
　京都国立近代美術館 コレクション・ギャラリー　

　令和3年度 第1回コレクション展　展示目録
  令和3年3月23日（火）～ 6月13日（日）
 （前期：5月9日（日）まで／後期：5月11日（火）から）

   ＊ 展示室内での飲食および携帯電話での通話はご遠慮ください
   ＊ 館内では、歩きながらのスマートフォン等の操作はご遠慮ください
   ＊ 撮影の際、フラッシュ・三脚の使用はお控えください
　（※一部、撮影いただけない作品がございます）
   ＊ メモは鉛筆でお願いします

（作家名） （作品名） （制作年） （材質技法） （備考）

アリスティード・マイヨール 1861 - 1944 ヴィーナスの彫像 1920-38 ブロンズ 寄託作品

ピエール＝オーギュスト・
ルノワール

1841 - 1919 花の帽子をかぶった女性 1911 油彩画布 寄託作品

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

モイーズ・キスリング 1891 - 1953 ブロンドの巻き毛の少女 1926 油彩画布 寄託作品

キース・ヴァン・ドンゲン 1877 - 1968 ダーリン 1920 油彩画布 寄託作品

田村宗立 1846 - 1918 寒山拾得図 明治35 紙本墨画 前期

西　晴雲 1882 - 1963 出山釈迦図 大正6 紙本墨画着色 前期

神坂雪佳 1866 - 1942 寿老図 昭和13 絹本着色 前期

冨田溪仙 1879 - 1936 南泉斬猫・狗子仏性 大正7 絹本着色 前期

菊池契月 1879 - 1955 夕至 大正7 絹本着色 前期

千種掃雲 1873 - 1944 ひけ時 明治41 絹本着色 前期

小川千甕 1882 - 1971 白川女 明治末-大正初 絹本着色
前期／
寄託作品

木村斯光 1895 - 1976 勝頼 昭和6 絹本着色 前期

森　紅凝 1897 - 1983 母子像 大正12 絹本着色 前期

今尾景年 1845 - 1924 舞妓・名妓・歌妓 明治19 絹本着色
前期／
寄託作品

村上華岳 1888 - 1939 二人舞妓 大正7 紙本着色
前期／
寄託作品

竹久夢二 1884 - 1934 ショールの女（ふらんすの） 大正9-昭和4 紙本着色 前期

竹久夢二 1884 - 1934 茶屋の女
1910年代
（大正前期）

紙本着色 前期

伊東深水 1898 - 1972 春宵 不詳 絹本着色
前期／
寄託作品

谷角日沙春 1893 - 1971 二美人 昭和12 絹本着色 前期

橋本関雪 1883 - 1945 郭巨図 大正8 絹本着色 前期

谷角日沙春 1893 - 1971 洛北の佳人 昭和8 絹本着色 前期

梶原緋佐子 1896 - 1988 萌 昭和3 絹本着色 前期

梶　喜一 1904 - 1980 宵 昭和53頃 紙本着色 前期

梶原緋佐子 1896 - 1988 カメラ 昭和28 絹本着色
前期／
寄託作品

三谷十糸子 1904 - 1992 湯屋 昭和23 紙本着色 前期

星野眞吾 1923 - 1997 人拓による作品（6） 昭和42 紙本着色 前期

入江酉一郎 1921 - 2013 娘たち 平成元 紙本着色 前期

小松　均 1902 - 1989 緑蔭 昭和9 紙本着色 前期

田村宗立 1846 - 1918 十六羅漢図 明治後期 紙本墨画着色 後期

泥谷文景 1899 - 1951 寒山拾得 不詳 紙本墨画 後期

神坂雪佳 1866 - 1942 菊慈童図 昭和7-8 絹本着色 後期

上田萬秋 1869 - 1952 松蔭雅奏図 不詳 絹本着色 後期

都路華香 1871 - 1931 達磨図 大正6頃 紙本着色 後期

（生没年）

Ａ．西洋近代美術作品選

Ｂ．ひとを描く　―日本画にみる人物表現―



久保田米僊 1852 - 1906 楠木正成之図 明治22-28頃 絹本着色 後期

千種掃雲 1873 - 1944 海女 明治41 絹本着色 後期

佐藤光華 1897 - 1944 鮎売り 昭和6 絹本着色 後期

堂本印象 1891 - 1975 訶梨帝母 大正11 絹本着色 後期

神阪松濤 1882 - 1954 少年図 明治末 絹本着色 後期

小川千甕 1882 - 1971 水汲み 大正11 絹本着色
後期／
寄託作品

山口素絢 1759 - 1818 美人・杜若図 江戸後期 絹本着色
後期／
寄託作品

福田平八郎 1892 - 1974 少女 大正6 紙本着色 後期

竹久夢二 1884 - 1934 女 （貧しさが） 大正9-昭和4 紙本着色 後期

竹久夢二 1884 - 1934 男の像（かちかちと） 昭和2頃 紙本着色 後期

吉川霊華 1875 - 1929 狭衣物語 昭和3 紙本着色 後期

伊藤小坡 1877 - 1968 長閑 大正中期 絹本着色
後期／
寄託作品

林　司馬 1906 - 1985 琴 昭和8 絹本着色 後期

徳岡神泉 1896 - 1972 筒井筒 大正6 絹本着色 後期

三木翠山 1887 - 1957 維新の花 昭和15 絹本着色 後期

北沢映月 1907 - 1990 A夫人 昭和41 紙本着色 後期

蓮尾辰雄 1904 - 1988 夏日 昭和49 紙本着色 後期

今井守彦 1923 - 漁 平成元 紙本着色 後期

秋野不矩 1908 - 2001 裸童 昭和29 紙本着色 後期

星野眞吾 1923 - 1997 人拓による作品（7） 昭和42 紙本着色 後期

岩崎巴人 1917 - 2010 降魔成道 昭和57 絹本墨画着色 後期

Ｃ. 体当たりの美術―アーティストと身体―

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 金庫の扉 c. 1970

ジョージ・ブレクト（編） 1926 - 2008 V TRE 1963

ジョージ・マチューナス（編） 1931 - 1978
『フルクサス新聞』第3号
「cc Valise e TRanglE」

1964年3月

ジョージ・マチューナス（編） 1931 - 1978
『フルクサス新聞』第8号
「Vaseline sTREet」

[1966年6月]

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978
フルクサス（その歴史的展開と
前衛的美術運動との関係）

c. 1965

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 グロテスクな仮面 不詳

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 顔の構造の仮面 不詳

ジョージ・マチューナス（編） 1931 - 1978
『フルクサス新聞』第7号
「3 newspaper eVenTs for the pRicE of $1」

1966年2月1日

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 フルックスポスト：老化する男たち 1975

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 フルックスポスト：笑顔 1978

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 フルックスショップ／フルックスオーケストラ 1965

ジョージ・マチューナス（編） 1931 - 1978
『フルクサス新聞』第9号
「all photographs copyright nineteen seVenty
by peTer mooRE」

1970

ジェフリー・ヘンドリックス、
サラ・シーガル、
ロバート・ワッツ（編）

1931
1942
1923

-
1978

1988

『フルクサス新聞』第10号「MACIUNAS V
TRE/LAUDATIO SCRIPTA PRO GEORGE」

1976年5月2日

フルクサス・プレビュー・レビュー 1963

ジョージ・ブレクト 1926 - 2008 WATER YAM 1962

ジョージ・ブレクト 1926 - 2008 NUT BONE: A Yamfest Movie 不詳/1978 オフセット／小型本

オフセット（両面印刷）／新聞
（2頁）

オフセット／新聞（4頁）

オフセット／新聞（4頁）

オフセット、黄色の紙／
ダイアグラム

オフセット（両面印刷）／仮面

オフセット／仮面

オフセット／新聞（4頁）

オフセット／切手シート
（42点／1枚）

オフセット／切手シート
（42点／1枚）

オフセット／リーフレット

オフセット／ポスター

オフセット／新聞（4頁）

オフセット／新聞（4頁）

オフセット（両面）／リーフ
レット（ロール）

オフセット、プラスチック製
ケース／カード入りボックス
（97枚）



ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 フルックス便箋：身体とコート c. 1975

ジョージ・マチューナス 1931 - 1978 フルックス便箋：手と手袋 c. 1975

ジョン・ケージ 1912 - 1992 贈り物（大倉侍郎へ） 1990 水彩、燻した和紙

草間彌生 1929 - トラヴェリング・ライフ（旧：梯子） 昭和39 ミクストメディア

アントネッラ・ピエモンテーゼ 涙滴収集器 1998 インク、綿布

アントネッラ・ピエモンテーゼ 対衝撃防護服 1998 インク、綿布

ジョージ・ブレクト、
ジョージ・マチューナス（編）

1926
1931

-
2008
1978

『フルクサス新聞』第1号「cc V TRE」 1964年1月

ジョージ・ブレクト、
ジョージ・マチューナス（編）

1926
1931

-
2008
1978

『フルクサス新聞』第2号「cc V TRE」 1964年2月

ジョージ・マチューナス（編） 1931 - 1978
フルックス・ミサ、フルックス・スポーツ、
フルックス・ショー

1970

ジョージ・ブレクト、
ジョージ・マチューナス（編）

1926
1931

-
2008
1978

フルックス祭セール 1966/67

ジョージ・マチューナス（編） 1931 - 1978 『フルクサス新聞』第5号「Vacuum TRapEzoid」 1965年3月

ジェフリー・ヘンドリックス（編） 1931 - 2018 『フルクサス新聞』第11号「a V TRE EXTRA」 1979年3月24日

田中敦子 1932 - 2005 1978, B 昭和53 アクリル、画布

澤田知子 1977 - ID 400（＃001－＃400） 平成10

森村泰昌 1951 -
私の妹のために／
シンディー・シャーマンに捧ぐ

平成10 カラー写真

森村泰昌 1951 - だぶらかし（マルセル） 昭和63 カラー写真

リサ・アン・アワーバック 1967 - この織機を持って失せろ 2009

Ｄ．世界の工芸

トム・マックグロウクリン 1934 - 2011 10面カットのスカラプチュア 1981 ガラス

ドミニック・ラビノ 1910 - 1987 エア・スカラプチュア 1979 ガラス

ジェイムズ・メルチャート 1930 - 7/8のa 1969 炻器

ピーター・ヴォーコス 1924 - 2002 Hunya-Wa 1993 炻器

ウルシ・ルギンビュール 1936 - 2017 壺 c. 1968 陶器

カルロ・ザウリ 1926 - 2002 壺 1954-55 マヨリカ

カ・クオン・フイ 1922 - 2003 花器 c. 1970 陶器

ピーター・ナッシュ 陶彫 c. 1968 陶器

ハンス・コパー 1920 - 1981 壺 c. 1968 陶器、化粧土

ボディル・マンツ
リアルト・マンツ

1943
1933

-
　

1999
壺 c. 1967 陶器

ジャン（ハンス）・アルプ 1886 - 1966 陶彫 c. 1966 磁器

ジャン（ハンス）・アルプ 1886 - 1966 陶彫 c. 1966 磁器

ベティ・ウッドマン 1930 - 2018 Dancing Vases 1997 陶器

ハーヴィ・K・リットルトン 1922 - 2013 光の波 1978 ガラス

ウィリアム・D・カールソン 1950 - 簡明シリーズ 1981 ガラス

グレン・カウフマン 1932 - 2020 屋根の一部・黒Ⅱ 1986 絹、金箔

グレン・カウフマン 1932 - 2020 京の屋根・西陣Ⅳ 1985 絹

エルシ・ジョーク 1900 - 1989 ベルト女王のマント 1976 絹、化繊、手織

Ｅ．川勝コレクション　河井寬次郎作品選

河井寬次郎 1890 - 1966 呉須筒描陶板「手考足思」 昭和32

河井寬次郎 1890 - 1966 鉄薬盂 大正10頃

生没年不詳

生没年不詳

オフセット／便箋2枚、封筒2枚

オフセット／便箋12枚、封筒7枚

オフセット／新聞（16頁）

ゼラチン・シルバー・プリント
（100点組）

メリノウール、ファイバーグラス製
の特注マネキン、デジタル出力写真

オフセット／新聞（4頁）

オフセット／新聞（4頁）

オフセット／ ポスター、
プログラム

オフセット（両面印刷）／
リーフレット

オフセット／新聞（4頁）

生没年不詳

陶器、釉薬、型成形、筒描

磁器、釉薬、轆轤成形



河井寬次郎 1890 - 1966 印花人形図四方缾 大正10頃

河井寬次郎 1890 - 1966 青瓷鱔血文壺 大正14頃

河井寬次郎 1890 - 1966 海鼠釉片口 昭和4頃

河井寬次郎 1890 - 1966 流描き両手文鉢 昭和6頃

河井寬次郎 1890 - 1966 鉄薬花文壺 昭和7頃 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 呉須蓋付陶硯 昭和11頃 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 白瓷切子扁壺 昭和15頃 磁器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 辰砂菱花文食籠 昭和16

河井寬次郎 1890 - 1966 呉須菱花文長角筥 昭和16 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 白地草花図切子壺 昭和17 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 呉須辰砂草花図鉢 昭和17

河井寬次郎 1890 - 1966 鉄薬五方食籠 昭和17 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 辰砂扁壺 昭和25頃 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 辰砂呉州鉢 昭和25頃 陶器、釉薬、型成形

河井寬次郎 1890 - 1966 黄釉筒描扁壺 昭和27

Ｆ．日本の外光派　太田喜二郎と大久保作次郎を中心に

太田喜二郎 1883 - 1951 エスコー河岸 明治42-43頃 油彩、麻布

太田喜二郎 1883 - 1951 水辺の街 明治44ｰ大正元頃 油彩、麻布

太田喜二郎 1883 - 1951 温室 明治44 油彩、麻布

太田喜二郎 1883 - 1951 窓辺読書 明治42-43頃 油彩、麻布

太田喜二郎 1883 - 1951 乳屋の娘 明治44 油彩、麻布

太田喜二郎 1883 - 1951 鏡の前 明治44 油彩、麻布

大久保作次郎 1890 - 1973 揺藍 大正10 油彩、麻布

大久保作次郎 1890 - 1973 街角の魚店 昭和2 油彩、麻布

大久保作次郎 1890 - 1973 舟遊図 昭和6 油彩、麻布

和田英作 1874 - 1959 雲雀啼く頃 昭和15 油彩、麻布 寄託作品

岡田三郎助 1869 - 1939 裸婦 不詳 油彩、麻布 寄託作品

岡田三郎助 1869 - 1939 来信 昭和3 油彩、絹 寄託作品

有馬さとえ（三斗枝） 1893 - 1978 新緑の頃 大正11 油彩、麻布

有岡一郎 1900 - 1966 風景（習作） 大正9 油彩、麻布

大野隆徳 1886 - 1945 愚園の夏（北京の初夏） 大正7 油彩、麻布

赤松麟作 1878 - 1953 婦人像 大正2 油彩、麻布

Ｇ．パンリアル美術協会前史：歴程美術協会　―山崎 隆と山岡良文を中心に―

山崎　隆 1916 - 2004 パンリアル展告知案内版木 昭和23 木、リノリウム

山崎　隆 1916 - 2004 歴程美術他出品作品絵葉書貼付スクラップ 不詳 紙、その他

山崎　隆 1916 - 2004 海浜 昭和23 紙本着色

山崎　隆 1916 - 2004 扇面ちらし 昭和15 紙本着色

山崎　隆 1916 - 2004 神話 昭和15 紙本着色 前期

山崎　隆 1916 - 2004 象 昭和14 紙本着色

山岡良文 1911 - 1970 シュパンヌンク 昭和13 紙本着色

山岡良文 1911 - 1970 作品 昭和15 紙本着色

山岡良文 1911 - 1970 シュパンヌンク・袋戸棚小襖 昭和13頃 紙本着色

山岡良文 1911 - 1970 ヂーグフリード線 昭和14 紙本着色

山岡良文 1911 - 1970 矢叫び 昭和15 紙本着色

山岡良文 1911 - 1970 蒼空 昭和14 紙本着色

八木虚平（八木一夫） 1918 - 1979 三島手によるヴァリエシオン 昭和17 陶 寄託作品

八木虚平（八木一夫） 1918 - 1979 三島手によるヴアリエシォン 昭和17 陶

八木虚平（八木一夫） 1918 - 1979 ハイザラ・ハイザラ 昭和16 陶

陶器、釉薬、型成形、筒描

陶器、釉薬、型成形、象嵌

青磁、釉薬、轆轤成形、面取り

陶器、釉薬、轆轤成形

陶器、釉薬、轆轤成形、象嵌

陶器、釉薬、轆轤成形

陶器、釉薬、轆轤成形



山本正年 1912 - 1986 作品（花器） 昭和16頃 陶

船田玉樹 1912 - 1991 暁のれもん樹 昭和24 紙本着色

山崎　隆 1916 - 2004 続戦地の印象（其五） 昭和17 紙本着色

三上　誠 1919 - 1972 戦災風物誌 昭和23 紙本着色

山崎　隆 1916 - 2004 歴史 昭和14 紙本着色 後期

山崎　隆 1916 - 2004 神仙 昭和16 紙本着色 後期

山岡良文 1911 - 1970 潮音の間襖 昭和16 紙本着色 後期

＜常設屋外彫刻＞

（作家名） （作品名） （制作年） （材質技法）

伊藤隆道 1939 - 廻るリング 昭和51 ステンレス・スティール

斎藤　均 1948 - 無限に中ぐらいのもの 平成4 ステンレス・スティール

増田正和 1931 - 1991 二つ折りの座 昭和50 石

菊竹清文 1944 - The Tact 昭和56

山口牧生 1927 - 2001 股間の鳥－サドル 昭和49 石

土谷　武 1926 - 2004 風 昭和52 コルテン鋼、軟鋼

上田弘明 1928 - 1979 作品 昭和42 御影石

  京都国立近代美術館賛助会員

  当館は右記、賛助会員の皆様から

  ご支援・ご支持をいただいております。

（生没年）

スピードコントロールモーター、
タイマー、光センサー、温度セン
サー、スピーカー、集積回路、落雷
安全装置

<特別会員>

<一般会員>

京都国立近代美術館よりアンケートへのご協力のお願い 
 
      
 
 
 
 
 

本日はご来館いただき、誠にありがとうございます。今
後の美術館運営に役立ててまいりたく、左記ＱＲコード
より、アンケートにご協力いただければ幸いです。よろ
しくお願い申し上げます。 
 


	★配布リスト (日）

