
平成30年度 第2期 コレクション展示
2018年6月30日 2018年10月21日～

（☆印・第2期の新展示）

作者名 作品名 制作年 材質技法 寸法(cm) 備考

作品目録

【コレクション展Ⅱ 特集　没後30年 羽石光志　 前期：2018年6月30日～8月26日　後期：8月28日～10月21日】

■１階展示室

《近年の新収蔵品》

松林桂月 蘆蟹 1912年 紙本着色 139.0×34.3 前期☆

松本姿水 春苑 1920-30年
代頃

絹本着色 123.6×41.7 後期☆

外狩素心庵 魯牛庵の萩の花 1936年 紙本着色 128.0×33.0 前期☆

石川寒巌 蓬莱仙境 1928年 紙本着色 166.5×53.9 後期☆

大山魯牛 田崎草雲山水画巻複模写 1919年 紙本墨画淡彩 34.0×228.5 前期☆

大山魯牛 中国婦人像 1921年 紙本墨画 26.3×1344.0 前期☆

大山魯牛 馬習作 1920年代頃 紙本墨画淡彩 27.0×1360.0 後期☆

片谷瞹子(美香） 波紋（うづまく） 1956年 カンヴァス、油彩 76×41☆

片谷瞹子(美香） まどうつもの 1956年 カンヴァス、油彩 90.8×73☆

篠原道生 三つめの扉の前に白痴の愛
を

1990年 カンヴァス、油彩 74×63 前期☆

篠原道生 題不詳 カンヴァス、油彩 65.5×53 後期☆

篠原道生 無題 1984年 紙、水彩、パステル 20×17 前期☆

篠原道生 無題 1980年 紙、水彩、ペン 29×20 後期☆

篠原道生 かしげた首まわして朝の散歩 1989年 紙、水彩 26×10.3 前期☆

篠原道生 緑の扉の前に 1990年 紙、水彩 23.5×38.5 後期☆

篠原道生 手と月 1990年 紙、水彩、ペン 21×15 前期☆

篠原道生 青き女 1990年 紙、水彩 29×10.5 後期☆

篠原道生 無題(生まれ生ずる女） 1992年 紙、水彩、ペン、墨 31×22 後期☆

棟方志功 「歎異経板画柵（道祖土頌）」
全十二柵のうち「濡々の柵」

1950年 紙、木版 68.4×34.4 前期☆

荒川晃雲 鮎 1950-70年
代頃

紙本着色 78.9×84.5 後期☆

渡辺豊重 オレンジ色の楽園を見た 2000年 カンヴァス、油彩･アク
リル･金箔

194.0×259.0☆

《近代歴史画》

羽石光志 光琳と乾山 1936年 紙本着色 160.8×168.5 前期

荒井寛方 玄奘と太宗 1927年 紙本着色 162.8×236.5 後期☆

小堀鞆音 詩歌管弦 紙本着色 154.4×368.4(×2) 前期☆

作者不詳 三十六歌仙絵 紙本着色 145.5×360(×2) 後期☆

橋本雅邦 和気清麻呂 紙本着色 117×47 前期☆

小堀鞆音 和気清麿図 絹本着色 132×57 後期（寄
託）

☆

小堀鞆音 判官義経 絹本着色 116×41.5 前期（寄
託）

☆

小堀鞆音 前田犬千代騎馬像 1903年頃 絹本着色 113.4×41.9 後期☆

島田墨仙 法然上人と蓮生坊熊谷 絹本着色 62.3×72.1 前期☆
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作者名 作品名 制作年 材質技法 寸法(cm) 備考

安田靫彦 薩埵王子捨身図 1911年頃 絹本着色 126×41.8 後期☆

石川寒巌 西行法師 紙本墨画 38.5×43.8 前期☆

石川寒巌 後徳大寺左大臣 紙本墨画 38.5×43.7 後期☆

《工芸》

八木澤啓造 花籃　星紋 1966年 竹 19.5×φ44.5☆

飯田清石 花籃　銘　雲光 2001年 竹 14×24×24☆

濱田庄司 かけ合せ釉扁壺 1972年 陶 19.6×17.9×11.6☆

濱田庄司 塩釉藍差枝絵方壷 1976年 陶 25×12.5×12.5☆

島岡達三 塩釉象嵌縄文皿 1979年 陶 12.2×φ57☆

田村耕一 鉄絵銅彩ほたる袋文大皿 1986年 陶 10.3×φ46.7☆

田村耕一 青磁椿文壺 1983年 磁 24.5×φ20.8☆

■1階 大壁面周辺の立体作品

ﾅｯｼｭ，ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ テーブルと椅子 1984年 木（カバ） 240×340×340

ﾅｯｼｭ，ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ 歩く梯子 1984年 木（ニレ） 218×190×64 後期

髙木修 Untitled 1993年
（2016年再
制作）

鉄 136×570×111

青木秀憲 宙シリーズ－飛翔2001 2001年 アルミニウム 180×110×50

篠田守男 クロンボルグ城　T-C4305 1974年 ｱﾙﾐﾆｳﾑ､ﾜｲﾔｰ､真鍮 104×250×150

和久奈南都留 ふるさと 1980年 御影石 100×100×100

■２階展示室

《近年の新収蔵品》

中野和高 高原初冬 1950年代 カンヴァス、油彩 37.5×45☆

奥瀬英三 高原展望　那須八幡 1952年 カンヴァス、油彩 45.5×53.5☆

中谷武雄 ゴルフ場 1950年代 厚紙、水彩 39×57☆

池部　鈞 大谷石切場 1952年 カンヴァス、油彩 53×45.5☆

中村研一 陽明門 1950年代 板、油彩 33.2×23.3☆

中村研一 朱門 1950年代 カンヴァス、油彩 38×45.5☆

石井柏亭 露天風呂 1952年 カンヴァス、油彩 38×45.8☆

鶴田吾郎 塩原（塩の湯） 1947年 カンヴァス、油彩 37.8×45.5☆

向井潤吉 川治錦繍 1952年 カンヴァス、油彩 45.5×53.3☆

野口彌太郎 紅葉 1953年 カンヴァス、油彩 45.5×53☆

《18-19世紀の西洋絵画》

ﾌﾞﾗｳﾝ，ｱｰﾝｽﾞﾋﾞｰ 九月の朝 1910年代 カンヴァス、油彩 39×44☆

ｷﾞｸﾞｰ，ﾎﾟｰﾙ=ｶﾐｰ
ﾕ

牛の渡し場 1869年 カンヴァス、油彩 172.5×230.5

ｹﾞｲﾝｽﾞﾊﾞﾗ，ﾄﾏｽ 牛追いのいる風景 1781年 カンヴァス、油彩 122.5×163.5☆

ﾄﾛﾜｲﾖﾝ，ｺﾝｽﾀﾝ 水を渡る牛（帰途） 1855-60年
頃

カンヴァス、油彩 76.5×98

《人物表現》

青木繁 幸彦像 1907年 カンヴァス、油彩 29.8×22.8☆

清水登之 喇叭卒 1925年 板、油彩 37.9×45.5☆

清水登之 大麻収穫 1929年 カンヴァス、油彩 65.5×80.8☆
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須田寿 風 1970年 カンヴァス、油彩 113×146.5☆

片柳忠男 二つの太陽 カンヴァス、油彩 80.3×100☆

寺島龍一 坐像 1970年 カンヴァス、油彩 145.5×112☆

関谷陽 陽炎 1970年 麻布、カンヴァス、油
彩

161.4×130.4☆

《特集 没後30年 羽石光志》

羽石光志 髪 1957年 紙本着色 198.5×138☆

羽石光志 高野山縁起 1962年 紙本着色 209.0×153☆

羽石光志 畑時能(大下図) 1940年 紙本着色 145.5×203 前期☆

羽石光志 ひよどりごえ 1965年 紙本着色 228×194 後期☆

羽石光志 寂光院 1972年 紙本着色 184×130☆

羽石光志 難波の堀江 1953年 紙本着色 225×157☆

羽石光志 福原遷都 1966年 紙本着色 186×212☆

羽石光志 古墳 1952年 紙本着色 202×151☆

羽石光志 古墳 1973年 紙本着色 197.5×198☆

羽石光志 昏(貝塚懐想) 1960年 紙本着色 138×208☆

羽石光志 工房 1961年 紙本着色 146×176 前期

羽石光志 仔馬 1959年 紙本着色 158.5×199.5 後期☆

羽石光志 壺をつくる人 1961年 紙本着色 157×115 前期

羽石光志 土師部 1955年 紙本着色 242×183 後期☆

羽石光志 朱鳥 1958年 紙本着色 171×223 前期☆

羽石光志 阿倍比羅夫(大下図) 1941年 紙本着色 208×272.5 後期☆

羽石光志 飛鳥の太子 1971年 紙本着色 191×138.5☆

羽石光志 二上山 1975年 紙本着色 157×118☆

羽石光志 蘭陵王 1980年 紙本着色 159×204☆

羽石光志 玉虫乃厨子 1974年 紙本着色 182×165.5☆

羽石光志 馬嵬の楊貴妃 1979年 紙本着色 180×133☆

羽石光志 吉野宮 1984年 紙本着色 163.7×143.4☆

《昭和後期の日本画》

島多訥郎 森と兔 1957年 紙本着色 198×153☆

大山魯牛 紫陽花 1968年 紙本着色 67×45.5 前期☆

大山魯牛 秋山散策 1995年 紙本着色 71×45.5 後期☆

《日本の現代美術》

神山明 伝説 1989年 杉、ｵｲﾙｽﾃｲﾝ 147×99×99

伊藤公象 収縮性小曲面体 1980年(再
制作93年)

陶、アクリル 61.5×107.3×130

篠原有司男 モーターサイクル･ママ 1973年 ｶｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ、ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
樹脂

158×235×128

《伊東直子マイセン磁器コレクション》

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵神話人物馬車像「太陽
の凱旋車にのるアポロ」

19世紀後半 磁 高30.8×47.5☆

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵楽奏猿群像「猿のオー
ケストラ」

1766-18世
紀末

磁 高16.5（22種23ヶ）
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ﾏｲｾﾝ磁器 赤絵楽奏人物群像 1924-34年 磁 高29.6(４ヶ)

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵プット像「夏と秋の寓意」 1770年頃 磁 高23.6×幅21.5

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵花ロカイユ付ニッチ 18世紀末 磁 高41×幅30（2ヶ）

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵燭台ポプリ壺付暖炉用
センターピース

1782-90年
頃

磁 57.2×32.8(2ヶ)

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵プット立像「漁師」 18世紀後半 磁 高14.3×幅23.3

ﾏｲｾﾝ磁器 黒地ベットガー炻器赤絵金
彩人物図瓶

1710-15年
頃

磁 12.5×10.3

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵人物像「羊飼いと羊にの
るプット」

18世紀後半 磁 高10.4×幅12.8

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵金彩人物図蓋付双耳
鉢、受皿

1725－30年
頃

磁 鉢高9.1受皿径13.8

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵神話人物像「ウェヌス、
アドニスとクピド」

1750-60年
代

磁 高15.0×幅14.4

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵金彩人物図ティーポット 1735年頃 磁 高9.7×幅16

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵プット立像・時計・花飾り 1740-50年
代

磁 高11.4

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵人物図カップ＆ソー
サー

1730-40年
代

磁 ｶｯﾌﾟ高4.6×径7.7､ｿｰ
ｻｰ径13.4

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵神話人物像「大地の寓
意　フローラ」

1760年頃 磁 高16×幅15

ﾏｲｾﾝ磁器 金彩樹下人物図カップ＆
ソーサー「金の中国人」

1730年頃 磁 ｶｯﾌﾟ高4.5×径7.7､ｿｰ
ｻｰ径12.4

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵ポプリ壺付群像「慈愛の
寓意」

18世紀中頃 磁 高26.0×幅19

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵花卉図輪花鉢 1730年代 磁 高4.5×径13

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵梅鶉図輪花鉢 1774-1814
年頃

磁 高5.2×径13.3

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵東洋人坐像「ゆれるパゴ
ダ像」

19世紀末 磁 17.9×18.5

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵獅子昆虫花鳥図ｽﾞ
ﾙｺｳｽｷｰ･ｵﾂｨｴﾙﾚﾘｰﾌ皿

1735-45年
頃

磁 5.8×φ34.6

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵花飾鳥プット像鏡 19世紀中頃
か後半

磁 130×80

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵金彩花卉図蛇形双耳ア
ンフォラ

1860年頃 磁 高48.3×幅32

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵貼花狩猟図鹿浮彫蓋付
パンチボウル

19世紀後半 磁 37×30.7

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵オシドリ像 1922年か23
年

磁 高37×幅18.4

ﾏｲｾﾝ磁器 色絵神話人物像「愛の束縛」 19世紀後半 磁 高31.7×幅34.1

□常設館以外の展示作品

■玄関ロビー

多田美波 周波数FL10-6874 1968年 ｽﾃﾝﾚｽ、ﾐﾗｰｶﾞﾗｽ 247×273

■集会室前

島田忠恵 O & U 1972年 ブロンズ、ステンレス 200×200×100

■屋外展示（中庭）

ﾌﾞｰﾙﾃﾞﾙ，ｴﾐｰ
ﾙ=ｱﾝﾄﾜｰﾇ

ペネロペ 1907-12年 ブロンズ 240×90×70

島田忠恵 餓鬼 1971年 ブロンズ 350×280×100
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高橋清 親和 1974年 御影石 250×258×175

飯野喜美子 グリーン･ベルト(1) 1976年 ステンレス 90×310×270

清水九兵衞 Affinityの継続-A 1976年 アルミニウム 55×286×180

小林泰彦 インヴォケーション（祈り） 1981年 ステンレス 224×68×57

杉浦康益 陶による石の群 1983年 陶器 50×40×40(×10)

青木秀憲 ［いずみ］"IZUMI" 1981年 ステンレス 4.5×212×212

三木俊治 行列 1984年 ブロンズ、御影石 25×800×10

■野外彫刻

高橋清 Atlinemi（水の神） 1966年 ブロンズ 90×67×58

飯田善国 星と人間の間 1972年 ステンレス 1000×450

館野弘青 微笑 1974年 ブロンズ 180×60×46

堀内正和 ジグザグ立方体 1974年 ステンレス 106×216.5×106

関根伸夫 空相－円錐 1974年 黒御影石 120×120×120

保田春彦 ある街の片隅、忘れられた祠 1974年 花崗石､ｽﾃﾝﾚｽ 100×50×100

速水史朗 太陽の門 1978年 マンナリー石 300×128×90

ﾃﾞｨｰｺﾝ，ﾘﾁｬｰﾄﾞ カタツムリのように（A） 1987年 ｱﾙﾐﾆｳﾑ、鋼鉄 520×680×560

手塚登久夫 梟の森　2002 2002年 黒御影石､赤御影石 207×130×90

＊都合により出品作品の変更が生じる場合があります。
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