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年間スケジュール

モダン百花繚乱「大分世界美術館」
―大分が世界に出会う、世界が大分に驚く「傑作名品200選」

開館記念展 vol.1

会期 ： 2015年4月24日（金）—7月20日（月・祝）

マンガの今、マンガの明日

会期［予定］：2015年8月1日（土）—9月23日（水・祝）

第51回 大分県美術展
主催：大分県美術協会

会期［予定］：2015年9月29日（火）—10月18日（日）

「神々の黄昏」
―東西のヴィーナス出会う世紀末、心の風景（けしき）、西東

開館記念展 vol.2

会期［予定］：2015年10月31日（土）—2016年1月24日（日）

シアター・イン・ミュージアム
ライブ満載、ダンス満載、踊るミュージアム

会期［予定］：2016年春

ユーラシアの庭 — オランダ、日本のデザイン対決
「マルセル・ワンダース×須藤 玲子」

大分観光壁
「ミヤケマイ、世界は届けい・セカイハトドケイ— 大分の中心で家内安全を叫ぶ」

天庭 — 工芸を越える現代三人衆
「徳丸 鏡子（陶）、礒崎 真理子（陶）、高橋 禎彦（ガラス）」

アトリウム展示

３階屋外展示
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モダン百花繚乱

−大分が世界に出会う、世界が大分に驚く

「傑作名品200選」

「大分世界美術館」

会 期

2015年4月24日（金） — 7月20日（月・祝）

開館記念展vol.1
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大分県では古来より、宇佐・国東地域を中心とした宗教文化の展開や、南蛮

貿易の活発化による西欧文化との接触、江戸時代後期から大正期にかけての

南画の隆盛など、異文化との交流を通じて多種多様な文物が行き交い、大分な

らではの個性的な風俗や文化が培われてきました。

新たに誕生する大分県立美術館の開館記念展では、こうした大分の文化的

土壌に基づき、大分を象徴する作品と、世界的に知られた美術館の名作、ある

いは日本を代表する美術館のさまざまな名品とが、大分の地でかつてない“出

会い”をなし、相互に響き合う“大分世界美術館”を提示いたします。

国内外の美術館や個人コレクション等から厳選された２００余点に当館所蔵

品を加えた本展では、桃山期から現代にいたる絵画、彫刻、工芸、写真などの

作品が“モダン”という底流のもとに、時代や地域、ジャンルを越えて会場を構成

いたします。これらの“出会い”は、大分に集ったひとつひとつの作品の真価を

問い、その芸術の源泉を再確認すると同時に、新たな魅力を創出する機会にも

なり得るでしょう。また、来館者の方々のそれぞれの“出会い”は、大分の文化

風土を再発見すると同時に、異なる文化を受け入れる喜び、その可能性を体験

する機会にもなることと思います。

企画趣旨
大分県立美術館 開館記念展 vol.1
モダン百花繚乱「大分世界美術館」
―大分が世界に出会う、世界が大分に驚く「傑作名品200選」

出品作品概要（予定）

洋 画

日本画

彫 刻

工 芸

家 具

123点

72点

2点

67点

13点

着 物 ・ 洋 服

茶道具

版 画

写 真

6点

14点

1点

2点

合計出品点数 約300点
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※上記には作品の展示替えの点数を含んでおります。



展示構成

日本的抽象画家・宇治山哲平の色鮮やかな形象が刻む原初的な共鳴音と、ジャクソ

ン・ポロックによる身体を超えたリズムに、アンディ・ウォーホルが祝いの花を添え、新し

い美術館の開館を言祝ぎます。同時にピカソをはじめとするキュビスム作品、ダリを筆

頭とするシュルレアリスム作品など、２０世紀の芸術思潮が描き出した「モダン」をご紹

介します。

宇治山哲平 《王朝》 1974年 油彩、カンヴァス 146.0 x 146.0cm 大分県立美術館
ピエト・モンドリアン 《作品 I 》 1921年 油彩、カンヴァス 136.5 x 132.7cm デン・ハーグ市美術館

モダンの祝賀第１章

人間の生命と存在を探求し続けた現代日本

画家・髙山辰雄が、ジョルジュ・ルオーの人間の

苦悩、青木繁の夢想的浪漫主義など、東西の

アーティストが見つめた「内的世界」と出会い、

人間の尊さや危うさ、不思議さなどを語りかけま

す。

髙山辰雄 《食べる》 1973年 紙本彩色 161.5 x 113.5cm 大分県立美術館

死を越える生・咲き誇る生命第２章

大分県立美術館 開館記念展 vol.1
モダン百花繚乱「大分世界美術館」
―大分が世界に出会う、世界が大分に驚く「傑作名品200選」
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展示構成

自然の雅趣をたたえる小鹿田焼などの作品が、生活とアートとの融合を提唱した

ウィリアム・モリスらと出会い、さらにモンドリアンやリートフェルトのミニマルな空間表現

が、現代のさまざまなデザイン表現と共鳴しつつ、日常から紡ぎ出された美の世界の広

がりを語りかけます。

自然との語らいを創意豊かに描き出した田能村竹田が、池大雅、与謝蕪村、富岡鉄

斎ら古今の巨匠たちとともに、各々の内なる理想郷を披瀝します。さらに、大分の自然

の賜物である竹による工芸を芸術の域にまで高めた生野祥雲斎や、簡素静寂を茶の

湯に表した千利休、東洋的精神性を宿した現代作家たちとの出会いを通して、その普

遍性を問いかけます。

アンリ・ルソー 《散歩（ビュット＝ショーモン）》 1908年頃 油彩、カンヴァス 46.2 x 38.4cm 世田谷美術館
長次郎 《黒楽茶碗 銘釈迦》 16世紀桃山時代 8.4 x 10.2 x 5.6cm MIHO MUSEUM 
田能村竹田 《山陰夜雪図》 1834年 紙本墨画淡彩 123.7 x 47.8cm 大分県立美術館

日常の美
世界を映す「もの」・「かたち」第３章

生野祥雲斎 《時代竹編盛籠 心華賦》 1943年 竹 17.0 x 47.0 cm 大分県立美術館
バーナード・リーチ 《楽焼大皿 兎》 1920年 陶器 6.5 x 35.5 x 35.5cm 京都国立近代美術館
富本憲吉 《色絵飾筥》 1941年 磁器 8.7 x 33.0 x 29.0cm 京都国立近代美術館

画人たちの小宇宙第４章

大分県立美術館 開館記念展 vol.1
モダン百花繚乱「大分世界美術館」
―大分が世界に出会う、世界が大分に驚く「傑作名品200選」
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展示構成

斬新な構図と独自の装飾性で近代日本画に新境地を拓いた福田平八郎が、日本美

術史に新たな視点をもたらした伊藤若冲、竹内栖鳳らの名作、さらに光と大気の表現を

切り開いたウィリアム・ターナー、クロード・モネらの代表的作品と出会い、人々の目を

楽しませます。

福田平八郎 《水》 1958年 紙本彩色 135.0 x 93.2cm 大分県立美術館
ウィリアム・ターナー 《ブイのある海景》 1840年頃 油彩、カンヴァス 91.4 x 121.9cm テート・ギャラリー
松本陽子 《思考回路IV》 2006年 油彩、カンヴァス 193.0×259.0cm 撮影：山本糾

視ることの幸福第５章

《海外》

主な作品借用予定美術館

大分県立美術館 開館記念展 vol.1
モダン百花繚乱「大分世界美術館」
―大分が世界に出会う、世界が大分に驚く「傑作名品200選」
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《国内》

国立ソフィア王妃芸術センター（スペイン）
テート・ギャラリー、ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館（イギリス）
オランジュリー美術館（フランス）
デン・ハーグ市美術館、セントラル・ミュージアム・ユトレヒト（オランダ）

東京国立博物館、京都国立博物館、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、国立国際
美術館、栃木県立美術館、茨城県近代美術館、富山県立近代美術館、富山県水墨美術館、
静岡県立美術館、愛知県美術館、滋賀県立近代美術館、兵庫県立美術館、岡山県立美術館、
千葉市美術館、世田谷美術館、横浜美術館、富山市佐藤記念美術館、名古屋市美術館、豊
田市美術館、大阪新美術館建設準備室、大阪市立東洋陶磁美術館、高松市美術館、丸亀市
猪熊弦一郎現代美術館、福岡市美術館、福岡アジア美術館、大分市美術館、セゾン現代美術
館、DIC川村記念美術館、出光美術館、三井記念美術館、日本民藝館、永青文庫、草月会、
MIHO MUSEUM、河井寛次郎記念館、何必館・京都現代美術館、野村美術館、高島屋史料館、
清荒神清澄寺、大原美術館、ひろしま美術館、立花家史料館、石橋美術館
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アトリウム・３階屋外展示

— オランダ、日本のデザイン対決

大分観光壁

ユーラシアの庭
「マルセル・ワンダース×須藤 玲子」

「ミヤケマイ、世界は届けい・セカイハトドケイ
—大分の中心で家内安全を叫ぶ」

３階屋外展示

天庭
「徳丸 鏡子（陶）、礒崎 真理子（陶）、高橋 禎彦（ガラス）」

アトリウム展示

−工芸を越える現代三人衆
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1600年、オランダ船、リーフデ号が大分県臼杵に漂着し、困難な航海に耐えた船員を

人々が介抱したことから、日蘭交流の歴史が始まりました。このエピソードを現代にお

いて再び呼び覚ますインスタレーションが、1階アトリウムに登場します。オランダのデザ

イナー、マルセル・ワンダースと日本のテキスタイルデザイナー、須藤玲子による伝統と

現代性の融合。トップクリエイター二人が出会うことで、OPAM館内に「ユーラシアの庭」

が創出されます。

ユーラシアの庭

アトリウム展示

「ユーラシアの庭」のためのデザイン構想図
2014年
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アムステルダムを拠点に世界的に活躍するプロ

ダクト＆インテリアデザイナー、アートディレク

ター。個人クライアントからAlessi、Bisazza、

KOSÉ（コスメデコルテ）、KLM オランダ航空、

Flos、Swarovski、PUMAなどのブランドでのデ

ザインを手がけるなど、その数は1700件を超え

る。デザイナー、職人、ユーザーが再び密に関

係する「デザインの新時代」を目指しながら、驚

くべき発想力、大胆さ、並外れた探求心から生

まれる、詩的かつ幻想的、ロマンチックな世界を

表現する。

マルセル・ワンダース

茨城県生まれ。武蔵野美術大学工芸工業デザ

イン学科テキスタイル研究室助手を経て、株式

会社「布」の設立に参加。現在取締役デザイン

ディレクター。英国UCA芸術大学より名誉修士

号授与。東京造形大学教授。毎日デザイン賞、

ロスコー賞等受賞。日本の伝統的な染織技術

から現代の先端技術までを駆使し、新しいテキ

スタイルづくりをおこなう。作品はニューヨーク近

代美術館 、メトロポリタン美術館（米）、ヴィクト

リア＆アルバート美術館（英）、東京国立近代美

術館工芸館等に所蔵されており、代表作にマン

ダリンオリエンタル東京などがある。

須藤 玲子

ポリ折り紙織（Polygami）
2010年

— オランダ、日本のデザイン対決

（すどう れいこ）



大分観光壁

アトリウム展示
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ミヤケマイ

「ミヤケマイ、世界は届けい・セカイハトドケイ

—大分の中心で家内安全を叫ぶ」

「観光」とは、「光を観る／観せること」、つまり、「地域のすぐれたものを観る／観せる

こと」です。大分観光壁では、大分のすぐれものが、現代作家の新しい視点を通して、

美術作品へと昇華し、鑑賞者に呈示されます。国内外で活躍する美術家ミヤケマイは、

最も小さい家、会社、郷土などという単位から平和（家内安全）を実行し、世界に鳩（平

和）を呼び戻そうという大分発のプロジェクト、「世界は届けい・セカイハトドケイ」を通じ

て、アトリウムの西側スペースを「大分の光」で充たします。

銀座メゾンエルメス ウィンドウディスプレイ： 「雨奇晴好」
銀座メゾンエルメス（銀座） 2007年

© Satoshi Asakawa / Courtesy of Hermès Japon

日本の伝統的な美術や工芸の繊細さや奥深さ

に独自のエスプリを加え、過去と現在、未来ま

でをシームレスにつなげながら物事の本質を問

う作品を制作。媒体を問わない表現方法を用い

て骨董、工芸、現代アート、デザインなど既存の

ジャンルを問わずに天衣無縫に制作発表。水

戸 芸 術 館 、 Shanghai Duolun Museum of

Modern-Art、POLA美術館、森美術館、世田谷

美術館での展示及びワークショップのほか、村

越画廊、壺中居、Bunkamuraギャラリーなどで

個展多数。銀座メゾンエルメス、慶應大日吉

キャンパス来往舎ギャラリーなど、企業や大学

でもサイトスペシフィックなインスタレーションを

手がける。2008年パリ国立美術大学大学院に

留学。『膜迷路』（羽鳥書店／2012年）など3冊

の作品集がある。

www.maimiyake.com



天庭

３階屋外展示
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— 工芸を越える現代三人衆

1963年 東京生まれ。多摩美術大学大学院絵画科油画専攻陶

芸コース修了。 91年滋賀県立陶芸の森美術館「変貌する陶

芸・国際現代陶芸展」より作家活動を開始。96年より日本・アメ

リカ・アルゼンチン・台湾11か所のアートプログラムで滞在制作。

2006年ポロック・クラズナー財団奨学金、13年タカシマヤ文化

基金タカシマヤ美術賞受賞。ボストン美術館、フィラデルフィア

美術館（米）、鶯歌陶磁博物館（台湾）、岐阜県国際現代陶芸美

術館、他で作品が収蔵される。

徳丸 鏡子 （とくまる きょうこ）

1964年 東京生まれ。90年、武蔵野美術大学工芸工業デザイン

科（陶磁専攻）を修了。92年、ファエンツア国立工芸学校（伊）を

修了し、2005年には、文化庁派遣芸術家在外研修としてイタリ

アへ派遣渡航。イタリア、日本両国で作品を発表するが、13年

9月逝去。ファエンツア国際陶芸博物館（伊）、石川県立九谷焼

技術研修所、草月美術館、日航ホテル関西空港、さいたま広域

合同庁舎、他で作品が収蔵、設置される。

礒﨑 真理子 （いそざき まりこ）

1958年 東京に生まれる。80年、多摩美術大学美術学部立体

デザイン科修了後、同研究室にて副手。82年から84年にかけ

て、ドイツ、ラインバッハのグラスハウスアムヴァサートゥルムエ

房にてアシスタントを務める。85年より神奈川県相模原市に工

房をかまえ、現在、多摩美術大学教授。北海道立近代美術館、

東京国立近代美術館、横浜美術館、下関市立美術館、クンスト

パラスト美術館（独）、コーニングガラス美術館（米）、ヴィクトリ

ア＆アルバート博物館（英）、他で作品が所蔵される。

高橋 禎彦 （たかはし よしひこ）

《とろけること》
2010年、ガラス 20x18x12cm

《四大エレメントより・火および水》
2007年、大物用磁土

《Untitled-Tms5》
2005年、陶 26x25x22cm

― そこは天に開かれたOPAMの中庭。ここで国内外で活躍する現代工芸作家

三名によるインスタレーションが展開されます。素材とむきあうなかで生まれる作品は、

工芸の域を越えた立体造形であり、私たちの視覚のみならず、触覚までをも刺激します。

刻一刻と変化する光と空気に包まれて、それらは様々に私たちの五感を刺激し、心を

宇宙の広がりへと解き放ってくれます。


