
 

 ●国宝　◎重要文化財　○重要美術品　

・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

【1室】 指定 作品名 作者 時代

1 釈迦三尊 狩野芳崖

2 釈迦十六羅漢 橋本雅邦 明治30年（1897）

3 瀟湘夜雨 横山大観 昭和23年（1948）

4 富士の巻狩 菱田春草 明治35年（1902）

5 鯉魚 菱田春草 明治40年（1907）

6 蝶牡丹蒔絵沈箱 白山松哉

7 獅子蒔絵手箱 白山松哉 明治～大正　19世紀末～20世紀初

8 蒔絵八角菓子器 白山松哉 明治44年（1911）

9 手箱蒔絵硯箱 小川松民 明治初期　19世紀

10 波千鳥蒔絵乱箱 赤塚自得 大正

11 牛童子蒔絵硯箱 赤塚自得 明治34年（1901）

12 撫子蒔絵螺鈿手許箪笥 植松包美 明治44年（1911）

13 武蔵野蒔絵重硯箱 八代西村彦兵衛 大正末～昭和初

14 松花孔雀 今尾景年

【2室】 指定 作品名 作者 時代

15 ● 色絵藤花文茶壺 野々村仁清 江戸時代　17世紀

16 扶桑十二ヶ月 富田溪仙

17 深谿朝爽 川合玉堂 昭和26年（1951）頃

18 紅蜀葵と猫 小林古径 昭和10年（1935）

19 瓶花 小倉遊亀 昭和25年（1950）

20 夏鹿 竹内栖鳳 昭和11年（1936）

21 西遊記 前田青邨 昭和2年（1927）

【3室】 指定 作品名 作者 時代

22 光る海　瀬戸内海集　 吉田　博 大正15年 （1926）

23 帆船　朝　瀬戸内海集　 吉田　博 大正15年 （1926）

24 潮待ち　瀬戸内海集第二　 吉田　博 昭和5年 (1930）

25 穂高山　日本アルプス十二題 吉田　博 大正15年 （1926）

26 姫路城　朝 吉田　博 大正15年 （1926）

27 グランドキャニオン 吉田　博 大正14年 （1925）

28 タジマハルの朝霧　第五 吉田　博 昭和7年 (1932）

29 スフィンクス 吉田　博 大正14年 （1925）

30 ヴェニスの運河 吉田　博 大正14年 （1925）

31 吉野川柳の渡し 川瀬巴水 昭和25年（1950）

32 和歌浦観海閣 川瀬巴水 昭和25年（1950）

33 富士の曙 川瀬巴水

34 熱海錦ヶ浦 川瀬巴水

35 奈良猿沢の池 川瀬巴水

36 化粧の女 橋口五葉 大正7年（1918）

37 髪梳き 橋口五葉 大正9年（1920）3月

38 芸者 小早川清

・都合により出品作品が変更になることがあります。
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M O A 美 術 館  　出 品 目 録



39 ほろ酔い　近代時世粧ノ内　一 小早川清 昭和5年（1930）2月

40 化粧　近代時世粧ノ内　二 小早川清 昭和5年（1930）6月

41 ときつけ　現代美人集第二輯 伊東深水 昭和9年（1934）3月

42 手鏡 伊東深水 昭和29年（1954）

43 眉墨 伊東深水 昭和3年（1928）１月

44 髪梳き 鳥居言人

45 夏伎 鳥居言人 昭和4年（1929）

46 舞妓 山村耕花 大正13年（1924）

47 三世市川松蔦　今様薩摩歌・お萬 山村耕花 大正9年（1920）

48
七世尾上梅幸
忠臣蔵のおかる・仮名手本忠臣蔵

名取春仙 昭和26年（1951）

49 福徳無量　聖大黒天 佐藤玄々（清蔵） 昭和25年（1950）

50 大慈大悲　救世観世音菩薩 佐藤玄々（清蔵） 昭和28年（1953）

51 霊亀随（不老） 平櫛田中 昭和12年（1937）

52 烏有先生 平櫛田中

53 彩磁椿花香炉 板谷波山 明治42年（1909）頃

54 葆光彩磁和合文様花瓶 板谷波山 1910年代後半

55 花籃　郊檀窯青磁大壺写 飯塚琅玕斎 昭和29年（1954）頃

56 花籃　銘 萬歳 飯塚琅玕斎 昭和12年（1937）頃

【4室】 指定 時代

57 ● 紅白梅図屏風 尾形光琳 江戸時代　18世紀

　　〈展示期間　　7/30（火）～8/18（日）〉

複製　紅白梅図屏風

　　〈展示期間　　7/20（土）～7/29（月）・8/19（月）～8/27（火）〉

【5室】 指定 作品名 作者 時代

58 山水図 雪舟等楊 室町時代　15世紀

59 見返り美人図 菱川師宣 江戸時代　17世紀

60 冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏 葛飾北斎 江戸時代　天保2年（1831）頃

61 名所江戸百景　大はしあたけの夕立 歌川広重 江戸時代　安政3～5年（1856～58）

62 名所江戸百景　深川萬年橋 歌川広重 江戸時代　安政3～5年（1856～58）

63 四世松本幸四郎の山谷の肴屋五郎兵衛 東洲斎写楽 江戸時代　寛政6年（1794）

64 洛中洛外図屏風 江戸時代　17世紀

65 縄文火焔形土器深鉢 縄文時代中期　紀元前4000～2000年

作品名 作者 時代

66 一行書「散花結実」 岡田茂吉 1950年

67 一行書「楽園」 岡田茂吉 1947年

68 一行書「雪月花」 岡田茂吉 1940年

69 備前瓢形花入 江戸時代　17世紀

70 花籠「つるむすび」 飯塚琅玕斎 1952年頃

71 籃胎盛器 小森邦衛 2007年

72 耀彩壺「恒河」 三代徳田八十吉 2003年

73 蒔絵割貝飾箱「風」 田口善国 1995年

74 南鐐花器　海風 大角幸枝 1997年

75 練上手花影文陶筥 松井康成 1991年

76 王と王妃 ヘンリー・ムア 1952-1953年

77 アポロンと瞑想　走りよる詩神 たち
エミール・
アントワーヌ・
ブールデル

1912年

78 春
アリスティード・
マイヨール

1910-1911年

【創立者の
部屋・ロ
ビー等】



79 海景　熱海 杉本博司 1997年


