
会期：2015年11月3日（火・祝）－ 2016年1月11日（月・祝）

会場：横浜美術館 企画展示室

会期中、以下の作品は展示替えを行います。

★印の作品：11月3日（火・祝）－ 12月2日（水）展示

※印の作品：12月4日（金）－ 1月11日（月・祝）展示

no. 作品名 制作年 所蔵先

1 横浜港風景 大正末-昭和初期（1920-1935頃） おぶせミュージアム・中島千波館

2 関東大震災画巻 大正12（1923） 横浜美術館（作家寄贈）

3 胡瓜 大正13（1924） 福島県立美術館

4　★ 保土ヶ谷風景　 大正13（1924） 滋賀県立近代美術館

5 りんごとぶどう 大正14（1925）

6 蓮池 大正15（1926）

7 紅梅 昭和4（1929）

8 庫裏　 昭和5（1930） 横浜美術館

9 窯たき 昭和5（1930） 横浜美術館（作家寄贈）

10　※ 壬生狂言 昭和6（1931） 横浜美術館（山口和宏氏寄贈）

11 京の店（三） 昭和6（1931） 横浜美術館（山口和宏氏寄贈）

12 春日野（習作） 昭和7（1932 ）頃

13 鴨 昭和9（1934） 大山治郎コレクション美術館

14 花に寄る猫 昭和9（1934） （大佛次郎旧蔵品）

15 梅鴨（春香図） 昭和9（1934） 長野電鉄株式会社

16 郁代 昭和9（1934）

17　※ 狐猫　　 昭和9-10（1934-1935）頃 大佛次郎記念館

18　★ 小トン（大佛次郎の愛猫） 昭和9-10（1934-1935）頃 大佛次郎記念館

19 牡丹図 昭和10（1935）頃

20 鷹 昭和10（1935）頃

21 銀座 A 昭和11（1936） 横浜美術館（作家寄贈）

22 銀座 B 昭和11（1936） 横浜美術館（作家寄贈）

23 湯あみ 昭和13（1938頃） 横浜美術館（作家寄贈）

24 黄街 A 昭和14（1939）

25 黄街 C 昭和14（1939）

26 歌う姑娘 昭和14（1939）

27 騾馬 昭和14（1939）頃 塵表閣支店

28 親子鶴 昭和15-19（1940-44）頃 蘭島閣美術館

29 おん祭　一、春日若宮 昭和17（1942） おぶせミュージアム・中島千波館

30 おん祭　二、献鳥 昭和17（1942） おぶせミュージアム・中島千波館

31 おん祭　三、御間道 昭和17（1942） おぶせミュージアム・中島千波館

32 おん祭　四、馬長稚児 昭和17（1942） おぶせミュージアム・中島千波館

33 おん祭　五、射手稚児 昭和17（1942） おぶせミュージアム・中島千波館

34 おん祭　七、大太鼓 昭和17（1942） おぶせミュージアム・中島千波館

35 神勅の上奏 昭和17-18（1942-43）頃 茨城県近代美術館

36 姉妹 昭和18（1943）頃 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

37 流れと草花 昭和19（1944）頃 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

38 初夏清流 昭和19（1944）頃

39 春耕 昭和19-22（1944-1947）

40 せきれい 昭和19-22（1944-1947）

41 鮎 昭和19-22頃（1944-1947）頃



42 早春訪客 昭和20-22（1945-1947）

43 雪の子(晴雪) 昭和21（1946） 横浜美術館（作家寄贈）

44 雪の子（スキー） 昭和21（1946）

45 雪の子（そり） 昭和21（1946）

46 和春 昭和22（1947） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

47 鴨 昭和22（1947） 長野県須坂東高等学校

48 般若 昭和22（1947）頃 塵表閣支店

49 残照 昭和23（1948）

50 トランプをする少女 昭和23（1948）頃 おぶせミュージアム・中島千波館

51　※ 茶室 昭和24（1949） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

52 方広会の夜 昭和25（1950） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

53 祖父（湯浅高二氏の肖像） 昭和20年代後半（1950-1954頃）

54　★ 明けの街 昭和26（1951） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

55　★ 暮るる里 昭和26（1951） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

56 古代より （一） 昭和27（1952）

57 古代より （二） 昭和27（1952） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

58 笹の雪・御行の松　豆腐料理献立 昭和27-30年代（1952-1955）頃 おぶせミュージアム・中島千波館

59 内海 昭和29（1954） 横浜美術館（山口久像氏寄贈）

60 内海にて 昭和29（1954）

61 瀬戸内海紀行 昭和29（1954）

62 瀬戸 昭和29（1954）頃

63 流れ Ｂ 昭和30（1955）

64 薔薇 昭和30年代前半（1955-1959頃）

65 梅川 昭和30年代前半（1955-1959頃）

66 仏 昭和30年代（1955-1964頃）

67 炎 昭和30年代（1955-1964頃）

68 陵王 昭和30年代（1955-1964頃）

69 ウズラ 昭和30年代（1955-1964頃）

70 菊 昭和30年代（1955-1964頃）

71 犬二匹 昭和30年代（1955-1964頃） 横浜美術館

72 萬歴の壺 昭和30年代（1955-1964頃） おぶせミュージアム・中島千波館

73 冨士 昭和30年代（1955-1964頃）

74 浄瑠璃  鶴澤清六 昭和31（1956） 横浜美術館（作家寄贈）

75 浄瑠璃  山城少掾 昭和31（1956）
独立行政法人日本芸術文化振興会
（国立文楽劇場）

76 賢者 昭和33（1958） 横浜美術館（作家寄贈）

77 梅川 昭和34（1959）

78 顔 昭和35（1960） 東京藝術大学

79 山湖 昭和60（1961）頃

80 霧氷 昭和38（1963） 横浜美術館（作家寄贈）

81 川風 昭和39（1964） 東京国立近代美術館

82 聖壇 昭和39（1964 ） 横浜市民ギャラリー

83 豆千代 昭和40（1965） 諏訪市美術館

84 当麻寺中之坊 昭和40（1965）

85 遊鯉 昭和40-45（1965-1970）頃

86 朝のしじま 昭和41（1966） 佐久市立近代美術館

87 クリスタル 昭和42（1967）

88　★ 奥山三題 Ａ 昭和42（1967） 東京都現代美術館

89 有明 昭和43（1968）頃

90　※ 早苗 昭和44（1969） 横浜美術館（作家寄贈）



91 椿笑園の主達 昭和45（1970） 横浜美術館（作家寄贈）

92 椿花図 昭和45-55（1970-1980）頃

93 牡丹 昭和45-55（1970-1980）頃

94 牡丹 昭和45-55（1970-1980）頃

95 柿紅葉 昭和45-55（1970-1980）頃

96 寒林 昭和45-55（1970-1980）頃

97 竹林冨士 昭和45-55（1970-1980）頃

98 足摺 昭和46（1971）
独立行政法人日本芸術文化振興会
（国立劇場）

99 阿波土産 昭和47（1972） 横浜美術館（作家寄贈）

100 あわ踊り 昭和47（1972）頃

101 湖心（原題：山湖） 昭和47（1972） おぶせミュージアム・中島千波館

102 喝采 昭和48（1973） 横浜美術館（作家寄贈）

103 喝采（小下絵） 昭和48（1973）頃 おぶせミュージアム・中島千波館

104 塑像 昭和49（1974） 横浜美術館（作家寄贈）

105 咸を奏する 昭和49（1974）頃

106 緑扇 昭和50（1975） 横浜美術館

107 鼬のみち 昭和50（1975）

108 不二 昭和50（1975）

109 夏早曉 昭和50-55（1975-1980）頃

110 不二 昭和50-55（1975-1980）頃

111 春蘭 昭和50-55（1975-1980）頃

112 芙蓉 昭和50-55（1975-1980）頃

113 ほたる袋 昭和50-55（1975-1980）頃

114 日出松島 昭和51（1976）

115 秋月 昭和51（1976）

116 遠い月 昭和51（1976）

117 凍夜 昭和51（1976） 横浜美術館

118 凍夜白梅 昭和51（1976）頃

119 花影 昭和51（1976）頃

120　★ 鶴図 （三溪園臨春閣襖絵） 昭和52（1977） 三溪園

121 雷神 昭和52（1977） 横浜美術館（作家寄贈）

122　※ 梅図（三溪園臨春閣襖絵）　 昭和53（1978） 三溪園

123 若草 昭和53（1978） 佐野美術館

124　★ 竹図（三溪園臨春閣襖絵）　 昭和54（1979） 三溪園

125 孫 昭和54（1979） おぶせミュージアム・中島千波館

126　※ 牡丹図（三溪園臨春閣襖絵）　 昭和55（1980） 三溪園

127 花韻 昭和55（1980） 神奈川県

128 外国武官 大正5（1916）

129 動植物写生図帖 大正中期～後期（1916-1926頃）

130 スケッチブックより　横浜港 大正中期～後期（1916-1926頃）

131 動植物写生図集より　蝶、蜻蛉 大正中期～後期（1916-1926頃）

132 動植物写生図集より　鶏頭 大正中期～後期（1916-1926頃）

133 動植物写生図集より　八重桜 大正中期～後期（1916-1926頃）

134 雞とミミズ 大正7（1918）

135 春日権現験記絵（模写） 大正7（1918） おぶせミュージアム・中島千波館

136 五馬図巻（模写）
大正末期-昭和初頃

（1920-1930頃）

137 随身庭騎絵巻 （模写）
大正末期-昭和初頃

（1920-1930頃）



138 スケッチブックより　横浜震災風景 大正12（1923）

139 スケッチブックより　伊豆 八幡野 大正15（1926）

140 スケッチブックより　三溪園の蓮 大正15（1926）

141-148 ≪銀座≫のためのスケッチ 昭和11（1936）

149-152 スケッチブックより　中国 昭和13-14（1938-39）

153 スケッチブック「雲崗」より 昭和14（1939）

154 春日若宮祭（おん祭）画稿 昭和17（1942）

155 スケッチブックより　小布施 雪景色 昭和19-22（1944-47）

156 スケッチブックより　小布施 雪の子 昭和19-22（1944-47）

157 スケッチブックより　小布施 雪の子 昭和19-22（1944-47）

158 千波 昭和26（1951 ） おぶせミュージアム・中島千波館

159 みかんを食べる千波 昭和26（1951）頃 おぶせミュージアム・中島千波館

160 千波間食 昭和27（1952 ） おぶせミュージアム・中島千波館

161 スケッチブック「三月堂」より　金剛力士像 昭和25（1950）頃

162 スケッチ　片岡球子 昭和27（1952）

163 スケッチ　前田青邨 昭和27（1952）

164 スケッチブック「網代紀行」より　横山大観 昭和29（1954）

165 スケッチブック「安房紀行」より　平山郁夫 昭和29（1954）

166 スケッチブックより　瀬戸内　木ノ江町 昭和29（1954）

167 スケッチブックより　山城少掾使用の見台 昭和3１（1956）

168 スケッチブックより　吉祥天(三月堂) 昭和32（1957）

169 スケッチブックより　吉田文五郎、山城少掾 昭和34（1959）

170 スケッチブックより　富士山(蒲原より） 昭和37（1962）

171 スケッチブック「先斗町」より　舞妓 昭和38（1963）

172 スケッチブックより　当麻寺 　松村実照大僧正 昭和40（1965）

173 スケッチブックより 四国遍路 昭和41（1966）

174 スケッチブックより　平櫛田中 昭和42（1967）

175 スケッチブック「椿笑園」より 昭和45（1970）

176 スケッチブック「足摺の漁師たち」より 昭和46（1971）

177 日記（大正10年1月6日-大正11年2月14日） 大正10-11（1921-22）

178 日記（大正11年2月15日-大正12年4月23日） 大正11-12（1922-23）

179
中外商業新報連載小説 『異風黒白記』（昭和10

年3月12日-8月25日連載）
昭和10（1935） 大佛次郎記念館

180 妻・三代子への葉書（四国遍路の旅路より） 昭和41（1966）


