
山下仙之助 生誕１２０周年・没後３０年記念

記念講演会『山下仙之助-日常の美と印象派の系譜』

熊谷市立江南文化財センター 山下祐樹
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2022年5月26日 熊谷市奈良公民館



埼玉県立浦和高等学校美術研究室において

山下仙之助（1902-1992）

熊谷市下奈良「集福寺」で写生する風景

第１章 山下仙之助の画業と作品
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山下仙之助（1902-1992 やましたせんのすけ）

大里郡奈良村上奈良（現在の熊谷市上奈良）生まれ。熊
谷中学（現在の熊谷高校）の美術教師であり、埼玉県下初
の洋画団体「坂東洋画会」を発足した画家の大久保喜一（
1885-1948）の薫陶を受け、同会に入会。山下は戦後、埼
玉県立浦和高等学校美術教師 として後進の育成に励む傍
ら、坂東洋画会を継承した「朱麦会」をはじめ中央画壇の
一翼を担う「白日会」などで活躍。セザンヌなどポスト印
象派からの影響を受け、ヨーロッパでの研修などを通じた
西洋美術体験に基づく独特の画風を確立し、日常を題材と
した多くの静物画と風景画を残した。
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明治35年 1902
11月10日、埼玉県大里郡奈良村上奈良（現熊谷市上奈良）父 山下幸
吾、母 れいの長男として生まれる

明治37年 1904 ２才 日露戦争起こる
明治42年 1909 ７才 奈良村立奈良尋常高等小学校尋常科入学
明治43年 1910 ８才 利根川氾濫
明治45年 1912 10才 明治天皇崩御

大正３年 1914 12才
奈良村立奈良尋常高等小学校尋常科卒業
奈良村立奈良尋常高等小学校高等科入学

大正５年 1916 14才 奈良村立奈良尋常高等小学校高等科卒業
大正７年 1918 16才 埼玉師範学校入学（予備科一年）

大正12年 1923 21才
埼玉師範学校卒業（予備科一年）
幡羅村立幡羅尋常高等小学校訓導

大正13年 1924 22才 妻 い巳と結楯
大正14年 1925 23才 長女 幸子誕生
大正15年 1926 24才 大正天皇崩御

昭和２年 1927 25才
大幡村立大幡尋常高等小学校訓導
長男 光男誕生

山下仙之助 年譜
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昭和３年 1928 26才
熊谷町立石原尋常高等小学校訓導
この頃、大久保喜一を師として「坂東洋画会」に入会

昭和５年 1930 28才
文部省中等教員検定合格
二男 昇誕生

昭和７年 1932 30才
白日会展出品（初入選）
三男 勝己誕生

昭和８年 1933 31才
宮城県立気仙沼中学校教諭
仙台市東北美術展出品《気仙沼風景》

昭和14年 1939 37才
栃木県立大田原中学校教輸
大東会展出品
大朝会展出品

昭和16年 1941 39才 太平洋戦争起こる

昭和20年 1945 43才
埼玉県立浦和中学校（現･高校）教諭
太平洋戦争終戦
弟 周作死去

昭和21年 1946 44才
浦和中学校生徒霞会指導
霞会展出品

昭和21年 1946 44才 父 幸吾死去
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昭和30年 1955 53才 白日会展出品《小豆島・本庄風景》
昭和32年 1957 55才 東京高等師範学校夏期講習会絵画履修
昭和34年 1959 57才 白日会展出品《夜の静物》
昭和35年 1960 58才 白日会展出品《礼子の像》
昭和37年 1962 60才 白日会展出品《学園早春》
昭和38年 1963 61才 白日会展出品《夏の集福寺》
昭和39年 1964 62才 白日会展出品《早春の学舎》
昭和40年 1965 63才 白日会展出品《窓際の静物》

昭和42年 1967 65才
訪欧研修（国際美術教育協会主催）
白日会展出品《夏の越後湯沢》《新校舎の窓》

昭和43年 1968 66才 白日会展出品《ベニス・領家の雪》

昭和44年 1969 67才
埼玉県浦和高等学校退職（後１年間講師）
回顧展（熊谷市民ホール）―作品35点―

昭和45年 1970 68才 白日会展出品《早春・ベニス》
昭和46年 1971 69才 白日会展出品《榛名湖畔》《小塚風景》
昭和47年 1972 70才 白日会展出品《布良漁港》
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昭和48年 1973 71才

第1回五人展（熊谷画廊）―根岸・鈴木・木島・谷部・山下
白日会展出品《陸中海岸》《布良早春〔布良漁港〕》
熊谷市美術展出品
県北展出品《紫陽花》《外房勝浦》
個展 開催（川口市 太陽サバール）―作品27点―

昭和49年 1974 72才
第2回五人展《熊谷画廊》
白日会展出品《丸テーブルの上の静物》―白日会50年記念展

昭和50年 1975 73才
第3回五人展（熊谷画廊）
熊谷市美術展出品
白日会展出品《窓際の静物》

昭和51年 1976 74才
第4回五人展(熊谷画廊)
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《アトリエの一隅》

昭和52年 1977 75才
第5回五人展(熊谷画廊）―大久保・田村両氏特別出品
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《集福寺仏殿》

昭和53年 1978 76才
第6回五人展(熊谷画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《集福寺の鐘楼》

昭和54年 1979 77才
第7回五人展（熊谷画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品 7



昭和55年 1980 78才

第8回五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
第56回白日会展において準会員から会員に推挙される
読売アカデミー熊谷・絵画教室講師（約3年間）

昭和56年 1981 79才

第9回五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《窓辺のアロエ》
母 れい96才で死去

昭和57年 1982 80才
第10回五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《シクラメンのある静物》

昭和58年 1983 81才
第11回五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《赤い花のある室内》

昭和60年 1985 83才
第12回五人展（八木橋画廊）
白日会展出品《谷川の雪》

昭和61年 1986 84才
第13回五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《窓際の静物》
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昭和62年 1987 85才
第14会五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《静物》

昭和63年 1988 86才
第15回五人展（八木橋画廊）
熊谷市美術展・同会員展出品
白日会展出品《窓際の静物》

昭和64年
平成元年

1989 87才
昭和天皇崩御
熊谷市美術展・同会員展出品

平成２年 1990 88才
熊谷市美術展・同会員展出品
回顧展「山下仙之助展」開催（八木橋百貨店）
『山下仙之助画集』刊行

平成４年 1992
3月2日没する。享年91。

令和元年 2019
坂東洋画会結成100年記念「山下仙之助 絵画展-
日常の美と印象派の系譜-」開催

花（1989）6号
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山下仙之助回顧展 （２０１９年１２月開催：熊谷市中央公園・緑化センター）

山下仙之助-日常の美と印象派の系譜-
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山下仙之助アトリエ
（2021年、原初に近い萌黄色の外壁に復元された。）

アトリエ室内と画集
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自画像
（1990）6号
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千代ちゃん
（1925）10号
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礼子の像
（1959）30号
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気仙沼風景
（1936）30号
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バイオリンのある静物
（1937）30号
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夏の裏庭
（1941）30号
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集福寺の鐘楼
（1978）50号
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夏の集福寺
（1954）50号
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集福寺の仏殿
（1977）60号
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画集の花
（1980）50号
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窓辺の赤い鶏頭
（1988）50号
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石膏像のある静物
（1964）40号
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アトリエの一隅
（1976）50号
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道と風景
大久保喜一

（1923）4号

大久保喜一氏から山下仙之助
への寄贈作品
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第２章 美術技法の展開
―山下仙之助作品の解釈をめぐって―

アラプリマ Alla Prima（伊）
プリマ描き。直描。あらかじめつくられた下地の上に透

明な絵具を何層も塗り重ねて仕上げていく古典的、伝統的
な彩色方法とは異なり、油絵具を適当な地塗りなしに直接
画面に塗りこむ方法。画家が自由に色を画面に置いていく
方法で、筆のタッチや絵具の盛り上がりなどを画面効果と
して生かす。絵画に自然らしさを求めた印象派の画家が採
用した19世紀後半から、絵筆も、柔らかい筆に代わって、
硬い豚毛の太筆が使用されるようになった。
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紫陽花 （1977） サムホール
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インパスト（厚塗り） Impasto（伊）
絵の具の厚塗り。あるいは盛り上げのこと。不透明の

油絵具やアクリル絵具を、厚く盛り上げるように、また
多量に使用すること。過去の巨匠は、ハイライトの部分
を厚塗りした。表現効果として意図的にインパストが用
いられるのは、17世紀中頃からである。現代では、筆の
タッチを強調したり、パレット・ナイフや指先で絵具を
塗ったり、チューブから押し出した絵具をそのままキャ
ンバスに塗りつけたような表現が一般的になった。グレ
ーズ（薄塗り）やスカンブル（ぼかし）に対立する言葉
となっている。
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谷川岳の春 （1986） 10号
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ウェット・イン・ウェット
Wet in Wet(Wet over Dry)（英）
画面上で乾いていない絵の具の上に、さらに重ねて描く技法。水

彩や油彩、アクリルなどで、最初の絵具の上に、同色または別の色
の絵具を加えると、両者が自然に混じり合う。水彩では、ウォッシ
ュの濡れ具合や、重ねる絵具の色合いを試してみて、コントロール
することで複雑なにじみ効果が得られる。日本画のたらし込みや、
水墨画の破墨も同様の技法。一方、下の色が完全に乾いてから、色
を重ねる技法をウェット・オヴァー・ドライという。この場合は、
均一に重なり合って、輪郭のくっきりした色が現れるため、一筆で
形をつくることが重要となる。
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谷川の桜 （1977） 8号
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片ぼかし
色彩の濃淡によって、凸凹や陰

影の感じを表す技法で、古代から
使われていた。輪郭線の内側をぼ
かす内隈、外側をぼかす外隈、暗
色に明るい色を加えてのかす返り
隈（照り隈）などに分類される。
写生を素早く行うため、絵具や墨
を水を含んだ筆につけ、穂先で形
を描きながら、根本でぼかして一
気に陰影を描く方法が考案された
と考えられている。

花 （1988） 20号
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キアロスクーロ Chiaro Scuro（仏）
物体の丸みを出し、周囲の空間から浮き出させるように深い陰影の

明暗を対比して描く方法。レオナルドに始まってバロックに盛んに行
われた。単色の明暗の調子だけで描いた絵や素描のことも意味する。

グラシ Glacis（仏）/Glaze,Glazing（英）
グレーズ、またはグレージングともいい、油絵具を透明な深い層で

塗り重ねる技法。15世紀前半の初期フランドル派の画家たちが手法を
確立した。下塗りの色が生乾きになるのを待って、薄く透明色を重ね
る。重ねる回数により明度が下がるが彩度は高まる。17世紀頃までに
は、彩色手法の中でもっとも熟練を要し、画家の力量が露になるとし
て重点的に教育されたが、現地写生を主張した自然主義や印象主義の
時代から衰退した。
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夜の静物 （1959） 30号 窓辺のアロエ （1981） 50号
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グラデーション Gradation（英）
階調、ぼかしなどと訳し、調子の段階をつくること

を意味する。明色から暗色へ、澄んだ色から濁った色
へなど、少しずつ変化する段階全てに用いる。異なる
有彩色間のぼかしの意味にも使用する。

一般的には、単色画で明色から暗色への段階変化に
対して使用される。絵画やデザインの勉強は、通常、
立体的形態を白から黒への階調を用いて表現すること
から始まるが、この場合の基本として、視覚的に、調
子が等間隔で変化する中間段階をつくれることは重要
であると考えられている。
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浦高の窓より （1963） 20号
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グリザイユ Grisaille（仏）
無彩色のモノクロームで描いた絵の総称。油絵以外にも、水彩、テ

ンペラ、ステンドグラスなど広く絵画・工芸で使用される技法名。油
彩の彩色の第一段階として行われるモノクロームの大まかな描写。こ
の下描きを生かしつつ、各部が完成される。

スカンブリング Scumbling（伊）
下塗りの色がとぎれとぎれに見えるように、下塗りの色の上から、

不透明な色を薄くかけること。とくに、油彩画ではヴェラチューラと
も呼ぶ。テンペラや混合技法を併用した場合にも、不透明色をごく薄
くハッチングでかぶせるなど、乾いた柔らかい筆の毛先で、細い刷毛
目を軽く引くような手法が含まれる。
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浦高旧校舎 （1964） 20号 気仙沼港 （1938） 4号
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スクラッチ Scratching（英）
ナイフを使って紙に塗られた絵具やパステルを引っ掻

いて、変化をつける技法。

スパタリング Spattering（英）
刷毛の筆や歯ブラシに含ませた絵具を指の先で跳ね飛

ばして、変則的な模様をつくる技法。

墨流し Marbling（英）
容器の水面に濃墨をたらし、軽くかき回して、紙を浮か

べ引き上げると、文様が紙に移る。平安時代から料紙の地
模様に用いられた。江戸時代には、墨の代わりに藍を流し
たり、墨・藍・紅の３色を用いたものも出た。西洋では同
様の技法を、大理石の肌理に似ていることからマーブリン
グと呼び、装本の表紙裏に多く用いる。
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点描 Pointillism（英）
絵具またはインクを、線や面として塗らず、小さな点の集合と

して画面を構成する技法。新印象主義の技法として知られている
が、実際には、新印象主義の画家は自分たちの方法を単なる点描
と区別して、分割主義と呼んだ。

これは、絵具をパレット上で混合して調色せず、画面に小さな
点を分割した色として配置し、それを距離を置くことで、混じり
合って見えるという視覚混合理論に基づいたものであった。

この技法によって色彩個々の輝きを失うことなく、混色が可能
になるが、形態の強さや統一感を表すことは容易ではない面もあ
る。フォービスムは、原色の点を線や面に拡げることで、さらに
色彩の可能性を追求した運動として挙げられる。
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フロッティ（すり込み）
Frottis（仏）/Frottie（英）

絵具をすり込むことの総称。白い下地
のキャンバスの表面に、半透明の色を
すり込むように塗り、単色の有色下地
を固める技法。また、絵具が固まるの
を待って、少量の絵の具をかすれるよ
うにすり込み、全体のトーンを落ち着
かせたり、色調を整える日本固有の方
法とも考えられる。 丸テーブル上の静物

（1973） 30号
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スフマート Sfumato（伊）
煙を意味するイタリア語（Fumo）か

ら派生した技法用語。くっきりと引い
た輪郭線によって形態を表すのではな
く、「空中に漂う煙のように」、輪郭
をややあいまいにしたまま、ぼかし気
味に色を使って形態を描き出す方法。

窓際の静物 （1975） 60号
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