
                    

近現代日本絵画展  

展覧会趣旨 

近代日本の美術は、西欧からの美術を積極的に受け入れる一方で、今までの日本独自の美術を守りつつ更に新たな

地平を拓こうとする二つの潮流が交差しながら独自の発展を遂げてきました。 

本展は、黒田清輝、横山大観らをはじめ近現代美術史を華麗に彩った作家たちから、今日の俊英作家を加えた55点

で構成し、近代から現代に続く日本絵画の魅力を幅広く紹介します。 
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2020年 

9月5日(土)－ 10月21日(水) 

砺波市美術館 

見どころ 

日本画・洋画の精鋭たちの優品55点でたどる 

近現代日本絵画の流れ 

森本 草介 
《秋》 

1986年（昭和61） 
島川美術館 蔵 
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主な出品作品 

出品作家 ※各ジャンル生年順、生没を表記 

日本画（32名） 

竹内 栖鳳  1864-1942 横山 大観  1868-1958 川合 玉堂  1873-1957 上村 松園  1875-1949 

鏑木 清方  1878-1972 前田 青邨  1885-1977 奥村 土牛  1889-1990 小野 竹喬  1889-1979 

小倉 遊亀  1895-2000 伊東 深水  1898-1972 山口 華楊  1899-1984 上村 松篁  1902-2001 

東山 魁夷  1908-1999 秋野 不矩  1908-2001 奥田 元宋  1912-2003 髙山 辰雄  1912-2007 

郷倉 和子 1914-2016 松尾 敏男  1926-2016 下保 昭  1927-2018 加山 又造  1927-2004 

平山 郁夫  1930-2009 上村 淳之  1933- 下田 義寬  1940- 中島 千波  1945- 

猪熊 佳子  1958- 岡村 桂三郎 1958- 尾長 良範  1962- 齋 正機  1966- 

福井 江太郎 1969- 神戸 智行  1975- 髙島 圭史  1976- 岩田 壮平  1978- 

 
洋画（23名） 
黒田 清輝  1866-1924 藤島 武二  1867-1943 岡田 三郎助 1869-1939 藤田 嗣治  1886-1968 

安井 曾太郎 1888-1955 岸田 劉生  1891-1929 林 武  1896-1975 東郷 青児  1897-1978 

岡 鹿之助  1898-1978 荻須 高徳  1901-1986 小磯 良平  1903-1988 清原 啓一  1927-2008 

奥谷 博  1934- 中山 忠彦  1935- 藤森 兼明  1935-  森本 草介  1937-2015 

絹谷 幸二  1943- 安達 博文  1952- 石黒 賢一郎 1967- 諏訪 敦  1967- 

松村 浩之  1978- 奥谷 太一  1980- 山本 大貴  1982- 
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1. 上村 松園  《初音図》  
    大正末期  
    光ミュージアム 蔵 
 
2. 横山 大観  《霊峰不二》  
    1939（昭和14）年 
    島川美術館 蔵 
 
3. 奥村 土牛 《ガーベラ》 
  制作年不詳 
  島川美術館 蔵 
 
4. 福井 江太郎 《晴》 
    2014（平成26）年 
    作家 蔵 HSG©FUKUI 

《日本画 》 
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イベント情報（予定） 

◇オープニングトーク 

日時：2020年9月5日（土）午前11時から 

会場：市民アトリエ ※聴講無料 

講師：立島 惠 氏（本展監修者、佐藤美術館学芸部長） 

定員：40名 ※電話申込 

 

◇学芸員によるギャラリートーク 

日時：2020年10月3日（土）午後2時から 

会場：企画展示室、常設展示室2,3（要観覧券） 

展覧会概要 

主な出品作品 
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5. 黒田 清輝 《洋燈と二児童》 1891（明治24）年    公益財団法人ひろしま美術館 蔵 

6. 森本 草介 《秋》 1986（昭和61）年   島川美術館 蔵 

7. 山本 大貴 《Standing Figure(feat.IKEUCHI Hiroto)》 2020（令和2）年   作家 蔵 

《洋画 》 

： 近現代日本絵画展 

： 2020年9月5日(土)〜 10月21日(水) 

： 9/14（月）、9/28（月）、10/12（月） 

： 午前10時〜午後6時まで  

： 砺波市美術館 企画展示室、常設展示室2、3 

： 〒939-1383 富山県砺波市高道１４５−１（砺波チューリップ公園内） 

   〇HP https://tonami-art-museum.jp/ 

   〇アクセス ・北陸自動車道、砺波I.C.から車で5分 

         ・JR北陸新幹線「新高岡駅」、または あいの風とやま鉄道「高岡駅」より 

          JR城端線に乗り換え20分、「砺波駅」下車、徒歩20分 

： 一般900円（800円） 

  高校生以下、障がい者(介助者1名を含む)無料 

  ※（）内は20名以上の団体料金、65歳以上の割引料金 

： 公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団・砺波市美術館、富山新聞社・北國新聞社 

： 北日本放送 

： となみ衛星通信テレビ、エフエムとなみ、となみ芸術文化友の会 

： アート・ベンチャー・オフィス ショウ 

展覧会名 

会 期 

休 館 日 

開館時間 

会 場 

 

 

 

 

 

観 覧 料 

 

 

主 催 

共 催 

後 援 

企画協力 
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ＦＡＸ：０３-３４８５-７８５１  e-mail：avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp 

以下の内容をお読みいただき、必要事項をご記入のうえお送りください。 

１．作品画像データのご提供 
本展覧会を貴社媒体にて紹介いただける場合に限り、プレスリリースに掲載の7作品の画像データを貸出しいたします。 
ご希望の番号に○をつけてお申し込みください。 

 
２．掲載についての注意事項 

○必ず作家名、作品名、制作年、所蔵先を表記してください。 
○作品は必ず全図で使用してください。改変、部分使用、文字のせなどはできません。 
○確認のため、必ずゲラの段階で広報事務局に原稿をFAXかメールにてご送付願います。 
〇作品使用は、本展覧会の紹介用のみとさせていただきます。*展覧会終了後の使用は出来ませんのでご了承ください。 
○ご掲載いただいた場合、掲載紙/誌を1部、広報事務局にご送付くださいますようお願い申し上げます。 
  *尚、掲載ページをpdfファイルにてお送りいただいても構いません。（その際は広報事務局までご一報ください） 

 
３．読者・視聴者へのお問い合わせ先の掲載 

TEL：0763-32-1001（砺波市美術館） 
 
４．読者・視聴者へのプレゼント用招待券のご提供について 

本展広報用として、作品図版使用を条件に1媒体につき招待券10組20名様分をご用意いたします（文章でのみご紹介 
いただいた場合は5組10名様）。ご希望の際は下記申込書にご記入の上お申し込みください。 

 

お申込みフォーム 

貴媒体名   

貴社名／部署   

ご担当者名   e-mail： 

ご住所 〒 

ご連絡先 TEL：              FAX： 

掲載予定号／放送予定日   掲載号発売日      月   日 

画像データの必要期限 月   日まで プレゼント招待券   希望する ・ 希望しない 

No. 作家名≪作品名≫制作年 所蔵先 

1 上村 松園 《初音図》 大正末期 光ミュージアム 蔵 

2 横山 大観 《霊峰不二》 1939（昭和14）年 島川美術館 蔵 

3 奥村 土牛 《ガーベラ》 制作年不詳 島川美術館 蔵 

4 福井 江太郎 《晴》 2014（平成26）年 作家 蔵 HSG©FUKUI 

5 黒田 清輝 《洋燈と二児童》 1891（明治24）年 公益財団法人ひろしま美術館 蔵 

6 森本 草介 《秋》 1986（昭和61）年 島川美術館 蔵 

7 山本 大貴 《Standing Figure(feat.IKEUCHI Hiroto)》 2020（令和2）年 作家 蔵 

■希望の作品No.に○をつけて下さい。 

《広報の問い合わせ先》株式会社アート・ベンチャー・オフィス ショウ（担当：市川、佐藤）  
〒151-0063 渋谷区富ヶ谷1-18-8-301 TEL 03-3485-7866 FAX 03-3485-7851 e-mail:avo-shou.pr@ktd.biglobe.ne.jp 

広報用作品画像データ貸出依頼書 
掲載についての注意事項と広報用作品画像データ申込書 


