
美術館を楽しむ楽しむ いろんな視点で美術館を楽しもう

でも参加できるワーク

ショップを土日を中心に

開催しています。「みんなの

土曜アトリエ」では、鑑賞す

る前にワークショップを行い、

身体と感覚を刺激します。目

覚めた感覚で展示室に行く

と、今まで気づかなかった作

品との素敵な出会いが待って

いるかもしれません。鑑賞と

美術体験を組み合わせた「び

じゅつかんの旅・旅じたく」

というプログラムもおすすめ

です。

階のアトリウムにはモバ

イルカフェ、ミュージア

ムショップなどがあります。２

階にはレストラン、情報コー

ナーにあるアート感覚にあふ

れた蔵書もみてみましょう。

また、ワークショップができる

アトリエなど、美術館ならで

はの楽しみ方ができる施設が

充実しています。美術作品だ

けでなく、施設全体を通して

五感でワクワクを感じてくだ

さい。

大分県立美術館
大分市寿町２番1号

大分市上野８６５

大分市美術館

〔大分県立美術館〕

〔大分市美術館〕

　県外の知り合いにちょっと自慢し
たくなる美術館。建築家の坂 茂さ
んによって設計されたその素敵な空
間は、皆さんに豊かな時間を作り
出します。

　私たちの郷土大分は、豊かで美しい自然に恵まれています。
　その中で育まれてきた多くの美術が身近に存在していることに皆さ
んは気付いていますか。すばらしいアーティストを生み出してきた私た
ちの郷土大分の美術について知り、この本をきっかけに訪ねることが
できたら、そこにきっとすばらしい出会いがあるでしょう。

　大分県立美術館（OPAM）には、
たくさんの作品が収蔵されています。
大分県民の財産として展示されてい
る作品を、気軽に見に
行きましょう。

　大分市内中心市街地を見下ろす広大な公園内の緑に溶け込む大分市美術
館。内井昭蔵さんによって設計された建物は、様々に変化する空間の中に
たくさんの作品が展示されています。自然の光を取り込むことで、大分の穏
やかな気候の変化を感じながら心安らぐひとときを楽しむことができます。

P.160 坂 茂

階のコレクション展示室

は大分県にゆかりのあ

る作家の作品を中心に展示し

ています。5000点にのぼる

収蔵作品から制作年代やジャ

ンルなどの枠を超え、定期的

に作品を入れかえて展示して

います。

　常設展の収蔵品は大分県

民みんなの財産ですから「自

分のコレクション」だと思っ

てゆっくり味わってください。

中学生以下は入場無料です。

気軽に立ち寄ってみません

か。

分県立美術館ＯＰＡＭ

は、隣接施設と歩道橋

でつながり、自由に行き来で

きたり、国道側のガラス張り

の壁は開閉可能で、ＯＰＡMの

内と外の空間をつなぐことが

できたりします。また、県産

材の杉を壁面や天井に使い、

訪れる人に郷土愛や温かみを

感じさせてくれます。

　１階アトリウムには触れて

楽しめる作品も常時展示さ

れ、誰もがゆっくりとしたひと

ときを楽しむことができます。

体験、出会いと発見 美術館をもっと楽しむコレクションを楽しむ空間を楽しむ

休みには、特別展と連

動して「アート・ワンダー

ランド」を毎年開催しています。

1学期末に各学校にお届けし、

中学生全員へ配布している

“ワークシート”を活用して、

この展覧会を楽しんでくださ

い。また、美術館と道を挟ん

で隣り合うチャイルドハウスで

は、年間を通じて様々なワー

クショップを開催しています。

わらかい光があふれる

エントランスホール、

高崎山や由布岳が一望できる

展望ロビーがあります。図書

コーナーやミュージアムショッ

プ、研修室、レストランなど

もありますので、利用目的に

合わせて活用してください。

野外彫刻も充実しているの

で、ゆっくり散歩しながらの

鑑賞もおすすめです。

後南画、福田平八郎、髙

山辰雄など大分にゆか

りのある作家を中心としたコ

レクションが特色です。現在

大分で活躍している作家の企

画展示も魅力的です。中学

生以下は無料です。

野の森の恵まれた自然

環境を生かせるようデ

ザインされています。公園の

散策路から美術館へとつなが

る開放的なつくりで、自然に

溶けこむアースカラーの建物

です。四季により、また時間

により移りゆく自然を感じなが

ら穏やかな時間を過ごすこと

ができます。入口は２つあり、

来館目的に合わせて選ぶこと

ができます。

体験、出会いと発見 美術館をもっと楽しむコレクションを楽しむ空間を楽しむ
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あなたの町の美術館美術館美術館を楽しむ楽しむ

作品名
墓守
時の流れ
緑の影
吊された猫
よく獲たり
双葉山関像
本因坊秀哉像
三相
生誕
平和来

出展歴
第４回文展
第１１回文展
第６回帝展
第３回文展
第１回日展

第８回朝倉彫塑塾展
第６回日展
第２回日展
第８回日展

制作年
明治４３年（１９１０年）
大正６年（１９１７年）
大正１４年（１９２５年）
明治４２年（１９０９年）
昭和２１年（１９４６年）
昭和１４年（１９３９年）
昭和９年（１９３４年）
昭和２５年（１９５０年）
昭和２１年（１９４６年）
昭和２７年（１９５２年）

作家名
横山大観
横山大観
菱田春草
河合玉堂
速水御舟
加山又造
平山郁夫
竹内栖鳳
山元春挙
上村松園

作品名
日本心神
不二霊峰
林和靖
小春
闘蟲
黄山煙雨
鹿野苑の釈迦
獅子図
残雪図
わか葉

制作年
昭和21年(1946年)
昭和29年(1954年)
明治43年(1910年)
大正15年(1926年)
大正15年(1926年)
昭和57年(1982年)
昭和51年(1976年)
明治43年(1910年)
昭和初期
昭和23年(1948年)

朝倉文夫記念館
　大分市出身の国際的建築家、磯崎 新の設計により1966年に完成した「大分県
立大分図書館」は日本建築学会賞を受賞しました。　
　1996年の県立図書館の新築移転にともない、大分市が県から土地・建物を
譲り受け、市民のための文化情報交流の場「アートプラザ」として生まれ変わりま
した。
　「アートプラザ」は芸術文化の複合施設です。1階、2階には市民ギャラリーや
創作活動の場が設けられ、市民の文化活動に利用でき、中学生芸術講座などに
も利用されています。1960年代に前衛芸術の大きな動きをもたらした作家たち
の作品も展示しています。
　3階には、磯崎氏がこれまでに手がけた世界各地の建築作品の模型や資料を常
設展示しています。

豊後大野市朝地町池田1587-11

アートプラザ
大分市荷揚町３－３１

　由布院は、美術館やギャラリーなどが点在しており、たくさんのアートに触れることが
できる町です。たとえば、由布院の玄関となるＪＲ由布院駅には入口を過ぎるとすぐにアー
トホールがあり、ゆっくりと美術鑑賞ができます。
　月ごとに展示の入れかえが行われ、来訪者をアートで出迎えてくれます。そして、駅を
出ると雄大な由布岳に見守られるように由布院盆地が広がり、美しい風景とともに美術
館やギャラリーめぐりができます。
　由布院の自然を楽しみながらアートに触れてみてください。

大分県内には、
これら以外にも
様々な美術館・ギャラリーがあります。
美術館は皆さんを待っています。
気軽に訪れて、
豊かなひとときを過ごしてみましょう。

由布院 ～アートな町　由布院～

二階堂美術館
速見郡日出町川崎837-6

　大分県朝地町に生まれ、「東洋のロダン」と呼ばれた近代日本を代表する彫刻家、朝倉文夫
の作品を多数展示しています。愛の園生 朝倉文夫記念公園内に記念館はあり、公園内には若
手彫刻家の大きな彫刻が野外展示されています。建物はスキップフロアを特徴としており、大
小の空間を楽しみながら作品を鑑賞できます。同じく公園内の朝倉文夫記念文化ホールでは
美術の展覧会、講演会、コンサート等が行われています。
　朝倉文夫が東京美術学校や「朝倉塾」で後進の育成に努めたことにちなみ、大分アジア彫刻
展を２年に１回開催しています。

　二階堂酒造有限会社が代々受け継ぎ収集してきた美術
品を社会貢献のために公開しようと、設立しました。横山
大観や河合玉堂、上村松園、また、郷土出身作家でもあ
る福田平八郎など、近代から現代の日本画の作品を鑑賞で
きる、全国的にも数少ない日本画専門の美術館です。コレ
クションは９００点を超え、特に掛軸の作品を多く収集しています。学芸員による作品解説や、
小中学生を対象とした鑑賞ワークショップも開催しています。土曜日は小・中・高等学校
の児童・生徒は無料で展覧会を鑑賞できます。

※地図中の記号はP.5～7の作品番号です。
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　身近な場所に、さらに多
くの優れた遺跡や作品があ
ります。調べてみましょう。

大分県立歴史博物館

二階堂美術館

別府市竹細工伝統産業会館

由 布 院 駅

ア ートプ ラ ザ

大分県立美術館

朝倉文夫記念館

大分市美術館

※地図中の記号はおおよその位置を表して
います。詳しい位置や交通手段は担当の
先生に聞いたり、インターネットなどで調
べたりしましょう。
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