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第3回企画展 中国ポスター展

秋山コレクション研究 - 1

ごあいさつ
秋山 孝
秋山孝ポスター美術館長岡・館長
多摩美術大学・教授

開館2周年目の秋山孝ポスター美術館長岡
（APM）
は、3つの企画展と5回の美術館大学、3つのイベントを行いました。
この小さな美術館ではかな
りの努力と実行力をもって実現したと思っています。
わずか1名の職員と館長と、
それにサポーターズ倶楽部の会長、副会長と少数の会員、
それに学
生たちが協力して、
ある意味では厳しく、
そして楽しく喜びに満ちた活動の1年でした。徐々にこの美術館の魅力が理解されてきたように思われます。
美術館大学にはほとんどが満員で、興味深く耳を傾けてくれました。10月2日受講者は48名で
「長岡市立上組小学校美術館大学、教育・美・感動」
というテーマで、池上秀敏校長はじめ、金澤健志先生、水谷徹平先生をお招きし講演会を行いました。池上校長は
「こだま美術館」
の取り組みにつ
いて、金澤先生は生徒の模写作品について、水谷先生は
「いのちの授業」
について講演をしていただきました。
森山奈保（APM職員）
の記録を引用します。
「最後にお話くださったのは、水谷徹平先生である。水谷先生は30歳のときに白血病を発症し、
『5年生
存率は3割』
と宣告された。突然の病気で自分の死について考えたとき、生徒にいのちの大切さを伝えたいと思い、無菌病室からテレビ電話システム
による授業を行った。
また、病院には水谷先生と同じ病気で長期入院している患者さんもおり、勉強に飢えているそれらの患者さんに病室で授業し
たことも。幸い、
水谷先生の病状は回復し、
今は再び教壇に立つことができる。
しかし
『いのちの授業』
はその後も続き、
稲作体験を通して
『いただく命』
について考えさせたり、
自分史を作らせたりと、様々な手段でいのちの大切さを訴えている。
これからの試みとして、文章以外の方法で表現させること
に挑戦したいという。考えさせる授業を行った場合、
どうしても作文での表現が中心となりがちだが、絵でも詩でも音楽でも、多様な手段での表現を
可能としたいと語られた。」
とあるように、上組小学校教員の教育レベルの高さや情熱さが伺えます。
しかも、10月27日APMに小学6年生の鑑賞授業で90名が訪れ、多摩美術大学大学院生の作品をモチーフとして新しい鑑賞の取り組みをしました。
これらは街の中に美術館という美の空間が生まれたことによって響き合う授業の展開となりました。
当初の計画よりもはるかに早く実現できたことは、
APMの活動として大きな成果になったことは間違いありません。
研究の側面から見れば、4月16日から6月30日まで、APMの第３回企画展として、秋山コレクション研究1「中国ポスター」
を取り上げました。
中国ポ
スター研究は多摩美術大学創立70周年記念事業の一環として共同研究がスタートし、
その成果は、多摩美術大学美術館、韓国・光州（カンジュ）
デザインビエンナーレにおいて発表しました。今回は、
中国の建国初期（1949年-）以降、文化大革命期（1966年-）
を中心としたポスターを展示しま
した。
この中国ポスターのコレクションは、
ほとんど世に出ることがなく、
デザイン文化にとって非常に貴重なものです。
そして、
中国ポスターを通して現
在世界で注目されている中国の奥深い文化を理解するのに大いに役に立つものです。
最後に
「2010年度新潟県建築事務所協会コンペ」
にてAPMが
「奨励賞」
を受賞し、
また、新潟県立長岡商業高等学校・創立100周年記念モニュメ
ント
「100年の風」
を、
日本建築学会前会長・斎藤公男先生（日本大学名誉教授）高田建築事務所の協力を得て、私がデザインしました。
法人会員、終身会員、一般会員のサポーターズ倶楽部の皆様に感謝するとともに、
ご報告いたします。

ブロンズレリーフ・長岡市の花「ツツジ」
（美術館正面） 制作：秋山孝
長岡三古老人福祉会・コンパクトシティ
桜ガーデンプレイスのフェンスにて同じ
ものを見ることができます。
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歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション
秋山 孝
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長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン
ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

地震ポスター支援プロジェクトは、2004年
から始まり、今年で6年目となった。展覧会
は5回目で、展覧会活動の参加者は430名を
超え、作品点数は730点以上となった。あく
までもポスターの力を使い、災害を忘れず記
録することを目的とし、あきらめずに長期的
に展開していこうと計画している。2008年6
月14日の岩手・宮城地震の際、道路がどっ
と崩れ落ちた。その災害における認識記録を
イラストレーションにした。

[Title] ----------

"地震・Earthquake Japan"

[Size] ---------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] -- Offset printing
[Date] --------- 2009.10.05 (mon) -- 10.08 (thu)
[Client] -------- 多摩美術大学 地震ポスター支援プロジェクト
[Category] --- 文化、教育

[Idea] ---------- 道路がどっと崩れ落ちる。その災害における認

識記録をイラストレーションにした。

秋山孝ポスター美術館長岡

開館1周年記念

秋山孝ポスター展

7月10日（土）〜9月23日（木）
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（上）東京工芸大学、多摩美術大学 地震ポスター展2009
（中）講評会（下）講義

APM news 023
2010-08-26

歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション
秋山 孝

98

長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン
ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

秋山孝ポスター美術館長岡が開館１周年記念
を迎えた。そのためのポスターをデザインし
た。展示は、
「秋山孝 in シカゴ 2010」
「秋山
孝 in バンコク」
「秋山孝 イラストレーション
ポスター in 上海」
「アーキニアリングデザイ
ン 2010 」などの近作を中心としたものだ。
ちょうど展覧会期間中の8月2日・3日に日本
一の花火・長岡祭りが開催される。それにち
なんでぼくも長岡にポスターの花火を上げた
い。手にポスター（プラカード）を持ち、その
ポスターから花火が上がる。それをデザイン
のアイデアの基本にした。

[Title] ----------

"秋山孝ポスター展"

[Size] ---------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] -- Offset printing
[Date] --------- 2010.07.10 (sat) -- 09.23 (thu)
[Client] -------- 秋山孝ポスター美術館長岡
[Category] --- 教育、文化
[Idea] ---------- 日本一の花火・長岡祭り。秋山の花火は、手にポスター
（プラカード）を持ち、そのポスターから花火が上がる。
秋山孝ポスター美術館長岡

開館1周年記念

秋山孝ポスター展

7月10日（土）〜9月23日（木）

開催中

美術館大学
講
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演

展覧会リーフレット

●7月10日（土）「秋山孝 自作を語る」
●8月 2日（月）「まちづくり鼎談」小山×高田×秋山
参加希望者は美術館にメールまたは電話にて予約を入れてください。
Tel,Fax： 0258-39-1233 E-mail： info@apm-nagaoka.com

APM news 024
2010-09-09

歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション
秋山 孝
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長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン

ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

シカゴは、五大湖の1つミシガン湖に面して
いるアメリカの大都市だ。第2回シカゴ国際
ポスタービエンナーレ委員会から、国際審査
員として招聘された。 審査員の他に第2回審
査員展とシカゴ美術館大学で講演を行った。
そのポスター「Takashi Akiyama in Chicago 2010」をデザインした。シカゴのギャン
グ、アル・カポネと夜空の星の滴をモチーフ
とした。 秋山孝の講演の輝く知的メッセー
ジの一滴が星からこぼれ落ちる知的ロマンを
表現した。

SAIC Auditorium （シカゴ美術館大学）講演

[Title] ----------

"秋山孝 in シカゴ 2010"

[Size] ---------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] -- Offset printing
[Date] --------- 2010
[Client] -------- CIPBA (シカゴ国際ポスタービエンナーレ協会)
[Category] --- 教育、文化
[Idea] ---------- 講演は輝く知的メッセージの一滴だ。
星からこぼれ落ちる知的ロマンを表現した。
秋山孝ポスター美術館長岡

開館1周年記念

秋山孝ポスター展
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国際審査員、左から、R.オリビンスキ、エメック、F.キャスパー、
秋山孝、P.シェアー、H.マチス、M.グラナドス（シカゴにて）

7月10日（土）〜9月23日（木）

開催中

APM news 025
2010-09-28

歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

講演の様子

秋山先生の作品が1年ぶりに帰ってきた。今回の展示は、美術館
オープンポスターから「秋山孝 in シカゴ 2010」までの近作24
点に、代表的作品37点を合わせた計61点が並んだ。やはり当美
術館の白い壁には、秋山先生の作品が映える。
美術館大学の講演内容は「秋山孝

自作を語る」で、近作24点

を中心に解説していただいた。美術館に縁のある作品、恩師で
ある福田繁雄先生のオマージュ作品、汗血馬の作品などについ
てのお話をされる中で、新潟県民にはさまざまな思いのある地
震のポスターにも話は及んだ。秋山先生にとって地震というと

講演の様子

新潟地震と阪神淡路大震災が印象深いという。新潟地震はご自
身も幼少期に経験しており、思い出を交えての解説となった。
また、当館に展示してあるポスター作品は商業ポスターが一枚
もないことにも言及した。商業ポスターは商品を売るためのも
のであり、売りたいという欲望のようなものが見えてしまうの
でいけないという。秋山先生にとってのポスターは、メッセー
ジを伝える手段であり、そのメッセージは欲望であってはいけ
ないというのが秋山先生の考えである。（文責／森山奈帆・
APM職員）
会場
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歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション 100
秋山 孝

長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン

ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

日本建築学会前会長の斎藤公男先生（日
本大学名誉教授）からアーキニアリング
デザイン展のためのポスターデザインの
依頼を受けた。これはプレゼンテーショ
ンのために制作したポスター作品だ。ス
イス・ベルン生まれのロベルト・マイヤ
ールが1930年に完成したサルギナトベー
ル橋をテーマとしてデザインした。斎藤
先生が技術を越える美の世界を憧れる人々
にとって、一人静かに訪れたい巡礼の地
と述べた。その橋は、車が一台通れるRC
橋で、対岸の山腹に住む当時わずか50人
ほどの村人のために造られたものだ。長
さ90メートル、幅3.5メートルの橋だ。そ
してぼくは青と赤の世界のポスターを2点
プレゼンテーションした。

（右）アーキニアリング
デザイン展会場・丸ビル
1F マルキューブ
（右下）左から高田清太郎
斉藤公男、秋山孝
（左下）アーキニアリング
デザイン展ポスター、A2

[Title] ---------- "ARCHI-NEERING

DESIGN 2010"

[Size] ---------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] -- Offset printing
[Date] --------- 2009
[Client] -------- 社団法人 日本建築学会
[Category] --- 文化
[Idea] ---------- 技術を越える美の世界を憧れる
人々にとって、一人静かに訪れたい巡礼の地、
サルギナトベール橋をモチーフにした。
多摩美術大学大学院による

秋山孝ポスター美術館長岡 第5回企画展

メッセージイラストレーションポスター展 2
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10月3日（日）〜10月31日（日）
秋山孝ポスター美術館長岡 休館：火曜日 入館：無料

2011-11-15

[Size] ---------[Technique] -[Date] --------[Client] --------

1030 x 728 mm (B1)
Oﬀset printing
2010
多摩美術大学Voices in Freedom実行委員会
後援：在日メキシコ大使館
[Category] --- 文化
[Idea] ---------- 5万ペソの賞金が懸けられたメキシコ革命の英雄エミリ
アーノ・サパタは、民衆にカリスマ的な人気を持っていた。
右手にはライフル、左手にはサーベル、
勇猛な姿で知られ
ている。
ポスターデザインには 顔の表情は消え、
右手も左
手も何も持っていない。親指だけが立っているサパタをデ
ザインした。平和がやってきた。
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〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション 102
秋山 孝

長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン
ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ

で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

高田建築事務所は500回の住宅見学会を
記念して、シンポジウム「人を育む環境」
をホテルニューオータニ長岡 NCホールで
開催した。稲川明雄（河井継之助記念館
館長）による基調講演「龍馬を育てた女
性たち」、シンポジウム「人を育む環境」
を高田清太郎コーディネーターにより、
斎藤公男（日本大学名誉教授）、稲川明雄、
秋山孝で行った。そのための記念告知ポ
スターで、高田建築事務所のコンセプト
をビジュアル化した。荒波に「リプチの
森のたまご」を乗せて航海する姿を象徴
的に表した。そのたまごは、エネルギー
を生み出す秘密基地「リプチの森」に誕
生した。「育み、育み合う」「人を育む
環境」をメッセージとしている。

[Title] -------------

"巣舞るメッセージ 500回記念 2010"

[Size] -------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] ------ Offset printing
[Date] ------------- 2010
[Client] ------------（株) 高田建築事務所
[Category] ------- 文化
[Idea] -------------- 荒波に「リプチの森のたまご」を乗せて航海する
「人を育む環境」高田建築事務所

秋山孝ポスター美術館長岡は、ただいま冬期休館中。
2011年度 4月中旬から開館いたしますので、お楽しみに。
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（上、
下）シンポジウム「人を育む環境」

2011-01-15

APM news 029
歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション 103
秋山 孝

長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン
ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

秋山孝ポスター美術館長岡では、2010年
10月3日から10月31日まで約1ヶ月間、多
摩美術大学大学院生による2回目のメッセ
ージイラストレーションポスター展を開催
した。イラストレーションをメディアで活
躍する視覚芸術としての価値付けと、学問
として確立しなければならないと考えて
いる。オープニングには学生が集まり作品
の講評会や懇親会を行った。ポスターデザ
インは15世紀ブルージュのハンス・メムリ
ンク「オリーブの枝を持つ天使」
（祭壇画断
片）をモチーフとして口元から囁くような
真実のメッセージを告げている姿を表現した。
静かな声も限りなく心に響くものだ。

[Title] -------------

" Message Illustration Poster 2 "

[Size] -------------[Technique] -----[Year] ------------[Client] -----------[Category] -------

1030 x 728 mm (B1)
Offset printing
2010
多摩美術大学イラストレーションスタディーズ
教育

[Idea] -------------- 天使が口元から囁くような真実のメッセージを告げ
ている姿を表現した。静かな声も限りなく心に響く
ものだ。
秋山孝ポスター美術館長岡は、ただいま冬期休館中。
2011年度4月16日（土）から開館いたしますので、
お楽しみに。
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（上）授業・大学院生作品講評会（下）学生展記念交流会

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション 104
秋山 孝

長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン
ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

多摩美術大学イラストレーションスタデ
ィーズは、2010年9月18日〜30日までブ
ラジルメッセージポスター「カブン！ミッ
クス・プロジェクト・ブラジル」展を開
催した。「カブン！ミックス」とは、ブラ
ジルのグラフィックデザイナー、フィリッ
ピ・タボルタが企画したもので、ブラジ
ルだけでなく世界的社会問題をテーマと
している教育的なプロジェクトである。
これは名立たる国際ポスタービエンナー
レで展示された。テーマは、「水」「10
代の妊娠」「人権」「エイズ」「未来」
「愛」の6つである。ポスターのアイデア
は、リオデジャネイロにある世界遺産「コ
ルコバードの丘のキリスト像」をモチー
フとして世界に愛のメッセージを送って
いる。

[Title] ------------- " Kabum!

Mix Project Brazil "

[Size] -------------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] ------ Offset printing
[Date] ------------- 2010
[Client] ------------ 多摩美術大学 イラストレーションスタディーズ
[Category] ------- 文化、教育
[Idea] --------------リオデジャネイロにある世界遺産「コルコバードの
丘のキリスト像」が世界に愛のメッセージを送って
いる。

（上）会場（下）秋山孝による作品解説
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APM news 031
2011-03-15

歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

秋山孝長岡コレクション 105
秋山 孝

長岡出身の秋山氏が自作を語る・マイスキップ誌上展
http://www.tamabi.ac.jp/gurafu/akiyama/

多摩美術大学教授・秋山孝ポスター美術館長岡/館長

1952年長岡市生まれ。上組小学校、宮内中学校、長岡商業高等学校、多摩美術

大学卒業。東京藝術大学大学院修了。1986年、
自然保護ポスター
「WILD LIFE-

HELP」
でワルシャワ国際ポスタービエンナーレ・金賞を受賞し、1998年、イン
ド核実験反対のポスターで国連賞を受賞する。他、各国のビエンナーレにおい

て多数受賞。フィンランド、メキシコ、イタリア、ウクライナ、中国、アメリカ
で国際ポスター展の審査員として招聘される。著書に「キャラクターコミュニ

ケーション入門」
（角川書店）
「Chinese Posters」(朝日新聞出版) 他多数。

秋山孝ポスター美術館長岡
http://apm-nagaoka.com/

第1回上海アジアグラフィックデザインビ
エンナーレ組織委員会の委員として参加
した。展覧会はテーマ「和合」で、上海
図書館展示場で行われ、アジア各国から
ポスターの出品があった。中国本土をは
じめ、韓国、台湾、日本、マレーシア、
シンガポール、インドネシア、マカオ、
香港のデザイナーが参加した。中国のデ
ザインに対する情熱と意欲には大きな力
を感じた。展覧会告知ポスターの依頼を
受け、アイデアは中国文化神話のひとつ
である、文字の発明に関わった伝説的人物、
蒼頡（そうけつ）を描いた。特徴は顔に4
つの目を持ち、知性あふれる神だ。それは、
手にメッセージ溢れるポスターを持ち、
厳しい顔で見つめている姿だ。

[Title] --------

第1回上海アジアグラフィックデザイン
ビエンナーレ

[Size] ----------- 1030 x 728 mm (B1)
[Technique] --- Offset printing
[Date] ---------- 2011
[Client] --------- 上海アジアグラフィックデザインビエンナーレ組織委員会
[Category] ---- 文化
[Idea] ----------- 中国文化神話の伝説的人物、文字の発明に関わった
厳しい4つの目を持つ蒼頡（そうけつ）を描いた。
秋山孝ポスター美術館長岡、本年度オープンは、メキシコ革命
100年・独立200年記念「 Voices in Freedom 展」in 長岡 を
開催いたします。4月16日（土）〜 6月30日
（木）まで。
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（上）テープカット／ペク・クンナム
（韓国）
、秋山孝
（上海）
（下）懇親会／カン・タイクン
（香港）
、
秋山孝、
呉藝華
(左から)

2011-03-18

APM news 032
歴史的建造物・金庫扉と雁木のある美術館（旧北越銀行宮内支店）

〒940-1106 新潟県長岡市宮内2-10-8
TEL 0258-39-1233

「新潟日報」 2010年10月9日
（土）
版

「百年の風」
ロゴ （デザイン：秋山孝）

新潟県立長岡商業高等学校 創立100周年記念モニュメント
「百年の風」
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Lecture
第5回 美術館大学

秋山孝ポスター美術館長岡

美術館大学 2010

森山奈保・APM職員

日時：5月1日
（土）pm 3：00 -- 4：30／受講者：30名

「秋山孝 中国ポスターを語る」
GW前半、晴れ渡った空から日差しが降り注ぐ中、今年度最初の美術館大学が開催された。今

回のテーマは企画展にあわせて、
「中国ポスターを語る」
である。会場には建国初期から文化大

中国ポスター展

会場

革命時代の中国ポスターが中心に展示されている。

「中国の人々はポスターを家の中に飾る習慣があったという。
ポスターに込められたメッセージ

が、毎日見続けられることによって、徐々に国民の心に浸透し、思想として定着していく」
（秋山
孝「Chinese Poster」
より）
ということからもわかるように、
当時、
中国のポスターは思想統制

の一手段として用いられた。
また、多民族国家である中国では、同じ国内でも、言語が異なるこ

とがある。
そうした場合、言語による訴えよりも視覚によるものの方が影響が大きいとし、
ポス
ターでの政治宣伝を図ったという。

秋山先生の講義を聞くなかで繰り返し感じたのは、毛沢東はかなりの策略家だ、
ということで

ある。毛沢東はポスターを効果的に使うことで、政策が順調であるように装ったり、
あるいは健

講演「秋山孝中国ポスターを語る」

康をアピールしたりもした。
その中で、1966年から1968年の3年間は毛沢東の神格化が際立

つ期間である。
「万歳」
や
「前進」
といった言葉とともに、太陽を背負った毛沢東のポスターが多

く制作された。

質疑応答の際には、
「プロパガンダポスターが最初にみられたのはどこでしょうか」
という質問

に対し、
プロパガンダポスターの元はフランスやイタリアなどのヨーロッパであるが、
中国での

それは、他国と比べてはるかに長期間にわたり、数多くの種類と枚数のポスターが制作されて

いたという特色を語られた。

懇親会

「Chinese Posters」
朝日新聞出版（2008）

日時：5月1日
（土）pm 5：00 --

第6回 美術館大学

日時：7月10日
（土）pm 3：00 -- 4：30／受講者：65名

「秋山孝 自作を語る」
秋山先生の作品が1年ぶりに帰ってきた。今回の展示は、美術館オープンポスターから
「秋山孝

in シカゴ 2010」
までの近作24点に、代表的作品37点を合わせた計61点が並んだ。
やはり当
美術館の白い壁には、秋山先生の作品が映える。
美術館大学の講演内容は
「秋山孝

自作を語る」
で、近作24点を中心に解説していただいた。

美術館に縁のある作品、恩師である福田繁雄先生のオマージュ作品、汗血馬の作品などにつ

いてのお話をされる中で、新潟県民にはさまざまな思いのある地震のポスターにも話は及んだ。

第６回美術館大学

秋山先生にとって地震というと新潟地震と阪神淡路大震災が印象深いという。新潟地震はご

自身も幼少期に経験しており、思い出を交えての解説となった。

また、
当館に展示してあるポスター作品は商業ポスターが一枚もないことにも言及した。商業

ポスターは商品を売るためのものであり、売りたいという欲望のようなものが見えてしまうので

いけないという。秋山先生にとってのポスターは、
メッセージを伝える手段であり、
そのメッセー

ジは欲望であってはいけないというのが秋山先生の考えである。

講演「秋山孝 自作を語る」

（左・右）第６回美術館大学・APM1周年記念懇親会

案内ハガキ

APM１周年記念懇親会
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APM１周年記念懇親会

日時：7月10日
（土）pm 5：00 --

昨年のオープンから１年がたった。
ようやくこの美術館も１歳（ただし建物自体は85歳とかなり

の高齢！）。秋山孝ポスター美術館長岡の略称「APM」
も耳になじんだ。

この日は１周年を記念して、会員同士の親睦を深めていただくことを目的に、懇親会を催した。
盛大な会、
とはいかないが、
たくさんの方に手伝っていただきAPMらしい温かみのある会とな

った。

会場に集まった方たちに共通するのは、
当美術館のサポーターズ会員であるというだけ。初め

て顔を合わせる方がほとんどのはずだが、
みなさん楽しそうに過ごしてくださったように感じた。

懇親会も終盤になると、美術館から花火のプレゼントが！ささやかな手持ち花火ではあったが、

APM１周年記念懇親会

多摩美術大学の学生さんなどは童心に返り、
はしゃいでいた。

懇親会終了後も、
まだまだ話の尽きない会員同士で2次会会場へ。今回は人数が多いこともあ

り、2会場を用意した。
どちらも地元のお店で、秋山先生のお気に入りである。

第7回美術館大学

日時：8月2日
（月）pm 3：00 -- 4：30／受講者：45名

「まちづくり鼎談 渡辺斉 高田清太郎 秋山孝
中越大地震と創造的復興+APMリノベーション」
8月の太陽が照りつける中、第7回美術館大学が開講した。平日の開催にもかかわらず、多くの

第7回美術館大学 (左から) 高田、秋山、渡辺

方に訪れていただいた。

今回の美術館大学は、新潟県新発田振興局の渡辺斉氏と高田建築事務所・代表取締役であり、
APMサポーターズ倶楽部会長でもある高田清太郎氏に、
当美術館の館長秋山孝を交えての

「まちづくり鼎談」
である。

渡辺斉氏は2004年の中越地震では復興に際し、応急仮設住宅の総括を担い、活躍された方

である。
中越地震の被害状況や地域の特徴、仮設住宅の間取りや、
そこから見える改善点など、
スクリーンに映し出されるデータや写真は地震当時の生々しさを伝えてきた。

一方、秋山先生はご自身の参加されておられる地震ポスター支援プロジェクトについての話題。
地震ポスター支援プロジェクトは2004年から始まり、今年で6年目となった。
そもそもは地震

第7回美術館大学「まちづくり鼎談」渡辺

という自然災害が起こったとき、
自分にできることとは何かを考えたことがきっかけだったとい
う。
ある人は直接現地へボランティアに赴き、
ある人は遠くから何かを寄贈する。
それが秋山先

生にとっては、
ポスターを作り人々の記憶に残すことであった。
それぞれのできることを行うこ

とで町は、世界はよくなっていく、
と締めくくった。

高田清太郎氏のお話もまた興味深い。高田建築事務所さんは
「リプチの森」
という小さな「ま

ち」
をつくっているが、
そこにサポートセンターができた。
それは、地域密着型介護拠点の特別

養護老人ホーム＋小規模多機能施設＋地域交流施設という多くの機能を持った施設であり、

「プチリプチ」
という愛称で呼ばれている。今までのような大型施設ではなく、住み慣れた町の

中で、
お年寄りと子どもたちが互いに触れ合いながら過ごせる施設である。仮の住まいであって

も、居心地のいいものを造りたいという高田氏の信念が感じられた。

第7回美術館大学「まちづくり鼎談」高田

三者三様の
「まちづくり」
に関する鼎談であったが、根底に流れるものは同じであったと思う。

第8回美術館大学

日時：10月 2日
（土）pm 3：00 -- 4：30／受講者：48名

「長岡市立上組小学校美術館大学

教育・美・感動」

多摩美術大学の大学院生・卒業生による作品で埋め尽くされた会場で8回目となる美術館大

学が開催された。今回は長岡市立上組小学校の先生方をお招きしてお話をうかがうことがで

きた。

第7回美術館大学「まちづくり鼎談」秋山

最初にお話いただいたのは池上秀敏校長である。上組小学校は特に美術の授業に力を入れて

おり、取り組みとしては
「こだま美術館」
が有名である。
「こだま美術館」
は平成11年から始まっ

た活動であり、企画・運営などすべてを生徒がおこなう校内美術館である。新潟県立近代美術

館に見学に行き、美術館の役割や成り立ち、運営について学び、
そこで学んだことを
「こだま美
術館」
で実践する。館長・副館長も生徒の中から選び、作品説明を行う学芸員も生徒自らが行

う。池上校長は新潟県立近代美術館にいらっしゃったこともあり、
その経験を活かして美術館

についての授業をされたり、普段は見えない部分の仕事についてお話する機会もあったようで

ある。
「心の教育とかかわらせた造形教育」
であり、
「美しさを感じ、想いを表現」
することの大切

さについて語られた。

第8回 美術館大学（右から）池上、金澤、水谷、秋山
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次にお話いただいたのは金澤健志先生である。金澤先生には昨年APMを6年生の図画工作の

授業に使っていただいたこともあり、
そのときの授業の様子を発表された。秋山館長の初期の
作品にセリフをつけるという授業であったが、金澤先生自身、生徒の発想の柔軟さに驚かされ

たという。秋山館長の作品は、飛べないダチョウが飛行機に乗ることで空を飛ぶというもので、

「不可能を可能にする」
というメッセージを読み取る生徒がいる一方、
「できないことはムリしな

い」
という受け取り方をした生徒もいたとか。金澤先生は今は
「見る」
ということに重きを置いて

指導されているという。
「名画を描く」
や
「摂田屋を描く」
などの取り組みを通して、
「本物」
をよく

「見」
て描くことの重要性を伝えている。名画の模写などは特徴をうまく捉えた作品が多く、未
来の芸術家を予感させるものばかりだった。

最後にお話くださったのは、水谷徹平先生である。水谷先生は30歳のときに白血病を発症し、

「こだま美術館」
の取り組みについて 池上校長

「5年生存率は3割」
と宣告された。突然の病気で自分の死について考えたとき、生徒にいのち
の大切さを伝えたいと思い、無菌病室からテレビ電話システムによる授業を行った。
また、病院
には水谷先生と同じ病気で長期入院している患者さんもおり、勉強に飢えているそれらの患者

さんに病室で授業したことも。幸い、水谷先生の病状は回復し、今は再び教壇に立つことがで
きる。
しかし
「いのちの授業」
はその後も続き、稲作体験を通して
「いただく命」
について考えさせ

たり、
自分史を作らせたりと、様々な手段でいのちの大切さを訴えている。
これからの試みとして、
文章以外の方法で表現させることに挑戦したいという。考えさせる授業を行った場合、
どうして

も作文での表現が中心となりがちだが、絵でも詩でも音楽でも、多様な手段での表現を可能と

したいと語られた。

金澤先生の生徒の模写作品

秋山先生による質問の時間も設けられた。
「なぜ上組小学校は美術教育に力を入れるのか」
と

いう池上校長に対する質問、
「『本物』
と
『偽物』
の違いとは何だと思うか」
という金澤先生への
質問、
「壁に突き当たったとき力が沸いてくるが、
その力とは何だと思うか」
という水谷先生への

質問のほか、
「先生とはどんな職業か」
「町づくりについてへの質問」
といった3名の先生へ向け

た質問もあり、
それぞれの先生の職業、町への思いが伝わってきた。

学生展記念交流会

日時：10月2日
（土）pm 5：00 -- 7：00／参加者：57名

「いのちの授業」 水谷先生

第8回美術館大学が無事に終了すると、30分の準備時間をはさんで交流会へと突入する。
お
客さまが展示室の作品を眺めている間に、
イスが片付けられ、
テーブルが出され、食べ物・飲み
物が並べられていく。多摩美術大学の学生がきびきびと動き、
あっという間に会場の準備を整

えていく様は、見ているこちらまで気持ちいい。

毎回APMでは、
身近でがんばっているお店を応援したいとの想いから地元のお店を利用する

ことが多い。今回は、Gadjo Dilo(ガッディジョーロ)さんのカレー、旭屋さんのパン、
やまやさん

のお刺身、右門明治堂さんのお饅頭などがずらりと並んだ。
お酒は定番のビールやワイン、
チュ
ーハイのほか、新潟の日本酒、吉乃川・長者盛も用意した。

Gadjo Diloさんは、小さなワゴンでカレーを提供する移動販売のお店だ。交流会ではタイカレ

ーとインドカレーの2種類を出してもらった。
どちらも美味しかったが、特にタイカレーはすぐに

学生展記念交流会

売切れてしまうほどの盛況ぶり。
サービスのチャイも好評だった。長岡市内を中心に活動してい

るが、依頼があればどこにでも向かうそうだ。旭屋さん、
やまやさん、右門明治堂さんはAPMの

ご近所さんだ。旭屋さんではアイスパンというものを用意していただいた。
パンの中にアイスが
入ったもので、
シューアイスみたいである。

参加者は全員、思い思いの場所で好きなものを食べ、飲み、会話を楽しむ。
ある人は学生に作

品の説明を受け、
ある人は今回の講演者に質問を投げかける。外の夜風に当たりながらのんび

りとお酒を楽しむ人も。

また、
この日は多摩美の大学院生・卒業生から1周年を迎えたAPMに記念樹の贈り物があった。
長岡市の木、
ケヤキの木だ。
これから雪の季節を迎えるが、寒さに負けずにAPMを見守ってい

学生展記念交流会

ってほしい。後日、大学院生・卒業生代表として末房様から、
ケヤキに挿すかわいらしいプレー

トをいただいた。今はケヤキの傍らで、雨にも風にも負けずキラキラ輝いている。

学生展記念交流会
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「100年の風 ・リプチの月」 秋山孝

「私にとっての構造デザイン」 斎藤公男

第9回 美術館大学

Event

秋山孝ポスター美術館長岡
ホクギン宮内支店90周年記念講演会 秋山孝

ホクギン宮内支店90周年記念講演会 挨拶 北越銀行 大矢氏

ホクギン宮内支店90周年記念講演会 秋山孝
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りも大切で、誰かに言われて何かをするよりもはるかに強い力を持っている。確かにサポーター

ズの皆様の厚意には、
いつも頭が下がる。
イベントのたびに駆けつけてくださる方、
さりげなく
手伝ってくださる方、何はなくとも訪れてくださる方など、
みんなで創りあげている美術館なの

だという気持ちが伝わってくる。

これからも皆様に愛される美術館でありたいと思う。北越銀行もそれは共通の想いであり、
「地
域の皆様のお役に立ちたい」
と述べていた。

畠山ギター教室「2010 ぎたあ 吉他 Guitar」 プログラム

上組小学校生6年生

鑑賞授業 in APM

上組小学校生6年生

鑑賞授業 in APM

上組小学校生6年生

鑑賞授業 in APM

上組小学校生6年生

鑑賞授業 in APM

畠山ギター教室「2010 ぎたあ 吉他 Guitar」
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「新潟日報」 2010年8月20日
（金）版

長岡新聞2009年10月27日
（水）版

週間「朝日だより」 2009年12月第5週号

「ニッポー」 2009年9月25日
（金）版
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APM 4

「建設ジャーナル」 2010年7月30日
（金）版
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2011年「秋山孝ポスター美術館長岡」企画展・美術館大学 のご案内
●第6回企画展「メキシコ革命 100 年・独立200 年記念 ”Voices in Freedom“ ポスター展」
4月16日
（土）〜6月30日
（木）

・第10回美術館大学「メキシコポスタービエンナーレについて・ U.G.サトー リンダ・リトー 秋山孝」
4月16日
（土）pm3:00〜4:30

●第7回企画展「秋山孝ポスター展3」 7月9日
（土）〜9月23日
（金）
・第11回美術館大学

7月9日
（土）

・第12回美術館大学 8月3日
（水）

●第8回企画展「メッセージイラストレーションポスター展3」 10月1日
（土）〜10月31日
（月）
・第13回美術館大学

10月1日
（土）

・開館時間 ：午前11時〜午後5時まで（入館は閉館の30分前まで）
・休 館 日：火曜日／開館期間：4月 〜10月・閉館期間：11月 〜 3月 ・入館料：無 料

秋山孝ポスター美術館長岡の建造物は1925年（大正14）
に建設され
ました。以来86年を迎えた歴史的建造物です。
（長岡市都市景観賞、新
潟県建築事務所協会・奨励賞）

Report-2
Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka
発行日 ：2011年4月1日
発行者 ：秋山孝
発行所 ：秋山孝ポスター美術館長岡
〒940-1106 新潟県長岡市宮内 2-10-8 / Tel,Fax : 0258-39-1233
E-mail : info@apm-nagaoka.com URL : http://apm-nagaoka.com

Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka
2011カレンダー

デザイン：秋山孝事務所：秋山孝・大河原一樹・高橋庸平
印刷所 ：東銀座印刷出版株式会社
※無断で複写、複製および使用を禁ず。

Report-2
Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka

「秋山孝ポスター美術館長岡」

Date of issue : 2011.04.01
Publisher
: Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka
2-10-8 Miyauchi Nagaoka-city Niigata 940-1106 Japan / Tel,Fax : 0258-39-1233
E-mail : info@apm-nagaoka.com URL : http://apm-nagaoka.com
Design
: Takashi Akiyama Studio : Takashi Akiyama,Kazuki Okawara,Yohei Takahashi
Printed in Higashi-Ginza Insatsu-Shuppan Inc.

運営委員会

ⓒ 2011 Takashi Akiyama, Published in Japan by Takashi Akiyama Poster Museum Nagaoka.

幹

事： 田上紘三郎 (田上商店社長)

幹

事： 中村隆 (NPO法人醸造の町摂田屋町おこしの会・会長)

幹

事： 高田勉 (高田事務所専務取締役)

幹

事： 稲葉崇 (北越銀行宮内支店長)

監

事： 宮下孝一

All right reserved.No part of this book may be reproduced in any form or by any means,
electoronic or mechanical,including photocopying or recording, or by any information storage
and system,without permission in writing from the publisher.

2009年7月11日--2011年3月31日

館

長： 秋山孝 (多摩美術大学教授)

会

長： 豊口協 (長岡造形大学理事長)

副会長： 牧野忠昌 (長岡藩牧野家17代当主)
副会長： 高田清太郎 (高田建築事務所代表取締役社長)

(NPO法人醸造の町摂田屋町おこしの会・副会長)

・中綴じ製本／A4（天地297 左右210㎜） ・表紙・本文：OKプラスター7C菊Y93.5kg

31

