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絵　画 彫　刻 デザイン 写　真

2015 9月2日（水）～9月14日（月） 休館日：9月8日（火）
午前10時～午後6時（入場は午後5時30分まで）
金曜日は午後8時まで（入場は午後7時30分まで）
最終日は午後2時終了（入場は午後1時まで）

主 催：公益社団法人 二 科 会
後 援：文 化 庁
　　　東 京 都
　　　NHK厚生文化事業団

六本木国立新美術館

第100回
記 念

100TH MEMORIAL NIKA ART EXHIBITION 2015



◁写真部
　二科賞
　山出一成

◁彫刻部
　彫刻の森美術館奨励賞
　稲葉　朗

デザイン部▷
A部門 ポスター大賞  

所　正泰  

絵画部▷
二科賞  

村山成夫  

第99回二科展受賞作品

　二科会は1914年（大正3年）文展（文部省美術展）の洋画部に対して新進作家たちが「第二科」の新設を働きかけたが実現
できなかったことに伴い、有志が集い日本洋画の革新をめざして結成されたことに始まります。
　20世紀の初頭からわが国、洋画界の先駆けとして「流派にとらわれず、新しい価値を尊重し、創造者の制作上の自由を擁護
する」ことを信条に約1世紀におよぶ歩みを続けてまいりました。
　この間、常に時代の新傾向を吸収し、洋画界の黎明期から多くの著名な芸術家を輩出してきました。
　二科会の活動に参加した主な作家は、安井曾太郎、熊谷守一、東郷青児、岸田劉生、梅原龍三郎、小出樽重、中川一政、林武、
佐伯祐三、宮本三郎、岡田謙三、藤田嗣治、岡本太郎など、また海外からはジェレニェフスキー、マチス、ドラン、ピカソ、デュフィ、
ブラック、モネ、ヴァン・ドンゲン、ヴィヤール、ボナール、ブールデル、ザッキン、ゴヤ、ルオー、ロダン、モディリアーニ、など多彩
な顔ぶれが出品した歴史があります。
　本年は、国立新美術館において第100回記念二科展を開催いたします。その記念として二科100年史などの出版物の刊行や
特別展示、講演会等のイベントを予定しています。また二科の100年を一覧できる「伝説の洋画家たち 二科100年展」を東京
都美術館（7月18日～9月6日）、大阪市立美術館（9月12日～11月1日）および福岡の石橋美術館（11月7日～12月27日）で開催いたします。

堀内正和「D氏の骨ぬきサイコロ」大沢昌助「鳥」

二科展の歩みと現在

4部門会員有志コラボ展示

二科展をもっと楽しんでいただくために

ナイトミュージアム

講演会

ミニコンサート

チヤリティー

9月4日、11日の金曜日は夜8時まで開館しています。
お仕事帰りにもゆっくり鑑賞していただけます。野外展示場はライトアッ
プされ、昼間とは違う表情で作品が浮かび上がります。

講師として石橋美術館 伊藤絵里子学芸員をお迎えして東京都美術館で
同時開催の「伝説の洋画家たち 二科100年展」の紹介や二科展の歴史
の回顧を、こぼれ話やエピソードを交えて語ります。

クラリネットオリジナル曲をはじめ、ジャズや映画音楽、ピアノ小品、室内
楽曲、オーケストラ曲など幅広いレパートリーから第100回記念二科展

にふさわしい楽曲をセレ
クトし演奏していただき
ます。金曜日の夜のミニ
コンサートをお楽しみく
ださい。

1Ｆの二科ショップでは絵画部、彫刻部、デザイン部、写真部による小作品
のチャリティーコーナーを設けています。この純益は、ＮＨＫ厚生文化事
業団、被災地へ義援金として寄付いたします。

ギヤラリートーク

絵画部のギャラリートークは会期中４回開催。来年は二科展に出品して
みたい方に入選できるためのHow to等を含めたトークを行います。
また、会員がそれぞれ選んだ作品を判りやすく解説します。なかなか聞け
ない話も多く鑑賞の楽しみが増えます。

各イベントとも二科展入場券をお持ちの方は無料でお楽しみいただけます。

新 潟 展
　

東 海 展
　

大 阪 展

平成27年9月20日～9月29日
新潟県民会館（絵画・彫刻のみ）

平成27年10月6日～10月12日
愛知県美術館ギャラリー

平成27年10月27日～11月8日
大阪市立美術館

平成27年11月24日～12月6日
京都市美術館

平成28年1月5日～1月10日
広島県立美術館県民ギャラリー

平成28年3月11日～3月20日
鹿児島県歴史資料センター黎明館

京 都 展
　

広 島 展
　

鹿児島展

平成28年4月5日～4月17日
熊本県立美術館

平成28年4月19日～4月24日
福岡市美術館

熊 本 展
　

福 岡 展

■第100回記念二科展 巡回展

※巡回展日程は、変更になる場合があります。

（予定）

絵  画  部▷9月5日（土）・12日（土）・13日（日）　13：00～
　　　  　  9月6日（日）11：00～
彫  刻  部▷9月6日（日）15：00～
デザイン部▷9月6日（日）13：30～
写  真  部▷9月5日（土）13：30～ / 9月6日（日）10：30～

当日、各部の入り口にお集まりください

◉9月6日（日）13：00～14：00 ［場所：3階 講堂］
絵画部作品研究会

作品の前で出品者の質問を受けながら延べ46名の会員が行う合評形式
の研究会です。次へのステップアップに向けて是非ご参加下さい。

◉9月2日（水）12：00～14：00 ［集合：1A/2A/3A各展示室］

◉出演：ヴァン・ドゥ・ラ・ムジーク［Vent’de’la’musique］（音楽の風）
 　9月11日（金）18：00～
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100TH MEMORIAL NIKA ART EXHIBITION 2015

二科展は今年「第100回記念二科展」となります。
記念展の開催にあたり、戦後いちはやく再興され海外交流展・法人
化など、さまざまな改革がされてきました。日本近現代美術史におけ
る二科展の意義を世に提示すべく歴代理事長及び多大なる功績
を残された洋画家・彫刻家（21氏）の作品を特別展示いたします。

国立新美術館２階の休憩室Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄで、４部門の会員有志
によるコラボ展示が開催されます。
メインテーマは「あそび」。グループ参加による作品や、サブテーマ
「ネコ100態」によせて会員110名がイメージしたネコたちが大集合
します。きっとお気に入りのネコに出会えることでしょう。

EXHIBITIONSPECIAL

EXHIBITIONNIKA ART 

第100回記念二科展 特別展示

EVENTEVENT 彫刻部会員 島田紘一呂「ネコの作品群」（展示予定）
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　来年はあなたも二科展に出品してみませんか。作品を制作している
方、アーチストを目指している方など、新しい才能を求めています。
基本的に高校生以上の方ならどなたでも挑戦できます。
　作品は未発表のものに限ります。会期は毎年９月初旬に開催され、
絵画部・彫刻部の応募作品の搬入は８月中旬、デザイン部は７月下旬、
写真部は 3月初旬に受け付けています。なお、上記の通りそれぞれの
部により募集日程や出品規約、搬入場所が異なりますので募集要項な
どの詳細については下記の各事務局にお問い合せいただくか、二科会
各部のホームページ、または二科展ドットコムをご覧ください。

■お問い合せ

［絵画・彫刻］〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-15  レイフラット新宿501  公益社団法人二科会 事務局
　　　　　　　　　　 Tel.03-3354-6646　Fax.03-3354-4768　E-mail：nika@nika.or.jp　HP▶http://www.nika.or.jp/
　
［デザイン］ 〒104-0033 東京都中央区新川2-12-13  松下ビル6F （株）アド壱座内  一般社団法人二科会デザイン部 本部事務局「募集要項」係
　　　　　　　　　　 Tel.03-3297-0398　Fax.03-3297-0397　E-mail：office@nika-design.or.jp　HP▶http://www.nika-design.or.jp/
　
［写　　真］ 〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-20  ワルトハイム西麻布601  一般社団法人二科会写真部 事務局
　　　　　　　　　　 Tel.03-3470-8033　Fax.03-3470-8034　E-mail： info@nika-shashin.or.jp　HP▶http://www.nika-shashin.or.jp/

二科展▷詳細は二科展ドットコム ホームページをご覧ください http://www.nikaten.com

［絵画・彫刻］〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-15 レイフラット新宿501  Tel.03-3354-6646

［デ ザ イ ン］〒104-0033 東京都中央区新川2-12-13 松下ビル6F  （株）アド壱座内 Tel.03-3297-0398

［写　    真］〒106-0031 東京都港区西麻布1-4-20 ワルトハイム西麻布601  Tel.03-3470-8033

■入場料
　　　　　　　　　　当日　　　　前売　　　　団体(20名以上）
一　　　　般　　　 1.000　　　  800　　　　800

大学・高校生　    　　800　　　　600　　　　400　

中学生以下　　　　無 料

※障害者とその介護者 1名は無料です。

★あなたの作品を二科展に応募しませんか ！

■二科展のチケット、招待券をお持ちの方は二科展会期中に限り、国立新美術館企画展の
「アーティスト・ファイル 2015　隣の部屋̶̶日本と韓国の作家たち」を割引料金で
ご覧いただけます。他割引との併用はできません。

●チケットぴあ 0570-02-9999　コードNo.766-905
  チケットぴあのお店、セブン・イレブン（マルチコピー機）、サークルK・サン
  クス（カルワザステーション設置店）からも直接ご購入いただけます。

●公益社団法人二科会事務局　03-3354-6646

2015 9月2日（水）～9月14日（月） 休館日：9月8日（火）

絵画・彫刻・デザイン・写真

前売り券お取り扱い

［交通案内］
■東京メトロ千代田線
　乃木坂駅６出口より美術館に直結
■東京メトロ日比谷線
　六本木駅４a出口より徒歩約５分
■都営地下鉄大江戸線
　六本木駅７出口より徒歩約４分

六本木

国立新美術館
〒106-8558
東京都港区六本木7-22-2
（会期中）Tel.03-6812-9921

2015第100回記念
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チャレ
ンジ！！

二 科
 展

★このチラシ面全体をプリントしてチケット売り場にお渡しいただくと下記と同じ割引条件でご利用できます。
※ご注意！タブレット、スマートフォン等の画面表示での提示では割引の対象になりません。必ずこのチラシ面全体をプリントした紙面をお持ちください。
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