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 初期から近作までの代表作含む約200点を一堂に公開 

野田弘志（1936-）は日本を代表するリアリズム（写実主義）画家である。父の仕事の関係で戦前の韓国全

羅南道に生まれ、少年時代を広島県福山市、愛知県豊橋市などで過ごした。東京藝術大学油画科（小磯良平教室）

を卒業後は一時期、広告会社でイラストレーターとして勤務したが、1970 年代初頭、30 歳代より画家として

本格的に活動を始める。 

その作品は一貫してリアリズムを追求したもので、人物・静物・風景いずれも対象を凝視し存在そのものを永

遠に画面の中に閉じ込めたかのような絵画といえる。現在は北海道・洞爺湖を望む原生林の中に構えたアトリエ

において日夜制作に没頭する孤高の日々を送り、傘寿を超えてなお写実画壇を牽引し続けている。 

本展は、野田の最初期から近作まで各年代と作風を網羅すべく代表作を選りすぐり、初公開となる作品も含め、

内容・規模ともにこれまでにない回顧展を試みるものである。自身のスタイルを模索している途上であった学生

時代の作品、広告会社時代のイラストやデザイン、画壇に鮮烈なデビューを果たした頃の黒を背景とした細密な

静物画（黒の時代）から、野田の名が一般に広く知られる契機となった新聞連載小説の挿絵原画、骨あるいは生

ける一人の人間を描き独自の死生感を示した大作（TOKIJIKU／THE シリーズ）、そして近年手掛ける等身大の

人物肖像画（聖なるもの／崇高なるものシリーズ）などを一堂に展観することで野田弘志の画業の全容を俯瞰し、

その真価を検証する。 

Information ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

[展覧会名]  野田弘志 真理のリアリズム 

[会   期]   令和 4（2022）年 7 月 2 日(土)～9 月 4 日(日) 

      ※会期中、一部作品に展示替えあり。 

前期展示：7/2（土）～8/7（日）、後期展示：8/9（火）～9/4（日） 

[開館時間]  午前 10 時～午後 5 時（入場は午後 4 時 30 分まで） 

[休 館 日]  月曜日（ただし 7/18 は開館）、7/19（火） 

[会  場]  姫路市立美術館 企画展示室     

[主   催]  姫路市立美術館、朝日新聞社 

[後  援] 神戸新聞社、産経新聞社神戸総局、サンテレビジョン、播磨時報社、播磨リビング新聞社、 

姫路ケーブルテレビ、姫路シティ FM21、毎日新聞姫路支局、読売新聞姫路支局、ラジオ関西  

※50 音順 

[観 覧 料]  一般 1,200（1,000）円 大学・高校生 600（400）円 中学・小学生 200（100）円 

※（ ）内は 20 人以上の団体料金 

[お問合せ] 姫路市立美術館 TEL：079-222-2288  FAX：079-222-2290 

      展覧会担当者：安部すみれ 

[E-mail]  gakugei@city.himeji.lg.jp ［ホームページ］ https://www.city.himeji.lg.jp/art/ 

《THE-1》1997-2000 年 
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野田弘志氏 プロフィール 

1936年生まれ、東京藝術大学卒業。現代日本のリアリズム絵画を代

表する作家の一人。その作品は静物画・風景画・人物画いずれにお

いても、描く対象を入念に観察し、画面の中に永遠に閉じ込めたか

のような緻密で迫真の描写が特長といえる。2018年、天皇皇后（現・

上皇上皇后）両陛下の肖像を宮内庁に納めたことでも注目を集めた。

現在北海道在住。北海道文化賞、文化庁による地域文化功労者表彰

をはじめ、受賞歴多数。広島市立大学名誉教授。 

 

略年譜 

1936（昭和11）  韓国全羅南道に生まれる（本籍地は広島県福山市）。同年家族とともに帰国。 

1940（昭和15） 中国・上海へ転居。 

1945（昭和20） 日本に引き揚げ、広島県福山市で少年時代を過ごす。 

1951（昭和26） 静岡県浜名郡（現・浜松市）に転居。 

1955（昭和30） 愛知県立時習館高等学校を卒業。 

1956（昭和31） 上京し、阿佐ヶ谷美術学園洋画研究所に通う。また森清治郎にデッサンと油彩画を学ぶ。 

1957（昭和32） 東京藝術大学美術学部油画科に入学。 

1960（昭和35） 白日会第36回展に初出品、初入選で白日会賞を受賞。以後98年の退会まで同展に出品。 

1961（昭和36） 白日会準会員となる。東京藝術大学を卒業（小磯良平教室）。 

東急エージェンシーにイラストレーターとして入社。 

1962（昭和37） 白日会会員となる。東急エージェンシー退社。翌年デザイン会社を設立（1970年まで）。 

1970（昭和45） 初の個展（銀座・三越）を開催。これを契機として、イラストの世界から画業へ専念。  

1983（昭和58） 加賀乙彦の朝日新聞連載小説『湿原』の挿絵を担当（1985年2月まで628回）。 

1986（昭和61） 白日会常任理事に就任（1998年に退会）。 

1990（平成２） ベルギーで個展HIROSHI NODA（ヴェラヌマン美術館）開催。 

1993（平成５） 東京藝術大学非常勤講師となる（2004年3月まで）。隠されている美神 石と骨 新妻實・野田弘志 

展（リスボン・Galeria Valentim de Carvarho他）開催。 

1994（平成６） NODA/NIIZUMA（ベルギー・ヴェラヌマン美術館）開催。 

1995（平成７） 広島市立大学芸術学部教授となる。北海道有珠郡壮瞥町にアトリエを新設。 

1996（平成８） 広島県川尻町（現・呉市）に野呂山芸術村、現代写実絵画研究所を設立。 

2002（平成14） 写実・リアリズム絵画の現在（奈良県立美術館）出品。豊橋文化賞受賞。 

2005（平成17） 広島市立芸術大学を退任し、同大名誉教授となる。北海道伊達市のだて噴火湾アートビレッジ実行

委員会でスーパーバイザー（芸術監督）に就任。中国文化賞受賞。 

2006（平成18） だて噴火湾アートビレッジ 絵画教室「野田・永山塾」 開講。 

2007（平成19） 野田弘志展 写実の彼方に（北海道立近代美術館、豊橋市美術博物館他）開催。 

2014（平成26） ドキュメンタリー映画「魂のリアリズム 画家野田弘志」が完成。 

2015（平成27） 野田弘志展 凍結する時（神戸市立小磯記念美術館）開催。 

2018（平成30） 天皇皇后（現・上皇上皇后）両陛下の肖像画を完成させる。北海道文化賞受賞。 
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《和香子》（朝日新聞連載小説『湿原』挿画より）

1983 年 ※展示期間：8/9～9/4 

 

 

 

2019（令和元） 文化庁から地域文化功労者として表彰される。 

2020（令和２） 魂のリアリズム 野田弘志展（瀬戸内市立美術館）開催。 

2021（令和３） 野田弘志新作展 神仙沼―保木将夫氏に捧ぐ―（ホキ美術館）開催。 

 

展覧会構成 

◆出品点数 油彩画・鉛筆画など約200点および印刷資料一式（予定） 

 

◆第1章  黎明～学生からイラストレーター時代～ 

1957年、東京藝術大学油画科に入学した野田は、小磯良平教室に学ぶ。在学中に写実

画壇の登竜門ともいえる公募展・白日会展へ初出品、初入選で白日会賞を受賞するなど

頭角を現した。同大学を卒業すると広告代理店東急エージェンシーにイラストレーター

として入社し、その後別会社への移籍や独立を経ながら、数々の企業の広告デザインや

書籍・雑誌の装丁・カットなどを手掛けた。 

 ここでは、本格的に画家としての活動を始める以前の作品、高校・予備校･大学時代に

描いた油彩画や、卒業後イラストレーター時代の印刷物や原画を紹介する。現在知られ

ている厳密な写実画風とはいくぶん異なる、画風を模索していた若き日の活動が伺える。 

 

◆第2章 写実の起点と静物画～黒の時代/金の時代～ 

20代でデザイン会社を設立してデザインやイラストの仕事に活躍していた野田で

あったが、多忙を極める余り大病を患ってしまう。その体験ならびに1970年に開催

した初個展が成功を収めたことを契機として、かねてより望んでいた画業一本に専念

する道へと舵をきることとなる。34歳という遅咲きの画壇デビューであった。画業初

期の作品は、漆黒の背景にモチーフを細密に描きこんだ静物画が多く、時間も空間も

越えてモノだけが強力な存在感をもって浮かび上がっているかのような画面には、神

秘性を秘めた独特な緊張感がみなぎっている。 

 この通称「黒の時代」シリーズは、その後黒地から金箔地・白地などのヴァリエー

ションを見せるが、やがて空間そのものを表現すべく、現実にある背景を描く方向へ

と展開していく。 

 

◆第3章  挿画芸術～新聞連載小説『湿原』～ 

画家として順調にキャリアを重ねていた野田の名が一躍世に知られるようにな

ったのは、1983年5月から2年10ヶ月にわたり連載された朝日新聞連載小説『湿原』

（加賀乙彦著）の挿画を担当したことによる。この間、本業である油彩画の仕事を

セーブしてまで、全628点の鉛筆による精密なデッサンを描き上げた。 

 小説の舞台は、釧路湿原・根室・網走といった北海道東部を中心に、東京や中国

など各地に及んだ。野田は作家・加賀と共に現地へ赴き取材を行なったほか、風

景のみならず四季折々の草花や身近な日用品をスケッチしたり、新聞社の資料写真を活用するなどして、多種多様で

《My Minitopia My Minica ’70 

（三菱自動車ポスター）》1970 年 

 

 

 

《1・9・4・5》1986 年 
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《摩周湖・霧》1996 年 

 

 

 

《THE-9》2003-04 年 

 

 

 

《聖なるもの THE-Ⅳ》2013 年 

 

 

 

かついずれも密度の濃い、モノクロームの小さな画面を作り上げた。これらは小説という主体に従属する「さしえ」

をはるかに超越した、野田独自の挿画という一つの芸術世界を築いている。 

 ここでは、現在大半が散逸してしまっているこの『湿原』挿画原画のうち、所在を追跡することが出来た130余点

を一挙紹介する。 

 

◆第4章  風景を描く～自然への憧憬～ 

野田が油彩による風景画を描くようになるのは1980年代後半に入ってからで、

多くが北海道の雄大な自然をモチーフとしたものである。そのきっかけは、連載

小説『湿原』挿画の仕事を手掛ける中で舞台となった同地を頻繁に訪れ、その魅

力に惹きつけられたことによる。 

 それまでの野田は室内にモチーフをセットし、ひたすらに見つめ何時間、何日、

何ヶ月と描き続けていたが、ここでもそのスタイルを踏襲し、時に現地に特別に

足場を組んで1ヶ月間を過ごすこともあったという。こういったことが転機とな

り、野田はのちに北海道に移り住みアトリエを構えることとなる。 

 

◆第5章  生と死を描く～TOKIJIKUシリーズ／THEシリーズ～ 

野田が好んで描いた主要なモチーフの一つとして骨や化石が挙げられるが、これは

時に何ヶ月も対象を見つめ続け制作を行なった画家にとって、それらが時の経過によ

り変化しないという都合のよい性質に加え、死生観を象徴するのにふさわしい要素を

備えていることによるものであった。1991年～2000年代初頭にかけて集中的に発表

された「TOKIJIKU（非時）」と題するシリーズは、人･猿・ライオン・マンモスなど

様々な骨にはじまり、蜂の巣や鳥の羽など生命の生み出した軌跡、ホルマリンに浸け

られた胎児の標本までをも感傷をはさむことなく淡々と描出し、時間を超えて永遠に

繰り返される「生」と「死」のイメージを静謐に喚起する。 

 そして関心はさらに生ける人間へと移り、2000年前後からは空間の中に裸婦を中

心とした一人の人物が佇んでいる姿を描いた「THEシリーズ」へと展開していく。同シリーズの中では、モチーフと

しての人物も切り捨ててしまい、たとえば壁に張られた1本のロープとそれを取り巻く空間のみを描いた、究極の写実

絵画といえる意欲作にも取り組んでいる。 

 

◆第6章 存在の崇高を描く～聖なるものシリーズ／崇高なるもの 

シリーズ～ 

2010年前後より、「THE」シリーズから「聖なるもの」および「崇高なるもの」

シリーズへの展開が見られるようになる。これは、各作品共通のバック（野田の

アトリエにあるセット）を背に、老若男女、有名無名、人種も超えた多様な人物

の姿を一人ずつ、ほぼ等身大サイズで描いたもので、一見するとある種の全身肖

像画のようでもある。 

 しかし、これらはモチーフとする人物の容姿を似せて記録的に描こうとする単

なる肖像画とは意義を異にし、その人物の内面性、あるいはそこから感じ取るこ
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とができる人間存在の普遍性までをも表現しようとする試みなのである。  

 両シリーズの中で唯一人物以外を描いた《聖なるものTHE-Ⅳ》は、野田の自宅の庭にある日出現した鳥の巣を2メ

ートル四方にもなる画面に捉えたもので、小さな命の持つ存在の大きさを感じさせる。タイトルに籠められているよ

うに、‘今そこに命が存在すること’の神聖さ、崇高さをテーマとした、最新作を含む近年の大作を紹介する。 

 

 

本展の見どころ 

◆初公開の初期作品を多数紹介 

過去の野田弘志展でほとんど取り上げられることのなかった学生時代の最初期作やイラストレーター時代の作品を紹

介する。（現存最古作のひとつと考えられる高校時代の作品や、画家としてのデビュー以前・イラストレーター時代

のイラストカット等、初公開作品多数） 

 

◆画家の名が知られるきっかけとなった挿画作品にもクローズアップ 

野田弘志の名を広く知らしめる契機となった朝日新聞連載小説『湿原』（加賀乙彦著）の挿絵原画（全部で628点発

表されたが、現在ではその大半が散逸）にも焦点を当てて展覧会の一章を構成。本展では所在の判明している150点

余り（姫路会場では展示替え前後期でのべ130点余り）を一堂に展観する。 

 

◆近年の大作も充実 

これまで公開および貸し出される機会が稀であった大作、特に近年（2010年以降）の等身大人物画「聖なるもの」「崇

高なるもの」シリーズの多くを網羅することで、最初期から近作までの野田芸術を時系列で俯瞰できる展覧会を実現。

野田弘志氏の生み出す圧巻の世界観を十全に提示する。 

 

◆グラフィックデザイナー松永
まつなが

真
しん

氏によるポスター作品の巡回展示について 

展覧会を象徴するタイトルロゴとポスターは、野田弘志氏本人が最も信頼し、日本を代表するグラフィックデザイナ

ーである松永真氏が手掛けた。B0判サイズ（1456×1030mm）で、巡回する4会場ごとに異なるデザインで制作され

たポスターが、全4作品そろって各会場に巡回展示される。 ※詳細は次ページを参照。 

 

◆展覧会図録兼書籍 

本展にあわせ公式図録兼書籍を発行。出品作の図版や解説、作家年譜はもちろん、担当学芸員による総論や画家とゆ

かりある各界文化人による寄稿文も掲載。野田芸術への理解をより深められる一冊となっている。 

書籍名：「野田弘志 真理のリアリズム」 

寄稿：安藤忠雄氏、諏訪敦氏、高階修爾氏、野依良治氏 （※50音順） 

執筆：姫路市立美術館、奈良県立美術館、札幌芸術の森美術館、山口県立美術館 

カバーデザイン：松永真 

編集・発行：求龍堂  価格：2,800円（税込み） 
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山口県立美術館におけるポスター作品展示風景 （photo:大田道洋） 

 

 

 

◆グラフィックデザイナー松永
まつなが

真
しん

氏によるポスター作品の巡回展示について 
 

展覧会を象徴するタイトルロゴとポスターは、野田弘志氏本人が最も信頼し、日本を代表するグラフィックデザイナ

ーである松永真氏が手掛けた。野田氏と松永氏は旧知の仲であり、互いの作品世界の本質を熟知し、尊敬しあう間柄

である。野田氏の指名を受けた松永氏は、国際的に通用するポスター作品となることを意図してB0判サイズ（1456×

1030mm）の大型ポスター制作を提案された。巡回する4会場ごとに異なりながらも、鮮烈な漆黒のロゴとモノクロ

ームの色調で統一されたメインビジュアルは、展示室に入る前に4点が連続して展示されることにより、全ての鑑賞者

に野田ワールドを強烈なインパクトで印象づける。このポスター作品は、4点そろって本展各会場（山口・姫路・奈良・

札幌）で巡回展示される。加えて各館の広報用B2判ポスターと、図録兼書籍のカバーデザインも、松永氏によるもの

である。これら一連のデザインによって、今回の野田弘志展の実相を如実に表現する珠玉のイメージが提示されると

ともに、後世に残る記念碑的なグラフィック・デザインが創出されたといえるだろう。 

 

松永真氏 プロフィール 

1940年東京生まれ。1964年東京藝術大学美術学部デザイン科卒。資生堂宣伝部を経て、1971年松永真デザイン事務

所設立。主な仕事に、資生堂のサマー・キャンペーン、一連の平和ポスターから、ベネッセ、ISSEY MIYAKE、国立

西洋美術館などのCI計画。スコッティ、カンチューハイ、国際コンペ優勝の仏たばこジタン、資生堂ウーノのパッケ

ージデザイン、大ベストセラーとなった日本国憲法のブックデザインなどがある。そのほかドローイングや彫刻、モ

ニュメントまで広範囲なクリエイティブ活動を行う。ワルシャワ、ニューヨークなど国内外の大規模な個展も多く、

ニューヨーク近代美術館、ヴィクトリア・アルバート美術館他、世界各国90カ所の美術館などに多くの作品が永久保

存。東京ADC賞、毎日デザイン賞、ワルシャワ国際ポスタービエンナーレ金賞・名誉賞、芸術選奨文部大臣新人賞、

日本宣伝賞・山名賞、紫綬褒章、亀倉雄策賞、原弘賞、旭日小綬章など受賞多数。国際グラフィック連盟会員、N.Y.ADC

会員、東京ADC委員、JAGDA理事、日本デザインコミッティー理事他。    （出典：日本デザインコミッティーHPより） 
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会期中のイベント 

※すべて参加費無料。ただし「野田弘志 真理のリアリズム」展当日観覧券の提示が必要（半券可）。 

 

① オープニング記念講演＆対談「野田リアリズムを語る」 

前半 野田弘志氏 講演／後半 野田弘志氏×南城守氏 対談 

7 月 2 日（土）午後 2 時～3 時 30 分 美術館２階講堂 

講師：野田弘志氏 

南城 守氏（美術評論家・絹谷幸二天空美術館顧問） 

参加方法：姫路市立美術館 HP から 6 月 27 日（月）までに申込み 

定員：40 名（申込み多数の場合は抽選） 

   

②  解説会 

7 月 30 日（土）、8 月 27 日（土）各回とも午後 2 時～3 時 美術館２階講堂 

 講師：当館学芸員 

 参加方法：要整理券（午後 1 時 30 分より 1 階ロビーで配布） 

 定員：40 名（先着） 

 

 

交通のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巡回情報 

「野田弘志 真理のリアリズム」展 

第 1 会場：山口県立美術館 2022 年 4 月 27 日（水）～6 月 19 日（日） 

 第 2 会場：姫路市立美術館 7 月 2 日（土）～9 月 4 日（日） 

 第 3 会場：奈良県立美術館 9 月 17 日（土）～11 月 6 日（日） 

 第 4 会場：札幌芸術の森美術館 11 月 19 日（土）～2023 年 1 月 15 日（日） 

 

JR・山陽電車姫路駅より、神姫バス⑦

または⑧乗り場から 3、4、5、61、

62、64、81、82、84、86 乗車約

8 分、「姫山公園南・医療センター・美

術館前」下車すぐ。姫路駅より徒歩約

20 分（姫路城東隣）。※美術館には駐

車場がありませんので近隣の駐車場

（有料）をご利用ください。※上記路

線バスのほか、姫路城ループバスも停

車します（停留所は「美術館前」）。 
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「野田弘志 真理のリアリズム」展 広報用画像申込書 

 

広報用に写真データをご用意しております。 写真はデジタルデータをメールにて送信します。 

別紙図版を参照してご希望の写真番号に○をつけ、下記にご記入の上 FAX にてお申込下さい。 

図版データ・・・   月   日までに必要      

No. キャプション No. キャプション 

１ 野田弘志《My Minitopia My Minica‘70 

（三菱自動車ポスター）》1970 年 

7 野田弘志《TOKIJIKU（非時）Ⅶ Pyramid》1992 年 

2 野田弘志《やませみ》1971 年 8 野田弘志《TOKIJIKU（非時）Ⅻ Wing》1993 年 

3 野田弘志《1・9・4・5》1986年 9 野田弘志《THE-1》1997-2000年 

4 野田弘志《ホッチャレ》（朝日新聞連載小説『湿原』挿

画より）1983年 ※展示期間：8/9～9/4 

10 野田弘志《THE-9》2003-04年 

5 野田弘志《鳥の巣》（朝日新聞連載小説『湿原』挿画よ

り）1983年 

11 野田弘志《聖なるもの THE-Ⅳ》2013年 

6 野田弘志《摩周湖・霧》1996 年 12 野田弘志《「崇高なるもの」OP.1-2》2012 年 

※写真使用は本展のご紹介のみとさせていただきます。なお、本展終了後は使用できませんので、ご了承下さい。 

ご紹介いただける場合、読者プレゼント用招待券（５組１０名様分）をご提供いたします。 

必要／不必要 （いずれかに○をつけて下さい。）   

必要の場合・・・   月   日までに必要 

貴社名 

 

媒体名 ご担当者名 

〒 

 

TEL 

 

FAX 

E-mail 

 

掲載（発売予定日）    月    日 

■ 掲載記事などについて、会期、会場、作家名などの基本情報確認のため、お手数ですがゲラ刷り・原稿の段階で 

当館まで FAX にてお送り下さい。 

■ ご掲載いただいた場合、掲載紙・誌、または録音テープ・DVD など各１部を当館あてにお送り下さい。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《お問い合わせ・記事原稿送付先》 

姫路市立美術館 学芸課 展覧会担当：安部すみれ  

   〒670－0012 姫路市本町68－25 

TEL 079-222-2288 ／ FAX 079-222-2290 ／ E-mail gakugei@city.himeji.lg.jp 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

姫路市立美術館 広報担当行き 

FAX ０７９－２２２－２２９０ 
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１ 野田弘志《My Minitopia My Minica

‘70（三菱自動車ポスター）》1970年、 

個人蔵 

2  野田弘志《やませみ》1971年、 

豊橋市美術博物館蔵 

3  野田弘志《1・9・4・5》1986年、 

個人蔵 

  
 

４ 野田弘志《ホッチャレ》（朝日新聞連載

小説『湿原』挿画より）1983年、豊橋市美

術博物館蔵 ※展示期間：8/9～9/4 

5 野田弘志《鳥の巣》（朝日新聞連載小説

『湿原』挿画より）1983年、個人蔵 

６ 野田弘志《摩周湖・霧》1996年、

ウッドワン美術館蔵 

   

7 野田弘志《TOKIJIKU（非時）Ⅶ 

Pyramid》1992年、一番星画廊蔵 

8 野田弘志《TOKIJIKU（非時）Ⅻ Wing》

1993年、豊橋市美術博物館蔵 

9 野田弘志《THE-1》 

1997-2000年、一番星画廊蔵 

  

 

10 野田弘志《THE-9》2003-04年、 

姫路市立美術館蔵 

11 野田弘志《聖なるもの THE-Ⅳ》 

2013年、ホキ美術館蔵 

12 野田弘志《「崇高なるもの」

OP.1-2》2012年、個人蔵 

「野田弘志 真理のリアリズム」広報用画像サンプル

表 

 


