
no. タイトル 種別 作者・デザイン 制作年 技法 サイズ (cm) 製造元

　第 1 章　少年期から青年期：1834-1859

　第 ２ 章　レッド・ハウスからクイーン・スクエアへ：1859-1871

P2 丸窓からの視線 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 55.5×84.1

P3 赤煉瓦の館 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 55.5×84.1

P1 ドローイングルーム（Red House） 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 55.5×84.1

4 柘榴あるいは果実 壁紙 ウィリアム・モリス 1866年頃 木版、色刷り 75×56.5
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

1 ひなぎく 壁紙 ウィリアム・モリス 1864年 木版、色刷り 81.5×57
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

8 サセックス・シリーズの丸椅子 家具
おそらくフォード・マドックス・
ブラウン

1865年頃 木材、い草座 83.5×44.5×42
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

2 格子垣（白） 壁紙
ウィリアム・モリス
（小鳥はフィリップ・ウェッブ）

1864年 木版、色刷り 106×56
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

6 サセックス・シリーズの肘掛け椅子 家具 おそらくフィリップ・ウェッブ 1860年頃 ブナ材、い草座 85×50×44
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

3 格子垣（黒） 壁紙
ウィリアム・モリス
（小鳥はフィリップ・ウェッブ）

1864年 木版、色刷り 100×57
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

9
サセックス・シリーズの背高肘掛け椅
子

家具
おそらくフォード・マドックス・
ブラウン

1865年頃 木材、い草座 120×58×56.5
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

5 インディアン 壁紙
おそらくジョージ・ギルバー
ト・スコット

1868-70年 木版、色刷り 82×56
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

34 暖炉の衝立《クランフィールド》 家具
デザイン：ウィリアム・モリス
刺繍：おそらくメイ・モリス

1890年頃
マホガニーの枠に刺繍パネルは
め込み

102.5×65×31 モリス商会

10 ひなぎく タイル・パネル ウィリアム・モリス 1862年頃 手描き彩色陶器 97×47×94
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

7 ロセッティの長椅子 家具
おそらくダンテ・ゲイブリエ
ル・ロセッティ

1863年頃 ブナ材、い草座 89.5×139×46
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

no. タイトル 種別 作者・デザイン 制作年 技法 サイズ (cm) 製造元

　第 ３ 章　ケルムスコット・マナー：1871-1896

P4 蜂蜜色の桃源郷（Kelmscott Manor） 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 84.1×55.5

P5 ホワイト・ルーム（Kelmscott Manor） 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 48×72.8

P6 グリーン・ルーム（Kelmscott Manor） 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 48×72.8

12 チューリップとバラ 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1876年 三重織、ウール 80×85 ヘックモンドワイク社

13 チューリップ（グレー） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1875年 木版、色刷り、木綿 85×92.5 モリス商会

14 チューリップ（茶） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1875年 木版、色刷り、木綿 104×94 モリス商会

11 ひなぎくあるいは草 カーペット ウィリアム・モリス
1870-75年
頃

ヘックモンドワイク社：キダーミンス
ター・カーペット機械織り、あるい
はウィルトン・ロイヤル・カーペット
社：ブラッセルおよびウィルトン・パ
イル織り

183×84
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P7 柳 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 39.5×59.4

15 柳（金色） 壁紙 ウィリアム・モリス 1874年 木版、色刷り 9１×53.5 モリス商会

16 柳（緑） 壁紙 ウィリアム・モリス 1874年 木版、色刷り 90×56 モリス商会

23 りんご 壁紙 ウィリアム・モリス 1877年 木版、色刷り 90×55 モリス商会

P10 青林檎 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 36.4×24

P9 檸檬 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 36.4×24

P8 柘榴 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 36.4×24

P11 葡萄 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 36.4×24

17 ぶどう 壁紙 ウィリアム・モリス 1874年 木版、色刷り 54．5×56 モリス商会

M2 ぶどう 壁紙 ウィリアム・モリス 1874年 木版、色刷り 90×55 モリス商会

M1 ひえん草 壁紙 ウィリアム・モリス 1872年 木版、色刷り 82×55
モリス・マーシャル・
フォークナー商会

M3 菊 壁紙 ウィリアム・モリス 1877年 木版、色刷り 82×55 モリス商会

22 るりはこべ 壁紙 ウィリアム・モリス 1876年 木版、色刷り 84.5×55.5 モリス商会

20 マリーゴールド（深緑） 壁紙 ウィリアム・モリス 1875年 木版、色刷り 1055×54.5 モリス商会

21 マリーゴールド（緑） 壁紙 ウィリアム・モリス 1875年 木版、色刷り 53.5×53.5 モリス商会

19 マリーゴールド（青） 壁紙 ウィリアム・モリス 1875年 木版、色刷り 82×55 モリス商会

18 マリーゴールド（ピンク） 壁紙 ウィリアム・モリス 1875年 木版、色刷り 82.5×57.5 モリス商会

M4 なでしことひなげし 壁紙 ウィリアム・モリス 1881年 木版、色刷り 90×55 モリス商会

P12 コルン川沿の美しい家 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 55.5×84.1

P13 ラベンダー色の女の子 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 25.4×16.5

no. タイトル 種別 作者・デザイン 制作年 技法 サイズ (cm) 製造元

　第 ４ 章　ケルムスコット・ハウスとマートン・アビー：1878-1896

25 小鳥 壁掛け布 ウィリアム・モリス 1878年 ジャカード手織り、ウール 270×84.5 モリス商会

30 キャンピオン（なでしこ） 壁掛け布 ウィリアム・モリス 1883年 ジャカード手織り、ウール 150×78 モリス商会

24 ハマスミス・ラグ カーペット ウィリアム・モリス 1880年頃 木綿、ウール 85×114 モリス商会

26 孔雀と竜（青） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1878年 ジャカード手織り、ウール 75×85 モリス商会

32 花づくし（総花柄） 内装用ファブリック ジョン・ヘンリー・ダール 1912-14年 ジャカード手織り、ウール 137×80 モリス商会

29 オーク 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1881年 シルク・ダマスク織り 133×126.5 モリス商会

27 孔雀と竜（赤）　 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1878年 ジャカード手織り、ウール 226×138 モリス商会

P18 苺 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 36.4×24

40 いちご泥棒 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1883年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 92.5×98 モリス商会

38 兄弟うさぎ（青） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1882年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 85×75 モリス商会

39 兄弟うさぎ（白） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1882年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 69×116 モリス商会

44 らっぱ水仙 内装用ファブリック ジョン・ヘンリー・ダール 1891年頃 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 110×98 モリス商会

43 柳の枝 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1887年 木版、色刷り、木綿 101×96 モリス商会

41 むぎなでしこ 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1883年 木版、色刷り、木綿 56×45 モリス商会

28 花園 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1879年
ジャカード手織り、シルク、シルク・
ウール

58×63 モリス商会

31 斜文トレイル 内装用ファブリック ジョン・ヘンリー・ダール 1893年頃 ジャカード手織り、ウール 72×112 モリス商会

33 リスとナイチンゲール 刺繍壁掛け ジョン・ヘンリー・ダール 1895年頃
シルク・ダマスク織りにシルクとサ
テンの刺繍

263×218 モリス商会

42 花の鉢 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1883年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 61.5×38 モリス商会

37 『プリンテッド・リネン・アンド・コットン』 カタログ 1881年以降 28×22.5 モリス商会

P15 深層へ向かう碧 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 84.1×55.5

P16 メドウェイ川とアーチ橋 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 39.5×59.4

P17 クレイ川の流れに遊ぶ 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 39.5×59.4

46 クレイ（橙） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1884年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 98.5×93.5 モリス商会

47 クレイ（赤） 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1884年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 110×88 モリス商会

- 2 -



51 チャーウェル 内装用ファブリック ジョン・ヘンリー・ダール 1887年 色刷り、別珍 261×129 モリス商会

49 リー 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1885年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 124×98 モリス商会

45 ウィンドラッシュ 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1883年頃 木版、色刷り、木版 104×94 モリス商会

48 ロウデン 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1884年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 105×95 モリス商会

50 メドウェイ 内装用ファブリック ウィリアム・モリス 1885年 木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿 99×99 モリス商会

52 ひまわり（青） 壁紙 ウィリアム・モリス 1879年 木版、色刷り 43.6×56.1 モリス商会

54 ひまわり（紺） 壁紙 ウィリアム・モリス 1879年 木版、色刷り 48×32 モリス商会

53 ひまわり（黄） 壁紙 ウィリアム・モリス 1879年 木版、色刷り 40×47 モリス商会

55 ひまわり（赤） 壁紙 ウィリアム・モリス 1879年 木版、色刷り 96×55.6 モリス商会

56 マロウ（ぜにあおい） 壁紙 ケイト・フォークナー 1879年 木版、色刷り 81.5×54 モリス商会

36
暖炉の二曲衝立《バラとオリーヴ》ほ
か

家具 ウィリアム・モリス 1900年頃
マホガニーの枠に刺繍パネルは
め込み

100×120×1.9 モリス商会

35 暖炉の衝立《花の鉢》 家具 ウィリアム・モリス 1890年頃
マホガニーの枠に刺繍パネルは
め込み

111.5×59．8×
32.5

モリス商会

57 小鳥とアネモネ（黄） 壁紙 ウィリアム・モリス 1882年 木版、色刷り 86.2×57 モリス商会

58 小鳥とアネモネ（緑） 壁紙 ウィリアム・モリス 1882年 木版、色刷り 71.5×52 モリス商会

59 すいかずら 壁紙 メイ・モリス 1883年 木版、色刷り 70×54.5 モリス商会

62 ガーデン・チューリップ（橙） 壁紙 ウィリアム・モリス 1885年 木版、色刷り 66.5×56.5 モリス商会

61 ガーデン・チューリップ（黄） 壁紙 ウィリアム・モリス 1885年 木版、色刷り 85×52 モリス商会

64 らっぱ水仙 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1891年頃 木版、色刷り 77×46 モリス商会

66 やぐるまぎく（茶） 壁紙 ウィリアム・モリス 1892年 木版、色刷り 1035×55.5 モリス商会

67 やぐるまぎく（黄） 壁紙 ウィリアム・モリス 1892年 木版、色刷り 96×55 モリス商会

65 やぐるまぎく（青） 壁紙 ウィリアム・モリス 1892年 木版、色刷り 77×56.5 モリス商会

63 柳の枝 壁紙 ウィリアム・モリス 1887年 木版、色刷り 93.5×42.5 モリス商会

M5 海藻 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1885年頃 木版、色刷り 82×55 モリス商会

60 海藻 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1885年頃 木版、色刷り 53×32.5 モリス商会

68 セランダイン（きんぽうげ/くさのおう） 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1896年 木版、色刷り 78×56 モリス商会

70 コンプトン 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1896年 木版、色刷り 79×46 モリス商会

69 オーク・ツリー 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1896年 木版、色刷り 80×55 モリス商会

71 ゴールデン・リリー（緑） 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1899年 木版、色刷り 78×46 モリス商会

72 ゴールデン・リリー（白） 壁紙 ジョン・ヘンリー・ダール 1899年 木版、色刷り 66.4×56.5 モリス商会

P14 印刷工房の中庭 写真 織作峰子 2016年 Type-C Print 84.1×55.5

no. タイトル 種別 作者・デザイン 制作年 技法 サイズ (cm) 製造元

　第 ５ 章　ケルムスコット・プレス：1891-1896

73
ウィリアム・モリス
『輝く平原の物語』

書籍 ウィリアム・モリス 1891年 20×14 ケルムスコット・プレス

74
ウィリアム・モリス
『ジョン・ボールの夢/大様の教訓』

書籍 ウィリアム・モリス 1892年 21×15 ケルムスコット・プレス

75 トマス・モア 『ユートピア』 書籍 ウィリアム・モリス 1893年 21.3×15 ケルムスコット・プレス

76 ウィリアム・シェイクスピア 『詩集』 書籍 ウィリアム・モリス 1893年 21.5×15 ケルムスコット・プレス

77
ウィリアム・モリス訳
『フローラス王と美女ジャンヌ物語』

書籍 ウィリアム・モリス 1893年 15×11 ケルムスコット・プレス

78 アルフレッド・テニスン 『モード』 書籍 ウィリアム・モリス 1893年 21×14.9 ケルムスコット・プレス

79
ウィリアム・モリス
『世界のかなたの森』

書籍 ウィリアム・モリス 1894年 21×14.8 ケルムスコット・プレス

80
ウィリアム・モリス
『不思議な島々の湖』

書籍 ウィリアム・モリス 1897年 29×21.3 ケルムスコット・プレス

81
ウィリアム・モリス 『ケルムスコット・プ
レス設立趣意書』

書籍 ウィリアム・モリス 1898年 21×14.8 ケルムスコット・プレス

82
ウィリアム・モリス  『パターン・デザイ
ンにおけるいくつかのヒント』

書籍 ウィリアム・モリス 1899年 21.4×14.7
チズウィック・プレス
製作、ロングマン発
行

※ M1～5までの作品は、森工房所蔵の特別出展作品となります。
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no. タイトル 種別 作者・デザイン 制作年 技法 サイズ (cm) 製造元

　第 ６ 章　モリスの仲間たち

83 イズニック風デザイン タイル ウィリアム・ド・モーガン 1872-81年 15×15

86 浮き出し模様のライオン タイル ウィリアム・ド・モーガン 1888-97年 15×15

91 ドードー タイル ウィリアム・ド・モーガン 1900年頃 15.5×15.5

90 カーネーション タイル ウィリアム・ド・モーガン 1898-1907年 15.6×15.6

85 斜めの葉 タイル ウィリアム・ド・モーガン 1882-88年 15.5×15.5

84 茎の長い花 タイル ウィリアム・ド・モーガン 1872-81年 15.2×15.2

87 赤いバラ タイル・パネル ウィリアム・ド・モーガン 1888-97年 30×15

88 イエローBBB タイル・パネル ウィリアム・ド・モーガン 1890年頃 16×31

89 ルーメリアン タイル・パネル ウィリアム・ド・モーガン 1890年頃 16×31

92 花と蔓草 タイル・パネル ウィリアム・ド・モーガン 制作年不詳 62.2×21

93 ランプ 家具
ウィリアム・アーサー・スミス・
ベンソン

1900年頃 銅、真鍮、グラス 59×42 W・A・S・ベンソン社

99 『幼子のオペラ』 カラー挿絵本 ウォルター・クレイン 1877年 18.3×19.4 フレデリック・ウォーン社

100
『夏の女王、あるいは百合と薔薇の
騎馬試合』

カラー挿絵本 ウォルター・クレイン 1891年 28.5×21 カッセル社

101 『1898年イースターアート』 カラー挿絵本 ウォルター・クレイン 1898年 33.7×26.2 J・S・ヴァーチュー社

102
『花のファンタジー 古きイングランド
の庭にて』

カラー挿絵本 ウォルター・クレイン 1899年 27×19.5
ハウス・オブ・ハー
パー・アンド・ブラ
ザーズ

103 『花の饗宴』 カラー挿絵本 ウォルター・クレイン 1899年 25.6×19.5 カッセル社

96 卓上ランプ 家具
ウィリアム・アーサー・スミス・
ベンソン

制作年不詳 真鍮、ワセリンガラス 38.8×39 W・A・S・ベンソン社

95 卓上ランプ 家具

デザイン：ウィリアム・アー
サー・スミス・ベンソン／ラン
プシェード：ジェームズ・パウ
エル

20世紀初頭 銅、真鍮、オパルセントガラス 42.5×28 W・A・S・ベンソン社

94 卓上ランプ 家具
ウィリアム・アーサー・スミス・
ベンソン

1860年代 銅、真鍮、ワセリンガラス 41×17 W・A・S・ベンソン社

97 孔雀 壁紙 ウォルター・クレイン 1860年代 木版、色刷り 71.5×104

98 オレンジの樹 壁紙 ウォルター・クレイン 1886年 木版、色刷り 114×53.2 ジェフリー社

104 ふくろう 壁紙見本
チャールズ・フランシス・アン
ズリー・ヴォイジー

1899年 木版、色刷り 63×44 エセックス社

105 小鳥と樹木「エセックス・No.1」 壁紙見本
チャールズ・フランシス・アン
ズリー・ヴォイジー

1904年頃 木版、色刷り 71×53 エセックス社

106 植物「エセックス・No. A.13」 壁紙見本
チャールズ・フランシス・アン
ズリー・ヴォイジー

1905年頃 木版、色刷り 76×53 エセックス社

107 小鳥と花「エセックス・No. A.14」 壁紙見本
チャールズ・フランシス・アン
ズリー・ヴォイジー

1907年頃 木版、色刷り 76×53 エセックス社

P21 DIMENSIONS 葡萄 写真 織作峰子 2016年 Pigment print 32.9×48.3

P20 DIMENSIONS 薔薇とインコ 写真 織作峰子 2016年 Pigment print 32.9×48.3

P19 DIMENSIONS リス 写真 織作峰子 2016年 Pigment print 48.3×32.9
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