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相模原市収蔵美術品展2018 
 

【内 容】  相模原市では、多彩な市民文化活動や文化を身近に感じる環境づくりの推

進、さらに、市民が誇れる文化の継承を目的に、様々な文化活動に取り組ん

でおり、その一環として、絵画や彫刻・写真など、本市ゆかりの作家の優れ

た美術品の収集を行っています。 

これまでは、相模原駅ビル内の市民ギャラリーを中心に展示してきました

が、今回初めて、南区相模大野にあるユニコムプラザさがみはらで開催する

ことにより、より多くの市民に芸術鑑賞の機会を提供するものです。 

本展では、「北方ロマンの雄」と謳われた岩橋英遠の代表作「北の海」 
（陽）と（氷）の二部作、「スーパーリアリズム絵画」の第一人者・上田薫

の人気作「なま玉子Ｑ」をはじめ、十人の作家による魅力的な絵画を一堂

にご覧いただけます。 
 

【会 期】  平成30年７月７日（土）～７月２９日（日） 〔実質２３日間〕 

午前１０時～午後６時まで      （会期中の休館日はなし） 

 

【会 場】  ユニコムプラザさがみはら マルチスペース 

       （相模原市南区相模大野３-３-２ bono３Ｆ） 

 

【展示作品】 １８点 （別紙のとおり） 

 

【関連事業】 ギャラリートーク 

〔期 日〕 ７月７日（土）  午後２時～３時（予定） 

〔会 場〕 展示会場内 

〔登壇者〕 現代美術家・上條陽子 （進行役：担当学芸員） 

〔内 容〕 出品作家でもある現代美術家・上條陽子さん（南区在住） 

が、その画業や作品の制作意図などについて語る。 

〔参加〕  当日会場先着３０名   参加無料 

 

【その他】   観覧無料 

 

【備 考】  現在の収蔵作品数は、絵画・彫刻など87点（絵画81点・彫刻６点）、

写真3,129点（江成常夫作品1,817点・フォトシティ関連作品1,312点）。

そのほか342点（小作品・スケッチなど） 

 

 



★  本展の見どころ ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈北の海（陽）〉             〈北の海（氷）〉 

 

本展では、文化勲章受賞の日本画家・岩橋英遠の代表作「北の海（陽）」と「北の

海（氷）」を紹介します（「陽」「氷」ともに「ひ」と読みます） 

岩橋英遠（いわはし えいえん）（1903～1999）は、北海道の屯田兵の家に生まれ、過

酷な自然環境の中で育ち、20歳の時に画家を目指して上京。大変な苦労の末に院展（日

本美術院）の画家として頭角を現し、東京藝術大学の教授まで務めます。 

岩橋作品の多くは北海道の自然をイメ－ジさせるものが多く、この対の作品「北の

海」も北海道の東端・標津町の海をモチーフとしたものです。 

オホーツクの海を真っ赤に染める夏の朝焼け、流氷が流れる冬の夕暮れ。自然が織

りなす雄大な景色に対し、敬意と畏怖を感じさせるこの作品は、“北方ロマンの雄”

と謳われた英遠の魅力を十分に引き出す秀作といえます。 

数ある岩橋作品の中でもひときわ人気の高いこの作品。本展ではまずはこの作品を

楽しんでいただきます。 

 

上田薫（うえだ かおる）（1928年～）のこの作品 

をどこかでご覧になった方も多いかと思われます。 

この〈なま玉子Ｑ〉は、中学校の美術の教科書で 

一躍有名になりました。作者の上田薫は“写真の 

ような絵画”と形容される「スーパーリアリズム 

絵画」の第一人者。人間の網膜に映りながらも記 

憶に残らない一瞬をリアルに再現する作品で知ら 

れています。  

子どもから大人までとても人気のあるこの作品。 

この機会にその“本物”をご覧いただけます。 

〈なま玉子Q〉 

 

問い合わせ 

市民ギャラリー 【担当】柳川  

☎ ０４２（７７６）１２６２ 

 



相模原市収蔵美術品展2018　出品作品一覧

 番号   作 家 名    作 品 名   寸 法（ｃｍ） 制作年

1 山本 松枝 菜園 156×180 1979

2 吊り鉢を持つ 121×73 1983

3 吉村 誠司 竹富島の夜 65.3×50.1 2007

4 日本画 季節風 65.3×50.1 2007 山本松枝〈菜園〉 〃〈吊り鉢を持つ〉 吉村誠司〈竹富島の夜〉 　　〃〈季節風〉

5 北の海（陽） 120.3×180.5 1980

6 北の海（氷） 120.3×180.5 1980

7 岩橋 英遠 飛泉羽衣 72.5× 52.5 不詳

8 春土 55×70 1963 岩橋英遠〈北の海（陽）〉 　　〃〈北の海（氷）〉 　　　〃〈飛泉羽衣〉 　　〃〈春土〉

9 鎮西之雄　菊池武時 69×64 不詳 　

10 岩中 徳次郎 Work81-27B 123.5×100 1981

11 相吉沢　久 公園通り 97×130.3 1977

12 遠藤 原三 旅立ち 112×145.5 1983

13 洋　画 成田 禎介 河口の港 97×162 1982 岩橋英遠〈鎮西之雄〉 岩中徳次郎〈Work81-27B〉 相吉沢久〈公園通り〉 　遠藤原三〈旅立ち〉

14 遠藤 彰子 都会 193.1×259.1 1981

15 上田　薫 なま玉子Q 162.1×130.3 1981

16 くつ１ 109×158 1992

17 上條 陽子 くつ２ 79×109 1992 成田禎介〈河口の港〉 　　　遠藤彰子〈都会〉        上田薫〈なま玉子Q〉

18 くつ３ 79×109 1992

   上條陽子〈くつ １〉 　　　　　〃〈くつ ２〉 〃〈くつ ３〉
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