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News Release 
ATZ200828_E_J 

 
報道各位 

 
2020年 8月 28日 
公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館 

  

石橋財団コレクション選 特集コーナー展示「青木繁、坂本繁二郎、
古賀春江とその時代 久留米をめぐる画家たち」 
2020年 11月 3日［火・祝］－2021年 1月 24日［日］ 
 

 
坂本繁二郎《放牧三馬》1932 年 油彩・カンヴァス 
 

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館（館長 石橋 寛）

は、「青木繁、坂本繁二郎、古賀春江とその時代 久留米を

めぐる画家たち」を開催します。 

アーティゾン美術館では、4階展示室にて「石橋財団コレ

クション選」と題し、2,800 点余りからなる収蔵品の中か

ら作品を選んでご紹介して参りますが、その一角に「特集コ

ーナー展示」を設け、毎回異なるテーマにより収蔵品に新た

な光をあてる企画展示を行ないます。 

 

石橋財団の近代洋画コレクションの中心である、青木繁と坂本繁二郎は、当館の前身、ブリヂストン美術

館の創設者・石橋正二郎と同郷の福岡県久留米市出身で、正二郎の本格的な美術品収集のきっかけとなった

画家でもあります。明治末から大正・昭和初期にかけて、久留米あるいはその近隣の筑後地域から多くの美

術家が輩出された背景には、明治期にすでに洋画の指導者がいたこと、そして、その指導を受けた青木、坂

本が中央画壇で活躍したことが挙げられるでしょう。圧倒的な存在感を放つこのふたりに憧れて上京した一

群の画家たちもまた洋画史に確かな足跡を残しました。そのなかのひとり、青木、坂本より 4歳下の松田諦

晶［まつだていしょう］は後続の画家を見守り、ときに彼らを先達と繋ぐ存在でした。その松田を通して見

える創作活動や地縁に光をあて、久留米の豊かな洋画山脈を紹介するために、青木、坂本、古賀を中心に、

松田、髙島野十郎［たかしまやじゅうろう］、髙田力蔵［たかたりきぞう］の作品も交えてご覧いただきま

す。 

 

当館では、青木が学生時代に描いた25点ものスケッチを新たに収蔵しました。それらは、青木が1900

年頃から博物館に通い、展示されていた多数の仮面を写したものです。神話を題材にした《わだつみのいろ

この宮》などの制作背景を考えるうえで重要なその「仮面スケッチ」の大半は、1980年以来一般に公開さ

れることがなく、「秘蔵の」スケッチとも呼ばれてきました。本展では、青木の新収蔵作品の中から3点を

展示します。さらに、これまでコレクションになかった坂本の油彩による「月」をついに迎えることとなり

ました。月を多数描いた画家としても知られる坂本の最晩年の《幽光［ゆうこう］》（絶筆）も初公開しま

す。 
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主な出展作品 
 

 

 
 
 
 
 
①  
青木繁《海の幸》1904年  
油彩・カンヴァス（重要文化財） 

  
青木繁は、美術と文学が交感しあいロマン主義が勃興した時代を代表する画家です。28 歳で夭折する生涯
は、この時代の先端を駆け抜けたものといえるでしょう。 
 1904 年 7 月半ば、22 歳の青木は、友人の画家坂本繁二郎、森田恒友、福田たねと、千葉県館山の布良
［めら］海岸へ写生旅行に出かけました。この太平洋の黒潮に向きあう漁村に約 1カ月半滞在し、その間に
制作された代表作がこの《海の幸》です。後年、坂本は、自分が目にした大漁陸揚げの様子を宿に帰って青
木に話したところ、翌日からこの作品の制作に取り掛かった、と証言しています。坂本は実際の漁港の情景
とはまったく異なるものだと語っていますが、目撃談だけからこうしたイメージを思い浮かべてしまうとこ
ろに、青木の想像力と創造力のきらめきがよく表れています。 
 図柄は、10 人の裸体の男が 3 尾の鮫［さめ］を担いで、二列縦隊で砂浜を右から左へと行進する様子で
す。中ほどの人物を見ると、正面から強い光を浴びているのがわかります。青木は布良の地勢や地誌、風俗
を体全体で受け留め、それを荒々しい筆づかいと、若々しさ溢れる題材で再創造しました。こうしたイメー
ジを生み出したきっかけについては、青木自身が何も語っていないことから、パルテノン神殿のフリーズ彫
刻、イギリスのラファエル前派、当時の雑誌などに載った医薬品の広告、布良の神社の祭礼など、多くの研
究者が様々な可能性を指摘しています。 
 

 

②  
青木繁《わだつみのいろこの宮》1907年 油彩・カンヴァス（重要文化財） 
 
読書家だった青木繁は内外の神話を広く読みあさり、その中から特に日本神話
に取材した作品をいくつも残しました。この作品も『古事記』から取られていま
す。兄の海幸彦から借りた釣針をなくした山幸彦は、それを探し求めて海底に下
りていきます。すると「魚鱗［いろこ］のごとく造れる」海神綿津見［わだつみ］
の宮殿があり、その入り口に井戸を見つけました。水を汲みに宮殿から出て来た
侍女が桂樹にすわる山幸彦に気づき、海神の娘、豊玉姫を呼びます。山幸彦と視
線を交わす左の赤い衣が豊玉姫、右の白い衣が侍女です。やがて山幸彦と豊玉姫
は結ばれて、2人の間に生まれた男児が天皇家の祖となります。 
 縦に細長い画面に 3 人の人物を配した構図には、イギリスのラファエル前派
の影響が見て取れます。また、ギュスターヴ・モローの色づかいにも感化されて
いることを青木は語っています。この作品は 1907 年春に開かれた東京勧業博
覧会に出品するために制作され、未完成作品の多い青木の中では完成度の高い
ものです。会場でこれを見た夏目漱石は、2年後の小説『それから』の中で、「い
つかの展覧会に青木という人が海の底に立っている背の高い女を画いた。代助
は多くの出品のうちで、あれだけが好い気持に出来ていると思った」と書いてい
ます。 
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③  
青木繁《舞楽面》1900-1903年頃 鉛筆淡彩・紙 
 
本展では当館が新たに収蔵した青木繁の25点の「仮面スケッチ」
の内、３点を公開します。本作品はその中の１点です。これらの
スケッチは、青木が1900年頃から東京帝室博物館（現東京国立
博物館）に通い、展示されていた多種多様な仮面を写したもので
す。余白に見られる仮面に関する解説や色を示す記述は、青木が
古事記、日本書紀成立の頃に日本へ伝来した伎楽や舞楽の造形に
触れて真摯に学ぶ様子を伝えてくれます。当館所蔵の《わだつみ
のいろこの宮》や《大穴牟知命［おおなむちのみこと］》など、神
話を題材とする数々の代表作がうみだされた背景にある作品でも
あります。「仮面スケッチ」は、友人である坂本繁二郎が所蔵し、
没後坂本の遺族によりアトリエから発見されましたが、その大半
は 1980 年以来一般に公開されることがなく、「秘蔵の」スケッ
チとも呼ばれてきました。 

 

 

④  
古賀春江《二階より》1922年 油彩・カンヴァス 
 

古賀春江は第9回二科展へ《埋葬》（1922年、浄土宗総本山知恩
院）とこの作品を出品し、二科賞を受賞、中央画壇にデビューし
ました。その夏、訪れた筑前鐘崎［かねざき］（福岡県宗像［むな
かた］市）にある旅館の2階から描かれた景色です。外の景色だ
けでなく、窓枠やその内側の室内も画中に収められています。藁
葺きの三角屋根とそれを囲う四角の窓枠、また雲ひとつないすっ
きりとした空、近景に配された丸い果物や急須、たらいなどとの
対比によって、形態のリズムを感じさせる斬新な構図となってい
ます。翌年、パリで行われた二科会とサロン・ドートンヌの交流
事業の展示でも展観されました。 

 

 

⑤  
坂本繁二郎《放牧三馬》1932年 油彩・カンヴァス 
 

生涯にわたって牛や馬、能面や月などの題材を多く描いた坂本繁
二郎は、小学校の代用教員時代に石橋正二郎に美術を教え、のち
に青木繁の作品収集を勧めた人物でもあります。1921年、39歳
のときにパリへ留学。1924 年に帰国し、そのまま家族の待つ郷
里久留米市へ戻り、さらに1931年、八女［やめ］市へ転居、自
宅近くに建てたアトリエで描かれたのがこの作品です。3 頭の馬
がそれぞれ正面、側面、背後からの姿に描き分けられています。
中央の馬の目に用いられたエメラルドグリーンが、馬の体や脚、
空、地面、背景に見える木々のところどころに基調色として用い
られ、画面全体を引き締めています。 
 友人に馬の絵を注文されたのが最初のきっかけとなり、坂本は
没するまで数多くの馬を描きました。九州の豊かな自然の中で躍
動する馬の姿に魅せられ、気に入る馬を求めて放牧場や馬市を訪
ね回ったといいます。 
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⑥  
坂本繁二郎《能面と鼓の胴》1962年 油彩・カンヴァス 
 

坂本繁二郎が初めて能の舞台を見たのは、1913（大正2）年、31
歳の頃です。感動した坂本は、詩人の三木露風と九段の華族会館
能楽堂へ通いました。その後、茶道を始めた薫夫人の茶道具集め
に付き添い、訪れた骨董屋で小面［こおもて］を求めたのが最初
で、機会あるごとに多種の面を手に入れました。月日は経過し、
還暦を過ぎた頃から描いた 30 数点もの能面シリーズは、魅力あ
る作品群として高く評価されています。能役者が舞台上ですきの
ない位置に身を置くように、謡本［うたいぼん］と能面、鼓胴［こ
どう］が熟慮された構図で絶妙に配された、静けさの漂う作品で
す。 

 

 

⑦  
坂本繁二郎《幽光》1969年 油彩・カンヴァス 
 
牛や馬、能面を始めとする静物、最晩年は月をテーマとしてきた
坂本繁二郎ですが、本作は、最晩年の月シリーズの最後の作であ
り、絶筆とされる作品。半分以上が雲に隠れている月のかすかな
光に照らされ、さまざまな色に染まっているのは、坂本にとって
特別な木であった櫨の木と思われます。坂本の月は、本来満月で
あるべきなのに、本作の月には雲がかかり、自らの消えゆく命を
予感しているかのようでもあります。晩年の坂本は視力が衰え、
ほとんど見えなかったとも言われており、ここに描かれた光景は、
坂本の心の眼で見た、あるいは心の中に映し出された光景であっ
たのかもしれません。 
 

 
開催概要 
 
展覧会名：石橋財団コレクション選 特集コーナー展示 

「青木繁、坂本繁二郎、古賀春江とその時代 久留米をめぐる画家たち」 
主  催：公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館 
会  期：2020年 11月 3日［火・祝］－2021年 1月 24日［日］ 
開館時間：10：00―18：00 （毎週金曜日の 20:00 までの夜間開館は、当面の間休止を予定してい

ます。最新情報はウェブサイトをご確認ください）＊入館は閉館の30分前まで 
休 館 日：月曜日（11月 23日、1月 11日は開館）、11月 13日、11月 24日、年末年始（12月 28

日―1月 4日）、1月 12日  
会  場：アーティゾン美術館 4階 展示室 

〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2  
Tel: 国内 050-5541-8600  海外 047-316-2772（ハローダイヤル） 
www.artizon.museum 

担当学芸員：伊藤絵里子 
 
入 館 料：日時指定予約制  

◆2020年 11月 3日［火・祝］―11月 12日［木］（販売開始日：9月 3日［木］） 
上記期間は4階展示室のみ公開、6・5階展示室は休室します。4階展示室では本展を含む「石橋財団
コレクション選」をご覧頂けます。 
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石橋財団コレクション選 ウェブ予約チケット500円 
石橋財団コレクション選 当日チケット（窓口販売）500円 
学生無料（要ウェブ予約・中学生以下予約不要） 
＊この料金で本展を含む「石橋財団コレクション選」のみご覧頂けます。 

◆2020年 11月 14日［土］―2021年 1月 24日［日］（販売開始日：9月 14日［木］） 
上記期間は「琳派と印象派展」を同時開催いたします。 
ウェブ予約チケット 1,700 円 
当日チケット（窓口販売）2,000 円 
学生無料（要ウェブ予約・中学生以下予約不要） 
＊この料金で同時開催の展覧会を全てご覧頂けます。 
 
＊ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ、美術館窓口でも当日チケットを販売します。 
＊中学生以下の方はウェブ予約不要です。 
＊スマートフォンとイヤホンをお持ちください。アプリで声優の細谷佳正さんによる所蔵作品の無料
音声ガイドをお楽しみ頂けます。 

 
同時開催   
2020年 11月 14日［土］―2021年 1月 24日［日］ 

琳派と印象派 東西都市文化が生んだ美術 (6・5階 展示室) 

 
広報用図版使用の注意 
 

本展の広報用画像は、下記リンク先よりお申込みいただけます。  
【プレスリリース・広報用データダウンロードシステム】 
https://faith-pr.com/artizon/kurume2020  
 

1点のみ掲載の場合はメインビジュアルである⑤坂本繁二郎《放牧三馬》1932年 油彩・カンヴァス 
をお使いください。 
※掲載時には必ずクレジットをご記載ください。 
※文字載せやトリミングはご遠慮ください。 
 

本プレスリリースについてのお問合せ先 
「アーティゾン美術館 久留米をめぐる画家たち」広報事務局（株式会社OHANA内）  
担当：高橋・細川・妹尾 
TEL: 03-6869-7881  FAX: 03-6869-7801 
E-mail: artizon-pr@ohanapr.co.jp  
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F 

 

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館についてのお問合せ先 
アーティゾン美術館 広報課 松浦・小川・宮武 
E-mail: publicity@artizon.jp 
〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2 
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アーティゾン美術館は日時指定予約制です 
 
当館ウェブサイトよりご来館前に「ウェブ予約チケット」をご購入頂けます。 
 
 

 
 
入館料（税込）  

【11 月 3日［火・祝］―11月 12 日［木］：4階展示室のみ公開、6・5階展示室は休室します。】9月 3日チケット販売開始 

 

【11月 14 日［土］―１月 24日［日］：同時開催の展覧会を全てご覧頂けます。】9月 14日チケット販売開始 

＊ウェブ予約チケット：各入館時間枠の終了10 分前まで販売 
＊当日チケット： ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ販売 
 
 

日時指定予約制とは 

入館までの待ち時間の緩和、より快適な鑑賞環境をご提供するために、１日を以下の入館時間枠に区切り、その時

間枠内にご入館頂きます。 

❶10:00-11:30  ❷12:00-13:30  ❸14:00-15:30  ❹16:00-17:30 
（❺ 金曜日のみ18:00-19:30／当面の間、中止予定 最新情報はウェブサイトをご確認ください） 
 

● 指定した時間枠内であれば、いつでもご入館頂けます。 

 一般 
大学生・専門学校生 

高校生 

障がい者手帳をお持ちの方と 

付き添いの方 1 名 
中学生以下 

ウェブ予約チケット 500円 無料 

要予約 
ウェブ予約をされない場合は 

「当日チケット」（一般）をご購入ください。 

無料 
予約不要 

当日チケット（窓口販売） 500円 

 一般 
大学生・専門学校生 

高校生 

障がい者手帳をお持ちの方と 

付き添いの方 1 名 
中学生以下 

ウェブ予約チケット 1,700円 無料 

要予約 
ウェブ予約をされない場合は 

「当日チケット」（一般）をご購入ください。 

無料 
予約不要 

当日チケット（窓口販売） 2,000円 
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● 入館後は閉館まで時間制限なくご鑑賞頂けます。入替制ではありません。 

● 各時間枠の開始時刻直後は混雑が予想され、入館をお待ち頂く場合があります。 

開始時刻から多少遅れてのご来館をおすすめします。 
 
 
ウェブ予約チケット購入方法 

● 当館ウェブサイトの中の「チケット購入」画面からご希望のご来館日と入館時間枠をご指定ください。 

● 当日でも各入館時間枠の終了10 分前までご購入頂けます。 

● 各種クレジットカードがご利用頂けます。 

https://www.artizon.museum 

 
「ウェブ予約チケット」の受け取りおよび入館方法 

❶ チケットの購入が完了すると、ご指定のメールアドレスにURL を記載したメールが届きます。 

❷ このURL にアクセスするとQR コードを取得できます。 

❸ QR コードをお持ちのスマートフォンに表示してご入館ください。 
QR コードを紙に印刷してご入館頂く事も可能です。 

 
 
当日チケットについて 

ウェブ予約チケットが完売していない場合のみ、美術館窓口でもチケットを販売します。 
 
 
予約について 

＊大学生・専門学校生・高校生は無料ですが、入館時間枠の予約が必要です。 
入館時に学生証または生徒手帳をご提示ください。  

＊中学生以下の方は無料です。なお、入館時間枠の予約は必要ありません。 

＊障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方１名は無料ですが、入館時間枠の予約が必要です。 
入館時に障がい者手帳をご提示ください。 

注意事項 
＊予約確定後はキャンセルすることはできません。 

＊日時指定の変更は1回に限り可能です。 

＊団体割引、シニア割引はございません。 

＊指定日時以外の入館はできません。 

＊営利目的でのチケット転売はお断りします。 


