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中村彜「自画像」（制作年不詳）



冨田溪仙　TOMITA Keisen, 1879-1936
①自画像
　Self-portrait
　制作年不詳
　紙本墨画　ink on paper
　24.7×22.8
　� 　1-B-95

マックス・ベックマン
Max BECKMANN, 1884-1950
②呼び込み（自画像）（「年の市」Ⅰ）
　The Barker (Self-Portrait) (from "Jahrmarkt")
　1922年
　ドライポイント・紙　drypoint on paper
　33.6×25.8
 　3-E-652

ケーテ・コルヴィッツ
Kaethe KOLLWITS, 1867-1945
③横顔の自画像
　Self-portlait in profile
　1927年
　リトグラフ・紙　lithograph on paper
　32.2×29.4
　西本コレクション� 　16-E-724

レオナール・フジタ（藤田嗣治）
Leonard FOUJITA （FUJITA Tsuguharu）, 1886-1968
④自画像
　Self-portrait
　1928年
　鉛筆・紙　pencil on paper
　29.0×20.6
　大森政氏寄贈� 　3-D-34

村山槐多　MURAYAMA Kaita, 1896-1919
⑤自画像
　Self-portrait
　1915年
　木炭・紙　charcoal on paper
　36.7×19.4
 　2-D-5

藤野一友　FUJINO Kazutomo, 1928-1980
⑥自画像
　Self-portrait
　1951年
　木炭・紙　Charcoal on paper
　36.2×25.2
　藤野一枝氏寄贈 　2-D-47

中村彝　NAKAMURA Tsune, 1887-1924
⑦自画像
　Self-portrait
　制作年不詳
　油彩・画布（板に貼付）
　oil on canvas （mounted on board）
　直径26.0
　太田コレクション� 　7-A-32

クロード・ワイズバッシュ　
Claude WEISBUSH 1927-
⑧自画像
　Self-portrait
　制作年不詳
　油彩・画布　oil on canvas
　85.5×68.2
　西本コレクション� 　16-A-112

平野 　HIRANO Ryo, 1927-1992
⑨自像
　Self-portrait
　1970年
　油彩・画布　oil on canvas
　53.1×45.7
　西本コレクション� 　16-A-14

筧忠治　KAKEHI Chuji, 1908-2004
⑩自画像16
　Self-portrait 16
　1930年
　インク・紙　ink on paper
　41.9×33.9
　西本コレクション� 　16-D-17

ホルスト・ヤンセン
Horst JANSSEN, 1920-1995
⑪自画像、1980
　Self-portrait, 1980
　1980年
　エッチング、アクアチント・紙
　etching and aquatint on paper
　19.4×19.9
　西本コレクション� 　16-E-723

フランシス・ベーコン
Francis BACON, 1909-1992
⑫自画像の習作
　Study for Self-portrait
　1973年
　リトグラフ・紙　lithograph on paper
　85.3×63.5
 　3-E-2

出品作品リスト

記載は作家名（和・英）生（没）年、
作品タイトル（和・英）、制作年、
技法（和・英）。寸法（縦×横ま
たは直径cm）、寄贈者名、当館分
類番号の順。

　西洋における自画像は、実は1400年頃に起源があるといわれ意外と歴史が浅いものであると考えられています。初期の自画像
は宗教画や群衆の一部として描かれることが大半でした。それが時代を経て、自らを物語の登場人物に投影したり、人体の研究
対象として己を見つめたり、あるいは商品として注文されたり、自画像を描く行為は様々な様相へと展開していきます。日本の
場合、歴史はさらに浅く本格的な自画像は明治以降とされています。現代となると、顔の形状を留めていない自画像が続々と出
現し、自我の霧散もしくは崩壊すら感じさせられてしまいます。今回は福岡市美術館が所蔵する自画像のうち、近現代作品17点
を特集いたします。自画像とは何でしょうか？作品と向き合い、皆様がそんな疑問を持たれましたら幸いです。�

は じ め に



藤浩志　FUJI Hiroshi, 1960-
⑬コップの中の自画像 
　Self-portrait in the glass
　1987年
　鉛筆、色鉛筆・紙
　37.7×28.1
　藤浩志氏寄贈� 　1-D-430

草間彌生　KUSAMA Yayoi, 1929-
⑭自画像
　Self-portrait
　1986年
　シルクスクリーン・紙
　silkscreen on paper
　53.0×45.0
 　2-E-718

尾花成春　OBANA Shigeharu, 1926-
⑮自画像
　Self-portrait
　1958年
　アスファルト・板　asphalt on board
　40.5×32.4
　尾花成春氏寄贈� 　1-A-403

ラースロ・モホリ＝ナギ
Laszlo MOHOLY-NAGY, 1895-1946
⑯自画像 
　Self-portrait
　1926年（プリント　1973年）
　フォトリプロダクション、ゼラチンシルバ
ープリント

　photoreproduction, gelatin silver print
　23.8×17.0
 　3-F-13

⑰ラースロとルシア・モホリ、二重のポート
レート

　Laszlo and Lucia Moholy, Double Portrait
　1923年（プリント　1973年）
　フォトリプロダクション、ゼラチンシルバ
ープリント

　photoreproduction, gelatin silver print
　35.0×27.7
 　3-F-3

作 家 略 歴

日本作家、海外作家の順で五十音
順。

尾花成春
1926年福岡県浮羽郡に生まれる。1950年から自由美術展に出品。1954年より福岡県美術協会会員。
1957－65年九州派に参加。1967年「九州・現代美術の動向展」に出品。1981年福岡画廊で個展。
1988年「イメージの風土学」展（福岡県立美術館）に出品。筑後平野の風土性を探求する絵画や
オブジェ作品を制作。

筧　忠治
1908年愛知県に生まれる。松下春雄主宰の洋画研究所や名古屋洋画研究所で学ぶ。1927年同研
究所を辞め、名古屋気象台勤務の傍ら独学で制作。1970年初個展。1974年頃より銅版画を始め、
1998年刈谷市美術館で個展。2000年名古屋市芸術特賞受賞。ルネサンスの巨匠や奈良時代の仏像
に傾倒、自画像や猫の像に独自の境地を開く。2004年名古屋市で死去。

草間彌生
1929年長野県に生まれる。京都市立美術工芸学校卒業。1957年渡米。1959年、ニューヨークで個展。
1986年、「前衛美術の日本」展（ポンピドゥセンター）に出品。1987年に北九州市立美術館で回顧展。
1993年、ヴェネチア・ビエンナーレに日本代表として出品。2011年レイナ・ソフィア美術館、ポ
ンピドゥ・センター、テート・モダン、ホイットニー美術館で巡回展。性や食物にたいする強迫
観念を、空間に網目が増殖する絵画やソフトスカルプチュアで表現し続ける。

冨田溪仙
1879年福岡市に生まれる。初め狩野派を学び、のちに京都で四条派の都路華香に師事。1912年、
第6回文展に初入選、横山大観に認められる。1915年、第1回再興日本美術院展に出品、院友となり、
翌年同人となる。洒脱で清新な画風によって近代日本画史に異彩を放つ。1936年京都市で死去。

中村　彜
1887年茨城県水戸市に生まれる。白馬会研究所に入り黒田清輝に師事。翌年、太平洋画会研究所
に移り中村不折や満谷国四郎に師事。明治42年文展に初入選。同44年には「女」で三等賞を受
賞、新宿中村屋裏のアトリエに移住。第10回文展で特選。大正5年下落合にアトリエを新築し制作。
代表作は「エロシェンコ氏の像」（重要文化財）。1924年新宿区下落合の自宅で死去。

平野　
1927年大分県に生まれる。1949年第13回新制作展に初入選。1951年第15回自由美術家協会展に出
品、以後長く同展に出品。1957年第一回個展。1964年自由美術家協会を退会し、主体美術協会の
創立会員となる。1987年西日本文化賞受賞。人間精神の内奥を見つめ、制度の高い技術に基づく
人間像描写に秀でる。1992年北九州市で死去。
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藤野一友
1928年東京に生まれる。1948年慶応大学文学部を中退し、画家になる決心をする。1951年二科展
に初入選、1964年二科会員に推挙される。ダリに強い影響を受け超現実主義的な作風で、幻想的
なエロスの世界を追求。1971年現代の幻想絵画展に「抽象的な籠」を出品。1980年東京都で死去。

藤　浩志
1960年鹿児島県に生まれる。京都市立芸術大学大学院修了。1986年から88年まで海外青年協力隊
としてパプアニューギニアに滞在。「第4回アジア美術展」（福岡市美術館）出品、ワークショッ
プ参加。蛙や犬のオブジェを用いて、身の回りの出来事を自らのかかわりに即してユーモラスに
物語る作家。

村山槐多
1896年横浜に生まれる。1914年京都府立第一中学校卒業。同年第一回二科展に出品、翌年第一回・
第二回日本美術院試作展に出品し美術院賞受賞。1917年、同展にて美術院賞受賞後、院友となる。
初め文芸作品を発表し、大正初期には院展に出品して特異な画風を示して注目され、空想的で色
調や構図に強い個性を示した。1919年東京都で死去。

クロード・ワイズバッシュ
1927年フランスに生まれる。ナンシー国立美術学校に学ぶ。パリ青年ビエンナーレ、サロン・ド
ートンヌに出品し、時代の証人展には４年連続出品。1961年、クリティック賞受賞。すぐれたデ
ッサンを生かした即興的な画風の作品を得意とする。音楽家をテーマとした作品で知られ、孤独
な人間像が沈んだ色調で描かれる。

ケーテ・コルヴィッツ
1867年旧東プロシア（現・ロシア連邦）に生まれる。1893年ハウプトラウプの戯曲に想を得た石
版画『織工の蜂起』で注目され、ドイツ表現主義の代表的版画家となる。1919年プロイセン芸術
アカデミー初の女性会員となるが、ナチスの弾圧を受ける社会的弱者や戦争の悲惨さに目を向け
た作品は、米国や中国、日本にも大きな影響を与えた。1945年死去。

マックス・ベックマン
1884年ドイツに生まれる。1900年よりワイマールの美術学校で学び、1906年ローマ賞受賞、フィ
レンツェに留学。印象派風の絵画で名声を得ていたが、第一次世界大戦の従軍を機に作風を変化。
黒い輪郭線とデフォルメの表現によって都市と人間の姿を浮き彫りにした。1937年ナチスにより
退廃芸術家とみなされ、アムステルダムに亡命。1947年米国に移住。1950年ニューヨークで死去。

フランシス・ベーコン
1909年アイルランドに生まれる。1934年ロンドンのサンダーランド・ハウスで初個展。1945年ロ
ンドンのルフェーヴル・ギャラリーで『キリスト磔刑図のための3つの習作』を発表。1949年「頭
部」シリーズの制作を始め、ロンドンのハノーヴァー画廊で個展。1950年から王立芸術大学で後
進を指導。1954年ヴェネチア・ビエンナーレに出品。1992年マドリードで死去。

ホルスト・ヤンセン
1920年ドイツの画家、版画家。ハンブルクに生まれる。1946年、ハンブルク州立美術学校に入学。
1957年、初の個展を開催。1965年、ケストナー協会の企画で大規模な巡回個展を開く。デッサン
と各種版画を手掛ける。暗い画面に、デフォルメされた自画像、人物、風景を緻密に描き、人生
の暗部を示唆する。1995年オルデンブルグで死去。

ラースロ・モホリ＝ナギ
1895年ハンガリーに生まれる。ブダペスト大学で法律を学ぶ。1923年、バウハウスの教授に就任。
1937年渡米し、シカゴのニュー・バウハウス及びデザイン研究所で教える。構成主義やダダの影
響を受けながら、写真・映画・デザインなどの芸術の新分野で光や運動の表現を探求した。1946
年シカゴで死去。

レオナール・フジタ（藤田嗣治）
1886年東京都に生まれる。1905年東京美術学校に入学。1913年渡仏。1919年サロン・ドートン
ヌ会員となる。1955年フランス国籍を取る。1957年レジオン・ドヌール勲章を受章。エコール・
ド・パリの一員として活躍した国際作家。「すばらしい白の地」と官能的な女性表現で知られる。
1968年チューリッヒで死去。


