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 2019.06時点

誤／error 正／correct

068
ソーホー、ニューヨーク I
油彩、木炭、鉛筆、石膏、印刷物、エナメル／キャンヴァス
SOHO, N.Y. I
oil, charcoal, pencil, plaster, printed matter, enamel on canvas

→

068
ソーホー、ニューヨーク I
油彩、木炭、鉛筆、石膏、印刷物、エナメル、油性ニス／キャンヴァス
SOHO, N.Y. I
oil, charcoal, pencil, plaster, printed matter, enamel, oil-based varnish on canvas

069
ソーホー、ニューヨーク III
油彩、アクリル、エナメル、鉛筆、石膏、 フェルトペン、紙、ヒトデ／キャンヴァス
SOHO, N.Y. III
oil, acrylic, enamel, pencil, plaster, felt-tip pen, paper, starfish on canvas →

069
ソーホー、ニューヨーク III
油彩、アクリル、エナメル、鉛筆、石膏、フェルトペン、包装紙、
ヒトデ／キャンヴァス
SOHO, N.Y. III
oil, acrylic, enamel, pencil, plaster, felt-tip pen, wrapping paper, starfish on
canvas 

105
Bldg.
油彩／キャンヴァス
Bldg. 
oil on canvas

→

105
Bldg.
油彩、紙／キャンヴァス
Bldg.
oil, paper on canvas

182
ジェノヴァ II
グアッシュ／木製パネル
Genoa II 
gouache on wooden panel

→

182
ジェノヴァ II
グアッシュ、油彩、クレヨン、木炭、紙、綿布、包帯（ガーゼ）／木製パネル
Genoa II
gouache, oil, crayon, charcoal, paper, cotton cloth, bandage(gauze) on wooden
panel

196
ジェノヴァIII
グアッシュ／板
Genoa III 
gouache on board

→

196
ジェノヴァIII
グアッシュ、油彩、コンテ、木炭、石膏、紙、和紙、厚紙、印刷物、段ボール、綿
布、木、ビニール、鉄、アルミニウム／板
Genoa III
gouache, oil, conté, charcoal, plaster, paper, Japanese paper, cardboard, printed
matter, corrugated cardboard, cotton cloth, wood, vinyl, steel, aluminum on board

206
黒い池 
グアッシュ／キャンヴァス
Black Pond 
gouache on canvas

→

206
黒い池 
グアッシュ、パステル／キャンヴァス
Black Pond
 gouache, pastel on canvas

301ー306
ビル、青靄 1－6
Building, Aogiri 1－6 →

301ー306
ビル、青靄 1ー6
Building, Aomoya 1ー6

420
アヴェニュー Z 
油彩、家庭用塗料、オイルバー、染料、綿布、 麻布、印刷物、プラスティック、厚
紙、和紙、 壁紙、トレーシングペーパー、紙パイプ／木
Avenue Z 
oil, house paint, oil bar, dye, cotton cloth, hemp cloth, printed matter, plastic,
cardboard, Japanese paper, wall paper, tracing paper, paper tube on wood

→

420
アヴェニュー Z
油彩、家庭用塗料、オイルバー、染料、綿布、麻布、印刷物、プラスティック、厚
紙、和紙、壁紙、トレーシングペーパー、紙管／木
Avenue Z
oil, house paint, oil bar, dye, cotton cloth, hemp cloth, printed matter, plastic,
cardboard, Japanese paper, wall paper, tracing paper, paper tube on wood

421
白地図 1 
油彩、接着剤、麻布／キャンヴァス
White Map 1
oil, glue, hemp cloth on canvas

→

421
白地図 1 
油彩、接着剤、麻布、綿布／キャンヴァス
White Map 1
oil, glue, hemp cloth, cotton cloth on canvas

『大竹伸朗　ビル景　1978–2019』
本書294–310頁「作品リスト」内に誤りがございました。
読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り修正させていただきます。
- 作品番号
- 作品名
- 材質・技法／支持体
- 寸法（誤りのある作品のみ記載）

Shinro Ohtake BLDG. 1978-2019
We sincerely apologize to our readers and the involved parties for the following errors in List of Works, pp. 294–310:
- numbers
- title
- medium and materials/ support
- dimensions（described if there is error.）
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422
白地図 2 
油彩、接着剤、麻布／キャンヴァス
White Map 2 
oil, glue, hemp cloth on canvas

→

422
白地図 2
油彩、接着剤、麻布、木炭、紙、印刷物／キャンヴァス
White Map 2
oil, glue, hemp cloth, charcoal, paper, printed matter on canvas

430
Bldg. 1
油彩／キャンヴァス
Bldg. 1 
oil on canvas

→

430
Bldg. 1
油彩、鉛筆、木炭／キャンヴァス  
Bldg. 1
oil, pencil, charcoal on canvas

468
黒い倉庫のある風景
油彩、エナメル、接着剤、木炭、鉛筆、綿布、 紙／木製ボード
View with Black Warehouse
oil, enamel, glue, charcoal, pencil, cotton cloth, paper on wooden board →

468
黒い倉庫のある風景
油彩、大理石、油性ニス、エナメル、接着剤、木炭、鉛筆、綿布、 紙／ベニヤ板
View with Black Warehouse
oil, marble, oil-based varnish, enamel, glue, charcoal, pencil, cotton cloth, paper
on plywood

650
遠景の黒いビル
油彩、オイルスティック、木炭、インクジェットプリント／キャンヴァス
Black Building from a Distance
oil, oil stick, charcoal, ink-jet print on canvas →

650
遠景の黒いビル
油彩、油性ニス、麻布、紙、モデリングペースト、オイルスティック、木炭、インク
ジェットプリント／キャンヴァス
Black Building from a Distance
oil, oil-based varnish, hemp cloth, paper, modeling paste, oil stick, charcoal, ink-
jet print on canvas

670
Bldg. 47 
油彩、砂、オイルスティック、段ボール、紙、 厚紙、麻布、綿布／キャンヴァス 
Bldg. 47 
oil, sand, oil stick, corrugated cardboard, paper, cardboard, hemp cloth, cotton
cloth on canvas

→

670
Bldg. 47
油彩、大理石、モデリングペースト、砂、オイルスティック、段ボール、紙、厚紙、
麻布、綿布／キャンヴァス
Bldg. 47
oil, marble, modeling paste, sand, oil stick, corrugated cardboard, paper,
cardboard, hemp cloth, cotton cloth on canvas

684, 687
ビルと飛行機、N.Y.1
ビルと飛行機、N.Y.2
65.0 x 53.0 cm
Building and Airplane, N.Y.1
Building and Airplane, N.Y.2
65.0 x 53.0 cm

→

684, 687
ビルと飛行機、N.Y.1
ビルと飛行機、N.Y.2
91.0 x 72.7cm
Building and Airplane, N.Y.1
Building and Airplane, N.Y.2
91.0 x 72.7cm

688
青いビル 1
油彩、モデリングペースト／キャンヴァス
Blue Building 1 
oil, modeling paste on canvas

→

688
青いビル 1
油彩、大理石、砂、モデリングペースト／キャンヴァス
Blue Building 1
oil, marble, sand, modeling paste on canvas

718
Bldg. 39
油彩、紙、麻布／キャンヴァス
Bldg. 39
oil, paper, hemp cloth on canvas →

718
Bldg. 39
油彩、砂、オイルスティック、アクリル、印刷物、包帯（ガーゼ）、麻布、紙／キャン
ヴァス
Bldg. 39
oil, sand, oilstick, acryl, printed matter, bandage(gauze) , hemp cloth, paper on
canvas

719
Bldg. 41
油彩、オイルスティック、砂、大理石、厚紙、 紙／キャンヴァス 
Bldg. 41 
oil, oil stick, sand, marble, cardboard, paper on canvas

→

719
Bldg. 41
油彩、オイルスティック、砂、大理石、紙箱、厚紙、紙／キャンヴァス 
Bldg. 41 
oil, oil stick, sand, marble, paper box, cardboard, paper on canvas

720
Bldg. 40
油彩、砂、木炭、大理石／キャンヴァス
Bldg. 40 
oil, sand, charcoal, marble on canvas

→

720
Bldg. 40
油彩、砂、木炭、オイルスティック、大理石／キャンヴァス
Bldg. 40 
oil, sand, charcoal, oilstick, marble on canvas

721
Bldg. 45 
油彩、大理石、砂／キャンヴァス
Bldg. 45 
oil, marble, sand on canvas

→

721
Bldg. 45 
油彩、大理石、砂、麻布、綿布、オイルスティック／キャンヴァス
Bldg. 45 
oil, marble, sand, hemp cloth, cotton cloth, oilstick on canvas

729
Bldg. 36
油彩／キャンヴァス
Bldg. 36 
oil on canvas

→

729
Bldg. 36
油彩、オイルスティック、油性ニス／キャンヴァス
Bldg. 36 
oil, oilstick, oil-based varnish on canvas
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730
Bldg. 37 
油彩、オイルスティック／キャンヴァス
Bldg. 37
oil, oil stick on canvas

→

730
Bldg. 37 
油彩、砂、大理石、オイルスティック／キャンヴァス
Bldg. 37
oil, sand, marble, oil stick on canvas

733
Bldg. 42
油彩、オイルスティック、砂、大理石、綿布、 麻布、紙、印刷物／キャンヴァス
Bldg. 42
oil, oil stick, sand, marble, cotton cloth, hemp cloth, paper, printed matter on
canvas

→

733
Bldg. 42
油彩、オイルスティック、油性ニス、木炭、砂、大理石、綿布、麻布、紙、プリント布
地／キャンヴァス
Bldg. 42
oil, oil stick, oil-based varnish, charcoal, sand, marble, cotton cloth, hemp cloth,
paper, printed cloth on canvas

736
Bldg. 53
油彩、砂、大理石、段ボール、厚紙、紙 ／キャンヴァス
Bldg. 53 
oil, sand, marble, corrugated cardboard, cardboard, paper on canvas

→

736
Bldg. 53
油彩、アクリル、砂、大理石、段ボール、印刷物、厚紙、紙／キャンヴァス
Bldg. 53 
oil, acrylic, sand, marble, corrugated cardboard, printed matter, cardboard, paper
on canvas

738
Bldg. 51
油彩、オイルスティック、建築用ニス、 モデリングペースト、紙／キャンヴァス
Bldg. 51 
oil, oil stick, varnish, modeling paste, paper on canvas

→

738
Bldg. 51
油彩、大理石、砂、オイルスティック、建築用ニス、モデリングペースト、紙／キャ
ンヴァス
Bldg. 51 
oil, marble, sand, oil stick, varnish, modeling paste, paper on canvas

755
オレンジ色の遠景 
油彩、砂、綿布、麻布／キャンヴァス
Orange Vista
oil, sand, cotton cloth, hemp cloth on canvas

→

755
オレンジ色の遠景 
油彩、砂、大理石、オイルスティック、綿布、麻布／キャンヴァス
Orange Vista
oil, sand, marble, oilstick, cotton cloth, hemp cloth on canvas

760
遠景の赤いビル 
油彩、油性ニス、オイルスティック、石膏、 紙／キャンヴァス
Red Building from a Distance
oil, oil-based varnish, oil stick, plaster, paper on canvas →

760
遠景の赤いビル
油彩、大理石、砂、油性ニス、オイルスティック、モデリングペースト、インクジェッ
トプリント、石膏、紙／キャンヴァス
Red Building from a Distance
oil, marble, sand, oil-based varnish, oil stick, modeling paste, ink-jet print, plaster,
paper on canvas

788
12 Rushmore House 2 
油彩、アクリル、印刷物、紙、パラフィン紙、 麻布、綿布、厚紙、段ボール／キャンヴ

ァス
12 Rushmore House 2 
oil, acrylic, printed matter, paper, paraffin paper, hemp cloth, cotton cloth,
cardboard, corrugated cardboard on canvas

→

788
12 Rushmore House 2 
油彩、大理石、砂、油性ニス、オイルスティック、アクリル、寒冷紗、梱包用紙、ス
ライドマウント、印刷物、紙、パラフィン紙、麻布、綿布、厚紙、段ボール／キャン
ヴァス
12 Rushmore House 2 
oil, marble, sand, oil-based varnish, oilstick, acrylic, cheesecloth, packing paper,
slide mount, printed matter, paper, paraffin paper, hemp cloth, cotton cloth,
cardboard, corrugated cardboard on canvas

789
12 Rushmore House 3 
油彩、アクリル、印刷物、紙、パラフィン紙、 麻布、綿布、厚紙、段ボール／キャンヴ

ァス
12 Rushmore House 3
oil, acrylic, printed matter, paper, paraffin paper, hemp cloth, cotton cloth,
cardboard, corrugated cardboard on canvas

→

789
12 Rushmore House 3 
油彩、油性ニス、アクリル、梱包用紙、印刷物、紙、パラフィン紙、麻布、綿布、厚
紙、段ボール／キャンヴァス
12 Rushmore House 3
oil, oil-based varnish, acrylic, packing paper, printed matter, paper, paraffin
paper, hemp cloth, cotton cloth, cardboard, corrugated cardboard on canvas

792
窓 
油彩、砂、厚紙、紙／キャンヴァス
Window 
oil, sand, cardboard, paper on canvas →

792
窓 
油彩、砂、大理石、厚紙、薄紙、段ボール、梱包用紙、紙、金属／キャンヴァス
Window 
oil, sand, marble, cardboard, thin paper, corrugated cardboard, packing paper,
paper, metal on canvas

793
ビル／赤 
油彩、綿布、寒冷紗、厚紙、紙／キャンヴァス
Building/Red 
oil, cotton cloth, cheesecloth, cardboard, paper on canvas

→

793
ビル／赤 
油彩、オイルスティック、梱包用紙、綿布、寒冷紗、厚紙、紙／キャンヴァス
Building/Red 
oil, oilstick, packing paper, cotton cloth, cheesecloth, cardboard, paper on canvas
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806
白壁のビル 1
油彩、アクリル、グアッシュ、インク、モデリングペースト、ウレタン樹脂塗料、合成
樹脂塗料、寒冷紗、砂、バルサ材、紙、新聞紙、 印刷物、水性接着剤、梱包用
テープ、木、アクリル板／木製パネル
Buidling with White Wall 1 
oil, acrylic, gouache, ink, modeling paste, urethane paint, synthetic resin paint,
cheesecloth, sand,  barca wood, paper, newspaper, printed matter,  glue, packing
tape, wood, acrylic plate on wooden panel

→

806
白壁のビル 1
油彩、アクリル、グアッシュ、インク、大理石、モデリングペースト、ウレタン樹脂塗
料、合成樹脂塗料、寒冷紗、砂、バルサ材、紙、新聞紙、印刷物、水性接着剤、
梱包用テープ、木、アクリル板／木製パネル
Buidling with White Wall 1 
oil, acrylic, gouache, ink, marble, modeling paste, urethane paint, synthetic resin
paint, cheesecloth, sand, barca wood, paper, newspaper, printed matter, glue,
packing tape, wood, acrylic plate on wooden panel

807
白壁のビル 2
油彩、アクリル、グアッシュ、モデリングペー スト、鉛筆、インク、ウレタン樹脂塗
料、合成樹脂塗料、寒冷紗、綿糸、砂、セロハンテー プ、ホチキス、バルサ材、
紙、和紙、新聞紙、 印刷物、水性接着剤、梱包用テープ、木、ア クリル板／木製
パネル
Buidling with White Wall 2 
oil, acrylic, gouache, modeling paste, pencil, ink, urethane paint, synthetic resin
paint, cheesecloth, cotton yarn, sand, cellophane tape, staple, barca wood, paper,
Japanese paper, newspaper, printed matter, glue, packing tape, wood, acrylic
plate on wooden panel

→

807
白壁のビル 2
油彩、アクリル、グアッシュ、大理石、モデリングペースト、鉛筆、インク、ウレタン
樹脂塗料、合成樹脂塗料、寒冷紗、綿糸、砂、セロハンテープ、ホチキス、バルサ
材、紙、和紙、新聞紙、印刷物、水性接着剤、梱包用テープ、木、アクリル板／木
製パネル
Buidling with White Wall 2 
oil, acrylic, gouache, marble, modeling paste, pencil, ink, urethane paint, synthetic
resin paint, cheesecloth, cotton yarn, sand, cellophane tape, staple, barca wood,
paper, Japanese paper, newspaper, printed matter, glue, packing tape, wood,
acrylic plate on wooden panel

808
空箱によるビル 
木、梱包用紙、梱包用テープ／紙
Building in Empty Boxes
wood, package paper, package tape on paper

→

808
空箱によるビル 
木、ホチキス、杉板、墨、梱包用紙、梱包用テープ／紙
Building in Empty Boxes
wood, staple, ceder board, Chinese ink, packing paper, packing tape on paper

813
ビルと車道
木炭、鉛筆／紙
Building and Roadway
charcoal, pencil on paper

→

813
ビルと車道
木炭、鉛筆／古書表紙
Building and Roadway
charcoal, pencil on old book cover

815
ビル、窓
インク、鉛筆、印刷物、和紙／紙
Building , Window
ink, pencil, printed matter, Japanese paper on paper →

815
ビル、窓
インク、グアッシュ、シルクスクリーン用インク、古書、鉛筆、印刷物、和紙／紙
Building, Window
ink, gouache, ink for silkscreen prints, old book, pencil, printed matter, Japanese
paper on paper


