
出品目録
＊No.は図録掲載番号であり、会場の展示順とは必ずしも一致しません。

＊作品保護のため、会期中一部展示替を行います。【前期:11月2日－11月24日、後期:11月26日－12月22日】

＊作品名に●が付いた作品は、本会場では「麗子の部屋」としてE室で展示しています。

№ 作品名 制作年 技法・材質 所蔵 前期 後期

1 緑 1907年8月6日 水彩・紙 東京国立近代美術館 ○

2 子守り（想像画） 1907年8月16日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

3 雨 1907年9月17日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

4 薄暮 1907年9月24日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

5 社頭（臨画） 1907年10月25日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

6 大銀杏 1907年11月1日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

7 薄暮之海 1907年12月1日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

8 雨の街路 1908年3月18日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

9 自画像 1908年7月23日 鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

10 橋 1909年9月15日 油彩・麻布 ふくやま美術館

11 銀座数寄屋橋 1910年頃 油彩・板 郡山市立美術館

12 銀座と数寄屋橋畔 1910-11年頃 油彩・板 郡山市立美術館

13 日比谷の木立 1912年頃 油彩・板 下関市立美術館

14 自画像 1912年3月14日 油彩・麻布 東京都現代美術館

15 虎ノ門風景 1912年6月19日 油彩・麻布 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

16-1 築地風景 1912年 木版・紙 郡山市立美術館 ○

16-2 築地風景 1912年 木版・紙 和歌山県立近代美術館 ○

17 築地居留地風景 1912年12月23日 油彩・麻布 個人蔵

18 築地居留地風景 1913年頃 油彩・麻布 個人蔵

19 真田久吉氏像 1913年4月5日 油彩・麻布 宮城県美術館

20 斎藤与里氏像 1913年4月30日 油彩・麻布 愛知県美術館

21 Ｂ.Ｌ.の肖像（バーナード・リーチ像） 1913年5月12日 油彩・麻布 東京国立近代美術館

22 ＭＳの肖像（千家元麿之像） 1913年5月15日 油彩・麻布 個人蔵

23 Ａの肖像 1913年7月8日 油彩・麻布 平塚市美術館

25 木村荘八像 1913年8月14日 油彩・板 横須賀美術館

26 Ｋの肖像（荘太像） 1913年8月23日 油彩・麻布 刈谷市美術館

27 自画像 1913年10月10日 油彩・麻布 兵庫県立美術館

28 自画像 1913年11月5日 油彩・麻布 下関市立美術館

29 清宮氏肖像 1913年11月6日 油彩・麻布 豊橋市美術博物館

30 自画像 1913年11月21日 油彩・麻布 東京国立近代美術館

31 自画像 1913年頃 油彩・麻布 個人蔵

32 自画像 1913年12月25日 油彩・麻布 豊田市美術館

33 代々木附近 1914年2月1日 油彩・麻布 大阪中之島美術館

34 自画像 1914年2月13日 油彩・麻布 個人蔵

35 アダムの孤独 1914年 セピアインク・紙 個人蔵 ○

36 The Earth 1914年頃 インク・紙 東京国立近代美術館 ○

37-1 怒れるアダム 1914年（1975年の後刷り）エッチング・紙 郡山市立美術館 ○

37-2 怒れるアダム 1914年（1975年の後刷り）エッチング・紙 福島県立美術館 ○

38-1 石を嚙む人 1914年（1975年の後刷り）エッチング・紙 郡山市立美術館 ○

38-2 石を嚙む人 1914年（1975年の後刷り）エッチング・紙 福島県立美術館 ○

39-1 欲望 1914年（1975年の後刷り）エッチング・紙 郡山市立美術館 ○

39-2 欲望 1914年（1975年の後刷り）エッチング・紙 福島県立美術館 ○

41 早春の畑 1914年3月17日 油彩・麻布 岡山県立美術館

42 武者小路実篤像 1914年3月18日 油彩・麻布 東京都現代美術館

43 自画像（椿君に贈る自画像） 1914年5月8日 油彩・麻布 東京都現代美術館

44 自画像 1914年5月20日 油彩・麻布 岐阜県美術館

45 Ｆ氏像 1914年5月30日 油彩・麻布 平塚市美術館

46 黒き土の上に立てる女 1914年7月25日 油彩・麻布 似鳥美術館

47 画家の妻 1914年8月18日 油彩・麻布 個人蔵

48 自画像 1914年10月2日 油彩・麻布 福島県立美術館

49 道と電信柱 1914年10月15日 油彩・麻布 メナード美術館

50 Ｔの肖像 1914年12月12日 油彩・麻布 北九州市立美術館

51 画家の妻 1915年1月10日 油彩・麻布 大原美術館

52 高須光治君之肖像 1915年1月20日 油彩・麻布 愛知県美術館

53 椿君之肖像 1915年2月27日 油彩・麻布 横浜美術館

＊図録掲載作品の中で本会場に出品されない作品は欠番としています。
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Ⅱ　「近代的傾向･･･離れ」から「クラシックの感化」まで:1913-1915
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Ⅰ　「第二の誕生」まで:1907-1913



54 赤土と草（赤土と草の道） 1915年6月18日 油彩・麻布 浜松市美術館

55 The Earth 1915年 木版・紙 郡山市立美術館 ○

56 代々木附近（代々木附近の赤土風景） 1915年10月15日 油彩・麻布 豊田市美術館

57 道路と土手と塀（切通之写生）＊重要文化財　1915年11月5日 油彩・麻布 東京国立近代美術館

58 男の像 1915年11月18日 木炭・紙 個人蔵 ○

59 高須光治君之肖像 1915年12月22日 油彩・板 豊橋市美術博物館

60 冬の崖上の道 1915年12月23日 油彩・麻布 個人蔵

62 草 1916年4月25日 鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

63 壺 1916年4月28日 油彩・板 下関市立美術館

64 門と草と道 1916年6月7日 油彩・麻布 京都国立近代美術館

65 古屋君の肖像（草持てる男の肖像） 1916年9月10日 油彩・麻布 東京国立近代美術館

66 古屋君の顔 1916年10月29日 鉛筆・紙 神奈川県立近代美術館

67 壺の上に林檎が載って在る 1916年11月3日 油彩・板 東京国立近代美術館

68 手 1916年11月10日 油彩・板 似鳥美術館

69 林檎三個 1917年2月 油彩・麻布 個人蔵

70 初夏の小路 1917年5月17日 油彩・麻布 下関市立美術館

71 静物（湯呑と茶碗と林檎三つ） 1917年8月31日 油彩・麻布 大阪中之島美術館

72 静物（青布と林檎四個） 1917年9月15日 油彩・麻布 個人蔵

73 静物（赤き林檎二個とビンと茶碗と湯呑） 1917年11月19日 油彩・麻布 ふくやま美術館

74 霽れたる冬之日 1917年12月13日 油彩・麻布 千葉県立美術館

75 川幡正光氏之肖像 1918年1月13日 油彩・麻布 東京国立近代美術館

76 画家自画像 1918年1月31日 木炭、コンテ、チョーク、水彩・紙 東京国立近代美術館 ○

77 静物（白き花瓶と台皿と林檎四個） 1918年4月12日 油彩・麻布 福島県立美術館

78 静物（手を描き入れし静物） 1918年5月8日 油彩・麻布 個人蔵

79 五月の砂道 1918年5月16日 油彩・麻布 群馬県立近代美術館

82 長十郎像 1918年10月 コンテ、水彩・紙 個人蔵 ○

83 蓁 1918年10月15日 木炭、チョーク・紙 愛知県美術館 ○

85 ●麗子六歳之像 1919年3月7日 水彩・紙 東京国立近代美術館 ○

87 村娘之図 1919年3月26日 水彩・紙 福田美術館 ○

88 村娘之図 1919年4月13日 水彩、コンテ・紙 下関市立美術館 ○

89 芝川照吉肖像 1919年7月10日 木炭、チョーク・紙 京都国立近代美術館 ○

90 ●麗子坐像 1919年8月23日 油彩・麻布 ポーラ美術館

91 ●麗子像 1920年1月16日 水彩・紙 個人蔵 ○

92 ●麗子微笑 1920年2月18日 木炭、水彩・紙 ポーラ美術館 ○

93 ●麗子立像 1920年2月25日 水彩・紙 長谷川町子美術館 ○

94 ●麗子之像 1920年2月28日 水彩、木炭・紙 個人蔵 ○

95 麦二三寸 1920年3月16日 油彩・麻布 三重県立美術館

96 静物ー赤りんご三個、茶碗、ブリキ罐、匙 1920年3月27日 油彩・麻布 大原美術館

97 六月風景 1920年6月1日 油彩・麻布 個人蔵

98 ●麗子肖像 1920年8月21日 コンテ、水彩・紙 個人蔵 ○

99 村嬢於松立像 1921年1月7日 水彩、鉛筆・紙 東京国立近代美術館 ○

100 ●麗子微笑之立像 1921年4月3日 水彩・紙 メナード美術館

102 入澤達吉氏肖像 1921年6月30日 油彩・麻布 個人蔵

104 窓外夏景 1921年7月20日 油彩・麻布 茨城県近代美術館

105 ●麗子洋装之像 1921年8月31日 コンテ、水彩・紙 下関市立美術館 ○

106 ●麗子洋装之像 1921年9月2日 水彩・紙 長谷川町子美術館 ○

108 ●麗子洋装之図（青菓持テル） 1921年9月30日 水彩・紙 豊田市美術館 ○

110 ●麗子像 1921年10月4日 コンテ、水彩・紙 個人蔵

111 ●麗子微笑　＊重要文化財 1921年10月15日 油彩・麻布 東京国立博物館

114 ●麗子像 1922年3月30日 水彩・紙 ポーラ美術館 ○

115 窓外早春 1922年3月30日 油彩・麻布 個人蔵

116 ●麗子微笑 1922年5月18日 コンテ・紙 個人蔵 ○

117 ●麗子 1922年5月18日 コンテ・紙 個人蔵

118 七童図 1922年9月13日 絹本着彩 個人蔵

119 五福祥集 1922年10月4日 紙本着彩 個人蔵 ○

120 鯰坊主 1922年11月17日 油彩・板 豊田市美術館

121-1 鵠沼小景　鵠沼画房窓外雪景図 1922年12月 紙本墨画淡彩 愛知県美術館 ○

121-2 鵠沼小景　窓外春光 1923年1月 紙本墨画淡彩 愛知県美術館 ○

121-3 鵠沼小景　夏山急雨 1923年1月 紙本墨画淡彩 愛知県美術館 ○

121-4 鵠沼小景　秋日閑々 1923年1月 紙本墨画淡彩 愛知県美術館 ○

122 喜声和春光 1923年2月6日 紙本着彩 ポーラ美術館 ○

123 白狗図 1923年2月13日か15日 絹本着彩 福島県立美術館　河野保雄コレクション ○

124 椿之図 1923年1月17日 絹本着彩 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ○

125 竹籠含春 1923年4月9日 油彩・麻布 個人蔵

126 林六先生閑居図 1923年4月9日 紙本着彩 個人蔵（世田谷美術館寄託）

127 椿之図 1924年頃 絹本着彩 ポーラ美術館 ○

128 晩夏午后 1923年8月31日 油彩・麻布 ポーラ美術館

130 籠椿 1924年5月17日 油彩・麻布 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ○

131-1 四季の花果図　調脂弄粉（春） 1924年12月24日 紙本墨画淡彩 東京国立近代美術館 ○

131-2 四季の花果図　盛夏諸甘（夏） 1924年12月24日 紙本墨画淡彩 東京国立近代美術館 ○

131-3 四季の花果図　橙柿図（秋） 1924年12月24日 紙本墨画淡彩 東京国立近代美術館 ○

131-4 四季の花果図　大根・慈姑・蜜柑（冬） 1924年12月24日 紙本墨画淡彩 東京国立近代美術館 ○

132-1 菜果十色　苺 1925年1月 紙本着彩 下関市立美術館 ○

132-2 菜果十色　柿 1925年1月 紙本着彩 下関市立美術館 ○

132-3 菜果十色　葡萄 1925年1月 紙本着彩 下関市立美術館 ○

132-4 菜果十色　桃 1925年1月 紙本着彩 下関市立美術館 ○

133 松竹梅図（三友之図） 1925年1月24日 紙本着彩 個人蔵 ○

134 梅花図 1925年2月14日 紙本着彩 個人蔵 ○

Ⅲ　「実在の神秘」を超えて：1915-1918

Ⅳ　「東洋の美」への目覚め：1919-1921

Ⅴ　「卑近美」と「写実の欠除」を巡って：1922-1926
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135 少年肖像（村上巌氏十七歳） 1925年2月27日 油彩・麻布 宇都宮美術館

136 近藤医学博士之像 1925年3月20日 油彩・麻布 神奈川県立近代美術館

137 筍図 1925年5月19日 紙本着彩 個人蔵 ○

138 瓜之絵 1925年7月 絹本着彩 個人蔵 ○

140 四時有甘 1926年1月7日 紙本着彩 個人蔵 ○

141 童子煎茶 1926年1月 紙本着彩 個人蔵 ○

142 四時競甘 1926年 紙本着彩 愛知県美術館 ○

143 人蔘図 1926年春 絹本着彩 東京国立近代美術館 ○

144 冬瓜図 1927年3月 油彩・麻布 個人蔵

145 冬瓜茄子図 1926年夏 絹本着彩 個人蔵 ○

146 永日小閑 1926年夏 紙本着彩 下関市立美術館 〇

147 調脂弄粉 1927年3月 紙本着彩 個人蔵 ○

148 田村直臣七十歳記念之像 1927年7月27日 油彩・麻布 東京国立近代美術館

149 冬瓜葡萄図 1927年10月 油彩・麻布 岡山県立美術館

150 春日小閑 1928年頃 絹本着彩 ポーラ美術館 ○

151 岡崎義郎氏之肖像 1928年5月11日 油彩・麻布 個人蔵

152 塘芽庵主人閑居之図 1928年頃 紙本着彩 下関市立美術館 ○

153-1 福使黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年1月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-2 梅窓黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年 紙本着彩 個人蔵 ○

153-3 花鳥黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年3月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-4 後庭春昼　（『棋道』表紙原画） 1929年4月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-5 五月対奕　（『棋道』表紙原画） 1929年5月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-6 霖雨笠碁之図　（『棋道』表紙原画） 1929年 紙本着彩 個人蔵 ○

153-7 夏厨黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年7月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-8 二童黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年 紙本着彩 個人蔵 ○

153-9 秋庭黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年9月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-10 昆虫黒白　（『棋道』表紙原画） 1929年10月 紙本着彩 個人蔵 ○

153-11 楓窓対局　（『棋道』表紙原画） 1929年晩秋 紙本着彩 個人蔵 ○

153-12 冬至対奕　（『棋道』表紙原画） 1929年 紙本着彩 個人蔵 ○

154 卓上花果 1929年1月3日 油彩・麻布 個人蔵

155 ギヤマンのある静物 1929年1月 油彩・麻布 岡山県立美術館

156 春園金鶏之図 1929年8月28日頃 油彩・麻布 個人蔵

157 大連風景（路傍秋晴） 1929年10月 油彩・板 個人蔵

158 路傍秋晴 1929年11月 油彩・麻布 吉野石膏株式会社

159 路傍秋晴（大連風景） 1929年11月 油彩・麻布 茨城県近代美術館

160 満鉄総裁邸の庭 1929年11月 油彩・麻布 ポーラ美術館

特別出品 銀屏風（絶筆） 1929年12月14日 紙本墨画 個人蔵 〇

Ⅵ　「新しい余の道」へ：1926-1929
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