茨城県近代美術館

2020(令和２)年２月 19 日

企画展プレスリリース
平素より当館の事業にご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございます。
標記の件につきまして，本書のとおりご案内いたします。
１ 展覧会名 「名画を読み解く―珠玉の東京富士美術館コレクション」
２ 会

期 2020(令和２)年２月 20 日(木)～４月 12 日(日)
休館日：３月30日(月),４月６日(月) ※水戸の梅まつり期間中は無休

３ 展覧会概要（資料２～６ページ参照）
1983 年に東京・八王子に開館した東京富士美術館。同館所蔵品の中でも，ルネサンスから現代までカ
バーする西洋絵画のコレクションは国内有数の質を誇り，まさに「珠玉」と呼ぶにふさわしいものです。
本展は，同コレクションより厳選した 83 点により，鑑賞のポイントを押さえながら作品をわかりやす
くご紹介する西洋絵画入門的な展覧会となります。第１部では，近代以前の伝統的な絵画を見る上で重
要な，
「歴史画」
「肖像画」
「風俗画」
「風景画」
「静物画」といった描かれた内容にもとづく絵画の「ジャ
ンル」ごとに，絵画を「読み解く」ための視点や見所とともに作品をご覧いただきます。第２部では，
19 世紀以降，それまでの西洋絵画の世界において極めて重要だった「ジャンル」が存在感を失っていく
中，華々しく展開していく近代絵画の名作を紹介します。
この機会に是非，珠玉の名画にじっくりと向かい合い，西洋絵画の奥深い世界をご堪能いただければ
と思います。
４ 主な出品作品（資料７ページ参照）
１

２

１

１ アントニー・ヴァン・ダイク《ベッドフォード伯爵夫人 アン・カーの肖像》1639 年
２ クロード・モネ《睡蓮》1908 年

所蔵は全て東京富士美術館 ©東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

５ イベント
詳細については資料５ページを参照してください。
《問い合わせ先》茨城県近代美術館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 666-1
Tel:029-243-5111 ／ Fax:029-243-9992 ／ E-mail: fukyu-pub@modernart.museum.ibk.ed.jp
担当学芸員：美術課 澤渡 ／ 広報担当：企画普及課 河野 ／ イベント担当：企画普及課 磯
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１

展覧会名
「名画を読み解く―珠玉の東京富士美術館コレクション」

２

主催等
主

催：茨城県近代美術館

後

援：水戸市／ＮＨＫ水戸放送局／朝日新聞水戸総局／茨城新聞社／産経新聞社水戸支局／
東京新聞水戸支局／日本経済新聞社水戸支局／毎日新聞水戸支局／読売新聞水戸支局

３

協

賛：茨城交通株式会社，株式会社常陽銀行，光村印刷

協

力：ヤマトグローバルロジスティクスジャパン

会期
2020(令和２)年２月 20 日(木)～４月 12 日(日)
休 館 日：３月30日(月),４月６日(月)

51 日間

※水戸の梅まつり期間中は無休

開館時間：午前９時30分～午後５時(入場は午後４時30分まで)
４

会場
茨城県近代美術館

５

入館料
一般 1,100(1,000)円，満 70 歳以上 550(500)円，高大生 870(730)円，小中生 490(370)円
※( )内は 20 名以上の団体料金

※障害者手帳等をご持参の方は無料

※土曜日は高校生以下無料（春季休業期間は除く）
６

※３月７日(土)は満 70 歳以上の方は無料

展覧会概要
1983 年に東京・八王子に開館した東京富士美術館。同館所蔵品の中でも，ルネサンスから現代までカ
バーする西洋絵画のコレクションは国内有数の質を誇り，まさに「珠玉」と呼ぶにふさわしいものです。
本展は，同コレクションより厳選した 83 点により，鑑賞のポイントを押さえながら作品をわかりやす
くご紹介する西洋絵画入門的な展覧会となります。第１部では，近代以前の伝統的な絵画を見る上で重
要な，
「歴史画」
「肖像画」
「風俗画」
「風景画」
「静物画」といった描かれた内容にもとづく絵画の「ジャ
ンル」ごとに，絵画を「読み解く」ための視点や見所とともに作品をご覧いただきます。第２部では，
19 世紀以降，それまでの西洋絵画の世界において極めて重要だった「ジャンル」が存在感を失っていく
中，華々しく展開していく近代絵画の名作を紹介します。
この機会に是非，珠玉の名画にじっくりと向かい合い，西洋絵画の奥深い世界をご堪能いただければ
と思います。

（400 文字）

【広報文１】(約 30 字)
東京富士美術館の西洋絵画コレクションより珠玉の名画 83 点を紹介。（31 字）
東京富士美術館コレクションより厳選した珠玉の名画 83 点を紹介。（30 字）
西洋絵画は楽しい―東京富士美術館所蔵の名画を読み解き，とことん味わい尽くす。
（38 字）
【広報文２】(約 60 字)
東京富士美術館の西洋絵画コレクションから厳選した 83 点により，ルネサンスから 20 世紀までの絵
画の“見方”や“読み解き方”を紹介する展覧会。（67 字）
【広報文３】(約 130 字)
日本でも有数の質の高さを誇る東京富士美術館の西洋絵画コレクションにより，ルネサンスから 20
世紀までの西洋絵画の“見方”や“読み解き方”を紹介する展覧会です。絵画をより深く味わうため
2
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の「西洋絵画入門」として，見所や鑑賞のポイントをわかりやすくひもときながら，名画 83 点を展
覧します。（137 字）
７

東京富士美術館について
1983 年，東京富士美術館は「芸術は，民族や国境，宗教や習慣の違いを超えて，人々の心と心を結び
つける」という信念のもと，東京・八王子に開館しました。「世界を語る美術館」をモットーに，各国
の優れた芸術を新しい視点から紹介する展覧会を開催する一方で，洋の東西を問わず，絵画，版画，写
真，彫刻，陶磁，武具，刀剣など多岐にわたるジャンルの作品約 30,000 点を収蔵しています。とりわけ，
ルネサンスから近現代に至る西洋絵画コレクションは，国内でも屈指の充実ぶりといえます。

８

展示構成と主な展示作品
※出品リスト参照
★は広報画像提供可
第１部
１

絵画の「ジャンル」と「ランク付け」

歴史画：神話，物語，歴史を描く～絵画の最高位～
ベルナルド・ストロッツィ《アブドロミノに奪われた王位を返還するアレクサンドロス大王》
（c.1615-17）

２

★

肖像画：王侯貴族から市民階級へ～あるべき姿／あるがままの姿～
アントニー・ヴァン・ダイク《ベッドフォード伯爵夫人 アン・カーの肖像》（1639）

３

風俗画：市井の生活へのまなざし
ジョシュア・レノルズ《少女と犬》（c.1780）

４

★

★

風景画：「背景」から純粋な風景へ～自然と都市～
カナレット（ジョヴァンニ・アントニオ・カナル）
《ヴェネツィア，サン・マルコ広場》
（c.1732-33）
★

５

静物画：動かぬ生命，死せる自然
コルネリス・ファン・スペンドンク《花と果物のある静物》
（1804）

第２部

激動の近現代―「決まり事」の無い世界

１ 「物語」の変質
１－１

物語／現実

ピエール=オーギュスト・ルノワール《赤い服の女》
（c.1892）
１－２

幻想の世界へ

マルク・シャガール《曲馬》（1967）
２

造形の革新

２－１

光と色彩の饗宴

カミーユ・ピサロ《秋，朝，曇り，エラニー》（1900）
２－２

フォルムと空間

クロード・モネ《睡蓮》（1908）

★
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９

主な出品作家

※生没年順
作家名

生地

生年

―

没地

没年

ヴェネツィア

1518

―

ヴェネツィア

1594

アントウェルペン？（ベルギー）

1581/85

―

ハールレム（オランダ）

1666

アントウェルペン（ベルギー）

1599

―

ブラックフライアーズ（イギリス）

1641

フランソワ・ブーシェ

パリ

1703

―

パリ

1770

ジョシュア・レノルズ

プリンプトン（イギリス）

1723

―

ロンドン

1792

フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス

フェンデトードス（スペイン）

1746

―

ボルドー（フランス）

1828

エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン

パリ

1755

―

パリ

1842

ジョセフ・マラード・ウィリアム・ターナー

ロンドン

1775

―

ロンドン

1851

サン=モーリス（フランス）

1798

―

パリ

1863

グリュシー（フランス）

1814

―

バルビゾン（フランス）

1875

オルナン（フランス）

1819

― ラ・トゥール=ド=ペ（スイス）

1877

セント・トーマス島（アメリカ領）

1830

―

パリ

1903

パリ

1839

―

モレ=シュル=ロワン（フランス）

1899

エクス=アン=プロヴァンス（フランス）

1839

―

エクス=アン=プロヴァンス（フランス）

1906

パリ

1840

―

ジヴェルニー（フランス）

1926

リモージュ（フランス）

1841

― カーニュ=シュル=メール（フランス）

1919

パリ

1848

― マルキーズ諸島（フランス領）

1903

フィンセント・ファン・ゴッホ

ズンデルト（オランダ）

1853

―

オーヴェール=シュル=オワーズ（フランス）

1890

アメデオ・モディリアーニ

リヴォルノ（イタリア）

1884

―

パリ

1920

ヴィテブスク（ベラルーシ）

1887

―

サン=ポール=ド=ヴァンス（フランス）

1895

ジョルジオ・デ・キリコ

ヴォロス（ギリシア）

1888

―

ローマ

1978

ルネ・マグリット

レシーヌ（ベルギー）

1898

―

ブリュッセル

1967

ティントレット（ヤーコポ・ロブスティ）
フランス・ハルス
アントニー・ヴァン・ダイク

ウジェーヌ・ドラクロワ
ジャン=フランソワ・ミレー
ギュスターヴ・クールベ
カミーユ・ピサロ
アルフレッド・シスレー
ポール・セザンヌ
クロード・モネ
ピエール=オーギュスト・ルノワール
ポール・ゴーガン

マルク・シャガール
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見どころなど
(1) いつもと視点を変えて
美術館で西洋絵画作品を紹介する際には，通常，ルネサンス，バロック，ロココ，新古典主義，ロマ
ン主義……と，時代順，様式別に展示していきますが，この展覧会では，そのようなオーソドックスな
方法から少し離れて，別の視点から西洋絵画をひもといていきます。全体を大きく二部構成とし，第 1
部では美術史の流れや展開を追うかわりに，近代以前の伝統的な絵画を「歴史画」「肖像画」「風俗画」
「風景画」
「静物画」という「ジャンル」ごとのグループに分けて展示します。まず，ルネサンス以降西
洋絵画の本流・王道であり，最も格式が高いとされた「歴史画」のセクションでは，アレクサンドロス
大王やダヴィデ王など歴史上の人物にまつわる物語をとりあげた作品や，女神ヴィーナスを描いた神話
画などを「読み解き」のポイントとあわせて，わかりやすくご紹介します。王侯貴族や豊かな市民を描
いた「肖像画」では，ハルスやヴァン・ダイクといった肖像画の名手として名を馳せた画家による，モ
デルの外見・内面の両方に卓抜した表現を見せる肖像画の数々をご覧いただきます。人々の生活を描く
「風俗画」，川や山といった自然や都市の景観を描いた「風景画」，花や果物，器など身の回りの物を描
く「静物画」は現代の私たちにとっても身近なジャンルで，より親しみを感じていただけるでしょう。
(2) 華麗なる“オールド・マスター”の競演
第１部には，通常「近代」と名の付く美術館には並ばないような時代の絵画，18 世紀以前の巨匠たち
4
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＝オールド・マスターの名画が勢揃いします。
「近代美術館」が多い日本においては，これだけの質・量
に恵まれた西洋絵画コレクションは極めて稀であり，今回は 16～18 世紀の名画をまとめて鑑賞するまた
とない機会となります。
(3) 近現代の名画をたっぷりと
第２部では，19 世紀半ばに花開いた近代絵画（モダンアート）の諸相を，
「何を」
「どう」描いたかと
いう主題やテーマなどの「内容」と，色彩や空間表現といった「造形」の両面から読み解きます。まず
は，ミレーやクールベ，ルノワールなど，歴史や神話，物語といった非現実的な世界ではなく，同時代
の社会や生活などに目を向けて描いた画家の作品をご覧いただきます。そして，光の変化をとらえよう
と色彩の明るさを追究したピサロやシスレーなど印象派の画家や，印象派を乗り越えようと構築的なフ
ォルムと空間を追究していくセザンヌといった「近代美術館」になじみ深い画家の作品も，本展の大き
な見所です。また，近代的な合理精神に反発し，目に見える世界の奥にある神秘や，意識下や幻想の世
界に向かったデ・キリコやマグリットといった画家の作品は，現代においても新鮮さを失わず，尽きせ
ぬ興味を呼び起こしてくれます。
(4) モネの睡蓮も来ます！
根強い人気を誇る印象派。中でも「モネの睡蓮」は印象派の代名詞ともいえる存在です。本展には，
東京富士美術館が所蔵する印象派絵画の中で大きな存在感を放つ，モネの《睡蓮》が出品されます。後
の抽象絵画を予告するような，モネ特有の筆遣いや色彩の微妙な変化，水面を切り取るような空間の表
現などに是非ご注目ください。
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関連イベント

(1) ベビー・キッズ わくわく鑑賞会 ※定員 に 達 し た た め ,申 込 受 付 を 終 了 し ま し た 。
日時：２月 23 日（日・祝）①午前 10 時 15 分～11 時 30 分／②午後１時 15 分～午後 2 時 30 分
会場：企画展示室
対象：①０歳～年中児／②年長児～小学生
定員：各回 10 組（30 名程度） ※小学生以上は要企画展チケット
申込：事前申込（来館・E メール）
講師：冨田めぐみ（NPO 法人赤ちゃんからのアートフレンドシップ協会代表理事）
お子さんと一緒に，ゆっくり展覧会を鑑賞しましょう。五感をフル活用して作品や美術館の空
間をお楽しみください。
(2) 学芸員によるギャラリートーク―西洋絵画入門
日時：３月１日（日），３月７日（土） 午後２時～
会場：企画展示室
定員：なし（申込不要，要企画展チケット）
講師：澤渡麻里（当館主任学芸員）
３月１日は展覧会の前半，３月７日は後半を中心に解説します。
(3) ビジネスパーソン，社会人のための美術講座
日時：３月８日（日）午後２時～
会場：地階講堂
5
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定員：250 名（参加無料）
申込：事前申込（E メール）
講師：澤渡麻里（当館主任学芸員）
グローバル化の時代に欠かせない西洋美術の教養を高めると同時に，仕事やビジネスにおいて重要
な，既成概念にとらわれない柔軟な思考やひらめきなど，芸術鑑賞をとおして感性を磨くための美術講
座です。
(4) 講演会「名画を旅する一時間」
日時：３月 14 日(土)午後２時～
会場：地階講堂
定員：250 名（参加無料）
申込：事前申込（来館・往復ハガキ・E メール）
講師：五木田聡（ごきたあきら）（東京富士美術館館長）
東京富士美術館館長に，同館所蔵の西洋絵画コレクションの魅力や見所をたっぷりお話いただきま
す。
【イベント申込方法】
＜ベビー・キッズ

わくわく鑑賞会＞

・来館
美術館の総合受付にある参加申込書に記入。
・Ｅメール
件名に「ベビー・キッズ」と明記の上，本文に，1.参加する保護者氏名と続柄（父・母・祖父母など） 2.住
所 3.電話番号 4.参加する時間（①か②） 5.お子さんの名前（年齢，月齢） 6.合計参加人数 を記
載し，fujibievent1@modernart.museum.ibk.ed.jp （申込専用アドレス）まで送信してください。
必ずパソコンからのメール（当館からの返信）を受信できるアドレスからお申し込み下さい。
＜講演会・美術講座＞ ※美術講座はＥメールのみ
・来館 （講演会のみ）
美術館の総合受付にある参加申込書に記入。
・Ｅメール
件名に「東京富士美術館コレクション 講演会」もしくは「東京富士美術館コレクション 美術講座」のいず
れかを明記の上，本文に，希望者全員（１件につき４名まで）の ①氏名②住所③年齢④電話番号 を記載し，
講演会：fujibievent2@modernart.museum.ibk.ed.jp
美術講座：fujibievent3@modernart.museum.ibk.ed.jp
（申込専用アドレス）まで送信してください。必ずパソコンからのメール（当館からの返信）を受信できるアドレス
からお申し込み下さい。
・往復はがき（講演会のみ）
往信面に希望者全員（１件につき４名まで）の ①氏名②住所③年齢④電話番号 を記入し，返信用宛名面に
氏名･住所を記載の上，当館「東京富士美術館コレクション 講演会係」にお送りください。
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問い合せ先
茨城県近代美術館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 666-1
Tel:029-243-5111
Fax:029-243-9992 E-mail:fukyu-pub@modernart.museum.ibk.ed.jp
担当学芸員：美術課 澤渡 ／ 広報担当：企画普及課 河野 ／ イベント担当：企画普及課
6

磯

企画展プレスリリース「憧れの欧米への旅―竹久夢二展」
企画展プレスリリース「名画を読み解く―珠玉の東京富士美術館コレクション」

出品作品図版
１

ベルナルド・ストロッツィ《アブドロミノに奪われた王位を返還するアレクサンドロス大王》
1615-17 年頃

２

アントニー・ヴァン・ダイク《ベッドフォード伯爵夫人 アン・カーの肖像》1639 年

３

ジョシュア・レノルズ《少女と犬》1780 年頃

４

カナレット（ジョヴァンニ・アントニオ・カナル）
《ヴェネツィア，サン・マルコ広場》1732-33 年頃

５

コルネリス・ファン・スペンドンク《花と果物のある静物》1804 年

６

ピエール=オーギュスト・ルノワール《赤い服の女》1892 年頃

７

クロード・モネ《睡蓮》1908 年

※１ このページに掲載された作品は，本展覧会の広報目的の場合にのみ掲載可能です。
※２ 画像掲載の際には，当館までご一報ください。
※３ 画像のトリミング，文字のせはお控えください。
※４ 以下のクレジット表記をお願いします。©東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom

１

４

３

２

５

６

7

７

