
No 作者 作品名 制作年代 形状・材質/制作地 寸法（縦×横、単位センチ） 備考

1 日吉館 日吉館宿帳
大正9年（1920）〜12年
（1923） 和綴じ本　墨書 23.7×16.4 田村耿生氏寄贈

2 安藤更生 メモ 昭和38年（1963）12月27日 原稿用紙　ペン書き 24.6×17.5 田村耿生氏寄贈

3 安藤更生 吉武正紀宛ハガキ 大正11年（1922)4月3日 ハガキ　ペン書き 14.0×9.0 渡辺正朋氏寄贈

4 會津八一他 日吉館宛ハガキ 昭和4年（1929）11月21日 ハガキ　墨書 14.0×9.0 田村耿生氏寄贈

5 小川晴暘編輯 『東洋美術』（飛鳥園発行） 昭和4年（1929）〜 雑誌 27.0×19.0 当館所蔵

6 木曜会 『学叢』 昭和13年（1938） 雑誌 22.0×15.0 小杉一雄氏寄贈

安藤更生コレクション664-
21

安藤更生コレクション664-
22

8
安藤更生・實藤
惠秀 『華紙類選』 昭和14年（1939） 和綴じ本 22．0×16.2 早稲田大学図書館蔵

9 會津八一 石村とも子宛書簡 昭和19年（1886）12月31日 封筒　便箋四枚　墨書
封筒20.4×8.5
便箋27.0×16.5 石村千春氏寄贈

10 會津八一 安藤更生宛ハガキ 昭和21年（1946）5月27日 ハガキ　墨書 14.0×9.0 安藤更生コレクション5

11 會津八一 安藤更生宛ハガキ 昭和22年（1947）11月24日 ハガキ　ペン書き 14.0×9.0 安藤更生コレクション24

12 會津八一 安藤更生宛ハガキ 昭和24年（1949）1月22日 ハガキ　ペン書き 14.0×9.0 安藤更生コレクション35

13 會津八一 安藤更生宛ハガキ 昭和29年（1954）9月29日 ハガキ　ペン書き 14.0×9.0 安藤更生コレクション122

14 會津八一 安藤更生宛ハガキ 昭和29年（1954）10月7日 ハガキ　ペン書き 14.0×9.0 安藤更生コレクション123

15 會津八一 安藤更生・小杉一雄宛書簡 昭和24年(1949)11月15日 封筒　便箋22枚　ペン書き
封筒　18.0×8.0
便箋　25.4×17.5 安藤更生コレクション52

16 會津八一 會津記念美術陳列室宛ハガキ 昭和30年（1955）1月1日 ハガキ　ペン書き 14.0×9.0 当館所蔵

17 會津八一 研精 不明 額　紙本墨書 32.4×91.4 安藤更生コレクション378

18 會津八一 安藤更生宛電報 昭和31年（1956）8月16日 紙　印刷 21.0×12.4 安藤更生コレクション156

19 安藤更生 會津八一葬儀弔辞原稿 昭和31年（1956）11月25日 原稿用紙二枚　ペン書き 25.5×36.0 安藤更生コレクション536

20 會津八一 菊図 明治29年（1896） 軸　紙本墨画淡彩 39.8×27.8 安藤更生コレクション335

21 會津八一 寒泉石鼎 不明 軸　紙本墨書 54.2×16.6 安藤更生コレクション300

22 會津八一 おほてらの 不明 軸　紙本墨書 37.3×21.7 安藤更生コレクション310

23 會津八一 朱竹図 不明 軸　紙本朱墨画墨書 70.8×34.4 安藤更生コレクション380

24 安藤更生 七言絶句（猿啼客散暮江頭) 不明 軸　紙本墨書 34.5×24.5 安藤更生コレクション502

25 安藤更生 採菊東籬下 昭和34年（1959） 軸　短冊墨書 36.2×7.5 安藤更生コレクション507

26 安藤更生 五言絶句（白日依山盡） 不明 軸　紙本墨書 65.0×31.3 安藤更生コレクション508

27 安藤更生 維揚詩集 昭和25年（1950） 折帖　紙本墨書 18.0×459.0 安藤更生コレクション513

28 安藤更生 静嬾帖 昭和33年（1958) 折帖　紙本墨書 18.0×323.4 安藤更生コレクション512

29 不明 住所印 不明 石 4.5×2.0×4.8(縦・横・高) 安藤更生コレクション440

30 茜岡・椿處 蔵書印 不明 石 3.9×3.95×6.7 安藤更生コレクション422

31 王个簃 収蔵印 不明 石 2.1×1.8×6.1 安藤更生コレクション417

32 不明 屋号印 不明 石 1.7×1.7×5.5 安藤更生コレクション421

33 北川朱泥 姓名印 不明 石 2.3×2.3×6.6 安藤更生コレクション418

34 伏見冲敬 名印 昭和丙年 銅 1.9×1.9×1.8 安藤更生コレクション430

53.0×60.0
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7 不明 門神 不明 額　版画/北京・天津地方

　　　安藤更生コレクション受贈記念	
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35 不明 寺印 不明 銅 3.2×3.2×2.4 安藤更生コレクション458

36 山田正平 會津八一用印 大正3年（1914） 石 2.5×1.2×4.4 安藤更生コレクション416

37 淡島寒月 會津八一用印 不明 石 2.4×1.2×4.3 安藤更生コレクション431

38 石川蘭八 會津八一用印 不明 石 3.1×1.5×6.6 安藤更生コレクション426

39 安藤更生 揚州遺跡図 昭和29年（1954）1月作製 青写真 45.7×41.2
安藤更生コレクション522-
②

40 安藤更生 『鑒眞大和上傳之研究』附図 昭和28年（1953）作製 台紙（2枚）　写真(ペン書き)貼付 39.4×27.2（台紙） 安藤更生コレクション521

41 安藤更生
「鑒眞大和上傳之研究」原稿
（献辞・序文） 昭和28年（1953）12月脱稿 原稿用紙（2枚）　ペン書き 25.2×38.0 安藤更生コレクション520

42 安藤更生
『鑒眞大和上傳之研究』（学位
請求論文） 昭和28年（1953）12月序 冊子　ガリ版刷 27.3×20.7×厚7.8 安藤更生コレクション521

43 安藤更生 鑑真大和上上陸地記念碑拓本
昭和40年（1965）4月撰・書
昭和41年(1966)12月立碑 軸　紙本墨拓 62.2×72.8 安藤更生コレクション518

44 不明 灰皿 不明 陶磁器 高5.2×径15.0　高台径8.5 安藤更生コレクション706

45 不明 湯呑茶碗 不明 陶磁器 高7.2×径8.6　高台径5.4 安藤更生コレクション705

46 不明 水滴 不明 陶磁器 10.9×11.7×高7.0 安藤更生コレクション703

47 不明 硯 不明 石 19.4×19.0×高3.8 安藤更生コレクション702

48 安藤更生 竹筒 不明 竹 27.5×径8.8（上）・7.7（下） 安藤更生コレクション 515

49 安藤更生 ノート 不明 ノート　鉛筆・ペン書き 21.0×15.0 安藤更生コレクション524

50 安藤更生 野帳 不明 帳　鉛筆・ペン・水彩書き
（小）17.5×9.3　　　　　　（大）
17.7×13.0 安藤更生コレクション524

51 安藤更生 日本文人画展ポスター 昭和37年(1962) 紙 158.0×115.3 安藤更生コレクション535

52 安藤更生 ゴッホ墓誌拓本 昭和37年(1962)11月22日 軸 68.7×67.4 安藤更生コレクション690

53 安藤更生 フィレンツェ露天市 昭和37‐8年(1962‐3) 額　　鉛筆・水彩・紙 36.5×46.6 安藤更生コレクション500

54 安藤更生 a la place de Furstenberg 昭和37年(1962) 額　　鉛筆・水彩・紙 44.4×36.8 安藤更生コレクション501

55 不明 コーヒー沸し 不明 金属/エジプト 高14.7×径13.5 安藤更生コレクション730

56 不明 褐色両耳壺 不明 陶磁器/ベネベント 高24.0×径20.5 安藤更生コレクション742

57 不明 柄付水注 不明 素焼き/フィレンツェ 高19.5×径13.0 安藤更生コレクション743

58 不明 ヒトデ刻文長頸壺 不明 陶磁器/サルジニア 高24.0×径15.0 安藤更生コレクション744

59 不明 黄釉水注 不明 陶磁器/マテラ 高21.0×径14.0 安藤更生コレクション745

60 不明 素焼柄付壺 不明 素焼き/ベネベント 高35.0×径21.0 安藤更生コレクション746

61 不明 ミルク注 不明 木/ユーゴ 高14.5×径14.0 安藤更生コレクション749

62 不明 色絵タコの図皿 不明 陶磁器/ピエトリ 径30.0 安藤更生コレクション747

63 不明 白地藍色模様入皿 不明 陶磁器/タラント 径35.5 安藤更生コレクション748

64 不明 ヒトデ置物 不明 陶磁器/イタリア 長12.0 安藤更生コレクション751

65 不明 スプーン 不明 陶磁器/フィレンツェ 長14.5　つぼ径4.5 安藤更生コレクション750

66 不明 スプーン 不明 陶磁器/フィレンツェ 長14.5　つぼ径4.5 安藤更生コレクション750

67 不明 ロバ置物 不明 陶磁器/イタリア 横5.5×高6.0 安藤更生コレクション752

68 不明 牛鈴 不明 金属/サルジニア 11.3×10.4×厚6.0 安藤更生コレクション727

69 不明 牛鈴 不明 金属/サルジニア 7.8×6.0×厚4.3 安藤更生コレクション728

70 不明 牛鈴 不明 金属/アテネ
9.5×11.4×厚5.5
9.0×10.7×厚5.0 安藤更生コレクション729

71 不明 赤羊地刺繍肩掛布袋 不明 ウール 織物/ミコノス 36.0×35.5 安藤更生コレクション767

72 不明 婦人帽 不明 草編み/フィレンツェ 径40.0 安藤更生コレクション766

73 不明 草細工馬 不明 草編み/フィレンツェ 15.7×8.3 安藤更生コレクション726

74 不明 草編み籠 不明 草編み/サルジニア 長径37.6×短29.6×高31.3 安藤更生コレクション722

75 不明 布 不明 シルク/ローマ 26.0×118.0 安藤更生コレクション757

76 不明 刺繡織物 不明 綿/不明 80.0×125.5 安藤更生コレクション760

77 不明 草編み敷物 不明 草編み/ポルトガル 47.0×98.0 安藤更生コレクション725

＊展示期間中、展示替えがあります。一部の作品は二階常設展示室にも展示しております。

日々新面目あるべし


