
やま・かわ・やまがた─風景をみつめた画家たち
 2020年10月9日─11月1日 山形美術館

番号   作   者 　生没年 作　  　  品　　    名 制作年 　材質 　技法 サイズ[タテxヨコ] cm　出品歴など

やま

1 鈴木蘭涯 1859-1917 駿河北山所見(富士山真景図) 紙本 淡彩 80.2x540

2 川端龍子 1885-1966 月山桜 1952 絹本 着色 90.9x106.1

3 地主悌助 1889-1975 月山 1932 カンバス 油彩 58×80

4 渡辺義一 1893-1966 蔵王山麓 1948 紙 水彩 73×103 第4回日本美術展覧会

5 渡辺義一 1893-1966 早春雪景(蔵王村) 1957 紙 水彩 77.0x97.0

6 高嶋祥光 1894-1987 月山々頂 1966頃 紙本 着色 89.0x164.0

7 奈良村正史 1900-1983 盃山秋景 1928 カンバス 油彩 49.9x60.5

8 奈良村正史 1900-1983 蔵王山風景 1964 カンバス 油彩 91×116

9 牧野柿五郎 1900-1986 さかさ富士 1968 カンバス 油彩 72.8x91.0

10 奥山儀八郎 1907-1981 朝日渓谷 1976 紙 木版 48.6×36.5

11 奥山儀八郎 1907-1981 樹氷蔵王 1973 紙 木版 36.4×48.3

12 菅野矢一 1907-1991 蔵王 1960年代 カンバス 油彩 91.0×116.4

13 菅野矢一 1907-1991 蔵王 1983 カンバス 油彩 112.1×193.9

14 桜井浜江 1908-2007 富嶽 2002 カンバス 油彩 194.0x259.0

15 小松恒太郎 1910-1990 噴火口 1966 カンバス 油彩 162×130 第34回独立展

16 結城天童 1913-2011 雪の山寺 1985 紙本 着色 146.0x112.0

17 今野忠一 1915-2006 火山湖 1963 紙本 着色　二曲一隻屏風 180×119.2 第48回院展

18 柏倉清助 1926-2018 夏・飯豊(小国) 1989 カンバス 油彩 130.0x162.0 第21回日展 特選

19 前田春治 1930-2005 蔵王熊野岳とお釡 1975 カンバス 油彩 91.0x117.0

20 前田春治 1930-2005 ろばの耳・五色岳 1980 紙 パステル 72.5x90.5

21 前田春治 1930-2005 立雲月山 1986 カンバス 油彩 73.0x91.0

22 木嶋正吾 1953- 零度ZAO 95-2 1995 パネル アクリル絵具、金属 181.8×227.3 未来のノスタルジー─山形・同時代作家展

かわ

23 金山平三 1883-1964 山仕事の帰り 1942 カンバス 油彩 40.9×60.6

24 小松 均 1902-1989 最上川源流(源流・長井付近その1・長井付近その2) 1970 紙本 墨画淡彩 各 94×370 第55回院展

25 真下慶治 1914-1993 最上川浅春 1944 カンバス 油彩 72.7×116.7 文部省戦時特別美術展

26 真下慶治 1914-1993 最上川・霙 1967 カンバス 油彩 112.1x145.5 第10回日展 菊華賞

27 真下慶治 1914-1993 雪の最上川(大淀) 1985 カンバス 油彩 96.0x145.0

28 真下慶治 1914-1993 雪の最上川(猿羽根峠より) 1990 カンバス 油彩 130.3x162.0
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うみ

29 小塚義一郎 1888-1973 今泉海岸(荘内) 1931 カンバス 油彩 45.5×60.6

30 布施信太郎 1899-1965 湯ノ浜海岸 カンバス 油彩 45.0x52.8

31 土井栄 1916-1976 湯ノ浜小景 1946 カンバス 油彩 24.3x33.5

みち

32 長谷川竹葉 　不詳 山形県下名所図会(済生館) 1880 紙 多色・木版 25.5×36.7

33 山形県新築之図 1881 紙 多色・木版 33.5×66.3

34 山形県下眼鏡橋上真景 1881 紙 多色・木版 23×32.5

35 高橋由一 1828-1894 山形県景観画集(53点) 1884 紙 水彩

-1 南置賜郡万世新道ノ内栗子隧道西口ノ図 紙 水彩 18.0x24.0
-2 南置賜郡栗子隧道ヨリ西口行在所側ヨリ豊受姫神社ヲ見ル 紙 水彩 16.7x23.8

-3 南置賜郡栗子新道ヨリ栗子隧道西口行在所ヲ見ル 紙 水彩 16.8x23.6

-4 南置賜郡苅安新道隧道 紙 水彩 16.7x23.9

-5 西置賜郡沼沢村字合体沢新道土橋ヨリ合体沢滝ヲ見ル 紙 水彩 16.7x24.0

-6 南置賜郡米沢市街ノ内粡町 紙 水彩 16.7x23.7

-7 南置賜郡苅安新道ノ内我嬬橋 紙 水彩 16.7x24.0

-8 南置賜郡米沢町外レ苅安新道入口相生橋 紙 水彩 16.7x24.0

-9 南置賜郡苅安新道ノ内滝ノ岩橋 紙 水彩 16.7x23.8

-10 東置賜郡糠ノ目村松川橋 紙 水彩 16.7x23.7

-11 東置賜郡新道長手村地内梓橋 紙 水彩 16.7x23.8

-12 西置賜郡手ノ子村宇都峠切リ割新道ヨリ峠西ヲ見ル 紙 水彩 16.8x24.0

-13 西置賜郡手ノ子村宇都峠東新道ヨリ右峠切割新道ヲ望ム 紙 水彩 16.8x24.0

-14 西置賜郡沼沢村地内字内峠新道ヨリ同郡手ノ子村宇都峠切割新道ヲ望ム 紙 水彩 16.7x24.0

-15 西置賜郡小国新道ノ内沼沢村字網取半隧道ノ図 紙 水彩 18.0x24.0

-16 東置賜郡小岩沢村地内吉田橋但石橋 紙 水彩 16.6x23.8

-17 東置賜郡赤湯村字取上ケ坂新道ヨリ赤湯沼ヲ見ル 紙 水彩 16.7x23.6

-18 南村山郡川口村堅磐橋 紙 水彩 16.8x23.6

-19 南村山郡上ノ山以北新道字早坂ヨリ北ニ山形ヲ見ル 紙 水彩 16.7x23.5

-20 南村山郡吉原村新道ノ内酢川ニ架スル常磐橋 紙 水彩 18.0x24.2

-21 北村山郡関山村大滝 紙 水彩 18.0x24.0

-22 山形県北村山郡関山村ノ内字小屋ノ原新道 紙 水彩 18.0x23.7

-23 山形県北村山郡関山村ヨリ宮城県作並村ヘ通スル隧道関山村ヨリ見ル 紙 水彩 18.0x23.7
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-24 山形県北村山郡関山村ヨリ宮城県黒川郡作並村ヘ通スル隧道作並村ヨリ見ル 紙 水彩 18.0x23.8

-25 山形県北村山郡猿羽峠元御小休場ヨリ東南山々ヲ見ル 紙 水彩 18.0x23.7

-26 北村山郡楯岡村市街及ヒ岩石ヲ斫リ通路トナセシ図 紙 水彩 16.6x23.8

-27 最上郡船形橋　船形村小国川ニアリ 紙 水彩 16.6x24.0

-28 山形県北村山郡陣町村ト同郡金山村トノ間字板垣新田新道 紙 水彩 18.0x23.8

-29 最上郡船形村長者原新道　 紙 水彩 18.1x24.0

-30 山形県最上郡金山村ノ内字盛合峠 紙 水彩 18.0x24.0

-31 山形県最上郡塩根峠上ヨリ北ニ雄勝山々ヲ見ル 紙 水彩 18.0x23.7

-32 最上郡本合海村ヨリ新荘ニ出ル新道ノ内長坂ヨリ新荘地方ヲ見ル 紙 水彩 18.0x24.0

-33 最上郡本合海村ヨリ同郡古口村ヘノ渡船場ノ図 紙 水彩 16.5x24.0

-34 最上郡岩根新道ノ内古口町村草薙神社ノ図 紙 水彩 18.0x24.0

-35 最上郡古口村ト東田川郡清川村ノ間岩根新道ノ内古口村河童淵ノ景 紙 水彩 16.5x24.0

-36 最上郡古口町ト東田川郡清川村トノ間岩根新道ノ内腹巻岩ノ下ヨリ清川村地方ヲ見ル景 紙 水彩 16.5x24.0

-37 東田川郡岩根新道ノ内立谷沢川ニ架スル東雲橋ノ図 紙 水彩 18.0x24.0

-38 西田川郡赤川ニ架スル三川橋図ノ一 紙 水彩 17.8x24.0

-39 西田川郡赤川ニ架スル三川橋々上ノ図 紙 水彩 18.0x24.0

-40 西田川郡赤川ニ架スル三川橋図ノ二 紙 水彩 18.0x23.6

-41 西田川郡赤川ニ架スル三川橋図ノ三 紙 水彩 18.0x23.8

-42 鶴岡ヨリ田川温泉ニ至ル新道字小平 紙 水彩 16.5x23.8

-43 西田川郡田川温泉場 紙 水彩 16.5x24.0

-44 西田川郡大山村大山市街西ヨリ東ヲ見ル 紙 水彩 16.5x24.0

-45 西田川郡押切村地内新道ヨリ鳥海山ヲ見ル 紙 水彩 16.7x24.0

-46 西田川郡湯ノ浜村湯ノ浜山切リ割リ新道ヨリ湯ノ浜村及ヒ海面ヲ瞰ル 紙 水彩 16.5x24.1

-47 西田川郡湯ノ浜村温泉場 紙 水彩 16.5x24.0

-48 飽海郡三崎新道中程ヨリ鳥海山ヲ東ニ見ル 紙 水彩 16.5x24.2

-49 飽海郡三崎新道ノ内切リ割北口ヨリ南ニ海上ヲ見ル 紙 水彩 16.5x24.2

-50 飽海郡吹浦村新道ノ内湯ノ田地方ヲ望ム図 紙 水彩 17.8x24.2

-51 飽海郡吹浦村南光坂新道ヨリ西北ニ海面ヲ見ル 紙 水彩 16.7x24.0

-52 飽海郡吹浦村字湯ノ田温泉場浴戸ヲ其南新道ヨリ見ル 紙 水彩 16.5x24.0

-53 飽海郡三崎新道ノ内切リ割及ヒ有耶無耶関ノ趾 紙 水彩 16.5x24.0

　　　新型コロナウィルス感染症拡大防止についてのお願い
　　　　*館内ではマスクの着用をお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　*館内設置のアルコール消毒液等で、手指の消毒・除菌にご協力ください。
　　　　*展示室内では他の方と1.5メートル以上の距離をあけてご鑑賞ください。　　 *お客様同士の近距離での発声はご遠慮ください。
　　　　*展示室内の混雑を緩和するため、入場制限を行う場合があります。　　　　　*体調が急変した場合は、美術館スタッフにお申し出ください。


