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えとにょちょう　じゅうにしず

干支女帖（十二支図） 1946年(昭和21年) 倭画 巻子 0

0

しきふくみつふうけい

四季福光風景 1953年（昭和28年） 倭画 軸装(四幅一対) 0

　　　　小矢部早春(おやべそうしゅん)
　　　　医王盛夏(いおうせいか)
　　　　桑山秀秋(くわやましゅうしゅう)
　　　　愛染呼冬(あいぜんことう)

せいえひず・おうえひず

青衣妃図・黄衣妃図 1950年(昭和25年) 倭画 軸装(対幅) 0

　　　　　　　　青衣妃図(せいえひず)
　　　　　　　　黄衣妃図(おうえひず)

そらうみのたたえ

空海頌 1937年(昭和12年) 板画 額装

　　　　　　宵鳥の柵(よいどりのさく)
　　　　　　巴波の柵(ともえなみのさく)
　　　　　　蓮華の柵(れんげのさく)
　　　　　　陀里阿の柵(だりあのさく)
　　　　　　昼顔の柵(ひるがおのさく)
　　　　　　菩提樹の柵(ぼだいじゅのさく)

とうゆうさいもつのさく

東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 板画 額装(ニ額一対)

　　　　　　東湧の柵(とうゆうのさく)
　　　　　　西没の柵(さいもつのさく)

む

無 制作年不詳 書 額装 0

0

たてやまれんぽうをのぞむかいがんふうけい

立山連峰を望む海岸風景 1950年(昭和25年) 油画 額装 《NHK富山放送局寄託作品》

0

 　　　 MUNAKATA     　　SHIKO

 　棟方 志功 展示作品目録 R2.3.18-

■凡例
　・当館では、棟方志功作品の版画を「板画」、油彩画を「油画」、日本画及び肉筆画を「倭画」と表記しています。解説文中は標準表記する場合があります。
　・「福光町」「福光」とは、富山県(旧)西砺波郡福光町のことで、現在は南砺市。
　・「福光時代」とは、棟方志功が福光町で暮らした昭和20年4月から昭和26年11月の6年8ヶ月の期間。

棟方志功は、板画作品と表裏一体をなす水墨画や着彩画、いわゆる肉筆画を倭画
(やまとが)と称し、多くの作品を残している。板を介した間接表現である板画とは異な
り、棟方の倭画は霊感により湧き上がるものを追うように、自由自在に躍動し、ほとば
しるような筆致によって描かれている。この作品は篆書で干支を書き、円中に女体を
描いている。福光時代における大澤雅休、表立雲ら書家との出会いが、棟方志功の
文字に対するこだわりを深めることとなった。

小矢部早春　　 小矢部川雪解けおるも吾妹子の矢羽根紫袂香ふも
医王盛夏　　　　想いらく松亭々の秀巖に神鷹栖むてふ 医王山に今も
桑山秀秋　　　　桑山も蠋飛の院も秋ならむその裾山の龍膽咲けるや
愛染呼冬　　　　愛染のところと名てふすわがゑ小屋菩薩八幡神守り給へや

本作は棟方が東京へ帰った後、福光町を懐かしんで歌を作り、描いたものである。

本作は、向き合う菩薩の豊かな肢体、そして初々しい少女のような表情を見事に描
いた秀作である。福光時代の仏画にはこのような表情を共通してみることができる。
戦後の表現の自由と信仰の深まりが、自在な表現を生み出した一点である。

昭和25年10月28日、棟方志功は富山県魚津市の金光氏宅で開催された句会に参
座し、同席した網元の誘いで、30日未明、船で魚津港沖合いの鰤大敷網を見学して
いる。本作は、その時富山湾の海上から見上げた初冬の立山連峰の荘厳なまでの
美しさに感激し、福光に帰ってから3日間で仕上げたという。好んで描いた油画の中
でも、その深みのある色彩と表現の豊かさにおいて群を抜いて優れており、棟方の
深い感動がうかがわれる作品である。

佐藤一英が詠んだ「空海頌」の詩に、植物や動物、自然の情景を自由に添えて版画
化した作品群。空海が詠んだとされる「いろは歌」の47文字をそれぞれ頭韻にした詩
がすべて平仮名で彫られており、絵や文字が反転せずに写し取れる拓本摺りで制
作された。「拓本摺りにしたのは、文字が非常に多いのと、同じことばのようなひびき
がつながるので、退屈なものになりやすい。･･･それで拓本摺りにしました。」(『板画
の道』)と自身で語っている。

経典の中の「東湧西没」の言葉から発想された作品。未明の青い空と夕刻の茜色の
空をバックに、画面から溢れるような人体を彫りだし、全体に彫り込みを入れて背景
の模様と溶け合うかのように表現している。このような、従来の美の概念や見た目にと
らわれず、想うがままの感情を板上に力強く表現する板画は福光時代に始まり、宗
教的な世界観の新しい表現として深められていった。

棟方は福光疎開時代に前衛書家をはじめ、多くの書家と交流し、中学生や高校生
たちと「書の徑の会」を結成して書の研究に努めた。この作品は、棟方独特の勢いの
ある書であるが、画面左に大きく空間をとっており、その構図から「無」を連想させるよ
うな面白いものとなっている。

うみおんおんなはんがさく

海恩女板画柵 1949年(昭和24年) 板画 額装 0

0

にぼさつしゃかじゅうだいでし

二菩薩釈迦十大弟子 板画 六曲一双屏風

0

もんじゅぼさつのさく　ふげんぼさつのさく

文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 板画 額装 0

0

りゅうりょくかこうしょう

柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 板画 額装

　　　　　　　　菖羅の柵(しょうらのさく)
　　　　　　　　鯉顔の柵(りがんのさく)
　　　　　　　　躑躅の柵(つつじのさく)

かんきしょう

歓喜頌 1953年(昭和28年) 板画 額装 0

0

はなかりしょう

華狩頌 1954年(昭和29年) 板画 額装 0

0

ごちゅうのさく　りょうじょうのさく

午丑の柵(両乗の柵) 1960年（昭和35年） 板画 額装 0

0

中国通溝の高句麗時代の古墳に描かれた狩猟図壁画と、アイヌの祭りで「けず
り花」と呼ばれる矢を東西南北に向けて射る儀式にヒントを得て制作した。「けも
のを狩るには、弓とか鉄砲とかを使うけれども、花だと、心で花を狩る。きれいな
心の世界で美を射、心を射止めること、人間でも何でも同じでしょうが、心を射止
める仕事、とういうものをいいなあと思い、弓を持たせない鉄砲を持たせない、心
で花を狩るという構図で仕事をした。(『板極道』)」と棟方はいっている。

昭和34年1月、ロックフェラー財団とジャパン・ソサエティーの招聘でアメリカへ渡
り、各地で日本美術と版画の講座を行い、ニューヨークとボストンで個展を開催
した。引き続きヨーロッパに渡り、フランス、オランダ、スペイン等を旅行し、多くの
美術館を訪れ、名画を鑑賞している。中でもピカソの「ゲルニカ」には感銘を受
け、その後の作品にも大きな影響を受けた。本作も、表現主義的な風合いが強
く、それまでよりも、より鋭角的な線使いの表現がみられる。

1949(昭和24)年は棟方の芸術活動において充実した年であった。第23回国画
会展で優秀賞を受賞し、日本民藝館にて「棟方志功自選展」を開催。また、日
本民藝協会全国大会が城端別院で開催され、柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司
が富山県福光(現南砺市)の自宅へと訪ねた。福光疎開時代からはじまった人体
を模様で埋め尽くす作風がよくみられ、体は波の模様で埋め尽くされている。

当時、仏教に関心を深めていた棟方志功が、東京上野の国立博物館で展示さ
れていた奈良興福寺の須菩提の乾漆像を見て構想を得た作品。昭和14年に日
本民藝館で開催された「棟方志功展」に出品し、翌年の第15回国画展にて佐分
賞を受賞した。疎開とともに十大弟子の版木は東京から富山県福光(現南砺市)
へ移動したが、送り遅れた普賢・文殊菩薩の2面の版木は5月の東京空襲で灰
燼に帰してしまい、その後、福光滞在中の昭和23年に二菩薩図を改めて彫りな
おした。昭和30年のサンパウロ・ビエンナーレでは版画部門最高賞、翌年の
ヴェネツィア・ビエンナーレではグランプリの国際版画大賞を受賞するなど、棟
方志功を「世界のムナカタ」に導いた代表作である。

昭和14年に制作された二菩薩。版木は昭和20年5月の東京空襲で焼失した。
昭和23年に改刻された二菩薩と比較すると線の処理が素朴であり、柳宗悦が好
んだ古版画の趣が感じられる。

日本の伝統文化である花札の図柄を好み、それをテーマにして12ヶ月をデザイ
ンした全12柵の作品。装飾性の高い独特な図柄を白黒の絶妙のバランスで表
現し、観る者に豊かな色彩を想像させる作品群である。昭和31年には「二菩薩
釈迦十大弟子」などとともにイタリアのヴェネツィア・ビエンナーレ展に出品され
版画大賞を受賞している。

「音楽というものと美術との関係は、わたくしはきりはなせない、お互いむすび合
う世界だとおもっていますが、特にわたくしにとって、音楽はベートーベンというく
らい、ベートーベンが好きです。(『板画の道』)」ベートーベンの第九交響曲の第
四楽章「歓喜」の世界を構想し、彫刻刀の丸刀一本で、全画面を装飾的な文様
で埋め尽くした中に、さまざまなポーズをとった裸婦を彫りだした。本来は2図か
らなる作品だが、当館では1図のみ所蔵している。

1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺

1

6.8

差し替え　資料１のP４～７部分



 　石崎 光瑤 展示作品目録　R2.3.18- 南砺市立福光美術館　常設展示室2

せきしゅん

1931年(昭和6年) 第12回帝展出品作 紙本着彩 二曲一隻屏風 購入

せいか

1943年(昭和１8年) 0 絹本着彩 軸装 購入

かけい

1914年(大正3年) 第8回文展褒状受賞作 絹本着色 二曲一双屏風 購入

とうかくじゃくのず

1929年(昭和4年) 羅馬日本美術展覧会出品作 絹本着彩 軸装 購入

もりのふじ

1915年(大正４年) 第9回文展入選作 絹本着彩 六曲一隻屏風

じゃっこう

1929年(昭和4年) 第10回帝展審査員出品作 絹本着彩 二曲一隻屏風 購入

見事な枝振りの満開のフジを、華やかかつ繊細に描いている。右下に配された銀色
の月が、淡く華麗に枝垂れる藤花を静かに照らし、荘厳な雰囲気を醸し出してい
る。豊かな装飾性と意匠をもつ琳派の画風を色濃く残した作品。後年、対として「紅
楓」を描いた。

緻密な写実をもとにデザイン化された7羽のクジャクを画面上半分に配置し、下部に
は大きな月を描くことによって大画面をバランスよく保っている。全体の色調は決し
て華やかではないが、全体に金銀の砂子を撒き、切箔を多用して上品な中にも絢
爛豪華な雰囲気をもたせている。

惜春

清夏

筧

藤花孔雀之図

森の藤

寂光

 　　　　　ISHIZAKI　　　　　　 KOYO　　　

切箔を散らした金地に、真っ直ぐ横に枝を伸ばすナシの花と、カラス、タケノコが描
かれている。余計な描き込みをせず、3つのモチーフで要所を押さえ、広い画面を
見事に掌握している。このような空間美を意識した構図は特に昭和年代に入ってか
ら多く描いた。カラスが滑空しているのか、命が尽きて花弁が降り積もっているの
か･･･上下の感覚を忘れてしまうような描き方の中で緊迫感を残しながら、見る人に
思考させる余地を残す。

ハナザクロの枝にとまった二羽のアオバトを描いており、初夏の爽やかさを感じさせ
る。アオバトは、やや青みがかった彩色で、赤い花との対比が印象的である。背景
は、金泥を用いて深く滲ませるように調子がつけられており、主題の細やかな描写を
引き立たせている。なお、今回は本作の下絵として描かれた写生画を展示してお
り、こちらも併せてご覧いただきたい。

筧とは、水を渡し引く掛け樋のこと。全面に白い卯の花（ウツギ）とヤマユリをあしら
い、豊かに溢れる水を受けた樋を横線として表し、視線を横に動かすことで、縦横な
画面拡大の効果をねらっている。満開を過ぎ、散り始めた花びらと、樋の上に羽を
休めるつがいのツバメを描き、初夏の清々しさと、盛夏への季節の移り変わりを予感
させる画である。宮内省お買い上げとなった作品で、屏風の菊の紋の飾り金具はそ
の名残である。

「豊穰」と共に「羅馬日本美術展覧会」に出品された作品。中央に配した雄のインド
クジャクの尾羽を画面左上から右下へと流れるように写実的に描き出し、対して、ク
ジャクの雌雄がとまっている大木は、たらしこみの技法を用い、輪郭線を暈して表現
している。描き方の対比によって主題をより鮮明に浮き上がらせて見せる画法を用
い、生命の緊張感が溢れるような傑作である。

ゆき

1920年(大正9年) 第2回帝展無鑑査出品作 絹本着彩 二曲一双屏風

さんう

1919年(大正8年) 第1回帝展特選作 絹本着彩 六曲一双屏風 購入

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

雪

燦雨

#N/A

#N/A

大正7年、8年と文展・帝展で連続して特選を受賞した「熱国妍春」と「燦雨」は、熱帯の
ジャングルの花鳥を描いた作品だった。大正9年の帝展出品では打って変わって雪の降
り積もる静謐な様子を描いている。胡粉とよばれる白い絵の具をたっぷりと使い、油絵の
ように厚く塗り重ねて、水分をたっぷりと含んだ重みのある雪を表現している。右隻には、
ありえないほど曲がりくねった柳の幹と極端に長くしだれる枝を全面に描き、画面の上半
分には、上から下への視点でもって稲株に雪の降り積もった冬田を描いている。複数の
アングルから捉えた場面を、一つの画面の中に違和感なく納めている。当時から傾倒
し、研究を重ねていた伊藤若冲の影響が色濃くみられる作品である。

　○写真 - 「万年寺(高岡)にて　白山登山を前に」　1907年(明治40年)7月26日　額装　　　

　○下絵 - 写生　「アオバト」　制作年不詳　額装

突然のスコールに驚き、ホウオウボク(鳳凰木)の鮮やかな花の間を素早く飛び交う一群
のインコ。樹上には天を衝くように鳴く雌雄のクジャク。熱帯独特の花鳥の動きを緻密な
描写で、また、絵の具の滲みを利用するたらしこみの技法で大胆に表現した気韻溢れる
作品である。全画面を埋め尽くす描き方は現代の日本画にも通じ、伝統的花鳥画を礎と
した上に、常に先進的な日本画を追求した石崎光瑤ならではの作品である。

#N/A

#N/A

2

6.8



南砺市立福光美術館　常設展示室1

えとにょちょう　じゅうにしず

干支女帖（十二支図） 1946年(昭和21年) 倭画 巻子 0

0

ふうりず

諷鯉図 1948年（昭和23年） 倭画 軸装 0

0

ねこのず

猫の図 1947年頃(昭和22年頃) 倭画 軸装 0

0

せいえひず・おうえひず

青衣妃図・黄衣妃図 1950年(昭和25年) 倭画 軸装(対幅)

　　　　　　　　青衣妃図(せいえひず)
　　　　　　　　黄衣妃図(おうえひず)

そらうみのたたえ

空海頌 1937年(昭和12年) 板画 額装

　　　　　　光遍の柵(こうへんのさく)
　　　　　　黒怒の柵(こくぬのさく)
　　　　　　童声の柵(どうせいのさく)
　　　　　　朝露の柵(あさつゆのさく)
　　　　　　月背の柵(つきせのさく)
　　　　　　飛魂の柵(ひこんのさく)

とうゆうさいもつのさく

東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 板画 額装(ニ額一対) 0

　　　　　　東湧の柵(とうゆうのさく)
　　　　　　西没の柵(さいもつのさく)

む

無 制作年不詳 書 額装 0

0

棟方志功は、板画作品と表裏一体をなす水墨画や着彩画、いわゆる肉筆画を倭画
(やまとが)と称し、多くの作品を残している。板を介した間接表現である板画とは異な
り、棟方の倭画は霊感により湧き上がるものを追うように、自由自在に躍動し、ほとば
しるような筆致によって描かれている。この作品は篆書で干支を書き、円中に女体を
描いている。福光時代における大澤雅休、表立雲ら書家との出会いが、棟方志功の
文字に対するこだわりを深めることとなった。

「まあたとへて見れば、化物なんだ。池ぐらいに泳いでゐるヤツが、この繪鯉を見た
ら、顔まけして水に潜つて出られない様な、はづかしい奴だ。繪の鯉。さう謂う繪を描
く、繪描きになりたい。」(『板響神』)と語っている通り、この鯉も、頭部が極端に小さな
ずんぐりとした体躯のおよそ鯉らしくない姿をしている。旧福光小学校へ寄贈された
作品で、鯉が龍門を登ると龍となるという「登竜門」の古事に懸け、子供達を思って描
いたのであろう。堂々とした勇ましい姿が画面いっぱいに描かれている。

福光時代の飼い猫「五郎」を描いたもの。五郎は三毛猫では珍しいオス猫で、度々
作品に登場している。アトリエ「鯉雨画斎」の板戸には大小二つの猫窓があり、小さい
穴は初代の五郎、そして大きな穴は2代目のみぃちゃんが身重の時に出入りできるよ
うに配慮して作られたものであった。画面いっぱいに猫の体をずんぐりと描き、顔は小
さいながらも愛嬌のあるものとなっている。旧福光小学校生のために描かれたもの。

棟方は福光疎開時代に前衛書家をはじめ、多くの書家と交流し、中学生や高校生た
ちと「書の徑の会」を結成して書の研究に努めた。この作品は、棟方独特の勢いのあ
る書であるが、画面左に大きく空間をとっており、その構図から「無」を連想させるよう
な面白いものとなっている。

本作は、向き合う菩薩の豊かな肢体、そして初々しい少女のような表情を見事に描い
た秀作である。福光時代の仏画にはこのような表情を共通してみることができる。戦
後の表現の自由と信仰の深まりが、自在な表現を生み出した一点である。

佐藤一英が詠んだ「空海頌」の詩に、植物や動物、自然の情景を自由に添えて版画
化した作品群。空海が詠んだとされる「いろは歌」の47文字をそれぞれ頭韻にした詩
がすべて平仮名で彫られており、絵や文字が反転せずに写し取れる拓本摺りで制作
された。「拓本摺りにしたのは、文字が非常に多いのと、同じことばのようなひびきが
つながるので、退屈なものになりやすい。･･･それで拓本摺りにしました。」(『板画の
道』)と自身で語っている。

経典の中の「東湧西没」の言葉から発想された作品。未明の青い空と夕刻の茜色の
空をバックに、画面から溢れるような人体を彫りだし、全体に彫り込みを入れて背景の
模様と溶け合うかのように表現している。このような、従来の美の概念や見た目にとら
われず、想うがままの感情を板上に力強く表現する板画は福光時代に始まり、宗教
的な世界観の新しい表現として深められていった。

 　　　 MUNAKATA     　　SHIKO

 　棟方 志功 展示作品目録 R2.6.10-

■凡例
　・当館では、棟方志功作品の版画を「板画」、油彩画を「油画」、日本画及び肉筆画を「倭画」と表記しています。解説文中は標準表記する場合があります。
　・「福光町」「福光」とは、富山県(旧)西砺波郡福光町のことで、現在は南砺市。
　・「福光時代」とは、棟方志功が福光町で暮らした昭和20年4月から昭和26年11月の6年8ヶ月の期間。

たてやまれんぽうをのぞむかいがんふうけい

立山連峰を望む海岸風景 1950年(昭和25年) 油画 額装 《NHK富山放送局寄託作品》

0

うみおんおんなはんがさく

海恩女板画柵 1949年(昭和24年) 板画 額装

0

にぼさつしゃかじゅうだいでし

二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺 板画 六曲一双屏風

0

もんじゅぼさつのさく　ふげんぼさつのさく

文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 板画 額装

0

りゅうりょくかこうしょう

柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 板画 額装

　　　　　　　　躑躅の柵(つつじのさく)
　　　　　　　　彩雀の柵(さいじゃくのさく)
　　　　　　　　葦蓮の柵(いれんのさく)

かんきしょう

歓喜頌 1953年(昭和28年) 板画 額装 0

0

はなかりしょう

華狩頌 1954年(昭和29年) 板画 額装 0

0

ごちゅうのさく　りょうじょうのさく

午丑の柵(両乗の柵) 1960年（昭和35年） 板画 額装 0

0 昭和34年1月、ロックフェラー財団とジャパン・ソサエティーの招聘でアメリカへ渡
り、各地で日本美術と版画の講座を行い、ニューヨークとボストンで個展を開催
した。引き続きヨーロッパに渡り、フランス、オランダ、スペイン等を旅行し、多く
の美術館を訪れ、名画を鑑賞している。中でもピカソの「ゲルニカ」には感銘を
受け、その後の作品にも大きな影響を受けた。本作も、表現主義的な風合いが
強く、それまでよりも、より鋭角的な線使いの表現がみられる。

「音楽というものと美術との関係は、わたくしはきりはなせない、お互いむすび合
う世界だとおもっていますが、特にわたくしにとって、音楽はベートーベンという
くらい、ベートーベンが好きです。(『板画の道』)」ベートーベンの第九交響曲の
第四楽章「歓喜」の世界を構想し、彫刻刀の丸刀一本で、全画面を装飾的な文
様で埋め尽くした中に、さまざまなポーズをとった裸婦を彫りだした。本来は2図
からなる作品だが、当館では1図のみ所蔵している。

中国通溝の高句麗時代の古墳に描かれた狩猟図壁画と、アイヌの祭りで「けず
り花」と呼ばれる矢を東西南北に向けて射る儀式にヒントを得て制作した。「けも
のを狩るには、弓とか鉄砲とかを使うけれども、花だと、心で花を狩る。きれいな
心の世界で美を射、心を射止めること、人間でも何でも同じでしょうが、心を射
止める仕事、とういうものをいいなあと思い、弓を持たせない鉄砲を持たせな
い、心で花を狩るという構図で仕事をした。(『板極道』)」と棟方はいっている。

昭和25年10月28日、棟方志功は富山県魚津市の金光氏宅で開催された句会
に参座し、同席した網元の誘いで、30日未明、船で魚津港沖合いの鰤大敷網
を見学している。本作は、その時富山湾の海上から見上げた初冬の立山連峰
の荘厳なまでの美しさに感激し、福光に帰ってから3日間で仕上げたという。好
んで描いた油画の中でも、その深みのある色彩と表現の豊かさにおいて群を抜
いて優れており、棟方の深い感動がうかがわれる作品である。

昭和24年は棟方の芸術活動において充実した年であった。第23回国画会展で
優秀賞を受賞し、日本民藝館にて「棟方志功自選展」を開催。また、日本民藝
協会全国大会が城端別院で開催され、柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司が富山
県福光(現南砺市)の自宅へと訪ねた。福光疎開時代からはじまった人体を模様
で埋め尽くす作風がよくみられ、体は波の模様で埋め尽くされている。

当時、仏教に関心を深めていた棟方志功が、東京上野の国立博物館で展示さ
れていた奈良興福寺の須菩提の乾漆像を見て構想を得た作品。昭和14年に
日本民藝館で開催された「棟方志功展」に出品し、翌年の第15回国画展にて
佐分賞を受賞した。疎開とともに十大弟子の版木は東京から富山県福光(現南
砺市)へ移動したが、送り遅れた普賢・文殊菩薩の2面の版木は5月の東京空襲
で灰燼に帰してしまい、その後、福光滞在中の昭和23年に二菩薩図を改めて
彫りなおした。昭和30年のサンパウロ・ビエンナーレでは版画部門最高賞、翌
年のヴェネツィア・ビエンナーレではグランプリの国際版画大賞を受賞するな
ど、棟方志功を「世界のムナカタ」に導いた代表作である。

昭和14年に制作された二菩薩。版木は昭和20年5月の東京空襲で焼失した。
昭和23年に改刻された二菩薩と比較すると線の処理が素朴であり、柳宗悦が
好んだ古版画の趣が感じられる。

日本の伝統文化である花札の図柄を好み、それをテーマにして12ヶ月をデザイ
ンした全12柵の作品。装飾性の高い独特な図柄を白黒の絶妙のバランスで表
現し、観る者に豊かな色彩を想像させる作品群である。昭和31年には「二菩薩
釈迦十大弟子」などとともにイタリアのヴェネツィア・ビエンナーレ展に出品され
版画大賞を受賞している。
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せきしゅん

1931年(昭和6年) 第12回帝展出品作 紙本着彩 二曲一隻屏風 購入

せいか

1943年(昭和１8年) 0 絹本着彩 軸装 購入

とやまわんしんけいず

1898年(明治31年)頃 0 紙本着彩 六曲一双屏風 購入

れいじつふうちょう

1924年(大正13年) 　　 絹本着彩 二幅一対軸装 購入

しゅうほう

1944年(昭和19年) 平安遷都千百五十年奉祝京都市美術展覧会出品作 絹本着彩 軸装

じゃっこう

1929年(昭和4年) 第10回帝展審査員出品作 絹本着彩 二曲一隻屏風 購入

様々なボタンの花を華麗にまた端正に表現している。虚飾や驕りのない坦懐なまでの
描写は、ボタンの生存在そのものを表わし出しているようである。同寸大紙本の下画
も収蔵している。

緻密な写実をもとにデザイン化された7羽のクジャクを画面上半分に配置し、下部に
は大きな月を描くことによって大画面をバランスよく保っている。全体の色調は決して
華やかではないが、全体に金銀の砂子を撒き、切箔を多用して上品な中にも絢爛豪
華な雰囲気をもたせている。

惜春

清夏

富山湾真景図

麗日風鳥

聚芳

寂光

 　　　　　ISHIZAKI　　　　　　 KOYO　　　

切箔を散らした金地に、真っ直ぐ横に枝を伸ばすナシの花と、カラス、タケノコが描か
れている。余計な描き込みをせず、3つのモチーフで要所を押さえ、広い画面を見事
に掌握している。このような空間美を意識した構図は特に昭和年代に入ってから多く
描いた。カラスが滑空しているのか、命が尽きて花弁が降り積もっているのか･･･上下
の感覚を忘れてしまうような描き方の中で緊迫感を残しながら、見る人に思考させる
余地を残す。

ハナザクロの枝にとまった二羽のアオバトを描いており、初夏の爽やかさを感じさせ
る。アオバトは、やや青みがかった彩色で、赤い花との対比が印象的である。背景
は、金泥を用いて深く滲ませるように調子がつけられており、主題の細やかな描写を
引き立たせている。なお、今回は本作の下絵として描かれた写生画を展示しており、
こちらも併せてご覧いただきたい。

推定14、15歳の若描きながら見事なオリジナルの大作である。依頼を受けて制作した
もので、石崎光瑤には珍しい風景画。立山連峰と氷見から能登へ続く山々を遠望
に、手前には当時の情景をうかがえるほど写実的に船や街並みが描かれ、波の様子
が細かく描かれた富山湾が広がっている。全体的にあしらった砂子の落ち着いた金
色が穏やかさを引き立て、静けさのある雄大な世界を描きあげている。

石崎光瑤は、大正5年のインド行の際、南洋航路で出かけ、現地で数多くのゴクラク
チョウの写生をおこなっている。この作品も、その時の写生をもとに双幅に描かれたも
のである。尾羽が美しい種類の異なるゴクラクチョウの雄を双幅に描き分け、周りに、
たらしこみの技法で描かれたムユウジュなどの南国の花々で埋め尽くす描き方は、こ
の時期独特の傾向である。

ゆき

1920年(大正9年) 第2回帝展無鑑査出品作 絹本着彩 二曲一双屏風

さんう

1919年(大正8年) 第1回帝展特選作 絹本着彩 六曲一双屏風 購入

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

　○写真 - 「万年寺(高岡)にて　白山登山を前に」　1907年(明治40年)7月26日　額装　　　

　○下絵 - 写生　「アオバト」　制作年不詳　額装

突然のスコールに驚き、ホウオウボク(鳳凰木)の鮮やかな花の間を素早く飛び交う一群
のインコ。樹上には天を衝くように鳴く雌雄のクジャク。熱帯独特の花鳥の動きを緻密な
描写で、また、絵の具の滲みを利用するたらしこみの技法で大胆に表現した気韻溢れる
作品である。全画面を埋め尽くす描き方は現代の日本画にも通じ、伝統的花鳥画を礎と
した上に、常に先進的な日本画を追求した石崎光瑤ならではの作品である。

#N/A

#N/A

雪

燦雨

#N/A

#N/A

大正7年、8年と文展・帝展で連続して特選を受賞した「熱国妍春」と「燦雨」は、熱帯の
ジャングルの花鳥を描いた作品だった。大正9年の帝展出品では打って変わって雪の降
り積もる静謐な様子を描いている。胡粉とよばれる白い絵の具をたっぷりと使い、油絵の
ように厚く塗り重ねて、水分をたっぷりと含んだ重みのある雪を表現している。右隻には、
ありえないほど曲がりくねった柳の幹と極端に長くしだれる枝を全面に描き、画面の上半
分には、上から下への視点でもって稲株に雪の降り積もった冬田を描いている。複数の
アングルから捉えた場面を、一つの画面の中に違和感なく納めている。当時から傾倒
し、研究を重ねていた伊藤若冲の影響が色濃くみられる作品である。
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しゅくごうはこれほんのうすなわちかんのうどうこう

宿業者是本能則感應道交 1949年(昭和24年) 書 襖(八面) 0

0

せいざのはなよめ

星座の花嫁 1928年(昭和3年)～1930年(昭和5年) 板画 額装 0

　　　　　　　　　ベチレヘムに聖星を観る
　　　　　　　　　星座の絵
　　　　　　　　　貴女裳を引く

りつぞうらふたち

立像裸婦達 1950年頃(昭和25年頃) 油画 額装 0

0

うんめいしょうはんがさく

運命頌板画柵 1951年（昭和26年） 板画 額装

　　　　　　　黎明の柵　(れいめいのさく)
　　　　　　　真昼の柵　(まひるのさく)
　　　　　　　夕宵の柵　(ゆうよいのさく)
　　　　　　　深夜の柵　(しんやのさく)

にょにんだかのさく

女人鷹の柵 1951年(昭和26年) 板画 額装

0

ふくみつふうこうのげんげん

福光風光の源玄 1957年（昭和32年） 倭画 額装 0

0

吉田龍象主宰の念仏道場「白道舎」に飾られていた、曽我量深(元・大谷大学学長)
の短冊「宿業者是本能則感應道交」という言葉を見て、瞬時に"他力"を感得し、喜
びをそのまま、その場の襖に書いた作品。
「宿業(深い罪悪感と煩悩)とは、人がそれを強く自覚することで仏の本願(救う心)を
開き、仏と人が感応し合い心交わることができるための、人が本来的に持っている能
力である。」という意味。墨とハケで書かれており、文字の走りやほとばしる飛沫から
その感動が窺える。裏は襖ひとつひとつに菩薩が描かれた四菩薩図となっている。

ゴッホに憧れ、洋画家として身を立てることを志した棟方志功が、版画家　川上澄生
の作品「初夏の風」に出会って版画の芸術性を知り、本格的に制作した全10柵から
なる作品群。異国情緒あふれる画と、詩(文学)と版画(美術)が一体となった表現に、
川上澄生の作風の大きな影響がみられる初期の版画作品である。

ゴッホに憧れ、洋画家をめざしていた棟方志功は、晩年に至るまで多くの油絵を制
作した。板画や肉筆画のモチーフの多くは想像上のものであるのに対して、油絵は
実体を描いた「写生」的なものがほとんどである。この作品は福光時代の昭和25年
頃に描かれたもの。物資が少ない時代に画材を揃えることも難しく、この作品のよう
に板に直接描くこともあった。若い女性の透きとおるような豊満な肢体を清々しく描
いている。背景を黒く塗り、裸体を浮き立たせる表現は、特に好んだ萬鉄五郎の影
響がうかがわれる。

昭和25年の晩春、最大の後援者であった倉敷レーヨンの社長 大原総一郎が福光
町(現南砺市)の棟方志功のアトリエを訪問して「わたしがビニロンに運命をかける気
持を、板で表現して欲しい。」と作品を注文し、その求めに応じて、ベートーベンの
交響曲第5番『運命』をイメージして制作された作品。ニーチェの詩「ツァラトゥストラ
はかく語りき」を4題に構成し、版木を墨で真っ黒に塗り、丸刀だけを使って直接彫り
進めたもので、下絵がそのまま板画になる方法で制作され、「何んともいえない大き
い世界」を力強く表現している。パリで開催されたサロン・ド・メに招待出品された。

人体を線で彫って黒く現し、顔の部分の線を彫り残して白く現す方法は、白と黒の
絶妙なバランスが画面を引き立て、板画でありながら匂いたつような質感を感じさせ
る。このような手法は福光時代から顕著に現れ、以後の表現の骨格となっていった。
鷹は棟方志功が好んだ鳥であり、倭画にも数多く描いている。

棟方志功は、板画作品と表裏一体をなす水墨画や着彩画、いわゆる肉筆画を倭画
(やまとが)と称し、多くの作品を残している。板を介した間接表現である板画とは異な
り、棟方の倭画は霊感により湧き上がるものを追うように、自由自在に躍動し、ほとば
しるような筆致によって描かれている。疎開していた福光には、お世話になった人々
に感謝の気持ちを込めて贈られた作品が多く残されている。本作は夕暮れ時の福
光の美しい風景を思い入れ深く描いたもの。棟方が愛した医王山、桑山に抱かれた
農村の風景を、すばやいタッチで捉えた作品。

 　　　 MUNAKATA     　　SHIKO

 　棟方 志功 展示作品目録 R2.9.2-

■凡例
　・当館では、棟方志功作品の版画を「板画」、油彩画を「油画」、日本画及び肉筆画を「倭画」と表記しています。解説文中は標準表記する場合があります。
　・「福光町」「福光」とは、富山県(旧)西砺波郡福光町のことで、現在は南砺市。
　・「福光時代」とは、棟方志功が福光町で暮らした昭和20年4月から昭和26年11月の6年8ヶ月の期間。

にぼさつしゃかじゅうだいでし

二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年)刻 1953年(昭和28年)摺 板画 六曲一双屏風

0

もんじゅぼさつのさく　ふげんぼさつのさく

文殊菩薩の柵・普賢菩薩の柵 1939年(昭和14年) 板画 額装

0

りゅうりょくかこうしょう

柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 板画 額装

　　　　　　　　萩菊の柵(はぎきくのさく)
　　　　　　　　楓兎の柵(かえでうさぎのさく)
　　　　　　　　侘助の柵(わびすけのさく)

かんきしょう

歓喜頌 1953年(昭和28年) 板画 額装

0

はなかりしょう

華狩頌 1954年(昭和29年) 板画 額装

0

おもだかひのさく

沢瀉妃の柵 1971年(昭和46年) 板画 額装 0

0

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

沢瀉は棟方志功が画家を志すきっかけとなった花。浮世絵の写楽や歌麿の役
者絵・美人絵に見られる顔の表情を捉えて胸より上部を大きく描く「大首絵」の
構図をとっている。文化勲章を受章した昭和45年以降、ふくよかで白い頬、大き
く見張った銀杏形の目、小さく慎ましやかな唇をもった女人画は人気が高く幾
画も制作され、棟方作品というとこの大首絵が広く認識されるようになった。

#N/A

当時、仏教に関心を深めていた棟方志功が、東京上野の国立博物館で展示さ
れていた奈良興福寺の須菩提の乾漆像を見て構想を得た作品。昭和14年に
日本民藝館で開催された「棟方志功展」に出品し、翌年の第15回国画展にて
佐分賞を受賞した。疎開とともに十大弟子の版木は東京から富山県福光(現南
砺市)へ移動したが、送り遅れた普賢・文殊菩薩の2面の版木は5月の東京空襲
で灰燼に帰してしまい、その後、福光滞在中の昭和23年に二菩薩図を改めて
彫りなおした。昭和30年のサンパウロ・ビエンナーレでは版画部門最高賞、翌
年のヴェネツィア・ビエンナーレではグランプリの国際版画大賞を受賞するな
ど、棟方志功を「世界のムナカタ」に導いた代表作である。

昭和14年に制作された二菩薩。版木は昭和20年5月の東京空襲で焼失した。
昭和23年に改刻された二菩薩と比較すると線の処理が素朴であり、柳宗悦が
好んだ古版画の趣が感じられる。

日本の伝統文化である花札の図柄を好み、それをテーマにして12ヶ月をデザイ
ンした全12柵の作品。装飾性の高い独特な図柄を白黒の絶妙のバランスで表
現し、観る者に豊かな色彩を想像させる作品群である。昭和31年には「二菩薩
釈迦十大弟子」などとともにイタリアのヴェネツィア・ビエンナーレ展に出品され
版画大賞を受賞している。

「音楽というものと美術との関係は、わたくしはきりはなせない、お互いむすび合
う世界だとおもっていますが、特にわたくしにとって、音楽はベートーベンという
くらい、ベートーベンが好きです。(『板画の道』)」ベートーベンの第九交響曲の
第四楽章「歓喜」の世界を構想し、彫刻刀の丸刀一本で、全画面を装飾的な文
様で埋め尽くした中に、さまざまなポーズをとった裸婦を彫りだした。本来は2図
からなる作品だが、当館では1図のみ所蔵している。

中国通溝の高句麗時代の古墳に描かれた狩猟図壁画と、アイヌの祭りで「けず
り花」と呼ばれる矢を東西南北に向けて射る儀式にヒントを得て制作した。「けも
のを狩るには、弓とか鉄砲とかを使うけれども、花だと、心で花を狩る。きれいな
心の世界で美を射、心を射止めること、人間でも何でも同じでしょうが、心を射
止める仕事、とういうものをいいなあと思い、弓を持たせない鉄砲を持たせな
い、心で花を狩るという構図で仕事をした。(『板極道』)」と棟方はいっている。

5

11.29
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しゅうこう

1925年(大正14年)頃 0 絹本着彩 二曲一双屏風 購入

ほんたん

1936年(昭和11年)　 昭和11年文展招待展出品作 絹本着彩 六曲一双屏風 購入

つるず

1912年(大正元年) 0 絹本着彩 六曲一双屏風 寄贈

じゃっこう

1929年(昭和4年) 第10回帝展審査員出品作 絹本着彩 二曲一隻屏風 購入

ゆき

1920年(大正9年) 第2回帝展無鑑査出品作 絹本着彩 二曲一双屏風

大正7年、8年と文展・帝展で連続して特選を受賞した「熱国妍春」と「燦雨」は、熱帯
のジャングルの花鳥を描いた作品だった。大正9年の帝展出品では打って変わって
雪の降り積もる静謐な様子を描いている。胡粉とよばれる白い絵の具をたっぷりと使
い、油絵のように厚く塗り重ねて、水分をたっぷりと含んだ重みのある雪を表現してい
る。右隻には、ありえないほど曲がりくねった柳の幹と極端に長くしだれる枝を全面に
描き、画面の上半分には、上から下への視点でもって稲株に雪の降り積もった冬田を
描いている。複数のアングルから捉えた場面を、一つの画面の中に違和感なく納め
ている。当時から傾倒し、研究を重ねていた伊藤若冲の影響が色濃くみられる作品
である。

秋光

奔湍

鶴図

寂光

雪

 　　　　　ISHIZAKI　　　　　　 KOYO　　　

一双屏風に大木に絡みつく鮮やかに色づいたツタウルシを描き出し、裏箔(絹地の下
に金箔を貼ったもの）を用いて、深まり行く秋の日差しに照り輝く紅葉を豪華に描き出
している。艶やかに枝垂れる紅を白い小菊が支える構図に、飛ぶ小鳥が画面全体に
動きをもたせており、その非凡な構成力と画力を見て取ることができる。

六曲一双屏風の全面に、胡粉と呼ばれる白い絵の具をふんだんに使い、その濃淡に
よって水の流れを、しぶき、波頭、重なり合う水隗などで縦横無尽に描きだしている。
逆巻く水面には赤や黄に色づいたモミジを散らし、また、屏風左隻の左上部には、雌
雄のヤマドリを描くことで晩秋の深山の肌寒い気韻を表現している。波渦巻く激流に
翻弄される一本の流木が全面を貫くように描かれているが、写真を得意とした石崎光
瑤が自ら撮影した写真のなかに、この図のもととなった流木の写真が存在する。

さまざまな姿態のマナヅルの群れを描いている。背景には墨画のように単純な線のみ
で葦葉を表し、その最小限の表現によって、鶴たちがゆったりと羽を休めて水辺に憩
う様子を想像させる。さらに、背景の単純化が、徹底して写生された鶴をさらに際立た
せ、強い生動感を醸しだした画面となっている。

緻密な写実をもとにデザイン化された7羽のクジャクを画面上半分に配置し、下部に
は大きな月を描くことによって大画面をバランスよく保っている。全体の色調は決して
華やかではないが、全体に金銀の砂子を撒き、切箔を多用して上品な中にも絢爛豪
華な雰囲気をもたせている。

こうとうせいこのず

1910年(明治43年) 　　　　　　　《吉江康幸氏 寄託作品》 絹本着彩 軸装

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

　○写真 - 「万年寺(高岡)にて　白山登山を前に」　1907年(明治40年)7月26日　額装　　　

　○写生 - 「キク」　1943年(昭和18年)11月23日　額装　　　

#N/A

#N/A

#N/A

荒塘聖狐之図

#N/A

#N/A

#N/A

深い霧に包まれた岸辺を駆ける一匹の狐。どこへ向かうのか、その眼光は鋭く意味深な
表情を浮かべている。題名からは、信太の森に住む狐が女性に化けて人間と契り、陰陽
師安倍晴明を産んだとされる大阪発祥の「葛の葉伝説」や、栃木県那須に伝わる、悪行
の限りを尽くした九尾の狐が美女に化身して天皇の寵姫「玉藻の前」となり、後に討伐さ
れ殺生石になったとの言い伝えなど、狐にまつわる伝説を彷彿とさせる。しなやかな体
躯を覆う毛並みは、一本ずつ繊細な筆致で描かれており、色数を抑えた簡素な画面の
中にも生き生きとした物語を感じさせる。狐を主題とした作品は珍しく、光瑤独特の切れ
味の良さが印象的な一作である。
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よんぼさつず

四菩薩図 1949年(昭和24年) 倭画 襖(八面) 0

0

しょうけいしょう

鐘溪頌 1945年(昭和20年) 板画 額装 0

　　  　      　　竜胆の柵(りんどうのさく)
　　　        　　鴛鴦の柵(えんおうのさく)
　　　        　　朝菊の柵(あさぎくのさく)
　　　        　　風聞の柵(ふうぶんのさく)

うんめいしょうはんがさく

運命頌板画柵 1951年（昭和26年） 板画 額装 0

　　　　　　　黎明の柵　(れいめいのさく)
　　　　　　　真昼の柵　(まひるのさく)
　　　　　　　夕宵の柵　(ゆうよいのさく)
　　　　　　　深夜の柵　(しんやのさく)

とうゆうさいもつのさく

東湧西没の柵 1951年(昭和26年) 板画 額装(ニ額一対) 0

　　　　　      東湧の柵(とうゆうのさく)
　　　　      　西没の柵(さいもつのさく)

にぼさつしゃかじゅうだいでし

二菩薩釈迦十大弟子 1939年(昭和14年) 板画・書 六曲一双屏風 《寄託作品》

0

りゅうりょくかこうしょう

柳緑花紅頌 1955年(昭和30年)刻　1957年(昭和32年)摺 板画 額装

　　　　　　雪萃の柵(せっすいのさく)
　　　　　　松鷹の柵(まつたかのさく)
　　　　　　梅鶯の柵(うめうぐいすのさく)

昭和25年の晩春、最大の後援者であった倉敷レーヨンの社長 大原総一郎が福光
町(現南砺市)の棟方志功のアトリエを訪問して「わたしがビニロンに運命をかける気
持を、板で表現して欲しい。」と作品を注文し、その求めに応じて、ベートーベンの
交響曲第5番『運命』をイメージして制作された作品。ニーチェの詩「ツァラトゥストラ
はかく語りき」を4題に構成し、版木を墨で真っ黒に塗り、丸刀だけを使って直接彫り
進めたもので、下絵がそのまま板画になる方法で制作され、「何んともいえない大き
い世界」を力強く表現している。パリで開催されたサロン・ド・メに招待出品された。

経典の中の「東湧西没」の言葉から発想された作品。未明の青い空と夕刻の茜色の
空をバックに、画面から溢れるような人体を彫りだし、全体に彫り込みを入れて背景
の模様と溶け合うかのように表現している。このような、従来の美の概念や見た目に
とらわれず、想うがままの感情を板上に力強く表現する板画は福光時代に始まり、
宗教的な世界観の新しい表現として深められていった。

当時、仏教に関心を深めていた棟方志功が、東京上野の国立博物館で展示されて
いた奈良興福寺の須菩提の乾漆像を見て構想を得た作品。疎開とともに十大弟子
の版木は東京から福光町へ移動したが、送り遅れた普賢・文殊菩薩の版木は東京
空襲で灰燼に帰してしまい、その後、福光滞在中の昭和23年に二菩薩図を彫りな
おした。昭和30年 サンパウロ・ビエンナーレ版画部門最高賞、翌年ヴェネツィア・ビ
エンナーレ国際版画大賞受賞など、「世界のムナカタ」に導いた代表作である。この
屏風は二菩薩の版木が焼失してから彫り直すまでの間に制作され、書で二菩薩を
表した、極めて貴重な作品である。

日本の伝統文化である花札の図柄を好み、それをテーマにして12ヶ月をデザインし
た全12柵の作品。装飾性の高い独特な図柄を白黒の絶妙のバランスで表現し、観
る者に豊かな色彩を想像させる作品群である。昭和31年には「二菩薩釈迦十大弟
子」などとともにイタリアのヴェネツィア・ビエンナーレ展に出品され版画大賞を受賞
している。

 　　　 MUNAKATA     　　SHIKO

 　棟方 志功 展示作品目録 R2.12.2-

■凡例
　・当館では、棟方志功作品の版画を「板画」、油彩画を「油画」、日本画及び肉筆画を「倭画」と表記しています。解説文中は標準表記する場合があります。
　・「福光町」「福光」とは、富山県(旧)西砺波郡福光町のことで、現在は南砺市。
　・「福光時代」とは、棟方志功が福光町で暮らした昭和20年4月から昭和26年11月の6年8ヶ月の期間。

棟方志功は、板画作品と表裏一体をなす水墨画や着彩画、いわゆる肉筆画を倭画
(やまとが)と称し、多くの作品を残している。板を介した間接表現である板画とは異な
り、棟方の倭画は霊感により湧き上がるものを追うように、自由自在に躍動し、ほとば
しるような筆致によって描かれている。疎開していた福光には、お世話になった人々
に感謝の気持ちを込めて贈られた作品が多く残されている。
本作は、かつて福光にあった吉田龍象主宰の念仏道場「白道舎」の襖に描かれた
ものである。白道舎に飾られていた曽我量深(元・大谷大学学長)の短冊「宿業者是
本能 則感應道交（しゅくごうはこれほんのう すなわちかんのうどうこう）」を見た棟方
は、瞬時に"他力"を感得し、喜びと感動のままに、その言葉を四体の菩薩とともに襖
に書き付けた。裏面は、この「宿業者是本能 則感應道交」の書となっている。

福光町に疎開し、戦後初めて手がけた大作シリーズ。民藝の巨匠 河井寬次郎の京
都五条坂の鐘溪窯の名をいただき、河井の仕事を讃仰する気持ちを込めて制作さ
れた作品。『此岸の柵』にはじまり『中岸の柵』を経て『彼岸の柵』に終わる24枚のシ
リーズは、仏に累座する仏者、羅漢、菩薩を表現している。それまでの白と黒の対比
だけを強調したものから、陰刻でより鮮明に身体を打ち出し、装飾的で明確な表現
を遂げた作品群は、その後の作品のスタイルを決定づけるものとなった。

かんきしょう

歓喜頌 1953年(昭和28年) 板画 額装

0

はなかりしょう

華狩頌 1954年(昭和29年) 板画 額装

0

みししっぴーがわのじはんぞうのさく

ミシシッピー河の自板像の柵 1965年(昭和40年） 板画 額装

0

みししっぴーがわのじはんぞうのさく

ミシシッピー河の自板像の柵 1965年(昭和40年） 板画 額装

0

はなかりしょう

華狩頌 1954年(昭和29年) 板画 額装

0

みししっぴーがわのじはんぞうのさく

ミシシッピー河の自板像の柵 1965年(昭和40年） 板画 額装 0

0

#N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A

昭和40年、ワシントン大学とジャパンソサエティーの招きで二度目の渡米の折、
雄大に流れるミシシッピー川を見て感激して作成した作品。自画像は板画にも
いくつかあるが、裏彩色ではなく多色刷りで制作されている珍しい作品である。

#N/A

「音楽というものと美術との関係は、わたくしはきりはなせない、お互いむすび合
う世界だとおもっていますが、特にわたくしにとって、音楽はベートーベンという
くらい、ベートーベンが好きです。(『板画の道』)」ベートーベンの第九交響曲の
第四楽章「歓喜」の世界を構想し、彫刻刀の丸刀一本で、全画面を装飾的な文
様で埋め尽くした中に、さまざまなポーズをとった裸婦を彫りだした。本来は2図
からなる作品だが、当館では1図のみ所蔵している。

中国通溝の高句麗時代の古墳に描かれた狩猟図壁画と、アイヌの祭りで「けず
り花」と呼ばれる矢を東西南北に向けて射る儀式にヒントを得て制作した。「けも
のを狩るには、弓とか鉄砲とかを使うけれども、花だと、心で花を狩る。きれいな
心の世界で美を射、心を射止めること、人間でも何でも同じでしょうが、心を射
止める仕事、とういうものをいいなあと思い、弓を持たせない鉄砲を持たせな
い、心で花を狩るという構図で仕事をした。(『板極道』)」と棟方はいっている。

昭和40年、ワシントン大学とジャパンソサエティーの招きで二度目の渡米の折、
雄大に流れるミシシッピー川を見て感激して作成した作品。自画像は板画にも
いくつかあるが、裏彩色ではなく多色刷りで制作されている珍しい作品である。

昭和40年、ワシントン大学とジャパンソサエティーの招きで二度目の渡米の折、
雄大に流れるミシシッピー川を見て感激して作成した作品。自画像は板画にも
いくつかあるが、裏彩色ではなく多色刷りで制作されている珍しい作品である。

中国通溝の高句麗時代の古墳に描かれた狩猟図壁画と、アイヌの祭りで「けず
り花」と呼ばれる矢を東西南北に向けて射る儀式にヒントを得て制作した。「けも
のを狩るには、弓とか鉄砲とかを使うけれども、花だと、心で花を狩る。きれいな
心の世界で美を射、心を射止めること、人間でも何でも同じでしょうが、心を射
止める仕事、とういうものをいいなあと思い、弓を持たせない鉄砲を持たせな
い、心で花を狩るという構図で仕事をした。(『板極道』)」と棟方はいっている。
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 　石崎 光瑤 展示作品目録　R2.12.2- 南砺市立福光美術館　常設展示室2

せんめんさんず・かんばくず

明治30年代前半 0 紙本着彩 二曲一双屏風 購入

かんぼたん

1946年(昭和21年)頃 0 絹本着彩 軸装 購入

ろがん

明治30年代前半 0 紙本着彩 六曲一双屏風 0

ほうじょう

1930年(昭和5年) 羅馬日本美術展覧会出品作 絹本着彩 軸装 購入

とうかくじゃくのず

1929年(昭和4年) 羅馬日本美術展覧会出品作 絹本着彩 軸装

「豊穰」と共に「羅馬日本美術展覧会」に出品された作品。中央に配した雄のインドク
ジャクの尾羽を画面左上から右下へと流れるように写実的に描き出し、対して、クジャ
クの雌雄がとまっている大木は、たらしこみの技法を用い、輪郭線を暈して表現して
いる。描き方の対比によって主題をより鮮明に浮き上がらせて見せる画法を用い、生
命の緊張感が溢れるような傑作である。

扇面散図・観瀑図

寒牡丹

芦雁

豊穰

藤花孔雀之図

 　　　　　ISHIZAKI　　　　　　 KOYO　　　

本作は、落款から、光瑤が京都で竹内栖鳳門に入る前後の10代後半の作と推定され
る。右の観瀑図は、菅原道真が左遷先の大宰府へ下る道中で滝を発見した場面と考
えられ、遠くの滝を淡い色調で、手前の人物や松の木を鮮明に描くことで、風景の奥
行きが巧みに演出されている。左の扇面散図には、様々な主題と技法でもって描か
れた扇面が華やかに散りばめられている。金沢で山本光一に学んだ琳派だけでな
く、大和絵や武者絵、水墨画など、多様な流派の技法を研究していたことが窺われ、
若き光瑤の制作への姿勢が顕著に表れた作品といえよう。

石崎光瑤は、花の中でもとりわけ牡丹を愛し、画室を構えた京都鹿ケ谷の庭で多くの
牡丹を栽培していた。すっきりと気品あふれる臙脂色の牡丹、そして枝に留まる瑠璃
色の小禽の対比が美しい作品。

落款からして明治30年代前半頃、10代の光瑤が描いた若描きの作品である。芦原の
水辺に雁の図は、古来多くの絵師によって描かれた画題である。この作品は、おそら
く粉本を手本として様々な姿態の雁を描いたものであろうが、鳥の絵としては、まだ自
身の表現が確立する以前のものといえよう。しかし、色彩の濃淡、動きの形態、空間
の扱いなど正確な筆使いからは、後年の光瑤の画力の基盤が感じられる作品であ
る。

昭和5年に、事業家の大倉喜八郎が中心となってイタリアのローマで「羅馬日本美術
展覧会」が開催された。この作品も、日本を代表する芸術作品として出品された。豊
かに穂をつけた粟の上を、白雉が斜めに画面を切るように飛んでいる。雉は矢のよう
に飛ぶ鳥という意味に相応しく、力強い姿で描かれているのに対して白い羽は上品
に描かれている。白い鳥は吉兆を意味し、雉は田畑に馴染みが深い日本の国鳥であ
る。秋の豊かな実りを祈る題がまた、日本の美を感じさせる。

りゅうとう

1940年(昭和15年) 紀元二千六百年奉祝展出品作 絹本着彩 六曲一隻屏風

じゃっこう

1929年(昭和4年) 第10回帝展審査員出品作 絹本着彩 二曲一隻屏風 購入

ゆき

1920年(大正9年) 第2回帝展無鑑査出品作 絹本着彩 二曲一双屏風 購入

きょくじつれいよう

1943年(昭和18年) 　　 絹本着彩 軸装 購入

緻密な写実をもとにデザイン化された7羽のクジャクを画面上半分に配置し、下部には大
きな月を描くことによって大画面をバランスよく保っている。全体の色調は決して華やか
ではないが、全体に金銀の砂子を撒き、切箔を多用して上品な中にも絢爛豪華な雰囲
気をもたせている。

大正7年、8年と文展・帝展で連続して特選を受賞した「熱国妍春」と「燦雨」は、熱帯の
ジャングルの花鳥を描いた作品だった。大正9年の帝展出品では打って変わって雪の降
り積もる静謐な様子を描いている。胡粉とよばれる白い絵の具をたっぷりと使い、油絵の
ように厚く塗り重ねて、水分をたっぷりと含んだ重みのある雪を表現している。右隻には、
ありえないほど曲がりくねった柳の幹と極端に長くしだれる枝を全面に描き、画面の上半
分には、上から下への視点でもって稲株に雪の降り積もった冬田を描いている。複数の
アングルから捉えた場面を、一つの画面の中に違和感なく納めている。当時から傾倒
し、研究を重ねていた伊藤若冲の影響が色濃くみられる作品である。

日の出に雄々しく羽を拡げた鷹を配して、新年の吉祥を祈る図としている。鷹の羽の写
実的な描きこみが、朱色の日の出に映えて非常に勇壮さを感じさせる。太平洋戦争下、
好むと好まざると、時局の求めに応じて作画された構図であろうか。

隆冬

寂光

雪

旭日霊鷹

昭和15年に政府主導で行われた「紀元二千六百年奉祝展」の出品作で、長年行方知
れずであった。雪がちらつく曇天を背景に飛ぶ渡り鳥の群れを見事に捉えた作品。冬を
越えんとする鳥たちは力強く躍動し、緊張感を湛え、風を切る音まで冷たく耳に届くよう
だ。群集の重なる羽先まで繊細に構成され、鳥を見つめ続けた花鳥画家としての才能を
遺憾なく発揮した名筆である。時局の影響もあってか、従来描いていた草花をともなった
花鳥画とは異なり、意匠性を省いてあくまでも鳥の姿態にこだわって描かれている。深遠
な写意が表現されたこれまでに見られない新しい境地を開いた作品といえる。当時はパ
ネル作品であったが、後、屏風に仕立て直された。

　○写真 - 「万年寺(高岡)にて　白山登山を前に」　1907年(明治40年)7月26日　額装　　　

　○写生 - 「キク」　1943年(昭和18年)11月23日　額装　　　
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◆コレクション室内

作者 タイトル 作品分類 装丁 制作年 受賞歴・備考

小松 均 大原雪景図 日本画 六曲一双屏風 不詳

小松 均 牛の図 日本画 ニ曲一隻屏風 1944年(昭和19年)頃

小松 均 菅公詩 書 軸装 1948年(昭和23年) 新収蔵・初公開

小松 均 岩頭吹雪之図 日本画 軸装 不詳

小松 均 髪すき圖 日本画 軸装 不詳 新収蔵・初公開

小松 均 医王山秋色之図 日本画 軸装 不詳

小松 均 牛と大原女 日本画 六曲一隻屏風 不詳

小松 均 山々図 日本画 戸袋 不詳 新収蔵・初公開

小松 均 花菖蒲 版画(銅版) 額装 不詳

金守 世士夫 湖山〈山鳥〉 版画(木版) 額装 不詳 新収蔵・初公開

金守 世士夫 湖山〈煬炎・蝶〉 版画(木版) 額装 1974年(昭和49年)頃

尼野 和三 鏡 版画(木版) 額装 1965年(昭和40年) 新収蔵・初公開

黒崎 彰 W-167 版画(木版) 額装 不詳

前田 常作 曼哆邏叉夜多光の図譜 版画
(シルクスクリーン)

額装 不詳

鶴谷 登 宴93-3 版画
(シルクスクリーン)

額装 1993年(平成5年)

尾山 外誉治 夢殿 版画(木版) 額装 1984年(昭和59年)
1984年日版会版画展会
友出品(会員推挙)

佐竹 清 渋谿の崎から立山を望む 版画(木版) 四曲一隻屏風 1994年(平成6年) 新収蔵・初公開

円地 信二 彼女 洋画 額装 1972年(昭和47年)
第58回光風会展
中沢賞

円地 信二 Ｔ子の休日 洋画 額装 1985年(昭和60年)

円地 信二 おしゃれ着 洋画 額装 1975年(昭和50年)

鶴谷 登 華宴2-1 版画
(シルクスクリーン)

額装 2000年(平成12年)

◆廊下展示ケース

作者 タイトル 作品分類 装丁 制作年 受賞歴・備考

国田 翠岳 乾漆香合　干柿香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　柿香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　茄子香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　栗香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　桃香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

川嶋 清八 瑪瑙茶碗「福光」 工芸(諸工芸/砡) 1988年(昭和63年)

川嶋 清八 瑪瑙鉢「瑞雲」 工芸(諸工芸/砡) 1993年(平成5年)
第9回伝統工芸第7部会
展文化庁長官賞

村田 百川 三彩紋蒔絵縁高 工芸(漆芸/蒔絵) 1999年(平成11年)
第55回金沢市工芸展金
沢市長最優秀賞

川合 麦邨 柘榴紋花瓶 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

川合 麦邨 罌粟蒔絵硯箱 工芸(漆芸/蒔絵) 1969年(昭和44年)

川合 麦邨 薄芒 工芸(漆芸/蒔絵) 額装 不詳

川合 麦邨 牛 工芸(漆芸/蒔絵) 額装 不詳

佐々木 祖山 時和帖 日本画 画帖 1933年(昭和8年)
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◆コレクション室内

作品名 装丁 制作年 備考

植物 写生 ウメに雪 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 キク 紙本着彩 ニ曲一隻屏風 不詳

植物 写生 ボタン 紙本着彩 軸装 不詳

鳥 写生 ヤマドリ　雄 紙本着彩 軸装 不詳

鳥 下絵 ジュケイ 紙本着彩 軸装 不詳 「雪山花信」下絵

鳥 写生 クジャクの尾 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 カラスの羽 紙本着彩 額装 不詳

鳥 下絵 カラス 紙本着彩 額装 不詳 「惜春」下絵

鳥 写生 ツルの羽 紙本着彩 額装 不詳

鳥 下絵 コサギ 紙本着彩 額装 不詳 「襲」下絵

鳥 下絵 ヤマドリ　雄 紙本着彩 額装 不詳 「春律」下絵

鳥 下絵 ヤマドリ　雌 紙本着彩 額装 不詳 「春律」下絵

鳥 写生 ウサギ 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 ジョウビタキ 紙本着彩 額装 1940年（昭和15）

鳥 写生 ヒレンジャク 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 キンバト 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

鳥 写生 カバイロハッカ 紙本着彩 額装 不詳 5点

鳥 写生 インコ（ラブバード） 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 盛飾極楽鳥 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 王極楽鳥 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 ヤツガシラ 紙本着彩 額装 不詳 5点

植物 写生 麦穂 紙本着彩 額装 不詳
神戸市宇治野にて
5月9日

植物 写生 立山登山　高山植物 紙本着彩 額装 1908年（明治41）

植物 写生 サルノコシカケ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ボタン 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 バラ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ツバキ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 サルトリイバラ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ヤマツツジ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 モクレン 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

植物 写生 キク 紙本着彩 軸装 不詳

植物 写生 キク 紙本着彩 軸装 不詳

植物 下絵 「聚芳」下絵 紙本着彩 軸装 1944年（昭和19） 「聚芳」下絵

植物 写生 ヨシに雪 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ケシ 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

植物 写生 アワの穂 紙本着彩 額装 1946年（昭和２１）

植物 写生 キク 紙本着彩 額装 1943年（昭和18）

石崎光瑤の写生と下絵 展

◆廊下展示ケース

作者 作品分類 装丁 制作年 受賞歴・備考

国田 翠岳 乾漆香合　干柿香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　柿香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　茄子香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　栗香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

国田 翠岳 乾漆香合　桃香合 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

川嶋 清八 瑪瑙茶碗「福光」 工芸(諸工芸/砡) 1988年(昭和63)

川嶋 清八 瑪瑙鉢「瑞雲」 工芸(諸工芸/砡) 1993年(平成5)
第9回伝統工芸第7部会展文化庁長官
賞

村田 百川 三彩紋蒔絵縁高 工芸(漆芸/蒔絵) 1999年(平成11)
第55回金沢市工芸展金沢市長最優秀
賞

川合 麦邨 柘榴紋花瓶 工芸(漆芸/乾漆) 不詳

川合 麦邨 罌粟蒔絵硯箱 工芸(漆芸/蒔絵) 1969年(昭和44)

川合 麦邨 薄芒 工芸(漆芸/蒔絵) 額装 不詳

川合 麦邨 牛 工芸(漆芸/蒔絵) 額装 不詳

佐々木 祖山 時和帖 日本画 画帖 1933年(昭和8)

昭和の初期も初期、こんなに斬新な構図で光瑤は日本画の世界に果敢に切り込んでいきました。
今回の展示の中に、このつがいの姿があります。見つけられたでしょうか？

春律 （昭和3年）
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◆コレクション室内

作品名 装丁 制作年 備考

植物 写生 ウメに雪 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 キク 紙本着彩 ニ曲一隻屏風 不詳

植物 写生 ボタン 紙本着彩 軸装 不詳

鳥 写生 ヤマドリ　雄 紙本着彩 軸装 不詳

鳥 下絵 ジュケイ 紙本着彩 軸装 不詳 「雪山花信」下絵

鳥 写生 クジャクの尾 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 カラスの羽 紙本着彩 額装 不詳

鳥 下絵 カラス 紙本着彩 額装 不詳 「惜春」下絵

鳥 写生 ツルの羽 紙本着彩 額装 不詳

鳥 下絵 コサギ 紙本着彩 額装 不詳 「襲」下絵

鳥 下絵 ヤマドリ　雄 紙本着彩 額装 不詳 「春律」下絵

鳥 下絵 ヤマドリ　雌 紙本着彩 額装 不詳 「春律」下絵

鳥 写生 ウサギ 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 ジョウビタキ 紙本着彩 額装 1940年（昭和15）

鳥 写生 ヒレンジャク 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 キンバト 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

鳥 写生 カバイロハッカ 紙本着彩 額装 不詳 5点

鳥 写生 インコ（ラブバード） 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 盛飾極楽鳥 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 王極楽鳥 紙本着彩 額装 不詳

鳥 写生 ヤツガシラ 紙本着彩 額装 不詳 5点

植物 写生 麦穂 紙本着彩 額装 不詳
神戸市宇治野にて
5月9日

植物 写生 立山登山　高山植物 紙本着彩 額装 1908年（明治41）

植物 写生 サルノコシカケ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ボタン 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 バラ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ツバキ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 マルバノキ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ヤマツツジ 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 モクレン 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

植物 写生 キク 紙本着彩 軸装 不詳

植物 写生 キク 紙本着彩 軸装 不詳

植物 下絵 「聚芳」下絵 紙本着彩 軸装 1944年（昭和19） 「聚芳」下絵

植物 写生 ヨシに雪 紙本着彩 額装 不詳

植物 写生 ケシ 紙本着彩 額装 1939年（昭和14）

植物 写生 アワの穂 紙本着彩 額装 1946年（昭和２１）

植物 写生 キク 紙本着彩 額装 1943年（昭和18）

石崎光瑤の写生と下絵 展

◆廊下展示ケース

作者 作品名 作品分類 制作年

得地 斧山 五清紋様大皿 陶磁器 1994年(平成6年)

得地 斧山 鮴図大皿 陶磁器 1988年(昭和63年)

得地 斧山 貝蓼紋様大皿 陶磁器 1988年(昭和63年)

得地 斧山 染付鯉紋大皿 陶磁器 1978年(昭和53年)

得地 斧山 色絵鳩之図大皿 陶磁器 制作年不詳

得地 斧山 静物色絵大皿 陶磁器 制作年不詳

得地 斧山 松竹梅紋様飾皿 陶磁器 1976年(昭和51年)

得地 斧山 鶏頭飾皿 陶磁器 制作年不詳

昭和の初期も初期、こんなに斬新な構図で光瑤は日本画の世界に果敢に切り込んでいきました。
今回の展示の中に、このつがいの姿があります。見つけられたでしょうか？

春律 （昭和3年）
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◆コレクション室内

作者 タイトル 作品分類 制作年 備考

川原 竜三郎 永遠の歩み ブロンズ 1996年(平成8年)

川原 竜三郎 un Oggétto ブロンズ 1982年(昭和57年)

川原 竜三郎 回心(conversione) ブロンズ
2000年～2004年
(平成12年～16年)

川原 竜三郎 気(回心) ブロンズ 1985年(昭和60年)

川原 竜三郎 回心 ブロンズ 1990年(平成2年)

川原 竜三郎 ナーパとベベたちの音楽会 ブロンズ 2011年(平成23年)

林　清納 インドの女シリーズ 大道芸人 洋画 1998年(平成10年)

林　清納 インドの女シリーズ 鎮魂歌 洋画 2001年(平成13年)

林　清納 インドの女シリーズ 女占師 洋画 1993年(平成5年)

林　清納 インドの女シリーズ 大道芸人 洋画 1992年(平成4年)

大島 秀信 里山 日本画 不詳

大島 秀信 照 日本画 不詳

大島 秀信 白い樹のシルエット 日本画 不詳

齋藤 清策 御前剱 日本画 1981年(昭和56年)

齋藤 清策 残雪林 日本画 1983年(昭和58年)

齋藤 清策 瑞泉寺山門 日本画 1979年(昭和54年) 第3回日展特選

齋藤 清策 山里 日本画 1988年(昭和63年)

上村 松篁 童め 日本画 不詳

郷倉 千靱 紅白梅 日本画 不詳

郷倉 千靱 鶉雛 日本画 不詳

小松　均 鯛之圖 日本画 不詳

土田 麦僊 若鮎 日本画 不詳

◆廊下展示ケース

作者 タイトル 作品分類 制作年 備考

松村 秀太郎 白釉手付丸文花瓶 陶器 昭和初期

松村 秀太郎 蘭文花瓶 陶器 昭和初期

松村 秀太郎 からす瓜文大花瓶 陶器 昭和初期

松村 秀太郎 白釉唐草文花瓶 陶器 昭和初期

松村 秀太郎 五箇の子供 木彫 1946年(昭和21年)

松村 秀太郎 街を行く女性 木彫 1947年(昭和22年) 第32回院展入選作

松村 秀太郎 ござぼうし 木彫 1940年(昭和15年)

松村 秀太郎 雪かき人夫 木彫 1933年(昭和8年) 第20回院展入選作

松村 秀太郎 芋洗 木彫 1940年(昭和15年)
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