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展覧会タイトル：アール・デコ・リヴァイヴァル！

「建物公開 旧朝香宮邸物語」

「鹿島茂コレクション フランス絵本の世界」

英文タイトル：ART DECO REVIVAL!
Walls that Talk : Stories from the Former Prince Asaka Residence
French Picture Books : Collection of Shigeru Kashima

プレス関係各位

東京都庭園美術館では2018年の春、「建物公開 旧朝香宮邸物語」と「鹿島茂コレクション フ

ランス絵本の世界」 2つの展覧会を同時開催いたします。桜の開花時期の金、土は夜桜もお楽しみ

いただけます。この機会にぜひ貴媒体にて本展をご紹介いただければ幸いです。

＊（ ）内は前売り及び20名以上の団体料金。
＊小学生以下および都内在住在学の中学生は無料。
＊身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方と
その介護者一名は無料。
＊教育活動として教師が引率する都内の小中・高校生および教師は無料（事前申請が必要）。
＊第3水曜日（シルバーデー）は65歳以上の方は無料。
＊前売り券e+（イープラス） http://eplus.jpにて販売いたします。

会期：2018年3月21日（水）－6月12日（火） 79日間
会場：東京都庭園美術館
休館日：第2・4水曜日（3/28, 4/11, 4/25, 5/9, 5/23）
開館時間：10：00－18：00（入館は閉館の30分前まで）

3/23, 3/24, 3/30, 3/31, 4/6, 4/7は20:00まで開館
観覧料：一般：900（720）円

大学生（専修・各種専門学校を含む）：720（570）円
中・高校生・65歳以上：450（360）円

会場情報
東京都庭園美術館｜東京都港区白金台5-21-9
［目黒駅］JR山手線東口／東急目黒線正面口より徒歩7分
［白金台駅］都営三田線／東京メトロ南北線1番出口より徒歩6分
TEL.03-3443-0201 FAX.03-3443-3228
www.teien-art-museum.ne.jp

お問い合わせ先
東京都庭園美術館 広報担当：板谷、浜崎

TEL.03-3443-0201
E-mail.press@teien-art-museum.ne.jp

桜の季節の夜間開館
3/23（金）, 3/24（土）, 3/30（金）, 3/31（土）, 4/6（金）, 4/7（土）

20:00まで開館（入館は閉館の30分前まで）

本展期間中は平日に限り、本館内での写真撮影OK
※ただし、一部撮影をご遠慮いただいているエリアがございます。

※新館ギャラリー1内は、原則撮影禁止ですが、一部撮影可能なエリアがございます。

撮影の際は、美術館ウェブサイトまたは会場入口にて、撮影にあたっての諸注意を必ずご確認ください。
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「建物公開 旧朝香宮邸物語」

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団東京都庭園美術館
協力：朝日新聞フォトアーカイブ
年間協賛：戸田建設株式会社

【開催概要】

旧朝香宮邸（現東京都庭園美術館本館・重要文化財）は、朝香宮両殿下のパリ滞在と1925年

に同地で開催されたアール・デコ博覧会への訪問がきっかけとなって誕生しました。宮家の

家族の営みと想いが刻まれた本邸は、戦後、後に首相となった吉田茂の外務大臣公邸として

使用され、サンフランシスコ講和条約締結の構想を含む、戦後の重要な局面におけるひとつ

の舞台でもあったのです。この世界でも稀に見るアール・デコ様式の館には、建物を往来し

た人々の歴史と記憶が宿っています。本展では、当館コレクションの展示と併せ、建物に纏

わる昔年の記憶を手繰り寄せ、生きた建築としてこの地を往来した人々の営みに想いを馳せ

つつ、旧朝香邸の魅力に迫ろうとするものです。

＜建物公開展＞

東京都庭園美術館では、1933年に竣工した旧朝香宮邸の、建築としての魅力を存分

に味わっていただくために、年に一度「建物公開展」を開催しております。

アール・デコに纏わる当館所蔵のコレクションをご紹介するとともに、旧朝香宮

邸に纏わる記録や展示品とともに、世界的にも貴重なこの建築空間とその背景につ

いて理解を深め、じっくり鑑賞していただくための展覧会です。

アンリ・ラパンによる
小客室壁画（部分）

旧朝香宮邸次室（1933年竣工当時）

朝香宮家旧蔵16ミリフィルムより

TTM Press release, February vol.1

2

まつ

まつ



■本展のみどころ
１．旧朝香宮邸の歴史を辿る
1933年竣工のアール・デコの館（旧朝香宮邸・本館）の歴史を縦の時間軸として辿り、宮
邸の誕生から、戦後、吉田茂元首相の外務大臣公邸時代、迎賓館時代の記憶を辿ります。

２．館にゆかりの衣裳を展示
朝香宮邸ゆかりの衣裳が、現在の所蔵館である文化学園服飾博物館より里帰りいたします。
また同博物館より、アール・デコの時代のドレスやバッグ等が出品され、宮邸の室内空間
を華やかに彩ります。

３．総合開館に併せ、記念書籍を刊行
総合開館時に開催される本展の開幕に併せ、旧朝香宮邸の歴史を１冊に纏めた書籍を刊行
します。過去に発信された美術館ニュースの掲載記事に書下ろしを加え、東京都庭園美術
館誕生の源である、旧朝香宮邸に纏わる物語をご堪能ください。

3

刊行物・資料等
『ガゼット・デュ・ボントン』1924-25年刊

その他朝香宮家関連資料・写真等

映像・画像
朝香宮家旧蔵、16ミリフィルム映像
外務大臣公邸時代、迎賓館時代の関連画像等
修復・復原解説
エレベーター増設工事に伴う修復・復原作業に関する解説等
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■主な出品作品（予定）

アンリ・ラパン 《ｻﾝﾄ=ｳﾞｨｸﾄﾜｰﾙ山* 2人の子どものいるﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ地方の風景》油彩
ジャン・デュパ 未詳 1931年紙､インク､パステル
ルネ・ラリック 花瓶《オラン》1927年、プレス成形オパルセント・ガラス、艶消し加工

花瓶《インコ》1919年、オパルセント･ガラス、型吹き成型
皿《金魚》1921年
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■関連講座えどはくカルチャー「白金の歴史と庭園美術館のあゆみ」
受講料（入館料を含む）：1講座につき1000円、全2回セット受講料：1,600円
会場：東京都庭園美術館新館ギャラリー２

①「高松藩松平家の下屋敷とその周辺」
市川寛明（江戸東京博物館学芸員）
日時：4月27日（金）／申込締切：4月11日（水）

②「旧朝香宮邸―建築に纏わる物語」
神保京子（東京都庭園美術館学芸員）
日時：５月11日（金）／申込締切：4月25日（水）

いずれも14：00～15：30／定員120名

○往復はがきによる事前申込制となります。
※申し込み方法等詳細は、江戸東京博物館にお問い合わせください。

[えどはくカルチャーお問い合わせ先]
江戸東京博物館 TEL 03-3626-9974（代表）
ＨＰアドレス http://www.edo-tokyo-museum.or.jp

※本レクチャーを聴講される方は、当日、展覧会をご覧になれます。
※本講座は、えどはくカルチャーの一環であり、東京都歴史文化財団
連携事業として実施します。

■関連プログラム

◎講演会 ※予約参加費不要。ただし当日有効の本展チケットが必要

「宰相吉田茂が好んだアール・デコの館」5月19日（土）14：00～

講師：御厨貴（東京大学名誉教授）

会場：新館ギャラリー2／定員：100名

「ファッションのアール・デコ・リヴァイヴァル」５月26日（土）14：00～

講師：能澤慧子（東京家政大学名誉教授）

会場：新館ギャラリー2／定員：100名

◎ギャラリートーク ※予約参加費不要。ただし当日有効の本展チケットが必要

4月6日（金）14：00～ ＊当館担当学芸員による展示解説

4月13日（金）14：00～ ＊英国からのインターン生による英語版展示解説

会場：本館内

※各イベントの詳細につきましては当館ウェブサイトにてご確認ください。
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「鹿島茂コレクション フランス絵本の世界」

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団東京都庭園美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会
協賛：ライオン、大日本印刷、損保ジャパン日本興亜、日本テレビ放送網
後援：在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本
協力：ノエマ
年間協賛：戸田建設株式会社

【開催概要】

フランス文学者の鹿島茂氏が30年以上に渡り収集を続け、これまで秘蔵されてきたフランスの子

どものための絵本コレクションを初公開します。

フランスにおいて子どもの本の時代が到来するのは19世紀半ばです。出版社であり編集者、また

P.-Jスタールの筆名で作家としても活躍したエッツェルが、ジュール・ヴェルヌを発掘し、『ペロー

童話集』（ギュスターヴ・ドレ画、1861年）など歴史に残る児童書を誕生させました。

世紀末からベル・エポックにかけて、カラーリトグラフの発達とともに、絵本も美しい色の挿絵

に彩られ黄金時代を迎えます。丹精で繊細な挿絵を描いたブテ・ド・モンヴェル、アール・デコ全

盛期に活躍したアンドレ・エレ、漫画やアニメーションの先駆者バンジャマン・ラビエら、フラン

スの華やかな絵本の時代を築いた人気作家たちの作品は、本展の大きな見どころの一つです。

1930年代に入ると、フランスの絵本は、今日まで世界中で愛され続けるシリーズを生み出します。

ナタリー・パランら、絵本の先進国であるロシアや東欧出身の画家を起用し、着せ替えやぬり絵、

教育絵本を出版した「カストール文庫」、1931年の発売直後から人気を博した「ぞうのババール」

シリーズなど、誰でも見たことのある絵本の出版当時の味わいを堪能できるのも本展の魅力でしょ

う。

本展では、世界的にも貴重なコレクションにより19世紀半ばからアール・デコ時代に至る黄金期

のフランス絵本の世界をご紹介します。

アナトール・フランス著／モーリ
ス・ブテ・ド・モンヴェル絵『わ
れらの子どもたち』1887年より
©NOEMA Inc. Japan

ガストン・シェロ（序文）、アンド
レ・エレ（本文）著／ 絵『80ページ
世界一周』1927年より©NOEMA Inc.
Japan

P.-J.スタール著／ロレンツ・
フルリック絵『双子』出版年
不明（1883年初版）
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■関連プログラム

◎講演会
「フランスの絵本―KawaiiとB.D.（バンド・デシネ）の起源」
4月２８日（土）１４：００～
講師：鹿島茂（明治大学教授、フランス文学者）
会場：新館ギャラリー2／定員：100名／事前申込制
※3月29日より東京都庭園美術館ウェブサイトにてオンライン予約開始

◎イベント
「音楽で楽しむフランス絵本の世界
青柳いづみこによるドビュッシー『おもちゃ箱』」
本展出品作で、ドビュッシー作曲／アンドレ・エレ著・絵『おもちゃ箱』をピアノ演奏、
ナレーション、映像とともにお楽しみいただきます。

3月30日（金）１８：３０～
会場：新館ギャラリー2／定員：100名／事前申込制
※2月28日より東京都庭園美術館ウェブサイトにてオンライン予約開始
出演者：
青柳いづみこ（企画・ピアノ・トーク）
村松稔之（カウンターテナー・ナレーター）

◎ギャラリートーク 予約参加費不要
5月18日（金）、5月25日（金）
各日とも14：00～ 40分程度
会場：ギャラリー1

※各イベントの詳細につきましては当館ウェブサイトにてご確認ください。

■本展の見どころ

１．鹿島茂氏が30年に渡り収集した秘蔵のコレクションを初公開！
膨大な数の西洋古書・版画のコレクターとして知られる鹿島氏。絵本コレクションは、氏
いわく「時代を画するか否か」の視点で集められたとのこと。

２．フランス絵本にも描かれていた、可愛くないけど可愛い子どもたち！
例えば、怒られてすねてしまう女の子、カーテンで汚れを拭いてしまう男の子、いたずら
ばかりする兄弟・・そんな愛らしい子どもたちがフランス絵本にはたくさん登場します。

３．アール・デコ期に活躍した絵本作家アンドレ・エレ
アンドレ・エレ（1871－1945）は、旧朝香宮邸建設のきっかけとなった1925年のアー
ル・デコ博覧会のおもちゃ部門に玩具を出品するなど、まさにアール・デコ時代に活躍し
た作家です。館林美術館との巡回展ですが、庭園美術館の会場では、このアンドレ・エレ
の作品を追加出品いたします。
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■広報用画像

下記のほか各種広報用画像をご用意しています。高解像度データダウンロード専用URLをご案内いたしますので、ご希望の方は
press@teien-art-museum.ne.jpまでご連絡願います。

※ご使用時の注意とお願い
・写真使用の際はキャプション・クレジットの掲載を必ずお願いいたします。
・トリミング、文字載せは原則不可。二次使用は禁止いたします。
・使用の際は事実確認のため、記事校正を必ずさせていただきます。
・掲載紙又は、掲載記事を担当者までお送り願います。

お問い合わせ先
東京都庭園美術館 広報担当

板谷、浜崎
TEL. 03-3443-0201

Mail. press@teien-art-museum.ne.jp

会場情報
東京都庭園美術館｜東京都港区白金台5–21–9 
［目黒駅］JR 山手線東口／東急目黒線正面口より徒歩7 分
［白金台駅］都営三田線／東京メトロ南北線1 番出口より徒歩6 分
TEL. 03-3443-0201 FAX. 03-3443-3228 
www.teien-art-museum.ne.jp 

■鹿島茂コレクション フランス絵本の世界

■建物公開 旧朝香宮邸物語

旧朝香宮邸 正面玄関 旧朝香宮邸 姫宮寝室前照明

ジュール・ヴェルヌ著／エミール・バヤール
絵 『 月 世界旅行 』 出 版年不明
（1869年初版）より ©NOEMA Inc.
Japan

ルネ・ラリック 花瓶《オラン》 1927年

バンジャマン・ラビエ著・絵『アゾールとミス
ティグリ』出版年不明（1911年初版）
©NOEMA Inc. Japan
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アナトール・フランス著／モーリ
ス・ブテ・ド・モンヴェル絵『わ
れらの子どもたち』1887年より
©NOEMA Inc. Japan


