel Guide」 

本館 基本情報 



㈱ベネフィットワン 「ベネフィットステーション」 

本館 生家 オリジナルはがきプレゼント 

㈱ビザビ 日刊 web タウン情報おかやま 

范曽美術館開館 

岡山県文化連盟 「岡山文化情報」 

本館 生家 年間スケジュール 

両備 HD たまルンプロモ

ーションセンター 

「たまルン」サイト 

本館 生家 基本情報 

岡山県環境文化部文化

振興課 

「アートプロジェクトおかやま」 

本館 生家 基本情報 

㈱リクルートライフスタイ

ル じゃらんリサーチセン

ター 

「SETOUCHI TRAINING PLATFORM」 

本館 生家 基本情報 

㈱リロクラブ 「ドコモスゴ得コンテンツ」 

本館 生家 オリジナルはがきプレゼント 

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 生家 企画展年間スケジュール 

両備 HD 経営戦略本部 「おかでんチャギントン」HP 

本館 基本情報 

ぐるなび「LIVE JAPAN」 「ぐるなび LIVE JAPAN PERFECT GUIDE」 

本館 取材内容 

計 新聞 89 件、雑誌・パンフレット等 86 件 

テレビ 20 件、ラジオ 6 件 

ホームページ・動画 68 件          合計 269 件 

 

４ 講演会と原稿執筆 

 2020年 1月 22日 岡山備南ロータリークラブ「竹久夢二、生誕 135周年を迎えて」 

       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 54回 2019年 5月 18日「夢二と京都―南蛮・国画創作協会・花街・彦乃」 

      講師 高木博志氏（京都大学人文科学研究所教授） 

第 55回 2019年 7月 14日「ロマン＆モード/女性が輝いた日本のモダンファッション」 

     講師 長舩圭二（中国デザイン専門学校） 

 

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 3日 「夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」」 

  8月 10日 「ワークショップ「キッチングッズで夢二のねこのリトグラフ体験」」 



（参加者集まらず中止） 

  9 月 16 日 「生誕 135 年記念夢二のバースデイナイト」立食形式お食事、呈茶、ハープ演奏会（中

野智香子氏） 

  7月 20日～9月 16日 「第 9回「こども夢二新聞」募集」（展示 10月 12日～10月 27日） 

  7月 27日 「こども夢二新聞・新聞づくり教室」 

  7月 28日 「こども夢二新聞・こども記者バスツアー」（集客できず中止） 

  12月 20日 「創設記念日 オリジナル絵はがきプレゼント」 

  2020年 2月 9日 「こども学芸員によるギャラリートーク」 

  2月 23日、24日 「ロマン写真館」 着物着付け＆撮影 

  

② 夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘 

3月 21日 「生家リニューアル記念特別ワークショップ「井手康人先生と金箔を使って夢二の 

      椿を描こう」（瀬戸内市中央公民館と連携）」 

8月 17日 「夢二の和傘アートライトをつくろう」講師：瀬戸内市立奥中学校教諭 杉本正章氏 

 9月 16日 「夢二のふるさとで 135回目の生誕祝い！」 

IPU環太平洋大学ダンス部講演、ワークショップ「提灯絵付け体験」講師：民芸創作提灯山さき 

12月 20日 「創設記念日 オリジナル絵はがきプレゼント」 

 12月 22日 「黑の助の部屋で聞くねこのおはなし」講師：戸田美恵氏 

 2月 22日 「ロマン写真館－あなたも夢二式の装いに」  

着物着付け、ヘアメイク、撮影：ロマン写真館 

 

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 1校 37名 中学校 3校 21名 高校 2校 47名 大学・専門学校 1校 12名 

   職場体験 該当なし 

 

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 28日 講師 井土真菜（学芸員） 

 

③ 第 9回「こども夢二新聞」募集 

  102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 102点の新聞を展示 

 

④ 第 8期「こども学芸員」 

  本年度 13名参加 

  勉強会 計 7回開催 

  2020年 2月 9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 

高梁市歴史美術館様など 40件 

 

８ 竹久夢二学会 

  2020年 3月 7日 同志社女子大学今出川キャンパス楽真館にて 2019年度総会と大会の開催を 

  予定していたが、新型コロナウィルス感染防止のため延期（新しい日程は未定）。 

         

９ 後援・協賛・協力等 

協力 

瀬戸内市中央公民館 瀬戸内市中央公民館主催歴史探訪イベント 5/25 

生家案内 

（公財）岡山県産業振

興財団 

岡山城、後楽園、県立博物館とともに見学。その際に学芸員が案内。5/19 

おかやま市民図書館ふ

るさと資料室 

企画展にて配布するパンフレット類の送付依頼 

中国旅行社 岡山県華僑華人総会設立 40 周年記念岡山大会に招待券の提供 

岡山交通 定期観光バスの経由施設に生家を組み込んだプランの作成 

染織近藤 KIMONO 倶楽部ツアー 生家見学時のご案内 

JAF 会員プレゼント企画に本館生家共通券＋オリジナルはがきのセットを 10 組

分提供 

ビザビ 『オセラ』100 号特集 民芸紹介コーナーのロケ地として生家を利用 

おかやまマラソン実行

員会 

マラソンコースとなる美術館前のお客様対応について 

曹源寺美術展実行委

員会 

曹源寺美術展に実行委員として館長代理参加 

瀬戸内市社会福祉協

議会 

令和 2 年度ふれあいサロン活動で生家来館、スタッフによる解説 

両備グループ グループ内新入社員向「フレッシュパスポート」で共通券の利用 

 

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 


