
名品コーナー (エントランス)

第７室 新収蔵品展 4月5日～5月5日 第７室 館蔵名品選 5月7日～7月10日

�：���まで展示 �：����から展示
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日付 作者名 作品名

�月	日～
	月	日

狩野探幽 富士山図

ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

島戸繁 ステンドグラスと椅子

	月
日～
�月�日

川合玉堂 田植図

吉田博 上高地の春

モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家

�月��日～

月��日

小野竹喬 はつ夏

曽宮一念 麦秋


月��日～
�月��日

河原温 ��. ��, �����“�������”
“�����”���������� �����

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

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

岸田劉生 静物 (リーチの茶碗と果物)

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

�月�日～
��月	日

二橋美衡 婦人奏楽

三岸好太郎 海◆

ゴーギャン 家畜番の少女

��月
日～
��月�日

菊池容斎 蒙古襲来之図

野口謙蔵 虹の風景

ファン・グリス 果物皿と新聞

��月��日～
��月
日

竹内栖鳳 揚州城外

鳥海青児 張家口

��月��日～
�月�	日

モーリス・ド・ヴラマンク 小麦畑と赤い屋根の家

五姓田義松 富士

福田平八郎 雪庭

�月�
日～
�月�日

近藤浩一路 富士山

ヤーコブ・ファン・
ロイスダール 小屋と木立のある田舎道

川村清雄 風景

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�
ピエール＝エティエンヌ＝テ
オドール・ルソー ジュラ地方､ 草葺き屋根の家

�谷文晁 富士山図屏風

�谷文晁 連山春色図★

�大久保一丘 富嶽明暁図

	歌川国芳 東海道五拾三駅・五宿名所
由井～鞠子

№ 作者名 作品名

�歌川国芳 東海道五拾三駅・四宿名所
岡部～金谷


松岡映丘 今昔ものがたり伊勢図

�下村観山 南泉斬猫図

�鳥海青児 張家口

��鳥海青児 壁の修理★

��清水登之 セーヌ河畔

��茨木猪之吉 初夏の常念岳

��浅井忠 雲

��石川欽一郎 神域より天の香具山を望む★

�	吉田博 篭坂★

��伊藤勉黄 上海の裏町

�
伊藤勉黄 窓

��伊藤勉黄 新開地の女

��伊藤勉黄 実のある話

��伊藤勉黄 イシスとホルス

��伊藤勉黄 風媒花

��
ジョヴァンニ・バッティスタ・
ピラネージ

イクノグラフィア (古代ロー
マのカンプス・マルティウス
のプラン)

��ケル＝グザヴィエ・ルーセル

風景 (６枚組)

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

��
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★

�	
ピエール＝エティエンヌ＝テ
オドール・ルソー

ジュラ地方､ 草葺き屋根の家
★

��ジョン・コンスタブル ハムステッド・ヒースの木立､
日没★

★は参考出品

№ A B 作者名 作品名

� クロード・ロラン 笛を吹く人物のいる牧歌
的風景

� 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

収蔵品展



第６室 諷刺の精神―西洋版画のコレクションより

7月19日～8月17日

第７室 今日の美術－彩 7月19日～8月31日

第６室 水辺の情景－西洋のコレクションより

8月19日～9月15日
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№ A B 作者名 作品名

�
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

�
ピエール＝エティエンヌ＝
テオドール・ルソー

ジュラ地方､ 草葺き屋根
の家

� 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

�
 藤田嗣治 モンルージュ､ パリ

�� 清水登之 セーヌ河畔

�� 栗原忠二 ロンドン郊外

�� 佐伯祐三 ラ・クロッシュ

�� 長谷川潔 南仏風景

�� 木下佳通代 無題

�� 野田哲也 ��������������
���
�����

�� 野田哲也 ��������� ��� ������

!�
!�"�##�����"�$ �%�!$ �


	 イサム・ノグチ クロノス


� ○ 伊藤若冲派 樹花鳥獣図屏風



 ○ 椿椿山 蕃殖図


� ○ 岡本秋暉 花鳥図


� ○ 山本琴谷 無逸図


� ○ 近藤浩一路 東山粟田口


� ○ 橋本関雪 摘瓜図


� ○ 村上華岳 春峰晴煙図


� ○ 菊池契月 観菊図


� ○ 中村岳陵 婉膩水韻

�	 ○ 中村岳陵 残照

�� ○ 徳岡神泉 雨

№ 作者名 作品名

�ジャック・カロ ｢戦争の惨禍 (大) ｣より


フランシスコ・デ・ゴヤ ｢妄｣ より

�オノレ・ドーミエ ｢カリカチュラーナ (ロベー
ル・マケール) ｣より

№ 作者名 作品名

�モーリス・ルイス ベス・アイン


モーリス・ルイス &$�'����(◆

�依田寿久 無題 )���

�草間彌生 無題

�白髪一雄 屋島

�田中敦子 ����&

�ジョアン・ミッチェル 湖

�李禹煥 線より

�木下佳通代 ��－*&���

�	桑山忠明 無題 (黒)

��鄭相和 無題��ー�ー��

�
難波田龍起 ミクロの世界

��向井修二 作品

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�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 嵐

�クロード・ロラン エウロペの掠奪

�クロード・ロラン 川岸の踊り

�クロード・ロラン 笛を吹く人物のいる牧歌的風景

�レンブラント・ファン・レイン 三本の木

�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]

�ヤン・ファン・ホイエン レーネン､ ライン河越しの眺め

�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

��
アントニオ・カナル
(通称カナレット) ドーロ風景

�
トマス・ゲインズバラ 水を飲む馬のいる森の風景

��
ジョヴァンニ・ドメニコ・ティ
エポロ ｢エジプトへの逃避｣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

��
ジャン�ジョゼフ�グザビエ・
ビドー 山の見える牧歌的風景

��
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



第７室 日本の近代洋画－春夏秋冬

9月2日～10月5日

�：����まで展示 �：����から展示

第７室 日本画－情 10月7日～11月9日

第７室 日本画－雅 11月11日～12月7日
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№ 作者名 作品名

��
シャルル	フランソワ・ドー
ビニー ｢アトリエ舟で行く｣より

�
ギュスターヴ・クールベ ピュイ・ノワールの渓流

��ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモーの古城

№ A B 作者名 作品名

� 小絲源太郎 春雪

� 島戸繁 社頭残雪

� 吉田博 上高地の春

 金山平三 千曲川 (信濃路の春)

� 香月泰男 白椿

� 香月泰男 みもざと猫

� 茨木猪之吉 初夏の常念岳


 熊谷守一 ほたるぶくろ

� 鳥海青児 壁の修理

�� 曽宮一念 麦秋

�� 中川一政 風景 (池袋の麦畑)

�� 栗原忠二 田園の秋

�� 小林和作 秋山

� 青木達弥 薄

�� 児島善三郎 箱根

�� 須田国太郎 筆石村

�� 川村清雄 風景

�
 和田英作 富士

�� 田村一男 北越大雪

�� 香月泰男 冬畠

�� 香月泰男 茶の花

�� 香月泰男 牡蛎とナイフ

�� ○ 赤城泰舒 雲 (折原)

� ○ 石川欽一郎 田舎の早春

�� ○ 栗原忠二 道頓堀の夕

�� ○ 坂本繁二郎 秋日和

�� ○ 吉田博 篭坂

�
 ○ 菅井汲 春

�� ○ 駒井哲郎 残雪譜

№ A B 作者名 作品名

�� ○ 駒井哲郎 夕立

�� ○ 浜口陽三 くるみ

�� ○ 長谷川潔 二つのアネモネ

№ 作者名 作品名

�円山応挙 竹雀図

�長沢蘆雪 赤壁図◆

�酒井抱一 月夜楓図

塩川文麟 琵琶湖八景図

�塩川文麟 清泉煎茶図◆

�中村大三郎 浄謐◆

�入江波光 草園の朝


中村貞以 朧◆

�鏑木清方 朝顔日記

��大久保婦久子 まりも

��大久保婦久子 登呂の譜

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�土佐光起 秋草鶉図

�狩野常信 波涛・花鳥図

�狩野探信 井手玉川・佐野渡図屏風

長沢蘆雪 牡丹孔雀図

�山口素絢 春秋草花図

�吉村孝敬 李白観瀑・子猷訪戴図屏風

�狩野永岳 三十六歌仙歌意図屏風


大久保婦久子 潤

�大久保婦久子 太陽の門

��大久保婦久子 渚



第６室 19世紀フランスの風景 12月21日～2月15日

第７室 日本の近代絵画－郷愁－

12月21日～2月15日

第７室 ドイツの版画 2月17日～4月4日
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№ 作者名 作品名

�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

�ギュスターヴ・クールベ ピュイ・ノワールの渓流

�
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

�
ジャン�バティスト�カミーユ・
コロー 妹

�ポール・ゴーギャン 家畜番の少女

�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

	
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


ポール・シニャック サン＝トロペ､ グリモーの古城

��
ピエール＝エティエンヌ＝テ
オドール・ルソー ジュラ地方､ 草葺き屋根の家

��ケル＝グザヴィエ・ルーセル 風景

№ 作者名 作品名

�吉田博 荒沢�日光

�吉田博 篭坂

�吉田博 上高地の春

�安井曽太郎 森の中

�太田喜二郎 帰り路 (樵婦帰路)

�児島虎次郎 酒津の庭�水蓮

�柏木俊一 道

	柏木俊一 海と畑と森


栗原忠二 武蔵野

��中川雄太郎 巴川の夕景

��中川雄太郎 静岡駅前

��須田国太郎 筆石村

��石川欽一郎 神域より天の香具山を望む

��赤城泰舒 雲 (折原)

��伊藤勉黄 上海の裏町

��山口源 明治神宮

��島戸繁 静かな漁港

�	曽宮一念 毛無連峯

�
小林和作 秋山

№ 作者名 作品名

��高畠達四郎 伊豆下田港

��野島青茲 晩夏

��中村岳陵 残照

��奥村土牛 八瀬の牛◆

��奥村土牛 揺籃◆

◆は寄託品

№ 作者名 作品名

�アルブレヒト・デューラー 放蕩息子

�マックス・クリンガー

死について第２部 (��枚組)

生に欠くところなく・・ (扉
絵)

君主

天才

哲学者

戦争

疫病

悲惨

しかもなお

母と子 (死んだ母)

誘惑

時間と名声

美に

�マックス・ベックマン

｢顔｣ より

自画像

家族の情景

精神病院

あくびをする人たち

劇場

カフェの音楽

十字架降下

復活

遊ぶ子供たち

新年おめでとう

�エルンスト・バルラッハ

神の変容 (７枚組)

第一日

大聖堂
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№ 作者名 作品名

�エルンスト・バルラッハ

神の乞食

死の舞踏

神の腹

岩山

第七日

�エルンスト・バルラッハ 読書する僧たちⅢ


