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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２１年度
４月４日 企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」（～６月１４日）
４月２３日 小企画展「長崎コレクション３ 親和銀行コレクション展」（～７月２６日）
５月１日 平成２０年度［第１２回］文化庁メディア芸術祭 受賞作品上映（～６月２６日）

第１４回学生 CGコンテスト「動画部門」受賞作品上映（～６月２６日）
５月２３日 講演会「長崎から世界に輸出された古伊万里」 講師：大橋康二（佐賀県立九州陶磁文化館特別学芸顧問、

前館長）
６月２７日 企画展「藤城清治展 光の祈り」（～８月３１日）
７月３日 第３回遠隔授業（奈留）
７月１１日 みんなのアトリエ（～１２日、８月５日、１２月１９日、２３日）
７月２８日 明日を拓く日韓合同こども美術交流展＜釜山会場＞ （～８月８日）
８月１０日 LEGEND平和の祈りコンサート２００９
８月２１日 明日を拓く日韓合同こども美術交流展＜長崎会場＞ （～３０日）
９月２日 長崎県美術館名品展 移動美術館 art moving in佐世保市（～１３日）
９月１２日 ながさき音楽祭２００９in長崎県美術館（９月１８日、２７日、１０月１１日）
９月２７日 ワークショップ「東松照明 デジタル写真ワークショップ in長崎」（全５回）
９月２９日 総入館者２００万人セレモニー
１０月３日 企画展「東松照明展 ―色相と肌触り 長崎―」（～１１月２９日）

記念対談「色相と肌触り 長崎」 パネリスト：東松照明、木下哲夫（翻訳家）
１０月５日 皇太子殿下行啓
１０月２５日 イブニングライブ１００回記念スペシャル By長崎大学
１１月８日 イブニングライブ１０１回記念スペシャル By活水女子大学
１１月１２日 小企画展「菊畑茂久馬 ―ドローイング」（～２月７日）
１１月１３日 長崎県美術館名品展 移動美術館 art moving in平戸市（～２３日）
１１月２８日 講演会「アントニオ・ロペス・ガルシアの現在」 講師：木下亮（昭和女子大学教授）
１２月１１日 企画展「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー」（～２月２８日）
１月１６日 講演会「アール・ヌーヴォーとベンヤミン」 講師：鹿島茂（明治大学国際日本学部教授）
１月２８日 第４回遠隔授業（奈留）
３月１２日 企画展「再興第９４回 院展」（～４月１１日）

2 １．沿革・主な出来事／２．利用者数一覧



２．利用者数一覧

総入館者 有料入館者 無料入館者
計画 Ｈ２１年度 対比 計画 Ｈ２１年度 対比 計画 Ｈ２１年度 対比

企画展 １５５，０００ １６５，２８８ １０６．６％ １３０，９００ １４０，０６３ １０７．０％ ２４，１００ ２５，２２５ １０４．７％
常設展 ４０，０００ ６１，３８５ １５３．５％ ３１，６００ ４６，１７７ １４６．１％ ８，４００ １５，２０８ １８１．０％
教育普及 ３０，５００ ２１，２１８ ６９．６％ １，０００ ８１５ ８１．５％ ２９，５００ ２０，４０３ ６９．２％
県民ギャラリー等 １８３，０００ ２３０，６２３ １２６．０％ ― ３５，７５１ ― １８３，０００ １９４，８７２ １０６．５％
＊重複調整 △５８，５００ △７０，２５６ １２０．１％ ― ― ― △５８，５００ △７０，２５６ １２０．１％

合計 ３５０，０００ ４０８，２５８ １１６．６％ １６３，５００ ２２２，８０６ １３６．３％ １８６，５００ １８５，４５２ ９９．４％

平成２１年度入館者実績 単位：人
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３．展覧会事業

「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」
平成２１年４月４日�～６月１４日� ＊６８日間 会場：企画展示室

１）企画展

概要：

スタジオジブリ作品の美術監督を務めたほか、アニメーショ

ン作品の背景画を中心に挿絵や絵本の分野でも活躍する男鹿

和雄（１９５２年秋田県生まれ）の仕事を約６００点の作品を介し

紹介。作品展示のほか、入場者全員が参加できるトトロの折

り紙ワークショップのコーナー、巨大パネルの前で記念撮影

ができるフォトロケーションのコーナーを運河ギャラリーに

設置。

開催形態：実行委員会／巡回展

主催：長崎県美術館、NIB長崎国際テレビ

企画制作協力：スタジオジブリ、三鷹の森ジブリ美術館

協力：EPSON、ウォルト ディズニー スタジオ ホーム エ

ンターテイメント

後援：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、長崎市立図書館、長崎県書店商業組合、読

売新聞西部本社、長崎新聞社、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・大学生１，１００（１，０００）円、中学・高校生７００（６００）

円、小学生５００（４００）円

※（ ）内は前売りおよび２０名以上の団体料金

※小学生未満無料

観覧者数：６３，９７２人（１日あたり９４０人）

出品点数：６５１点

関連事業：

�「みんな集まれ！マリンバ＆エレクトーンコンサート」
演奏：内田誠（エレクトーン）、河合由美子（マリンバ＆パー

カッション）

日時：５月３日� �１３：００～１３：３０／�１６：００～１６：３０
参加者数：�、�計３５１人
�「男鹿さんと森を歩こう」
特別ゲスト：男鹿和雄

日時：５月３０日� １０：３０～１６：００

参加者数：２４人（小中学生対象事前申し込み制）

�「はなちゃんず よし笛コンサート」

演奏：はなちゃんず

日時：５月３１日� �１１：３０～１２：００／�１４：３０～１５：００
参加者数：�、�計２７０人

主要記事等：

・「いちおしヒルミテギャラリー」『ながさきナビゲーター

ヒルミテ』（NHK長崎放送局）平成２１年４月３日

・生中継『ひるじげドン』（長崎国際テレビ）平成２１年４月

１１日、５月３０日

番号 作品名 素材・技法 サイズ（�）

第１章 背景：テレビから映画まで

１ 侍ジャイアンツ 背景画 水彩、色鉛筆／紙 ４２．１×５０．２

２ 侍ジャイアンツ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具、色鉛筆／紙 ４２．１×５０．２

３ はじめ人間ギャートルズ 背景画 水彩／紙 ２３．０×３５．８

４ はじめ人間ギャートルズ 背景画 水彩／紙 １９．５×２８．０

５ はじめ人間ギャートルズ 背景画 水彩／紙 ２１．６×３２．３

６ ガンバの冒険 背景画 水彩／紙 ４２．８×５１．２

出品リスト：
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番号 作品名 素材・技法 サイズ（�）

７ 宝島 背景画 水彩／紙 ４２．０×５４．２

８ あしたのジョー２ 背景画 水彩、セル、色鉛筆／紙 ３０．８×３８．８

９ あしたのジョー２ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３６．０

１０ あしたのジョー２ 背景画 水彩／紙 ２５．５×３６．０

１１ ユニコ 美術設定 鉛筆、色鉛筆／紙 ２３．８×３５．５

１２ ユニコ 美術設定 鉛筆／紙 ２３．６×３３．４

１３ ユニコ 美術設定 鉛筆、色鉛筆／紙 ２３．７×３５．４

１４ 幻魔大戦 背景画 水彩／紙 ２７．８×７７．０

１５ 幻魔大戦 背景画 水彩／紙 ４３．４×５９．０

１６ 幻魔大戦 背景画 水彩／紙 ４７．２×３０．６

１７ 幻魔大戦 背景画 水彩、セル／紙 ５１．８×４０．０

１８ 幻魔大戦 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ３１．０×４０．５

１９ 幻魔大戦 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ３５．３×４５．０

２０ 幻魔大戦 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ４４．０×５９．０

２１ 幻魔大戦 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ４６．５×６０．８

２２ 幻魔大戦 宣伝ポスター用イラスト 水彩／紙 ７６．８×５７．４

２３ 幻魔大戦 「月刊バラエティ」掲載イラスト 水彩／紙 ４９．０×５７．０

２４ はだしのゲン 背景画 水彩／紙 ２７．０×５４．０

２５ はだしのゲン 背景画 水彩／紙 ３５．５×４７．４

２６ はだしのゲン 背景画 水彩／紙 ２５．５×３６．２

２７ はだしのゲン 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

２８ はだしのゲン 美術ボード 水彩／紙 ３６．０×２５．５

２９ はだしのゲン 美術ボード 水彩／紙 ３６．０×２５．５

３０ はだしのゲン 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

３１ はだしのゲン 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

３２ はだしのゲン 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３６．０

３３ はだしのゲン 美術ボード 水彩／紙 ３６．０×２５．５

３４ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ２５．５×６５．０

３５ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ２６．８×３６．８

３６ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ３３．４×２７．０

３７ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ３６．５×２５．８

３８ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ２５．５×３６．０

３９ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ３５．５×４７．５

４０ はだしのゲン 美術設定 鉛筆／紙 ２５．５×５３．９

４１ はだしのゲン 背景原図 鉛筆、色鉛筆、マーカーペン／紙 ３５．７×５０．８

４２ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ４６．０×５９．０

４３ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ３７．０×４８．３

４４ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ３７．５×４８．０

４５ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ４８．８×３７．３

４６ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ２５．５×３６．０

４７ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ３８．０×５０．２

４８ カムイの剣 背景画 水彩／紙 ５０．６×４８．６

４９ カムイの剣 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ３１．５×３８．０

５０ カムイの剣 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２９．７×４１．８

５１ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５２ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５３ 時空の旅人 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３６．２

５４ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５５ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５６ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５７ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５８ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

５９ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

６０ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２

６１ 時空の旅人 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．２
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番号 作品名 素材・技法 サイズ（�）

６２ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

６３ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ４６．０×６１．０

６４ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

６５ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

６６ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

６７ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

６８ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

６９ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

７０ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

７１ 時空の旅人 美術設定 筆ペン／紙 ２６．０×３６．０

７２ 時空の旅人 美術設定 筆ペン／紙 ２６．０×３６．０

７３ 時空の旅人 美術設定 鉛筆、筆ペン、マーカーペン／紙 ２６．０×３６．０

７４ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

７５ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

７６ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

７７ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

７８ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ３６．０×２６．０

７９ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

８０ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×７２．０

８１ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

８２ 時空の旅人 美術設定 鉛筆、筆ペン／紙 ３５．０×５９．５

８３ 時空の旅人 美術設定 鉛筆、色鉛筆／紙 ２６．０×７３．０

８４ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×７２．０

８５ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

８６ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

８７ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

８８ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

８９ 時空の旅人 美術設定 水彩、鉛筆、筆ペン／紙 ３６．０×２９．０

９０ 時空の旅人 美術設定 水彩、鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

９１ 時空の旅人 美術設定 色鉛筆、筆ペン／紙 ２６．０×５４．０

９２ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ３６．０×２６．０

９３ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

９４ 時空の旅人 美術設定 筆ペン／紙 ２６．０×３６．０

９５ 時空の旅人 美術設定 筆ペン／紙 ２６．０×３６．０

９６ 時空の旅人 美術設定 水彩、鉛筆、ペン、筆ペン／紙 ２６．０×６０．０

９７ 時空の旅人 美術設定 鉛筆、ペン／紙 ４１．０×２９．０

９８ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

９９ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

１００ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２５．０×３０．０

１０１ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

１０２ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

１０３ 時空の旅人 美術設定 鉛筆／紙 ２６．０×３６．０

１０４ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 ２５．３×３６．０

１０５ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 ２６．０×３５．０

１０６ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 ２６．２×８９．０

１０７ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 １５．０×２５．０

１０８ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 １２．０×２０．５

１０９ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 １６．０×３４．５

１１０ 妖獣都市 背景画 水彩／紙 １２．５×２９．５

１１１ 妖獣都市 美術ボード 水彩／紙 ２５．４×３６．０

１１２ 妖獣都市 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３６．０

１１３ 妖獣都市 美術ボード 水彩／紙 ２５．４×３６．０

１１４ 妖獣都市 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３５．９

１１５ 妖獣都市 美術ボード 水彩／紙 ２５．４×３６．０

１１６ 妖獣都市 美術ボード 水彩／紙 ４０．０×２８．８
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１１７ 夏服の少女たち～ヒロシマ・昭和２０年８月６
日 背景画

水彩／紙 ２３．０×４５．０

１１８ 夏服の少女たち～ヒロシマ・昭和２０年８月７
日 背景画

水彩／紙 ２５．５×３６．２

１１９ 夏服の少女たち～ヒロシマ・昭和２０年８月８
日 背景画

水彩／紙 ３８．０×２９．７

１２０ 夏服の少女たち～ヒロシマ・昭和２０年８月９
日 背景画

水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．０×３６．２

第２章 投影：ジブリ作品に思いを映す

１２１ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ３５．５×３７．８

１２２ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ５３．９×３３．９

１２３ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ５８．５×３７．８

１２４ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ６３．０×３６．０

１２５ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ４２．０×３７．１

１２６ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２５．７×６９．６

１２７ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１２８ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

１２９ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ５８．６×３７．０

１３０ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１３１ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１３２ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

１３３ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

１３４ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１３５ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

１３６ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１３７ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

１３８ となりのトトロ 背景画 水彩、セル／紙 ２５．８×３８．４

１３９ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２４．５×４６．３

１４０ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２５．５×３６．０

１４１ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１４２ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

１４３ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

１４４ となりのトトロ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

１４５ となりのトトロ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

１４６ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２８．３×１０３．０

１４７ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ４２．０×３６．０

１４８ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．０

１４９ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

１５０ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２６．５×３７．８

１５１ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２４．６×３６．２

１５２ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．７×３６．３

１５３ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．８×６３．８

１５４ となりのトトロ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３９．３

１５５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ３４．０×２７．０

１５６ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

１５７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．６

１５８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．４

１５９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．４×２５．５

１６０ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．３

１６１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．４

１６２ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．４

１６３ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．５

１６４ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １７．８×２５．４

１６５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１６６ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １５．０×２３．０
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１６７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １５．８×２５．０

１６８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

１６９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １４．２×２２．４

１７０ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．５×２５．４

１７１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．２×２５．２

１７２ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １６．６×２３．０

１７３ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

１７４ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．４

１７５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １４．８×２２．４

１７６ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １７．８×２５．５

１７７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １７．８×２５．５

１７８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．０

１７９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．２×２５．５

１８０ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

１８１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １９．１×２７．２

１８２ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ３６．０×２５．４

１８３ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．１

１８４ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．３

１８５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

１８６ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

１８７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．５

１８８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ３６．８×２５．３

１８９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．４×２５．５

１９０ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．４×２５．５

１９１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ３６．０×２５．２

１９２ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．５×２５．５

１９３ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．２

１９４ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

１９５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

１９６ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．４×２５．５

１９７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．２×２５．６

１９８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

１９９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．３×６７．８

２００ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １７．７×２５．４

２０１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １７．７×２５．４

２０２ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．４

２０３ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．４×２５．４

２０４ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２５．５×３６．０

２０５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

２０６ となりのトトロ 美術ボード 水彩、色鉛筆／紙 １８．０×２５．４

２０７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２０８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

２０９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．２×２５．５

２１０ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２７．２

２１１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

２１２ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５

２１３ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．２×２５．５

２１４ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．４×２５．５

２１５ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．１×２５．３

２１６ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２１７ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．２×２５．５

２１８ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．５×２５．５

２１９ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 ３６．０×２５．５

２２０ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．５×２５．５

２２１ となりのトトロ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２５．５
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２２２ となりのトトロ 背景美術用のメモとスケッチ 水彩／紙 ２３．５×３５．０

２２３ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２３．５×３５．０

２２４ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２３．５×３５．０

２２５ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２２６ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２２７ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２２８ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２２９ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２３０ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２３１ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．８×３６．４

２３２ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

２３３ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

２３４ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

２３５ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

２３６ となりのトトロ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

２３７ 魔女の宅急便 背景画 水彩／紙 ７４．０×３７．０

２３８ 魔女の宅急便 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ３５．８×３６．０

２３９ 魔女の宅急便 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２４０ 魔女の宅急便 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２４１ 魔女の宅急便 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．０×３８．２

２４２ 魔女の宅急便 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．０

２４３ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２５．８×３６．２

２４４ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２４５ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２４６ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２４７ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

２４８ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２４９ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２５０ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．０

２５１ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２５２ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２５３ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２５４ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．０

２５５ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２５６ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２５７ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２５８ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２５９ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２６０ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２６１ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２６２ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３６．４

２６３ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２９．５×７７．５

２６４ おもひでぽろぽろ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２６５ おもひでぽろぽろ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

２６６ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２６７ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２６８ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．３

２６９ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２７０ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．１

２７１ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２３．８×３２．８

２７２ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２７３ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２７４ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２７５ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２７６ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０
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２７７ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２３．０×３３．０

２７８ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２１．６×３１．２

２７９ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

２８０ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

２８１ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩、色鉛筆、マーカーペン／紙 １９．２×２７．０

２８２ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

２８３ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２８４ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２８５ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２８６ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２８７ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２８８ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．１

２８９ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．１

２９０ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．１

２９１ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．１×２７．０

２９２ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２９３ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２９４ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２９５ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

２９６ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２９７ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

２９８ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

２９９ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３００ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３０１ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３０２ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３０３ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

３０４ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３０５ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．１×２７．０

３０６ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３０７ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

３０８ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３０９ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

３１０ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．１

３１１ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

３１２ おもひでぽろぽろ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３１３ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆、色鉛筆／紙 ２５．７×３６．５

３１４ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．３

３１５ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．６×３６．１

３１６ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．５×７２．５

３１７ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×７２．８

３１８ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．６×３６．２

３１９ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．６×３６．５

３２０ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．２

３２１ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．２

３２２ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．５

３２３ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．５

３２４ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

３２５ おもひでぽろぽろ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．６×３６．３

３２６ 紅の豚 背景画 水彩／紙 ２４．５×６３．０

３２７ 紅の豚 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２６．５×６７．５

３２８ 紅の豚 背景画 水彩／紙 ２７．０×６２．０

３２９ 紅の豚 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ６２．５×４３．０

３３０ 紅の豚 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

３３１ 紅の豚 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２８．０×６７．０
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３３２ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２６．０×８７．３

３３３ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２５．０×６９．５

３３４ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２４．５×６６．５

３３５ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３３６ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ５６．０×３６．５

３３７ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２４．３×７１．０

３３８ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×７３．３

３３９ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３４０ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

３４１ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２４．８×７０．５

３４２ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

３４３ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３４４ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３４５ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３４６ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２５．２×３８．２

３４７ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

３４８ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２４．５×６６．２

３４９ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

３５０ 平成狸合戦ぽんぽこ 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２９．５×３６．６

３５１ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３５２ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

３５３ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．１

３５４ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×１９．０

３５５ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

３５６ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

３５７ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １８．５×２７．０

３５８ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

３５９ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １８．６×２７．０

３６０ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

３６１ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

３６２ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３６３ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 １９．０×２７．０

３６４ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×３８．３

３６５ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３６６ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３６７ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×１９．１

３６８ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ３８．１×２７．０

３６９ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３７０ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３７１ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３７２ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３７３ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３７４ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １８．５×２７．０

３７５ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．１

３７６ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １８．０×２７．０

３７７ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２０．０×２７．０

３７８ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３７９ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ３８．２×２７．０

３８０ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２０．５×３６．０

３８１ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

３８２ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ３８．２×２７．０

３８３ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 １９．５×２７．０

３８４ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

３８５ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３８６ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０
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番号 作品名 素材・技法 サイズ（�）

３８７ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

３８８ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３８９ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

３９０ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

３９１ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．２

３９２ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．３

３９３ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．３

３９４ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術ボード 水彩／紙 ２７．０×３８．０

３９５ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 水彩、鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

３９６ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

３９７ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆、色鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

３９８ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

３９９ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４００ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０１ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０２ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０３ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆、色鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０４ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０５ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０６ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０７ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０８ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４０９ 平成狸合戦ぽんぽこ 美術設定 鉛筆／紙 ２５．７×３６．４

４１０ 平成狸合戦ぽんぽこ スケッチ 水彩／紙 １９．２×２７．０

４１１ 耳をすませば 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ５４．０×３７．０

４１２ 耳をすませば 背景画 水彩／紙 ４２．４×３１．２

４１３ 耳をすませば 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．２×３６．０

４１４ 耳をすませば 背景画 水彩／紙 ２３．０×６４．５

４１５ 耳をすませば 背景画 水彩／紙 ２５．３×３６．０

４１６ 耳をすませば 背景画 水彩／紙 ２３．０×５６．６

４１７ 耳をすませば 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ５６．０×３２．５

４１８ 耳をすませば 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２４．５×６４．８

４１９ 耳をすませば 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３６．０

４２０ 耳をすませば 背景画 水彩／紙 ３９．６×５７．５

４２１ 耳をすませば 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２５．５×３６．０

４２２ 耳をすませば 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４２３ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ７６．３×３７．３

４２４ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ３８．０×３６．０

４２５ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ６０．０×３７．０

４２６ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２６．５×６４．５

４２７ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

４２８ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．４×１００．３

４２９ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×１０６．０

４３０ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２６．５×１０５．０

４３１ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４３２ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４３３ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ５７．０×４３．０

４３４ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．１

４３５ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４３６ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．１

４３７ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

４３８ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

４３９ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

４４０ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

４４１ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２
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４４２ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

４４３ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

４４４ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

４４５ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

４４６ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

４４７ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．６

４４８ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

４４９ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

４５０ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

４５１ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

４５２ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４５３ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４５４ もののけ姫 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

４５５ もののけ姫 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．１

４５６ もののけ姫 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

４５７ もののけ姫 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４５８ もののけ姫 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．４

４５９ もののけ姫 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ４３．６×７０．８

４６０ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 ３８．３×２７．０

４６１ もののけ姫 美術ボード 水彩、セル、セル絵具／紙 １８．５×２７．１

４６２ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．１

４６３ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 ３６．５×２６．５

４６４ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．３×２７．０

４６５ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．３×２７．０

４６６ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４６７ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４６８ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 ３８．２×２７．１

４６９ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．１×２７．０

４７０ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．５×２７．０

４７１ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４７２ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．３×２３．８

４７３ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４７４ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４７５ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

４７６ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

４７７ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４７８ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４７９ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

４８０ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４８１ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４８２ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４８３ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．３

４８４ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．２×２７．０

４８５ もののけ姫 美術ボード 水彩／紙 １９．０×２７．０

４８６ もののけ姫 美術設定（背景原図も兼ねる） 鉛筆／紙 ２５．６×３６．５

４８７ もののけ姫 美術設定（背景原図も兼ねる） 鉛筆／紙 ３６．３×５１．５

４８８ もののけ姫 美術設定（背景原図も兼ねる） 鉛筆／紙 ７７．５×３６．５

４８９ もののけ姫 美術設定（背景原図も兼ねる） 鉛筆／紙 ２３．０×３５．０

４９０ もののけ姫 美術設定（背景原図も兼ねる） 鉛筆／紙 ２３．０×３５．０

４９１ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ５９．３×３６．９

４９２ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ５８．０×３８．５

４９３ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２５．４×５２．０

４９４ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

４９５ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

４９６ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３
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４９７ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ５８．０×３８．３

４９８ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

４９９ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５００ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

５０１ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

５０２ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２４．８×７１．８

５０３ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２５．８×４８．６

５０４ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

５０５ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

５０６ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

５０７ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５０８ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

５０９ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５１０ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３４．６

５１１ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ４１．８×３９．０

５１２ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

５１３ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５１４ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．３

５１５ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５１６ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．２

５１７ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．４

５１８ 千と千尋の神隠し 背景画 水彩、セル、セル絵具／紙 ２７．０×３８．３

５１９ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２７．５×４２．５

５２０ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２５．５×３５．９

５２１ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ３５．０×４８．２

５２２ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２２．８×９２．０

５２３ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２５．５×３６．０

５２４ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２５．５×３６．０

５２５ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２７．５×４２．５

５２６ 猫の恩返し 背景画 水彩／紙 ２８．５×４６．０

５２７ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５２８ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２６．０×４５．５

５２９ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５３０ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５３１ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ４１．５×３７．５

５３２ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５３３ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５３４ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５３５ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ３４．７×４９．７

５３６ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×５４．８

５３７ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２９．７×４０．５

５３８ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５３９ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５４０ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５４１ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２７．０×４７．３

５４２ ハウルの動く城 背景画 水彩／紙 ２５．０×９４．５

５４３ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ３９．０×３９．５

５４４ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ３２．０×７２．５

５４５ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

５４６ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．０

５４７ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ３０．３×３８．２

５４８ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５４９ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５５０ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２

５５１ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．２
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５５２ ゲド戦記 背景画 水彩／紙 ２７．０×３８．１

５５３ 崖の上のポニョ 背景画 水彩、色鉛筆、クレヨン、パステル／紙 ２７．０×３８．１

５５４ 崖の上のポニョ 背景画 水彩、色鉛筆、クレヨン、パステル／紙 ２７．０×３８．１

５５５ 崖の上のポニョ 背景画 水彩、色鉛筆、クレヨン、パステル／紙 ２７．０×３８．１

５５６ 崖の上のポニョ 背景画 水彩、色鉛筆、クレヨン、パステル／紙 ２７．０×３８．１

５５７ 崖の上のポニョ 背景画 水彩、色鉛筆、クレヨン、パステル／紙 ２７．０×３８．１

５５８ 崖の上のポニョ 背景画 水彩、色鉛筆、クレヨン、パステル／紙 ２７．０×３８．１

５５９ 空想の空とぶ機械達 背景画 水彩／紙 ２７．０×４４．４

５６０ 空想の空とぶ機械達 背景画およびセル画 水彩、セル、セル絵具／紙 ４４．４×２９．５

第３章 反映：映画を離れて

５６１ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３１．０×７６．４

５６２ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ２８．６×７２．５

５６３ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３１．０×４２．２

５６４ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３０．４×３９．０

５６５ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３０．４×４２．０

５６６ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３０．０×４１．７

５６７ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３０．８×４１．８

５６８ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３０．０×７６．５

５６９ ねずてん 絵本より 水彩／紙 ３１．０×７５．０

５７０ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．０×５４．２

５７１ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、セル、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．２×３７．６

５７２ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、セル、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．５×７８．５

５７３ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、セル、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．４×３８．０

５７４ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、セル、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．３×７８．５

５７５ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、セル、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．０×３７．５

５７６ 種山ヶ原の夜 DVDより 水彩、セル、色鉛筆、クレヨン／紙 ２７．５×５０．５

５７７ 第二楽章 展示用イラスト 水彩／紙 ５０．５×６１．５

５７８ 第二楽章 展示用イラスト 水彩、色鉛筆／紙 ５０．６×６１．６

５７９ 第二楽章 展示用イラスト（映画『はだしの
ゲン』背景画）

水彩／紙 ５０．７×６２．０

５８０ 第二楽章 挿絵 水彩／紙 ２６．０×３５．８

５８１ 第二楽章 挿絵 水彩／紙 ２３．０×３５．３

５８２ 第二楽章 挿絵 水彩／紙 ２３．０×３５．３

５８３ 第二楽章 挿絵 水彩／紙 ２３．０×３５．３

５８４ 第二楽章 挿絵 水彩／紙 ２３．０×３５．３

５８５ 第二楽章 挿絵 水彩／紙 ２３．０×３３．３

５８６ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ２６．０×３６．５

５８７ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ２５．６×３６．６

５８８ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ２６．０×３６．６

５８９ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ２５．８×３６．３

５９０ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ２５．８×３６．４

５９１ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９２ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９３ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９４ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９５ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９６ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９７ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９８ 第二楽章 長崎から 挿絵 水彩／紙 ―

５９９ 第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」 挿絵 水彩／紙 ４０．０×６７．５

６００ 第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」 挿絵 水彩、色鉛筆、クレヨン／紙 ３０．０×４８．２

６０１ 第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」 挿絵 水彩、色鉛筆、クレヨン／紙 ２９．６×４２．０

６０２ 第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」 挿絵 水彩、色鉛筆、クレヨン／紙 ３３．８×５３．５

６０３ 第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」 挿絵 水彩、色鉛筆、クレヨン／紙 ３０．０×５４．２
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６０４ 第二楽章 沖縄から「ウミガメと少年」 挿絵 水彩／紙 ３０．０×５３．５

６０５ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３２．９×２５．５

６０６ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３３．２×２６．０

６０７ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３３．０×２５．８

６０８ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３２．７×２５．５

６０９ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３３．５×２５．２

６１０ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３２．８×２５．３

６１１ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３３．２×２５．２

６１２ ちゃぐりん 表紙イラスト 水彩／紙 ３３．２×２６．６

６１３ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 １９．２×２７．０

６１４ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 １９．２×２７．２

６１５ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 １９．２×２７．２

６１６ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 １９．２×２７．２

６１７ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 １９．０×２７．０

６１８ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 １９．０×２７．０

６１９ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 ２９．７×２１．０

６２０ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 ２９．８×２１．０

６２１ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 ２９．７×２１．０

６２２ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 ２９．７×２１．０

６２３ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 ２３．６×１６．８

６２４ 中小企業向け業界誌、単行本 表紙イラスト 水彩／紙 ２９．８×２１．４

６２５ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２５．７×３６．０

６２６ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２４．０×３６．３

６２７ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２６．６×３６．２

６２８ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２６．５×３６．２

６２９ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２６．３×３６．２

６３０ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２５．６×３６．３

６３１ 映画興行師 挿絵 水彩／紙 ２６．３×３６．４

６３２ LETTERS－赤鬼からの便り 挿絵 水彩／紙 ３５．４×２６．５

６３３ LETTERS－赤鬼からの便り 挿絵 水彩／紙 ３５．０×２６．７

６３４ LETTERS－赤鬼からの便り 挿絵 水彩／紙 ２６．５×３５．０

６３５ 画集 表紙イラスト 水彩、鉛筆／紙 ２９．２×４５．５

６３６ 画集 表紙イラスト 水彩／紙 ３３．６×５７．８

６３７ スケッチ スケッチ 水彩／紙 ２５．５×３６．２

６３８ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １７．０×５．７

６３９ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １９．２×２７．２

６４０ スケッチ スケッチ 水彩、鉛筆／紙 １８．８×２６．９

６４１ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １９．５×２７．０

６４２ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １４．８×１０．０

６４３ スケッチ スケッチ ペン、色鉛筆／紙 ２０．０×２７．７

６４４ スケッチ スケッチ 水彩／紙 ２７．３×２０．３

６４５ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １０．０×１４．８

６４６ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １０．０×１４．８

６４７ スケッチ スケッチ 水彩、鉛筆／紙 １０．０×１４．８

６４８ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １０．０×１４．８

６４９ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １０．０×１４．８

６５０ スケッチ スケッチ 水彩／紙 １９．２×２７．２

６５１ スケッチ スケッチ 水彩／紙 ２６．７×１８．５
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「藤城清治展 光の祈り」
平成２１年６月２７日�～８月３１日� ＊６４日間 会場：企画展示室

概要：

光と影によって作り出される影絵を独自の表現で芸術として

浸透させた藤城清治（１９２４－ ）。本展では初期のモノクー

ム作品から本展のために制作された長崎をテーマとする最新

作までを展示し、半世紀におよぶ制作の軌跡を辿った。展示

室に水槽や鏡、舞台を設置するなどし、鑑賞者が単に影絵を

見るだけでなく体験することができる仕掛けが施された。

開催形態：受託共催／巡回展

主催：長崎県美術館、長崎新聞社

共催：長崎県、長崎県教育委員会、NCC長崎文化放送

協力：藤城清治事務所、アートカフェ、長崎新聞販売センター、

パナソニック、ヤマハ、ホリプロ

協賛：ジャパネットたかた、みらい長崎ココウォーク

後援：長崎市、佐世保市、長崎市教育委員会、佐世保市教育

委員会、長崎県美術協会、長崎県医師会、長崎県社会福祉協

議会、長崎県校長会、長崎県 PTA連合会、長崎県私立幼稚

園連合会、長崎県保育協会、長崎県子ども会育成連合会、国

公立幼稚園協会、長崎県青少年育成県民会議、長崎県書店商

業組合、長崎県タクシー協会、長崎電気軌道、JR九州長崎

支社、長崎県歯科医師会、長崎県看護協会、長崎県水彩画協

会、長崎県立長崎図書館、長崎花市場、長崎県花き振興協議

会、花キューピット協同組合長崎支部、日本青年会議所九州

地区長崎ブロック協議会、長崎県地域婦人団体連絡協議会、

長崎県母親大会実行委員会、長崎県民生委員児童委員協議会、

長崎ケーブルメディア、エフエム長崎、長崎いけばな連盟、

ながさき子ども劇場、長崎県薬剤師会、長崎平和推進協会、

生活協同組合ララコープ、長崎県生活協同組合連合会、長崎

いのちを大切にする会、長崎原爆被災者協議会、長崎原爆遺

族会、長崎県被爆者手帳友の会、長崎県平和運動センター被

爆者連絡協議会、長崎県被爆者手帳友愛会、長崎の証言の会

観覧料：

一般１，１００（９００）円、高校・大学生・７０歳以上８００（６００）

円、小学・中学生７００（５００）円

※（ ）内は前売りおよび１５名以上の団体料金

※小学生未満無料

観覧者数：６７，６０８人（１日当たり１，０５６人）

出品点数：１９９点

関連事業：

� 藤城清治氏サイン会

日時：７月１１日�、１９日�、２０日（月・祝）、８月８日�、
３０日�、３１日� １３：３０～（８月３１日のみ１３：００～）

参加者数：計１，２５０人（１５０人、１５０人、２００人、１５０人、４００人、

２００人）

主要記事等：

・「いちおしヒルミテギャラリー」『ながさきナビゲーター

ヒルミテ』（NHK長崎放送局）平成２１年６月２６日

・「リアル特集 “ケロヨン”の生みの親 影絵の巨匠 藤城

清治さん生出演」『ニュースリアルタイム』（長崎国際テレ

ビ）平成２１年７月３日

・「８５歳にして少年の心 影絵作家の生き方」『スーパー

モーニング』（テレビ朝日）平成２１年７月１０日

・『クエスト～探求者たち～』（WOWOW）平成２１年７月１２

日、１８日

・「特集 藤城清治 ８５歳の挑戦 光と影が語りかける 藤

城清治展」『スーパー Jチャンネルながさき』（長崎文化放

送）平成２１年８月３日

・『光と影の詩人 影絵作家・藤城清治の世界』（CS放送／

日本映画専門チャンネル）平成２１年８月３日、１１日、２０

日

・藤城清治（影絵作家）「文化 人形劇の楽しさ原点に 影

絵と共に生きて」『長崎新聞』平成２１年８月２１日

・米田耕司（長崎県美術館館長）「次世代に贈る愛と平和

藤城清治展に思う」『長崎新聞』平成２１年８月２６日

番号 作品名 制作年 種別 サイズ（�）

１ 白い服の少女 １９４４年 油彩

２ 青の女の子 １９４５年 水彩

出品リスト：
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番号 作品名 制作年 種別 サイズ（�）

３ ギニョールの楽屋 １９５０年 油彩

４ ぼくの家の模型 １９３７年

５ 日の出の踊り １９５３年 影絵 ４２．０×６０．０

６ 小鬼のしゃしんや １９５４年 影絵 ６７．０×８０．０

７ こびとのせんたく日 １９５３年 影絵 ８０．０×８０．０

８ 銀鈴の砂 １９９６年 影絵 ４０．０×７０．０

９ 月夜の道 １９７２年 影絵 ４３．０×６０．０

１０ トンチキプー １９５５年 影絵 ４５．０×５０．０

１１ 玉ねぎと子うさぎとねこ１ １９５５年 影絵 ５５．０×７０．０

１２ 玉ねぎと子うさぎとねこ２ １９５５年 影絵 ７０．０×１００．０

１３ 玉ねぎと子うさぎとねこ３ １９５５年 影絵 ７０．０×８０．０

１４ 玉ねぎと子うさぎとねこ４ １９５５年 影絵 ６０．０×８０．０

１５ 西遊記 孫悟空の顔 １９５８年 影絵 １００．０×７５．０

１６ 西遊記 女の顔 １９５８年 影絵 １００．０×７５．０

１７ 西遊記 鎮元大仙の袖の中へ １９５８年 影絵 ７３．０×２００．０

１８ 西遊記 老魔の口の中へ １９６２年 影絵 ９０．０×１０５．０

１９ 西遊記 火あぶりの刑の悟空 １９５８年 影絵 ８０．０×６０．０

２０ 西遊記 いかだに乗る悟空 １９５８年 影絵 ７１．０×１００．０

２１ 西遊記 吊るされた八戎とくさりにつながれた悟空 １９５９年 影絵 ５０．０×６０．０

２２ 西遊記 黒大王と悟空の戦い １９５８年 影絵 ９０．０×１０５．０

２３ たばことこびと １９６０年 影絵 ５３．０×５２．０

２４ 証城寺の狸ばやし １９７６年 影絵 ４７．０×６６．０

２５ 眠りの森のお姫さま １９７９年 影絵 ５４．０×５３．０

２６ きん色の窓 １９８０年 影絵 ５４．０×３９．０

２７ 猫たちのパーティー １９８８年 影絵 ６１．０×８０．０

２８ こたつと猫 １９８０年 影絵 ５５．０×５５．０

２９ 猫曜日 １９８７年 影絵 ４２．０×３０．０

３０ つり橋はぼくのハープ １９８８年 影絵 ８６．０×９９．０

３１ 夏魚しました １９９０年 影絵 ６２．０×６３．０

３２ 地球讃歌 １９９２年 影絵 ７８．０×１７５．０

３３ こねこのルミちゃん １９９７年 影絵 ６１．０×６２．０

３４ 泣いた赤鬼 １９９７年 影絵 ６０．０×６０．０

３５ 川の流れのように １９９８年 影絵 ８２．０×８２．０

３６ 天使のともしび １９９９年 影絵 ６０．０×１３２．０

３７ 天使のおくりもの ２００１年 影絵 ８２．０×７６．０

３８ 夢見る樹 １９９９年 影絵 ８０．０×９２．０

３９ 夕日の樹 １９９９年 影絵 ８０．０×９２．０

４０ スイカ割り １９９９年 影絵 ５９．０×５９．０

４１ ケロヨンのユートピア １９９９年 影絵 １５０．０×１８０．０

４２ 本当の雨がやんだら音楽の雨をふらせよう ２００２年 影絵 １００．０×７７．０

４３ クリスマスの鐘１ １９７９年 影絵 ６３．０×４６．１

４４ クリスマスの鐘２ １９７９年 影絵 ４５．０×６５．４

４５ クリスマスの鐘３ １９７９年 影絵 ５４．０×１０９．０

４６ クリスマスの鐘４ １９７９年 影絵 ５２．０×５１．９

４７ クリスマスの鐘５ １９７９年 影絵 ５０．７×５０．９

４８ 月光の響 １９８１年 影絵 ６３．８×６３．８

４９ 真夜中の工場 １９８０年 影絵 ５５．０×５６．０

５０ カンは踊る １９９０年 影絵 ５９．０×５９．０

５１ 花と少女 １９７９年 影絵（水槽） ７５．５×９９．５

５２ 雲になった池の水１ １９８８年 影絵 ５９．５×４２．５

５３ 雲になった池の水２ １９８８年 影絵 ４０．０×６０．５

５４ 雲になった池の水３ １９８８年 影絵 ３９．０×５８．５

５５ 雲になった池の水４ １９８８年 影絵 ４５．５×３１．５

５６ 雲になった池の水５ １９８８年 影絵 ４９．５×４９．５

５７ 雲になった池の水６ １９８８年 影絵 ５１．０×３２．５
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番号 作品名 制作年 種別 サイズ（�）

５８ 雲になった池の水７ １９８８年 影絵 ４８．０×６６．０

５９ マッチ売りの少女 １９８７年 影絵 ５７．０×５７．０

６０ 光のプレリュード １９８４年 影絵 ５６．０×５５．０

６１ ぼくのアクアリウム １９８４年 影絵 ５６．０×５６．０

６２ ぼくの目は猫の目 １９８７年 影絵 ２０．０×２０．０

６３ ぼくの窓 １９８２年 影絵 ５５．０×５５．０

６４ グラスの中のこびと １９９０年 影絵 ４９．０×５０．０

６５ 人魚姫 １９７９年 影絵 ５９．０×５９．０

６６ ふくろねずみのしっぽの毛１ １９８６年 影絵 ５９．０×４３．０

６７ ふくろねずみのしっぽの毛２ １９８６年 影絵 ３９．０×５９．０

６８ ふくろねずみのしっぽの毛３ １９８６年 影絵 ５９．０×５９．０

６９ ふくろねずみのしっぽの毛４ １９８６年 影絵 ５９．０×５９．０

７０ ふくろねずみのしっぽの毛５ １９８６年 影絵 ４９．０×１０３．０

７１ 小さな恋 ２００５年 影絵 ７５．０×７５．０

７２ 夢をはこぶ橋（萬代橋） ２００４年 影絵 ８３．０×７９．０

７３ 猫ずもう ２００３年 影絵 ７０．０×９０．０

７４ ワンワン共和国 ２００５年 影絵 １３０．０×１２０．０

７５ 木馬の夢 １９９８年 影絵（水槽） １００．０×１８０．０

７６ 太陽は昇る ２００２年 影絵 ５６０．０×９５．０

７７ 月のなかの兎 ２００６年 影絵 ９０．０×６８．０

７８ 悲しきピエロ ２００７年 影絵 ７３．５×５９．５

７９ 生命讃歌 １９９９年 影絵（レプリカ） １６９．０×２９８．０

８０ つりのこびと １９９７年 影絵 ５９．０×８４．０

８１ コスモスは詩う ２００３年 影絵（水槽） ９４．０×１５０．０

８２ MISIAの幻想 ２００１年 影絵 ７５．０×９０．０

８３ 夜空に星が ２００６年 影絵 １２０．０×１５０．０

８４ ルードヴィヒ�世とノイシュヴァンシュタイン城 ２００６年 影絵（水槽） １５４．０×１８０．０

８５ ルードヴィヒ�世とノイシュヴァンシュタイン城 デッサン

８６ ルードヴィヒ�世とノイシュヴァンシュタイン城 デッサン

８７ ルードヴィヒ�世とノイシュヴァンシュタイン城 デッサン

８８ ルードヴィヒ�世とノイシュヴァンシュタイン城 デッサン

８９ ル－ドヴィヒ�世とノイシュヴァンシュタイン城 影絵下絵

９０ ウィ・アー・ザ・ワールド 飢餓に苦しむアフリカのこど
もたち

１９９７年 影絵 ５７．０×１０４．０

９１ ウィ・アー・ザ・ワールド 難民キャンプにならぶこども
たち

１９９７年 影絵 ５８．０×１１６．０

９２ ウィ・アー・ザ・ワールド ３人のレコーディング １９９７年 影絵 ５６．０×９５．０

９３ ウィ・アー・ザ・ワールド ４５人のビッグスター １９９７年 影絵 ５６．０×１２６．０

９４ ウィ・アー・ザ・ワールド 歌手たちの救済への呼びかけ １９９７年 影絵 ５５．０×１２７．０

９５ ウィ・アー・ザ・ワールド アフリカの実情を語るエチオ
ピアの女性

１９９７年 影絵 ５６．０×７６．５

９６ ウィ・アー・ザ・ワールド 歌が世界を動かした １９９７年 影絵 ４３．０×１５１．０

９７ ウィ・アー・ザ・ワールド ラジオ局から世界へメッセー
ジ

１９９７年 影絵 ５６．０×１１３．０

９８ ウィ・アー・ザ・ワールド 喜びにあふれるアフリカのこ
どもたち

１９９７年 影絵 ５４．０×１５０．０

９９ 恋する季節１ ２００１年 影絵 １８０．０×３９．０

１００ 恋する季節２ ２００１年 影絵 １８０．０×３９．０

１０１ 恋する季節３ ２００１年 影絵 １８０．０×３９．０

１０２ 恋する季節４ ２００１年 影絵 １８０．０×３９．０

１０３ 恋する季節５ ２００１年 影絵 １８０．０×３９．０

１０４ 恋する季節６ ２００１年 影絵 １８０．０×３９．０

１０５ 風の中の白いピアノ ２００１年 影絵（水槽） １００．０×１５０．０

１０６ 聖書画 はじめに光あれ １９９１年 影絵 ５１．０×７４．０

１０７ 聖書画 蒼穹 １９９１年 影絵 ５２．０×７５．０

１０８ 聖書画 天地創造 １９９１年 影絵 １００．０×７３．０
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番号 作品名 制作年 種別 サイズ（�）

１０９ 聖書画 魚と鳥 １９９１年 影絵 ７６．０×１０５．０

１１０ 聖書画 獣と人間 １９９１年 影絵 ７６．０×１０５．０

１１１ 聖書画 エデンの園 １９９１年 影絵（水槽） １１５．０×１８５．０

１１２ 聖書画 カインとアベル １９９１年 影絵

１１３ 聖書画 箱舟に乗る動物たち １９９１年 影絵 ７０．０×１００．０

１１４ 聖書画 洪水に翻弄されるノアの箱舟 １９９１年 影絵 ６９．０×９９．０

１１５ 聖書画 ノアの箱舟に帰ってきた鳩 ２００３年 影絵（水槽） ２００．０×２４２．０

１１６ 聖書画 バベルの塔 １９９１年 影絵 ８４．０×１１３．０

１１７ 聖書画 海を渡るモーゼ １９８６年 影絵 ５６．０×７９．０

１１８ 聖書画 十戒と金の仔牛 ２００４年 影絵 ８９．０×７４．０

１１９ 聖書画 イエスの誕生 １９８０年 影絵 ５９．０×８３．０

１２０ 聖書画 イエスの奇跡 ２００１年 影絵 ８０．０×１００．０

１２１ 聖書画 山上の説教 １９９８年 影絵 ５９．０×７２．５

１２２ 聖書画 エルサレム入城 １９８０年 影絵 ６６．０×９９．０

１２３ 聖書画 最後の晩餐 １９８０年 影絵 ６９．０×９９．０

１２４ 聖書画 ゲッセマネの祈り １９８０年 影絵 ５８．０×４２．０

１２５ 聖書画 十字架のイエス １９９５年 影絵 ５９．０×８１．０

１２６ ムネアカドリのおはなし１ １９８６年 影絵 ５９．０×４３．０

１２７ ムネアカドリのおはなし２ １９８６年 影絵 ３９．０×６０．０

１２８ ムネアカドリのおはなし３ １９８６年 影絵 ５０．０×１０４．０

１２９ ムネアカドリのおはなし４ ２００８年 影絵 １２０．０×９０．０

１３０ ムネアカドリのおはなし５ ２００８年 影絵 ７５．０×１００．０

１３１ 聖フランシスコと小鳥たち ２００３年 影絵 １００．０×７５．０

１３２ カステラ福砂屋本店 ２００９年 デッサン

１３３ グラバー亭より望む ２００９年 デッサン

１３４ 頭ヶ島教会 ２００９年 デッサン

１３５ 旧五輪教会 ２００９年 デッサン

１３６ 青砂ヶ浦教会 ２００９年 デッサン

１３７ 江上教会 ２００９年 デッサン

１３８ 堂崎教会 ２００９年 デッサン

１３９ 土井ノ浦教会 ２００９年 デッサン

１４０ 眼鏡橋 ２００９年 デッサン

１４１ 思案橋横丁 ２００９年 デッサン

１４２ アンティックな丸山交番 ２００９年 デッサン

１４３ 大浦天主堂 ２００９年 デッサン

１４４ 軍艦島第２堅坑 ２００９年 デッサン

１４５ 軍艦島 船上より描く ２００９年 デッサン

１４６ 広島赤十字病院の曲がった窓枠 ２００６年 影絵（水槽） １２０．０×１６０．０

１４７ 悲しくも美しい平和への遺産 ２００５年 影絵（レプリカ） １５３．０×２０５．０

１４８ 長崎山王神社の一本足の鳥居と生き続ける大クスの木 ２００９年 影絵（水槽） １２０．０×１８０．０

１４９ 慶應大学 三田福沢諭吉記念演説館 １９７５年 影絵 ５９．０×５９．０

１５０ 軍艦島 ２００９年 影絵 １１０．０×２４０．０

１５１ 宮沢賢治童話 雪渡り １９９７年 影絵

１５２ 宮沢賢治童話 セロひきのゴーシュ ２００８年 影絵（水槽） １２０．０×１８０．０

１５３ 宮沢賢治童話 なめとこ山の熊 １９８７年 影絵

１５４ 宮沢賢治童話 ふたごの星 ２００８年 影絵

１５５ 宮沢賢治童話 グスコーブドリの伝記 １９９７年 影絵

１５６ 宮沢賢治童話 銀河鉄道の夜 銀河への旅 １９７８年 影絵 ５１．０×５１．０

１５７ 宮沢賢治童話 鹿踊り １９９８年 影絵 ５９．０×５９．０

１５８ 宮沢賢治童話 ポラーノの広場 １９８５年 影絵 ４８．５×３６．０

１５９ 宮沢賢治童話 注文の多い料理店 １９９６年 影絵 ４５．８×４５．６

１６０ 宮沢賢治童話 蛙のゴム靴 １９８４年 影絵 ４７．０×３５．０

１６１ 宮沢賢治童話 雁の童子 １９９８年 影絵 ６０．０×６０．０

１６２ 宮沢賢治童話 オツベルと象 １９９７年 影絵 ５９．５×５９．５

１６３ 宮沢賢治童話 銀河鉄道の夜 カムパネルラ １９８５年 影絵 ６２．０×５２．０
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番号 作品名 制作年 種別 サイズ（�）

１６４ 宮沢賢治童話 やまなし １９８２年 影絵 ５６．０×５６．０

１６５ 光彩陸離 １９９８年 影絵（レプリカ） ２２６．０×３６７．０

１６６ 天使の集い ２００２年 影絵 １９２．０×１９２．０

１６７ 二人の人魚 ２００５年 影絵 ３６０．０×９０．０

１６８ サックスを吹く少年 ２００５年 影絵 ３６０．０×９０．０

１６９ 虹 ２００５年 影絵 ３６０．０×９０．０

１７０ 水玉の中のメルヘン ２００５年 影絵 ２８０．０×３１８．５

１７１ ボール紙で作ったプラテーロ

１７２ プラテーロと私 １９９５年 影絵 ５８．０×４３．０

１７３ 憂愁 ２００７年 影絵 ９０．０×１０５．０

１７４ プラテーロの死 ２００７年 影絵 ９０．０×９０．０

１７５ 天国のアラメ ２００７年 影絵 ６０．０×１２０．０

１７６ 夢がとぶ ２００２年 影絵 ７９．０×８８．０

１７７ カレード・スコープ 影絵（インスタレーション）

１７８ ねむの木の子守歌 ２００１年 影絵 ６９．０×８３．０

１７９ 夢生まれる ２００６年 影絵 １２０．０×１８０．０

１８０ 三春の滝桜 ２００９年 影絵 １００．０×１２０．０

１８１ 結衣のうつし絵 ２００９年 影絵（レプリカ） ７０．０×７０．０

１８２ カンボジアに幸せを ２００８年 影絵（レプリカ） ８３．０×１０８．０

１８３ リーフがそよぐシンフォニー ２００９年 影絵 １７６．０×１９６．０

１８４ こびとの楽園 ２００５年 影絵（レプリカ） １１６．０×１９１．０

１８５ 夕陽の中の愛の奇跡 ２００４年 影絵 ８０．０×６５．０

１８６ 夕日のサクソフォンは地球をまわる ２００７年 影絵 ９４．０×８４．０

１８７ 光陰の中の巣立つ仔馬たち ２００８年 影絵（レプリカ） １８９．０×１６８．０

１８８ アリスのハート ２００５年 影絵（レプリカ） １００．０×７６．０

１８９ 愛のカクテル ２００４年 影絵 ７４．０×５４．０

１９０ ともしび ２００８年 影絵（レプリカ） １２０．０×１２０．０

１９１ 竿燈まつり ２００８年 影絵（レプリカ） １０４．０×１５４．０

１９２ ねずみの海賊船 ２００７年 影絵 ９０．０×１２０．０

１９３ 木の葉のシンフォニー ２００７年 影絵 １３５．０×２１０．０

１９４ 日輪 ２００７年 影絵 １７２．５×２２５．０

１９５ ケロヨン 人形

１９６ モグちゃん 人形

１９７ ギロバチ 人形

１９８ ケロヨンボックス ２００６年 突き出しボックス

１９９ こびとボックス ２００６年 突き出しボックス
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「東松照明展―色相と肌触り 長崎―」
平成２１年１０月３日�～１１月２９日� ＊５４日間 会場：企画展示室

概要：

長崎在住で長崎をテーマに撮影を続けている写真家・東松照

明（１９３０－ ）の長崎をテーマとした１９７５年以降に撮影さ

れたカラー作品の中から初公開となる３１０点を紹介した。長

崎を日々めぐりながら撮影する「町歩き」シリーズを中心と

し、あわせて廃材のコンピューターチップを組み合わせた

「キャラクター P」、被爆者や被爆二世の姿、被爆遺物を撮

影した作品という４部の構成からなる。しかし本展では、「長

崎マンダラ」（２０００年、長崎県立美術博物館）で試みられた

展示手法を展開させ、あえてテーマも撮影年も撮影場所も、

順不同に展示した。

関連事業として、長崎の写真文化の振興をめざし、２０代

の長崎在住写真家志望者を対象とした、東松流の作品制作過

程を体験する「東松照明 デジタル写真ワークショップ」を

約１カ月半開催した。

開催形態：単独主催／自主企画展

主催：長崎県美術館

特別協力：長崎原爆資料館

協力：株式会社九州広告、株式会社スタジオアートアイ

助成：財団法人地域創造、芸術文化振興基金

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、長崎市立図書館、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、社団法人日本写真協会、社団法人日本写

真家協会

観覧料：

一般９００（８００）円、大学生・７０歳以上７００（６００）円、高校

生５００（４００）円

※（ ）内は前売りおよび１５名以上の団体料金

※中学生以下無料

観覧者数：６，６４０人（１日あたり１２３人）

出品点数：３１０点（参考資料含まず）

関連事業：

� 学芸員によるギャラリートーク

毎週金曜日１８：００～

� 記念対談：１０月３日� １４：００～１６：００

講師：東松照明、木下哲夫（翻訳家）

参加者数：１５０人

� 東松照明デジタル写真ワークショップ in長崎：全５回

日時：９月２７日�、１０月４日�、１１日�、１８日�、２５日�
各日１４：００～１７：００

講師：東松照明

対象：長崎県在住１８～２９歳までの７人

� 東松照明デジタル写真ワークショップ in長崎 作品展

会期：１１月１０日～１６日 １０：００～１７：００

会場：アトリエ

観覧者数：４８８人

� 「町歩き」ツアー
日時：１１月７日�、１５日� １４：００～１７：００

参加者数：計２１人

主要記事等：

・「特集 被爆６４年・語り継ぐ夏『被爆者の刻』」『スーパー

Jチャンネルながさき』（NCC長崎文化放送）平成２１年８

月５日

・「特集東松照明の世界」『報道センター NBC』（NBC長崎

放送）平成２１年１０月６日

・「スーパー特集 追い求めて…写真家・東松照明 ７９歳」

『KTNスーパーニュース』（KTNテレビ長崎）平成２１年

１０月６日

・「特集 ナガサキを見つめるレンズ」『スーパーニュース

ANCHOR』（関西テレビ）平成２１年１０月１４日

・「被爆者取り続ける 東松照明さん」『ニュース長崎 EYE

６１０』（NHK長崎放送）平成２１年１０月２１日

・「アートシーン」『NHK新日曜美術館』（NHK教育）平成

２１年１１月１日

・「撮って選ぶこと～写真家・東松照明ワークショップ」『ダ

ントツ潮流』（NBC長崎放送）平成２１年１１月７日

・「特集 ナガサキを見つめるレンズ／関西テレビ」『KTN

スーパーニュース』（KTNテレビ長崎）平成２１年１１月２３日

・阿部弘賢「受け継ぐ’０９夏 『被爆の風化 食い止めたい』
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長崎の７９歳写真家 ９年ぶりに展覧会」『毎日新聞』平成

２１年７月２５日

・平古場富美「文化 重層的に浮かび上がる姿 町歩き、被

爆…混然一体」『長崎新聞』平成２１年１０月７日

・右田和孝「文化 west 長崎の町 あるがまま 被爆遺物

も再撮影 東松照明展」『読売新聞』平成２１年１０月２０日夕

刊

・渡辺亮一「東松照明写真展 被爆者・遺物・日常にこだわ

り 受難の地 過去と現在が共鳴」『毎日新聞』平成２１年

１０月２６日

・藤原賢吾「文化 まばたきのリズムで写した被爆地の日常

写真家 東松照明さん 長崎県美術館で個展」『西日本新

聞』平成２１年１０月２９日

・井上順子「アプローチ九州 『東松照明展』被爆見据える

写真家の使命」『日本経済新聞』平成２１年１０月２９日

・井川惺亮（美術家）「絵のような色とセンス」／小林勝（写

真家）「赤い布団に長崎の深淵」／高塚かず子（詩人）「平

和願うまなざし結晶」『長崎新聞』平成２１年１１月１日

・西正之「文化 日常にとけこむ悲劇 東松照明展 長崎・

原爆写し５０年」『朝日新聞』平成２１年１１月１４日夕刊

・「飯沢耕太郎のレビュー」（artscape）平成２１年１１月２８日

・桐谷麗了子（文筆家）「『肉弾戦』という東松照明のワーク

ショップ」『アサヒカメラ』平成２２年１月号

・飯沢耕太郎「写真を『見る』ことと『語る』こと」『アサ

ヒカメラ』平成２２年２月号

・飯沢耕太郎「東松照明展から原爆の記憶の継承について考

える」『日本カメラ』平成２２年２月号

・清水穣「批評のフィールドワーク 第３回 東松照明展『色

相と肌触り 長崎』のために１：前史」（ARTiT）平成２１

年１１月２０日

・清水穣「批評のフィールドワーク 第４回 東松照明展『色

相と肌触り 長崎』のために１：『〈１１時０２分〉NAGA-

SAKI』」（ARTiT）

・清水穣「批評のフィールドワーク 第５回 東松照明展『色

相と肌触り 長崎』のために１：闇と色彩」（ARTiT）

・飯沢耕太郎「この１年 写真」『毎日新聞』夕刊 平成２１

年１２月１５日

番号 作品名 撮影地 撮影年 技法・素材 サイズ（�） 所蔵

１ キャラクター P 長崎市本石灰町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．７ 作家蔵

２ 長崎市館内町 １９８２年 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５ 作家蔵

３ 長崎市内 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３２．０×２９．０ 作家蔵

４ 長崎市諏訪町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．６ 作家蔵

５ 長崎市内 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３１．７×２９．０ 作家蔵

６ ステンドグラス用の板ガラス 長崎市上野町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３７．０×２６．０ 作家蔵

７ 女性の上衣 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．５ 作家蔵

８ 長崎市鍛冶屋町大音寺 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．８ 作家蔵

９ 長崎市神ノ島町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．０ 作家蔵

１０ 浦川志津香さん 長崎市愛宕 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．５ 作家蔵

１１ 浦川志津香さん 長崎市本尾町浦上天主堂 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．０ 作家蔵

１２ 長崎市風頭町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．６ 作家蔵

１３ 長崎市伊良林 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０ 作家蔵

１４ 長崎市中島川 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２６．５ 作家蔵

１５ 長崎市館内町緑ヶ丘保育園 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．６ 作家蔵

１６ 長崎市風頭山麓 １９９６年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７ 作家蔵

１７ 長崎市風頭山麓 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２６．５ 作家蔵

１８ 浦上天主堂鐘楼ドーム 長崎市本尾町浦上天主堂 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ３７．２×２５．０ 作家蔵

１９ 長崎市立山 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．６ 作家蔵

２０ 長崎市稲田町界隈 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２７．０ 作家蔵

２１ 長崎市高平町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３７．３×２５．０ 作家蔵

２２ キャラクター P 長崎市東小島町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ３４．７×２８．０ 作家蔵

２３ 長崎市立山 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２８．０ 作家蔵

２４ 五島市奥浦町（福江島）堂崎教会 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３６．６×２６．０ 作家蔵

２５ 長崎市内 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３２．７×２８．５ 作家蔵

２６ 長崎市大浦町界隈 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．９ 作家蔵

２７ 長崎市出雲 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．０ 作家蔵

２８ 長崎市銅座町 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．７ 作家蔵

２９ 五島市田ノ浦町（久賀島）浜脇教会 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３６．６ 作家蔵

３０ 長崎市伊勢町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３２．６×２８．０ 作家蔵

３１ キャラクター P 長崎市鍛冶屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２９．０ 作家蔵

３２ 西海市西海町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３１．９×２９．０ 作家蔵

３３ 人骨が付着した溶解物と作業服 長崎市平野町長崎原爆資料館 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．９ 作家蔵

３４ 爆心地から２００�圏内の被爆瓦 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．２ 作家蔵

出品リスト：
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３５ 長崎市東小島町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．５ 作家蔵

３６ 長崎市神ノ島町神ノ島教会 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０ 作家蔵

３７ 長崎市深堀町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２６．０ 作家蔵

３８ 長崎港 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．０ 作家蔵

３９ 長崎市伊良林 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．２ 作家蔵

４０ 雲仙市千々石町 ２００１年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０ 作家蔵

４１ 長崎市賑町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３５．１×２６．０ 作家蔵

４２ 雲仙市小浜町光泉寺 ２００１年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０ 作家蔵

４３ 諫早湾 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３６．４×２６．０ 作家蔵

４４ 富上ミツノさん 五島市 ２００１年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．３ 作家蔵

４５ 長崎市上野町 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３４．９ 作家蔵

４６ 長崎市曙町悟真寺 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２５．０ 作家蔵

４７ 長崎市鍛冶屋町八坂神社 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２５．０ 作家蔵

４８ 長崎市桶屋町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２６．０ 作家蔵

４９ 長崎市下黒崎町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．２ 作家蔵

５０ 長崎港 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．７ 作家蔵

５１ 長崎市下黒崎町枯松神社 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３５．２×２６．５ 作家蔵

５２ 西海市西海町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０ 作家蔵

５３ 東彼杵郡波佐見町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３２．０×２９．０ 作家蔵

５４ 島原市 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．７ 作家蔵

５５ 長崎市鍛冶屋町崇福寺 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５ 作家蔵

５６ 長崎市出島 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．６×２７．０ 作家蔵

５７ 長崎市寺町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．４ 作家蔵

５８ 長崎市鍛冶屋町崇福寺 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．０ 作家蔵

５９ 長崎市県庁前 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．４ 作家蔵

６０ 長崎市大浦町孔子廟 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０ 作家蔵

６１ 長崎市丸山町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３３．２ 作家蔵

６２ 長崎市鍛冶屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．０ 作家蔵

６３ 長崎市鍛冶屋町崇福寺 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３９．５ 作家蔵

６４ 長崎市元船町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．５ 作家蔵

６５ 長崎市籠町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３３．５×２７．０ 作家蔵

６６ 西海市崎戸町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．０ 作家蔵

６７ キャラクター P 長崎市風頭山麓 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ３０．０×２９．０ 作家蔵

６８ 長崎市寺町 １９８２年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０ 作家蔵

６９ 徳利 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２６．０ 作家蔵

７０ 長崎市諏訪町界隈 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２７．０ 作家蔵

７１ 長崎市高平町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２７．０ 作家蔵

７２ 雲仙市小浜町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．１ 作家蔵

７３ アルミニュームの鍋とヤカンの破片 長崎市平野町長崎原爆資料館 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．４ 作家蔵

７４ 長崎市新地町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．０ 作家蔵

７５ 久松スミエさんとかんざし 長崎市平野町長崎国際文化会館、長崎原爆
資料館

１９８５・２００８年 デジタル出力・印画紙 ３７．３×２５．５ 作家蔵

７６ 長崎市油屋町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２７．０ 作家蔵

７７ 長崎市下大野町大野教会 １９８２年 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５ 作家蔵

７８ 溶解変形したガラス瓶 長崎市平野町長崎原爆資料館 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．５ 作家蔵

７９ 雲仙市千々石町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．１ 作家蔵

８０ 溶解したタイルとガラス、手の骨と
ガラス

長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．９ 作家蔵

８１ 溶けた硬貨 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．５ 作家蔵

８２ キャラクター P 長崎市三重田町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３０．０×３０．２ 作家蔵

８３ 長崎市館内町天后堂 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３０．０×３０．０ 作家蔵

８４ 長崎市籠町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２６．０ 作家蔵

８５ 長崎市愛宕 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３６．２×２７．０ 作家蔵

８６ 焦げた板壁に残った木の葉の影 長崎市平野町長崎原爆資料館 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２６．５ 作家蔵

８７ 長崎市油屋町 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．１ 作家蔵
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８８ 長崎市曙町稲佐国際墓地 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．４ 作家蔵

８９ キャラクター P 長崎市戸町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３０．９×３０．０ 作家蔵

９０ 長崎市館内町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２７．５ 作家蔵

９１ 諫早市天祐寺 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．０ 作家蔵

９２ 新上五島町有川（中通島） １９９８年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．７ 作家蔵

９３ 長崎市愛宕 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．６ 作家蔵

９４ 長崎市油屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０ 作家蔵

９５ 長崎市高平町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．６×２７．０ 作家蔵

９６ 長崎市新大工町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３２．７×２８．０ 作家蔵

９７ 長崎市銀屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．４×２７．０ 作家蔵

９８ 長崎市銅座町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．９×２７．０ 作家蔵

９９ 長崎市新地町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２９．０ 作家蔵

１００ 長崎市丸山町梅園身代り天満宮 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．５ 作家蔵

１０１ 長崎市銅座川 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２７．５ 作家蔵

１０２ 長崎市中島川 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２６．０ 作家蔵

１０３ 長崎市鍛冶屋町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．６ 作家蔵

１０４ 長崎市中島川 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３３．５×２８．０ 作家蔵

１０５ 長崎市八幡町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．６ 作家蔵

１０６ 長崎市中川 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３２．６×２８．５ 作家蔵

１０７ 長崎市麹屋町界隈 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３３．０×２９．０ 作家蔵

１０８ 長崎市鍛冶屋町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０ 作家蔵

１０９ 長崎電気軌道浦上車庫 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３８．２×２６．０ 作家蔵

１１０ 長崎市愛宕 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２７．０ 作家蔵

１１１ 長崎市東小島町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３２．８×２９．０ 作家蔵

１１２ 長崎市本石灰町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０ 作家蔵

１１３ 長崎市浜町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．４ 作家蔵

１１４ 長崎市新地町湊公園 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．０ 作家蔵

１１５ 長崎市万屋町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３４．５×２８．０ 作家蔵

１１６ 長崎市賑町中央公園 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２７．０ 作家蔵

１１７ 長崎市船大工町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３４．８ 作家蔵

１１８ 長崎市桜馬場桜馬場中学校 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．０ 作家蔵

１１９ 長崎港 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．０ 作家蔵

１２０ 長崎市館内町界隈 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０ 作家蔵

１２１ 長崎市深堀町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．４ 作家蔵

１２２ 五島市三井楽町（福江島） ２００１年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．５ 作家蔵

１２３ 長崎市戸町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．８ 作家蔵

１２４ 長崎市脇岬町 １９９８年 デジタル出力・印画紙 ３３．０×２９．０ 作家蔵

１２５ 平戸市生月町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５ 作家蔵

１２６ 諫早湾 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．０ 作家蔵

１２７ 長崎市小ヶ倉町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３２．５×２９．０ 作家蔵

１２８ キャラクター P 雲仙市小浜町 １９９６年 デジタル出力・印画紙 ３０．１×２９．５ 作家蔵

１２９ 長崎市風頭山麓 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２９．０ 作家蔵

１３０ 松浦市福島町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．０ 作家蔵

１３１ 山口仙二さん 長崎市平野町長崎原爆資料館 １９９８年 デジタル出力・印画紙 ３５．６×２６．５ 作家蔵

１３２ 山口仙二さん 雲仙市小浜町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２８．０ 作家蔵

１３３ 五島市三井楽町（福江島） ２００１年 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．０ 作家蔵

１３４ 島原市 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．８ 作家蔵

１３５ 東彼杵郡波佐見町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．０ 作家蔵

１３６ 西海市西彼町 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２６．０ 作家蔵

１３７ 平戸市生月町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２５．５ 作家蔵

１３８ 長崎市上小島 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．６ 作家蔵

１３９ 長崎市玉園町聖福寺 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．２ 作家蔵

１４０ 長崎市興善町新興善小学校 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２６．０ 作家蔵

１４１ 長崎市大井手町宮の下公園 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２７．０ 作家蔵

１４２ 長崎市野母崎港 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３０．０×２９．０ 作家蔵
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１４３ キャラクター P 長崎市寺町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３２．７×３０．０ 作家蔵

１４４ 長崎市愛宕 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．１ 作家蔵

１４５ 長崎市十人町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．０ 作家蔵

１４６ 長崎市立山 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３４．７×２６．５ 作家蔵

１４７ 長崎市平野町 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２６．０ 作家蔵

１４８ 長崎市東小島町 ２００１年 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２７．０ 作家蔵

１４９ 長崎市油屋町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３４．７ 作家蔵

１５０ 長崎市銅座町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２８．０ 作家蔵

１５１ 溶解物が付着した花瓶 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ３５．２×２７．０ 作家蔵

１５２ 長崎市東小島町界隈 ２００１年 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２６．０ 作家蔵

１５３ 長崎市中島川 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．３×２６．５ 作家蔵

１５４ 長崎市油屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２７．０ 作家蔵

１５５ 長崎港 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．２×２７．０ 作家蔵

１５６ 長崎市中島川 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０ 作家蔵

１５７ 長崎市新地町 湊公園 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３６．１×２７．０ 作家蔵

１５８ 長崎市中島川上流 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２８．０ 作家蔵

１５９ 長崎市魚の町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３５．６×２６．０ 作家蔵

１６０ 長崎市白鳥町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．５ 作家蔵

１６１ 長崎市新地町 湊公園 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０ 作家蔵

１６２ キャラクター P 長崎市今博多町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．３ 作家蔵

１６３ 長崎市戸町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０ 作家蔵

１６４ 長崎市丸山町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２８．０ 作家蔵

１６５ 長崎市新地町 湊公園 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．７×２７．０ 作家蔵

１６６ 長崎市魚の町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．９ 作家蔵

１６７ 長崎市浜町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２７．０ 作家蔵

１６８ 長崎市新地町長崎新地中華街 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．５ 作家蔵

１６９ 長崎市築町 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２７．０ 作家蔵

１７０ 長崎市新地町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５ 作家蔵

１７１ 長崎市出島 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３６．４×２５．５ 作家蔵

１７２ 長崎市戸町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３５．４×２６．５ 作家蔵

１７３ 長崎市片淵 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２７．０ 作家蔵

１７４ 長崎市内 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３２．５×２８．５ 作家蔵

１７５ 長崎市内 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．６ 作家蔵

１７６ キャラクター P 長崎市小ヶ倉町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．７×２９．５ 作家蔵

１７７ 長崎市戸町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３２．１×３０．０ 作家蔵

１７８ 長崎市西出津町界隈 １９８２年 デジタル出力・印画紙 ３６．９×２６．０ 作家蔵

１７９ 長崎市鍛冶屋町 崇福寺 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３７．３×２６．０ 作家蔵

１８０ 長崎市鍛冶屋町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３７．２ 作家蔵

１８１ 長崎市川上町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．７ 作家蔵

１８２ 長崎市愛宕 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．７ 作家蔵

１８３ キャラクター P 長崎市小ヶ倉町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．５×３１．２ 作家蔵

１８４ 長崎市館内町 １９７９年 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２５．５ 作家蔵

１８５ 長崎市滑石 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２６．０ 作家蔵

１８６ 長崎市十人町 １９９８年 デジタル出力・印画紙 ３５．３×２６．０ 作家蔵

１８７ 長崎市寺町 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２７．０ 作家蔵

１８８ 長崎市内 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２９．０ 作家蔵

１８９ 長崎市銀屋町界隈 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３０．４×２９．５ 作家蔵

１９０ 長崎市東小島町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０ 作家蔵

１９１ 長崎市寺町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．５ 作家蔵

１９２ 長崎市船大工町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．５ 作家蔵

１９３ 長崎市十人町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３２．２×２８．０ 作家蔵

１９４ 長崎市鳴滝 １９９８年 デジタル出力・印画紙 ３４．５×２８．０ 作家蔵

１９５ 長崎市戸町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２８．０ 作家蔵

１９６ 長崎市船大工町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２８．０ 作家蔵

１９７ 長崎市中島川 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３４．５×２７．０ 作家蔵
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１９８ 長崎市桶屋町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３５．１×２６．０ 作家蔵

１９９ 長崎市高平町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０ 作家蔵

２００ 西海市西彼町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．５ 作家蔵

２０１ 新上五島町（日島） ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３６．９×２５．５ 作家蔵

２０２ 熱線を受けた神社の玉石 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ３１．８×２９．０ 作家蔵

２０３ 長崎市上田町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２６．０ 作家蔵

２０４ キャラクター P 西海市西海町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３２．５ 作家蔵

２０５ 長崎市旧外海町界隈 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２７．０ 作家蔵

２０６ 長崎市鍛冶屋町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．０ 作家蔵

２０７ 長崎市風頭山麓 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．０ 作家蔵

２０８ 浦上天主堂の天使像 長崎市上野町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２５．５ 作家蔵

２０９ 長崎市風頭町方面 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０ 作家蔵

２１０ 長崎市上西山町松森天満宮 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．１ 作家蔵

２１１ 長崎市光町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×２９．４ 作家蔵

２１２ 溶解変形したガラス瓶 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２８．０ 作家蔵

２１３ 長崎市浪の平町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．９ 作家蔵

２１４ 長崎港 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３７．４ 作家蔵

２１５ 長崎市鍛冶屋町 崇福寺 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７ 作家蔵

２１６ 長崎市三重町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３０．０×３０．１ 作家蔵

２１７ 長崎市館内町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３７．７×２６．０ 作家蔵

２１８ 長崎市新地町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３５．１×２６．０ 作家蔵

２１９ 長崎市八幡町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．５ 作家蔵

２２０ 長崎市鍛冶屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３４．７ 作家蔵

２２１ 長崎市籠町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２７．０ 作家蔵

２２２ 長崎港 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．３×２６．５ 作家蔵

２２３ 長崎市東小島町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２７．０ 作家蔵

２２４ 長崎市館内町土神堂 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３２．０ 作家蔵

２２５ 長崎市高平町 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２８．５×３３．２ 作家蔵

２２６ 長崎市新大工町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２５．６ 作家蔵

２２７ 長崎市戸町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２５．０ 作家蔵

２２８ 長崎市戸町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３６．４ 作家蔵

２２９ 西海市大瀬戸町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３７．４ 作家蔵

２３０ 長崎港 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２７．０ 作家蔵

２３１ 長崎市桜馬場 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３８．４×２６．０ 作家蔵

２３２ 雲仙市南串山町 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３７．０×２５．５ 作家蔵

２３３ 諫早湾 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．９ 作家蔵

２３４ キャラクター P 諫早湾 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．６ 作家蔵

２３５ 長崎市賑町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３０．３×２９．０ 作家蔵

２３６ 西海市大瀬戸町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．５ 作家蔵

２３７ 長崎市伊王島町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２９．５×３１．４ 作家蔵

２３８ 長崎市新地町 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．５ 作家蔵

２３９ キャラクター P 長崎市館内町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．７ 作家蔵

２４０ 長崎市伊良林若宮稲荷神社 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．５ 作家蔵

２４１ 新上五島町有川（中通島） ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．５ 作家蔵

２４２ 長崎市油屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０ 作家蔵

２４３ 長崎市愛宕 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２７．０ 作家蔵

２４４ 長崎市鳴滝 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．８ 作家蔵

２４５ 崎田昭夫さん 長崎市茂里町長崎原爆病院 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７ 作家蔵

２４６ 長崎市油木町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．２ 作家蔵

２４７ 長崎市鳴滝 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．５ 作家蔵

２４８ 西海市西彼町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．５ 作家蔵

２４９ 長崎市八幡町 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２５．０ 作家蔵

２５０ 諫早湾 １９９８年 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３８．０ 作家蔵

２５１ 長崎市寺町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２７．０ 作家蔵

２５２ 西海市西彼町長崎バイオパーク ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２８．０ 作家蔵
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番号 作品名 撮影地 撮影年 技法・素材 サイズ（�） 所蔵

２５３ 長崎市館内町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２６．０ 作家蔵

２５４ 長崎市東山手 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０ 作家蔵

２５５ 長崎市新地町 湊公園 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．５ 作家蔵

２５６ 長崎市上西山町松森天満宮 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．０ 作家蔵

２５７ キャラクター P 諫早湾 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３１．２×２９．５ 作家蔵

２５８ 長崎市元船町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．０ 作家蔵

２５９ 長崎市星取 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３５．２×２７．０ 作家蔵

２６０ 長崎市東小島町 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２６．５ 作家蔵

２６１ 長崎市館内町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０ 作家蔵

２６２ 長崎市十人町 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３３．１×２８．０ 作家蔵

２６３ 作業服 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．０ 作家蔵

２６４ 長崎市館内町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３３．３ 作家蔵

２６５ 長崎市東山手町 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．７ 作家蔵

２６６ 長崎市寺町禅林寺 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３３．８ 作家蔵

２６７ 長崎市新地町 湊公園 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．３ 作家蔵

２６８ 長崎市夫婦川町春徳寺 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．５ 作家蔵

２６９ 長崎市大浦町界隈 １９７９年 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２５．５ 作家蔵

２７０ 長崎市浜町 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０ 作家蔵

２７１ 長崎市魚の町長崎市公会堂前公園 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２６．０ 作家蔵

２７２ 長崎市内 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．２ 作家蔵

２７３ キャラクター P 長崎市小ヶ倉町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．３ 作家蔵

２７４ 長崎市眼鏡橋 ２００６年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．８ 作家蔵

２７５ 聖人像と被爆マリア像 長崎市本尾町浦上天主堂 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３６．３ 作家蔵

２７６ 片岡津代さん 長崎市石神町 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３５．４×２８．０ 作家蔵

２７７ 片岡津代さん 長崎市本尾町浦上天主堂 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ２４．５×３９．１ 作家蔵

２７８ 長崎市寺町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３６．９×２６．０ 作家蔵

２７９ 長崎市川上町大浦国際墓地 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．４×２６．５ 作家蔵

２８０ 長崎市鳴滝 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２６．０ 作家蔵

２８１ 長崎市桜馬場 ２００３年 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２７．０ 作家蔵

２８２ 北松浦郡江迎町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７ 作家蔵

２８３ 新上五島町奈良尾漁港（中通島） ２００２年 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．３ 作家蔵

２８４ 長崎市東小島町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０ 作家蔵

２８５ 長崎市風頭山麓 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ３７．８×２８．０ 作家蔵

２８６ 長崎市高平町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．１ 作家蔵

２８７ 被爆した山モミジ 長崎市平野町長崎原爆資料館、長崎市浜口
町

２００８年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．２ 作家蔵

２８８ 長崎市中島川 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０ 作家蔵

２８９ 硯石と原田留吉さんの眼鏡 長崎市平野町長崎国際文化会館 １９８５年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．０ 作家蔵

２９０ 板ガラスの塊 長崎市平野町長崎原爆資料館 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．１ 作家蔵

２９１ 長崎市賑町中央公園 ２００１年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．６ 作家蔵

２９２ 長崎市小ヶ倉町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３０．０×２９．０ 作家蔵

２９３ 長崎市寺町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０ 作家蔵

２９４ 長崎市八幡町 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３１．８×２９．０ 作家蔵

２９５ 長崎市愛宕 １９７５年 デジタル出力・印画紙 ３０．７×２９．０ 作家蔵

２９６ 長崎市三重町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ３８．４×２５．０ 作家蔵

２９７ 長崎市戸町 １９９７年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３８．０ 作家蔵

２９８ 長崎市鍛冶屋町八坂神社 １９９９年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．０ 作家蔵

２９９ 長崎市寄合町 ２０００年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３７．８ 作家蔵

３００ 熱線跡を示す孟宗竹 長崎市平野町長崎国際文化会館、長崎市滑
石

１９８５・２００８年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．０ 作家蔵

３０１ キャラクター P 雲仙市小浜町 １９９６年 デジタル出力・印画紙 ３２．８×２９．０ 作家蔵

３０２ 長崎市銀屋町 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ３４．６×２７．０ 作家蔵

３０３ 長崎市原爆落下中心地公園 １９９８年 デジタル出力・印画紙 ３８．３×２５．５ 作家蔵

３０４ 長崎市桜馬場 ２００５年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．３ 作家蔵

３０５ キセル、剪定ばさみ、錠前、トタン板 長崎市平野町長崎原爆資料館 ２００８年 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３７．２ 作家蔵
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番号 作品名 撮影地 撮影年 技法・素材 サイズ（�） 所蔵

３０６ 長崎市東小島町正覚寺 ２００２年 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２６．０ 作家蔵

３０７ 懐中時計と金属片 長崎市平野町長崎国際文化会館、長崎原爆
資料館

１９８５・２００８年 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２７．０ 作家蔵

３０８ 新上五島町（有福島） １９９６年 デジタル出力・印画紙 ２９．８×２９．０ 作家蔵

３０９ 長崎市中島川 ２００７年 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２８．０ 作家蔵

３１０ 雲仙市千々石町橘神社 ２００４年 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．２ 作家蔵

○参考資料

番号 著者・編集者等 書名 発行年 発行者 所蔵

１ ヒロシマ・ナガサキの記録編集委員会 『hiroshima-nagasaki document１９６１（ヒロシ
マ・ナガサキの記録）』

１９６１年 原水爆禁止日本協議会 長崎県立長崎図書館

２ 東松照明 『〈１１時２分〉NAGASAKI』 １９６８年 写研 当館

３ 東松照明 『長崎〈１１：０２〉１９４５年８月９日』 １９９５年 新潮社 当館

４ 東松照明監修・株式会社えぬ編集室制
作

『長崎曼荼羅 東松照明の眼１９６１～』 ２００５年 株式会社長崎新聞社 当館

５ 被爆４０年と原水爆禁止運動編集委員会 『写真記録 ドキュメント１９４５→１９８５ 核兵
器のない世界を』

１９８７年 原水爆禁止日本協議会 当館

６ 『いま� 東松照明の世界・展』図録 １９８１年 「いま� 東松照明の世界・
展」実行委員会

当館

７ 『東松照明展 長崎マンダラ』図録 ２０００年 長崎県立美術博物館 当館

８ 『フォトアート』６月～１０月号 １９６１年 研光社 当館
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「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー ―１９世紀末の華麗な技と工芸―」
平成２１年１２月１１日�～平成２２年２月２８日� ＊７１日間 会場：企画展示室

概要：

１９世紀美術の殿堂ともいえるオルセー美術館が誇るアー

ル・ヌーヴォー・コレクションから、エミール・ガレ、ルネ・

ラリックなど巨匠達の名品を中心に展示紹介した。またこの

時代を象徴する人物として、建築家エクトル・ギマールと女

優サラ・ベルナールを取り上げ、最後にパリ高級工芸産業の

粋を七宝、陶芸、金属工芸で紹介した。当館の前に世田谷美

術館に、後に広島県立美術館に巡回した。

開催形態：実行委員会／共同企画展

主催：長崎県、長崎県美術館、オルセー美術館、読売新聞社、

長崎国際テレビ

後援：外務省、フランス大使館、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、長崎市立図書館、長崎日

仏協会、長崎県タクシー協会、FBS 福岡放送

協賛：大日本印刷

協力：エールフランス航空、日本航空、ゲラン、ヴランケン・

ジャパン、アットアロマ

観覧料：一般１，２００（１，１００）円、大学生・７０歳以上８００（７００）

円、高校生６００（５００）円

＊（ ）内は前売り及び１５名以上の団体料金

＊中学生以下は無料

入場者数：２２，７３８人 一日当たり３２０人

出品点数：１０６点

関連事業：

� 学芸員によるギャラリートーク：毎週日曜日 １４：００～

� 講演会「パリのアール・ヌーヴォー」

講師：福満葉子（長崎県文化振興課係長／学芸員）

日時：１２月１９日� １４：００～１６：００

参加者数：４３人

� 講演会「アール・ヌーヴォーとベンヤミン」

講師：鹿島茂（明治大学国際日本学部教授）

日時：１月１６日� １４：００～１６：００

参加者数：７５人

� 映画上映会「夏時間の庭」

日時：１月３日�、１１日（月・祝） １４：００～１５：５０

参加者数計：１５６人

� 「ウェルカムコンサート」
演奏：OMURA室内合奏団より各日２名

日 時：１２月１２日�、２６日�、１月１６日�、１７日�、２月２０
日�、２１日�
各 日１３：００～１３：１５、１４：００～１４：１５、１５：００～１５：１５の

３回

参加者数計：２７０名

� コンサート「OMURA室内合奏団×オルセー美術館展

コンサート」

演奏：OMURA室内合奏団アンサンブル（弦楽五重奏）

司会：高月晶子

日時：１月３０日� １７：００～

一般２，５００円、大学生以下１，５００円（展覧会観覧券付）

プレミア・パートナーズ会員１，５００円（コンサート料金のみ）

※当日は５００円増

参加者数：１２６人

	 ワークショップ「自然をデザインする」


１月９日� １３：００～１６：３０ 小学生～中学生対象 ５００

円

参加者数：２８人

�１月１０日� １３：００～１６：３０ 一般対象 １，５００円（展覧

会観覧券付）

参加者数：３０人

� ワークショップ「パリの貴婦人と香りの話」

講師：竹下あかね（アロマエステティークアンジェリカ主

宰）

日時：１月２４日� １０：３０～１２：３０

参加者数：３２人

 ワークショップ「上柿元シェフによるフランス菓子の茶

話会」

講師：上柿元勝（美術館カフェ FBプロデューサー）

日時：２月６日� １５：００～１７：００ ３，０００円（ケーキ・展

覧会観覧券付）

参加者数：３０人

� ワークショップ「フランス流テーブルコーディネート」

講師：サブリナ・オリブ、石原実花

日時：２月２１日� 
１４：００～１６：００ �１７：３０～１９：３０
料金：３，０００円（ケーキ・展覧会観覧券付）
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参加者数計：５９人

� カフェ

企画展限定スウィーツ「タルトマロン」（単品６５０円／セッ

ト９００円）を開発・販売

主要記事等：

・「リアル特集 オルセー美術館展 息づくアール・ヌー

ヴォーの世界」『ニュースリアルタイム』（長崎国際テレ

ビ）平成２１年１２月２４日

・特別番組『オルセー美術館展の魅力』（長崎国際テレビ）

平成２１年１２月２８日、平成２２年１月９日

・「いちおしヒルミテギャラリー」『ながさきナビゲーター

ヒルミテ』（NHK長崎放送局）平成２２年１月１５日

・『ひるじげドン』（長崎国際テレビ）平成２２年１月３０日

・野田弥生「オルセー美術館展上・中・下」『読売新聞』平

成２１年１２月２２日、２３日、２４日

作品番号 章番号 作者名 作品名 制作年 素材・技法 サイズ 所蔵

１ � 作者不詳 小テーブル付きフロア・
スタンド 水草、蝸牛、
かみきり虫の装飾

１９００年頃 金属にパティネ（古色）
加工

高さ１６８．５�、幅３９�、
奥行５１�

オルセー美術館

２ � 作者不詳 フロア・スタンド 葦と
蜻蛉の装飾

１９００年頃 金属にパティネ（古色）
加工

高さ１７７�、幅５２．５�、
奥行６０�

オルセー美術館

３ � ルイ・マジョレル 小卓“蘭” １９０２年頃のモデ
ル

アマラント（紫木）材に
刳形装飾、縞木目の楡材、
ブロンズに彫金および金
メッキ

高さ７７�、幅６０�、
奥行５６�

オルセー美術館

４ � エミール・ガレ ゲーム・テーブル １９０２－１９０４年頃 胡桃材、ホンデュラス杉
に刳形装飾、さまざまな
木材による寄木象嵌

高さ７６�、幅５６�（展開
時１１３�）、奥行５７�

オルセー美術館

５ � ランベルヴィレール製
陶社

花瓶“蔦” １９０７－１９０８年頃
のモデル

窯変�器にラスター彩 高さ４７�、幅３１� オルセー美術館

６ � ウジェーヌ・グラッセ
フェリックス・ゴダン

ハーモニー １８９３年 火山岩大型パネルに施釉 縦１３０�、横２４５� オルセー美術館

７ � ラウル・ラルシュ
シオ社

シャンデリア １９００年頃 ブロンズに金メッキ、雪
花石膏

高さ６０�、径５５．５� オルセー美術館

８ � ペロル兄弟社 ダイニング・ルーム用家
具：食器台

１９００年 マホガニー材に着色、研
磨およびニス仕上げ、銅
に金メッキ、大理石

高さ２２９．５�、幅１５４�、
奥行５１．９�

オルセー美術館

９ � ペロル兄弟社 ダイニング・ルーム用家
具：食卓

１９００年 マホガニー材に着色、研
磨およびニス仕上げ、銅
に金メッキ

高さ７５．４�、幅１５６．７�、
奥行１２８．３�

オルセー美術館

１０ � ペロル兄弟社 ダイニング・ルーム用家
具：肘掛け椅子 ２脚
（うち１脚展示）

１９００年 マホガニー材に着色、研
磨およびニス仕上げ、銅
に金メッキ（座部は後年
の補修）

高さ９４．５�、幅５７�、
奥行５５．５�

オルセー美術館

１１ � ペロル兄弟社 ダイニング・ルーム用家
具：椅子 ５脚
（うち４脚展示）

１９００年 マホガニー材に着色、研
磨およびニス仕上げ、銅
に金メッキ（座部は後年
の補修）

高さ９１．２�、幅４７．５�、
奥行４４．５�

オルセー美術館

１２ � ペロル兄弟社 ダイニング・ルーム用家
具：花台

１９００年 マホガニー材に着色、研
磨およびニス仕上げ、銅
に金メッキ、�器

高さ８１�、幅９０�、
奥行３８．５�

オルセー美術館

１３ � ペロル兄弟社 ダイニング・ルーム用家
具：花瓶台

１９００年 マホガニー材に着色、研
磨およびニス仕上げ、銅
に金メッキ

高さ４１�、径５７� オルセー美術館

１４ � リュシアン・ファリー
ズ

すかんぽ文サーヴィス・
スプーン、たんぽぽ文
サーヴィス・フォーク

１８９３－１８９５年頃 銀に打ち出しおよび彫金 長さ３２．５� オルセー美術館

１５ � リュシアン・ボンヴァ
レカルデヤック社

銀製品“現代芸術”：芥
子文コーヒー・ポット

１８９４－１８９９年に
デザインされた
モデル、１９０４年
以前に制作

純銀、象牙着色 高さ３０．５�、幅１８�、
脚部径１０�

オルセー美術館

１６ � リュシアン・ボンヴァ
レカルデヤック社

銀製品“現代芸術”：丸
葉朝顔文大型ティー・
ポット

１８９４－１８９９年に
デザインされた
モデル、１９０４年
以前に制作

純銀、象牙着色 高さ１７．５�、幅２８�、
脚部径１１．５�

オルセー美術館

１７ � リュシアン・ボンヴァ
レカルデヤック社

銀製品“現代芸術”：西
洋おだまき文ティー・
ポット

１８９４－１８９９年に
デザインされた
モデル、１９０４年
以前に制作

純銀、象牙着色 高さ１５．５�、幅２３�、
脚部径９�

オルセー美術館

作品リスト：
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作品番号 章番号 作者名 作品名 制作年 素材・技法 サイズ 所蔵

１８ � ウジェーヌ・クプリ
（推定）
シャルル・ブ－ラン
ジェ社

魚用サーヴィス・ナイフ、
魚用サーヴィス・フォー
ク

１９００年頃 銀の柄、金属に銀メッキ ナイフ：長さ２８．２�、
幅４．３�、厚さ１．３�
フォーク：長さ２５．１�、
幅５．８�、厚さ１．７�

オルセー美術館

１９ � サリエ兄弟社 いちご用スプーン １９００年頃 金属に銀メッキ 長さ２２．２�、幅８．１�、
厚さ３�

オルセー美術館

２０ � シャルル・ティルブー
ル

スプーン、フォーク ３
組

１９００年頃 銀 スプーン：長さ２２�、
幅４．５�、厚さ２．７�
フォーク：長さ２１．８�、
幅２．７�、厚さ２．５�

オルセー美術館

２１ � コワニエ社 カトラリー・セット ス
プーン、フォーク、小ス
プーン １２組

１９００年頃 銀 スプーン１２本：長さ２１．６
�、幅４．５�、厚さ２．５�
フォーク１２本：長さ２１．５
�、幅２．５�、厚さ２．２�
小スプーン１２本：長さ
１４．１�、幅２．８�、厚 さ
１．５�

オルセー美術館

２２ � ケラー兄弟社 ワイン用ピッチャー １９００年頃 金メッキした銀、クリス
タ ル・ガ ラ ス に グ ラ
ヴュール加工

高さ３３�、幅２０．４�、
径１３．８�

オルセー美術館

２３ � ポール・フォロ
クリストフル社

ティー・セット １９０３年頃のモデ
ル

金属に銀メッキ トレイ：縦４３�、横６１．５
�
大型ポット：高さ１８．８�、
幅３０�、奥行１０�
小型ポット：高さ１６．３�、
幅２８．５�、奥行１０．２�
ミルク入れ：高さ９．５�、
幅１５�、奥行７．８�
砂 糖 壺：高 さ１２�、幅
１４．８�、奥行７．５�

オルセー美術館

２４ � フランソワ・ボッケ 脚付き皿“矢車菊” １９０４年 銀に鍛造、打ち出し、彫
金

高さ１３．５�、径３０．２� オルセー美術館

２５ � ルイ・マジョレル
ドーム兄弟［オーギュ
スト・ドーム／アント
ナン・ドーム］

テーブル・ランプ“睡
蓮”

１９０２－１９０４年頃
のモデル

ブロンズに金メッキおよ
び彫金、吹きガラスに
エッチングおよびグラ
ヴュール加工

高さ９０．５�、幅２０．５�、
シェード部高さ２０�

オルセー美術館

２６ � ルイ・マジョレル 書斎机“蘭” １９０３－１９０５年頃 マホガニー材、アムレッ
ト材、ブロンズに金メッ
キおよび彫金、銅、革に
彫り加工および打ち出し

高さ９５�、幅１７０�、
奥行７０�

オルセー美術館

２７ � オーギュスト・ルドリュ
シュッス兄弟社

貝殻形小皿“知りたがる
女”

１８９６年のモデル ブロンズに金メッキ 高さ３�、幅２０�、
奥行１９�

オルセー美術館

２８ � モーリス・ブヴァル インク壺 １９００年頃 ブロンズに金メッキ 高さ１１�、幅２２�、
奥行１８�

オルセー美術館

２９ � オーギュスト・ドラエ
ルシュ

花瓶 １８９２年 �器に施釉 高さ３７．７�、口径１７．７� オルセー美術館

３０ � オーギュスト・ドラエ
ルシュ

飾り皿 １８９３年 �器に施釉 径３８� オルセー美術館

３１ � エルネスト・シャプレ 花瓶 １８９９年頃 硬質磁器に高火度釉 高さ３４．９�、口径７．５� オルセー美術館

３２ � エルネスト・シャプレ 花瓶 １８９９－１９００年頃 硬質磁器に高火度釉 高さ４５�、口径１９．９� オルセー美術館

３３ � エルネスト・シャプレ 花瓶 １８９９－１９０９年頃 硬質磁器に高火度釉 高さ３６．５�、口径１２� オルセー美術館

３４ � ジャック・グリュベー
ル
ランベルヴィレール製
陶社

花瓶“羊歯” １９０４年のモデル 窯変�器にラスター彩 高さ４６．５�、幅２５� オルセー美術館

３５ � エクトル・ギマール 天井灯 １９０９－１９１１年頃
のモデル

ブロンズに彫金および金
メッキ、着色型板ガラス、
管状およびビーズ状の白
色吹きガラス、銅と真鍮
の支柱

高さ４１�、径１９．８� オルセー美術館

３６ � エクトル・ギマール シャンデリア １９０９－１９１１年頃
のモデル

ブロンズに彫金および金
メッキ、管状白色吹きガ
ラス

高さ４８�、径１４� オルセー美術館

３７ � エクトル・ギマール コワイヨ商会のための肘
掛け椅子

１８９８年頃 アメリカ産胡桃材（座部
は後年の補修）

高さ１１６�、幅６８�、
奥行５２�

オルセー美術館
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作品番号 章番号 作者名 作品名 制作年 素材・技法 サイズ 所蔵

３８ � エクトル・ギマール 暖炉用鏡フレーム １９１０年頃 金彩を施した木材 高さ１３４．３�、幅８８�、
奥行５．８�

オルセー美術館

３９ � エクトル・ギマール コーナー灯デザイン画 １９１０－１９１２年頃 石墨、グワッシュ、水彩 縦３１�、横２３．５� オルセー美術館

４０ � エクトル・ギマール 天井灯デザイン画 １９０９－１９１２年頃 石墨、グワッシュ、水彩 縦３１．３�、横２３．３� オルセー美術館

４１ � エクトル・ギマール シャンデリア・デザイン
画

１９０９－１９１２年頃 石墨、グワッシュ、水彩 縦３１．２�、横２３．４� オルセー美術館

４２ � エクトル・ギマール 天井灯デザイン画 １９０９－１９１２年頃 石墨、グワッシュ、水彩 縦３１�、横２３．４� オルセー美術館

４３ � エクトル・ギマール
コルニーユ兄弟社

壁掛け １９０３年のモデル ランパ（絹の紋織） 縦１６５�、横１３０� オルセー美術館

４４ � エクトル・ギマール 肘掛け椅子立面図 １８９８－１８９９年頃 石墨、木炭、トレーシン
グ・ペーパー

縦１１５�、横７４．４� オルセー美術館

４５ � エクトル・ギマール 肘掛け椅子立面図 １８９８－１８９９年頃 鉛筆、木炭、厚紙 縦１００�、横５４� オルセー美術館

４６ � エクトル・ギマール 長椅子左半分立面図 １８９９－１９００年頃 鉛筆、木炭、白墨、赤鉛
筆で加筆、トレーシン
グ・ペーパー

縦１１０�、横９０� オルセー美術館

４７ � エクトル・ギマール 長椅子左半分立面図 １８９９－１９００年頃 木炭、白墨で加筆、トレー
シング・ペーパー

縦１０９．６�、横９６．５� オルセー美術館

４８ � レスカリエ・ド・クリ
スタル社

花瓶 １９００年の万国博
覧会に出品され
たモデル

３層のクリスタル・ガラ
スにグラヴュール加工、
ブロンズ台座に金・銀
メッキ

高さ４２．３�、幅３５�、
奥行２５．５�

オルセー美術館

４９ � エミール・ガレ 婦人用机“オンべリュル”１９００年の万国博
覧会に出品され
たモデル

ハリエンジュ材に刳形お
よび木彫装飾、さまざま
な木材による寄木象嵌

高さ１６０�、幅８４�、
奥行き５５�

オルセー美術館

５０ � ルネ・ラリック 飾りピン“芥子” １８９７年 金、銀、ブリリアント・
カットのダイヤモンド、
七宝（有線・省胎七宝、
半透明艶消し釉および不
透明光沢釉）

高さ７．５�、長さ２３．５�、
幅１０．５�

オルセー美術館

５１ � ルネ・ラリック 髪留め“はなうど”１対 １９０２－１９０３年頃 角に彫刻、金に彫金、ダ
イヤモンド

長さ各２１．５�、
幅各８．５�

オルセー美術館

５２ � リュシアン・ガイヤー
ル

飾り櫛“西洋さんざし” １９０２－１９０４年頃 角に彫刻、金、螺鈿、ダ
イヤモンド

長さ１４．７�、幅９．３� オルセー美術館

５３ � ルネ・ラリック ボンボン入れ １９０４年 金・銅の合金、七宝（有
線・省胎七宝）、酸化腐
食加工および部分的に再
研磨、カボション・カッ
トのオパール６個

高さ２�、径５．５� オルセー美術館

５４ � シャルル・エロン ボンボン入れ １９０６年 純銀 高さ５．２�、径６� オルセー美術館

５５ � ジョルジュ・バスター
ル

扇子“大麦の穂” １９１１年 角に彫刻および透かし彫
り、螺鈿象嵌、リボン

高さ２１．４�、幅３８．７� オルセー美術館

５６ � ジョルジュ・バスター
ル

扇子“孔雀” １９１３年 螺鈿に彫刻、リボン 高さ１８．６�、幅３５� オルセー美術館

５７ � エミール・ガレ 飾り棚“はなうど”全体
図

１９０２年 鉛筆、セピア色のインク、
トレーシング・ペーパー

縦２０．６�、横１５．２� オルセー美術館

５８ � エミール・ガレ 飾り棚“はなうど”ぺディ
メント彫刻部分デザイン
画

１９０２年 インク、トレーシング・
ペーパー

縦４８�、横９９．６� オルセー美術館

５９ � エミール・ガレ 飾り棚“はなうど”左翼
彫刻部分デザイン画

１９０２年 インク、トレーシング・
ペーパー

縦１１９．２�、横２９．４� オルセー美術館

６０ � エミール・ガレ 飾り棚“はなうど”右翼
彫刻部分デザイン画

１９０２年 インク、トレーシング・
ペーパー

縦１１４．５�、横２８．２� オルセー美術館

６１ � ルネ・ラリック 櫛“平楓の葉”デザイン
画

１８９９－１９００年頃 鉛筆、インク、水彩 縦２８．２�、横２２� オルセー美術館

６２ � ルネ・ラリック ペンダント“蝶と女の横
顔”デザイン画

１９００年頃 鉛筆、ペン、黒インク、
水彩、グワッシュ、植物
紙

縦２７．９�、横２２� オルセー美術館

６３ � ルネ・ラリック 櫛“はなうどと丸花蜂”
デザイン画

１９０１－１９０２年頃 鉛筆、インク、水彩、グ
ワッシュで加筆、トレー
シング・ペーパー

縦２８�、横２２．２� オルセー美術館

６４ � ルネ・ラリック 櫛“まつかさあざみ”デ
ザイン画

１９０５年頃 鉛筆、インク、水彩、グ
ワッシュで加筆

縦２８�、横２２．２� オルセー美術館

６５ � ウジェーヌ・グラッセ 森へ走り去る半裸の娘 １８９２年頃 鉛筆、墨、水彩、紙 縦１２．４�、横２０．９� オルセー美術館
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作品番号 章番号 作者名 作品名 制作年 素材・技法 サイズ 所蔵

６６ � ウジェーヌ・グラッセ オンベル（散形花序）を
描く娘、サロン・デ・サ
ン「ウジェーヌ・グラッ
セ展」ポスター図案

１８９４年 鉛筆、水彩、紙 縦１１．３�、横７．２� オルセー美術館

６７ � ウジェーヌ・グラッセ 花に囲まれる娘の胸像、
連作『女性のさまざまな
特性、象徴の花々』第７
葉「不安」のための下絵

１８９７年 鉛筆、水彩、紙 縦６．５�、横１１．８� オルセー美術館

６８ � ウジェーヌ・グラッセ ステンド・グラス、フェ
リックス・ゴダン社のた
めの広告図案

１９００年頃 墨、厚紙 縦２３．５�、横２９．７� オルセー美術館

６９ � 作者不詳 コート掛け・傘立て サ
ラ・ベルナールのイニ
シャルとモットーの装飾

１８８０－１８９０年頃 鍛鉄 高さ１９７�、幅４７�、
奥行４８�

オルセー美術館

７０ � ジョルジュ・レイ（推
定）

肘掛け椅子“昼と夜” １９００－１９０６年頃 カエデ材、シカモア材、
さまざまな木材による寄
木象嵌

高さ１３０�、幅８９�、
奥行６５�

オルセー美術館

７１ � ウジェーヌ・グラッセ サラ・ベルナール主演
『ジャンヌ・ダルク』

１８９０年頃 カラー・リトグラフ、紙 縦１１５�、横７８� 川 崎 市 市 民
ミュージアム

７２ � アルフォンス・ミュ
シャ

ジスモンダ １８９４年 カラー・リトグラフ、紙 縦２１３�、横７５� 京都工芸繊維大
学 美術工芸資
料館

７３ � アルフォンス・ミュ
シャ

椿姫 １８９６年 カラー・リトグラフ、紙 縦２０１�、横６９．５� 京都工芸繊維大
学 美術工芸資
料館

７４ � アルフォンス・ミュ
シャ

サラ・ベルナール主演
『サマリアの女』

１８９７年 カラー・リトグラフ、紙 縦１７４．８�、横６１� 川 崎 市 市 民
ミュージアム

７５ � ポール・ベルトン サラ・ベルナール １９０１年 カラー・リトグラフ、紙 縦８０�、横６７� 川 崎 市 市 民
ミュージアム

７６ � ポール・グラントム
アルフレッド・ガルニ
エ

七宝の花瓶“オルフェウ
ス”

１８９２年 銅に七宝画（不透明釉お
よび半透明釉）、金箔の
パイヨン、金で加筆、銀
の台座と口金に彫金、パ
ティネ（古色）加工

高さ２３�、径７．９� オルセー美術館

７７ � アルマン・ポワン
シャルル・ヴィリオン
オート＝クレール組合
工房

蛇形脚付き小櫃 １８９７－１８９９年 木、ブロンズに彫金およ
び金メッキ、七宝（象嵌
七宝、有線七宝）、金で
加筆

高さ３２．３�、幅３０．５�、
奥行２２．６�

オルセー美術館

７８ � フェルナン・テスマー
ル

カップ １８９２年 七宝（金線の有線・省胎七
宝、半透明釉、不透明釉）

高さ４．９�、径９．２� オルセー美術館

７９ � フェルナン・テスマー
ル
セーヴル国立製作所

ふた付き花瓶“フクシ
ア”

１９０７年 “サイゴン”型セーヴル
軟質磁器、七宝（金線の
有線七宝、半透明釉、不
透明釉）

高さ２３．２�、径１１．５� オルセー美術館

８０ � ウジェーヌ・フイヤー
トル

ボンボン入れ“さくらん
ぼ”

１９０１年 金に透かし彫りおよび彫
金、七宝（有線・省胎七
宝、半透明釉）

高さ２．２�、径４．８� オルセー美術館

８１ � ウジェーヌ・フイヤー
トル

蝶文花瓶 １９０５年頃 銅に七宝（不透明釉およ
び半透明釉）

高さ２６�、径８� オルセー美術館

８２ � アドリアン・モロー＝
ネレ

七宝細工師、ウジェー
ヌ・フイヤートルの肖像

１９０５年頃 油彩、カンヴァス 縦９８�、横１１２� オルセー美術館

８３ � カミーユ・ノド 杯 １９０３年 軟質磁器に透かし彫り、
透胎七宝、金彩

高さ８．５�、径１０．８� オルセー美術館

８４ � エティエンヌ・トゥ
レット

花瓶 １９０３－１９０４年頃 銅に七宝（金線の有線七
宝）、金箔のパイヨン

高さ１２．５�、径９．７� オルセー美術館

８５ � リュシアン・イルツ 杯“孔雀の羽根” １８９６年 銅、七宝地および裁断さ
れた金箔のパイヨンに半
透明釉の七宝画、金で加
筆、紫のコントル・エマ
イユ（裏引き）

高さ２．４�、径１３．２� オルセー美術館

８６ � リュシアン・イルツ 七宝パネル“陽気” １９０３年頃に描か
れ、１９０６年以前
に制作

銅に七宝画、金箔、マホ
ガニー材の枠に彫刻

縦２７．３�、横４５．５�、幅
３．３�（枠部分を含む）

オルセー美術館
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作品番号 章番号 作者名 作品名 制作年 素材・技法 サイズ 所蔵

８７ � リュシアン・イルツ 七宝パネル“輪舞” １９１１年 打ち出した銅に七宝画、
木製枠に刳形装飾および
金メッキ、コナラ材裏板

縦３３．８�、横４３．４�、幅
３．２�（枠部分を含む）

オルセー美術館

８８ � ジャン・カリエス 花瓶 １８９１－１８９２年頃 �器に施釉、金彩 高さ１６�、口径１６．８� オルセー美術館

８９ � ジャン・カリエス 瓢箪形花瓶 １８９２年頃 �器に金の流し掛け 高さ２０．５� オルセー美術館

９０ � アドリアン・ダルペイ
ラジャン・クロン

水差し“夜” １８９４年のモデル �器に施釉 高さ．２３．７�、幅１９� オルセー美術館

９１ � アルベール・ダムーズ 杯“海神” １８９５－１９００年頃 �器に施釉 高さ１８．５�、幅２８�、
奥行２６�

オルセー美術館

９２ � クレマン・マシエ 大皿 １８９０－１８９５年頃 ファイアンス陶器にラス
ター彩

高さ５．５�、径５９� オルセー美術館

９３ � クレマン・マシエ 双耳扁壺 １９００年頃 ファイアンス陶器にラス
ター彩

高さ１５�、幅９．５� オルセー美術館

９４ � クレマン・マシエ ベリー文斑点花瓶 １９００年頃 ファイアンス陶器にラス
ター彩

高さ１５�、径１０� オルセー美術館

９５ � ルイ＝エティエンヌ・
デマン

鶏文飾り大皿 １８９４年 ファイアンス陶器にラス
ター彩

径４３� オルセー美術館

９６ � リュシアン＝アドル
フ・デマン

柊文瓢箪形花瓶 １９００－１９０５年頃 ファイアンス陶器にラス
ター彩

高さ１９�、幅１４� オルセー美術館

９７ � エミール・グリッテル 花瓶 １９０５年頃 �器に施釉、金銀彩 高さ１５．２�、幅１５．６� オルセー美術館

９８ � ジャン・デュナン 皿 １９０９年 銅に銀メッキおよび打ち
出し

径３９．８� オルセー美術館

９９ � アンリ・ユッソン 小物入れ“女と貝殻” １９０９年 銀に槌目および打ち出し、
彫金

高さ８．５�、幅２９�、
奥行２８�

オルセー美術館

１００ � アンリ・ユッソン 大杯 １９０９年 銅に槌目および打ち出し、
粒銀

高さ１０�、径４４．２� オルセー美術館

１０１ � モーリス・ドニ 夕映えの中のマルト―マ
ルト・サンボリスト―

１８９２年 油彩、カンヴァス 縦１３０�、横７１� 新潟県立近代美
術館・万代島美
術館

１０２ � モーリス・ドニ 訪問 １９１０－１９１６年頃 油彩、板 縦５１�、横３９．５� 世田谷美術館

１０３ � アンリ・ド・トゥー
ルーズ＝ロートレック

『レスタンプ・オリジナ
ル』第１年次のための表
紙

１８９３年 カラー・リトグラフ、紙 画面サイズ：縦５６．３�、
横６４．３�
紙サイズ：縦５８．５�、
横８３．４�

石橋財団ブリヂ
ストン美術館

１０４ � モーリス・ドニ 慈愛 １８９３年 カラー・リトグラフ、紙 画面サイズ：縦３０．１�、
横２５．２�
紙サイズ：縦５８．５�、
横４１．７�

石橋財団ブリヂ
ストン美術館

１０５ � アンリ・リヴィエール エッフェル塔三十六景 １８８８－１９０２年 カラー・リトグラフ、紙 画面サイズ各：縦１７�、
横２１．３�
紙サイズ各：縦２２．５�、
横２７�

ニューオータニ
美術館

１０６ � ピエール・ボナール 散歩 １８９５－１８９７年頃 カラー・リトグラフ、紙 向かって左より縦１３５．５
�、横４６�
縦１３５．５�、横４６．５�
縦１３５．５�、横４６．６�
縦１３５．５�、横４４�

大阪市立近代美
術館建設準備室
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「再興第９４回院展」
平成２２年３月１２日�～４月１１日� ＊３０日間 会場：企画展示室

概要：

日本で最も伝統ある日本画の展覧会・院展を、長崎では８年

ぶりに開催した。応募点数６０６点の中から同人や九州出身の

画家たちの作品を中心に７３点が一堂に会した。また、平成

２１年１２月に逝去した日本美術院理事長（当時）・平山郁夫画

伯の最後の出品作が展示されるなど話題を呼んだ。展覧会初

日には、新しく理事長に就任した長崎出身の日本画家・松尾

敏男氏と同人の那波多目功一氏によるギャラリートークが行

われた。

開催形態：共催／巡回展

主催：長崎県美術館、日本美術院、KTNテレビ長崎

後援：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、長崎市立図書館、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、長崎ケーブルメディア、エフエム長崎

観覧料：一般９００（８００）円、大学生・７０歳以上７００（６００）

円、高校生５００（４００）円

※（ ）内は前売りおよび１５名以上の団体料金

※中学生以下無料

観覧者数：８，３１５人（１日当たり２７７人）

出品点数：７３点

関連事業：

� 同人によるギャラリートーク

講師：松尾敏男（日本美術院理事長）、那波多目功一

日時：平成２２年３月１２日� １０：１０～１１：１０

参加者数：１００人

� 学芸員によるギャラリートーク

日時：会期中の毎週日曜日 １４：００～１４：１５

主要記事等：

・「特集 ここがツボ『院展』の美」『KTNスーパーニュー

ス』（KTNテレビ長崎）平成２２年３月２４日

番号 作者名 作品名 制作年 賞／無鑑査／初入選 素材・技法 サイズ（�）

１ 郷倉 和子 遊想山岳 ２００９年 同人 紙本着色 １４０×３０５

２ 平山 郁夫 文明の十字路を往く―アナトリア高原
カッパドキア トルコ―

２００９年 同人 紙本着色 １９３．９×３８６．７

３ 松尾 敏男 月輝く古都 ２００９年 同人 紙本着色 １９３×３８６

４ 後藤 純男 厳冬の山峡 ２００９年 同人 紙本着色 １２０．５×２１２

５ 下田 義寛 寒明 ２００９年 同人 紙本着色 １８８．５×３２７

６ 小山 硬 追憶満州 ２００９年 同人 紙本着色 １７５．５×３６９．５

７ 鎌倉 秀雄 ブティック ２００９年 同人 紙本着色 １７９．５×２４５

８ 福井 爽人 白い風 ２００９年 同人 紙本着色 ２３５．５×１９５

９ 伊藤 髟耳 たたずまい（酒田・本間美術館） ２００９年 同人 紙本着色 １８７×４８３

１０ 松本 哲男 田沢湖の桜 ２００９年 同人 紙本着色 ２４６×３０７

１１ 田渕 俊夫 惶 ２００９年 同人 紙本着色 １７７×３６８

１２ 那波多目 功一 待春 ２００９年 同人 紙本着色 １６９．５×２８３

１３ 手塚 雄二 こかげみち ２００９年 同人 紙本着色 １７８×３５４

１４ 福王寺 一彦 三日月 ２００９年 同人 紙本着色 ２４１×２４１

１５ 梅原 幸雄 花明かり ２００９年 同人 紙本着色 １９７×５５６

１６ 清水 達三 曳船 ２００９年 同人 紙本着色 １９８×３５６

１７ 宮 正明 回帰線 ２００９年 同人 紙本着色 ２１２×２７７

１８ 菊川 三織子 浄韻 ２００９年 同人 紙本着色 ２１３×１８２

１９ 西田 俊英 宵桜・千鳥ヶ淵 ２００９年 同人 紙本着色 １８０×３９２

２０ 小谷津 雅美 パンドラの箱 ２００９年 同人 紙本着色 １５５×２１９

出品リスト：
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番号 作者名 作品名 制作年 賞／無鑑査／初入選 素材・技法 サイズ（�）

２１ 松村 公嗣 熊野古道 ２００９年 同人 紙本着色 １７６×３６９

２２ 大矢 紀 西方山湖 ２００９年 同人 紙本着色 １９９×３１０

２３ 高橋 天山 古事記（ふることふみ） ２００９年 同人 紙本着色 １３１×３７１

２４ 川瀬 麿士 韻 ２００９年 同人／内閣総理大臣賞 紙本着色 ２４０×３１２

２５ 吉村 誠司 澹（水族館） ２００９年 同人 紙本着色 ２０９．４×２２９．７

２６ 大野 百樹 陽韻 ２００９年 同人 紙本着色 １９２×３８５

２７ 今井 珠泉 静日（イヌワシ） ２００９年 同人／文部科学大臣賞 紙本着色 ２１４．９×１３３

静夜（流氷） ２００９年 紙本着色 ２１４．９×１３３

２８ 倉島 重友 桜舞小径 ２００９年 同人 紙本着色 １８２×３５１

２９ 清水 由朗 序曲 ２００９年 同人 紙本着色 １９２．５×３８５．５

３０ 齋藤 満栄 鳩 ２００９年 同人 紙本着色 ２０２×３００

３１ 小田野 尚之 機関庫の窓 ２００９年 同人 紙本着色 １９２．５×２３７．５

３２ 宮北 千織 天の川 ２００９年 同人 紙本着色 ２００×２４５

３３ 大野 逸男 青い渓 ２００９年 同人 紙本着色 ２０１．５×２４７

３４ 相嶋 崇人 不動岩 ２００９年 紙本着色 １７６×２１６

３５ 麻生 弥希 輪廻 ２００９年 奨励賞 紙本着色 １８０×２２５

３６ 荒木 みどりこ 鄙の辺り ２００９年 奨励賞／無鑑査 紙本着色 １８０×２２５

３７ 井出 康人 不二一元 ２００９年 日本美術院賞／無鑑査 紙本着色 ２２５×１８０

３８ 岩永 てるみ Ciel bleu ２００９年 紙本着色 ２２４×１７９

３９ 岩村 冨美 機関庫 ２００９年 紙本着色 ２１２×１８０

４０ 印藤 勝代 波紋 ２００９年 初入選 紙本着色 １８０×２２４

４１ 大嶋 英子 詩人の館 ２００９年 紙本着色 ２１４×１７４

４２ 大矢 十四彦 光彩 ２００９年 奨励賞 紙本着色 ２２５×１８０

４３ 岡田 眞治 静心 ２００９年 奨励賞 紙本着色 ２２５×１８０

４４ 加来 万周 純 ２００９年 紙本着色 １７９．８×２２４．３

４５ 加藤 裕子 陽の名残 ２００９年 奨励賞 紙本着色 ２２５×１８０

４６ 角島 直樹 炎影 ２００９年 奨励賞 紙本着色 １８０×２２５

４７ 岸野 香 シンフォニー ２００９年 日本美術院賞／無鑑査 紙本着色 １８０×２２５

４８ 酒井 龍一 ある夏の日 ２００９年 初入選 紙本着色 １８０×２２５

４９ 清水 操 永遠の一日―刻― ２００９年 奨励賞 紙本着色 １７２×２１２

５０ 白井 進 暮れる谷 ２００９年 紙本着色 ２２５×１８０

５１ 鈴木 恵麻 風模様 ２００９年 奨励賞／天心記念茨城
賞

紙本着色 １７２×２１５

５２ 高宮城 延枝 ことのは ２００９年 紙本着色 ２２５×１８０

５３ 田籠 由美子 懐舎 ２００９年 紙本着色 ２００×１３６．３

５４ 立木 美江 野辺 ２００９年 紙本着色 ２２５×１８０

５５ 田中 宗舟 水辺の風景 ２００９年 紙本着色 １８１．８×２２７．３

５６ 千野 久美子 礼拝 ２００９年 紙本着色 ２２５×１７８

５７ 中嶋 美穂子 二月の窓 ２００９年 初入選 紙本着色 ２１５×１７０

５８ 西岡 一義 春雨のあと ２００９年 紙本着色 ２２５×１７４

５９ 西澤 秀行 放課後 ２００９年 無鑑査 紙本着色 ２１６×１５６

６０ 浜口 和之 薄暮 ２００９年 紙本着色 ２２１．５×１５７

６１ 番場 三雄 峠、暮色 ２００９年 奨励賞／無鑑査 紙本着色 ２２５×１８０

６２ 平山 理 殷殷 ２００９年 紙本着色 １７５×２２０

６３ 渕田 邦明 古蓮橋 ２００９年 紙本着色 ２２５×１８０

６４ 松本 高明 水路 ２００９年 奨励賞 紙本着色 １７９．５×２２４．５

６５ 三浦 愛子 讃美歌 ２００９年 奨励賞 紙本着色 １７４×２１９

６６ 水見 剛 眩燿 ２００９年 紙本着色 １７７×２２２

６７ 宮下 真理子 誘い風 ２００９年 紙本着色 １８０×２２５

６８ 村岡 貴美男 煉獄の門 ２００９年 奨励賞 紙本着色 １８０×２２５

６９ 山下 紀幸 聖刻 ２００９年 紙本着色 ２２３×１７８

７０ 山田 伸 地 ２００９年 奨励賞 紙本着色 ２２５×１８０

７１ 山本 浩之 苑 ２００９年 奨励賞／足立美術館賞 紙本着色 １７０×２１５

７２ 吉家 研二 アコウ（鹿児島・秋目） ２００９年 紙本着色 １７６×２２４

７３ 渡邉 崇博 明ける ２００９年 初入選 紙本着色 １７０×２１７
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「長崎コレクション３ 親和銀行コレクション展」
平成２１年４月２３日�～７月２６日� ＊９０日間 会場：常設展示室第１、２、４室、パティオ前

２）美術館コレクション展

概要：

長崎コレクション第３弾として、２００９年に創業１３０周年を迎

えた親和銀行（本店：佐世保市）の所蔵品を、「近現代の作

家たち」「古伊万里を中心とした肥前の陶磁器」「イコンの世

界－建築家・白井晟一がみた聖なる像」の３部構成で紹介し

た。合わせて、懐霄館の設計者である白井晟一の仕事を紹介

するコーナー「親和銀行と白井晟一」を設け、建設当時使用

されていた椅子を設置して観覧者が触れられるようにした。

開催形態：単独主催／自主企画展

主催：長崎県美術館

協力：ふくおかフィナンシャルグループ、親和銀行

後援：長崎県、佐世保市、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、長崎市立図書館、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

観覧者数：２２，５３６人（１日あたり２５０人）

出品点数：８３点

関連事業：

� 講演会「長崎から世界に輸出された古伊万里」

講師：大橋康二（佐賀県立九州陶磁文化館特別学芸顧問、前

館長）

日時：５月２３日� １４：００～１６：００

参加者数：７１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 �１３：３０～１４：４５ �１５：００～１５：４５

主要記事等：

・「文化 県美術館『親和銀行コレクション展』建築家白井

晟一の仕事たどる 本店の設計思想に『原爆堂』盛り込む

写真家小林勝さんとも交流」『長崎新聞』平成２１年５月２２日

近現代の作家たち

番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 額サイズ（�）

１ 岡田三郎助 海辺裸婦 １９１４年 油彩・カンヴァス １７９．１×１００．４

２ 坂本繁二郎 植木鉢 油彩・カンヴァス ６４．７×７２．３

３ 藤田嗣治 雄鶏と雌鶏 １９１９年 油彩、金箔・カンヴァス ７２×９７．５

４ 梅原龍三郎 ひまわりと李朝壺 １９７５年 油彩・カンヴァス １４２．３×１１６．６

５ 小島善太郎 南海の春 油彩・カンヴァス ５４．５×６１．３

６ 児島善三郎 早春の富士 油彩・カンヴァス ６９×７６．４

７ 林 武 ばらと紫陽花 水彩・紙 ４７×４４

８ 岡田謙三 ガラスの器 油彩・カンヴァス ４８×５６

９ 糸園和三郎 葦舟 油彩・カンヴァス ６２．７×５３．３

１０ 山本森之助 炭焼く烟の図 １９１１年 油彩・カンヴァス ８３×１０４

１１ 横手貞美 パリ風景 １９２８年 油彩・カンヴァス ８２．５×９４．５

１２ 横手貞美 モランの教会 １９２８年 油彩・カンヴァス ８１．５×９４．３

１３ 野口彌太郎 呼子の船 １９４８年 油彩・カンヴァス ６３．２×７１

１４ 鈴木信太郎 阿蘭陀まんざい １９５０年(?) 油彩・カンヴァス ７８．５×７８．５

１５ 藤田嗣治 顔 インク・紙 ５２．７×４２．３

１６ 小磯良平 少女像 １９６９年 インク・紙 ８７．２×５３．３

出品リスト：
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番号 作者名 作品名 制作年 技法・材質 額サイズ（�）

１７ 三岸節子 インカの壺 パステル、グワッシュ・紙 ６０．３×６８．６

１８ 三岸節子 静物 パステル、グワッシュ・紙 ６０．５×５０．５

１９ 田川 憲 長崎の庭（迎陽亭） １９５６年 木版・紙 ４８．７×６３．５

２０ 田川 憲 季節風の港 １９６４年 木版・紙 ４２．７×８０．８

２１ 田川 憲 長崎の谷 １９６６年 木版・紙 ４９．５×７８

２２ 東山魁夷 月明 １９７９年 紙本着彩 １０６．７×１４１．９

２３ 平山郁夫 シリア砂漠の夕 １９７３年 絹本着彩 １００×１２７．３

２４ 杉山 寧 胡蝶蘭 絹本着彩 ７０．２×９６．５

２５ 棟方志功 ワシ 紙本着彩 １０１．６×４７．６

２６ 棟方志功 鐘渓頌 貝族の柵 木版・紙 ７２×５９

２７ 清水多嘉示 鳩を持つ ブロンズ ９×１０×４２．５

２８ 掛井五郎 受胎告知 ブロンズ ３０×２５×９７

２９ 冨永朝堂 白鷺 木 ９×２０×３４．５

３０ 豊福知徳 細い柱 １９７０年 木 １３×１９×２２０．５

古伊万里を中心とした肥前の陶磁器

番号 作者名・制作地等 作品名 制作年 材質 サイズ（�）

３１ 有田南川原 染付柳鳥牡丹唐草文輪花皿 １６７０～８０年代 磁器 ３．２×１９．７×１３

３２ 有田南川原 染付柳鳥牡丹唐草文輪花皿 １６７０～８０年代 磁器 ３．３×１９．３×１２．８

３３ 有田 染付山水文蓋付大鉢 １６９０～１７１０年代 磁器 ３３×３６．５×１７．５

３４ 有田 染付芙蓉手花籠図大皿 １６９０～１７１０年代 磁器 ７．５×５２．７×２６

３５ 有田 染付芙蓉手 VOC文字入大皿 １７００～１７４０年代 磁器 ６．３×３６．２×１８

３６ 有田 色絵男人形 １７４０～１７７０年代 磁器 h３８

３７ 有田 色絵男人形 １７５０～１７８０年代 磁器 h３９

３８ 有田 色絵婦人像 １７００～１７４０年代 磁器 h５４．５

３９ 鍋島藩窯（伊万里市大川内） 色絵紅葉狩文皿 １６９０～１７２０年代 磁器 ６．５×２０．５×１１

４０ 有田南川原（柿右衛門様式） 色絵牡丹獅子文金具付八角鉢 １６７０～１６９０年代 磁器 １０．５×２１×９．７

４１ 有田南川原（柿右衛門様式） 色絵花鳥文角形瓶 １６７０～１６９０年代 磁器 ２７．５×１１．２

４２ 有田 青磁色絵竹虎文大皿 １６９０～１７３０年代 磁器 ６×３６．６×２１．３

４３ 有田 色絵花鳥文皿 １６６０～１６７０年代 磁器 ５×２７．８×１７．２

４４ 有田 色絵傘持美人文皿 １７４０年代 磁器 ４．７×２８×１５．５

４５ 有田南川原（柿右衛門様式） 色絵花鳥文輪花鉢 １６７０～１６９０年代 磁器 ９．５×２０．７×１０

４６ 有田南川原（柿右衛門様式） 色絵草花文皿 １６７０～１６８０年代 磁器 ３．５×２２×１５．３

４７ 有田 色絵菊牡丹龍文金具付蓋付大鉢 １７００～１７３０年代 磁器 ３１×４５．２

４８ 有田 色絵草花文蓋付大鉢 １７００～１７３０年代 磁器 ４２．５×２８．３

４９ 有田 色絵色紙牡丹文大瓶 １７００～１７３０年代 磁器 ５２．５×１８

５０ 有田 色絵花鳥文八角大瓶 １７００～１７３０年代 磁器 ５８．２×２７．５

５１ 有田 色絵花鳥文八角大瓶 １７００～１７３０年代 磁器 ５８．２×２７．５

５２ 有田 色絵松鶴文大皿 １７００～１７３０年代 磁器 ９．５×５５．５×２６．３

５３ 有田 色絵桜花春宴之図蓋付六角大鉢 １７００～１７３０年代 磁器 ４４×３３．５

５４ 有田 色絵鳳凰牡丹文大壺 １７００～１７３０年代 磁器 ８９×５２．５

５５ 有田 色絵鳳凰牡丹文大壺 １７００～１７３０年代 磁器 ８７×５２．５

５６ 有田 色絵風俗草花文大壺 １７００～１７３０年代 磁器 ９４×５６．５

５７ 有田 色絵花籠図唐花文八角大壺 １７００～１７３０年代 磁器 ８５×３４．５

５８ 第１２代酒井田柿右衛門 濁手草花文蓋物 現代 磁器 ２２×２８．５

５９ 第１３代酒井田柿右衛門 濁手花鳥文大鉢 現代 磁器 φ４４．８

６０ 第１２代中里太郎右衛門 朝鮮唐津耳付水指 現代 陶器 １７×２１

６１ 第１２代中里太郎右衛門 唐津井戸茶� 現代 陶器 ８．３×１５．３

６２ 第１２代中里太郎右衛門（１３
代絵付）

絵唐津大鉢 現代 陶器 φ４３．５

６３ 中里隆 窯変無釉南蛮唐津叩き壺 現代 陶器 ２９．０×３１．５

６４ 第１２代今泉今右衛門 色鍋島花鳥更紗文花器 現代 磁器 ２８．５×２７．５

６５ 第１３代今泉今右衛門 色鍋島吹墨草花文尺三額皿 現代 磁器 φ４１．５
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参考出品

番号 メーカー名 製品名等 点数

８０ キングアームチェアー（３人掛） ２

８１ アルフレッド・キル社 黒革張りチェアー １

８２ イームズ タイムライフチェアー １

８３ ポール・ケアホルム 籐張りチェアー（クッションカヴァー付）DK２２／１９５６年 １

イコンの世界－建築家・白井晟一がみた聖なる像

番号 制作地等 作品名 制作年 技法・材質 サイズ（�）

６６ ギリシア 聖デメトリウス １８世紀 テンペラ・板 ３２×２３

６７ パレフ 聖アンデレ １８００年頃 テンペラ・板 ２６×２１

６８ ギリシア 聖デメトリウス １６世紀 テンペラ・板 ２０×１４

６９ プスコフ派 ポクロフ １７世紀 テンペラ・板 ３３×２８

７０ ロシア 最後の晩餐 １８００年頃 テンペラ・板 ４６．５×７７

７１ ロシア カザンの聖母と１０聖人 １８世紀初 テンペラ・板 ３４×３０

７２ スーズダリ派 カザンの聖母 １８世紀 テンペラ・板 ３５×３０

７３ ロシア中部 三聖人像 １８世紀 テンペラ・板 ２３×１８

７４ モスクワ派 悲しみの聖母 １８世紀初 テンペラ・板 ３５×３０

７５ プスコフ派 ズナメニエの聖母 １８世紀 テンペラ・板 ３５×２９

７６ トベーリ派 十二大祭 １８世紀後 テンペラ・板 ４４×３８

７７ ロシア 十二大祭 １８世紀初 テンペラ・板 ４０×３６

７８ ロシア 聖ミカエル、洗礼者聖ヨハネ、聖ゲオルギオス、殉教者 １８世紀 テンペラ・板 ４４×３８

７９ モスクワ派 マンディリオン（聖顔） １８世紀 テンペラ・板 ４４×３６
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「菊畑茂久馬―ドローイング」
平成２１年１１月１２日�～平成２２年２月７日� ＊８０日間 常設展示室第１、２、４室

概要：

戦後日本を代表する画家・菊畑茂久馬（１９３５年長崎県生ま

れ）の展覧会。１９８３年の〈天動説〉以来、現在まで制作さ

れてきた各種油彩画シリーズのドローイングを、美術館とし

てははじめて網羅的に紹介。出品作に限らず、現在画像が入

手可能なドローイングをほとんど全て収録した図録も作成し

基礎的な資料整備も実施した。

開催形態：単独主催／自主企画展

主催：長崎県美術館

観覧者数：１０，４７５人（１日あたり１３０人）

出品点数：１０１点（ドローイング９７点、油彩画４点）

関連事業：

� 作家によるギャラリートーク

講師：菊畑茂久馬

日時：１１月１２日� １０：３０～１２：００

参加者数：５０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

� ボランティアによるギャラリートーク

日時：毎週土曜日 １３：３０～１４：４５／１５：００～１５：４５

� ワークショップ「モクさんのドローイング」（こどもアー

トクラブ）

日時：１１月２８日� １０：００～１２：３０

参加者数：３０人

主要記事等：

・山口洋三（福岡市美術館学芸員）「美術 批評！菊畑茂久

馬―ドローング『老境の画家、新たな探求なお』」『朝日新

聞』平成２１年１２月５日夕刊

・藤原賢吾「人物現在形 大作へのはるかな道程『絵とは何

か』問い続け 菊畑茂久馬さん（画家）」『西日本新聞』平

成２１年１２月２６日

・平古場富美「文化 『県美術館で菊畑茂久馬展 長崎市出

身 ドローイング時系列ごとに紹介』」『長崎新聞』平成２１

年１２月２８日

・渡辺亮一「月曜文化 菊畑茂久馬 長崎で里帰り展 思索

するドローイング」『毎日新聞』平成２２年１月１８日

・「アートシーン」『新日曜美術館』（NHK教育）平成２２年

１月２４日

・「文化 west モノから自由に 菊畑茂久馬氏ドローイング

展」『読売新聞』平成２２年１月３０日

番号 作品名 制作年 素材・技法 サイズ（�） 所蔵 備考

１ 歓喜の家 一 １９７９年 鉛筆、色鉛筆、グワッシュ／紙 ９２×６２ 長崎県美術館蔵

２ 歓喜の家 二 １９７９年 鉛筆、色鉛筆、グワッシュ／紙 ９２×６２ 長崎県美術館蔵

３ 天動説下絵 １９８３年 鉛筆、コンテ／紙 ２３．９×１６．５ 作家蔵

４ 天動説下絵 １９８４年 鉛筆、色鉛筆、コンテ／紙 ３３．５×２５ 作家蔵

５ 月光下絵 No．１８ １９８６年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７５．６×５６．１ 作家蔵

６ 月光下絵 No．１９ １９８６年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７５．１×５６．２ 作家蔵

７ 月光下絵 No．２０ １９８６年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７５．６×５６．４ 作家蔵

８ 月光下絵 No．４５ １９８７年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．８×５６ 作家蔵

９ 月光下絵 No．４６ １９８７年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．７×５５．２ 作家蔵

１０ 月光下絵 No．４８ １９８７年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．９×５５．９ 作家蔵

１１ 月光下絵 No．４９ １９８７年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．９×５３．１ 作家蔵

１２ 月光下絵 No．５１ １９８７年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．７×５４．２ 作家蔵

１３ 月光下絵 No．５３ １９８７年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．７×５３．４ 作家蔵

１４ 月宮下絵 二 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布、紐）
／紙

１０９．５×７９．５ 作家蔵

出品リスト：
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番号 作品名 制作年 素材・技法 サイズ（�） 所蔵 備考

１５ 月宮下絵 三 １９８８年 グワッシュ、鉛筆／紙 １０９×７９ 作家蔵

１６ 月宮下絵 六 １９８８年 グワッシュ、鉛筆／紙 １０９．５×７９．５ 作家蔵

１７ 月宮下絵 八 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１３．５×７９ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

１８ 月宮下絵 九 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１３．５×７９ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

１９ 月宮下絵 十一 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１５×７９ 作家蔵

２０ 月宮下絵 十三 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１６．５×７９ 作家蔵

２１ 月宮下絵 十四 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １４１×７９ 作家蔵

２２ 月宮下絵 十二 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１５．５×７９ 作家蔵

２３ 月宮下絵 十九 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１９．５×８１ 作家蔵 １／１～２／７展示

２４ 月宮下絵 二十 １９８８年 グワッシュ、鉛筆、コラージュ（布）／紙 １１３×７９ 作家蔵 １／１～２／７展示

２５ 月宮下絵 ＃１ １９８９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 １６０×１１３ 作家蔵

２６ 月宮下絵 ＃２ １９８９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 １６０×１１３ 作家蔵

２７ 月宮下絵 ＃３ １９８９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 １６０×１１３ 作家蔵

２８ 月宮下絵 ＃４ １９８９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 １６０×１１３ 作家蔵

２９ 月宮下絵 ＃５ １９８９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 １６０×１１３ 作家蔵

３０ 海道下絵 １９８９年 グワッシュ、鉛筆／紙 １０９．８×７９ 作家蔵

３１ 海道下絵 １９８９年 グワッシュ、鉛筆／紙 １１０×７９．１ 作家蔵

３２ 海道下絵 １９８９年 グワッシュ、鉛筆／紙 １０９．８×７９ 作家蔵

３３ 海・暖流下絵 １９９１年 グワッシュ、鉛筆／紙 ６５．４×５０．１ 作家蔵

３４ 海・暖流下絵 １９９１年 グワッシュ、鉛筆／紙 ６５．５×５０．３ 作家蔵

３５ 海・暖流下絵 １９９１年 グワッシュ、鉛筆／紙 ６５．６×５０．１ 作家蔵

３６ 海・暖流下絵 １９９１年 グワッシュ、鉛筆／紙 ７６．１×５６．４ 作家蔵

３７ 海・寒流下絵 １９９１年 グワッシュ、鉛筆／紙 １１２．３×８０．５ 作家蔵

３８ 海・寒流下絵 １９９１年 グワッシュ、鉛筆／紙 １１２．６×８０．３ 作家蔵

３９ 舟歌下絵 二 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 １０９．４×７９．１ 作家蔵

４０ 舟歌下絵 四 １９９２年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 １０９．６×７９．２ 作家蔵

４１ 舟歌下絵 六 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７８．２×５６．９ 作家蔵

４２ 舟歌下絵 二十 １９９２年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７９．１×５４．６ 作家蔵

４３ 舟歌下絵 十 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７８．１×５５．１ 作家蔵

４４ 舟歌下絵 十二 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７６×５６．４ 作家蔵

４５ 舟歌下絵 十一 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７９．１×５４．４ 作家蔵

４６ 舟歌下絵 十三 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７６×５７ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

４７ 舟歌下絵 十四 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７６×５７ 作家蔵 １／１～２／７展示

４８ 舟歌下絵 十六 １９９３年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７５．９×５６．８ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

４９ 海宮下絵 一 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７５．１×５５．１ 作家蔵

５０ 海宮下絵 十二 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７６．５×５６．５ 作家蔵

５１ 海宮下絵 十 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７５．９×５６．８ 作家蔵

５２ 海宮下絵 十六 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 １０９．２×７９．４ 作家蔵

５３ 海宮下絵 十五 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ９４．６×６３．３ 作家蔵 １／１～２／７展示

５４ 海宮下絵 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ７６．８×５６．５ 作家蔵

５５ 海宮下絵 二十 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 １０９．１×７９ 作家蔵

５６ 海宮下絵 二十二 １９９５年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 １０６．７×７９ 作家蔵

５７ 手の中の光 一 １９９５年 鉛筆／紙 ２２．７×１５．７ 作家蔵

５８ 手の中の光 二 １９９５年 鉛筆／紙 ２２．７×１５．７ 作家蔵 １／１～２／７展示

５９ 手の中の光 三 １９９５年 鉛筆／紙 ２２．７×１５．７ 作家蔵

６０ 手の中の光 六 １９９５年 鉛筆／紙 ２２×１５．５ 作家蔵

６１ 手の中の光 八 １９９５年 鉛筆／紙 ２２×１５．５ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

６２ 手の中の光 七 １９９５年 鉛筆／紙 ２２．７×１５．７ 作家蔵

６３ 手の中の光 九 １９９５年 鉛筆／紙 ２２×１５．７ 作家蔵 １／１～２／７展示

６４ 手の中の光 十一 １９９５年 鉛筆／紙 ２３×１６．４ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

６５ 手の中の光 十三 １９９５年 鉛筆／紙 ２２×１５．６ 作家蔵 １／１～２／７展示

６６ 手の中の光 十七 １９９５年 鉛筆／紙 ２２．１×１５．５ 作家蔵 １１／１２～１２／２７展示

６７ 手の中の光 十九 １９９５年 鉛筆／紙 ２２．７×１５．７ 作家蔵

６８ 天河下絵 １９９７年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ５０．２×６５．５ 作家蔵

６９ 天河下絵 １９９７年 グワッシュ、色鉛筆、コンテ／紙 ５０．３×６５．７ 作家蔵

42 ３．展覧会事業



番号 作品名 制作年 素材・技法 サイズ（�） 所蔵 備考

７０ 月ノ光（下絵 二） ２００４年 グワッシュ、アクリル、鉛筆、コンテ、コ
ラージュ（紙）／紙

１０９．５×７９ 作家蔵

７１ 月ノ光（下絵 四） ２００４年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１１０×７５ 作家蔵

７２ 月ノ光（下絵 八） ２００４年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１０９．５×７９．５ 作家蔵

７３ 月ノ光（下絵 六） ２００４年 グワッシュ、アクリル、鉛筆、コンテ、コ
ラージュ（紙）／紙

１１０×７５ 作家蔵

７４ 月ノ光（下絵 十） ２００４年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

７６．７×５６．６ 作家蔵

７５ 月ノ光（下絵 十五） ２００４年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

７６．５×５７ 作家蔵

７６ 月ノ光（下絵 十三） ２００４年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

７６．５×５７ 作家蔵

７７ 月ノ光（下絵 十四） ２００４年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

７６．５×５７ 作家蔵

７８ 月ノ光（下絵 十八） ２００４年 グワッシュ、アクリル、鉛筆、コンテ／紙 １６５×１１４ 作家蔵

７９ 月ノ光（下絵 十六） ２００４年 グワッシュ、アクリル、鉛筆、コンテ／紙 １６５×１１４ 作家蔵

８０ 月ノ光（下絵 十七） ２００４年 グワッシュ、アクリル、鉛筆、コンテ／紙 １６５×１１４ 作家蔵

８１ 春風（下絵 一） ２００６年 グワッシュ／紙 １０９．５×７９ 作家蔵

８２ 春風（下絵 二） ２００６年 グワッシュ／紙 １０９．５×７９ 作家蔵

８３ 春風（下絵 四） ２００６年 グワッシュ／紙 １０９．５×７９ 作家蔵

８４ 春風（下絵 六） ２００６年 グワッシュ／紙 ７６×５７．５ 作家蔵

８５ 春風（下絵 九） ２００６年 グワッシュ／紙 ７６×５７．５ 作家蔵

８６ 春風（下絵 八） ２００６年 グワッシュ／紙 ７６×５７．５ 作家蔵

８７ 春光（下絵 一） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１５９．７×１１４．３ 作家蔵

８８ 春光（下絵 二） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１５９．７×１１４．３ 作家蔵

８９ 春光（下絵 三） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１５９．７×１１４．３ 作家蔵

９０ 春光（下絵 四） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１５９．７×１１４．３ 作家蔵

９１ 春光（下絵 五） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１５９．７×１１４．３ 作家蔵

９２ 春光（下絵 六） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１１４．５×８０ 作家蔵

９３ 春光（下絵 七） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１１４．３×８０ 作家蔵

９４ 春光（下絵 八） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１１４．６×７９．９ 作家蔵

９５ 春光（下絵 九） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ、コラージュ（紙）
／紙

１１４．６×８０ 作家蔵

９６ 春光（下絵 十） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 ８０．２×５７．３ 作家蔵

９７ 春光（下絵 十一） ２００９年 グワッシュ、鉛筆、コンテ／紙 ７６．８×５６．５ 作家蔵

特別出品 天動説 七 １９８３年 油絵具、蜜蝋、木、布／カンヴァス ２２７×１６２．５ 作家蔵

特別出品 月光 九 １９８８年 油絵具、木／カンヴァス ２５９．５×１９４．５ 作家蔵

特別出品 海１０１ １９９０年 油絵具／カンヴァス １１７×８１ 作家蔵

特別出品 天河 十七 ２００３年 油絵具、蜜蝋／カンヴァス ２６０×５８３ 作家蔵
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○常設展示室第１室

「館蔵名品展－長崎ゆかりの美術」
平成２１年７月３０日�～１１月８日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ２１０ 彭城貞徳 和洋合奏之図

２ Ａ�イ４８１ 彭城貞徳 花づくし

３ Ａ�イ１０４２ 山本森之助 落葉

４ Ａ�イ１０４３ 山本森之助 残雪

５ Ａ�イ１０４０ 山本森之助 街角

６ Ａ�イ１０３６ 古賀春江 彦山図（伊良林風景）

７ Ａ�イ１０４４ 横手貞美 静物

８ Ａ�イ４９１ 横手貞美 アトリエの庭

９ Ａ�イ５０７ 横手貞美 モンマルトル風景

１０ Ａ�イ２４５ 永見徳太郎 長崎港

１１ Ａ�イ２７１ 永見徳太郎 赤道近くの海

１２ Ａ�ロ２０３ 椿貞雄 夏子像

１３ Ａ�イ９ 野口彌太郎 長崎の山々

１４ Ａ�イ２６６ 鈴木信太郎 長崎の丘

１５ Ａ�イ１０２３ 棟方志功 長崎公園隅景

１６ Ａ�イ２５ 中川一政 長崎マリア園

１７ Ａ�イ２７ 小山敬三 浦上聖堂

１８ Ａ�ロ７ 小磯良平 東山手

１９ Ａ�イ３７ 池野清 樹骨

２０ Ａ�イ１７ 山口長男 方

２１ Ａ�ロ３３５ 鴨居玲 太鼓

２２ Ａ�イ３０２ 鴨居玲 私の話を聞いてくれ

２３ Ａ�ニ６７ 菊畑茂久馬 海・暖流 八

２４ Ｂニ１０ 水谷銕也 うさぎ

２５ Ｂハ１１ 北村西望 母子像

２６ Ｂハ５５ 富永直樹 塗る男

２７ Ｂハ８２ 舟越保武 原の城

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�ニ９３ 前田齊 指紋

２ Ａ�ニ９８ 前田齊 対話

３ Ａ�ニ９９ 前田齊 類化

４ Ａ�イ２３７ 前田齊 日蝕

５ Ａ�ニ８６ 前田齊 対話

６ Ａ�ニ８７ 前田齊 彼は何を見つめているのか

７ Ａ�ニ８８ 前田齊 人間市場

８ Ａ�ニ８９ 前田齊 人間狩り

９ Ａ�ニ９０ 前田齊 無為

１０ Ａ�ニ９１ 前田齊 囲われ

１１ Ａ�ニ９２ 前田齊 疲労

１２ Ａ�ニ９４ 前田齊 類化

１３ Ａ�ニ９５ 前田齊 類化

１４ Ａ�ニ９６ 前田齊 何を考えているの？

１５ Ａ�ニ９７ 前田齊 類化

「前田齊の作品」
平成２２年２月１１日（木・祝）～４月１７日�

出品リスト：

出品リスト：
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○常設展示室第２室

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１６ Ａ�ニ４６ 前田齊 人型シリーズ

１７ Ａ�ニ４７ 前田齊 人型シリーズ

１８ Ａ�ニ４８ 前田齊 人型シリーズ

１９ Ａ�ニ４９ 前田齊 人型シリーズ

２０ Ａ�ニ５１ 前田齊 人型シリーズ

２１ Ａ�ニ５２ 前田齊 人型シリーズ（Show-girl）

「館蔵名品展－長崎ゆかりの美術」
平成２１年７月３０日�～１１月８日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ２１８ 江上瓊山、阿南竹 、岡田篁所、松尾其賞 古梅ヶ嵜唐船ノ上リ之図

２ Ａ�ロ５５ 江上瓊山 雲峰飛瀑図

３ Ａ�イ６４ 小波魚青 春野白狐 朧夜狸図

４ Ａ�イ１７０ 荒木十畝 早春

５ Ａ�イ９８ 荒木十畝 鳳凰

６ Ａ�イ２２０ 栗原玉葉 葛の葉

７ Ａ�イ２２１ 栗原玉葉 美人図

８ Ａ�イ２２２ 栗原玉葉 聴鶯図

９ Ａ�イ３９ 大久保玉� 国幣中社諏訪神社祭礼還御絵巻（住吉神社の巻）

１０ Ａ�イ４７ 松尾敏男 鳥碑

１１ Ａ�イ１９４ 松尾敏男 夜想譜

「白磁の美」
平成２２年２月１１日（木・祝）～４月１７日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ｄハａ２７６ 口石長山 白磁牡丹菊籠目香炉

２ Ｄハａ９８ 中里茂右衛門 白磁細工龍香合

３ Ｄハａ４５９ 中里末太郎（陽山） 白磁深鉢

４ Ｄハａ６８ 中里末太郎（陽山） 薄手白磁菓子鉢

５ Ｄハａ４１９ 中里末太郎（陽山） 白磁透彫牡丹唐草文蓋物

６ Ｄハａ４００ 中里末太郎（陽山） 白磁陰刻葡萄文花瓶

７ Ｄハａ４７５ 中里末太郎（陽山） 白磁陽刻菊唐草文蓋物

８ Ｄハａ４１１ 中里末太郎（陽山） 白磁陽刻龍文花瓶

９ Ｄハａ４５７ 中里末太郎（陽山） 白磁薄手陰刻牡丹文鉢

１０ Ｄハａ４５８ 中里末太郎（陽山） 白磁薄手陰刻波千鳥文鉢

１１ Ｄハａ４７１ 中里末太郎（陽山） 白磁煎茶碗

１２ Ｄハａ３９３ 中里末太郎（陽山） 白磁聖観音菩薩像

１３ Ｄハａ３９４ 中里末太郎（陽山） 白磁白衣観世音菩薩像

１４ Ｄハａ４６１ 中里末太郎（陽山） 白磁天目茶碗

１５ Ｄハａ４７４ 中里末太郎（陽山） 白磁陰刻牡丹文香合

１６ Ｄハａ３０ 口石長三 白磁龍巻香炉

１７ Ｄハａ１１７ 中里安吉郎 白磁菊細工香炉

１８ Ｄハａ１６５ 中村強 白磁蓋物

出品リスト：

出品リスト：
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○常設展示室第３室

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１９ Ｄハａ２５１ 今村均 菊細工手桶水指

２０ Ｄハａ１７２‐１２ 森正洋 ファンシーカップ（白）

２１ Ｄハａ１７３‐１１ 森正洋 ロックセット、ワインカップ、ビールカップ

２２ Ｄハａ１７４‐１３ 森正洋 螢の照明具

２３ Ｄハａ１７５‐３７ 森正洋 うねり型花瓶（白）

２４ Ｄハａ１０６４‐１ 阪本やすき 灯磁 Ａ

２５ Ｄハａ１０６４‐２ 阪本やすき 灯磁 Ｂ

２６ Ｄハａ１０６４‐３ 阪本やすき 灯磁 Ｃ

２７ Ｄハａ１０７３‐１ 富永和弘 ライフシェルズ ＬＬ

２８ Ｄハａ１０７３‐２ 富永和弘 ライフシェルズ Ｌ

２９ Ｄハａ１０７３‐３ 富永和弘 ライフシェルズ Ｍ

３０ Ｄハａ１０７３‐４ 富永和弘 ライフシェルズ Ｓ

３１ Ｄハａ１０５５‐１ 城谷耕生 パークハイアット東京ギフトコレクション PIZZO

３２ Ｄハａ１０５５‐２ 城谷耕生 パークハイアット東京ギフトコレクション GLOBULO

３３ Ｄハａ１０５５‐３ 城谷耕生 パークハイアット東京ギフトコレクション BARCA

３４ Ｄハａ１０５５‐４ 城谷耕生 パークハイアット東京ギフトコレクション CALDERA

３５ Ｄハａ１０５８‐１ 城谷耕生 GYOKUペンダントランプ（大）

３６ Ｄハａ１０５８‐２ 城谷耕生 GYOKUペンダントランプ（小）

「須磨コレクション（テーマ展示� 風景画）」
平成２１年５月１２日�～９月１３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６５６ ヘナロ・ペレス・ビリャアミル ロンダ（マラガ）

３ 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

４ Ａ�イ５７４ ジェイムス・マクドゥガル・ハート キューバ風景

５ Ａ�イ５４２ アントニオ・ムニョス・デグライン 聖地（エルサレム）

６ Ａ�イ５６３ ホセ・フラウ・ルイス 雨のカスティーリャ

７ 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

８ Ａ�イ１４１ ダニエル・バスケス・ディアス 須磨彌吉郎の肖像

９ Ａ�イ１１１ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖母の嘆き（ピエタ）

１０ Ａ�イ１３２ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖セバスティアヌス

１１ Ａ�イ１３３ 作者不詳（カスティーリャ派） ゲッセマネの祈り

１２ Ａ�イ４７１ マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 風景

１３ Ａ�イ５１４ 作者不詳（フランドル） 風景の中の静物

１４ Ａ�イ５３７ エウヘニオ・ルーカス・ベラスケス 川の流れる風景

１５ 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

１６ Ａ�イ５７５ オットー・トーレン 嵐の前

１７ Ａ�イ５８０ 作者不詳（カスティーリャ派） キリストの磔刑

１８ Ａ�イ６１６ リカルド・バローハ・イ・ネッシ キャンプ

１９ Ａ�イ５３ ジョン・ダニエル・ベス エルサレム

出品リスト：
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「須磨コレクション（テーマ展示� スペインの風俗）」
平成２１年９月１５日�～２０１０年１月１１日（月・祝）

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ 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

２ Ａ�イ５５４ リカルド・バローハ・イ・ネッシ メモリア門

３ Ａ�イ９４ ダニエル・バスケス・ディアス 人気闘牛士たち

４ Ａ�イ９９ リカルド・バローハ・イ・ネッシ シウダー・レアル

５ Ａ�イ１３６ ダニエル・バスケス・ディアス きこりのホルへ

６ Ａ�イ４７７ ホセ・グティエレス・ソラーナ アスファルト作業員

７ Ａ�イ９５ ホセ・グティエレス・ソラーナ 仮面たち

８ Ａ�イ１４１ ダニエル・バスケス・ディアス 須磨彌吉郎の肖像

９ Ａ�イ８６ エウヘニオ・ルーカス・ベラスケス 貧者たちの聖体拝領

１０ Ａ�イ９６ アンヘル・リスカーノ 親睦のつどい

１１ Ａ�イ１３８ 作者不詳（スペイン） 女と少年のいるボデゴン

１２ Ａ�イ４７５ マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 東洋の幻想

１３ Ａ�イ５４８ リカルド・デ・ビリョーダス 画家の妻、アントニア・レビーリャ

１４ 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

１５ Ａ�イ５５８ フランシスコ・イトゥリーノ 女

１６ Ａ�イ７１６ レオナルド・アレンサ・イ・ニエト 風俗写生画

１７ Ａ�ロ９０ マリアノ・フォルトゥーニ・イ・マルサル 絵を描く女

「須磨コレクション（テーマ展示� キリスト教美術）」
平成２２年１月１３日�～４月１９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 Ａ�イ１４０ 作者不詳（アラゴン派あるいはナバーラ派） 博士たちと議論するキリスト

３ Ａ�イ７７ 作者不詳（アンダルシア派） 悲しみの聖母

４ Ａ�イ１１１ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖母の嘆き（ピエタ）

５ Ａ�イ１１３ 作者不詳（スペイン） 聖ペテロと聖フランチェスコを伴ったキリストの磔刑

６ Ａ�イ１１５ 作者不詳（カタルーニャ派） キリストの磔刑

７ Ａ�イ１２０ 作者不詳（カスティーリャ派） キリストの鞭打ち

８ Ａ�イ１２８ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖人修道士の埋葬

９ Ａ�イ１３０ 作者不詳（カスティーリャ派） 巡礼者聖ヤコブ

１０ Ａ�イ１３１ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖バルトロマイ

１１ Ａ�イ１３２ 作者不詳（カスティーリャ派） 聖セバスティアヌス

１２ Ａ�イ１３３ 作者不詳（カスティーリャ派） ゲッセマネの祈り

１３ Ａ�イ１３７ 作者不詳（セビーリャ派） エリヤとバアルの預言者たち

１４ 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

１５ Ａ�イ５１９ 作者不詳（スペイン） 聖アンデレ

１６ Ａ�イ５２０ 作者不詳（スペイン） 聖ユダ

１７ Ａ�イ５８０ 作者不詳（カスティーリャ派） キリストの磔刑

１８ Ａ�イ７４１ 作者不詳（スペイン） 兵士たちを救う聖ニコラウス

１９ Ａ�イ７４２ 作者不詳（スペイン） ミュラの司教に叙任される聖ニコラウス

２０ Ａ�イ７４３ 作者不詳（スペイン） 聖ニコラウスの慈悲（？）

出品リスト：

出品リスト：
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○常設展示室第４室

「ダリ版画集『パンタグリュエルの滑稽な夢』」
平成２１年７月２８日�～１１月８日�

「牧野宗則『有明海シリーズ』」
平成２１年１月１４日�～４月２１日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�ロ８４‐１ 牧野宗則 慈しみを染めて

２ Ａ�ロ８４‐２ 牧野宗則 悠久の刻

３ Ａ�ロ８４‐３ 牧野宗則 歓びの朝

４ Ａ�ロ８４‐４ 牧野宗則 月華のままに

５ Ａ�ロ８４‐５ 牧野宗則 光る道

６ Ａ�ロ８４‐６ 牧野宗則 輝いて

７ Ａ�ロ８４‐７ 牧野宗則 満たされて

８ Ａ�ロ４１６ 牧野宗則 やすらぎ

９ Ａ�ロ８４‐８ 牧野宗則 幸せな一日

１０ Ａ�ロ８４‐９ 牧野宗則 久遠

１１ Ａ�ロ８４‐１１ 牧野宗則 夢明かり

１２ Ａ�ロ８４‐１２ 牧野宗則 限りなく

１３ Ａ�ロ８４‐１０ 牧野宗則 歓びあふれて

１４ Ａ�ロ８４‐１３ 牧野宗則 天華

１５ Ａ�ロ４１７ 牧野宗則 夜明け

１６ Ａ�ロ４１４ 牧野宗則 普賢転生

１７ Ａ�ロ４１５ 牧野宗則 光を浴びて

１８ Ａ�ロ４２０ 牧野宗則 流れは広く

１９ Ａ�ロ４２１ 牧野宗則 天啓

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�ロ５６‐１ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐１

２ Ａ�ロ５６‐２ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐２

３ Ａ�ロ５６‐３ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐３

４ Ａ�ロ５６‐４ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐４

５ Ａ�ロ５６‐５ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐５

６ Ａ�ロ５６‐６ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐６

７ Ａ�ロ５６‐９ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐９

８ Ａ�ロ５６‐１０ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐１０

９ Ａ�ロ５６‐１２ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐１２

１０ Ａ�ロ５６‐１３ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐１３

１１ Ａ�ロ５６‐１６ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐１６

１２ Ａ�ロ５６‐１９ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐１９

１３ Ａ�ロ５６‐２０ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐２０

１４ Ａ�ロ５６‐２１ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐２１

１５ Ａ�ロ５６‐２３ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐２３

１６ Ａ�ロ５６‐２４ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐２４

１７ Ａ�ロ５６‐２５ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢‐２５

出品リスト：

出品リスト：
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○常設展示室第５室

「タピエスの版画」
平成２２年２月９日�～４月１９日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�ロ９８ 瀧口修造／アントニ・タピエス 物質のまなざし

２ Ａ�ロ１０１ アントニ・タピエス 化石の中の化石

３ Ａ�ロ８７ アントニ・タピエス インフォーマル

４ Ａ�ロ８８ アントニ・タピエス ガット

「スペイン近現代美術�」
平成２１年５月１２日�～９月１３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

５ Ａ�ロ１０２ ジョセフ・ギノバル 都市シリーズ

６ Ｂニ９ アントニ・タピエス 綱と十字の刻印

７ Ａ�ロ８７ アントニ・タピエス インフォーマル

８ Ａ�ニ８５ アントニ・タピエス 身体のコンポジション

９ 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）

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）

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

５ Ａ�イ２９４ アントニ・クラベ キリストの埋葬

６ Ａ�イ０２４８ ルイス・フェイト 作品

７ Ａ�イ２４９ ルイス・フェイト 作品

８ Ａ�イ３０８ アントニオ・ロペス・ガルシア フランシスコ・カレテロ

９ Ａ�イ２４７ アントニ・タピエス 茶の上の黄土

１０ Ａ�ニ８５ アントニ・タピエス 身体のコンポジション

１１ Ａ�イ４７８ マノロ・バルデス 黒い背景の肖像

１２ 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

１３ Ａ�イ１０３９ アントニオ・ムラド ディプティック（赤と灰色）

特別出品（※山梨県立美術館所蔵、１０／１０～１１／２６まで展示）

１４ ヨハン・バルトールト・ヨンキント ドルトレヒトの月明かり

「スペイン近現代美術�」
平成２１年９月１５日�～平成２２年１月１１日（月・祝）

出品リスト：

出品リスト：

出品リスト：

49



○パティオ前

「スペイン近現代美術�」
平成２２年１月１３日�～４月１９日�

「ながさき音楽祭２００９開催記念 山本森之助作品特別展示」
平成２１年７月３０日�～１１月８日�

番号 所蔵番号 作者名 作品名

１ Ａ�イ２６ 山本森之助 丘

２ Ａ�イ２２３ 山本森之助 蒲郡の朝

３ Ａ�イ２ 山本森之助 雨後

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

５ 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

６ Ａ�イ２４８ ルイス・フェイト 作品

７ Ａ�イ２４９ ルイス・フェイト 作品

８ Ａ�イ３０８ アントニオ・ロペス・ガルシア フランシスコ・カレテロ

９ Ａ�イ２４７ アントニ・タピエス 茶の上の黄土

１０ Ｂニ９ アントニ・タピエス 綱と十字の刻印

１１ 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）

１２ 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

１３ Ａ�イ１０３９ アントニオ・ムラド ディプティック（赤と灰色）

１４ Ａ�ニ８５ アントニ・タピエス 身体のコンポジション

出品リスト：

出品リスト：
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４．教育普及事業・生涯学習事業

１）展覧会関連ワークショップ

�企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」関連ワークショップ

「男鹿さんと森を歩こう」

概要：

男鹿和雄氏とワークショップ参加者の子ども達が長崎市の森

を歩き、一緒に水彩色鉛筆でスケッチを行った。最後に、参

加者全員の作品に対し講評をいただいた。

講師：男鹿和雄

日時：５月３０日� １０：３０～１６：００

場所：長崎市民の森、アトリエ

対象：小中学生

募集方法：事前申込（先着順）

参加費：無料

参加者数：２４人

�企画展「東松照明展－色相と肌触り長崎－」関連ワークショップ
�「東松照明 デジタル写真ワークショップ in 長崎」
概要：

写真家・東松照明氏の指導のもと、デジタルスチルカメラで

の撮影（町歩き）、作品選定、パソコンでの加工、プリンター

出力までの作業を行った。ワークショップ終了後は、当館ア

トリエにて完成した作品を展示公開した。

講師：東松照明

日時：９月２７日�、１０月４日�、１１日�、１８日�、２５日�
（全５回）各日１４：００～１７：００

会場：アトリエ

対象：１８～２９歳までの県内在住者

募集方法：事前申込（書類、作品選考）

参加費：無料（ただし実費は参加者一部負担。）

※デジタルスチルカメラおよびフォトショップ入りパソコン

は各自持参。

参加者数：７人

■「東松照明デジタル写真ワークショップ in 長崎」作品展

日時：１１月１０日�～１６日� １０：００～１７：００ ＊７日間

会場：アトリエ

作品点数：１４０点（参加者計７名。１名につき２０点。）

観覧料：無料

観覧者数：４８８人
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�「町歩き」ツアー
概要：

東松照明「町歩き」シリーズの撮影地を学芸員とともに散策

するという内容。参加者がカメラや図録を持ちながら、普段

見慣れた景色や物も、見方を変えると面白く、美しいものに

変わるということを体験した。

日時：１１月７日�、１５日�
�１４：００～「東松照明展」鑑賞（ギャラリートーク付）
�１４：３０～「町歩き」ツアー

会場：企画展示室・中島川周辺（美術館→伊勢町→寺町→浜

町）

対象：各日２０名

募集方法：当日受付

参加費：１２０円（路面電車料金、ただし�からの参加で高校
生以上は本展の観覧券が必要）

参加者数：２１名（�１５人 �６人）

�企画展「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー

―１９世紀末の華麗な技と工芸－」関連ワークショップ

�「自然をデザインする」
概要：

展覧会鑑賞後、自然を真摯に観察しデザインするというアー

ル・ヌーヴォーのデザイン方法に学び、生花や昆虫の標本を

観察しデッサンを作成。そのデザインを基に、ポリマークレ

イ（樹脂粘土）でアクセサリーを制作した。

日時：�１月９日�、�１０日� １３：００～１６：３０

会場：アトリエ

対象：�小学生～中学生 �一般
募集方法：事前申込

参加費：�５００円、�１，５００円（展覧会観覧券付）
参加者数：�２８人�３０人
�「パリの貴婦人と香りの話」
概要：

展覧会の中でも特に貴婦人の部屋と香りに焦点を当てた内容。

展覧会鑑賞後、当時の女性観や香りの歴史についてレク

チャーを行い、エッセンシャルオイルを用い香りの調合を

行った。

講師：竹下あかね（アロマエステティークアンジェリカ主宰）

日時：１月２４日� １０：３０～１２：３０

会場：講座室、アトリエ

対象：一般

募集方法：事前申込

参加費：無料（ただし本展の観覧券が必要）

参加者数：３２人
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�「上柿元シェフによるフランス菓子の茶話会」
概要：

展覧会鑑賞後、当館カフェプロデュースの上柿元シェフの話

を聞きながら限定スウィーツ「タルトマロン」の試食会を行っ

た。

講師：上柿元勝

日時：２月６日� １５：００～１７：００

会場：企画展示室・カフェ

対象：一般

募集方法：事前申込

参加費：３，０００円（ケーキ・展覧会観覧券付）

参加者数：３０人

�「フランス流テーブルコーディネート」
概要：

展覧会鑑賞後、フランスのアール・ヌーヴォーとテーブルマ

ナーの歴史についてのレクチャーを行い、フォーマル、カジュ

アルの２つのタイプのテーブルコーディネートのデモンスト

レーションを行った。応募者多数のため、急遽２部制に変更

して実施した。

講師：Sabrina Olive（サブリナ・オリブ）、石原実花、福満葉子

（長崎県文化振興課）

日時：２月２１日�
�１４：００～１６：００ �１７：３０～１９：３０

会場：企画展示室、アトリエ

対象：一般

参加費：３，０００円（ケーキ・展覧会観覧券付）

参加者数：�２９人 �３０人
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開催日時 テーマ 内容

�１０月１０日� 初めての美術館（美術館探検） オリエンテーション後、ミニゲームとバックヤードツアーを行った。

�１０月２４日� なりきりとうまつさん（写真） 「東松照明展－色相と肌触り長崎－」鑑賞後、館内外を一眼レフカメラを使っ
て写真撮影をした。

�１１月７日� まねしてはんが（模写・版画） 美術館コレクション展にて対話型鑑賞をした後、作品模写とドライポイント
版画を行った。

�１１月２８日� モクさんのドローング（絵画） 小企画展「菊畑茂久馬―ドローイング」鑑賞後、水彩絵の具を用いたドロー
イングの制作と前回撮影した写真の現像を同時に行った。

�１２月１２日� かざりものづくり（ポリマークレイ） 「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー ―１９世紀末の華麗な技と
工芸－」鑑賞後、ポリマークレイ（工芸用粘土）を用い、ペンダント等の装
飾品を制作した。また同時に次回制作する巨大ランプのデザインを考えた。

�１月１６日� 巨大ランプづくり（グループ制作）� 作品のテーマを「巨大きのこ」として全体の骨組みを制作した。

	１月２３日� 巨大ランプづくり（グループ制作）
 前回制作した骨組みに色紙や布を張り付けた。作品はエントランスホールに
展示した。

２）アートクラブ

�こどもアートクラブ
概要：

小学生を対象としたクラブ活動形式の美術体験プログラム

（年７回開催）。各展覧会の鑑賞に加え、写真、版画、絵画、

工作など、展覧会の展示テーマに沿ったさまざまな美術体験

を行うことで、鑑賞のポイントや表現する楽しさを学ぶ内容。

活動の集大成となるグループ制作では、長崎ランタンフェス

ティバルにちなんだ巨大ランプの共同制作に取り組んだ。

日時：１０月～２月（全７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７回分）

参加者数：３０人

関連事業：２００９年度こどもアートクラブ作品展

日時：２月５日�、６日� １０：００～１８：００

２月７日� １０：００～１５：００

（※参加者への作品返却１５：００～１８：００）

会場：アトリエ、エントランス

観覧者数：６５２人

※共同制作作品「巨大ランプ『きのこ家』」は、長崎ランタ

ンフェスティバルの開催期間にあわせエントランスロビーに

展示した。

展示期間：１月２４日�～２月２８日�
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第一期 日時 親の活動 幼児の活動

�５月１９日� 鑑賞：「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」
活動：バックヤードツアー

親の活動に同じ

�６月２３日� 鑑賞：「長崎コレクション３ 親和銀行コレクション展」
表現：シルクスクリーン

スタンピング

�７月１８日� 鑑賞：「藤城清治展 光の祈り」
表現：ランプシェードづくり

カラーセロハンを台紙に貼り、窓に飾る装
飾をつくる

第二期 日時 親の活動 幼児の活動

�９月２９日� 鑑賞：「ながさき音楽祭２００９開催記念 山本森之助作品 特別展示」
活動：バックヤードツアー

親の活動に同じ

�１０月１８日� 鑑賞：「東松照明展－色相と肌触り 長崎－」
表現：「思い出フォト」

親の活動に同じ
※親の被写体

�１１月１７日� 鑑賞：「菊畑茂久馬－ドローイング」
表現：ドローイング

親の活動に同じ

開催日時 活動・内容

８月８日� 鑑賞：「藤城清治展 光の祈り」
表現：ランプシェード制作

９月１９日� 鑑賞：「館蔵名品展－長崎ゆかりの美術」
講義：「彭城貞徳から鴨居玲まで」

１０月１７日� 鑑賞：「東松照明展－色相と肌触り 長崎－」
表現：写真撮影

１１月２１日� 鑑賞：「菊畑茂久馬－ドローイング」
講義：菊畑茂久馬の世界
表現：写真プリント

１２月１９日� 鑑賞：「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー ―１９世紀末の華麗
な技と工芸－」
講義：アール・ヌーヴォーの世界

�親子アートクラブ
概要：

就学前の子どもと親で美術館での活動を楽しんでもらうとい

う主旨のアートクラブ。本年度は、多くの方々の参加の機会

を増やすため、第一期・第二期に分け、親子で一緒に行う活

動や親子別々に行う活動を織りまぜながら、展覧会の鑑賞や

表現活動を実施した。

日時：第一期（５月～７月の全３回）

第二期（９月～１１月の全３回）

各回 １０：００～１２：１５

会場：アトリエ、企画展示室、常設展示室、館周辺

対象：親子（３歳以上の就学前の子どもと保護者）※父母ど

ちらでも可

募集方法：事前申込

参加費：３，０００円（全３回分）

参加者数：各２０組

�おとなアートクラブ
概要：

大人向けの会員制クラブ。展覧会に関連する学芸員のスライ

ドトークの受講や基本的な創作活動を体験した。

日時：８月～１２月（全５回）

月１回 土曜日１７：００～１９：００

会場：講座室、企画展示室、常設展示室、アトリエ

対象：一般（１８歳以上）

募集方法：事前申込

参加費：５，０００円（全５回分）

参加者数：２０人
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３）移動美術館 artmoving

概要：

日頃来館する機会に恵まれない遠隔地において、当館の所蔵

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：県内各市町教育委員会より公募

募集期間：平成２０年９月１日�～１０月３１日�
※未開催地を優先

�移動美術館 in 佐世保市
内容：

須磨コレクションや長崎ゆかりの美術を中心に、東松照明の

佐世保を撮影した作品、佐世保市に近い平戸市に本籍のある

鴨居玲の作品など展示した。

開催期間：平成２１年９月２日�～１３日� ※１１日間

１０：００～１８：００

休館日：９月８日�
主催：佐世保市、佐世保市教育委員会、長崎県美術館

講演：朝日新聞社、長崎新聞社、西日本新聞社、毎日新聞社、

読売新聞佐世保支局、ライフさせぼ、TOUCHVISION、

KTNテレビ長崎、NBC長崎放送、NCC長崎文化放

送、NHK長崎放送局、NIB長崎国際テレビ、TVSテ

レビ佐世保

会場：佐世保市博物館島瀬美術センター

観覧者数：１，１４２人

観覧料：無料、関連企画への参加費無料

出品点数：３１点

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：平成２１年９月２日�
参加者数：６５名

�ワークショップ「シルクスクリーン」
日時：９月５日�、２６日� １４：００～１６：００

対象：小学生～大人

応募方法：事前申込

参加者数：５６名

�鑑賞教室
日時：９月１０日�、１１日� １０：００～１５：００

参加者数：２７８名

�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

期日：展覧会会期中

会場：佐世保市博物館島瀬美術センター３階ロビー
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�移動美術館 in 平戸市
内容：

平戸市がスローガンとする「ひと響きあう宝島 平戸」のも

と市民が直接触れることの出来る富永直樹の作品や須磨コレ

クション、長崎ゆかりの美術作品等の展示を行った。特に鑑

賞教室に地域の学校の動員をおこない、数多くの子ども達に

対して鑑賞の機会をつくった。

開催期間：１１月１３日�～２３日� １０：００～１８：００

※全１１日間

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、平戸市文化協会

会場：平戸市ふれあいセンター

観覧者数：１，３００人

観覧料：無料、関連企画への参加費無料

出品点数：３６点

出品リスト：

No. 収蔵番号 作家名 作品名

１ Ａ�イ１ 彭城貞徳 月夜の景 九十九島

２ Ａ�イ１０２１ 彭城貞徳 菊花図

３ Ａ�イ１０３４ 山本森之助 フランスの田舎

４ Ａ�イ１９１ 山本森之助 残雪

５ Ａ�イ５００ 横手貞美 或る街

６ Ａ�イ１９４ 横手貞美 拳闘

７ Ａ�ロ４０ 鴨居玲 狂候えよ

８ Ａ�イ３４７ 鴨居玲 廃兵

９ Ａ�イ１０３２ 鴨居玲 膝を抱える少女

１０ Ａ�イ７９３ 鴨居羊子 さようなら

１１ Ａ�イ７９２ 鴨居羊子 リボンリボンリボン

１２ Ｈイ５７ 東松照明 メーデー／佐世保市

１３ Ｈイ１５１ 東松照明 基地の町／佐世保市

１４ Ｈイ２０８ 東松照明 造船の町／佐世保市

１５ Ｂハ２２ 富永直樹 タロ・ジロの像

１６ Ｂハ２４ 富永直樹 パンダうさぎ

１７ Ｂハ１９ 富永直樹 宝来牛

１８ Ｂハ１０ 北村西望 将軍の孫

１９ Ａ�イ４７３ エミリオ・サラ・イ・フランセス 裸婦

２０ 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

２１ Ａ�イ４７６ グティエレス・ソラーナ 軽業師たち

２２ Ａ�イ１２１ グティエレス・ソラーナ 死神と仮面

２３ 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」

２４ Ａ�イ３０８ アントニオ・ロペス・ガルシア フランシスコ・カレテロ

２５ Ａ�イ２８１ アントニ・クラベ 王様

２６ Ａ�イ２８０ アントニ・クラベ 羽飾りをつけた戦士

２７ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

２８ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

２９ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

３０ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

３１ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス
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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：１１月１３日� ※インフルエンザ流行のため中止

�ワークショップ「シルクスクリーン」
日時：１１月２３日� １０：００～１２：００ １４：００～１６：００

対象：小学生～大人

応募方法：事前申込

参加者数：２３名

�鑑賞教室
日時：１１月１８日�、１９日�、２０日� ９：３０～１５：００

参加者数：４２１名

�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

期日：展覧会会期中

会場：平戸市ふれあいセンター１階ロビー

出品リスト：

No. 収蔵番号 作家名 作品名

１ Ｂハ１０ 北村西望 将軍の孫

２ Ｂハ１１ 北村西望 母子像

３ Ｂハ１９ 富永直樹 宝来牛

４ Ｂハ２２ 富永直樹 タロ・ジロの像

５ Ｂハ２４ 富永直樹 パンダうさぎ

６ Ｂハ２６ 山崎和國 秋想

７ Ａ�イ１ 彭城貞徳 九十九島・月夜の景

８ Ａ�イ１０２１ 彭城貞徳 菊花図

９ Ａ�イ１９１ 山本森之助 残雪

１０ Ａ�イ１０３４ 山本森之助 フランスの田舎

１１ Ａ�イ２ 山本森之助 雨後

１２ Ａ�イ３ 渡辺（宮崎）与平 金さんと赤

１３ Ａ�イ２７０ 渡辺（宮崎）与平 白日

１４ Ａ�イ５００ 横手貞美 或る街

１５ Ａ�イ１９４ 横手貞美 挙闘

１６ Ａ�イ１０３２ 鴨居玲 膝を抱える少女

１７ Ａ�イ３４７ 鴨居玲 廃兵

１８ Ａ�イ７９２ 鴨居羊子 リボンリボンリボン

１９ Ａ�イ７９３ 鴨居羊子 さようなら

２０ Ａ�イ５３７ エウヘニオ・ルーカス・ベラスケス 川の流れる風景

２１ 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

２２ Ａ�イ４７３ エミリオ・サラ・イ・フランセス 裸婦

２３ Ａ�イ５４２ アントニオ・ムニョス・デグライン 聖地（エルサレム）

２４ Ａ�イ５６３ ホセ・フラウ・ルイス 雨のカスティーリャ

２５ 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

２６ Ａ�イ４７６ ホセ・グティエレス・ソラーナ 軽業師たち

２７ Ａ�イ１２１ ホセ・グティエレス・ソラーナ 死神と仮面

２８ Ａ�イ２８１ アントニ・クラベ 王様

２９ Ａ�イ２８０ アントニ・クラベ 羽根飾りをつけた戦士

３０ Ａ�イ３０８ アントニオ・ロペス・ガルシア フランシスコ・カレテロ

３１ 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」

３２ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

３３ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

３４ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

３５ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス

３６ Ａ�ロ５４ マルク・シャガール サーカス
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４）みんなのアトリエ

概要：

様々な造形活動を通して、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対し親近感を持ってもらう事を目的とした事

業。本年度は、夏と冬に実施。計画から準備・実施まで、県内の３大学との連携を行う大学連携事業として推進した。学生との

事前準備の回数を増やし企画内容を深める事で、学生スタッフの育成も目指した。

�長大生とアートすると２００９「５００色の色鉛筆による色の玉手箱」
内容：

長崎大学と当館が連携して、企画段階から広報活動、ワーク

ショップ当日に至るまでプログラムを作っていく同企画の第

５弾。大学生スタッフが参加者をサポートしながら、フェリ

シモ社製の５００色の色鉛筆を使い、ハガキサイズの用紙に

様々な作品を描いた。

主催：長崎県美術館、長崎大学教育学部芸術表現講座美術科

教育研究室

企画協力：株式会社フェリシモ

日時：７月１１日�、１２日�
�１０：３０～１１：３０ �１１：３０～１２：３０
�１３：３０～１４：３０ �１４：３０～１５：３０（計８回実施）

会場：アトリエ、講座室

対象：小学生～中学生（各回４０人）

募集方法：当日受付

参加費：無料

参加者数：１，３４４名

■関連企画：「でてこい大きな紙芝居２００９」

内容：

小学生が撮影した画像に大学生が音楽やセリフを重ねて絵本

風のオリジナルショートストーリーを共同制作し上映した。

主催：長崎大学教育学部芸術表現講座美術科教育研究室、長

崎県美術館

日時：７月１１日�、１２日� �１１：３０～ �１２：３０～
�１４：３０～ �１５：５０～

会場：ホール

対象：幼児～（各回１００人）

募集方法：当日受付

参加費：無料

入場者数：計６５７人

�「サマーカードのワークショップ」
内容：

いろいろな形の台紙の上に自由にデコレーションをほどこし

サマーカードを制作した。準備段階から活水女子大学文学部

現代日本文化学科と連携して取り組んだ。

連携大学：活水女子大学文学部現代日本文化学科（準備協力）

日時：８月５日�、６日�、７日	
�１０：００～１２：００ �１３：００～１５：００

会場：アトリエ

59



対象：４歳～大人

募集方法：事前申込（E-mail、FAX、葉書／先着順）

参加費：無料

入場者数：計３２１人

サポートスタッフ：学生１５名

�冬のワークショップ
�花キャンドルワークショップ
内容：

手の温度でやわらかくなる蝋を使って、「花」をテーマにキャ

ンドルを制作した。学生スタッフが企画、準備、ワークショッ

プ当日の指導にあたった。

連携大学：活水女子大学文学部現代日本文化学科

日時：１２月１９日�、２０日�
�１０：３０～１２：３０ �１４：００～１６：００

会場：アトリエ

対象：小学生～大人

募集方法：事前申込（E-mail、FAX)

参加費：５００円

入場者数：計９７人

サポートスタッフ：学生各日６人

�お姫様と王子様のクリスマス舞踏会
内容：

様々な材料を使って手作りのドレスを制作しお姫様や王子様

に仮装した。衣装が完成した後はエントランスロビーで生演

奏の中、舞踏会を開催。今回２度目の連携となった長崎玉成

短期大学には、衣装サンプルの準備、当日の制作補助の協力

を得た。

ナビゲーター：Rieko（音楽パフォーマー）

演奏：ザ・スタッカーツ／新井武人（アコーディオン）、中

島千智（ピアノ）、井上高志（クラリネット）

連携大学：長崎玉成短期大学幼児教育学科

日時：１２月２３日（水・祝）１３：００～１６：００

会場：ホール、エントランスロビー

対象：４歳～小学生

募集方法：事前申込（E-mail、FAX)

参加費：５００円、入場のみ無料

入場者数：のべ１２０人（制作人数：４３人）

サポートスタッフ：学生１５人
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５）遠隔授業

概要：

平成２０年度に引き続き奈留島の中高一貫校と当館を映像回

線で結び、エデュケーターや学芸員による双方向対話型授業

を行った。最終回の第４回目には奈留小学校５～６年生６０

名や保護者も参加する熱心な鑑賞授業が行えた。

連携校：長崎県立奈留高等学校、五島市立奈留中学校

所在地：長崎県五島市奈留町浦１２４６番地２

美術担当：降田達季 教諭

日時：第３回７月３日� １４：００～１４：５０

第４回１月２８日� １４：００～１４：５０

会場：学校／奈留高等学校体育館、美術館／企画展示室、常

設展示室

参加者数：３９４名（中学校８１人、高等学校８６人 ※第４回のみ

小学校６０人）

授業担当：第３回「藤城清治展 光の祈り」

解説：野中 進行：小島

第４回「スペイン近現代美術」

解説：川瀬 進行：神�、小島
使用機器：SONYテレビ会議システム型式 PCS‐１

・画像画素数：CIF（３５２×２８８）：QCIF（１７６×

１４４）停止画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（データー

ソリューションボックス）

（本体）２端子、（データーソリューションボックス）２端子

・拡張性：データー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。その他、

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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１日�

午前の部 １０：００～１２：００
オリエンテーション（森園）

館内見学（森園）

午後の部 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・作成（森園）

講義：現在の美術館状況（米田館長）

２日�
午前の部 １０：００～１２：００

講義：指定管理者としての美術館運営（金原）

講義：美術館の広報活動（荒木）

午後の部 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、野田、たけのした工房）

３日�
午前の部 １０：００～１２：００ セキュリティーゾーンの掃除

午後の部 １３：００～１７：００ 企画展レポート作成

４日�
午前の部 １０：００～１２：００ 企画展レポート作成

午後の部 １３：００～１７：００
教育普及活動について（小島）

ワークショップ準備 （教育普及）

５日�
午前の部 １０：００～１２：００ ワークショップ参加

午後の部 １３：００～１７：００
企画展レポート作成

企画展発表・講評（学芸）

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とおり実施した。

期間：８月１日�～５日� ＊５日間

実習費：５，０００円

実習生：１３人（６校）

長崎大学５名、活水女子大学４名、九州産業大学１名、東京女子大学１名、西南学院大学１名、成安造形大学１名
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７）スクールプログラム

概要：

学校と当館との連携事業として、図工・美術の時間、総合的

な学習の時間、学校行事、修学旅行、部活動、PTAなどで

利用して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、学校担当者とエデュケーター

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において、少人数に分かれ、

エデュケーターとともにおしゃべり鑑賞（対話型鑑賞）を行っ

た。

「表現プログラム」

主にアトリエを会場に制作を行った。小学生以上には「色鉛

筆模写」「シルクスクリーン」もしくは、展覧会等に関連し

組み立てたオリジナルプログラムを実施した。また、幼稚園・

保育園には、幼児も楽しんで取り組めるプログラム「線のお

さんぽ」「色をあつめる」という内容も加えて実施した。

「出張授業」

美術館来館前に、エデュケーターが学校を訪問。美術館や作

品についての事前授業を行った。

関連事業：

�「幼稚園・保育園向け特別プログラム」
概要：

学校利用が少ない時期に、幼稚園・保育園を対象とした特別

プログラムを企画して実施。展覧会の鑑賞と簡単な表現プロ

グラムを組み合わせ、園児にも親しみやすい美術館をアピー

ルした。

�「春のスクールプログラムのご案内」
内容：企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」の鑑賞と表現

（折紙にトトロの絵を描く）。

日時：４月１４日�～１６日�、２０日�～２３日�、２７日�、
３０日�
１０：００～１２：００ １時間程度で実施

募集方法：幼稚園・保育園に一斉 FAX、専用申込書にて事

前申込

�「夏のスクールプログラムのご案内」
内容：企画展「藤城清治展 光の祈り」鑑賞と表現（影絵の

作品制作）

日時：７月１日�、６日�、７日�、８日�、１５日�、
１６日�、２１日�、２２日�、２３日�、２８日�、２９日�
１０：００～１２：００の間で９０分程度

募集方法：幼稚園・保育園に一斉 FAX、専用申込書にて事前

申込

�鑑賞教育研修会
概要：

県内の小中学校教職員を対象とした研修会。文部科学省より

奥村高明氏を講師として迎え、小学校の部、中学校の部に分

かれ、おしゃべり鑑賞の参観と講演会を行った。

日時：８月１日�１０：００～１６：３０
会場：ホール、企画展示室

募集方法：事前申込

参加者数：４２人

講演：奥村高明（文部科学省初等中等教育局教育課程教科調

査官）

協力：あとりえエコロジー２１人（保護者１６人）、長崎市立東

長崎中学校美術部１０名

�美術館コレクション展ワークシート
概要：

平成２０年度に引き続き、自由鑑賞時のセルフガイドとして

折りたたみ形式のワークシートを制作した。エデュケーター

とおしゃべり鑑賞をしているような雰囲気を心がけ、簡単な

言葉かけを中心に鑑賞をサポートするものとした。

作品名：《雨後》（山本森之助）

《長崎の山々》（野口彌太郎）

対象：小学生～中学生

配布方法：常設展示室受付にて配布
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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：

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

保育園 ２２６ １０２ １０８ ５０６ ２６６ ３２ ２２ ９７ ５６ ４６ ６９ １０ １，５４０

幼稚園 ２６４ ２４５ ４１ ２０９ ０ ５４ ４５ ６２ ５０ ０ ４２９ ５１ １，４５０

学童保育 ０ ０ １７ １６０ ５４２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７１９

小学校 ４０ ３４ ２６７ ２５１ ０ ４８４ ５０７ ７０８ ０ １６５ ６３４ ４６７ ３，５５７

中学校 ２７ ３２ ２７７ ３１９ ０ １，０６１ ０ ２６１ ５９ １９ １５３ ２８３ ２，４９１

高等学校 ３０ ０ ７３ １０ ０ １６８ １２９ ２０３ ４１４ ３７ ０ １６２ １，２２６

特別支援 １２ ２３５ ０ ５ ０ ４５ １１ ２２ ５４ ０ １４ ３０ ４２８

大学 １０５ ９０ ６０ ４１ ０ ０ ６９ ２９ １２５ ０ ０ ０ ５１９

専門学校 ０ ０ ３１ ０ ０ １６３ ０ ０ ０ ７３ ０ ０ ２６７

PTA ０ ０ ０ ２７ ０ １７５ ９９ １４４ ７２ ０ ０ ０ ５１７

教員研修 ０ ０ ０ ９０ １２２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２１２

月別合計 ７０４ ７３８ ８７４ １，６１８ ９３０ ２，１８２ ８８２ １，５２６ ８３０ ３４０ １，２９９ １，００３ １２，９２６

※年間利用…あゆみ保育園全６回、三和幼稚園全１３回、ししのこ保育園全８回、慈光保育園全６回

�ほっとミュージアムクーポン
概要：

不登校児童生徒や家庭内に引きこもっている児童生徒を対象

に、信頼する大人と美術館を楽しむことを通して、外の世界

への視野を広げてもらおうという主旨で平成２０年度より開

始した事業。展覧会の鑑賞とカフェにおける飲食のセット。

来館後、不登校の状況が改善できた例などが報告された。

期間：２０１０年１月～２月末日

対象：不登校児童生徒、引きこもり児童生徒＋同伴者

申込方法：事前申込

参加費：無料

利用数：１０組
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８）海外の美術館との教育普及事業連携

「明日を拓く日韓合同こども美術交流展」

概要：

釜山市立美術館と連携して実施したこども美術交流展。両館

の教育普及事業の歩みを紹介するとともに、これまでにそれ

ぞれの美術館の教育普及活動で制作した児童作品を展示した。

主催：長崎県美術館、大韓民国釜山市立美術館

期間：８月２１日�～８月３０日�
会場：アトリエ

入場者数：１，２６７人

※釜山会場は７月２８日�～８月８日�

■関連企画：みんなでつくる楽しい絵のワークショップ「布団をかぶってコソコソ」

内容：

釜山市で活躍している美術家・蔡承希（チェ・スンヒ）氏を

講師に迎え、韓国の伝統的な風呂敷「ポジャギ」を共同でつ

くるワークショップ。作品は、８月３０日までアトリエに展

示した。

日時：８月２１日� �１４：００～１６：００
２２日� �１０：３０～１２：３０ �１４：００～１６：００

講師：チェ・スンヒ（美術家）

会場：ホール

対象：小学生

参加費：無料

参加者：計８４人（�３０人 �３６人 �１８人）
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９）ブログ

概要：

利用者に教育普及・生涯学習事業をより身近に感じていただくことを目的として、事業の最新情報や活動報告を、わかりやすく

親しみやすいブログ形式にてインターネット上に掲載した。

ブログ「アトリエ便り」http://www.nagasaki-museum.jp/atelier/

アクセス件数：２１，３１５件（一日平均件数：８６件）

※集計期間：２００９年７月２９日～２０１０年３月３１日（２４６日）
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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（‐枝番）／作者名（生歿年）／欧文作者名／作品名（点数）／欧文作品名／制作年（和暦・西暦）

／形状／技法・素材／サイズ／備考／取得方法の順に記載した。

Ａ�イ１０４５

彭城貞徳（１８５８‐１９３９）
Teitoku Sakaki

日没と海
Sunset and Sea

大正４年以前（‐１９１５）
額装 油彩・カンヴァス ６０．５×８０．０�
購入

Ａ�イ１０４６

彭城貞徳（１８５８‐１９３９）
Teitoku Sakaki

菊
Chrysanthemums

額装 油彩・カンヴァス ３２．５×２３．５�
購入

Ａ�イ１０４７

山本森之助（１８７７‐１９２８）
MorinosukeYamamoto

冬のセーヌ
The Seine in Winter

大正１１‐１２年（１９２２‐２３）
額装 油彩・カンヴァス ８０．５×１００．５�
購入

Ａ�イ１０４８

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

スツエルビーニ夫人像
Portrait of Mrs. Scherbinin

昭和２９年（１９５４）
額装 油彩・カンヴァス ２５×１４�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０４９

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

亡命者シリャーエフ
Russian Refugee Shiryaev

昭和２９年（１９５４）
油彩・カンヴァス ４５．２×３７．８�
寄贈 小林敏教氏
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Ａ�イ１０５０

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

スツエルビーニの居室
The Room of Scherbinin

昭和３０年（１９５５）？
油彩・カンヴァス ７３×６０．８�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５１

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

シリャーエフ（？）
Shiryaev (?)

油彩・カンヴァス ７２．５×６０．５�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５２

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

スツエルビーニ
Scherbinin

昭和４５年（１９７０）
油彩・カンヴァス ７２．８×５３�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５３

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

シレーフ終焉
The Death of Old Russian Shreef

昭和２８年（１９５３）
木炭・カンヴァス １０号
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５４

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

スツエルビーニの部屋Ａ
The Room of Scherbinin (A)

昭和２９年（１９５４）
油彩・カンヴァス ９１×６１�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５５

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

スツエルビーニ夫人の家
The House of Mrs. Scherbinin

昭和２９年（１９５４）
油彩・カンヴァス ７３×９１�
寄贈 小林敏教氏
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Ａ�イ１０５６

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

シエルビニン像
Portrait of Scherbinin

昭和３８年（１９６３）
油彩・カンヴァス ５０．２×６０．５�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５７

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

亡命者シリャーエフ�
Russian Refugee Shiryaev (B)

昭和２８年（１９５３）
油彩・カンヴァス ９０．５×７２．５�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５８

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

亡命者シリャーエフ�
Russian Refugee Shiryaev (A)

昭和２８年（１９５３）
油彩・カンヴァス ９１×７３�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０５９

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

活水の下
Near Kwassui University

油彩・カンヴァス ６０．５×７２�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０６０

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

活水にて
Kwassui University

昭和３４年（１９５９）
油彩・カンヴァス ６０．５×７２�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０６１

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

長崎（？）
Nagasaki (?)

油彩・カンヴァス ４５．３×５２．８�
寄贈 小林敏教氏
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Ａ�イ１０６２

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

群像チェロ Ａ
Lively Crowd: CelloA

昭和３６年（１９６１）
額装 油彩・カンヴァス ９１×１１６．７�
３５回国画会出品作
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０６３

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

群像チェロ Ｂ
Lively Crowd: Cello B

昭和３６年（１９６１）
額装 油彩・カンヴァス ９１×１１６．７�
３５回国画会出品作
寄贈 小林敏教氏

Ａ�イ１０６４

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

群像４０８（楽士）
Lively Crowd 408: Musician

額装 油彩・カンヴァス １１６．７×９１�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�ロ３３６

鈴木信太郎（１８９５‐１９８９）
Shintaro Suzuki

グラバー園
Glover Garden

昭和２５年（１９５０）
メクリ 鉛筆、水彩・紙 ２９．８×４２�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�ロ３３７

原 精一（１９０８‐１９８６）
Seiichi Hara

ミス市電
Ms. Streetcar

額装 水彩・色紙 ２７×２４．２�
寄贈 小林敏教氏

Ａ�ロ３３８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

天動説下絵
Ptolemaic Theory Drawing

昭和５９年（１９８４）
鉛筆、色鉛筆、コンテ・紙 ３３．５×２５．０�
購入
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Ａ�ロ３３９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

天動説下絵
Ptolemaic Theory Drawing

昭和５８年（１９８３）
鉛筆、コンテ・紙 ２３．９×１６．５�
購入

Ａ�ロ３４０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．１８
Moonlight Drawing No.18

昭和６１年（１９８６）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７５．６×５６．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．１９
Moonlight Drawing No.19

昭和６１年（１９８６）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７５．１×５６．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．２０
Moonlight Drawing No.20

昭和６１年（１９８６）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７５．６×５６．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．４５
Moonlight Drawing No.45

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．８×５６．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．４６
Moonlight Drawing No.46

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．７×５５．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３４５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．４８
Moonlight Drawing No.48

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．９×５５．９�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．４９
Moonlight Drawing No.49

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．９×５３．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．５１
Moonlight Drawing No.51

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．７×５４．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．５２
Moonlight Drawing No.52

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．６×５５．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３４９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．５３
Moonlight Drawing No.53

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．７×５３．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．５４
Moonlight Drawing No.54

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．６×５２．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３５１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月光下絵No．５８
Moonlight Drawing No.58

昭和６２年（１９８７）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７７．４×５５．８�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 二
Moon Palace Drawing 2

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布、紐・紙 １０９．５×７９．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 三
Moon Palace Drawing 3

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 六
Moon Palace Drawing 6

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．５×７９．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 七
Moon Palace Drawing 7

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 八
Moon Palace Drawing 8

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３５７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 九
Moon Palace Drawing 9

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十一
Moon Palace Drawing 11

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３５９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十二
Moon Palace Drawing 12

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十三
Moon Palace Drawing 13

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十四
Moon Palace Drawing 14

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十六
Moon Palace Drawing 16

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３６３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十七
Moon Palace Drawing 17

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十八
Moon Palace Drawing 18

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 十九
Moon Palace Drawing 19

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 二十
Moon Palace Drawing 20

昭和６３年（１９８８）
鉛筆、グワッシュ、布・紙 １０９．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 二十八
Moon Palace Drawing 28

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３６８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 二十九
Moon Palace Drawing 29

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３６９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 ＃１
Moon Palace Drawing #1

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １６０．０×１１３．０�
購入

Ａ�ロ３７０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 ＃２
Moon Palace Drawing #2

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １６０．０×１１３．０�
購入

Ａ�ロ３７１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 ＃３
Moon Palace Drawing #3

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １６０．０×１１３．０�
購入

Ａ�ロ３７２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 ＃４
Moon Palace Drawing #4

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １６０．０×１１３．０�
購入

Ａ�ロ３７３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月宮下絵 ＃５
Moon Palace Drawing #5

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １６０．０×１１３．０�
購入

Ａ�ロ３７４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １１０．０×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３７５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．８×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３７６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．９×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３７７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １０９．８×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３７８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、グワッシュ・紙 １１０．０×７９．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３７９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．１×７８．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海道下絵
Way to Sea Drawing

平成元年（１９８９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．３×７９．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３８１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海・寒流下絵
Cold Current Drawing

平成３年（１９９１）
鉛筆、グワッシュ・紙 １１２．６×８０．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海・寒流下絵
Cold Current Drawing

平成３年（１９９１）
鉛筆、グワッシュ・紙 １１２．３×８０．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海・暖流下絵
Warm Current Drawing

平成３年（１９９１）
鉛筆、グワッシュ・紙 ６５．４×５０．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海・暖流下絵
Warm Current Drawing

平成３年（１９９１）
鉛筆、グワッシュ・紙 ６５．５×５０．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海・暖流下絵
Warm Current Drawing

平成３年（１９９１）
鉛筆、グワッシュ・紙 ６５．６×５０．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海・暖流下絵
Warm Current Drawing

平成３年（１９９１）
鉛筆、グワッシュ・紙 ７６．１×５６．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３８７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 一
Chantey Drawing 1

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．５×７９．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 二
Chantey Drawing 2

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．４×７９．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３８９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 四
Chantey Drawing 4

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．６×７９．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 五
Chantey Drawing 5

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．２×５７．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 六
Chantey Drawing 6

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．２×５６．９�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 七
Chantey Drawing 7

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．１×５５．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ３９３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 八
Chantey Drawing 8

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．１×５６．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 九
Chantey Drawing 9

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７９．０×５４．９�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十
Chantey Drawing 10

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．１×５５．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十一
Chantey Drawing 11

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７９．１×５４．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十二
Chantey Drawing 12

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．０×５６．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ３９８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十三
Chantey Drawing 13

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．０×５７．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

80 ５．収集事業



Ａ�ロ３９９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十四
Chantey Drawing 14

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．０×５７．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４００

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十五
Chantey Drawing 15

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．０×５６．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十六
Chantey Drawing 16

平成５年（１９９３）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７５．９×５６．８�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十七
Chantey Drawing 17

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．２×５７．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十八
Chantey Drawing 18

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．１×５６．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 十九
Chantey Drawing 19

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７８．３×５６．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏

81



Ａ�ロ４０５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 二十
Chantey Drawing 20

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７９．１×５４．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 二十一
Chantey Drawing 21

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７９．１×５４．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 二十二
Chantey Drawing 22

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７９．１×５４．８�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

舟歌下絵 二十三
Chantey Drawing 23

平成４年（１９９２）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．１×５６．８�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４０９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 一
Sea Palace Drawing 1

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７５．１×５５．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 二
Sea Palace Drawing 2

平成６年（１９９４）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．９×５４．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

82 ５．収集事業



Ａ�ロ４１１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 七
Sea Palace Drawing 7

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７５．０×５５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十
Sea Palace Drawing 10

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７５．９×５６．８�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十一
Sea Palace Drawing 11

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．１×５６．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十二
Sea Palace Drawing 12

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．５×５６．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十五
Sea Palace Drawing 15

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ９４．６×６３．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十六
Sea Palace Drawing 16

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．２×７９．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

83



Ａ�ロ４１７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十七
Sea Palace Drawing 17

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０６．８×７９．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十八
Sea Palace Drawing 18

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０７．２×７９．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４１９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 十九
Sea Palace Drawing 19

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０８．８×７９．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 二十
Sea Palace Drawing 20

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．１×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵 二十二
Sea Palace Drawing 22

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０６．７×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵
Sea Palace Drawing

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 １０９．２×７９．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

84 ５．収集事業



Ａ�ロ４２３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵
Sea Palace Drawing

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．８×５６．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵
Sea Palace Drawing

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ５４．７×７５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵
Sea Palace Drawing

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７５．０×５４．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵
Sea Palace Drawing

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７５．０×５４．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

海宮下絵
Sea Palace Drawing

平成７年（１９９５）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７４．９×５４．８�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４２８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 一
Light in the Hand 1

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

85



Ａ�ロ４２９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 二
Light in the Hand 2

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 三
Light in the Hand 3

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 四
Light in the Hand 4

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 １４．４×１８．１�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 五
Light in the Hand 5

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．０×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 六
Light in the Hand 6

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．０×１５．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 七
Light in the Hand 7

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

86 ５．収集事業



Ａ�ロ４３５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 八
Light in the Hand 8

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．０×１５．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 九
Light in the Hand 9

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．０×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十一
Light in the Hand 11

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２３．０×１６．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十三
Light in the Hand 13

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．０×１５．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４３９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十四
Light in the Hand 14

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．１×１５．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十五
Light in the Hand 15

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２３．６×１６．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

87



Ａ�ロ４４１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十七
Light in the Hand 17

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．１×１５．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十八
Light in the Hand 18

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．１×１５．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 十九
Light in the Hand 19

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 二十
Light in the Hand 20

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 二十一
Light in the Hand 21

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光 二十三
Light in the Hand 23

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．６×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

88 ５．収集事業



Ａ�ロ４４７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光
Light in the Hand

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２３．６×１６．４�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光
Light in the Hand

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４４９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光
Light in the Hand

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．０×１４．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光
Light in the Hand

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．９�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

手の中の光
Light in the Hand

平成７年（１９９５）
鉛筆・紙 ２２．７×１５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

天河下絵
Heavenly River Drawing

平成９年（１９９７）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ５０．３×６５．７�
寄贈 菊畑茂久馬氏

89



Ａ�ロ４５３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

天河下絵
Heavenly River Drawing

平成９年（１９９７）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ５０．２×６５．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

天河下絵
Heavenly River Drawing

平成９年（１９９７）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ３８．２×４６．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

天河下絵
Heavenly River Drawing

平成９年（１９９７）
色鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ３８．５×４６．２�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 一）
A Ray of Moonlight Drawing 1

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル、紙片・紙 １１０．０×７５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 二）
A Ray of Moonlight Drawing 2

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル、紙片・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４５８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 四）
A Ray of Moonlight Drawing 4

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １１０．０×７５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ４５９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 五）
A Ray of Moonlight Drawing 5

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル、紙片・紙 １０６．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 六）
A Ray of Moonlight Drawing 6

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル、紙片・紙 １１０．０×７５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 七）
A Ray of Moonlight Drawing 7

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル、紙片・紙 １１０．０×７５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 八）
A Ray of Moonlight Drawing 8

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １０９．５×７９．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 九）
A Ray of Moonlight Drawing 9

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル、紙片・紙 １１０．０×７５．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十）
A Ray of Moonlight Drawing 10

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 ７６．７×５６．６�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ４６５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十三）
A Ray of Moonlight Drawing 13

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 ７６．５×５７．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十四）
A Ray of Moonlight Drawing 14

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 ７６．５×５７．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十五）
A Ray of Moonlight Drawing 15

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 ７６．５×５７．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十六）
A Ray of Moonlight Drawing 16

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル・紙 １６５．０×１１４．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４６９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十七）
A Ray of Moonlight Drawing 17

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル・紙 １６５．０×１１４．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

月ノ光（下絵 十八）
A Ray of Moonlight Drawing 18

平成１６年（２００４）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、アクリル・紙 １６５．０×１１４．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ４７１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 一）
Spring Breeze Drawing 1

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 二）
Spring Breeze Drawing 2

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 三）
Spring Breeze Drawing 3

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 四）
Spring Breeze Drawing 4

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 １０９．５×７９．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 六）
Spring Breeze Drawing 6

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 ７６．０×５７．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 八）
Spring Breeze Drawing 8

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 ７６．０×５７．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ４７７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春風（下絵 九）
Spring Breeze Drawing 9

平成１８年（２００６）
グワッシュ・紙 ７６．０×５７．５�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 一）
Spring Light Drawing 1

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １５９．７×１１４．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４７９

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 二）
Spring Light Drawing 2

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １５９．７×１１４．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８０

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 三）
Spring Light Drawing 3

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １５９．７×１１４．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８１

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 四）
Spring Light Drawing 4

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １５９．７×１１４．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８２

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 五）
Spring Light Drawing 5

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １５９．７×１１４．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ａ�ロ４８３

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 六）
Spring Light Drawing 6

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １１４．５×８０．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８４

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 七）
Spring Light Drawing 7

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １１４．３×８０．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８５

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 八）
Spring Light Drawing 8

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １１４．６×７９．９�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８６

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 九）
Spring Light Drawing 9

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ、紙片・紙 １１４．６×８０．０�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８７

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 十）
Spring Light Drawing 10

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ８０．２×５７．３�
寄贈 菊畑茂久馬氏

Ａ�ロ４８８

菊畑茂久馬（１９３５‐）
Mokuma Kikuhata

春光（下絵 十一）
Spring Light Drawing 11

平成２１年（２００９）
鉛筆、コンテ、グワッシュ・紙 ７６．８×５６．５
寄贈 菊畑茂久馬氏
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Ｄロ９

清水久和（１９６４‐）
Hisakazu Shimizu

アイスクリームスプーン �
Ice Cream Spoon

平成１０年（１９９８）
１８‐８ステンレス 鏡面仕上げ等 w１９� h１１２� t１．４�
SABO STUDIO
購入

Ｄロ１０

清水久和（１９６４‐）
Hisakazu Shimizu

アイスクリームカップ �
Ice Cream Cup

平成１３年（２００１）
１８‐８ステンレス 鏡面仕上げ w１４０� h４５� d１６０�
SABO STUDIO
購入

Ｄハａ１０５８

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

GYOKUペンダントランプ
Gyoku (pendant lamp)

平成１５年（２００３）
磁器
玉泉製陶（１４代福本正則）製作
購入
‐１ 大 � Large φ３６０� h１９０�
‐２ 小 � Small φ２５０� h１３０�

Ｄハａ１０５９

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

S型ドレッシングポット
S-Type Dressing Pot

昭和６２年（１９８７）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 大 Large φ１０×１２．５�
‐２ 小 Small φ１０×１０．５�

Ｄハａ１０６０

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

ビアジョッキ
BEER JUG

平成２年（１９９０）

白山陶器株式会社

購入

‐１ 木 � Wood 磁器、木 φ９×１０．５�
‐２ 石 � Stone 磁器、石 φ９×１０．５�
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Ｄハａ１０６１

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

ティー土瓶
TEA-DOBIN

平成１４年（２００２）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 土瓶 Teapot φ１１．５×８．５�
‐２ 湯のみ猪口 � Teacup φ７．６×６�
‐３ 陶茶托 黒炭釉 Saucer, black φ１２�
‐４ 陶茶托 �巻 Saucer, rust φ１２�

Ｄハａ１０６２

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

ペンギン
PENGUIN

平成１４年（２００２）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 徳利 � Sake bottle φ６×１３�
‐２ 盃 � Sake cup φ４．５×５�

Ｄハａ１０６３

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

リーヴズ
LEAVES

平成１５年（２００３）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ デザートカップ 白磁 � Dessert cup, white porcelain １２×９．５×５�
‐２ シリアルボール 白磁 Cereal bowl, white porcelain １８×１３．５×５�
‐３ パスタプレート 白磁 Plate for pasta, white porcelain ２４×１９×４．５�
‐４ ディナープレート 白磁 Dinner plate, white porcelain ３０×２３×４�
‐５ デザートカップ 乳黄 � Dessert cup, milky-yellow １２×９．５×５�
‐６ シリアルボール 乳黄 Cereal bowl, milky-yellow １８×１３．５×５�
‐７ パスタプレート 乳黄 Plate for pasta, milky-yellow ２４×１９×４．５�
‐８ ディナープレート 乳黄 Dinner plate, milky-yellow ３０×２３×４�
‐９ デザートカップ ブルー � Dessert cup, blue １２×９．５×５�
‐１０ シリアルボール ブルー Cereal bowl, blue １８×１３．５×５�
‐１１ パスタプレート ブルー Plate for pasta, blue ２４×１９×４．５�
‐１２ ディナープレート ブルー Dinner plate, blue ３０×２３×４�

Ｄハａ１０６４

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

灯磁
TOUJI

平成１５年（２００３）
磁器 （各）約 φ１１×２８．５� １００V／４０W
白山陶器株式会社
購入
‐１ Ａ
‐２ Ｂ
‐３ Ｃ
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Ｄハａ１０６５

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

ストレッチマグ
STRETCH MUG

平成１６年（２００４）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ ペールグリーンマット Pale-green, mat φ１０×８�
‐２ グレイマット Gray, mat φ１０×８�
‐３ ベージュマット Beige, mat φ１０×８�
‐４ 白マット White, mat φ１０×８�

Ｄハａ１０６６

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

ゆるり
YURURI

平成１２年（２０００）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ ボール（大） Bowl, large φ２３×８�
‐２ ボール（中） Bowl, medium φ１８×６�
‐３ ボール（小） � Bowl, small φ１４×５．５�
‐４ 皿（大） Plate, large φ２５×４．５�
‐５ 皿（中） Plate, medium φ２１×４�
‐６ 皿（小） Plate, small φ１７×３�
‐７ コップ（大） Cup, large φ７×１３�
‐８ コップ（小） Cup, small φ６×１０�
‐９ ティーポット Tea pot φ１２．５×１２�
‐１０ ティーカップ＆ソーサー � Teacup and saucer φ１０×５．５�／皿：φ１５�
‐１１ デザートスプーン � Dessert spoon １４．５�
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Ｄハａ１０６７

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

麻の糸
ASA NO ITO

平成１４年（２００２）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 飯碗 インディゴ Rice bowl, indigo φ１２．５×６�
‐２ プレート（大）インディゴ � Plate, large, indigo φ２５�
‐３ プレート（中）インディゴ Pate, medium, indigo φ１８�
‐４ プレート（小）インディゴ � Plate, small, indigo φ１５�
‐５ フリーディッシュ インディゴ Free dish, indigo φ２０×４�
‐６ ミッドボール インディゴ Mid‐bowl, indigo φ１７．５×５�
‐７ シリアルボール インディゴ � Cereal bowl, indigo φ１５×５�
‐８ ポット インディゴ Pot, indigo φ１０×９�
‐９ フリーカップ インディゴ � Free cup, indigo φ８．５×７�
‐１０ しょうゆさし インディゴ Soy sauce cruet, indigo φ７×９�
‐１１ ふたもの（大）インディゴ Bowl with lid, large, indigo φ１０×７�
‐１２ ふたもの（小）インディゴ Bowl with lid, small, indigo φ７×５�
‐１３ 燗徳利 インディゴ Sake bottle, indigo φ７×１２．５�
‐１４ 盃（小）インディゴ � Sake cup, small, indigo φ５×４�
‐１５ 盃（大）インディゴ � Sake cup, large, indigo φ６×４．５�
‐１６ ミニカップ インディゴ Mini‐cup, indigo φ６×７�
‐１７ 飯碗 セピア Rice bowl, sepia φ１２．５×６�
‐１８ プレート（大）セピア Plate, large, sepia φ２５�
‐１９ プレート（中）セピア Plate, medium, sepia φ１８�
‐２０ プレート（小）セピア Plate, small, sepia φ１５�
‐２１ フリーディッシュ セピア � Free dish, sepia φ２０×４�
‐２２ ミッドボール セピア Mid‐bowl, sepia φ１７．５×５�
‐２３ シリアルボール セピア Cereal bowl, sepia φ１５×５�
‐２４ ポット セピア Pot, sepia φ１０×９�
‐２５ フリーカップ セピア � Free cup, sepia φ８．５×７�
‐２６ しょうゆさし セピア Soy sauce cruet, sepia φ７×９�
‐２７ ふたもの（大） セピア Bowl with lid, large, sepia φ１０×７�
‐２８ ふたもの（小） セピア Bowl with lid, small, sepia φ７×５�
‐２９ 燗徳利 セピア Sake bottle, sepia φ７×１２．５�
‐３０ 盃（小） セピア � Sake cup, small, sepia φ５×４�
‐３１ 盃（大） セピア Sake cup, large, sepia φ６×４．５�
‐３２ ミニカップ セピア Mini‐cup, sepia φ６×７�
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Ｄハａ１０６８

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

かんな彫
KANNABORI

平成１４年（２００２）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 雑碗 はつり Bowl, HATSURI φ１３．５×９�
‐２ 惣皿 はつり Plate, HATSURI φ２８×６�
‐３ 一品皿 はつり Plate, HATSURI φ１３×３．５�
‐４ 手塩皿 はつり Small plate, HATSURI φ９．５×２．５�
‐５ 雑碗 とちり Bowl, TOCHIRI φ１３．５×９�
‐６ 惣皿 とちり Plate, TOCHIRI φ２８×６�
‐７ 一品皿 とちり Plate, TOCHIRI φ１３×３．５�
‐８ 手塩皿 とちり Small plate, TOCHIRI φ９．５×２．５�
‐９ 雑碗 しのぎ Bowl, SHINOGI φ１３．５×９�
‐１０ 惣皿 しのぎ Plate, SHINOGI φ２８×６�
‐１１ 一品皿 しのぎ Plate, SHINOGI φ１３×３．５�
‐１２ 手塩皿 しのぎ Small plate, SHINOGI φ９．５×２．５�
‐１３ 雑碗 あらすじ Bowl,ARASUJI φ１３．５×９�
‐１４ 惣皿 あらすじ Plate,ARASUJI φ２８×６�
‐１５ 一品皿 あらすじ Plate,ARASUJI φ１３×３．５�
‐１６ 手塩皿 あらすじ Small plate,ARASUJI φ９．５×２．５�
‐１７ 片口（大）とちり Lipped bowl, large, TOCHIRI φ１１×６．５�
‐１８ 片口（小）とちり Lipped bowl, small, TOCHIRI φ８．５×５．５�
‐１９ 片口（大）しのぎ Lipped bowl, large, SHINOGI φ１１×６．５�
‐２０ 片口（小）しのぎ Lipped bowl, small, SHINOGI φ８．５×５．５�
‐２１ 蓋付重ね鉢（大）とちり Bowl with lid, large, TOCHIRI φ１２．５×１１�
‐２２ 蓋付重ね鉢（小）とちり Bowl with lid, small, TOCHIRI φ７．５×７�
‐２３ 蓋付重ね鉢（大）あらすじ Bowl with lid, large,ARASUJI φ１２．５×１１�
‐２４ 蓋付重ね鉢（小）あらすじ Bowl with lid, small,ARASUJI φ７．５×７�

Ｄハａ１０６９

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

シングルス
SINGLES

平成１５年（２００３）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 飯碗 ミストホワイト Rice bowl, mist white φ１２．５×６�
‐２ プレート（大）ミストホワイト Plate, large, mist white φ２５�
‐３ プレート（中）ミストホワイト Plate, medium, mist white φ１８�
‐４ プレート（小）ミストホワイト � Plate, small, mist white φ１５�
‐５ フリーディッシュ ミストホワイト Free dish, mist white φ２０×４�
‐６ ミッドボール ミストホワイト Mid‐bowl, mist white φ１７．５×５�
‐７ シリアルボール ミストホワイト Cereal bowl, mist white φ１５×５�
‐８ ポット ミストホワイト Pot, mist white φ１０×９�
‐９ フリーカップ ミストホワイト � Free cup, mist white φ８．５×７�
‐１０ しょうゆさし ミストホワイト Soy sauce cruet, mist white φ７×９�
‐１１ ふたもの（大）ミストホワイト Bowl with lid, large, mist white φ１０×７�
‐１２ ふたもの（小）ミストホワイト Bowl with lid, small, mist white φ７×５�
‐１３ 燗徳利 ミストホワイト Sake bottle, mist white φ７×１２．５�
‐１４ 盃（小）ミストホワイト � Sake cup, small, mist white φ５×４�
‐１５ 盃（大）ミストホワイト Sake cup, large, mist white φ６×４．５�
‐１６ ミニカップ ミストホワイト Mini cup, mist white φ６×７�
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Ｄハａ１０７０

阪本やすき（１９４８‐）
Yasuki Sakamoto

ななめ
NANAME

平成１６年（２００４）
磁器 ２４×７×２１�
白山陶器株式会社
購入
‐１ 花瓶 白磁 Vase, white porcelain
‐２ 花瓶 紺青 Vase, navy blue

Ｄハａ１０７１

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

ウェイブ
WAVE

平成２年（１９９０）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 盛皿 彫草花 Plate, flower design in (hollow?) relief ****
‐２ フルーツ皿 彫草花 � Fruit bowl, flower design in (hollow?) relief ***

Ｄハａ１０７２

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

ムーブ ビアカップ �
MOVE, beer cup

平成３年（１９９１）
磁器
白山陶器株式会社
購入

Ｄハａ１０７３

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

ライフシェルズ
LIFE SHELLS

平成１０年（１９９８）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ ＬＬ ２６×１５×２０�
‐２ Ｌ � ２０×１２．５×１６．５�
‐３ Ｍ � １６×８．５×１１．５�
‐４ Ｓ � １３×７．５×１０�

101



Ｄハａ１０７４

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

ともえ
TOMOE

平成１２年（２０００）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 浅鉢（大）白磁 Shallow dish, large, white porcelain φ２５．５� h５�
‐２ 多用浅鉢 白磁 Shallow dish, white porcelain φ２２� h４．７�
‐３ 浅鉢（中）白磁 Shallow dish, medium, white porcelain φ１７� h３．８�
‐４ 浅鉢（小）白磁 Shallow dish, small, white porcelain φ１２．５� h２．８�
‐５ 手塩浅鉢 白磁 Small shallow dish, white porcelain φ１０� h２．５�
‐６ 浅鉢（大）青白磁 Shallow dish, large, bluish white porcelain φ２５．５� h５�
‐７ 多用浅鉢 青白磁 Shallow dish, bluish white porcelain φ２２� h４．７�
‐８ 浅鉢（中）青白磁 Shallow dish, medium, bluish white porcelain φ１７� h３．８�
‐９ 浅鉢（小）青白磁 Shallow dish, small, bluish white porcelain φ１２．５� h２．８�
‐１０ 手塩浅鉢 青白磁 Small shallow dish, bluish white porcelain φ１０� h２．５�

Ｄハａ１０７５

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

和円
WAEN

平成１４年（２００２）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ ３号皿 白マット Plate, size no．３，matt white １１×１０�
‐２ ４号皿 白マット Plate, size no．４，matt white １３×１２�
‐３ ５号皿 白マット Plate, size no．５，matt white １６×１５�
‐４ ６号皿 白マット Plate, size no．６，matt white １９×１８�
‐５ ７．５号皿 白マット Plate, size no．７．５，matt white ２３．５×２２�
‐６ ９号皿 白マット Plate, size no．９，matt white ２８×２６．５�
‐７ １０号皿 白マット Plate, size no．１０，matt white ３３×３１．５�
‐８ ３号皿 黒マット Plate, size no．３，matt black １１×１０�
‐９ ４号皿 黒マット Plate, size no．４，matt black １３×１２�
‐１０ ５号皿 黒マット Plate, size no．５，matt black １６×１５�
‐１１ ６号皿 黒マット Plate, size no．６，matt black １９×１８�
‐１２ ７．５号皿 黒マット Plate, size no．７．５，matt black ２３．５×２２�
‐１３ ９号皿 黒マット Plate, size no．９，matt black ２８×２６．５�
‐１４ １０号皿 黒マット Plate, size no．１０，matt black ３３×３１．５�
‐１５ ３号皿 鉄砂 Plate, size no．３，black, iron sand １１×１０�
‐１６ ４号皿 鉄砂 Plate, size no．４，black, iron sand １３×１２�
‐１７ ５号皿 鉄砂 Plate, size no．５，black, iron sand １６×１５�
‐１８ ６号皿 鉄砂 Plate, size no．６，black, iron sand １９×１８�
‐１９ ７．５号皿 鉄砂 Plate, size no．７．５，black, iron sand ２３．５×２２�
‐２０ ９号皿 鉄砂 Plate, size no．９，black, iron sand ２８×２６．５�
‐２１ １０号皿 鉄砂 Plate, size no．１０，black, iron sand ３３×３１．５�
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Ｄハａ１０７６

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

和方
WAHOU

平成１５年（２００３）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 大鉢 白マット Large bowl, matt white ２５×２３×１０．５�
‐２ 多用鉢 白マット Bowl, matt white １７．５×１７×７．５�
‐３ 小鉢 白マット Bowl, small, matt white １２．５×１１．５×５�
‐４ 小付 白マット Small dish, matt white ９×８×４�
‐５ 豆鉢 白マット Small dish, matt white ５．８×５．３×２．５�
‐６ 大鉢 紺マット Bowl, large, matt navy ２５×２３×１０．５�
‐７ 多用鉢 紺マット Bowl, matt navy １７．５×１７×７．５�
‐８ 小鉢 紺マット Bowl, small, matt navy １２．５×１１．５×５�
‐９ 小付 紺マット Small dish, matt navy ９×８×４�
‐１０ 豆鉢 紺マット Small dish, matt navy ５．８×５．３×２．５�

Ｄハａ１０７７

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

まゆ
MAYU

平成１５年（２００３）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ ポット（大）白磁 Pot, large, white porcelain φ１３×１４�
‐２ ポット（小）白磁 Pot, small, white porcelain φ１１×１１．５�
‐３ モーニングカップ＆ソーサー 白磁 � Morning cup and saucer, white porcelain φ１０．５×６．５�
‐４ ティーカップ＆ソーサー 白磁 � Teacup and saucer, white porcelain φ９×６�
‐５ 土瓶（大）白磁 Teapot, large, white porcelain φ１３×１４�
‐６ 土瓶（小）白磁 Teapot, small, white porcelain φ１１×１１．５�
‐７ 土瓶（大）青白磁 Teapot, large, bluish white porcelain φ１３×１４�
‐８ 土瓶（小）青白磁 Teapot, small, bluish white porcelain φ１１×１１．５�
‐９ 煎茶（大）白磁 � Teacup, large, white porcelain φ８．５×６�
‐１０ 煎茶（小）白磁 � Teacup, small, white porcelain φ７．５×５．５�
‐１１ 煎茶（大）青白磁 � Teacup, large, bluish white porcelain φ８．５×６�
‐１２ 煎茶（小）青白磁 � Teacup, small, bluish white porcelain φ７．５×５．５�

Ｄハａ１０７８

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

長方皿
CHOUHOUZARA

平成１６年（２００４）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 大 白磁 � Plate, large, white porcelain ２５×１８．５�
‐２ 中 白磁 � Plate, medium, white porcelain ２０×１５．５�
‐３ 小 白磁 � Plate, small, white porcelain １６×１２．５�
‐４ 大 ブルー � Plate, large, blue ２５×１８．５�
‐５ 中 ブルー � Plate, medium, blue ２０×１５．５�
‐６ 小 ブルー � Plate, small, blue １６×１２．５�
‐７ 大 グレイ � Plate, large, gray ２５×１８．５�
‐８ 中 グレイ � Plate, medium, gray ２０×１５．５�
‐９ 小 グレイ � Plate, small, gray １６×１２．５�
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Ｄハａ１０７９

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

コロン
CORON

平成１６年（２００４）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ Ｌ 白磁 � L, white porcelain １４．５×１３．５×５�
‐２ Ｍ 白磁 � M, white porcelain １０．５×９．５×３．５�
‐３ Ｓ 白磁 � S, white porcelain ７×６．５×３�
‐４ Ｌ 天目 � L, Temmoku １４．５×１３．５×５�
‐５ Ｍ 天目 � M, Temmoku １０．５×９．５×３．５�
‐６ Ｓ 天目 � S, Temmoku ７×６．５×３�

Ｄハａ１０８０

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

スプーノ
Spoono

平成１７年（２００５）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ ボール� 白磁 � Bowl, large, white porcelain １９×１７×５�
‐２ ボール� 白磁 � Bowl, medium, white porcelain １５×１４×５�
‐３ ボール� 白磁 � Bowl, small, white porcelain １２×１１×５�
‐４ ボール� 天目 � Bowl, large, Temmoku １９×１７×５�
‐５ ボール� 天目 � Bowl, medium, Temmoku １５×１４×５�
‐６ ボール� 天目 � Bowl, small, Temmoku １２×１１×５�
‐７ 蓋� 白磁 Lid, large, white porcelain φ１４．５� h４．５�
‐８ 蓋� 白磁 Lid, medium, white porcelain φ１２� h４�
‐９ 蓋� 白磁 Lid, small, white porcelain φ９．５� h３．５�
‐１０ 蓋� 天目 Lid, large, Temmoku φ１４．５� h４．５�
‐１１ 蓋� 天目 Lid, medium, Temmoku φ１２� h４�
‐１２ 蓋� 天目 Lid, small, Temmoku φ９．５� h３．５�

Ｄハａ１０８１

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

トリム
TRIM

平成１７年（２００５）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 花瓶（大）白磁 Vase, large, white porcelain φ１１� h２３．５�
‐２ 花瓶（小）白磁 Vase, small, white porcelain φ８� h１７�
‐３ 花瓶（大）黒マット Vase, large, matt black φ１１� h２３．５�
‐４ 花瓶（小）黒マット Vase, small, matt black φ８� h１７�
‐５ 花瓶（大）鉄砂 Vase, large, iron sand φ１１� h２３．５�
‐６ 花瓶（小）鉄砂 Vase, small, iron sand φ８� h１７�
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Ｄハａ１０８２

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

ささ
SASA

平成１８年（２００６）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ 酒器 青 Sake bottle, blue １２．５×１７×１０．５�
‐２ 酒器 赤 Sake bottle, red １２．５×１７×１０．５�
‐３ 盃 青 � Sake cup, blue φ７．５� h３�
‐４ 盃 赤 � Sake cup, red φ７．５� h３�

Ｄハａ１０８３

富永和弘（１９５９‐）
Kazuhiro Tominaga

ポケット
POKET

平成１８年（２００６）
磁器
白山陶器株式会社
購入
‐１ しゃもじたて 白 Rice scoop stand, white １２．５×６．５×１１．５�
‐２ しゃもじたて 黄 Rice scoop stand, yellow １２．５×６．５×１１．５�
‐３ しゃもじたて 紺青 Rice scoop stand, navy blue １２．５×６．５×１１．５�
‐４ しゃもじたて グリーン Rice scoop stand, green １２．５×６．５×１１．５�

Ｄニ１３

清水久和（１９６４‐）
Hisakazu Shimizu

メロンシャーベット用蓋付き容器 �
Lidded glass vessel for melon sorbet

平成９年（１９９７）
吹きガラス 大：h２８５� w１１２�／中：h２４２� w１００�／小：h１７２� w１０５�
SABO STUDIO
購入

Ｄニ１４

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

VILLA グラス �
Villa Glass

平成１４年（２００２）
パイレックスガラス 球形タイプ：最大 φ８０� h１２７�

円筒タイプ：最大 φ７３� h１２７�
KOSEI（長崎）／STEFANOVILLA（ステファノ・ヴィッラ）（イタリア）製作
購入
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Ｄニ１５

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

TIPOガラスボウル
Tipo Series: Glass bowl

平成１５年（２００３）
吹きガラス
KOSEI（長崎）／島田真平（熊本）製作
購入
‐１ 特大 Extra-Large φ２０５� １００�
‐２ 大 Large φ１６０� h７０�
‐３ 中 Medium φ１２０� h６０�
‐４ 小 Small φ７０� h３０�

Ｄニ１６

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

フィンガーグラス �
Finger glass

平成１５年（２００３）
型ガラス φ６９� h１００�
株式会社ティイエルエス（長崎）／東洋佐々木硝子（東京）製作
購入

Ｄへ３

城谷耕生（１９６８‐）
Kosei Shirotani

APTENIA ブラケットランプ �
Aptenia: Bracket lamp

平成１８年（２００６）
真竹、漆 最大径４５０� d１００�
BAICA（大分）／中臣一製作
購入

Ｄト８

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

絽織 小袱紗 運河
Leno weave, small wrapper, “Canal”

平成１３年（２００１）
絹 １５．５×１６．１�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト９

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

花絽織 小袱紗 秋霖
Leno weave with hand-woven flowers, small wrapper, “Rainy Days inAutumn”

絹 １５×１６�
寄贈 明坂尚子氏
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Ｄト１０

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

花織 小袱紗 七夕
Hand-woven flowers, small wrapper, “The Star Festival”

平成８年（１９９７）頃
絹 １５．６×１６．１�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト１１

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

花絽織 小袱紗 清明節
Leno weave with hand-woven flowers, small wrapper, “Qingming Festival”

絹 １５．２×１６．１�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト１２

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

花絽織 小袱紗 霧氷
Leno weave with hand-woven flowers, small wrapper, “Rime”

絹 １５．１×１６．１�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト１３

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

紅花染花絽織 小袱紗 紅枝だれ
Safflower-dyed, leno weave with hand-woven flowers, small wrapper,
“Hanging Branch with Red Flowers”

平成８年（１９９７）頃
絹 １５．２×１６�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト１４

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

市松絽織 小袱紗 白露
Leno weave with checker-board pattern,“EarlyAutumn Mist”

絹 １５×１６�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト１５

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

刈安染花絽織 小袱紗 草もみじ
Miscanthus tinctorius dyeing, small wrapper, “Autumnal Colored Field”

絹 １５．２×１６．１�
寄贈 明坂尚子氏
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Ｄト１６

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

花絽織 小袱紗 尾瀬ヶ原
Leno weave with hand-woven flowers, small wrapper, “Ozegahara”

平成１２年（２０００）
絹 １５．５×１６．１�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄト１７

鳥巣水子（１９２５‐２００５）
Mizuko Torisu

天蚕花絽織 帯地「岩走る」
Wild silk leno weave with hand-woven flowers, cloth for sash, “Mountain Torrent”

平成１４年（２００２）
絹 ５２０．２×３７．３�
寄贈 明坂尚子氏

Ｄチ７６

清水久和（１９６４‐）
Hisakazu Shimizu

チューチューシェード ver．１ �
Chew-Chew Shade ver.1

平成５年（１９９３）
チューチューアイス、アクリル、アルミ、電球 ２２０×２２０� h５１０�
SABO STUDIO
購入

Ｄチ７７

清水久和（１９６４‐）
Hisakazu Shimizu

チューチューシャンデリア
Chew-Chew Chandelier

平成６年（１９９４）
チューチューアイス、アクリル、アルミ、電球 １０２０×１０２０� h８６０�
SABO STUDIO
購入

Ｄチ７８

清水久和（１９６４‐）
Hisakazu Shimizu

チューチュー立て
Chew-Chew Stand

平成７年（１９９５）
チューチューアイス、金属、木 h２０５� 台直径１１５�
SABO STUDIO
購入

Ｆイ２０４

小林敏夫（１９０４‐１９７３）
Toshio Kobayashi

作品スクラップブック
Scrap Book

寄贈 小林敏教氏
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Ｆロ３２

彭城貞徳（１８５８‐１９３９）
Teitoku Sakaki

関連資料

寄贈 湯澤賢之助氏

‐１ 雀図 Sparrows

昭和９年（１９３４）

彩色・色紙

‐２ 戌図 A Dog

昭和９年（１９３４）

彩色・色紙

‐３ 虎図 A Tiger

昭和１３年（１９３８）

彩色・色紙

‐４ 鶯図 A Japanese Bush Warbler

彩色・色紙
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‐５ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, January 1st, 1934

昭和９年（１９３４）１月１日

‐６ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, September 18th, 1935

昭和１０年（１９３５）９月１８日

‐７ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, September 26th, 1935

昭和１０年（１９３５）９月２６日

‐８ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, January 11th, 1936

昭和１１年（１９３６）１月１１日消印

（表） （裏）

（表） （裏）

（表） （裏）

（表） （裏）
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‐９ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, March 2nd, 1936

昭和１１年（１９３６）３月２日

‐１０ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, March 3rd, 1936

昭和１１年（１９３６）３月３日消印

‐１１ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, March 19th, 1936

昭和１１年（１９３６）３月１９日

‐１２ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, January 8th, 1937

昭和１２年（１９３７）１月８日

（表） （裏）

（表） （裏）

（表） （裏）

（表） （裏）
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‐１３ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, March 3rd, 1937

昭和１２年（１９３７）３月３日消印

‐１４ はがき（彭城貞徳から湯澤謙三宛）

A postcard from Teitoku Sakaki to KenzoYusawa, January 1st, 1938

昭和１３年（１９３８）１月１日

‐１５ 尺八 Shakuhachi

竹

「逸調」銘

（表） （裏）

（表） （裏）
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Ｈイ３０５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市本石灰町
Character P , Motoshikkuimachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力（EPSON MAXART PX 6550）・
印画紙（EPSON Ultra Smooth FineArt Paper）［＊以下同じ］ ２９．０×３１．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３０６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

昭和５７年（１９８２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３０７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３０８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市諏訪町
Untitled , Suwamachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３０９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３１．７×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

ステンドグラス用の板ガラス 長崎市上野町
Stained Glass, Uenomachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．０×２６．０�
購入
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Ｈイ３１１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

女性の上着 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Woman’s Jacket, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．５�
購入

Ｈイ３１２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 大音寺
Untitled , Daionji (Buddhist temple)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市神ノ島町
Untitled , Kaminoshimamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

浦川志津香さん 長崎市愛宕
Shizuka Urakawa,Atago

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

浦川志津香さん 長崎市本尾町 浦上天主堂
Shizuka Urakawa, Urakami Cathedral

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市風頭町
Untitled , Kazagashiramachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．６�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３１７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市伊良林
Untitled , Irabayashi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３１９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町 緑ヶ丘保育園
Untitled , Midorigaoka Nursery School

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 風頭山麓
Untitled ,At the foot of Kazagashirayama (hill)

平成８年（１９９６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 風頭山麓
Untitled ,At the foot of Kazagashirayama (hill)

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

浦上天主堂鐘楼ドーム 長崎市本尾町 浦上天主堂
Belfry Dome of Urakami Cathedral

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．２×２５．０�
購入
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Ｈイ３２３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市立山
Untitled , Tateyama

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市稲田界隈
Untitled , Inadamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市高平町
Untitled , Takahiramachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．３×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市東小島町
Character P , Higashikoshimamachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．７×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３２７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市立山
Untitled , Tateyama

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２８．０�
寄贈東松照明氏

Ｈイ３２８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 五島市奥浦町（福江島）堂崎教会
Untitled , Dozaki Church

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．６×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３２９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．７×２８．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市大浦界隈
Untitled , Ouramachi

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．９�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市出雲
Untitled , Izumo

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市銅座町
Untitled , Dozamachi

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 五島市（久賀島）浜脇教会
Untitled , Hamawaki Church

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３６．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市伊勢町
Untitled , Isemachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．６×２８．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３３５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市鍛冶屋町
Character P , Kajiyamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市西海町
Untitled , Saikai City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３１．９×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３３７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

人骨が付着した溶解物、被爆した作業員の作業服
長崎市平野町 長崎原爆資料館
Heat-Fused Material andWork Clothes, NagasakiAtomic Bomb Museum

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．９�
購入

Ｈイ３３８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

爆心地から２００�圏内の被爆瓦 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Roof Tiles, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．２�
購入

Ｈイ３３９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市神ノ島町 神ノ島教会
Untitled , Kaminoshima Church

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３４１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市深堀町
Untitled , Fukahorimachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市伊良林
Untitled , Irabayashi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 雲仙市千々石町
Untitled , Unzen City

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市賑町
Untitled , Nigiwaimachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．１×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 雲仙市小浜町 光泉寺
Untitled , Kosenji (Buddhist temple)

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３４７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 諫早湾
Untitled , Isahaya Bay

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．４×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

富上ミツノさん 五島市
Mitsuno Tomikami, Goto City

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．３�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３４９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市上野町
Untitled , Uenomachi

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３４．９�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市曙町 悟真寺
Untitled , Goshinji (Buddhist temple)

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 八坂神社
Untitled ,Yasaka Jinja (Shinto shrine)

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市桶屋町
Untitled , Okeyamachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３５３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市下黒崎町
Untitled , Shimokurosakimachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市下黒崎町 枯松神社
Untitled , Karematsu Jinja (Shinto shrine)

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．２×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市西海町
Untitled , Saikai City

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 東彼杵郡波佐見町
Untitled , Higashisonogi Subprefecture

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３５８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 島原市
Untitled , Shimabara City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．７�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３５９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 崇福寺
Untitled , Sofukuji (Buddhist temple)

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 出島
Untitled , Dejima

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．６×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 崇福寺
Untitled , Sofukuji (Buddhist temple)

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 県庁前
Untitled , In front of the Nagasaki Prefectural Government Offices

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市大浦町 孔子廟
Untitled , Koushibyo (Confucian temple)

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３６５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市丸山町
Untitled , Maruyamamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３３．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町
Untitled , Kajiyamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 崇福寺
Untitled , Sofukuji (Buddhist temple)

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３９．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市元船町
Untitled , Motofunamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３６９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市籠町
Untitled , Kagomachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．５×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３７０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市崎戸町
Untitled , Saikai City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．０�
寄贈 東松照明氏

123



Ｈイ３７１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市 風頭山麓
Character P ,At the foot of Kazagashirayama (hill)

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３７２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

昭和５７年（１９８２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３７３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

徳利 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Sake Flask, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２６．０�
購入

Ｈイ３７４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市諏訪町界隈
Untitled , Suwamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３７５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市高平町
Untitled , Takahiramachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３７６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 雲仙市小浜町
Untitled , Unzen City

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．１�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３７７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

アルミニュームの鍋とヤカンの破片 長崎市平野町 長崎原爆資料館
Aluminum Pot and Kettle Fragment, NagasakiAtomic Bomb Museum

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．４�
購入

Ｈイ３７８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町
Untitled , Shinchimachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３７９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

久松スミエさんとかんざし 長崎市平野町 長崎国際文化会館＋長崎原爆資料館
Memorial Photo of Sumie Hisamatsu Photographed together with Hisamatsu’s
Ornamental Hairpin, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）＋平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．３×２５．５�
購入

Ｈイ３８０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油屋町
Untitled ,Aburayamachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３８１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市下大野 大野教会
Untitled , Ono Church

昭和５７年（１９８２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３８２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

溶解変形したガラス瓶 長崎市平野町 長崎原爆資料館
Melted Bottles, NagasakiAtomic Bomb Museum

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．５�
購入
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Ｈイ３８３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 雲仙市千々石町
Untitled , Unzen City

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．１�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３８４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

溶解したタイルとガラス、手の骨とガラス 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Melted Tiles and Glass; Heat-Fused Glass and Hand Bones,
NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３１．９�
購入

Ｈイ３８５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

溶けた硬貨 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Melted Coins, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．５�
購入

Ｈイ３８６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市三重田町
Character P , Miedamachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．０×３０．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３８７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町 天后堂
Untitled , Tenkodo (Chinese shrine)

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．０×３０．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３８８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市籠町
Untitled , Kagomachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３８９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled ,Atago

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．２×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

焦げた板壁に残った木の葉の影 長崎市平野町 長崎原爆資料館
Leafy Silhouettes on ScorchedWoodenWall , NagasakiAtomic Bomb Museum

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２６．５�
購入

Ｈイ３９１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油屋町
Untitled ,Aburayamachi

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．１�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市曙町 稲佐国際墓地
Untitled , Inasa International Cemetery

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市戸町
Character P , Tomachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．９×３０．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２７．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ３９５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 諫早市 天祐寺
Untitled , Tenyuji (Buddhist temple)

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 新上五島町有川（中通島）
Untitled , Shinkamigotocho

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled ,Atago

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油屋町
Untitled ,Aburayamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ３９９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市高平町
Untitled , Takahiramachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．６×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４００

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新大工町
Untitled , Shindaikumachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．７×２８．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４０１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Ginyamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．４×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市銅座町
Untitled , Dozamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．９×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町
Untitled , Shinchimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市丸山町 梅園身代り天満宮
Untitled , Umezono Migawari Temmangu (Shinto shrine)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 銅座川
Untitled , Dozagawa (river)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２７．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４０７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町
Untitled , Kajiyamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．５×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４０９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市八幡町
Untitled ,Yahatamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市中川
Untitled , Nakagawa

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．６×２８．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市麹屋町界隈
Untitled , Kojiyamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町
Untitled , Kajiyamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４１３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎電気軌道 浦上車庫
Untitled , Urakami Depot, Nagasaki Electric Tramway

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３８．２×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled ,Atago

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．８×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１６東

松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市本石灰町
Untitled , Motoshikkuimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市浜町
Untitled , Hamamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４１８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 湊公園
Untitled , Minato Koen (park)

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４１９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市万屋町
Untitled ,Yorozuyamachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．５×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市賑町 中央公園
Untitled , Chuo Koen (park)

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市船大工町
Untitled , Funadaikumachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３４．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市桜馬場 桜馬場中学校
Untitled , Sakurababa Junior High School

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町界隈
Untitled , Kannaimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４２５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市深堀町
Untitled , Fukahorimachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 五島市三井楽町（福江島）
Untitled , Goto City

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市脇岬町
Untitled , Wakimisakimachi

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙３３．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４２９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 平戸市生月町
Untitled , Hirado City

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 諫早湾
Untitled , Isahaya Bay

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４３１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市小ヶ倉町
Untitled , Kogakuramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．５×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 雲仙市小浜町
Character P , Unzen City

平成８年（１９９６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．１×２９．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 風頭山麓
Untitled , At the foot of Kazagashirayama (hill)

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 松浦市福島町
Untitled , Matsuura City

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

山口仙二さん 長崎市平野町 長崎原爆資料館
Senji Yamaguchi, Nagasaki Atomic Bomb Museum

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

山口仙二さん 雲仙市小浜町
Senji Yamaguchi, Unzen City

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２８．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４３７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 五島市三井楽町（福江島）
Untitled , Goto City

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 島原市
Untitled , Shimabara City

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３６．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４３９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 東彼杵郡波佐見町
Untitled , Higashisonogi Subprefecture

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市西彼町
Untitled , Saikai City

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 平戸市生月町
Untitled , Hirado City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市上小島
Untitled , Kamikoshima

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．６�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４４３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市玉園町 聖福寺
Untitled , Shofukuji (Buddhist temple)

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市興善町 新興善小学校
Untitled , Shinkozen Elementary School

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市大井手町 宮の下公園
Untitled , Miyanoshita Koen (park)

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙３３．９×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 野母崎港
Untitled , Nomozaki Harbor

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市寺町
Character P , Teramachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．７×３０．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４４８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled , Atago

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．１�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４４９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市十人町
Untitled , Juninmachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市立山
Untitled , Tateyama

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．７×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市平野町
Untitled , Hiranomachi

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油屋町
Untitled , Aburayamachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３４．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市銅座町
Untitled , Dozamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２８．０�
寄贈 東松照明氏

137



Ｈイ４５５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

溶解物が付着した花瓶 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Vase, Nagasaki Atomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．２×２７．０�
購入

Ｈイ４５６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．３×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油屋町
Untitled , Aburayamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．４×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４５９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．２×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４６１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 湊公園
Untitled , Minato Koen (park)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．１×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川上流
Untitled , Upper Nakashimagawa (river)

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市魚の町
Untitled , Uonomachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．６×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市白鳥町
Untitled , Shiratorimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 湊公園
Untitled , Minato Koen (park)

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクター P 長崎市今博多町
Character P , Imahakatamachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．５×３４．３�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４６７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市丸山町
Untitled , Maruyamamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４６９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 湊公園
Untitled , Minato Koen (park)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．７×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市魚の町
Untitled , Uonomachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．９�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市浜町
Untitled , Hamamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．３×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 長崎新地中華街
Untitled , Chinatown, Shinchimachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４７３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市築町
Untitled , Tsukimachi

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町
Untitled , Shinchimachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．８×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 出島町
Untitled , Dejimamachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．４×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．４×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市片淵
Untitled , Katafuchi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４７８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．５×２８．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４７９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市小ヶ倉町
Character P , Kogakuramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．７×２９．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．１×３０．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市西出津町界隈
Untitled , Nishishitsumachi

昭和５７年（１９８２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．９×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 崇福寺
Untitled , Sofukuji (Buddhist temple)

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．３×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町
Untitled , Kajiyamachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３７．２�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４８５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市川上町
Untitled , Kawakamimachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled , Atago

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市小ヶ倉町
Character P , Kogakuramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．５×３１．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

昭和５４年（１９７９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４８９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市滑石
Untitled , Nameshi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市十人町
Untitled , Juninmachi

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．３×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４９１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．４×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市銀屋町界隈
Untitled , Ginyamachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ０．４×２９．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshiacho

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市船大工町
Untitled , Funadaikumachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ４９７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市十人町
Untitled , Juninmachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．２×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鳴滝
Untitled , Narutaki

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．５×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ４９９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．８×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５００

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市船大工町
Untitled , Funadaikumachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙３４．２×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５０１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．５×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５０２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市桶屋町
Untitled , Okeyamachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．１×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５０３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市高平町
Untitled , Takahiramachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５０４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市西海町
Untitled , Saikai City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５０５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 新上五島町（日島）
Untitled , Shinkamigotocho

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．９×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５０６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

熱線を受けた神社の玉石 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Ornamental Stones from a Shrine, Nagasaki Atomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３１．８×２９．０�
購入

Ｈイ５０７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市上田町
Untitled , Uedamachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５０８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクター P 西海市西海町
Character P , Saikai City

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３２．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５０９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 旧外海町界隈
Untitled , Tract formerly known as Sotomecho

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町
Untitled , Kajiyamachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 風頭山麓
Untitled , At the foot of Kazagashirayama (hill)

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．１×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

浦上天主堂のマリア像 長崎市上野町
Head of a Statue of an Angel from Urakami Cathedral , Uenomachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２５．５�
購入

Ｈイ５１３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市風頭町方面
Untitled , Kazagashiramachi

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市上西山町 松森天満宮
Untitled , Matsunomori Temmangu (Shinto shrine)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．１�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５１５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市光町
Untitled , Hikarimachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×２９．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

溶解変形したガラス瓶 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Glass Bottles, Nagasaki Atomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市浪の平町
Untitled , Naminohiramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．９�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３７．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５１９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 崇福寺
Untitled , Sofukuji (Buddhist temple)

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市三重町
Untitled , Miemachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．０×３０．１�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５２１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．７×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町
Untitled , Shinchimachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．１×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市八幡町
Untitled ,Yahatamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町
Untitled , Kajiyamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３４．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市籠町
Untitled , Kagomachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．７×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．３×２６．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５２７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．６×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町 土神堂
Untitled , Dojindo (Chinese shrine)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３２．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５２９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市高平町
Untitled , Takahiramachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．５×３３．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新大工町
Untitled , Shindaikumachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２５．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３６．４�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５３３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市大瀬戸町
Untitled , Saikai City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３７．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 長崎港
Untitled , Nagasaki Harbor

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市桜馬場
Untitled , Sakurababa

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３８．４×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 雲仙市南串山町
Untitled , Unzen City

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．０×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 諫早湾
Untitled , Isahaya Bay

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．９�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５３８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 諫早湾
Character P , Isahaya Bay

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．６�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５３９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市賑町
Untitled , Nigiwaimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．３×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市大瀬戸町
Untitled , Saikai City

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市伊王島町
Untitled , Iojimamachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．５×３１．４�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市館内町
Character P , Kannaimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ９．０×３０．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町
Untitled , Shinchimachi

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．３×２７．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市伊良林 若宮稲荷神社
Untitled ,Wakamiya Inari Jinja (Shinto shrine)

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．５�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５４５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 新上五島町有川（中通島）
Untitled , Shinkamigotocho

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．５×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油屋町
Untitled ,Aburayamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled ,Atago

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鳴滝
Untitled , Narutaki

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５４９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

崎田昭夫さん 長崎市茂里町 長崎原爆病院
Akio Sakita, Japanese Red Cross Nagasaki Genbaku (atomic bomb) Hospital

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市油木町
Untitled ,Aburagimachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．２�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５５１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鳴滝
Untitled , Narutaki

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市西彼町
Untitled , Saikai City

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．０×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市八幡町
Untitled ,Yahatamachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．４×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 諫早湾
Untitled , Isahaya Bay

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．５×３８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 西海市西彼町 長崎バイオパーク
Untitled , Nagasaki Bio Park

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２８．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５５７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東山手
Untitled , Higashiyamate

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．２×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５５９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 湊公園
Untitled , Minato Koen (park)

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市上西山町 松森神社
Untitled , Matsunomori Temmangu (Shinto shrine)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 諫早湾
Character P , Isahaya Bay

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３１．２×２９．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市元船町
Untitled , Motofunamachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．５×３５．０�
寄贈 東松照明氏

155



Ｈイ５６３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市星取町
Untitled , Hoshitorimachi

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．２×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．０×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市十人町
Untitled , Juninmachi

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．１×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

作業服 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Work Clothes, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５６８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市館内町
Untitled , Kannaimachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３３．３�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５６９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東山手町
Untitled , Higashiyamatemachi

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．７�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町 禅林寺
Untitled , Zenrinji (Buddhist temple)

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３３．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市新地町 湊公園
Untitled , Minato Koen (park)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．３�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市夫婦川町 春徳寺
Untitled , Shuntokuji (Buddhist temple)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市大浦町界隈
Untitled , Ouramachi

昭和５４年（１９７９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市浜町
Untitled , Hamamachi

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５７５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市魚の町 長崎市公会堂前公園
Untitled , Nagasaki CivicAuditorium Park

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．７×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 千々石町 橘神社
Untitled , Tachibana Jinja (Shinto shrine)

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３４．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 長崎市小ヶ倉町
Character P , Kogakuramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．０×３０．３�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 眼鏡橋
Untitled , Megane Bridge

平成１８年（２００６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５７９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

聖人像と被爆マリア像 長崎市本尾町 浦上天主堂
Statues of a Saint and theVirgin Mary, Urakami Cathedral

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３６．３�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

片岡津代さん 長崎市石神町
Tsuyo Kataoka, Ishigamimachi

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．４×２８．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５８１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

片岡津代さん 長崎市本尾町 浦上天主堂
Tsuyo Kataoka, Urakami Cathedral

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２４．５×３９．１�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３６．９×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市川上町 大浦国際墓地
Untitled , Oura International Cemetery

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．４×２６．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鳴滝
Untitled , Narutaki

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．１×２６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市桜馬場
Untitled , Sakurababa

平成１５年（２００３）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．５×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 北松浦郡江迎町
Untitled , Kitamatsuura Subprefecture

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．７�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ５８７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 新上五島町（中通島）奈良尾漁港
Untitled , Narao fishing harbor

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２５．０×３７．３�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町
Untitled , Higashikoshimamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５８９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 風頭山麓
Untitled ,At the foot of Kazagashirayama (hill)

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３７．８×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市高平町
Untitled , Takahiramachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．１�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

被爆した山モミジ 長崎市平野町 長崎原爆資料館＋長崎市浜口町
Maple Tree, NagasakiAtomic Bomb Museum and Hamaguchimachi

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

160 ５．収集事業



Ｈイ５９３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

原田留吉さんの眼鏡と硯 長崎市平野町 長崎国際文化会館
Inkstone and Tomekichi Harada’s glasses, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

板ガラスの塊 長崎市平野町 長崎原爆資料館
Glass, NagasakiAtomic Bomb Museum

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２８．０×３３．１�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市賑町 中央公園
Untitled , Chuo Koen (park)

平成１３年（２００１）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．６�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市小ヶ倉町
Untitled , Kogakuramachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．０×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寺町
Untitled , Teramachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．８×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ５９８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市八幡町
Untitled ,Yahatamachi

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３１．８×２９．０�
寄贈 東松照明氏

161



Ｈイ５９９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市愛宕
Untitled ,Atago

昭和５０年（１９７５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３０．７×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６００

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市三重町
Untitled , Miemachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３８．４×２５．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市戸町
Untitled , Tomachi

平成９年（１９９７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市鍛冶屋町 八坂神社
Untitled ,Yasaka Jinja (Shinto shrine)

平成１１年（１９９９）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市寄合町
Untitled ,Yoriaimachi

平成１２年（２０００）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３７．８�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

熱線跡を示す孟宗竹、滑石 長崎市平野町 長崎国際文化会館＋滑石
Bamboo, NagasakiAtomic Bomb Museum and Nameshi

昭和６０年（１９８５）＋平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ６０５

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キャラクターＰ 雲仙市小浜町
Character P , Unzen City

平成８年（１９９６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３２．８×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０６

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市銀屋町
Untitled , Ginyamachi

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３４．６×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０７

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 原爆落下中心地公園
Untitled , Hypocenter Park

平成１０年（１９９８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３８．３×２５．５�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０８

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市桜馬場
Untitled , Sakurababa

平成１７年（２００５）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３５．３�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６０９

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

キセル、剪定ばさみ、錠前、トタン板 長崎市平野町 長崎原爆資料館
Pipe, Scissors, Lock, Iron Sheet, NagasakiAtomic Bomb Museum

平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２６．０×３７．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６１０

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市東小島町 正覚寺
Untitled , Shokakuji (Buddhist temple)

平成１４年（２００２）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙３５．９×２６．０�
寄贈 東松照明氏
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Ｈイ６１１

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

懐中時計と金属片 長崎市平野町 長崎国際文化会館＋長崎原爆資料館
PocketWatch and Metal Fragment, NagasakiAtomic Bomb Museum

昭和６０年（１９８５）＋平成２０年（２００８）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３５．９×２７．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６１２

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 新上五島町（有福島）
Untitled , Shinkamigotocho

平成８年（１９９６）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２９．８×２９．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６１３

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市 中島川
Untitled , Nakashimagawa (river)

平成１９年（２００７）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ３３．９×２８．０�
寄贈 東松照明氏

Ｈイ６１４

東松照明（１９３０‐）
Shomei Tomatsu

無題 長崎市内
Untitled , Nagasaki City

平成１６年（２００４）／平成２１年（２００９）プリント
マット装 デジタル出力・印画紙 ２７．０×３４．２�
寄贈 東松照明氏

Ｈロ１

奈良原一高（１９３１‐）
Ikko Narahara

人間の土地「緑無き島」（軍艦島）
HUMAN LAND: Island without Green (Gunkanjima)

昭和２９‐３２年（１９５４‐５７）
マット装 ゼラチンシルバー・プリント、印画紙 印画紙サイズ：１１×１４inch
購入

‐１ 軍艦島全景 Views of Gunkanjima
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�
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‐２ 軍艦島全景 View of Gunkanjima
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐３ 軍艦島全景 View of Gunkanjima
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐４ 時化 In stormy weather
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐５ 時化 In stormy weather
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐６ 岩壁 The sea wall
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐７ ごみ捨場 The dump
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

165



‐８ ごみ捨場 The dump
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐９ 地下道 The tunnel
昭和６１‐６２年（１９８６‐８７）もしくは
平成７年（１９９５）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐１０ 雪の貯炭場 Snow on the coal-storage yard
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐１１ 雪の貯炭場 Snow on the coal-storage yard
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐１２ 事故 An accident in the mine
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐１３ 立坑のリフトに乗る坑夫達 Miners in the lift
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�
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‐１４ 立坑のリフトに乗る坑夫達 Miners in the lift
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐１５ 立坑のリフトに乗る坑夫達 Miners in the lift
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐１６ 立坑のリフトに乗る坑夫達 Miners in the lift
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐１７ 立坑のリフトに乗る坑夫達 Miners in the lift
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐１８ 坑道天井 The roof of the shaft
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐１９ 地底８８０�、採炭島場 Mining, 880 meters below sea level
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�
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‐２０ 一服 Relaxing with a smoke
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐２１ 一服 Relaxing with a smoke
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐２２ 浴場 In the communal bath
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐２３ 浴場 In the communal bath
昭和６１‐６２年（１９８６‐８７）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐２４ 浴場 In the communal bath
昭和６１‐６２年（１９８６‐８７）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐２５ 浴場 In the communal bath
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�
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‐２６ 作業場と浮棧橋、夜景 The mine and the jetty at night
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐２７ 街灯 Lamps
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐２８ 立坑夜景 The mine shaft at night
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐２９ アパート俯瞰、昼景 An overhead view of apartments in daylight
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐３０ アパート俯瞰、昼景 An overhead view of apartments in daylight
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐３１ アパート俯瞰、昼景 An overhead view of apartments in daylight
平成８年（１９９６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�
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‐３２ アパート Apartments
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐３３ アパート Apartments
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐３４ アパートの物干 Apartment clothes-drying pole racks
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐３５ アパートの階段 Apartment stairs
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐３６ 夕食の買物時間 Time to shop for supper
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐３７ 汐降り防止の木戸 Wooden spray-protection panels
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�
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‐３８ 汐降り防止の木戸 Wooden spray-protection panels
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐３９ お使いの子供 A child on an errand
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４０ 夕食の支度 Preparing supper
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４１ 潜水服のある風景 View with a diving suit
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４２ 潜水夫 Diver
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４３ 子守りの老人達 Old people babby-sitting caring for the children
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

171



‐４４ 日なたぼっこ Sun-bathing
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４５ 雪の貯炭場の少年 Boy in the coal-storage yard in snow
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４６ アマリリスのあるバルコニー Balcony with amaryllis
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐４７ 屋上のラジオ・アンテナ Rooftop radio antennas
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐４８ 中ノ島の無縁墓地 Graveyard for people without surviving relatives, Nakanoshima Island
平成８年（１９９６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐４９ 葬式船を見送る人々 Watching the funeral boat leave
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�
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‐５０ アパートの屋上 Apartment rooftop
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐５１ アパートの窓 Apartment windows
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐５２ 落日 Sunset
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐５３ 夕陽の軍艦島 Gunkanjima in sunset light
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３３．０×２１．５�

‐５４ 無題 Untitled
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．５×２２．５�

‐５５ 無題 Untitled
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�
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‐５６ 無題 Untitled
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐５７ 無題 Untitled
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．５×３３．０�

‐５８ 校庭 School yard
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３３．０×２２．０�

Ｈロ２－１

奈良原一高（１９３１‐）
Ikko Narahara

人間の土地 「火の山の麓」（黒神村）
HUMAN LAND:Village at the Foot of theVolcano (Kurokamimura)

昭和２９‐３２年（１９５４‐５７）
マット装 ゼラチンシルバー・プリント、印画紙 印画紙サイズ：１１×１４inch
寄贈 楢原一高氏

‐１ 夜の熔岩 Lava at night
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐２ 壊れた水道（エタニット・パイプ） Broken water pipe (Eternit pipe)
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�
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‐３ 噴煙 Volcanic smoke
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐４ 晴れた日 On a fair day
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐５ 草を取る老婆 Old woman cutting grass
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐６ 草を取る老婆 Old woman cutting grass
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐７ 破れた野良着 Worn-out field smock
平成８年（１９９６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐８ 水を運ぶ女 Woman carrying water
平成１０‐１１年（１９９８‐９９）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�
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‐９ ふき採りの帰り道 Returning from picking butterbur
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐１０ 熔岩の道 Paths through lava
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐１１ 熔岩の道 Paths through lava
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐１２ 薪運び Carrying firewood
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐１３ 穴のあいた天井 Hole in the kitchen ceiling
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐１４ 夜の部屋の片隅 Room corner at night
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�
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‐１５ むしろの扉 Straw-mat door
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐１６ メンコ遊び Children playing
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐１７ 子守りの少年 Boy babysitting
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐１８ 露天風呂 Open-air bath
平成８年（１９９６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐１９ 相撲をとる少年 Boys sumo-wrestling
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐２０ 兄弟 Brothers
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�
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‐２１ 入江への道 The path to the inlet
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐２２ 牛を追う少年、燃島 Boy driving a cow, Moejima
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐２３ 燃島の流木 Driftwood, Moejima
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐２４ 燃島の流木 Driftwood, Moejima
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐２５ いろり端、燃島の漁師の家 The hearth, a fisher’s house
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐２６ 丘で遊ぶ少年 Boy playing on a hill
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�
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‐２７ 埋れた鳥居 Buried shine entrance gateway(torii)
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐２８ 校長と卒業生 The principal and a student
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐２９ 卒業式の両親達 Parents at a graduation ceremony
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐３０ 船付場 The landing
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐３１ 船付場 The landing
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�

‐３２ 伊勢丸の船室 The cabin of the Ise Maru
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�
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‐３３ 船底に横たわる怪我人 An injured person lies on the bottom of the Ise Maru
昭和６２年（１９８７）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐３４ 雨の日の熔岩の入江 Lava-bound inlet in rain
昭和６１年（１９８６）作者自身によるプリント
２１．７×３２．９�

‐３５ 月の出の入江 Inlet at moonrise
平成８年（１９９６）作者自身によるプリント
３２．９×２１．７�
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購入 寄贈 計

和書 １９０ ２０５ ３９５

洋書 ４０ １８ ５８

計 ２３０ ２２３ ４５３

（冊）

２）新収蔵図書

（展覧会図録・逐次刊行物は含まない）
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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２２１ 栗原玉葉 美人図 １ 脱酸処置。

２ Ａ�イ２２２ 栗原玉葉 聴鶯図 １ 脱酸処置。

３ Ａ�イ２２０ 栗原玉葉 葛の葉 １ タトウ作成（中性紙ボード）。

４ Ａ�イ７４８ 鴨居羊子 玉まわし １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

５ Ａ�イ７９３ 鴨居羊子 さようなら １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

６ Ａ�イ７９５ 鴨居羊子 さようなら １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

７ Ａ�イ７９９ 鴨居羊子 あいさつ １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

８ Ａ�イ１６ 小無田泉 港と教会 １
絵の具層の欠損箇所の充填・形成、補彩。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の欠損箇所の充填・形成、補彩。

９ Ａ�イ１９８ 石本秀雄 オランダ坂の家 １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
裏板の取り付け（中性紙ボード）。
絵の具層の欠損箇所の充填・形成、補彩。
額縁ライナー虫害跡箇所の除去。

１０ Ａ�イ２０６ 横手貞美 野外音楽会 １
作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の欠損箇所の充填・形成、補彩。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１１ Ａ�イ３３７ 辻利平 待春 １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
裏板の取り付け（中性紙ボード）。

１２ Ａ�イ１０４２ 山本森之助 落葉 １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
加筆の除去。
絵の具層の欠損箇所の充填・形成、補彩。

１３ Ａ�イ１０４３ 山本森之助 残雪 １
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去およびワニスの塗布。

１４ A�イ１０４４ 横手貞美 静物 １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
支持体張り調整
金具の錆除去。
裏板の取り付け（ポリカーボネイト）。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の欠損箇所の充填・形成、補彩。
タトウ作成（中性紙ボード）。

１５ Ａ�イ１０５３ 小林敏夫 シレーフ 終焉 １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
絵の具層の亀裂、剥離、剥落箇所の充填・形成、
補彩。

１６ Ａ�イ１０６４ 小林敏夫 群像４０８（楽士） １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
絵の具層の亀裂、剥離、剥落箇所の充填・形成、
補彩。

１７ Ａ�イ１０５０ 小林敏夫 スツエルビーニの居室 １
絵の具層の欠損箇所の充填・形成、補彩。
作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１８ Ａ�イ１０５５ 小林敏夫 スツエルビーニ夫人の家 １
絵の具層の欠損箇所の充填・形成、補彩。
作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

１９ Ａ�ロ２１２ 鴨居羊子 読書と体操 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２０ Ａ�ロ２１３ 鴨居羊子 天使ちゃん １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２１ Ａ�ロ２１４ 鴨居羊子 買い物 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２２ Ａ�ロ２１５ 鴨居羊子 じゃれる猫 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２３ Ａ�ロ２１６ 鴨居羊子 お出かけ １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２４ Ａ�ロ２１７ 鴨居羊子 誕生 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２５ Ａ�ロ２１８ 鴨居羊子 花バス １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２６ Ａ�ニ５１ 前田齊 人型シリーズ １ 作品の汚損除去

�絵画作品修復
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

２７ Ａ�ニ７４ 鴨居羊子 布絵スケッチ １
作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。
金具の交換（ステンレス製）。

２８ Ａ�ニ９４ 前田齊 類化 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

２９ Ａ�ニ９５ 前田齊 類化 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

３０ Ａ�ニ９６ 前田齊 AQOPENSEZ－VOUS? １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

３１ Ａ�ニ９７ 前田齊 類化 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

３２ Ａ�ニ９８ 前田齊 対話 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

３３ Ａ�ニ９９ 前田齊 類化 １ 作品の汚損除去、殺菌・防黴処置。

３４ Ａ�ロ４３０ パブロ・ピカソ 女の顔 １ 作品付着テープの除去。

３５ Ｂハ８０ 富永直樹 収穫の喜び １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の欠損箇所の補彩。

３６ Ｆロ２９‐１ 富永直樹 赤いピーマンと大将の椅子 １

作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
絵の具層の欠損箇所の充填・形成、補彩。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。
作品取り付け金具の交換（ステンレス製）。

３７ Ｆロ２９‐２ 富永直樹 蘭 １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。

３８ Ｆロ２９‐３ 富永直樹 ピーマン １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。

３９ Ｆロ２９‐４ 富永直樹 桜島 １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。

４０ Ｆロ２９‐５ 富永直樹 蛇おどり １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。

４１ Ｆロ２９‐６ MIYATA 富永直樹肖像 １

額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。
画面の汚損除去。
作品裏面の汚損除去、殺菌・防黴処置。
作品取り付け金具の交換（ステンレス製）。

４２ Ｆロ２９‐７ 相澤實 富永直樹肖像 １
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
タトウの汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の欠損箇所の補彩。

番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

１ Ａ�イ７４８ 鴨居羊子 玉まわし １

グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
裏板の取り付け（ポリカーボネイト）。
額縁の調整。

２ Ａ�イ７９３ 鴨居羊子 さようなら １

グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
裏板の取り付け（ポリカーボネイト）。
額縁の欠損箇所の充填・補彩。
金具の交換（ステンレス製）。

３ Ａ�イ７９５ 鴨居羊子 さようなら １

グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
作品と裏板との間に中性紙を取り付け。
金具の交換（ステンレス製）。

４ Ａ�イ７９９ 鴨居羊子 あいさつ １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの取替え。

５ Ａ�イ４６７ 青山龍水 山麓の風景 １ 額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。

６ Ａ�イ７４１ 作者不詳 兵士たちを救う聖ニコラウス １ 作品固定金具の作製、取り付け。

７ Ａ�イ７４２ 作者不詳
ミュラの司教に叙任される聖ニコ
ラウス

１ 作品固定金具の作製、取り付け。

２）額装関係
�マット装・額縁調整
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

８ Ａ�イ７４３ 作者不詳 聖ニコラウスの慈悲(?) １ 作品固定金具の作製、取り付け。

９ Ａ�イ７９０ 鈴木信太郎 長崎マリア園 １

グレージング取り替え（紫外線カット低反射アク
リル板）。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁付着テープの除去。
作品取り付け金具の交換（ステンレス製）。
裏板の取り付け（ポリカーボネイト）。

１０ Ａ�イ１０４２ 山本森之助 落葉 １

グレージングの取り外し。
額縁の欠損箇所の充填・形成、補彩。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
つり金具の交換（ステンレス製）。

１１ Ａ�イ１０４３ 山本森之助 残雪 １

グレージングの取り外し。
額縁の汚損除去、殺菌・防黴処置。
額縁の欠損箇所の充填・形成、補彩。
裏板の取り付け（ポリカーボネイト）。

１２ Ａ�ロ２１２ 鴨居羊子 読書と体操 １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの取替え。

１３ Ａ�ロ２１３ 鴨居羊子 天使ちゃん １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの一部取替え。

１４ Ａ�ロ２１４ 鴨居羊子 買い物 １

グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。
金具の錆除去。

１５ Ａ�ロ２１５ 鴨居羊子 じゃれる猫 １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの取替え。

１６ Ａ�ロ２１６ 鴨居羊子 お出かけ １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの取替え。

１７ Ａ�ロ２１７ 鴨居羊子 誕生 １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの取替え。

１８ Ａ�ロ２１８ 鴨居羊子 花バス １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。
マットの取替え。

１９ Ａ�ロ３３５ 鴨居玲 太鼓 １
額縁の欠損箇所の充填・形成、補彩。
グレージング取り替え（紫外線カット低反射アク
リル板）。

２０ Ａ�ニ４６ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２１ Ａ�ニ４７ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２２ Ａ�ニ４８ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２３ Ａ�ニ４９ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２４ Ａ�ニ５０ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２５ Ａ�ニ５１ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２６ Ａ�ニ５２ 前田齊 人型シリーズ １ マットの取替え。

２７ Ａ�ニ７４ 鴨居羊子 布絵スケッチ １
グレージング取替え（紫外線カット低反射アクリ
ル板）。

２８ Ａ�ニ９３ 前田齊 指紋 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

２９ Ａ�ニ９４ 前田齊 類化 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３０ Ａ�ニ９５ 前田齊 類化 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３１ Ａ�ニ９６ 前田齊 AQOPENSEZ－VOUS? １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３２ Ａ�ニ９７ 前田齊 類化 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３３ Ａ�ニ９８ 前田齊 対話 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３４ Ａ�ニ９９ 前田齊 類化 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３５ Ａ�ロ５６ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢 ２５ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３６ Ａ�ロ４３０ パブロ・ピカソ 女の顔 １ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。
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番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

３７ Ｈイ３０５～６１４ 東松照明 （新収蔵作品） ３１０ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

３８ － 菊畑茂久馬 ドローイング ８６ 展示用吊り下げヒンジの取り付け。

３９ － 菊畑茂久馬 ドローイング ５ マット装、額縁取り付け。

４０ － 菊畑茂久馬 手の中の光 ８ ブック型マット（中性紙）作成、取り付け。

４１ Ａ�イ２２７ 菊畑茂久馬 歓喜の家 二 １ 額縁の補強。

番号 収蔵番号 作者名 作品名 点数 作業内容

１ Ａ�ロ５６ サルバドール・ダリ パンタグリュエルの滑稽な夢 ２５ 額縁作成、取り付け。

番号 種類 サイズ 備考 点数

１ 写真用アルミフレーム 黒 ２０×２４インチ グレージング（低反射アクリル） １２

２ 写真用アルミフレーム 黒 １６×２０インチ グレージング（低反射アクリル） １０８

３
オーク材 角型１．７�幅 塗装（乳白
色）

８９．５×６７．５� グレージング（アクリル） ３５

４
オーク材 角型２．０�幅 塗装（乳白
色）

１２１．５×９０� グレージング（アクリル） ２２

５
オーク材 角型２．０�幅 塗装（乳白
色）

１２８×９０� グレージング（アクリル） １４

６
オーク材 角型２．０�幅 塗装（乳白
色）

１４５×９５� グレージング（アクリル） １

期間 平成２１年６月１日～平成２２年３月３１日

内容 毎月の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 アトリエ前廊下等に蟻発生。平成２２年３月に駆除。

�額縁の作成

�汎用額の作成

３）虫害環境調査
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７．作品貸出記録

「日本の美術館名品展」

東京都美術館：平成２１年４月２５日�～７月５日�
野口彌太郎《丘の眺め》Ａ�イ２９

「森山一信展」

佐世保市博物館島瀬美術センター：平成２１年８月６日�～
９月１３日�

森山一信《方形の空間�－ブランコ》Ａ�イ５１１
森山一信《方形の空間�－砂山》Ａ�イ５１２

「亀高文子とその周辺展」

神戸市立小磯記念美術館：平成２１年８月８日�～１０月１８日�
渡辺ふみ子《食後（母と子）》（Ａ�イ１８４）
渡辺与平《白日》（Ａ�イ２７０）
渡辺与平《帯》（Ａ�イ２４３）
渡辺与平『ヨヘイ画集』（図書資料）

渡辺与平『ヨヘイ画集 愛らしき少女』（図書資料）

「イメージをめぐる冒険 ２０世紀巨匠たちの挿絵本展」

山梨県立美術館：平成２１年１０月１７日�～１１月２３日（月・祝）
パブロ・ピカソ《鳩のある静物》（Ａ�イ５１３）
※期間中、代替展示作品として山梨県立美術館所蔵のヨハ

ン・バルトールト・ヨンキント《ドルトレヒトの月明かり》

を借用した。

「画業６０年 松尾敏男回顧展」

日本橋三越本店新館７階ギャラリー：平成２２年２月３日�
～２月１５日�

松尾敏男《火口湖》Ａ	イ３７
松尾敏男《鳥碑》Ａ	イ４７
松尾敏男《貧しき人》Ａ	イ１６３
松尾敏男《Ｉ氏像》Ａ	イ９９
松尾敏男《朝光のトレド》Ａ	イ２１０
松尾敏男《夜想譜》Ａ	イ１９４
松尾敏男《巴里》Ａ	イ２１５

７．作品貸出記録／８．調査・研究事業186



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

�展覧会企画・構成、図録編集
・「東松照明―色相と肌触り 長崎―」展、平成２１年

�大学出講
・「博物館学」長崎純心大学、平成２１年１０月２４日

�講演会等
・シンポジウム「子どもとアートについてこれからの可能性」長崎大学教育学部井川研究室主催、平成２１年１２月２６日

川瀬佑介（平成２１年１０月以降）

�通訳
・リンダ・ノックリン「クールベと共に生きて～私の美術史家人生５０年」、ニューヨーク大学リンダ・ノックリン教授来日記

念講演会、主催：早稲田大学美術史学会、２００９年１０月２４日、早稲田大学文学学術院戸山キャンパス

�研究発表
・「イグナシオ・スロアガのトレド」、スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会２００９年度第１回研究会、２００９年１２月１９日、早

稲田大学文学学術院戸山キャンパス

�執筆
・「ジュゼペ・デ・リベーラの署名について」、『鹿島美術研究』年報第２６号別冊、２００９年、６０８－１７頁。（２００９年１１月１５日発行）

野中明

�展覧会企画・構成、図録編集
・「菊畑茂久馬―ドローイング」展、平成２１―２２年

・「長澤英俊展 オーロラの向かう所」、平成２１―２２年（長崎県美術館では平成２２年度に開催）

�執筆
・「手の準備 絵画へ向けて」『菊畑茂久馬―ドローイング』（図録／論文）、平成２１年１１月

・「ダニ・カラヴァンのインスタレーション：長崎県美術館における６つの試みに関する報告」『長崎県美術館研究紀要３』、

平成２１年３月

�翻訳
・パブロ・Ｊ・リコ「長澤英俊の見えない庭への旅―答えることの使命、そして彼の芸術のエコー」『長澤英俊展 オーロラ

の向かう所』、平成２１年

森園敦

�研究報告
・「プラド美術館研修報告 ―須磨コレクション研究を中心に―」（スペイン・ラテンアメリカ美術史研究会２００９年度第１回

研究会、早稲田大学、平成２１年１２月１９日）

�その他
・スペイン国立プラド美術館での研修（文部科学省平成２１年度学芸員等在外派遣研修による、平成２１年９月２８日―１０月２３日）
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２）刊行物一覧

［展覧会図録］

ジブリの絵職人 男鹿和雄展

Kazuo Oga Exhibition

目次
はじめに
里山に開かれた窓（高畑勲）
男鹿さんの絵と出逢って（吉永小百合）
「職人」が支えてきた日本美術（山下裕二）
自然を愛する自由人、男鹿和雄（小林七郎）
第１章 背景：テレビから映画へ

展示作品／ギャラリー
展示作品／解説

第２章 投影：ジブリ作品に想いを映す
展示作品／ギャラリー
展示作品／解説

第３章 反映：映画を離れて
展示作品／ギャラリー
展示作品／解説

男鹿和雄インタビュー
展示物リスト

発 行：日本テレビ放送網株式会社
編 集：株式会社 スタジオジブリ
デザイン：彦根大助
編集担当：齊藤睦志（スタジオジブリ出版部）
編集協力：田中直哉、井筒理枝子、志田英邦、政井梢
印刷・製本：図書印刷株式会社
Ａ４判、２６６ページ、ソフトカバー、２，８００円

藤城清治展 光の祈り

目次
光と影は出会いから生まれる（藤城清治）
藤城清治の光影世界（瀬木慎一）
世の中を楽しく癒してくださいますように（八千草薫）
人形劇に夢中だったころ
６５年振りに再会したぼくの初期の油絵「白い服の少女」（藤城清治）
光と影、半世紀を越えて２１世紀へ
藤城清治略歴
藤城清治著書一覧
藤城清治の影絵を展示しているミュージアム
影絵のある空間・店
作品解説（藤城清治）

藤城清治事務所
印刷・製本：株式会社 雄進印刷
Ａ４判変形、２４５ページ、ソフトカバー、３，１５０円
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東松照明展－色相と肌触り 長崎－

Shomei Tomatsu: Hues and Textures of Nagasaki

目次

長崎から、時の群島へ／今福龍太

図版

長崎、想い出の箱／明坂尚子

色相と肌触り 長崎／青来有一

資料

東松照明のことば

東松照明略歴

長崎シリーズに関する主要文献

作品リスト

編 集：伊藤晴子（長崎県美術館）

執 筆：明坂尚子、今福龍太、青来有一

デザイン：山崎加代子（株式会社九州広告）、伊藤晴子

印 刷：株式会社インテックス

発 行：長崎県美術館

Ａ４判変形、本文２７１ページ、ソフトカバー、３，２００円

英文リーフレット Tomatsu Shomei: Hues and Textures of Nagasaki

発 行：長崎県美術館

印 刷：株式会社インテックス

翻 訳：株式会社インターグループ、ミラー和空

２８×２０�、本文１５ページ
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オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー ―１９世紀末の華麗な技と工芸－
｀Art Nouveau et Industrie du luxe a Paris

目次

アール・ヌーヴォー期におけるパリの高級産業（フィリップ・ティエボー）

Industries du luxe à Paris au temps de l’Art Nouveau（Philippe THIÉBAUT）

Catalogue

１ サロン

２ ダイニング・ルーム

３ 書斎

４ エクトル・ギマール

５ 貴婦人の部屋

６ サラ・ベルナール

７ パリの高級産業

� 七宝
� 陶芸
� 金工

参考出品―室内を飾る絵画

Essai：アール・ヌーヴォーの館「ヴィラ・ドモワゼル」

住まわれる装飾空間―邸宅におけるアール・ヌーヴォーとその意味（遠藤望）

「画家たち」とアール・ヌーヴォー―ビングの「アール・ヌーヴォー」の室内装飾を中心に（福満葉子）

ジャポニスムからアール・ヌーヴォーへ（宮本真希子）

アール・ヌーヴォー関連年表

技法解説

主要参考文献

作品リスト

Liste des œuvres

作家・制作会社一覧

編 集：世田谷美術館、長崎県美術館、広島県立美術館、読売新聞東京本社

学術協力・翻訳監修：三浦篤（東京大学教授）

執 筆：フィリップ・ティエボー、イヴ・バデッツ、マリー＝マドレーヌ・マセ（パリ・オランジュリー美術館学芸員）、

遠藤望、福満葉子、宮本真希子、朝倉三枝

翻 訳：朝倉三枝、小川カミーユ、小泉順也、近藤學、中島恵、安永麻理絵、米田尚輝

デザイン・制作：河野素子、川添英昭（美術出版社）

印 刷：大日本印刷

発 行：株式会社読売新聞東京本社

Ｂ５判変形、本文２３１ページ、ソフトカバー、２，３００円

８．調査・研究事業190



再興第九十四回 院展全作品集

発 行：財団法人日本美術院

印 刷：共同印刷株式会社

２４×２５�、本文１１８ページ、ソフトカバー、２，５００円

菊畑茂久馬－ドローイング

目次

テキスト

並行する様態（平井亮一）

「手」の準備 絵画へ向けて（野中明）

図版

歓喜の家

天動説下絵

月光下絵

月宮下絵

海道下絵

海・暖流下絵、海・寒流下絵、海下絵

舟歌下絵

海宮下絵

手の中の光

天河下絵

月ノ光下絵

春風下絵

春光下絵

インタビュー

「ドローイングのこと」 語り手 菊畑茂久馬／聞き手 野中明

資料（巻末より）

図版リスト

展覧会出品リスト

略年譜

主要参考文献等

編 集：野中明（長崎県美術館）

執 筆：平井亮一、野中明

デザイン：野中明

印刷・制作：株式会社 昭和堂

発 行：長崎県美術館

Ｂ５判、本文２２４ページ、ソフトカバー、２，５００円
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［教育普及関係］
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９．アートボランティア事業

１）登録人数
人数 割合

男 ２６人 ２０％
女 １０４人 ８０％

合計 １３２人 １００％

２）活動内容
名 称 内 容

共 通

・情報コーナー常駐（１０：００～１６：００）
・美術館外周の清掃・ゴミ収集・除草作業
・ポスター掲示・配布
・企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」折り紙コーナー指導補助

学 芸 � ・図書（図書受け入れ作業補助・書庫資料整理）

学 芸 � ・ギャラリートーク（常設展示室・企画展示室でのギャラリートーク）
・スクールプログラムでの子ども向け「おしゃべり鑑賞」

運 営 ・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）
・運営補助（イベント補助）

広 報

・チラシ・ポスター発送
・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
・教育普及・生涯学習事業補助（スクールプログラム、スクールプログラムでの子ども向け
「おしゃべり鑑賞」、ワークショップ、アートクラブ等の準備・当日サポート補助）
・アトリエ整備

３）全体ボランティア活動
４月 ボランティア通信「

!

Cataluña!」Vol．６発行
４月１日 折り紙研修（男鹿和雄展第２会場折り紙コーナーの事前準備）
４月４日～６月１４日 企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」折り紙コーナー補助
５月１９日～８月２６日 ハングル語講座（全５回）
７月１５日～１０月２２日 スクールプログラム研修（全６回）
９月３日～１０月１日 福祉研修「障害者・高齢者福祉（全３回）」
９月３日 ボランティア分野別交流会（教育）
９月２４日 ボランティア分野別交流会（広報）
１０月 ボランティア通信「

!

Cataluña!」Vol．７発行
１０月１０日 ボランティア分野別交流会（運営）
１１月１５日 ボランティア分野別交流会（学芸）
３月２０日 ボランティア活動更新・認定式

～ボランティア通信「

!

Cataluna!」

年２回（４月、１０月）発行

Ａ４、２色／６ページ 各３００部
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４）研修等
�企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」第２会場折り紙コー
ナー運営

内容：

企画展第２会場として設置された折紙コーナーでの誘

導案内およびトトロの折紙制作補助として、館内外のボ

ランティアに協力を依頼し、運営を行なった。

協力：長崎市社会福祉協議会ボランティア室、県民ボラン

ティア活動支援センター、外部ボランティア１４人

日時：展覧会会期中 �１０：００～１３：００
�１３：００～１６：００
�１６：００～１９：００

募集人数：各３人、交通費支給

関連企画：「ボランティア向け折紙事前研修会」

講師：浜田 勇

（日本折紙協会九州ブロック理事・長崎支部支部長）

日時：４月１日� １３：００～１４：３０

場所：アトリエ

参加者数：２３人

�外国語研修（ハングル語講座�・�）

内容：

平成２１年度よりスタートした大韓民国釜山市立美術

館との連携事業実施にあたり、職員とアートボランティ

ア対象のハングル語講座を企画した。講師には交流事業

において通訳や翻訳を担当した沈氏を招いた。

日時：５月１９日�～８月２６日�（全５回）
講座� １５：００～１６：３０

講座� １８：３０～２０：００

講師：沈 智�（シム・シヒョン）
対象：美術館職員、アートボランティア

受講料：無料

場所：講座室

受講者数：計３０人

�福祉研修

内容：

平成２０年度に引き続き、職員とアートボランティア

を対象とした研修会として実施。福祉的に配慮しなけれ

ばならない方や身体障害者（視覚・身体・聴覚障害者）

への対応方法とフォローを受講する研修会として企画し

た。

日時：９月３日�、２５日�、１０月１日�（全３回）
１５：００～１６：４５

講師：永井和子

（長崎県子ども・女性・障害者支援センター係長）

第１回「視覚障害者への対応について・アイマスク体

験等」

第３回「聴覚障害者への対応について」

講師：小無田秀幸

（長崎県子ども・女性・障害者支援センター主任技師）

第２回「身体障害者への対応について・車いす体験」

対象：美術館職員、アートボランティア

場所：講座室

受講者数：２９人

�スクールプログラム研修

内容：

従来はエデュケーターを中心に鑑賞のナビゲートを行

なっていたが、本年度よりアートボランティアの有志を

対象とし、スクールプログラムおしゃべり鑑賞のナビ

ゲーター養成研修を実施した。

日時：�７月１５日�・１９日	、�８月１１日�、
�８月１７日
、�９月９日�、�１０月１４日�、
１０月２２日� 全６回 １４：００～１６：００

対象：学芸�、教育普及・生涯学習ボランティア
場所：常設展示室、アトリエ

受講者数：１８人
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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（展覧会事業は除く）

放送日・発売日 種 別 媒 体 内 容

５月２日 テレビ NIB「ひるじげドン」
文化庁メディア芸術祭短編作品上映会、

TENORI-ON展示

５月２１日 新聞 長崎新聞 アートボランティアの韓国語講座

５月２７日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」
アートビジョン「文化庁メディア芸術

祭受賞作品上映」

７月３日 テレビ NBC「あっぷる！」
みんなのアトリエ「５００色の色鉛筆に

よる色の玉手箱」

７月８日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」
みんなのアトリエ「５００色の色鉛筆に

よる色の玉手箱」

７月１０日 テレビ
NHK「ニュース長崎 EYE６１０」

KTN「できたて Gopan」

みんなのアトリエ「５００色の色鉛筆に

よる色の玉手箱」

７月１１日 テレビ NIB「ニュースリアルタイム・サタデー」「ニューススポット」
みんなのアトリエ「５００色の色鉛筆に

よる色の玉手箱」

７月１２日 新聞 長崎新聞、読売新聞
みんなのアトリエ「５００色の色鉛筆に

よる色の玉手箱」

８月５日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」 ショップ紹介

８月１３日 新聞 西日本新聞
明日を拓く日韓合同こども美術交流展

ワークショップ

８月２０日 テレビ KTN「KTNスーパーニュース」
みんなのアトリエ「サマーカードの

ワークショップ」

８月２１日 新聞 読売新聞 明日を拓く日韓合同こども美術交流展

８月２６日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」 明日を拓く日韓合同こども美術交流展

９月２日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」 館内施設の紹介

９月３日 新聞 長崎新聞 移動美術館 art moving in佐世保市

９月８日 新聞 西日本新聞 移動美術館 art moving in佐世保市

９月９日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」 ながさき音楽祭２００９

９月２９日 テレビ
KTN「KTNスーパーニュース」

NIB「ニュースリアルタイム」
入館者２００万人達成

９月３０日 テレビ
NCC「スーパー Jチャンネルながさき」

ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」
入館者２００万人達成

１１月２４日 新聞 長崎新聞 木下亮氏講演会

１１月２８日 テレビ KTN「土よう朝 Gopan」 カフェ紹介

１１月２８日 新聞 長崎新聞 ショップ紹介

１２月１日 新聞 新美術新聞 運河のイルミネーション

１２月４日 新聞 長崎新聞 木下亮氏講演会

１２月４日 テレビ NIB「ニュースリアルタイム」
みんなのアトリエ「花キャンドルの

ワークショップ」

１２月９日 新聞 長崎新聞 ５周年事業について

１２月１０日 テレビ ncm「ケーブルワイド☆なんでん cafe」 運河のイルミネーション

１２月１０日 新聞 長崎新聞 県による総合的な施策効果の分析

１２月２４日 テレビ NIB「ニュースリアルタイム」
みんなのアトリエ「お姫様と王子様の

クリスマス舞踏会」

１月２６日 新聞 長崎新聞 こどもアートクラブ
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プレスリリース（５４件）

発行日 内 容

３月５日 企画展「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」

３月１７日 小企画展「長崎コレクション３ 親和銀行コレクション展」

３月３１日 「男鹿和雄展」オープニングセレモニー

４月１０日 「親和銀行コレクション展」オープニングセレモニー

４月１６日 文化庁メディア芸術祭・学生 CGコンテスト動画部門 受賞作品上映

４月２１日 「男鹿和雄展」入場者１万人セレモニー

５月１４日 「男鹿和雄展」入場者３万人セレモニー

５月１５日 「親和銀行コレクション展」関連企画 講演会「長崎から世界に輸出された古伊万里」

５月２８日 「男鹿和雄展」関連企画 「はなちゃんず よし笛コンサート」

５月２９日 企画展「藤城清治展 光の祈り」

５月２９日 「親和銀行コレクション展」入場者１万人セレモニー

６月５日 「男鹿和雄展」入場者５万人セレモニー

６月９日 みんなのアトリエ「長大生とアートすると２００９」

６月１５日 「藤城清治展」オープニングセレモニー

６月１６日 企画展「東松照明展―色相と肌触り 長崎―」速報

６月２７日 第３回遠隔授業（奈留）

６月３０日 LEGEND平和の祈りコンサート２００９、屋上花火鑑賞会

７月１５日 「藤城清治展」入場者１万人セレモニー

７月１６日 明日を拓く日韓合同こども美術交流展

７月２２日 企画展「東松照明展―色相と肌触り 長崎―」

７月２５日 美術館コレクション展展示替え、山本森之助作品特別展示

７月３０日 「藤城清治展」入場者２万人セレモニー

８月６日 明日を拓く日韓合同こども美術交流展＜長崎会場＞

８月１１日 「東松照明展」英語版リリース

８月１１日 「藤城清治展」入場者３万人セレモニー

８月１８日 「藤城清治展」入場者４万人セレモニー

８月２０日 ながさき音楽祭２００９in長崎県美術館

８月２４日 「藤城清治展」入場者５万人セレモニー

８月２８日 「藤城清治展」入場者６万人セレモニー

９月１日 移動美術館 art moving in佐世保市

９月７日 平成２２年度長崎県美術館県民ギャラリー使用者募集

９月１７日 「東松照明展」オープニングセレモニー

９月１８日 皇太子殿下行啓のため臨時休館

９月２７日 総入館者２００万人セレモニー

１０月９日 企画展「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー」

雑誌等（展覧会事業は除く）

発売日 種 別 媒 体 コーナー 内 容

３月２５日 月刊誌 博物館研究／４月号
巻頭エッセイ「長崎県美術館の広報

活動」
館長寄稿

４月２日 機関誌 國學院大學 院友学芸員 「ミュージアムの世紀に向かって」 館長寄稿

５月２８日 隔月刊誌 Hanako WEST／７月号 特集「ときめきの九州へ」 館紹介

６月１２日 月刊誌 OZ magazine／７月号 「アートする」旅へ 館紹介

６月２５日 機関紙 地域創造レター／７月号 特集「２００９年 夏のフェスティバル」 みんなのアトリエ

７月１５日 書籍 別冊カドカワ 総力特集 福山雅治 館紹介

８月２４日 月刊誌 GQ JAPAN／１０月号
週末１泊２日、どこへ行く？目的

別！日本のバリューな旅。
館紹介

９月１日 フリーペーパー SORANA（ソラーナ） DESTINATION 館紹介

１０月７日 雑誌 MELLOW/VOL．１（一個人１１月号増刊） カフェとコーヒー カフェ、館紹介

２月６日 月刊誌 日経おとなの OFF／３月号
「ピカソの変身が意味するもの」

「おとなの美術館ガイド」
所蔵作品・館紹介

２月１０日 季刊誌 花美術館／Vol．１３
「特集 謎めいた自画像 鴨居 玲」

「美術館紹介」
所蔵作品・館紹介、学芸員寄稿

２月２７日 季刊誌 旅サライ（サライ４月号増刊） 日本全国ミュージアムグッズの逸品 ショップ紹介
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発行日 内 容

１０月１６日 イブニングライブ１００回記念スペシャル

１０月２３日 美術館コレクション展「ヨハン・バルトールト・ヨンキント≪ドルトレヒトの月明かり≫特別展示」

１０月２８日 東松照明展関連企画「町歩き」ツアー、デジタル写真ワークショップ参加者による作品展

１０月２８日 移動美術館 art moving in平戸市

１０月２９日 小企画展「菊畑茂久馬 ―ドローイング」

１１月６日 クリスマスイベントのご案内

１１月１１日 長崎県美術館 特別講演会「アントニオ・ロペス・ガルシアの現在 ～変容する日常の記憶～」

１２月７日 「オルセー美術館展」オープニングセレモニー

１２月８日 ５周年特別展示「プラド美術館所蔵 エル・グレコ≪聖母戴冠≫」

１２月２４日 お正月限定／無料ご招待３days

１月２０日 ２００９年度こどもアートクラブ作品展

１月２２日 企画展「再興第９４回 院展」

１月２９日 「オルセー美術館展」入場者１万人セレモニー

２月４日 美術館コレクション展展示替え

２月５日
長崎県美術館 開館５周年記念「プラド美術館所蔵 エル・グレコ≪聖母戴冠≫特別展示」、

奈良原一高「人間の土地」、平成２２年度企画展スケジュール

３月１日 アートクラブ２０１０年度メンバー募集開始

３月２日 企画展「山下清展～放浪の天才画家」

３月５日 「院展」オープニングセレモニー

３月２５日 開館５周年記念企画 美術館に新しいピアノが来た！『お披露目コンサート』
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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」、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。また本年度より

プレミア・パートナーズの会員宛に月間スケジュールの送付を行い、発行部数が増刷となった。新たな取り組みとして、１週間

の美術館情報を１つに集めた「今週のごあんない」を制作。館内２箇所に掲示し、来館者を対象に週ごとの情報発信を行った。

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

月間イベントスケジュール（４月～３月） Ｂ４、４色／４色 見開き ２６，４００部（２，２００部／月）

今週のごあんない（７月～） Ｂ２ ２色 片面 毎週月曜日に情報更新
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３）ホームページ

最新情報（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。そのほか館の利用案内、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。平成２１年７月には、「ブログアトリエ便り」を開設。教育普及・生涯学

習事業の活動を分かりやすく伝えた。また、同年８月には英語版サイトを開設すると同時にスペイン国立プラド美術館のバナー

をトップページに掲載。海外閲覧者に向けた強化も行った。

（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（当館収蔵作品等を検索）

・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１２件にリンク）

・ブログアトリエ便り（教育普及、生涯学習事業の活動紹介）

・英語版サイト（館長あいさつ、施設案内、開館時間等、アクセス、収蔵作品案内、年間スケジュール）

アクセス件数：

２６８，９８６件（１日平均７５６件）

※平成２１年４月１５日～５月２日の期間、アクセス解析ソフトの不具合によりアクセス件数が不明。アクセス件数には不明期間

のデータは含まれていない。

ブログ アトリエ便り
英語版サイト
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上映日時 上映時間 上映回数 内 容 主催者

平成２１年４月１日～平成
２２年３月３１日

１０：００～１６：００の間
※期間より変動あり。

約１６００回 「がんばらんば体操」平成２６年長崎県開催の国体へ向けた体操
映像

長崎県文化・スポーツ振
興部

平成２１年７月１５日～７月
２１日

１１：００～１７：００の間 ４９回 スペースシャワー TV開局２０周年記念イベント告知 �スペースシャワーネッ
トワーク

平成２１年８月１２日 １６：００～ １回 第９１回全国高校野球選手権大会／長崎日大高校出場試合 日本高等学校野球連盟、
朝日新聞社

平成２１年１１月１１日～１１月
１５日

１１：００～１６：３０の間 ３０回 平成２１年度長崎県高等学校総合文化祭美術展／映像メディア部
門出品作品

長崎県高等学校文化連盟
美術専門部

平成２１年１１月２８日～１２月
２５日

１８：００～１９：３０の間 ８１回 長崎県内教会紹介映像 長崎クリスマス実行委員
会

４）アートビジョン

展覧会案内など館主催事業の基本情報、当館賛助会員企業名表記など基本上映を行った。自主企画として、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した。その他地域の文化・スポーツ振興を目的とし、県内高校出場の高

校野球のライブ上映や平成２６年国体周知に向けた体操映像、県内高校生の映像作品の上映、地域イベント開催 CMなども上映

した。

１．主な基本上映内容

・総合案内映像（美術館基本情報）

・展覧会案内（企画展、常設展、教育普及、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（高城剛氏制作）

・スペースシャワー TV告知映像

・協賛企業名表記

２．作品上映（全て長崎県美術館主催・視聴無料）

� 平成２０年度［第１２回］文化庁メディア芸術祭 受賞作品上映

日時：５月１日�～６月２６日�
�１１：００～１２：２０ �１５：００～１６：２０

視聴者数：１，１６９人

協力：文化庁メディア芸術祭実行委員会

� 第１４回学生 CGコンテスト 動画部門受賞作品上映

日時：５月１日�～６月２６日�
�１３：００～１３：４５ �１７：００～１７：４５

視聴者数：８６１人

協力：CG-ARTS協会

� 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：１３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：２８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。

・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）。

・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：５，０００円

会員数：５６０人（２０１０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。

・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口につきカード１枚発行）

・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：１７件・３０口（２０１０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。

・申し込みから１２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：３３人（２０１０年３月末）

202 １０．広報マーケティング事業



企画展

アトリエ

カフェ

ショップ

県民
ギャラリー

建物 他

美術館
コレクション展

受付

情報
アート
ビジョン

ショップ屋上

県民
ギャラリーアトリエ

カフェ美術館
コレクション展

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

初回

2～4回

5～10回

11回以上

男性

女性

10歳代
10歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

県内

長崎市内

県外

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・・・・１，０１７

アンケート質問内容

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：

３

来館回数

初回 ２～４回 ５～１０回 １１回以上

２２．４％ ２９．７％ ２７．８％ ２０．１％

県内外

長崎市内 県内 県外

５２．６％ ３０．７％ １６．７％

年齢構成（歳代）

１０歳未満 １０歳代 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代以上

２．２％ ７．５％ １８．０％ １９．２％ １７．８％ １６．６％ １２．６％ ６．１％

４

性別

男性 女性

２４．５％ ７５．５％

１ ２

来館目的（複数回答） 満足度（５段階評価）

企画展
美術館コレ
クション展

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
美術館コレ
クション展

アトリエ 屋上
アート
ビジョン

５５．７％ ８．０％ １．５％ ３．８％ ６．２％ １８．３％ ２．９％ ３．６％ ３．８ ３．５ ３．６ ３．７ ３．７ ４．２ ３．７ ３．６ ３．７ ３．７
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１１．イベント等

１）講演会

� 長崎県美術館 特別講演会

「アントニオ・ロペス・ガルシアの現在～変容する日常の記

憶～」

講師：木下亮（昭和女子大学教授）

日時：１１月２８日� １４：００～１５：３０

会場：ホール

参加者数：５６人

２）コンサート（主催・共催）

� イブニングライブ

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事業として、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。２１年度は、１００回記

念コンサートを行った。

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 ※平成１９

年度（第８９回～第１１０回）

会場：エントランスロビー

入場料：無料

総入場者数：２，６９０人

� 「ジブリの絵職人 男鹿和雄展」関連企画

「みんな集まれ！マリンバ＆エレクトーンコンサート」

概要：マリンバとエレクトーンによるサウンドはオーケスト

ラを聴いているかのような本格的なサウンド。子ども

から大人まで楽しめるジブリ音楽を中心としたコン

サート。

出演：PIAMBA（ピアンバ）／内田誠（エレクトーン）、河

合由美子（マリンバ＆パーカッション）

日時：５月３日� �１３：００～１３：３０ �１６：００～１６：３０
会場：ホール

入場料：無料

入場者数：３５１人

「はなちゃんず よし笛コンサート」

概要：よし笛とギター、ヴァイオリンによるジブリ音楽のコ

ンサート。

出演：はなちゃんず／中村彰宏（ギター）、中村由紀子（よ

し笛）、堀江彩子（ヴァイオリン）

日時：５月３１日� �１１：３０～１２：００ �１４：３０～１５：００
会場：エントランスロビー

入場料：無料

入場者数：２７０人

� LEGEND平和の祈りコンサート２００９

概要：２００７年、２００８年とコンサートを開催し、会場溢れん

ばかりのお客様を魅了した。今回は、８／９の長崎原

爆の日にちなみ、「平和の祈り」と「希望の光」をテー

マに二部構成。平和を願い、そして現在・未来に希望

の光を求めて、温かい歌声と強い眼差しで平和のメッ

セージを届ける。

出演：LEGEND（テノール／柿迫秀、志村糧一、吉田知明

バリトン／内田智一、菅原浩史）専属ピアニスト／大
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井健、中村匡宏

日時：８月１０日� 開場２０：００ 開演２０：３０

会場：エントランスロビー

入場料：全席自由／一般３，０００円、大学生以下２，０００円（会

員各５００円引き）※当日は５００円増

入場者数：２１８人

� ながさき音楽祭２００９

概要：県が進める「ながさき音楽祭２００９」、美術館でのコン

サート

「美術館新演奏家協会コンサート」

出演：長崎県新演奏家協会

日時：９月１２日� �１６：００～１６：４０ �１８：００～１８：５０
会場：エントランスロビー

入場料：無料

入場者数：�８３人 �９３人

「美術館室内楽コンサート」

出演：益田正洋（ギター）、入戸野秀美、江島有希子（ヴァ

イオリン）、大山平一郎（ヴィオラ）、金子鈴太郎（チェ

ロ）、本山あきな（ピアノ）

日時：９月１８日� ２０：００開場 ２０：３０開演

会場：エントランスロビー

入場料：全席自由／一般 ２，０００円 大学生以下 １，０００円

※当日は５００円増

入場者数：１３５人

「ギターコンサート～スペインの光と影」

出演：山口修（ギター）、山口純子（朗読）、フラメンコ舞踏

／円能寺朋子（踊り手）、堀健（ギター）、宮定えりか

（カンテ）

日時：９月２７日� １５：３０～１６：３０

会場：ホール

入場料：無料

入場者数：２３０人

「ギターコンサート～スペイン音楽の夕べ」

出演：長崎ギター四重奏団、益田ギターアンサンブル（指揮

／益田洋一）、長崎ギター合奏団（指揮／山下亨）、倉

知陽子（メゾソプラノ）

日時：１０月１１日� １５：３０～１６：３０

会場：エントランスロビー

入場料：無料

入場者数：２５０人

� 「大好きな長崎へ音楽のプレゼント」第４弾～ドイツ３
大‘Ｂ’を弾く～（主催：長崎大学経済学部「企業メセナ研

究会」共催：長崎県美術館）

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。

平成２１年度で３回目。

出演：大室晃子（ピアノ／シュトゥットゥガルト音楽院首席

修了 現在、東京藝術大学非常勤講師）、ヴァイオリ

ン／松川裕子（長崎市出身。東京藝術大学卒業。現在、

聖徳大学講師）

日時：１０月２９日	 １８：３０～１９：３０

会場：エントランスロビー

入場料：無料

入場者数：８０人


 クリスマス・フラメンコライブ

概要：当館の所蔵品のテーマでもあるスペイン。本格的なフ

ラメンコを生演奏で演じる。

出演：瓦井マリア、鎌田里代、小島有美子、木内恵津子、斉

藤貴美（バイレ）、稲津清一（ギター）、三谷浩子（カ

ンテ）、すがえつのり（パーカッション）

日時：１２月５日� １６：００～１６：３０

会場：エントランスロビー

入場料：無料

入場者数：１５０人

� 長崎西高校音楽部・Fortuna（女声合唱団）ジョイント

コンサート

概要：全日本合唱コンクールで金賞を受賞した長崎西高校音

楽部と音大出身者で構成された Fortuna（女声合唱団）

のジョイントコンサート。

出演：加藤豊・田代悟（指揮）、朝重幸子（ピアノ）、長崎県

立長崎西高等学校音楽部・Fortuna（合唱）

日時：１２月２０日� １５：３０～１６：１５

入場料：無料

入場数：２５０人

� 「オルセー美術館展 パリのアール・ヌーヴォー ―１９

世紀末の華麗な技と工芸－」展関連企画

「ウェルカムコンサート」

概要：優雅な生演奏で皆様を展示室へといざなう。

出演：１２月１２日�、２６日�
田辺清士（チェロ）、亀子政孝（コントラバス）

１月１６日�、１７日�
中西弾（ヴァイオリン）、砂由美子（フルート）
２月２０日�、２１日�
小林知弘（ヴィオラ）、種口敬明（ファゴット）

※OMURA室内合奏団より
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時間：�１３：００～１３：１５ �１４：００～１４：１５
�１５：００～１５：１５

会場：企画展示室入口

入場料：無料（ただし、本展の観覧券が必要）

総入場者数：２７０人

「OMURA室内合奏団×オルセー美術館展コンサート」

概要：１９世紀末から２０世紀にかけてヨーロッパで花開いた

新しい装飾芸術、アール・ヌーヴォー。展覧会に合わ

せた音楽を弦楽五重奏で演奏。

出演：OMURA室内合奏団アンサンブル（弦楽五重奏）／

中西弾、齊藤享（ヴァイオリン）、長嶋拓生（ヴィオ

ラ）、田辺清士（チェロ）、亀子政孝（コントラバス）

司会／高月晶子

日時：１月３０日� 開場１６：３０ 開演１７：００

会場：ホール

入場料：全席自由／一般２，５００円、大学生以下１，５００円（展

覧会鑑賞券付）、会員１，５００円（コンサートのみ）

※当日は５００円増

入場者数：１２６人

３）上映会・その他

� 長崎帆船まつり「打ち上げ花火」鑑賞

日時：４月２６日� 開場２０：００、打ち上げ開始２０：５０～

会場：屋上庭園

参加者数：計８６人

� 平成２０年度［第１２回］文化庁メディア芸術祭「アニメー

ション部門」短編作品上映会

概要：文化庁メディア芸術祭「アニメーション部門」短編作

品集の中から大賞受賞の「つみきのいえ」など１１

作品を上映

日時：５月５日（火・祝）１５：００～１６：１０

会場：ホール

参加者数：１５９人

協力：文化庁メディア芸術祭実行委員会

� 平成２０年度［第１２回］文化庁メディア芸術祭「エンター

テインメント部門」大賞作品「TENORI-ON」展示

概要：「TENORI-ON」（作者：岩井俊雄／「TENORI-ON」開

発チーム代表 西堀佑）を２台展示

日時：５月５日（火・祝）、６日（水・祝）１３：００～１５：００

会場：講座室

参加者数：１０２人

協力：CG-ARTS協会

� 第１４回学生 CGコンテスト「動画部門」優秀作品上映

概要：受賞１０作品および最終審査ノミネート９作品を上映。

日時：５月６日（水・祝）１５：００～１６：１５

会場：ホール

参加者数：３０人

協力：CG-ARTS協会

� みなとまつり関連イベント 屋上庭園花火鑑賞会

日時：７月２６日� 開場２０：３０、打上開始２０：５０～

会場：屋上庭園

参加者数：計２６１人

４）主催以外のイベント（協力）

� 小國雅香＆Friends MUSEUM SUNSET LIVE ’０９（主催：

オペレーション・モカ）

出演：小國雅香（ピアノ）、Tommy（トロンボーン）、丹羽

肇（ベース）、中村健（ドラム）

日時：５月３０日� 開場１７：００ 開演１７：３０

会場：屋上庭園

入場料：大人／３，０００円 中高大学生／２，０００円 ※当日各

５００円増、小学生以下無料

入場者数：２２０人
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� TSUBO-KEN SUMMER CONCERT２００９IN NAGASAKI

（主催：ウェブナインテレビジョン）

出演：坪山健一（サックス）

日時：７月１９日� １６：００～１７：００

会場：エントランスロビー

入場料：無料

入場者数：６０人

� 日本舞踊に親しむ会～琴と鼓とともに～（主催：長崎い

ろは会、日本舞踊連盟）

出演：長崎いろは会（踊り）、竹山直樹と邦楽一の会（演奏）、

藤舎呂英（囃子）ほか

日時：１１月２３日（祝・月） �１１：００～１２：００ �１３：００～
１４：００

会場：エントランスロビー

入場料：無料

総入場者数：３４０人

� circuloフラメンコ in長崎〔vol．２〕－宴 en－

（主催：circulo）

出演：瓦井マリア、鎌田里代、小島有美子、木内恵津子、斉

藤貴美（バイレ）、稲津清一（ギター）、三谷浩子（カ

ンテ）、すがえつのり（パーカッション）

日時：１２月５日� 開場２０：００ 開演２０：３０

会場：エントランスロビー

入場料：２，５００円

入場者数：１２０人
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１２．貸施設事業

１）県民ギャラリー

№ 開催期間 展覧会名 展示室 使用者 入場者数（人）

１ ３月３１日�～４月５日� 第１３回サークル麦ばたけ作品展／
クレイクラフトゆめの花展

全室
サークル麦ばたけ、
クレイクラフトゆめの花

３，１５０

２
前期：４月１４日�～４月１９日�
中期：４月２１日�～４月２６日�
後期：４月２８日�～５月３日�

第３４回長崎県書道展 全室 株式会社長崎新聞社 ４，４７４

３ ５月５日�～５月１０日� 言葉のお守りと彫刻展 Ａ 石橋清一とわたなべあけみ １，１００

４ ５月５日�～５月１０日� 奎星会’０９長崎巡回展＆飛龍会選抜展 ＢＣ 書道研究飛龍会・奎星会 １，６６３

５ ５月１２日�～５月１７日� Ｍ・Ｙアートクラブ作品展 Ａ Ｍ・Ｙアートクラブ ７９５

６ ５月１２日�～５月１７日� 第１５回記念長崎ピンぼけ倶楽部写真展 Ｂ 第１５回長崎ピンぼけ倶楽部 １，７６５

７ ５月１２日�～５月１７日� 桑原泰子キルトオブ COOWAファブリッ
クアート２００９

Ｃ キルトオブ COOWA桑原泰子 １，９０４

８ ５月１９日�～５月２４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 ６８４

９ ５月１９日�～５月２４日� 第２６回長崎青房会南画展 Ｂ 長崎青房会 １，１２０

１０ ５月１９日�～５月２４日� 橋本和明作品展（長崎） Ｃ 橋本 和明 ８６４

１１ ５月２８日�～５月３１日� 第６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

１，５８６

１２ ６月２日�～６月７日� 第１４回長崎アンデパンダン展 全室 NPO法人 長崎市美術振興会 １，７４５

１３ ６月１０日�～６月２１日� 第４０回長崎県美術協会展 全室 長崎県美術協会 ３，１７９

１４ ６月２４日�～６月２８日� HAC展 全室
ハート・アート・コミュニケー
ション

６８４

１５ ６月３０日�～７月５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

１，３９８

１６ ６月３０日�～７月５日� 第７回水彩連盟長崎支部展 Ｂ 水彩連盟長崎支部 １，４３４

１７ ６月３０日�～７月５日� The Art Wave of Nagasaki
―長崎県在住の日展作家たち―

Ｃ 長崎日展の会 １，６００

１８ ７月７日�～７月１２日� ２００９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 ２，０７１

１９ ７月１４日�～７月１９日� 第３６回長崎県水彩画展 全室 長崎県水彩画協会 ２，１２４

２０ ７月２１日�～７月２６日� 第１７回長崎二紀展 全室 社団法人 二紀会長崎支部 １，５４５

２１ ７月２９日�～８月２日� 第３０回ながさき８・９平和展 全室
第３０回ながさき８・９平和展企画
委員会

２，２２８

２２ ８月８日�～８月３１日� 「第４０回日展」長崎展 全室
社団法人日展、長崎県、長崎市、
長崎県教育委員会、株式会社長崎
新聞社

１４，０５２

２３ ９月１２日�～９月２７日� 第５４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

１４，４８４

２４ １０月１日�～１０月４日� 三菱重工洋画部作品展 ＡＢ 三菱重工長崎造船所洋画部 １，２３７

２５ １０月１日�～１０月４日� 第２２回上野の森美術館「日本の自然を描
く展・九州展」

Ｃ
財団法人日本美術協会、上野の森
美術館

９８９

２６ １０月６日�～１０月１１日� 第７５回東光会巡回展・長崎支部展 全室 東光会長崎支部 １，２５２

２７ １０月１４日�～１０月１８日� 九州クラフトデザイン協会展＋１０展 in
長崎

Ａ 九州クラフトデザイン協会 ８６０

２８ １０月１４日�～１０月１８日� 国際公募アート未来第３回長崎支部展 Ｂ 国際公募アート未来長崎支部 ８２１

２９ １０月１４日�～１０月１８日�
NEW WAVE HASAMI ２００９
－土による造型展－稲垣二郎の残した足
跡と HASAMIに芽生えた ARTの息吹

Ｃ NEW WAVE HASAMI ７０２

３０ １０月２０日�～１０月２５日� 現代美術家協会第２８回長崎支部展 Ａ 現代美術家協会長崎支部 ９４９

３１ １０月２０日�～１０月２５日� 我流野母崎窯 陶器と灯り展 Ｂ 村田 茂男 ８１０

３２ １０月２０日�～１０月２５日� 第３４回長崎市書作家協会代表作家展 Ｃ 長崎市書作家協会 ９０７

３３ １０月２８日�～１１月１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

３，０３８

３４ １１月３日�～１１月８日� 平成２１年度長崎県高等学校総合文化祭県
南支部合同写真展

ＡＢ
長崎県高等学校文化連盟写真専門
部県南支部

１，０５５

３５ １１月３日�～１１月８日� 第３６回日本水彩画会長崎支部展 Ｃ 日本水彩画会長崎支部 ９５２

３６ １１月１１日�～１１月１５日� 平成２１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

２，３８８
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№ 開催期間 展覧会名 展示室 使用者 入場者数（人）

３７

＜前期＞
１１月１９日�～１１月２７日�
＜後期＞
１１月２９日�～１２月６日�

第５８回長崎市民美術展 全室 長崎市民美術展実行委員会 ７，２１５

３８ １２月８日�～１２月１３日� 「子どもスケッチ大会」作品展覧会 Ａ 三菱重工長崎造船所 ７７２

３９ １２月８日�～１２月１３日� 第２９回長崎県美術協会洋画部会員展 ＢＣ 長崎県美術協会洋画部 １，４０８

４０ １２月１５日�～１２月２０日� 退職記念 柴野勝一展 Ａ 柴野 勝一 ９５８

４１ １２月１５日�～１２月２０日� 第４３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

９１７

４２ １２月１５日�～１２月２０日� Ｕ－４０展～真実と感性を表現する芸術家
たち～

Ｃ Ｕ－４０ ８８８

４３ １２月２２日�～１２月２７日� 柿の木が有る我家 Ａ 山口 �子 ８６６

４４ １２月２２日�～１２月２７日� RING ART２００９ Ｃ
長崎大学教育学部芸術表現講座
（絵画分野）・OB会

８８７

４５ １月５日�～１月１０日� 『キッズゲルニカ inながさき』
～国際子ども平和壁画展

全室
キッズゲルニカ 国際子ども平和
壁画ながさき展実行委員会

２，８２３

４６ １月１３日�～１月１７日� 第５回長崎県委嘱作家美術展 全室 長崎県委嘱作家美術展運営委員会 ２，００８

４７ １月１９日�～１月２４日� 第４３回長崎市書作家協会展 全室 長崎市書作家協会 ８４８

４８ １月２６日�～１月３１日� ２０１０タナカタケシ油絵教室作品展 Ａ タナカタケシ油絵教室 ７２８

４９ １月２６日�～１月３１日� 活水女子大学生活デザイン学科作品展 ＢＣ
活水女子大学健康生活学部生活デ
ザイン学科

７９８

５０ ２月２日�～２月７日� 第５５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

４，７３２

５１ ２月９日�～２月１４日� 第５８回長崎市小・中学校連合美術展 全室
長崎市教育研究会
中学校書写部会

１４，０１６

５２ ２月１６日�～２月２１日� 長崎美術学院展－グランカナルデル長崎
－

ＡＢ 長崎美術学院 ２，４１８

５３ ２月１６日�～２月２１日� 長崎大学教育学部・教育学研究科 デザ
イン×彫刻 卒業・修了展

Ｃ 長崎大学教育学部彫刻ゼミ １，７６４

５４ ２月２３日�～２月２８日� 第２０回二科会長崎支部展 ＡＢ 二科会長崎支部 １，５００

５５ ２月２３日�～２月２８日� ２００９年度長崎大学教育学部終了・卒業制
作展（絵画領域）

Ｃ
長崎大学教育学部芸術表現講座
（絵画領域）

１，３８９

５６ ３月２日�～３月７日� 第２７回 児童・幼児作品展 Ｂ 長崎児童美術研究会 ８００

５７ ３月２日�～３月７日� 和モダン家具－先鋭と郷愁 Ｃ 松岡漆工株式会社 ８９８

５８ ３月９日�～３月１４日� NAGASAKI Re DESIGN Ａ
JAGDA長崎（日本グラフィック
デザイナー協会長崎支部）

４２１

５９ ３月９日�～３月１４日� 第１１回長崎県合同押花作品展 Ｂ 長崎つばき押花会 ９６３

６０ ３月９日�～３月１４日� 第１５回三彩写真会作品展 Ｃ 三彩写真会 １，１００

６１ ３月２４日�～３月２８日� NPO法人 長崎市美術振興会 第５回
四部合同展（工芸・写真・南画・日本画）

全室 NPO法人 長崎市美術振興会 １，１９１

６２ ３月２３日�～３月３０日� －古代文字に魅せられて－ 最上静山書
展

全室 最上典政（静山） ８２６

６３ ３月３０日�～４月４日� ART WORKSと仲間達展 ＡＢ アート・ワークス ２，９３３

６４ ３月３０日�～４月４日� 大矢統士 写真展「ヒマラヤ巡礼」 Ｃ 大矢 統士 ２，７１４
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２）ホール等

№ 使用日 行事名 会場 使用者

１ ４月４日� 水辺の森公園お花見の会 ホール 長崎県緑地公園管理事業協同組合

２ ４月５日� 國松竜次ギターコンサート ホール すたじおＧ

３ ４月１２日� 親子のためのおたのしみ朗読会＆マタニティ朗読
会

ホール モトアナママブ

４ ４月２３日�～４月２７日� 「長崎帆船まつり」１０周年企画世界の帆船写真展 ホール 長崎帆船まつり実行委員会

５ ５月１６日�～５月１７日� 第２回長崎ばら展 ホール 講座室 長崎ばら会

６ ６月１３日� 地球エコ２００９ 特別アニメ番組「川の光」先行上
映

ホール NHK長崎放送局

７ ６月１９日� 第３７回長崎県新人演奏会優秀賞授与式 エントランスロビー 長崎県文化団体協議会

８ ６月２７日� バロック音楽の楽しみ ホール フルートコレギウム長崎

９ ７月１日� 長崎水辺の森映像祭２００９公募開始イベント ホール 長崎水辺の森映像祭実行委員会

１０ ８月１８日�～８月２３日� 染川省三＆サトコ（岩本）と Amics展 運河ギャラリー 染川知子

１１ ８月２６日� 長崎打ち水大作戦２００９ 運河劇場 長崎ラビッシュネット

１２ ９月６日� 福田進一ギターリサイタル ホール 益田ギターアカデミー

１３ ９月２３日� 映画「聖書の国から」上映会 ホール 「聖書の国から」上映実行委員会

１４ １０月８日�～１０月１８日� 馮學敏写真展「四川・パンダの故郷」 ホール 馮學敏写真展実行委員会

１５ １０月２０日� 総合水産試験場 新調査船竣工披露式 ホール 長崎県科学技術振興課

１６ １０月２４日� 瓊林会広域懇親会
屋上庭園 エントランス
ロビー

社団法人 瓊林会

１７ １１月１日� きものでぶらぶら節「重森 三果」三味線演奏会 ホール
NPO法人「きものを着る習慣をつく
る協議会」長崎支部

１８ １１月３日�～１１月８日� 本のとびら展 運河ギャラリー アベスリーとヨイソラスタジオ

１９ １１月６日�～１１月８日� ピースバトン・ナガサキ フェスタ２００９ ホール ピースバトン・ナガサキ

２０ １１月２０日� おもちゃひろば ホール トムテのおもちゃ箱

２１ １１月２１日� 映画「２０１２」公開記念スペシャルトークショー エントランスロビー NBC長崎放送株式会社

２２ １１月２２日� ハタ造り 講座室 学童 星座クラブ

２３ １月２８日� 電子通信学会 宇宙・航行エレクトロニクス研究
会

講座室 長崎大学工学部

２４ １月３０日�～１月３１日� 三和幼稚園作品展 アトリエ 三和幼稚園

２５ ２月１５日�～２月２１日� みかわち焼展 ホール 講座室 三川内焼陶磁器工業協同組合

２６ ２月１９日�～２月２１日� カルトナージュ プリザードフラワーレース写真
で彩る童話展

運河ギャラリー Hua

２７ ２月２３日�～２月２８日� きれかばい！長崎の農村風景写真展 運河ギャラリー 長崎県農村部農村整備課

２８ ３月６日� みのりが丘幼稚園作品展 アトリエ みのりが丘幼稚園

２９ ３月６日� 長崎県輸血医療懇話会 ホール 講座室 長崎県赤十字血液センター

３０ ３月７日� ワクワーク・ながさき 第６回集い ホール ワクワーク・ながさき

３１ ３月１６日�～３月２８日� １０周年記念 HIROKOヴェネチアガラス展 運河ギャラリー 植木画廊

１２．貸施設事業／１３．ショップ、カフェ210



１３．ショップ、カフェ

利用者数 来館者利用割合 年間収入額

３６，４６９人 ８．９％ ５０，９５９千円

利用者数 来館者利用割合 年間収入額

３２，３８９人 ７．９％ ２６，０７０千円

１）ショップ事業

ショップは年間売上計画を５７，６２７千円（手数料２４，９８７千円含む）としたが、実績は、５０，９５９千円（手数料７，０９１千円含む）であっ

た。計画は未達成であったが、開館以来始めてショップ売上が５０，０００千円を越えた。この要因は「男鹿和雄展」「藤城清治展」

「オルセー展」で委託販売の特設会場を設け、積極的に販売を行った結果である。

〈人気商品〉

美術館オリジナルポストカード

PAGE（ブックマーク）

ハートパワーストーン

オリジナル「長崎食べもの絵ハガキセット」

２）カフェ事業

カフェは年間売上計画を３０，７７１千円としたが、計画対比８４．７％の２６，０７０千円となった。「男鹿和雄展」「藤城清治展」は、とも

に動員力が高く、ファミリー客が中心の展覧会であったが、カフェの利用促進に結び付けられなかったことが一因である。一方、

「オルセー展」は女性客の支持が高かったことにより、展覧会限定メニューの利用が伸びた。今後は、ファミリー客のニーズに

応えるメニュー開発（パフェ、アイス等）や値頃感のある価格の設定を行う。

〈人気商品〉

牛肉と野菜の煮込みカレーセット

リンゴのタルトスウィーツセット

ミートスパゲティー

タルトマロンスウィーツセット（オルセー美術館展特別メニュー）
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