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【 概   要 】 

展覧会名 現代日本画へのいざない－再興院展の画家たち 

会 期 平成 23 年 1 月 27 日（木）～3 月 6 日（日） 

休 館 日  月曜日 

会 場 茨城県天心記念五浦美術館 

主 催 茨城県天心記念五浦美術館 

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 

 
【 ご 案 内 】 

岡倉天心によって創立され、横山大観らによって再興された日本美術院は日本を代表する美

術団体の一つです。再興されてから今日に至るまで約一世紀にわたり、多くのすぐれた日本画家を

輩出し続けています。 

本展では、平成７年より毎年茨城県が再興院展に将来を嘱望される画家の育成などを目的に

提供している天心記念茨城賞の受賞作品をはじめ、昭和後期から平成にかけて再興院展で活躍

した画家の作品２４点を展示します。画家たちが、伝統美術の表現を踏まえながらも、これにとらわ

れない自由で清新な表現により、それぞれの個性に託して描かれた現代日本画をお楽しみいただ

きます。 
＜270 文字＞ 

 
―ご利用ください――――――――――――――――――――――――――――――― 
＜108 文字＞ 

再興院展は、岡倉天心が日本画の革新を掲げて創立し、横山大観らにより再興された日本美術院が主催す

る展覧会です。本展は、再興院展出品作の中から天心記念茨城賞を受賞した作品をはじめ、個性豊かな現代

の日本画 24 点を紹介します。 

 
＜58 文字＞ 

再興院展で天心記念茨城賞を受賞した作品を中心に、自由で清新な表現により描かれた個性豊かな現代日

本画 24 点を紹介します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

【 出 品 作 品 】 

出品点数 日本画 24点 
作者名 作品名 制作年 材質・技法・形状 大きさ（cm） 区分 

那波多目 煌星 化身 昭和50年 紙本・彩色・額装 222×162 作者寄贈 

高崎 興 浄心 昭和58年 紙本・彩色・額装 227.0×182.0 高崎興一氏寄贈 

吉田 善彦 浅間月明 昭和53年 紙本・彩色・額装 162.1×130.3 寄託 

郷倉 和子 爽春の朝 平成17年 紙本・彩色・屛風四曲一隻 150.0×216.0 郷倉伸人氏寄贈 

森田 曠平 さすらい（森上郎） 昭和63年 紙本・彩色・額装 120×80 寄託 

森田 曠平 舞いこ 平成4年 紙本・彩色・額装 73.5×38.5 寄託 

森田 曠平 飛火野 平成3年 紙本・彩色・額装 91×121.3 寄託 

鎌倉 秀雄 故楽想 平成14年 紙本・彩色・屛風三曲一隻 194.0×255.5 作者寄贈 

那波多目 功一 廃園 昭和58年 紙本・彩色・額装 160×112  

小谷津 雅美 終宴 平成10年 紙本・彩色・額装 218.5×173.5 第4回天心記念茨城賞 

小谷津 雅美 夏悠悠 平成14年 紙本・彩色・額装 176.3×244.5 作者寄贈 

川瀬 麿士 山 平成9年 紙本・彩色・額装 174.8×220.0 第3回天心記念茨城賞 

菊川 三織子 花影 平成7年 紙本・彩色・額装 210×168 第1回天心記念茨城賞 

倉島 重友 川風 平成13年 紙本・彩色・額装 214.6×169.8 第7回天心記念茨城賞 

齋藤 満栄 秋晨 平成12年 紙本・彩色・額装 170.0×215.0 第6回天心記念茨城賞 

西田 俊英 寂光 平成8年 紙本・彩色・額装 218×172 第2回天心記念茨城賞 

小田野 尚之 見送る人 平成14年 紙本・彩色・額装 169.8×214.8 第8回天心記念茨城賞 

國司 華子 忘レ物ノ行方 平成17年 紙本・彩色・額装 225.0×180.0 第11回天心記念茨城賞 

清水 由朗 望楼 平成20年 紙本・彩色・額装 171×364 寄託 

岡田 眞治 冬のベネチア 平成15年 紙本・彩色・額装 226.0×182.0 第9回天心記念茨城賞 

井出 康人 奏園 平成18年 紙本・彩色・額装 221.0×175.5 第12回天心記念茨城賞 

宮北 千織 うつろふ 平成16年 紙本・彩色・額装 170.0×215.0 第10回天心記念茨城賞 

岩永 てるみ La vue d’Orsay 平成19年 紙本・彩色・額装 218.0×173.0 第13回天心記念茨城賞 

川瀬 伊人 愁思の沼 平成20年 紙本・彩色・額装 211.0×169.5 第14回天心記念茨城賞 
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【 会期中のイベント 】 

■岡倉天心記念室（常設展示室）のご案内 

［常 設 展 示］ 近代日本美術の発展に尽くした天心の生涯を書簡や遺品などにより紹介し

ています。（定時のガイドツアーもご利用ください。） 

［テーマ展示］ 早崎稉吉の中国旅行 Ⅱ―史跡写真をめぐって― 

［作 品 展 示］ 1 月 2 日（日）～3 月 6 日（日） 

横山大観「樹下美人」、下村観山「日の出・雪梅」、菱田春草「普賢菩薩」、

木村武山「弁財天」 （4 点展示） 

 

■ギャラリー展のご案内 

県北生涯学習センター県民大学受講生作品展 

会期：1 月 29 日（土）～2 月 6 日（日）／場所：当館展示室Ｂ・Ｃ／無料 

北茨城市小中学校美術展覧会 

会期：2 月 9 日（水）～2 月 20 日（日）／場所：当館展示室Ｂ・Ｃ／無料 

 

■映画会 

「シャレード」（1963 年/113 分/カラー/アメリカ） 

日時：2 月 6 日（日）午後 2 時～／場所：当館講堂／定員：114 名／無料 

「キング・ソロモン」（1937 年/80 分/モノクロ/イギリス） 

日時：2 月 6 日（日）午後 2 時～／場所：当館講堂／定員：114 名／無料 

 

【 広報用図版 】 

 
倉島重友「川風」平成 13年（2001） 

 
小田野尚之「見送る人」平成 14年（2002） 

 

※図版使用に際しての注意 

・著作権の使用許諾の処理は当館が行います。 

・作品キャプションを表記のとおり入れてください。 

・展覧会の紹介を目的とする内容にのみご使用ください。 

・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。広報担当檜山までご連絡ください。 

 
【 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 

広報担当：檜山 政志 mail:kouho-tmi@tenshin.museum.ibk.ed.jp 

展覧会担当：野内 治／中田 智則 

 
本リリースの記載内容は、当館ホームページ（http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/index.html）で随時ご紹介してまいります。 

また、リリースのダウンロードもできますのでご利用ください。 


