
プレスリリース 

茨城県天心記念五浦美術館所蔵品展のご案内 
 
１ 展覧会名 煌

き ら

めく屛風絵の世界 

 

２ 開催趣旨 

（標準・366字） 

中国からもたらされた屛風は調度品として用いられる一方，絵画としても日本独自の展開を見せ

てきました。桃山文化を代表する豪華絢爛な金屛風は，その装飾性が大いにもてはやされ，２枚１

組で飾る一双の屛風は，左右で呼応する画面構成やダイナミックに広がる豊かな絵画空間を生み出

しました。さらに，折り曲げることで生まれる奥行きと動きのある屛風独特の空間は，他の絵画に

ない大きな魅力となっています。今でも，これら屛風のもつ魅力は日本画家の創作意欲をかき立て，

伝統に立脚しながらも西洋の写実主義やモダニズム絵画の影響，そして画家たちの優れた構成力に

よってこれまでにない多彩で個性的な屛風絵が描かれています。 
この展覧会では，下村観山，菱田春草ら五浦の作家から，森田曠平，加倉井和夫ら現代の日本画

家までの屛風作品 17 点によってその煌めく絵画世界を展観します。 
 

（簡易版・113 字） 

屛風絵の魅力は，大画面にダイナミックに広がる豊かな空間と華麗な装飾性にあるといえます。本

展では，下村観山，菱田春草ら五浦の作家をはじめ，森田曠平，加倉井和夫ら現代の日本画家の屛風

作品 17 点によってその煌めく絵画世界を展観します。 

 

３ 会期 

平成 22 年 12 月 3 日［金］～平成 23 年 1 月 23 日［日］ 
 

４ 開館時間 

午前 9時 30分～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで） 

 

５ 休館日 

月曜日，12 月 29 日［火］～1 月 1 日［土］ 

（ただし，1 月 3 日［月］および 1 月 10 日［月･祝］は開館，1 月 11 日［火］は休館） 
 

６ 会場 

茨城県天心記念五浦美術館 展示室Ａ 

 

７ 主催 

茨城県天心記念五浦美術館 

 

８ 出品点数 

日本画（屛風） 17 点 

 

９ 主な出品作品 

下村観山「老松」，菱田春草「猫に烏」，木村武山「烏骨鶏」，杉山寧｢秋意｣ 
永田春水「萬年孔雀図」，森田曠平｢女神春秋－花鎮め｣｢女神春秋－龍田姫｣他 
（別添リスト参照） 

 

10 入館料 

一般 180（140）円／高大生 110（80）円／小中生 80（50）円 

※（ ）内は 20 名以上の団体料金 

※満 70 歳以上の方及び身体障害者手帳，療育手帳等をご持参の方は無料 

※土曜日は高校生以下無料（学校の冬休み期間を除く） 



11 会期中の行事 

○映画会 

12 月 5[日] 「おくりびと」（2008 年，130 分，カラー，日本） 

平成 23 年 1月 16 日[日] 「黄昏」（1951 年，112 分，モノクロ，アメリカ） 

時間：各午後 2時～ 

場所：講堂 

定員：先着 114 名 入場無料 

 

○ギャラリー展 

12 月 5 日[日]～12月 12 日[日] 県北地区高等学校合同美術展 

12 月 15 日[水]～12月 19 日[日] 書道香珱会浜通り展 並催 第 5回書法探究展 

平成 23 年 1月 19 日[水]～1月 23 日[日] 第 3 回 茨城県高等学校定時制通信制芸術展 

 

 

12 連絡先 

茨城県天心記念五浦美術館 

〒319-1703 茨城県北茨城市大津町椿 2083 

TEL. 0293-46-5311 FAX. 0293-46-5711 

展覧会担当：企画普及課 永宮 勤士，中田 智則 

広報担当：企画普及課 檜山 政志（mail：kouho-tmi@tenshin.museum.ibk.ed.jp） 

 

13  広報用図版 

  
菱田春草「猫に烏」明治 43 年(1910) 

 

※図版使用に際しての注意 

■展覧会の紹介記事への使用に関して，著作権の使用許諾の申請は必要ありません。 

■作品キャプションを表記のとおり入れてください。 

■展覧会の紹介を主たる目的とする内容にのみご使用いただき，他の目的を主とする記事等へのご使

用はご遠慮ください。 

■図版への文字乗せ，トリミング等の一切の加工はご遠慮ください。 

■図版は，データで準備しております。当館，企画普及課檜山までご連絡ください。 

（mail:kouho-tmi@tenshin.museum.ibk.ed.jp） 

 



■第3回所蔵品展　煌めく屛風絵の世界　出品リスト

№ 作者名 作品名 制作年 材質・技法・形状 大きさ 備考

1 下村　観山 1873 － 1930 老松 大正5年頃
紙本・彩色・

屛風六曲一双
各168.0×370.2

2 菱田　春草 1874 － 1911 猫に烏 明治43年
紙本・金地彩色・

屛風二曲一双
各162.0×162.0

3 木村  武山 1876 － 1942 烏骨鶏 昭和8年
絹本・彩色・

屛風二曲一隻
170.0×170.0

4 小杉  未醒 1881 － 1964 田家訪客 大正10年頃
紙本・彩色・

屛風二曲一隻
119.4×112.8

5 永田　春水 1889 － 1970 萬年孔雀図 昭和12年頃
絹本・金地彩色・

屛風二曲一双
各171.0×172.0

6 鴨下　晁湖 1890 － 1967 踊る 昭和初期
紙本・彩色・

屛風二曲一隻
153.0×158.5 寄託

7 長山　はく 1893 － 1995 罌粟 大正14年
絹本・彩色・

屛風二曲一隻
169.0×169.4 関澤賢氏寄贈

8 羽石　光志 1903 － 1988 閑日 昭和21年
紙本・彩色・

屛風三曲一隻
162.6×229.0 寄託

9 杉山  寧 1909 － 1993 秋意 昭和12年
紙本・彩色・

屛風四曲一隻
218.0×302.0

10 森田　曠平 1916 － 1994 八丈のめならべ達 昭和34年
紙本・彩色・

屛風四曲一隻
175.9×305.7 森田貞子氏寄贈

11 森田　曠平 1916 － 1994 女神春秋－花鎮め 昭和57年
紙本・彩色・

屛風四曲一隻
174.0×362.0 寄託

12 森田　曠平 1916 － 1994 女神春秋－龍田姫 昭和58年
紙本・彩色・

屛風四曲一隻
174.0×362.0 寄託

13 加倉井　和夫 1919 － 1995 厳松 平成4年
紙本・彩色・

屛風二曲一隻
171.5×168.0 寄託

14 加倉井　和夫 1919 － 1995 篁 平成4年
紙本・彩色・

屛風二曲一隻
171.5×168.0 寄託

15 加倉井　和夫 1919 － 1995 白梅 平成4年
紙本・彩色・

屛風二曲一隻
171.5×168.0 寄託

16 佐藤　多持 1919 － 2004 水芭蕉曼陀羅 白・103 平成元年
紙本・彩色・

屛風四曲一隻
163.0×364.0 作者寄贈

17 西村　昭二郎 1927 － 1999 まひる野・草わたる 昭和36年
紙本・彩色・

屛風四曲一双
各152.0×303.0 西村淑子氏寄贈

生没年
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