
没後40年　髙島野十郎展
－光と闇、魂の軌跡
2016年4月9日（土）～ 6月5日（日）

目黒区美術館
Meguro Museum of Art, Tokyo

　髙島野十郎 (1890-1975)は「孤高の画家」「蠟燭の画家」として、NHK
「日曜美術館」でも再三取り上げられるなど、近年多くの人々から注目を
集めている洋画家です。
　明治 23(1890)年、福岡県久留米市に酒造家の四男として生まれた野
十郎は、東京帝国大学農学部水産学科を首席で卒業。その後、念願で
あった画家への道を選び、敢然と歩みだしました。「世の画壇と全く無縁
になることが小生の研究と精進です」とする野十郎は、独力で油彩技法
の研究を重ね、会派や団体などには所属せず、家庭を持つことさえ望ま
ず、自らの理想とする写実的な絵画を生涯にわたり追求し続けました。
　野十郎の超俗的な画業は、生前には広く知られることはありませんで
したが、福岡県立美術館によって「再発見」され、その後は展覧会を重ね
るにつれ、単なる再現的描写を超えた生命感あふれる精緻な写実表現、
光と闇に込められた高い精神性が、ますます高く評価されています。
　本展の巡回は髙島野十郎の没後 40 年にあたる平成 27(2015) 年にス
タートしました。孤高の画家・髙島野十郎の到達点とも言える「蠟燭」や
「月」シリーズ、さらには「すいれんの池」や「からすうり」をはじめとする
風景画や静物画など、代表作を数多く含む約 140点を、五つの大きなト
ピックに沿ってご覧いただきます。また、近年新たに発見された作品、こ
れまで紹介されたことのない作品、科学的調査による技法分析結果など
もまじえ、人々の心と目を引き付けて止まない髙島野十郎の深遠なる絵
画世界の全貌に迫る、「決定版」ともいえる展覧会となっています。

内容

概要
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第1章 初期作品　理想に燃えて
野十郎は本名・彌壽。兄・宇朗は画家・青木繁との交友でも知
られる詩人。野十郎が絵画の道に進むにあたり、この兄の大き
な影響もあったと思われます。
第1章では、旧制中学時代や東京帝国大学在学中に描かれた貴
重な初期作にはじまり、大正期から昭和初期まで、独力で油彩
技法と写実を探求した若き日の野十郎の姿を20点あまりの作
品でご覧いただきます。

展覧会の構成順に内容をご紹介します

右上：《つりさげられた鳥》 1922頃　個人蔵
右中：《りんごを手にした自画像》 1923　福岡県立美術館蔵

右下：《けし》 1925頃　三鷹市美術ギャラリー蔵
左：《百合とヴァイオリン》 1921~26頃　目黒区美術館蔵

《髙島野十郎氏》1952　撮影：片山攝三



第2章 滞欧期　心軽やかな異国体験
昭和5（1930）年、39歳の野十郎は、北米航路でアメリカに渡り、さらに
ヨーロッパに向かいました。3年後に帰国するまで、フランス、スコットラ
ンド、イタリアなど、新たな風景との触れあいは、野十郎の絵画に明るい
色彩と流麗なタッチをもたらしました。
貴重な野十郎の欧米時代の作品を13点ご覧いただきます。
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第5章 光と闇　太陽 月 蝋燭
際立つ光と闇、太陽や月、そして揺らめく蝋燭の炎が野十郎の心を捉えまし
た。精緻で静かな光の表現は単なる視覚的イメージを超え、神秘的な精神
性を思い起こさせます。
野十郎の絵画の到達点を約35点の作品でご覧ください。

第3章 風景　旅する画家
野十郎は生涯に渡り、さまざまな土地に旅し、数多くの風景画を残し、草花
や地形、時には一瞬の水の表情や微妙な天候や光に透徹したまなざしを向
けました。野十郎の遺した数多くの風景画から、写生地についての研究成果
も活かしつつ、約60点をご紹介します。

第4章 静物　小さな宇宙
野十郎は静物画も数多く描きました。微妙に異なる素材、さらに種
類によって表情の異なる果物などを描き分け、確かな存在感を与え
るという、初期から強く意識していた課題への、野十郎の追求の道
程を約20点の作品でご覧いただきます。

左上：《割れた皿》 1958頃　福岡県立美術館蔵
左下：《柿とぶどう》 1953　個人蔵
右：《からすうり》 年代不明　個人蔵

左：《林辺太陽》 1967頃
　東京大学医科学研究所蔵
中：《月》 1962頃　個人蔵

右：《蠟燭》大正期　福岡県立美術館蔵

左：《ベニスの港》 1930~33　個人蔵
右上：《霧と煙 ニューヨーク》 1930~33　福岡県立美術館蔵

右下：《ノートルダムとモンターニュ通》 1930~33　福岡県立美術館蔵

左上：《流》  1957頃　杏林大学蔵
右上：《カンナとコスモス》 1954　個人蔵
左下：《海岸風景》 1939　慶應義塾蔵
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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ものを中心に、一部の出品作品の図版を本展広報用写
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。
折り返し、図版データ一式のダウンロード先をお知らせします。

関連催事

１．

２．

３．

記念講演会 野十郎の奇蹟
西本匡伸(福岡県立美術館副館長)
2016年4月23日（土）　14:00 ～15:30

大人のための美術カフェ（トークイベント）
2016年5月7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ほかを予定

※ 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

 一般 1000（800）円、大高生・65 歳以上 800（600）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

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             2016 年 4月9日（土）～ 6月5日（日）

タイトル

サブタイトル

観  覧  料

交通機関

没後 40 年　髙島野十郎展

ー光と闇、魂の軌跡　　　　　　　＊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。

左：《静物》 1925　福岡県立美術館蔵
右：《蠟燭》 戦後期　久留米市蔵

《さくらんぼ》 1957　個人蔵



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、画像データ一式（JPEG 画像とリスト）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。
■ 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
・画像データは一式をダウンロードしてください。

・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。

・ウェブサイトはドラフトデータ等を公開前にお示しください。

◎  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
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