
作家 作品名 材質技法 制作時期 寸法（縦×横 cm） 備考
１ 田中一村 胡蘆図 紙本墨画着色一幅 昭和2（1927）年2月 181.7 × 40.0 中村正氏寄贈
2 田中一村 松図 紙本墨画一幅 昭和初期 138.0 × 34.9 中村正氏寄贈
3 田中一村 椿図屏風 金地着色二曲一隻 昭和6（1931）年 169.0 × 168.0
4 田中一村 梅花図盆 木製一枚 昭和8（1933）年 19.0 × 30.0 × 2.0 新山宏氏寄贈
5 田中一村 牡丹図 絹本着色一幅 昭和10（1935）年前後 134.9 × 40.1 個人蔵（当館寄託）
6 田中一村 清宵 絹本墨画淡彩一幅 66.5 × 55.0 個人蔵（当館寄託）
7 田中一村 白梅に軍鶏図 紙本墨画着色一幅 169.8 × 43.7 個人蔵（当館寄託）
8 田中一村 千葉寺風景　荷車と農夫 紙本墨画着色一幅 昭和21（1946）年頃 155.7 × 39.4 個人蔵（当館寄託）
9 田中一村 仁戸名蒼天 紙本着色一面（自作額） 101.5 × 94.5 個人蔵（当館寄託）

10 田中一村 白い花 絹本着色一面 昭和22（1947）年 42.8 × 118.0 個人蔵（当館寄託）
11 田中一村 軍鶏図 紙本墨画着色一面 73.8 × 87.9 個人蔵（当館寄託）
12 田中一村 軍鶏図 紙本着色一幅 147.0 × 49.5 個人蔵
13 田中一村 春林 紙本墨画　色紙額装一面 昭和27（1952）年1月 26.2 × 23.8 新山宏氏寄贈
14 田中一村 杉林暮色 紙本墨画淡彩　色紙額装一面 27.2 × 24.2 新山宏氏寄贈
15 田中一村 浅春譜 絹本墨画　色紙額装一面 27.2 × 24.2 個人蔵（当館寄託）
16 田中一村 糸瓜図扇 紙本墨画着色　扇一柄 長さ 30.5 個人蔵（当館寄託）
17 田中一村 露草に蜻蛉図扇 紙本墨画　扇額装一面 長さ 18.0 個人蔵（当館寄託）

18 田中一村
根付（木魚）・帯留（糸瓜・

みみずく・りんどう）
木製　四点 個人蔵（当館寄託）

19 田中一村 草花図角皿 大社焼／磁器五枚 昭和30（1955）年 各 12.0 × 12.0 × 1.5 個人蔵
20 田中一村 漢詩書角皿 大社焼／磁器五枚 昭和30（1955）年 各 12.5 × 12.5 × 2.5 個人蔵
21 田中一村 室戸奇巌 絹本着色　色紙額装一面 昭和30（1955）年 27.2 × 24.2 個人蔵（当館寄託）
22 田中一村 クロトンとカヤツリグサ 絹本墨画着色一面 79.0 × 52.6 個人蔵（当館寄託）
23 田中一村 アダンの海辺 絹本墨画着色一面 昭和44（1969）年 156.0 × 76.0 個人蔵（当館寄託）
24 田中一村 《アダンの海辺》添状 墨、紙 昭和52（1977）年 個人蔵（当館寄託）
25 東山魁夷 自然と形象 雪の谷間 紙本着色一面 昭和16（1941）年 120.5 × 120.5 個人蔵（当館寄託）
26 東山魁夷 自然と形象 秋の山 紙本着色一面 昭和16（1941）年 149.9 × 150.1 個人蔵（当館寄託）
27 東山魁夷 自然と形象 早春の麦畑 紙本着色一面 昭和16（1941）年 120.6 × 120.6 個人蔵（当館寄託）
28 東山魁夷 深秋 紙本着色一面 昭和22（1947）年 43.2 × 57.5 島直枝氏寄贈
29 東山魁夷 茄子図 紙本墨画一幅 昭和20年代前半 22.5 × 49.3 個人蔵
30 東山魁夷 光昏（縮図） 絹本着色一幅 昭和31（1956）年 52.5 × 41.8 個人蔵
31 東山魁夷 松庭 紙本着色一面 昭和31（1956）年頃 33.2 × 43.8 個人蔵
32 東山魁夷 松庭 ペン、紙 昭和31（1956）年以前 13.3 × 18.3 個人蔵
33 東山魁夷 中山競馬場入口 紙本着色一面 昭和31（1956）年以前 28.5 × 34.6 個人蔵
34 東山魁夷 雪の日 紙本着色一面 19.0 × 17.5 個人蔵
35 東山魁夷 山湖 紙本着色一面 25.4 × 30.5 個人蔵
36 加藤栄三 初夏 紙本墨画淡彩一幅 昭和20年代 52.0 × 59.9 個人蔵
37 加藤栄三 考へる河童 紙本墨画一幅 昭和20年代 33.8 × 44.3 個人蔵
38 加藤栄三 牛 紙本着色一幅 昭和31（1956）年以前 49.0 × 64.0 個人蔵
39 加藤栄三 鯉 紙本着色一幅 48.4 × 57.4 個人蔵
40 加藤栄三 鮎 紙本着色一幅 31.6 × 36.5 島直枝氏寄贈
41 加藤栄三 冬朝 紙本墨画淡彩一幅 32.5 × 44.0 島直枝氏寄贈
42 加藤栄三 雷神（小下図） 紙本着色一面 昭和40年（1965）頃 26.4 × 19.2 個人蔵
43 加藤栄三 カトレア 紙本着色一面 50.0 × 32.8 個人蔵
44 加藤栄三 （虫いろいろ） 紙本墨画淡彩　色紙 昭和12（1937）年 26.2 × 23.4 個人蔵
45 加藤栄三 （栗三つ） 紙本墨画　色紙 昭和18（1943）年 26.0 × 23.0 個人蔵
46 加藤栄三 （金魚） 紙本着色　（もと色紙） 昭和29（1954）年 27.3 × 24.2 個人蔵
47 加藤栄三 （海老と浅蜊） 紙本墨画淡彩　色紙 26.5 × 23.5 個人蔵
48 橋本明治 観音 紙本着色一幅 昭和31（1956）年以前 94.4 × 51.0 個人蔵
49 橋本明治 春信（橙） 紙本着色一幅 43.8 × 44.5 島直枝氏寄贈
50 橋本明治 春庭 絹本着色一面 45.2 × 57.1 島直枝氏寄贈
51 加藤東一 椿 紙本着色一面 44.7 × 51.5 島直枝氏寄贈
52 富取風堂 （蓮華） 紙本着色　色紙 26.5 × 23.5 個人蔵
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出品リスト

◆リストの並びは展示の順序と異なります
◆都合により出品作品は一部変更することがあります


