
フランスにおいて最も有名な日本人画家、藤田嗣治に関する二つの作品展をご紹介いたします。

－秋田県立美術館「企画展」－

皆様、どうぞご来館ください。
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藤田嗣治は1931年10月、パリを離れ、マドレー

ヌとともにブラジルへと旅立ちました。それから

約２年にわたり、中南米を巡遊します。この漂泊

の旅の道程は、都市と辺境のコントラストの中に

ありました。リオ・デ・ジャネイロ、サンパウロ、

ブエノスアイレスなどを訪れ、その後、高地ボリ

ビアへ。ラパスを経て、ペルーのクスコやマチュ

ピチュへも赴きました。カヤオからは海路キュー

バへ向かい、メキシコには長期逗留しています。

旅する藤田は、仮面、土器、土偶、岩偶、石製

品、人形などを買い求め、時に入手した地名を書

き付けました。

この展覧会では、藤田の旅程を辿りながら、中

南米での150点を超える収集品、画布を丸めて持ち

帰った宗教画、またブラジルで制作した油彩画、

メキシコでのデッサンなどを展観します。

（パンフレットより抜粋）

【ギャラリートーク】

○日時：2011年12月から2012年６月

末までの第３土曜日

午後１時30分より

○会場：秋田県立美術館２階

小展示室

○講師：(財)平野政吉美術館学芸員

－秋田県立美術館移転新築記念事業－

レオナ-ル・フジタが
やってきた 角館展
２０１２ ２／６（月）～ ２／２６（日） ※観覧料は無料です

会場 ／ 仙北市立角館町平福記念美術館 開催時間 9:00～16:30

藤田嗣治〔ふじた つぐはる、Léonard Foujita（レオナ-ル・フジタ）・1886年11月27日－1968
年１月29日〕は東京生まれの洋画家です。東京芸術学校卒業後、パリに渡り、日本画の技法を

油彩画に取り入れた独自の画風で高く評価されました。

角館は、フジタが著した「雪に埋もれる町」（随筆集『地を泳ぐ』1942年）の中で、「嬉しい

吾が郷土」と記している藤田ゆかりの土地であり、「想い出に深い頁を綴じ込んだ」町です。

今回の展覧会では、県立近代美術館と財団法人平野政吉美術館所蔵の作品のうち、角館にゆ

かりの深い作品を含め、約60点の藤田作品を紹介します。また、新県立美術館の設計にあたっ

た世界的に有名な建築家・安藤忠雄氏の設計コンセプトや新美術館の概要も併せて紹介します。

LÉONARD
FOUJITA
EXPOSITION
à Kakunodate



秋田県生涯学習課関連施設 ２月の主な行事予定 各施設のホームページもご覧ください

生涯学習センター 018-865-1171
美の国キッズ＆ユースカレッジ 4 日(土)
○八峰キャンパス

美の国ビデオカレッジ２（無料）
2日(木)､ 9日(木)､ 16日(木)､ 23日(木)

○あきた県政この 1年
○あきた・れきし・物語
自作視聴覚教材交流発表会 17 日(金)

美 術 館 018-834-3050
＜美術ホール 展示会＞

2012 秋田毎日書道新春展 3日(金)～ 6日(月)
鎌田俊夫彫刻個展 10 日(金)～ 15 日(水)
第 59回秋田大学教育文化学部美術科卒業記念展

24 日(金)～ 28 日(火)

近代美術館 0182-33-8855
〈企画展〉 ※観覧無料

・時代のよそおい展 12 日(日)まで
・紺野五郎素描展 18 日(土)～ 4 月 15 日(日)
関連教室「素描展をみる、絵を描いてみる。」
デッサン教室(要申込・無料) 26(日)13:00～ 16:00
ギャラリートーク 18(土)14:00～
〈コレクション展〉※観覧無料
第４期アート・レポート・アキタ 4 月 8 日(日)まで
所蔵彫刻名作選「見いだされたフォルム」・日本画名作選

【大好評】近美キッズルーム！ 毎日 9：30 ～ 15：45
たのしい絵本や木のおもちゃがあります！ ※無料です

あきた白神体験センター 0185-77-4455
〈日本酒のうんちくを学ぶ〉 25 日(土)～ 26 日(日)
対象：一般成人１０名まで（最少催行４名）
内容：酒蔵見学、そば打ち体験

日本酒学習会
費用：お一人 12,800円
締切：2月 17日(金)

青少年交流センター（ユースパル） 018-880-2303
〈ユース社会参加活動セミナー〉
１１日(土)～１２日(日)１泊２日（参加費 2,100円）
対象:県内に就職・進学する高校生、大学生等 30 名
内容 :社会人としての心構えやボランティアなどの

社会貢献について考える。
ワークショップ、ディスカッション

大館少年自然の家 0186-43-3174
〈冬の自然観察会ｉｎ森吉山〉 18 日(土)
対象：小学生、中学生と保護者 50名
内容：ＪＲ、秋田内陸線の乗車体験や樹氷観察、

かんじき体験を通して郷土の冬に親しむ。
場所：森吉山阿仁スキー場
費用：小学生 2,300 円 中学生、保護者 3,700 円
締切：2月 3日(金)

岩城少年自然の家 0184-74-2011
〈アドベンチャーキャンプ〉 4 日(土)～ 5 日(日)
対象：小学４年生～中学生
内容：交流ゲーム、焼き板工作、テント泊等
費用：2,500円 締切：1月 27日(金)

〈親子 de キャンプ〉 11 日(土)～ 12 日(日)
対象：小学生を含む親子
内容：自然散策、きりたんぽ鍋、そり遊び等
費用：2,000円 締切：6日(月)

〈親子 de パティシエ〉 25日(土)
対象：子どもを含む親子
内容：デコレーションケーキ作り
費用：2,500円 締切：17日(金)

保呂羽山少年自然の家 0182-26-6011
〈冬季出前講座〉
プロジェクトアドベンチャーやうどん打ち、
陶芸創作活動等ご希望に応じて出前いたします。
お気軽にお問い合わせください。

博 物 館 018-873-4121
〈企画展〉
貝をめぐる多彩な世界

4 月 8 日(日)まで
〈菅江真澄資料センター企画コーナー展〉
真澄見聞の異国情報

4 日(土)～ 3 月 20 日(火)
〈博物館教室〉※事前の申込みが必要

「考古学入門講座」(中学生～) 11 日(土)
「真澄に学ぶ教室」講読会(高校生～) 18 日(土)
「初めての古文書解読」(中学生～)

5 日(日)、19 日(日)
〈ふるさとまつり広場〉
雛人形 1 日(水)～ 4 月 8 日(日)

〈わくわく体験イベント〉 ※事前申込み不要
弓矢を使って昔の狩人 13:30～ 15:30

2月の土曜日、日曜日、祝日

農業科学館 0187-68-2300
〈企画展示〉
洋ランフェスタ“春を迎える”

3 月 11 日(日)まで
ボランティア作品展 26 日(日)まで
サン・アグリン フォトコンクール作品展

24 日(金)～ 3 月 11 日(日)
春を呼ぶ春蘭展 25 日(土)～ 26 日(日)

〈体験教室〉 ※随時実施 ただし事前申込必要

豆腐作り体験、餅つき体験、米粉で調理体験、
押し花でしおり体験、炭で消臭剤作り体験

〈研究機関紹介コーナー〉

森林技術センター紹介展 12 日(日)まで
総合食品研究センター

14 日(火)～ 3 月 25 日(日)

図 書 館 018-866-8400
特別展示
「秋田県芸術選奨受賞記念展」特別展示室

8 日(水)～ 27 日(月) 10:00 ～ 17:00
23 年度の県芸術選奨受賞作品や関連の資料を展示
します。

あきた文学資料館 018-884-7760
特別展示
※入場無料 10:00～ 16:00
「秋田の女性作家たち」 2012 年 4 月 22 日(日)まで
文学セミナー
※入場無料 13:30～ 14:30 10日（金）
「秋田は民謡博物館・古代から近代まで
―私の文学史⑭」 講師：井上隆明氏（文学史家）
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