
「招き猫亭コレクション　夏–猫ビヨリ」　出品リスト

No 作家名 作品名 制作年 材質、技法 展示期間

1 テオフィル・アレクサンドル・スタンラン 夏─手すりの上の猫 1909年 紙、リトグラフ

2 歌川国芳 猫の百面相 1840年代 大判錦絵

3 歌川国利 流行温泉の圖 明治初期 大判錦絵 後期

4 歌川国峰 作品名不詳 制作年不詳 紙本墨画着彩 後期

5 竹内栖鳳 猫乃面 1911年 絹本（団扇部分 紙）、着色 前期

6 水野年方 三十六佳撰　湯あがり　寛政の婦人 1894年 大判錦絵 後期

7 永島春暁 猫の温泉あそび 明治初期 大判錦絵 前期

8 作者不詳 夏日 制作年不詳 紙、木版

9 石川寅治 黒い猫 1934年 紙、木版 前期

10 石川寅治 つれづれ 1934年 紙、木版 後期

11 小原祥邨 金魚鉢に猫（縁側） 1931年 紙、木版 前期

12 小原祥邨 金魚鉢に猫 1931年 紙、木版 後期

13 中川一政 日日閒（花に猫） 1931年 紙本墨画 前期

14 木村荘八 猫の銭湯 1953年 紙、木版 前期

15 木村荘八 われが住家　初代家元・竹枝せん 1957-58年 紙本墨画 後期

16 椿貞雄 とら寝る図 1936年 紙、墨画着彩

17 山口華楊 華と猫 1983年 紙、リトグラフ

18 猪熊弦一郎 二人の女 1986年 紙、ペン

19 斎藤清 黒猫 Ⅰ 1955年頃 紙、木版

20 清宮質文 夕日と猫 Ⅱ 1979年 紙、木版

21 清宮質文 夢の中へ 1983年 紙、木版

22 斎藤真一 化粧 1962年 キャンヴァス、油彩

23 岩織治 たそがれて 1970年頃 キャンヴァス、油彩

24 岩織治 猫と女 1970年頃 キャンヴァス、油彩

25 靉嘔 Don't look back 2001年 紙、シルクスクリーン

26 靉嘔 ルソーのピエール・ロティ氏の猫 1999年 紙、シルクスクリーン

27 吉原英雄 猫とヌード 1978年 紙、リトグラフ、手彩色

28 秀島由己男 猫とホホズキ 2005年 紙、ミクストメディア

29 秀島由己男 七色の妖光 2006年 紙、キャンヴァス裏打ち、ミクストメディア

30 秀島由己男 海を渡る裸婦 2007年 紙、キャンヴァス裏打ち、ミクストメディア

31 秀島由己男 ホホズキと猫 2009年 紙、銅版画、手彩色

32 奥谷博 招き猫 1994年 ヴェネツィアングラス

33 相笠昌義 猫を抱く少女 1991年 キャンヴァス、油彩

34 黒田征太郎 オスネコとメスネコ 1994年頃 団扇、ドローイング

35 生田宏司 キャットテール 2005年 紙、カラーメゾチント

36 生田宏司 秋の庭 2009年 紙、カラーメゾチント

37 安元亮祐 平和への祈り 2003年 キャンバス、アクリル、コラージュ

38 安元亮祐 七月の猫 Ⅰ 2006年 木、ミクストメディア

39 蔡國華 ある日─心地良い 2010年 紙、木炭、コンテ、水彩、パステルなど

40 會田千夏 portrait of forest b 2014年 パネル 、油彩

41 會田千夏 portrait of forest e 2014年 パネル 、油彩

42 岩松（新田）徳純 猫図［新田猫］ 1816年 紙本墨画着彩

43 岩松（新田）道純 猫図［新田猫］ 江戸後期 紙本墨画淡彩

44 脇屋（新田）義明 猫図［新田猫］ 江戸後期 紙本墨画淡彩

45 新田［源弘印］ 猫図［新田猫］ 江戸後期 紙、木版

46 作者不詳 猫図［新田猫］ 江戸後期 紙本墨画淡彩

47 児玉旗山 鼠をさりて　多くの金を爰にあつめよ 江戸後期 紙本淡彩 

48 楊洲周延 蚕まじない（ねずみよけの図） 制作年不詳 石版画

49 オーブリー・ビアズリー 黒猫 1894年頃 紙、ラインブロック

50 ルイ・イカール スイート・ミステリー 1935年 紙、エッチング

51 レオノール・フィニ 飛ぶ魔女 制作年不詳 紙、エッチング

52 三代歌川豊国(国貞) 花野嵯峨猫魔稿　愛妾胡蝶　伊東壮太　後室さがの方 1853年 大判錦絵 後期

53 三代歌川豊国 五十三次の内　京 1854年 大判錦絵 前期

54 三代歌川豊国 五十三次の内　岡部丸子の間　宇津谷猫石 1854年 大判錦絵 前期

55 歌川国芳 見立東海道五拾三次　岡部　猫石の由来 1847年 大判錦絵 後期

56 歌川国芳 日本駄右エ門　猫之古事 1847年頃 大判錦絵 前期

57 歌川国芳 曲亭翁精著八犬士随一　犬村大角 江戸後期 大判錦絵 前期

58 二代歌川国貞 金華七變化の内　半之丞の妻　後の十六夜 1866年 大判錦絵 後期

59 歌川小芳盛 高運不運兎の盛衰 1873年 大判錦絵 前期

60 豊原国周 東都三十六景之内 山下御門 古猫の怪 坂東彦三郎 1864年 大判錦絵 後期

61 尾形月耕 鼠　陸州黒石常経寺の猫 1892年 大判錦絵 後期

　藤沢市アートスペース

涼を感じて

暑さも吹き飛ぶ怖い猫

夏蚕ー蚕を守る猫絵

会期：2021年6月19日（土）〜8月29日（日）

前期：6月19日（土）-7月25日（日） 後期：7月29日（木）- 8月29日（日）

※会期中、一部の作品の展示替えがあります。

※作品番号は、キャプション番号と共通してますが、展示の順序とは異なりま
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62 植草甚一 猫男 1961年 紙、油彩

63 駒井哲郎 人のような猫 1961年 紙、エッチング

64 靉嘔 怒 2001年 紙、シルクスクリーン

65 秀島由己男 ビアズリーの中の秀島 2007年 紙、ラインブロック、インク

66 弦屋光溪 〈アルチンボルドに捧ぐ五題〉の内 猫 2013年 紙、木版

67 多賀新 猫 1977年 紙、エッチング

68 木下晋 シンチャンの戦闘態勢 2018年6月30日 紙、鉛筆

69 緑川俊一 猫 2007年 紙、コンテ、コラージュ

70 平澤重信 猫 制作年不詳 板、油彩

71 大森暁生 ぬけない棘の山猫 1999年 ブロンズ、大理石（台座）

72 大森暁生 黒猫の勲章 2006年 木、漆

73 田嶋健 ねこお 2007年 紙、木版

74 池田俊彦 老猫 f.s. 2013-15年 紙、エッチング、雁皮紙

75 小林清親 猫と提灯 1877年 間倍判錦絵

76 高橋弘明 ジャパニーズ・ボブテイル 1924年 紙、木版

77 浜田知明 蒸し暑い夜 1985年 紙、エッチング

78 浜田知明 夜 1988年 紙、エッチング

79 秀島由己男 月夜 1981年 紙、メゾチント

80 秀島由己男 月夜の静物 1985年 紙、メゾチント

81 秀島由己男 月夜の猫 2004年 紙、ミクストメディア

82 池田満寿夫 夜の猫　chat de nuit 1958年 紙、水彩

83 山下清澄 夜訪れる者たち 1971年 紙、エッチング、アクアチント

84 緑川俊一 ラウンド・アバウト・ミッドナイト 2009年 キャンバス、油彩

85 中佐藤滋 夜遊び 2016年 紙、アクリル 

86 古田恵美子 夜の散歩ネコ 2009年 板、キャンヴァス、油彩、木炭

87 生田宏司 猫と猫頭鷹 Ⅴ 2002年 紙、メゾチント

88 生田宏司 猫と猫頭鷹 Ⅱ 2000年 紙、メゾチント

89 生田宏司 月夜の集い 2000年 紙、メゾチント

90 安元亮祐 月を呼ぶ猫 2002年 板、木、アクリル、ミクストメディア

91 安元亮祐 蒼い月の匂い 2001年 キャンバス、アクリル、コラージュ

92 安元亮祐 月の猫 2002年 キャンバス アクリル、コラージュ　

93 安元亮祐 中世の猫 2004年 キャンバス アクリル、コラージュ　

94 鈴木敦子 光る 2007年 紙、木版

95 大森暁生 月夜のテーブル ─Burmese─ 2014年 楠、欅、漆、彩色、ガラス

96 歌川国芳 流行逢都繪希代稀物 1852年頃 大判錦絵

97 歌川国芳 猫飼好五十三疋（復刻版） 制作年不詳 大判錦絵

98 作者不詳 伊万里国芳猫文様豆皿 1947-52年頃 陶器

99 梅素薫 東京自慢名物會 魚問屋　伊勢吉 1896年 大判錦絵 後期

100 作者不詳 新板ねこの弥次きた 明治初期 大判錦絵 前期

101 レオナール・フジタ 猫を抱く少女 1950年 紙、水彩 

102 レオナール・フジタ ヴァンドーム広場［「魅せられし河」より］ 1951年 紙、エッチング、彩色

103 レオナール・フジタ パレ・ロワイヤル［「魅せられし河」より］ 1951年 紙、エッチング、彩色

104 永瀬義郎 東洋の旅 Ⅰ　上海所見 1929年 紙、木版

105 川上澄生 猫町 1935年 装幀画

106 川上澄生 Cat Town［猫町］ 1948年 装幀画

107 杉山寧 ローマの猫 1963年 布、板裏打ち、着色

108 斎藤真一 軽便鉄道 1988-89年 紙、エッチング　多色刷り

109 秀島由己男 夜の根子岳（猫岳） 2009年 紙、キャンヴァス裏打ち、ミクストメディア

110 秀島由己男 夜の根子岳（2匹の猫） 2011年 紙、ミクストメディア

111 つげ義春 猫町紀行 1982年 上製本

112 ナメ川コーイチ 猫の国ったら猫だらけ 1984年 紙、インク

113 小澤清人 クレオパトラの猫 1987年 板、油彩

114 筧本生　 猫とギャルソン 2010年 キャンヴァス、油彩

115 横山貞二 たまの外出 1998年 紙、木版、油彩

116 籔内佐斗司 猫も歩けば 1998年 ブロンズ

117 安元亮祐 沙漠の秘宝 2003年 紙、布、アクリル、ミクストメディア

118 安元亮祐 アフリカの風─おすまし猫 2005年 木、アクリル、ミクストメディア

119 安元亮祐 あさがえり 2008年 板、アクリル、コラージュ

120 山下まゆみ 鏡の国 2006年 紙本着色

121 三沢厚彦 cat 2002年 紙、ペン、色鉛筆

122 山下英二 森へ行こう 2007年 テラコッタ

123 鈴木敦子 一緒に行こう 2009年 紙、木版

124 鈴木敦子 雨降る日 2017年 板、ミクストメディア

125 鈴木敦子 旅立ちの朝 2017年 板、ミクストメディア

126 呉亜沙 行き先 2003年 キャンヴァス、油彩

127 大蘇（月岡）芳年･歌川（落合）芳幾･歌川芳虎 仮名垣魯文作『鐄花猫目鬘』 1863-1868年  版本（全7編上下巻14冊）

128 松田剣 猫面 2011年 テラコッタ

その他　猫面

夏休み！遠くへ行く？それとも近くへ？−旅と猫

猫夜行


