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1 月 20 日（土）～ 3 月 4 日（日）

北海道と東京を巡回した展覧会が、いよいよ京都会場へやってきます！
　　本展では、ファン・ゴッホが日本に関する文献や浮世絵を通して思い描いた理想郷とし
ての〈日本〉と、日本の芸術家や知識人による聖地オーヴェール巡礼を通して築かれた〈ゴッ
ホ〉という夢の交差をひも解き、今もなお絶大な人気を誇る画家の魅力を紹介します。

　展覧会は 2 部構成。第 1 部では、浮世絵の模写、構図や色彩などの表現様式、“ ユートピア ”

としてみていた日本のイメージの反映など、様々な角度からファン ･ ゴッホ作品の日本へ

の影響をひも解きます。第 2 部では、ガシェ家に残された 3 冊の「芳名録」をヒントに、

1920 年代以降、ファン・ゴッホに魅せられた日本人の「巡礼」の軌跡をたどります。

　また会期中の金曜日・土曜日は午後 8 時まで開館しています。お仕事帰りや学校帰りにも、

ゆっくりと鑑賞をお楽しみいただけますよ。

まもなく開幕！ ゴッホ展　巡りゆく日本の夢

記念講演会
　「〈ファン・ゴッホと日本〉についての最新の知見」

1 月 20 日（土）午後 2 時～ 3 時 30 分
講師：圀府寺司（大阪大学文学研究科教授／本展総合監修者）
定員：先着 100 名（当日午前 10 時より 1 階受付にて整理券を配布します）
会場は当館講堂、参加無料、要観覧券

▲フィンセント・ファン・ゴッホ《種まく人》
1888 年 ファン・ゴッホ美術館（フィンセント・ファン・ゴッホ
財団）蔵  ©Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh 
Foundation)

▲ 森村泰昌《自画像の美術史（ゴッホの部屋を訪れる）》2016 年 カラー写真 作家蔵
 courtesy of the artist and Yoshiko Isshiki Offi  ce, Tokyo

本展にあわせて、コレクション・ギャラリーでは、大阪を拠点に活躍す

る現代美術家・森村泰昌によるファン・ゴッホ関連作品を展示します。ゴッ

ホがアルル時代を過ごした部屋を描いた《寝室》にもとづき、ほぼ実寸

大に作られたレプリカ「ゴッホの部屋」は、2016 年の個展で発表された

京都限定企画！
「森村泰昌、ゴッホの部屋を訪れる」

《自画像の美術史》シリーズの映画の撮

影セットとして用いられたもの。ファン・

ゴッホをめぐる日本人の夢の余韻に浸り

つつ、森村にならってファン・ゴッホ気

分を体験してみてはいかがでしょう。

記念トークショー
　「《ラングロワの橋》― 断片をもとに失われた作品を復元する挑戦―」

2 月 4 日（日）午後 2 時～ 3 時 30 分
講師：圀府寺司、古賀陽子（画家／全編油絵のアニメーション映画「ゴッホ～最期の
　　　手紙～」に日本人で唯一参加）
定員：先着 100 名（当日午前 10 時より 1 階受付にて整理券を配布します）
会場は当館講堂、参加無料、要観覧券

紙芝居上演会
　「ぼくはフィンセント・ファン・ゴッホ」

ゴッホの生涯をえがいた紙芝居を上演します！

2 月 12 日（月・振休）午前 11 時～（20 分程度）

会場：当館 1 階ロビー
演者：庄崎真知子（劇団 銅鑼）
対象年齢：小学 3 年生以上、大人まで

2 月 4 日（日）午後 5 時～ 6 時
集合場所：当館 1 階 講堂

解説者：牧口千夏（当館主任研究員）

友の会特別解説会

申込み先：京都国立近代美術館 総務係

電話：075-761-4111
　（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、お名前と会員番号をお伝えください

小学生向けジュニアガイド
「ぼくが夢みた日本」。
展覧会の会場にて、
無料で配布します ☞
※無くなり次第、配布を終了します。
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平成 29 年度   第 5 回 コレクション展コレクション展

マルセル・デュシャン《泉》をめぐる様々な解釈や解読の可能性を考える、「キュレ

トリアル・スタディズ 12」。いよいよ最終回の展示となりました！今回のキュレー

ションを担当するのは、アーティストの毛利悠子（1980– ）。もう一つのデュシャ

ン代表作《彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも》（通称「大ガラス」）

をモチーフとした作品を発表してきた作家が、新鮮な視点で《泉》の展示に挑みます。

▲ 「1918.1.20. 国画創作協会生マル」（前期展示：1/28 まで）

開催中 ～ 3 月 11 日（日）まで

   Case5: 散種   by 毛利悠子
                Dissémination, curated by MOHRI Yuko

キュレトリアル・スタディズ 12： 泉／ Fountain  1917-2017

主なテーマ：

・1918.1.20. 国画創作協会生マル

・キュレトリアル・スタディズ 12： 泉／ Fountain
　1917–2017　Case 5：散種    by 毛利悠子

・創作工芸の萌芽

・「詩人」河井寬次郎

・フォーヴの画家たち

・畠山直哉「アトモス」

▲ 毛利悠子《めくる装置、3 つのヴェール》（部分）、2018 年。マルセル・
デュシャンの「大ガラス」がインスピレーション源となっている。

会期：3 月 20 日（火）～ 5 月 20 日（日）

今年 2018 年は明治維新から 150 年を迎えるということで、各地で記

念行事が予定されています。当館でも展覧会を開催。ご期待ください！

＜展覧会趣旨＞
　1868 年に明治時代に入ると、政府主導のもと殖産興業や輸出振興政

策が推し進められました。これによって日本美術への関心が世界的な

高まりを見せたことを受け、国家戦略として工芸図案指導に力を注ぐ

ようになりました。京都では、地場産業の振興を目的の一つとして京

都府画学校が設立され、多くの日本画家が工芸図案制作に携わること

で、時代に即した図案の研究が進められました。

　この展覧会では、明治の工芸図案とともに、工芸作品や工芸図案を

描いた日本画家たちの作品を一堂に展示することで、近代化していく

社会の中で生み出された明治の美術品を紹介します。

明治 150 年展   明治の日本画と工芸

クロストーク 開催決定！
1 月 26 日（金）午後 6 時～

講師：毛利悠子 × 浅田彰（批評家）
会場：当館 講堂
※先着 100 名、聴講無料、要観覧券
午後 5 時より 1 階受付にて整理券を配布します

毛利悠子
1980 年生まれ。美術家。

日用品と機械とを再構成した立体物を環境に寄り添わせ、磁力や重力、光など、

目に見えない力を感じ取るインスタレーション作品を制作する。近年の主な

展覧会に、リヨン・ビエンナーレ（2017）、コーチ＝ムジリス・ビエンナーレ

2016（インド）、ヨコハマトリエンナーレ 2014 など国内外多数。日産アート

アワード、神奈川文化賞未来賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。

これからの展覧会

▲ 「「詩人」河井寬次郎」。拓本と陶芸作品がずらり！

11 月 10 日、「岡本神草の時代展」の会場にて、

解説会を実施しました。岡本神草の作品を、同時

代に活動した甲斐庄楠音や菊池契月らの作品にも

触れながら鑑賞。筆が遅かったため完成作が少な

いことや、展覧会出品に間に合わずに作品を切断

して出品したというエピソードなど、神草のユニ

【友の会解説会 実施報告】

イチハラヒロコ＋箭内新一

「プレイルーム。」
（1 階ロビーにて）

ークな人柄について

も紹介しました。参

加された皆さんは、

ひとつひとつの作品

を興味深く鑑賞され

ていました。

＜一般会員＞

京都国立近代美術館賛助会員
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。
＜特別会員＞


