
芸術文化の創造発信と
普及振興事業





芸 術 の 森 事 業 部

札幌芸術の森３０周年記念 ジュニアジャズ国際交流事業
札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ
平成２８年７月３０日（土）～８月６日（土）



管理運営事業
芸 術 の 森 事 業 部

主催事業

１ 音楽・舞台芸術事業

２ 芸術の森美術館事業

３ 工芸・工房事業

４ 利用促進

５ 彫刻美術館事業

平成２６年度実績 平成２７年度実績 平成２８年度実績
札幌芸術の森
札幌芸術の森野外美術館 入館者数 ７５，９３７人 ５３，６４２人 ５１，６１６人

利用料金収入 ９，１３２，７２０円 ７，４９７，４４０円 ５，８７６，１３０円
札幌芸術の森美術館 入館者数 １９８，３３４人 １７８，６２２人 ２０２，９１５人

工房等施設（アートホール、アトリエ、各工房、
野外ステージ）

※注）行為許可申請料を含む
利用料金収入 １３，４３１，７０４円 １５，５３７，０４１円 １４，３２２，８６７円

総入園者数 ５７３，９１２人 ５０３，０６３人 ５０１，５６２人
アウトリーチ 実施数 ６６４件 ６３８件 ４９１件

参加者数 １９３，２５８人 １７９，９５２人 ２３６，９２３人
※注）各工房の講習会受講者数等は総入園者数に含まれる。

本郷新記念札幌彫刻美術館
総入館者数 ６，２８７人※１ ７，６８６人 ９，５７９人
アウトリーチ 実施数 ３件 ０件 ４件

参加者数 ２２４人 ０人 １４４人

※１ 本郷新記念札幌彫刻美術館は、平成２５年１１月１８日から平成２６年１月１７日まで改修工事のため休館

定款第４条第１～２号に掲げる事業は、次により行った。

事 業 体 系

管 理 運 営 事 業
札幌市からの指定を受け、札幌芸術の森野外美術館、札幌芸術の森美術館、工房等施設、芸術の森センター、工芸

館などの札幌芸術の森園内の管理運営を行うほか、本郷新記念札幌彫刻美術館の管理運営を行った。

○各施設の利用状況

貸館事業、施設の維持管理等

芸術の森事業部

事業体系
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主 催 事 業

音 楽 ・ 舞 台 芸 術 事 業

�札幌の文化芸術発信事業

①サッポロ・シティ・ジャズ エゾグルーヴ２０１６
平成１９年に始まり、今年で開催１０年目を迎える国内最

大級のジャズフェスティバル。シンボル事業としての

「サッポロミュージックテントライブ」では、国内外の

トッププロによる演奏だけでなく、地元札幌を拠点に活

動する演奏家に注目した「ジャズサッポロ」、障がいの

ある方でも気軽に楽しむことのできる「ユニバーサル

ジャズライブ」、子育て中のママ・パパが気軽に楽しむこ

とのできる「デイタイム親子ジャズ」など、ジャズファ

ンだけではなく、より広範な層に音楽文化を普及させる

ための企画を様々展開。

また、全国から３６０組１，６００人を超える参加者によって

開催されたパークジャズライブは、会期を４日間に拡大

し、「札幌がジャズの街になる」を体現。

この他、一年を通して、南区定山渓で行われる「定山

渓ジャズタウン」、エスタビアガーデンとタイアップし

て行われる「ESTAスペシャルサマージャズライブ」、ク

ロスホテル札幌での「クロスシティジャズライブ」な

ど、企業・団体とのタイアップによる様々なステージを

展開した。

フェスティバルの運営にあたっては、約２００名の市民

ボランティア「ジャズセーバーズ」とともに展開。期間

中、様々な活動に参加いただいた。

また、７月上旬には前年のパークジャズライブコンテ

スト優勝バンドを、オーストリア・ウィーンジャズフェ

スティバルやイギリス・ロンドンの老舗ジャズクラブに

派遣し、シティジャズのプロモーションを兼ねたライブ

を行った。

期 日：通年（フェスティバル期間：

平成２８年７月８日（金）～８月１２日（金））

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、札幌市、

札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、STV

札幌テレビ放送株式会社、株式会社北海道新聞

社、株式会社読売新聞北海道支社、株式会社毎

日新聞北海道支社、株式会社朝日新聞北海道支

社、HBC北海道放送株式会社、UHB北海道文化

放送株式会社、HTB北海道テレビ放送株式会

社、TVh株式会社テレビ北海道、株式会社STV

ラジオ、株式会社エフエム北海道、株式会社エ

フエム・ノースウェーブ

後 援：外務省、ノルウェー王国大使館、スウェーデン

大使館、スイス大使館、ポルトガル大使館、北

海道、北海道運輸局、北海道教育委員会、札幌

市教育委員会、在札幌米国総領事館、中華人民

共和国駐札幌総領事館、在札幌ロシア連邦総領

事館、駐札幌大韓民国総領事館、在札幌オース

トラリア領事館、在札幌ノルウェー王国名誉領

事館、在札幌スウェーデン王国名誉領事館、在

札幌カナダ名誉領事館、一般財団法人地域創造、

公益社団法人北海道観光振興機構、公益財団法

人札幌国際プラザ、一般社団法人札幌観光協会、

札幌商工会議所、北海道旅客鉄道株式会社、一

般財団法人スウェーデン交流センター、札幌ア

リアンス・フランセーズ、北海道日中友好協会、

北海道カナダ協会

協 賛：株式会社太陽グループ、LEXUS旭川 藻岩 東苗

穂 月寒 宮の森 函館 帯広、サッポロビール株

式会社、株式会社アミノアップ化学、ホクレン

農業協同組合連合会、TOTO株式会社、クロス

ホテル札幌、Audi札幌東・Audi札幌西・Audi札幌

南、株式会社サッポロドラッグストアー、ライ

オン株式会社、富士ゼロックス北海道株式会社、

株式会社フヨウサキナ、大地みらい信用金庫、

一般財団法人大地みらい基金、株式会社ベスト

販売、株式会社オーディオテクニカ、株式会社

札幌振興公社、札幌駅前通まちづくり株式会社、

日本郵便株式会社北海道支社、株式会社ゆう

ちょ銀行、株式会社かんぽ生命、全日本空輸株

式会社、オリックス自動車株式会社、株式会社

ブルーノート・ジャパン、株式会社サークルＫ・

サンクス、ぴあ株式会社、札幌駅総合開発株式

会社、株式会社エルム楽器、株式会社水谷組、

株式会社ホクリヨウ、株式会社北海道アルバイ

音楽・舞台芸術事業
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ト情報社、ルスツリゾート、石屋製菓株式会社、

株式会社ティーケーピー、一般社団法人定山渓

観光協会、コーチャンフォーグループ株式会社

リラィアブル、ユナイテッド航空、クリプトン・

フューチャー・メディア株式会社、株式会社札

幌花き地方卸売市場、札幌PARCO、北海道エネ

ルギー株式会社、株式会社札幌都市開発公社、

公益財団法人札幌市公園緑化協会、札幌丘珠空

港ビル株式会社、日本ユニシス株式会社、ジャ

パンホームベーキングスクール、地崎商事株式

会社、三浦印刷株式会社、社会福祉法人札幌市

社会福祉協議会、株式会社ほくせん、SKタク

シーグループ、一般財団法人札幌市環境事業公

社、TSUTAYA、バウ・コミュニケーションズ、

パール楽器製造株式会社、株式会社ニッセンレ

ンエスコート、株式会社セブンスウェル、ピー

クスプリント、札幌美容協同組合、札幌イベン

ト救護ボランティアSEFA、札幌市円山動物園

協 力：ウィーン・ジャズ・フェスティバル、株式会社玉

光堂、HMV札幌ステラプレイス、タワーレコー

ド株式会社札幌ピヴォ店、音楽処、株式会社ア

ンフル、株式会社えんれいしゃ、公益財団法人

PMF組織委員会、第８回札幌アジア冬季競技大

会組織委員会、北海道創価学会、社団法人札幌

市手をつなぐ育成会、公益社団法人札幌市身体

障害者福祉協会、公益財団法人北海道盲導犬協

会、北海道NPO被災者支援ネット、house of

jazz、子育て支援ワーカーズぐるんぱ、札幌パー

クホテル、札幌グランドホテル、ニューオータ

ニイン札幌、株式会社ニュー三幸、株式会社河

合楽器製作所、紙ひこうき、なないろアルシェ、

CAFEサーハビー、札幌大通まちづくり株式会

社、公立大学法人札幌市立大学、有限会社ガイ

アデザイン、NORTH NAVI、有限会社札幌ビ

レッジボイス、ARBAN、JERICHO、BOSSA、

Live&Dining JAMUSICA、ツキネコカフェ、Live

& Bar くう、KENNY BURRELL、LIVE & BAR

D-Bop、ライブ＆バーアフターダーク、JAMAICA、

jazz & booze Half Note、ミライストカフェ、

LIVE Surr、SLOWBOAT、DAY BY DAY、

BUDDY BUDDY、FAMOUS DOOR、DIXIE

ROUX、喫茶ランプウェイ、JAZZ Bar Rondo、

Café& Bar Radio & Records、Kitchen & Bar

浪漫風、Lazy Bird、炭火焼肉えん、グルー

ヴィー

【オープニングパーティー】

サッポロ・シティ・ジャズのオープニングイベントと

して協賛社をはじめとする関係者を招待し実施。

期 日：平成２８年７月８日（金） 開場１８：００、開会１９：００

会 場：大通公園２丁目サッポロミュージックテント

料 金：無料（招待関係者のみ）

出 演：河野祐亮トリオ

入場者数：２４５人

【サッポロミュージックテントライブ】

サッポロ・シティ・ジャズのメインプログラム。大通公

園２丁目に設営されたサッポロミュージックテントを

会場に、約１か月間にわたり国内外の有力アーティスト

を迎えてのライブを連日開催した。

期 日：平成２８年７月９日（土）～３１日（日）

会 場：大通公園２丁目サッポロミュージックテント

入場者数：１１，８１１人

（１）サッポロミュージックテントライブ

料 金：１階Ａ席６，０００円、１階Ｂ席５，０００円、立見席

３，５００円、２階Ａ席７，０００円、２階Ｂ席６，０００円

（当日各５００円増）

① レ・フレール＜昼公演＞

期 日：７月９日（土） 開場１２：３０、開演１４：００

入場者数：５４４人

② レ・フレール＜夜公演＞

期 日：７月９日（土） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５３５人

③ 寺井尚子クインテット＜昼公演＞

期 日：７月１０日（日） 開場１２：３０、開演１４：００

入場者数：４３７人

④ 寺井尚子クインテット＜夜公演＞

期 日：７月１０日（日） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：４２８人

芸術の森事業部

主催事業
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⑤ 大和田慧Special guest佐藤竹善

期 日：７月１１日（月） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：４３１人

⑥ Keiko Lee

期 日：７月１２日（火） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５２３人

⑦ 大橋トリオ

期 日：７月１３日（水） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５５２人

⑧ Fried Pride featuring 武田真治

期 日：７月１４日（木） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５４２人

⑨ 山中千尋ニューヨーク・トリオ＜昼公演＞

期 日：７月１６日（土） 開場１２：３０、開演１４：００

入場者数：４１１人

⑩ 山中千尋ニューヨーク・トリオ＜夜公演＞

期 日：７月１６日（土） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：４２６人

⑪ BOB JAMES QUARTET

期 日：７月１７日（日） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５６０人

⑫ 山下洋輔スペシャル・カルテット

期 日：７月２０日（水） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：４５２人

⑬ ～MY SOUL TOWN～ PUSHIM×韻シスト

期 日：７月２１日（木） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５３８人

⑭ 野宮真貴

期 日：７月２２日（金） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５５８人

⑮ ORIGINAL LOVE

期 日：７月２３日（土） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５７７人

⑯ きたまえ↑林原めぐみ vs JiLL-Decoy association

期 日：７月２４日（日） 開場１２：００、開演１３：００

入場者数：５３８人

⑰ 織田哲郎

期 日：７月２５日（月） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５３１人

⑱ 大西順子トリオ

期 日：７月２６日（火） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５６７人

⑲ 日野皓正

期 日：７月２７日（水） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５６３人

⑳ RICHARD BONA

期 日：７月２８日（木） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５００人

� 大貫妙子と小松亮太

期 日：７月２９日（金） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５５９人

� SALENA JONES＜昼公演＞

期 日：７月３０日（土） 開場１２：３０、開演１４：００

入場者数：４７７人

� SALENA JONES＜夜公演＞

期 日：７月３０日（土） 開場１８：００、開演１９：３０

入場者数：５６２人

（２）JAZZ SAPPORO

札幌のジャズミュージシャンをフィーチャーする公

演を開催。

① デビッド・マシューズ＆札幌ジャズアンビシャス

Special guest 相田翔子

期 日：７月１５日（金） 開場１８：００、開演１９：３０

料 金：１階Ａ席６，０００円、１階Ｂ席５，０００円、立見

席３，５００円、２階Ａ席７，０００円、２階Ｂ席

６，０００円（当日各５００円増）

入場者数：４３３人

② 粟谷巧トリオ～ピアニスト故福居良氏を偲んで～

期 日：７月１７日（日） 開場１２：００、開演１３：００

料 金：１階Ａ席３，０００円、１階Ｂ席２，０００円、立見

席１，５００円、２階Ａ席４，０００円、２階Ｂ席

３，０００円（当日各５００円増）

入場者数：３５４人

③ Billy King

期 日：７月１９日（火） 開場１８：００、開演１９：３０

料 金：１階Ａ席５，０００円、１階Ｂ席４，０００円、立見

席２，５００円、２階Ａ席６，０００円、２階Ｂ席

５，０００円（当日各５００円増）

入場者数：４６５人

④ SCJ 10th ANNIVERSARY SPECIAL BAND

期 日：７月２４日（日） 開場１８：００、開演１９：３０

料 金：１階Ａ席５，０００円、１階Ｂ席４，０００円、立見

席２，５００円、２階Ａ席６，０００円、２階Ｂ席

５，０００円（当日各５００円増）

出 演：寺久保エレナ、馬場智章、山田丈造、泉川

貴広、粟谷巧、舘山健二

入場者数：５４９人

⑤ ジミー東原オールスターズSPECIAL LIVE

期 日：７月３１日（日） 開場１８：００、開演１９：３０

料 金：１階Ａ席６，０００円、１階Ｂ席５，０００円、立見

音楽・舞台芸術事業
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席３，５００円、２階Ａ席７，０００円、２階Ｂ席

６，０００円（当日各５００円増）

入場者数：４６１人

（３）ユニバーサルジャズライブ～ジャズの歴史を訪ね

るニューオーリンズへの旅～

会場内を車椅子対応とし、段差の解消や通路幅を広く

したレイアウトや設備を工夫。障害をお持ちの方、ジャ

ズ初心者の方でも気軽にライブを楽しめるように、司会

を交えた生演奏によりジャズの歴史をわかりやすく紹

介した。

期 日：７月２３日（土） 開場１１：００、開演１２：００

出 演：ジョニー黒田とディキシープリンス、蛇池

雅人、タック・ハーシー

料 金：１階自由席２，５００円、立見席１，５００円２階Ａ

席３，０００円、２階Ｂ席２，０００円（当日各５００

円増）

入場者数：３７２人

（４）デイタイム親子ジャズ

子育て中のママ・パパが乳幼児連れでも気楽に参加で

きるように桟敷のプレイスペースや授乳コーナーを設

け開催。有名曲のジャズアレンジや読み聞かせを実施し

た。

期 日：７月２８日（木） 開場１２：００、開演１３：００

出 演：Mizuho、タイガー大越

料 金：１階自由席（一般）２，５００円、（中・高・大）

１，５００円、（小学生以下）５００円、立見席

（前売指定席）１，５００円、２階指定席（一

般）２，５００円、（中・高・大）１，５００円（当日

各５００円増）

入場者数：３３６人

【クロスシティジャズライブ】

オフィス街のビジネスマン等に昼休みや退社時のわ

ずかな時間を利用してジャズを楽しんでもらうことを

目的に、クロスホテル札幌を会場にライブを実施。

期 日：平成２８年８月２日（火）～５日（金）、

９日（火）～１２日（金）

①１２：３０～１３：００ ②１８：３０～１９：００

会 場：クロスホテル札幌

主 催：クロスホテル札幌、サッポロ・シティ・ジャズ実

行委員会

料 金：無料

入場者数：５，９６１人

（１）８月２日（火）

出 演：竹本健一

入場者数：６１８人

（２）８月３日（水）

出 演：佐藤広大

入場者数：９３９人

（３）８月４日（木）

出 演：高木里代子

入場者数：７９３人

（４）８月５日（金）

出 演：Hanah Spring

入場者数：１，０３９人

（５）８月９日（火）

出 演：中塚武

入場者数：５０７人

（６）８月１０日（水）

出 演：RIDDIMATES

入場者数：４４７人

（７）８月１１日（木・祝）

出 演：澤田かおり

入場者数：５０４人

（８）８月１２日（金）

出 演：Sky’s The Limit

入場者数：１，１１４人

【定山渓ジャズタウン２０１６】

定山渓観光協会と協力し、２０１２年からスタートして今

年で５回目。定山渓神社を会場に、主に北海道で活躍す

るジャズアーティスト総勢９組による野外ライブを開

催した。

期 日：平成２８年７月２９日（金）～３１日（日）

会 場：定山渓神社特設ステージ

主 催：一般社団法人定山渓観光協会

協 賛：札幌市、サッポロビール株式会社、中定建設株

式会社

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会、定山渓温

泉旅館組合、定山渓連合町内会、定山渓神社氏

子会、BAR 一慶、株式会社リスペクト、テイク

エー・エンターテインメント株式会社、ケイズ

サウンド株式会社他

後 援：札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート

料 金：無料

入場者数：２，８８８人

（１）７月２９日（金）（※雨天のため定山渓ホテルロビー

会場にて開催）

出 演：高橋直希Quintet、Sapporo Cozy Swing Trio、

札幌ジャズアンビシャスSpecial Combo

芸術の森事業部
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入場者数：４８９人

（２）７月３０日（土）

出 演：小林美由紀Trio、COPA DOIS withジョ

ニー黒田、粟谷巧Trio

入場者数：１，４２２人

（３）７月３１日（日）

出 演：小野健悟Group、山木将平、寺地美穂スペ

シャルバンド

入場者数：９７７人

【SCJ×ESTAスペシャルサマージャズライブ】

「エスタビアガーデン」前の特設ステージを設け、サッ

ポロ・シティ・ジャズセレクトのミュージシャンによる

ジャズライブを実施した。

期 日：平成２８年７月１９日（火）～７月２３日（土）

①１８：００～１８：３０ ②１９：００～１９：３０

会 場：エスタ２Ｆ屋外テラス特設ステージ

主 催：JR TOWER ESTA、サッポロ・シティ・ジャズ実

行委員会

料 金：無料

入場者数：８，３８２人

（１）７月１９日（火）

出 演：河野祐亮・佐藤洋祐DUO

入場者数：１，３０５人

（２）７月２０日（水）

出 演：板橋夏美 with“bluffer”

入場者数：１，５７４人

（３）７月２１日（木）

出 演：Sapporo Funk Organization

入場者数：２，０８０人

（４）７月２２日（金）

出 演：玉村優香×菅原昇司×長沼たつる

入場者数：１，８６５人

（５）７月２３日（土）

出 演：W-Rainbow

入場者数：１，５５８人

【SAPPORO CITY JAZZ IN SUSUKINO～すすきの音楽

祭～】

すすきの音楽祭とサッポロ・シティ・ジャズのコラボ

レーションイベントとして平成１８年より開催。１００人以

上の市民とゴスペルシンガーのNatsuki氏がひとつのス

テージを作り上げる「すすきのゴスペル」は今年で３

回目を迎えた。

（１）ワークショップ

期 日：平成２８年７月１０日（日）、１７日（日）、２４日（日）

１４：００～１６：３０

会 場：札幌芸術の森野外ステージ（７／１０、７／２４）、

東区民センター（７／１７）

講 師：Natsuki

参加料：３，５００円

参加者数：１０５人

（２）ライブ

期 日：７月２７日（水）、２８日（木）１８：００～２１：４５

会 場：すすきの交差点特設ステージ

主 催：SAPPORO CITY JAZZ in SUSUKINO実行

委員会

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：（２７日）B×ATLES、espressivo、CROSS

ROADS、Hiro ABE Trad Jazz 4、“すすき

のゴスペル”LIVE Natsuki

（２８日）ビートガレージ札幌、Sapporo

Cavern Club、Sting-Ray、The SapporoFunk

Organization、すすきのゴスペル LIVE

Natsuki

料 金：無料

入場者数：９，１６１人（２７日４，２５０人、２８日４，９１１人）

【根室＆釧路＆札幌いいところフェア】

サッポロ・シティ・ジャズの協賛社である大地みらい

信用金庫・一般社団法人大地みらい基金とタイアップし、

札幌駅前通地下歩行空間を会場に、根室・釧路観光展と

合わせたジャズライブを開催。

期 日：平成２８年７月２３日（土）、２４日（日）

①１３：３０～１４：００、②１５：３０～１６：００、

③１７：３０～１８：００

会 場：札幌駅前通地下歩行空間札幌駅側イベントス

ペース

主 催：大地みらい信用金庫、一般財団法人大地みらい

基金

共 催：北海道釧路総合振興局、北海道根室振興局

出 演：（２３日）中嶋和哉Band、（２４日）舘山健二trio

料 金：無料

入場者数：７９３人（２３日３８１人、２４日４１２人）

【ホクレンpresents親子で楽しくクイズラリー】

音楽とともに道産食材を活用した食事を味わうこと

のできるサッポロミュージックテントのコンセプトを

強く打ち出すため、ホクレン農業協同組合連合会との提

携により「北海道の食」のPRを目的とした食育ワーク

音楽・舞台芸術事業
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ショップを開催した。夏休み期間中の１００名を超える親

子を対象に、クイズラリーを実施。参加者は、クイズラ

リー終了後、道産食材を材料とする料理を味わった。

期 日：平成２８年７月２７日（水）１０：００～１３：００

会 場：大通公園２丁目サッポロミュージックテント、

札幌市役所、大通公園１丁目、地下歩行空間北

３条交差点広場、地下歩行空間北１条イベント

スペース、札幌三越

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

協 賛：ホクレン農業協同組合連合会

料 金：無料

入場者数：４７組１１６人

【サッポロ・シティ・ジャズ×ジャズバースタンプラリー】

市内のジャズバーやカフェ等と提携し、誘客における

相乗効果を図るためスタンプラリーを開催した。

期 日：平成２８年７月９日（土）～８月５日（金）

協 力：JERICHO、BOSSA、Live&Dining JAMUSICA、

ツキネコカフェ、Live & Barくう、KENNY BURRELL、

LIVE & BAR D-Bop、ライブ＆バー アフター

ダーク、JAMAICA、jazz & booze Half Note、ミ

ライストカフェ、LIVE Surr、SLOWBOAT、

DAY BY DAY、BUDDY BUDDY、FAMOUS

DOOR、DIXIE ROUX、喫茶ランプウェイ、JAZZ

Bar Rondo、Café& Bar Radio & Records、

Kitchen & Bar 浪漫風、Lazy Bird、炭火焼肉え

ん、グルーヴィー

参加者数：５７人

【SAPPORO CITY JAZZ WEEK 2016】

サッポロファクトリーを会場に、サッポロ・シティ・

ジャズがセレクトしたミュージシャンによるライブを

開催した。

期 日：平成２８年９月５日（月）～９日（金）１９：００～１９：３０

会 場：サッポロファクトリーアトリウム Ｂ１階特

設ステージ

主 催：サッポロ不動産開発株式会社、サッポロ・シ

ティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

（１）９月５日（月）

出演者：my&Jennie

入場者数：２６７人

（２）９月６日（火）

出演者：山木将平

入場者数：２４９人

（３）９月７日（水）

出演者：Rare names quartet

入場者数：３１８人

（４）９月８日（木）

出演者：grip grip brass band

入場者数：２０２人

（５）９月９日（金）

出演者：蛇池雅人＆木村優Duo

入場者数：４１３人

【サッポロ・サウンド・スクエア】

サッポロ・シティ・ジャズのプロモーションを目的に、

多くの市民が行き交う「チ・カ・ホ」を会場とするライ

ブイベントを実施した。

会 場：札幌駅前通地下歩行空間北３条交差点広場

主 催：札幌駅前通まちづくり株式会社、サッポロ・シ

ティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

（１）my&Jennie

期 日：平成２８年５月２７日（金）１８：００～１８：３０

入場者数：３００人

（２）山木将平

期 日：平成２８年６月８日（水）１８：００～１８：３０

入場者数：３００人

（３）蛇池雅人 standard quartet

期 日：平成２８年６月２１日（火）

①１２：００～１２：３０ ②１８：００～１８：３０

入場者数：①３００人 ②３５０人

（４）Rare names quartet

期 日：平成２８年９月８日（木）１８：００～１８：３０

入場者数：２５０人

（５）beat sunset

期 日：平成２８年１２月１３日（火）１８：００～１８：３０

入場者数：３００人

（６）札幌ジュニアジャズスクールClub SJF

期 日：平成２９年１月１１日（水）１８：００～１８：３０

入場者数：３２０人

【SAPPORO CITY JAZZ in MARUYAMA ZOO】

札幌市円山動物園への誘客を目的として、屋内特設会

場を設置し、来園者を対象にジャズライブを開催した。

主 催：札幌市円山動物園

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

（１）期 日：平成２８年１２月２３日（金・祝）

①１３：３０～１４：００ ②１４：３０～１５：００

芸術の森事業部
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会 場：円山動物園 動物園センター内情報ホール

出 演：THE NORTHERNLIGHTS ORCHESTRA

料 金：無料

入場者数：４６人（①２１人 ②２５人）

（２）期 日：平成２９年２月１１日（土・祝）

①１３：３０～１４：００ ②１４：３０～１５：００

会 場：円山動物園 動物科学館ホール

出 演：beat sunset

料 金：無料

入場者数：２８０人（①１５０人 ②１３０人）

【SAPPORO CITY JAZZ in 森の音楽会】

もいわ山ロープウェイ中腹駅のフォレストギャラリー

にて、観光客を対象とするジャズライブを開催した。

主 催：株式会社札幌振興公社

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

会 場：もいわ山中腹駅フォレストギャラリー

料 金：無料

（１）期 日：平成２８年９月２５日（日）１４：００～１５：００

出 演：山木将平

入場者数：１３０人

（２）期 日：平成２８年１０月９日（日）１４：００～１５：００

出 演：吉澤吉澤

料 金：無料

入場者数：１００人

【Rusutsu 100days Music Night –Season5–】

北海道を代表するウィンターリゾート「ルスツリゾー

ト」の協力のもと、JAZZ、Fusion、J-POPなどSAPPORO

CITY JAZZがセレクトしたミュージシャン達が、ルスツ

リゾートを訪れるスキー客、観光客向けに１２月２３日～４

月１日までの１００日間毎日生演奏を披露するライブを実

施した。

期 日：平成２８年１２月２３日（金・祝）～平成２９年４月１日（土）

①１９：３０～２０：１０ ②２１：００～２１：４０

会 場：ルスツリゾート内 スポーツバー「クリケット」

主 催：加森観光株式会社

共 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

出 演：

１２月２３日（金・祝）～２５日（日） Hiro ABE Trad Jazz 4

１２月２６日（月）～３０日（金） 瀧村正樹ラテンジャズデュオ

１２月３１日（土）～３日（火） ブラジリアンデュオ

１月４日（水）～６日（金） Natsuki

１月７日（土）～１０日（火） 山木将平

１月１１日（水）～１３日（金） 横尾美穂

１月１４日（土）～１７日（火） David Sweetow

１月１８日（水）～２０日（金） David Matthews

１月２１日（土）～２４日（火） Notes of North

１月２５日（水）～２７日（金） SAYAKA & Carlos

１月２８日（土）～２９日（日） 中嶋和哉Duo

１月３０日（月）～２月１日（水） 津軽三味線 忍弥（NIYA）

２月２日（木）～４日（土） W-Rainbow

２月５日（日）～９日（木） 高橋智美

２月１０日（金）～１３日（月） 松原慎之介カルテット

２月１４日（火）～１７日（金） 熊谷望・折原寿一Duo

２月１８日（土）～２１日（火） Tres Dias Parto

２月２２日（水）～２４日（金） Latte

２月２５日（土）～２７日（月） Bill Rings

２月２８日（火）～３月２日（木） Curry Mind

３月３日（金）～５日（日） イノイタルバンド

３月６日（月）～９日（木） 優香quintet

３月１０日（金）～１２日（日） HIKAblef Trio

３月１３日（月）～１７日（金） musica trio

３月１８日（土）～２０日（月・祝） my&Jennie

３月２１日（火）～２３日（木） AKI’s Duo

３月２４日（金）～２６日（日） 中嶋和哉Duo

３月２７日（月）～２８日（火） トラベローグ

３月２９日（水）～３０日（木） 山木将平

３月３１日（金）～４月１日（土）山木康世×山木将平

入場者数：１０，０００人（期間中合計）

【ウィンタースポーツヴィレッジ in チカホ】

２０１７冬季アジア札幌大会３００日前PRとして開催したイ

ベントにおいて、ジャズライブを実施した。

期 日：平成２８年４月２３日（土）～２５日（月）

会 場：札幌駅前通地下歩行空間北３条交差点広場

主 催：第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

料 金：無料

入場者数：９４０人

（１）４月２３日（土）１６：３０～１７：００

出 演：小野健悟Group

入場者数：２２０人

（２）４月２４日（日）１３：００～１３：３０

出 演：花田進太郎北垣響Duo

入場者数：２００人

（３）４月２４日（日）１６：３０～１７：００

出 演：my & Jennie

入場者数：２５０人

音楽・舞台芸術事業

�札幌の文化芸術発信事業
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（４）４月２５日（月）１８：００～１８：３０

出 演：山木将平

入場者数：２７０人

【２０１７冬季アジア札幌大会団長主催公式夕食会】

アジア各国や地域より来札された２０１７冬季アジア札

幌大会関係者の公式夕食会で、シティジャズのPRを目

的としたジャズライブを開催した。

期 日：平成２８年４月２５日（月）１９：００～１９：１０

会 場：札幌プリンスホテル国際館パミール

主 催：第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：Mizuho

入場者数：７７人

【サッポロ・シティ・ジャズ２０１６ Kick‐Off Live】

さっぽろ地下街オーロラプラザを会場に、サッポロ・

シティ・ジャズ２０１６の開幕を告知するため、ジャズライ

ブを開催した。

期 日：平成２８年７月２日（土）

①１４：００～１４：３０ ②１５：００～１５：３０

会 場：さっぽろ地下街オーロラプラザ

主 催：札幌都市開発公社

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：札幌ジュニアジャズスクールClub SJF

料 金：無料

入場者数：４００人

【２０１６東地区オータムコンサート in 頓宮】

札幌市中央区東地区連合町内会が主催するオータム

コンサートin頓宮で、シティジャズ・セレクトのミュー

ジシャンのライブを開催した。

期 日：平成２８年１０月１５日（土）１６：００～１７：２０

会 場：北海道神宮頓宮境内社務所

主 催：札幌市中央区東地区連合町内会

共 催：札幌市中央区東まちづくりセンター

協 力：公益財団法人PMF組織委員会、サッポロ・シ

ティ・ジャズ実行委員会

出 演：第１部 PMF修了生による打楽器のコンサー

ト／白戸達也

第２部 ジャズファンに贈るSAPPORO CITY

JAZZライブ／中嶋和哉duo

料 金：無料

入場者数：１４７人（第１部７１人、第２部７６人）

【サッポロ・シティ・ジャズ プレミアムフライデーライ

ブ in Ario】

サッポロ・シティ・ジャズのプロモーションを目的に、

プレミアムフライデーを楽しむアリオ札幌の買い物客

を対象としたジャズライブを開催した。

期 日：平成２９年３月３１日（金）

①１６：００～ ②１７：３０～

会 場：アリオ札幌 ハーベストコートイベント広場

主 催：アリオ札幌、サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：小野健悟、本山禎朗

料 金：無料

入場者数：２３０人（①１４０人 ②９０人）

【海外プロモーション】

サッポロ・シティ・ジャズ２０１５パークジャズライブコ

ンテスト優勝バンドの河野祐亮ピアノトリオを、オース

トリア・ウィーンジャズフェスティバルに派遣したほか、

イギリスの老舗ジャズクラブでの演奏活動をとおして、

サッポロ・シティ・ジャズのPRを行った。

期 日：平成２８年７月３日（日）～４日（月）

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

助 成：独立行政法人国際交流基金

出 演：河野祐亮ピアノトリオ

河野祐亮、座小田諒一、木下晋之介

（１）ウィーンジャズフェスティバル（オーストリア）

期 日：平成２８年７月３日（日） 開場２０：３０、開演２１：００

会 場：JAZZ&MUSIC CLUB Porgy&Bess

入場者数：２７３人

（２）ロニースコッツ（イギリス）

期 日：平成２８年７月４日（月） 開場２３：３０、開演２４：００

会 場：JAZZ CLUB Ronnie Scott’s

入場者数：２１３人

【サッポロシティ☆ジャズ史】

サッポロ・シティ・ジャズのプロモーションを目的に、

無料のインターネット放送イベントを実施した。

主 催：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：小野健悟、中澤絢乃、白鳥雄介、ミルクス本物、

岡田善敬 ほか

料 金：無料

（１）vol．１

期 日：１月２５日（水）１８：００～１８：４０

会 場：札幌駅前通地下歩行空間北２条交差点広場

入場者数：４１５人

芸術の森事業部

主催事業
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（２）vol．２

期 日：３月１２日（日）１５：００～１５：４０

会 場：紀伊國屋書店札幌本店インナーガーデン

入場者数：２３７人

�次世代の文化芸術の担い手の育成・支援事業

①第１７期札幌ジュニアジャズスクール
小中学生を対象とする通年型ジャズスクールの１７年

目。オーディションで選考された小学生２９名（SJF Junior

Jazz Orchestra）、中学生２２名（Club SJF）が第１７期メン

バーとして参加。毎週土・日を中心とした定期練習のほ

か、市内外で社会福祉活動の一環としての演奏会の開催

やイベントでの演奏などの活動を行った。

期 日：通年

会 場：アートホールほか

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教

育委員会

特別協賛：株式会社NTTドコモ北海道支社、北海道エネル

ギー株式会社

協 賛：有限会社福岡燃料、株式会社エルム楽器、名鉄

観光サービス株式会社

助 成：公益財団法人音楽文化創造

特別支援：株式会社北海道エアメール、札幌日信電子株式

会社

参 加：小学生クラス ２９人（SJF Junior Jazz Orchestra）、

中学生クラス ２２人（Club SJF）

常任講師：杉本武志（元札幌市澄川中学校教諭）、中嶋和

哉（トランペット奏者）

受講料：１ヶ月２，５００円

定期練習：４月９日（土）～２月１２日（日）７２日間

演奏会等（会場／参加クラス／来場者数）：

・４月９日（土） 開講式（アートホール／小・中学生）

・４月２９日（金・祝）～５月１日（日） 砂川合宿

（砂川市／中学生）

音楽・舞台芸術事業

�次世代の文化芸術の担い手の育成・支援事業
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・４月２９日（金・祝） 砂川キッズジャズスクールとの合同練習

（砂川市／中学生）

・５月４日（水・祝） 北海道日本ハムファイターズ

「WE LOVE HOKKAIDO シリーズ２０１６」

GWスペシャル音楽祭

（札幌ドーム／中学生／１，４９３人）

・５月７日（土） エルム楽器リペアクリニック

（アートホール／小・中学生）

・５月２２日（日） デビッド・マシューズ氏 スクール訪問

（アートホール／小・中学生）

・５月２８日（土） アカプラミュージックフェス

（札幌市北３条広場「アカプラ」／中学生／３００人）

・５月２９日（日） 札幌太田病院 社会福祉演奏会

～日曜心の健康会

（札幌太田病院／中学生／１００人）

・６月３日（金） 第２２回全国女性消防団員活性化大会

北海道大会

（ロイトン札幌／中学生／２，０００人）

・６月４日（土） ドコモの森植樹活動

（ドコモカムイシリの森／中学生）

・６月１１日（土） 第４２回 日本ICS協議会全国大会

（ロイトン札幌／中学生／１，０００人）

・６月１４日（火） 北海道神宮例祭

（北海道神宮／中学生／２００人）

・６月１７日（金） 第２８回一般社団法人日本鉄リサイク

ル工業会全国大会

（ロイトン札幌／中学生／６００人）

・６月１７日（金）～１９日（日） ルスツ合宿

（ルスツリゾート／小学生）

・６月１８日（土） 札幌ジュニアジャズスクールinルスツ

ジュニアジャズオーケストラコンサート

（ルスツリゾート／小学生／８０人）

・６月１９日（日） 札幌ジュニアジャズスクール＆

Mt, Youtei Jr, JAZZ School合同練習発表会

（ルスツリゾート／小学生／５０人）

・６月２６日（日） 笹島明夫ワークショップ

（アートホール／小・中学生）

・７月２日（土） サッポロ・シティ・ジャズ２０１６Kick‐Off Live

（さっぽろ地下街オーロラプラザ／中学生／４００人）

・７月２７日（水） サッポロミュージックテントライブ

日野皓正ライブ鑑賞

（大通公園２丁目サッポロミュージックテント／小・中学生）

・７月３１日（日） サッポロ・シティ・ジャズ２０１６パークジャズライブ

（札幌市北３条広場「アカプラ」／小・中学生／１，０４２人）

・７月３１日（日）～８月６日（土）

札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ

（アートホールほか／小・中学生）

・８月２７日（土）～２８日（日） 広尾合宿

（広尾町大丸山森林公園サンタの家野外ステージ／中学生）

・８月２７日（土） 広尾サンタランド・ジャズスクールとの合同練習

（広尾町／中学生）

・８月２８日（日） SANTALAND-JAZZコンサート２０１６

（広尾町／中学生／１００人）

・９月３日（土） ドコモ草刈イベント

（ドコモカムイシリの森／小学生）

・９月１７日（土） ルスツうまいもん祭り

（ルスツリゾート／小学生／２，１４８人）

・９月１８日（日） ルスツうまいもん祭り

（ルスツリゾート／中学生／４，２４３人）

・１０月１日（土） 札幌市青少年科学館開館記念感謝デー

（札幌市青少年科学館／小学生／３，４００人）

・１０月１日（土） 第１８回日本認知症グループホーム大会

（札幌プリンスホテル国際館パミール／中学生／６００人）

・１０月１０日（月・祝） 大倉山オータムジャズ

（大倉山ジャンプ競技場／小・中学生／２００人）

・１０月１５日（土） デビッド・マシューズワークショップ

（アートホール／小・中学生）

・１０月３０日（日） 札幌太田病院 社会福祉演奏会

～日曜心の健康会

（札幌太田病院／小学生／１００人）

・１１月３日（木・祝） 第１７期札幌ジュニアジャズスクール定期演奏会

（アートホール／小・中学生／３００人）

・１１月６日（日） 第２１回芸術の森地区音楽祭

（アートホール／小学生／４００人）

・１１月１２日（土） 赤い羽根まんが祭り２０１６

（アートホール／小・中学生／２２０人）

・１１月１９日（土） 白石区民センター移転オープニングコンサート

（白石区民センター／小・中学生／４００人）

・１１月２０日（日） 第１６回ドコモふれあいコンサート

（NTTドコモ北海道支社内ドコモホール／小・中学生／３００人）

・１２月３日（土）～４（日） 壮瞥遠征（壮瞥町／中学生）

・１２月３日（土） 壮瞥中学校吹奏楽部、

Mt,Youtei Jr, JAZZ Schoolとの交流

（壮瞥町／中学生）

・１２月４日（日） WINTER JAZZ CONCERT

（壮瞥町地域交流センター山美湖／中学生／２７０人）

・１２月１１日（日） 平成２８年度札幌市障がい者週間記念事業“楽芸会”

（札幌市身体障害者福祉センター／小・中学生／１２０人）

・１２月１７日（土）～１８（日） 幕別遠征（幕別町／小学生）

・１２月１８日（日） クリスマスJAZZライブ

芸術の森事業部

主催事業
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（幕別町百年記念ホール／小学生／２５０人）

・１２月１８日（日） 第３３回ななかまどコンサート

（江別市民文化ホール／中学生／４００人）

・１２月２１日（水） 第５５回ふれあいコンサート「クリスマスの夕べ」

（北海道大学病院アメニティホール／小学生／２００人）

・１２月２４日（土）～２５（日） 砂川遠征

（砂川市／中学生）

・１２月２５日（日） CHRISTMAS JR. JAZZ LIVE IN YOU

（砂川市地域交流センターゆう／中学生／２００人）

・１月４日（水） ライオンズクラブ国際協会３３１Ａ地区

２０１７年在札３８ライオンズクラブ合同

新年交礼会プログラム

（札幌パークホテル／中学生／６６５人）

・１月１１日（水） 北海道エネルギープレゼンツぬくもりコンサート

（ラ・ナシカていね／小学生／６０人）

・１月１１日（水） サッポロ・サウンド・スクエア vol．６

（札幌駅前通地下歩行空間北３条交差点広場／中学生／３２０人）

・１月１４日（土） 第１７回ドコモふれあいコンサート

（札幌西円山病院／中学生／７５人）

・１月２８日（土） 雪あかりの祭典～miniライブ

（芸術の森センター／小・中学生／６０人）

・２月７日（火） 札幌ライラックライオンズクラブ

チャーターナイト

（札幌グランドホテル／札幌ジュニアスクールOB・OGバンド／７０人）

・２月１８日（土） ジャズスクール in 北海道ともだちコンサート

（札幌市教育文化会館／小・中学生／６４５人）

・２月１９日（日）ライラックチャリティMUSIC LAMP vol．８

（札幌市教育文化会館／小・中学生／７０１人）

・３月１２日（日） 修了式（アートホール／小・中学生）

・３月１８日（土）、１９日（日） 第１８期生オーディション

（アートホール／小・中学生）

【ジャズの種プロジェクト】

「ジュニアジャズで街を元気に！」を合言葉に、札幌

ジュニアジャズスクールの活動をモデルに、道内の市町

村にジャズスクールを創設し、活動を支援するプロジェ

クト。砂川、幕別、羊蹄、広尾各スクールと一年を通じ

て合同の合宿や演奏会など交流活動を行った。

（１）砂川キッズジャズスクール（砂川市）

期 日：通年

会 場：砂川市地域交流センターゆう

主 催：砂川市地域交流センターゆう（NPO法人ゆう）

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：菅原昇司

参 加：砂川市内及び近郊の小学生２６人

定期練習：４月２日（土）～３月１１日（土）１８日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・４月２９日（金・祝） 札幌ジュニアジャズスクールの合同練習

（砂川市地域交流センターゆう）

・５月１５日（日） 緑と花の祭典（砂川北光公園／２００人）

・７月１６日（土） すながわジャリボリー

（株式会社ローレル／１１０人）

・７月３１日（日）～８月６日（土）

札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ

（アートホールほか）

・１０月１５日（土） 第４９回砂川市民文化祭

（砂川市地域交流センターゆう／１，５３５人）

・１１月７日（月） 豊小お昼のオアシス

（豊沼小学校／９０人）

・１２月１７日（土） 合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・１２月２４日（土） 合同ワークショップ

（砂川市地域交流センターゆう）

・１２月２５日（日） CHRISTMAS JR. JAZZ LIVE IN YOU

（砂川地域交流センターゆう／２００人）

・２月１２日（日） ゆう１０周年記念演劇「夢のつみたて」

（砂川地域交流センターゆう／３４５人）

・２月１８日（土） ジャズスクール in 北海道ともだちコンサート

（札幌市教育文化会館／６４５人）

（２）まくべつジュニア・ジャズスクール（幕別町）

期 日：通年

会 場：幕別町百年記念ホール

主 催：NPOまくべつ町民芸術劇場

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：佐々木源市

参 加：幕別町内及び近郊の小学生２６人

定期練習：４月９日（土）～３月２５日（土）１６日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・４月２４日（日） 幕別・広尾合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・５月５日（木・祝） こどもの日 夢ホール

（幕別町百年記念ホール／２００人）

・６月２６日（日） オビヒロホコテン２０１６

（帯広駅前広小路アーケード下／１００人）

・７月９日（土） GANKE FES

（くったり温泉レイク・イン／１００人）

・７月１７日（日） まくべつ夏フェスタ２０１６

（幕別町陸上運動公園／２００人）

音楽・舞台芸術事業
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・７月１８日（月・祝） 十勝こむぎピザマラソンまつり

（十勝ヒルズ／６０人）

・７月３０日（土） メンテナンス練習

（幕別町百年記念ホール）

・７月３１日（日）～８月６日（土）

札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ

（アートホールほか）

・８月１５日（月） 帯広未来ジャズ

（帯広駅北多目的広場／１００人）

・８月２８日（日） SANTALAND-JAZZコンサート２０１６

（広尾町大丸山森林公園サンタの家野外ステージ／１００人）

・９月１８日（日） 新冠ビッグバンドジャズフェスティバル２０１６

（新冠町レ・コード館／３００人）

・１１月２６日（土） 広尾サンタランド・ジャズスクールとの

合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・１２月１７日（土） 合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・１２月１８日（日） クリスマスJAZZライブ

（幕別町百年記念ホール／２５０人）

・２月１８日（土） ジャズスクール in 北海道ともだちコンサート

（札幌市教育文化会館／６４５人）

・３月２６日（日） 単独成果発表ライブおよび募集説明会

（幕別町百年記念ホール／１００人）

（３）Mt．ようてい・ジュニア・ジャズスクール（羊蹄山麓町村）

期 日：通年

会 場：倶知安厚生病院、旧東陵中学校

運 営：Mt．ようてい・ジュニア・ジャズスクール運営委員会

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

常任講師：青砥義隆、深澤正之

参 加：羊蹄エリア４町村の小中学生２９人

定期練習：４月１６日（土）～３月１１日（土）２１日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・５月１５日（日） 特別講師和泉宏隆氏による

公開ワークショップ

（蘭越パームホール／７３人）

・６月１９日（日） 札幌ジュニアジャズスクールとの合同練習

（ルスツリゾート）

・７月９日（土） ニセコクラシックロードレース 前夜祭

（グランヒラフ／１００人）

・７月１６日（土） ニセコ倉庫邑（ニセコ駅前／３００人）

・７月２８日（木） 倶知安神社例大祭

（倶知安神社／２５０人）

・７月３１日（日）～８月６日（土）

札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ

（アートホールほか）

・８月７日（日） くっちゃんじゃが祭

（くっちゃんじゃが祭メインステージ／２，０００人）

・８月１２日（金） くっちゃんサウンドクリエーション

（倶知安駅前JA 石蔵倉庫／１００人）

・８月１３日（土） 北海道ジャズ・イン・小樽２０１６

（小樽マリン広場／１５０人）

・８月１４日（日） 京極ふるさと祭２０１６

（京極ふるさとまつり広場／１００人）

・８月１４日（日） 喜茂別夏まつり（１００周年）

（喜茂別夏まつり広場／３００人）

・８月２０日（土） ひらふまつり２０１６

（倶知安町サンスポーツランド広場／６００人）

・８月２７日（土） らんこ市２０１６

（蘭越町総合体育館／３００人）

・８月２８日（日） エルム夏まつり

（エルム楽器 エルムホール／１００人）

・９月２２日（木・祝） 蘭越マルシェ２０１６

（蘭越町街の茶屋／１５０人）

・９月２５日（日） 余市味覚の祭典「よいち大好きフェスティバル」

（余市アップルポート／１５，０００人）

・１０月２日（日） 蘭越きらら建国祭

（蘭越きらら建国祭特設会場／３００人）

・１０月２７日（木） 厚生病院ハロウィンコンサート

（倶知安厚生病院／１００人）

・１１月１２日（土） 倶知安総合文化祭 町民音楽祭

（倶知安町公民館／４００人）

・１２月１７日（土） 合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・１月１８日（水） リチャードドネッティ＆

オーストラリアチェンバーオーケストラ

（グランヒラフスキー場／１３０人）

・２月１８日（土） ジャズスクール in 北海道ともだちコンサート

（札幌市教育文化会館／６４５人）

・３月１８日（土）、１９日（日） 平成２８年度ファイナルラ

イブおよび募集説明会

（１８日 倶知安町公民館大ホール／１２０人）

（１９日 蘭越らぶちゃんホール／８０人）

（４）広尾サンタランド・ジャズスクール（広尾町）

期 日：通年

会 場：旧広尾小学校 ほか

主 催：広尾サンタランド・ジャズスクール事務局

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

芸術の森事業部
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常任講師：小野健悟、土屋雄嗣

参 加：広尾町及び近郊の小中学生１０人

定期練習：５月８日（日）～３月１８日（土）１９日間

演奏会等（会場／来場者数）：

・４月２４日（日） 広尾・幕別合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・６月２６日（日） オビヒロホコテン２０１６

（帯広駅前広小路アーケード下／１００人）

・７月９日（土） GANKE FES 2016

（くったり温泉レイクイン／１００人）

・７月３１日（日）～８月６日（土）

札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ

（アートホールほか）

・８月２１日（日） 漁村ホームステイ歓迎セレモニー

（音調津総合センター／１００人）

・８月２８日（日） SANTALAND-JAZZコンサート２０１６

（広尾町大丸山森林公園サンタの家野外ステージ／１００人）

・９月１８日（日） 新冠ビッグバンドジャズフェスティバル２０１６

（新冠町レ・コード館／３００人）

・１０月２２日（土） チャリティーサンタパレード出発式、

サンタランドツリー点灯式ミニコンサート

（十勝神社会館、大丸山森林公園／１００人）

・１１月５日（土） 豊似地区文化・音楽祭

（農業環境改善センター／５０人）

・１１月１３日（日） 第５７回秋の芸術祭

（児童福祉会館／２００人）

・１１月２６日（土） まくべつ・ジュニア・ジャズスクール

との合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・１２月１７日（土） 合同ワークショップ

（幕別町百年記念ホール）

・２月１８日（土） ジャズスクール in 北海道ともだちコンサート

（札幌市教育文化会館／６４５人）

・３月１９日（日） サンタクロースのロック大作戦Vol．２２

（大樹町生涯学習センター／１００人）

②札幌芸術の森バレエセミナー２０１６
１９８８年（昭和６３年）から実施し、本年度で２８回目の開

催となる。２年ぶりの開催となる今回は、主任講師とし

て新たに迎えたパリ・オペラ座の元エトワールで現スペ

イン国立ダンスカンパニー芸術監督のジョゼ・マルティ

ネズをはじめ、同じくパリ・オペラ座の元エトワールで

あるアニエス・ルテステュら国内外の優れた講師たちに

よる世界水準の指導を行った。

期 日：平成２８年８月５日（金）～９日（火）

会 場：アートホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 力：名鉄観光サービス株式会社札幌支店

講 師：ジョゼ・マルティネズ、アニエス・ルテステュ、

アナエル・マルティン、秋山珠子、ディモ・キ

リーロフ・ミレフ、マイテ・チーコ、伊藤さよ子

クラス：【必修クラス】

・初級（９歳～１１歳）

クラシック、ポアント・ベーシック、コンテ

ンポラリー

・中級（１２歳～１５歳）

クラシック、ポアント＆ヴァリエーション

（女子のみ）、ボーイズ・クラス（男子のみ）、

コンテンポラリー

・上級（１６歳～２６歳）

クラシック、ポアント＆ヴァリエーション

（女子のみ）、ボーイズ・クラス（男子のみ）、

コンテンポラリー

【選択クラス】

・スペイン民族舞踊（初級・中級・上級）

・バレエにつながるジャイロキネシス（初級・

中級・上級）

【特別クラス】

・保護者のためのジャイロキネシス

受講者数：８４人（初級２４人、中級２８人、上級２５人、保護者・

一般７人）
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③札幌芸術の森３０周年記念 ジュニアジャズ国際交流事業
【札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ】 新規

札幌芸術の森開園３０周年とサッポロ・シティ・ジャズ

１０回目を記念して、「北海道ジャズの種プロジェクト」

に参加する各ジュニアジャズスクール（札幌、ようてい、

広尾、砂川、幕別）、道外からは横浜のジャズスクール、

海外からはノルウェー、スウェーデン、スイス、ポルト

ガルのジュニアジャズスクール、さらに北海道グルーブ

キャンプ２０１６（次項で詳述）参加者の計１７２名のユース

年代による国際交流事業を実施した。地域・文化の異な

る小学生から高校生までの子どもたちが９つの混成バ

ンドに分かれ、文化体験ワークショップや合同練習、成

果発表公演を通じて１週間の交流プログラムを体験し

た。

期 日：平成２８年７月３０日（土）～８月６日（土）

会 場：札幌芸術の森、ばんけいスキー場 ほか

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：スウェーデン大使館、スイス大使館、ポルトガ

ル大使館、在札幌米国総領事館、在札幌ノル

ウェー王国名誉領事館、在札幌スウェーデン王

国名誉領事館、一般財団法人スウェーデン交流

センター、公益財団法人札幌国際プラザ、札幌

商工会議所

特別協賛：株式会社NTTドコモ北海道支社、北海道エネル

ギー株式会社

協 賛：有限会社福岡燃料、株式会社エルム楽器、名鉄

観光サービス株式会社

特別協力：ノルウェー王国大使館

助 成：公益財団法人太陽財団、一般財団法人地域創造、

独立行政法人日本芸術文化振興会基金部、サカ

エ・シュトゥンツィ基金、公益財団法人かけは

し芸術文化振興財団、公益社団法人国際交流・

協力総合センター（HIECC）、独立行政法人国

立青少年教育振興機構、公益財団法人カメイ社

会教育振興財団、札幌市norsk jazz forum、

Musik Västernorrland、公益財団法人さっぽろ

青少年女性活動協会

特別支援：北海道銀行、株式会社北海道エアメール、札幌

日信電子株式会社、日之出商事株式会社、株式

会社彩生堂、株式会社東洋実業、北海道物流開

発株式会社、北幹警備保障株式会社、大黒自工

株式会社、株式会社北日本自動車共販、株式会

社萌福祉サービス、明星自動車株式会社、中和

石油株式会社

参 加：Improbasen（ノルウェー）、Six faces in a hood

jazz band（スウェーデン）、Hot Club young 4tet

（ポルトガル）、Switzerland Norway Connection

（スイス）、横浜みなとみらいSuper Big Band

（横浜市）、Mt．ようてい・ジュニア・ジャズス

クール（羊蹄山麓町村）、広尾サンタランド・

ジャズスクール（広尾町）、砂川キッズジャズ

スクール（砂川市）、まくべつジュニア・ジャズ

スクール（幕別町）、札幌ジュニアジャズスクー

ル（札幌市）計１７２人

講 師：オドアンドレ・エルベラン（ノルウェー）、カー

ル・シェストレーム、ケネット・グレンフェルト

（スウェーデン）、ヨナタン・マーク（スイス）、

ゴンサーロ・マルケス、マルガリーダ・カンペー

ロ（ポルトガル）、青木タイセイ（横浜）、小野

健悟（広尾）、青砥義隆、深澤正之（ようてい）、

杉本武志、中嶋和哉（札幌）

プログラム：

（１）パークジャズライブ【演奏会】

期 日：７月３０日（土）１５：００～１９：００

会 場：アートホテルズ札幌

出 演：Improbasen、six faces in a hood jazz band

入場者数：６８１人

（２）パークジャズライブ【演奏会】

期 日：７月３１日（日）１２：００～１９：００

会 場：札幌市北３条広場「アカプラ」

出 演：Improbasen、Six faces in a hood Jazz Band、

Hot Club 4tet、Switzerland Norway Connection、

横浜みなとみらいSuper Big Band、Mt．ようて

い・ジュニア・ジャズスクール、広尾サンタラン

ド・ジャズスクール、札幌ジュニアジャズスクール

来場者数：９，１７０人

（３）開会式・オリエンテーション【式典】

期 日：８月１日（月）１０：３０～１２：００

会 場：アートホール

芸術の森事業部
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（４）交流ワークショップ【文化体験】

期 日：８月１日（月）１３：３０～１６：３０

内容（会場）：演劇体験ワークショップ（アートホール）

書道体験ワークショップ（野外ステージ）

茶道体験ワークショップ（有島武郎旧邸）

粘土体験ワークショップ（佐藤忠良記念子どもアトリエ）

七宝体験ワークショップ（クラフト工房）

紙漉き体験ワークショップ（ワークショップルーム）

英語日本語ワークショップ（芸術の森センター）

（５）レセプションパーティー【式典】

期 日：８月１日（月）１７：３０～１９：００

会 場：アートホール

主 催：ノルウェー王国大使館、札幌芸術の森（札幌市

芸術文化財団）

（６）グループ別レッスン【練習】

期 日：８月２日（火）～４日（木）１０：００～１２：００、

１３：３０～１６：３０

会 場：アートホール、芸術の森センター、野外ステージ

（７）成果発表公演「ばんけいミュージックフェスティ

バル前夜祭」【演奏会】

期 日：８月５日（金）

開場１０：４５、開演１１：１５、終演１５：００

会 場：ばんけいスキー場

出 演：ユースジャズキャンプ全参加者

入場者数：２，５８０人

（８）「ばんけい夏祭」花火大会鑑賞【レクリエーショ

ン】

期 日：８月５日（金）１９：００～２０：００

会 場：ばんけいスキー場

（９）成果発表公演「ノースジャムセッション」【演奏会】

期 日：８月６日（土）

開場１０：００、開演１１：００、終演１６：３０

会 場：札幌芸術の森野外ステージ

出 演：ユースジャズキャンプ全参加者、山木将平、札

幌ジャズアンビシャス

料 金：椅子自由席１，５００円、芝生自由席１，０００円

入場者数：１，０４９人

（１０）盆踊り体験「BON！ダンス」【文化体験】

期 日：８月６日（土）１７：００～１８：００

会 場：野外美術館

（１１）フェアウェルパーティー【式典】

期 日：８月６日（土）１８：３０～２０：００

会 場：芸術の森センター レストラン「畑のはる」

【北海道グルーブキャンプ２０１６】

ジャズやロックなど現代音楽教育の最高峰であるア

メリカ・ボストンのバークリー音楽大学より現役教授陣

を招聘し、同校の教育メソッドを受講できる一週間の集

中セミナーを、全国から受講者を募集し実施した。期間

中の成長が目覚ましく特に優秀と認められた者３名に

は、来年度のバークリー音楽院のサマープログラムに招

待受講できるバークリー賞を、２名には次年度の北海道

グルーブキャンプに無料で参加できるグルーブキャン

プ賞をそれぞれ授与した。

期 日：平成２８年８月１日（月）～８月６日（土）

会 場：アートホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

講師及びクラス：

タイガー大越（トランペット、トロンボーン、サック

ス）、ケンウッド・デナード（ドラム、パーカッ

ション）、ヴァディム・ネセロフスキー（ピアノ、

ベース）

授業カリキュラム（バークリー音楽院実践カリキュラム）：

グループレッスン、イヤートレーニング、イン

プロビゼーション、アンサンブルレッスン

アワード授与者：

バークリー賞３人、グルーブキャンプ賞２人

受講料：メインレッスン３７，０００円、

特別個人レッスン８，０００円

参加者数：３７人

音楽・舞台芸術事業
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�文化芸術をとおした市民活動の促進

①パークジャズライブ２０１６ 新規
【パークジャズライブ】

プロ・アマ問わず市民ミュージシャンに広く活動発表

の機会を与え、もって市民文化の醸成を目的に、全国か

ら公募したミュージシャンによるライブを市内全１９会

場で４日間開催した。また、南１条通ホコテンを会場に

ジャズを演奏しながら街を練り歩くパークジャズパレー

ドを初開催した。

期 日：平成２８年７月１６日（土）、１７日（日）、３０日（土）、

３１日（日）

会 場：１６日（パークジャズパレード）南１条通ホコテン

（１６日、１７日）

札幌市役所１階ロビー、札幌駅前通地下歩行空

間北３条交差点広場（西）・札幌駅側イベント

スペース、紙ひこうき、STVホール、大倉山ジャ

ンプ競技場、札幌グランドホテル、カワイ札幌

コンサートサロンChou Chou、CAFEサーハ

ビー、ESTA２階テラス

（３０日、３１日）

札幌芸術の森工芸館前広場、札幌パークホテル

西駐車場、札幌市北３条広場（アカプラ）、

ニューオータニイン札幌、なないろアルシェ、

札幌市円山動物園、ESTA２階テラス、アート

ホテルズ札幌（３０日のみ）、大通公園１丁目

（３１日のみ）

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

助 成：公益社団法人企業メセナ協議会、北海道石狩振

興局

出 演：３６０組

入場者数：１２０，４４０人（１６日３７，２５１人、１７日３７，３０３人、３０

日２０，８０１人、３１日２５，０８５人）

【パークジャズライブコンテスト】

パークジャズライブ参加者の中から事前の音源審査

を通過した１０組によるコンテストを実施。優勝バンドに

は翌年に開催される国際ジャズフェスティバルに出演

できる権利を授与した。

期 日：平成２８年７月１８日（月・祝） 開場１３：００、開演１４：００

会 場：大通公園２丁目サッポロミュージックテント

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：１０組

sqidoo（東京都）

my & Jennie（小樽市）

The Sapporo Funk Organization（札幌市）

Mahogany’s Organ All-Stars（東京都）

The Scat Cats（東京都）

荒井美咲TRIO（東京都）

花田進太郎Electric Band（札幌市）

J-Newbie’s（札幌市）

Nori Naraoka Trio（ニューヨーク）

Rare names quartet（札幌市）

優 勝：Mahogany’s Organ All-Stars（東京都）

料 金：１階Ａ席２，５００円、１階Ｂ席２，０００円、１階立見

席１，５００円、２階Ａ席３，０００円、２階Ｂ席２，５００

円（当日各５００円増）

入場者数：６２６人

芸術の森事業部
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20



②ジャズセーバーズ２０１６ 新規
文化芸術への多様な関わりあいを提供し、もって豊か

な市民活動の促進を目的として、市民ボランティア

「ジャズセーバーズ」を組織し、サッポロ・シティ・ジャ

ズ期間中にパークジャズライブをはじめとするさまざ

まなイベントの運営に携わった。

期 日：通年（フェスティバル期間７月８日（金）～

８月１２日（金））

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、サッポ

ロ・シティ・ジャズ実行委員会

登録人数：１８９人

活動人数：７７０人（フェスティバル期間延べ人数）

【ボランティア（ジャズセーバーズ）研修会】

ジャズセーバーズの接遇マナーの向上や、カメラ撮影

の技術指導を目的として、外部から講師を招き研修会を

実施した。

（１）運営ボランティア向け研修会

期 日：①平成２８年５月２１日（土）１３：３０～１５：３０

②平成２８年５月２１日（土）１７：００～１９：００

③平成２８年５月２２日（日）１３：３０～１５：３０

会 場：札幌市教育文化会館 ４０３研修室

内 容：活動内容説明およびマナー研修（３回とも同

内容）

講 師：①③五十嵐よう子（サントリーパブリシティ

サービス株式会社）

②大賀景子（サントリーパブリシティサービ

ス株式会社）

参加者数：①８５人 ②２６人 ③３４人

（２）撮影ボランティア向け研修会

期 日：①平成２８年５月２１日（土）１０：３０～１１：３０

②平成２８年５月２２日（日）１０：３０～１１：３０

会 場：札幌市教育文化会館 ４０３研修室

内 容：活動内容説明および撮影マナー・技術研修

講 師：①原田直樹（サッポロ・シティ・ジャズオフィ

シャルカメラマン）、

②定久圭吾（サッポロ・シティ・ジャズオフィ

シャルカメラマン）

参加者数：①１２人 ②１２人

③芸森アートマーケット２０１６
札幌芸術の森の園内を会場に、市民アーティストの相

互交流や発表の機会の創出を目的に、様々なジャンルの

手作りアート作品によるマーケットを開催した。

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市、札幌市教育委員会

協 力：有限会社Ｋ．Ｅ．Ｐ

出店料：手持ち出店２，０００円、車出店３，５００円、飲食出店

４，０００円

（１）第１回

期 日：平成２８年４月２９日（金・祝）１０：００～１６：００

会 場：アートホールアリーナ（手持ち出店）、アート

ホール前（飲食出店）

天 候：雨（７℃）

出店数：４５件（手持ち出店４３、飲食出店２）

入場者数：２２９人（アリーナ１７４人、アートホール前５５人）

（２）第２回

期 日：平成２８年５月２１日（土）１０：００～１６：００

会 場：アートホールアリーナ（手持ち出店）、センター

前広場（飲食出店）

天 候：晴れ（２８℃）

出店数：６０件（手持ち出店５５、飲食出店５）

入場者数：３７２人（アリーナ１５７人、センター前２１５人）

（３）第３回

期 日：平成２８年６月１９日（日）１０：００～１６：００

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：晴れ（２２℃）

出店数：４７件（手持ち出店２７、車出店１７、飲食出店３）

入場者数：２４７人

（４）第４回

期 日：平成２８年７月１６日（土）１０：００～１６：００

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：曇り（２４℃）

出店数：４１件（手持ち出店２５、車出店１４、飲食出店２）

入場者数：１１７人

（５）第５回

音楽・舞台芸術事業
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期 日：平成２８年７月３０日（土）１０：００～１６：００

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：晴れ（２５℃）

出店数：４６件（手持ち出店２９、車出店１５、飲食出店２）

入場者数：１４１人

（６）第６回

期 日：平成２８年８月６日（土）１０：００～１６：００

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：晴れ（３０℃）

出店数：２９件（手持ち出店１９、車出店８、飲食出店２）

入場者数：１３１人

（７）第７回

期 日：平成２８年８月７日（日）１０：００～１６：００

会 場：工芸館前、センター前

天 候：晴れ（３４℃）

出店数：３４件（手持ち出店無し、車出店３１、飲食出店３）

入場者数：２７３人

（８）第８回

期 日：平成２８年９月２５日（日）１０：００～１６：００

※９月１８日（日） 悪天候延期分

会 場：美術館前芝生、工芸館前

天 候：晴れ（２４℃）

出店数：５０件（手持ち出店２９、車出店２０、飲食出店１）

入場者数：３６８人

（９）第９回

期 日：平成２８年１０月１６日（日）１０：００～１６：００

会 場：アートホールアリーナ

天 候：晴れ（２２℃）

出店数：５６件（手持ち出店５４、飲食出店２）

入場者数：３７４人

（１０）第１０回

期 日：平成２８年１１月３日（木・祝）１０：００～１６：００

会 場：アートホール大練習室、中練習室

天 候：雪（３℃）

出店数：６８件（手持ち出店６２、飲食出店６）

入場者数：４６８人

�質の高い文化芸術の創造・提供事業

①FOREST of NEW ARTS
（フォレスト・オブ・ニューアーツ）
世界的ジャズピアニスト、デビッド・マシューズを音

楽監督に迎え、地元ミュージシャンから編成される札幌

ジャズアンビシャスを対象に約半年間にわたるワーク

ショップを実施し、質の高い音楽創造を追求。ジャズと

ダンスを融合する試みとして、２月に札幌市教育文化会

館で成果発表の公演を行った。また、６月と１０月には市

内の書店を会場にアウトリーチコンサートを開催した。

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

共 催：株式会社北海道新聞社、STV札幌テレビ放送株

式会社

後 援：札幌市

制作協力：ダンススタジオマインド（舞人）、株式会社オ

フィスエム・ツー、サッポロ・シティ・ジャズ実

行委員会

協 賛：三響楽器株式会社、コーチャンフォーグループ

株式会社リラィアブル

助 成：一般財団法人地域創造（地域の文化・芸術活動

助成事業創造プログラム）、一般社団法人私的

録音補償金管理協会（sarah）

（１）制作ワークショップ

成果発表公演に向けて、地元ミュージシャンから編成

される札幌ジャズアンビシャスを対象に、音楽監督デ

ビッド・マシューズによる制作ワークショップを計６回

実施した。

期 日：５月２３日（月）、６月２７日（月）、１０月１３日（木）、

１１月２日（水）、１１月３０日（水）、１月１７日（火）

会 場：アートホール

講 師：デビッド・マシューズ（Pf）

参 加：札幌ジャズアンビシャス

奥野義典（As）、蛇池雅人（As）、小野健悟

（Ts）、伊藤元直（Ts）、菅原良太（Bs）、菅原昇

芸術の森事業部

主催事業
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司（Tb）、河合修吾（Tb）、早川隆人（Tb）、板

橋夏美（BTb）、阿部裕一（Tp）、中嶋和哉

（Tp）、中島翔（Tp）、新谷奈津光（Tp）、花田進

太郎（Gt）、瀧村正樹（Per）、柳真也（B）、舘

山健二（Dr）

（２）ダンスワークショップ

成果発表公演の振付と演出を務める西野武によるダ

ンスワークショップを計３回実施した。

期 日：１月２９日（日）、２月５日（日）、２月１２日（日）

会 場：札幌市月寒公民館、札幌市西区民センター、アートホール

講 師：西野武（ダンサー）

参 加：ダンススタジオマインド（舞人）

高橋学、村上圭、仙庭弘晶、満藤弘、神田広典、

TAKAYA、MASA、林英貴、正汰郎、石川健司、

一色研司、加藤颯人、佐藤由弥、中川信太郎、

奈良井朝晴、濱田幹太、本田大河、村上泰雅、

井川真裕美、工藤香織、SHOKO、aSuka、

Riyako、SAKI、舞華、明田菜々美、荒井梓沙、新

井華月、池田璃菜、石田由紀子、石山杏奈、伊

藤未来、上原生海、内倉麻実、大坪さら、大村

規子、大矢根理紗、岡泉希、片岡桃花、片野直

美、川原万里奈、越田紗小梨、越田莉彩子、笹

浪真利奈、佐藤愛佳、澤田詩菜、塩浜真理子、

志釜絵里子、渋谷真澄、城野未来、菅原万琳、

千葉薫、坪田みなみ、手塚英子、野崎紫保、本

間絵理、真島幸枝、丸子乙、マンビマクシーン、

水野天音、溝井きらり、宮坂雅、本山奈津美、

森本果実、渡辺絵、渡邉彩也香、渡辺千星、小

川晃輝、古屋海翔、吉田遥哉、阿部あみ、阿部

あや、石井来実、石川夢子、小佐川和琴、樫野

くるみ、加藤怜奈、小林七愛、佐々木愛来、佐

藤千咲、徳光真音、土橋結愛、長谷川実咲、畠

山若菜、平江恋花、平野てまり、福田彩葉、伏

木田望羽、松井佑奈、松田汐音、眞山璃々、盛

桜花、森本花羽、矢部亜弥音、吉田百合菜、若

林響

（３）合同制作ワークショップ

札幌ジャズアンビシャスとダンススタジオマインド

（舞人）合同の制作ワークショップを計３回実施した。

期 日：２月５日（日）、２月１５日（水）、２月１６日（木）

会 場：札幌市生涯学習センターちえりあ、札幌市教育

文化会館

講 師：デビッド・マシューズ、西野武

参 加：札幌ジャズアンビシャス、ダンススタジオマイ

ンド（舞人）

（４）成果発表公演

約半年間の制作ワークショップを経て、成果発表公演

を２部構成で実施。第１部では、客席を練り歩くDixieland

JAZZや、クラシックの「Toccata and Fugue」等を札幌

ジャズアンビシャスによるビッグバンド演奏で披露。第

２部では、ダンススタジオマインド（舞人）から総勢９７

名のダンサーが加わり、ヒップホップ、ジャズダンス、

タップダンス、舞踊など様々な種類のダンスとビッグバ

ンドの演奏が組み合わさった大迫力のステージパフォー

マンスを繰り広げた。

期 日：２月１７日（金） 開場１８：００、開演１９：００

会 場：札幌市教育文化会館大ホール

料 金：前売３，０００円、当日３，５００円

出 演：デビッド・マシューズ、札幌ジャズアンビシャ

ス、西野武、ダンススタジオマインド（舞人）

作曲・編曲：デビッド・マシューズ

構成・演出・振付：

西野武（ダンススタジオマインド（舞人））

舞台監督：尾崎要（アクトコール株式会社）

入場者数：９６１人

（５）アウトリーチコンサート

出演者である地元ミュージシャンから編成される札

幌ジャズアンビシャスメンバーを起用し、市内書店内レ

ストランにてアウトリーチコンサートを計２回開催し

た。

（１回目）

期 日：６月２４日（金） 開場１９：００、開演２０：００

会 場：コーチャンフォー新川通り店内レストラン

「インターリュード」

料 金：大人４，０００円、小学生以下２，０００円

出 演：小野健悟（Ts）、花田進太郎（Gt）、舘山健二

（Dr）、柳真也（B）

入場者数：４６人

（２回目）

期 日：１０月１４日（金） 開場１８：３０、開演２０：００

会 場：コーチャンフォー新川通り店内レストラン

「インターリュード」

料 金：大人５，０００円、小学生以下２，５００円

出 演：デビッド・マシューズ（Pf）、蛇池雅人（As）、

舘山健二（Dr）、柳真也（B）

入場者数：５７人

音楽・舞台芸術事業

�質の高い文化芸術の創造・提供事業
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�各種団体との連携による文化芸術の振興

①各種団体共催・施設利用促進事業
【きたまえ↑Cos×ミュージアム２０１６ SPRING】

「マンガ・アニメ」文化発信を目的にあめいず村実行

委員会が開催するコスプレイベントに共催し、野外美術

館を会場にコスプレーヤーの撮影会を行った。

期 日：平成２８年５月２２日（日）１０：００～１８：００

会 場：野外美術館ほか

主 催：あめいず村実行委員会

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

料 金：１，５００円（乗馬撮影２，０００円）

入場者数：８１人

【日本太鼓財団北海道中央支部１５周年記念「北海道太鼓

の饗宴」】

日本太鼓財団北海道中央支部との共催のもと、同財団

の１５周年を記念するイベントを実施した。北海道内５支

部の代表が野外ステージに会し、和太鼓の演奏会を行った。

期 日：平成２８年９月３日（土）１３：００～１７：００

会 場：野外ステージ

主 催：日本太鼓財団北海道中央支部、札幌芸術の森

（札幌市芸術文化財団）

後 援：日本太鼓財団北海道連合会

料 金：５００円

入場者数：５０人

【BIGSOUL DANCE LIVE SHOWCASE】

SOULWAVE street dance studioの１０周年を記念する

ダンスショーを２日間にわたり実施した。１日目は、道

内の団体とゲストミュージシャンによるダンスショー

とミュージックライブがアリーナで行われたほか、ジュ

ニア世代を対象としたダンスコンテスト「リトルキン

グ」を開催し、上位６組がアリーナで決勝戦を行った。

２日目は、SOULWAVE street dance studioの各クラスに

よる発表と、インストラクター、ゲストダンサーによる

ダンスショーを実施した。

期 日：平成２８年９月１０日（土） 開場１４：００、開演１４：３０

９月１１日（日）【昼の部】 開場１４：００、開演１４：３０

【夜の部】 開場１７：３０、開演１８：００

会 場：アートホール

主 催：SOULWAVE street dance studio、札幌芸術の森

（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市

協 賛：大通塾、ZIPスポーツクラブ、GARAGE BRAVE、

VEGA、上田理髪店、街おこし、NPO法人

AGGREスポーツクラブ、ジュンスポーツクラブ

制 作：KING PRO.

料 金：１０日３，０００円

１１日椅子席４，０００円、立見席３，０００円

入場者数：１，５１５人（１０日８４２人、１１日６７３人）

【赤い羽根まんが祭り２０１６ ～まんがで広がる助け合い

の輪～】

赤い羽根共同募金の活動への協力を通じた漫画家に

よる社会貢献と、漫画家やアニメーターを始めとするク

リエーターを目指す若者を応援することを目的として、

漫画家によるトークショーや、チャリティーサイン会、

アニソンライブなどを実施した。

期 日：平成２８年１１月１２日（土）１３：００～１７：００

会 場：アートホールほか

主 催：社会福祉法人北海道共同募金会、「赤い羽根ま

んが祭り」実行委員会、札幌芸術の森（札幌市

芸術文化財団）

共 催：北海道MANGA 交流会、特別非営利活動法人

さつされん（元気ショップ）

後 援：札幌市

特別協力：洞爺湖プロジェクト、一般社団法人洞爺湖町温

泉観光協会

出 演：いがらしなおみ、魚戸おさむ、本庄敬、今村リ

リィ、椿かすが、中山昌亮、沼よしのぶ、のむ

らしんぼ、浜田ブリトニー、桃田百合若、瀧波

ユカリ

料 金：無料

入場者数：２２０人

【コトニジャズ Vol．３４】

市民が気軽に芸術に触れる機会を提供するため、西区

役所地域振興課が主催している事業「コトニジャズ」

とタイアップし、ことにパトスを会場に、札幌を拠点に

活動するプロミュージシャンによるビッグバンド「札

幌ジャズアンビシャス」のメンバー７名によるジャズ

コンサートを行った。

期 日：平成２８年１２月９日（金）

開場１８：００、開演１８：３０、終演１９：３０

会 場：ことにパトス

主 催：西区役所地域振興課、札幌芸術の森（札幌市芸

術文化財団）

協 力：サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

出 演：札幌ジャズアンビシャスSpecial Septet

芸術の森事業部

主催事業
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料 金：無料（事前申込）

入場者数：１５０人

【OTO TO TABI 2017】

冬の北海道における音楽フェスをコンセプトに開催

する「おととたび」に共催し、アートホールや野外美術

館を会場にさまざまなライブを行った。

期 日：平成２９年３月１１日（土）１１：００～２１：００

会 場：アートホールほか

主 催：おととたび、札幌芸術の森（札幌市芸術文化財

団）、サッポロ・シティ・ジャズ実行委員会

後 援：札幌市、FM NORTH WAVE

出 演：サニーデイ・サービス、WONK、Awesome City

Club、七尾旅人、chikyunokiki、Chima、長岡亮

介、beat sunset（GUEST：松竹谷清）、Predawn、

MOROHA、祭太郎、勝井祐二、ナカコー、The

Cynical Store、Seiho、TAMTAM（mini set）、

Nyantora、NOT WONK、PARKGOLF、BENBE、

ROCK’IN’JECTION、成山剛

料 金：前売６，５００円、当日７，５００円

入場者数：７７５人

【JOY & BEYOND（ジョイ・アンド・ビヨンド）】

アートホールの利用促進と若者世代の取込みを目的

に、世界トップレベルのアーティスト及び地元の実力派

DJ等による音楽イベント「JOY & BEYOND」に共催し

た。

期 日：３月２６日（日） 開場・開演１２：００ 終演２１：００

会 場：アートホール大練習室

主 催：JOY&BEYOND実行委員会、札幌芸術の森（札

幌市芸術文化財団）、サッポロ・シティ・ジャズ

実行委員会

後 援：札幌市、株式会社エフエム・ノースウェーブ、

有限会社エアソーク

企画制作：PRECIOUS HALL

出 演：Francois K.、DJ Rolando、Kuniyuki Takahashi、

Masaru

料 金：前売３，２００円、当日４，３００円

入場者数：４１２人

音楽・舞台芸術事業

�各種団体との連携による文化芸術の振興
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芸 術 の 森 美 術 館 事 業

�展覧会事業

①進撃の巨人展
－SELECT－WALL SAPPORO 新規

コミック累計発行部数５０００万部を超え、海外でも人気

を博している漫画「進撃の巨人」。本展では、「進撃の

巨人」の世界を、作者・諌山創による原画を中心として

紹介し、等倍サイズの「巨人」再現空間、音や光を駆使

したプロジェクションライティング、最新の映像技術に

よる立体映像体験などとともに、原作から生まれた平面

世界にとどまらない迫力を体感する展示とした。

出品点数：７０点

期 日：平成２８年４月５日（火）～５月２５日（水）４８日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

株式会社読売新聞東京本社、STV札幌テレビ放

送株式会社

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

監 修：「進撃の巨人展」製作委員会

入場料：一般・大学生１，５００円、高校・中学生１，３００円、小

学生８００円

入場者数：３５，２５７人

関連事業：（１）３６０°体感シアター 哮

期 日：４月５日（火）～５月２５日（水）

会 場：札幌芸術の森美術館B展示室

参加者数：１４，２３８人

（２）進撃の巨人展

－SELECT－WALL SAPPORO CAFE

期 日：４月５日（火）～５月２５日（水）

会 場：陶工房ワークショップルーム

（３）夜間開館

期 日：４月３０日（土）、５月７日（土）、

１４日（土）、２１日（土）１７：００～２０：００

参加者数：３２４人

（４）ワークショップ

①「染色／布フェルトで『ミカサのマフラー』

を制作せよ！」

期 日：４月９日（土）、１０日（日）、３０日（土）

各日１３：００～１６：３０

会 場：クラフト工房中制作室

参加者数：１０人

②「染色／シルクスクリーンで染めるキャラ

クター手ぬぐいを制作せよ！」

期 日：４月１６日（土）、５月４日（水・祝）、１４日（土）

各日①１１：００～１２：００②１４：００～１５：００

会 場：クラフト工房中制作室

参加者数：１９人

③「染色／シルクスクリーンで染めるキャラ

クターバッグを制作せよ！」

期 日：４月１７日（日）、５月５日（木・祝）、１５日（日）

各日①１１：００～１２：００②１４：００～１５：００

会 場：クラフト工房中制作室

参加者数：３０人

④「七宝／七宝焼でエンブレムのブローチを

制作せよ！」

期 日：４月１６日（土）、１７日（日）、５月３日（火・祝）、

２１日（土） 各日１０：００～１３：３０

会 場：クラフト工房小制作室

参加者数：３３人

⑤「ガラス／サンドブラストで丸皿に模様を

刻み込め！」

期 日：４月１０日（日）、２４日（日）、５月４日（水・祝）、

２２日（日） 各日１０：００～１３：３０

会 場：クラフト工房小制作室

参加者数：３１人

⑥「木工・版画／巨人のカッティングボードを

作り上げよ！」

期 日：４月１０日（日）、５月７日（土）

各日①１１：００～１２：００②１４：００～１５：００

会 場：クラフト工房ロビー

参加者数：４人

芸術の森事業部

主催事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 単行本掲載頁 寸法（縦×横cm）
１ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．０２８ Ｂ４判
２ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．０６３ Ｂ４判
３ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．０７７ Ｂ４判
４ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．０７８ Ｂ４判
５ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．０８６ Ｂ４判
６ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻pp．０９２―０９３ Ｂ３判
７ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．１０１ Ｂ４判
８ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．１０５ Ｂ４判
９ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．１１４ Ｂ４判
１０ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻pp．１４０―１４１ Ｂ３判
１１ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．１７４ Ｂ４判
１２ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻pp．１８０―１８１ Ｂ３判
１３ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．１８５ Ｂ４判
１４ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻pp．１８６―１８７ Ｂ３判
１５ 諌山創 進撃の巨人 原画 １巻p．１８８ Ｂ４判
１６ 諌山創 進撃の巨人 原画 ２巻p．００５ Ｂ４判
１７ 諌山創 進撃の巨人 原画 ２巻p．００６ Ｂ４判
１８ 諌山創 進撃の巨人 原画 ２巻p．１３３ Ｂ４判
１９ 諌山創 進撃の巨人 原画 ２巻p．１３４ Ｂ４判
２０ 諌山創 進撃の巨人 原画 ２巻p．１４１ Ｂ４判
２１ 諌山創 進撃の巨人 原画 ２巻p．１４３ Ｂ４判
２２ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻pp．００６―００７ Ｂ３判
２３ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．０１２ Ｂ４判
２４ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．０３１ Ｂ４判
２５ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．０３２ Ｂ４判
２６ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．０６１ Ｂ４判
２７ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻pp．０６２―０６３ Ｂ３判
２８ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻pp．０６９―０６９ Ｂ３判
２９ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１１３ Ｂ４判
３０ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１２１ Ｂ４判
３１ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１４９ Ｂ４判
３２ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１５０ Ｂ４判
３３ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１６１ Ｂ４判
３４ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１７７ Ｂ４判
３５ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１７８ Ｂ４判
３６ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１８８ Ｂ４判
３７ 諌山創 進撃の巨人 原画 ３巻p．１９０ Ｂ４判
３８ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻pp．０３４―０３５ Ｂ３判
３９ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．０３６ Ｂ４判
４０ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．０３７ Ｂ４判
４１ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．１６９ Ｂ４判
４２ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．１７５ Ｂ４判
４３ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．１７７ Ｂ４判
４４ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．１７９ Ｂ４判
４５ 諌山創 進撃の巨人 原画 ４巻p．１８３ Ｂ４判
４６ 諌山創 進撃の巨人 原画 ５巻pp．１２６―１２７ Ｂ４判
４７ 諌山創 進撃の巨人 原画 ６巻pp．１０８―１０９ Ｂ４判
４８ 諌山創 進撃の巨人 原画 ６巻p．１８２ Ｂ４判
４９ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻p．０２５ Ｂ４判
５０ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻pp．０９２―０９３ Ｂ３判
５１ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻pp．１１８―１１９ Ｂ３判
５２ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻pp．１３２―１３３ Ｂ３判
５３ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻pp．１３６―１３７ Ｂ３判
５４ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻p．１７０ Ｂ４判
５５ 諌山創 進撃の巨人 原画 ７巻p．１７１ Ｂ４判
５６ 諌山創 進撃の巨人 原画 ８巻pp．０４６―０４７ Ｂ３判
５７ 諌山創 進撃の巨人 原画 ８巻p．０４９ Ｂ４判
５８ 諌山創 読み切り版「進撃の巨人」原画 Ｂ４判
５９ 諌山創 読み切り版「進撃の巨人」原画 Ｂ４判
６０ 諌山創 読み切り版「進撃の巨人」原画 Ｂ４判
６１ 諌山創 描き下ろしイラスト Ｂ４判
６２ 諌山創 描き下ろしイラスト ２５７×２５７
６３ 諌山創 描き下ろしイラスト ４９８×７３２
６４ 諌山創 札幌限定描き下ろしイラスト Ｂ４判
６５ 諌山創 進撃の巨人 カラー複製原画 １巻p．１４３ Ｂ４判
６６ 諌山創 進撃の巨人 カラー複製原画 １巻pp．１４４―１４５ Ｂ３判
６７ 諌山創 進撃の巨人 カラー複製原画 ３巻p．０７０ Ｂ４判
６８ 諌山創 カラー複製イラスト Ｂ４判
６９ 諌山創 進撃の巨人 白黒複製原画 １巻pp．００１―００３ Ｂ４判縦３枚
７０ 諌山創 進撃の巨人 白黒複製原画 ２巻pp．０６７―０６９ Ｂ４判縦３枚

関連記事：「戦慄の世界圧倒的体感進撃の巨人展あす札幌

「襲来」映像と音最新技術で」読売新聞２０１６年

４月４日朝刊、「「進撃の巨人」展始まる札幌」

読売新聞２０１６年４月５日夕刊、須田幹生「「進

撃の巨人」原画集結札幌で展覧会大型模型も」

北海道新聞２０１６年４月６日朝刊、「進撃の巨人

展SELECT人気マンガの世界体験」読売新聞

２０１６年４月７日朝刊、広告特集「ヨミキタ」読

売新聞２０１６年４月２３日、「進撃の巨人展」北海

道新聞２０１６年４月２９日朝刊、「よみうりほっ！

とニュース」６月号（２０１６年５月２０日）、札幌

テレビ放送「どさんこワイド�朝！」（２０１６年
４月１２日放送）、札幌テレビ放送「どさんこワ

イド１７９」（２０１６年４月２８日放送）、札幌テレビ

放送「ジョシスタ」（２０１６年５月１６日放送）
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出品作品

No. 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、あるいは高さcm）

序 １９４６年～１９７４年（昭和２１年～昭和４９年）

１ 無題 １９７２年 ６４．１×４４．９

２ 無題 １９７３年頃 ４３．１×３０．０

３ 花と人 １９７３年 ３７．９×４５．５

４ 星の運行 １９７４年 ７２．７×６０．６

５ 運動する人 １９７４年 ９０．９×１１６．７

１９７５年（昭和５０年）２８／２９歳

６ 花吹 １９７５年 １４５．５×８９．４

１９７６年（昭和５１年）２９／３０歳

７ オラトリオ １９７６年 １３０．３×５５．２

８ フーガ １９７６年 ７２．７×５０．０

９ 行く日 １９７６年 １５．８×２２．７、１５．８×２２．７

１９７７年（昭和５２年）３０／３１歳

１０ 室内 １９７７年 １３０．３×１６２．１

１１ 花降る日 １９７７年 １１６．７×９０．９

②有元利夫 １０年の絵と譜 新規
１９７０年代後半から画壇を席捲し、将来を期待されなが

ら３８歳で夭折した有元利夫（１９４６―８５）。短い生涯のな

かで、古拙の探究に腐心し、時代を超越する普遍的な美

の表現にまさに命を削るように激しく迫った有元特有

の絵画世界を、油絵やアクリル画のほか、素描、版画、

塑造彫刻、木彫などの作品を、有元が遺した数々の名文

とともに紹介した。

出品点数：１２０点

期 日：平成２８年６月４日（土）～７月３日（日）３０日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

株式会社北海道新聞社

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 力：有元容子、三番町小川美術館、彌生画廊

入場料：一般１，１００円、高校・大学生６００円、小・中学生２００円

入場者数：６，７５１人

関連事業：（１）記念講演会「有元利夫と作品」

期 日：６月４日（土）１４：００～１５：３０

会 場：札幌芸術の森美術館展示室

講 話：有元容子

参加者数：１５５人

（２）ミュージアムコンサート

「有元利夫が愛した音楽の時間」

期 日：６月１９日（日）１４：００～１５：００

出 演：ジョン・ウォルトハウゼン（チェンバ

ロ／第１７代札幌コンサートホール専

属オルガニスト）

会 場：札幌芸術の森美術館展示室

参加者数：２９５人

関連記事：広告特集「ヨミキタ」読売新聞２０１６年５月２８

日、立野理彦「有元利夫独特の世界感」北海道

新聞２０１６年６月５日朝刊、久才秀樹「文化「風

化」の美追い求めて」北海道新聞２０１６年６月

９日夕刊、乾淑子「魚眼図 有元利夫展」北海

道新聞２０１６年６月２８日夕刊、読者の声「やっと

会えた有元の絵」北海道新聞２０１６年７月１１日

夕刊、『月刊プレス・チケットマーケット』１８１

号２０１６年４月号、岩崎直人「「風化」追い求め

た画家の軌跡」『新美術新聞』２０１６年６月１日

号、『新美術新聞WEB』２０１６年６月、『月刊

ギャラリー』６月号表紙裏広告、NHK「日曜

美術館アートシーン」（２０１６年６月１２日放送午

前９時４５分、午後８時４５分）
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No. 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、あるいは高さcm）

１９７８年（昭和５３年）３１／３２歳
１２ 望郷 １９７８年 １１６．７×７２．７
S―１ フェラーラ １９７８年 ブロンズ ２６．４

S―２ コケット １９７８年 ブロンズ ２７．１

１９７９年（昭和５４年）３２／３３歳
１３ 白い部屋 １９７９年 ７２．７×６０．６
１４ ある経験 １９７９年 ４５．５×３７．９

１５ 真夜中の占い １９７９年 ５３．０×４０．９
１６ 花降る森 １９７９年 ７２．７×６０．６

１７ 楽典 １９７９年 １４．０×１８．０

１８ 春 １９７９年 ５３．０×４５．５
１９ 花火 １９７９年 ４５．５×３７．９

２０ 春 １９７９年 １３０．３×１６２．１

１９８０年（昭和５５年）３３／３４歳
２１ ささやかな時間 １９８０年 ４５．５×３７．９

２２ 部屋の星座 １９８０年 ６５．２×５０．０

２３ 厳格なカノン １９８０年 １４５．５×９７．０
２４ テアトルの道 １９８０年 ９０．９×６０．６

２５ 見えない出来事 １９８０年 ６０．６×５０．０
２６ 覆われた時計 １９８０年 ４５．５×３７．９

２７ 雲のアルルカン １９８０年 ２２．７×１５．８
２８ １人の芝居 １９８０年 ４５．５×３７．９

２９ ソナタ １９８０年 ２２．７×１５．８
D―１ 無題 １９８０年 ３７．０×２６．１

D―２ 無題 １９８０年 ３６．２×２６．８

１９８１年（昭和５６年）３４／３５歳
３０ 春の女神 １９８１年 ２７．３×２２．０
３１ 多島海の雲 １９８１年 ７２．７×６０．６

D―３ 無題 １９８１年 １６．０×１２．４
D―４ 無題 １９８１年 ２６．５×３６．５

D―５ 無題 １９８１年 ３６．５×２５．８

D―６ 無題 １９８１年 ３８．１×２８．２
D―７ 無題 １９８１年 １７．０×２７．８

D―８ 無題 １９８１年 ３８．３×２７．９
D―９ 無題 １９８１年 ３８．０×２８．２

P―１ コケット １９８１年 石版画 ３２．０×２６．０

版画集『12 pieces of BAROQUE MUSIC』（P―２～１３）
P―２ ヴィヴァルディ「四季」より「春」 １９８１年 銅版画 １４．６×１１．１
P―３ クープラン「恋のうぐいす」 １９８１年 銅版画 １３．０×１０．４

P―４ ジョン・ブル「王様の狩」 １９８１年 銅版画 １３．５×１０．５
P―５ ウィリアム・バード「鐘」 １９８１年 銅版画 １４．９×１０．９

P―６ J．S．バッハ「音楽の捧げもの」 １９８１年 銅版画 １４．４×１１．９
P―７ ヴィヴァルディ「四季」より「夏」 １９８１年 銅版画 １５．５×１０．４

P―８ テレマン「水上の音楽」 １９８１年 銅版画 １５．５×１０．４

P―９ ヘンデル「王宮の花火の音楽」 １９８１年 銅版画 １５．５×１０．４
P―１０ ヴィヴァルディ「四季」より「秋」 １９８１年 銅版画 １４．９×１２．３

P―１１ シャルパンティエ「夜」 １９８１年 銅版画 １４．８×１１．８
P―１２ パーセル「音楽の侍女」 １９８１年 銅版画 １５．１×１１．５

P―１３ ヴィヴァルディ「四季」より「冬」 １９８１年 銅版画 １４．４×１０．４
S―３ アルルカン １９８１年 ブロンズ ５２．５

S―４ テアトル １９８１年 ブロンズ ２９．３
S―５ 舞踊 １９８１年 ブロンズ ５９．０

S―６ 古風な人 １９８１年 鉄 ２１．５

１９８２年（昭和５７年）３５／３６歳
３２ 朝の雲 １９８２年 １１６．７×９０．９
３３ 光る箱 １９８２年 ７２．７×６０．６

３４ 音楽 １９８２年 １３０．３×１６２．１
３５ ポリフォニー １９８２年 １４５．５×９７．０

３６ 一人の夜 １９８２年 １１６．７×７２．７

３７ 春の少女 １９８２年 １１６．７×８０．３
３８ 遠い空 １９８２年 ７２．７×６０．６

３９ ロンド １９８２年 １４５．５×８９．４
４０ 果物 １９８２年 ２２．０×２７．３

４１ 雲のフーガ １９８２年 ９０．９×７２．７
４２ 花咲く頃 １９８２年 ９０．９×７２．７

D―１０ 無題 １９８２年 １８．０×１３．９

D―１１ 無題 １９８２年 １８．２×１３．９
D―１２ 無題 １９８２年 ５４．０×４１．８

D―１３ 無題 １９８２年 ３７．５×２７．５
D―１４ 無題 １９８２年 ３６．８×２７．２

D―１５ 無題 １９８２年 ４７．０×３８．０
D―１４ 雲のアルルカン １９８２年 木版画 ３３．７×２５．０

D―１５ 机の手品 １９８２年 銅版画 １９．２×１２．１
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No. 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、あるいは高さcm）

１９８３年（昭和５８年）３６／３７歳
４３ 小さな花火 １９８３年 ２７．３×２２．０
４４ 真夜中の室内 １９８３年 ７２．７×６０．６
４５ 雲を創る人 １９８３年 １１６．７×８０．３
４６ 送る夜 １９８３年 １１６．７×９０．９
４７ 百合 １９８３年 ５３．０×４５．５
４８ 花火の日 １９８３年 １６２．１×９７．０

版画集『8 pieces d'ARLEQUINES』（P‐１６～２３）
P―１６ ８人のアルルカン① １９８３年 銅版画 １５．０×１０．０
P―１７ ８人のアルルカン② １９８３年 銅版画 １８．１×１５．０
P―１８ ８人のアルルカン③ １９８３年 銅版画 １０．４×９．５
P―１９ ８人のアルルカン④ １９８３年 銅版画 １４．９×１０．０
P―２０ ８人のアルルカン⑤ １９８３年 銅版画 １４．０×１０．０
P―２１ ８人のアルルカン⑥ １９８３年 銅版画 １２．９×８．５
P―２２ ８人のアルルカン⑦ １９８３年 銅版画 １４．９×１０．０
P―２３ ８人のアルルカン⑧ １９８３年 銅版画 １５．０×１０．０

版画集『一千一秒物語』（Ｐ‐２４～３０）
P―２４ A MEMORY １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
P―２５ IT’S NOTHING ELSE １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
P―２６ SOMETHING BLACK １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
P―２７ TOUR DU CHAT−NOIR １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
P―２８ THE MOONMAN １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
P―２９ THE MOON RIDERS １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
P―３０ THE BLACK COMET CLUB １９８３年 銅版画 １５．５×１１．５
S―７ 無題 １９８３年 乾漆 ２８．８
S―８ 無題 １９８３年 乾漆 ２２．８
S―９ 無題 １９８３年 乾漆 ２５．２
S―１０ 無題 １９８３年 乾漆 ２５．５

１９８４年（昭和５９年）３７／３８歳
４９ ７つの音 １９８４年 １４５．５×９７．０
５０ 出現 １９８４年 １６２．１×１３０．３
５１ 流れ星 １９８４年 ４５．５×３７．９
５２ 七夕の夜 １９８４年 １１６．７×７２．７
５３ 夜の森 １９８４年 ９０．９×６０．６
５４ 追憶 １９８４年 ４１．２×３２．３
５５ 音楽家 １９８４年 ６０．６×５０．０
５６ 土星 １９８４年 ４５．５×３７．９
D―１６ 無題 １９８４年 ３７．０×２７．０
D―１７ 無題 １９８４年 ３７．０×２５．５
D―１８ 無題 １９８４年 ３２．０×２５．０
D―１９ 無題 １９８４年 ５５．０×４４．０
D―２０ 無題 １９８４年 ５５．０×４４．０
D―２１ 無題 １９８４年 ３７．５×２６．０
S―１１ 無題 １９８４年 乾漆 １９．８

１９８５年（昭和６０年）３８歳
５７ 無題 未完成 ４５．４×３７．９
５８ 無題 未完成 ４１．０×３１．８

※技法・素材の無表記は画家の意向による。

´
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③札幌芸術の森３０周年記念
フランスの風景 樹をめぐる物語 新規

「樹木」という主題に焦点をあて、ロマン派にはじま

りバルビゾン派、印象派、新印象派、ポスト印象派、象

徴派、フォーヴに至るまで、１８５０年から１９２０年のフラン

ス近代風景画において「樹木」がどのような役割を果

たしてきたのか、その変遷をたどった。

大半が日本初公開となる油彩画７０点、デッサン及び版

画作品４３点を展示した。

出品点数：１１３点

期 日：平成２８年７月９日（土）～８月２１日（日）４４日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

STV札幌テレビ放送株式会社

後 援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フラン

セ日本、北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 力：エールフランス航空／KLMオランダ航空、日本

航空株式会社

企画協力：株式会社アートインプレッション

入場料：一般１，２００円、高校・大学生６００円、小・中学生４００円

入場者数：１１，５４１人

関連事業：（１）ワークショップ

①「版画／森のスケッチとリトグラフ体験」

期 日：７月２４日（日）、３０日（土）

各日１０：３０～１５：３０

会 場：札幌芸術の森野外美術館、版画工房

参加者数：１８人

②「染色／樹のチップでハンドタオルを染めよう」

期 日：８月１１日（木・祝）

①１０：００～１２：００ ②１４：００～１６：００

会 場：クラフト工房中制作室

参加者数：１４人

③「木工／こびとの家～森の中の小さなすみか～」

期 日：８月１１日（木・祝）

①１０：００～１２：３０ ②１３：３０～１６：００

会 場：木工房

参加者数：５１人

（２）芸森でツリーウォッチング

期 日：７月３１日（日）１３：００～１６：００

会 場：札幌芸術の森野外美術館

講 師：矢部和夫（札幌市立大学デザイン学

部教授）

参加者数：２９人

（３）ギャラリートーク

期 日：７月１２日（火）、１６日（土）、１９日（火）

各日１４：００～１４：４０

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：６１人

（４）作品ポイント解説

期 日：７月３１日（日）～８月７日（日）

（７／３１～８／５）１４：００～、

（８／６）１１：００～、１３：００～、１４：００～、

（８／７）１１：００～、１３：００～

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：１０８人

（５）夜間開館

期 日：７月３０日（土）、８月６日（土）、

１３日（土）、２０日（土）

各日１７：３０～２０：００

参加者数：７７９人

関連記事：「フランスの風景画「樹木」テーマ１１０点」読

売新聞２０１６年７月１０日、「スケッチを版画に」

北海道新聞２０１６年７月２５日、「札幌芸術の森３０

年記念イベント多数」北海道新聞７月３１日、

『北海道新聞日曜navi』８月７日、『My LoFE』

７―８月号（２０１６年６月２５日発行）、「絵画のモ

ティーフ樹木に注目」『ホットペッパー』８月

号（２０１６年７月２２日発行）、札幌テレビ放送

「どさんこワイド�朝！」（２０１６年７月８日、７
月１１日、１２日放送）、札幌テレビ放送「ニュー

ス特集「芸森３０周年」」（７月１４日放送）、「ど

さんこワイド１７９」札幌テレビ放送（２０１６年７

月２２日放送）、STVラジオ「らんらん号」（７月

２９日放送）

芸術の森美術館事業

�展覧会事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

１．戸外制作の画家たち

１
アルフォンス・ニコラ・ミシェル・
マンドヴァール

樹木の習作 １８００年頃 黒色顔料、紙 ６０．０×４５．７
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ

２ アダム・テプフェール ジュネーヴ近郊の風景 １７９２年 セピア、紙 ４５．２×６４．０
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ

３ ポール・ユエ
グロ＝フトーの空き地、フォンテーヌブロー
の森

不詳 油彩、キャンヴァス ３５．６×５３．６ 個人

４ ジョルジュ・サンド 池のある風景、樹木と山 不詳 水彩、紙 １２．０×１５．０ 個人

５ ジャック・ジョゼフ・マカール ヴェルジーの森のねじれたブナの木 不詳
黒色顔料、インク、
水彩、墨、紙

２２．５×３０．０ 個人

６ ルイ＝ジョルジュ・ブリルアン フォンテーヌブローの森にて 不詳
木炭、色鉛筆、白の
ハイライト、灰色の紙

４５．５×６０．０
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ

７ アルフレッド・ド・クルゾン カステル＝フサノの森 １８５０―１８６９年 木炭、紙 ３８．５×５２．４
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ

８ カミーユ・コロー エトルタ近くの風景 １８７２年 油彩、キャンヴァス ４６．０×６１．０
フォン・デア・ハイト美術
館、ヴッパータール

９ ジュール・デュプレ 古い樫、沼のほとり １８７０年頃 油彩、板 ３０．０×４２．０ 個人
１０ テオドール・ルソー バルビゾン、夕暮れの牧草地 １８４０年頃 油彩、板 １１．５×２０．０ 個人

１１ テオドール・ルソー 夏の風景 不詳 油彩、キャンヴァス ４３．５×６０．０
フォン・デア・ハイト美術
館、ヴッパータール

１２ テオドール・ルソー 樫の木のある風景 不詳 油彩、キャンヴァス ７５．０×９５．０ 山梨県立美術館

１３
ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペー
ニャ

森林の道 不詳 油彩、板 ２５．０×３５．２
フォン・デア・ハイト美術
館、ヴッパータール

１４
ナルシス・ディアズ・ド・ラ・ペー
ニャ

フォンテーヌブローの樫の木「怒れる者」 １８６２年 油彩、キャンヴァス ７１．４×９３．５ 山梨県立美術館

１５ シャルル＝フランソワ・ドービニー 道端の木立 １８６８年頃 油彩、キャンヴァス ２８．０×４２．５ 個人

１６ シャルル＝フランソワ・ドービニー ヴァルモンドワの下草 １８７２年 油彩、キャンヴァス １２５．０×８９．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

１７ シャルル＝フランソワ・ドービニー 羊飼いと女羊飼い １８７４年 エッチング、紙 ２５．２×１９．５
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

１８ レオニード・ブルジュ
版画集『ドービニー、思い出とスケッチ』
（L. H. May［パリ］、１９００年刊行）

１８９４年 エッチング ２８．５×３８．３（閉じた状態）
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

１９ フランソワ＝ルイ・フランセ 池 不詳 油彩、キャンヴァス ２６．６×３７．６ 個人

２０ フランソワ＝ルイ・フランセ 雪のヴィラ・ボルゲーゼの庭 １８８７年 水彩、紙 ５０．０×３３．０ 個人
２１ フランソワ＝ルイ・フランセ 下草 不詳 インク、紙 ４４．０×３０．０ 個人

２２ アドルフ・フェリックス・カルス オンフルールの果樹園 １８７８年
油彩、キャンヴァス
で裏打ちした紙

２４．８×３３．０ 個人

２３ ルイ＝ニコラ・カバ ネミ湖の一隅 １８９３年
ペン、鉛筆、白のハ
イライト、紙

２３．０×２６．０
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ

２４ シャルル＝エミール・ジャック 二本の樹 不詳 鉛筆、紙 ２５．５×１８．０ 個人

２５ アンリ・アルピニー 森のはずれ １９１５年 木炭、紙 ３９．５×５５．５
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

２６ アレクサンドル・ルネ・ヴェロン ロワン川のヌムール橋 不詳 油彩、キャンヴァス ３８．０×５６．０ 個人

２７
エミール・ヴァン・マルク・ド・リュ
メン

「白い女王」フォンテーヌブローの森 不詳 油彩、キャンヴァス ４９．０×７０．０ 個人

２８ テオフィル・ナルシス・ショヴェル ヌイイ公園の大きな島 １８５２年
黒色顔料、白チョー
クのハイライト、紙

２４．５×３２．４
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ

２９ エドモン・イオン 古木「フォンテーヌブロー、アゴナール」 不詳 鉛筆、紙 ３１．０×４０．０ 個人

３０ レオン・リシェ 妖精の沼 １８８０―１８９０年
パステル、キャンヴァ
スで裏打ちした紙

７３．０×９２．０ 個人

３１ ギュスターヴ・ドレ 嵐の後、スコットランドの急流 １８７５―１８７８年 油彩、キャンヴァス １０８．０×１８３．０ 個人

３２
ジュール・バスティアン＝ルパー
ジュ

ダンヴィエの村 不詳 油彩、キャンヴァス ８１．５×９５．０
フォン・デア・ハイト美術
館、ヴッパータール

３３ フレデリック・モンナール 剪定 １８７９年 油彩、キャンヴァス ５５．０×３７．０ 個人

３４ アレクサンドル・ノザル 古い樫、雪の中 不詳
パステル、グワッ
シュ、紙

３０．０×２１．０ 個人

３５ エミール・イーゼンバール アルシエの泉 １９０５年頃 油彩、キャンヴァス １１７．０×９４．０ 個人

２．印象派の画家たちと同時代の風景画

３６ クロード・モネ
ヴェトゥイユの河岸からの眺め、ラヴァクー
ル（夕暮れの効果）

１８８０年頃 油彩、キャンヴァス １２０．０×１５５．０ 個人

３７ ギュスターヴ・カイユボット セーヌ河岸、プティ・ジュヌヴィリエ １８７０年頃 油彩、キャンヴァス ３２．４×４１．２
アルジャントゥイユ美術
館（カミーユ・ピサロ美
術館寄託）

３８ カミーユ・ピサロ マトゥランの丘にて、ポントワーズ １８７４年 油彩、キャンヴァス ４５．０×６５．０ 個人

３９ カミーユ・ピサロ モンフーコーの沼 １８７４年頃 鉛筆、紙 １５．７×１９．７
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４０ カミーユ・ピサロ
樹のカーテン（色に関する書き込みのあるス
ケッチ）

１８７７年頃 鉛筆、紙 １０．３×１５．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４１ カミーユ・ピサロ 横長の風景、ポントワーズのエルミタージュ １８７９年 アクアチント、紙 １１．３×３９．４
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４２ カミーユ・ピサロ 樹木と耕された地面 １８７９年
エッチング、アクア
チント、紙

１１．８×１６．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４３ カミーユ・ピサロ オニーの風景 １８８７年 ドライポイント、紙 １１．６×１５．５
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４４ リュシアン・ピサロ 松林 １８９２年 油彩、キャンヴァス ４７．０×５４．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４５ リュシアン・ピサロ りんごの収穫 １８９５年頃 木版多色摺り、紙 １６．０×１３．３
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

４６
フェリックス・ピサロ
（別名：ジャン・ロック）

散歩、公園の母と娘 １８９６―１８９７年頃 油彩、キャンヴァス ５５．０×４６．０ 個人

４７ リュドヴィク・ピエット フォッセの祭り、ポントワーズ １８７７年 油彩、キャンヴァス ８５．０×１２５．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

４８ リュドヴィク・ピエット 収穫 １８７３年 グワッシュ、紙 １２．０×３４．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ（カミー
ユ・ピサロ旧蔵）

４９ エドゥアール・ベリアール フォッセの通り １８７２―１８７４年 油彩、キャンヴァス ５５．０×４６．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

５０ フレデリック・コルデ 柴の束 １８９５年頃 油彩、キャンヴァス ４５．０×５４．０ 個人

５１ ルイス・ヒメネス・イ・アランダ 公園の一隅、ポントワーズ １８９２年 油彩、キャンヴァス ２３．９×３５．１
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

５２ ヴィクトール・ヴィニョン 村の入口、ネル＝ラ＝ヴァレ １８８８年頃 油彩、キャンヴァス ３７．０×４７．０ 個人

５３ ポール・セザンヌ 農場の入口、オーヴェール＝シュル＝オワーズ １８７３―１８７４年 エッチング、紙 １３．０×１１．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

５４ ポール・ガシェ オーヴェール＝シュル＝オワーズの洪水 １８７３年頃 エッチング、紙 １３．６×１０．３
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

５５ ノルベール・グヌート シャポンヴァルからみたオーヴェールの眺め １８９３年頃
エッチング、ドライ
ポイント、紙

８．５×１０．７
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

５６ アルマン・ギョーマン ミルゴドンの果樹園、夕方４時 １８９２年 油彩、キャンヴァス ６５．０×８１．０ 個人

５７ アルマン・ギョーマン 土手のある道、オート＝ブリュイエール １８７３年 エッチング、紙 １２．７×９．３
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

５８ ポール・シニャック 《リース広場》のための習作 １８９３年頃 油彩、板 ２０．０×２６．０ 個人

５９ ポール・シニャック エルブレーのセーヌ河 １８８８―１８８９年頃 テンペラ、絹（扇子） ３１．７×６８．０
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

６０ シャルル・アングラン ル・クロ、ノルマンディー １９０７―１９０８年頃 油彩、キャンヴァス ８０．０×９９．０ 個人
６１ シャルル・フレション コショワーズ広場、ルーアン １８９１年 油彩、キャンヴァス ２７．０×３５．０ 個人
６２ シャルル・フレション 森の秋、ケヴルヴィル＝ラ＝ミロン １９０３―１９０５年頃 油彩、キャンヴァス ６５．０×８０．５ 個人
６３ シャルル・フレション 夏、ケヴルヴィル＝ラ＝ミロン １９０５―１９０８年頃 油彩、キャンヴァス ６０．０×７３．０ 個人
６４ マクシミリアン・リュース 日没の風景 １８８８年 油彩、キャンヴァス ５０．０×６０．０ 個人
６５ マクシミリアン・リュース サン＝トロペ １８９３年 油彩、厚紙 ２６．０×４０．０ 個人
６６ マクシミリアン・リュース 風景、オーヴェール＝シュル＝オワーズ １９２５年 コンテ・クレヨン、紙 ３７．０×５５．０ 個人
６７ レオ・ゴーソン 下草、ラニー＝シュル＝マルヌ近郊 １８８５―１８９０年 パステル、色鉛筆、紙 ３６．５×４３．５ 個人
６８ レオ・ゴーソン 三本の樹のある風景 １８８６年 油彩、板 ２６．５×３４．７ 個人
６９ レオ・ゴーソン 森の中の道（樹木の習作） １８８７年頃 油彩、板（寄木） １３．５×２２．５ 個人

７０ レオ・ゴーソン 樹木の習作 １８８７年頃
油彩、厚紙で裏打ち
したキャンヴァス

２６．０×３３．０ 個人

７１ レオ・ゴーソン ラニー＝シュル＝マルヌ近郊 １８８８―１８８９年
油彩、板で裏打ちし
た厚紙

２２．０×３１．０ 個人

７２ レオ・ゴーソン 樹木の向こうの村 １８９０年 油彩、キャンヴァス ４６．０×５５．０ 個人
７３ アシール・ロージェ 花咲く樹、春の庭 １８９７年頃 油彩、キャンヴァス ４０．０×３２．５ 個人
７４ ルイ・アイエ 街路、夜景 １８８９年頃 油彩、厚紙 ２８．０×１９．５ 個人
７５ ルイ・アイエ 下草、夕暮れ １８８９―１８９２年頃 油彩、厚紙 １６．０×２２．０ 個人
７６ ジョルジュ・タルディフ モンマルトルのマキ １９００年頃 グワッシュ、紙 ４９．０×２８．０ 個人
７７ ジョルジュ・タルディフ モンマルトルのマキ １９００年頃 グワッシュ、紙 ４９．０×２８．０ 個人
７８ シャルル＝アンリ・ペルソン サン＝トロペ、カマラの泉 不詳 油彩、キャンヴァス ５４．０×６５．０ 個人

７９ シャルル＝アンリ・ペルソン ラ・モールの引き馬 不詳
油彩、板で裏打ちし
たキャンヴァス

６５．０×９１．５ 個人

８０ リュドヴィク＝ロド・ピサロ 松（色に関する書き込みのある山の風景） １９００―１９１０年
水彩、鉛筆による下
描き、紙（手帳）

２１．５×１６．６
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

３．ポスト印象主義と２０世紀前衛芸術への試み

８１ オディロン・ルドン ペイルルバードのポプラ 不詳
油彩、板に貼付した
厚紙

２３．５×１７．０ 岐阜県美術館

８２ ウジェーヌ・カリエール 樹木の習作 不詳
黒色顔料、紙（スケッ
チブック）

各８．０×１３．０
タヴェ＝ドラクール美術
館、ポントワーズ（シャ
ルル・ウルモン寄贈）

８３ リュシアン・レヴィ＝デュルメル
《ル・コル・デュ・シャ峠とブールジェ湖》のた
めの樹木の習作

１９２４―１９３０年
コンテ・クレヨン（青）、
紙（スケッチブック）

２３．０×３０．１
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

８４ エミリオ・ボッジオ 手すり １９０９年 油彩、キャンヴァス ６５．０×６０．０ 個人
８５ エミリオ・ボッジオ 開花 １９１５年 油彩、板 ３８．０×４６．０ 個人
８６ アンリ・マルタン ポプラのある草地 不詳 油彩、板 ５５．３×３７．５ 個人

８７ アンリ・リヴィエール ボルム＝レ＝ミモザの風景（松） １９２５年 水彩、紙 ２６．１×４１．２
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

８８ アンリ・リヴィエール ボルム＝レ＝ミモザの風景（オリーヴ） １９２６年 水彩、紙 ２６．１×４１．２
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

８９ アンリ・リヴィエール ボルム＝レ＝ミモザの風景 １９２１年 水彩、紙 ２６．１×４１．２
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

９０ ギュスターヴ・ロワゾー ウール川 １９２１年 油彩、キャンヴァス ６６．０×８１．９ 個人
９１ ヴィクトール・シャールトン リュクサンブール公園、パリ １９１５年頃 油彩、キャンヴァス ５３．０×６２．０ 個人
９２ シャルル・ラコスト ベアルンの風景、大木 不詳 油彩、キャンヴァス ４６．０×５５．０ 個人

９３
ジャン＝フランソワ・オービュル
タン

海辺の松、ポルクロール 不詳 油彩、キャンヴァス １１５．０×１６８．０
オワーズ県美術館、ボー
ヴェ

９４
フェルディナン・ロワイヤン・
ドュ・ピュイゴドー

月下の彫像 不詳 油彩、キャンヴァス ３５．０×５０．０ 個人

９５ エドガー・シャイーヌ カンペルレの眺め、夜の効果 １９２０年頃 パステル、紙 ３６．５×５３．０ 個人
９６ ポール・ランソン 沼地の魔女 １８９７年頃 油彩、キャンヴァス ４５．０×５５．０ 個人
９７ ポール・ランソン 水を飲む雌鹿 １８９７年頃 油彩、キャンヴァス ６０．０×８１．０ 個人

９８ ポール・ランソン 苦しみの形相をした罠のある樹木 １９０５年頃
パステル、明るい灰
色の紙

４８．０×３１．０ 個人

９９ ケル＝グザヴィエ・ルーセル 青い服の女性、サン＝トロペ １９０６年頃
パステル、裏打ちし
た紙

４７．０×６０．０ 個人

１００ ポール・セリュジエ 森の中の焚火 １８８９―１８９０年頃 油彩、キャンヴァス ９２．０×７３．０ 岐阜県美術館

芸術の森美術館事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

１０１ ポール・セリュジエ
急流の側の幻影、または妖精たちのランデ
ヴー

１８９７年 油彩、キャンヴァス １１１．０×１８２．０ 岐阜県美術館

１０２ モーリス・ドニ 小さなブルターニュの女性たち、沼のほとり １８９２年頃 油彩、キャンヴァス ２９．５×３６．５ 個人

１０３ フェリックス・ヴァロットン オンフルールの眺め、朝 １９１２年 油彩、キャンヴァス １４６．０×９７．０
オワーズ県美術館、ボー
ヴェ

１０４ レオン・ジラン＝マクス アリスカン、アルル １９１３年 グワッシュ、紙 ４６．７×２９．４ 個人
１０５ ピエール・オデ 庭 １９１２―１９１３年頃 油彩、キャンヴァス ４６．５×３３．０ 個人

１０６
ロベール・アントワーヌ・パンショ
ン

道、雪の効果 １９０５年 油彩、板 ５８．０×７３．０ 個人

１０７
ロベール・アントワーヌ・パンショ
ン

曳船道 １９０９年頃 油彩、キャンヴァス ８２．０×６６．０ 個人

１０８
ロベール・アントワーヌ・パンショ
ン

ブランヴィル＝クルヴォンの谷 １９１０年頃
油彩、板で裏打ちし
た厚紙

６５．０×８１．０ 個人

１０９ ジョルジュ・ポール・ルルー 風景の習作 １９０５―１９２０年
黒色顔料、サンギー
ヌ（スケッチブック）

１８．７×２７．２
カミーユ・ピサロ美術館、
ポントワーズ

１１０ アンリ・マティス オリーヴの並木路 １９１９年 油彩、キャンヴァス ７４．０×６６．０ パリ市立近代美術館
１１１ オトン・フリエス オンフルール近郊 １９４０年 油彩、キャンヴァス ５５．０×６３．０ 個人

１１２ クリスチャン・ロールフス 春の樹 １９１７年 油彩、キャンヴァス ９８．５×６１．０
フォン・デア・ハイト美術
館、ヴッパータール

１１３
エミール・ノルデ（ハンス・エミー
ル・ハンセン）

ブーヘンヴァルトの春 Ⅱ １９１５年 油彩、キャンヴァス ８８．５×７５．５
フォン・デア・ハイト美術
館、ヴッパータール

芸術の森事業部
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④エッシャーの世界 新規
「だまし絵」で知られ、今なお根強い人気を誇る版画

家、マウリッツ・コルネリス・エッシャー（１８９８―１９７２）

を、最初期の肖像画や風景画から、不思議な生き物を描

いたものやパターンを平面に充填した作品、そして代名

詞ともいえる不可能な遠近法によるだまし絵作品まで、

オランダのM．C．エッシャー財団所蔵作品を中心とした

約９０点の作品により紹介。また、作品が生まれるまでに

描かれたデッサンや習作などの資料、そして師・メスキー

タの作品をあわせて展示することで、その創作の源泉に

も迫った。

出品点数：１４０点

期 日：平成２８年９月３日（土）～１０月１６日（日）４４日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、株

式会社北海道新聞社、TVh株式会社テレビ北海道

後 援：オランダ王国大使館、在大阪・神戸オランダ総

領事館、北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 力：M．C．エッシャー財団

企画協力：株式会社キュレイターズ

入場料：一般１，３００円、高校・大学生７００円、中学生５００円

入場者数：４４，６４９人

関連事業：（１）大人向けギャラリーツアー

「エッシャーの世界の見どころ」

期 日：９月９日（金）、２４日（土）

各日１４：００～１４：４０

会 場：札幌芸術の森美術館展示室

参加者数：１４０人

（２）子ども向けギャラリーツアー

「美術探偵団～見えない世界のフシギをさがせ！～」

期 日：９月２２日（木・祝）、１０月１日（土）

各日１０：００～、１４：００～

会 場：札幌芸術の森美術館 展示室

参加者数：７１人

（３）ワークショップ

「だまし絵マントをつくろう！」

期 日：９月１８日（日）、１９日（月・祝）

各日①１０：３０～１２：００②１４：００～１５：３０

会 場：陶工房ワークショップルーム

講 師：渡辺元佳（彫刻家）

参加者数：４１人

（４）ワークショップ

「なぞってみタイリングつながってパター

ン－正則分割の魅力－」

期 日：１０月８日（土）、９日（日）、１０日（月・祝）

各日①１０：３０～１２：００②１３：３０～１５：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

参加者数：５８人

関連記事：「親しみ深いだまし絵エッシャーの世界札幌」

北海道新聞２０１６年１月１２日朝刊、「芸術の秋い

かが「だまし絵」の秘密探るエッシャーの世

界、札幌芸術の森美術館、特撮美術の専門家講

演ゴジラ展、道立近代美術館」北海道新聞２０１６

年８月１４日朝刊、「だまし絵変遷たどる、

「エッシャーの世界」展 札幌で３日から」北

海道新聞２０１６年８月３０日夕刊、「アーと驚くだ

まし絵札幌芸術の森エッシャー展始まる」北

海道新聞２０１６年９月４日朝刊、北海道新聞別刷

週刊まなぶん２０１６年９月１０日、乾淑子「魚眼図

エッシャー展」北海道新聞２０１６年９月１５日夕

刊、中西“サビ”一志、工藤“ワビ”良平選

「奥深いエッシャーの世界だまし絵だけではな

い面白さ」北海道新聞２０１６年９月１６日朝刊、

「エッシャー展１万人達成、札幌の寄木さんに

記念品」北海道新聞２０１６年９月１７日朝刊、「札

幌芸術の森美術館「エッシャーの世界」展ペ

ア入場券を５組に」北海道新聞２０１６年９月２０

日夕刊、大倉玄嗣「不思議の世界へようこそ

「エッシャーの世界」展１６日まで芸術の森美術

館」どうしん生活情報版さっぽろ１０区２０１６年

１０月７日、NHK「ほっとニュース北海道」

（２０１６年９月２日放送）、テレビ北海道「TVh

道新ニュース」（２０１６年９月６日放送）、FM

北海道「brilliant days」（２０１６年９月８日）、J :

COM「デイリーニュース」（２０１６年９月２８日）
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

１．エッシャーとメスキータ
師メスキータ

１
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

そうじ １８９８年 板目木版 ２７．０×４０．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

２
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

ヨセフ・メンデス・デ・コスタの肖像 １９０８年 板目木版 ２８．８×１９．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

トド １９１２年 板目木版 ２０．５×５７．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

オランダカイウの花瓶の後ろの女性の裸像
１９１２年 板目木版 ５６．７×４０．０

個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

オニアオサギ １９１５年 板目木版 ３９．５×２３．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

牛 １９１６年 板目木版 ９．５×２０．３
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

７
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

ゆりと男女 １９１６―１７年 板目木版 ５１．５×４４．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

しまうま １９１８年 板目木版 ２７．５×４１．３
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

９
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

ピート・フォルキンクの肖像 １９１９年 板目木版 ２３．０×２１．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

ウォーターバック １９２１年 板目木版 ４６．０×３２．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

エクスタシー １９２２年 板目木版 ３２．１×１３．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１２
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

王冠オウム １９２４年 板目木版 ４０．６×２２．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

サボテン １９２６年 板目木版 １８．２×９．６
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１４
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

サボテンと自画像 １９２６年 板目木版 ３８．２×２１．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１５
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

マナヅル １９２７年 板目木版 １９．４×１４．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１６
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

パーシュドイン １９２８年 板目木版 ２３．０×５５．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１７
サミュエル・イエッスルン・ド・メ
スキータ

メイド １９３２年 板目木版 ４６．８×１９．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

初期のエッシャー作品

１８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

椅子に座っている自画像 １９２０年２月 板目木版 １９．５×１６．８ ハウステンボス美術館

１９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

聖堂のパイプオルガン １９２０年 墨、紙 ６３．５×４７．５ ハウステンボス美術館

２０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

兎 １９２０年８月 板目木版（没後刷） １７．６×３６．８ ハウステンボス美術館

２１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

小鳥に説法する聖フランシス １９２２年 板目木版 ５０．９×３０．７ ハウステンボス美術館

２２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』目次 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』花 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１３．５ ハウステンボス美術館

２４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』日時計 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』蒸気ローラー １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』ろうそくの火 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』標識 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』リス １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』キノコ １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

３０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』サイコロ １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

３１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』サボテン １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

３２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』隠れ家 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

３３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

『２４の寓意画』南京錠 １９３１年３―６月 板目木版 １８．０×１４．０ ハウステンボス美術館

２．イタリア周遊時代

３４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

シエナ周辺の景色 １９２２年１２月 インク、紙 ５３．８×３８．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

シエナ １９２３年１月 インク、紙 ３５．８×５９．６
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

妻イエッタの肖像 １９２５年２月 板目木版 ４９．２×２７．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

ラヴェッロ １９２５年４月 インク、紙 ２９．７×３６．３
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

オーピ（アブルッツィ） １９２９年９月 スクラッチ ４８．２×６１．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

スカンノの通り（アブルッツィ） １９３０年１月 リトグラフ ６２．７×４３．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

芸術の森事業部
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

４０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

カストロヴァルヴァ（アブルッツィ） １９３０年２月 リトグラフ ５３．０×４２．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

シィッラ（カラブリア） １９３１年１月 リトグラフ ２９．７×２２．６
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

トロペア（カラブリア） １９３１年１月 リトグラフ ３１．３×２３．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

ロッカ・インペリアーレ近くの回廊
（カラブリア）

１９３１年２月 リトグラフ ２３．１×３０．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

アトラニ（アマルフィ海岸） １９３１年８月 リトグラフ ２７．５×３７．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《メタモルフォーゼⅡ、Ⅲ》習作
１９３９年１０月―
１９４０年３月

デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

２４．０×６７．５（複製：２２．８×６４．１）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

４６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

アトラニの地下路地（アマルフィ海岸） １９３１年１１月 木口木版 １８．０×１２．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

アマルフィ海岸 １９３１年１２月 板目木版（６色刷） ６５．０×４８．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

サン・コシモ（ラヴェッロ） １９３２年２月 リトグラフ ３１．３×２２．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

４９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

マリア病院の玄関（ラヴェッロ） １９３２年２月 木口木版 ２６．９×２１．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

ガンジのミイラとなった僧侶（シチリア島） １９３２年６月 リトグラフ ２０．４×２７．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

サン・ミケーレ・デイ・フリソーネ（ローマ） １９３２年６月 リトグラフ ４３．５×４９．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

セジェスタの寺院（シチリア島） １９３２年１２月 木口木版 ３２．２×２４．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

（スペルリンガ近くの）洞窟住居（シチリア
島）

１９３３年１月 板目木版 ２４．１×３１．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

やしの木 １９３３年２月 木口木版（２色刷） ３９．７×３９．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

カルヴィの松林（コルシカ） １９３３年６月 板目木版（３色刷） ３５．７×４６．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

ノンツァ（コルシカ島） １９３４年２月 リトグラフ ３１．３×２３．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

夜のローマ：サン・ピエトロ寺院の列柱（ベル
ニーニの柱廊）

１９３４年３月 板目木版 ３１．１×２２．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

夜のローマ：ディオスクーロ・ポルックス（カ
ンピドーリオ広場）

１９３４年４月 板目木版 ２９．８×２３．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

夜のローマ：コロセウム １９３４年５月 板目木版 ２３．０×２９．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

（ローマの）ジャニコロから（見た）サン・ピ
エトロ寺院

１９３５年２月 木口木版 ２４．１×３２．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

セングレア（マルタ島） １９３５年１０月 板目木版（３色刷） ３１．０×４６．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３．エッシャー独自の世界
１．鏡面

６２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

写像球体を持つ手 １９３５年１月 リトグラフ ３１．８×２１．３
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

眼 １９４６年１０月 メゾチント １４．１×１９．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

三つの球体Ⅱ １９４６年４月 リトグラフ ２６．９×４６．３
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

波紋 １９５０年３月 リノカット（２色刷） ２６．０×３２．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

水たまり １９５２年２月 板目木版（３色刷） ２４．０×３１．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

三つの世界 １９５５年１２月 リトグラフ ３６．２×２４．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

２．ふしぎな生き物

６８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

もう一つの世界 １９４７年１月
木口木版・板目木版
（３色刷）

３１．８×２６．１
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

６９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

でんぐりでんぐり １９５１年１１月 リトグラフ １７．０×２３．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

７０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

宿命（逆さまの世界） １９５１年１月 リトグラフ ２９．４×４２．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

７１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割８０（トビウオ／鳥） １９５０年１１月
デジタル画像による
複製（原画：墨、水
彩、グアッシュ、紙）

２２．６×３０．４（複製：２１．５×２８．９）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

７２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

深み １９５５年１０月
木口木版・板目木版
（３色刷）

３２．０×２３．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

７３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《深み》習作 １９５５年
デジタル画像による
複製（原画：鉛筆、
色鉛筆、紙）

６２．０×４２．５（複製：５８．９×４０．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

７４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《深み》習作 １９５５年頃
デジタル画像による
複製（原画：鉛筆、
透写紙）

１９．３×１４．５（複製：１８．３×１３．８）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

７５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《深み》習作 １９５５年頃
デジタル画像による
複製（原画：黒と赤
の鉛筆、透写紙）

３６．５×４２．５（複製：３４．７×４０．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

７６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《深み》習作 １９５５年頃
デジタル画像による
複製（原画：黒と赤
の鉛筆、透写紙）

４２．５×３１．０（複製：４０．４×２９．５）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

芸術の森美術館事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

７７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《深み》習作 １９５５年頃
デジタル画像による
複製（原画：鉛筆、
透写紙）

４２．５×３１．０（複製：４０．４×２９．５）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

７８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

偏平虫類 １９５９年１月 リトグラフ ３３．８×４１．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

３．正則分割

７９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

発展Ⅰ １９３７年１１月 板目木版 ４３．７×４４．６
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割１８（二羽の鳥） １９３８年２月
デジタル画像による
複製（原画：墨、鉛
筆、水彩、紙）

２２．３×２３．６（複製：２４．５×２６．０）
個人（原画所蔵先：Ｍ．
Ｃ．エッシャー財団）

８１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割２２（鳥／魚） １９３８年６月
デジタル画像による
複製（原画：墨、鉛
筆、水彩、紙）

２２．８×２４．３（イメージ）
個人（原画所蔵先：Ｍ．
Ｃ．エッシャー財団）

８２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割５６（トカゲ） １９４２年１１月

デジタル画像による
複製（原画：墨、金
彩、色 鉛 筆、ポ ス
ターカラー、紙）

２２．０×２０．７
個人（原画所蔵先：Ｍ．
Ｃ．エッシャー財団）

８３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割６７（騎士） １９４６年６月
デジタル画像による
複製（原画：墨、色
鉛筆、水彩、紙）

２１．３×２１．４（イメージ）
個人（原画所蔵先：Ｍ．
Ｃ．エッシャー財団）

８４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割７１（鳥） １９４８年４月
デジタル画像による
複製（原画：墨、水
彩、紙）

２６．７×２０．５
個人（原画所蔵先：Ｍ．
Ｃ．エッシャー財団）

８５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面充填Ⅰ １９５１年３月 メゾチント １４．６×１９．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

徐々に小さく（中心部の試刷り） １９５６年１０月
木口木版・板目木版
（２色刷）

１４．５×１４．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面充填Ⅱ １９５７年７月 リトグラフ ３１．５×３７．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

魚のいる球の表面 １９５８年７月 板目木版（２色刷） ３４．０×３４．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

魚とうろこ １９５９年７月 板目木版 ３７．８×３７．８
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

９０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

円の極限Ⅲ １９５９年１２月 板目木版（５色刷） 直径４１．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

９１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《円の極限Ⅲ》習作 不詳
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１５．１×１９．４（複製：１４．３×１８．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

９２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《円の極限Ⅲ》習作 １９５９年
デジタル画像による
複製（原画：鉛筆、
色鉛筆、紙）

２９．７×４１．５（複製：２８．２×３９．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

９３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割１２２（魚） １９６４年４月
デジタル画像による複
製（原画：ポスター
カラー、鉛筆、紙）

３５．７×２４．５（複製：３３．９×２３．３）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

９４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割１２３（魚） １９６４年４月
デジタル画像による複
製（原画：ポスター
カラー、鉛筆、紙）

３５．７×２４．５（複製：３３．９×２３．３）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

９５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

方形の極限 １９６４年４月 板目木版（２色刷） ３４．０×３４．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

９６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割のスケッチ 不詳
鉛筆、色鉛筆、イン
ク、紙

２０．８×１６．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

９７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割 不詳
デジタル画像による
複製（原画：墨、鉛
筆、水彩、紙）

２２．０×２９．２（複製：２０．９×２７．７）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

９８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

平面の正則分割の例と説明 １９５５―１９６５年
デジタル画像による
複製（原画：イン
ク、紙）

４０．４×２７．０（複製：３８．４×２５．７）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

９９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

タイル壁画のためのスケッチ、ハーグ市のリ
ベラル・クリスチャン中高等学校のファサード

１９５９年
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

２１．０×３３．０（複製：２０．０×３１．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

４．変化するかたち

１００
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

昼と夜 １９３８年２月 板目木版（２色刷） ３９．１×６７．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

空と水Ⅰ １９３８年６月 板目木版 ４３．５×４３．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

解放 １９５５年４月 リトグラフ ４３．４×１９．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

５．無限性

１０３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

騎手 １９４６年７月
板目木版（３色刷・
没後刷）

２３．９×４４．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

螺旋 １９５３年１２月 木口木版（２色刷） ２７．０×３３．３
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

皮 １９５５年５月
木口木版・板目木版
（４色刷）

３４．５×２３．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

白鳥（白鳥と黒鳥） １９５６年２月 木口木版 １９．９×３１．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

婚姻の絆 １９５６年４月 リトグラフ ２５．３×３３．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

メビウスの輪Ⅰ １９６１年３月
木口木版・板目木版
（４色刷）

２３．８×２５．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１０９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

メビウスの輪Ⅱ（赤蟻） １９６３年２月 板目木版（３色刷） ４５．３×２０．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

結び １９６５年８月 板目木版（３色刷） ４３．０×３２．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

蛇 １９６９年７月 板目木版（３色刷） ４９．８×４４．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm） 所蔵者

６．不可能な遠近法

１１２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

上と下 １９４７年７月 リトグラフ（褐色） ５０．３×２０．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

相対性 １９５３年７月 リトグラフ ２７．７×２９．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

凸凹 １９５５年３月 リトグラフ ２７．５×３３．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

ベルベデーレ（物見の塔） １９５８年５月 リトグラフ ４６．２×２９．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

上昇と下降 １９６０年３月 リトグラフ ３５．５×２８．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

滝 １９６１年１０月 リトグラフ ３８．０×３０．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１１８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》（部分）習作 １９４２年９月
デジタル画像による
複製（原画：イン
ク、紙）

２０．１×２１．３（複製：１９．１×２０．２）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１１９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による
複製（原画：鉛筆、
透写紙）

４２．５×３０．５（複製：４０．４×２９．０）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

３９．８×３０．９（複製：３７．８×２９．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

２０．８×１９．１（複製：１９．８×１８．１）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１７．５×１７．５（複製：１６．６×１６．６）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

８．５×１１．４（複製：８．１×１０．８）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１１．３×９．１（複製：１０．７×８．６）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１１．３×１３．８（複製：１０．７×１３．１）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１４．１×１９．５（複製：１３．４×１８．５）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１６．０×１３．０（複製：１５．２×１２．４）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

１４．０×１４．０（複製：１３．３×１３．３）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

１２９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

《滝》習作 １９６０―６１年頃
デジタル画像による複
製（原画：鉛筆、紙）

８．２×９．５（複製：７．８×９．０）
個人（原画所蔵先：ハー
グ市立美術館）

７．二次元と三次元の交差

１３０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

爬虫類 １９４３年３月 リトグラフ ３３．４×３８．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３１
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

出会い １９４４年５月 リトグラフ ３４．２×４６．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３２
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

バルコニー １９４５年７月 リトグラフ ２９．７×２３．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３３
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

三つの球体Ⅰ １９４５年９月 木口木版 ２７．９×１６．９
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３４
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

描く手 １９４８年１月 リトグラフ ２８．２×３３．２
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３５
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

版画画廊 １９５６年５月 リトグラフ ３１．９×３１．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

８．多面体

１３６
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

星 １９４８年１０月 木口木版 ３２．０×２６．０
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３７
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

二重の小惑星 １９４９年１２月 木口木版（４色刷） 直径３７．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３８
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

重力 １９５２年６月 リトグラフ ２９．７×２９．７
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１３９
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

ダニエル・ウィレム・ヘンドリック・パタインの
肖像

１９４３年４月 鉛筆、紙 ３１．４×２３．５
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

１４０
マウリッツ・コルネリス・エッ
シャー

エーケビュー村（ウプスラ） １９４７年５月 鉛筆、紙 ２９．４×４８．４
個人（Ｍ．Ｃ．エッシャー財
団寄託）

芸術の森美術館事業
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出品作品

No. 作品名または製品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、ま
たは縦cm）

第１章 ウォルトの描いた３人のプリンセス
１ フォーレストランプ社（カポディモンテ） 白雪姫と七人の小人 不詳 陶器製 ４４．０×３２．０×３０．０
２ 『白雪姫』１９３０年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー 王子様 １９３０年代 － １５２．７２
３ 『白雪姫』１９３１年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー 白雪姫 １９３０年代 － １３２．０８
４ 『白雪姫』１９３２年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー ドック １９３０年代 － ７１．７６
５ 『白雪姫』１９３３年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー ハッピー １９３０年代 － ７２．７１
６ 『白雪姫』１９３４年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー グランピー １９３０年代 － ７６．２
７ 『白雪姫』１９３５年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー バッシュフル １９３０年代 － ７６．２
８ 『白雪姫』１９３６年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー スニージー １９３０年代 － ７１．４４
９ 『白雪姫』１９３７年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー ドーピー １９３０年代 － ７４．３
１０ 『白雪姫』１９３８年代の映画公開時に使用された手書きのスタンディー スリーピー １９３０年代 － ７６．２
１１ 『白雪姫』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９０５
１２ 『白雪姫』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９
１３ 『白雪姫』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９
１４ 『白雪姫』 パークキャスト用コスチュームスケッチ ２０１４年 － １．９
１５ 『白雪姫』 パークキャスト用コスチューム ２０１４年 － １８２．９

１６
『白雪姫』 ウォルト・ディズニー・ワールド�リゾート マジックキングダム� テーマパーク「白
雪姫と恐ろしい冒険」スタチュー 白雪姫

不詳 － １２９．５４

⑤ディズニープリンセスとアナと雪の女王展 新規
白雪姫からアナとエルサまで、ディズニーの描く９人

のプリンセスたちの“個性と内面に秘めた強さ”を貴

重なアートや衣装、映像資料などとともに紹介。ウォル

ト・ディズニー・アーカイブスのコレクションからドレ

スや小道具、マケットなど貴重なアイテムや資料を一堂

に展示した。また、プロジェクションマッピングによる

特別映像シアターも上映した。

出品点数：１８１点

期 日：平成２８年１０月２６日（水）～平成２９年１月１５日（日）

６７日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

STV札幌テレビ放送株式会社、株式会社電通

協 力：ウォルト・ディズニー・ジャパン

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会、株式会社

STVラジオ

入場料：一般１，５００円、高校・大学生１，２００円、小・中学生

８００円

入場者数：５２，４８０人

関連事業：（１）プレスツアー（報道関係者限定）

期 日：平成２８年１０月２５日（火）１３：００～１５：００

会 場：札幌芸術の森美術館展示室

参加者数：１６人

（２）ポロコ・シティライフ読者限定ツアー

期 日：平成２８年１０月２５日（火）１９：００～２０：００

会 場：札幌芸術の森美術館展示室

参加者数：２５人

関連記事：「ディズニーアニメの原画、模型４００点」北海道

新聞２０１６年１０月２５日朝刊、『コープさっぽろ』

８月号（２０１６年８月１日発行）、『おしゃべり

BOX』２０１６年９月１日発行号、poroco９月号別

冊付録『poroco mamma２０１６』（２０１６年８月２０

日発行）、『poroco』１２月号（２０１６年１１月２０日

発行）、『Scene北海道』Vol．２１（２０１６年１０月２６

日発行）、『月刊ローソンチケット北海道版』

（２０１６年１０月１５日～１１月１４日発行）、『マイナビ

ニュース』（２０１６年１１月４日～１１月２５日配信）、

『ディズニーストア会員メールマガジン』（２０１６

年９月１４日配信）、『yahoo！ライフマガジン』

（２０１６年１１月１９日配信）、Air−G’ラジオ「Sparkle

Sparkler」（２０１６年１１月１日放送）、札幌テレビ

放送「ジョシスタあいく的」（２０１６年１１月２８日

放送）

芸術の森事業部

主催事業

40



No. 作品名または製品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、ま
たは縦cm）

１７
『白雪姫』 ウォルト・ディズニー・ワールド�リゾート マジックキングダム� テーマパーク「白
雪姫と恐ろしい冒険」スタチュー ドック

不詳 － ８１．２８

１８
『白雪姫』 ウォルト・ディズニー・ワールド�リゾート マジックキングダム� テーマパーク「白
雪姫と恐ろしい冒険」スタチュー グランピー

不詳 － ７６．２

１９ 『白雪姫』 限定版セリグラフ・セル画 １９９２年 － ２．５
２０ 『白雪姫』 劇場再公開ポスター １９９３年 － １．９０５
２１ 『白雪姫』 マージョリー・ベルチャー着用衣装 不詳 － ６１．５
２２ 『白雪姫』 オリジナルコンセプトアート １９３７年 － ２．５４
２３ 『白雪姫』 オリジナルコンセプトアート １９３７年 － ２．５４
２４ 『シンデレラ』 ウォーターフォード�クリスタルの靴 １９９４年頃 － ８．３
２５ 『シンデレラ』 リヤドロ�シンデレラと魔法使いの靴 １９９４年 － ２１．６
２６ フォーレストランプ社（カポディモンテ） シンデレラ 不詳 陶器製 ３７．０×２８．０×３０．０
２７ 『シンデレラ』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９０５
２８ 『シンデレラ』 ホームエンターテイメント原画 １９９６年頃 － １．９０５
２９ フォーレストランプ社（カポディモンテ） スリーピングビューティー 不詳 陶器製 ４７．０×３１．０×３５．０
３０ 『眠れる森の美女』 ストーリーブックアート（複製） １９５９年 － ６．３５
３１ 『眠れる森の美女』 ストーリーブックアート（複製） １９５９年 － ０．６
３２ 『眠れる森の美女』 ストーリーブックアート（複製） １９５９年 － ０．６３５
３３ 『眠れる森の美女』 オリジナルセル画 １９５９年 － １．９０５
３４ 『眠れる森の美女』 劇場再公開ポスター原画 １９８６年 － １．９

第２章 実写で描かれるプリンセス
３５ 『マレフィセント』 小道具 オルゴール ２０１４年 － １５．２４
３６ 『マレフィセント』 小道具 オーロラ姫の石の首飾り ２０１４年 － ２．５４
３７ 『マレフィセント』 小道具 オーロラ姫の枝人形 ２０１４年 － ５．０８
３８ 『マレフィセント』 小道具 マレフィセントの石の指輪 ２０１４年 － ２．５４
３９ 『マレフィセント』 小道具 眠り薬用ガラス瓶 ２０１４年 － ５．０８
４０ 『マレフィセント』 小道具 マレフィセントの杖 ２０１４年 － ５．０８
４１ 『マレフィセント』 小道具 マレフィセントの枝人形 ２０１４年 － ５．０８
４２ 『マレフィセント』 小道具 糸車 ２０１４年 － １２９．５４
４３ 『マレフィセント』 小道具 ゆりかご ２０１４年 － １２９．５４
４４ 『マレフィセント』 アンジェリーナ・ジョリー着用衣装 ２０１４年 － １８２．８８
４５ 『マレフィセント』 エル・ファニング着用衣装 ２０１４年 － １８２．９
４６ 『シンデレラ』 ブルードレス リリー・ジェームズ着用衣装 ２０１５年 － １８２．８８
４７ 『シンデレラ』 ポールガウンドレス リリー・ジェームズ着用衣装 ２０１５年 － １８２．８８
４８ 『シンデレラ』 ウェディングドレス リリー・ジェームズ着用衣装 ２０１５年 － １８２．８８
４９ 『シンデレラ』 王子 ウェディング用スーツ リチャード・マッデン着用衣装 ２０１６年 － １８２．９
５０ 『シンデレラ』 小道具 ガラスの靴 ２０１７年 － １７．８
５１ 『シンデレラ』 小道具 エラの母親の本 ２０１５年 － １．９０５
５２ 『シンデレラ』 小道具 アナスタシアの扇子 ２０１５年 － ５．０８
５３ 『シンデレラ』 小道具 ドリゼラの扇子 ２０１５年 － ５．０８
５４ 『シンデレラ』 小道具 フェアリーゴッドマザーの杖 ２０１５年 － ２．５４
５５ 『シンデレラ』 小道具 壊れたティアラ ２０１５年 － ５．１
５６ 『シンデレラ』 小道具 ルシファーのリードと首輪 ２０１５年 － ２．５
５７ 『美女と野獣』 ベル ポールガウンドレス トニー・ブラクストン着用衣装 １９９８年 － １８２．９
５８ 『美女と野獣』 ベル ブルードレス トニー・ブラクストン着用衣装 １９９８年 － １８２．８８
５９ フォーレストランプ社（カポディモンテ） リトルマーメイド 不詳 陶器製 ４２．０×３６．０×３２．０
６０ 『リトル・マーメイド』 ロサンゼルス映画批評家協会ベストアニメーション賞 １９９０年 － ２．５４
６１ 『リトル・マーメイド』 プラチナゴールド賞 １９８９年 － ２．５４
６２ 『リトル・マーメイド』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９０５
６３ 『リトル・マーメイド』 劇場公開ポスター原画 １９８９年 － １．９
６４ アリエルの胸像 １９８９年 － ２２．９
６５ 岩上のアリエル １９８９年 － ２１．６
６６ 『リトル・マーメイド』 ウォーターフォード�アリエルクリスタル人形 １９８９年 － ７．６
６７ 『リトル・マーメイド』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － ３．１７５

第３章 音楽に意思をのせた３人のプリンセス
６８ フォーレストランプ社（カポディモンテ） 美女と野獣 不詳 陶器製 ４６．０×３６．０×３９．０
６９ マケット ベル １９９１年 樹脂 ２６．６７
７０ マケット ベルの胸像 １９９１年 樹脂 ３９．３７
７１ マケット 野獣 １９９１年 樹脂 ３３．０
７２ マケット ルミエール １９９１年 樹脂 ２４．１３
７３ マケット コグスワース １９９１年 樹脂 ２１．５９
７４ マケット ポット夫人 １９９１年 樹脂 ２０．３２
７５ マケット モーリス １９９１年 樹脂 ２４．７６５
７６ マケット ガストン １９９１年 樹脂 ３０．４８
７７ マケット ル・フウ １９９１年 樹脂 ２０．３２
７８ フォーレストランプ社（カポディモンテ） アラジン 不詳 陶器製 ４３．０×３４．０×３６．０
７９ 『美女と野獣』 ロサンゼルス映画批評家協会ベストアニメーション賞 １９９１年 － ２．５４
８０ 『美女と野獣』 トニー賞ベストミュージカル賞 １９９３―１９９４年 － ２．５４
８１ 『美女と野獣』 ミュージックブック １９９１年 － ０．６３５
８２ 『美女と野獣』 プラチナレコード賞 １９９１年 － ２．５４
８３ 『美女と野獣』 劇場公開オリジナルポスターアート １９９１年 － １．９０５
８４ 『美女と野獣』「遠い昔の話」フィギュア １９９６年 － ２５．４
８５ 『美女と野獣』「魔法のバラ」フィギュア ２０００年 － １７．７８
８６ 『美女と野獣』 限定版セリグラフ・セル画 １９９２年 － ２．５
８７ 『美女と野獣』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９

芸術の森美術館事業
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No. 作品名または製品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、ま
たは縦cm）

８８ 『美女と野獣』 ホームエンターテイメント原画 １９９６年頃 － １．９
８９ 『アラジン』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９
９０ 『アラジン』 ホームエンターテイメント原画 １９９５年頃 － １．９
９１ 『アラジン』 アメリカレコード協会 ゴールドレコード賞 １９９２年 － ３．２
９２ マケット ジャスミン １９９２年 樹脂 ２６．７
９３ マケット サルタン １９９２年 樹脂 ２６．６７
９４ マケット ジーニー １９９２年 樹脂 ３５．５６
９５ マケット 魔法のランプ １９９２年 樹脂 １３．９７
９６ マケット ジャファー １９９２年 樹脂 ３５．５６
９７ マケット イアーゴ １９９２年 樹脂 １４．６０５
９８ マケット アラジン １９９２年 樹脂 ２６．７
９９ マケット アブー １９９２年 樹脂 １７．８
１００ 『アラジン』 ミュージックブック １９９２年 － ０．６３５
１０１ 『アラジン』 劇場再公開ポスター １９９２年 － １．９０５

第４章 華やかなブロードウェイ
１０２ 『美女と野獣』 ベル ポールガウンドレス トニー・ブラクストン着用衣装 １９９８年 － １８２．８８
１０３ 『美女と野獣』 ベル ブルードレス トニー・ブラクストン着用衣装 １９９８年 － １８２．８８

第５章 共感する現代のプリンセス
１０４ 『塔の上のラプンツェル』 パークキャスト用コスチューム １９９２年 － １８２．９

第６章 身近に広がるプリンセスの世界
１０５ 『眠れる森の美女』 ストーリーアートブック（複製） １９５９年 － ６．３５
１０６ 『眠れる森の美女』 レコード １９６４年 － ０．６
１０７ 『眠れる森の美女』 スタンプブック 不詳 － ０．６
１０８ 『眠れる森の美女』 ブック 不詳 － ０．６
１０９ 『眠れる森の美女』 オーロラ姫とフィリップ王子 プレイセット 不詳 － １０．２
１１０ 『眠れる森の美女』 ぬり絵 不詳 － ０．６
１１１ 『眠れる森の美女』 オーロラ姫の人形 不詳 － １２．１
１１２ 『眠れる森の美女』 オーロラ姫のハンドパペット 不詳 － １５．９
１１３ 『美女と野獣』 ベル ポールガウンドレス トニー・ブラクストン着用衣装 １９９８年 － １８２．８８
１１４ 『美女と野獣』 ベル ブルードレス トニー・ブラクストン着用衣装 １９９８年 － １８２．８８
１１５ 『シンデレラ』 小道具 ストーリーブック １９５０年 － ５．０８
１１６ 『シンデレラ』 劇場再公開ポスター原画 １９８７年 － １．９０５
１１７ 『シンデレラ』 コンセプトアート（複製） １９５０年 － ２．５４
１１８ 『シンデレラ』 ドレスアップセット １９５０年頃 － ２．５
１１９ 『シンデレラ』 ビューマスター�と立体写真 １９６５年 － １０．８
１２０ 『シンデレラ』 レコード １９５７年 － ０．３
１２１ 『シンデレラ』 ミュージックブック １９５０年頃 － ０．３
１２２ 『シンデレラ』 ブック ２００５年 － １．２７
１２３ 『シンデレラ』 コミックブック １９５５年 － ０．３１７５
１２４ 『シンデレラ』 ブック ２００５年 － ５．０８
１２５ 『シンデレラ』 刺繍セット １９５０年頃 － ２．５４
１２６ 『白雪姫』 ブック １９３７年 － １．２７
１２７ 『白雪姫』 アフターバスパウダー １９３７年 － ９．５
１２８ 『白雪姫』 チャームブレスレット １９３８年 － ０．６
１２９ 『白雪姫』 ぬり絵セット １９３８年 － ２．５４
１３０ 『白雪姫』 貯金箱 １９３８年 － １．９０５
１３１ 『白雪姫』 アンティーク人形 １９３８年 － ４８．２６
１３２ 『白雪姫』 アンティーク人形 １９３８年 － ３０．４８
１３３ 『白雪姫』 財布 １９３８年 － １．２７
１３４ 『白雪姫』 ラジオ １９３８年 － １９．０５
１３５ 『白雪姫』 公開５０周年記念フィギュア １９８７年 － ２０．９５５
１３６ 『白雪姫』 ブリキのバケツ １９３７年 － ２０．３２
１３７ 『白雪姫』 ティーセット １９３８年 － ５．０８
１３８ 『白雪姫』 トラベルケース １９６０年頃 － ８．８９
１３９ 『白雪姫』 ストーリーブック １９３７年 － ６．３５
１４０ 『白雪姫』 着せ替え人形 １９３８年 － １．２７
１４１ 『白雪姫』 ピクチャーパズル １９３８年 － ３０．４８
１４２ 『白雪姫』 歯ブラシホルダー １９３８年 － ５．０８
１４３ 『白雪姫』 ヴァントレーラー １９５０年頃 － １０．１６
１４４ 『白雪姫』 ハンカチ １９３８年 － １．２７
１４５ 『白雪姫』 タップ・ア・ウェイセット １９３８年 － ４．１２７５
１４６ 『白雪姫』 アートスタンプピクチャーセット １９３７年 － ２．５４
１４７ 『白雪姫』 レコード １９６８年 － ０．６３５
１４８ 『白雪姫』 レコード １９８０年 － ０．６３５
１４９ 『白雪姫』 ブック １９３８年頃 － ０．３１７５
１５０ 『白雪姫』 コミックブック １９３８年頃 － ０．３１７５
１５１ 『白雪姫』 ブック １９３７年 － １．２７
１５２ 『白雪姫』 楽譜 １９３７年 － ０．６３５

１５３ ディズニーストア３‐Ｄプレート 白雪姫と七人の小人 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１５４ ディズニーストア３‐Ｄプレート 白雪姫と七人の小人 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

芸術の森事業部
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No. 作品名または製品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、ま
たは縦×横cm）

１５５ ディズニーストア３‐Ｄプレート 白雪姫と七人の小人 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１５６ ディズニーストア３‐Ｄプレート 白雪姫と七人の小人 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１５７ ディズニーストア３‐Ｄプレート シンデレラ 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１５８ ディズニーストア３‐Ｄプレート シンデレラ 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１５９ ディズニーストア３‐Ｄプレート シンデレラ 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６０ ディズニーストア３‐Ｄプレート シンデレラ 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６１ ディズニーストア３‐Ｄプレート スリーピングビューティー 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６２ ディズニーストア３‐Ｄプレート スリーピングビューティー 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６３ ディズニーストア３‐Ｄプレート スリーピングビューティー 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６４ ディズニーストア３‐Ｄプレート スリーピングビューティー 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６５ ディズニーストア３‐Ｄプレート リトルマーメード 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６６ ディズニーストア３‐Ｄプレート リトルマーメード 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６７ ディズニーストア３‐Ｄプレート リトルマーメード 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６８ ディズニーストア３‐Ｄプレート リトルマーメード 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１６９ ディズニーストア３‐Ｄプレート 美女と野獣 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１７０ ディズニーストア３‐Ｄプレート 美女と野獣 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１７１ ディズニーストア３‐Ｄプレート 美女と野獣 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１７２ ディズニーストア３‐Ｄプレート 美女と野獣 不詳
レジン・プラ・アクリル製取付
金具付

２１．０×２１．０×８．０

１７３ フローレンス社 スノーホワイト 不詳 合成陶器製 ２００
１７４ フローレンス社 オーロラ 不詳 合成陶器製 ２００

第７章 アナと雪の女王
１７５ アナ ２０１３年 － ２７．９４
１７６ エルサ ２０１３年 － ２９．２１
１７７ クリストフ ２０１３年 － ３１．１１５
１７８ オラフ ２０１３年 － ２０．３２
１７９ スヴェン ２０１３年 － ３８．１
１８０ アナ パークキャスト用コスチューム ２０１３年 － １８２．８８
１８１ エルサ パークキャスト用コスチューム ２０１３年 － １８２．８８

芸術の森美術館事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、または高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

第１章 １９７０―１９８７年 人間の存在
１ 柿�熙 変容への呪縛 １９７０年 油彩、キャンバス １３０．０×１６２．０ 作家
２ 柿�熙 FIGURE-FINGERS １９８６年 石膏 ７．０×４０．０×４０．０［１０点セット］ 作家

３ 柿�熙 密会の廟より２ １９８２年 石膏 １６７．０×４８５．０×１０６５．０［空間サイズ］ 作家

４ 柿�熙 異形の地平から
１９８４年
（２０１７年
再制作）

木、布 １８０．０×５８５．０×１０６５．０［空間サイズ］ 作家

第２章 １９８８―２０００年代初頭 自然の造形

５ 柿�熙 KOKUZO １９８８年
帆布、シルクスク
リーン、アクリル絵
具、枝

１９４．７×８８．３×３２．８、１９７．９×８９．４×２８．８、
１９９．４×７２．６×４５．６（壁面展示３点）

作家

６ 柿�熙 林縁から 制作年不詳
木、アクリル絵具、
金箔

２４．４×４７．３×５．８ 作家

７ 柿�熙 林縁から １９９５年
木、アクリル絵具、
金箔、枝

３１．１×７０．０×２．４ 作家

８ 柿�熙 林縁から １９９６年
木、アクリル絵具、
金箔

３９．３×８７．５×３．８ 作家

９ 柿�熙 林縁から １９９６年
木、アクリル絵具、
金箔

４５．５×１００．０×４．５ 作家

１０ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２００３年 鉛筆、紙 ２０．８×３０．０［イメージサイズ］ 作家

１１ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２００９年 鉛筆、紙 ２３．５×３１．３［イメージサイズ］ 作家

１２ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０１１年 鉛筆、紙 ２０．１×３１．７［イメージサイズ］ 作家

⑥札幌美術展 柿�熙－森の奥底－ 新規
北海道の現代美術をリードしてきた現代美術家・柿�
熙（１９４６―）の個展。代表作である「林縁から」シリー

ズを中心に、同時代の美術動向から刺激を受けながら独

自の芸術を示してきた柿�の歩みを時系列で紹介。柿�
芸術の魅力を多角的に展観した。

出品点数：５１点

期 日：平成２９年１月２８日（土）～３月２６日（日）５０日間

会 場：札幌芸術の森美術館

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）、

株式会社北海道新聞社

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

助 成：芸術文化振興基金

入場料：一般７００円、高校・大学生３５０円、小・中学生１５０円

入場者数：３，３２５人

関連事業：（１）アーティスト・トーク

期 日：２月１８日（土）１３：００～１４：００

会 場：道新プラザDO-BOX

共 催：市民交流プラザ開設準備室

参加者数：９１人

（２）ギャラリーツアー

期 日：２月１９日（日）、２月２５日（土）、

３月４日（土） 各日１４：００～１４：４０

会 場：札幌芸術の森美術館展示室

参加者数：４４人

関連記事：「道新ぷらすイベント」北海道新聞２０１７年１月

１６日朝刊、「イベントガイドアート」どうしん

生活情報版さっぽろ１０区２０１７年１月２４日、「今

月の展覧会５０＋」『ギャラリー』（２０１７年２月

１日発行）、「展覧会『柿�熙森の奥底』変わ
る視点深まる表現」北海道新聞２０１７年２月１

日夕刊、「かたちに集中できる白選んだ」北海

道新聞２０１７年２月２２日夕刊、「エンタメピック

アップ」『O-tone』（２０１７年１月１５日発行）、

「Yellow Book札幌美術展柿�熙森の奥底」『ま
ほうのえふで』２０１７年２月号、「日々刻々」

『ZAIKAI SAPPORO ONLINE（財界さっぽろ

社ウェブ記事）』、「2017 Sapporo Asian Winter

Games Art Guide」『アジア大会期間文化芸術

リーフレット』

芸術の森事業部
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、または高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

１３ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０１３年 鉛筆、紙 ２２．５×３２．０［イメージサイズ］ 作家
１４ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０１５年 鉛筆、紙 ２２．０×３２．０［イメージサイズ］ 作家
１５ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０１３年 鉛筆、紙 ２４．２×３１．７［イメージサイズ］ 作家
１６ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０００年 鉛筆、紙 ２２．８×３１．４［イメージサイズ］ 作家
１７ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０１６年 鉛筆、紙 ２４．１×３２．２［イメージサイズ］ 作家
１８ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２００７年 鉛筆、紙 １７．２×３１．５［イメージサイズ］ 作家
１９ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２００７年 鉛筆、紙 ２１．０×３０．２［イメージサイズ］ 作家
２０ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２００５年 鉛筆、紙 ２１．７×３２．０［イメージサイズ］ 作家
２１ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２０１１年 鉛筆、紙 ２０．６×３１．３［イメージサイズ］ 作家
２２ 柿�熙 〔野鳥画〕 ２００８年 鉛筆、紙 ２３．５×３１．５［イメージサイズ］ 作家

２３ 柿�熙 親密な森 １９９８年
木、アクリル絵具、
金箔

１．０×１４．３×１９．２、１．０×１９．０×２３．０、１．０×
２３．０×２２．５、１．０×２４．５×２２．５、１．０×７２．０×
２８．０、１０．０×５１．５×２６．０、１２．３×６２．０×
２６．５、１６．０×６１．０×２２．０、１８．０×６９．０×１９．５
（壁面展示１０点）

作家

２４ 柿�熙 林縁から―祝祭 ２００１年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具、金箔

９．３×４０．０×２２．０、１１．８×３９．０×２２．０、１２．０
×４１．５×２４．０、１２．７×３９．５×２９．０、１２．７×
４３．０×１８．５、１３．４×３９．０×１９．５、１５．３×３８．５
×２０．０（壁面展示７点）

作家

第３章 ２００３年―現在 深化する造形－林緑から

２５ 柿�熙 林縁から ２００３年
木（カツラ、セン）、
アクリル絵具

２．６×４１．７×９．４、２．９×３６．１×１１．４、３．８×
３９．３×１３．４、４．４×３８．４×１２．２、４．６×１９．１×
１４．７、４．８×３４．６×１０．１、６．２×３３．８×１０．４、
６．８×２２．２×１５．９、７．３×４７．２×１５．１、７．４×
１７．４×１９．１、７．６×１４．２×１５．２、７．９×１７．１×
１４．８、９．７×１４．７×１３．８、１２．３×５．６×４．６、
１２．６×４．８×４．３、１３．２×５．３×４．４、１４．９×
５．２×３．８、１７．３×４．３×３．１、１７．７×４．０×
３．９、１７．８×３．６×３．４、１７．８×４．２×３．４、
１９．３×４．２×３．７、２１．１×３．９×３．７、２１．２×
４．７×３．９、２３．３×５．１×３．８、２３．４×６．２×
５．２、２４．２×５．７×５．２、２７．２×５．４×４．７、（壁
面展示２８点）、５３．８×４９．２×４３．４（床置展示
１点）

北海道立近代美術館

２６ 柿�熙 林縁から ２００９年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

３．１×１３．４×２４．２、３．７×１３．８×２６．０、３．９×
１３．６×２２．１、 ４．３×１５．７×３５．０、５．７×１７．２
×２２．３、５．７×１５．２×２４．８、６．０×１５．１×
３１．４、６．４×１３．７×２４．１、６．７×１４．３×２５．１、
７．１×１５．０×２２．０、７．３×１２．８×２３．１、７．７×
１３．２×２９．８、８．７×２３．３×１８．９（壁面展示１３
点）、３８．０×８１．０×３７．０（床置き展示１点）

作家

２７ 柿�熙 林縁から―胚胎 ２０１２年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

３７．０×２４．５×２３．５ 作家

２８ 柿�熙 林縁から―白夏２ ２０１６年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

１１．５×２８．６×２７．８ 作家

２９ 柿�熙 林縁から―胚胎 ２０１１年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

３３．０×３７．０×３３．５ 作家

３０ 柿�熙 林縁から―白夏 ２０１３年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

１０．４×２７．９×２７．３ 作家

３１ 柿�熙 林縁から―胚胎 ２０１１年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

２８．０×４０．５×２２．０ 作家

３２ 柿�熙 林縁から―胚胎 ２０１２年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

１６．０×５５．０×５．０（壁面展示１点）、２１．９×
９２．５×４０．７、２８．０×４１．８×３２．１、２８．１×９５．０
×３９．１、４２．４×９６．９×３３．４、４６．８×３１．２×
３１．１、１００．０×３３．７×３１．４（床置き展示６点）

作家

３３ 柿�熙 林縁から ２０１０年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

４．５×２９．５×１５．０、５．０×２２．２×１４．０、５．４×
２４．５×１３．５、 ５．５×３５．３×１４．５、５．５×４７．２
×１８．０、６．０×２４．０×１３．５、６．０×４１．５×
１７．０、７．０×２４．０×１５．０、７．５×２４．０×１３．５、
７．５×２６．０×１５．０、７．５×３０．５×１３．５、８．５×
２３．５×２３．５、８．５×３０．５×１３．０、８．７×２８．５×
１４．０、１４．０×２３．５×１４．０、７．８×３１．９×１６．０
（壁面展示１６点）、４０．０×１０２．０×３６．０（床置
き展示１点）

作家

３４ 柿�熙 林縁から―転生 ２０１４年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

７６．５×５０．５×３３．０（床置き展示１点）、１２．０
×１２．８×１０．５、１４．９×３４．３×１０．０、１６．１×
２３．２×１０．５、１８．２×４７．６×４．７、１８．８×２５．６
×７．１、１９．５×１９．７×６．４、１９．７×２３．９×６．５、
２０．２×１６．３×７．５、２２．０×１９．７×８．２、２３．４×
４４．０×５．２、２６．０×１９．２×７．４、２６．０×４１．８×
４．７、２８．６×３０．４×８．４、（壁面展示１３点）

作家

３５ 柿�熙 林縁から―天地のあはひ ２０１７年
木（カツラ）、アクリ
ル絵具

７．１×２９．３×１３．５、７．２×３０．２×１３．０、８．０×
２８．５×１４．８、１１．７×２６．２×１４．３、１２．６×４５．０
×１６．６（壁 面 展 示５点）１４．９×１１３．５×
３３．１、２２．４×４５．０×２８．５、３０．４×９５．２×
３５．８、３７．７×３２．４×３５．４、５３．８×３８．１×
３４．１、５５．６×４４．８×４１．１、７０．７×３４．６×
３５．７、８３．４×３４．４×３３．３、８４．４×３３．６×
４９．６、１４７．２×３３．５×３１．０（床置展示１０点）

作家

３６ 柿�熙 親密な森 ２００７年 アクリル絵具、紙 ３０．０×１８．５［イメージサイズ］ 作家
３７ 柿�熙 あまつち ２０１２年 アクリル絵具、紙 ３１．０×１９．０［イメージサイズ］ 作家
３８ 柿�熙 親密な森 ２０１２年 アクリル絵具、金箔、紙 ３１．６×３１．８［イメージサイズ］ 作家
３９ 柿�熙 親密な森 ２００９年 アクリル絵具、金箔、紙 ３１．０×３１．０［イメージサイズ］ 作家
４０ 柿�熙 親密な森 ２０１１年 アクリル絵具、紙 ３１．０×３１．０［イメージサイズ］ 作家
４１ 柿�熙 親密な森 ２０１２年 アクリル絵具、紙 ３１．５×１９．０［イメージサイズ］ 作家
４２ 柿�熙 あまつち ２０１２年 アクリル絵具、紙 ３１．０×１９．５［イメージサイズ］ 作家
４３ 柿�熙 しんら ２０１２年 アクリル絵具、紙 １９．０×３１．５［イメージサイズ］ 作家
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、または高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

４４ 柿�熙 角楼 １９８９年 シルクスクリーン １７．２×４４．４ 作家
４５ 柿�熙 景相 １９８９年 シルクスクリーン １７．２×４４．４ 作家
４６ 柿�熙 暁色 １９８９年 シルクスクリーン ２７．０×４２．０ 作家

４７ 柿�熙 〈資料〉ENCOUNTER（１０２／１５０）
（『１２稜空間』収録）

１９７３年 シルクスクリーン ３４．３×２５．５［イメージサイズ３０．５×２０．５］ 作家

４８ 柿�熙 〈資料〉角楼（３０／１００）（『アートド
キュメント’９０』収録）

１９９０年 シルクスクリーン ２５．５×１８．０［イメージサイズ１７．０×１４．５］ 作家

４９ 柿�熙
〈資料〉〔北海道現代作家展ポス
ター〕（デザイン：柿�熙、セリグ
ラフ：佐藤浩司）

１９８６年 シルクスクリーン ７２．８×５１．５［Ｂ２判］ 作家

第４章 野外展の試み
５０ 柿�熙 〔《万感飾》のためのプラン〕 ２０１４年 鉛筆、布、紙 ７６．５×４０．５ 作家

５１ 柿�熙
〈資料〉〔《万感飾》空撮映像〕（帯
広コンテンポラリーアート２０１３―
１４出品）

２０１４年 映像
帯広コンテンポラリー
アート実行委員会提供
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、または高さ×幅×奥行cm）

前期
１ ジャコモ・マンズー オルフェの踊り １９７８年 エッチング、アクアチント、紙 ３７．２×３２．２
２ マリノ・マリーニ 劇場 不詳 ドライポイント、紙 ６３．８×４８．５
３ マリノ・マリーニ 仮面劇 １９７３年 リトグラフ、紙 ４７．０×６３．５
４ ペリクレ・ファッツィーニ 男 不詳 ブロンズ ２７．０×１１．５×９．０
５ 竹岡羊子 昼下がり １９９０年 油彩、キャンヴァス １９３．９×２５８．０
６ 渡会純价 ６月のコンサート １９９４年 エッチング、紙 ４４．８×３６．３
７ 渡会純价 FESTIVAL １９６９年 エッチング、紙 ４５．９×３６．３
８ 渡会純价 マリオネットの旅 １９８１年 エッチング、紙 ３６．３×５９．５
９ オーギュスト・ルノワール ヴェールを持つ踊り子 １９０８年 ブロンズ ６３．５×４５．０×２５．５
１０ 久保守 コメディア １９７９年 油彩、キャンヴァス ６５．５×１１６．５

後期
１１ ペリクレ・ファッツィーニ 男 不詳 ブロンズ ２７．０×１１．５×９．０
１２ 井桁雅臣 水のバレエ ２００９年 アクリル、キャンバス １００．０×１００．０
１３ 井桁雅臣 あるいはありきたりな花とロマンス ２００９年 アクリル、キャンバス １００．０×１００．０
１４ 井桁雅臣 ガーネット ２００９年 アクリル、キャンバス １００．０×１００．０
１５ 竹岡羊子 昼下がり １９９０年 油彩、キャンヴァス １９３．９×２５８．０
１６ 渡会純价 SYMPHONY １９９２年 エッチング、紙 ３９．７×４９．８
１７ 渡会純价 On StageE １９８０年 エッチング、紙 ３６．４×６０．０
１８ 許仲敏 タイダル・ウェーヴ“潮浪” １９９５年 木版、紙 ６１．６×１１０．０
１９ オーギュスト・ルノワール ヴェールを持つ踊り子 １９０８年 ブロンズ ６３．５×４５．０×２５．５
２０ 久保守 コメディア １９７９年 油彩、キャンヴァス ６５．５×１１６．５

⑦札幌芸術の森美術館コレクション選
舞踏会へようこそ
「コレクション選」と題し、当館の収蔵作品を公開す

る場とした。「舞踏会へようこそ」では人間の営みと分

かちがたく結びついてきた舞踊とそれに付随する音楽、

また、物体の動きと静止によって構成される運動そのも

のとしてのダンスに着目し版画、アクリル画、油彩画、

彫刻を紹介した。

期 日：前期 ６月４日（土）～７月３日（日）３０日間

後期 ７月９日（土）～８月２１日（日）４４日間

会 場：札幌芸術の森美術館B展示室

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

入場者数：１２，２０９人

関連記事：第５９０回札幌交響楽団定期演奏会プログラム表

紙（２０１６年６月１０日）
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出品作品
No. 作者 タイトル 制作年 技法・素材 寸法（縦×横cm）

春
１ 繁野三郎 北大第二農場 １９６８年 水彩、紙 ３８．７×５６．４

夏
２ 桜庭彦治 北の夏（真駒内風景） １９７１年 油彩、キャンヴァス １３１．０×１３１．０
３ 猪熊佳子 森へ―白樺 ２００７年 紙本彩色 １８０．０×２２８．０
４ 森本三郎 小樽風景 不詳 油彩、キャンヴァス ７２．９×９０．８

秋
５ 田中忠雄 ［リンゴ収穫］ １９４６－４８年 油彩、板 ２３．５×３３．０
６ 高坂和子 過ぎゆく夏よ １９８０年 油彩、キャンヴァス １３０．７×１６２．１
７ 木村多伎子 潮騒の季節 １９９１年 木版、紙 ５３．８×７８．５
８ 八木伸子 秋の静物 １９５５年 油彩、キャンヴァス ９１．３×５３．２

冬
９ 小谷博貞 防雪林 １９６９年 油彩、キャンヴァス ９１．０×１１６．７
１０ 森本三郎 小樽雪景（堺小学校から） １９６９年 油彩、キャンヴァス １３１．０×１６２．０
１１ 八木伸子 二月の室内 １９９１年 油彩、キャンヴァス １６１．７×１６２．０

春
１２ 田中忠雄 果樹園早春 １９４８年 油彩、キャンヴァス ４５．２×６０．９

⑧札幌芸術の森美術館コレクション選
北海道の四季巡り
同時期に開催した「エッシャーの世界」がモノクロ

の作品であることから逆に、色鮮やかな北海道の四季を

表現した作品を選んだ。四季折々の風景や旬の食べ物を

象徴的に描くなど、作家の透徹とした視点でとらえた北

海道の四季を作品１２点で紹介した。

期 日：平成２８年９月３日（土）～１０月１６日（日）４４日間

会 場：札幌芸術の森美術館B展示室

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

入場者数：１９，３１２人

関連記事：第５９３回札幌交響楽団定期演奏会プログラム表

紙（２０１６年９月１６日）
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出品作品
No. 作品名 技法・素材 寸法（縦×横cm、または高さ×幅×奥行cm）

１ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １３８．５×２０８．０
２ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １２３．５×１８６．０
３ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １１８．５×１７９．５
４ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １１８．５×１６６．０
５ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １２７．５×１７９．０
６ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １１５．５×１９２．０
７ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 １１５．０×１９３．０
８ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ７３．０×８０．５
９ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ７２．０×７９．０
１０ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ７２．０×８３．０
１１ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ７１．０×８９．０
１２ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ７１．０×８７．０
１３ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ７０．０×７７．５
１４ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ６５．５×８１．５
１５ セヌフォ族の多目的布 カポック綿布に描画 ６２．５×８０．０
１６ セヌフォ族の鳥像“ポルガガ” 木、白陶土 １００．５×３２．５×２５．０
１７ セヌフォ族の薬壺 木 ４５．０×３４．５×２３．５

出品作品
作品名 制作年 技法・素材 寸法（高さ×幅×奥行cm）

walk in the sea,swim in the woods ２０１６年 木材、水引 ２７０．０×４．５×４．５［１４６本］

⑨札幌芸術の森美術館コレクション選
アフリカセヌフォ族の絵布
寄贈されたアフリカの仮面や楽器１１８点から構成され

る「橋本信夫・邦江コレクション」の中から、西アフリ

カのコートジボワール北部を中心にマリ南東部にまた

がって居住するセヌフォ族の絵布１５点と立体２点を展

示した。

期 日：平成２９年１月２８日（土）～３月２６日（日）５０日間

会 場：札幌芸術の森美術館B展示室

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

入場者数：３，１５３人

関連記事：「イベントガイドアート」どうしん生活情報版

さっぽろ１０区２０１７年２月１４日、「春に行きたい

現代アート展」ウェブマガジン月刊旅色（２０１７

年２月２７日）、第５９６回札幌交響楽団定期演奏会

プログラム表紙（２０１７年１月２７日）

⑩中庭インスタレーション
風間天心「walk in the sea, swim in the woods」
シート状に並べた色とりどりの水引で角柱に覆い、連

ねた巨大なオブジェを中庭と前庭に配置した。（台風の

影響により８月３１日に前庭のオブジェが倒壊し、その後、

中庭のみで展開した。）角柱を複数列・等間隔に並べる

ことで天候や見る角度により大きく印象を変えた。カラ

フルな水引が展覧会会場までの道を彩り、来館者たちが

作品内をくぐりながら鑑賞する様子も多く見られた。

期 日：平成２８年６月４日（土）～１０月１６日（日）１３４日間

会 場：札幌芸術の森美術館中庭、前庭

主 催：札幌芸術の森美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：無料

⑪０さいからのげいじゅつのもりin市民ギャラリー
親子ではっけん！いろ・かず・どうぶつ
（詳細はP１５３）

平成２５年度に札幌芸術の森美術館で、その翌年からは

札幌芸術の森工芸館で開催している「０さいからのげ

いじゅつのもり」を市民ギャラリーでも開催した。「０

さいから」と銘打った本展は、乳幼児とともに気軽に入

れる会場でありながら、本物を目の前にしたからこその

感動や発見を、親子で対話をしながら楽しめる内容とし

た。
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�野外美術館

①ボランティアによる作品解説及び鑑賞サポート
研修を積んだボランティアスタッフによる一般来館

者への作品解説及びハロー！ミュージアム〈美術館コー

ス、野外美術館コース、彫刻美術館コース〉参加児童へ

の作品鑑賞サポートを行った。

期 日：平成２８年４月２９日（金・祝）～１１月３日（木・祝）

会 場：札幌芸術の森野外美術館

参加人数：６，３５３人（解説を受けた来場者：９８４人）

（鑑賞サポート対応児童及び引率者数：５，３６９人）

解説スタッフ：３４人

②彫刻鑑賞ノート、野外美術館シールマップ
札幌芸術の森野外美術館の鑑賞の手引となる小冊子

を各一冊２５０円で販売。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森野外美術館発券所、佐藤忠良記念

子どもアトリエ、芸術の森美術館ミュージアム

ショップ

販売数：４２冊

③わん・わん・よい日
野外美術館に犬を連れて入館できる日を設けた。セン

ター前広場では、愛犬家に向けたワークショップやグッ

ズの販売を行った。

期 日：平成２８年６月１８日（土）、７月１０日（日・祝）、

９月１７日（土）

会 場：札幌芸術の森野外美術館

入場者数：１，７３３人

④野外美術館かんじきウォーク
かんじきと長靴を無料で貸し出し、雪景色の中の彫刻

を鑑賞できる機会を提供した。

期 日：平成２９年１月１４日（土）～３月１２日（日）５０日間

会 場：札幌芸術の森野外美術館

入場者数：１，３１７人

�教育普及事業

①佐藤忠良記念子どもアトリエワークショップ
事前予約、または予約なしで創作体験できるプログラ

ムほか、小学校の自由研究向けの講習会やワークショッ

プを開催した。

関連記事：広報さっぽろ（２０１６年４、６、７、９、１１月、

２０１７年１月号）、子どもの学びガイド（２０１６年

１１月号）、ママじゃらん（２０１６－２０１７年秋冬

号）、フリーペーパーemina２０１６vol．６２、まほう

のえふで通信（２０１６年３月号）、poroco９月号

別冊付録『poroco mamma２０１６』（２０１６年８月

２０日発行）

（１）ねんどで彫刻
期 日：通年

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

参加料：３００円

参加者数：１，３６８人

（２）ふたりで彫刻
期 日：平成２８年４月１日（金）～９月１７日（土）１０４日間

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

参加料：１，０００円

参加者数：６６人

（３）４～７月のワークショップ〈ざらでこマ
チエールのある絵〉

絵画で用いられる下地剤（メディウム）を数種類使っ

て、凹凸のある画面（マチエール）を作り、その後、絵

の具を使い、風景画や動物の絵画を制作。

期 日：平成２８年４月１日（金）～７月３日（日）６１日間

各日①１０：３０～１２：００②１３：３０～１５：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：５１人

（４）芸術の森スプリングフェスタ関連イベント
〈つちぶえデコレーション〉

事前にスタッフが焼成した土笛を土台に、モールや毛糸

などさまざまな素材を飾り付け、オリジナルの土笛を制作。

期 日：平成２８年４月２９日（金・祝）

①１０：００～１２：００②１３：００～１６：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：３００円

参加者数：３２人
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（５）７・８月のワークショップ〈光の箱〉
造形作家の松村泰三氏考案のキットを用いて、ミラー

フィルムの反射を利用し光にかざして遊ぶ不思議な箱

を制作。

期 日：平成２８年７月１０日（日）～８月２８日（日）３３日間

各日①１１：００～１２：００②１３：３０～１４：３０

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：３８０人

（６）森のおはヨガ・子どもものづくり体験〈つ
ちぶえデコレーション、葉っぱのキーホル
ダー、日光写真であそぼう！〉

芸術の森バースデーウィークイベント「森のおはヨ

ガ」にて、同伴の子どもたちが無料で参加できるワーク

ショップを実施。土笛と葉を模した土台を用意し、モー

ルや毛糸などさまざまな素材を飾り付け、オリジナルの

笛とキーホルダーと、葉や花びらなどの影を写し取る日

光写真を制作。

期 日：平成２８年８月２日（火）８：３０～９：４５

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：無料

参加者数：９人

（７）９・１０月のワークショップ〈ねこそぎ！
パック版画〉

厚紙にクラフトテープを貼りジェルメディウムと絵

の具をぬり重ねた版を、台紙に貼り付け踏んで圧着させ

る。台紙をめくり、版から描いたものがはがし取れる版

画作品を制作。

期 日：平成２８年９月４日（日）～１０月３０日（日） ９日間

各日①１０：３０～１２：００②１３：３０～１５：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：２５人

（８）秋の芸森あったかThank you�day関連イ
ベント〈森のキコキコ妖怪〉

木の枝にヒートン金具を付け音が鳴る仕組みを作り、

モールやフェルトで飾り付け作品を制作。完成後、妖怪

図鑑に名前や特徴を記入した。

期 日：平成２８年１１月３日（木・祝）

①１０：００～１２：００②１３：００～１６：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：３００円

参加者数：５４人

（９）１１～１月アトリエのワークショップ〈和
綴じ製本〉

表紙や、とじ糸など材料からこだわって選び、針を使

い「和綴じ」の手法でスケジュール帳、自由帳として使

用できる本を制作。

期 日：平成２８年１１月１２日（土）～平成２９年１月３１日（火）

５８日間 各日①１１：００～１２：００②１３：３０～１４：３０

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：１３６人

（１０）１２・１月のワークショップ〈キラキラモー
ルでミニ王冠！〉

粘土で原型を作り、石こう型による鋳造を実施。かぼ

ちゃ王冠、さんかく王冠、ティアラの３種類から作りた

いものを選び、作り方を見ながらモールを曲げ、ビーズ

と組み合わせて制作。

期 日：平成２８年１２月２３日（金・祝）～平成２９年１月１５日（日）

１６日間 各日１０：００～１５：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

参加料：３００円

参加者数：４４人

（１１）市民ギャラリーアウトリーチワークショッ
プ〈つちぶえデコレーション〉

土笛にフェルトやモールで自由にデコレーションを

した。

期 日：平成２９年１月１１日（水）１０：００～１８：００

会 場：札幌市民ギャラリー

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：３００円

参加者数：３９人

（１２）雪あかりの祭典関連イベント〈雪で森の
なかまたちをつくろう！〉

雪や木の枝、実を使いリスやクマなど動物を制作。完

成後はキャプションに作品名を書いてもらい、一緒に展

示した。

期 日：平成２９年１月２８日（土）１０：００～１５：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ前

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：無料

参加者数：１３人

（１３）２・３月のワークショップ〈ちびっこ油絵〉
油絵独特の感触を楽しみながら、刷毛やペインティン
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グナイフなどを使い油絵作品を制作。

期 日：平成２９年２月２日（木）～３月３１日（金）４９日間

各日①１１：００～１２：００②１４：００～１５：００

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：１，０００円

参加者数：１３１人

（１４）新さっぽろアウトリーチワークショップ 芸森
がやってきた！〈つちぶえデコレーション〉

土笛にフェルトやモールで自由にデコレーションをした。

期 日：平成２９年２月２５日（土）１０：００～１７：００

会 場：サンピアザ「光の広場」

講 師：佐藤忠良記念子どもアトリエスタッフ

参加料：３００円

参加者数：２４人

②子どもの美術体験事業 ハロー！ミュージアム
市内の小学校５年生児童を対象に、鑑賞活動及び表現

活動の楽しさを体験するプログラムを実施。

実施前に会場見学会として、各コースの会場において、

事業の手続きや活動内容等の説明及び事前学習に関す

る模擬授業と教材「事前学習キット」を配付した。

【芸術の森美術館コース】

札幌芸術の森美術館／鑑賞

【野外美術館コース】

札幌芸術の森野外美術館／鑑賞

【子どもアトリエコース】

佐藤忠良記念子どもアトリエ／鑑賞＋表現

【彫刻美術館コース】

本郷新記念札幌彫刻美術館／鑑賞

期 日：平成２８年６月８日（水）～平成２９年２月２３日（木）

会 場：札幌芸術の森美術館、野外美術館、佐藤忠良記

念子どもアトリエ、本郷新記念札幌彫刻美術館

本館・記念館

主 催：札幌芸術の森美術館、本郷新記念札幌彫刻美術

館（札幌市芸術文化財団）

参加児童数：１４，３４０人

参加学校数：市内小学校２０２校、４５１クラス

（芸術の森美術館コース６２校、野外美術館

コース６３校、子どもアトリエコース５２校、

彫刻美術館コース２５校）

対 象：札幌市内小学校（私立１校、視覚支援学校１校

含む）の第５学年児童

�利用促進

①ミュージアムショップ運営
平成２５年度より美術館が直接運営し、展覧会関連グッ

ズ及び図録、地元作家の作品やオリジナルグッズを販売

した。

（１）グッズ販売
展覧会関連グッズをはじめ、アーティストの作品をモ

チーフにしたり、デザイン性に富んだグッズ等を販売し

た。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（２）図録フェア
開館から平成２３年度までの２９種類の図録在庫分を５００

円（一部１００円）で販売。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（３）アーティストグッズ販売
ミュージアムショップの一部に地域作家の作品やグッ

ズを取り扱う「アーティスト・グッズコーナー」を設け、

販売。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（４）オリジナルグッズ制作・販売
道内作家書き下ろしによるマスキングテープや収蔵

ポストカードなどを販売した。

期 日：通年

会 場：札幌芸術の森美術館ミュージアムショップ

（５）佐藤忠良記念子どもアトリエ
佐藤忠良の所蔵作品のオリジナルポストカードを販

売。

期 日：通年

会 場：佐藤忠良記念子どもアトリエ
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刊行物 規格 頁数 編集・発行

「札幌美術展 柿�熙 森の奥底」図録 Ｂ５縦変形 ９６頁 編集／札幌芸術の森美術館 発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団
風間天心 walk in the sea, swim in the woods Ａ４判変形 １２頁 編集／札幌芸術の森美術館 発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

�人材育成

①博物館実習生受け入れ
（１）札幌市立大学生１２人を対象として、学内実習に相

当する博物館実習を行った。

期 日：平成２８年４月１９日（火）～２３日（土） ５日間

（２）道内の大学を中心に実習実施通知を発送し、博物

館実習を行った。秋田公立美術大学生１名、北海

道教育大学生１名、東北芸術工科大学生１名が参

加した。

期 日：平成２８年１１月１８日（金）～２５日（金）

１１月２０日、２１日を除く６日間

②ボランティア受け入れ
【ボランティア】

平成６年から継続している野外美術館の作品解説に

引き続き活動の場を提供するとともに、資質を高めるべ

く、研修を行った。

作品解説ボランティア：３４人

活動期間：平成２８年４月２９日（金・祝）～１１月３日（木・祝）

【協力員】

子どもの美術体験事業「ハロー！ミュージアム」の

参加校増加に伴い、体験授業の補助を行う協力員（教育

サービス部）を平成２３年度から導入し、平成２８年度も育

成指導を行った。

また、美術館開館以来、収集された二次資料（図書、

美術資料等）の再整備を行うため、平成２２年度から協力

員（資料整理部）制度を導入し、継続実施した。

教育サービス部：３６人

活動期間：通年

活動延人数：６００人

資料整理部：１０人

活動期間：通年

�刊行物
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技法的区分 点 数 構成比

分野別内訳
＊（ ）内は、平成２８年度収蔵作品数

取得方法別 小 計
北海道の美術 日本の

近現代美術 海外の美術

油彩画 ６１０ ３９．３％ ５９２
（５）

１８
（１） ０

購入 ８
受贈 ５９０
管理換 １２

水彩・素描 １３１ ８．４％ ８４
（１） ４４ ３

購入 ２３
受贈 １０７
管理換 １

日本画 ４０ ２．６％ ３８ ２ ０
購入 ０
受贈 ３７
管理換 ３

版画 ２７６ １７．８％ ２３８
（４０） １９ １９

購入 ５
受贈 ２７０
管理換 １

写真 ７５ ４．８％ ２９ ４５ １
購入 ０
受贈 ７５

彫刻

２９５ １９．０％

１３０
（１）

６２
（８） ２９

購入 １００
受贈 １２０
管理換 １

野外美術館の
彫刻 ２１ ４０ １３

購入 ６７
受贈 ２
貸借 ５

工芸 ６ ０．４％ ５ １
（１） ０

購入 ０
受贈 ６

部族芸術 １１８ ７．６％ ０ ０ １１８
購入 ０
受贈 １１８

合 計 １，５５１ １００．０％
１，１３７
（４７）

２３１
（１０） １８３ １，５５１

（５７） １，５５１
７３．３％ １４．９％ １１．８％ １００．０％

札幌芸術の森美術館 所蔵作品点数

２０１７年３月３１日現在

�資料収集状況
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No. 種別 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（縦×横、または高さ×幅×奥行cm） 取得方法

０１ 油彩 阿部 国利 崩壊するマスク １９９５年 油彩、キャンヴァス １８２．０×２２８．２ 受贈
０２ 油彩 東郷 青児 ［女性像］ １９６０年頃 油彩、キャンヴァス ７２．７×６０．８ 受贈
０３ 油彩 羽山 雅愉 黄昏の釧路 ２０１１年 油彩、キャンヴァス １３０．３×１９４．０ 受贈
０４ 油彩 羽山 雅愉 朝景 ２０１３年 油彩、キャンヴァス １３０．３×１９４．０ 受贈
０５ 油彩 羽山 雅愉 夜が明ける ２０１５年 油彩、キャンヴァス １６２．０×１３０．３ 受贈
０６ 油彩 山川 真一 TOKYO ２０１０年 油彩、キャンヴァス １９４．０×１６２．０ 受贈
０７ 水彩・素描 阿部 国利 体内のリズム ２００２年 グワッシュ、紙（ボード） ７２．５×５４．３ 受贈
０８ 版画 武田 志麻 組曲パリ ２０１２年 木版、和紙 ６２．０×９４．０ 受贈
０９ 版画 武田 志麻 山の旋律 ２０１２年 木版、和紙 ５６．０×９１．５ 受贈
１０ 版画 寺崎 源治 ナマズ １９６９年 メゾチント、アクアチント、紙 ２３．８×２０．６ 受贈
１１ 版画 寺崎 源治 喪中（二人だけの会話） １９６９年 メゾチント、紙 ３８．３×３６．１ 受贈
１２ 版画 寺崎 源治 マネキン又は不毛の実 １９７０年 メゾチント、紙 ２３．７×３６．２ 受贈
１３ 版画 寺崎 源治 リンゴの季節（独り者） １９７３年 ドライポイント、メゾチント、紙 ３６．４×２８．７ 受贈
１４ 版画 寺崎 源治 冬日 １９７４年 エッチング、アクアチント、紙 ３６．３×４５．９ 受贈
１５ 版画 寺崎 源治 木霊（こだま） １９７６年 ドライポイントほか、紙 ３６．３×２５．７ 受贈
１７ 版画 寺崎 源治 旅の終り １９７９年 メゾチント、紙 ４５．４×３６．２ 受贈
１８ 版画 寺崎 源治 朝の気配 １９８０年 メゾチント、紙 ４８．３×３６．１ 受贈
１９ 版画 寺崎 源治 海景Ｂ １９８１年 メゾチント、紙 ４９．２×３０．６ 受贈
２０ 版画 寺崎 源治 からっぽの様相８１‐１ １９８１年 メゾチント、紙 ３６．４×４５．３ 受贈
２１ 版画 寺崎 源治 life’83-1 １９８３年 メゾチント、紙 ４５．２×３６．２ 受贈
２２ 版画 寺崎 源治 闇の中から（Ａ） １９８５年 アクアチント、メゾチントほか、紙 ４５．５×３６．３ 受贈
２３ 版画 寺崎 源治 海霧の季節Ａ １９８９年 メゾチント、紙 ３６．４×５０．６ 受贈
２４ 版画 寺崎 源治 水の器 １９８９年 メゾチント、紙 ４５．６×３６．２ 受贈
２５ 版画 寺崎 源治 海霧の季節 １９９０年 メゾチント、紙 ３６．１×６３．１ 受贈
２６ 版画 寺崎 源治 いもたちの挽歌（Ａ） １９９１年 メゾチント、紙 ４４．６×５９．２ 受贈
２７ 版画 寺崎 源治 作品９８０３ １９９８年 エッチング、紙 ５０．６×４９．７ 受贈

２８ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

２９ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３０ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３１ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３２ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３３ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３４ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３５ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３６ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３７ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３８ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

３９ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４０ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４１ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４２ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４３ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４４ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４５ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４６ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

２６５．０×１４０．０ 受贈

４７ 版画 矢崎 勝美 COSMOS - Y2K ２０００年
シルクスクリーン、オフセット、
手彩色（吹付）、紙

３５０．８×１３３．８ 受贈

４８ 彫刻 島村 俊明 源頼義 １８９０年 木 ３５．０×１７．３×１９．０ 受贈
４９ 彫刻 鈴木 武右衛門 飛べない沈黙・夏 １９８２年 黒御影石、木、鉄 ２２７．９×１０３．４×９９．８ 受贈
５０ 彫刻 鈴木 武右衛門 大地の使者 １９９９年頃 黒御影石 ３２．３×５５．８×２３．７ 受贈
５１ 彫刻 鈴木 武右衛門 cavaliere ２０００年 山崎石 ４９．１×２３．２×５９．０ 受贈
５２ 彫刻 鈴木 武右衛門 生死観―甕― ２０００年 黒御影石、ベンガラ ２２．１×５９．３×１９．４ 受贈
５３ 彫刻 鈴木 武右衛門 シルバーペンダントのAisha ２０１１年 砂岩、赤御影石、銀 ４０．６×１４．３×２２．０ 受贈
５４ 彫刻 野又 圭司 遺跡 ２００８年 銅 ７２．５×２６３．０×１３６．０ 受贈
５５ 彫刻 吉田 芳夫 父の像 １９６１年 ブロンズ ２８．３×１９．１×２３．０ 受贈
５６ 彫刻 吉田 芳夫 演技者Ｙ（本田明二氏） １９８２年 ブロンズ ７５．４×４６．２×５０．７ 受贈
５７ 工芸 川上 力三 風の道 ２０１０年 陶 ３１．４×３２．０×１６．７ 受贈

�新収蔵作品

芸術の森美術館事業

�新収蔵作品
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種別 分類 平成２７年度まで 平成２８年度 合 計

購入
和書 ２，２３９ ６ ２，２４５
洋書 １４１ ０ １４１

受贈
和書 ８，９７５ ６５４ ９，６２９
洋書 ６６５ ３４ ６９９

計 １２，０２０ ６９４ １２，７１４

冊

平成２９年３月３１日現在

作家名 作品名 貸出先 貸出期間 目的（会場）

砂田友治
《太陽と電線工》
《母子像》
《家族》

苫小牧市美術博物館
２０１６年４月２３日

～６月３０日
「生誕１００年記念 砂田友治展」出展のため（苫小牧市美術博物
館）

菊地精二 《裸（A）》 神田日勝記念美術館
２０１６年４月２７日

～７月７日
特別展「神田日勝と北海道の独立美術」出展のため（神田日勝
記念美術館）

砂田友治 《人物構成》 〃 〃 〃
竹岡羊子 《夜のパレード》 〃 〃 〃
栃内忠男 《空》 〃 〃 〃
杢田たけを 《追想》 〃 〃 〃

木田金次郎

《野束川の夕》
《くれいく岩内の海》
《晩秋羊蹄山》
《りんご》

木田金次郎美術館
２０１６年６月２２日

～１１月１９日
特別展「木田金次郎の＜肖像（ポートレート）＞」出展のため
（木田金次郎美術館）

坂坦道 《背もたれによる女》 北海道陶芸協会
２０１６年６月２２日

～７月１１日
「公募展北海道陶芸展 第４５回記念展―北海道陶芸展の変遷」
出展のため（札幌芸術の森工芸館）

オーギュスト・ロダン
《フロックコートを着たバルザック》
《眠れる女（裸婦）》

本郷新記念札幌彫刻美術館
２０１６年７月４日

～９月２７日
「本郷新記念札幌彫刻美術館開館３５周年記念 ロダン展」出展
のため（本郷新記念札幌彫刻美術館）

片岡球子

《梅、菊、牡丹図》
《ポーズ１》
《ポーズ４》
《ポーズ８》
《ポーズ20》
《ポーズ22》

北海道立旭川美術館
２０１６年１０月２０日

～１２月２１日
「球子のひみつ―本画とスケッチで探る片岡球子の画業」出展
のため（北海道立旭川美術館）

浅井憲一 《Big City》 札幌市民ギャラリー
２０１７年２月２１日

～３月６日
「０さいからのげいじゅつのもりin市民ギャラリー 親子ではっ
けん！いろ・かず・どうぶつ」出展のため（札幌市民ギャラリー）

アリシア・スカヴィーノ
《そしてブエノスアイレスにて、
1996年4月、アリシア・スカヴィーノ
は亜鉛版に私を刻み込んだ。》

〃 〃 〃

伊藤貞子 《ロッシェルビエールの家》 〃 〃 〃
江川博 《作品 八》 〃 〃 〃
小川原脩 《馬》《犬》 〃 〃 〃
荻原守衛 《文覚》 〃 〃 〃
鎌田俳捺子 《きじ》《原野の鳥》 〃 〃 〃
菊池一雄 《バッカント》 〃 〃 〃
木村多伎子 《潮騒の季節》 〃 〃 〃
菊地又男 《私のカレンダー》 〃 〃 〃
久保守 《コメディア》 〃 〃 〃
斎藤清 《北海道（A）》 〃 〃 〃
杉山留美子 《HERE−NOW あるいは妙光》 〃 〃 〃
高橋靖子 《氣配（I）》 〃 〃 〃

武田浩志

《portrait149》
《portrait151》
《portrait152》
《portrait153》

〃 〃 〃

谷口一芳
《梟の園（IV）》
《森は生きているⅢ》

〃 〃 〃

野崎嘉男
《のどちんこ》
《記シリーズ ＜北方―Ｂ＞》

〃 〃 〃

平向功一 《ワンダーランド 飽食の宴９ 〃 〃 〃
伏木田光夫 《豆腐と油揚のある静物》 〃 〃 〃
フェルナンド・ボテロ 《犬》 〃 〃 〃
堀内掬夫 《作品 MANDAS-25》 〃 〃 〃

マリノ・マリーニ
《劇場》
《騎馬像》

〃 〃 〃

八木伸子 《秋の静物》 〃 〃 〃

渡会純价
《６月のコンサート》
《FESTIVAL》
《初舞台》

〃 〃 〃

砂澤ビッキ

《神の舌》
《風に聴く》
《午前３時の玩具》
《午前３時の玩具》
《午前３時の玩具》

神奈川県立近代美術館 ２０１７年３月３０日～ 「砂澤ビッキ展」出展のため（神奈川県立近代美術館）

�札幌芸術の森美術館収蔵図書一覧表

�作品の貸出

芸術の森事業部

主催事業
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種別 作業・作品 制作年 修復年月 修復状況・修復業者

彫刻 ハンス・シュタインブレンナー《人物》 １９８０年 ２０１６年４月
防腐剤塗布
修復業者：札幌芸術の森美術館

彫刻 伊藤隆道《空と地の軌跡》 １９８６年 ２０１６年５月
錆の補修
修復業者：東興株式会社

彫刻
マルタ・パン《浮かぶ彫刻・札幌》小
（穴なし）

１９８６年 ２０１６年９～１０月
防水処理、再塗装
修復業者：DAY CRAFT HOME L.i.b gallery

彫刻 砂澤ビッキ《四つの風》 １９８６年 ２０１６年１１月
防腐剤塗布
修復業者：株式会社青山プリザーブ

彫刻 ロダン《眠れる女（裸婦）》の台座 １９８７年 ２０１６年１２月
接着補修、補強
修復業者：渡辺行夫氏（彫刻家）

�保存・修復

芸術の森美術館事業

�保存・修復
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工 芸 ・ 工 房 事 業

�展覧会事業

①０さいからのげいじゅつのもり
ハコ×マチ×あそびlab!
札幌芸術の森における「０さいからのげいじゅつの

もり」シリーズの第３弾となった本展では、子どもたち

の身体性を考慮しながら、自らあそびを発見、展開する

ことを目標に据えた展覧会を開催した。「あそびをデザ

インする」をモットーに活動する「あそびLab！オヘソ」

（札幌市立大学の有志団体）とともに数種のプロジェク

トをハイブリットし、子どもによる子どものための仮想

都市をつくった。

期 日：平成２７年１２月５日（土）～平成２８年４月１７日（日）

１０９日間（平成２８年度は１５日間）

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

共 催：公立大学法人札幌市立大学

企画協力：札幌市立大学あそびlab！オヘソ

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

協 賛：合同容器株式会社、株式会社サクラクレパス、

大丸藤井株式会社、モリタ株式会社

入場者数：１７，００４人（平成２８年度３，７５７人）

②日本クラフト紀行７
鳥取と岡山 ～ももてなしのクラフト～
様々な地域の工芸文化に目を向け、全国各地で活動す

るクラフト作家とその作品を紹介していく「日本クラ

フト紀行」シリーズの第７弾。民藝の魅力発信を続け、

伝統工芸も多く根付く鳥取県と岡山県を取り上げた。ク

ラフト作家約４０名の作品を紹介するとともに、展示作品

の販売を行い、生活に密着した工芸の魅力に迫った。

〈出品者〉

［鳥取県］

大因州製紙協同組合、工房ゆみはま、国造焼、福光焼、

玄瑞窯、大山焼久古窯、谷口恵美子、アトリエ・ウキルウシュ、

ミントチュチュレザー、大塚刃物鍛冶、COCOROSTORE、

兎工房、うかぶLLC、川和真紀、山口邦子、朝倉康登、大

神慶子、西尾正道、竹本徹志、青竹日和

［岡山県］

手織り作州絣工房 ひな屋、須本雅子、今吉商店、烏城

彫協会、平松竹細工店、樫西和紙工房、上田手漉和紙工

場、細川敬弘、小西陶古、柴岡陶泉堂香山窯、酒津焼窯

元、天神窯、虫明焼、中山石筆工業所、津山土人形 妹

尾信行、武久守商店、道楽かん工房、津山民芸社、撫川

うちわ保存会

期 日：平成２８年４月２３日（土）～６月１９日（日）５７日間

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会、鳥取県、

岡山県

入場者数：１２，６０３人

関連事業：ワークショップ『因州和紙を使った「ちぎり

絵」と「折紙の造花」』

期 日：５月７日（土）、８日（日）
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各日①１０：３０～１２：００②１４：００～１５：３０

会 場：札幌芸術の森工芸館

講 師：大江啓司（鳥取県民工芸振興官）

参加料：５００円

参加者数：３８人

③北海道陶芸展第４５回記念展－北海道陶芸展の
変遷－札幌展 新規

４５回の節目を記念し、これまでの活動を回顧しつつ、受賞

作などで構成する展覧会を開催。今回の公募展の受賞者作

品と歴代審査員や過去の受賞者の作品をあわせて展示し

た。また、審査員出展では、陶芸作品だけではなく、書や絵

画、彫刻、写真など様 な々ジャンルの作品を展示した。

出品点数：８７点

期 日：平成２８年６月２５日（土）～７月１０日（日）１６日間

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：北海道陶芸協会

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）、公益財

団法人北海道文化財団、株式会社北海道新聞社

後 援：北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教

育委員会、STV札幌テレビ放送株式会社、公益

財団法人北海道科学文化協会、公益財団法人日

本陶磁協会、北海道文化団体協議会

協 賛：北海道火災共済協同組合、DCMホーマック株

式会社

助 成：公益財団法人道銀文化財団

入場者数：２，８９６人

関連事業：（１）オープニングトーク

期 日：６月２５日（土）１０：３０～

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

講 師：奥岡茂雄（北海道陶芸協会会長）、森

孝一（公益社団法人日本陶磁協会常

任理事 事務局長）

参加者数：４０人

（２）ワークショップ

期 日：６月２６日（日）１０：００～１２：００

会 場：クラフト工房大制作室

講 師：加藤委（陶芸家）

参加者数：１４人

関連記事：J : com「デイリーニュース」（２０１６年

６月２８日放送）
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出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、または
高さ×直径cm）

所蔵者

歴代受賞者
１ 安野幸子 オホーツクの森 陶芸 １６×４１×３７ 本人
２ 井川昇勝 思い・・・・ 陶芸 ４３×４３×１４ 本人
３ 稲吉豊 円（まどか） 陶芸 ３３×３３×４０ 本人
４ 小倉裕美子 Have a seat？ 陶芸 ３０×３０×５１ 本人
５ 苅田賢 灼熱の呻き 陶芸 ４６×４６×５８ 本人
６ 木滑雅子 朋 陶芸 ４５×４５×３０ 本人
７ 木村クニ 道標 陶芸 ４８×１３×４８ 本人
８ 國島由希子 焔 －覗いてごらん２－ 陶芸 ９０×９０×５５ 本人
９ 栗谷幸恵 montage 陶芸 ５０×５０×９０ 本人
１０ 斉藤光恵 宵の誘い 陶芸 ６０×２０×６４ 本人
１１ 坂井由紀子 花入れ 陶芸 ２３×２１×１０ 本人
１２ 佐々木優子 月下の舞 陶芸 ４７×２７×６５ 本人
１３ 佐々木優子 月下の雫 陶芸 ３０×３３×４５ 本人
１４ 佐藤彰 cry！ 陶芸 ５０×３０×７０ 本人
１５ 島田諒子 灰焼〆水指し 陶芸 １７×１５×１５ 本人
１６ 島田諒子 灰焼〆花生 陶芸 １６×１６×１２ 本人
１７ 蘇武真理子 色化粧樹林�壺 陶芸 ４６×１４×４８ 本人
１８ 武田隆 やまのべ 陶芸 本人
１９ 蔦森昌子 北の器 陶芸 ３０×２４×７ 本人
２０ 中島シズエ 水の星 陶芸 ２３×２４×５６ 本人
２１ 中嶋順子 バラの飾りつぼ 陶芸 ３２×３２×４２ 本人
２２ 中田久枝 作品Ｍ 陶芸 ３０×２０×４５ 本人
２３ 伯谷巌 氷雪 陶芸 ４３×４１×４８ 本人
２４ 長谷川育子 流氷荒磯焼 海明け 陶芸 ４０×４０×４５ 本人
２５ 花井信子 砂丘の流れ 陶芸 ３８×３８×５７ 本人
２６ 原田昭 種子 陶芸 ４５×４５×４７ 本人
２７ 平栗端禮 陶刻紋大壺 陶芸 ２２×２２×４６ 本人
２８ 平栗端禮 陶刻紋大皿 陶芸 ４０×φ４０ 本人
２９ 平原景二 道 陶芸 ３０×１９×４９ 本人
３０ 福山桂子 MyBlues-with marbling method 陶芸 ５０×５０×５０ 本人
３１ 古川忠治 擦文紋様入焼〆つぼ 陶芸 ２７×２７×４３ 本人
３２ 山田光風 カラ松の詩 陶芸 ３６×３６×５０ 本人
３３ 遊佐霽月 躍進 陶芸 ４３×３０×４８ 本人
３４ 横井美津子 つぼ 陶芸 ３４×２３×３９ 本人
３５ 横山エミ 和美 －WAVI－ 陶芸 ７５×５０×３０ 本人
３６ 横山エミ 上方舞 －WAVI－ 陶芸 ７０×６０×１５ 本人
３７ 井川ゆきな 感触 陶芸 ３７×３３×３０ 本人
３８ 大石俊久 層 陶芸 ７８×２３×７２ 本人
３９ 金子しおり SIGNA－悠久－ 陶芸 ５７×１６×１６ 本人
４０ 剣吉雄也 not instability 陶芸 ３９×３９×５３ 本人
４１ 中島勇 a gate 陶芸 ７０×３０×７８ 本人
４２ 松井茂樹 木漏れ月 木、金 ６６×６１×７６ 本人
４３ 森学 開拓の風 陶芸 ３３×３４×３２ 本人
４４ 若山翔子 ただひとつのうちのひとつとして 陶芸 ５５×５６×４５ 本人
４５ 増田弘美 灯り 陶芸 ３３×２５×３３ 本人
４６ 嶋貫郁美 Life goes on 陶芸 ５３×２３×５０ 本人
４７ 西井文知子 春がすみ 陶芸 ２７×２７×５２ 本人

歴代審査員
４８ 坂坦道 背もたれによる女 １９８６年 ポリエステル、木、鉄 ５６×７０×１０５ 札幌芸術の森美術館
４９ 中川清風 サトウハチローの詩より 不詳 書 ８７×１６８ 下沢敏也
５０ 下澤土泡 荒磯大皿 不詳 陶土 ９×３３φ 下沢敏也
５１ 下澤土泡 荒磯大つぼ 不詳 陶土 ４０×３９φ 下沢敏也
５２ 下澤土泡 荒磯大つぼ 不詳 陶土 ３６×３４φ 下沢敏也
５３ 下澤土泡 大皿 揮毫 ・中野北溟 不詳 陶土 ９×３３φ 下沢敏也
５４ 下澤土泡 笠地蔵 不詳 陶土 １４×１１×１０ 下沢敏也
５５ 下澤土泡 茶碗 不詳 陶土 ９×１０φ 下沢敏也
５６ 下澤土泡 茶碗 不詳 陶土 ９×１０φ 下沢敏也
５７ 下澤土泡 陶板 不詳 陶土 ８４×６４×４ 下沢敏也
５８ 下澤土泡 花入れ 不詳 陶土 ２０×１９φ 下沢敏也
５９ 畠山三代喜 春告譜 １９８１年 銅版、彫鍛金 １４５×９０ 北海道近代美術館
６０ 高橋揆一郎 幟かかげてどちらまで？ 不詳 絵画等 ４２×３１ 北海道立文学館
６１ 高橋揆一郎 第７章 不詳 絵画等 ３８×４１ 北海道立文学館
６２ 高橋揆一郎 文學其の美と愛 １９８３年 筆墨 ２８×２４ 北海道立文学館

６３ 高橋揆一郎
仏に向き合うと仏は私を見る私も
仏を見る

１９８３年 筆墨 ３３×２４ 北海道立文学館

６４ 高橋揆一郎 ともかくも今日はまだ生きている １９９１年 筆墨 ２７×２４ 北海道立文学館
６５ 北光星 一 に遠き山河の淑気かな １９９１年 書・額 ７０×６５ 山崎ヒロシ
６６ 川上力三 風の道 記載なし 陶土 ３１×１６×３０ 本人
６７ 加藤委 サンカクノ ココロ 記載なし 磁器土 ４７×４７×３７ 本人
６８ 武田浪 鬼ヶ島「伽藍」 記載なし 陶土 ２２×１８×４０ 本人
６９ 南正剛 氷裂 －厳冬に立つ－ 記載なし 陶土 ３５×３２×４７ 本人
７０ 鯉江良二 チェルノブイリ 記載なし 陶土 １５×３０×３０ 本人
７１ 鯉江良二 チェルノブイリ 記載なし 陶土 ６×３０×３０ 本人
７２ 小檜山博 たきのうえの四季 記載なし 書、掛け軸 （幅）１，５００ 滝上教育委員会
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No. 作家名 作品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、または
高さ×直径cm）

所蔵者

７３ 阿妻一直 自然釉窯変花入 記載なし 陶土 １３×１２×２６ 本人
７４ 國松明日香 水面の風 ＃１３ 記載なし ステンレス、鋼、鉄 ７３×３２×６２ 本人
７５ 国松登 冬日 １９９３年 油彩 ６０×５１ 國松明日香
７６ 国松登 月夜 １９９１年 油彩 ４８×３９ 國松明日香
７７ 阿部典英 ネエ ダンナサン あるいは 壇 ２００１年 木 ２２×４０×３５ 本人
７８ 下沢敏也 Re-birth ２０１５年 陶土 ２４７×２０φ 本人
７９ 中野北溟 窯 記載なし 書 ５１×４０ 下沢敏也
８０ 中野北溟 ひかりにうたれて花がうまれた 記載なし 書 ９９×１７０ 本人
８１ 中村照子 青い鳥の詩 記載なし 陶土 ３９×３９×６ 本人
８２ 佐藤吉五郎 ９月の風 －ありその風景－ 記載なし 油彩 ６５×７７ 本人

８３ 綿引幸造 断崖の滝とカモメ １９７４年
額装作品写真
カラー

５３×３５ 六花亭

８４ 綿引幸造 ブラック・スライド・マントラ １９９８年
額装作品写真
カラー

５６×４１ 六花亭

８５ 綿引幸造 彫刻「多光」に群れ飛ぶ鳩 １９９５年
額装作品写真
モノクロ

５７×４７ 六花亭

８６ 綿引幸造 登り窯の焚口 １９９４年
額装作品写真
カラー

５７×４５ 六花亭

８７ 原賢司 ライラック 不詳 油彩 ３８×４４ 藤井勇吉
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出品作品

No. 作家名またはブランド名 資料名、または作品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

第１章 むかし
１ － 樹皮布織り機 － － ２３０．０×５５．０×１６．０ 北海道博物館
２ － 給桑台 － － ６６．５×５２．０×７２．５ 北海道博物館
３ － 蚕箔 － － ５３．４×８５．８×６．２ 北海道博物館
４ － 糸車 － － １３１．５×３６．０×６１．５ 北海道博物館
５ － 座繰り － － ３０．３×６６．０×５３．５ 北海道博物館
６ － 羊毛鋏 － － ２９．５×１０．１×４．４ 北海道博物館
７ － ハンドカード － － ２３．１×１８．０×２．８ 北海道博物館
８ － 紡毛機 － － ５０．０×５９．５×８２．０ 北海道博物館
９ － ホームスパン見本台帳 － － ２７．３×３７．５×７．３ 北海道博物館
１０ － 布地（大） － － ３７．０×７１．５ 北海道博物館
１１ － 布地（小） － － ３０．５×２０．５ 北海道博物館
１２ － 布地 － － １１２．５×８１．０ 北海道博物館
１３ － 膝掛 － － １８１．０×７８．０ 北海道博物館
１４ － 木製台つきの紡毛機 － － ４２．０×８４．５×９０．０ 北海道博物館

１５ － アットウシ － オヒョウ １２６．０×１２８．０
公益財団法人アイヌ文化
振興・研究推進機構

１６ － アットウシ － オヒョウ １２０．０×１４１．７
公益財団法人アイヌ文化
振興・研究推進機構

１７ － カタク － シナノキ ２１．０×１７．０
公益財団法人アイヌ文化
振興・研究推進機構

１８ － カタク － オヒョウ ２５．５×１８．０
公益財団法人アイヌ文化
振興・研究推進機構

１９ － 樹皮繊維 － オヒョウ ３４．０×１１．０
公益財団法人アイヌ文化
振興・研究推進機構

２０ －
ホームスパン試製品見本カード No.１～１８－
欠番あり

－ － － 個人

２１ － ホームスパン試製品見本カード No.１，２，Ⅲ，Ⅳ － － － 個人

２２ －
御買上記念ホームスパン見本帳 昭和１１年陸
軍特別大演習

－ － － 個人

２３ － ホームスパン織機 － － － 個人

④札幌芸術の森３０周年記念展
北の織 いま昔 新規

北海道での織物の歴史と現在を、北海道博物館、アイ

ヌ文化振興・研究推進機構などの資料と、現在北海道内

で活動する２５名の織作家ならびに北海道を代表する織

の３ブランドを展示し、北海道の織の「いまとむかし」

を紹介した。歴史資料の中には、初めて紹介されたもの

もあり、北海道の織の歴史を知る貴重な機会となった。

期 日：平成２８年７月１６日（土）～９月２５日（日）７２日間

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場者数：２５，８３２人

関連事業：ワークショップ「オヒョウの木の皮で作るブ

レスレット」

期 日：９月３日（土）、４日（日）

各日①１０：００～１２：００②１３：００～１５：００

会 場：陶工房ワークショップルーム

講 師：関根真紀、貝澤雪子

参加者数：４９人

関連記事：北海道新聞２０１６年８月８日朝刊、『地域創造レ

ター』７月号、「どうしん生活情報判 さっぽ

ろ１０区」北海道新聞２０１６年９月１３日

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名またはブランド名 資料名、または作品名 制作年 技法・素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

第２章 いま－北海道を代表する織
２４ 優佳良織（旭川） 幡「ミズバショウ」 不詳 － ２６３．０×４３．０ 優佳良織工芸館
２５ 優佳良織（旭川） 幡「ハマナス」 不詳 － ２６３．０×４３．０ 優佳良織工芸館
２６ 優佳良織（旭川） 幡「ナナカマド」 不詳 － ２６３．０×４３．０ 優佳良織工芸館
２７ 優佳良織（旭川） 幡「流氷」 不詳 － ２６３．０×４３．０ 優佳良織工芸館
２８ 優佳良織（旭川） 婦人ジャケット「秋の摩周湖」 不詳 － － 優佳良織工芸館
２９ 優佳良織（旭川） シフォンストールNo.２「秋の摩周湖」 不詳 － ２７．５×１７１．５ 優佳良織工芸館
３０ 優佳良織（旭川） バッグ６「秋の摩周湖」 不詳 － ２３．０×３５．５×７．５ 優佳良織工芸館

３１ 優佳良織（旭川）
オリジナル帽子（１９０４／クロッシェ）「秋の摩
周湖」

不詳 － φ１８．５×１０．０ 優佳良織工芸館

３２ 優佳良織（旭川） オリジナル帽子（５）「秋の摩周湖」 不詳 － φ２３．５×１６．０ 優佳良織工芸館
３３ 優佳良織（旭川） テーブルセンター・特「秋の摩周湖」 不詳 － ３６．０×８１．５ 優佳良織工芸館
３４ 優佳良織（旭川） テーブルセンター・中「秋の摩周湖」 不詳 － ２５．０×４２．０ 優佳良織工芸館
３５ 優佳良織（旭川） 婦人ベスト「サンゴソウ No.１」 不詳 － － 優佳良織工芸館
３６ 優佳良織（旭川） ショルダーバッグ２２「サンゴソウ No.１」 不詳 － １９．５×２７．８×７．５ 優佳良織工芸館
３７ 優佳良織（旭川） オリジナル帽子（１９０５）「サンゴソウ No.１」 不詳 － φ２１．０×１６．８ 優佳良織工芸館
３８ 優佳良織（旭川） テーブルセンター・特大「サンゴソウ No.１」 不詳 － ４４．０×１１３．０ 優佳良織工芸館

３９
二風谷アットゥシ織（平取）／貝
澤雪子

二風谷アットゥシ 名古屋八寸帯 不詳 織り、オヒョウ ３１０．０×５１０．０ 二風谷工芸館

４０
二風谷アットゥシ織（平取）／貝
澤雪子

アットゥシ テーブルセンター 不詳 織り、オヒョウ ３１．０×４１．０ 二風谷工芸館

４１
二風谷アットゥシ織（平取）／貝
澤雪子

アットゥシ テーブルセンター 不詳 織り、オヒョウ ３１．０×３５．０ 二風谷工芸館

４２
二風谷アットゥシ織（平取）／藤
谷るみ子

アットゥシ テーブルセンター 不詳 織り、オヒョウ ３１．０×４５．０ 二風谷工芸館

４３ 二風谷アットゥシ織（平取） オヒョウ スカーフ 不詳 オヒョウ、樹皮 二風谷工芸館
４４ 二風谷アットゥシ織（平取） 二風谷アットゥシ バッグ 不詳 織り、オヒョウ ２５．０×２０．０×３０．０ 二風谷工芸館
４５ 二風谷アットゥシ織（平取） サラニプ 不詳 編み、オヒョウ ２５．０×２５．０ 二風谷工芸館
４６ 二風谷アットゥシ織（平取） アットゥシ 角帯 不詳 織り、オヒョウ １２．５×４００．０ 二風谷工芸館
４７ 二風谷アットゥシ織（平取） 二風谷アットゥシ素材 － オヒョウ － 二風谷工芸館
４８ 二風谷アットゥシ織（平取） コサージュ（大） 不詳 織り、オヒョウ １０．０×１０．５ 二風谷工芸館
４９ 二風谷アットゥシ織（平取） コサージュ（小） 不詳 織り、オヒョウ ５．５×７．５ 二風谷工芸館
５０ 札幌手織（札幌） オーバーコート １９７２年 ホームスパン、羊毛 － 札幌手織松崎工房
５１ 札幌手織（札幌） 和服コート １９６５年 ホームスパン、羊毛 － 札幌手織松崎工房

５２ 札幌手織（札幌） 服地 １９７３年
ホームスパン、羊毛
（サフォーク）

７３．０×２００．０ 札幌手織松崎工房

５３ 札幌手織（札幌） 服地 ２０１６年 ホームスパン、羊毛 ８２．０×６００．０ 札幌手織松崎工房

第３章 いま－道内の現代織作家

５４ 朝田千佳子 Fiore－風 ２０１５年
平織、リトアニアリ
ネン、麻

２００．０×１７０．０ 作家

５５ 伊藤淳子 花とデンマークの椅子 １９９２年 手綴織、羊毛、麻 ４４．０×３６．５×２．２ 作家
５６ 伊藤淳子 窓辺の黒猫 DENMARK １９９３年 手綴織、羊毛、麻 ４４．０×３６．５×２．２ 作家
５７ 伊藤淳子 運河に映る家 DENMARK １９８７年 手綴織、羊毛、麻 ３２．０×２６．０×２０．０ 作家
５８ 伊藤淳子 PORVOOの塩倉Ⅰ FINLAND １９９４年 手綴織、羊毛、麻 ２６．０×３２．０×２０．０ 作家
５９ 伊藤淳子 PORVOOの塩倉Ⅱ FINLAND １９９４年 手綴織、羊毛、麻 ３６．５×４４．０×２０．０ 作家
６０ 伊藤啓子 impression ２０１５年 手織、ウール、麻、綿 ２００．０×１２０．０ 作家

６１ 伊藤光恵 Days-peaceful time ２０１６年
スマック織、麻、綿、
レーヨンなど

８５．０×１７０．０×３．５ 作家

６２ 大賀千尋 mado －海－ ２０１６年 綴織、ウール、麻 ４０．０×４０．０ 作家
６３ 大賀千尋 mado －丘－ ２０１６年 綴織、ウール、麻 ４０．０×４０．０ 作家
６４ 大賀千尋 mado －夜景－ ２０１６年 綴織、ウール、麻 ４０．０×４０．０ 作家
６５ 大賀千尋 mado －湿原－ ２０１６年 綴織、ウール、麻 ４０．０×４０．０ 作家
６６ 大賀千尋 mado －牧草地－ ２０１６年 綴織、ウール、麻 ４０．０×４０．０ 作家
６７ 大賀千尋 mado －夕暮－ ２０１６年 綴織、ウール、麻 ４０．０×４０．０ 作家
６８ 片岸法恵 空から ２０１１年 ロートン織、絹 １７５．０×１５５．０ 作家
６９ 片岸法恵 花篝 ２０１５年 ロートン織、絹 １３００．０×３９．０ 作家
７０ 片岸法恵 春のおとずれ２ ２０１６年 ロートン織、絹 １３００．０×３９．０ 作家
７１ 加藤祐子 紅白虫 ２００８年 昼夜織、綿糸 ３１０．０×１９０．０×１０．０ 作家

７２ 樺澤京子
タペストリー「トレード・ウィンド」（Trade
wind）

１９９８年
藍染、手織、ピーニャ
（パイナップル繊維）

４８．０×４８０．０ 作家

７３ 樺澤京子 紬着物「日和」Hiyori ２００５年 草木染、手織、絹 １７０．０×１７０．０ 作家
７４ 川村弘文 耀風 ２０１４年 ゴブラン織、羊毛 １５８．０×１３１．０ 作家
７５ 北島爽子 Once I dreamed ２０１６年 シャギー、羊毛 ２１０．０×８０．０ 作家

７６ 櫻田真理 季の詩（とき の うた） ２００４年
オーバーショット、綾織、
二重織、手織、麻、
絹、毛、綿、レーヨン

４８０．０×１００．０ 作家

７７ 櫻田真理 日々－在在（ひび－ざいざい） ２０１５年

つづれ織、オーバ
ショット、フリーテ
クニック、小枝、サ
イザル、麻、和紙、
絹、その他

１８×１８（８点） 作家

７８ 笹野達子 タペストリー「シャボン玉とんだ」 ２０１４年 手織（二重織）、木綿 １０５．０×１０５．０×０．５ 作家
７９ 笹野達子 タペストリー「晩秋」 ２０１６年 手織（二重織）、木綿 １０８．０×８３．０×０．５ 作家

８０ 里井摩耶 コート ２０１５年
手紡ぎ糸、手織、シ
ルク、羊毛

１５０．０×５０．０×３．０ 作家

８１ 里井摩耶 どこでも帽子 ２０１６年 編、羊毛 １３．０×３５．０×３５．０ 作家

８２ 里井摩耶 マフラー ２０１６年
布フェルト、シルク、
羊毛

１８０．０×３５．０×１．０ 作家

工芸・工房事業

�展覧会事業
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No. 作家名またはブランド名 資料名、または作品名 制作年 技法・素材
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または縦×横cm）

所蔵者

８３ 里井摩耶 クッション（水玉とんで） ２０１６年
二重織、ノッティン
グ、羊毛

４０．０×４０．０×５．０ 作家

８４ 澤口弘子 織ったようなショール ２０１６年
布フェルト、オーガ
ンジー、ウール

７０．０×１６０．０ 作家

８５ 澤口弘子 布フェルトのショール ２０１６年
布フェルト、シルク
布、糸、ウール

６３．０×１６０．０ 作家

８６ 澤口弘子 織柄水玉模様のマフラー 黒 ２０１６年 フェルト、ウール ２７．０×１４６．０ 作家
８７ 澤口弘子 スクエアつなぎのマフラー ２０１６年 フェルト、ウール ３０．０×１５６．０ 作家
８８ 澤口弘子 バイヤス模様のマフラー グレー ２０１６年 フェルト、ウール ３２．０×１６０．０ 作家

８９ 澤口弘子 フリンジいっぱいのマフラー 赤茶 ２０１６年
フェルト、シルク布、
ウール

３７．０×１３０．０ 作家

９０ 澤口弘子 フリンジいっぱいのマフラー グレー ２０１６年
フェルト、シルク布、
ウール

３２．０×１４０．０ 作家

９１ 澤口弘子 織り柄Bag（大） ２０１６年
フェルト、シルク布、
かや、ウール

３７．０×２９．０×８．０ 作家

９２ 澤口弘子 織り柄Bag（小） ２０１６年 フェルト、ウール ２６．０×３０．０×４．０ 作家

９３ 澤口弘子 ベレー帽 グレー ２０１６年
フェルト、布、編み
地、ウール

３０．０×３０．０ 作家

９４ 澤口弘子 ベレー帽 茶 ２０１６年
フェルト、布（シル
ク、綿ほか）、ウール

３０．０×３０．０ 作家

９５ 澤口弘子 バイヤス織りのマット ２０１６年 織りフェルト、ウール ２０．０×２０．０ 作家

９６ 下村好子 タペストリー「airy」 ２００３年
織（ノッティング、
オリジナル）、綿、
麻、フェルト生地

１７３．０×９２．０ 作家

９７ 下村好子 タペストリー「motion」 ２０１６年

織（ノッティング、
オリジナル）、綿、
麻、ウール、フェル
ト生地

９１．０×８８．５ 作家

９８ 千棒聖子 ストール 赤 ２０１６年 手織 絣、ラムウール １７０．０×７２．０ 作家
９９ 千棒聖子 ストール ブルー ２０１６年 手織 絣、ラムウール １５５．０×７０．０ 作家
１００ 千棒聖子 ストール パープル～モスグリーン ２０１６年 手織 絣、ラムウール １７３．０×７２．０ 作家
１０１ 田中美穂子 帯 ２０１４―１５年 平織り、藤 ３２．０×３５５．０ 作家
１０２ 田中美穂子 半幅帯 ２０１４―１５年 平織り、藤 １５．０×３８０．０ 作家
１０３ 田中美穂子 角帯 ２０１５―１６年 平織り、藤 １０．０×４１０．０ 作家
１０４ 田中美穂子 タペストリー ２０１５―１６年 平織り、藤 ３０．０×１３２．０ 作家
１０５ 田中美穂子 バスケタリー ２０１６年 藤樹皮、藤布 ２０．０×５０．０×３０．０ 作家
１０６ 田中美穂子 繊維、績んだ糸、オボケ（桶） － 藤 － 作家

１０７ 田村陽子 布 ２０００年
手紡ぎ・単糸、手織、
天蚕、家蚕

２４７．０×５６．０ 作家

１０８ 田村陽子 マフラー ２０１６年
手紡ぎ・単糸、手織、
原毛（コリデール種）

１８５．０×２９．５ 作家

１０９ 田村陽子 ショール ２０１６年
手紡ぎ・単糸、手織、
原毛（スーパーファ
インメリノ、メリノ）

１９０．０×５６．０ 作家

１１０ 田村陽子 ショール ２０１６年
手紡ぎ・単糸、手織、
原毛（メリノ）

２０８．０×４２．０ 作家

１１１ 田村陽子 マフラー ２０１６年
手紡ぎ・単糸、手織、
手染、トップ（カシ
ミヤ）

１９５．０×２７．０ 作家

１１２ 蔦井美枝子 夏潮 ２０１５年 手織、絹 １７０．０×１７０．０ 作家

１１３ 寺岡和子 タペストリー「北の大地」 １９８４年
絣（手織）（カット）、
羊毛、スポンジ

１８０．０×１６０．０ 作家

１１４ 寺岡和子 ホームスパン フレヤージャケット ２０１５年 手紡ぎ、手織、羊毛 ７０．０×７０．０×２０．０ 作家

１１５ 藤井葉子 点と線のであう時 ２０１６年
フリーテクニック、
和紙（紙縒り）、ステ
ンレス枠

３００．０×１８０．０×１８．０ 作家

１１６ 藤井葉子 点と線のであう時 ２０１６年
フリーテクニック、
和紙（紙縒り）

１３．０×３８．０×１５．０ 作家

１１７ 堀内智子 Forest ２０１６年
手織（クビカス織）、
ウールBSF

２００．０×１２５．０ 作家

１１８ 松浦由紀子 真夏に雪がふる ２０１６年
染色、ローゼンゴン、
平織、麻糸、紙糸、ラ
メ糸

２５０．０×２００．０×１００．０ 作家

１１９ みやはらみゆき 暮色愁草（タペストリー） ２０１６年
手織（ダマスク織）、
綿糸、毛糸、化繊糸

１８５．０×１１０．０ 作家

１２０ 三好美和子 想 ２００８年 手織、原毛 １８２．０×１５２．０×１０．０ 作家

芸術の森事業部
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出品作品
第一回 日本陶磁協会 現代陶芸奨励賞 北海道展
No. 作家名 作品名

現代陶芸奨励賞受賞者
１ 阿妻一直（札幌市） 変壺花器
２ 尾形香三夫（新篠津村） 練上鎬壷 －淵－
３ 北川智浩（江別市） 白磁水氷文鉢
４ 丹羽シゲユキ（札幌市） 華蓮 －かれん－
５ 増原嘉央理（札幌市） girar －１６０９－

入選者
６ 井川ゆきな（札幌市） 意識のかたち －内胞－
７ 石川雅昭（札幌市） 南蛮焼き締め鎬流文扁壷
８ 伊藤尚子（深川市） アイヌモシリ －人間の静かなる大地－
９ 岩寺かおり（札幌市） ハナノハコ －ハナノ記憶－
１０ 上ノ大作（北広島市） Bone
１１ 大石俊久（札幌市） 表層から深層へ
１２ 大矢花（札幌市） Bloom
１３ 金子しおり（札幌市） SIGNA −break through−
１４ 菊地朋昭（札幌市） Psyche
１５ 木村麻子（釧路市） The rhythm with no sound−
１６ 香西信行（札幌市） 窯変茶碗－しずく－
１７ 佐々木優子（札幌市） 月を見上げて
１８ 佐藤克治（札幌市） purpose
１９ 佐藤広隆（留萌市） 希望
２０ 嶋貫郁美（札幌市） departure from despair
２１ 白岩大佑（函館市） 焼締急須
２２ 大門愛（札幌市） 交わり 旱星
２３ �井秀樹（函館市） 青白磁大鉢
２４ 竹田武司（七飯町） 海明けのオホーツク
２５ 田嶋裕子（札幌市） 風のテラス
２６ 多田昌代（札幌市） 秘める －想新－
２７ 種谷賢（札幌市） 再起
２７ 種谷賢（札幌市） 再起
２８ 丹野茂雄（札幌市） DA DA

⑤第１回日本陶磁協会 現代陶芸奨励賞
北海道展 新規

日本陶磁協会設立７０周年の記念事業として、やきもの

を通して地方創生に貢献することを目的に開催し、今回

の公募展の入選作品・受賞作品を展示した。本展に先行

して、「日本陶磁協会賞歴代受賞作家展」を開催するこ

とで、受賞者作品とともに、人間国宝による作品が並行

展示されるという貴重な機会となった。

期 日：平成２８年１０月１５日（土）～１１月１３日（日）４０日間

（先行開催／日本陶磁協会賞歴代受賞作家展

平成２８年１０月３日（月）～１１月１３日（日））

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：公益社団法人日本陶磁協会、札幌芸術の森（札

幌市芸術文化財団）、株式会社北海道新聞社

後 援：経済産業省、北海道、北海道教育委員会、札幌

市、札幌市教育委員会、公益財団法人北海道文

化財団、北海道文化団体協議会、江別市、江別

市教育委員会、北海道陶芸協会、北海道陶芸会、

NHK札幌放送局、UHB北海道文化放送株式会

社、日本陶磁協会北海道後援会

入場者数：１０，９１８人

関連記事：「『日本陶磁協会賞』受賞作家の４７点展示」北

海道新聞２０１６年１０月７日朝刊、「現代に息づく

陶芸家の世界」北海道新聞２０１６年１０月１４日
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No. 作家名 作品名

２９ 張浦華（札幌市） 湧水
３０ 土居万里子（札幌市） Ocean Dream
３１ 中島勇（札幌市） under ground
３２ 中村興市（小樽市） さくやさく
３３ 中村しん（斜里町） えぞ焼〆綾線紋花生
３４ 西村和（札幌市） 錫蒔陶漆鉢
３５ 伯谷厳（札幌市） 氷雪の詩
３６ 橋本今朝治（比布町） 継
３７ 八谷弘美（札幌市） 早春賦
３８ 林雅治（倶知安町） ヒップな白い虫
３９ 原田昭（札幌市） 種子散布
４０ 深田健介（札幌市） Tabi
４１ 福原俊樹（札幌市） ルナ
４２ 福山桂子（札幌市） 海辺
４３ 藤原有二（旭川市） pepan bottle
４４ 前田育子（白老町） 積陶
４５ 松井茂樹（札幌市） 杜の番人 －凝視－
４６ 三上慶耀（鹿追町） 青瓷輪花鉢
４７ 三津和広（小樽市） border
４８ 三橋エリ（札幌市） スリップウェアー 陶筥
４９ 村上強（札幌市） PLANT : D
５０ 山下昇（滝川市） 凍風雪紋高台皿 雪どけ
５１ 山田大世（札幌市） 祥瑞輪花魚鉢
５２ 若山翔子（札幌市） 海鳴り
５３ 中村照子（札幌市） 五角水指
５４ 千尋悠子（旭川市） 灰釉俎皿

実行委員・審査対象外
５５ 中村裕（札幌市） 茜雪原四方組皿
５６ 下沢敏也（札幌市） 青織部鉄紋陶筥

日本陶磁協会賞歴代受賞作家展
No. 作家名 作品名 寸法（高さ×幅×奥行、または縦×横cm）

１ 秋山陽 無題MV‐１１６ ３５．０×３４．０×１８．５
２ 市野雅彦 丹波采器 ４２．０×４７．０×４４．５
３ 今井政之 備前象嵌鸚鵡花瓶 １２．０×４０．０
４ 今泉今右衛門 色絵薄墨墨はじき梅文花瓶 ２２．０×３６．５
５ 江口勝美 和紙染藤文刳抜陶筥 ２３．０×２３．０×１４．０
６ 大樋陶冶斎 大樋流釉茶 １２．３×８．６
７ 小川待子 オブジェ 結晶と記憶 ２３．４×１０．７
８ 隠��一 備前広口花器 ３２．０×７９．０×３８．０
９ 加藤清之 白磁Torso １１．０×１１．０×３６．０
１０ 加藤孝造 黄瀬戸掛花入 １２．８×２０．１
１１ 加藤委 サンカクノココロ ４０．０×４０．０×７５．０
１２ 金重晃介 備前花器 ３５．０×２４．０×２５．０
１３ 金重有邦 伊部茶 １３．５×９．５
１４ 川瀬忍 青磁鉢 ２６．０×１０．８
１５ 清水六兵衞 赤容立姿 ２５．３×２９．０×２７．８
１６ 鯉江良二 盤（スペイン・オロット制作） ３３．５×２５．０×５．８、２９．０×２９．０×４．７
１７ 小池頌子 白のshell ４９．０×４８．０×２７．０
１８ 神農巌 堆磁線文鉢 ４５．０×２１．０
１９ 鈴木藏 志野茶碗 １３．０×１１．５×１０．７
２０ 鈴木徹 緑釉花器 ３５．０×３０．０×２５．０
２１ 鈴木五郎 五利部茶碗 ９．３×１０．５×１０．５
２２ 鈴木三成 青瓷線文扁壺 ２６．０×１６．０×３８．０
２３ 滝口和男 無題 ４０．０×３５．０×３５．０
２４ 武腰潤 鴾其々四稜の壺 ２１．５×２２．０×３３．５
２５ 竹中浩 白瓷長壺 １６．４×５３．５
２６ 田嶋悦子 Cornucopia09−Y12 ４２．０×３６．０×２２．０
２７ 玉置保夫 織部茶 １３．０×１０．７
２８ 坪井明日香 とんぼ茶碗 １３．５×１３．０×８．８
２９ 中里隆 灰釉くわい形瓶 ２５．０×２２．２
３０ 中島晴美 理性の形態―１６０２ ４０．０×３５．０×６０．０
３１ 中島宏 青瓷彫文壺 ２２．８×２９．６
３２ 林邦佳 倣青花八宝唐草紋玩具容 ４５．０×２０．５×２０．５
３３ 原清 鉄釉鳥文花瓶 １８．５×１４．０
３４ 原田拾六 足附割れ陶板皿 ７８．０×２５．５×３７．０
３５ 深見陶冶 氣〈風ニ立ツ〉 １４５．６
３６ 福島善三 中野月白瓷四方鉢 ４２．０×１２．０
３７ 前田昭博 白瓷面取壺 ２５．０×３１．３
３８ 前田正博 色絵銀彩鉢 ３９．０×２１．０
３９ 三原研 景 ４６．０×３４．０×５３．５
４０ 三輪和彦 茶碗 淵淵 １３．０×１３．２×１０．７
４１ 森野泰明 蒼溟線文花器 ２７．５×２４．５×３８．０
４２ 八木明 青白磁可変六角香炉 ２０．０×２０．０×２０．０
４３ 柳原睦夫 受ける形 ２７．０×２３．０×２３．０
４４ 吉田美統 釉裏金彩更紗文花瓶 ３０．０×３０．０×３８．０
４５ 樂吉左衞門 焼貫黒茶碗 １４．５×１２．４×１１．２
４６ 若尾利貞 鼠志野波文大皿 ４９．３×４９．６×５．５
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⑥第２２回芸術の森地区文化祭
芸術の森地区の芸術・文化振興のため、芸術の森地区

連合会が中心となり開催している「芸術の森地区文化

祭」。２２回目となった同文化祭には、芸術の森地区で制

作活動をされている個人の方や、まちづくりセンター、

老人福祉センター、札幌市立大学の学生等が参加し、水

彩画、陶芸、工芸、墨絵、絵手紙他、さまざまなジャンル

の作品を展示。平成２４年より札幌芸術の森工芸館を会場

として、より多くの地域住民が作品を通して交流できる

場となっている。

期 日：平成２８年１１月１９日（土）～１１月２０日（日） ２日間

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：芸術の森地区文化祭実行委員会

協 力：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

参加団体：保養センター駒岡（水彩画教室・陶芸教室）、南

老人福祉センター、札幌養護学校もなみ学園分

校、聖静学園石山センター、中田教室（手工

芸）、自然会（墨絵）、芸術の森地区まちづくり

センター絵手紙教室、札幌市立大学

入場者数：１，１９１人

⑦０さいからのげいじゅつのもり
木でっ 粘土でっ 山あそび！海あそび！
「０さいからのげいじゅつのもり」展（２０１４．２．２２―

４．１３／札幌芸術の森美術館）を皮切りに、０さいからの

げいじゅつのもりシリーズは、冬期間の子どもたちの遊

び場として提供してきた。第４回目となる本展では、

「冬に夏と遊ぶ」をテーマに、工芸館の展示室を「山ゾー

ン」と「海ゾーン」に区切り、夏のような遊び場を体験

できるようにした。大型遊具「階段木琴」や、北海道お

といねっぷ美術工芸高等学校の生徒による木のおもちゃ、

砂遊び場とともに、現代アーティストjobin．氏による魚

やクラゲのモビール「ぶくぶくごろごろ」を展示した。

期 日：平成２８年１１月２６日（土）～平成２９年４月２３日（日）

１２２日間（平成２８年度は１０３日間）

会 場：札幌芸術の森工芸館展示ホール

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場者数：２８，８６２人

関連記事：「じゃらんママプロジェクト連載�屋内スポッ
ト＆ランチお出かけプラン⑭」『じゃらん』

２０１６年１２月号通巻２８４号、「イベント情報ペー

ジ」『じゃらん（web）』、「観光ガイド」『じゃ

らん（web）』、「北海道周辺のイベント情報」

『YAHOO!JAPANロコ（web）』、「札幌NEWS

&TOPICSページ」『じゃらん（web）』、『子ど

もの学びガイド』２０１６年１１月３０日・１２月１３日、

「道新週間ガイド」北海道新聞２０１６年１１月２５日、

「どうしん生活情報判さっぽろ１０区」北海道新

聞２０１６年１２月１６日、「創作の庭」『O.tone』２０１６

年１月、「全国親子イベントカレンダー」

『kodomoe（web）』、「北海道のイベント」
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出展作品
NO. 作家名 作品名 制作年 技法・素材 寸法（高さ×幅×奥行cm）

１ jobin. ぶくぶくごろごろ ２０１６年 糸、針金、ビニール等 空間サイズ
２ 岸上恭史 ふたばくん めばえちゃん 不詳 木 ５０×４０×２３、４０×５５×３０

会場音楽
NO. 作家名 作品名 制作年 アルバム名 再生時間

３ 佐々木恒平 Step A Waltz ２０１０年 Shall We Step A Waltz With Me? ４：１５
４ 佐々木恒平 Aruku ２０１０年 Shall We Step A Waltz With Me? ５：１７
５ 佐々木恒平 Salon81 ２０１０年 Shall We Step A Waltz With Me? ４：２４
６ 佐々木恒平 Morinoco ２０１１年 Morinoco Cafe ０：５４
７ 佐々木恒平 Flying Penguin ２０１１年 Morinoco Cafe ５：２３
８ 佐々木恒平 Train Trip Garden ２０１１年 Morinoco Cafe ３：２６
９ 佐々木恒平 The end of the flower ２０１３年 ELEKINESIS V.A ６：１１
１０ 佐々木恒平 Canale ２０１３年 ひびをわたって ２：２１
１１ 佐々木恒平 Halftone step ２０１３年 ひびをわたって ４：３４
１２ 佐々木恒平 はじまり ２０１４年 ひびのこと ３：０８
１３ 佐々木恒平 浮いたけれど ２０１４年 ひびのこと ２：１１
１４ 佐々木恒平 箱の中の博士 ２０１４年 ひびのこと １：５９
１５ 佐々木恒平 hknw 2016 master ２０１６年 HAKONIWA2016 ３：０６
１６ 佐々木恒平 Jump ２０１２年 warp music ４：０８
１７ 佐々木恒平 Colchicum ２０１３年 taigakawakami/asakyun ３：１３
１８ 佐々木恒平 hokudai_recruit001_01master ２０１５年 ３：０１
１９ 佐々木恒平 mari e glod ss ２０１５年 ６：１１
２０ 佐々木恒平 toreta001master01 ２０１４年 １：０８
２１ 佐々木恒平 b217_foodtrip001_04 ２０１４年 １：０５
２２ 佐々木恒平 hknw_printed001_03 ２０１５年 １：３０

『ウォーカープラス（web）』、「Sparkle Sparkler」

AIR-G‘２０１７年１月１６日、「ポップアップさっぽ

ろ」AIR-G‘２０１７年３月２３日、『ご近所通信ちび

こみ』第６６号、『asatan』２０１７年３月１日通巻

２９７号、NHK番組「つながる＠きたカフェ」

２０１６年１２月１５日放送、J : com番組「デイリー

ニュース」２０１７年２月２２日放送

⑧第１６期工芸館常設展示事業
クラフト作家に対する展示機会の提供、使い手側には

良質の作品と出会い、購入できる場の提供により、クラ

フト文化の振興と流通拡大を図るため、工芸館に常設展

示スペースを設置している。今年度は、年中行事や四季

と関連付けたテーマを設定し、展示を行うことで、来園

者に、「工芸が生活に身近な存在」であることを伝えら

れるよう工夫をした。また、工芸展覧会と連動した内容

の作品をピックアップして紹介するなどし、相乗効果を

図った。今年度の出品作家は道内５１作家、道外１４作家の

計６５人。

期 日：平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金）

会 場：札幌芸術の森工芸館常設展示スペース「ベストポケット」

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

芸術の森事業部

主催事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

陶芸講習会 合 計 １１３ ６２９

５月～３月 はじめての電動ロクロ体験 大矢花 ３６ １８２ ２，１００ スタッフが手を添えながら電動ロクロを使って
好きな器を１点制作

４月～３月 ひとりでロクロを回してみよう 大矢花 ２３ ６６ ２，９００ 電動ロクロを使い、気に入った作品を１点制作
４／２（土） こいのぼりの置物をつくろう 大矢花 １ ４ ２，９００ 板づくりの技法で、鯉の置物を制作
４／３（日）、６／４（土）、
７／２（土）、９／２５（日）、
１１／２６（土）、１／２２（日）、
３／１９（日）

豆皿をつくろう 大矢花 ７ ５０ ２，５００ 板づくりの技法で直径約６cmの豆皿を５枚制
作

４／９（土）、６／１９（日）、
９／１７（土）

磁器の器に絵付けをしよう 大矢花 ３ ２ ２，０００ ５つのアイテムの中から１つ選び、絵付けをする

４／１０（日）、２／２６（日） パスタ皿をつくろう 大矢花 ２ １ ２，６００ 板づくりの技法で、パスタを盛るのにちょうど
よい深めの皿を制作

４／２３（土）、２４（日）、
１１／５（土）、６（日）

電動ロクロを回して器をつくろう 大矢花 ４ ３７ ２，１００ スタッフが手を添えながら電動ロクロを使って
好きな器を１点制作

４／２９（金・祝）、１／２８（土）絵付け小皿 大矢花 ４ ６５ １，０００～１，５００ 素焼きした小皿に絵付けをする
４／３０（土）、１２／２４（土） たまつくりでカップをつくろう 大矢花 ２ １４ １，８００ たまつくりの技法で、カップか湯呑みを制作
５／１（日）、７／３（日）、
１２／２３（金・祝）、１／２１（土）

手のひらサイズのオブジェづくり 大矢花 ４ １３ ２，２００５００gの粘土を使い、手びねりで置物を制作

５／５（木・祝） 父の日に向けて大皿に絵付けを
しよう

大矢花 １ ４ ３，５００ 大皿に絵付けをして、父の日のプレゼントに最
適な作品を制作

５／１４（土）、３／１８（土） 部屋をいろどる花器づくり 大矢花 ２ ４ ３，０００ 板づくりの技法で花器を制作
６／５（日） ざるそばセットをつくろう 大矢花 １ ３ ３，５００ 板状に延ばした粘土でざるそばに適した皿とそ

ばちょこを制作
６／１８（土） わんわんよい日

わんわん壁掛け
大矢花 １ ３０ １，２００ 陶板（粘土）に犬の足跡を押して焼き上げ、壁掛

けに仕上げる
７／２３（土） 焼きしめで風鈴づくり 大矢花 １ ２３ １，８００ 手びねりで動物など好きな形の鈴を制作
８／３（水）、７（日） ふらっと電動ロクロ 大矢花 ４ ２１ ２，０００ 予約なしで体験できる電動ロクロを使った制作
９／３（土）、１０／２（日）、
１２／１１（日）

マイ土鍋をつくろう 大矢花 ３ １３ ５，０００ 電動ロクロで１～２人前の土鍋を制作

９／２４（土） かぼちゃの照明づくり 大矢花 １ １１ ２，０００ たまつくりの技法でかぼちゃの形をした照明を
ひとつ制作

１０／８（土） 陶器の小物づくり 大矢花 １ ３ １，０００ ボタンやブローチなどの小物を制作
１０／９（日）、１５（土） さぽーとさっぽろウィーク

手びねり・たまつくり
大矢花 ２ ４１ ２，０００ たまつくりの技法で、カップか湯呑みを制作

１０／１０（月・祝） さぽーとさっぽろウィーク
絵付け・小皿

大矢花 １ ８ ２，０００ 素焼きした小皿に絵付けをする

１０／１６（日） さぽーとさっぽろウィーク
絵付け・カップ

大矢花 １ ７ ２，０００ 素焼きしたカップに絵付けをする

１１／３（木・祝） ぼかし絵付け小皿 大矢花 ２ １２ １，７００ 素焼きした小皿の上に、色を飛び散らせるよう
にして彩色する

１１／１９（土） クリスマスリースをつくろう 大矢花 １ ４ ２，５００ 板状に延ばした粘土でクリスマスリースを制作
１１／２０（日） てびねりで来年の干支をつくろう 大矢花 １ ５ ２，２００ 手びねりで酉の置物を制作
１１／２７（日） たっぷり入るスープボウルをつ

くろう
大矢花 １ ６ ２，２００ ひもづくりの技法で、深さのある器をひとつ制作

１２／１０（土） えらべる器に絵付けをしよう 大矢花 １ ０ ２，０００ ５つのアイテムの中から１つ選び、絵付けをする
３／１１（土） シリアルボウルをつくろう 大矢花 １ ０ ２，２００ ひもづくりの技法で、シリアルボウルを制作
３／２０（月・祝） 電動ロクロを回して植木鉢をつ

くろう
大矢花 １ ０ ２，９００ 電動ロクロを使い、植木鉢と受け皿を制作

一般講習会 ※「○日間コース」の開催回数は日数に関わらず１コース１回としてカウント

�普及事業

①工芸・版画講習会事業
陶芸、染織、木工、七宝、ガラス、金工、版画の各分野

の講習会を毎月企画し、初級から上級までの幅広い内容

の個人向け講習会を開催した。また、修学・研修旅行や

PTA、企業等のグループ向けの「団体講習会」、札幌市内

の児童会館を対象とした子ども向け団体プログラム「森

のクラフト教室」、クラフト工房来館者が事前予約なし

で気軽に作品制作を体験できる「ふらっとクラフト体

験」などを実施し、参加機会の拡大を図った。

期 日：平成２８年４月１日（金）～平成２９年３月３１日（金）

会 場：クラフト工房（大・中・小制作室）、織工房、染

工房、木工房、版画工房ほか

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

延実施回数：５５８回（ふらっとクラフト体験を除く）

受講者数：７，９０３人（缶バッジ体験を除く）

工芸・工房事業

�普及事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

染色講習会 合 計 ６７ ３７９
４／３（日） フェルトでポーチをつくる 大賀千尋 １ ３ ３，０００ 原毛を立体的にフェルト化し、好みの形のポー

チを制作
４／９（土）、１０（日）、
３０（土）

「進撃の巨人」展関連企画
布フェルトでつくる「ミカサの
マフラー」

大賀千尋 ３ １１ ３，５００ 原毛を石鹸水でフェルト化し、作品に登場する
マフラーを制作

４／１４（木）、５／２９（日） オパール加工で透かし模様の風
呂敷を染める

大賀千尋 ２ １０ ４，０００ オパール加工糊を使って透かし模様を作り、好
きな色に染めて風呂敷を制作

４／１６（土）、
５／４（水・祝）、１４（土）

「進撃の巨人」展関連企画
シルクスクリーンで染めるキャ
ラクター手ぬぐい

大賀千尋 ６ １９ ２，０００ シルクスクリーンの技法で、キャラクターの模
様の手ぬぐいを制作

４／１７（日）、
５／５（木・祝）、１５（日）

「進撃の巨人」展関連企画
シルクスクリーンで染めるキャ
ラクターバッグ

大賀千尋 ６ ３０ ２，２００ シルクスクリーンの技法で、キャラクターの模
様のバッグを制作

４／２１（木）、５／２８（土） 草木染め・桜スモークチップで
染める

大賀千尋 ２ １０ ４，０００ 桜の木を煮出した染液を使い、シルクストール
を染める

５／１（日） ミニこいのぼりのカラフル絞り
染め

大賀千尋 ２ ２３ １，２００ 絞り染め技法で小さめのこいのぼりを２匹染め
る

５／１２（木）、１／１９（木） フェルトでつくるミトン型鍋つ
かみ

大賀千尋 ２ ３ ２，５００ 原毛を立体的にフェルト化し、ミトン型の鍋つ
かみを制作

６／１０（金）、１１（土） 草木染め・よもぎで染める 大賀千尋 ２ １３ ３，５００ よもぎを煮出した染液を使い、シルクストール
を染める

６／２５（土）、３０（木）、
３／２３（木）、２５（土）

オパール加工で透かし模様のス
トールを染める

大賀千尋 ４ ２０ ４，０００ オパール加工糊を使って透かし模様を作り、好
きな色に染めてストールを制作

７／９（土）、８／２７（土） 草木染め・インド藍で染める 大賀千尋 ２ １８ ３，５００ インド産の天然藍で綿ストールを染める
７／２３（土）・２４（日） 型染・色糊捺染を学ぶ ２日間

コース
米坂豊樹 １ ６ ５，８００ 型紙を彫り、染料を混ぜた糊を置いて染める色

糊捺染の技法を学ぶ
７／２８（木） 和紙染めでうちわをつくろう 大賀千尋 ２ ２６ １，２００ カラフルに染めた和紙をうちわ骨に貼り付け、

オリジナルのうちわを制作
８／１（月） 藍染めでハンドタオルを染めよう 大賀千尋 ２ １８ １，０００ 藍染めでハンドタオルを染める
８／６（土） 和紙漉きはがきづくり 大賀千尋 １ ０ ５００ 和紙を漉いてはがきをつくる
８／４（木） 草木染め・「オンコの木」でス

トールを染める
大賀千尋 １ ８ ３，５００ オンコの木のチップを使い、シルクストールを

染める
８／１１（木・祝） 「樹をめぐる物語」展関連企画

樹のチップでハンドタオルを染
めよう

大賀千尋 ２ １４ １，２００ 木のチップを使用してハンドタオルを染める

９／１７（土）・１８（日）・
２４（土）・２５（日）

手描き友禅を学ぶ ４日間コース 西本久子 １ ８ １０，０００ 彩り豊かな「友禅」の技法を４日間かけて学ぶ

９／２２（木・祝）、
２／１２（日）、１６（木）

草木染め・紫根で染める 大賀千尋 ３ ２０ ４，０００ 紫草の根を煮出した染液を使い、シルクストー
ルを染める

１０／８（土）、３／２（木） 布フェルトでマフラーをつくる 大賀千尋 ２ ８ ３，５００ 薄地の布の上に原毛をフェルト化し、オリジナ
ルマフラーを制作

１０／９（日） 草木染め「樹のチップ」でス
トールを染めよう

大賀千尋 １ ７ ３，５００ 木のチップを使用してストールを染める

１０／２９（土） フェルトでルームシューズをつ
くる

大賀千尋 １ ８ ３，８００ 原毛を立体的にフェルト化し、あたたかいルー
ムシューズを制作

１１／１２（土）、
３／９（木）、２６（日）

草木染めでストールを染める 大賀千尋 ３ １８ ３，５００ 玉ねぎの皮や茜などを使用してストールを染める

１１／１３（日）、２／９（木）、
１１（土・祝）

フェルトで帽子をつくる 大賀千尋 ３ ２２ ４，０００ 原毛を立体的にフェルト化し、好みの形の帽子
を制作

１２／１０（土） 型染めで手ぬぐいを染める 大賀千尋 １ ２ ２，５００ 模様の部分が白く残る地染まりの型染め技法で
日本手拭いを染める

１２／１１（日） フェルトでつくるキーケース 大賀千尋 ２ １ １，２００ カラフルな原毛とキラキラした糸などを一緒に
フェルト化し、クリスマスを彩るオーナメント
にもなるキーケースを制作

１２／２３（金・祝）、２／２３（木）フェルトでバッグをつくる 大賀千尋 ２ １４ ４，０００ 原毛を立体的にフェルト化し、好みの形のバッ
グを制作

１２／２４（土） 布フェルトでミニマフラーをつ
くる

大賀千尋 ２ １２ ２，０００ 薄地の布の上に原毛をフェルト化し、オリジナ
ルマフラーを制作

１２／２５（日） フェルト玉でアクセサリーづくり 大賀千尋 ２ ８ １，２００ カラフルな原毛をフェルト化して、好きな形の
アクセサリーを制作

１／９（月・祝） 草木染めでハンドタオルを染め
よう

大賀千尋 ２ １５ １，２００ 玉ねぎの皮などの身近な植物を使用してハンカ
チを染める

１／２６（木） 草木染め・紅花で染める 大賀千尋 １ ４ ４，０００ 紅花の花びらで絹ストールを紅色や黄色に染める

手織講習会 合 計 １６ １５０
４～９月の２０回（土・日）
１０～３の２０回（土・日）

手紡ぎ糸で布地を織る ２０日間
コース

松崎孝一 ２ ３０ ５５，０００ 原毛の染色、手紡ぎ、布地の制作まで行う“ホー
ムスパン”を６ヶ月かけて学ぶ

４／２９（金・祝） 手織体験！コースターを織る 大賀千尋 ２ １９ ５００ 卓上サイズの織機を使って、コースターを制作
８／７（日） 小枝織りでオブジェづくり 大賀千尋 １ ０ １，５００ 小枝にたて糸をかけ、よこ糸を織り込んでオブ

ジェを制作
９／１０（土）・１１（日） ジグザグ模様のバッグを織る

２日間コース
松浦由紀子 １ ９ ６，０００ ピーター・コリンウッドの技法を使ってジグザ

グ模様のバッグを織る

芸術の森事業部

主催事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

１０／１５（土）・１６（日）、
３／１１（土）・１２（日）

初めての紡毛 ２日間コース 松崎洋子 ２ １３ ６，０００ 原毛から糸を紡ぐ「手紡ぎ」の基礎を学ぶ

１０／１８（火）・２５（火）・２６
（水）

色遊び絣風シルクウールストー
ルを織る ３日間コース

千棒聖子 １ １２ ８，０００ みつあみ、刷り込み、段染めをして好きな色と
柄でたて糸を染めてストールを織る

１１／３（木・祝）、１／２８（土）裂き織りでコースターをつくろ
う

大賀千尋 ４ ４１ ５００ 好きな色のよこ糸を選んで、カラフルな裂き織
りコースターを制作

１１／２６（土）・２７（日） たて綾織でストールを織る ２
日間コース

みやはら
みゆき

１ ８ ５，５００ たて綾織の技法でストールを織る

１／１４（土）・１５（日） 織体験！卓上織機でマフラーを
織る

大賀千尋 ２ １８ ２，２００ 卓上の織機を使用し、オリジナルのマフラーを
制作

七宝講習会 合 計 ８０ ５８３
４～３月 七宝焼自由制作教室 小林優衣 ２４ １１３ １日２，５００

２日５，０００
初心者は基礎メニューで技術を学び、熟練度に
応じて技法や工程を自分で考えて自由に制作

４／２（土）、８／１８（木）、
２１（日）

ミルフィオリのキーホルダーづ
くり

小林優衣 ６ ４４ １，６００ ミルフィオリ（花模様ガラス）と七宝釉薬を組み
合わせて焼き付け、キーホルダーを制作

４／１６（土）、１７（日）、
５／３（火・祝）、２１（土）

「進撃の巨人」展関連企画
七宝焼でつくるエンブレムのブ
ローチ

小林優衣 ４ ３３ １，８００ 銀箔書き割りの技法で装飾し、作品に登場する
エンブレムのブローチを制作

５／１（日）、９／３（土） 七宝焼の指輪づくり 小林優衣 ２ １２ １，６００ 銅板を加工するところから始め、好みの色、柄
の指輪を制作

５／８（日）、１／７（土） ビーズを使ってキーホルダーを
つくろう

小林優衣 ４ ３５ １，２００ 七宝釉薬にガラスビーズを組み合わせ、キーホ
ルダーを制作

５／２９（日） 有線七宝のアクセサリーづくり 小林優衣 １ ４ ２，０００ 有線七宝の技法で、ひし形のペンダントか三角
のピアス（イヤリング）を制作

６／１８（土）、９／１７（土） 七宝焼でわんわんブローチづくり 小林優衣 ４ ３０ １，２００ 犬型の銅板に七宝釉薬を焼き付けブローチを制作
６／１９（日） 銀箔で模様をつけるブローチ 小林優衣 １ ４ ２，０００ 銅板に銀箔で装飾を施し、ブローチを制作
７／３（日） 有線七宝のボタンづくり 小林優衣 １ ４ ２，５００ 有線七宝の技法で銅板に装飾を施し、ボタンに

仕上げる
７／１８（月・祝）、３／２６（日）七宝焼で鳥のブローチづくり 小林優衣 ４ ２２ １，２００ 鳥型の銅板に七宝釉薬を焼き付けブローチを制作
７／２４（日）、２／１２（日） 銀より線と銀粒をつかったブ

ローチづくり
小林優衣 ２ １４ ２，５００ 銀箔焼付などの下準備をして素地を作り、銀材

と釉薬で装飾してブローチに仕上げる
７／３０（土）、３１（日） 七宝焼で小さなブローチをつく

ろう
小林優衣 ４ ７０ ８００ 約２cm角の銅板に七宝釉薬を盛り付けて、四角

いブローチを制作
８／１７（水）、２０（土）、
１／１５（日）

七宝焼で小さな額絵をつくろう 小林優衣 ６ ５４ ２，３００ 銅板に七宝釉薬で絵を描き、額装して仕上げる

９／２２（木・祝） ミルフィオリのアクセサリーづ
くり

小林優衣 １ １４ ２，０００ ミルフィオリ（花模様ガラス）と七宝釉薬を組み
合わせて焼き付け、ペンダントやキーホルダー
などを制作

１０／２（日）、１５（土） 七宝焼でおばけとこうもりのア
クセサリーづくり

小林優衣 ４ ３２ １，４００ 七宝焼の技法でおばけとこうもりのアクセサ
リーをそれぞれ１点ずつ制作

１０／１０（月・祝） 七宝焼の小皿づくり 小林優衣 １ ３ ２，５００ 銅板で好きな形の小皿を作り、七宝釉薬で彩色
１１／３（木・祝） 七宝焼のブローチづくり 小林優衣 ２ ３５ １，０００ 好きな形の銅板に七宝釉薬を焼き付け、ブロー

チを制作
１１／５（土） 書き割り七宝のブローチづくり 小林優衣 １ １ ２，０００ 書き割り七宝の技法でブローチを制作
１１／２０（日）、１２／３（土） 七宝焼でクリスマスオーナメン

トをつくろう
小林優衣 ４ ３６ １，６００ クリスマスモチーフに切りぬかれた銅板から大

小ひとつずつ選び、七宝釉薬を焼き付けてオー
ナメントを制作

１２／４（日） 七宝焼でつくるクリスマスリース 小林優衣 １ １１ ２，８００ リース型の銅板に銀箔で模様を施し、クリスマ
スを彩る華やかなオーナメントを作成

１／２２（日） 有線七宝で鳥のブローチづくり 小林優衣 １ ５ ２，５００ 鳥の形の銅板に有線七宝の技法で模様を施し、
ブローチを制作

２／５（日） 有線七宝で彩る純銀の指輪づくり 小林優衣 １ ２ ６，０００ 純銀製の指輪型の土台に有線七宝の技法で装飾
３／１１（土）・１２（日） 有線七宝の透けるペンダントづ

くり ２日間コース
小林優衣 １ ５ ４，０００ 銀線で作った枠組みに透明釉薬を施釉してペン

ダントを制作

金工講習会 合 計 ２０ ９８
５／６（金）、１５（日）、
８／２８（日）、１１／１９（土）、
３／５（日）

真鍮でアクセサリーをつくろう 小林優衣 ５ ２５ １，６００ 真鍮板を手糸鋸で切り抜き、金鎚や鏨で模様を
つけてペンダントやピアスを制作

６／４（土）、９／１８（日）、
２／１９（日）

真鍮トレーづくり 小林優衣 ３ １５ ２，０００ 薄い真鍮板をカットし、槌目をつけて浅いト
レーを制作

６／２６（日）、１０／１６（日） 平戸細工のペンダントづくり 小林優衣 ２ ６ ３，５００ 銀枠と銀の薄板を折り曲げて作ったパーツをロ
ウ付けして、ペンダントを制作

７／１６（土）、１０／１（土） 真鍮の指輪づくり 小林優衣 ３ １７ １，２００ 真鍮板でパーツをつくり、真鍮線で作ったリン
グをロウ付けして指輪に仕上げる

８／１４（日） アルミワイヤーでモビールをつ
くろう

小林優衣 ２ １８ １，５００ やわらかいアルミのワイヤーで好きな形をいく
つか作って、ゆらゆら揺れるモビールに仕上げる

９／２５（日） 真鍮ストールピンづくり 小林優衣 １ ７ ２，０００ 真鍮の線材でピン、板材でチャームを作ってロ
ウ付けし、ストールピンを制作

１１／２７（日） 真鍮でモビールづくり 小林優衣 １ ０ ２，５００ 真鍮板を好きな形に切ってパーツを作り、モ
ビールに仕上げる

１２／１１（日） 真鍮スプーンづくり 小林優衣 １ １ ２，５００ 真鍮の板材と棒材を使ってスプーンを制作

工芸・工房事業

�普及事業

71



開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

１／１４（土） アルミでブローチをつくろう 小林優衣 ２ ９ １，２００ やわらかいアルミの板を好きな形に切り、ブ
ローチに仕上げる

ガラス講習会 合 計 ４９ ４８４
４／１０（日）、２４（日）、
５／４（水・祝）、２２（日）

「進撃の巨人」展関連企画
サンドブラストで丸皿に模様を
刻む

小林優衣 ４ ３１ ２，０００ サンドブラスト技法でタンブラーにキャラク
ターの模様を刻む

４／２９（金・祝）、８／５（金）、
７（日）

サンドブラストでガラスの小瓶
に模様を刻もう

小林優衣 ６ １７６ ８００ サンドブラスト技法で小瓶に模様を刻む

５／５（木・祝）、７（土）、
８／１１（木・祝）、１／８（日）、
９（月・祝）

サンドブラストでタンブラーに
模様を刻もう

小林優衣 １０ １０９ １，３００ サンドブラスト技法でタンブラーに模様を刻む

６／５（日） サンドブラストでビアジョッキ
に模様を刻もう

小林優衣 ２ ９ １，５００ サンドブラスト技法でビアジョッキに模様を刻む

６／１１（土）、９／１９（月・祝）、
１２／１７（土）

サンドブラスト 持ち込みガラ
ス

小林優衣 ３ １４ １，０００ サンドブラスト技法で持参したコップや空き瓶、
ステンドグラス作品などに模様を刻む

７／２（土） サンドブラストでガラスのコッ
プに模様を刻もう

小林優衣 ２ ６ １，３００ サンドブラスト技法でコップに模様を刻む

８／１６（火）、１１／６（日）、
２／４（土）

サンドブラストでガラスのマグ
カップに模様を刻もう

小林優衣 ６ ３４ １，２００ サンドブラスト技法でマグカップに模様を刻む

９／４（日） サンドブラストでボウルに模様
を刻もう

小林優衣 ２ ８ １，１００ サンドブラスト技法でボウルに模様を刻む

１０／９（日）、２２（土）、
１２／２４（土）、２５（日）

サンドブラストでキャンドルホ
ルダーに模様を刻もう

小林優衣 ８ ５８ １，２００ サンドブラスト技法でキャンドルホルダーに模
様を刻む

１０／２９（土）・３０（日） ステンドグラス サンタとツ
リーのクリスマスランプづくり
２日間コース

岩田和美 １ ６ １０，０００ 好きな色のガラスを組み合わせて、サンタとツ
リーのスタンド式ランプを制作

１２／２３（金・祝）、３／２５（土）サンドブラストで丸皿に模様を
刻もう

小林優衣 ４ ２６ １，４００ サンドブラスト技法で丸皿に模様を刻む

３／１９（日） ステンドグラスのてるてる坊主
づくり

岩田和美 １ ７ ３，８００ 好きな色のガラスを組み合わせて、てるてる坊
主を制作

木工講習会 合 計 ６４ ３７５
４～３月 木工自由制作教室 加賀谷健至 ３９ １０７ １，０００ 初心者から上級者まで技術的なアドバイスを受

けながら自由に制作
４／１６（土）・１７（日） ウォールナットの大皿（角皿）づ

くり ２日間コース
加賀谷健至 １ １０ ５，０００ ある程度成形された材料を彫刻刀やカンナなど

で加工し塗装仕上げをして皿を制作
４／２９（金・祝）、５／７（土）、
８／４（木）、１１／３（木・祝）、
１／２８（土）

寄木のストラップづくり 加賀谷健至 １０ １３５ ６００ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄木
のストラップを制作

５／２８（土） 寄木のアクセサリーづくり 加賀谷健至 １ ３ ２，５００ 寄木細工がほどこされた材料からアクセサリー
を制作

６／１７（金）・１８（土）・
１９（日）

子どもの椅子をつくる ３日間
コース

加賀谷健至 １ ５ １２，０００ 椅子の座面、背もたれなどの形をデザインし、
木工道具を用いて椅子に仕上げる

７／１６（土）・１７（日） 木のおたまづくり ２日間コー
ス

加賀谷健至 １ ５ ３，５００ ある程度成形された材料を彫刻刀やカンナなど
で加工し塗装仕上げをしておたまを制作

７／３０（土） 親子木工体験教室 パパ・ママ
の顔をつくろう

加賀谷健至 １ １０ １，５００ 道具の使い方を学びながら、木材と釘を使って
顔のオブジェを制作

７／３０（土） 親子木工体験教室 えんじゅ
（小径木）の薪割りパズルをつく
ろう

加賀谷健至 １ １６ １，５００ 道具の使い方を学びながら、薪割りパズルを制
作

８／１１（木・祝） こびとの家づくり 加賀谷健至 ２ ５１ ６００ 木片を割って家の形にし、色を塗って仕上げる
９／１０（土） 季節の豆皿をつくる 加賀谷健至 １ ４ ３，０００ 切り出された木材を彫刻刀などを使って豆皿に

仕上げる
１０／２２（土）・２３（日） うづくりの角皿をつくる ２日

間コース
加賀谷健至 １ ２ ５，０００ うづくりの技法で仕上げる角皿を制作

１１／１２（土）・１３（日） サーバースプーンとフォークを
つくる ２日間コース

加賀谷健至 １ １ ３，０００ ある程度の形に加工された木材を彫刻刀や小刀
を使って成形して、塗装仕上げをする

１２／１０（土）・１１（日） 季節の箸置きをつくる ２日間
コース

加賀谷健至 １ １ ３，０００ ５種類の木材を彫刻刀や小刀を使って加工し、
箸置きに仕上げる

１／１４（土） 親子木工教室 木のスプーンを
つくろう

加賀谷健至 １ １４ １，５００～２，２５０ ある程度の形に加工された木材を彫刻刀や小刀
を使って成形して、スプーンを制作

２／１１（土・祝） 一閑張りのうつわをつくる 加賀谷健至 １ ８ ３，０００ 籠に和紙を貼り、柿渋を塗って一閑張りの器を
つくる

３／１１（土） 寄木のブローチをつくる 加賀谷健至 １ ３ ２，０００ 寄木細工がほどこされた材料からブローチを制作

版画講習会 合 計 ３０ ２７５
４／２１（木）・２８（木）・
５／１２（木）・１９（木）・
６／２（木）・２３（木）・
３０（木）・７／７（木）

銅版画を学ぶ ８日間コース 上田政臣 １ １７ ２０，０００ 銅版画の基礎技法から応用技法までをじっくり
学び制作する

４／２９（金・祝）、１／２８（土）ふらっと版画体験 消しゴムは
んこ

上田政臣 ４ ３９ ５００ 消しゴムを彫ってハンコをつくり、名刺サイズ
の紙に印刷

５／１４（土）・１５（日） はじめての銅版画 メゾチント
体験 ２日間コース

上田政臣 １ ９ ４，５００ メゾチントの技法を小さな版で体験制作

芸術の森事業部

主催事業
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開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

６／２５（土）・２６（日） 木口木版を学ぶ ２日間コース 長島充 １ １２ １０，０００ 講師の作品に触れながら、木口木版の技法を学ぶ
７／８（金） ちいさな木版画 １日コース 上田政臣 １ ３ ２，５００ 多色摺りなど基本的な水性木版の技術を体験
７／２４（日）、３０（土） 「樹をめぐる物語」展関連企画

森のスケッチとリトグラフ体験
上田政臣 ２ １８ ３，０００ 当日描いたスケッチを元絵にして、リトグラフ

の版作り、印刷までを体験
７／３１（日） 版画体験教室 森のどうぶつ

コースター
上田政臣 ２ ２５ ５００ 園内に生息する動物をかたどった版を用い、シ

ルクスクリーンの技法で制作
８／５（金）・６（土）・
７（日）

「木版裏摺り技法を学ぶ」 ３
日間コース

高垣秀光 １ １０ １５，０００ 講師の作品に触れながら、裏摺りなどの木版の
技法を学ぶ

８／１１（木・祝）・１２（金）、
１／８（日）、９（月・祝）

版画体験教室 やさしいドライ
ポイント

上田政臣 ８ ４６ ５００ ドライポイントの技法を用い、絵はがきを制作

９／８（木）・１５（木）・
２９（木）・１０／６（木）、
１１／３（木・祝）・１０（木）・
２４（木）・１２／１（木）

銅版画を学ぶ ４日間コース 上田政臣 ２ ３１ ８，０００～９，０００ 銅版画の基礎技法から応用技法までをじっくり
学び制作する

９／１０（土）・１１（日） 樹脂版で作るコラグラフ ２日
間コース

上田政臣 １ １１ ４，５００ 板や硬い紙の表面にいろいろな物を貼り付けた
り塗ったり版を作る技法を学ぶ

１０／１６（日）・２３（日）・
３０（日）

カッティングで作る銅版画 ３
日間コース

澁谷美求 １ １１ １５，０００ 講師の作品に触れながら、アクアチントの技法
を学ぶ

１１／１９（土）・２０（日） シルクスクリーン体験 ２日間
コース

上田政臣 １ ８ ４，５００ 感光性の乳剤を使ったシルクスクリーンの技法
を学ぶ

１２／１０（土）・１１（日） リノカット ２日間コース 上田政臣 １ ７ ４，０００ 合成ゴム板を使った版画の体験
２／１１（土・祝）・１２（日）、
１６（木）・１７（金）

版画の道具づくり ２日間コー
ス

上田政臣 ２ １７ ４，５００ 鋼材を加工して銅版画で使うスクレーパーとバ
ニッシャーを制作

３／１１（土）・１２（日） はじめてのエッチング ２日間
コース

上田政臣 １ １１ ４，０００ エッチングの技法を使って作品を制作

開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

陶芸ワークショップ 合 計 １ １１

８／６（土） 登り窯ワークショップ
（共催：北海道陶芸協会）

下沢敏也 １ １１ ２，１６０ スライドを交えて作品イメージを膨らませ、
「てびねり」の技法で作品を制作その後登り窯
で作品を焼成

木工ワークショップ 合 計 １ ６３

８／６（土） 札幌芸術の森×まなぶんサマー
スクール「木工体験教室」
木材と金具を使って顔のオブ
ジェを作ろう
（共催：北海道新聞社）

加賀谷健至 １ ６３ １，５００ スライドを交えて作品イメージを膨らませ、
「てびねり」の技法で作品を制作その後登り窯
で作品を焼成

開 催 日 講 習 会 名 講 師 開催
回数

受講
人数 受講料（円） 内 容

木工・版画講習会 合 計 ４ ４

４／１０（日）、５／７（土） 「進撃の巨人」展関連企画
巨人のカッティングボードづくり

加賀谷健至
上田政臣

４ ４ ３，０００ 手作りのカッティングボードにキャラクターの
絵柄をシルクスクリーンで印刷

複合分野講習会

ワークショップ
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グループ講習会（団体を対象に実施する体験教室）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 大矢花 ４２
通年

１，２３０
２時間でコーヒーカップや湯呑み等を制作、または素焼き
済みの陶器に絵柄を施す。完成品は宅配便で参加者に送付。
１，６００～２，０００円３９

染色 大賀千尋 １６
通年

３２１ ２時間でバンダナやキャンバスバッグ等を絞り染の技法で
染める。１，６００～２，０００円１４

七宝 小林優衣 １１
通年

２７５ ２時間でキーホルダーやリーフペンダント等を制作。１，６００
～１，８００円１１

ガラス
（サンドブラスト） 小林優衣 ２４

通年
５５０ サンドブラストの技法でガラスの表面に、すりガラス模様を

施す。丸皿やタンブラー等を２時間で製作。１，６００～１，８００円２３

版画 上田政臣 １
通年

１１ 一版一色摺りの木版を制作し、手彩色で着彩。６，０００円
３

合計 ９４ ９０ ２，３８７ ※１２～３月は全コース２割引

森のクラフト教室（札幌市内の児童会館を対象に実施する子ども向けグループ講習会）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 大矢花 １
１月

３７ ２時間で素焼き済みの陶器の小皿に絵柄を施す。１，０００円
１

染色 大賀千尋 ２
１２、１月

４３ ２時間でフェルトのコースター制作やバンダナの絞り染め
を体験。１，０００円２

七宝 小林優衣 １
１２月

１９ ２時間でキーホルダーを制作。１，０００円
１

ガラス
（サンドブラスト） 小林優衣 ５

１月
１５０ サンドブラストの技法でガラスの表面に、すりガラス模様

を施す。ミニグラスを２時間で制作。１，０００円５

合計 ９ ９ ２４９

アウトリーチ「クラフト宅配便」（札幌市内の特別支援学級、高齢者介護施設を対象に実施する出張講習会）
コース 講師 開催回数 開催日数 参加人数 内容・受講料

陶芸 大矢花 ３
１１月

４６ たまつくりの技法で小皿を制作。後日焼きあげて宅配便で
参加者に送付。１，０００円３

手織 大賀千尋 ２
１１、２月

１９ 枠にはった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通して
コースターを制作。１，０００円２

合計 ５ ５ ６５

アウトリーチ「芸術の森がやってきた！」（７／２６ 札幌トヨペット株式会社月寒店での体験教室）
コース 講師 参加人数 内容・受講料
手織 大賀千尋 ９ 枠にはった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通してコースターを制作。５００円

七宝 小林優衣 １０ 約２cm角の銅板に七宝釉薬を盛り付けて四角いブローチを作り制作。８００円

合計 １９

アウトリーチ「芸術の森がやってきた！」（１／１１ 市民ギャラリーでの体験教室）
コース 講師 参加人数 内容・受講料
手織 大賀千尋 １４ 枠にはった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通してコースターを制作。５００円

木工 加賀谷健至 ３６ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄木のストラップを制作。６００円

版画 上田政臣 ２７ 型紙とインクを使ってステンシル版画を体験。３００円

缶バッジ ― ４６ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００円

合計 １２３

アウトリーチ「芸術の森がやってきた！」（８／１４ 市民交流プラザキックオフイベントでの体験教室）
コース 講師 参加人数 内容・受講料
手織 大賀千尋 ９ 枠にはった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通してコースターを制作。５００円

木工 加賀谷健至 １４ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄木のストラップを制作。６００円

缶バッジ ― １３ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００円

合計 ３６
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アウトリーチ「大人の造形教室」（２／４ 本郷新記念札幌彫刻美術館での体験教室）
コース 講師 参加人数 内容・受講料
木工 加賀谷健至 ５ 木材とロープを使ってレリーフを制作。１，８００円

合計 ５

アウトリーチ「芸術の森がやってきた！」（２／２５ サンピアザ・光の広場での体験教室）
コース 講師 参加人数 内容・受講料
陶芸 大矢花 ２８ 素焼き済みの小皿に絵付けを施す。後日焼きあげて宅配便で参加者に送付。１，５００円

手織 大賀千尋 １２ 枠にはった縦糸の間に、カラフルな布を縫うように通してコースターを制作。５００円

七宝 小林優衣 ２０ 約２cm角の銅板に七宝釉薬を盛り付けて四角いブローチを作り制作。８００円

木工 加賀谷健至 １６ 色々な木材のピースを選んで組み合わせ、寄木のストラップを制作。６００円

版画 上田政臣 １６ 型紙とインクを使ってステンシル版画を体験。３００円

缶バッジ － ３３ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００円

合計 １２５

ふらっとクラフト体験（予約なしで作品制作を体験できる）
コース 開催月 参加件数 内容・受講料

陶芸・絵付け 通年 ４１２ 素焼き済みの陶器（小皿、湯呑み等）に絵付けを施す。後日焼きあげて宅配便で参加者
に送付。１，０００～２，０００円

陶芸・たまつくり 通年 ５０６ 粘土３００gを使い、たまつくりの技法でお好みのカップなどを１個作る。後日焼きあげて
宅配便で参加者に送付。１，３００円

染色・和紙のちぎり絵はがき 通年 １９８ カラフルに染め上げた和紙をちぎり、ハガキに貼り付け、オリジナル絵ハガキ（５枚セッ
ト）を制作。３００円

染色・お絵かきバンダナ 通年 ４２４ クレヨンで絵を描きオリジナルのバンダナを制作。５００円

ガラス・サンドブラスト 通年 １２５ サンドブラストの技法でガラスの表面に、すりガラス模様を施し小瓶を制作。８００円

缶バッジ 通年 １，７３４ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００～７００円

「進撃の巨人」展関連企画
ステンシルぬりえ ４，５月 １７８ 色紙に自由に絵を描きオリジナルカンバッジを制作。３００～７００円

合計 ３，５７７

H28工芸・版画講習会事業 延実施回数
（ふらっと体験を除く）

受講者数
（缶バッジ体験を除く）

一般講習会 ４４３ ２，９７７

ワークショップ ２ ７４

グループ講習会 ９４ ２，３８７

森のクラフト教室 ９ ２４９

アウトリーチ １０ ３７３

ふらっと体験（缶バッジ体験を除く） － １，８４３

合計 ５５８ ７，９０３
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利 用 促 進

①広報活動
（１）ホームページ
札幌芸術の森で開催される展覧会、講習会、イベント

などの各種主催事業及び札幌芸術の森の施設等につい

て、最新の情報を提供した。平成２８年度は、より見やす

く、わかりやすい情報発信を行うことを目的とし、ホー

ムページのリニューアルを実施。デザインの変更や新規

項目の追加、内容の充実を図るとともに、札幌芸術の森

美術館ホームページとの統合や英語版翻訳ページの作

成を行った。さらに、Facebook等のSNSを積極的に利用

し、リアルタイムの情報発信に努めた。

年間アクセス件数：１，１７４，６２４件

（２）ニュースリリース「今週の芸森。」
札幌芸術の森の旬な情報をニュースリリース「今週

の芸森。」として、メールマガジン形式でマスコミや制

作会社へ毎週配信するとともに、ホームページへ掲載し

た。各メディアを通じた露出機会の増加を図り、市民へ

の情報提供に努めた。

発 行：毎週火曜日

形 態：メールマガジン

送付箇所：札幌市役所、各マスコミ関係者など

（３）ルアプラス夏休み号・冬休み号
夏休みと冬休みの期間中に開催する子ども向けのワー

クショップ等の体験型講座をはじめ、札幌芸術の森美術

館、工芸館で開催される展覧会等を紹介するパンフレッ

ト「ルアプラス」を年２回作成。市内の全小学校や公共

施設等へ配布し、子どもたちの来園機会と各種ワーク

ショップへの参加機会の創出を図った。

発 行：夏休み号（７月上旬発行）

冬休み号（１２月上旬発行）

形 態：A４／カラー／４頁

部 数：各９６，０００部

配布箇所：札幌市内小学校、札幌市内公共施設等

②芸術の森３０周年記念 芸森バースデーウィーク 新規
芸術の森開園３０周年記念事業「フランスの風景 樹

をめぐる物語」「北の織 いま昔」「札幌芸術の森国際

ユースジャズキャンプ」の実施時期にあわせ、開園記念

日の７月２７日に最も近い７月３０日から８月７日までの

９日間にわたり「芸森バースデーウィーク」を開催。

芸術の森の３０周年の年月と変化を象徴する野外美術

館の入館料を無料にしたほか、ものづくり体験やスタン

プラリーなど、限定プログラムを実施。また、緑豊かな

園内の環境を生かした動物仮装盆踊り「BON！ダンス」

や「森のおはヨガ」などの屋外イベントを実施した。

期 日：平成２８年７月３０日（土）～８月７日（日）

会 場：園内各所

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

共 催：株式会社北海道新聞社

後 援：札幌市

入場者数：４２，９４１人

内 容：

（１）芸森夏まつり 動物仮装盆踊り「BON！ダンス」

地域の方や外部委員から開催の要望が高い「夏ま

つり」をバースデーウィークのメインプログラムと

して実施。夏まつりらしい盆踊りに、縄文太鼓や創作

ダンスの要素を加え、芸術の森オリジナル盆踊り

「BON！ダンス」として開催した。当日は、「動物の

仮装グッズづくり」などの関連ワークショップをあ

わせて実施し、芸術の森らしい市民参加型の要素を盛

り込み、イベントを盛り上げる工夫を行った。

平日の夕方の開催となった１日目は、地域住民を主

な対象者とし、工芸の広場で縁日などの出店や盆踊り

後のお菓子の無料配布などを行った。２日目は、対象

を一般市民とし、会場を芸術の森の３０年を象徴する野

外美術館『北斗まんだら』へ移して実施。当日同時開

催したノースジャムセッションの出演を終えた国際

ユースジャズキャンプ参加者も合流し、３０周年イベン

トの最後にふさわしい内容となった。
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太鼓の「音楽」と「踊り」のパフォーマンスによ

る「音楽舞台芸術」、会場とした野外美術館『北斗ま

んだら』が象徴する「美術」「自然環境」「３０年の年

月」、焼き物である縄文太鼓の「工芸」要素、動物仮

装グッズやオリジナル行灯などの「ものづくり」、会

場の地面を彩る「地球にお絵かき」など、芸術の森の

特色を生かした参加型事業となった。

期 日：①８月５日（土）１５：００～１９：００

②８月６日（日）１５：００～１９：００

会 場：①工芸の広場

②札幌芸術の森野外美術館「北斗まんだら」付近

出演者：茂呂剛伸（縄文太鼓演奏家）、西崎鼓美（日

本舞踊家）、福田ハジメ（ピアノパフォーマー）

ほか

参加者数：①１，１４８人 ②８１２人（関連ワークショップ参

加者含む）

関連ワークショップ：

・動物の仮装グッズづくり

より「BON！ダンス」を楽しんでいただくための

市民参加型プログラムとして、「BON！ダンス」開始

前の時間を利用し、盆踊りの際に身につけられる動物

のお面やカチューシャ型の耳などの仮装グッズを作

成した。

会 場：①クラフト工房

②芸術の森センター、佐藤忠良記念子どもア

トリエ

料 金：無料

参加者数：①９２人 ②７４人

・オリジナル行灯づくり

夜間に点灯して会場を彩る手持ちの行灯づくりを

行った。

会 場：①クラフト工房 ②芸術の森センター

料 金：３００円

参加者数：①２０人 ②１６人

・うちわを彩ろう

バースデーウィーク期間中にスタンプラリーや

「BON！ダンス」参加者へ無料配布したオリジナルう

ちわにフェルト玉や鈴、まつぼっくりなど芸術の森な

らではの材料を使い飾りつけを楽しめる催しを行った。

会 場：①クラフト工房 ②芸術の森センター

料 金：無料

参加者数：①４８人 ②４６人

（２）森のおはヨガ

開園前の朝の野外美術館でヨガワークショップを

実施。子ども連れでの参加を可能とし、ヨガ体験中に

佐藤忠良記念子どもアトリエで、同伴の子ども向けの

無料ものづくりワークショップを同時開催。ヨガの後

は、道産食材にこだわったサンドイッチを提供し、野

外美術館でのピクニックも楽しめる企画とした。

期 日：平成２８年８月２日（火）８：３０～９：４５

会 場：札幌芸術の森野外美術館「北斗まんだら」

横、佐藤忠良記念子どもアトリエ

講 師：黒田優子（ヨガインストラクター）

参加費：大人１，５００円（子どもの朝食は５００円、ワーク

ショップは参加無料）

参加者数：３７人（大人２４人、子ども１３人）

（３）芸森ウェディング

これから結婚式を行うカップルや結婚式を行って

いない夫婦を対象に一般公募を行い、１組に野外美術

館でのフォトウェディングをプレゼントした。

期 日：平成２８年８月１日（月）

会 場：札幌芸術の森野外美術館

（４）野外美術館無料開放・特別解説

芸術の森の３０周年を象徴する野外美術館の入館料

を無料とし、入館促進を図った。また、期間中の土日

はテーマ別に選んだ作品を野外美術館解説ボランティ

アが案内する「バースデーウィーク特別解説」も実

施し、好評を得た。

期 日：平成２８年７月３０日（土）～８月７日（日）

特別解説は、７月３０、３１日、８月６、７日のみ。

会 場：野外美術館
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入館者数：６，４５６人

特別解説：１８コース４５回実施、１３７人参加

（５）スタンプラリー

園内のイベントや施設をまわり、スタンプを集めた

方に、芸術の森オリジナルグッズ等の景品をプレゼン

トするスタンプラリーを実施した。

期 日：平成２８年７月３０日（土）～８月７日（日）

会 場：園内各所

参加者数：１，７９５人

（６）彫刻人気投票

野外美術館の７４点の彫刻作品の人気投票を実施した。

期 日：７月３０日（土）～８月７日（日）

投票会場：芸術の森センターロビー

参加者数：１，３４４人

（７）芸森ふぇいばりっと

ウィーク期間中に来園者よりSNSやメールを通じて

投稿していただいた写真を芸術の森センターロビー

の壁面に投影し、芸術の森のオススメ撮影スポットの

紹介を行った。

期 日：平成２８年７月３０日（土）～８月７日（日）

会 場：芸術の森センターロビー

プログラム制作：NECソリューションイノベータ株式会社

参加者数：３０人

（８）ものづくり体験（工芸・版画講習会、子どもアトリ

エワークショップ（再掲））

バースデーウィーク期間中に、誰でも参加可能なも

のづくり体験プログラムを毎日開催した。クラフト工

房や佐藤忠良記念子どもアトリエ等のほか、工芸の広

場等にテントを張り会場とするなど、３０周年記念イベ

ントにふさわしく、芸術の森ならではの環境を生かし

たプログラムとなった。期間中は、美術館関連講習会

や各団体との連携企画も実施し、夏休みの自由研究づ

くりに訪れた参加者を中心に好評を博した。（各講習

会の詳細は前掲）

期 日：７月３０日（土）～８月７日（日）

会 場：園内各所

参加者数：１，１０８人

（９）地球にお絵かき

期間中の園内の賑わいの創出を目的として、シンボ

ル広場や野外美術館、夏まつり会場の地面にチョーク

で絵を描くプログラムを実施。

期 日：７月３０日（土）、３１日（日）、

８月５日（金）、６日（土）

会 場：シンボル広場、工芸の広場、野外美術館

参加者数：５１７人

（１０）同時開催（再掲）

各事業の詳細は、前掲。

・フランスの風景 樹をめぐる物語

・北の織 いま昔

・札幌芸術の森国際ユースジャズキャンプ ノース

ジャムセッション

・パークジャズライブ２０１６

・芸森アートマーケット２０１６

③四季を通じた集客・施設開放事業の実施
市民が札幌芸術の森に気軽に足を運び、来園者の再訪

につながるよう、四季の移り変わりを楽しめる自然環境

を存分に活かした施設開放事業を開催し、賑わいを創出した。

（１）芸森スプリングフェスタ
札幌芸術の森野外美術館の夏季営業開始に合わせ、野

外美術館入館料を無料にしたほか、園内各所で、さまざ

まなプログラムを実施した。当日は荒天の中での開催と

なったが、雨の日特別企画を実施し、来場者の満足度向

上を図った。

期 日：平成２８年４月２９日（金・祝）

会 場：札幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、アートホール（アリーナ、大練習

室）、芸術の森センター、クラフト工房、版画工

房、札幌芸術の森美術館、札幌芸術の森工芸館

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

入場者数：４，５０５人

内 容：・野外美術館無料開放

・芸森アートマーケット

・つちぶえデコレーション

・お皿に絵付けをしよう

・ガラスの小瓶にすりガラス模様を刻もう

・手織体験！コースターを織る

・寄木のストラップづくり

・版画体験教室「消しゴム版画」

・野外美術館で春をスケッチ

・オリジナル缶バッチづくり

・みんなのこいのぼり

・大練習室でお絵描き（雨だからスペシャル企画）

・ココア・紅茶オレ無料配布（雨だからスペ

シャル企画）

・スタンプラリー（雨だからスペシャル企画）

・進撃の巨人展－SELECT−WALL SAPPORO

・日本クラフト紀行７鳥取と岡山～ももてな

しのクラフト～
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（２）秋の芸森あったかサンキュー�デー
札幌芸術の森野外美術館の最終開館日に、来園者サー

ビスと集客促進を目的として、野外美術館入館料を無料

とした。また、園内各所で各種プログラムを実施した。

期 日：平成２８年１１月３日（木・祝）

会 場：札幌芸術の森野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、クラフト工房、版画工房、芸術の森

センター、札幌芸術の森美術館、札幌芸術の森

工芸館

入場者数：６，８６０人

内 容：・野外美術館無料開放

・ぼかし絵付け小皿

・寄木のストラップづくり

・七宝焼きのブローチづくり

・裂き織りコースター

・缶バッチづくり

・和紙のちぎり絵はがき

・森のキコキコ妖怪

・ねんどで彫刻

・絵本読み聞かせ

・落ち葉おばけになっちゃおう

・カプセルオーナメントづくり

・みんなでつくろう！「ワクワク秋の森づくり」

・スープ配布

・スタンプラリー

・芸森アートマーケット

・第１７期札幌ジュニアジャズスクール定期演奏会

・ディズニープリンセスとアナと雪の女王展

・第１回日本陶磁協会展現代陶芸奨励賞北海道展

（３）雪あかりの祭典
芸術の森地区を雪と灯（あかり）でデザインし、地域

を彩る催事の一環で、正門や美術館前広場にアイスキャ

ンドルを点灯するキャンドルの小路を実施したほか、も

ちつき大会や雪の滑り台など、冬の各種プログラムを実

施した。

期 日：平成２９年１月２８日（土）９：４５～１９：００

会 場：アートホールアリーナ・ロビー、芸術の森セン

ターロビー、野外美術館、佐藤忠良記念子ども

アトリエ、クラフト工房、美術館前広場ほか

入場者数：２，０２４人

内 容：・もちつき大会

・迷路、キャンドルの小路

・スノー♪ロングスライダー

・お皿に好きな模様を描こう

・裂き織りでカラフルなコースターづくり

・寄木のストラップづくり

・版画体験教室「消しゴムはんこ」

・雪で森のなかまたちをつくろう！

・雪あかりカフェ

・ランタンづくりワークショップ

・ジュニアジャズスクールminiライブ

④札幌市立大学・芸術の森地区連合町内会等と
の地域連携
札幌市立大学や芸術の森地区連合会と相互に連携し、

芸術の森が地域の方々の活動の場として利用されるよ

う、連携事業や事業支援を行った。

（１）札幌市保養センター駒岡陶芸教室 第１０
回陶寿房陶芸展

平成１８年より毎年実施している保養センター駒岡主

催の陶芸教室「陶寿房」の講習会受講者の作品を展示

した。

期 日：平成２８年１０月５日（水）～１５日（土）

会 場：芸術の森センターロビー

主 催：札幌市保養センター駒岡（社会福祉法人札幌

市社会福祉協議会）

共 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

来場者数：８７４人

（２）第２２回芸術の森地区文化祭
平成２４年度より札幌芸術の森工芸館を会場に開催し

た地区文化祭の２２回目。（前掲P６７参照）

（３）第２１回芸術の森地区音楽祭
芸術の森地区づくりのビジョンである「人と自然に

優しい文化推進の里」を達成することを願い、青少年を

中心に音楽を通じて地域の人々とふれあい、相互理解を

深め、地域の絆を確かなものにしてくことを目的に開催
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する地区音楽祭の２１回目。芸術の森地区の小中学校の合

唱や器楽演奏、地域の音楽グループや札幌ジュニアジャ

ズスクールの小学生クラス等が出演した。

期 日：平成２８年１１月６日（日）

会 場：アートホールアリーナ

主 催：芸術の森地区連合会、札幌芸術の森（札幌市芸

術文化財団）

来場者数：４００人

（４）雪あかりの祭典
芸術の森地区で雪や氷を使ったキャンドルを制作し

点灯するプログラム等を開催した（前掲参照）。

⑤各団体との事業提携
（１）日本野鳥の会「芸森バードウォッチング」
日本野鳥の会札幌支部との共催により、芸術の森に棲

息、もしくは飛来する野鳥を、日本野鳥の会の会員によ

る解説で楽しんでもらう観察会を行った。

期 日：平成２８年１０月１６日（日）９：００～１２：００

会 場：札幌芸術の森野外美術館他園内各所

主 催：札幌芸術の森（札幌市芸術文化財団）

協 力：日本野鳥の会札幌支部

参加者数：６人

（２）札幌芸術の森さぽ～とさっぽろウィーク
平成２６年度に実施した公益財団法人札幌市中小企業

共済センターとの連携事業の３回目。勤労者とその同居

家族を対象とした美術館観覧料の割引や工芸制作体験

プログラムを実施し、芸術文化に親しむ機会を提供した。

期 日：平成２８年１０月８日（土）～１６日（日）

会 場：札幌芸術の森美術館、札幌芸術の森野外美術館、

佐藤忠良記念子どもアトリエ、クラフト工房、

芸術の森センター

主 催：公益財団法人札幌市中小企業共済センター

参加者数：７４６人

⑥グリーンカーテン等環境負荷軽減のためのPR
活動

（１）グリーンカーテンプロジェクト
環境負荷軽減のための活動の一環として、グリーン

カーテンに取り組んだ。環境負荷軽減のための活動の一

環として、グリーンカーテンとヒマワリやハーブ等の栽

培を実施した。芸術の森センター２階のガラス張り箇所

に設けたアサガオのグリーンカーテンは、遮光効果や視

覚的な涼の効果があったほか、撮影スポットとしても来

園者に好評だった。
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出品作品
vol.１１ 宮下真理子
No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

１ 宮下真理子 還る場所 ２００８―２００９年 石膏、タイル １７３×４５×３４ 作家
２ 宮下真理子 このおと ２００９―２０１０年 樟 ７３×４０×３０ 作家
３ 宮下真理子 おぼろ月 ２０１１年 樟、鉄 ７８×７５×６．２ 作家
４ 宮下真理子 昇華 ２０１２年 米松 ２１３×６０×４９ 作家
５ 宮下真理子 想 ２０１５―２０１６年 シナ、不織布、寒冷紗 ２３０×６４×６４ 作家

vol.１２ 菊池さくら
No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

１ 菊池さくら 月へ ２０１６年 アクリル、発泡ポリスチ
レン板、木、サビほか

２７０×５００×３００（空間サイズ） 作家

彫 刻 美 術 館 事 業

�展覧会事業

◇企画展
①In My Room vol．１１宮下真理子／vol．１２菊池
さくら（コレクション展「お母さん大好き！」と同
時開催）

展示室の一角を会場とし、北海道を拠点に彫刻・立体

表現を追求する若手作家を個展形式で紹介するシリー

ズ展。vol．１１では、宮下真理子（１９８８年生まれ、北斗市

在住）が木や石膏などを素材にした多様な彫刻作品と

布を用いた新作の計５品を出品した。vol．１２、菊池さく

ら（１９９０年生まれ、札幌市在住）は「月への旅」をテー

マに、木や発砲ポリスチレン等をベースに彩色や錆で古

色を帯びさせた立体造形によるインスタレーションを

展開した。

期 日：vol．１１宮下真理子

平成２８年４月１６日（土）～５月２２日（日）３２日間

vol．１２菊池さくら

平成２８年５月２４日（火）～７月３日（日）３６日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場料：一般３００円、６５歳以上２５０円、高大生２００円、中学

生以下無料（※「お母さん大好き！」展の入

場料に含む）

入場者数：vol．１１：４３８人、vol．１２：１，２０６人（※「お母さん

大好き！」展の入場者数に含む）

彫刻美術館事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（高さ×幅×奥行cm） 所蔵先

１ オーギュスト・ロダン ジャン・デールの裸体習作 １８６８－８９年 ブロンズ １０３×３０×２５ 中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館
２ オーギュスト・ロダン 歩く男 １８７８年 ブロンズ ８５．０×２８．０×５８．０ 公益財団法人 清春白樺美術館財団
３ オーギュスト・ロダン 考える人 １８８０年 ブロンズ ３７．２×２８．６×２３．６ 静岡県立美術館
４ オーギュスト・ロダン 瞑想（別名 門） １８８２年頃 ブロンズ ４９．３×２０．９×２６．３ 学校法人佐藤栄学園

②本郷新記念札幌彫刻美術館開館３５周年記念
ロダン展 新規

日本近代の彫刻家たちに多大なる影響を与え、「近代

彫刻の父」と呼ばれたフランスの彫刻家オーギュスト・

ロダンの魅力をあらためて伝えることを目的に、代表作

《地獄の門》の関連作を中心とした国内美術館所蔵のロ

ダン作品２２点を出品したほか、当館所蔵の本郷新作品５

点をあわせて出品し、本郷の芸術に見られるロダンから

の影響を紹介した。

期 日：平成２８年７月９日（土）～９月２５日（日）６８日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化

財団）、株式会社北海道新聞社

入場料：一般１，０００円、６５歳以上８００円、高大生６００円、中

学生以下無料

入場者数：４，４９５人

関連事業：（１）連続講座２０１６「彫刻の美をたずねて」

期 日：①６月１２日（日） ②９月１８日（日）

③１１月２０日（日） 各回１０：３０～１２：００

講師・演題：①寺嶋弘道（本郷新記念札幌彫刻美

術館館長）「日本の近代彫刻－文明開

化１５０年の潮流」 ②國松明日香（彫

刻家）「西洋彫刻の表現と技法－ロダン

まで、ロダン以後」 ③佐藤友哉（札幌

芸術の森美術館館長）「現代彫刻の展開

－拡張する空間と素材」

会 場：道新プラザDO-BOX

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館

（札幌市芸術文化財団）、株式

会社北海道新聞社

参加者数：①３９人 ②３６人 ③３１人

（２）ロダンにタッチ！

期 日：①７月９日（土）～９月２４日（土）

の毎週土曜日（計１２回）

各回１０：００～１１：００

②７月１７日（日）１８：３０～１９：３０

（ロダン・ナイト）

会 場：本館展示室

参加者数：①２７６人 ②５０人

（３）ロダン・ナイト（開館３５周年記念セレモニー）

期 日：７月１７日（日）１７：００～１９：３０

会 場：本館ロビー、展示室

ゲスト：本郷弦（俳優）

参加者数：２２３人

（４）ギャラリートーク

期 日：①７月２３日（土） ②８月６日（土）

③８月２７日（土） ④９月１０日（土）

１４：００～１４：４０

会 場：本館展示室

解 説：樋泉綾子（本郷新記念札幌

彫刻美術館学芸員）

参加者数：①３人 ②９人 ③９人

④５６人

関連記事：久才秀樹「代表作『考える人』も札

幌彫刻美術館でロダン展」北海道新

聞２０１６年７月１５日夕刊、山中いずみ

「探る見るさっぽろプラス近代彫刻の

父本郷新記念美術館で展覧会ロダン

に触れる」北海道新聞（札幌圏）

２０１６年９月１日朝刊、樋泉綾子「本郷

新が見たロダン大自然想起させる生

命力」北海道新聞２０１６年９月８日夕

刊、樋泉綾子「本郷新記念札幌彫刻美

術館開館３５周年記念ロダン展」『アル

テピア』第６９号（平成２８年９月）

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（高さ×幅×奥行cm） 所蔵先

５ オーギュスト・ロダン 《カレーの市民》第一試作 １８８４年 ブロンズ ６０．０×３８．０×３１．０ 静岡県立美術館
６ オーギュスト・ロダン 飛翔（別名 殉教の少女） １８８５年 ブロンズ １５×２２×１３ 学校法人佐藤栄学園
７ オーギュスト・ロダン 眠れる女（裸婦） １８８７年 ブロンズ ４７．５×２７．０×３６．０ 札幌芸術の森美術館
８ オーギュスト・ロダン パオロとフランチェスカ １８８７－８９年頃 ブロンズ ２９．８×５９．１×２７ 静岡県立美術館
９ オーギュスト・ロダン 古代壺を持つカリアティード １８８８年 ブロンズ ４２．５×３２×３０ 公益財団法人 清春白樺美術館財団
１０ オーギュスト・ロダン マダム・ロダン １８９０年 ブロンズ ２６．５×１７．５×１８．０ 公益財団法人 清春白樺美術館財団
１１ オーギュスト・ロダン フロックコートを着たバルザック １８９１－９２年 ブロンズ ５９．０×２４．５×３１．０ 札幌芸術の森美術館
１２ オーギュスト・ロダン 衣をまとったバルザック １８９７年 ブロンズ １１４．０×４５．０×４３．０ 北海道立函館美術館
１３ オーギュスト・ロダン バルザック記念像の頭部 １８９７年 ブロンズ ５０×４８×４０ 山寺 後藤美術館
１４ オーギュスト・ロダン 花子 １９０８年 ブロンズ １７．５×１１×１３．５ 公益財団法人 清春白樺美術館財団
１５ オーギュスト・ロダン 曙のトルソ 不詳 ブロンズ １８×１８×１１．８ 学校法人佐藤栄学園
１６ オーギュスト・ロダン アッサンブラージュ：うずくま

る女と殉教者
不詳 ブロンズ ６５．６×４１．６×３６．５ 学校法人佐藤栄学園

１７ オーギュスト・ロダン アッサンブラージュ：化粧する
ヴィーナスとアンドロメダ

不詳 ブロンズ ５０．３×６０×３６．７ 学校法人佐藤栄学園

１８ オーギュスト・ロダン アッサンブラージュ：地獄に堕
ちた女とひざまずく裸婦

不詳 ブロンズ ４２．５×２２．５×１７．５ 学校法人佐藤栄学園

１９ オーギュスト・ロダン ウゴリーノの息子のトルソ 不詳 ブロンズ ６８×２９×２４ 学校法人佐藤栄学園
２０ オーギュスト・ロダン 墜ちる男のための習作 不詳 ブロンズ ２７×１６×１７ 学校法人佐藤栄学園
２１ オーギュスト・ロダン 殉教者 不詳 ブロンズ １６．３×６１×４１ 学校法人佐藤栄学園
２２ オーギュスト・ロダン バッカス祭 不詳 ブロンズ ４１×４８．８×４１．８ 学校法人佐藤栄学園
２３ 本郷新 古老 １９４２年 ブロンズ １２０×３７．５×３２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 わだつみのこえ １９５０年 ブロンズ ７７．５×３３×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 砂 １９５７年 石膏 ８６×６８×５７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 無辜の民 乾いた砂Ⅰ １９７０年 ブロンズ ２５×２０×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 無辜の民 油田地帯Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２６×２７×３０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

③野又圭司展 脱出―困難な未来を生きるため
に―
新たな立体表現に取り組む北海道在住の中堅作家を

紹介する個展シリーズの２回目として開催。経済至上主

義、格差など現代の社会状況を注視し、作品を通して鋭

い社会批判を展開してきた野又圭司（１９６３年生まれ、岩

見沢市在住）を取り上げ、大型の最新作を含む全８点を

展示した。

期 日：平成２８年１０月５日（水）～１２月４日（日）５３日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：一般５００円、６５歳以上４００円、高大生３００円、中学

生以下無料

入場者数：１，４２１人

関連事業：（１）アーティストトーク

期 日：１０月８日（土）１４：００～１４：４５

会 場：本館展示室

ゲスト：野又圭司（美術家）

参加者数：４０人

（２）対談 野又圭司×今井順

期 日：１１月９日（水）１８：００～１９：３０

会 場：道新プラザDO-BOX

共 催：株式会社北海道新聞社

対 談：野又圭司（美術家）、今井順（社会学

者、北海道大学大学院文学研究科准教

授）

参加者数：３８人

（３）ギャラリートーク

期 日：１１月３日（木・祝）１４：００～１４：４０

会 場：本館展示室

解 説：樋泉綾子（本郷新記念札幌彫刻美術

館学芸員）

参加者数：２５人

関連記事：須田幹生「現代社会からの『脱出』札幌立体

造形家・野又さん個展」北海道新聞１０月１８日朝

刊、久才秀樹「格差、経済…美術家・野又圭司

×社会学者今井順現代社会それぞれの視点で」

北海道新聞１１月２３日朝刊

彫刻美術館事業

�展覧会事業
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出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

１ 野又圭司 無力の兵器（自分を撃ち込め�） １９９７年 木、銅ほか ３５０×２００×２００ 作家
２ 野又圭司 地球空洞説 １９９８年 木、ガラスほか １２０×９０×９０ 作家
３ 野又圭司 遺跡 ２００８年 銅 ７２．５×２６３×１３６（展示サイズ） 作家
４ 野又圭司 存在の耐えられない軽さ ２０１０年 木 １１２×３３７×３３４（展示サイズ） 作家
５ 野又圭司 助けて欲しいんじゃないのか。 ２０１２年 セメント、石膏、銅ほか ２０６×１５５．５×６８ 作家
６ 野又圭司 レミング（百億の難民） ２０１４年 銅、砂 ５１×２５１．５×１３６（展示サイズ） 作家
７ 野又圭司 「経済」という全体主義 ２０１５年 砂、木 １１０×５６０×４０５（展示サイズ） 作家
８ 野又圭司 EXODUS（脱出） ２０１６年 木、植物、砂ほか ２６８×５２８×３３７ 作家

出品作品
No. 作家名 作品名

１ 児玉陽美 大きな命のたね
２ 佐々木仁美 風の通り道
３ 佐藤一明 雪石
４ さとうゆうき ゆきのね
５ 清水宏晃 AURORA
６ 野村裕之 attachment愛着
７ 北海道芸術デザイン専門学校クラフトデザイン専攻 不純
８ 北海道芸術デザイン専門学校クラフトデザイン専攻 Expand universe
９ 北海道札幌平岸高等学校デザインアートコース 砦

④さっぽろ雪像彫刻展２０１７
本館庭園を会場に、札幌市内の彫刻家ら６名および北

海道芸術デザイン専門学校、北海道札幌平岸高学校デザ

インアートコースの学生チームが雪の彫刻作品９基を

制作・公開した。会場内には雪のすべり台を設け、本館

ロビーでは参加作家らの小品の展示を行った。また、会

期前に行った「こども・あーと・にしく」のワークショッ

プで西区の小学生が制作したペンギンの雪像も一般公

開。移動カフェも出店した。

［出品作家・団体］児玉陽美、佐々木仁美、佐藤一明、さ

とうゆうき、清水宏晃、野村裕之、北海道芸術デザイン

専門学校、北海道札幌平岸高等学校デザインアートコース

期 日：平成２９年１月２０日（金）～１月２２日（日） ３日間

１０：００～１７：３０

会 場：本館庭園

主 催：さっぽろ雪像彫刻展実行委員会、本郷新記念札

幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

後 援：札幌市、札幌市教育委員会

協 賛：なよろ観光まちづくり協会、株式会社スペース・

デザイン工業

協 力：北海道芸術デザイン専門学校、北海道札幌平岸

高等学校、後藤精二、河�ゆかり、水戸麻記子
入場料：無料

入場者数：３９１人

関連事業：（１）缶バッジづくり

期 日：１月２０日（金）～１月２２日（日）

１０：００～１６：００

会 場：本館ロビー

参加者数：３４人

（２）こども・あーと・にしく「雪像彫刻でペン

ギン村をつくろう！」（後掲）

※「�連携事業」③を参照
関連記事：本郷由美子「雪像アート表現多彩札幌・本郷美

術館きょうから彫刻展」北海道新聞（札幌圏）

２０１７年１月２０日朝刊、「木の根やオーロラ雪像

にあすまで 札幌の芸術家ら９基作成」讀賣

新聞２０１７年１月２１日朝刊、大倉玄嗣「まっしろ

な雪の造形美さっぽろ雪像彫刻展全作品」ど

うしん生活情報版さっぽろ１０区（北海道新聞）

２０１７年１月２７日

芸術の森事業部

主催事業
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出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

１ 本郷新 仔牛 １９３５年 石膏 １５．５×１８．５×１０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 牛の首 １９４１年 桂 ６０×７２×６８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 サーカス １９５４年 ブロンズ ４２．５×４９．５×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 馬の首 １９５５年 桂 ４０．５×７５×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 熊 １９５９年 ブロンズ ６２×５０×５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 鳥を抱く女 １９６２年 石膏 ７５．５×２５×２３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ブロンズ ２６×４７×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 馬 １９７３年 ブロンズ ３５×１１×３５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 仔牛 １９２０年代 水彩・インク、紙 ２５．２×３５．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 走る馬 １９７３年 水彩、紙 ３６×３５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 馬の習作 不詳 木炭、紙 ２９．６×４１．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 鳥を抱く女 不詳 リトグラフ、紙 ４６×２９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 月 不詳 リトグラフ、紙 ５２×４２ 本郷新記念札幌彫刻美術館

◇コレクション展
①ミニ・コレクション展 ちょうこく動物園
本郷新が馬・牛・鳥などの身近な動物をモティーフに

制作した彫刻８点、デッサン・版画等５点を紹介した。

期 日：平成２７年１０月２０日（火）～平成２８年４月１０日（日）

１４２日間（平成２８年度は９日間）

会 場：記念館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：本館の入場料に含む

入場者数：２，２５９人（平成２８年度は１１７人）

②コレクション展 ふれる彫刻
触覚を通して、目で見るだけではわからない素材によ

る感触の違いや立体感、量感などをじっくりと味わって

もらい、彫刻芸術への親しみをもってもらうことを目的

に、来場者に手でふれて作品を鑑賞してもらった。

札幌彫刻美術館および札幌芸術の森美術館の所蔵品の

中から選りすぐったブロンズ・木・石などを素材とする

彫刻作品１６点とともに、木工家・キシモトユキオ氏（札

幌市在住）による木の造形《月のかけら》シリーズ１１

点を特別出品した。

期 日：平成２７年１２月５日（土）～平成２８年４月１０日（日）

１０２日間（平成２８年度は９日間）

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

協 力：北海道札幌視覚支援学校

入場料：一般３００円、６５歳以上２５０円、高大生２００円、中学

生以下無料

入場者数：１，８０３人（平成２８年度は１６９人）

彫刻美術館事業

�展覧会事業

85



出品作品
No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材 寸法（高さ×幅×奥行cm） 所蔵者

１ 本郷新 こども １９３４年 ブロンズ １７×１６．５×１８．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 樹脂 １４５×１７９×６２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 裸婦 １９５４年 ブロンズ ２９．５×９×９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 里女 １９５８年 ケヤキ ３０×２５×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 少年 １９６０年 黒御影石 ６０．５×３３×２０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 飛天 １９６１年 ブロンズ ５４×１２２×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 僧女 １９６２年 ブロンズ ２９×２０．５×２６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ブロンズ ２２×１９×１１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ブロンズ １５×１３×１７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 馬の首 １９６５年 ブロンズ ４１×９０×３０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 鳥を抱く女 １９６６年 ブロンズ １２２×４３×３３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 原生の譜 １９６７年 ブロンズ ６９×４７×３８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 西常雄 本郷新像 １９７５年 ブロンズ ３２×２４．５×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 佐藤忠良 果実 １９６３―６４年 ブロンズ ４６．５×１４×１２ 札幌芸術の森美術館
１５ 三木富雄 EAR １９７２年 アルミニウム １７×４１．５×７７ 札幌芸術の森美術館
１６ フェルナンド・ボテロ 犬 １９８９年 ブロンズ ４２×５６×２２．５ 札幌芸術の森美術館
１７ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.１ ２０１４年 カラマツ ４４．５×８２×４０ 作家
１８ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.２ ２０１４年 カラマツ ３０．５×５６×３７．５ 作家
１９ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.３ ２０１４年 カラマツ ７０×５７×５７ 作家
２０ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.４ ２０１４年 カラマツ １６×４２×１６．５ 作家
２１ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.５ ２０１４年 カラマツ １２．５×４３．５×１９ 作家
２２ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.６ ２０１４年 カラマツ １８．５×１９．５×１９．５ 作家
２３ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.１０ ２０１５年 トドマツ １５５．５×８０×７８ 作家
２４ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.１２ ２０１５年 ウォルナット ４３．５×３２×２８．５ 作家
２５ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.１３ ２０１５年 ウォルナット ２１．３×２８×１５．５ 作家
２６ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.１４ ２０１５年 ウォルナット １６．５×２０×１１ 作家
２７ Zoo factory キシモトユキオ 《月のかけら》No.１５ ２０１５年 トドマツ １２．７×２７×１２ 作家

出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

１ 本郷新 像を持つ １９３８年 石膏 １０１×２５×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 ブロンズ ３７×４３．５×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 樹脂 １４５×１７９×６２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 飛天 １９６１年 ブロンズ ５４×１２２×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館

③コレクション展 お母さん大好き！
当館の所蔵品より、本郷新の初期の代表作《嵐の中の

母子像》（１９５３年）から、晩年の《遥かなる母子像》

（１９７９年）まで、母子をモティーフに制作した彫刻作品

１５点およびそれにまつわるデッサン１２点や写真資料を

展示し、本郷の表現の変遷と、作品に表された母と子の

愛情のありようを探った。

期 日：平成２８年４月１６日（土）～７月３日（日）６８日間

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：一般３００円、６５歳以上２５０円、高大生２００円、中学

生以下無料

入場者数：１，６４４人

関連事業：（１）ギャラリートーク

期 日：①５月７日（土）１４：００～１４：４０

②５月２８日（土）１４：００～１４：４０

会 場：本館展示室

ゲスト：①宮下真理子 ②菊池さくら

参加者数：①３５人 ②１６人

（２）親子のダンスワークショップ

期 日：５月８日（日）１３：３０～１５：３０

講 師：井川真裕美（ダンススタジオマインド

インストラクター）

会 場：本館庭園、ロビー

参加者数：１４人

関連記事：門馬羊次「母と子テーマ彫刻など２７点本郷新

コレクション展」北海道新聞札幌圏版２０１６年

４月２６日朝刊

芸術の森事業部

主催事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

５ 本郷新 母子像 １９６１年 テラコッタ １６×３．７×３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 手の中の母子像 １９６８年 石膏 ７８×３７×２３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 千人同心（Ｂ） １９７３年 石膏 ３１×１７×２２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 顔のない母子像 １９７８年 石膏 １０４×４１．５×３４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 顔のない母子像 １９７８年 ブロンズ １０３×３６×３４ 個人
１０ 本郷新 北の母子像 １９７８年 石膏 ２００×１０２×７３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 遥かなる母子像 １９７８年 石膏 １３１×４３×３３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 母子像 １９７８年 石膏 ９０×８７×１０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 母子像 １９７８年 ブロンズ ７５×２４×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 遥かなる母子像 １９７９年 クルミ、チーク ２２６×７３．５×６４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 朔北の母子像 不詳 ブロンズ ２２．７×７．２×５．５ 個人
１６ 本郷新 手の中の母子像 １９４０年代 水彩・インク・紙 ２０．２×１３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 回想の母子像 １９７０年代 鉛筆・水彩・インク・箔・紙 ２７．２×１９．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 回想の母子像 １９７０年代 鉛筆・水彩・インク・箔・紙 ２７．２×１９．７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 顔のない母子像 １９７０年代 鉛筆・紙 ３９．６×２３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 顔のない母子像 １９７０年代 鉛筆・紙 ３９．４×２０．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 顔のない母子像 １９７０年代 鉛筆・紙 ３９．５×２２．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 北の母子像 １９７０年代 鉛筆・色鉛筆・水彩・木炭・紙 ３９．５×２０．８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 母子像 １９７０年代 鉛筆・水彩・紙 ４１×３０．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 母子像 １９７０年代 鉛筆・水彩・紙 ４１×３０．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 母子像 １９７８年 鉛筆・水彩・紙 ４１×３０．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 はるかなる母子像 １９７９年 鉛筆・コンテ・紙 ４９×２９ 本郷新記念札幌彫刻美術館

出品作品

No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

１ 本郷新 アイヌの青年 １９３０年 ブロンズ ３０×１９×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 三つ編みの少女 １９３６年 ブロンズ ６１×５４×３３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 青年坐像 １９４１年 ブロンズ ７８×４０×４２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 古老 １９４２年 ブロンズ １２０×３７．５×３２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 わだつみのこえ １９５０年 ブロンズ ７７．５×３３×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 横たわる青年 トルソー １９５２年 ブロンズ ７０×１３２×８４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 裸婦 １９５８年 ブロンズ ６７×１７．５×１３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 飛天 １９６１年 ブロンズ ５４×１２２×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 裸婦 １９６１年 ブロンズ ７３×１６×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 無辜の民 油田地帯 Ⅰ １９７０年 ブロンズ ３０×１６×３３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 無辜の民 油田地帯 Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２６×２７×３０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 無辜の民 砂漠の女 １９７０年 ブロンズ ３０×３１×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 無辜の民 虜われた人Ⅰ １９７０年 ブロンズ ２５×４０×４８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 無辜の民 乾いた砂 Ｉ １９７０年 ブロンズ ２５×２０×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 無辜の民 乾いた砂 Ⅱ １９７０年 ブロンズ ２１．５×４３×１５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ 本郷新 無辜の民 アラブ １９７０年 ブロンズ ２１．５×４３×１５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 無辜の民 デルタ １９７０年 ブロンズ ２２×４８×１６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 無辜の民 仏生 １９７０年 ブロンズ ３１×４８×４２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 裸婦坐像 １９７５年 ブロンズ ６０×７０×２８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 手を頭に組む １９７５年 ブロンズ ７８×２６×３１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 顔のない母子像 １９７８年 ブロンズ １０２．５×４１×３４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 少年の壁 １９６７年 樹脂 ２１３×１０１×５０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 哭 １９７８年頃 クスノキ １２０×３７．５×３２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 里女 １９５８年 ケヤキ ３０×２５×２４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 遥かなる母子像 １９７８年 クルミ、チーク ２２６×７３．５×６４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 少年 １９６０年 黒御影石 ６０．５×３３×２０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 横たわる青年 １９５２年 石膏 ２３．５×４４×２５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２８ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 石膏 １４８×１８２×６３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２９ 本郷新 奏でる乙女 １９５４年 石膏 ９８×４２×５６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３０ 本郷新 砂 １９５７年 石膏 ８６×６８×５７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３１ 本郷新 泉の像（上半身のみ） １９５９年 石膏 ２２６×４８×６３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３２ 本郷新 泉の像 １９５９年 石膏 ２１１．４×４８×６１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３３ 本郷新 泉の像 １９５９年 石膏 ２２２×４６×５９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３４ 本郷新 朔北の母子像 １９６１年 石膏 １９５．５×９８×６２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３５ 本郷新 蒼穹 １９６１年 石膏 ２０８×１１８×７０ 本郷新記念札幌彫刻美術館

④本郷新記念札幌彫刻美術館開館３５周年記念
本郷新と札幌彫刻美術館
本郷新の人となりや制作姿勢、本郷が夢を託した札幌

彫刻美術館の歩みを、彫刻・絵画作品や写真等の資料に

よって紹介した。

期 日：平成２８年４月１６日（土）～平成２９年４月９日（日）

２９２日間（平成２８年度は２８４日間）

会 場：記念館２階

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

入場料：本館の入場料に含む

入場者数：６，５２６人（平成２８年度）

彫刻美術館事業

�展覧会事業
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No. 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（高さ×幅×奥行、
または縦×横cm）

所蔵者

３６ 本郷新 鳥を抱く女「暁」 １９６２年 石膏 １９０×６４×６２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３７ 本郷新 氷雪の門 １９６３年 石膏 ２．３９×７５×６９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３８ 本郷新 ライラック像 トルソー １９６４年 石膏 ２００×４５×４９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３９ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 １９６×１０５×９１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４０ 本郷新 風雪の群像 １９７０年 石膏 ３５×２２×２１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４１ 本郷新 石川啄木 １９７２年 石膏 ２５０×８５×６７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４２ 本郷新 踊る女 １９７３年 石膏 １５４×６６×６６３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４３ 本郷新 緑の賛歌 １９７３年 石膏 ４３０×１０７×８１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４４ 本郷新 緑の賛歌 １９７３年 石膏 ４３３×９８×７８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４５ 本郷新 勇払千人同心（Ａ） １９７３年 石膏 ２７５×９８×７０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４６ 本郷新 勇払千人同心（Ｂ） １９７３年 石膏 １５４×８１×１２４．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４７ 本郷新 緑の環 １９７４年 石膏 ２６２×５９×６７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４８ 本郷新 太陽の母子像 １９７６年 石膏 １４０×１１５×９０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４９ 本郷新 天の扉（Ａ） １９７６年 石膏 ２４０×１２０×８５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５０ 本郷新 天の扉（Ｂ） １９７６年 石膏 ２８０×７８×６６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５１ 本郷新 天の扉（Ｃ） １９７６年 石膏 ２４０×９０×６５．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５２ 本郷新 道東の四季「冬」 １９７７年 石膏 ２４２×８３×８０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５３ 本郷新 リズム １９７８年 石膏 ２３２×７３×４２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５４ 本郷新 漁民の像「オホーツクの塔」 １９７８年 石膏 ２９８×１１３×８０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５５ 本郷新 女の顔 １９６１年 テラコッタ １９．５×８．８×３．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５６ 本郷新 いたずら １９６６年 テラコッタ １９×１２×４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５７ 本郷新 北方シリーズ「漁夫」 １９６６年 テラコッタ ２３×２．３×１１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５８ 本郷新 北方シリーズ「雪の子」 １９６６年 テラコッタ ２３．５×２４．５×１２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５９ 本郷新 少年の壁 １９６９年 テラコッタ ３０×２１×６．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６０ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５．５×２０×１３ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６１ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２１×２０×１９ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６２ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２１．５×２１×１８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６３ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２８×１８×２０ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６４ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２５×１３×１６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６５ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 テラコッタ ２２×１７．５×１７ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６６ 本郷新 女の首 １９７４年 テラコッタ ２１×１１．５×１２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６７ 本郷新 自画像 １９６９年 油彩・キャンヴァス １７×２１ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６８ 本郷新 春香山より １９７１年 ボールペン・水彩・紙 １０．５×１４ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６９ 本郷新 春香アトリエ落葉萌ゆ １９７３年 ボールペン・水彩・紙 １０．６×１４．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７０ 本郷新 春香アトリエ １９７３年 ボールペン・水彩・紙 １１．８×１７．８ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７１ 本郷新 春香山アトリエ １９７３年 ボールペン・水彩・紙 １１．８×１７．６ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７２ 本郷新 春香町よりアトリエを望む １９７４年 ボールペン・水彩・紙 １０．６×１４．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７３ 本郷新 春香の石坂 １９７４年 ボールペン・水彩・紙 １０．６×１４．２ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７４ 本郷新 白樺の詩 １９８０年 鉛筆・水彩・紙 ２９．４×５９．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館

７５ 鳴海伸一
版画制作工房 春香山荘（本
郷新アトリエ）スタディ模型
（１／５０スケール）

２０１５年 スチレンボード・木・樹脂板 ３２×７０×７８．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館

７６ 鳴海伸一
版画制作工房 本郷新記念札
幌彫刻美術館 本館 スタ
ディ模型（１／５０スケール）

２０１５年 スチレンボード・木・樹脂板 ２７．５×５０×５２．５ 本郷新記念札幌彫刻美術館

⑤コレクション展 あなたが選ぶ、本郷新のこ
の１点
札幌彫刻美術館が所蔵する本郷新の彫刻作品のなか

から代表的な２９点を展示し、来場者には特に気に入った

作品に対する感想をカードに書いてもらい、作品ととも

に掲示した。感想を言葉にすることによって鑑賞をより

深めてもらうこと、また、他者が残した言葉を通して作

品の多様な魅力に気がついてもらうことをねらいとし

た。

期 日：平成２８年１２月１０日（土）～平成２９年４月９日（日）

９９日間（平成２８年度は９１日間）

会 場：本館

主 催：本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

後 援：北海道、札幌市、札幌市教育委員会

入場料：一般３００円、６５歳以上２５０円、高大生２００円、中学

生以下無料

入場者数：１，６６４人（平成２８年度）
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出展作品
No. 作家名 作品名 制作年 寸法（高さ×幅×奥行cm） 技法、素材 所蔵者

１ 本郷新 古老 １９４２年 １２０×３７．５×３２ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２ 本郷新 わだつみのこえ １９５０年 ７７．５×３３×１９ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
３ 本郷新 横たわる青年 １９５２年 ７０×１３２×８４ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
４ 本郷新 飛天 １９６１年 ５４×１２２×２８ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
５ 本郷新 馬の首 １９６５年 ４１×９０×３０ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
６ 本郷新 馬と少年 １９６５年 １５×１３×１７ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
７ 本郷新 馬と少年 １９６５年 ２２×１９×９ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
８ 本郷新 鳥を抱く女 １９６６年 １２２×４３×３３ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
９ 本郷新 無辜の民 砂漠の女 １９７０年 ３０×３１×１９ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１０ 本郷新 無辜の民 虜われた人 Ⅰ １９７０年 ２５×４０×４８ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１１ 本郷新 無辜の民 乾いた砂 Ⅰ １９７０年 ２５×２０×２５ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１２ 本郷新 無辜の民 乾いた砂 Ⅱ １９７０年 ２４．５×２７×２２．５ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１３ 本郷新 無辜の民 メコン河 Ⅰ １９７０年 ３２×７３×２２ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１４ 本郷新 無辜の民 仏生 １９７０年 ３１×４８×４２ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１５ 本郷新 裸婦 １９６１年 ７０×２４×３２ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１６ 本郷新 裸婦坐像 １９７５年 ６０×７０×２８ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１７ 本郷新 レッスン Ⅰ １９７６年 １２１×２５×３１ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１８ 本郷新 レッスン Ⅱ １９７６年 ９８×３４．５×２９ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
１９ 本郷新 レッスン Ⅲ １９７６年 ９９×３２．５×２８ ブロンズ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２０ 本郷新 嵐の中の母子像 １９５３年 １４５×１７９×６２ 樹脂 本郷新記念札幌彫刻美術館
２１ 本郷新 哭 １９７８年頃 １３９×５０×４３．５ クスノキ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２２ 本郷新 遥かなる母子像 １９７８年 ２２６×７３．５×６４ クルミ、チーク 本郷新記念札幌彫刻美術館
２３ 本郷新 瀕死のキリスト １９３９年 ３６×２０×２０ クスノキ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２４ 本郷新 少年の壁 １９６９年 ３０×２１×６．５ テラコッタ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２５ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 ２５．５×２０×１３ テラコッタ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２６ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 ２１×２０×１９ テラコッタ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２７ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 ２１．５×２１×１８ テラコッタ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２８ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 ２８×１８×２０ テラコッタ 本郷新記念札幌彫刻美術館
２９ 本郷新 土と火の祭り １９６９年 ２５×１３×１６ テラコッタ 本郷新記念札幌彫刻美術館

関連事業：（１）ギャラリートーク

期 日：①１２月２４日（土）１４：００～１４：４５

②１月２１日（土）１４：００～１４：４５

③３月１１日（土）１４：００～１４：４５

会 場：本館展示室

解 説：樋泉綾子（本郷新記念札幌彫刻美術

館学芸員）

参加者数：①３人 ②７人 ③６人

彫刻美術館事業

�展覧会事業
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�本郷新記念札幌彫刻賞

①第２回本郷新記念札幌彫刻賞 作品募集
第２回の作品募集を行った。

公募期間：平成２８年１０月１日（土）～平成２９年１月３１日（火）

応募人数：２６人

主 催：札幌市、本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸

術文化財団）

②第２回本郷新記念札幌彫刻賞 １次選考
書面審査により、選考対象の２５点のなかから一次選考

通過作品７点を選出した。

期 日：平成２９年２月２６日（日）１５：００～１７：００

会 場：札幌市教育文化会館研修室３０１

主 催：札幌市、本郷新記念札幌彫刻美術館（札幌市芸

術文化財団）

選考委員：酒井忠康（世田谷美術館館長）

建畠 晢（多摩美術大学学長）

植松奎二（彫刻家）

阿部典英（美術家）

佐藤友哉（札幌芸術の森美術館館長）

寺嶋弘道（本郷新記念札幌彫刻美術館館長）

一次選考通過作品：

improvisation～うけとめるかたち

加藤宏子（札幌市在住／４８歳）

時空ピラミッド

北川太郎（姫路市在住／４０歳）

WHITE MOUNTAIN

国松希根太（札幌市在住／３９歳）

灼熱ストーブ「鎮火」

佐藤一明（札幌市在住／４６歳）

Cisekitay 田村純也（苫小牧市在住／３８歳）

はる－張る・墾る・晴る－

ダム・ダン・ライ（小樽市在住／４３歳）

Mind of a scene

藤沢レオ（苫小牧市在住／４２歳）

関連記事：「短信本郷新彫刻賞２次選考に７人」２０１７年２

月２８日北海道新聞夕刊

�貸館事業

①第１回彫刻セミナー「ブロンズ彫刻の制作方
法と屋外での保存の問題点―ロダン作品をめ
ぐって」

黒川弘毅氏（武蔵野美術大学造形学部彫刻学科教授）

がブロンズ彫刻の制作や保存について講演した。

期 日：平成２８年８月３１日（水）

会 場：本館研修室

主 催：札幌彫刻美術館友の会

共 催：本郷新記念札幌彫刻美術館、札幌芸術の森美術

館、武蔵野美術大学校友会北海道支部

入場料：無料

入場者数：３２人

②いけばな伝統文化教室 みんなの発表会
いけばな伝統文化宮の森教室の生徒がいけばなを展

示した。

期 日：平成２８年１０月２２日（土）、２３日（日）

会 場：本館研修室

主 催：いけばな伝統文化宮の森教室

入場料：無料

入場者数：９３人

�普及事業

①子どもの美術体験事業 ハロー！ミュージアム
（彫刻美術館コース）
子どもたちにすぐれた芸術に触れる機会を提供し、豊

かな感性を育むことを目的に、札幌市の小学校５年生を

美術館に招待する事業。本郷新記念札幌彫刻美術館では

「彫刻美術館コース」を実施。今年度からは美術館での

マナーや鑑賞する作品についての事前学習を学校の担

芸術の森事業部
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当教員に行ってもらい、美術館では学芸員および美術館

協力員による対話型鑑賞とワークシートを組み合わせ

た鑑賞プログラムを実施した。

期 日：平成２８年６月１６日（木）～平成２９年２月９日（木）

主 催：札幌芸術の森美術館、本郷新記念札幌彫刻美術

館（札幌市芸術文化財団）

会 場：本郷新記念札幌彫刻美術館本館・記念館

参加児童数：１，５５４人

参加学校数：２５校

対 象：札幌市立小学校および特別支援学校小学部の

第５学年児童

②ハロー！ミュージアム会場見学会（彫刻美術
館コース）
ハロー！ミュージアム参加校の担当教員を対象に、ガ

イダンスと学校での事前学習の模擬授業、会場見学を実

施した。

期 日：①平成２８年５月１１日（水）

②平成２８年６月２日（木）

③平成２８年９月１日（木）

④平成２８年１１月１０日（木）

参加者数：①５人 ②１１人 ③７人 ④２人

③美術館めぐり
札幌市内の美術館をバスでめぐり、学芸員等の解説と

ともに美術鑑賞を楽しんでもらった。

（１）春の美術館めぐり

期 日：平成２８年６月１７日（金）

行 先：本郷新記念札幌彫刻美術館、北海道立近代美術

館、札幌芸術の森美術館（昼食：ラムダイニン

グ大倉山）

参加料：３，０００円

参加者数：２２人

（２）夏の美術館めぐり

期 日：平成２８年８月１０日（水）

行 先：本郷新記念札幌彫刻美術館、北海道立近代美術

館、札幌芸術の森美術館（昼食：ラムダイニン

グ大倉山）

参加料：４，４００円

参加者数：２５人

④夏休み子ども造形教室
「ブロンズ粘土で彫刻をつくろう！」
本郷新のブロンズ彫刻３点を手本に、ブロンズ粘土で

彫刻作品を制作した。

期 日：①平成２８年７月２７日（水）１０：００～１２：３０

②平成２８年７月２８日（木）１０：００～１２：３０

会 場：本館研修室

講 師：丸山恭子（彫刻家）

参加料：１，５００円

参加者数：①１５人 ②１６人

⑤ナイトミュージアム（再掲）
開館時間を１９時３０分まで延長し、下記のイベントを開

催した。

期 日：平成２８年８月２７日（土）

入場者数：１２８人

（１）ロダンにタッチ！

時 間：１０：００～１１：００

会 場：本館

参加者数：１５人

（２）折り紙彫刻をつくろう！

時 間：１０：００～１５：００

会 場：本館研修室

参加者数：１５人

（３）ギャラリートーク

時 間：１４：００～１４：４０

会 場：本館

解 説：樋泉綾子（本郷新記念札幌彫刻美術館学芸員）

参加者数：９人

（４）開館３５周年記念ミュージアムコンサート

時 間：１７：００～１８：００

会 場：本館ロビー

出 演：大石和彦（ヴァイオリン）、後山美菜子（ピアノ）

協 力：宮の森音楽祭実行委員会

参加者数：７０人

⑥大人のデッサン教室
開催中の「ロダン展」の作品鑑賞をしながら彫刻の

デッサンの要点を学び、ロダン作品をモティーフにデッ

サンの基礎的な技術を学んだ。

期 日：平成２８年９月８日（木）１０：００～１２：３０

会 場：本館展示室、研修室

講 師：小野寺紀子（彫刻家）

参加料：２，６００円

参加者数：１５人

彫刻美術館事業
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学校・学年 日にち 内容 参加児童・生徒数

札幌市立三角山小学校３年生
６月８日（水）～
３月９日（木）

計１４回

総合的な学習の時間を使った授業「彫刻美術
館探偵」として、美術館についてや職員の仕
事内容を学んだ。また、授業の集大成として
作品展「大すきなもの展」（２月１５日～２２日
／本館研修室）を開催した。

４３人（のべ５８４人）
※「大すきなもの展」来場者

２３６人

美唄市立美唄中学校２年生 ５月１９日（木） 校外学習での来館に協力した。 ６人

鶴居村立幌呂中学校３年生 ５月２５日（水） 修学旅行の自主研修に協力した。 ３人

江別市立中央中学校１年生 ６月２３日（木） 校外学習での来館に協力した。 ６人

滝川市立江陵中学校 ６月２５日（土） 美術部の活動で展覧会観覧をサポートした。 ２２人

札幌市立琴似中学校 ７月９日（土） 美術部の活動で展覧会観覧をサポートした。 １２人

札幌市立宮の森小学校３年生 ７月２２日（金） 社会科の授業での来館に協力した。 １１３人

札幌市立発寒中学校 ８月９日（火） 美術部の活動で展覧会観覧をサポートした。 ２８人

札幌市立宮の森中学校 ８月１９日（金） 美術部の活動に協力し、館内の展示作品の
デッサンを行った。 １０人

日高町立富川中学校２年生 ８月２５日（木） 校外学習での来館に協力した。 １２人

札幌市立三角山小学校４年生 ９月２日（金） 館内で図工科の授業を行った。 ３９人

札幌市立宮の森中学校２年生 １０月２０日（木）、
２１日（金） 職場体験で美術館の業務の一端を体験した。 ２人

札幌市立啓明中学校２年生 １１月１７日（木） 職場体験で美術館の業務の一端を体験した。 ４人

札幌市立向陵中学校２年生 １１月２４日（木）、
２５日（金） 職場体験で美術館の業務の一端を体験した。 ２人

大阪市立鶴見商業高等学校２年生 １２月８日（木） インターンシップ生として、美術館での業務
を学んだ。 ２人

札幌市立三角山小学校２年生 ２月１６日（木）
同校３年生が開催した三角山小作品展「大す
きなもの展」を鑑賞した。（「札幌市立三角山小
学校３年生」の内容参照）

４４人

札幌市立三角山小学校１年生 ２月２１日（火）
同校３年生が開催した三角山小作品展「大す
きなもの展」を鑑賞した。（「札幌市立三角山小
学校３年生」の内容参照）

４２人

⑦冬休み子ども造形教室
「デッサンの基礎を学ぼう！」
本郷新の彫刻作品をモティーフに、デッサンの基礎的

な技術について学んだ。

期 日：平成２９年１月１３日（金）１０：００～１２：３０

会 場：本館研修室

講 師：國松明日香（彫刻家）

参加料：１，６００円

参加者数：１５人

⑧大人の造形教室
「紐（ロープ）のレリーフをつくる」
木製の枠に白い紐（ロープ）を通して交差させ、オリ

ジナルのレリーフ（壁飾り）を制作した。

期 日：平成２９年２月２日（木）１０：００～１２：３０

会 場：本館研修室

講 師：加賀谷健至（札幌芸術の森クラフト工房木工

専門員）

参加料：１，８００円

参加者数：５人

�協力事業

①学校教育への協力
学校における総合的な学習の時間や社会科等の授業、職場体験や部活動での活動に協力した。

芸術の森事業部
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�人材育成

①博物館活動に関する調査研究受け入れ
北海道大学大学院専門研究員１名を受け入れた。

期 日：平成２９年１月１２日（木）～３月２４日（木）の

期間、週２日（全１９日）

�連携事業

①円山・宮の森散策マップ
札幌宮の森美術館等と連携し、円山・宮の森地区の美

術館・ギャラリーや飲食店等を掲載したマップ（平成２５

年度制作）を継続的に活用。Facebook上でも情報発信

し、来館者への情報提供、相互の利用促進を図った。

期 日：通年

②第１回彫刻セミナー「ブロンズ彫刻の制作方
法と屋外での保存の問題点―ロダン作品をめ
ぐって」（再掲）

札幌彫刻美術館友の会との共催事業。

※「�貸館事業」①を参照。

③こども・あーと・にしく「雪像彫刻でペンギン
村をつくろう！」
札幌市西区地域振興課・さっぽろ雪像彫刻展実行委員

会と共催し、さっぽろ雪像彫刻展の参加作家を講師に迎

え、西区の小学生１５名がペンギンをモティーフとした雪

像づくりに取り組んだ。完成した作品は雪像彫刻展の会

期中、一般公開した。

期 日：平成２９年１月１４日（土）１０：００～１４：００

主 催：札幌市西区地域振興課

共 催：さっぽろ雪像彫刻展実行委員会、本郷新記念札

幌彫刻美術館（札幌市芸術文化財団）

会 場：本館庭園

講 師：清水宏晃（木工家）、野村裕之（彫刻家）、児玉

陽美（造形作家）

参加料：無料

参加者数：１５人

�利用促進

①サンクスデー（１回目）
開館記念日に近い日曜日を入館無料とし、下記のイベ

ントを開催し幅広い層の来館を促す工夫をした。

期 日：平成２８年６月２６日（日）

入場者数：１４５人

（１）オリジナル缶バッジづくり

時 間：１０：００～１６：００

会 場：本館ロビー

参加料：３００円

参加者数：４２人

（２）人形劇「おやさいむらのなかよし」＆手品

時 間：１４：００～１４：３０

会 場：本館研修室

出 演：人形劇団「ばびぶ＆こいあい」

参加者数：５０人

（３）ギャラリートーク

時 間：①１１：００～１１：３０ ②１５：００～１５：３０

会 場：本館展示室

解 説：樋泉綾子（本郷新記念札幌彫刻美術館学芸員）

参加者数：①５人 ②５人

（４）移動カフェ出店

時 間：１０：００～１６：００

会 場：本館庭園

出 店：カフェ パンジ

②サンクスデー（２回目）
文化の日を入館無料とし、下記のイベントを開催し幅

広い層の来館を促す工夫をした。

期 日：平成２８年１１月３日（木・祝）

入場者数：２７３人

（１）オリジナルリースづくり

時 間：１０：００～１６：００

会 場：本館研修室

参加料：２００円

参加者数：３０人

協 力：株式会社スペース・デザイン工業、株式会社札

幌フラワー

（２）松ぼっくりツリー＆トナカイづくり

時 間：１０：００～１６：００

会 場：本館研修室

参加料：無料

参加者数：９０人

協 力：株式会社スペース・デザイン工業、株式会社札

幌フラワー

（３）ギャラリートーク

時 間：１４：００～１４：４０

会 場：本館展示室

彫刻美術館事業

�人材育成
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名称 規格 頁数 編集・発行

本郷新記念札幌彫刻美術館開館３５周年記念 ロダン展 Ｂ５判 ２８頁
編集／本郷新記念札幌彫刻美術館
発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

野又圭司展 Ａ４判変形 ２４頁
編集／本郷新記念札幌彫刻美術館
発行／公益財団法人札幌市芸術文化財団

技法的区分 点数 構成比 取得方法 小計

彫
刻

ブロンズ １５１

６６６ ３５．４％

寄 贈 １３９
寄 託 １
新規鋳造 １１

コンクリート ３ 寄 贈 ２
寄 託 １

樹 脂 ４ 寄 贈 ３
寄 託 １

木 １４ 寄 贈 １４

石 １０ 寄 贈 ９
寄 託 １

石 膏 ３６５ 寄 贈 １６３
寄 託 ２０２

テラコッタ ６４ 寄 贈 ５７
寄 託 ７

レリーフ ５０ 寄 贈 ３４
寄 託 １６

そ の 他 ５ 寄 贈 ５

油 彩 １２６ ６．７％ 寄 贈 １０８
寄 託 １８

素 描 ９８５ ５２．３％ 寄 贈 １２２
寄 託 ８６３

版 画 ９４ ５．０％ 寄 贈 ３６
寄 託 ５８

画 皿 ６ ０．３％ 寄 贈 ５
寄 託 １

書 ６ ０．３％ 寄 贈 ６
合 計 １，８８３ １００．０％

平成２９年３月３１日現在

解 説：樋泉綾子（本郷新記念札幌彫刻美術館学芸員）

参加者数：２５人

（４）移動カフェ出店

時 間：１０：００～１６：００

会 場：本館庭園

出 店：カフェ パンジ

�刊行物

�資料収集状況
本郷新記念札幌彫刻美術館 所蔵作品点数
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No. 種別 作家名 作品名 制作年 技法、素材
寸法（高さ×幅×奥行、または
縦×横cm）

取得方法

０１ 彫刻 本郷新 女性坐像＊（２点組） １９３０年 ブロンズ 各２０．０×１５．２×２４．２ 受贈（※Ｈ２７年度）
０２ 彫刻 本郷新 顔のない母子像 １９７８年 ブロンズ １０２．５×４１．０×３４．５ 受贈
０３ 版画 本郷新 女と鳥＊ 不詳 リトグラフ ７６．０×５６．３ 受贈
０４ 版画 本郷新 三つの顔＊ 不詳 ペン・水彩 ２４．７×３２ 受贈
０５ 版画 本郷新 馬と人＊ 不詳 リトグラフ ３２．６×２４ 受贈
０６ 版画 本郷新 三つの横顔＊ 不詳 リトグラフ ３２．５×２４．３ 受贈
０７ 版画 本田明二 本郷新 １９７７年 エッチング ２５．５×２５．０ 受贈
０８ 版画 本田明二 母と子＊ 不詳 エッチング ５６．３×４４（額寸） 受贈
＊は美術館で作品名を付した。

作家名 作品名 貸出先 貸出期間 目的（会場）

本郷新 鳥を抱く女 宮の森明和会 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 宮の森明和地区会館前への設置のため（継続）

本郷新 アイヌの青年 北海道立三岸好太郎美術館 平成２８年８月１８日～平成２８年１０月２２日
特別展「三岸交響楽〈オーケストラ〉をめぐる人びと」
への出展のため（北海道立三岸好太郎美術館）

本郷新 男裸像 〃 〃 〃
本郷新 音楽生 〃 〃 〃
本郷新 少女の首 〃 〃 〃

本郷新 わだつみのこえ
ニュースカルプチュアセ
ンター

平成２８年１１月１８日～平成２９年２月１日
わだつみ記念館に設置するブロンズ像１体および本郷家
で保存管理するブロンズ像１体の鋳造のため

作家名 作品名 寄託先 寄託期間 目的

三岸好太郎 札幌校外 北海道立三岸好太郎美術館 平成元年１０月１１日～ 広く道民の鑑賞に供するため

本郷新 奏でる乙女 札幌市中央区土木部土木事業所 平成元年４月１日～
「彫刻の道」の景観づくりに資するため（市道宮の森３・４条１２丁目線内の
花壇中央）

種別 作家名 作品名 制作年 修復年月 修復状況・修復業者

彫刻 本郷新 わだつみのこえ １９５０年 平成２８年４月
亀裂部分を石膏充填と着色により補修
修復業者：株式会社岡宮美術

彫刻 本郷新 北の母子像 １９７８年 平成２８年４月
２つに分離した石膏像を石膏充填等により接合・補強
修復業者：株式会社岡宮美術

�新収蔵作品

�作品の貸出

�作品の寄託

�作品の保存・修復

彫刻美術館事業
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