
|12007年 度の企画展のこ紹介 今年度も見どころたつ′Sやりの様々な企画展を準備しております(所蔵品展の紹介は4ページロです)。

4月1日(日)～5月9日(水)

l篭翔 蒋
ィアラ展

テイアラとは、女性が正装の際に頭に着用するジユエリーです。最

高の宝石に最先端のデザインと技巧を駆使した芸術品として、ジユ

エリーの最高峰にあります。このティアラだけに焦点を当てた展

覧会は、日本では初めてです。ヨーロッパの王室や貴族、世界の美

術館所蔵品に、高級メゾンの手がけたティアラまで、18世紀から現代までの至

高の輝き約100点が、華麗な世界を作り出すことでしよう。さらに、ティアラを

冠した女性たちの栄光と夢の物語にも想いを馳せることができるなど、ティア

ラの魅力を立体的に楽しむことができる展覧会です。

5月26日(土)～ア月16日(月)

始皇帝と彩色兵馬儒展
―司馬遷 1史記Jの世界

『史記』は前漠の司馬遷が著した130巻にも及ぶ中国

民古の通史です。本展では『史記』の歴史観を背景に、

吾秋・戦国時代から前漢・武帝時代までの約700年 間

に及ぶ、各時代を代表する彫塑、装飾品、武具など、厳

選された120件 を紹介します。出品作品の多くは日

本初公開で、中でも全身に紀元前3世 紀当時の彩色

が残る兵馬偏、随射偏は中国でもわずかしか存在し

ていない貴重な遺物であることから、中国国内でも

常設展示はされていません。まさに本展での紹介が

世界初公開とな

ります。始皇帝か

ら武帝の時代へ、

壮大なる中国の

歴史と驚異の地

下帝国の一端に

触れる貴重な機

会となることで

しよう。

左//(マルゲリータニ妃のティアラ)メ レリオ デイ メレー製作

1867年 アルピオン アー ト コレクション

右/〈ホワイ トハウス夫人の勝利のテイアラ〉

1917年 個人蔵 ニユーヨーク

新潟県で生まれた蕗谷虹児(1898-1979)は、竹久夢二の紹介で少女

雑誌に絵や詩を発表し、その理知的でモダンな作風が読者の熱狂的な

支持を得て、一躍人気

スターとなりました。

研ぎ澄まされた線によ

るベン画や、数々の雑

=背

譜審番愁i痔デひR雷

彩に溢れた絵本の挿絵

は、大正から昭和にか

けて多くの人々に愛さ

左/(漠彩色騎馬偶紅馬 大〉前漠時代前2世紀 浸陽陵考古陳列餌蔵
右/(脆身」偶)秦時代 前3世紀 案始皇兵馬吊博物館蔵

10月6日(土)～11月25日(日)

鏡講鋼ン:囀鸞獣営梁令署
の

下/「はくるょうのおうし』挿絵原画 1956年新発国市蔵

lン 術のリアリズム1945口2005
これまで日本では、韓国現代美術の例として、主として1960-70年 代のいわ

ゆるモノク回―ム絵画や、あるいは各地の世界展で活躍している同時代の若

手アーティストの作品が紹介されてきました。しかし、その中間の時代である

1980年代の美術については、ほとんど紹介されていません。この展覧会では、

その1980年 代に韓国でおこつた美術運動である民衆美術に焦点をあて、韓

溺 蕨瑠 墾濡繍 署、七噺 衰賀雲呂房冒鮒 縫 轟 1進 堅

オ ユン〈父親》1983年 ソウル市立美術館蔵 イム オクサン(排水回〉1982年 ソウル市立美術館蔵



0今 までとは違うユトリロカ現 られて良かつた。

ルノワールの作品がこんなにたくさん出品

されているとは思わず感激した。(40代女性)

0有 名作家の曽段着の作品、素顔の作品が多く、

かえつて新鮮であつた。大作主義でないとこ

ろが良い。(70代男性)

●セルビアが好きで、ヘオグラー ド国立美術館

の作品をぜひ見たかつた。ゴッホ、モネなど

の作品も多く見たかつた。(30代女性)

●ル ドンの絵が好きた。またル ドンの絵を展示してほしい。特に《眼/凝 視》が気に入つた。(10

代女性)

0ル ノワールの絵は、傷ついた場所がどこなのか分からないほど見事に修復されていて感心

した。(30代女性)

●平山郁夫氏の《天山南路(夜)》に感館を受けた。

ゴーギャンの絵のようた。(70代女性)

●これからも期待している。今日は着物着用で

来館し、紙風船をもらつた。(70代男性)

●非常に良かつた。ミニ解説が親切たと思つた。

ざつくりと日本画の歴史を追つていて飽き

ないし、疲れない。改めて日本国の素晴らし

さを感じ直した。(20代男性)

0佐 久市立近代美術館が1983年 設立なのに、

これほどの見事なコレクションを有する歴史を、油井という方その他のご尽力あつてのこ

とと知つた。それにしても素晴らしい展覧会だつた。(60代男性)

●知らない作家もたくさんあつて興味深く見た。最後に、景年少の福井さんで締めているあ

たり、日本画全体への期待感が感じられた。(40代女性)

ワークショップ
「日本のかたちを楽しもう!一 屏風」

出品作家の一人でもある福井江太

郎さんを講師にお招きし、実際に

屏風絵を描く子供向けのワーク

シヨツプを開催しました。まずは

展示室内や31階展望室で絵を描く

コツを学んだあとは、みなさん思

い思いの作品を制作しました。

購流会「フランス絵画の一世紀   2006年 6月4日
一コローから,レノワーJレまでJ

ベオグラー ド国立美術館展の監修

者でもある千足伸行さんに、展覧

会に出品されている作品の時代背

景や美術史の流れについて、講演

をしていただきました。たいへん

分かりやすいお話で大好評でした。

『はばたく日本画J展

オープエング

展覧会の一般公開に先立ち、プレ

ス向けの内覧会を開催しました。

日本画の展覧会ということで、泉

田知事は着物姿で来館し、新潟芸

販のみなさんも艶やかな振袖、留

袖姿で作品を鑑賞していただきま

した。

博物館実習が

はじまりました!

ミュージアム・コンサート

「ロシア歌謡いま・むかし」

こちらは尾竹赳堂の(挑太郎)。軸装された

作品をおそるおそる巻き上げて行きます。
「タケノコ」にならないように左右均等に
巻かなくてはなりませんよ一。

万代島美術舘が開館して3年が経ち、ぜひ万代島

美術館で博物館実習をしたい !という希望が多

く寄せられるようになりました。博物館実習とは、

学芸員資格を取得したい学生が博物館・美術館

に実地に研修する実習のこと。教育実習の美術

館版といつたらいいでしようか。その博物館実

習のはえある第1期生として、全国各地から6人

の大学生が参加してくれました。8日間の実習を

通して、万代島美術館の良き理解者となつてく

れたことでしょう。

その他、万代島美術館では、学校での団体観覧や

職場研修などの受け入れも随時行つています。

みなさんの美術館です。ぜひいろんな機会に活

用してくださいね !

展覧会開催までの道のりについて

真剣に聞き入る実習生たち。

展覧会を実現させるのつて大変だ～。

2006年9月17日

これまで全国大会などで数多くの

賞を受賞してきた、名門・新潟中央

高校コーラス部のみなさんに、朱

薦メッセ31階 展望室で、ロシア歌

謡のコーラスをお願いしました。

赤いサラフアンやカチューシヤな

どの懐かしい歌を、伸びやかな歌

声で歌つてもらいました。

実習の最後は、それぞれが考えた展臨室企画
ブレゼンテーション。展示の方法について、:
テーマの考え方について、みんなで議論しま

そして、晴れて実習終了11

みんなで配怠撮影です。
美術館にまた遊びにきてね～。

収蔵庫に入つて工芸作品の扱いを学ぶ。

新潟出身の重要無形文化財であつた工芸家 佐々木象堂の

作品を実際に手にとつて扱いました。



●ロシアから見た日露戦争を描いた絵が果昧

深かつた。(50代男性)

●最後の方のハバ回フスク市と新潟市の姉妹

都市提携をした写真を見て、その213年後で

しょうか、最初の婦人使節団として渡辺市長

からハバ回フスクヘ5人派遣された1人(団

長をつとめた)なので、とても懐かしく思つた。

(70代女性)

0日 本とロシアの国交、友好関係などは、東京

で暮らしている自分には認識の薄いテーマだつたのだが、観光の中継地として日航ホテル

に1泊するにあたり訪れてみて、他の観光地を散策する以上に新潟という地を認識、実感

できて良かつたと思う。掌芸員の解説も聞けて楽しめた。(40代女性)

0オ リジナリテイのある良い展覧会で楽じめた。(30代男性)

ミュージアム・コンサート 2006年10月15日
「チャイコフスキーとロシア首楽のタベJ

新潟大学管弦楽団のメンバーのみ

なさんに、チャイコフスキーのア

ンダンテ カンタービレやポロディ

ンの弦楽四重奏曲第2番などを演

案していただきました。

●岩絵臭のことを教えていただきありがとう

ございました。今回はアジアにインスパイア

されている作家さんカラ くて素晴らしかつた。

(40代女性)

●写真家の話を伺いに来た。やはり作品が気に

なるとご本人はどんな人なのかと気になる。

もつと県人の作品の紹介と、こうして生でラ
i～′
十,,ど,イヴで話を聴ける機会を増やしてほしい。い

つもよい展示をありがとう。(40代女性)                    れ 名
0今 回の100人 の作家展は作家本人の解説があり、どんなねらいでどんな思いでどんな技法

を用いて、どのように格闘して出来上がったのかが分かりよかつた。(50代男性)

0作 家のコメントがあり、その文体もさすがに上手く感心させられた。大変良いことと思う

ので、次回もコメントを付けてほしい。(60代女性)

ワークショップ
「七宝焼プローチを作ろう!J

新潟の作家100人展の出品作家で

もある七宝作家の石山恵美子さん

と石山悦子さんを講師にお招きし、

本格的な七宝ブローチを作るワー

クショップを開催しました。みな

さん初めての挑戦であつたにもか

かわらず、想像以上に美しく仕上

がりました。

ミュージアム・コンサート
「テルミンとマトリョミン」

2006年10月‐29日

ロシアで生まれた世界最古の電子楽

器であるテルミンと、それを回シア

の民芸玩具マトリヨーシカの中に収

めたかわいらしいマトリヨミンのコ

ンサートを、アンサンブル・ニチェボー

のメンバーによる演奏で行いました。

初めて見る不思議な楽器と不思議な

音色に、みんな魅了されていました。

＞

に

た

変わ割 例

新潟の作家100人 展の出品作家で

もある写真家の弓納持福夫さんを

講師にお招きし、ご自身の作品の

制作秘話などをお話いただきました。

また、参加者が持ち寄つた写真を1

点1点解説していただき、実践的な

写真技術についてのお話もありま

した。

外部評価検討委員会を

開催しました。

自治体の財政難は、新潟県も例外ではありません。限られた予算の中でいかに県民のみなさん

に愛される美術館にしていくかを、経営のプロフェッショナルもまじえて話し合いました。そ

の白熱した議論の様子は、新潟県庁のホームページにアップロードされている議事録でご覧

いただけます。「新潟県立美術館」「外部評価」と入力して検索してみて下さい。

新潟県立万代島美術館が、ポール,ゲッティ美術館やヴイクトリア&アルバート美術館のよう

な海外の大規模な美術館と今すぐ肩を並べるには、またまた遠い道のりですが、これからもま

すます、県民のみなさんに愛される、新潟が諸りとできる、チヤレンジする美術館をめざして

頑張つていきます。

2007年 度は、

企画展会期中は無体!

2007年 度に万代島美術館が開催する企画展「テイアラ展」「始皇帝と彩色兵馬偏展」「蕗谷虹児展」「韓国美術

のリアリズム展」の期間中は、無体で開館します。普段は実術館と同じ月曜日がお休みであるために美術館に

来られないという方も、ぜひこの機会に美術館に遊びにおいでください。もちろん、この期間には、金曜日は午

後8時まで夜間開館しています。昼間混雑している美術館でも、夜間開館の時はゆつたりと鑑賞できるので、

たいへんお勧めです 1



美術鑑賞講座

万代島美術館では、美術館の開館以来、展

覧会をより深く楽しめるように、そして美

術鑑賞の面白さをみなさんに知つていた

だこうと、年間を通して美術鑑賞講座を開

催してきました。2007年 度もまた、4つの

企画展に運動したものの他、様々な専門分

野を持つた当館の学芸員が、得意のテーマ

について分かりやすくお話をしています。

2007年 度も、「身近な近代の記念碑を見

直す」「武者小路実篤と『白樺』をめぐつて」

「第二次大戦後のアジア、ロシアの現代美術」

「トルコ・イスタンブール美術散歩」「新潟

が生んだ日本国家たち」といつた興味深い

ラインナップです。

日時、会場などの詳細は、美術館ホームペー

ジあるいは電話にてお問い合わせ下さい。

所蔵品紹介

日高理恵子

「空との距離 II」2002年麻低岩懐

作者の日高理恵子(1958年、東京生まれ)は、自宅の近所

にある木の枝を見つめ描き続けることで、西洋的な科学

的遠近法や空間的違近法を排除し、自身の知覚を通じて

感じられるその不安定な距離感を絵画空間として表現

してきました。その結果、違近法に支配されない心地良

い空間を提示し、「視覚」ではない「知覚」を絵画化するこ

とに成功しています。

本作もその延長線上に位置する作品であると同時に、そ

こに新たな視点として空と枝との距離感も取り入れら

れた作品であり、《樹を見上げて》、《樹との空間から》か

ら続く集大成的な代表作として捉えられます。鑑賞者に

不安定な居場所に対する居心地の悪さとあわせて、重カ

から解放された自由な新鮮な体験を与える作品は、西洋

美術の文脈を超越し、絵画の新展開を感じさせてくれま

す。こうした作品の特質から、オース トリアのグラーツ

のクンス トハウス・グラーツで開かれた「日本の知覚」展

にも出品しました。

新潟県立近代美術館と新潟県立万代島美術館で所蔵している4,000点を超える作品の中から、
テーマをもうけて新たな切り口で作品を紹介しています。意外な作品や隠れた名品に出会える

チャンスです。それに、観覧料は一般300円 1ぜ ひとも気軽にお立ち寄り下さい。

当館が所蔵する一点一点の作品が秘めているメッセージをひもとき、映像 文字

資料や比較作例を添えて展示します。10通りのテーマで作品を読み解く、いわ

ば「美術鑑賞入門」といつた展覧会です。この機会に美術館が所蔵する作品の歴

史的意義や素情らしさに

ついて知つていたたき、

美術鑑賞の面白さを改め

て感じていただければ幸

いです。これまで美術館

に何度も足を運んで下さつ

ている方だけでなく、「美

術館なんて入つたことな

いや 1」という食わず嫌

いのそこのあなたも、きつ

と楽しめる展覧会です。
左/福田美雨 (ぶれちゃつた写真|ァムステルダム曰王幸付解)2003年

右/中 村舞 (洲1崎義郎氏の肖像〉1919年

2007年6/23(■)-8/5(日)東 京芸術大学創立120周年記念

パ 1)ヘ ー洋画家たち百年の夢

黒田清輝以来、新しい表現と思想を求めてパリを目指

した日本の洋画家たちの足跡を名作約100点によつて

たとります。

2007年10/6(JL)-11/11(日)

日本のわざと美展
重要無形文化財保持者、いわゆる「人間国宝」のわざや、

文化財保存のための伝統的技術を、精選された作品と

資料で紹介します。

藤城清治展 一光と影のファンタジー

藤城清治の半世紀以上に及′St影絵制作の軌跡を振り返る、
1 展覧会です。約150点 の作品を、鏡や水を使い、幻想的

と な 世界で演出します。

2007年11/23(金)-2008年 1/14(月)

石川県立美術館コレクション展(仮称)
美術工芸の盛んな土地柄を生かしたコレクションで知

られる石川県立美術館の所蔵品から、九谷焼や加賀友

禅などの優品を紹介します。

官

|1200フ 年度の所蔵品展のこ紹介

「カプリーチヨス」「戦争の惨禍」連作を一堂に展示する、新潟では初めての展覧

会です。このたびの展覧会では、ゴヤの版画と共に、「戦争の惨禍」の手本となつ

たフランスの版国家ジャック カ国による「戦争の惨禍(大)」シリーズ、ゴヤの作

品に強く影響を受け

たフランスの画家エ

ドウアール マネの

作品、さらにはゴヤ

を熱心に研究した日

本人画家である鳥海

育児や須田国太郎の

作品も、併せて展示

します。

左/フランシスコホセテ ゴヤ イ,レシエンテス(カプリーチヨス)1799年
右/フランシスコホセテ ゴヤ イ)レシエンテス(戦争の惨禍)1810年代

締i'れ崇`t
遼代業林i
金
｀
111寧

〒940-2083 新潟県長岡市千秋3-278」4
TEL:0258-28-4111(代表)http:〃www ia anet 9「jp/k nb7

[開館時間]午 前9時～午後5時(観覧券販売は午後4時30分まで)

[休館 日]月 曜(たたし月曜が祝日の場合は開館し、翌日休館)。年末年始。臨時休館あり。

新潟県立万代島美術館
The Nligata Bandattima Art Museum

T950-0078

新潟市中央区万代島51朱 鷺メッセ内 万代島ピル5F
TEL:025-290-6655 FAX:025-249-7577
URLt http:〃― a anet 9rip/banb7

■ 開 館 日  午 前]0時～午後6時 (観覧券発売は午後5時30分 まで)

|1休 館 日  月 曜(月曜が祝国の場合は開館し、翌国が休館)、
年末年始、展示替期間

一 般 /300円 (240円 )大 学生 高校生/]50円 (120円 )
中学生 」ヽ学生/50円 (40円)
米( )内は20名 様以上の団体料金。企画展は展覧会ことにT境 が異なります

|1観 境料免除  新 潟県内の小 中 高校 特殊学校が、教育活動として美術館に団体引率を

する場合、所定の用紙で事前に(見学の一週間前)申請をすることにより、

観覧料が免除されます。図工 美術の授業、社会科見学、遠足などさまざま

な形でc~利用いただ すます。

A

新潟駅から

CCESS

■ ′tス                  約 15分
(万代ロパス表場より「佐渡汽砧J行(6番線)あるしVよ
「新潟市冊光循岬バスJ(13番撮)こ乗草。「朱嶋メッセJ下車)

■ タクシー               約 8分

■ 徒歩               約 25分

新潟空港から


