
東京国立近代美術館所蔵（無期限貸与）戦争画美術展 一覧 

 
 

第 1回聖戦美術展(1939) 
呉淞敵前上陸      長坂春雄       (1939) 
無錫追撃戦    南政善   (1938) 
 
 

第 2回聖戦美術展(1941) 
陣地進入    伊藤国男  (1940) 
娘子関を征く    小磯良平  (1941) 
陸軍南星橋碼頭に於ける鹵獲品陸揚 清水良雄  (1941)   
上海崇徳女子小学校の戦闘  田辺至   (1940) 
臨安攻略    硲伊之助(三彩亭） (c.1941)   
哈爾哈河畔之戦闘   藤田嗣治  (1941)   
南苑攻撃    宮本三郎  (1941)   
 
 

第 5回海洋美術展(1941) 
軍艦出雲    石井柏亭  (1940)        
鎮江攻略    石川寅治  (1940)  
渡洋爆撃    石川寅治  (1941) 
珠江口掃海    熊岡美彦  (1940) 
虎門要塞攻撃    熊岡美彦  (1940) 
南京空襲    田辺至   (1940) 
南支某基地    中村研一  (1941) 
柳州爆撃    中村研一  (1941) 
南昌新飛行場焼打   藤田嗣治  (1938-39) 
武漢進撃    藤田嗣治  (1938-40) 
 
 

第 6回海洋美術展(1942) 
スラバヤ沖海戦図   奥瀬英三  (1942) 
 
 



第 1回大東亜戦争美術展(1942) 
グアム島占領    江崎孝坪  (1941) 
英領ボルネオを衝く   福田豊四郎  (c.1942) 
キャビテ軍港攻撃   三輪晁勢  (1942) 
攻略直後のシンガポール軍港  矢沢弦月  (c.1942) 
香港島最後の総攻撃図   山口蓬春  (1942) 
カリジャティ西方の爆撃   吉岡堅二  (1942) 
ジャワ沖海戦    有岡一郎  (1942) 
ボルネオ作戦    川端実   (c.1942) 
カリジャティ会見図   小磯良平  (1942) 
クラークフィールド攻撃   佐藤敬   (1942) 
神兵パレンバンに降下す   鶴田吾郎  (1942) 
マレー沖海戦    中村研一  (1942) 
コタ・バル    中村研一  (1942) 
神兵奮戦之図(落下傘部隊パレンバン精油所攻撃)  中山巍   (1942) 
十二月八日の真珠湾   藤田嗣治  (1942) 
シンガポール最後の日(ブキ・テマ高地)  藤田嗣治  (1942) 
潜水艦の米空母雷撃   藤本東一良  (1942) 
ウエーキ島攻略戦(その 1)    松坂康   (1942) 
ウエーキ島攻略戦(その 2)    松坂康   (1942) 
バリ島沖海戦    三国久   (c.1942) 
山下、パーシバル両司令官会見図  宮本三郎  (1942) 
香港ニコルソン附近の激戦  宮本三郎  (1942) 
四月九日の記録(バタアン半島総攻撃)  向井潤吉  (1942) 
バタビア沖海戦    石川滋彦  (1942) 
我が駆逐艦敵重巡ヒューストンを襲撃 小早川篤四郎  (1942) 
ニューギニア沖東方敵機動部隊強襲 御厨純一  (1942) 
 
 

第 2回大東亜戦争美術展(1943) 
航空母艦上に於ける整備作業(三部作ノ内一)  新井勝利  (c.1943) 
航空母艦上に於ける整備作業(三部作ノ内二) 新井勝利  (c.1943) 
航空母艦上に於ける整備作業(三部作ノ内三) 新井勝利  (c.1943) 
潜水艦の出撃    茨木●風   (1942) 
設営隊の活躍    加藤栄三  (1943) 
イサベル島沖海戦   小堀安雄  (1941) 



 
 
 
 
 
 

陸軍美術展(1944) 
小休止     岩田専太郎  (1944) 
九竜城門貯水池二五五高地の奮戦  伊勢正義  (1944) 
ニューギニア密林地帯を征く陸軍輸送部隊 伊藤悌三  (1944) 
揚子江三角地帯春期進攻作戦  井上幸   (1944) 
○○方面鉄道建設    猪熊弦一郎  (1944) 
香港に於ける酒井司令官、ヤング総督会見図 伊原宇三郎  (1943-44) 
アッツ島爆撃    小川原脩  (1942) 
新生比島誕生    川島理一郎  (1944) 
出動する船舶兵    川端実   (c.1944) 
幸部隊小休止    鬼頭鍋三郎  (1943) 
怒江作戦    栗原信   (1944) 
ビルマ独立式典図   小磯良平  (1944) 
日緬条約調印    小磯良平図  (1944) 
汪主席と中国参戦   清水登之  (1944) 
ラングーンの防空とビルマ人の協力 鈴木亜夫  (1944) 
患者後送と救護班の苦心   鈴木良三  (1943) 
衛生隊の活躍とビルマ人の好意  鈴木良三  (1944) 
ビルマ進攻作戦開始   高田正二郎  (1944) 
東部印度チンスキヤ飛行場爆撃  高畠達四郎  (1944) 
佐野部隊長還らざる大野挺身隊と訣別す 田村孝之介  (1944) 
 
 

第 2回陸軍美術展(1944) 
驍騎進軍    辻村八五郎  (1944) 
 
 

陸軍美術展(1944) 
スタンレー山脈の高砂輸送隊  鶴田吾郎  (1944) 
タサファロング    中村研一  (1944) 



出発前     藤岡俊一郎  (1944) 
血戦ガダルカナル   藤田嗣治  (1944) 
神兵の救出到る    藤田嗣治  (1944) 
本間、ウエンライト会見図  宮本三郎  (1944) 
マユ山壁を衝く    向井潤吉  (1944) 
西部蘇満国境警備   石井柏亭  (1944) 
 
 

戦時特別文展陸軍省特別出品(1944) 
輸送船団海南島出発   川端龍子  (c.1944) 
スンゲパタニに於ける軍通信隊の活躍 福田豊四郎  (1944) 
島田戦車部隊スリムの敵陣突破  伊原宇三郎  (1944) 
ジョホール渡過を指揮する山下軍指令官(ジョホール王宮) 栗原信   (1944) 
海軍部隊セレター軍港へ進入  小早川篤四郎  (c.1944) 
工兵隊架橋作業    清水登之  (c.1944) 
バツアナムの弾薬集積   田中佐一郎  (c.1944) 
ペラク河口の水上機動   田村孝之介  (1944) 
コタ・バル B    中村研一  (1944) 
ジョホール水道渡過   中山巍   (1944) 
ブキテマの夜戦    藤田嗣治  (1944) 
大柿部隊の奮戦    藤田嗣治  (1944) 
シンガポール陥落   宮本三郎  (1944) 
プリンス・オブ・ウェルズの轟沈  中村研一  (1944) 
アロルスター橋突破   田村孝之介  (1944) 
 
 

戦争記録画展(1945) 
特攻隊内地基地を進発す(二)   岩田専太郎  (1945) 
洛陽攻略    川端龍子  (1944) 
高千穂降下部隊レイテ敵飛行場を攻撃す 吉岡堅二  (1945) 
玉城挺身斬込五勇士奮戦   伊藤悌三  (1944) 
特攻隊内地基地を進発す(一)   伊原宇三郎  (1944) 
成都爆撃    小川原脩  (1945) 
前線における畑、岡村両最高指揮官 鬼頭鍋三郎  (1945) 
湘江補給戦に於ける青紅幇の協力  栗原信   (1942) 
衡陽占領    高野三三男  (1945) 



皇土防衛の軍民防空陣   鈴木誠   (1945) 
桂林攻略    高沢圭一  (1945) 
拉孟守備隊の死守   田中佐一郎  (c.1944) 
ラバウル鉄壁の守備   鶴田吾郎  (c.1944) 
北九州上空野辺軍曹機の体当り B29二機を撃墜す 中村研一  (1945) 
ペリリュー島守備隊の死闘  中山巍   (1945) 
サイパン島大津部隊の奮戦  橋本八百二  (c.1944) 
船舶兵基地出発    福沢一郎  (1945) 
薫空挺隊敵陣に強行着陸奮戦す  藤田嗣治  (1945) 
萬朶隊比島沖に奮戦す   宮本三郎  (1945) 
水上部隊ミートキイナの奮戦  向井潤吉  (1945) 
陸軍幕僚長に対する戦況報告の図  和田三造  (c.1943) 
十二月八日の黄浦江上   橋本関雪  (1943) 
ツラギ夜襲戦    三輪晁勢  (1943) 
基地に於ける整備作業   山口華楊  (1943) 
船団護送    大久保作次郎  (1943) 
提督の最期    北蓮蔵   (c.1943) 
印度洋海戦    小早川篤四郎  (1943) 
ニューギニア戦線－密林の死闘  佐藤敬   (1943) 
レンネル島沖海戦   三田康   (1943) 
ルンガ沖夜戦    清水良雄  (1943) 
珊瑚海海戦    中村研一  (1943) 
ソロモン海戦に於ける米兵の末路  藤田嗣治  (1943) 
○○部隊の死闘－ニューギニア戦線  藤田嗣治  (1943) 
十二月八日の租界進駐   松見吉彦  (c.1942) 
海軍落下傘部隊メナド奇襲  宮本三郎  (1943) 
駆潜艇の活躍    藤本東一良  (1943) 
 
 


