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PRESS RELEASE 2022.01.27 

大阪中之島美術館開館記念展 
「みんなのまち 大阪の肖像」を開催します 
 
第１期 2022年 4月9日（土）‒  7月3日（日）  
第２期 2022年 8月6日（土）‒ 10月2日（日）  

 

 

構想発表から約40年を経て、ついに開館を迎えた大阪中之島

美術館。「みんなのまち 大阪の肖像」は、当館が立脚する

「大阪」をテーマとした展覧会です。 
 
明治から現在へと時代が移り変わる中で、大阪は近代化への

道を歩み、戦禍を耐え、そして世紀を超えてなお活気あふれる

大都市であり続けています。本展覧会は、過去約1世紀半の間

に大阪が見せた多彩な“肖像
か お

”をご紹介し、大阪をめぐる時

空の旅へと皆さんをいざないます。 
 

大阪の、既成の枠にとらわれることのない自由な気風とチャレンジ精神

は、作家たちの境界にとらわれない多才な活動を育みました。自らの表現

を追求する画家が、積極的に商業活動に関わり、広告制作の地平を拓い

てきたことも、大阪では特別なことではありませんでした。 
 
本展覧会は、美術とデザインを活動の両輪とする大阪中之島美術館のコ

レクションと、そして何より大阪

の魅力を十分に活かしてお見せ

する、当館ならではの展覧会で

す。コレクションを中心に、大阪

府市内外の博物館や美術館、企

業などからの出品も交え、大阪の

源泉となった魅力や活力、そして

美意識を掘り起こします。 
 
過ぎし日の姿に「懐かしい大阪」を感じることもあれば、見慣れたはずの

街に「知らない大阪」を発見する機会となるかもしれません。一人ひとり

が想い描く大阪の姿に、本展覧会が新たな横顔をもたらせば幸いです。 
 
本展覧会は戦前編の第1期と戦後編の第2期に分かれ、次頁以降のような

展示内容となります。 

 

 

 

 

 
上より 
小出楢重《街景》1925年 大阪中之島美
術館蔵［第１期出品］／松下電器産業株
式会社 《ナショナルテレビ 嵯峨（TC-
96G）》1965年 パナソニックミュージ
アム蔵［第２期出品］／小石清《クラブ
石鹸》1931年 大阪中之島美術館蔵［第
１期出品］ 
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第１期 「都市」への道標。 明治・大正・昭和戦前  4月9日（土）‒ 7月3日（日） 
 
当館が所在する中之島を起点に、明治維新とともに近代都市へと歩む

大阪の表情をご覧いただきます。大正期には日本一の人口を誇り「大

大阪」と呼ばれるまでに成長した大阪では、芸術もまた独自の発展を

とげました。経済の興隆、鉄道網の発達、デパートや娯楽施設の誕生

などに芸術家も寄り添い、江戸期に薬種問屋が集約された伝統により

飛躍した製薬業、近世・近代に栄えた出版業など、さまざまな産業が

モダンアートの発展に刺激を与えたのです。この躍動する時代を、絵

画、写真、ポスターをはじめとする作品・資料約270点によって展観

します。（5月17日より（火）より展示作品の一部が変わり、後期展

示となります。） 

 

〈展示構成〉 

第１章 おおさか時空散歩－中之島からはじめよう 

第２章 胎動するランドスケープ 

第３章 パブリックという力場 

第４章 商都のモダニズム 

第５章 たなびく戦雲 
 

〈主要出品作家・資料〉※作家は50音順 

青木宏峰、赤松麟作、浅井忠、天野龍一、池田遙邨、 

今竹七郎、上田備山、梅阪鴬里、織田一磨、片岡敏郎、 

川崎亀太郎、国枝金三、小石清、小磯良平、小出楢重、 

河野徹、佐伯祐三、椎原治、柴田可壽馬、清水正、菅井汲、 

棚橋紫水、田中健三、中村真、鍋井克之、平井輝七、 

普門暁、前田藤四郎、森脇高行、安井仲治、山内愚僊、 

吉原治良、『松竹座ニュース』、『会館芸術』、他  
 
 

第１期 ３つのみどころ 
 

１. 中之島をはじめ「水都」を描いた名品の数々が集結！ 
佐伯祐三も描いた中之島。その風景画も出品されます。 
 

２. 戦前のレトロなポスターを多数出品！ 
山田伸吉の「キネマ文字」など当時ならではの独特の書体にも注目。 
 

３. 有名画家たちのマルチな才能がご覧になれます！ 
大阪を代表する日本画家・北野恒富はポスター原画も多く手掛けました。 

 
 

左上より 
織田一磨《道頓堀》1917年／川瀬巴水《大阪
道頓堀の朝》1933年／前田藤四郎《デパート
装飾》1930年代／北野恒富《たかしまや呉服
店ポスター（矢の根五郎）》1919年 髙島屋
史料館蔵／山田伸吉《禁断の楽園 松竹座 
The Captain's Daughter》京都工芸繊維大
学美術工芸資料館蔵(AN.2694-27)／片岡敏
郎《赤玉ポートワイン》1922年 サントリー
ポスターコレクション（大阪中之島美術館寄
託） 
いずれも第1期出品（一部展示替えあり） 
所蔵者表記のないものは全て大阪中之島美術
館蔵 
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第２期 「祝祭」との共鳴。 昭和戦後・平成・令和  8月6日（土）‒ 10月2日（日） 
 

焼け野原から人々が力強く立ち上がった戦後復興期

から70年万博、そして現代へと、新しい何かを求め

新しい何かに翻弄されながら、起伏の激しい時代を生

きるまちとその表情をご覧いただきます。 
 
家電や工業化住宅をはじめ、いまや私たちの暮らしの

当たり前の一部となっているものは、当時、新しいラ

イフスタイルを表現する憧れの的でした。そして私た

ちの生活や行動をかたちづくった時代の一部でもあ

ります。モノが溢れだしたこの時代には、芸術活動も

さらに活発化します。広告は華やかな戦いの場とな

り、デザイナー同士で表現を競い高め合う場面もみら

れました。 
 
人々を熱い渦に巻き込んだ日本万国博覧会を経て、

以後も世紀を超えて大都市としての歩みを続ける大

阪。その発展と変貌の道のりを、絵画、ポスター、家

電、実物大工業化住宅など作品・資料約300点によっ

て展観します。 

（第2期の詳細は2022年5月にプレスリリースの予定です。） 

 

展覧会メインヴィジュアルは「EXPO2025」のあの人が担当！ 
 
「みんなのまち 大阪の肖像」展のメインヴィジュアルを担当するのは、2025年大阪･関西万博のロゴマーク最優

秀作品を手掛けた、TEAM INARI代表 シマダタモツ（有限会社シマダデザイン）です。 
 
〈制作コンセプトについて〉 
 

大阪。 

北は豊能から南の泉州まで、 

東は生駒山麓から西の大阪湾臨海まで。 

この街に暮らしていると想像以上に文化も風土も多様で、

さらには府域を超えた交流も日常です。 
 

こうした個性を表現するため、ユニークな大阪府のフォ

ルムを二分し、それぞれが外側へ伸び伸びと拡がるイメ

ージを一期と二期で分担。黒を基調とすることで、その

延伸が大阪中之島美術館の存在ともリンクするようなビ

ジュアルを構築しました。 

 

 
上より 
早川良雄《第11回秋の秀彩
会》1953年 大阪中之島美術
館蔵／1970年代の実物大工
業化住宅（イメージパース） 
積水ハウス株式会社 
いずれも第2期出品 

 

  
左より 

「みんなのまち 大阪の肖像」展告知チラシ 第1期 
同 第2期  
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■開催概要 
 

展覧会名｜  大阪中之島美術館開館記念展「みんなのまち 大阪の肖像」 
 

会期｜ 第１期 「都市」への道標｡〈明治・大正・昭和戦前〉：2022年4月9日（土）‒ 7月3日（日） 
 第２期 「祝祭」との共鳴｡〈昭和戦後・平成・令和〉：2022年8月6日（土）‒ 10月2日（日） 
 

開館時間｜ 10:00 ‒ 17:00（入場は16:30まで） 月曜日休館（5月2日を除く） 
 ※災害などにより臨時で休館となる場合があります。 
 

会場｜ 第１期：大阪中之島美術館 4階展示室 
 第２期：大阪中之島美術館 5階展示室 
 

観覧料｜ 一般 1200 円（1000円）｜高大生 800円（600円）｜小中生 無料 
 ＊税込み価格。カッコ内は20 名以上の団体料金。 
 ＊第1期＋第2期セット券も販売します。（一般 2000円 高大生 1200円 小中生 無料｜ 
 団体料金は各200円引き｜第1期の会期終了までの限定販売） 
 ＊開館記念特別展 「モディリアーニ ―愛と創作に捧げた 35 年―」との相互割引も実施しま
す。 
 （「みんなのまち 大阪の肖像」展の観覧券（半券可）または電子チケットのご提示により 
 「モディリアーニ ―愛と創作に捧げた 35 年―」展の一般・高大生料金が次のとおり割引され 
 ます。｜一般 1800円→1500円 高大生 1500円→1200円） 
 

主催｜ 第１期：大阪中之島美術館、読売新聞社  
 第２期：大阪中之島美術館、ＮＨＫ大阪放送局 
 

特別協力｜ 第２期：積水ハウス株式会社 
 

ホームページ｜ https://nakka-art.jp（大阪中之島美術館公式ホームページ） 

 
■展覧会関連イベント 
 

講演会「描かれた大大阪 ―近代都市景観と画家たち―」 

2022年4月23日（土）14:00 ‒ 15:30  講師：橋爪節也（大阪大学教授） 会場：1階ホール 定員：150名 
 

担当学芸員によるギャラリートーク 

2022年4月16日（土）、5月18日（水）、6月11日（土）、6月22日（水） 10:30 ‒ 11:30 

会場：4階展示室 定員各50名 
 

※いずれも要事前申し込み。参加費無料。ただし展覧会観覧券が必要。詳細は大阪中之島美術館公式ホームペー

ジをご覧ください。 

※上記の他にも各種イベントを予定しています。決定次第、大阪中之島美術館公式ホームページでお知らせします。 

 

 

広報に関するお問い合わせ先 
大阪中之島美術館 広報担当：平・山本・東森 
TEL: 06-6479-0560  Email: pr@nakka-art.jp 

〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-1 
URL: https://nakka-art.jp 

 



プレス用画像一覧  掲載ご希望の画像番号を申込書に明記し、メールにてお送りください。 
 

No. 画像 画像・作品キャプション 

1 

 

小出楢重《街景》1925年 大阪中之島美術館蔵［第１期出品］ 

2 

 

小石清《クラブ石鹸》1931年 大阪中之島美術館蔵［第１期出品］ 

3 

 

織田一磨《道頓堀》1917年 大阪中之島美術館蔵［第１期出品］※前期展示（5月15

日まで） 

4 

 

川瀬巴水《大阪道頓堀の朝》1933年 大阪中之島美術館蔵［第１期出品］※後期展示

（5月17日より） 

5 
 

前田藤四郎《デパート装飾》1930年代 大阪中之島美術館蔵［第１期出品］※後期展

示（5月17日より） 

6 

 

北野恒富《たかしまや呉服店ポスター（矢の根五郎）》1919年 髙島屋史料館蔵［第

１期出品］※前期展示（5月15日まで） 

7 

 

片岡敏郎《赤玉ポートワイン》1922年 サントリーポスターコレクション（大阪中之島

美術館寄託）［第１期出品］※前期展示（5月15日まで） 

8 

 

松下電器産業株式会社 《ナショナルテレビ 嵯峨（TC-96G）》1965年 パナソニッ

クミュージアム蔵［第２期出品］ 

9 

 

早川良雄《第11回秋の秀彩会》1953年 大阪中之島美術館蔵［第２期出品］ 

10 
 

1970年代の実物大工業化住宅（イメージパース）積水ハウス株式会社［第２期出品］ 



No. 画像 画像・作品キャプション 

11 

 

「みんなのまち 大阪の肖像」展告知チラシ（第1期） 

12 

 

「みんなのまち 大阪の肖像」展告知チラシ（第2期） 

13 

 

大阪中之島美術館（外観） 

 
＊注【画像の使用について】 
・画像への文字載せ、大幅なトリミング、色調の改変はご遠慮ください。 
・画像使用の際は、キャプションを併記してください。 
 （各キャプションの太字は必ずご掲載ください。） 
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