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自 平成 27 年 4 月 1 日 

至 平成 28 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 出光美術館 



Ⅰ．事業活動

　１．概要

　２．展覧会

　　本　館

展　覧　会　名 期　間 開館日数 入館者数 人／日

　　東洋の美　－中国・朝鮮・東南アジアの名品 ２７．４．１１～６．１４ ５７ ２３，２００ ４０７　　

　・ 没後１８０年

　　田能村竹田 ２７．６．２０～８．２ ３９ ２０，０４１ ５１４　　

　・ 日本の美発見Ⅹ

　　躍動と回帰　－桃山の美術 ２７．８．８～１０．１２ ５８ ２６，３７６ ４５５　　

　　ジョルジュ・ルオー展　－内なる光を求めて ２７．１０．２４～１２．２０ ５１ ２５，８６２ ５０７　　

　・ 文字の力・書の力Ⅲ

　　書の流儀 ２８．１．９～２．１４ ３３ １６，３４９ ４９５　　

　・ 没後１８０年

　　勝川春章と肉筆美人画　－＜みやび＞の女性像 ２８．２．２０～３．２７ ３３ ２７，７３８ ８４１　　

　　　　　　　　　　計： ２７１ １３９，５６６ ５１５　　

　　出光美術館（門司）　　※（財）出光佐三記念美術館との共催

展　覧　会　名 期　間 開館日数 入館者数 人／日

　企画展

　　仙厓と九州の茶陶 ２７．４．２４～６．２１ ５２ ４，３６０ ８４　　

　　柿右衛門と鍋島 ２７．６．２６～９．１３ ７０ ５，５６７ ８０　　

　　やまと絵と水墨画 ２７．９．１８～１１．８ ４７ ３，８６１ ８２　　

　　東洋工芸の美 ２７．１１．１３～１２．２０ ３４ ２，５９０ ７６　　

　　桃山の茶陶 ２８．１．８～３．２７ ７１ ５，１２１ ７２　　

　　　　　　　　　計： ２９５ ２１，４９９ ７８　　

平成27年度は、本館において「東洋の美」、「田能村竹田」、「躍動と回帰」、「ジョルジュ・ルオー展」、「書の流儀」、「勝川春

章と肉筆美人画」の企画展6展を開催した。また、出光美術館（門司）では（公財）出光佐三記念美術館との共催で企画展5

展と通年常設展を開催した。出版事業としてカタログ6点、研究紀要第21号、館報171号～174号を発行した。企画展に関連し

た講演会は、東京で6回、門司で5回実施を発行した。

5月21日より6月9日の間、6大学より12名の実習生を受け入れ、博物館学の実習指導を行った。館外展としては、10月31日

から12月13日まで愛知県の知多市歴史民俗博物館で「人間国宝・三代山田常山　故郷に帰る」展に作品の貸出を行った。



　　中近東文化センター附属博物館

展　覧　会　名 期　間 開館日数 入館者数 人／日

　出光美術館名品展 ２７．４．１～２８．３．３１ １６６ １，５０４ ９

　　出品協力

展　覧　会　名 期　間 開館日数 入館者数 人／日

　「人間国宝・三代山田常山　故郷に帰る」

愛知県知多市　知多市歴史民俗博物館

　宗像大社献茶祭 ２７．１０．１７ １

２７．１０．３１～１２．１３ 38 ２，７２７ ７２



３．出版物の発行

　（１）カタログ

「東洋の美　－中国・朝鮮・東南アジアの名品」 平成２７年４月１１日

「田能村竹田」 平成２７年６月２０日

「躍動と回帰　－桃山の美術」 平成２５年８月８日

「ジョルジュ・ルオー展」 平成２５年１０月２４日

「書の流儀」 平成２８年１月９日

「勝川春章と肉筆美人画　－＜みやび＞の女性像」 平成２８年２月２０日

　（２）研究紀要　　第２１号　　平成２８年１月３１日

◎ 出光美術館所蔵「酒呑童子絵巻」略解題・詞書翻刻 廣海　伸彦

◎ 池大雅における室町文化憧憬の一様相 出光　佐千子

◎ 仙厓の風俗画を巡って 八波　浩一

◎ 田能村竹田筆「茶仙誦詩図」の成立背景 田中　伝

◎ 出光美術館蔵「古筆手鑑『墨寶』」について 別府　節子

◎ 文人の学書と書作をめぐる試論ー頼山陽の周辺 笠嶋　忠幸

◎乾山焼の中に見る中国陶磁

　ー　十七世紀後半～十八世紀における中国陶磁器の流通・使用とその影響から

　（３）館　報

ア．第１７１号　　平成２７年５月３１日

◎箱書きが語る作品の歴史 八波　浩一

　　ー「東洋の美」展出品作品、青花秋草文壺及び褐彩草花文瓢型瓶をめぐってー

◎「没後１８０年　田能村竹田」展によせて 田中　伝

◎館蔵中国青銅器実測図　・　拓本選（４０）

◎ ２０１４年度事業報告

徳留　大輔



イ．第１７２号　　平成２７年８月３１日

　　第２９６回　水曜講演会

◎　「小杉放菴と西洋体験」 三浦　篤

　　館蔵品資料紹介

◎　館蔵書跡作品の付属品紹介（１） 別府　節子

　　館史資料備忘録１

　 ◎　「出光松園蔵帳」罫紙 金沢　陽

◎館蔵中国青銅器実測図　・　拓本選（４１）

ウ．第１７３号　　平成２７年１１月３０日

　　第２９７回　水曜講演会

◎　近代韓国陶磁研究の歩みと高麗青磁の再現 鄭　銀珍

　　館蔵品資料紹介

◎　伝　岩佐又兵衛筆「霊昭女図」の再発見 廣海　伸彦

　　館史資料備忘録２

◎　茶室「朝夕菴」と雅号「出光朝夕庵」由来記 金沢　陽

◎館蔵中国青銅器実測図　・　拓本選（４２）

エ．第１７４号　　平成２８年３月３１日

　　第２９８回　水曜講演会

◎　田能村竹田と「自娯」 黒田　泰三

　　新収蔵品紹介　

◎　小杉放菴筆「湿婆神舞踏」と福原信三 出光　佐千子

　　館史資料備忘録３

◎　ヨーロッパ巡回仙厓展経緯 金沢　陽

◎館蔵中国青銅器実測図　・　拓本選（４３）



４．　講　演　会

　　（１）本　館

回 演　　　題 講　師 開催日 聴講者数

297 　「近代韓国陶磁研究の歩みと高麗青磁の再現」 鄭　銀珍 ２５．５．１３ １３２　　

298 　「田能村竹田と「自娯」」 黒田　泰三 ２５．６．５ １１８　　

299 　｢桃山美術の特徴を探ってみよう｣ 河合　正朝 ２７．８．１９ １３６　　

300 　「Ｄｉｖｅｒｔｉｓｓｅｍｅｎｎｔ（気晴らし）或いは占領期のルオー」 後藤　新治 ２７．１１．１１ ８９　　

301 　「美しく書くということ」 青山　浩之 ２８．１．２０ ９９　　

302 　「１８世紀の浮世絵画壇」 田辺　昌子 ２８．３．１６ １２１　　

　　（２）出光美術館（門司）

    講  師 開催日 聴講者数

笠嶋　忠幸 ２７．５．１８ ５６　　

柏木　麻里 ２７．８．２４ ７５　　

田中　伝 ２７．１０．１９ ７０　　

八波　浩一 ２７．１１．３０ ５５　　

徳留　大輔 ２８．３．７ ９７　　

平成２７年５月１８日～５月２３日

共立女子大学 　　　　　　　　　２　名

昭和女子大学  　　　　　　 　　１　名

実践女子大学　　　　　　 　　　１　名

明治大学　　　 　　　　　　　　　２　名

武蔵野美術大学　　　　　　　　１　名

合計：　　　　　　　　　　　　　 １３　名

学習院大学　　　　 　　　　 　　３　名　

５．博物館学の実習指導（本館）

　　（１）実習期間

平成２７年６月２５日～５月３０日

　　（２）実習人員

青山学院大学　　 　　　　　　　３　名　　　

　「桃山の茶陶ー新たなる伝統の創造」

　　　　　　　　　　　　　　演　　　　　　題

　「仙厓の禅画を楽しむ」

　「柿右衛門と鍋島　　―九州陶磁の精華、その魅力のすべて」

　「色彩の美・墨の美―日本絵画のふたつの流れ」

　「東洋工芸の魅力―陶磁器を中心に」



６．美術品の修復

　（１）　国庫および東京都の助成金による修復

　　　　小川破笠「柏木菟料紙箱・春日野蒔絵硯箱」　（重要文化財）

　　　　修復期間：平成２６年１１月～平成２８年３月

　　　　平成２７年度修復費用　２，７９４，５１８円，うち国庫補助金１，５３６，０００円、

　　　　東京都補助金６９１，０００円

　（２）　当館費用による修復

　　　　牧渓　「叭々鳥」

　　　　修復期間：平成２６年６月～平成２７年９月　　平成２７年度修復費用　２，１６５，４００円

　（３）出光文化福祉財団の助成による修復

　　①　岩佐又兵衛「野々宮図」　(重要美術品）

　　　　修復期間：平成２７年４月～平成２８年３月

　　　　平成２７年度修復費用　４，０６７，９４１円　うち４，０６０，０００円は出光文化福祉財団の助成　

　　②　浮世絵コレクションの修復　１０年計画の２年目として作品７件の修復

　　　　修復期間：平成２７年４月～平成２８年３月

　　　　平成２７年度修復費用　１５，２９８，３１０円　うち１５，０００，０００円は出光文化福祉財団の助成　

７．５館連携

平成２２年に開始したブリヂストン美術館、三井記念美術館、三菱一号館美術館、東京ステーションギャラリー

の五館の連携活動として、「５館共通券」の販売、「東京駅周辺美術館ＭＡＰ」の作成、「学生無料ウィーク」の

実施を行ってきた。五館共通券は当館では４月以降２，４９７名（合計３，５２４名）の入館実績となった。

東京駅周辺美術館ＭＡＰでは、当館に１，０５８名の入館実績となった。学生無料ウィークは３月１５日から

３月２７日まで実施し、期間中の学生入場者は６４３名で、通常の５倍以上の入館となっている。

また、７月には５館の共通の企画として「七夕フェア」を実施した。今後も連携活動を続けて行く。

８．施設の無償貸与

(財)中近東文化センターと締結した建物使用貸借契約（平成4年4月1日締結）にもとづき基本財産である

東京都三鷹市大沢3丁目10番31号の土地・建物を引き続き無償で貸与した。

　(財)中近東文化センターは、特定公益増進法人であり、当該建物をトルコを中心とした中近東文化の研究

施設として活用し、その成果を展覧会や講演会の形で一般に公開している。



Ⅱ総務事項

　１．役員会

（１）下記の理事会に各議案を付議し、原案通り可決された。

　　　　　開　催　月　日 　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　　案

臨時理事会（書面による決議） 　１．平成２６年度事業報告および平成２６年度決算について

　　平成２７年５月２７日 　２．評議員候補の推薦について

　３．第６回評議員会の招集について

第１０回理事会 　１．平成２８年度事業計画および平成２８年度収支予算について

　　平成２８年３月１０日 　２．評議員会の開催について

. 　その他として、 （１）常勤理事の活動報告

　　　　　　　　　　（２）２８年度開催する展覧会の概要について

　　　　　　　  　　（３）出光美術館(門司）建替え工事の進捗状況について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の報告を行った

　　

（２）下記の評議員会に各議案を付議し、原案通り可決された。

　　　　開　催　月　日 　　　　　　　　　　　　　　議　　　　　　案

第６回評議員会 　１．平成２６年度収支決算の承認について

平成27年6月11日 　２．小澤尚二評議員の追加選任について

　その他として、 （１）２７年度の事業計画、

　　　　　　　　　　（２）２６年度の事業報告

　　　　　　　  　　（３）常勤理事の活動報告　　　　　の報告を行った



２．登記

評議員　小澤尚二氏を登記した

３．官公署・届出その他

（１）平成２７年６月２６日に平成２６年度事業報告および収支決算報告を内閣府に提出した。

（２）平成２７年７月３０日に決算公告を官報に掲載した。

（３）平成２６年３月２５日に平成２８年度事業計画および収支予算を内閣府に提出した。



４．役員

　　役　名 　　　氏　　名 　　就任年月日 　　　　　　　　　現　職　務

　　理　事 　出　光　昭　介 　昭５６．７．１７ 　出光興産（株）名誉会長

　　　〃   長谷部　楽 爾 　昭６３．６．１６ 　東京国立博物館名誉館員

　　　〃 　福　 岡　正　夫 　平  １．６．２２ 　慶應義塾大学名誉教授

　　　〃 　河  合　正　朝 　平１９．３．１５ 　千葉市立美術館館長

　　　〃 　河　野　元　昭 　平２４．４．１ 　京都)美術工芸大学学長

　　　〃 　大　和　宏　康 　平２２．７．１５ 　（公財）出光美術館　館長代理

　明治神宮企画部

　宝物展示新施設開設準備室室長

　　　〃 　出　光　佐千子 　平２６．６．１２ 　青山学院大学　准教授

　理事　計８名

　　監　事 　長　岡　　　實 　平１０．　４．２８ 　（公財）資本市場研究会　顧問

　　　〃 　保　田　　　博 　平１６．１０．２５ 　（公財）資本市場振興財団　顧問

　監事　計２名

　　評議員 　渋　沢　雅　英 　昭５５．９．２５ 　（公財）渋沢栄一記念財団理事長

　　　〃 　鈴　木　　　勲 　平  ４．１．２３ 　（公社）日本弘道会会長

　　　〃 　古 河　潤之助 　平  ９．３．  ６ 　古河電気工業（株）相談役

　　　〃 　出　光　正　和 　平１９．３．１５ 　日章興産（株）　代表取締役

　大　倉　健　資 　平２６．６．１２ 　ヘンミ計算尺（株）代表取締役

　原　田　征　夫 　平２６．６．１２ 　元出光興産(株)　副社長

　出　光　正　道 　平２６．６．１２ 　出光興産（株）　国際需給部

　小　澤　尚　二 　平２７．６．１１ 　(株)ビッグＫテニス　ゼネラルマネジャー

評議員　計８名

５．職員

職員合計　　　２４名（うち男１３名、女１１名）

　　　〃 　黒　田　泰　三 　平２６．６．１２

館長代理　　　大　和　宏　康

総務課長　　　風　早　邦　夫

ほか職員　　　２２名
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