
本年は､ 下記の日程で収蔵品の展示を行なった｡ 当館

の所蔵する日本画､ 日本洋画､ 西洋絵画､ 現代美術の各

ジャンルについて幅広く展示機会を設け､ さらに､ 同時

期開催の企画展との関連性も考慮して年間計画を立てた｡

また､ 魅力ある収蔵品展を目指して､ テーマ性を強く打

ち出すよう心がけた｡

年末に設けた全館収蔵品展の期間は､ ��世紀版画作品

の特集展示を行なった｡ 日常のなにげない風景を取り上

げた西洋版画と､ 浮世絵に独自の叙情豊かな風景表現を

打ち立てた歌川広重の作品とを展示､ 風景への眼差しと

いう共通テーマのもとに､ 東西の版画を展示した｡

(～４月７日 昨年度から継続

今日の美術／西洋の風景画)

４月��日～５月６日 新収蔵品展

５月８日～６月２日 館蔵名品選

６月４日～��月��日 西洋の風景画

��月��日～��月��日 日本の風景－山と海

��月��日～��月��日 日本画－富士と花鳥

��月��日～��月��日 日本画－人物を見る

��月��日～��月��日 ��世紀の版画東西－風景への眼差

し

��月��日～��月��日 近代日本画の巨匠たち

１月４日～１月��日 日本画の名品／正倉院文書と書の

名品 (小杉文庫)

２月��日～３月��日 今日の美術－無愛想な美？－県美

のミニマル・アート
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平成14年度の収蔵品展



名品コーナー (エントランス)

第７室 新収蔵品展 4月10日～5月6日

第７室 館蔵名品選 5月8日～6月2日
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日付 作者名 作品名

�月�日～
�月�日

今村紫紅 宇津の山路

モーリス・ド・ヴラマ
ンク 小麦畑と赤い屋根の家

藤田嗣治 モンルージュ､ パリ

�月 �日～
�月��日

伊藤若冲 白象群獣図◆

パウル・ブリル エルミニアと羊飼いのい
る風景

ラファエル・コラン 想い

�月��日～
�月 �日

岸田劉生 静物 (リーチの茶碗と果
物) ◆

モーリス・ド・ヴラマ
ンク 小麦畑と赤い屋根の家

�月�	日～
�	月�	日

森村泰昌 批評とその愛人

ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモー
の古城

小林和作 秋山

�	月��日～
��月��日

土佐光起 秋草鶉図

ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

小出楢重 静物

��月��日～
��月��日

池 玉瀾 渓亭吟詩図

ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモー
の古城

小絲源太郎 春雪

�		
年
�月 �日～
�月��日

大久保婦久子 登呂の譜

クロード・モネ ルーアンのセーヌ川

田村一男 北越大雪

�月��日～

月
	日

岡田米山人 高士遊歩図

ジョアン・ミロ シウラナの教会

金山平三 千曲川 (信濃路の春)

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�狩野安信 猿曳き・酔舞図屏風★

�狩野典信 (栄川) 山水図★


狩野惟信 (養川院) 山水図押絵貼屏風

�ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモーの古
城★

�ジャック・カロ ボへミアン (全４点) ★

��� 出発

��� 先頭

��
 休息

��� 宴の準備

�
アドリアーン・ファン・オス
ターデ 納屋★

№ 作者名 作品名

�ジャック・デ・ホイエンⅡ世 四大元素 (全４点) ★

��� 土 (地？)

��� 水

��
 空気 (風？)

��� 火

�和田英作 富士★

�赤城泰舒 雲 (折原) ★

�	金沢健一 音のかけら ２★

��島戸繁 びわ湖の舟★

��島戸繁 静かな漁港★

�
島戸繁 社頭残雪★

��島戸繁 ステンドグラスと椅子★

��宮崎万平 作品��★

★は新収蔵品

№ 作者名 作品名

�石田幽汀 群鶴図

�呉春 柳陰帰漁図


谷文晁 連山春色図

�クロード・モネ ルーアンのセーヌ川

�カミーユ・ピサロ ポントワーズ, ライ麦畑とマ
チュランの丘

�ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

�ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモーの古
城

�五姓田義松 富士

�川村清雄 巨岩海浜図

�	小出楢重 静物

��和田英作 富士

��佐伯祐三 ラ・クロッシュ

�
吉田博 上高地の春

��モーリス・ルイス ベス・アイン

��依田寿久 無題 ��


■収蔵品展出品作品



第７室 西洋の風景画 6月4日～7月14日

第７室 西洋の風景画 7月28日～10月20日展示期間

�：����～���� �：����～��� 	：��
�～
����

第６室 日本画－富士と花鳥－ 10月22日～11月24日
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№ 作者名 作品名



ジョヴァンニ・バッティスタ・
ティエポロ ｢カプリッチ｣ より

�リチャード・ウィルソン リン・ナントルからスノード
ンを望む

�トマス・ゲインズバラ 水を飲む馬のいる森の風景

ジョン・ロバート・カズンズ ポルティーチからヴェスヴィ
オ山を望む

�
ジャン�ジョゼフ�グザビエ・
ビドー 山の見える牧歌的風景

�
アレクサンドル�イアサント・
デュヌイ

パリ､ マドレーヌ大通りの窓
からの眺め

�アシル�エトナ・ミシャロン 廃墟となった墓を見つめる羊
飼い

�ジョン・コンスタブル ハムステッド・ヒースの木立､
日没

�
ジョゼフ・マロード・ウィリ
アム・ターナー

パッランツァ､ マッジョーレ
湖


�ギュスターヴ・クールベ ピュイ・ノワールの渓流



クロード・モネ ルーアンのセーヌ川


�カミーユ・ピサロ ポントワーズ､ ライ麦畑とマ
チュランの丘


�ポール・ゴーギャン 家畜番の少女


ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモーの古
城


�モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家


�ハイム・スーチン カーニュ風景

№ A B C 作者名 作品名


 ○ アルブレヒト・デューラー 放蕩息子

� ○ ヘンドリック・ホルツィウス オケアヌス

� ○ ヘンドリック・ホルツィウス テティス

 ○ ○ パウル・ブリル エルミニアと羊飼いの
いる風景

� ○ ○ クロード・ロラン 笛を吹く人物のいる牧
歌的風景

� ○ ヤン・ボト ポンテ・モッレ 『ローマ周辺
の眺め』 (全６点) のひとつ

� ○ アールト・ファン・デル・ネール 森の風景

� ○ ヤン・ファン・ホイエン
レーネン, ライン河越
しの眺め

� ○ サルヴァトール・ローザ 川のある山岳風景


� ○ ○ ○ ガスパール・デュゲ サビーニの山羊飼



 ○ ヤーコブ・ファン・ロイスダール
小屋と木立のある田舎
道


� ○ クロード�ジョゼフ・
ヴェルネ 嵐の海


� ○ ○ ○ リチャード・ウィルソン
リン・ナントルからス
ノードンを望む


 ○ ○ ○ ジャン�ジョゼフ�グザ
ビエ・ビドー 山の見える牧歌的風景


� ○ ○ アシル�エトナ・ミシャ
ロン

廃墟となった墓を見つ
める羊飼い


� ○ ○ ジョン・コンスタブル ハムステッド・ヒース
の木立､ 日没

№ A B C 作者名 作品名


� ○ ○ サミュエル・パーマー ケント州､ アンダーリ
ヴァーのホップ畑


� ○ ジャン�バティスト�カ
ミーユ・コロー

メリ街道､ ラ・フェル
テ�ス�ジュアール付近


� ○ シャルル�フランソワ・
ドービニー アトリエ舟で行く

�� ○ ○ ○ ギュスターヴ・クールベ
ピュイ・ノワールの渓
流

�
 ○ ○ ○ ヨーハン�バルトール
ト・ヨンキント

オンフルール近郊の街
道

�� ○ クロード・モネ ルーアンのセーヌ川

�� ○ ○ カミーユ・ピサロ ポントワーズ､ ライ麦
畑とマチュランの丘

� ○ ○ ○ ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

�� ○ ○ ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモー
の古城

�� ○ ○ ワシリー・カンディン
スキー

『冷たいかたちのある
即興』 のための習作

�� ○ ○ パウル・クレー ホールＣ. エントラン
スＲ２

�� ○ ○ マックス・エルンスト 『博物誌』 より

�� ○ ○ パブロ・ピカソ ダヴィデとバテシバ

№ 作者名 作品名


司馬江漢 駿河湾富士遠望図

�司馬江漢 長沼村富士眺望図

�山口素絢 富嶽図

岸 駒 芙蓉峰図

�横山華山 清見潟富士図

�中林竹洞 神洲奇観

�中山高陽 白梅に錦鶏図

�長沢蘆雪 牡丹孔雀図

�山本梅逸 花卉竹石図


�伊藤若冲 花鳥蔬菜図押絵貼屏風◆



円山応挙 竹雀図


�小林清親 《東京名所図》より

東京小梅曳船夜図

海運橋 (第一銀行雪中)

今戸有明楼之景

高輪牛町朧月景

虎乃門夕景

神田八雲神社暁

神田川夕景

浅草田甫太郎稲荷

◆は寄託品



第６室 日本画－人物を見る－ 11月26日～12月26日

第７室 日本の風景－山と海－ 10月22日～12月26日

第１－４室 19世紀の版画東西－風景への眼差し

12月12日～12月23日
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№ 作者名 作品名

�長沢蘆雪 大原女

�鈴木其一 干瓢干し図

�菊池容斎 藤原兼足像

�橋本関雪 摘瓜図

�渡辺 清 清少納言故事図 (田中大秀和
歌賛)

�野沢堤雨 見たて源氏絵 (若紫・少女)

�筆者不詳 都鄙図屏風

�司馬江漢 七里ヶ浜図◆

	森一鳳 氷室の節供図

�
福田半香 李白観瀑図

��岡田半江・篠崎小竹 山水図・四行書

��中林竹洞 倣董源山水図

��帆足杏雨 浅絳山水図

��長沢蘆雪 赤壁図屏風◆

��小林清親 《東京名所図》より

東京両国百本杭暁之図

橋場の夕暮

大川端石原橋

五本松雨月

柳原夜雨

浅草夜見世

日本橋夜

本所御蔵橋

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�チャールズ・ワーグマン 富士遠望図

�川村清雄 海底に遺る日清勇士の髑髏

�川村清雄 巨岩海浜図

�川村清雄 波

�川村清雄 風景

�五姓田義松 富士

�平木政次 富士

�東城鉦太郎 山家の春

	石川欽一郎 海辺 (早川海岸)

№ 作者名 作品名

�
石川欽一郎 駿河湾

��石川欽一郎 神域より天の香具山を望む

��和田英作 日本平望嶽台◆

��和田英作 富士

��吉田博 上高地の春

��山本森之助 海岸

��栗原忠二 帆船

��栗原忠二 洋上落日

��栗原忠二 山道の風景

�	小林和作 秋山

�
児島善三郎 箱根

��曽宮一念 毛無連峯

��高畠達四郎 漁師の家

��高畠達四郎 伊豆下田港

��平塚運一 伊豆梅林

��青木達弥 薄

��淀井敏夫 波・群

��辻晉堂 東山にて◆

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

＜�	世紀西洋版画＞

�ウージェーヌ・イザベイ
『古きフランスのピトレスク
でロマンティックな旅』
オーヴェルニュⅠ､ Ⅱ

��� グラ通り､ クレルモン

��� ポン�ギボーの城

��� ロヤの峡谷

���
クレルモン�ロヤ街道の十字
架

��� バンの村の入口

���
モン�ドールの麓のバンの村
の十字架

��� サン�ネクテールの教会堂

���
サン�ネクテールの教会堂後
陣

��	
廃墟の城とサン�ネクテール
の村

���
 エダ湖

����
サン�ジャン教会堂､ ティエー
ル
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№ 作者名 作品名

���� ブゾール城の廃墟

���� ポリニャックの城楼

���� ポリニャックの城楼

���� ショデセーニュの十字架

���� ポルミナックのペステイユ城

���� ラルデロール城

�
ヨーハン	バルトールト・ヨ
ンキント 『オランダ風景銅版画集』

��� 扉絵

��� 運河

��� 運河沿いの家

��� 乳母

��� 曳船道

��� 繋留された船

��� 二隻の帆船

�シャルル・メリヨン ポン・ト・シャンジュ (両替
橋)

�
ジェームズ・アボット・マ
クニール・ホイッスラー 小さなヴェネツィア

�
コロー､ ドービニー､ ドラクロワ､
ミレー､ テオドール・ルソー 『�
のガラス版画』 より

���
ジャン	バティスト	カミー
ユ・コロー 妹

���
ジャン	バティスト	カミー
ユ・コロー オスティアの思い出

���
シャルル	フランソワ・ドー
ビニー 鹿の群れ

���
シャルル	フランソワ・ドー
ビニー 浅瀬

���ジャン	フランソワ・ミレー 母親の気遣い

���テオドール・ルソー ビオの草原

�
シャルル	フランソワ・ドー
ビニー 『アトリエ舟で行く』

��� 扉絵

��� アニエール､ 出発前の朝食

��� ボタン号への荷物運び

��� 荷車の子供たち

��� 綱を引っ張る見習水夫

��� 舟での昼食

��� オーイ､ お前たち

��� 宿屋さがし

��� 宿屋の廊下

���
 漁網を仕かける

���� 魚釣りをする見習水夫

���� アトリエ舟

���� 蒸気船

���� ボタン号で眠る

���� 喜ぶ魚たち

���� パリに戻る

№ 作者名 作品名

�カミーユ・ピサロ クリスマスの農家 (オスニ)

＜��世紀日本版画＞

�歌川広重 不二三十六景

(�) 東都江戸橋日本橋
(�) 大江戸市中七夕祭
(�) 東都隅田堤
(�) 東都駿河台
(�) 東都両国橋下
(�) 東都永代橋佃島
(�) 東都水道橋
(�) 東都山下町河岸
(�) 東都木下川田甫
(�
) 東都青山
(��) 東都飛鳥山
(��) 東都目黒千代ケ崎
(��) 武蔵野
(��) 神名川海上
(��) 武蔵多満川
(��) 武蔵小金井堤
(��) 東海道大森縄手
(��) 相模川
(��) 相模大山来迎谷
(�
) 武蔵本牧海上
(��) 伊豆の海浜
(��) 甲斐犬目峠
(��) 相模七里ケ浜風波
(��) 箱根山中湖水
(��) 駿河富士沼
(��) 駿河薩た峠
(��) 駿河不二川
(��) 駿河田子の浦
(��) 甲斐大月原
(�
) 甲斐夢山裏富士
(��) 上総天神山海岸
(��) 上総木更津海上
(��) 上総鹿埜山鳥居崎
(��) 安房鋸山
(��) 下総鴻の台
(��) 信濃諏訪湖

�歌川広重 東海道五拾三次 (保永堂版)
より

�歌川広重 東海道五拾三次 (隷書) より

＜広大な風景＞

保永堂
(��) 箱根 湖水図
(��) 江尻 三保遠望
(��) 金谷 大井川遠岸

＜動きのある風景＞

保永堂
(��) 御油 旅人留女
(��) 宮 熱田神事
(��) 四日市 三重川
(��) 庄野 白雨

＜ほのぼのとした風景＞

保永堂
(��) 鞠子 名物茶店
(��) 藤枝 人馬継立
(��) 袋井 出茶屋ノ図
(�
) 濱松 冬枯ノ図
(�
) 池鯉鮒 首夏馬市

隷書 (�
) 土山

＜雪のある風景＞

保永堂 (��) 亀山 雪晴

隷書
(５) 保土ケ谷
(��) 鞠子
(��) 関

＜旅愁・心にしみる風景＞



第５室 近代日本画の巨匠たち 12月12日～12月26日

第６－７室 日本画の名品 2003年1月4日～1月26日

第７室 今日の美術 無愛想な美？

－県美のミニマル・アート 2月18日～3月30日
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№ 作者名 作品名

保永堂
(��) 三島 朝霧
(��) 沼津 黄昏図
(��) 蒲原 夜之雪

№ 作者名 作品名

�横山大観 日出処日本◆

�奥村土牛 菖蒲◆

�奥村土牛 八瀬の牛◆

�奥村土牛 八重桜◆

�奥村土牛 揺籃◆

�伊東深水 朝◆

�秋野不矩 廻廊 (アンコールワット) ◆

�秋野不矩 石獅子 (アンコール) ◆

	秋野不矩 女神ディヴァーダ◆

�
秋野不矩 雨雲◆

��秋野不矩 砂漠のガイド◆

��加山又造 猫◆

��東山魁夷 秋富士

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�式部輝忠 富士八景図

�原在中 富士三保松原図

�海北友松 禅宗祖師･散聖図

�筆者不詳 曽我物語 富士巻狩・仇討図

�雲谷等顔 春夏山水図【重要文化財】◆

�狩野常信 蓬莱山・鳳凰図◆

�徳力善雪 子猷訪戴・東坡騎驢図屏風

�吉村孝敬 李白観瀑・子猷訪戴図屏風

	木村武山 羽衣

�
下村観山・横山大観 日･月蓬莱山図

��富岡鉄斎 蜀國桟道図

№ 作者名 作品名

【特別展示】 正倉院文書と書の名品 (小杉
文庫)

�
天平四年山背国愛宕郡計帳断
簡【重要文化財】

�
天平勝宝四年東大寺写経所請
経文【重要文化財】

�藤原師時 (藤原定家書写) 長秋記断簡

�藤原定家 明月記断簡

�
後嵯峨上皇幸西園寺詠翫花和
歌【重要文化財】

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�ドナルド・ジャッド 無題

�ドナルド・ジャッド 無題

�ドナルド・ジャッド 無題 (赤・�
点組)

�ドナルド・ジャッド 無題 (黒・�
点組)

�カール・アンドレ 鉛と亜鉛のスクエア

�フランク・ステラ ブラック・シリーズ �

��� �) クリントン・プラザ

��� �) アランデル城

��� �) 旗を高く！

��� �) 道理と無秩序の結婚

���
�) トムリンソン・コート・
パーク

��� �) ゲッティ廟

��� �) 労働が自由をもたらす

���
�) クラブ・オニキス－セヴ
ン・ステップス

��	 	) ベツレヘムの病院

�フランク・ステラ ����������Ⅱ◆

�ジョゼフ・コスース タイトルド､ 雨

	河原温 ��. ��, �	���“�������”
“� !�"”���������, �	���

�
河原温 ��. ��, �	���“�#�������”
“� !�"”���������, �	���

��河原温
�$%. ２, �	���“���������”
“� !�"”����������,
�	���

◆は寄託品




