
愛媛県美術館コレクション展Ⅰ　展示作品目録

　作  家  名 　作  品  名 制  作  年
　　真鍋　博 　　（静物） 　　昭和27年
　　真鍋　博 　　（風景） 　　昭和20～30年代
　　真鍋　博 　　（静物） 　　昭和20～30年代
　　真鍋　博 　　静物B 　　昭和27年
　　真鍋　博 　　（枇杷） 　　昭和20～30年代
　　真鍋　博 　　（弟） 　　昭和20～30年代
　　真鍋　博、杉浦　康平 　　作曲家集団　林光 　　昭和35年
　　真鍋　博 　　『寝台と十字架』表紙原画 　　昭和33年
　　真鍋　博、安部　公房 　　僕は神様 　　昭和35年
　　真鍋　博 　　岩田博『おいらん物語』挿図原画 　　昭和34年
　　真鍋　博 　　（未詳） 　　昭和40年代
　　真鍋　博 　　筒井康隆『七瀬ふたたび』表紙原画 　　昭和50年
　　筒井　康隆　 　　『七瀬ふたたび』 　　昭和50年5月
　　真鍋　博、木村正喜 　　『ミステリーマガジン』1966年12月号表紙原画　　昭和41年
　　真鍋　博、木村正喜 　　『ミステリーマガジン』1967年1月号表紙原画 　　昭和42年
　　真鍋　博 　 　吉田夏彦「人間の自画像ー機械」挿図原画 　　昭和56年
　　柳瀬正夢 　　裸婦 　　昭和12年
　　安倍安人 　　裸婦 　　平成17年
　　古茂田守介 　　自画像
　　安藤義茂 　　花飾りの少女 　　昭和33年
　　古茂田杏子 　　　こっちの水はあまいぞ、あっちの水はにがいぞ 　　平成9年
　　牧田嘉一郎 　　卓上の花 　　昭和8年
　　髙階重紀 　　作品 　　昭和27年
　　髙階重紀 　　作品 　　昭和51年
　　髙階重紀 　　作品R 　　昭和55年
　　森田樵眠 　　山水人物花鳥図屛風 　　江戸時代末期

　作  家  名 　作  品  名 制  作  年
　　東山魁夷 　　波響く（海波の図） 　　昭和60年頃
　　亀倉雄策 　　伝統と現代の波光 　　昭和61年
　　猪熊弦一郎 　　時代は躍進する 　　昭和61年
　　平山郁夫 　　椿の園 　　昭和60年

[常設展示室２]　猫を描く
　作  家  名 　作  品  名 制  作  年

　　杉浦非水 　　猫
　　杉浦非水 　　『非水の図案』扉 　　大正5年
　　杉浦非水 　　[動物]『非水の図案』 　　大正5年
　　杉浦非水 　　[帆船／猫]『非水の図案』 　　大正5年
　　杉浦非水 　　[猫]（『非水一般応用図案集』より） 　　大正10年
　　杉浦非水 　　[猫]（『非水一般応用図案集』より） 　　大正10年
　　杉浦非水 　　『非水創作図案集』扉 　　大正15年
　　杉浦非水 　　[猫]（『非水創作図案集』より） 　　大正15年
　　杉浦非水 　　[鳥と猫]（『非水創作図案集』より） 　　大正15年
　　杉浦非水（表紙デザイン） 　　『自然』第五巻第一号 　　大正15年
　　杉浦非水（表紙デザイン） 　　『日曜画報』第一巻第三十九号 　　明治44年
　　杉浦非水（パッケージデザイン） 　　「NIKKŌ」 　　昭和24年（商品発売年）
　　杉浦非水 　　［少女と猫］ 　　大正11～12年
　　藤田嗣治 　　「非水兄　於東京　嗣治　Foujita 1929」 　　撮影：昭和2年
　　杉浦非水 　　　[猫]　「牛乳やが猫を一匹持ってきてくれた〈六月四日（土）〉」 　　大正5年
　　杉浦非水 　　［女性と猫］／［猫］（両面） 　　※展示替（前期～6/7／後期6/9～）

　　杉浦非水 　　［女性と猫］
　　杉浦非水 　　［女性と猫］
　　杉浦非水 　　ペットのまどゐ 　　昭和9年
　　杉浦非水 　　［犬と猫］
　　杉浦非水 　　[犬と翠子夫人]
　　杉浦非水旧蔵雑誌スクラップ 　　｢猫鼡きょう“恋愛”す｣
　　柳瀬正夢 　　黒の毛繕い 　　昭和10年頃
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[常設展示室１]　令和元年度新収蔵品展　

[常設展示室１]　リニューアルオープン記念　愛媛県県民文化会館 緞帳原画



　　サラア・ジェイ・エディ　挿絵：柳瀬正夢 　　「猫物語」（『婦人之友』） 　　昭和13年
　　（4）「子猫たち」（『婦人之友』32巻4号） 　　昭和13年4月
　　（5）「猫の個性」（『婦人之友』32巻5号） 　　昭和13年5月
　　（6）「猫と犬」（『婦人之友』32巻6号） 　　昭和13年6月
　　（7）「猫を要す」（『婦人之友』32巻7号） 　　昭和13年7月
　　（8）「猫の待遇改善」（『婦人之友』32巻8号） 　　昭和13年8月
　　（9）「捨てられた猫」（『婦人之友』32巻10号） 　　昭和13年10月

　　津田青楓 　　漱石と猫の図 　　昭和7年
　　夏目漱石　装幀：橋口五葉 　　『吾輩ハ猫デアル』縮刷本／個人蔵 　 　大正9年　67版（初版：明治44年）

　　津田青楓 　　『書道と画道』／個人蔵 　　昭和8年
　　アートディレクション：祖父江慎
　　デザイン：脇田あすか（cozfish)

　　『「坊っちゃん展」ミニ記録集』 　　平成30年

　　楳崎洙雀 　　白猫
　　野間仁根 　　虫と猫 　　昭和13年
　　野間仁根 　　兄弟と昆虫 　　昭和28年
　　畦地梅太郎 　　傷ついた子バト（『１２のめるへん』） 　　昭和52年
　　畦地梅太郎 　　［猫］／個人蔵 　　
　　塩月桃甫 　　猫 　　昭和20年代
　　古茂田公雄 　　猫 　　昭和15年
　　アガサ・クリスティー　表紙：真鍋博 　　『鳩のなかの猫』／愛媛県立図書館蔵 　　昭和53年
　　真鍋博 　　[化猫] 　　昭和32年
　　浅田　彩 　　香は在りぬ 　　昭和54年
　　橋本興家 　　昼寝 　　昭和61年
　　山田彩加 　　生命の繋がり 　　平成19年

　作  家  名 　作  品  名 制  作  年
　　福田平八郎 　　鮎（静物） 　　昭和36年
　　福田平八郎 　　花菖蒲 　　昭和38年
　　福田平八郎 　　筍 　　昭和40年
　　福田平八郎 　　初夏 　　昭和40年
　　福田平八郎 　　竹鶲 　　昭和41年

[常設展示室２]　19世紀後半の西洋美術
　作  家  名 　作  品  名 制  作  年

　　ギュスターヴ・クールベ 　　波 　　1869年
　　ウジェーヌ＝ルイ・ブーダン 　　ブレスト、停泊地 　　1872年
　　クロード・モネ 　　アンティーブ岬 　　1888年
　　ポール・セザンヌ 　　水の反映 　　1888－90年頃
　　メダルド・ロッソ 　　門番の女 　　1883年
　　ウジェーヌ・グラッセ 　　瞑想 　　1897年

[常設展示室２]　武智光春コレクション　福田平八郎　春・初夏の風物


