
新潟市美術館の名品たち
－ピカソとクレーもやってきた
有朋自遠方来

2015年4月11日（土）～ 6月7日（日）

目黒区美術館
Meguro Museum of Art, Tokyo

　目黒区美術館に 2 年先立ち開館した新潟市美術館は今年開館 30 周年
を迎えます。本展覧会では、新潟市美術館が形成してきた良質なコレク
ションのうち、代表的かつ魅力的な名品をご紹介します。
　そして、同じ時期、公立美術館をとりまく同じ時代背景のもと、形成され
てきた当館コレクションとの間に「同じ作家の異なった作風や制作時期の
作品」をはじめ、いくつかの「照応関係」を設定し、ふたつの美術館コレク
ションの「加算」から生まれる新しい拡がりを示すことも試みます。
　ふたつの公立美術館コレクションを比較検討するこの展覧会は、「ある
時代を背景とした美術館とコレクションのあり方」、「片方のコレクションだ
けでは描けないこと」を探りつつそれらの考察を示して、新潟と目黒の地
で約 30 年間、同じ時代を過ごしてきた二つの美術館のコレクションの意
義を振り返るものとなるでしょう。
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（１）．新潟市美術館の名品たち
海外作家の作品を中心に、広く知られた作家たちの作品を中心に、新潟市美術館コレ
クションを特徴づける作品をじっくりとご覧いただきます。
オディロン・ルドン「黄色いケープ」、ピエール・ボナール「浴室の裸婦」、パウル・クレー「プルン
のモザイク」、パブロ・ピカソ「ギターとオレンジの果物鉢」、マックス・エルンスト「ニンフ・エ
コー」、山口長男「縺(もつ)れたかたち」、草間彌生「自己消滅」ほか

（２）．新潟市美術館の特色あるコレクション
新潟市美術館が継続して収集してきた、県内作家作品や地域ゆかりのコレクターから
寄贈された作品群など、「新潟市美術館ならでは」の作品を選択して、いくつかのトピッ
クを設定して展示します。
佐藤哲三、白井徳重、鳥居敏文、「小林力三コレクション」（矢部友衛、岡本唐貴、山上嘉吉ほか）ほか

（３）．新潟＋目黒－二つのコレクションの「加算」から生まれるもの
作家の共通性、相互に補完することでよりわかりやすくなる小さなテーマなど、いくつ
かのトピックに従って展示します。
相笠昌義、安宅安五郎、阿部展也、菅井汲、元永定正、笹岡了一ほか

（４）．その他
展覧会カタログテキストを中心に、新潟と目黒の地で、それぞれどのようにコレクショ
ンが形成されてきたのか、ふたつの美術館のたどった道筋の概略をたどり、地方美術
館としての特質、コレクション形成における地域性と普遍性など、時代背景とともに考
えます。
会場内では年譜等をまじえてコーナー展示を試みます。

出品点数：
新潟市美術館所蔵品から約70点
目黒区美術館所蔵品から約30点

内容

概要

ともありえんぽうよりきたる

＊サブタイトル「有朋自遠方来(ともありえん
ぽうよりきたる)」は『論語』学而編の冒頭、「不
亦楽乎(またたのしからずや)」と続く広く知
られた句から。「友人が遠くから訪ねてくれ
る。なんと嬉しいことか」というこの句は、「同
じ学を志すものが出会うというのは、なんと
喜ばしいことか」という意味だと解釈されて
きました。その意を汲んで、同じ時代を過ごし
てきたもうひとつの美術館のご厚意によって
実現した本展のサブタイトルとしました。

【1】　パブロ・ピカソ「ギターとオレンジの果物鉢」1925年
98.0x132.0cm　油彩／カンバス

新潟市美術館蔵

【2】　パウル・クレー　「プルンのモザイク」　1931年
35.5x45.5cm 　水彩・グアッシュ／厚紙の上に紙

新潟市美術館蔵

　【3】　阿部展也　「作品」
50.1x 60.9cm　油彩／カンバス

新潟市美術館蔵

　【4】　末松正樹　「群像」　1950年
129.0ｘ96.0cm　油彩／カンバス

新潟市美術館蔵



目黒区美術館   展覧会担当（学芸） 山田  ／ 広報担当 （事務）天野
〒153-0063 東京都目黒区目黒 2-4-36    tel. 03-3714-1201（代） 　fax. 03-3715-9328 
e-mail: mmatoffice@mmat.jp   http://www.mmat.jp

本展のお問合わせ先 

開催情報

本リリースに掲載した作品図版の一部を本展広報用写真とし
て提供いたします。ご希望の方は、申込用紙（４ページ目）の内
容をご確認の上、必要事項をご記入いただき FAX でお申し込
みいただくか、同内容を本展担当者宛メールにてお申し込みく
ださい。
作品図版により使用条件等に若干の違いがあります。特に本
展の場合はピカソ作品図版のお取り扱いにご注意ください。

＜2＞

関連催事

１．

２．

３．

記念講演会（調整中）
2015年4月11日（土）　14:00 ～15:30

大人のための美術カフェ（トークイベント）
2015年5月9日（土）　14:00 ～15:30
担当学芸員

その他
会期中、当館学芸員によるギャラリーツアーを予定

※ 詳細は調整中につき、下記と異なる場合があります。
　当館ウェブサイトでご確認ください
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広報写真

 JR 山手線・東急目黒線・東京メトロ南北線・都営三田線＝目黒駅下車徒歩 10 分
東急バス＝権之助坂（目黒通り）下車徒歩 5分、田道小学校入口（山手通り）下車徒歩 3分

主　　催             公益財団法人目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会

特別協力             新潟市美術館

協        賛             ライオン、清水建設、大日本印刷、損保ジャパン日本興亞、日本テレビ放送網

 一般 700（550）円、大高生・65 歳以上 550（400）円、小中学生以下無料
 ＊障がいのある方は半額・その付添者１名は無料、 （  ）内は 20 名以上の団体料金

休  館  日             月曜日（ただし 5月 4日（月）開館、7日（木）閉館となります）

開館時間             午前 10 時～午後６時 （入館は午後５時 30 分まで） 

会　　場             目黒区美術館　（東京都目黒区目黒 2-4-36　目黒区民センター隣接）

会　　期             2015 年 4月11日（土）～ 6月7日（日）

タイトル

サブタイトル

観  覧  料

交通機関

新潟市美術館の名品たち－ピカソとクレーもやってきた

有朋自遠方来　　　　　　　＊サブタイトルは省略可能です。ルビ有無どちらでも可です。
ともありえんぽうよりきたる

【6】　安宅安五郎　「ベルサイユ郊外」
1921年　53.1x 45.7cm

　油彩／カンバス
新潟市美術館蔵

【5】　白井徳重　「自画像」
1929年　45.1x 32.3 cm

　油彩／カンバス
新潟市美術館蔵

【7】　鳥居敏文「ロバに乗る少年」　1937年
112.0x 162.0 cm　油彩／カンバス

新潟市美術館蔵
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お申し込み日

掲示媒体名
（雑誌名など）

メディアの形態

発行・放送予定日

御 社 名

 ご担当者氏名

 住   所

 TEL  FAX

 E-mail

連 絡 欄

【紙媒体】　新聞 ／ 雑誌 ／ ミニコミ誌 ／フリーペーパー ／ その他 （　　                                 　　　）

【電子媒体】　テレビ ／ ラジオ ／ WEB サイト ／ 携帯サイト ／ その他（　　　　                    　　　）

宛先：目黒区美術館　〔担当〕　山田・天野　宛
FAX 番号 ： 03-3715-9328　     E-mail ： mmatoffice@mmat.jp

■ 本票に必要事項をご記入のうえ、上記宛先まで FAXでお申し込みいただくか、メールにて本票と同内容の事項とご希望の
     画像番号をお知らせ下さい。掲載紙・誌を１部ご寄贈くださいますようお願い申し上げます。

■ お申し込み受け付け後、画像データ（JPEG）のダウンロード先を返信でお知らせいたします。
　 お手元の環境等によりダウンロードできない場合は別途ご連絡ください。
■ 著作権関係の確認・処理が完了してからダウンロード可能にさせていただくため、お申し込み後お時間をいただく場合        
　 があります。
■ 使用にあたっては、「●広報用画像について」の内容をご了承いただくことが条件となります。
　
　必ずご確認いただきますようお願いします。

●広報用画像について

・画像データはメールにて送付いたします。
・画像は展覧会紹介の目的のみにご使用ください。
・データを第三者に渡すことは禁止いたします。
・使用後、データは破棄してください。
・展覧会の名称、期間、会場などの情報は分かりやすく掲載してください。
・画像への文字載せは不可です。
・画像使用の際は、キャプション、クレジットを明記してください。
・掲載誌（紙）は 1部、当館担当者までお送りください。
・Webサイトは公開後にURL   をお知らせください。
・当館が掲載内容を確認できるように、掲載前に校正をお送りください。

◎  本展を紹介してくださる媒体には、展覧会の招待券
     （5 組 10 名様）を読者プレゼント用に提供いたします。
      ご希望の方は下記にご記入ください。

      読者プレゼント用招待券を ［ 希望する   ・  しない  ］

＜広報用画像に関する問い合わせ先>

  目黒区美術館  
  TEL.03-3714-1201 / FAX.03-3715-9328
  展覧会担当（学芸）：山田
  広報担当 （事務）: 天野

                      　   年　　　　月　　　　日

〒

                      　   年　　　　月　　　　日

新潟市美術館の名品たち－ピカソとクレーもやってきた

ご希望の画像

□　　   【１】           ＊ピカソ作品。別紙使用条件で使用料免除となる条件をご確認願います。
□　  【２】~【７】  

チェック欄　  図版番号             使用条件等
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  必ずご確認ください
別紙：ピカソ作品図版の掲載について


