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7 月 1 1日［土 ］−8 月 30 日［日 ］

会場：展示室１
開館時間：午前 9 時 30 分〜午後 5 時（入館は 4 時 30 分まで）
休館日：月曜日（7 月 20 日、8 月 10 日は開館）
、7 月 21 日（火）
観覧料：一般 510（400）円、大高生 250（200）円
＊ ( ) 内は 20 名以上の団体割引料金
＊中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者 1 名は無料

ピエール=オーギュスト・ルノワール
《読書するふたり》1877年 当館蔵

の展覧会は、当館と県立館林美術館の

こ 収蔵品に借用作品を加えた約 80点を、
身近な人々、自然とのふれあい、食、そ
して旅する場所や住む場所との出会いと
いった、人生や生活にかかわるテーマに
分けて紹介するものです。19世紀近代生
活の豊かさを美術に結晶させた印象派の
作品から、生活観が多様化した現代の美
術まで、時代やジャンルを超えた作品の
なかに、人生を、日常を、細やかに生き

伊庭靖子《Untitled》1998年
群馬県立館林美術館蔵

るための秘訣を探ります。

［関連事業］

三輪途道《今日はプールに入れない》
2012年 個人蔵

□館長講演会
「親密な画家の系譜−ミレーからボナールまで」
講師：井出洋一郎（群馬県立近代美術館館長）
7 月 18 日（土）午後 2 時− 3 時 30 分 ［２F 講堂、申込不要・無料］
□三輪途道トーク
講師：三輪途道（出品作家）
8 月 2 日（日）午後 2 時− 3 時 30 分 ［２F 講堂、申込不要・無料］
□学芸員による作品解説会
7 月 25 日（土）、8 月 12 日（水）午後 2 時− 3 時
［1F 展覧会会場、申込不要・要観覧料］
＊「こども＋おとな＋夏の美術館 2015」については次ページをご覧ください。
Photo:三輪洸旗

館 長
「思い出の群馬と私」

群馬県立近代美術館館長

井出洋一郎

コラム

私が生まれたのは高崎市田町通り、当時は祖父が玉寳堂という時計宝石眼鏡の専門店を営
んでいた。後継の父は商売を嫌い、桐生工専を出て高崎工業高校の化学の教員になり、そ
こで父は画家の豊田一男と同僚であったという。豊田先生には晩年個展でお会いして昔を
懐かしがっておられた。
私は幼稚園から小学校 2 年まで父の転職に従い、国内各地を転々としたので、帰郷後の
小学校ではホームなのにアウェイ感をたっぷり味わった。その淋しさを紛らわせてくれた
のが芸術の師匠たちである。ヴァイオリン、ピアノは永長信一、書道は堀越呼雲、そして
水彩画を塚田とほるという、群馬の各界のそうそうたる先生方に入門した。また群馬音楽
センターの群響（群馬交響楽団）の定演に一人で通いだした早熟の小学生は、隣席で井上房
一郎の孤高の姿を知る。塚田とほるは、アトリエでゴッホやセザンヌについて熱っぽく語っ
ていた。中学校では県美術会の現会長島﨑庸夫が、若くして担任となっていたので楽しかっ
た思い出がある。しかし高崎高校に入学して、美術教員だった塚田に生徒として再会した
私は、すでに写真部に入り、美術史専攻の将来も自覚していたと思う。高一の学期末、そ

筆者近影、高崎市、ガトーフェスタ
ハラダ本社にて

の元師匠は、課題のクレヨン画の提出が乏しい私に、君がこれではねえ、と引導を渡した。
爾来 50 年、群馬の森の住人となった私の使命は何だろうか。群馬を思うことは、師匠た
ちの芸術のはるかな高みへの希求を、自分の課題として地域に留まらず、世界に発信して
いくこと以外にはないと再考している。

こども ＋ おとな ＋ 夏の美術館 2015
2015年 7 月 18 日［土］… 8 月 23 日［日］
「アート・オブ・ライフ」開催中の夏休み期間に、今年も作家によるワークショップや毎日アート体験ができるイベントなどを
開催します。ぜひ、友だちや家族と、そして一人でも、美術館ならではのクリエイティブなひとときを過ごしてみませんか。

●ワークショップ

●コロコロ デ アート

とみこはんと、おいしい消しゴムはんこを
作ろう

ビー玉で描く不思議な絵。きっとあなたも前衛
画家！？

講師：とみこはん

＊申込不要・無料

（消しゴム版画家・イラストレーター）
食べ物モチーフの消しゴムはんこを彫って押
して、自分だけの作品を作ってみよう。
＊要申込・無料
開催日：8月1日（土）
時 間：13:00〜16:00

●ワークショップ
モノモノいきもの

開催日：7月18日
（土）〜 8月23日
（日）
※休館日を除く
時 間：10:00 〜16:30
場 所：エントランスホール

●造形あそび
＊申込不要・無料
時
場

間：13:30 〜15:30
所：2階 アトリエ

家や身のまわりにある、もう使わなくなったプ
ラスチックのモノを使っていきものを作ろう。

星空ステンドグラス
黒い紙を使って小さなステンドグラスを作りま
す。
開催日：7月19日（日）
、8月9日（日）

＊要申込・無料
開催日：8月 15日（土）
時 間：13:00 〜16:00

ゆらりんモビール
光にすけてゆらゆら動くモビールを作ります。
開催日：7月26日
（日）
、8月23日
（日）

講師：富田菜摘（現代美術家）

＊各事業の詳細は、チラシまたはホームページをご覧下さい。

谷内克聡

「ある女の肖像１《みどりの石》」

開

高健の小説に『夏の闇』という、鬱病患者の手記のような作品があって、自閉症の男が、
セックスと酒と食にひたすら沈潜し、そうした状況を脱する糸口として男の趣味であ

る釣りに行くが結局は…、といった内容の話で、なんとなくカフカの『変身』を思い起こさ
せるニヒリズムが、ヨーロッパを舞台としていながら、日本語独特の湿潤な文体で表現され
ていたのが強く印象に残る物語だった。そしてもうひとつ、どうしても引っかかってくるの
が、この小説に登場する主人公と絡む女について、であった。菊谷匡祐の『開高健のいる風
景』によると
『夏の闇』の中で描かれている女のモデルは、小説で語られているその経歴から
容易に推察されるのだそうだ。女の名前は ､佐々木千世といった。あるいは菊谷の同書に抜
粋されている、女の死亡記事に見るように「佐々木千世子」が本名なのかもしれない。女の
岡本唐貴《みどりの石》1958年
油彩・カンヴァス 90.9×72.7cm

モデルが佐々木千世なら、僕はその女を知っている。いや、正確にはその女の肖像画を見た
ことがある。それは岡本唐貴の《みどりの石》と題された若い女性の肖像画である。憶えば
学生の頃、恩師の佐々木静一に連れられ、日本近代美術のオーラルヒストリーの一環として、
当時練馬区の保谷にあった岡本画伯のアトリエを訪ねた折、アトリエの壁に架かっていた多
くの岡本作品とともに、その肖像画の女性はじっとこちらを見つめていた。
佐々木静一が「これは佐々木千世じゃないですか」と尋ねると、「そう佐々木千世だ」と岡
本唐貴は言った。それはパステルカラーが印象的な夏物のワンピースを着て座っている、若
い綺麗な溌剌とした女性の肖像画で、しばし陶然とその女性に見とれていると、佐々木静一
が「彼女はブブノワの弟子でね。ロシア語からドイツ語をやったんだ、ずいぶんと語学がで
きた女だ。でも気の強い女だぜ。あの手を見てみろ、ごつごつとして、男のような手をして
らぁ」と説明した。
そのときは、佐々木千世がワルワーラ・ブブノワの弟子ということくらいしか関心がな
かった。むしろ、日本にロシア・アヴァンギャルドを伝え、自らも美術家であり優れたロシア
語教師であったワルワーラ・ブブノワにより興味はあった。そして佐々木千世については

《みどりの石》
（部分）
「荘重な腕と無骨な手」

「無骨な手の女」という印象だけが残った。今改めて『夏の闇』を読み返すと手ではなく腕に
ついてだが、次のような記述がある。
「ほとんど毎朝、女は眼をさますと腕を眺める習慣で
ある。」そして、時に差し出されたその腕について、開高は鬱陶しいほど執拗微細に描写する。
「ふれた指をはじくよりはしっとりと吸いこむようにしてそこにとどめておくような肌理の
こまかい膚のしたに精妙な肉と冷たい脂の気配がある。うぶ毛も、ソバカスも、しみもなく、
毛穴があるとも感じられず、血を深く沈めてどこもかしこも蒼く冴え、しかもどっしりとし
て重いのである。一日の自信をおくにふさわしい荘重がある。」
岡本唐貴の
《みどりの石》
は 1958年に描かれている。佐々木千世は 33年生まれだから、
25
歳のときの肖像画である。59年に早稲田大学の露文科を出ているので、描かれた時期はま
だ学生だったはずだ。開高と佐々木千世が知り合うのは彼女が大学を卒業して以降なので、
この時期まだ二人は知り合っていない。『夏の闇』の時代設定は、開高の年譜から推測する
と 68年なので、この肖像画が描かれた時期から10年のときが流れている。にもかかわらず、
《みどりの石》に描かれた佐々木千世の腕は、開高の描写そのままである。しかし
《みどりの
石》には「荘重な腕」とともに
「無骨な手」も描かれている。
『夏の闇』には女の手の描写は皆
無である。絵画は小説以上に冷徹だ。
あの時、
《みどりの石》に魅入る僕を前に、岡本唐貴は
「佐々木千世も変な死に方をしたね」
とボソッと言った。70年 3月24日午前零時 40分頃、東京工業大学制御工学科教授伊沢計介
運転の乗用車が対向車と正面衝突し、伊沢は即死、助手席に同乗していた佐々木千世もまも
なく死亡した。伊沢計介は桐生出身の前途有望な研究者だった。伊沢計介と佐々木千世の接
点は何なのか。
ワルワーラ・ブブノワ、開高健、伊沢計介をめぐる佐々木千世は謎だ。

展示室 2
●日本と西洋の近代美術Ⅱ
6/27‒8/30

展示室 5

展示室 7（山種記念館）

●戦後日本美術 7/11‒8/30

●どうぶつ絵画 6/27‒8/2
●井上有一の書 8/4‒8/30

第二次世界大戦後
の混迷期を抜け出
し、世界へと活躍
の場を広げた日本
の作家たちを紹介
します。

当館の所蔵作品の中から日本と西洋の
近代絵画ならびに彫刻を展示します。

展示室３
●現代の美術Ⅱ 7/11‒8/30

夏期前半は 、親子で楽
し め る「ど うぶ つ」を
テーマにした絵画を、
後半は、8月 15日の終
戦記念日にあわせ、東
京大空襲の記憶を作品
へと昇華させた、井上
有一の書を展示します。

当館所蔵のコレク
ションから、ホセ・
マリア・シシリアな
ど現代の美術をご
紹介します。
ホセ・マリア・シシリア
《赤い花々Ⅱ》

展示室 4

今井俊満《晩秋》

木村武山《孔雀》

●ゴヤとドーミエの版画 7/11‒8/30

平成 25年度寄贈作品であるドーミエのリトグラフ14点をご紹介します。フランス19世紀
の画家ドーミエは挿絵入り諷刺新聞に国王や政治家を活写して、まさにこの時代の記録者
となります。14点はいずれも諷刺新聞『シャリヴァリ』に、皮肉をこめて内容を説明する
短い文章と共に掲載されたものです。クリミヤ戦争における権力者を裁く容赦のない批判
精神と、風俗をテーマに人間の愚かさにおかしみを見つけるおおらかな人間観察力という
二つの面をご覧いただけるでしょう。18世紀の政争激しいスペインから発したゴヤの版画
連作『妄』と併せ、時代も地域も超えて伝わる、諷刺画ならではの魅力をご紹介します。
オノレ・ドーミエ『できごと』
より
「なぜゆえに人は、
大きなベッドの上に横たわっていても、
窮屈と感じてしまうのだろう」
1854年9月8日 リトグラフ・新聞紙
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「新井コー児

−新井コー児 20 年目の独り文化祭−」

2 0 15 年 9 月 1 9 日［土 ］−12 月 20 日［日 ］
会 場 : 展示室 5
休館日 : 月曜日（9 月 21 日、10 月 12 日、11 月 23 日は開館）
9 月 24 日［木］
、10 月 13 日［火］
、11 月 24 日［火］

本

展は、油彩画、日本画、水彩画、版画、彫刻等により独自の表現を追求し続
ける画家、新井コー児の画業20年を記念し、初期から最新作までを包括的に

新井コー児 《夕焼けの特等席》
2011年

紹介する回顧展です。
新井コー児は 1973年群馬県高崎市に生まれ、96年多摩美術大学美術学部絵画科
油画専攻を卒業し作家活動に入りました。同年第 6回 ART・BOX大賞展等３つの公
募展に初入選して以降、毎年数々の公募展に入選を果たしています。
新井の描く作品世界は昭和 30 〜40年代の日本を舞台にしています。そこでは自
由奔放な女子高生や愛らしい動物たちが生き生きと描かれています。銭湯や木造
の校舎に懐かしさを憶え、突拍子もないシチュエーションについ微笑んでしまう、
そんなノスタルジックな雰囲気を漂わせながらも、ポップで自由な魅力を放ち続
ける新井コー児の平面、立体作品をお楽しみください。

新井コー児 《明日は期末テストだけれ
ど・
・
・》 2014年

美術館では、年間を通して様々なイベントを開催しています。7 月からの展覧会関連イベントは、井出館長による講演会、
学芸員による作品解説会など、聴いてためになるイベントを開催します。また、こどもやファミリーで楽しめる「こども
＋おとな＋夏の美術館 2015」では、ワークショップや造形遊びなど、参加して楽しいイベントが盛りだくさん！ 涼しい
美術館で、楽しいひとときをおすごしください。（内容は、本紙 1､2 ページをご覧ください）
4日
（土）
9日
（木）

7

月

ボランティアによる茶席 11:00〜
ファミリータイム 9:30〜12:00

July

12日
（日）

サンデー・ギャラリートーク 14:00〜14:40

18日
（土）

井出洋一郎館長講演会 14:00〜15:30

18日
（土） 「こども＋おとな＋夏の美術館2015」
〈8/23
（日）
まで開館日に開催〉
19日
（日）

造形あそび
「星空ステンドグラス」 13:30〜15:30

23日
（木）

ファミリータイム 9:30〜12:00

25日
（土） 「アート・オブ･ライフ」
作品解説会 14:00〜15:00

1日
（土）

ワークショップ「とみこはんと、
おいしい消しゴムはんこを作ろう」 13:00〜16:00

25日
（土）

こどもミュージアム･スクール

1日
（土）

ボランティアによる茶席 11:00〜

26日
（日）

造形あそび
「ゆらりんモビール」 13:30〜15:30

2日
（日）

三輪途道トーク 14:00〜15:30

9日
（日）

造形あそび
「星空ステンドグラス」 13:30〜15:30

9日
（日）

サンデー・ギャラリートーク 14:00〜14:40

9

8

月

13日
（日）

月

サンデー・ギャラリートーク 14:00〜14:40

23日
（水・祝） 「戦後日本美術の出発」
作品解説会 14:00〜15:00

September

12日
（水） 「アート・オブ･ライフ」
作品解説会 14:00〜15:00
13日
（木）

ファミリータイム 9:30〜12:00

15日
（土）

ワークショップ「モノモノいきもの」 13:00〜16:00

22日
（土）

こどもミュージアム･スクール

23日
（日）

造形あそび「ゆらりんモビール」 13:30〜15:30

27日
（木）

ファミリータイム 9:30〜12:00

August

友の会では年間を通じて会員を募集しています。入会されますと、会員限定
のミュージアム・ツアーにご参加いただける他、県内 5つの提携美術館の観
覧料が減免になるなど、展覧会巡りがとても便利になります。ミュージアム
ショップで即入会のお手続きができますので、どうぞお気軽にお立ち寄りく
ださい。
■会員の種類と年会費［有効期間は 4/1〜翌年 3/31］
一般会員 2,000円／学生会員 1,000円
家族会員［同居 2人分］3,000円
［3人以上は 1人につき 1,000円追加］
個人賛助会員【一口】10,000円／法人賛助会員【一口】20,000円
※一般会員 半期 1,000円
［有効期間は 10/1〜翌年 3/31］

mamelon（マメロン）のシルバーリングが新入荷しました！
ナズナやねこじゃらし、キノコなど、森を散歩中に見かけるような素朴な植物をはじめ、
花、水、動物などの自然をテーマにみずみずしい作品を発表しているアクセサリーブラ
ンド mamelon
（マメロン）
。どれも身に着けた瞬間から愛おしくてたまらなくなる、
チャー
ミングなデザインばかりです。是非ミュージアムショップへ見にいらしてください。
［お問い合わせ先］群馬県立近代美術館 友の会

Tel.027-346-5560（館代表）/ Fax.027-346-4064

mamelon「 Rustic Flowers (野の花 )」シリーズより
ナズナのシルバーリング。

中島幸子
や鳥を主題とする絵画を花鳥画とよび、山水画、人物画にならぶ東洋画の

花 重要なテーマのひとつです。日本では、室町時代以降に盛んに描かれるよ
うになり、多くの日本画家が優れた作品をのこしました。花鳥画のジャンルに
含まれるこの作品は、くちばしを大きく開け羽ばたく雀を中心に、二百四十六
羽の雀が画面いっぱいに描かれています。一羽ずつ見てみると、
上を見上げる
もの、こちらを向くものなど様々な姿が描き分けられています。ちなみに題名
にある「雀」の文字が、中国の諸侯などの身分を表す称号の「爵」に音が通じる
ことから、群雀は立身出世を表す中国由来の吉祥図案です。
作者は、1906（明治39）年、群馬県伊勢崎市に生まれ、館林市出身の南画家
小室翠雲に師事し、墨を基調にした風景画を得意としました。この作品は、故
郷の伊勢崎に 1948（昭和 23）年に開いた画室 快哉居で描かれた晩年の作品で
す。作者は自宅の庭に撒いた餌をついばむ雀を、飽かずスケッチしていたそう
ですから、雀への愛情の深さが察せられるでしょう。雀たちの姿には、どこと
なく人間を思わせる表情がうかがえます。
なお、この作品はコレクション展示「どうぶつ絵画」
（6月 27日［土］〜 8月 2
日［日］展示室 7 山種記念館）で展示いたしますので、この機会にぜひご覧くだ
さい。

石原紫雲《群雀図》
1980（昭和55）年 紙本墨画淡彩・軸
137.1×68.8㎝ 石原成徑氏寄贈

戦後日本美術の出発
2 0 15 年

9 月 1 9 日［土 ］−1 1月 3 日［火・祝 ］

会 場 : 展示室 1
休館日 : 月曜日（9/21、10/12 を除く）
、9/24（木）
、10/13（火）
観覧料 : 一般 820（650）円、大高生 410（320）円
＊
（ ）内 は20名以上の団体割引料金
＊中学生以下、障害者手帳等をお持ちの方とその介護者 1 名、
群馬県民の日（10 月28 日）に 観覧される方は無料

二次世界大戦終了後、日本の美術界は岐路に立ちます。戦時中

第 の困難にも屈せず芸術家の自由な精神の堅持を唱えた画家、松
本竣介は戦後いち早く、沈滞した美術家に連携、再起を促しました。
松本が1948年に没した後は、鶴岡政男や麻生三郎などの作家が戦後
松本竣介《郊外（焼跡風景）》 1946-47年
岩手県立美術館蔵

社会の状況を鋭く問う作品を自由美術家協会などの団体展に発表し、
さらに、桂川寛、山下菊二らによる「ルポルタージュ絵画」の動きが
生まれます。一方、欧米の美術状況が知られるようになり、抽象絵
画の日本における消化も見られるようになりました。続く50年代に
は、吉原治良率いる「具体美術協会」による、絵の具を投げつけた絵
画やパフォーマンスといった全く新しい活動が国際的に注目される
とともに、作家たちが無審査で作品を発表できる
「読売アンデパンダ
ン展」が前衛美術の発信源となっていきます。
この展覧会は、戦後 70 年の節目にあたり、国内の戦後美術がどの

森 芳雄《二人》 1950年
紀伊國屋書店蔵

ようにスタートを切ったか、1945年から1955年の10年間に制作さ
れた洋画を中心にたどろうとするものです。

