
岡倉天心と 

再興日本美術院の系譜 

   ～平櫛田中コレクションを中心に～ 

会期 

平成 26年 3 月 22 日（土） 

    ～6 月 8 日（日） 

 

   井原市立田中美術館 

  No. 作者 作品名 材質 制作年 展示場所 

  第 1章 岡倉天心―追慕のかたち 

 
1 平櫛田中 岡倉天心先生像 ブロンズ、金箔 1969年 田中苑 

  2 平櫛田中 五浦釣人 ブロンズ、金箔 1962年 美術館 玄関 

  3 平櫛田中 尋牛 石膏 1912年 

第 1展示室 第 1会場 

○ 4 平櫛田中 岡倉天心先生胸像 石膏 1931年 

  5 平櫛田中 天心先生記念像試作 ブロンズ 1931年頃 

 
6 平櫛田中 鶴裳道人 ブロンズ 1935年 

  7 平櫛田中 鶴氅（天心先生） 石膏 1942年 

 
8 平櫛田中 五浦釣人 ブロンズ 1943年 

  9 平櫛田中 雲林 木彫 1952年 

 
10 平櫛田中 五浦釣人 石膏 1962年 

○ 11 平櫛田中 釣隠 石膏 制作年不詳 

 
12 平櫛田中 ウォーナー先生像 ブロンズ、金箔 1970年 

  13   岡倉天心着用 羽織・頭巾   明治時代 

  14 平櫛田中 岡倉天心先生像（未完成） 木彫 昭和時代 第５展示室 第３会場 

 
15 平櫛田中 鶴裳道人 石膏 1935年 第４展示室 第４会場 

  第 2章 日本彫刻会の結成 

 
16 米原雲海 永富謙八翁之像 木彫 1901年 

第 2展示室 第 2会場 

  17 山崎朝雲 馬越恭平翁金婚寿像 馬越夫人菊子金婚寿像  木彫 1919年 

 
18 平櫛田中 活人箭 石膏 1908年 

  19 平櫛田中 法堂二笑 ブロンズ 1910年 

 
20 平櫛田中 老君 木彫 1911年 

  21 平櫛田中 幼児狗張子 木彫 1911年 

 
22 平櫛田中 一指頭 石膏 1912年頃 

  23 平櫛田中 落葉 ブロンズ 1913年 

 
24 平櫛田中 竪指 石膏 1913年 

  25 平櫛田中 灰袋子 木彫 1954年 

 
26 平櫛田中 活人箭 木彫 1969年 

  27 平櫛田中 尋牛 木彫 1978年 

 
28 平櫛田中 張果（未完成） 木彫 制作年不詳 

○ 29 平櫛田中 竹取翁（未完成） 木彫 制作年不詳 

  第 3章 再興日本美術院の画家たち 



○ 30 奥原晴湖 雲林蒼山 紙本墨画 明治時代 

第 2展示室 第 2会場 

 
31 原三渓 竹 紙本墨画 1924年 

  32 原三渓 虚無僧 紙本着色 1927年 

 
33 横山大観 月明 絹本墨画 1931年 

  34 下村観山 男舞（画稿） 紙本墨画 1916年頃 

 
35 前田青邨 餌長 紙本着色 昭和時代 

  36 冨田溪仙 芍薬 絹本着色 1928年 

 
37 小川芋銭 日出る国 大しゃもじ墨画 制作年不詳 

  38 郷倉千靭 須弥山 色紙着色 1948年頃 

 
39 安田靫彦 良寛和尚勧受食偈 臨書 紙本墨書 制作年不詳 

  40 奥村土牛 鯉 素描 昭和時代 

 
41 吉田善彦 飛鳥の巨碑 紙本着色 1981年 

  42 森田恒友 秋景 水彩 1926年 

 
43 小出楢重 支那寝台の裸女 水彩 1929年 

  44 清水多嘉示 風景 水彩 制作年不詳 

 
45 中原悌二郎 佐藤氏の顔（佐藤朝山像） 素描 1917年 

  46 田中太郎 大観先生頭像 ブロンズ 1979年頃 

 
47 佐藤朝山 不動尊 紙本墨画淡彩 昭和時代 

  48 平櫛田中 故雅邦先生夫人寿像 ブロンズ 1934年 

 
49 平櫛田中 辰沢氏像 石膏 1935年頃 

  50 平櫛田中 横山大観像 石膏 1959年 

○ 51 旧洋画部同人 平櫛田中宛書簡 1通   

  52 『羅馬開催日本美術展覧会記念図録』  井原市立図書館蔵（平櫛田中旧蔵） 1930年 

  第 4章 再興日本美術院の彫刻 

  53 中原悌二郎 女の顔 ブロンズ 1910年 

第 5展示室 第 3会場 

 
54 中原悌二郎 墓守老人 ブロンズ 1916年 

  55 中原悌二郎 行乞老人 ブロンズ 1918年 

  56 中原悌二郎 憩える女 ブロンズ 1919年 

 
57 中原悌二郎 平櫛田中像 ブロンズ 1919年 

  58 中原悌二郎 男の顔 素描 1915年 

  59 中原悌二郎 保田氏の顔（保田龍門像） 素描 1915年 

 
60 中原悌二郎 長谷部氏の顔(長谷部英一像) 素描 1917年 

  61 中原悌二郎 自画像 素描 1917年 

 
62 中原悌二郎 自画像 素描 1919年 

  63 中原悌二郎 自画像 素描 大正時代 

 
64 中原悌二郎 エスキース 素描 1916年 

  65 中原悌二郎 エスキース 素描 1916年 

 
66 中原悌二郎 エチュード（憩える女） 素描 1919年 

  67 中原悌二郎 エチュード 素描 1919年 

 
68 中原悌二郎 エチュード 素描 1918年 

  69 中原悌二郎 エチュード 素描 大正時代 

  70 中原悌二郎 エスキース 素描 1920年 

 
71 中原悌二郎 ケンタウロス 素描 1920年 



  72 中原悌二郎 ケンタウロス 素描 大正時代 

 
73 中原悌二郎 八ヶ岳にて 其一 素描 1920年 

  74 中原悌二郎 八ヶ岳にて 其二（石井鶴三像） 素描 1920年 

 
75 石井鶴三 烏頭 水彩 制作年不詳 

  76 平櫛田中 大黒・恵比寿像 木彫 制作年不詳 

 
77 平櫛田中 慶典読書奉仕 木彫 1937年 

  78 平櫛田中 弘法大師試作 木彫 1940年 

 
79 平櫛田中 一休 木彫 1953年 

  80 平櫛田中 良寛上人像 木彫 1956年 

 
81 平櫛田中 転生試作 木彫 1927年以前 

  82 平櫛田中 大楠公（倣杜園） 木彫 昭和時代 

 
83 平櫛田中 西山逍遥 木彫 1960年 

  84 平櫛田中 牧人 木彫 1965年 

 
85 平櫛田中 聖徳皇太子御像 木彫 1948年 

  86 平櫛田中 製作 木彫 制作年不詳 

 
87 桜井祐一 裸婦習作 木彫 1960年 

  88 大内青圃 笑怒面（十一面観音自在像） 木彫 1970年 

 
89 千野茂 きょうこ頭像 ブロンズ 1980年頃 

  90 喜多武四郎 裸婦（試作） ブロンズ 制作年不詳 

 
91 平櫛田中 転生 ブロンズ 1920年 

本館３階 第３展示室 
  92 平櫛田中 転生試作 石膏 1920年頃 

  第 5章 資料にみる天心と美術院 

  93 岡倉天心 早崎稉吉宛書簡 1通 

第 4展示室 第 4会場 

 
94 岡倉天心 平櫛田中宛書簡 2通 

  95 横山大観 平櫛田中宛書簡 1通 

○ 96 下村観山 平櫛田中宛書簡 1通 

○ 97 木村武山 平櫛田中宛書簡 1通 

○ 98 安田靫彦 平櫛田中宛書簡 1通 

○ 99 小林古径 平櫛田中宛書簡 1通 

○ 100 前田青邨 平櫛田中宛葉書 4葉 

○ 101 今村紫紅 平櫛田中宛書簡 1通 

 
102 美術院同人 瀬戸内海旅行記念寄せ書き 大しゃもじに墨書 1920年 

  103 小川芋銭 芋銭先生書翰 絵入 秋元氏宛 紙本墨書 1912年 

 
104 平櫛田中 横山大観座像 石膏 昭和時代 

  105 作者不詳 木造矜羯羅童子立像 寄木造 平安時代 

 
106 作者不詳 木造優塡王立像 寄木造 鎌倉時代 

○ 107   平櫛田中旧蔵書 岡倉天心関連文献     

○ 108   平櫛田中旧蔵 岡倉天心写真（複写）     

  第 6章 戦後の再興日本美術院 

 
109 塩出英雄 浄域 紙本着色 1958年 

第 1展示室 第 1会場 
  110 福井爽人 野韻 紙本着色 1967年 

 
111 富取風堂 樹映 紙本着色 1970年 

  112 福王寺法林 ヒマラヤの朝 紙本着色 1979年 



  113 荘司福 山の石 紙本着色 1979年 

  114 松本哲男 天壇 紙本着色 1980年 

  115 鎌倉秀雄 樹下母子像 紙本着色 1981年 

  116 関口正男 浄炎 紙本着色 1982年 

       
＊作品番号は、展示の順序と必ずしも一致しません。事情により展示作品が変更される場合があります。 

＊○は初公開の作品・資料。  

 


