
　開館２５周年記念特別展

制作年 材質 所蔵先 作品№

椿と柿梨 1983 紙本着色 泉美術館 33

向日葵 1987 油彩・キャンバス 泉美術館 27

薔薇 1982 油彩・キャンバス 泉美術館 24

薔薇 1982 油彩・キャンバス 泉美術館 25

薔薇 不詳 油彩・キャンバス 泉美術館 22

真鶴の海 1968頃 油彩・キャンバス 泉美術館 11

制作年 材質 所蔵 作品№

椅子の少女 1916 油彩・キャンバス 平塚市美術館 1

厨房静物 1923 油彩・キャンバス 島根県立美術館 2

静物 1925 油彩・キャンバス 下関市立美術館 3

目黒風景 1923 油彩・キャンバス 三重県立美術館 4

外国之春 1923 油彩・キャンバス 下関市立美術館 5

田園風景 1939 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 6

少年像 1949 油彩・キャンバス 白山市立松任中川一政記念美術館 7

制作年 材質 所蔵 作品№

1951-1952 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 8

福浦突堤 1966 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 9

福浦 1968 油彩・キャンバス 白山市立松任中川一政記念美術館 10

駒ヶ岳 1973 油彩・キャンバス 白山市立松任中川一政記念美術館 16

駒ヶ岳 1973 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 17

駒ヶ岳 1988 油彩・キャンバス 白山市立松任中川一政記念美術館 19

尾の道展望 1961 油彩・キャンバス 蘭島閣美術館 13

風景 1964 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 12

1962 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 14

1962 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 15

駒ヶ岳 1980 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 18

泉美術館コレクションより

作品名

第２章　風景／駒ヶ岳への道

作品名

湯ケ原の海と山（漁船帰ル時）

カーニュ（フランス）

トレド（スペイン）風景

　中川一政　躍動する命　　　　　　　　　　　　　　　2022年10月8日(土)～12月4日(日)

　出品作品リスト 公益財団法人泉美術館　

作品名

第１章　画家としての出発



制作年 材質 所蔵 展示順

少年像 1967 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 20

少女のモデル 1976 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 21

向日葵 1977 油彩・キャンバス 白山市立松任中川一政記念美術館 26

向日葵 1982 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 28

1976 油彩・キャンバス 白山市立松任中川一政記念美術館 23

薔薇 1987 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 29

静物  薔薇 1990 油彩・キャンバス 真鶴町立中川一政美術館 30

制作年 材質 所蔵 作品№

1978 紙本着色 真鶴町立中川一政美術館 前期

1958 紙本着色 真鶴町立中川一政美術館 後期

門より入るは 1987 墨・紙 真鶴町立中川一政美術館 42

百花撩乱 1986 墨・紙 白山市立松任中川一政記念美術館 45

正念場 1989 墨・紙 真鶴町立中川一政美術館 43

1980 墨・紙 真鶴町立中川一政美術館 44

渡津海乃 1989 墨・紙 白山市立松任中川一政記念美術館 46

阿吽 1983 紙本着色 真鶴町立中川一政美術館 36

鯛・大器晩成 1977 紙本着色 白山市立松任中川一政記念美術館 35

梁塵秘抄 1980 紙本着色 白山市立松任中川一政記念美術館 37

不詳 墨・紙 白山市立松任中川一政記念美術館 38

歌短冊「うちいでて」 1984 墨・着色・紙 白山市立松任中川一政記念美術館 47

1984 墨・着色・紙 白山市立松任中川一政記念美術館 48

1984 墨・着色・紙 白山市立松任中川一政記念美術館 49

1984 墨・着色・紙 真鶴町立中川一政美術館 50

われのみや 1980 墨・着色・紙 真鶴町立中川一政美術館 41

今代爾之 1980 墨・着色・紙 真鶴町立中川一政美術館 40

花をのみ 1980 墨・着色・紙 真鶴町立中川一政美術館 39

相撲絵四方額皿 1986 陶器（奈良・車木窯） 真鶴町立中川一政美術館 54

1983 陶器（唐津・中里窯） 真鶴町立中川一政美術館 55

不詳 陶器（奈良・車木窯） 真鶴町立中川一政美術館 51

1976 陶器（唐津・中里窯） 真鶴町立中川一政美術館 52

歌短冊「べんとうを」

唐津絵額皿「天気晴朗」

水鳥文大皿「香取の海に」

唐津黒茶碗「武蔵坊」

アマリリス

（展示期間　10/8～11/6）

アイリスと金盞花

（展示期間　11/8～12/4）

見観（目のおさめ）

政宗・氏郷感懐「馬上少年過／限りあれば」

歌短冊「浜松で」

歌短冊「はこねやま」

第３章　静物／沸き立つ花々とムーヴマン

作品名

マジョリカ壺の薔薇

第４章　墨と土／自在な表現を求めて

作品名



制作年 材質 所蔵 作品№

1976 陶器（唐津・中里窯） 真鶴町立中川一政美術館 53

16-17世紀 イタリア 真鶴町立中川一政美術館

作家名 作品名 制作年 材質 所蔵 作品№

中川一政 椿静物 不詳 紙本着色 泉美術館 34

梅原 龍三郎 カンヌ夕陽 1966 油彩・水彩・紙 泉美術館

梅原 龍三郎 薔薇 1953 油彩・絹 泉美術館

小林 和作 エクスの松林 1929 油彩・キャンバス 星野画廊

小林 和作 木曾御岳の秋 不詳 油彩・板 個人蔵

佐藤 忠良 ジーパン 1970 ブロンズ 泉美術館

佐藤 忠良 Y子の顔 1979 ブロンズ 泉美術館

佐藤 忠良 男の児 1974 ブロンズ 泉美術館

作品名 制作年 制作者 所蔵 作品№

1992 北陸放送・北陸スタッフ 白山市立松任中川一政記念美術館

著者 題名 出版年 出版社名 所蔵 作品№

中川 一政 詩集 見なれざる人 1921 叢文閣 泉美術館

中川 一政 香爐峯の雪 1950 創元社 泉美術館

中川 一政 中川一政全文集（全10巻） 1987 中央公論社 泉美術館

林 芙美子 續 放浪記 1946 改造社 泉美術館

林 芙美子 女の日記 1946 八雲書店 泉美術館

武者小路 実篤 脚本 孤独の魂 1926 改造社 泉美術館

武者小路 実篤 幸福な家族 1940 中央公論社 泉美術館

武者小路 実篤 人生の特急車の上で一人の老人 1969 皆美社 泉美術館

向田 邦子 あ・うん 1981 文藝春秋 泉美術館

向田 邦子 女の人差し指 1982 文藝春秋 泉美術館

作家名 作品名 制作年 材質 所蔵 作品№

片山 攝三 中川一政の肖像 1981
白山市立松任中川一政記念美術館

協力：日本写真センター

中川一政生誕百年記念番組

（上映時間 53分）

作品名

彫唐津茶碗「富樫」

中川一政コレクション

マジョリカ壺(男）

関連企画　交流／語られる中川一政


