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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 「憧れの欧米への旅 竹久夢二展」 
 

２ 会  期 2019(令和元)年９月７日(土)～10月 27日(日) 

休館日：9月9日(月),24日(火),10月15日(火),21日(月)のみ 
 

３ 展覧会概要（資料２～５ページ参照） 

“夢二式美人”と称される抒情的な女性像を描き，大正時代に一世を風靡した竹久夢二（1884-1934）。

その仕事は多岐にわたり，絵画のほかに詩や童謡の創作，封筒や便箋などのデザイン，書籍の装幀や楽譜

の表紙絵なども手がけ，印刷媒体を通して夢二の作品世界は大正期の人々の生活に広く浸透しました。 

本展では，貴重な肉筆画を多数展示して“夢二式美人”をご堪能いただくほか，実際に販売されていた

絵葉書や封筒，書籍や楽譜，晩年の欧米旅行で描いたスケッチなどにより，幅広い夢二芸術の全貌をご紹

介します。 

 

４ 主な出品作品（資料６ページ参照） 
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５ オープニングイベントのご案内（資料４ページ参照）               

（１）日時：９月７日(土)9:10～9:30（受付８:40～） 

（２）会場：２階企画展示室入口前 

（３）定員：先着 50名様 ＊要申込（来館，往復はがき，メール，申込方法の詳細は５ページ参照） 

      ※定員に達したため，申し込みを締め切りました。 

※その他イベントについては資料４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：企画普及課 吉田 ／ 広報担当：企画普及課 河野 ／ イベント担当：企画普及課 仲田 

企画展プレスリリース 「憧れの欧米への旅  竹久夢二展」 

１「化粧の秋」『婦人グラフ』1巻6号 大正13(1924)年／２「セノオ楽譜 夢見草」大正10(1921)年 

３「青い目の少女」昭和6～8(1931-33)年／４「舞妓舞扇」大正6(1917)年 
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１ 展覧会名 

  「憧れの欧米への旅 竹久夢二展」 

  
 

２ 主催等 

主  催：茨城県近代美術館 

 特別協力：竹久夢二文学館神戸文庫有限会社  

  企画協力：株式会社 ビー･シー･シー 

後  援：水戸市，東日本旅客鉄道株式会社 水戸支社，ＮＨＫ水戸放送局，朝日新聞社水戸総局，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，毎日新聞社水

戸支局，読売新聞水戸支局 
 

３ 会期 

2019(令和元)年９月７日(土)～10 月 27日(日)   47 日間 

休 館 日：９月９日(月),24日(火),10月15日(火),21日(月)のみ 

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 980(850)円，満 70歳以上 490(420)円，高大生 720(600)円，小中生 360(240)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     ※９月 15 日(日)～21 日(土)は満 70歳以上の方は無料 
 

６ 展覧会概要 

抒情的な美人を描き出し，大正時代に一世を風靡した竹久夢二（1884-1934）。その仕事は多岐にわた

り，絵画としては日本画，油彩画，水彩画，版画といったジャンルをまたいで制作したほか，詩や童謡も

創作し，封筒や絵葉書などのデザイン，本の装幀や楽譜の表紙絵なども手がけ，夢二の作品世界は人々の

生活に広く浸透しました。その洗練された色使いと斬新な構図からなる作品は現代においても色あせるこ

となく，書籍や日用品のデザインとなって愛されています。 

本展では，貴重な肉筆画を多数展示して“夢二式美人”をご堪能いただくほか，実際に販売されてい

た封筒など当時の人々の暮らしを彩ったデザインの数々，書籍や楽譜の装幀などにより，幅広い画業の全

貌をご紹介します。また，夢二が切望しながらも長く叶わず，人生初にして最後となった晩年の欧米旅行

にスポットを当て，旅行中に描いた異国の女性たち，ウィーンで制作された稀少な油彩画《扇をもつ女》

（1932-33）などの作品を特集展示します。                         （412 文字） 

 

【広報文１】(約 30 字) 

“夢二式美人”で大正時代に一世を風靡した竹久夢二の展覧会。 

【広報文２】(約 60 字) 

“夢二式美人”で大正時代に一世を風靡した竹久夢二。肉筆の美人画をはじめ，雑誌の挿絵や本の装幀，

海外でのスケッチ等，多彩な作品を紹介。 

【広報文３】(約 130 字) 

“夢二式美人”で知られる竹久夢二の作品は，肉筆画のほか雑誌の挿絵，本の装幀や楽譜の表紙絵，封

筒や絵葉書のデザインなど多岐にわたり，大正期の人々の生活に広く浸透しました。本展では，夢二の
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画業の全貌を紹介するとともに，晩年の欧米旅行で描いた貴重なスケッチを特集展示します。 

７ 展示構成と主な展示作品  
 

  ・肉筆画（軸装・屛風装・額装など）・・・・約 50 点 

  ・版画・・・・・・・・・・・・・・・・・ 約 15 点 

・書籍（装幀）・・・・・・・・・・・・・・約 30 点 

・楽譜（表紙絵）・・・・・・・・・・・・・約 70 点 

・雑誌（表紙絵）・・・・・・・・・・・・・約 25 点 

  ・スケッチ・・・・・・・・・・・・・・・ 約 35 点 

  ・欧米旅行中の作品（油彩画・スケッチ等）・約 80 点 

  ・その他（口絵・挿絵・コマ絵・封筒・絵葉書・千代紙等） 多数 

 
 
８ 竹久夢二略歴  

  明治 17(1884)9 月 16 日，岡山県邑久
お く

郡（瀬戸内市邑久町）生まれ。本名茂
も

次郎
じ ろ う

。34年に上京，早稲田

実業学校在学中に投稿したコマ絵が新聞や雑誌に掲載されて，挿絵画家として出発する。その後も美術学

校には学ばず，アカデミックな組織にも属さずに独自の道を歩んだ。40年，絵葉書店つるやの店主・岸た

まきと結婚。この頃，たまきの面差しに似た，目が大きく独特の情感をたたえた美人を描いて評判となり，

また印刷媒体によって，いわゆる“夢二式美人”として広く流布した。大正 3(1914)年，港屋絵草紙店を

開店，夢二の手がけた封筒や千代紙，画集などを商い，若い男女の心をとらえる。その後も画学生であっ 

た笠井彦乃や，モデルのお葉
よう

（佐々木カ子
ね

ヨ）との恋愛遍歴が知られており，彼女たちをとおして独特の

情感をたたえた女性を描いた。昭和 6(1931)年，横浜よりアメリカに向けて出発，西海岸に滞在して翌年

欧州へ。ベルリン，ウィーン，パリ，ジュネーブなど各地を旅して 8 年帰国。9年，病により死去。 

 
 
 

９ 見どころなど 
 

(1) “夢二式美人”の数々    
                                                                       

本展の出品作品は，竹久夢二作品及び浮世絵のコレクターとしても知られる中
なか

右
う

瑛
えい

氏［竹久夢二文学

館神戸文庫有限会社］のコレクションによるものです。同コレクションには肉筆画が数多く含まれてお

り，本展では，第 1 展示室のガラスケース全面に軸装および屛風装の肉筆画を展示します。大きな目に

鼻筋が通り，腰が細くてシルエットは S 字を描く，いわゆる“夢二式美人”は，ある時は涙にくれ，あ

る時は物思いにふけっています。そのほか，だらりの帯を締めた愛らしい舞妓や，ストローでジュース

を飲むモダン・ガール，ベッドで眠る幼い子供など，夢二の抒情的世界が展開します。 

 

(2) 貴重な海外でのスケッチ 
 

昭和 6(1931)年，夢二は，長く夢見た憧れの欧米へと旅立ちます。恋愛の破局，父との死別などによ

り失意の日々を送り，仕事も低迷していたことから心機一転をはかったのでしょう。カリフォルニア州

を中心に米国に約１年間滞在した後，ドイツを拠点にヨーロッパ各地を巡遊しました。しかしながら折

悪しく，欧米は世界恐慌による不況と第二次世界大戦へと向かう不穏な状況下にありました。体調を崩

して絵の売れない生活が続いた夢二は心身ともに疲弊して 8年に帰国，その１年後，失意のうちに生涯

を閉じます。旅行中に多く描いたのは，異国の女性たち。「結婚すること」まで考えたという少女ナズモ，

和服姿の青い目の女性，ナチスに迫害されたユダヤ人と思われる女性など。なかでもウィーンで制作さ

れた《扇をもつ女》（1932-33）は稀少な油彩画作品です。 
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(3) 衰えぬ夢二人気   
 

竹久夢二の人気は，現在も衰えることがありません。夢二の名を冠する主な美術館は国内に４館（岡

山市・渋川市・文京区・金沢市），展覧会も頻繁に開催され，夢二についての著作や復刻本の出版は数

多く，ぬりえ本の出版，さらには夢二の詩をもとにした作曲，映画の上映など，幅広いジャンルで夢二

がとりあげられています。 

その理由としては，独特の作品世界が現在においても魅力的で大正ロマンを象徴する存在として捉え

られること，生活に密着した表現手法が現在においてはデザインの先駆的仕事として改めて評価される

こと，アカデミズムに属すことなく独自の道を歩み，華やかな恋愛遍歴に彩られた人物像が人々の関心

をよぶこと，などが挙げられるでしょう。 

当館では近年，「乙女デザイン－大正イマジュリィの世界」（2016 年）で作品を一部展示し，大変好

評を得ました。個展は初の開催です。 
 
 

10 関連イベント 
 

(1)オープニングイベント（テープカットを予定しています）  

日時：９月７日(土)9:10～9:30（受付 8:40～） 

会場：２階企画展示室入口前 

定員：先着 50 名様 ＊要申込 (申込方法は５ページをご参照下さい) 

   ※定員に達したため，申し込みを締め切りました。 

参加特典：一般参加者 50 名は，当日のみ入場無料 
 

 (2)講演会「夢二の作品と生涯 ～４人の恋人たちをめぐって～」 

講師：中
なか

右
う

 瑛
えい

氏 ［国際浮世絵学会常任理事］ 

日時：９月 21日(土)13:30～ 

会場：地階講堂 

定員：250 名（申込不要，参加無料） 
 

 (3)ギャラリートーク 

日時：９月 28日（土）14:00～ 

会場：２階企画展示室 

定員：なし（申込不要，要企画展チケット） 
 

 (4)第３回ミュージアムコンサート「秋の調べ～大正ロマンの風を感じて～」 

出演：髙橋 侑(ソプラノ)，久保田 彩子(ピアノ) 

曲目：「宵待草」ほか 

日時：10月 12 日（土）①11:00～／②13:00～ 

会場：１階エントランスホール 

       定員：各回150名（申込不要，参加無料） 

 

(5)子どものためのオープンワークショップ 秋 2019 

日時：10 月 19日（土）・20 日（日）各日①10:00～12:00／②13:30～15:30 

会場：地階講座室 

対象：幼児から小学生を中心にどなたでも ＊未就学児は保護者同伴で 

定員：なし（申込不要，参加無料） 

協力：当館ボランティア，高校生特派員 
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11 同時開催の展覧会 
 

茨城国体開催記念 企画展示 「横山大観」  ※詳細は後日，ご案内いたします。 

会 期 ９月 28 日（土）～10 月 27 日（日）        

入場料 一般 310(240)円／満 70歳以上 150 (120)円／高大生 240(170)円／小中生 170(110)円 

◆「憧れの欧米への旅 竹久夢二展」のチケットでご覧になれます。 
 
 

12  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：企画普及課 吉田 ／ 広報担当：企画普及課 河野 ／ イベント担当：企画普及課 仲田 

【オープニングイベント申込方法】※定員に達したため，申し込みを締め切りました。 

・来館の場合 

  美術館の総合受付にある参加申込書に記入。 

・往復はがきの場合 

 往信用文面に①希望者全員（１枚につき４名まで）の氏名，②住所，③年齢，④電話番号，返信用宛名

面に⑤宛先（住所・氏名）を記入し，当館「竹久夢二展オープニングイベント係」まで送付。 

・メールの場合 

件名に「竹久夢二展オープニングイベント参加希望」，本文に①希望者全員（１件につき４名まで）の氏

名，②住所，③年齢，④電話番号を記載の上，yumeji@modernart.museum.ibk.ed.jp宛（申込専用アドレ

ス）に送信。※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申し込む。 

mailto:tezukaevent1@modernart.museum.ibk.ed.jp
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※１頁及び本頁の外枠も竹久夢二の作品（千代紙）です。 
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１ ２ ３ 

４ ６ ５ 

 

 

 

出品作品図版 
 

 

１ 「セノオ楽譜 夢見草」大正 10(1921)年 石版、紙 

２ 「化粧の秋」『婦人グラフ』第 1巻第 6号（表紙） 大正 13(1924)年 木版、紙 

３ 「舞妓舞扇」大正 6(1917)年 絹本彩色 

４ 「青い目の少女」昭和 6～8(1931-33)年 水彩、紙 

５ 「着物の女」昭和 6～8(1931-33)年 鉛筆・淡彩、紙 

６ 「扇をもつ女」昭和 7～8(1932-1933)年 油彩、板 

 

※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。 

 

企画展プレスリリース「憧れの欧米への旅 竹久夢二展」 


