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2021 年 7 月 3 日（土）～8 月 30 日（月）島根県立石見美術館
2021 年 9 月 11 日（土）～11 月 14 日（日）たばこと塩の博物館
2021 年 11 月 23 日（火・祝）～2022 年 1 月 30 日（日）三重県立美術館
2022 年 4 月 15 日（金）～6 月 12 日（日）福岡県立美術館
2022 年 11 月 19 日（土）～2023 年 1 月 29 日（日）静岡市美術館
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■開催趣旨
日本のモダンデザインのパイオニアとして高く評価される
杉浦非水（1876～1965）の全容を紹介する展覧会を開催し
ます。
愛媛県松山市に生まれた非水は、東京美術学校入学後は
円山派の川端玉章に師事して日本画を学んでいましたが、同
時に洋画家・黒田清輝の知遇を受け、やがて黒田がもたらした
アール・ヌーヴォー様式の図案に魅せられたことで、図案家としての

大正３年

三越呉服店図案部にて

歩みを進めます。
明治 41 年（1908）に三越呉服店に入社した非水は図案部初代主任をつとめ、昭和 9 年
(1934)に退社するまで 27 年にわたって同店の看板デザイナーとして活躍します。三越以外
にも、非水の単なる「宣伝」の枠を超えた図案家としての幅広い活動から生み出された作品
の数々は、現在でいう「グラフィックデザイン」の原点といえるでしょう。
非水の故郷、松山にある愛媛県美術館には、ポスター、装丁、雑誌表紙、パッケージデザ
イン、図案集といった代表的な作品をはじめ、彼の創作の背景を知るためのスケッチ、写真、
遺愛の品々なども含めて 7,000 件に及ぶコレクションが所蔵されています。
本展覧会は、非水の故郷・愛媛県美術館のコレクションを中心に、初公開の作品も含めた
約 300 件の作品で生涯にわたる非水の仕事を年代順にたどることで、改めて彼の遺した今
も色あせない魅力的な仕事と、近代日本のデザイン史に刻んだ意義を考えようとするもの
です。
■みどころ
①日本で最初のグラフィックデザイナー、全国初の巡回展
日本のモダンデザインのパイオニアとして知られる杉浦非水。全国で開催する巡回展は、
今回が初めてです。
②初期から晩年までの代表作が勢ぞろい！非水を知る入門編にして決定版
ポスター、装丁、雑誌表紙、パッケージデザイン、図案集などの代表作はもちろん、彼の
創作の背景を知るためのスケッチ、写真、遺愛の品々もご紹介。東京美術学校時代の作品
から晩年のデザインまで、初公開を含む約 300 件で、非水の仕事をたどります。

③今でも色褪せない、普遍的なデザインの魅力
三越、カルピス、ヤマサ醤油･･･企業から絶大な信頼を得て、非水は人々の記憶に残る
多くのデザインを生み出しました。写生に立脚したたしかな「線」や、ポップでカラフ
ルな「色使い」など、非水の遺したデザインは今も色褪せることなく私たちを魅了しま
す。
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■展覧会構成
第１章

図案との出会い

元は東京美術学校（現・東京藝術大学）で日本画を学んでいた非
水でしたが、黒田清輝がもたらしたアール・ヌーヴォー様式の装
飾資料に魅せられて「図案家」としての道を歩み始めます。本章
では、非水に影響を与えた黒田や友人らとの交流を紹介するほ
か、非水の活動の原点である若き日の足跡をたどります。

（上）中澤弘光《非水像》1901 年、東京国立近代美術館
《日本画科写生教室

五月三日》1897-1901 年、愛媛県美術館

（下）《画帖〔島根時代〕》1904-05 年、愛媛県美術館

第２章 図案の開拓者
「非水の三越か、三越の非水か」

1908 年に三越呉服店に入店、図案部主任として、1934
年まで 27 年間にわたって、同店のポスター・ＰＲ
誌表紙など様々なデザインを一手に担当しました。
また、三越以外の企業デザインや多くの装丁・雑誌
表紙なども手がけました。本章では、図案家として
の地位を固めていく明治後期から大正期にかけて
の仕事を見ていきます。

（左から）
《三越呉服店

春の新柄陳列会》1914 年／『ツーリスト』第十八号 1916 年／菊池幽芳著『百合子』上・中・下 1913 年
すべて愛媛県美術館蔵
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自然に学ぶ 写生と図案

「図案は自然の教導から出発して個性の匂ひに立脚せねばならぬ」
（
『非水の図案』巻頭言、1916 年）と説いた非水は、独創的な図案は
自然を真摯に見つめてこそ生まれるという信念を持ち、終生自然か
ら学び取る態度を崩しませんでした。本章では、非水の創作活動の
根幹ともいえる「写生」に注目します。近年注目を集める、非水が撮
影した写真や無声フィルムも紹介します。

《土管の雪》1934 年、愛媛県美術館

（左から）
『非水百花譜』
（大正版）1920-22 年、
島根県立石見美術館／『非水百花譜』
（昭和版）
1929-34 年、愛媛県美術館／『非水一般応用図
案集』1921 年、愛媛県美術館

第４章

非水が目指したもの、のこしたもの
1922 年、46 歳にして初めてヨーロッパの地を踏んだ非水の作風
は、帰国後、それまでの和洋混交の優美なスタイルから、より明
快で大胆、シャープなものへと新たに展開します。また、デザイ
ンの価値と存在意義の向上を唱えるなど、教育者の立場へと移
行していきました。
最後の章では、明治・大正・昭和という
３つの時代を生きた、グラフィックデザ
インのパイオニアが何を目指し、何をの
こそうとしたのかに迫ります。

（左から）《滋快美味滋強飲料

カルピス》1926 年／《ヤマサ醬油》1920 年代／『非水創作図案集』1926 年
すべて愛媛県美術館蔵
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■開催概要
展覧会名：杉浦非水 時代をひらくデザイン
会期・会場：
【島根展】会期＝2021 年 7 月 3 日（土）～8 月 30 日（月）
会場＝島根県立石見美術館
（島根県益田市有明町 5-15 島根県芸術文化センター「グラントワ」内）
http://www.grandtoit.jp/museum/
主催＝島根県立石見美術館、しまね文化振興財団、毎日新聞社、BSS 山陰放送
【東京展】会期＝2021 年 9 月 11 日（土）～11 月 14 日（日）
会場＝たばこと塩の博物館（東京都墨田区横川 1-16-3）
https://www.tabashio.jp/
主催＝たばこと塩の博物館、毎日新聞社
【三重展】会期＝2021 年 11 月 23 日（火・祝）～2022 年 1 月 30 日（日）
会場＝三重県立美術館（三重県津市大谷町 11）
https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/index.shtm
主催＝三重県立美術館、毎日新聞社
【福岡展】会期＝2022 年 4 月 15 日（金）～6 月 12 日（日）
会場＝福岡県立美術館（福岡市中央区天神 5-2-1）
https://fukuoka-kenbi.jp/
主催＝福岡県立美術館、九州朝日放送、西日本新聞社
企画制作＝毎日新聞社
【静岡展】会期＝2022 年 11 月 19 日（土）～23 年 1 月 29 日（日）
会場＝静岡市美術館（静岡市葵区紺屋町 17-1 葵タワー3F）
https://shizubi.jp/
主催＝静岡市、静岡市美術館

指定管理者（公財）静岡市文化振興財団、

静岡第一テレビ
共催＝毎日新聞社
協

賛：ニューカラー写真印刷株式会社

特別協力：株式会社三越伊勢丹ホールディングス、東京国立近代美術館
企画協力：愛媛県美術館
展覧会公式サイト：http://sugiurahisui.jp/
展覧会公式ツイッター：@hisui_koushiki
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■各会場広報お問い合わせ先
各会場の詳細については、開催館にお問い合わせください。
島根県立石見美術館 TEL：0856-31-1860 MAIL：zaidan@grandtoit.jp
たばこと塩の博物館 TEL：03-3622-8801 MAIL：horochi@tsmuseum.jp（担当 袰地）
三重県立美術館

TEL：059-227-2100

MAIL：kosoy00@pref.mie.lg.jp（担当 髙曽）

福岡県立美術館

TEL：092-715-3551 MAIL：fpart-f@lime.ocn.ne.jp

静岡市美術館

TEL：054-273-1515 MAIL：info@shizubi.jp

