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道立近代美術館５月事業のご案内

▼特別展「日本浮世絵博物館秘蔵 国貞・広重・国芳 コレクション ～絵師たちが見た

江戸の楽しみ～」【有料】

期 間：４月１７日（土）～６月２０日（日）

場 所：道立近代美術館 展示室Ｂ

内 容：１０万点を超える日本最大級の浮世絵コレクションを誇る日本浮世絵博物館

（長野県松本市）。同館コレクションの中から、歌川国貞・広重・国芳ら江戸

後期の浮世絵師たちが描いた、江戸庶民の「楽しみ」の世界を紹介します。

観覧料：一般１，５００円、高大生８００円、小中生６００円

※この料金以外に、団体料金や近美コレクションとの同時観覧料金等があります。詳

細はお問い合わせください。

▼近美コレクション【有料】

場 所：道立近代美術館 展示室Ａ

期 間：４月１７日（土）～７月４日（日）

展覧会名

○コレクション・ストーリーズ「北海道の美術」

内 容：明治時代末に活躍した洋画家から、現代のアートシーンを彩る美術家まで、

本道ゆかりの作家の豊かな創作活動の一端をご覧ください。

○コレクション・ストーリーズ「現代ガラス」

内 容：当館の現代ガラスコレクションの中から、１９８０年代以降に制作された作

品を技法に着目して紹介します。

○「新収蔵品展」 ※ ５月２３日まで

内 容：横山大観「秋思」ほか、令和２年度の新収蔵品を紹介します。

○「この１点を見てほしい。」

内 容：５，６００点以上の当館コレクションから学芸員が１点を選び、多角的な研

究を通して作品の奥深い魅力をご紹介します。

４月１７日（土）～５月２３日（日）【山本正年《膚》1966年】

５月２５日（火）～７月４日（日）【ハイム・スーチン《祈る男》1921年頃】
観覧料：一般５１０円、高大生２５０円

※この料金以外に、団体料金などの割引・減免があります。詳細はお問い合わせく

ださい。

※中学生以下、６５歳以上の方及び障害者手帳をお持ちの方などは無料です。

※土曜日は高校生は無料となります。

○お知らせ

開館時間：９：３０～１７：００（入場は１６：３０まで）

５月の休館日：６日（木）、１０日（月）、１７日（月）、２４日（月）、３１日（月）

【お問い合わせ】

北海道立近代美術館（〒060-0001 札幌市中央区北１条西１７丁目）

電話０１１－６４４－６８８２（総務企画部総務企画課）

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/knb/

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/knb/
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【三岸好太郎美術館展覧会】

第２期所蔵品展

色彩と衝動－人物画を中心に ◎同時開催 描かれた南部忠平

■展覧会概要

○色彩と衝動－人物画を中心に「赤色は激情、青色は冷徹、黄色は強靱なる意志力。」

三岸は色には感情に訴える強い力があると語っています。本展では人物画を中心に色

と筆のタッチに注目しながら、作品の魅力に迫ります。

○同時開催 描かれた南部忠平

南部忠平（1904～1997）は、札幌出身で1932年ロサンゼルスオリンピックの

三段跳金メダリスト。三岸が描いた南部の勇姿とともに、関連資料を紹介します。日

本の近代洋画史上、最も有名な画家夫婦、三岸好太郎（札幌市生まれ／1903～ 19

34）と三岸節子（愛知県生まれ／1905～1999）。二人が築いた鮮烈なる絵画世界

を展覧します。

■会期

令和３年４月2４日（土）から令和３年６月１３日（日）まで

☆基本情報☆

○美術館名

・北海道立三岸好太郎美術館

○住所

・北海道札幌市中央区北２条西15丁目

○お問い合わせ先

・電話：011－644－8901

・ファクス：011－644－8902

○観覧料

・一般510円（420円）、高大生250円

（170円）、中学生以下、65歳以上等無料

※（ ）は、団体料金

○休館日

・月曜日（ただし、１／11は開館。）１／１から１／３、１／12

○アクセス

・道立近代美術館から、東へ徒歩３分

・地下鉄：東西線「西18丁目」駅下車④番出口より徒歩７分

・バス：JRバス（桑園駅⇔啓明ターミナル）「北３条西15丁目」停留所下車、

徒歩１分

バス：JRバス・中央バス（札幌⇔小樽・手稲方面）「道立近代美術館」停留所

下車、徒歩４分

・タクシー：札幌駅から５～10分

・駐車場：美術館駐車場（２台可。うち１台は障害者等専用。無料）、ビックシ

ャイン88北１条駐車場（北１条西15丁目。有料、割引有り）



主催／北海道立函館美術館　共催／北海道新聞函館支社　後援／函館市、函館市教育委員会、NHK函館放送局、FMいるか　
特別協力／一般財団法人 荒井記念美術館、北海道立近代美術館　協力／北海道旅客鉄道（株）函館支社、五稜郭タワー株式会社、函館美術館ボランティアいちいの会

マルク・シャガール《ポエム》より　木版・紙　1968年　北海道立近代美術館蔵　Marc Chagall, « Tu m’as rempli les mains », Gravure sur bois IX, "Poèmes" 1968, Hokkaido Museum of Modern Art　ⒸADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021, Chagall®　B0519

北海道立函館美術館
HAKODATE MUSEUM OF ART, HOKKAIDO
〒040-0001 函館市五稜郭町37-6 TEL.0138-56-6311
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hbj

西洋版画の魅力
2021.4.24.Sat─6.20.Sun
前期＝4/24（土）－5/23（日）、後期＝5/25（火）－6/20（日）
開館時間／9:30－17:00（ただし入場は16:30まで）　休館日／月曜日（5/3は除く）、5/6（木）
観覧料／一般920（720）円、高大生610（410）円、小中生300（200）円 ※（　）内は前売、リピーター割引、どうなんアートリンク、および10名以上の団体料金。親子割引など、お得な料金もあります。

北海道立近代美術館 友田コレクション×荒井記念美術館 ピカソ・コレクション
Modern Western Prints from Tomoda Collection and Arai Memorial Museum Collection
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※展覧会およびイベントの予定は、やむを得ず変更となることがあります。その場合は、当館ホームページおよびTwitter、Facebookにて発表いたします。
※当館は、新型コロナウィルス感染症（COVID-19）感染拡大防止対策をとっています。お客様にもご協力をお願いいたします。
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北海道立函館美術館
HAKODATE MUSEUM OF ART, HOKKAIDO
〒040-0001 函館市五稜郭町37-6 TEL.0138-56-6311
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/hbj

　北海道立近代美術館所蔵の「友田コレクション」は、詩人で児童文学者の友田多喜雄氏が長年にわたって収集してきた近現代の版画コレクションです。シャ
ガール《ポエム》、ルオー《ミセレーレ》をはじめ、ルドン、マティス、ドラン、藤田嗣治など、近代西洋美術史に名だたる画家たちが手がけた名作を多く含み、質量ともに優
れた内容の個人コレクションです。一方、「ピカソ・コレクション」は荒井記念美術館（岩内町）の設立者である故・荒井利三氏が収集したもので、ピカソの画業初期
から晩年に至る作品からなり、国内屈指のピカソの版画コレクションとして知られています。
　道内のミュージアムが連携する「アートギャラリー北海道」の一環で開催される本展では、連携館の一つである荒井記念美術館と北海道立近代美術館の所蔵
品から、19-20世紀の版画の名品約450点を前期後期に分けてご紹介します。画家たちが、愛や生と死、闘い、笑いなど、人間の感情や生き様をどのように表現したの
か、ぜひ、作品を通じてご覧ください。

交通案内
市電：「五稜郭公園前」下車、徒歩7分
バス：「五稜郭公園入口」「芸術ホール前」「五稜郭病院前」「五稜郭」
　　  下車、徒歩3～7分
タクシー：JR函館駅より約10分／函館空港より約20分
駐車場：函館市芸術ホール駐車場をお使いいただけます。
　　　  ＊当館ご利用の方は駐車料金が2時間まで無料になります。
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特別史跡
五稜郭跡

箱館奉行所

市電…五稜郭公園前

バス停…五稜郭公園入口北海道新聞函館支店

◉見どころ解説
本展の見どころをわかりやすくお話します。
日時／【前期】 5/1（土） 【後期】 5/29（土）  いずれも14:00より（約30分）
会場／当館講堂（無料）　　定員／25名（当日13:00から整理券配布）
講師／当館学芸員

◉美術講座 「作品のミリョクをひもとく」
本展出品作品を中心に、時代的・文化的な背景なども交えてお話します。
日時／【前期】 5/8（土）　【後期】 6/12（土）　いずれも14:00より（約90分）
会場／当館講堂（無料）　　定員／25名（当日13:00から整理券配布）
講師／柳沢弥生（当館主任学芸員）

◉名画を楽しむ3日間
1930～50年代の名作映画をお楽しみください。
日時／5/3（月） 1回目 10:30～ 2回目 14:00～「モダン・タイムス」（1936年、83分）
　　　5/4（火） 1回目 10:30～ 2回目 14:00～「カサブランカ」（1942年、102分）
　　　5/5（水） 1回目 10:30～ 2回目 14:00～「ローマの休日」（1953年、118分）
会場／講堂（無料）　　定員／25名（各回上映1時間前から整理券配布）

◉美術映画会
日時／5/15（土） 14:00～（50分）「名画の秘密シリーズ1 オルセー美術館」
　　　6/19（土） 14:00～（50分）「名画の秘密シリーズ2 パリの夜と夢」
会場／講堂（無料）　定員／25名（当日13:00から整理券配布）

西洋版画の魅力
北海道立近代美術館 友田コレクション×荒井記念美術館 ピカソ・コレクション
Modern Western Prints from Tomoda Collection and Arai Memorial Museum Collection

関連事業
─────────────────────────

同時開催
───────────────────────────
ミュージアム・コレクション 春～夏　4/24（土）-9/26（日）
「没後50年  田辺三重松」（常設展示室）
「没後20年  金子鷗亭  天来と鷗亭」（鷗亭記念室）
観覧料／一般260（210）円、高大生150（110）円  （　）内は10名以上の団体料金
＊中学生以下、65歳以上、高等学校の教育活動による観覧は無料。＊土曜日及びこどもの日は、高校生無料。

1. ジョルジュ・ルオー《ミセレーレ》より「廃墟すら滅びたり」  1922-27年  ⒸADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2021  B0521　
2. パブロ・ピカソ《女の顔》  1962年  Ⓒ2021-Succession Pablo Picasso-BCF（JAPAN）　3. サルバドール・ダリ《パンタグリュエルの滑稽な夢》より  1973年  ⒸSalvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, JASPAR, Tokyo, 2021  B0521　
4. ベン・シャーン《リルケ『マルテの手記』より：一行の詩のためには…》より  1968年  ⒸEstate of Ben Shahn/VAGA at ARS, NY/JASPAR, Tokyo, 2021  B0521
5. フェルナン・レジェ《イリュミナシオン》より「ランボー」  1947年　6. アンドレ・ドラン《パンタグリュエル挿画集》より「パンタグリュエル」  1941-43年　　2は荒井記念美術館蔵、1, 3-7は北海道立近代美術館蔵
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出品作家／アントニ・クラーヴェ、マルク・シャガール、ベン・シャーン、サルバドール・ダリ、ラウル・デュフィ、アンドレ・ドラン、エミール・ノルデ、パブロ・ピカソ、藤田嗣治、
ジョルジュ・ブラック、ウィリアム・ブレイク、アンリ・マティス、ジョアン・ミロ、ジョルジュ・ルオー、オディロン・ルドン、フェルナン・レジェ、マリー・ローランサン、清水敦

＊作品保存のため、会期中に展示替えを行います。時期によりご覧いただける作品が異なるので、ご了承ください。詳細は当館ホームページをご覧いただくか、電話によりお問合せください。


