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豊田市美術館│2012 年度 第Ⅲ期常設展 
 
展示室5 

作家 作品 制作年 技法､素材 寸法 

エゴン・シーレ 
カール･グリュンヴァ

ルトの肖像 
1917年 

油彩、 

カンヴァス 
140.7×110.2cm 

アルトゥーロ・マル

ティーニ 
少年のトルソ 

1928年  

(1950年頃 

鋳造) 

ブロンズ 77.2×36.7×21.8cm 

岸田 劉生 横臥裸婦 1913年 
油彩、 

カンヴァス 
45.5×53.0cm 

ルネ・マグリット 無謀な企て 1928年 
油彩、 

カンヴァス 
116.0×81.1cm 

マリノ・マリーニ 若い女 

1938年 

(1985年 

鋳造) 

ブロンズ 154.5×44.5×34.0cm 

マリノ・マリーニ ポモナのための習作 1941年 
鉛筆、 

インク、紙 
27.5×35.0cm 

ヘンリー・ムア 彫刻のための習作 1953-55年頃 
チョーク、鉛筆、水

彩、紙 
25.5×43.2cm 

アルベルト・ジャコ

メッティ 
ディエゴの胸像 1954年 ブロンズ 39.5×33.0×19.0cm 

辻 晉堂 坐像 1952年 石膏 63.0×48.0×50.0cm 

フランシス・ベーコ

ン 
スフィンクス 1954年 

油彩、 

カンヴァス 
151.0×116.0cm 

加藤 泉 Untitled 2002年 
油彩、 

カンヴァス 

各：194.0×130.3cm 

(2 点組) 

横山 大観 達磨 1907年 
膠彩、 

絹布 
148.2×57.2cm 

横山 大観 月明 1909年頃 
膠彩、 

墨、絹布 
119.2×41.2cm 

今村 紫紅 秋風五丈原 1907年 
膠彩、 

絹布 
165.0×112.4cm 

速水 御舟 夕陽 1913年 
膠彩、 

絹布 
57.7×41.7cm 

棟方 志功 釈迦出山図 制作年不詳 
墨、 

彩色、紙 
131.3×33.5cm 
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棟方 志功 明王図 制作年不詳 
墨、 

彩色、紙 
69.0×33.0cm 

中村 正義 老子散策之図 1974年 
墨、 

膠彩、紙 
40.0×63.3cm 

アン・ハミルトン アレフ 1993年 
ヴィデオ、 ＬＣＤス

クリーン 
8.9×11.4cm 

 

 

展示室 6 
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小堀 四郎 ツゥｰルの朝 1928年 油彩、カンヴァス 50.0×60.8cm 

小堀 四郎 パリ郊外 1929年 油彩、カンヴァス 46.2×53.7cm 

小堀 四郎 イタリアの少年 1929年 油彩、カンヴァス 117.0×64.5cm 

小堀 四郎 
厨房 (アトリエの一

隅) 
1931年 

油彩、 

カンヴァスボード 
55.0×46.1cm 

小堀 四郎 アトリエにて 1931年 油彩、カンヴァス 73.5×54.2cm 

小堀 四郎 バロｰ街の夕暮れ 1932年 油彩、カンヴァス 114.0×162.5cm 

小堀 四郎 赤衣の女 1932年 油彩、カンヴァス 45.5×38.0cm 

小堀 四郎 秋の星 1953年 
油彩、 

カンヴァスボード 
41.0×53.0cm 

小堀 四郎 雑木林 1983年 水彩、紙 36.1×24.9cm 

小堀 四郎 暮色 1990年 パステル、紙 33.1×42.4cm 

小堀 四郎 
イタリア フィレンツ

ェにて 
1933年 

油彩、 

カンヴァスボード 
18.5×23.8cm 

 

 

展示室 7 
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宮脇 晴 柿 1929年頃 油彩、カンヴァス 37.9×45.5cm 

宮脇 晴 ドローイング436 1918年 鉛筆、紙 23.9×31.1cm 

宮脇 晴 
ドローイング603 

〔林檎と蜜柑〕 
制作年不詳 水彩、紙 18.2×26.0cm 

宮脇 晴 ドローイング1442 制作年不詳 コンテ、水彩、紙 26.0×36.4cm 

宮脇 晴 ドローイング1703 制作年不詳 水彩、紙 25.6×35.6cm 

宮脇 晴 ドローイング2802 1950年 水彩、コンテ、紙 25.8×36.5cm 

宮脇 晴 ドローイング2803 1950年 パステル、紙 25.8×36.5cm 

宮脇 晴 
ドローイング2804-

Ａ 
1950年 パステル、紙 36.5×25.8cm 
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宮脇 晴 ドローイング3265 制作年不詳 水彩、紙 26.9×38.5cm 

宮脇 綾子 

思い出の布 

(ちりめん百柿文様衝

立) 

1969年 アプリケ、布 90.3×83.3cm 

宮脇 綾子 枝のついた柿 1979年 アプリケ、布 36.0×59.5cm 

宮脇 綾子 奈良の柿 1964年 アプリケ 29.2×24.0cm 

宮脇 綾子 柿 1948年 アプリケ 24.2×29.2cm 

宮脇 綾子 干柿 1955年 アプリケ 59.3×89.5cm 

宮脇 綾子 柿をついばむ雀 1961年 アプリケ 27.6×24.6cm 

宮脇 綾子 干柿 1986年 紙 43.2×38.5cm 

宮脇 綾子 さんまと干柿 1963年 アプリケ 34.0×51.3cm 

宮脇 綾子 干柿 のれん 1973年 アプリケ 94.0×62.0cm 

宮脇 綾子 木綿藍型染干柿 制作年不詳 アプリケ 28.7×18.1cm 

宮脇 綾子 木綿縞乾柿型集 制作年不詳 アプリケ  

 


