２０１９年１０月２日
公益財団法人

松伯美術館

松伯美術館 開館２５周年記念

特別展「上村松園･上村松篁『日本画の心』展 ～真善美を求めて～」を開催
～松園の代表作「序の舞」ほか、松園･松篁の母子２代の名作を一挙公開～
近鉄グループの文化事業である松伯美術館では、２０１９年１０月２６日（土）から１１月２４日（日）
うえむらしょうえん

うえむらしょうこう

まで、開館２５周年を記念し、特別展「上村 松 園 ･上村 松 篁 『日本画の心』展 ～真善美を求めて～」を
開催します。
松伯美術館は１９９４年（平成６年）に、上村家からの作品寄贈と近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グル
ープホールディングス株式会社)からの基金出捐により開館しました。以来、松園･松篁･淳之の上村家３代
の画業を紹介する展覧会をはじめ、日本画の普及･発展
を企図した「公募展」の開催など、２５年間にわたり
多彩な活動を続けて参りました。今回は記念の特別展
として、松園･松篁の母子２代の名作（約４０点）を一
堂に集めた展覧会を開催します。
日常を丁寧に美しく生きる市井の女性を愛おしみ、
その生き様を「美人画」に託した上村松園。その子で、
様々な生き物たちと真摯に向き合い、自然との共生と
いう慈愛に満ちた世界観を「花鳥画」として描いた上
村松篁。この親子２人は描く対象を異にしながらも、
共に「真善美」を求め、格調高く清らかな芸術世界を
追求し表現し続けて来ました。
本展では、こうした２人の画業を振り返り、修理後
はじめての外部展示となる松園の「序の舞」([重要文
化財]東京藝術大学蔵)や「雪月花」(宮内庁三の丸尚蔵
館蔵)、
「待月」(京都市美術館蔵)、松篁の「星五位」(東
京国立近代美術館蔵)、「丹頂」(松伯美術館蔵)など、
２人の代表作約４０点を一堂に展観します。
詳細は別紙のとおりです。

上村松園「序の舞」[重要文化財]

東京藝術大学蔵

上村松園「序の舞」[重要文化財]
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東京藝術大学蔵

別紙
1.

名

称

2.

開催期間

特別展「上村松園･上村松篁『日本画の心』展 ～真善美を求めて～」
２０１9 年１０月２６日（土）～１１月２４日（日）
※会期中 無休で開館します

3.

主

催

公益財団法人 松伯美術館、読売新聞社

4.

後

援

ＮＨＫ奈良放送局

5.

開館時間

午前１０時～午後５時（入館は午後４時まで）

6.

入 館 料

大人（高校生・大学生を含む）：１２００円
小学生・中学生：６００円
＊ ２０名以上は団体割引１割引
＊ 障がい者手帳のご提示によりご本人と同伴者 1 名まで 2 割引

7.

展示作品数

約 4０点（素描、下絵を含む）

8.

主な展示作品
●上村松園「序の舞」[重要文化財]

東京藝術大学蔵 、
「雪月花」宮内庁三の丸尚蔵館蔵、「待月」京都市美術館蔵、

「鼓の音」当館蔵、
「月と花」個人像（※新発見につき初公開）

ほか

●上村松篁「星五位」東京国立近代美術館蔵、「立葵」京都市立芸術大学芸術資料館蔵、「樹下幽禽」 日本芸術院蔵、
「山鹿」京都市美術館蔵、「丹頂」当館蔵

ほか

＊ 出品作品は、都合により変更する場合があります。

☆館長 上村淳之による『美術講演会』の開催

※事前申込制（申込多数の場合は抽選）

日時：①10 月 31 日(木)、②11 月 4 日(月･休)、③11 月 13 日(水)

※いずれも 14 時～15 時

場所：松伯美術館 講義室
定員：各会 50 名まで（最少開催人員 10 名）
申込方法：「往復はがき」に次の事項を記入の上、申込み下さい。
◆「美術講演会 参加希望」と朱書き
◆希望の参加日（第１希望日、第２希望日まで）
◆ご自身の「住所」
「氏名」
「電話番号」「参加人数（本人と同伴者１名、計２名まで）」
※同伴者がある場合は、その方の氏名
申込先：松伯美術館 講演会係
〒631-0004

奈良市登美ヶ丘 2-1-4

申込締切：１０月１８日(金) 消印有効

電話：0742-41-6666

※聴講無料、但し入館料が必要です

以
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上

参考
●上村松園
・
「序の舞」[重要文化財] 昭和 11 年(1936) 東京藝術大学蔵
2017 年に修理完成後、初の外部での展示となる。松園自身が「私
の理想の女性の最高のものと言ってもいい」と自著「青眉抄」で
語っているように松園の美人画の代表作である。
・
「雪月花」昭和 12 年(1937) 宮内庁三の丸尚蔵館蔵
大正５年に貞明皇后の用命を受け、20 年にも及ぶ歳月を経て完
成された作品。松園の思い入れも強く「心残りなく描けた努力作」
と語っている。

上村松園「序の舞」[重要文化財]

上村松園「雪月花」
上村松園「鼓の音」
・「鼓の音」昭和 15 年(1940) 当館蔵
1940 年のニューヨーク万国博覧会に出品されたもの。当
館を代表する松園作品の一つ。残された松園の写真には、
鼓を打つ姿もあり、まさに今、打たんとする手の指先まで
的確に表現されている。

・「月と花 (藤原時代春秋)」昭和 8 年(1933) 個人蔵
本展で初公開される新発見の作品。高松宮妃喜久子殿下の
実家(徳川家)から新築祝いに、高松宮家への御用画として
制作されたものである。

(左) 上村松園「月と花 (藤原時代春秋)」
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●上村松篁
・
「丹頂」昭和 55 年(1980) 当館蔵
当館を代表する松篁作品の一つ。雪原に佇むつがいの鶴を、清澄で格調高く描いた作品。対幅で一つ
は立鶴、一つは雪の竹に半分かくれて羽をふくらませて佇む雌鶴である。

上村松篁「丹頂」
・
「星五位」昭和 33 年(1958) 東京国立近代美術館蔵
当時、奈良平城のアトリエ唳禽荘で飼育されていたゴイサギを基にした
作品。若いゴイサギには独特の斑点があり、ホシゴイ(星五位)と呼ばれ
る。翌 34 年に芸術選装文部大臣賞が授与された。理知的な造形性を持
ち、重厚な筆致で描かれている。

上村松篁「星五位」

・
「立葵」昭和 46 年(1971) 京都市立芸術大学芸術資料館蔵
花が最も美しく見える期間は短く限られている。
「毎年毎年、写生
をするが、ちょうど良い時期に写生ができ、念願を達した」と松
篁が言う作品。
・
「樹下幽禽」昭和 41 年(1966) 日本芸術院蔵
松篁が憧れを持ち続けた熱帯の奥深い楽園を想像に描かれた。桃
の木に集うシマハッカンと熱帯の小鳥たち。翌 42 年に日本芸術
院賞が授与された。

上村松篁「立葵」
上村松篁「樹下幽禽」
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〇松伯美術館について
松伯美術館は、上村松篁・淳之両画伯からの作品の寄贈と近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホー
ルディングス株式会社)からの基金出捐により 1994 年 3 月に開館した。
当美術館では、上村松園・松篁・淳之三代にわたる作品、下絵、写生等、美術資料の収集と保管、展示
を通じ、三代の画業を紹介することを目的としている。また、広く日本画の普及、作家の育成を図るため、
特別展、公募展等も開催している。
○当館の名称の由来
「松」は、松園･松篁両画伯の名前と、美術館所在地である故佐伯勇近鉄名誉会長旧邸の庭に植えられ
ている百数十本の松に、
「伯」は、画伯の伯と佐伯氏の伯あるいは邸内の茶室の号、
「伯泉亭」に由来する
ものである。また「松伯（しょうはく）」の音は、常磐木である「松柏」にも通じるようにとの意味が込
められている。

松伯美術館
【開館時間】
【休 館 日】
【電話番号】
【所 在 地】
【館
長】
【所蔵作品数】

（外観）※大渕池の対岸から臨む。

10 時～17 時（入館は 16 時まで）
月曜日、年末年始、展示替期間
0742-41-6666
〒631-0004 奈良市登美ヶ丘 2 丁目 1 番 4 号
上村 淳之（うえむら あつし）
上村松園･松篁･淳之の作品 約６００点 ほか
●上村松園
明治 8 年(1875)～昭和 24 年(1949)
京都に生まれる。鈴木松年、幸野楳嶺、竹内栖
鳳に師事。1948 年、女性として初めての文化
勲章を受章。
京都の風俗、歴史、謡曲の物語等に取材した気
品ある格調高い女性像を描く。
●上村松篁
明治 35 年(1902)～平成 13 年(2001)
京都に生まれる。母は上村松園。京都市立絵画
専門学校に学び、西山翠嶂に師事。
1948 年、日本画団体「創造美術」の結成に参
加。1984 年、文化勲章受章。近代的造形、色
彩感覚を取り入れた花鳥画で知られる。

上村松園

上村松篁
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