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企画展「ミレーから印象派への流れ」の開催について 

 

 愛媛県美術館では、令和３年 6月 1日（火）より７月１９日（月）まで、近代フランス絵画の 

流れを展望する展覧会を開催します。 

つきましては、本展の取材及び報道にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

展覧会 

１ 展覧会名  ミレーから印象派への流れ 

２ 内 容  １９世紀のフランスでは、産業革命を経て都市の近代化が進みました。自然科学 

の発達に伴い実証主義的な精神が広がり、自然主義や写実主義の動向が登場 

します。バルビゾン派のミレーは農民の主題に生涯を捧げました。やがて、モネ 

やルノワールら光と色彩を追求した印象派が登場し、絵画に革新をもたらしま 

す。印象主義のスタイルが普及した１８８０年代以降、ポスト印象主義の時代に 

絵画は多彩な広がりをみせます。本展では、バルビゾン派から印象派を経てナ 

ビ派へといたる１９世紀フランス絵画の流れを、フランスとイギリスの美術館、 

個人所蔵家から出展された、ミレーの絵画７点やモネ《睡蓮》を含む約７０点の 

名品により展望します。 

３ 構 成 Ⅰ ミレーと写実主義；Ⅱ モネと印象主義；Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 

４ 会 期 令和３年６月１日（火）～７月１９日（月）  

・休館日 ６月８日（火）、14日（月）、21日（月）、28日（月）、７月６日（火）、12 

日（月） ※７月１９日（月）は本展のみ開場。 ※※開幕日が 5月 22日（土）から 

6月１日（火）に変更されました。 

・開館時間 9：40～18：００（入場は 17：30まで） 

４ 会 場  愛媛県美術館新館２階[常設展示室１・２] 

５ 主 催  「ミレーから印象派への流れ」実行委員会（愛媛県、あいテレビ） 

６ 協 賛  大一ガス 

７ 後 援  在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本、松山市、松山市教育委員

会、愛媛県市町教育委員会連合会、愛媛県小中学校長会、愛媛県美術会、愛媛

美術教育連盟、愛媛県文化協会、（公財）愛媛県文化振興財団、（公財）松山観

光コンベンション協会、連合愛媛、伊予鉄グループ、愛媛新聞社、朝日新聞松山

総局、読売新聞松山支局、毎日新聞松山支局、産経新聞社、南海放送、テレビ

愛媛、愛媛朝日テレビ、愛媛 CATV、FM愛媛、えひめリビング新聞社 

８ 企画協力  ホワイトインターナショナル 

令和３年６月１日 



９ 観 覧 料  一般 1,４00円（前売 1,２00円）、高齢者 1,３00円、高大生１，０00円（前売 

８00円）、小中生６00円（前売４00円）  

※高齢者は、満 65歳以上とする。障がい者手帳等の所持者は、その介護者１ 

人を含め、無料で入場できる。20人以上は団体扱いとし、前売料金で当日入 

場できる。そのほか大口販売等割引あり。 

10 前売券販売所  愛媛県美術館、あいテレビ（本社受付、オンラインチケット）、いよてつ髙島屋、

フジグラン（松山、エミフル MASAKI、重信、川之江、新居浜、西条、今治、大

洲、北浜、北宇和島）、A コープ西日本県内各店（一部除く）、明屋書店県内各

店（一部除く）、新丸三書店県内各店、ジュンク堂書店松山店、コープえひめ生

活文化サービス、ローソンチケット（L コード 6２２１９）、チケットぴあ（P コード

685-５９３）、CN プレイガイド、ファミリーマート、セブン-イレブン、伊予鉄道

主要各駅 他 

11 出品リスト  当館 HPより PDFファイルをダウンロードいただけます。  

 

関連イベント 

１ 【土曜講座「フラワーペーパーで睡蓮をつくろう」】 ※材料費 100円、申込不要 

  6月 26日（土） 14:00～15:00 

講師／当館教育専門員 高木学 場所／新館１階［エントランスホール］ 定員／先着 5組  

２ 【土曜講座「企画展プレビュー」】 ※聴講無料、要事前申込 

  ７月 3日（土）、１０日（土） 

  各日 14:00～15:00 

講師／当館専門学芸員 武田信孝 場所／新館１階［講堂］ 定員／６0名  

３ 【ショート・レクチャー「ミレーの芸術」】 ※聴講無料、要事前申込 

  本展出展のミレー作品についてお話しします。 

  ７月４日（日）、５日（月）、７日（水）、８日（木）、９日（金）  

  各日 11:00～11:20、13:00～13:20 

   講師／当館専門学芸員 武田信孝 場所／新館１階［講堂］ 定員／６0名  

◎申込方法: 電話・ファックス・HP（予約フォーム）で当館までお申込みください。 

 

画像の報道利用  

所蔵先提供の次の画像 16点を、本展の報道目的に限り、無償でご利用になれます。画像

の報道利用を希望される方は、下記連絡先までお申し出いただくか、当館 HPお問い合わ

せフォームよりご連絡ください。 

[利用条件] 

・画像の掲載媒体には、作家名、作品名、所蔵先、写真クレジットを必ず明記してください。

なお、制作年、技法・材質、寸法の記載は任意です。 

・海外の所蔵先による原稿確認を要します。承認までに時間がかかりますので、余裕をもっ

て原稿をご提出ください。 

・画像のご利用後、成果物を 1部ご提出ください。 

※本資料からの画像の無断転載はお控えください。 



 

No.1 

 

No.2 

 

章 Ⅰ ミレーと写実主義 章 Ⅰ ミレーと写実主義 

作品 

データ 

ジャン＝バティスト・カミーユ・コロー  

《カステル・ガンドルフォ、アルバーノ湖畔で踊るチロルの羊飼い》 

1８５５-６０年   

油彩、カンヴァス 49.2×65.5cm   

ウェールズ国立美術館蔵 

©Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  

作品 

データ 

ジャン＝フランソワ・ミレー     

《モーセに扮した自画像》   

1841 年    

油彩、カンヴァス 132×100cm  

トマ＝アンリ美術館蔵    

©Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin   

No.3 

 

No.4 

 

章 Ⅰ ミレーと写実主義 章 Ⅰ ミレーと写実主義 

作品 

データ 

ジャン＝フランソワ・ミレー 

《部屋着姿のポーリーヌ・オノ》 

1８４３-４４年  

油彩、カンヴァス 100.2×81.2cm  

トマ＝アンリ美術館蔵 

©Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin 

作品 

データ 

ジャン＝フランソワ・ミレー   

《慈愛》   

1858-59 年   

油彩、板 40×45cm   

トマ＝アンリ美術館蔵   

©Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin   

No.5 

 

No.6 

 

章 Ⅰ ミレーと写実主義 章 Ⅱ モネと印象主義 

作品 

データ 

ジャン＝フランソワ・ミレー   

《冬、薪集め》   

18６８-７５年     

油彩、カンヴァス ７８．４×９７．８cm    

ウェールズ国立美術館蔵 

©Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  

作品 

データ 

ウジェーヌ・ブーダン    

《日没時に戻る漁師たち》   

1860 年頃   

油彩、板 24.4×32.7cm   

トマ＝アンリ美術館蔵    

©Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin   



No.7 

※日本

初公開 

 

No.8 

 

章 Ⅱ モネと印象主義 章 Ⅱ モネと印象主義 

作品 

データ 

シャルル・クワッセグ   

《海》     

油彩、カンヴァス 38×46cm   

トマ＝アンリ美術館蔵   

©Musée Thomas Henry, Cherbourg-en-Cotentin  

作品 

データ 

ポール・セザンヌ   

《プロヴァンスの風景》   

油彩、カンヴァス 81.2×65.7cm  

ウェールズ国立美術館蔵   

©Amgueddfa Cymru – National Museum Wales   

No.9 

 

No.10 

 

章 Ⅱ モネと印象主義 章 Ⅱ モネと印象主義 

作品 

データ 

クロード・モネ    

《睡蓮》   

1906 年   

油彩、カンヴァス 78.7×88.9cm   

ウェールズ国立美術館蔵   

©Amgueddfa Cymru – National Museum Wales  

作品 

データ 

ピエール＝オーギュスト・ルノワール  

《肖像画の習作》   

油彩、カンヴァス 30×25cm   

ドゥエ美術館蔵   

© Musée de la Chartreuse de Douai  

No.11 

 

No.12 

※日本

初公開 

 

章 Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 章 Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 

作品 

データ 

アンリ・マルタン   

《調和》   

1894 年      

油彩、カンヴァス 146.3×89.3cm  

ドゥエ美術館蔵   

© Musée de la Chartreuse de Douai  

作品 

データ 

ポール・セリュジエ   

《さようなら、ゴーギャン》   

1906 年    

油彩、カンヴァス 65×92cm   

カンペール美術館蔵  

© Musée des Beaux-Arts de Quimper  



 

読者・視聴者プレゼント用招待券    

読者・視聴者プレゼント用に一般用招待券（10枚まで ※提供中）、小中高生用招待券（10 

枚まで ※提供開始：６月１５日）をご提供いたします。希望される方は、下記連絡先まで 

お申し出いただくか、当館 HPお問い合わせフォームよりご連絡ください。 

※どちらもなくなり次第受付を終了させていただきますので、あしからずご了承ください。 

 

 

 

No.13 

※日本

初公開 

 

No.1４ 

※日本

初公開 

 

章 Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 章 Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 

作品 

データ 

ポール・セリュジエ   

《青い背景の林檎》   

1917 年   

油彩、カンヴァス 46×60cm    

カンペール美術館蔵   

© Musée des Beaux-Arts de Quimper  

作品 

データ 

フェルディナン・ロワイアン・デュ・ピュイゴドー  

《夕暮れの風景》     

油彩、カンヴァス 67×50.5cm  

カンペール美術館蔵   

© Musée des Beaux-Arts de Quimper  

No.1５ 

 

No.1６ 

 

章 Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 章 Ⅲ 印象派以後そしてナビ派 

作品 

データ 

モーリス・ドニ   

《小舟のブルターニュの女性》   

1891－92 年    

油彩、板に紙 28×39.5cm    

カンペール美術館蔵   

© Musée des Beaux-Arts de Quimper  

作品 

データ 

モーリス・ドニ    

《ル・フォゴエのパルドン祭》   

1930 年   

油彩、カンヴァス 54×82.5cm   

カンペール美術館蔵   

© Musée des Beaux-Arts de Quimper  

連絡先 790－0007 松山市堀之内 愛媛県美術館学芸課  

[展覧会全般に関すること]武田 

[画像の報道利用・プレゼント用招待券に関すること]石﨑・高木 

TEL 089-932-0010 FAX 089-932-0511 

HP https://www.ehime-art.jp/ 


