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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 開館 25周年記念展Ⅲ  

       再興院展の立役者 齋藤隆三 博士の愛した古今の美術 

    

２ 会  期   令和４年１０月８日［土］～１１月２７日［日］   

        休 館 日：月曜日（ただし、10月10日[月・祝]は開館、10月11日[火]は休館） 

        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） 

  齋藤隆
りゅう

三
ぞう

(1875-1961)は茨城県守谷市出身の歴史家で、郷土・守谷では“博士”の愛称で親しま

 れています。近世史の研究者であった齋藤は数多くの著作を手がける傍ら、五浦を拠点として

 いた岡倉天心や横山大観、菱田春草
しゅんそう

らと交流し、彼らの活動を支援します。特に天心の創始し

 た日本美術院の再興をはかるべく、大正3年(1914)には発起人の一人となり、その後、半世紀近

 く大観らとともに再興日本美術院の経営に携わりました。 

  本展は、そのような再興日本美術院の立役者である齋藤にスポットを当て近代日本美術史を

 改めて振り返る全国初の展覧会です。初公開を含む齋藤旧蔵品を中心に、齋藤と交流のあった

 大観や小川芋
う

銭
せん

、そして再興日本美術院の歴史を彩った作品を紹介しながら、その歩みをたど

 ります。そのほか、歴史家としての業績や、齋藤の愛した水戸ゆかりの近世絵画等、県ゆかり

 の古美術との関連についてもあわせて紹介します。 

 

４ 出品作品（資料５ページ参照） 

    

  

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画展プレスリリース 

「再興院展の立役者 齋藤隆三 博士の愛した古今の美術」 

  

《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：塩田釈雄（しおた しゃくゆう）／広報担当：大津友美（おおつ ゆみ） 

※本リリースの記載内容は、当館ホームページで随時紹介いたします。 

（httpｓ://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/）  

 

“清新端正、厳粛な至上美” 

小林古径「機織
はたおり

」大正15年(1926) 

東京国立近代美術館蔵 
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企画展プレスリリース「再興院展の立役者 齋藤隆三 博士の愛した古今の美術」 

１ 展覧会名  

  開館 25周年記念展Ⅲ 再興院展の立役者 齋藤隆三 博士の愛した古今の美術 

 
 

２ 会 期   

令和４年１０月８日［土］～１１月２７日［日］    

  休 館 日：月曜日（ただし、10月10日[月・祝]は開館、10月11日[火]は休館） 

        

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 会 場 

  茨城県天心記念五浦美術館 展示室ＡＢＣ 

 

４ 主催等 

  主催：茨城県天心記念五浦美術館  協力：公益財団法人 日本美術院 

 

５ 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／守谷市／守谷市教育委員会 

 

６ 助 成 芸術文化振興基金／公益財団法人 三菱ＵＦＪ信託地域文化財団  

 

７ 入館料  

  一般840(730)円/満70歳以上420(360)円/高大生630(520)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等をご持参の方および

付添いの方 1名は無料 

  ※土曜日は高校生以下無料 

  ※10月15日（土）は満70歳以上無料 

  ※11月13日（日）県民の日は全ての方が無料 

 
８ 齋藤隆三の略歴 

  1875（明治8） 年 現在の茨城県守谷市に生まれる。 

1903（明治36）年 東京帝国大学を卒業し、三井家家史及び事業史、三越の事業史編纂に携わる。 

1906（明治39）年 日本美術院の絵画部が五浦に移転すると、横山大観、菱田春草らと交流し、彼らの活動を 

         支援。 

1912（明治45）年 岡倉天心、大観らとともに春草の遺作展を開催。 

1914（大正3） 年 大観らと日本美術院を再興。 

1923（大正12）年 茨城美術展覧会が開催され、大観らと並び顧問となる。 

1924（大正13）年 大観、川合玉堂、竹内栖鳳らをメンバーとする淡交会の結成に尽力。 

1932（昭和7） 年 東京帝国大学より文学博士の学位を授与される。 

1942（昭和17）年 岡倉天心顕彰会が設立し、専務理事となる。 

1961（昭和36）年 逝去。 
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９ 展示構成 

第１章 齋藤隆三の功績と著作 

  齋藤隆三の著作を通じて、歴史家としての功績を紹介します。また、現在の茨城県常総市出身の歌人・小説家で

ある長塚節
たかし

との交友についても紹介します。 

第２章 五浦芸苑 天心たちとの出会い 

  横山大観、菱田春草の五浦時代(明治 39年～41年)から、齋藤と五浦の作家たちとの交流が始まりました。本章

では、五浦で描かれた大観たちの作品を中心に紹介し、様々なエピソードとともにその交友を示します。また齋

藤のライフワークとなった岡倉天心の顕彰活動についても取り上げます。 

第３章 齋藤隆三、再興日本美術院を語る 

日本美術院再興以降(大正 3年～)の大観や下村観山、安田靫彦
ゆきひこ

らの代表作をはじめ、齋藤ゆかりの作品資料を展

示します。『日本美術院史』の著者・齋藤隆三を語り部に、改めて再興日本美術院の歴史を振り返ります。 

第４章 無古今 齋藤隆三と茨城の古美術 

  最終章では、齋藤と茨城の古美術の関係についても紹介し、県ゆかりの美術品の紹介に努めた齋藤の功績を取り

上げます。 

 

10 本展のみどころ 

（１）齋藤隆三の旧蔵品を一挙公開します。横山大観、菱田春草から、代表作『土』で知られる歌人・小説家の長塚節
たかし

まで、初公開となる作品資料を通して、齋藤と彼らの交友関係を紹介します。 

（２）大観、春草、芋銭、下村観山、安田靫彦
ゆきひこ

、小林古径、川端龍子、奥村土牛、平櫛田中など、日本美術院の歴史

を華々しく飾ったオールスターの代表作が一堂に会します。会場では、齋藤との関係を示すエピソードととも

に、作品資料を紹介します。 

（３）齋藤が高く評価した県ゆかりの古美術も展示します。 

   「浮彫如意輪観音坐像」(小松寺蔵)、「十六羅漢像」(金龍寺蔵)といった国指定重要文化財も展観されます。 

（４）『日本美術院史』『横山大観』等の著作で知られる齋藤は、岡倉天心の伝記も残しています。本展では天心と

の関係についても取り上げます。常設展示室「岡倉天心記念室」でも企画展に関連した展示「教えて！斎藤博

士」を行いますので、あわせてご覧ください。 

 
11 広報文 

（１）齋藤隆
りゅう

三
ぞう

(1875-1961)は茨城県守谷市出身の歴史家です。近世史の研究者であった齋藤は数多くの著作を

   手がけながら、岡倉天心や横山大観、菱田春草らと交流し、彼らの活動を支援します。特に天心の創始 

   した日本美術院の再興を図るべく、大正3年(1914)には発起人となり、以降経営に携わりました。本展は

   そのような再興日本美術院の立役者である齋藤にスポットを当てた、全国初の展覧会です。初公開を含 

   む齋藤旧蔵品を中心に、齋藤と交流のあった大観や小川芋銭、そして再興日本美術院の歴史を彩った作 

   品を紹介しながら、その歩みを振り返ります。                     （266文字） 

 

（２）齋藤隆
りゅう

三
ぞう

(1875-1961)は茨城県守谷市出身の歴史家です。横山大観、菱田春草らと交流し、大正 3年

(1914)の日本美術院再興に際して発起人となり、以降経営に携わりました。本展は、そのような再興日 

   本美術院の立役者である齋藤にスポットを当てた全国初の展覧会です。初公開を含む齋藤旧蔵品を中心

に、齋藤と交流のあった大観や小川芋銭、そして再興日本美術院の歴史を彩った作品を紹介し、その歩

みを振り返ります。                                （205文字）                                      

  

（３）齋藤隆
りゅう

三
ぞう

(1875-1961)は守谷市出身の歴史家です。大正 3 年、日本美術院再興の発起人となり、以降経営

に携わりました。本展は、齋藤にスポットを当てた全国初の展覧会です。齋藤旧蔵品を中心に、交流のあ

った横山大観や小川芋銭などの作品を紹介します。                  （127文字） 

                                          

 
 

 



                    

4 

 

12 主な出品作品 

  下村観山   「大原御幸
ご こ う

」 明治41年(1908)   東京国立近代美術館蔵 

  菱田春草   「雨中牡丹」 明治40年(1907)   個人蔵 ※限定展示10月8日から10月16日 

  小川芋銭   「肉
にく

案
あん

」   大正6年 (1917)   茨城県近代美術館蔵 

  川端龍子   「胎蔵
たいぞう

」   大正12年(1923)   個人蔵 

  横山大観   「鶉
うずら

」    大正14年(1925)   水野美術館蔵 ※限定展示11月1日から11月27日 

  小林古径   「機織
はたおり

」    大正15年(1926)    東京国立近代美術館蔵 

  冨田溪仙   「淀城」   昭和5年 (1930)   個人蔵 

  「浮彫
うきぼり

如意
に ょ い

輪
りん

観音坐像」    平安時代      小松寺蔵  重要文化財 

  「十六羅漢像」       鎌倉時代        金龍寺     重要文化財 

 

13 会期中のイベント 

  すべてのイベントは事前の申込みが必要です。申込方法は次のいずれかの方法をお選びください。 

ただし、イベントごとに選べる申込方法が異なりますのでご注意ください。 

 

  ・ウェブによる申込フォーム 

   ホームページの URL、または各種チラシの QRコードを読み込み、必要事項を記入してください。 

 

・往復はがき 

①イベント名及び開催日、②申し込む方のお名前、③日中連絡のとれる電話番号、④メールアドレス(任意)を 

記載し、下の宛先までお送りください。 

   

・来館による申込み（総合受付または情報ライブラリー） 

   その場で申込書をご記入ください。 

 

（１）講演会「齋藤隆三と横山大観・菱田春草の交友」  

  ・講師 ： 鶴見 香織 氏（東京国立近代美術館 主任研究員） 

・日時 ： １０月３０日[日]  午後１時３０分～（約４０分） 

・会場 ： 講堂 

   ・定員 ： ５７名 ※要事前申込（抽選制） 

   ・申込方法 ： 申込フォーム、往復はがき 

 

（２）展覧会担当者によるギャラリートーク 

   ・日時 ： １０月１０日[月・祝]、１１月２０日[日]  各日午後１時３０分～（約４０分） 

   ・会場 ： 展示室  ※要企画展チケット 

 

（３）日本画実技講座 

   日本画家を講師にお迎えし、日本画体験実技講座を実施します。 

   ・講師 ： 斎藤 竜太 氏（日本美術院院友・齋藤隆三令孫） 

   ・日時 ： １１月３日[木・祝]、４日[金]  午前１０時００分～午後４時００分 

   ・会場 ： 講座室 

   ・対象 ： ２日間参加できる方(１０名) ※要事前申込（抽選制） 

   ・参加費 ： あり ※企画展チケットと材料費が必要です。 

   ・申込方法 ： 申込フォーム、往復はがき 

〒３１９-１７０３ 北茨城市大津町椿２０８３ 

茨城県天心記念五浦美術館 ○○（△月◇日）係 
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（４）来て･見て･発見！アートツアー for kids 

   美術館職員と一緒に展覧会を見て回り、作品の前で気になることを話し合って絵の見方を深める活動です。 

ミニ制作体験もあります。 

・日時 ：   １０月２９日[土]  午前１０時～１２時 

・会場 ：  展示室、講座室 

・対象 ：  小中学生とその保護者５組（１組４名まで） ※要事前申込（先着順） 

・参加費 :  小中学生無料 ※保護者のみ企画展チケットが必要です。 

・申込方法：申込フォーム    

 

（５）校服試着体験 

   明治時代の東京美術学校（現東京藝術大学）の制服を再現した衣裳を試着して記念撮影をすることが 

   できます。 

   ・日時 ： １１月１９日[土]、２０日[日]  午前１０時～午前１１時００分 

   ・会場 ： 岡倉天心記念室 

   ・定員 ： 各日１０名 ※要企画展チケット 

   ・申込方法 ： 当日整理券配布 

 

（６）トワイライトコンサート 

   ・出演 ： 矢口真由美(ソプラノ)、大峰真衣(ピアノ) 

   ・日時 ： １１月２６日[土] 午後５時～(約６０分) 

   ・会場 ： エントランスロビー 

   ・定員 ： １００名 ※要事前申込(先着順)、要企画展チケット     

   ・申込方法 ： 申込フォーム、往復はがき  

 

（７）映画会 

   200インチの大画面で懐かしの名作などを上映します。 

１０月９日[日]：「パリ・ルーブル美術館の秘密」(1990年／カラー／フランス) 

１１月６日[日]：「アルジャーノンに花束を」(2006年／カラー／フランス・スイス) 

１２月１１日[日]：「サンタクロースになった少年」(2007年／カラー／フィンランド) 

・各日とも午前１０時～  

・会場：講堂  

・定員：５７名 ※参加無料、要事前予約(先着順) 

   ・申込方法 ： 申込フォーム、 往復はがき、 来館(情報ライブラリー) 

 

 

14 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います。 

○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（一部） 
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【広報用図版】 ※表紙の小林古径「機織」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 ： 塩田釈雄 ／ 広報担当 ： 大津友美 
※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。 

大観“代表作ならぬ代表作” 
横山大観「鶉」大正 14年(1925) 
水野美術館蔵 

※展示期間：11月１日-11月27日 

 

当館ＨＰへ 

 

齋藤の愛した“大痴”芋銭の世界 

小川芋銭「肉案」 

大正 6 年(1917) 

茨城県近代美術館蔵 

 

龍子、幻の院展出品作公開 

川端龍子「胎蔵」大正12年(1923) 

個人蔵 

 

海外で紹介された溪仙の逸品 

冨田溪仙「淀城」 

昭和 5 年(1930) 

個人蔵 

 

五浦時代の観山“三大傑作”のひとつ 

下村観山「大原御幸」（部分）明治41年(1908) 

東京国立近代美術館蔵 

 


