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[ 用語解説 ]
バトー・ラヴォワール ( 洗濯船 )
以前 、 モンマルトルでピアノ工房として使っていた場所をアトリエとして提供していたアトリエ兼共同アパート。
ピカソ、ジョルジュ・ブラック、ドランらが住んでいた。

サロン・ドートンヌ 
サロンとは「フランス芸術展」を指し、美術アカデミーの会員や、美術学校の教授らによって形成される審査委員会によって行われ 、 
概ね保守的かつ年功序列的な審査であったが、それに反発してつくられた展覧会。

アンデパンダン展
サロンの審査が極めて厳しかったため、会費さえ払えば誰でも自由に一定点数まで出品できる無審査、無賞を原則とする展覧会。

レジオン・ドヌール勲章 
フランスの最高勲章で軍事上あるいは文化上の功績者に授与されるもの。 1802 年にナポレオン1世によって制定され、5階級に分かれていた。

�� ʹॳ಄ɺܳज़ͷத৺ͩͬͨύϦلੈ ੈքத͔ΒըՈΛ͢ࢤएऀ͕ू͍·͠ ͨɻ
൴Β lΤίʔϧɾυɾύϦʢύϦʣz ͱݺΕɺಉͷΩϡϏζϜϑΥʔϏζϜͳͲͱ
Ԡ͠ͳ͕Βಛఆͷ༷ࣜͨݺ ɺͣͦΕͧΕಠཱͨ͠ੑݸతͳදݱΛՖ։͔ͤͯɺ
৽͍͠ΛΓ։͍͍ͯ ·͖͠ ͨɻ
ࣾͷֆըίϨΫγϣϯͷͳ͔͔ΒΤίʔϧɾυɾύϦͷ࡞Λத৺ʹ͝հ ·͠ ɻ͢
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৴ೱσοαϯؗɹؗһ�۹ֻ৳
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マルク・シャガール（Marc Chagall）　1887-1985
1887 年ロシアのユダヤ人居住区に生まれる。1911 年パ
リに出てモンパルナスの共同アトリエ “ラ・リューシュ（蜂
の巣）”に住む。1912 年アンデパンダン展、サロン・ドー
トンヌに出品。1941 年第二次世界大戦によりニューヨー
クへ亡命。1947 年パリ国立近代美術館で回顧展。1950
年南仏ヴァンスへ移住。この頃から陶芸や教会のステンド
グラスを手掛ける。1964年パリ・オペラ座の天井画を制作。

ͷՈఉʹੜ·ΕͨγϟΨʔϧెڭ伲ͳϢμϠܟ
ɺੜ֔ʹΘͨΓڷނͷ෩Ͱҭ·Εͨਆൿ
తͳΠϚδωʔγϣϯΛͱʹ੍͠࡞ଓ͚·͠ ͨɻ
͜ͷ࡞γϟΨʔϧ࠷൩ͷͷͰ͢ɻχϫ
τϦ༮͍ࠒͷۙͳಈͰɺͦͷχϫτϦʹ
แΈࠐ·ΕΔΑ͏ ͳ࿀ਓͨͪͱڷނͷொฒΈɺ
৭͔ͳՖଋɺӈԼʹΩϟϯόεʹ͏͔
ࣗը૾ඳ͔Ε͍ͯ·͢ɻγϟΨʔϧͷԱͱ
Ѫʹຬͪͨཧͷֆըੈք͕ද͞Ε͍ͯ·͢ɻ

テンペラ・板 ／ 609mm× 495mm／ 1978

ʹΘͱΓͱՖଋ
.BSD�$IBHBMM
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ΩεϦϯάೱްͰ͔ͳ৭࠼ͱ͔ͭͳ
චகʹΑΔը෩͕ಛͰɺΤίʔϧɾυɾύϦ
Λද͢ΔըՈͷͻͱΓͰ ɻ͢ηβϯψΩϡϏ
εϜͷཧʹࣔࠦΛಘ͓ͯΓɺഎܠͷۣܗ
ςʔϒϧͷܗʹͦͷӨݟ͕ڹΒΕ· ɻ͢Ֆਓ
ͷഎزʹܠԿֶతͳਤܗΛରൺͤͯ͞ɺϞ
νʔϑͷҹΛཱͨࡍ ΔͤߏਤΩεϦϯά͕Α
͘༻͍ͨͷͰɺը໘͍ͬͺ͍ʹඳ͔Εͨඦ߹
ͷՖʹً͔͍͠ੜ໋͕ײຬͪͯ ͍· ɻ͢

油彩・キャンバス／ 560mm× 460mm ／ 1937

ඦ߹ͷՖ
.PÏTF�,JTMJOH

モイーズ・キスリング（Moïse Kisling）　1891-1953
1891 年ポーランドの裕福なユダヤ人の家庭に生まれる。
1910 年パリのモンマルトルに移り、共同アトリエ“バトー・
ラヴォワール（洗濯船）”やモンパルナスに居住。1912 年
サロン・ドートンヌに初出品。1914 年アンデパンダン展に
出品。第一次世界大戦では外国人部隊に志願。1919 年
ドリュエ画廊にて個展。1941年第二次世界大戦により米
国に亡命し、1946 年帰国。1953 年カーニュのシャトー＝
ミュゼで個展。
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ͪલͷࣾަੑʹΑΓૣ͔͘ Βޭͨ͠ΩεϦϯ
άɺըՈࢻਓ͔ͨͪΒͷਓް͘ ɺΞτϦ
Τ֗ͷ໊Λͯ͠ף lϞϯύϧφεͷԦz ͱশ͞
Ε·͠ ͨɻࣾަքͷՖܗͱ͠ ͯଟ ͷ͘૾ը
खֻ͚͍ͯ· ɻ͢͜ͷ࡞Ͱഎܠͷϒϧʔͷ
͔ ͱ͍͞ࠇϒϥεͷେͳඳࣸʹରͯ͠ ɺ
ঁੑͷಃثͷΑ͏ ͳഽɺͲ͔͜ԕ Λͭ͘ݟΊΔ
ɺً͘ͷણཱ͍ͯͬࡍ͕͞ࡉ· ɻ͢൴͕ඳ
ϝ͘ϥϯίϦοΫͳਓ૾ਓؾΛത ·͠͠ ͨɻ

油彩・キャンバス／ 730mm× 540mm／ 1938

ए්͍ਓ
.PÏTF�,JTMJOH
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藤田 嗣治（ふじた・つぐはる）　1886-1968
1886 年東京都に生まれる。1910 年東京美術学校卒業。
1913 年渡仏。1919 年サロン・ドートンヌに入選した作品
が高く評価され、一躍時代の寵児となる。1921 年サロン・
ドートンヌ審査員。1929 年一時帰国し、さらに中南米な
どを周遊した。第二次世界大戦中には戦争記録画を多数
制作し、戦後その責任を負う形で渡仏。1955 年フランス
国籍を取得。1959 年カトリックの洗礼を受け、レオナール
と改名した。

౻ాͷॳظͷ࡞ͰɺগঁͨͪΛࡉ σ͘ϑΥ
ϧϝ͠ ͯඳ͍͓ͯΓɺಉظʹަ͕ਂ͔ͬͨ
ϞσΟϦΞʔχͷӨݟ͕ڹΒΕ·͢ɻҰํͰࢦ
ઌɺͷͻͩͳͲͷඳࣸ౦༸తͰɺ౻
ా͕༷ʑͳٕ๏ʹֶΜͰ͍ͨ͜ͱ͕͑·͢ɻ
౻ా͜ͷޙɺಠࣗʹੜΈग़ͨ͠ೕന৭ͷԼ
ʹࡉۃͷઢඳͰඳ ε͘λΠϧͰɺύϦͰͷ՚ʑ
͍͠ޭΛऩΊ·͢ɻ͜ͷ࡞ͷը໘ʹ͢Ͱ
ʹͦͷೕന৭ͷஹ͕͠ݟΒΕɺը෩ͷมભΛ
Δ͜ ͱ͕Ͱ ·͖͢ɻ

油彩・キャンバス／ 650mm× 540mm ／ 1918

ೋਓͷ༑ୡ
౻ా�
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Ԯਢ ���� ͷҎ߱ɺ �� ؒύϦͷ෩ܠΛඳ͖ଓ͚ɺl࠷ϑϥϯεతͳຊਓz
ͱ Β͑Ε·͠ ͨɻॳظʹઌୡͩͬͨࠤഢ༞ͷӨ͕ڹ৭ೱ ɺ͘ঀతͳ࡞෩Ͱͨ͠
͕ɺঃʑʹੴΓͷՈฒΈ͕৫Γͳ͢ϑΥϧϜͷྗ͞ڧʹັྗΛݟग़ͯ͠ ͍ ·͖͢ɻ͜ͷ࡞
ʹ͓͍ ࣮ͯͳ৭࠼ͱݎ࿚ͳֆഽʹΑͬ ͯɺࢻͱܗඒ͕ௐͯ͠ ͍·͢ɻԮਢ
՚͔ͳύϦͰͳ͘ ɺਓʑͷΒ͠ ͕ଉͮ ύ͘ϦͷԼொΛͭݟΊଓ͚·͠ ͨɻ油彩・キャンバス／ 606mm× 727mm／制作年不詳

෩ܠ�
Ԯਢߴ�ಙ

荻須 高徳（おぎす・たかのり）　1901-1986

1901 年愛知県中島郡（現在の稲沢市）生まれ。1927 年
東京美術学校を卒業し、渡仏。1928 年サロン・ドートン
ヌ初入選。1930 年ル・スチュディオ画廊で初個展を開催。
1936 年フランス政府に作品が買上げられる。1940 年帰
国し、新制作派協会会員となり滞欧作を発表。1948 年再
渡仏。日仏文化の交流にも尽力した。1983 年稲沢市荻須
記念美術館開館。1986年文化勲章受章の直前にパリのア
トリエにて逝去。
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ϰϥϚϯΫॳɺ͔ͳ৭࠼ͱେͳචகʹΑΔϑΥʔϏεϜͷըՈͱ͠ ͯ͞Εɺ
ϞϊΫϩʔϜΛओମͱ͠ʹޙ ͨը෩ͱҠ͠ߦ·͠ ͨɻࣗવ͕Δ෩ܠΛΈɺηʔψՏ؛
ํͷଜΛଟ ඳ͘ ·͖͠ ͨɻԞଓ Ұ͘ຊಓͱ͍͏ ओɺۃͳ·Ͱͷԕۙ๏ʹΑΔϏ
δϣϯɺ൴ָ͕͠ΜͰ͍ υͨϥΠϒए͖ͷࣗసंٕڝͷମڞʹݧ௨͠·͢ɻྗ͍ڧ
৭࠼ͷରൺͱྲྀΕΔΑ͏ ͳචகͰɺ͍ͷ͋ΔϦΞϦζϜΛੜΈग़ͯ͠ ͍·͢ɻ

෩ܠ
.BVSJDF�EF�7MBNJODL
油彩・キャンバス／ 600mm×730mm／制作年不詳
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モーリス・ド・ヴラマンク（Maurice de Vlaminck）　
1876-1958
1876 年パリ生まれ。ボートや自転車競技の選手として活
躍する傍ら、独学で絵を描き始める。1893 年パリ郊外の
シャトゥーに移る。1900 年のドランとの出会いや翌年の
ゴッホ回顧展により画家への志向を高める。1905年マティ
スやドランらと共にサロン・ドートンヌに出品し“フォービ
スム（野獣派）”として注目を集める。1919 年ドリュエ画
廊で個展。1925 年にパリ近郊を離れ、リュエル・ラ・ガ
ドリエールに転居。

མͪண͖ͷ͋Δௐͷࣨʹɺਸ਼ʑ͠ ͍Ֆଋ͕
ඳ͔Ε͍ͯ·͢ɻϰϥϚϯΫ͕෩ܠըͷʹଟ
͘खֻ͚ͨͷ͕੩ըͰ͢ɻ҆ఆײͷ͋Δߏ
ਤʹɺ͔ͳ৭ΛޮՌతʹ༻͍ΔըՈͷ৭
ө͞Ε͍ͯ·͢ɻ൴͕ඳ͍ͨՖ͕֮ײ࠼
͕ͯࣗ͢࠺ʹ০ͬͨͷͰɺ͜ͷ΄͔ৗ
ͷ৯ͳͲࡐʹͳΓ·͠ ͨɻ͍ͣΕۙ
ͳଘࡏͰ͕͢ɺͬ͠ ͔Γͱରʹ͖߹͍ɺ
ɺͦͷදΛ๛͔ʹඳ͖ग़ͯͬ͢ैʹײ ͱ͜Λ
͠ٻ·͠ ͨɻ

油彩・キャンバス／ 655mm× 505mm ／制作年不詳

ՖළͷՖ
.BVSJDF�EF�7MBNJODL
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マリー・ローランサン（Marie Laurencin）　1833-1956
1883 年パリに生まれる。1904 年アカデミー・アンベール
に入学。ブラックの紹介で “ バトー・ラヴォワール ”に出
入りし、ピカソや詩人アポリネールらと交流する。1906 年
アンデパンダン展に初出品。1912 年キュビズムのグルー
プ展『セクシオン・ドール』に参加。1925 年バレエ・リュ
スの『牝鹿』の舞台美術を手掛ける。第一次世界大戦中
はスペインに亡命。帰国後は第二次大戦下もパリを離れず、
制作を続けた。

ϩʔϥϯαϯύϦੜ·ΕͷըՈͰ͕͢ɺlό
τʔɾϥϰΥϫʔϧz ͷըՈͨͪͱಉੈͰަ
ྲྀਂ ɺ͘ΩϡϏεϜΛऔΓೖΕͳ͕Βࢲతͳੈ
քΛඳ͍ͨ ͱ͔͜ΒɺΤίʔϧɾυɾύϦͷը
Ոͱ͞ Ε͍ͯ·͢ɻၪ͛ͳগঁ૾Λಘҙͱ͠ ·͠
͕ͨɺ૾ըଟ खֻ͚͘ɺࣾަքͰ׆༂͠·
ͨ͠ɻϞσϧͱͳ͍ͬͯΔͷϑϥϯεͷ࡞Ոɺ
༁ՈɺࣸਅՈͩͬͨδϣϧδϡɾϐϢϞϯͷ
ͱ༏͛͠ͳ੨͍ಏ͕ҹ͍Ͱ͢ɻ୶͍৭࠺
తͰ͢ɻ

油彩・キャンバス／ 460mm × 380mm ／ 1951

ਓ૾
.BSJF�-BVSFODJO
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ΕΔೋਓͷঁੑ͕ɺਂ͍ͷΑ͏;͋ײతͳग़ͰཱͪͰಁ໌ݬ ͳۭؒͷͳ͔ͰΏͬ Γͨ
ͱඍসΜͰ͍·͢ɻϩʔϥϯαϯඒज़ຊͷૠֆɺࢻըूͷग़൛ͳͲɺ༷ʑͳޠ
ͯͬߦʹಈΜ׆࡞͍ͨͮجʹ ͍·͠ ͨɻ͜ͷ࡞ਆޠͷੈքΛ૾ͤ͞·
͢ɻ࠭՛ࢠʹྫ Β͑ΕΔ͔ͳύεςϧΧϥʔͱࠇͷରൺɺϩʔϥϯαϯ͕
���� ʙ ���� ࠒͷ࡞Ͱ͠͠༻͍ͨతͳ৭͍Ͱ͢ɻ油彩・キャンバス／ 650mm× 540mm ／ 1927

ೋਓͷ༑ୡ
.BSJF�-BVSFODJO
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ϢτϦϩͷ࡞ΞϧίʔϧґଘͷྍΛతͱ͠ ͯ·Γ·͠ ͕ͨɺϞϯϚϧτϧͷ֗
֯Λࢻ๛͔ʹඳ͍ͨ࡞ͰɺըՈͱ͠ ͯධՁΛߴΊ͍ͯ ·͖͠ ͨɻ͜ͷ࡞Ͱྍཆͷ
ͨΊʹ���� ʹҠॅͨ͠ϑϥϯεೆ౦෦αϯϕϧφʔϧͷ෩ܠͷதʹɺݽಠΛ๊͑ͨύ
Ϧʹඳ͔Εͳ͔ͬͨਓొͯ͠ ͍·͢ɻ���� Ҏ߱໌Δ͍৭Λଟ ༻͍ͨ͘
l৭࠼ͷz ͱ͞ Εɺͷ൴ύϦͰ࠷͞ΕΔըՈͰͨ͠ɻ油彩・キャンバス／ 460mm×550mm／制作年不詳

αϯϕϧφʔϧ
.BVSJDF�6USJMMP

モーリス・ユトリロ（Maurice Utrillo）
1883-1955
1883 年パリ、モンマルトルに生まれる。母
はルノワールらのモデルを務め、自らも画家
となるシュザンヌ・ヴァラドン。孤独な子供
時代の飲酒癖によってアルコール依存症とな
る。1905 年頃対症療法として絵を描き始め
る。1913 年ウジェーヌ・ブロ画廊にて初個
展。画商ベルネーム・ジュヌと契約し、評
価が高まるが入退院を繰り返した。その後
はサンベルナールでの療養と結婚により生
活も画風も安定していった。
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ϧϊϫʔϧҹΛݗҾ͢ΔଘࡏͰ͕ͨ͠ɺҰϧωαϯεֆըͳͲʹֶΜͰɺΑΓࣸ
࣮తͳݹయओٛͱճ͠ؼ·͢ɻ൩ʹͦΕΒΛ౷߹ͯ͠ ɺॊΒ͔ͳޫͷඳࣸͱྔײΛ
ซͤͬͨಠࣗͷڥͨͲΓண ·͖͠ ͨɻ���� ͝Ζ͔ΒϦϚνྍཆͷͨΊೆͷ
ʹʑ͠ࡏɺ���� ΧʔχϡʹҠॅ͠·͠ ͨɻബ͍ֆͷ۩ΛృΓॏͶͨ๕॰ͳ৭࠼Ͱɺ
ೆͷ໌Δ͍ཅޫ৺Α͍ۭؾΛ༨͢ ͱ͜ͳ͘ ͑ͯ ͍·͢ɻ油彩・キャンバス／ 250mm× 360mm／ 1912

Χʔχϡ෩ܠ
1JFSSF�"VHVTUF�3FOPJS

ピエール・オーギュスト・ルノワール
（Pierre-Auguste Renoir）  1841-1919

1841 年フランス、リモージュの仕立屋
に生まれる。1854年陶器の絵付け師の
見習いとなる。1862年国立美術学校エ
コール・デ・ボザールに入学、シャルル・
グレールの画塾に学び、モネ、シスレー
らと出会う。1864 年以降サロン（官展）
に入選と落選を繰り返す。1874 年の第
一回展から印象派の中心メンバーとし
て活躍した。その後は再びサロンにも
出品し、徐々に評価を高めて成功した。
晩年は南仏カーニュに移住。


