
 ・当日、美術館に入館すればスケッチができます  

 ・画材は無料で貸出   

 ・初めて筆をもつ方もお気軽にどうぞ

 ・当日ご来館の方には記念品をプレゼント！

≪イベントのご案内≫

＊スケッチの日＊

御岳美術館

た ま し ん

2019年度 展示リスト

＊スケッチ道具貸出中＊

2019年2月19日(火)～9月29日(日)

最終開催≪桜の日≫
4月10日(水)・11日(木)

御岳美術館では、常時スケッチ道具の無料貸出しを行っています。
利用希望の方は美術館受付にお声がけください。
(キャンバスボードのみ有料¥100)

美と出逢う
たましん御岳美術館展

〒198-0173

東京都青梅市御岳本町１－１

  Tel  0428-78-8814／Fax 0428-78-9266　

http://www.tamashin.or.jp



(単位　ｃｍ) (単位　ｃｍ)

＜工芸＞ 　 ＜絵画＞

藤本 能道 草白釉色絵水辺小禽図壺 高32.8 陶芸 鹿子木 孟郎 公園にて 45.5×27.3 水彩

辻 清明 信楽共蓋水指 通高16.9 陶芸 中沢 弘光 光明（エスキース） 25.7×17.9 油彩

辻 清明 信楽茶碗 口径13.2 陶芸 須田 国太郎 十一面観音 27.0×24.0 水墨

13代 今泉今右衛門 色鍋島吹墨草花文花瓶 高31.6 陶芸 須田 国太郎 猿 27.0×24.0 墨彩

13代 今泉今右衛門 色鍋島薄墨草花文花瓶 高31.4 陶芸 伊原 宇三郎 顔 1965年頃 33.4×24.3 油彩

大角 幸枝 南鐐水指 「涼風」 通高14.3 金工芸 金山 平三 秋の十和田 60.6×40.9 油彩

磯矢 阿伎良 うるみ溜塗磨蓋付壺 通高9.8 漆工芸 長谷川 潔 風景 65.2×53.0 油彩

磯矢 阿伎良 朱塗磨壺 高11.7 漆工芸 金子 保 富士 78.5×52.5 油彩

飯能焼 鉄絵白彩 花文 蘭引 通高41.5 陶芸 中川 八郎 瀬戸内風景 1915年 60.6×50.0 油彩

＜彫刻＞ 伊藤 廉 潦 53.0×45.5 油彩

関    　頑亭 胎蔵 2005年 高104.0 木心乾漆 伊原 宇三郎 裸婦 1926年 49.9×43.2 油彩

小絲 源太郎 梅雨晴れ 72.7×60.6 油彩

シャプラン 裸婦 50.5×73.0 油彩

◆第１展示室 エンネル 裸婦 45.0×66.0 油彩

　　　美と出逢う　たましん御岳美術館展　

　＜絵画＞ 　＜彫刻＞

三岸 好太郎 道化 27.0×24.1 油彩 アリスティード・マイヨール　トルソー 1900年 高66.0 ブロンズ

林 武 武蔵野風景 1921年 45.5×37.9 油彩 オーギュスト・ロダン カレーの市民（第一試作品） 高33.5 ブロンズ

荻須　高徳 ルシアン 1930年代 72.7×60.6 油彩

河野 通勢 風景 1949年 33.4×24.3 油彩

松村 健三郎 五月の風景 24.0×26.0 油彩 ◆倉田三郎記念室
豊泉　恵三 潮（海女） 90.9×72.7 油彩 倉田三郎　旅の素描  ―世界―

豊泉　恵三 そとうみの海女 145.5×112.1 油彩 日本　沖縄 26.6×35.1 素描・コンテ

イタリア  レッコ 29.8×39.2 素描・淡彩

チェコスロバキア プラハ 35.3×26.7 素描・淡彩

　　　―常設　日本近代彫刻の魁　新宿中村屋の作家たち― メキシコ 　メリダ 24.0×33.5 素描・淡彩

　＜彫刻＞ トルコ　イスタンブール 25.1×36.3 素描・コンテ

荻原  守衛(碌山) 女 1910年 高98.3 ブロンズ 台湾 台南 27.4×36.6 素描・淡彩

高村  光太郎 手 1918年 高37.0 ブロンズ ルクセンブルク 25.3×35.5 素描・淡彩

中原  悌二郎 若きカフカス人 1919年 高42.0 ブロンズ ドイツ プロヒンゲン 26.0×34.7 素描・淡彩

ソ連 ヤルタ 25.6×35.5 素描・淡彩

　＜彫刻＞ フランス　パリ 25.9×34.3 素描・淡彩

北村　西望 夢（乙女像) 高60.0 ブロンズ インド 27.5×36.6 素描・淡彩

山﨑　寛 みちしるべⅡ 高112.0 木彫 ポルトガル リスボン 24.5×33.5 素描・淡彩

中国・山東省 二尊仏（東魏時代磨崖仏） 高46.5 石彫 オーストリア 		寺院と鐘		 31.4×21.2 素描・淡彩

タイ メナム川と水上の家 19.0×29.0 素描・淡彩

＜工芸＞ イギリス ロンドン 	 公園の一角		 20.9×30.5 素描・コンテ

大平　和正 自然釉水器 径 47.5 陶芸

町の通りをゆく人々

海水浴風景

公使館 Legation House

◆エントランスホール ◆第２展示室　
美と出逢う　たましん御岳美術館展　

水場 洗濯する5人 その他2人

海岸沿いの道をゆく 2人

寺院境内

 	レッコの街から湖・山をみる		

アート橋 手前に木と人々

上空よりヒマラヤを眺める

アーチ型の表廊下

 ユカタン半島のメリダ市の一景

突起を持った屋根のある家と老人
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