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1. 五月のバラ庭
　Rose Garden
　水彩 Watercolor
　406 × 305
　1996
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Preface



はじめに



Introduction



2. ピースフル ラブ
　Peaceful love
　水彩 Watercolor
　406 × 305
　1996

イントロダクション



"I dedicate this book to my dear mother Alma Gertenbach,
for it was she who instilled in me her love for nature and all living things.

The subjects I paint from my heart are a direct extension of her love.
Thank you Mother."

愛する私の母アルマ ゲルテンバックに捧ぐ
あなたがいなければここにある作品は生まれてこなかったでしょう

自然と命あるものすべてを愛することを教えてくれた母に
感謝をこめて



Chapter 1. Enchanted Gardens
陽光のふりそそぐ庭



"Gardens are natures floral palette of colors, a gift from god to
sooth and heal our society and it's ills.

The scents and colors exite all of our senses,
as the gardenscape invites us to transport our imaginations and to reflect 

on our dreams and memories."

庭はまるで花々に彩られるパレットのよう。
私たちを癒してくれる天からの贈りもの。

香りと色彩に誘われて、夢の中へ、
なつかしい思い出の世界へと引きこまれていく。



3. フレグラント ガーデン
　Fragrant Garden
　ミクストメディア
　506 × 670
　2000



4. セント オブ スプリング
　Scent of Spring
　油彩　Oil on canvas
　406 × 508
　1990



5. ファウンテン ガーデン
　Fauntain Garden
　油彩　Oil on canvas
　457 × 610
　1999



6. ドフィーニアム ガーデン
　Delphinium Garden
　油彩　Oil on canvas
　400 × 300
　1997



7. モネの庭
　Monet's Garden
　油彩　Oil on canvas
　914 × 1219
　1994



8. ローズ ガーデン
　Rose Garden
　油彩　Oil on canvas
　406 × 508
　2008



8. ローズ ガーデン
　Rose Garden
　油彩　Oil on canvas
　406 × 508
　2008

9. スプリング ロージズ
　Spring Roses
　油彩　Oil on canvas
　406 × 508
　2008



"The grace of waterlilies evoke a sence of calm and tranquility.
The pond, a world onto itself, is free from the disturbances of daily life"

睡蓮の優雅さに、心が静かに落ち着いていく。
池に映し出される世界は、

日常の煩わしさを忘れさせてくれる。



10. スプリング ウォーターリリー
　Spring Water Lilies
　油彩 Oil on canvas
　50 F
　1996



11. 水汲み
　Water Gathering
　油彩　Oil on canvas
　610 × 610
　1999



12. ウェイディング ポンド
　Wading Pond
　油彩　Oil on canvas
　610 × 457
　1998



13. モーニング グローリー
　Morning Glory Bridge
　油彩　Oil on canvas
　406 × 508
　1999



14. モネの橋
　Monet's Bridge
　1016 × 762
　1998



Monet's Garden
～モネの庭で～

Lynn's Garden
～自宅の庭 ( ガーデンスタジオ ) で～

Lynn in costume, Monet's Garden in May 1987
モネの庭で自らモデルとなるリン (1987 年 5 月 )

Monet's Garden in 1994
1994 年に再びモネの庭を訪れる

Water garden in Calabasas
お気に入りのウォーターガーデン

Lynn's Garden in Calabasas Highland
カラバサスに在る自宅の庭



Chapter 2. Cherished Memories
チェリッシュ メモリーズ



"Nothing remains in our memories more than special times
shared with a friend or family member. Times we've shared both

joys and sorrows, remembering our first puppy, and were
touched by love. These are the moments I want to capture on

canvas to live on in other's lives forever."

家族や友達と過ごした思い出。
大好きだった子犬。

そんな大切な瞬を描きたい。
永遠に心に刻むように。



15. マザーズ ローズ
　Mother's Rose
　油彩　Oil on canvas
　610 × 306
　1998



16. ドフィーニアム
　Delphinium
　油彩　Oil on canvas
　762 610
　1989



17. エイジ オブ イノセンス
　Age of Innocence
　油彩　Oil on canvas
　610 × 457
　1995



18. ニュー ポニー
　The New Pony
　油彩　Oil on canvas
　508 × 610
　1998



19. コスモス
　Cosmos
　油彩　Oil on canvas
　508 × 406
　1997



20. パピー ラブ
　Puppy Love
　油彩　Oil on canvas
　457 × 356
　1998



21. チェリッシュ　メモリーズ
　Cherished Memories
　油彩　Oil on canvas
　762 × 1016
　1999



Lynn posing model Brooke
モデルのブルックにポーズをつけるリン

Lynn painting "Puppy Love"
" パピーラブ " 制作風景

Posing models for "Cherished Memories"
" チェリッシュメモリーズ " のポーズをつける

Lynn posing Dani Leis
ダニー・レイスにポーズをつける

Models Dani and Brooke
モデルのダニーとブルック



Chapter 3. Meadows and Woodlands
メドウズ　アンド　ウッドランズ



"Painting en plein air is truely one of life's greatest pleasures.
It's my way of relating to and honoring the infinite beauties of nature.

Everything is alive with the pulsation of life. 
Simple things like the feel of fresh grass on bare feet, 

the heady perfume of flowers and trees housing symphonies of birds 
reaching to the azur sky."

限りない自然の美しさにつつまれ、
大空のもとで描くことは至福の喜びです。

素足に感じる芝、花々の香り、木々、
青空へ響き渡る鳥たちのさえずり、

全ては生命に満ちて鼓動しています。



22. 輝く夏の午後 ( サンシャイン ガールズ )

　Golden Days of Summer
　油彩　Oil on canvas
　610 × 762
　1999



23. ラベンダー フィールド
　Lavender Fields
　油彩　Oil on canvas
　610 × 762
　1996



24. ドフィーニアムの散歩道
　Strolling in the Delphiniums
　油彩　Oil on canvas
　610 × 762
　1999



25. プロヴァンスの休日
　Holiday in Provence
　油彩　Oil on canvas
　458 × 609
　1994



26. 八月のひまわり
　August Sunflowers
　油彩　Oil on canvas
　406 × 305
　1999



27. エイプリルポピー
　April Poppy Field
　油彩　Oil on canvas
　457 × 610
　1999



28. 羊飼い
　The Shepherdess
　油彩　Oil on canvas
　762 × 1016
　1999



29. ルシャンデコクリコ
　Poppy Field in France
　油彩　Oil on canvas
　457 × 610
　1996



30. プロヴァンス
　Provence
　油彩　Oil on canvas
　914 × 1219
　1994



"en plein air"
野外での制作 / あふれる陽光の下で

Sunflowers in Provence, France
プロヴァンスのひまわり畑

Poppies in Monte Nido, CA
モンテニドのひなげし

Flower fields in the Lompoc, CA
ロンポックのお花畑にて

Syncamores at Peter Strauss Ranch
ピーターストラウスランチのプラタナス

Zion National Park, Utah
ジオンナショナルパーク



Chapter 4. Summers at the Seashore
夏の海辺



"Painting to me is not simply reproducing a face onto canvas,
but allowing the feeling I have for my subject ( how I sense their being ) 

to inspire the color and brushwork that portray a mood."

絵を描くということは、
ただ単にカンヴァスにそれを描写することではありません。

主題に対して私の持っている感情を、
筆にまかせて色彩へと置き換えてゆくのです。



31. カラーズ アンド ザ シー
　Colors and the Sea
　油彩　Oil on canvas
　812 × 812
　1996



32. 海辺のスケッチ
　Capturing the Moment
　油彩　Oil on canvas
　406 × 508
　1999



33. タイニー シーシェル
　Tiny Seashell
　油彩　Oil on canvas
　508 × 406
　1997



34. ストライプ ビーチタオル
　The Striped Beach Towel
　油彩　Oil on canvas
　253 × 508
　1997



34. ストライプ ビーチタオル
　The Striped Beach Towel
　油彩　Oil on canvas
　253 × 508
　1997

35. カレス オブ ザ シー
　Caress of the Sea
　油彩　Oil on canvas
　508 × 406
　1997



Lynn's Studio
アトリエ風景

A calm time in the morning
朝の静かな時間に

Collection for art book
作品集のためのコレクション

Full of sunlight in the afternoon
スタジオにあふれる午後の陽光

Hoping for exhibition
展覧会へ想いを込めて



Chapter 5. Figures
人物



"I love to paint people pursuing their lives.
In "Always" the woman's husband passed away.

I was compelled to paint her underlying love for him."

私は生命を感じさせる人々を描くのが好きです。
" 祈り " で私が描いたのは夫を亡くしたばかりの女性でした。

彼女の秘められた深い愛を、
私は描かずにはいられませんでした。



36. ギフト オブ ローズ
　The Gift of Roses
　油彩　Oil on canvas
　610 × 457
　1998



37. ピーコック ローブ
　Peacock Robe
　油彩　Oil on canvas
　762 × 610
　1997



38. 薔薇につつまれた午後
　Poetry in the Garden
　油彩　Oil on canvas
　607 × 508
　1997



39. オレンジの収穫
　Picking Oranges
　油彩　Oil on canvas
　508 × 406
　1999



40. ジプシー
　Gypsy
　油彩　Oil on canvas
　406 × 305
　1996



41. 祈り
　Always
　油彩　Oil on canvas
　762 × 610
　1998



42. ローラズ　サンフラワーズ
　Laura's Sunflowers
　油彩　Oil on canvas
　5F
　1997
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