
愛知県美術館

№ 作者 作品名 制作年代 技法・材質

1 山元春挙 渓村暮靄図 1900年頃 絹本墨画淡彩

2 菱田春草 紅葉山水 1908年頃 絹本着色

3 前田青邨 江島詣 1917年 絹本着色

4 小川芋銭 桃花流水送漁夫 1934年 絹本墨画淡彩 木村定三コレクション

5 西村五雲 朝露 1937年頃 絹本着色 木村定三コレクション

6 村上華岳 散華 1939年 紙本墨画淡彩

7 朝見香城 柳影 1925年頃 紙本着色 杉戸清氏寄贈

8 池田遥邨 稲掛け 1981年 紙本着色

9 東山魁夷 雪の山郷 1991年 紙本着色 作者寄贈

10 高橋由一 厨房具 1878ｰ79年頃 油彩、画布

11 浅井忠 八王子付近の街 1887年 油彩、画布

12 久米桂一郎 秋景 1892年 油彩、画布

13 梅原龍三郎 横臥裸婦 1908年 油彩、画布

14 河野通勢 自画像 1917年 油彩、画布

15 正宗得三郎 パイナップルのある静物 1923年頃 油彩、画布 正宗幹夫氏寄贈

16 安井曾太郎 婦人像 1912年頃 油彩、画布

17 アンリ・マティス 待つ 1921-22年 油彩、画布 中部電力株式会社寄贈

18 山下新太郎 白耳義の少女 1909年 油彩、画布

愛知県陶磁美術館

No. 作者・生産地 作品名 制作年代

19                    中国・景徳鎮 染錦桜下酒宴図大皿 清時代（18C後半）

20 　　　　    美濃 志野織部耳付水指 桃山時代（17C）

21 鈴木治　・京都 朱夏午睡 1994年

22 六代 清水六兵衞・京都 古稀彩秋月花瓶 1972年

23 　　　　　 瀬戸 鉄絵窓絵菊文手焙 江戸時代後期（19C）

24 川本枡吉 ・瀬戸 染付子犬に雪図花瓶  一対 明治時代（19C）

25 　　　　　 犬山 銹絵雪笹文皿 江戸時代後期（19C）

26 加藤清之・ 瀬戸 花器 2001年 作者寄贈

27 加藤清之・ 瀬戸 織部花器 2001年 作者寄贈

28 正木惣三郎、伊織・名古屋 黄瀬戸雪遊び蓋置 江戸時代後期（19C）

29 正木惣三郎、伊織・名古屋 宝船香合 江戸時代後期（19C） 鈴木克明氏寄贈

30 石黒宗麿・京都 眠寒山香合 昭和時代（20C） 川崎音三氏寄贈

31         タイ・スワンカローク 褐釉象 15世紀 野口敬仔氏寄贈

32 鯉江良二・設楽 ストーン・コフィン・シリーズ 1989年 前田博氏寄贈

33 三輪龍作・萩 卑弥呼の書 1991年
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愛知県美術館

№ 作者 作品名 制作年代 技法・材質

34 村井正誠 ゴルフジュアンの船 1929年 油彩、画布

35 音部幸司 虹 1956年 油彩、画布 桑原幹根氏寄贈

36 杉本健吉 秘苑（昌徳宮後庭） 1971年 油彩、画布 杉本武氏寄贈

37 須田剋太 東大寺 1981年 油彩、画布 木村定三コレクション

38 川瀬巴水 春の雪（京都清水） 1932年 木版、紙 小川潤三・郁子氏寄贈

39 川瀬巴水 塩原の秋（天狗岩の下） 1950年 木版、紙 小川潤三・郁子氏寄贈

40 戸張孤雁 立てる女 不詳（1995年鋳造） ブロンズ

41 恩地孝四郎 抒情Ⅰ（『月映』Ⅰより） 1914年 木版、紙

42 田中恭吉 ひそめるもの（『月映』Ⅱより） 1914年 木版、紙

43 藤森静雄 こころのかげ（『月映』Ⅱより） 1914年 木版、紙

44 ケーテ・コルヴィッツ 死（版画集『職工の蜂起』第２葉） 1893-97年 リトグラフ、紙 山村博男氏寄贈

45 ケーテ・コルヴィッツ 子供を腕に抱く母 1910年 エッチング、紙 山村博男氏寄贈

46 エルンスト・バルラッハ 忘我 1911-12年 ブロンズ

47 熊谷守一 白仔猫 1958年 油彩、画布 木村定三コレクション

48 桂ゆき 新天新地 1970年 油彩・コラージュ、板 木村定三コレクション

49 鬼頭鍋三郎 浴後 1938年 油彩、画布 作者寄贈

50 廣本季與丸 バレリーナ 1951年 油彩、画布 廣本ミサヲ氏寄贈

51 古賀春江 夏山 1927年 油彩、画布

52 里見勝蔵 裸婦 1928ｰ29年頃 油彩、画布

53 靉嘔 グッドバイ･ ムッシュ･ ゴーギャン 1973年 シルクスクリーン、紙

54 猪熊弦一郎 地図の中の日曜日 1979年 油彩、画布

55 ラインハルト・　セビエ 思想家 1993年
鉛筆・クレヨン、紙、

布、彩色アクリル板

56 坂本夏子 Tiles,髪 2007年 油彩、画布
土崎正彦氏寄贈

（旧白土舎コレクション）

57 中澤英明 子供の顔　寝ぐせ 2003年
テンペラ・油彩、

白亜地・綿布・板

58 中澤英明 子供の顔　クマ 2001年
テンペラ・油彩、

石膏地・寒冷紗・板
作者寄贈

59 小林孝亘 Stairs 2008年 油彩、画布 株式会社カサハラ画廊寄贈

ギャラリー


