芸大コレクション展

春の名品選
古 画 ・ 日 本 画

特集展示１ 修復記念《浄瑠璃寺吉祥天厨子絵》
特集展示２ 藝大の創成期と依嘱事業

特集展示１
修復記念《浄瑠璃寺吉祥天厨子絵》

会期：2012年4月5日（木）－6月24日（日）
月曜休館（但し、4月30日は開館）
会場：東京藝術大学大学美術館 展示室１

西洋画

特集展示２

西洋画・ 版 画

○会期中に展示替えを行います。
第1期：4月5日～5月13日
第2期：5月15日～6月24日

藝大の創成期と
依嘱製作

彫刻

＊出品リストの順序と展示の順序は、必ずしも一致いたしませんことをご了承ください。
＊展示作品は、作品保護等のため、都合により入れ替えとなる場合がございます。

工芸

日本画

出品作品リスト（第2期）
指定 作品名 title

作者名 (生没年) Artist Name

制作年 Date

材質 Materials

備考

8世紀後半

紙本着色
color on paper

会期中巻き替えを行います

明和2年（1765）

紙本墨画
ink on paper

第2期のみ展示
第2期のみ展示

古画・日本画 Antique Arts and Japanese-style Paintings
国宝

絵因果経
Illustrated Sutra of Cause and Effect
若芽南天
New Leaves of the Nandina

円山応挙（1733-1795）
MARUYAMA Okyo

春江遊魚図
River Fishes in Spring Stream

椿椿山（1801-1854）
TSUBAKI Chinzan

嘉永3年（1850）

絹本淡彩
light color on silk

滝
Waterfall

川合玉堂（1873-1957）
KAWAI, Gyokudo

昭和13年（1938）

絹本淡彩
color on silk

第2期のみ展示

水鏡
Reflection in the Water

菱田春草（1874-1911）
HISHIDA Shunso

明治30年（1897）

絹本着彩
color on silk

第2期のみ展示

日照雨
Shower in the Sunshine

西村五雲（1877-1938）
NISHIMURA Goun

昭和6年（1931）

絹本着色
color on silk

第2期のみ展示

読書
Reading

中村大三郎（1898-1947）
NAKAMURA Daizaburo

昭和11年（1936）

絹本淡彩
color on silk

第2期のみ展示

オフィリヤ
Ophelia

川崎小虎（1886-1977）
KAWASAKI Shoko

昭和4年（1929）

絹本着彩
color on silk

第2期のみ展示

千種之間天井綴織下図 立葵 雁緋・水引
Draft Sketches for the Chigusanoma Ceiling
Hollyhock, Lychnis Coronata and Mizuhiki
Hollyhock

柴田是真 (1807-1891)
SHIBATA Zeshin

明治19年 (1886)

紙本着色
color on paper

第2期のみ展示

収穫
Harvest

浅井忠 (1856-1907)
ASAI Chu

明治23年 (1890)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

木立
Grove

フォンタネージ，アントニオ（1818-1882）
19世紀中期
FONTANESI, Antonio

油彩 紙
oil on paper

風景
Landscape

フェノロサ，アーネスト・フランシスコ
(1853-1908)
FENOLLOSA, Ernest Francisco

19世紀

油彩 紙
oil on paper

ティヴォリ、ヴィラ・デステの池
Pond of Villa d'Este, Tivoli

藤島武二 (1867-1943)
FUJISHIMA Takeji

明治42年 (1909)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

イタリヤ風俗
Italian Life

百武兼行 (1842-1884)
HYAKUTAKE Kaneyuki

明治13-15年
(1880-1882)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

稽古
A Lesson

白滝幾之助 (1873-1960)
SHIRATAKI Ikunosuke

明治30年 (1897)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

ムードンの夕暮
Meudon at Dusk

岡田三郎助 (1869-1939)
OKADA Saburosuke

明治32年 (1899)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

屋根の都
Houses of the Capital

小絲源太郎 (1887-1978)
KOITO Gentaro

明治44年 (1911)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

野遊び
Garden Concert

和田英作 (1874-1959)
WADA Eisaku

大正14年 (1925)

油彩 カンヴァス
oil on canvas

黄泉比良坂
Escape from the Land of the Dead

青木繁（1882-1911）
AOKI Shigeru

明治36年（1903）

紙 色鉛筆 パステル 水彩
colored pencil, pastel and watercolor 第2期のみ展示
on paper

男子裸体
Male Nude

安井曾太郎 (1888-1955)
YASUI Sotaro

明治40-43年
（1907-1910)

木炭 紙
charcoal on paper

第2期のみ展示

裸婦
Nude

安井曾太郎 (1888-1955)
YASUI Sotaro

明治40-43年
（1907-1910)

木炭 紙
charcoal on paper

第2期のみ展示

猫
Cat

レオナール・フジタ（藤田嗣治）
（ 1886-1968）
FUJITA, Le'onard-Tsuguharu

昭和4年(1929)頃

ドライポイント アクアチント 2版2色刷
第2期のみ展示
drypoint and aquatint on paper

秋 (『美人四季』より)
Autumn
A
t
from
f
"B ti off Four
"Beauties
F
S
Seasonｓ"
"

恩地孝四郎 (1891-1955)
ONCHI K
Koshiro
hi

昭和2年 (1927)
［昭和5年 (1930)の刷り］

木版多色刷
color
l woodblock
dbl k

第2期のみ展示

冬 (『美人四季』より)
Winter from "Beauties of Four Seasons"

恩地孝四郎 (1891-1955)
ONCHI Koshiro

昭和2年 (1927)
［昭和5年 (1930)の刷り］

木版多色刷
color woodblock

第2期のみ展示

摩天楼上空のポアン・ダンテロガシオン号
"Point d'Interrogation" Flying over the Skyscrapers

長谷川潔 (1891-1980)
HASEGAWA Kiyoshi

昭和5年(1930)

メゾチント
mezzotint

第2期のみ展示

アポロンのマスク
Head of Apollon

エミール・アントアーヌ・ブールデル
(1861-1929)
BOURDELLE, Emile-Antoine

1900

ブロンズ
bronze

エヴァ
Eva

フランチェスコ・メッシーナ (1900-1995)
MESSINA, Francesco

1949

ブロンズ
bronze

アスペンのコロラド
Colorado: Adobe Structure with Aspen Tree

山本正道 (1941-)
YAMAMOTO Masamichi

昭和55年 (1980)

ブロンズ
bronze

加藤土師萌 (1900-1968)
KATO Hajime

昭和32年 (1957)

磁器
porcelain

西 洋 画 ・版 画 Western Style Paintings, Prints
重文

第2期のみ展示

彫 刻 Sculpture

工 芸 Craft
辰砂紅梅文大皿
Large Plate with Copper Red Glazed Plum Blossoms Design

平成22年度 新収蔵品

ピアノとルリ鳥蒔絵盃
Sake Wine Cup and Stand with Piano and Siberian Blue Robin

田口善国
TAGUCHI Yoshikuni

昭和23年(1948)

木 色漆
lacquer

紅白梅
Ornamented Box "Red and White Plum Blossoms"

藤田喬平 (1921-2004)
FUJITA Kyohei

平成7年 (1995)

ガラス 金箔 白金箔
glass, gold and platinum foil

彩磁玉葱形花瓶
Onion shaped vase

板谷波山 (1872-1963)
ITAYA Hazan

明治31-36年
(1898-1903)

磁器
porcelain

鶴蒔絵硯箱
Ink-stone Box with Crane Design

松田権六 (1896-1986)
(1896 1986)
MATSUDA Gonroku

昭和25-44年
昭和25
44年
(1950-1969)

黒漆塗 金沃懸地 金・銀平文 金高
蒔絵 卵殻 白漆 金研出蒔絵 螺鈿
lacqure, gold, silver, eggshell, makie ,
hyomon , raden

鳳凰香炉
Phoenix Incense Burner

香取秀真 (1874-1954)
KATORI Hotsuma

19-20世紀

青銅 鋳造 金象嵌
cast bronze, gold inlay

流水 壁掛
Stream

岡部達男 (1902-1964)
OKABE Tatsuo

昭和37年 (1962)

真鍮地 打出 透彫 布
brass, embossing openwork, cloth

蝙蝠蒔絵八角飾箱
Octagonal Box with Design of Bats

佐治賢使 (1914-1999)
SAJI Tadashi

昭和19年 (1944)

色漆 (白・黒・茶) 金・銀研出・平・高
蒔絵 金平文 螺鈿
colored lacquer, gold and silver
makie , gold inlay, raden

北辺夜猫子
Owl

津田信夫 (1875-1946)
TSUDA Shinobu

昭和16年 (1941)

青銅 鋳造
cast bronze

朧銀貝文象嵌壷
Vase with shell design

大谷春彦 (1906-1981)
Otani Haruhiko

昭和18年 (1943)

四分一 鍛造 金・銀・赤銅象嵌 鍍
金
hammered shibuichi , gold, silver and
shakudo inlay, gilding

襲 (おそう)
Attacking Leopard

山下恒雄 (1924-1998)
YAMASHITA Tsuneo

昭和32年 (1957)

鉄 鍛造
forged iron

濡れ獅子図丸額
Round plaque of wet Lion

大島如雲 (1858-1940)
OSHIMA Joun

明治23年 (1890)

青銅 鋳造 金象嵌 漆丸額装
cast bronze, gold inlay

浄瑠璃寺吉祥天厨子絵 広目天像
重文 Virūpākṣaḥ, Paintings for the Miniature Shrine of Sri-mahadevi,
Joruri-ji Temple

建暦2年 (1212)

板絵着色
color on panel

第2期のみ展示

浄瑠璃寺吉祥天厨子絵 持国天像
重文 Paintings for the Miniature Shrine of Sri-mahadevi, Joruri-ji
Temple

建暦2年 (1212)

板絵着色
color on panel

第2期のみ展示

浄瑠璃寺吉祥天厨子絵 多聞天像
重文 Vaiśravaṇa, Paintings for the Miniature Shrine of Sri-mahadevi,
Joruri-ji Temple

建暦2年 (1212)

板絵着色
color on panel

第2期のみ展示

浄瑠璃寺吉祥天厨子絵 増長天像
重文 Virūḍhaka, Paintings for the Miniature Shrine of Sri-mahadevi,
Joruri-ji Temple

建暦2年 (1212)

板絵着色
color on panel

第2期のみ展示

「吉祥天厨子扉絵 弁才天」模写
鈴木六三郎（1890-1924）
Reproduction of Sarasvatī , Paintings for the Miniature Shrine of
SUZUKI Rokusaburo
Sri-mahadevi, Joruri-ji Temple

20世紀初頭

紙本墨画着色
ink and color on paper

第2期のみ展示

「吉祥天厨子扉絵 帝釈天」模写
Reproduction of Indra, Paintings for the Miniature Shrine of Srimahadevi, Joruri-ji Temple

服部謙一（?-1955）
HATTORI Kenichi

20世紀初頭

紙本墨画着色
ink and color on paper

第2期のみ展示

「吉祥天厨子扉絵 梵天」模写
Reproduction of Brahmā, Paintings for the Miniature Shrine of
Sri-mahadevi, Joruri-ji Temple

吉村忠夫（1898-1952）
YOSHIMURA Tadao

20世紀初頭

紙本墨画着色
ink and color on paper

第2期のみ展示

「吉祥天厨子絵
「吉祥
厨 絵 表絵花鳥」
表絵花鳥 模写
Reproduction of Bamboo and Sparrows, Paintings for the
Miniature Shrine of Sri-mahadevi, Joruri-ji Temple

高木保之助 (1891-1941)
TAKAGI Yasunosuke

20世紀初頭

紙本墨画着色
ink and color on paper

「吉祥天立像」 模造
Reproduction Standing Statue of Sri-mahadevi

関野聖雲 (1889-1947)
SEKINO Seiun

昭和6年 (1931)

木造 彩色
color on wood

20世紀初頭

木造 彩色
color on wood

特集展示１ 修復記念《浄瑠璃寺吉祥天厨子絵》

「浄瑠璃寺吉祥天厨子」 模造
Reproduction Miniature Shrine of Sri-mahadevi, Joruri-ji Temple
特集展示２ 藝大の創成期と依嘱事業
東京美術学校の依嘱製作
「上野公園之図」
『新撰東京名所図会』第一篇、上野公園之部 上 (『臨時増刊風
俗画報』第123号、明治29年9月、東洋堂)復刻版
Map of Ueno Park in Rinji Zokan Fuzoku Gaho , Vol.123.

明治29年 (1896)

東京美術学校・東京音楽学校徽章標本
School badge of the Tokyo Fine Art School and the Tokyo
Academy of Music

明治29年 (1896)

『東京美術学校一覧 従明治廿六年至明治廿七年』表紙
Yearbook of the Tokyo Fine Art School from 1893 to 1894

明治26-27年
(1893-1894)

教育資料編纂室所蔵

『東京美術学校一覧 従明治三十二年至明治三十三年』
東京美術学校敷地建物略図の部分
y Fine Art School in the Yearbook of the Tokyo
y
Mapp of the Tokyo
Fine Art School from 1899 to 1900

明治32-33年
(1899-1900)

教育資料編纂室所蔵

『東京美術学校一覧 従明治廿四年至明治廿五年』
商議委員・職員の部分
List of the Chamber of Commerce Committees and Workers in
the Yearbook of the Tokyo Fine Art School from 1891 to 1892

明治24-25年
(1891-1892)

教育資料編纂室所蔵

卒業証書
Graduation Certificate

明治26年 (1893)

教育資料編纂室所蔵

依嘱製作関係文書綴 抜粋
The Archive File of Documents Related to Works Commissioned
to the Tokyo Fine Art School

教育資料編纂室所蔵

七宝
cloisonne enamel

教育資料編纂室所蔵

第五回内国勧業博覧会名誉賞牌原型
Mold for the Medal of Honor for the Fifth Domestic Industrial
Exposition

海野美盛[二代] (1864-1919)

明治36年 (1903)

石膏 レリーフ
plaster relief

「楠公銅像製作材料一」
Report of Materials for the Statue of KUSUNOKI Masashige

附属図書館所蔵

「楠廷尉の像」『国会』明治26年8月25日
"The Statue of Kusunoki Masashige" in Kokkai

明治26年 (1893)

附属図書館所蔵

依嘱製作関係文書綴 抜粋
The Archive File of Documents Related Works Commissioned to
the Tokyo Fine Art School

教育資料編纂室所蔵

観音像木型
Wooden Model for Kannon Statue

高村光雲 (1852-1934)
TAKAMURA Koun

明治25年 (1892)

木
wood

観音立像
Standing Statue of Kannon

竹内久一 (1857-1916)
TAKENOUCHI Kyuichi

明治39年 (1906)

木 漆箱 一部彩色
lacquer and color on wood

太田道灌
OTA Dokan

白井雨山(1864-1928)
Shirai Uzan

明治40年 (1907)

綵観
Saikan

東京美術学校 (監造)
島田佳矣 (1870-1962) (考案)
Directed by the Tokyo Fine Art School
Designed by SHIMADA Yoshinari

明治38年 (1905)

乾漆

kanshitsu

草創期の東京美術学校校舎
The First School Building of the Tokyo Fine Art Shool

写真パネル

アーネスト・F・フェノロサ
FENOLLOSA, Ernest Francisco

写真パネル

馬上の岡倉天心
OKAKURATenshin on the Horse

写真パネル

正木直彦
MASAKI Naohiko

写真パネル

東京美術学校第
回卒業記念写真
東京美術学校第１回卒業記念写真
The First Graduates of the Tokyo Fine Art School

明治26年 (1893)

写真パネル

西郷隆盛銅像
Statue of SAIGO Takamori

写真パネル

知恩院観音銅像木型完成記念
Commemorative Picture for the completion of the Chion-in
Kannon Statue

写真パネル

聖観音 (知恩院観音)銅像
Statue of Aryavalokitesvara (Chion-in Kannon)

写真パネル

日蓮上人銅像
Stasue of Priest Nichiren

写真パネル

昭忠標工事
Construction of the Shochuhyo

写真パネル

昭忠標

写真パネル

Shochuhyo
楠木正成銅像
Statue of KUSUNOKI Masashige

写真パネル

楠正成銅像木型完成記念
Commemorative Picture for the Completion of the Statue of
KUSUNOKI Masashige

明治26年 (1893)

写真パネル

堺市公園中央噴水器龍神像完成記念
Commemorative Picture for the Completion of the Statue of
Dragon
g Kingg for the Central Fountain in Sakai Cityy Park

明治35年 (1902)

写真パネル

聖観音 (掛川戦捷〈平和〉観音)銅像
Statue of Aryavalokitesvara (Kakegawa Victory (Peace) Kannon)

写真パネル

鳳凰噴水塔
The Phoenix Fountan Tower in Hawaii

写真パネル

屋外彫刻保存研究会 撮影

東京音楽学校の依嘱製作
『東京音楽学校一覧 従明治廿二年至明治廿三年』表紙
Yearbook of the Tokyo Academy of Music from 1889 to1890

東京音楽学校
The Tokyo Academy of Music

ピアノ教則本 『Elementary Instruction Book for Piano』

フェルディナント・バイエル (1803-1863)
BEYER Ferdinand

附属図書館所蔵

ヴァイオリン教則本 『École du violon. Methode complète et
progressive à l'usage de Conservatoire par Delphin Alard』

デルフィン・アラール (1815-1888)
ALARD Delphin

附属図書館所蔵

声楽教則本 『Easy and Progressive Exercises in Singing』

ジョン・ターンブル (?-?)
TURNBULL John

附属図書館所蔵

『音楽指南』
Teaching music.

文部省
The Ministry of Education

小学唱歌集 初編 版木
Woodbrock for the First Edition "A Collection of Songs for the
Elementary School"

文部省音楽取調掛 (編纂)
Institute of Music, Ministry of Education 明治14年 (1881)
(ed.)

『小学唱歌集 初編』
A Collection of Songs for the Elementary School

文部省音楽取調掛 (編纂)
Institute of Music, Ministry of Education 明治14年 (1881)
(ed.)

附属図書館所蔵

『唱歌掛図 初編』
Wall Chart for Singing

文部省音楽取調掛 (編纂)
Institute of Music, Ministry of Education 明治15年 (1882)
(ed.)

附属図書館所蔵

オルガン
Organ

才田光則 (?-?)
SAIDA Mitsunori

明治22年 (1889)

附属図書館所蔵

明治16年 (1883)

明治14年 (1881)

附属図書館所蔵
木
wood

木 アメリカン・リード・オーガン 鍵61
ストップ6
wood, American reed organ

音叉〔調音叉 雅楽琵琶〕
Tuning fork for Gakubiwa

金属
metal

楽琵琶

木 皮 4弦 (絹) 4柱
wood, skin, silk string

Gakubiwa
信西古楽図
Reproduction of Sinzei Kogakuzu
胡蝶装束
Bugaku Costume for Kocho

藤原貞幹 (1732-1797)
FUJIWARA Sadamoto

宝暦5年 (1755)

紙本墨画
ink on paper

明治44年 (1911)

絹 鹿皮 金属 紙
silk, deerskin, metal, paper

会期中巻き替えを行います

『自明治四十年十月至大正四年十一月 作曲依託関係書類
東京音楽学校』
The Archive File of Documents Related to Works Commissioned
to the Tokyo Academy of Music, from October 1907 to November
1915

明治40年-大正4年
(1907-1915)

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

「三重県立第四中学校校歌」 依頼状、楽譜
The School Song of the Fourth Junior High School, Mie
Prefecture

小野寺五郎 (?-?)
山田耕筰 (1886-1965)
ONODERA Goro / YAMADA Kosaku

明治42年 (1909)

依頼状 楽譜
letter of request, scor

「内地の歌」

梶原壽一 (?-?)
岡野貞一 (1878-1941)
KAJIWARA Juichi / OKANO Teiichi

大正11年 (1922)

依頼状 歌詞 楽譜 東京音楽学校
稟議用紙 電報
総合芸術アーカイブセンター
letter of request, lyrics score, internal
大学史史料室所蔵
document of the Tokyo Academy of
Music, telegram

「滋賀県立商業学校校歌」
The School Song of the Shiga Prefecture Commercial School

土井林吉 (1871-1952)
楠美恩三郎 (1886-1927)
DOI Rinkichi / KUSUMI Onzaburo

明治40年 (1907)

歌詞 楽譜
lyrics, score

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

「生きよ、国民 —結核予防の歌—」
Be Alive, Nations: A Song to Prevent Tuberculosis

川路柳虹 (1888-1959)
下總覺三［皖一］ (1898-1962)
KAWAJI Ryuko / SHIMOFUSA Kakuzo

昭和11年 (1936)

依頼状 歌詞 (初稿)
letter of request, lyrics (first draft)

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

「南方第四陸軍病院歌」
The Song of the Fourth Military Hospital of the Southern Sea

部隊員某 / 東京音楽学校
昭和18年 (1943)
Anonymous / Tokyo Academy of Music

依頼承諾書 礼状 軍事郵便封筒
letter of request, acknowledgment,
envelop of military post

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

伊澤修二
ISAWA, Shuji

写真パネル

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

L.W.メーソン
MASON, Luther Whiting

写真パネル

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

Song of the Homeland

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

東京音楽学校校舎
School Building of the Tokyo Academy of Music, completed in
1890

明治23年 (1890)

写真パネル

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

音楽取調掛 全科卒業生・助教・伝習生 (明治18年7月20日)
The First Graduates of the Ongaku Torishirabe-gakari, Tutors
and Students.

明治18年 (1885)

写真パネル

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

東京音楽学校卒業式 教師と卒業生 (明治21年7月7日)
The Graduation Ceremony of the Tokyo Academy of Music on
July 7, 1888.

明治21年 (1888)

写真パネル

角田紀之氏提供
総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

明治40年代の東京音楽学校オーケストラと合唱
The Orchestra and Chorus of the Tokyo Academy of Music in the
1900s

明治40年代
(1906-1915)

写真パネル

総合芸術アーカイブセンター
大学史史料室所蔵

