藤田嗣治 1928 年頃 撮影：アンドレ・ケルテス ullstein bild / Uniphoto Press

NEWS RELEASE

開館４５周年記念企画

没後５０年

藤田嗣治

本のしごと

文字を装う絵の世界
ベルナール・ビュフェ美術館
前期／２０１８年 ６月２３日（土）〜８月２１日（火）
後期／２０１８年 ８月２３日（木）〜１０月３０日（火）
監

修：林洋子

企画協力：株式会社キュレイターズ

後

援：静岡県教育委員会、長泉町教育委員会、清水町教育委員会、裾野市教育委員会、沼津市教

育委員会、三島市・三島市教育委員会、静岡新聞社・静岡放送

２０１８（平成３０）年は、藤田嗣治の没後 50 年にあたります。
これを記念してベルナール・ビュ

フェ美術館では、藤田の画業の中でも挿絵を中心に紹介する展覧会を開催いたします。

フランスで画家としての地位を確立した藤田は、絵画だけでなく挿絵本の仕事にも積極的に取り
組みました。
ヨーロッパでは挿絵本の歴史は古く、書物としてだけでなく芸術作品としての価値も
有しており、特に１９世紀後半から２０世紀にかけて、希少性の高い挿絵本は愛書家たちの収集

対象となっていました。藤田がパリに渡った当時のヨーロッパは挿絵本の興隆の時代であり、ピカ

ソやシャガールら芸術家たちが挿絵や装丁を手がけた本が次々と出版され、その人気は高まる一
方でした。

１９１９年、藤田嗣治は初めての挿絵本『詩数篇』
を手がけ、１９２０年代には３０冊以上の挿
絵本がフランスで出版されました。すでに挿絵を手がけていた他の画家たちをも凌駕するこの仕

事量は、当時のフランスでの藤田の人気を反映したものであると同時に、藤田自身が挿絵本の世

界に魅せられていたことを物語っています。画家は生涯を通じて１００冊を超える「本のしごと」に
携わりました。

本展では戦前のフランスで発行された藤田の挿絵本、１９３０年代から４０年代の日本での出版

に関わる仕事、１９５０
（昭和２５）
年にフランスに移住してからの大型豪華本の挿絵などの
「本の

しごと」を中心に、絵画や版画といった「絵のしごと」
、さらには藤田が友人に送ったハガキや絵手
紙、
手作りのおもちゃ、
陶芸作品なども同時に展示し、
藤田の幅広い制作活動を紹介いたします。
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HIGHLIGHTS

1. 藤田が手がけた

2. 絵手紙、絵葉書にみる藤田の

藤田は、１９２０年代から多数の挿絵本制作

筆まめだった藤田は、家族や友人に多くの書

たものも多く、藤田が「本のしごと」で取り

融合というべきものが数多くあります。本展

「文字を装う絵の世界」

約 100 タイトルの挿絵作品を展示

簡を送っています。その中には、絵と文字の

に携わりました。銅版画や木版画で挿絵され

では、藤田が１０代後半の時に親友に送った

組んだ豊かな版表現を見ることができます。

絵葉書、１９１３ 年、念願だった初めての渡

本展では、フランスの愛書文化を背景に制作

仏後、日本にいる妻とみに宛て書かれた手紙、

された稀少な豪華本や、雑誌の表紙や新聞連

コレクターであったフランク・シャーマンに

載などの日本での仕事など、藤田が挿絵や装

宛てた絵手紙なども紹介。
「本」という形態に

幀を手がけた書籍、およそ１００タイトルを

留まらず、藤田の絵と文字がおりなす親密な

ご紹介。画家没後５０年を機に、これまでに

雰囲気の伝わる表現をご覧ください。

ない規模で藤田の挿絵作品が集合します。

3. 藤田による油彩や手作りの

4. ２６匹の猫を描いた屏風を

陶器、玩具もあわせて展示

１０年ぶりに特別展示

本展では、挿絵本の展示にあわせ、関連する画

「猫の画家」とも呼ばれる藤田は、猫に関する

品いたします。また、
画家は絵画制作の間を縫っ

田と猫」で、木版や銅版画、水墨など多彩な

挿絵本も発表しています。本展では、
小企画
「藤

家の油彩・版画などの「絵のしごと」も多数出

技法を用いて描かれた猫たちをご覧いただけ

て陶器や玩具などの「手しごと」にも熱心に取

ます。また、２６匹の猫が画面いっぱいにい

り組みました。本展では
「本のしごと」
とともに、

きいきと描かれた当館所蔵の屏風作品《猫》

「絵のしごと」
、
「手しごと」も展示し、その幅

を特別展示。猫の愛らしさとともに、その激

広い制作活動を紹介します。

しさ、つれなさも愛した、画家の鋭い観察眼
を存分に味わうことが出来ます。

2

EVENTS & CATALOG

関連イベント

特別講演「藤田嗣治 本のしごと 没後５０年を迎えて」
２０１８年 ７ 月 ８ 日（日）１４：１５〜
ゲスト：林洋子氏（美術史家）
場所：クレマチスの丘ホール 参加費：無料

定員：２００名

要予約※お申込みは、美術館 HP 内ご予約フォーム、またはお電話

（０５５−９８６−１３００）で受け付けております。

本展の監修者であり、日本における藤田研究の第一人者である美術史家・林洋子氏に、
没後５０年を迎え、近年明らかになりつつある藤田と「本のしごと」の関係、展示され
ている藤田の手がけた挿絵本の見どころについて、お話いただきます。

学芸員によるギャラリー・ツアー
日

時：開催期間中毎月第二・四日曜日 １４：１５〜（３０分程）

料

金：当日の入館料のみ

会

場：ベルナール・ビュフェ美術館展示室

展覧会カタログ
本展開催に合わせて、下記展覧会カタログを販売いたします。

『藤田嗣治 本のしごと―文字を装う絵の世界―』
企画・構成：西宮市大谷記念美術館、株式会社キュレイターズ
監修：林洋子

発行：株式会社キュレイターズ （ｃ）２０１８
A5 版 ３２０ ページ

定価：２，７５０ 円（税込 2、９７０ 円）
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IMAGES

【広報用画像資料申し込み用紙】
下記作品について画像資料 ( デジタルデータのみ ) をご用意しています。
ご希望の場合は□にチェック
お願い

を入れ、必要事項をご記入の上、FAX にて 055-987-5511 までお申し込みください。

・クレジット表記は画像下の記載に統一してくださいますようお願いいたします。
・お手数ですが掲載誌一部をかならずご送付ください。
・取材の際は事前に担当者までご一報ください。
・画像使用に関する諸条件があります。詳細は資料お申込みの際に折り返しお知らせいたします。

貴媒体名
掲載号

発売日 / 放映日

貴社名

ご担当者名

Tel

年

月

日

Fax

E-mail
ご住所
資料お届け期限

藤田嗣治

1928 年頃

月

撮影：アンドレ・ケルテス

ullstein bild / Uniphoto Press

日までにご希望

『紀行世界図絵』 1936 年

岡倉書房

(c) Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2018 E3040

※こちらの画像は印刷媒体のみでご使用いただけます。

【お問い合せ】
展覧会担当：松岡（まつおか）
ベルナール･ビュフェ美術館

FAX：055-987-5511

静岡県駿東郡長泉町東野クレマチスの丘 515-57
tel: 055-986-1300
e-mail: info@bernard-buffet-museum.jp
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GENERAL INFORMATION
【開催館情報】

ベルナール・ビュフェ美術館
〒411-0931 静岡県長泉町東野クレマチスの丘 515-57

TEL 055-986-1300

FAX

055-987-5511

●開館時間
10：00－16：30（1 月）／ 10：00－17：00（2・3 月）
10：00－18：00（4 ～ 8 月）／ 10：00－17：00（9・10 月）
10：00－16：30（11・12 月）
ご入館は閉館の 30 分前まで
●休館日
水曜日（祝休日の場合は翌日休み。ただしゴールデンウィーク、盆休み、年末年始期間中は HP にて開館日程を
ご確認ください。
）
●入館料
一般：1,000 円（900 円）
高・大学生：500 円（400 円）
中学生以下：無料
＊（

）内は 20 名様以上の団体割引

●アクセス
◎お車の場合
【東京方面】東名 裾野 I.C.→R246 経由、沼津方面へ 10 ㎞
【名古屋方面】新東名 長泉沼津 I.C. または東名 沼津 I.C.→伊豆縦貫道 ( 無料区間 ) へ
長泉 I.C. 出口 R246 右折／新東名 長泉沼津 I.C. より 5 ㎞
◎電車の場合
JR 東海道線 [ 三島駅 ] 下車
北口 (3 番乗り場 ) 発

無料シャトルバスあり ( 所要時間 25 分 )
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