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No. 作家名［生没年］ 作品名 制作年 技法 備考

平面作品

 1 アンドレ・ミノー  
［1923 –1986］ コンポジション 1949 油絵具、カンヴァス

 2 リュシアン・クートー  
［1904 –1977］ 八月の広場 194 4 水彩絵具、紙

 3 松岡壽 ［1862–194 4］ 工部大学校風景 1878 油絵具、厚紙

 4 三宅克己 ［1874 –1954］ 雪原 1940頃 水彩絵具、紙

 5 高村光太郎 ［188 3 –1956］ 上高地風景 1913 油絵具、カンヴァス 寄託

 6 小林徳三郎 ［188 4 –1949］ 鰺 1924 油絵具、カンヴァス

 7 萬鉄五郎 ［1885 –1927］ 田園風景 1912頃 油絵具、カンヴァス

 8 萬鉄五郎 日傘の裸婦 1913 油絵具、カンヴァス

 9 萬鉄五郎 裸婦 1918 油絵具、カンヴァス

10 川上涼花 ［1887–1921］ あざみ 1914 油絵具、カンヴァス 寄託

11 鈴木亜夫 ［1894 –198 4］ ぶどうと女 1921 油絵具、カンヴァス

12 中村彝 ［1887–1924］ 新宿郊外 1916 油絵具、板 寄託

13 柳敬助 ［1881–1923］ 静物 1912 油絵具、ボード

14 田辺至 ［1886 –1968］ 裸婦 1952 油絵具、カンヴァス

15 前田寛治 ［1896 –1930］ 裸婦 1928 油絵具、カンヴァス

16 佐伯祐三 ［1898 –1928］ 自画像 1923頃 油絵具、カンヴァス

17 佐伯祐三 パストゥールのガード 1925 油絵具、カンヴァス 寄託

18 佐伯祐三 門の広告 1927 油絵具、カンヴァス 寄託

19 矢橋六郎 ［1905 –1988］ 南仏ヴァンスにて 1932 油絵具、カンヴァス

20 北川民次 ［1894 –1989］ 蘭のもり花 1931 油絵具、カンヴァス

21 清水登之 ［1887–1945］ 映画館 1925 油絵具、カンヴァス

22 安井曾太郎 ［1888 –1955］ 家族 1927 油絵具、カンヴァス

23 梅原龍三郎 ［1888 –1986］ 椿 1915 油絵具、カンヴァス

24 梅原龍三郎 熱海野島別荘 1933 油絵具、カンヴァス

25 古賀春江 ［1895 –1933］ 窓外の化粧 1930 油絵具、カンヴァス

26 古賀春江 サーカスの景 1933 油絵具、カンヴァス

27 福沢一郎 ［1898 –1992］ よき料理人 1930 油絵具、カンヴァス

28 三岸好太郎 ［1903 –1934］ ニコライ堂遠望 1928 油絵具、カンヴァス

29 三岸好太郎 冬（雪の庭） 1928 油絵具、カンヴァス

30 久米民十郎 ［1893 –1923］ Off England 1918 油絵具、カンヴァス

31 ダヴィド・ブルリューク  
［1882–1967］ ウラル 制作年不詳 油絵具、厚紙

32 フランツ・ラッヂヴィル  
［1895 –198 3］ 静物 1922 油絵具、カンヴァス

33 『宗像久敬サイン帳』 1923 冊子

34 和達知男 ［1900 –1925］ 眼鏡をかけた自画像 1923 油絵具、カンヴァス

35 柳瀬正夢 ［1900 –1945］ 静物（百合） 1936 油絵具、カンヴァス

36 村山知義 ［1901–1977］ 美しき少女等に捧ぐ 1923頃 油絵具、カンヴァス

37 永野芳光 ［1902–1968］ 静物 1923 油絵具、カンヴァス

38 横山潤之助 ［1903 –1971］ 婦人像 制作年不詳 油絵具、カンヴァス

39 内田巌 ［1900 –1953］ 少女像 1933 油絵具、カンヴァス

40 島崎鶏二 ［1907–194 4］ 風景 1931 油絵具、カンヴァス

41 今西中通 ［1908 –1947］ 真珠 1935 油絵具、カンヴァス

42 長谷川利行 ［1891–1940］『雑記帳』  女 1937 鉛筆、紙

43 鳥海青児 ［1902–1972］ 『雑記帳』  サーカスA 1936頃 墨、紙

44 靉光 ［1907–1946］ 『雑記帳』  作品 1936頃 墨、紙

45 寺田政明 ［1912–1989］ 『雑記帳』  作品 1937 水彩絵具、インク、 
鉛筆、紙

46 桂ゆき ［1913 –1991］ 『雑記帳』  作品C 1936頃 水彩絵具、紙

47 井上長三郎 ［1906 –1995］ 静物 1953 油絵具、カンヴァス

48 靉光 ［1907–1946］ 鷲と駝鳥 1938 墨、紙

49 靉光 警察病院 1941 油絵具、板

50 松本竣介 ［1912–1948］ 橋 (東京駅裏 ) 1941 油絵具、カンヴァス

51 松本竣介 自画像 1941 油絵具、板

52 松本竣介 立てる像 1942 油絵具、カンヴァス

53 松本竣介 少女 1947 油絵具、カンヴァス

54 麻生三郎 ［1913 –2000］ 自画像 1935 油絵具、カンヴァス

18 久米民十郎 ［1893 –1923］ 蝶と女 1919 絹本着彩

19 久米民十郎 鹿 1918 –23 顔料、絹本、金糸刺繍

20 山口蓬春 ［1893 –1971］ 古赤絵列仙図鉢 1966頃 水彩絵具、色鉛筆、 
鉛筆、紙

21 山口蓬春 五彩花卉龍文尊式瓶 1966 水彩絵具、鉛筆、紙

22 岩田藤七 ［1893 –1980］ とんぼ玉手平ガラス鉢・
円光 1935 ガラス

23 岩田藤七 ガラス鉢・長崎を偲ぶ 1971 ガラス

24 岩田久利 ［1925 –1994］ 花器［KF2048］ 1987 ガラス

25 北代省三；大辻清司  
［1921–2001;1923 –2001］ APN No.2

1953–54/ 
2003

ゼラチン・シルバー・ 
プリント、紙

26 北代省三；大辻清司 APN No.3
1953–54/ 
2003

ゼラチン・シルバー・ 
プリント、紙

27 北代省三；大辻清司 APN No.6
1953–54/ 
2003

ゼラチン・シルバー・ 
プリント、紙

28 北代省三；大辻清司 APN No.7
1953–54/ 
2003

ゼラチン・シルバー・ 
プリント、紙

29 北代省三；大辻清司 APN No.10
1953–54/ 
2003

ゼラチン・シルバー・ 
プリント、紙

30 山口勝弘 ［1928 –］ 光のオブジェ Y 1970 鉄、蛍光灯

31 シャルロット・ペリアン  
［1903 –1999］

刺繍入り巻き上げ窓掛け
（児童の絵） 
製作：長谷川三郎 / 
龍村織物美術研究所

1941 布に墨、彩色、 
刺繍 

寄託

32 宗廣力三 ［1914 –1989］ どぼんこ染藍地縞に 
丸文様絣着物 1987 絹

33-48 柚木沙弥郎 ［1922–］ 夜の絵 (1)～ (16) 2005 布、コラージュ

49 柚木沙弥郎 型染タペストリー 2009 2009 型染、綿

50 清水九兵衛 ［1922–2006］ correspond 6 2002 木に和紙、 
クリスタルガラス

51 早川重章 ［1924 –］ 引く 1998 木、綿布

52 岡崎和郎 ［1930 –］ 三種の心器  筒 
－hear something....

2004 アクリルに 
シルクスクリーン

53 岡崎和郎 三種の心器  櫛 
－レディ・メイド 2004 真鍮

54 岡崎和郎 三種の心器  球 
－P.M.ボール

2004 エポキシ樹脂に彩色

55 ピート・モンドリアン  
［1872–194 4］ コンポジション 1921 シルクスクリーン、紙

56 吉村弘 ［1940 –2003］ トイピアノ 1973頃

外箱、 
Sankyo リズミカ・エース、 
パンチングナイフ、 
ロール楽譜

57 吉村弘 サウンド・チューブ 1981以降 鉄、水、塗料

58 多和圭三 ［1952–］ 無題 1991 鉄

59 多和圭三 無題 1992 鉄

6 0 矢萩喜從郎 ［1952–］
Light reflecting on 
the ceiling, Kanagawa 
Prefecture

1992 写真、紙

61 辻けい ［1953 –］ Visions 96-1 1996 紙、生糸、染料、 
パネル

62 さかぎしよしおう ［1961–］ 6008 2006 磁土

6 3 さかぎしよしおう 7003 2007 磁土

6 4 伊庭靖子 ［1967–］ Untitled 2009 油絵具、カンヴァス

6 5 伊藤存 ［1971–］ フィーディング サークル 2010 布、刺繍、パネル

55 麻生三郎 死者 1961 油絵具、カンヴァス

56 鶴岡政男 ［1907–1979］ 死の静物（松本竣介の死）1948 油絵具、カンヴァス

57 糸園和三郎 ［1911–2001］ 黒い水 1968 油絵具、カンヴァス

58 高間惣七 ［1889 –1974］ 蝶 1959 油絵具、カンヴァス

59 川口軌外 ［1892–1966］ 製油所と船 1953 油絵具、カンヴァス

6 0 木下孝則 ［1894 –1973］ 読書 1959 油絵具、カンヴァス

61 荒井龍男 ［1904 –1955］ 七夕 1952 油絵具、カンヴァス

62 難波田龍起 ［1905 –1997］ 哲学の杜B 1982 油絵具、カンヴァス

6 3 小牧源太郎 ［1906 –1989］ ハヂチ・プリシャムリ 
（新興宗教その1） 1955 油絵具、カンヴァス

6 4 森芳雄 ［1908 –1997］ 静 1960 油絵具、カンヴァス

6 5 菅井汲 ［1919 –1996］ 赤と黒 196 4 油絵具、カンヴァス

6 6 野見山暁治 ［1920 – ］ ノルマンディの子供 1955 油絵具、カンヴァス

67 勝呂忠 ［1926 –2010］ 彼方へ 1981 油絵具、カンヴァス

立体作品

68 オーギュスト・ロダン  
［18 40 –1917］ 花子のマスク 1908 

(1974鋳造 )
ブロンズ

6 9
エミール・アントワーヌ・
ブールデル ［1861–1929］ 帽子を被った自刻像 1929 ブロンズ

70 高村光太郎 ［188 3 –1956］ 裸婦坐像 1917 ブロンズ

71 藤川勇造 ［188 3 –1935］ 裸婦座像 1934 ブロンズ

72 保田龍門 ［1891–1965］ クリスティーヌの首 1923 
(1990鋳造）ブロンズ

73 戸張孤雁 ［1882–1927］ 煌く嫉妬 1924 ブロンズ

74 中原悌二郎 ［1888 –1921］ 若きカフカス人 1919 ブロンズ

75 仲田定之助 ［1888 –1970］ 頭部 1924 石膏

76 ヨハネス・シフナー  
［1886 –1960］ アフリカの少女 制作年不詳 ブロンズ

77 木内克 ［1892–1977］ 手のあるトルソー 1958 テラコッタ

78 加藤顕清 ［1894 –1966］ 盲目のアコーディオン奏き 1960 ブロンズ

79 安田周三郎 ［1906 –1981］ 死の灰 1954 ブロンズ

80 舟越保武 ［1912–2002］ 萩原朔太郎像 1955 ブロンズ

81 佐藤忠良 ［1912–2011］ 高見順肖像 1968 ブロンズ

82 野水信 ［1914 –198 4］ 人 1961 大谷石

83 昆野恒 ［1915 –1985］ 作品 1960 セメント

84 向井良吉 ［1918 –2010］ アフリカの木 1955 木

85 堀内正和 ［1911–2001］ 線 A
1954 
(1980鋳造 )

鉄 寄託

86 毛利武士郎 ［1923 –2004］ 手の中の眼 1955 セメント

87 森堯茂 ［1922–］ 聚存 Ⅰ 1957 セメント

88 森堯茂 巣 8 1960 鉄

89 阿井正典 ［1924 –198 3］ 果 1968 木

9 0 井上武吉 ［1930 –1997］ Question No.100-65 1965 真鍮

91 ケネス・アーミテージ  
［1916 –2002］ 訪問者たち 1961 ブロンズ

92 土谷武 ［1926 –2004］ 風 1977 コールテン鋼

93 建畠覚造 ［1919 –2006］ WAVING FIGURE-95 1989 合板、木、 
ウレタンコーティング

No. 作家名［生没年］ 作品名 制作年 技法 備考

 1 パブロ・ピカソ  
［1881–1973］ 牧神の面 1947 テラコッタ、エナメル

施釉

 2 北大路魯山人  
［188 3 –1959］ 筆硯精良図 194 4頃 紙本着彩

 3 北大路魯山人 水盤（白瓷盤） 制作年不詳 陶土

 4 北大路魯山人 水盤（信楽大平鉢） 制作年不詳 陶土

 5 北大路魯山人 信楽灰被大壺 1957 陶土、灰釉

 6 イサム・ノグチ  
［1904 –1988］

広島原爆慰霊碑のため
のマケット

1952 石膏、彩色

 7 イサム・ノグチ 鎌倉個展目録　 
レイアウトスケッチ

1952 鉛筆、水彩絵具、紙

 8 不詳 古備前大壺 制作年不詳 陶土

 9 辻晉堂 ［1910 –1981］ 迷盲 1957 テラコッタ

10 八木一夫 ［1918 –1979］ 作品 1963 陶土

11 浜田庄司 ［1894 –1978］ 角皿 制作年不詳 陶土

12 朝井閑右衛門 ［1901–198 3］ 三好達治大壷を見る 1960 油絵具、紙

13
向井良吉 ［1918 –2010］作 /
三雲祥之助 ［1902–1982］絵 鉢 制作年不詳 陶土

14 大和保男 ［1934 –］ 花瓶 1959 陶土

15 川村清雄 ［1852–1934］ 百合と桃 制作年不詳 油絵具、漆、板

16 川上邦世 ［1886 –1925］ 三味線弾き 1920頃 木

17 砂澤ビッキ ［1931–1989］ 午前三時の玩具 1988 木（クルミ、エリマキ）

「西洋陶磁展」会場  1954年 「今日の新人  1955年展」会場 
（向井良吉《アフリカの木》）1955年

「集団58野外彫刻展」ポスター  1957年 「ビュッフェ展」会場  1959年 
撮影：安田三郎  画像提供：鎌倉市中央図書館 近代史資料室

「集団58 野外彫刻展」前庭  1957年 「珍らしいやきもの展」会場  1958年   
撮影：安田三郎  画像提供：鎌倉市中央図書館 近代史資料室

「集団60野外彫刻展」会場  1960年 「中村彝とその友人展」会場  1964年「小山敬三・加藤栄三展」会場  1960年 
撮影：安田三郎  画像提供：鎌倉市中央図書館 近代史資料室

1951―
セザンヌ、ルノワール展  11.17–11.30
セザンヌ、ルノワール複製展  11.17–11.26
黒陶・彩陶展  11.27–12.25
ルオー「ミセレーレ」版画展  12.4 – 52 /1.15

1952―
藤川勇造展  1.3–1.31
第1回 佐伯祐三展  1.23–2.25
フランスから帰った日本現代陶磁展  2.15 – 3.31

福沢一郎・海老原喜之助展  3.10 – 4.10
写楽・歌麿展  4.8 – 5.5
近代フランス絵画展  4.12– 5.25
日本初期銅版画展  5.7– 6.2
中国古陶磁展  5.27–7.13
カーネギー国際美術展 日本出品作品展  6.3– 6.10
橋口五葉展  6.11– 6.27
小林清親展  6.28 –7.13
現代創作版画六人展－恩地・駒井・平塚・川西・斎藤・棟方－   

7.15 – 8.31
古代ガラス展；米英版画展  7.22– 9.7
第1回 神奈川県美術展  9.2– 9.21
ピカソ陶器と複製展  9.8 – 9.21
イサム・ノグチ展  9.23–10.26
表現派展  9.23–12.15
中央アジア展  11.1–12.4

1953―
クートー個展；現代ヨーロッパ版画展  1.1–2.22
第1回 児童生徒作品展  2.25 – 3.17
世界児童生徒作品展  2.25 – 3.10
日本風景画展  3.24 – 4.30
ヨーロッパ版画－ゴヤから現代まで－  5.3– 6.14
日本古陶磁展；亀倉雄策デザイン展  6.20 – 8.9
ヨーロッパ水彩・デッサン展－ドラクロワから現代まで－   

8.15 – 9.30
現代オランダ版画展  8.15 – 9.30
安井曾太郎・安田靫彦・三宅克己自薦展  10.7–11.25
中国古代金石拓本展  10.7–11.22
小出楢重・古賀春江展；山名文夫デザイン展  12.1– 54 /2.7

1954―
東洋静物画展  2.10 – 3.22

第2回 児童生徒作品展  3.25 – 4.4
ゴッホ複製展  3.25 – 4.30
鏑木清方回顧展  4.10 – 5.31
世界ポスター展  5.1– 5.31
西洋陶磁展  6.5 –7.25
ゴヤ版画展；抽象版画展  8.1-8.29
インド・ペルシャ・ミニアチュール展  9.10 –10.24
ロルジュ・モッテ展  10.30 –12.19
田辺至・中村岳陵・木下孝則自薦展  12.26 – 55 /2.6

1955―
現代ヨーロッパ彫刻小品と日本作家四人展  1.1–2.27
第 3回 児童生徒作品展  2.12–2.27
オリエント美術展；漢碑拓本展  3.5 – 4.17
現代イタリア美術展  4.26 – 6.12
世界のポスター展  6.2–7.29

世界ガラス展  6.18 –7.31
シェル美術賞展  8.4 – 8.13
中国彫刻展  8.6 – 9.25
荻須高徳展  10.1–10.21  11.4 –11.27
国体競技美術展  10.22–11.3
今日の新人・1955年展  12.3– 56 /1.15

1956―
有島生馬・山口蓬春自薦展  1.20 –2.15
第4回 児童生徒作品展  2.19 – 3.4
ほんもの・にせもの展  3.10 – 4.15
高畠達四郎・岡鹿之助展  4.21– 5.27
朝鮮古陶磁展  6.2–7.29
神奈川県文化史展－土器から開港以前まで－  8.4 – 9.16
高村光太郎・智恵子展覧会  9.21–11.4
最近の世界版画展  11.10 –12.9

小倉遊亀・高間惣七展  12.15 – 57/1.27

1957―
南蛮陶器展  1.20 – 3.31
第5回 児童生徒作品展  2.9 –2.17
須田国太郎・北川民次展  2.23– 3.31
カラコラム展  4.6 – 5.12
日本の現代版画展  4.6 – 5.12
ピカソ版画展  5.18 –7.7
安井曾太郎・水彩・デッサン展  7.13– 8.11
現代日本版画展－ユーゴスラヴィアにいく－  8.17– 9.8
世界の壺展  9.15–10.20
ユーゴスラヴィア中世壁画展  10.26 –11.24
近代工芸の百年展－幕末より現代まで－  11.30 – 58 /1.19
集団58 野外彫刻展  12.1-58 /4.30

1958―
伊東深水・中村琢二展  1.26 – 3.2
ほんものと伝展  3.15 – 4.20
島崎雞二・松本竣介展  4.26 – 5.25
珍らしいやきもの展  6.1–7.20
現代ヨーロッパ版画展；シェル美術賞展  7.26 – 8.10
第6回 児童生徒作品展  8.16 – 8.24
アンドレ・マッソン版画展  9.5 – 9.28
川口軌外・脇田和展  10.5 –11.23
木内克彫刻展  10.5 – 59 /3.31
太田聴雨回顧展  11.30 – 59 /1.8

1959―
スペインにいく現代日本版画展  1.24 –2.15
ビュッフェ展  2.19 – 4.12
柳原義達・辻晉堂展  4.21–12.13

日本の都市展  4.21– 5.24
宋磁名作展  5.31–7.19
村井正誠･山口薫展  7.25 – 8.30
日本の原始美術展；アフリカの仮面展  9.5 –10.11
シェル美術賞展  10.16 –10.25
野口弥太郎・鳥海青児展  11.1–12.20

1960―
小山敬三・加藤栄三展  1.1–2.14
第7回 児童生徒作品展  2.20 –2.28
現代オーストリア版画展  3.5 – 4.3
日本南画名作展  4.10 – 5.5
東洋古陶磁名品展  5.12– 6.19
集団60 野外彫刻展  6.1–10.31
新収蔵作品展  6.25 –7.10
現代メキシコ版画展  7.16 – 8.14

第 8回 児童生徒作品展  8.20 – 8.28
シェル美術賞展  9.2– 9.11
前田寛治展  9.17–11.6
円空上人彫刻展  11.13– 61/1.15

1961―
フリードランデル・浜口陽三・南桂子版画展  1.21– 3.21
明治初期洋画展  3.26 – 4.23
日本の南画展  5.21– 6.18
マッシモ・カンピーリ版画展  5.25 –7.23
忘れられた三人の画家展  飯田操朗・今西中通・森有材   

6.25 –7.27
加藤顕清彫刻展  6.25-7.23
日本のくろいやきもの展－古備前・古丹波・古常滑   

7.29 – 9.3
現代イタリア美術展－十周年記念展のひとつとして   

9.9 –10.29

鎌倉近代美術館の十年展  11.3–12.24

1962―
近代美術館収蔵品展  1.1–1.15
現代ヨーロッパ版画展  1.21– 3.4
第9回 児童生徒作品展  3.7– 3.13
森芳雄・麻生三郎展  3.17– 5.6
棟方志功屏風絵展  5.12– 5.27
日本の南画展（第 3回）  6.3–7.1
萬鉄五郎展  7.8 – 9.16
チャドウィック、アーミテージ彫刻展  8.5 – 9.20
日本にあるパウル・クレー展  9.8 – 9.16
ハンス・エルニー展－スイスの世界的なグラフィックデザイ
ナー   9.23–10.28

大正期の洋画展  11.3–12.16
鎌倉近代美術館所蔵品展  12.20 – 63 /1.27

1963―
第10回 児童生徒作品展  2.3–2.17
阿部コレクション中国美術展  2.23– 3.31
小川芋銭・森田恒友展  4.6 – 5.19
堀内正和彫刻展  4.6 – 9.1
その後の円空彫刻展  5.26 – 6.30
 6人の作家展  7.7– 9.8
上村松篁・福田豊四郎展  9.14 –11.3
中国宋代陶枕展；綏遠銅器小片展  11.10 –12.15
昭和初期洋画展  12.22– 64 /2.16

1964―
第11回 児童生徒作品展  2.22– 3.8
ロヴィス・コリント展－近代ドイツの巨匠－  3.15 – 4.19
高橋由一展  4.26 – 6.7
内田コレクション・ガラス絵展  6.13–7.26

横浜絵展  6.13–7.19
日本初期南画展；併陳 墨竹の名手蔵沢  8.2– 9.13
戦後の現代日本美術展  9.20 –11.8
山鹿市の神納紙器展  9.20 –10.18
中村彝とその友人展  11.15 – 65 /1.24

1965―
司馬江漢とその時代展  1.31– 3.7
第12回 児童生徒作品展  3.13– 3.28
三岸好太郎展  4.3– 5.16
近代日本デッサン・水彩展  5.23–7.4
九州古陶磁展；鳥海青児デッサン・水彩展  7.11– 8.22
平福百穂父子展  8.29 –10.17
木喰上人の彫刻展  10.24 – 66 /1.5

＊ 1951年から2015年までに開催した展覧会のうち、一部の会場 
風景をデジタルスライド上映します。 （映像制作：Todoroki_ lab.）

「佐伯祐三展」ポスター  1952年 「カラコラム展」ポスター  1957年 「ピカソ版画展」ポスター  1957年 「萬鉄五郎展」ポスター  1962年 「ハンス・エルニー展」ポスター  1962年
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