
佐久市立近代美術館コレクション＋「現代日本画へようこそ」出品作品リスト 

会場：太田市美術館・図書館 展示室 1〜3、スロープ 

会期：2018 年 5 月 3 日（木・祝）〜6 月 10 日（日） 

 

・作品番号は、図録及び展示室のキャプションで使用されているものと同様です。 

・第 1 章及び第 2 章の作品はすべて佐久市立近代美術館蔵、特別展示 1 及び 2 の作品はすべて作家蔵です。 

・第 2 章は、前期（5/3〜5/20：16 日間）、後期（5/22〜6/10：18 日間）で展示替のある作品があります。 

・出品作品は都合により変わる場合があります。 

 

番号 作家名 タイトル 制作年 素材・技法 サイズ（cm） 展示期間 

第 1 章 現代日本画の冒険者たち（展示室 1） 

1 市川裕司 Genetic trans 2007 年 アクリル板・方解末・樹脂

膠・ジェッソ・墨・ほか 

194.0×135.0×

4.5 

通期 

2 内田あぐり 三態 1982 年 紙本彩色 180.0×270.0 通期 

3 岡村桂三郎 迦楼羅 07-3 2007 年 板・彩色 235.0×720.0×

9.0 

通期 

4 谷保玲奈 境界の腫れ物に触れる 2012 年 紙本彩色 227.3×581.6 通期 

5 山本直彰 DOOR 200701 2007 年 紙本彩色 162.0×390.3 通期 

第 2 章 現代日本画の先駆者たち（展示室 2） 

6 奥村土牛 富士 1976 年 紙本彩色 65.8×81.7 後期 

7 小倉遊亀 良夜 1957 年頃 紙本彩色 41.3×26.4 後期 

8 片岡球子 富士に舞う（陵王と還城

楽） 

1969 年 紙本彩色 80.0×116.5 前期 

9 川崎小虎 望郷 1954 年 紙本彩色 113.8×137.7 前期 

10 小嶋悠司 群像 1973 年 カンヴァス・顔料 78.8×98.8 後期 

11 郷倉和子 満月 1968 年 紙本彩色 173.4×332.6 後期 

12 今野忠一 源流 1960 年 紙本彩色 175.8×227.5 前期 

13 髙山辰雄 映 1972 年 紙本彩色 162.0×390.3 後期 

14 田中青坪 淺間 1974 年 紙本彩色 73.2×50.3 前期 

15 徳岡神泉 桔梗 1969 年 紙本彩色 34.2×50.4 前期 

16 中村正義 顔 1975 年 紙本彩色 53.0×26.5 後期 

17 稗田一穂 霧の海 1975 年 紙本彩色 130.5×89.5 前期 

18 樋笠数慶 離島 1977 年 紙本彩色 158.7×227.4 後期 

19 東山魁夷 山雲湧く 1974 年 紙本彩色 31.0×44.1 通期 

20 平山郁夫 仏教伝来 1959 年 紙本彩色 169.8×221.6 通期 

21 三谷十糸子 少女と森 1960 年 紙本彩色 227.3×145.4 後期 

22 山本丘人 夕陽 1968 年 紙本彩色 45.5×60.8 前期 

23 横山操 雪原 1963 年 紙本彩色 242.0×605.0 前期 



 

特別展示 1 市川裕司（スロープ） 

24 市川裕司 rooms 2018 年 アルミ箔・樹脂膠・ウレタ

ンフォーム 

可変 通期 

25 市川裕司 世界樹Ⅷ 2018 年 アルミ箔・樹脂膠・ポリカ

ーボネート 

444.8-353.1 ×

1380 

通期 

特別展示 2 内田あぐり（展示室 3） 

26 内田あぐり 河 2018 年 雲肌麻紙・顔料・墨・膠 162.0×390.0 通期 

27 内田あぐり 河#O 2018 年 雲肌麻紙・顔料・墨・膠 52.8×52.8 通期 

28 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆・水彩絵具・修正

液 

17.6×25.7 通期 

29 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆・水彩絵具 17.4×25.5 通期 

30 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆・水彩絵具・修正

液 

17.6×25.8 通期 

31 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆 17.6×25.8 通期 

32 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆・水彩絵具・修正

液 

17.5×25.7 通期 

33 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆・水彩絵具・修正

液 

17.6×25.9 通期 

34 内田あぐり ドローイング 1998 年 紙・鉛筆・木炭・クレパス 44.1×74.0 通期 

35 内田あぐり ドローイング 1998 年 紙・鉛筆・木炭・クレパス 44.1×73.7 通期 

36 内田あぐり ドローイング 2015 年 紙・鉛筆・墨 16.1×66.0 通期 

37 内田あぐり ドローイング 2018 年 紙・鉛筆・水彩絵具 17.5×25.5 通期 

38 内田あぐり ドローイング 1982 年 紙・鉛筆 54.3×69.0 通期 

39 内田あぐり ドローイング 1982 年 紙・鉛筆 54.2×68.7 通期 

40 内田あぐり ドローイング 1982 年 紙・鉛筆 54.2×70.6 通期 

41 内田あぐり ドローイング 2016 年 紙・鉛筆・木炭・アクリル

絵具 

26.0×37.1 通期 

42 内田あぐり ドローイング 2016 年 紙・鉛筆・木炭・墨・水彩

絵具 

［2 点組］480×

552、48.4×55.2 

通期 

43 内田あぐり ドローイング 2000 年

頃 

紙・鉛筆 25.5×19.4 通期 

44 内田あぐり ドローイング 2000 年

頃 

紙・鉛筆 18.7×20.2 通期 

45 内田あぐり ドローイング 1997 年 紙・鉛筆 38.7×26.6 通期 

46 内田あぐり ドローイング 2017 年 紙・鉛筆・木炭・水彩絵具・

修正液 

28.0×99.8cm 通期 

47 内田あぐり ドローイング 2012 年 紙・鉛筆・色鉛筆・水彩絵

具 

13.7×25.6cm 通期 

 


