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第1章　文豪・川端康成
1 川端の人となり

№ 作者名 作品名 制作年 材質技法／員数 所蔵 備考
1 川端康成 自画像 大正5年（1916） 紙本墨画／1面 公益財団法人川端康成記念会
2 川端康成 日記 大正3年（1914）5月 紙本墨書／1冊 公益財団法人川端康成記念会
3 伊藤初代 川端康成宛書簡 10通 公益財団法人川端康成記念会
4 川端康成 伊藤初代宛書簡（未投函） 1通 公益財団法人川端康成記念会
5 伊藤初代写真 3枚 個人蔵
6 著　川端康成／装幀　吉田謙吉 『感情装飾』（金星社） 昭和元年（1926） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
7 著　川端康成／装幀　吉田謙吉 『浅草紅団』（先進社） 昭和5年（1930） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
8 著　川端康成／装幀　吉田謙吉 『伊豆の踊子』（金星社） 昭和2年（1927） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
9 木村荘八 『伊豆の踊子』挿絵原画 昭和元年（1926） 紙・インク／1面 公益財団法人川端康成記念会
10 著　川端康成／装幀　芹沢銈介 初版『雪国』（創元社） 昭和10年（1935） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
11 著　川端康成／装幀　岡鹿之助 限定版定本『雪国』（牧羊社） 昭和46年（1971） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
12 文化勲章 昭和36年（1961）受章 七宝 公益財団法人川端康成記念会
13 エリック・リンドバーグ ノーベル文学賞メダル 昭和43年（1968）受賞 金 公益財団法人川端康成記念会
14 ケルスティン・ティニ・ミウラ ノーベル文学賞賞状 昭和43年（1968）受賞 皮・羊皮紙 公益財団法人川端康成記念会
15 愛用の文房具（筆・水滴・筆架） 公益財団法人川端康成記念会
16 カメラ　コンタックスⅠ型 公益財団法人川端康成記念会
17 川端撮影の写真 公益財団法人川端康成記念会
18 高田博厚 川端康成胸像 昭和43年（1968） ブロンズ／1体 公益財団法人川端康成記念会
19 ピエール＝ウジェーヌ・クレラン 雪の中の詩人 1969年 リトグラフ／1面 公益財団法人川端康成記念会
20 川端康成 以文会友 昭和46年（1971） 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
21 川端康成 美しい日本 昭和46年（1971） 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
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№ 作者名 作品名 制作年 材質技法／員数 所蔵 備考
22 著　川端康成／装幀　芹沢銈介 『川端康成集』（改造社） 昭和9年（1934） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
23 著　川端康成／装幀　芹沢銈介 『女性開眼』（創元社） 昭和12年（1937） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
24 著　川端康成／装幀　芹沢銈介 『川端康成選集一』（改造社） 昭和13－14年（1938－39） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
25 著　川端康成／装幀　芹沢銈介 『愛する人達』（新潮社） 昭和16年（1941） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
26 著　川端康成／装幀　芹沢銈介 『温泉宿』（実業之日本社） 昭和21年（1946） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
27 高井貞二 抒情歌 昭和12年（1937） 紙・インク・淡彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
28 安田靫彦 『川端康成全集』表紙画画帖 紙本彩色／1帖 公益財団法人川端康成記念会
29 著　川端康成／装幀　安田靫彦 『川端康成全集』（新潮社） 昭和23年（1948） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
30 川端康成 「千羽鶴」原稿 昭和24年（1949） 紙・インク 公益財団法人川端康成記念会

31 小林古径 『千羽鶴』装幀原画 昭和27年（1952） 紙本彩色ほか／2幅 公益財団法人川端康成記念会
双鶴図（箱）、四鶴飛翔図
（表見返）の2点

32 著　川端康成／装幀　小林古径 『千羽鶴』（筑摩書房） 昭和27年（1952） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
33 杉山寧 志野（『千羽鶴』挿絵原画） 昭和27年（1952） 紙本彩色／1幅 公益財団法人川端康成記念会
34 岡鹿之助 『舞姫』装幀原画 昭和26年（1951） 紙・鉛筆・インク／1面 公益財団法人川端康成記念会
35 山本丘人 『山の音』装幀原画 昭和29年（1954） 紙本彩色・墨書／1面 公益財団法人川端康成記念会
36 著　川端康成／装幀　山本丘人 『山の音』（筑摩書房） 昭和29年（1954） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
37 著　川端康成／装幀　三岸節子 『水晶幻想』（京都印書館） 昭和22年（1967） 書籍 個人蔵
38 著　川端康成／装幀　加山又造 『美しさと哀しみと』（新潮社） 昭和40年（1965） 書籍 個人蔵

40 著　川端康成／挿絵　東郷青児
『川端康成作品選』（中央公論社）
「眠れる美女」挿絵

昭和43年（1968） 書籍 公益財団法人川端康成記念会

41 川端康成 「美の存在と発見・続」原稿 昭和44年（1969） インク・紙 公益財団法人川端康成記念会
42 平山郁夫 ハワイ絵日記 昭和44年（1969） 紙本墨画淡彩／1帖 公益財団法人川端康成記念会
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43 菊池寛 川端康成宛書簡 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会
44 芥川龍之介 室生犀星宛書簡 大正10－12年（1921－23） 紙本墨書／1面 公益財団法人川端康成記念会
45 室生犀星 色紙 昭和4年（1929） 紙本墨書／2枚 公益財団法人川端康成記念会
46 徳田秋声 古き伝統と新しき生命 昭和9年（1934） 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
47 横光利一 川端康成宛書簡 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会
48 横光利一 蟻臺上に飢えて月高し 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
49 林芙美子 川端康成宛書簡 はがき 公益財団法人川端康成記念会
50 林芙美子 硯冷えて 昭和22-23年（1947-48）頃 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
51 岡本かの子 川端康成宛書簡 昭和8年（1933）ほか 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会
52 太宰治 川端康成宛書簡 昭和11年（1936） 紙本墨書／1巻 公益財団法人川端康成記念会
53 谷崎潤一郎 川端康成宛書簡 昭和26年（1951） 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会

54 坂口安吾 川端康成宛書簡
昭和26年（1951）5月26・27
日付

2通 公益財団法人川端康成記念会

55 三島由紀夫 川端康成宛書簡（複製） 公益財団法人川端康成記念会

56 永井荷風 川端康成宛書簡
昭和20年（1945）11月29日
付

1通 公益財団法人川端康成記念会

57 永井荷風 築地草 大正4年（1915） 紙本墨書彩色／1帖 公益財団法人川端康成記念会
58 島木健作 川端秀子宛書簡 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
59 島崎藤村 若菜集より　草まくら 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
60 瀬戸内寂聴（晴美） 川端康成宛書簡 昭和33年（1958）3月11日付 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会

№ 作家名 作品名 制作年 材質技法／形状 所蔵 備考
61 オーギュスト・ロダン 女の手 ブロンズ／1体 公益財団法人川端康成記念会
62 オーギュスト・ロダン ヴィクトル・ユゴー ブロンズ／1体 公益財団法人川端康成記念会
63 オーギュスト・ロダン ヴィクトル・ユゴー（石膏原型） 石膏／1体 公益財団法人川端康成記念会
64 オーギュスト・ルノワール 女性像 1886年 紙・鉛筆／1面 公益財団法人川端康成記念会
65 パブロ・ピカソ ヴェールの女 1923年 紙・パステル／1面 公益財団法人川端康成記念会

66 土偶　女子
縄文時代後期（紀元前2-1世
紀）

素焼／1体 公益財団法人川端康成記念会

67 聖徳太子立像 鎌倉時代（13－14世紀） 木造彩色玉眼／1躯 公益財団法人川端康成記念会
68 池大雅 十便図【国宝】 江戸時代・明和8年（1771） 紙本墨画淡彩／1帖 公益財団法人川端康成記念会 場面替えしながら全期間展示
69 与謝蕪村 十宜図【国宝】 江戸時代・明和8年（1771） 紙本墨画淡彩／1帖 公益財団法人川端康成記念会 場面替えしながら全期間展示
70 池大雅 芳野山図 江戸時代（18世紀） 紙本墨画淡彩／1幅 公益財団法人川端康成記念会
71 池大雅 般若心経書厳中観音図 江戸時代（18世紀） 紙本墨画墨書／1面 公益財団法人川端康成記念会
72 池大雅 扇面 江戸時代（18世紀） 紙本墨画淡彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
73 与謝蕪村 文台 江戸時代・天明2年（1782） 木（桐）／1脚 公益財団法人川端康成記念会

74 浦上玉堂 凍雲篩雪図【国宝】 江戸時代（19世紀初） 紙本墨画淡彩／1幅 公益財団法人川端康成記念会
9／1～3、10／10～21展示
それ以外の期間は複製展示

75 小林一茶 俳画「うつくしや」 江戸時代（19世紀初） 紙本墨画墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
76 良寛 恁麼 江戸時代（19世紀） 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
77 三島水指 朝鮮・李朝時代（17世紀） 磁器／1口 公益財団法人川端康成記念会

78 白磁香炉
朝鮮・李朝時代（18－19世
紀）

磁器／1合 公益財団法人川端康成記念会

79 蓮池花鳥図 朝鮮・李朝時代（19世紀） 紙本彩色／3幅 公益財団法人川端康成記念会
80 黒田辰秋 拭漆栃手箱 昭和43年（1968） 木製漆塗／1合 公益財団法人川端康成記念会
81 黒田辰秋 拭漆栃肉池 昭和43年（1968） 木製漆塗／1合 公益財団法人川端康成記念会
82 黒田辰秋 拭漆紙刀 昭和40年（1965） 木製漆塗／1振 公益財団法人川端康成記念会
83 黒田辰秋 拭漆栗楕円盆 昭和40年（1965） 木製漆塗／1口 公益財団法人川端康成記念会
84 黒田辰秋 赤楽茶碗 陶器／1口 公益財団法人川端康成記念会
85 黒田辰秋 乾漆梅花盆 木製漆塗／1口 公益財団法人川端康成記念会
86 黒田辰秋 耀貝螺鈿茶器 昭和45年（1970） 木製漆塗螺鈿装飾／1合 公益財団法人川端康成記念会
87 黒田辰秋 朱漆六稜棗 昭和40年代 木製朱漆／1合 公益財団法人川端康成記念会
88 黒田辰秋 梅茶杓 昭和40年代 木製朱漆／1本 公益財団法人川端康成記念会
89 黒田辰秋 茶杓入れ 昭和40年代 木製／1本 公益財団法人川端康成記念会
90 古賀春江 煙火 昭和2年（1927） キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
91 古賀春江 孔雀 昭和7年（1932） 紙・鉛筆・水彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
92 古賀春江 海の幻想（ハトのいる画） 昭和2年（1927） 紙・墨／1面 公益財団法人川端康成記念会
93 古賀春江 牛と少女 昭和4年（1929） 紙・墨／1面 公益財団法人川端康成記念会
94 古賀春江 公園のエピソード 昭和8年（1933） 紙・水彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
95 古賀春江 朗らかな春 昭和5年（1928） 紙・インク・水彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
96 古賀春江 そこに在る 昭和8年（1933） 紙・水彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
97 高田力蔵 萬年山遠望　飯田高原より 昭和28年（1953） キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会

川端文学と美術家たち―装幀・挿絵など

文学者たちとの交流―近年発見の川端コレクションから

第2章　川端康成コレクション―知識も理屈もなく、私はただ見てゐる。



98 高田力蔵 三月の越後湯沢 昭和38年（1963） キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
99 岸田劉生 村娘 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
100 岸田劉生 麗子喜笑図 大正11年（1922） 紙本墨画淡彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
101 熊谷守一 蟻 昭和43年（1968） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
102 中沢弘光 舞妓 キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
103 猪熊弦一郎 女（仮題） 紙・クレパス／1面 公益財団法人川端康成記念会
104 岩崎勝平 雲 昭和6年（1931） 板・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
105 岩崎勝平 大川端 昭和25年（1950） 紙・鉛筆・淡彩／1面 公益財団法人川端康成記念会

106 草間彌生 雑草 昭和28年（1953）
紙・グワッシュ・インク
／1面

公益財団法人川端康成記念会

107 草間彌生 不知火 昭和30年（1955）
紙・パステル・グワッ
シュ・インク／1面

公益財団法人川端康成記念会

108 村上肥出夫 キャナル・グランデ 昭和46年（1971） キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
109 ベル・串田 センチメンタル・ジャーニー　神と共に キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
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№ 作家名 作品名 制作年 材質技法／形状 所蔵 備考
110 著　川端康成／装幀　東山魁夷 『虹いくたび』（河出書房） 昭和30年（1955） 書籍 個人蔵
111 著　川端康成／装幀　東山魁夷 『日も月も』（河出書房） 昭和30年（1955） 書籍 東山家
112 東山魁夷 ドイツ語版『千羽鶴』（フィッシャー 1955年 書籍 東山家

113 東山魁夷
川端康成宛書簡
昭和30年（1955）4月16日付

昭和30年（1955） 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会

114 東山魁夷 お濠端（連作「東京十二景」のうち） 昭和34年（1959） 紙本淡彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
115 東山魁夷 風 昭和31年（1956）頃 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
116 東山魁夷 滝 昭和29年（1954）頃 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会

117 東山魁夷 冬の花 昭和37年（1962） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
川端の第21回文化勲章祝いに
贈呈

118 東山魁夷 ストックホルム・グランドホテルより 昭和37年（1962）頃 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
119 東山魁夷 フレデリク城を望む 昭和38年（1963）頃 紙本彩色／1面 個人蔵

120 東山魁夷
リトグラフィ装画集『北欧紀行　古き町
にて』

昭和39年（1964） リトグラフ 東山家

121 川端康成
東山魁夷宛書簡
昭和39年（1964）12月14日付

昭和39年（1964） 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会

122 東山魁夷 朝日新聞日曜PR版掲載「隣人」「白馬」 昭和37－39年（1962－64） リトグラフ 東山家
123 東山魁夷 月影（習作） 昭和41年（1966） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
124 東山魁夷 静宵（習作） 昭和42年（1967） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
125 東山魁夷 山湖静（習作） 昭和42年（1967） 紙本彩色／1面 個人蔵

126 川端康成（書）、東山魁夷（画） 秋の野に 昭和43年（1968）
紙本墨書、紙本金銀彩・
金銀箔／2曲1双

公益財団法人川端康成記念会

127 東山魁夷
川端康成宛書簡
昭和43年（1968）10月25日付

昭和43年（1968） 紙本墨書 公益財団法人川端康成記念会 ノーベル文学賞受賞のお祝い

128 東山魁夷 北山初雪 昭和43年（1968） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
129 東山魁夷 北山杉　秋 昭和37年（1962） 紙本彩色／１面 東山家
130 東山魁夷 北山杉　冬 昭和37年（1962） 紙本彩色／１面 東山家
131 東山魁夷 晩鐘 昭和46年（1971） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
132 東山魁夷 碧い湖 昭和45年（1970） リトグラフ／1面 公益財団法人川端康成記念会
133 東山魁夷 裏窓 昭和44年（1969） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
134 東山魁夷 マリアの壁 昭和46年（1971） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
135 川端康成 心 昭和43年（1968） 紙本墨書／1幅 東山家 東山に贈呈
136 川端康成 山上林下人 昭和43年（1968） 紙本墨書／1幅 東山家 東山に贈呈
137 川端康成 風景常新 昭和43年（1968） 紙本墨書／1幅 東山家 東山に贈呈
138 東山魁夷 『片腕』装幀原画 昭和40年（1965） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
139 著　川端康成／装幀　東山魁夷 『片腕』（中央公論社） 昭和40年（1965） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
140 東山魁夷 雪降る（『川端康成作品選』装幀原画） 昭和43年（1968） 紙本彩色／1面 公益財団法人川端康成記念会
141 東山魁夷 『川端康成作品選』（中央公論社） 昭和43年（1968） 書籍 公益財団法人川端康成記念会
142 装幀　東山魁夷 「新潮』増刊号　川端康成読本（新潮 昭和47年（1972） 書籍 個人蔵
143 題字　川端康成／装幀　東山魁夷 『古都』（牧羊社） 昭和48年（1973） 書籍 東山家
144 東山魁夷 光悦垣（『古都』表紙原画） 昭和48年（1973） 絹本墨画金泥／1面 東山家
145 東山魁夷 京の春（『古都』挿絵原画） 昭和48年（1973） 紙本彩色／1面 東山家
146 東山魁夷 京の秋（『古都』挿絵原画） 昭和48年（1973） 紙本彩色／1面 東山家
147 著　川端康成／装幀　東山魁夷 『たんぽぽ』（新潮社） 昭和47年（1972） 書籍 個人蔵
148 著　川端康成／装幀　東山魁夷 『天授の子』（新潮社） 昭和50年（1975） 書籍 個人蔵
149 著　川端康成／装幀　東山魁夷 『川端康成全集』（新潮社） 昭和55年（1980） 書籍 公益財団法人川端康成記念会

2
№ 作家名 作品名 制作年 材質技法／形状 所蔵 備考
150 埴輪　乙女頭部 古墳時代（5－6世紀） 素焼／1体 公益財団法人川端康成記念会

151 川端康成
東山魁夷宛書簡
昭和43年（1968）6月7日付

昭和43年（1968） 紙本墨書 東山家 埴輪入手を伝える

152 根来硯台・猿面硯 室町時代（14－16世紀） 1組 東山家 川端旧蔵
153 根来台付盆 桃山時代（16世紀後半） 木製漆塗／1個 東山家 円得院旧蔵
154 懸仏　十一面観音菩薩頭部 鎌倉時代（13世紀） 銅／1躯 公益財団法人川端康成記念会
155 天平写経 奈良時代（8世紀） 紙本墨書／1幅 東山家 唐招提寺旧蔵
156 舎利会香炉 鎌倉時代（13世紀） 木製彩色／1個 東山家 唐招提寺旧蔵
157 伝　中尊寺経 平安時代後期（11－12世 紺紙本金泥書／1巻 東山家
158 鹿曼荼羅図 鎌倉時代（12－14世紀） 絹本彩色／1幅 東山家
159 明恵成弁 夢記断簡 鎌倉時代（13世紀前半） 紙本墨書／1幅 公益財団法人川端康成記念会
160 伝　俵屋宗達 伊勢物語図色紙 江戸時代前期（17世紀） 紙本彩色／1幅 東山家 益田孝旧蔵

161 尾形光琳 松図
江戸時代（17世紀後半ー18
世紀前半）

紙本墨画／1幅 公益財団法人川端康成記念会

162 伝　俵屋宗達 源氏物語図屏風断簡 江戸時代前期（17世紀） 紙本彩色／1幅 東山家
本願寺・団琢磨・安井曾太郎
旧蔵、安田靫彦識

163 北村季吟 源氏物語湖月抄本
江戸時代・延宝元年
（1673）成立

木版 公益財団法人川端康成記念会

164 石碑断片
エジプト・プトレマイオス
王朝時代（紀元前3世紀頃）

石／1体 東山家

165 黒像式レキュトス ギリシャ（紀元前6世紀） 陶器／1口 東山家
166 梨型細瓶 ローマ（1－2世紀） ガラス／1個 東山家
167 緑耳付瓶 ローマ（2－3世紀） ガラス／1個 東山家
168 片手付瓶 ローマ ガラス／1個 東山家
169 青釉碗 ペルシャ（13世紀頃） 陶器／1口 東山家

170 緑彩黒絵鳥文瓶
ペルシャ・カーシャーン
（13世紀頃）

陶器／1口 東山家

171 仏頭
アフガニスタン・ハッダ（3
－5世紀）

塑像／1体 公益財団法人川端康成記念会

172 仏頭
パキスタン・タキシーラ（2
－3世紀）

塑像／1体 東山家

173 仏頭
パキスタン・ガンダーラ（2
－3世紀）

塑像／1体 東山家

174 仏坐像
パキスタン・マルダン（3世
紀）

石像（片岩）／1躯 東山家

175 埴輪　鳥 古墳時代（5－6世紀末） 素焼／2体 公益財団法人川端康成記念会

176 金農（冬心） 墨梅図
中国・清時代　乾隆25年
（1760）

紙本墨画／1幅 公益財団法人川端康成記念会

177 長路 蔬菜図 中国・元時代（13－14世 絹本着色／1幅 東山家

178 石濤 清湘老人山水画冊
中国・清時代　庚熙30年
（1691）

紙本墨画淡彩／1帖（全12
図）

東山家

179 饕餮文銅器
中国・殷時代（紀元前14－
11世紀）

青銅／1口 東山家

180 官人立像
中国・漢時代（紀元前3－3
世紀）

陶器／2躯 東山家

181 加彩馬頭
中国・漢時代（紀元前3－3
世紀）

陶器／1躯 東山家

182 青龍文中皿（正徳官窯） 中国・明時代（14－17世 磁器／1口 東山家
183 高麗剣把頭 朝鮮・新羅時代（6世紀） 銅製鍍金／1個 東山家
184 亀甲文香合 室町時代（14－16世紀） 木製漆塗蒔絵／1個 東山家 金森宗和箱書
185 芥子蒔絵碁笥 江戸時代（19世紀） 木製梨地蒔絵／1対 公益財団法人川端康成記念会

186 伝　本阿弥光悦 黒茶碗
桃山－江戸時代（16世紀後
半ー17世紀前半）

陶器／1口 東山家
大谷尊由（西本願寺法主）箱
書

187 伝　尾形乾山 松の絵茶入 江戸時代中期（18世紀） 陶器／1口 東山家 安田靫彦箱書
188 茶入　銘「村時雨」 陶器／1口 東山家 松平不昧書付
189 霰団扇松梅ノ図瓢釜 江戸時代前期（17世紀） 鋳鉄／1口 東山家
190 楽弘入 赤楽梅の絵茶碗 陶器／1口 東山家
191 荒川豊蔵 志野梅の絵茶碗 陶器／1口 東山家
192 加藤唐九郎 瀬戸黒茶碗 陶器／1口 東山家
193 楠部彌弌 伊羅保茶碗 陶器／1口 東山家
194 楠部彌弌 彩埏　山帰来香炉 昭和39年（1964） 陶器／1口 東山家
195 楠部彌弌 均窯茶碗 昭和38年（1963） 陶器／1口 東山家
196 富本憲吉 色絵灰皿 陶器／1口 公益財団法人川端康成記念会

響きあう魂―交友の軌跡

美をめぐる対話―二人のコレクションから

第3章　川端康成と東山魁夷



197 北大路魯山人 赤絵牡丹筒向付 陶器／2口 公益財団法人川端康成記念会
198 北大路魯山人 黄瀬戸盃 陶器／5口 公益財団法人川端康成記念会
199 北大路魯山人 菓子鉢 陶器／1口 東山家
200 北大路魯山人 六方皿 陶器／1口 東山家
201 北大路魯山人 秋草文吊行灯 鉄製／1個 東山家
202 板谷波山 青磁香炉 磁器／1口 東山家
203 岡部嶺男 粉青瓷砧形花入 磁器／1口 東山家
204 岡部嶺男 鼠志野茶碗 陶器／1口 東山家
205 岡部嶺男 黄瀬戸水指 昭和40年（1965） 陶器／1口 東山家
206 岡部嶺男 灰釉練上瓶子 昭和37年（1962） 陶器／1口 東山家
207 蓮田脩吾郎 朱銅壺 昭和38年（1963） 銅／1口 東山家
208 エミール・ガレ 色硝子花実文彫水指・水盃 ガラス／1組 東山家
209 エミール・ガレ 茶入 ガラス／1口 東山家
210 村上華岳 十一面観音菩薩図 大正3年（1914）頃 紙本淡彩／1幅 東山家
211 近藤千尋 十一面観世音 昭和43年（1968） 紙本彩色／1幅 公益財団法人川端康成記念会
212 岸田劉生 童女像 大正12年（1923） キャンバス・油彩／1面 東山家
213 長谷川利行 赤い道 キャンバス・油彩／1面 東山家
214 長谷川利行 街はずれ 紙・水彩／1面 東山家
215 長谷川利行 裸女 昭和15年（1940） キャンバス・油彩／1面 東山家
216 梅原龍三郎 桃 昭和7年（1932） キャンバス・油彩／1面 公益財団法人川端康成記念会
217 安井曾太郎 早春風景 大正3年（1914）頃 キャンバス・油彩／1面 東山家
218 オディロン・ルドン 光の横顔 1886年 リトグラフ／1面 東山家
219 アンドレ・ブラジリエ 雪の上の騎手達 キャンバス・油彩／1面 東山家
220 ベルナール・カトラン ベニス風景 1981年 キャンバス・油彩／１面 東山家

№ 作家名 作品名 制作年 材質技法／形状 所蔵 備考

221 監督　衣笠貞之助 映画「狂つた一頁」（抜粋版・10分） 大正15年（1926） 映像 国立映画アーカイブ

222 川端康成
「狂つた一頁」シナリオ（『映画時代』
創刊号）

大正15年（1926） 雑誌 個人蔵

223
映画「狂つた一頁／十字路」パンフレッ
ト、チラシ（岩波ホール　エキプ・ド・
シネマ　第5回ロードショー）

昭和50年（1975） 個人蔵

224 夏目漱石 五言絶句 大正3年（1914） 紙本墨書／１幅 公益財団法人川端康成記念会
225 夏目漱石 森圓月宛書簡 大正3年（1914） 紙本墨書／１巻 公益財団法人川端康成記念会

226 田辺至（画）、高浜虚子（書） 高浜虚子像、虚子句 昭和時代 紙本墨画淡彩／１幅 公益財団法人川端康成記念会

227 川端康成（書） 急須（高浜虚子句） 昭和時代 陶器／１合 公益財団法人川端康成記念会
228 高浜虚子 『虹』（苦楽社） 昭和22年（1947） 書籍 愛媛県立図書館

229 東山魁夷 波響く 昭和60年（1985） 紙本着色／１面 愛媛県美術館
愛媛県県民文化会館（ひめぎ
んホール）緞帳原画

230 東山魁夷 潮音 昭和41年（1966） 紙本彩色／１面 東山家 島根県戸田小浜

231 東山魁夷 山峡 昭和48年（1973） 紙本彩色／１面 東山家
唐招提寺障壁画制作のための
スケッチ

232 東山魁夷 雨後 昭和51年（1976） 紙本墨画淡彩／１面 東山家
唐招提寺障壁画制作のための
スケッチ

233 東山魁夷 雲去来 昭和51年（1976） 紙本彩色／１面 東山家
唐招提寺障壁画制作のための
スケッチ

234 東山魁夷 望郷 昭和48年（1973）頃 紙本彩色／１面 東山家 瀬戸内海
235 椅子（スウェーデン製） 木製布貼／1脚 公益財団法人川端康成記念会 ノーベル文学賞賞金で購入

第4章　川端・東山と愛媛とのゆかり


