


ミッフィー(うさこちやん)の絵本でおなじ

みのディック ブルーナ(192フ ～)はオラン

ダのアーティストです。100冊 以上ある彼

の絵本は、シンプルな手描きの線と限られ

た6色 で構成され、子供から大人まで世界

中の人々に愛されてしヽます。また、彼は

1950～ フ0年代を通じて、ペーパーバック

〈ブラック ベア〉シリーズをはじめとした

2000冊 以上の本の装丁やポスターを数多

く手掛けてきました。

本展では、彼が生み出した愛らしいキャラ

クターの登場する絵本とその原画を中心

に、ポスターなどの多彩なデザイン作品、

青年時代の絵画、素描などをあわせた約

1300点 の作品により、ブルーナの仕事と

その魅力を紹介します。あわせて、マティス

やレジェ、カッサンドル、サビニャックら、ブ

ルーナに影響を与えたアーティストや同時

代のデザイナーたちの作品も紹介します。

フリレーナ展オリジナル・グッズ

十一ホルダー、Tシャン ストラッ亥 傘などを揃える予定。展覧会のオリ

ジカ レグッズを入手できるのは本展期間中

のみですのでお見逃しなく。

お子様に自由に絵本やビデオを楽しんでいただする

キ ッズ ・ル
ー

ム

ミッフィー、ポリスなど、おなじみの絵本を

実際に手にとって楽しんでしヽただける絵本

コーナー、ミッフィーが登場するビデオなど

をこ覧いただ|するビデオコーナーを備えた

キッズ サレームを会場内に設置しま曳 大

好きなキャラクターたちによリー層親しん

でいただけま坑
1955年
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「うさこちゃんとどう8やつえん」(初版)

所蔵品展 From the co‖ectio∩

「新月の美櫛2005新潟に育つた作家たち」
「新収蔵作品紹介」

2004年 12月 18日 (土)～ 2005年 2月 27日 (日)

新潟県ゆかりの作家の中から、新潟の美術に名を残し、かつ後進を育ててきた各分

野の物故作家を、所蔵作品の中から紹介します。新潟の美術の深さと豊かさを知る

ことのできる展覧会。併せて、2000年 度に新潟県立近代美術館と万代島美術館に

収蔵された作品の一部を紹介します。

「7人の新潟の写真家たち」
2005年 3月 5日 (土)～ 3月 31日 (木)

富士写真で知られる岡田紅陽、日本の広告写真を代表する蕪木研雨、斬新なコンセ

プトで再評価の機運が高い牛腸茂雄、佐渡の自然を鮮やかに切り取つた近藤福雄、

写真の黎明期に新潟で早くも芸術写真を発表した堺時雄、雪国や人々の暮らしを暖

かい視線でとらえた濱谷浩、建築写真の第一人者である渡辺義雄。新潟にゆかりの

写真家フ人の作品を紹介します。

2003年 フ局12日に開館した万代島美術館。早いもので、最初の一年が終わろう

としています。開館記念展を含め、9ヶ月間で5つの企画展を開催してきました。

現在活躍中の画家たち11人をジャンルを問わす取り上げた「絵画の現在」展、新潟

が生んだ世界的美術コレクターの業績をかえりみた「コレクター 駒形十吉の眼併

設 平山郁夫展」、1フ世紀オランダ絵画を一堂に集めた「フランス。ブリレスと八―ル

レムの画家たち」展、「陶芸」の概念を超えた自由な作品が並んだ「アメリカ現代陶

芸の系譜1950‐1990併 設坂爪勝幸の陶空間」展、そして、105人の作家たちの

作品によつて、現在の新潟の美術のありのままの姿を示した「新潟の作家100人」

展など、パラエティーに富んだこれらの展覧会の開催を通して、少しすつではあり

ますが、万代島美術館も親しまれてきた気がします。

開館記念特別展として行われた「フラ

ンス ノヽルスと八―ルレムの画家た

ち」展の開場式は、新潟県知事や北ホ

ラント州議会の副議長、そして八ルス

美術館の館長も参加して、盛大に行わ

れました。

「絵画の現在」展の会期中、出品作家の辰野登恵子さ

んと日高理恵子さんに、こ自身の作品について、その

制作意図などを作品の前で語つていたださました。辰

野さんはトークとともにスライドで旧作も解説を頂き、

樹木を独特の遠近感で描いている日高さんは、参加者

と共に、美術館の外まで木を見上げに行きました。

駒形十吉と古くから親交がある

日本国家の平山郁夫さんをお

招きして、かつての駒形氏との

思い出や置自身の活動につい

て、お話していただきました。

朱用メッセのホールが満員とな

る650人 もの方が熱心に聴講

していました。

フランス ブ(ルス展にちなんで、同時

代のパロック音楽のコンサートを行い

ました。おなじみのパッ八をはじめ、

日本ではあまり知られていないオラ

ンダ古楽を、丸山友裕・洋子こ夫妻に

よるリコーダーとチェンパ回の演奏で

お楽しみいただきました。



2004年 9月 11日 (土)～ 10月 1フ日(日)
〈観覧料〉大人:1,000日、大・高生:500円、中・小生:300円

大原美術館 よ]930年 、大原

孫三郎氏によって岡山県倉敷市

に倉J設されました。戦前の日本

国内にすでに約20館 の博物館

施設がありましたが、大原美術館

は、当時として|よ珍ししヽ、西洋近

代美術を紹介する日本最古の美

術館として誕生しました。

初期のコレクションの形成に尽

力したの|よ、大原氏と同郷の児

島虎次郎でした。児島の才能を

しヽち早く見抜いた大原氏は彼を

援助し、収集を任せました。児島

は1920年 に渡仏し、モネやマ

ティス、マルケなど、当時の優れ

た作家の作品を精力的に購入

し、コレクションの核としたので

す。本物の西洋絵画をみること

が容易で|よなかつた当時の日本

で、大原美術館は画家や美術愛

好家たちに西洋美術に接する貴重な機会を提供してきました。

その後、大原 児島両氏の遺志を受け継いだ大原偲一郎氏によって美術館は更に成

長し、現在では近代西洋美術に

とどまらす、近代日本洋画や現

代美術、東洋の古美術などの

総合的なコレクションを持ち、

多くのひとびとを魅了し続けて

しヽま軌

このたびの新潟の展覧会で

は、大原美術館の優れたコレク

ションの中から70余 点を紹介

し、西洋絵画の潮流と近代日本

洋画の流れを展観しま坑

京都大学の中村俊蕎教授に、「特技に

磨きをかけよ一オランダにおける画

家の専門分化」というタイトルでお話

をいただきました。]フ世紀オランダ

絵画の読み解き方や、当時の画家たち

の努力や苦労について、分かりやすく

解説してくださいました。

新潟県中条町で制作活動を続ける坂

爪さんは、日本の現代陶芸をリードす

るアーテイストの一人です。こ自身の

作品のみならす、アメリカ現代陶芸の

コーナーに展示してある作品について

も、アメリカ滞在時代の思しヽ出話と共

に、分かりやすくお話くださしヽました。

日本回、洋画、工芸などの各分野を代表して、

8人 の作家の方々にご自身の作品や同じ分

野の作品についてお話いただきました。彫刻

の戸張公晴さんは、自作を持ち上げて鋳造

の具合を確認してもらつたり、来館者に作品

を触つてもらつたりと、サービス満点のトーク

でした。

これまでの日本では、中国美術と

しヽうと主に清代以前の古い文物が

紹介されてきました。一方で近年

では、国際舞台でめざましく活躍す

る現代美術の作家に日本でも注目

が集まつてしヽます。そうした中でこ

の展覧会は、大衆的な視覚文化ま

でを視野に入れた、これまで語られ

ることのなかった中国の近代美術

の一つの流れに光をあてるもので

抗

]8世紀に西洋人向けに制作され

た作品から、19世紀前半の西洋向

け輸出用絵画「チャイナ トレード

ペインティング」、そして、その技法

を引き継ぎ、否港や上海で制作さ

れた20世 紀前半の商業ポスターと

その原画、新中国になつて制作され

プロパガンダの役目も果たした「新

年画Jなどを紹介します。幻想的な

風景であつたり、人々の近代的な西

洋文化への憧れの反映であつたり、国家や人民の理想像であつたり、あるしヽは人民に

輝かしい未来を夢想させるものであったりと、まさに近現代の中国の「夢」を描しヽた

作品が一堂に展示されま坑

作者不詳 1広東十三行|
180フ年 香滝芸術館蔵

万代島美術館の開館とともに

オープンしたミュージアムシ

ョップBANBに は、展覧会の

テーマにあわせた■―ナーの

ほか、かわしヽくて面白い、こ

こでしか買えなしヽさまざなま

グッズが置かれてしヽます。

年間を通しての売れ筋グッズ

は次のとおり。ますは定番ポ

ストカード(150円 )。猫の柄

のものが大人気だそうです。

次に万華鏡(400円 より)。大小さまざまなものがあります。あと人気なのは、トロ

イカのソーイングセット(400円 )とキーリング(1800円 )。トロイカはドイツの雑

貨メーカーで、数々の賞を受賞している超人気ブランドです。ソーイングセットは、

裁縫用八サミの使しヽ勝手が抜群 |ネ ズミ

の形をしたキーリングはボタンを押すと目

が光つて、暗いところで鍵をあけるのに重

宝するそうです。その他、シンプルなデザ

インのワイヤーフォトフォルダー(400円 )

もなかなかの売れ筋です。

オーギュスト ル ノワール 泉 による女
1914年 大原美術館扇

杭榛英/標 英画室 |「アンカー ビ ールJポ スター,
1900年 代 福岡アジア実術館蔵

2004年 10月 23日 (土)～12月 5日 (日)
(観靖料〉大人 :800円 、大・高生 :500円 、中・小生 :300円

クロードモネ!積みわら)]885年 大原美術館蔵
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横山 操

日日

「TOKYO」 ]96鉾
この絵の描かれる4年前、1964年 に開催された東京オリ

ンピックは、東海道新幹線の開通など大規模に交通網を整備

するきっかけとなり、東京の街は開発による騒音と挨に包ま

れました。首都高速道路の建設もそのひとつで、横山|よ完成

したばかりの道路を八イヤーで何時間も走り回つて取材した

といしヽま帆

その新生国際都市「TOKYO」 を、東京タワーを中央に、眼

下を密集したビルの群れがどこまでも広がる光景として描

いてしヽます。そこには多くの人々が活動する生活と社会が

あるはすですが、回口には人影もなく、またその気配さえも

感じられません。静まりかえった大都市が銀箔の広い空の下

に広がる様は、空疎で孤独な印象を与えまする無機的な無数のビルの中にひとり高々と窒える東京タワーが、あたかも

人波に孤立する都会の人間像を象徴しているかのようで帆

展覧会スケジュール

2 Fobrua中

3M…h l脇 S盟爆督畝劇
※展覧会名は仮称です。また、会期は変更されることがあります。

北ギi紳 生
フ 」wv

8 Augu蚊

1  」 a  n u a r v

10。ぃ。ber

1  l  N o v o ぃb e r

1 2 Do●omb印

「チャイナ・ドリーム」_
中国近代絵画の知られざる流れ
(10月23日～12月5日)

「縮 に育つた修 たち」_
「新収蔵作品紹介」
(12月18日～2005年 2月27日)

聞館1周年記念特別展 ―

「大英博物館の至宝展」
(6月26日～3月29日)

宋鷺メッセの
お食事どころ._

ホテル日航ラウンジ F o u n l a  n

美術鑑賞のあとは、お茶やお食事で余韻に浸りたい

もの。万代島ビル内や朱鷺メッセ周辺のお食事どころ

を紹介しま軌

ます万代島ビル2階の「Cafe Aud「ey」。国替わりの

パニーニがお勧め。同じフロアのイタリア料理
~碧

いIlll」

や日本料理の「波の賦Jも、しヽつもにざわっていま軌

ちょつとリッチにランチやディナーを楽しみたしヽ方

は、ホテル日航のレストランがお勧め。広東料理を中

心とした中国料理レストラン「桃李Jやお得なバイキン

グもやっているダイニング「SERENA」 のほわ`、書斎

をイメージしたラウンジ「Fountain」では、のんびりと

くつろざながら水辺の景色を楽しめます。

夜景を楽しむには、万代島ビル3]階の展望室にある

パノラマラウンジがお勧め。新潟の地酒も楽しめます。

また、万代島ビルの向かしヽ側には魚市場があつて、佐

渡沖でとれた新鮮な魚を直売しており、刺身定食やイ

クラ丼も楽しめます。

8、ところがさびしい学芸員は、しヽつも佐渡汽船の立ち

食いそば屋さんに

お世話になる毎日

です。こちらも、

安くてポリューム

たつ8iり1

2004年 フ月10日 (上)～9月 12日 (国) 2004年 10月9日 (土)～11月23日 (火)

新 潟 県 立 l期靭紆 l絡敦誕離
l麗躍ンれ

近 代 美 術 館 の

企 展

2004年 4月 24日 (土)～6月 6日 (日)

近代日本洋画の父ともいうべき黒日清輝の没

後80年 となる回顧展。重要文化財《湖畔)や

《智 感 情)など、東京文化財研究所の所蔵

品を中心に、油彩画、デッサン、写生帖など約

160点 により、初期から晩年にいたる画業を

たどります。

ルーヴル美術館の30万 点を超える所蔵品の

うち、このたび|よ中世フランスの彫刻と工芸

を紹介。ロマネスクの柱頭彫刻やゴシック時

代の自然主義的な彫像、色彩里かな七宝細工

や繊細な彫りを施した象牙作品など、精選さ

れた約 110点 の作品を展示 しま孔

重謡 「花嫁人形」で有名な蕗谷虹児の回顧展

です。新潟県出身の商谷虹児は、少女雑誌の

挿給で大正時代から一世を風靡しました。戦

前のベン画やフランス留学中の作品などを通

して、改めてその作品の魅力を広くこ紹介し

ます。

新浦県立近代美術館
〒940-2021新 潟県長岡市目関字居掛278-14

TEL 0258-28‐4111(代 表) http:〃 www ialanet grip/kinbi/

【開館時間】午前9時～年後5時 (観覧券販売は年後4時30分まで)
〔休館日〕月曜 (ただし月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館)。


