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令和４年度第１回熊本県立美術館協議会 

 

【開催日時】令和４年１０月１３日（木）午前１０時３０分～１２時００分 

【開催場所】熊本県立美術館本館 文化交流室 

【出 席 者】協議会委員１２名 事務局職員 文化課 分館指定管理者 

【主な議事】（１）令和３年度（２０２１年度）事業報告 

（２）熊本県立美術館分館（指定管理）の運営について 

（３）令和３年度（２０２１年度）熊本県立美術館運営ビジョンの 

取り組み状況について 

【議事概要】１ 開会 ２ 美術館長挨拶 ３ 会長挨拶 ４ 議事 ５ 閉会 

 

協議会委員名簿、資料、概要等は別添のとおり 

 

１ 開会  

（事務局） 

 それでは、ただいまから令和４年度第１回熊本県立美術館協議会を始めます。議事に

入る前に、当館を代表しまして館長の早田より一言ご挨拶をさせていただきます。 

 

２ 美術館挨拶  

（館長） 

 本日は大変お忙しい中、本年度第 1回目の美術館協議会にご出席いただきましてあり

がとうございます。 

新しい委員になられました４名の方含めまして、本日は全員出席ということで、私ど

もも大変喜んでおります。また、皆様方には日ごろから本県の文化、美術、教育、様々

な分野でご理解、ご協力を賜っておりますこと、あわせましてお礼を申し上げたいと思

います。 

本日は資料に書いてございますように、令和３年度の事業の報告、美術館ビジョンの

取り組みについての自己評価につきましてご報告をさせていただきます。コロナがなか

なか落ち着かない中、令和３年度は開館４５周年という節目の年でございまして、いろ

いろ準備しておりましたけど、残念ながらその時期にコロナで休館となりました。後半

は４５年も経つとあちこち改修が必要ということで、改修工事に伴いまして３か月ほど

休館いたしまして、年間を通しての開館ができないような状況でございました。 

厳しい状況ではございましたが、美術館としてもできる限りの工夫しながら、また協

議会で皆様からいただいたご意見、ご助言を参考にいろいろと取り組ませていただいて

おります。そういったことも含めまして、後ほど担当の方からご報告させていただき、

それぞれのご専門の分野の皆様から忌憚のないご意見、ご助言を賜ればと思っておりま

す。 

本日は２つ企画展を開催しておりますので、お時間あられる方は終わりましてからま

たご案内をさせていただきますので、ぜひご覧いただければと思っております。 
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本日は天気もいいので、二の丸公園に来られた附属中学校の生徒さんたちに見に来て

いただいております。子どもたちに開かれた美術館をという、昨年度の皆様方のご提言

をふまえて、今日ご出席の皆様方のご協力もいただきながら、私どもも一生懸命お知ら

せいたしており、少しずつ子どもたちも戻ってきてるのかなと考えているところでござ

います。 

それでは、限られた時間ではございますが、どうぞ皆様方のご意見を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日はお世話になります

が、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

 本協議会は、博物館法第２０条、熊本県立美術館条例第２１条にもとづく博物館協議

会であり、熊本県立美術館の運営に対して広く意見を伺う場として設置されているもの

です。 

 各委員につきましては、式次第を載せております資料の２ページ目に名簿を載せてお

ります。今回新たに４人の委員の皆様にご就任いただいております。私の方からお名前

を呼びあげさせていただきますので、一言ご挨拶をお願いいたします。 

〇県議会教育警察常任委員会委員長 大平雄一委員 

〇熊本博物館長 竹原浩朗委員 

〇県ＰＴＡ連合会理事 角田高子委員 

〇県図画工作・美術教育研究会副会長 中村浩委員 

 

 協議会の議事の進行につきましては、規定により協議会会長が行うことになっており

ますので、これから会長に進行をお願いいたします。 

 

３ 会長挨拶 

（会長） 

 

大変僭越ですけれども、議会の進行をさせていただきたいと思いますのでどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（会議の公開・非公開の審議） 

それでは議事に入ります前に会議の公開・非公開についてですけれども、本日の議題

内容には、非公開とすべき内容がないので、すべて公開ということでよろしいでしょう

か。 

 それでは、すべて公開として議事を進行します。 

 

（副会長の選任） 

 つづきまして、副会長の選出を行いたいと思います。条例によると会長が指名するこ

とになっておりますので、熊本博物館長の竹原委員にお願いしてよろしいでしょうか？ 
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（竹原委員 同意、座席移動） 

 

４ 議事（１） 令和 3年度熊本県立美術館事業報告 

 

それでは議事に入ります。議事の（１）令和３年度熊本県立美術館事業報告について、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

（事務局） 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。令和３年度熊本県立美術館事業報告という

ことで、お手元の資料１と書いている冊子に詳細は書いておりますけど、こちらのスク

リーンの方に大意がでてまいりますので、そちらをご参照いただきたいと思います。 

  

 資料 1 令和３年度（２０２１年度）事業報告編 

 

（資料に沿って説明） 

 

質疑応答 

（会長） 

 ありがとうございました。美術館の活動について、多岐にわたって事業報告していた

だきましたけれども、委員の先生方からご質問であるとか、ご意見等ございましたらお

伺いしたいと思います。 

 

（委員） 

 単純な質問ですが、１８ページの入場者数の推移というところで、コロナとか本館の

改修工事がある大変な中で、令和３年度は１６万５千人ということで、表記されている

中では４０万を越えた来場者がある年と比較してみてしまうのですが、今年度は推移か

らするとどんな感じでしょうか。 

 

（事務局） 

 現在の状況としては、コロナの余波というものの中から大分抜けてきたなという感じ

があります。今年度は４月から「印象派との出会い」展、７月から９月にかけまして「美

の旅 西洋美術４００年」展という展覧会を開催してきております。最初はコロナの状

況を心配しておりましたけれども、結果として申し上げますと、「印象派との出会い」

展が１万６千人、「美の旅 西洋美術４００年」展が４万人近くのお客様をお迎えする

ことができました。完全に数字だけでは何とも言えないところではありますが、皆様の

コロナに対する不安、こういった時に美術館に行っていいのかなという不安とか、そう

いったものがかなり払しょくされつつあるのかなと考えております。 

 

（会長） 
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 ありがとうございました。 

 

（委員） 

 中学校の方に勤めておりますので、学校の視点で少しお話させていただきます。一昨

年、本校でもスクールミュージアムでお世話になりまして、体育館の方で展示させてい

ただきました。非常に子どもたちも喜んでおりました。 

 質問ですが、あわせてミュージアムバスの説明がありましたけれど、この事業は年間

どれくらいの数をなさっているのか、費用的なところなど、もう少し詳細を教えていた

だければ。 

 

（事務局） 

 基本的には年間２校程度というところで開催しております。昨年度が最初の開催でし

て、私たちも手探り状態で、いつごろから募集をかけたらいいのかというところで、な

かなか学校側との調整が難しい点もありまして、結果的に１校になったというところで

す。今年は３校実施予定です。バスにつきましてはチャーターするわけですので費用は

かかりますし、地域によって料金が変わるということもありますので、できるだけ計画

的に事業を行うべきだと考えております。いろいろ試行錯誤しながら進めていきたいと

思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

（委員） 

 前もお尋ねしたことがあるかもしれませんが、この入場者数というのは有料入場者、

無料入場者含めての全体の数字になると思いますが、ビジョンの中に「子どものころか

ら感性をはぐくむ」という部分がありますけれど、美術館さんの場合は高校生以下無料

ということで、入場者数の中にどのくらいの数が含まれているのか。そういった方々が

増えているのか減っているのか、現状維持なのか。先ほどお話されていたミュージアム

バスなども非常に取り組みとしていいので、入場料は無料のわけですから、逆に学校サ

イドの方からいろいろな行事の中に――私どもが小中学生の頃はバス旅行とかありま

したよね、魅力的な展覧会がありますので声をかけていただければと。どうしてもバス

となると予算がかかりますが、お呼びかけいただければと思います。 

また、ありがたかったのが、自転車の駐輪スペースをつくっていただいて、高校生も

来やすくなったのではないかと思います。夏に洛中洛外と絵本が一緒にあったときは子

どもさんが非常に多かったので、つくづくそんな風に思った次第です。 

 子どもの割合とか、無料の入場者の割合がどのくらいなのか、素朴に思った次第です。 

 

（事務局） 

 割合というところまでデータを整理できておりませんが、人数に関しては把握してお



5 

 

ります。まず、海老原展に関しましては、２，９０７人中の高校生以下が３５４名、林

原美術館展が５，５２５名中の１，１４４名、けっこうたくさんの高校生以下の皆様に

来ていただいたなと。細川コレクション展に関しては、例えば３期「よくわかる工芸の

みかた」という展覧会では、１，７１６名中高校生以下３８２人となっております。そ

の他、細川コレクション展に関しましては、おおむね２００人から５００人近い高校生

以下の方々に御覧頂いています。たしかにこちらの人数をパーセンテージで示すように

できればいいかなと。ご指摘承りました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。それでは、また後半の方で全体的にご質問等いただく時間

をもうけますので、次の議題に進んでいきたいと思います。 

 

議事（２）令和３年度（２０２１年度）熊本県立美術館分館（指定管理）の運営に

ついて 

（会長） 

 続きまして、議事（２）令和３年度（２０２１年度）熊本県立美術館分館（指定管理）

の運営について事務局から説明をお願いします。 

 

（指定管理者） 

 指定管理者として分館の管理をしております。よろしくお願いいたします。 

 

 

 資料 2 令和 3年度（2021年度）熊本県立美術館分館（指定管理）の運営について 

 

（資料に沿って説明） 

  

委員質疑  

（会長） 

 ありがとうございました。それでは、ただいまの事業報告について、ご質問、ご意見

ありましたらお願いいたします。 

 

（委員） 

 駐車場については、苦情のあるお客様に対し具体的にはどのようにお答えになってい

るのか、よろしければ教えていただけますでしょうか。 

 

（指定管理者） 

 基本的に分館の駐車場は、搬入搬出される利用者様に対して解放しておりますので、

その旨を伝えております。 
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（委員） 

 それで結構ご納得なさる？ 

 

（指定管理者） 

 難しいところではございますが、ご理解をいただいているところです。 

 

（委員） 

 行きたいなと思ってもなかなか駐車場のことがネックになって行かないということ

が私たちもあるので、なにかいい策が見つかればいいかなと思いうかがったところでし

た。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 

（委員） 

 前回、駐車場の件についてもお伝えしましたが、大変改善していただいて利用しやす

くなったなと。観覧者ではなく利用する側として、また観覧者としても平日はそれほど

込み合うわけではないので数台入れればいいわけですので、大変いいかなと思いました。 

 エリア的にそんなに大きな美術館ではないので、あまり長居しなくても進むから、わ

りと回転がいいかなと思います。 

 いまちょっと考えているのが、この間の台風の時、私も県美協会の方におりますもの

ですから、その時に分館と本館、県立美術館のホームページ上での連絡とちょっとずれ

が生じたんですね。分館を使った側としては大変助かったんですよね。当日に搬出がで

きまして。ただ、ホームページの総合的なものに出てくるのが、本館のみの情報が一番

に入ってくるものですから、そこのところで困ったという声も聞こえてはいました。け

れども、それは会のホームページの方がするべきじゃないかと思っているので、精いっ

ぱいのことをしていただいたというところです。 

 分館の方もいろいろ手を入れていただいて展示がしやすくなったんですが、展示室の

ワイヤーの準備を段階的でいいのでしていただければという声も上がっております。あ

と、４階の照明については、立体作品だと壁面あたりに飾る場合照明がないと作り手と

してはちょっと残念です。でも、平面作品の方々からするとなくてもいいかなという意

見もあったりして、そのあたりは多機能に展示するということを考えると、制作者側と

しては照明もあった方がいいと思います。 

 あと、子どもたちの作品を展示するところが大分減りまして、以前は動植物園とかで

展示してたんですけど、今現在は公民館とかで飾らないならちょっと厳しいと。いろん

なところからお金を集めながら、今年は熊本市の造形展という展覧会は美術館分館をお

借りすることができました。やはり大人になっていきなり美術館というのは難しい、で

きるだけ小さい時に美術館が常に近くにある存在だといいので、私たちもお金をどうに

か工面しながら美術館で展覧会をしたいなと思っています。その時も本式の照明があっ
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て一点一点を大事にしてそこに焦点をあてるという、そういうものがあった方が質の高

い展示を子どもたちに提供できると思っています。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。利用者、鑑賞者、教育現場からのご意見ということでいた

だきました。ご検討いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  

議事（３）令和３年度（２０２１年度）熊本県立美術館運営ビジョンの取り組み状

況について 

（会長） 

 それでは次の議事（３）令和３年度（２０２１年度）熊本県立美術館運営ビジョンの

取り組み状況について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料３令和３年度（２０２１年度）熊本県立美術館運営ビジョンの取り組み状況につ

きまして、説明を行わせていただきます。 

 

 資料 3 令和 3年度（2021年度）熊本県立美術館運営ビジョン自己評価報告 

  

（資料に沿って説明） 

 

委員質疑  

（会長） 

 ありがとうございました。それではただいまの美術館運営ビジョンについて、ご意見、

ご質問等おうかがいしたいと思います。 

 

（委員） 

 例えば県外からいらした方がタクシーで来るときに、タクシーの運転手さんが入り方

を知らない場合があったりとか、館に来て帰りにタクシーで帰る時はどうするかとか、

そういうナビゲーションをもっと分かりやすくしていただければ。あと、自販機もあっ

た方がいいのではないかと思います。また、都立の美術館・博物館関係はシニア料金が

場合によってはあったりします。いろいろなところでシニア料金というのが増えており

ますので。熊本市では熊本城が６５歳以上無料とかですね、先ほど子どもさんの話があ

りましたけれど、高齢者の方で時間のある方々もということで。 

あと、美術館を改修される時にエスカレーターがついているとものすごくいいんじゃ

ないかと思った次第です。今はまた戻ってエレベーターに乗らないといけないので。不

自由な方に対して１００パーセントユニバーサルデザインにするのは難しいかもしれ

ませんが、もうちょっとできないのかなと思ったところです。 
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（会長） 

 ご意見どうもありがとうございました。 

 

（委員） 

 取り組みについて話していただきまして、若い方々への対応などとか、踊りを展示室

内でやっていただいたりとか、コンサートはコロナで中止になったということでしたけ

ど、そうやって開かれた、いろんな興味をもった方々が来場していただくというのは、

目指すべきビジョンだと思っております。私も個人的には音楽をやっておりますので、

そういうロビーコンサートとか、展示テーマにそった音楽を流すとか。絵画が好きな方、

彫刻が好きな方、そういう方々だけでなく、音楽面とか踊りとか、違う面の芸術に興味

をお持ちの方というのも取り入れていただきたいなと思います。 

 それから、ちょうどいま海外からの旅行が解禁になって、多くの外国の方がやってく

ると思います。熊本城もたくさん見に来られると思いますし、私も海外に行ったら美術

館に寄ったりするんですけど、そういう方々のためにサイン関係とか少ししていただい

ているかと思いますが、入ってきた時により分かりやすいようにとか、スムーズに入れ

るようにとか、そういうところも充実していただきたいと思います。また、なかなか入

口が分かりづらいというところがありますので、これは叶うかどうか分かりませんけど、

美術館の中は充実されていると思うんですけど、美術館へのアプローチが芸術を求めて

くる方には不足しているかなというところがありまして、上がってくる道のところに芸

術的なモニュメントがあるとか、公園の中に何か作品が置いているとか、そういった周

りの環境というところも、もし叶えば今後考えていただきたいなと。外ですので雨風に

さらされてよくないものはいけませんけど、周りの雰囲気づくりというのも大事なんじ

ゃないかなと思いましたので、これは意見ですけれども申し上げさせていただきました。 

 

（会長） 

 ありがとうございます。 

 

（委員） 

 「多角的に」というのを今度のビジョンで挙げられているのは大変いいなと、それか

らツイッター、インスタグラム等々の分析あたりも、ツイッターはサブカルチャー、「映

え」るものはインスタグラムとか、そういった解析もいいなと思いました。あと迷路を

されて高校生とコラボというのも、せっかくこちらに高校の教育研究会の先生もみえて

いますけど、熊本はわりと美術系の高校って多いんですよね。それ以外の普通科高校で

も美術のコースのある生徒さんとか、美術好きは大変多い。本校もフレンドリーオンラ

インというのをやってまして、不登校のお子さんたちとか、視覚的なもの、聴覚的なも

のに関する鋭敏さというのはものすごいものをお持ちで、そういう方たちへの参加、活

躍される場というのを、美術館の方で提供していただければなと思ったところです。 

 先日こちらでお世話になって、雨の時だったので昼食会場でこちらにお世話になって、
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桜町までバスで２台使って行って、桜町界隈、熊本城の城彩園、熊本城に入って、全部

フィールドワークということで、探究活動という、教えるではなく学び取るという形に

学校教育が変わってきているということで、そういった視点で割と広く世間の方に教育

の場を移しているところです。そういった点でこちらのサービスというのは大変よくて、

子どもたちも熊本城の後は美術館と博物館に希望でわかれて、それぞれ行くんですけれ

ど、美術館の方は学芸員さんの話をうかがうことができる。子どもたちにとっては作品

がぐっと近づいたんですね。普通だったら見過ごしていきそうなものを、説明をきちん

としていただいてとても熱心に聞いていて、「楽しかった」と後で聞いてびっくりしま

した。やっぱりつなぐということが大事だなと感じたところです。 

 私は美術家の制作者団体の代表ということで来ておりますが、美術家連盟展とかも普

通の展覧会とこちらの収蔵作品とコラボレーションしていただいたりとか、多角的なつ

なぎをもって普及活動をなさっていくというところが、今後もぜひお願いしたいという

ところがひとつ。それから、学校の教員同士の研究の場ということで、コロナで実際に

会うことができなかったので、熊本県内全域的に配信ということで、研修会をオンライ

ンでやったんですね。その中でもひとつ美術館とのコラボを入れさせていただいて、そ

れが大変好評でした。大変お忙しくていらっしゃるので、担当の教員が足を運びまして、

いろいろ伝授いただいて、開発された鑑賞カードを使った授業の仕方を実際の出演者が

配信して、大変好評でした。そういう多角的なつながりをつくっていただいて、本当に

ありがたいなという話でした。 

 

（会長） 

 委員の方からもありましたが、熊本県は美術を勉強する高等学校が意外と多いんです。

これは教育普及になろうかと思いますが、熊本県で唯一美術科を有している第二高校と

の連携を継続的にというお話がございました。熊本県は美術科、それか美術コースでわ

けますと７校ございます。４７都道府県で断トツに多いんですね。ですから、日ごろか

ら美術の勉強をしている高等学校、生徒さんがたくさんいる県だということ。ですから

いろんな活動ができるといいますか、ここ２、３年では美術という枠組みだと漫画、イ

ラストレーションをコースとして立ち上げている高等学校が出てまいりましたので、そ

れらをいれますと１０校になります。いろんな展開というのがそこから開けるんじゃな

いかと私も思っております。 

 

（委員） 

 教育普及のところで課題として、第二高校との取り組みを強化していくということで

すが、県内には他にもたくさん美術系コースを擁する学校や美術部、イラスト部のある

学校ありますので、熊本市内にある第二高校とだけ連携を密にしていくことは県立美術

館としては連携のしやすさがあると思いますが、普及ということを目的にするならば他

のコースのある学校だけでなく、様々な学校に声をかけていただけないかと思います。

特に熊本市外の学校というのは美術館に行く機会もなかなかありませんので、自分が取

り組んだ作品がもし美術館に展示されるということであれば、来館するきっかけになる
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かと思います。 

 現在、GIGA スクール構想の関係で小中高すべての児童生徒に一人一台の端末が渡さ

れている状況です。県立美術館のホームページでも動画や収蔵品の閲覧ができるという

システムを作っていらっしゃるのは、教員としても非常に助かります。授業でネットを

介して動画を見せたり、画像を見せたりすることがあるので、本物を見るというのが一

番いいとは思いますが、来館するきっかけになるとは思います。県立美術館のホームペ

ージの充実はぜひお願いします。 

 県立美術館ではいろんな教育普及関係の活動をされていますけど、単発でその案内文

書が学校に送られてくるので一つの文書にまとめていただくとありがたいです。例えば、

授業での県立美術館の活用方法とか、教員向けに県立美術館ではこういうことができま

すよという案内とか、スクールミュージアムやバスや授業や生徒向けのワークショップ、

インターンシップなどすべてまとめていただくと、それを各小中高の教員が見た時に、

こういうことを県立美術館はやっているのだと気づくと思います。 

 ここ数年、県立美術館が非常に大きく変わって、広報や魅力的な取り組みをされてい

るので、来館者はすごくその点を感じていると思います。来館者がさらに増えればとい

うところなので、これまで県立美術館に行ったことがない方に来ていただくことが県立

美術館の課題でもあり、私ども美術教育を行う側の教員の課題でもあるかなと思います。 

 県立美術館から様々な企画展のポスターやチラシが学校に届きますが、その枚数とい

うのはどうやって決めていらっしゃるのかなと思います。ポスターは校内に貼りますが、

チラシは各教室に貼るだけだと余ってしまうし、両面刷りなので両面で貼ると枚数が足

りません。学校現場には他にもものすごい量の掲示物が配られるので、教室にその全て

を貼れないというのが現状です。全生徒に配る分にしては全然足らない。例えば、県立

美術館のホームページに美術展のチラシを PDFで載せてありますが、これを校内ネット

ワークで全生徒に配信することに著作権等の問題がなければ、そういう方法で配布でき

たらとも思います。チラシは良い紙を使って予算をかけて作ってあるので、たまにチラ

シが余ったりしてもったいないなと思います。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。まだご発言いただいていない委員の先生方で何かございま

したら。 

 

（委員） 

 時間がない中申し訳ありません。6点ほどございますけれども、まず最初の方のミュ

ージアムバス、これは一か所だけ、水害後ということで人吉の方から仕立てられていら

していたと思いますが、学校で取り組むとなると非常に難しいかもしれませんが、PTA

では学校行事として何かしなきゃとかなり悩むんですよね。活動で子どもたちをどこか

に連れて行くという。そういった時にこれをうまく利用できるような、そうした PR を

していただければと思いました。 

 あと、博物館は今年の夏休みもすごく来場者があって。そういった時に子どもが来る
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時期にこの美術館でもそこからの流れを作るようなコラボをして、夏休みだからアニメ

ーションをやろうかなとか、コスプレをやろうかなとか、そういった共同して春夏秋冬、

博物館や分館がどういったことをやるかという、コラボでの人の流れを作ると良いので

はと思いました。 

 劇場の方ではバックヤードツアーというのをやっておりまして、アーティストだけで

はなくてアーティストを支える側の学芸員になりたいであるとか、施設管理をやりたい

とか、建築をつくりたいとか、そういった仕事としての劇場の在り方を見せるようなツ

アーが非常に好評でして、美術館でも絵を見せるだけじゃなくて修復をする人たちの仕

事であるとか、学芸員はどうやったらなれるのかとか、そういったことを経験させるこ

とで１０年後の美術を支えるプロを育てるようなことができるんじゃないかなと。 

 あと、ホワイエコンサートというのをやっていまして、県立劇場を借りると何百人も

集めないといけないし何十万というお金がかかるけど、入口のロビーを３万とか４万と

かで貸し出すと、４、５０人のコンサートで発表会をされる方がかなり増えてきました。

美術館でもスペースの一部を、いくらで、この広さで、何日間でということが分かりや

すく県民に知らしめていただけると、絵の発表会を公民館ではなくて県立美術館でやれ

るとなるとステータスが違うので、そういったことをやれればと思いました。 

 福岡ですとアンパンマンミュージアムというのができたことで、人の流れがものすご

く変わってきていて、熊本にもくまモンがいますので、美術館の一部をたとえば常設の

くまモンミュージアムという風にすることによって、県外や海外からのお客様が来られ

るでしょうから、それが結果的にこういった界隈の美術館に興味を持ってくださる方の

客寄せになればいいので、何かしらくまモンミュージアム的なものの一部をここに持っ

てくることができないかなと思いました。 

 最後に YouTubeの数が先ほど１１名増えたというのは非常に残念だなと思って。これ

だけのことをなさっていて、なぜ１１名なんだろうと。今はみな端末をもっていますの

で、そういったことを知らしめることが足りていないんじゃないかなと。SNSやインス

タというのは若い人たちが定期的にちょくちょくやらないと段々離れていくので、専門

のスタッフを一人決められてらっしゃるのか、取り組み方を変えていった方が、これだ

け準備されていて申し訳ないなと思いました。 

 

（会長） 

 ご意見いただきましてありがとうございます。 

 

（委員） 

 なかなか来館される方が少ないということで、基本理念の中に豊かな感性をはぐくみ

多様な人々が集い交流する美術館をめざすと書いております。そういった中でミュージ

アムバス構想をやっても応募する学校が少ないという話でありました。逆に小中学校の

教育旅行として利用していただくようになるためにどうするかというところでは、熊本

地震からの震災ミュージアム構想というのが、今進められておりまして、来年の夏に南

阿蘇村の東海大学の拠点が完成するということで、今後回廊型のミュージアム構想を計
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画されていくと思います。そういった中で小学校の教育旅行、こういったものにいろん

なアプローチがされていくと思います。ミュージアムだけをまわっていくということで、

記憶の伝承というか、何か所も回る必要はないと思います。地理的な部分で南阿蘇村と

二の丸と大分離れていますので、たとえば県庁の防災センターの中にもミュージアムが

できます。県庁の中で勉強されて、熊本城に来てお弁当を食べて美術館を利用するとか、

そういった様々な取り組みの中での教育旅行のコースとして、低学年の人には南阿蘇の

方に行って、高学年になればこちらの方で勉強してもらうとか、いろんなやり方を県の

担当課の方がやっていかれると思いますので、そちらの方に是非アプローチをかけてい

ただければと思います。 

 

（委員） 

 来館者満足度の向上でいろいろサービスをされている中で、カフェの経営について私

も何も存じ上げないもので、前回刀剣乱舞のコラボの時にメニュー開発とかそういった

こともされて、先ほども拝見してきましたけども、カフェがひとつの美術館の魅力とし

てもっとアピールしていいのかなと、これからもっとカフェとの連携を大いにやってい

ただければと思いました。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。それでは先生方からご意見頂戴いたしました。これにて議

事は終了いたしましたので、事務局の方に司会をお返しいたします。 

 

（館長） 

 たくさんのご意見、本当にありがとうございました。ひとつひとつお答えをしたいと

ころですけど、時間の関係もございますので。それぞれの時代にあわせた美術館を目指

していきたいと思っておりますし、子どもたちとの色々な繋ぎ、連携、周知につきまし

ては、先生方のご協力をいただきながらしっかりと進めていきたいと思っております。

また、県立劇場での取り組みなどにつきましては、参考になるご意見もいただきました

ので、全てはできないかと思いますけれど、できるところからしっかり取り組んで参り

たいと思っております。カフェとのコラボですとか、震災ミュージアムの構想の中での

ツアーの話ですとか、美術館だけでは発想ができないような、それぞれの分野からたく

さんご助言、ご意見を賜りましたので、ご意見をしっかり受け止めて進めてまいりたい

と思います。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。本日は本当にありがとうご

ざいました。 


