
■中島潔の作品による企画展示■

01　　      中島潔　　                天
てんくう

空の舞
まい

                               ＊B
    2005（平成17）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  45.1×76.2cm  　　　               作家蔵

02　　      中島潔　　                月
つき

とかぐや姫
ひめ

　　　　　　　　　　　　　　 　　　　＊B
    2005（平成17）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  80.0×116.0cm     　　　               作家蔵

 

03　　      中島潔　　                天
てんくう

空の音
ね い ろ

色　　　　　　　　                      ＊B
    2005（平成17）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  44.8×75.9cm  　　　               作家蔵

 

04　　      中島潔　　                大
たいりょう

漁　　　　　　　　　　　　                      ＊A 
    2010（平成22）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  73.8×109.5cm   　　　               作家蔵

 

05　　      中島潔　　                紅
こうよう

葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊A
    2007（平成19）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

06　　      中島潔　　                空
そら

　　　　　　　　　　　　　                      ＊AＣ
    2010（平成22）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  73.6×110.0cm  　　　               作家蔵

 

07　　      中島潔　　                風
かぜ

　　　　　　　　　　　　　                      ＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  73.0×110.0cm  　　　               作家蔵

 

08　　      中島潔　　                茜
あかねぐも

雲　　　　　　　　　　　　                    ＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  79.8×115.8cm  　　　               作家蔵

 

09　　      中島潔　　                想
おも

い　　　　　　　　　　　　                      ＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  44.7×59.8cm  　　　               作家蔵

 

10　　      中島潔　　                ペチカ　                       　　　　　　　　　　＊B
    1970（昭和45）年　　　　ケント紙、水彩  39.0×56.0cm  　　　               作家蔵

 

11　　      中島潔　　                寒
かんつばき

椿　　　　　　　　　　　　                      ＊A
   1973（昭和48）年　　　　和紙、顔彩・パステル    31.5×41.5cm  　　　               作家蔵

 

12　　      中島潔　　                朝
あさがお

顔　　　　　　　　　　　                       　 ＊A
 　 1978（昭和53）年　　　　和紙、顔彩・パステル     30.5×46.5cm  　　　      株式会社エミネント

 

13　　      中島潔　　                遠
とお

い余
よ い ん

韻　　　　　　　　　　                      ＊A
    1983（昭和58）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  48.8×77.0cm  　　　               作家蔵

 

14　　      中島潔　　                風
かぜ

の色
いろ

　　　　　　　　　　　                       ＊A
    1994（平成６）年　　　　ケント紙、水彩  28.0×44.5cm  　　　       株式会社エミネント

 

15　　      中島潔　　                晩
ばんしゅう

秋　                                            ＊A
    1994（平成６）年　　　　ケント紙、水彩  29.0×44.0cm  　　　       株式会社エミネント

16　　      中島潔　　                花
はなかげ

影　　　　　　　　　　　                         ＊A
    1996（平成８）年　　　　ケント紙、水彩  26.0×42.5cm  　　　       株式会社エミネント

 

17　　      中島潔　　                風
ふうりん

鈴　　　　　　　　　　　                         ＊B
    2002（平成14）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  39.0×54.5cm  　　　               作家蔵

 

18　　      中島潔　　                水
み ず べ

辺の香
かお

り　　　　　　　                     　　＊A
    2000（平成12）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  55.5×80.0cm  　　　               作家蔵

 

19　　      中島潔　　                向
ひ ま わ り

日葵　　　　　　　　　　　                       ＊B
    2002（平成14）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  45.0×75.0cm  　　　               作家蔵

 

20　　      中島潔　　                野
の じ ぎ く

路菊　　　　　　　　　　　                       ＊A
    2004（平成16）年　　　　ケント紙、水彩  52.0×78.0cm  　　　       株式会社エミネント
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21　　      中島潔　　                季
き せ つ

節の落
おと

しもの　　　　　　　                    ＊A
    2004（平成16）年　　　　ケント紙、水彩  52.0×77.8cm  　　　       株式会社エミネント

 

22　　      中島潔　　                花
はな

の行
ゆ く え

方　　　　　　　　　　                      ＊A
    2004（平成16）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  51.0×79.0cm  　　　               作家蔵

 

23　　      中島潔　　                追
ついおく

憶　　　　　　　　　　　　                       ＊A
    2004（平成16）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  49.0×77.0cm  　　　               作家蔵

 

24　　      中島潔　　                あゆの風
かぜ

　　　　　　　　　                      　＊A
    2004（平成16）年　　　　ケント紙、水彩  33.3×45.5cm  　　　               作家蔵

 

25　　      中島潔　　                落
らくししゃ

柿舎　　　　　　　　　　　                       ＊A
    1984（昭和59）年　　　　ケント紙、水彩  31.0×44.0cm  　　　       株式会社エミネント

 

26　　      中島潔　　                向
ひ ま わ り

日葵のゆれる頃
ころ

　　　　　　                    ＊A
    2005（平成17）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  65.0×52.0cm  　　　               作家蔵

 

27　　      中島潔　　                東
こ ち

風　　　　　　　　　　　　                       ＊A
    2005（平成17）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  44.8×75.3cm  　　　               作家蔵

 

28　　      中島潔　　                赤
あかつばき

椿　　　　　　　　　　                      　　＊A
    2005（平成17）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  45.0×70.0cm  　　　               作家蔵

 

29　　      中島潔　　                桜
さくら

　　　　　　　　　　　                       　　＊A
    2005（平成17）年　　　　ケント紙、水彩  55.0×80.0cm  　　　       株式会社エミネント

 

30　　      中島潔　　                新
あたら

しい風
かぜ

　　　　                      　　　　　＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×70.0cm  　　　               作家蔵

 

31　　      中島潔　　                春
はる

の風
かぜ

　　　　　　　　　　　                       ＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

32　　      中島潔　　                早
そうしゅん

春の香
かお

り　　　　　　　　                      　＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

33　　      中島潔　　                三
さんしまい

姉妹　　　　                       　　　　　　　＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×70.0cm  　　　               作家蔵

 

34　　      中島潔　　                鈴
すず

の音
ね

　　　　                                    ＊B     
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  44.5×58.7cm  　　　               作家蔵

 

35　　      中島潔　　                山
やまざと

里の春
はる

                        　　　　＊AＣ
　　2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  39.8×51.5cm  　　　               作家蔵

 

36　　      中島潔　　                野
の

の風
かぜ

　　　　　　　　　　                       　＊A
    2010（平成22）年　　　　ケント紙、水彩  60.0×90.0cm  　　　               作家蔵

 

37　　      中島潔　　                紫
あ じ さ い

陽花のゆれる頃
ころ

　　　                   　　　＊A
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  66.0×96.0cm  　　　               作家蔵

 

38　　      中島潔　　                帰
かえ

り道
みち

の風
ふうけい

景　　　　                             ＊B
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×72.7cm  　　　               作家蔵

 

39　　      中島潔　　                花
はなわらべ

童　　　　　　　                      　　　　＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  49.0×72.0cm  　　　               作家蔵

 

40　　      中島潔　　                安
あ ず み の

曇野・光
ひかるじょうやま

城山の桜
さくら

　　　　　                   ＊A
    2013（平成25）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  115.0×79.0cm  　　　               作家蔵
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41　　      中島潔　　                水
み ず べ

辺の春
はる

　　　　                              　＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  71.5×90.0cm  　　　               作家蔵

 

42　　      中島潔　　                夏
なつ

のバス停
てい

　　                                  　＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　                作家蔵

 

43　　      中島潔　　                花
はな

の夢
ゆめ

　少
しょうねん

年　　　　　　　　                    ＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  12.0×65.5cm  　　　               作家蔵

 

44　　      中島潔　　                花
はな

の夢
ゆめ

　少
しょうじょ

女　　　　　　                       ＊A
　　2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  12.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

45　　      中島潔　　                ふるさとの夏
なつ

　　　　　　　　                   ＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

46　　      中島潔　　                トビウオ　　　　　　　　　                        ＊A
　  2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×70.0cm  　　　               作家蔵

 

47　　      中島潔　　                かぼちゃ畑
ばたけ

　　　　　　　　　                    ＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×72.7cm  　　　               作家蔵

 

48　　      中島潔　　                うし蛙
がえる

　　　　　　　　　　　                     ＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  41.0×53.0cm  　　　               作家蔵

 

49　　      中島潔　　                花
はなことば

言葉　　　　　　　　　　　                     ＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  49.0×72.0cm  　　　               作家蔵

 

50　　      中島潔　　                夏
なつ

の駅
えき

　　　　　　　　　　　                     ＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  49.0×72.0cm  　　　               作家蔵

 

51　　      中島潔　　                糸
いと

とんぼ　　　　　　　　　                        ＊A
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  34.7×49.7cm  　　　               作家蔵

 

52　　      中島潔　　                水
み ず べ

辺の夏
なつ

　　　　                                  ＊A
　　2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  34.7×49.7cm  　　　               作家蔵

 

53　　      中島潔　　                子
こ ね こ

猫　　　　　　　　　　　　               ＊画集未掲載
    2015（平成27）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

54　　      中島潔　　                倒
とうぼく

木と童
わらべ

　　　　　　　　　　 ＊画集未掲載、絵葉書のみ
    2015（平成27）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×74.0cm  　　　               作家蔵

 

55　　      中島潔　　                秋
あき

あかね　　　　　　　　　　                      ＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

56　　      中島潔　　                笛
ふえ

の音
ね

　　　　　　　                         　　＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

57　　      中島潔　　                風
かぜ

はあのふる里
さと

へ　　　　                    　＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  66.0×96.0cm  　　　               作家蔵

 

58　　      中島潔　　                ふれあい　　　　　　　　　                        ＊A
　  2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  39.8×51.5cm  　　　               作家蔵

 

59　　      中島潔　　                m
メ ー ル

ail　　　　　　　　　　                       　＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  44.0×63.5cm  　　　               作家蔵

 

60　　      中島潔　　                子
こもりうた

守唄　　　　　　　　　　　                       ＊A
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  31.5×34.0cm  　　　               作家蔵

 3



61　　      中島潔　　                峠
とうげ

のバス停
てい

　　　　　　　　　                    ＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  49.0×72.0cm  　　　               作家蔵

 

62　　      中島潔　　                かかしと少
しょうじょ

女　　　　　　　　                   ＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  36.0×51.5cm  　　　               作家蔵

 

63　　      中島潔　　                秋
あき

の音
ね い ろ

色　　　　　　　　　　                    ＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  52.0×75.0cm  　　　               作家蔵

 

64　　      中島潔　　                バケットを持
も

つ少
しょうじょ

女　　                   　　　＊A
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  34.8×44.8cm  　　　               作家蔵

 

65　　      中島潔　　                少
しょうじょ

女とバケット　　　                    　　　　＊A
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  34.8×44.8cm  　　　               作家蔵

 

66　　      中島潔　　                里
さと

の実
みの

り　　　　　　　                      　　＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  51.5×74.5cm  　　　               作家蔵

 

67　　      中島潔　　                秋
あきかぜ

風の詩
うた

　　　　　　　　　                      ＊AＣ
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  51.5×74.5cm  　　　               作家蔵

 

68　　      中島潔　　                花
はな

の音
ね い ろ

色　　　　　                      　　　　　＊B
    2010（平成22）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×35.9cm  　　　               作家蔵

 

69　　      中島潔　　                燃
も

える季
き せ つ

節　　　　　　　　　                    ＊BＣ
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  33.5×25.7cm  　　　               作家蔵

 

70　　      中島潔　　                m
メールボックス

ailbox　　　　　　　　　　               ＊画集未掲載
    2014（平成26）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

71　　      中島潔　　                唐
か ら つ

津くんち　　　　　                      　　　＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　和紙、岩絵具・顔彩  122.0×162.0cm  　　　               作家蔵

 

72　　      中島潔　　                初
はつゆき

雪　　　　　　　                        　　　　　＊A
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×70.0cm  　　　               作家蔵

 

73　　      中島潔　　                故
ふるさと

郷の雪
ゆき

　　　　　　　　　　                    ＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  35.0×50.0cm  　　　               作家蔵

 

74　　      中島潔　　                林
り ん ご

檎　　　　　　　　　　　　                      ＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  33.3×45.5cm  　　　               作家蔵

 

75　　      中島潔　　                獅
し し ま い

子舞　　　　　　　　　　　                     ＊AＣ
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  66.0×96.0cm  　　　               作家蔵

 

76　　      中島潔　　                父
ちち

の帰
かえ

る日
ひ

　　　　                                ＊A
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  33.3×45.5cm  　　　               作家蔵

 

77　　      中島潔　　                ひだまり　　　　                                  ＊A
    2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  49.0×72.0cm  　　　               作家蔵

 

78　　      中島潔　　                童
わらべ

の夢
ゆめ

　　                                        ＊A     
　　2013（平成25）年　　　　ケント紙、水彩  34.7×49.7cm  　　　               作家蔵

 

79　　      中島潔　　                赤
あか

いマフラー                          ＊AＣ
    2011（平成23）年　　　　ケント紙、水彩  25.5×33.7cm  　　　               作家蔵

 

80　　      中島潔　　                新
あたら

しい予
よ か ん

感                            ＊AＣ
    2014（平成26）年　　　　ケント紙、水彩  51.0×72.8cm  　　　               作家蔵
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81　　      中島潔　　                優
やさ

しい雪
ゆき

　　 　　　　　　　　                   ＊BＣ
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩    35.0×50.0cm  　　　                   作家蔵

 

82　　      中島潔　　                静
せいじゃく

寂　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　＊B
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  33.3×45.5cm  　　　                   作家蔵

 

83　　      中島潔　　                老
ろうばい

梅と凧
たこ

　　　　　　　　　　                      ＊B
    2012（平成24）年　　　　ケント紙、水彩  40.9×53.0cm  　　　                   作家蔵

 

84　　      中島潔　　                雪
ふ き ふ

降る日
ひ

の待
ま

ち人
びと

　　 　　　　　　　　　　　　　＊Ｃ
    2014（平成26）年　　　　ケント紙、水彩  35.8×51.5cm  　　　                   作家蔵

 

85　　      中島潔　　                ベジタリアン　　　　　　　　            ＊画集未掲載
    2015（平成27）年　　　　ケント紙、水彩  50.0×74.0cm  　　　                   作家蔵

 

■小杉放菴記念日光美術館の所蔵作品による通常展示■日本画

01010009    小杉放菴                  寒
かんざんじっとく

山拾得              
                            紙本・着色、軸装  26.8×53.0cm           小杉放菴記念日光美術館

01010042    小杉放庵                  漁
ぎょそんせきよう

村夕陽              
                            紙本・着色、軸装  49.5×60.2cm           小杉放菴記念日光美術館

01010057    小杉放庵                  芍
しゃくやく

薬     
    1930（昭和５）年　　　  絹本・着色、軸装  67.0×63.5cm           小杉放菴記念日光美術館

01010084    小杉放菴                  踊
おど

る良
りょうかん

寛             
                            紙本・着色、額装  55.0×57.0cm           小杉放菴記念日光美術館

［大木コレクション］

01010128    小杉放菴                  南
なんしそうしゅん

枝早春              
                            紙本・着色、軸装  133.6×31.8cm          小杉放菴記念日光美術館

寄託     小杉未醒               三
さ ん こ の ぎ

顧之戯
    明治末頃             紙本・墨画、軸装  132.0×31.0㎝                          個人蔵

寄託        小杉放菴                  ひよこ図　　　
    1944（昭和19）年        紙本・着色、軸装  41.4×47.0㎝　　　　                   個人蔵

寄託        小杉放菴                  金
きんたろう

太郎　　　　　　　　　　　　　　 
                            紙本・着色、軸装  39.0×43.0cm　　　　                   個人蔵

■小杉放菴記念日光美術館の所蔵作品による通常展示■油彩画

01020007    小杉未醒                  泉
いずみ

     
    1925（大正14）年頃     油彩・カンヴァス  179.0×363.0cm         小杉放菴記念日光美術館

中島潔作品に付された＊は、作品図版が掲載されている下記の画集を

示します。これらの画集、絵葉書は本展会期中、当館ショップで取り

扱っておりますので、お求めの際のご参考にしてください。

　　　＊Ａ　『中島潔  “今”を生きる』2015年

　　　＊Ｂ　『京都清水寺　成就院奉納襖絵　風の画家中島潔が描く

　　　　　　「生命の無常と輝き」展』2012年

　　　＊Ｃ　『別冊太陽　中島潔 いのちとかぜのものがたり』2015年

５



６

平成 22 年春、清水寺成就院の襖絵を描き上げました。

それまでの人生を襖絵に込め奉納し終えた時、私の気持ち

は解き放たれました。

無色の心で見つめると、景色が、人が、生き物が、自然と

動き出したのです。

初めて絵筆を持った子供のように、無心で描きました。

その年の夏、病気が見つかり手術をしました。

病室の窓から空に浮かぶ夏の雲や夕焼けを眺めていて、

自然はすごいと思いました。

雲は常に動いていて、夕焼けの後には明日がやってきます。

留まっていてはだめだと気持ちを切り替えました。

私は今、自分がもう一歩前に進めるのではないか、

という予感がしています。

自分自身、描く楽しさを新鮮に感じながら描いた新作です。

皆様の心にも一陣の新しい風が届きますように。

2016 年　中島 潔


