
生活環境文化部　富山県美術館

担当：広報：川浦、展覧会について：遠藤、麻生
電話：0764312711

令和 5年 1月 5日　　

「富山県美術館開館 5周年記念　生誕 120
年　棟方志功展　メイキング・オブ・ムナカ
タ」開催および一般前売券販売のお知らせ

富山県美術館では、2023 年 3 月 18 日（土曜日）～5月 21 日（日曜日）の間、「富山県美術館
開館 5 周年記念 生誕 120 年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ」を開催します。一
般前売券は 1月 14 日（土曜日）から販売します。

　「世界のムナカタ」として国際的な評価を得た版画家・棟
方志功（1903-1975）の作品は、今なお根強い人気を誇りま
す。棟方が居住し、あるいは創作の拠点とした青森、東京、
富山の 3つの地域は、それぞれに芸術家としての棟方の形
成に大きな影響を与えました。福光町（現富山県南砺市）
には、1945 年 4 月に疎開し、6年 8か月の期間をこの地で
過ごしています。その際、版画や倭画（肉筆画）の重要作
を制作し、創作活動の転機となりました。

棟方の生誕 120 年を記念して、各地域の美術館（当館、青
森県立美術館、東京国立近代美術館）が協力して開催する
本展では、棟方と各地域の関わりを軸に、棟方の多岐に渡
る活動を紹介し、棟方志功とはいかなる芸術家であったの
かを再考します。

 

 

 

開催概要

展覧会名

富山県美術館開館 5 周年記念 生誕 120 年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ

会期

2023 年 3 月 18 日（土曜日）～5月 21 日（日曜日）

開館時間



9 時 30 分～18 時 00 分（入館は 17 時 30 分まで）

休館日

毎週水曜日（5月 3日は開館）

会場

富山県美術館 2 階　展示室 2、3、4

主催

富山県、棟方志功展実行委員会(富山県美術館、北日本新聞社)、NHK 富山放送局、NHK エンタ
ープライズ中部

特別協力

棟方志功記念館

協賛

新日本コンサルタント、ダイト、立山科学グループ、トヨタモビリティ富山、日の出屋製菓
産業　（五十音順）

観覧料

前売り一般：1,200 円　一般：1,500 (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
※一般前売券の販売は、3月 17 日（金曜日）まで

【前売券販売所】
富山県美術館、富山県水墨美術館、北日本新聞社本社・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（L コード：54756）など

見どころ

棟方志功の代表作が集結

日本民藝館、棟方志功記念館、青森県立美術館などから、棟方の代表作が集結します。《二菩
薩釈迦十大弟子》は、日本民藝館と東京国立近代美術館からそれぞれ拝借し、改刻前後の作
品を、会期の前半と後半で展示替えを行います。

福光ゆかりの名品

棟方が疎開した福光（富山県）から、倭画(肉筆画)の傑作である《華厳松(稲妻牡丹芍薬図）》
(光徳寺蔵)、福光駅から光徳寺までの道のりを描いた《法林経水焔巻》(個人蔵)、棟方が福
光駅のために揮毫した書作品《無事》(福光美術館蔵)を拝借して紹介します。



版画の超大作

棟方は、1942 年以降、自身の版画を「板画」と記すようになりました。これには、「板の生
まれた性質を大事に」扱うという思いが込められており、自身の作品が一般的な版画とは別
物であるという意識を抱いていたことを示しています。棟方の板画には、通常思い浮かべる
版画を逸脱、超越する作品が少なくありません。当館の広々とした空間で《東北経鬼門譜》
（日本民藝館蔵）、《門舞男女神人頌》（個人蔵）、《大世界の柵》（棟方志功記念館蔵）などの大
作をご堪能ください。

多岐に渡る活動

棟方は板画、倭画、油彩画と言った様々な領域を横断しながら、本の装丁や挿絵、包装紙な
どのデザインの仕事も数多く行いました。本展では棟方が手掛けた貴重な装丁本も数多く展
示し、棟方のデザイン感覚や、時代や人との関わりも紹介します。

展覧会チラシ（PDF：7,487KB）（別ウィンドウで開きます）

会期中のイベントについて

会期中のイベントの詳細は、当館ホームページや SNS 等でお知らせします。

お客様へのお願い

ご来館の皆様には、マスクの着用／適切な距離の確保／咳エチケット／風邪症状がある場合
のご来館自粛など、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力いただけますようお願い申
し上げます。
土日祝の混雑時には、入場制限を行う場合がございます。

ご取材・掲載用写真について

広報用画像および取材申請については、下記申込書にご記入の上、ご送付をお願いいたしま
す。
広報用画像提供・取材申請書（PDF：1,913KB）（別ウィンドウで開きます）
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富山県美術館開館 5 周年記念 生誕 120 年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ 

 広報用画像一覧 

 

  

画像①  

 

画像② 画像③ 画像④ 

   

画像⑤ 画像⑥ 画像⑦ 
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富山県美術館開館 5 周年記念 生誕 120 年 棟方志功展 メイキング・オブ・ムナカタ 

  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。 

申込日  

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 

※ご取材希望の場合はこちらに内容、希望日をお書きください。 

※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《花矢の柵》 1961 年 青森県立美術館蔵 □ ②《華狩頌》 1954 年 棟方志功記念館蔵 

□ 

③《ホイットマン詩集抜粋の柵》 

「Some Poems By Walt Whitman」 

1959 年 棟方志功記念館蔵 

□ 
④《大和し美し》「倭健命の柵」 

1936 年 日本民藝館蔵 

□ ⑤《自画像》 1964 年 パラミタミュージアム蔵 □ ⑥棟方志功ポートレート 撮影：原田忠茂 

□ ⑦「生誕 120 年 棟方志功展」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。 

 

◎ 画像はトリミング（切り取り）はせず、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や他

の画像を重ねてのご使用はできません。 

 

◎ WEB にてご掲載の場合には、コピーガード（※右クリック不可）を施す、画像サイズを落とすなど、2 次使用

防止への可能な限りのご対応をお願いします。 

 

◎ 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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