
呉市美名品展-文化勲章受章者・文化功労者を中心に- デッサンを楽しむ
作者名 作品名 制作年 材質・形状 作者名 作品名 制作年 材質・形状

煙草入をもつ男性 63.4 × 48.6

頬杖をつく男性裸像 64.2 × 48.6

晴　曠 1958年 155.5 × 110.2 椅子に坐る男性裸像 62.6 × 48.0

焼　嶽 1968年 217.0 × 151.6 ザルを持つ婦人 62.6 × 47.6

女性頭部彫刻デッサン 62.6 × 47.8

朝鮮服の男性 61.0 × 47.0

後向き男性裸像 63.0 × 47.8

横向き男性裸像 63.0 × 47.8

紀州白浜 30.8 × 37.9

伯耆大山の春 31.4 × 47.0

小磯良平 横たわる女 1959年 130.0 × 140.0 伊予北條 23.8 × 47.0
(1903-1988) 西洋人形 1982年 100.2 × 100.2 箕島 23.1 × 30.3

新穂高温泉附近 19.5 × 30.5

西洋婦人 木炭・紙・額装 65.8 × 50.4

オーギュスト・ルノワール  麦わら帽子の少女  1885年 48.0 × 37.0 横顔婦人 コンテ・紙・額装 65.0 × 50.2
（1841-1919） 勝利のヴィーナスのトルソ 1916年 57.0 × 41.0 × 50.0 婦人像Ａ 41.0 × 29.6

舟越保武 杏 1985年 118.0 × 37.0 × 30.0 婦人像Ｂ 37.0 × 28.3
（1912-2002） 聖マリア・マグダレナ 1984年 48.0 × 50.0 × 32.0 帽子の女 コンテ・紙・額装 37.4 × 28.1

平櫛田中 酔 吟 行 1914年 79.5 × 31.0 × 36.0
（1872-1979） 良寛上人 1970年 28.0 × 21.0 × 19.0

女性裸像Ⅱ 跳ぶ 51.8 × 36.0

女性裸像Ⅲ かまえる 51.8 × 36.0

人物（覚秀） 37.3 × 26.4

椅子に座る 40.7 × 28.6

十三妹挿絵集より ⑨ 旅の話 １ 雲辺寺　１ 38.3 × 27.0

十三妹挿絵集より ⑨ 旅の話 7 雲辺寺　２ 54.0 × 37.8

十三妹挿絵集より ⑨ 旅の話 10 雲辺寺　３ 鉛筆・水彩・紙・額装 53.5 × 38.8

十三妹挿絵集より ⑨ 旅の話 12 出品作品に一部変更がある場合があります

十三妹挿絵集より ⑨ 旅の話 16

十三妹挿絵集より ⑨ 旅の話 17

42.9 × 26.5

東京の中の江戸-水上生活者
佃の渡し船

東京の中の江戸-水上生活者
カッパ祭り

小磯良平《横たわる女》1959年 荻須高徳《洗濯場》1977年

佐藤忠良
（1912-2011）

柳原義達
（1910-2004）

裸婦 1983年

芥川 永
(1915-1998)

其阿弥赫土
（1925-    ）

1905年

小磯良平
(1903-1988)

村山槐多
（1896-1919）

不詳

安井曾太郎
（1888-1955）

木炭・紙・額装

自画像 1917年

道標・鳩 1981年

寸法(㎝)

彩色・絹・屏風
（二曲一隻） 176.1 × 207.5

363.0

× 100.4

162.0

58.5 ×

49.5 ×

×

不詳 鉛筆・紙・額装

1981年
鉛筆・紙・額装

フェルトペン・紙・額装 32.0

木炭・紙・額装

木炭・紙・額装

不詳

寸法(㎝)

油彩・麻布・額装

田沼武能
（1929-　　　　）

ゼラチン・シルバープリント

ブロンズ

1956年

芹沢銈介
（1887-1984）

1967年 型絵染・紙・額装

奥田元宋
（1912-2003）

児玉希望
（1898-1971）

雨　後 1927年

130.5 ×

荻須高徳
（1901-1986）

洗 濯 場 1977年 129.9 ×

小林和作
（1888-1974）

海（紀州） 1959年

彩色・紙・額装

80.6

平山郁夫
（1930-2009）

大毗波沙国桃源境 1983年 171.0 ×

193.71966年樹　氷野見山暁治
（1920-　　　）

円鍔勝三
（1905-2003）

発　掘 1972年

木

127.4 × 37.0 × 71.2

堂本尚郎
（1928-2013）

臨界：水 1986年 アクリリック・綿布・額装 200.0 × 200.0

× 181.7

棟方志功
（1903-1975）

天妃乾坤韻の柵 1952年 木版・紙・額装 62.0 × 46.0

各 13.6×17.9

田中稔之
（1928-2006）

円の光景 '84-27 1984年 アクリリック・麻布・額装 227.2

斎藤　清
（1907-1997）

六月 1982年 木版・紙・額装 45.5

1904年

38.4

40.7

32.3

牛島憲之
（1900-1997）

油　樽 1958年

 （各） 40.3×26.6

91.1 × 116.6

小林和作
（1888-1974）

不詳 鉛筆・水彩・紙・額装

不詳
ペン・紙・額装中西利雄

（1900-1948）

今井政之
（1930-　　）

焼〆灰被イッチン渡り蟹花瓶 1986年 陶器

× 75.5


