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【岡田三郎助―まぼろしの名画〝裸婦〟―特別公開 出品目録】（予定） 
○会期中以下の通り展示替を行います（※展示内容については、現在調整中です。）。 

（前期）7 月 13 日（金曜日）～29 日（日曜日） 

（中期）7 月 31 日（火曜日）～8 月 12 日（日曜日） 

（後期）8 月 14 日（火曜日）～9 月 2 日（日曜日） 

 
第一章 画学生、留学時代 
 

番 作 品 名 制作年代 材 質 所 蔵 

1 中野多津像 明治 26（1893）頃 油彩・カンヴァス 個人蔵 

２ 矢調べ 明治 26（1893） 油彩・カンヴァス
佐賀県立美術館蔵 
（佐賀県重要文化財） 

３ 大磯風景 明治 27（1894） 油彩・板 佐賀県立美術館蔵 

４ 老人像 明治 34（1901） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

５ 西洋婦人像 明治 33（1900） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

６ 少年 明治 33（1900） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

 
 
 
第二章 大家への飛躍 
 

番 作 品 名 制作年代 材 質 所 蔵 

7 八瀬の里 明治 39（1906） パステル・紙 佐賀県立美術館蔵 

８ 天井画下絵 明治 39（1906） 油彩・板 佐賀県立美術館蔵 

９ 清楚（少女） 明治 40（1907） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

10 薊 明治 41（1908） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

11 婦人像 明治 42（1909） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

12 収穫 明治 45（1912） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

13 若き娘の顔 大正 2（1913） 油彩・カンヴァス 
佐賀大学 
文化教育学部蔵 

14 藤山雷太像 大正 3（1914） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

15 風景習作 大正 5（1916） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

16 桃の林（大石田横山村） 大正 6（1917） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

17 花野 大正 6（1917） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

18 冠をつけた女の像 大正 7(1918)頃 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

19 庭 大正 8（1919) 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

20 風景 大正 8（1919） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

21 富士山(三保にて) 大正 9（1920） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

22 少女読書 大正 13（1924） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

23 台湾神社下絵 大正時代 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

24 坐婦 昭和 4（1929） フレスコ 佐賀県立美術館蔵 

25 フローレンス風景 昭和 5（1930） 岩絵具・絹 佐賀県立美術館蔵 

26 ローマの古橋 昭和 5（1930） 油彩・カンヴァスボード 佐賀県立美術館蔵 

27 薔薇 昭和 6（1931） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

28 教会 明治 32（1899） ペン・紙 佐賀県立美術館蔵 

29 五族協和下絵 制作年不詳 木炭・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

30 船のある風景 明治 35（1902） エッチング 佐賀県立美術館蔵 

31 田園 明治 41（1908） エッチング 佐賀県立美術館蔵 
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32 帰途 制作年不詳 エッチング 佐賀県立美術館蔵 

33 
木版画「おさん」 
近松門左衛門「大経

師」より 

大正 11（1922） 木版摺着色 佐賀県立美術館蔵 

34～

43 
素描 制作年不詳 鉛筆・紙 佐賀県立美術館蔵 

44 チマブエ像 明治 36（1903） ブロンズ 佐賀県立美術館蔵 

45 女 制作年不詳 ブロンズ 佐賀県立美術館蔵 

46 少女レリーフ 制作年不詳 石膏 佐賀県立美術館蔵 

 
 
 
第三章 日本洋画壇の頂点として 
 

番 作 品 名 制作年代 材 質 所 蔵 

47 淙々園にて 昭和 10（1935） 油彩・カンヴァス 個人蔵 

48 伊豆山風景 昭和 10（1935） 油彩・カンヴァス 佐賀県立美術館蔵 

49 裸婦 昭和 10（1935） 油彩・カンヴァス 個人蔵 

50 婦人半身像下絵 昭和 11（1936） パステル・紙 佐賀県立美術館蔵 

51 薔薇 制作年不詳 油彩・カンヴァスボード 佐賀県立美術館蔵 

 
 
 
第四章 画家をしのぶ 
 

番 作 品 名 制作年代 材 質 所 蔵 

52 パスポート 明治 33（1900）  佐賀県立美術館蔵 

53 男子胸像   石膏 佐賀県立美術館蔵 

54 少年マスク   石膏 佐賀県立美術館蔵 

55 絵具箱  木製 佐賀県立美術館蔵 

56 パレット  木製 佐賀県立美術館蔵 

57 イーゼル  木製 佐賀県立美術館蔵 

58 野外写生用日傘  布製（二段式） 佐賀県立美術館蔵 

59 インバネス（外套）  羊毛 佐賀県立美術館蔵 

60 ステッキ  木製・銀製鳳凰の柄付 佐賀県立美術館蔵 

61 
吉田久継 
岡田三郎助胸像 

昭和 13（1938） ブロンズ 佐賀県立美術館蔵 

62 
吉田久継 
岡田三郎助像 

昭和 13（1938） ブロンズ 佐賀県立美術館蔵 

 


