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№ 作者名 生没年 作品名 制作年 材質 寸法(㎝)

�イサム・ノグチ ��������� クロノス ���� ブロンズ Ｈ. ��	

�岡田謙三
���������
(明治
	�昭和	�)

時
��	�－		
(昭和��－
�)

キャンヴァス､ 油彩 �����×�
���


清川泰次
���������
(大正８�平成��)

天と地－	� ��	�(昭和
�) キャンヴァス､ 油彩 ��
��×�����

�モーリス・ルイス ��������� ベス・アイン ��	�
キャンヴァス､ アク
リル

�
���×


��

	ジョゼフ・アルバース ��������� 正方形頌 ��	�－�� ナゾナイト､ 油彩 	���×	���

�草間彌生 �����(昭和４�) 無題 ��	�(昭和
�) キャンヴァス､ 油彩 �
��	×
	���

�磯辺行久 ��
	�(昭和���) �����－�� ����(昭和
�) ミクスト・メディア ����	×�
�

�磯辺行久 ��
	�(昭和���) �����－�� ����(昭和
�) ミクスト・メディア ����	×�
�

��モーリス・ルイス ��������� ��������� ���� アクリル､ キャンヴァス ����	×
	��

��ジョゼフ・コスース ���	� タイトルド, 雨 ���� アクリル､ シルク印刷 ���×���

��カール・アンドレ ��
	� 鉛と亜鉛のスクエア ���� 鉛､ 亜鉛
各���×��×��
(���×���×���)

��ジョゼフ・アルバース ��������� 形成：連接 ����

紙､ シルクスクリー
ン､ ポートフォリオ
２巻(全���点)より
数点



��×�	��
[
���×	���]
他

��
フランク・ステラ ��
�� ����������Ⅱ ���
 ミクストメディア
�����×��
��
×����

��
ジェームズ・ローゼンク
イスト

��

�  －���(東, 西, 南, 北) ����
紙､ リトグラフ､ シ
ルクスクリーン

����×�
���

�	河原 温 ��

�(昭和８�)
!�����"�����“#$���%�”“&�'�(”
#�)�������"�����

����
キャンヴァス､ アク
リル／新聞

���
×�	��

��河原 温 ��

�(昭和８�)
!�����"�����“&*$)���%�”“&�'�(”
#�)�������"�����

����
キャンヴァス､ アク
リル／新聞

���
×�	��

��河原 温 ��

�(昭和８�)
�+���"�����“#��$)��%�”“&�'�(”
#�)��������"�����

����
キャンヴァス､ アク
リル／新聞

���
×�	��

��篠原有司男 ��
��(昭和７�) 次郎長バー ���	(昭和��)

カードボード・プラ
スティック・アクリ
ル・ポリエステル樹
脂・鏡ほか

���×�		×�	

��中里 斉 ��
��(昭和���) ,��－�)�--��� ���	(昭和��)
キャンヴァス､ アク
リル

�����×
����

��ドナルド・ジャッド ��������� 無題 ���� 和紙､ 木版(��枚組) 各����×����

��ドナルド・ジャッド ��������� 無題 ���� 和紙､ 木版(��枚組) 各����×����

��ドナルド・ジャッド ��������� 無題 ����

黒のアノダイズド・
アルミニウム､ ブロ
ンズ色のプレキシグ
ラス(��ユニット)

各�	��×���	
×����

＊は寄託品です｡

No. 作者名 作品名 制作年 材質・形状 寸法(cm) 会場

�オーギュスト・ロダン 《ラ・フランス》習作 ���� ブロンズ 	�×�
×
�

�中村岳陵 写生画／紅梅 ����(昭和
�) 紙本着色 ����×

��


中村岳陵 写生画／斑椿 ����(昭和
�) 紙本着色 �	��×

��

�中村岳陵 写生画／春蘭 ����(昭和
�) 紙本着色 �	��×
���

	中村岳陵 写生画／椿 ����(昭和
�) 紙本着色 �	��×
���

�中村岳陵 写生画／あおじ ����(昭和
�) 紙本着色 �	��×
���

�中村岳陵 写生画／朝顔 ����(昭和
�) 紙本着色 ����×

��

｢ようこそ現代美術へ ―アメリカの夢｣

｢移動美術展｣
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No. 作者名 作品名 制作年 材質・形状 寸法(cm) 会場

�中村岳陵 写生画／せんぼんしめじ ����(昭和��) 紙本着色 ����×����

�野島青茲 塑像 ��	�(昭和�
) 紙本着色 �����×�����

��横山大観 富士山
��	����		頃
(昭和�	���頃)

絹本着色 	��
×
��


��中村岳陵 かきつばた
���	���頃
(昭和�����年代頃)

絹本着色 ����×
��


��梅原龍三郎 暁天(富士山・大仁)
�����	�頃
(昭和�����頃)

紙本着色 ����×����

��野島青茲 博物館 ����(昭和��) 紙本着色 �����×��
��

��秋野不矩 ブラーミンの家 ����(昭和	�) 紙本着色 ����	×�����

�	中村岳陵 磯 ���	(昭和��) 絹本着色 
���×�����

��井上恒也 花にハト 昭和��年代 紙本着色(一部金箔) 
��
×	��
 ○

�
井上恒也 パパイヤ 昭和��年代 紙本着色金泥 ����×���� ○

��福田半香 李白観瀑図 ����(天保��) 絹本着色､ 掛幅装 ����
×���� ●

��平井顕斎 山水図 ��	�(安政�)
紙本墨画淡彩､
掛幅装

�
	�	×�
�� ●

��高久靄� 山水図 ����(天保��)
絹本墨画淡彩､
掛幅装､ 双幅

各�����×���� ●

��狩野栄信伊川� 桐松鳳凰・月夜葡萄図屏風
�������
(享和��文化��)

表：紙本金地着色
裏：紙本金地墨画､
六曲一双屏風

表�各�����×�		��
裏�各�
���×�����

●

��狩野栄信伊川� 百猿図
�������
(享和��文化��)

絹本着色､ 掛幅装 �����×	��� ●

��棟方志功 飛天の柵 ����(昭和��) 紙､ 木版 ���
×����

��棟方志功 宗像女妃神の柵 ��	�(昭和��) 紙､ 木版 ����×����

�	曽宮一念 スペインの野 ����(昭和��) キャンヴァス､ 油彩 
���×����

��曽宮一念 毛無連峯 ��
�(昭和�	) キャンヴァス､ 油彩 	���×
��


�
山口源 能役者 ��	�(昭和��) 紙､ 木版 ���	×�
��

��高田博厚 水浴 ����(昭和��) ブロンズ ����×���	×����

��川村清雄 風景
����年代頃
(大正末から昭和初)

キャンヴァス､ 油彩 	���×����

��山口源 芍薬 ����(昭和��) 紙､ 多色木版 �
�
×�	��

��山口源 同棲 ����(昭和�
) 紙､ 多色木版 ����×�	��

��和田英作 富士 ����(大正
) キャンヴァス､ 油彩 ����×����

��北川民次 風景 ����(昭和��) キャンヴァス､ 油彩 
���×���� ○

��高畠達四郎 伊豆下田港 ��
�(昭和	�) キャンヴァス､ 油彩 	���×�	�� ●

��青木達弥 城跡 ����(昭和�	) キャンヴァス､ 油彩 
��
×����� ●

�	鳥海青児 壁の修理 ��	�頃(昭和��頃) キャンヴァス､ 油彩 
��	×����� ●

��金沢健一 音のかけら � ���
(昭和��) 鉄､ ゴム ����×�	���×�	��� ○

�
ジョアン・ミロ シウラナの教会 ���
 キャンヴァス､ 油彩 ����×		��

��
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 ���� 紙､ エッチング ����×����ほか ○

��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

��

 キャンヴァス､ 油彩 ����×
��
 ●

○は蒲原会場のみ出品
●は島田会場のみ出品


