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山梨俊夫（国立国際美術館館長）

小池寿子（國學院大學教授）

中野京子（ドイツ文学者／美術評論家）

木島俊介（ポーラ美術館館長／Bunkamura

高橋明也（三菱一号館美術館館長）

高橋達史（青山学院大学教授）

諸川春樹（多摩美術大学教授）

伊藤博明（専修大学教授）

巻数　　巻名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　責任編集者　

渡辺晋輔（国立西洋美術館）

ザ・ミュージアム プロデューサー）

 1　　ヴィーナス　豊饒なる愛と美の女神　　

 2　　肖像画　姿とこころ　　　

 3　　風景画　自然との対話と共感　　

 4　　宗教画　聖なるものへの祈り　　

 5　　ヌード　かぐわしき夢　　

 6　　静物画　静かな物への愛着　　

 7　　風俗画　日常へのまなざし　　

 8　　歴史画　人間のものがたり　　

 9　　神話と物語　創造の玉手箱　　

 10　　象徴と寓意　見えないもののメッセージ　

＊凡例

１．この索引は、『 ART GALLERY テーマで見る世界の名画』に掲載したカラー図版の
　　作品を画家名別に五十音順に配列し、制作年、所蔵先のデータを付した。同一画家に
　　ついては作品名の五十音順にした。
２．画家名は、原則として姓、名の順に表示した。
３．共作の場合は、おのおのの画家名で取り上げ、もう一方の画家名を（ 　）内に併記した。
４．画家名が不詳のものは、末尾に作品名の五十音順にまとめた。
５．丸囲みの数字は巻数を示し、そのあとに巻名と図版番号を記した。
６．全巻の巻立ては以下のとおりである。
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ア
アスト, バルタザール・ファン・デル 果物籠のある静物 1622年 ローリー、

ノースカロライナ美術館 ⑥静物画　図35

アメン, フアン・バン・デル 果物とガラス器のある静物 1626年頃 ウィリアムズタウン、
ウィリアムズ大学美術館 ⑥静物画　図30

アールスト, ウィレム・ファン 海の幸、玉葱、ガラスの器 1679年 ドレスデン、
アルテ･マイスター絵画館 ⑥静物画　図37

アルチンボルド, ジュゼッペ
ウェルトゥムヌスとしての
ルドルフ２世 1590年 スコークロステル城 ②肖像画　図18

四大元素「水」 1566年 ウィーン、美術史美術館 ⑩象徴と寓意　図45

アールツェン, ピーテル 背景に「施しをする聖処女マリア」
のエピソードのある肉類貯蔵室 1551年 ローリー、

ノースカロライナ美術館 ⑥静物画　図13

アルトドルファー , アルブレヒト
イッソスの戦い 1529年 ミュンヘン、

アルテ・ピナコテーク　 ⑧歴史画　図３

城のある風景 1526～28年 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ③風景画　図３

アルマ = タデマ, ローレンス お気に入りの習慣 1909年 ロンドン、テート ⑧歴史画　図59

パルテノン・フリーズを
内覧に供するフェイディアス 1868年 バーミンガム美術館 ⑧歴史画　図58

アングル, ジャン = 
オーギュスト = ドミニク

アンジェリカを救うルッジェーロ 1819年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図65

海から上がるヴィーナス 1807？～48年 シャンティイ、コンデ美術館 ①ヴィーナス　図３

玉座のナポレオン１世 1806年 パリ、軍事博物館 ②肖像画　図24

グランド・オダリスク 1814年 パリ、ルーヴル美術館 ⑤ヌード　図13

スペイン大使と会見するアンリ４世 1817年 パリ、プティ・パレ美術館 ⑧歴史画　図52

ゼウスとテティス 1811年 エクス・アン・プロヴァンス、
グラネ美術館 ⑨神話と物語　図１

ドーソンヴィル伯爵夫人の肖像 1845年 ニューヨーク、
フリック・コレクション ②肖像画　図29

トルコ風呂 1859年頃～
63年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図59

レオナルド・ダ・ヴィンチの死 1818年 パリ、プティ・パレ美術館 ⑧歴史画　図54

アンジェリコ , フラ
聖母戴冠 1430～32年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図50

ノリ・メ・タンゲレ
（われに触れるな） 1440年代前半 フィレンツェ、

サン・マルコ美術館 ④宗教画　図52

アントネッロ・ダ・メッシーナ 受胎告知のマリア 1473～74年頃 パレルモ、
シチリア州立美術館 ④宗教画　図18

イ
イエペス, トマース 葡萄とマリーゴールドの鉢、

そして果実のある静物 1654年 個人蔵 ⑥静物画　図29

ウ

ヴァトー , アントワーヌ
ジェルサンの看板 1720年 ベルリン、

シャルロッテンブルク宮殿 ⑦風俗画　図22

ピエロ（ジル） 1718～19年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図23

ヴァランタン・ド・ブーローニュ 合奏 1622～25年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図16

ヴァロットン, フェリックス
駆け足で女性を連れ去るサテュロス 1910年 ローザンヌ、州立美術館 ⑨神話と物語　図44

ボール 1899年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図46

ヴァン・ダイク, アントーン 慈愛 1627～28年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑩象徴と寓意　図21

ヴィアン, ジョゼフ = マリー アモルを売る女 1763年 フォンテーヌブロー宮殿寄託 ⑨神話と物語　図14

ヴィッツ, コンラート 奇跡の漁り 1444年 ジュネーヴ美術歴史博物館 ③風景画　図37

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号

ヴィッツ, コンラート 聖クリストフォルス 1435年頃 バーゼル美術館 ④宗教画　図57

ウィルキー , デイヴィッド ワーテルローの戦いの戦報を読む
チェルシーの退役軍人たち 1822年 ロンドン、ウェリントン美術館

（アプスリー・ハウス） ⑧歴史画　図51

ウィルソン, リチャード トウィッケナムのテムズ川 1760～63年 ノリッチ城美術館 ③風景画　図９

ヴィールツ, アントワーヌ 麗しのロジーヌ 1847年 ブリュッセル、アントワーヌ・
ヴィールツ美術館 ⑤ヌード　図33

ヴーエ, シモン
鏡を見るヴィーナス 1629年 シンシナティ美術館 ①ヴィーナス　図20

希望と愛と美に打ち負かされる時 1640～45年頃 ブールジュ、ベリー美術館 ⑩象徴と寓意　図33

ウェイデン, ロヒール・ファン・デル 十字架降下 1443年以前 マドリード、プラド美術館 ④宗教画　図37

ウェスト, ベンジャミン ウルフ将軍の死 1770年 オタワ、カナダ国立美術館 ⑧歴史画　図７

ヴェルネ, クロード = ジョゼフ 嵐と難破船 1754年 ロンドン、
ウォレス・コレクション ③風景画　図46

ヴェロッキオ, アンドレア・デル トビアスと大天使ラファエル 1470～75年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ④宗教画　図12

ヴェロネーゼ, パオロ

ヴェネツィアの平和 1583年頃 ヴェネツィア、ドゥカーレ宮殿 ⑩象徴と寓意　図57

カナの婚宴 1562～63年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図26

キューピッドによって結ばれる
マルスとヴィーナス 1570年代 ニューヨーク、

メトロポリタン美術館 ①ヴィーナス　図41

シモン家の饗宴 1570～73年 ヴェルサイユ宮殿 ⑦風俗画　図11

ルクレティアの自刃 1580～83年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑧歴史画　図30

ウォーターハウス, 
ジョン・ウィリアム ヒュラスとニンフたち 1896年 マンチェスター市立美術館 ⑤ヌード　図21

ウォーホル, アンディ
大きなキャンベルスープ缶（黒豆） 1962年 デュッセルドルフ、ノルトライン・

ヴェストファーレン州立美術館 ⑥静物画　図62

16のジャッキーの肖像 1964年 いわき市立美術館 ②肖像画　図48

ウッチェロ, パオロ

サン・ロマーノの戦い
「フィレンツェ軍を率いるニッコロ・
ダ・トレンティーノ」

1438～40年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑧歴史画　図２

竜と闘う聖ゲオルギウス 1470年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ④宗教画　図56

ヴュイヤール, エドゥアール 公園 1894年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図48

エ
エイク, フーベルト・ファン

（エイク, ヤン・ファンと共作） ヘント祭壇画 1432年 ヘント、
シント・バーフ大聖堂 ④宗教画　図45

エイク, ヤン・ファン

アルノルフィーニ夫妻（？）の肖像 1434年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ②肖像画　図５

宰相ロランの聖母 1434年頃 パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図４

聖女バルバラ 1437年 アントウェルペン王立美術館 ④宗教画　図61

洗礼者ヨハネの誕生
『トリノ・ミラノ時禱書』より 1420～25年頃 トリノ、市立美術館 ⑥静物画　図２

エイク, ヤン・ファン
（エイク, フーベルト・ファンと共作） ヘント祭壇画 1432年 ヘント、

シント・バーフ大聖堂 ④宗教画　図45

エル・グレコ

修道士パラビシーノ 1609年頃 ボストン美術館 ②肖像画　図20

聖霊降臨 1596～1600年 マドリード、プラド美術館 ④宗教画　図42

トレド風景 1598～99年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ③風景画　図１

ラオコーン 1610～14年頃 ワシントン、
ナショナル・ギャラリー ⑤ヌード　図57

エルンスト, マックス 近づく思春期……（昴） 1921年 個人蔵 ⑩象徴と寓意　図６
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画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号

エルンスト, マックス 都市の全景 1935～36年 チューリヒ美術館 ③風景画　図66

オ
オキーフ, ジョージア 馬の頭蓋骨とピンクの薔薇 1931年 ロサンゼルス・

カウンティ美術館 ⑩象徴と寓意　図36

カ
カイユボット, ギュスターヴ パリの通り、雨 1877年 シカゴ美術研究所 ⑦風俗画　図45

ガウアー , ジョージに帰属 女王エリザベス１世
（無敵艦隊の肖像） 1588年頃 ウォバーン・アビー ②肖像画　図８

カウフマン, アンゲリカ 子どもたちを誇るコルネリア 1785年頃 リッチモンド、
ヴァージニア美術館 ⑧歴史画　図28

カゾラーティ , フェリーチェ 婦人像（待つこと） 1918～19年 個人蔵 ⑦風俗画　図51

カナレット　 サン・マルコの船溜り 1738年頃　 ボストン美術館 ③風景画　図８

カバネル, アレクサンドル ヴィーナスの誕生 1863年 パリ、オルセー美術館 ①ヴィーナス　図６

カラヴァッジョ

アレクサンドリアの聖女カタリナ 1597年頃 マドリード、ティッセン・
ボルネミッサ美術館 ④宗教画　図62

エマオの晩餐 1601年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑥静物画　図10

女占い師 1598～99年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図13

勝ち誇るアモル 1601年頃 ベルリン、絵画館 ⑤ヌード　図54

果物籠 1597年頃 ミラノ、
アンブロジアーナ絵画館 ⑥静物画　図33

聖マタイの召命 1600年 ローマ、サン・ルイージ・
デイ・フランチェージ聖堂 ④宗教画　図28

ダヴィデとゴリアテ 1609～10年頃 ローマ、ボルゲーゼ美術館 ②肖像画　図60

バッカス 1597～98年頃 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ⑨神話と物語　図13

カラッチ, アンニーバレ

ヴィーナスとアドニス 1590年頃 マドリード、プラド美術館 ①ヴィーナス　図47

ヴィーナスとアンキセス 1597～1600年 ローマ、ファルネーゼ宮殿 ①ヴィーナス　図48

エジプトへの逃避 1604年頃 ローマ、
ドーリア・パンフィーリ美術館 ③風景画　図42

ゼウスとヘラ 1597～1600年
頃 ローマ、ファルネーゼ宮殿 ⑨神話と物語　図３

眠れるヴィーナス 1602年頃 シャンティイ、コンデ美術館 ①ヴィーナス　図59

カルトン, アンゲランに帰属 アヴィニョンのピエタ 1455年頃 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図38

カルパッチョ , ヴィットーレ
聖十字架遺物の奇跡 1494年 ヴェネツィア、

アカデミア美術館 ⑦風俗画　図３

ふたりのヴェネツィア婦人 1490～95年頃 ヴェネツィア、
コッレール美術館 ⑦風俗画　図７

カルフ, ウィレム ワイングラスと果実の容器 1663年 クリーヴランド美術館 ⑥静物画　図39

《カルロ３世伝》の画家
（フランチェスコ・ディ・ミケーレ？）

伝説上の６人の愛人によって
崇拝されるヴィーナス 1400年頃 パリ、ルーヴル美術館 ①ヴィーナス　図50

カーロ, フリーダ
自画像 1944年 メキシコシティ、ドローレス・

オルメド・パティーニョ美術館 ⑤ヌード　図42

蜂鳥と茨のネックレスをつけた
自画像 1940年 テキサス大学オースティン校

ハリー・ランサム・センター ②肖像画　図63

カンディンスキー , ヴァシリー
コンポジションⅦ　 1913年 モスクワ、

国立トレチャコフ美術館 ⑩象徴と寓意　図60

即興19Ａ 1911年 ミュンヘン、市立
レンバッハハウス美術館 ③風景画　図63

カンパン, ロベール
受胎告知 1415～25年頃 ブリュッセル、

ベルギー王立美術館 ⑥静物画　図１

受胎告知の祭壇画
（メローデ祭壇画） 1420～25年頃 ニューヨーク、

メトロポリタン美術館 ④宗教画　図17
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キ
キスリング, モイーズ オランダ娘 1933年 日本テレビ放送網（株） ②肖像画　図44

キーファー , アンゼルム 無題 2006年 個人蔵 ③風景画　図68

キリコ, ジョルジョ・デ 街路の神秘と憂愁 1914年　 個人蔵 ③風景画　図65

ギルランダイオ, ドメニコ マリアの誕生 1486～90年　 フィレンツェ、サンタ・
マリア・ノヴェッラ聖堂 ④宗教画　図48

ク

グエルチーノ
ヴィーナス、マルスとキューピッド 1633年 モデナ、エステンセ美術館 ①ヴィーナス　図42

われアルカディアにもあり 1618年頃 ローマ、バルベリーニ宮殿
国立古典美術館 ⑩象徴と寓意　図13

クーザン, ジャン（父） エヴァ・プリマ・パンドラ 1549年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑩象徴と寓意　図27

クチュール, トマ 退廃期のローマ人 1847年 パリ、オルセー美術館 ⑧歴史画　図57

クノップフ, フェルナン 眠れるメドゥーサ 1896年 個人蔵 ⑨神話と物語　図37

クラーナハ, ルカス（父）

ヴィーナス 1532年 フランクフルト、
シュテーデル美術館 ⑤ヌード　図51

ヴィーナスと蜂蜜泥棒の
キューピッド 1525年頃 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図22

悔悛する聖ヒエロニムス 1502年 ウィーン、美術史美術館 ③風景画　図39

金の時代 1530年頃 オスロ、国立美術館 ⑩象徴と寓意　図３

ザクセン公ハインリヒ４世と
妻カタリーナ 1514年 ドレスデン、

アルテ・マイスター絵画館 ②肖像画　図９

パリスの審判 1530年 カールスルーエ、
州立美術館 ①ヴィーナス　図10

ユディト 1530年頃 ウィーン、美術史美術館 ④宗教画　図10

クリヴェッリ, カルロ マグダラのマリア 1480年頃　 アムステルダム国立美術館 ④宗教画　図53

クリストゥス, ペトルス 若き女性の肖像 1470年頃 ベルリン、絵画館 ②肖像画　図11

クリムト, グスタフ

アデーレ・ブロッホ = バウアーの
肖像Ⅰ 1907年 ニューヨーク、

ノイエ・ガレリエ ②肖像画　図36

希望Ⅰ 1903年 オタワ、カナダ国立美術館 ⑤ヌード　図39

罌粟の野 1907年 ウィーン、ベルヴェデーレ
宮殿オーストリア絵画館 ③風景画　図28

接吻 1907～08年 ウィーン、ベルヴェデーレ
宮殿オーストリア絵画館 ⑩象徴と寓意　図11

ダナエ 1907～08年 個人蔵 ⑨神話と物語　図31

ユディトⅠ 1901年 ウィーン、ベルヴェデーレ
宮殿オーストリア絵画館 ④宗教画　図９

グリューネヴァルト, マティアス
キリストの磔刑

（イーゼンハイム祭壇画部分）
1512年頃～
15年頃

コルマール、
ウンターリンデン美術館 ⑤ヌード　図49

キリストの復活
（イーゼンハイム祭壇画部分）

1512年頃～
15年頃

コルマール、
ウンターリンデン美術館 ④宗教画　図40

グリーン, ハンス・バルドゥング
死と乙女 1520～25年頃 バーゼル美術館 ⑤ヌード　図５

蛇を踏みつけて鏡を持つ女性と鹿 1529年 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ⑩象徴と寓意　図23

クールベ, ギュスターヴ

オルナンの埋葬 1849～50年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図25

画家のアトリエ　私の芸術的
（かつ道徳的）人生の７年間という
一位相を確定する現実的寓意

1854～55年　 パリ、オルセー美術館 ②肖像画　図58

水浴の女たち 1853年 モンペリエ、
ファーブル美術館 ⑤ヌード　図16

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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クールベ, ギュスターヴ
眠り 1866年 パリ、プティ・パレ美術館 ⑦風俗画　図60

雷雨のあとのエトルタの断崖 1869年 パリ、オルセー美術館 ③風景画　図15

クレー , パウル ルツェルン近郊の公園 1938年　 ベルン、
パウル・クレー・センター ③風景画　図67

クレイン, ウォルター ネプチューンの馬 1892年 ミュンヘン、
ノイエ・ピナコテーク ⑨神話と物語　図10

グロ, アントワーヌ = ジャン ヤッファのペスト患者を見舞う
ナポレオン 1804年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図11

クンツェ = コニツ, タデウス 運命の女神 1754年 ワルシャワ国立美術館 ⑩象徴と寓意　図53

ケ
ゲラン, ピエール = ナルシス モルフェウスとイリス 1811年 サンクト・ペテルブルク、

エルミタージュ美術館 ⑤ヌード　図14

コ

ゴーギャン, ポール

《黄色いキリスト》のある自画像 1889年 パリ、オルセー美術館 ②肖像画　図61

説教のあとの幻影
（天使と闘うヤコブ） 1888年 エディンバラ、

スコットランド国立美術館 ④宗教画　図11

ネヴァモア 1897年 ロンドン、
コートールド美術研究所 ⑤ヌード　図59

マタモエ（死） 1892年 モスクワ、
国立プーシキン美術館 ③風景画　図60

われわれは何処から来たのか、
われわれは何者か、
われわれは何処へ行くのか

1897～98年 ボストン美術館 ⑩象徴と寓意　図２

コッサ, フランチェスコ・デル 月暦図「４月」（部分） 1469～70年 フェラーラ、
スキファノイア宮殿 ①ヴィーナス　図30

ゴッホ, フィンセント・
ウィレム・ファン

悲しみ 1882年 ウォルソール、ニュー・アート・
ギャラリー・ウォルソール ⑤ヌード　図37

鴉の群れ飛ぶ麦畑 1890年 アムステルダム、
ファン・ゴッホ美術館 ⑩象徴と寓意　図17

白い雲のあるオリーブ園 1889年 ニューヨーク、近代美術館 ③風景画　図59

タンギー爺さんの肖像 1887年 パリ、ロダン美術館 ②肖像画　図39

ひまわり 1888年 ミュンヘン、
ノイエ・ピナコテーク ⑥静物画　図54

包帯をしてパイプをくわえた自画像 1889年 個人蔵 ②肖像画　図62

星月夜 1889年　 ニューヨーク、近代美術館 ③風景画　図58

ゴヤ, フランシスコ・デ

鰯の埋葬 1812～19年頃 マドリード、王立サン・フェル
ナンド美術アカデミー美術館 ⑦風俗画　図24

カルロス４世の家族 1800年 マドリード、プラド美術館　 ②肖像画　図53

1808年５月３日、
マドリード 銃殺刑 1814年 マドリード、プラド美術館　 ⑧歴史画　図14

着衣のマハ 1800～07年頃 マドリード、プラド美術館　 ⑤ヌード　図12

チンチョン女伯爵 1800年 マドリード、プラド美術館 ②肖像画　図33

裸のマハ 1797～1800年
頃 マドリード、プラド美術館　 ⑤ヌード　図11

わが子を食らうサトゥルヌス 1821～23年 マドリード、プラド美術館　 ⑨神話と物語　図５

コール, トマス
巨人族の高脚杯 1833年 ニューヨーク、

メトロポリタン美術館 ③風景画　図55

帝国の推移「荒廃」 1836年 ニューヨーク歴史協会 ⑧歴史画　図44

コルヴィッツ, ケーテ 死んだ子を抱く母 1903年 ワシントン、
ナショナル・ギャラリー ⑤ヌード　図36

コールテ, アドリアーン テーブル上の酸塊 1701年 クリーヴランド美術館 ⑥静物画　図34

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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コルトーナ, ピエトロ・ダ
アイネイアスの前に現れる
ヴィーナス 1630～35年頃 パリ、ルーヴル美術館 ①ヴィーナス　図63

サビニの女たちの掠奪 1629年頃 ローマ、カピトリーノ絵画館 ⑧歴史画　図９

コレッジョ

ガニュメデス 1530年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑤ヌード　図52

キューピッドの教育 1525年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図14

ゼウスとイオ 1530年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑨神話と物語　図16

眠れるヴィーナスとキューピッド、
サテュロス 1524～25年頃 パリ、ルーヴル美術館 ①ヴィーナス　図24

コロー , カミーユ

青い服の婦人 1874年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図42

エウリュディケの救出 1861年 ヒューストン美術館 ⑨神話と物語　図28

マントの橋 1868～70年 パリ、ルーヴル美術館 ③風景画　図14

モルトフォンテーヌの思い出 1864年 パリ、ルーヴル美術館 ③風景画　図57

コンスタブル, ジョン 干し草車 1821年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ③風景画　図12

サ
サッキ, アンドレア 神の叡智の寓意 1629～31年 ローマ、バルベリーニ宮殿

国立古典美術館 ⑩象徴と寓意　図52

サーフェリー , ルーラント 花束 1612年 ファドゥーツ城 ⑥静物画　図45

サンチェス・コターン, フアン マルメロ、キャベツ、メロン、
胡瓜のある静物 1600年頃 サンディエゴ美術館 ⑥静物画　図17

シ
シェフェール, アリ パオロとフランチェスカ 1835年 ロンドン、

ウォレス・コレクション ⑨神話と物語　図56

ジェラール, フランソワ プシュケとアモル 1798年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図29

ジェリコー , テオドール メデューズ号の筏 1818～19年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図41

ジェローム, ジャン = レオン
カエサルの死 1867年 ボルティモア、

ウォルターズ美術館 ⑧歴史画　図48

ピュグマリオンとガラテイア 1890年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ⑤ヌード　図17

ジェンティレスキ, アルテミジア スザンナと長老たち 1610年 ポンマースフェルデン、
ヴァイセンシュタイン城 ⑤ヌード　図26

ジェンティーレ・ダ・
ファブリアーノ マギの礼拝 1423年 フィレンツェ、

ウフィツィ美術館 ④宗教画　図20

シスレー , アルフレッド ポール・マルリーの洪水と小舟 1876年 パリ、オルセー美術館 ③風景画　図20

シニョレッリ, ルカ 地獄 1500～03年頃 オルヴィエート大聖堂
サン・ブリツィオ礼拝堂 ⑤ヌード　図46

シャガール, マルク

誕生日 1915年 ニューヨーク、近代美術館 ②肖像画　図49

時に岸なし 1930～39年 ニューヨーク、近代美術館 ⑩象徴と寓意　図35

フィレタスの果樹園
『ダフニスとクロエ』No.16 1961年 葉山・鎌倉、

神奈川県立近代美術館 ⑨神話と物語　図67

窓から見たパリ 1913年　 ニューヨーク、
グッゲンハイム美術館 ③風景画　図64

ジャクイント, コッラード 正義と平和の寓意 1753～54年 マドリード、プラド美術館 ⑩象徴と寓意　図56

シャセリオー , テオドール
アポロンとダフネ 1844年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図15

エステルの化粧 1841年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図８

シャルダン, ジャン = シメオン
独楽を回す少年 1738年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図41

食前の祈り 1740年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図36

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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シャルダン, ジャン = シメオン
葡萄と柘榴 1763年 パリ、ルーヴル美術館 ⑥静物画　図41

ラケットを持つ少女 1737年 個人蔵 ⑦風俗画　図40

シュトゥック, フランツ・フォン
スフィンクスのキス 1895年 ブダペスト国立美術館 ⑤ヌード　図64

罪 1893年 ミュンヘン、
ノイエ・ピナコテーク ⑩象徴と寓意　図29

ジュリオ・ロマーノ
巨人族の戦い（部分） 1531～35年頃 マントヴァ、テ宮殿 ⑨神話と物語　図４

湯浴みするヴィーナスとマルス 1526～28年 マントヴァ、テ宮殿 ①ヴィーナス　図38

ジョヴァンニ・ディ・パオロ
「天国篇」第２歌『神曲』より 1444～50年頃 ロンドン、大英図書館 ⑨神話と物語　図55

楽園追放（グエルフィ祭壇画部分） 1445年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ④宗教画　図３

ジョット・ディ・ボンドーネ
キリスト伝「ラザロの蘇生」 1304～05年 パドヴァ、

スクロヴェーニ礼拝堂 ④宗教画　図27

聖フランチェスコ伝
「小鳥への説教」 1296～99年頃 アッシジ、

サン・フランチェスコ聖堂 ④宗教画　図55

ジョルジョーネ
嵐 1505～07年頃 ヴェネツィア、

アカデミア美術館 ⑩象徴と寓意　図42

眠れるヴィーナス 1508～10年頃 ドレスデン、
アルテ・マイスター絵画館 ①ヴィーナス　図56

ジョルジョーネ（ティツィアーノ・
ヴェチェッリオと共作） 田園の奏楽 1510～11年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図６

ジョーンズ, ジャスパー ３つの旗 1958年 ニューヨーク、
ホイットニー美術館 ⑩象徴と寓意　図63

シーレ, エゴン
家族 1918年 ウィーン、ベルヴェデーレ

宮殿オーストリア絵画館 ⑤ヌード　図38

死と乙女 1915年 ウィーン、ベルヴェデーレ
宮殿オーストリア絵画館 ⑦風俗画　図67

ジロデ = トリオゾン, アンヌ = ルイ エンデュミオンの眠り 1791年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図25

シンケル, カール・フリードリヒ 水辺のゴシック教会堂 1813年 ベルリン、
ナショナルギャラリー ⑧歴史画　図60

ス
スーチン, シャイム 風の強い日、オセール 1939年頃 ワシントン、

フィリップス・コレクション ③風景画　図30

ステーン, ヤン 不摂生の結末 1663～65年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑩象徴と寓意　図30

ストスコフ, セバスティアン グラスの入った籠とパイ 17世紀前半 ストラスブール、ルーヴル・
ド・ノートルダム美術館 ⑥静物画　図26

スネイデルス, フランス（ルーベンス, 
ペーテル・パウルと共作） 縛られたプロメテウス 1611年頃～18

年 フィラデルフィア美術館 ⑨神話と物語　図23

スプランゲル, バルトロメウス
ヴィーナスとアドニス 1595～97年頃 ウィーン、美術史美術館 ①ヴィーナス　図46

絵画、彫刻、建築 17世紀前半 グルノーブル美術館 ⑩象徴と寓意　図49

スーラ, ジョルジュ

曇り日のグランド・ジャット島 1886～88年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ③風景画　図27

グランド・ジャット島の
日曜日の午後 1884～86年 シカゴ美術研究所 ⑦風俗画　図33

化粧する若い女 1888～90年 ロンドン、
コートールド美術研究所 ②肖像画　図38

スルバラン, フアン・デ マルメロ、葡萄、無花果、
プラムを盛った皿 1645年頃 個人蔵 ⑥静物画　図20

スルバラン, フランシスコ・デ

お祈りをする少女マリア 1630～35年 個人蔵 ⑥静物画　図９

オレンジを盛った籠のある静物 1633年 パサディナ、
ノートン・サイモン美術館 ⑥静物画　図21

聖女アガタ 1635～40年 モンペリエ、
ファーブル美術館 ④宗教画　図65

聖女アポロニア 1636年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図66

聖女エリザベト 1638～42年 マドリード、プラド美術館 ④宗教画　図63

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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スルバラン, フランシスコ・デ
聖女カシルダ 1630年頃 マドリード、ティッセン・

ボルネミッサ美術館 ④宗教画　図64

４つの器のある静物 1658～64年頃 マドリード、プラド美術館 ⑥静物画　図22

セ

セガンティーニ, ジョヴァンニ

悪しき母たち 1894年 ウィーン、ベルヴェデーレ
宮殿オーストリア絵画館 ⑤ヌード　図20

自然「死」 1896～99年 サン・モリッツ、
セガンティーニ美術館 ③風景画　図49

自然「自然」 1897～99年 サン・モリッツ、
セガンティーニ美術館 ③風景画　図48

自然「生」 1896～99年 サン・モリッツ、
セガンティーニ美術館 ③風景画　図47

セザンヌ, ポール

温室のセザンヌ夫人 1891～92年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ②肖像画　図40

果物鉢のある静物 1880年頃 ニューヨーク、近代美術館 ⑥静物画　図56

サント・ヴィクトワール山 1904～06年頃 チューリヒ美術館 ③風景画　図24

サント・ヴィクトワール山と
シャトー・ノワール 1904～06年頃 東京、石橋財団

ブリヂストン美術館 ③風景画　図23

プロヴァンスの家、
レスタック近郊、リオーの谷 1883年頃　 ワシントン、

ナショナル・ギャラリー ③風景画　図22

セバスティアーノ・デル・ピオンボ アドニスの死 1512年頃 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ①ヴィーナス　図44

セーヘルス, ダニエル 花を挿した壺 1637年頃 バンベルク、新宮殿 ⑥静物画　図43

セリュジエ, ポール ブルターニュのエヴァ
（メランコリー） 1891年頃 パリ、オルセー美術館 ⑩象徴と寓意　図８

ソ

ソドマ
アレクサンドロスとロクサネの結婚 1519年 ローマ、

ヴィッラ・ファルネジーナ ⑧歴史画　図21

３人の運命の女神たち 1525年 ローマ、バルベリーニ宮殿
国立古典美術館 ⑩象徴と寓意　図54

タ
ダイス, ウィリアム ティツィアーノの最初の彩色練習 1856～57年 アバディーン美術館 ⑧歴史画　図55

ダヴィッド, ジャック = ルイ

ヴィーナスと三美神に
武器を取り上げられるマルス 1822～24年 ブリュッセル、

ベルギー王立美術館 ①ヴィーナス　図43

ソクラテスの死 1787年 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ⑧歴史画　図26

ブルトゥスの息子たちの遺骸の帰還 1789年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図40

ホラティウス兄弟の誓い 1784年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図１

マラーの死 1793年 ブリュッセル、
ベルギー王立美術館 ⑧歴史画　図８

レカミエ夫人の肖像 1800年着手
（未完） パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図23

和解を訴えるサビニの女たち 1799年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図10

ターナー , ジョーゼフ・
マラード・ウィリアム

雨、蒸気、スピード：
グレート・ウェスタン鉄道 1844年 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ③風景画　図50

ヴェネツィアを描くカナレット 1833年 ロンドン、テート ③風景画　図56

吹雪─アルプスを越えるハンニバル 1812年 ロンドン、テート ⑧歴史画　図43

ポリュフェモスを愚弄する
ユリシーズ 1829年 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ⑨神話と物語　図41

ダフィット, ヘラルト カンビュセス王の裁判
「シサムネスの処刑」 1498年 ブルッヘ、

フルーニンヘ美術館 ⑧歴史画　図20

ダリ, サルバドール
記憶の固執 1931年 ニューヨーク、近代美術館 ⑩象徴と寓意　図34

磔刑（超立方体的身体） 1954年 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ④宗教画　図36

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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ダリ, サルバドール

ナルシスの変貌 1937年 ロンドン、テート ⑨神話と物語　図32

みずからの純潔で犯される若い処女 1954年 個人蔵 ⑤ヌード　図69

ゆでた隠元豆のあるやわらかい構造
（内乱の予感） 1936年 フィラデルフィア美術館 ⑩象徴と寓意　図59

ダール, ヨハン・クリスティアン 嵐のなかの白樺 1849年 ベルゲン美術館コーデ３ ③風景画　図11

タンギー , イヴ 嵐 1926年 フィラデルフィア美術館 ⑩象徴と寓意　図43

チ
チャーチ, フレデリック・エドウィン ニュー・イングランドの光景 1851年 マサチューセッツ州スプリングフィールド、ジョ

ージ・ウォルター・ヴィンセント・スミス美術館 ③風景画　図16

テ

ティエポロ, ジョヴァンニ・
バッティスタ

アポロンと四大陸（部分） 1751～53年 ヴュルツブルク司教館 ⑨神話と物語　図９

ヴィーナスとウルカヌス 1765年頃 フィラデルフィア美術館 ①ヴィーナス　図65

ソフォニスバの自決 1760年頃 マドリード、
ティッセン・ボルネミッサ美術館 ⑧歴史画　図29

デイク, フローリス・ファン テーブル上に配されたチーズと果実 1615年頃 アムステルダム国立美術館 ⑥静物画　図16

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ

ヴィーナスとアドニス 1553～54年 マドリード、プラド美術館 ①ヴィーナス　図45

ヴィーナスへの奉献 1518～19年 マドリード、プラド美術館 ①ヴィーナス　図55

海から上がるヴィーナス 1520年代初頭 エディンバラ、スコットランド
国立美術館 ①ヴィーナス　図１

ウルビーノのヴィーナス 1538年 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ①ヴィーナス　図58

エウロペの掠奪 1559～62年 ボストン、イザベラ・スチュ
アート・ガードナー美術館 ⑨神話と物語　図18

悔悛するマグダラのマリア 1560年代 サンクト・ペテルブルク、
エルミタージュ美術館 ④宗教画　図51

悔悛するマグダラのマリア 1533年頃 フィレンツェ、ピッティ宮殿
パラティーナ美術館 ⑤ヌード　図50

鏡の前の女 1515年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図54

鏡を見るヴィーナス 1555年頃 ワシントン、
ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図17

カール５世騎馬像 1548年 マドリード、プラド美術館 ②肖像画　図21

荊冠のキリスト 1570年頃 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ④宗教画　図34

賢慮の寓意 1550～65年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑩象徴と寓意　図22

聖愛と俗愛 1515年頃 ローマ、ボルゲーゼ美術館 ①ヴィーナス　図54

手袋を持つ男の肖像 1520年頃 パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図15

バッカスとアリアドネ 1520～23年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑨神話と物語　図21

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ
（ジョルジョーネと共作） 田園の奏楽 1510～11年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図６

ディックス, オットー ブリュッセルの鏡の回廊の思い出 1920年 パリ、ポンピドゥー・センター ⑦風俗画　図65

ティントレット, ヤコポ

ウルカヌスに驚かされる
ヴィーナスとマルス 1555年頃 ミュンヘン、

アルテ・ピナコテーク ①ヴィーナス　図40

銀河の起源 1575年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑨神話と物語　図34

スザンナの水浴 1555～56年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑤ヌード　図25

デュピュイ, ピエール 葡萄を盛った籠 17世紀 パリ、ルーヴル美術館 ⑥静物画　図25

デューラー , アルブレヒト アダムとエヴァ 1507年 マドリード、プラド美術館 ⑤ヌード　図３

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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デューラー , アルブレヒト

自画像 1507年頃 ワイマール古典財団 ⑤ヌード　図28

自画像（1500年） 1500年 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ②肖像画　図59

博士の夢 1498年頃 ミネアポリス美術研究所 ①ヴィーナス　図23

メレンコリアⅠ 1514年 パリ、フランス国立図書館 ⑩象徴と寓意　図46

４人の使徒 1526年 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ②肖像画　図13

デルヴォー , ポール

夏 1938年 個人蔵 ⑩象徴と寓意　図41

眠るヴィーナス 1944年 ロンドン、テート ①ヴィーナス　図27

ポンペイ 1970年 シント・イデスバルド、
ポール・デルヴォー美術館 ⑤ヌード　図22

ト
ドゥッチョ・ディ・
ブオニンセーニャ 山頂での試練 1308～11年 ニューヨーク、

フリック・コレクション ④宗教画　図23

トゥールーズ = ロートレック,
 アンリ・ド ベッドにて、接吻 1892年 個人蔵 ⑦風俗画　図62

ドガ, エドガー

室内（強姦） 1868～69年頃 フィラデルフィア美術館 ⑦風俗画　図61

バレエの授業 1873～76年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図35

ベレッリ家の家族 1858～67年 パリ、オルセー美術館 ②肖像画　図56

浴盤 1886年 パリ、オルセー美術館 ⑤ヌード　図60

ド・スタール, ニコラ アグリジェントの丘 1954年 大阪、国立国際美術館 ③風景画　図33

ドッシ, ドッソ 蝶を描くゼウス 1523～24年 クラクフ、ヴァヴェル王宮
国立美術コレクション ⑨神話と物語　図２

ドッシ, バッティスタ 夜（あるいは夢） 1544年 ドレスデン、
アルテ・マイスター絵画館 ⑩象徴と寓意　図38

ド・トロワ, ジャン = フランソワ 真理を暴く時 1733年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑩象徴と寓意　図32

ドニ, モーリス 窓辺の母子像 1899年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図50

ドーミエ, オノレ
洗濯女 1863～64年頃 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図43

ドン・キホーテとサンチョ・パンサ 1868～72年 ロンドン、
コートールド美術研究所 ⑨神話と物語　図63

ドメニキーノ 羊飼いたちのもとに
エルミーニアのいる風景　 1622～25年頃 パリ、ルーヴル美術館 ③風景画　図43

ドラクロワ, ウジェーヌ

アトリエのミケランジェロ 1849～50年 モンペリエ、
ファーブル美術館 ⑧歴史画　図50

アルジェの女たち 1834年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図58

怒れるメデイア 1838年 リール宮殿美術館 ⑤ヌード　図44

キオス島の虐殺 1824年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図12

サルダナパロスの死 1827～28年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図46

ダンテの小舟 1822年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図47

墓場のハムレット 1839年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図62

ファウストの前に現れたマルガレーテ
の幻影『ファウスト』より 1827年 ロンドン、大英博物館 ⑨神話と物語　図57

民衆を導く自由の女神 1830年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図13

ドラロッシュ , ポール レディ・ジェーン・グレイの処刑 1833年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑧歴史画　図34

ドレ, ギュスターヴ ハルピュイア『神曲』「地獄篇」より 1861年 パリ、装飾美術図書館 ⑨神話と物語　図40

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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トーロップ, ヤン 宿命論 1893年 オッテルロー、
クレラー・ミュラー美術館 ⑩象徴と寓意　図55

ハ
ハイスム, ヤン・ファン 石製容器に盛られた花束 1724年 ロサンゼルス・

カウンティ美術館 ⑥静物画　図49

バウツ, ディルク
皇帝オットー３世の正義

「伯爵の処刑」 1473～75年頃 ブリュッセル、
ベルギー王立美術館 ⑧歴史画　図18

皇帝オットー３世の正義
「伯爵夫人の試練」 1471～73年頃 ブリュッセル、

ベルギー王立美術館 ⑧歴史画　図19

バジール, フレデリック
家族の肖像 1867年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図44

夏の情景（水浴） 1869年 ケンブリッジ、ハーバード
大学フォッグ美術館 ⑦風俗画　図30

パティニール, ヨアヒム
エジプトへの逃避途上の休息 1520年頃 マドリード、プラド美術館 ④宗教画　図21

聖ヒエロニムスのいる風景 1516～17年 マドリード、プラド美術館 ③風景画　図40

ハルス, フランス 養老院の女性理事たち 1664年頃 ハールレム、
フランス・ハルス美術館 ⑦風俗画　図38

バルデス・レアール, フアン・デ 虚栄の寓意 1660年 ハートフォード、ワズワース・
アテネウム美術館 ⑩象徴と寓意　図12

バルトロマイ祭壇画の画家 バルトロマイ祭壇画 1500～05年頃 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ④宗教画　図60

バーン = ジョーンズ, エドワード

欺かれるマーリン 1872～77年 ポート・サンライト、
レディ・リーヴァー美術館 ⑨神話と物語　図66

ヴィーナス賛歌 1873～78年 ニューカッスル・アポン・
タイン、レイン美術館 ①ヴィーナス　図25

運命の車輪 1883年 パリ、オルセー美術館 ⑤ヌード　図62

ハンマースホイ, ヴィルヘルム 休息 1905年 パリ、オルセー美術館 ②肖像画　図45

ヒ

ビアズリー , オーブリー
踊り手の褒美『サロメ』より 1894年 ロンドン、ヴィクトリア・

アンド・アルバート美術館 ⑨神話と物語　図59

クライマックス『サロメ』より 1894年 ロンドン、ヴィクトリア・
アンド・アルバート美術館 ⑨神話と物語　図58

ピエロ・ディ・コジモ

ヴィーナスとマルス 1495～1505年 ベルリン、絵画館 ①ヴィーナス　図53

ケンタウロス族とラピタイ族の戦い 1500～15年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑨神話と物語　図38

蜂蜜の発見 1499年頃 ウースター美術館 ⑨神話と物語　図12

ピエロ・デッラ・フランチェスカ
ウルビーノ公夫妻の肖像 1474～75年頃 フィレンツェ、

ウフィツィ美術館 ②肖像画　図６

キリストの洗礼 1450年代 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ④宗教画　図22

ピカソ, パブロ・ルイス

アヴィニョンの娘たち 1907年 ニューヨーク、近代美術館 ⑤ヌード　図40

アルルカン姿のパウロ 1924年 パリ、ピカソ美術館 ②肖像画　図42

アンブロワーズ・ヴォラールの肖像 1910年　 モスクワ、
国立プーシキン美術館 ②肖像画　図46

ゲルニカ 1937年 マドリード、ソフィア王妃
国立芸術センター ⑧歴史画　図16

人生 1903年 クリーヴランド美術館 ⑩象徴と寓意　図14

ドラとミノタウロス 1936年 パリ、ピカソ美術館 ⑦風俗画　図66

泣く女 1937年 ロンドン、テート ②肖像画　図47

マンドリンとギター 1924年 ニューヨーク、
グッゲンハイム美術館　 ⑥静物画　図59

ピサロ, カミーユ・ヤコブ モンマルトル大通り、午後の陽光 1897年 サンクト・ペテルブルク、
エルミタージュ美術館 ③風景画　図26

ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ, 
ピエール 希望 1872年 ボルティモア、

ウォルターズ美術館 ⑩象徴と寓意　図５

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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ピントゥリッキオ アレクサンドリアの
聖カタリナの議論 1492～94年 ヴァティカン宮殿

ボルジアの間 ⑧歴史画　図35

フ

ファンタン = ラトゥール, アンリ
花と果実 1865年 パリ、オルセー美術館 ⑥静物画　図51

ラインの黄金 1888年 ハンブルク美術館 ⑨神話と物語　図64

フィニ, レオノール 若者の眠りを見守るスフィンクス 1947年 個人蔵 ⑨神話と物語　図46

フェルメール, ヨハネス

絵画芸術の寓意　 1666～68年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑩象徴と寓意　図48

牛乳を注ぐ女 1660年頃 アムステルダム国立美術館 ⑦風俗画　図20

真珠の耳飾りの少女 1665年頃 ハーグ、
マウリッツハイス王立美術館 ②肖像画　図25

デルフト眺望 1660～61年頃 ハーグ、
マウリッツハイス王立美術館 ③風景画　図６

取り持ち女 1656年 ドレスデン、
アルテ・マイスター絵画館 ⑦風俗画　図55

フォルトゥーニ・イ・マルサル, 
マリアノ 日本式広間にいる画家の子どもたち 1874年 マドリード、プラド美術館 ⑦風俗画　図31

フォンテーヌブロー派

ヴィーナスの化粧 16世紀中頃 パリ、ルーヴル美術館 ①ヴィーナス　図16

ガブリエル・デストレとその妹 1594年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑤ヌード　図７

狩りのディアナ 1550～60年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑤ヌード　図６

ディアナとアクタイオン 1550年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図24

ブグロー , ウィリアム
ヴィーナスの誕生 1879年 パリ、オルセー美術館 ①ヴィーナス　図７

ダンテとウェルギリウス 1850年 パリ、オルセー美術館 ⑤ヌード　図61

フーケ, ジャン シャルル７世の肖像 1444～45年頃
／50年頃 パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図７

ブーケラール, ヨアヒム 四大元素「空気」（背景に「放蕩息子」
のエピソードのある鳥肉市場） 1570年 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ⑥静物画　図14

ブーシェ , フランソワ

ヴィーナスの凱旋 1740年 ストックホルム、国立美術館 ①ヴィーナス　図35

ヴィーナスの身支度 1751年 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ①ヴィーナス　図21

ウルカヌスに捕らえられた
ヴィーナスとマルス 1754年頃 ロンドン、

ウォレス・コレクション ⑨神話と物語　図27

オダリスク 1745年？ パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図56

水浴のディアナ 1742年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図８

ソファーに横たわる裸婦
（金髪のオダリスク） 1752年 ミュンヘン、

アルテ・ピナコテーク ⑤ヌード　図10

フース, ヒューホ・ファン・デル 聖母の死 1480年頃 ブルッヘ、
フルーニンヘ美術館 ④宗教画　図49

プッサン, ニコラ

アイネイアスに武具を示す
ヴィーナス 1639年 ルーアン美術館 ①ヴィーナス　図64

ゲルマニクスの死 1627～28年 ミネアポリス美術研究所 ⑧歴史画　図38

四季「冬あるいは大洪水」 1660～64年 パリ、ルーヴル美術館 ③風景画　図44

人生の踊り 1634年頃～
36年頃

ロンドン、
ウォレス・コレクション ⑩象徴と寓意　図９

ソロモンの審判 1649年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図14

フォキオンの遺灰の拾集 1648年 リヴァプール、
ウォーカー美術館 ⑧歴史画　図42

マナの拾集 1639年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図39

ブノワ, マリー = ギユミーヌ 黒人女性の肖像 1800年 パリ、ルーヴル美術館 ⑤ヌード　図32

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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フュースリ, ヨハン・ハインリヒ
タイタニアの目覚め 1793～94年 チューリヒ美術館 ⑨神話と物語　図60

夢魔 1781年 デトロイト美術研究所 ⑩象徴と寓意　図39

フラゴナール, ジャン = オノレ
逢い引き 1771～72年 ニューヨーク、

フリック・コレクション ①ヴィーナス　図36

ぶらんこ 1767年 ロンドン、
ウォレス・コレクション ⑦風俗画　図57

ブラック, ジョルジュ
円卓　　 1929年 ワシントン、

フィリップス・コレクション ⑥静物画　図57

古城（ラ・ロシュ・ギュイヨン）　 1909年 アイントホーフェン、
ファン・アッベ美術館 ③風景画　図62

フリードリヒ, カスパー・
ダーヴィット

エルベ川の夕暮れ 1832年 ドレスデン、
ノイエ・マイスター絵画館 ③風景画　図10

氷の海 1823～24年 ハンブルク美術館 ③風景画　図54

ブリューゲル, ピーテル（父）

イカロスの墜落のある風景 1556～58年頃 ブリュッセル、
ベルギー王立美術館 ⑨神話と物語　図22

子どもの遊戯 1560年 ウィーン、美術史美術館 ⑦風俗画　図１

雪中の狩人 1565年　 ウィーン、美術史美術館 ③風景画　図51

バベルの塔 1563年 ウィーン、美術史美術館 ④宗教画　図４

ブリューゲル, ヤン（父） アイリスと百合のある花束 1606年 ミラノ、
アンブロジアーナ絵画館 ⑥静物画　図42

ブリューゲル, ヤン（父）（ルーベンス, 
ペーテル・パウルと共作） 視覚の寓意 1617年 マドリード、プラド美術館 ⑥静物画　図15

フリンク, ホーファールト 財宝の贈与を拒む
クリウス・デンタトゥス 1656年 アムステルダム王宮 ⑧歴史画　図24

ブルゴス・マンティラ, 
フランシスコ・デ 乾燥果実のある静物 1631年 ニューヘヴン、

イェール大学美術館 ⑥静物画　図28

ブレイク, ウィリアム

情欲の輪『神曲』「地獄篇」より 1824～27年 バーミンガム美術館 ⑨神話と物語　図53

戦車の上からダンテに語りかける
ベアトリーチェ『神曲』「煉獄篇」より 1824～27年 ロンドン、テート ⑨神話と物語　図54

創造主（部分） 1794年 ロンドン、大英博物館 ④宗教画　図１

蚤の幽霊 1819～20年頃 ロンドン、テート ⑤ヌード　図29

パリスの審判 1806～17年 ロンドン、大英博物館 ①ヴィーナス　図12

ブレス, ヘッリ・メット・デ 十字架を担ぐキリスト 1530～40年 ウィーン、造形美術
アカデミー美術館 ③風景画　図41

プレーティ , マッティア 施しを受けるベリサリウス 1660～65年 ロッテルダム、ボイマンス・
ファン・ビューニンゲン美術館 ⑧歴史画　図27

プレート, ミゲル・デ 葡萄 1620年代頃 マドリード、プラド美術館 ⑥静物画　図19

ブロック, ジャン ヒュアキントスの死 1801年 ポワティエ、
サント・クロワ美術館 ⑤ヌード　図１

ブロンズィーノ
愛の寓意 1545年頃 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図32

ヴィーナスとキューピッドと嫉妬 1545～46年 ブダペスト国立美術館 ⑩象徴と寓意　図26

ヘ
ヘイン, ジャック・デ（子） 花束 1612年 ハーグ、

マウリッツハイス王立美術館 ⑥静物画　図46

ベーコン, フランシス ふたりの男 1953年 個人蔵 ⑤ヌード　図66

ペシェー , N・L 頭蓋骨、銭入れ、証書のある静物 1661年 パリ、クストディア財団
フリッツ・ルフト・コレクション ⑥静物画　図７

ベックリーン, アルノルト

ヴィーナスの誕生 1869年 ダルムシュタット、
ヘッセン州立美術館 ①ヴィーナス　図５

死の島（第１バージョン） 1880年 バーゼル美術館 ⑩象徴と寓意　図16

凪 1886～87年 ベルン美術館 ⑤ヌード　図63

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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ヘーム, ヤン・
ダーフィッツゾーン・デ

鸚鵡のいる静物 1655年頃 サラソータ、
リングリング美術館 ⑥静物画　図32

銀杯と果実の静物 1648年 ファドゥーツ城 ⑥静物画　図36

ヘームスケルク, マールテン・ファン ウルカヌスの鍛冶場の
ヴィーナスとキューピッド 1536年 プラハ国立美術館 ①ヴィーナス　図61

ベラスケス, ディエゴ

王太子バルタサール・
カルロス騎馬像 1635年頃 マドリード、プラド美術館 ②肖像画　図22

鏡を見るヴィーナス 1647～51年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図19

教皇インノケンティウス10世 1650年 ローマ、
ドーリア・パンフィーリ美術館 ②肖像画　図19

キリストの磔刑 1631～32年頃 マドリード、プラド美術館 ⑤ヌード　図９

織女たち 1655～60年 マドリード、プラド美術館 ⑨神話と物語　図26

セビリアの水売り 1620年頃 ロンドン、ウェリントン美術館
（アプスリー・ハウス） ⑥静物画　図11

道化ディエゴ・デ・アセド
（エル・プリモ） 1636～38年頃 マドリード、プラド美術館 ②肖像画　図31

バッカスの勝利（酔っ払いたち） 1628～29年頃 マドリード、プラド美術館 ⑦風俗画　図15

ブレダの開城（長槍） 1634～35年 マドリード、プラド美術館 ⑧歴史画　図５

ラス・メニーナス（女官たち） 1656年 マドリード、プラド美術館 ②肖像画　図51

ベリーニ, ジョヴァンニ
賢慮または虚栄 1490年頃 ヴェネツィア、

アカデミア美術館 ⑩象徴と寓意　図24

総督レオナルド・ロレダン 1501～02年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ②肖像画　図14

ペリン・デル・ヴァーガ 天使と黄道十二宮 1520年頃 ヴァティカン宮殿教皇の間 ⑩象徴と寓意　図44

ペルジーノ 愛と貞節の戦い 1505年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図11

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
（ペッシャ祭壇画部分） 1235年 ペッシャ、

サン・フランチェスコ聖堂 ④宗教画　図54

ペレーダ, アントニオ・デ
虚栄の寓意 1634年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑥静物画　図８

野菜のある静物 1651年 リスボン、国立古美術館 ⑥静物画　図27

ホ

ホイッスラー , ジェームズ・
アボット・マクニール

白のシンフォニー No. ２
（リトル・ホワイト・ガール） 1864年 ロンドン、テート ②肖像画　図28

ノクターン：青と金色　
オールド・バターシー・ブリッジ 1872～75年頃 ロンドン、テート ③風景画　図25

ポインター , エドワード・ジョン エジプトのイスラエル人 1867年 ロンドン、ギルドホール・
アート・ギャラリー ⑧歴史画　図49

ホガース, ウィリアム 当世風結婚「結婚の契約」 1743年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑦風俗画　図21

ボージャン, リュバン チェス盤のある静物 17世紀前半 パリ、ルーヴル美術館 ⑥静物画　図40

ボス, ヒエロニムス

快楽の園 1490～
1500年頃 マドリード、プラド美術館 ⑩象徴と寓意　図25

愚者の石の除去 1501～05年 マドリード、プラド美術館 ⑦風俗画　図８

愚者の船 1500年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図９

聖アントニウスの誘惑 1505～06年頃 リスボン、国立古美術館 ④宗教画　図58

ホックニー , デイヴィッド ぼくの両親 1977年 ロンドン、テート ②肖像画　図50

ホッサールト, ヤン
（通称マビューズ） ゲツセマネの祈り 1510～12年頃 ベルリン、絵画館 ④宗教画　図33

ボッサールト, アンブロジウス（父）
花籠 1614年 ロサンゼルス、

ゲッティ・センター美術館 ⑥静物画　図44

花束 1618年頃 ハーグ、
マウリッツハイス王立美術館 ⑥静物画　図47

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号



17

ボッチョーニ, ウンベルト 物質 1912年 個人蔵 ⑩象徴と寓意　図61

ボッティチェリ, サンドロ

ヴィーナスとマルス 1485年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図52

ヴィーナスの誕生 1483年頃 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ①ヴィーナス　図２

柘榴の聖母 1487年頃 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ④宗教画　図46

神秘の降誕　 1501年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ④宗教画　図19

ナスタージョ・デリ・オネスティの
物語『デカメロン』より 1483年頃 マドリード、プラド美術館 ⑨神話と物語　

図50～52

パラスとケンタウロス 1480～85年頃 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ⑨神話と物語　図７

誹謗 1490年代前半 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ⑩象徴と寓意　図18

プリマヴェーラ 1477～78年 フィレンツェ、
ウフィツィ美術館 ①ヴィーナス　図51

モーセの試練 1481～82年 ヴァティカン宮殿
システィーナ礼拝堂 ④宗教画　図７

ボッティチェリと工房 パリスの審判 1485～88年頃 ヴェネツィア、チーニ財団 ①ヴィーナス　図９

ホッパー , エドワード ナイトホークス 1942年 シカゴ美術研究所 ⑦風俗画　図52

ホッベマ, メインデルト ミッデルハルニスの並木道 1689年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ③風景画　図５

ポッライウオーロ, アントニオ・デル 若き婦人の肖像 1460～65年頃 ベルリン、絵画館 ②肖像画　図10

ボテロ, フェルナンド アトリエ 1990年頃 ボゴタ、ボテロ美術館 ⑤ヌード　図43

ホドラー , フェルディナント
雲海の上のユングフラウ 1908年 ジュネーヴ美術歴史博物館 ③風景画　図29

夜 1889～90年 ベルン美術館 ⑤ヌード　図65

ボナール, ピエール

ヴェルノン付近の風景 1929年 東京、石橋財団
ブリヂストン美術館 ③風景画　図31

男と女 1900年頃 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図63

黄昏（クロッケーの試合） 1892年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図47

ホルツィウス, ヘンドリック バッカスとケレスがいないと
ヴィーナスは凍えてしまう 1599～1603年頃 フィラデルフィア美術館 ①ヴィーナス　図33

ボルディーニ, ジョヴァンニ 道を渡る 1873～75年 ウィリアムズタウン、
クラーク美術研究所 ⑦風俗画　図32

ホルバイン, ハンス（子）
死せるキリスト 1521～22年 バーゼル美術館 ⑤ヌード　図27

大使たち（ジャン・ド・ダントヴィル
とジョルジュ・ド・セルヴの肖像） 1533年 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ②肖像画　図17

ホルバイン工房 ヴィーナスとキューピッド 1526～28年頃 バーゼル美術館 ①ヴィーナス　図15

ポントルモ, ヤコポ・ダ ヴィーナスとキューピッド 1533年頃 フィレンツェ、
アカデミア美術館 ①ヴィーナス　図31

マ
マクリース, ダニエル チャールズ１世と

クロムウェルの会見 1836年頃 ダブリン、
アイルランド国立美術館 ⑧歴史画　図53

マグリット, ルネ 凌辱 1934年 ヒューストン、
メニル・コレクション ⑤ヌード　図41

マザッチョ 楽園追放 1424／25
～27年

フィレンツェ、サンタ・マリア・デル・
カルミネ聖堂ブランカッチ礼拝堂 ⑤ヌード　図45

マッサイス, クエンティン 両替商とその妻 1514年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図10

マッサイス, ヤン
ダヴィデとバテシバ 1562年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図13

ホロフェルネスの首を持つユディト 16世紀中頃 アントウェルペン王立美術館 ⑤ヌード　図４

マティス, アンリ 赤の調和、赤い室内 1908年 サンクト・ペテルブルク、
エルミタージュ美術館 ⑥静物画　図58

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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マティス, アンリ

生きる喜び 1905～06年 フィラデルフィア、
バーンズ財団 ⑩象徴と寓意　図１

画家の家族 1911年 サンクト・ペテルブルク、
エルミタージュ美術館 ②肖像画　図57

自画像 1906年 コペンハーゲン、
国立美術館 ②肖像画　図64

ダンスⅡ 1909～10年 サンクト・ペテルブルク、
エルミタージュ美術館 ⑤ヌード　図68

マネ, エドゥアール

オランピア 1863年 パリ、オルセー美術館 ⑤ヌード　図34

皇帝マクシミリアンの処刑 1868～69年 マンハイム美術館 ⑧歴史画　図15

草上の昼食 1863年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図29

ナナ 1877年 ハンブルク美術館 ⑦風俗画　図64

笛を吹く少年 1866年 パリ、オルセー美術館 ②肖像画　図34

フォリー・ベルジェールのバー 1882年 ロンドン、
コートールド美術研究所 ②肖像画　図30

マリ・ド・ブルゴーニュの画家

死者の聖務日課、埋葬『エンゲルベル
ト・フォン・ナッサウの時禱書』より 1477～82年頃 オックスフォード大学

ボードリアン図書館 ⑥静物画　図５

時禱書を開く貴婦人『マリ・ド・
ブルゴーニュの時禱書』より 1477年頃 ウィーン、

オーストリア国立図書館 ⑥静物画　図３

聖母マリアへの時禱、マギの礼拝
『エンゲルベルト・フォン・
ナッサウの時禱書』より

1477～82年頃 オックスフォード大学
ボードリアン図書館 ⑥静物画　図４

マンテーニャ , アンドレア

オリーブ山での祈り
（サン・ゼーノ祭壇画部分） 1456～59年　 トゥール美術館 ③風景画　図38

カエサルの凱旋「凱旋車上の
ユリウス・カエサル」

1490～1506年
頃

リッチモンド・アポン・テムズ・ロンドン
特別区、ハンプトン・コート宮殿 ⑧歴史画　図36

宮廷（部分） 1465～74年頃 マントヴァ、ドゥカーレ宮殿 ②肖像画　図52

キリストの磔刑
（サン・ゼーノ祭壇画部分） 1456～59年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図35

聖セバスティアヌス 1485年頃 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図59

パルナッソス 1496～97年頃 パリ、ルーヴル美術館 ①ヴィーナス　図39

美徳の勝利 1497～1502年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図６

ミ

ミケランジェロ・ブオナローティ

アダムの創造 1508～12年 ヴァティカン宮殿
システィーナ礼拝堂 ⑤ヌード　図47

ガニュメデス 1533年頃 ケンブリッジ、ハーバード
大学フォッグ美術館 ⑤ヌード　図53

最後の審判 1536～41年 ヴァティカン宮殿
システィーナ礼拝堂 ④宗教画　図44

システィーナ礼拝堂天井画 1508～12年 ヴァティカン宮殿
システィーナ礼拝堂 ④宗教画　図15

ミケランジェロ作品の模写 レダと白鳥 16世紀 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑨神話と物語　図17

ミレー , ジャン = フランソワ

落穂拾い 1857年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図27

松明での鳥の猟 1874年 フィラデルフィア美術館 ⑦風俗画　図28

春 1868～73年 パリ、オルセー美術館 ⑩象徴と寓意　図40

春（ダフニスとクロエ） 1865年 東京、国立西洋美術館 ⑤ヌード　図15

ミレイ, ジョン・エヴァレット オフィーリア 1851～52年 ロンドン、テート ⑨神話と物語　図61

ミロ, ジュアン
絵画 1950年 アイントホーフェン、

ファン・アッベ美術館 ⑩象徴と寓意　図50

テーブル（兎のいる静物） 1920年 個人蔵 ⑥静物画　図60

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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ム

ムリーリョ , 
バルトロメ・エステバン

蚤をとる少年 1647～48年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図18

無原罪の御宿り 1678年 マドリード、プラド美術館 ④宗教画　図47

ムンク, エドヴァルド

叫び 1893年 オスロ、国立美術館 ⑩象徴と寓意　図15

思春期 1894～95年 オスロ、国立美術館 ⑤ヌード　図35

生のダンス 1899～1900年 オスロ、国立美術館 ⑦風俗画　図53

メ

メムリンク, ハンス

乙女を庇護する聖女ウルスラ
（聖遺物容器正面） 1489年 ブルッヘ、メムリンク美術館

（聖ヨハネ施療院） ④宗教画　図68

最後の審判 1473年以前 グダニスク、国立美術館 ④宗教画　図43

聖女ウルスラ聖遺物容器 1489年 ブルッヘ、メムリンク美術館
（聖ヨハネ施療院） ④宗教画　図67

メレンデス, ルイス・エジディオ
無花果とパンのある静物 1770年頃 ワシントン、

ナショナル・ギャラリー ⑥静物画　図23

プラム、無花果、パン、小さな樽、
水差し、そのほかの容器のある静物 1760～70年頃 マドリード、プラド美術館 ⑥静物画　図24

メンツェル, アドルフ サンスーシ宮殿の
フルート・コンサート 1852年 ベルリン、

ナショナルギャラリー ⑧歴史画　図56

モ

モディリアーニ, アメデオ
赤いヌード

（腕を広げて横たわる裸婦) 1917年 個人蔵 ⑤ヌード　図67

少女の肖像 1918年 大山崎町、アサヒビール
大山崎山荘美術館 ②肖像画　図43

モネ, クロード

印象、日の出 1872年 パリ、
マルモッタン・モネ美術館 ③風景画　図17

散歩、日傘をさす女 1875年 ワシントン、
ナショナル・ギャラリー ②肖像画　図37

ルーアン大聖堂、
扉口とアルバーヌ塔「満ちる光」 1893年頃 パリ、オルセー美術館 ③風景画　図18

ルーアン大聖堂、
扉口とアルバーヌ塔「夜明け」 1894年　 ボストン美術館 ③風景画　図19

モランディ, ジョルジョ
白い道 1941年 ロヴェレート、トレント・

ロヴェレート近現代美術館 ③風景画　図32

静物 1946年 ロンドン、テート ⑥静物画　図63

モリゾ, ベルト ゆりかご 1872年 パリ、オルセー美術館 ⑦風俗画　図49

モロー, ギュスターヴ

アフロディテ 1870年頃 ケンブリッジ、ハーバード
大学フォッグ美術館 ①ヴィーナス　図４

オイディプスとスフィンクス 1864年 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ⑨神話と物語　図45

出現 1876年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図25

ヘラクレスとヒュドラ 1875～76年 シカゴ美術研究所 ⑨神話と物語　図33

モンドリアン, ピート ブロードウェイ・ブギウギ 1942～43年 ニューヨーク、近代美術館 ⑩象徴と寓意　図62

モンペル, ヨース・デ 擬人化された風景
（アルチンボルドによる） 17世紀初頭 個人蔵 ③風景画　図52

ユ
ユトレヒト, アドリアーン・ファン 犬と猫のいる大型静物画 1647年 ドレスデン、

アルテ・マイスター絵画館 ⑥静物画　図31

ヨ
ヨルダーンス, ヤーコプ サテュロスと農民 1620～21年頃 ブリュッセル、

ベルギー王立美術館 ⑨神話と物語　図43

ラ

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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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 1668～70年頃　 アムステルダム国立美術館 ③風景画　図７

ライレッセ, ヘラルト・デ クレオパトラの饗宴 1675年頃～
80年頃 アムステルダム国立美術館 ⑧歴史画　図33

ラーヴェステイン, 
フーベルト・ファン

テーブル上の胡桃、煙草箱、
白い水差し 1671年 トロント、オンタリオ美術館 ⑥静物画　図38

ラ・トゥール, ジョルジュ・ド

ヴィエル弾き 1631～36年頃 ナント美術館 ②肖像画　図32

悔悛するマグダラのマリア 1635～40年頃 ワシントン、
ナショナル・ギャラリー ⑩象徴と寓意　図28

ダイヤのエースを持ついかさま師 1635年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図14

ラファエロ・サンツィオ

アテネの学堂 1509～10年 ヴァティカン宮殿署名の間 ⑧歴史画　図25

ガラテイア 1511年頃 ローマ、
ヴィッラ・ファルネジーナ ⑨神話と物語　図20

騎士の夢 1504年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑩象徴と寓意　図20

キリストの変容 1518～20年 ヴァティカン絵画館 ④宗教画　図29

三美神 1504年頃 シャンティイ、コンデ美術館 ⑤ヌード　図２

バルダッサーレ・カスティリオーネ 1514～15年頃 パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図16

ラファエロと工房 ヴィーナスとキューピッド 1517～18年 ローマ、
ヴィッラ・ファルネジーナ ①ヴィーナス　図28

ラミーレス, フェリペ 食用薊、鷓鴣、葡萄、
アイリスのある静物 1628年 マドリード、プラド美術館 ⑥静物画　図18

ランブール兄弟
8月『ベリー公のいとも豪華なる
時禱書』より 1411～16年 シャンティイ、コンデ美術館 ⑦風俗画　図５

楽園『ベリー公のいとも豪華なる
時禱書』より 1411～16年 シャンティイ、コンデ美術館 ④宗教画　図２

リ
リオタール, ジャン = エティエンヌ チョコレートを運ぶ女 1744～45年 ドレスデン、

アルテ・マイスター絵画館 ⑦風俗画　図39

リキテンスタイン, ロイ ガラスの果物鉢がある静物 1972年 ニューヨーク、
ホイットニー美術館 ⑥静物画　図61

リッチモンド, ウィリアム・ブレイク ヴィーナスとアンキセス　 1889～90年 リヴァプール、
ウォーカー美術館 ①ヴィーナス　図49

リッピ, フィリッポ 洗礼者ヨハネ伝「ヘロデの宴」 1452～64年 プラート大聖堂 ④宗教画　図24

リヒター , ゲルハルト ダヴォスS.（468-3） 1981年 個人蔵 ③風景画　図34

リベーラ, ジュゼペ・デ
えび足の少年 1642年 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図17

十字架を担う聖アンデレ 1631年頃 マドリード、プラド美術館 ⑤ヌード　図58

リューイス, ラッヘル 花瓶の花々 1685年頃 ドレスデン、
アルテ･マイスター絵画館 ⑥静物画　図48

ル
ルオー , ジョルジュ 装飾的な花 1953年頃 個人蔵 ⑥静物画　図55

ルソー , アンリ

戦争 1894年 パリ、オルセー美術館 ⑩象徴と寓意　図58

蛇使いの女 1907年 パリ、オルセー美術館 ③風景画　図61

私自身、肖像＝風景 1890年 プラハ国立美術館 ②肖像画　図65

ルソー , テオドール 柏の木の群、アプルモン 1850～52年頃 パリ、ルーヴル美術館 ③風景画　図13

ルドン, オディロン

青い花瓶のアネモネとリラ 1912年頃 パリ、プティ・パレ美術館 ⑥静物画　図53

ヴィーナスの誕生 1912年頃 パリ、プティ・パレ美術館 ①ヴィーナス　図８

キュクロプス 1914年頃 オッテルロー、
クレラー・ミュラー美術館 ⑨神話と物語　図42

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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ルドン, オディロン ペガサス、岩上の馬 1907～10年頃 広島、ひろしま美術館 ⑨神話と物語　図39

ルナール・ド・サン = タンドレ, 
シモン 世界の虚栄すべてを蔑む 17世紀中頃 個人蔵 ⑥静物画　図６

ル・ナン, ルイ 幸福な家族（洗礼からの帰宅） 1642年 パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図55

ル・ナン兄弟 ウルカヌスの鍛冶場を訪れる
ヴィーナス 1641年 ランス美術館 ①ヴィーナス　図62

ルニョー , ジャン = バティスト 自由か死か 1795年 ハンブルク美術館 ⑩象徴と寓意　図51

ルノワール, ピエール・オーギュスト

ジュリー・マネ（猫を抱く子ども） 1887年 パリ、オルセー美術館 ②肖像画　図41

猫と少年 1868年 パリ、オルセー美術館 ⑤ヌード　図19

パリスの審判 1913～14年 広島、ひろしま美術館 ①ヴィーナス　図13

春の花束 1866年 ケンブリッジ、ハーバード
大学フォッグ美術館 ⑥静物画　図52

舟遊びをする人々の昼食 1880～81年 ワシントン、
フィリップス・コレクション ⑦風俗画　図34

陽光のなかの裸婦 1876年頃 パリ、オルセー美術館 ⑤ヌード　図18

レスタックの岩山 1882年　 ボストン美術館 ③風景画　図21

ル・ブラン, シャルル アレクサンドロスの前の
ダレイオスの家族 1660～61年頃 ヴェルサイユ宮殿 ⑧歴史画　図22

ルーベンス, ペーテル・パウル

愛の園 1630～35年 マドリード、プラド美術館 ⑩象徴と寓意　図４

ヴィーナスの祭り 1636～37年頃 ウィーン、美術史美術館 ①ヴィーナス　図60

エレーヌ・フールマン（毛皮さん） 1635～40年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑤ヌード　図55

鏡を見るヴィーナス 1613～14年 ウィーン、
リヒテンシュタイン宮殿 ①ヴィーナス　図18

キリスト昇架 1610～11年 アントウェルペン大聖堂 ⑤ヌード　図30

ケルメス 1630～32年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図12

シュザンヌ・フールマンの肖像
（麦藁帽子） 1622～25年頃 ロンドン、

ナショナル・ギャラリー ②肖像画　図26

セネカの死 1612～13年頃 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ⑧歴史画　図23

戦争の惨禍 1637～38年 フィレンツェ、ピッティ宮殿
パラティーナ美術館 ⑧歴史画　図６

バッカスとケレスがいないと
ヴィーナスは凍えてしまう 1614年 アントウェルペン王立美術館 ①ヴィーナス　図34

パリスの審判 1632～35年頃 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ①ヴィーナス　図11

フィレモンとバウキスのいる風景　 1620～25年頃 ウィーン、美術史美術館 ③風景画　図35

マリー・ド・メディシスの生涯
「マリー・ド・メディシスの
マルセイユ上陸」

1623～25年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図37

レウキッポスの娘たちの掠奪 1618年頃 ミュンヘン、
アルテ・ピナコテーク ⑤ヌード　図31

ルーベンス, ペーテル・パウル
（スネイデルス, フランスと共作） 縛られたプロメテウス 1611年頃～18年 フィラデルフィア美術館 ⑨神話と物語　図23

ルーベンス, ペーテル・パウル
（ブリューゲル, ヤン（父）と共作） 視覚の寓意 1617年 マドリード、プラド美術館 ⑥静物画　図15

レ

レオナルド・ダ・ヴィンチ

ウィトルウィウス的人体 1490年頃 ヴェネツィア、
アカデミア美術館 ⑤ヌード　図48

岩窟の聖母　 1483～86年頃 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図16

最後の晩餐 1495～98年 ミラノ、サンタ・マリア・
デッレ・グラツィエ修道院 ④宗教画　図32

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号
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レオナルド・ダ・ヴィンチ
白貂を抱く婦人の肖像 1485～90年 クラクフ国立美術館 ⑩象徴と寓意　図19

モナ・リザ（ラ・ジョコンダ） 1503～06年頃 パリ、ルーヴル美術館 ②肖像画　図12

レーニ, グイード

アウロラ 1613～14年 ローマ、パラヴィチーニ・
ロスピリオージ宮殿 ⑩象徴と寓意　図37

クレオパトラの死 1638年頃 フィレンツェ、ピッティ宮殿
パラティーナ美術館 ⑧歴史画　図32

聖セバスティアヌス 1615年 ジェノヴァ、ロッソ宮殿 ⑤ヌード　図８

ネッソスに掠奪されるデイアネイラ 1617～21年 パリ、ルーヴル美術館 ⑨神話と物語　図35

レノルズ, ジョシュア 悲劇と喜劇のあいだのギャリック 1760～61年 個人蔵 ⑩象徴と寓意　図31

レーピン, イリヤ
イヴァン雷帝と王子イヴァン 1885年 モスクワ、

国立トレチャコフ美術館 ⑧歴史画　図47

ヴォルガの舟曳き 1873年 サンクト・ペテルブルク、
国立ロシア美術館 ⑦風俗画　図26

レンピッカ, タマラ・ド 美しきラファエラ 1927年 個人蔵 ⑤ヌード　図24

レンブラント・ファン・レイン

石橋のある風景 1638年頃 アムステルダム国立美術館 ③風景画　図４

エマオの晩餐 1648年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図41

ガニュメデスの掠奪 1635年 ドレスデン、
アルテ・マイスター絵画館 ⑨神話と物語　図19

皮をはがれた牛 1655年頃 パリ、ルーヴル美術館 ⑦風俗画　図19

クラウディウス・キウィリスの誓い 1661～62年 ストックホルム、国立美術館 ⑧歴史画　図４

隊長バニング・コックと
副官ファン・ライテンブルフの
市民隊（夜警）

1642年 アムステルダム国立美術館 ②肖像画　図54

ダナエ 1636年 サンクト・ペテルブルク、
エルミタージュ美術館 ⑨神話と物語　図30

バテシバ 1654年 パリ、ルーヴル美術館 ⑤ヌード　図56

フローラ 1654年頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ②肖像画　図27

フローラ 1635年 ロンドン、
ナショナル・ギャラリー ⑥静物画　図12

ホメロスの胸像を眺める
アリストテレス 1653年 ニューヨーク、

メトロポリタン美術館 ⑧歴史画　図17

ユダヤの花嫁 1665年頃～69
年頃 アムステルダム国立美術館 ⑦風俗画　図37

ルクレティアの自刃 1666年 ミネアポリス美術研究所 ⑧歴史画　図31

ロ

ロセッティ , ダンテ・ゲイブリエル

心変わりを誘うヴィーナス 1864～68年 ボーンマス、
ラッセル・コーツ美術館 ①ヴィーナス　図26

ベアータ・ベアトリクス 1864～70年頃 ロンドン、テート ⑩象徴と寓意　図10

モンナ・ヴァンナ 1866年 ロンドン、テート ②肖像画　図35

ロット, ロレンツォ ヴィーナスとキューピッド 1520年代中頃 ニューヨーク、
メトロポリタン美術館 ①ヴィーナス　図57

ロペス, ガスパレ 戦士の胸像のある庭園風景と花 1720年頃 ウィーン、美術史美術館 ⑥静物画　図50

ロベール, ユベール
古代の廃墟 1779年 パリ、ルーヴル美術館 ③風景画　図53

廃墟となったルーヴルの
グランド・ギャラリーの想像図 1796年 パリ、ルーヴル美術館 ⑧歴史画　図45

ロラン, クロード アイネイアスの出発のある
カルタゴの眺め　 1676年 ハンブルク美術館 ③風景画　図45

ロレンツェッティ , アンブロージョ 善政の寓意 1338～40年 シエナ、プッブリコ宮殿
シエナ市立美術館 ⑦風俗画　図２
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ロレンツェッティ , ピエトロ エルサレム入城 1320年頃 アッシジ、
サン・フランチェスコ聖堂 ④宗教画　図31

ロンバウツ, テオドール 五感の寓意 1632年 ヘント美術館 ⑩象徴と寓意　図47

ワ
ワイエス, アンドリュー ヘルガ「黒いベルベット」 1972年 個人蔵 ⑤ヌード　図23

ワッツ, ジョージ・フレデリック 希望 1886年 ロンドン、テート ⑩象徴と寓意　図７

画家名 作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号

赤ん坊のテレフォスを発見するヘラクレス イタリア、エルコラーノ出土 50～79年 ナポリ国立考古学博物館 ⑨神話と物語　図36

アブラハムを訪れる三天使、イサクの犠牲 547年頃 ラヴェンナ、
サン・ヴィターレ聖堂 ④宗教画　図６

ヴィーナスとマルス イタリア、ポンペイ出土 50～79年 ナポリ国立考古学博物館 ①ヴィーナス　図37

オデュッセイア風景画
「ライストリュゴン人の国への到着」（部分）

ローマ、
エスクイリヌス丘の家出土 前1世紀 ヴァティカン美術館 ③風景画　図36

キリスト（デイシス部分） 13世紀後半 イスタンブール、
アヤ・ソフィア博物館 ④宗教画　図30

金星『天球について』より 1470～80年頃 モデナ、
エステンセ大学図書館 ①ヴィーナス　図29

月暦図「９～ 11月」 14世紀末～
15世紀初頭

トレント、
ブオンコンシーリオ城 ⑦風俗画　図４

皇后テオドラと侍女たち 547年頃 ラヴェンナ、
サン・ヴィターレ聖堂 ②肖像画　図３

死の勝利 15世紀中頃 パレルモ、
シチリア州立美術館 ⑨神話と物語　図48

薔薇の園に迎えられる詩人
『薔薇物語』より

1490～
1500年頃 ロンドン、大英図書館 ⑨神話と物語　図49

パン屋の夫婦（法律家ネオとその妻） イタリア、ポンペイ、
テレンティウス・ネオの家出土 60～79年頃 ナポリ国立考古学博物館 ②肖像画　図１

牧歌的神域風景画（部分） イタリア、ボスコトレカーゼ、アグ
リッパ・ポストゥムスの別荘出土 1～25年頃　 ナポリ国立考古学博物館 ③風景画　図２

冥府降下（アナスタシス） 1316～21年 イスタンブール、
カーリエ博物館 ④宗教画　図39

ユスティニアヌス帝、
主教マクシミアヌスと随身たち 547年頃 ラヴェンナ、

サン・ヴィターレ聖堂 ②肖像画　図２

ロトとその娘たち 逸名画家（レイデンあるいは
アントウェルペンで活躍） 1525～30年 パリ、ルーヴル美術館 ④宗教画　図５

作品名 制作年 所蔵先 巻数巻名　図版番号

画家不詳




