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平素より当館の事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

標記の件につきまして、本書のとおりご案内申し上げます。 

 

１ 展覧会名 「筑波大学 日本画 40年の軌跡」 

 

２ 会  期   令和３年６月１２日［土］～７月１８日［日］    

休 館 日：月曜日 

開館時間：午前９時３０分～午後５時（入場は午後４時３０分まで） 

 

３ 展覧会概要（資料２～４ページ参照） 

  筑波大学芸術系の日本画コースは、茨城県内唯一の日本画の専門教育機関として、多くの画

家、美術教師などを輩出してきました。本展覧会では、歴代の教員８名、西村昭二郎、村松秀

太郎、斉藤博康、平岩洋彦、藤田志朗、太田圭、程塚敏明、山本浩之の作品を紹介し、その軌

跡を振り返ります。昭和 50年代より最先端の研究者が集い、急速に変化を遂げてきた筑波の地

が育む、瑞々しい日本画表現をお楽しみください。 

 

４ 出品作品（資料５ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西村昭二郎 「風ひかる」 昭和52年(1977)  
筑波大学アート･コレクション  

企画展プレスリリース「筑波大学 日本画４０年の軌跡」 

  

《問い合せ先》   

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

展覧会担当：井野功一（いの こういち）／広報担当：横山智絵 

※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/）で随時紹介してまいります。 

 



 

企画展プレスリリース「筑波大学 日本画４０年の軌跡」 

１ 展覧会名  

  「筑波大学 日本画 40年の軌跡」 
 

２ 主催等 

  主催：茨城県天心記念五浦美術館 

  後援：筑波大学 
 

３ 会 期 

令和３年６月１２日［土］～７月１８日［日］    

休 館 日：月曜日 

開館時間：午前９時３０分～午後５時（入場は午後４時３０分まで） 
 

４ 会 場 

  茨城県天心記念五浦美術館 展示室 A 
 

５ 入館料  

  一般３２０円(２６０)円／満７０歳以上１６０(１３０)円／高大生２１０(１５０)円／ 

小中生１５０(１００)円 

※（ ）内は、２０名以上の団体料金   

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は指定難病特定医療費受給者証を持参の方および

付き添いの方（ただし1人につき１人まで）は無料 

※土曜日は高校生以下無料 

※６月１２日［土］は満７０歳以上無料 
 

６ 本展のみどころ 

（１） 筑波大学日本画コースの歴代教授陣は、創画会および日本美術院でも活躍しています(作家略歴もご参 

照ください)。実績ある日本画家たちの代表作をご覧ください。 

 

（２） 筑波大学日本画コースは、県内唯一の日本画専門教育機関です。よって本展覧会では、昭和 50年代以降

の、茨城県を活動の拠点とする代表的な日本画家の作品をご覧いただけます。 

 

（３） 大学が所蔵する「筑波大学アート･コレクション」より６作品を拝借します。大学構内にあって、一般の

方はみることが少ない作品を、学外で公開するまたとない機会となります。 
 
 

７ 展覧会概要 

昭和 48年（1973）茨城県つくば市に開学した筑波大学に、芸術専門学群が設置されたのは、２年後の昭 

和 50年のことでした。この開設から程なくして日本画に関するカリキュラム導入が検討され、創画会で活 

躍していた西村昭二郎(1927-1999)が教授として招かれます。そして昭和 62年、同学群絵画コースから日本 

画コースが独立し、以来、茨城県内唯一の日本画の専門教育機関として、多数の画家や美術教師などを輩出 

してきました。 

本展では日本画コースの歴代教員８名による作品を展示し、同大学の日本画教育の歩みとその現況を紹介 

します。８人の日本画家は教鞭を執りながら、それぞれ個性豊かな作品の創造者として活躍してきました。 

その作品はまた、昭和 50年代より最先端の研究者が集う筑波研究学園都市の、地域性や時代の空気をも映し

出しているでしょう。急速に変化を遂げる筑波の地で育まれてきた、瑞々しい日本画表現をお楽しみくだ 

さい。（383文字） 
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８ 広報文 

（１） 筑波大学芸術系の日本画コースは、茨城県内唯一の日本画の専門教育機関として、多くの画家、美術教 

師を輩出してきました。本展覧会では、歴代の教員８名、西村昭二郎、村松秀太郎、斉藤博康、平岩洋

彦、藤田志朗、太田圭、程塚敏明、山本浩之の作品を紹介し、その軌跡を振り返ります。昭和 50年代よ

り最先端の研究者が集い、急速に変化を遂げてきた筑波の地が育む、瑞々しい日本画表現をお楽しみくだ 

さい。（188文字） 
 

（２） 筑波大学芸術系の日本画コースは、県内唯一の日本画の専門教育機関として、多くの画家、美術教師を 

輩出してきました。本展では、歴代教員８名、西村昭二郎、村松秀太郎、斉藤博康、平岩洋彦、藤田志朗、 

太田圭、程塚敏明、山本浩之の作品を紹介します。（117文字） 
 

（３） 筑波大学芸術系で日本画を指導した歴代の教員、西村昭二郎、村松秀太郎、斉藤博康、平岩洋彦、藤田  

志朗、太田圭、程塚敏明、山本浩之の８作家を紹介します。（73文字） 

 

９ 出品作品と作家 

【主な作品】 

■ 太田圭「風の墓標 Ⅰ」2012年 

■ 程塚敏明「Yellow Sky」2012年 

■ 山本浩之「白日」2013年 

■ 藤田志朗「夜航海」2006年  

■ 村松秀太郎「蝦蟇（がま）､骸骨､おんな」1991年 筑波大学アート･コレクション  (他、全２２作品)  

 

【出品作家略歴】 

・西村昭二郎 （にしむらしょうじろう 1927-1999） 

京都市出身。1949年東京美術学校(現･東京藝術大学)卒業。同年第 2回創造美術展(同展は新制作協会日本

画部に合流した後、74年創画会となる)で初入選、以後同展で受賞を重ね、新制作協会会員、創画会会員と

して活躍。1982-91年筑波大学教授。同大学初の日本画専門教官を務める。市川市で逝去。 

 

・村松秀太郎 （むらまつひでたろう 1935-2018） 

清水市(現･静岡市)出身。1963年東京藝術大学専攻科卒業。在学中の1961年第 25回新制作協会展(現･創画

展)に初入選。1978-2008年創画会会員。1988年筑波大学助教授(92-98年教授)。1995年渡辺淳一『失楽

園』(日本経済新聞連載)の挿絵を担当。1996年「６つの個展―交感する磁場」(茨城県近代美術館)出品。

2000-08年大阪芸術大学教授。市川市で逝去。 

 

・斉藤博康 （さいとうひろやす 1941- ） 

埼玉県出身。1971年東京藝術大学大学院修了。在学中の 1970年再興第 55回院展に初入選、以後同展に出

品。1982年新潟大学助教授(91-98年教授)。1998-2005年筑波大学教授。現在日本美術院特待。埼玉県在

住。 

 

・平岩洋彦 （ひらいわひろひこ 1944- ） 

長野県飯田市出身。1969年東京藝術大学大学院修了。同年第 33回新制作展に初入選、以後同展に出品。

1978年文化庁派遣芸術家在外研修員としてイタリアに滞在。1984-87年筑波大学講師。2001年個展(成川美

術館・箱根、07年、12年、21年にも同館にて個展)。現在無所属。神奈川県在住。 

 

・藤田志朗 （ふじたしろう 1951- ） 

京都市出身。1980 年東京藝術大学大学院修了。1981 年第８回創画展初入選、以後同展に出品、受賞を重ね

る。1985年筑波大学講師(94年助教授、2002-17年教授)。1986年第 11回現代美術選抜展(文化庁主催)出品。

1992年第４回川端龍子賞展優秀賞。現在筑波大学名誉教授、創画会会員、常務理事。つくば市在住。 
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・太田圭 （おおたけい 1957- ） 

長野県上田市出身。1986年東京藝術大学大学院博士後期課程満期退学。在学中の 1984年第 11回創画展初入

選、以後同展に出品。1987年筑波大学助手(1990年講師、2000年助教授、2007年准教授、2013年教授)。2019

年より東京オリンピック•パラリンピックに向けた文化プログラム「リボーン•アートボール」を企画提案者

として展開。現在創画会会友、筑波大学副学長、筑波大学蹴球部副部長、日本スポーツ芸術協会会員。つく

ば市在住。 

 

・程塚敏明 （ほどづかとしあき 1965- ） 

千葉県出身。1990年筑波大学大学院芸術研究科美術専攻修了。在学中の 1989年第 16回創画展初入選(2010

年奨励賞、2012年、14年、18年創画会賞)。1997年筑波大学講師(2004年准教授)。2016年第６回東山魁夷

記念日本画大賞展(上野の森美術館)出品。現在創画会会員。つくば市在住。 

 

・山本浩之 （やまもとひろゆき 1970- ） 

山口県出身。2003年東京藝術大学大学院博士後期課程満期退学。在学中の2000年再興第 85回院展初入選 

(2008 年、09 年、12 年、15 年奨励賞、2016 年、17 年日本美術院賞•大観賞)。2006 年筑波大学大学院講師

(2011年同大学芸術系講師、2013年准教授)。現在日本美術院同人。牛久市在住。 

 

10 会期中のイベント 

（１）担当学芸員による作品解説  

  展覧会のみどころなどをご紹介します。 

日時 ： ６月26日(土) 13時30分～（約30分） 

会場 ： 講座室 

定員 ： 30名（参加無料）  

※要事前申込（抽選制） 申込期間 ： ６月３日(木) 10時 ～ ６月17日(木) 10時 

 

（２）映画会 

日時 ： ７月４日(日) 10時30分～ 

「IMC」2016年（16分30秒） 

「心象世界への彷徨 日本画家 藤田志朗の世界」2009年（15分） 

「どこでもない場所 日本画家 程塚敏明」2019年（28分） 

会場 ： 講堂 

定員 ： 57名（参加無料）  

※要事前申込（先着順） 申込期間 ： ６月４日(金) 10時 ～ ６月27日(日) 11時 

 

※ 各イベントは事前の申込みが必要です。 

※ 当館ホームページまたは各チラシのQRコードから申込みフォームを読み込み、必要事項をご記入の

うえ送信してください。 

※ 申込期間はイベントにより異なります 

 

11 感染症拡大防止について 

当館では、感染症拡大予防として次のような取り組みを行って参ります。 

○いばらきアマビエちゃんへの登録（スマートフォンをお持ち出ない方は連絡先を確認いたします。） 

○マスク着用のうえ美術館入口での検温および手指の消毒（手指の消毒は館内数か所に設置しています。） 

○ソーシャルディスタンス確保のための展示室内に滞在する人数の制限 

○イベント参加人数の制限 

○リモートワークショップの開催 
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【広報用図版】 ※表紙の「風ひかる」も提供可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合せ先】  

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

展覧会担当 ： 井野功一（いの こういち）／広報担当 ： 横山智絵 

※本リリースの記載内容は、当館ホームページで随時紹介して参ります。 

※図版使用に際しての注意 

・展覧会の紹介を目的とする内容にのみ使用願います。 

・図版への文字乗せ、トリミング等の一切の加工は御遠慮ください。 

・図版使用の際は必ずキャプションを明記してください。 

・図版はデータでの提供となります。 

広報担当まで連絡、または右QRコードよりリクエストしてください。 

山本浩之「白日」2013年 作家蔵 

太田 圭「風の墓標 Ⅰ」 2012年 作家蔵 

 

程塚敏明「Yellow Sky」2012年 作家蔵 

村松秀太郎「蝦蟇、骸骨、おんな」1991年 
 筑波大学アート･コレクション 

藤田志朗「夜航海」2006年 作家蔵 

当館ＨＰへ 

 


