
「水彩画の魅力 ターナーから清水登之まで」 展示作品目録

2019年1月12日 2019年3月24日～

作者名 作品名 制作年 材質技法 寸法(cm) 備考

【ターナーとイギリスの風景画】

ﾀｰﾅｰ，J.M.W. メリック修道院、スウェイル渓
谷

1816-17年
頃

紙、水彩 28.2×41.3

ｺｯｸｽ，ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ ウォッシング･デイ（洗濯日
和）

1840年 紙、水彩 24.1×33

ｺｯｸｽ，ﾃﾞｲｳﾞｨｯﾄﾞ 風景 1800年代 紙、水彩 54×73

.

【版画に施された彩色 「シェイクスピアのヴィジョン」より】

ﾔﾝｾﾞﾝ，ﾌﾗﾝﾂ･M 『シェイクスピアのヴィジョン』
より
16．ヴェローナの二紳士

1918年頃 紙、木版、手彩色 21.9×26

ﾔﾝｾﾞﾝ，ﾌﾗﾝﾂ･M 『シェイクスピアのヴィジョン』
より
21．冬物語

1918年頃 紙、木版、手彩色 28×22

.

【日本の水彩画事始め① 河野次郎】

河野次郎 風景習作（橋） 1893年 紙、水彩 35.4×51.3

河野次郎 風景習作（城） 1890年前後 紙、水彩 13.8×20.6

河野次郎 風景習作（早春の風景） 1904年 紙、水彩 37.8×23.8

河野次郎 風景習作（川） 1906年 紙、水彩 28.8×21.3

河野次郎 風景習作（川） 1907年 紙、水彩 25.7×35.8

河野次郎 風景習作（川） 紙、水彩 28.9×36

河野次郎 風景習作（秋景） 紙、水彩 24.2×19.1

河野次郎 風景習作（秋の川） 紙、水彩 19.7×28.6

河野次郎 風景習作（初夏） 紙、水彩 31.7×24.4

河野次郎 風景習作（石灯篭） 紙、水彩 19×29

河野次郎 風景習作（鉄橋のある風景） 紙、水彩 19×29

河野次郎 植物習作 1883年 紙、水彩、鉛筆 32.5×26.2

河野次郎 マルメロ 1883年 紙、水彩、鉛筆 32.6×26.7

河野次郎 リンゴ 1883年 紙、水彩 24×35.2

河野次郎 植物習作 1884年 紙、水彩、鉛筆 25.5×19.5

河野次郎 キク 1880年代 紙、水彩、鉛筆 19.2×25.6

河野次郎 麗春花 1880年代 紙、水彩、鉛筆 23.7×30.5

河野次郎 植物習作 1880年代 紙、水彩、墨 27.5×36.5

河野次郎 植物習作 紙、水彩、鉛筆 19.2×29

河野次郎 植物習作 紙、水彩、鉛筆 34.5×25.4

.

[参考出品] 野澤鉚三・越川文之助 共著

『製図彩色 水繪具誌』
1899年2版（初版1898年）
中西屋書店発行

青木文庫

.

【日本の水彩画事始め② 小杉放菴とその周辺】

五百城文哉 おまつ像 1901年頃 紙、水彩 67×50

五百城文哉 日光東照宮 紙、水彩 33×49.2
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作者名 作品名 制作年 材質技法 寸法(cm) 備考

五百城文哉 日光 本地堂（薬師堂） 1900年前後 紙、水彩 49×66

吉田博 東照宮、日光 1899年頃 紙、水彩 100×67.5

小杉放菴 日光東照宮 1900年頃 紙、水彩 51×34

小杉放菴 ブルターニュの村の八月 1914年頃 絹、鉛筆、水彩 128×170

.

【日本画家の水彩画 石川寒巌】

石川寒巌 海辺 1909-10年
頃

紙、水彩 19.7×32.7

石川寒巌 農村風景 1909-10年
頃

紙、水彩 16.3×31

石川寒巌 東京近郊スケッチ (1) 1925年頃 紙、鉛筆、水彩 21.8×29.3

石川寒巌 東京近郊スケッチ (2) 1925年頃 紙、鉛筆、水彩 21.8×29.3

石川寒巌 東京近郊スケッチ (3) 1925年頃 紙、鉛筆、水彩 21.8×29.3

石川寒巌 深秋之図 1925年頃か 紙、水彩 22.7×31.3

石川寒巌 行人 1925年頃か 紙、水彩 31.8×22.9

石川寒巌 暮雪 1925年頃か 紙、水彩 23.4×31.3

.

【西洋画家たちの水彩画① 川島理一郎】

川島理一郎 スペイン風景 1915年頃 紙、水彩 25×41

川島理一郎 コルシカ島 1920年 紙、水彩 33.2×20.3

川島理一郎 コルシカの雨 1920年 紙、水彩 26.7×26.6

川島理一郎 スペインの鶏 1910-20年
代

紙、水彩 20.3×20.5

川島理一郎 絵日記 1915年 紙、水彩、インク 18×22.5

川島理一郎 抽象画 1960年代 紙、ガッシュ 19×28

川島理一郎 牡丹幻想 1971年頃 紙、鉛筆、木炭、水
彩

13.6×23.3

川島理一郎 牡丹幻想 1971年 紙、水彩 41×95.5

.

【西洋画家たちの水彩画② 清水登之】

清水登之 似顔群像 1930年代前
半

紙、木炭、水彩、ペ
ン、インク

24×27

清水登之 静物 1930年代 紙、不透明水彩 24.2×27.1

清水登之 炉辺 1930年代 紙、不透明水彩 27×24.2

清水登之 嘉定県市街 1932年 紙、墨、水彩 23.5×27.9

清水登之 城市 1932年 紙、墨、水彩 27.2×37.3

清水登之 南京雪朝 1937年 紙、墨、水彩 30×47

清水登之 富池口遠望 1937年また
は38年

紙、墨、水彩 37.9×58.7

清水登之 正儀所見 1938年頃 紙、墨、水彩 26.3×37

清水登之 漢口 1938年 紙、墨、水彩 38×58.4

清水登之 大治鉄山より望む 1938年 紙、墨、水彩 38×58

清水登之 白虎山 1938年 紙、墨、水彩 38.2×58.7

清水登之 廬山麓星子 1938年 紙、墨、水彩 38×58

清水登之 五老峰 1938年 紙、墨、水彩 38×58.5

清水登之 卾城関 1938年 紙、墨、水彩 48.3×62.8

清水登之 山景 1938年頃 紙、墨、水彩 38×58.4
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作者名 作品名 制作年 材質技法 寸法(cm) 備考

清水登之 戦いのあと 1930年代～
40年代前半

紙、墨、水彩 38×60

清水登之 戦跡 1930年代～
40年代前半

紙、墨、水彩 28.5×36.7

清水登之 風景 1930年代～
40年代前半

紙、墨、水彩 28.4×36

清水登之 風景 1930年代～
40年代前半

紙、墨、水彩 33.3×24.4

清水登之 兵士の食事 1930年代～
40年代前半

紙、墨、水彩 23.5×28

清水登之 比婆山 1940年頃 紙、墨、水彩 37.5×58

清水登之 支笏湖 1940年 紙、墨、水彩 38×58.1

清水登之 プノンペン県付近 1942年 紙、墨、水彩 26.3×36.8

清水登之 バターワース、ペナン州 1942年 紙、墨、水彩 26×36

清水登之 ペナン風景 1942年 紙、墨、水彩 30×42

清水登之 セレター軍港 1942年 紙、墨、水彩 38×58

清水登之 バリ島コロンコング市場 1942年 紙、墨、水彩 28×38

清水登之 露店の人 1942年 紙、墨、水彩 30×43

清水登之 海景 1942年 紙、墨、水彩 29×50

清水登之 船着き場、ボルネオ 1942年 紙、墨、水彩 32×49

清水登之 海のダヤク族の男、ボルネオ 1942年 紙、墨、水彩 41×38

清水登之 海のダヤク族の女、ボルネオ
（レモン）

1942年 紙、墨、水彩 60×40

清水登之 海のダヤク族の女、ボルネオ
（イバー）

1942年 紙、墨、水彩 56×38

清水登之 シブ市郊外ゴム林 1942年 紙、墨、水彩 39×60

清水登之 ソング役場、ボルネオ 1942年 紙、墨、水彩 39×56

清水登之 レジャン河畔の製材所、ボル
ネオ

1942年 紙、墨、水彩 37×58

清水登之 レジャン河畔の椰子、ボルネ
オ

1942年 紙、墨、水彩 37×55

清水登之 ミリ油田、ボルネオ 1942年 紙、墨、水彩 36×56

清水登之 入日 1942年 紙、水彩 38×54

清水登之､鈴木保
徳､鈴木亜夫

「台湾スケッチ」より 1933年 紙、墨、水彩、また
は木炭、水彩

28.5×37 清水登之
の全20点、
鈴木亜夫・
鈴木保徳
の各6点

.

【詩人にして画家 川上澄生】

川上澄生 CHATEAU EN ESPAGNE 他 1917-20年
頃

紙、墨、水彩 各33.6×12.3

川上澄生 路上の雪
『主婦之友』1月号表紙案 1

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.1

川上澄生 路上の雪
『主婦之友』1月号表紙案 2

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.2

川上澄生 午後の陽
『主婦之友』2月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.2

川上澄生 春の鳥
『主婦之友』3月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 21.7×14

川上澄生 母と子
『主婦之友』4月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.2
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川上澄生 窓の風
『主婦之友』5月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 22.2×14.5

川上澄生 姉と妹
『主婦之友》6月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.1

川上澄生 Bon Voyage
『主婦之友』7月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 22.2×14.5

川上澄生 鴎
『主婦之友』8月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 22×14.5

川上澄生 星月夜
『主婦之友』9月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 22.2×14.5

川上澄生 秋の陽
『主婦之友』10月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.2

川上澄生 満山紅葉
『主婦之友』11月号表紙案

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.2

川上澄生 クリスマスの夜
『主婦之友』12月号表紙案 1

1921年代 紙、水彩 21.8×14.2

川上澄生 クリスマスの夜
『主婦之友』12月号表紙案 2

1921年頃 紙、水彩 21.8×14.2

川上澄生 銀座(下絵) 1929年 紙、水彩、墨、鉛筆 18.2×24.2

川上澄生 銀座（下絵2） 1929年頃 紙、水彩 27.2×22.5

川上澄生 大谷秋景 1 1928年 紙、鉛筆、水彩 14.4×18.8

川上澄生 大谷秋景 2 1928年 紙、鉛筆、水彩 14.4×18.8

川上澄生 大谷石切場 1 1928年 紙、鉛筆、水彩 18.8×14.3

川上澄生 大谷石切場 2 1928年 紙、鉛筆、水彩 14.3×19.1

.

【戦後の水彩による表現① 草間彌生】

草間彌生 Flower 1953年 紙、水彩、パステル 34×33.8

草間彌生 落陽 1953年 紙、水彩、パステル 32×34.5

草間彌生 すみれ強迫 1975年 紙､水彩､ﾊﾟｽﾃﾙ､
ｺﾗｰｼﾞｭ

54.5×39.5

草間彌生 魂の眠れる谷間から 1975年 紙､水彩､ﾊﾟｽﾃﾙ､
ｺﾗｰｼﾞｭ

53.0×37.7

草間彌生 暁の蕾 1975年 紙､水彩､ﾊﾟｽﾃﾙ､
ｺﾗｰｼﾞｭ

54.0×37.8

.

【戦後の水彩による表現② 篠原道生】

篠原道生 無題 1980年 紙、水彩、ペン 29×20

篠原道生 無題 1984年 紙、水彩、パステル 20×17

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

篠原道生 緑の扉の前に 1990年 紙、水彩 23.5×38.5

篠原道生 手と月 1990年 紙、水彩、ペン 21×15

篠原道生 青き女 1990年 紙、水彩 29×10.5

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

.

【戦後の水彩による表現③ 池田龍雄】

池田龍雄 勲章 1955年 紙、インク、水彩 37.7×29

池田龍雄 花神 化物の系譜シリーズ 1956年 紙､ｲﾝｸ､水彩(ｻｲﾝ
部分)

37.7×29

池田龍雄 鉄仮面 化物の系譜シリーズ 1956年 紙、インク 37.7×29

池田龍雄 天使 化物の系譜シリーズ 1956年 紙、インク、水彩 37.9×29.3
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池田龍雄 禽獣記シリーズ その2 1957年 紙、インク、水彩 29.3×37.5

池田龍雄 百仮面 百仮面シリーズ 1959年 紙、インク、水彩 39.7×30.4

池田龍雄 百仮面 E 1962年 紙、インク、水彩 50.8×37.4

.

【戦後の水彩による表現④ 小山田二郎】

小山田二郎 舞踏 1954年頃 紙、水彩 27.1×38.2

小山田二郎 夜（姉妹） 1958年 紙、水彩 33.5×24.4

小山田二郎 鳥女（横） 1960年代 紙、水彩 28.7×34.5

小山田二郎 鳥女（正面） 1960年代 紙、水彩 38.3×27.3

小山田二郎 午睡 1961年 紙、水彩 25.8×34.9

小山田二郎 胴体 1965年 紙、水彩 38.2×28.5

小山田二郎 妄執 1975年 紙、油彩 51.5×36.4

小山田二郎 鳥になった子供 1976年 紙、水彩 72.6×51.5

小山田二郎 アダムとイブ 1977年 紙、水彩 36.3×51.4

小山田二郎 森の雅人 1978年 紙、水彩 72.7×51.6

小山田二郎 鳥女 1982年 紙、水彩 38×28

.

【戦後の水彩による表現⑤ ポール・ニアグ】

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ スプーン 1972年 紙、鉛筆、水彩 28.7×25

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ ジェネレイティヴ･アート･グ
ループのための素描

1972年 紙、インク、鉛筆、水
彩

38.3×28

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ ハイフンと融解 1978年 紙、鉛筆、色鉛筆、
ジェッソ、水彩

29.3×41.7

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ 三本足の十字架 1978年 紙、鉛筆、水彩、
ジェッソ

29.1×41.4

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ 人間宇宙的素描 1978年 紙、鉛筆、インク、水
彩

31.1×23

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ ハイフンと触媒的作品 1980-81年 紙、鉛筆、水彩、ア
クリル

30.5×45.5

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ オープン･モノリス 1982年 紙、水彩色鉛筆、ア
クリル

63.1×52

ﾆｱｸﾞ，ﾎﾟｰﾙ 泉 1988年 紙、インク、水彩、金
泥

44.9×31.3

.

※参考出品を除いて、すべて栃木県立美術館所蔵。会期中の展示替えはありません。

※都合により、変更になる場合があります。

栃木県立美術館
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