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2018.4ｰ2019.3 平成30年度 E X H I B I T I O N　G U I D E

ネットワーク事業「紺野五郎」 ■秋田県立図書館 9/29〔土〕- 10/25〔木〕
県立図書館との共催による展覧会です。当館の所蔵品を中心に図書館の書籍等もあわせて展示します。

出前美術館－秋田の色と形－ ■秋田県立美術館 7/27〔金〕- 7/31〔火〕

2018コレクション展
当館の所蔵品を4期に分けて
ご紹介します。秋田蘭画の
小田野直武をはじめ、日本
画家･平福穗庵、平福百穗、
福田豊四郎ら秋田ゆかりの
作品をご鑑賞ください。

第 1期
4月1日〔日〕- 6月17日〔日〕
うけつがれてゆくもの
秋田県立近代美術館所蔵・名作セレクション

秋田蘭画の展示は
小田野直武「不忍池図」
4月1日〔日〕- 5月9日〔水〕
小田野直武「唐太宗花鳥山水図」
5月10日〔木〕-6月17日〔日〕

第 2期
9月10日〔月〕- 11月11日〔日〕
今こそ、旅しよう
ｰ所蔵品でたどるすばらしき秋田ｰ

秋田蘭画の展示は
小田野直武「富嶽図」「写生帖」
9月10日〔月〕- 10月11日〔木〕
小田野直武「雷魚図」「写生帖」
10月12日〔金〕-11月11日〔日〕

第 3期
11月14日〔水〕- 1月27日〔日〕
もの・かたる・え

秋田蘭画の展示は
小田野直武「芍薬花籠図」
11月14日〔水〕- 12月14日〔金〕
佐竹曙山「松に唐鳥図」〔寄託〕
12月15日〔土〕-1月27日〔日〕

第 4期
1月30日〔水〕- 4月7日〔日〕
春を待つ

秋田蘭画の展示は
小田野直武「岩に牡丹図」
1月30日〔水〕- 3月4日〔月〕
佐竹義躬「岩に牡丹図」
3月5日〔火〕-4月7日〔日〕
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特別展

6月30日〔土〕－9月2日〔日〕
本展は、デジタル領域を中心に独創的な事業を展開するウルトラテクノロジスト集団
チームラボの、世界でも評価の高いアート作品と、全国各地で大人気の「学ぶ！未来
の遊園地｣作品を結集し、これまでにない規模で展示いたします。大空間で展開される
アートから、体を思いっきり動かす遊園地まで、最先端を走るチームラボの全貌と
その魅力を体験することで、テクノロジーとアート、学びと遊びの本質を発見し、
そして未来を切り拓くクリエイティブ活動に、自ら参加することになるでしょう。

踊る！アート展と、学ぶ！未来の遊園地
チームラボ

「追われるカラス、追うカラスも追われるカラス、そして超越する空間」

  東北初開催！ 
5・６階全フロアで展開

冨嶽三十六景と富嶽百景

これぞ北斎！
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特別展 秋田県立近代美術館リニューアルオープン記念

北斎の富士
4月21日〔土〕－6月17日〔日〕

葛飾北斎　「冨嶽三十六景」凱風快晴

葛飾北斎の「冨嶽三十六景」と「富嶽百景」を一堂
にご紹介します。江戸の庶民に愛され、ゴッホや
モネなどの画家にも影響を与えた北斎。北斎が
描く富士と江戸期の人々の営みを見ながら、江戸
時代を旅する気分を味わってみませんか。

■記念講演会

■ギャラリートーク

■ミュージアムコンサート

■ワークショップ
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特別展

■作家によるギャラリートーク

■他分野研究者とのクロストーク

■ワークショップ

■当館学芸員によるギャラリーツアー

鴻池朋子「カレワラ展」習作 2017年

9月15日〔土〕－11月25日〔日〕
日本の現代アートを牽引す
るアーティスト、鴻池朋子の
県内初の大規模個展です。
人間のものづくりの原型で
ある『狩猟採集』をテーマと
し、害獣駆除された熊の毛
皮、縄文土器、奥羽山脈など
を新たなスケールで視覚化
し、エネルギーの問い直しを
試みます。

鴻池朋子  ハンターギャザラー（仮）

鴻池朋子（こうのいけ・ともこ）/ 1998年より絵画・彫刻・アニメーション・絵本などの手法を駆使したインスタ
レーションで現代の神話を描き続けている。
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特別展 横山津恵展

2018年12月1日〔土〕
　　 － 2019年2月11日〔月・祝〕
昨年没後10年を迎えた秋田市出身の日本画
家・横山津恵の回顧展です。
院展に出品を続け秋田の日本画壇を牽引した
横山の、初期から晩年にかけての作品を中心
に、スケッチ等の関連資料も展示します。
■ギャラリートーク 　　　　横山津恵「裸婦」1985年
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企画展

2019年2月16日〔土〕
　　　　　　　  － 4月21日〔日〕
「美術館の眼」と題して、開館以降収蔵され
た作品をご紹介する展示の第8弾です。今
回は平成26年から30年にかけて収蔵され
た代表的な作品をご覧いただきます。
■ギャラリートーク 斎藤寅彦「時の跡  2002年3月31日」2002年

観覧無料美術館の眼Ⅷ

2018年4月

リニューアル

オープン



2018.4▶2019.3 　平成30年度2018.4▶2019.3 　平成30年度ミュージアムスクール・イベントガイドミュージアムスクール・イベントガイド

今年度は次のとおり実施します。ふるってご参加ください。くわしくは美術館までお問合せください。

●つちねんどでドロンコアート
　９月２日（日）
　講師　当館学芸主事

●びしゃびしゃアート
　8月５日（日）
　講師　当館学芸主事

きっずあーと

●子どものための日本画教室Ⅱ
　10 月 21 日（日）
　講師　樫尾 康子氏

●GoGo! 走るぞ！木のクルマⅡ
　7月 29 日（日）
　講師　当館学芸主事

みんなの教室
●パステル画教室
　6月 2日（土）
　講師　鈴木 司氏（秋田公立美術大学教授）
●日本画教室　
　11 月 3 日（土）・4日（日）＜全 2回＞
　講師　山田 美知男氏（画家 日本美術院院友）

●スーパーリアリズムに挑戦 ～極細ペンで猫を描く～
　5月 12 日（土）・13 日（日）＜全 2回＞
　講師　野﨑 文隆氏（グラフィックデザイナー）

美術館教室

美術館講座
館長による講座を開催します。
ギャラリートーク　
展覧会の担当学芸員が展示作品を解説
します。

美術館では美術に関する講座、ギャラリー
トークを開催しています。
美術館ホームページ、展覧会チラシなどをご
覧ください。

美術館で、本物に触れる体験をしてみませんか？ 
美術作品鑑賞の他、制作体験、館内探検などのプ
ログラムをご用意しています。幼稚園、保育所、
小・中学校、特別支援学校、高等学校など、全校種
に対応しています。

先生方に耳よりな情報です セカンドスクール的利用
「美術館教室」の関連事業として、講師の
作品を展示します。

野﨑文隆氏「スーパーリアリズムの世界」
4月1日〔日〕ー 5月13日〔日〕

鈴木司氏「パステル画の世界」
5月19日〔土〕ー 7月1日〔日〕

ふれんどりーギャラリー

ハイビジョンギャラリー
ハイビジョンの美しい画像
と音声で、作家や作品を紹
介します。

5階中央ホールにて、いろ
いろなコンサートをお楽し
みいただけます。

ミュージアムコンサートキッズルーム（7階）
木の砂場やおもちゃ、楽しい絵本
などがあります。当館最上階から
の眺めも最高です。(入場無料）

申込受付は各教室開催日の40日前からです。

INFORMATIONINFORMATION

観 覧 料 北斎の富士展

チームラボ展

鴻池朋子展

横山津恵展 

一般

一般

一般

一般

高・大学生

中・高校生

高・大学生

大学生以下無料

中学生以下無料

小人（3歳以上）

中学生以下無料

・　   無料障 介

2歳以下無料

障 介・   半額

障 介・   半額

障 介・   半額

1,000円

1,400円

1,200円

500円

500円

1,000円

800円

600円
800円

1,200円

1,000円

450円

400円

800円

600円

500円

※団は20名以上の団体料金。シはシルバー料金（70歳以上）。 は障害者手帳をご提示の方の料金、 は障害者
　の介添1名までの料金。高・大生は、学生証の提示が必要。くわしくは美術館までお問合せください。

交　　  通

アクセス

●バスで／ＪＲ横手駅東口からバス「ふるさと村行き」で、ふるさと村下車
●お車で／秋田自動車道 横手インターより３分
●高速バスで／高速バス 湯沢・秋田線「横手インター入口」下車徒歩10分
　「横手インター入口」は、秋田行きは乗車のみ、湯沢行きは降車のみです。

開館時間 午前 9時 30 分～午後５時（入館は４時 30 分まで）

休 館 日 年末休館 /2018 年 12 月 29 日（土）～ 12 月 31 日（月）
メンテナンス休館 /2019 年 1 月 15 日（火）～ 1月 24 日（木）〔予定〕

〒013-0064 横手市赤坂字富ヶ沢 62-46（秋田ふるさと村内）
TEL：0182-33-8855　FAX：0182-33-8858　
E-mail：akitamma@rnac.ne.jp　Twitter：@akitamma
美術館ホームページは｢秋田県立近代美術館｣で検索！
秋田ふるさと村ホームページは｢秋田ふるさと村｣で検索！


