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不動茂弥 1928-2016 黒い祭 1967 ミクストメディ ア 森口華弘 1909-2008 友禅訪問着「秋草文」 1985 友禅

芹沢鮭介 1895-1984 型染竹牡丹文着物 1968 型染・芭蕉布

国なぜ芸術家はフランスを目指すのか？ 藤平 伸 1922-2012 鳥たちの壺 1978 陶器
クロ ード・モネ 1840-1926 積み藁、ジヴェルニ ー、朝の印象 1889 油彩画布 寄託作品 河本五郎 1919-1986 白い陶筐 1966 陶器
アルフレッド・ シスレー 1839-1899 村への道 1880 油彩画布 寄託作品 栗木達介 1943-2013 銀緑彩文陶 壺態II 1988 陶器
オーギュスト・ ルノワ ール1841-1919 花の帽子をかぶった女性 1910 油彩画布 寄託作品 加守田章二 1933-1983 彩陶角扁壺 1972 陶器
エドガー・ ドガ 1834-1917 身繕いする女性 制作年不詳 パステル、紙 寄託作品 富本憲吉 1886-1963 色絵更紗模様瓢形飾壺 1944 磁器
エドウアール・ヴュイヤール 1868-1940 テ ーブルの女性 1898頃 油彩、厚紙 寄託作品 北大路魯山人 1883-1959 織部俎板盤 1949 陶器
オーギュスト・ルノワール 1841—1919 習作：砂糖壺とレモン 制作年不詳 油彩画布 寄託作品 フェリーツェ・

＂リチ＂
・ 1893—1967 マッチ箱カバー「紳士」 1950頃 七宝

ピエール・ポナ ール 1867-1947 食卓の母と二人の子ども 1906 油彩画布 寄託作品 上野＝リックス マッチ箱カバ ー「淑女I」 1950頃 七宝

アンリ・ マティス 1869-1954 シルフィード 1926 油彩画布 寄託作品 並河靖之 1845ー1927 蝶に花丸唐草文飾り壺 明治時代有線七宝

藤田嗣治 1886-1968 少女と猫 制作年不詳 油彩画布 寄託作品 河合卯之助 1889-1969 アクセサリ ー 制作年不詳陶器
アメデオ・モディリアーニ1884-1920 ベアトリス ・ヘイスティング 1915 油彩画布 寄託作品
パブロ ・ ピカソ 1881-1973 静物 ーパレット、燭台、ミノタウロスの頭部1938 油彩画布 国JII勝コレクション 河井寛次郎作品選
マン・ レ イ 1890-1976 

糊の時代
1935 

木製定規、写真、膠ほか／コラ ージュ
河井寛次郎 1890-1966 釉裏紅福寿文花絣 1921頃 磁器、釉薬、輔輔成形

[1970再制作］ 青姿辰砂瓜虫文壺 1922 青磁、釉薬、輯櫨成形、貼花
ピエト・モンドリアン 1872-1944 コンポジションNo.1 1929 油彩画布 孔雀緑人形図壺 1923 陶器、釉薬、輔輔成形、掻き落し

ポール・エリュアール著 1895-1952 『神々の不幸J 1922 書籍 黒釉劃花花文壺 1923頃 陶器、釉薬、輔櫨成形、掻き落し
マックス・ エルンスト画 1891-1976 『神々の不幸」 1955 書籍 流描き草花文鉢 1930 臨器、釉薬、輔櫨成形、象嵌

『反復J 1922 挿絵：木版画のコラ ージュ／書籍 白地草花文扁壺 1937頃 陶器、釉薬、型成形
マックス・エ ルンスト 1891-1976 『カルメル修道会に入ろうとしたある 白地草花図四方壺 1937 陶器、釉薬、型成形

少女の夢』
1930 書籍

練上扁壺 1937 陶器、釉薬、型成形、練上

パリ万国博覧会「現代生活における芸術と 1937
白地草花図扁壺 1939 陶器、釉薬、型成形

書籍技術国際博覧会」公式ガイドブック 鉄薬草花絵扁壺 1940 陶器、釉薬、型成形

テオ・ ファン・ 1883—1931 鉄打薬切子扁壺 1940 陶器、釉薬、型成形
ドゥ ースブルフ ささやかなダダのタベ：プログラム 1923 リトグラフ、紙／リ ーフレット

辰砂菱花文扁壺 1941 陶器、釉薬、型成形

ブラッサイ 1899-1984 ピカソとスト ーブ、 呉須辰砂草花図鉢 1942 陶器、釉薬、輔櫨成形
（ハラース・ ジュラ） グランゾーギュスタン通の アトリエにて 1939 ゼラチン ・シルバー・プリント

辰砂筒描扁壺 陶器、釉薬、型成形、筒描1950 
ポン ・ヌフ 1949 ゼラチン ・シルバー・プリント 黄釉筒描双手文食籠 1952頃 陶器、釉薬、型成形、筒描

アンドレ・ケルテス 1894-1985 鉄薬筒描花文扁壺 1953頃 陶器、釉薬、型成形、筒描
（ケルテ ース・アンドル） 諷刺的な踊り子、パリ 1926 ゼラチン ・シルバー・プリント

三色打薬扁壺 1962 陶器、釉薬、型成形
アンリ・サラ 1974- 無題（うなり声のする回廊） 2001 ゼラチン ・シルバー・プリント 寄託作品

田淵安一 1921-2009 三相万華IV 1972 油彩画布 国須田国太郎の周辺

堂本尚郎 1928-2013 連続の溶解 1962 油彩画布 都鳥英喜 1873-1943 セイヌ河 1919 油彩、麻布
榮 直入 1949- 茶碗France Loubignacに於いて造る 黒田重太郎 1887-1970 スカール・オブセルヴァトアル 1917 油彩、麻布
（十五代吉左衛門） （フランスRAKU茶碗） 2010 陶器

川端弥之助 1893-1981 雪の朝 1922 油彩、麻布
菅井 汲 1919-1996 時速280キロ 1965 アクリル、画布 里見勝蔵 1895-1981 静物 1924頃 油彩、麻布
畠山直哉 1958- Atmos #03407 2003 発色現像方式印画 川口軌外 1892-1966 スヴニ ール 1932 油彩、麻布

Atmos #07303 2003 発色現像方式印画 神阪松涛 1882-1954 裸体写生（男） 明治末 油彩、麻布
笠原恵実子 1963- Untitled Slit #1 1995 大理石 小林和作 1888-1974 春の山 1967 油彩、麻布

北脇 昇 1901-1951 秋の驚異 1945頃 油彩、麻布
国模様の美 小牧源太郎 1906-1989 作品 1939 油彩、麻布

寺本美茂 1916-1992 切嵌象嵌 「華象」 1979 銅・彫金 今井憲一 1907-1988 ターミナル 1954 油彩、麻布

帖佐美行 1915-2002 花心の譜（迎雅香燈） 1977 銅・彫金 安田 謙 1911-1997 人と馬（鉄を打つ） 1956 油彩、麻布
北村昭斎 1938- 華文筑瑶螺細飾箱 1997 漆、螺細

黒田辰秋 1904-1982 朱螺細大名縞手筈 1970年代 木、漆、螺細 国知レトリアル・スタディズ14：須田国太郎 写実と真理の思索

川上澄生 1895-1972 ろまんちっく手摺千代紙 1935 木版、紙 須田国太郎 1891-1961 モラ ーレス作〈聖母子〉模写 1922 油彩、麻布
鈴田照次 1916-1981 木版摺更紗藩物「芹花文」 1977 絹紬、木版 エル・グレコ作〈十字架〉（部分）模写 1921 油彩、麻布
羽田登喜男 1911-2008 上代紬地友禅染藩物「白夜」 1976 紬・友禅染 ティントレット作〈ヘラクレス悪魔をオンフェルスの床より追う〉模写1921 油彩、麻布
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