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１．沿革・主な出来事

平成１２年１１月 「諏訪の森再整備に関する基本方針」を長崎県・長崎市で公表

平成１３年１月 長崎県新美術館基本構想専門家会議設置

平成１３年４月 長崎県新美術館（仮称）建設基本構想（案）公表

（４～６月、構想（案）に対するパブリックコメント募集）

平成１３年７月 長崎県新美術館（仮称）建設基本構想策定

平成１３年１０月 公募型プロポーザルの結果、「株式会社日本設計／協力：隈研吾」を設計者に決定

平成１４年１月 環長崎港地域アーバンデザイン専門家会議との協議（同年４、７、１０月）

平成１４年３月 長崎県新美術館（仮称）美術館機能検討会議設置

平成１４年１０月 建築設計完了

平成１５年３月 着工

平成１５年９月 第１回長崎県美術館事業検討会

平成１５年１１月 第２回長崎県美術館事業検討会

平成１５年１２月 美術館条例制定

平成１６年１月 財団法人長崎ミュージアム振興財団設立

平成１６年３月 第３回長崎県美術館事業検討会

平成１６年４月 財団法人長崎ミュージアム振興財団を指定管理者に指定

平成１６年６月 第４回長崎県美術館事業検討会

平成１６年９月 長崎県美術館竣工

平成１７年３月 第５回長崎県美術館事業検討会

平成１７年４月 開館

平成１９年度
４月１日 米田耕司館長就任

「デザイン希望峰―清水久和／竹下洋子／城谷耕生の活動」、「森正洋＋阪本やすき＋富永和弘展」（～６月１０日）

４月４日 企画展「北欧モダン デザイン＆クラフト」（～５月１７日）

４月２１日 北欧モダン展関連イベント・長崎県美術館開館２周年記念「Cloudberry Jam Japan Tour 07」

４月２８日 開館２周年記念 米田館長講演会「日本文化の魅力―日本人の忘れ物」

５月２６日 企画展「NHK日曜美術館３０年展」（～７月１日）

５月３１日 「日本建築家協会賞」受賞

７月７日 こどもの広場「手作りのおもちゃ箱Ⅱ」（～８日）

７月１０日 「山端庸介『ナガサキ・ジャーニー』」展（～９月２４日）

７月１３日 企画展「CAPA’sWORLDロバート・キャパ［その生涯と作品］」（～９月２日）

８月１日 こどもの広場「WOODWORKS遊木」展（～３１日）

８月２２日 「長崎コレクション２ 十八銀行コレクション」（～１１月２５日）

９月７日 上柿元勝シェフがカフェ FBプロデューサー就任

９月２３日 特別講演会「ピカソとスペイン美術―情熱の行方」（大�保二郎）
９月２４日 スペイン美術アドバイザリーボード第１回会合開催

１０月５日 企画展「美術館に行こう！ ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」（～１１月２５日）

カフェリニューアルオープン

１０月６日 こどもアートクラブ作品展２００７（～７日）

１０月１２日 ながさき音楽祭２００７（１３日・２１日・２３日・２７日）

１２月４日 企画展「名誉県民 富永直樹展」（～１２月２４日）

１月４日 企画展「日本近代洋画への道 ―山岡コレクションを中心に」（～２月２０日）

１月９日 「２００７きゅうでんイルミネーションコンテスト in Nagasaki（団体部門特別賞）」受賞

１月１７日 「長崎の美術３ 渡辺与平展」（～３月９日）

１月２３日 米田館長プラド美術館往訪

２月２９日 企画展「黒澤明 絵コンテの世界」（～３月３０日）

３月２７日 スペイン美術アドバイザリーボード第２回会合開催
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２．利用者数一覧

総入館者 有料入館者 無料入館者
計画 実績 計画比 計画 実績 計画比 計画 実績 計画比

企画展 １１８，０００ １１３，２３６ ９６．０％ ９６，０００ ９１，４５０ ９５．３％ ２２，０００ ２１，７８６ ９９．０％
常設展 ４０，０００ ７９，８９５ １９９．７％ ３１，２００ ６３，３８６ ２０３．２％ ８，８００ １６，５０９ １８７．６％
教育普及 ４０，０００ ４２，１２９ １０５．３％ ３，１３５ ２，３７６ ７５．８％ ３６，８６５ ３９，７５３ １０７．８％
県民ギャラリー等 １８０，０００ １４６，２８８ ８１．３％ － － － １８０，０００ １４６，２８８ ８１．３％
＊重複調整 △３８，０００ △３９，６６４ １０４．４％ － － － △３８，０００ △３９，６６４ １０４．４％

合計 ３４０，０００ ３４１，８８４ １００．６％ １３０，３３５ １５７，２１２ １２０．６％ ２０９，６６５ １８４，６７２ ８８．１％

平成１９年度入館者実績 単位：人
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３．展覧会事業

「北欧モダン デザイン＆クラフト」展
平成１９年４月４日�～５月１７日� ＊４１日間 会場：企画展示室

１）企画展

概要：

デンマーク、スウェーデン、フィンランドそしてノルウェー

のインテリアやプロダクトデザイン、テキスタイル、玩具な

どの衣食住に密着した優れたデザインを紹介する展覧会。

フィンランド等の美術館や国内外のコレクター所蔵の作品で

構成。黄金期と称される１９５０年代から６０年代の作品を中心

に現代までの系譜をたどる国内初の本格的な北欧デザインの

展覧会であった。長崎会場終了後、宇都宮美術館、京都市美

術館、東京オペラシティーアートギャラリーへ巡回した。当

館では、あわせて常設展示室にて長崎県内のプロダクトデザ

イン等を紹介する展覧会を開催したほか、カフェ、ショップ、

アトリエなど全館を会場とし、さまざまなかたちで北欧の文

化や「生活に密着した美としてのデザイン」を紹介した。

開催形態：巡回展

主催：長崎県美術館、西日本新聞社

特別協賛：積水ハウス株式会社長崎支店

協賛：ビームス、株式会社資生堂

出品協賛・協力：日本インダストリアルデザイナー協会、ス

ガツネ工業株式会社、日本テトラパック株式会社、株式会社

スキャンデックス、ルイス・ポールセン・ジャパン株式会社

後援：長崎県、長崎県教育委員会、NCC長崎文化放送、フィ

ンランド大使館、デンマーク大使館、スウェーデン大使館、

ノルウェー王国大使館、日本グラフィックデザイナー協会、

日本建築学会、日本建築家協会

協力：株式会社日本航空

企画協力：アプトインターナショナル

観覧料：

一般１，０００円（９００円）、大学生８００円（７００円）、

高校生・７０歳以上６００円（５００円）

※（ ）内は前売り料金および２０名以上の団体割引料金

※中学生以下は無料

観覧者数：２１，６０７人（一日あたり５２７人）

出品点数：３３６点

関連事業：

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日１４：００～１５：００

� 映画上映会「浮き雲」

日時：４月１４日�１６：００～
参加者数：１１６人

� ワークショップ「春のおでかけバッグ」

講師：carioca（カリオカ）

日時：４月１５日�１０：００～１６：００
参加者数：２２人

� ワークショップ「はこで織る布雑貨」

日時：�４月２１日� �２２日� 各日１３：００～１６：００

参加者数：�３１人 �２５人
	 長崎県美術館開館２周年記念「Cloudberry JamJapanTour０７」

※共催：FM長崎

日時：４月２１日�２０：３０～
参加者数：２６７人


 北欧のこどもべや

日時：５月１日�～６日�１０：００～１８：００
参加者数：のべ３，９４３人

� 北欧家具体験コーナー

※協力：イルムス福岡

会期：５月２日～１７日�
� 講演会「デザインと生活」

講師：皆川明（デザイナー）

日時：５月１２日�１４：００～１５：３０
参加者数：２８０人（ホール内１８０人、エントランス特設モニ

ター前１００人）。

� カフェ特別メニュー

デンマーク産チーズを使用したオリジナルケーキ、サーモン

オープンサンド、オリジナルドリンク（オーロラ、氷カフェ

モカ、氷ベリー）、デンマーク産ビール・カールスバーグを

4 ３．展覧会事業



販売。

主要記事等：

・「なんでもミュージアム」『長崎 EYE６１０』（NHK長崎放送

局）平成１９年４月１２・１９日放送

・清水恵美子「感動MUSEUM『北欧モダン デザイン＆ク

ラフト展』」『西日本新聞』平成１９年４月１４日

・池田美奈子「美術 批評！『北欧モダン』展」『朝日新聞』

九州版 平成１９年４月１９日

・伊藤晴子「『北欧モダン デザイン＆クラフト』作品紹介

１ トーヴェ・ヤンソンの『ムーミン』」『西日本新聞』平

成１９年４月２５日

・伊藤晴子「『北欧モダン デザイン＆クラフト』作品紹介

２ ポール・ケアホルムの『長椅子』」『西日本新聞』平成

１９年４月２６日

・伊藤晴子「『北欧モダン デザイン＆クラフト』作品紹介

３ カイ・フランクの『食器』」『西日本新聞』平成１９年

４月２７日

・伊藤晴子「『北欧モダン デザイン＆クラフト』作品紹介

４ ポール・ヘニングセンの『照明器具』」『西日本新聞』

平成１９年４月２８日

照明器具

番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１ ポール・ヘニングセン ペンダントランプ「PH
５」

原案１９２４年／
プロトタイプ
１９５８年／制作
１９５８年～

アルミニウム／
塗装仕上げ

径５００×Ｈ３５０ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

ルイスポールセン
ジャパン株式会社
（東京）

２ ポール・ヘニングセン ペンダントランプ「PH
アーティチョーク」
（チョウセンアザミ）

プロトタイプ
１９５８年／制作
１９５８年～

銅／ヘアライン、
クリア塗装仕上
げ

径４８０×Ｈ５００ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

ルイスポールセン
ジャパン株式会社
（東京）

３ ポール・ヘニングセン ペンダントランプ「PH
スノー・ボール」（雪
玉）

プロトタイプ
１９５８年／制作
１９５８年～

アルミニウム／
塗装仕上げ

径４００×Ｈ４００ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

ルイスポールセン
ジャパン株式会社
（東京）

４ ポール・ヘニングセン
（原案）／エベ・クリ
ステンセン＋ソーフ
ス・フランセン（プロ
トタイプ）

ペンダントランプ PH
６．１／２－６

原案１９３１年／
プロトタイプ
１９７９年／制作
２００１年

アルミニウム／
塗装 真鍮／ク
ロームメッキ

径６５０×Ｈ５００ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

宇都宮美術館

５ ヤーコブ・ヤコブセン デスク・ランプ L－１
モデル No．８１５５

プロトタイプ
１９３７年／制作
１９９５年

アルミニウム、
スティール

傘：径１６０×Ｈ１８０
台座：径２７０ アー
ム：Ｌ９８０＋Ｌ５８０

ルクソ社（ノル
ウェー）

日本インダストリア
ルデザイナー協会
（東京）

６ コーア・クリント ペンダントランプ モ
デル No．１０１「フルー
ツ」

プロトタイプ
１９４４年／制作
１９４４年～

プラスティック
紙

径４００×Ｈ５４０ レ・クリント社
（デンマーク）

スキャンデックス株
式会社（東京）

７ アルネ・ヤコブセン ペンダントランプ「AJ
ロイヤル」

プロトタイプ
１９５８年／制作
１９５８年～

アルミニウム／
塗装仕上げ

径３７０×Ｈ１７０ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

ルイスポールセン
ジャパン株式会社
（東京）

８ ヴェルナー・パントン ペンダントラ ン プ
「ムーン」（月）

プロトタイプ
１９６９～１９７０年
／復刻２０００年
代

アルミニウム／
塗装仕上げ

径３４５ プロトタイプ：ル
イス・ポールセン
社（デンマーク）
／復刻：ヴィトラ
社（ドイツ）

株式会社インターオ
フィス（東京）

９ ヴェルナー・パントン フロアランプ「パンテ
ラ」

プロトタイプ
１９７０年／制作
１９７０年～

アクリル樹脂、
アルミニウム／
塗装仕上げ

径４００×Ｈ５５０ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

ルイスポールセン
ジャパン株式会社
（東京）

１０ ヴェルナー・パントン ペンダントランプ「VP
グローブ」（球）

プロトタイプ
１９６９～１９７０年
／復刻２０００年
代

アルミニウム、
塗装仕上げ

径５００ プロトタイプ：ル
イス・ポールセン
社（デンマーク）
／復刻：フランセ
ン社（デンマーク）

株式会社インターオ
フィス（東京）

１１ ポール・クリスティア
ンセン

ペンダントランプモデ
ル No．１７２

プロトタイプ
１９７２年／制作
１９７２年～

プラスティック
紙

径４０５ レ・クリント社
（デンマーク）

スキャンデックス株
式会社（東京）

１２ アルフレート・ホーマ
ン

ペンダントラ ン プ
「ニューハウン」（新港）

プロトタイプ
１９８４～１９８６年
／制作１９８６年
～

アルミニウム／
塗装仕上げ

径３１０×Ｈ２１５ ルイス・ポールセ
ン社（デンマーク）

ルイスポールセン
ジャパン株式会社
（東京）

セクション１ 伝統

１３ タピオ・ウィルッカラ 茶器「２人でお茶を」 プロトタイプ
１９６３年／制作
１９６３～１９７５年

磁器／鋳込み成
形 真鍮、チー
ク

径１３５×Ｈ１８０ ローゼンタール社
（ドイツ）

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

出品リスト：
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１４ タピオ・ウィルッカラ ティーセット「アッサ
ム」

プロトタイプ
１９６７年／制作
１９６７～１９８４年

強化ステンレス
スティール

ティーポット：径
１３５×Ｈ１８０ ティー
カップ：径１００×Ｈ
５４ ソ ー サ ー：径
１４３ クリーマー：
径４５×Ｈ６５

ローゼンタール社
（ドイツ）

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

１５ タピオ・ウィルッカラ グラス「ミラノ」（プ
ロトタイプ）

１９５９年 ガラス 径８０×Ｈ９８ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１６ タピオ・ウィルッカラ カクテルグラス「カレ
リア」

１９６５年／制作
１９６５～１９７４年

ガラス 径７０×Ｈ９８ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１７ タピオ・ウィルッカラ フィンランド・ガラス
産業２７５周年記念グラ
ス

１９５６年 ガラス 径８５×Ｈ１０２ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１８ タピオ・ウィルッカラ ビールグラスモデル
No．２０５２

プロトタイプ
１９６３年／制作
１９６３～１９６６年

ガラス Ｈ１００×Ｗ１２９×Ｄ７５ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１９ タピオ・ウィルッカラ カクテルグラスモデル
No．２１０１「タピオ」

１９５４年 ガラス 径７３×Ｈ８２ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２０ タピオ・ウィルッカラ ガラス器（シリーズ）
「カンタレリ」（アン
ズタケ）

プロトタイプ
１９４６年／制作
１９４６年～

ガラス Ｈ２０３×Ｗ１７９×Ｄ
１７９、Ｈ１５８×Ｗ２４５
×Ｄ２０７

イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

２１ タピオ・ウィルッカラ ガラス器（シリーズ）
「ヴァルサンヤルカ」
（仔馬の足）

プロトタイプ
１９４７年／制作
１９４７年～１９５９
年

ガラス 径７９×Ｈ１６０ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

２２ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（花瓶）
「ヤェーヴオリ」（氷
山）

１９５１年 鋳込み吹きクリ
スタルガラス／
カット装飾

Ｈ２０７×Ｗ１９５×Ｄ
１７０

タピオ・ウィルッ
カラ＋イーッタラ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２３ タピオ・ウィルッカラ フィンガーボ ウ ル
「ヤェカェラェ」（コケ）

１９５０～１９６３年 鋳込み吹きガラ
ス／酸化つや消
し仕上げ

径１４０×Ｈ９５ タピオ・ウィルッ
カラ＋イーッタラ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２４ タピオ・ウィルッカラ フィンガーボ ウ ル
「ヤェカェラェ」（コケ）

鋳込み吹きガラ
ス／酸化つや消
し仕上げ

径６５×Ｈ８５ タピオ・ウィルッ
カラ＋イーッタラ
社（フィンランド）

個人蔵（国内）

２５ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（ボウル）
モデル No．３３４０／３８４０
「クートネン」（第６）

１９５２年 鋳込みクリスタ
ルガラス／カッ
ト装飾

径３００×Ｈ５５ タピオ・ウィルッ
カラ＋イーッタラ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２６ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（皿のシ
リーズ）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６０年

ガラス Ｈ１１５×Ｗ３１０×Ｄ４８ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

MEISTER（東京）

２７ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（皿のシ
リーズ）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６０年

ガラス Ｈ３０×Ｗ７５×Ｄ７０ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

郷古隆洋氏蔵

２８ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（皿のシ
リーズ）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６０年

ガラス 径４５×Ｈ２５ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

平山貴士氏蔵

２９ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（皿のシ
リーズ）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６０年

ガラス 径４０×Ｈ３０ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

平山貴士氏蔵

３０ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（皿のシ
リーズ）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６０年

ガラス Ｈ３０×Ｗ１８０×Ｄ１４５ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

郷古隆洋氏蔵

３１ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻（皿のシ
リーズ）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６０年

ガラス Ｈ３５×Ｗ８７×Ｄ６５ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

郷古隆洋氏蔵

３２ タピオ・ウィルッカラ 花瓶モデル No．３２４０／
３２４４「カルヴォラン・
カント」（切り株）

プロトタイプ
１９４８年／制作
１９４８～１９７２・
１９８３年

鋳込み吹きクリ
スタルガラス

径２０５×Ｈ１８５ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

３３ タピオ・ウィルッカラ ガラス彫刻「パーデリ
ン・ヤェー」（パーデ
ルの氷塊）

プロトタイプ
１９６０年

鋳込みクリスタ
ルガラス／カッ
ト装飾、研磨仕
上げ

径１９５×Ｈ１９０ タピオ・ウィルッ
カラ＋イーッタラ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

３４ タピオ・ウィルッカラ ナイフ「プーッコ」（小
刀）

プロトタイプ
１９６１年／制作
１９６１年～

鉄、革 本体：Ｈ２２×Ｗ２８×
Ｌ２２２ 鞘入り：Ｈ
２５×Ｗ３４×Ｌ２４０／

プロトタイプ：
ハ ッ ク マ ン 社
（フィンランド）
／現行商品：フィ
ルスカス社（フィ
ンランド）

織田憲嗣氏蔵

３５ タピオ・ウィルッカラ カトラリー モデル
No．３５００「コ ン ポ ジ
ション」

プロトタイプ
１９６２年／制作
１９６２年～

強化ステンレス
スティール

Ｌ２０５ ローゼンタール社
（ドイツ）

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

３６ タピオ・ウィルッカラ ２点の彫刻「スオク
ルッパ」（沼シギ）

１９７５年 アルミニウム、
ガラス

Ｈ２３５，Ｈ１６０ タピオ・ウィルッ
カラ＋クルタケス
クス工房（フィン
ランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

３７ タピオ・ウィルッカラ ボトル（シリーズ）モ
デル NO．５０２「ボッラ」

プロトタイプ
１９６６年／制作
１９６６年～

吹きガラス 径１１８×Ｈ２２３ ヴェニーニ社（イ
タリア）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

３８ タピオ・ウィルッカラ ボトル（シリーズ）モ
デル NO．５０２「ボッラ」

プロトタイプ
１９６６年／制作
１９６６年～

吹きガラス 径１１８×Ｈ２２３ ヴェニーニ社（イ
タリア）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

３９ タピオ・ウィルッカラ ボトル（シリーズ）モ
デル NO．５０２「ボッラ」

プロトタイプ
１９６６年／制作
１９６６年～

吹きガラス 径９８×Ｈ３４０ ヴェニーニ社（イ
タリア）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

４０ タピオ・ウィルッカラ 積層合板による彫刻
（シリーズ）

１９５８年 カバ／積層合板 Ｈ３００×Ｗ２００ タピオ・ウィルッ
カラ工房（フィン
ランド）

個人蔵（フィンラン
ド）

４１ タピオ・ウィルッカラ 皿（シリーズ）「葉」 １９６７年 カバ／積層合板 幅広：Ｗ２６０×Ｌ４８０
×Ｄ２５ 幅 狭：Ｗ
１６０×Ｌ９００×Ｄ４０

タピオ・ウィルッ
カラ工房（フィン
ランド）

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

４２ タピオ・ウィルッカラ 皿（シリーズ）「葉」 １９６７年 カバ／積層合板 Ｗ１６０×Ｌ９００×Ｄ４０ タピオ・ウィルッ
カラ工房（フィン
ランド）

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

４３ タピオ・ウィルッカラ 積層合板による彫刻
「コティロ／モルス
ク」（カタツムリ）

１９５６年 カバ／積層合板
鉄

本体：Ｈ３１０×Ｗ５４０
×Ｄ２６０ 柄：Ｈ７７０
ベース：Ｈ３５０×Ｗ
３５０

M．リンドクヴィ
スト

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

４４ タピオ・ウィルッカラ 積層合板のテーブル
「葉」

１９５２年 カ バ／積 層 合
板・ソリッド、
塗装仕上げ

Ｈ５２５×Ｗ１，２１０×Ｌ
６５０

アスコ社（フィン
ランド）

タピオ・ウィルッカ
ラ／ルート・ブリー
ク財団（ヘルシンキ）

４５ タピオ・ウィルッカラ 電球モデル E－２７（４０
Wクリスタル）「フィ
ンライト」（オリジナ
ル・パッケージ付き）

１９５９年 ガラス、金属 径８０×Ｈ１２０ アイラム社（フィ
ンランド）

個人蔵（国内）

４６ タピオ・ウィルッカラ 電球モデル E－１４（１５
Wクリスタル）「フィ
ンライト」（オリジナ
ル・パッケージ付き）

１９５９年 ガラス、金属 径５０×Ｈ８５ アイラム社（フィ
ンランド）

個人蔵（国内）

４７ エリック・グンナー・
アスプルント

肘掛椅子「セナ」 プロトタイプ
１９２５年／復刻
１９８０年代

クルミ、革、金
属

Ｈ１，１１５×Ｗ８９５×Ｄ
１，１５５

ダヴィット・ブロ
ムベリ工房（ス
ウェーデン）／
カッシーナ社（イ
タリア）

織田憲嗣氏蔵

４８ コーア・クリント 肘 掛 椅 子 No．３７５８A
「レッド・チェア」ま
たは「バルセロナ」

プロトタイプ
１９２７年／制作
１９２７年～

マホガニー、革、
金属ビス

Ｈ８８５×Ｗ５７０×Ｄ
５５５

Rud．ラスムッセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

４９ コーア・クリント 肘掛椅子「サファリ」 プロトタイプ
１９３３年／制作
１９３３年～

トネリコ、麻布、
革、金属ビス

Ｈ８００×Ｗ５７０×Ｄ
５７０

Rud．ラスムッセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

５０ ブルーノ・マットソン 長椅子「ペルニラ」 プロトタイプ
１９３４年／制作
１９３５年～

カバ／合板、曲
木成形・ソリッ
ド、麻布

Ｈ８１０×Ｗ５１０×Ｄ
１，５５０

カール・マットソ
ン社（スウェーデ
ン）

織田憲嗣氏蔵

５１ ボーエ・モーエンセン 椅 子 モ デ ル No.J３９
「FDBチェア」（デン
マーク生活共同組合の
椅子）または「シェイ
カー」

プロトタイプ
１９４４年／復刻
（本作品）１９８３
年・１９９６年

カシ／無塗装
革、紙紐

Ｈ７３０×Ｗ４８０×Ｄ
５２０

プロトタイプ：デ
ンマーク生活協同
組／復刻：クヴィ
スト社（デンマー
ク）

武蔵野美術大学美術
資料図書館
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

５２ ボーエ・モーエンセン ソファモデ No．１７８９ プロトタイプ
１９４５年／制作
１９４５年～

ブナ、布、革紐 Ｈ８５０×Ｗ１，６２０×Ｄ
６２０

フリッツ・ハンセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

５３ ボーエ・モーエンセン 肘 掛 椅 子 モ デ ル
No．２２２６「ス パ ニ ッ
シュ」（スペイン風の
椅子）

プロトタイプ
１９５９年／制作
１９５９年～

カバ、革、金属
バックル

Ｈ６３０×Ｗ８３０×Ｄ
６２０

フレデリシア椅子
製造社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

５４ アンティ・ヌルメスニ
エミ

サウナ・スツール プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５２年～

合板 径４３０×Ｈ４３０ ヴオッコ社（フィ
ンランド）

織田憲嗣氏蔵

５５ イェンス・クイスト
ゴー

カトラリー １９６０年代 金属 ディナーナイフ：Ｗ
２４×Ｌ２１４ デザー
トナイフ：Ｗ２０×Ｌ
１６６ バ タ ー ナ イ
フ：Ｗ１５×Ｌ１０３
マスタードナイフ：
Ｗ１７×Ｌ２２１ サ ー
ヴィングフォーク
（二叉：）Ｗ２７×Ｌ
１９２ デ ィ ナ ー
フォーク：Ｗ２４×Ｌ
１９２ デ ザ ー ト
フォーク：Ｗ２４×Ｌ
１７５ ミ ニ フ ォ ー
ク：Ｗ１２×Ｌ１０６
サーヴィングスプー
ン：Ｗ８４×Ｌ１９３
ディナースプーン
（丸）：Ｗ４２×Ｌ１９１
ディナースプーン

（細長）：Ｗ３３×Ｌ
１５３ デ ザ ー ト ス
プ ー ン：Ｗ５８×Ｌ
１６５

ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

５６ イェンス・クイスト
ゴー

アイスペール プロトタイプ
１９６０年／制作
１９６０年代

チーク／ニス塗
装 プ ラ ス
ティック（内部）

径２３５×Ｈ４９３ ダンスク・イン
ターナショナル・
デザイン社（デン
マーク）

個人蔵（国内）

５７ カール・ハリー・ス
トールハーネ

花瓶とボウル（シリー
ズ）花瓶

１９５０～１９６０年 �器／釉薬 径５０×Ｈ１０５ ロルストラント製
陶社（スウェーデ
ン）

中野桂氏蔵

５８ カール・ハリー・ス
トールハーネ

花瓶とボウル（シリー
ズ）花瓶

１９５０～１９６０年 �器／釉薬 Ｈ１８５×Ｗ１２５×Ｄ
１０５

ロルストラント製
陶社（スウェーデ
ン）

白田仁氏蔵

５９ カール・ハリー・ス
トールハーネ

花瓶とボウル（シリー
ズ）花瓶

１９５０～１９６０年 �器／釉薬 径７３×Ｈ１４８ ロルストラント製
陶社（スウェーデ
ン）

MEISTER（東京）

６０ カイ・ボイエセン カトラリー プロトタイプ
１９３２年

金属 ケーキサーヴァー：
Ｗ６７×Ｌ２０７ 平 ス
プーン（丸）：Ｗ３５
×Ｌ１５６ 平スプー
ン（角）：Ｗ２７×Ｌ
１８１ 細 長 フ ォ ー
ク：Ｗ１９×Ｌ１９７、
Ｗ１６×Ｌ１６９ 三 叉
フォーク：Ｗ２５×Ｌ
１４９ 二 叉 フ ォ ー
ク：Ｗ２８×Ｌ１４４
マドラー：Ｗ２２×Ｌ
１５８ 肉串（ハンド
ル無し）：Ｗ１３×Ｌ
２０６ 肉串（ハンド
ル付き）：Ｗ２７×Ｌ
２０２

カイ・ボイエセン
工房（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

６１ カイ・ボイエセン 手付鍋（鍋１＋蓋１＋
サーヴィングスプーン
１）

１９５１年 銀、黒檀 Ｈ１１５×Ｗ２６０×Ｄ
１４８

カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲン）

8 ３．展覧会事業
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６２ カイ・ボイエセン サーヴィングスプーン
付き二重サラダボウル

１９４２年 木 サラダボウル：径
２５５×Ｈ２３５ サ ー
ヴィングスプーン：
Ｗ６５×Ｌ２９０

カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲン）

６３ アルネ・ヤコブセン カトラリーモ デ ル
No．３５５「AJ」

プロトタイプ
１９５７年／制作
１９５７年～

ステンレスス
ティール

ディナーナイフ：Ｗ
１７×Ｌ１９８ デザー
トナイフ：Ｗ２５×Ｌ
１６５ デ ィ ナ ー
フォーク（肉用）：
Ｗ１９×Ｌ１９８ デ ィ
ナーフォーク（魚
用）：Ｗ１５×Ｌ１８７
デザートフォーク：
Ｗ１３×Ｌ１３４ デ ィ
ナースプーン（左利
き用）：Ｗ４５×Ｌ１６２
サーヴィングスプー
ン：Ｗ３０×Ｌ１８４
ディナースプーン
（細長）：Ｗ２０×Ｌ
１５６ デ ザ ー ト ス
プ ー ン：Ｗ１６×Ｌ
１３８ ティースプー
ン：Ｗ１９×Ｌ１１３

ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）／織田憲
嗣氏蔵／個人蔵（国
内）

６４ アルネ・ヤコブセン カトラリーモ デ ル
No．３５５「AJ」ディナー
スプーン（右利き）

プロトタイプ
１９５７年／制作
１９５７年～

ステンレスス
ティール

Ｌ１６２ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）

６５ アルネ・ヤコブセン カトラリーモ デ ル
No．３５５「AJ」マスター
ドナイフ

プロトタイプ
１９５７年／制作
１９５７年～

ステンレスス
ティール

Ｗ１２×Ｌ８６ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

個人蔵（国内）

６６ グンナー・ニールント 花瓶、ボウル、皿（シ
リーズ）花瓶

１９５０年代 �器／釉薬 Ｈ２４２×Ｗ９５×Ｄ９５ ロルストラント製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

６７ グンナー・ニールント 花瓶、ボウル、皿（シ
リーズ）花瓶

１９５０年代 �器／釉薬 Ｈ３０３×Ｗ１０８×Ｄ
１０８

ロルストラント製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

６８ ゲルトルート・ヴァセ
ゴー

ティーセットの一部
（ティーポット、茶入
れ、トレイ）

プロトタイプ
１９５６年

�器、籐 ティーポット：Ｈ
１４７×Ｗ２６７×Ｄ１７２
茶入れ：Ｈ１２０×Ｗ
９１×Ｄ７０ トレイ：
径２１８×Ｈ３５

ビング＆グローン
ダール製陶社（デ
ンマーク）

織田憲嗣氏蔵

６９ ゲルトルート・ヴァセ
ゴー

食器（シリーズ）「ゲ
ミナ」（双子座）

１９６０年 陶器／絵付 ティーポット：径
２４０×Ｈ１２０ ティー
カップ：Ｈ６５ ソー
サ ー：径１４２ ク
リーマー：径１３１×
Ｈ６２ シュガーポッ
ト：径１０２×Ｈ５９
ト レ イ：Ｈ３２×Ｗ
１６７×Ｄ２３６

ロイヤル・コペン
ハーゲン製陶社
（デンマーク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）

７０ シグヴァルト・ベルナ
ドッテ

カトラリーモ デ ル
No．９

１９３９年 銀（ディナーナ
イフの刃はステ
ンレススティー
ル）

ディナーナイフ：Ｌ
２２２ デ ィ ナ ー
フォーク：Ｌ１９２
ディナースプーン：
Ｌ１８５

ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）

７１ ナンニー・スティル＝
マッキニー

サーヴィングスプーン
とサーヴィングフォー
ク（セット）

１９５４年 木 スプーン：Ｗ５０×Ｌ
３４５ フォーク：Ｗ
５０×Ｌ３４５

ナンニー・スティ
ル＝マッキニー工
房（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

７２ パー＆アンネリーゼ・
リンネマン＝シュミッ
ト

�器シリーズ 花瓶 １９５０年代 �器 径８５×Ｈ３００ パー＆アンネリー
ゼ・リンネマン＝
シュミット工房
「パルサス窯」
（デンマーク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）／ティア・モッ
テス（作家遺族）

７３ パー＆アンネリーゼ・
リンネマン＝シュミッ
ト

�器シリーズ 小鳥 １９５０年代 �器／釉薬 Ｈ６０×Ｗ３５×Ｄ２５ パー＆アンネリー
ゼ・リンネマン＝
シュミット工房
「パルサス窯」
（デンマーク）

郷古隆洋氏蔵
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

７４ パー＆アンネリーゼ・
リンネマン＝シュミッ
ト

�器シリーズ 小鳥 １９５０年代 �器／釉薬 Ｈ４５×Ｗ６０×Ｄ２５ パー＆アンネリー
ゼ・リンネマン＝
シュミット工房
「パルサス窯」
（デンマーク）

郷古隆洋氏蔵

７５ パー＆アンネリーゼ・
リンネマン＝シュミッ
ト

�器シリーズ 花瓶 １９５０年代 �器／釉薬 径７５×Ｈ２２７ パー＆アンネリー
ゼ・リンネマン＝
シュミット工房
「パルサス窯」
（デンマーク）

郷古隆洋氏蔵

７６ パー＆アンネリーゼ・
リンネマン＝シュミッ
ト

�器シリーズ ボウル １９５０年代 �器／釉薬 Ｈ７０×Ｗ１１５×Ｄ１１０ パー＆アンネリー
ゼ・リンネマン＝
シュミット工房
「パルサス窯」
（デンマーク）

郷古隆洋氏蔵

７７ パー＆アンネリーゼ・
リンネマン＝シュミッ
ト

�器シリーズ 花瓶 １９５０年代 �器／釉薬 径６０×Ｈ１７０ パー＆アンネリー
ゼ・リンネマン＝
シュミット工房
「パルサス窯」
（デンマーク）

郷古隆洋氏蔵

７８ ハンス・J．ウェグナー 椅子「チャイニーズ」
（中国風の椅子）

プロトタイプ
１９４３年／制作
１９４３年～

サクラ、革 Ｈ８１５×Ｗ５７０×Ｄ
５５０

フリッツ・ハンセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

７９ ハンス・J．ウェグナー 椅 子 モ デ ル No．５５９
「ピ ー コ ッ ク」（ク
ジャク）

プロトタイプ
１９４７年／制作
１９４３年～１９９２
年／復刻１９９２
年～

トネリコ、チー
ク、紙紐

Ｈ１，０３０×Ｗ７７０×Ｄ
７７０

プロトタイプ：ヨ
ハネス・ハンセン
社（デンマーク）
／復 刻：P.P．家
具社

織田憲嗣氏蔵

８０ ハンス・J．ウェグナー 椅 子 モ デ ル No．５０１
「ザ・チェア」または
「ラウンド・チェア」
（丸い椅子）

プロトタイプ
１９４９年／制作
１９４９～１９９２年
／復刻１９９２年
～

チーク、籐 Ｈ７６０×Ｗ５２０×Ｄ
６３０

プロトタイプ：ヨ
ハネス・ハンセン
社（デンマーク）
／復 刻：P.P．家
具社

織田憲嗣氏蔵

８１ ハンス・J．ウェグナー 椅子モデル No．２４「Y
チェア」または「ウィッ
シュボーン」（鳥の叉
骨）

プロトタイプ
１９５０年／制作
１９５０年～

カシ、紙紐 Ｈ７３０×Ｗ５５０×Ｄ
５２０

カール・ハンセン
社（デンマーク）

SIGN（東京）

８２ ハンス・J．ウェグナー 三本脚の積層合板椅子 プロトタイプ
１９６３年／制作
１９９７年～

積層合板、曲木
成形、ラッカー
塗装

Ｈ７３０×Ｗ９０５×Ｄ
８２０

ヴィトラ社（ドイ
ツ）

織田憲嗣氏蔵

８３ カイ・ボイエセン 玩具「汽船」 プロトタイプ
１９５０年代

チーク／ペンキ
塗装

Ｈ１２８×Ｗ２８１×Ｄ７０ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

８４ カイ・ボイエセン 玩具「サル」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５１年～

チーク／ニス塗
装

Ｈ３２５×Ｗ３８０×Ｄ
３２０

カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

８５ カイ・ボイエセン 玩具「サル」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５７年

チーク／ニス塗
装

Ｈ１８３×Ｗ１６７×Ｄ５８ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

個人蔵（国内）

８６ カイ・ボイエセン 玩具「ゾウ」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５１年～

チーク／ニス塗
装

Ｈ１３５×Ｗ１６４×Ｄ９７ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

８７ カイ・ボイエセン 玩具「カバ」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５１年～

チーク／ニス塗
装

Ｈ１０３×Ｗ２６９×Ｄ６６ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

８８ カイ・ボイエセン 玩具「クマ」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５１年～

チーク／ニス塗
装

Ｈ９９×Ｗ５８×Ｄ６２ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

８９ カイ・ボイエセン 玩具「ダックスフン
ド」

プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５１年～

チーク／ニス塗
装

Ｈ１５０×Ｗ２６４×Ｄ９４ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

９０ カイ・ボイエセン 玩具「ウサギ」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５１年～

チーク／ニス塗
装

Ｈ１６２×Ｗ７２×Ｄ５６ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

９１ カイ・ボイエセン 玩具「イヌ」 プロトタイプ
１９５１年／制作
１９５７年

チーク／ニス塗
装

Ｈ２８５×Ｗ５１０×Ｄ
２２５

カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

９２ カイ・ボイエセン 玩具「ツノメドリ」 プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４年～

木／ペンキ塗装 Ｈ１７４×Ｗ１１６×Ｄ
１０４

カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

９３ カイ・ボイエセン 玩具「兵隊」 プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４年～

木／ペンキ塗装 Ｈ２２８×Ｗ７１×Ｄ４４ カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

９４ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミン谷の仲
間たち』（英語版）の
表紙絵

制作年不明／
初 版１９６２年
（スウェーデ
ン語）、初訳
１９６３年（英語）、
１９６８年（日本
語）

グアッシュ、イ
ンク・紙

３０２×２２１ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

９５ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミンパパ海
へいく』の挿絵「灯台
もりの誕生日 パ ー
ティー」

制作年１９６５年
／初版１９６５年
（スウェーデ
ン語）、初訳
１９６６年（英語）、
１９６８年（日本
語）

インク・紙 １１９×１３５ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

９６ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミン谷の
冬』の挿絵「水あび小
屋のなか」

制作年不明／
初 版１９５７年
（スウェーデ
ン語）、初訳
９５８年 （ 英
語），１９６８年
（日本語）

グアッシュ、イ
ンク・紙

２２５×１７５ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

９７ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミン谷の十
一月』の挿絵「フィリ
フヨンカのおそうじ」

制作１９７０年／
初 版１９７０年
（スウェーデ
ン語）、初訳
１９７１年（英語）、
１９７２年（日本
語）

インク・カード
ボード

１７５×１５７ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

９８ トーヴェ・ヤンソン 書籍『サノマレーティ
クヴィトゥス』の挿絵
「ムーミン一家の肖
像」

１９６０年代 インク・紙 １４０×１７０ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

９９ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミン谷の夏
まつり』の挿絵「水に
つかった台所を泳ぐ
ムーミントロール」

制作１９５４年／
初 版１９５４年
（スウェーデ
ン語）、初訳
１９５５年（英語）、
初 訳１９６５年
（日本語）

インク・紙 １７０×１１８ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

１００ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミン谷の思
い出』の挿絵「タイル
ストーブの前のムーミ
ンパパと仲間たち」
（ロッドユールとソー
スユール）

制作１９５０年／
初 版１９５０年
（スウェーデ
ン語）、初訳
１９５２年（英語）、
初 訳１９６５年
（日本語）

インク・紙 １４８×１１８ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

１０１ トーヴェ・ヤンソン 書籍『ムーミン谷の思
い出』の挿絵「家をた
てるムーミンパパ」

制作１９５０年／
初 版１９５０年
（スウェーデ
ン語）、初訳
１９５２年（英語）、
初 訳１９６９年
（日本語）

インク・紙 １４８×１９４ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

１０２ トーヴェ・ヤンソン 浮氷のうえの村 １９３２年 水彩・紙 ２０９×２８６ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

１０３ トーヴェ・ヤンソン 夜道を歩くとロール １９３４年 水彩、鉛筆・紙 １８１×２４７ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）

１０４ トーヴェ・ヤンソン 舞台のためのデザイン
原画

１９５０年代 グアッシュ、鉛
筆、インク・紙

３４６×５２０ タンペレ市立美術館
ムーミン谷コレク
ション（タンペレ）
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セクション２ 機能

番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１０５ フィン・ユール 椅子「ペリカン」 プロトタイプ
１９４０年／復刻
２００１年～

カエデ、布 Ｈ８７０×Ｗ７２０×Ｄ
７８０

プロトタイプ：
ニールス・ヴォッ
ダー社（デンマー
ク）／復刻：ハン
セン＆ソェーレン
セン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

１０６ フィン・ユール 椅子モデル No.NV－
４５

プロトタイプ
１９４５年／復刻
１９９０年代

マホガニー、布 Ｈ６９０×Ｗ８２５×Ｄ
７８０

プロトタイプ：
ニールス・ヴォッ
ダー社（デンマー
ク）／復刻：ニー
ルス・ロート・ア
ナセン社（デン
マーク）

織田憲嗣氏蔵

１０７ フィン・ユール 肘掛椅子モデル No.
NV－４８

プロトタイプ
１９４８年／復刻
１９９１年～

マホガニー、革 Ｈ７００×Ｗ７８０×Ｄ
６３５

プロトタイプ：
ニールス・ヴォッ
ダー社（デンマー
ク）／復刻：ニー
ルス・ロート・ア
ナセン社（デン
マーク）

織田憲嗣氏蔵

１０８ フィン・ユール 肘掛椅子「チーフタ
ン」（酋長の椅子）ま
たは「エジプシャン」
（エジプト風の椅子）

プロトタイプ
１９４９年／復刻
１９９０年代

ローズウッド、
革

Ｈ１，０２５×Ｗ９１０×Ｄ
９３５

プロトタイプ：
ニールス・ヴォッ
ダー社（デンマー
ク）／復刻：ニー
ルス・ロート・ア
ナセン社（デン
マーク）

織田憲嗣氏蔵

１０９ フィン・ユール ボウル（シリーズ） プロトタイプ
１９５０年／制作
１９５０年～

チーク（大・小）
／ニス塗装 カ
バ（中）／無垢
仕上げ

Ｈ１０５×Ｗ３７０×Ｄ
３５４、Ｈ７５×Ｗ２２９×
Ｄ２２３、Ｈ５５×Ｗ１４８
×Ｄ１５０

カイ・ボイエセン
工房（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１１０ ポール・ケアホルム 椅子モデル No.PK２２ プロトタイプ
１９５５～１９５６年
／制作１９５６～
１９７０年／復刻
１９７０年～

スティール／ク
ロームメッキ
革

Ｈ７１０×Ｗ６３０×Ｄ
６７０

プロトタイプ：E
コルト・クリステ
ンセン社（デン
マーク）／復刻：
フリッツ・ハンセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１１１ ポール・ケアホルム 長椅子モデル No.PK２４
「ハンモック」

プロトタイプ
１９６５年／制作
１９６５～１９７０年
／復刻１９７０年
～

ステンレスス
ティール、籐、
革

Ｈ６７０×Ｗ８７０×Ｄ
１，５５０

プロトタイプ：E
コルト・クリステ
ンセン社（デン
マーク）／復刻：
フリッツ・ハンセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１１２ ポール・ケアホルム 椅子モデル No.PK２０ プロトタイプ
１９６７年／制作
１９６７～１９７０年
／復刻１９７０年
～

ステンレスス
ティール、革

Ｈ８８０×Ｗ７６０×Ｄ
８２５

プロトタイプ：E
コルト・クリステ
ンセン社（デン
マーク）／復刻：
フリッツ・ハンセ
ン社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１１３ ルイーゼ・アーデルボ
リ

食器（シリーズ）「ス
ウィーディッシュ・グ
レイス」（スウェーデ
ンの優美）

プロトタイプ
１９３０年／制作
１９３０年～

磁器 ティーポット：Ｈ
１４３×Ｗ２１９×Ｄ１３８
ティーカップ：Ｈ６８
×Ｗ１２６×Ｄ１１０ 同
ソーサー：径１５７×
Ｈ２７ シュガーポッ
ト：Ｈ９９×Ｗ１２７×
Ｄ１０１ ク リ ー
マ ー：Ｈ６５×Ｗ１００
×Ｄ７７ プレート：
径２４４×Ｈ３１、径２１１
×Ｈ２６、径１７０×Ｈ
２３

ロルストラント製
陶社（スウェーデ
ン）

織田憲嗣氏蔵

１１４ ルーベン・ラウシンク
＋エリック・ワレンベ
リ

テトラパック（四面体
型）

プロトタイプ
１９５１年／実用
化１９５２年～

紙／合 成 樹 脂
コーティング

Ｈ１１０×Ｗ１１０×Ｄ
１２５

テトラ・パック社
（スウェーデン）

日本テトラパック株
式会社（東京）
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１１５ ルーベン・ラウシンク
＋エリック・ワレンベ
リ

テトラパック（直方体
型）

プロトタイプ
１９５１年／実用
化１９５２年～

紙／合 成 樹 脂
コーティング

Ｈ１６７×Ｗ９５×Ｄ６３、
Ｈ８３×Ｗ６４×Ｄ４０

テトラ・パック社
（スウェーデン）

日本テトラパック株
式会社（東京）

１１６ カーリナ・アホ 陶のまな板「カーラ」
（魚）

１９５３～１９６０年 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ８×Ｗ３１０×Ｄ１８７ アラビア製陶社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

１１７ カイ・フランク（デザ
イン）＋ライヤ・ウオ
シッキネン（装飾）

食器（シリーズ）TV
スナック・セット「エ
ミリア」

プロトタイプ
１９４９年／制作
１９５０年 代～
１９６９年（装飾
付き）

陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

カ ッ プ：Ｈ９０×Ｗ
１１０×Ｄ５８

アラビア製陶社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

１１８ ティモ・サルパネヴァ ガラス器（シリーズ）
「I－コレクション」

プロトタイプ
１９４５年／復刻
２００２年

ガラス Ｈ９０×Ｗ１２９×Ｄ７８ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１１９ ティモ・サルパネヴァ ガラス器（シリーズ）
「I－コレクション」

プロトタイプ
１９４５年／復刻
２００２年

ガラス 径７６×Ｈ６７ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１２０ ティモ・サルパネヴァ ガラス器（シリーズ）
「I－コレクション」

プロトタイプ
１９４５年／復刻
２００２年

ガラス 径９６×Ｈ１９１ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１２１ ティモ・サルパネヴァ ガラス器（シリーズ）
「I－コレクション」

プロトタイプ
１９４５年／復刻
２００２年

ガラス 径８０×Ｈ１７０ イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

SIGN（東京）

１２２ イェンス・クイスト
ゴー

ホーロー鍋（シリー
ズ）「コベンスタイル」

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４年～

金属／ホーロー 両手鍋：Ｈ１４６×Ｗ
３４０×Ｄ２６６ 片 手
鍋：Ｈ１１３×Ｗ３１１×
Ｄ１８１、Ｈ１３２×Ｗ２５６
×Ｄ１５７

ダンスク・イン
ターナショナル・
デザイン社（デン
マーク）

織田憲嗣氏蔵

１２３ ウッラ・プロコペ 食器（シリーズ）「ル
スカ」（褐色）

プロトタイプ
１９６０年／制作
１９６０～２０００年

�器 ティーカップ：Ｈ５５
×Ｗ１２６×Ｄ１０４ 同
ソーサー：径１６４×
Ｈ１９ コーヒーカッ
プ：Ｈ７８×Ｗ９５×Ｄ
７２ 同ソーサー：径
１２６×Ｈ１８ デ ィ
ナープレート：径
２６０×Ｈ２８ プレー
ト：径２０３×Ｈ２３、
径１７７×Ｈ２２ ス ー
ププレート：径１５９
×Ｈ５４ グラタンプ
レート：径１８１×Ｈ
６４

アラビア製陶社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１２４ フ リ ー ド ル・ホ ル
ツァー＝ツェルベリ

食器（シリーズ）「ラ
イス・ポーセリン」
（米粒模様の磁器）

プロトタイプ
１９４２年／制作
１９４２～１９７４年

磁器 ボウル：径２１５×Ｈ
９３、Ｈ８２×Ｗ１７４×
Ｄ９７、径１２２×Ｈ６０

アラビア製陶社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１２５ E．ドラグステート金
属工芸工房

コーヒー＆ティーセッ
ト

１９３８年 銀、靭皮 ティーポット：Ｈ
１１５×Ｗ１３４×Ｄ１１５
コーヒーポット：

Ｈ１００×Ｗ１２０×Ｄ
１００ クリーマー：
Ｈ７０×Ｗ７７×Ｄ６５
シュガーポット：Ｈ
６０×Ｗ１００×Ｄ６５

E．ドラグステー
ト金属工芸工房
（デンマーク）

宇都宮美術館

１２６ アイノ・アアルト ガラス器（シリーズ）
「ボェルゲブリック」
（湖水の波紋）

プロトタイプ
１９３２年／制作
１９３２年～

ガラス 径２０５×Ｈ９０、径１７０
×Ｈ７０、径１２０×Ｈ
５０

プロトタイプ：カ
ルフラ社（フィン
ランド）／現行商
品：イーッタラ社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

１２７ アクセル・ブルーエル 取っ手のないコーヒー
セット（シリーズ）

プロトタイプ
１９５７年

磁器 コーヒーポット：径
９１×Ｈ２７４ コ ー
ヒーカップ：径３５×
Ｈ６３ ソーサー：径
６６×Ｈ１５

リンビー製陶社
（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵
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１２８ アルネ・ヤコブセン 金属器（シリーズ）「シ
リンダ・ライン」

プロトタイプ
１９６５年／制作
１９６５年～

ステンレスス
ティール

コーヒーポット：Ｈ
２０４×Ｗ２３１×Ｄ１０５
ティーポット：Ｈ
１１７×Ｗ２３２×Ｄ１３１
ピッチャー：Ｈ２０１
×Ｗ１６０×Ｄ１０５
シュガーポット：径
７７×Ｈ９５ ク リ ー
マ ー：Ｈ６７×Ｗ１８５
×Ｄ９４ 塩入れ：径
１２×Ｈ８５ 胡 椒 入
れ：径２８×Ｈ６５ 辛
子入れ：径５２×Ｈ３６
マスタードナイフ：
Ｗ１２×Ｌ８５ ト レ
イ：１０４×Ｈ７

ステルトン社（デ
ンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１２９ アンティ・ヌルメスニ
エミ

ホーロー調理具（シ
リーズ）

プロトタイプ
１９５７年／制作
１９５７年～

金属／ホーロー コーヒーポット：Ｈ
１９０×Ｗ２２８×Ｄ２５０
鍋：Ｈ１３５×Ｗ２７６×
Ｄ２０２

プロトタイプ：
ワェルトシラェ社
（フィンランド）
／現行商品：フィ
ネル社（フィンラ
ンド）

織田憲嗣氏蔵

１３０ アンネ＝マリー・ト
ローレ

食器（シリーズ）「ド
ミノ」

プロトタイプ
１９７０年／制作
１９７０年～

磁器／釉薬、絵
付

ティーポット：Ｈ
２０７×Ｗ１６８×Ｄ１４７
ティーカップ：Ｈ５２
×Ｗ１２０×Ｄ１００ 同
ソーサー：径１５７×
Ｈ１１８ プレート：
径７９×Ｈ３９ 塩 入
れ：径５６×Ｈ４２ 辛
子入れ：径６０×Ｈ６７

ロイヤル・コペン
ハーゲン製陶社
（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１３１ イェラン・ホーンネル グラス（シリーズ）「ア
アル ネ」（グ リ フ ィ
ン）

プロトタイプ
１９４９～１９５０年
／制作１９５０年
～

ガラス 径７６×Ｈ１１８、径８８
×Ｈ８０

プロトタイプ：カ
ルフラ社（フィン
ランド）／現行商
品：イーッタラ社
（フィンランド）

スキャンデックス株
式会社（東京）

１３２ ウッラ・プロコペ ティー・ポット「GA」 プロトタイプ
１９５５年

陶器、籐 Ｈ１６６×Ｗ１６４×Ｄ
１２１

アラビア製陶社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１３３ エイステイン・サンド
ネス

食器（シリーズ）「エ
イステイン・サガ」

プロトタイプ
１９７０年／制作
１９７０年～

磁器／釉薬、絵
付

ティーポット：Ｈ
１６３×Ｗ２５５×Ｄ１４７
ティーカップ：Ｈ７３
×Ｗ１１５×Ｄ８９
ソーサー：径１５２×
Ｈ２３ シ ュ ガ ー・
ポット：径９７×Ｈ９８
クリーマー：Ｈ８０×
Ｗ１１４×Ｄ７８ デ ィ
ナープレート：径
３２４×Ｈ４６ 塩 入
れ：径５３×Ｈ９８ 胡
椒入れ：径５３×Ｈ９８

ポルスグルンド製
陶 社（ノ ル
ウェー）

織田憲嗣氏蔵

１３４ エリック・マグヌッセ
ン

魔法瓶（シリーズ） プロトタイプ
１９７７年／制作
１９７７年～

ABS樹脂（プロ
トタイプはステ
ンレススティー
ル）、ガラス

Ｈ３０１×Ｗ１７５×Ｄ
１０５、Ｈ２３３×Ｗ１７５
×Ｄ１０８

ステルトン社（デ
ンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１３５ カイ・フランク 食器シリーズ「IS」 デザイン１９４８
年／プロトタ
イプ１９５２年／
制 作１９５３～
１９７５年

陶器（ファヤン
ス焼）

径１０８×Ｈ１２４ アラビア製陶社
（フィンランド）

concrete craft（東京）
／dieci（大阪）

１３６ カイ・フランク 食器シリーズ「IS」 デザイン１９４８
年／プロトタ
イプ１９５２年／
制 作１９５３～
１９７５年

陶器（ファヤン
ス焼）

径１１０×Ｈ６４ アラビア製陶社
（フィンランド）

concrete craft（東京）
／dieci（大阪）
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１３７ カイ・フランク 食器（シリーズ）「キ
ルタ」（ギルド）カッ
プ＆ソーサー

デザイン１９４８
年／プロトタ
イプ１９５２年／
制 作１９５３～
１９７５年

陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

カップ：径８２×Ｈ６０
ソーサー：径１６０×
Ｈ２５

アラビア製陶社
（フィンランド）

concrete craft（東京）
／dieci（大阪）

１３８ カイ・フランク 食器（シリーズ）「キ
ルタ」（ギルド）クリー
マー

デザイン１９４８
年／プロトタ
イプ１９５２年／
制 作１９５３～
１９７５年

陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径１２７×Ｈ７５ アラビア製陶社
（フィンランド）

concrete craft（東京）
／dieci（大阪）

１３９ カイ・フランク 食器（シリーズ）「キ
ルタ」（ギルド）シュ
ガーポット

デザイン１９４８
年／プロトタ
イプ１９５２年／
制 作１９５３～
１９７５年

陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径１００×Ｈ６８ アラビア製陶社
（フィンランド）

concrete craft（東京）
／dieci（大阪）

１４０ カイ・フランク 食器（シリーズ）「キ
ルタ」（ギルド）角皿

デザイン１９４８
年／プロトタ
イプ１９５２年／
制 作１９５３～
１９７５年

陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ１６０×Ｗ１０５×Ｄ
１０５

アラビア製陶社
（フィンランド）

concrete craft（東京）
／dieci（大阪）

１４１ カイ・フランク サモワール、ティー
ポットモデ ル LA４
（プロトタイプ）

１９５８年 �器、陶器、金
属

サモワール：Ｈ２２４
×Ｗ２６３×Ｄ２３７
ティーポット：径
１７８×Ｈ１５０

アラビア製陶社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１４２ カイ・フランク 食器シリーズ「ロケロ
ヴァティ」（仕切りの
ある皿）

プロトタイプ
１９５７年／制作
１９５８～１９６５年

�器／釉薬 Ｈ３６×Ｗ３０４×Ｄ２４８ アラビア製陶社
（フィンランド）

郷古隆洋氏蔵

１４３ カイ・フランク デキャンター モデル
Nos．１６１０、１６２１

No ．１６１０：
１９５６～１９６５年、
No ．１６２１：
１９５５～１９６８年

ガラス No．１６１０（青）：径
１０５ × Ｈ ２２３
No．１６２１（灰）：径
１２５×Ｈ２３０

ヌータヤェルヴィ
社（フィンランド）

個人蔵（国内）

１４４ カイ・フランク ガラス装飾「アテーナ
ン・アアム」（アテネ
の朝）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９７５年

型吹きガラス 径６５×Ｈ６５０、径６５
×Ｈ６００、径６０×Ｈ
６３０

ヌータヤェルヴィ
社（フィンランド）

本田峰規氏蔵

１４５ カイ・フランク デキャンターモデル
NoKF５００／１５００「クレ
ムリン・ベル」（クレ
ムリンの鐘）

プロトタイプ
１９５７年／制作
１９６４年

鋳込み吹きガラ
ス

径７０×Ｈ２０２ ヌータヤェルヴィ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１４６ カイ・フランク グラスモデル No．２７４４
（オリジナルパッケー
ジ付き）

プロトタイプ
１９５６年／制作
１９５６～１９６７年

型吹きガラス グラス：径８３×Ｈ８０
パッケージ：径７６×
Ｈ１４０

ヌータヤェルヴィ
社（フィンランド）

佐藤歩氏蔵／郷古隆
洋氏蔵

１４７ カイ・フランク（プロ
トタイプ）＋ライヤ・
ウオシッキネン（装飾）

「TM－サーデ」（雨）、
「TM－レヴォンテュ
リ」（オーロラ）

プロトタイプ
１９４８年（TM）
／制作１９５０年
代（装飾付き）

磁器／絵付 カップ：Ｈ４５×Ｗ８５
×Ｄ６８ ソーサー：
径１１７×Ｈ１９

アラビア製陶社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

１４８ クルト・エクホルム 食器（シリーズ）モデ
ル AH

プロトタイプ
１９３５年／制作
１９３５～１９３９年

陶器（ファヤン
ス焼）／釉薬

ディナープレート：
径２４０×Ｈ２０ ス ー
ププレート：径２１０
×Ｈ３０ ソースポッ
ト：Ｈ７５×Ｗ１９５×
Ｄ１４０ 角 皿：Ｈ３５
×Ｗ１９０×Ｄ１３０ 塩
入れ：径４５

アラビア製陶社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１４９ クルト・エクホルム 食器（シリーズ）「シ
ニヴァルコ」（青と白）

プロトタイプ
１９３６年／制作
１９３６～１９５６年

陶器（ファヤン
ス焼）／釉薬

ティーカップ：径９５
×Ｈ５９ ソーサー：
径１４９×Ｈ２２ ボ ウ
ル：径１６０×Ｈ５０
ディナープレート：
径２５５×Ｈ３０ パ ン
皿：径２３３×Ｈ２８
卵立て：径４５×Ｈ６３

アラビア製陶社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１５０ グレーテ・マイヤー 食器（シリーズ）「ブ
ロー・カント」（青い
線）

プロトタイプ
１９６５年／制作
１９６５年～

磁器（ファヤン
ス焼）

ピッチャー：Ｈ１３８
×Ｗ２０５×Ｄ１４３、Ｈ
１４３×Ｗ１８５×Ｄ１２２
スープカップ：Ｈ８７
×Ｗ１６４×Ｄ１２０ 同
ソーサー：径１７４×
Ｈ１５ ティーカッ
プ：Ｈ５６×Ｗ１２１×
Ｄ９９ 同ソーサー：
径１４８×Ｈ１７ デ ミ
タスカップ：Ｈ６３×
Ｗ１０３×Ｄ８１ 同
ソーサー：径１４８×
Ｈ１７ 塩入れ：径４６
×Ｈ４０ 胡椒入れ：
径４８×Ｈ４１

ロイヤル・コペン
ハーゲン製陶社
（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１５１ サーラ・ホペア 花瓶モデル SH１０５／
１４０４

プロトタイプ
１９５３年／制作
１９５４～１９６７年

吹きガラス Ｈ３１０ ヌータヤェルヴィ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１５２ サーラ・ホペア 水差しモデル No．１６１８、
グラスモデル No．１７１８
（専用バスケット付き）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４～１９６８年

吹きガラス 水差し：Ｈ１６５×Ｗ
１１８×Ｄ１５５ グ ラ
ス：径７３×Ｈ８７

ヌータヤェルヴィ
社（フィンランド）

dieci（大阪）

１５３ シグヴァルト・ベルナ
ドッテ＋アクトン・ビ
イェルン

ボウル（シリーズ）「マ
ルグレーテ」

プロトタイプ
１９５０年／制作
１９５０年～

メラミン樹脂 Ｈ１３５×Ｗ２８４×Ｄ
２４０、Ｈ１２６×Ｗ２２２
×Ｄ１８７

ロスティ社（デン
マーク）

織田憲嗣氏蔵

１５４ シグネ・パーソン＝メ
リン

保温台付きティーポッ
ト「キャロル」

プロトタイプ
１９７０年／制作
１９７０年～

耐熱ガラス、金
属、コルク

ティーポット：Ｈ
１８７×Ｗ１８６×Ｄ１３９
ウォーマー：径１５２
×Ｈ９５

ボ ー ダ 社（ス
ウェーデン）

織田憲嗣氏蔵

１５５ シグネ・パーソン＝メ
リン

保温台付きティーポッ
ト「キャロル」

プロトタイプ
１９７０年／制作
１９７０年～

耐熱ガラス、金
属、コルク

ティーカップ：Ｈ
１１３×Ｗ９０×Ｄ６４／
ソーサー：径８０×Ｈ
１１０

ボ ー ダ 社（ス
ウェーデン）

concrete craft（東京）

１５６ ティアス・エクホフ 食器（シリーズ）「リー
ジェント」

プロトタイプ
１９６５年／制作
１９６５年～

磁器 ティーポット：Ｈ
１４０×Ｗ２０８×Ｄ１１２
ティーカップ：Ｈ５６
×Ｗ９０×Ｄ７１ シュ
ガーポット：径９１×
Ｈ４１ クリーマー：
Ｈ７１×Ｗ８８×Ｄ６１
プレート：径１６９×
Ｈ１９

ポルスグルンド製
陶社（ノルウェー）

織田憲嗣氏蔵

１５７ ティモ・サルパネヴァ 食器（シリーズ）「ス
オミ」（フ ィ ン ラ ン
ド）

プロトタイプ
１９７４年／制作
１９７４年～

磁器、ステンレ
ススティール

ティーポット：Ｈ
１６７×Ｗ１９７×Ｄ１３４
コーヒーポット：Ｈ
２０６×Ｗ１７８×Ｄ１１５
ティーカップ：Ｈ５２
×Ｗ１１９×Ｄ９２ 同
ソーサー：Ｈ１８×Ｗ
１５３×Ｄ１５３ シ ュ
ガーポット：Ｈ９０×
Ｗ８９×Ｄ８９ クリー
マー：Ｈ９３×Ｗ８２×
Ｄ７２ プレート：Ｈ
１９４×Ｗ１８

ローゼンタール社
（ドイツ）

織田憲嗣氏蔵

１５８ ティモ・サルパネヴァ スタッキング・ボトル
（シリーズ）「バード」
（鳥）

プロトタイプ
１９５９年／制作
１９５９年～

ガラス 赤：径１０９×Ｈ１３２、
青：径１０５×Ｈ１６０

イ ー ッ タ ラ 社
（フィンランド）

郷古隆洋氏蔵／織田
憲嗣氏蔵

１５９ ティモ・サルパネヴァ キャセロール プロトタイプ
１９６０年／制作
１９６０年～

鋳鉄／ホーロー Ｈ１７２×Ｗ２４０×Ｄ
１９７

プロトタイプ：
ローゼンレウ社
（フィンランド）
／現行商品：ハッ
クマン社（フィン
ランド）

織田憲嗣氏蔵

１６０ ピエト・ハイン 卵形蓋付容器モデル
No．１１４７A「スーパー
エッグ」

１９６５年 銀 Ｈ１０１ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１６１ アルヴァ・アアルト 肘掛椅子モデル No．４１
「パイミオ」

プロトタイプ
１９３０年～１９３１
年／制作１９３５
年～

カバ／合板、曲
木成形・ソリッ
ド、ラッカー塗
装、ニス塗装

Ｈ６６０×Ｗ６０５×Ｄ
８５０

ア ル テ ッ ク 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１６２ アルヴァ・アアルト スツールモデル No.X
６００

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５４年～

カバ／合板、曲
木成形・ソリッ
ド、ニス塗装、
革

径４１０×Ｈ４６５ ア ル テ ッ ク 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１６３ アルヴァ・アアルト ティー・ワゴン モデ
ル No．９００

プロトタイプ
１９３６年～１９３７
年／制作１９３７
年～

カバ／合板、曲
木成形・ソリッ
ド、ニス塗装、
ペンキ塗装、籐、
陶

Ｈ５８０×Ｗ９１０×Ｄ
６９０

ア ル テ ッ ク 社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

１６４ アルヴァ・アアルト 花瓶モデル No．３０３１
「サヴォイ」

プロトタイプ
１９３６年／制作
１９３６年～

ガラス Ｈ１２２×Ｗ１５３×Ｄ
１３２

プロトタイプ：カ
ルフラ社（フィン
ランド）／現行商
品：イーッタラ社
（フィンランド）

スキャンデックス株
式会社（東京）

１６５ アルヴァ・アアルト 「サヴォイ」鋳型（小） 木 径３８０×Ｈ３３０ プロトタイプ：カ
ルフラ社（フィン
ランド）／現行商
品：イーッタラ社
（フィンランド）

スキャンデックス株
式会社（東京）

１６６ アルヴァ・アアルト 「サヴォイ」鋳型（大） 木 径４４０×Ｈ６８０ プロトタイプ：カ
ルフラ社（フィン
ランド）／現行商
品：イーッタラ社
（フィンランド）

スキャンデックス株
式会社（東京）

１６７ アルヴァ・アアルト 「サヴォイ」鋳型用柄
杓

木 Ｈ４８０×Ｗ１５５×Ｄ
１５５

プロトタイプ：カ
ルフラ社（フィン
ランド）／現行商
品：イーッタラ社
（フィンランド）

スキャンデックス株
式会社（東京）

１６８ イルマリ・タピオヴァ
アラ

椅子「ウィルヘルミー
ナ」

１９５９年 カバ／積層合板、
曲木成形

Ｈ６８０×Ｗ４７０×Ｄ
４２０

ウィルヘルム・
シ ャ ウ マ ン 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

１６９ イングマール・レリン
ク

椅子「シエスタ」（昼
寝）

プロトタイプ
１９６５年／制作
１９６５年～

木、革、紐 Ｈ７９０×Ｗ６５０×Ｄ
７５０

ヴェストランド家
具製造社（ノル
ウェー）

織田憲嗣氏蔵

１７０ エリック・グンナー・
アスプルント

椅子モデル No.GA－
２

プロトタイプ
１９３０年／本作
品は復刻版

スティールパイ
プ／クローム・
メッキ 革

Ｈ７８０×Ｗ６２０×Ｄ
５６０

プロトタイプ：ノ
ルディスカ・コン
パ ニ ー 社（ス
ウェーデン）／復
刻：ショーレモ社
（スウェーデン）

スカンディックハウ
ス（東京）

１７１ エリック・グンナー・
アスプルント

椅子モデル No.GA－
２

プロトタイプ
１９３１年／本作
品は復刻版

スティールパイ
プ／クローム・
メッキ 革

Ｈ６７０×Ｗ７５０×Ｄ
７８０

プロトタイプ：ノ
ルディスカ・コン
パ ニ ー 社（ス
ウェーデン）／復
刻：ショーレモ社
（スウェーデン）

織田憲嗣氏蔵

１７２ エリック・マグヌッセ
ン

椅子「Zチェア」 プロトタイプ
１９６８年／復刻
１９９０年代

スティールパイ
プ／吹付塗装
革

Ｈ７５０×Ｗ６８０×Ｄ
６１０

プロトタイプ：ト
ルベン・エルス
コー社（デンマー
ク）／復刻：エン
ゲルブレヒト社

織田憲嗣氏蔵

１７３ オーレ・キルク＋ゴッ
トフレート・キルク

無限連結式ブロック玩
具「レゴ・ブロック」

プロトタイプ
１９５５～１９５８年
／制作２００６

プラスティック 基本ブロック：Ｈ１２
×Ｗ３０×Ｄ１０

レゴ社（デンマー
ク）

個人蔵（国内）

１７４ ウルフ・ハンセス 流線型木製自動車モデ
ル Nos．１２６５５、２１１５１、
２１１６１

プロトタイプ
１９８４年／制作
２００６年

木／ペンキ塗装 No．１２６５５（黒）：
Ｈ６２×Ｗ６８×Ｄ１３３
No．２１１５１（赤）：
Ｈ７６×Ｗ６８×Ｄ１３３
No．２１１６１（銀）：
Ｈ７８×Ｗ６８×Ｄ１３３

プレイサム社（ス
ウェーデン）

個人蔵（国内）
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１７５ トム・リンドハルト・
ウィルス＋ハンス・
モーエンス・フレデリ
クセン

公園遊具モデル No.M
１００「クラシック」

プロトタイプ
１９７０年／制作
１９８７年

木／ペンキ塗装
金属、プラス

ティック

馬：Ｈ５５０×Ｗ９３５×
Ｄ２５０ スプリング
部：径１９０×Ｈ４８０

コンパン社（デン
マーク）

日本インダストリア
ルデザイナー協会
（東京）

１７６ クリスティアン・ヴェ
デル

子供用椅子 プロトタイプ
１９５５年

ブ ナ／曲 木 成
形・ソリッド、
ラッカー塗装

Ｈ４１０×Ｗ４３０×Ｄ
３００

トルベン・エルス
コー社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

１７７ ペ ー タ ー・オ プ ス
ヴィック

子供用椅子「トリッ
プ・トラップ」

プロトタイプ
１９７２年／制作
（本 作 品）
１９８８年

ブナ／ニス塗装
金属パーツ

Ｈ７８０×Ｗ４６０×Ｄ
４９０

ストッケ社（ノル
ウェー）

武蔵野美術大学美術
資料図書館

１７８ ペ ー タ ー・オ プ ス
ヴィック

「バランス・ヴァリア
ブル」（多用途のバラ
ンスチェア）

プロトタイプ
１９７９年／制作
１９７９年～

ブナ／合板、曲
木成形、布

Ｈ５１０×Ｗ５２０×Ｄ
７２０

ストッケ社（ノル
ウェー）

織田憲嗣氏蔵

１７９ クヌート・ホルシャー レヴァーハンドル「d
－line」

プロトタイプ
１９７２年／制作
１９７２年～

ステンレスス
ティール

Ｈ５０×Ｗ１５５×Ｄ７６ プロトタイプ：
カ ー ル F社（デ
ンマーク）／現行
商 品：d－line社
（デンマーク）

スガツネ工業株式会
社（東京）

１８０ アルネ・ヤコブセン レヴァーハン ド ル
「AJ」

プロトタイプ
１９６１年／制作
１９６１年～

ステンレスス
ティール

Ｈ５０×Ｗ１５０×Ｄ７８ カ ー ル F社（デ
ンマーク）

スガツネ工業株式会
社（東京）

１８１ バング・アンド・オル
フセン社（社内デザイ
ン）

ラジオ蓄音機「ハイ
バーボ５RGスティー
ル」

１９３４～３５年 木、金属 バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

バング・アンド・オ
ルフセン株式会社
（ストゥルーア）

１８２ バング・アンド・オル
フセン社（社内デザイ
ン）

ラジオ「ベオリット
３９」

１９３８～４０年 ベークライト、
金属

バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

バング・アンド・オ
ルフセン株式会社
（ストゥルーア）

１８３ アクトン・ビヨルン ラジオ「ベオリット
５００」

１９６５～６９年 プラスティック、
金属

バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

バング・アンド・オ
ルフセン株式会社
（ストゥルーア）

１８４ ヤーコブ・イェンセン ラジオ「ベオリット
５０５」

１９７５～８１年 プラスティック、
金属

Ｈ１７０×Ｗ３４４×Ｄ５５ バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

個人蔵（国内）

１８５ ヤーコブ・イェンセン オーディオシステム
「ベオマスター１９００－
２」

１９８０～８３年 プラスティック、
金属

デ ッ キ：Ｈ５９×Ｗ
６１４×Ｄ２４５

バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

織田憲嗣氏蔵

１８６ ヤーコブ・イェンセン オーディオシステム
「ベオセンター９３００」

１９８６～９０年 プラスティック、
金属

Ｈ１１０×Ｗ７６０×Ｄ
３４０

バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

バング・アンド・オ
ルフセンジャパン株
式会社（東京）

１８７ デヴィッド・ルイス オーディオシステム
「べオシステム２５００」

１９９１～９４年 プラスティック、
金属

Ｈ３６０×Ｗ３２０×Ｄ
１６０

バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

バング・アンド・オ
ルフセンジャパン株
式会社（東京）

１８８ デヴィッド・ルイス CDプレイヤー「ベオ
サウンド９０００」＋CD
プレイヤースタンド
「ST９０００」＋ス ピ ー
カー「ベオラブ８０００」
＋リモコン「ベオ４」

１９９６年 プラスティック、
金属

ＣＤプレイヤー：Ｈ
９００×Ｗ３００×Ｄ７０ス
ピーカー：Ｈ１３２０×
Ｗ１７０×Ｄ１７０リモコ
ン：Ｈ２５４×Ｗ３７×
Ｄ２０

バング・アンド・
オルフセン社（デ
ンマーク）

バング・アンド・オ
ルフセンジャパン株
式会社（東京）

１８９ フリッツ・ヘルムー
ト・エームケ

＜ポスター＞ドイツ工
作連名展、於コペン
ハーゲン（エスタブ
ロー）

１９１８年 リトグラフ／紙 Ｈ８５９×Ｗ５１５ ドイツ工作連盟 宇都宮美術館

セクション３ 表現

１９０ ヴェルナー・パントン 椅子「Sチェア」 プロトタイプ
（プ ラ ン の
み）１９５５年／
量産プロトタ
イプ１９６５年以
降

積層合板、曲木
成形、ペンキ塗
装

Ｈ８４０×Ｗ４６５×Ｄ
５５０

トーネット社（ド
イツ）

株式会社アイデック
（東京）

１９１ ヴェルナー・パントン 椅子「コーン」（円錐） プロトタイプ
１９５８年／制作
１９５８年～／復
刻１９９４年～

布、金属シート
（フレーム）、
ポリウレタン
フォーム、金属
（脚）

Ｈ７６０×Ｗ７４０×Ｄ
６２０

プロトタイプ：プ
ルス・リニエ社
（デンマーク）／
復刻：ポリテマ社
（ドイツ）

織田憲嗣氏蔵
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

１９２ ヴェルナー・パントン 椅子「パントン・チェ
ア」

プロトタイプ
１９５９～１９６０年
／制作１９９０年

ガラス繊維強化
プラスティック
／ラッカー塗装

Ｈ８２０×Ｗ４９０×Ｄ
５７０

プロトタイプ・制
作（本作品）：ハー
マン・ミラー社
（アメリカ）／制
作（本作品）：ヴィ
トラ社（ドイツ）

武蔵野美術大学美術
資料図書館

１９３ エーロ・アアルニオ 椅子「ボール」または
「グローブ」（球）

プロトタイプ
１９６３～１９６５年
／制作１９６６～
１９８０年／復刻
１９９２年～

グラスファイ
バー、ポリウレ
タンフォーム／
ペンキ塗装
布、アルミニウ
ム（台）

Ｈ１，１５０×Ｗ１，１００×
Ｄ９４０

プロトタイプ：ア
スコ社（フィンラ
ンド）／復刻：ア
デルタ社（フィン
ランド）

織田憲嗣氏蔵

１９４ エーロ・アアルニオ 椅子「パスティレ」（ひ
し形のキャンディ）

プロトタイプ
１９６７～１９６８年
／制作１９６８～
１９８０年／復刻
１９９１年～

グラスファイ
バー、ポリウレ
タンフォーム／
ペンキ塗装
布（ポリエステ
ル）、アルミニ
ウム（台）

Ｈ５２５×Ｗ９５０×Ｄ
９４０

プロトタイプ：ア
スコ社（フィンラ
ンド）／復刻：ア
デルタ社（フィン
ランド）

織田憲嗣氏蔵

１９５ グレーテ・ヤルク 椅子 プロトタイプ
１９６３年／制作
１９６３～１９６４年

チーク／合板、
曲木加工 鉄ボ
ルト

Ｈ７５０×Ｗ６３０×Ｄ
７２０

ポール・イェッペ
セン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

１９６ ハンス・ブラットルー
ト

椅子「スカンディア」 プロトタイプ
１９５７年／制作
１９５７年～

木／曲木成形ス
ティールパイプ
／クロームメッ
キ金属ボルト

Ｈ７８０×Ｗ５００×Ｄ
５００

ホーエ家具社（ノ
ルウェー）

織田憲嗣氏蔵

１９７ ポール・ヴォルター 椅 子 モ デ ル No.EJ－
６０５「コ ロ ナ」（光 の
冠）

プロトタイプ
１９６１～１９６２年
／制作（本作
品）２００２年

ステンレスス
テ ィ ー ル、ク
ロームメッキ、
布

Ｈ９７０×Ｗ８８０×Ｄ
８２０

エリック・イェル
ゲン社（デンマー
ク）

武蔵野美術大学美術
資料図書館

１９８ ユルイェ・クッカプロ 椅子「カルーセリ」（回
転椅子）

プロトタイプ
１９６４～１９６５年
／制作１９６５年
～

グラスファイ
バー、ポリウレ
タフォーム、革、
スティール／ク
ロームメッキ

Ｈ９２０×Ｗ８５０×Ｄ
１，０００

ハイミ社（フィン
ランド）

織田憲嗣氏蔵

１９９ ヨハン・ホルト＋ヤ
ン・ドランガー

椅子「スタンス・マキ
シ」

プロトタイプ
１９７１年／復刻
（本 作 品）
１９７９年

スティールパイ
プ／ク ロ ー ム
メッキ、布

Ｈ８２０×Ｗ６７０×Ｄ
６７０

イノヴェーター・
デザイン社（ス
ウェーデン）

武蔵野美術大学美術
資料図書館

２００ ヨルゲン・ヘウェルス
コウ

椅子「ハープ」または
「紐椅子」

プロトタイプ
１９６８年／制作
１９６８年～

トネリコ、船舶
用コード

Ｈ１，３３０×Ｗ１，０５０×
Ｄ１，０００

クリステンセン＆
ラーセン家具製造
社（デンマーク）

織田憲嗣氏蔵

２０１ エーロ・アアルニオ 子供用椅子モ デ ル
No．８３７０「ポニー」

プロトタイプ
１９７３年／復刻
（本 作 品）
２０００年

スティールパイ
プ、ウ レ タ ン
フォーム、布（ポ
リエステル）

Ｈ９００×Ｗ６６０×Ｄ
１，０９０

プロトタイプ：ア
スコ社（フィンラ
ンド）／復刻：ア
デルタ社（フィン
ランド）

株式会社ナゼロ（刈
谷）

２０２ アルネ・ヤコブセン 椅子モデル No．３１００
（３本脚）「アント」
（アリ）、同シリーズ
のテーブル

プロトタイプ
１９５１～１９５２年
／制作１９５２年
～（４本 脚
１９８０年～）

ブナ／合板、曲
木成形、ニス塗
装、ラッカー塗
装、スティール
パイプ／クロー
ムメッキ

椅子：Ｈ７７０×Ｗ５１０
×Ｄ５１０ テ ー ブ
ル：Ｈ７００×Ｗ１，１５０
×Ｄ８４０

フリッツ・ハンセ
ン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵／埼玉
県立近代美術館

２０３ アルネ・ヤコブセン 椅子モデル No．３１０７、
３１１７（キャスター付
き）「シリーズ７」

椅子プロトタ
イ プ１９５５～
１９５６年／制作
１９５６年～

ブナ／合板、曲
木成形、ニス塗
装

Ｈ７８０×Ｗ５５０×Ｄ
５２０

フリッツ・ハンセ
ン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

２０４ アルネ・ヤコブセン 椅子モデル No．３３１７
「エ ッ グ」（卵）、ス
ツール（オットマン）
モデル No．３１２７

プロトタイプ
１９５７～１９５８年
／制作１９５８年
～

革、グラスファ
イバー（シェル）、
ポリウレタン
フォーム、アル
ミニウム

椅 子：１，０７０Ｈ×Ｗ
８６０×Ｄ７９０ スツー
ル：Ｈ４４０×Ｗ５６０×
Ｄ４１０

フリッツ・ハンセ
ン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

２０５ アルネ・ヤコブセン 椅子モデル No．３３２０
「スワン」（白鳥）

プロトタイプ
１９５７～１９５８年
／制作１９５８年
～

布、グラスファ
イバー（シェル）、
ポリウレタン
フォーム、アル
ミニウム

Ｈ７５０×Ｗ７４０×Ｄ
６８０

フリッツ・ハンセ
ン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

２０６ マイヤ・イソラ 紫の「キヴェット」（敷
石）模様のドレス

１９６８年 綿、金属ファス
ナー

総丈８２０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

２０７ アンニカ・リマラ 紫とピンクのドレス １９７０年頃 綿、金属ファス
ナー

Ｂ８８０ Ｗ１００ ＳＷ
３４０ ＴＬ１，０００

マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

２０８ アンニカ・リマラ 緑と白の「ヨケリ」（お
しゃべり）模様のドレ
ス「カナスタ」（めん
どり）

１９６８年 綿／プリント 総丈８２０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２０９ アンニカ・リマラ 茶と赤の「ケイダス」
（オアシス）模様のド
レス「モンレポス」

１９６７年 綿／プリント 総丈１，３４０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２１０ アンニカ・リマラ 茶とピンクの「クラー
ヴァ」（尻尾）模様の
ドレス「パッシ」（パ
スポート）

１９６７年 綿／プリント 総丈８７０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２１１ アンニカ・リマラ（ド
レス）＋カーリナ・
ケットマェキ（パター
ン）

濃青と淡緑の「リン
シ」（レンズ）模様の
ドレス

１９６６年 綿／プリント 総丈９８０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２１２ ヴオッコ・ヌルメスニ
エミ

黒と白の「ピヨェッ
レ」（渦）模様のドレ
ス「ヘッレ」（熱）

１９６４年 綿 総丈１，１１０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２１３ ヴオッコ・ヌルメスニ
エミ

黒と白の「クプラ」（水
玉）模様のドレス「マー
ヒネン」

パターン１９６４
年、ド レ ス
１９６６年

綿／プリント 総丈９１０ マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２１４ ペンティ・レンタ 茶と白のドレス １９７０年 綿、金属ファス
ナー、金属ボタ
ン

Ｂ９００、Ｗ９７０、ＳＷ
３６０、ＴＬ８５０

マ リ メ ッ コ 社
（フィンランド）

個人蔵（国内）

２１５ ウィルヘルム・コーゲ 耐火食器（シリーズ）
「ピ ロ」（オ ー ヴ ン
用）

プロトタイプ
１９３０年／制作
１９３１～１９５５年

耐熱陶器／絵付 スープ皿：径２２５×
Ｈ４０ ディナープ
レート：径２２５×Ｈ
２５ 小 皿：径１５０×
Ｈ２５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

２１６ ウィルヘルム・コーゲ 食器（シリーズ）「グ
ロー・レーンダー」
（グレーライン）

プロトタイプ
１９３８年／制作
１９４５～１９６９年

耐熱陶器／釉薬、
絵付

皿：Ｈ１９×Ｗ２７５×
Ｄ２３５、Ｈ１９×Ｗ２２５
×Ｄ１９０ ソ ー ス
ボ ー ト：Ｈ５０×Ｗ
１５５×Ｄ１０５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

２１７ アウネ・シーメス 市松模様の鉢 １９５０年代 磁器 径１６０×Ｈ８０ アラビア製陶社
（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２１８ アクセル・サルト 花瓶「松かさ」 １９５０年代 �器／釉薬 径１６５×Ｈ２１４ アクセル・サルト
工房（デンマー
ク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）

２１９ アクセル・サルト 壷「芽吹き」シリーズ １９５０年代 �器 径１８８×Ｈ２５４ アクセル・サルト
工房（デンマー
ク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）

２２０ アクセル・サルト 果実様装飾のボウル １９５０年代 �器 径２０５×Ｈ１５０ アクセル・サルト
工房（デンマー
ク）

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）

２２１ グンネル・ニーマンン 花瓶モデル No.GN２５ プロトタイプ
１９４７年／制作
１９４７～１９５８年

ガラス 径９５×Ｈ３４０ ヌータヤェルヴィ
社（フィンラン
ド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２２２ グンネル・ニーマンン 花瓶モデル NO.GN１８
「セルペンティーニ」
（蛇）

プロトタイプ
１９４７年／制作
１９４７～１９６０年

クリスタルガラ
ス／線条装飾

径９０×Ｈ３４０ ヌータヤェルヴィ
社（フィンラン
ド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２２３ スヴェン・パルムク
ヴィスト

３つの花瓶（シリー
ズ）「クラカ」（漁師の
網）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５０年代

ガラス Ｈ３２５×Ｗ１００×Ｄ８０ オレフォース社
（スウェーデン）

須藤誠二氏蔵

２２４ スヴェン・パルムク
ヴィスト

３つの花瓶（シリー
ズ）「クラカ」（漁師の
網）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５０年代

ガラス Ｈ１８８×Ｗ１２０×Ｄ７３ オレフォース社
（スウェーデン）

佐藤歩氏蔵

２２５ スヴェン・パルムク
ヴィスト

３つの花瓶（シリー
ズ）「クラカ」（漁師の
網）

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５０年代

ガラス Ｈ１８０×Ｗ１０５×Ｄ７５ オレフォース社
（スウェーデン）

関田弘氏蔵
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番号 デザイナー名 作品名 年代 技法・材質 サイズ（�） メーカー、クライアント名 所蔵先

２２６ スヴェン・パルムク
ヴィスト

ボウル（シリーズ）
「フーガ」

プロトタイプ
１９５３年／制作
１９５０年代

ガラス 径２０７×Ｈ１０９、径１６６
×Ｈ１００、径１１８×Ｈ
６２

オレフォース社
（スウェーデン）

佐藤歩、溝口至亮各
氏蔵／contrete craft
（東京）

２２７ スヴェン・パルムク
ヴィスト

ボウル（シリーズ）「ラ
ヴェンナ」

プロトタイプ
１９５４年／制作
１９５０年代

ガラス 径９０×Ｈ４５ オレフォース社
（スウェーデン）

SIGN（東京）

２２８ ヴィーケ・リンドスト
ラント

花瓶（シリーズ） １９５１年 ガラス Ｈ７７×Ｗ５７×Ｄ３７ コ ス タ 社（ス
ウェーデン）

渡辺規仁氏蔵

２２９ ヴィーケ・リンドスト
ラント

花瓶（シリーズ） １９５１年 ガラス Ｈ１５０×Ｗ９５×Ｄ５８ コ ス タ 社（ス
ウェーデン）

渡辺規仁氏蔵

２３０ ヴィーケ・リンドスト
ラント

花瓶（シリーズ） １９５１年 ガラス Ｈ１４０×Ｗ１０４×Ｄ５１ コ ス タ 社（ス
ウェーデン）

渡辺規仁氏蔵

２３１ ヴィーケ・リンドスト
ラント

花瓶（シリーズ） １９５１年 ガラス Ｈ５５×Ｗ２７５×Ｄ４０ コ ス タ 社（ス
ウェーデン）

個人蔵（国内）

２３２ ヴィヴィアンナ・トー
ルン・ビューロウ＝
ヒューベ

指輪 １９５０年頃 銀、ラピスラズ
リ

Ｈ２８×Ｗ２８×Ｄ２８ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

宇都宮美術館

２３３ ヴィヴィアンナ・トー
ルン・ビューロウ＝
ヒューベ

チョーカー １９６０年頃 金、真珠 Ｈ２０５×Ｗ１５７ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

宇都宮美術館

２３４ ヘニング・コッペル ジュエリー・シリーズ
モデル No．８９

１９４６年 銀 Ｗ５０×Ｌ２１ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

MEISTER（東京）

２３５ ナナ・ディッツェル 指輪 １９６８年頃 銀、緑玉髄 Ｈ３６×Ｗ３２×Ｄ３３ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

宇都宮美術館

２３６ ヘニング・コッペル 鉢モデル No．９８０A １９４８年 銀 Ｈ３９５ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）

２３７ ヘニング・コッペル 水差しモデル No．９９２ １９５２年 銀 Ｈ２８７ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）

２３８ ヘニング・コッペル ピル・ケースモデル
No．３２５

１９５４年 銀 Ｈ３０ ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

ジョージ・ジェンセ
ン株式会社（コペン
ハーゲン）

２３９ ヘニング・コッペル コーヒーポット １９５２年頃 銀、黒檀 Ｈ１７０×Ｗ２６０×Ｄ
１００

ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

宇都宮美術館

２４０ ヘニング・コッペル 片手鍋（シリーズ） プロトタイプ
１９６０年／制作
１９６０～１９７５年

銅 Ｈ８５×Ｗ４１１×Ｄ２０１、
Ｈ１０８×Ｗ３１８×Ｄ
１４０、Ｈ９１×Ｗ２２３×
Ｄ９０

ジョージ・ジェン
セン社（デンマー
ク）

織田憲嗣氏蔵

２４１ ウッラ・プロコペ 食器シリーズ「ヴァレ
ンシア」

プロトタイプ
１９６０年／制作
１９６０年～

陶器（ファヤン
ス焼）

コーヒーポット：Ｈ
１５３×Ｗ２２２×Ｄ１３３
コーヒーカップ：Ｈ
６３×Ｗ１１４×Ｄ９５
ソーサー：径１４７×
Ｈ１７ シュガーポッ
ト：９６×Ｈ６２ ク
リーマー：Ｈ６９×Ｗ
１０４×Ｄ６８ 卵 立
て：径６７×Ｈ１０９

アラビア製陶社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

２４２ ソーレン・ハンセン コーヒーポット １９５５年 銀、黒檀 Ｈ２４０×Ｗ２４０×Ｄ８０ スヴェント・トク
スヴェールト社

宇都宮美術館

２４３ ダームスレート 〈ポスター〉オスロ産
業芸術工芸博覧会

１９３８年 リトグラフ・紙 Ｈ１，０００×Ｗ６３０ ノルウェー国有鉄
道

宇都宮美術館

２４４ ティモ・サルパネヴァ 花瓶「悪魔の真珠」 １９５１年 ガラス 径１５５×Ｈ１４５ ティモ・サルパネ
ヴァ＋イーッタラ
社（フィンラン
ド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２４５ ティモ・サルパネヴァ ガラス彫刻（花瓶）「ラ
ンセッティ川」（尖塔
窓川）

１９５２年 鋳込み・吹きガ
ラス／カット装
飾

Ｈ２５０×Ｗ１５０×Ｄ
１３０

ティモ・サルパネ
ヴァ＋イーッタラ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２４６ ティモ・サルパネヴァ ガラス彫刻「カヤッ
キ」（カヤック）

１９５４年 吹きガラス、気
泡入り／カット
装飾、研磨仕上
げ

Ｈ７２×Ｗ３１６×Ｄ３２ ティモ・サルパネ
ヴァ＋イーッタラ
社（フィンランド）

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）
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２４７ トイニ・ムオナ 花瓶（シリーズ）「グ
ラス」（草）

１９５５～１９５８年
頃

磁器 径９０×Ｈ８５０、径１１０
×Ｈ８６０

トイニ・ムオナ＋
アラビア製陶社
（フィンランド）
造形工房

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２４８ パー・ルートケン 花瓶とボウル（シリー
ズ）「オーガニック・
デザイン」

１９５０年代 ガラス 径７０×Ｈ１９０ ホルメゴー社（ス
ウェーデン）

after craft（東京）

２４９ パー・ルートケン 花瓶とボウル（シリー
ズ）「オーガニック・
デザイン」

１９５０年代 ガラス Ｈ７２×Ｗ２１２×Ｄ１９２ ホルメゴー社（ス
ウェーデン）

西村光太郎氏蔵

２５０ ビルイェル・カイピア
イネン

陶による彫刻「ヘルミ
リントゥ」（真珠の鳥）
と「クオヴィ」（シャ
クシギ）

１９６０年 陶片、金属 ヘルミントゥ：Ｈ
６１０×Ｗ５８０×Ｄ３００
クオヴィ：Ｈ６７０×
Ｗ８１０×Ｄ２７０

ビルイェル・カイ
ピアイネン＋アラ
ビア製陶社（フィ
ンランド）造形工
房

フィンランド・デザ
イン・ミュージアム
（ヘルシンキ）

２５１ ビルイェル・カイピア
イネン

食器（シリーズ）「パ
ラティーシ」（パラダ
イス）

プロトタイプ
１９６９年／制作
１９６９～１９７４
年・１９８８年～

陶器（ファヤン
ス焼）

カ ッ プ：Ｈ６９×Ｗ
１１７×Ｄ８８ ソ ー
サ ー：径１６２×Ｈ２５
ディナープレート：
径２６０×Ｈ３３ プ
レート：径２０８×Ｈ
２９、径１６６×Ｈ３０
ボウル：径２３２×Ｈ
７３ シュガーポッ
ト：Ｈ９９×Ｗ１１４×
Ｄ１０５ ク リ ー
マ ー：Ｈ８６×Ｗ１７９
×Ｄ１０２

アラビア製陶社
（フィンランド）

織田憲嗣氏蔵

２５２ リサ・ラーソン 陶による動物（シリー
ズ）「ト ラ」「ラ イ オ
ン」（アフリカ）、「ブ
ルドッグ」（ケンネル）

プロトタイプ
１９６４年（アフ
リカ）、１９７２年
（ケンネル）
／制作１９６４～
１９８４年

陶器 ト ラ：Ｈ８９×Ｗ２７９
×Ｄ８９ ライオン：
Ｈ１４７×Ｗ１５６×Ｄ
１２８ ブルドッグ：
Ｈ１３３×Ｗ１４４×Ｄ
１３７

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

織田憲嗣氏蔵

２５３ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）皿

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径１０５×Ｈ２５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

２５４ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）花
瓶

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 Ｈ１８０×Ｗ１４０×Ｄ
１１０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２５５ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）花
瓶

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径９０×Ｈ２２５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２５６ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）花
瓶

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 Ｈ１４０×Ｗ６０×Ｄ３０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２５７ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）花
瓶

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径１００×Ｈ１４５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２５８ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）花
瓶

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径６５×Ｈ１７５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２５９ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）花
瓶

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径４０×Ｈ７０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

２６０ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）皿

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径７２×Ｈ４５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６１ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）皿

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径１５０×Ｈ３５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６２ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）皿

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 Ｈ３０×Ｗ１４０×Ｄ６０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６３ ステイ・リンドベリ 陶によるスタディオ・
ワーク（シリーズ）皿

１９５０～１９７０年
代

陶器／釉薬 径１３５×Ｈ３５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵
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２６４ ステイ・リンドベリ 食器（シリーズ）カッ
プ＆ソーサー（TVス
ナックセット）

１９５０～１９６０年
代

陶器／釉薬 カップ：径８０×Ｈ６０
ソーサー：Ｈ１０×Ｗ
２４０×Ｄ１５５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６５ ステイ・リンドベリ 調味料入れセットの一
部

１９５１年 磁器 塩 入 れ：径４２×Ｈ
１１０ 胡椒入れ：径
４０×Ｈ８０ 薬 味 入
れ：径３５×Ｈ７６

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６６ ステイ・リンドベリ 陶による３つの彫刻
（シリーズ）

１９５２～１９７２年 陶／絵付 Ｈ２６０×Ｗ２９０×Ｄ
１５０、Ｈ１４０×Ｗ１７５
×Ｄ９５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６７ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「スヌー
ラン」（回転）カップ

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径８３×Ｈ１１８ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６８ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」皿

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ３７×Ｗ３１７×Ｄ１０９ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２６９ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」皿

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径１６１×Ｈ４０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７０ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」皿

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ１６×Ｗ１３０×Ｄ８９ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７１ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」ボウル

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ５４×Ｗ１４６×Ｄ８５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７２ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」皿

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ３３×Ｗ３０５×Ｄ２０１ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７３ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」ボウル

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

１点＝（各）Ｈ１４２
×Ｗ２５６×Ｄ２５０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７４ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」花瓶

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径１０３×Ｈ１２１ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７５ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」花瓶

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径２０２×Ｈ２３５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７６ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」花瓶

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径７９×Ｈ３１０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７７ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」ポット

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径９４×Ｈ２２１ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７８ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」クリーマー

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径６５×Ｈ９７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２７９ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」ピッチャー

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ１８７×Ｗ１１２×Ｄ８８ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８０ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」ピッチャー

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ２３７×Ｗ９８×Ｄ９５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８１ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」花瓶

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径８７×Ｈ２５２ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８２ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「スヌー
ラン」（回転）花瓶

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

Ｈ１２０×Ｗ２０６×Ｄ８４ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８３ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ファヤ
ンス」燭台

１９４０年代後期 陶器（ファヤン
ス焼）／絵付

径１３７×Ｈ１１０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８４ ステイ・リンドベリ 白の�器シリーズ「プ
ンゴ」（ポケット）花
瓶

１９５３年 �器／釉薬 Ｈ２０８×Ｗ１０８×Ｄ９５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

MEISTER（東京）
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２８５ ステイ・リンドベリ 白の�器シリーズ「プ
ンゴ」（ポケット）花
瓶

１９５３年 �器／釉薬 Ｈ１９０×Ｗ２６５×Ｄ
１０５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

MEISTER（東京）

２８６ ステイ・リンドベリ 白の�器シリーズ「プ
ンゴ」（ポケット）花
瓶

１９５３年 �器／釉薬 Ｈ５０×Ｗ１５０×Ｄ１００ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８７ ステイ・リンドベリ 白の�器シリーズ「プ
ンゴ」（ポケット）花
瓶

１９５３年 �器／釉薬 Ｈ２５０×Ｗ１５０×Ｄ
１３０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８８ ステイ・リンドベリ 白の�器シリーズ「プ
ンゴ」（ポケット）花
瓶

１９５３年 �器／釉薬 Ｈ１５０×Ｗ１６０×Ｄ４０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２８９ ステイ・リンドベリ 白の�器シリーズ「プ
ンゴ」（ポケット）花
瓶

１９５３年 �器／釉薬 Ｈ１８０×Ｗ３００×Ｄ
２４０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２９０ ステイ・リンドベリ 磁器シリーズ「レプ
ティル」（爬虫類）花
瓶

１９５３～１９６３年 磁器／釉薬 Ｈ３１０×Ｗ７５×Ｄ６０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

柳本浩市氏蔵

２９１ ステイ・リンドベリ 磁器シリーズ「レプ
ティル」（爬虫類）皿

１９５３～１９６３年 磁器／釉薬 Ｈ３５×Ｗ２６７×Ｄ１３０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

柳本浩市氏蔵

２９２ ステイ・リンドベリ 磁器シリーズ「レプ
ティル」（爬虫類）花
瓶

１９５３～１９６３年 磁器／釉薬 Ｈ１８０×Ｗ１６０×Ｄ６０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２９３ ステイ・リンドベリ 調味料入れ（セット）
「コロラド」

１９５５～１９６２年 陶器／釉薬 辛子入れ：径５７×Ｈ
６８ 塩入れ：径４７×
Ｈ１４２ 胡椒入れ：
径４９×Ｈ１１７ 薬 味
入れ：径４６×Ｈ８７

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２９４ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」皿

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 Ｈ３４×Ｗ２００×Ｄ２００ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

吉澤潤氏蔵

２９５ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」花瓶

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 径６５×Ｈ２２７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２９６ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」花瓶

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 径９１×Ｈ８９ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２９７ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」花瓶

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 Ｈ５３×Ｗ６０×Ｄ４２ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

２９８ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」皿

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 Ｈ２７×Ｗ１５５×Ｄ１５５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

SIGN（東京）

２９９ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」ボウル

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 径６８×Ｈ５７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

３００ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」皿

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 Ｈ２７×Ｗ１５３×Ｄ１５３ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３０１ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「ドミ
ノ」皿

１９５５～１９６９年 陶器／釉薬 Ｈ１６×Ｗ７６×Ｄ７６ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

吉澤潤氏蔵

３０２ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）花瓶

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

径６９×Ｈ３９７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

３０３ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）花瓶

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

径６５×Ｈ２１０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３０４ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）花瓶

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

径６５×Ｈ１６０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３０５ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）花瓶

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

Ｈ２１４×Ｗ１５０×Ｄ６３ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）
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３０６ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）花瓶

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

Ｈ１７５×Ｗ１７０×Ｄ４４ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３０７ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）皿

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

Ｈ２７×Ｗ１５４×Ｄ１５４ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３０８ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）皿

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

Ｈ３４×Ｗ２０２×Ｄ２０６ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３０９ ステイ・リンドベリ 陶器シリーズ「カルネ
ヴァ ル」（カ ー ニ バ
ル）皿

１９５８～１９６２年 陶器／釉薬、絵
付

Ｈ３１×Ｗ２０６×Ｄ３０７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

個人蔵（国内）

３１０ ステイ・リンドベリ さまざまな模様のカッ
プ＆ソ ー サ ー（計７
点）

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

コーヒーカップ：径
９３×Ｈ５３ソーサー：
径１２３×Ｈ２０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋、加藤孝司、
吉田安成各氏蔵／個
人蔵（国内）／dieci
（大阪）

３１１ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）スパ
イスラック

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

Ｈ２００×Ｗ１４０×Ｄ
１３５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

３１２ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）皿

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

径２４２×Ｈ２２ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３１３ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）皿

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

径１７７×Ｈ１５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３１４ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）エッ
グ・カップ

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

径４７×Ｈ３７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３１５ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）皿

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

Ｈ３６×Ｗ３１７×Ｄ２２７ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３１６ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）ティー
カップ＆ソーサー

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

カップ：径１０２×Ｈ
５０ ソ ー サ ー：径
１２８×Ｈ１５

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

dieci（大阪）

３１７ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）ティー
カップ＆ソーサー

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

カップ：径１１３×Ｈ
５８ ソ ー サ ー：径
１５７×Ｈ２０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

吉田安成氏蔵

３１８ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）ティー
ポット（ケトル）

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

Ｈ１８０×Ｗ１９０×Ｄ
１７０

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

dieci（大阪）

３１９ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）ピッ
チャー

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

径１８５×Ｈ１２５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

dieci（大阪）

３２０ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）皿

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

Ｈ３４×Ｗ１２５×Ｄ１２５ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

dieci（大阪）

３２１ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）皿

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

径２１２×Ｈ２０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

dieci（大阪）

３２２ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）コー
ヒーカップ＆ソーサー

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

カ ッ プ：径１０１Ｈ
８０．１ 最大幅１４８
ソーサー：径１２５×
Ｈ１９

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３２３ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）バター
ケース

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

Ｈ８４×Ｗ１６５×Ｄ１１０ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３２４ ステイ・リンドベリ 食器シリーズ「ベル
ソ」（あづまや）キャ
ニスター

１９６０～１９７４年 耐熱陶器／釉薬、
絵付

径２０４×Ｈ１１６ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

加藤孝司氏蔵

３２５ ステイ・リンドベリ 陶による人形（シリー
ズ）

１９５０～１９７０年
代

陶器 Ｈ２３４×Ｗ８１×Ｄ６１、
Ｈ１４０×Ｗ６５×Ｄ５０、
Ｈ２６３×Ｗ１００×Ｄ７６

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

３２６ ステイ・リンドベリ 陶による人形（シリー
ズ）エヴァ

１９５０～１９７０年
代

磁器 Ｈ２９５×Ｗ６７×Ｄ４５、
Ｈ１８０×Ｗ５８×Ｄ２９

グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

３２７ ステイ・リンドベリ デパートのパッケージ １９５９～１９６０年 印刷・紙 Ｈ７４×Ｗ２４７×Ｄ１８２ 西武百貨店 郷古隆洋氏蔵
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３２８ ステイ・リンドベリ グスタフスベリ製陶社
のパッケージ

１９５０～１９６０年 印刷・紙 Ｈ２０×Ｗ１６１×Ｄ８２ グスタフスベリ製
陶社（スウェーデ
ン）

郷古隆洋氏蔵

３２９ レンナート・ヘルシン
（文）＋ステイ・リン
ドベリ（絵）

書籍『にぎやかな音楽
バス』（スウェーデン
語初版）

１９４８年 印刷・紙 Ｈ１９０×Ｗ２６５ スウェーデン出版
協同組合

郷古隆洋氏蔵

３３０ レンナート・ヘルシン
（文）＋ステイ・リン
ドベリ（絵）

書籍『ちゃっかりクラ
ケールのおたんじょう
び』（英語初訳）

１９６１年 （ 英
語）

印刷・紙 Ｈ２２５×Ｗ２００ ウェブスター出版
（アメリカ）

郷古隆洋氏蔵

３３１ レンナート・ヘルシン
（文）＋ステイ・リン
ドベリ（絵）

書籍『知らぬが花』（ス
ウェーデン語初版）

１９４９年 印刷・紙 Ｈ２５０×Ｗ１９０ スウェーデン出版
協同組合

郷古隆洋氏蔵

３３２ レンナート・ヘルシン
（文）＋ステイ・リン
ドベリ（絵）

書籍『ダニエル・ドッ
プスコ』（スウェーデ
ン語初版）

１９５９年 印刷・紙 Ｈ２１０×Ｗ１５５ ラベーン＆シェイ
レ ン 出 版（ス
ウェーデン）

郷古隆洋氏蔵

３３３ ブリッテ・G．ハルク
ヴィスト（文）＋ステ
イ・リンドベリ（絵）

書籍『ABC（スウェー
デン語復刻版１９８３）』

１９８３年 印刷・紙 Ｈ２６５×Ｗ２００ ナチュール＆ク
チュール出版（ス
ウェーデン）

郷古隆洋氏蔵

３３４ プッティ・ヴェステル
ダール

〈ポスター〉パール・
ホワイトのルーマ最高
級の電球です

１９５７年 印刷・紙 Ｈ７００×Ｗ５００ ル ー マ 社（ス
ウェーデン）

宇都宮美術館

３３５ オーゲ・ラムッセン 〈ポスター〉スカン
ディナヴィア航空

１９５０～５５年 印刷・紙 Ｈ１０００×Ｗ６１５ スカンディナヴィ
ア航空

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）

３３６ オットー・ニールセン 〈ポスター〉スカン
ディナヴィア航空で訪
れる中東

１９５６年 印刷・紙 Ｈ１０００×Ｗ６２０ スカンディナヴィ
ア航空

デンマーク工芸美術
館（コペンハーゲ
ン）
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「NHK日曜美術館３０年展 名品と映像でたどる、とっておきの美術案内」
平成１９年５月２６日�～７月１日� ＊３４日間 会場：企画展示室

概要：

NHKの番組「日曜美術館」が放送開始から３０周年を迎えた

のを記念して開催された展覧会。実際に番組に登場した作品

を展示すると同時に、著名人たちが登場する当時の映像も紹

介した。洋の東西を問わず、さらに絵画・彫刻・工芸・版画

など様々なジャンルにわたる作品が一堂に会するというユ

ニークな展示内容となった。

開催形態：巡回展

主催：長崎県美術館、長崎県、NHK長崎放送局、NHK九

州メディス、長崎新聞社

後援：文化庁

協賛：大日本印刷、三井住友海上

協力：松下電器

企画協力：NHKエデュケーショナル

観覧料：

一般１，０００（９００）円、大学生・７０歳以上８００（７００）円、

高校生６００（５００）円

※（ ）内は前売料金および２０名以上の団体割引料金

※中学生以下は無料

観覧者数：２３，２９５人（一日あたり６８５人）

出品点数：６６件

解説：こども用ワークシート

関連事業：

� 講演会

「日曜美術館と私」

講師：NHK野村正育アナウンサー

日時：６月９日�１５：００～

参加者数：２６０人

「日曜美術館と私」

講師：NHK山根基世アナウンサー

日時：６月２３日�１５：００～
参加者数：３１３人

� 鑑賞ワークショップ「こども日曜美術館」

日時：６月２日�・３日�１０：００～１５：００ ２日間連続

参加者数：２０人

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日１４：００～１４：３０（６月３日、７月１日は

除く）

主要記事等：

・「なんでもミュージアム」『長崎 EYE６１０』（NHK長崎放送

局）平成１９年６月７・１４日放送

・森園敦「NHK日曜美術館３０年展〈上〉 荻原守衛」『長

崎新聞』平成１９年５月２７日

・森園敦「NHK日曜美術館３０年展〈下〉 田中一村」『長

崎新聞』平成１９年６月３日

番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 員数 所蔵先

１ 荻原守衛 女 １９１０ ブロンズ 高９８．８ 一点 東京藝術大学大学美術館

２ 鏑木清方 にごりえ １９３４ 紙本着彩 各２６．２×３５．５ 十五面 鎌倉市鏑木清方記念美
術館

３ 鏑木清方 秋宵 １９０３ 絹本着彩 １５４．４×７０．８ 一幅 鎌倉市鏑木清方記念美
術館

４ オディロン・ルドン 目を閉じて １８９０ リトグラフ・紙 ３１．３×２４．０ 一枚 岐阜県美術館

５ オディロン・ルドン 『夢のなかで』� 「地の精」 １８７９ リトグラフ・紙 ２７．０×２２．０ 一枚 岐阜県美術館

６ オディロン・ルドン 『夢のなかで』� 「幻視」１８７９ リトグラフ・紙 ２７．０×１９．６ 一枚 岐阜県美術館

７ 小川芋銭 軽雨一犂 １９３６頃 紙本淡彩 １３５×３２．５ 一幅 茨城県近代美術館

８ 小川芋銭 河伯言 １９３５頃 紙本墨画 ３９．７×４７．５ 一幅 茨城県近代美術館

９ 八木一夫 ザムザ氏の散歩 １９５４ 陶器 ２７．５×１４．０ 一点 個人蔵（京近美寄託）

１０ 八木一夫 碑、妃 １９６２ 陶器 ６９．０×２４．０×８．０ 一点 京都国立近代美術館

出品リスト：
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 員数 所蔵先

１１ 八木一夫 ブルーブック １９７２ 陶器 ２２．０×３８．５×２２．０ 一点 広島県立美術館

１２ 安井曾太郎 藤山氏像 １９４８ 油彩・カンヴァス ８２．０×６４．５ 一面 東京国立近代美術館

１３ 黒田清輝 御殿場の小道 制作年不詳 油彩・カンヴァス ４０．５×３２．０ 一面 個人蔵（旧白洲邸武相荘）

１４ オーギュスト・ルノ
ワール

休息 １９１６－１９１７ 油彩・カンヴァス ５０．３×６０．０ 一面 ポーラ美術館

１５ 新井勝利（模本制作） 鳥獣戯画 １９３８
（模写制作）

紙本墨画 ２９．５×１０２４．９ 一巻 東京藝術大学大学美術館

１６ ジョルジュ・ルオー たそがれ あるいはイ
ル・ド・フランス

１９３７ 油彩・紙 １０１．９×７２．６ 一面 出光美術館

１７ 高橋由一 鮭 １８７７頃 油彩・紙 １４０．０×４６．５ 一面 東京藝術大学大学美術館

１８ 狩野芳崖 悲母観音 下図 １８８８ 紙本墨画淡彩 １８０．８×８６．７ 一幅 東京藝術大学大学美術館

１９ 松本竣介 鉄橋近く １９４４ 油彩・カンヴァス ４５．５×５３．０ 一面 岩手県立美術館

２０ 松本竣介 塔のある風景 １９４７ 油彩・カンヴァス ４５．０×５９．０ 一面 岩手県立美術館

２１ パブロ・ピカソ 海辺の母子像 １９０２ 油彩・カンヴァス ８１．７×５９．８� 一面 ポーラ美術館

２２ フランシスコ・デ・ゴ
ヤ

戦争の惨禍 １８１０－２０頃
（１８６３刊）

エッチング 約１５×２２程度 ５点（全８０
点のうち）

長崎県美術館

２３ 富岡鉄斎 旭光照波図 １９２２ 紙本墨画淡彩 １３１．５×６４．９ 一幅 出光美術館

２４ 菱田春草 水鏡 １８９７ 絹本着彩 ２５７．８×１７０．８ 一幅 東京藝術大学大学美術館

２５ 平櫛田中 鶴ショウ試作（岡倉天心
像）

１９４２ 木 全高６６．０ 一点 東京藝術大学大学美術館

２６ 佐伯祐三 モランの寺 １９２８ 油彩・カンヴァス ６０．０×７３．０ 一面 東京国立近代美術館

２７ 佐伯祐三 ラ・クロッシュ １９２７ 油彩・カンヴァス ５２．５×６４．０ 一面 静岡県立美術館

２８ 高村光太郎 十和田裸婦像小型試作 １９５２ ブロンズ ５９．６×２０．９×１７．３ 一点 個人蔵

２９ 藤島武二 天平の面影 １９０２ 油彩・カンヴァス １９７．５×９４．０ 一面 石橋財団石橋美術館

３０ 藤島武二 五剣山の日の出 １９３２ 油彩・カンヴァス ５２．８×７２．６ 一面 石橋財団石橋美術館

３１ ヘンリー・ムーア 糸つむぎの形（原型） １９６８－６９ ブロンズ 高さ８６×幅６８．５×
奥行６６�

一点 箱根彫刻の森美術館

３２ クロード・モネ 睡蓮 １９１４～１９１７ 油彩・カンヴァス ９０．０×９３．０ 一面 財団法人 アサヒビー
ル芸術文化財団

３３ オーギュスト・ロダン 考える人 １８８０年 ブロンズ ｈ３７．２×２８．６×２３．６ 一点 静岡県立美術館

３４ 上村松園 草紙洗小町 １９３７ 絹本着彩 ２１４．６×１３３．０ 一幅 東京藝術大学大学美術館

３５ 熊谷守一 朝のはぢまり １９６９ 油彩・板 ２４．３×３３．４ 一面 個人蔵

３６ 棟方志功 釈迦十大弟子 １９３９／４８ 木版・紙 各１５３．５×３３２．０ 六曲一双 財団法人 棟方志功記
念館

３７ 横山操 朱富士 １９６６ 紙本着彩 ４４．０×５９．２ 一面 五島美術館

３８ 中川一政 駒ケ岳 １９８０ 油彩・カンヴァス １３０．３×１６２．１ 一面 真鶴町立中川一政美術館

３９ 岡本太郎 散歩 １９８０ 油彩・カンヴァス １２３×１１２� 一面 川崎市岡本太郎美術館

４０ 山口華楊 山之� １９８０年頃 紙本著色 ８４．０×６７．２ 一面 個人蔵

４１ 芹沢�介 手織木綿地型絵染着物
壺屋

１９６０ 綿、型染 １４３．０×１２２．０ 一枚 東京国立近代美術館工
芸館

４２ 芹沢�介 紬地型絵染のれん 滝 １９６２ 絹、型染 １３５．０×１１５．０ 一枚 東京国立近代美術館工
芸館

４３ 加山又造 身延山久遠寺大本堂外陣
天井画下図

１９８３－１９８４ 紙本墨画 １９５×２００ 一面 東京藝術大学大学美術館

４４ 藤田喬平 飾筥「天寿」 １９８４ ガラス ２０．０×２５．０×１７．０ 一合 東京国立近代美術館工
芸館

４５ 藤田喬平 飾筥「紅白梅」 １９９５ ガラス 金箔 白金箔 ２６．０×２３．０×２０．５ 一合 東京藝術大学大学美術館

４６ 富本憲吉 色絵金銀彩羊歯文飾箱 １９６０ 磁器 ｈ８．８，ｗ１６．５，
ｄ７．５

一合 東京国立近代美術館工
芸館

４７ 富本憲吉 色絵金銀彩四弁花文飾壺 １９６０ 磁器 ｈ１８．５，ｄ２１．２ 一合 東京国立近代美術館工
芸館

４８ 富本憲吉 染付金彩「大和河急雨」皿 １９５８－５９ 磁器 高４．０ 径２６．９ 一枚 東京藝術大学大学美術館

４９ 秋野不矩 廃墟� １９８９ 紙本着彩 １１５．３×１５２．３ 一面 浜松市秋野不矩美術館

５０ 杉山寧 雍 １９９１ 麻布着彩 １２０．０×９５．１ 一面 �東京美術倶楽部
５１ 三岸節子 作品� １９９２ 油彩・板 １３０．３×９７．０ 一面 一宮市三岸節子記念美

術館

５２ 三岸節子 作品� １９９２ 油彩・板 １１０×１１０ 一面 一宮市三岸節子記念美
術館
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 員数 所蔵先

５３ 濱田庄司 柿釉丸紋大平鉢 １９５９ 陶器 ｈ１５．６，ｄ５８．５ 一枚 東京国立近代美術館工
芸館

５４ 濱田庄司 白釉紋打鉄絵角皿 昭和時代
（１９２６－８８）

陶器 高８．２ 径３２．２×
３２．７

一枚 東京藝術大学大学美術館

５５ 黒田辰秋 赤漆流稜文飾箱 １９５７ 漆 ｈ１８．５，ｗ３１．２，ｄ
１６．０

一合 東京国立近代美術館工
芸館

５６ 丸木スマ 小鳥の滝 １９５４ 紙本着彩 ８０．０×１１０．０ 一幅 広島県立美術館

５７ 丸木スマ 巣 １９５３ 紙本着彩 １１０．０×８０．０ 一幅 広島県立美術館

５８ 田中一村 奄美の杜�～ビロウ樹～ 昭和４０年代
（１９６５－７４）

絹本着彩 １５５．０×７３．０ 一面 田中一村記念美術館

５９ 田中一村 奄美の杜�～ビロウとア
カショウビン～

１９６２ 絹本着彩 １５３．０×５７．０ 一面 田中一村記念美術館

６０ 藤牧義夫 隅田川両岸画巻（隅田川
絵巻）２巻

１９３４ 紙本墨画 ２８．０×１６２４．０ 一巻 東京都現代美術館

６１ 小泉清 人物（女） １９４６ 油彩・カンヴァス ６１．０×５０．６ 一面 個人蔵

６２ 小泉清 不動明王 １９５９ 油彩・カンヴァス １３０．０×９７．０ 一面 個人蔵

６３ 小泉清 これは富士の雪がとけて
三島に来る

１９５１－５３ 油彩・カンヴァス ６５．０×９０．８ 一面 個人蔵

６４ 高島野十郎 絡子をかけたる自画像 １９２０ 油彩・カンヴァス ５２．５×４５．１ 一面 福岡県立美術館

６５ 高島野十郎 月 制作年不詳 油彩・カンヴァス ４１．０×３２．３ 一面 個人蔵

６６ 高島野十郎 雨 法隆寺 １９６５頃 油彩・カンヴァス ７２．４×５３．２ 一面 個人蔵
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「CAPA's WORLD ロバート・キャパ［その生涯と作品］」展
平成１９年７月１３日�～９月２日� ＊５０日間 会場：企画展示室

概要：

東京富士美術館が所蔵するロバート・キャパ（１９１３～１９５４）

の作品により構成。ヴィンテージプリント５点を含む２４７点

の写真の他、多数の関係資料を織り交ぜながら、この２０世

紀最大の報道写真家のデビューから晩年までの仕事を７章に

分け紹介。特別出品としてジョー・オダネル撮影の《被爆し

た幼子を背負う長崎の少年》および《グラウンド・ゼロ》も

併せて紹介。

開催形態：実行委員会形式

主催：長崎県美術館、長崎新聞社

共催：NCC長崎文化放送

後援：長崎県、長崎県教育委員会、長崎市、佐世保市、長崎

市教育委員会、佐世保市教育委員会、NHK長崎放送局、長

崎県美術協会、長崎県医師会、県立長崎図書館、長崎県 PTA

連合会、長崎県書店商業組合、エフエム福岡、長崎ケーブル

メディア、長崎平和推進協会、生活協同組合ララコープ、長

崎新聞販売センター、ライオンズクラブ国際協会３３７‐Ｃ地区

協賛：ジャパネットたかた、日本通運長崎支店

企画：東京富士美術館

観覧料：

一般１，１００円（９００円）、高大生・７０歳以上８００円（６００円）、

小中学生：７００円（５００円）、キャパ展パスポート１，８００円

※（ ）内は前売および２０名以上の団体料金

※キャパ展パスポート保持者は会期中何度でも入場可能

観覧者数：３５，９９８人（一日あたり７２０人）

出品点数：２４７点（ほか、参考資料２４件４１点、特別出品４点）

関連事業：

� 講演会「ロバート・キャパ その生涯と作品」

講師：吉岡栄二郎（東京富士美術館研究員）、梅津禎三（日

本大学芸術学部講師）

日時：７月１３日�１１：００～１２：３０
参加者数：５０人

� 特別講演会「崩れ落ちる兵士の“謎”」

講師：吉岡栄二郎

日時：８月１１日�１３：３０～１５：００
参加者数：１１０人

� サマーアートクラブ「ピンホールカメラを作ろう！」

日時：７月２６日�、２７日�、２８日� ３日間連続

午前の部１０：００～１２：３０（小学１～３年生対象）／

午後の部１４：００～１６：３０（小学４～６年生対象）

参加者数：３９人（午前の部２０人、午後の部１９人）

� ボランティアによるギャラリートーク

日時：毎週日曜日１１：００～

参加者数：毎回２０名程度

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日１４：００～

参加者数：毎回４０名程度

	 フィルム上映会「キャパ・イン・ラヴ＆ウォー」

日時：８月５日
～１５日� 各日１５：００～１６：３０
参加者数：５９０人（１１日間合計）

主要記事等：

・「スーパー Jチャンネル九州・沖縄」（NCC長崎文化放

送）平成１９年７月１３日放送

・「なんでもミュージアム」『長崎 EYE６１０』（NHK長崎放送

局）平成１９年７月１９、２４日放送

・「スーパー Jチャンネルながさき」（NCC長崎文化放送）

平成１９年８月８、９、１０日放送

・「スーパーニュース」（KTNテレビ長崎）平成１９年８月１０

日放送

・迎修「ロバート・キャパ展」『長崎新聞』平成１９年８月７

日

・阿部成人「『私にとっての少年』キャパ展出品写真に寄せ

て」『長崎新聞』平成１９年８月７、８日

・Jane Singer「Capa photos show the value of peace」『In Sight

（朝日新聞英字）』平成１９年８月２４日

・鳥居達也「偏西風 長崎の少年」『朝日新聞』平成１９年８

月２５日夕刊

・鳥居達也「ジャーナリストの視点１７ 将校と少年の距離」

『九州交響楽団定期演奏会パンフレット』平成１９年９月

２１日
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番号 作品名（資料名） 撮影地 撮影年月日 技法・材質 備考

１－１ 講演するレオン・トロツキー（コンタ
クト）

コペンハーゲン、デンマー
ク

１９３２年１１月２７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２ 講演するレオン・トロツキー コペンハーゲン、デンマー
ク

１９３２年１１月２７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－３ 講演するレオン・トロツキー コペンハーゲン、デンマー
ク

１９３２年１１月２７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－４ 鉱山で働く人 ザール（現ザールラント州、
ドイツ）

１９３４年９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－５ 鉱山で働く人 ザール（現ザールラント州、
ドイツ）

１９３４年９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－６ 鉱山で働く人 ザール（現ザールラント州、
ドイツ）

１９３４年９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－７ パリのリュクサンブール公園にて パリ、フランス １９３６年頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－８ パリの子どもたち パリ、フランス １９３６年頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－９ パリの子どもたち パリ、フランス １９３６年頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１０ “ローレルとハーディ（コメディア
ン）”ファン・クラブの会員達

パリ、フランス １９３７年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１１ メーデーの会場で パリ、フランス １９３７年５月１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１２ ナチズムが台頭するなかフランスの全
国選挙が始まる

パリ、フランス １９３６年５月３日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１３ 選挙の公約ポスターを見るパリの市民 パリ、フランス １９３６年春 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１４ フランス下院議長エドゥアール・エリ
オ

パリ、フランス １９３６年５月２２日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１５ 演説するフランス共産党のジャック・
デュグロ

パリ、フランス １９３７年７月１４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１６ 始まったストライキに家族で参加 パリ、フランス １９３６年５－６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１７ ストライキの行進をするフランスの労
働者

パリ、フランス １９３６年７月１４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１８ ストライキの最中、屋上でトランプを
するギャレリ・ラファイエットの従業
員

パリ、フランス １９３６年６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－１９ ギャレリ・ラファイエットの屋上で時
間を過ごす女子従業員たち

パリ、フランス １９３６年６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２０ 連合政府「人民戦線」の集会にて パリ、フランス １９３６年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２１ メーデーの会場で パリ、フランス １９３７年５月１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２２ 革命記念日のパレードに参加する子ど
もたち

パリ、フランス １９３６年７月１４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２３ 気勢を上げる「人民戦線」連立政権支
持者たち

パリ、フランス １９３６年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２４ 第一次世界大戦休戦記念日にパレード
する退役軍人

パリ、フランス １９３６年１１月１１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２５ 第二次世界大戦が勃発―任務に着く前
に憂いに沈むフランス軍の予備兵

パリ、フランス １９３９年９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２６ 毎年恒例の自転車レース〈ツール・
ド・フランス〉を見る子どもたち

ブルターニュ、フランス １９３９年７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２７ ベルギー統合１００周年記念祭に向かう
参加者たち

ルクセンブルク州、ベル
ギー

１９３９年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２８ パレードを見る子どもたち ブリュッセル、ベルギー １９３９年５月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

１－２９ １００周年記念祭のパレードを見るベル
ギーの少年

ルクセンブルク州、ベル
ギー

１９３９年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１ スペイン市民戦争が勃発、子どもたち
は“大人の世界の縮図”を作り出して
いた

バルセロナ、スペイン １９３６年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

出品リスト：
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番号 作品名（資料名） 撮影地 撮影年月日 技法・材質 備考

２－２ 「聖週間」の可愛い参加者 セビージャ、スペイン １９３５年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３ プロレタリア革命によって一変したス
ペインの町では女性兵士が銃を離さず
にいた

バルセロナ、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４ 共和国軍側の男女の市民軍兵士 バルセロナ、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５ 町では「自分たちが新しい世界を作り
出しているのだ」と興奮が渦巻いてい
た

マドリード、スペイン １９３６年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－６ 共和国軍側から尋問を受けるフランコ
反乱軍（ファシスト派）の士官

スペイン １９３６年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－７ フランコ反乱軍打倒へ前線へ向かう輸
送列車の兵士たち

バルセロナ、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－８ 前線へ向かう輸送列車で家族との別れ
を惜しむ兵士たち

バルセロナ、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－９ 共和国軍の勝利を信じ兵士を送る女性
たち

バルセロナ、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１０ フランコ軍との戦闘にそなえる市民た
ち

スペイン １９３６年１１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１１ フランコ軍に抵抗する共和国軍側の市
民軍兵士

バルセロナ近郊、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１２ バリケードで守備をする共和国軍側の
女性兵士

バルセロナ、スペイン １９３６年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１３ 陣地の確保に前進する共和国軍兵士た
ち

サンタユーラリア、スペイ
ン（アラゴン前線）

１９３６年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１４ 前進する共和国軍兵士 スペイン（アラゴン前線） １９３６年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１５ 崩れ落ちる兵士� セロムリアーノ近郊、スペ
イン（コルドバ前線）

１９３６年９月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１６ 崩れ落ちる兵士� セロムリアーノ近郊、スペ
イン（コルドバ前線）

１９３６年９月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１７ 崩れ落ちる兵士� セロムリアーノ近郊、スペ
イン（コルドバ前線）

１９３６年９月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１８ 崩れ落ちる兵士 セロムリアーノ近郊、スペ
イン（コルドバ前線）

１９３６年９月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－１９ フランコ軍の空襲から逃げ惑うセロム
リアーノの村人たち

セロムリアーノ近郊、スペ
イン（コルドバ前線）

１９３６年９月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２０ 空襲から逃げ惑う村人たち セロムリアーノ近郊、スペ
イン（コルドバ前線）

１９３６年９月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２１ スペイン市民戦争で最も激しい戦闘が
繰り広げられた西部マドリード（大学
都市周辺）の攻防戦で戦う共和国軍の
兵士

マドリード、スペイン １９３６年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２２ フランコ軍との攻防戦を繰り広げる共
和国軍兵士

マドリード、スペイン １９３６年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２３ マドリードの攻防戦で家を焼かれた市
民

マドリード、スペイン １９３６－３７年冬 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２４ 空襲で家を破壊され地下鉄のプラット
ホームで生活する市民

マドリード、スペイン １９３６年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２５ 空襲で破壊された町で遊ぶマドリード
の子供たち

マドリード、スペイン １９３６年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２６ 洗濯をする女性に語りかける共和国側
の兵士

マドリード、スペイン １９３６年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２７ 友愛のあいさつを交わす国際義勇軍と
共和国軍の隊員

マドリード、スペイン １９３６年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２８ マラガ市から避難してきた家族 アルメリア、スペイン １９３７年２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－２９ 絶え間なく空襲と爆撃のつづいたビル
バオの街

ビルバオ、スペイン １９３７年５月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３０ 空襲のサイレンにびっくりしコートの
ボタンを掛け違えて逃げる少女

ビルバオ、スペイン １９３７年５月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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番号 作品名（資料名） 撮影地 撮影年月日 技法・材質 備考

２－３１ 共和国軍によるテルエル（スペイン北
東部）の奪還作戦で戦闘に巻き込まれ
負傷した少年

スペイン（アラゴン前線） １９３７年１２月２１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３２ 解団式での国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３３ 解団式での国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３４ 解団式での国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３５ 解団式での国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３６ 解団式での国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３７ 解団式での国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３８ 悲嘆にくれる国際義勇軍の兵士 バルセロナ近郊、スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－３９ リオ・セグレ（セグレ川）に沿って攻
撃を進める共和国軍の兵士たち

フラガー近郊、スペイン（ア
ラゴン前線）

１９３８年１１月７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４０ リオ・セグレの戦い フラガー近郊、スペイン（ア
ラゴン前線）

１９３８年１１月７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４１ リオ・セグレの戦い フラガー近郊、スペイン（ア
ラゴン前線）

１９３８年１１月７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４２ フランコ軍と共和国軍の空中戦を見上
げるバルセロナの人々

バルセロナ、スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４３ 空中戦を見上げるバルセロナの人々 バルセロナ、スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４４ 空襲警報のサイレンに急いで避難する
女性

バルセロナ近郊、スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４５ フランコ軍の爆撃を逃れバルセロナへ
避難する一家

タラゴナ近郊、スペイン １９３９年１月１５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４６ 馬車に一家を乗せバルセロナへ避難す
る人々

スペイン １９３９年１月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４７ 爆撃を逃れタラゴナからバルセロナへ
と避難する一家

スペイン １９３９年１月５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４８ 街道への爆撃で連れ添ってきた全員
（愛犬と２頭のロバさえも）が殺され
一人生き残った女性

スペイン １９３９年１月１５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－４９ タラゴナからバルセロナへの道 スペイン １９３９年１月１５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５０ バルセロナに着いた避難民たち バルセロナ、スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５１ 避難民輸送センターで受け入れ手続き
の順番を待つ少女

バルセロナ、スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５２ バルセロナが陥落すると何万人ものス
ペイン人がフランス国境へ向かった

スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５３ 家族から遅れながらフランス国境へ歩
みを続ける少女

スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５４ 収容所へ移送される流浪の民となった
スペイン共和国軍の兵士たち

アルジュレス・スル・メー
ル近郊、フランス

１９３９年３月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

２－５５ 解団式での国際義勇軍の兵士 スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（ヴィン
テージプリント）

２－５６ 故国に帰る国際義勇軍兵士に花束を贈
る女性

スペイン １９３８年１０月 ゼラチンシルバープリント（ヴィン
テージプリント）

２－５７ 爆撃で家族を失い一人生き残った年老
いた女性

スペイン 不詳 ゼラチンシルバープリント（ヴィン
テージプリント）

２－５８ 負傷した兵士 アラゴンの前線 スペイン（アラゴン前線） 不詳 ゼラチンシルバープリント（ヴィン
テージプリント）

２－５９ タラゴナから避難する家族 スペイン １９３９年１月 ゼラチンシルバープリント（ヴィン
テージプリント）

３－１ ロンドンの街を行く第一次世界大戦の
退役軍人で構成された“国防市民軍兵”

ロンドン、イギリス １９４１年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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３－２ ドイツ軍の爆撃から避難した防空壕で
空襲監視員と語る婦人

ロンドン、イギリス １９４１年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３ ドイツ軍と激しい戦闘を繰り広げたエ
ル・ゲタールの戦い

チュニジア １９４３年３月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－４ 北アフリカは連合国軍によって解放さ
れ多数のドイツ軍とイタリア軍の兵士
が捕虜収容所へ向かった

チュニジア １９４３年３月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－５ アメリカ軍兵士からタバコをもらう
チュニジアの住民

マクナシー、チュニジア １９４３年３月２２日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－６ シチリアのモンレアーレへ入城するア
メリカ軍を迎える市民

パレルモ近郊、イタリア １９４３年７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－７ モンレアーレへ入城するアメリカ軍の
兵士たち

パレルモ近郊、イタリア １９４３年７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－８ モンレアーレへ入城するアメリカ軍 パレルモ近郊、イタリア １９４３年７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－９ 長かった戦争が終わり生活を再開した
シチリアの人々

シチリア、イタリア １９４３年７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１０ 解放したアメリカ軍兵士と語り合うシ
チリアの人々

シチリア、イタリア １９４３年７月１７－１８
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１１ ロバに荷をくくり町に戻るシチリア人 シチリア、イタリア １９４３年７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１２ 捕虜収容所へ向かう仲間の列を離れて
家族（妻または恋人）と話すイタリア兵

ニコシア付近（シチリア）、
イタリア

１９４３年７月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１３ ドイツ軍が去った方角をアメリカ軍将
校に教えるシチリアの農夫

トロイナ近郊（シチリア）、
イタリア

１９４３年８月４－５
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１４ 一週間にわたる戦闘の後トロイナの町
へ入るアメリカ軍偵察部隊

トロイナ（シチリア）、イ
タリア

１９４３年８月４－５
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１５ トロイナに入るアメリカ軍の偵察部隊 トロイナ（シチリア）、イ
タリア

１９４３年８月４－５
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１６ 戦闘に巻き込まれ負傷した娘を抱く父
親

シチリア、イタリア １９４３年８月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１７ 連合国軍が市内に入るまでの４日間ド
イツ軍と戦って死亡した２０名の少年パ
ルチザン兵の葬儀で泣く母親たち

ナポリ、イタリア １９４３年１０月２日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１８ 山岳の戦闘から逃れる村人たち カッシーノ付近、イタリア １９４４年１月４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－１９ 負傷した羊飼いの村人を治療するアメ
リカ兵

ラディコサの村、イタリア １９４４年１月４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２０ 戦闘の合間に編み物をする救急隊の女
性兵士たち

カッシーノ付近、イタリア １９４３年１２月－４４年
１月

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２１ 反撃の後に捕らえられたドイツ軍兵士 バストニュー南部、ベル
ギー

１９４４年１２月２３－２６
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２２ アメリカ軍に捕らえられたドイツ兵 バストニュー南部、ベル
ギー

１９４４年１２月２３－２６
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２３ アメリカ軍に捕らえられたドイツ兵 バストニュー南部、ベル
ギー

１９４４年１２月２３－２６
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２４ 連合国軍の進攻で家を焼かれて逃げる
ドイツ人農夫たち

ヴェーゼル近郊、ドイツ １９４５年３月２４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２５ 戦闘から避難するドイツ人の家族 ヴェーゼル近郊、ドイツ １９４５年３月２４日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２６ ドイツ軍の狙撃兵に撃たれたアメリカ
軍の兵士

ライプツィヒ、ドイツ １９４５年４月１８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２７ アメリカ軍側に発見され降伏する狙撃
手のドイツ兵

ライプツィヒ、ドイツ １９４５年４月１８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２８ 廃墟と化したベルリンの街 ベルリン、ドイツ １９４５年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－２９ 占領されたドイツ側の役場で新たな地
区への登録を待つドイツの婦人

プライニッヒ、ドイツ １９４５年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３０ 記念撮影をするロシア兵 ベルリン、ドイツ １９４５年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３１ 瓦礫と化したワルシャワの街にも復興
の兆しが見えた

ワルシャワ、ポーランド １９４８年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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３－３２ 復興をはじめたチェコスロバキア 農
村では結婚式が行われていた

チェコスロバキア（現チェ
コおよびスロバキア）

１９４７年９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３３ 戦後の急速な回復をはじめたブダペス
トの繁華街

ブダペスト、ハンガリー １９４８年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３４ 戦後の貧困と飢えに苦しむユダヤ系オ
ランダの少年

アムステルダム、オランダ １９４５年６－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３５ お腹をすかせたオランダの孤児 アムステルダム、オランダ １９４５年６－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３６ 戦禍を耐え７年ぶりに行われたユダヤ
教のロシュ・ハシャナ礼拝式

ベルリン、ドイツ １９４５年９月７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３７ ロシュ・ハシャナ礼拝式で聖典を学ぶ
２人のユダヤ人

ベルリン、ドイツ １９４５年９月７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３８ ニュルンベルク競技場でナチス式の敬
礼をもって勝利を示すアメリカ兵

ニュルンベルク、ドイツ １９４５年４月２０日頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

３－３９ 廃墟となったニュルンベルクの街 ニュルンベルク、ドイツ １９４５年４月２０日頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１ 十代の中国兵 漢口、中国 １９３８年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－２ 漢口市の子どもたちに古着を配布 漢口、中国 １９３８年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－３ 漢口の子ども 漢口、中国 １９３８年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－４ 愛国集会のパレードを見る市民たち 漢口、中国 １９３８年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－５ 国民党政府軍の女性訓練兵 漢口、中国 １９３８年３月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－６ 周恩来 漢口、中国 １９３８年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－７ 共産党本部で会議をする周恩来 漢口、中国 １９３８年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－８ 蒋介石夫人・宋美齢 漢口、中国 １９３８年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－９ 徐州の前線付近を行く輸送列車 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１０ 徐州の前線付近 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１１ 貨車に乗る避難民 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１２ 徐州前線付近の駅舎にて 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１３ 駅舎の線路で遊ぶ子供たち 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１４ 到着した貨物車に弁当を売る人々 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１５ 駅舎の物売り 徐州、中国 １９３８年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１６ 日本軍による爆撃で家を焼かれた漢口
の市民

漢口、中国 １９３８年７－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１７ 爆撃で家を焼かれ消火をする漢口の市
民

漢口、中国 １９３８年７－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１８ 爆撃で焼かれた漢口の市民居住区 漢口、中国 １９３８年７－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－１９ 黄河の渡し舟 河南省、中国 １９３８年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－２０ 黄河の渡し舟 河南省、中国 １９３８年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－２１ 広東市近郊の孤児院にて 広東省、中国 １９３８年７－８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－２２ 西安の街 西安、中国 １９３８年５－６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

４－２３ 一面雪に覆われた漢口の市内で遊ぶ子
どもたち

漢口、中国 １９３８年３月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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５－１ 自分たちの“国家”イスラエルに辿り
着いたヨーロッパのユダヤの人々

ハイファ、イスラエル １９４９年５－６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２ シャール・アーリアの統合収容所に着
いた女の子

ハイファ、イスラエル １９５０年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３ イスラエル共同農場（キブツ）にて ネグバ、イスラエル １９４９年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－４ 目の不自由な移民とその家族の村で ゲデラ近郊、イスラエル １９５０年１１－１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－５ 伝統的な授業法でユダヤ教の律法を学
ぶ生徒たち

エルサレム １９４９年５－６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－６ 安全な避難場所へ子どもを運ぶアメリ
カ兵

カッシーノ付近、イタリア １９４４年１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－７ ヘルメットで入浴 チュニジア １９４３年３－４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－８ オランダのベルンハルト王子 スーストダイク宮殿、オラ
ンダ

１９５１年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－９ オランダのユリアナ女王と娘のクリス
チーナ王女

スーストダイク宮殿、オラ
ンダ

１９５１年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１０ ジョン・ヒューストン ロンドン、イギリス １９５３年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１１ 朝の散歩をするトルーマン大統領 ミズーリ州、アメリカ １９４８年１２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１２ 映画『誰がために鐘は鳴る』に出演し
ていたゲイリー・クーパー

アイダホ州、アメリカ １９４１年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１３ 映画『舞踏への招待』の中のジーン・
ケリー

パリ、フランス １９５３年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１４ エリザベス女王 II世の戴冠式を見る
ハンフリー・ボガードとジョン・
ヒューストン

ロンドン、イギリス １９５３年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１５ ノーベル文学賞のウィリアム・フォー
クナー

ニューヨーク、アメリカ １９５４年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１６ 小説家トルーマン・カポーティ イタリア １９５３年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１７ パブロ・ピカソ ゴルフジュアン、フランス １９４８年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１８ パブロ・ピカソ、フランソワーズ・ジ
ローと彼らの息子

ゴルフジュアン、フランス １９４８年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－１９ パブロ・ピカソと息子のクロード ゴルフジュアン、フランス １９４８年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２０ パブロ・ピカソとフランソワーズ・ジ
ロー

ゴルフジュアン、フランス １９４８年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２１ ７フィートの竹の棒の先に木炭をつけ
て描くアンリ・マティス

ニース、フランス １９４９年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２２ ベッドの上で筆をとるアンリ・マティ
ス

ニース、フランス １９４９年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２３ イングリッド・バーグマン ハリウッド、アメリカ １９４６年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２４ ヒッチコック監督の映画『汚名』を撮
影中のイングリッド・バーグマン

ハリウッド、アメリカ １９４６年４－５月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２５ 戦後のパリを舞台にした映画『凱旋
門』を撮影中のイングリッド・バーグ
マン

ハリウッド、アメリカ １９４６年７－１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２６ 原稿に手を入れるアーネスト・ヘミン
グウェイ

サン・ヴァレー（アイダホ
州）、アメリカ

１９４０－４１年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２７ アーネスト・ヘミングウェイとマー
サー・ゲルホーン

サン・ヴァレー（アイダホ
州）、アメリカ

１９４０年１１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２８ 猟をするアーネスト・ヘミングウェイ サン・ヴァレー（アイダホ
州）、アメリカ

１９４０年１１月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－２９ アーネスト・ヘミングウェイと息子の
グレゴリー

サン・ヴァレー（アイダホ
州）、アメリカ

１９４１年１０月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３０ キャパの親友であったジョン・スタイ
ンベック

モスクワ、ソ連（現ロシア） １９４７年８－９月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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５－３１ ノルウェーの子どもたち トロムソ、ノルウェー １９５１年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３２ 父親の帰宅におどける子ども ロンドン、イギリス １９４１年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３３ イギリスの戦争孤児たちを励ますアメ
リカの将校

ロンドン、イギリス １９４３年１－２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３４ イギリスの戦争孤児たちを励ますアメ
リカの将校

ロンドン、イギリス １９４３年１－２月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３５ ロンドンのイースト・エンド地区で ロンドン、イギリス １９４１年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３６ 大規模な攻撃作戦を終えひと時の休息
をとるアメリカ兵

チュニジア １９４３年３月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３７ ウクライナの集団農場の子ども ソ連（現ウクライナ） １９４７年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

５－３８ 働き者で陽気なウクライナの女性 ソ連（現ウクライナ） １９４７年８月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１ ウェイマウス沖に停泊中の米艦「サ
ミュエル・チェイス号」で作戦を練る
上陸部隊の士官たち

イギリス １９４４年６月１－５
日

ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２ 上陸用舟艇に乗り移る上陸作戦の先陣
部隊

オマハ海岸沖、フランス １９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－４ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－５ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－６ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－７ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－８ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－９ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１０ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊�

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１１ “Dディー”作戦日に上陸するアメリ
カ軍の先陣部隊	

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１２ 上陸作戦で負傷し母船に帰還した兵士
の救護に当たる医療部隊

オマハ海岸沖、フランス １９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１３ 上陸作戦で死亡した兵士を葬る母船の
乗組員たち

オマハ海岸沖（米艦「ヘン
リコ号」にて）、フランス

１９４４年６月６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１４ ノルマンディー作戦でアメリカ軍に捕
らえられたドイツ兵

オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１５ アメリカ軍に捕らえられたドイツ兵 オマハ海岸（ノル マ ン
ディー沿岸）、フランス

１９４４年６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１６ ノルマンディー地帯で進攻作戦を進め
るアメリカ軍

ノルマンディー地方、フラ
ンス

１９４４年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１７ 進攻作戦を進めるアメリカ軍の兵士 ノルマンディー地方、フラ
ンス

１９４４年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１８ アメリカ軍の兵士にリンゴ酒を差し出
すフランス人の農夫

サン・ロー近郊、フランス １９４４年７月２８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－１９ アメリカ軍に捕らえられたドイツ兵 ノルマンディー地方、フラ
ンス

１９４４年６－７月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２０ アメリカ軍に捕らえられたドイツ兵 ノルマンディー地方、フラ
ンス

１９４４年６月２７日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２１ アメリカ軍を歓迎するノルマンディー
の市民たち

アレンソン、フランス １９４４年８月１２日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２２ 捕らえたドイツ兵を監視するノルマン
ディーの市民たち

グランヴィル、フランス １９４４年７月３１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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６－２３ ドイツ軍に協力したとして住民たちに
髪を剃られた女性たち

シャルトル（警察署中庭）、
フランス

１９４４年８月１８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２４ ドイツ兵との間に赤ん坊をもうけ、自
分の母も一緒に罰せられたフランスの
女性

シャルトル、フランス １９４４年８月１８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２５ ドイツ兵との間に赤ん坊をもうけ罰せ
られたフランスの女性

シャルトル、フランス １９４４年８月１８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２６ 市民から嘲笑されながら街中を引き回
される女性とその赤ん坊

シャルトル、フランス １９４４年８月１８日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２７ パリの市民たちから歓迎を受けるフラ
ンス部隊

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２８ 建物に潜むドイツ軍の狙撃兵と戦うフ
ランス・レジスタンス部隊

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－２９ ドイツ兵を捕らえるフランスの市民 パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３０ 建物に潜むドイツ狙撃部隊の孤立兵を
探し出すフランス・レジスタンス部隊

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３１ ドイツ軍の狙撃兵と戦うフランス・レ
ジスタンス兵と市民たち

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３２ 市街戦で逮捕されたドイツ兵とその協
力者たち

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３３ 解放されたパリ市内のフランス部隊と
レジスタンスの闘士たち

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３４ 解放されたパリ市内のフランス部隊と
レジスタンスの闘士たち

パリ、フランス １９４４年８月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３５ 自由の戻ったパリで戦車に乗る子ども パリ、フランス １９４４年８月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３６ パリ解放を祝うパレードを見る家族 パリ、フランス １９４４年８月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３７ 市民と一緒にパリ解放を祝うシャル
ル・ド・ゴール将軍

パリ、フランス １９４４年８月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３８ パリ解放を祝う市民たち パリ、フランス １９４４年８月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－３９ パリ解放を祝う市民たち パリ、フランス １９４４年８月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

６－４０ パリ解放を祝う市民たち パリ、フランス １９４４年８月２６日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１ 親戚の子をお見送り 東京駅、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－２ 列車の到着を待つ男の子 東京駅、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－３ 孫を背に散歩するお爺さん 藤枝市（静岡）、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－４ 後援の滑り台で遊ぶ子どもたち 東京、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－５ 働く母親の横で遊ぶ兄弟 焼津市（静岡）、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－６ 焼津の小学校の生徒たち 焼津市（静岡）、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－７ カメラを恥ずかしがる女の子 焼津市（静岡）、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－８ 奈良の東大寺 奈良、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－９ 公園で遊ぶ親子 東京、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１０ 焼津の商店街で 焼津市（静岡）、日本 １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１１ ルアンプラパンの寺院で遊んでいた子
どもたち

ラオス １９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１２ 仏領インドシナ（現ベトナム）の街の
少年たちとフランス兵

ハノイ、仏領インドシナ（現
ベトナム）

１９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）
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７－１３ 街を行くハノイの少女と駐留するフラ
ンス軍の兵士たち

ハノイ、仏領インドシナ（現
ベトナム）

１９５４年４月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１４ 軍人墓地の夫の墓に泣き崩れるベトナ
ムの女性とその母親

ナムディン、仏領インドシ
ナ（現ベトナム）

１９５４年５月２１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１５ 夫の墓に来た妻とその家族たち、そし
てそれを見るフランスの兵士

ナムディン、仏領インドシ
ナ（現ベトナム）

１９５４年５月２１日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１６ 戦闘が続いても普段と変わりなく畑で
作業をするインドシナの人々

ナムディン近郊、仏領イン
ドシナ（現ベトナム）

１９５４年５月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１７ ナムディンからタイビンへの街道を走
るフランス軍の護衛部隊

仏領インドシナ（現ベトナ
ム）

１９５４年５月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

７－１８ 前進する歩兵部隊（キャパが地雷を踏
んで死ぬ直前に撮った最後の写真）

仏領インドシナ（現ベトナ
ム）

１９５４年５月２５日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐１ （写真）ロバート・キャパ パリ、フランス １９５１年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

撮影：ルース・
オーキン

参考‐２ （写真）来日したロバート・キャパ 静岡駅、日本 １９５４年４月１９日 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

撮影：
金原眞八

参考‐３ （写真）ポーツマス沖に停泊中の米艦
で作戦決行日を待つロバート・キャパ

ポーツマス、イギリス １９４４年６月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

撮影：デビッ
ド・シャーマン

参考‐４ （写真）父デジェーと母ユリア ― １９１０年５月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐５ （写真）母ユリアとロバート・キャパ ― １９１３年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐６ （写真）ロバート・キャパ１歳の頃 ― １９１４年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐７ （写真）母ユリアに抱かれたキャパ ― １９１７年頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐８ （写真）ロバート・キャパ ― １９３０年頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐９ （写真）パリ時代のロバート・キャパ ― １９３５年秋頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐１０（写真）撮影するロバート・キャパと
弟のコーネル・キャパ

― １９５２年頃 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐１１（写真）タイプを打つゲルダ・タロー ― １９３７年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

撮影：フレッド・
シュタイン

参考‐１２（写真）カタルニア戦線を取材するゲ
ルダ・タロー

スペイン １９３７年５月 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐１３（写真）ロバート・キャパとゲルダ・
タロー

パリ、フランス １９３５年秋 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

撮影：フレッド・
シュタイン

参考‐１４（写真）ライカを手にするゲルダ・タ
ロー

― 不詳 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント）

参考‐１５（写真）共和国軍の前線を支援する青
年

スペイン １９３６－３７年 ゼラチンシルバープリント（ヴィン
テージプリント）

撮影：ゲルダ・
タロー

参考‐１６（書簡）ロバート・キャパ自筆書簡（５
通）

会期２日目か
らは複製を展
示

参考‐１７（キャパ著書）『Slightly Out of Fo-
cus』（１９４７年）等８冊

参考‐１８（雑誌等）『LIFE』誌（《崩れ落ちる
兵士》掲載、１９３７年）等スペイン市民
戦争関係刊行物７冊

参考‐１９（カメラ）ウル・ライカ（レプリカ）

参考‐２０（カメラ）ライカ０型（レプリカ）

参考‐２１（カメラ）ライカ・スタンダード

参考‐２２（カメラ）ライカ IIIa

参考‐２３（カメラ）ライカ IIIf

参考‐２４（カメラ）ローライ・スタンダード

特別展示‐１ ロバート・キャパ賞メダル

特別展示‐２ （写真）被爆した幼子を背負う長崎の
少年

長崎、日本 １９４５年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント／オリジナルプリント）

撮影：
ジョー・オダ
ネル／個人蔵
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特別展示‐３ （写真）グラウンド・ゼロ 長崎、日本 １９４５年 ゼラチンシルバープリント（モダンプ
リント／オリジナルプリント）

撮影：
ジョー・オダ
ネル／個人蔵
／８／４－１５
に常設展示室
にて公開

特別展示‐４ （写真集）ジョー・オダネル『トラン
クの中の日本』（小学館、１９９５年）

※作品は、すべて東京富士美術館蔵。
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「美術館に行こう！ ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」展
平成１９年１０月５日�～１１月２５日� ＊５０日間 会場：企画展示室

概要：

ディック・ブルーナのデザインは、さまざまな近現代美術に

ふれた経験から生まれた。本展では、モダン・アートを見た

ときの驚きや喜びが表現された絵本「ミッフィーのたのしい

びじゅつかん」をガイドとして、当館が所蔵する近現代美術

をわかりやすく紹介するとともに、彼が手がけたペーパー

バックやポスターのデザイン、絵本の原画などを紹介し、ブ

ルーナ自身のデザインの足跡を辿った。また、展示室内には、

ブルーナの手法に挑戦するコーナーも設けた。

開催形態：巡回展、実行委員会形式

主催：長崎県美術館、KTNテレビ長崎、西日本新聞社

後援：オランダ王国大使館、長崎県、長崎県教育委員会、長

崎市教育委員会、長崎県立長崎図書館、長崎県書店商業組合

協賛：ぶるーな倶楽部

協力：サントリーミュージアム［天保山］、講談社、福音館

書店、ぺんてる株式会社

特別協力：ディック・ブルーナ・ジャパン、Mercis bv

企画・運営協力：株式会社キュレイターズ

特別協賛：Jスポット

観覧料：

一般９００（８００）円、高大生・７０歳以上６００（５００）円

※（ ）内は前売料金および２０名以上の団体割引料金

※中学生以下無料

観覧者数：１７，０５５人（一日あたり３４１人）

出品点数：モダンアート作品７０点、ブルーナ作品１４９点、ペー

パーバック４１６点

関連事業：

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日（１１月２５日を除く）１４：００～１４：３０

� ミッフィーフェスティバル

日時：１０月６日�～９日�１０：００～１８：００
� 握手会「ミッフィーと握手しよう」

日 時：１０月６日�、１０月２０日�、１０月２１日�、１１月３日�、
１１月４日�
各日１１：３０～１２：００／１３：３０～１４：００／１５：００～１５：３０

参加者数：４００人／３００人／４００人／５４０人／４３２人

� ワークショップ「色と形の組み合わせ」

日時：１０月１３日�１３：３０～１６：００
「ミッフィーとブラック・ベアを作ろう」

１０月１４日�１３：３０～１６：００
「かわいい表紙のノートを作ろう」

参加者数：１５人／７人

� ブルーナ絵本の読み語り

１０月２１日�、１０月２８日� 各日１３：３０～／１４：３０～

参加者数：８０人／９５人

	 アニメ上映会「ミッフィーとおともだち」

日時：１０月２３日�～１０月２８日� 各日１１：００～／１３：００～

参加者数：計３７０人


 ワークショップ「モビールを作ろう」

日時：１１月１０日�、１１月１１日� 各日１３：００～１６：００

参加者数：１８人／１０人

主要記事等：

・福満葉子「モダンアート探検 ブルーナの世界 上・中・

下」『西日本新聞』平成１９年１０月３０日、１０月３１日、１１月１

日
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

第１部：見てみよう

１ ラモン・デ・スビアウレ 静物 油彩・カンヴァス ４９．８×７５ 長崎県美術館

２ エドゥアルド・ナランホ 自画像「私は７月に犬の頭蓋骨を描
いている」

１９８５－９１ 油彩・カンヴァス １２２×９２ 長崎県美術館

３ アントニオ・ロペス・ガル
シア

フランシスコ・カレテロ １９６１－８７ 油彩・板 ９１．４×７８．２ 長崎県美術館

４ アレクサンダー・カルダー 無題 １９５２頃 着色したアルミニウム、棒 ５．１×２７．９×１０．２ 個人蔵

５ アレクサンダー・カルダー スタビル １９７１ 着色した金属板、針金 ２５．５×２９×１５ 個人蔵

６ 水谷鉄也 うさぎ １９１９ テラコッタ １４．２×２６．２×２０．２ 長崎県美術館

７ ジョアン・ミロ 枝の上の鳥 １９８１ ブロンズ ９５×７６×３０ 長崎県美術館

８－１ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第１葉（扉絵） １９６７ リトグラフ・紙 （小）４１×３２（大）４１×６４ 長崎県美術館

８－２ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第２葉

８－３ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第３葉

８－４ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第９葉

８－５ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第１０葉

８－６ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第１２葉

８－７ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第１５葉

８－８ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第１６葉

８－９ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第２１葉

８－１０ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第２２葉

８－１１ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第２３葉

８－１２ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第２７葉

８－１３ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第２８葉

８－１４ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第３２葉

８－１５ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第３３葉

８－１６ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第３４葉

８－１７ マルク・シャガール 版画集『サーカス』第３５葉

９ 永見徳太郎 赤道近くの海 １９２０ 油彩・カンヴァス ７３．４×１００．３ 長崎県美術館

１０ 鴨居羊子 あいさつ １９７８ 油彩・紙 ３０．５×３８ 長崎県美術館

１１ パブロ・ピカソ 鳩のある静物 １９４１ 油彩・カンヴァス ６０×７３ 長崎県美術館

１２ アントニ・タピエス 茶の上の黄土 １９６４ ミクストメディア・カン
ヴァス

６８×５０ 長崎県美術館

１３ 山口長男 方 １９６３ 油彩・板 １８２×１８２ 長崎県美術館

１４ エドゥアルド・チリーダ 鉄に生命を吹き込む １９７１ エッチング・紙 紙６８×５６．５；
プレート２１×２６．８

長崎県美術館

１５ エドゥアルド・チリーダ 開く １９７２ エッチング・紙 紙５８．５×６３；
プレート３３．８×３３

長崎県美術館

１６ エドゥアルド・チリーダ 曲がる １９７３ エッチング・紙 紙７９×６０．５；
プレート２３．８×２９．７

長崎県美術館

１７ エドゥアルド・チリーダ 爪 １９７３ エッチング・紙 紙７９．５×６０；
プレート４０×３０

長崎県美術館

１８ エドゥアルド・チリーダ 統一 １９７３ エッチング・紙 紙７４．５×６０；
プレート２７．８×２９．９

長崎県美術館

１９ アントニオ・ムラド ディプティック（赤と灰色） ２００２ ワックス、ニス、油彩・
カンヴァス

２６９×４１１ 長崎県美術館

２０ ジョアン・ミロ 絵画 １９３６ 油彩、カゼイン塗料、ター
ル、砂・メゾナイト

８８×１１８ 長崎県美術館

２１ アントニ・タピエス 綱と十字の刻印 １９８１ 陶土他 ５１×７２．５×６ 長崎県美術館

２２ アントニ・タピエス 身体のコンポジション ２００３ ミクストメディア、アサ
ンブラージュ・板

２１０×４４８ 長崎県美術館

２３ 鴨居羊子 布絵スケッチ 糸、樹脂・布 ５０×７３ 長崎県美術館

２４－１ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』道化師 １９４７ ステンシル・紙 ４２．５×６５．４ 北九州市立美術館

２４－２ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』サーカス

２４－３ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』ロワイヤル氏

２４－４ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』白い象の悪夢

２４－５ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』馬、女曲馬師、道
化師

出品リスト：
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

２４－６ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』狼

２４－７ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』ハート

２４－８ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』イカロス

２４－９ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』フォルム

２４－１０ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』ピエロの葬式

２４－１１ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』コドマ兄弟

２４－１２ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』水槽を泳ぐ女

２４－１３ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』剣を飲む人

２４－１４ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』カウボーイ

２４－１５ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』ナイフ投げ

２４－１６ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』運命

２４－１７ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』礁湖

２４－１８ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』礁湖

２４－１９ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』礁湖

２４－２０ アンリ・マティス 版画集『ジャズ』橇

２５－１ 東松照明 キャラクター P１ 小ヶ倉町 １９９６ クリスタルカラープリント ３３．１×３３．１ 長崎県美術館

２５－２ 東松照明 キャラクター P２ 長崎港 １９９６

２５－３ 東松照明 キャラクター P３ 長崎半島・野母
崎町

１９９７

２５－４ 東松照明 キャラクター P４ 小ヶ倉町 １９９７

２５－５ 東松照明 キャラクター P５ 小ヶ倉町 １９９７

２５－６ 東松照明 キャラクター P６ 長崎港 １９９７

２５－７ 東松照明 キャラクター P７ 南高来郡吾妻町 １９９７

２５－８ 東松照明 キャラクター P８ 上町 １９９７

２５－９ 東松照明 キャラクター P９ 戸町 １９９９

２５－１０ 東松照明 キャラクター P１０ 伊勢町 ２０００

２６ 清水久和 チューチューシャンデリア １９９４ チューチューアイス、ア
クリル、アルミ、電球

８６×１０２×１０２ 作家蔵

第２部：考えてみよう

番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

１ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズ最後の
ポスター／“「P」”

１９７１ ポスター ７３５×５２０ 個人蔵

２ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター／“どんな天気でも〈ブラック・
ベア〉を読もう”

１９６３ ポスター ７３５×５２０ 個人蔵

３ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター

ポスター ７３５×５２０ 個人蔵

４ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター

１９６８ ポスター ７０５×５５５ 個人蔵

５ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズ ２０周
年記念ポスター

１９７５頃 ポスター ９２５×５６５ 個人蔵

６ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター

１９６１ ポスター ７３０×５２０ 個人蔵

７ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター／“移動中にはペーパーバッ
ク”

ポスター 小全紙（６６１×５０９） 個人蔵

８ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズ３５周年
記念ポスター

１９８９ ポスター ７０５×５５５ 個人蔵

９ ディック・ブルーナ 原画 ／「うさこちゃんのおじい
ちゃんとおばあちゃん」（１９８８）よ
り

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０ ディック・ブルーナ 原画／「ぶたのうたこさん」（１９７７）
より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１ ディック・ブルーナ 原画／「ボリスのはるなつあきふ
ゆ」（１９８６／日本語未刊）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１２ ディック・ブルーナ 原画／「うさこちゃんのおじいちゃ
んとおばあちゃん」（１９８８）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３ ディック・ブルーナ 原画／「ミッフィーのおうち」
（１９９１）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

43



番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

１４ ディック・ブルーナ 原画／「ぶたのうたこさん」（１９７７）
より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１５ ディック・ブルーナ 原画／「ぶたのうたこさん」（１９７７）
より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１６ ディック・ブルーナ 原画／「ミッフィーどうしたの？」
（１９９１）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１７ ディック・ブルーナ 原画／「ボリスのはるなつあきふ
ゆ」（１９８６／日本語未刊）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１８ ディック・ブルーナ 原画／「ミッフィーとメラニー」
（１９９９）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１９ ディック・ブルーナ 原画 ／「うたこさんのにわしご
と」（１９７７）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２０ ディック・ブルーナ 原画／「うさこちゃんとうみ」
（１９６３）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２１ ディック・ブルーナ 原画／「ゆきのひのうさこちゃん」
（１９６３）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２２ ディック・ブルーナ 原画／「うさこちゃんとどうぶつえ
ん」（１９６３）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２３ ディック・ブルーナ 原画／「ちいさなうさこちゃん」
（１９６３）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２４ ディック・ブルーナ 原画／「こくまのボリス」（１９８９）
より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２５ ディック・ブルーナ 原画／「ミッフィーのたのしいび
じゅつかん」（１９９７）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２６ ディック・ブルーナ 原画 ／「うたこさんのおかいも
の」（１９８０）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２７ ディック・ブルーナ 原画／「ボリスのやまのぼり」
（１９８９）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

２８ ディック・ブルーナ 原画「りんごの木」／「うたこさん
のにわしごと」（１９７７）より

１９７７ シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ 個人蔵

２９ ディック・ブルーナ 原画「ボリスの雪だるま」／「ボリ
スのはるなつあきふゆ」（１９８６／日
本語未刊）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ 個人蔵

３０ ディック・ブルーナ 原画「うさこちゃんとおかあさん」
／「うさこちゃんおとまりにいく」
（１９８８）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ 個人蔵

３１ ディック・ブルーナ 原画「おじいちゃんおばあちゃんと
一緒に」／「うさこちゃんのおじい
ちゃんとおばあちゃん」（１９８８）よ
り

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

３２ ディック・ブルーナ 原画「森の中のボリス」／「こぐま
のボリス」（１９８９）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

３３ ディック・ブルーナ 原画「ボリスの木登り」／「ボリス
とバーバラ」（１９８９）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ 個人蔵

３４ ディック・ブルーナ 原画「ボリスの薪積み」／「こぐま
のボリス」（１９８９）より

シルクスクリーン 額寸 ５００×３９０ 個人蔵

３５ ディック・ブルーナ 原画「日の出」／「ボリスのやまの
ぼり」（１９８９）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

３６ ディック・ブルーナ 原画「おはなし」／「ミッフィーど
うしたの？」（１９９１）より

シルクスクリーン 額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

３７ ディック・ブルーナ ゆきのひのうさこちゃん／「ゆきの
ひのうさこちゃん」（１９６３）より

オフセット 額寸 ５５５×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

３８ ディック・ブルーナ うさこちゃんとテディベア／「うさ
こちゃんのたんじょうび」（１９７０）
より

オフセット 額寸４２０×４２０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

３９ ディック・ブルーナ ばんざいばんざいうれしいな／「う
さこちゃんとゆうえんち」（１９７５）
より

オフセット 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４０ ディック・ブルーナ おひゃくしょうのやん／「おひゃく
しょうのやん」（１９８２）より

オフセット 額寸 ５５５×７００ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４１ ディック・ブルーナ ボリスとちょうちょ／「ボリスのは
るなつあきふゆ」（１９８６／日本語未
刊）より

オフセット 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン
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４２ ディック・ブルーナ 雪の日のボリス／「ボリスのはるな
つあきふゆ」（１９８６／日本語未刊）
より

オフセット 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４３ ディック・ブルーナ ボリスはちからもち／「こぐまのボ
リス」（１９８９）より

オフセット 額寸 ５５５×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４４ ディック・ブルーナ ボリスとバーバラ／「ボリスとバー
バラ」（１９８９）より

オフセット 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４５ ディック・ブルーナ バーバラ／「ボリスとバーバラ」
（１９８９）より

オフセット 額寸 ５５５×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４６ ディック・ブルーナ ミッフィーとなかまたち／「アリス
おばさんのパーティー」（１９９２）よ
り

オフセット 額寸 ５５５×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４７ ディック・ブルーナ ばーびちゃん／「おーちゃんのおー
けすとら」（１９８４）より

オフセット 額寸 ７３０×５２０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４８ ディック・ブルーナ トロッコあそび オフセット 額寸 ５２０×７３０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

４９ ディック・ブルーナ 騎士 １９６８ オフセット 額寸 ７３０×５２０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５０ ディック・ブルーナ ぶたのうたこさん／「ぶたのうたこ
さん」（１９７７）より

オフセット 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５１ ディック・ブルーナ うたこさんのおせんたく ／「ぶた
のうたこさん」（１９７７）より

オフセット 額寸 ５４９×７３１ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５２ ディック・ブルーナ あめのひのうさこちゃん／「うさこ
ちゃんとじてんしゃ」（１９８２）より

オフセット 額寸 ５５０×７３０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５３ ディック・ブルーナ ふるーと／「おーちゃんのおーけす
とら」（１９８４）より

オフセット 額寸 ５５５×７００ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５４ ディック・ブルーナ オーケストラ／「おーちゃんのおー
けすとら」（１９８４）より

オフセット 額寸 ５５５×７００ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５５ ディック・ブルーナ うさこちゃんとテディベア／「うさ
こちゃんのたんじょうび」（１９７０）
より

オフセット 全紙（７２７×５４５） ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５６ ディック・ブルーナ ボリスのおふろ／「ボリスのはるな
つあきふゆ」（１９８６／日本語未刊）
より／

オフセット 額寸 ５５５×７００ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５７ ディック・ブルーナ ボール遊び／「ちいさなロッテ」
（１９９１）より

オフセット 額寸 ５５５×７００ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

５８ ディック・ブルーナ ブルーナさんの制作過程 フィルムとカラーシート
の組み合わせ

額寸 ７５０×５７０ 個人蔵

５９ ディック・ブルーナ 直筆原画（ボリス） インク・紙 額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

６０ ディック・ブルーナ 直筆原画（うさこちゃんとあひる） １９８６ インク・紙 額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

６１ ディック・ブルーナ 鉛筆ラフスケッチ インク・トレーシング
ペーパー

額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

６２ ディック・ブルーナ 鉛筆原画／「うたこさんのたんじょ
うび」（１９８６）より

鉛筆、インク・トレーシ
ングペーパー

額寸 ３５５×４５５ 個人蔵

６３ ディック・ブルーナ 鉛筆原画／「ぶたのうたこさん」
（１９７７）より

鉛筆、インク・トレーシ
ングペーパー

額寸 ３５５×４５５ 個人蔵

６４ ディック・ブルーナ 鉛筆原画／「ボリスのはるなつあき
ふゆ」（１９８６／日本語未刊）より

鉛筆・トレーシングペー
パー

額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

６５ ディック・ブルーナ 鉛筆原画（ボリス） 鉛筆・トレーシングペー
パー

額寸 ４５５×３５５ 個人蔵

６６ ディック・ブルーナ 鉛筆ラフスケッチと原画（ボリス） 鉛筆・インク、トレーシ
ングペーパー

額寸 ３５５×４５５ 個人蔵

６７ ディック・ブルーナ 直筆原画／「うさこちゃんとじてん
しゃ」（１９８２）より

インク・紙 額寸 ４５５×４５５ 個人蔵

６８ ディック・ブルーナ 直筆原画／「うさこちゃんとじてん
しゃ」（１９８２）より

インク・紙 額寸 ４５５×４５５ 個人蔵

６９ ディック・ブルーナ 本と女の子／ フィルムとカラーシート
の組み合わせ

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７０ ディック・ブルーナ 本と女の子／ フィルムとカラーシート
の組み合わせ

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７１ ディック・ブルーナ ハウステンボスシリーズ フィルムとカラーシート
の組み合わせ

額寸 ２９０×３８５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン
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７２ ディック・ブルーナ ハウステンボスシリーズ フィルムとカラーシート
の組み合わせ

額寸 ２９０×３８５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７３ ディック・ブルーナ ボート １９８２ シルクスクリーン 額寸
特殊（５５５×１０００）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７４ ディック・ブルーナ まるしかくさんかく／「まるしかく
さんかく」（１９８２）より

シルクスクリーン 額寸
大判タテ（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７５ ディック・ブルーナ りんご／「かぞえてみよう」（１９６８）
より

シルクスクリーン 額寸
大判タテ（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７６ ディック・ブルーナ 日の出／「ボリスのやまのぼり」
（１９８９）より

シルクスクリーン 額寸
大判タテ（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７７ ディック・ブルーナ うたこさんのおにわ／「うたこさん
のにわしごと」（１９７７）より

シルクスクリーン 額寸
特殊（７６２×７６２）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７８ ディック・ブルーナ コントラバス／「おーちゃんのおー
けすとら」（１９８４）より

シルクスクリーン 額寸
大判タテ（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

７９ ディック・ブルーナ モビール／ミュージアムシリーズ
（１９９０）より

シルクスクリーン 額寸
大判タテ（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８０ ディック・ブルーナ うさこちゃんとペン １９７０ シルクスクリーン 額寸
大判タテ（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８１ ディック・ブルーナ 花束／「うたこさんのたんじょう
び」（１９８６）より

シルクスクリーン 額寸
大判（８５０×６５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８２ ディック・ブルーナ おえかき／ミュージアムシリーズ
（１９９０）より

シルクスクリーン 額寸
大判ヨコ（６５０×８５０）

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８３ ディック・ブルーナ はね橋 シルクスクリーン 額寸 ６５０×８５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８４ ディック・ブルーナ 展覧会／ミュージアムシリーズ
（１９９０）より

シルクスクリーン 額寸 ６５０×８５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８５ ディック・ブルーナ うたこさんとふがこちゃん／「うた
こさんのたんじょうび」（１９８６）よ
り

シルクスクリーン 額寸 ８５５×６５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８６ ディック・ブルーナ ピアノ／「おーちゃんのおーけすと
ら」（１９８４）より

シルクスクリーン 額寸 １２１０×８９０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８７ ディック・ブルーナ えんぴつ／「かぞえてみよう（１３－
１４）」（１９７２）より

シルクスクリーン 額寸 １２５０×９３０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８８ ディック・ブルーナ つみき／「うさこちゃんがっこうへ
いく」（１９８４）より

シルクスクリーン 額寸 １２００×９４０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

８９ ディック・ブルーナ おおなみ／「だんふねにのる」
（１９８４）より

シルクスクリーン 額寸 １２１０×９４０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９０ ディック・ブルーナ おはなし／「ミッフィーどうした
の？」（１９９１）より

シルクスクリーン 額寸 １２００×９２０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９１ ディック・ブルーナ Miffy night １９９７ シルクスクリーン 額寸 ８５５×６５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９２ ディック・ブルーナ Poppy pig day １９９７ シルクスクリーン 額寸 ８５５×６５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９３ ディック・ブルーナ Miffy４５th／「うさこちゃんのおじ
いちゃんとおばあちゃん」（１９８８）
より

２０００ シルクスクリーン 額寸 ５０７×５０７ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９４ ディック・ブルーナ Miffy４５th／「ミッフィーのたのし
いテント」（１９９５）より

２０００ シルクスクリーン 額寸 ５０７×５０７ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９５ ディック・ブルーナ Miffy４５th／「ミッフィーのゆめ」
（１９７９）より

シルクスクリーン 額寸 ５０７×５０７ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９６ ディック・ブルーナ Miffy４５th／「うさこちゃんのおじ
いちゃんとおばあちゃん」（１９８８）
より

シルクスクリーン 額寸 ５０７×５０７ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９７ ディック・ブルーナ Miffy４５th／「ミッフィーのたのし
いびじゅつかん」（１９９７）より

シルクスクリーン 額寸 ５０７×５０７ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９８ ディック・ブルーナ どうやってみるの？／「ミッフィー
のたのしいびじゅつかん」（１９９７）
より

シルクスクリーン 額寸 ８５０×６５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

９９ ディック・ブルーナ 青いかさ／「ボリスとあおいかさ」
（１９９９）より

シルクスクリーン 額寸 ６５０×８５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１００ ディック・ブルーナ ぱちり／「うたこさんのきゅうか」
（１９９８）より

シルクスクリーン 額寸 ８５０×６５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン
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１０１ ディック・ブルーナ がちょう シルクスクリーン 大判ヨコ（６５０×８５０）ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０２ ディック・ブルーナ ドラム／「おーちゃんのおーけすと
ら」（１９８４）より

シルクスクリーン 額寸 ６５０×８５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０３ ディック・ブルーナ つえをついた子供 シルクスクリーン 額寸 ６５０×８５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０４ ディック・ブルーナ うたこさんとおせんたく／「ぶたの
うたこさん」（１９７７）より

シルクスクリーン 額寸 ６５０×８５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０５ ディック・ブルーナ 「ミッフィーとおどろう」（２００２）
より

シルクスクリーン ５６０×７６１ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０６ ディック・ブルーナ シャワー ２００４ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０７ ディック・ブルーナ ミッフィー ２００４ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０８ ディック・ブルーナ 本棚 ２００４ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１０９ ディック・ブルーナ Miffy and the caterpillar ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１０ ディック・ブルーナ Miffy on stage ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１１ ディック・ブルーナ Dancing for Miffy ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１２ ディック・ブルーナ Watching the moon ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１３ ディック・ブルーナ There she is, poppy pig ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１４ ディック・ブルーナ Red and white radish ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１５ ディック・ブルーナ Prickly Peter ２００５ シルクスクリーン ７６０×５６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１１６ ディック・ブルーナ オランダ赤十字のためのカード／
“グリーンクロスの母親講座”

カード １５１×１０８ 個人蔵

１１７ ディック・ブルーナ オランダ赤十字のためのカード／
“グリーンクロス”

カード ２３１×１５６ 個人蔵

１１８ ディック・ブルーナ ロナルド・マクドナルド・ハウスの
パンフレット

パンフレット ２１０×１００ 個人蔵

１１９ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ展覧会ポスター １９８９ ポスター 額寸 ８０５×５０５ 個人蔵

１２０ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ展覧会ポスター ２０００ ポスター 額寸８２０×６２０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１２１ ディック・ブルーナ ディック・ブルーナ展覧会ポスター ２０００ ポスター 額寸８８５×６６５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１２２ ディック・ブルーナ パストゥ１９５８年の年賀状 １９５７ カード ５５０×４００ 個人蔵

１２３ ディック・ブルーナ ヤープ・ロミン引退と転職の挨拶
カード

１９６４ カード ５５０×４００ 個人蔵

１２４ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター／“人に知り合えば知り合うほ
ど、ぼくはもっと〈ブラック・ベア〉
が好きになるんだ”

ポスター ５９８×１９９ 個人蔵

１２５ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター／“ポケットを刺激して”

ポスター ６４９×４５０ 個人蔵

１２６ ディック・ブルーナ 登録制ベビーシッターの宣伝ポス
ター／“両親を貸し出します！”

ポスター ８４０×５９５ 新規額装 ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１２７ ディック・ブルーナ 〈ブラック・ベア〉シリーズポス
ター／“〈ブラック・ベア〉シリーズ
はみんなのペーパーバック”

１９５８ ポスター 額寸７２０×５９０ 個人蔵

１２８ ディック・ブルーナ ユトレヒト市のためのポスター／
“ユトレヒト芸術月間”

１９５４ ポスター 額寸７２０×６２０ 個人蔵

１２９ ディック・ブルーナ オランダ動物保護協会のためのポス
ター／“私は動物を大切にします”

１９６９ ポスター 額寸 ４２０×５５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３０ ディック・ブルーナ ロッテルダム市赤十字血液銀行のた
めのポスター／“あなたの血は健
康？”

１９７４ ポスター 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

１３１ ディック・ブルーナ オランダ赤十字社のためのポスター
／“献血をしよう”

１９８６ ポスター 額寸 ５９０×４１５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３２ ディック・ブルーナ オランダ赤十字社のためのポスター
／“看護婦さんに感謝を”

１９６６ ポスター 額寸 ８３０×５５０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３３ ディック・ブルーナ オランダメガネ小売店協会のための
ポスター／“メガネは結構いける（正
しいメガネの使い方）”

１９７５ ポスター 額寸 ６００×２６０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３４ ディック・ブルーナ ユトレヒト市のためのポスター／
“わが心の街ユトレヒト（ユトレヒ
ト市のシンボル）”

１９８６ ポスター 額寸 ７００×５５５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３５ ディック・ブルーナ 歯磨き習慣キャンペーンのためのポ
スター／“君はどうやって口の中を
きれいにするの？”

１９８８ ポスター ６００×３６４ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３６ ディック・ブルーナ 「樹木の日」運動のためのポスター
／“木を植えよう”

１９８３ ポスター ４１６×２９６ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１３７ ディック・ブルーナ 社会活動のステッカー ステッカー 額寸 ８０４×６０４ 個人蔵

１３８ ディック・ブルーナ 社会活動のステッカー ステッカー 額寸 ８０４×６０４ 個人蔵

１３９ ディック・ブルーナ 点字絵本「うさこちゃんとうみ」「う
さこちゃんのたんじょうび」「うさ
こちゃんとどうぶつえん」

絵本 １６５×１７５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４０ ディック・ブルーナ 絵本「ぼくのだいじなあおいふね」
（英語版）

１９８２ 絵本 ２４８×１７６×８ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４１ ディック・ブルーナ 絵本「ベッツィー小児病棟へ行く」
（英／蘭）

１９７７ 絵本 ２４０×１６５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４２ ディック・ブルーナ 絵本「ベッツィー小児病棟へ行く」
（オランダ語版）

１９７７ 絵本 ２４０×１６５ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４３ ディック・ブルーナ 「樹木の日」運動のためのパンフ
レットとステッカー／“全国樹木の
日２５周年”

１９８０ パンフレットとステッ
カー

左：２１３×９９
右：１５０×９９

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４４ ディック・ブルーナ ハーグ市「親と子の親交を深める」
キャンペーン／“お母さんの手伝い
をしよう”

１９７９ カード １４５×２１０ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４５ ディック・ブルーナ 小児科のサマースクールのためのパ
ンフレット

１９９６ パンフレット ２１０×１００ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４６ ディック・ブルーナ ハーグ市「親と子の親交を深める」
キャンペーン／“後かたづけしよ
う”

カード ２１０×１４７ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４７ ディック・ブルーナ 絵本のための宣伝ポスター／“子ど
ものためのブルーナの絵本”

１９６３ ポスター 額寸６４７×４００
新規木額

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４８ ディック・ブルーナ 絵本のための宣伝ポスター／“ブ
ルーナの絵本は２５種類あります”

１９６９ ポスター ６５０×４５０
額寸６８０×４８０

ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１４９ ディック・ブルーナ 「うさこちゃんおとまりにいく」
（１９８８）より

原画とオフセット 額寸 ３２４×４５８ ディック・ブルー
ナ・ジャパン

１５０ ディック・ブルーナ ペーパーバックのデザイン ペーパーバック ４１６点 ディック・ブルー
ナ・ジャパン
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「名誉県民 富永直樹展」
平成１９年１２月４日�～１２月２４日（月・祝）＊２０日間 会場：企画展示室

概要：

長崎県の名誉県民である彫刻家・富永直樹（１９１３～２００６）

の７０年に及ぶ制作の足跡を、７章にわたる作品５３点、参考

資料７点により紹介。日展出品作を中心に構成しながら、イ

ンダストリアル・デザイナーとしての活動も紹介するなど、

富永の活動を多面的に検証。ブロンズの作品に関しては、作

家の遺志を尊重し観覧者が触れることができるよう配慮。

開催形態：自主企画展

主催：長崎県美術館、長崎県、長崎新聞社

後援：長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、NBC長崎放

送、KTNテレビ長崎、NIB長崎国際テレビ、NCC長崎文化

放送、NHK長崎放送局、長崎ケーブルメディア、エフエム

長崎

観覧料：

一般：６００円（５００円）、大学生・７０歳以上：５００円（４００円）、

高校生以下無料

※（ ）内は前売りおよび２０名以上の団体料金

観覧者数：２，４４２人（一日あたり１２２人）

出品点数：５３点（ほか、参考資料７件）

関連事業：

学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日１４：００～

参加者数：各回１０名程度

主要記事等：

・「なんでもミュージアム」『長崎 EYE６１０』（NHK長崎放送

局）平成１９年１２月１３・２０日放送

番号 作品名 制作年 サイズ（�） 技法・材質 備考 所蔵先

１ F子の首 １９３６年 ３４×１７×２１．５ ブロンズ 昭和１１年文展出品（初入選） 長崎県立長崎西高等学校

２ 塗る男 １９４９年 １２７×３７×３３ ブロンズ 第５回日展出品 長崎県美術館

３ 少年平和像（原爆子供記念碑） １９４９年 １４６×５３×４１ ブロンズ 長崎県美術館

４ 殊勲者 １９５０年 １８７×７２×５０ アクリル樹脂 第６回日展出品／特選 長崎県美術館

５ 山 １９５１年 １９７×９２×５０ ブロンズ 第７回日展出品／特選 長崎県美術館

６ 主将 １９５２年 １９５×６５×６０ ブロンズ 第８回日展出品／特選 長崎県美術館

７ 真珠の首飾り １９５６年 ３５×２０×２４ ブロンズ 第１２回日展出品 長崎県美術館

８ 潮 １９５８年 １７２×５７×８５ 石膏 第１回日展出品（新日展） 長崎県美術館

９ 若者（青年の像） １９５９年 １９３×８５×８０ ブロンズ 第２回日展出品（新日展） 長崎県美術館

１０ 北欧の女 １９６０年 ３７×２６×３０ ブロンズ 第３回日展出品（新日展） 長崎県美術館

１１ トーマス・ブレイク・グラバー之像 １９６１年 ９０×７３×５６ ブロンズ 長崎県美術館

１２ リリーという猫 １９６２年 ４５×３８×２５．６ ブロンズ 第１０回日彫展出品 長崎県美術館

１３ 覇者 １９６４年 ２０５×６５×６０ アクリル樹脂 第７回日展出品（新日展） 長崎県美術館

１４ 挑戦 １９６５年 １９４×７３×６５ アクリル樹脂 第８回日展出品（新日展） 長崎県美術館

１５ 平和の叫び １９６８年 ２１０×５６×８８ アクリル樹脂 第１１回日展出品（新日展）／
文部大臣賞

長崎県美術館

１６ 家の大将 １９６８年 ５０×２１×２４ 石膏 第１６回日彫展 長崎県美術館

１７ 対話 １９７０年 ２４０×９７×８１ ブロンズ 第２回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

１８ 新風 １９７１年 ２１０×８４×７０ アクリル樹脂 第３回日展出品（改組日展）
／日本芸術院賞

長崎県美術館

１９ 私の家族 １９７３年 １４５×１２１×８０ ブロンズ 第５回日展出品作（改組日展）
※都合により不出品

長崎県美術館

２０ 椿咲く丘 １９７５年 １２７×１３０×１１７ 石膏 第７回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

２１ 黒船で来た紅毛人 １９７６年 ９６．５×３０×２７ ブロンズ 第８回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

出品リスト：
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番号 作品名 制作年 サイズ（�） 技法・材質 備考 所蔵先

２２ 華麗なる王女 １９７７年 ５０．５×２５×２５ ブロンズ 第７回日彫展出品（改組日彫
展）

長崎県美術館

２３ ドウムの中のペテロ １９７８年 ６３．５×４０．５×５０ 陶 長崎県美術館

２４ 若き日のシーボルト １９７９年 １０８×３２×３３ ブロンズ 第１１回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

２５ 好日 １９８０年 ８５×３９×５９ ブロンズ 第１２回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

２６ ありし日の宗麟 １９８１年 １１９×５９．５×５６ ブロンズ 第１３回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

２７ 鷹 １９８２年 １４０×１１２．０×７０ ブロンズ 長崎県美術館

２８ 躍進 １９８４年 ５００×５４０×１６０ アクリル樹脂 長崎県美術館

２９ 大将の椅子 １９８４年 １１０×４８．５×４０ ブロンズ 第１６回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

３０ 宝来牛 １９８４年 １５×４０×３４ ブロンズ 長崎県美術館

３１ 天地への賛歌 １９８５年 １２３×５０×８６ 石膏 第１７回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

３２ 初夏の朝 １９８６年 １００×５０×５０ ブロンズ 第１８回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

３３ ガンジスの夜明け １９８７年 １４０×５０×５０ ブロンズ 第１９回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

３４ タロ・ジロの像 １９８７年 耳立ち：１０２×１３０×４５
耳折れ：１００×１５２×４８

ブロンズ 長崎県美術館

３５ パンダうさぎ １９８７年 ２１．５×３４×１８ ブロンズ 長崎県美術館

３６ 新田義貞公像 １９８８年 ４００×４００×１４０ アクリル樹脂 長崎県美術館

３７ プロメテウス像（希望） １９８８年 ３３０×１８０×１２０ 石膏 長崎県美術館

３８ クリスマス・イヴ １９８９年 １４０×１５０×１１０ ブロンズ 第２１回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

３９ 若き日のコロンブス １９９１年 ２１６×９５×８０ アクリル樹脂 第２３回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４０ どうぞ起こさないで下さい。 １９９１年 ２３３×１６８×１１６ アクリル樹脂 第２１回日彫展出品（改組日彫
展）

個人蔵

４１ 花神 １９９２年 ３３５×２８０×１７０ 石膏 第２４回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４２ 織田信長公 １９９３年 ２３０．８×１０４×７０ ブロンズ 第２５回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４３ 慈愛 １９９４年 １８３×１４６×１０９ 石膏 第２６回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４４ 初舞台 １９９５年 ７６×６０×６４ ブロンズ 第２７回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４５ 楽しい朝 １９９６年 １０７×５２×５８ ブロンズ 第２８回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４６ 南蛮船の来た頃は １９９７年 ２１３×８７×５１ ブロンズ 第２９回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４７ 島原天草の乱 １９９８年 １４１×４６×５６ ブロンズ 第３０回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４８ 徳丸原でモルチール砲を撃つ高島秋
帆

１９９９年 １２０×１４０×６０ ブロンズ 第３１回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

４９ 待ちに待ったオランダ戦艦が二艘長
崎港に入港す「全員集合」

２０００年 １５５×６５×１２０ アクリル樹脂 第３２回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

５０ 燎原の歓声 ２００１年 １７５×１１８×１６０ アクリル樹脂 第３３回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

５１ プロローグ ２００２年 １２０×８７×９５ アクリル樹脂 第３４回日展出品（改組日展） 長崎県美術館

５２ アレックス 不詳 ４８×１００×５０ ブロンズ 長崎県美術館

５３ 家の神 不詳 ３５×８５×５０ ブロンズ 長崎県美術館

資１ 蛇おどり １９８３年 径３５ 陶 長崎県美術館

資２ 桜島 １９８７年 ２６×３１ 陶 長崎県美術館

資３ ピーマン 不詳 径３９ 陶 長崎県美術館

資４ 国産四号電話機 １９４９年 富永良太氏

資５ 三洋電機 SS－５２A型ラジオ １９５２年 三洋電機株式会社

資６ インダストリアルデザイン関係ス
ケッチブック

三洋電機株式会社

資７ 道具、スケッチブック等一式 長崎県美術館
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「日本近代洋画への道 山岡コレクションを中心に」展
会期：平成２０年１月４日�～２月２０日� ＊４５日間 会場：企画展示室

概要：

ヤンマー株式会社の創業者、山岡孫吉によって収集された山

岡コレクションを中心とした作品から、日本洋画の誕生を振

り返った。日本洋画の開拓者である高橋由一から青木繁まで、

日本洋画の変遷が辿れる展覧会となった。

開催形態：巡回展

主催：長崎県美術館

共催：長崎県

後援：長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会、長崎

県立長崎図書館、長崎新聞社、西日本新聞社、朝日新聞社、

毎日新聞社、読売新聞長崎支局、NHK長崎放送局、NBC長

崎放送、KTNテレビ長崎、NCC長崎文化放送、NIB長崎国

際テレビ、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎

協力：�日動美術財団

観覧料：

一般１，０００（９００）円、大学生・７０歳以上８００（７００）円、

高校生６００（５００）円

※（ ）内は前売料金および２０名以上の団体割引料金

※中学生以下は無料

※夜の割引鑑賞券：１７：００以降の当日券購入者は５００円

観覧者数：７，４７５人（一日あたり１６６人）

出品点数：１７７点

関連事業：

� 講演会

「絵描きが語る近代美術 ―明治期日本のリアル―」

講師：菊畑茂久馬（美術家）

日時：２月２日�１４：００～１６：００
参加人数：３８人

� 近代日本美術リレートーク

�「洋画のプロローグ」
講師：伊藤晴子（長崎県美術館学芸員）

日時：１月５日�１５：００～１６：００
参加人数：２２人

�「近代洋画の黎明期 ―浅井忠を中心に―」

講師：米田耕司（長崎県美術館館長）

日時：１月１２日�１５：００～１６：００
参加人数：２５人

�「高橋由一から黒田清輝まで」
講師：森園敦（長崎県美術館学芸員）

日時：１月２６日�１５：００～１６：００
参加人数：２０人

�「渡辺与平の生涯と芸術」※渡辺与平展関連企画
講師：遠山景子（長崎県美術館学芸員）

日時：２月９日�１５：００～１６：３０
参加人数：４０人

	 唱歌コンサート

日時：２月３日
１６：００～１６：３０
ソプラノ：永吉美恵子（活水女子大学教授）

ピアノ：太田昭子（活水女子大学准教授）

参加人数：１７０人

� 学芸員によるギャラリートーク

毎週土曜日１７：３０～

番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

１ 伝 信方 達磨図 墨、彩色・紙 ３７．０×５１．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２ 小川破笠 海魚 １７４０年 墨、彩色・紙 ２３．３×４０．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３ 円山応挙 支那風景／三十三間堂 木版、手彩色・
紙

各２１．０×２７．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４ 伝 円山応挙 港の図 １７６７年 墨、彩色・絹 ３６．０×３１．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５ 司馬江漢 風景 彩色・絹 ４９．０×６８．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６ 司馬江岷 七里ヶ浜 泥絵具・絹 ２７．３×５０．５ 笠間日動美術館

７ 司馬道士 雲仙牧羊図 泥絵具・絹 ３０．７×４３．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８ 亜欧堂田善 浅草観音図 銅版画 ２５．０×５２．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

出品リスト：
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

９ 伝 小田野直武 ライオン図 墨、彩色・紙 ９０．０×３３．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０ 鍬形惠斎 洋人舞踏図 墨・紙 ２６．２×２５．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１ 立原杏所 鳴門風景 墨、彩色・絹 ６０．０×９５．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２ 安田雷洲 外国戦争図（ナポレオン戦争図） 墨、彩色・紙 ５４．５×６９．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３ 小林安治 芸妓立姿 墨、彩色・絹 ７８．５×３５．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４ 作者不詳 婦女弾琴図 泥絵具・紙 ５０．５×４４．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５ 長崎系洋風画（伝 平賀
源内）

薬草会議図 油彩・画布 ４５．７×９０．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６ 長崎系洋風画（作者不詳） 異人図 油彩・画布 ５０．２×３２．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１７ 長崎系洋風画（作者不詳） 異人館 泥絵具・紙 ２０４．５×５８．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１８ 長崎系洋風画（作者不詳） 異人夫妻図 油彩・画布 ２５８．０×８３．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１９ 泥絵（作者不詳） 外桜田風景 泥絵具・紙 ３２．６×４７．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２０ 泥絵（作者不詳） 高縄風景 泥絵具・紙 ６２．６×４７．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２１ 泥絵（作者不詳） 向島風景 泥絵具・厚紙 ２５．０×５２．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２２ 高橋由一 丁髷姿の自画像 １８６６－６７年 油彩・画布 ４８．０×３８．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２３ 高橋由一 三偉人 リンカーン、ビスマルク、
ガリバルディ

墨、淡彩・絹 ３６．３×２８．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２４ 高橋由一 青年図 １８７４年 水彩・紙 ２９．０×２８．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２５ 高橋由一 住吉神社 １８７４年 水彩・紙 ２８．０×２０．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２６ 高橋由一 猫図 水彩・紙 ２２．５×２５．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２７ 高橋由一 本牧海岸 １８７７年 油彩・画布 ５２．７×６３．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２８ 高橋由一 品川海晏寺紅葉図 １８８０年 油彩・画布 ４５．７×６９．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

２９ 高橋由一 鮭図 １８７９－８０年 油彩・板 ８５．９×２４．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３０ 高橋由一 鯛図 油彩・板 ６４．６×７６．９ 笠間日動美術館

３１ 伝 高橋由一 蔬菜図 油彩・紙 ４８．０×６９．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３２ エドワルド・キヨソーネ 川上操六中将図 １８９６年 木炭・紙 ５９．０×４５．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３３ チャールズ・ワーグマン �東夫人 １８５８年 鉛筆・紙 ２６．３×２４．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３４ チャールズ・ワーグマン 支那夫人 １８５８年 水彩・紙 ２２．０×２３．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３５ チャールズ・ワーグマン �東風景 １８５８年 水彩・紙 ２７．０×２２．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３６ チャールズ・ワーグマン �東風景 １８５８年 水彩・紙 ２０．３×２２．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３７ チャールズ・ワーグマン �東風景 １８５８年 水彩・紙 ２２．７×２５．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３８ チャールズ・ワーグマン �東風景 水彩・紙 ２０．０×２３．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

３９ チャールズ・ワーグマン 東禅寺浪士乱入図 水彩・紙 ３４．８×５２．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４０ チャールズ・ワーグマン 百合図 １８７８年 油彩・画布 ８２．７×６０．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４１ チャールズ・ワーグマン 浦の風景 油彩・画布 ４６．６×７６．６ 笠間日動美術館

４２ チャールズ・ワーグマン 桶屋 油彩・厚紙 ２９．６×２６．０ 笠間日動美術館

４３ チャールズ・ワーグマン 武士の図 油彩・紙 ４２．６×３２．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４４ チャールズ・ワーグマン 小漁夫 油彩・画布 ３８．０×２２．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４５ チャールズ・ワーグマン ワーグマン夫人像 水彩・紙 ４４．９×３０．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４６ チャールズ・ワーグマン 外国美人図 水彩・絹 ３６．３×２４．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４７ チャールズ・ワーグマン 漫画（伍長は答えた。憲兵さん、
あなたの言う通り）

鉛筆、水彩・紙 ２４．０×２４．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４８ チャールズ・ワーグマン 藩士扮装図 水彩・紙 ２７．５×２２．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

４９ チャールズ・ワーグマン 明治の侍 水彩・紙 ２２．６×２８．７ 笠間日動美術館

５０ チャールズ・ワーグマン 長久保風景 鉛筆、水彩・紙 ２３．７×２９．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５１ チャールズ・ワーグマン 富士山遠望 水彩・紙 ２３．０×３０．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５２ チャールズ・ワーグマン 上州風景 鉛筆、水彩・紙 ２３．５×３０．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５３ チャールズ・ワーグマン 東海道風景 水彩・紙 ２７．８×２５．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５４ チャールズ・ワーグマン 信州風景 水彩・紙 ２５．８×３５．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５５ チャールズ・ワーグマン 箱根風景 水彩・紙 ２２．２×２９．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５６ チャールズ・ワーグマン 七里ヶ浜 水彩・紙 ２２．２×３６．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５７ チャールズ・ワーグマン 新潟風景 １８７０年 水彩・紙 ２３．５×３０．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５８ チャールズ・ワーグマン 車夫 水彩・紙 ２４．０×２９．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

５９ 橋本雅邦 武官測量図 水彩・紙 ２４．４×２６．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６０ 徳川慶喜 池畔風景 油彩・画布 ２７．６×３３．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

６１ 百武兼行 ブルガリアの女 １８８２年 油彩・画布 ９３．３×７２．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６２ 床次正精 福山城 油彩・画布 ５５．２×９４．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６３ 床次正精 港湾図 油彩・画布 ２０．２×５０．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６４ 田村宗立 人物 １８８０年 油彩・画布 ３３．８×２４．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６５ 小林清親 雪の日 硝子絵 ３０．０×４０．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６６ 国沢新九郎 英国風景（初春郊外） 油彩・画布 ４９．９×６０．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６７ 権田守吉 各藩武士扮装図（模写・近藤正純
原画）画帳

墨、彩色・紙 各３７．８×２６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６８ 安達吟光 日本橋界隈 油彩・画布 ３４．５×５２．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

６９ ラファエル・コラン 婦人像 油彩・画布 ３８．０×４６．３ 笠間日動美術館

７０ ラファエル・コラン 洋装の婦人像 鉛筆・紙 ２６．６×２２．６ 笠間日動美術館

７１ ラファエル・コラン 裸婦 鉛筆・紙 ６０．０×３２．０ 笠間日動美術館

７２ ラファエル・コラン 横たわる裸婦 コンテ・紙 ２０．６×４６．０ 笠間日動美術館

７３ 山本芳翠 内海風景 油彩・板 ２９．４×３６．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

７４ 山本芳翠 日の出 油彩・板 ２０．５×３３．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

７５ 山本芳翠 婦女横笛 油彩・画布 ３２．５×４２．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

７６ 山本芳翠 鬼と少女 油彩・紙 ４４．４×３３．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

７７ 山本芳翠 琉球風景� １８８７－８８年 油彩・厚紙 ４６．９×３７．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

７８ 山本芳翠 琉球風景� １８８７－８８年 油彩・厚紙 ４６．８×３７．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

７９ 山本芳翠 けしと小鳥 １８９２年 油彩・画布 ４０．６×５５．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８０ 山本芳翠 菊図 油彩・画布 ８６．５×４２．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８１ 山本芳翠 議会スケッチ� １８８７年 墨、彩色・紙 ３５．５×４５．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８２ 山本芳翠 議会スケッチ� １８８７年 墨、彩色・紙 ３５．０×４４．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８３ 川村清雄 双鶏の図 油彩・板 ４５．８×８７．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８４ 川村清雄 花の宴 油彩・板 ４８．７×９２．６ 笠間日動美術館

８５ 川村清雄 パルスレイケン像 油彩・画布 ６５．２×５３．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８６ 川村清雄 ベニス風景 油彩・板 ９２．２×４５．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８７ 渡辺文三郎 多摩夕照図 １８７８年 水彩・紙 ４０．７×５３．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８８ 五姓田義松 少年法界坊 水彩・紙 ３２．５×２４．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

８９ 五姓田義松 富嶽図 油彩・画布 ２６．３×４８．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９０ 五姓田義松 七里ヶ浜 油彩・画布 ３０．３×４５．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９１ 五姓田義松 塩原風景 油彩・画布 ３４．３×４８．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９２ 五姓田義松 駿河湾風景 油彩・画布 ４２．６×７２．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９３ 五姓田義松 人形の着物 １８８３年 油彩・画布 ２５２．５×２２５．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９４ 浅井忠 外国婦人図（臨模） １８７７年 木炭・紙 ５２．０×３５．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９５ 渡辺幽香 渓流 油彩・画布 ３３．７×９２．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９６ 渡辺幽香 房州根本海岸 １８９７年 油彩・画布 ４９．５×９５．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９７ 小山正太郎 山村嫁女� １８８９年頃 油彩・紙 ２６．０×３３．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９８ 小山正太郎 山村嫁女� １８８９年頃 油彩・画布 ２９．２×２６．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

９９ 小山正太郎 吉野山遠望 １９１３年 油彩・画布 ３３．６×４５．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１００ 小山正太郎 山村風景 油彩・画布 ３３．５×４５．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０１ 小山正太郎 御嶽村遠望 １８９２年 鉛筆、水彩・紙 ２７．０×４４．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０２ 小山正太郎 相模川右岸小倉村水車 １９０６年 鉛筆・紙 ４４．０×２８．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０３ 小山正太郎 妙義山 鉛筆・紙 ４４．０×２８．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０４ 小山正太郎 五旬起臥セシ若狭丸ノ甲板 １９００年 鉛筆、水彩・紙 ２４．０×４６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０５ 小山正太郎 入間川西岸笹井村渡頭 １８９２年 鉛筆・紙 ２５．０×４３．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０６ 小山正太郎 皆野村 １９０８年 鉛筆・紙 ２６．３×４６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０７ 小山正太郎 青梅風景 １９０２年 油彩・画布 ５６．９×４２．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０８ 曾山幸彦 お茶の水風景 油彩・画布 ２２．７×３０．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１０９ 山下りん ヤコブ像（使徒之図） 油彩・画布 ７２．２×６８．０ 笠間日動美術館

１１０ 山下りん 機密の晩餐 油彩・画布 ２７．３×４８．７ 笠間日動美術館

１１１ 高橋源吉 小金井の桜 鉛筆、水彩・紙 ２２．０×３４．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１２ 彭城貞徳 静物 油彩・画布 ７３．５×２５０．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１３ ジョルジュ・ビゴー 万歳 油彩・画布 ３０．２×２９．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１４ ジョルジュ・ビゴー 武士の子 銅版画 ２８．５×２２．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）
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１１５ ジョルジュ・ビゴー 普仏戦争 １８９３年 石版画 ４０．７×５６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１６ 高橋勝蔵 桑港海岸 １８９３年 水彩・紙 ２３．４×３５．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１７ 高橋勝蔵 函館港 １９０１年 水彩・紙 ３２．５×４８．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１１８ ラグーザ玉 蓮池 油彩・画布 ３０．６×９２．０ 笠間日動美術館

１１９ ラグーザ玉 保津川の渓流 油彩・画布 ６６．０×９９．８ 笠間日動美術館

１２０ 合田清 晩帰（模写・エミール・アダン原画）１８８６年 木口木版 ２９．６×３０．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２１ 松岡寿 ホルバインの「エラスムス」臨模 鉛筆・紙 ４４．０×３５．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２２ 二世 五姓田芳柳 富嶽図 油彩・画布 ４５．２×９２．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２３ 二世 五姓田芳柳 上杉景勝一笑図 １８９０年 油彩・画布 各５６．０×４２．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２４ 二世 五姓田芳柳 天津事変 油彩・絹 ２２４．７×８６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２５ 二世 五姓田芳柳 大楠公 油彩・画布 ２３０．４×９６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２６ 二世 五姓田芳柳 婦人像（井田譲夫人） 油彩・画布 ６３．０×４６．６ 笠間日動美術館

１２７ 二世 五姓田芳柳 自画像 油彩・画布 ６３．０×４６．６ 笠間日動美術館

１２８ 長原孝太郎 百合図 １８９９年 油彩・画布 ６７．０×３９．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１２９ 東城鉦太郎 平壌攻略図 油彩・絹 ２２４．８×８６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３０ 東城鉦太郎 旅順開城 １９１１年 油彩・画布 ７５．８×６０．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３１ 中村不折 男の裸体 １９０２年頃 油彩・画布 ８０．６×６９．６ 笠間日動美術館

１３２ 中村不折 裸体図 油彩・画布 ２２５．５×９３．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３３ 中村不折 老漁夫 １９０６年 油彩・画布 ２６６．９×９７．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３４ 中村不折 日本海海戦 油彩・画布 ７２．８×６０．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３５ 久米桂一郎 習作 １８８９年 油彩・画布 ５７．９×３０．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３６ 山内愚僊 住吉神社 １９０２年 油彩・画布 ５４．０×８２．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３７ 黒田清輝 裸体 １８８９年 木炭・紙 ６２．５×４６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１３８ 黒田清輝 清国負傷兵広島着 １８９４年 ペン、墨・紙 ２３．８×２４．８ 笠間日動美術館

１３９ 黒田清輝 昔語り（画稿） １８９６年頃 木炭・紙 ６０．８×４６．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４０ 黒田清輝 黒田清兼像 １９０７年 油彩・画布 ８２．２×６５．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４１ 黒田清輝 浜の丘 稲村ヶ崎海岸の積藁 １９１０年頃 油彩・板 ２８．０×２３．９ 笠間日動美術館

１４２ 藤島武二 観桜会 油彩・板 ３２．２×４２．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４３ 藤島武二 ヴェニス風景 １９０８－０９年 油彩・板 ２３．６×３２．８ 笠間日動美術館

１４４ 岡精一 捜索 １８８９年 油彩・画布 ８７．０×４９．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４５ 佐久間文吾 天神境内 油彩・紙 ３４．５×２６．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４６ 佐久間文吾 北野神社 油彩・画布 ６２．４×２００．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４７ 湯浅一郎 緑陰 １９００年 油彩・画布 ９２．０×７０．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４８ 湯浅一郎 妓生の図 １９１３年 油彩・画布 ４６．６×３７．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１４９ 岡田三郎助 彫刻師 １８９０－９１年 油彩・画布 ６４．５×４５．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５０ 岡田三郎助 久保田米齋像 １９０１年 木炭・紙 ２７．２×２３．４ 笠間日動美術館

１５１ 鈴木鳥川 能舞図「末廣」 油彩・板 ３７．２×９２．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５２ 揚忠三郎 北野天神之図 １８８９年 油彩・画布 ７９．５×６６．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５３ 須田輝洲 唐犬と鶏 泥絵具・紙 各２４．５×２７．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５４ 須田輝洲 牡丹と水仙 油彩・板 ３７．８×７４．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５５ 白滝幾之助 霧のテームズ河（模写・ターナー
原画）

油彩・画布 ５３．５×７２．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５６ 満谷国四郎 かりそめの悩み １９０７年 油彩・画布 ２３３．７×８８．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５７ 満谷国四郎 かぐや姫 １９０９年 油彩・画布 ２６０．７×２２６．６ 笠間日動美術館

１５８ 満谷国四郎 東京慈恵医院行啓 油彩・画布 ６５．６×６０．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１５９ 鹿子木孟郎 日露役奉天入城 油彩・画布 ７２．０×５５．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６０ 和田英作 田園風景 １８９７年 油彩・画布 ２９．５×４５．７ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６１ 和田英作 近江石山寺紫式部 １９２５年 油彩・画布 ５２．９×４２．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６２ 渡辺審也 百姓 油彩・画布 ６０．７×４２．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６３ 渡辺審也 猿曳図 １８９８年 油彩・画布 ２２４．３×９２．２ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６４ 渡辺審也 供待図 １９０９年 油彩・画布 ２００．０×７２．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６５ 北蓮蔵 静物 油彩・画布 ６０．０×８０．４ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６６ 北蓮蔵 静物（鼓） 油彩・板 ５３．０×６０．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６７ 小林鍾吉 舞妓図 １９０９年 油彩・画布 ４５．２×３３．０ 笠間日動美術館（山岡コレクション）
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１６８ 青木繁 裸体 １９０３年 木炭、赤チョ
ーク・紙

６３．３×４６．５ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１６９ 青木繁 二人の少女 １９０９年 油彩・画布 ６０．６×４６．６ 笠間日動美術館

１７０ 橋本邦助 姉妹 油彩・画布 ２２０．５×９０．９ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１７１ 中村彝 肖像 １９０８年 油彩・板 ４２．６×２８．３ 笠間日動美術館

１７２ 司馬江漢 房州利根河今井渡 墨・絹 ４３．６×６４．３ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１７３ 荒木寛畝 春芳争妍図 彩色・絹 ３８．０×６４．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１７４ 曾山幸彦 洋装少年 コンテ・紙 ３６．６×２８．６ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１７５ 高橋勝蔵 カリフォルニア風景 水彩・紙 ２６．０×３６．８ 笠間日動美術館（山岡コレクション）

１７６ 彭城貞徳 油絵屏風 油彩・画布 １５０．３×３２５．０ 笠間日動美術館

１７７ 五姓田芳柳 美人吹笛図 彩色・絹 不明 笠間日動美術館
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「黒澤明 絵コンテの世界」展
平成２０年２月２９日�～３月３０日� ＊２９日間 会場：企画展示室

概要：

映画監督・黒澤明が「影武者」「乱」「夢」「八月の狂詩曲」

「まあだだよ」「海は見ていた」のために描いた絵コンテの

原画を紹介。絵コンテの幾つかを、高精細の印刷技術でスク

リーンサイズに拡大した作品も合わせて展示した。

開催形態：巡回展

主催：長崎県美術館、KTNテレビ長崎、西日本新聞社

後援：長崎県、長崎県教育委員会、長崎市教育委員会

協力：黒澤プロダクション

企画・所蔵：ホリプロ

特別協賛：菓舗唐草

観覧料：

一般１，０００（８００）円、大学生・７０歳以上８００（６００）円、

高校生７００（５００）円

※（ ）内は前売及び２０名以上の団体割引料金

※中学生以下無料

観覧者数：５，３６４人（一日あたり１８５人）

出品点数：原画１５３点、拡大作品１４点

関連事業：

� 対談「野上照代×平山進 黒澤映画を語る」

出演者：野上照代、平山進（長崎県教育映画等審議会会長）

日時：３月８日�
参加者数：７５人

� 黒澤映画上映会「夢」

日時：３月９日�、３月１６日� 各日１４：００～１６：００
参加者数：７１人／６０人

主要記事等：

・福満葉子「感動MUSEUM 想像力と旺盛な創作意欲」『西

日本新聞』平成２０年３月７日

番号 映画名 作品名 技法・材質 サイズ（�）

原画

１ 影武者 躑躅ヶ崎武田屋形・対面の間 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２７．５×３５．５

２ 影武者 鳳来寺・医王院の武田信玄 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２６．５×３８．５

３ 影武者 武田信玄と影法師 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２７．０×３５．７

４ 影武者 織田信長 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ３５．５×２６．８

５ 影武者 雪の春日山城 鉛筆、水彩・上質紙 ２６．７×３５．７

６ 影武者 傀儡子姿の乱波達 鉛筆、水彩・上質紙 ３６．０×２７．０

７ 影武者 武田軍夜営の本陣 鉛筆、水彩、クレヨン・上質紙 ２６．０×３５．５

８ 影武者 武田信廉と武将達 鉛筆・水彩・クレヨン・水性フェルトペン・上質紙 ２７．０×３５．５

９ 影武者 武田軍夜営の本陣 鉛筆、水彩、クレヨン、筆ペン・上質紙 ２７．０×３５．６

１０ 影武者 伊那高遠・建福寺本堂・大甕に近づく影武者 鉛筆、水彩、クレヨン、筆ペン・上質紙 ２５．６×３５．５

１１ 影武者 伊那高遠・建福寺本堂に安置された信玄の大甕 鉛筆、水彩、クレヨン、油性フェルトペン（切り絵）・画
用紙

３５．６×２６．８

１２ 影武者 信玄水葬（諏訪の湖畔） 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２７．３×３５．６

１３ 影武者 信玄水葬 影法師見る 水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２７．０×３５．５

１４ 影武者 影法師（影武者）の夢� 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２６．９×３５．６

１５ 影武者 武田屋形・御裏方・一室 鉛筆、水彩、クレヨン・上質紙 ２７．０×３６．０

１６ 影武者 諏訪城・小雨に煙る湖を見降ろす勝頼 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２６．９×３５．６

１７ 影武者 岐阜城・出陣の信長 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・ブレダン紙 ２８．０×３５．５

１８ 影武者 諏訪湖伝騎（梅雨空、伝騎走る） 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２７．０×３８．４

出品リスト：
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番号 映画名 作品名 技法・材質 サイズ（�）

１９ 影武者 高天神暮色 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２６．５×３５．５

２０ 影武者 高天神の本多平八郎 鉛筆、水彩、クレヨン・上質紙 ３５．６×２６．８

２１ 影武者 高天神・後詰めの本陣・雨宮とおくらの死 水彩、油性フェルトペン・上質紙 ２７．１×３５．７

２２ 影武者 高天神・後詰めの本陣 鉛筆、水彩、クレヨン、ボールペン・上質紙 ２８．２×３５．７

２３ 影武者 高天神城・後詰めの本陣 鉛筆、水彩、クレヨン・上質紙 ２６．５×３５．５

２４ 影武者 その他スケッチ 鉛筆・上質紙 ３６．３×２５．７

２５ 影武者 織田信長と徳川家康・陣幕の中 鉛筆、水彩、墨・上質紙 ２６．８×３５．６

２６ 影武者 長篠・設楽原・別れ 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・上質紙 ２７．０×３５．５

２７ 影武者 長篠・設楽原 鉛筆、水彩、クレヨン・上質紙 ３５．７×２６．７

２８ 影武者 馬場の死（長篠・設楽原・決戦場・風の軍全滅） 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２７．０×３５．４

２９ 影武者 内藤昌豊の死 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２７．０×３５．８

３０ 影武者 火の旗印・山県昌景の死 鉛筆、水彩、クレヨン ２６．５×３８．５

３１ 影武者 河（影武者の死） 鉛筆、水彩、クレヨン ２７．０×３５．５

３２ 影武者 侍女スケッチ 鉛筆、水性フェルトペン・わら半紙 ２５．７×３６．３

３３ 影武者 兜・前立デザイン（算木、五本の骨） 鉛筆、水彩、クレヨン、墨、筆ペン・上質紙 ２７．０×３５．８

３４ 影武者 番頭 鉛筆、水性フェルトペン、油性フェルトペン・上質紙 ２５．７×３６．３

３５ 影武者 旗・丸印旗、吹流し 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・ケント紙 ２８．０×３５．１

３６ 影武者 旗、馬場、内藤、山形、原、土屋、跡別、高坂 鉛筆、水彩、クレヨン、筆ペン・ケント紙 ３４．５×２７．９

３７ 影武者 鎧兜のつけ方 鉛筆、水彩・上質紙 ３６．０×２７．０

３８ 乱 一文字秀虎 水彩、クレヨン、油性フェルトペン・画用紙 ４０．５×３１．８

３９ 乱 草原・巻狩の秀虎 鉛筆、水彩、クレヨン、パステル・水彩紙 ３２．０×４０．５

４０ 乱 草原 クレヨン、油性フェルトペン・上質紙 ３６．４×２５．８

４１ 乱 高原・三郎と丹後 鉛筆、水彩、クレヨン・上質紙 ２５．７×３２．６

４２ 乱 芒野・月光の帰城 水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２５．７×３６．４

４３ 乱 曲輪内 鉛筆・上質紙 ２９．７×２０．９

４４ 乱 曲輪内 水彩、墨・画用紙 ３１．５×４０．６

４５ 乱 楓の方 鉛筆、クレヨン・上質紙 ２５．６×３６．３

４６ 乱 狂阿彌・村の長者はよいお人 鉛筆、水彩、水性フェルトペン、油性フェルトペン・上質紙 ３６．３×２５．７

４７ 乱 狂阿彌・夜宴 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３５．５×２７．５

４８ 乱 二の丸・猛将秀虎 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３２．０×４０．５

４９ 乱 末の方 水彩、水性フェルトペン・上質紙 ３５．４×２７．６

５０ 乱 末の方 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・画用紙 ４０．６×３１．２

５１ 乱 次郎の軍 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン、墨・上質紙 ２５．６×３６．４

５２ 乱 軍勢 鉛筆、水彩、油性フェルトペン・上質紙 ２５．８×３６．４

５３ 乱 三の城・落城 クレヨン、水彩・上質紙 ３１．７×４０．５

５４ 乱 三の城・落城 鉛筆、水彩、クレヨン、油性フェルトペン・画用紙 ２７．１×３８．３

５５ 乱 鶴丸 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２７．１×３５．４

５６ 乱 葦屋の表・月夜の原を逃げ惑う秀虎 鉛筆、水彩、クレヨン・水彩紙 ３８．４×４５．９

５７ 乱 一文字秀虎 鉛筆、水彩・水彩紙 ３３．３×２４．１

５８ 乱 一の城・天守・次郎に飛びかかる楓の方 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．２×４０．５

５９ 乱 楓の方 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ４０．５×３２．０

６０ 乱 梓城址 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・画用紙 ３１．３×４０．７

６１ 乱 梓城址・曲輪・彷徨う秀虎 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・画用紙 ２６．８×３８．０

６２ 乱 梓城址・石崖を飛ぶ秀虎 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・画用紙 ３１．９×４０．６

６３ 乱 梓城址・丹後、小倉を一刀両断 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３２．０×４０．５

６４ 乱 夏野 鉛筆・上質紙 ２５．７×３６．３

６５ 乱 梓野の丘 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．５×４０．６

６６ 乱 国境いの川 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２４．５×３３．５

６７ 乱 畠山小彌太 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３３．４×２４．８

６８ 乱 軍勢 水彩、クレヨン、水性フェルトペン、墨・上質紙 ２５．７×３６×４

６９ 乱 八幡原・次郎の軍勢 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン、墨・上質紙 ２５．６×３６．４

７０ 乱 藤巻信弘 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２６．５×３５．５

７１ 乱 草原 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２５．２×３３．６

７２ 乱 次郎恐慌 鉛筆、水性フェルトペン・上質紙 ２５．７×３６．４

７３ 乱 使番 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３２．９×４０．７

57



番号 映画名 作品名 技法・材質 サイズ（�）

７４ 乱 楓の方の最後（一の城・天守・鉄の白刃に倒れる楓
の方）

鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン、墨・画用紙 ３２．８×４０．８

７５ 乱 八幡原 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２５．８×３６．３

７６ 乱 鶴丸の藁屋・末の方・野の花の屍 鉛筆、水彩、クレヨン、油性フェルトペン・画用紙 ２４．２×３３．５

７７ 乱 梓野・梓城跡の石垣の上の鶴丸 水彩、クレヨン・上質紙 ２８．９×４２．１

７８ 乱 平山丹後・持道具・けら、あけびで編んだ背負い龍 鉛筆・上質紙 ３６．３×２５．７

７９ 乱 三人組・冑 鉛筆・上質紙 ３６．３×２５．７

８０ 乱 武将達の髭 水彩、墨、水性フェルトペン・画用紙 ２７．６×３５．４

８１ 乱 人物デザイン 鉛筆、水彩、油性フェルトペン、水性フェルトペン・画用紙 ３５．４×２７．６

８２ 乱 狂阿彌・小袖・裃 鉛筆、水彩・画用紙 ３８．５×２７．０

８３ 乱 頭巾・覆面デザイン 鉛筆、水彩、油性フェルトペン・画用紙 ３１．２×４０．６

８４ 乱 鉢巻いろいろ 鉛筆、水彩・画用紙 ２４．５×３３．０

８５ 夢 日照り雨・狐の嫁入り 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ３８．０×５７．５

８６ 夢 日照り雨・狐の人足 鉛筆、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ３６．３×２５．７

８７ 夢 日照り雨・野・遠ざかる虹 水彩、クレヨン、鉛筆・上質紙 ３７．５×５２．５

８８ 夢 桃畑・夫婦雛 鉛筆、水彩・上質紙 ３８．５×５３．０

８９ 夢 桃畑・見知らぬ少女 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・上質紙 ４０．６×３１．４

９０ 夢 桃畑・夫婦雛 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・ケント紙 ３１．３×４４．１

９１ 夢 桃畑・五人囃子 鉛筆、水彩、クレヨン・ケント紙 ３１．３×４４．１

９２ 夢 桃畑・内裏雛・男雛・冠 鉛筆、水性フェルトペン・上質紙 ２５．７×３６．４

９３ 夢 桃畑・槍扇一例 鉛筆、墨、クレヨン・上質紙 ２５．７×３６．３

９４ 夢 桃畑・雛人形達の群舞 水彩、クレヨン、鉛筆・画用紙 ３７．５×５２．５

９５ 夢 雪あらし・峡谷 鉛筆、水彩、クレヨン・ケント紙 ４４．１×３１．３

９６ 夢 雪あらし・雪女 水彩、クレヨン・画用紙 ４１．０×３３．０

９７ 夢 トンネル・四列縦隊を組んだ兵隊 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．３×４０．６

９８ 夢 トンネル・野口一等兵 鉛筆、水彩、水性フェルトペン、クレヨン・画用紙 ４０．６×３１．３

９９ 夢 鴉・はね橋 鉛筆、水性フェルトペン・上質紙 ３６．３×２５．７

１００ 夢 鴉・はね橋・撮影風景 鉛筆、水彩、クレヨン、油性フェルトペン・画用紙 ３７．０×４５．０

１０１ 夢 鴉・川岸 鉛筆、水彩、クレヨン、墨、油性フェルトペン・画用紙 ２７．２×３９．５

１０２ 夢 鴉・ゴッホの太陽 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２４．５×３５．５

１０３ 夢 鴉・ゴッホの麦畑 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．０×４０．６

１０４ 夢 鴉・風景画 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ５１．０×６５．０

１０５ 夢 鴉・麦畑 鉛筆、油性フェルトペン・画用紙 ３８．４×５３．０

１０６ 夢 赤富士・海辺の断崖 鉛筆、水彩・画用紙 ３８．５×５３．０

１０７ 夢 赤富士・海辺の断崖 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・ケント紙 ４４．１×３１．２

１０８ 夢 赤富士・噴火 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・画用紙 ３６．０×４４．０

１０９ 夢 鬼哭・タンポポ 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２６．７×３７．９

１１０ 夢 鬼哭・鬼達の歎き 鉛筆、水彩、クレヨン、墨、油性フェルトペン・画用紙 ２７．７×４４．１

１１１ 夢 水車のある村 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．４×４０．６

１１２ 夢 水車のある村・水車小屋の老人 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ４１．０×３３．０

１１３ 夢 水車のある村・葬列の婆さん 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ４４．０×３１．２

１１４ 夢 水車のある村・娘達 鉛筆、水彩、墨、油性フェルトペン・画用紙 ３１．３×４４．０

１１５ 夢 水車のある村・晴れ晴れとした葬列・水車小屋の老人 鉛筆、水彩・ケント紙 ５７．５×３８．０

１１６ 夢 阿修羅（未映像化）・龍巻 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ３１．５×４４．１

１１７ 夢 飛ぶ（未映像化）・高層ビル屋上 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・ワトソン紙 ３２．９×４０．９

１１８ 夢 飛ぶ（未映像化）・落下する私 鉛筆、パステル、水彩、墨・ワトソン紙 ３２．９×４０．９

１１９ 夢 飛ぶ（未映像化）・天使に手を引かれて 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・ワトソン紙 ３２．９×４０．９

１２０ 夢 飛ぶ（未映像化）・山の斜面 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・ワトソン紙 ３２．９×４０．９

１２１ 夢 飛ぶ（未映像化）・私の影に呼ばれる私 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

１２２ 夢 飛ぶ（未映像化）・襲いかかる方程式や幾何学の三
角形等

鉛筆、水彩、墨・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

１２３ 夢 飛ぶ（未映像化）・満天の星空 鉛筆、水彩、クレヨン、墨・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

１２４ 夢 飛ぶ（未映像化）・地球が恋しくなる私 鉛筆、水彩、墨・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

１２５ 夢 飛ぶ（未映像化）・天使から遠ざかる私 鉛筆、水彩、パステル・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

１２６ 夢 飛ぶ（未映像化）・山の斜面で待っていた私の影 鉛筆、水彩、墨・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

58 ３．展覧会事業



番号 映画名 作品名 技法・材質 サイズ（�）

１２７ 夢 飛ぶ（未映像化）・山の斜面 鉛筆、水彩、墨・マーメイド紙 ３３．９×４０．１

１２８ 八月の狂詩曲 バスの中 鉛筆、水彩、水性フェルトペン、クレヨン・上質紙 ２５．７×３６．４

１２９ 八月の狂詩曲 お祖母ちゃんの家・忠雄と良江やって来る 鉛筆、水彩、クレヨン・白ボール紙 ２６．５×３７．５

１３０ 八月の狂詩曲 ピカの目 鉛筆、クレヨン・画用紙 ２６．８×３７．９

１３１ 八月の狂詩曲 村の集会所・クラークさんと信次郎 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ２６．８×３８．７

１３２ 八月の狂詩曲 写真を見入るお祖母ちゃん 鉛筆、水彩、クレヨン・ケント紙 ３１．０×４４．０

１３３ 八月の狂詩曲 雨にたたかれ、風に飛ばされ 鉛筆、クレヨン、水性フェルトペン・上質紙 ２５．７×３６．４

１３４ 八月の狂詩曲 道 鉛筆・画用紙 ２６．９×３８．０

１３５ まあだだよ 出征兵士を送る行列 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・画用紙 ３１．１×４０．５

１３６ まあだだよ 迎える百�先生 画鉛筆、水彩・画用紙 ２９．０×４２．１

１３７ まあだだよ 焼け跡から出た月 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・マーメイド紙 ２６．７×３８．６

１３８ まあだだよ 先生の家・秋 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．１×４０．６

１３９ まあだだよ 先生の家・冬 鉛筆、水彩・画用紙 ３１．２×４０．６

１４０ まあだだよ 先生の家・春 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．２×４０．６

１４１ まあだだよ 先生の家・初夏 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．２×４０．６

１４２ まあだだよ 小さな駅 水彩、水性フェルトペン・画用紙 ３１．１×４０．５

１４３ まあだだよ 先生の家・冬 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・ワトソン紙 ２６．７×３８．５

１４４ まあだだよ 待合室のノラ 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３１．１×４０．５

１４５ まあだだよ 先生の夢 鉛筆、水彩、クレヨン・ワトソン紙 ３１．８×４０．９

１４６ 海は見ていた 髪型 鉛筆、水彩、水性フェルトペン・画用紙 ２６．５×３５．０

１４７ 海は見ていた 葦の屋・格子越しの女湯 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ３６．５×４４．０

１４８ 海は見ていた 居間・長火鉢を挟んでのおかみと隠居、そして女達 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２６．０×３５．０

１４９ 海は見ていた 葦の屋入り口・雨を見つめるお新と菊乃 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２６．５×３５．０

１５０ 海は見ていた 葦の屋・廊下・階段の下まで来た川の水 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ３６．０×４４．０

１５１ 海は見ていた 階段・水量を見る菊乃 鉛筆、水彩、クレヨン、水性フェルトペン・画用紙 ２６．５×３５．０

１５２ 海は見ていた 二階から屋根に逃げるお新と菊乃 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３６．０×４４．０

１５３ 海は見ていた 葦の屋の屋根・嵐が磨いた見事な星空 鉛筆、水彩、クレヨン・画用紙 ３６．５×４４．０

拡大作品

１５４ 影武者 影武者図 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

１０５．０×７９．０

１５５ 影武者 川中島・上杉謙信の回想 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

１７９．０×２３７．５

１５６ 影武者 三州街道を撤退する武田軍 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

１７９．０×２３７．５

１５７ 影武者 山裾・乱波達が見た武田軍 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

１７９．０×２３７．５

１５８ 影武者 伊那高遠・建福寺本堂に安置された信玄の大甕 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２６９．０×２０４．０

１５９ 影武者 火の旗印・山県昌景の死 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

１７９．０×２３７．５

１６０ 乱 三の城落城・針鼠の男 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２６７．０×２２７．０

１６１ 乱 秀虎狂う 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２１９．０×１７６．５

１６２ 乱 楓の方 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２８９．０×２２４．０

１６３ 乱 草で編んだ兜を破る秀虎 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２１９．０×１５１．０

１６４ 夢 桃畑・夫婦雛 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２１９．０×３０８．５

１６５ 夢 鬼哭・血のような池 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２２７．０×３２２．０

１６６ 夢 飛ぶ（未映像化）・私の影に呼ばれる私 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

１９９．０×２３６．５

１６７ 海は見ていた 葦の屋の屋根・嵐が磨いた見事な星空 顔料インクジェットプリントによる分割出力をつなぎ合わ
せパネル加工・ベルベットファインアートペーパー

２２７．０×２７２．５

＊作品は、すべてホリプロ蔵。
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「デザイン希望峰－清水久和／竹下洋子／城谷耕生の活動」展
平成１９年４月１日�～６月１０日� ＊６７日間 会場：常設展示室第１室

２）美術館コレクション展

概要：

長崎県出身・在住の作家紹介の第一弾として、デザインの分

野でそれぞれ活動中の清水久和、竹下洋子、城谷耕生を紹介

した。三名は、表現方法は異なるものの、「デザイン」とい

う大きな枠組みの中で、デザインとはなにか、またそれらを

社会にどのように提供していくのかということを真摯な態度

で捉えようとしていることにおいて共通し、わたしたちが安

易にイメージする大量消費社会を象徴する所謂「デザイ

ナー」とは一線を画す。日常生活の中で無意識に扱われる「も

の」であるからこその、人々に及ぼす影響の大きさというも

のを第一義としているのである。タイトル「希望峰」とは、

そうした冬山登山にも似た彼らの取り組みに対するエールと

して清水作品より付けたもの。また、作者によるワークショッ

プ等の関連事業も開催した。

開催形態：自主企画

主催：長崎県美術館、長崎県

協力：株式会社アウラ、株式会社葵パール、株式会社カッシー

ナ・イクスシー、株式会社九州広告、株式会社デンソー、ナ

ガノインテリア工業株式会社、日本通運株式会社長崎支店、

有限会社堀江陶器、リボンプロジェクト

後援：諫早市、雲仙市

観覧者数：２２，２２８人（一日あたり３３２人）

出品点数：２１８点

関連事業：

� 城谷耕生ギャラリートーク

日時：４月８日� １５：００～１５：４５

� 竹下洋子ニットコーディネイト会

日時：５月１３日� １０：１０～１２：００

内容：事前申込の１０名に竹下氏がコーディネイトを行う。

参加費：５００円（見学者無料）

参加者数：１０人

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日 １５：００～１５：３０（ただし４月８日をの

ぞく）

� ボランティアによるギャラリートーク

日時：毎週土曜日 �１３：３０～１４：１５ �１５：００～１５：４５

主要記事等：

・仲山みのり「デザイナー競演」『毎日新聞』長崎県版 平

成１９年４月１０日

・「生活に息づく意味問う」『長崎新聞』平成１９年４月２２日

・「あっ！ぷる」NBC長崎放送 平成１９年４月６日

番号 収蔵番号 作者名 作品名 （点数） 制作年 技法・材質 サイズ 備考 所蔵先

１ 清水久和 チューチューシェー
ド ver．１

（３）１９９３年 チューチューアイス、
アクリル、アルミ、電球

２２０�×２２０�Ｈ５１０� 作家蔵

２ 清水久和 チューチューシャン
デリア

１９９４年 チューチューアイス、
アクリル、アルミ、電球

１０２０�×１０２０�Ｈ８６０� 作家蔵

３ 清水久和 チューチュー立て １９９５年 チューチューアイス、
金属、木

作家蔵

４ 清水久和 メロンシャーベット
用蓋付き容器

（３）１９９７年 吹きガラス １１５×１１５×２８５�／
１００×１００×２２５�／
１００×１００×１３０�

作家蔵

５ 清水久和 アイスクリームス
プーン

（６）１９９８年 １８－８ステンレス鏡面
仕上げ

Ｗ１９�Ｈ１２�Ｔ１．４� SABO STUDIO
（東京）

作家蔵

出品リスト：
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番号 収蔵番号 作者名 作品名 （点数） 制作年 技法・材質 サイズ 備考 所蔵先

６ 清水久和 アイスクリームカップ （２）２００１年 １８－８ステンレス鏡面
仕上げ

Ｗ１４０�Ｈ４５�Ｄ１６０� SABO STUDIO
（東京）

作家蔵

７ 清水久和 リーゼント ２００１年 グラスファイバー、ウ
レタン塗装鏡面仕上げ

Ｗ３６０�Ｈ５３５�Ｄ９８０� 作家蔵

８ 清水久和 ベルサイユテーブル ２００３年 アルミニウム ゴール
ドアルマイト仕上げ

Ｗ５００�Ｈ７００�Ｄ３６０� 作家蔵

９ 清水久和 鏡の髪型 （２）２００４年 鏡、リボン Ｗ３４０�Ｈ４６０�Ｄ５� リボンプロジェ
クト（京都）

作家蔵

１０ 清水久和 金塊 （２）２００５年 金属 Ｗ５０�Ｈ５０�Ｄ２００� 作家蔵

１１ 清水久和 山脈テーブル－希望峰 ２００５年 アクリル樹脂 Ｗ６００�Ｈ１２０�Ｄ８００� 作家蔵

１２ 清水久和 オーバルスケープ （５）２００６年 磁器 Ｗ１７８�Ｈ７５�Ｄ１３０� リボンプロジェ
クト（京都）

作家蔵

１３ 清水久和 スピードオブライフ ２００６年 アルミニウム カラー
アルマイト仕上げ

Ｗ１０２０�Ｈ３００�Ｄ２２０� 株式会社デン
ソー

株式会社
デンソー蔵

１４ 清水久和 井伊直弼 ２００７年 アクリル 作家蔵

１５ 竹下洋子 重ねる（スカート、パ
ンツ、ベスト、セー
ター、ワンピース）

（６７） １９９６－２００６年 Yoko Takeshita
（東京）、
Yoko（大分）

アキ工作社
蔵

１６ 竹下洋子 スカート （９） １９９８－２０００年 Yoko Takeshita
（東京）、
Yoko（大分）

アキ工作社
蔵

１７ 竹下洋子 アイスパープル－氷
の中に封じ込められ
た光

（５）２００６年 Yoko Takeshita
（東京）、
Yoko（大分）

アキ工作社
蔵

１８ 城谷耕生 KEIJI大理石アレイ （４）１９９７年 大理石 （大）径１００� Ｈ２６０�
（小）径９０� Ｈ２３０�

Upgroup
（イタリア）

作家蔵

１９ 城谷耕生 MASA １ 大理石
ボール

１９９７年 イタリア産大理石、
赤色接着剤

Upgroup
（イタリア）

作家蔵

２０ 城谷耕生 MASA ２ 大理石
ボール

１９９７年 イタリア産大理石 Upgroup
（イタリア）

作家蔵

２１ 城谷耕生 MIYATA 花器 （２）２０００年 インド砂岩 ミヤタ石産株式
会社（諫早市）

作家蔵

２２ 現Ｄハａ１０５５ 城谷耕生 パークハイアット東
京ギフトコレクショ
ン

２００２年 磁器 パークハイ
アット東京
（東 京）、製
作：堀江陶器
（波佐見）・
西浦製陶所
（波佐見）

作家蔵

� PIZZO Ｈ９５�９５×２０５�
� GLOBULO Ｈ２８� 径１６７�
� BARCA Ｈ２５�６２×３６０�
� CALDERA Ｈ４８� 径２５３�

２３ 城谷耕生 VILLA （４）２００２年 パイレックスガラス KOSEI（長 崎）、
製作：ステファ
ノ・ヴィッラ
（イタリア）

作家蔵

２４ 現Ｄハａ１０５６ 城谷耕生 TIPOシリーズ ２００３年 磁器 KOSEI（長崎）、
製作：一誠陶
器（波佐見）

作家蔵

� ミニボール （２） Ｈ５２� 径５２�
� カップ Ｈ４８� 径８５�
� ソーサー Ｈ２８� 径１４０�
� プレート Ｈ３０� 径１４０�
� コースター （４） Ｈ９� 径１０２�
� クウォーター Ｈ１１０�６０×６０�
� ボール Ｈ５６� 径１２０�

２５ 城谷耕生 GYOKU ペンダン
トランプ

（６）２００３年 磁器 （大）径３６０� Ｈ１９０�
（小）径２５０� Ｈ１３０�

AURA COLLECTION
（京 都）、製
作：玉泉製陶
（三川内）

株式会社
アウラ蔵
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番号 収蔵番号 作者名 作品名 （点数） 制作年 技法・材質 サイズ 備考 所蔵先

２６ 城谷耕生 フィンガーグラス （２）２００３年 型ガラス 株式会社ティ
エルエス（長
崎）、製 作：
東洋佐々木硝
子（東京）

作家蔵

２７ 城谷耕生 TIPOガラスボール （４）２００３年 吹きガラス KOSEI（長崎）、
製作：島田真
平（熊本）

作家蔵

２８ 城谷耕生 RIGHE ロ ー テ ー
ブル

２００５年 木（ウェンジ）、ガラス 製作：シロタニ
木工（雲仙市）

作家蔵

２９ 城谷耕生 RIGHEランプ ２００５年 木（ウェンジ）、和紙 製作：シロタニ
木工（雲仙市）

作家蔵

３０ 現Ｄハａ１０５７ 城谷耕生 イクスシー・オリジ
ナル・テーブルウエ
ア

２００６年 カッシーナ
IXC．（東京）、
製作：堀江陶
器・たにてる
工芸（山中）

作家蔵

� 急須 磁器 Ｈ１１０� 径１００�
� 湯呑（小） （２） 磁器 Ｈ５７� 径６５�
� 湯呑（大） （２） 磁器 ｈ６７� 径７８�
� 茶托 （２） 木 Ｈ１２� 径１０５�
� 箸置（大） （５） 磁器 ４０×６６×１８�
� 箸置（小） 磁器 ４０×１５×１５�
� 飯碗（大） 磁器 Ｈ６２� 径１２０�
	 飯碗（中） 磁器 Ｈ５８� 径１１３�

 汁椀（欅） 木 Ｈ６２� 径１２０�
� 平丸皿（小） 磁器 Ｈ２２� 径１１５�
� 平丸皿（中） 磁器 Ｈ２８� 径１５５�
 醤油注し 磁器 Ｈ８０� 径６２�
� パーティートレイ（小）（７） 磁器 Ｈ１５�１１６×９１�
� パーティートレイ（大）（２） 磁器 Ｈ２３�２２２×１７１�
� 箸（竹） 竹 Ｌ２４０�
� 箸（木） 木 Ｌ２５０�

３１ 城谷耕生 APTENIA
ブラケットランプ

（４）２００６年 真竹、漆 製作：中臣一
（別府）

作家蔵

３２ 城谷耕生 フリーボックス （２）２００６年 真竹 製作：清水貴
之（別府）

作家蔵

３３ 城谷耕生 チャールズ スツール ２００６年 木（ブナ） 製作：吉村工
作所（熊本）

吉村工作所
（熊本）蔵

３４ 城谷耕生 チャールズ チェア ２００６年 木（ナラ） 製作：吉村工
作所（熊本）

吉村工作所
（熊本）蔵

３５ 城谷耕生 マンゴースツール １ ２００６年 木（マンゴー） CHICO（タイ） 作家蔵

３６ 城谷耕生 マンゴースツール ２ ２００６年 木（マンゴー） CHICO（タイ） 作家蔵

３７ （内２点）
現 Ｄへ２

城谷耕生 POSA スツール／
テーブル

（７）２００６年 バーチ材積層合板、メ
ラミン、フェルト

Ｗ４５０� Ｄ４５０�
Ｈ３２０�

NAGANO
（福岡）

作家蔵

３８ 城谷耕生 PEGASUS アレイ （２）２００７年 南部鉄器 AURA COLLECTION
（京 都）、製
作：鋳心ノ工
房（山形）

作家蔵

３９ 城谷耕生 PRADOO アレイ （２）２００７年 木（本花林） CHICO（タイ） 作家蔵

４０ 城谷耕生 TAMAZUSA ジ ュ
エリー

（１２）２００７年 漆、真珠 葵パール（東京）、
製作：塩安漆器
工房（輪島）、
アレツォ（山梨）

葵パール蔵

４１ 城谷耕生 TRONCO テ ー ブ
ルランプ

２００７年 大分産真竹 BAICA（別府）、
製作：大橋重
臣（別府）

作家蔵

４２ 城谷耕生 GYOKU テーブル
ランプ

２００７年 磁器、大理石 AURA COLLECTION
（京都）、製作：玉
泉製陶（三川内）

株式会社ア
ウラ蔵

４３ 城谷耕生 プラドゥースツール ２００７年 木（本花林） CHICO（タイ） 作家蔵
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「森正洋＋阪本やすき＋富永和弘展」
平成１９年４月１日�～６月１０日� ＊６７日間 会場：常設展示室第２室

概要：

伝統的な陶磁器の世界に、モダンな感性を吹きこんで新時代

の幕開けをもたらした陶磁器デザイナー、森正洋氏。本展覧

会では、同氏のデザイン理念を継承するデザイナー阪本やす

きと富永和弘の活動を紹介。

開催形態：自主企画

主催：長崎県美術館、長崎県

協力：デザインモリコネクション、白山陶器

後援：波佐見町

観覧者数：２２，２２８人（一日あたり３３２人）

出品点数：３２８点

関連事業：

� 作家によるギャラリートーク（阪本やすき、富永和弘）

４月１５日� １５：００～１６：００

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：毎週日曜日 １５：００～１５：３０（ただし４月１５日をの

ぞく）

� ボランティアによるギャラリートーク

日時：毎週土曜日 �１３：３０～１４：１５ �１５：００～１５：４５

番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 デザイン年 素材 所蔵

１ Dハ a１７２‐３４ 森正洋 G型しょうゆさし ５点 １９５８年 磁器 長崎県美術館

２ Dハ a１７２‐１５ 森正洋 ねじり梅茶器 １セット １９６８年 磁器 長崎県美術館

３ Dハ a１７２‐３０ 森正洋 G型カップ ３セット １９６９年 磁器 長崎県美術館

４ 森正洋 M型コーヒーセット １セット １９７３年 磁器 デザインモリコレクション

５ Dハ a１７２‐５ 森正洋 P型コーヒーセット １セット １９７４年 磁器 デザインモリコレクション（一部長崎県美術館）

６ 森正洋 ポット・蓋付マグカップ ４点 ２００１年 磁器 デザインモリコレクション

７ Dハ a１７２‐２２ 森正洋 花天目平皿 ６点 １９６５年 磁器 長崎県美術館

８ Dハ a１７２‐１２ 森正洋 ファンシーカップ ６点 １９６９年 磁器 長崎県美術館

９ Dハ a１７２‐２４，２５ 森正洋 マルティシリーズ １セット １９７６年 磁器 長崎県美術館

１０ Dハ a１７２‐２ 森正洋 シェルボール ９点 １９８２年 磁器 長崎県美術館

１１ Dハ a１７２‐１ 森正洋 シェル皿 ２６点 １９８２年 磁器 長崎県美術館

１２ Dハ a１７２‐３６ 森正洋 菱形花瓶 ３点 １９８１年 磁器 長崎県美術館

１３ 森正洋 うず潮シェルシリーズ １１点 １９８７年 磁器 デザインモリコネクション

１４ 森正洋 HR型ガラス皿 ６点 １９８５年 ガラス デザインモリコネクション

１５ 森正洋 フリーボール １８点 １９９８年 磁器 デザインモリコネクション

１６ 森正洋 白磁千段シリーズ ２５点 １９７１年 磁器 デザインモリコネクション

１７ 森正洋 ユニバーサルシリーズ ９点 ２００１年 磁器 デザインモリコネクション

１８ 阪本やすき S型ドレッシングポット ２点 １９８７年 磁器 白山陶器

１９ 阪本やすき ビアジョッキ ４点 １９９０年 磁器 白山陶器

２０ 阪本やすき ティー土瓶 １セット ２００２年 磁器 白山陶器

２１ 阪本やすき ペンギン ２セット ２００２年 磁器 白山陶器

２２ 阪本やすき 灯磁 ３点 ２００３年 磁器 白山陶器

２３ 阪本やすき ゆるり・シリーズ １２点 ２０００年 磁器 白山陶器

２４ 阪本やすき 麻の糸・シリーズ １７点 ２００２年 磁器 白山陶器

２５ 阪本やすき LEAVES（リーヴズ） １１点 ２００３年 磁器 白山陶器

２６ 阪本やすき シングルス・シリーズ １６点 ２００３年 磁器 白山陶器

２７ 阪本やすき NANAME（ななめ） ２点 ２００４年 磁器 白山陶器

２８ 阪本やすき ストレッチマグ ６点 ２００４年 磁器 白山陶器

２９ 富永和弘 ライフシェルズ ６点 １９９８年 磁器 白山陶器

３０ 富永和弘 ともえ・シリーズ ８点 ２０００年 磁器 白山陶器

３１ 富永和弘 WAEN（和円）・シリーズ １６点 ２００２年 磁器 白山陶器

３２ 富永和弘 WAHOU（和方）・シリーズ １０点 ２００３年 磁器 白山陶器

３３ 富永和弘 MAYU（まゆ）・シリーズ １２点 ２００３年 磁器 白山陶器

３４ 富永和弘 長方皿 ８点 ２００４年 磁器 白山陶器

３５ 富永和弘 トリム ６点 ２００５年 磁器 白山陶器

３６ 富永和弘 Spoono（スプーノ） ６点 ２００５年 磁器 白山陶器

３７ 富永和弘 SASA（ササ）・シリーズ ９点 ２００６年 磁器 白山陶器

出品リスト：
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触れられるコーナー

番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 デザイン年 素材 所蔵

３８ 森正洋 平型めし茶碗 １００点 １９９２年 磁器 デザインモリコネクション

３９ Dハ a１７２‐１１ 森正洋 ロックカップ ４点 １９７９年 磁器 長崎県美術館

４０ 森正洋 ファンシーカップ ４点 １９７０年 磁器 デザインモリコネクション

４１ 阪本やすき ビアジョッキ ３点 １９９０年 磁器 白山陶器

４２ 阪本やすき S型ドレッシングポット １点 １９８７年 磁器 白山陶器

４３ 阪本やすき シングルス（ポット） １点 ２００３年 磁器 白山陶器

４４ 阪本やすき 麻の糸（しょうゆさし） １点 ２００２年 磁器 白山陶器

４５ 富永和弘 MAYU（まゆ）・シリーズ ４点 ２００３年 磁器 白山陶器

４６ 富永和弘 ムーブ（ビアカップ） ３点 １９９１年 磁器 白山陶器

64 ３．展覧会事業



「長崎コレクション２ 十八銀行コレクション」展
平成１９年８月２２日�～１１月２５日� ＊９１日間 会場：常設展示室第１、２室

概要：

十八銀行創立１３０周年を記念して開催した同行の所蔵品展。

日本近代・西洋近代を中心とする貴重なコレクションを公開

した。日本近代からは梅原龍三郎や宮本三郎、野口彌太郎、

そして西洋近代からはローランサンやヴラマンクなどの秀作

を紹介した。

開催形態：自主企画

主催：長崎県美術館

協力：十八銀行

観覧者数：１９，８０１人（一日あたり２１８人）

出品点数：４８点

同時開催：

「国際都市長崎と十八銀行―１８の時代と１８の心」展

（県民ギャラリー）

会期：８月２２日�～９月９日�

関連事業：

�学芸員によるギャラリートーク
日時：毎週日曜日 １５：００～

�ボランティアによるギャラリートーク
日時：毎週土曜日 �１３：３０～１４：１５ �１５：００～１５：４５

番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（額寸・�）

１ ウジェーヌ・フロマンタン 田園風景 １８５１年 油彩・カンヴァス ５３．６×７６．２

２ エミール＝アントワーヌ・
ブールデル

片手をつくベートーベン ブロンズ 高さ１４７．０

３ モーリス・ド・ヴラマンク 風景 水彩・紙 ６２．３×７１．５

４ 山本森之助 セーヌ河畔 １９２２－２３年 油彩・カンヴァス ９０×１１７（内寸）

５ 南薫三 柘榴と葡萄 油彩・カンヴァス ７８．３×９０．５

６ マリー・ローランサン チューリップを持つ若い娘 油彩・カンヴァス ５９．６×５１．２

７ 辻永 風景 油彩・カンヴァス ８８．０×１０７．７

８ 北村西望 白羽の矢 １９５７年 ブロンズ 高さ６４．０

９ 藤田嗣治 婦人素描 １９２８年頃 鉛筆・紙 ４９．４×６０．２

１０ 小絲源太郎 静物 油彩・カンヴァス ５５．８×６４．８

１１ 梅原龍三郎 バラ １９６４年 油彩・カンヴァス ８３．２×６２．７

１２ 国吉康雄 静物 １９２９年 油彩・カンヴァス ７９．３×９２．０

１３ 中川一政 バラ 油彩・カンヴァス ６９．０×６１．５

１４ 中川一政 長崎港 １９５７年 油彩・カンヴァス ７０．０×６２．３

１５ 高畠達四郎 伊豆大島の便船 油彩・カンヴァス ６７．５×８２．７

１６ 鈴木信太郎 丘の眺め（長崎） １９５７年 油彩・カンヴァス ７８．６×９０．８

１７ 林武 裸婦 パステル・紙 ６７．０×５０．０

１８ 林武 ツバキ 油彩・カンヴァス ４６．８×４１．８

１９ 野口彌太郎 長崎の港 １９５０年頃 油彩・カンヴァス ５５．３×６３．３

２０ 野口彌太郎 裸婦 １９５６年頃 油彩・カンヴァス ７８．９×６８．２

２１ 野口彌太郎 港（釧路） １９５０年 油彩・カンヴァス ４９．８×５９．１

２２ 野口彌太郎 コーカサスの踊り子 １９６８年頃 油彩・カンヴァス ４２．１×４７．３

２３ 横手貞美 静かなる道 １９２７－３０年 油彩・カンヴァス ９４．２×８１．１

２４ 海老原喜之助 「かちどき」をあげる人馬 １９５０－６０年代 油彩・カンヴァス ６０．５×６８．２

２５ 海老原喜之助 春 １９５０－６０年代 油彩・カンヴァス ６９．５×６１．８

２６ 宮本三郎 花 油彩・カンヴァス ８１．０×６１．４

２７ 宮本三郎 さかなと皿 １９５８年 油彩・カンヴァス ６７．０×７４．７

２８ 宮本三郎 長崎の風景 １９６０年 油彩・カンヴァス ７３．０×８３．７

２９ 三岸節子 天草の天主堂 １９６１年 油彩・カンヴァス ６４．３×５５．２

３０ 三岸節子 花（ベロンにて） １９７５－８３年 油彩・カンヴァス ５７．８×４９．７

３１ 吉原治良 白い円 １９６６年 油彩・カンヴァス １３２．０×１６２．５

３２ 杉山寧 ガーベラ １９９０－９３年 紙本着彩 ６５．０×４８．８

３３ 井手宣通 おくんち １９６８年 油彩・カンヴァス ９０．３×１０８．５

３４ 野見山暁治 リュクサンブール公園 １９７２年 水彩・紙 ８３．４×９５．５

３５ 西村龍介 水辺の城 油彩・カンヴァス ６１．２×５２．１

３６ 山下清 長崎の景色 １９６３年 切り絵 ９０．７×１２５．３

出品リスト：
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（額寸・�）

３７ 山下清 長崎風景 １９６３年 切り絵 ９３．１×１２８．７

３８ 福井良之助 雪景 油彩・カンヴァス ７３．１×５３．５

３９ 朝倉響子 少女 ブロンズ 高さ１６４．０

４０ 李禹煥 寄港地 １９９１年 リトグラフ・紙 ９９．６×８４．５

４１ 中澤弘光 バラ 油彩・カンヴァス 不明

４２ 岡田謙三 小菊 油彩・カンヴァス 不明

４３ 伊藤清永 バラ 油彩・カンヴァス 不明

４４ 山下充 長崎夕照 １９９２年 油彩・カンヴァス 不明

４５ 森田茂 黒川能 羽衣 油彩・カンヴァス ６２．３×５３．２

４６ 永田力 シャトウー １９６６年 油彩・カンヴァス 不明

４７ 大久保実雄 長崎西中天主堂 油彩・カンヴァス 不明

４８ 野口彌太郎 市場（秋田） 油彩・カンヴァス 不明
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「長崎の美術３ 渡辺与平展」
平成２０年１月１７日�～３月９日� ＊５０日間 会場：常設展示室第１、２室

概要：

長崎出身の洋画家渡辺与平（１８８９～１９１２）の回顧展。京都

市立美術工芸学校時代の日本画から、洋画へ転向した太平洋

画会研究所時代、文展の出品作品を展示するとともに、当時

人気を博したコマ絵（挿絵）も紹介した。

開催形態：自主企画

主催：長崎県美術館

後援：長崎県、長崎市、長崎県教育委員会、長崎市教育委員

会、長崎県立長崎図書館、長崎新聞社、西日本新聞社、朝日

新聞社、毎日新聞社、読売新聞長崎支局、NHK長崎放送局、

NBC長崎放送、KTNテレビ長崎、NCC長崎文化放送、NIB

長崎国際テレビ、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎

助成：芸術文化振興基金

観覧者数：７，７６５人（一日あたり１５５人）

出品点数：５２点（うち、特別出品２点）

関連事業：

�講演会「渡辺与平の生涯と芸術」
講師：遠山景子（長崎県美術館学芸員）

日時：２月９日� １５：００～１６：３０

参加者数：４０人

�学芸員によるギャラリートーク
日時：毎週日曜日 １５：００～１６：００

�ボランティアによるギャラリートーク
日時：毎週土曜日 �１３：３０～１４：１５ �１５：００～１５：４５
�ワークショップ 「着物で味わうヨヘイ」

着付け講師：野島愛、中嶋涼子（古々屋）

日時：２月３日� １０：３０～１２：３０

参加者数：１５名

	ワークショップ「木版で作る絵葉書」
日時：２月１６日�、１７日�２日連続 １０：３０～１６：００

参加者数：１３名


着物での入場者への絵はがきプレゼント企画
日時：会期中

贈呈枚数：計５４枚

主要記事等：

・遠山景子「わくわくミュージアム 長崎の美術３ 渡辺与

平展」『西日本新聞』平成２０年２月２日

・遠山景子「渡辺与平展に寄せて」『長崎新聞』平成２０年２

月３日

・遠山景子「長崎の美術３ 渡辺与平展」『新美術新聞』平

成２０年２月１１日

・「アートシーン」『新日曜美術館』（NHK教育）平成２０年

１月２７日放送

・「なんでもミュージアム」『長崎 EYE６１０』（NHK長崎放

送局）平成２０年２月７日、１４日放送

番号 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

１ 菊 １９０２年 紙本着彩 ５５．０×３９．５ 長崎歴史文化博物館

２ ひよどり １９０３年 紙本着彩 ２７．４×３９．６ 長崎歴史文化博物館

３ シラコバト １９０３年 紙本着彩 ２８．０×３９．４ 長崎歴史文化博物館

４ アオバト １９０３年 紙本着彩 ２８．０×３９．６ 長崎歴史文化博物館

５ 芭蕉 １９０３年 紙本着彩 ７８．５×５５．５ 長崎歴史文化博物館

６ カケス １９０３年 紙本着彩 ２７．６×３８．３ 長崎歴史文化博物館

７ 梟 １９０３年 紙本着彩 ４０．０×４２．０ 長崎歴史文化博物館

８ 桜 １９０４年 紙本着彩 ４０．０×２８．０ 長崎歴史文化博物館

９ 北野神社の杉 １９０４年 紙本着彩 ３８．０×２８．０ 長崎歴史文化博物館

１０ 渓流 １９０４年 紙本着彩 ２８．０×３９．０ 長崎歴史文化博物館

１１ 鼬 １９０５年 紙本着彩 ２８．０×４０．０ 長崎歴史文化博物館

１２ 樹木 １９０５年 紙本着彩 ４０．０×５５．０ 長崎歴史文化博物館

出品リスト：
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番号 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�） 所蔵先

１３ 写生風景 紙本着彩 １７．０×２４．６ 長崎歴史文化博物館

１４ 室内風景 紙本着彩 ２８．０×４０．０ 長崎歴史文化博物館

１５ 狐 １９０６年 絹本着彩 ８２．５×１４６．５ 京都市立芸術大学芸術資料館

１６ 鴉 紙本着彩 ６１．８×１２４．５ 個人蔵

１７ 枯木寒鴉図 紙本墨画淡彩 １１６．０×４６．３ 長崎県美術館

１８ 黒田重太郎 １９０４年 コンテ・紙 ３８．５×２９．５ 個人蔵

１９ 人物 １９０４年 コンテ・紙 ３９．０×２９．５ 個人蔵

２０ 上賀茂風景 １９０５年 鉛筆・紙 ２９．０×３８．０ 個人蔵

２１ 下鴨神社の樹木 １９０５年 鉛筆・紙 ３８．５×２９．５ 個人蔵

２２ 相国寺 １９０５年 水彩、鉛筆・紙 ３２．０×２５．０ 個人蔵

２３ 大阪道頓堀の夜景 １９０５年 水彩、鉛筆・紙 １１．０×１７．７ 個人蔵

２４ 風景 １９０６年 水彩、鉛筆・紙 １６．０×１９．０ 個人蔵

２５ 風景 水彩、鉛筆・紙 ３２．０×４８．５ 個人蔵

２６ 風景 水彩、鉛筆・紙 ３０．５×２３．６ 個人蔵

２７ 少女 水彩、鉛筆・紙 ５０．５×３４．０ 個人蔵

２８ 白日 １９０８年 油彩・カンヴァス ３７．０×５２．５ 長崎県美術館

２９ 金さんと赤 １９０８年 油彩・カンヴァス １０７．５×１５０．３ 長崎県美術館

３０ 落ち椿 １９０９年頃 油彩・板 ２２．６×３３．０ 長崎歴史文化博物館

３１ ゼラニウム １９１０年 油彩・カンヴァス ６１．４×７６．７ 個人蔵

３２ ネルのきもの １９１０年 油彩・カンヴァス ８８．５×１１４．５ 泉屋博古館分館

３３ 習作 １９１０年 油彩・カンヴァス ４１．５×３２．１ 個人蔵

３４ 帯 １９１１年 油彩・カンヴァス １５１．７×９１．０ 長崎県美術館

３５ こども １９１１年 油彩・カンヴァス ３６．８×４４．４ 個人蔵

３６ 自画像 １９１１年 油彩・カンヴァス ４５．８×３３．４ 個人蔵

３７ 夕刊売 油彩・カンヴァス ３２．８×２３．６ 長崎歴史文化博物館

３８ 蕪 油彩・板 ４１．０×８４．０ 個人蔵

３９ 少年 １９０７年 水彩・紙 １６．５×１１．５、
３２．０×２４．０

個人蔵

４０ 街風景 墨・紙 １２．０×２６．５、
１９．０×３２．０

個人蔵

４１ 東海道中膝栗毛 水彩・紙 １８．０×２１．５ 個人蔵

４２ 『ヨヘイ画集』（文栄閣書店、春秋社書店発行） １９１０年 ２２．０×１５．０ 長崎県美術館

４３ 『コドモ 絵ばなし』（一致堂書店発行） １９１０年 ２２．０×１５．０ 青裳堂書店

４４ 『ヨヘイ画集 愛らしき少女』（星野水裏編、実業之日本社発行） １９１３年 １５．０×２２．８ 長崎県美術館

４５ 『世界お伽文庫第十四編 笛の力』（巌谷小波編、博文館発行） １９１０年 ２２．５×１５．０ 青裳堂書店

４６ 『おとぎばなし集 赤い船』（小川未明作、京文堂書店発行） １９１０年 １９．０×１３．０ 青裳堂書店

４７ 双六（藤沢衛彦考案、兄弟姉妹社発行） １９１０年 ４６．３×６３．５ 長崎県美術館

４８ 『女学世界』付録絵葉書（博文館発行） 個人蔵

４９ 『日本少年絵ハガキ』（実業之日本社発行） 青裳堂書店

５０ 『ヨヘイ遺稿画集』 個人蔵

５１ 離れ行く心（渡辺ふみ子作／特別出品） １９１３年 油彩・カンヴァス ８１．０×６１．０ 泉屋博古館分館

５２ 食後（渡辺ふみ子作／特別出品） １９１６年 油彩・カンヴァス ８４．７×７８．８ 長崎県美術館
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「野口彌太郎とその交友」
平成１９年６月１２日�～８月１８日�

出品リスト：

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ７２８ 野口彌太郎 呉淞にて

２ Ａ�イ２１８ 野口彌太郎 裸婦

３ Ａ�イ７６１ 野口彌太郎 町の印象（岩内）

４ Ａ�イ２９ 野口彌太郎 丘の眺め

５ Ａ�イ２１６ 野口彌太郎 長崎の夕ぐれ

６ Ａ�イ７６２ 野口彌太郎 船（夕顔丸）

７ 野口彌太郎 農家と山（多良岳）

８ Ａ�イ２８ 野口彌太郎 夜のサン・ドニ

９ Ａ�ロ４ 野口彌太郎 おらんだ坂

１０ Ａ�ロ６ 野口彌太郎 めがね橋

１１ Ａ�ロ３３１ 野口彌太郎 海岸風景

１２ Ａ�イ２３８ 野口彌太郎 カフェーのテラス

１３ Ａ�イ２３９ 野口彌太郎 Ａ夫人の気質

１４ Ａ�イ２５６ 野口彌太郎 白い家

１５ Ａ�イ２５７ 野口彌太郎 黒いタイツの女

１６ Ａ�ロ２１ 野口彌太郎 東山手

１７ Ａ�イ９ 野口彌太郎 長崎の山々

１８ Ａ�イ２２２ 野口彌太郎 パリ・ノミの市

１９ Ａ�イ２５０ 野口彌太郎 漁港（島原）

２０ Ａ�イ２５４ 野口彌太郎 フラメンコ

２１ Ａ�イ２５３ 野口彌太郎 タンジール

２２ Ａ�ロ７８ 野口彌太郎・吉岡憲・山本正 合作 長崎神話

２３ Ａ�イ３０ 吉岡憲 大波止

２４ Ａ�イ５７ 山本正 長崎の巷

２５ Ａ�イ１５２ 小林敏夫 老シレーフ像 �
２６ Ａ�イ１５３ 小林敏夫 老シレーフ像 �

「鴨居玲と羊子の絵画」
平成１９年１１月２８日�～平成２０年１月１４日（月・祝）

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ１０３２ 鴨居玲 膝を抱える少女

２ Ａ�イ１０３０ 鴨居玲 自画像

３ Ａ�イ１０３３ 鴨居玲 夜

４ Ａ�ロ１９２ 鴨居玲 パリ風景

５ Ａ�イ１０１９ 鴨居玲 サイコロ

６ Ａ�ロ３２７ 鴨居玲 婦人像

７ Ａ�イ１０３１ 鴨居玲 蛾

８ Ａ�イ２９５ 鴨居玲 宝くじ売り

９ Ａ�イ１８５ 鴨居玲 英雄

１０ Ａ�イ３０２ 鴨居玲 私の話を聞いてくれ

出品リスト：

○常設展示室第１室

主要記事等：

「“色彩家”の美堪能」『長崎新聞』平成１９年６月１７日

主要記事等：

「本県３作家の全作展示」『長崎新聞』平成１９年１２月２日
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番号 所蔵番号 作者名 作品名

１１ Ａ�ロ４０ 鴨居玲 狂候えよ

１２ Ａ�イ３４７ 鴨居玲 廃兵

１３ Ａ�イ３０３ 鴨居玲 恋人達�
１４ Ａ�イ１０２０ 鴨居玲 自画像（パレット）

１５ Ａ�イ７９５ 鴨居羊子 さようなら

１６ Ａ�イ７９３ 鴨居羊子 さようなら

１７ Ａ�ニ６９ 鴨居羊子 聖母マリア様 聖バラスケヴァ

１８ Ａ�イ７９８ 鴨居羊子 捨猫次郎吉

１９ Ａ�イ７９９ 鴨居羊子 あいさつ

２０ Ａ�イ７４８ 鴨居羊子 玉まわし

２１ Ａ�ニ７２ 鴨居羊子 思い出

２２ Ａ�イ８００ 鴨居羊子 マリア様

２３ Ａ�イ８０１ 鴨居羊子 倦怠

２４ Ａ�ニ６８ 鴨居羊子 草っ原

２５ Ａ�ニ７３ 鴨居羊子 花束Ｂ

２６ Ａ�イ７９１ 鴨居羊子 終演

２７ Ａ�イ７９４ 鴨居羊子 化粧

２８ Ａ�イ７９２ 鴨居羊子 リボンリボンリボン

２９ Ａ�イ７９６ 鴨居羊子 閉幕

３０ Ａ�イ７９７ 鴨居羊子 マリア様

３１ Ａ�イ８０２ 鴨居羊子 天使

３２ Ａ�イ８０３ 鴨居羊子 自画像

３３ Ａ�イ０８０４ 鴨居羊子 犬

３４ Ａ�ニ７０ 鴨居羊子 疲れた

３５ Ａ�ニ７１ 鴨居羊子 ペチュニアと猫ウイリー

３６ Ａ�ニ７４ 鴨居羊子 布絵スケッチ

３７ Ａ�ロ２１２ 鴨居羊子 読書と体操

３８ Ａ�ロ２１３ 鴨居羊子 天使ちゃん

３９ Ａ�ロ２１４ 鴨居羊子 買い物

４０ Ａ�ロ２１５ 鴨居羊子 じゃれる猫

４１ Ａ�ロ２１６ 鴨居羊子 お出かけ

４２ Ａ�ロ２１７ 鴨居羊子 誕生

４３ Ａ�ロ２１８ 鴨居羊子 花バス

「三川内焼の美―中里陽山（末太郎）を中心に」
平成１９年６月１２日�～８月１８日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ｄハａ４６５ 中里末太郎（陽山） 染付菊萩文蓋碗

２ Ｄハａ４５４ 中里末太郎（陽山） 染付菊紋章入碗、皿

３ Ｄハａ４１７ 中里末太郎（陽山） 染付菊鳳凰文蓋物

４ Ｄハａ４６７ 中里末太郎（陽山） コーヒー・紅茶碗（受皿付）

５ Ｄハａ４６８ 中里末太郎（陽山） 金彩唐草コーヒーポット、シュガーポット、ミルク入れ

６ Ｄハａ４６９ 中里末太郎（陽山） 色絵桜文シュガーポット

７ Ｄハａ４７６ 中里末太郎（陽山） 金彩蘭文シングルグラス

８ Ｄハａ３９９ 中里末太郎（陽山） 釉下彩藤鳥文花瓶

出品リスト：

�常設展示室２

主要記事等：

「三川内焼の美 紹介」『長崎新聞』平成１９年６月２４日
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番号 所蔵番号 作者名 作品名

９ Ｄハａ４５９ 中里末太郎（陽山） 白磁深鉢

１０ Ｄハａ６８ 中里末太郎（陽山） 薄手白磁菓子鉢

１１ Ｄハａ４１８ 中里末太郎（陽山） 染付盛夏柳文蓋物

１２ Ｄハａ４６６ 中里末太郎（陽山） 染付唐子文碗

１３ Ｄハａ４００ 中里末太郎（陽山） 白磁陰刻葡萄文花瓶

１４ Ｄハａ４０４ 中里末太郎（陽山） 染付唐子文花瓶（丸大）

１５ Ｄハａ４７５ 中里末太郎（陽山） 白磁陽刻菊唐草文蓋物

１６ Ｄハａ３９８ 中里末太郎（陽山） 染付唐子文花瓶

１７ Ｄハａ４７１ 中里末太郎（陽山） 白磁煎茶碗

１８ Ｄハａ３９３ 中里末太郎（陽山） 白磁聖観音菩薩像

１９ Ｄハａ３９４ 中里末太郎（陽山） 白磁白衣観世音菩薩像

２０ Ｄハａ４３８ 中里末太郎（陽山） 染付牡丹文大皿

２１ Ｄハａ４７４ 中里末太郎（陽山） 白磁陰刻牡丹文香合

２２ Ｄハａ４３０ 中里末太郎（陽山） 染付葡萄文輪花大皿

２３ Ｄハａ４７０ 中里末太郎（陽山） 染付秋草文コーヒー碗皿

２４ Ｄハａ４０５ 中里末太郎（陽山） 染付梅樹文花瓶

２５ Ｄハａ９５ 中里三猿 染付浮上松鶴図花筒

２６ Ｄハａ２５６ 中里三猿 染付色浮上鬼灯文花瓶

２７ Ｄハａ２５８ 中里三猿 染付浮上柳鷺文浅鉢

２８ Ｄハａ２５９ 中里三猿 染錦浮上雀紅葉文鉢

２９ Ｄハａ２７６ 口石長山 白磁牡丹菊籠目香炉

３０ Ｄハａ３０ 口石長三 白磁龍巻香炉

３１ Ｄハａ９８ 中里茂右衛門 白磁細工龍香合

３２ Ｄハａ１１７ 中里安吉郎 白磁菊細工香炉

３３ Ｄハａ１２２ ２代中里雅松 染付唐子絵皿

「美人画―栗原玉葉」
平成１９年１１月２８日�～平成２０年１月１４日（月・祝）

番号 所蔵番号 作者名 作品名 制作年 形状 技法・材質 サイズ 所蔵先

１ Ａ�イ１６２ 栗原玉葉 絵像

２ Ａ�イ１６１ 栗原玉葉 美人画

３ Ａ�イ１８７ 栗原玉葉 母の愛（「孟母断機図」）

４ Ａ�イ１２３ 栗原玉葉 秋草美人図

５ Ａ�イ１４９ 栗原玉葉 艶

６ Ａ�イ１８５ 栗原玉葉 初秋の夕

７ Ａ�イ０１８６ 栗原玉葉 尼僧（修道女）

８ Ａ�イ２０８ 栗原玉葉 春秋美人図屏風

９ Ａ�イ２０９ 栗原玉葉 美人図屏風

１０ 現 Ａ１イ２２０ 栗原玉葉 葛の葉 大正８－１１年
（１９１９－２２）

衝立 絹本着色 １７５×８３� 個人蔵

出品リスト：

主要記事等：

平古場富美「絵画と信仰に生きた画家 栗原玉葉（上・中・下）」『長崎新聞』平成１９年１１月２５日、１２月２日、１２月８日
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「須磨コレクション�」
平成１９年４月２４日�～８月２６日�

出品リスト：

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ１０９ トラルバの画家 洗礼者聖ヨハネ

２ Ａ�イ１１２ ペレーアの画家 洗礼者聖ヨハネ

３ Ａ�イ６９ 作者不詳（スペイン）
（フアン・パントーハ・デ・ラ・クルスの周辺）

フェリペ二世

４ Ａ�イ１０１ フアン・パントーハ・デ・ラ・クルス フエンテス伯爵の肖像

５ Ａ�イ５２７ ミゲル・ハシント・メレンデス？ フェリペ五世

６ Ａ�イ１０６ ルイス・デ・ラ・クルス・イ・リオス フェルナンド七世の肖像

７ Ａ�イ４８０ パブロ・ゴンサルボ・イ・ペレス トレド、アルカンタラ橋

８ Ａ�イ６５６ ヘナロ・ペレス・ビリャアミル ロンダ（マラガ）

９ Ａ�イ４５６ ホアキン・ソローリャ・イ・バスティーダ 画家プラディーリャの肖像

１０ Ａ�イ９０ ホアキン・ソローリャ・イ・バスティーダ 浜辺の修道女たち

１１ Ａ�イ１４１ ダニエル・バスケス・ディアス 須磨彌吉郎の肖像

１２ Ａ�イ１１７ 作者不詳（セビーリャ派） パオラの聖フランチェスコ

１３ Ａ�イ１２０ 作者不詳（カスティーリャ派） キリストの鞭打ち

１４ Ａ�イ１３７ 作者不詳（セビーリャ派） エリアとバアルの預言者たち

１５ Ａ�イ３６２ アントン・ラファエル・メングス？ フェルナンド六世

１６ Ａ�イ３６２ アントン・ラファエル・メングス？ 王妃バルバラ

１７ Ａ�イ４７１ マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 風景

１８ Ａ�イ４７５ マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 東洋の幻想

１９ Ａ�イ５１７ 作者不詳（アラゴン派あるいはカタルーニャ派） 聖ステパノ

２０ Ａ�イ５１９ 作者不詳（スペイン） 聖アンデレ

２１ Ａ�イ５２０ 作者不詳（スペイン） 聖ユダ

「須磨コレクション�」
平成１９年８月２８日�～１２月９日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ１０９ トラルバの画家 洗礼者聖ヨハネ

２ Ｂロ１３ 作者不詳（スペイン） 悲しみの聖母

３ Ａ�イ６９ 作者不詳（スペイン）
（フアン・パントーハ・デ・ラ・クルスの周辺）

フェリペ二世

４ Ａ�イ１０１ フアン・パントーハ・デ・ラ・クルス フエンテス伯爵の肖像

５ Ａ�イ１０６ ルイス・デ・ラ・クルス・イ・リオス フェルナンド七世の肖像

６ Ａ�イ５５４ リカルド・バローハ・イ・ネッシ メモリア門

７ Ａ�イ９４ ダニエル・バスケス・ディアス 人気闘牛士たち

８ Ａ�イ１３６ ダニエル・バスケス・ディアス きこりのホルへ

９ Ａ�イ５５５ リカルド・バローハ・イ・ネッシ 道の下

１０ Ａ�イ１４１ ダニエル・バスケス・ディアス 須磨彌吉郎の肖像

１１ Ａ�イ５５６ リカルド・バローハ・イ・ネッシ 勇敢なる１３人

１２ Ａ�イ１３０ 作者不詳（カスティーリャ派） 巡礼者聖ヤコブ

１３ Ａ�イ１３１ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖バルトロマイ

１４ Ａ�イ１３２ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖セバスティアヌス

１５ Ａ�イ５１７ 作者不詳（アラゴン派あるいはカタルーニャ派） 聖ステパノ

１６ Ａ�イ５２２ 作者不詳（スペイン） 聖パウロ

１７ Ａ�イ５４１ モデスト・ウルジェイ・イ・イングラーダ 共同墓地のある風景

１８ Ｂロ１１ 作者不詳（カスティーリャの工房） 悲しみの聖母

出品リスト：

�常設展示室第３室
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「須磨コレクション�」
平成１９年１２月１１日�～平成２０年３月２３日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ４８０ パブロ・ゴンサルボ・イ・ペレス トレド、アルカンタラ橋

２ Ａ�イ５３９ ニコラス・カバニェーロ イサベル二世運河、ポントン・デ・ラ・オリバのダム

３ Ａ�イ５４０ ニコラス・カバニェーロ イサベル二世運河、ラ・シマの水道橋

４ Ａ�イ５４９ リカルド・デ・ビリョーダス 自画像

５ Ａ�イ５４３ ライムンド・デ・マドラーソ リュサンジュ公

６ Ａ�イ４７３ エミリオ・サラ・イ・フランセス 裸婦

７ Ａ�イ５５０ エミリオ・サラ・イ・フランセス マドリードのカジノの装飾画のための習作

８ Ａ�イ５３７ エウヘニオ・ルーカス・ベラスケス 川の流れる風景

９ Ａ�イ５４１ モデスト・ウルジェイ・イ・イングラーダ 共同墓地のある風景

１０ Ａ�イ５５４ リカルド・バローハ・イ・ネッシ メモリア門

１１ Ａ�イ５４２ アントニオ・ムニョス・デグライン 聖地（エルサレム）

１２ Ａ�イ１３６ ダニエル・バスケス・ディアス きこりのホルへ

１３ Ａ�イ５５９ ダニエル・バスケス・ディアス イスパニダー記念聖堂

１４ Ａ�イ１４１ ダニエル・バスケス・ディアス 須磨彌吉郎の肖像

１５ Ａ�イ４７６ ホセ・グティエレス・ソラーナ 軽業師たち

１６ Ａ�イ４７７ ホセ・グティエレス・ソラーナ アスファルト舗装をする男たち

１７ Ａ�イ９５ ホセ・グティエレス・ソラーナ 仮面たち

１８ Ａ�イ１２１ ホセ・グティエレス・ソラーナ 死神と仮面

出品リスト：

「須磨コレクションの紙作品」
平成１９年４月２４日�～７月８日�

出品リスト：

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�ロ１１４ 作者不詳（スペイン） 聖アントニウスによる幼児キリストの幻視

２ Ａ�ロ２７ ペドロ・オレンテ マナの収集（？）

３ Ａ�ロ９５ 作者不詳（スペイン） 洗礼者聖ヨハネの牢獄

４ Ａ�ロ１３１ 作者不詳（スペイン） 聖アエギディウス

５ Ａ�ロ９６ 作者不詳（スペイン） 十字架の下の悲しみの聖母マリアと聖ヨハネ

６ Ａ�ロ９７ 作者不詳（スペイン） 聖人修道士の殉教

７ Ａ�ロ１３２ フランシスコ・バイェウ・イ・スビアス 聖ヤコブへのエル・ピラールの聖母の出現

８ Ａ�ロ１３５ フアン・ラミレス・デ・アレリャーノ 聖ヨセフの死

９ Ａ�ロ１０１ ホアキン・ソローリャ・イ・バスティーダ バレンシア海岸の船

１０ Ａ�ロ１０２ ホアキン・ソローリャ・イ・バスティーダ すわる老女

１１ Ａ�ロ９０ マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 絵を描く女

１２ Ａ�ロ１１０ マリアーノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 人物習作

�常設展示室第４室
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「山端庸介 ナガサキ・ジャーニー」
平成１９年７月１０日�～９月２４日（月・祝）

出品リスト：

番号 作者名 作品名 撮影年月日 所蔵先

１ 山端庸介 負傷した弟を背負い縁者を捜す兄 （長崎駅付近 爆心地より２．２�） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

２ 山端庸介 爆心地方面から長崎駅方向へ向かう人々 （八千代町付近 爆心地より２キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

３ 山端庸介 井樋ノ口町［現・宝町］ （爆心地より１．６キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

４ 山端庸介 医師を探す父親 （井樋ノ口町［現・宝町］付近 爆心地より１．５キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

５ 山端庸介 岩川町付近 （爆心地より１キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

６ 山端庸介 荷車を曳いていた馬 （岩川町付近 爆心地より７００�） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

７ 山端庸介 地面を這う老婆 （茂里町－川口町付近 爆心地より１．２キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

８ 山端庸介 浜口町より南を望む （爆心地より２５０�） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

９ 山端庸介 山王神社参道入口の一ノ鳥居 （岩川町付近 爆心地より７００�） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

１０ 山端庸介 道ノ尾駅 （爆心地より３．６キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

１１ 山端庸介 静かな死 （東北郷付近 爆心地より２キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

１２ 山端庸介 治療の順番を待つ母子 （道ノ尾駅 爆心地より３．６キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

１３ 山端庸介 リヤカーでたどり着いた少年 （道ノ尾駅 爆心地より３．６キロ） 昭和２０年（１９４５）８月１０日 長崎原爆資料館

「ゴヤ『戦争の惨禍』�」
平成１９年９月２６日�～１２月９日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ８１－１ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 来るべきものへの悲しき予感

２ Ａ�イ８１－２ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 理由があろうとなかろうと

３ Ａ�イ８１－３ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 同じことだ

４ Ａ�イ８１－４ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 女たちは勇気をあたえる

５ Ａ�イ８１－５ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス やはり野獣だ

６ Ａ�イ８１－６ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス お前にはふさわしい

７ Ａ�イ８１－７ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 何と勇敢な！

８ Ａ�イ８１－８ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス いつもこうだ

９ Ａ�イ８１－９ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 嫌なのだ

１０ Ａ�イ８１－１０ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス やはり嫌だ

１１ Ａ�イ８１－１１ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス どうしても嫌だ

１２ Ａ�イ８１－１２ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス そのためにお前たちは生まれたのだ

１３ Ａ�イ８１－１３ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 辛い立会い

１４ Ａ�イ８１－１４ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス この道は険しい！

１５ Ａ�イ８１－１５ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス もう助かる道はない

１６ Ａ�イ８１－１６ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 彼らはここまでむしり取る

１７ Ａ�イ８１－１７ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 意見が合わない

１８ Ａ�イ８１－１８ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 葬って後は口を噤め

１９ Ａ�イ８１－１９ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス もう間に合わない

２０ Ａ�イ８１－２０ フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス 治してやって、また戦場へ

出品リスト：

協力：長崎原爆資料館、山端祥吾氏

主要記事等：

「被爆地撮影の足跡」『長崎新聞』平成１９年７月１５日
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「東松照明 長崎マンダラ 中国編」
平成１９年１２月１１日�～平成２０年３月９日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名 撮影場所

１ Ｈイ４５ 東松照明 崇福寺門前 鍛冶屋町

２ Ｈイ３３ 東松照明 聖福寺の瓦塀 玉園町

３ Ｈイ４７ 東松照明 時中小学校（現・孔子廟） 大浦町

４ Ｈイ９９ 東松照明 関帝像 崇福寺・鍛冶屋町

５ Ｈイ４６ 東松照明 華僑 新地町

６ Ｈイ１１７ 東松照明 中国の木神 館内町

７ Ｈイ２２４ 東松照明 （無題） 新地町

８ Ｈイ１４１ 東松照明 蛇頭 福建会館・館内町

９ Ｈイ２９ 東松照明 唐人伝承の獅子舞 深堀町

１０ Ｈイ２２５ 東松照明 奉納蛇踊りのメンバー 諏訪神社前・馬町

１１ Ｈイ２４ 東松照明 住職とマイちゃん 聖福寺・玉園町

１２ Ｈイ６１ 東松照明 中国盆 ４ 高玉樹さん 崇福寺・鍛冶屋町

１３ Ｈイ６３ 東松照明 中国盆 ６ 火の用心 崇福寺・鍛冶屋町

１４ Ｈイ６５ 東松照明 ちびっこ蛇踊り 諏訪小学校・興善町

１５ Ｈイ１７３ 東松照明 大正琴 天后堂・館内町

１６ Ｈイ１９１ 東松照明 精霊流し 桜馬場一丁目

１７ Ｈイ２３０ 東松照明 「助言無用」の毎日将棋 湊公園・新地町

１８ Ｈイ５８ 東松照明 中国盆 １ 赤ローソク 崇福寺・鍛冶屋町

１９ Ｈイ５９ 東松照明 中国盆 ２ 食事 崇福寺・鍛冶屋町

２０ Ｈイ６０ 東松照明 中国盆 ３ 供物 崇福寺・鍛冶屋町

２１ Ｈイ６２ 東松照明 中国盆 ５ 什錦菜 崇福寺・鍛冶屋町

２２ Ｈイ６４ 東松照明 ランタン祭り 湊公園・新地町

２３ Ｈイ１４８ 東松照明 孔子廟 大浦町

２４ Ｈイ２１２ 東松照明 原爆で崩壊した本堂の瓦塀 春徳寺・夫婦川町

出品リスト：

「瀧口修造／アントニ・タピエス『物質のまなざし』」
平成２０年３月１１日�～４月２７日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名 （点数）

１ Ａ�ロ９８ 瀧口修造／アントニ・タピエス 物質のまなざし （１２）

出品リスト：

「スペイン近現代美術�」
平成１９年４月２４日�～８月２６日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ２４６ パブロ・ピカソ 静物

２ Ａ�イ５１３ パブロ・ピカソ 鳩のある静物

３ Ａ�イ２４０ ジョアン・ミロ PEINTURE （絵画）

４ Ｂハ８１ ジョアン・ミロ 枝の上の鳥

出品リスト：

主要記事等：

「長崎の中国文化紹介」『長崎新聞』 平成１９年１２月１６日

中村共子「美術批評！ 東松照明『長崎マンダラ 中国編』展」 『朝日新聞』九州版 平成２０年２月８日

�常設展示室第５室
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番号 所蔵番号 作者名 作品名

５ Ａ�イ３０８ アントニオ・ロペス フランシスコ・カレテロ

６ Ａ�イ２４７ アントニ・タピエス 茶の上の黄土

７ Ａ�ニ８５ アントニ・タピエス 身体のコンポジション

８ Ａ�イ３０１ ホアン・ヘノベス 都市風景＝「三叉路」（ラス・メニナスの修復家達ヘのオマージュ）

９ Ａ�イ４７９ エドゥアルド・ナランホ 自画像「私は七月に犬の頭蓋骨を描いている」

１０ Ａ�イ４７８ マノロ・バルデス 黒い背景の肖像

１１ Ａ�イ１０３８ エドゥアルド・アロージョ ハエの楽園あるいはヴァルター・ベンヤミンのポル・ボウでの最期

１２ Ａ�イ１０３９ アントニオ・ムラド ディプティック（赤と灰色）

「スペイン近現代美術�」
平成１９年８月２８日�～１１月２５日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ｂハ１６ ザビエル・コルベロ 静止の世界

２ Ａ�ロ８７ アントニ・タピエス インフォーマル

３ Ａ�ロ８８ アントニ・タピエス ガット

４ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 行跡

５ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

６ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

７ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

８ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

９ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

１０ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

１１ Ａ�ロ８９ ジョアン・ブロッサ 視覚詩

１２ Ａ�イ４７８ マノロ・バルデス 黒い背景の肖像

１３ Ａ�ニ７６ アントニオ・サウラ 無題

１４ Ａ�ニ７７ アントニオ・サウラ 無題

１５ Ａ�ニ７８ アントニオ・サウラ 無題

１６ Ａ�ニ７９ アントニオ・サウラ 無題

１７ Ａ�イ１０３８ エドゥアルド・アロージョ ハエの楽園あるいはヴァルター・ベンヤミンのポル・ボウでの最期

１８ Ａ�イ７５ アントニ・クラベ 手袋のアッサンブラージュ

出品リスト：

「スペイン近現代美術�」
平成１９年１１月２７日�～平成２０年３月２３日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

収蔵資料 Ａ�イ２４０ ジョアン・ミロ PEINTURE（絵画）

収蔵資料 Ａ�イ５１３ パブロ・ピカソ 鳩のある静物

収蔵資料 Ａ�イ２５８ サルバドール・ダリ 海の皮膚を引きあげるヘラクレスがクピドをめざめさせようとする
ヴィーナスにもう少し待って欲しいと頼む

収蔵資料 Ａ�イ２４７ アントニ・タピエス 茶の上の黄土

収蔵資料 Ｂハ８１ ジョアン・ミロ 枝の上の鳥

収蔵資料 Ｂニ９ アントニ・タピエス 綱と十字の刻印

収蔵資料 Ａ�イ４７８ マノロ・バルデス 黒い背景の肖像

収蔵資料 Ａ�イ１０３９ アントニオ・ムラド ディプティック（赤と灰色）

収蔵資料 Ａ�ニ８５ アントニ・タピエス 身体のコンポジション

収蔵資料 Ａ�イ７５ アントニ・クラベ 手袋のアッサンブラージュ

出品リスト：
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「『ながさき音楽祭２００７』開催記念 山本森之助特別展示」
平成１９年８月２８日�～１１月２５日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ２１３ 山本森之助 山

２ Ａ�イ１９１ 山本森之助 残雪

３ Ａ�イ７６０ 山本森之助 利根川べり

４ Ａ�イ２２３ 山本森之助 蒲郡の朝

出品リスト：

�常設展示室パティオ前
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４．教育普及・生涯学習事業

１）展覧会関連ワークショップ

�企画展「北欧モダンデザイン＆クラフト」展関連ワークショップ
概要：

展覧会の鑑賞と、ものづくりを通して、北欧の人々が大切に

している生活の中の「美」や普遍的な「美」を身近に感じて

いただき、ハンドメイドで春らしい演出を楽しめるワーク

ショップを展開した。

�「春のおでかけバッグ」
内容：

展覧会鑑賞後、自然をモチーフにした北欧のデザインを参考

に、散歩が楽しくなるようなお出かけバッグを制作した。

講師：carioca（カリオカ）

日時：４月１５日� １０：００～１６：００

会場：企画展示室、アトリエ

対象：一般

募集方法：事前申込

参加費：２，０００円＋展覧会観覧料

参加者数：２２人

�「はこで織る布雑貨」
内容：

展覧会鑑賞後、北欧の色合い、デザインを参考に、「はこ織

り」によるコースター、タペストリーを制作した。

日時：�４月２１日� �２２日� １３：００～１６：００

会場：企画展示室、アトリエ

対象：小学４年生～一般（親子での参加可）

募集方法：事前申込

参加費：５００円＋展覧会観覧料

参加者数：�３１人 �２５人
�「北欧のこどもべや」
内容：

北欧をイメージした子どもべやをアトリエにつくり、フィン

ランド、スウェーデン、デンマークを中心とした北欧の絵本、

玩具をはじめ、誰でも参加できるワークショップ（モビール

作り）も実施した。

日時：５月１日�～６日� ＊６日間 １０：００～１８：００

会場：アトリエ

対象：子ども～一般

募集方法：当日受付

参加費：無料

参加者数：のべ３，９４３人

春のおでかけバッグ

はこで織る布雑貨

北欧のこどもべや
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�美術館コレクション展「デザイン希望峰」展関連ワークショップ
「竹下洋子ニットコーディネイト会」

概要：

出品作家の一人である竹下洋子氏によるニットのコーディネ

イト及び写真撮影を行った。

講師：竹下洋子（美術家）

日時：５月１３日� １０：１０～１２：００

会場：常設展示室、アトリエ

対象：一般

募集方法：事前申込

参加費：５００円＋展覧会観覧料

参加者数：１０人

�企画展「NHK日曜美術館３０年展」関連ワークショップ
�鑑賞ワークショップ「こども日曜美術館」
概要：

こども達に「日曜美術館」の出演者と同じように、自由な発

想で作品について語ってもらうことを目的とし、作品鑑賞に

対する意識を深めるワークショップ。記録映像を DVD化し、

展覧会開催中に館内で放映し成果を公開。参加者にも配布し

た。長時間の鑑賞プログラムと映像制作という課題において、

学芸員とエデュケーターが一体となって取組み、対象年齢が

幅広い事も特徴的であった。アートゲームなど当館では初の

試みにも意欲的に取組んだ。

主催：NHK長崎放送局、長崎県美術館

日時：６月２日�・３日� ＊２日間連続

１０：００～１５：００

会場：企画展示室、アトリエ、ホール、館周辺

対象：小学３年生～中学生

募集方法：事前申込

参加費：無料

参加者数：２０人

DVD制作：「鑑賞ワークショップこども日曜美術館」

（２０分、制作：VIDEO STUDIO 呂紅）

�こども用ワークシート「こども日曜美術館」
概要：

展覧会会期中、受付にて来場した子どもを対象に配布した。

DVD

ワークシート
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�企画展「美術館に行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」関連ワークショップ
�「ミッフィーフェスティバル」
概要：

ミッフィー関連グッズ約４００点を販売。ハウステンボスの関

連商品も販売し、地域との連携も図った。

日時：１０月６日�～９日� １０：００～１８：００

会場：ホール

入場者数：のべ７０６人

�握手会「ミッフィーと握手をしよう」
概要：

ミッフィーの着ぐるみと企画展示室入口で握手、写真撮影会

を開催した。毎回行列ができるほどの人気で、整理券を発行

した。ミッフィーと触れ合えることで、展覧会に対してもさ

らに親しみをもっていただくことができた。

日時：１０月６日�、２０日�、２１日�、１１月３日�、４日�
�１１：３０～１２：００ �１３：３０～１４：００ �１５：００～１５：３０
会場：企画展示室

募集方法：当日受付

参加費：無料（高校生以上は観覧券が必要）

参加者数：２，０７２人（４００人／３００人／４００人／５４０人／４３２人）

	ワークショップ「色と形の組み合わせ」
ａ）「ミッフィーとブラック・ベアを作ろう」

概要：

キャラクターがプリントされた用紙に折り紙等で貼り絵を施

した。親子が共同で作品を制作することで、作品や展覧会へ

の関心を促した。

日時：１０月１３日� １３：３０～１６：００

対象：親子（こども５才以上）

募集方法：事前申込

参加費：２，０００円＋展覧会観覧料

参加者数：１５人

ｂ）「かわいい表紙のノートを作ろう」

概要：

ブルーナの作品制作の技法を模倣して、ノートの表紙をデザ

インした。ブルーナの制作の課程を追体験することで、作品

についての理解につながった。

日時：１０月１４日� １３：３０～１６：００

対象：一般

募集方法：事前申込

参加費：２，０００円＋展覧会観覧料

参加者数：７人

ミッフィーと握手をしよう

ミッフィーとブラック・ベアを作ろう

かわいい表紙のノートを作ろう
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�「ブルーナ絵本の読み語り」
概要：

KTNアナウンサーによるブルーナ絵本の読み語り。子ども

だけでなく、大人もブルーナの世界に引き込まれていた。

日時：１０月２１日�、２８日� �１３：３０～ �１４：３０～
会場：企画展示室内絵本コーナー

募集方法：当日受付

参加費：無料（高校生以上は観覧券が必要）

参加者数：１７５人（８０人／９５人）

�アニメ上映会「ミッフィーとおともだち」
概要：

ミッフィーと仲間たちの人形アニメを８本上映。子どもも楽

しんで観られるよう座席をクッションにするなど工夫するこ

とで、参加しやすい雰囲気作りを心がけた。保育園での団体

など、親子での参加も多かった。

日時：１０月２３日�～２８日� �１１：００～１１：４５ �１３：００～１３：４５
会場：ホール

募集方法：当日受付

参加費：無料

参加者数：３７０人

�ワークショップ「モビールをつくろう」
概要：

展覧会鑑賞後、カルダーの作品を参考にモビールを制作した。

モビールという手軽に作れる彫刻を制作することで、作品に

対しての興味につながった。

日時：①１１月１０日�、②１１日� １３：３０～１６：００

会場：企画展示室・アトリエ

対象：１０日 こども（小学生～中学生）

１１日 高校生～一般

募集方法：事前申込

参加費：５００円＋展覧会観覧料

参加者数：①１８人 ②１０人

�美術館コレクション展「長崎の美術３渡辺与平展」関連ワークショップ
	「着物で味わうヨヘイ」
概要：

展覧会鑑賞後、アンティーク着物を着付けてもらい、学芸員

の解説を聞きながら展覧会を鑑賞した。普段とは違う装いで

鑑賞することで、画家の生きた時代を追体験し、作品を身近

に感じていただくことができた。

日時：２月３日� １０：３０～１２：３０

会場：常設展示室、ホール

講師：野島愛、中嶋涼子（古々屋）

対象：高校生以上

募集方法：事前申込

参加費：２，０００円（観覧券＋カフェのコーヒー券付）

参加者数：１５人

ブルーナ絵本の読み語り

モビールをつくろう
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�「木版で作る絵葉書」
概要：

展覧会鑑賞後、木版で印刷されたコマ絵をヒントに、木版画

の絵葉書を制作した。中学生から一般まで幅広い年齢の方々

に参加いただいた。

日時：２月１６日�・１７日�
＊２日間連続 １０：３０～１６：００

会場：常設展示室、アトリエ

対象：中学生以上

募集方法：事前申込

参加費：１，３００円（展覧会観覧料を含む）

参加者数：１３人
木版で作る絵葉書
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２）アートクラブ

�こどもアートクラブ
概要：

全８回の活動を通して、継続的に鑑賞力・表現力を高めることを目指し、

展覧会や長崎の文化的行事に関連する活動をおこなった。展覧会に関連

した表現活動では、平面作品と立体作品がバランスよく制作でき、全体

を通して子どもの満足度も高いものであった。集大成の共同制作では、

長崎くんちの「川船」にちなんだ大型作品に取組み、館外に出ての船回

しでは盛り上がりをみせた。また、本年度から初参加者を優先して受け

入れた。時間を３０分延長し、時間が足りない回に関しては補講日を設

けるなど、落ち着いて制作できる環境づくりを目指した。

日時：５月～１０月 （全８回） 隔週土曜日 １０：００～１２：３０

会場：アトリエ、企画展示室、常設展示室、館周辺

対象：小学生（１～６年生）

募集方法：事前申込

参加費：３，０００円（全８回分）

参加者数：３０名

関連事業：

アートクラブ作品展２００７

日時：１０月６日�・７日� １０：００～１８：００

会場：アトリエ、エントランス

観覧者数：４１２人

※共同作品は、長崎くんちの期間中エントランスに展示した。

開催日時 テーマ 内容

�５月１２日� デザイン・ドライブ！（鑑賞・デザイン） オリエンテーション後、企画展「北欧モダン デザイン＆クラフト」と美術
館コレクション展を鑑賞した。気に入った作品を模写し、シルクスクリーン
の技法でオリジナルハンカチを制作した。

�５月２６日� アートハタめく（工作） 一銭バタを作り、マーカーで彩色した後、水辺の森公園でハタ揚げを行なっ
た。講師：小川暁博（小川凧店）

�６月９日� 鮭をもしゃ！（絵画） 企画展「NHK日曜美術館３０年展」を鑑賞し、高橋由一の《鮭》を模写した
後、本物の鮭を見ながら日本画の絵の具で絵画に挑戦した。

�６月２３日� 陽山さんの巻（陶芸） 美術館コレクション展で中里陽山の作品を鑑賞後、素焼きの皿に絵付けをす
る活動と、陶芸粘土で金ボウルや型紙を使ってお皿をつくる活動をした。

�７月２１日� キャパさんの巻（写真） 企画展「ロバート・キャパ」展を鑑賞後、館内外を、一眼レフカメラを使っ
て写真撮影した。
講師：坂中 淳（写真家・西大村中学校美術教諭）
※台風接近に伴い予定日より一週間延期して実施。

７月２２日�
７月２３日�
ａ）１０時～１２時
ｂ）１３時～１５時

こどもアートクラブ補講 補講日を４つの時間帯に区切り、来る時間帯を撮影したペアごとに予め指定。
前回撮影した作品のプリント作業、および第６・７回の共同作品の構想を
練った。
※台風接近に伴い予定日より一週間延期して実施。

	９月８日�

９月２２日�
※１３時まで

長崎の祭おくんち！「ぐるぐる◎ミラクル
船！」

長崎くんち「川船」にちなんで、共同でオリジナルの船を作った。
作品サイズ：９１×２７５×（高さ）１９８�

�１０月８日
（月・祝）

鑑賞会「おひろめの舞」 これまで自分たちが制作した全作品を鑑賞後、共同制作した船の作品を館周
辺で披露した。

リーフレット
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開催日 親の活動 幼児の活動

�５月８日� 鑑賞：「北欧モダン デザイン＆クラフト」展
表現：シルクスクリーン（植物のデザイン）

ローラー遊び

�５月２２日� 表現：シルクスクリーン（布バッグにプリント） スタンピング

�６月１２日� 鑑賞：「NHK日曜美術館３０年展」
表現：絵の具作り

お魚の絵

�６月２６日� 表現：陶芸、器作り 粘土遊び

�７月１０日� 表現：陶芸、絵付け らくがき遊び

�７月２４日� 鑑賞：「ロバート・キャパ」展
表現：フォトグラム

おもちゃカメラ作り

�９月１８日� 表現：絵本作り とびだすカード作り

	１０月１６日� 鑑賞：「美術館へ行こう！」展
表現：絵本作り

大型絵本作り

開催日 活動 内容

７月２６日
 おしゃべり鑑賞、ピンホールカメラ制作 企画展のおしゃべり鑑賞を行い、紙箱でピンホールカメラを制作した。

７月２７日� 撮影、プリント 館周辺で撮影、暗室でプリント作業を行った。

７月２８日� 撮影、プリント 館周辺で撮影、暗室でプリント作業、仕上げに額縁を作り、鑑賞会を行った。

�親子アートクラブ
概要：

親と子が全８回の活動を通して、美術館に親しんでいただく

ことを目的とした。親は作品鑑賞と表現活動を体験し、幼児

は工作・造形あそびを中心に活動した。親と子が別々の活動

をするが、同じアトリエ内において活動し、保育サポートも

あるため、安心して取り組んでいただくことができた。

日時：５月～１０月 （全８回）

隔週火曜日 １０：００～１２：００

会場：アトリエ、企画展示室、常設展示室

対象：親子（３歳以上の就学前の子どもと母親）

募集方法：事前申込

参加費：３，０００円（全８回分）

参加者数：２０組

�サマーアートクラブ
概要：

企画展「ロバート・キャパ」展に関連した活動。１日目はお

しゃべり鑑賞、２日目からはピンホールカメラ作りと撮影、

プリントを行った。

日時：

７月２６日
・２７日�・２８日� ＊３日間連続

�１０：００～１２：３０ �１４：００～１６：３０
会場：アトリエ、企画展示室、館周辺

対象：�小学１～３年生 �小学４～６年生
募集方法：事前申込

参加費：２，０００円（全３日分）

参加者数：�２０人 �１９人
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３）移動美術館 art moving

概要：日頃来館する機会に恵まれない遠隔地において、当館

の収蔵作品による展覧会を開催。併せてワークショップ、鑑

賞教室等を実施した。

募集方法：各市町教育委員会より公募

募集期間：平成１８年９月１日�～１０月３１日� ＊未開催地

を優先

�移動美術館 in 南島原市
内容：

長崎ゆかりの美術、須磨コレクションを中心に構成。シャガー

ルの版画や南島原市出身の北村西望の彫刻、手で触れること

のできる富永直樹の動物彫刻を展示した。

開催期間：９月２９日�～１０月８日� ＊１０日間

１０：００～１８：００

休館日：なし

主催：南島原市、南島原市教育委員会、長崎県美術館

後援：長崎県、長崎県教育委員会、南島原市文化協会、朝日

新聞社、島原新聞社、長崎新聞社、西日本新聞社、毎日新聞

社、読売新聞西部本社、KTNテレビ長崎、NIB長崎国際テ

レビ、NCC長崎文化放送、NBC長崎放送、NHK長崎放送

局、FM長崎、ケーブルテレビジョン島原、ひまわりテレビ

会場：ありえコレジヨホール

観覧者数：１，３１６人

観覧料：無料、関連事業への参加費無料

出品点数：３９点

鑑賞ツール：ワークシート

関連事業：

�オープニングセレモニー及び学芸員によるギャラリートー
ク

日時：９月２９日� １０：００～１１：００

参加者数：１４２人

�開催記念特別講演会
「日本文化の魅力―日本人の忘れもの」

講師：米田 耕司（長崎県美術館館長）

日時：９月２９日� １２：３０～１３：３０

参加者数：８５人

�鑑賞教室
日時：１０月５日� １３：００～１６：００

参加校：南島原市立有家小学校５・６年生 ９３人

�ワークショップ「シルクスクリーン」
日時：１０月６日� �１０：００～１２：００ 	１４：００～１６：００
対象：小学生～大人

募集方法：事前申込

参加者数：計４０人


こどもの広場「木のプール」
内容：木の大型玩具「木のプール」を設置。

日時：展覧会会期中

会場：ありえコレジヨホールロビー

�ミュージアムショップ
販売物：展覧会図録、ポストカード、marini＊monteanyグッ

ズ等

南島原出品リスト：

番号 収蔵番号 作者名 作品名

１ Ｂハ１０ 北村西望 将軍の孫

チラシ

学芸員によるギャラリートーク

ワークショップ
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�移動美術館 in 平戸市
内容：長崎ゆかりの美術で構成。展示室入口には、手で触れ

ることのできる富永直樹の動物彫刻を展示した。

開催期間：１０月２７日�～１１月１８日� ＊２３日間

９：００～１７：００

休館日：なし

主催：平戸市教育委員会、長崎県美術館

後援：平戸市、生月町文化協会、長崎新聞社、西日本新聞社

会場：平戸市生月町博物館・島の館

観覧者数：２，２４５人

観覧料：無料、関連事業への参加無料

出品点数：１９点

鑑賞ツール：出品作家略歴、ワークシート

番号 収蔵番号 作者名 作品名

２ Ｂハ１１ 北村西望 母子像

３ Ｂハ４ 北村西望 愛猫

４ Ｂニ３２ 富永直樹 大将の椅子

５ Ｂニ３４ 富永直樹 タロ・ジロの像

６ Ｂハ２４ 富永直樹 パンダうさぎ

７ Ｂハ６６ 富永直樹 アレックス

８ ＡⅡイ１ 彭城貞徳 九十九島・月夜の景

９ ＡⅡイ１０２９ 彭城貞徳 菊図

１０ ＡⅡイ３４８ 山本森之助 河畔の村と冬木立

１１ ＡⅡイ２ 山本森之助 雨後

１２ ＡⅡイ３ 渡辺（宮崎）与平 金さんと赤

１３ ＡⅡイ２７０ 渡辺（宮崎）与平 白日

１４ ＡⅡイ１８０ 横手貞美 風景

１５ ＡⅡイ５０７ 横手貞美 モンマルトル風景

１６ ＡⅡイ７７６ 青山龍水 雲仙

１７ ＡⅡイ７７７ 青山龍水 冷雨（氷雨の日）

１８ ＡⅡイ６３ 中村琢二 島原城址

１９ ＡⅡイ６４ 林鶴雄 仁田峠から

２０ ＡⅡイ７２４ 永田力 見物人

２１ ＡⅡイ７９３ 鴨居羊子 さようなら

２２ ＡⅡイ７９１ 鴨居羊子 終演

２３ ＡⅡイ１０１９ 鴨居玲 サイコロ

２４ ＡⅡイ３０２ 鴨居玲 私の話を聞いてくれ

２５ Ｈイ２２１ 東松照明 草冠８

２６ Ｈイ３６ 東松照明 漁具

２７ ＡⅡイ５７４ ジェイムス・マクドゥガル・ハート キューバ風景

２８ ＡⅡイ６２１ アンヘル・リスカーノ 自由（『ドン・キホーテ』より）

２９ ＡⅡイ６２０ アンヘル・リスカーノ ドン・キホーテとライオン（『ドン・キホーテ』より）

３０ ＡⅡイ７５８ イグナシオ・ピナソ・カマルレンク イカロス遊び

３１ ＡⅡイ５５０ エミリオ・サラ・イ・フランセス マドリードのカジノの装飾画のための習作

３２ ＡⅡイ４５６ ホアキン・ソローリャ・イ・バスティーダ 画家プラディーリャの肖像

３３ ＡⅡイ５５９ バスケス・ディアス イスパニダー記念聖堂

３４ ＡⅡイ５６３ ホセ・フラウ・ルイス 雨のカスティーリャ

３５ ＡⅢロ５４ マルク・シャガール サーカス

３６ ＡⅢロ５４ マルク・シャガール サーカス

３７ ＡⅢロ５４ マルク・シャガール サーカス

３８ ＡⅢロ５４ マルク・シャガール サーカス

３９ ＡⅢロ５４ マルク・シャガール サーカス

チラシ
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関連事業：

�オープニングセレモニー及び学芸員によるギャラリートー
ク

日時：１０月２７日� ９：００～

参加者数：３０人

�鑑賞教室
日時：１１月１８日� １３：００～１４：００

参加校：２０人

�ワークショップ「シルクスクリーン」
日時：１０月２７日� １３：００～１５：００

１１月１８日� １４：００～１６：００

対象：小学生～大人

募集方法：事前申込

参加者数：計４０人

�こどもの広場「木のプール」
内容：木の大型玩具「木のプール」を設置。

日時：展覧会開催中

会場：平戸市生月町博物館・島の館ロビー

�ミュージアムショップ
販売物：展覧会図録、ポストカード

生月出品リスト：

番号 収蔵番号 作者名 作品名

１ ＡⅡイ１０２９ 彭城貞徳 菊図

２ ＡⅡイ２１０ 彭城貞徳 和洋合奏之図

３ ＡⅡイ１ 彭城貞徳 九十九島・月夜の景

４ ＡⅡイ１９５ 山本森之助 戦場ヶ原

５ ＡⅡイ３４８ 山本森之助 河畔の村と冬木立

６ ＡⅡイ１０３５ 山本森之助 セーヌ河 ポプラ

７ ＡⅡイ２ 山本森之助 雨後

８ ＡⅡイ３ 渡辺（宮崎）与平 金さんと赤

９ ＡⅡイ２７０ 渡辺（宮崎）与平 白日

１０ ＡⅡイ２４３ 渡辺（宮崎）与平 帯

１１ ＡⅡイ１８０ 横手貞美 風景

１２ ＡⅡイ４８９ 横手貞美 赤い線のある家

１３ ＡⅡイ４９１ 横手貞美 アトリエの庭

１４ ＡⅡイ５０７ 横手貞美 モンマルトル風景

１５ ＡⅡイ１０１９ 鴨居玲 サイコロ

１６ ＡⅡイ１０３１ 鴨居玲 蛾

１７ ＡⅡイ３０２ 鴨居玲 私の話を聞いてくれ

１８ ＡⅡイ３０３ 鴨居玲 恋人達（Ｂ）

１９ Ｂハ２２ 富永直樹 タロ・ジロの像

鑑賞教室

ワークショップ

87



４）こどもの広場

概要：

「絵本の読み聞かせ、おもちゃコレクションとの出会い」による美術へのふれあいを基本に、来館者のために解放する自由な空

間として提供しているもの。子どもから大人までの幅広い年齢層に、美術館での活動に親近感を持ってもらう事を目的とする。

また、大学との連携を行い、学生支援事業としても推進した。

�親子ワークショップ「カプラであそぼう！」
内容：

当館所蔵の木製ブロックおもちゃ「カプラ」を使ったワーク

ショップ。カプラ専任講師の指導のもと約２万ピースのカプ

ラを様々な形に積み上げていった。穏やかな雰囲気の中、家

族ごとに作品を作ったり、全員で大きな「ナイアガラの滝」

をイメージした作品を作って倒したりと、子どもも大人も夢

中になって取組んだ。家族、特に父と子がふれあう良い機会

となった。

講師：冨安智子（アトリエカプラ）

日時：６月３０日� １０：３０～１２：３０

会場：ホール

対象：親子２０組（子ども：小学生）

募集方法：事前申込

参加費：１家族１，０００円

参加者数：６０人

�「手作りのおもちゃ箱�」
内容：

長崎大学教育学部美術科の学生との共同ワークショップで、

前年度秋に開催したものの第２弾。小学生、幼児と保護者を

主な対象に、身近な素材を使って「かんたん・楽しいおも

ちゃ」の作り方を紹介し、来場者が自由につくって楽しめる

場を提供した。新入生を中心に、更にわかりやすく楽しめる

内容を盛り込んだ。学生の斬新なアイディアや、親身なサポー

トは、利用者に好評であった。学生が自作の紙芝居を読み語

る「かみしばいタイム」も同時開催した。

連携大学：長崎大学教育学部芸術表現講座美術科教育研究室

日時：７月７日�・８日� １０：００～１７：００

受付時間：�１０：００ �１１：００ �１３：００ �１４：００
�１５：００ �１６：００

会場：アトリエ

対象：小学生～

募集方法：当日受付

参加費：１回１００円、入場のみ無料

入場者数：のべ７８２人（制作人数：３４６人）

サポートスタッフ：学生１９人

関連企画「かみしばいタイム」

内容：学生が自作の紙芝居・絵本を読み語る。全３作品。

日時：７月７日�・８日� １２：００～１３：００

会場：ホール

対象：小学生以下

募集方法：当日受付

参加費：無料

参加者数：１５６人

サポートスタッフ：学生９人

チラシ

カプラであそぼう！

チラシ

手作りのおもちゃ箱�
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�「WOODWORKS遊木展―木と遊ぼう―」
内容：

平成１７年の当館オープン時に開催し、好評を博したため再

開催した企画。大学との連携事業として、佐賀大学の協力に

より“海の生き物”をテーマに、芸術性と安全性も考慮した

遊具を制作、約１００点が展示された。遊具はすべて、さわっ

て遊べるハンズ・オンの展覧会。長崎県産のヒノキを多く使

用し、木の香り豊かな会場となった。幼児・児童を中心に、

多くの家族が来場した。

連携大学：佐賀大学文化教育学部美術・工芸研究室

日時：８月１日�～８月３１日� ＊３０日間

１０：００～１７：００

会場：アトリエ・アトリエ前庭

募集方法：当日受付

参加費：無料

参加者数：のべ１７，０７８人

サポートスタッフ：学生約２０人

助成：ながさき県民参加の森林づくり事業

関連企画

�「こどもの椅子」展
内容：

長崎の匠たちが提案する県産材ヒノキを使ったこどもサイズ

の木の椅子２４点を美術館内に展示。子どもが実際に座って

木の椅子を体感できる機会となった。

出品協力：木創舎 KAMOGAWA／木の工房花みずき／小島

工作所／坂元木工工芸／少年山荘 P／創作家具月夜のでんし

んばしら／創作家具 SODA FACTORY／田原木工所／茶坂建

設／長崎県総合農林試験場／副山浩幸／長崎銘木／WOOD

STAGE（富士文化工業）／対馬森林組合

日時：８月１日�～３１日� １０：００～１７：００

会場：アトリエ前回廊

�ワークショップ「みずの流れる音がする遊具を作ろう」
内容：音の鳴る竹筒の遊具を制作した。

日時：８月１８日� １４：００～１５：００

会場：ホール

対象：小学５年生～中学生

応募方法：事前申込

参加費：５００円

参加者数：３１人

�ワークショップ「木と釘で作るパパ・ママの顔」
内容：木の板に釘を打ち込み、両親の顔を制作した。

日時：８月１９日� １０：３０～１１：３０

会場：ホール

対象：親子

募集方法：事前申込

参加費：５００円

参加者数：４０人

チラシ

「こどもの椅子」展

みずの流れる音がする遊具を作ろう
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�「SilverChristmas～White よりもちょっぴり贅沢なクリスマス～」
内容：

他部署（広報・ショップ・カフェ）と連携して多彩で魅力的

なクリスマスイベントを開催することで、美術館のクリスマ

スを展覧会とともに盛り上げ、来館者の増加を図った。１０

代後半～３０代の新規の客層が目立った。

総入場者数：８３４人（４日間）

�きらきらシルバーのワークショップ
内容：シルバークレイ（純銀粘土）を使って、初心者向きの

ペンダントトップを制作した。

日時：１２月８日� �１０：００～１３：００ �１５：００～１８：００
会場：アトリエ

対象：高校生～大人

募集方法：事前申込

参加費：３，０００円

参加数：�８人 �１１人 計１９人

�キャンドルケーキのワークショップ
内容：ケーキに見立てたキャンドルの制作。キャンドルのホ

イップやパーツで自由にデコレーションした。

日時：１２月２２日�、２３日� １１：００～１５：００

会場：アトリエ

対象：子ども～大人

募集方法：当日受付

参加費：１回１００円、入場のみ無料

入場者数：のべ５３５人（制作人数：５１９人）

�パペット・アニメ上映会「ミトン」ほか
内容：若い女性に人気の「ミトン」含めロシアのアニメを中

心に６作品上映。

企画協力：MOVCO

日時：１２月２４日（月・祝） �１０：３０～１１：５０
�１６：００～１７：２０ （開場：開始３０分前）

会場：ホール

対象：子ども～大人

募集方法：当日受付

参加費：入場無料

入場者数：�１３６人 �６８人 計２０４人

上映時間：約８０分

上映作品：６本立て上映／「ミトン」「こぶねのチージック」

「ママ」「ペンギン・スーのたからもの」「LETTER レ

ター」「エティーのものがたり」

�サンタさんの絵本読み語り
内容：

クリスマス絵本の読み語り。絵本別のおすすめ年齢が載った

チラシを配布。内容にちなんで最後にパンツ形の紙にサンタ

さんへメッセージを書いた。

日時：１２月２４日（月・祝） １３：３０～１４：４０

会場：ホール

対象：３歳～

募集方法：当日受付

参加費：無料

参加者数：７６人

絵本内容：７作品／「まどからのおくりもの」「ふゆのよる

のおくりもの」「ぐりとぐら おきゃくさま」「くまのコール

テンくん」「ドアがあいて…」※「クリスマスパンツ」※「あ

のね、サンタの国ではね…」※（※スクリーン使用）

チラシ

きらきらシルバーの
ワークショップ

キャンドルケーキのワークショップ

パペット・アニメ上映会「ミトン」ほか

サンタさんの絵本読み語り
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５）遠隔授業

概要：

遠隔地の学校と美術館を IT機器で直接結び、双方向対話型

の授業を行った。リアルタイムで職員の解説を聞くことで美

術への関心を高め、鑑賞学習の支援を行った。

連携校：長崎県立鹿町工業高等学校

所在地：北松浦郡鹿町町土肥ノ浦免１１０

美術担当：山下嘉仁 教諭

日時：第１回 ７月１７日�「ロバート・キャパ」展
第２回 １２月１０日（月・休館日）「映像・アートビ

ジョン」

参加者数：のべ１６０人

会場：学校／視聴覚教室、美術館／企画展示室、ホール

授業担当：第１回「ロバート・キャパ」展

解説：野中明、進行：堺雅子

第２回「映像・アートビジョン」

解説：古賀恭子、進行：堺雅子

使用機器：SONYテレビ会議システム型式 PCS－１

・映像画素数：CIF（３５２×２８８）：QCIF（１７６×１４４）静止

画４CIF（７０４×４８０）

・内蔵カメラ：光学１０倍ズーム、デジタル４倍ズーム

・音声入出力：

（本体）外部マイク入力×２、ライン入力×１（データソ

リューションボックス）

（本体）２端子、（データソリューションボックス）２端子

・拡張性：データソリューションボックス、ISDN接続ユ

ニット等の純正オプションが利用可能、多数の出力端子の

利用で高精細カメラや PC等の利用が可能。
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７月２４日
（第１日）

１０：００～１２：００
オリエンテーション（森園）
館内見学（森園）

１３：００～１７：００
講義：企画展を考える（森園）
企画展レポートの説明（森園）
企画展レポートの作成

７月２５日
（第２日）

１０：００～１２：００
講義：美術館の広報活動（荒木）
講義：ボランティア活動について（中原）

１３：００～１７：００
図書資料について（遠山）
図書整理
講義：現在の美術館状況（米田館長）

７月２６日
（第３日）

１０：００～１２：００ サマーアートクラブ参加（教育普及活動）（堺）

１３：００～１７：００ 作品取り扱い、作品保存、状態調査表作成（伊藤、森園、たけのした工房）

７月２７日
（第４日）

１０：００～１２：００ サマーアートクラブ参加（教育普及活動）（堺）

１３：００～１７：００ 企画展レポートの作成

７月２８日
（第５日）

１０：００～１２：００ 企画展レポートの作成

１３：００～１７：００ 企画展発表・講評

６）博物館実習

学芸員資格取得のための博物館実習を下記のように実施した。

期間：平成１９年７月２４日�～７月２８日�
実習費：５，０００円

実習生：８名（３校）

活水女子大学４名、金沢美術工芸大学２名、愛知県立芸術大学２名
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７）スクールプログラム

概要：

学校と美術館の連携事業として、図工・美術の時間、総合学

習の時間、学校行事、修学旅行、部活動、PTAなどで利用

いただくためのプログラム。大きな柱は鑑賞プログラムと表

現プログラムであり、教員とエデュケーターが共同で内容を

組み立てた。

「鑑賞プログラム」

企画展、美術館コレクション展の作品を、少人数に分かれ、

スタッフと一緒におしゃべり鑑賞を行う。

「表現プログラム」

アトリエで制作を行う。「模写」「絵の具作り」「ドライポイ

ント」「シルクスクリーン」の４種から選ぶか、展覧会等に

関連したオリジナルのプログラムを組み立てる。

材料費：１人１００円（表現プログラムのみ）

「出張授業」

美術館に来る前の事前学習として、エデュケーターが学校を

訪問。美術館や作品について授業を行う。

関連事業

教員向け内覧会

概要：

教員を対象に、企画展、美術館コレクション展の魅力を学芸

員の解説を交えて紹介。意見交換会では、学校と美術館の連

携における、現場の状況や今後の問題点などが話し合われた。

� 「北欧モダンデザイン＆クラフト」展
内容：企画展・美術館コレクション展の鑑賞

日時：４月２５日� １４：００～１６：３０

会場：企画展示室、常設展示室

参加者数：県内小中高等学校教員１５人

� 「NHK日曜美術館３０年展」
内容：企画展・美術館コレクション展の鑑賞

日時：５月３１日� １４：００～１６：３０

会場：企画展示室、常設展示室

参加者数：県内小中学校教員２１人

� 「美術館に行こう！ ディックブルーナに学ぶモダン・

アートの楽しみ方」展

内容：企画展の鑑賞

日時：１０月４日� １６：００～１７：００

会場：企画展示室

参加者数：県内幼稚園・保育園・小学校教員１０人

� 「日本近代洋画への道－山岡コレクションを中心に」展
内容：企画展・美術館コレクション展の鑑賞、意見交換会

日時：１月２３日� １３：３０～１６：３０

会場：企画展示室、常設展示室、ホール

参加者数：県内小中学校教員１０人

鑑賞プログラム

出張授業

教員向け内覧会
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スクールプログラム（学校利用）実績
内容：エデュケーターの解説による鑑賞活動、表現活動、自由鑑賞

利用校種別月別表： （人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 校種別合計

幼稚園 ３４ ８８ ０ ０ ４３ ０ ０ ８８ ０ ０ ０ ０ ２５３

保育園 １８ ２５ ０ ４０ １７ ３０ ７４ ２００ １５ １５ ２０ ２０ ４７４

学童保育 ０ ０ ０ ０ １２０ ０ ６４ ８２ ０ ０ ０ ９２ ３５８

小学校 ０ １３５ ４７８ １５８ ３２ ５５ ７４９ ４９６ ７７ １３８ １７２ ５ ２，４９５

中学校 ０ ２７８ ４３５ ２０７ ４９ ２２６ ３６０ ７９６ ２６２ ２７４ １１８ ８ ３，０１３

高校 ０ ７０ ０ ０ ２２ ０ ３８９ ２７０ ０ ３００ ９７ ４３０ １，５７８

盲・ろう・養 ０ ７０ ７ ２５ ０ ０ ２ １４ １４ ０ ７５ ４８ ２５５

大学（短含） ０ ９２ ０ ０ ０ ０ ２０ ４６ ７ ７ ０ ２０ １９２

専門学校 ０ ０ ０ ５３ ０ ０ ０ ４３ ０ ０ ０ ０ ９６

PTA ０ ０ ０ ４３ ０ ０ ２９ ４０ ０ ０ ０ ０ １１２

教職員研究部会 ０ ０ ０ ７０ ６３ ０ ０ ０ ０ １００ ０ ０ ２３３

教員 ２０ １４６ ７４ ５０ ３７ ２６ １６９ １５４ ２３ ６９ ３８ ６１ ８６７

その他 ０ １３５ ５１ １ ４ １ ５３ ６２ ６２ ０ ２ ５ ３７６

月別合計 ７２ １，０３９ １，０４５ ６４７ ３８７ ３３８ １，９０９ ２，２９１ ４６０ ９０３ ５２２ ６８９ １０，３０２

＊通年利用…ししのこ保育園 全１２回

スクールプログラムパンフレット Ｐ３、４ スクールプログラムパンフレット Ｐ５、６
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５．収集事業

１）新収蔵作品
※作品のデータは、収蔵番号／作者名（生歿年）／作者名（欧文）／作品名（点数）／作品名（英文）／形状／技法・材質／

サイズ／備考の順に記載した。なお、都合により、平成１８年度の収蔵作品が含まれている。

平成１８年度

Ｂハ６７

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

アレックス
Alex

ブロンズ ４８×１００×５０�
附属品：石台、名板２点

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ６８

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

喝采
Applause

昭和５３年（１９７８）

ブロンズ １０５×８２×３６�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ６９

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

南蛮船の来た頃は
At the Time the Southern Barbarian Came...

平成９年（１９９７）

ブロンズ ２１３×８７×５１�
第２９回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７０

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

島原天草の乱
The Shimabara andAmakusa Rebellion

平成１０年（１９９８）

ブロンズ（彫刻＋台座部分）１００×４６×５６�
附属品：Ｔ字型棒・旗・木台、第３０回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂハ７１

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

徳丸原でモルチール砲を撃つ高島秋帆
Statue of Shuhan Takashima Shooting a Mortier at Tokumarugahara

平成１１年（１９９９）

ブロンズ １２０×１４０×６０�
附属品：石台、第３１回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７２

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

母と子の像
Mother and Child

平成９年（１９９７）

ブロンズ １００×５５×５５�
附属品：木台（鳩４体付）

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７３

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

飛躍（小）
Leap (Small)

昭和５９年（１９８４）

ブロンズ ４１×２８．５×２５�
※「躍進」の原型か

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７４

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

大友宗麟公（頭部）
Head of Lord Sorin Ohtomo

昭和５６年（１９８１）

ブロンズ ４６．１×２６×２７�
附属品：石台、第１１回日彫展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂハ７５

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

家の神（原型）
God of the House

ブロンズ ３５×８５×５０�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７６

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

キリシタン大名
Christian Daimyo

ブロンズ ５８×２５×２４�
附属品：石台

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７７

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

天使� 天上のメロディー
TheAngel�: Heavenly Melody

ブロンズ ３３×２３×２０�
附属品：石台

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ７８

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

天使� 天上のシンフォニー
TheAngel�: Heavenly Symphony

ブロンズ ３３．５×２４×１６．５�
附属品：石台

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂハ７９

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

天使� 初恋
TheAngel�: First Love

ブロンズ ３５×３０×１５�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂハ８０

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

収穫の喜び（レリーフ）
Harvest Pleasure (Relief)

ブロンズ ５５×５５�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ６１

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

どうぞ起こさないでください
Please Don’tWake Up!

平成３年（１９９１）

樹脂 ２３３×１６８×１１６�
第２１回日彫展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ４５

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

新田義貞（小）
Small NittaYoshisada

昭和６３年（１９８８）

樹脂 １１０×１００×７０�
附属品：刀、改組第２０回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂニ４６

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

待ちに待ったオランダ戦艦が二艘長崎港に入港す「全員集合」
“Fall in!”,Arrival of Long‐awaited Two Dutch Ships in the Port of Nagasaki

平成１２年（２０００）

樹脂 １５５×６５×１２０�
附属品：木台（レンガ貼り）、第３２回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ４７

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

プロローグ
Prologue

平成１４年（２００２）

樹脂 １２０×８７×９５�
附属品：弓、第３４回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ４８

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

母と子の像
Mother and Child

平成９年（１９９７）

石膏 １１６×６０×６７�
附属品：手、鳩２体

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Bニ４９

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

長中健児之像（原型）
Statues of Nagasaki Junior High School Students

昭和５９年（１９８４）

石膏 ２３０×１９５×９１�
附属品：旗、棒、紐２

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂニ５０

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

群像（原型）
Faces of Schoolboys (Relief)

石膏 ９０×１３４�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５１

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

空海（原型）
KUKAI

平成３年（１９９１）

石膏着色 ７１×４６×４５�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５２

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

天国の鍵
The Key of Heaven

昭和６０年（１９８５）

石膏着色 １００×３５×２７�
附属品：紐

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５３

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

マリア像
TheVirgin Mary

石膏 ８０×２６×２５�
寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂニ５４

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

鹿鳴館（原型）
Rokumeikan

昭和５５年（１９８０）

石膏 ５９×３０×２９�
第１０回日彫展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５５

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

家の大将・猫（原型）
The Cat: The General of the House

昭和４３年（１９６８）

石膏 ５０×２１×２４�
第１６回日彫展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５６

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

燎原の歓声（ワールド・カップ日韓開催記念）２００１年
Cheered likeWildfire: Commemoration ofWorld Cup，２００１

平成１３年（２００１）

樹脂 １７５×１１８×１６０�
附属品：ボール、第３３回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５７

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

北欧の女
NorseWoman

平成１５年（２００３）

石膏着色 ６５×５０×３８�
附属品：木台

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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Ｂニ５８

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

天地への賛歌（大）（原型）
A Song in Praise of Heaven and Earth

昭和６０年（１９８５）

石膏 １２３×５０×８６�
附属品：ハープ・腕、改組第１７回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ５９

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

若者（原型）
AYoung Man

昭和３４年（１９５９）

石膏着色 １９３×８５×８０�
第２回日展出品作

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｂニ６０

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

懐かしき古き浦安（原型）
The Good Old Urayasu

石膏着色 ２７２．５×４３３．５�
本体３分割・額縁４分割、附属品：鮎５匹

寄贈 安中道代氏、富永良太氏

Ｆロ２９

富永直樹関連資料

寄贈 安中道代氏、富永良太氏
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―１

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

赤いピーマンと大将の椅子
The Chair of General with Red Pepper

額装 油彩・カンヴァス ４６．５×３９�

―２

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

蘭
Orchid

額装 油彩・カンヴァス ４１×３２�

―３

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

ピーマン
Green Pepper

額装 陶 径３９�

―４

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

桜島
Sakurajima

昭和６２年（１９８７）

額装 陶 ２６．０×３１．０�
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―５

富永直樹（１９１３‐２００６）
Naoki Tominaga

蛇おどり
Jaodori

昭和５８年（１９８３）

額装 陶 径３５．０�

―６

作者不明

富永直樹肖像画
Portrait of Tominaga Naoki

―７

道具、スケッチブック等一式
Tools, Sketchbooks etc.
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平成１９年度

Ａ�イ２２０

栗原玉葉（１８８３‐１９２２）
Gyokuyo Kurihara

葛の葉
Lady Kuzunoha

大正８‐１１年（１９１９‐２２）

衝立 絹本着色 １７５×８３�
画面向って左に落款印章「玉葉」「玉葉」（朱文方印）

平和祈念東京博覧会美術館出品作

購入

Ａ�イ１０３７

山本森之助（１８７７‐１９２８）
MorinosukeYamamoto

街角
CityView

大正１１‐１２年（１９２２‐２３）

額装 油彩・カンヴァス ８０．３×６０．６�
画面向かって左下に「M.YAMAMOTO」

購入

Ａ�イ１０４１

横手貞美（１８９９‐１９３１）
SadamiYokote

椅子のある室内（仮題）
Room with Chair

大正１４年（１９２５）

油彩・カンヴァス １１６．３×９１．２�
画面向って右下に「SadamiYokote１９２５．５」

寄贈 前本菊恵氏

Ａ�イ８３

フランシスコ・デ・ゴヤ（１７４６‐１８２８）
Francisco de Goya y Lucientes

雄牛の角で持ち上げられた盲人 （別名：神の報いがあろう、野蛮な遊び）
Blind Man Tossed on the Horn of a Bull‐May God RepayYou‐Barbarous Entertainment

１８０４年以前刻 １８６７年刊（初版）

マット装 エッチング、アクアチント、ドライポイント・紙

１７．５×２１．６�（紙サイズ）
寄贈 ヘルムート・Ｈ・ルンブラー氏（Mr. Helmut H. Rumbler）、ペトゥラ・ルンブラー氏（Ms. Petra Rumbler）
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Ａ�ロ４２９

松崎卯一（１８９５‐１９７２）
Uichi Matsuzaki

雲仙四季（冬）
Four Seazons of Unzen, Nagasaki:Winter

マット装 木版・紙 ２７×３４．５�
寄贈 松延脩氏

Ｂハ８２

舟越保武（１９１２‐２００２）
Yasutake Funakoshi

原の城
Hara‐no‐Jo (Christian Samurai)

昭和４６年（１９７１）

ブロンズ H１９７×W６４×D５３�
背面「寛永十五年如月二十八日原の城本丸にて歿」（陰刻）

購入

Ｄハａ１０５４

中里陽山（末太郎）（１８９７‐１９９１）
Yozan (Suetaro) Nakazato

三川内焼 うきがめ寿盃
Sake Cup with Floating Turtle, Mikawachi ware

昭和５８年（１９８３）頃

磁器 高さ２．９� 口径７．４� 高台径２．７�
高台内「陽山作」、箱表「うきがめ寿盃」、

箱蓋裏「宮内省御用達無形文化財指定陽山作」「陽山」（朱文方印）

寄贈 中里直美氏

Ｄハａ１０５５

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

パークハイアット東京ギフトコレクション
Gift collection of Park Hyatt Tokyo

平成１４年（２００２）

製作：堀江陶器（波佐見）、西浦製陶所（波佐見）

寄贈 城谷耕生氏、堀江陶器
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―１

PIZZO

磁器 Ｈ９５�１９５×２０５�

―２

GLOBULO

磁器 Ｈ２８� 直径１６７�
裏面に「PARK HYATT TOKYO」

―３

BARCA

磁器 Ｈ２５�６２×３６０�
裏面に「PARK HYATT TOKYO」

―４

CALDERA

磁器 Ｈ４８� 直径２５３�
裏面に「PARK HYATT TOKYO」
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Ｄハａ１０５６

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

TIPOシリーズ
“TIPO” Series

平成１５年（２００３）

裏面に KOSEIのシンボルマーク、製作：一誠陶器（波佐見）、嘉久正窯（三川内）

寄贈 城谷耕生氏、堀江陶器

―１

ミニボール （２点）
Mini Bowl

磁器 Ｈ５２� 径５２�

―２

カップ
Cup

磁器 Ｈ４８� 径８５�

―３

ソーサー
Saucer

磁器 Ｈ２８� 径１４０�
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―４

プレート
Plate

磁器 Ｈ３０� 径１４０�

―５

コースター （４点）
Coaster

磁器 Ｈ９� 径１０２�

―６

クォーター
Quarter

磁器 Ｈ１１０�６０×６０�

―７

ボール
Bowl

磁器 Ｈ５６� 径１２０�
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Ｄハａ１０５７

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

イクスシー・オリジナル・テーブルウエア
IXC Original TableWare

平成１８年（２００６）

寄贈 城谷耕生氏、堀江陶器

―１

急須
Teapot

Ｈ１１０� 径１００�
製作：堀江陶器（波佐見）

―２

湯呑（小）（２点）
Teacup (Small)

Ｈ５７� 径６５�
製作：堀江陶器（波佐見）

―３

湯呑（大）（２点）
Teacup (Large)

Ｈ６７� 径７８�
製作：堀江陶器（波佐見）
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―４

茶托 （２点）
Saucer

Ｈ１２� 径１０５�
製作：たにてる工芸（山中）

―５

箸置（大）（５点）
Chopstick Rest (Large)

４０×６６×１８�
製作：堀江陶器（波佐見）

―６

箸置（小）
Chopstick Rest (Small)

４０×１５×１５�
製作：堀江陶器（波佐見）

―７

飯碗（大）
Rice Bowl (Large)

Ｈ６２� 径１２０�
製作：堀江陶器（波佐見）
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―８

飯碗（中）
Rice Bowl (Medium)

Ｈ５８� 径１１３�
製作：堀江陶器（波佐見）

―９

汁椀（欅）
Soup Bowl

Ｈ６２� 径１２０�
製作：たにてる工芸（山中）

―１０

平丸皿（小）
Round Plate (Small)

H２２� 径１１５�
製作：堀江陶器（波佐見）

―１１

平丸皿（中）
Round Plate (Medium)

Ｈ２８� 径１５５�
製作：堀江陶器（波佐見）
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―１２

醤油注し
Soy Sauce Pitcher

Ｈ８０� 径６２�
製作：堀江陶器（波佐見）

―１３

パーティートレイ（小）（７点）
Party Tray (Small)

Ｈ１５�１１６×９１�
製作：堀江陶器（波佐見）

―１４

パーティートレイ（大）（４点）
Party Tray (Large)

Ｈ２３�２２２×１７�
製作：堀江陶器（波佐見）

―１５

箸（竹）
Chopstick (Bamboo)

Ｌ２４０�
製作：別府（大分）
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―１６

箸（木）
Chopstick (Wood)

Ｌ２５０�
製作：タイ

Ｄへ ２

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

POSA スツール／テーブル （２点）
POSA (Stool / Table)

平成１８年（２００６）

バーチ材積層合板、メラミン、フエルト Ｗ４５０� Ｄ４５０� Ｈ３２０�
製作：ナガノインテリア工業（福岡）

寄贈 城谷耕生氏

Ｆロ３０

古沢岩美（１９１２‐２０００）
Iwami Furusawa

《長崎ＡＢ２》関連資料
Related works of “NagasakiAB２”

寄贈 古澤俊美氏、古澤典子氏、大谷形子氏

―１

長崎
Nagasaki

昭和３０年（１９５５）

油彩・カンヴァス ４１．１×２４．３�
画面左下にサイン「Iwami. F LV」、裏面に「Iwami. F 1955 Nagasaki」
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―２

エスキース
Study

昭和３０年（１９５５）

油彩・カンヴァス ７２．９×５０．０�
サイン画面左下に「Iwami. F LV」、裏面に「エスキース１９５５Iwami. F LV」

―３

長崎ＡＢ２ エスキース
Study of “NagasakiAB2”

コンテ・紙 ６３．８×４８．１�
画面右下にタイトルおよびサイン「長崎ＡＢ２ 習作 Iwami.F」

附属品：古沢自身による「長崎ＡＢ２エスキース」と記されたタトウ

―４

長崎ＡＢ２ エスキース
Study of “NagasakiAB2”

ペン、水彩、パステル・紙 ６４．０×４８．０�

―５ 長崎関連デッサン

Sketch of Nagasaki

昭和３０年（１９５５）

コンテ、パステル・紙 ６４．０×４８．１�
画面右下にサイン「Iwami.F LV」
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購入 寄贈 計

和書 ２４０冊 ２２１冊 ４６１冊

洋書 ３２冊 １３冊 ４５冊

計 ２７２冊 ２３４冊 ５０６冊

購入 寄贈 計

DVD ４枚 ０枚 ４枚

２）新収蔵図書

（展覧会図録・逐次刊行物は含まない）

その他・視聴覚資料
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６．保存・修復事業

１）作品修復

番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

１ Ａ�イ５５ 中川力 長崎の港 １

画面の汚損除去。
ニスの塗布。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

２ Ａ�イ５７ 山本正 長崎の巷 １

画面の汚損除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画布の変形調整、周辺補布、張りなおし。
木枠の調整。
額縁（グレージング含む）の汚損除去、殺菌・防
黴処置。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

３ Ａ�イ２３６ 山崎正明 大浦海岸 １

画面の汚損除去。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

４ Ａ�イ２７８ 石河光哉 修学院の秋 ２０

画面の汚損除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
画布の周辺補布、張りなおし。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

５ Ａ�イ５６２ ティモテオ・ペレス・ルビオ 冬の庭 ２０

平成７年度修復時に加筆された水彩絵の具の除去。
画面亀裂箇所の補強。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
裏板の取付（中性紙ボード）。

６ Ａ�イ１０２５ 不詳 長崎港図 ２０

画面の汚損除去。
画面剥離・剥落箇所の充填・形成、補彩。
ニスの塗布。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画布の変形修正、補強（裏打ち）。
木枠の交換。
額縁欠損箇所の接着・補強、充填・形成、補彩。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（中性紙ボード）。

７ A�イ１４０ 不詳 博士たちと議論するキリスト １

画面の汚損除去。
画面の剥落箇所の充填・形成、補彩。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
収納用保護カヴァー作成（中性紙ボード）。

８ Ａ�イ２５１ 池野清 樹 １

画面の汚損除去、ニスの洗浄。
画面剥離・剥落箇所の充填・形成、補彩。
ニスの塗布。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
木枠の作成、画布の周辺補布、張りなおし。
グレージングの取り外し。
額縁欠損部分の充填、補彩。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

�絵画の修復
委託先：たけのした工房（長崎県）
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番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

９ Ａ�イ２８０ アントニ・クラベ 羽飾りをつけた戦士 １

画面の汚損除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
保存用箱の作成（中性紙ボード）。

１０ Ａ�イ４６９ 山本森之助 聖福寺山門 １ 作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１１ Ａ�イ６６８ 不詳 聖グレゴリオのミサ １

画面の汚損除去、過去の修復時に過剰に添付され
た蜜蝋の除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
ニスの塗布。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１２ Ａ�イ７５８ イグナシオ・ピナソ イカルス遊び １

画面の汚損除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
裏打ち布剥離箇所の接着。
木枠欠損部分の充填・形成。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（中性紙ボード）。

１３ Ａ�イ１０１９ 鴨居玲 サイコロ １

画面の汚損除去。
画面剥離箇所の接着。
画面の剥落箇所の充填・形成、補彩
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１４ Ａ�イ２９５ 鴨居玲 宝くじ売り １
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
楔の作成、取付。

１５ Ａ�イ３４７ 鴨居玲 廃兵 １
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。

１６ Ａ�イ３０３ 鴨居玲 恋人達� １ 作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１７ Ａ�イ７９７ 鴨居羊子 マリア様 １ 作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１８ Ａ�イ７９２ 鴨居羊子 リボンリボンリボン １ 作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１９ Ａ�イ７９４ 鴨居羊子 化粧 １
画面の汚損除去。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
作品取付金具の取替（ステンレス製）。

２０ Ａ�イ７９６ 鴨居羊子 閉幕 １ 作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２１ Ａ�イ１１２ ペレーアの画家 洗礼者聖ヨハネ １

画面の汚損除去。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。
つり金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（中性紙）。

２２ Ａ�イ１０９ トラルバの画家 洗礼者聖ヨハネ １

画面の汚損除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
作品裏面剥離箇所の接着。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（中性紙ボード）。

２３ Ａ�イ１６３ 山本正 少女像 １

画面の汚損除去。
画面剥落箇所の充填・形成、補彩。
画布の波打ち整形、補強。
ニスの塗布。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
木枠の整形。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（中性紙ボード）。
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番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

１ Ａ�イ１９６ 山本森之助 矢上風景 １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

２ Ａ�イ４６９ 山本森之助 聖福寺山門 １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁欠損部分の充填、補彩。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

３ Ａ�イ１０１９ 鴨居玲 サイコロ １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
グレージング取替え（低反射紫外線カットポリ
カーボネイト板）。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。

４ Ａ�イ２９５ 鴨居玲 宝くじ売り １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
グレージングの取替え（低反射紫外線カットポリ
カーボネイト板）。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。

５ Ａ�イ３４７ 鴨居玲 廃兵 １

グレージング取替え（低反射紫外線カットポリ
カーボネイト板）。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

６ Ａ�イ３０３ 鴨居玲 恋人達� １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

７ Ａ�イ７９７ 鴨居羊子 マリア様 １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の補彩。
グレージング取替え（低反射紫外線カットガラス
板）。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。

８ Ａ�イ７９２ 鴨居羊子 リボンリボンリボン １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
グレージング取替え（低反射紫外線カットガラス
板）。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。

９ Ａ�イ７９４ 鴨居羊子 化粧 １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
グレージング取替え（低反射紫外線カットガラス
板）。

１０ Ａ�イ７９６ 鴨居羊子 閉幕 １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
グレージング取替え（低反射紫外線カットガラス
板）。
つり金具の取替（ステンレス製）。

１１ Ａ�イ７６ エドゥアルド・チリーダ 鉄に生命を吹き込む １
マットおよび額縁の汚損除去。
作品裏面あて紙の取替え（中性紙）。
裏板の取替え（ポリカーボネイト）。

�額装改善
２）額装関係

番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

２４ Ａ�イ１ 彭城貞徳 九十九島・月夜の景 １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
支持体（板）の反り、剥離箇所の調整。
つり金具、作品取付金具の取替（ステンレス製）。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

２５ Ａ�イ２ 山本森之助 雨後 １
画面亀裂・剥落箇所の接着、充填・形成、補彩。
作品裏面の汚損除去。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

２６ Ａ�イ３０２ 鴨居玲 私の話を聞いてくれ １
作品取付金具の取替（ステンレス製）。
作品裏面の汚損除去。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。

２７ Ａ�イ１９５ 山本森之助 戦場ヶ原 １
画面の点検。
裏板の取付（ポリカーボネイト）。
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番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

１２ A�イ７７ エドゥアルド・チリーダ 開く １
マットおよび額縁の汚損除去。
作品裏面あて紙の取替え（中性紙）。
裏板の取替え（ポリカーボネイト）。

１３ A�イ７８ エドゥアルド・チリーダ 曲がる １
マットおよび額縁の汚損除去。
作品裏面あて紙の取替え（中性紙）。
裏板の取替え（ポリカーボネイト）。

１４ A�イ７９ エドゥアルド・チリーダ 統一 １
マットおよび額縁の汚損除去。
作品裏面あて紙の取替え（中性紙）。
裏板の取替え（ポリカーボネイト）。

１５ A�イ８０ エドゥアルド・チリーダ 爪 １
マットおよび額縁の汚損除去。
作品裏面あて紙の取替え（中性紙）。
裏板の取替え（ポリカーボネイト）。

１６ A�ロ９８ アントニ・タピエス 物質のまなざし １２ マット装（中性紙、ブック型）。

番号 種類 サイズ 備考 点数

１ 木（黒） ６５０�×８００� グレージング（低反射紫外線カッ
トポリカーボネイト板）

５

２ 木（グレー） ５０９�×３９４� グレージング（低反射紫外線カッ
トポリカーボネイト板）

１２

�汎用額の作成

期間 平成１９年５月３０日～平成２０年３月３１日

内容 毎月の館内モニタリング用トラップの設置、回収、昆虫数の集計、昆虫の同定。

調査結果 夏季を中心に、各出入口より昆虫侵入。

３）虫害環境調査
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７．作品貸出記録

「NHK日曜美術館３０年展」

岩手県立美術館：平成１９年４月７日～５月１３日

フランシスコ・ゴヤ『戦争の惨禍』より５点

２番「理由があろうとなかろうと」

（Ａ�イ８１－２）
１５番「もう助かる道はない」（Ａ�イ８１－１５）
３６番「これもまた・・・」（Ａ�イ８１－３６）
６９番「虚無、事実が物語るだろう」

（Ａ�イ８１－６９）
８０番「彼女はよみがえるだろうか？」

（Ａ�イ８１－８０）］
静岡県立美術館：平成１９年７月２４日～８月３１日

フランシスコ・ゴヤ『戦争の惨禍』より５点

３番「同じことだ」（Ａ�イ８１－３）
１２番「そのためにお前たちは生まれたのだ」

（Ａ�イ８１－１２）
３３番「さらに何をなすべきか」（Ａ�イ８１－３３）
７３番「猫のパントマイム」（Ａ�イ８１－７３）
６８番「なんという気狂い沙汰」（Ａ�イ８１－６８）

「ダリ展」

名古屋市美術館：平成１９年５月１２日～７月１１日

サルバドール・ダリ《海の皮膚を引きあげるヘラクレスがク

ピドをめざめさせようとするヴィーナスにもう少し待って欲

しいと頼む》（Ａ�イ２５８）

「佐藤利宗個展」

KTNギャラリー：平成１９年６月１２日～６月２１日

佐藤利宗《秋来》（Ａ�イ２０４）

「シュルレアリスム展 謎を巡る不思議な旅」展

宮崎県立美術館：平成１９年７月２１日～９月２日

サルバドール・ダリ《海の皮膚を引きあげるヘラクレスがク

ピドをめざめさせようとするヴィーナスにもう少し待って欲

しいと頼む》（Ａ�イ２５８）

「市山時一郎」展

佐世保市博物館島瀬美術センター：平成１９年８月１０日～

９月９日

市山時一郎《原爆を受けた唐寺》（Ａ�イ７３２）
《機関車庫（早岐）》（Ａ�イ７３３）
《タベラ（トレド・スペイン）》（Ａ�イ１７１）
《雪の江の浦》（Ａ�イ２７３）
《白馬村野平》（Ａ�イ２７４）

「シュルレアリスムと美術イメージのリアリティをめぐって」展

横浜美術館：平成１９年９月２９日～１２月９日

サルバドール・ダリ《海の皮膚を引きあげるヘラクレスがク

ピドをめざめさせようとするヴィーナスにもう少し待って欲

しいと頼む》（Ａ�イ２５８）

「菊畑茂久馬と〈物〉語るオブジェ」展

福岡県立美術館：平成１９年１１月３日～平成２０年１月１４日

菊畑茂久馬《ベトナムの空 No．１》（Ｂ�６）
《鼬の罠》（Ｂ�７）
《薔薇刑 No．１》（Ｂ�８）
版画集「オブジェデッサン」（Ａ�ロ５７）より
《ダーウィンの頭》（Ａ�ロ５７－１）
《鼻開く》（Ａ�ロ５７－２）
《コルセット》（Ａ�ロ５７－３）
《鳥の雛形》（Ａ�ロ５７－４）
《天道の説》（Ａ�ロ５７－５）
《海のデッサン》（Ａ�ロ５７－６）
《魚のデッサン》（Ａ�ロ５７－７）
《壊れた鯉》（Ａ�ロ５７－８）
《卵形カプセル》（Ａ�ロ５７－９）
《肖像画》（Ａ�ロ５７－１０）
《ワッペンのデザイン》（Ａ�ロ５７－１１）
《三人の友》（Ａ�ロ５７－１２）
《二つの林檎》（Ａ�ロ５７－１３）
《ハサミの行進》（Ａ�ロ５７－１４）
《ガラスの乳房》（Ａ�ロ５７－１５）
《歓喜の家》（Ａ�ロ５７－１６）
《二つの球体》（Ａ�ロ５７－１７）
《二つの円窓》（Ａ�ロ５７－１８）
《歯車の分割》（Ａ�ロ５７－１９）
《封印の仕方》（Ａ�ロ５７－２０）

「第７回セミナリヨ版画展」

ありえコレジヨホール：平成２０年３月１５日～３月２３日

ジョセフ・ギノバル「都市シリーズ」（Ａ�ロ１０２）より６
点（No．２，３，７，８，１２，１３）
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８．調査・研究事業

１）研究活動
当館の職員による研究活動を、「展覧会企画・構成」、「図録編集」、「執筆」、「翻訳」、「講演会等」、「大学出講」の順に記載する

（職員名の五十音順）。展覧会関係の雑誌・新聞等への寄稿については、本年報の「３．展覧会事業」に掲載したため割愛した。

伊藤晴子

�展覧会の企画・構成、図録編集
・「デザイン希望峰－清水久和／竹下洋子／城谷耕生の活動」展、平成１９年

�執筆
・「作家についてのノート」『デザイン希望峰－清水久和／竹下洋子／城谷耕生の活動』（図録／論文）、平成１９年

�講演会等
・「北欧のデザインについて」（長崎市中央公民館夜間講座）長崎県美術館講座室、平成１９年５月１５日

・「洋画のプロローグ」（「日本近代洋画への道」展関連企画 『近代日本美術リレートーク』）長崎県美術館講座室、平成２０

年１月５日

�大学出講
・「博物館学」長崎純心大学、平成１９年１０月１３日

遠山景子

�展覧会企画・構成、図録編集
・「長崎の美術３ 渡辺与平展」、平成２０年

�執筆
・「渡辺与平の生涯と芸術」『長崎の美術３ 渡辺与平展』、平成２０年

�講演会等
・「渡辺与平の生涯と芸術」（「渡辺与平展」「山岡コレクション展」関連事業）、長崎県美術館講座室、平成２０年２月９日

野中明

�展覧会企画・構成
・「名誉県民 富永直樹」展、平成１９年

�垣明日香
�執筆
・「視覚に障害のある方々との美術館の楽しみ方について －県立盲学校の実践より」『長崎県美術館研究紀要 No．１』、平成

２０年

福満葉子

�展覧会構成、図録編集
・「美術館へ行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方」展、平成１９年

�執筆
・『美術館へ行こう！ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方』（図録／作家解説・作品解説）、平成１９年

森園敦

�執筆
・「山本森之助のスケッチについて －『日本名勝写生紀行』との関連性を中心に－」『長崎県美術館研究紀要 No．１』、平成

２０年

�講演会等
・「高橋由一から黒田清輝まで」（「近代洋画への道展」関連事業）、長崎県美術館講座室、平成２０年１月２６日
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２）刊行物一覧

［展覧会図録］

北欧モダン：デザイン＆クラフト

Nordic Modernism, Design & Crafts

目次

北欧デザインの心（島崎信）

ごあいさつ

第１章「伝統」

第２章「機能」

第３章「表現」

編集：若林恵（若林商會）、宮崎謙士、橋本優子（宇都宮美術館）、

田口勝也・森本陽貴・平野真弓・吉益美和・三木敬介（アプトインターナショナル）

発行：アプトインターナショナル

Ｂ５判変型、３１０ページ、ソフトカバー、３，３００円

NHK日曜美術館３０年展

名品と映像でたどる、とっておきの美術案内

NHK Sunday Museum 30th Anniversary Exhibition

目次

第�章 夢の美術案内

第�章 作家が作家を語る

第�章 アトリエ訪問

第�章 知られざる作家へのまなざし

エッセイ 私と日曜美術館

座談会 日曜美術館－人と美術の交わるところ－

出品リスト

出品作家・出演者プロフィール

「日曜美術館」番組放送記録

編集：NHK、NHKプロモーション

制作：NHK出版

発行：NHK、NHKプロモーション

Ａ４判変型、３０３ページ、ソフトカバー、２，３００円
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CAPA's WORLD

The Works of Robert Capa and His Life

ロバート・キャパ「その生涯と作品」

目次

誰しも彼に代わることはできない（ジョン・スタインベック）

我が兄・ロバート・キャパ（コーネル・キャパ）

私はエンドレ・フリードマン（ロバート・キャパ）

� パリの時代

� スペイン市民戦争

� 四億の民－中国

� 第二次世界大戦

� Ｄディー・ノルマンディー上陸作戦

� 戦争のないキャパ

� 最後の旅路

年表

キャパ写真アルバム著作権・所蔵者

著作

著者紹介

編集：吉岡栄二郎（東京富士美術館）

発行：財団法人東京富士美術館

Ｂ５判変型、２０７ページ、ソフトカバー、１，２００円

美術館に行こう！

ディック・ブルーナに学ぶモダン・アートの楽しみ方

３部構成

第１部「見てみよう」（２３ページ）

執筆 福満葉子（長崎県美術館）

第２部「考えてみよう」（７１ページ）

編集協力 ディック・ブルーナ・ジャパン

第３部「作ってみよう」（ワークシート１７枚）

発行：株式会社 キュレイターズ

３分冊ファイル入り、１９３×１９３�、１，８００円
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長崎が生んだ彫刻家――名誉県民 富永直樹展

展示解説＆出品リスト

編集：長崎県美術館

発行：長崎県美術館

Ａ４版、１冊（６ページ）、非売品

高橋由一から藤島武二まで 日本近代洋画への道

山岡コレクションを中心に

はじめに（長谷川徳七）

山岡コレクションの公開によせて（山岡淳男）

「幻の」山岡コレクション（青木茂）

図版

作家解説

作品リスト

編集：笠間日動美術館

制作：日動出版

発行：笠間日動美術館

Ａ４判変型、１冊（１３９ページ）、ソフトカバー、１，８００円
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黒澤明 絵コンテの世界

Akira Kurosawa Drawings

ごあいさつ（江原省三）

ごあいさつ（金子源吉）

画コンテについて（黒澤明）

出品作品

黒澤明監督映画作品

作品詳細

編集：ホリプロ

発行：ホリプロ

Ａ４判変型、７８ページ、ソフトカバー、２，０００円

デザイン希望峰

清水久和／竹下洋子／城谷耕生の活動

Design: Peak of Good Hope

Activities of Hisakazu Shimizu/ Yoko Takeshita/ Kosei Shirotani

目次

ごあいさつ

１ カタログ

２ 作家活動歴

３ 作家についてのノート（伊藤晴子）

編集：長崎県美術館

制作：株式会社九州広告

発行：長崎県美術館

Ａ５判変型、４８ページ、ソフトカバー、９５０円
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長崎の美術３ 渡辺与平展

WATANABE YOHEI

目次

ごあいさつ

渡辺与平の生涯と芸術（遠山景子）

� 京都市立美術工芸学校時代を中心に

� 洋画への転向 室町家塾～太平洋画会研究所

� 文展、太平洋画会展を舞台に

� コマ絵

� 特別出品 渡辺ふみ子

画稿、素描・水彩画目録

「故渡辺与平氏遺作展覧会」目録

年譜

参考文献

出品目録

編集：長崎県美術館

制作：株式会社プラネットシーアール

発行：長崎県美術館

Ａ４判変型、９５ページ、ソフトカバー、２，０００円

［教育普及関係］

「スクールプログラム：先生のためのガイドブック」

発行 長崎県美術館

３０×２１�、パンフレット、非売品
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［その他］

長崎県美術館 研究紀要 No．１

Bulletin of Nagasaki Prefectural Art Museum

目次

メングス作《フェルナンド六世》と《王妃バルバラ》（長崎県美術館蔵）の作者帰属に

ついて（昭和女子大学 木下亮）

フランコ体制によるピカソ芸術容認への過程 １９４０年代を中心に

（慶應義塾大学 松田健児）

山本森之助のスケッチについて――『日本名勝写生紀行』との関連性を中心に（森園敦）

視覚に障害のある方々との美術館の楽しみ方について――県立盲学校の実践より

（�垣明日香）
実践の中で形作られる教育普及 ２００５年～２００６年の活動を通して（堺雅子）

発行：長崎県美術館

Ａ４判、５１ページ、ソフトカバー、非売品

平成１７・１８年度 長崎県美術館年報 No．１

Nagasaki Prefectural Art Museum BIENNIAL REPORT 2005・2006

目次

１．沿革・主な出来事

２．利用者数一覧

３．展覧会事業

４．教育普及・生涯学習事業

５．収集事業

６．保存・修復事業

７．作品貸出記録

８．調査・研究事業

９．アートボランティア事業

１０．広報マーケティング事業

１１．イベント等

１２．貸施設事業

１３．ショップ、カフェ、駐車場

１４．収支

１５．組織

１６．建築概要

１７．基本理念

１８．関係法規

編集：財団法人 長崎ミュージアム振興財団

発行：財団法人 長崎ミュージアム振興財団

Ａ４判、１８６ページ、ソフトカバー、非売品
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９．ボランティア事業

～ボランティア通信「Cataluna!」

Ａ４、２色／６ページ ３００部

３）全体ボランティア活動

４月２８日 全体交流会

９月２３日 全体研修会

１０月 ボランティア通信「Cataluña!」Vol．３発行

１１月１６日 手話講習会オリエンテーション

１２月１２日 手話講習会第１回

１月１１日 手話講習会第２回

２月１３日 手話講習会第３回

３月２９日 全体交流会

２）活動内容

名 称 内 容

学 芸
�図書（図書受け入れ補助、書籍整理）
�ギャラリートーク（常設展示室ギャラリートーク）

運 営

情報コーナー常駐
来館者誘導案内（企画展示室及びエントランスでの誘導案内、団体対応）
イベント補助
美術館外周の清掃、ゴミ収集、除草作業

広 報
ポスター・チラシ発送、資料整理、新聞切り抜き、街頭広報活動
ボランティア通信作成

教 育
スクールプログラム対応（子どもの鑑賞や表現活動のサポート）
ワークショップ・アートクラブ対応（アトリエでの事業の準備、本番の誘導案内、制作補助等）
アトリエの整備（道具類の整備、清掃等）

１）登録人数

人数 割合

男 ２５人 １８％

女 １１１人 ８２％

合計 １３６人 １００％
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１０．広報マーケティング事業

１）主要広報記録

テレビ・新聞（展覧会関係は除く）

放送日・発売日 種 別 媒 体 内 容

４月２９日 新聞 長崎新聞・西日本新聞 開館３周年記念 館長講演会

６月５日 TV NHK 館長インタビュー

９～１０月 TV・新聞 NBC・KTN・NCC・NIB・長崎新聞・西日本新聞・毎日新聞・読売新聞 カフェリニューアル

１２月 TV・新聞 NBC・KTN・NIB・NCC・長崎新聞・朝日新聞・読売新聞
アートビジョン「ことばでかざるクリ

スマス」紹介

１２月８日 新聞 朝日新聞（全国） プラド美術館グッズ紹介

雑誌等（展覧会関係は除く）

発売日 種 別 媒 体 コーナー 内 容

４月９日 雑誌 美術屋 百兵衛
館紹介「コンセプトは、呼吸する美術

館」

７月１日 月刊誌 日経おとなの OFF／７月号 特集／美術館が変わった
館紹介「１５世紀の宗教画からピカソま

で スペイン美術の足跡をたどる」

８月２０日 季刊誌 おとなのいい旅 九州版／秋号 館紹介

９月１１日 機関誌 日展ニュース第１２６号 館長寄稿「日展『老幹新技』を」

１０月３１日 書籍
芸術探検記～そらに描かれし未来を求

めて～
子どもたちのための施設案内 館紹介

１１月 雑誌 COOL vol．１４ Fall２００７ The Worldwide Art Views 館紹介

１１月 書籍 絵画で巡る日本全国名勝の旅／九州 収蔵作品掲載 中村琢二《島原城址》

１２月２０日 月刊誌 美術の窓／１月号 art・now
カフェリニューアル「長崎県美術館、

本格的フレンチカフェの誕生」

１２月２０日 雑誌
「日経おとなの OFF」特別編集／新・

おとなの美術館
館紹介

２月１０日 雑誌
AERA with Kids増刊号 AERA with

Baby/vol．４
Enjoy Artworks

教育普及事業「アートクラブ」紹介

「鑑賞も制作もママと一緒に」

プレスリリース（５６件）

発行日 内 容

４月２日 企画展「北欧モダン デザイン＆クラフト」

４月２日 「北欧モダン デザイン＆クラフト」オープニングセレモニー

４月１３日 ワークショップ「春のおでかけバッグ」「はこで織る布雑貨」「北欧のこどもべや」

４月２５日 開館２周年記念 米田館長講演会「日本文化の魅力 －日本人の忘れもの」

４月２７日 ゴールデンウィークのご案内（「打ち上げ花火鑑賞」等）

４月２８日 企画展「NHK日曜美術館３０年展」

５月１日 「北欧モダン デザイン＆クラフト」１万人セレモニー

５月１５日 「北欧モダン デザイン＆クラフト」２万人セレモニー

５月１８日 平成１８年度［第１０回］文化庁メディア芸術祭受賞作品上映

５月２３日 「NHK日曜美術館３０年展」オープニングセレモニー

５月３１日 ワークショップ「こども日曜美術館」

６月７日 講演会「日曜美術館と私」（野村正育）

６月７日 こどもアートクラブ「鮭をもしゃ！」

６月８日 平成１８年度［第１０回］文化庁メディア芸術祭受賞作品上映

６月１２日 企画展「CAPA’s WORLD」

６月１５日 「NHK日曜美術館３０年展」１万人セレモニー

６月１８日 美術館コレクション展「野口彌太郎とその交友」「三川内焼の美」

６月２１日 講演会「日曜美術館と私」（山根基世）

６月２８日 「NHK日曜美術館３０年展」２万人セレモニー

７月４日 こどもの広場「WOOD WORKS遊木」展
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発行日 内 容

７月５日 こどもの広場「手作りのおもちゃ箱�」

７月１０日 「CAPA’s WORLD」オープニングセレモニー

７月１０日 ホールトーク「ロバート・キャパ その生涯と作品」

７月１０日 美術館コレクション展「山端庸介『ナガサキ・ジャーニー』」

７月１１日 「ロバート・キャパ」事前内覧会

７月１８日 こどもアートクラブ「キャパさんの巻」

７月２３日 平成２０年度県民ギャラリー使用申込

７月２３日 「WOOD WORKS遊木」展事前取材会

７月３０日 企画展「美術館に行こう！」

７月３０日 特別講演会「ピカソとスペイン美術」

８月１日 特別講演会「崩れ落ちる兵士の“謎”」

８月１日 特別展示「グラウンド・ゼロ」

８月９日 「CAPA’s WORLD」１万人セレモニー

８月１７日 小企画展「十八銀行コレクション」

８月２７日 上柿元勝総合プロデュース「Collaboration of Gourmet & Art」

９月１８日 ながさき音楽祭２００７「美術館室内楽コンサート」

１０月１日 「美術館に行こう！」オープニングセレモニー

１０月２３日 企画展「名誉県民 富永直樹展」

１０月２６日 LEGEND文化の日コンサート“音楽って楽しい！”

１０月３０日 インタラクティヴアート「コトバでかざるクリスマス」メッセージ募集

１１月６日 「美術館に行こう！」１万人セレモニー

１１月９日 ワークショップ「モビールを作ろう」

１１月９日 クリスマス企画「シルバークリスマス」

１１月３０日 「名誉県民 富永直樹展」オープニングセレモニー

１２月４日 「コトバでかざるクリスマス」

１２月２０日 企画展「日本近代洋画への道」

１２月２８日 「日本近代洋画への道」オープニングセレモニー

１月１０日 小企画展「渡辺与平展」

１月１４日 「渡辺与平展」オープニングセレモニー

１月１８日 バレンタイン関連アイテム紹介

１月２４日 講演会「絵描きが語る近代美術－明治期日本のリアル－」、唱歌コンサート

２月１日 ワークショップ「着物で味わうヨヘイ」

２月５日 企画展「黒澤明 絵コンテの世界」

２月１１日 ワークショップ「木版で作る絵葉書」

２月１４日 プラド美術館との交流

２月２０日 「黒澤明 絵コンテの世界」オープニングセレモニー
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２）広報印刷物

展覧会スケジュールを紹介する「年間スケジュール」、「下半期スケジュール」や全館広報紙「月間イベントスケジュール」を発

行し、展覧会情報及びイベント、貸館、カフェ、ショップ情報を積極的に紹介。公共施設、全国の美術館、各種企業等に広く配

布した。また、大学生向け美術館 PRポスターを制作。長崎県内の大学、専修学校および全国の美術系大学へ配布した。

内容：

年間スケジュール（日本語） A３変形、４色／４色、両観音折 ４０，０００部

下半期スケジュール（日本語）A３変形、４色／４色、両観音折 ３７，０００部

月間イベントスケジュール A４、４色／４色 ２４，０００部（２，０００部／月）

大学生向け PRポスター B２、４色＋カラー箔押し ５００部

年間スケジュール 下半期スケジュール

月間イベントスケジュール 大学生向け PRポスター
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３）ホームページ

企画展、美術館コレクション展、教育普及、イベント、ミュージアムショップ、カフェ、美術館ニュースなどについて常にタイ

ムリーな情報を更新。最新情報の企画展および美術館コレクション展紹介では、一部 flash動画で展覧会イメージを紹介。その

他、館の利用案内、収蔵作品の紹介、ボランティア活動の紹介、県民ギャラリー案内、募集案内（貸館、ワークショップ、入札）

などを掲載。

（http://www.nagasaki-museum.jp）

ページ構成：

・最新情報（開催中展覧会等紹介）

・総合案内（館の機能紹介）

・コレクション（当館収蔵作品等の検索）

・年間スケジュール（当館主催事業及び貸館情報の年間一覧）

・学校との連携（スクールプログラム学校利用案内）

・県民の部屋（県民作家ネットギャラリー・アンケート・メルマガ申込み）

・情報提供（美術館ニュース）

・ショップ＆カフェ（ミュージアムショップ商品紹介・カフェ紹介）

・ボランティア（活動紹介）

・長崎県内情報検索（長崎県の文化財・県内資料館検索・全収蔵資料検索・全収蔵図書検索）

・リンク（県内主要施設・観光団体・交通機関など８件にリンク）

アクセス件数：

３２６，２４５件（１日平均 ８９４件）

トップページ

開催中美術館コレクション展のページ

133



上映日時 上映時間 上映回数 内 容 主催者

４月２０日 １１：２５～１１：４５ １回 県内幼稚園等の子ども達と知事による鯉のぼり掲揚イベント関
連映像

長崎県こども未来課

４月１４日～３０日 １０：００～２０：００の間 １５３回 ２００７長崎帆船祭り告知 CM 長崎市さるく観光推進課

８月１２日、１７日、２０日、
２１日

各試合時間放映時間
と同じ

４回 第８９回全国高等学校野球選手権大会 長崎日本大学高等学校出
場試合 TV放映

長崎県美術館

９月２９日・３０日 １０：００～１７：００の間 ３０回 水辺の森公園開催イベント
「ラジオ deフェスティバル」告知 CM

NBC長崎放送株式会社

平成２０年２月７日～２１日 １０：００～２０：００の間 ９０回 ２００７長崎ランタンフェスティバル告知 CM 長崎市さるく観光推進課

４）アートビジョン

展覧会案内など館主催事業案内の他、総合案内映像など館の基本情報を上映。展覧会主催等企業の CM、当館賛助会員企業名な

ど協力企業名表記も行う。メディア芸術を紹介する活動として、文化庁メディア芸術祭や CGコンテスト「動画部門」受賞作

品映像を上映。またクリスマスイベントとして、松尾高弘（インタラクティヴ・アーティスト）がオリジナル制作した「コトバ

でかざるクリスマス」を展示。映像のクリスマスツリーに一般公募した手書きのメッセージと参加者の姿がシルエットとして登

場する作品で、アートビジョンでは初の体験型イベントとなった。その他長崎みなと祭り告知 CM、県内高校生の映像作品、県

内高校が出場した高校野球のライブ上映など、地域の文化・スポーツの振興を目的とした上映も行った。

� 基本上映内容

・総合案内映像（美術館基本情報）

・館主催事業等の案内（企画展、美術館コレクション展、教育普及事業、イベント等を告知）

・美術館ロゴモーショングラフィックス（日本デザインセンター制作）

・美術館イメージ映像（高城剛制作）

・スペースシャワー TV告知映像

・協賛企業名表記

� 作品上映（全て視聴無料）

� 平成１８年度（第１０回）文化庁メディア芸術祭 受賞作品上映

日時：６月１日�～７月２９日�
�１１：００～１２：００ �１６：３０～１７：３０

主催：長崎県美術館

協力：文化庁メディア芸術祭実行委員会

（文化庁、CG-ARTS協会）

� 第１２回学生 CGコンテスト 動画部門受賞作品上映

日時：６月１日�～７月２９日�
�１３：００～１３：４５ �１８：００～１８：４５

主催：長崎県美術館

協力：CG-ARTS協会

� コトバでかざるクリスマス

～あなたのメッセージがアートになります～

日時：１２月７日�～２４日（月・祝）
１０：００～２０：００（毎時００分から３０分間上映）

制作：松尾高弘（インタラクティヴ・アーティスト）

主催：長崎県美術館

� その他上映（地域との連携）
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５）会員事業

�メールマガジン
毎月１回メールマガジンを発行。展覧会情報の他、イベント時など随時増刊号を発行し情報を発信。その他メルマガ会員限定プ

レゼントなどを実施。メールマガジン登録はホームページより行い、発行履歴はホームページ上に掲載される。

年間発行回数：１４回

�年間フリーパスポート
美術館コレクション展をフリーパスで鑑賞できる年間フリーパスポートを販売。

料金：一般１，２００円、大学生９００円、小中高生６００円、シニア（７０歳以上）９００円

年間発行実績：７１枚

�プレミアメンバーズカード（個人会員）
より身近に美術館を利用できるように、会員カードを販売。

特典：

・館主催企画展と美術館コレクション展が１年間フリーパス

・ミュージアムショップとカフェの利用が１０％割引（一部商品を除く）。

年会費：５，０００円 ※別途年間９６０円で、毎月、月間イベントスケジュール他最新情報を希望者に郵送

会員数：４７５人（２００８年３月末）

�ミュージアムパートナーズカード（賛助会員）
法人向け会員カードを販売（１口につきカード１枚発行）。

特典：

・館主催企画展と美術館コレクション展が１年間フリーパス

・１口につき館主催企画展招待券を５０枚、美術館コレクション展招待券を２０枚発行

・ミュージアムショップとカフェの利用が１０％割引（一部商品を除く）

・館内の賛助会員リストへの掲出と、エントランス入口アートビジョンにて賛助会員リストを上映

・毎月、月間イベントスケジュール他最新情報を郵送

年会費：１口５０，０００円

会員数：２２件・４４口（２００８年３月末）

�AIG グループ社員限定パスポート
AIGグループ社員向け年間パスポートを販売。

特典：

・申し込みから１３ヶ月間、美術館コレクション展がフリーパス

・館主催企画展に団体料金で入場可、同伴者は美術館コレクション展と館主催企画展に団体料金で入場可

・ミュージアムショップとカフェの利用が１０％割引（一部商品を除く）

年会費：１，５００円

会員数：７１人（２００８年３月末）
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初回

2～4回
5～10回

11回以上

県内

市内

県外10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

男性

女性

企画

常設

アトリエ

カフェ

ショップ

県民
ギャラリー

建物
他

受付

情報ビジョン

ショップ屋上

県民
ギャラリーアトリエ

カフェ常設展

企画展

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

６）入館者アンケート

アンケート収集方法：毎月２回（土日）、エントランスロビーにてインタビュー方式により収集。

アンケートサンプル数：１，２８２（満足度のみ２１６）

アンケート質問項目：

１．来館目的

２．満足度

３．来館回数

４．基本情報（性別、年齢、居住地）

集計結果：

県内外

市内 県内 県外

５２．８％ ２９．８％ １７．４％

４

性別

男性 女性

３５．７％ ６４．３％

１ ２

来館目的（複数回答） 満足度（５段階評価）

企画 常設 アトリエ カフェ ショップ
県民
ギャラリー

建物 他 受付 情報 ショップ
県民
ギャラリー

カフェ 企画展 常設展 アトリエ 屋上 ビジョン

４７．９％ １２．７％ ８．１％ ５．０％ ８．６％ ７．５％ ６．２％ ３．９％ ３．８ ３．５ ３．６ ３．７ ３．７ ４．１ ３．８ ３．６ ４．０ ３．７

３

来館回数

初回 ２～４回 ５～１０回 １１回以上

２３．３％ ２９．０％ ２９．７％ １８．０％

年齢構成（歳代）

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代

７．７％ １７．５％ １９．５％ １７．３％ １８．１％ １１．６％ ８．３％
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１１．イベント等

大�保二郎氏による特別講演会風景

１）講演会

� 開館２周年記念 米田館長講演会

「日本文化の魅力－日本人の忘れもの」

講師：米田耕司（長崎県美術館館長）

日時：４月２８日� １３：３０～１５：００

会場：ホール

参加者数：７０人

� 特別講演会「ピカソとスペイン美術－情熱の行方」

講師：大�保二郎（早稲田大学教授）
日時：９月２３日� １５：００～１７：００

会場：ホール

参加者数：８２人

２）コンサート（主催・共催）
※会場はすべてエントランスロビー

� イブニングライブ（４月８日�第４７回～３月２３日�第
６８回）

概要：芸術の発信場所である美術館として、美術はもとより、

芸術性の高い音楽を提供することを目的に、平成１７

年５月から開催。美術と音楽との融合を目指し、展覧

会に沿った内容や季節に応じたコンサートを開催。ま

た展覧会のオープニングセレモニーでの演奏も行う。

更に大学との連携事業として、学生の学外における体

験型教育の支援事業としても推進するとともに、学生

ボランティアの活動の場を提供することで、広く地域

との交流を持った事業として展開。

出演：長崎大学教育学部、活水女子大学音楽学部 学生・教

員・卒業生

日時：毎月第２・４日曜日 １日２ステージ開催

参加者数：のべ３，７４５人

� 大好きな長崎へ音楽のプレゼント第２弾！「大室晃子ピ

アノトリオ・コンサート」

（主催：長崎大学経済学部「企業メセナ研究会」）

概要：長大経済学部メセナ活動コンサートの一環として開催。

昨年度はピアノソロ、本年度はトリオで演奏。

出演：チェロ／奈切敏郎（元日本フィル首席奏者、東京ベー

ト－ベン・カルテット）、ピアノ／大室晃子（シュツッ

ツガルト音楽院首席修了）、ヴァイオリン／加納暁子

（長大教育学部准教授）

日時：１０月３日� １８：００～１９：００

参加者数：５０人

� ながさき音楽祭２００７

概要：県が進める「ながさき音楽祭２００７」の美術館におけ

るプログラム

「新演奏家協会ファンタジーコンサート」

日時：１０月１２日� �１６：００～１６：３０ �１８：３０～１９：３０
「美術館室内楽コンサート」

日時：１０月１３日�、２１日�、２３日	 ２０：３０～２２：００

出演：ソプラノ／吉田瞳、北川クミ、川崎絵理子 オーボエ

／大倉安幸 クラリネット／小川勉 ファゴット／種

口敬明ホルン／清水万敬 フルート／佐々静香 ヴァ

イオリン／江島有希子、加納暁子、中西弾 ヴィオラ

／大山平一郎 チェロ／原口梓 ピアノ／江川敦子、

林田賢 ピアノ共演／樋口梨絵、山浦直子

「ジュニアオーケストラながさきコンサート」

日時：１０月２７日�１８：００～１８：４０
出演：ジュニアオーケストラながさき

参加者数：５９０人

イブニングライブ風景

ながさき音楽祭２００７チラシ
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「Phantasm」展示風景

� クリスマスイベント「Silver Christmas～whiteよりも

ちょっぴり贅沢なクリスマス～」

文明堂総本店プレゼンツ＆長崎県美術館クリスマススペシャ

ル『原田知世 Live tour “music & me”』（主催：エフエム長

崎、BEA）

概要：原田知世デビュー２５周年を記念したライブ。

出演：原田知世 他

日時：１２月１５日� ２０：００～２２：００

参加者数：２８０人

３）上映会・その他

� 平成１８年度（第１０回）文化庁メディア芸術祭／第１２回学

生 CGコンテスト優秀作品上映会

日時：６月３日�・１７日�・７月１日�・１５日�
１６：００～１８：３０

会場：ホール

参加者数：２００人

� 長崎帆船まつり「打ち上げ花火」鑑賞

日時：４月２８日�・２９日� 開場２０：００、打上開始２０：５０～

会場：屋上庭園

参加者数：計２１２人

� みなとまつり 屋上庭園花火大会鑑賞会

日時：７月２８日�・２９日� 開場２０：００、打上開始２０：５０～

会場：屋上庭園

参加者数：計４６７人

� 松尾高弘作品「Phantasm」特別展示

概要：“幻影＝Phantasm”の世界を立ち現すインタラクティ

ヴ・インスタレーション。海外で数々の賞を受賞した

作品「Phantasm」を「コトバでかざるクリスマス」

関連企画として特別展示した。

アーティスト：松尾高弘（インタラクティヴ・アーティスト）

日時：１２月２１日�・２２日� １０：００～２０：００

会場：ホール

参加者数：４６６人

４）協力事業等 ※会場はすべてエントランスロビー

� 映画上映会「もんしぇん」・Psalm（サーム）ライブ

（主催：Psalm project）

出演：２５弦筝／かりん、ヴァイオリン／松尾嘉子、ボーカ

ル／玉井夕海によるライブ。

日時：６月１４日�上映会［会場：ホール］／１２：４０～１３：２０
ライブ／１７：１５～１７：４５

参加者数：６０人

� LEGENDコンサート

概要：長崎で平和を祈るコンサート。

出演：オペラユニット LEGEND

日時：８月５日	 １４：００～１５：００

参加者数：８０人

� LEGEND文化の日コンサート“音楽って楽しい！”

（主催：
タクト）
概要：文化の日に合わせたコンサート。

出演：オペラユニット「LEGEND」

日時：１１月３日�１２：００～１３：００
参加者数：５０人

� 長崎「マダム・バタフライ」フェスティバル

（主催：長崎市、社団法人長崎国際観光コンベンション協会、

「マダム・バタフライ国際コンクール in長崎」実行委員会）

概要：国際コンテストのイベントの一環として開催。

日時：１１月３日�、１０日�、１１日�、１８日�
１７：３０～１８：００

参加者数：３２０人
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１２．貸施設事業

催事

展覧会

№ 使用日 催事名 会場 使用者

１ ５月１３日� 栗林慧写真教室 ホール 田平町文化協会

２ ６月６日� 第５０回長崎日仏協会総会 ホール 長崎日仏協会

３ ７月１１日�～７月１３日� 短編映画「あごんしる」上映会 ホール 藤� 淳

４ ７月３０日� 日野皓正ライブツアー２００７in出島 屋上庭園 サロンド・ボーテレイ

５ ８月５日� 「平和の祈り」コンサート エントランスロビー �オフィスタクト
６ ８月２９日� 長崎打ち水大作戦２００７ 講座室 運河劇場 �松環舎

７ ９月２４日� 映画「もんしぇん」上映×Psalmライブ
ホール
エントランスロビー

Psalm project

８ １０月１８日� 長崎総合科学大学公開講演会 ホール
長崎総合科学大学情報学部知能情報学
科

９ １０月２０日	～１０月２１日� 第１０回日本・スペインシンポジウム ホール 講座室

１０ １０月２８日� わらべうた・おもちゃワークショップ 講座室 リトム音楽教室

１１ １１月６日
 ２００７ながさき陶磁展表彰式 ホール 長崎県陶磁器振興会

１２ １１月８日� ギター山口修バッハ無伴奏チェロ組曲全曲演奏会 ホール コンサートホール４０音楽小屋

１３ １１月１７日	 講座「長崎華僑史４００年」 講座室 長崎新華僑華人協会

１４ １１月２４日	 第５６回長崎市民美術展表彰式 ホール 長崎市民美術展実行委員会

１５ １１月２８日� ギター山口修バッハ無伴奏チェロ組曲全曲演奏会 ホール コンサートホール４０音楽小屋

１６ １２月１日	 長崎総合科学大学 公開講演会２００７ ホール 長崎総合科学大学 人間環境学部

１７ １２月２日� ファッションショー×KURIBAN ホール
県立シーボルト大学夢作り事業
KURIBAN

１８ １２月８日	 第２３回長崎県地域文化章授与式
ホール
エントランスロビー

県文化振興課

１９ １２月１２日� ギター山口修バッハ無伴奏チェロ組曲全曲演奏会 ホール コンサートホール４０音楽小屋

２０ １月６日� NIB新春社交ダンスパーティー 県民ギャラリー �長崎国際テレビ
２１ １月１８日� 第４２回長崎県造形教育研究大会長崎市大会 ホール 長崎県造形教育研究会

２２ １月１９日	 第５３回長崎県小・中学校児童生徒美術作品展「子
ども県展」表彰式

ホール 長崎県造形教育研究会

２３ １月２０日� ギターコンペティション ホール �日本ギター連盟九州地方本部
２４ ２月２２日� 小品部門講習会 アトリエ �東光会長崎支部
２５ ３月１９日� ２００７（第１５回）長崎市都市景観賞表彰式・講演会 ホール 長崎市都市景観賞表彰式実行委員会

№ 開催期間 展覧会名 展示室 使用者 入場者数（人）

１ ４月３日
～４月８日� 尾田一念サハラが私を呼んでいる
陶芸、絵画展

Ａ 尾田 芳炎 １，０８３

２ ４月３日
～４月８日� 銀、ギラ、Ag写真展２００７ Ｂ グループ銀、ギラ、Ag １，０８２

３ ４月３日
～４月８日� 桑原泰子キルトオブクーワ１５周年記念キ
ルト展

Ｃ
キルトオブクーワ（パッチワーク
キルトサークル）

１，６６５

４

４月１８日�～５月８日

〈前期〉４月１８日�～４月２４日

〈中期〉４月２６日�～５月１日

〈後期〉５月３日�～５月８日


第３２回長崎県書道展 全室 株式会社長崎新聞社 ６，８１８

５ ５月１０日�～５月２０日� 栗林慧写真展「昆虫のふるさと平戸」 全室 平戸市 田平町文化協会 ９，４６０

６ ５月２２日
～５月２７日� 第１２回長崎アンデパンダン展 全室 NPO法人 長崎市美術振興会 １，６１５

７ ５月３１日�～６月３日� 第４回長崎県ねんりんピック
「生きがい作品展」

全室
財団法人 長崎県すこやか長寿財
団

１，４３２

８
６月７日�～６月１６日	
〈前期〉６月７日�～６月１０日�
〈後期〉６月１３日�～６月１６日	

第３８回長崎県美術協会展 全室 長崎県美術協会 ３，５９７

９ ６月１９日
～６月２４日� ハンセン病療養所長崎県出身入所者の作
品展

Ａ
長崎県福祉保健部国保・健康増進
課

８０３

１０ ６月１９日
～６月２４日� 「果物のある静物画」展 Ｂ 瀧口 進 ８２４

１１ ６月２６日
～７月１日� 第１５回たけちゃん造形あそび教室こども
作品展

全室 たけちゃん造形あそび教室 １，５９６

１２ ７月３日
～７月８日� 九州クラフトデザイン協会展 in長崎 Ａ 九州クラフトデザイン協会 １，２７５

１３ ７月３日
～７月８日� 第５回水彩連盟長崎支部展 Ｂ 水彩連盟長崎支部 １，２２２
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No. 開催期間 展覧会名 展示室 使用者 入場者数（人）

１４ ７月３日�～７月８日� 白日会長崎支部展 Ｃ 白日会長崎支部 １，０９９

１５ ７月１０日�～７月１５日� 第３４回長崎県水彩画展 全室 長崎県水彩画協会 １，７４８

１６ ７月１７日�～７月２２日� ２００７長崎アートフェスティバル 全室 NPO法人 長崎市美術振興会 ２，０９５

１７ ７月２４日�～７月２９日� 光と影～カンボジアの子供たちの現在～ Ａ スコット・ルーカス １，３７９

１８ ７月２４日�～７月２９日� ワールド・プレスフラワー協会長崎支部
押し花展

Ｂ
ワールド・プレスフラワー協会長
崎支部

１，７３４

１９ ７月２４日�～７月２９日� 第２４回長崎青房会南画展 Ｃ 長崎青房会 １，３６２

２０ ７月３１日�～８月５日� 第１５回長崎二紀展～長崎に捧げる鎮魂と
平和～

全室 社団法人 二紀会長崎支部 ２，１９７

２１ ８月７日�～８月１２日� 第２８回ながさき８・９平和展 全室
第２８回ながさき８・９平和展企画
委員会

２，１９９

２２ ８月１４日�～８月１９日� PARADOX PHOTO EXHIBITION Ａ
現代写真家ユニット
PARADOX（パラドクス）

１，８１９

２３ ８月１４日�～８月１９日� 銭座小学校 平和祈念作品展 Ｂ、Ｃ 長崎市立銭座小学校 ２，３４４

２４ ８月２２日�～９月９日� 十八銀行創立１３０周年記念史料展 全室 株式会社 十八銀行 １１，３５１

２５ ９月１５日�～９月２９日� 第５２回長崎県美術展覧会公募展（県展） 全室
長崎県美術展覧会公募展実行委員
会

１３，６９７

２６ １０月３日�～１０月７日� 鈴木佐千子個展 Ａ 鈴木 佐千子 １，３９１

２７ １０月３日�～１０月７日� 国際公募アート未来長崎支部展 Ｂ 国際公募アート未来長崎支部 １，６０１

２８ １０月３日�～１０月７日� 我流野母崎窯 陶器と灯り展 Ｃ 村田 茂男 １，２６０

２９ １０月１０日�～１０月１４日� 現代美術家協会第２６回長崎支部展 Ａ 現代美術家協会長崎支部 １，４３０

３０ １０月１０日�～１０月１４日� 三菱重工洋画部作品展 Ｂ、Ｃ 三菱重工洋画部 １，６５１

３１ １０月１７日�～１０月２１日� 第４０回長崎日本大学高等学校デザイン美
術科卒業制作展

全室
長崎日本大学高等学校デザイン美
術科

３，０２６

３２ １０月２３日�～１０月２８日� 人間と大自然―ベルギーの２人のアー
ティストが得たインスピレーションの源

Ａ ユーロジャパン芸術交流協会 １，６１７

３３ １０月２３日�～１０月２８日� 第４１回 JRP長崎支部写真展 Ｂ
日本リアリズム写真集団(JRP)長
崎支部

１，１７３

３４ １０月２３日�～１０月２８日� 第３２回長崎市書作家協会代表作家展 Ｃ 長崎市書作家協会 １，２０７

３５ １０月３０日�～１１月４日� タナカタケシ油絵教室作品展 Ａ タナカタケシ油絵教室 １，７２８

３６ １０月３０日�～１１月４日� 第３４回日本水彩画会長崎支部展 Ｂ 日本水彩画会長崎支部 １，８３１

３７ １０月３０日�～１１月４日� 第１９回二科会長崎支部展 Ｃ 二科会長崎支部 １，６０４

３８ １１月６日�～１１月１１日� 平成１９年度長崎県高等学校総合文化祭県
南支部合同写真展

Ａ、Ｂ
長崎県高等学校文化連盟写真専門
部県南支部

９８８

３９ １１月６日�～１１月１１日� ２００７ながさき陶磁展 Ｃ 長崎県陶磁器振興会 ８３３

４０ １１月１３日�～１１月１８日� 長崎県公的年金コンクール作品展 Ａ 長崎社会保険事務局 ７３４

４１ １１月１３日�～１１月１８日� 朝鮮通信使来日４００周年！「通信使＆松
雲大使」の道 仁位孝雄写真展

Ｂ 仁位 孝雄 １，３６４

４２ １１月１３日�～１１月１８日� 第２７回長崎県美術協会洋画部会員展 Ｃ 長崎県美術協会洋画部 １，２６７

４３
１１月２０日�～１２月９日�
〈前期〉１１月２０日�～１１月３０日�
〈後期〉１２月２日�～１２月９日�

第５６回長崎市民美術展 全室 長崎市民美術展実行委員会 ８，１７４

４４ １２月１９日�～１２月２７日�
第３３回全国育樹祭ポスター原画展、国土
緑化運動・育樹運動ポスター原画コン
クール展

Ａ 長崎県農林部全国育樹祭準備室 ６２６

４５ １２月１８日�～１２月２７日� 平成１９年度 JA共済小・中学生書道コン
クール

Ｂ
全国共済農業共同組合連合会 長
崎県本部

５１３

４６ １月８日�～１月１３日� 第４１回長崎市書作家協会展 全室 長崎市書作家協会 ９６１

４７ １月１６日�～１月２０日� 第５３回長崎県小・中学校児童生徒美術作
品展「子ども県展」

全室
長崎県造形教育研究会
長崎県教育委員会

４，１３１

４８ １月２３日�～１月２７日� 平成１９年度長崎県高等学校総合文化祭美
術展

全室
長崎県高等学校文化連盟美術専門
部

２，４２７

４９ １月２９日�～２月３日� 平成１９年度長崎県高等学校総合文化祭写
真展

Ａ
長崎県高等学校文化連盟写真専門
部

１，０９１

５０ １月２９日�～２月３日� 第２５回幼児・児童作品展 Ｂ 長崎児童美術研究会 ８８４

５１ １月２９日�～２月３日� ２００７年度活水女子大学生活デザイン学科
作品展

Ｃ
活水女子大学健康生活学部生活デ
ザイン学科

９１３

５２ ２月６日�～２月１０日� 第３回長崎県委嘱作家美術展 全室 長崎県美術展覧会委嘱展 ２，０７８

５３ ２月１３日�～２月１７日� 長崎市小・中連合美術展 全室 長崎市教育研究会小学校書写部会 １１，９２０
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※展示室の表記“A”、“B”、“C”、“全室”は県民ギャラリーの使用区画を示す。

No. 開催期間 展覧会名 展示室 使用者 入場者数（人）

５４ ２月１９日�～２月２４日� 第１９回まちづくりの絵コンクール作品展
覧会

Ａ
長崎県土木部まちづくり推進局都
市計画課

３５９

５５ ２月１９日�～２月２４日� 第９回長崎つばき押花会合同作品展 Ｂ 長崎つばき押花会 ７３１

５６ ２月１９日�～２月２４日� ２００７年度長崎大学 卒業・留学生修了展 Ｃ
長崎大学教育学部芸術表現講座美
術絵画分野

７４２

５７ ２月２６日�～３月２日� 馮學敏写真展 故郷の詩 Ａ、Ｂ 馮學敏写真展実行委員会 １，６５５

５８ ２月２６日�～３月２日� 第２回 Artists Representing
Truth and Sensibility

Ｃ U－４０ １，０９２

５９ ３月４日�～３月９日� 前田齊＆アトリエM展 全室 前田 齊 １，６１６

６０ ３月１１日�～３月１６日� 長崎市美術振興会第３回四部合同展 全室 NPO法人 長崎市美術振興会 １，１７９

６１ ３月１８日�～３月２３日� 小倉國幹・翠笄めをと書作展 全室 小倉一富 小倉タヅ子 １，１３６

６２ ３月２５日�～３月３０日� やよい 三月 布あそび Ａ
瀬戸口真理・北田久仁子・川瀬三
起・野村登美子

１，６１８

６３ ３月２５日�～３月３０日� 大渕建子古裂コレクション展 Ｂ、Ｃ 大渕 建子 ２，０４１

６４ １０月２日�～１０月７日� フォト・スケッチコンテスト作品展 運河ギャラリー オリエンタルエアブリッジ�

６５ １０月２３日�～１０月２８日� 「赤とんぼの街づくり運動」長崎スケッ
チ大会作品展

運河ギャラリー �テレビ長崎

６６ １０月３０日�～１１月４日� 第３２回全国児童・生徒木工工作コンクー
ル長崎県大会

運河ギャラリー 長崎県木材青壮年連合会

６７ １１月６日�～１１月１１日� 未来に残そう青い海・図画コンクール作
品展

運河ギャラリー 長崎海上保安部

６８ １１月１３日�～１１月１８日� 九州建築展・JIA長崎会会員作品展 運河ギャラリー �日本建築課協会九州支部長崎会
６９ ３月４日�～３月９日� 長崎大学 彫刻ゼミナール卒展・修了展 運河ギャラリー 長崎大学教育学部美術科彫刻ゼミ

７０ １０月１５日�～１０月１７日� 福建省・長崎県友好省県締結二十五周年
記念「福建省写真展」

ホール 講座室 福建省外事弁公室他

７１ ８月１０日�～８月１２日� 天空の旅 チベット写真展 講座室 長崎新華僑華人協会

７２ １月２０日�～１月２６日� N３ Style展覧会 アトリエ
長崎木と文化の研究会～
N３ Style～

５４１
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１３．ショップ、カフェ、駐車場

利用者 来館者利用割合 年間収入額

３４，５７９人 １０．１％ ４８，４２０千円

利用者 来館者利用割合 年間収入額

３８，９８１人 １１．４％ ２７，０８０千円

年間利用台数 構成比 年間収入額 構成比

美術館利用者 １５，９９０台 ２９．４％ ３，５８５千円 １５．３％

一般利用者 ３８，３７９台 ７０．６％ １９，８７３千円 ８４．７％

合計 ５４，３６９台 １００．０％ ２３，４５８千円 １００．０％

１）ショップ事業

年間の売上計画を２３，４００千円と設定し、オリジナル商品及びプラド美術館グッズ販売を軸とした商品展開を進めた。また、企

画展毎の関連グッズ販売に特に力をいれ、客層に合った幅広い商品選定を行った。

企画展毎の品揃え及び店舗レイアウトの工夫、２階特設コーナーを増設するなど積極的販売を行い、来館者利用割合及び収入額

共に前年度を上回った。

〈人気商品〉

・企画展関連商品 北欧グッズ

・企画展関連商品 ミッフィーグッズ

・各種ポストカード など

２）カフェ事業

平成１９年１０月にフランス料理界の巨匠・上柿元勝をフード＆ビバレッジプロデューサーに迎え、「食と芸術の融合」をコンセ

プトにカフェをリニューアルした。同氏の指揮のもと、来館者からの要望が多かったフードメニューやオリジナルスウィーツの

開発を行い、基本メニューに取り入れた。

また、企画展に合わせた特別メニューや長崎の食材を活かした季節毎のメニュー開発に取り組み、リニューアル後は、月間売

上高、客単価共に約１．５倍の伸びとなった。

〈人気メニュー〉※リニューアル後

・牛肉と野菜の煮込みカレー

・地元産豚肉と野菜たっぷりのスープ タイムの香り

・ミッフィーのア・ラ・モード（企画展特別メニュー）

３）駐車場事業

美術館利用の促進、マイカー利用者の来館を促すことを目的に駐車場管理運営を行った。

全体的な利用台数は減少したものの、周辺イベント等の利用者が増え、滞留時間及び収入額は増加した。

１３．ショップ、カフェ、駐車場／１４．収 支142
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