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凡例

１　本冊子は福岡市美術館の平成15年４月１日から平成16年3月31日までの活動

　　の記録である｡ただし､展覧会の会期がその前後に渡るものも含む｡また､期日を

　　記しか部分でH.15は平成15年の略字である。

２｢美術館日誌｣は美術館主催の主要な事業を挙げた。

３　主催展覧会の観覧者数の明細は｢観覧者数一覧｣に別途記載している｡展覧会の

　　詳しい内容については印刷物として図録を刊行しているので､参照のこと｡また、

　　展覧会関連事業は｢施設利用状況｣にも別記している。

４｢収集活動｣の｢美術資料｣は平成15年度に本市が財団法人福岡市文化芸術振興

　　財団より購入したものである｡なお､データの寸法(法量)は､例えば平面作品の

　　146.2×1 12.3は縦146.2､横1 12.3(イメージサイズ)で､立体作品の74.3×

　　46,0×11.0は高さ74.3､幅46.O奥行き1 1.0で､単位はセンチメートルである。

　　また､所蔵品番号の番号記号の意味は下記の通りである｡例えば1-A-452は郷

　　土作家の油彩画の452番である。

１　郷土作家(ill)
２　日本作家

3 ;S外作家

４黒田資料

５東光院仏教美術資料

６松永コレクション

７太田コレクション

8 石村コレクション

11　森山コレクション

12三宅コレクション

13　山崎朝雲資料

14 一般古美術資料

15研究資料

16西本コレクション

18クスマコレクション

19藤森静雄資料

Ａ　　　油彩等卜圭2)

B　　　日本画等(三3j

C　　　水彩等(34)

Ｄ　　　素描

Ｅ　　　版画

Ｆ　　　写真

Ｇ　　　彫刻等o圭5j

Ha~Hf　工芸{ii6!

1　　　書跡

」　　　文書

Ｋ　　　その他

作品番号

注

１。九州および山口県､沖縄県の出身･在住作家。

2. A(油彩等)の分類には､大きさや形状から油彩画と同等と思われる作品も含む。

　　すなわち､アクリル絵の具による絵画､複数の技法の併用による作品､レリーフ、

　　コラージュ､布一紙･金属などの特殊な素材による作品も含む｡立体の付属物があ

　　っても正面から鑑賞される壁面展示の作品､版画技法を用いていても１点制作

　　である作品､素描であってもその大きさや表現が油彩画に匹敵すると思われる

　　作品もまたＡに分類した。

3. B(日本画等)の分類には､伝統的な素材一技法･形状による中国や朝鮮の絵画も

　　含む。

4. C{水彩等)の分類には､パステルなどの多色を基調とする作品も含む。

5. G(彫刻等)の分類には､オブジェ､インスタレーションなどの立体作品も含む。

6. H(工芸)は素材別に枝番号を付した｡陶磁器はHa､漆工はHb､金工はHe､染織は

　　Hd､刀剣はHe､その他はHfとした。

　　なお､作品名の[]は当館で作成した仮題である。
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美術館日誌

平成15年

　４月18日(金)　｢東京富士美術館所蔵　美の巨匠たち～西洋絵画400年～｣開催

　　　　　　　　　(5月25日まで)､同展開会式

　７月　１日吠)　夏期の開館時間延長を開始(8月30日まで)

　７月11日(金)　平成15年度第1回美術館協議会

　7月23日(水)　｢ミレー3大名画展～ヨーロッパ自然主義の画家たち～｣開会式

　７月24日(木)　[ミレー3大名画展～ヨーロッパ自然主義の画家たち～]開催(9月26日まで)

　７月29日(火)　平成14年度美術資料寄贈者への感謝状贈呈式

　８月　２日(±)　夏休みこども美術館2003こどもワークショップ洙来の写真／写真の未来｣

　８月　６日(水)　夏休みこども美術館2003こどもワークショップ｢美術館を探検だ川

　　　　　　　　　(8月６日､８月９日､８月20日､８月23日の全４回)

10月　４日(土)　｢カンボジアの染織丿展開催(11月７日まで)､同展開会式

１０月15日(水)　近現代美術企画展｢流動する美術一VIII都市風景のメカニズム伊奈

　　　　　　　　　英次･金村修の写真｣開催(12月27日まで)

11月　１日(±)　第24回開館記念講演会｢生活とアート｣開催

卜月　３日(月)　開館記念日につき常設展観覧料を無料とした

12月12日(金)　美術資料収集審査委員会(近現代美術)

12月13日(±)　親子版画教室2003｢簡単シルクスクリーンを楽しもう～おっとおど

　　　　　　　　　ろくオモシロ版画を作ってみよう～｣(12月13日､12月14日の全2回)

　12月19日(金)　平成15年度第2回美術館協議会

　12月26日(金)　仕事納め

平成16年

　１月　6日(火)　仕事始め

　１月　6日(火)　F鉄道と絵画｣展開催(2月８日まで)､同展開会式

　１月　６日(火)　近現代美術企画展｢第5回21世紀の作家一福岡片山雅史展｣開催

　　　　　　　　　(4月４日まで)

　１月　６日(火)　古美術企画展[近世の絵仏師]展開催(2月29日まで)

　１月17日(±)　第6回所蔵品によるアートセミナー｢芦屋釜｣

　　　　　　　　　(1月17日､１月24日､１月31日の全3回)

　１月28日(水)　美術資料収集審査委員会(古美術)

　2月27日(金)　｢第38回福岡市美術展｣入賞･入選者発表

　3月　９日(火)　｢第38回福岡市美術展｣開催(3月21日まで)

　3月14日(日)　｢第38回福岡市美術展｣表彰式

開館記念講演会

美術資料収集審査委員会(古美術)
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展示活動 ●主催展　特別企画展等

東京富士美術館所蔵
美の巨匠たち～西洋絵画400年～

会期Ｏ平成15年４月18日(金)－５月25日旧)

会場Ｏ特別展示室Ａ

主催○･福岡市美術館/西日本新聞社/TVQ九州放送

　　　　日本経済新聞社

後援○福岡県/福岡県教育委員会則財)福岡市文化芸術振興財団

　　　　福岡商工会議所/九州文化協会/福岡文化連盟

　　　　九州旅客鉄道/西日本鉄道/西日本リビング新聞社

　　　　CROSS FM/FM福岡／天神エフエム/LOVE FM

　　　　西日本天神文化サークル/西日本文化サークル連合会

企画協力○東京富士美術館

協賛⑤九州電力

出品作品シャン=マルク･ナティエ

『フェルテ=アンボー侯爵夫人』ワ40年

内容

東洋美術､西洋美術､日本美術の豊富なコレクションを誇る東京富士美術館の所蔵品の

なかから､西洋絵画名品80点を精選し展示｡｢古典絵画の精華トオランダの世紀｣｢ロコ

コと18世紀絵画｣｢近代の鼓動｣｢印象派とその周辺丿エコール･ﾄﾞ･パリとフランス絵画｣

｢20世紀絵画の諸相｣の7部門で構成。

観覧料　　一般…………………………1,100円（900円）（　）内は前売､団体(20人以上）、

　　　　　　高一大生………………………700円（500円）　　晶晶昌昌票尹゛ヽ

　　　　　　小･中生………………………400円（200円）　療育手帳所持者料金。

開催日数　33日

ポスターB2

観覧者数　63,669人

出品点数　80点

印刷物　　ポスター(B1, B2, B3)

　　　　　チラシ(Ａ４)

　　　　　図録(Ａ４変形■144頁)

関連事業　記念講演会I

　　　　　　｢西洋絵画の400年｣

　　　　　　日時:平成15年４月19日(土)午後2時より

　　　　　　会場:講堂

　　　　　　講師:五木田聡氏(東京富士美術館学芸部学芸担当部長)

記念講演会II

「油絵技法について」

日時:平成15年5月11日旧）午後2時より

会場:講堂

講師:歌田員介氏（東京芸術大学名誉教授､早稲田大学客員教授）

関連記事　p.17を参照
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ミレー3大名画展

ヨーロッパ自然主義の画家たち

会期Ｏ平成15年７月24日(木)－9月26日(金)

会場Ｏ特別展示室Ａ

主催○オルセー美術館/福岡市美術館/FBS福岡放送

　　　　読売新聞西部本社/NTVヨーロッパ

後援○文化庁/フランス大使館/福岡県教育委員会

　　　　(財)福岡市文化芸術振興財団/Ｎ旧長崎国際テレビ

　　　　ＫＫＴくまもと県民テレビ/ＴＯＳテレビ大分

　　　　UMKテレビ宮崎/ＫＹＴ鹿児島読売テレビ/KRY山口放送

　　　　広島テレビ/FM福岡/JR九州/西日本鉄道

特別協賛○ＴＯＳＨＩＢＡ

協賛○ふくや/九州電力/積水ハウス／ホテルニューオータニ博多

　　　　中村学園／ニッセイ同和損害保険

協力○日本航空/日本通運

会場風景

内容

オルセ一美術館と共同企画された本展は､同館所蔵のミレーの作品《晩鐘》《落穂拾い》《羊

飼いの少女丿を中心に､クールベ､バスティアン＝ルパージユら19世紀のヨーロッパ自

然主義の流れをくむ画家たちの作品を､日本で初めて体系的に紹介したものである｡市

井の人々を主題とした作品を通して､絵画のもつ社会的機能を問い直し､近代美術の流

れに新たな光を投げ掛ける試みがなされた｡日本初公開作品49点を含む計69点を展示。

観覧料　　一般………………………1,300円（1,100円) （　）内は前売｡団体(20人以上），

　　　　　　高･大生………………………９００円（700円）　　品品昌昌昌尹（

　　　　　　小･中生………………………４００円（200円）　療育手帳所持者料金。
ポスターB2

開催日数　56日

観覧者数　229,265人

出品点数　69点

印刷物　　ポスター(B1,B2, B3)

　　　　　チラシ(Ａ４)

　　　　　図録(Ａ４変形･221頁)

関連事業　記念講演会

　　　　　　「ミレーとヨーロッパ自然主義」

　　　　　　日時:平成15年7月24日（木）午後ら時より

　　　　　　会場:講堂

　　　　　　講師:エルヴィック･トンツ氏（アントワープ王立美術館学芸員･本展監修）

記念連続講座

｢ヨーロッパ自然主義の時代をめぐる４つの視点｣

第1回｢フランス編･ベルギー編｣

日時:平成15年8月9日(土)午後1時30分より

会場:講堂

｢フランス編｣講師:三谷理華(福岡市美術館学芸員)

｢ベルギー編｣講師:宮津政男氏(Bunkam)raザ･ミュージアム学芸員｣

第2回[イタリア編･北欧編]

日時:平成15年8月23日(土)午後1時30分より

会場:講堂

｢イタリア編｣講師:金井直氏(豊田市美術館学芸員)

｢北欧編｣講師:荒屋鋪透氏(ポーラ美術館学芸員)

関連記事　p.17を参照
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展示活動 ●主催展　特別企画展等

カンボジアの染織 会期Ｏ平成15年10月４日比)－11月７日(金)

会場Ｏ特別展示室Ａ

主催○福岡市美術館/RKB毎日放送/西日本新聞社

後援○(財)福岡市文化芸術振興財団/西日本天神文化サークル

　　　　西日本文化サークル連合会/西日本リビング新聞社

　　　　FM福岡/CROSS FM/LOVEFM/ＴＶＱ九州放送

協力○クメール伝統織物研究所

　　　　特定非営利活動法人明日のカンボジアを考える会

会場風景

内容

アンコール･ワットなどの遺跡で知られるカンボジア王国は､染織の分野でも東南アジ

アのなかで突出した足跡を残している｡特に､絹の緯絣は括り･織の精緻さ､美しさにお

いてアジアの絣のなかでも群を抜いた存在である｡本展では､カンボジアの絹織物を､絣、

紋織､絞りの３つの技法にわけて､カンボジアの染織95点と関連の深いインドやインド

ネシアの染織5点の計100点を展示｡全会期中､カンボジアの織手を招聘し､会場内で織

と括りの実演も行った。

観覧料　　一般…………………………1,000円(800円)(　炳は前売､団体(20人以上)、

　　　　　　高一大生………………………800円(600円)　　μ昌江昌宍戸ヽ

　　　　　　中学生以下無料　　　　　　　　　　　　　療育手帳所持者料金。 ポスターB2

開催日数　30日

観覧者数　6,765人

出品点数　100点

印刷物　　ポスター(B2, B3)

　　　　　チラシ(A4)

　　　　　図録(A4変形■184頁)

111１１１　１１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９ ７ 　４１464　９６９　27９３　２７　１４　１１　　54１６１２１９７1

　　　　　　1１２１９７２１3９６９１１９０１９1　　　　　　　　　　　　９9１７４15４10９25９１　１４1９30９　５９

　　　　　　９９　７４15４10９11９１　１４2４１　２　　　　　　　　　１１　１４１９１

　　　　　　１１ ２１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９２ ７ ７ ９　２７　９　

　　　　　　３６１　４４　１２１１4９７　１９９１９９１９９５3　　　　　　　　　　１11８1　121１１６０１９１　２５７　１１１１１5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９　７１　７２

　　　　　　９　９９３　７７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９４　５９５4１９１１99５41９９９１5

　　　　　　１９１　9４６０１０５２１９　４９６５1　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１１９2０１１１512　99０1２19７4426１１4１１

　　　　　　９９　１４15４10９12９１　１ ３９ ９ １　４１９ １０４　１４3４

　　　　　　１１　１４３１１

　　　　　　２８１　４１１57　１１4１７　１５１１９９１９９１9

関連記事　p.18を参照
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鉄道と絵画 会期Ｏ平成16年1月６日(火)－2月８日(日)

会場Ｏ特別展示室Ａ

主催Ｏ福岡市美術館/西日本新聞社/テレビ西日本

後援○外務省/文化庁／ブリティツシュカウンシル

　　　　フランス大使館/福岡県/福岡県教育委員会

　　　　(財)福岡市文化芸術振興財団/福岡商工会議所

　　　　ル州旅客鉄道/西日本鉄道/西日本リビング新聞社

　　　　CROSS FM/FM福岡/天神エフエム/LOVE FM

　　　　西日本天神文化サークル/西日本文化サークル連合

協賛○九州電力株式会社

協力⑤日本航空/日本通運/東京海上火災保険株式会社

企画協力○アートプランニングレイ

会場風景

内容

近代文明の重要な発明であった鉄道は､産業の牽引役であり､また身近な交通手段とし

て人々の生活の中に溶け込んでいった｡近代美術においても､主題やモチーフとして鉄

道はしばしば取り上げられ､様々な表現を生んでいる｡本展では､19世紀前半から20世

紀半ばまでの､欧米や日本における｢鉄道｣をテーマとした絵画､ポスター､写真等を展示

し､美術と鉄道の関わりの中で近代美術の展開を検証することが試みられた｡展示総点

数は207点。

1１14　　　１　　　　　　　　　　　１　１００９９00９3　　４　3９1１１　91１20４４１　

　　　　　　１　１１　　　　　　　　　　800９９00９5　　４４３１７77　

　　　　　　１　４　１　　　　　　　　　　４00９９00９3　　９４１９９４１９１　 ポスターB2

開催日数　30日

観覧者数　23,597人

出品点数　207点

印刷物　　ポスター(B2, B3)

　　　　　チラシ(A4)

　　　　　図録(Ａ４変形･284頁)

関連事業　特別セミナー

　　　　　　｢映画は列車で始まった｣

　　　　　　日時:平成16年1月17日(土)午後2時より

　　　　　　会場:講堂

　　　　　　講師:西村雄一郎氏(映画評論家)

記念mm会

｢鉄道をめぐる絵画｣

日時:平成16年1月24日(土)午後2時より

会場:講堂

講師:三浦篤氏(東京大学助教授･本展監修)

関連記事　p.19を参照
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展示活動 ●主催展　特別企画展等

第38回福岡市美術展
会期Ｏ平成16年3月９日(火)－3月21日(日)

　　　前期:平成16年3月9日火)-3月ua旧八日本画､劃写瓢ﾃﾞｻﾞｲﾝ}

　　　後期:平成16年3月1卵剛一3月21日旧)(洋画､彫昿工芸)

会場Ｏ特別展示室Ａ･Ｂ

　　　市民ギャラリーA･B･Ｃ･Ｄ

主催○福岡市/福岡市教育委員会/福岡市美術展運営委員会

後援○九州日仏学館/福岡県教育委員会人社)福岡県美術協会

　　　福岡文化連盟バ財)福岡市文化芸術振興財団

　　　西日本新聞社/福岡市姉妹都市委員会

審査夙景

内容

美術の各分野における市民の創造活動を促進し､その成果の発表と鑑賞の機会を提供す

ることにより､市民の美術活動の振興を図ることを目的に､毎年開催している公募展｡今

回は､洋画等7部門で､1,424人(1,691点)の応募があり､内815人(819点)が入選一入

賞した。

また､日仏姉妹都市賞受賞者を姉妹都市ボルト一(フランス)へ派遣した。

観覧料　　一般……………………………300円　　障害者手帳所持者は無料

　　　　　　高一大生………………………200円

　　　　　　小･中生無料 ポスターB2

開催日数　12日

観覧者数　7,572人

出品点数　854点(審査員･招待出品を含む)

印刷物　　ポスター(B2･2種)

　　　　　開催要項(A3二つ折)

　　　　　図録(A4変形･46頁) 日仏姉妹都ff5霜/福岡市長賞(デザイン部門)

猪熊漠｢日本の食(Shock!))(li影:藤本健ハ)

関連事業　入賞一入選発表

　　　　　　期日:平成16年2月27日(金)

　　　　　　表彰式

　　　　　　期日:平成16年3月14日旧)

　　　　　　会場:講堂

　　　　　　各賞:特別賞(日仏姉妹都市賞)1点､福岡市長賞7点､福岡

　　　　　　　　市議会長賞2点､福岡市教育委員会賞･福岡県美術協会

　　　　　　　　賞･福岡文化連盟賞･福岡市文化芸術振興財団賞各1点、

　　　　　　　　西日本新聞社賞3点､福岡県美術協会奨励賞2点､奨励

　　　　　　　　賞38点。

ギャラリートーク

期日:前期　平成16年3月14日旧)

　　　後期　平成16年3月21日(日)

関連記事　p.20を参照

１５　３　１３　１４２

8９9　　１１1

０

１１１
９1４０ 111１１

９１１　　61　　66　　36　　36　　　　5　　　　４1

４１　　318　４05　233　233　　　　6　　　239

１１　　　25　　27　　20　　20　　　3　　　　23

１１　　　139　　169　　67　　67　　　　5　　　　72

１　　　323　3４3　196　196　　　6　　　202

４１　　387　500　190　190　　　6　　　196

７９4２　171　　181　　73　　77　　　４　　　　81

１14　　1　４2４ 1　691　　815　819　　　35　　　85４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９37１　1　４57 1　713　8４４　853　　　４0　　　893

　　　　　　　　　　　　　
注招待点数は審査員出品を含む。
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展示活動 ●主催展　常設展

観覧料＝一般200円〔150円〕､高一大生150円(lOO円),小･中生無料。

　　　　ただし､福岡市内に在住する､福岡市発行のシルバー手帳､mm手帳又は、
　　　　身体障害者手帳､精神障害者保健福祉手帳所持者は無料｡(　)内は団体(20人以上)料金。

観覧者数＝P.27を参照。

関連記事= p.2Oを参照。

近現代美術

■近現代美術室

日本近代の洋画､シュルレアリスム､ポップアートなど20世紀に登場した様々な美

術動向を代表する国内外の作品を時代別･傾向別に展示．

第1期平成15年7月２日(水)-12月14日(日)

1章ラファエル･コランと日本近代洋画､2章.20世紀前半の具象絵画(ユトリロほか)、

3章.シュールレアリスムと幻視の造形(ミロ､ダリほか)､４章.アンフォルメル(非定

形の絵画)と抽象表現主義(ウー牛－ほか)､5章.拡がりゆく美術の新たな表現(ヴィ

アラほか)､6章､新しい人間像(ウォーホルほか)で構成．

第＼期平成15年12月17日(水)-平成16年9月５日(日)

1章ラファエル･コランと日本近代洋画､2章.20世紀前半の具象絵画(ルオーほか)、

3章.シュールレアリスムと幻視の造形(ミロ､ダリほか)､4章.アンフォルメル(非定

形の絵画)と抽象表現主義([]スコほか)､5章.抽象絵画の展開(ステラほか)､6章.絵

画と写真(ﾆtノリーほか)で構成．

１日本画工芸室

冨田渓仙展

平成15年４月８日(火ト・6月^日(日)

福岡市博多区生まれの日本画家･冨田渓仙(1879～1936)は､明治の日本画壇を代

表する画家でもある｡今では当館の年中行事ともなった本展では､晩年の傑作｢御室

の桜1を展示する他､初期から晩年までの代表作8点を精選して紹介した。

朱貌社の画家たち

平成15年6月3日(火)－7月21日(月･祝)

朱貌社は､1947年に結成され､1953年頃まで続いた福岡が生んだ戦後最初の美術

グループの一つであった｡メンバーは洋画家･赤星孝､日本画家･上田宇三郎､木版画

家のちに洋画家･宇治山哲平丿羊画家のちに水墨画家･久野大正､洋画家一山田栄二｡戦

後いち早く極めて造形主義的なグループがあったことは忘れてはならない｡日本画、

洋画等19点展示。

■小作品室

ジョルジュ･ルオーの版画

平成15年４月８日(火)－5月１１日(日)

深い精神性をたたえた荘厳な作風で知られるフランスの画家､ジョルジュ･ルオ一(1871

～1958)は､版画家としても多くの作品をのこした｡当館が所蔵するルオーの版画

から精選した22点を展示した。

『九州版画』展

平成15年月13日(火)-一６月15日(日)

大分県師範学校の図画教師で版画家の武藤完－が主催する版画誌『九州版画』の特集

新収蔵の6冊を加えて全13冊となった所蔵誌から､創作版画の広がりを伝える素朴

な小品35点を紹介｡出品作家は武藤完－のほか､宇治山哲平､平塚運一､伊東健乃典

など。

城所祥展

平成15年６月17日(火)－7月２１日(月･祝)

東京都生まれの版画家である城所祥(きどころしよう･1934～1988)は､早稲田大

学在学中に独学で木版画を制作.1961年日本版画協会会員｡1967年サンパウロ･ビ

エンナーレ展に出品｡1977年から翌年にかけ文化庁芸術家在外研修員としてパリ

に滞在｡静物画を得意とし､透明感ある色彩と明晰な構成による静謐な世界を表現し

ている｡木版画20点を展示。

SMS一封印されたポークブル･ミュージアム

平成15年７月23日(水)－8月３１日(日)

SMS(Shit Must stop)とは､米国の画家ウィリアム･コプリーが発案した前代未聞
の､そして未完のプロジェクト。1968年､当時の欧米美術界を代表する美術家たち

の協力のもとに､小箱に詰め込まれた小さな魅惑の作品群が､美術館や画廊を介さず

に直接鑑賞者のもとに郵送されようとした｡しかし約80セットが制作された時点

でプロジェクトは頓挫｡作品は最近まで倉庫で眠り続けた…｡世にも珍しいアートプ

ロジェクト《SMS》を､近年当館が収蔵｡おもちや箱をひっくり返したようなその全

貌を明らかにする展覧会｡74点展示。

｢朱貌社の画家たち｣展示風景
｢SMS一封印されたポータブルくユージアム｣展示風景

日本画に描かれた人物

平成15年7月23日(水)－8月31日(日)

伊東深水《春雪》､堅山南風《雅日》など所蔵品から厳選した15点を展示｡日本画に描

かれた人物表現に着目し､季節感あふれる美人画や､歴史や物語を主題とするもの、

写実的な肖像画など多彩な表現を紹介した。

現代日本画展

平成15年9月２日(火)－10月26日(日)

好むと好まざるとにかかわらず現代日本画も近代洋画の影響を強く受けてきた｡そ

れは画面形式の額装化であリ大型化であり､あるいはまた写実の問題などであった。

現代に生きる日本画の実情を展望｡日本画1 0点を展示。

日本画の四季

平成15年10月28日(火)－12月27日(土)

春夏秋冬それぞれの季節を感じさせる作品を所蔵品から選りすぐっで紹介｡福田平
八郎《白梅遊具》､堅山南風《日和つづき》､阿部春峰《静寂》など軸､額､屏風あわせて

10点を展示。

吉村忠夫展

平成16年1月６日(火)－2月22日(日)

吉村忠夫(1898～1952)は､東京美術学校卒業後､松岡映丘門下となり､やまと絵風

の歴史風俗画を描いて官展で活躍した｡上代､王朝の典雅な雰囲気を漂わす作品10

点を展示した。

小早川清展

平成16年2月24日(火)－４月４日(日)

大正から昭和にかけて帝展･日展で活躍した博多出身の日本画家小早川清(1899～

1948)の個展｡第14回帝展で特選を受賞した《旗亭涼宵》をはしめ､木版画《近代時

世粧》シリーズ､新収蔵のスケッチブックなど所蔵品25点により､艶麗な女性像を得

意とする清の世界を紹介した。

マルク･シャガールの『ポエム』

平成15年9月２日(火)－10月26日(日)

マルク･シャガール(1887～1985)の｢ポエム｣|は､この画家の自作の詩と木版画で

構成された詩画集であり､1968年にスイスで刊行された｡素朴で暖かな魅力のある

この詩画集の版画､24点を展示した。

横尾忠則展

平成15年10月28日(火)－12月27日(土)

ホップでサイケデリックなポスターデザインで1960-70年代に一世を風摩した横

尾忠則(1936年兵庫県生まれ)｡981年以降は画家としてもめざましい活躍を遂げ

た｡本展では1960年代から80年代に至る､横尾の代表的なグラフィック作品を37

点展示。

坂爪厚生展

平成16年1月６日(火)－2月22日(日)

群馬県生まれの銅版画家､坂爪厚生(1941～)は､1974年第５回日動版画グランプ

リ賞展でグランプリ受賞｡秀れたメソチント技法に裏付けられた崩壊してゆく様々

なイメージは見る人に強い印象を与える｡銅版ll20点を展示。

ペヒシュタインとグロス展

平成16年２月24日(火)－４月４日(日)

マックス･ペヒシュタイン(1881～1955)が原始美術に影響を受けて制作した版画

集《我等の父》(1921年)13点と､ジョージ･グロス(1893～1959)がドイツ社会を
痛烈に風刺しか作品集《神は共にあり》(1920年)9点を展示｡いずれもドイツ近代絵

画を代表する作家と作品。
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展示活動 ●主催展　常設展

■企画展示室

深潭幸雄展

平成15年4月8日(火)－6月１日(日)

日本を代表する現代版画家･深沢幸雄(1924年山梨県生まれ)は､刻印された生､叙

情と叙事､ユーモアと象徴の世界を描き出した作品で著名である｡多様で熟達した技

法で生み出される1950年代の初期作品から最近作までの40点て構成｡(西本コレ

クションより)

画家たちのフランス

平成15年6月３日(火)－7月21日(月･祝)

19世紀末から20世紀前半の｢ベル･エポック｣と呼ばれた時代のパリ､そしてフラン

スには､世界中から芸術を志す若者たちが集まっていた｡この頃滞仏した日本人画家

だもの作品口点を展示し異国でのその研讃の様を紹介した。

｢画家だものフランス｣展示風景

夏休みこども美術館2003

こどもギャラリー｢おもしろ写真館｣

平成15年７月23日(水)－8月31日(日)

当館所蔵作品の中から､写真表現をもちいながら､｢写真｣のイメージを裏切るような

ユニークな作品を15点､こども向けにアレンジして展示した｡また､こどもたちが、

遊びながら鑑賞のヒントを得られるような道具も展示室に設置｡さらに､夏休みこど
も美術館のキャラクター｢美術館蔵おじいさん｣が案内するワークシートを無料配布。

田崎広助展

平成15年9月２日(火)－10月13日(月･祝)

文化勲章受章の洋画家､田崎広助(1898～1984)は筑後出身の画家｡一貫して風景

画それも日本の山岳風景画を追及した｡骨太な画面構成や筆触､明快な色調や装飾性

に支えられた作風には数多くの田崎ファンがいるｊ由彩il15点を展示。

１１１

・古美術企画展示室

朝鮮の美術と工芸

平成15年４月８日(火)－6月１日(日)

古来より､朝鮮は日本にとって広大な世界の窓口であり､その宗教一文化一芸術は､日

本の美術に多大な影響を与えてきた｡本展では､李朝初期を代表する画家･梁彭孫の
｢胡猟図｣ほか漆工･金工･陶磁など全24点を展示。

九州の陶磁(コーナー展示)

平成15年４月８日(火)－8月31日(日)

16世紀以降､九州各地では陶器･磁器ともに様々な種類の焼物が作られてきた｡日用

雑器をはじめ輸出用の高級鑑賞品や茶の湯に用いる茶器､懐石の器類など豊富な焼

き物が含まれる｡鍋島､柿右衛門をはしめとして､桃山時代にはしまる唐津焼や高取、

上野､薩摩､現川などの茶m製品の数々を､当館所蔵の代表作17点により紹介。

山水と道釈人物

平成15年6月３日(火)－7月２１日(月･祝)

平安時代以来の伝統的な着色の｢やまと絵｣に対し､鎌倉時代末から南北朝時代にか

け､中国宋元画の様式による水墨画を中心とした新様式の絵画であるF漢画｣が盛ん

になってくる｡その中心的な存在である道釈人物画と山水画は､その後大きな発展を

とげわが国の絵画でも独自な世界をもった重要な分野となった｡道釈とは道教と仏
教mm)のこと｡鎌倉時代以降の禅宗の発展によって達磨や観音､布袋､寒山拾得な

どを主題とした水墨画が数多く描かれた｡松永コレクションの中からこれらの分野

の作品19点を展示。

花鳥の世界

平成15年７月23日(水)－8月31日(日)

花や鳥をはじめとする多彩な動植物モチーフは､絵画や工芸にまで多様に用いられ

てきた｡当館所蔵の絵画､陶磁器､漆器から､花鳥を題材とした中国･朝鮮一日本にお

ける古今の優品23点を展示。

合子と香合

平成15年9月２日(火)－11月９日(日)

合子とは蓋と身を合せた造りの小さな容器の総称｡タイやベトナム､クメールなど東

南アジアの陶磁と交趾焼(中国福建省)の体系的収集で知られる本多コレクションに

は､数多くの合子が含まれている｡愛らしく精緻な造りの作品は､いずれもそれぞれ

に個性的な表情を持っていて見るものに尽きせぬ魅力を与える｡73点の作品で紹介。

仙圧展一仙圧の交友一

平成15年11月11日(火)－12月27日(土)

江戸時代の博多の仙居は禅僧でありながら､博多の庶民や福岡藩の武士との交友が

あった｡そのようなへだてのない関係から､大衆に支持されるユーモアあふれる書
画を書いたと思われる｡仙居の交友を示す書画29点を展示。

和歌と物語の美術

平成16年3月2日(火)－４月４日(日)

日本の美術にとって､和歌や物語といった文学的題材は重要なテーマのひとつであ
る丿書｣と｢絵画｣という二つの造形芸術のジャンルに結実した､平安時代のかな書

や江戸時代の歌仙の肖像など､16点を展示。

｢和歌と物語の美術｣展示風景

■ 松永記念館室

春の名品展

平成15年４月８日(火)－6月１日(日)

耳庵と号し､昭和を代表する数寄者として独自の茶風を打ち立てた松永安左工門(1875

～1971)が収集した松永コレクションの中から､色絵吉野山図茶壷(重要文化財)や

五彩魚藻文壷(重要文化財)林和靖図､尾形乾山筆茄子図､志野あやめ絵鉢､石室善玖

墨蹟など春の季節の取りあわせによる名品16点を展示。

桃山の美

平成15年6月３日(火)－7月21日(月･祝)

茶の湯に大きな変革をもたらした桃山文化の創造性と革新性は､独自の佗茶を確立

した松永耳庵の精神にも通じているように思われる｡耳庵が好んだ志野焼をはじめ、

桃山美術を代表する陶器の名品を中心に18点を展示。

耳庵の眼･西方へのまなざし

平成15年7月23日(水)-一８月31日(日)

耳庵･松永安左工門は昭和を代表する茶人の一人でありながら､茶という枠を越えて、

より広い美の世界に眼を向けた｡本展では茶道具と合せて､コプト裂､ペルシヤのが

ラス器など24点を展示。

秋の名品展

平成15年9月２日(火)－11月９日(日)

陶工と画家の両面で名をはせた尾形乾山の代表作である色絵菊図向付や花簸図を

はしめ､秋の情趣に冨む当館所蔵の絵画､陶磁器､漆工芸の名品19点で構成。

書跡の美

平成15年11月11日(火)-12月27日(土)

空海筆《金剛般若経開題残巻》をはしめ､道潜や月江正印といった中国宋元時代の著

名な禅僧の墨跡を含む重要文化財数点に加え､華麗な装飾との調和が美しい本阿弥

光悦の書跡など17点を展示。
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耳庵と和の器

平成16年1月６日(火)一2月15日(日)

昭和の初めに始まる北大路魯山人との親交により､松永耳庵は陶磁器を中心とする

古美術の収集に急速に目覚める｡当時耳庵を魅了したのは､瀬戸や織部を中心とする

美濃の陶器であった｡耳庵遺愛の和の陶器や漆器､芦屋釜および金下絵など17点を

展示。

｢耳庵と和の器｣展示風景

茶の湯と外国工芸

平成16年2月17日(火)－4月４日(日)

当初から中国陶磁器を珍重していた茶の湯は､15世紀頃から始まる変革期に伴い、

朝鮮ひいてはヨーロッパ製品まで､洋の東西を問わぬ茶道具としての受容展開を見
せる｡耳庵が蒐集した外国工芸の代表的作品19点を展示。

■東光院仏教美術室

薬師a来立像､薬師如来坐像と十二神将立像(藤原･南北朝時代)(以上重要文化財)ほか
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展示活動 ●主催展　常設企画展

流動する美術-VIM
都市風景のメカニズム

伊奈英次･金村修の写真

会期Ｏ平成巧年10月15日(水)－12月27日(土)

会場Ｏ企画展示室

観覧料　常設展観覧料

会場風景{撮影:伊奈英次}

内容

変貌する現代美術の動向を､一定のテーマで取り上げるシリーズ展の第8回目｡今回は、

写真表現が､現代美術における重要な作品形式･技法の1つとなっている状況に注目し。

｢都市風景のメカニズム｣をテーマに､2人の写真家､伊奈英次と金村修を取り上げた｡２

人の作品テーマである｢都市｣は､私たちを取り巻くごくありふれた環境であり､消費と

廃棄､生成の場である｡彼らは私たちが普段眼にする日常の都市風景の裏側の姿(メカニ

ズム)を､全く異なる手法により鋭く提示した｡伊奈作品｢WASTE｣13点､金村作品｢CHERRY

BLOSSOM BARBECUE MIND｣128点を展示。

出品点数　141点

ポスターB2

印刷物　　ポスター(B2)

　　　　　チラシ(Ａ４)

　　　　　展覧会図録(A4変形■16頁)

　　　　　作品図録(A4変形･伊奈英次16頁､金村修16頁)

関連事業　伊奈英次アーティスト･トーク

　　　　　　日時:平成15年11月８日（土）午後2時より

　　　　　　会場:教養講座室

金村修写真講座

日時:平成16年2月15日旧）午後1時30分より

会場:教養講座室

関連記事　p.20を参照
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近世の絵仏師展 会期Ｏ平成16年1月６日(火)－2月29日(日)

会場Ｏ古美術企画展示室

　　一部日本画工芸室(2月1日まで展示)

観覧料　常設展観覧料

協M○･お仏壇･墓石はせがわ

会場風景

内容

九州を中心とした西日本に残された作者のわかる近世の仏画､とくに徳応､貞綱など全

国にも作例が残る京都の絵仏師を紹介した｡彼らはこれまで絵画史には登場しなかった

絵仏師たちで､どのような活動をしたのか詳しくはわかつていなかった｡彼等の系譜を

たどる作例を展示した｡ほかに大分県や福岡県に残る海北友情､長谷川等仙など桃山時

代の漢画の大家にならっだ名の絵師､そして福岡市内の曹洞宗寺院に見出された｢雪舟

的伝｣という印章のある絵師などの仏画を展示。
1７９　810725

出品点数　26点

印刷物　　ポスター(B1変形)

　　　　　葉書案内状

　　　　　図録(A4変形･72頁)

関連事業　講演会

　　　　　　｢近世の絵仏師一忘れられた絵師たち｣

　　　　　　日時:平成16年2月７日(±)午後2時より

　　　　　　会場:教養講座室

　　　　　　講師:渡遁雄二(福岡市美術館学芸員)

[絵仏師の今昔]

日時:平成16年2月29日旧)午後2時より

会場:講堂

講師:平田寛氏(九州大学名誉教授)

関連記事　p.20を参照
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展示活動 ●主催展　常設企画展

第5回21世紀の作家一福岡

片山雅史展

皮膜2004－知覚の森へ

会期Ｏ平成16年1月６日(火)－４月４日(日)

会場Ｏ企画展示室

観覧料　常設展観覧料

会場風景

内容

シリーズの5回目として福岡市在住の片山雅史を紹介した｡片山は1955年東京生まれ。

京都市立芸術大学及び同大学院在学中の1980年代後半より作家活動を開始｡風をテー

マとした抽象絵画で頭角をあらわし､1999年に九州芸術工科大学(現九州大学芸術工

学部)助教授に就任､以後福岡を活動の拠点としている｡本展では､1990年代末から始

まったアクリル絵具と顔料による絵画の連作｢皮膜｣の最新作を展示｡1000点組の《皮

膜2004一千の光》や10点組の《皮膜2004－蜜色の奥底に》といった大作を中心に全5

点､1019枚の平面作品で構成｡視野を覆うスケールの大きさと､黄色を主として紫､緑、

薄紫､白などを交えたカラフルな色彩､そして作品表面の半透明の層がもたらす不思議

な質感とによって､見るものの視覚以外の知覚にまで訴えかける展覧会となった。

また､会期中は､企画展示室での展覧会と同時に松永耳庵の茶室春草廬を再現した展示

ケース(松永記念館室内)に片山による襖絵４面が展示された。

ポスターB2

出品点数　5点

印刷物　　ポスター(B2)

　　　　　チラシ(Ａ４)

　　　　　図録(A4変形･48頁)

　　　　　展示記録(A4･5頁)

関連事業　片山雅史アーティスト･トーク

　　　　　　日時:平成16年2月１日（日）午後2時より

　　　　　　会場:教養講座室

片山雅史ギャラリーjトーク

日時:平成16年3月27日(±)午後2時より

会場:企画展示室

関連記事　p.20を参照
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展示活動 ●主催展関連記事
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展示活動 ●主催展関連記事
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・平成15年

第34回日展

４月１日(火)~4月13日(日)

特別展示室Ａ･Ｂ､市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ・Ｄ
観覧料＝一般1.100円(800円)､高･大生700円(500円)。

　　　　　小･中生400円(300円)※O　内は割引料金

日数=12日／観覧者数=14,854人

平成14年に開催された東京展の選抜作品と地元関係

入賞作品｡洋画､日本画､彫刻､工芸､書など。

第25回青潮書道会　全国展･九州展

4月巧日(X)～４月20日旧)
特別展示室Ｂ･市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝3,439人

青潮書道会会員による作品のうち幹部及び九州地区

在住会員の漢字､仮名など約300点。

今林賢次郎卒寿絵画展

４月15日大~4月20日(日)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,420人

30数年描いてきた約80点の水墨画､水彩画。

春光書道会書作展

４月15日(火)~4月20日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝872人
漢字作品約50点。

The TENKOKU 師村妙石　ニューヨーク帰朝展

４月22日(火)~4月27日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝2,114人
方寸の芸術を巨大なニューアートへ展開｡現代美術の

メッカ､N.Yで支持を受け､書の本場中国へ旅立つ作

品群。

毎日文化サークル水曜会油彩展

4月22日(火卜４月27日旧)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,114人

昭和58年に始まった毎日文化サークルの受講生の油

絵約60点。

第8回鴻巣書作展

４月22日(火~4月27日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝682人

漢字､仮名など生活に関わる作品から扁額まで約80

点展示。

第5回こぶし会日本画展

４月22日(大)~4月27日(日)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,160人

日本美術院展入選者など巧名の日本画。

庄島なをと写真展｢石の華々｣

４月22日火~4月27日(日)
市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1.073人

玄武岩の表情を超望遠レンズで撮影した全紙判10点、

半折判60点。

玄展
４月29日(火)~5月５日(月･祝)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数＝7,075人

彫刻､絵画約30点の40周年記念展。

アトリエ･バルール展

４月29日(火)～5月５日(月･祝)
市民ギャラリ一Ａ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数＝1,402人

水彩､油絵など60点を展示。

第13回馬星華中国水墨画学院展
４月29日(火)～５月５日(月･祝)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数＝1,607人

馬星華先生指導による水墨画､墨彩画等の額装､軸装

65点展示。

大峯あや子とその仲間たちパッチワークギルド展

４月29日(火)~5月5日(月･祝)
市民ギャラリーＤ

観覧料=無料／日数＝7日／観覧者数= 2,205人

キルトタペトリー､ギルド小物約120点。

元田典利パフォーマンス1993-2003展

５月７日(水)~5月ll日旧)

特別展示室Ｂ
観覧料＝無料／日数=5日／観覧者数＝2,286人

工藤静香､加藤あいの集合写真及び関連した家庭内写

真の展示。

第3回福岡江古田アート展

５月７日(水卜５月11日旧)
市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日li!＝5日／観覧者数= 952人

日本大学芸術学部ＯＢで福岡県在住の会員グループ

展｡写真､絵画､陶芸など。

写楽会水彩画展

５月７日(水卜５月11日(日)
　市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝^,6A■2人
大名アトリエ教室､簡易保険センターでF花｣｢果実J

F風景画｣等を発表している作品100点。

朴在善　デジタルイメージ展

5月７日(水卜５月11日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝737人
コンピューターグラフィックスによる絵とデザイン

ポスター約40点。

日韓版画交流展

５月13日(火)~5月18日(日)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝3.783人
日本､韓国の版画作家30名による木版画､銅版画の合

同展。

籾宏子個展

５月13日(火卜５月18日(H)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝e日／観覧者数＝642人

10年間アメリカで画家として活躍し､テーマとして

西洋と東洋及び抽象と具象の統合を目標とする。

第23回天真会書展

５月13日(火)～５月18日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1.112人

福岡市にある公民館の書道教室などで出品したもの。

｢03洋画グル一プ｢虹の会｣＆｢ドリーム｣展

５月13日(火)~5月18日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,275人

グループ合同作品展覧会。

ＭＡＶＩＥ展

５月13日(火)~5月18日旧)
市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,509人

フランス語で｢私の人生｣というＭＡＶＩＥ会の絵画愛好

のグループ発表展。

山口正文展

５月20日(火)~5月25日(日)

特別展示室Ｂ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝2,193人

福岡市の室見川で採れる葦ペンで描いた福岡の町の

スケッチ展。

現代水墨雅象展

5月20日(火)~5月25日(日)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,548人

会員20名の水墨画の作品発表会。

第9回新作能面展

5月20日火~5月25日旧)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,433人
NHK福岡文化センターの講習生による新作能面展。

ＭＯＭ展

５月20日(火)~5月25日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,581人

会員3名による油絵展。

第12回翠峰会展
5月20日(火卜5月25日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,409人

書､水墨画を主体とした会員80名の作品展。

第56回示現会特別記念展

5月27日(火)～6月１日旧)
特別展示室Ａ

観覧料＝一般700円(500円)､高一大生400円(300円)。

　　　　　小仲生200円(100円)※O　内は割引料金

日数＝6日／観覧者数＝4,495人

東京展の選抜と地元関係入選作品約180点。

第55回三軌展･第16回三軌会写真部九州展

5月27日(火)~6月1日旧)
特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝2,488人

東京本展の写真部選抜作品と九州沖縄関係入選作品

約200点。

九州藍笥会展

5月27日(火卜6月1日(日)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝761人

かな､漢字の作品70点。

第2回慧川会展

5月27日火)~6月1日(日)

市民ギャラリーＢ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数= 954人

公民館で開設している書道教室の作品70点。

突展2003

5月27日(火)~6月１日(日)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝945人

福岡教育大学美術科QB有志による展覧会｡油彩､水

彩､版画､彫刻約40点。

林玉琴展

5月27日(火~6月1日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料=無料／日数= 6日／観覧者数＝797人

花､風景など内面の眼で眺める日常の美しさを具象あ

るいは非具象の形と多様な材料で表現した韓国画約
so点を展示。

第53回モダンアート福岡展

6月３日(火)~6月8日(日)

特別展示室Ａ

観覧料＝一般800円、高･大生500円､小･中生200円

日数= 6日／観覧者数＝1,049人
東京展の選抜作品と九州､山口在住の作家作品(絵画、

版画､彫刻､デザイン､写真)約150点。

第13回わだち展

6月３日(大)~6月8日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日

行動美術の阿部平臣講師の門下生7名による油彩､水

彩画約30点。
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黄義必韓国画展

6月3日(火)～6月８日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝776人

韓国画30点の展示。

第24回玄友会小品書展

6月３日(火)~6月８日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝624人

その年のテーマを宮中行事歌会始めの｢題｣に設定し、

会員の小品を出品。

博多如俊能面塾作品展

6月３日(火)～6月８日(B)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 638人

能面塾多々良教室の発表会。

Alphabet Art 西洋カリグラフィーの過去と未来

6月３日(火卜6月８日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料=無料／日数＝６日／観覧者数= 1,064人

アメリカテキサス州の大学で学んだカリグラフィー

の作品100点。

第99回太平洋展･第38回太平洋西日本公募展
6月10日(火)～6月15日旧)

特別展示室A･Ｂ

観覧料＝一般800円(600円)､高一大生600円(500円)、

小･中生無料※( )内は割引料金

日数＝６日／観覧者数＝4,354人

東京展の選抜作品と地元関係入選作品(油彩､染織､版

画､彫刻など)約240点。

ネオ･リバティー写真展

６月10日(火)~6月15日旧)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝846人

プロからアマまでの幅広い層のカメラマンのグループ展。

第18回江墨会水墨画展
6月lO日(火)～6月15日旧)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,320人

NHK福岡文化センター等で開催している水墨画約

130点。

エコール･ト･レン展

6月10日(火)~6月15日(日)
市民ギャラリ一Ｄ

観覧料＝無料／日数―6日／観覧者数＝1,643人

故小川蓮太郎教室の生徒及び西南学院高校美術部Ｏ

Ｂの油彩､水彩画。

第19回西部朝日書道展

６月17日(火)～6月22日(B)

特別展示室Ａ･Ｂ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝2,527人

漢字､かな､篆刻の公募作品1,400点。

第21回グループわらべ水彩画パステル展

6月17日(火)~6月22日(日)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,152人

毎日カルチャーセンター水彩画教室の受講生などの

作品約60点。

第10回｢創作手工芸｣九州地区作品展

6月17日(火)～6月22日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,100人

織る､編む､刺す､組む､染色､押花､クラフト等手工芸
作品のコンクール受賞作品展。

第18回どんぐりの会水彩画展

6月17日(火)～6月22日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,088人

朝日カルチャーセンター土曜教室の水彩画の習作展。

第11回さくら会水彩画展

６月17日(火卜6月22日旧)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝966人

西長住公民館水彩画教室30名の作品展。

第62回創元展･第25回創元会西日本美術展

６月24日(火卜6月29日旧)

特別展示室Ａ･Ｂ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝3,196人
東京展の選抜作品と地元公募作品(油彩､染織､版画な

ど)。

第21回墨心会水彩画展

６月24日(火~6月29日(a)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,195人
長尾､西長住､西花畑､花畑公民館の水彩画サークル会

の作品展。

朝陽書道会九州支部展

6月24日(火)~6月29日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数= 2,761人

朝陽書道会50周年記念展の屏風展。

てんぐるうぷ
6月24日(火卜6月29日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,394人

池田正臣先生門下の会員12名による油絵､水彩画の

作品40点。

第８回福岡市美術連盟展

^月^日(火)~7月６日(日)
特別展示室Ａ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 2,096人

21世紀､福岡の美術の発信地を目指す美術連盟会員、

招待作家による日本画丿由彩など約150点。

第４回二科会写真部福岡支部公募展･支部員展

7月１日(人)～7月６日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料=無料／日数＝6日／観覧者数= 1.571人

公募作品及び支部会員による写真全紙のパネル貼り

250点。

第12回フォトサークルしゅん写真展
7月１日(大卜7月６日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数= 1,187人

会員27名による風景､スナップ､人物など約70点。

Communicate

7月１日(火卜7月６日(B)

市民ギャラリ一B･Ｃ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝429人

韓国の大邱にある､啓明美術大学の卒業生などによる、

ドローイングやペインティングの作品。

坂元文子古希記念展

7月１日(火)~7月６日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝955人
人物､風景など油絵約40点。

第21回上野の森美術館大賞展

7月８日(火)~7月13日(日)

特別展示室Ａ

観覧料＝一般600円(500円)､高･大生400円(300円)。

　　　　　小･中生無料※O　内は割引料金
日数＝6日／観覧者数= 1,001人

公募展入賞作品､日本画､油彩､アクリル､版画等約80点。

庄司忠夫版画展

7月８日(火)~7月13日(日)

特別展示室B
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数= 530人

日本及びロンドンの日常的光景を対象とした､木製パ

ネルに貼ったシルクスクリーン版画約20点。

韓国現代視覚デザイン協会展

7月８日(火卜7月13日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝287人

絹を通して着色するシルクスクリーンなどによる版

画作品40点。

蘆州会書展

7月８日(火~7月13日(B)
市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝679人

街をテーマにした書作品など約100点。

坂本智泉古希臨書展

7月８日(火)~7月13日(日)

市民ギャラリーＣ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,499人

古典臨書を中心とした個展。

第30回筑酉会書展

7月８日(火卜7月13日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料=無料／日数＝6日／観覧者数= 625人
漢字､かななど美術協会会員の作品100点。

岡崎信吾作品展～ウィーンの30年

7月15日(大トフ月21日(月)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数= 991人

ウィーン在住30年を記念した油彩､水彩､版画など

100点。

現代掛軸と屏風と刻字展

7月15日(火)~7月21日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数＝741人

毎日文化センター等の受講生の掛軸､額､屏風などの

作品展。

ブナの木会展

7月15日(火~7月21日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝７日／観覧者数= 880人

6名の会員による水彩画､アクリル画など。

第16回グループひまわり展

7月15日(大)~7月21日興
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数= 7日／観覧者数＝1,085人

洋画の愛好家15名の作品60点。

言語素描　2000-2003展
7月巧日(火卜7月21日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数= 505人

楽園創造をテーマにしたアクリル画十数点。

第17回工芸美術知新会展

7月23日(川～8月３日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 11日／観覧者数＝8,869人
西日本地区在住の工芸作家の応募による展覧会。

写団伊都写真展　マイポートレート

7月23日(水卜7月27日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数= 750人

女性ポートレート写真40点。

第25回朝日学生書道展

7月23日(水卜7月27日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝1,191人

九州､山口､沖縄在住の小･中･高校生の特別賞､推薦、

特選を約800点展示。

クレパス画の世界展

7月23日(水)~7月27日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝５日／観覧者数= 1,012人

大人へのクレパス画の普及を目的とする作品約80点。
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第611桑樹書展
7月29日(火卜8月３日(B)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1.122人

会員35名による大字書､漢字､近代詩文書､臨書作品

約60点。

第15回コニカフォトクラブ福岡支部写真展

7月29日(火)~8月３日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,1 84人

風景､祭､子供など身近な題材の写真約60点。

第17回蒼松会福岡展

7月29日大)~8月3日(日)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 1,020人

額･軸･帖一巻子などかなと調和体作品約65点。

第18回韓国新造形展

7月29日火卜8月3日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,276人

漆造形､木造形､金属造形､染色造形など約30点。

DOT2003－ＤＯＴ現代彫刻展一一

８月５日(火)~8月10日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 2.852人

福岡､沖縄に在住の作家による現代彫刻作品。

光州現代美術作家展

8月５日大)~8月10日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 821人

韓国の光州美術協会巧〇人の中から絵画50点､陶磁

器10点。

水之会　九州地区かなの書会

8月５日(火)~8月10日(B)
市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝912人

会員約40名による､額･折帖･軸など100点。

第2回現美書芸院展

8月５日(大)~8月10日旧)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者iS=l,021人

九州を中心とした前衛書道約100点。

第43回西日本フォトコンテスト入賞作品巡回展

8月5日(火)~8月10日(日)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,006人

九州､山口地区のアマチュア写真家の公募展。

チャーリー原田｢安らぎといやしのアート｣展

8月12日(火)~8月17日興

特別展示展Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1 1,449人
色彩豊かなアクリル画の世界､代表作から近年の作品

までを一挙に展示。

やさしい押し花展～花･緑一木･野菜･果物～

8月12日大)~8月17日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 1,559人

花絵額100点。

森北光信一拍動展－

8月12日(火ト8月卜日旧)

市民ギャラリ一Ｂ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 904人

板にテンペラの技法で作られた絵画作品展。

椎葉益男写真集長浜魚市場群像
8月12日(火ト8月17日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,213人

1965年当時の魚市場情景の写真80点。

第26111西日本版m協会展

8月12日(火)~8月17日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,764人

木版,孔板,平板,アクリル板など約60点。

第15回彩舟会展

8月19日(火卜8月24日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝6,238人

新天町アートでの油彩教室の作品100点。

光輝会作品展
8月19日火卜8月24日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 795人

福岡市社会保険センターの油彩画教室の作品約50点。

第2回「風2003｣合同写真展

８月19日(大)~8月24日(日)
市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数ニ1,107人

東花畑･若久･草ヶ江公民館の写真サークルの作品。

二人展

8月19日(火)~8月24日旧)

市民ギャラリーＣ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 742人

油彩,水彩画30点。

サンク展

８月19日(火ト8月24日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1.210人

油彩のグループ展。

2003｢版芸術の国際交流展｣

８月26日(火)~8月31日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 5,233人

日,韓,米の現代版画作家による絹を通して着色する

シルクスクリーンなどによる版画作品展。

第1回杉山アート展

8月26日(大卜8月31日旧)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝６日

佐賀県古湯の北部に位置する杉山地区の陶芸グルー

プの作品。

グループ季楽　水彩画展

8月26日(火卜8月31日旧)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝2,135人

水彩画約80点。

山口聳個展　カメラと歩いた30年

8月26日(火)~8月31日(日)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,906人

ヨーロッパ･アルプス･カナダ･スペイン･中国の風景

約70点。

書と陶　2人展

8月26日(火)~8月31日旧)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1.907人

漢字･かな･現代文･篆刻などの書作品と陶作品100点。

第2回愛知県立芸術大学九州支部同窓展

9月２日(大~9月７日旧)

特別展示室Ｂ
観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 7.785人

愛知県立芸術大学卒業生による,油絵･彫刻･デザイン

などの作品約40点。

木下良治油絵展

9月２日火~9月７日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,394人

風景画など油絵50点。

Daisuke Ochi･Akiko Sase exhibition

9月２日(火ト9月７日(日)
市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,199人

｢蛍光色の可能性や光,色の輝き｣をテーマとした現代

美術探究作品展｡油絵･アクリル画一写真など20点。

第11回画帖会展

9月2日(火)~9月７日旧)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,470人

会員による日本画,水彩画,水墨画,写真,書など約60

点。

第15回サムホール公募展

9月２日(火卜9月７日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝2,118人
サムホールサイズのみの公募展,油絵･水彩約500点。

八尋堅泉遺墨展

9月９日(火卜9月巧日(月･祝)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝７日／観覧者数＝7,607人
九州大学や九州産業大学の門標などを揮毫した書道

家の作品展。

押花アート展

９月９日(火卜９月15日(月･祝)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数= 2,221人

インストラクターと生徒35名の合同アート展約50点。

第33回世界児童画展
９月９日(火卜９月15日(月･祝)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝７日／観覧者数= 2.291人

“子どもだもの心が素直に表されている児童Si"の理

念による世界の作品約700点。

第31回古光書道会書作展
９月９日(大卜9月15日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝７日／観覧者数= 1,369人

会員等による漢字,かな作品。

日比野桂子一足利桂子　二人展
９月17日(水卜９月21日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝5.585人

画家と画面と人の心との歩みを求めてをテーマにし

た,油彩と水彩。

手描き染め作品展

９月17日(水卜９月21日(Eﾖ)

市民ギャラリーＡ
観覧料=無料／日数＝5日／観覧者数＝1,501人

友禅染めのぽかしを活かした手描き染め100点。

第5回グループ四季水彩画展

９月口日(水卜９月21日旧)

市民ギャラリーＢ

観覧料=無料／日数＝5日／観覧者数＝1.914人
日本の四季をテーマにした水彩画約60点。

第37回青像グループ写真展

９月ワ日(水卜9月21日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料=無料／日数＝5日／観覧者数＝^A4^人

福岡市及び近郊在住の営業写真家による,肖像写真の

研究を目的とする作品約50点。

今泉憲治展

９月口日(水卜９月21日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝2,097人

絵画,ミクストメディア作品などの現代美術作品30点。

西日本書道学会展
９月23日(火~9月28日(日)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数=6日／観覧者I5!=6,2O8人

会員による額装,衝立,屏風など100点。
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展示活動 ●貸館展

第2回志学会展

９月23日(火卜9月28日旧)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,464人

会員40名の油彩､水彩､アクリル､色鉛筆などの作品

約90点。

唐津焼窯元へ見湖窯展

９月23日(火)~9月28日旧)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,519人

唐津焼の花器､オブジェなど200点。

第15回書道研究温知会福岡支部書作品展
９月23日(火卜9月28日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,520人

会員50名による額装及び軸装等の漢字､かなの書作品。

「山と渓｣写真展

9月23日(火ト9月28日(a)
市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝2,504人

山岳､渓谷をテーマにした大全紙以上の作品50点。

「日中“平和と友好"書画芸術大展｣福岡展

９月30日刈~10月５日(日)

特別展示室Ｂ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1.479人

中国全土より募集､選考された水墨･墨彩画と書約

150点。

南フレンド･しあわせの里合同書道展

９月30日(大卜10月5日旧)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝801人

渡辺禾渓を講師とする､施設で働く身体障害者の社会
参加を目的とする書道作品展。

第9回みづゑ展

9月30日火~ 10月5日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,480人

会員による水彩画丿由絵約70点。

七曜舎ヌードデッサン展

9月30日(大)~10月5日(日)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数= 1,116人

各種団体展で活躍する会員のデッサンを展示。

第13回日本原色押花文化協会　自然の中の～幸～

9月30日(火卜10月5日旧)
市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,234人

四季折々の草花を原色そのままの押花として､色紙･

額･屏風に自然の美しさを讃える作品約100点。

光行洋子展

10月7日火)~10月13日(月･祝)
特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数＝1,653人

1999年から2003年の最近作である油彩､アクリル

画など24点。

第41回飛翔会美術展

10月7日(火)～10月13日(月･祝)

市民ギャラリーＡ
観覧料=無料／日数＝7日／観覧者数＝870人

会員19名の50号から100号の油彩､水彩画21点。

第８回県退職中学校校長会美術展

10月7日(大卜10月13日(月･祝)

市民ギャラリ一B･C
観覧料=無料／日数＝７日／観覧者数= 962人

会員の絵画･書･彫刻･工芸･写真などの作品。

書道芸術院第9回九州支局展

10月7日(火卜10月13日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 7日／観覧者数＝493人

近代詩文書･漢字･かな一刻字･篆刻など約90点。

画業5o周年記念50年の歩み永淵純一作品展

10月15日(水)~10月19日旧)
特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝５日／観覧者数＝790人

油彩50号から150号の作品51点。

第7回竪の会

10月15日(水卜10月19日(日)
市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝658人

ペーパースクリーン版画を中心に孔版画など50点。

日本かな書道会九州地区会員展

10月l5日(水卜10月19日(日)

市民ギャラリーＢ
観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝486人

軸一巻物･額など54点。

第7回生展

10月15日(水ト10月19日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日S! = 5日／観覧者数＝560人

福岡支部会員の写真104点。

(財)猫立書人団第26回福岡県支部書展

10月15日(水卜10月19日間

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝552人

大字書一詩文一古典臨書作品など28点。

第3回九州地区多摩美術大学校友会展

10月21日(火)~10月26日(日)
特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1.322人

油絵､日本画､彫刻､版画､工芸､デザイン､写真などの

作品約150点。

第27回福岡きりえ展

10月21日(火)~10月26日(B)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝937人

きりえのテーマ作品｢郷土福岡｣および自由作品の50

点ならびに全国コンクール入選作品20点。

第31回鶴陽美術展

10月21日(火)~10月26日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数= 1,143人

福岡師範､女子師範､第一師範､福岡学芸大学､福岡教

育大の同窓生からなる美術愛好会｢鶴陽会｣会員の絵

画一工芸一書■写真など80点。

郵退連福岡市地区会ゆう美会

10月21日火)~10月26日(日)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,227人

油絵･水彩･水墨画一彫刻･陶芸･押花･パッチワークな

ど138点。

竹岡羊子個展

10月28日(火卜11月３日(月･祝)

特別展示室Ｂ
観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数= 1,493人

祭に集う人々のパワフルな美しさ､その素顔の人間模

様に魅せられて描きつづけた､10号から200号まで

の油彩44点。

第27回游展

10月28日(火)~11月３日(月ヽ祝)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数= 7日／観覧者数＝832人

福岡市赤レンガ文化館で月１回作品研究会をしてい

る､画家の半具象､抽象の作品43点。

第19回城南区市民アート展

10月28日(火)~11月３日(月･祝)

市民ギャラリーＢ･Ｃ
観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数= 1,251人

絵画､書､写真､グラフィックデザイン､工芸など164点。

第9回ふれ愛写真展

10月28日(火)~11月３日(月･祝)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝7日／観覧者数＝＼.z28人

視覚･聴覚障害､言語障害のある会員とボランティア
会員の｢ピントは心で｣を合言葉に､国内外で撮影した

風景･子どものスナップなど59点。

川寄朱三枝油絵展(古代彫刻と出会う白日夢)

11月５日(水卜11月９日(日)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝T＼o人
損傷をうけたギリシャ彫刻は､豊かなイマージュの宝

庫である｡彫像と現代女性を組み合わせた､耽美的世

界の油絵28点。

ＭＡＩＮ展vol.8

1 1月5日(水)~11月9日(H)

市民ギャラリーＡ
観覧料こ無料／日数＝5日／観覧者数＝974人

結成して16年目のグループのアクリル画､パステル

画､ろうけつ画などの作品41点。

第23回南区美術展

1l月5日(水卜11月９日旧)

市民ギャラリーＢ・Ｃ
観覧料=無料／日数＝5日／観覧者数＝-＼A25人

市民からの公募の絵画､彫刻､書､工芸､写真など190点。

第3回聊心会書作展

11月５日(水卜11月９日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数= 964人

書道研究をめざして10名で発足した会員の額･軸物･

屏風など49点。

第35回九州かな書道協会展

Ｕ月11日出～11月旧日(日)

特別展示室Ａ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 1,258人

九州各地の会員による条幅､屏風､巻子などの作品

382点。

第23回九州二科会写真部公募展･支部員展
11月11日(割～11月16日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,348人

公募展および支部員の作品347点。

福岡市人権尊重作品展

11月11日火)~11月16日(日)
市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 617人

福岡市人権尊重週間の入選作品を244点展示。

第3回ロータリージュニア美術展

11月11日出～11月16日(日)

市民ギャラリーＢ
観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数= 813人

福岡地区の中学生を対象としたｊ

成を目的とする絵画の公募展｡151点。

松田朴伝社中展

11月11日(火卜11月16日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1.171人
現代書の美しさをアピールする作品83点。

中央区市民文化祭美術作品展

11月11日(火)~11月16日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料=無料／日数＝6日／観覧者数= 1,067人

洋画､日本画､写真､書､手工芸約86点。

第20回読売書法展九州展

11月19日(水)~11月24日(月･祝)

特別展示室Ａ･Ｂ､市民ギャラリーＡ・Ｂ･Ｃ･Ｄ

観覧料＝一般500円、高一大生300円､小･中生無料

日数＝6口／観覧者数＝3,298人

全国から応募があった書作品のうち九州､山口から選

ばれた入賞､入選作品と読売書法会の役員作品約

2,000点。
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第24回西日本mm術公募展

11月26日(水)～11月30日旧)
特別展示室Ａ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝2.157人

応募作品約2,500点のうち､漢字･かな･近代詩文書な

ど入賞作品約800点。

オラズ(Orage)

11月26日(水)~11月30日(日)

特別展示室Ｂ
観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝668人

韓国現代絵画で活躍する若手の作家による､オイルペ

インティングの作品50点。

グループＮＯＷ水彩画展

11月26日(水卜11月30日旧)

市民ギャラリ一Ａ

観覧料=無料／日数= 5日／観覧者数=863人
出品者14名による水彩画47点。

福岡銀陽会創立5011年記念写真展[九州を撮る]

11月26日(水)～11月30日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝1,412人

半切額装カラー写真69点。

第26回福岡市退職小学校長会作品展

11月26日(水)~1l月30日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝-＼,-＼52人

会員による油絵､書､工芸､写真63点。

第6回晨の会日本画教室作品展

11月26日(水卜11月30日旧)
市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数= 1.309人

日本画､岩絵の具の美しさを探求するグループの作品

展｡日本il24点。

第55回毎日書道展九州展
12月２日(大)～12月7日(日)

特別展示室Ａ･Ｂ

観覧料＝一般500円、高･大生以下無料

日数= 6日／観覧者数＝2.663人

九州･山口地区の受賞作品を中心に全国10会場の巡

回作品も含めた総合書展ol,064点展示。

第33回福岡市高齢者美術展
12月2日(火ト12月７日(B)

市民ギャラリ一Ａ･Ｂ･Ｃ

観覧料＝無料／日数=6日／観覧者数＝1.542人

会員からの応募による絵画､書､写真､工芸の作品200点。

第20回三礼かな選抜展

12月２日(火~12月７日剛

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,119人

20回記念三礼選抜かな書展｡九州の万葉歌を中心と

し伝統的な仮名の作品60点。

第58回行動美術展

12月９日(大~12月14日旧)

特別展示室A･B

観覧料＝一般800円、高一大生600円､小･中生無料
日数＝6日／観覧者数= 1,324人

平成15年東京で開催された会員､会友受賞者及び地

元入選者の作品を展示｡絵画､彫刻約160点。

第7回彩展

12月９日大)~12月14日旧)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝763人

油彩45点。

第6回謙慎書道会九州･沖縄展

12月９日(大卜12月14日(日)

市民ギャラリーB･C

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝912人

漢字､かな､調和体､篆刻の作品152点。

第11回｢サザンクロス｣写真展

12月９日(大)～12月14日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝95o人

九州造形Is期大学公開講座受講生､写真愛好家の作品。

大全紙など44点。

第29回西日本書美術展
12月16日(火)~12月21日(日)

特別展示室Ａ･Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝2,349人

西日本地域在住する､西日本書美術協会会員の作品を

一堂に展示｡965点。

九州産業大学写真部12月展
12月16日(火)~12月21日旧)

市民ギャラリーＢ

観覧料=無料／日数= 6日／観覧者数= 419人

モノクロ､カラー写真58点。

第12回アジア同人展

12月16日火)~12月21日旧)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数―6日／観覧者数＝445人

写真､水彩､油彩など79点。

2003｢染｣女流作家展

12月16日火)~12月21日旧)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,048人

九州新工芸家連盟所属､染色作家による､ろうけつ染

めの屏風､パネル20点。

第12回MUSABI展

12月23日(火ト12月27日(土)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数= 600人
武蔵野美術大学卒業生約30名による､油絵･日本画一

デザイン･木工･陶芸46点。

高瀬竜二展

12月23日(火卜12月27日(土)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝624人

油彩25点。

ふくおか社会保険センター水彩画教室発表会

12月23日(大)~12月27日(土)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝544人

水彩画64点。

辺の会
12月23日(火卜12月27日(土)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝5日／li覧者数＝436人

熊本県内の中堅美術者のグループ展｡フレスコ､アク

リル､油彩16点。

版画工房ＷＡ作品展
12月23日(火)～12月27日(土)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝623人

福岡県美術会員の講師を招いて､月２回おこなってい

る活動の成果の版画60点。

■平成16年

木下新遺作展

１月６日(火)~1月18日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝12日／観覧者数＝2,600人
木下　新(1929-2001)は､前衛美術家集団の九州派。

ネオ･タダで活躍したあと､渡米した｡ニューヨークを

経てパリでも活躍した前衛作家の平面､立体作品を約

20点展示。

第52回福岡県小学校児童画展

１月６日(火)～1月12日(月･祝)

市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ

観覧料＝無料／日数= 7日／観覧者数= 5,789人
児童の鑑賞力､表現力の向上を目的とした情操教育振

興のため､県内5地区(福岡｡北九州､筑豊､筑後､京筑)

からの応募作品のうち､パステル画･水彩画一版画･な

ど843点。

第27回青濤展

１月６日火)~l月12日(月･祝)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数= 7日／観覧者数= 1,296人

かな作品を中心とした､福岡県の高校教諭4名による

グループ書展｡額･巻物･ふすまなど発表形式にも工夫

をこらした作品31点。

第27回西峰会書作品展

１月14日(水)~1月18日(日)
市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝552人

古典臨書及び現代短歌を額一帖一巻物などにして表現

する作品展。

グループＪＡＭＡ展一家－

１月14日(水)~1月18日旧)
市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数= 389人

福岡教育大学美術科卒業生のグループによる絵画一彫

刻･陶芸など15点。

油彩中島晃一悦子展

１月14日(水卜1月18日旧)

市民ギャラリーＣ
観覧料＝無料／日数＝5日／観覧者数＝615人

モチーフの異なる2人の世界､初めての展覧会。

第5回文殊展(姉弟三人書展)

１月14日(水)~1月18日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数= 5日／観覧者数＝969人

古典臨書及び創作作品50点。

手36 福岡教育大学大学院美術教育専攻2年生展－

１月20日(火)~1月25日(日)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝928人

絵画･彫刻一書･金属工芸など約25点。

第４回福岡県立福岡養護学校アート展
１月20日(大)~1月25日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝98a人

小学部･中学部･高等部約150名の児童､生徒が制作し

た絵画一工芸一書など300点。

書のときめき展'04…井上一光と一墨会…

１月20日(大)~1月25日旧)
市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝1,054人

中国古代の文字､甲骨文･金文を主なモチーフとした

書の創作作品57点。

第52回福岡市中学校書作品展

１月20日(火)~1月25日旧)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝896人

福岡市在住中学校の生徒が書いた作品453点。

第6回蒼樹会書展

１月20日(火)~1月25日旧)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日S! = 6日／観覧者数＝803人
古典を中心に漢字･かな一調和体などの書作品64点。

第17回蘭亭書道展

１月27日(火卜2月１日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 3,644人
中国の書聖､王義之の｢蘭亭序｣を基本とした語句を漢

字･かな･篆刻･硬筆で色紙･短冊に表現する公募展。

約3,000点。
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展示活動 ●貸館展

第47回西日本読書感想画コンクール優秀作品展

１月27日火)~2月１日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,010人

九州･山口各県の小,中,高校の児童,生徒を対象とし
て指定図書･自由図書を読んだ本の感想やイメージを

絵にした,公募展の作品77点。

第４回福岡市東区美術協会会員展

１月27日(火卜2月l日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,179人

会員による絵[Hj･彫刻･工芸一書･写真55点。

第34回福岡市医師会文化祭美術展

１月27日(火)～2月１日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,274人

福岡市の医師約1,800名の会員が日頃制作した絵画一

写真･書･工芸･陶芸など65点。

第47回福岡県医師会文化祭美術展

2月３日(火卜2月８日旧)

特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝3,357人

福岡県下の医師及びその家族が日頃制作した絵画一写

真一書･工芸･彫刻･陶芸約80点。

ふしぎな花倶楽部押花作品展
2月３日(火)～2月８日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観m.者数＝964人

福岡市在住の会員による押花の額装98点。

MCC福岡

2月３日(刈～2月８日旧)

市民ギャラリーＢ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,176人

会員20名が日頃撮影した花,昆虫,街や自然の風景な

ど全紙大の写真54点。

リペルテ■113－1絵画展

2月３日(大)~2月８日(日)
市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝955人

キャンバスの前では,わけへだてなく自由を原則に勉

強会を重ねたグループの油彩･水彩･アクリル30点。

平成15年度福岡大学書道部展

２月３日(大)～2月８日旧)

市民ギャラリーＤ
観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝604人

奏～可能性の追求～をテーマに漢字･かな･アラビア

文字を使った額･巻子･刻字など52点。

第35回九州産業大学芸術学部卒業制作展

２月12日(木)~2月15日旧)

特別展示室Ａ･Ｂ

観覧料＝無料／日数= 4日／観覧者数= 3.445人
美術学科など４学科の絵画一造形･デザイン･写真の卒

業制作展｡404点展示。

現代水墨画　虹展

2月10日(大)～２月巧日(B)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝６日／観覧者数＝1,130人
第1[亘]目の水墨画のグループ展,額など36点。

九州産業大学大学院芸術研究科第29回修了制作展

2月10日(大~2月15日(日)

市民ギャラリーＢ･Ｃ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,884人

修了学生25名による,美術･デザイン･写真一工芸など

の作品102点。

第七回修鐙会書展

2月10日(火卜2月15日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数―6日／観覧者数= 714人

書道研究団体の会員による漢字･かな一巻物など56点，

第57回二紀展

2月17日(火)~2月22日(日)
特別展示室Ａ･Ｂ

観覧料=一般800円、高一大生600円、小･中生200円

日数= 6日／観覧者数＝2,463人

東京本展より全国に巡回する福岡展で絵画､彫刻152

点。

第53回福岡市中学校美術展

2月17日(火)~2月22日旧)
市民ギャラリ一Ａ･Ｂ･Ｃ・Ｄ

観覧料＝無料／日数= 6日／観覧者数＝4,238人

福岡市内の国公立中学校･養護学校･聾学校全77校の

生徒作品の絵画･デザイン･彫刻･工芸･陶芸など

約４,000点。

第88回二科展

2月24日(火)~2月29日(日)
特別展示室Ａ･Ｂ､市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

観覧料＝一般800円、高･大生500円、小･中生無料

日数= 6日／観覧者数＝6.412人

平成15年に開催された東京展の選抜作品と地元関係

入選作品の絵画･彫刻･デザイン･写真など約750点。

第71回独立展

3月２日(火)~3月7日(日)
特別展示室Ａ･Ｂ

観覧料＝一般800円、高･大生600円、小･中生200円

日数＝6日／観覧者数＝1,567人

平成15年度に開催された東京展の選抜作品と地元関

係入選作品の油彩･水彩など131点。

第10回福岡市書道協会展

3月２日(火~3月７日旧)
市民ギャラリーＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄ

観覧料＝無料／日数こ6日／観覧者数＝1,288人

福岡市内の地元作家による漢字･かなの小作品を中心

にした作品274点。

第67回自由美術展
3月23日(火)～3月28日旧)

特別展示室Ａ

観覧料＝一般700円､高一大生500円､小･中生無料

日数＝6日／観覧者数＝464人

東京展から選抜された作品と地元関係入選作品140点。

九輝展

３月23日(大卜3月28日旧)
特別展示室Ｂ

観覧料=無料／日数＝6日／観覧者数＝1,535人

公募｢日輝展｣の九州地区出品者の巡回展で油彩､日本

画､染色､押花絵など49点。

力口水彩教室作品展

3月23日(火卜3月28日旧)

市民ギャラリーＡ
観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1.012人

20代から80代の生徒約35名の水彩画82点。

第7回九州蒼遼会書展

3月23日(火~3月28日旧)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝800人
会員30名の漢字を主にする書作品25点。

蘆州会書展

3月23日(大卜3月28日(日)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 753人

｢幸｣をテーマに調和体の作品など約100点。

能許楽居窯(のこらっきょがま)と仲間たちの作品展

３月23日(火)~3月28日(日)

市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,277人

自然の素材を生かした陶器･硝子工芸品･草木染めな

ど｡250点

江源展　兵馬俑輝煌的世界2004

3月30日(火)~4月４日旧)
特別展示室Ｂ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,456人

中国の秦始皇時代の兵馬俑をテーマにした油彩41点。

中村洋一　葦ペン画展

３月30日(火)～４月４日(日)

市民ギャラリーＡ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,783人

自作の葦ペンを使って風景､人物などを描いたスケッ

チ82点。

切り絵グループ展

3月30日火)~4月４日(日)

市民ギャラリーＢ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1.207人

風景､花木､祭､歴史的民家などの白黒･彩色の切り絵

92点展示。

木内宗吾ギヤマン彫刻絵画門下生展
3月30日(火ト４月４日旧)

市民ギャラリーＣ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数＝1,329人

ガラス､和紙にダイヤのカッターで描く融合美の絵画

展｡81点を展示。

第8回中国芸術研究所研究員作品展

3月30日(火)~4月４日(日)
市民ギャラリーＤ

観覧料＝無料／日数＝6日／観覧者数= 1,492人

絵画､書道､篆刻など80点。
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展示活動 ●観覧者数一覧
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教育普及活動 ●こどもアートアドベンチャー/夏休みこども美術館

こどもアートアドベンチャー

こどもたちと美術とのより良い出会いの場を提供する事を目的に、

平成9年度より展開している市内小中学校を主な対象とした教育普

及活動｡学校と連携し､児童･生徒が美術館を利用できる機会を増や

すとともに､こどもたちがより美術に興味を持ち､深く理解できるよ

う､ボランティアのギャラリートークを始め､小･中学校の教員とと

もにワークショップなどを行っている。

福岡市内小･中学校及び幼保育園を対象としたギャラリートーク

学校団体への常設展示鑑賞のサポートとして､教師との事前打合せ

などをもとに､解説ボランティアによるギャラリートークを行って

いる｡平成15年度の学校利用は以下の通り､29団体であった。
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　６９ ５５　４１　１９１１５５９４１　　　　　　　　　１２ ３５８ ９１１ ５４５
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　８９ ５９　１１　１54４９４１　　　　　　　　　　　　１２　１７８ ９１１ ４８
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　９９ ５５１ １９１１１１４１７９3４１　　　　　　９１ ７０１
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１0９31 ９１ １９１１45１０９９　　　　　　　　　１１ １00１
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11９1４５１ １２６２　９111１　　　　　　　　　　１９ ２３１ ９１１ ５８

１１９１４９１ １９１１１８１７９6４１　　　　　　　１１ ５１１５９１４ ４１
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福岡市立和白東小学校での鑑賞授業｢ミニ展覧会を作ろう｣

福岡市立和白東小学校にて同校教員および当館教育普及担当学芸員

とともに鑑賞プログラムを制作､実施した。

日程　　　　　　　　　　平成16年1月27日(火)

　　　　　　　　　　　　和白東小学校にて鑑賞授業

　　　　　　　　　　　　平成16年2月５日(木)

　　　　　　　　　　　　当館にて常設展示および特別展

　　　　　　　　　　　　｢鉄道と絵画｣を鑑賞

対象　　　　　　　　　　和白東小学校5年生　95人

内容:児童が自分たちでテーマを設け､それにそってミニ展覧会を作

り､その活動の後､実際に展覧会を鑑賞した｡自分たちで展覧会を作

ることで､単なる作品鑑賞だけではない展覧会のテーマや意味をよ

り深く｢読む｣ことを目的としたプログラム。

中学校交流ワークショップ

鑑賞から制作･展示へ｢おもいおもいの御像(仏像)をつくろう！｣

日程　　　　　　　　　平成15年7月29日(火トフ月31日(木)

会場　　　　　　　　　7月29日　金龍寺

　　　　　　　　　　　　7月30日～7月31日教養講座室･実技講座室

参加校　　　　　　　　福岡市立舞鶴中学校､同多々良中学校

　　　　　　　　　　　　同松崎中学校､同友泉中学校

参加者数　　　　　　　37名

スタッフ　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会教諭

　　　　　　　　　　　　(伊東佳子､新里淳､田中義徳､安岡弘喜　各氏)

　　　　　　　　　　　　および当館学芸員

内容:福岡市内の中学校との交流事業として､福岡市中学校美術教育

研究会の教師と協力して中学生向けのワークショップを行った｡内

容は､当館の東光院仏教美術室の展示作品を鑑賞し､その印象を元に

おもいおもいの御像を作るというもの｡事前活動として､市内金龍寺

にて仏像鑑賞も行った｡なお､できあがっだ作品は1階ロビーにて８

月31日(日)まで展示した。

こども向け福岡市美術館案内パンフレットの作成

来館する学校団体のために､当館の常設展示を案内するこども向け

パンフレットを作成した。

夏休みこども美術館2003

こどもたちに､当館の所蔵品を知り､またそれらに親しんでもらうた

めの､展示｡｢フーグショップ･ギャラリートークを組み合わせた複合

的な教育普及プログラム｡毎年テーマを決めて実施するが､平成15

年度のテーマは[写真]であった。

こどもギャラリー｢おもしろ写真館｣

日程　　　　　　　　　平成15年7月23日(水)～8月31日旧)

会場　　　　　　　　　企画展示室

出品点数　　　　　　　15点
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内容:当館所蔵作品の中から､写真表現をもちいながら､[写真]のイ

メージを裏切るようなユニークな作品を､こども向けにアレンジし

て展示した｡また､こどもたちが､遊びながら鑑賞のヒントを得られ

るような道具も展示室に設置｡さらに､夏休みこども美術館のキャラ

クター｢美術館蔵おじいさん｣が案内するワークシートを無料配布。

会場風景

ワークシート

こどもワークショップ

Ａ.美術館を探検だ！

日時　　　　　　　　　平成15年8月６日〔水)､8月９日出

　　　　　　　　　　　　８月20日(*)､8月23日(土)

　　　　　　　　　　　　すべて1日2回(1)10:30～11:30と

　　　　　　　　　　　　(2)13:30～14:30に実施

対象　　　　　　　　　(1)小学校1年生から3年生

　　　　　　　　　　　　(2)小学校４年生から6年生

参加人数　　　　　　　のべ99人

ボランティアスタッフ　　　荒木文果､有働由佳里､川瀬陽子､川添梓、

　　　　　　　　　　　　河内美也子､近藤薫､手島陽子､浜崎志乃、

　　　　　　　　　　　　宮原ゆうき､吉田公子

内容:美術館のバックヤードを探検しながら､展示だけでなく美術館

の作品の保存や収集について､こどもたちに学んでもらう｡探検の後

はFこどもギャラリー｣にて作品の鑑賞を行い､最後に参加の記念に

缶バッジを無料配布｡なお､こどもたちの案内は全てボランティアス

タッフが行った。

B｡未来の写真／写真の未来

日時　　　　　　　　　平成15年8月2日田10:00～15:00

会場　　　　　　　　　実技講座室

対象　　　　　　　　　　小学3年生～中学3年生とその保護者

参加人数一一　　　　　14人

参加費一　　　　　　2人1組で500円

講師　　　　　　　　　鈴木淳氏(美術家)

ボランティアスタッフ一岩本英恵

内容:現代美術家鈴木淳氏による写真をテ一マにしかワークショップ。

親子共同でお互いの大型を作り､保護者に持ってきてもらったこど

もの頃の写真を見ながら､その頃の夢や好きだった事などを話して

もらい､それをもとに親の人型に絵を描いていく｡こどもの大型ににに

こどもの未来の夢を描いた｡できた作品は2階ロビーに8月31日(日)

まで展示した。

親子ギャラリートーク

日程　　　　　　　　　平成15年7月23日(火)~8月31日(a)の

　　　　　　　　　　　　休館日をのぞく毎日　14:30から40分程度

会場一　　　　　　常設展示室

参加人数－　　　　　　49人

内容:当館解説ボランティアによる親子向けギャラリートーク。
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教育普及活動 ●講座/講演会/読書室企画

講座

第6回所蔵品によるアートセミナー

｢芦屋釜｣

福岡市美術館の所賊品をつかって､実際の作品を通して講師と受講

生が双方向に美術を理解しようとする講座。

８９　　　　　１９０　１４16４1９17８１　５１１22４7

　　　　　　　　２９９　　　　　　1９2４９0２　９１１０１１６１２

　　　　　　　　３９９　　　　　　1９31８02　５１１０１１

１１　　　　　１９１１１８　９１１９１

１１１　　　　１１２４１８６０４１９　１８０74　30１

３９　　　　　１１１９１１6９１91９４１４１９１5

･テーマ｢芦屋釜を楽しむ｣

福岡県の中世の重要な金工品であり､全国的にもすぐれた芦屋釜の

歴史､工法などを知り､館蔵の作品を鑑賞した。

親子版画教室2003

｢簡単シルクスクリーンを楽しもう

～あっとおどろくオモシロ版画を作つてみよう～｣

日時　　　　　　　　　平成15年12月13日出､14日(日)

　　　　　　　　　　　　いずれも10:00～15:00

会場　　　　　　　　　実技講座室

対象　　　　　　　　　　小学校3年生以上とその保護者

参加人数　　　　　　　　18人

参加費　　　　　　　　　500円

講師　　　　　　　　　　片山武氏(画家･版画家)

内容:｢プリントごっこ｣を使用し､好きな絵や模様を組み合わせた簡

単なシルクスクリーン版画を親子で制作した｡また､版画に着色など

も行った。

講演会

西洋絵画の４００年(｢美の巨匠たち｣関連)

日時＝平成15年４月19日(土)午後2時より

会場＝講堂

講師＝五木田聡氏(東京富士美術館学芸部学芸担当部長)

聴講者数= 200人

油絵技法について(r美の巨匠たち｣関連)

日時＝平成15年5月Ｕ日旧〕午後2時より

会場＝講堂

講師＝歌田員介氏(東京芸術大学名誉教授､早稲田大学客員教授)

聴講者数＝240人

ミレーとヨーロッパ自然主義crミレー3大名画展｣関連)

日時＝平成15年7月24日圃　午後6時より

会場＝講堂
講師＝エルヴィツク･トッッ氏(アントワープ王立美術館学芸員一本展監修)

聴講者数＝100人

記念連続講座｢ヨーロッパ自然主義の時代をめぐる４つの視点｣

(｢ミレー3大名画展丿関連｣

第1回｢フランス編･ベルギー編｣

日時＝平成15年8月9日(±)午後1時30分より

会場＝講堂

[フランス編]講師＝三谷理華(福岡市美術館学芸員)

Fベルギー編｣講師＝宮津政男氏(Bunkamuraザ･ミュージアム学芸員)

聴講者数= 170人

第2回｢イタリア編･北欧編｣

日時＝平成15年8月23日{±i午後1時30分より

会場＝講堂

[イタリア編]講師＝金井直氏(豊田市美術館学芸員)

｢北欧編｣講師＝荒屋鋪透氏(ポ一ラ美術館学芸員)
聴講者数＝170人

カンボジアにおける伝統織物の復興(｢カンボジアの染織｣関連)

日時＝平成15年10月1 1日吐)午後2時より

会場＝講堂
講師＝森本喜久男氏(クメール伝統織物研究所所長)

聴講者数＝136人

開館記念講演会r生活とアート｣

日時＝平成15年11月１日{±)午後1時30分より

会場＝講堂

講師＝横尾忠則氏(美術家)

聴講者数= 235人

伊奈英次アーティスト・トーク

(｢流動する美術Ⅵ卜都市風景のメカニズム｣関連)

日時＝平成15年11月８日{±)午後2時より

会場三教養講座室

講師＝伊奈英次氏(写真家)

聴講者数＝50人

映画は列車で始まった(｢鉄道と絵画J関連)

日時＝平成16年l月17日仕)午後2時より

会場＝講堂

講師ご西村雄一郎氏(映画評論家)
聴講者数＝160人

鉄道をめぐる絵B(｢鉄道と絵画｣関連)

日時＝平成16年I月24日田　午後2時より

会場＝講堂
講師＝三浦篤氏(東京大学助教授一本展監修)

参加者数＝120人

片山雅史アーティスト・トーク

(r第5回21世紀の作家一福岡　片山雅史展｣関連)

日時＝平成16年2月１日旧)午後2時より

会場＝教養講座室

講師＝片山雅史氏(美術家)

参加者数＝74人
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近世の絵仏師一忘れられた絵師たち(r近世の絵仏師展｣関連)

日時＝平成16年2月７日(土)午後2時より

会場＝教養講座室

講師＝渡漫雄二m岡市美術館学芸員)

聴講者数＝25人

絵仏師の今昔(｢近世の絵仏師展｣関連)

日時＝平成16年2月29日旧)午後2時より

会場＝講堂

講師＝平田寛氏(九州大学名誉教授)

聴講者数=130人

ワークショップ

しぼり染めの絹のハンカチを作ろう(｢カンボジアの染織｣関連)

日時＝平成15年10月12日旧□３日(月･祝)各午前＼o時~午後3時

会場＝実技講座室

講師＝森本喜久男氏(クメール伝統織物研究所所長)

参加者数＝12日／27人､13日／25人

クメール文化を知るワークショップ｢聞く､見る､ふれるカンボジア｣

(｢カンボジアの染織｣関連)

日時＝平成巧年10月25日(土)午後1時30分～5時

会ti=実技講座室

講師＝フアシリデーター

　　　　吉野あかね氏(ＮＧＯ福岡ネットワーク事務局長)

　　　リフースパーソン

　　　　松本弘紀氏福m市立内浜中学校教諭)

　　　　西嶋克司氏(特定非営利活動法人明日のカンボジアを考える会事務局長)

参加者数= 36人

金村(f写真講座

(｢流動する美術VIII一都市風景のメカニズム｣展関連)

日時＝平成16年2月巧日旧）午後1時30分より

会場＝教養IS座室

講師＝金村修氏（写真家）
参加者数＝26人

講演会｢絵仏師の今昔｣

ワークショップ｢しぼり染めの絹のハンカチを作ろう｣

読書室企画

読書室の一角に当館開催の展覧会等に関する資料の特集を行い､来

館者に美術に関する知識や興味をより深めてもらえるような､資料

を通しての普及啓蒙活動を行う。

1.常設展関連図書特集

　常設展示室での各展示関連

2｡特別展関連図書特集

　･平成15年
　　４月15日(火)－5月25日(B)｢美の巨匠たち｣展関連

　　7月23日(水)－9月26日(金)｢ミレー3大名画展｣関連

　　９月30日(火)－11月　７日(金トカンボジアの染織)展関連

　･平成16年
　　１月６日(火)－2月８日(B)｢鉄道と絵画丿展関連

3｡読書室企画図書特集

　夏休みこどもとしょかん｢写真を“みてみる"¨よんでみる"｣

　会期＝平成巧年7月23日(水)－８月31日(日)

　内容＝夏休みこども美術館2003こどもギャラリー｢おもしろ写

　真館｣展の開催に伴い､写真について書かれたこども向けの美術書

　や写真作品を使った絵本､他の美術館が写真をテーマに作成した

　こども向けのガイドブックなどを16冊特集した｡ここで特集した

　本のリストは同展のワークシートの巻末に記載した。
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教育普及活動 ●博物館実習/職場体験学習/ボランティア活動

博物館実習

学芸員資格取得のための博物館実習について､実習希望の学生を受

け入れ､平成15年5月21日から同年11月26日までの期間に必要日

数の実習を行った。

■福岡女子短期大学(10日間)
浅野　はるか　　文科国語国文専攻２年

■西南大学文学部(10日間)

深江　加奈子　　外国語学科４年

松本　由紀子　　科目等履修生

■福岡大学(10日間)

寺田　幸代　　　人文学部文化学科４年

・筑紫女学園大学(10日間)

新宅　恵子　　　文学部英語学科3年

・北九州大学(10日間)

山内　梨江　　　文学部人間関係学科3年

■九州産業大学(10日間)

大塚　祐子　　　芸術学部美術学科４年

吉田　公子　　　芸術研究科美術専攻2年

職場体験学習

学校教育の一環として職場体験学習が行われており､美術館でも本

年度3校を受け入れて､常設展示の受付､監視等の体験学習を行った。

平成15年9月11日（木）　　　福岡市立舞鶴中学校　　　　　7名

平成15年9月18日（木）　　　福岡市立筑紫丘中学校　　　　3名

平成15年9月３０日（火）　　　福岡市立片江中学校　　　　　４名

1５２５　４７３１

ボランティアについて

当館では､昭和51年にボランティアを募集し､昭和54年の美術館開

館と同時に活動を開始した｡新聞スクラップから始まったボランテ

ィア活動は､現在では､作品解説､資料整理という2つのセクションに

別れ､美術館の活動を支える重要な柱の一つとなっている。

作品解説

当館の常設展示を来館者の方々に解説することを目的に､昭和59年

に研修を始め､昭和60年より活動を開始した｡基本的に休館日を除

く火曜日から日曜日までの各曜日で班にわかれ活動を行っている。

一般の来館者のみならず､美術の授業などで訪れた小･中学生へのギ

ャラリートークにも力を入れている。

解説ボランティア

活動記録

(なお.福岡市内小･中学生への解説については､アートアドベンチャーを参照のこと)

7１15４

　５９ ７８０ １４１１１１９９９　　　　　　　　　　５３１ ５１１４２　

　5９23０１ １1９1１１１２１１１７　　　　　　３０　３５２　

　6９21８１ １９１１１９９４１４１１０２　　　　　７０３　

　７９４９１ １９４１９１　　　　　　　　　　　９20１

　７９１１８１ ４９４６９９　　　　　　　　　　　９203　

　7１16９１ 1４2６　　　　　　　　　　　　　　　　８０１

　7９17９４1　1４2６　　　　　　　　　　　　　　　８０２　

　7９18９9１ 1４2５　　　　　　　　　　　　　　　８０３　

　7９18９１ １９10６８１　　　　　　　　　　　９203　

　7９25５１ １９４６９９　　　　　　　　　　　１203　

　８９８９１ １１２１８　　　　　　　　　　　　　２５３　

　8９20９　３　９　１１１９　９２９　　４１８　　　　１５　２０２　

　8９26９　１ １９１２７９７221　１　　　　　　　　　26１91４ ５７　

　9９11９１ ９１１１91１９５１９９　　　　　　　232１51１103　

　9９18９１ １２　１９　　　　　　　　　　　　　　　　３３　

１０５２８１ ９１１１711１41７９　　　　　　　　　210１

1０９ ７９１ １7211１１１１９９3４１　　　　　　　２７３　９１４ 3１

10９10９１ １１１１７４　　　　　　　　　　　　38１９１ ２７　

10９22９　１ １５４５１１１１９９　　　　　　　　　１３３　５１１ 3１

10９28９１　１５５１４１１７９　　　　　　　　　　４０３　１１ ２３　

１１９７８１ １　791１１6４9１１１１９　　　　　　　　３０３　

１１９８９１ ４１１９４2４１　　　　　　　　　　　８２２　91１10１

11９16８　１ １１１１１１１１０１　　　　　　　　　28１

12９10５９ １９１1４５４１５９１１０9１１４１１　　　　３０３　

7４16４

　1９30９１　１１１１１１１54　１７９　　　　　　　　６１２　９１１４３　

　２９ ３９　５０１８４１１１１１０９４6４１　　　　　130３　

　2９17９１ １11１１１１１７49　　　　　　　　　　４３２　９１１３１

　3１13０１　0１１９１１１１１２　　　　　　　　　５０１
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資料整理

〈図書〉

基本的に火曜日から土曜日までの各曜日午前と午後の班に分かれ、

資料整理業務に関する作業を行う。

作業内容

・分類ラベル作成および添付作業

図書資料用の分類ラペルに該当する分類を書き込み､そのラベルを

資料に添付する。

・目録カード整理作業

目録カードに標目を記載する。

分類変更分の各目録カードに分類番号と図書記号を書き込む。

・パンフレット資料整理作業

作家や美術館一博物館に関するパンフレット資料への受付印の押印、

資料保存用の袋および検索用カードを作成する。

・広報誌整理作業

他機関発行の広報誌を綴じる作業および広報誌を綴じておくファイ

ルを作成する。

・情報誌整理作業

タウン情報誌に掲載されている美術関係の記事内容を種別する。

・書架整理作業

複部数ある資料を書架から抜き出す。

資料の配架変えをする。

書架表示を作成する。

・逐次刊行物目次ファイルチェック

目次ファイルをチェックし､目次の欠号等を補充する。

目次ファイルの有無を逐次刊行物の受付簿に記載する。

図書ボランティア

部会開催

期日＝平成15年10月29日(水)

場所＝教養講座室､特別展示室Ａ

参加者数＝7名

内容＝各班ごとの作業進行状況と今後の作業計画についての話し合

　　　　い等｡特別展｢カンボジアの染織｣展を学芸員のギャラリート

　　　　ークを聞きながら観覧。

〈新聞〉

作業日…基本的に日曜日･金曜日を除く毎日､曜日毎に担当する新聞

を決め､新聞の切り抜き及びファイル作業などを行う。

月曜日:毎日新聞

火曜日:読売新聞

水曜日:西日本新聞

木曜日:朝日新聞

土曜日:日本経済新聞

月１回共同作業日を設け､各グループ間での情報交換･意志の統一を

図る｡また､勉強会や見学会などを行う｡また､共同作業日は半年毎に

曜日を変えることにしていたが､集まりにくい曜日もあり､９月から

10日を共同作業日とした｡昨年度から始めた､新聞切り抜きのなか

から特に興味深い記事をピックアップしてまとめる､｢おすすめ新聞

美術記事｣を､今年度も月１回作成した。

新聞ボランティア

活動記録

平成15年
　４月２日水共同作業　1994年の未整理記事切抜きほか　　　　　　参加3名

　５月６日（火）火曜班「おすすめ新聞美術記事」第11号作成

　５月７日（水）総会　2004年の活動方針について

　　　　　　　　勉強会　於福岡県立美術館　同館普及課美術図書室司書　参加8名

　　　　　　　　岩山敦子氏･高山葵氏によるレクチャー､ワークショップ

　６月４曰（水）水曜班「おすすめ新聞美術記事」第12号作成

　　　　　　　　共同作業　台紙作成ほか　　　　　　　　　　　　　参加3名

　７月３日休）共同作業　1993年の未整理記事切抜き･物故作家データ入力　参加3名

　７月10日（木）木曜班「おすすめ新聞美術記事」第i3号作成

　8月２日(±）土曜班「おすすめ新聞美術記事」第14号作成

　8月7曰（水）共同作業　物故作家データ入力ほか　　　　　　　　　参加7名

　９月８日（月）月曜班「おすすめ新聞美術記事」第15号作成

　9月10日（水）共同作業　1993年の未整理記事切抜きほか　　　　　　参加5名

10月10日（金）共同作業　1993年の未整理記事台紙貼りほか

　　　　　　　　「カンボジアの染織展」全ボランティア見学会於特別展示室A

10月21日〔火〕火曜班［おすすめ新聞美術記事丿第16号作成

10月29日（水）「カンボジアの染織展」新聞･図書ボランティア見学会

　　　　　　　　於当館特別展示室Ａ

11月１０日吠〕共同作業　1993年の未整理記事チェックほか　　　　　参加6名

11月19日水水曜班「おすすめ新聞美術記事」第口号作成

12月１０日水共同作業　訃報記事整理ほか　　　　　　　　　　　　参加４名

12月11日く木）木曜班「おすすめ新聞美術記事」第18号作成

平成16年

　１月９日（金）共同作業　1993年の未整理記事チェックほか　　　　　参加3名

　１月16日（金）土曜班「おすすめ新聞美術記事」第19号作成

　２月７日（土）「近世の絵仏師展」講義（渡逞学芸員）　　　　　　　　参加2名

　２月９日（月）月曜班「おすすめ新聞美術記事」第20号作成

　２月１０日（火）共同作業　1993年の未整理記事台紙貼リほか　　　　　参加7名

　３月９日（火）火曜班［おすすめ新聞美術記事］第21号作成

　3月10日（水）共同作業　1993年の未整理記事切抜きほか　　　　　　参加6名
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教育普及活動 ●施設利用状況

講堂

講座･講演会名　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　　参加者数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年

福岡市中学校美術教育研究会総会　　　　　　　４月16日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会　66

西洋絵画の400年（「美の巨匠たち」関連)　　　　　　４月19日（土）　　東京富士美術館学芸部学芸担当部長　美の巨匠たち実行委員会　200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五木田聡

油絵技法について（（美の巨匠たち1関連）　　　　　　５月11日（日）　　東京芸術大学名誉教授、　　　　　　　美の巨匠たち実行委員会　240

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早稲田大学客員教授　歌田興介

第4回二科会写真部福岡支部写真公募展公開審査　　　　６月28日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二科会写真部福岡支部　　200

第8回福岡市美術連盟展記念講演会　　　　　　７月５日（土）　　美術評論家･宇都宮美術館長　　　　　福岡市美術連盟　　　　　　97

作品発表リハーサル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　谷新

第21回上野の森美術館大賞展九州展美術講演会　　ｱ月８日（火）　　福岡市博物館副館長　田坂大蔵　　　　上野の森美術館　　　　　　１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋画家一審査員　日野耕之祐　　　　　彫刻の森美術館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フジサンケイグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西日本新聞社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビ西日本

ミレーとヨーロッパ自然主義　　　　　　　　　７月24日（木）　　アントワープ王立美術館学芸員一本展監修　ミレー3大名画展実行委員会　１００

（「ﾐﾚｰ3大名画展」関連）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エルヴィック斗ッツ

第25朝日学生書道展　表彰式　　　　　　　　　７月27日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝日新聞社　　　　　　　　200

ヨーロッパ自然主義の時代をめぐる４つの視点

（「ﾐﾚｰ３大名画展丿関運」

第1回「フランス編･ベルギー編」　　　　　　　８月　９日(±）　　福岡市美術館学芸員　三谷理華　　　　　ミレー３大名画展実行委員会170

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bunkamuraｻ･ﾐｭｰｼﾞﾌﾑ学芸員　宮渾政男

--一一一一一一一一一一-----一一一一一一一一一一一------一一一一一一一一一一一一一-----一一一一一一一一一一一一一一一一一一----一一一一一一一一一-一一一一一----一一---一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一

第2回「イタリア編･北欧編」　　　　　　　　　８月23日(±）　　豊田市美術館学芸員　金井直　　　　　　ミレー３大名画展実行委員会170

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポーラ美術館学芸員　荒屋鋪透

カンボジアにおける伝統織物の復興　　　　　10月11日(±)　　クメール伝統織物研究所所長　　　　　カンボジアの染織実行委員会　136

（「カンボジアの染織」関連）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森本喜久男

日本かな書道会講習会　　　　　　　　　　　　10月19日旧）　　渡辺笙鶴　　　　　　　　　　　　　　　日本かな書道会九州地区会員展85

開館記念講演会「生活とアート」　　　　　　　11月　１日(±)　　美術家　横尾忠則　　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　235

二科会写真部福岡支部　　　　　　　　　　　　11月　２日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二科会写真部福岡支部　　250

公開講座（現地学習）　　　　　　　　　　　　　11月８日(±）　　小川修二　　　　　　　　　　　　　　九州産業大学　　　　　　　21

第9回学校飼育動物スケッチコンクール表彰式　　11月９日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市獣医師会　　　　　　150

南区美術展表彰式　　　　　　　　　　　　　11月９日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南区市民の祭り運営委員会100

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南区役所振興課

福岡シネマフェスティバル　　　　　　　　　11月22日(±）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡シネマフェスティバル１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月23日旧）

第55回毎日書道展九州展　　　　　　　　　　12月２日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎日新聞社　　　　　　　　200

第33回福岡市高齢者美術展　　　　　　　　　12月５日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市老人クラブ連合会　１００

ＦＣＣ審査会　　　　　　　　　　　　　　　　12月12日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＣＣ福岡　　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月13日吐）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コピ一ライターズクラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年

第52回福岡県小学校児童画展表彰式　　　　　１月６日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県小学校図画工作教育研究会246

映画は列車で始まった（「鉄道と絵画」関連)　　　　　１月17日(±)　　映画評論家　西村雄一郎　　　　　　　鉄道と絵画実行委員会　　160

鉄道をめぐる絵画（「鉄道と絵画」関il)　　　　　　　１月24日吐）　　東京大学助教授･本展監修　三浦篤　　鉄道と絵画実行委員会　　120

絵仏師の今昔(r近世の絵仏師展）関ii)　　　　　　　２月29日旧）　　九州大学名誉教授　平田寛　　　　　福岡市美術館　　　　　　　130

福岡市書道協会展　　　　　　　　　　　　　　３月７日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市書道協会　　　　　　170

第38回福岡市美術展入賞者表彰式　　　　　　３月14日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市　　　　　　　　　　１００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市美術展運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師敬称略）
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教養講座室

講座･講演会名　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　　参加者数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年

かな書道研究会　　　　　　　　　　　　　　　４月13日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あしかび会　　　　　　　　33

（社）太平洋美術会西日本支部準備総会及び役員会　　４月20日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太平洋西日本支部　　　　　64

平成巧年度福岡市美術連盟通常総会　　　　　４月27日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市美術連盟　　　　　　64

写真教養講座　　　　　　　　　　　　　　　　４月29日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡写真研究会　　　　　　40

福岡市中学校美術部顧問者会　　　　　　　　　５月２日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会35

福岡高等学校歴史研究会福岡地区総会　　　　　5月12日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県高等学校歴史研究会　15

武蔵野美術大学校友会福岡支部総会　　　　　　5月25日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵野美術大学校友会福岡支部25

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　６月４日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会８

美術館を主とした俳句吟行会　　　　　　　　　６月８日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菜殻火　　　　　　　　　　　30

第38回西日本公募展授賞式　　　　　　　　　　６月10日(月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）太平洋美術会西日本支部60

福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　　６月14日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　38

作品鑑賞（短歌の作り方）　　　　　　　　　　６月25日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　短歌寺子屋　　　　　　　　　10

高文連写真専門部福岡地区顧問会議･　　　　７月２日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県高等学校芸術一文化連盟　30

福岡県顧問総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県立玄洋高等学校　金子直也

第26回九州産業大学公開講座（現地研修）　　　７月12日（土）　　九州産業大学学長　宇田川宣人　　　　九州産業大学　　　　　　　32

ミレー3大名画展鑑賞会（九州大学文学部同窓会総会）８月２日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州大学文学部同窓会　　　55

第17回工芸美術知新会展授賞式　　　　　　　８月３日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知新会　　　　　　　　　　40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読売新聞西部本社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F BS福岡放送

太平洋美術会絵画部会　　　　　　　　　　　　８月５日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会絵画部　　　　25

創元会福岡北支部　　　　　　　　　　　　　　８月17日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　36

福岡市東区美術協会総会　　　　　　　　　　　８月31日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市東区美術協会　　　　39

造形教育九州学会　　　　　　　　　　　　　　8月31日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造形教育九州学会　　　　　１０

福岡市中学美術教育研究会　　　　　　　　　　９月３日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会23

福岡市中学校美術教育研究会中部代表者会　　９月10日（水）　　元福岡市美術教育研究会会長　中尾義孝　福岡市中学校美術教育研究会　13

福岡市中学校美術教育研究会会員研修　　　　　９月24日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会29

創元会研究会　　　　　　　　　　　　　　　　9月28日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　38

韓日絵画交流展のための会議　　　　　　　　lO月5日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓日絵画交流展　代表酒井忠臣25

創立30)1年記念式典及び記念公演　　　　　　10月10日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市退職中学校長会　　　78

武蔵野美大校友会福岡支部会議　　　　　　　10月19日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　武蔵野美術大学校友会福岡支部15

ふくおか文化祭2003f大茶会」　　　　　　　10月25日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　il9回国民文化祭福岡市実行委員会　７００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月26日旧）

つくし　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月６日（木）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つくし　林十九楼　　　　　12

伊奈英次アーティスト･トーク　　　　　　　　11月８日(±)　　写真家　伊奈英次　　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　50

（「流動する美術Vlll-一都市風景のメカニズム」関連）

（社）太平洋美術会西日本支部役員会　　　　　11月９日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社）太平洋美術会西日本支部　14

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　11月12日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美中教育研究会　10

第3回口－タリージュニア美術展表彰式　　　11月16日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡中央ロータリークラブ　35

中央区市民文化祭美術作品展　　　　　　　　11月16日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央区市民の祭り運営委員会50

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央区役所振興課

第20回読売書法展九州展展示指導会議　　　　11月18日次）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　読売新聞社西部本社事業本部20

イーゼルラビタ会絵画講習会　　　　　　　　11月24日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イーゼル会　　　　　　　　21

日韓現代絵画協会　　　　　　　　　　　　　　11月30日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日韓現代絵画協会　　　　　２０

第55回毎日書道展九州展　　　　　　　　　　12月　１日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毎日新聞社　　　　　　　　20

FCC審査会　　　　　　　　　　　　　　　　　12月12日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FCC福岡コピーライターズクラブ　４０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月13日出

行動展会員会議　　　　　　　　　　　　　　　12月14日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行動美術協会九州事務所　　14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年

県児童画展福岡地区表彰式　　　　　　　　　　１月６日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡地区小学校図画工作教育研究会120

福岡市中学校美術教育研究会常任委員会　　　　１月14日（水）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市中学校美術教育研究会９
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教育普及活動 ●施設利用状況

教養講座室

講座･講演会名　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　参加者数(人)

市図研1月定例会　　　　　　　　　　　　　　　１月17日吐)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　30

福岡養護学校アート展事前事後指導会　　　　　１月20日(火)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県立福岡養護学校　　　50

(社)太平洋美術会西日本支部定時総会　　　　　１月25日旧)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)太平洋美術会　西日本支部65

片山雅史アーティスト･トーク　　　　　　　　　２月　１日旧)　　美術家　片山雅史　　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　74

(｢第5回21世紀の作家一福岡片山雅史展｣関連)

(社)創元会作品研究会　　　　　　　　　　　　　2月7日(±)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)創元会福岡北支部　　　62

近世の絵仏師一忘れられた絵師たち　　　　　2月7日(±)　　福岡市美術館学芸員　渡逞雄二　　　福岡市美術館　　　　　　　25

(｢近世の絵仏師展｣関連)

２月定例会　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月14日(土)　　福岡市立志賀島小学校　校長　松尾浩二　福岡市図画工作研究会　　　30

金村修写真講座　　　　　　　　　　　　　　　　2月15日(日)　　写真家　金村修　　　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　26

(｢流動する美術VII卜都市風景のメカニズム｣関連)

日本映像学会西部支部研究例会　　　　　　　　2月21日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本映像学会西部支部　　　　５

高文連写真専門部会　福岡地区顧問会議　　　　2月25日(水)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県高等学校芸術･　　　　23

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文化連盟福岡支部

(社)太平洋美術会西日本支部春の研修会　　　　2月28日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)太平洋美術会西日本支部　40

太平洋美術界研修会　　　　　　　　　　　　　　2月28日吐)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太平洋美術会　　　　　　　85

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2月29日(日)

小学校における図画工作の研修　　　　　　　　３月25日(木)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市立愛宕浜小学校　　　23

講演会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月27日(±)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本振興会　　　　　　　　　10

研究会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月28日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州蒼遼会　　　　　　　　30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(講師敬称略)

実技講座室

講座名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　参加者数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年

リペルテ113研究会　　　　　　　　　　　　　４月13日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リペルテ113　　　　　　　１０

日洋会福岡研究会　　　　　　　　　　　　　　　４月20日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日洋会　福岡　　　　　　　15

創元会東京展の説明会　　　　　　　　　　　　４月20日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　28

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　４月27日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　10

親子絵画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　５月10日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オリン土曜学校　　　　　　23

リペルテ113研究会　　　　　　　　　　　　　５月18日（a)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リペルテ113　　　　　　　　7

版画同好会　　　　　　　　　　　　　　　　　　５月20日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三好崇弘　　　　　　　　　　３

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　５月25日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　10

作品研究会及び例会　　　　　　　　　　　　　　６月　１日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　48

造形教育九州学会総会　　　　　　　　　　　　６月８日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　造形教育九州学会会長益田凡夫15

デッサン及び自画像研究　　　　　　　　　　　６月22日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ･リベルテ113研究会　　10

ラ･リペルテ1 13研究会　　　　　　　　　　　７月13日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デッサン研究会　　　　　　　５

　　　　　　　　　　　　一一デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　フ月27日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　10

こどもワークショップ　　　　　　　　　　　　８月２日(±）　　美術家　鈴木淳　　　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　14

「未来の写真･写真の未来」

デッサン研究会　　　　　　　　　　　　　　　　８月24日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ･リベルテ113研究会　　　フ

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　８月31日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　７

日本画勉強会　　　　　　　　　　　　　　　　　９月５日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白崎禎子　　　　　　　　　20

こぶし会日本画教室　　　　　　　　　　　　　　９月19日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こぶし会　　　　　　　　　24

デッサン研究会　　　　　　　　　　　　　　　９月21日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リペルテ1 13研究会　　　　　６

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　９月28日旧）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　10

こぶし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月３日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こぶし会　　　　　　　　　20

福岡市小学校図画工作教育研究会　　　　　　１０月４日（金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市小学校図画工作教育研究会　35

しぼり染めの絹のハンカチを作ろう　　　　　１０月12日（日）　　クメール伝統織物研究所所長　　　　　カンボジアの染織実行委員会27

（「カンボジアの染織」関連）　　　　　　　　　　　　　　　　　10月13日(月)　　森本喜久男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25

36



実技講座室

講座名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　講師　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　参加者数(人)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年

こぶし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月17日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こぶし会　　　　　　　　　　13

ラ丿ベルテ113研究会　　　　　　　　　　　１０月19日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ･リベルテ1 13研究会　　　８

クメール文化を知るワークショップ　　　　　10月25日(土)　　ﾌｱｼﾘﾃﾞｰﾀｰ=NGo福岡ﾈｯﾄﾜｰｸ事務局長　特定非営利活動法人明日の36

｢聞く､見る､ふれるカンボジア｣　　　　　　　　　　　　　　　　吉野あかね　　　　　　　　　　　　　　カンボジアを考える会

(rカンボジアの染織｣関連)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　温二八名温言ご回付球六=i^四谷・ｎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カンボジアを考える会事務局長　西嶋克司

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　11月２日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　10

こぶし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月７日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　稲住正子　　　　　　　　　　23

シュロの葉で作る昆虫　　　　　　　　　　　11月９日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発明クラブ　　　　　　　　30

ラ･リペルテ113研究会　　　　　　　　　　　11月16日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ･リベルテ1 13研究会　　　８

日本画勉強会　　　　　　　　　　　　　　　　11月28日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こぶし会　　　　　　　　　　20

こぶし会　　　　　　　　　　　　　　　　　12月５日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こぶし会　　　　　　　　　21

創元会作品研究会　　　　　　　　　　　　　12月７日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会福岡北支部　　　　　32

こぶし会　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月19日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こぶし会　　　　　　　　　　22

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　12月21日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年

創元会作品研究会　　　　　　　　　　　　　　　I月ii日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会　　　　　　　　　　　38

ラ･リペルテ113研究会　　　　　　　　　　　　１月25日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ･リヘルテ113研究会　　11

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　　１月24日(土)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　10

デッサングループ　　　　　　　　　　　　　　２月22日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀬戸葉子　　　　　　　　　　10

創元会作品研究会　　　　　　　　　　　　　　　3月7日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　創元会福岡北支部　　　　　34

デッサン研究会　　　　　　　　　　　　　　　３月21日(日)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ･リペルテ1 13研究会　　　９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(講師敬称略)

版画印刷工房

講座名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　参加者数(人)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　4月9日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　４

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月23日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　５

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　４月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5月22日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　５

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月12日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　４

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　6月17日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤星聡子　　　　　　　　　　１

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6月26日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　４

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　7月６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　２

版画印刷工房リトグラフ教室　　　　　　　　　7月17日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　３

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　7月27日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　8月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　２

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月26日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8月27日

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　９月15日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９月25日

北九州版a 教室　　　　　　　　　　　　　　　　９月30日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　10月21日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　10月28日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０月29日

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　４
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教育普及活動 ●施設利用状況

版画印刷工房

講座名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催　　　　　　参加者数（人）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　11月９日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　１

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月13日(±）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　４

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　11月16日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　１

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　11月18日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　11月26日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11月27日(±)

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月４日(±)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　４

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　12月７日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　１

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月11日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　３

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　12月14日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

銅版画研究会　　　　　　　　　　　　　　　　12月16日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小関ゆたか　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月15日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　５

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月22日け）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　５

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　１月27日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　　１月28日(±)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　３

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　２月10日(±）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月12日吐）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松木美帆　　　　　　　　　　２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月19日（土）

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　２月24日(±）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月25日（土）

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　　２月26日(±)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　１

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　３月７日(±）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

北九州版画教室　　　　　　　　　　　　　　　　３月21日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島村恵子　　　　　　　　　　１

版画工房室　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月23日（土）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森信也　　　　　　　　　　　２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月24日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（講師敬称略）

読書室利用者数一覧

　　　月　　　　月総数(人)　開館日数(日)　一日平均(人)　　年累計(人)　　総累計(人)

　　　4　　　　　　664　　　　　　26　　　　　　　25　　　　　　　664　　　　333,511

　　　5　　　　　　791　　　　　　27　　　　　　　29　　　　　　1,455　　　　334,302

　　　6　　　　　　483　　　　　　25　　　　　　　19　　　　　　1,938　　　　334,785

　　　7　　　　　　851　　　　　　27　　　　　　　31　　　　　　2,789　　　　335,636

　　　8　　　　　2,109　　　　　　27　　　　　　　78　　　　　4,898　　　　337,745

　　　9　　　　　1,269　　　　　　25　　　　　　　50　　　　　　6,167　　　　339,014

　　10　　　　　　645　　　　　　27　　　　　　　23　　　　　　6,812　　　　339,659

　　11　　　　　　464　　　　　　26　　　　　　　17　　　　　　7,276　　　　340,123

　　12　　　　　　351　　　　　　23　　　　　　　15　　　　　　7,627　　　　340,474

　　　1　　　　　　577　　　　　　23　　　　　　　25　　　　　　8,204　　　　341,051

　　　2　　　　　　623　　　　　　25　　　　　　　24　　　　　8,827　　　　341,674

　　　3　　　　　　470　　　　　　26　　　　　　　18　　　　　　9,297　　　　342,144

　　年総数　　　　9,297　　　　　307　　　　　　　30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　少数点以下切捨
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教育普及活動 ●出版物

図録

図録名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　頁数　　編集一発行　　　　　　　　　　　　　　発行日

カンボジアの染織　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4変形　　84　　福岡市美術館編集一発行　　　　　　　平成15年10月４日

流動する美術-VIII　都市風景のメカニズム　伊奈英次･金村修の写真A4変形16･(16+16)　福岡市美術館編集･発行　　　　　　　平成15年10月15日

展覧会図録･作品図録(伊奈英次十金村修)

近世の絵仏師展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4変形　　72　　福岡市美術館編集･発行　　　　　　　平成16年１月６日

第5回21世紀の作家一福岡　片山雅史展　　　　　　　　　A4変形　　48　　福岡市美術館編集･発行　　　　　　　平成16年１月６日

第5回21世紀の作家一福岡　片山雅史　展示記録　　　　　A4　　　　　５　　福岡市美術館編集･発行　　　　　　　平成16年１月31日

第38回福岡市美術展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4変形　　46　　福岡市美術展運営委員会編集一発行　　平成16年3月9日

[カンボジアの染織]図Si [流動する美術VIII
都市風景のメカニズムー
伊奈英次･金村修の写真]図録

常設展リーフレット

企画展示室リーフレット

展覧会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　頁数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日

画家たちのフランス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年６月３日

小作品室リーフレット

No.　　　展覧会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　頁数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日

226　　　ジョルジュリレオーの版画　　　　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年４月８日

227　　　『九州版画』展　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年５月13日

228　　　城所祥展(西本コレクション)　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年６月17日

229　　　SMS一封印されたポータブル･ミュージアム　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年７月23日

230　　　マルク･シャガールの『ポエムＪ　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年９月２日

231　　　横尾忠則展　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年10月28日

232　　　坂爪厚生展(西本コレクション)　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年１月６日

233　　　ペヒシュタインとグロス　　　　　　　　　　　A4　　　　　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年２月24日

古美術リーフレット

No.　　　展覧会名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　頁数　会場　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日

146　　　朝鮮の美術と工芸　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　古美術企画展示室　　　　　　　　　　　平成15年４月８日

147　　　桃山の美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　松永記念館室　　　　　　　　　　　　　平成15年６月３日

148　　　花鳥の世界　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　古美術企画展示室　　　　　　　　　　　平成15年７月23日

149　　　合子と香合展　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　古美術企画展示室　　　　　　　　　　　平成15年９月２日

150　　　仙圧展一仙圧の交友一　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　古美術企画展示室　　　　　　　　　　　平成15年11月11日

151　　　書跡の美　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　松永記念館室　　　　　　　　　　　　　平成15年11月11日

　　　　　　近世の絵仏師展　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　古美術企画展示室　　　　　　　　　　　平成16年１月６日

152　　　耳庵と和の器　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　松永記念館室　　　　　　　　　　　　　平成16年１月６日

153　　　和歌と物語の美術　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　　２　古美術企画展示室　　　　　　　　　　　平成16年３月２日

39



教育普及活動 ●出版物

こども向け福岡市美術館案内パンフレット

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日

常設展示を見てみよう！福岡市美術館ガイド　　　　　　　A3変形４つ折り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年3月25日

福岡市美術館活動の記録

年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　　　頁数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日

平成14年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　　　　69　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年３月15日

美術館ニュース　エスプラナード

N0.発行日　　　　　　　　内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規格　頁数

131　平成15年４月１日　　美術館の現場から｢美術館の明日を想う｣／特集　東京富士美術館所蔵　美の巨匠たち～西洋絵　A4　　12

　　　　　　　　　　　　　　画400年～／平成15年度常設展･特別展ラインナップ／常設展示より｢春草廬｣茶席(展示ケース)

　　　　　　　　　　　　　　を新たに設置しました／所蔵品紹介近現代244　A.R,ペンク《シュタンダルト3》／福岡市美術

　　　　　　　　　　　　　　館展覧会案内20034月１日～6月30日／他館の展覧会案内／平成巧年度エスプラナード購読

　　　　　　　　　　　　　　者募集／ようやく2003年度の展覧会情報を皆様にお知らせすることができました｡／編集後記

132　平成15年7月１日　　特集1　ミレー3大名画展　ヨーロッパ自然主義の画家たち｢これは､事件です｣／特集2夏休み　A4　　12

　　　　　　　　　　　　　　こども美術館2003　夏がやってきましたよ！こどもも大人も福岡市美術館ヘレッツ･ゴー!!／

　　　　　　　　　　　　　　常設展示より　未完に終わった､前代未聞のアートプロジェクト! SMS一封印されたポータブ

　　　　　　　　　　　　　　ルミュージアム／所蔵品紹介古美術247　狩野探幽　観音･四皓･七賢図／報告　所蔵品による

　　　　　　　　　　　　　　アートセミナー＆親子版画教室　第5回所蔵品によるアートセミナー　幻想の向こうに見える

　　　　　　　　　　　　　　もの　浜田知明の世界　親子版画教室　シルクスクリーンに挑戦だ! 好きな素材にプリントし

　　　　　　　　　　　　　　よう／インタビュー　新館長＆新学芸課長に突撃インタビュー! ／福岡市美術館展覧会案内

　　　　　　　　　　　　　　2003 7月１日～9月28日／他館の展覧会案内／平成15年度エスプラナード購読者募集／福岡

　　　　　　　　　　　　　　市美術館ホームページも見てくださいね! ／編集後記

133　平成15年10月１日　　特集1カンボジアの染織／特集2流動する美術－Ｖ川　都市風景のメカニズム　伊奈英次･金村　A4　　12

　　　　　　　　　　　　　　修の写真／常設展示より　仙圧展　仙圧の交友／所蔵品紹介近現代248　和田三造　柴田善三

　　　　　　　　　　　　　　郎像　柴田伊代子像／報告　夏休みこども美術館2003　こどもワークショップ｢美術館を探

　　　　　　　　　　　　　　検だ！｣ボランティア奮闘記／美術館の現場から　新人日記　この五ヶ月のこと／福岡市美術

　　　　　　　　　　　　　　館展覧会案内2003　10月１日～12月27日／他館の展覧会案内／平成15年度エスプラナード

　　　　　　　　　　　　　　購読者募集／開館記念講演会受講者募集のお知らせ／編集後記

134　平成16年1月１日　　特集1鉄道と絵画／特集2古美術企画展｢近世の絵仏師｣展／特集3第5回21世紀の作家一福岡　A4　　12

　　　　　　　　　　　　　　　片山雅史展　皮膜2004－知覚の森へ／所蔵品紹介古美術249　銅板押出　阿弥陀三尊像／

　　　　　　　　　　　　　　報告　カンボジアの染織展／福岡市美術館展覧会案内2004　1月６日～3月31日／他館の展覧

　　　　　　　　　　　　　　会案内／平成16年度エスプラナード購読者募集／第38回福岡市美術展のお知らせ／編集後記

エスプラナードNo. 132 エスプラナードNo.133
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調査研究活動

展示解説ボランティアへの

トレーニング･プログラムの調査

学芸員　鬼本佳代子

期間=平成16年2月20日(金)－3月21日(日)

　文部科学省の学芸員等在外派遣研修プログラムにのっとって､アメリカ合衆国はワ

シントンDCにあるNational Gallery of Art(国立美術館｡以下ＮＧＡ｡)にて1ヶ月間展示

解説ボランティアへのトレーニング･プログラムの調査を行った｡現在､当館は資料ボ

ランティアおよび解説ボランティアを擁しているが､そのボランティアのための確固

としたトレーニング･プログラムはない｡既にボランティアのためのさまざまなプログ

ラムを持っているこの美術館での調査は､今後の当館のボランティア活動のために大

いに参考になった。

　ＮＧＡは､ワシントンＤＣのいわゆるスミソニアン地区に1941年に開館した｡現在は、

ゴシックから20世紀初頭の作品が並ぶ西館と近現代美術を展示する東館の2つの建築

物からなる｡この美術館のボランティア活動は1950年に始まり､今では３つのグルー

プが活動している｡１つはドーセント(いわゆる展示解説ボランティア)､そしてインフ

ォメーション･ボランティア､図書ボランティアである｡このうち主にドーセントの活

動及びトレーニングに参加レその内容を調査した。ドーセントはさらに大人向けのギ

ャラリーツアーを行うグループと学校向けツアーを行うグループにわかれており､そ

れぞれニーズに合わせた質の高いツアーを毎日のように行っている｡その質を保つた

めに､大人向けは1年､学校向けは2年の研修を受けなければならない｡さらに､ボラン

ティアとなった後も週1回の研修が課されている｡研修の内容は､いわゆる美術史の講

義の他に､ギャラリーで作品をどのように見､また説明するかの訓練をうける｡それら

の訓練は担当のエデュケーターが行う｡しかし､ツアーの内容はドーセント自身が決め

る｡また委員会を持つなど､ボランティアの自主的な活動も認められていた｡ＮＧＡでも

ボランティア活動についてはさまざまな課題をはらんでいるとのことであったが、ト

レーニングの充実に見られるように､調査の結果､ある種の理想型を形作っているよう

に見受けられた。

展示室でのトレーニング

作品について､ディスカッションを行っている

展示室にて作品のスケッチをし､その特徴をつかむトレーニング

アメリカ合衆国の美術館における

日本美術の展示法について

学芸員　山本香瑞子

期間=平成16年3月９日(火)－23日(火)

　福岡市職員海外派遣研修として､アメリカ合衆国の美術館における日本美術の展示演

出法や､紹介のされ方について､特に近代以降の日本美術に注目して調査｡また､併せて

1903年から翌年にかけて渡米した画家吉田ふじをに関する資料を収集した｡ロサンゼ

ルス､サンフランシスコ､ボストンを歴訪し､中小規模の美術館としてサンタ･バーバラ

美術館､カリフォルニア大学バークレー校美術館｡大規模館としてロサンゼルス･カウン

ティ美術館､サンフランシスコ･アジア美術館､ウースター美術館､ロード･アイランド･

スクール･オブ･デザイン美術館(プロヴィデンス)､ボストン美術館､ピーボディ･エセッ

クス博物館(セーラム)を訪問､調査。

　今回訪問した美術館における日本美術の展示は､大半が予想通り古美術を中心とした

ものであったが､ロサンゼルス･カウンティ美術館あるいはサンフランシスコ･アジア美

術館など､日本美術を通史的に紹介している大規模館においては､版画や日本画に限り

明治以降のものも所蔵･展示されていた｡全体的な傾向としては､近代のものであっても、

近世以前の伝統を感じさせるタイプのものにより関心が集まっているように思われた。

一方で､村上隆や森万里子など現在国際的に活躍中の作家については､｢日本美術｣では

なく｢現代美術｣というカテゴリーで収蔵･展示されていた｡展示の演出については､東洋

趣味を強調するタイプのものと､よりニュートラルな空間を目指すものと２つの方向性

が見られた｡今回の調査を通じて､日本の近代美術に関心を抱く何人かの研究者に出会

うことが出来たし､ボストン美術館の｢日本のはがき美術｣展など､日本の明治大正期の

文化に対する関心が反映された企画も目にすることが出来た｡今後､日本の近代美術に

ついて､海外も視野に入れて発信していくことの重要性を改めて感じさせられた。

ロサンゼルス･カウンティ美術m日本館外観

ｉ日本のはがき美術｣展 ビーポティ･エセックス博物館
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収集活動 ●美術資料

美術資料収集件数一覧

近現代美術　　　　　　　　　　　　　　　古美術

　　　　寄贈
購入　一般　　西本コレクション　合計　　購入　　寄贈　　合計　　　　　　　　　　総計

58件　229件　435件　　　　　722件　43件　8件　　51件　　　　　　　　　773件

近現代美術

mm入

郷土作家　油彩等

所蔵品番号　　　作家名　　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

1-A-494　　　　風倉　匠　　　　　　　　　ピアノ狂詩曲6－97.P3　　　　　　　1997　　　183.5×276.5X卜5鉛､ピアノ部品･板　　　　　53001064

1 -A-495　　　　菊畑茂久馬　　　　　　　　葬送曲No.2　　　　　　　　　　　　1960　　　　136.6×182.0アスファルト､ペンキ､陶ほか･板　53001065

1 -A-497　　　　世利徹郎　　　　　　　　師へのレクイエム　　　　　　　　　　1966　　　　130.5×162.3油彩一画布　　　　　　　　53001066

1 -A-498　　　　浦田隆志　　　　　　　　孤岩F（スペイン）　　　　　　　　　　2000　　　　162.3×162.3油彩･画布　　　　　　　　53003538

1 -A-499　　　　日野耕之祐　　　　　　　　男とネコ　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　161.9×194.2油彩･画布　　　　　　　　53006722

1 -A一504　　　　舟木冨治　　　　　　　　沼底　　　　　　　　　　　　　　　1959　　　64.5×79.2　油彩､パテ､ペンキ･ベニヤ板　53006723

l-A-509　　　　皆島万作　　　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　60.9×49.8　油彩･画布　　　　　　　　53006724

l-A-510　　　　皆島万作　　　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　44.5×29.5　油彩､石膏､ネジ､歯車他･板　53006725

郷土作家　版iB

所蔵品番号　　　作家名　　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(ｃｍ)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

1-E-713~715　武藤完一他　　　　　　　r九州版画』1　　　　　　　　　　　　1933　　　　17.3×14.6　木版･紙　　　　　　　　　53000058

l-E-716～728　武藤完―他　　　　　　　r九州版画』3　　　　　　　　　　　　1934　　　7.8×8.6　　木版一紙　　　　　　　　　53000059

l-E-729~739　武藤完―他　　　　　　　r九州版画』5　　　　　　　　　　　　1934　　　12.0×9.0　　エッチング･紙　　　　　　53000060

1-E-740～751　武藤完―他　　　　　　　『九州版画』7　　　　　　　　　　　　1935　　　　15.3×18.0　木版･紙　　　　　　　　　53000061

l-E-752～765　武藤完一他　　　　　　　『九州版画j 9　　　　　　　　　　　　1935　　　7.5×7.5　　木版･紙　　　　　　　　　53000062

l-E-766~777　武藤完一他　　　　　　　『九州版画』11　　　　　　　　　　　1935　　　9.0×14.4　　木版一紙　　　　　　　　　53000063

卜F一778　　　　藤森静雄　　　　　　　　五月　　　　　　　　　　　　　　　1914　　　　16.8×15.5　木版一紙　　　　　　　　　53006755

l-E-779　　　　藤森静雄　　　　　　　　妹は病みぬ(『月映』||所収)　　　　　　1914　　　19.6×9,0　　木版･紙　　　　　　　　　53006749

l-E-780　　　　藤森静雄　　　　　　　　　こころのかけ(『月映』II所収)　　　　　1914　　　17.5×7.2　　木版･紙　　　　　　　　　53006748

l-E-781　　　　藤森静雄　　　　　　　　　ピアノと木(『月映Jll所収』　　　　　　1914　　　12.8×12.2　木版一紙　　　　　　　　　53006747

l-E-782　　　　藤森静雄　　　　　　　　夜のピアノ(『月映』|I所収)　　　　　　1914　　　14.8×15.0　木版一紙　　　　　　　　　53006746

l-E-783　　　　藤森静雄　　　　　　　　人類　　　　　　　　　　　　　　　1914　　　　14.7×14.9　木版一紙　　　　　　　　　53006756

l-E-784　　　　藤森静雄　　　　　　　　地をたがやす心　　　　　　　　　　　1915　　　　15.2×12.1　木版･紙　　　　　　　　　53006754

l-E-785　　　　藤森静雄　　　　　　　　太陽(『月映JｖII所収』　　　　　　　　1915　　　　18.2×9.1　　木版･紙　　　　　　　　　53006753

1-E-786　　　　藤森静雄　　　　　　　　地に沼するもの((月映Jｖ卜所収)　　　　1915　　　　12.5×12.0　木版･紙　　　　　　　　　53006752

1モー787　　　　藤森静雄　　　　　　　　　たましひの孤独(『月映Jｖ卜所収』　　　　1915　　　　12.1×15,2　木版･紙　　　　　　　　　53006751

l-E-788　　　　藤森静雄　　　　　　　　無限への瞳(『月映JｖII所収』　　　　　　1915　　　　17.0×12､Ｏ　木版･紙　　　　　　　　　53006750

日本作家　油彩等

所蔵品番号　　　作家名　　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

2-A-142　　　　岡本信治郎　　　　　　　　ゴッホ像　　　　　　　　　　　　　　1967　　　228.0×182.8アクリル一画布　　　　　　53003534

2-A-143　　　　辰野登恵子　　　　　　　　UNTITLED 94-9　　　　　　　　　　1994　　　218.1×290.9油彩一画布　　　　　　　　53003536

2-A-144　　　　中村　宏　　　　　　　　　オペラグラス3　　　　　　　　　　　1966　　　80.4×1 16,4油彩･画布　　　　　　　　53003537

2-A-145　　　　横尾忠則　　　　　　　　　暗夜光路　旅の夜　　　　　　　　　　2001　　　　181,8×259　油彩一画布　　　　　　　　53003535

日本作家　日本画等

所蔵品番号　　　作家名　　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

2-B-33　　　　鏑木清方　　　　　　　　美人図　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　148.2×158.0絹本着色.二曲一隻屏風　　　53000056

2-B-34　　　　日高理恵子　　　　　　　　樹の空間からIV　　　　　　　　　　　1998　　　各220,0×360,0(258;岩絵具･紙　　　　　　　　53006726

日本作家　版画

所蔵品番号　　　作家名　　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

2-E一1422　　　川上澄生　　　　　　　　紅毛人之図　　　　　　　　　　　　　1923　　　　14.4×9.4　　木版一紙　　　　　　　　　53006727

2-E-1423　　　川上澄生　　　　　　　　震災以前横浜山手之図（－）　　　　　　1923　　　　15.7×23,8　木版一紙　　　　　　　　　53006728

2-E-1424　　　川上澄生　　　　　　　　阿嬬港之景　　　　　　　　　　　　　1925　　　20.5×25.8　木版･紙　　　　　　　　　53006730

42



所蔵品番号　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

2-E-1425　川上澄生　　　　　　　アラスカ教会之図　　　　　　　　　　　　　　1925　　　　12.0×18.1　木版･紙　　　　　　　　　53006731

2-E一1426　川上澄生　　　　　　　馬車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1925　　　　13.9×22.0　木版一紙　　　　　　　　　53006732

2-E-1427　川上澄生　　　　　　　自鳴鐘ト喇肌之図　　　　　　　　　　　　　　1926　　　24.2×15.0　木版･紙　　　　　　　　　53006733

2-E-1428　川上澄生　　　　　　　時計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1927　　　　19.0×13.0　木版一紙　　　　　　　　　53006737

2-E-1429　川上澄生　　　　　　　一.華厳瀧((日本新ハ景版画第一輯丿所収)　　　1929　　　23.3×17.2　木版･紙　　　　　　　　　53006741

2-E-1430　川上澄生　　　　　　　二.神橋(『日本新八景版画第一輯』所収)　　　　1929　　　　16.8×23.3　木版･紙　　　　　　　　　53006742

2-E-1431　川上澄生　　　　　　　三,中禅寺湖(『日本新八景版画第一輯』所収)　　　1929　　　　17.7×23,4　木版･紙　　　　　　　　　53006743

2-E-1432　川上澄生　　　　　　　四,陽明門(『日本新八景版画　第一輯』所収)　　　1929　　　　16.8×23.5　木版･紙　　　　　　　　　53006744

2-E-1433　川上澄生　　　　　　　五.がんまんヶふち(『日本新八景版画第一輯』所収)1929　　　　16,8×23.4　木版･紙　　　　　　　　　53006745

2-E-1434　川上澄生　　　　　　　新東京百景浅草公園カジノフォーリ一　　　　　1930　　　　17.7×23.9　木版･紙　　　　　　　　　53006739

2-E-1435　川上澄生　　　　　　　桜花小景　　　　　　　　　　　　　　　　　1933　　　5.2×7.2　　木版･紙　　　　　　　　　53006740

2-E-1436　川上澄生　　　　　　　私ノ欲シイ椅子之図　　　　　　　　　　　　　1923頃　　　14.4×9.4　　木版･紙　　　　　　　　　53006729

2-E-1437　川上澄生　　　　　　　うみほゝずき　　　　　　　　　　　　　　　1926頃　　　15.8×14.0　木版･紙　　　　　　　　　53006734

2-E-1438　川上澄生　　　　　　　静物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1926頃　　　12.0×13.7　木版･紙　　　　　　　　　53006735

2-E-1439　川上澄生　　　　　　　風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1926頃　　　10.2×17.9　木版･紙　　　　　　　　　53006736

2-E-1440　川上澄生　　　　　　　風景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1928頃　　　25.5×17.5　木版一紙　　　　　　　　　53006738

日本作家　彫刻等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

2-G-28　　　工藤哲巳　　　　　　石油と放射能の間で瞑想　　　　　　　　　　　1979　　　43,5×31.5×20.0 mm､糸､プラスティック､塗料53000057

2-G-29　　　神山　明　　　　　　ひとりで空へいくときには　　　　　　　　　　1987　　　188,5×119,0×119.0木､オイルステイン　　　　　53005757

2-G-30　　　高山　登　　　　　　遊殺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t969(2001i構成j 210×210×78枕木(木材､重油)　　　　　53006758

2-G-31　　　原口典之　　　　　　Untitled　　　　　　　　　　　　　　　　　1971　　　　92×233×61鉄､ゴム､油土､水､アクリルガラス53006759

海外作家油彩等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

3-A-406　　A.R.ペンク　　　　　　シュタンダルト3　　　　　　　　　　　　　　1974　　　272.2×283.2アクリル･綿布　　　　　　53000055

3-A-409　　ピエール･アレシンスキー　二人の語らい　　　　　　　　　　　　　　　1959　　　　119.0×99.5油彩･画布　　　　　　　　53001063

3-A-410　　パット･ホフィー　　　　ロドチェンコ再び　　　　　　　　　　　　　2000　　　231,0×157.5籐　　　　　　　　　　　53003533

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204.5×142.5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　180.5×116.2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　148.8×96.8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(4点組)

3-A-41 1　　クロード･ヴィアラ　　　無題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974　　　305×243　　アクリル･布(テルガル)　　53003532

●寄贈

郷土作家　油彩等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm）　　技法　　　　　　　　　　備品受入番号

I-A-516　　粟野よう子　　　　　　血のヴァリエーション　　　　　　　　　　　　2000　　　91.0x72,7,72,7x50,0, ;由彩･画布,額縁　　　　　　53014306

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　910×65,2,91,0×60,6,

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,7x60,6

1-A-517　　児島善三郎　　　　　　ダリア　　　　　　　　　　　　　　　　　　950年代　　72.9×60.7　油彩･画布　　　　　　　　53014307

郷土作家　水彩等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

1-C-227　　阿部守　　　　　　　The Hide　　　　　　　　　　　　　　　　　1995　　　90.1×91.1　水彩､鉛筆･紙　　　　　　　53014187

郷土作家　素描

所蔵品番号　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

l-D-356　　阿部守　　　　　　　Hl-a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987　　　83.5×59.0　墨･紙　　　　　　　　　　53014224

l-D-357　　阿部　守　　　　　　　Hl-b　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1987　　　83.8×59.2　墨一紙　　　　　　　　　　53014225

l-D-358　　阿部　守　　　　　　　プロジェクト･スケッチ　　　　　　　　　　　1990　　　79.1×1 1 1.8鉛筆･紙　　　　　　　　　53014226

1-D-359　　阿部　守　　　　　　　モニュメント･スケッチ1　　　　　　　　　　　1991　　　　79.0×11 1.8鉛筆･紙　　　　　　　　　53014227

l-D-360　　阿部　守　　　　　　　モニュメント･スケッチ2　　　　　　　　　　1991　　　　79.0×11 1.8鉛筆､コンテ､水彩一紙　　　　53014228

1-D-361　　阿部　守　　　　　　　モニュメント･スケッチ3　　　　　　　　　　1991　　　　111.8×79.0鉛筆､コンテ.コラージュ･紙　53014229

1-D-362　　阿部　守　　　　　　　モニュメント･スケッチ4　　　　　　　　　　1991　　　　56.9×76.3　鉛筆､マジック､コラージュ一紙53014230

1-D-363　　阿部　守　　　　　　　モニュメント･スケッチ5　　　　　　　　　　1991　　　　79.0×11 1.8コンテ､マーカー一紙　　　　53014231
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収集活動 ●美術資料

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

l-D-364　　阿部　守　　　　　　　Footpath卜　　　　　　　　　　　　　　　　1993　　　　106.8×78.9鉛筆､マーカー､錆他･紙　　　53014232

l-D-365　　阿部　守　　　　　　無題(シカゴ)　　　　　　　　　　　　　　　1995　　　43.0×35.5　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014233

1-D-366　　阿部　守　　　　　　領域A　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996　　　50,2×33.8　コンテ一紙　　　　　　　　53014234

1-D-367　　阿部　守　　　　　　領域B　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996　　　50.0×33.8　コンテ･紙　　　　　　　　53014235

l-D-368　　阿部　守　　　　　　無題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1996　　　40.1×50.6　コンテ､グワツシユ･紙　　　53014236

1-D-369　　阿部　守　　　　　　Surroundings　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　56.7×76.5　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014237

1-D-370　　阿部　守　　　　　　　Imaginary Footpath 1　　　　　　　　　　　　1998　　　79.2×109.5木炭､グワッシユ･紙　　　　53014238

l-D-371　　阿部　守　　　　　　Imaginary Footpath II　　　　　　　　　　　　1998　　　79.4×109.6木炭､グワツシユ･紙　　　　53014239

l-D-372　　阿部　守　　　　　　SEQUENCE　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　79.2X109.5鉛筆･紙　　　　　　　　　53014240

l-D-373　　阿部　守　　　　　　VOICES a　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　92.3×62.4　鉄錆一紙　　　　　　　　　53014241

1-D-374　　阿部　守　　　　　　VOICES b　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　92.0×62.4　墨･紙　　　　　　　　　　53014242

l-D-375　　阿部　守　　　　　　VOICES c　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　92.0×62.2　墨･紙　　　　　　　　　　53014243

1-D-376　　阿部　守　　　　　　VOICES d　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　92.0×62.2　墨･紙　　　　　　　　　　53014244

UD-377　　阿部　守　　　　　　｢根岸の地中Ｕのためのドローイング　　　　　　2003　　　50.2×65.5　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014245

1-D-378　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング1　　　　　　　2001　　　　20.5×20.1　コピー､鉛筆､色鉛筆･紙　　　53014246

l-D-379　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング2　　　　　　　2001　　　　20.4×19.1　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014247

1-Ｄ-380　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング3　　　　　　　2001　　　　15.2〉く20.3　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014248

1-D-381　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング4　　　　　　2001　　　　15.2×20.3　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014249

1-D-382　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング5　　　　　　　2001　　　　20.3×24.6　コピー､色鉛筆､グワッシユ･紙　53014250

1-D-383　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング6　　　　　　　2001　　　　20.4〉く27.0　コピー､色鉛筆､グワツシユ･紙　53014251

1-D-384　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング7　　　　　　　2001　　　　20.3×27.0　コピー､色鉛筆､鉛筆一紙　　　53014253

l-D-385　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング8　　　　　　　2001　　　　27.9×20.3　コピー､色鉛筆､鉛筆･紙　　　53014254

1-D-386　　阿部守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング9　　　　　　　2001　　　　20.3×27.0　コピー､色鉛筆､グワッシユ･紙　53014255

1一D-387　　阿部守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング10　　　　　　2001　　　　25.0×20.3　コピー､色鉛筆､鉛筆･紙　　　53014256

1-D-388　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング11　　　　　　2001　　　　20.3×27.0　コピー､色鉛筆､グワッシユ･紙　53014257

l-D-389　　阿部　守　　　　　　[VOICES]のためのドローイング12　　　　　　2001　　　　27.0×20.3　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワツシユ･紙　53014258

l-D-390　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング13　　　　　　2001　　　　20.3×27.0　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワッシユ･紙　53014259

l-D-391　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング14　　　　　　2001　　　　27.0×20,3　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワッシユ･紙　53014260

1-D一392　　阿部　守　　　　　　[VOICES]のためのドローイング15　　　　　　2001　　　　20.3×27,0　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワッシユ･紙　53014261

1-D-393　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング16　　　　　　2001　　　　20.3×15.2　コピー､色鉛筆､鉛筆一紙　　　53014262

1-D-394　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング17　　　　　　2001　　　　20.3×15.2　コピー､色鉛筆､鉛筆一紙　　　53014263

l-D-395　　阿部　守　　　　　　[VOICES]のためのドローイング18　　　　　　2001　　　　20.3×15.2　コピー､色鉛筆､鉛筆一紙　　　53014264

l-D-396　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング19　　　　　　2001　　　　27.0×19.4　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014265

l-D-397　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング20　　　　　　2001　　　　16.8×20.3　コピー､色鉛筆､鉛筆一紙　　　53014266

1-D-398　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング21　　　　　　2001　　　　29.0×20.3　コピ一､色鉛筆､鉛筆一紙　　　53014267

1-D-399　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング22　　　　　　2001　　　　16.2×20,3　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワッシユ･紙　53014268

1-D-400　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング23　　　　　　2001　　　　15.2×20,3　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワッシユ･紙　53014269

l-D-401　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング24　　　　　　2001　　　　20.3×15.2　コピー､色鉛筆､鉛筆､グワツシユ･紙　53014270

1-D-402　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング25　　　　　　2001　　　　20.3×20.4　コピー､色鉛筆､グワツシユ･紙　53014271

1-D-403　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング26　　　　　　2001　　　　20.3×15.2　コピー､色鉛筆､グワッシユ･紙　53014272

I-D-404　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング27　　　　　　2001　　　　27.0×18,9　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014273

l-D-405　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング28　　　　　　2001　　　　15.2×20.3　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014274

1-D-406　　阿部　守　　　　　　[VOICES]のためのドローイング29　　　　　　2001　　　　20.3×15.2　コピー､色鉛筆一紙　　　　　53014275

1-D-407　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング30　　　　　　2001　　　　20.3×16.0　コピー､色鉛筆一紙　　　　　53014276

1-D-408　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング31　　　　　　2001　　　　27,0×19.0　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014277

1-D-409　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング32　　　　　　2001　　　　17.5×20.3　コピー､色鉛筆一紙　　　　　53014278

l-D-410　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング33　　　　　　2001　　　　20.3×20.9　コピー､色鉛筆一紙　　　　　53014279

1-D-411　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング34　　　　　　2001　　　　20.3×15.8　コピー､色鉛筆一紙　　　　　53014280

1-D-412　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング35　　　　　　2001　　　　18.0×27.0　コピー､色鉛筆･紙　　　　　53014281

1-D-413　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング36　　　　　　2001　　　　24.9×18.0　コピー､色鉛筆一紙　　　　　53014282

l-D-414　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング37　　　　　　2001　　　　21.0×29.7　色鉛筆一紙　　　　　　　　53014283

1-D-415　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング38　　　　　　2001　　　　21.0×29.7　色鉛筆一紙　　　　　　　　53014284

1-D-416　　阿部　守　　　　　　｢VOICES｣のためのドローイング39　　　　　　2001　　　　21.0×29.7　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014285

郷土作家　版画

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

1-E-789　　伊東健乃典　　　　　　緑衣少女　　　　　　　　　　　　　　　　　1935　　　43.0×30.1　木版一紙　　　　　　　　　53014286
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所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

1-E-790　　伊東健乃典　　　　　［銭湯］　　　　　　　　　　　　　　　　　1937　　　42.1×31.1　木版･紙　　　　　　　　　53014287

1-E-791　　伊東健乃典　　　　　［風景］　　　　　　　　　　　　　　　　　1939　　　29.4×26.1　木版･紙　　　　　　　　　53014288

l-E-792　　伊東健乃典　　　　　［街］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1939　　　33.9×29.0　木版･紙　　　　　　　　　53014289

1-E-793　　伊東健乃典　　　　　［潜水艦］　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　31.0×39.2　木版一紙　　　　　　　　　53014290

l-E-794　　伊東健乃典　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　33,3×44.2　木版･紙　　　　　　　　　53014291

1-E-795　　伊東健乃典　　　　　　屋島寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　35.1×42.6　木版･紙　　　　　　　　　53014292

l-E-796　　伊東健乃典　　　　　［静物］　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　31.0×40.1　木版一紙　　　　　　　　　53014293

l-E-797　　伊東健乃典　　　　　［古小鳥風景］　　　　　　　　　　　　　　　1943　　　45.3×44.9　木版･紙　　　　　　　　　53014294

l-E-798　　伊東健乃典　　　　　［ガスタンク］　　　　　　　　　　　　　　　1943　　　53.0×44.6　木版一紙　　　　　　　　　53014295

1-E-799　　伊東健乃典　　　　　　蘭子像　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　38.1×20.0　木版一紙　　　　　　　　　53014296

1-E-800　　伊東健乃典　　　　　［岩田屋クリスマスセール］　　　　　　　　　不詳　　　　31.5X40.8　木版一紙　　　　　　　　　53014297

1-E-aoi　　伊東健乃典　　　　　［福岡市街］　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　44.6×52.8　木版一紙　　　　　　　　　53014298

1-E-802　　伊東健乃典　　　　　　街　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　44.9×37.1　木版一紙　　　　　　　　　53014299

1-E-803　　伊東健乃典　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　45.0×37.2　木版一紙　　　　　　　　　53014300

1-E-804　　伊東健乃典　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　45.0×37.2　木版･紙　　　　　　　　　53014301

l-E-805　　伊東健乃典　　　　　［時計］　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　45.0×37.2　木版一紙　　　　　　　　　53014302

1-E-806　　伊東健乃典　　　　　　シクラメン　　　　　　　　　　　　　　　　1951　　　　39.8×40.2　木版一紙　　　　　　　　　53014303

1-E-807　　伊東健乃典　　　　　　桜島暮色　　　　　　　　　　　　　　　　　1979　　　53.7×44.9　木版一紙　　　　　　　　　53014304

1-E-808　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」3　　　　　　　　　　　　　　1935　　　12.4×17.3　木版一紙　　　　　　　　　53014308

1-E-809　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」11　　　　　　　　　　　　　　1935　　　7.0×10.8　　木版一紙　　　　　　　　　53014310

1-E-810　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」13　　　　　　　　　　　　　　1935　　　7.0×10.8　　木版一紙　　　　　　　　　53014312

1-E-811　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」27　　　　　　　　　　　　　　1935　　　13.0×19.6　木版一紙　　　　　　　　　53014314

l-F-812　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」30　　　　　　　　　　　　　　1936　　　13.3×19.6　木版一紙　　　　　　　　　53014316

1-E-813　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」32　　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10.0　　木版一紙　　　　　　　　　53014318

1-E-814　　藤森静雄　　　　　　挿絵「紅雀荘」38　　　　　　　　　　　　　　1936　　　13.5×19.6　木版一紙　　　　　　　　　53014320

1-E-815　　藤森静雄　　　　　　カット　　　　　　　　　　　　　　　　　　1935～37　6.6×4.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014322

l-E-816　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」8　　　　　　　　　　　　　1936　　　12.0×16.6　木版一紙　　　　　　　　　53014309

l-E-817　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」9　　　　　　　　　　　　　1936　　　10.6×16.5　木版一紙　　　　　　　　　53014311

1-E-818　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」10　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10.1　　木版一紙　　　　　　　　　53014313

1-E-819　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」11　　　　　　　　　　　　　1936　　　10.5×16.7　木版一紙　　　　　　　　　53014315

1-E-820　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」12　　　　　　　　　　　　　1936　　　9.5×16.7　　木版･紙　　　　　　　　　53014317

l-E-821　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」13　　　　　　　　　　　　　1936　　　12.0×15.0　木版一紙　　　　　　　　　53014319

l-E-822　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」14　　　　　　　　　　　　　1936　　　12.0×14.0　木版･紙　　　　　　　　　53014321

l-E-823　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」15　　　　　　　　　　　　　1936　　　10.0×14.4　木版･紙　　　　　　　　　53014323

l-E-824　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」21　　　　　　　　　　　　　1936　　　10.0×12.0　木版一紙　　　　　　　　　53014324

1-E-825　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」22　　　　　　　　　　　　　1936　　　12.8×17,8　木版･紙　　　　　　　　　53014325

1-E-826　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」23　　　　　　　　　　　　　1936　　　8.4×1 1.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014326

1-E-827　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」24　　　　　　　　　　　　　1936　　　9.6×13.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014327

1-E-828　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」25　　　　　　　　　　　　　1936　　　9.0×15.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014328

1-E一829　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」26　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.2×9.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014329

1一E-830　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」27　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10.2　　木版･紙　　　　　　　　　53014330

1-E-831　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」28　　　　　　　　　　　　　1936　　　15.0×20.2　木版･紙　　　　　　　　　53014331

l-E-832　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」29　　　　　　　　　　　　　1936　　　13.0×15.3　木版･紙　　　　　　　　　53014332

1-E-833　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」31　　　　　　　　　　　　　1936　　　12.5×18.0　木版･紙　　　　　　　　　53014333

1-E-834　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」32　　　　　　　　　　　　　1936　　　13.6×19.6　木版･紙　　　　　　　　　53014334

1-E-835　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」33　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014335

1-E-836　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放」34　　　　　　　　　　　　　1936　　　13.6×19.6　木版一紙　　　　　　　　　53014336

1一E一837　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放」35　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014337

l-E-838　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」37　　　　　　　　　　　　　1936　　　7,5×10.9　　木版･紙　　　　　　　　　53014338

1-E-839　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」38　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.0×11.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014339

1 -E-840　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放」39　　　　　　　　　　　　　1936　　　13.6×19.7　木版･紙　　　　　　　　　53014340

卜E-841　　藤森静雄　　　　　　挿絵［楽園追放J40　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014341

l-E-842　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放」41　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014342

1-E-843　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」42　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014343

l-E-844　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」43　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014344

l-E-845　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」44　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014345

1-E-846　　藤森静雄　　　　　　挿絵「楽園追放」45　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.4×10,5　　木版一紙　　　　　　　　　53014346
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所蔵品番号　作家名　　　　　　　作d°p名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

l-E-847　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣46　　　　　　　　　　　　　1936　　　　13.6〉<19.6　木版･紙　　　　　　　　　53014347

1 -E-848　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣47　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014348

1-E-849　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣ 49　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.2×10.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014349

1-E-850　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣50　　　　　　　　　　　　　1936　　　7,4×10.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014350

1-E-851　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放｣51　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014351

l-E-852　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放｣52　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.7　　木版･紙　　　　　　　　　53014352

l-E-853　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放｣53　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10,7　　木版･紙　　　　　　　　　53014353

1 -E-854　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放｣54　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014354

l-E-855　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放｣55　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.2×10.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014355

1-E-856　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣56　　　　　　　　　　　　　1936　　　7.3×10.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014356

1-E-857　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣58　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.2×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014357

l-E-858　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣59　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×9.1　　木版一紙　　　　　　　　　53014358

1-E-859　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣60　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.3×9.0　　木版一紙　　　　　　　　　53014359

1-E 860　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣ 62　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.3×10.1　　木版一紙　　　　　　　　　53014360

1-E-861　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣63　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×9.3　　木版一紙　　　　　　　　　53014361

1-E-862　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣64　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014362

1-E-863　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣65　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.3×10.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014363

1-E-864　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣66　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014364

l-E-865　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣67　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×10.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014365

1-E-866　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣68　　　　　　　　　　　　　1937　　　7,3×9.8　　木版･紙　　　　　　　　　53014366

1-E-867　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽m追放｣69　　　　　　　　　　　　　1936　　　　13.3×19.6　木版一紙　　　　　　　　　53014367

1ﾓ一868　　藤森静雄　　　　　　挿絵[楽園追放J 70　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×9.4　　木版･紙　　　　　　　　　53014368

l-E-869　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣71　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.3×10.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014369

l-E-870　　藤森静雄　　　　　　挿絵F楽園追放｣72　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×10,6　　木版･紙　　　　　　　　　53014370

l-E-871　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣73　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.3×10,6　　木版･紙　　　　　　　　　53014371

1-E-872　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣74　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014372

1←E-873　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣75　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.4×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014373

l-E-874　　藤森静雄　　　　　　挿絵｢楽園追放｣76　　　　　　　　　　　　　1937　　　7.5×10.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014374

l-E-875　　平塚運一　　　　　　分皇寺石塔(慶州)(r九州版画1J[第2次)所収)　　1947　　　8.6×7.8　　木版･紙　　　　　　　　　53014183

l-E-876　　前川千帆　　　　　　水(『九州版画1』〔第2次〕所収)　　　　　　　　1947　　　　12.0×12.3　木版一紙　　　　　　　　　53014183

1-E-877　　佐藤米次郎　　　　　　金魚ねぶた(『九州版画IJ〔第2次〕所収)　　　　　1947　　　7.0×6.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014183

1-E-878　　伊東健乃典　　　　　　女の顔(『九州版HI』〔第2次〕所収)　　　　　　1947　　　9.6×9.0　　木版一紙　　　　　　　　　53014183

l-E-879　　武藤完―　　　　　　皿図案(『九州版画1』〔第2次〕所収)　　　　　　1947　　　　15.5×15.1　木版･紙　　　　　　　　　53014183

1-E-880　　斎藤正人　　　　　　習作(『九州版画IJ〔第2次〕所収)　　　　　　　1947　　　8,8×7.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014183

I-E-881　　岡部忠之　　　　　　表紙図案(『九州版画』員第2次〕所収)　　　　　1947　　　　18.5×12.2　木版一紙　　　　　　　　　53014183

l-E-882　　安枝三義　　　　　　おもと(『九州版画』1〔第2次〕所収)　　　　　　1947　　　　12.1×16.9　木版･紙　　　　　　　　　53014183

l-E-883　　岩田覚太郎　　　　　　おたましゃくし(『九州版画』1〔第2次〕所収)　　　1947　　　　10.2×13.4　木版･紙　　　　　　　　　53014183

l-E-884　　河村信夫　　　　　　臥龍梅(『九州版画』1〔第2次〕所収)　　　　　　1947　　　　14.3×20.4　木版一紙　　　　　　　　　53014183

l-E-885　　月岡忍光　　　　　　人形(r九州版画』町第2次〕所収)　　　　　　　1947　　　　16.2×7.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014183

l-E-886　　橋本富夫　　　　　　柿(『九州版画』1〔第2次〕所収)　　　　　　　　1947　　　　巧.0×21.0　木版一紙　　　　　　　　　53014183

l-E-887　　平塚運一　　　　　　金座信墓十二支神像(慶州)(『九州版画』2〔第2次〕所収)1948　　　9.8×5.0　　木版一紙　　　　　　　　　53014184

l-E-888　　関野準‐郎　　　　　　とら(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　　　1948　　　　18.0×12.3　木版･紙　　　　　　　　　53014184

1-E-889　　武田由平　　　　　　おおぼこ(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　1948　　　9.4×13.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014184

卜E-890　　武藤完一　　　　　　犬(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　　　　1948　　　　10.8×8.2　　木版一紙　　　　　　　　　53014184

l-E-891　　伊東健乃典　　　　　　ヤソ教の教会(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　1948　　　　11.5×15.4　木版･紙　　　　　　　　　53014184

l-E-892　　小笠原健治　　　　　　静物(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　　　1948　　　　10.1×14､5　木版･紙　　　　　　　　　53014184

1-E-893　　月岡忍光　　　　　　風景(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　　　1948　　　9.1×12.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014184

1-E-894　　河村信夫　　　　　　ほし柿(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　　1948　　　6.5×9.0　　木版･紙　　　　　　　　　53014184

1-E-895　　児玉貞平　　　　　　縫帯した男(『九州版画』2r第2次〕所収)　　　　　1948　　　　14.1×9.2　　木版･紙　　　　　　　　　53014184

l-E-896　　橋本富夫　　　　　　　こすもす(r九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　1948　　　　14.8×9.1　　木版･紙　　　　　　　　　53014184

1-E-897　　岡部忠之　　　　　　　ごまの花(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　1948　　　　16.0×12.4　木版一紙　　　　　　　　　53014184

1-E-898　　安枝三義　　　　　　冬こひし(『九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　1948　　　9.2×12.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014184

1-E-899　　佐藤米次郎　　　　　　習作『r九州版画』２〔第2次〕所収)　　　　　　　1948　　　5.2×5.4　　木版･紙　　　　　　　　　53014184

郷土作家　彫刻等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(ｃｍ)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

1-G-52　　　阿部　守　　　　　　　姪浜アートプロシェクト位置一西方から｣のためのマケット　2000　　　16.5×107.0×65,3木､発砲スチロール､塗料､黒煙　53014185
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所蔵d°pS号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

1-G-53　　　阿部　守　　　　　　根岸の地中1　　　　　　　　　　　　　　　　2003　　　151.0×129,0×88.1鉄　　　　　　　　　　　53014186

1-G-56　　　木下　新　　　　　　無題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　円筒の高さ190 着色した塩化ビ二－ル､布　　53014305

日本作家　素描

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(ｃｍ)　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

2-D-1535　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング1　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014150

2-D-1536　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング2　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014151

2-D-1537　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング3　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014152

2-D-1538　戸谷成雄　　　　　　森ＶⅢのためのドローイング4　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014153

2-D-1539　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング5　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014154

2-D-1540　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング6　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014155

2-D-1541　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイングフ　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014156

2-D-1542　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング8　　　　　　　　　1995　　　22.6×15,8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014160

2-D一1543　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング9　　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014161

2-D-1544　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング10　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014162

2-D-1545　戸谷成雄　　　　　　森VI11のためのドローイング11　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014163

2-D-1546　戸谷成雄　　　　　　森VI11のためのドローイング12　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014164

2-D-1547　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング13　　　　　　　　1995　　　22.6×15,8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014165

2-D-1548　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング14　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014166

2-D-1549　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング15　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014167

2-D-1550　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング16　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014168

2-D-1551　　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング17　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014169

2-)-1552　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング18　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014170

2-D-1553　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング19　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014171

2-D-1554　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング20　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014172

2-D-1555　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング21　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014173

2-D-1556　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング22　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014174

2-D-1557　戸谷成雄　　　　　　森VIIIのためのドローイング23　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014175

2-D-1558　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング24　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆･紙　　　　　　　　　53014176

2-D-1559　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング25　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014177

2-D-1560　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング26　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014178

2-D-1561　　戸谷成雄　　　　　　森V111のためのドローイング27　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014179

2-D-1562　戸谷成雄　　　　　　森VI卜のためのドローイング28　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014180

2-D-1563　戸谷成雄　　　　　　森Vlllのためのドローイング29　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014181

2-D-1564　戸谷成雄　　　　　　森V111のためのドローイング30　　　　　　　　1995　　　22.6×15.8　鉛筆一紙　　　　　　　　　53014182

日本作家　版画

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

2-E-1441　　上前智祐　　　　　　［題名なし1]　　　　　　　　　　　　　　　1981　　　　18.2×25.6　シルクスクリーン一紙　　　　53014129

2-E-1442　上前智祐　　　　　　［題名なし2]　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　22.9×15.9　銅版　　　　　　　　　　53014130

2-E-1443　上前智祐　　　　　　［題名なし31　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　26.8×45.0　シルクスクリーン･紙　　　　53014131

2-E-1444　上前智祐　　　　　　［題名なし4]　　　　　　　　　　　　　　　1994　　　30.6×33.3　シルクスクリーン一紙　　　　53014132

2-E-1445　上前智祐　　　　　　［題名なし5]　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　43.8×29.5　銅版　　　　　　　　　　53014133

2-E-1446　上前智祐　　　　　　［題名なし6]　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　70.0×48,2　銅版　　　　　　　　　　53014134

2-E-1447　上前智祐　　　　　　［題名なし7]　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　49.3×70.1　シルクスクリーン･紙　　　　53014135

2-E-1448　上前智祐　　　　　　［題名なし81　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　47.9×70.0　シルクスクリーン一紙　　　　53014136

2-E-1449　上前智祐　　　　　　［題名なし9]　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　48.0×70.0　シルクスクリーン一紙　　　　53014137

2-E-1450　上前智祐　　　　　　［題名なし10]　　　　　　　　　　　　　　2000　　　69.8×51.1　シルクスクリーン･紙　　　　53014138

2-E-1451　　上前智祐　　　　　　［題名なし11]　　　　　　　　　　　　　　2000　　　63.0×84,5　シルクスクリーン一紙　　　　53014139

2-E-1452　上前智祐　　　　　　［題名なし12]　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　48.9×63.3　シルクスクリーン一紙　　　　53014140

2-E-1453　上前智祐　　　　　　［題名なし13]　　　　　　　　　　　　　　2000　　　69.7×51.1　シルクスクリーン一紙　　　　53014141

2-E-1454　上前智祐　　　　　　［題名なし14]　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　60.2×41,1　銅版　　　　　　　　　　53014142

2-E一1455　上前智祐　　　　　　［題名なし151　　　　　　　　　　　　　　2002　　　35.7×50.8　銅版　　　　　　　　　　53014143

2-E-1456　上前智祐　　　　　　［題名なし16]　　　　　　　　　　　　　　2002　　　35.7×50.8　シルクスクリーン一紙　　　　53014144

2-E-1457　上前智祐　　　　　　［題名なし17]　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　51.9×36.0　銅版　　　　　　　　　　53014145

2-E-1458　上前智祐　　　　　　［題名なし181　　　　　　　　　　　　　　2000　　　51.3×72.3　シルクスクリーン一紙　　　　53014146

2-E-1459　上前智祐　　　　　　［題名なし19]　　　　　　　　　　　　　　2000　　　71.1×103.8シルクスクリーン･紙　　　　53014147
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
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収集活動 ●美術資料

所MS,番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

2-E-1460　上前智祐　　　　　　［題名なし201　　　　　　　　　　　　　　2000　　　99.5×69.7　シルクスクリーン･紙　　　　53014148

2-E-1461　　上前智祐　　　　　　［題名なし21]　　　　　　　　　　　　　　2000　　　99.9×70.1　シルクスクリーン･紙　　　　53014149

西本コレクション　油彩等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

16-A-114　岩谷　徹　　　　　　少年一タ暮れの幻想　　　　　　　　　　　　　1967　　　80.1×65.0　油彩一画布　　　　　　　　53014397

16-A-l 15　岩谷　徹　　　　　　難民一エクソード　　　　　　　　　　　　　　1968　　　　102.0×80.5油彩･画布　　　　　　　　53014398

16-A-1 16　黒崎　彰　　　　　　時の振幅2 VIBRATION OF TIME 2　　　　　　1990　　　　148.5×151.0コウソ紙､柿渋､木綿糸､染料　53014572

16-A-1 □　黒崎　彰　　　　　　土の種族　　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　99.4×139.4白のｺｳｿ､木材バルブ、　　　　53014573

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顔料染め色アバカパルプ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾚｰﾖﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ､二ｶﾜ､柿渋､油性絵の具

16-A-1 18　黒崎　彰　　　　　　　アポロンの壁H　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　96.6×66.5　顔料､木綿糸､油一紙　　　　53014574

16-A-1 19　黒崎　彰　　　　　　　アポロンの壁C　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　96.6×66.4　顔料､油一紙　　　　　　　　53014587

16-A-120　菅野　陽　　　　　　作品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1950年代　　50.6×50.0　油彩･画布　　　　　　　　53014611

16-A-121　　菅野　陽　　　　　　作品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1950年代　　60.6×49.8　油彩一画布　　　　　　　　53014512

16-A-122　菅野　陽　　　　　　題不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　1950年代　　72.3×53.0　油彩一画布　　　　　　　　53014613

16-A-123　藤崎孝敏　　　　　　丘への道　　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　80.1×80.3　油彩一画布　　　　　　　　53014723

16-A-124　藤崎孝敏　　　　　　公爵とよばれた男　　　　　　　　　　　　　2000　　　　122.1×61.0油彩･画布　　　　　　　　53014724

16-A-125　藤崎孝敏　　　　　　少女－ヴィグジニヤ　　　　　　　　　　　　　2000　　　72.5×50.0　油彩一画布　　　　　　　　53014725

16-A-126　藤崎孝敏　　　　　　　ブルターニュの黄昏　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　60.6×90.9　油彩一画布　　　　　　　　53014726

16-A-127　藤崎孝敏　　　　　　よこだわる男　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　61.0×122.0油彩一画布　　　　　　　　53014727

16-A-128　藤崎孝敏　　　　　　教会の庭師　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　91.1×60.7　油彩･画布　　　　　　　　53014728

16-A-129　藤崎孝敏　　　　　　工場の裏通り　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　50.0×72.7　油彩･画布　　　　　　　　53014729

16-A-130　藤崎孝敏　　　　　　片隅の静物　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　50.3×65.2　油彩一画布　　　　　　　　53014730

16-A-131　　藤崎孝敏　　　　　　裸婦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　120.0×60.0 油i一画布　　　　　　　　53014731

16-A-132　舟山一男　　　　　　　別れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1982　　　72.6×60.6　油彩､鉛筆､岩絵具一紙〔画布貼り付け) 53014750

16-A-133　舟山一男　　　　　　裸婦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984　　　33.8×52.8　油彩一画布　　　　　　　　53014751

16-A-134　舟山一男　　　　　　艶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1985　　　50.0×72.4　油彩･画布　　　　　　　　53014752

16-A-135　舟山一男　　　　　　　星降る夜　　　　　　　　　　　　　　　　　1985頃　　　161.9×130.4油彩一画布　　　　　　　　53014754

16-A-136　舟山一男　　　　　　　白い輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986　　　　162.1×97.0油彩一画布　　　　　　　　53014755

16-A-137　舟山一男　　　　　　　雪の街のサーカス小屋　　　　　　　　　　　　1986　　　50.0×60.6　油彩一画布　　　　　　　　53014756

16-A-138　舟山一男　　　　　　　フェスティバル　　　　　　　　　　　　　　1987　　　53.2×45.5　油彩一画布　　　　　　　　53014757

16-A-139　舟山一男　　　　　　　笛をもつ道化　　　　　　　　　　　　　　　1987　　　41.0×31.6　油彩､岩絵具･画布　　　　　53014758

16-A-140　舟山一男　　　　　　　ノルウエーの夜と海　　　　　　　　　　　　　1988　　　37.8×45.3　油彩､砂一画布　　　　　　　53014759

16-A-141　　舟山一男　　　　　　　光　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　45.5×37.9　油彩一画布　　　　　　　　53014760

16-A-142　舟山一男　　　　　　　復活祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　　145.4×145.4油彩･画布　　　　　　　　53014761

16-A-143　舟山一男　　　　　　　花嫁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　　161.5×96.8油彩､コラージュ一画布　　　53014762

16-A-144　舟山一男　　　　　　　白い笛　　　　　　　　　　　　　　　　　　1991　　　　1 16.6×ｱ2.8油彩･板　　　　　　　　　53014763

16-A-145　舟山一男　　　　　　　粧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992　　　22.7×15.7　油彩､金箔･画布　　　　　　53014764

16-A-146　舟山一男　　　　　　　粧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992　　　22､８×15.9　油彩･画布　　　　　　　　53014765

16-A-147　舟山一男　　　　　　　八月の砂　　　　　　　　　　　　　　　　　1992　　　各50.7×73.0油彩他一画布　　　　　　　53014766

16-A-148　舟山一男　　　　　　cicus circus　　　　　　　　　　　　　　　　1994　　　左上:22.6×15,7丿由彩､金粉一画布　　　　　　53014767

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左下:22.6×15爪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右上:22.7×15,8．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右下:22.6×15.8

16-A-149　舟山一男　　　　　　　星月夜　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994　　　22.0×27.3　油彩一画布　　　　　　　　53014768

16-A-150　舟山一男　　　　　　　聖母左:ルルドのマリア　　　　　　　　　　　1995　　　左15.8×22.8､油彩他一画布　　　　　　　53014769

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中:ステンドグラス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中10.0×10.1、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右:フアチマのマリア　　　　　　　　　　　　　　　　　　右15.8×22.8

16-A-151　　舟山一男　　　　　　若い道化師の顔　　　　　　　　　　　　　　1998　　　27.4×22.0　油彩･画布　　　　　　　　53014770

16-A-152　舟山一男　　　　　　　サーカス村の夜　　　　　　　　　　　　　　1998～2000　60.5×90.9　油彩､コラージュ･画布　　　53014771

16-A-153　舟山一男　　　　　　　ブルガリアの尼僧　　　　　　　　　　　　　　1999　　　　1 16,9×72.8油彩一画布　　　　　　　　53014772

16-A-154　舟山一男　　　　　　　出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999　　　72.6×60.8　油彩･画布　　　　　　　　53014773

16-A-155　舟山一男　　　　　　幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999　　　　1 16.8×91.1　油彩･画布　　　　　　　　53014774

16-A-156　舟山一男　　　　　　　モンパルナスの女　　　　　　　　　　　　　2000　　　　100.0×80.5油彩･画布　　　　　　　　53014775

16-A-157　舟山一男　　　　　　　想（踊り子）　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　45.6×38,2　油彩･画布　　　　　　　　53014781

15-A-158　舟山一男　　　　　　天に続く道　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　1 16,7×72.9油彩･画布　　　　　　　　53014782
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所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

16-A-159　舟山一男　　　　　　マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　72,7×60,7　油彩､顔料､金粉･画布　　　　53014783

16-A-160　舟山一男　　　　　　道化師と占い師　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　60,5×60.2　油彩､コラージュ･板　　　　53014784

16-A-161　　舟山一男　　　　　　道化師の顔　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　22.6×15.8　油彩･板　　　　　　　　　53014785

16-A-162　舟山‐男　　　　　　尼僧（プラハの教会にて）　　　　　　　　　　2001　　　　116.2×116.7油彩･画布　　　　　　　　53014786

16-A-163　舟山一男　　　　　　愛しきもの　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　72.7×60.6　油彩･画布　　　　　　　　53014787

16-A-164　舟山一男　　　　　　昇天祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　72.8×50.2　油彩･画布　　　　　　　　53014788

16-A-165　舟山一男　　　　　　［サーカス小屋］　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　73.2×91.0　油彩･画布　　　　　　　　53014789

16-A-166　舟山一男　　　　　　谷間のサーカス小屋　　　　　　　　　　　　　1985　　　60.7×72.8　油彩･画布　　　　　　　　53014753

西本コレクション　素描

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法　　　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

16-D-12　　伊津野雄二　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　23,3×31.0　鉛筆､水彩･紙　　　　　　　53014395

16-D-13　　伊津野雄二　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　23.3×31.1　鉛筆､水彩一紙　　　　　　　53014396

16-D-14　　筧忠治　　　　　　［自画像］　　　　　　　　　　　　　　　　1927　　　21.0×16.7　インク･紙　　　　　　　　53014488

16-D-15　　筧忠治　　　　　　［自画像］　　　　　　　　　　　　　　　　1928　　　21.1×16.8　インター紙　　　　　　　　53014489

16-D-16　　筧　忠治　　　　　　［自画像］　　　　　　　　　　　　　　　　1928　　　21.1×16､８　インター紙　　　　　　　　53014509

16-D-17　　筧　忠治　　　　　　［自画像］　　　　　　　　　　　　　　　　1930　　　41,9×33.9　インター紙　　　　　　　　53014510

16-D-18　　筧　忠治　　　　　　　自画像　　　　　　　　　　　　　　　　　　1940　　　43.9×33.8　コンテ一紙　　　　　　　　5301451 1

16-D-19　　筧　忠治　　　　　　ポニー2　　　　　　　　　　　　　　　　　1990　　　78.5×66.8　木炭一紙　　　　　　　　　53014512

16一D-20　　アーリング･ヴァルティルソン(色紙）　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　27.7×24.3　ボールペン･色紙　　　　　530147796
　　　　　－－

西本コレクション版B

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法　　　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

16-E-1014　相笠昌義　　　　　　ある地方都市　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　35.6×27.9　エッチング一紙　　　　　　53014377

16-E-1015　相笠昌義　　　　　　ダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974　　　24.6×42.1　エッチング一紙　　　　　　53014378

16-E-1016　相笠昌義　　　　　　みる人（版画展オリジナルポスター）　　　　　　1978　　　31.2×37.5　リトグラフ･紙　　　　　　53014379

16-E-1017　相笠昌義　　　　　　馬をみるこども達　　　　　　　　　　　　　2001　　　　29.7×47.7　エッチング､リトグラフ一紙　53014380

16-E-1018　相笠昌義　　　　　　体育の時間　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　13.3×37.1　エッチング､アクアチント･紙53014381

16-E-1019　青木鏡夫　　　　　　　1･2･3･4･5　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　54.3×23.5　木版･紙　　　　　　　　　53014389

16-E-1020　青木鏡夫　　　　　　街にて･3　　　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　55.3×24.2　木版･紙　　　　　　　　　53014384

16一E-1021　青木鏡夫　　　　　　街にて･2　　　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　55.9×24.4　木版･紙　　　　　　　　　53014383

16-E-1022　青木鏡夫　　　　　　会話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　55.5×40.4　木版･紙　　　　　　　　　53014385

16-E-1023　青木鑑夫　　　　　　ペンチA　　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　24.6×75.4　木版･紙　　　　　　　　　53014390

16-E-1024　青木鏡夫　　　　　　　ソデフレアウモ1　　　　　　　　　　　　　　1989　　　38,0×73.2　木版･紙　　　　　　　　　53014386

16-E-1025　青木鏡夫　　　　　　　ソデフレアウモ6　　　　　　　　　　　　　1990　　　47.5×73.5　木版･紙　　　　　　　　　53014387

16-E-1026　青木鏡夫　　　　　　街にて1　　　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　73.6×48.6　木版･紙　　　　　　　　　53014382

16-E-1027　青木鏡夫　　　　　　AT TABLE 2　　　　　　　　　　　　　　　1 996　　　49.3×74.2　木版･紙　　　　　　　　　53014388

16-E-1028　岩谷　徹　　　　　　道化2　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　8.0×7.6　　メソチント一紙　　　　　　53014399

16-E-1029　岩谷　徹　　　　　　亡命のアコーデオン弾　　　　　　　　　　　　2001　　　　19,4×13.4　メゾチント･紙　　　　　　53014400

16-E-1030　岩谷　徹　　　　　　すべてが風化する中で　　　　　　　　　　　　不詳　　　　18.2×39.8　リトグラフ､エッチング一紙　53014401

16-E-1031　岩谷　徹　　　　　　価値の秤　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　20.4×44.9　メソチント一紙　　　　　　53014402

16一E-1032　岩谷　徹　　　　　　道化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　7.8×7.4　　メソチント･紙　　　　　　53014403

16-E-1033　岩谷　徹　　　　　　若き道化　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　4.8×4．8　　メソチント･紙　　　　　　53014404

16-E-1034　岩谷　徹　　　　　　一葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　8.0×7．6　　メソチント･紙　　　　　　53014406

16-E-1035　岩谷　徹　　　　　　demi-lune ethortensia　　　　　　　　　　　不詳　　　　14.2×31.0　メソチント･紙　　　　　　53014407

16-E-1036　岩谷　徹　　　　　　光になる馬　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　14.5×31.2　メソチント･紙　　　　　　53014408

16-E-1037　岩谷　徹　　　　　　la demi lune　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　10.5×9.9　　メソチント･紙　　　　　　53014409

16-E-1038　岩谷　徹　　　　　　poupee　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　15.6×12.0　メソチント･紙　　　　　　53014410

16-E-1039　岩谷　徹　　　　　　献花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　19.9×16.6　メソチント･紙　　　　　　53014411

16-E-1040　岩谷　徹　　　　　　能No-ouverture　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　29.5×45.1　メソチント･紙　　　　　　53014412

16-E-1041　岩谷　徹　　　　　　能No seriel　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　45.1×39,7　メソチント･紙　　　　　　53014413

16-E-1042　岩谷　徹　　　　　　能No serie3　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　39.9×22.4　メソチント･紙　　　　　　53014414

16-E-1043　岩谷　徹　　　　　　能No serie４　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　45.1×37.2　メソチント･紙　　　　　　53014415

16-E-1044　岩谷　徹　　　　　　能No serie７　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　41.2×34.5　メソチント一紙　　　　　　53014416

16-E-1045　岩谷　徹　　　　　　能No serie9　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　49.7×41.8　メソチント･紙　　　　　　53014417

16-E-1046　岩谷　徹　　　　　　能No serie18　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　27.2×55.3　メソチント･紙　　　　　　53014418

16-E-1047　岩谷　徹　　　　　　［道化師］　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　7.6×5.3　　メソチント･紙　　　　　　53014419
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所蔵品番号　　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

16一E-1048　大野隆司　　　　　　少年の穴(表紙)　　　　　　　　　　　　　　1997　　　　19.5×14.8　木版一紙　　　　　　　　　53014420

16-E-1049　大野隆司　　　　　　少年の穴(1)学校の拷問　　　　　　　　　　　1997　　　　19.6×14.9　木版一紙　　　　　　　　　53014421

16-E-1050　大野隆司　　　　　　少年の穴(2)逃げたい心　　　　　　　　　　　1997　　　　19.7×14.7　木版一紙　　　　　　　　　53014422

16-E-1051　大野隆司　　　　　　少年の穴(3)ふたつの顔　　　　　　　　　　　1997　　　　14,6×14.8　木版一紙　　　　　　　　　53014423

16-E-1052　大野隆司　　　　　　少年の穴(４)親の愛情　　　　　　　　　　　　1997　　　　19.4×14.8　木版一紙　　　　　　　　　53014424

16-E-1053　大野隆司　　　　　　少年の穴(5)受験の恐怖　　　　　　　　　　　1997　　　　19.6×14.8　木版一紙　　　　　　　　　53014425

16-E-1054　大野隆司　　　　　　少年の穴(6)暴発の瞬間　　　　　　　　　　　1997　　　　19.7×14.8　木版･紙　　　　　　　　　53014426

16-E-1055　大野隆司　　　　　　少年の穴(7)孤独な春　　　　　　　　　　　　1997　　　　19,6×14.8　木版･紙　　　　　　　　　53014427

16-E-1056　大野隆司　　　　　　少年の穴(8)ほくは人形じゃない　　　　　　　　1997　　　　19.6×14.3　木版一紙　　　　　　　　　53014428

16-E-1057　大野隆司　　　　　　少年の穴(9)マスコミは無神経　　　　　　　　1997　　　　19.6×14.3　木版一紙　　　　　　　　　53014429

16-E-1058　大野隆司　　　　　　少年の穴(10)□ばっかりの大人たち　　　　　　1997　　　　19.7×14,3　木版一紙　　　　　　　　　53014430

16-E-1059　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(表紙)　　　　　　　　　　2000　　　　11.3×2.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014431

16-E一1060　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(中扉)　　　　　　　　　　2000　　　5.3×4.9　　木版･紙　　　　　　　　　53014432

16-E-1061　大野隆司　　　　　　　無言劇･女と男の河(1)　　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014433

16-E-1062　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(2)　　　　　　　　　　　2000　　　5.6×8.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014434

16-E-1063　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(3)　　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014435

16-E-1064　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(4)　　　　　　　　　　　2000　　　5.6×8.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014436

16-E-1065　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(5)　　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.3　　木版･紙　　　　　　　　　53014437

16-E-1066　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(6)　　　　　　　　　　　2000　　　5.6×8.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014438

16-E-1067　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(7)　　　　　　　　　　　2000　　　5.6×8.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014439

16-E-1068　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(8)　　　　　　　　　　　2000　　　5.3×8.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014440

16-E-1069　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(9)　　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014441

16一F-1070　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(10)　　　　　　　　　　2000　　　5.2×8.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014442

16-E-1071　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(11)　　　　　　　　　　2000　　　5.3×8.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014443

16一E-1072　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(12)　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014444

16-E-1073　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(13)　　　　　　　　　　2000　　　5.3×8.6　　木版一紙　　　　　　　　　53014445

16-E-1074　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(14)　　　　　　　　　　2000　　　5,5×8.4　　木版一紙　　　　　　　　　53014446

16-E-1075　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(15)　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.5　　木版一紙　　　　　　　　　53014447

16-E-1076　大野隆司　　　　　　無言劇･女と男の河(16)　　　　　　　　　　2000　　　5.2×8.4　　木版･紙　　　　　　　　　53014448

16-E-1077　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(17)　　　　　　　　　　2000　　　5.5×8.6　　木版･紙　　　　　　　　　53014449

16-E-1078　大野隆司　　　　　　無言劇一女と男の河(18)　　　　　　　　　　2000　　　5.3×2.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014450

16-E一1079　大野隆司　　　　　　蔵書票(続安規供養第2号おまけ)　　　　　　　2000　　　5.4×8.4　　木版一紙　　　　　　　　　53014451

16-E-1080　大野隆司　　　　　　続安規供養･覚醒之界　　　　　　　　　　　　2000　　　28.7×19.4　木版一紙　　　　　　　　　53014452

16-E-1081　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×18.0　木版･紙　　　　　　　　　53014453

16-E-1082　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×18.0　木版･紙　　　　　　　　　53014454

16-E-1083　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×18.1　木版･紙　　　　　　　　　53014455

16-E-1084　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×18,0　木版･紙　　　　　　　　　53014456

16-E-1085　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18,0×18.0　木版･紙　　　　　　　　　53014457

16-E-1086　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18,0×18.0　木版･紙　　　　　　　　　53014458

16モ-1087　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×17.2　木版･紙　　　　　　　　　53014459

16-E-1088　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.1×18.2　木版一紙　　　　　　　　　53014460

16-E-1089　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×18.0　木版一紙　　　　　　　　　53014461

16-E-1090　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.1×18.2　木版一紙　　　　　　　　　53014462

16-E-1091　大野隆司　　　　　　風の又三郎　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　　18.0×18.0　木版一紙　　　　　　　　　53014463

16-E一1092　大野隆司　　　　　　続安規供養No.3･誘惑之界　　　　　　　　　　2001　　　　25.0×□.5　木版一紙(モノクロ)　　　　53014464

16-E-1093　大野隆司　　　　　　続安規供養No,3･誘惑之界(410の右側)　　　　2001　　　　26.2×18.5　木版一紙(色刷引　　　　　53014465

16-E-1094　大野隆司　　　　　　　あほの会(会員証)　　　　　　　　　　　　　2001　　　　11.0×7.0　　木版一紙　　　　　　　　　53014466

16-E-1095　大野隆司　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.8×7.8　　木版･紙　　　　　　　　　53014467

16-E-1096　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.5×7.4　　木版一紙　　　　　　　　　53014468

16壬-1097　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.0×7.1　　木版一紙　　　　　　　　　53014469

16-E-1098　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.3×7.3　　木版一紙　　　　　　　　　53014470

16-E-1099　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.3×7.9　　木版･紙　　　　　　　　　53014471

16-E-1100　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.2×7.3　　木版一紙　　　　　　　　　53014472

16-E-1101　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.3×7.7　　木版･紙　　　　　　　　　53014473

16一E-1102　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.3×7.7　　木版･紙　　　　　　　　　53014474

16-E-1103　大野隆司　　　　　　　貝殻追放　　　　　　　　　　　　　　　　　2002　　　　12.6×7.5　　木版･紙　　　　　　　　　53014475

16-E-1104　大野隆司　　　　　　　安規供養･即興版画(本,木版画1点)　　　　　　不詳　　　　10.9×6.7　　木版一紙　　　　　　　　　53014476
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所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

16-E-l 105　大野隆司　　　　　　黒ビール　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　11,5×8.2　　木版一紙　　　　　　　　　53014477

16-E-1106　小野忠重　　　　　　川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1952～60　35.0×44.7　木版･紙　　　　　　　　　53014478

16-E-1 107　小野忠重　　　　　　　とり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　36.1×49.7　木版一紙　　　　　　　　　53014479

16-E-l 108　小野忠重　　　　　　なみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　31.0×41.2　木版･紙　　　　　　　　　53014480

16-E-1109　小野忠重　　　　　　波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　24.7×45.4　木版一紙　　　　　　　　　53014481

16-E-l 110　小野忠重　　　　　　　ピサの橋　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　35.9×45.4　木版一紙　　　　　　　　　53014482

16-E-l 111　小野忠重　　　　　　アントワープ小路　　　　　　　　　　　　　　1962　　　45.3×25.0　木版一紙　　　　　　　　　53014483

16-E-1 112　小野忠重　　　　　　回想　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963　　　30.2×45.4　木版一紙　　　　　　　　　53014484

16-E-1113　小野忠重　　　　　　パリの屋根　　　　　　　　　　　　　　　　1964　　　24.9×45.0　木版･紙　　　　　　　　　53014485

16-E-1114　小野忠重　　　　　　陽ざかり　姫路にて　　　　　　　　　　　　　1965　　　30.1×45.2　木版一紙　　　　　　　　　53014486

16-E-1 115　小野忠重　　　　　　みさき　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973　　　29.7×22.6　木版一紙　　　　　　　　　53014487

16-E-1116　筧　忠治　　　　　　母の像　　　　　　　　　　　　　　　　　　1928　　　30.7×28.8　木版一紙　　　　　　　　　53014513

16-E-1117　筧　忠治　　　　　　　じゃがいも　　　　　　　　　　　　　　　　1928　　　30.5×45.6　リトグラフ一紙　　　　　　53014514

16-E-1118　筧　忠治　　　　　　［「じゃがいも」の裏面］　　　　　　　　　　　1928　　　30.5×45.6　リトグラフ一紙　　　　　　53014515

16-E-1 119　筧　忠治　　　　　　猫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975　　　42.0×29.3　エッチング一紙　　　　　　53014516

16-E-1120　筧　忠治　　　　　　猫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975　　　20.9×30.1　エッチング一紙　　　　　　53014517

16-E-1121　筧　忠治　　　　　　顔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　　13.5×1 1.4　エッチング一紙　　　　　　53014518

16-E-1122　筧　忠治　　　　　　顔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　　17.7×14.0　エッチング･紙　　　　　　53014519

16-E-1123　筧　忠治　　　　　　顔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　　13.6×10.8　エッチング一紙　　　　　　53014520

16-E-1124　筧　忠治　　　　　　　白い道　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　21.8×29,2　エッチング一紙　　　　　　53014521

16-E-1125　筧　忠治　　　　　　長良川　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977　　　29.0×36.0　エッチング･紙　　　　　　53014522

16-E-1126　筧　忠治　　　　　　長良川　　　　　　　　　　　　　　　　　　1978　　　　17,4×29.4　エッチング一紙　　　　　　53014523

16-E-1127　筧　忠治　　　　　　長良川　　　　　　　　　　　　　　　　　　1978　　　22.9×35.5　エッチング一紙　　　　　　53014524

16-E-1128　筧　忠治　　　　　　長良川　　　　　　　　　　　　　　　　　　1978　　　　19.5×29.3　エッチング一紙　　　　　　53014525

16一E-1129　筧　忠治　　　　　　冬瓜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1979　　　22.8×36.5　エッチング一紙　　　　　　53014526

16-E-1130　筧　忠治　　　　　　　ガラス瓜　　　　　　　　　　　　　　　　　1980　　　　17.7×25.8　エッチング一紙　　　　　　53014527

16-E-1 131　筧　忠治　　　　　　生姜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1980　　　　14.8×18.8　エッチング一紙　　　　　　53014528

16-E-1132　筧　忠治　　　　　　桜幹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981　　　　14.7×17.5　エッチング一紙　　　　　　53014529

16-E-1133　筧　忠治　　　　　　笥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981　　　　23.7×36.1　エッチング･紙　　　　　　53014530

16-E-1134　筧　忠治　　　　　　猫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984　　　29.4×42.1　エッチング･紙　　　　　　53014531

16-E-1135　筧　忠治　　　　　　猫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　42.1×60.5　エッチング一紙　　　　　　53014532

16-E-1136　加藤清美　　　　　　暁の鏡|（男と女）　　　　　　　　　　　　　1968　　　57.8×43.6　エッチング､アクアチント一紙53014533

16-E-1137　加藤清美　　　　　　暁の鏡IK師弟）　　　　　　　　　　　　　　1968　　　59.5×45.6　エッチング､アクアチント一紙53014534

16-E-1138　加藤清美　　　　　　暁の鏡|i家族）　　　　　　　　　　　　　　1968　　　59.2×43.6　エッチング､アクアチント一紙53014535

16-E-1139　加藤清美　　　　　　暗い鏡1　　　　　　　　　　　　　　　　　1969　　　59.5×42.4　エッチング一紙　　　　　　53014536

16-E-1 140　加藤清美　　　　　　暗い鏡II　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969　　　59.1×42.2　エッチング一紙　　　　　　53014547

16-E-1141　加藤清美　　　　　　対話1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1972　　　35.2×25.4　エッチング一紙　　　　　　53014548

16-E-1142　加藤清美　　　　　　悲しみの島　　　　　　　　　　　　　　　　1973　　　43.6×36.0　リトグラフ､エッチング一紙　53014549

16-E-1143　加藤清美　　　　　　手No.1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984　　　43.5×35.6　リトグラフ､エッチング一紙　53014550

16-E-l 144　加藤清美　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　49.3×36.2　エッチング･紙　　　　　　53014551

16-E-1145　加藤清美　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　49.3×36.2　エッチング一紙　　　　　　53014552

16-E-1146　加藤清美　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　40.9×54.0　エッチング･紙　　　　　　53014553

16-E-1147　北川民次　　　　　　ザクロをもつ女　　　　　　　　　　　　　　1954　　　56,0×40.9　リトグラフ･紙　　　　　　53014554

16-E-1148　北川民次　　　　　　花　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1957　　　45.0×35.5　リトグラフ･紙　　　　　　53014555

16-E-l 149　北川民次　　　　　　　シクラメン　　　　　　　　　　　　　　　　1967または乃　26.5×20.0　リトグラフ･紙　　　　　　53014556

16-E-l 150　北川民次　　　　　　不動明王　　　　　　　　　　　　　　　　　1970　　　23.6×17.7　エッチング､アクアチント･紙53014557

16-E-l 151　北川民次　　　　　　百鬼夜行　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　24.5×35.3　エッチング･紙　　　　　　53014558

16-E-l 152　清塚紀子　　　　　　旅の途中（青）　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　76.5×109.3エッチング.コラージュ（金属)･鉛板　53014559

16-E-1153　清塚紀子　　　　　　旅の途中-D　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　76.2×108.2エッチング､コラージュ･金属板　53014560
-
16-E-l 154　久保舎己　　　　　　ベケを背おっだ人がゆく　　　　　　　　　　　不詳　　　　6.2×5.2　　木版一紙　　　　　　　　　53014561

16-E-l 155　久保舎己　　　　　　人間理解　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　9.9×10.0　　木版一紙　　　　　　　　　53014562

16-E-1156　久保舎己　　　　　　　タバコを吸う女　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　7.0×7.8　　木版･紙　　　　　　　　　53014563

16-E-1 157　久保舎己　　　　　　みんななくんだね　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　1 1.9×12.1　木版一紙　　　　　　　　　53014564

16-E-1 158　久保舎己　　　　　　故郷をゆく　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　1 1.5×12.2　木版一紙　　　　　　　　　53014565

16-E-l 159　久保舎己　　　　　　裸のマリオネット　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　10.3×10.5　木版一紙　　　　　　　　　53014566

16壬-1謁0　久保舎己　　　　　　順番をまつ人々　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　1 1.9×12.2　木版･紙　　　　　　　　　53014567

16-E-l 161　久保舎己　　　　　　海辺の人々　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　9．8×10.2　　木版･紙　　　　　　　　　53014568
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16-E-1162　久保舎己　　　　　　ゴルゴタの丘へ　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　15.0×9.9　　木版･紙　　　　　　　　　53014569

16-E-1163　久保舎己　　　　　　海辺の恋人たち　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　36.1×14.9　木版一紙　　　　　　　　　5301470

16-E-1164　久保舎己　　　　　　海辺のうでたてふせ　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　15.0×36.0　木版一紙　　　　　　　　　53014571

16-E-1165　黒崎　彰　　　　　　我らを悪より救いたまえ　　　　　　　　　　　1965　　　33.0×41.8　木版一紙　　　　　　　　　53014588

16-E-1166　黒崎彰　　　　　　深き淵より　2　　　　　　　　　　　　　　　1966　　　57.9×92.0　木版･紙　　　　　　　　　53014589

16-E-1167　黒崎　彰　　　　　　鎮魂歌　B　　　　　　　　　　　　　　　　1966　　　57.5×72.2　木版一紙　　　　　　　　　53014590

16-E-1168　黒崎　彰　　　　　　浄夜　W-67　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　50.0×69.8　木版一紙　　　　　　　　　53014591

16-E-1169　黒崎彰　　　　　　浄夜　W-64　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　49,8×69.6　木版･紙　　　　　　　　　53014592

16-E-1170　黒崎　彰　　　　　　寓話W-72　　　　　　　　　　　　　　　　1969　　　49.8×69.6　木版･紙　　　　　　　　　53014593

16-E-1171　黒崎　彰　　　　　　赤い閣　8　　　　　　　　　　　　　　　　1970　　　55.0×55.0　木版･紙　　　　　　　　　53014594

16-E-1172　黒崎　彰　　　　　　赤い闇　1　　　　　　　　　　　　　　　　　1970　　　79.9×54.9　木版一紙　　　　　　　　　53014595

16-E-1173　黒崎　彰　　　　　　暗号の森　2　　　　　　　　　　　　　　　　1973　　　54,9×79.7　木版･紙　　　　　　　　　53014596

16-E-1174　黒崎　彰　　　　　　迷彩譜　10　　　　　　　　　　　　　　　　1978　　　79.3×54.9　木版･紙　　　　　　　　　53014597

16-E-1175　黒崎　彰　　　　　　黒のアラベスク　W-279　　　　　　　　　　1979　　　55.0×79.5　木版一紙　　　　　　　　　53014598
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
16-E-1176　黒崎　彰　　　　　　中国シリーズ･中国印章　　　　　　　　　　　1980　　　32.8×45.3　木版､シルクスクリーン･紙　53014599

16-E-1177　黒崎　彰　　　　　　中国シリーズ･中国長城　　　　　　　　　　　1980　　　45.1×32,6　木版､シルクスクリーン一紙　53014600

16-E-1178　黒崎　彰　　　　　　時の軌跡　W-287　　　　　　　　　　　　　1981　　　　79.4×55.0　木版･紙　　　　　　　　　53014601

16一E-1179　黒崎　彰　　　　　　二つの時の間に　Ｉ　W-317　　　　　　　　　1984　　　55.9×81.6　木版一紙　　　　　　　　　53014602

16-E-1180　黒崎　彰　　　　　　双生の図A　　　　　　　　　　　　　　　　1987　　　　168.7×148.9木版､墨､柿渋･手漉き紙　　　53014603

16-E-1181　黒崎　彰　　　　　　暗い雨（朱）　　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　　194,9×135.4木版､墨､柿渋などの混合技法･手漉き紙53014604

16-E-1182　黒崎　彰　　　　　　Giant Comb　　　　　　　　　　　　　　　　1993　　　89.6×59.8　木版･紙　　　　　　　　　53014605

16壬-1183　黒崎彰　　　　　　White Ax W-443　　　　　　　　　　　　　1993　　　89.6×59.7　木版一紙　　　　　　　　　53014606

16壬-1 184　黒崎　彰　　　　　　POSEIDON'S TRIDENT W-468　　　　　　　1995　　　59.7×90.4　木版･紙　　　　　　　　　53014607
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
16-E-1185　黒崎彰　　　　　　AIGIS W-484　　　　　　　　　　　　　　　1996　　　89.5×59.8　木版･紙　　　　　　　　　53014608

16-E-1186　黒崎彰　　　　　　GODDESS OF TIME SUMMER W-508Z　　　　1999　　　59.7×89.8　木版･紙　　　　　　　　　53014609

16-E-1187　坂爪厚生　　　　　　風景75　我等兄弟たちIV　　　　　　　　　　　1975　　　49.4×63.8　メソチント･紙　　　　　　53014610

16-E-1188　菅野　陽　　　　　　寄らないで(a）　　　　　　　　　　　　　　1954　　　1 1.3×10.6　7クアチント一紙　　　　　53014677

16-E-l 189　菅野　陽　　　　　　石の顔　　　　　　　　　　　　　　　　　　1954　　　8.3×9.6　　アクアチント､サルファチント･紙　53014678

16-E-1190　菅野　陽　　　　　　すてられた児　　　　　　　　　　　　　　　1955　　　　13.7×20.6　ソフトグランド･エッチング、53014614

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7クアチント一紙

16-E-l 191　菅野　陽　　　　　　みている（ひとびと）　　　　　　　　　　　　1955　　　21.4×13.3　7クアチント一紙　　　　　53014622

16-E-1192　菅野　陽　　　　　　廃墟の幽霊　　　　　　　　　　　　　　　　1955　　　　13.2×1 1.2　7クアチント一紙　　　　　53014621

16-E-l 193　菅野　陽　　　　　　ふたリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956　　　56.4×32.4　エッチング､リフトグランド･　53014623

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､アクアチント一紙

16-E一1 194　菅野　陽　　　　　　れつ(B）　　　　　　　　　　　　　　　　1956　　　35.5×46.7　ディープエッチング、　　　53014624

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルファチント､アクアチント･紙

16-E-1 195　菅野　陽　　　　　　わかれ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956　　　　17.4×21,2　エッチング､ディープ･エッチ、53014625

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7クアチント一紙

16-E-l 196　菅野　陽　　　　　　四人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956　　　35.0×42.2　エッチング､リフトグランド･　53014626

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファチント。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント一紙

16-E-l 197　菅野　陽　　　　　　あるくむれ　　　　　　　　　　　　　　　　1957　　　35.2×46.6　ディープ･エッチ､ソフトグランド･53014627

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファチント。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント一紙

16-E-l 198　菅野　陽　　　　　　ある風景　　　　　　　　　　　　　　　　　1957　　　29.5×20.6　リフトグランド･エッチング、53014628

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
16-E-l 199　菅野　陽　　　　　　　ピエロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1957　　　4,7×4.2　　ビュラン､アクアチント一紙　53014629

16-E-1200　菅野　陽　　　　　　おごり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1958　　　34.0×34.9　ディープ･エッチ丿フトグランド■ 53014630

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファチント。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント一紙

16-E-1201　菅野　陽　　　　　　かぜ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1958　　　31.9×52.8　リフトグランド･エッチング、53014631

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルファテント､アクアチント･紙

16壬-1202　菅野　陽　　　　　　見える見える　　　　　　　　　　　　　　　1958　　　35.2×29.4　ディープ･エッチ丿フトグランド･53014632

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファテント、

16-E-1203　菅野　陽　　　　　　おしゃべり　　　　　　　　　　　　　　　　1959　　　35.6×23.6　アクアチント･紙　　　　　53014633

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リフトグランド･エッチング。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルファチント､アクアチント一紙

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一
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16-E-1204　菅野　陽　　　　　　鬼子母　　　　　　　　　　　　　　　　　　1959　　　21.5×14.5　エッチング､サルファチント、53014634

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙

16-E-1205　菅野　陽　　　　　　牛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1959　　　　12.9×14.4　リフトグランド･エッチング、53014635

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディープ･エッチ､サルファテント、

16-E-1206　菅野　陽　　　　　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1959　　　27.7×41.1　アクアチント･紙　　　　　53014636

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディープ･エッチ､ソフトグランド･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､アクアチント一紙

16-E-1207　菅野　陽　　　　　　月と子供（小）　　　　　　　　　　　　　　　1959頃　　　35.5×22.9　エッチング､サルファチント、53014637

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙

16-E-1208　菅野　陽　　　　　　だだつこ（B）　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　　10.2×27.3　ディープ･エッチ､サルファチント、53014638

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7クアチント一紙

16-E-1209　菅野　陽　　　　　　ひろば　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　35.1×50,0　ディープ･エッチ､ソフトグランド･53014639

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファチント、

16-E-1210　菅野　陽　　　　　　月と子供　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　47.0×35.1　7クアチント一紙　　　　　53014640

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファテント、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙

16-E-1211　菅野　陽　　　　　　合唱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　38.8×43.5　ディープ･エッチ､サルファチント･紙53014641

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトグランドエッチング一紙

16-E-1212　菅野　陽　　　　　　堆積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　38.7×45.1　リトグラフ一紙　　　　　　53014642

16-E-1213　菅野　陽　　　　　　Accumulation　　　　　　　　　　　　　　　1960頃　　　37.0×46.2　ディープエッチ､リフトグランド･ 53014643

16-E-1214　菅野　陽　　　　　　プロメテ　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　43.5×38.9　エッチング､サルファチント、53014644

16-E-1215　菅野　陽　　　　　　生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　36.9×41.2　7クアチント一紙　　　　　53014645

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント､ディープ･エッチ、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトグランド･エッチング、

16-E-1216　菅野　陽　　　　　　網（deux arlequines）　　　　　　　　　　　1962　　　35.2×34,9　サルフアチント一紙　　　　53014646

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､ソフトグランド･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファチント、

16-E-1217　菅野　陽　　　　　　門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　43.3×38.9　7クアチント一紙　　　　　53014647

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リフトグランド･エッチング、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルファチント､アクアチント･紙

16-E-1218　菅野　陽　　　　　　［「門」の裏面に刷られた同図柄の作品］　　　　　1962　　　　　　　　　　リフトグランド･エッチング、53014648

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルファチンド､アクアチント一紙

16-E-1219　菅野　陽　　　　　　累層　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　39.1×43.4　ソフトグランド･エッチング、53014656

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7クアチント一紙

16-E-1220　菅野　陽　　　　　　門（1st state)　　　　　　　　　　　　　　　1962頃　　43.2×38.3　リフトグランド･エッチング等の53014657

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法･紙

16-E-1221　菅野　陽　　　　　　門(2nd state 1/2）　　　　　　　　　　　　1962頃　　　43.7×38.5　リフトグランド･エッチング等の53014658

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法一紙

16-E-1222　菅野　陽　　　　　　門（2nd state2/2）　　　　　　　　　　　　　1962頃　　　43.3×38.3　リフトグランド･エッチング等の53014659

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法･紙

16-E-1223　菅野　陽　　　　　　門(3rd state ）　　　　　　　　　　　　　　1962頃　　　43.4×38.4　リフトグランド･エッチング等の53014660

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法一紙

16壬-1224　菅野　陽　　　　　　門(4th state）　　　　　　　　　　　　　　1962頃　　　43,1×38.0　リフトグランド･エッチング、53014661

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サルファチント等の混合技法･紙

16-E-1225　菅野　陽　　　　　　想う（晩歌）　　　　　　　　　　　　　　　　1963　　　　1 1.4×10.2　リフトグランド･エッチング等の53014662

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法一紙

16-E-1226　菅野　陽　　　　　　風（試作）　　　　　　　　　　　　　　　　1963　　　20.3×31.5　ディープ･エッチ､リフトグランド･53014663

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング一紙

16-E-1227　菅野　陽　　　　　　　トルソD　　　　　　　　　　　　　　　　　1964　　　43.8×45.4　ディープ･エッチ､サルファチント、53014664

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙

16-E-1228　菅野　陽　　　　　　　トルソ（背）　　　　　　　　　　　　　　　　1964　　　41.5×24.4　ディープ･エッチ､ソフトグランド■ 53014665

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､サルファチント、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント紙

16-E-1229　菅野　陽　　　　　　　まり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964　　　41.5×40.5　エッチング､シュガーアクアチント、53014666

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルファテント､アクアチント･紙

16-E-1230　菅野　陽　　　　　　行道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964　　　22.3×12.9　ディープ･エッチ､アクアチント一紙　53014668
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16-E-1231　菅野　陽　　　　　　　伴奏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964　　　41.6×56.2　ドライポイント､リフトグランド･　53014667

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､シュガー･アクアチント、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙

16-E-1232　菅野　陽　　　　　　　古墳より(壁)　　　　　　　　　　　　　　　1967　　　29.8×41.1　ディープ･エッチ､サルフアチント、53014669

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチンド･紙

16-E-1233　菅野　陽　　　　　　男(背面)　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　　19.3×9.1　　エッチング､ディープ･エッチ、53014670

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リフトグランド･エッチング､凸版刷･紙

16-E-1234　菅野　陽　　　　　　　追われる　　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　29.4×41.3　ドライポイント､シュガー･　53014671

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7クアチント一紙

16-E-1235　菅野　陽　　　　　　　おとこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971　　　　19.7×16.5　ドライポイント･紙　　　　53014672

16-E-1236　菅野　陽　　　　　　a ruinin 9｢eece　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　20.6×29.3　アクアチント等の混合技法一紙53014673

16-E-1237　菅野　陽　　　　　　　えい児　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　13.3×6.7　　７クアチント一紙　　　　　53014674

16-E-1238　菅野　陽　　　　　　　おやこ(Ａ)　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　12.9×10.6　リフトグランド･エッチング、53014675

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング･紙

16一E-1239　菅野　陽　　　　　　ふたリ　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　13.0×10.1　リフトグランド･エッチング、53014676

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング･紙

16一E-1240　長島　充　　　　　　新博物誌-VIII　ペリカン　　　　　　　　　　　1998　　　59.4×44,9　エッチング･紙　　　　　　53014681

16-E-1241　長島　充　　　　　　　Metamorphosis-XXXVII Night Dreamer　　　　1995　　　94.3×59.9　エッチング･紙　　　　　　53014679

16一E-1242　長島　充　　　　　　The Landscape '00-1　　　　　　　　　　　2000　　　60.0×89.1　エッチング･紙　　　　　　53014682

16-E-1243　長島　充　　　　　　　新博物誌-Ill　カモシカ　　　　　　　　　　　　1997　　　60.0×94,2　エッチング･紙　　　　　　53014680

16-E-1244　長島　充　　　　　　魔術師(版画集『沈黙の森』)　　　　　　　　　2002　　　　15.6×15.6　木版一紙(台紙に貼付)　　　53014683

16-E-1245　長島　充　　　　　　予言者(版画集『沈黙の森』)　　　　　　　　　2002　　　　16.3×15.0　木版･紙(台紙に貼付)　　　53014689

16-E-1246　長島　充　　　　　　　大地の宴(版画集『沈黙の森J)　　　　　　　　2002　　　　16.2×16.7　木版･紙(台紙に貼付)　　　53014690

16-E-1247　長島　充　　　　　　　瞑想(版ffii集『沈黙の森』)　　　　　　　　　　2002　　　　14.0×16.3　木版一紙(台紙に貼付)　　　53014691

16-E-1248　長島　充　　　　　　再生の光(版画集『沈黙の森J)　　　　　　　　2002　　　　16.6×15.7　木版･紙(台紙に貼付)　　　53014692

16-E-1249　名嶋憲児　　　　　　　星の上の人　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　22.5×30.0　木版･紙　　　　　　　　　53014694

16-E-1250　名嶋憲児　　　　　　　さかみち　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　29.9×22.5　木版･紙　　　　　　　　　53014696

16-E-1251　名嶋憲児　　　　　　　なにも知らない　　　　　　　　　　　　　　2000　　　22.5×30.0　木版一紙　　　　　　　　　53014695

16-E-1252　名嶋憲児　　　　　　　かなしみ　　　　　　　　　　　　　　　　　1999　　　30.1×22,7　木版一紙　　　　　　　　　53014693

16-E-1253　名嶋憲児　　　　　　人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　67.2×49.0　木版･紙(台紙貼り付け)　　53014697

16-E-1254　深沢幸雄　　　　　　　こぼれ陽　　　　　　　　　　　　　　　　　1956　　　21,9×36.1　メソチント･紙　　　　　　53014698

16-E-1255　深沢幸雄　　　　　　　はがねの華　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　35.7×29.5　エッチング､アクアチント、　53014699

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトグランド･エッチング、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディープ･エッチ一紙

16-E-1256　深沢幸雄　　　　　　　内に潜む　　　　　　　　　　　　　　　　　1960　　　35.9×28.9　アクアチント､エッチング、　53014700

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディープ･エッチ､ソフトグランド･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング一紙

16-E-1257　深沢幸雄　　　　　　扉と人　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　72.1×45.6　アクアチント､パンダ、　　53014701

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント､ルーレット一紙

16-E-1258　深沢幸雄　　　　　　　指の間の記憶B　　　　　　　　　　　　　　　1970　　　73.5×49.1　アクアチント、ドライポイント、53014702

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンダ､エッチング･紙

16一E-1259　深沢幸雄　　　　　　渦の落とす影　　　　　　　　　　　　　　　1977　　　49.5×36.0　メソチント､アクアチント、　53014703

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､ドライポイント一紙

16-E-1260　深沢幸雄　　　　　　　白い光の中で(グワテマラ)　　　　　　　　　1977　　　54.5×35.4　エッチング､アクアチント、　53014704

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンダ、ドライポイント･紙

16-E-1261　深沢幸雄　　　　　　影の中の恋人　　　　　　　　　　　　　　　1978　　　49.9×74.9　アクアチント､ディープ･エッチ.53014705

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､ルーレット、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント一紙

16-E-1262　深沢幸雄　　　　　　眼笑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986　　　24.3×17.6　メソチント､アクアチント一紙53014706

16-E-1263　深沢幸雄　　　　　　寂しい訪問者　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　74.0×49.1　メソチント､アクアチント、　53014707

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング一紙

16-E-1264　深沢幸雄　　　　　　小鳥紳士　　　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　35.8×29.4　ﾒｿﾁﾝﾄ､アクアチント､エッチング、53014708

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｿﾌﾄｸﾞﾗﾝﾄ･エッチング･紙

16-E-1265　深沢幸雄　　　　　　　暁の鳥　　　　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　35.6×29.2　メソチント､アクアチント等の53014709

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法一紙

16-E-1266　深沢幸雄　　　　　　　まどろむ人　　　　　　　　　　　　　　　　1990　　　35.8×59.2　メソチント､アクアチント、　53014710

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､ルーレット一紙
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16-E-1267　深沢幸雄　　　　　　樹精　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1990　　　59.1x35.8　メソチント､アクアチント、　5301471 1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ディープ･エッチ､エッチング、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルーレント･紙

16-E-1268　深沢幸雄　　　　　　涙一滴　　　　　　　　　　　　　　　　　　1990　　　35.8×29.4　メソチント､アクアチント、　53014712

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルーレント･紙

16-E-1269　深沢幸雄　　　　　　午睡の情調　　　　　　　　　　　　　　　　1992　　　28.3×20.4　メソチント､アクアチント一紙53014713

16E-1270　深沢幸雄　　　　　　愛鳥家　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993　　　49.4×35.5　メソチント､アクアチント、　53014714

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング･紙

16-E-1271　深沢幸雄　　　　　　風紋の不死鳥　　　　　　　　　　　　　　　1993　　　69,2×35.9　エッチング､アクアチント、　53014715

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メソチント､ソフトグランド･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチングＪﾚｰﾚﾝﾄ一紙

16-E-1272　深沢幸雄　　　　　　ミス･フォルティッシモ　　　　　　　　　　　1995　　　59,1×35.8　エッチング､メソチント、　53014716

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント､リフトグランド･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング･紙

16-E-1273　深沢幸雄　　　　　　魅惑的な影　　　　　　　　　　　　　　　　1995　　　49.3×35.8　エッチング､アクアチント等の　53014719

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法一紙

16-E-1274　深沢幸雄　　　　　　休息する天使　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　35.9×59.4　エッチング､アクアチント等の　53014720

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法･紙

16-E-1275　深沢幸雄　　　　　　印象（白い手袋）　　　　　　　　　　　　　　1998　　　74.1×49.4　アクアチント､エッチング等の　53014721

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法･紙

16-E-1276　深沢幸雄　　　　　　黄昏銀座　　　　　　　　　　　　　　　　　2000　　　74.0×49,1　メソチント､アクアチント、　53014722

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング､リフトグランド･

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エッチング･紙

16-E-1277　筆塚稔尚　　　　　　Hodashice/すぎて　　　　　　　　　　　　　1982　　　32.5×40.5　エッチング･紙　　　　　　53014732

16-E-1278　筆塚稔尚　　　　　　Montork-2　　　　　　　　　　　　　　　　1983　　　29.3×44,7　エッチング一紙　　　　　　53014733

16-E-1279　筆塚稔尚　　　　　　untitled1　　　　　　　　　　　　　　　　　1987　　　42.9×54.5　エッチング･紙　　　　　　53014734

16-E-1280　筆塚稔尚　　　　　　untitled4　　　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　49.8×68.0　エッチング･紙　　　　　　53014735

16-E-1281　筆塚稔尚　　　　　　Waltz forClane　　　　　　　　　　　　　　1988　　　60.0×81.2　エッチング･紙　　　　　　53014736

16-E-1282　筆塚稔尚　　　　　　風の道標4　　　　　　　　　　　　　　　　1993　　　41.5×59.1　エッチング､アクアチント一紙53014737

16-E-1283　筆塚稔尚　　　　　　風暦/subsequentialperception4　　　　　　　1 995　　　85.2×60.7　エッチング､アクアチント･紙53014738

16-E-1284　筆塚稔尚　　　　　　すいば-3　　　　　　　　　　　　　　　　　1996　　　29.4×37.7　エッチング､アクアチント･紙53014739

16-E-1285　筆塚稔尚　　　　　　すいば一4　　　　　　　　　　　　　　　　　1996　　　39.0×59.7　エッチング､アクアチント･紙53014740

16-E-1286　筆塚稔尚　　　　　　風暦／SubsequentialPerception-5　　　　　　1996　　　91.3×67.6　エッチング､アクアチント一紙53014741

16-E-1287　筆塚稔尚　　　　　　音化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　39.8×35,3　エッチング､アクアチント･紙53014742

16-E-1288　筆ts敏尚　　　　　　原景-3　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999　　　88.1×60.0　リトグラフ･紙　　　　　　53014743

16-E-1289　筆塚稔尚　　　　　　Floval-2　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　21.8×25.9　エッチング･紙　　　　　　53014748

16-E-1290　舟越保武　　　　　　パンセ'84　　　　　　　　　　　　　　　　1984　　　33.0×28.1　リトグラフ･紙　　　　　　53014749

16-E-1291　村井正誠　　　　　　いもむし　　　　　　　　　　　　　　　　　1973　　　60.7×45.6　シルクスクリーン一紙　　　　53014790

16-E-1292　村井正誠　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973　　　60.2×45,8　シルクスクリーン･紙　　　　53014792

16壬一1293　村井正誠　　　　　　丸い顔　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977　　　58.6×49.1　シルクスクリーン･紙　　　　53014791

16一E-1294　村井正誠　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1980　　　60.8×45.7　シルクスクリーン･紙　　　　53014793

16-E-1295　村井正誠　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1982　　　60.8×46.6　シルクスクリーン一紙　　　　53014794

16-E-1296　村井正誠　　　　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1983　　　63.5×50.2　リトグラフ･紙　　　　　　53014795

16-E一1297　ホルスト･アンデス　　二つの頭部（グリム兄弟）　　　　　　　　　　1966　　　　19.8×24.7　エッチング･紙　　　　　　53014862

16-E-1298　ホルスト･アンデス　　三つの□の歯のある人物　　　　　　　　　　　1970　　　90.7×63.6　リトグラフ･紙　　　　　　53014863

16-E-1299　ホルスト･アンデス　　花を持ち梯子と人型と共にある大きな頭部　　　　1977　　　　19.4×24.6　エッチング･紙　　　　　　53014864

16-E-1300　ホルスト･アンデス　　兎とともにいるカップル　　　　　　　　　　　不詳　　　　31.8×34.1　リトグラフ一紙　　　　　　53014865

16-E-1301　ベルナール･ビュッフェ　サンカーストの海岸　　　　　　　　　　　　　1961　　　　51.2×68.0　ドライポイント一紙　　　　53014843

16-E-1302　ベルナール･ビュッフェ　ロテヌフの灯台　　　　　　　　　　　　　　1961　　　　53.0×67.2　ドライポイント･紙　　　　53014844

16-E-1303　ベルナール･ビュッフェ　stCast(1)　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.5×33.5　ドライポイント一紙　　　　53014846

16-E-1304　ベルナール･ビュッフェ　StCast(2)　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.0×64.1　ドライポイント一紙　　　　53014847

16-E-1305　ベルナール･ビュッフェ　stCast(3）　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　49.5×65,9　ドライポイント･紙　　　　53014848

16-E-1306　ベルナール･ビュッフェ　stCast（4）　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.5×49.7　ドライポイント一紙　　　　53014849

16-E-1307　ベルナール･ビュッフェ　stCast（5)　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.4×55.6　ドライポイント･紙　　　　53014850

16-E-1308　ベルナール･ビュッフェ　StCast（6)　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.3×66.1　ドライポイント一紙　　　　53014851

16-E-1309　ベルナール･ビュッフェ　StCast(7)　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.2×62.5　ドライポイント一紙　　　　53014852

16-E-1310　ベルナール･ビュッフェ　stCast（8)　　　　　　　　　　　　　　　1962　　　50.4×37.8　ドライポイント･紙　　　　53014853
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16-E-131 1　ベルナール･ビュッフェ　st Cast（9）　　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50,5×66.2　ドライポイント一紙　　　　53014854

16-E-1312　ベルナール･ビュッフェ　st Cast（10）　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50.5×66.2　ドライポイント一紙　　　　53014855

16-E-1313　ベルナール･ビュッフェ　st Cast (11）　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50.5×65.0　ドライポイント･紙　　　　53014856

16-E-1314　ベルナール･ビュッフェ　st Cast (12）　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50.2×66.4　ドライポイント･紙　　　　53014857

16-E-1315　ベルナール･ビュッフェ　St Cast（13）　　　　　　　　　　　　1962　　　　　　50.3×65.9　ドライポイント一紙　　　　53014858

16-E-1316　ベルナール･ビュッフェ　StCast （14）　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50.2×60.2　ドライポイント･紙　　　　53014859

16一E-1317　ベルナール･ビュッフェ　st Cast（15)　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50.0×65.7　ドライポイント･紙　　　　53014860

16-E-1318　ベルナール･ビュッフェ　st Cast（16)　　　　　　　　　　　　1962　　　　　50.1×64.1　　ドライポイント･紙　　　　53014861

16-E-1319　ベルナール･ビュッフェ　あざみ　　　　　　　　　　　　　　　　1952　　　　　51.5×34.0　リトグラフ一紙　　　　　　53014845

16-E-1320　サム･フランシス　　　不詳　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　　　88.4×99.4　リトグラフ一紙　　　　　　53014830

16-E-1321　シャン･ジャンセン　　バラ色の帽子のピエロ　　　　　　　　　　1978　　　　　66.5×49.0　リトグラフ･紙　　　　　　53014831

16-E-1322　カール･コーラップ　　三日月のある仮面　　　　　　　　　　　1972　　　　　50.1×42.5　シルクスクリーン一紙　　　53014825

16-E-1323　カール･コーラップ　　ヤーヌス　　　　　　　　　　　　　　　1977　　　　　49.2×59.1　シルクスクリーン･紙　　　53014826

16-E-1324　カール･コーラップ　　丘の見える風景　　　　　　　　　　　　1980　　　　　20,0×47.0　リトグラフ一紙　　　　　　53014827

16-E-1325　ケーテ･コルヴィツツ　　鋤をひく人（農民戦争－1）　　　　　　　1906(刷り1921）30.7×44.5　アクアチント､エッチング･紙53014829

16-E-1326　李　萬煥　　　　　　線より　　　　　　　　　　　　　　　　1979　　　　　59.5×71.1　シルクスクリーン一紙　　　53014882

16-E-1327　李　萬煥　　　　　　遺跡地にて1　　　　　　　　　　　　　　1984　　　　　66.9×82.0　リトグラフ一紙　　　　　　53014883

16-E-1328　李　萬煥　　　　　　採石場の想い出1　　　　　　　　　　　　1984　　　　　53,4×68.1　リトグラフ一紙　　　　　　53014884

16-E-1329　李　萬煥　　　　　　FROM WINDS 3　　　　　　　　　　　　1986　　　　　49.3×39.2　ドライポイント一紙　　　　53014885

15一E-1330　李　萬煥　　　　　　都市の記憶より6　　　　　　　　　　　　1989　　　　　59.8×80.0　リトグラフ･紙　　　　　　53014886

16E-1331　李　両煥　　　　　　島より7　　　　　　　　　　　　　　　1989　　　　　51.8×68.5　カーボランダム、　　　　53014887

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント、リトグラフ一紙

16-E-1332　李　萬煥　　　　　　照応98－1　　　　　　　　　　　　　　1998　　　　　63.5×80.2　リトグラフ､銅版一紙　　　　53014888

16-E-1333　李　萬煥　　　　　　照応98-2　　　　　　　　　　　　　　1998　　　　　80.4×63.6　リトグラフ､銅版一紙　　　　53014889

16-E-1334　李　萬煥　　　　　　照応98－3　　　　　　　　　　　　　　1998　　　　　63.6×80.3　リトグラフ､銅版･紙　　　　53014890

16-E-1335　李　萬煥　　　　　　照応98－4　　　　　　　　　　　　　　1998　　　　　80.1×63.5　リトグラフ､銅版･紙　　　　53014891

16-E-1336　フリードリヒ･メクセーパー　ピアノ　　　　　　　　　　　　　　　　1957　　　　　22.6×26.7　エッチング一紙　　　　　　53014832

16-E-1337　フリードリヒ･メクセーパー　静物　　　　　　　　　　　　　　　　　1958　　　　　31.2×55.1　ドライポイント､アクアチント一紙　53014833

16-E-1338　フリードリヒ･メクセーパー　時計仕掛けの魚　　　　　　　　　　　　1959　　　　　　11.5×17.0　ラインエッチング一紙　　　53014834

16一E-1339　フリードリヒ･メクセーパー　カメラ･オブスキュラ　　　　　　　　　　1966　　　　　39.6×50.0　ラインエッチング､アクアチント･　53014835

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント､サンドペーパー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント一紙

16-E-1340　フリードリヒ･メクセーパー　迷路　　　　　　　　　　　　　　　　　1968　　　　　59.4×49.4　エッチング、ドライポイント、53014836

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント､サンドペーパー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント･紙

16-E-1341　フリードリヒ･メクセーパー　三つの球　　　　　　　　　　　　　　　1969　　　　　44.1×58,2　エッチング､アクアチント、　53014837

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンドペーパーアクアチント一紙

16-E-1342　フリードリヒ･メクセーパー　迷路･虹一日時計　　　　　　　　　　　　1969　　　　　43.4×59.0　エッチング､アクアチント、　53014838

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドライポイント､サンドペーパー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチンド･紙

16-E-1343　フリードリヒ･メクセーパー　机　　　　　　　　　　　　　　　　　　1970　　　　　47.3×59.7　エッチング、ドライポイント、53014839

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント､ルーレット一紙

16-E-1344　フリードリヒ･メクセーパー　カスパー･ダヴィツド･フリードリヒ　　　　1974　　　　　38.7×49.0　ラインエッチング浦ライポイント、53014840

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトグランドエッチング、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント､ルーレット、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サンドベーパーアクアチント･紙

16-E-1345　フリードリヒ･メクセーバー　迷路　　　　　　　　　　　　　　　　　1974　　　　　58.8×49.2　ラインエッチング､トライポイント、53014841

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトグランドエッチング、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アクアチント､ルーレント･紙

16一E-1346　フリードリヒ･メクセーパー　実験　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　　　39.2×49.0　エッチング､アクアチント.　53014842

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ルーレット･紙

16-E-1347　マリナーリヒター　　　リア王　第2幕一祝祭　　　　　　　　　　1990　　　　　34.8×18.5　エッチング･紙　　　　　　53014866

16-E-1348　マリナーリヒター　　　リア王　第3幕一仮面をとる　　　　　　　1990　　　　　34.6×20.5　エッチング一紙　　　　　　53014867

16-E-1349　マリナーリヒター　　　リア王　第5幕　　　　　　　　　　　　　1990　　　　　34.7×22.2　エッチング一紙　　　　　　53014868

16-E-1350　マリナ･リヒター　　　リア王の果てしない道程　　　　　　　　　1990　　　　　37.6×44.5　エッチング一紙　　　　　　53014869

16一E-1351　マリナ･リヒター　　　レクイエム　　　　　　　　　　　　　　1990　　　　　37.6×20.2　エッチング･紙　　　　　　53014874

16-E-1352　マリナーリヒター　　　ソネットを讃えて　　　　　　　　　　　　1996　　　　　　18.9×10.9　エッチング･紙　　　　　　53014875
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材一技法　　　　　　　　備品受入番号

16-E-1353　マリナーリヒター　　　私の夢への君の祈り　　　　　　　　　　　　　1996　　　　18.8×12.0　エッチング･紙　　　　　　53014876

16-E-1354　マリナーリヒター　　　オープニングをひかえて　　　　　　　　　　　1999　　　49.7×35.0　エッチング･紙　　　　　　53014877

16モー1355　マリナ･リヒター　　　マクベス　　　　　　　　　　　　　　　　　1999　　　39.5×27.9　エッチング一紙　　　　　　53014878

16-E-1356　マリナ･リヒタ一　　　［花］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1999　　　49.5×34,9　エッチング･紙　　　　　　53014879

16-E-1357　マリナ･リヒター　　　［帽子を被った肖像］　　　　　　　　　　　　1999　　　49.1×34.7　エッチング･紙　　　　　　53014880

16-E-1358　マリナ･リヒター　　　ANGELO（天使）　　　　　　　　　　　　　2000　　　7.9×5.9　　エッチング･紙　　　　　　53014881

16-E-1359　アントニ･タピエス　　書き方と二つの十字　　　　　　　　　　　　　1972　　　59.4×98.2　銅版　　　　　　　　　　53014817

16-E-1360　アントニ･タピエス　　　カタロニアの詩　　　　　　　　　　　　　　1973　　　75.8×55.4　リトグラフ一紙　　　　　　53014818

16-E-1361　アントニータピエス　　栗色の柵　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　76,4×57.2　アクアチント等の混合技法一紙53014819

16-E-1362　アントニータピエス　　赤い円　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976　　　63.2×91.1　アクアチント､エッチング等の53014820

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法･紙

16-E-1363　アントニ･タピエス　　　円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981　　　　74.7×92,8　エッチング･紙　　　　　　53014821

16-E-1364　アントニ･タピエス　　Ml/2　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984　　　69,6×99.4　リトグラフ･紙　　　　　　53014822

16-E-1365　アントニ･タピエス　　刻印　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1984　　　62,8×90.6　エッチング､アクアチント、　53014823

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コラージュ一紙

16-E-1366　アントニ･タピエス　　或るもの　　　　　　　　　　　　　　　　　1988　　　93.2×139.4エッチング､アクアチントなどの53014824

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　混合技法一紙

16-E-1367　アーリング･ヴァルティルソンコップのある静物　　　　　　　　　　　　　　1995　　　　19.8×29.6　メソチント一紙　　　　　　53014797

16-E-1368　アーリングづアルティルソンフォーン（牧神）　　　　　　　　　　　　　　1996　　　　13.5×12.7　メソチント一紙　　　　　　53014798

16-E-1369　アーリング･ヴァルティルソンコスチュームの女　　　　　　　　　　　　　　1997　　　28.1×18.5　メソチント一紙　　　　　　53014799

16-E-1370　アーリング･ヴァルティルソンパフォーマンス　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　23.0×16.9　メソチント一紙　　　　　　53014800

16-E-1371　アーリングづアルティルソンEglshalle　　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　26.1×39.5　メソチント･紙　　　　　　53014801

16-E-1372　アーリングづアルティルソンカップのある配置　　　　　　　　　　　　　　1998　　　23.6×29.6　メソチント･紙　　　　　　53014802

16-E-1373　アーリング･ヴァルティルソンとした眼　　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　　16.0×8.2　　メソチント･紙　　　　　　53014803

16-E-1374　アーリング･ヴァルティルソンねぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　　18.5×31.6　メソチント･紙　　　　　　53014804

16-E-1375　アーリング･ヴァルティルソン魚の頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　42.5×28,8　メソチント一紙　　　　　　53014805

16-E-1376　アーリング･ヴァルティルソン眠り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　49.6×24.5　メソチント･紙　　　　　　53014806

16-E-1377　アーリング･ヴァルティルソンあひるのいる静物　　　　　　　　　　　　　　1999　　　29.5×49.7　メソチント一紙　　　　　　53014807

16-E-1378　アーリング･ヴァルティルソン［静物､ぶどう］　　　　　　　　　　　　　　1999　　　　15.5×29.2　メソチント一紙　　　　　　53014814

16-E-1379　アーリングづアルティルソン［静物､ポット］　　　　　　　　　　　　　　1999　　　　18.8×12.2　メソチント一紙　　　　　　53014815

16-E-1380　アーリング･ヴァルティルソン［静物､3つのっぽ］　　　　　　　　　　　　　2001　　　　21.1×33.5　メソチント一紙　　　　　　53014816

16-E-1381　アーリング･ヴァルティルソン頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　25.2×18.2　メソチント･紙　　　　　　53014808
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
16-E-1382　クロード･ワイズバッシユ　円舞曲　　　　　　　　　　　　　　　　　　不詳　　　　57.6×75.5　リトグラフ･紙　　　　　　53014828

西本コレクション　彫刻等

所蔵品番号　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法（ｃｍ）　　素材･技法　　　　　　　　備品受入番号

16-G-7　　　伊津野雄二　　　　　［トルソ］　　　　　　　　　　　　　　　　1997　　　61.5×18.0×12,8ブロンズ　　　　　　　　53014391

16-G-8　　　伊津野雄二　　　　　　風, 1月　　　　　　　　　　　　　　　　　1998　　　48,5×30.0X31,0木彫　　　　　　　　　　53014392

16-G-9　　　伊津野雄二　　　　　　歌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　82.5×92,5×27,0木彫（松）　　　　　　　　53014393

16-Ｇ-10　　伊津野雄二　　　　　　黙歌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　83,0×38,5×33,0木彫　　　　　　　　　　53014394

日高理恵子｢樹の空間からIVJ(2点組のうち1点)1998年 阿部守[無題]1996年 ケーテ･コルヴィツツ
|鋤をひく人(農民戦争-1 )1906年(刷り1921)
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収集活動 ●美術資料/図書･映像資料

-
古美術

●購入

黒田資料絵画

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　作者名　　　　　　　　　　　　　　　時代･制作年　　　　法量（ｃｍ）　　　　　品質　　　　備品受入番号

4-B-26　　　藤花群雀図　　　　　　　　　藤堂高潔　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦1 16.4横50.0　　絹本着色　　53010418

4-B-43　　　如水居士像　　　　　　　　　長谷川派,春屋宗園賛　　　　　　　　　江戸時代1607　　縦108.5横49.8　　絹本着色　　53010414

4-B-83　　　八景図　　　　　　　　　　　狩野主信一狩野昌運　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦29.0　横646.9　　絹本墨画淡彩　53010416

4-B-84　　　金沢之図　　　　　　　　　　狩野昌運　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦31.9　横482,9　　絹本着色　　53010415

4-B-172　　百流之絵鑑　　　　　　　　　狩野昌運　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦24.4　横25.2他　絹本着色　　53010417

黒田資料　金工

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　法量(cm)　　　　　品質　　　　備品受入番号

4-HC-186　火縄銃(烏天狗図金象嵌)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　総長137.0銃身長100.7木､鉄製　　　53010419
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径13.0

4-HC-187　火縄銃(不動明王像金象嵌)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　全長132.5銃身長97.8　木､鉄製　　　53010420
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径14.2

4-HC-188　火縄銃(｢春山｣銘金象嵌)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　全長124.7銃身長91.3　木､鉄製　　　53010421
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径13.0

4-HC-195　桜に蝶飾り銀筥狭子びらびら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代後期　　　長16,8　　　　　　銀製　　　　53010423

4-HC-196　　自在蟹置物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　長6,7　　　　　　　鉄製　　　　53010422

黒田資料　その他

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　法量(cm)　　　　　品質　　　　備品受入番号

4-Hf-44　　香具四種（香匙､灰押､銀葉挟､香筋）　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　香匙:長9.0香筋:長12.0銀製　　　　53010428

4-H卜45-1　香具（火筋･香筋）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　大:長22.5小:長16.5　銅､木製　　　53010429

4-Hf-45-2　香具（火味）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　長1 1.3　　　　　　銅､木製　　　53010447

4-Hf-45-3　香具（羽帯）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　大:長15.0小;長13.0木､羽製　　　53010448

4-Hf-46　　姫道具(刷毛､毛抜､鋏､曲尺）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　曲尺:長15,8鋏:長ｱ.0鉄､真鍼製など53010430

4-H卜167　　白熊采配および柄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　采配:長72.5柄:長1□.8毛一木製　　　53010424

4一Hf-168　　采配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　太:長21,5細:長22.0紙･竹製　　　53010432

AM卜169-1　采配　附馬針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　長12.9(各）馬針:長6.8金･象牙一木製･鉄製53010425

4-Hf-169-2　梵字采配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　オリジナル:長33.8　　紙一木製黒漆塗53010433

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写:長34.0

4-H卜172　　法螺貝（北条白貝）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　大:長37.5小:長15.7貝製　　　　53010427

4一卜仁□3　　法螺貝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　長44,5　　　　　　貝製　　　　53010426

4-Hf~□4　　九字貝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　桃山時代　　　　　長45.5　　　　　　貝製　　　　53010434

4-Hf-lア6　　白熊毛槍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　高28.0　径36.0　　　毛製　　　　53010431

4-Hf-212　　菊に蝶飾り畦甲揃物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　櫛:3.5×9,3 算:長25.8　敢甲製　　　53010435

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飾り:5,4×10.3替:長27.1

4-Hf-213　　波干鳥に碇瞳甲花算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　算:長26.0飾り:7.0×12.4 嘔甲製　　　53010436

4-Hf-214　　扇面菖蒲堰甲花算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　芽:長24.2　　　　　畦甲製　　　53010437

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　飾り:11.3×10.3

4一Hf-215　　藤棚に蝶転甲花算飾り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　高10.0縦8.0横8.8　嘔甲製　　　53010438

4一Hf-216　　桜瓢箪瀧字瞳甲花算飾り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦5.8　横10.3　　　離甲製　　　53010439

4-Hf-217　　松橘に鶴亀噸甲花算飾り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦7.2　横9.0　　　　咄甲製　　　53010440

4-H卜218　　宝尽履甲花算飾り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦7.7　横10.2　　　転甲製　　　53010441

4-Hf-219　　御簾にあやめ転甲花算飾り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　縦9.0　横1 1.0　　　離甲製　　　53010442

4一Hf-220　　青龍刀敢甲花暦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　長28.5　　　　　　賎甲製　　　53010443

4-Hf-221　　松に編笠転甲花筒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　長22.4　　　　　　随甲製　　　53010444

4-Hf-222　　敢甲花暦七種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　長い順19.7､19.4､18.8、敢甲製　　　53010445

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,1､16,7､15.9､15.0

4-Hf-223　　既甲算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　長24.5（各）　　　　堰甲製　　　53010446

一般古美術資料　陶磁器

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　作者名　　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　法量（ｃｍ）　　　　　品質　　　　備品受入番号

14-Ha-135　染付山水文大皿　　　　　　　初期伊万里　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　口径44.8　高11.7　　磁器　　　　53002762

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高台径11.6
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所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　作者名　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　法量(cm)　　　　　品質　　　　備品受入番号

14-Ha-126　飴粕一重口水指　　　　　　　高取焼　内ヶ磯窯　　　　　　　　　　江戸時代初期　　　高13.6　口径19.0　　陶器　　　　53002761

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　底径15.0

14一Ha-130　刷毛目地萩蝶文向付　　　　　　現川焼　　　　　　　　　　　　　　江戸時代中期　　　最大径13.7　高4.2　陶器　　　　53002760

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高台径6.1

14-Ha-137　掛分阿古陀形香炉　　　　　　高取焼(内ヶ磯窯)　　　　　　　　　江戸時代　　　　　高11.9　最大径12.1　陶器　　　　53002764

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口径7.5

14-Ha-136　掛分茶碗｢二｣字銘　　　　　　高取焼(内ヶ磯窯)　　　　　　　　　江戸時代　　　　　口径15.7　高7.3　　陶器　　　　53002763

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高台径5.3

14-Ha-139　刷毛目藤文角向付　　　　　　現川焼　　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　最大径15.0　高4.6　陶器　　　　53002765

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高台径6.7(5□)

一般古美術m料　金工

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　作者名　　　　　　　　　　　　　　時代　　　　　　　法量（cm)　　　　　品質　　　　備品受入番号

14-HC-3　　茶釜（政所釜）　　　　　　　　伝･西村道仁　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　高17.8　径19.5　　　鋳鉄　　　　53002766

14-HC-4　　七宝透文鉄風炉　　　　　　　伝･古浄味　　　　　　　　　　　　　江戸時代　　　　　高18.1　径37.0　　　鋳鉄　　　　53002767

●寄贈

一般古美術資料　絵画

所蔵品番号　作品名　　　　　　　　　　　作者名　　　　　　時代･制作年　　　　　　　　法量(cm)　　　　品質　　　　　　　　　備品受入番号

14-B-30　　絵本小町引　第二図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.0横39.0　　紙本版画　木版多色摺り　　53014892

14-B-31　　絵本小町引　第三図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.1横39.0　　紙本版画　木版多色摺り　　53014893

14-B-32　　絵本小町引　第四図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.1横38.8　紙本版画　木版多色摺り　　53014894

14-B-33　　絵本小町引　第七図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.0横38.9　　紙本版画　木版多色摺り　　53014895

14-B-34　　絵本小町引　第ハ図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.0横39.0　　紙本版画　木版多色摺り　　53014896

14-B-35　　絵本小町引　第十図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.2横38.9　　紙本版画　木版多色摺り　　53014897

14-B-36　　絵本小町引　第十一図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.2横38.9　　紙本版画　木版多色摺り　　53014898

14-B-37　　絵本小町引　第十二図　　　　　喜多川歌麿　　　　江戸時代　享和2(1802)年頃　　縦25.1横39.0　　紙本版画　木版多色摺り　　53014899

染付山水文大皿初m伊万里江戸時代 飴粧一重口水指高取焼内ヶ磯窯
江戸時代初期

喜多川歌麿筆絵本小町引第二図江戸時代

図書･映mm料

図書関係受入状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和書　　　　洋書

購入　　　図書　　　　　　　　　184　　　　　55

　　　　　　図録　　　　　　　　　　17　　　　　23

　　　　　　年報･紀要　　　　　　　　１　　　　　０

寄贈　　　図書　　　　　　　　　117　　　　　６

　　　　　　図録　　　　　　　　　801　　　　　16

　　　　　　年報･紀要　　　　　　　236　　　　　2

　　　　　　製本資料　　　　　　　　　０　　　　　０

　　　　　　雑誌　　　　　　　　　700　　　　189

合計　　　　　　　　　　　　　2,056　　　　291

総計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,347

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位(冊)

ビデオ関係受入状況

購入　　　ビデオ　　　　　　　　　13

　　　　　　レーザーディスク　　　　　０

　　　　　　コンパクトディスク　　　　０

　　　　　　DVD　　　　　　　　　　Ｏ

　　　　　　マイクロフィルム　　　　　０

寄贈　　　ビデオ　　　　　　　　　　１

　　　　　　レーザーディスク　　　　　０

　　　　　　コンパクトディスク　　　　13

　　　　　　DVD　　　　　　　　　　　2

　　　　　　マイクロフィルム　　　　　０

合計　　　　　　　　　　　　　　　29　　　　　単位(点)
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美術資料の修復と貸出

美術資料の修復

近現代美術

種別　　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　　　　制作年　　　寸法(cm)　　　　　　素材･技法　　　　　　数m　　　　　所蔵品番号

油彩等　手島　貢　　　　　　赤衣　　　　　　　　　　　　1966　　　　130.4×97.5　　　　　油彩一画布　　　　　　1点　　　　　　1-A-104

油彩等　斎藤秀三郎　　　　　作品　　　　　　　　　　　　1967　　　　117.0×91,5　　　　　油彩一画布　　　　　　1点　　　　　　1-A-352

油彩等　松田諦晶　　　　　　晩春の村（渕の上風景）　　　　1913　　　　89.4×71.7　　　　　油彩一画布　　　　　　1点　　　　　　1-Ａ-460

油彩等　野見山暁治　　　　　人間　　　　　　　　　　　　1961　　　　145.3×97.2　　　　　油彩･画布　　　　　　1点　　　　　　1-Ａ一486

日本画等冨田渓仙　　　　　　青嵐　　　　　　　　　　　　1910頃　　　175.6×371.6　　　　絹本着色　　　　　　６曲1隻　　　　l-B-64

油彩等　ラファエル･コラン　　若い娘　　　　　　　　　　　1894　　　　194.0×112.0　　　　油彩一画布　　　　　　1点　　　　　　3-A-2

古美術

種別　　作品名　　　　　　　　　　　作者名　　　　　　　時代　　　　寸法(cm)　　　　　　品質　　　　　　　　数量　　　　　所蔵品番号

絵画　　霜駄天一猿喉図　　　　　　　　伝･牧駱　　　　　　南宋時代　　　中幅:縦99.2横42.8、絹本墨画　　　　　　３幅対　　　　　6-B-9

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左右幅:縦99.0横41.7

絵画　　山水図　　　　　　　　　　　伝･芸阿弥　　　　　室町時代　　　縦147.0　横45.5　　紙本墨画淡彩　　　　　１幅　　　　　　6-B-26

絵画　　指月布袋図　　　　　　　　　　仙圧義梵　　　　　　江戸時代　　　縦85.7横27.3　　　紙本墨画　　　　　　１幅　　　　　　9-B-39

絵画　　天狗図　　　　　　　　　　　仙勝義梵　　　　　　江戸時代　　　縦30.4　横55.4　　　紙本墨画　　　　　　１幅　　　　　　9-B-40

陶磁器　色絵鴛鸞形遊具　　　　　　　　有田焼（柿右衛門様式）江戸時代　　　雄:総長19.0　幅10.4　磁器　　　　　　　　1対　　　　　　14-Ha-34

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高10.6　雌:総長17.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅8.8　高10.3

美術資料の貸出

近現代美術

種別　　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　所蔵品番号　出品展覧会　　　　　　　　　　S覧会場　　　　　　展覧会期

油彩等　斎藤義重　　　　　　作品2（V-2)　　　　　　2-A-28　　斎藤義重展　　　　　　　　　　岩手県立美術館　　　平成15年1月25日－3月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千葉市美術館　　　　平成15年5月17日－6月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県立美術館　　　平成15年7月６日一8月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県立近代美術館　　平成15年10月25日-12月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊本市現代美術館　　平成16年2月７日－3月14日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（貸出は島根県立美術館､富山県立近代美術館､熊本市現代美術館のみ）

油彩等　野口弥太郎　　　　　　パリの眺め　　　　　　　1-A-149　独立美術協会展70回記念展F輝け日本油画」大阪･なんば高島屋　　平成15年2月19日－3月３日

油彩等　今西中通　　　　　　作品　　　　　　　　　l-A-196　　　　　　　　　　　　　　　　東京一日本橋高島屋　　平成15年3月５日－3月17日

油彩等　鳥海青児　　　　　　　ピカドール　　　　　　　2-A-34　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋･松坂屋美術館　平成15年7月12日－7月29日

油彩等　青木繁　　　　　　秋声（東京会場のみ貸出）　1 -A-288　青木繁と近代日本の　　　　　　　東京国立近代美術館　平成15年3月25日－5月n日

水彩等　青木　繁　　　　　　　黄泉比良坂　習作　　　　7-C-1　　　ロマンティシズム　　　　　　　　石橋美術館　　　　　平成15年5月20日－7月6日

素描　　青木　繁　　　　　　黄泉比良坂　習作　　　　7-Ｄ-1

写真　　パレス･ペルメール　　人形の遊び　１冊　　　　3-F-61~77今日の人形芸術一想念の造形　　　東京国立近代美術館工芸館　平成15年3月28日－5月18日

写真　　ハンス･ペルメール　　人形､1935年　　　　　　3-F-137~146　　　　　　　　　　　　　　京都文化博物館　　　平成15年5月30日－6月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ﾆEダンプリント写真10点）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静岡アートギャラリー　平成15年7月12日－8月10Eヨ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミウラート･ヴィレッジ平成15年8月20日－9月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜市歴史博物館　　平成巧年lO月lO日-11月24日

油彩等　三岸好太郎　　　　　　海と射光　　　　　　　　2-A-40　　生誕100年記念　三岸好太郎展　　北海道立近代美術館･　平成巧年4月18日－5月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道立三岸好太郎美術館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下関市立美術館　　　平成巧年5月31日－6月29日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　府中市美術館　　　　平成15年7月５日－8月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋市美術館　　　平成15年8月30日-io月i9日

油彩等　絹谷幸二　　　　　　サントラ嬢の肖像　　　　2-A-72　　黙示録一絹谷幸二　　　　　　　　世田谷美術館　　　　平成15年5月17日－7月13日

油彩等　山口長男　　　　　　　合　　　　　　　　　　l-A-169　7－トにであう夏vol.5　ふたたび！　福岡県立美術館　　　平成15年7月11日－8月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クイズdeアート

油彩等　川口軌外　　　　　　風景　　　　　　　　　2-A-21　　佐伯祐三とパリの時代展　　　　　鹿児島市立美術館　　平成15年7月18日－8月31日

油彩等　佐伯祐三　　　　　　街　　　　　　　　　　2-A-29
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種別　　作家名　　　　　　　作品名　　　　　　　　所蔵品番号　出品展覧会　　　　　　　　展覧会場　　　　　　　　　展覧会期

油彩等　坂本繁二郎　　　　　　大島の一部　　　　　　　1 -A-43　　もうひとつの明治美術　　　静岡県立美術館　　　　　　平成15年ｱ月19日－8月24日

油彩等　吉田　博　　　　　　渓流　　　　　　　　　1-A-218　一明治美術会から太平洋画会へ府中市美術館　　　　　　　平成15年9月６日-1○月19日

油彩等　吉田　博　　　　　　雲叡深秋　　　　　　　　1 -A-464　　　　　　　　　　　　　　長野県信濃美術館　　　　　平成15年10月25日-12月７日

油彩等　中村　彝　　　　　　　自画像　　　　　　　　7-A-32　　　　　　　　　　　　　　岡山県立美術館　　　　　　平成16年12月16日一

油彩等　中村　彝　　　　　　静物　　　　　　　　　7-A-33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年2月１日

油彩等　ポール･デルヴォー　　夜の通り(散歩する女だちと学者)3-A-46　　鉄道と絵画　　　　　　　　東京ステーションギャラリー　平成15年8月2日－9月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひろしま美術館　　　　　　平成15年9月21日ぺ0月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栃木県立美術館　　　　　　平成16年11月１日-12月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市美術館　　　　　　　平成15年1月6日－2月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(貸出は東京､広島､福岡会場のみ)

油彩等　野見山暁治　　　　　　人間　　　　　　　　　1 -A-486　野見山暁治展　　　　　　　東京国立近代美術館　　　　平成16年8月12日-10月5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分市美術館　　　　　　　平成16年2月11日－3月25日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県立近代美術館　　　　平成16年４月３日－5月23日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛知県美術館　　　　　　　平成15年6月４日－7月l9日

日本画等日高理恵子　　　　　　樹の空間からIV　　　　　2-B-34　　The Space of TreesIV　　　art kitemuseum (ドイツ)　平成16年10月12日一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年１月11日

日本画等高山辰雄　　　　　　山がい　　　　　　　　1-B-109　第14回アジア文化賞受賞式　福岡国際会議場控室　　　　平成15年9月18日

日本画等東山魁夷　　　　　　山湖　　　　　　　　　7-B-43

油彩等　藤島武ニ　　　　　　イタリア婦人像　　　　　l-A-243　近代洋画の開拓者たち　　　佐賀県立美術館　　　　　　平成15年10月24日-11月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－アカデミズムの潮流一

油彩等　山口正城　　　　　　冬の山彦　　　　　　　2-A-48　　造形･デザイン教育の展開　　千葉県立美術館　　　　　　平成巧年11月7日一

油彩等　山口正城　　　　　　作品59の5　　　　　　　2-A-49　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年2月９日

油彩等　上村次敏　　　　　　ボッス『快楽の園』より　　1-A-364　上村次敏･五月女幸雄　　　　埼玉県立近代美術館　　　　平成16年11月23日一

水彩等　上村次敏　　　　　　無題　　　　　　　　　l-C-119　迷宮と幻影　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成15年１月12日

水彩等　上村次敏　　　　　　無題　　　　　　　　　1-C-120

水彩等　上村次敏　　　　　　フィレンツェ大聖堂　　　1-C-206

油彩等　大内田茂士　　　　　　静物　　　　　　　　　1 -A-270　生誕90年記念　大内田茂士展福岡県立美術館　　　　　　平成16年１月４日－2月8日

油彩等　大内田茂士　　　　　　隅　　　　　　　　　　1-A-271

油彩等　大内田茂士　　　　　　巴里の街角　　　　　　　l-A-272

油彩等　大内田茂士　　　　　　湘南風景　　　　　　　　1一A-273

油彩等　大内田茂士　　　　　　卓上　　　　　　　　　l-A-276

油彩等　大内田茂士　　　　　　室内の一隅　　　　　　　1-A-277

油彩等　木下　新　　　　　　汚れた空気　　　　　　　1 -A-329　木下新遺作展　　　　　　　福岡市美術館(特別展示室Ｂ)平成15年１月６日－1月18日

油彩等　木下　新　　　　　　マテンロ一　　　　　　　l-A-330

版画　　アンリ･マティス　　　ジャズ15ナイフを投げる男3-E-372　ディック･ブルーナ展　　　　サントリーミュージアム[天保山]平成15年ｱ月19日－8月31日

版画　　アンリ･マティス　　　ジャズロ　干潟1　　　　3-E-374　ミッフィー.ブラック･ペア、　刈谷市美術館　　　　　　　平成15年9月20日-11月2日

版画　　アンしマティス　　　ジャズ18　干潟II　　　　3-E-375　そのシンプルな色とかたち　　福岡県立美術館　　　　　　平成15年12月24日一

版画　　アンリ･マティス　　　ジャズ19　干潟川　　　　3-E-376　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年2月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　板橋区立美術館　　　　　　平成16年2月21日－3月28日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横浜そごう美術館　　　　　平成16年4月３日－b月5日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟県立万代島美術館　　　平成16年5月11日－6月13日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハウステンボス美術館　　　平成16年6月25日－8月31日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(i出は板橋区立美術館より4会場のみ)

古美術

種別　　作者･産地　　　　　　作品名　　　　　　　　　所蔵品番号　出品mm会　　　　　　　　　展覧会場　　　　　　　展覧会期

染織　　スマトラ島･アチエ　　　儀式用布　月文様刺繍　　　18-Hd-6　　エイコ･クスマ･コレクション　　渋谷区立松濤美術館　　平成巧年7月29日－9月7日

染織　　スマトラ島･タパスリ　　儀式用布幾何学文様経絣経糸緯糸紋織18-Hd-12　木綿の島々－インドネシアの染織

染織　　スマトラ島･シマルングン儀式用布経績幾何学勁経緯経糸緯糸紋総　18-Hd-15

染織　　スマトラ島･パヤクンブ　姓用融け･肘格子縞鴇m文囃紡織18-Hd-21

染織　　スマトラ島タンジュン･スガヤン肩掛け･頭巾菱形幾何学文様緯糸紋織　18-Hd-26

染織　　スマトラ島･ジャンピ　　肩掛け　花簸幾何学文様更紗18-Hd-41

染織　　ジャワ島･ラスム　　　肩掛け　孔雀文様更紗　　　18-Hd-49

染織　　スマトラ島･パレンバン　女性用肩掛け花文ifl絣花星文様緯紬
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美術資料の修復と貸出

種別　　作者･産地　　　　　　作品名　　　　　　　　　所蔵品番号　出品展覧会　　　　　　　　　展覧会場　　　　　　展覧会期

染織　　スマトラ島･パレンバン　未亡人用肩掛け花星文様刺繍18-Hd-71　エイコ･クスマ･コレクション　　渋谷区立松濤美術館　　平成15年7月29日－9月７日

染織　　スマトラ島･パレンバン　女性用婚礼ﾁｭﾆｯｸ菱格子花文旧|』繍　18-Hd-72　木綿の島々－インドネシアの染織

染織　　スマトラ島･パレンバン　婚礼部屋用壁掛け草花文様刺繍18-Hd-74

染織　　スマトラ島パセマ　　　肩掛け菱形幾何学文様緯糸紋a 18-Hd-78

染織　　スマトラ島･ランプン　　壁掛け　生命樹文様刺繍　　18-Hd-85

染織　　スマトラ島･ランプン　　女性用筒形腰衣経編幾何人物文様刺繍18-Hd-99

染織　　スマトラ島･ランプン　　壁掛け　人物文様緯糸紋織　18-Hd-105

染織　　中部ジャワ･ジョグジャカルタ腰布　蜀江文様更紗　　　　18-Hd-228

染織　　中部ジャワ･ジョグジャカルタ腰布　ガルーダ草花文様更紗18-Hd一235

染織　　中部シャワーソロ　　　腰布聖水文様更紗　　　　18-Hd-243

染織　　中部ジャワ･ソロ　　　腰布　ガルーダ草花文様更紗18-Hd-249

染織　　昭ｼﾞｬﾜ･ｿﾛづJｲﾝﾃｨｶﾞﾈｸﾞﾘ　筒形腰衣　花束文様更紗　　18-Hd-257

染織　　中部シャワーウオノギリ　腰布　つぎはぎ文様更紗　　18-Hd-262

染織　　西部ジャワ･チレボン　　男性用頭巾アラビア文字文様更紗18-Hd-276

染織　　西部シャワーチレボン　　筒形腰衣　花文様更紗　　　18-Hd-280

染織　　西部シャワーテレホン　　祭壇布　鳳凰草花文様更紗　18-Hd-281

染織　　中部シャワー八二ユマス　腰布　菱格子鶏花鳥文様更紗18-Hd一288

染織　　中部ジャワ･プカロンガン　乳児抱え帯　海辺文様更紗　18-Hd-298

染織　　中部ジャワ･プカロンガン　筒形腰衣戦争シーン文様更紗18-Hd-300

染織　　中部ジャワ･プカロンガン　乳児抱え帯花鳥ﾜﾔﾝ人形文様更紗18-Hd-304

染織　　中部シャワープカロンガン　乳児抱え帯花鳥妖精文様更紗18-Hd-305

染織　　中部ジャワ･プカロンガン　腰布花文様更紗　　　　18-Hd-313

染織　　中部シャワークドウンニ　筒形腰衣　蝶花束文様更紗　18-Hd-315

染織　　中部シャワークドウンニ　筒形腰衣　孔雀花束文様更紗18-Hd-316

染織　　中部シャワークドウス　　腰布　鋸歯草花文様更紗　　18-Hd-318

染織　　中部シャワークドウス　　筒形腰布赤頭巾ちゃん文様更紗18-Hd-320

染織　　中部ジャワ･ラスム　　　筒形腰衣　草花文様更紗　　18-Hd-331

染織　　中部シャワーラスム　　　筒形腰衣　花鳥文様更紗　　18-Hd-339

染織　　東部シャワーシドアルジョ　筒形腰衣　花束文様更紗　　18-Hd-351

陶磁器　上野焼　釜ノロ窯　　　上野割山裾形向付　　　　6-Ha一1 10　懐石の器　　　　　　　　　　八幡市立松花堂美術館　平成巧年lO月il日－11月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～桃山から江戸初期にみる器の美～

絵画　　不詳　　　　　　　　病草紙(肥満の女)　　　　6-B-13　　日本絵画に見る女性の躍動美　　サントリー美術館　　　平成巧年10月７日-11月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働く女､遊ぶ女

彫刻　　　　　　　　　　　　十二神将立像　　　　　　5-G-8-1　　よみがえる仏像　　　　　　　　鳥取県立博物館　　　　平成15年10月21日-11月16日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　毘用羅大将･子神南北朝時代　　　　　　一仏像修理と仏師一国米泰石一

彫刻　　　　　　　　　　　　十二神将立像　　　　　　5-G-8-4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　摩虎羅大将･卯神　南北朝時代

彫刻　　　　　　　　　　　　十二神将立像　　　　　　5-G-8-7

　　　　　　　　　　　　　　　　　　珊底羅大将･午神　南北朝時代

彫刻　　　　　　　　　　　　十二神将立像　　　　　　5-G-8-10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　迷企羅大将･酉神　南北朝時代

陶磁器　ベトナム　　　　　　　白磁印花雲気文碗　　　　1 7-Ha-344豊後府内　南蛮の彩り　　　　　大分市歴史資料館　　　平成15年10月24日-11月24日

陶磁器　ベトナム　　　　　　　白磁印花牡丹唐草文褐粕平碗17-Ha-353 ~南蛮の貿易陶磁器～

陶磁器　サワンカロク　　　　　鉄絵格子花文瓶　　　　　17-Ha-162

陶磁器　ベトナム　　　　　　青花青海波草花文瓶　　　　17-Ha-364

陶磁器　ベトナム　　　　　　　色絵菊唐草文花瓶　　　　17-Ha-415

陶磁器　ベトナム　　　　　　　五彩唐草文碗　　　　　　17-Ha-418

絵画　　狩野探幽筆　沢庵賛　　宗英公(黒田忠之)像　　　4-B-48　　時間の鏡一韓･中一日肖像画大展　ソウル市立美術館(韓国)平成15年12月23日一

絵画　　岩佐又兵衛　　　　　　三十六歌仙画冊　　　　　14-B-26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成16年3月14日
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名簿

美術館協議会委員

会長　　　　　　大西修也　　九州大学大学院芸術工学研究院教授

副会長　　　　　吉岡　紋　　作家

学校教育関係者　出田紘子　　多々良中学校長

　　　　　　　　松尾浩二　　志賀島小学校長

　　　　　　　　三浦勇二　　福岡西陵高等学校

社会教育関係者　足達千鶴子福岡市地域婦人会常任理事

　　　　　　　　石橋美恵子福岡市社会教育委員

　　　　　　　　小林俊子　　福岡市青少年団体連絡会議理事

　　　　　　　　豊田晃一　　福岡市老人クラブ連合会副会長

学識関係者　　　木戸龍一　　福岡県美術協会理事長

　　　　　　　　京谷啓徳　　九州大学助教授

　　　　　　　　佐竹正浩　　福岡市文化財団専務理事

　　　　　　　　中西久吉　　福岡市美術展運営委員

　　　　　　　　濡砂圭子　　育児情報誌編集長

　　　　　　　　古川智次　　福岡大学教授

　　　　　　　　松尾孝司　　西日本新聞社文化部長

収集審査委員

近現代美術

乾　由明　金沢美術工芸大学長

宝木範義　明星大学日本文化学部造形芸術課教授

富山秀男　石橋財団ブリヂストン美術館長

中村英樹　名古屋造形芸術大学教授

古川智次　福岡大学人文学部教授

古美術

石田泰弘　八代市立博物館長

小笠原小枝日本女子大学助教授

菊竹淳一　九州産業大学芸術学部教授

財津永次　梅光女学院大学教授

吉田宏志　京都府立大学文学部教授

吉永陽三　九州陶磁文化館学芸課長

(50音順･敬称略･肩書きは平成巧年度のもの)

職員

館長　　　　　　　　　　　　井上剛紀

副館長(事業管理部長事務代理)

事業管理部長　　　　　　　　小林　毅

管理課長　　　　　　　　　　　稗田政彦

管理係長　　　　　　一一牟田博和

管理係　　　　　　　　　　　江原加代子

　　　　　　　　　　　　　　池田　茂

　　　　　　　　　　　　　　松本哲哉

　　　　　　　　　　　　　　湯田　誠

展覧会等運営調整専任主査　　長野楠男

学芸課長　　　　　　　一尾崎直人

学芸係長　　　　　　　　　　渡週雄二

主任学芸主事　　　　　　　　柴田勝則

　　　　　　　　　　　　　　岩永悦子

学芸員　　　　　　　　　　　山口洋三

　　　　　　　　　　　　　　三谷理華

　　　　　　　　　　　　　　山本香瑞子

　　　　　　　　　　　　　　鬼本佳代子

　　　　　　　　　　　　　　後藤恒

嘱託員　　　　　　　　　　　　中潭雄二

　　　　　　　　　　　　　　　キャレット三宅万里子

　　　　　　　　　　　　　　　中原千代子

　　　　　　　　　　　　　　　池田千代美
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