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暁斎・暁翠伝

長くつ下のピッピの世界展

ロシア絵画の至宝展

写真でみる幕末・明治・大正

コーネル・キャパ生誕100年〜兄弟の絆

ユージン・スミス生誕100年

第1次世界大戦終戦100年～フジタが見たパリ

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

西洋絵画 ルネサンスから20世紀まで

国立ロシア美術館所蔵

写真コレクション特集

暁斎・暁翠伝 ─先駆の絵師魂！父娘で挑んだ画の真髄─

ロシア絵画の至宝展

4月1日［日］ 6月24日［日］

10月7日［日］ 12月24日［ 月・祝］

おやこ

え

4月1日［日］ 5月13日［日］ 展示替 ５月１4日（月）
後期 5月15日［火］
6月24日［日］
前期

〜リンドグレーンが描く北欧の暮らしと子どもたち〜

2019年 月

長くつ下のピッピの世界展

国立ロシア美術館蔵

1928年頃 撮影：アンドレ・ケルテス
ullstein bild / Uniphoto Press

第1次世界大戦終戦100年
～フジタが見たパリ
20 世紀初頭の四半世紀のパリを
振り返る

1月5日［土］     
2019年3月24日［日］
2019年

（12月25日～1月4日休館）

4月1日［日］
常設展示

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

7月28日［土］
常設展示

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

10月7日［日］
12月24日［月・祝］

写真コレクション特集

常設展示
常設展示室 1 〜6

藤田嗣治

約50件の収蔵品より、彼の軌跡
をたどる

10月7日［日］     12月24日［月・祝］

常設展示室 7

イングリッド・ヴァン・ニイマンのイラストによる
当時のイメージ画（1940年代後半）
ⓒIngrid Vang Nyman/The Astrid Lindgren
Company

フランスで画家としての地位を確立した藤田嗣治
（1886-1968）は、絵画だけでなく本の仕事にも積
極的に取り組みました。ヨーロッパでは書物の歴史は
古く、芸術作品としての価値も有しています。本展で
は、フランスで発行された挿絵本、日本での出版に関
わる仕事、大型豪華本の挿絵などの「本のしごと」を
中心に、絵画や版画、貴重な手紙、オブジェなどもあ
わせて、藤田の幅広い活躍を紹介します。

ユージン・スミス
生誕100年

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

9月24日［月・祝］

写真コレクション特集

1 19日［土］ 3月24日［日］

7月28日［土］   9月24日［月・祝］
リンドグレーンが、風邪で寝込む愛娘へ贈った天衣無縫な女
の子ピッピの物語。1945年の初出版以後、今も世界中で人気
者のピッピ。ユネスコの“世界の記憶”に登録された原画をはじ
め、スウェーデン、デンマーク、エストニア他より『長くつ下
のピッピ』等の原画、原稿、作者の愛用品など約200点が出品
され、ほとんどが日本初公開です。北欧文化や子育てにも焦点
があてられ、全ての子どもたちと、かつて子どもだった大人た
ちに贈る、心温まるノスタルジックな世界をお楽しみください。

221×332cm

常設展示室 1 〜6

藤田嗣治 本のしごと

生誕100 年を記念してコーネルと
兄ロバートに焦点を当てる

7月28日［土］     9月24日［月・祝］

はる

日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念

コーネル・キャパ
生誕100年
～兄弟の絆

常設展示

7月16日［月・祝］

写真コレクション特集

常設展示室 7

つぐ

在りし日の日本の自然、建築、
家族、風習などの写真を紹介

4月1日［日］     7月16日［月・祝］

アイヴァゾフスキー
《第九の怒濤》
1850年

没後50年

写真でみる
幕末・明治・大正

常設展示室 1 〜6

暁斎《極楽太夫図》、暁翠《百猩々》河鍋暁斎記念美術館蔵

世界有数のロシア美術コレクションを
誇る国立ロシア美術館の収蔵品より、ア
イヴァゾフスキーの《第九の怒濤》をは
じめ、レーピン、ヴァシーリエフ、ペロ
フ、マコフスキー、シーシキンなど著名
な作家の作品約40点を紹介します。本
展では、
「夢」
「希望」「愛」のテーマの
もと、多様な表現で描かれたロシアの風
景や庶民の生活に焦点を当てて、ロシア
絵画の深い精神性に迫ります。

常設展示室 7

近年人気を集める河鍋暁斎。本展では、幕末から明治
前半に活躍した狩野派絵師、河鍋暁斎と父・暁斎の才能
をひきついだ長女・暁翠に焦点を当てます。暁斎を暁斎
たらしめた逸話、家族が間近に見た暁斎・暁翠の姿など
が曾孫である河鍋楠美氏によって明らかになった現在、
改めて暁斎を総合的に展望し、暁翠に受け継がれたその
画業の伝承までを網羅します。河鍋家に残る貴重な作品
を中心に、暁斎芸術の真髄をお楽しみ下さい。

夢、希望、愛 ──アイヴァゾフスキーからレーピンまで

常設展示室 7

きょう すい

新館･常設展示室
常設展示室 1 〜6

河鍋家伝来・河鍋暁斎記念美術館所蔵

月

没後50年 藤田嗣治 本のしごと

本館･企画展示室
きょう さい

2

月

西洋絵画
ルネサンスから
20世紀まで

1月5日［土］

2019年
2019年

3月24日［日］

（12月25日～1月4日休館）

Lounge
ラウンジ

ご鑑賞の合間にくつろぎのひとときを

開館時間
休 館 日
入 館 料

10:00〜17:00（受付は16:30終了）
月曜日（祝日の場合は開館、翌火曜日が振替休館）、
展示替え、年末年始
展覧会ごとに異なります

MAP
イス席、給茶機（無料）を
設置しております。美術
鑑賞のひとときにご利用
下さい。なお衛生上、ラ
ウンジ内でのお食事はご
遠慮いただいております。

TOKYO FUJI
ART MUSEUM
EXHIBITIONS SCHEDULE
展示スケジュール

Play room

2018.4

Café Restaurant Seine

カフェレストラン・セーヌ

創作料理や手作りスウィーツが大好評

カジュアルな創作料理やパティシ
エ手作りスウィーツ、焼きたてパ
ンもお届けしています。美術館の
展覧会と連動したメニューもお楽
しみいただけます。

Gift Shop

2019.3

キッズルーム

ミュージアムショップ

キッズ大集合！授乳室も完備

オリジナルグッズやおしゃれなアクセサリーが人気

拡大図

主に未就学児のお子様を
対象に、絵本や玩具を利
用して、心ゆくまで楽し
んでいただけます。個室
の授乳室もあります。

東京富士美術館オリジナルグッズ、
雑貨やおしゃれなアクセサリー等、
楽しいグッズを取り揃えています。
皆様のお越しをお待ちしております。

［ＪＲ八王子駅北口]◎始発から12:29発までは、西東京バス14番のり
ばより創価大正門東京富士美術館行き、
または創価大学循環、
「創価大
正門東京富士美術館」
で下車 ◎12:31発以降は、西東京バス11番（八日町経
由）
もしくは12番（ひよどり山トンネル経由）
のりばより創価大正門東京富士美術
館行き、
または創価大学循環、
「創価大正門東京富士美術館」
で下車
［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、
または創価大学循環、
「創価大正門東京富士美術館」
で下車
［ＪＲ拝島駅］
（※1時間に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」
で下車 ◎純心女子学園行
き、
「純心女子学園」
で下車、
徒歩10分
［ＪＲ秋川駅］
（※1時間に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」
で下車、
徒歩10分

バス

Universal service staff
ユニバーサルサービス・スタッフ

お客様をサポートする
専門スタッフ

ア ート パ ス ポ ート

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

お車

お体の不自由な方々
や、ご高齢の方々への
専門サービスの教育を
受けたスタッフが、館
内を巡回しています。

アイヴァゾフスキー
《第九の怒濤》
部分

〒192-0016
東京都八王子市谷野町492-1
042-691-4511
ホームページ ● http://www.fujibi.or.jp twitter ● @tokyofujibi
Facebook ● http://www.facebook.com/fujibi

1850年

アートパスポートは、発行日より1年間
全ての展覧会にご利用いただけるフリーパスカードです。

facebook

1年間、何度でも
ご入場できます

特典がいっぱい！
同伴5名様まで
割引料金になります

お申し込みの方に、
記念品をプレゼント

