
2014年5月27日（火）─ 7月6日（日）
京都国立近代美術館
主催＝京都国立近代美術館、日本経済新聞社、京都新聞
協賛＝松栄堂、ニューカラー写真印刷
協力＝松伯美術館

・都合により出品作品に変更が生じる場合があります。
・会場内での撮影はご遠慮ください。出 品 リ ス ト

作品番号 作品名 制作年 所蔵先 5／27─ 6／15 6／17─ 7／6
1 春立つ頃 大正10（1921）年 京都市立芸術大学芸術資料館
2 閑庭迎秋 大正10（1921）年 松伯美術館
3 仙禽唳光 大正11（1922）年 松伯美術館
4 金魚 大正12（1923）年頃 松伯美術館
5 花鳥 椿 大正13（1924）年 京都市立芸術大学芸術資料館
6 椿 大正13（1924）年 松伯美術館
7 水禽 大正14（1925）年 松伯美術館
8 金鶏・銀鶏 大正15（1926）年 松伯美術館 富山会場のみ展示
9 閑光 昭和2（1927）年 松伯美術館
10 金魚 昭和4（1929）年 松伯美術館
11 水魚二題 昭和4（1929）年 京都市美術館 富山会場のみ展示
12 春園鳥語 昭和4（1929）年 松伯美術館
13 晩秋 昭和5（1930）年 松伯美術館
14 鳥影趁春風　ちょうえいはるかぜをおう 昭和6（1931）年 松伯美術館
15 雪 昭和6（1931）年 松伯美術館
16 鹿寄せ 昭和7（1932）年 松伯美術館
17 冬暖 昭和8（1933）年 松伯美術館
18 金魚釣 昭和8（1933）年 松伯美術館
19 春雨 昭和9（1934）年 松伯美術館
20 蘚汀雨情 昭和9（1934）年 松伯美術館
21 山鹿 昭和11（1936）年 京都市美術館
22 母子の羊 昭和12（1937）年 松伯美術館
23 羊と遊ぶ 昭和13（1938）年 松伯美術館
24 月夜 昭和14（1939）年 松伯美術館
25 早秋 昭和16（1941）年 松伯美術館
26 双鳩 昭和17（1942）年 東京国立近代美術館
27 青柿 昭和22（1947）年 松伯美術館
28 樹蔭 昭和23（1948）年 松伯美術館
29 八仙花　はっせんか 昭和25（1950）年 松伯美術館
30 蓮 昭和27（1952）年 松伯美術館
31 朝 昭和28（1953）年 東京国立近代美術館
32 池 昭和29（1954）年 京都市美術館
33 草原八月 昭和31（1956）年 松伯美術館
34 星五位　ほしごい 昭和33（1958）年 東京国立近代美術館
35 鷭　ばん 昭和34（1959）年 神奈川県立近代美術館
36 熱国睡蓮　ねっこくすいれん 昭和35（1960）年 衆議院
37 熱帯花鳥 昭和38（1963）年 松伯美術館
38 鴛鴦　おしどり 昭和40（1965）年 松伯美術館
39 縞白鷴　しまはっかん 昭和41（1966）年 京都府立総合資料館（京都府京都文化博物館管理）
40 樹下幽禽 昭和41（1966）年 日本芸術院
41 玄鶴　くろづる 昭和43（1968）年 愛知県美術館
42 額田女王挿絵原画　ぬかたのおおきみさしえげんが 昭和43-44（1968-69）年 松伯美術館
43 万葉の春　まんようのはる 昭和45（1970）年 近畿日本鉄道株式会社（松伯美術館管理）
44 緋桃 昭和45（1970）年 松伯美術館
45 立葵　たちあおい 昭和46（1971）年 京都市立芸術大学芸術資料館
46 下照るみち 昭和46（1971）年頃 松伯美術館



作品番号 作品名 制作年 所蔵先 5／27─ 6／15 6／17─ 7／6
47 燦雨　さんう 昭和47（1972）年 松伯美術館
48 白孔雀　しろくじゃく 昭和48（1973）年 山種美術館
49 竹鶴 昭和49（1974）年 福岡市美術館
50 白木蓮 昭和50（1975）年 松伯美術館
51 夕千鳥 昭和51（1976）年 京都市美術館
52 閑鷺 昭和52（1977）年 山種美術館
53 杜若　かきつばた 昭和53（1978）年 神奈川県立近代美術館
54 月（雪月花三題のうち） 昭和53（1978）年 長谷川町子美術館
55 花（雪月花三題のうち） 昭和53（1978）年 松伯美術館
56 月明 昭和54（1979）年 松伯美術館
57 真鶴　まなづる 昭和55（1980）年 松伯美術館
58 丹頂　たんちょう 昭和55（1980）年 松伯美術館
59 雪（雪月花三題のうち） 昭和56（1981）年
60 蓮 昭和56（1981）年 松伯美術館
61 春雪 昭和57（1982）年 松伯美術館
62 雁金　かりがね 昭和57（1982）年 松伯美術館
63 孔雀　くじゃく 昭和58（1983）年 京都国立近代美術館
64 春輝 昭和59（1984）年 松伯美術館
65 白雁　はくがん 昭和60（1985）年 松伯美術館
66 薪能　たきぎのう 昭和61（1986）年 京都府立総合資料館（京都府京都文化博物館管理）
67 芥子　けし 昭和62（1987）年 松伯美術館
68 水温む　みずぬるむ 昭和63（1988）年 松伯美術館
69 芦 昭和63（1988）年 松伯美術館
70 若い鷹 平成2（1990）年 松伯美術館
71 葛　くず 平成5（1993）年 松伯美術館
72 五位鷺　ごいさぎ 平成7（1995）年 松伯美術館
73 雨情 平成8（1996）年 松伯美術館
74 春愁 平成11（1999）年 松伯美術館

素－1 スケッチブック3（金魚ほか） 頁替え
素－2 スケッチブック2（金魚スクラップほか） 頁替え
素－3 スケッチブック4（万葉人物） 頁替え
素－4 スケッチブック1（エナガほか） 頁替え
素－5 蓮
素－6 ルリビタキ
素－7 鳳凰木　ほうおうぼく 松伯美術館
素－8 ハイビスカス
素－9 杜若（ハナショウブ）　かきつばた
素－10 桃
素－11 緋桃 松伯美術館
素－12 芋1
素－13 白木蓮
素－14 ゴイサギ1
素－15 タンチョウ1 松伯美術館
素－16 タンチョウ2
素－17 サギ
素－18 ゴイサギ2
素－19 シマハッカン
素－20 オシドリ
素－21 カリガネ
素－22 インドクジャク1 松伯美術館
素－23 チドリ
素－24 インドクジャク2 松伯美術館
素－25 メジロ
素－26 睡蓮　すいれん 松伯美術館
素－27 ゴクラクチョウ 松伯美術館
素－28 芋2
素－29 椿
素－30 トーチジンジャー 松伯美術館

※巡回先＝富山県水墨美術館　 2014年7月11日（金）─ 8月10日（日）


