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目黒区美術館
Meguro Museum of Art, Tokyo

　目黒区美術館では、作品収集の基本的な方針のひとつとして、「海外で学ん
だ画家たちとその作品」を掲げて作品収集を進めてきました。本年度は、この
方針に沿ってこれまで当館が収集してきた絵画作品の中から、戦前・戦後、ふ
たつの時代のパリに関わった画家と作品を二部構成でご覧いただきます。そ
の第一部となる本展では、第一次世界大戦前夜の1910 年頃から1940 年頃ま
で、パリを舞台に、研鑽をつみ、時に脚光を浴びた日本人たちの足跡を思い起
こします。
　本展の「経糸」となるのは、当館でも「シャーマン・コレクション」はじめ、多
くの作品を所蔵する藤田嗣治。藤田が日本を旅立った1913 年、すでにパリで
は何人もの日本人画家たちが制作に励んでいましたが、本展は、まず「藤田以
前」の作家たち（安井曾太郎、梅原龍三郎、澤部清五郎 ほか）の作品を第一章
として取り扱い、明治末～大正初期の画家たちの「留学」の跡を検証します。
　パリで苦闘の中から制作の方向を定めた藤田は、1920 年代前半には画壇
の寵児となります。続く第二章以下では、第一次世界大戦を挟んで1920 年代
後半にかけてパリに渡った多くの作家たちの中から、藤田とその周辺の画家た
ち（高野三三男、小柳正、岡鹿之助 ら）の作品群、そして、伊原宇三郎や児島善
三郎など 1920 年代半ばから数を増したパリ在住の日本人作家たちをとりあ
げます。豊かに成熟した伝統の上で、さまざまな価値観が交錯する華やかな
パリにあって、古典から同時代の最尖端まで、幅広く奥深い絵画の世界に触れ
た日本人たちは、貪欲に知識と技術を吸収しながら、やがて西欧文明と自ら
の内なる日本をめぐる問題にも直面することになります。
　作品収集と並行して、目黒区美術館では、海外での日本人画家たちの制作
や日常生活を伝える、多くの希少な周辺資料を収集してきました。本展では絵
画作品だけでなく、これらの資料も多数展示いたします。エスキースや素描、
画材はじめ勉学や制作を示すものから、さまざまな印刷物、音楽や文学、バレ
エやオペラからキャバレまで、画家達の興味を引いたさまざまなものにかかわ
るチケットやパンフレット、さらには地下鉄や水上バスのチケットやデパート
の包み紙まで、多彩な資料で、戦前の日本人画家たちの生活と制作の姿、画家
たちの息遣いをご覧いただきます。
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午前10 時～午後６時 （入館は午後５時30分まで） 
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月曜休館（ただし 11月3日・24日は開館で翌日が休館になります）

概要

【1】 藤田嗣治  《赤毛の女》 1917 年
水彩・紙／目黒区美術館蔵
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【4】 澤部清五郎  《ムードンの画室街》 1913 年
           油彩・ボード／目黒区美術館蔵

【3】 安井曾太郎  《パリの公園》 1911 年
           油彩・キャンバス／目黒区美術館蔵

【2】藤田嗣治 《カフェ･ドゥ･ラ･ロトンド》 
          1925 年　銅版･紙／目黒区美術館蔵
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１． 大正初期の画家たちの留学

２．フジタのいる街角　1913 ～ 1920 年代

３．1920 年代後半の巴里

《出品作品・資料》

絵画作品ほか：
　当館所蔵作品より油彩等約75点、ほかにスケッチブック、素描類など50点

作家周辺資料：
　写真、書類、書籍、印刷物ほか　約300点

作家たちの画材・材料の特集展示
　美術教材「引き出し博物館」、当館所蔵の画材、絵画材料等　約100点

関連催事

２．ワークショップ「トラベルノート　私だけの旅物語」

１．ギャラリーツアー

＜第二部＞

ふたつの時代－所蔵品でたどる「パリの日本人」第二部
戦後世代の横顔－パリの革新、1950~60 年代 ＋ 〔秋岡芳夫全集３〕
2015 年 2月14日（土）～3月22日（日）

今井俊満、菅井汲、堂本尚郎はじめ、戦後のパリで
飛躍、活躍した世代の作家たちほかをとりあげます。

内容

日　時：　会期中の土日、３回程度（予定）
ガイド：　当館学芸員
参加費：　無料（ただし当日有効の観覧券が必要となります）

旅のかけらを集めて、形にしてみませんか？　
心に残る旅 心に描く旅をノートにコラージュしたり、描いたり、詩を添え
たりして、自分だけのトラベルノートを作ります。

日　時 ：　10月26日（日）　10：00 ～ 16：00
進　行 ：　目黒区美術館トイ･コレクションボランティアチーム
対象･定員：　小学 4年生～大人　20 名    【事前申込制】
参加費：　1,000 円（材料費・保険料込）

《展示構成》

＜2＞

※ 詳細は当館ウェブサイトでご確認ください
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【7】 高野三三男 《ヴァイオリンのある静物
           （コンポジション）》　1937 年頃 

           油彩・キャンバス／目黒区美術館蔵

【6】 伊原宇三郎  《カナぺの女》 1926 年
           油彩・キャンバス／目黒区美術館蔵

【８】 猪熊弦一郎 《ノートル・ダム》 1938-39 年   
           油彩・キャンバス／目黒区美術館蔵
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【5】 荻須高徳  《パリのカフェ》 1931 年
           油彩・キャンバス／目黒区美術館蔵
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目黒区美術館   展覧会担当（学芸） 山田 、佐川 ／ 広報担当 （事務）吉田
〒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ご提供いた
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
事項をお書き添えいただき 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。ご留意ください。

＜３＞

 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

 一般 500(400) 円、大高生・65 歳以上 400 (300) 円、中小生 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 11 月 3日・24 日は開館し翌日は閉館となります）

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　目黒区民センター敷地内）

会　　期             2014 年 10月25日（土）～ 12 月 7日（日）

タイトル

観  覧  料

交通機関

ふたつの時代―所蔵品でたどる「パリの日本人」
第一部　フジタの街角―巴里の誘惑、1910 ～ 30 年代
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広報写真

【11】 坂田一男 《浴室の二人の女》 1928 年   
           油彩・キャンバス／目黒区美術館蔵

【10】 パリ市内地図「Monumental et Metropolitan」
           1924 年頃／目黒区美術館（寄託）

【9】 さまざまなチケット類
           1920 年代後半／目黒区美術館（寄託）



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・吉田　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）：吉田

                      　   年　　　　月　　　　日

〒

                      　   年　　　　月　　　　日
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ご希望の画像

□　　              【１】         ＊ご返信内容に記載の使用条件に従ってください

□　　              【２】  ＊著作権処理は掲載者様側で願います

□　　              【５】  ＊著作権処理は掲載者様側で願います

□　  【３】、【４】、【６】～【11】

チェック欄　  図版番号             使用条件等


