


伊藤若冲（1716 -1800）は、18世紀の京都で活躍したことで知られる画家です。 
繊細な描写技法によって動植物を美しく鮮やかに描く一方、即興的な筆遣いとユーモラスな表現による水墨画を数多く手
掛けるなど、85歳で没するまで精力的に制作を続けました。 
本展覧会では、若冲の生誕300年を記念して、初期から晩年までの代表作約80点を紹介します。 
若冲が京都・相国寺に寄進した「釈迦三尊像」3幅（京都・相国寺）と「動植綵絵」30幅（宮内庁三の丸尚蔵館）が東京で一
堂に会すのは初めてです。 近年、多くの人に愛され、日本美術の中でもきら星のごとく輝きを増す若冲の生涯と画業に迫り
ます。 

小説家として活躍する澤田瞳子さん。 昨年4月に上梓された『若冲』が直木賞候補にノミネートさ
れるなど、ますます注目を集めています。 若冲と同じ京都に生まれ、京都で育った澤田さん。 京都
が好きで、時代小説を書くのにもとてもいい環境だとか。 かつて学芸員を目指していた時期もあっ
たそうで、お目当ての展覧会を求めて遠出することも多いという澤田さんに、美術との出会いや“澤
田さん流”の楽しみ方を伺いました。 

The artist, Ito Jakuchu (1716 -1800), was active in Kyoto during the 18th century and energetically produced artworks 

until his death at the age of 85. He painted many beautiful and vivid images of animals and plants, using a delicate 

painting style as well as ink paintings with spontaneous brushstrokes and humorous expressions.

This exhibition celebrates Jakuchu’s tricentennial anniversary and will introduce masterpieces spanning the artist’s 

early to late career. The Sakyamuni Triad (3 scroll paintings) and Pictures of the Colorful Realm of Living Beings (30 

scroll paintings), which Jakuchu dedicated to Shokoku- ji in Kyoto, will be displayed together in Tokyo for the first time. 

The exhibition will focus on the life and artworks of Jakuchu, an artist who in recent years is loved by the public and is 

a glowing star in the Japanese art world.

 │   お目当ての展覧会を追いかけてどこへでも

―美術との出会いはいつ頃で、どのようなきっかけで美術に興味をもたれたのでしょうか？
京都は美術館が多いですから、いつでも何かしらの展覧会を見られる状態で、本当に足を運び放題で
す。 家族と行くことも多いですし、小学生の頃には日常的に美術鑑賞をするようになっていました。 私は
当時から小説を読むのも好きでしたので、小説の中やエッセイに登場する作品をとおして絵を見て、自
然と好きになっていた気がします。 

―初めて美術館に足を運んだ時の思い出はありますか？
初めてがいつかは記憶がありませんが、思い出深いのは高校生の時に友達と行った、京都国立近代
美術館の「モダンデザインの父 ウイリアム・モリス展」ですね。 
また、大学一回生の時にラファエル前派展が姫路で開催されていて、はるばる京都から姫路の美術館
まで行きました。 大人になってしまうと京都と姫路は大した距離ではありませんが、当時の私にはなか
なかの大冒険でした。 その時に結構な分厚い図録を小遣いで購入しました。 それまで図録を購入す
ることはあまりなかったのです。 大学生になって初めて買えた時にはドキドキしました。 

―京都市内にとどまらず、遠方にも足を運ばれているのですね。 
若冲に関わる展覧会が東北に巡回していた時には、追いかけて見に行ったこともあります。 展覧会図録
に掲載されている論文がとても重要で、図録は展覧会場に行かないと買えないこともありますから全国
どこにでも行きます。 

つながっていて、それが迷路みたいな感じで思いもかけない展覧会場にたどり着いたりもします。 そんな
時は、「この展覧会も行っちゃえ！」という感じで楽しんでいます。 

―美術鑑賞のほかに美術館での楽しみ方はありますか？
美術鑑賞だけではなく、総合的に楽しめるのが魅力です。 展覧会を見に行くと、チラシが置いてあった
りするので「次はこんな展覧会をするのか」と知ることで次の展覧会への興味もわきます。 ミュージアム
ショップで過去の図録を見かけると、「こんな展覧会もあったんだ」って思います。 美術館は、今の一瞬
を見に行くだけではなくて、過去も未来も楽しめるところが魅力ではないでしょうか。 
ミュージアムショップは必ず寄ります。 書店では入手しにくい図録や、関連書籍も置いてあるのでそれま
で知らなかったことを知ることができます。 ミュージアムショップはデパート等と違って、その時々の出会
いなんです。 その時にしか売っていないものも多いですから。 

 │   若冲の作品は隅 ま々でが主人公

―東京都美術館ではこの春「若冲展」が開催されます。 伊藤若冲や作品についてどのような印象をお
持ちですか？
小説を書く立場から言うと、モノづくりは誰かが認めてくれるという喜びに支えられる部分があると思い
ます。 ところが若冲の場合は、売る当てが特になくとも、時間と手間をかけて描き続けた。 その忍耐力に
は驚きます。 お金のためではなくやり続けるエネルギー、創作意欲はうらやましくも思い、そういうふうに
モノづくりができたらいいなと憧れます。 
作品では、《芭蕉叭々鳥図襖絵》（ばしょうははちょうずふすまえ）や、葡萄が描かれた《葡萄小禽図襖絵》
（ぶどうしょうきんずふすまえ）などが好きです。 緻密さとともに墨一色であれだけカラフルな世界を捉える
ところがすごいと思います。 83年ぶりに発見されたという《孔雀鳳凰図》（くじゃくほうおうず）も楽しみで
す。 若冲の作品は、作品の中の一点だけではなくすべてが緻密に気を抜かないで描かれています。 隅々
までが主人公なんですよね。 

―最後に、このリーフレットを手にされた方へのメッセージをお願いします。 
日々の生活は毎日の雑事に振り回されることが少なくありません。 その中で例えば江戸時代の美術から
京都が見えたり、エリザベス朝の美術からイギリスが見えたりというように、まったく違う世界に飛んで行
けるのが美術です。 それは描いた画家によるところもあるし、描かれた内容によるところもあります。 いろ
いろな窓口があって、いろいろなところに飛んで行けるのが美術のおもしろさではないでしょうか。 
美術はまったく生活に関係ないものと感じる人もいるかもしれないですが、もっと身近に触れてもらえた
らと思います。 公園で緑を楽しむように、美術館を散歩してもらえれば…。 何かを学ぼうとか気負わず
に、なんとなく入った雑貨屋さんでカワイイものに出会って手に取るような感覚で足を運んでくだされば
嬉しいです。

A cooperative exhibition by 27 selected major art groups and associations in Japan. Through works 

of various genres by 151 artists now in their prime, including Nihonga (Japanese-style Painting), Yoga 

(Western-style Painting), sculpture, print, watercolor and craft, the exhibition will demonstrate the power 

and appeal of the art groups’ “public entry exhibition.”

◎公募団体ベストセレクション 美術 2016
Best Selection 2016

2016年5月4日〈水・祝〉→5月27日〈金〉

全国の主要な公募団体の中から選定された27の美術団体による合同展覧会。 各団体より選出さ
れた旬の作家151人を一堂に展示し、日本画、洋画をはじめ、彫刻、版画、水彩画、工芸まで多様な
ジャンルの作品をとおして、美術公募団体展の魅力を紹介します。 

 ［展覧会基本情報］
◎生誕300年記念 若冲展
2016.4.22〈金〉→5.24〈火〉  東京都美術館［東京・上野公園］ 企画棟 企画展示室
開室時間：9:30─17:30（入室は閉室の30分前まで） 
夜間開室：金曜日は9:30─20:00（入室は閉室の30分前まで） 休室日：4月25日〈月〉、5月9日〈月〉
 主催：東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）、日本経済新聞社、NHK、NHKプロモーション
協力：宮内庁

 ［展覧会基本情報］
◎公募団体ベストセレクション美術 2016

2016.5.4〈水・祝〉→5.27〈金〉 
東京都美術館［東京・上野公園］ 公募展示室 ロビー階第1・第2、ギャラリーA・B・C

開室時間：9:30–17:30（入室は閉室の30分前まで）  夜間開室：5月6日、13日、20日の金曜日は
9:30–20:00（入室は閉室の30分前まで）  休室日：5月16日〈月〉
主催：東京都美術館（公益財団法人東京都歴史文化財団）
観覧料（税込）：一般 1,000円／団体（20名以上）900円／65歳以上 700円

＊学生以下無料  ＊同時開催の「生誕300年記念 若冲展」のチケット（半券可）提示にて無料
＊身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方
（1名まで）は無料 
＊5月18日〈水〉は国際博物館の日により、すべての方が無料
＊5月21日〈土〉、5月22日〈日〉は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は一般当日料
金の半額
※いずれも証明できるものをご持参ください
※都内の小・中・高等学校の学校教育活動として観覧する場合、引率の教員は無料（要事前申請）

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Special Interview

 ◎インタビュー：澤田瞳子さん［小説家］│SAWADA Toko  
お散歩感覚で美術館へ。 作品の先にはいろいろな世界が広がっている。

伊藤若冲《動植綵絵 老松白鳳図》《動植綵絵 牡丹小禽図》《動植綵絵 南天雄鶏図》宮内庁三の丸尚蔵館
ITO Jakuchu, The Colorful Realm of Living Beings: White Phoenix and Old Pine, Peonies and small  Birds, Black Rooster and Nandiana, The Museum of the Imperial 

Collections, Sannomaru Shozokan

◎The 300th Anniversary of his Birth: Jakuchu

April 22 (Fri) – May 24 (Tue), 2016

TOKYO METROPOLITAN ART MUSEUM ［TOKYO, 

Ueno-Park］ Special Exhibition Wing

Opening Hours: 9:30-17:30 (Fridays, 9:30-20:00) 

＊Admission until 30 min before closing time.

Closed: April 25 and May 9 

Organized by: Tokyo Metropolitan Art Museum 

(Tokyo Metropolitan Foundation for History and 

Culture), Nikkei Inc., NHK, NHK Promotions Inc.

Cooperation with: The Imperial Household Agency

Admission: General ¥1,600(¥1,300)／

College students ¥1,300(¥1,100)／HS students 

¥ 800(¥600)／Seniors 65+ ¥1,000(¥800)

＊( ) Group rates – 20 or more people.

＊Free admission for junior high school students or younger.

＊Free admission for visitors with physical disabilities, mental 

disabilities and atomic bomb disease (ID required) and one 

accompanying person.

＊Tokyo Metropolitan Government has designated every third 

Wednesday as “Silver Day”, on this day visitors 65 years of 

age or older can visit the venue for free (May 18). Crowds are 

expected on this day.

＊Tokyo Metropolitan Government has designated every third 

Saturday and following Sunday as “Family days”. On these 

days, visitors residing in Tokyo and accompanying children 

18 years of age or younger, can visit the venue for half off 

the regular admission. (ID required)

*In each case, please show identification.

*Free admission for schools in Tokyo visiting the venue for 

education purpose. (Pre application required)

◎Best Selection 2016

May 4 (Wed-holiday) – May 27(Fri), 2016

TOKYO METROPOLITAN ART MUSEUM ［TOKYO, Ueno-Park］ LBF Citizens’ Gallery 1, Gallery 2, and Gallery A, B, C

Opening Hours: 9:30 – 17:30, May 6(Fri),13(Fri), 20(Fri): 9:30 – 20:00 ＊Admission until 30 min before closing time.  

Closed:  May 16 

Admission: General ¥1,000／Groups ¥900／Seniors 65+ ¥ 700

Organized by: Tokyo Metropolitan Art Museum (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

＊Free admission for visitors College age or younger.

＊Admission free for visitors College students and High school students or younger

＊Admission is free on presenting a ticket (or stub) for the concurrent “The 300th Anniversary of his Birth: Jakuchu” 

＊Admission free for visitors (and one accompanying person) with a Physical Disability Certificate, Intellectual Disability Certificate, 

Rehabilitation Certificate, Mental Disability Certificate or Atomic Bomb Survivor’s Certificate

＊Tokyo Metropolitan Government has designated every third Saturday and following Sunday as “Family days”. On these days, visitors 

residing in Tokyo and accompanying children 18 years of age or younger, can visit the venue for half off the regular admission.

 (ID required)

*In each case, please show identification.

*Free admission for schools in Tokyo visiting the venue for education purpose. (Pre application required)

京都は時代小説を書くのにはいい環境ですけれども、東京のみ開催の展覧会も多いですよね。 ですか
ら展覧会スケジュールを見て、東京に行った時には3-4つの展覧会をはしごします。 東京都美術館がリ
ニューアルして最初の展覧会「マウリッツハイス美術館展」も見に行きました。 フェルメールが人気を博
していたようですが、同時代の画家も興味深く見ました。 

 │   今の一瞬を見に行くだけではなく、過去も未来も楽しめるところが魅力

―東京都美術館の印象はいかがでしたか？
東京では一番親しみやすい美術館です。 いい意味でなんですけど、あんまりピカピカしていなくて古い
美術館の形態を残しているところが好きです。 同時にいろいろな展覧会が開催されているので、お目
当ての展覧会が混んでいる時は、別の展示を見ることができたりするのも気に入っています。 
初めての方には建物の位置関係がわかりにくいかもしれませんが、エントランスからそれぞれの会場が

澤田瞳子（さわだとうこ）│1977年、京都府生まれ。同志社大学文学部文化史学専攻卒業、同大学院博士課程前期修
了。時代小説のアンソロジー編纂などを行い、2010年、『孤鷹の天』（徳間書店）で小説家デビュー。11年、同作で第
17回中山義秀文学賞を最年少受賞。12年、『満つる月の如し 仏師・定朝』（徳間書店）で第2回本屋が選ぶ時代小説
大賞、13年、第32回新田次郎文学賞受賞。15年、『若冲』（文藝春秋）が第153回直木賞候補に選ばれる。著書に『日
輪の賦』（幻冬舎）、『泣くな道真』（集英社）、『与楽の飯』（光文社）、エッセイ『京都はんなり暮し』（徳間書店）ほか。

［国画会］井上悟 《声にならない》 2014年
[Kokugakai] INOUE Satoru, Complicated Idea, 2014

観覧料（税込）：一般 1,600（1,300）円／大学生・専門学校生 1,300（1,100）円／高校生 800（600）円／65歳以上 
1,000（800）円  ＊（）は前売り、20名以上の団体割引 ＊中学生以下無料 ＊身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方（1名まで）は無料 
＊5月18日〈水〉はシルバーデーにより、65歳以上の方は無料（混雑が予想されます）
＊5月21日〈土〉、5月22日〈日〉は家族ふれあいの日により、18歳未満の子を同伴する保護者（都内在住、2名まで）は一般当日料
金の半額
※いずれも証明できるものをご持参ください
※都内の小・中・高等学校の学校教育活動として観覧する場合、引率の教員は無料（要事前申請）

2016年4月22日〈金〉→5月24日〈日〉  
東京都美術館［東京・上野公園］ 企画棟 企画展示室

〒110-0007 東京都台東区上野公園8-36  Tel.03-3823-6921  Fax.03-3823-6920  

http: //www.tobikan.jp   Twitter:tobikan_ jp   Facebook:TokyoMetropolitanArtMuseum
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生誕300年記念 若冲展│The 300th Anniversary of his Birth: Jakuchu

伊藤若冲《孔雀鳳凰図》岡田美術館 双幅 
絹本着色 各140.8cm×82.6cm
Ito Jakuchu, Peacock and Phoenix, 

Okada Museum of Art, Pair of hanging 

scrolls, color on silk, 140.8cm×82.6cm 

each

伊藤若冲《鹿苑寺大書院障壁画 葡萄小禽図襖絵》〔重要文化財〕京都・鹿苑寺 襖四面 紙本墨画 各168.5cm×93.0cm 宝暦9 (1759)年　
Ito Jakuchu, Rokuon- ji Ojoin Wall Panels, Grapes, Important Cultural Property, Rokuon-ji Temple, Kyoto  Houreki 9 (1759)


