徳島県立近代美術館 所蔵作品展リスト

徳島のコレクション 2022年度 第1期
2022年4月16日[土] — 7月3日[日]
国内作家は五十音順、国外作家はアルファベット順です。
作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法（cm）。平面作品の寸法は縦×
横。立体作品の寸法は高さ×幅×奥行きを原則とし、一部h.（高さ）で表したものがあります。
版画の寸法は原則としてイメージ・サイズですが、†が付されたものはシート・サイズです。
会期中、展示替えを行います。*aを付したものは5月22日（日）まで、*bを付したものは5月24日
（火）から展示します。なお、都合により出品作品が変更になる場合があります。

■20世紀の人間像
靉嘔

木下孝則

Time to Fly

婦人像

1970年 油彩 キャンバス 242.0×182.0

青木千絵
BODY 08-1

不詳 油彩 キャンバス 41.2×27.0 [八田紀子氏寄贈]

鳥海青児
ブラインドを降す男

2008年 漆、麻布、発泡スチロール 317.0×50.0×55.0

石内都
「25 MAR 1916」#1

1959年 油彩 キャンバス 99.2×73.3

椿貞雄
弟茂雄像

2000年 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0 *a

「25 MAR 1916」#2
2000年 ゼラチンシルバープリント 38.0×27.0 *a

「25 MAR 1916」#3

1915年 油彩 板 45.5×33.4

中本達也
母子
1957年 油彩 キャンバス 60.4×78.4

2000年 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0 *b

「25 MAR 1916」#4
2000年 ゼラチンシルバープリント 27.0×38.0 *b

「25 MAR 1916」#7

奈良美智
UNTITLED（BROKEN TREASURE）
1995年 アクリル キャンバス 150.0×150.0

2000年 ゼラチンシルバープリント 108.0×74.0 *a

「25 MAR 1916」#10
2000年 ゼラチンシルバープリント 108.0×74.0 *a

「25 MAR 1916」#11

林武
女の顔
1926-36年 油彩 キャンバス 53.4×33.5

2000年 ゼラチンシルバープリント 108.0×74.0 *b

「25 MAR 1916」#12
2000年 ゼラチンシルバープリント 108.0×74.0 *b

藤松博
人・街
1962年 油彩 キャンバス 162.0×130.0

大沢昌助
書きものをする娘
1957年 油彩 キャンバス 100.0×72.7

村井正誠
あるきだす人
1965年 油彩 キャンバス 162.1×130.4

荻原守衛
労働者
1909年 ブロンズ h.107.0

金田実生

森口宏一
私（立像）
1999年 ブロンズ アクリル板 182.0×49.0×38.0
[森口まどか氏、森口ゆたか氏寄贈]

真実の肌ざわり
2004年 油彩 キャンバス 53.5×53.5

安井曾太郎
宇佐美氏像
1943-45年 油彩 キャンバス 71.7×59.5

ケネス・アーミテジ
降りていく人

■現代版画 李禹煥(リ・ウー＝ファン)
4月16日(土) ― 5月8日(日)

1973-76年 アルミニウム 44.1×11.5×21.5

リ・ウー＝ファン（李禹煥）
アンソニー・カロ
テーブル・ピース Y-90 “チェアパーソン”
1986-87年 錆びた鋼、彩色、ワックス 104.0×71.0×63.5

版画集〈石版画集 点より 線より〉1. 点より1
1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集 点より 線より〉2. 点より2
1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

チャック・クロース
マルタ／フィンガーペインティング／ホワイト
1986年 油性インク、アクリル絵具 キャンバス 61.2×51.2

ジャン・デュビュッフェ
熱血漢
1955年 油彩 キャンバス 65.0×50.5

版画集〈石版画集 点より 線より〉3. 点より3
1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集 点より 線より〉4. 点より4
1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集 点より 線より〉5. 線より1
1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集 点より 線より〉6. 線より2
アルベルト・ジャコメッティ
女性立像
1952年 ブロンズ 49.0×9.5×17.0

1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集 点より 線より〉7. 線より3
1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈石版画集 点より 線より〉8. 線より4
アレックス・カッツ
〈エイダ、4つの姿〉1
1979-80年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2 *a†

〈エイダ、4つの姿〉2
1979-80年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2 *b†

〈エイダ、4つの姿〉3
1979-80年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2 *b†

〈エイダ、4つの姿〉4
1979-80年 リトグラフ、シルクスクリーン 紙 76.2×57.2 *a†

1977年 リトグラフ 紙 40.0×54.0

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉1. 廃墟へ1
1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉2. 廃墟へ2
1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉3. 廃墟へ3
1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉4. 廃墟へ4
1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉5. 廃墟へ5
パウル・クレー
子供と伯母
1937年 油彩 石膏、ジュート 72.0×53.0

ヴィルヘルム・レームブルック

1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉6. 廃墟へ6
1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

版画集〈銅版画集 廃墟へ〉7. 廃墟へ7
1986年 ドライポイント 紙 49.5×39.3

ザリー・ファルクの肖像
1916年 石膏、着彩 36.8×22.8×19.0

ジュール・パスキン

■現代版画 元永定正
5月10日(火) ― 6月5日(日)

下着の裸婦
1926年 油彩 キャンバス 92.0×73.0

ジョージ・シーガル
タイルの壁にもたれる東洋の女
1982年 紙 81.5×42.5×24.0

肖像：ヘレンII（芸術家の妻）
1987年 アクアチント、ソフトグラウンド・エッチング、ドライポイント 紙
126.3×99.1 *a

肖像：ヘレンIII（芸術家の妻）
1987年 アクアチント、ソフトフラウンド・エッチング、ドライポイント 紙
127.1×98.9 *b

元永定正
しろいひかりがでているみたい
1977年 シルクスクリーン 紙 61.0×47.0

オレンジの中で
1977年 シルクスクリーン 紙 47.0×61.0

いいろろ
1977年 シルクスクリーン 紙 47.0×61.0

しろいせんから
1979年 シルクスクリーン 紙 45.0×60.0

まるいみどりは
1979年 シルクスクリーン 紙 47.0×33.0

おれんじのかたち

■徳島ゆかりの美術

1979年 シルクスクリーン 紙 33.0×47.0

あかしろくろ
1979年 シルクスクリーン 紙 33.0×47.0

さいしょはぐりいん

石丸一
瓶
1950年代 油彩 キャンバス 71.0×59.0 [浦上麗氏寄贈]

1979年 シルクスクリーン 紙 31.0×45.0

ぐれいのかたち
1980年 シルクスクリーン 紙 63.0×98.0†

のびるしろ
1981年 シルクスクリーン 紙 36.0×57.0

しろいせんのあみめから
1981年 シルクスクリーン 紙 55.0×38.0

いろのけむりがでているみたい
1984年 シルクスクリーン 紙 46.0×65.2

かさねいろだま
1984年 シルクスクリーン 紙 66.0×46.0

伊原宇三郎
椅子とテーブル
1915-16年 油彩 キャンバス 32.8×45.5

白い壺のある静物
1927-28年 油彩 キャンバス 73.3×91.2

窓際の静物
1927-1928年頃 油彩 キャンバス 60.0×73.1

河野太郎
阿波の木偶
1973年 油彩 キャンバス 50.1×60.8

せのひくいおれんじはまんなかあたり
1984年 シルクスクリーン 紙 46.0×66.0

ぎざぎざのなかのきいろ
1986年 シルクスクリーン 紙 65.0×46.0

清原重以知
人形のある静物
不詳 油彩 キャンバス 50.3×60.7 [清原美弥子氏寄贈]

パイプのある静物

■現代版画 中林忠良
6月7日(火) ― 7月3日(日)

不詳 油彩 キャンバス 60.8×73.1 [清原美弥子氏寄贈]

果ら
1920年 油彩 キャンバス 91.8×91.4

中林忠良
囚われる日々 I
1974年 エッチング、メゾチント、アクアチント 紙 45.3×56.5

囚われる日々 V

緑の皿のある静物
1932年 油彩 キャンバス 49.8×60.6 [清原喜枝子氏寄贈]

牡丹
1942年頃 油彩 キャンバス 60.6×72.8

1974年 エッチング、アクアチント 紙 45.3×56.5

Position '77-1
1977年 エッチング、アクアチント 紙 44.8×56.5

Position '77-9
1977年 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

Position '77-10
1977年 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

Position '78-1 枝
1978年 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

Transposition－転位－1
1979年 エッチング、アクアチント 紙 49.6×49.6

Position '80・腐食II
1980年 エッチング、アクアチント 紙 44.8×65.4

転位 '82－地－ VI（夏）
1982年 エッチング、メゾチント 紙他 56.5×49.0†

久米福衛
甘鯛
1940年代 油彩 キャンバス 38.0×45.5 [山本壽氏寄贈]

わたり蟹とかます
1940年代 油彩 キャンバス 32.0×40.8 [山本壽氏寄贈]

谷口董美
阿波人形 三番叟
1940年 木版 紙 27.3×21.2 *b [谷口幸枝氏寄贈]

首人形と手箱
1942年 木版 紙 24.7×33.5 *a [谷口幸枝氏寄贈]

吹田文明
もつれた紐
1964年 木版 紙 90.6×61.4 *a

転位 '83－地－ VIII
1983年 エッチング 紙 56.5×49.2†

赤い紐 I
1964年 木版 紙 90.3×60.6 *a

転位 '85－地－ III
1985年 エッチング、アクアチント 紙 57.0×40.0†

僕のワイン・レッドの手編のセーター
2008年 木版 紙 90.0×60.5 *b [作家寄贈]

転位 '86－地－ II
1986年 エッチング、アクアチント 紙 62.5×50.5†

僕はNOネクタイ
2010年 木版 紙 90.0×60.0 *b [作家寄贈]

転位 '86－地－ III
1986年 エッチング、アクアチント 紙 56.4×49.0†

三宅克己
花と花瓶
不詳 水彩 紙 33.3×24.2 *a

■彫刻の小径
田中昇
森の風

森堯之
梅紋の食器と盆
1941年 油彩 板 32.0×41.0 [増田紀代子氏寄託]

花と蝶
1941年 油彩 板 41.4×32.2 [寄贈作品]

守住勇魚
急須と湯呑
明治期 油彩 紙 26.0×35.5 *a

急須
明治期 油彩 紙 25.3×31.8 *b

本のある静物
1889年頃 油彩 紙 21.5×26.5 *b

■美術館ロビー
堀内正和
箱は空にかえってゆく
1966年 ブロンズ 86.0×36.0×36.0

ジョナサン・ボロフスキー
スチール・ヘッド
1986年 鉄 265.5×315.0×29.2

ヘンリー・ムーア
着衣の横たわる母と子
1983年 ブロンズ 138.5×265.5×147.0

■屋外展示場
淀井敏夫
渚
1978年 ブロンズ 164.0×50.0×120.0

フェルナンド・ボテロ
アダムとイヴ
1981年 ブロンズ左（イヴ）：217.0×92.0×79.0、右（アダ
ム）：219.0×108.0×65.0

リン・チャドウィック
腰をかける人
1979-80年 ブロンズ 左（女）：193.0×94.0×142.0、右（男）：
180.0×84.0×122.0

イサム・ノグチ
オドリコ
1984年 安山岩 121.0×65.0×30.0

ジョージ・シーガル
ベンチに座るサングラスの女
1983年 ブロンズ、その他 130.0×152.0×81.0

1990年 御影石 h.300.0

速水史朗
四国三郎
1990年 黒御影石 260.0×280.0×160.0

道北英治
かけらたち（大地のなかま）
1991年 花崗岩 252.0×363.0×200.0

山口牧生
四角い形D
1989年 黒御影石、ベンガラ 45.0×115.0×70.0

