
４階　新収蔵記念 羽原コレクション展 瀬戸内市立美術館

2023年2月4日（土）～3月19日（日）

№ 作者名 作品名 制作年 材質・形状 寸法（cm）

1 山本丘人 白壁 1973年 紙本彩色 53.0×72.7

2 池田遙邨 山頂の芒原 1980年代 紙本彩色 40.9×53.0

3 小野竹喬 爽風 1961年頃 紙本彩色 40.5×52.5

4 福田平八郎 鮎 1970年 紙本彩色 38.5×50.4

5 東山魁夷 湖光る 制作年不詳 紙本彩色 45.5×60.6

6 東山魁夷 緑樹の森 1951-1956年 絹本彩色 41.7×51.8

7 東山魁夷 濤聲 1968年 紙本彩色 60.6×45.5

8 東山魁夷 静夜（フィンランド） 1963年頃 紙本彩色 58.0×42.0

9 片岡球子 めでたき富士 制作年不詳 紙本彩色 60.6×72.7

10 平山郁夫 月光の砂漠 制作年不詳 紙本彩色 31.8×40.9

11 平山郁夫 月光流沙行 制作年不詳 紙本彩色 65.2×90.9

12 平山郁夫 沙漠の夕べ 制作年不詳 紙本彩色 53.0×40.9

13 平山郁夫 ペルセポリス遺跡 2007年 紙本彩色 72.7×50.0

14 加山又造 鴉 制作年不詳 紙本彩色 50.0×42.0

15 加山又造 冬山 制作年不詳 紙本彩色 72.7×90.9

16 加山又造 静かなる日 制作年不詳 紙本彩色 50.0×65.2

17 加山又造 雪の日本海 制作年不詳 紙本彩色 72.7×53.0

18 加山又造 兜岩 制作年不詳 紙本彩色 65.2×90.9

19 長田佳子 喜美（きび） 制作年不詳 紙本彩色 52.5×72.0

20 長田佳子 一会 制作年不詳 紙本彩色 72.0×90.0

21 中島千波 白額紫陽花 制作年不詳 紙本彩色 64.5×89.5

№ 作者名 作品名 制作年 材質・形状 寸法（cm）

22 青木敏郎 ソルダムと瓶 1992年 油彩・カンバス 65.2×50.0

23 梅原龍三郎 倣鉄齊　武陵桃源図 1947年4月 墨・岩彩・紙 43.5×57.9

24 梅原龍三郎 浅間山秋色 1951年 油彩・カンバス 57.2×45.7

25 梅原龍三郎 軽井沢山荘 1963年頃 油彩・カンバス 80.0×100.0

26 梅原龍三郎 カンヌ風景 1966年 油彩・カンバス 54.0×65.0

27 小磯良平 三人の婦人像 1959年 油彩・カンバス 45.6×37.8

28 小磯良平 バレリーナ 1967年 油彩・カンバス 49.7×49.7

29 小磯良平 婦人像 1978年 パステル・紙 65.0×50.0

30 小磯良平 女と椅子 1974年 油彩・カンバス 61.0×50.0

31 小磯良平 外国婦人 1971年 油彩・カンバス 53.0×45.5

32 佐伯祐三 白い壁の家（下落合風景） 1926年頃 油彩・カンバス 45.8×61.2

33 岡鹿之助 三色スミレ 1972年 油彩・カンバス 33.5×24.4

34 髙島野十郎 静物 1951年秋 油彩・カンバス 53.0×45.5

35 ポール・アイズピリ サン・ジャン・ド・リュ 制作年不詳 油彩・カンバス 53.5×63.5

36 ポール・アイズピリ アルルカン 制作年不詳 油彩・カンバス 41.0×33.0

37 ポール・アイズピリ パイプを持つ男 制作年不詳 油彩・カンバス 46.0×38.0

38 ロジェ・ボナフェ 青い樹 制作年不詳 油彩・カンバス 65.2×80.3

39 山口長男 引 1972年2月 油彩・板 44.0×37.0

40 瑛九 海底 1958年 油彩・板 27.3×22.0

　洋画

　日本画



41 瑛九 作品 1959年 油彩・カンバス 24.3×33.4

42 瑛九 追憶 制作年不詳 油彩・カンバス 37.9×45.5

№ 作者名 作品名 制作年 材質・形状 寸法（cm）

43 佐竹　徳 オリーブ園 制作年不詳 油彩・カンバス 60.6×50.0

44 佐竹　徳 オリーブ園 1970年頃 油彩・カンバス 50.0×60.6

45 佐竹　徳 オリーブ園 制作年不詳 油彩・カンバス 53.0×45.5

46 佐竹　徳 志摩越賀 1950～55年頃 油彩・カンバス 50.0×60.0

47 佐竹　徳 茂庭 1950年代 油彩・カンバス 53.0×72.7

48 佐竹　徳 茂庭雪景 1948年 油彩・カンバス 80.0×99.5

49 佐竹　徳 志摩越賀 1950～55年頃 油彩・カンバス 64.5×90.0

３階　絵画秀作展
№ 作者名 作品名 制作年 材質・形状 寸法（cm）

1 山口長男 晴 1982年 油彩・板 18.3×27.0

2 山口長男 象B 制作年不詳 油彩・板 17.2×23.2

3 浅野弥衛 朝 制作年不詳 油彩・カンバス 52.6×72.5

4 児玉幸雄 ムフタール通り 制作年不詳 油彩・カンバス 31.2×40.1

5 山口薫 戦いの後のある陣屋 制作年不詳 油彩・カンバス 37.8×45.4

6 髙島野十郎 蝋燭 1960年 油彩・カンバス 22.5×15.5

7 熊谷守一 ひるがを 1971年 油彩・板 22.7×15.8

8 熊谷守一 揚羽蝶 1968年 油彩・カンバス 22.5×15.8

9 児島虎次郎 中国風景 1920年代後半 油彩・カンバス 64.5×52.0

10 児島虎次郎 奈良公園 1913～1920年 油彩・カンバス 49.0×60.0

11 児島虎次郎 河口の町（倉敷風景） 制作年不詳 油彩・カンバス 48.5×59.2

12 東山魁夷 朝爽 制作年不詳 岩彩・和紙 30.6×43.7

13 東山魁夷 緑の森 制作年不詳 岩彩・和紙 30.5×42.9

14 奥田元宋 富嶽青松 制作年不詳 岩彩・和紙 62.0×72.2

15 奥田元宋 秋澗濤々（奥入瀬） 制作年不詳 岩彩・和紙 58.5×73.1

16 千住博 夜半に 制作年不詳 岩彩・和紙 52.0×44.3

17 難波田龍起 無題 1970年 ミクストメディア 26.1×18.8

18 吉良治良 無題 制作年不詳 ペン・紙 31.8×40.6

19 ポール・アイズピリ ベニス 制作年不詳 油彩・カンバス 54.0×65.0

20
ロベール・アントワーヌ・

パンション
ルーアン郊外の霧がかるセーヌ川 制作年不詳 油彩・カンバス 47.9×64.1

佐竹徳記念室


