
令和２年度 現代陶芸美術館協議会（書面開催） 議事要旨 

 

■ 意見聴取期間 ： 令和２年７月１６日～７月３１日 

 

■ 書面により意見聴取した委員 

 安藤（貴）委員、加藤委員、神崎委員、佐倉委員、長谷川委員、林委員、 

古川委員、松原委員 山田委員、髙橋委員、安藤（雅）委員、田代委員、 

樋口委員、間宮委員、佐々木委員 

 

■各委員からの主な御意見は以下のとおり 

 

1. 令和元年度 事業報告について 

（１） 資料１－１概要について令和元年度の事業報告について 

〇年間利用者数の目標数は（神崎委員） 

【回答】 

   令和元年度の入場者の目標数は２８，０００人としており、実績は、

２４，９７６人でした。 

  （企画展の開催件数や内容、開館日数等から目標数を算出しておりま

す。） 

 

〇展覧会観覧者と教育普及参加者は合算されているか。そのときのアウ

トリーチ参加者数の扱いはどのようになるか。（神崎委員） 

【回答】 

合算しておりません。 

  アウトリーチの参加者数については、教育普及事業の参加者数に合

算しています。 

 

〇収集作品の内訳は、どのようになっているか（国内外、個人作家作品、

実用陶磁器、産業陶磁器など）。開館当初の目標と比して達成率などは。

（神崎委員） 

【回答】 

収蔵作品の内訳は、次のとおりです。 

  国内１，２３０点、国外７８４点 

  個人作家作品９３３点、実用陶磁器２９７点、産業陶磁器７６１点、 



 その他（資料等）２３点。 

開館当初の目標と比しての達成率については、次のように言えます。 

①平成１０～１４年度（平成１４年開館）が「第１期」で、５億４千

万（年１億８百万円）の予算により、４５７点を収蔵（購入＋寄贈） 

②平成１５～２４年度が「第２期」で、当初は３億６千万円（年３千

６百万円）を予定したが、途中から予算減額（平成２１～２４年度

は予算なし）のため、１億３千余万円での購入になり、１，０８７

点を収蔵（購入＋寄贈）③平成２５年度以降は、年１千５百万円程

度の予算で、４７２点を収蔵（購入＋寄贈） 

以上から、開館当初の目標の予算（約１１億５千万円）に対して、

実際の予算（約７億７千万円）は約６７％になります。 

 

〇収蔵品の内訳で、購入と寄贈の比率はどうなっているか。（神崎委員） 

【回答】 

購入７８２点：寄贈１，２３２点≒３９％：６１％となります。 

 

〇収蔵庫の使用状況は（神崎委員） 

【回答】 

収蔵作品を入れる収蔵庫Ａは、３種のスペースから成り、それぞれ

の使用状況は次のとおりです。 

 ①大型作品用（１階、平置きスペース）：空きスペースは無く、作品は

あふれている。 

②中型作品用（１階、棚）：棚はほぼ埋まっている（棚の一部の上部の

みに空きあり）。床にも作品を置いている。 

③小型作品用（２階、棚）：棚は８割埋まり、空き２割ほど。 

寄託作品等を入れる収蔵庫Ｂには、空きは１／３ほどです。 

なお、Ｒ２．12 月に収蔵庫の改修を実施する予定です。それにより、

①の作品収納スペースは約 45％増となり、①②の作品収納を整理して、

収蔵庫Ａの空きスペースは約 20％になる見込みです。 

 

〇展覧会や催事のみならず、小中学校や公民館等、出張授業や出前講座

を数多く行っていることは素晴らしい。（高橋委員） 



 

〇新型コロナウイルスの影響は大きく、大変だったと思われる。ご苦労

様でした。（佐倉委員） 

 

〇昨年度の企画展「大倉陶園」も「小村雪岱」はどちらも鑑賞したが、

興味深いものだった。好評だったのはうなずける。「ニーノ・カルーソ」

の観覧者数は数字的には少ない結果となったが、むろん、これはコロ

ナの影響でやむをえない。開催に尽力した職員の無念さが慮れる。（山

田委員） 

 

〇教育普及の昨年度実績において、美術館外で開催した「学校美術館」

「出張授業」の参加者数が、美術館内の参加者数を上回ったことは美

術館の方から地域に溶け込んでいく姿勢を如実に示したのではない

か。（山田委員） 

 

〇展覧会は、企画展、コレクション展で主に貴館らしい内容で、いずれ

も楽しませていただいた。ニーノ・カルーソ展がコロナ禍の影響を受

けたことは残念で、当地での反応を見てみたかった。（神崎委員） 

 

〇教育普及は積極的に取り組まれたことがわかる。地域に出向いて行く

ことは歓迎されたと思うが、スタッフの負担が大きすぎないかが気に

かかるところ。（神崎委員） 

   【回答】 

こういった地域に出向く事業の積み重ねが当館の認知度を高め、来

館意欲の高揚につながると考えます。今後も、職員の負担を考慮しつ

つ、できる限り地域の要望に応えることが大切だと考えて取り組んで

いきます。 

 

〇教育普及の中でも、「ワークショップ・鑑賞会」、「学校の利用体験」「出

張授業・出前講座・教育関係広報等」、「学校美術館」はどのような体

制で取り組んでいるか。（神崎委員） 

【回答】 



「ワークショップ（ＭｏＭＣＡの小さな図工室）」は、美術館入口近

くのスペースに長机 2 つ分程度の場所を準備して開催しています。当

館教育普及担当職員及び当館ボランティアが、講師またはサポーター

として造形活動の指導や支援を行っています。 

「鑑賞会（ＭｏＭＣＡやわらかアート・ツアー）」では、当館教育普

及担当職員が、参加者を対象に鑑賞プログラムを実施します。鑑賞の

対象となる作品は、企画展またはコレクション展の中から教育普及担

当職員が事前に選択し、展覧会の特徴や鑑賞活動の楽しさを味わうこ

とができるようなプログラム作りをしています。時間は 30 分～40 分

間程度です。 

 「学校の利用体験」の内容は、大学生であれば博物館実習、高校生・

中学生であれば職場体験学習です。また小学生や中学生の社会見学先

の対象として利用してもらうこともあります。その活動内容によって

適切なプログラムを、対象校担当者と連携して準備しています。 

「出張授業・出前講座」については、学校又は各種教育関係団体か

らの依頼に応じる形で実施しています。内容は、学校からは造形指導

や鑑賞学習指導が多く、教育関係団体からは、やきもの文化の勉強会

や造形教育の指導の在り方等の講座依頼が多くなっています。いずれ

にしても主催者と連携し、毎回適切なプログラムを提供できるように

配慮しています。 

「教育関係広報」は、近隣市の教育委員会を訪れ、学校や公民館な

どの教育施設担当者に企画展広報物の配付の依頼と、企画に伴う当館

活用の相談や依頼を行うようにしています。また学校関係では、複数

の学校が集まって行う授業研究会等に出向き、当館の展覧会の広報や

活用方法についての広報を行うようにしています。 

「学校美術館」は、県内小中学校を対象に実施希望校を公募し、応

募校から 1 校を選んで実施しました。実施校と当館教育普及担当職員

とで、実施方法、会場、展示作品等の打合せを重ねて準備を進め、展

覧会当日を迎えました。 

 

〇教育普及のなかでも、作品に直接ふれるプログラムでの内容や教材に

ついて、具体的に教えてほしい。（神崎委員） 



    【回答】 

学校での出張授業では、いろいろなやきものを触って感じることが

できるハンズオン教材（器のテストピース）を使用して授業を行うこ

とがあります。また教育普及担当職員のもっている茶碗やマグカップ

を使って、触れながら鑑賞する授業を実施したこともあります。 

数は少ないですが、作家から使うことを目的に収めた作品（資料）

もあります。これらを活用してハンズオン鑑賞を取り入れた展示コー

ナーが準備できるとよいと考えています。しかしそういった作品（資

料）は、その保存や扱いについて配慮が必要なため、展示室内でのハ

ンズオン展示は実現していません。 

 

〇「大倉陶園１００年 歴史と文化」は大変感銘した。以前のヘレンド、

アラビアの展示も良かった。これからもこのような企画を期待する。

（松原委員） 

 

〇ワークショップがどれも楽しそうで、もっと多くの人が参加するよう

になることを期待する。（佐々木委員） 

   【回答】 

感染症対策による観覧予約電話を受け付ける中で、数件ではあるが

「ＭｏＭＣＡの小さな図工室」を実施しているかの問い合わせがあり

ました。取組が定着しつつあり、作品鑑賞とは違う楽しみを提供する

場となりつつあるのを感じています。 

 

〇毎年、教育普及の取り組みが進み、充実してきていることに感謝する。

また「大地の子どもたち」展の企画運営についても、昨年からの取り

組みの効果で、他地域からの参加にもつながりそうであったが、コロ

ナの影響を受け、本当に残念である。なんとか「大地のこどもたち」

展を開催したいと思っている。少し予算を増やして頂くよう県にも訴

えていきたい。（間宮委員） 

【回答】 

「大地のこどもたち」展を継続していくためにも、2020 展を実施し、

そのまとめを 2023展につなげられるようにしたいと考えております。



できれば委員会を開催したいと考えておりますが、文書表決のような

形ででも委員の皆様の意見をまとめ、事業に生かしたいと考えていま

す。 

 

（２） 展覧会観覧者数・アンケートについて 

〇どの展覧会もキャプションの位置であるとか、文字を大きくしてほし

い、漢字にルビを付けてほしい等の意見があったので、今後、ぜひ一

考頂きたい。（高橋委員） 

【回答】 

キャプションを見やすくするために下記のとおり、改善を検討して

いきます。 

 ①文字を大きくする。②ふりがなを付ける。③取付位置を考慮する。 

ただし、展示作品や展示空間とのバランスを考慮することも重要で

あると考えております。 

 

〇来場者のアンケート調査結果は昨年度と単純に比較できないだろう

が、あえて比べると、男女とも５０代、６０代、７０代以上の割合が

増え、それより若い世代は減少している。展覧会のテーマ設定が大き

く影響しているのだろうが、若い世代をいかに取り込むのかが課題と

して浮かびあがったのではないか。また、コメントには「もっと説明

が欲しかった」「説明文がもっと大きく書いてあるとよい」など、改善

点がかなり具体的に把握できたのではないか。（山田委員） 

 【回答】 

若い世代をターゲットにすることについては、近年、企画展の選定に

際して、この点をより重要視しております。（たとえば「マリメッコ展」

など）。 

また、催事（展覧会関連催事、魅力発信事業など）や、広報でのＳ

ＮＳの有効活用でも、若い世代へのアピールを一層考えていきたいと

思います。 

      展示での説明など、鑑賞の助けとなるものを求める声に対して、改

善していけるよう努めていきたいと思います。 

陶芸のジャンルで他ジャンルより求められるのは、技法の解説です。 



また、陶芸作品のタイプによって、情報提供の性格も考えたいと思い

ます。たとえば、陶芸史に位置づけられるクラシックな作品には、解

説が有効ですし、受け止めの自由度が大きい現代的な作品には、鑑賞

のヒントが有効と思われます。 

 

〇熱心な観覧者の声で施設（建物）を評価した一文があったが、建築フ

ァンを動員する企画も一興と思った。愛知県陶磁美術館でも見学会は

好評で、職員の意識も高まった。（神崎委員） 

【回答】  

近年は、テキスタイルデザイン等の陶芸の隣接ジャンルも、展示や

催事で紹介することに力を入れています。その中で、たとえば魅力発

信事業の案で、当館関連の建築をテーマにした催事の開催も検討して

おります。 

 

〇作品説明の掲示を希望するコメントが多くあるが、図録等もあること

であるし、想像力を働かせて観覧するために、今くらいで良いのでは。

（長谷川委員） 

【回答】  

確かに、来館者の自由な鑑賞を尊重することも大切だと思います。 

 上述のように、陶芸のタイプに応じて、情報提供の性格も変えるなど

考えていきたいと思います。 

  また、情報提供の方法にもいろいろあり、図録、プリント、シート

のように、見たい方に見ていただくものと、パネル、キャプション解

説のように、作品とともに目に入るものがあります。どのように情報

提供をするのがその展示作品にふさわしいのかを考えて、実施してい

きたいと思います。 

 

〇多くの方がアンケートに意見を書いているようで、大変ありがたい。

それだけ興味を持ち、楽しみにしてみえることが反映されている結果

だと思う。できるだけその声に応えてあげてほしい。（間宮委員） 

 

 



2. 令和２年度 事業計画について 

〇コロナ禍がまだまだ続くと思われるので、対策をしっかりとっている

ことを対外的に強くアピールするべき（高橋委員） 

 

〇「with コロナ」の中での展覧会の在り方や教育普及事業の難しさは想

像以上に大変だと思うが、来場者や関係者の期待に応えてほしい。 

（佐倉委員） 

 

〇現在の美術館内のコロナ感染防止対策は妥当と思われる。課題は教育

普及のための「学校美術館」「出張授業」など美術館外での活動をどう

再開させるのか。コロナ感染が当面収束する見通しがないなか、感染

防止を図りながら実施できるような方策を編み出せないものか。 

（山田委員） 

【回答】 

「学校美術館」「出張授業」など美術館外の活動は、依頼者のコロナ

対策に合わせながら、実施内容について協議の上、順次再開していま

す。 

 

〇今年度はこれまでに経験のない状況下での美術館活動となり、スタッ

フの努力・苦労が察せられる。（神崎委員） 

 

〇現在は利用者から静かで知的な施設として情報発信され、それが共有

されていくことを期待する。館の安全な受け入れ態勢や、丁寧な少人

数対応など、時節柄注目されるのではないか。この危機をチャンスと

とらえ、新たな来館者の獲得を期待する。（神崎委員） 

 

〇感染症対策については、今まで通り十分な対策を行い、引き続き開館

することを希望する。（長谷川委員） 

 

〇感染症に対しては、的確な対応をしている。（佐々木委員） 

 

〇何とか大地のこどもたち展を開催したい（間宮委員） 



【回答】 

現在、開催準備を進めています。さらに 2023 年の展覧会にもつな

がるように、開催委員会を年間１～2 回程度行い、協議できる体制を

整えていく考えです。 

 

3. 今後の美術館の運営について 

〇館内での講演会やワークショップ、学校美術館といった教育普及活動

が来館者増につながることを期待している。（佐倉委員） 

 

〇地域別来場者を見ると、県内と愛知県で９割ほどを占める。コロナ感

染により、遠方からの来場の呼びかけはしづらい状況が続くと思われ

るが、地元の東濃エリアだけではなく、県内の近隣地区や近隣県には

もっと美術館の存在を PR し、催し物情報を提供できるように新聞社

としても記事掲載エリアを考えていきたい。（山田委員） 

 

〇展覧会、教育普及、収集活動とも着実に歴史を重ねているので、研究

活動を今以上にアピールしてはどうか。美術館の研究成果として打ち

出し、開かれた研究施設であるという認識を広めていく－理想論では

あるが、美術館が成熟していくためには不可欠。（神崎委員） 

【回答】 

 近年、研究紀要を再び出すようになりました。 

また、当館が蓄積してきた資料を、有効に活用できるよう整理する

計画にも着手しています。たとえば、作家資料、新聞記事等のデジタ

ル・アーカイブを整備して、資料の検索や利用をしやすくする計画で

す。 

 

〇観覧者数の増加方策は、各種団体の誘致や学校利用の促進が効果的と

思いますが、貴館に蓄積された経験知が最も有効かと思う。注意すべ

きことは、職員のモチベーションを保てるレベルでがんばること。カ

ウント方法の見直しも必要に応じて検討してはどうか。（神崎委員） 

【回答】 

 近隣の商業施設に広報を依頼する等、観覧者数の確保に努めます。



観覧者数のカウント方法につきましては、開館当初から変更してお

らず、来館者数の増減の推移を把握する上で、見直しは考えており

ません。 

 

〇「陶芸展の企画を」と考えていたが、陶芸以外の作品も展示された「小

村雪岱」展など、とても面白かったので、現代陶芸美術館に求める企

画に対しての考え方が変わってきた。もっと広い意味で展示をとらえ

ても良いのでは思った。（長谷川委員） 

 

〇出張授業をもっと小・中での授業に取り入れてほしい。（佐々木委員） 

【回答】 

  当館の活用の仕方をまとめた「岐阜県現代陶芸美術館活用ガイド」

を、県教委を通して県内の学校に配付しています。それを足掛かりに

して連携した取り組みができる学校を増やしていきます。 

 

〇教育普及が大変充実してきているので、もっと多くの子供たちに美術

館を活用してもらえるよう、予算の確保をお願いしたい。（間宮委員） 

【回答】 

県財政が厳しく、当館の希望通りに予算を確保することは困難であ

ると感じております。その一方で、低予算で実施できる、当館から学

校や地域の教育施設に出向いて取組む事業を充実させられるように、

予算の活かし方を工夫して、今後も取り組んでいきます。 

  

4. その他 

〇コロナ禍でのステイホームをきっかけに、自宅時間の充実や SNS 演

出のグッズとして陶磁器にもチャンス到来ではないでしょうか。生活

の中で陶磁器を使う視点、体験、提案など、美術館ならではの企画、

情報発信、陶磁器業界との連携などを期待する。（神崎委員） 

   

〇（セラミックパーク MINO も、課題解決や運営方針に基づく事業評価

の採用など今度改善を行う考えで、今回の協議会資料の全体を通じて

意見を述べる。（以下、①～③樋口委員） 



 

① エントランスにも掲示してある美術館の運営方針（目指す姿）に

係る個別評価はあるか              

【回答】 

 ありません。 

ただし、事業評価に関しては、展覧会事業について内部評価を

試行しており、今後、当館の基本方針についても評価を検討した  

いと思います。 

 

② この運営方針を基本に、事業目標や事業計画の策定につながる。

運営方針を体系づけた評価の在り方も検討することで、PDCA サ

イクルの活動が分かりやすくなるとおもう。 

１ 県民と陶芸とを、楽しく感動をもって結びつける新しい文

化の拠点であること。 

２ 豊富な陶芸作品を展示し、わかりやすい情報提供して、県

民の創作意欲を高める場であること。 

３ 県内外の美術館や資料館とネットワークを形成し、広い視

野に立った美術館活動であること。 

４ セラミックパーク MINO や陶芸作家と連携し、開かれた

美術館であること 

５ デザインなど他分野のとの連携を強め、国際的な情報を提

供して、陶磁器産業の発展に寄与する美術館であること 

  

③ 常設である美術館の来館者が、セラミックパーク MINO の賑わ

いに大きな影響を与えるので、多数の来館者が来る企画展、常設

展の開催をお願いしたい。入場者数の目標設定が低いと感じるの

で、検討されたい。 

【回答】 

近年、企画展に関しては陶磁器のみにこだわらず、工芸、金工、

漆工、テキスタイルデザインなど、ポピュラーで集客力のあるもの

も、幅広く選定するようにしています（たとえば「超絶技巧展」「マ

リメッコ展」など）。 



常設展では、近年は、当館のコレクションの主要なものを紹介

することに力を入れていますが、今後はテーマよる展示でポピュ

ラーなものも計画したいと思います。 

       観覧者数の目標設定に関しては、上述のとおりより魅力的な展

覧会を企画し、目標値のアップにつなげていきます。 

 

〇協議会委員からの意見は大変重要なものであるので、現実的に事業

にどのように活用されたのか、お知らせしてほしい。（樋口委員） 

 【回答】  

昨年ご意見としていただきました、「教育普及事業の充実」につい

ては、学校美術館（アウトリーチ事業）の実施の継続等につながり

ました。また、「子供たちがワークショップで作った作品を展示する

のもよいのでは」というご意見に関しましては、今年度実施の大地

のこどもたち展において、「大地のこどもたち２０２０ プレ・ワー

クショップ－今の私の心の形」（R１．１０実施済）のワークショッ

プで子供たちが制作した作品を展示することとしております。協議

会で頂きましたご意見については、次年度の事業にできる限り反映

できるよう、取り組んでおります。 

 

 


