
会期:平成30年4月21日(土)～5月20日(日)
会場：金沢21世紀美術館

市民ギャラリーA

※⦿＝国宝、◎＝重文、○＝重美、□＝県文

No 区分 作品名 時代 所蔵者

1 風神雷神図　棟方志功筆 昭和・二十世紀

2 鏡獅子　平櫛田中作 昭和四七年・一九七二年

3 石山切　伊勢集断簡　伝藤原公任筆　 平安時代・十二世紀

4 古九谷色絵網干蓮弁文大皿 江戸時代・十七世紀

5 鍋島色絵椿文中皿 江戸時代・十七～十八世紀

6 色絵鳳凰文大皿　初代徳田八十吉作 昭和・二十世紀 大京コレクション

7 耀彩大皿　銘 始原　三代徳田八十吉作 平成・二十一世紀 小松市立博物館

8 法花人物文大花入 明時代・十六世紀

9 金襴手瓢形大花入 明時代・十六世紀

10 ○ 砧青磁筍花入 南宋時代・十三世紀

11 青磁竹節耳付花入 明時代・十六世紀

12 萬暦赤絵龍文水指 萬暦年間（一五七三～一六二〇）

13 色絵竜田川図透鉢　尾形乾山作 江戸時代・十八世紀 慈照寺

14 古九谷色絵花鳥図手鉢 江戸時代・十七世紀

15 吉田屋蘭亭曲水図大皿 江戸時代・十九世紀

16 八ツ橋図茶箱　五十嵐道甫作 江戸時代・十七～十八世紀

17 秋草蒔絵十種香箱　五十嵐道甫作 江戸時代・十七～十八世紀

18 加賀友禅振袖　銘 花の園　木村雨山作 昭和・二〇世紀 加賀染雷鳥会

19 ポ・プリ（飾り壷）　マイセン ドイツ・十九世紀 金沢美術工芸大学

20 白髪一雄　リトグラフ　國芳・江漢・蕪村・近松・遠州・永徳 平成二年　一九九〇年 金沢美術工芸大学

21 月光波涛図　四曲一双屏風　加山又造筆 昭和五四年・一九七九年 イセ文化基金

22 裸婦　柳原義達筆 昭和五四年・一九七九年 金沢美術工芸大学

23
24
25

「塔」「愛」「幻」　井上有一筆 昭和・二十世紀

アンセル・アダムス　写真作品六点

26 Oak Tree,Snow Storm,Yosemite National Park,California,1948 アメリカ合衆国・一九四八年 金沢美術工芸大学

27 White Branches,Mono Lake,California,1950 アメリカ合衆国・一九五〇年 金沢美術工芸大学

28 Tenaya Creek,Dogwood,Rain,c.1948 Yosemite Special Edition Print アメリカ合衆国・一九五九年頃 金沢美術工芸大学

29 Moonrise from Glacier Point,c.1959 Yosemite Special Edition Print アメリカ合衆国・一九四六年頃 金沢美術工芸大学

30 Lake Tenaya,Yosemite,c.1946 Yosemite Special Edition Print アメリカ合衆国・一九四六年頃 金沢美術工芸大学

31 Moon and Half dome,1960 Yosemite Special Edition Print アメリカ合衆国・一九六〇年 金沢美術工芸大学

32 ロス・カプリチョス（気まぐれ）　フランシスコ・デ・ゴヤ スペイン・一七九九年 金沢美術工芸大学

33 漆彫松に鷹図　前大峰作 昭和・二十世紀

34 黒楽茶碗　銘 井筒　長次郎作 桃山時代・十六世紀

35 黒楽茶碗　銘 朝日　楽 道入作 江戸時代・十七世紀

36 黒楽茶碗　銘 末広　本阿弥光悦作 江戸時代・十七世紀

37 黒楽茶碗　銘 金毛　楽 一入作 江戸時代・十七世紀

38 黒釉刻花牡丹唐草文梅瓶　磁州窯 北宋時代・１１～１２世紀 イセ文化基金

39 白磁印花柘榴唐草文碗　定窯 金時代・１２～１３世紀 イセ文化基金

40 志野葡萄文平鉢 桃山時代・１６～１７世紀 イセ文化基金

41 銹絵絵替長角皿　十客　尾形乾山作 江戸時代　十八世紀

42 裸女達に捧ぐ　宮本三郎筆 昭和四四年・一九六九年 石川県立美術館

43 ギター弾き　鴨居玲筆 昭和　二十世紀 金沢美術工芸大学

44 婦人像　鴨居玲筆 昭和・二十世紀 金沢美術工芸大学

45 廃兵　鴨居玲筆 昭和四八年・一九七三 金沢美術工芸大学

金沢美術倶楽部100周年記念

　「美のチカラ　～POWER OF ART～」展出品作品
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第３章　チカラ
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※⦿＝国宝、◎＝重文、○＝重美、□＝県文

No 区分 作品名 時代 所蔵者

46 あのね　鴨居玲筆 昭和・二十世紀 金沢美術工芸大学

47 Bar　鴨居玲筆 昭和四三年・一九六八年 金沢美術工芸大学

48 酔い候え　鴨居玲筆 昭和・二十世紀 金沢美術工芸大学

49 白糸威二枚胴具足　加州住雲海作 江戸時代・十七～十八世紀 石川県立歴史博物館

50 十文字槍　加州住清光作 安政四年・一八五七年

51 刀　加州住藤原景平作　 江戸時代・十七世紀

52 刀　加州住兼若又助作　 江戸時代・十七世紀

53 七宝文象嵌鐙　加州住永國作 江戸時代・十八世紀

54 菊唐草文象嵌鐙　加州住勝木氏喜作 江戸時代・十八世紀

55 伊賀耳付花入　銘 林和靖 桃山時代・十六～十七世紀

56 信楽胴締鍔口花入 桃山時代・十六～十七世紀 北陸大学

57 信楽三角花入 桃山時代　十六～十七世紀

58 絵唐津耳付花入 桃山時代・十六～十七世紀 イセ文化基金

59 黄瀬戸茶碗　銘 朝比奈 桃山時代・十六～十七世紀 北陸大学

60 瀬戸黒茶碗　銘 曽我五郎 桃山時代　十六～十七世紀 北陸大学

61 志野草花文茶碗 桃山時代・十六～十七世紀

62 鼠志野茶碗　銘 富士 桃山時代・十六～十七世紀 北陸大学

63 黒織部梅文彫沓茶碗 桃山時代・十六～十七世紀

64 瀑布図　狩野探幽筆 江戸時代・十七世紀 北陸大学

65
文殊菩薩の柵（板画）
普賢菩薩の柵（板画）　棟方志功作

昭和・二十世紀

66 青銅饕餮文双耳壷 殷時代・紀元前十二～十三世紀 イセ文化基金

67 埴輪　壺を持つ巫女 古墳時代　五～六世紀

68 鏡獅子試作裸形　平櫛田中作 昭和四〇年以前・一九六五年以前 井原市立田中美術館

69 歩く男　オーギュスト・ロダン作 フランス　一九世紀末頃 金沢美術工芸大学

70 黒人の女　柳原義達作 昭和・二十世紀 金沢美術工芸大学

71
72

酒仙童子　藪内佐斗司作　二体 平成六年・一九九四年

73 闘鶏　長谷川八十作 昭和・二十世紀 金沢美術工芸大学

74 遮光器土偶 縄文時代・紀元前七～九世紀

75 加彩女俑 唐時代・八世紀 イセ文化基金

76 狗子図　俵屋宗達筆 江戸時代・十七世紀

77 童子図　俵屋宗達筆 江戸時代・十七世紀 石川県立美術館

78 鹿紅葉図衝立　尾形光琳筆 江戸時代・十八世紀

79 色絵牛図茶壺　野々村仁清作 江戸時代・十七世紀 福井県立美術館

80 色絵梅図香炉　野々村仁清作 江戸時代・十七世紀 梅澤記念館

81 色絵牡丹図香炉　野々村仁清作 江戸時代・十七世紀

82 古九谷色絵唐草文輪形瓶 江戸時代　十七世紀

83 祥瑞瑠璃雀香合 明時代・十七世紀 北陸大学

84 銹絵鶏香合　野々村仁清作 江戸時代・十七世紀

85 阿蘭陀白雁香合 オランダ・十七世紀

86 銹絵染付槍梅文香合　尾形乾山作 江戸時代・十八世紀 イセ文化基金

87 黒楽瓢箪香合　本阿弥光悦作 江戸時代・十七世紀 北陸大学

88 黒釉烏香炉　初代大樋長左衛門作 江戸時代・十七世紀 大樋美術館

89 石龍　ピエール・セカリ フランス・一九八八年 金沢美術工芸大学

第４章　静と動

第５章　愛らし
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