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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 「美 ―響く― コレクション名品選」 

 

２ 会  期   令和３年１０月３日［日］～１１月２３日［火･祝］    

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２～３ページ参照） 

  このたび、茨城県近代美術館の所蔵作品および寄託作品に加え、茨城県陶芸美術館所蔵の工芸

作品を含む近現代美術の名品約 70点を精選してご紹介いたします。特に、岡倉天心の指導のも

と制作された横山大観「流燈」、木村武山「阿房劫火」といった五浦で描かれた代表作の他、

中村彝の洋画や、板谷波山の陶芸など茨城ゆかりの作家に加え、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣

治らの洋画、さらに、京都画壇の村上華岳・小野竹喬らの日本画や、戦後活躍した堂本尚郎・

白髪一雄・八木一夫ら関西出身の作家による前衛作品などで構成する本展は、見どころも多く

お楽しみ頂けます。 

 

 

４ 出品作品（資料５ページ参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画展プレスリリース「美―響く― コレクション名品選」 

佐伯祐三 「コルドヌリ（靴屋）」  
大正14年頃(c.1925)  
茨城県近代美術館蔵 

企画展プレスリリース「美 ―響く― コレクション名品選」 

  

《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：松尾敦子（まつお あつこ）／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。 
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１ 展覧会名  

  「美 ―響く― コレクション名品選」 
 

２ 主催等 

  主催：茨城県天心記念五浦美術館 

  後援：朝日新聞水戸総局、茨城新聞社、株式会社茨城放送、NHK水戸放送局、産経新聞社水戸支局、 

東京新聞水戸支局、毎日新聞水戸支局、読売新聞水戸支局、北茨城市、北茨城市教育委員会 
 

３ 会 期 

令和３年１０月３日［日］～１１月２３日［火･祝］    

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  
 

５ 入館料  

  一般７３０円(６３０)円／満７０歳以上３６０(３１０)円／高大生５２０(４２０)円／ 

小中生３２０(２１０)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 

※１１月１３日[土]は茨城県民の日のため全員無料 

※土曜日は高校生以下無料 

※１０月９日[土]は満７０歳以上無料 
 
 

６ 本展のみどころ 

（１）茨城県近代美術館と茨城県陶芸美術館の名品が集結。 

（２）岡倉天心指導のもと制作された横山大観「流燈」、木村武山「阿房劫火」など五浦時代の代表作を展示。 

（３）中村彝の洋画、小川芋銭の日本画、木内克の彫刻、板谷波山や松井康成の陶芸など、茨城ゆかりの作家の

作品が一堂に展示。 

（４）戦後の前衛芸術を牽引した堂本尚郎、白髪一雄、八木一夫など、関西出身の作家にも注目。 

 

 

７ 展覧会概要 

このたび、茨城県近代美術館の所蔵作品を中心に、茨城県陶芸美術館所蔵の工芸作品を含む近現代美術の

名品約 70点を精選してご紹介いたします。日本画、洋画、彫刻、工芸等、様々なジャンルの作品が奏でる

美の響き合いをご堪能ください。特に、岡倉天心の指導のもと制作された横山大観「流燈」、木村武山「阿

房劫火」といった五浦で描かれた代表作の他、中村彝の洋画や、板谷波山の陶芸など茨城ゆかりの作家に加

え、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治らの洋画、さらに、京都画壇の村上華岳・小野竹喬らの日本画や、戦後

活躍した堂本尚郎・白髪一雄・八木一夫ら関西出身の作家による前衛作品などで構成する本展は、見どころ

も多くお楽しみ頂けます。 

 

８ 広報文 

（１）茨城県近代美術館と茨城県陶芸美術館が所蔵する近現代美術の名品約70点を精選して紹介。特に、岡倉

天心の指導のもと制作された横山大観「流燈」、木村武山「阿房劫火」といった五浦で描かれた代表作の

他、中村彝の洋画や、板谷波山の陶芸など茨城ゆかりの作家に加え、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治らの洋

画、さらに、京都画壇の村上華岳・小野竹喬らの日本画や、戦後活躍した堂本尚郎・白髪一雄・八木一夫ら

関西出身の作家による前衛作品などで構成し、見どころも多い。（218文字） 
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（２）茨城県近代美術館と茨城県陶芸美術館が所蔵する近現代美術の名品約70点を精選して紹介。特に、岡倉

天心の指導のもと制作された横山大観「流燈」、木村武山「阿房劫火」といった五浦で描かれた代表作の

他、板谷波山の陶芸など茨城ゆかりの作家に加え、岸田劉生・佐伯祐三・藤田嗣治らの洋画、京都画壇の村

上華岳・小野竹喬らの日本画など、見どころも多い。（165文字） 

 

（３）茨城県ゆかりの横山大観、陶芸家板谷波山の名品の他、藤田嗣治の女性美を描いた洋画作品なども展示。

（47文字） 

 

９ 主な出品作品（７点） 

横山 大観「流燈」明治 42年（1909）茨城県近代美術館 

木村 武山「阿房劫火」明治 40年（1907）茨城県近代美術館 

村上 華岳「菩薩座像」大正 6-13年（1917-24）茨城県近代美術館 

中村 彝「裸体」大正 5年（1916）茨城県近代美術館 

岸田 劉生「窓外夏景」大正 10年（1921）茨城県近代美術館 

佐伯 祐三「コルドヌリ(靴屋)」大正 14年頃（c.1925）茨城県近代美術館 

板谷 波山「葆光彩磁葡萄紋様花瓶」大正 11年（1922）茨城県陶芸美術館  

 

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 ： ①１１月６日[土]、②２４日[日] 各日１３時３０分～（約３０分） 

・会場 ： 講堂 

・定員 ： ３０名 ※参加無料、要事前申込（抽選制） 

・申込方法 ： 当館ホームページのURL、またはイベントチラシのQRコードから申込みフォームを読み込 

み、必要事項を記入して送信する。 

   ・申込期間 ： 未定 

 

（２）第３２回トワイライトコンサート「オーボエとピアノの調べ」 

      深まりゆく秋の夕べとひととき。オーボエとピアノのアンサンブルにより、心に響く名曲の数々をお届け

します。 

   ・出演 ： 山田 涼子（オーボエ奏者）  宇根 美沙惠（ピアノ伴奏） 

   ・日時 ： １０月１６日[土] 閉館後（約６０分） 

   ・会場 ： エントランスロビー 

   ・定員 ： ７０名 ※参加無料、要事前申込（先着順） 

・申込方法 ： 未定 

   ・申込期間 ： 未定 

 

（３）来て・見て・発見！アートツアー for kids 

   美術館職員と展示室やバックヤードを巡り、簡単な作品制作を行います。また、東京美術学校の校服(レ 

プリカ)を着て記念撮影をすることができます。 

     ・日時：１１月２１日[日] 午前の部１０：００～１２：００ 

午後の部１３：３０～１５：３０ 

・集合場所：講座室 

・対象：小中学生とその保護者５組（１組４名） ※参加無料、要事前申込（抽選制） 

・申込方法：当館ホームページのURL、またはイベントチラシのQRコードから申込みフォームを読み込

み、必要事項を記入して送信する。 

・申込期間：１１月９日[火]１０：００～１１月１２日[金]１１：００ 

      ※受付期間外にアクセスすると「終了しました」と表記されます。 
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 （４）映画会（場所：講堂／定員：３０名／事前申込・先着順／無料） 

   ①「ロイドの二挺拳銃・ロイドの猛進結婚」 1918年制作／モノクロ／アメリカ／監督:ハル・ローチ 

「日本の美術館シリーズ 茨城県近代美術館」 1994年制作／NHKエデュケーショナル 

     ・上映日時 ： １０月１０日[日] １０：３０～（開場は１０：２０） 

     ・申込期間 ： ９月１０日[金]～１０月１日[金] 

 

      ②「展覧会の絵」 1966年制作／カラー／アニメーション／監督：手塚治虫 

    「作家をたずねて 松井康成」 1987年制作／財団法人 常陽藝文センター 

    ・上映日時 ： １１月１４日[日] １０：３０～（開場は１０：２０） 

    ・申込期間 ： １０月１４日[木]～１１月５日[金] 

※映画会の申込方法 

当館ホームページのURLまたは映画会パンフレットのQRコードを読み込み、必要事項を記入して送信す 

るか、往復はがき、または直接ご来館してお申し込みください。 

※ホームページのURL、QRコードを利用して申し込む場合、受付期間外にアクセスすると「終了しまし

た」と表記されます。 

 

 

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（消毒液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 

○イベント参加者の把握 

○リモートワークショップの開催 
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【広報用図版】 ※表紙の佐伯祐三「コルドヌリ（靴屋）」も提供可能です 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※所蔵の表記がない作品は 

すべて茨城県近代美術館蔵 

 
【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 ： 松尾敦子（まつお あつこ）／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コードを読み込んでリクエストしてください。 

当館ＨＰへ 

 

木村 武山「阿房
 あ ぼう

劫火
ご う か

」明治40年（1907） 

村上 華岳「菩薩
 ぼ さつ

座像」 

大正6-13年（1917-24） 

中村 彝「裸体」大正 5年（1916） 

 

板谷 波山「葆光
ほうこう

彩磁葡萄
 ぶ どう

紋様花瓶」 

大正 11年（1922）茨城県陶芸美術館 
 

横山 大観「流
りゅう

燈
と う

」 

明治42年（1909） 


