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Exhibition & Concert

10月23日から12月5日まで、本学大学美術館において、「明治
の彫塑　ラグーザと荻原碌山」展を開催いたします。
本展は、日本近代彫刻史において重要な役割を果たした2人の
作家に焦点を当てて、とくに明治期の彫塑技法に関するさまざ
まな問題を浮き彫りにしようという試みです。
イタリア人彫刻家ヴィンチェンツォ・ラグーザ（1841–1927）
は、明治9年に開校した工部美術学校に招かれ、日本に初めて西
洋彫刻を伝え、近代日本彫刻の基礎をつくりました。本展では、
ラグーザ芸術だけでなく工部美術学校での美術教育のあり方に
も注目していきます。
一方、荻
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（1879–1910）は、ラグーザの来日から30年を
隔てた明治後期、パリでロダンの《考える人》をみて彫刻家を
志しました。明治40年から没する明治43年までのわずかな活動

期間でしたが、日本の近代彫刻に新しい風をもたらしました。
2010年は碌山の没後100年にあたる記念の年となります。本展
では碌山の絶作《女》に焦点を当てて、石膏原型と複数のブロ
ンズ像との比較などを紹介いたします。

明治の彫塑 ラグーザと荻原碌山
第一部： ラグーザとその弟子たち
第二部： 没後100年 荻原碌山

展 覧 会 & 演 奏 会

情 報

Information 

展覧会スケジュール （2010年7月31日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

ポンピドー・センター所蔵作品展
シャガール―ロシア・アヴァンギャルドとの出会い
〜交錯する夢と前衛〜
　明治の彫塑　ラグーザと荻原碌山
第一部： ラグーザとその弟子たち　第二部： 没後100年　荻原碌山
　黙示録：デューラー／ルドン
　東京藝術大学大学院美術研究科博士審査展
　第59回東京藝術大学卒業・修了作品展
　　

GTS市民参加ワークショップ展
スカイツリーを描く絵画展
　Textile Connection（テキスタイル コネクション）
　東京藝術大学日本画第二研究室　素描展
　田中一幸教授退任展
　　

彫刻展示室（田中記念室）開室

大学美術館本館
7月3日（土）〜10月11日（月・祝）
　
　
　10月23日（土）〜 12月5日（日）

　　10月23日（土）〜 12月5日（日）
　12月12日（日）〜 12月24日（金）
　1月29日（土）〜 2月3日（木）
　　陳列館
10月6日（水）〜 10月11日（月・祝）
　
　10月19日（火）〜 11月7日（日）
　11月15日（月）〜 11月29日（月）
　12月9日（木）〜 12月23日（木・祝）
　　正木記念館　
10月26日（火）〜 11月7日（日）

入場料：一般1500円、高・大学生1000円（中学生以下は無料）
　
　
　入場料：一般600円、高・大学生400円（中学生以下は無料）

　　入場料：一般400円、高・大学生250円（中学生以下は無料）
　入場無料
　入場無料
　　

入場無料
　
　入場無料
　入場無料
　入場無料
　　　
入場無料

※ 開館時間は、10:00〜17:00（入館時間は16:30まで）。
　 ただし、月曜日が祝日の場合は開館し、翌日に休館することがあります。
　 なお、展覧会によっては、開館時間及び休館日が異なる場合がございますので、
　 その都度ご確認ください。

※ 展覧会の名称・会期については、変更することがございます。

※ 本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

※ 展覧会についてのお問い合わせ先
　 ● ハローダイヤル　　TEL：03-5777-8600
　 ● 大学美術館　　　　TEL：050-5525-2200

※ 展覧会の紹介は、下記ウェブサイトでご覧になれます。
　 http://www.geidai.ac.jp/museum/

右：ラグーザ《日本婦人》1880（明治13）年 東京藝術大学所蔵
左：荻原碌山《文覚》1908（明治41）年 東京国立近代美術館所蔵
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Exhibition & Concert

木曜日の午前11時から奏楽堂にて約1時間にわたりモーニン
グコンサートが開催されています。
年間13回開催されるこのコンサートは、約40年前から継続し
て行われており、各科から選抜された優秀な学生が、プロフェッ
ショナルオーケストラである藝大フィルハーモニアと共演、ソ
リストを務め、また、作曲した管弦楽作品を初演するという学
生が主役のコンサートとなっています。
現在の奏楽堂で行われるようになった1999年度以降、年を追
うごとに多くの来場者に足を運んでいただくようになり、近年
は満席となる回が増えています。

モーニングコンサート

※ 詳細につきましては、9月末発行予定の
　 「平成22年度コンサート・スケジュール〈後期版〉」をご覧ください。

※ 演奏会の曲目、開演時間等の詳細については、
　 決定次第、大学ホームページで発表いたします。
　 http://www.geidai.ac.jp/

※ 本学には駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

※ スケジュール・曲目・出演者等は都合により
　 変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※ チケットの取り扱い
　 ● 藝大アートプラザ　　　　　　　TEL：050-5525-2102 
　 ● ヴォートル・チケットセンター　TEL：03-5355-1280 
　 ● チケットぴあ　　　　　　　　　TEL：0570-02-9999
　 （一部携帯電話・PHS・IP電話はご利用いただくことができません。） 

　 ● 東京文化会館チケットサービス　TEL：03-5685-0650

※ 「学内演奏会」の日程については、次の番号へお問い合わせください。
　 ● 音楽学部教務係　　　　　　　   TEL：050-5525-2309

※ 演奏会についてのお問い合わせ先
　 ● 演奏藝術センター　　　　　　　TEL：050-5525-2300
　 ● 音楽学部附属音楽高等学校　　　TEL：050-5525-2406

アジア音楽祭2010 in 東京 
オープニングセレモニー＆オーケストラ・コンサート1
アジア音楽祭2010 in 東京 藝大21 藝大とあそぼう2010
 「アジアの子どもサミット」邦楽器による子どものためのコンサート
藝大オペラ定期 第56回 「イル・カンピエッロ（小広場）」　第1日
藝大オペラ定期 第56回 「イル・カンピエッロ（小広場）」　第2日
東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校 第22回定期
藝大プロジェクト2010 藝大フィルハーモニア定期（藝大定期第341回）
学生オーケストラ　プロムナード・コンサート2
ハイドン・シリーズ　室内オーケストラ演奏会
藝大プロジェクト2010 うたシリーズX-2
藝大プロジェクト2010 ピアノシリーズ第1回「凜」
―天才たちの青春　（ショパン・シューマン・リスト）
藝大学生オーケストラ定期 第43回（藝大定期第342回）
ハイドン・シリーズ　室内楽演奏会
藝大プロジェクト2010　藝大フィルハーモニア・合唱定期（藝大定期第343回）
学長と語ろうⅧ　ゲスト：片岡鶴太郎（俳優・画家）
藝大定期 吹奏楽 第76回
藝大プロジェクト2010 ピアノシリーズ第2回「技」 
―ヴィルトゥオジティとフォルムの邂逅　（ショパン・シューマン・リスト）
弦楽シリーズ　音楽に息づく詩
邦楽定期演奏会　第77回
藝大プロジェクト2010 ピアノシリーズ第3回「舞」
―躍動するピアニズム　（ショパン・シューマン・リスト）
藝大プロジェクト2010 ピアノシリーズ第4回「空」
―永遠なる高みへ　（ショパン・シューマン・リスト）
藝大プロジェクト2010 ピアノシリーズ第5回「響」
ピアノとオーケストラのための作品　（ショパン・シューマン・リスト）
藝大定期 室内楽　第37回 第1日
藝大定期 室内楽　第37回 第2日
東京藝大チェンバーオーケストラ 第16回定期
管打楽器シリーズⅡ
藝大21　第6回奏楽堂企画学内公募演奏会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モーニングコンサート

10月  1日（金）

10月  2日（土）

10月  9日（土）
10月10日（日）
10月16日（土）
10月22日（金）
10月29日（金）
11月  6日（土）
11月  7日（日）
11月  9日（火）

11月12日（金）
11月14日（日）
11月19日（金）
11月20日（土）
11月23日（火・祝）
11月27日（土）

11月28日（日）
12月  1日（水）
12月18日（土）

12月25日（土）

  1月10日（月・祝）

  2月  5日（土）
  2月  6日（日）
  2月13日（日）
  2月19日（土）
  3月19日（土）
11月11日、25日、2011年2月10日、17日（いずれも木曜日）

18:00開演

15:00開演

14:00開演
14:00開演
14:30開演
19:00開演
11:00開演
16:00開演
15:00開演
19:00開演

19:00開演
15:00開演
19:00開演
15:00開演
14:00開演
15:00開演

15:00開演
17:30開演
15:00開演

15:00開演

15:00開演

15:00開演
15:00開演
15:00開演
15:00開演
15:00開演
11:00開演

2000円

1000円（高校生以上）
500円（小中学生）
3000円
3000円
無料（事前申込制）
2000円
無料
2000円
2000円
2000円

1500円
2000円
2000円
無料（事前申込制）　
1500円
2000円

2000円
2000円
2000円

2000円

2000円

1500円
1500円
1500円
2000円
無料
無料（要整理券）

自由席

自由席

指定席
指定席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席
自由席

自由席
自由席
自由席
指定席
自由席
自由席

自由席
自由席
自由席

自由席

自由席

自由席
自由席
自由席
自由席　
自由席
自由席　

演奏会スケジュール （2010年7月31日現在の情報です。今後予告なく変更することがございます。）

奏楽堂
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