
№ 作者 作品名 制作年 技法 展示場所

1 松本 竣介 風景（枯れ木のある風景） 昭和12年(1937) 鉛筆、ペン、コンテ 入口ケース

2 中村 彝 静物 大正2年(1913) 油彩

3 岡田 三郎助 風景 不詳 油彩

4 中川 八郎 風景（海） 不詳 油彩

5 坂本 繁二郎 牛頭 大正8年(1919) コンテ

6 前田 寛治 少年の肖像 大正14年(1925) 油彩

7 萬 鐵五郎 土偶 不詳 油彩

8 椿 貞雄 静物 不詳 油彩

9 椿 貞雄 外国婦人像 パリにて 昭和8年(1932) 水彩

10 小野 幸吉 ランプのある静物Ｃ 昭和2年(1927) 油彩

11 熊岡 美彦 裸婦 昭和4年(1929) 油彩

12 長谷川 利行 少女像（山根の女） 昭和4年(1929) 油彩

13 長谷川 利行 隅田川風景 昭和12年(1937) 油彩

14 宮本 三郎 頬杖を突く女 昭和5年(1930) 油彩

15 宮本 三郎 女優 不詳 油彩

16 寺内 萬治郎 裸婦 不詳 油彩

17 里見 勝蔵 裸婦 不詳 油彩

18 林 武 少女 不詳 パステル、コンテ

19 林 武 少女 不詳 パステル

20 野田 英夫 踊子 昭和10年(1935) 水彩

21 北川 民次 風景 昭和11年(1936) 水彩

22 鈴木 亜夫 競馬 昭和12年(1937) 油彩

23 内田 巌 裸婦 昭和13年(1938) 油彩

24 朝井 閑右衛門 ドン・キホーテ 不詳 油彩

25 田村 孝之介 フランス人形 不詳 油彩

26 鳥海 青児 アルジェリヤ風景 不詳 油彩

27 国吉 康雄 横たわる裸婦 不詳 鉛筆

28 曽宮 一念 黒神 不詳 水彩

29 松本 竣介 婦人像 昭和20年(1945) 水彩

30 松本 竣介 風景（ビルのある風景） 不詳 油彩

31 熊谷 守一 鬼怒川 昭和23年(1948) 油彩

32 山口 薫 柿 不詳 油彩

33 麻生 三郎 花 昭和32年(1957) 油彩

34 佐藤 忠良 粧い 不詳 ブロンズ 中央ケース
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35 棟方 志功 タネサシ 昭和33年(1958) 油彩

36 森 芳雄 誕生 不詳 油彩

37 香月 泰男 運ぶ人 不詳 油彩

38 糸園 和三郎 雨の朝 不詳 油彩

39 三岸 節子 花（大磯にて） 昭和59年(1984) 油彩

40 桜井 浜江 陽 不詳 油彩 南ケース

41 松田 正平 鯉のぼり 不詳 パステル

42 東郷 青児 ばらの花 不詳 水彩

43 瑛九 会話する家 昭和29年(1954) フォトデッサン

44 瑛九 窓 不詳 フォトデッサン

45 山道栄助 裸婦 昭和28年(1953) ガラス絵

46 山道栄助 壺 不詳 ガラス絵

47 小磯良平 人形 不詳 メゾチント

48 舟越 保武 婦人像 不詳 ブロンズ 中央ケース

※出品作品は全て本間美術館の収蔵品です
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会期：令和4年　１/8（土）～  2/14（月）
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※出品作品が変更される場合がございます


