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2020年度事業報告 

自 2020年 4月 1 日 

至 2021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（3 日間公開） 

一般公開 2 月 19 日（金）～21 日（日） 473 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 127 6 56 5 183 6 

5月 100 3 40 3 140 3 

6月 341 22 219 32 560 25 

7月 613 43 328 45 941 44 

8月 658 34 375 56 1,033 40 

9月 744 39 378 54 1,122 43 

10月 998 45 451 58 1,449 48 

11月 1,093 40 439 42 1,532 41 

12月 499 53 261 64 760 56 

1月 457 42 210 37 639 40 

2月 461 42 293 56 754 47 

3月 981 157 405 114 1,386 141 

合 計 7,044 35 3455 38 10,499 36 

       

       
※前年度 3 月中旬より新型コロナウィルスの影響で客数大幅減。 
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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 著作本 2 点、雑誌 1 点、新聞 13 点、楽譜 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 

    該当なし 

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 

2020 年 3 月 10 日（火）～6 月 14 日（日） 

「YUMEJI 抒情の線」（出品点数 123 点） 

2020 年 6 月 16 日（火）～8 月 30 日（日） 

「KIMONO BEAUTY of 夢二」（出品点数 120 点） 

2020 年 9 月 1 日（火）～12 月 6 日（日） 

「夢二のつむいだ言の葉」（出品点数 125 点） 

2020 年 12 月 8 日（火）～2021 年 3 月 7 日（日） 

「松田基コレクションⅩ：夢二名品展  

特別公開 生誕 100 年藤田喬平のガラス」（出品点数 127 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） 

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」 

 催し：4 月 14 日（火）～5 月 6 日（水・振休） 「端午の節句」 

2020 年 6 月 9 日（火）～9 月 6 日（日） 「夢二生家の夏」 

 催し：7 月 4 日（土）～8 月 7 日（金） 「七夕の催し」 

2020 年 9 月 8 日（火）～12 月 13 日（日） 「夢二生家の秋」 

 催し：10 月下旬～11 月中旬  「重陽の節句」 

2020 年 12 月 15 日（火）～2021 年 2 月 28 日（日） 「夢二生家の冬」 
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催し：2021 年 1 月 2 日（土）～1 月 11 日（月・祝） 「正月の催し」 

   2021 年 3 月 2 日（火）～6 月 13 日（日） 「夢二生家の春」 

    催し：3 月 2 日（火）～4 月 4 日（日） 「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 

岡山県郷土文化財団 『きび野』158 号 6/30 発行 

本館 KIMONO 展、別館 生家の夏展 

デイリーインフォメーショ

ン 

『きび野』158 号 6/30 発行 

本館 KIMONO 展、別館 生家の夏展 

㈱JTB 2020 年下期エース JTB「旅の過ごし方」 

本館 基本情報 

交通新聞社 『旅の手帖』8 月号（7/10 発売） 

別館 生家の夏展 

㈱全音楽譜出版社 『ご当地ソングベストテン』改訂版（前回は 2010 年年出版） 

宵待草歌碑写真継続使用 

クエストルーム㈱ 『るるぶせとうち島旅、しまなみ海道』 

本館 基本情報 

㈱生活の友社 月刊「美術の窓」 

本館 KIMONO 展 

タウン情報おかやまライ

ター河本様 

『タウン情報おかやま』 

本館 art café  

㈱広島リビング新聞社 『はじまり』8 月号（9/25 発行） 

本館 art café 基本情報 

（公社）おかやま観光コン

ベンション協会 

『岡山観光素材集』2021 年版 

本館 基本情報 

（公社）岡山県文化連盟 『さんび』53 号 

本館 KIMONO 展、言の葉展、名品展、別館 夏展、秋展、冬展 

(株)日本旅行関西仕入

誘客推進センター 

『2020 年度版システム販売手帳』 

本館 基本情報 

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って利用できる制度』改訂 

本館 基本情報 

(株)ビジョン企画出版社 2021 年版『美術大鑑』 

本館 基本情報 

(株)ビジョン企画出版社 2021 年版『美術大鑑』 

別館 基本情報 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』159 号（9/30 発行） 

本館 言の葉展、別館 生家の秋展 
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情報誌ぱど 『ぱど』8 月号（8/5 より配布） 

本館 KIMONO 展 

JTB ロイヤルロード銀座 JTB ロイヤルロード銀座ツアーパンフレット 

別館写真掲載 

(株)広島リビング新聞社 『リビングひろしま』9/25 号 

本館 基本情報、art café  

D&DEPARTMENT 

PROGECT d design 

travel 編集部 

『d design travel 岡山』編集部日記 

本館 紹介 

(株)生活の友社 『美術界データブック 2021』 

本館、別館基本情報 

(株)CLAY 『るるぶ岡山倉敷蒜山’22』 

別館 基本情報 

(株)エディターズ 『まっぷる岡山倉敷’21』 

本館 基本情報 

(株)リクルートライフスタ

イル 

『じゃらんご当地パンフレット JR 赤穂線沿線 BOOK』 

別館椿茶房、基本情報 

月刊タウン情報おかやま

委託ライター 藤本様 

タウン情報おかやま『おいしい店』2021 年版 

別館椿茶房 

(株)ビザビ（岡山県産業

労働部観光課） 

『クーポン付きグルメ冊子』 

本館、別館 基本情報 

「泊まってめぐる！岡山

満喫スタンプラリー」事務

局 

「泊まってめぐる！岡山満喫スタンプラリー」 

本館、別館 基本情報 

岡山電気軌道 「おかでんチャギントンや夢二郷土美術館に出かけよう」チラシ 

本館写真 

瀬戸内市文化観光課 『まちぷら備前おかやま旅ガイド』（観光素材集） 

別館 基本情報 

おかやま観光コンベンシ

ョン協会 

『まちぷら備前おかやま旅ガイド』（観光素材集） 

本館 基本情報 

GINZA ライター石井愛

子様 

『GINZA』岡山特集 

本館 基本情報 

情報誌ぱど岡山版 『情報誌ぱど』10 月号 

本館 言の葉展 

リビング新聞社 『リビングひろしま』11/7 号 

本館 言の葉展 

㈱ワールドリーデザイン 

せけんデザイナー小林様 

昭文社『にゃっぷる』 

本館 黑の助 
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インペインターグローバ

ル 

『日本語ジャーナル』（韓国で発行） 

本館 基本情報 

㈱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』 

別館 基本情報 

㈱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』 

本館 基本情報 

情報誌ぱどおかやま版 『情報誌ぱど』12 月号（12/2 から配布） 

本館 名品展 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』160 号（1/1 発行） 

本館 名品展 

オフィスクレール 社内機関紙『人来夢』 

別館 基本情報 

㈱白夜書房 『黒猫まみれ』12/21 発行予定 

本館 黑の助 

㈱生活の友社 『美術の窓』1 月号 

本館 名品展、大正ロマン展 

広島リビング新聞社 『はじまり』12/25 号 

本館 名品展 

㈱JTB 2021 年上期エース JTB「旅の過ごし方」 

本館 基本情報 

岡山博物館協議会 「おかやま博物館なび」 

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、別館 年間スケジュール等 

amico design 「あんふぁん」 

別館 桃の節句 

ビザビ（トーキョーリョー

ビ） 

『タウン情報おかやま』ハレマチ特区 

夢二ねこグッズ 

リビング新聞社ライター

佐藤様 

「リビングひろしま」1/22 号 

別館 生家の冬展 

（公財）岡山県郷土文化

財団 

『きび野』161 号（3/31 発行） 

本館 大正ロマン展、別館 生家の春展 

ときめきプラザ 『ときめきプラザ「ガイドブック 2021」』 

本館、別館 基本情報 

(株)ジャパンインターナシ

ョナル総合研究所 

「岡山市観光パンフレット」 

本館 基本情報 

ノートルダム清心女子大

学 

「ももちゃりマップ」 

本館 基本情報 
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リビング新聞社ライター

佐藤様 

「リビングひろしま」3/5 号おでかけ情報 

本館 大正ロマン展 

ビザビ 「タウン情報せとうち」（『タウン情報おかやま』差込冊子） 

別館 基本情報、椿茶房 

情報誌ぱど岡山版 『情報誌ぱど』3 月号（3/3 より配布） 

本館 大正ロマン展 

美術年鑑社 「美術年鑑 2021 年版」 

本館 前年入館者数等 

美術年鑑社 「美術年鑑 2021 年版」 

別館 前年入館者数等 

NHK 文化センター広島

教室 

NHK 文化センター案内 

次年度スケジュール 

㈱生活の友社 「美術界データブック 2021」 

別館 基本情報 

毎日新聞社岡山支局 「毎日新聞」タウンたうん 5/29 

本館 抒情の線展 

両備グループ広告枠 「山陽新聞」朝刊 10/1（TSC35 周年） 

本館 言の葉展 

両備グループ広告枠 「山陽新聞」10/18 

本館、別館 基本情報 

両備グループ広告枠 「山陽新聞」朝刊 12/29 広告 

本館、別館 正月 

読売新聞社 「読売新聞」12/27 ギャラリーコーナー 

本館 名品展 

両備グループ広告枠 「山陽新聞」1/1 

本館、別館 新年福袋 

朝日新聞社岡山総局 「朝日新聞」岡山版新春ガイド 12/29 

別館 正月 

朝日新聞社岡山総局 「朝日新聞」岡山県版 1/27 

本館 西海岸の裸婦紹介 

山陽新聞さん太クラブ事

務局 

「山陽新聞」朝刊 3/11 

本館 大正ロマン展チケットプレゼント 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 4/1 イベントガイド 

本館 抒情展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 4/13 イベントガイド 

本館 抒情展 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 4/20 イベントガイド 

本館 抒情展 
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朝日新聞社 朝日新聞 6/17 

本館 こども学芸員活動 

山陽新聞社 山陽新聞 7/30 全県版 

本館カフェ おともで備前 

山陽新聞社 山陽新聞 7/19 さん太タイムス 

こども夢二新聞募集 

読売新聞社 読売新聞 7/15 

本館 KIMONO 展 

朝日新聞社 朝日新聞 7/3 

本館 KIMONO 展 

山陽新聞社 山陽新聞 7/30 

本館 たらしこみワークショップ 

山陽新聞社 山陽新聞 7/23 

こども夢二新聞募集 

山陽新聞社 山陽新聞夕刊 8/7 

別館 生家夢二こども時代の部屋 

山陽新聞社 山陽新聞さん太タイムス 8/9 

こども夢二新聞募集 

毎日新聞社 毎日新聞 9/13 書の美 

大徳寺画像 

山陽新聞社 山陽新聞 9/30 

こども夢二新聞受賞者発表 

山陽新聞社 山陽新聞 10/18 

こども夢二新聞表彰式 

毎日新聞社 毎日新聞 11/14 

本館 言の葉展、職場体験 

山陽新聞社 山陽新聞東備版 11/17 

別館 重陽 

山陽新聞社 山陽新聞 11/25 

館長取材 こども夢二新聞 10 周年 

山陽新聞社 山陽新聞 12/23 

2021 年カレンダー 

山陽新聞社 山陽新聞 12/24 

本館 正月 

日本経済新聞社 日本経済新聞 12/27 

邪宗渡来画像 

山陽新聞社 山陽新聞 1/20 

本館 名品展（藤田喬平のガラス） 
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山陽新聞社 山陽新聞 2/19 

范曽開館 

山陽新聞社 山陽新聞 2/27 

本館 インターネットミュージアム干支コレクション受賞 

山陽新聞社 山陽新聞 3/17 

本館 大正ロマン展 

山陽新聞社 山陽新聞東備版 3/17 

別館 日本画ワークショップ 

②テレビ・ラジオ放送 

依頼元 掲載メディア 

内容 

OHK 岡山放送 OHK ニュース番組（4/18） 

本館 抒情展 

NHK 岡山放送局 NHK もぎたて 4/27 18：10～ 

本館 抒情展 

RSK RSK 

本館 こども学芸員任命式 

TSC TSC 

本館 こども学芸員任命式 

OHK 岡山放送 OHK ニュース番組 

本館 こども学芸員任命式 

NHK 岡山放送局 NHK ラジオ第一「おからじ！」 

本館 おうちで楽しむ夢二郷土美術館 

RSK RSK ニュース番組 

本館 KIMONO 展 

KSB KSB ニュース番組 

本館 KIMONO 展 

OHK 岡山放送 OHK ニュース番組 

本館 オンラインバスツアー 

RSK RSK ニュース番組 

本館 オンラインバスツアー 

岡山県観光連盟 レディオモモ「ふるさと発見！おでかけ情報」コーナー 

本館 言の葉展について 

RSK 山陽放送 RSK テレビニュース 

本館 言の葉展 

Oni ビジョン Oni ビジョン Oni ニュース 9/14～ 

本館 言の葉展 
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RNC 西日本放送 RNC 夕方のニュース 

生家の秋 

KSB 瀬戸内海放送 KSB ニュース番組 

本館 言の葉展 

RSK ラジオ RSK「あもーれマッタリーノ」（ラジオカー） 

本館 言の葉展 

ＯHK エンタープライズ 「とっておきに会いに行く」岡山伝統工芸品めぐり 

本館 カフェ 

OHK 岡山放送 OHK 夕方のニュース 10/17 

本館 こども夢二新聞表彰式 

玉島テレビ放送 「文豪旅行記」12/11 放送 

生家 少年山荘外観（写真撮影） 

Oni ビジョン 「Oni ニュースプラス」 

本館 名品展 

RNC 西日本放送 RNC ニュース 

本館 名品展 

笠岡放送 エフエムゆめ

ウェーブ 

エフエムゆめウェーブ 

本館 名品展 

RSK ラジオ RSK「朝耳ラジオ 55」（ラジオカー） 

本館 名品展 

NHK 岡山放送局 NHK 岡山ニュースもぎたて！「岡山ノスタルジア」 

本館 別館 范曽美術館建物紹介 

OHK 岡山放送 OHK ニュース 2/16 

范曽美術館 

RNC 西日本放送 RNC ニュース 2/16 

范曽美術館 

西日本放送 RNC ニュース 3/30 テレビ、ラジオで紹介 

別館 「生家の春」 

岡山県観光連盟 レディオモモ「ふるさと発見！おでかけ情報」コーナー3/12 

本館 「大正ロマン」展、別館「生家の春」 

RSK 山陽放送 RSK ニュース 

本館「大正ロマン」展 

OHK 岡山放送 OHK 夕方のニュース 3/9 

本館「大正ロマン」展 

Oni ビジョン Oni ビジョン Oni ニュース 3/15～1 週間程度 

本館 「大正ロマン」展 

テレビせとうち TSC 夕方のニュース 3/14 

本館 「大正ロマン」展 
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NHK 岡山放送局 NHK「もぎたて」生中継 3/12 

本館「大正ロマン」展 

RSK ラジオ RSK「あもーれマッタリーノ」（ラジオカー） 

本館 「大正ロマン」展 

KSB 瀬戸内海放送 KSB ニュース 

本館「大正ロマン」展 

③ホームページ・動画等 

依頼元 掲載メディア 

内容 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo!JAPAN 

別館 七夕 

（株）オークシード 「ぐるっと関西」 

本館、別館 基本情報（コロナの影響を反映） 

エルフル（株） エルフル 

本館、別館 基本情報更新 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo!JAPAN 

本館 抒情展 

（株）トゥーエイト 「ツーリストガイド」 

本館 基本情報 

るるぶ観光データセンタ

ー 

「るるぶ＆more」 

基本情報更新 

web 版「美術手帖」 web 版「美術手帖」 

本館 KIMONO 展 

（株）レックス 「ウォーカープラス」 

本館 基本情報更新 

JAPAN TEXTILE NEWS 「JAPAN TEXTILE NEWS」 

本館 KIMONO 展 

瀬戸内市文化観光部文

化観光課 

「夢二のふるさと芸術交流プロジェクト」特設サイト 

別館 生家少年山荘写真掲載 

（株）JTB 西日本仕入開

発課 

2020 年下期旅の過ごし方メニューサイト 瀬戸内・山陰大周遊クーポン 

本館 基本情報 

web 版「美術手帖」 web 版「美術手帖」 

別館 生家の夏展 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 KIMONO 展、別館 生家の夏展 

ナビタイムジャパン トラ

ベル事業部 

NAVITIME サイト、NAVITIMETTravel サイト 

本館 コロナ対策情報 
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るるぶ観光データセンタ

ー （株）東京地図研究

社 

るるぶ観光データベース（「るるぶ＆more」等で紹介） 

本館 基本情報 

ワンプラスコミュニケーシ

ョン 

「観るなび」 

本館 基本情報 

ワンプラスコミュニケーシ

ョン 

岡山観光コンベンション協会 Facebook 

本館 KIMONO 展 

（株）公募ガイド社 「公募ガイド ONLINE」 

こども夢二新聞 

web 版「美術手帖」 web 版「美術手帖」 

本館 言の葉展、別館 生家の秋展 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo! JAPAN など 

本館 KIMNO 展 

（株）クラオス ALSOK 発行「Always」 

本館 基本情報 カフェ 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo! JAPAN など 

別館 重陽 

ももたろう観光センター 岡山観光コンベンション協会配信メルマガ 9 月号 

本館 言の葉展 

アートアジェンダ運営事

務局 

アートアジェンダ 

本館 言の葉展、別館 生家の秋展 

（株）オークシード 月刊プラザ岡山 

本館 言の葉展、別館 生家の秋展 

プレイライフ 「DOCOICO」（2020 年 1 月校正分）公開 

本館 基本情報、黒の助、別館 

岡山県環境文化部文化

振興課文化事業班 

「アートプロジェクトおかやま」 

本館 言の葉展 

（株）ナビタイムジャパン 「ナビタイムジャパン」 

本館 基本情報 

瀬戸内市総合政策部秘

書広報課 

「瀬戸内市 e 街ギフト」サイト掲載施設情報 

別館 椿茶房、美術館 基本情報 

（株）ナビタイムジャパン 「ナビタイムジャパン」 

別館 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、別館 基本情報（入館 1 割引クーポン） 

（株）JTB ビジネスネット

ワーク 

「えらべる倶楽部」 

本館、別館 基本情報更新 
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エルフル（株） 「エルフル」 

本館、別館（マイページサービススタート）基本情報 

web 版「美術手帖」 web 版「美術手帖」 

本館 名品展 

瀬戸内市観光協会 瀬戸内市観光協会 HP リニューアル 

別館 基本情報、椿茶房 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo！JAPAN 

別館 正月 

岡山県観光連盟 「岡山観光 web」「Explore Okayama」 

本館、別館 感染防止対策アイコン表示 

web 版「美術手帖」 「web 版美術手帖」 

本館 ＫＩＭＯＮＯ展 

ももたろう観光センター ももたろう観光センターメルマガ 

本館 KIMONO 展 

ビザビ 「撮りっぷ岡山」 

別館 基本情報 

ビザビ 「びぜん岡山にじいろトリップ」 

本館、別館 基本情報 

JAF 岡山支部 「JAF ホームページ」 

本館、別館 基本情報更新 

ビザビ 「First map」 

本館、別館 カフェ基本情報 

インターネットミュージア

ム事務局 

「インターネットミュージアム」干支コレクションアワード 

秋の山路 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo! JAPAN など 

范曽美術館 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo! JAPAN など 

別館 生家の春展 

（株）オークシード 「ぐるっと岡山」 

本館 名品展、別館 生家の冬展 

JAF 岡山支部 「ＪAF アプリクーポン」 

本館 art café 1000 円以上の利用でポストカードプレゼント 

（株）リロクラブ 「ドコモスゴ得コンテンツ」会員向けクーポン 

別館 提示てオリハプレゼント 

JAF 岡山支部 「JAF オンライン shop 紹介ページ」 

当館オンラインショップへのリンク 

web 版「美術手帖」 「web 版美術手帖」 

本館 名品展 
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㈱リロクラブ 「リロクラブ」 

本館、生家 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 大正ロマン展、別館 生家の春展 

JAF 岡山支部 「JAF ナビ」 

本館 art café 割引クーポン、大正ロマン展 

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、生家 スケジュール確認 

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」3 月号 

本館 大正ロマン展 

岡山市広報広聴課 「くらしの便利帳 2021 年版」 

協同組合インフォメーショ

ンテクノロジー関西 

JR 西日本、じゃらん net、Yahoo! JAPAN など 

本館 宵の夢二 

オークシード 「ぐるっと岡山」 

本館 大正ロマン展、別館 生家の春展 

畠山製菓㈱ HP「近くの見どころ」コーナー 

別館 基本情報 

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 

ももたろう観光センター ももたろう観光センターメルマガ 

本館 名品展 

計 新聞 35 件、雑誌・パンフレット等 60 件 

テレビ 29 件、ラジオ 6 件 

ホームページ・動画 62 件          合計 192 件 

 

４ 講演会と原稿執筆 

 2020年 9月 11日 岡山市立操南公民館 寿大学講座「郷土の詩人画家・竹久夢二の作品と生涯」 

―ふるさと岡山が与えた創作への影響と現代につなぐ夢二郷土美術館の活動― 

       講師：平松里美（当館学芸員） 

 2020年 10月 21日 ANAクラウンプラザホテル岡山 岡山丸の内ロータリークラブ例会講演 

          「ふるさと岡山から次世代へ発信する竹久夢二の魅力」 

       講師：小嶋ひろみ（当館館長代理） 

 2020年 11月 10日 岡山市立操南公民館 寿大学講座「郷土の詩人画家・竹久夢二の作品と生涯」 

―ふるさと岡山が与えた創作への影響と現代につなぐ夢二郷土美術館の活動― 

       講師：平松里美（当館学芸員） 

 2021年 1月 23日 岡山市立東公民館 福寿大学講座「「郷土の詩人画家・竹久夢二の作品と生涯」 

―ふるさと岡山が与えた創作への影響と現代につなぐ夢二郷土美術館の活動― 
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  →感染症拡大のため中止 

  

５ 夢二郷土美術館 文化講座 

   該当なし 

   コロナ対策のため、オンラインで「こども学芸員ギャラリートーク」「企画展解説」や、 

SNSで「＃おうちで楽しむ夢二郷土美術館」と題して情報を発信するなど、今までに行っていなかっ

た形で作品や企画展の情報を発信した。 

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 

 4月 25日 「夢二デザインで手づくりする御朱印帳」（感染症拡大のため中止） 

  5月 2日 「夜の特別鑑賞会「宵の夢二 解説つきプレミアムツアー」」（感染症拡大のため中止） 

  8月 8日 「ワークショップ「たらしこみの技法で短冊を作ろう」」 

  7月 18日～9月 16日 「第 10回「こども夢二新聞」募集」（展示 10月 17日～11月 3日） 

  8月 2日 「こども夢二新聞・新聞づくり教室」 

  8月 2日 「こども夢二新聞・こども記者バスツアー」 

  9月 16日 「夢二生誕日記念「オリジナル絵ハガキプレゼント」」 

  10月 17日～11月 3日 「第 10回「こども夢二新聞」作品展示」 

  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 24日 「黑の助 お庭番ねこ就任 4周年記念！黑の助カードプレゼント」 

  2021年 2月 7日 「こども学芸員によるギャラリートーク」（感染症対策のため動画配信） 

  1月 16日、2月 16日、3月 16日 「毎月 16日はオリジナル夢二絵はがきプレゼント」 

  

② 夢二郷土美術館 夢二生家記念館・少年山荘 

3月 1日 「瀬戸内市中央公民館連携：日本画講座 

「井手康人先生と金箔を使って夢二の椿を描こう!」」（感染症拡大のため中止） 

3月 12日 「リニューアル 1周年記念「オリジナル絵はがきプレゼント」」 

7月 18日～8月 30日 「「夢二の和傘アートライト」作品展示」 

 9月 16日 「夢二生誕日記念「オリジナル絵ハガキプレゼント」」 

 10月 17日～11月 3日 「第 10回「こども夢二新聞」作品展示」 

12月 20日 「創設記念日 オリジナル絵はがきプレゼント」 

  1月 16日、2月 16日、3月 16日 「毎月 16日はオリジナル夢二絵はがきプレゼント」 

 

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 22名 中学校 5校 80名 高校 2校 86名 大学 1校 5名  

一般（教職員免許更新講習）46名 

   職場体験 該当なし（感染症拡大につきお断りした） 
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  夢二生家記念館・少年山荘 

   校外学習 中学校 1校 6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「こちら竹久夢二研究所」 

   7月 14日 講師 井土真菜（学芸員） 

 

③ 第 10回「こども夢二新聞」募集 

  133件の応募から 18名に表彰 

  10月 17日～11月 3日にかけ本館と生家で計 133点の新聞を展示 

 

④ 第 9期「こども学芸員」 

  本年度 11名参加 

  勉強会 計 7回開催 

  2020年 2月 7日 11：00～ こどもたちによるギャラリートーク ※感染症対策のため動画配信 

⑤ アンケート・問い合わせ等への回答 

さくら着物工房様など 36件 

         

8 後援・協賛・協力等 

協力 

岡山県立美術館 
「おともで備前」 

カルチャーゾーン内で備前焼に関する展示イベント 

琴平バス株式会社 
オンラインバスツアー 

複数施設を訪ねる中で夢二郷土美術館での展示解説 

明石市立図書館 
瀬戸内資料の寄贈 

パンフ、チラシなどの寄贈 

出口裕子様 
11/6 自身のコンサートでセノオ楽譜の楽曲を歌うので楽譜を見せてほ

しいというご依頼 

朝日新聞メディアプ

ロダクション 星様 
朝日新聞夕刊（9 月掲載）プレゼント企画への参加 

（株）松竹撮影所 
テレビドラマ「名建築で昼食を」 

当館の包装紙を使用 

明石市立天文科学館 「2021 年全国カレンダー展」への資料提供依頼 

招き猫美術館 
web 企画「ねこの絵本に出合う旅」 

少年山荘で当館図録等を紹介 

曹源寺美術展実行委

員会 
「Installation in a Zen Garden」への協力 
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（株）グラニフ パスポート T シャツ企画への参加 

瀬戸内市社会福祉協

議会 
生家、令和 3 年度ふれあいサロンへの協力 

岡山県立美術館 
「おともで備前」 

カルチャーゾーン内で備前焼に関する展示イベント 

山陽新聞社 
2020 夏の幻想庭園・烏城灯源郷 宵待こみち 

蓬莱橋 夢二デザイン、作品パネル展示 

 

9 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） 


