
From TFAM’s Collection: One of Japan’s 
Largest-Ever Exhibitions of Western Paintings
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富士美の
西洋絵画

とことん見せます！

日本最大級の
西洋絵画コレクション、
全貌公開！

主催：東京富士美術館　後援：八王子市、八王子市教育委員会、八王子商工会議所　休館日：月曜日(但し、祝日の場合は開館、翌火曜日が振替休館)
開館時間：午前10時～午後5時(入館は午後4時30分まで)　入場料：大人800(700)円/大高生500(400)円/中小生200(100)円/未就学児無料
※土曜日は中小生無料　※（　）内は各種割引料金［20名以上の団体・65歳以上の方・当館メルマガ登録者ほか］　※障がい児者、付添人1名は半額
［証明書をご提示ください］　※誕生日当日にご来館された方はご本人のみ無料［証明書をご提示ください。休館日の場合は適用できません］

1月5日2017年 木 3月20日 月 祝

〒 192-0016　東京都八王子市谷野町 492-1　TEL:042-691-4511

1.ジョルジュ・ド・ラ・トゥール《煙草を吸う男》　2.ピエール・ボナール《若い女》　3.ジャ
ック＝ルイ・ダヴィッドの工房《サン＝ベルナール峠を越えるボナパルト》　4.ジャン＝バティ
スト＝シメオン・シャルダン《デッサンの勉強》5.ルイ・ロラン・トランケス《夜会の後で》
6.クラウディオ・フランチェスコ・ボーモン《ハンニバルの生涯》より　7.ジャン＝オノレ・フ
ラゴナール《豊穣な恵み》　8.エドゥワール・マネ《散歩》　9.アントニー・ヴァン・ダイク《ベ
ッドフォード伯爵夫人 アン・カーの肖像》　10.ピエール＝ポール・アモン《皇后ウジェニー》
11.アントニー・ヴァン・ダイクに帰属《ドーセット伯爵4世 エドワード・サックヴィルの肖像》
12.ロベール・ルフェーヴル《カロリーヌ・ボナパルトの肖像》　13.フランシスコ・デ・ゴヤ・
イ・ルシエンテス《ブルボン＝ブラガンサ家の王子、ドン・セバスティアン・マリー・ガブリエ
ル》　14.トマス・ローレンス《摂政皇太子時代のジョージ4世》※すべて、部分

275点

展示総数

八王子市制100周年記念

1



　東京富士美術館は、東京・八王子に開館して33年間で、16世紀のイタリ
ア・ルネサンス絵画、17世紀のフランドル絵画、18世紀を彩ったフランス・ロ
ココ絵画、19世紀の新古典主義、ロマン主義の絵画、そして19世紀後半に
花開いた印象派や個性豊かな20世紀絵画など、西洋美術史400年の流れ
をたどることのできる幅広い西洋絵画コレクションを収集してきました。
   本展では新館・常設展示室、本館・企画展示室の両方の展示室を使い、
当館が収蔵している西洋絵画（油彩画・パステル画・水彩画・素描）を、22
点の初公開作品をはじめ、日本国内でも最大級の規模となる202作家によ
る275点を一挙展覧し、「富士美の西洋絵画」一点一点の魅力を“とことん”
紹介していきます。（会期中には当館よりイタリア共和国に寄贈した16世紀
の絵画《タヴォラ・ドーリア》も特別展示いたします）
※本展は「八王子市制100周年記念」の文化事業です。

Since it � rst opened its doors 33 years ago, the Tokyo Fuji Art 
Museum has acquired artworks as part of its permanent collection 
of Western paintings created over a period of four-centuries. 
These include pieces from the Italian Renaissance in the 16th 
century, the 17th-century Flemish school, the Rococo artists 
of France in the 18th century, 19th-century Neo-classicists and 
Romanticists, and the Impressionist school that � owered in the 
late-19th century as well as the innovative painters of the 20th 
century. A total of 275 works in oils, water colors, pastels and 
sketches—including 22 pieces shown to the public for the � rst 
time ever—by 202 artists will be displayed at both the Permanent 
Gallery in the Main Museum as well as the New Wing’s 
Exhibition Hall. � e exhibition’s sheer panoply puts it among the 
largest exhibitions of Western paintings ever assembled in Japan. 
Also on special display will be the16th-century “Tavola Doria,” 
which our Museum donated to the Italian government in 2012. 

� is exhibition has been designated as an o�  cial cultural 
event commemorating the centennial of the Hachioji municipal 
government.

　　　　[JR八王子駅北口]◎始発から12:27発までは14番のりばより、
創価大正門東京富士美術館行き/創価大学循環　◎12：30発以降は11番
もしくは12番のりばより、創価大正門東京富士美術館行き/創価大学循環
[京王八王子駅]◎西東京バス4番のりばより、創価大正門東京富士美術
館行き/創価大学循環
[JR拝島駅]（※1時間1本程度運行）◎西東京バス3番のりばより、工学
院大学(高月経由)行き「創価大正門東京富士美術館」下車/純心女子学
園行き「純心女子学園」下車
[JR秋川駅]（※1時間1本程度運行）◎西東京バス2番のりばより、京王
八王子駅(サマーランド、ひよどり経由)行き「純心女子学園」下車
　　　　中央道八王子インターチェンジ（第2出口）より、八王子市街
方面へ進み、国道16号に合流、三つ目の信号(谷野街道入口)を右折、
直進し二つ目の信号(谷野町)を右折

メールマガジンを配信致
します。ご登録ください！

関連イベント

とことん見せます！「富士美の西洋絵画」  特別ギャラリートーク
当館の学芸員が楽しく分かりやすくご案内いたします。詳細はHPにて掲載いたします。
開催日：1/7(土)、1/14(土)、1/28(土)、2/4(土)、2/18(土)、2/25(土)、3/11(土)、3/18(土)

（各イベントの参加は無料、ただし入場料が必要です）

ホームページ●http://www.fujibi.or.jp　Facebook●http://www.facebook.com/fujibi　Twitter●@tokyofujibi

〒192-0016 東京都八王子市谷野町492-1  TEL：042-691-4511

《鵞鳥番の少女》
ジャン＝フランソワ・ミレー

《睡蓮》
クロード・モネ

《ヘレヴーツリュイスから出航するユトレ
ヒトシティ64号》
ジョセフ・マラード・ウィリアム・ターナー 《婦人像》

ジョルジュ・クロエガート

《ザクセン選帝侯ヨハン・フリード
リヒ豪胆公の肖像》
ルーカス・クラーナハ（父） 《モレル・ダルルー伯爵夫人と

息子》
メアリー・カサット
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とことん見せます！「富士美の西洋絵画」  名曲コンサート（全 3 回）
ミュージアムシアター　定員：200 名

※各回1時間程度を予定しています。詳細はHPにて掲載いたします

　　　 イタリアは “ 芸術の宝の都 ”～関孝弘ピアノトークコンサート
　　　 日時：1月22日 (日 )　14:00 ～　出演：関孝弘 (ピアノ )　1

　　　 “フランスの至宝 ”ジェラール・プーレ ヴァイオリン リサイタル
　　 　日時：2月5日 (日 )　14:00 ～
　　　 出演：ジェラール・プーレ (ヴァイオリン )、川島余里 (ピアノ )

2

　　　 “ 流麗なる響き ” 藤井洋子 (クラリネット)＆出羽真理 (ピアノ )コンサート
　　　 日時：3月5日 (日 )　14:00 ～　出演：藤井洋子 (クラリネット)、出羽真理 (ピアノ) 3

　　　 歴史のなかのフランス絵画 －伝統と革新－
　　　 日時：1月29日 (日 )　14:00 ～　講師：高階秀爾（大原美術館館長・美術史家）1

　　　 近世ヨーロッパ美術の表情 ―聖なる世界と世俗の世界
　　　 日時：2月19日 (日 )　14:00 ～　講師：大野芳材（美術史家）2

　　　 印象派とその時代
　　　 日時：3月12日 (日 )　14:00 ～　講師：島田紀夫（美術史家）3

ミュージアムシアター　定員：200 名

※各回1時間程度を予定しています。詳細はHPにて掲載いたします

とことん見せます！「富士美の西洋絵画」  特別連続講演会（全 3 回）

初公開作品
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