
2021年美術検定   １級オンライン試験問題 

＜選択問題＞ 

※問題 1～15 各 2 点

解答確認用（★が正答）



〈実践問題Ａ〉問題１～５ 

大学で学芸員課程を履修する絵美さんは、地方の文化行政に携わる父・博史さんと、博物
館法と展覧会の入場料について話をしています。以下の２人の会話を参照し、続くQ1～５
に答えてください。 

［２人の会話］ 

絵美　今日、授業で美術館や博物館の種類について学んだの。法律では「登録博物館」と「博
物館相当施設」と「博物館類似施設」の3種類があって、国立の美術館や博物館は「博物館相当
施設」なんだってね。なんだか変な感じがしちゃった。 

博史　博物館法①のことだね。この法律が定めているのは、おもに公立や私立の博物館なんだ
よ。戦後、人が自主的に学ぶための民主的な場を設ける必要性から、博物館法は教育に関する
法体系の中に位置づけられたんだ。だから第23条に「公立博物館は、入館料その他博物館資料
の利用に対する対価を徴収してはならない②」とされているんだ。 

絵美　でもどこもチケット買わないと入れないよ？ 今度となりのA市美術館で、フランスから
有名な作品が来る展覧会があるって聞いたけど、こういう展覧会ってとくに高い③よね。やっ
ぱり作品を持ってくるのには、航空運賃にすごくお金がかかるからよね。 

博史　そう、それも理由の1つにはある。航空運賃に加えて、作品の価値が高ければ、借用期間
にかける保険料も高額になってしまうんだよ。法律の文言にも「博物館の維持運営のためにや
むを得ない事情がある場合は」という但し書きがある。だから特別展は多少高くなっても、常
設展の値段はとても低く抑えるようにしているはずだよ。 

絵美　（スマートフォンでA市美術館のウェブサイトを検索して）あ、ホントだ。常設展は一
般250円、大学生200円だって。これは逆にちょっと安すぎる気もするわ。美術館でお金を払う
のは当たり前だと思うし、そもそも無料でないといけないっていう理由も、よくわからないし。 

博史　もちろんお金を払っても、たくさん良いものをみたいという人もいるだろうし、そうい
う博物館や美術館があってもいい。けれど公立の美術館や博物館は、そこを利用することが
「贅沢」ではなく、誰もが平等に学べる機会を目指して生まれたはずなんだ。 

絵美　でもこの間、東京国立博物館の常設展示の価格が上がったっていうニュースを見たよ。
あ、そうか。国立だから博物館法に強制力がないってこと？ 

博史　総合文化展のことだね。値上げができる理由としては、そういうことになる。けれどハ
ンバーガー1個が100円ほどで買えてしまうこのデフレの時代に、国が博物館の入館料を大幅値
上げするのは本当に正しい選択なのかな。

絵美　でも東博は最近テレビ番組ともコラボしているよね。その展示で子どもたちがすごく楽
しそうにしている様子をみたわ。だったら値段は安くても難しくて退屈な展示より、ちょっと
くらい高くてもみんなにとって面白い方が、子どもたちの教育には結果的にいいんじゃない？ 
どうせ子どもは入館無料だし、入館料が安すぎて混み合ってもいやだし。 

博史　うーん、上野に子どもたちだけで来ることはまずないから、保護者が連れてこられるか
どうか、つまり親の経済力によって、博物館を利用できる子とできない子の線引きをしてしま
うことにならないだろうか。そもそも国は税金で博物館を運営しているのだし、その費用は国
民全員がすでに負担しているよ。博物館法の大前提にある教育基本法第４条を知っているか
い？ 「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければなら
ず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と
いう一文は、格差が広がる今の時代にこそ、博物館に託された「公教育」の役割④としても大
きいと思うんだよ。 



問題1 

１） ⓐ教育基本法 ― ⓑ社会教育法
２） ⓐ教育基本法 ― ⓑ公民館法
３） ⓐ社会教育法 ― ⓑ図書館法　★
４） ⓐ社会教育法 ― ⓑ文化財保護法

問題2 

 

１） 公立博物館の資料は住民からもらったものである。それらをみるために対価を徴収するこ
とは倫理に反するから。

２） 公立博物館の活動は公教育の1つに位置づけられており、その運営は税金で行うことが原
則である。ゆえに貧富の差によって博物館の利用が阻まれてはいけないから。　★

３） 公立博物館の活動は、住民が要請して決めているものである。対価を徴収すると首長の支
持率が下がるから。 

４） 公立博物館は、子どもたちが学校の授業で使うために作られたものである。対価を徴収す
ると授業で使えなくなるから。

問題3 
 
 
 

１） 海外から作品を借りる展覧会は、教養や知識がなければ理解できないため、入館できる人
を絞った方が良いから、入館料が割高にされている。

２） 海外から作品を借りる展覧会を開くためには、作品にかける保険料が高額になることが多
く、経費がふくらんでしまう傾向にあり、入館料が割高にされている。　★

３） 海外から作品を借りる展覧会は、博物館の事業に入っていないので、各美術館が自由に入
館料を設定してできるだけ儲けたいと思うから、入館料が割高にされている。

４） 海外から作品を借りる展覧会は、マスコミ主催の巡回展が多く、企画の委託料や分担金が
発生するため、経費がふくらんでしまうから、入場料が割高にされている。

 下線部①の博物館法の制定を具体的に示す法律ⓐの名称はなんですか。また、その同じ条文で、
博物館法と並んで定めるとされた法律ⓑの名称はなんでしょう。ⓐⓑの組み合わせとして、正
しいものを以下より選んでください。 

絵美さんは下線部③の根拠として、作品搬送のための高額な航空運賃を挙げています。一方、
博史さんが考えるそのほかの理由として、ふさわしいものを選んでください。 

下線部②の規程がある理由について、博史さんの考えとして、最もふさわしいものはどれですか。

問題4 
 
 

１） 絵美さんは、海外から作品を借りたり、テレビ番組とコラボしたりする面白い展覧会は高
い入館料を設定するのが当たり前だと思うが、博史さんは、お金のかかる展覧会は公立博物館で
は開催しない方が良いと思っている。

２） 絵美さんは、入館料が高い展覧会は混み合わなくてよいと思うが、博史さんは、子どもか
らも入館料を徴収して騒がしくない博物館を目指すべきだと思っている。 

３） 絵美さんは、入館料を面白い展示に対する対価だと考えているが、博史さんは、公的な社
会教育の機会は税金で賄うことが妥当だと思っている。★

４） 絵美さんは、すべての博物館が常設展示の値段をもっと高くして稼ぐべきだと思うが、博
史さんは、値上げして良いのは博物館相当施設の国立館だけだと思っている。

問題5 
 
 
 
 
 
 
 
 

１） Ａ・エ
２） Ｂ・ア
３） Ｃ・イ
４） Ｄ・ウ　★
５） Ａ・ウ
６） Ｃ・エ

博物館の入館料について、絵美さんと博史さんの考え方には根本的な違いがあるようです。そ
れぞれの考え方の組み合わせとして、最も適切なものはどれでしょう。 

以下に挙げた博物館の役割（Ａ～Ｄ）と昨今の美術館の状況（ア～エ）について、下線部④と
博史さんがその妨げになりかねないと考える状況に、最も関係が深い組み合わせはどれでしょ
う。 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ａ　展示公開や教育普及を通じ、人々と新しい価値創造をする場であること 
Ｂ　市民に開かれた、社会・文化活動の場であること 
Ｃ　作品の調査・収集・保存・公開の機能を通じて地域に開いた学びの場であること 
Ｄ　すべての国民に教育の機会均等を保障する場であること 

ア リニューアルに伴う長期休館施設の増加
イ オンラインによる美術館活動の増加
ウ 公的な博物館・美術館の入館料の高額化
エ 海外から借用した作品による展覧会の減少
--------------------------------------------------------------------------------------------------



〈実践問題Ｂ〉問題６～10 

［資料1］は「エコロジー」をテーマとする展覧会のステートメント、［資料
2］は2015年の国連総会で採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」の説
明です。資料を読み、続くQ6～10に答えてください。 

［資料1］ 
「エコロジー」とは、人間を含む全ての生物をひとつの大きなシステムのなかに位置づ
ける「生態学」を指す言葉として、19世紀後半に誕生したものです。この頃すでに酸
性雨など工業化による環境への影響が指摘されていたものの、今日、一般にエコロジー
が意味する「環境保全」に対して社会の関心が高まるのは、1960年代になってからの
ことです。 
美術の分野では、1960年代の終わりから、自然のなかへと制作活動の領域を広げる
「アースワーク」①の動きが欧米を中心に起こります。学生運動や市民運動が盛んに
なった70年代には、ドイツのアーティスト、ヨーゼフ・ボイスが「緑の党」の創設に
関わり、（　　　　②　　　　）プロジェクトを行うなど、政治、経済を含めた視野か
ら人間の自由と創造の営みのためのエコロジーを訴えました。80～90年代には、経済
のグローバリゼーションが進むなか、環境問題への世界的な取り組みがはじまり、美術
においても、自然と人間を取り巻くあらゆる環境について、21世紀を見据えた様々な
考察③が重ねられます。 

「エコ&アート―アートを通して地球環境を考える―近くから遠くへ」 
フライヤーステートメントより　2009　群馬県立館林美術館 

［資料2］ 
持続可能な開発目標（SDGs）とは、すべての人々にとってよりよい、より持続可能な
未来を築くための青写真です。貧困や不平等、気候変動、繁栄、（　　　　
④　　　　）など、私たちが直面するグローバルな諸課題の解決を目指します。 
SDGsの目標は相互に関連しています。誰一人置き去りにしないために、2030年までに
各目標・ターゲットを達成することが重要です。 

SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは？　国際連合広報センター 
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/31737/ 

問題6 
 
 

１） ベトナム戦争の泥沼化により厭戦気分が広まった。　★

２） 神秘的なジャポニスムの思想が再流行した。

３） 美術の世界でもマルチカルチュラリズムが注目された。

４） 中東情勢が悪化し世界的オイル・ショックが起きた。

問題7 
 

１） ドイツ国会議事堂を梱包する
２） 草原を歩行で往還し残した道筋を写真に記録する
３） 7000本の樫の木を植える　★
４） 汚染された沼にらせん形の突堤を造成する

問題8 
 
 

１） 文化庁が京都に移転し、その機能の一部に環境問題が取り込まれた。

２） 地域アートと称されることもあるアートプロジェクトが東北地方、能登半島など
で開催された。　★

３） 文化芸術基本法が制定され、文化面においても環境問題を取り上げることがうた
われた。

４） オリンピック/パラリンピックの東京招致により、環境問題がクローズアップさ
れた。

［資料１］の下線部①の動向が隆盛した時代背景の１つとして、最も適切なものは次
のうちどれでしょう。 

［資料1］の空欄②にあてはまるボイスの実践として、ふさわしいものはどれでしょう。 

［資料1］の下線部③に関連する近年の国内動向として最も適切なものは、次のうちど
れでしょう。 



問題9 
 
 

１） 情報格差、先端技術
２） 宇宙開発、人工知能
３） 環境劣化、平和と公正　★
４） 科学振興、経済成長

問題10 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

１） Ａ・Ｃ
２） Ｂ・Ｄ
３） Ｃ・Ｅ
４） Ｄ・Ｆ　★
５） Ｅ・Ａ
６） Ｆ・Ｂ

［資料2］の空欄④には、［資料1］に言及されている作家たちが課題として意識した
語句が入ります。以下のうちどの組み合わせが最も適切でしょう。 

現在、文化芸術の分野では多様な挑戦が行われています。以下のＡ～Ｆのうち、広義
のエコロジーの観点から実施された、最も適切な組み合わせを選んでください。 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ａ　過去に植民地から不法に収奪された文化財の返還推進の議論。 
Ｂ　ASEAN諸国の歴史的文化遺産のデジタル・アーカイヴ化と公開。 
Ｃ　紛争地域や被災地で制作した作品をSNSで拡散するプロジェクトの実施。 
Ｄ　災害をテーマに包含した展覧会とシンポジウムなどによる長期的・複合的なアー 
ト・プロジェクトの実施。

Ｅ　歴史上重要な美術品の「世界遺産」指定への推進運動。 
Ｆ　リサイクル・リユースのシステムを包含するアート・プロジェクトの継続的実施。 



〈実践問題Ｃ〉問題11～15 

最近のコロナ禍をめぐる美術館の状況について、山口さんと佐藤さんが話して
います。2人の会話を読んで、続くQ11～15に答えてください。 

［資料１：２人の会話］ 
山口　最近はコロナウイルスの感染拡大の影響で、多くの美術館が長期休館を余儀なく
されているね。こうも長く休館が続くと、経営危機に瀕する美術館もあるんじゃない
の？ 
佐藤　うん、だからクラウドファンディングで運営資金を募る美術館も出てきているん
だ。例えば、（　　①　　）がそうだよ。 
山口　国内初の西洋美術専門の老舗じゃないか。安定した観客動員を誇ってきた館だけ
に、長期休館は痛手だったんだろうね。 
佐藤　すぐ目標額に達したらしい。あと、山種美術館とワタリウム美術館もやってたな。 
山口　２館とも成功したんでしょう？ 
佐藤　そう聞いた。特にワタリウム美術館は（　　　　　　②　　　　　　　）、熱心
なリピーターやファンが支援してくれたらしい。 
山口　それはよかった。やはり、ポリシーのある活動方針は重要だよね。でも、このコ
ロナ禍は日本だけの話じゃないから、海外でも経営の厳しい館は多いだろうね。
佐藤　聞くところによると、（　　　　③　　　　）がコレクションの売却を検討して
いるとか。 
山口　え、あの世界屈指の大美術館が。でもアメリカって、資金調達のための作品売却
は禁止されていなかった④？ 
佐藤　美術館理事会が、パンデミック下の特例措置として声明を発表したらしいよ。 
アメリカの美術館の成り立ちを考えると、もともとの禁止理由も納得する。その理由が、
2018年に日本の「リーディングミュージアム構想」で批判された点とは違うのが興味深
いよね。
山口　そういえば、かつてエルミタージュ美術館が外貨獲得のために200点以上のコレク
ションを売却し、ルネサンスやバロックの巨匠作品をはじめ、多くの貴重な美術品が国
外に流出したことがある⑤。そんなことにならないことを祈るよ。 

［資料２：2019-20年　入場者数の多い美術館トップ９（米国）］ 

Visitor	Figures	2019,	2020,	The	Art	Newspaper,	2020/2021 	
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Ａ Ｂ 

Ｄ Ｃ 

［資料3：作品］ 

《ヴィーナスの誕生　あるいはネプチューンと 
アンフィトリテの勝利》
フィラデルフィア美術館 《アルバの聖母》 

ナショナル・ギャラリー、ワシントン

《聖ペテロの否認》 
ナショナル・ギャラリー、ワシントン

《鏡を見るヴィーナス》 
ナショナル・ギャラリー、ワシントン

ゴヤ《聖ペテロの否認》 ティツィアーノ
《鏡を見るヴィーナス》

プッサン《ヴィーナスの誕生　あるいは 
ネプチューンとアンフィトリテの勝利》 ラファエロ《アルバの聖母》

問題11 
 

１） 大原美術館　★
２） SOMPO美術館
３） アーティゾン美術館
４） ポーラ美術館

問題12 
 
 
 

１） 国宝や重要文化財を多く所蔵する美術館であり、観光スポットとしても知名度
が高いから

２） もともとオンラインでの美術館活動も活発に展開していて、SNSでファンディ
ングのことがまたたくまに広がって

３） 新しい価値観を紹介する展覧会やアート旅行企画のような独自の美術館活動を
継続していたから　★

４） コレクションをパッケージ化して、全国で展覧会を開催するなど普及に努めて
いたため

問題13 

 
 
 

１） グッゲンハイム美術館
２） ナショナル・ギャラリー、ワシントン
３） メトロポリタン美術館　★
４） ニューヨーク近代美術館

［資料1］の空欄①に該当する美術館はどこですか。 

［資料1］の空欄②にあてはまる文として、最もふさわしいものはどれですか。前後の
文を参照して選んでください。 

［資料1］の空欄③にあてはまる美術館はどこですか。［資料２］も参照して選んでく
ださい。 



問題14 

 
 

１） 価値の高い美術品は、投機対象として扱われ、海外に流出するおそれがあるから。

２） 質の高い作品を富裕層の個人が購入し、一般公開の機会を失い、市民教育の機会
を喪失するおそれがあるから。

３） 美術館の体系的なコレクション形成と良好な状態で次世代に引き継ぐ美術館の原
則を阻害するおそれがあるから。

４） 美術館がむやみに作品売却することは、美術館と作品寄贈者、社会との関係を根
本的に害するものだから。　★

問題15 
 
 
 
 

１） Ａ ー レーニンの新経済政策により、体制に合わない芸術は排除された

２） Ｂ ー ペレストロイカにより、文化面でも西側への門戸開放を積極的に行った

３） Ｃ ー スターリンによる5カ年計画の失敗により、外貨獲得が急務となった　★

４） Ｄ ー 1929年に起きた世界恐慌の打撃により、国庫に外貨補充が必要だった

［資料1］の下線部④について、作品売却が禁止されている理由として、最もふさわし
いものを選んでください。 

［資料1］の下線部⑤について、当時アメリカに渡った作品のうち、17世紀のフランス
美術アカデミーの規範となった画家の作品と、売却の背景との組み合わせとしてふさ
わしいものはどれですか。作品は［資料3］を参照してください。
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