
かわいいサンタさんができました。
12 月 1 日・みんなの教室「クリスマスグッズづくり」

ニッポン画家山本太郎さんが
一曲ご披露してくれました。
響くぅー。
9 月 13 日・ジパング展開場式
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■2014 年 3 月 31 日 発行

■発行編集・秋田県立近代美術館

013-0064 秋田県横手市赤坂字富ヶ沢 62-46

TEL0182-33-8855 FAX 0182-33-8858
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■デザイン・T.Yamamoto 

■表紙背景写真「鳥海山夕景」  撮影 : 菊地信夫

秋田県立近代美術館
Akita Museum of Modern Art
開館時間  9:30-17:00( 入館は 16:30 まで )

休  館  日  12/29-31、2015/1/13-22（予定）

交通　車●秋田自動車道・横手インターより 3 分

　　　バス●横手駅東口～ふるさと村 15 分

■これからの展覧会■

特別展
●中村征夫写真展「海への旅」　4.26-7.13

●大原美術館展　　　           　　7.19-9.15

●猫まみれ展　　　　　　　　　　   9.21-11.24

コレクション展  Art Report Akita 2014 
●第1期　穗庵と廣業  （仮題）            4.9-7.6

●第2期　恋する日本画（仮題）  　  7.9-10.1

●つくる、しる、たのしむ●
つくる

●みんなでつくる
　  小学生低学年以下の児童から一般まで参加できます。
　  小学生低学年以下の児童が参加する場合は保護者要同伴。

   木のクラフト教室                                              8.3
●専門的につくる
　    中学生以上一般を対象にしています。

   工芸教室                                    5 月頃開催予定
   アクリル画教室                               9.27,10.4,5
しる・たのしむ

●ミュージアムコンサート　                          6.22,7.27

i information

特別展
●ジパング展 沸騰する日本の現代アート                                  9.14－11.10
企画展
●没後 80年平福百穗展                                       11.16－2014.2.2
●美術館の眼Ⅶ展 10年間の収集記録　　　        2014.2.7－4.20
コレクション展
●第 3期 珊瑚会と金鈴社の画家たち            10.9－2014.1.13
●第 4期 佐々木裕久の天地創造                        2014.1.24－4.6

13 2013 年度・下半期の美術館リポート

t topics 

美術館 HP はもちろん、「秋田県立近代美術館」を検索 !　美術館 Twitter もご利用ください。

ARKno.67
Akita Museum of Modern Art秋田県立近代美術館ニュース・アーク

ジパングゥー、平福ぅー、美術館の眼にも行くぅー。

ミュージアムコンサート
●クリスマスジャズコンサート　　　　                 12.21
       出演：ザ・ブリッジーズのみなさん 

●アンサンブルコンサート                                     2014.2.9
       出演：横手高等学校・吹奏楽部のみなさん  

セカンドスクールのご利用ありがとうございました。

小坂小学校

有浦小学校

長木小学校

雪沢小学校

矢立小学校

山瀬小学校

下浜小学校

御所野小学校

五城目小学校

小吉小学校

石沢小学校

岩谷小学校

小出小学校

大曲小学校

東大曲小学校

花館小学校

大川西根小学校

藤木小学校

神岡小学校

清水小学校

豊川小学校

太田南小学校

角館小学校

中川小学校

生保内小学校

神代小学校

西明寺小学校

桧木内小学校

六郷小学校

千畑小学校

朝倉小学校

旭小学校

栄小学校

境町小学校

黒川小学校

金沢小学校

増田小学校

浅舞小学校

 小学校 60 校、中学校 19 校、高校 5 校、特別支援学校 1 校
 幼稚園・保育所 6 園・のべ 102 団体、4,097 人（1 月 29 日現在）

セカンドスクール・大川西根小学校・11 月 12 日

元西小学校

仙道小学校

東成瀬小学校

豊岩中学校

御所野中学校

東由利中学校

角館中学校

生保内中学校

神代中学校

西明寺中学校

桧木内中学校

横手北中学校

横手南中学校

増田中学校

平鹿中学校

十文字中学校

山内中学校

皆瀬中学校

三輪中学校

吉田小学校

醍醐小学校

雄物川北小学校

南小学校

福地小学校

大森小学校

十文字第一小学校

十文字第二小学校

睦合小学校

山内小学校

阿気小学校

湯沢西小学校

山田小学校

稲庭小学校

三梨小学校

川連小学校

駒形小学校

横堀小学校

三輪小学校

高瀬中学校

羽後中学校

志波姫中学校（宮城県）

横手養護学校

湯沢翔北高校　

横手高校（定時制）

横手清陵学院高校

クラーク高等学院高校

宮城野高校

長木保育園

沼館保育園

城南保育園

ごしょの保育園

こひつじ幼稚園

みんなの教室
●ジパング展特別編「お・かお」 　　 　　   　　　　　 10.6
       講師 :山本丈志 (当館学芸員 )

●墨と顔彩で描こう　　　　　    　　 　　                       11.24
       講師 :樫尾康子 (当館学芸員 )

●クリスマスグッズづくり　　    　　 　　                         12.1
       講師 :藤井正輝 (当館学芸員 )

●美術館の眼展特別編「お絵かきからはじめましょう !」   2014.3.16
       講師 :山本丈志 (当館学芸員 )

美術館教室
●彫刻教室　　　　　                 　　                     10.20,11.10
       講師 :皆川嘉博さん (秋田公立美術大学准教授 )

●美術館の眼展特別編「開店 !!ARIZO 写真館」         2014.2.23,3.9
       講師 :山本丈志 (当館学芸員 )、菊地信夫（当館職員）

ギャラリートーク
●ジパング展ギャラリートーク　    　  　            9.15,21
●ジパング展ギャラリートーク｢教えて ! 現代アート｣
    椿田恵理子さん (秋田放送アナウンサー )＋山本丈志（当館学芸員）10.20
    八重樫　葵さん (秋田放送アナウンサー )＋山本丈志（当館学芸員）10.27
●没後 80年平福百穗展ギャラリートーク    11.17,12.8
●美術館の眼Ⅶ展ギャラリートーク           2014.2.15,3.2
●コレクション展「珊瑚会と金鈴社の画家たち」
　　ギャラリートーク　    　  　           　　　    10.13,27
●コレクション展「佐々木裕久の天地創造」
　　ギャラリートーク　　　　    　  　   2014.1.26,2.16

ジパング展アーティストトーク&サイン会
●山本太郎さん　　　　　　　　　　　　 　    　  9.14
●鴻池朋子さん　　　　　　　　　　　　 　        10.14
●山口晃さん　　　　　　　　　　　　　　　       11.4

館長講座　                    5.11,6.8,7.6,9.7,10.5,11.2,1.11,2.8
     講師 :河野元昭 (当館長 )

たくさんのえがおにであいました。

クレパスで描いたみんなの「お・かお」、
今回はアニメーションにしました。DVD見た？
10 月 5 日・みんなの教室特別編「お・かお」

ジパング展ワークショップ・みんなの教室特別編

お・かお
the animation

みなさん、
皆川先生の手さばきを
真剣に見つめていました。
11 月 10 日・美術館教室「彫刻教室」

現代アートに興味津々。
みなさん、いかがでしたか。
10 月 10 日・セカンドスクール・横手南中学校

熱唱 !!!
心にからだに●●がとどきます。
12 月 21 日・クリスマスジャズコンサート

こちらも
先生の手もとを・・・。
11 月 24 日・みんなの教室「墨と顔彩で描こう」

浅舞感恩講保育園

 　　　  計 91 校

木のオブジェをたたいてみよう。
どんな音がするのかな。
11 月 29 日・セカンドスクール・山内小学校



みる眼、アリ。

平福百穗展　花館小学校のみなさんと・12 月 20 日

現代アートシーンを紹介するジパング展は作品を展示する

だけでなく、アーティストの熱い思いを伝えるイベント

を開催し、多くの皆様に楽しんでいただきました。

山本太郎さん、鴻池朋子さん、山口晃さんのアーティスト

トーク & サイン会は大盛況。急きょ開催した、秋田放送

の椿田さん、八重樫さんを迎えての GT「教えて ! 現代

アート」も大にぎわいでした。秋田公立美大の学生たち

の観覧には会田誠さん、山本太郎さんが引率して、解説

＋対談のおまけつき。貴重な機会となりました。

学芸員の競作となった作品ガイドはいろんな見方を提示

でき、お客様の反応も良かったです。何より独りよがり

になりがちな学芸員にとってもたいへん勉強になりました。

また挑戦しますね。おみくじ式アンケートは当初剥がし

にくくてご迷惑をかけましたが、改良を重ねなんとか

うまくいきました。皆さんの御言葉はなかなかの名言

迷言でしたので、美術館ツイッターでご紹介してます。

現代アートを体験しようとワークショップ「お・かお」

を開催し、顔の絵の制作過程をコマドリにしていわゆる

アニメーションに仕上げました。上映する機会がありま

したらお知らせしますね。

現代アートはむすがしいっ、じゃなくて、楽しいを実感

していただけるよう頑張りますので、これからもご期待

ください。　　　　　　　　　　　　　　（担当・山本、藤井）

特別展リポート

企画展リポート

10 年ぶりに開催した平福百穗展は収蔵品で 10 代から

晩年に至る画風の変遷をご紹介しました。第 3 展示室は

「画人遊禽（がじん、とりとあそぶ）」と題して、百穗の

花鳥画を集めてみました。ホオジロがとまる小枝が、別

の絵からザクロの枝とわかったり、ウメだと思っていた

木をサクラではないかとご指摘いただいたり、収蔵品と

はいえ、まだまだ知らないことばかり。再発見の多い

展覧会でした。

ギャラリートークでは見覚えのあるお顔。10 年前から

お世話になっている平福家の方々でした。みなさんお元気

そうでなりよりです。セカンドスクールでは小学生が

百穗に会いに来てくれました。百穗の写実の極意をお話し

しましたね。これからの制作が楽しみです。

「百穗箋」と題した一筆箋形式のアンケートをご用意し

ましたが一筆箋と勘違いしてお持ち帰りが続出しました。

驚くやらうれしいやら。こちらも美術館ツイッターで

ご紹介しました。　　      　　　（担当・山本、奈良、内田）

百穗に会いに来た !?

ネットワーク事業
県立図書館と連携した展覧会
第１期　廣業と二人の先達展
　9/28（土）－10/26（土）
　寺崎廣業と小室怡々斎、平福穗庵の作品計１４点と資料
※関連事業：秋田ふるさと芸術セミナー「寺崎廣業 －人と芸術－」10/18（金）
                  講師・河野元昭（秋田県立近代美術館長）

第２期　馬場彬展　－GRAY OF GRAY－
　12/11（水）－平成 26 年１/26（日）
　「不確かなポートレート」「版画集 GRAY OF GRAY」など 11 点  

山口晃アーティストトーク & サイン会・11 月 4 日

沸騰する日本の現代アートジパング展
ABS秋田放送開局60周年

2013.9.14  SAT －11.10 SUN

だぜ !!

鴻池朋子アーティストトーク & サイン会・10 月 14 日

作品を前に語る会田誠客員教授・10 月 6 日

椿田アナを迎えて GT「教えて ! 現代アート」・10 月 20 日

没後八〇年平福百穗展
11月16日●－２月２日●
平成 25 年

土　　　　　　　　　              日

平成 26 年

開館20年

美術館の眼Ⅶ
10年間の収集記録2004-2013
●平成26年2月7日●～平成26年4月20日●金 日

企画展リポート

長年収集にたずさわってきて、作品の収蔵はタイミング、

まさに「ご縁」があればこそだと思います。展覧会開催

はまさに好機で、作家ご遺族と対面することから「ご縁」

ができ、作品の購入・寄贈へとつながります。関係者の

ご厚意で当館のコレクションも少しずつ充実して参り

ました。この場をかりてお礼申し上げます。

今回出展した寺崎廣業の襖絵はおそらく素封家の邸宅を

飾っていたものでしょう。引手の細工も見事です。襖絵

はもちろん依頼を受けての個人用です。展覧会に出された

ことはありません。もし火事で焼けたり、穴があいたから

と捨てられたりしていたら、私たちは決して見ることが

できませんでした。当館が収蔵したことでみなさんに

ご観覧いただけるようになったわけです。美術品は大切

にしましょうね。

いろいろな「ご縁」で当館に収蔵された作品、なかなか

の名品揃いです。みなさんの「眼」でお確かめください。

　　　　　　　 　　      （担当・山本、西野、藤井、鈴木）

「出前美術館」は、芸術作品の鑑賞体験がどこの学校でも

できるようにと、来館が難しい地域の学校にこちらから

出向いて実施している展覧会です。９年目を迎えた今年度は、

大館市立雪沢小学校を会場に６日間開催しました。

雪沢小学校は、全校児童 21 人の学校です。期間中は

1 年生から 6 年生までの全員が「ちびっ子学芸員」として

お客様の前に立ち、作品の紹介やご案内をしてくれました。

子どもたちは画像や資料を参考に 8 月から準備をして、

本番を迎えました。ちょうど学習発表会の練習と重なり、

休み時間もとれないほど大忙しの日もありましたが、

最終日まで大活躍してくれました。平成 25 年度で閉校

するということもあって、近隣の学校だけでなく、地域

の方や卒業生がたくさん見に来てくれました。中には

八戸市や弘前市など県外の方もおり、6 日間で 1，740 人

の方が作品を楽しんでくださいました。「子どもたち、

よく勉強したな。」「話を聞きながら見るとおもしろい。」

などちびっ子学芸員への賞賛の声もたくさん寄せられ

ました。また、大館市教育委員会が、お茶を飲みながら

ゆっくりくつろげる休憩コーナーを準備してくださり、

こちらも大好評でした。

今後も近代美術館では「出前美術館」を開催します。

お近くの学校に「出前美術館」がやってきましたら、ぜひ

一度お立ち寄り下さい。そして当館の作品をじっくり

お楽しみいただけたらと思います。（担当・三浦、樫尾、西野）

ARTが学校にやってきた
in　雪沢小学校

お客様に説明しました。出前美術館・ちびっこ学芸員

９月24日（火）～９月29日（日）

平成2５年度秋田県立近代美術館事業紹介

コレクション展リポート
珊瑚会と金鈴社は日本画家を中心に結成された大正期の

美術グループです。メンバーの多くが西洋絵画を学んだ

珊瑚会と古典絵画を重視した金鈴社。美しい名を持つ２つ

の団体は、自由な作品制作を尊重し、当時のアートシーン

に新風を吹き込みます。第一展示室にて珊瑚会と金鈴社

に関わりのある小川芋銭・小杉放菴・川端龍子・鏑木清方

・結城素明ら当館きっての近代日本画コレクションを特集

しました。

今回の展示は、特別展平福百穗展とのコラボレーション

でもあります。百穗は珊瑚会と金鈴社の中心的人物であり、

百穗をはじめ多くの画家が２つのグループの活動を通じて

画力を高めたのでした。

あわせて、第二展示室では近世から近代の風景表現、

第三展示室では、近代から戦後の院展系・創造美術系

の日本画に焦点をあてました。現代アートを大特集した

ジパング展とも会期が重なっていましたが、５F のジパング

展と６F の本展をあわせて観ると、一つの美術館で日本

の美術を近世から現代まで総ざらいできるという、図らず

もなんともお得な展示となりました。（担当・内田）

Art Report Akita 2013
コレクション展第Ⅲ期
珊瑚会と金鈴社の画家たち

2013 年 10 月 9 日 ( 水 ) ～ 2014 年 1 月 13 日 ( 月 )

多士済々

お・かお　ギャラリー ジパング展ワークショップ・みんなの教室特別編・10 月 6 日珊瑚会と金鈴社の画家たちギャラリートーク・10 月 27 日

美術ファン、どっときたぁ～
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