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北日本新聞改題 80周年記念 

西洋絵画 400年の旅―珠玉の東京富士美術館コレクション展― 

開催および一般前売り券販売開始のご案内 

 

富山県美術館では、2020 年 5 月 23 日（土）～7 月 5 日（日）の間、企画展「西洋絵画

400 年の旅―珠玉の東京富士美術館コレクション展―」を開催します。一般前売り券は 3

月 20 日（金・祝）より販売します。皆様にはご取材および広く告知へのご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 

東京富士美術館は、1983 年に東京都八王子市に開館

した美術館です。日本・東洋・西洋の各国、各時代の

絵画・版画・写真・彫刻・陶磁・漆工・武具・刀剣・

メダルなど様々なジャンルの作品約 3 万点を収蔵し

ています。とりわけ西洋絵画コレクションは、16 世

紀のイタリア・ルネサンスから 20 世紀まで、西洋絵

画史をほぼ一望できる、時間的・空間的に極めて充

実したものとして、日本はもとより国外でも広く知

られています。 

本展では、そのなかから厳選した珠玉の作品 83 点に

より、16 世紀後半から 20 世紀までの西洋絵画 400

年の歴史を紹介します。世界の美術ファンを魅了す

るモネ、ルノワール、セザンヌ、ゴッホ、ゴーガン、

シャガールなど近代の人気作家に加え、それ以前の

歴史をたどるために、ティントレット、フランス・

ハルス、アントニー・ヴァン・ダイクなど、日本では

あまり見る機会のない巨匠たちの作品も紹介します。

ぜひこの機会に、西洋絵画 400 年の流れを通覧する

醍醐味を味わい、広大で奥深い西洋絵画の世界と、

個々の作品の魅力にもふれていただきたいと思いま

す。 
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【開催概要】 

展覧会名： 西洋絵画 400 年の旅 －珠玉の東京富士美術館コレクション展― 

開催日： 2020 年 5 月 23 日（土）～7 月 5 日（日） 

休館日： 毎週水曜日 

開館時間： 9:30～18:00（観覧受付は 17:30 まで） 

会場： 富山県美術館 2 階展示室３,４ 

観覧料： 一般前売り 1,200 円、当日一般 1,400（1,200）円、大学生 1,000（800）円 

※高校生以下無料。（ ）内は 20 名以上の団体料金。 

※一般前売り券の販売は、3 月 20 日（金・祝）～5 月 22 日（金）まで 

【一般前売り券販売所】富山県美術館、富山県水墨美術館、北日本新聞本社・西部本

社・各支社・販売店、富山大和、アーツナビ、BOOKS なかだ、文苑堂書店、明文

堂書店、セブンチケット、ローソンチケットなど 

※本展覧会提示により、同時開催の「国際工芸アワードとやま 2020」（展示室２）も

ご覧いただけます。 

主催： 富山県、西洋絵画 400 年の旅展実行委員会（富山県美術館、北日本新聞社） 

 

 

【本展の見どころ】 

①東京富士美術館の珠玉の厳選コレクション 83 点を一堂に展示 

東京富士美術館の約 3 万点のコレクションの中でも、とりわけ西洋絵画コレクションは、国内有

数の質を誇り、まさに「珠玉」と呼ぶにふさわしいものです。ティントレット、アントニー・ヴァ

ン・ダイクといった日本でその作品を見る機会があまりない巨匠から、モネ、ルノワールといった

人気の作家まで、一堂に会します。また、東京富士美術館館外で、厳選されたこれだけの質と点数

が一堂に並ぶことはとても貴重な機会といえます。 

 

②西洋絵画 400 年の歴史をまるで旅するように、楽しくわかりやすく紹介 

通常、これだけのボリュームの珠玉の西洋絵画を見るとなると、東京富士美術館や西洋絵画を所蔵

している多くの美術館の展示スケジュールを確認し、ジャストのタイミングで見に行かなければ

なりません。本展は、日本にいながら一か所で、各国の作家が描いた本物の作品を通して、西洋絵

画の 400 年の歴史を楽しく学ぶことができる展覧会になっています。細かな時代順や様式別では

なく、ジャンルごとにグループわけした展示等により、「はじめの一歩」を意識した親しみやすい

構成をとっています。また、鑑賞の一助となる作家解説と作品解説もつけていま

す。この豪華なチャンスをどうぞお見逃しなく。 
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③16 世紀後半からの巨匠の名画も勢ぞろい 

古い時代の世界の巨匠たちの名品も紹介しています。富山県美術館は、

20 世紀美術のコレクションを所蔵し紹介していますが、本展は、それ

以前の時代、16 世紀のイタリア・ルネサンスから始まる巨匠たちの名

画をまとめて鑑賞するまたとない機会となります。400 年の歴史の中

に登場した、あまたの美術界のスターたちの作品をお楽しみいただけ

ます。 

 

 

 

 

 

 

④モネの《睡蓮》もやってきます！ 

本展では、根強い人気を誇る印象派から、その代名詞ともいうべき

モネの《睡蓮》もご紹介します。68 歳の時に描かれた 15 点の連作

の 1 点で、東京富士美術館が所蔵する印象派の絵画の中で、大きな

存在感を放っています。繊細で優美な色彩が用いられており、その

微妙な変化、モネ特有の筆遣い、水面を切り取りクローズアップし

て描く空間の表現など、ぜひ注目してご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロード・モネ《睡蓮》1908年 東京富士美術館蔵 

©東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom 

アントニー・ヴァン・ダイク 

《ベッドフォード伯爵夫人 アン・カーの肖像》1639年 

東京富士美術館蔵 ©東京富士美術館イメージアーカイブ/DNPartcom 
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【会期中のイベント】 

01 講演会「名画を旅する一時間」 

講師：五木田聡
あきら

氏（東京富士美術館館長） 

日時 2020 年 5 月 23 日（土）14：00－（開場予定 13:30） 

会場 3 階ホール（定員約 100 名、先着順） 

料金 無料 

※ヒアリングループシステムを利用できます。 

 

02 講演会「奇跡のコレクションー東京富士美術館所蔵品の見どころ（仮）」 

講師：岡部昌幸氏（帝京大学教授・群馬県立近代美術館館長） 

日時 2020 年 6 月 20 日（土）14：00－（開場予定 13:30） 

会場 3 階ホール（定員約 100 名、先着順） 

料金 無料 

※ヒアリングループシステムを利用できます。 

 

03 担当学芸員によるギャラリー・トーク 

本展担当学芸員とともに会場を一緒に回りながら、見どころなどをお聞きいただけます。 

日時 2020 年 6 月 6 日（土）、7 日（日）、27 日（土）各日 14:00ー（約 45 分） 

会場 2 階展示室 3,4 ※会場入り口付近にお集まりください。 

料金 無料（※要企画展チケット） 
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西洋絵画 400 年の旅―珠玉の東京富士美術館コレクション展―   広報用画像一覧 

 

  

写真①  写真② 写真③ 

  

 

写真④ 写真⑤ 写真⑥ 

  

 

写真⑦ 写真⑧ 写真⑨ 
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西洋絵画 400 年の旅―珠玉の東京富士美術館コレクション展―  

広報用画像申込書 

ＦＡＸ 076-431-2712 ／E-mail : ab i ju tsukan@pref . toyama . l g . jp  
 

■別紙記載の注意事項をお読みいただき、以下の必要事項をご記入の上、お送りください。 

貴媒体名  

（WEB の場合の URL）  

貴社名／部署   

ご担当者氏名  E-mail： 

ご住所 〒 

ご連絡先 TEL：                FAX： 

掲載／放送予定日 年   月   日  掲載号発売日：      年   月   日  

記載企画内容  

※ご記入いただいた個人情報は、広報用写真貸出しの目的のみに使用し、それ以外の用途には使用いたしません。 

■掲載ご希望の画像（□にチェックを入れてください） 

広報用画像一覧・掲載時のキャプション 

□ 

①アントニー・ヴァン・ダイク《ベッドフォード

伯爵夫人 アン・カーの肖像》1639年 東京富士

美術館蔵 ©東京富士美術館イメージアーカイブ

/DNPartcom 

□ 
②ジャック＝ルイ・ダヴィッドの工房《戴冠式の皇帝ナ

ポレオン》1808 年頃 東京富士美術館蔵 ©東京富士

美術館イメージアーカイブ/DNPartcom 

□ 

③カナレット（ジョヴァンニ・アントニオ・カナル）《ヴェネ

ツィア、サン・マルコ広場》1732-33 年頃 東京富士美

術館蔵 ©東京富士美術館イメージアーカイブ

/DNPartcom 

□ 
④ピエール＝オーギュスト・ルノワール《赤い服の女》

1892 年頃 東京富士美術館蔵 ©東京富士美術館イ

メージアーカイブ/DNPartcom 

□ 

⑤クロード・モネ《睡蓮》1908年 東京富士美術

館蔵 ©東京富士美術館イメージアーカイブ

/DNPartcom 

□ 
⑥カミーユ・ピサロ《秋、朝、曇り、エラニー》1900 年 

東京富士美術館蔵 ©東京富士美術館イメージアーカ

イブ/DNPartcom 

□ 

⑦ジョルジオ・モランディ《静物》1948-49 年 東京富士

美術館蔵 ©東京富士美術館イメージアーカイブ

/DNPartcom 

□ 
⑧、⑨ 「西洋絵画 400 年の旅―珠玉の東京富士美

術館コレクション展―」 ポスター 

 
※その他、美術館外観等の写真が必要な場合は、下記空欄にご記載ください。 
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富山県美術館 広報用使用画像について 

 
◎ 本広報用画像の使用は、出版・放送（番組）・WEB等、富山県美術館および展覧会の広報を目的とした報

道に限らせていただきます。展覧会の広報にあたっては、展覧会名、会期、会場を必ずご掲載ください。 

 

◎ 画像は「広報用画像申込書」に掲載または放送内容を具体的に記載の上、ご申請ください。富山県美術館

より画像データをお送りいたします。提供した画像データは、使用後すみやかに破棄してください。 

 

◎ 画像使用の際は、「広報用画像申込書」をご参照の上、所定のキャプションとクレジットを表記してくださ

い。 

 

◎ 画像は全図で使用してください。作品が切れたりキャプション等の文字が画像にかぶったりしないよう、レイ

アウトにご配慮ください。 

 

◎ ロゴマーク・ロゴタイプに他のデザイン要素を重ねたり、横切らせたり、余白を削除したりすることはしない

でください。 

 

◎ 申請をいただいた媒体以外の企画（例：出版物表紙、広告素材使用は不可）での二次使用はできません。

再掲載・再放送などを希望される場合は、別途申請が必要です。 

 

◎ 基本情報と画像使用の確認のため、校正をメールで富山県美術館広報担当までお送りくださいますようお

願いいたします。 

 

◎ 掲載および放映いただいた場合、お手数ですが掲載紙・誌、URL、番組収録の DVD、CDなどを富山県美

術館へのご提供をお願いいたします。 
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