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次回企画展
7 月 29 日（金）～ 9 月 11 日（日）

日時：8月 6日（土）午後 2時～ 3時 30 分
講師：岡崎 乾二郎氏（造形作家）
会場：当館 1階講堂
定員：先着 100 名 
※ 聴講無料
※ 午後 1時より 1階インフォメーションにて整理券を配布します

「異言としての絵画／文法を欠いた普遍言語（仮）」
記念講演会

ギャラリー・トーク
日時：8月 14 日（日）午後 1時～ 1時 30 分
　　　9月   4 日（日）午後 1時～ 1時 30 分
講師：平井 章一（当館主任研究員・本展企画者）
会場：当館 3階企画展示室
※ 聴講無料、要観覧券
※ 開始 10 分前に 1階インフォメーションにお集まりください

　日時：8月 5日（金）午後 6時 ～ 7 時
　集合場所：当館 1階ロビー
　　※開始 5分前までにお集まりください

　募集人数：先着 20 名

　解説者：平井 章一（当館主任研究員）

申込み先：京都国立近代美術館 総務係

電　話：075-761-4114  
　　　　　（月曜から金曜まで、午前 10 時～午後 5時）

メール： info@ma7.momak.go.jp
　　　　　（件名は「友の会特別解説会申込み」としてください）　

※ お申込の際は、お名前・会員番号をお伝えください

友の会特別解説会

1956 年に「アンフォルメル」（未定形の芸術）と名付けられた欧米の美術作品が日本
に上陸し、日本の美術家たちに大きな衝撃を与えました。そして、以後数年にわたり、
洋画や彫刻のみならず、日本画や陶芸、生け花といった日本の伝統的な表現ジャンル
で、アンフォルメル風の “ 熱い ” 表現が爆発的に流行しました。 本展では、ジャンル
の広範さと展開の多様さにおいて日本の美術史上例を見ないこの特筆すべき現象を、
約 100 点の作品でご紹介します。

白髪一雄《天暗星青面獣》1960 年、兵庫県立美術館蔵

友の会特別解説会を実施しました（6/16：「ポール・スミス展」／ 6/17：「キューバの映画ポスター展」）イベント報告

「ポール・スミス展」では、展覧会をゆっくり見ていただきたいとの願

いから、閉館後の時間帯に解説会を行いました。とりわけ皆さんが興味

津々にご覧になっていたのが、デザインスタジオの再現展示のコーナー。

2800 点という展示品の多さを実感していただく

ため、通常は入ることができない結界の内側に

入って、正面からは見づらい棚の中身や机の上

の物をじっくり見ていただきました。普段とは

ひと味違った鑑賞体験に、「楽しかった！」と

いう声が多く聞かれた解説会となりました。 当日の様子（6月 16日）

イベント情報

NFC所蔵作品選集  

MoMAK Films 2016
岡本太郎 関連特集

主な出品作家： ジョルジュ・マ
チュー、堂本印象、森田子龍、河合
寬次郎、岡本太郎、熊倉順吉、向井
良吉、東松照明、荒川修作、岩田重義、
田中敦子、元永定正、井上有一 ほか

「キューバの映画ポスター展」では、個々のポスターを取り

上げながら、いわゆる西洋絵画の伝統がほとんど無かった

キューバにおいて、文字のデザインや画面構成などが独自

の発展を遂げたことを解説しまし

た。また、作品に近寄って、イン

クが盛られた質感や紙の色合いを

生かした配色についても注目して

いただきました。

当日の様子（6月 17日）

勅使河原蒼風《樹獣》1957 年、
一般財団法人草月会蔵（撮影：内田芳孝）

あの時みんな熱かった！アンフォルメルと日本の美術
A Feverish Era: Art Informel and the Expansion of Japanese Artistic Expression in the 1950s and ’60s

 『宇宙人東京に現わる』（1956 年）ほか 3本を上映します！
日時：9月 10 日（土）、11 日（日）各日午後 2時～

岡本太郎が
キャラクターやセットのデザイン

を担当！



友の会ニュース 2016 年 7 月号

京都国立近代美術館賛助会員・一般会員
当館は下記、賛助会員の皆様からご支援・ご支持をいただいております。

展覧会ポスター

7 月 27 日（水）～ 9月 19 日（月・祝）平成 28年度   第 3 回 コレクション展コレクション・ギャラリー

・  キュレトリアル・スタディズ 11：七彩に集った作家たち 
・  クリムト、シーレ、ココシュカの素描 ― 新収蔵作品から
・  「あの時みんな熱かった！アンフォルメルと日本の美術」展の作家たち
・  《水俣》シリーズ
・  青磁、青白磁の世界
・  涼をたのしむ ―― 近現代のガラスと染織
・  大正期の絵画

主なテーマ

キュレトリアル・スタディズ 11 :  七彩に集った作家たち

記念対談 「七彩を語る（仮題）」
日時：8月 7日（日）午後 2時～ 3時 30 分
登壇者：藤井 秀雪氏（マネキン研究家・七彩創業 70 周年社史編纂メンバー）
　　　　柳原 正樹（当館館長）
会場：当館 1階講堂
定員：先着 100 名（午前 11 時より 1階インフォメーションにて整理券を配布します）
 ※ 聴講無料、要観覧券

（左）ドミニク・ラビーノ《三段階の形成》1980 年、《エア・スカラプチュア》
1980 年、当館蔵／（右）前田寛治《ポーランド人の姉妹》1923 年、当館蔵

この秋、京近美の名品が山梨と帯広に！ ～国立美術館巡回展～

国立美術館では、所蔵作品を効果的に活用し、鑑賞機会の充実を図るとともに、近・現代美術の振興に
資することを目的に「国立美術館巡回展」を実施しています。今年は、山梨県立美術館と北海道立帯広
美術館において、当館の所蔵品を中心とした選りすぐりの名品が展示されます。お近くにお住まいの方や、
ご旅行等で山梨や帯広に行かれる機会のある方は、ぜひ足をお運びくださいませ。
  ※ 当館の友の会会員さま向けの観覧料の割引等はございません。あらかじめご了承ください。

主　　催：京都国立近代美術館
特別協力：株式会社 七彩
協　　力：株式会社 ワコール、
　　　　　公益財団法人 京都服飾文化研究財団

今年度第 3回目のコレクション展は、中央の部屋で開催する「キュレトリアル・スタディズ 11」のほか、新収蔵作品か
らクリムト、シーレ、ココシュカの素描をご紹介します。また、1970 年代の水俣病の裁判に取材したユージン・スミス
の「水俣」シリーズを展示するほか、工芸のコーナーでは夏らしく爽やかなガラスや青磁の作品、また洋画のコーナーで
は大正期の絵画をご覧いただけます。夏のコレクション展にも、ぜひご期待ください！

ななさい

会期中は、 コレクション ・ ギャラリーの外にも、七彩のマネキンが登場します !! 

戦後まもない 1946 年 7月、京都に「有限会社 七彩工芸」というマネキンの会社が設立
されました。のちに現代彫刻を牽引する作家の一人として活躍した向井良吉が、マネキ
ン会社を設立した背景には、その前身ともいえる「島津マネキン」の創始者、島津良蔵
との約束がありました。七彩には彫刻家や画家、工芸家など多くの美術家が集まり、そ
んな芸術的な気風は、1959 年 3 月に展覧会「火の芸術の会」として結集します。本展
では、岡本太郎、柳原義達、難波田龍起など、その後の日本美術を代表する作家たちに
よる当時の出品作や、七彩工芸が顧客へ贈呈した作家による小品ならびにマネキンを展
示し、京都で展開された戦後まもない美術家たちの活動の一面を紹介します。

梅原龍三郎《雲中天壇》
1939 年、当館蔵

 「国立美術館・煌めく名作たち」

　■ 山梨県立美術館にて　2016 年 9 月 3 日（土）～ 10 月 10 日（月・祝）

　■ 北海道立帯広美術館にて　2016 年 10 月 22 日（土）～ 11 月 27 日（日）

きら

竹内栖鳳《秋興》1927 年、
当館蔵
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