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№ 作者名 作品名

� 狩野宗眼重信 帝鑑図・咸陽宮図屏風

� 狩野永納 三教図

� 墨江武禅 芙蓉峯細見之図

� 大岡雲峰 日金山富嶽眺望図

� 福田半香 溪山真楽図

� 秋野不矩 天竜川

� 郷倉千靭 臥龍梅 小下絵

� 鹿子木孟郎 紀州勝浦

	 原勝郎 バガテル公園､ パリ

�
 宮本三郎 農婦

�� 石川欽一郎 ムードン風景

�� 石川欽一郎 震災後の逓信省

�� 石川欽一郎 岡山の海岸

�� 石川欽一郎 台湾次高山

�� 石川欽一郎 台湾風景農村

�� 石川欽一郎 台湾風景農村

�� 石川欽一郎 粤山�水画帖

№ 作者名 作品名

� 狩野宗眼重信 帝鑑図・咸陽宮図屏風

� 狩野探幽 一ノ谷合戦・二度之懸図屏風

� 伊藤若冲派 樹花鳥獣図屏風

� 長沢蘆雪 大原女

� 小出楢重 静物

� 岸田劉生 静物(リーチの茶碗と果物)◆

� 里見勝蔵 静物

� 曽宮一念 種子静物

	 トマス・ゲインズバラ 水を飲む馬のいる森の風景

�
 ポール・セザンヌ ジャ・ド・ブーファンの大樹

�� 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

�� 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

�� パブロ・ピカソ ダヴィデとバテシバ

�� 森村泰昌 批評とその愛人(�)～(�)

�� 森村泰昌 批評とその愛人 マケット◆

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

� 雲谷等顔 春夏山水図(重要文化財)◆

� 谷文晁 四季山水◆

� 平木政次 富士

� 浅井忠 雲

� 五姓田義松 富士

� 吉田博 上高地の春

� 和田英作 富士

� 松林桂月 松林山水図◆

	 川村清雄 風景

�
 児島善三郎 箱根

�� 石川欽一郎 神域より天の香具山を望む

�� 東山魁夷 秋富士

�� 小野竹喬 はつ夏

�� 曽宮一念 毛無連峯

�� 小林和作 秋山

�� 高畠達四郎 伊豆下田港

�� 陸儼少 雁蕩奇勝図

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

� ウジェーヌ・ドラクロワ
ウジェーヌ・ドラクロワ
銅版画集

� 川村清雄 静物写生

� モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家

� 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

� ジョアン・ミロ シウラナの教会

� パウル・クレー ホールＣ. エントランスＲ�

� ハイム・スーチン カーニュ風景

� 長谷川潔 二つのアネモネ

	 パブロ・ピカソ ダヴィデとバテシバ

�
 嶋本昭二 �	����

�� 元永定正 作品

�� 白髪一雄 屋島

�� 菅井汲 青のマッス

�� 菅井汲 偶然�

�� 菅井汲 ���������

�� 菅井汲 森

�� 李禹煥 線より

収蔵品展
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№ 作者名 作品名

�� 李禹煥 風と共に(����)◆

�� 二見彰一 バッハを聞いた後で

�� 二見彰一 浮かぶ花(�)

�� 二見彰一 アンダンテ・カンタービレ

�� 草間彌生 最後の晩餐

�� 田中敦子 �����

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

� クロード・モネ ルーアンのセーヌ川

� ポール・シニャック
サン＝トロペ､ グリモーの古
城

� アルベール・マルケ 『セーヌの岸辺』 より

�	� セーヌの岸辺
��

�	� セーヌの岸辺
��

�	� セーヌの岸辺
��

� コロー､ ドービニー､ ドラク
ロワほか

『��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

橋

� ケル＝グザヴィエ・ルーセル 『風景』 より

�	� 海岸の人物

�	� 風景の中の赤いドレスの女

�	� 縞の外套の女

�	� 水浴者たち

�	� ニンフの後ろで遊ぶキューピッ
ド

�	� 田園風景の中の女たち

� アントワーヌルイ・バリー ライオンと蛇

� ジャンバティスト・カルポー ナポリの漁師の少年

� ジャンバティスト・カルポー 悲しみの聖母

� アルベールエルネスト・
カリエベルーズ

ニンフを連れ去るサテュロス

�� オーギュスト・ロダン バラの髪飾りの少女

�� エメジュール・ダルー 乳を与えるパリの女

�� エマニュエル・フレミエ 蛇使い

№ 作者名 作品名

� 小林清親 猫と提灯

� 小林清親 東京新大橋雨中図

� 小林清親 海運橋
第一銀行雪中�

� 小林清親 今戸有明楼之景

� 小林清親 東京両国百本杭暁之図

� 小林清親 高輪牛町朧月景

� 小林清親 橋場の夕暮

� 小林清親 大川端石原橋

� 小林清親 五本松雨月

�� 小林清親 虎乃門夕景

�� 小林清親 柳原夜雨

�� 小林清親 浅草夜見世

�� 小林清親 日本橋夜

�� 小林清親 神田川夕景

�� 小林清親 浅草田甫太郎稲荷

�� チャールズ・ワーグマン 女性 横浜

�� 五姓田芳柳(二代) 新潟 信濃川

�� 大下藤次郎 田子の浦

�� 吉田博 篭坂

�� 吉田博 宮浦

�� 吉田博 日光・荒沢

�� 中川八郎 松原

�� 坂本繁二郎 秋日和

�� 東城鉦太郎 山家の春

�� 鹿子木孟郎 紀州勝浦

�� 安井曽太郎 森の中

�� 山本森之助 海岸

�� 菊池容斎 蒙古襲来之図

�� 菊池容斎 日蓮上人波題目之図

�� 菊池容斎 楠正成笠置山参朝之図

�� 渡辺省亭 十二ヶ月花鳥図◆

�� 鈴木松年 日本武尊・素戔烏尊◆

�� 狩野芳崖 江山春色図◆

�� 橋本雅邦 三井寺

�� 下村観山・横山大観 日･月蓬莱山図

�� 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

�� 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

�� ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

◆は寄託品
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№ 作者名 作品名

� 吉田博 街道

� 石川欽一郎 田舎の早春

� 石川欽一郎 台湾の町

� 栗原忠二 ロンドン郊外

� 柏木俊一 道

� 三宅克巳
白壁の家(ベルギー, ブリュー
ジュ)

� 曽宮一念 梨畑道

� 原勝郎 バガテル公園､ パリ

	 佐伯祐三 ラ・クロッシュ

�
 アールト・ファン・
デル・ネール

森の風景

�� ステーファノ・デッラ・ベッ
ラ

《プラトリーノの眺め》より
噴水のある小道

�� ヤーコブ・ファン・
ロイスダール

小屋と木立のある田舎道

�� アレッサンドロ・マニャスコ 山道の行列

�� ウージェーヌ・イザベイ グラ通り､ クレルモン

�� ウージェーヌ・イザベイ バンの村の入口

�� 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

�� 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

�� エルンスト・ルートヴィヒ・
キルヒナー

三本の道

�	 野田哲也 ����������������������

�
 野田哲也 ������� ����!�����"�#���

	�


№ 作者名 作品名

�� 三保松原・厳島図屏風

�� 都鄙図屏風

�� 徳力善雪 子猷訪戴・東坡騎驢図屏風

�� 中山高陽 大和山城近江名所図巻◆

�� 高嵩谷 隅田川春景図◆

�� 谷文晁 連山春色図

�� 木下逸雲 耶馬溪図巻◆

�� 横井金谷 大峰山図◆

�	 桜間青� 青緑蜀道行旅図◆

�
 歌川広重 墨田川春景図

�� 狩野永祥 山水図

�� 鈴木香峰 山水図巻

�� 富岡鉄斎 蜀國桟道図

�� 今村紫紅 宇津の山路

№ 作者名 作品名

�� 山内多門 溪山春晴図◆

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

■中国

� 狩野探幽 瀟湘八景

� 狩野尚信 西湖図屏風

� 石川欽一郎 台湾次高山

� 石川欽一郎 台湾風景農村

� 石川欽一郎 粤山�水画帖

� 橋本明治 露仏(大同二十窟)

� 須田剋太 大同仏頭

� 杉本健吉 龍門石仏

■メキシコ

	 北川民次 タスコの祭

�
 北川民次 《タスコの祭》エスキース

�� 北川民次 雑草の如くⅢ(裸婦)

�� 北川民次 メキシコの浴み

�� 北川民次 タスコの裸婦

�� 北川民次 メキシコの女

�� 北川民次 母子像

■インド

�� 秋野不矩 たむろするクーリー

�� 秋野不矩 ウダヤギリⅡ

�� 尾竹竹坡 乳供養◆

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

� 安斎重男
ロダン《地獄の門》�
枚組ディ
テール

№ 作者名 作品名

■絵を ｢聴く｣

� ファン・グリス 果物皿と新聞

� 坂田一男 祭壇の男

� 川口軌外 白い花
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№ 作者名 作品名

� 海老原喜之助 かぜ

� 山口長男 脈

� 吉仲太造 孤

� 野島青茲 母子像

� 徳岡神泉 雨

� 恩地孝四郎 抒情Ⅰ

�� 恩地孝四郎 そらにかかるもの

�� 恩地孝四郎 死によりてあげらるる生

�	 恩地孝四郎 のこるこころ

�
 恩地孝四郎 そらよりくだるかげ

�� 恩地孝四郎 抒情 あかるい時

�� 恩地孝四郎 抒情 いとなみ祝福せらる

�� 恩地孝四郎 抒情 慈に泪す

�� 恩地孝四郎 抒情 躍る

�� 恩地孝四郎 人体考察 ���肩

�� 恩地孝四郎 男の首

	� 恩地孝四郎 人体考察 ���頚

	� 恩地孝四郎 人体考察 ���胸

		 恩地孝四郎 失題

	
 駒井哲郎 樹

	� 駒井哲郎 コミック�

	� 駒井哲郎 残雪譜

	� 駒井哲郎 〈鵜原抄〉フロントピース

	� 駒井哲郎 鎮魂歌

■参加するアート

	� 金沢健一 音のかけら �◆

	� 金沢健一 音のかけら 	◆


� 金沢健一 音のかけら 
◆


� 金沢健一 音のかけら �◆


	 川田�子 ����������★

◆は寄託品 ★は作家蔵

№ 作者名 作品名

� 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


 ヤン・ファン・ケッセル 二人の狩猟者のいる森の風景

� 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・ロラン
笛を吹く人物のいる牧歌的風
景

№ 作者名 作品名

� 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

� アレッサンドロ・マニャスコ 山道の行列

� ジャック・デ・ヘインⅡ世 四大元素(全�点)

��� 土(地？)

��	 水

��
 空気(風？)

��� 火

�� 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

�	 ジャック・カロ 大狩猟

�
 クロード・ロラン 嵐

�� クロード・ロラン 川岸の踊り

�� クロード・ロラン エウロペの掠奪

�� クロード・ロラン 農民の踊り(小)

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

�� レンブラント・ファン・レイ
ン

三本の木

�� アドリアーン・ファン・
オスターデ

納屋

	� ジョヴァンニ・フランチェス
コ・グリマルディ

煉瓦工場のある風景

	� ステーファノ・デッラ・ベッ
ラ

《プラトリーノの眺め》より
アペニン山脈

		 ステーファノ・デッラ・ベッ
ラ

《プラトリーノの眺め》より
オークの老木

	
 ステーファノ・デッラ・ベッ
ラ

《プラトリーノの眺め》より
噴水のある小道

	� ステーファノ・デッラ・ベッ
ラ

パルナッソス(哲学者の岩山)

	� ジョヴァンニ・バッティスタ・
ティエポロ

カプリッチ

	��� 壷に手をのせた女

	��	 ニンフと小さなサテュロス

	��
 死の引見

	� アントニオ・カナル
�通称カナレット�

ドーロ風景

	� ジョヴァンニ・ドメニコ・
ティエポロ

エジプトへの逃避

	��� 幼な子を腕に抱いたマリアと
篭を背負ったヨセフ

	��	 ピラミッドのそばを通り過ぎ
る聖家族

	��
 エジプトに着いた聖家族
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№ 作者名 作品名

� 川村清雄 静物写生

� 吉田博 篭坂

� 中澤弘光 風景(秋の湖畔)

� 曽宮一念 種子静物

� 小絲源太郎 春雪

� 三宅克巳
白壁の家
(ベルギー�ブリュージュ)

� 佐伯祐三 ラ・クロッシュ

	 須田国太郎 筆石村


 鳥海青児 壁の修理

�� 熊谷守一 ほたるぶくろ

�� 岡鹿之助 観測所

�� 藤田嗣治 モンルージュ､ パリ

�� 清水登之 セーヌ河畔

�� 原勝郎 バガテル公園､ パリ

�� 里見勝蔵 静物

№ 作者名 作品名

� 墨江武禅 芙蓉峯細見之図※

� クロード・モネ ルーアンのセーヌ川

� 清水登之 セーヌ河畔

№ 作者名 作品名

� 川合玉堂 田植図

� クロード・モネ ルーアンのセーヌ川

� 和田英作 富士※

№ 作者名 作品名

� 森一鳳 氷室の節供図※

� モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家

� 宮本三郎 農婦

№ 作者名 作品名

� 岡田謙三 作品

� ギュスターヴ・クールベ ピュイ・ノワールの渓流

№ 作者名 作品名

� 石川欽一郎 駿河湾※

№ 作者名 作品名

� ヤーコブ・ファン・
ロイスダール

小屋と木立のある田舎道

� 平木政次 富士※

� 斎藤義重 作品�

№ 作者名 作品名

� ジャン�ジョゼフ�
グザビエ・ビドー

山の見える牧歌的風景

� 大久保一丘 富嶽明暁図※

� 栗原忠二 ロンドン郊外

№ 作者名 作品名

� 司馬江漢 駿河湾富士遠望図※

� 鳥海青児 張家口

� モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家

№ 作者名 作品名

� 狩野永岳 富士山登龍図※

� ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

� 五姓田義松 富士※

№ 作者名 作品名

� 横山大観 春園の月◆

� ジャン�ジョゼフ�
グザビエ・ビドー

山の見える牧歌的風景

� 和田英作 富士※

№ 作者名 作品名

� 大岡雲峰 日金山富嶽眺望図※

� モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家

� ラファエル・コラン 想い

◆は寄託品 ※は富士山の絵

名品コーナー


