
■電車の場合
・泉北高速鉄道「和泉中央」駅下
車、南海バス①③乗り場より（①
｢春木川｣｢若樫｣行、③｢美術館
前｣｢松尾寺｣行）乗車（約10分）、
バス停「美術館前」下車すぐ
・JR 阪和線「和泉府中」駅下車、
南海バス②乗り場より｢春木川｣
｢若樫｣行乗車（約30分）、バス停
「美術館前」下車すぐ
・南海本線「泉大津」駅下車、南海
バス②乗り場より｢春木川｣｢若樫｣
行乗車（約40分）、バス停「美術館
前」下車すぐ

■車の場合
阪和自動車道「岸和田・和泉」イン
ターより約3分（無料駐車場有）

● 重要文化財 「枯木鳴鵙図」 宮本武蔵筆 江戸時代＜前期展示＞［図1］　● 「写生図」 円山応挙筆 江戸時代
［図2］　● 「画本虫撰」 喜多川歌麿筆 江戸時代［図3］　● 「鵙 翠雀 蛇苺 虎耳草」 葛飾北斎筆 江戸時代
［図4］　● 「魚づくし 鯖と蟹」 歌川広重筆 江戸時代［図5］　● 『日本植物誌』より 「ナギ」 シーボルト編 オラ
ンダ・19世紀［図6］　● 「芍薬」 熊谷守一筆 昭和48年［図7］　● 重要文化財 「青銅 牡丹流水蝶鳥文鏡」 
鎌倉時代　● ［特別出陳］国宝「青磁 鳳凰耳花生 銘万声」 中国・南宋時代

　本展覧会は、所蔵品の中から、動物や植物など生きものの
姿や形をとらえた絵に着目し、浮世絵版画も含めた江戸時代
以降の日本の絵画と、19世紀以降のヨーロッパで制作された
版画を選び、両者を同時にご紹介する当館としては初めての
企画です。
　日本の絵画作品は、江戸時代初期の剣豪として知られる宮本
武蔵が描いた「枯木鳴鵙図」（重要文化財）をはじめ、円山応挙
（1733-1795）による鳥獣や草木の写生図と、喜多川歌麿（1753
頃-1806）や葛飾北斎（1760-1849）、歌川広重（1797-1858）など
著名な絵師が花鳥や虫魚を大胆な構図や繊細な筆致で描いた
浮世絵版画を展示します。このほか、身近な植物を独特の筆
触と色遣いで印象的に表現した画家熊谷守一（1880-1977）や
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高間惣七（1889-1974）の油彩による現代の静物画をご覧いた
だきます。
　ヨーロッパの版画作品は、ドイツ人医師で博物学者のシー
ボルト（1796-1866）が、日本滞在中の調査と資料収集の成果
として、帰国後にヨーロッパで出版した『日本動物誌』と『日本
植物誌』から、自然科学的な視点で精緻に描かれた手彩色に
よる石版画を展示します。また、同時期に出版されたイギリス
の野生植物図譜やアジアの鳥類図譜もご覧いただきます。
　いずれも花鳥虫魚、いわゆる動植物を対象として制作
された作品です。対象の見方や表現方法の違いとともに、
制作背景にも目を向けることで、生きものを描いた絵をより
深く楽しむ時間をお過ごしいただければ幸いです。
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ミュージアムコンサート
［開　場］午後1時30分　［開演］午後2時（全日共通）
［開催日］4月14日（日）、21日（日）、28日（日）、29日（月･祝）

                  5月5日（日・祝）、12日（日）、19日（日）、26日（日）、6月1日（土）、2日（日）
いずれのコンサートも、美術館に入館された方はご自由にお聴きいただけます。当日美術館入口で午後1時
30分より配付する整理券が必要です。なお、先着120名で入場制限を行います。内容については美術館まで
お問い合せください。

特別陳列「花鳥虫魚を描く」は美術館・本館で開催します。新館では、中国古代
の青銅器などの中国の工芸品と、モネ「睡蓮」などの西洋近代美術、パブリック
アート（和泉・久保惣ミュージアムタウン推進事業）に関連する浮世絵版画等を展示
します。本館の展示とあわせてご覧いただけます。

 ｜展示解説｜
4月14日（日）、27日（土）、5月12日（日）、25日（土）の午後1時より学芸員による
解説を展示室にて行います。聴講無料（ただし美術館入館料が必要です）
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■電車の場合
・泉北高速鉄道「和泉中央」駅下
車、南海バス①③乗り場より（①
｢春木川｣｢若樫｣行、③｢美術館
前｣｢松尾寺｣行）乗車（約10分）、
バス停「美術館前」下車すぐ
・JR 阪和線「和泉府中」駅下車、
南海バス②乗り場より｢春木川｣
｢若樫｣行乗車（約30分）、バス停
「美術館前」下車すぐ
・南海本線「泉大津」駅下車、南海
バス②乗り場より｢春木川｣｢若樫｣
行乗車（約40分）、バス停「美術館
前」下車すぐ

■車の場合
阪和自動車道「岸和田・和泉」イン
ターより約3分（無料駐車場有）

● 重要文化財 「枯木鳴鵙図」 宮本武蔵筆 江戸時代＜前期展示＞［図1］　● 「写生図」 円山応挙筆 江戸時代
［図2］　● 「画本虫撰」 喜多川歌麿筆 江戸時代［図3］　● 「鵙 翠雀 蛇苺 虎耳草」 葛飾北斎筆 江戸時代
［図4］　● 「魚づくし 鯖と蟹」 歌川広重筆 江戸時代［図5］　● 『日本植物誌』より 「ナギ」 シーボルト編 オラ
ンダ・19世紀［図6］　● 「芍薬」 熊谷守一筆 昭和48年［図7］　● 重要文化財 「青銅 牡丹流水蝶鳥文鏡」 
鎌倉時代　● ［特別出陳］国宝「青磁 鳳凰耳花生 銘万声」 中国・南宋時代

　本展覧会は、所蔵品の中から、動物や植物など生きものの
姿や形をとらえた絵に着目し、浮世絵版画も含めた江戸時代
以降の日本の絵画と、19世紀以降のヨーロッパで制作された
版画を選び、両者を同時にご紹介する当館としては初めての
企画です。
　日本の絵画作品は、江戸時代初期の剣豪として知られる宮本
武蔵が描いた「枯木鳴鵙図」（重要文化財）をはじめ、円山応挙
（1733-1795）による鳥獣や草木の写生図と、喜多川歌麿（1753
頃-1806）や葛飾北斎（1760-1849）、歌川広重（1797-1858）など
著名な絵師が花鳥や虫魚を大胆な構図や繊細な筆致で描いた
浮世絵版画を展示します。このほか、身近な植物を独特の筆
触と色遣いで印象的に表現した画家熊谷守一（1880-1977）や
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な
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品

モネ《睡蓮》

高間惣七（1889-1974）の油彩による現代の静物画をご覧いた
だきます。
　ヨーロッパの版画作品は、ドイツ人医師で博物学者のシー
ボルト（1796-1866）が、日本滞在中の調査と資料収集の成果
として、帰国後にヨーロッパで出版した『日本動物誌』と『日本
植物誌』から、自然科学的な視点で精緻に描かれた手彩色に
よる石版画を展示します。また、同時期に出版されたイギリス
の野生植物図譜やアジアの鳥類図譜もご覧いただきます。
　いずれも花鳥虫魚、いわゆる動植物を対象として制作
された作品です。対象の見方や表現方法の違いとともに、
制作背景にも目を向けることで、生きものを描いた絵をより
深く楽しむ時間をお過ごしいただければ幸いです。
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ミュージアムコンサート
［開　場］午後1時30分　［開演］午後2時（全日共通）
［開催日］4月14日（日）、21日（日）、28日（日）、29日（月･祝）

                  5月5日（日・祝）、12日（日）、19日（日）、26日（日）、6月1日（土）、2日（日）
いずれのコンサートも、美術館に入館された方はご自由にお聴きいただけます。当日美術館入口で午後1時
30分より配付する整理券が必要です。なお、先着120名で入場制限を行います。内容については美術館まで
お問い合せください。

特別陳列「花鳥虫魚を描く」は美術館・本館で開催します。新館では、中国古代
の青銅器などの中国の工芸品と、モネ「睡蓮」などの西洋近代美術、パブリック
アート（和泉・久保惣ミュージアムタウン推進事業）に関連する浮世絵版画等を展示
します。本館の展示とあわせてご覧いただけます。

 ｜展示解説｜
4月14日（日）、27日（土）、5月12日（日）、25日（土）の午後1時より学芸員による
解説を展示室にて行います。聴講無料（ただし美術館入館料が必要です）
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