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平素より当館の事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

標記の件につきまして、本書のとおりご案内いたします。 
 

１ 展覧会名 「日本画の 150年 明治から現代へ」 
 

２ 会  期 令和３(2021)年４月17日(土)～６月20日(日)   ※５月１7日（月）に一部展示替え 

休館日：月曜日 ＊ただしGW中の５月３日（月･祝）は開館、５月６日（木）休館 

 

３ 展覧会概要（資料２～４ページ参照） 

様々な分野で西洋化が進めれた明治時代、伝統を継承しつつ西洋絵画の表現も取り入れ、新しい日本画

を作り出そうとする動きがおこりました。その志は芸術の自由を標榜した大正時代、古典が見直された昭

和前期、価値観が変化する中で表現を模索した昭和後期を経て現代に受け継がれています。 

本展では伝統を基盤としながら革新的な試みが続けられてきた日本画 150年の歩みをたどります。 

 

４ 出品作品（資料５ページ参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他イベントについては資料４ページを参照してください。 

 

 

 

《問い合わせ先》茨城県近代美術館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 666-1 

Tel:029-243-5111 ／ Fax:029-243-9992 ／ E-mail: fukyu-pub@modernart.museum.ibk.ed.jp 

展示担当：美術課 今瀬 ／ 広報担当：企画課 河野・桑子 ／ イベント担当：美術課 仲田 

企画展プレスリリース「日本画の 150年 明治から現代へ」 

作家名・作品名・制作年・所蔵等 

森田曠平「女神春秋 花鎮め」昭和 57(1982)年 茨城県近代美術館寄託 

 

 

 

※広報用出品作品図版は 10 点あります。その他図版は資料６ページを参照してくだ

さい。 
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１ 展覧会名 

  「日本画の 150年 明治から現代へ」 
 
２ 主催等 

主催：茨城県近代美術館 

後援：水戸市／朝日新聞水戸総局／茨城新聞社／NHK水戸放送局／産経新聞社水戸支局／ 

東京新聞水戸支局／日本経済新聞社水戸支局／毎日新聞水戸支局／読売新聞水戸支局 
 
３ 会期 

2021(令和３)年４月 17日(土)～６月 20日(日)    

※５月 17日（月）に一部展示替え 

休館日：月曜日 ただし GW中の５月３日（月･祝）は開館、５月６日（木）休館 

開館時間：午前９時 30分～午後５時(入場は午後４時 30分まで) 
 
４ 会場 

茨城県近代美術館 
 
５ 入館料 

一般 610(490)円／満 70歳以上 300(240)円／高大生 370(320)円／小中生 240(180)円 
  ※( )内は 20名以上の団体料金 

※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持参の方は無料  
  ※６月５日(土)は満 70才以上の方は入場無料 

※土曜日は高校生以下無料 

 

★予約優先制【入場はオンラインで「日時指定 WEB整理券」(無料)を取得された方が優先となります。予約は、

来館日の１ヶ月前より可能です(各時間帯の定員に達し次第、締め切りとなります)。「日時指定 WEB整理券」

の詳細は当館 HPをご覧ください。】 

 
 
６ 展覧会概要（約 500文字） 

幕末から明治にかけて西洋絵画が本格的に紹介されるようになると、人々はその写実的な表現に驚かさ

れました。画家たちの中には、西洋絵画の技法を学び油彩画に取り組んだ人々がいる一方、岩絵具や和紙

といった日本の伝統的な画材を基盤としながら、西洋絵画の表現も取り入れつつ、あらたな時代にふさわ

しい日本画の創造を目指す人々も現れました。  

明治期には横山大観や菱田春草らが、空気感や内面的な感情をどのように表現するかについて試行錯誤

し、芸術の自由が標榜された大正期には、今村紫紅や速水御舟らが独創的な作品を発表しました。古典が

見直された昭和前期を経て、戦後、伝統的なものが否定される状況から再出発した画家たちは、それまで

の日本画ではあまり扱うことのなかった主題にも取り組み、戦前とは表現を一変させました。人間の存在

を問うような作品が描かれたのもこの時期の特徴です。その後登場した戦後生まれの画家たちは、明治以

来続いた、西洋絵画を意識しながら日本画を描くことからは距離を置き、日本画ならではの特性を生かし

た制作を行っています。 

   本展では、受け継がれてきた伝統や技法に基づきながらも、独自の表現を打ち出し、時代を切り開いて

きた画家たちの作品を多数展示し、明治から現代に至る日本画 150年の流れをたどります。 

 

７ 広報文  

【広報文１】(約 60字) 

受け継がれてきた伝統や技法に基づきながらも、革新的な試みが続けられてきた日本画の、明治から

現代に至る 150年の流れをたどります。 

【広報文２】(約 90字) 

受け継がれてきた伝統や技法に基づきながらも、新しい日本画を創造しようと独自の表現を打ち出し、

時代を切り開いてきた画家たちの作品を多数展示し、明治から現代に至る日本画 150 年の流れをたどり

ます。 

【広報文３】(約 270字) 

幕末から明治にかけて西洋絵画が本格的に紹介されるようになると、人々はその写実的な表現に驚か
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されました。画家たちの中には、岩絵具や和紙といった日本の伝統的な画材を基盤としながら、西洋絵

画の表現も取り入れ、あらたな時代にふさわしい日本画の創造を目指す人々が現れました。その志は芸

術の自由が標榜された大正時代、古典が見直された昭和前期、価値観が変化する中で表現を模索した昭

和後期を経て現代に受け継がれています。本展では伝統や技法に基づきながらも独自の表現を打ち出し、

時代を切り開いてきた画家たちの作品を多数展示し、明治から現代に至る日本画 150 年の流れをたどり

ます。 

 

８ 展示構成と主な展示予定作品 ※出品リスト参照 

 

第１章 江戸から明治へ 

横山大観「松月雪景」 明治 37(1904)年 茨城県近代美術館寄託 

菱田春草「帰漁」 明治 37(1904)年 茨城県近代美術館所蔵 

 

第２章 大正から昭和前期 

横山大観「瀟湘八景」大正 2-3(1913-14)年頃 茨城県近代美術館所蔵 

安田靫彦「源氏若紫」昭和 8(1933)年 茨城県近代美術館所蔵 

 

第３章 戦前から戦後へと受け継がれる美―美人画、花鳥画、歴史画 

森田曠平「女神春秋 花鎮め」 昭和 57(1982)年 茨城県近代美術館寄託 

 
第４章 昭和戦後から現代へ 
上野泰郞「裁きの時」昭和49(1974)年 茨城県近代美術館寄託 
片岡球子「喜多川歌麿」 昭和 53(1978)年 茨城県近代美術館寄託（国際交流基金蔵） 
宮いつき「ふたり」平成12(2000)年 茨城県近代美術館寄託  
フジイフランソワ「オオゲツヒメノカミ」 平成24(2012)年 茨城県近代美術館所蔵 
那波多目 功一「寂光」 平成25(2013)年 茨城県近代美術館所蔵 

 

９ 見どころ 

(1)52作家 84作品で日本画の 150年をたどる 

当館の日本画は所蔵品と寄託作品をあわせると約 800点に及びます。所蔵作品展等で年間を通して順次

展示していますが、五浦美術館で保管されている作品があるため、当館で展示したことのないものもあり

ます。今回はそうした作品も多数展示し、画家たちが独自の表現を打ち出して時代を切り開いてきた日本

画の 150年をたどります。 

 

(2)明治時代の横山大観、菱田春草作品の額装作品について 

若き日の横山大観と菱田春草は新しい時代にふさわしい表現を追求しましたが、彼らの試みは世間に受

け入れられず、一時期北茨城市の五浦に移住し研鑽を積むこととなりました。今回展示する明治時代の大

観と春草の作品は、五浦に移住する直前、日本で作品が売れなくなっていた時期に、天心に従いアメリカ

へ渡り開催した展覧会に出品されたもの。大観によると二人はスケッチブック風に仕立てた絵絹を日本か

ら持参し、滞在していたホテルの部屋に新聞紙を敷いて作品を制作し、壁にかけられるように額装にしま

した。この展覧会は大成功し、大観らは売上金を日本へ送金することができたそうです。現在の額はおそ

らく当時のものではありませんが、額装であるのは現地で描かれ、日本に里帰りした作品であることのあ

らわれともいえます。 

 

(3)速水御舟の筆致を間近で見られる 

大正から昭和戦前期に写実表現と細密描写を追求し多くの名品を残した速水御舟。寡作である上、  

気に入らない下絵や写生は自分で処分してしまったといわれますが、当館ではスケッチ 25 点を所蔵して

います。今回はその中の９点を額装で展示し、筆致を間近に見ることができるコーナーを作ります。 

 

(4)小川芋銭と小林巣居人のコーナー 

大正から昭和前期に活躍し、河童や自然などを主題とした作品で知られる小川芋銭と、はじめ芋銭に私

淑し、終生ふるさと茨城の自然や生き物を原風景とした作品を描いた小林巣居人の作品のコーナーを設け

ます。中でも小川芋銭の「石非羊」大正 15(1926)年(当館寄託)は、約 30年前に発行された画集にモノク

ロ図版が掲載されているものの、長らく展覧会に出品されていない作品であり、今回の展示は久しぶりの
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公開となります。また小林巣居人作品は壁面に約 17 メートルとなる「水辺画巻」を、その手前に上巻下

巻がそれぞれ約 17 メートルある絵巻「土機光象」を前期後期で展示し、巣居人の自然観を堪能できるコ

ーナーとします。 

 

(5)戦後の日本画の特徴がわかる 

敗戦後、若手の日本画家達は何を描くかということについて悩み、戦前とは表現を一変させました。主

題だけでなく、画面が大型化し、絵具を厚く塗り重ねる表現が主流となったこと、多くの女性画家が活躍

するようになったことも大きな変化です。大型で額装された戦後の日本画は、一見すると油彩画と変わら

ないようにも思えます。しかし、じっくりみると岩絵具や箔の美しさを引き出す表現といった日本画なら

ではの技法を継承しながらも、新しい日本画を創造しようと、画家たちがそれぞれ独自の表現を打ち出し

ている作品であることがわかります。 

 

10 会期中のイベント 

(1) 学芸員による鑑賞講座  

日時：５月１日(土)午後２時～３時 

会場：地階講堂 

講師：今瀨佐和（本展担当学芸員） 

定員：先着 80名(要事前申込、参加無料) 

  

(2) ワークショップ「和紙でつくる小物」 

日時：５月８日(土)午前 10時～正午 

会場：地階講座室 

 講師：当館職員 

対象：どなたでも ※小学生以下は保護者同伴 

定員：15名程度（要事前申込） 

参加費：無料(要企画展チケット) 

 

※各イベントは日時・内容等が変更になる可能性があります。 

   

【イベント申込方法】 

※定員に達した時点で受付を終了いたします。 

●来館の場合…当館総合受付にて申込書を記入。 

●往復はがきの場合…往信用文面に希望者全員（１件につき４名様まで）の①氏名②年齢、代表

者の③住所と④電話番号、⑤参加を希望するイベント名、返信用宛名面に返信先（代表者の住

所と氏名）を記入し、当館「日本画の 150 年 鑑賞講座係」もしくは「日本画の 150 年 ワー

クショップ係」まで送付。 

●E メールの場合…件名にイベント名、本文に希望者全員（１件につき４名様まで）の①氏名②年

齢、代表者の③住所と④電話番号を記入し下記の申込専用アドレス宛に送信。必ずパソコンか

らのメール（当館からの返信）を受信できるアドレスからお申し込みください。  

 各イベント申込用の E メールアドレス 

鑑賞講座係 kansho@modernart.museum.ibk.ed.jp 

ワークショップ係 washi@modernart.museum.ibk.ed.jp 

申込締切： 鑑賞講座 ４月 15 日（木）必着 

       ワークショップ ４月 22 日（木）必着 

※詳細は当館 HP（http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp）をご覧ください。 

 

11 問い合せ先 

茨城県近代美術館 〒310-0851 茨城県水戸市千波町東久保 666-1 

Tel:029-243-5111 Fax:029-243-9992 E-mail:fukyu-pub@modernart.museum.ibk.ed.jp 

担当学芸員：美術課 今瀨 ／ 広報担当：企画課 河野・桑子 ／ イベント担当：美術課 仲田 

http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/
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出品作品図版 

※１ このページに掲載された作品は，本展覧会の広報目的の場合にのみ掲載可能です。 

※２ 画像には，作品キャプションの後ろに「所蔵・寄託」を必ず入れてください。 

※３ 画像掲載の際には，当館までご一報ください。 

※４ 画像のトリミング・文字のせはお控えください。 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

           

 

 

 

 

 

 

 

３ ４ ５ 

１ 森田曠平「女神春秋 花鎮め」昭和 57(1982)年 茨城県近代美術館寄託 

２ 片岡球子「喜多川歌麿」昭和 53（1978）年 茨城県近代美術館寄託（国際交流基金蔵） 

３ 横山大観「松月雪景」 明治 37(1904)年 茨城県近代美術館寄託 

４ フジイフランソワ「オオゲツヒメノカミ」平成 24(2012)年 茨城県近代美術館所蔵 

５ 那波多目功一「寂光」平成 25(2013)年 茨城県近代美術館所蔵 

１

   

２ 



第１章　江戸から明治へ

№ 作者名 作品題名 生没年
生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵

（表記のないも

のは当館蔵）

1 松平 雪江 四睡之図 天保 5年～大正 5年 1834-1916 1914 大正 3年 紙本・淡彩・軸装 130.4×52.8

2 橋本 雅邦 郭子儀 天保 6年～明治41年 1835-1908 1868-1912c. 明治期 絹本・彩色・軸装 119×54

3 奥原 晴湖 西園雅集図 天保 8年～大正 2年 1837-1913 1880 明治13年 紙本・淡彩・軸装 132.7×56.7

4 松本 楓湖 永代橋開橋式之図 天保11年～大正12年 1840-1923 1901 明治34年 絹本・彩色・軸装 70.7×84.9

5 津島 寿山 山水図 元治元年～大正12年 1864-1923 1893 明治26年 紙本・淡彩・軸装 175×87

6 二世 五姓田 芳柳 斎藤実盛染鬚図 元治元年～昭和18年 1864-1943 1890c. 明治23年頃 絹本・彩色・軸装 131×57

7 横山大観 松月雪景 明治元年～昭和33年 1868-1958 1904 明治37年 絹本・彩色・額装 87.5×50 当館寄託

8 横山大観 雪影 明治元年～昭和33年 1868-1958 1904 明治37年 絹本・彩色・額装 77.1×53.8 当館寄託

9 下村 観山 帰猟の図 明治 6年～昭和 5年 1873-1930 1904 明治37年 絹本・彩色・額装 79.7×48.9 当館寄託

10 菱田春草 帰漁 明治 7年～44年 1874-1911 1904 明治37年 絹本・墨画・額装 49×73

11 木村武山 義家勿来関 明治 9年～昭和17年 1876-1942 1907-08c. 明治40～41年頃 絹本・彩色・軸装 120.3×50.7 当館寄託

第２章　大正から昭和戦前期

2－１東京の新しい動き

№ 作者名 作品題名 生没年
生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵（表記のな

いものは当館

蔵）

12 横山大観 瀟湘八景 遠浦雲帆 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

13 横山大観 瀟湘八景 山市晴嵐 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

14 横山大観 瀟湘八景  瀟湘夜雨 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

15 横山大観 瀟湘八景  烟寺晩鐘 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

16 横山大観 瀟湘八景  漁村返照 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

17 横山大観 瀟湘八景  平沙落雁 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

18 横山大観 瀟湘八景  洞庭秋月 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

19 横山大観 瀟湘八景  江天暮雪 明治元年～昭和33年 1868-1958 1913-14c. 大正 2-3年頃 絹本・彩色・軸装 131×50.3

20 今村 紫紅 林中達磨 明治13年～大正 5年 1880-1916 1912-1916c. 大正初期 紙本・淡彩・軸装 57.3×41.5

21 小林 古径 禄 明治16年～昭和32年 1883-1957 1908 明治41年 絹本・彩色・軸装 152.3×70.8

22 安田 靫彦 源氏若紫 明治17年～昭和53年 1884-1978 1933 昭和 8年 絹本・彩色・軸装 130.6×50.7

23 堅山南風 熱国の夕べ 明治20年～昭和55年 1887-1980 1917 大正６年 絹本・彩色・屛風八曲一隻 168×482 当館寄託

24 永田 春水 春光凞々 明治22年～昭和45年 1889-1970 1926 大正15年 絹本・彩色・額装 239×140

25 速水 御舟 鴨 明治27年～昭和10年 1894-1935 1932 昭和 7年 紙・彩色・額装 29.5×63

26 速水 御舟 南京軍鶏 明治27年～昭和10年 1894-1935 1933 昭和 8年 紙・彩色・額装 34.0×22.5

27 速水 御舟 百舌 明治27年～昭和10年 1894-1935 1934 昭和 9年 紙・彩色・額装 22.8×36.5

28 速水 御舟 鶴（丹頂鶴） 明治27年～昭和10年 1894-1935 1932 昭和 7年 紙・彩色・額装 29.8×21

29 速水 御舟 黍 明治27年～昭和10年 1894-1935 1924 大正13年 紙・コンテ・額装 47.3×61

30 速水 御舟 木蓮 明治27年～昭和10年 1894-1935 1926 大正15年 紙・彩色・額装 31.0×63.5

31 速水 御舟 燕子花 明治27年～昭和10年 1894-1935 1923 大正12年 紙・彩色・額装 31.0×51

32 速水 御舟 紅梅 明治27年～昭和10年 1894-1935 1933 昭和 8年 紙・彩色・額装 22.7×18

33 速水 御舟 洛外六題　宇治（習作） 明治27年～昭和10年 1894-1935 1917 大正 6年 紙本・彩色・額装 42×100

２－２京都の新しい動き

№ 作者名 作品題名 生没年
生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵

（表記のないも

のは当館蔵）

34 土田 麦僊 熊野の冬 明治20年～昭和11年 1887-1936 1917 大正 6年 絹本・彩色・軸装 137.5×43.5

35 榊原 紫峰 雪中孤鹿之図 明治20年～昭和46年 1887-1971 1921 大正10年 絹本・彩色・軸装 146.1×51.2

36 村上 華岳 観世音菩薩図 明治21年～昭和14年 1888-1939 1932 昭和 7年 紙本・墨画・淡彩・軸装 119.8×23.5

37 小野 竹喬 海晴 明治22年～昭和54年 1889-1979 1929c. 昭和 4年頃 紙本・彩色・屛風（二曲一隻） 180×177

38 福田 平八郎 郷里豊後風景 明治25年～昭和49年 1892-1974 1915-18c. 大正 4-7年頃 絹本・彩色・軸装 114.6×40.1

２－３小川芋銭と小林巣居人

№ 作者名 作品題名 生没年
生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵（表記のな

いものは当館

蔵）

39 小川芋銭 五柳先生 慶応4年～昭和13年
1868～

1938
1919 大正8年 絹本・彩色・軸装 127.5×41 当館寄託

40 小川 芋銭 肉案 慶応 4年～昭和13年 1868-1938 1922c. 大正11年頃 金箋紙・墨画・軸装 131×46

41 小川芋銭 石非羊 慶応 4年～昭和13年 1868-1938 1926 大正15年 紙本・淡彩・軸装 134×67.3 当館寄託
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42 小川芋銭 陶淵明　襖 慶応 4年～昭和13年 1868-1938 1936 昭和11年 紙本・彩色・襖（四面） 各168×92 当館寄託

43 小川芋銭 祭魚 慶応4年～昭和13年
1868～

1938
1932c. 昭和7年頃 紙本・墨画・軸装 75.5×40.5

44 小川芋銭 芭蕉句意 居守 慶応4年～昭和13年
1868～

1938
1937 昭和12年 紙本・淡彩・軸装 45×53.5

45 小川芋銭 河童百図　三味線のけいこ 慶応4年～昭和13年
1868～

1938
1937 昭和12年 紙本・淡彩・軸装 34×65

46 小川芋銭 河童百図　岩になった河童 慶応4年～昭和13年
1868～

1938
1937 昭和12年 紙本・墨画・軸装 59.9×60

47 小川芋銭 浮動する山岳 慶応4年～昭和13年
1868～

1938
1928 昭和3年 紙本・墨画・軸装 94.9×120.8 当館寄託

48 小川 芋銭 太古香 慶応 4年～昭和13年 1868-1938 1930 昭和５年 紙本･彩色･軸装 68.2×106

49 小林 巣居人 土機光象 明治30年～昭和53年 1897-1978 1943 昭和18年 紙本・彩色・巻子（巻上・下）
各55.0×

1660.2

展示替え

（前期上巻、

後期下巻）

50 小林 巣居人 水辺画巻 明治30年～昭和53年 1897-1978 1954 昭和29年 絹本・彩色・額装 56×1750

第３章　昭和前期から後期へ　継承される美（美人画、歴史画、花鳥画）

№ 作者名 作品題名 生没年
生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵

（表記のないも

のは当館蔵）

51 鏑木 清方 花ざかり 明治11年～昭和47年 1878-1972 1938 昭和13年 絹本・彩色・軸装 143.3×50.2

52 鴨下晁湖 踊る 明治23年～昭和42年 1890-1967 1926-30c. 昭和初期 紙本・彩色・二曲一隻屛風 153×158.5 当館寄託

53 徳岡 神泉 菊花 明治29年～昭和47年 1896-1972 1969 昭和44年 紙本・彩色・額装 50.0×39.5

54 山口華楊 春盡 明治32年～昭和59年 1899-1984 1980 昭和55年 紙本彩色・額装 91×65 当館寄託

55 上村松篁 鳥 明治35年～平成13年 1902-2001 1980 昭和55年 紙本彩色・額装 81×116 当館寄託

56 森田曠平 女神春秋  花鎮め 大正5年～平成6年 1916-1994 1982 昭和57年
紙本・彩色・屛風装（四曲一

隻）
173.7×364 当館寄託

57 森田曠平 女神春秋  龍田姫 大正5年～平成6年 1916-1994 1983 昭和58年
紙本・彩色・屛風装（四曲一

隻）

173.8×

364.9
当館寄託

58 森田曠平 舞いこ 大正5年～平成6年 1916-1994 1992 平成4年 紙本・彩色・額装 73.5×38.5 当館寄託

第４章　昭和戦後から現代へ

４-1　戦後の再興院展、日展の新しい動き

生年

順№
作者名 作品題名 生没年

生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵

（表記のないも

のは当館蔵）

59 片岡球子 喜多川歌麿 明治38年～平成20年 1905-2008 1978 昭和53年 紙本・彩色・額装 160×130 当館寄託

60 浦田 正夫 滝 明治43年～平成09年 1910-1997 1965 昭和40年 紙本・彩色・額装 195×130

61 加倉井 和夫 仙苔 大正 8年～平成 7年 1919-1995 1987 昭和62年 紙本・彩色・額装 145×200 当館寄託

62 川﨑 春彦 樹声 昭和 4年～平成30年 1929-2018 1963 昭和38年 紙本・彩色・額装
162.4×

222.8

４-２　戦後から現代へ　

№ 作者名 作品題名 生没年
生没年(西

暦)
制作年(西暦) 制作年 材質・形状

大きさ（リ

スト用）

所蔵

（表記のないも

のは当館蔵）

63 佐藤 太清 えん(｢ク｣の下に｢日｣右に｢炎｣ 大正 2年～平成16年 1913-2004 1967 昭和42年 紙本･彩色･額装 167×212

64 小野具定 漁港 大正3年～平成12年 1914-2000 1977 昭和52年 紙本・彩色・額装 260×170 当館寄託

65 近藤弘明 幽淵 大正13年～平成27年 1924-2015 1967 昭和42年 紙本彩色・額装 133.5×185 当館寄託

66 上野泰郞 裁きの時 大正15年～平成17年 1926-2005 1974 昭和49年 紙本彩色・屛風・観音開き 200×260 当館寄託

67 西村 昭二郎 夕風・夏柳 昭和 2年～平成11年 1927-1999 1977,1978 昭和52,53年 紙本･彩色･屛風装（四曲一双） 各167×227

68 小林 恒岳 霧流れる 昭和 7年～平成29年 1932-2017 1980 昭和55年 紙本・彩色・額装（２点組） 各180×360

69 那波多目 功一 寂光 昭和 8年～ 1933- 2013 平成25年 紙本･彩色･額装 186×250

70 小嶋悠司 穢土 昭和19年～平成28年 1944-2016 1993 平成５年 彩色・紙本・額装 100×200 当館寄託

71 村田 茂樹 冬林 昭和21年～平成30年 1946-2018 1990 平成 2年 紙本･彩色･四曲一隻屛風 181.8×290

72 畠中 光享 帰去来(祗孤独園) 昭和22年～ 1947- 2006 平成18年 絹本･岩彩,墨･二曲一隻屛風 171×185.5

73 梅原幸雄 花筏 昭和25年～ 1950- 2001 平成13年 彩色・紙本・額装 182×546 当館寄託

74 西田俊英 華孔雀 昭和28年～ 1953- 2003 平成15年 彩色・紙本・額装 182×364 当館寄託

75 浅野均 高原風光 昭和30年～ 1955- 1999 平成11年 彩色・紙本・額装 185×286 当館寄託

76 宮いつき ふたり 昭和31年 1956ｰ 2000 平成12年 彩色・紙本・額装
181.8×

227.3
当館寄託

77 松本 祐子 月の雫 昭和32年～ 1957- 1995 平成 7年 紙本･彩色･額装 178×227

78 松生　歩 天地を結ぶもの 昭和34年～ 1959- 2005 平成17年 彩色・紙本・パネル装 180×360 当館寄託

79 小田野尚之 来客 昭和35年～ 1960- 2001 平成13年 彩色・紙本・額装 69.8×215 当館寄託

80 清水 由朗 望楼 昭和36年～ 1961- 2008 平成20年 紙本･彩色･額装（２分割）
171.0×

364.0

81
フジイフランソ

ワ
オオゲツヒメノカミ 昭和37年～ 1962- 2012 平成24年

和紙･鉛筆,銀箔,ルイボスティー,

胡粉,膠,顔彩,水彩絵具,墨汁･額

装

180×85
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82
フジイフランソ

ワ
座敷わがし見本図　壱 昭和37年～ 1962- 2012 平成24年

和紙･鉛筆,ルイボスティー,胡粉,

膠,顔彩,水彩絵具,墨汁･額装
27.5×45.5

83
フジイフランソ

ワ
座敷わがし見本図　弐 昭和37年～ 1962- 2012 平成24年

和紙･鉛筆,ルイボスティー,胡粉,

膠,顔彩,水彩絵具,墨汁･額装
27.5×45.5

84
フジイフランソ

ワ
座敷わがし見本図　参 昭和37年～ 1962- 2012 平成24年

和紙･鉛筆,ルイボスティー,胡粉,

膠,顔彩,水彩絵具,墨汁･額装
27.5×45.5
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