
------------

大岡 雲峰
『草木錦葉集』　
文政 12年（1827）序
木版墨摺　7冊
各 26.6×18.3cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

今尾 景年
『景年花鳥画譜』春ノ部　
明治 24-25年（1891-92） 
彩色摺絵本　4冊のうち　
各 37.0×25.7cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

近藤有芳
『大成真写譜』
明治 21年（1888）刊
木版多色摺　2冊のうち
千葉市美術館蔵　
ラヴィッツコレクション
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山野英之

《クソバッジ》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

̶
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井口直人×岩沢兄弟

井口直人
《COPY》　

2015‒2022年　
ミクストメディア　
さふらん生活園蔵

井口直人×岩沢兄弟
《複写真機 <!-- コピーーーーー機 -->》

2022年　
映像インスタレーション
（アプリケーション制作　新井恒陽）　
作家蔵

------------

田中 抱二
《写生帖、縮図ほか資料一式》　
江戸時代末～明治時代中期　
縮図類、下絵類、蔵書ほかより写生帖
30冊　
個人蔵（千葉市美術館寄託）

前川千帆
《写生帖》　
大正 12年（1923）～
昭和 33年（1958）頃
写生帖 30冊　
各 22.6×15.6cm　
千葉市美術館蔵

̶
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井上尚子

《記憶の鼻腔》　
2022年　
インスタレーション　

《梱眠　̶ 夢のにおい ̶》　
2022年
千葉市美術館展覧会カタログ、茶紙、
ガムテープ　

------------

河田小龍
《花鳥図》　

19世紀　
絹本着色　3幅　各 127.1×53.9cm
千葉市美術館蔵（山田裕嗣氏寄贈）

小川（菊田）栄羽
《麝香猫図》　
江戸時代中期　
絹本着色　1幅　109.5×49.7cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

歌川豊国
《海女図》　
文化（1804‒18）末期～
文政（1818‒30）初期頃　
絹本着色　双幅　各 62.0×55.4cm　
千葉市美術館蔵

狩野 永悳立信
《三酸図》　
江戸時代末～明治時代初
絹本墨画淡彩　1幅　126.0×49.7cm
千葉市美術館蔵　谷信一コレクション
（折笠渓子氏寄贈）

村瀬太乙
《利休居士図》　
紙本墨画　1幅　123.9×30.5cm　
旧ピーター・ドラッカー山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）
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文化屋雑貨店

《とある夏休みの雑貨店》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

------------

月岡 芳年
《風俗三十二相　かわゆらしさう　
明治十年以来内室の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.6cm　
千葉市美術館蔵

《風俗三十二相　いたさう　
寛政年間女郎の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.7cm　
千葉市美術館蔵
    
《風俗三十二相　にくらしさう　
安政年間名古屋嬢之風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.8cm　
千葉市美術館蔵　

《風俗三十二相　しだらなささう　
寛政年間京都藝子風俗》　
明治 21年（1888）
大判錦絵　37.5×25.9cm　
千葉市美術館蔵　

三代歌川豊国・歌川芳虎
（錦昇堂版役者大首絵）
大判錦絵　60図刊行のうち 24点
各約 36.2×24.2cm
千葉市美術館蔵

　   
歌川 豊国（三代）
《三代目尾上菊五郎の那迦犀那尊者》
元治元年（1864）

《十一代目守田勘弥の斎藤太郎左衛門》
万延元年（1860）　　
  　
《十三代目市村羽左衛門の鳶の
者御祭佐七》　
文久 3年（1863）　　

《三代目尾上菊五郎の天竺徳兵衛》
万延元年（1860）3月　

《四代目中村歌右衛門の舎人松王丸》
文久 3年（1863）　

《揚巻の助六（八代目）市川団十郎　三升》
万延元年（1860）3月　

《五代目市川海老蔵の武蔵坊弁慶》　
万延元年（1860）　

《五代目市川団十郎　景清》　
文久 3年（1863）　

《市川海老蔵の碓井荒太郎貞光
［市川海老蔵の暫］》　
文久 3年（1863）　

《三代目沢村宗十郎の大星由良之助良雄》
文久 3年（1863）

《初代市川鰕十郎の浅間左衛門照連》
文久 3年（1863）

《五代目松本幸四郎の幡随長兵衛》
文久 3年（1863）　

《二代目嵐雛助の石川五右衛門》　
文久 3年（1863）　

《三代目嵐璃寛の漁師浪六》　
万延元年（1860）　

《三代目沢村田之助の長尾の
息女八重垣姫》　
万延元年（1860）　

《三代目瀬川菊之丞の葛の葉狐》　
文久 3年（1863）　

《三代目岩井粂三郎の八百屋於七》　
万延元年（1860）

《五代目沢村宗十郎の菅丞相》
万延元年（1860）

《三代目市川九蔵の刀鍛冶団九郎》　
文久 3年（1863）　

歌川 芳虎
《三代目大谷友右衛門の安達元右衛門》
文久 3年（1863）　

《六代目坂東三津五郎の

新洞左衛門娘夕しで》　
文久 2年（1862）　

《四代目市川小団次の武智十兵衛光秀》
文久 2年（1862）　

《市川福太郎の油屋娘於染》　
文久 2年（1862）　

《五代目坂東彦三郎薪水の
高須遊君地獄太夫染衣》　
慶応元年（1865）　

森 一鳳
《象図屏風》　
江戸時代末期
紙本墨画　2曲 1隻屏風　
110.0×112.6cm　
千葉市美術館蔵

渡辺 秀詮
《虎図》　
江戸時代中期～後期　
紙本着色　1 幅　129.8×28.5cm　
千葉市美術館蔵　前期展示

諸葛監
《虎図》　
宝暦～天明期（1751‒89）頃　
絹本着色　1幅　89.4×44.4cm　
千葉市美術館蔵　後期展示

渡辺 小華
《牡丹花下戯猫之図》　
明治 10年代 
絹本着色　1幅　108.2×41.2cm　
千葉市美術館蔵　
嬉遊会コレクション（寄贈）

河鍋 暁女
《絵手本習作》　
明治（1868‒1912）前期
紙本着色　1巻　27.8×347.6cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

渡辺 崋山
《佐藤一斎像画稿　第三～第七》
文政 4年（1821）頃 
紙本墨画淡彩　5幅のうち　
39.1×20.7cm（第三）／
38.9×20.4cm（第四）／前期展示
39.2×19.5cm（第五）／
39.0×20.7cm（第六）／後期展示　
千葉市美術館蔵
西谷コレクション（寄贈）
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中﨑 透

《stripes_post》　
2021年　
ミクストメディア　
70.0×55.0×14.0cm　
作家蔵

《stripes_post》　
2022年　
写真
51.5×72.8cm　
作家蔵　撮影：石川卓磨

《地雷注意！》　
2002年　
キャンバス、油彩、アクリル絵具
161.0×130.0cm　
作家蔵

《縁を守れ》　
2002年　
キャンバス、アクリル絵具
161.0×120.0cm　
作家蔵

《山の向こうで見ている》　
2022年　
ミクストメディア　サイズ可変　
作家蔵

《Poolside Snowman／ drawing #2》
2021年　
アクリル絵具　39.5×30.6cm　
作家蔵

《Poolside Snowman／ drawing #5》
2021年　
アクリル絵具、ペン　26.0×14.5cm
作家蔵

《Mountain or House／ drawing 》
2021年　
アクリル絵具、ペン、鉛筆
30.6×39.5cm　
作家蔵

《Beauty is in the eye of the
 beholder.》　
2021年（2022年再構成）
ミクストメディア
54.0×150.0×28.0cm　
作家蔵

《red／ blue》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

《Datepainting On KAWARA #2 》
2018年　
陶器、磁器　
作家蔵

《Datepainting On KAWARA #3 》
2018年　
陶器、磁器　
作家蔵

《Datepainting On KAWARA #4 》
2018年　
陶器、磁器　
作家蔵

《Green Border Landscape #1》
2021年　
ミクストメディア　
作家蔵

《Green Border Landscape #2》
2021年　
ミクストメディア　サイズ可変　
作家蔵

《to home, from home》　
2011年
写真　2枚組　
作家蔵

《book #1》　
2022年　
ミクストメディア
71.0×78.5×47.0cm　
作家蔵

《book #2》　
2022年　
ミクストメディア
71.0×78.5×47.0cm　
作家蔵

------------

赤瀬川原平
《あいまいな海のスウェーター》

1961‒62年　
水彩（デカルコマニー）・インク・
コラージュ、紙
38.1×29.2cm　
千葉市美術館蔵　
サトウ画廊コレクション

《あいまいな海のスカート》　
1961‒62年　
水彩（デカルコマニー）・インク・
コラージュ、紙　39.6×27.4cm
千葉市美術館蔵　
サトウ画廊コレクション

渓斎英泉
《鯉の滝登り打掛の花魁》　
天保期（1830‒44）　
大判藍摺竪2枚続（掛物絵）
72.7×24.9cm　
千葉市美術館蔵　今中コレクション

《鯉の滝登り打掛の花魁》　
天保期（1830‒44）　
大判錦絵竪2枚続（掛物絵）
73.1×25.8cm　
千葉市美術館蔵　今中コレクション

荒川修作
《無題の形成 No.3》　

1961‒62年　
油彩・アクリル・鉛筆、キャンバス
165.0×246.5cm　
千葉市美術館蔵

篠原有司男
《思考するマルセル・デュシャン》　

1965年　
油彩・コラージュ、キャンバス
161.0×125.5cm　
千葉市美術館蔵

マルセル・デュシャン
《完成大ガラス》　

1965年　
カラーエッチング・アクアチント、和紙
35.6×24.0cm　
千葉市美術館蔵

《大ガラス （第1ステート）》
1965年 

エッチング、和紙　35.6×24.0cm　
千葉市美術館蔵

《大ガラス（第2ステート）》　
1965年 
エッチング・アクアチント、和紙
35.0×22.5cm
千葉市美術館蔵

瀧口修造（編）
『マルセル・デュシャン語録』

1968年
版画・マルチプル・本（箱入り）
一般財団法人草月会蔵
（千葉市美術館寄託）

歌川国貞
《花魁図（大文字屋一元）》　
天保期（1830‒44） 
絹本着色1幅　108.0×31.8cm　
千葉市美術館蔵（千葉市美術館寄託）

多々羅義雄
《房州布良ヲ写ス》　
大正11年（1922）頃　
油彩、カンヴァス　90.0×115.0cm
千葉市美術館蔵

宇佐美圭司
《もう一つの世界地図》　

1991年　
インク、紙　111.5×171.5cm　
千葉市美術館蔵

立石紘一
《ハン》　

1963年　
ガッシュ、紙　
38.9×28.5cm
千葉市美術館蔵　
サトウ画廊コレクション

鈴木春信
《見立那須与一　屋島の合戦》　
明和3‒4年（1766‒67）頃 
中判錦絵2枚続のうち右
28.8×20.8cm　
個人蔵（千葉市美術館寄託）　前期展示

《六玉川　調布の玉川》　
明和4年（1767）頃 
中判錦絵　28.2×20.9cm　
千葉市美術館蔵　後期展示
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● 会期中展示替えがあります。
 ［前期］ 7月16日（土）‒ 8月14日（日）
 ［後期］ 8月16日（火）‒ 9月4日（日）
● サイズは縦×横、または高さ×幅×奥行です。
＊ 都合により出品作品を変更する場合があります。
＊＊ 展示はリストの順とは異なる場合があります。

出品リスト
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目 ［mé］

《Life Scaper》　
2021年　ミクストメディア　
72.0×57.0×5.5cm　 

《Reference Scaper A》　
2021年　
ラムダプリント　
96.0×142.5×4.5 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper B》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper C》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper D》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper E》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Acrylic gas T-1#17》　
2021年　
ミクストメディア　170.0×170.0×19.0 cm
札幌宮の森美術館

------------

《アクリルガス》　
2018年　
樹脂、アクリル他
170.0×170.0×19.0cm
千葉市美術館蔵

̶
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小川信治

《マルゲリータ・ポルティナーリ》
2020年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×41.0×2.1cm、
60.0×41.0×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm　
作家蔵

《マリア・ポルティナーリ》　
2021年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×55.0×2.0cm、
60.0×55.0×2.0cm、
33.5×24.0×1.9cm、
33.5×24.0×1.9cm　
個人蔵

《ドローイング》　
作家蔵

《ストラスブールの泉》　
2022年
ガッシュ・水彩・筆ペン、紙
作家蔵

------------

《ストラスブール》　
2015年　
鉛筆、紙　109.8×149.8cm　
千葉市美術館蔵
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華雪

《日》　
2016‒22年　
墨・鉛筆・絵具・コーヒー・ワイン・口紅、
紙・布　

作家蔵

《一》　
2022年　
膠・煤・墨、紙　
作家蔵

------------

河原温
《I Got Up》　

1970年 
絵はがき（20枚組）　
各 10.3×14.5cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 2,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 3,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 4,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 5,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 6,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 7,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 8,1985》　
1985年　

リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

田能村竹田
《涼月談心図》　
天保 3、4年（1832,33）頃　
絹本墨画淡彩　1幅
123.5×40.1cm　
旧ピーター・ドラッカー 山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）　
前期展示

渡辺崋山
《田園雑興詩画　第十二「冬日」》　
天保 11年（1840）　
紙本墨画淡彩　1幅（絵）、
紙本墨書　1面（詩）
26.4×45.6cm（絵）、26.5×28.5cm（詩）
嬉遊会コレクション（千葉市美術館寄託）
後期展示
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きぐう編集室

《日常を編む》　
2022年　
ミクストメディア
作家蔵

̶
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Mitosaya 薬草園蒸留所

《樽式蒸留器》　
2022年　　
作家蔵

《寄せ集めの根っこ》　
2022年　　
作家蔵

《桜のアマーロ》　
2022年　　
作家蔵

《松葉のハードサイダー》　
2022年　　
作家蔵

Floor Map 桂ゆき
《自画像（娘時代）》　

1985年　
布（紅絹）・綿、パネル
169.0×62.0×14.5cm　
千葉市美術館蔵



------------

大岡 雲峰
『草木錦葉集』　
文政 12年（1827）序
木版墨摺　7冊
各 26.6×18.3cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

今尾 景年
『景年花鳥画譜』春ノ部　
明治 24-25年（1891-92） 
彩色摺絵本　4冊のうち　
各 37.0×25.7cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

近藤有芳
『大成真写譜』
明治 21年（1888）刊
木版多色摺　2冊のうち
千葉市美術館蔵　
ラヴィッツコレクション
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山野英之

《クソバッジ》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

̶
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井口直人×岩沢兄弟

井口直人
《COPY》　

2015‒2022年　
ミクストメディア　
さふらん生活園蔵

井口直人×岩沢兄弟
《複写真機 <!-- コピーーーーー機 -->》

2022年　
映像インスタレーション
（アプリケーション制作　新井恒陽）　
作家蔵

------------

田中 抱二
《写生帖、縮図ほか資料一式》　
江戸時代末～明治時代中期　
縮図類、下絵類、蔵書ほかより写生帖
30冊　
個人蔵（千葉市美術館寄託）

前川千帆
《写生帖》　
大正 12年（1923）～
昭和 33年（1958）頃
写生帖 30冊　
各 22.6×15.6cm　
千葉市美術館蔵
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井上尚子

《記憶の鼻腔》　
2022年　
インスタレーション　

《梱眠　̶ 夢のにおい ̶》　
2022年
千葉市美術館展覧会カタログ、茶紙、
ガムテープ　

------------

河田小龍
《花鳥図》　

19世紀　
絹本着色　3幅　各 127.1×53.9cm
千葉市美術館蔵（山田裕嗣氏寄贈）

小川（菊田）栄羽
《麝香猫図》　
江戸時代中期　
絹本着色　1幅　109.5×49.7cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

歌川豊国
《海女図》　
文化（1804‒18）末期～
文政（1818‒30）初期頃　
絹本着色　双幅　各 62.0×55.4cm　
千葉市美術館蔵

狩野 永悳立信
《三酸図》　
江戸時代末～明治時代初
絹本墨画淡彩　1幅　126.0×49.7cm
千葉市美術館蔵　谷信一コレクション
（折笠渓子氏寄贈）

村瀬太乙
《利休居士図》　
紙本墨画　1幅　123.9×30.5cm　
旧ピーター・ドラッカー山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）
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文化屋雑貨店

《とある夏休みの雑貨店》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

------------

月岡 芳年
《風俗三十二相　かわゆらしさう　
明治十年以来内室の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.6cm　
千葉市美術館蔵

《風俗三十二相　いたさう　
寛政年間女郎の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.7cm　
千葉市美術館蔵
    
《風俗三十二相　にくらしさう　
安政年間名古屋嬢之風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.8cm　
千葉市美術館蔵　

《風俗三十二相　しだらなささう　
寛政年間京都藝子風俗》　
明治 21年（1888）
大判錦絵　37.5×25.9cm　
千葉市美術館蔵　

三代歌川豊国・歌川芳虎
（錦昇堂版役者大首絵）
大判錦絵　60図刊行のうち 24点
各約 36.2×24.2cm
千葉市美術館蔵

　   
歌川 豊国（三代）
《三代目尾上菊五郎の那迦犀那尊者》
元治元年（1864）

《十一代目守田勘弥の斎藤太郎左衛門》
万延元年（1860）　　
  　
《十三代目市村羽左衛門の鳶の
者御祭佐七》　
文久 3年（1863）　　

《三代目尾上菊五郎の天竺徳兵衛》
万延元年（1860）3月　

《四代目中村歌右衛門の舎人松王丸》
文久 3年（1863）　

《揚巻の助六（八代目）市川団十郎　三升》
万延元年（1860）3月　

《五代目市川海老蔵の武蔵坊弁慶》　
万延元年（1860）　

《五代目市川団十郎　景清》　
文久 3年（1863）　

《市川海老蔵の碓井荒太郎貞光
［市川海老蔵の暫］》　
文久 3年（1863）　

《三代目沢村宗十郎の大星由良之助良雄》
文久 3年（1863）

《初代市川鰕十郎の浅間左衛門照連》
文久 3年（1863）

《五代目松本幸四郎の幡随長兵衛》
文久 3年（1863）　

《二代目嵐雛助の石川五右衛門》　
文久 3年（1863）　

《三代目嵐璃寛の漁師浪六》　
万延元年（1860）　

《三代目沢村田之助の長尾の
息女八重垣姫》　
万延元年（1860）　

《三代目瀬川菊之丞の葛の葉狐》　
文久 3年（1863）　

《三代目岩井粂三郎の八百屋於七》　
万延元年（1860）

《五代目沢村宗十郎の菅丞相》
万延元年（1860）

《三代目市川九蔵の刀鍛冶団九郎》　
文久 3年（1863）　

歌川 芳虎
《三代目大谷友右衛門の安達元右衛門》
文久 3年（1863）　

《六代目坂東三津五郎の

新洞左衛門娘夕しで》　
文久 2年（1862）　

《四代目市川小団次の武智十兵衛光秀》
文久 2年（1862）　

《市川福太郎の油屋娘於染》　
文久 2年（1862）　

《五代目坂東彦三郎薪水の
高須遊君地獄太夫染衣》　
慶応元年（1865）　

森 一鳳
《象図屏風》　
江戸時代末期
紙本墨画　2曲 1隻屏風　
110.0×112.6cm　
千葉市美術館蔵

渡辺 秀詮
《虎図》　
江戸時代中期～後期　
紙本着色　1 幅　129.8×28.5cm　
千葉市美術館蔵　前期展示

諸葛監
《虎図》　
宝暦～天明期（1751‒89）頃　
絹本着色　1幅　89.4×44.4cm　
千葉市美術館蔵　後期展示

渡辺 小華
《牡丹花下戯猫之図》　
明治 10年代 
絹本着色　1幅　108.2×41.2cm　
千葉市美術館蔵　
嬉遊会コレクション（寄贈）

河鍋 暁女
《絵手本習作》　
明治（1868‒1912）前期
紙本着色　1巻　27.8×347.6cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

渡辺 崋山
《佐藤一斎像画稿　第三～第七》
文政 4年（1821）頃 
紙本墨画淡彩　5幅のうち　
39.1×20.7cm（第三）／
38.9×20.4cm（第四）／前期展示
39.2×19.5cm（第五）／
39.0×20.7cm（第六）／後期展示　
千葉市美術館蔵
西谷コレクション（寄贈）
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中﨑 透

《stripes_post》　
2021年　
ミクストメディア　
70.0×55.0×14.0cm　
作家蔵

《stripes_post》　
2022年　
写真
51.5×72.8cm　
作家蔵　撮影：石川卓磨

《地雷注意！》　
2002年　
キャンバス、油彩、アクリル絵具
161.0×130.0cm　
作家蔵

《縁を守れ》　
2002年　
キャンバス、アクリル絵具
161.0×120.0cm　
作家蔵

《山の向こうで見ている》　
2022年　
ミクストメディア　サイズ可変　
作家蔵

《Poolside Snowman／ drawing #2》
2021年　
アクリル絵具　39.5×30.6cm　
作家蔵

《Poolside Snowman／ drawing #5》
2021年　
アクリル絵具、ペン　26.0×14.5cm
作家蔵

《Mountain or House／ drawing 》
2021年　
アクリル絵具、ペン、鉛筆
30.6×39.5cm　
作家蔵

《Beauty is in the eye of the
 beholder.》　
2021年（2022年再構成）
ミクストメディア
54.0×150.0×28.0cm　
作家蔵

《red／ blue》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

《Datepainting On KAWARA #2 》
2018年　
陶器、磁器　
作家蔵

《Datepainting On KAWARA #3 》
2018年　
陶器、磁器　
作家蔵

《Datepainting On KAWARA #4 》
2018年　
陶器、磁器　
作家蔵

《Green Border Landscape #1》
2021年　
ミクストメディア　
作家蔵

《Green Border Landscape #2》
2021年　
ミクストメディア　サイズ可変　
作家蔵

《to home, from home》　
2011年
写真　2枚組　
作家蔵

《book #1》　
2022年　
ミクストメディア
71.0×78.5×47.0cm　
作家蔵

《book #2》　
2022年　
ミクストメディア
71.0×78.5×47.0cm　
作家蔵

------------

赤瀬川原平
《あいまいな海のスウェーター》

1961‒62年　
水彩（デカルコマニー）・インク・
コラージュ、紙
38.1×29.2cm　
千葉市美術館蔵　
サトウ画廊コレクション

《あいまいな海のスカート》　
1961‒62年　
水彩（デカルコマニー）・インク・
コラージュ、紙　39.6×27.4cm
千葉市美術館蔵　
サトウ画廊コレクション

渓斎英泉
《鯉の滝登り打掛の花魁》　
天保期（1830‒44）　
大判藍摺竪2枚続（掛物絵）
72.7×24.9cm　
千葉市美術館蔵　今中コレクション

《鯉の滝登り打掛の花魁》　
天保期（1830‒44）　
大判錦絵竪2枚続（掛物絵）
73.1×25.8cm　
千葉市美術館蔵　今中コレクション

荒川修作
《無題の形成 No.3》　

1961‒62年　
油彩・アクリル・鉛筆、キャンバス
165.0×246.5cm　
千葉市美術館蔵

篠原有司男
《思考するマルセル・デュシャン》　

1965年　
油彩・コラージュ、キャンバス
161.0×125.5cm　
千葉市美術館蔵

マルセル・デュシャン
《完成大ガラス》　

1965年　
カラーエッチング・アクアチント、和紙
35.6×24.0cm　
千葉市美術館蔵

《大ガラス （第1ステート）》
1965年 

エッチング、和紙　35.6×24.0cm　
千葉市美術館蔵

《大ガラス（第2ステート）》　
1965年 
エッチング・アクアチント、和紙
35.0×22.5cm
千葉市美術館蔵

瀧口修造（編）
『マルセル・デュシャン語録』

1968年
版画・マルチプル・本（箱入り）
一般財団法人草月会蔵
（千葉市美術館寄託）

歌川国貞
《花魁図（大文字屋一元）》　
天保期（1830‒44） 
絹本着色1幅　108.0×31.8cm　
千葉市美術館蔵（千葉市美術館寄託）

多々羅義雄
《房州布良ヲ写ス》　
大正11年（1922）頃　
油彩、カンヴァス　90.0×115.0cm
千葉市美術館蔵

宇佐美圭司
《もう一つの世界地図》　

1991年　
インク、紙　111.5×171.5cm　
千葉市美術館蔵

立石紘一
《ハン》　

1963年　
ガッシュ、紙　
38.9×28.5cm
千葉市美術館蔵　
サトウ画廊コレクション

鈴木春信
《見立那須与一　屋島の合戦》　
明和3‒4年（1766‒67）頃 
中判錦絵2枚続のうち右
28.8×20.8cm　
個人蔵（千葉市美術館寄託）　前期展示

《六玉川　調布の玉川》　
明和4年（1767）頃 
中判錦絵　28.2×20.9cm　
千葉市美術館蔵　後期展示

椿貞雄
《春夏秋冬極楽図》　
昭和11年（1936） 
紙本墨画淡彩1面
66.0×161.0cm　
千葉市美術館蔵

若林奮
《Sunrise, Sunset （The Ground）》

1976年
木・鉄・鉛・ガッシュ
23.0×70.0×48.0cm　
千葉市美術館蔵

工藤哲巳
《あなたの肖像》　

1965年　
樹脂・ワックス・鏡・雑誌、板・他
100.0×80.0×10.0cm　
千葉市美術館蔵
   
織田一磨
《東京風景　日本橋》　
大正5年（1916）　
石版単色摺　28.8×39.3cm　
千葉市美術館蔵  
 
《東京風景　上野広小路》　
大正5年（1916）　
石版多色摺　40.1×28.5cm　
千葉市美術館蔵　
  
《東京風景　上野之桜》　
大正6年（1917）　
石版多色摺　40.3×27.1cm　
千葉市美術館蔵　 
  
葛飾北斎
『冨嶽百景』　
天保5‒7年（1834‒36）頃　
墨摺絵本3冊
各22.6×15.6cm　
千葉市美術館蔵

無縁寺心澄
《千葉中時計台》　
昭和2‒20年（1927‒45）頃 
水彩、紙　58.7×77.1cm
千葉市美術館蔵（白井三郎氏寄贈）

《妙見様のサーカス》　
水彩、紙　59.0×77.5cm　
千葉市美術館蔵（白井三郎氏寄贈）

《県庁前道路》　
昭和12年（1937）
水彩、紙　58.5×76.5cm　
千葉市美術館蔵（白井三郎氏寄贈）

清水九兵衞
《WIG 69》

1986年　
アルミニウム（着彩）
38.0×55.5×11.5cm　
個人蔵（千葉市美術館寄託）

八木正
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《Life Scaper》　
2021年　ミクストメディア　
72.0×57.0×5.5cm　 

《Reference Scaper A》　
2021年　
ラムダプリント　
96.0×142.5×4.5 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper B》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper C》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper D》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper E》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Acrylic gas T-1#17》　
2021年　
ミクストメディア　170.0×170.0×19.0 cm
札幌宮の森美術館

《中間子》　
1980年　
木・ラッカー　210.0×30.0×3.6cm　
千葉市美術館蔵

デニス・オッペンハイム
《Parallel Stress》　

1970年 
写真・コラージュ、ボード 
216.0×152.4cm　
千葉市美術館蔵

杉本博司
《South Paci�c Ocean, Maraenui》

1990年　
ゼラチン・シルバー・プリント
42.2×53.8cm　
千葉市美術館蔵

資料
ジョージ・ステンフリ
《カダケス （スペイン）のマルセル・
デュシャン》
1962年
写真　千葉市美術館蔵
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ミヤケマイ

《救世主》　
2022年　
ミクストメディア
作家蔵

《エデンの西》　
2022年　
ミクストメディア　
個人蔵／作家蔵

《エデンの東》　
2019年／ 2022年　本展展示構成に
際して改題
ミクストメディア　
作家蔵

《カミヲハル》　
2015‒2019年／ 2022年　本展展示
構成に際して改題　
ミクストメディア　
作家蔵
　

------------

伊藤若冲
《鸚鵡図》  
宝暦（1751‒64）後期～
明和（1764‒72）期頃　
絹本着色　1幅 107.6×49.1cm　
千葉市美術館蔵　前期展示
　
《鷹図》　
宝暦年間（1751‒64）中期頃　
紙本墨画　1幅　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）　後期展示

田中一村
《椿図屏風》　
昭和6年（1931） 
絹本金地着色　2曲1双のうち　
169.0×168.0cm　
千葉市美術館蔵

北代 省三
《スペース・モデュレーター》

1952年 ,1994年再制作　
木（檜）・和紙・金具・ネジ
180.0×160.0×130.0cm　
千葉市美術館蔵
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清水裕貴

清水裕貴
《あなたはここにいない》　

2022年　
写真　
作家蔵　

------------

ジョルジュ・ビゴー
《稲毛海岸》
明治36年（1903）　
油彩、カンヴァス　45.0×90.0cm　
千葉市美術館蔵
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津田道子

《白亜の回廊》　
2022年　
インスタレーション／カメラ、
プログラム、モニタ、シルクスクリーン
作家蔵

《白亜の配置》　
2022年　
インスタレーション／
イラストレーションボード　
作家蔵

《展示ケースの身振り》　
2022年　
映像　2分38秒　
作家蔵

《ガラスケースの配置》　
2022年　
映像　5分36秒　
作家蔵

《回廊と壁》　
2022年　
インスタレーション／カメラ、
プログラム、プロジェクター　
作家蔵

《空旅談義》　
2022年　
インスタレーション／音　30分、机、
紙、粘土　
作家蔵

《空旅する手》　
2022年　
映像　5分50秒　
作家蔵

------------

恩地 孝四郎
《白亜（蘇州所見）》　
昭和15年（1940） 
木版多色摺、紙　84.4×60.0cm　
千葉市美術館蔵

------------

《アクリルガス》　
2018年　
樹脂、アクリル他
170.0×170.0×19.0cm
千葉市美術館蔵

̶
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小川信治

《マルゲリータ・ポルティナーリ》
2020年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×41.0×2.1cm、
60.0×41.0×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm　
作家蔵

《マリア・ポルティナーリ》　
2021年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×55.0×2.0cm、
60.0×55.0×2.0cm、
33.5×24.0×1.9cm、
33.5×24.0×1.9cm　
個人蔵

《ドローイング》　
作家蔵

《ストラスブールの泉》　
2022年
ガッシュ・水彩・筆ペン、紙
作家蔵

------------

《ストラスブール》　
2015年　
鉛筆、紙　109.8×149.8cm　
千葉市美術館蔵

̶
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華雪

《日》　
2016‒22年　
墨・鉛筆・絵具・コーヒー・ワイン・口紅、
紙・布　

作家蔵

《一》　
2022年　
膠・煤・墨、紙　
作家蔵

------------

河原温
《I Got Up》　

1970年 
絵はがき（20枚組）　
各 10.3×14.5cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 2,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 3,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 4,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 5,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 6,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 7,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 8,1985》　
1985年　

リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

田能村竹田
《涼月談心図》　
天保 3、4年（1832,33）頃　
絹本墨画淡彩　1幅
123.5×40.1cm　
旧ピーター・ドラッカー 山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）　
前期展示

渡辺崋山
《田園雑興詩画　第十二「冬日」》　
天保 11年（1840）　
紙本墨画淡彩　1幅（絵）、
紙本墨書　1面（詩）
26.4×45.6cm（絵）、26.5×28.5cm（詩）
嬉遊会コレクション（千葉市美術館寄託）
後期展示

̶
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きぐう編集室

《日常を編む》　
2022年　
ミクストメディア
作家蔵

̶
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Mitosaya 薬草園蒸留所

《樽式蒸留器》　
2022年　　
作家蔵

《寄せ集めの根っこ》　
2022年　　
作家蔵

《桜のアマーロ》　
2022年　　
作家蔵

《松葉のハードサイダー》　
2022年　　
作家蔵

『空旅抒情』（6点組） 
昭和13年（1938）頃　
木版多色摺、紙　各41.8×40.8cm　
千葉市美術館蔵

桂ゆき
《自画像（娘時代）》　

1985年　
布（紅絹）・綿、パネル
169.0×62.0×14.5cm　
千葉市美術館蔵



------------

大岡 雲峰
『草木錦葉集』　
文政 12年（1827）序
木版墨摺　7冊
各 26.6×18.3cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

今尾 景年
『景年花鳥画譜』春ノ部　
明治 24-25年（1891-92） 
彩色摺絵本　4冊のうち　
各 37.0×25.7cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

近藤有芳
『大成真写譜』
明治 21年（1888）刊
木版多色摺　2冊のうち
千葉市美術館蔵　
ラヴィッツコレクション

̶
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山野英之

《クソバッジ》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵
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井口直人×岩沢兄弟

井口直人
《COPY》　

2015‒2022年　
ミクストメディア　
さふらん生活園蔵

井口直人×岩沢兄弟
《複写真機 <!-- コピーーーーー機 -->》

2022年　
映像インスタレーション
（アプリケーション制作　新井恒陽）　
作家蔵

------------

田中 抱二
《写生帖、縮図ほか資料一式》　
江戸時代末～明治時代中期　
縮図類、下絵類、蔵書ほかより写生帖
30冊　
個人蔵（千葉市美術館寄託）

前川千帆
《写生帖》　
大正 12年（1923）～
昭和 33年（1958）頃
写生帖 30冊　
各 22.6×15.6cm　
千葉市美術館蔵
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井上尚子

《記憶の鼻腔》　
2022年　
インスタレーション　

《梱眠　̶ 夢のにおい ̶》　
2022年
千葉市美術館展覧会カタログ、茶紙、
ガムテープ　

------------

河田小龍
《花鳥図》　

19世紀　
絹本着色　3幅　各 127.1×53.9cm
千葉市美術館蔵（山田裕嗣氏寄贈）

小川（菊田）栄羽
《麝香猫図》　
江戸時代中期　
絹本着色　1幅　109.5×49.7cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

歌川豊国
《海女図》　
文化（1804‒18）末期～
文政（1818‒30）初期頃　
絹本着色　双幅　各 62.0×55.4cm　
千葉市美術館蔵

狩野 永悳立信
《三酸図》　
江戸時代末～明治時代初
絹本墨画淡彩　1幅　126.0×49.7cm
千葉市美術館蔵　谷信一コレクション
（折笠渓子氏寄贈）

村瀬太乙
《利休居士図》　
紙本墨画　1幅　123.9×30.5cm　
旧ピーター・ドラッカー山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）
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文化屋雑貨店

《とある夏休みの雑貨店》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

------------

月岡 芳年
《風俗三十二相　かわゆらしさう　
明治十年以来内室の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.6cm　
千葉市美術館蔵

《風俗三十二相　いたさう　
寛政年間女郎の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.7cm　
千葉市美術館蔵
    
《風俗三十二相　にくらしさう　
安政年間名古屋嬢之風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.8cm　
千葉市美術館蔵　

《風俗三十二相　しだらなささう　
寛政年間京都藝子風俗》　
明治 21年（1888）
大判錦絵　37.5×25.9cm　
千葉市美術館蔵　

三代歌川豊国・歌川芳虎
（錦昇堂版役者大首絵）
大判錦絵　60図刊行のうち 24点
各約 36.2×24.2cm
千葉市美術館蔵

　   
歌川 豊国（三代）
《三代目尾上菊五郎の那迦犀那尊者》
元治元年（1864）

《十一代目守田勘弥の斎藤太郎左衛門》
万延元年（1860）　　
  　
《十三代目市村羽左衛門の鳶の
者御祭佐七》　
文久 3年（1863）　　

《三代目尾上菊五郎の天竺徳兵衛》
万延元年（1860）3月　

《四代目中村歌右衛門の舎人松王丸》
文久 3年（1863）　

《揚巻の助六（八代目）市川団十郎　三升》
万延元年（1860）3月　

《五代目市川海老蔵の武蔵坊弁慶》　
万延元年（1860）　

《五代目市川団十郎　景清》　
文久 3年（1863）　

《市川海老蔵の碓井荒太郎貞光
［市川海老蔵の暫］》　
文久 3年（1863）　

《三代目沢村宗十郎の大星由良之助良雄》
文久 3年（1863）

《初代市川鰕十郎の浅間左衛門照連》
文久 3年（1863）

《五代目松本幸四郎の幡随長兵衛》
文久 3年（1863）　

《二代目嵐雛助の石川五右衛門》　
文久 3年（1863）　

《三代目嵐璃寛の漁師浪六》　
万延元年（1860）　

《三代目沢村田之助の長尾の
息女八重垣姫》　
万延元年（1860）　

《三代目瀬川菊之丞の葛の葉狐》　
文久 3年（1863）　

《三代目岩井粂三郎の八百屋於七》　
万延元年（1860）

《五代目沢村宗十郎の菅丞相》
万延元年（1860）

《三代目市川九蔵の刀鍛冶団九郎》　
文久 3年（1863）　

歌川 芳虎
《三代目大谷友右衛門の安達元右衛門》
文久 3年（1863）　

《六代目坂東三津五郎の

新洞左衛門娘夕しで》　
文久 2年（1862）　

《四代目市川小団次の武智十兵衛光秀》
文久 2年（1862）　

《市川福太郎の油屋娘於染》　
文久 2年（1862）　

《五代目坂東彦三郎薪水の
高須遊君地獄太夫染衣》　
慶応元年（1865）　

森 一鳳
《象図屏風》　
江戸時代末期
紙本墨画　2曲 1隻屏風　
110.0×112.6cm　
千葉市美術館蔵

渡辺 秀詮
《虎図》　
江戸時代中期～後期　
紙本着色　1 幅　129.8×28.5cm　
千葉市美術館蔵　前期展示

諸葛監
《虎図》　
宝暦～天明期（1751‒89）頃　
絹本着色　1幅　89.4×44.4cm　
千葉市美術館蔵　後期展示

渡辺 小華
《牡丹花下戯猫之図》　
明治 10年代 
絹本着色　1幅　108.2×41.2cm　
千葉市美術館蔵　
嬉遊会コレクション（寄贈）

河鍋 暁女
《絵手本習作》　
明治（1868‒1912）前期
紙本着色　1巻　27.8×347.6cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

渡辺 崋山
《佐藤一斎像画稿　第三～第七》
文政 4年（1821）頃 
紙本墨画淡彩　5幅のうち　
39.1×20.7cm（第三）／
38.9×20.4cm（第四）／前期展示
39.2×19.5cm（第五）／
39.0×20.7cm（第六）／後期展示　
千葉市美術館蔵
西谷コレクション（寄贈）
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《Life Scaper》　
2021年　ミクストメディア　
72.0×57.0×5.5cm　 

《Reference Scaper A》　
2021年　
ラムダプリント　
96.0×142.5×4.5 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper B》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper C》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper D》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper E》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Acrylic gas T-1#17》　
2021年　
ミクストメディア　170.0×170.0×19.0 cm
札幌宮の森美術館

------------

《アクリルガス》　
2018年　
樹脂、アクリル他
170.0×170.0×19.0cm
千葉市美術館蔵
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小川信治

《マルゲリータ・ポルティナーリ》
2020年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×41.0×2.1cm、
60.0×41.0×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm　
作家蔵

《マリア・ポルティナーリ》　
2021年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×55.0×2.0cm、
60.0×55.0×2.0cm、
33.5×24.0×1.9cm、
33.5×24.0×1.9cm　
個人蔵

《ドローイング》　
作家蔵

《ストラスブールの泉》　
2022年
ガッシュ・水彩・筆ペン、紙
作家蔵

------------

《ストラスブール》　
2015年　
鉛筆、紙　109.8×149.8cm　
千葉市美術館蔵
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華雪

《日》　
2016‒22年　
墨・鉛筆・絵具・コーヒー・ワイン・口紅、
紙・布　

作家蔵

《一》　
2022年　
膠・煤・墨、紙　
作家蔵

------------

河原温
《I Got Up》　

1970年 
絵はがき（20枚組）　
各 10.3×14.5cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 2,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 3,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 4,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 5,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 6,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 7,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 8,1985》　
1985年　

リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

田能村竹田
《涼月談心図》　
天保 3、4年（1832,33）頃　
絹本墨画淡彩　1幅
123.5×40.1cm　
旧ピーター・ドラッカー 山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）　
前期展示

渡辺崋山
《田園雑興詩画　第十二「冬日」》　
天保 11年（1840）　
紙本墨画淡彩　1幅（絵）、
紙本墨書　1面（詩）
26.4×45.6cm（絵）、26.5×28.5cm（詩）
嬉遊会コレクション（千葉市美術館寄託）
後期展示
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きぐう編集室

《日常を編む》　
2022年　
ミクストメディア
作家蔵
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Mitosaya 薬草園蒸留所

《樽式蒸留器》　
2022年　　
作家蔵

《寄せ集めの根っこ》　
2022年　　
作家蔵

《桜のアマーロ》　
2022年　　
作家蔵

《松葉のハードサイダー》　
2022年　　
作家蔵
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大岡 雲峰
『草木錦葉集』　
文政 12年（1827）序
木版墨摺　7冊
各 26.6×18.3cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

今尾 景年
『景年花鳥画譜』春ノ部　
明治 24-25年（1891-92） 
彩色摺絵本　4冊のうち　
各 37.0×25.7cm　
千葉市美術館蔵
ラヴィッツコレクション

近藤有芳
『大成真写譜』
明治 21年（1888）刊
木版多色摺　2冊のうち
千葉市美術館蔵　
ラヴィッツコレクション
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山野英之

《クソバッジ》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵
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井口直人×岩沢兄弟

井口直人
《COPY》　

2015‒2022年　
ミクストメディア　
さふらん生活園蔵

井口直人×岩沢兄弟
《複写真機 <!-- コピーーーーー機 -->》

2022年　
映像インスタレーション
（アプリケーション制作　新井恒陽）　
作家蔵

------------

田中 抱二
《写生帖、縮図ほか資料一式》　
江戸時代末～明治時代中期　
縮図類、下絵類、蔵書ほかより写生帖
30冊　
個人蔵（千葉市美術館寄託）

前川千帆
《写生帖》　
大正 12年（1923）～
昭和 33年（1958）頃
写生帖 30冊　
各 22.6×15.6cm　
千葉市美術館蔵

̶
12

井上尚子

《記憶の鼻腔》　
2022年　
インスタレーション　

《梱眠　̶ 夢のにおい ̶》　
2022年
千葉市美術館展覧会カタログ、茶紙、
ガムテープ　

------------

河田小龍
《花鳥図》　

19世紀　
絹本着色　3幅　各 127.1×53.9cm
千葉市美術館蔵（山田裕嗣氏寄贈）

小川（菊田）栄羽
《麝香猫図》　
江戸時代中期　
絹本着色　1幅　109.5×49.7cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

歌川豊国
《海女図》　
文化（1804‒18）末期～
文政（1818‒30）初期頃　
絹本着色　双幅　各 62.0×55.4cm　
千葉市美術館蔵

狩野 永悳立信
《三酸図》　
江戸時代末～明治時代初
絹本墨画淡彩　1幅　126.0×49.7cm
千葉市美術館蔵　谷信一コレクション
（折笠渓子氏寄贈）

村瀬太乙
《利休居士図》　
紙本墨画　1幅　123.9×30.5cm　
旧ピーター・ドラッカー山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）

̶
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文化屋雑貨店

《とある夏休みの雑貨店》　
2022年　
ミクストメディア　
作家蔵

------------

月岡 芳年
《風俗三十二相　かわゆらしさう　
明治十年以来内室の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.6cm　
千葉市美術館蔵

《風俗三十二相　いたさう　
寛政年間女郎の風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.7cm　
千葉市美術館蔵
    
《風俗三十二相　にくらしさう　
安政年間名古屋嬢之風俗》　
明治 21年（1888）　
大判錦絵　37.5×25.8cm　
千葉市美術館蔵　

《風俗三十二相　しだらなささう　
寛政年間京都藝子風俗》　
明治 21年（1888）
大判錦絵　37.5×25.9cm　
千葉市美術館蔵　

三代歌川豊国・歌川芳虎
（錦昇堂版役者大首絵）
大判錦絵　60図刊行のうち 24点
各約 36.2×24.2cm
千葉市美術館蔵

　   
歌川 豊国（三代）
《三代目尾上菊五郎の那迦犀那尊者》
元治元年（1864）

《十一代目守田勘弥の斎藤太郎左衛門》
万延元年（1860）　　
  　
《十三代目市村羽左衛門の鳶の
者御祭佐七》　
文久 3年（1863）　　

《三代目尾上菊五郎の天竺徳兵衛》
万延元年（1860）3月　

《四代目中村歌右衛門の舎人松王丸》
文久 3年（1863）　

《揚巻の助六（八代目）市川団十郎　三升》
万延元年（1860）3月　

《五代目市川海老蔵の武蔵坊弁慶》　
万延元年（1860）　

《五代目市川団十郎　景清》　
文久 3年（1863）　

《市川海老蔵の碓井荒太郎貞光
［市川海老蔵の暫］》　
文久 3年（1863）　

《三代目沢村宗十郎の大星由良之助良雄》
文久 3年（1863）

《初代市川鰕十郎の浅間左衛門照連》
文久 3年（1863）

《五代目松本幸四郎の幡随長兵衛》
文久 3年（1863）　

《二代目嵐雛助の石川五右衛門》　
文久 3年（1863）　

《三代目嵐璃寛の漁師浪六》　
万延元年（1860）　

《三代目沢村田之助の長尾の
息女八重垣姫》　
万延元年（1860）　

《三代目瀬川菊之丞の葛の葉狐》　
文久 3年（1863）　

《三代目岩井粂三郎の八百屋於七》　
万延元年（1860）

《五代目沢村宗十郎の菅丞相》
万延元年（1860）

《三代目市川九蔵の刀鍛冶団九郎》　
文久 3年（1863）　

歌川 芳虎
《三代目大谷友右衛門の安達元右衛門》
文久 3年（1863）　

《六代目坂東三津五郎の

新洞左衛門娘夕しで》　
文久 2年（1862）　

《四代目市川小団次の武智十兵衛光秀》
文久 2年（1862）　

《市川福太郎の油屋娘於染》　
文久 2年（1862）　

《五代目坂東彦三郎薪水の
高須遊君地獄太夫染衣》　
慶応元年（1865）　

森 一鳳
《象図屏風》　
江戸時代末期
紙本墨画　2曲 1隻屏風　
110.0×112.6cm　
千葉市美術館蔵

渡辺 秀詮
《虎図》　
江戸時代中期～後期　
紙本着色　1 幅　129.8×28.5cm　
千葉市美術館蔵　前期展示

諸葛監
《虎図》　
宝暦～天明期（1751‒89）頃　
絹本着色　1幅　89.4×44.4cm　
千葉市美術館蔵　後期展示

渡辺 小華
《牡丹花下戯猫之図》　
明治 10年代 
絹本着色　1幅　108.2×41.2cm　
千葉市美術館蔵　
嬉遊会コレクション（寄贈）

河鍋 暁女
《絵手本習作》　
明治（1868‒1912）前期
紙本着色　1巻　27.8×347.6cm　
摘水軒記念文化振興財団蔵
（千葉市美術館寄託）

渡辺 崋山
《佐藤一斎像画稿　第三～第七》
文政 4年（1821）頃 
紙本墨画淡彩　5幅のうち　
39.1×20.7cm（第三）／
38.9×20.4cm（第四）／前期展示
39.2×19.5cm（第五）／
39.0×20.7cm（第六）／後期展示　
千葉市美術館蔵
西谷コレクション（寄贈）

̶
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目 ［mé］

《Life Scaper》　
2021年　ミクストメディア　
72.0×57.0×5.5cm　 

《Reference Scaper A》　
2021年　
ラムダプリント　
96.0×142.5×4.5 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper B》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper C》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper D》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）　
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Reference Scaper E》　
2021年　
ラムダプリント　
70.5×105.0×4.0 cm（額サイズ）
作家蔵／
Courtesy of  SCAI THE BATHHOUSE 

《Acrylic gas T-1#17》　
2021年　
ミクストメディア　170.0×170.0×19.0 cm
札幌宮の森美術館

------------

《アクリルガス》　
2018年　
樹脂、アクリル他
170.0×170.0×19.0cm
千葉市美術館蔵

̶
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小川信治

《マルゲリータ・ポルティナーリ》
2020年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×41.0×2.1cm、
60.0×41.0×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm、
27.5×22.1×2.1cm　
作家蔵

《マリア・ポルティナーリ》　
2021年　
油彩、カンヴァス　4点　
60.0×55.0×2.0cm、
60.0×55.0×2.0cm、
33.5×24.0×1.9cm、
33.5×24.0×1.9cm　
個人蔵

《ドローイング》　
作家蔵

《ストラスブールの泉》　
2022年
ガッシュ・水彩・筆ペン、紙
作家蔵

------------

《ストラスブール》　
2015年　
鉛筆、紙　109.8×149.8cm　
千葉市美術館蔵

̶
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華雪

《日》　
2016‒22年　
墨・鉛筆・絵具・コーヒー・ワイン・口紅、
紙・布　

作家蔵

《一》　
2022年　
膠・煤・墨、紙　
作家蔵

------------

河原温
《I Got Up》　

1970年 
絵はがき（20枚組）　
各 10.3×14.5cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 2,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 3,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 4,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 5,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 6,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 7,1985》　
1985年　
リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

《JUNE 8,1985》　
1985年　

リキテックス、カンヴァス 他　
25.4×33.0cm　
千葉市美術館蔵

田能村竹田
《涼月談心図》　
天保 3、4年（1832,33）頃　
絹本墨画淡彩　1幅
123.5×40.1cm　
旧ピーター・ドラッカー 山荘コレクショ
ン（千葉市美術館寄託）　
前期展示

渡辺崋山
《田園雑興詩画　第十二「冬日」》　
天保 11年（1840）　
紙本墨画淡彩　1幅（絵）、
紙本墨書　1面（詩）
26.4×45.6cm（絵）、26.5×28.5cm（詩）
嬉遊会コレクション（千葉市美術館寄託）
後期展示
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きぐう編集室

《日常を編む》　
2022年　
ミクストメディア
作家蔵

̶
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Mitosaya 薬草園蒸留所

《樽式蒸留器》　
2022年　　
作家蔵

《寄せ集めの根っこ》　
2022年　　
作家蔵

《桜のアマーロ》　
2022年　　
作家蔵

《松葉のハードサイダー》　
2022年　　
作家蔵
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