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展示室
番号

作品
番号 作家名 題名 所蔵先名 音声ガイド

番号

1 ★システィーナ･ホール
1 ミケランジェロ システィーナ礼拝堂天井画および壁画 システィーナ礼拝堂、ヴァティカン 1

2
2 エル･グレコ 三位一体 プラド美術館、マドリード、スペイン
3 エル･グレコ 聖アンデレと聖フランチェスコ プラド美術館、マドリード、スペイン

3

★エル･グレコの部屋
4 エル･グレコ 聖マウリティウスの殉教 エル･エスコリアル美術館、エル･エスコリアル、スペイン
5 エル･グレコ オルガス伯爵の埋葬 サント･トメ聖堂、トレド、スペイン 3
６ エル･グレコ エル･グレコの祭壇衝立復元 プラド美術館、マドリード、スペイン/ルーマニア国立美術館、

ブカレスト、ルーマニア 2

4 ★聖マルタン聖堂
137 聖マルタン聖堂壁画 聖マルタン聖堂、ノアン・ヴィック、フランス 4

5 ★聖ニコラオス･オルファノス聖堂
138 聖ニコラオス･オルファノス聖堂壁画 聖ニコラオス･オルファノス聖堂、テサロニキ、ギリシア 5

6 ★秘儀の間
7 秘儀の間 秘儀荘、ポンペイ、イタリア 6

7 ★鳥占い師の墓
8 鳥占い師の墓 モンテロッツィ墓地、タルクィニア、イタリア 7

8 ★貝殻のヴィーナス
9 貝殻のヴィーナス 貝殻のヴィーナスの家、ポンペイ、イタリア 8

9

（古代の時代説明） 9
10 大狩猟図 カサーレのローマ別荘、ピアッツァ･アルメリーナ、イタリア
11 ヴァティカン73の画家 コリントス式オルペ ヴァティカン美術館、ヴァティカン
12 スフィンクスの画家 動物のパラダイス ヴィラ･ジュリア国立博物館、ローマ、イタリア
13 プロメテウスを解放するヘラクレス フィレンツェ国立考古学博物館、フィレンツェ、イタリア
14 死者の周りを踊る女たち ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
15 ヘラクレスとアルキュオネウス ヴァティカン美術館、ヴァティカン
16 エクセキアス ペンテシレイアを殺すアキレウス 大英博物館、ロンドン、イギリス
17 ソシアスの画家 パトロクロスとアキレウス ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
18 マケドニア王家の人々 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
19 アキレウスの画家 アキレウス ヴァティカン美術館、ヴァティカン
20 春 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
21 巨人族の戦い フェッラーラ国立考古学博物館、フェッラーラ、イタリア
22 ニオビダイの画家 ギリシア人とアマゾン族の戦い ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
23 獅子狩り ペラ考古学博物館、ペラ、ギリシア
70 戦士の帰還 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
71 身づくろいする鳩 カピトリーノ美術館、ローマ、イタリア
111 豹に乗るディオニュソス デロス考古学博物館、デロス、ギリシア
112 メナンドロス メナンドロスの家、ポンペイ、イタリア
113 新喜劇の一場面 カスカ･ロングスの家（演劇画の家）、ポンペイ、イタリア
114 新喜劇の一場面 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
115 新喜劇の一場面 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
116 ベルリンの画家 ヘルメスとサテュロス ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
117 ヴィーナスとヘスペロス アポロンの家、ポンペイ、イタリア
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   ★は環境展示（12 作品）
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9

118 吝嗇家カリノスと二人の泥棒 ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
119 悲劇俳優 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
120 祭の行進 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
121 エウフロニオス パラエストラ ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
122 ボローニャ417の画家 イソップと狐（?） ヴァティカン美術館、ヴァティカン
123 鋳造所の画家 青銅像の制作 ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
124 アンティフォンの画家 運動家 ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
125 宴会の場面 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
126 酩酊したシレノスとサテュロス クリプトポルティコの家、ポンペイ、イタリア
127 酒宴と踊り ヴィラ･ジュリア国立博物館、ローマ、イタリア

10

24 ポリュフェモスとガラテイア サケルドス･アマンドゥスの家、ポンペイ、イタリア
25 ペルセウスとアンドロメダ サケルドス･アマンドゥスの家、ポンペイ、イタリア
26 アレクサンダー･モザイク ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア 10
27 オデュッセイア風景画 ヴァティカン図書館、ヴァティカン
28 「単彩の部屋」の壁面装飾 リウィアの家（パラティーノ丘）、ローマ、イタリア
29 海浜別荘の風景 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア

11

30 春のフレスコ アテネ国立考古学博物館、アテネ、ギリシア
31 パリの女 イラクリオン考古学博物館、イラクリオン、ギリシア
32 ディピュロンのアンフォラ アテネ国立考古学博物館、アテネ、ギリシア
33 アナラトスの画家 プロト･アッティカ式ルトロフォロス ルーヴル美術館、パリ、フランス
34 ポリュフェモスの画家 ポリュフェモスの目を突き刺すオデュッセウス

（エレウシスのアンフォラ）
エレウシス考古学博物館、エレウシス、ギリシア

35 ゴルゴンの画家 ペルセウスとゴルゴン ルーヴル美術館、パリ、フランス
36 船出する櫂船に乗り込む男女 大英博物館、ロンドン、イギリス
37 婚礼の行列 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
38 キージの画家 キージの壺 ヴィラ･ジュリア国立博物館、ローマ、イタリア
39 アルケシラスの画家 アルケシラス王 パリ国立図書館、パリ、フランス
40 エクセキアス 将棋を指すアキレウスとアイアス ヴァティカン美術館、ヴァティカン 11
41 奉納式 アテネ国立考古学博物館、アテネ、ギリシア
42 アルゴスの画家 ヘラクレスとフォロス ヴィラ･ジュリア国立博物館、ローマ、イタリア
43 プロノモスの画家 神々と巨人族の戦い アテネ国立考古学博物館、アテネ、ギリシア
44 リュアンドロスの画家 座るアフロディテ フィレンツェ国立考古学博物館、フィレンツェ、イタリア
45 ニオビダイの画家 ニオベの子供たちの虐殺 ルーヴル美術館、パリ、フランス
46 ペルセウスとアンドロメダ ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア

12

47 宴会の場面 楯の墓（モンテロッツィ墓地）、タルクィニア、イタリア
48 第二様式装飾壁画 秘儀荘（クビクルム16、南壁）、ポンペイ、イタリア
49 第二様式装飾壁画 秘儀荘（クビクルム16、北壁）、ポンペイ、イタリア
50 サテュロス 秘儀荘、ポンペイ、イタリア
51 牧歌的神域風景画 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
52 イカロスの墜落 果樹園の家、ポンペイ、イタリア
53 ヘラクレスとオンファレ ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
54 エウロペの掠奪 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
55 第四様式装飾壁画 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
56 舞台背景画 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
57 ディアナ ヴィア･リヴェンツァ地下墓、ローマ、イタリア

13

58 若い女性の肖像 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
59 宴会の場面 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
60 鶏と果実 クリプトポルティコの家、ポンペイ、イタリア
61 パン屋の夫妻 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア 12
62 婦人の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
63 静物 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
64 ボレアスの画家 ヘレネを追いかけるテセウス フェッラーラ国立考古学博物館、フェッラーラ、イタリア
65 ナイル川の風景 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
66 庭園図 果樹園の家、ポンペイ、イタリア
67 ナイル･モザイク パレストリーナ国立考古学博物館、パレストリーナ、イタリア
68 牡牛をほふるミトラス神 ミトラス教礼拝堂、サンタ･マリーア･カプア･ヴェテレ、イタリア
69 第二様式装飾壁画 パラティーノ陳列館、ローマ、イタリア

14
72 ディノスの画家 ディオニュソス、マイナスとサテュロス ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ
73 Cの画家 アテナの誕生、戦車、パリスの審判 ルーヴル美術館、パリ、フランス
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14

74 アポロンとダフネ エフェボの家、ポンペイ、イタリア
75 エクセキアス 海を渡るディオニュソス ミュンヘン国立古代収集館、ミュンヘン、ドイツ
76 クレイティアス フランソワの壺 フィレンツェ国立考古学博物館、フィレンツェ、イタリア
77 フィアレの画家 幼児ディオニュソスを抱くヘルメス ヴァティカン美術館、ヴァティカン
78 アルタムラの画家 ディオニュソスの誕生 フェッラーラ国立考古学博物館、フェッラーラ、イタリア
79 ペンテウスの虐殺 ヴェッティの家、ポンペイ、イタリア
80 マルスとヴィーナス M･ルクレティウス･フロントの家、ポンペイ、イタリア
81 ピストクセノスの画家 ガチョウに乗るアフロディテ 大英博物館、ロンドン、イギリス
82 フィレンツェの画家 ケンタウロスと戦うテセウス フィレンツェ国立考古学博物館、フィレンツェ、イタリア
83 ドゥーリス 龍の口から吹き出されるイアソン ヴァティカン美術館、ヴァティカン
84 第三様式装飾壁画 M･ルクレティウス･フロントの家、ポンペイ、イタリア
85 解放者テセウス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
86 解放者テセウス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
87 アリアドネを発見するディオニュソス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
88 パリスの審判 ルーヴル美術館、パリ、フランス
89 リュコメデス王の宮廷でのアキレウスの発見 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
90 ヘファイストスの工房を訪れたテティス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア

15

91 アキレウスとトロイロス 牡牛の墓、タルクィニア、イタリア
92 ペンテシレイアの画家 アキレウスとペンテシレイア ミュンヘン国立古代収集館、ミュンヘン、ドイツ
93 ミカーリの画家（工房） アキレウスとトロイロス ヴィラ･ジュリア国立博物館、ローマ、イタリア
94 トロイアの木馬 メナンドロスの家、ポンペイ、イタリア
95 アエネアスとイアピュクス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
96 カッサンドラとアイアス メナンドロスの家、ポンペイ、イタリア
97 ヘクトルの画家 出陣のヘクトル ヴァティカン美術館、ヴァティカン
98 レアグロス･グループ ヘラクレスとケルベロス ヴァティカン美術館、ヴァティカン
99 アキレウスとブリセイス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
100 蛇を絞め殺す幼児ヘラクレス ヴェッティの家、ポンペイ、イタリア
101 アキレウスとケイロン ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
102 ペルセウスとアンドロメダ ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
103 アルテミスの水浴を覗くアクタイオン 果樹園の家、ポンペイ、イタリア
104 ヘラクレスとテレフォス ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
105 メデイアと子供 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
106 メデイア ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
107 イフィゲネイアの犠牲 ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア 13
108 イエナの画家 トリプトレモス ヴァティカン美術館、ヴァティカン
109 ヘレネの返還を求める使者 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
110 ケンタウロスと猛獣 ベルリン国立古代博物館、ベルリン、ドイツ

16

128 ポンペイ人とヌケリア人の戦い ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア
129 ヘラクレイトス ローマン・モザイク ヴァティカン美術館、ヴァティカン
130 狩りと漁りの墓 狩りと漁りの墓、タルクィニア、イタリア
131 働くキューピッド ヴェッティの家、ポンペイ、イタリア
132 アルドブランディーニの婚礼 ヴァティカン図書館、ヴァティカン 14
133 ララリウムの壁画 カウポーナ1、ポンペイ、イタリア
134 剣闘士の戦い パエストゥム国立考古学博物館、パエストゥム、イタリア
135 飛び込む男 パエストゥム国立考古学博物館、パエストゥム、イタリア 15
136 饗宴 パエストゥム国立考古学博物館、パエストゥム、イタリア

17 ★スクロヴェーニ礼拝堂
139 ジョット スクロヴェーニ礼拝堂壁画 スクロヴェーニ礼拝堂、パドヴァ、イタリア 17

18

140 善き羊飼い、オランス、ヨナの物語 サンティ･ピエトロ･工･マルチェッリーノのカタコンベ、ローマ、イタリア
141 ウェラティオの墓室壁画 プリシッラのカタコンベ、ローマ、イタリア
142 紅海を渡るモーセ サンタ･マリーア･マッジョーレ聖堂、ローマ、イタリア
143 虎狩り モザイク美術館、イスタンブール、トルコ
144 ラクダに乗る子供たち モザイク美術館、イスタンブール、トルコ
145 ヨナの物語 アクィレイア大聖堂、アクィレイア、イタリア
146 皇帝ユスティニアヌスと随臣たち サン･ヴィターレ聖堂、ラヴェンナ、イタリア
147 皇妃テオドラと侍女たち サン･ヴィターレ聖堂、ラヴェンナ、イタリア
148 最後の晩餐 サンタポッリナーレ･ヌオーヴォ聖堂、ラヴェンナ、イタリア
149 聖ディミトリオスと並ぶ司教と行政官 アギオス･ディミトリオス聖堂、テサロニキ、ギリシア
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19
（中世の時代説明） 16

150 善き羊飼い ガッラ･プラチディア廟堂、ラヴェンナ、イタリア 19
151 マスクと動物のある唐草縁飾り モザイク美術館、イスタンブール、トルコ

20 ★聖テオドール聖堂
152 聖テオドール聖堂壁画 聖テオドール聖堂、カッパドキア、トルコ 18

21

184 聖ステパノの殉教 サン・ジェルマン修道院聖堂、オーセール、フランス
185 ラザロの蘇生 ザンクト･ゲオルク聖堂、ライヒェナウ島オーバーツェル、ドイツ
186 キリストの磔刑 サンタ･マリーア･アンティークァ聖堂  テオドトゥス礼拝堂、ローマ、イタリア
187 ベツレヘムヘの旅 サンタ･マリーア･フォリス･ポルタス聖堂、カステルセプリオ、イタリア
188 龍を退治する大天使ミカエル サン･ピエトロ･アル･モンテ聖堂、チヴァーテ、イタリア
189 キリストの受難 サンタンジェロ･イン･フォルミス聖堂、カプア、イタリア
190 預言者エレミヤ サン･ヴィンチェンツォ聖堂、ガッリアーノ、イタリア
191 福音書記者聖ヨハネの殉教と聖マグヌスの奇跡 アナーニ大聖堂、アナーニ、イタリア
192 アゾフ海の子供の保護 サン･クレメンテ聖堂、ローマ、イタリア
193 十字架降下 アクィレイア大聖堂、アクィレイア、イタリア
203 聖ラウレンティウスの殉教 修道士の館の礼拝堂、ベルゼ・ラ・ヴィル、フランス
204 騎士 サン=ジャン洗礼堂、ポワティエ、フランス
205 十字架降下 サン=サヴァン聖堂、サン=サヴァン=シュル=ガルタンプ、フランス
206 再臨のキリスト サン=サヴァン聖堂、サン=サヴァン=シュル=ガルタンプ、フランス

22

194 栄光のキリスト（部分） カタルーニャ美術館、バルセロナ、スペイン（サン･クリメン聖
堂、タウイ、スペイン旧蔵）

195 聖母子 カタルーニャ美術館、バルセロナ、スペイン（サン･ペドロ･デ･
ソルペ聖堂、スペイン旧蔵）

196 受胎告知 カタルーニャ美術館、バルセロナ、スペイン（サン･ペドロ･デ･
ソルペ聖堂、スペイン旧蔵）

197 聖グレゴリウス･マグヌスと聖ベネディクトゥス ハイリゲン･マリア･アム･ノンベルク女子修道院聖堂、ザルツブルク、オーストリア
198 悪魔憑きの男の治癒 ランバッハ修道院聖堂、ランバッハ、オーストリア
199 アダムの創造と原罪 プラド美術館、マドリード、スペイン（ラ･ベラ･クルス隠修堂、

マデルエロ、スペイン旧蔵）
200 アダムとエヴァ セント･ボトルフ聖堂、ハーダム、イギリス
201 十字架降下とキリストの埋葬 ウィンチェスター大聖堂  聖墳墓礼拝堂、ウィンチェスター、イギリス
202 毒蛇を火に入れる聖パウロ カンタベリー大聖堂  セント･アンセルム礼拝堂、カンタベリー、イギリス

23

207 大天使ガブリエル クルチュラール･キリッセ聖堂（ゲレメ29番）、カッパドキア、トルコ
208 キリストの受難と復活 トカル･キリッセ旧聖堂（ゲレメ7番）、カッパドキア、トルコ
209 冥府への降下（アナスタシス） オシオス･ルカス修道院  主聖堂、フォキス、ギリシア
210 キリストの洗礼 トカル･キリッセ新聖堂（ゲレメ7番）、カッパドキア、トルコ
211 キリストの埋葬と復活 「大鳩小屋」の聖堂（ニキフォロス･フォカス聖堂）、チャヴシン、カッパドキア、トルコ
212 最後の晩餐 カランルック･キリッセ聖堂（ゲレメ23番）、カッパドキア、トルコ
213 キリストの逮捕 ダフニ修道院聖堂、アテネ、ギリシア
214 キリストのエルサレム入城 パラティーナ礼拝堂、パレルモ、イタリア
215 キリストと皇帝コンスタンティヌス9世モノマコスと皇妃ゾイ ハギア･ソフィア大聖堂、イスタンブール、トルコ
216 聖母子と皇帝ヨアンネス2世コムネノスと皇妃イ

リニ、その息子アレクシオス･コムネノス
ハギア･ソフィア大聖堂、イスタンブール、トルコ

217 キリスト（デイシス） ハギア･ソフィア大聖堂、イスタンブール、トルコ
218 キリストの埋葬（聖母の哀悼） アギイ･アナルギリ聖堂、カストリア、ギリシア 22
219 十字架降下 スヴェティ･パンテレイモン修道院  主聖堂、ネレズィ、マケドニア
220 冥府への降下（アナスタシス） スヴェティ･ジョルジェ聖堂、クルビノーヴォ、マケドニア
221 キリストの降誕 カリエ･ジャミイ（旧コーラ修道院）、イスタンブール、トルコ
222 キリストの降誕と洗礼 パナギア･ペリブレプトス聖堂、ミストラ、ギリシア
223 マヌエル･ラスカリス･ハツィケスの肖像 パナギア･パンタナッサ修道院聖堂、ミストラ、ギリシア
224 ベツレヘムヘの旅 パナギア･パンタナッサ修道院聖堂、ミストラ、ギリシア

24

153 聖ゲオルギオスと聖テオドロスを伴う玉座の聖母子 アギア･エカテリーニ修道院、シナイ山、エジプト
154 聖ペテロ アギア･エカテリーニ修道院、シナイ山、エジプト
155 キリスト アギア･エカテリーニ修道院、シナイ山、エジプト
156 キリストと聖メナス ルーヴル美術館、パリ、フランス
157 デイシスとキリストの生涯 アギア･エカテリーニ修道院、シナイ山、エジプト
158 キリストの受難と復活 アギア･エカテリーニ修道院、シナイ山、エジプト
159 聖ニコラオスとその生涯 アギア･エカテリーニ修道院、シナイ山、エジプト
160 パントクラトールのキリスト バルジェッロ国立美術館、フィレンツェ、イタリア
161 大天使ミカエル ビザンティン美術館、アテネ、ギリシア
162 ウラディーミルの聖母子 トレチャコフ美術館、モスクワ、ロシア 20
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24

163 聖母子 ビザンティン美術館、アテネ、ギリシア
164 キリストの変容 ルーヴル美術館、パリ、フランス
165 ヤロスラヴリの聖母 トレチャコフ美術館、モスクワ、ロシア
166 冥府への降下（アナスタシス） エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
167 ラザロの蘇生 ロシア美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
168 アブラハムの饗応 ベナキ美術館、アテネ、ギリシア
169 フェオファン･グレーク（テオファネス） キリストの変容 トレチャコフ美術館、モスクワ、ロシア
170 エル･グレコ 東方三博士の礼拝 ベナキ美術館、アテネ、ギリシア
171 キリストと十二使徒の祭壇前飾り カタルーニャ美術館、バルセロナ、スペイン
172 聖キリクスと聖女ユリッタの祭壇前飾り（ドゥーロの祭壇前飾り） カタルーニャ美術館、バルセロナ、スペイン
173 ジョフリー･プランタジネットの埋葬用肖像画 テッセ美術館、ル･マン、フランス
174 マドンナ･デッラ･クレメンツァ サンタ･マリーア･イン･トラステーヴェレ聖堂、ローマ、イタリア
175 コッポ･ディ･マルコヴァルド 玉座の聖母子 サンタ･マリーア･デイ･セルヴィ聖堂、オルヴィエート、イタリア
176 丸い玉座の聖母子 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
177 聖フランチェスコの画家 聖フランチェスコと二天使 サンタ･マリーア･デッリ･アンジェリ聖堂、アッシジ、イタリア
178 聖フランチェスコと四つの死後の奇跡 サン･フランチェスコ聖堂  宝物館、アッシジ、イタリア
179 ベルリンギエーリ、ボナヴェントゥーラ 聖フランチェスコとその生涯（ペッシャ祭壇画） サン･フランチェスコ聖堂、ペッシャ、イタリア 21
180 サン･フランチェスコ･バルディの画家 聖フランチェスコとその生涯 サンタ･クローチェ聖堂  バルディ礼拝堂、フィレンツェ、イタリア
181 ローマ派 祝福を与える玉座のキリスト、聖母、福音書記者聖ヨハネ ティヴォリ大聖堂、ティヴォリ、イタリア
182 十二大祭図（ドデカオルトン） フィレンツェ大聖堂美術館、フィレンツェ、イタリア
183 グィード･ダ･シエナ 玉座の聖母子 パラッツォ･プッブリコ（サン･ドメニコ聖堂旧蔵）、シエナ、イタリア

25
225 聖フランチェスコの画家 小鳥への説教 サン･フランチェスコ聖堂  下堂、アッシジ、イタリア
226 聖フランチェスコの画家 十字架上のキリスト ウンブリア国立美術館、ペルージャ、イタリア
227 ジョット 小鳥への説教 サン･フランチェスコ聖堂  上堂、アッシジ、イタリア 23

26

228 ジョット 父イサクの祝福を求めるエサウ サン･フランチェスコ聖堂  上堂、アッシジ、イタリア
229 十字架上のキリスト ピサ国立美術館、ピサ、イタリア
230 ドゥッチョ マエスタ（荘厳の聖母） シエナ大聖堂美術館、シエナ、イタリア
231 十字架上のキリスト ピサ国立美術館、ピサ、イタリア
232 「わが唯一の望みの」（「一角獣を従えた貴婦人」より） クリュニー美術館（国立中世美術館）、パリ、フランス
233 貴婦人と龍 アンジェ城タピスリー美術館、アンジェ、フランス
234 龍を退治する大天使ミカエル アンジェ城タピスリー美術館、アンジェ、フランス 24
235 ジュンタ･ピサーノ 十字架上のキリスト サンタ･マリーア･デッリ･アンジェリ聖堂美術館、アッシジ、イタリア
236 聖フランチェスコの画家 十字架降下と聖母の哀悼 ウンブリア国立美術館、ペルージャ、イタリア
237 ファエンツァの画家 キリストの降誕、十字架降下とキリストの埋葬 ボローニャ国立絵画館、ボローニャ、イタリア
238 サン･マルティーノの画家 玉座の聖母子、ヨアキムとアンナの物語 ピサ国立美術館、ピサ、イタリア
239 ナルボンヌの祭壇飾り布 ルーヴル美術館、パリ、フランス
240 カルトン、アンゲラン アヴィニョンのピエタ ルーヴル美術館、パリ、フランス

27
241 ルブリョーフ、アンドレイ 聖三位一体 トレチャコフ美術館、モスクワ、ロシア
242 聖母子 カリエ･ジャミイ（旧コーラ修道院）、イスタンブール、トルコ

28

（ルネサンスの時代説明） 25
244 ピエロ･デッラ･フランチェスカ 受胎告知 サン･フランチェスコ聖堂、アレッツォ、イタリア
245 ベッリーニ、ジョヴァンニ 受胎告知 アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア
246 クリヴェッリ、カルロ 受胎告知 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
247 アンジェリコ、フラ 受胎告知 サン･マルコ美術館、フィレンツェ、イタリア 26
248 ボッティチェッリ、サンドロ 受胎告知 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
249 リッピ、フラ･フィリッポ 受胎告知 サン･ロレンツォ聖堂  マルテッリ礼拝堂、フィレンツェ、イタリア

29

250 ウェイデン、ロヒール･ファン･デル 受胎告知 ルーヴル美術館、パリ、フランス
251 アントネッロ･ダ･メッシーナ 受胎告知のマリア シチリア州立美術館、パレルモ、イタリア
252 レオナルド･ダ･ヴィンチ 受胎告知 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
253 アンドレーア･デル･サルト 受胎告知 ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
254 バロッチ、フェデリーゴ 受胎告知 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
255 ロット、ロレンツォ 受胎告知 レカナーティ市立絵画館、レカナーティ、イタリア
256 ティントレット 受胎告知 スクオーラ･グランデ･ディ･サン･ロッコ、ヴェネツィア、イタリア

30
243 マルティーニ、シモーネ 受胎告知と二聖人 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
259 ドゥッチョ 荘厳の聖母（ルチェッライの聖母） ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア

B3
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30

269 ラファエッロ 小椅子の聖母 ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
292 ボッティチェッリ、サンドロ ヴィーナスの誕生 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア 29
293 ボッティチェッリ、サンドロ 春（ラ･プリマヴェーラ） ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア 29
294 マンテーニャ、アンドレーア パルナッソス ルーヴル美術館、パリ、フランス
295 ジョルジョーネとティツィアーノ 田園の奏楽 ルーヴル美術館、パリ、フランス

31
257 ラファエッロ アテネの学堂 ヴァティカン宮殿  署名の間、ヴァティカン 27
258 ラファエッロ 聖体の論議 ヴァティカン宮殿  署名の間、ヴァティカン

32

260 チマブーエ 荘厳の聖母（サンタ･トリニタの聖母） ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
261 ジョット 荘厳の聖母（オンニサンティの聖母） ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
262 マゾリーノとマザッチョ 聖アンナと聖母子 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
263 ピエロ･デッラ･フランチェスカ ブレラ祭壇画 ブレラ絵画館、ミラノ、イタリア
264 リッピ、フラ･フィリッポ 聖母子と二天使 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
265 ベッリーニ、ジョヴァンニ 聖母子と聖女カタリナとマグダラのマリア（聖会話） アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア
266 ラファエッロ 大公の聖母 ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
267 セバスティアーノ･デル･ピオンボ ピエタ ヴィテルボ市立美術館、ヴィテルボ、イタリア
268 パルミジャニーノ 長い首の聖母 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア

33

270 ラファエッロ 美しき女庭師 ルーヴル美術館、パリ、フランス
271 ラファエッロ フォリーニョの聖母 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
272 ラファエッロ 聖母戴冠（オッディの祭壇画） ヴァティカン美術館、ヴァティカン
273 ミケランジェロ 聖家族（ドーニ家の聖家族） ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア 28
274 シニョレッリ、ルーカ 聖家族 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
275 フース、ヒューホ･ファン･デル 羊飼いの礼拝（ポルティナーリ祭壇画） ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア

34

276 ロッソ･フィオレンティーノ 十字架降下 ヴォルテッラ市立絵画館、ヴォルテッラ、イタリア
277 ポントルモ、ヤーコポ･ダ 十字架降下 サンタ･フェリチタ聖堂  カッポーニ礼拝堂、フィレンツェ、イタリア
278 ティントレット 十字架を担うキリスト スクオーラ･グランデ･ディ･サン･ロッコ、ヴェネツィア、イタリア
279 ヴェロネーゼ、パオロ キリストの磔刑 ルーヴル美術館、パリ、フランス
280 マンテーニャ、アンドレーア キリストの磔刑（「サン･ゼーノ祭壇画」の裾絵） ルーヴル美術館、パリ、フランス
281 マンテーニャ、アンドレーア キリストの昇天 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
282 フラ･バルトロメーオ ピエタ ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
283 セバスティアーノ･デル･ピオンボ ピエタ プラド美術館（寄託）、マドリード、スペイン
284 ボス、ヒエロニムス 十字架を担うキリスト ヘント美術館、ヘント、ベルギー
285 ボス、ヒエロニムス 荊冠のキリスト ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
286 クリヴェッリ、カルロ ピエタ ヴァティカン美術館、ヴァティカン

35

287 ジェンティーレ･ダ･ファブリアーノ 東方三博士の礼拝 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
288 フラ･バルトロメーオ 救世主キリスト（サルヴァトール･ムンディ） ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
289 ラファエッロ キリストの変容 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
290 イル･ペルジーノ（ヴァンヌッチ、ピエトロ） キリストの復活 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
291 ティツィアーノ 聖母被昇天 サンタ･マリーア･グロリオーザ･デイ･フラーリ聖堂、ヴェネツィア、イタリア

36

296 ティツィアーノ ウルビーノのヴィーナス ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
297 ジョルジョーネとティツィアーノ 眠れるヴィーナス ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ
298 ハインツ、ヨーゼフ 眠れるヴィーナス ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
299 ティツィアーノ 天上の愛と地上の愛（聖愛と俗愛）〈修復前〉〈修復後〉 ボルゲーゼ美術館、ローマ、イタリア 30
300 ティツィアーノ アンドロス島のバッカス祭 プラド美術館、マドリード、スペイン
301 ジョルジョーネ 嵐（ラ･テンペスタ） アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア 31
302 ソドマ派 レダ（レオナルド･ダ･ヴィンチの原作の模写） ボルゲーゼ美術館、ローマ、イタリア

37

303 クラナッハ、ルーカス ヴィーナスに訴えるキューピッド ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
304 ホッサールト、ヤン ダナエ アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
305 コレッジョ ユピテルとイオ ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
306 ブロンズィーノ、アーニョロ 愛と時間の寓意 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス 32
307 コレッジョ ヴィーナス、キューピッドとサテュロス ルーヴル美術館、パリ、フランス
308 ヴェロネーゼ、パオロ ヴィーナスとマルス メトロポリタン美術館、ニューヨーク、アメリカ
309 フォンテーヌブロー派 化粧する貴婦人 ディジョン美術館、ディジョン、フランス

38

310 マンテーニャ、アンドレーア 聖セバスティアヌス ルーヴル美術館、パリ、フランス
311 ボッティチェッリ、サンドロ 書斎の聖アウグスティヌス オンニサンティ聖堂、フィレンツェ、イタリア
312 ギルランダイオ、ドメニコ 書斎の聖ヒエロニムス オンニサンティ聖堂、フィレンツェ、イタリア
313 ピエロ･デッラ･フランチェスカ ソロモンとシバの女王 サン･フランチェスコ聖堂、アレッツォ、イタリア
314 デューラー、アルブレヒト 四使徒 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ 33
315 マザッチョ 貢の銭 サンタ･マリーア･デル･カルミネ聖堂  ブランカッチ礼拝堂、フィレンツェ、イタリア

39 316 ブリューゲル、ピーテル（父） 子供の遊び ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
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39
317 ブリューゲル、ピーテル（父） バベルの塔 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
318 ブリューゲル、ピーテル（父） 雪中の狩人 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
319 ブリューゲル、ピーテル（父） ネーデルラントのことわざ ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ 34

40

320 カルパッチョ、ヴィットーレ 聖女ウルスラの船出 アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア
321 アンドレーア･デル･カスターニョ ダンテ･アリギエーリ、フィリッポ･スコラーリ、

クマエの巫女（「著名人連作」より）
ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア

322 ベッリーニ、ジェンティーレ サン･マルコ広場の聖十字架遺物の行列 アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア
323 ロレンツェッティ、アンブロージョ 善政の寓意 パラッツォ･プッブリコ、シエナ、イタリア
324 ウッチェッロ、パオロ サン･ロマーノの戦い ルーヴル美術館、パリ、フランス
349 デューラー、アルブレヒト 三位一体の礼拝 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア

41

346-1 レオナルド･ダ･ヴィンチ 最後の晩餐〈修復前〉 サンタ･マリーア･デッレ･グラーツィエ修道院  食堂、ミラノ、イタリア 36
346-2 レオナルド･ダ･ヴィンチ 最後の晩餐〈修復後〉 サンタ･マリーア･デッレ･グラーツィエ修道院  食堂、ミラノ、イタリア 36
347 アンブロージョ･ディ･プレディスと

レオナルド･ダ･ヴィンチ
岩窟の聖母 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス

348 レオナルド･ダ･ヴィンチ 岩窟の聖母 ルーヴル美術館、パリ、フランス

42

325 ギルランダイオ、ドメニコ ジョヴァンナ･トルナブオーニの肖像 ティッセン=ボルネミッサ美術館、マドリード、スペイン
326 ギルランダイオ、ドメニコ 老人とその孫 ルーヴル美術館、パリ、フランス
327 ピエロ･デッラ･フランチェスカ ウルビーノ公の肖像/ウルビーノ公妃の肖像 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
328 ベッリーニ、ジョヴァンニ 総督レオナルド･ロレダンの肖像 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
329 ホルバイン、ハンス（子） 大使たち ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
330 ファン･エイク、ヤン アルノルフィーニ夫妻の肖像 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
331 フーケ、ジャン シャルル7世の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
332 ホルバイン、ハンス（子） エラスムスの肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス

43

333 ティツィアーノ 手袋の男 ルーヴル美術館、パリ、フランス
334 デューラー、アルブレヒト 自画像 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
335 ジョルジョーネ 老女 アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア
336 ラファエッロ バルダッサーレ･カスティリオーネの肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
337 ラファエッロ ヴェールの女 ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
338 パルミジャニーノ 凸面鏡の自画像 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
339 ブロンズィーノ、アーニョロ エレオノーラ･ディ･トレドと子息の肖像 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア

44

350 メムリンク、ハンス 聖母子と寄進者 メムリンク美術館、ブリュージュ、ベルギー
351 ロッホナー、シュテファン バラ園の聖母 ヴァルラフ=リヒャルツ美術館、ケルン、ドイツ
352 カンパン、口べ一ル 授乳する聖母 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
353 クラナッハ、ルーカス 回春の泉 ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ
354 ウェイデン、ロヒール･ファン･デル 聖母子を描く聖ルカ ボストン美術館、ボストン、アメリカ
355 ボス、ヒエロニムス 手品師 サン=ジェルマン=アン=レイ市立美術館、サン=ジェルマン=アン=レイ、フランス
356 クリストゥス、ペトルス 若い婦人の肖像 ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ
357 ウェイデン、ロヒール･ファン･デル 婦人の肖像 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
358 マセイス、クェンティン 両替商とその妻 ルーヴル美術館、パリ、フランス
359 ルーカス･ファン･レイデン カード遊びをする人たち ウィルトン･ハウス、ペンブローク伯爵コレクション、ソールズベリー、イギリス
360 ハウスブーフの画家 二人の肖像 ゴータ城美術館、ゴータ、ドイツ
361 クラナッハ、ルーカス エジプト逃避途上の休息 ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ
362 シュテルツィング祭壇画の画家 若い恋人たち クリーヴランド美術館、クリーヴランド、アメリカ
363 アルトドルファー、アルブレヒト アレクサンドロス大王の戦い アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
364 パティニール、ヨアヒム 冥界の渡し守カロンのいる風景 プラド美術館、マドリード、スペイン
365 アルトドルファー、アルブレヒト ドナウ河畔の風景 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
366 カロン、アントワーヌ アモルの行進 ルーヴル美術館、パリ、フランス
367 フローラの画家 キューピッドの誕生 メトロポリタン美術館、ニューヨーク、アメリカ
368 クルーエ、フランソワ 浴槽のディアーヌ･ド･ポワティエ ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
369 フーケ、ジャン 聖母子 アントウェルペン王立美術館、アントウェルペン、ベルギー

45

370 デューラー、アルブレヒト アダムとエヴァ プラド美術館、マドリード、スペイン
371 ボス、ヒエロニムス 快楽の園 プラド美術館、マドリード、スペイン 37
372 ファン･エイク、フーベルトおよびヤン ヘントの祭壇画 シント･バーフ大聖堂、ヘント、ベルギー 38

373-1 グリューネヴァルト、マティアス イーゼンハイムの祭壇画 ウンターリンデン美術館、コルマール、フランス 39
373-2 グリューネヴァルト、マティアス イーゼンハイムの祭壇画 ウンターリンデン美術館、コルマール、フランス 39
373-3 グリューネヴァルト、マティアス イーゼンハイムの祭壇画 ウンターリンデン美術館、コルマール、フランス 39
373-4 グリューネヴァルト、マティアス イーゼンハイムの祭壇画 ウンターリンデン美術館、コルマール、フランス 39
373-5 ハーゲナウアー、ニコラウス イーゼンハイムの祭壇彫刻 ウンターリンデン美術館、コルマール、フランス

46
340 ヴェロッキオとレオナルド･ダ･ヴィンチ キリストの洗礼 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
341 レオナルド･ダ･ヴィンチ 東方三博士の礼拝 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
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46

342 レオナルド･ダ･ヴィンチ 聖アンナと聖母子 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
343 レオナルド･ダ･ヴィンチ 聖アンナと聖母子 ルーヴル美術館、パリ、フランス
344 レオナルド･ダ･ヴィンチ モナ･リザ ルーヴル美術館、パリ、フランス 35
345 レオナルド･ダ･ヴィンチ 洗礼者聖ヨハネ ルーヴル美術館、パリ、フランス

47

（バロックの時代説明） 40
374 カラヴァッジョ 聖ペテロの磔刑 サンタ･マリーア･デル･ポポロ聖堂、ローマ、イタリア
375 カラヴァッジョ 聖パウロの回心 サンタ･マリーア･デル･ポポロ聖堂、ローマ、イタリア
376 カラヴァッジョ 聖マタイの召命 サン･ルイージ･デイ･フランチェージ聖堂、ローマ、イタリア
377 カラヴァッジョ キリストの埋葬 ヴァティカン美術館、ヴァティカン
378 カラヴァッジョ 聖母の死 ルーヴル美術館、パリ、フランス
379 ラ･トゥール、ジョルジュ･ド 悔悛するマグダラのマリア ルーヴル美術館、パリ、フランス
380 ラ･トゥール、ジョルジュ･ド 大工の聖ヨセフ ルーヴル美術館、パリ、フランス 41
381 リベーラ、フセペ･デ 聖アンデレ プラド美術館、マドリード、スペイン
382 ホントホルスト、ヘリット･ファン 遣り手婆 ユトレヒト中央美術館、ユトレヒト、オランダ
383 ヴァランタン･ド･ブーローニュ 合奏 ルーヴル美術館、パリ、フランス
384 バルデス･レアール、フアン･デ 世の栄光の終わり サンタ･カリダード病院、セビーリャ、スペイン
385 スルバラン、フランシスコ･デ 聖ペドロ･ノラスコの幻視 プラド美術館、マドリード、スペイン

48

386 レンブラント･ファン･レイン 瞑想する学者 ルーヴル美術館、パリ、フランス
387 レンブラント･ファン･レイン トゥルプ博士の解剖学講義 マウリッツハイス美術館、ハーグ、オランダ
388 レンブラント･ファン･レイン 目をつぶされるサムソン シュテーデル美術研究所、フランクフルト、ドイツ
389 レンブラント･ファン･レイン ダナエ エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
390 レンブラント･ファン･レイン 夜警 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ 42
391 レンブラント･ファン･レイン ユダヤの花嫁 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
392 レンブラント･ファン･レイン トビアスとその家族と別れる天使 ルーヴル美術館、パリ、フランス
393 レンブラント･ファン･レイン 放蕩息子の帰宅 エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
394 レンブラント･ファン･レイン 聖ペテロの否認 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
395 レンブラント･ファン･レイン キリスト昇架 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
396 レンブラント工房 黄金の兜をかぶった男 ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ

49

397 カラヴァッジョ 果物籠 アンブロジアーナ絵画館、ミラノ、イタリア 43
398 スルバラン、フランシスコ･デ 静物（ボデゴン） プラド美術館、マドリード、スペイン
399 ポルポラ、パオロ 花 カポディモンテ国立美術館、ナポリ、イタリア
400 ファン･デイク、フローリス チーズのある静物 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
401 へ一ダ、ウィレム 朝食のテーブル ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ
402 カルフ、ウィレム オウム貝の杯のある静物 ティッセン=ボルネミッサ美術館、マドリード、スペイン
403 スネイデルス、フランス 静物 ヴァルラフ=リヒャルツ美術館、ケルン、ドイツ
404 コリャンテス、フランシスコ エゼキエルの幻視 プラド美術館、マドリード、スペイン

50

405 カラッチ、アンニーバレ 狩りの風景 ルーヴル美術館、パリ、フランス
406 リュベンス、ピーテル･パウル ステーンの城館のある風景 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
407 プッサン、ニコラ ディオゲネスのいる風景 ルーヴル美術館、パリ、フランス
408 ベラスケス、ディエーゴ ヴィッラ･メディチの庭：アリアドネの館 プラド美術館、マドリード、スペイン
409 ベラスケス、ディエーゴ ヴィッラ･メディチの庭：洞窟の入ロ プラド美術館、マドリード、スペイン
410 ロラン、クロード タ日の港 ルーヴル美術館、パリ、フランス 46
411 ローザ、サルヴァトール 戦闘場面 ルーヴル美術館、パリ、フランス
412 レンブラント･ファン･レイン 嵐の風景 ヘルツォーク･アントン･ウルリヒ美術館、ブラウンシュヴァイク、ドイツ
415 ベルクヘイデ、ヘリット ハールレムの街路 ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ
416 サーンレダム、ピーテル アッセンデルフトのシント･オデュルフス聖堂内部 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
417 ファン･デ･フェルデ、ウィレム 凪 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
418 ライスダール、ヤーコプ･ファン ユダヤ人墓地 デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
419 ライスダール、ヤーコプ･ファン ウェイク・ベイ・デュールステーデの風車 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
420 ホッベマ、メインデルト ミッデルハルニスの並木道 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス 48

51

421 ベラスケス、ディエーゴ フェリーぺ4世の肖像 プラド美術館、マドリード、スペイン
422 ベラスケス、ディエーゴ 東方三博士の礼拝 プラド美術館、マドリード、スペイン
423 ベラスケス、ディエーゴ 道化師パブロ･デ･バリャドリード プラド美術館、マドリード、スペイン
424 ベラスケス、ディエーゴ バッカスの勝利（酔っ払いたち） プラド美術館、マドリード、スペイン
425 ベラスケス、ディエーゴ アラクネの寓話（織女たち） プラド美術館、マドリード、スペイン
426 ベラスケス、ディエーゴ ラス･メニーナス（女官たち） プラド美術館、マドリード、スペイン 44
427 ベラスケス、ディエーゴ 皇太子バルタサール･カルロス騎馬像 プラド美術館、マドリード、スペイン 45
428 ベラスケス、ディエーゴ ブレダの開城 プラド美術館、マドリード、スペイン
429 ベラスケス、ディエーゴ ウルカヌスの鍛冶場 プラド美術館、マドリード、スペイン

52 430 ベラスケス、ディエーゴ 教皇インノケンティウス10世の肖像 ドーリア･パンフィーリ美術館、ローマ、イタリア
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52

431 シャンペーニュ、フィリップ・ド リシュリュー枢機卿の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
432 ル･ブラン、シャルル 大法官セギエの肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
433 ベラスケス、ディエーゴ 狩猟服姿の皇太子バルタサール･カルロス プラド美術館、マドリード、スペイン
434 リゴー、イアサント ルイ14世の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
435 リベーラ、フセペ･デ 髭のある女（マッダレーナ･ヴェントゥーラの肖像） レルマ公爵財団、トレド、スペイン
436 ハルス、フランス ジプシー女 ルーヴル美術館、パリ、フランス
437 ハルス、フランス 養老院の女理事たち フランス･ハルス美術館、ハールレム、オランダ 50
438 レンブラント･ファン･レイン フローラに扮したサスキア ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
439 リュベンス、ピーテル･パウル リュベンスとイザベラ･ブラントの肖像 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
440 リュベンス、ピーテル･パウル シュザンヌ･フールマンの肖像 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
441 リュベンス、ピーテル･パウル エレーヌ･フールマンの肖像 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
442 ヴァン･ダイク、アンソニー 狩猟場のチャールズ1世 ルーヴル美術館、パリ、フランス

53

443 リュベンス、ピーテル･パウル 最後の審判 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
444 リュベンス、ピーテル･パウル アマゾンの戦い アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
445 リュベンス、ピーテル･パウル レウキッポスの娘たちの掠奪 アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
446 リュベンス、ピーテル･パウル 三美神 プラド美術館、マドリード、スペイン
447 リュベンス、ピーテル･パウル 鏡を見るヴィーナス ヴァドゥーツ城リヒテンシュタイン･コレクション、ヴァドゥーツ、リヒテンシュタイン
448 リュベンス、ピーテル･パウル マリー･ド･メディシスのマルセイユ上陸

（「マリー･ド･メディシスの生涯」より）
ルーヴル美術館、パリ、フランス 49

449 リュベンス、ピーテル･パウル キリスト昇架 アントウェルペン大聖堂、アントウェルペン、ベルギー
450 リュベンス、ピーテル･パウル サン=ドニ聖堂におけるマリー･ド･メディシスの

戴冠式（「マリー･ド･メディシスの生涯」より）
ルーヴル美術館、パリ、フランス

451 グェルチーノ 聖女ペトロネラの埋葬と被昇天 カピトリーナ絵画館、ローマ、イタリア

54

452 プッサン、ニコラ パルナッソス プラド美術館、マドリード、スペイン
453 カラヴァッジョ バッカス ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
454 レーニ、グィード アタランテとヒッポメネス プラド美術館、マドリード、スペイン
455 ヨルダーンス、ヤーコプ メレアグロスとアタランテ プラド美術館、マドリード、スペイン
456 カラッチ、アンニーバレ キリストとサマリヤの女 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
457 カラヴァッジョ キリストの逮捕 アイルランド国立美術館、ダブリン、アイルランド
458 リベーラ、フセペ･デ 聖ピリポの殉教 プラド美術館、マドリード、スペイン
459 ムリーリョ、バルトロメ 無原罪の御宿り プラド美術館、マドリード、スペイン 51
460 ムリーリョ、バルトロメ ロザリオの聖母 プラド美術館、マドリード、スペイン
フェルメールギャラリー
413 フェルメール、ヤン デルフトの小路 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
414 フェルメール、ヤン デルフトの眺望 マウリッツハイス美術館、ハーグ、オランダ 47
1060 フェルメール、ヤン 真珠の耳飾りの少女（青いターバンの少女） マウリッツハイス美術館、ハーグ、オランダ 107
463 フェルメール、ヤン 手紙を読む女 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
464 フェルメール、ヤン 牛乳を注ぐ女 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ 52
1084 フェルメール、ヤン ヴァージナルの前に立つ女 ナショナル・ギャラリー、ロンドン、イギリス
1085 フェルメール、ヤン 2019年１０月１日〜 ワイングラスを持つ娘 ヘルツウォーク・アントン・ウルリッヒ美術館、ドイツ
1086 フェルメール、ヤン 2019年１０月１日〜 地理学者 シュテーデル美術館、ドイツ

55

461 カラヴァッジョ 女占い師 ルーヴル美術館、パリ、フランス
462 カラッチ、アンニーバレ 肉屋の店 クライスト･チャーチ、オックスフォード、イギリス
465 ベラスケス、ディエーゴ セビーリャの水売り ウェリントン美術館、ロンドン、イギリス
466 ムリーリョ、バルトロメ パイを食べる少年たち アルテ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
467 リベーラ、フセペ･デ えび足の少年 ルーヴル美術館、パリ、フランス
468 ル･ナン兄弟 鍛冶屋 ルーヴル美術館、パリ、フランス
469 ル･ナン兄弟 干し草車 ルーヴル美術館、パリ、フランス
470 リュベンス、ピーテル･パウル ケルメス ルーヴル美術館、パリ、フランス
471 ヨルダーンス、ヤーコプ 豆の王様の祝宴 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア 53
472 ステーン、ヤン 乱れた家族 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
473 テニールス、ダーフィット 酒を飲む王様 プラド美術館、マドリード、スペイン

56

474 ロマーノ、ジュリオ 巨人族の没落 パラッツォ･デル･テ、マントヴァ、イタリア
475 ドッシ、ドッソ 魔女キルケ ボルゲーゼ美術館、ローマ、イタリア
476 アルチンボルド、ジュゼッペ 水（「四大元素」より） ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
477 アルチンボルド、ジュゼッペ 火（「四大元素」より） ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
478 アルチンボルド、ジュゼッペ 冬（「四季」より） ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
479 アルチンボルド、ジュゼッペ 夏（「四季」より） ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
480 マッキエッティ、ジローラモ アイソンを若返らせるメデイア パラッツォ･ヴェッキオ、フィレンツェ、イタリア
481 ヴァザーリ、ジョルジョ ペルセウスとアンドロメダ パラッツォ･ヴェッキオ、フィレンツェ、イタリア
482 ベッリーニ、ジョヴァンニ 聖なる寓意 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
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57 ★モネの「大睡蓮」
483 モネ、クロード モネの「大睡蓮」 オランジュリー美術館、パリ、フランス 54

58

484 ゴヤ、フランシスコ･デ マリア･テレーサ･デ･ボルボンの肖像 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
485 ゴヤ、フランシスコ･デ 日傘 プラド美術館、マドリード、スペイン
486 ゴヤ、フランシスコ･デ 陶器売り プラド美術館、マドリード、スペイン
487 ゴヤ、フランシスコ･デ アルバ公爵夫人 ヒスパニック･ソサエティ･オヴ･アメリカ、ニューヨーク、アメリカ
488 ゴヤ、フランシスコ･デ チンチョン伯爵夫人 スエーカ公爵家、マドリード、スペイン
489 ゴヤ、フランシスコ･デ 着衣のマハ プラド美術館、マドリード、スペイン 55
490 ゴヤ、フランシスコ･デ 裸のマハ プラド美術館、マドリード、スペイン 55
491 ゴヤ、フランシスコ･デ カルロス4世の家族 プラド美術館、マドリード、スペイン
492 ゴヤ、フランシスコ･デ 1808年5月2日：エジプト人親衛隊との戦闘 プラド美術館、マドリード、スペイン
493 ゴヤ、フランシスコ･デ 1808年5月3日：プリンシペ･ピオの丘での銃殺 プラド美術館、マドリード、スペイン
494 ゴヤ、フランシスコ･デ ボルドーのミルク売り娘 プラド美術館、マドリード、スペイン

59 ★ゴヤの家
495 ゴヤ、フランシスコ･デ ゴヤの家「黒い絵」 プラド美術館、マドリード、スペイン 56

60

（近代の時代説明） 57
7つのヒマワリ 81
1076 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ 個人蔵
1075 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ 1945年兵庫県芦屋市にて焼失
1077 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ ノイエ・ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
1078 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ ナショナル・ギャラリー、ロンドン、イギリス
1079 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ 東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館、東京、日本
1080 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ
706 ゴッホ、フィンセント･ファン ヒマワリ ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
1081 ゴーギャン、ポール ヒマワリを描くゴッホ ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
1082 ゴッホ、フィンセント･ファン タラスコンへの道を行く画家 1945年消失、マグデブルク、ドイツ
1083 イサーク・イスラエルス ヴァン・ゴッホ「ヒマワリ」の前に立つ女 ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ

61

496 ヴァトー、アントワーヌ ピエロ（ジル） ルーヴル美術館、パリ、フランス
509 ヴァトー、アントワーヌ シテール島への船出 ルーヴル美術館、パリ、フランス 60
523 ブーシェ、フランソワ リナルドとアルミーダ ルーヴル美術館、パリ、フランス
524 ブーシェ、フランソワ 朝食 ルーヴル美術館、パリ、フランス
525 ブーシェ、フランソワ 水浴のディアナ ルーヴル美術館、パリ、フランス
537 ブーシェ、フランソワ ポンパドゥール夫人の肖像 ウォーレス･コレクション、ロンドン、イギリス
538 ラ･トゥール、モーリス･カンタン･ド ポンパドゥール夫人の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
556 ターナー、ウィリアム ヴァティカンから眺めたローマ風景 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
557 ターナー、ウィリアム カルタゴ帝国の滅亡 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
558 ターナー、ウィリアム 平和：海葬 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
559 ターナー、ウィリアム 戦艦テメレール ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス 62
560 ターナー、ウィリアム 雨、蒸気、速力：グレート･ウェスタン鉄道 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
561 コンスタブル、ジョン 干し草車 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス 65
562 コンスタブル、ジョン 麦畑 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
563 コンスタブル、ジョン フラットフォードの製粉所 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
564 チャーチ、フレデリック=エドウィン コトパクシ デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
565 コール、トマス 人生航路：青春期 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ

62

497 フラゴナール、ジャン･オノレ 嵐 ルーヴル美術館、パリ、フランス
498 フラゴナール、ジャン･オノレ 浴女たち ルーヴル美術館、パリ、フランス
499 フラゴナール、ジャン･オノレ ぶらんこ ウォーレス･コレクション、ロンドン、イギリス 58
500 フラゴナール、ジャン･オノレ 勉強（歌） ルーヴル美術館、パリ、フランス
501 シャルダン、ジャン=バティスト・シメオン パイプと水差し ルーヴル美術館、パリ、フランス
502 シャルダン、ジャン=バティスト・シメオン 赤エイ ルーヴル美術館、パリ、フランス
503 シャルダン、ジャン=バティスト・シメオン 買い物帰りの召使い ルーヴル美術館、パリ、フランス
504 シャルダン、ジャン=バティスト・シメオン 食前の祈り ルーヴル美術館、パリ、フランス 59
505 シャルダン、ジャン=バティスト・シメオン トランプの城 ルーヴル美術館、パリ、フランス
506 シャルダン、ジャン=バティスト・シメオン 独楽遊びをする少年 ルーヴル美術館、パリ、フランス
507 グルーズ、ジャン=バティスト 村の花嫁 ルーヴル美術館、パリ、フランス

B2
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62 508 ヴィジェ＝ルブラン、エリザベート＝ルイーズ 画家と娘 ルーヴル美術館、パリ、フランス

63

510 ゲインズバラ、トマス ポメラニアン犬の親子 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
511 ホガース、ウィリアム 当世風の結婚：結婚してまだ日も浅いというのに ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
512 ホガース、ウィリアム 古きイギリスのロースト･ビーフ テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
513 ゲインズバラ、トマス 蝶を追う画家の娘たち ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス 61
514 ゲインズバラ、トマス 犬を抱き壺を下げる少女 アイルランド国立美術館、ダブリン、アイルランド
515 レノルズ、ジョシュア 天使の頭部 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
516 レノルズ、ジョシュア マスター･ヘア ルーヴル美術館、パリ、フランス
517 レノルズ、ジョシュア コクバーン夫人と三人の子供たち ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
518 コープリー、ジョン･シングルトン ブルック･ワトソンと鮫 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
519 ローレンス、トマス ジョン･アンガースタイン家の子供たち ルーヴル美術館、パリ、フランス
520 ライト･オヴ･ダービー 空気ポンプの実験 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
521 ジェリコー、テオドール エプソムの競馬 ルーヴル美術館、パリ、フランス
522 スタッブズ、ジョージ 馬と川のある風景 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス

64

526 ブレイク、ウィリアム 反逆天使たちを呼び覚ますサタン ヴィクトリア･アンド･アルバート美術館、ロンドン、イギリス
527 ブレイク、ウィリアム ニュートン テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
528 ライト･オヴ･ダービー サンタンジェロ城の花火（ジランドーラ） ウォーカー美術館、リヴァプール、イギリス
529 ライト･オヴ･ダービー 酋長の未亡人 ダービー美術館、ダービー、イギリス
530 フュースリ、ヨハン･ハインリヒ 夢魔 デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
531 フュースリ、ヨハン･ハインリヒ 真夏の夜の夢 チューリヒ美術館、チューリヒ、スイス
532 フリードリヒ、カスパル･ダーヴィト 月を眺める二人の男 ドレスデン近代絵画館、ドレスデン、ドイツ
533 フリードリヒ、カスパル･ダーヴィト 氷海：「希望」号の難破 ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
534 フリードリヒ、カスパル･ダーヴィト 山上の十字架（テッチェン祭壇画） ドレスデン近代絵画館、ドレスデン、ドイツ
535 ルンゲ、フィリップ･オットー 朝 ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
536 ブレイク、ウィリアム ダンテとベアトリーチェ テート・ギャラリー、ロンドン、イギリス

65

539 ダヴィッド、ジャック=ルイ レカミエ夫人の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
540 ヴィアン、ジョゼフ=マリー アモルを売る女 フォンテーヌブロー宮殿美術館、フォンテーヌブロー、フランス
541 アングル、ドミニック 泉 オルセー美術館、パリ、フランス 63
542 アングル、ドミニック グランド･オダリスク ルーヴル美術館、パリ、フランス
543 アングル、ドミニック ヴァルパンソンの浴女 ルーヴル美術館、パリ、フランス
544 アングル、ドミニック リヴィエール嬢の肖像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
545 アングル、ドミニック トルコ風呂 ルーヴル美術館、パリ、フランス
546 コール、トマス 建築家の夢 トリード美術館、トリード、アメリカ
547 ロベール、ユベール メゾン･カレ ルーヴル美術館、パリ、フランス
548 ロベール、ユベール ルーヴル美術館グランド･ギャラリーの改造計画 ルーヴル美術館、パリ、フランス
549 ヴェルネ、ジョゼフ トゥーロン港 ルーヴル美術館、パリ、フランス
550 パンニーニ、ジョヴァンニ･パオロ ナヴォーナ広場 ルーヴル美術館、パリ、フランス
551 カナレット 突堤：サン･マルコ港からの眺め ルーヴル美術館、パリ、フランス
552 カナレット カナル･グランデのレガッタ ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
553 カナレット 列柱廊のあるカプリッチョ アカデミア美術館、ヴェネツィア、イタリア
554 グァルディ、フランチェスコ サン･マルコ広場 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
555 ジェラール、フランソワ アモルとプシュケ ルーヴル美術館、パリ、フランス

66

566 ダヴィッド、ジャック=ルイ ホラティウス兄弟の誓い ルーヴル美術館、パリ、フランス
567 ドラクロワ、ウジェーヌ アルジェの女たち ルーヴル美術館、パリ、フランス
568 ドラクロワ、ウジェーヌ ダンテの小舟（地獄のダンテとウェルギリウス） ルーヴル美術館、パリ、フランス
569 ドラクロワ、ウジェーヌ キオス島の虐殺 ルーヴル美術館、パリ、フランス
570 ドラクロワ、ウジェーヌ サルダナパロスの死 ルーヴル美術館、パリ、フランス
571 ドラクロワ、ウジェーヌ 民衆を導く自由の女神 ルーヴル美術館、パリ、フランス 64
572 ジロデ=トリオゾン アタラの埋葬 ルーヴル美術館、パリ、フランス

67

573 オーヴァーベック、フリードリヒ ヴィットリア･カルドーニの肖像 ノイエ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
574 ティッシュバイン、ヨハン･ヴィルヘルム カンパーニャのゲーテ シュテーデル美術研究所、フランクフルト、ドイツ
575 ルモワーヌ、フランソワ ヘラクレスとオンファレ ルーヴル美術館、パリ、フランス
576 ティエポロ、ジョヴァンニ･バッティスタ 無原罪の御宿り プラド美術館、マドリード、スペイン
577 ティエポロ、ジョヴァンニ･バッティスタ アポロとダフネ ルーヴル美術館、パリ、フランス
578 ヴォルフ、カスパル 悪魔の橋 アールガウアー美術館（寄託）、アーラウ、スイス
579 ヒード、マーティン･ジョンソン カトレアと3羽のブラジルハチドリ ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ

68
580 コロー、カミーユ ナルニの橋 ルーヴル美術館、パリ、フランス
581 コロー、カミーユ マントの橋 ルーヴル美術館、パリ、フランス
582 コロー、カミーユ モルトフォンテーヌの思い出 ルーヴル美術館、パリ、フランス 66
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68

583 コロー、カミーユ ローマのサンタンジェロ城とテヴェレ川 ルーヴル美術館、パリ、フランス
584 コロー、カミーユ 真珠の女 ルーヴル美術館、パリ、フランス
585 ルソー、テオドール アプレモンの樫の木 ルーヴル美術館、パリ、フランス
586 アイヴァゾフスキー、イヴァン 第九の波濤 ロシア美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
587 トロワイヨン、コンスタン 耕地へ向かう牛 オルセー美術館、パリ、フランス
588 ボヌール、ローザ ニヴェルネ地方の耕作 オルセー美術館、パリ、フランス
589 クールベ、ギュスターヴ 鹿の隠れ場 オルセー美術館、パリ、フランス
590 クールベ、ギュスターヴ エトルタの断崖、嵐の後 オルセー美術館、パリ、フランス
591 クールベ、ギュスターヴ 眠り プティ･パレ美術館、パリ、フランス
592 クールベ、ギュスターヴ 画家のアトリエ オルセー美術館、パリ、フランス 67
593 ドービニー、シャルル=フランソワ オワーズ川の日没 オルセー美術館、パリ、フランス
594 ブルトン、ジュール 家路につく落ち穂拾いの女たち オルセー美術館、パリ、フランス
595 ミレー、ジャン=フランソワ 春 オルセー美術館、パリ、フランス
596 ミレー、ジャン=フランソワ 落ち穂拾い オルセー美術館、パリ、フランス 76
597 ミレー、ジャン=フランソワ 羊飼いの少女 オルセー美術館、パリ、フランス
598 ミレー、ジャン=フランソワ 晩鐘 オルセー美術館、パリ、フランス
599 ドーミエ、オノレ 洗濯女 オルセー美術館、パリ、フランス
600 ドーミエ、オノレ 自画像：イーゼルの前の画家 フィリップス･コレクション、ワシントン、アメリカ
601 ドーミエ、オノレ 三等列車 カナダ国立美術館、オタワ、カナダ
602 ライブル、ヴィルヘルム 教会の中の三人の女 ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
603 メンツェル、アドルフ アトリエの壁 ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
604 シュピッツヴェーク、カール 蝶の捕獲 ヴィースバーデン美術館、ヴィースバーデン、ドイツ
605 シュピッツヴェーク、カール 貧しき詩人 ノイエ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
606 シュピッツヴェーク、カール 男やもめ ノイエ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
607 クラムスコイ、イヴァン 見知らぬ女 トレチャコフ美術館、モスクワ、ロシア
608 レヴィタン、イサーク 静かな修道院 トレチャコフ美術館、モスクワ、ロシア
609 レーピン、イリヤ ヴォルガの船曳き ロシア美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
610 サージェント、ジョン･シンガー カーネーション、リリー、リリー、ローズ テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
611 ホイッスラー、ジェイムズ･アボット･

マクニール
バラ色と銀色：陶磁器の国の姫君 フリーア美術館、ワシントン、アメリカ

612 モネ、クロード ラ･ジャポネーズ ボストン美術館、ボストン、アメリカ 75
613 ルノワール、オーギュスト ムーラン･ド･ラ･ギャレット オルセー美術館、パリ、フランス 74
614 マネ、エドゥアール ナナ ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
615 マネ、エドゥアール オランピア オルセー美術館、パリ、フランス
616 マネ、エドゥアール 草上の昼食 オルセー美術館、パリ、フランス 73

69

617 マネ、エドゥアール 笛を吹く少年 オルセー美術館、パリ、フランス
618 マネ、エドゥアール エミール･ゾラの肖像 オルセー美術館、パリ、フランス
619 マネ、エドゥアール バルコニー オルセー美術館、パリ、フランス
620 ルノワール、オーギュスト 読書する女 オルセー美術館、パリ、フランス
621 ルノワール、オーギュスト 団扇をもつ少女 クラーク美術研究所、ウィリアムズタウン、アメリカ
622 マネ、エドゥアール フォリー=ベルジェールのバー コートールド美術研究所、ロンドン、イギリス 68
623 ルノワール、オーギュスト 桟敷席 コートールド美術研究所、ロンドン、イギリス
624 ルノワール、オーギュスト アルジェリア風の衣裳を着たフルーリ嬢 クラーク美術研究所、ウィリアムズタウン、アメリカ
625 ルノワール、オーギュスト コンサートにて クラーク美術研究所、ウィリアムズタウン、アメリカ
626 ルノワール、オーギュスト セーヌ川の舟遊び ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
627 ルノワール、オーギュスト マルゴの肖像 オルセー美術館、パリ、フランス
628 ルノワール、オーギュスト ぶらんこ オルセー美術館、パリ、フランス
629 ルノワール、オーギュスト ブージヴァルのダンス ボストン美術館、ボストン、アメリカ
630 ルノワール、オーギュスト 都会のダンス オルセー美術館、パリ、フランス 69
631 ルノワール、オーギュスト 田舎のダンス オルセー美術館、パリ、フランス 69
632 ルノワール、オーギュスト ピアノに向かう娘たち オルセー美術館、パリ、フランス
633 ルノワール、オーギュスト バラを飾るガブリエル オルセー美術館、パリ、フランス
634 ルノワール、オーギュスト 浴女たち オルセー美術館、パリ、フランス

70

635 モネ、クロード カササギ オルセー美術館、パリ、フランス
636 モネ、クロード アルジャントゥイユの橋 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
637 モネ、クロード アルジャントゥイユのヒナゲシ オルセー美術館、パリ、フランス
638 モネ、クロード キャピュシーヌ大通り ネルソン=アトキンズ美術館、カンザス･シティ（ミズーリ州）、アメリカ
639 モネ、クロード アルジャントゥイユのヨット･レース オルセー美術館、パリ、フランス
640 モネ、クロード サン=ラザール駅 オルセー美術館、パリ、フランス
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70

641 モネ、クロード ゴディベール夫人の肖像 オルセー美術館、パリ、フランス
642 モネ、クロード 日傘の女 オルセー美術館、パリ、フランス
643 モネ、クロード ルーアン大聖堂 オルセー美術館、パリ、フランス
644 モネ、クロード 睡蓮：バラ色のハーモニー オルセー美術館、パリ、フランス
645 モネ、クロード 睡蓮：緑のハーモニー オルセー美術館、パリ、フランス
646 モネ、クロード ロンドンの国会議事堂 オルセー美術館、パリ、フランス
685 ヴァン･デ･ヴェルデ、アンリ 窓辺の女 アントウェルペン王立美術館、アントウェルペン、ベルギー
686 トーロップ、ヤン 海 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
687 モルベッリ、アンジェロ 80セントのために ボルゴーニャ美術館、ヴェルチェッリ、イタリア
688 ペリッツァ･ダ･ヴォルペード、ジュゼッペ 円舞 ミラノ市立近代美術館、ミラノ、イタリア

71

647 ドガ、エドガー オペラ座のオーケストラ オルセー美術館、パリ、フランス
648 ドガ、エドガー アイロンをかける女たち オルセー美術館、パリ、フランス
649 ドガ、エドガー カフェにて オルセー美術館、パリ、フランス
650 ドガ、エドガー ダンス教室 オルセー美術館、パリ、フランス 70
651 ドガ、エドガー 花束を持つ踊り子 オルセー美術館、パリ、フランス
652 ドガ、エドガー 舞台の踊り子（エトワール） オルセー美術館、パリ、フランス
653 ドガ、エドガー 花束を持って挨拶する踊り子 オルセー美術館、パリ、フランス
654 ドガ、エドガー 青い踊り子 オルセー美術館、パリ、フランス
655 ドガ、エドガー 手袋の歌手 フォッグ美術館、ケンブリッジ、アメリカ
656 ドガ、エドガー 浴槽 オルセー美術館、パリ、フランス
657 ピサロ、カミーユ 赤い屋根 オルセー美術館、パリ、フランス
658 ピサロ、カミーユ モンマルトル大通り エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
659 シスレー、アルフレッド ルーヴシエンヌの雪 オルセー美術館、パリ、フランス
660 シスレー、アルフレッド ポール=マルリの洪水 オルセー美術館、パリ、フランス
661 ブーダン、ウジェーヌ トルーヴィルの海岸 オルセー美術館、パリ、フランス
662 ヨンキント、ヨハン･バルトルト セーヌ川とノートル=ダム オルセー美術館、パリ、フランス
663 グリゴレスク、ニコラエ 海辺にて ルーマニア国立美術館、ブカレスト、ルーマニア
680 リュス、マクシミリアン 杭打ち人夫 オルセー美術館、パリ、フランス
681 ル･シダネル、アンリ 日の当たるテーブル ナント美術館、ナント、フランス
682 アングラン、シャルル 夜明けのセーヌ プティ･パレ美術館、ジュネーヴ、スイス
683 レメン、ジョルジュ アイストの浜辺 オルセー美術館、パリ、フランス
684 クロス、アンリ=エドモン 金色の島々 オルセー美術館、パリ、フランス

72

664 モリゾ、ベルト 揺り籠 オルセー美術館、パリ、フランス
665 カサット、メアリー 庭の若い女 オルセー美術館、パリ、フランス
666 カサット、メアリー 一杯のお茶 ボストン美術館、ボストン、アメリカ
667 ホイッスラー、ジェイムズ･アボット･

マクニール
白のシンフォニー テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス

668 ホイッスラー、ジェイムズ･アボット･
マクニール

灰色と黒のアレンジメントNo.1：
画家の母の肖像

オルセー美術館、パリ、フランス

669 ホイッスラー、ジェイムズ･アボット･
マクニール

青と金のノクターン：
オールド･バタシー･ブリッジ

テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス

670 ファンタン=ラトゥール、アンリ バティニョールのアトリエ オルセー美術館、パリ、フランス
671 ファンタン=ラトゥール、アンリ 花と果物 オルセー美術館、パリ、フランス
672 トゥルーズ=ロートレック、アンリ･ド メイ･ベルフォール嬢 クリーヴランド美術館、クリーヴランド、アメリカ
673 トゥルーズ=ロートレック、アンリ･ド 化粧する女 オルセー美術館、パリ、フランス
674 トゥルーズ=ロートレック、アンリ･ド ムーラン･ルージュにて シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ 71
675 リーバーマン、マックス ミュンヘンのビア･ガーデン ノイエ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
676 スーラ、ジョルジュ サーカス オルセー美術館、パリ、フランス
677 スーラ、ジョルジュ アニエールの水浴 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
678 スーラ、ジョルジュ グランド･ジャット島の日曜日の午後 シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ 72
679 シニャック、ポール マルセイユ港の入ロ オルセー美術館、パリ、フランス

73

704 ゴッホ、フィンセント･ファン 麦藁帽子の自画像 デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
705 ゴッホ、フィンセント･ファン 自画像 オルセー美術館、パリ、フランス 80
707 ゴッホ、フィンセント･ファン アルルのゴッホの部屋 オルセー美術館、パリ、フランス
708 ゴッホ、フィンセント･ファン ローヌ川の星月夜 オルセー美術館（寄託）、パリ、フランス
709 ゴッホ、フィンセント･ファン 種まく人 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
710 ゴッホ、フィンセント･ファン ガシェ博士の肖像 オルセー美術館、パリ、フランス
711 ゴッホ、フィンセント･ファン オーヴェールの教会 オルセー美術館、パリ、フランス
712 ボナール、ピエール クロッケーの試合 オルセー美術館、パリ、フランス
713 ボナール、ピエール 浴槽の裸婦 プティ･パレ美術館、パリ、フランス
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73

714 ヴュイヤール、エドゥアール 公園 オルセー美術館、パリ、フランス
715 ヴュイヤール、エドゥアール 寝台にて オルセー美術館、パリ、フランス
721 コラン、ラファエル フロレアル アラス美術館、アラス、フランス
722 カロリュス=デュラン、エミール=

オーギュスト
手袋の婦人 オルセー美術館、パリ、フランス

723 バシュキルツェフ、マリー 出会い オルセー美術館、パリ、フランス

74

716 ドニ、モーリス ミューズたち オルセー美術館、パリ、フランス
717 ドニ、モーリス 窓辺の母子 オルセー美術館、パリ、フランス
718 モーラン、シャルル 母性 クロザティエ美術館、ル･ピュイ=アン=ヴレー、フランス
719 ヴァロットン、フェリックス ボール オルセー美術館、パリ、フランス
720 ランソン、ポール キリストと釈迦 個人蔵、ニューヨーク、アメリカ
745 ルソー、アンリ 異国風景 ノートン･サイモン美術館、パサディナ、アメリカ
746 ルソー、アンリ 蛇使い オルセー美術館、パリ、フランス
747 ルソー、アンリ 戦争 オルセー美術館、パリ、フランス
748 ルソー、アンリ 子供と人形 ヴィンタートゥール美術館、ヴィンタートゥール、スイス
749 ルソー、アンリ 田舎の結婚式 オランジュリー美術館、パリ、フランス
750 ミレイ、ジョン･エヴァレット オフィーリア テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス 82
751 ミレイ、ジョン･エヴァレット 盲目の少女 バーミンガム市立美術館、バーミンガム、イギリス
752 ロセッティ、ダンテ･ゲイブリエル ベアタ･ベアトリクス テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
753 ロセッティ、ダンテ･ゲイブリエル モンナ･ヴァンナ テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
754 ブレット、ジョン 石割り ウォーカー美術館、リヴァプール、イギリス

75

757 ハント、ウィリアム･ホルマン 雇われの羊飼い マンチェスター市立美術館、マンチェスター、イギリス
758 ハント、ウィリアム･ホルマン 世の光 キーブル･カレッジ、オックスフォード、イギリス
759 ハント、ウィリアム･ホルマン われらがイギリスの海辺 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
760 ブラウン、フォード･マドックス メエメエ子羊 バーミンガム市立美術館、バーミンガム、イギリス
761 ブラウン、フォード･マドックス さらばイギリス バーミンガム市立美術館、バーミンガム、イギリス
762 バーン=ジョーンズ、エドワード 天地創造の5日目/6日目 フォッグ美術館、ケンブリッジ、アメリカ
763 ブラウン、フォード･マドックス 労働 マンチェスター市立美術館、マンチェスター、イギリス
764 モロー、ギュスターヴ 一角獣 モロー美術館、パリ、フランス
765 モロー、ギュスターヴ 岩の上のサッフォー ヴィクトリア･アンド･アルバート美術館、ロンドン、イギリス
766 モロー、ギュスターヴ クレオパトラ ルーヴル美術館、パリ、フランス
767 モロー、ギュスターヴ オルフェウス オルセー美術館、パリ、フランス 83
768 モロー、ギュスターヴ 神秘の花 モロー美術館、パリ、フランス

76

739 エグリー、ウィリアム･モー ロンドンの乗合バス テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
740 エッグ、オーガスタス･レオポルド 旅の道連れ バーミンガム市立美術館、バーミンガム、イギリス
741 ロバーツ、デイヴィッド エジプトからのユダヤ人の脱出 バーミンガム市立美術館、バーミンガム、イギリス
742 ペルジーニ、チャールズ･エドワード 心は変わらず ウォーカー美術館、リヴァプール、イギリス
743 ファイルズ、サミュエル･ルーク 救貧院に収容されるのを待つ人々 ロンドン大学ロイヤル･ハロウェイ･アンド･ベッドフォード・

ニュー･カレッジ、エガム、イギリス･
744 リヴィエール、ヒュー･ゴールドウィン エデンの園 ギルドホール･アート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
755 バーン=ジョーンズ、エドワード コフェトゥア王と物乞いの少女 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
756 バーン=ジョーンズ、エドワード 黄金の階段 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
769 クリムト、グスタフ 接吻 オーストリア美術館、ウィーン、オーストリア 84
770 クリムト、グスタフ アデーレ･ブロッホ=バウアーの肖像 Ⅰ ノイエ・ギャラリー、ニューヨーク、アメリカ
771 シーレ、エゴン 死と乙女 オーストリア美術館、ウィーン、オーストリア
772 シーレ、エゴン 四本の樹 オーストリア美術館、ウィーン、オーストリア
773 シーレ、エゴン 家族 オーストリア美術館、ウィーン、オーストリア

77
735 ピアッツェッタ、ジョヴァンニ･バッティスタ 聖母被昇天 ルーヴル美術館、パリ、フランス
736 ダヴィッド、ジャック=ルイ 皇帝ナポレオン1世と皇后ジョゼフィーヌの戴冠 ルーヴル美術館、パリ、フランス 79
737 ジェリコー、テオドール メデューズ号の筏 ルーヴル美術館、パリ、フランス

78

689 セザンヌ、ポール 首吊りの家 オルセー美術館、パリ、フランス
690 セザンヌ、ポール モデルヌ･オランピア オルセー美術館、パリ、フランス
691 セザンヌ、ポール 自画像 フィリップス･コレクション、ワシントン、アメリカ
692 ルノワール、オーギュスト ヴィクトール･ショケの肖像 フォッグ美術館、ケンブリッジ、アメリカ
693 セザンヌ、ポール 松の木のあるサント=ヴィクトワール山 コートールド美術研究所、ロンドン、イギリス
694 セザンヌ、ポール 三人の浴女たち プティ･パレ美術館、パリ、フランス
695 セザンヌ、ポール リンゴとオレンジ オルセー美術館、パリ、フランス 77
696 セザンヌ、ポール カード遊びをする二人の男たち オルセー美術館、パリ、フランス
697 ゴーギャン、ポール 光輪のある自画像 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
698 ゴーギャン、ポール 自画像（レ･ミゼラブル） ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
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78

699 ゴーギャン、ポール 美しきアンジェール オルセー美術館、パリ、フランス
700 ゴーギャン、ポール 説教の後の幻影 スコットランド国立美術館、エディンバラ、イギリス
701 ゴーギャン、ポール 黄色いキリスト オールブライト・ノックス美術館、バッファロー、アメリカ
702 ゴーギャン、ポール イア･オラナ･マリア（マリアを拝む） メトロポリタン美術館、ニューヨーク、アメリカ 78
703 ゴーギャン、ポール ヴァイルマティ オルセー美術館、パリ、フランス
724 ティソ、ジェイムズ 東方三博士の旅 ミネアポリス美術研究所、ミネアポリス、アメリカ
725 ティソ、ジェイムズ 休日 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
726 ティソ、ジェイムズ 舞踏会 オルセー美術館、パリ、フランス
727 アルマ=タデマ、ローレンス お気に入りの習慣 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
728 アルマ=タデマ、ローレンス 銀色のお気に入り マンチェスター市立美術館、マンチェスター、イギリス
729 ベロー、ジャン マグダラのマリア オルセー美術館、パリ、フランス
730 ルイス、ジョン･フレデリック シエスタ テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
731 ジェローム、ジャン=レオン 裁きを受けるフリュネ ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
732 ソロモン、ソロモン サムソンとデリラ ウォーカー美術館、リヴァプール、イギリス
733 ベリー、レオン メッカヘの巡礼 オルセー美術館、パリ、フランス
734 カバネル、アレクサンドル ヴィーナスの誕生 オルセー美術館、パリ、フランス
738 ブーグロー、ウィリアム ヴィーナスの誕生 オルセー美術館、パリ、フランス
774 ピュヴィス･ド･シャヴァンヌ、ピエール 貧しき漁師 オルセー美術館、パリ、フランス
775 ホドラー、フェルディナント 夜 ベルン美術館、ベルン、スイス
776 ホドラー、フェルディナント 選ばれし者 ベルン美術館（寄託）、ベルン、スイス

777-1 セガンティーニ、ジョヴァンニ 生成（「アルプス三部作」より） セガンティーニ美術館、サン=モリッツ、スイス
777-2 セガンティーニ、ジョヴァンニ 存在（「アルプス三部作」より） セガンティーニ美術館、サン=モリッツ、スイス
777-3 セガンティーニ、ジョヴァンニ 衰退（「アルプス三部作」より） セガンティーニ美術館、サン=モリッツ、スイス
778 セガンティーニ、ジョヴァンニ 湖を渡るアヴェ･マリア ザンクト･ガレン美術館（寄託）、ザンクト･ガレン、スイス 85
779 セガンティーニ、ジョヴァンニ 編み物をする娘 チューリヒ美術館（寄託）、チューリヒ、スイス
780 セガンティーニ、ジョヴァンニ 生命の泉に寄る愛の天使 ミラノ市立近代美術館、ミラノ、イタリア

79

781 ルドン、オディロン 仏陀 オルセー美術館、パリ、フランス
782 ルドン、オディロン 目を閉じて オルセー美術館、パリ、フランス
783 ルドン、オディロン ヴィオレット･エイマンの肖像 クリーヴランド美術館、クリーヴランド、アメリカ 86
784 シェレ、ジュール 大地 ニ一ス市立美術館、ニ一ス、フランス
785 シェレ、ジュール ピエロに扮したパントマイム役者ジョルジュ･ヴァーグ ニース市立美術館、ニ一ス、フランス
786 モッサ、ギュスターヴ=アドルフ 彼女 ニ一ス市立美術館、ニ一ス、フランス
787 カリエール、ウジェーヌ 親しみ オルセー美術館、パリ、フランス
788 シュワーべ、カルロス 墓掘り人の死 ルーヴル美術館、パリ、フランス
789 シュワーべ、カルロス 百合の聖母 ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
790 ベックリン、アルノルト 波間のたわむれ ノイエ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
791 ベックリン、アルノルト 死の島 ライプツィヒ美術館、ライプツィヒ、ドイツ
792 ケラー、フェルディナント ベックリンの墓 カールスルーエ美術館、カールスルーエ、ドイツ
793 トーロップ、ヤン 宿命論 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
794 トーロップ、ヤン 三人の花嫁 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
795 クノップフ、フェルナン 沈黙 ブリュッセル王立美術館、ブリュッセル、ベルギー
796 ド･ニュンク、ウィリアム･ドグーヴ 黒鳥 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
797 クノップフ、フェルナン 見捨てられた町 ブリュッセル王立美術館、ブリュッセル･ベルギー
798 アンソール、ジェイムズ 嵐を鎮めるキリスト オステンド市立美術館、オステンド、ベルギー
799 アンソール、ジェイムズ 陰謀 アントウェルペン王立美術館、アントウェルペン、ベルギー
800 アンソール、ジェイムズ イーゼルの前の自画像 アントウェルペン王立美術館、アントウェルペン、ベルギー
801 アンソール、ジェイムズ ストーブで暖まる骸骨 キンベル美術館、フォートワース、アメリカ
802 アンソール、ジェイムズ 仮面と死神 リエージュ市立近代美術館、リエージュ、ベルギー
803 メルリー、グザヴィエ 秋 ブリュッセル王立美術館、ブリュッセル、ベルギー
804 ワッツ、ジョージ･フレデリック 希望 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス

80

805 ソーン、アンデシュ･レオナルド 真夏のダンス ストックホルム国立美術館、ストックホルム、スウェーデン
806 ソールベリ、ハラルド 北の花咲く野原 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
807 キーランド、キティ 夏の夜 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
808 ソールベリ、ハラルド ロンダーネの冬の夜 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
809 ヤンソン、ウジェーヌ リッダー庭園の夜明け プリンス･オイゲンス美術館、ストックホルム、スウェーデン
810 クローグ、クリスティアン 病める子 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
811 ムンク、エドヴァルト 病める子 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
812 ムンク、エドヴァルト メランコリー オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
813 ムンク、エドヴァルト 叫び オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー 87
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80

814 ムンク、エドヴァルト 思春期 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
815 ムンク、エドヴァルト ダグニー･ユールの肖像 ムンク美術館、オスロ、ノルウェー
816 ムンク、エドヴァルト 星月夜 ムンク美術館、オスロ、ノルウェー
817 ムンク、エドヴァルト 生のダンス オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
818 ベリ、リッカード 北欧の夏の宵 イェーテボリ美術館、イェーテボリ、スウェーデン
819 ハマーショイ、ヴィルヘルム 座る女のいる室内 オーフス美術館、オーフス、デンマーク
820 キッテルセン、テオドール 湖の怪物 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー
821 リング、ラウリッツ・アンデルセン 6月、タンポポの種を吹く娘 オスロ国立美術館、オスロ、ノルウェー

81

（現代の時代説明） 88
822 ピカソ、パブロ 招魂（カサジェマスの埋葬） パリ市立近代美術館、パリ、フランス
823 ピカソ、パブロ 自画像 ピカソ美術館、パリ、フランス
824 ピカソ、パブロ 海辺の貧しい人 （々悲劇） ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
825 ピカソ、パブロ 玉乗りの少女 プーシキン美術館、モスクワ、ロシア
826 ピカソ、パブロ オルタ･デ･エブロの工場 エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
827 ピカソ、パブロ カーンワイラーの肖像 シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ
828 ピカソ、パブロ 大きな浴女 オランジュリー美術館、パリ、フランス
829 ピカソ、パブロ マンドリンとギター グッゲンハイム美術館、ニューヨーク、アメリカ
830 ピカソ、パブロ ダンス テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
831 ピカソ、パブロ 窓辺に座る女 ピカソ美術館、パリ、フランス 89
832 ピカソ、パブロ 女＝花（フランソワーズ） 個人蔵、スイス
833 ピカソ、パブロ 遊ぶクロードとパロマ 個人蔵、パリ、フランス
834 ピカソ、パブロ 裸婦とパイプの男 ローゼンガルト画廊、ルツェルン、スイス
835 ピカソ、パブロ 自画像 個人蔵
925 ニコルソン、ベン 長靴を履いた猫に マンチェスター市立美術館、マンチェスター、イギリス
926 ニコルソン、ベン 静物（アベラールとエロイーズ） カナダ国立美術館、オタワ、カナダ

82

836 モディリアーニ、アメデオ 若い小間使い オールブライト=ノックス美術館、バッファロー、アメリカ 90
837 モディリアーニ、アメデオ ポンパドゥール夫人の肖像 シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ
838 モディリアーニ、アメデオ 座る裸婦 コートールド美術研究所、ロンドン、イギリス
839 パスキン、ジュール 緑の帽子をかぶる裸婦 シンシナティ美術館、シンシナティ、アメリカ
840 ローランサン、マリー シャネル嬢の肖像 オランジュリー美術館、パリ、フランス
841 キスリング、モイーズ イングリッドの肖像 プティ･パレ美術館、ジュネーヴ、スイス
842 ユトリロ、モーリス ノートル=ダム オランジュリー美術館、パリ、フランス 91
843 スーチン、ハイム 倒れた木 オランジュリー美術館、パリ、フランス
844 ルオー、ジョルジュ 老いた王 カーネギー美術館、ピッツバーグ、アメリカ
845 バルテュス 美しい日々 ハーシュホーン美術館･彫刻庭園、ワシントン、アメリカ
846 ドラン、アンドレ コリウール、村と海 フォルクヴァング美術館、エッセン、ドイツ
847 ドラン、アンドレ セーヌの小舟 ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
848 ドラン、アンドレ マティスの肖像 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
849 マルケ、アルベール ポン･ヌフ ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ 92
850 デュフィ、ラウル 黒い貨物船 リヨン美術館、リヨン、フランス
851 デュフィ、ラウル ル･アーヴルの祭 パリ市立近代美術館、パリ、フランス
852 ブラック、ジョルジュ レスタックの家 ベルン美術館、ベルン、スイス
853 ブラック、ジョルジュ レスタック風景 アノンシアード美術館、サン・トロペ、フランス
854 ブラック、ジョルジュ ポルトガル人 バーゼル美術館、バーゼル、スイス
855 ブラック、ジョルジュ 円卓 フィリップス･コレクション、ワシントン、アメリカ
856 ブラック、ジョルジュ アトリエⅡ ノルトライン=ヴェストファーレン美術館、デュッセルドルフ、ドイツ
857 グリス、フアン ピカソ礼讚 シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ
858 グリス、フアン ル･カニグー オールブライト・ノックス美術館、バッファロー、アメリカ
859 グリス、フアン 卓上のギター クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ

83

860 オザンファン、アメデ コンポジション（灰色のテーブルに置かれた
水差し、ギター、グラスと酒瓶）

バーゼル美術館、バーゼル、スイス

861 ル･コルビュジエ
（ジャンヌレ、シャルル・エドゥアール）

女性と猫とティーポット ル･コルビュジエ財団、パリ、フランス

862 ル･コルビュジエ
（ジャンヌレ、シャルル・エドゥアール）

エスプリ･ヌーヴォー館の静物 ル･コルビュジエ財団、パリ、フランス

2F 本館
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83

863 ル･コルビュジエ
（ジャンヌレ、シャルル・エドゥアール）

垂直のギター ル･コルビュジエ財団、パリ、フランス

864 ロート、アンドレ バッカスの巫女 プティ･パレ美術館、ジュネーヴ、スイス
865 ドローネー、口べ一ル 赤いエッフェル塔 グッゲンハイム美術館、ニューヨーク、アメリカ
866 ドローネー、口べ一ル 環状の形態 グッゲンハイム美術館、ニューヨーク、アメリカ
867 レジェ、フェルナン 青衣の女 バーゼル美術館、バーゼル、スイス
868 レジェ、フェルナン 階段 チューリヒ美術館、チューリヒ、スイス
869 レジェ、フェルナン トランプ遊びをする人々 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
870 レジェ、フェルナン 機械的要素 バーゼル美術館、バーゼル、スイス
871 レジェ、フェルナン 読書する人 ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
872 レジェ、フェルナン 余暇：ルイ･ダヴィッド礼讃 ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
873 クレー、パウル 赤･緑の諧調による、赤い円屋根のある都市像 ベルン市立パウル･クレー美術館、ベルン、スイス
874 クレー、パウル 開花 ヴィンタートゥール美術館、ヴィンタートゥール、スイス
875 クレー、パウル 本道と脇道 ルートヴィヒ美術館、ケルン、ドイツ
876 クレー、パウル アド･パルナッスム ベルン美術館、ベルン、スイス 93
877 クレー、パウル 美しき女庭師（ビーダーマイヤー時代の亡霊） ベルン美術館、ベルン、スイス
878 クレー、パウル 無題：静物 ベルン市立パウル･クレー美術館、ベルン、スイス

84

879 シャガール、マルク 詩人：三時半 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ
880 シャガール、マルク 農夫の生活（ロシアの村） オールブライト=ノックス美術館、バッファロー、アメリカ
881 シャガール、マルク 殉教者 チューリヒ美術館、チューリヒ、スイス
882 シャガール、マルク 彼女をめぐりて ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
883 シャガール、マルク イカロスの墜落 ポンピドゥー･センター、パリ、フランス 94
884 キルヒナー、エルンスト･ルートヴィヒ モデルのいる自画像 ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
885 マッケ、アウグスト 牛とラクダのいる風景 チューリヒ美術館、チューリヒ、スイス
886 マッケ、アウグスト 樹の下の少女たち ミュンヘン国立近代美術館、ミュンヘン、ドイツ
887 マルク、フランツ 黄色い牝牛 グッゲンハイム美術館、ニューヨーク、アメリカ
888 マルク、フランツ 闘争する形態 ミュンヘン国立近代美術館、ミュンヘン、ドイツ
889 ベックマン、マックス 夜 ノルトライン=ヴェストファーレン美術館、デュッセルドルフ、ドイツ
890 ベックマン、マックス 女の楽隊 ミュンヘン国立近代美術館、ミュンヘン、ドイツ
891 ボッチョーニ、ウンベルト 水平の量感 ミュンヘン国立近代美術館、ミュンヘン、ドイツ
892 ボッチョーニ、ウンベルト 弾性 ミラノ市立近代美術館、ミラノ、イタリア
893 バッラ、ジャコモ 鎖につながれた犬のダイナミズム オールブライト=ノックス美術館、バッファロー、アメリカ
894 バッラ、ジャコモ 抽象的スピード：通り過ぎた車 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
895 ルッソロ、ルイージ 自動車のダイナミズム ポンピドゥー･センター、パリ、フランス

85

896 デュシャン、マルセル 花嫁 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ
897 デュシャン、マルセル 階段を降りる裸体No.2 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ
898 モンドリアン、ピート 木々 カーネギー美術館、ピッツバーグ、アメリカ
899 モンドリアン、ピート ショウガ壺のある静物Ⅱ グッゲンハイム美術館（寄託）、ニューヨーク、アメリカ
900 モンドリアン、ピート 赤、黄、青のコンポジション ハーグ市立美術館、ハーグ、オランダ
901 マレーヴィチ、カジミール スプレムスNo.57 ルートヴィヒ美術館、ケルン、ドイツ
902 モホリ・ナギ、ラースロー LIS チューリヒ美術館、チューリヒ、スイス
903 モランディ、ジョルジョ 静物 ボローニャ市立近代美術館、ボローニャ、イタリア
904 モランディ、ジョルジョ 静物 個人蔵、ミラノ、イタリア
905 カッラ、カルロ 形而上的なミューズ ブレラ絵画館、ミラノ、イタリア
906 キリコ、ジョルジョ･デ 予言者の報酬 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ
907 キリコ、ジョルジョ･デ 時間の謎 個人蔵、ミラノ、イタリア
908 キリコ、ジョルジョ･デ 不安がらせる女神たち 個人蔵
909 ミロ、ジョアン 農場 ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
910 ミロ、ジョアン 耕地 グッゲンハイム美術館、ニューヨーク、アメリカ
911 ミロ、ジョアン 躍動する人物 ノルトライン=ヴェストファーレン美術館、デュッセルドルフ、ドイツ
912 ミロ、ジョアン 自画像 ミロ美術館（寄託）、バルセロナ、スペイン
913 ダリ、サルバドール ゆでたインゲン豆のある柔らかい構造：内戦の予感 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ 95
914 ダリ、サルバドール ナルキッソスの変貌 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス

86

915 エルンスト、マックス 生きる喜び スコットランド国立近代美術館、エディンバラ、イギリス
916 エルンスト、マックス 雨上がりのヨーロッパ ウォズワース･アシニーアム、ハートフォード、アメリカ
917 エルンスト、マックス 沈黙の目 ワシントン大学美術館、セントルイス、アメリカ
918 デルヴォー、ポール ローマヘの道 デルヴォー財団、サンティデスバルド、ベルギー
919 フォートリエ、ジャン 裸体 ロサンゼルス現代美術館、ロサンゼルス、アメリカ
920 フォートリエ、ジャン ごく若い娘 イル･ド･フランス美術館、ソー、フランス
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86

921 クライン、イヴ 人体測定プリント ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
922 クライン、イヴ 青のモノクローム ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
923 アルトゥング、ハンス T1949-9 ノルトライン=ヴェストファーレン美術館、デュッセルドルフ、ドイツ
924 スーラージュ、ピエール 絵画 フォルクヴァング美術館、エッセン、ドイツ

87

927 ブレイク、ピーター バルコニーにて テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
928 デイヴィス、スチュアート ブリプスとイフス エイモン･カーター美術館、フォートワース、アメリカ
929 ウォーホル、アンディ マリリンの二連画 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス 96
930 ウォーホル、アンディ 10の緑色の惨事 フランクフルト近代美術館、フランクフルト、ドイツ
931 リキテンスタイン、ロイ ステッピング･アウト メトロポリタン美術館、ニューヨーク、アメリカ
932 ハミルトン、リチャード 私はホワイト･クリスマスを夢見ている バーゼル美術館、バーゼル、スイス
933 ラウシェンバーグ、ロバート マースデイ･マン（アナグラムーAPun） 個人蔵、ニューヨーク、アメリカ
934 ホフマン、ハンス 第三の手 カリフォルニア大学バークリー美術館、バークリー、アメリカ
935 ホフマン、ハンス 春分 カリフォルニア大学バークリー美術館、バークリー、アメリカ
936 スティル、クリフォード 絵画 デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
937 フランシス、サム ホワイト･ライン ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
938 ロスコ、マーク No.1、白と赤 オンタリオ美術館、トロント、カナダ
939 ロスコ、マーク No.1（No.18、1948） ヴァッサー･カレッジ美術館、プーキプシー、アメリカ
940 クライン、フランツ C&O ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
941 クライン、フランツ ニューヨーク オールブライト=ノックス美術館、バッファロー、アメリカ
942 ゴーキー、アーシル オーガニゼーション ナショナル･ギャラリー、ワシントン、アメリカ
943 ゴーキー、アーシル 肝臓は雄鶏のとさか オールブライト=ノックス美術館、バッファロー、アメリカ
944 デ･クーニング、ウィレム 発掘 シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ
945 ポロック、ジャクソン 雄と雌 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ

88
948 アルバース、ジョゼフ 正方形讚歌 ジョゼフ･アルバース財団、オレンジ、アメリカ
949 エルバン、オーギュスト 真夜中 チューリヒ美術館、チューリヒ、スイス
950 ノーランド、ケネス イエロー･ハーフ オールブライト・ノックス美術館、バッファロー、アメリカ

89

946 ポロック、ジャクソン 深み ポンピドゥー･センター、パリ、フランス
947 ポロック、ジャクソン 秋のリズム：No.30 メトロポリタン美術館、ニューヨーク、アメリカ
951 ピカソ、パブロ ゲルニカ レイナ･ソフィア国立美術館、マドリード、スペイン 97
952 ライリー、ブリジット 力強い歌 テート・ギャラリー、ロンドン、イギリス

90

●空間表現
953 カヴァッリーニ、ピエトロ キリストの神殿奉献 サンタ･マリーア･イン･トラステーヴェレ聖堂、ローマ、イタリア
954 ウッチェッロ、パオロ 聖餅の奇跡 マルケ国立絵画館、ウルビーノ、イタリア
955 ヘディステの彩色墓碑 アサネッサケイオン考古学博物館、ヴォロス、ギリシア
956 中部イタリア派の画家 理想都市 ウォルターズ美術館、ボルティモア、アメリカ
957 ピエロ･デッラ･フランチェスカ キリストの鞭打ち マルケ国立絵画館、ウルビーノ、イタリア
958 ロラン、クロード シバの女王の乗船 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス 98
959 ウィッテ、エマニュエル･デ 教会の内部 ボイマンス=ファン･べ一ニンゲン美術館、ロッテルダム、オランダ
960 ライスダール、サロモン･ファン レーネンの眺望 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス

91 ★ストゥディオーロ
966 フェデリーコ・ダ・モンテフェルトロのストゥディオーロ パラッツォ・ドゥカーレ（マルケ国立美術館）、ウルビーノ、イタリア 99

92

●空間表現
961 ポントルモ、ヤーコポ･ダ エジプトにおけるヨセフ ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
962 ガッディ、タッデオ 聖母の神殿奉献 サンタ･クローチェ聖堂バロンチェッリ礼拝堂、フィレンツェ、イタリア
963 マザッチョ 三位一体 サンタ･マリーア･ノヴェッラ聖堂、フィレンツェ、イタリア
964 エル･グレコ 無原罪の御宿り サンタ･クルス美術館、トレド、スペイン
965 ティントレット 聖マルコの遺体の発見 ブレラ絵画館、ミラノ、イタリア　

93

●トロンプ・ルイユ（だまし絵）
967 ピール、チャールズ･ウィルソン 階段の人物 フィラデルフィア美術館、フィラデルフィア、アメリカ 100
968 ケトル、ヘンリー（?） 少女と糸につないだ小鳥 ブールハーフェ美術館、レイデン、オランダ
969 ストーム、マティアス 聖ヒエロニムス ユトレヒト中央美術館、ユトレヒト、オランダ
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93

970 ファン･エイク、ヤン 受胎告知 ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ
971 バウツ、ディルク 本と洗面器のある静物 ボイマンス=ファン･べ一ニンゲン美術館、ロッテルダム、オランダ
972 フランクフルトの画家 画家とその妻 アントウェルペン王立美術館、アントウェルペン、ベルギー
973 ボスハールト、アンブロシウス 壁龕のなかの花瓶の花 マウリッツハイス美術館、ハーグ、オランダ
974 メール、バレント･ファン･デル（?） パンとワイングラスのある静物 ハンブルク美術館、ハンブルク、ドイツ
975 スペルト、アドリアーン･ファン･

デル/ミーリス、フランス･ファン
花のある静物 シカゴ美術研究所、シカゴ、アメリカ

976 ヘイスブレヒツ、コルネリス トロンプ･ルイユのトロンプ･ルイユ ボストン美術館、ボストン、アメリカ
977 ヴァイヤン、ヴァルラント 手紙掛け ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ
978 コリア、エドワード 手紙掛け デ･ラケンハル市立美術館、レイデン、オランダ
979 ホーホストラーテン、サミュエル･ファン 窓辺の老人 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
980 バルド、ルロワ･ド 鳥の標本 ルーヴル美術館、パリ、フランス
981 ピート、ジョン・フレデリック 貧者の店先 ボストン美術館、ボストン、アメリカ

94

●時
982 アントネッロ･ダ･メッシーナ キリストの磔刑 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
983 ジョット派 キリストの降誕 サン･フランチェスコ聖堂下堂、アッシジ、イタリア
984 アンジェリコ、フラ 受胎告知 プラド美術館、マドリード、スペイン
985 ブロンズィーノ、アーニョロ 聖家族、聖アンナと聖ヨハネ ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
986 ヴーエ、シモン 希望と愛と美に打ち負かされる時 ベリー美術館、ブールジュ、フランス
987 ゴーギャン、ポール われわれは何処から来たのか?

われわれは何者であるのか?
われわれは何処へ行かんとしているのか?

ボストン美術館、ボストン、アメリカ 101

988 ティツィアーノ 人生の三世代 スコットランド国立美術館、エディンバラ、イギリス　
989 プッサン、ニコラ 春（地上の楽園） ルーヴル美術館、パリ、フランス　
990 プッサン、ニコラ 夏（ルツとボアズ） ルーヴル美術館、パリ、フランス　
991 プッサン、ニコラ 秋（約束の地のブドウを運ぶ偵察たち） ルーヴル美術館、パリ、フランス　
992 プッサン、ニコラ 冬（大洪水） ルーヴル美術館、パリ、フランス　
993 ステーンウェイク、ヘルマン・ファン 静物：虚栄の寓意 ナショナル・ギャラリー、ロンドン、イギリス

95

●生と死
994 アンジェリコ、フラ 最後の審判 サン･マルコ美術館、フィレンツェ、イタリア
995 ベラスケス、ディエーゴ キリストの磔刑（サン･プラシドのキリスト） プラド美術館、マドリード、スペイン　
996 ロッホナー、シュテファン 最後の審判 ヴァルラフ・リヒャルツ美術館、ケルン、ドイツ　
997 ピエロ･デッラ･フランチェスカ キリストの復活 サンセポルクロ市立美術館、サンセポルクロ、イタリア　
998 バルドゥング･グリーン、ハンス 人生の三段階と死 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア　
999 エル･グレコ 悔悛するマグダラのマリア ウースター美術館、ウースター、アメリカ　
1000 ヴィールツ、アントニー 麗しのロジーヌ ヴィールツ美術館、ブリュッセル、ベルギー　
1001 バルドゥング･グリーン、ハンス 死と女 バーゼル美術館、バーゼル、スイス　
1002 ブリューゲル、ピーテル（父） 死の勝利 プラド美術館、マドリード、スペイン 102
1003 メメント･モリ ナポリ国立考古学博物館、ナポリ、イタリア　
1004 三人の生者と三人の死者の出会い サン･ベネデット修道院、スビアーコ、イタリア　
1005 プッサン、ニコラ アルカディアの牧人たち ルーヴル美術館、パリ、フランス　

96

1006 バルデス･レアール、フアン･デ 束の間の命 サンタ･カリダード病院、セビーリャ、スペイン
1007 ペレーダ、アントニオ･デ 騎士の夢 サン･フェルナンド王立美術アカデミー付属美術館、マドリード、スペイン
1008 モラーレス、ルイス･デ 福者フアン･デ･リベーラの魂の審判 パトリアルカ美術館、バレンシア、スペイン
1009 ベルゲーテ、ペドロ 異端者を裁くグスマンの聖ドミニクス プラド美術館、マドリード、スペイン

97

●食卓の情景
1010 ムリーリョ、バルトロメ カナの婚礼 バーミンガム大学バーバー美術研究所、バーミンガム、イギリス
1011 バウツ、ディルク シモンの家での食事 ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ
1012 カラヴァッジョ エマオの晩餐 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1013 フアネス、フアン･デ 最後の晩餐 プラド美術館、マドリード、スペイン
1014 ル･ナン兄弟 農民の食事 ルーヴル美術館、パリ、フランス
1015 スルバラン、フランシスコ･デ 聖ユーグの奇跡 セビーリャ美術館、セビーリャ、スペイン
1016 モスタールト、ヤン（?） 食卓の聖家族 ヴァルラフ=リヒャルツ美術館、ケルン、ドイツ
1017 ハルス、フランス シント･ヨーリス自警団幹部の祝宴 フランス･ハルス美術館、ハールレム、オランダ
1018 ブリューゲル、ピーテル（父） 農民の婚宴 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
1019 ルノワール、オーギュスト ボート遊びの人々の食事 フィリップス･コレクション、ワシントン、アメリカ 103
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97

1020 ヨルダーンス、ヤーコプ 王様が飲む ブリュッセル王立美術館、ブリュッセル、ベルギー
1021 ベラスケス、ディエーゴ 卵を料理する老女と少年 スコットランド国立美術館、エディンバラ、イギリス
1022 ゴッホ、フィンセント･ファン ジャガイモを食べる人々 ゴッホ美術館、アムステルダム、オランダ
1023 マニャスコ、アレッサンドロ ジプシーたちの食事 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
1024 ボナール、ピエール 食卓 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1025 ゴーギャン、ポール 食事（バナナ） オルセー美術館、パリ、フランス
1026 カラッチ、アンニーバレ 豆を食べる男 コロンナ美術館、ローマ、イタリア

98

●家族
1027 エル・グレコ 聖家族と聖アンナ タベーラ病院、トレド、スペイン
1028 ハルス、フランス 風景のなかの家族 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1029 ヨルダーンス、ヤーコプ 画家の家族の肖像 エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
1030 レンブラント･ファン･レイン 家族の肖像 ヘルツォーク･アントン･ウルリヒ美術館、ブラウンシュヴァイク、ドイツ 104
1031 アルチンボルド、ジュゼッペ 皇帝マクシミリアン2世とその家族 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
1032 ヴァン･ダイク、アンソニー 家族の肖像 デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
1033 ル･ナン兄弟 祖母の家を訪れる家族 エルミタージュ美術館、サンクト･ペテルブルグ、ロシア
1034 リュベンス、ピーテル･パウル エレーヌ･フールマンと子供たち ルーヴル美術館、パリ、フランス
1035 ホガース、ウィリアム ストロード家の人々 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1036 ロンギ、ピエトロ 貴族の家庭 カ･レッツォーニコ、ヴェネツィア、イタリア
1037 ゲインズバラ、トマス ベイリー家の人々 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1038 マルティノー、ロバート 懐かしいわが家での最後の日 テート･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1039 ヨルダーンス、ヤーコプ 老いは歌い、若きは奏でる アントウェルペン王立美術館、アントウェルペン、ベルギー
1040 バジール、フレデリック 家族の集い オルセー美術館、パリ、フランス
1041 サージェント、ジョン･シンガー ヴィッカーズ家の娘たち グレーヴズ美術館、シェフィールド、イギリス
1042 レイセルベルヘ、テオ･ファン 果樹園の家族 クレラー=ミュラー美術館、オッテルロー、オランダ
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●運命の女
1043 クーザン、ジャン エヴァ･プリマ･パンドラ ルーヴル美術館、パリ、フランス
1044 モロー、ギュスターヴ まぼろし モロー美術館、パリ、フランス 105
1045 コリント、ロヴィス サロメ ライプツィヒ美術館、ライプツィヒ、ドイツ
1046 ヨルダーンス、ヤーコプ カンダウレス王の寝室のギュゲス ストックホルム国立美術館、ストックホルム、スウェーデン
1047 リュベンス、ピーテル･パウル サムソンとデリラ ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1048 レンブラント･ファン･レイン ダヴィデの手紙を持つバテシバ ルーヴル美術館、パリ、フランス
1049 アッローリ、クリストーファノ ユーディット ピッティ美術館、フィレンツェ、イタリア
1050 クリムト、グスタフ ユーディットⅠ オーストリア美術館、ウィーン、オーストリア
1051 ジェンティレスキ、アルテミジア ユーディット デトロイト美術研究所、デトロイト、アメリカ
1052 バーン=ジョーンズ、エドワード 水底深く フォッグ美術館、ケンブリッジ、アメリカ
1053 シュタインレ、エドヴァルト ローレライ シャック･ガレリー、ミュンヘン、ドイツ
1054 ウォーターハウス、ジョン･ウィリアム 海に毒を流すキルケ 南オーストラリア美術館、アデレード、オーストラリア
1055 シュトゥック、フランツ･フォン 罪 ノイエ･ピナコテーク、ミュンヘン、ドイツ
1056 サンズ、フレデリック モーガン･ル･フェイ バーミンガム市立美術館、バーミンガム、イギリス
1057 ムンク、エドヴァルト マドンナ ムンク美術館、オスロ、ノルウェー
1058 セガンティーニ、ジョヴァンニ 悪しき母たち オーストリア美術館、ウィーン、オーストリア
1059 クノップフ、フェルナン 愛撫 ブリュッセル王立美術館、ブリュッセル、ベルギー
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●レンブラントの自画像
1061 レンブラント･ファン･レイン 無帽の自画像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
1062 レンブラント･ファン･レイン 縁なし帽をかぶった自画像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
1063 レンブラント･ファン･レイン（?） 羽飾り帽をかぶったレンブラント ベルリン国立美術館、ベルリン、ドイツ
1064 レンブラント･ファン･レイン サスキアを膝に抱く自画像 ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ 106
1065 レンブラント･ファン･レイン 死んだゴイサギを掲げる自画像 ドレスデン古典絵画館、ドレスデン、ドイツ
1066 レンブラント･ファン･レイン 自画像 スコットランド国立美術館、エディンバラ、イギリス
1067 レンブラント･ファン･レイン 腰に手を当てる自画像 ウィーン美術史美術館、ウィーン、オーストリア
1068 レンブラント･ファン･レイン 自画像 ナショナル･ギャラリー、ロンドン、イギリス
1069 レンブラント･ファン･レイン カンヴァスに向かう自画像 ルーヴル美術館、パリ、フランス
1070 レンブラント･ファン･レイン パレットを持つ自画像 ケンウッド･ハウス、ケンウッド（ロンドン）、イギリス
1071 レンブラント･ファン･レイン 聖パウロに扮した自画像 アムステルダム国立美術館、アムステルダム、オランダ
1072 レンブラント･ファン･レイン（?） 自画像 ウフィツィ美術館、フィレンツェ、イタリア
1073 レンブラント･ファン･レイン ゼウクシスとしての自画像 ヴァルラフ=リヒャルツ美術館、ケルン、ドイツ
1074 レンブラント･ファン･レイン 自画像 マウリッツハイス美術館、ハーグ、オランダ

　 　 レンブラントの自画像（模写） マウリッツハイス美術館、ハーグ、オランダ

L 19 AU

2F 本館


