
［ 休 館 日 ］月曜日
［開館時間］10：00−18：00（入館は17：30まで）

［ 観 覧 料 ］一般950円（760円）、大学生650円（520円）
高校生以下または18才未満・丸亀市内に在住の65才以上・各種障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料
※（  ）内は前売り及び20名以上の団体料金　※同時開催常設展「猪熊弦一郎展 ニューヨークでの画業」観覧料含む

［ 主 催 ］丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、公益財団法人ミモカ美術振興財団

2021年1月23日（土）−3月7日（日）

Sat 23 January - Sun 7 March 2021
Closed  Mondays
Hours  10:00-18:00 (Admission until 30 minutes before closing time) 
Admission  Adults ¥950, Students (college, university) ¥650, Children (0 years to highschool) free
*Ticket valid for admission to the permanent collection.
Organized by Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, The MIMOCA Foundation

G e n i c h i r o  I n o k u m a  P a y  A t t e n t i o n  t o  C o l o r !
W h a t  i f  w e  b e g i n  w i t h  r e d ,  y e l l o w  a n d  b l u e ?

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art

●新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、会期の変更や、関連プログラムの中⽌・変更等の可能性がございます。お出かけ前に当館HP等でご確認ください。



関連プログラム

同時開催常設展

次回企画展

　私たちは身の回りのものを選ぶときにその色によって判断するなど、色を気にかけてものを見ています。

絵画を見る際にも、どんな色で描かれているか、色合いやコントラストなどを追いながら見るのは楽しい

ものです。そこには色の美しさへの驚きや、思いもよらない色遣いを発見する喜びがあり、また画家の特徴も

あらわれています。

　本展では、対象が何であるか関係なく色に注目して見るという、日常生活で自然と身についている方法で、

猪熊弦一郎（1902－1993）の絵画を見てみます。猪熊の絵画は豊かな色彩が特徴ですが、まずは赤、黄、青

の3色を取り上げて「色に注目」する初めの一歩とします。それぞれの色で描かれた作品に始まり、3つの色

を自在に組み合わせたもの、さらに他の色も加わったものまでを見るとき、作品との距離がぐっと近づき、

色から広がる絵画の世界がきっと開けてくるでしょう。

親子でMIMOCAの日
高校生以下または18歳未満の観覧者1名につき、
同伴者の方はどなたでも2名まで無料となります。

日時：2月13日（土）、14日（日）10：00－18：00
※この他の関連プログラムは、随時、当館HP等でお知らせします。

猪熊弦一郎展  ニューヨークでの画業
2021年1月23日（土）－3月7日（日）　休館日：月曜日

まみえる  千変万化な顔たち
2021年3月20日（土・祝）－6月6日（日）
休館日：月曜日（祝休日の場合はその直後の平日）

We are normally attentive to color when looking at things. We choose clothing and other products by how much we 
like their color, for instance. When viewing a painting, as well, it is fun to simply delight in its colors, hues, and color 
contrasts. Entering the world of the painting, we will feel surprise at the beauty of color, take joy in unexpected color 
effects, and discover the personality and characteristics of the artist.   
This exhibition looks at paintings by Genichiro Inokuma (1902-1993) in the way we naturally learn in everyday life—by 
giving attention to color regardless of what the object is. Inokuma's paintings are characterized by rich colors, but 
here, our first step is to take up three colors—red, yellow, and blue—and "pay attention to color.” If we look at works 
in each of these colors, first, followed by works freely combining red, yellow, and blue and, finally, works adding other 
colors, the paintings will quickly grow familiar to us. Through color, the magical world of painting opens its doors.

表：《二つの門》1987年　裏：上段左から、《Water Shores B》1970年、《Two Shores (Yellow)》1970年、《Landscape BY》1972年、
下段左から、《黄色の星座都市》1986年、《三人娘と自転車》1938年、《馬と道化》1955年　すべてⒸ公益財団法人ミモカ美術振興財団

あーとらんどギャラリー 0877－24－0927
オークラホテル丸亀 0877－23－2222
おみやげSHOPミュー 0877－22－2400

前売券販売場所（丸亀）

Genichiro Inokuma  Pay Attention to Color !
What if we begin with red, yellow and blue?

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館
公益財団法人ミモカ美術振興財団

〒763－0022  香川県丸亀市浜町80－1（JR丸亀駅前）
TEL：0877－24－7755　www.mimoca.org
Marugame Genichiro-Inokuma Museum of Contemporary Art, 
The MIMOCA Foundation
80-1 Hama-machi, Marugame-shi, Kagawa 763-0022 JAPAN

【高速バス】東京・横浜・名古屋・⼤阪・神戸・福岡より直通運行

※JR丸亀駅前地下駐車場・2時間無料（当館1階受付で駐車券をご提示ください）

【鉄道（JR）】

【飛行機】

【車】

*1 高松空港シャトル便（1名片道2,500円）
　搭乗前日正午までの予約制／東讃交通 0877－22－1112
*2 丸亀・坂出・空港リムジンバス（1名片道1,200円）
　琴参バス株式会社　https://www.kotosan-limousine.com

Access  1 min. walk from JR Marugame Sta.
[By JR Train]
▶3.5 hours from Tokyo to Okayama by Shinkansen / 
 45min. from Shin-Osaka to Okayama by Shinkansen /
 100 min. from Hakata to Okayama by Shinkansen, 
 and 40 min. by Limited Express from Okayama to Marugame.
▶30 min. from Takamatsu to Marugame by Rapid Express.
[By Airplane]
▶85 min. from Tokyo (Haneda) International Airport / 
 100 min. from Narita International Airport to Takamatsu Airport.
 Then, 40 min. by taxi / 
 75 min. by limousine bus from Takamatsu Airport to Marugame.
[By Car]
▶15 min. from Sakaide-Kita interchange on the Seto Chuo Expressway.
 15 min. from Sakaide interchange / Zentsuji interchange on the 
 Takamatsu Expressway.
*Two hours free parking at the JR Marugame Sta. underground facility. 
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※運休、減便している場合があります。ご利用前にご確認ください。


