
コレクション展「新収蔵品展（絵画・彫刻）」 第3･4展示室　2017年4月20日（木）～5月28日（日）

No. 分野 作品名 作者名 制作年 初出展覧会・受賞

1 日本画 野 荒木弘訓 1986 第18回改組日展

2 日本画 航 荒木弘訓 2001 第33回改組日展

3 日本画 刻 荒木弘訓 2012 第44回改組日展

4 日本画 細野燕台像 前田青邨 1958

5 日本画 信濃追分 安嶋雨晶 1932 第5回新文展

6 油彩画 95追憶B 江守マリ子 1995 第27回改組日展

7 油彩画 想 江守マリ子 1997 第59回一水会展　一水会優賞

8 油彩画 友 円地信二 1992 第24回改組日展

9 油彩画 旅情 円地信二 1994 第80回記念光風会展

10 油彩画 光の街 円地信二 1996 第28回改組日展

11 油彩画 ひと休み 円地信二 2004 第90回記念光風会展

12 油彩画 セビジャーナス 円地信二 2006 第92回光風会展

13 油彩画 コルドバ暮色 奥田憲三 1975 第７回改組日展

14 油彩画 水煙草を吸う老人 奥田憲三 1981 第18回亜細亜現代美術展

15 油彩画 虹のかかる街 奥田憲三 1991 第47回現代美術展 

16 油彩画 残照 奥田憲三 2001 第63回一水会展

17 油彩画 雲遊ぶ丘 奥田憲三 2002 第64回一水会展

18 油彩画 裸婦座像 高光一也 c.1950

19 油彩画 フランス風景 高光一也 1955

20 油彩画 雨降る日 立見榮男 1992 第46回二紀展

21 油彩画 河童－風の音－ 立見榮男 1996 第50回記念二紀展

22 油彩画 “万葉の風”哲学者今井明 立見榮男 2002

23 油彩画 普賢童子 立見榮男 2005 樗の会展

24 油彩画 北国の春・少年時代 立見榮男 2006 樗の会展

25 油彩画 卓上風景 開　光市 2015

26 油彩画 回想 山崎百々雄 1959

27 油彩画 暗い回想 山崎百々雄 1960 第14回日本アンデパンダン展

28 彫刻 思考する人 長谷川大治郎 1974 第30回現代美術展　県知事賞

29 彫刻 精なるものへ 鳥･手･家･大地 長谷川大治郎 1993 第７回神戸具象彫刻大賞展

30 彫刻 立形・実在 長谷川大治郎 1998 第83回二科展

31 彫刻 仮面と生命体と空間 長谷川大治郎 2012 第99回二科展

32 油彩画 河畔のシャトウ 藤本東一良 1997

33 油彩画 アドレーション・ミトロポリス 藤森兼明 2002 第34回改組日展

34 油彩画 空の杜－花神の棲む 法邑利博 2011 第65回記念二紀展

35 油彩画 見透せぬ窓 前田さなみ 1984 第52回独立展(s60)　小林賞

36 油彩画 いざない’10―跡 前田昌彦 2010



37 油彩画 印度の女 南　政善 1956 第12回日展

38 油彩画 熱叢夢 宮本三郎 1971 第25回二紀展

39 油彩画 春めく 村田省蔵 1998 第30回日展　内閣総理大臣賞

40 油彩画 早春の岸辺 森本仁平 1995 特別陳列　森本仁平展

41 彫塑 和 畝村直久 1961 第4回　新日展文部大臣賞

42 彫塑 人とトラロック 高橋清 1968

43 彫塑 春葩 田中昭 1987 第19回改組日展　内角総理大臣賞

44 彫塑 UNITY－８ 　　大地から空間へ 島屋純晴 1936 第23回北陸中日美術展　大賞

45 素描 「風神の門」（司馬遼太郎作）35話　 山崎百々雄 1961～62 『東京タイムズ』

46 素描 「風神の門」（司馬遼太郎作）143話 山崎百々雄 1961～63 『東京タイムズ』

47 素描 「風神の門」（司馬遼太郎作）144話　 山崎百々雄 1961～64 『東京タイムズ』

48 素描 「風神の門」（司馬遼太郎作）176話 山崎百々雄 1961～65 『東京タイムズ』

49 素描 「忍者 丹波大介」（池波正太郎作）3話 山崎百々雄 1964 『週刊新潮』

50 素描 「忍者 丹波大介」（池波正太郎作）13話 山崎百々雄 1964 『週刊新潮』

51 素描 「忍者 丹波大介」（池波正太郎作）最終話1 山崎百々雄 1964 『週刊新潮』

52 素描 「忍者 丹波大介」（池波正太郎作）最終話2 山崎百々雄 1964 『週刊新潮』

53 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）9話 山崎百々雄 1964～67 『週刊サンケイ』

54 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）12話 山崎百々雄 1964～68 『週刊サンケイ』

55 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）13話 山崎百々雄 1964～69 『週刊サンケイ』

56 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）22話 山崎百々雄 1964～70 『週刊サンケイ』

57 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）30話 山崎百々雄 1964～71 『週刊サンケイ』

58 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）31話 山崎百々雄 1964～72 『週刊サンケイ』

59 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）33話 山崎百々雄 1964～73 『週刊サンケイ』

60 素描 「さむらい劇場」（池波正太郎作）38話 山崎百々雄 1964～74 『週刊サンケイ』

61 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）10話 山崎百々雄 1965～68 『週刊現代』

62 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）11話 山崎百々雄 1965～69 『週刊現代』

63 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）17話 山崎百々雄 1965～70 『週刊現代』

64 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）31話 山崎百々雄 1965～71 『週刊現代』

65 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）52話 山崎百々雄 1965～72 『週刊現代』

66 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）71話 山崎百々雄 1965～73 『週刊現代』

67 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）79話 山崎百々雄 1965～74 『週刊現代』

68 素描 「英雄ここにあり」（柴田錬三郎作）105話 山崎百々雄 1965～75 『週刊現代』

69 素描 「利休殺し」(八切止夫作)12話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

70 素描 「利休殺し」(八切止夫作)31話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

71 素描 「利休殺し」(八切止夫作)51話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

72 素描 「利休殺し」(八切止夫作)52話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

73 素描 「毛利は四矢」(八切止夫作)7話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

74 素描 「毛利は四矢」(八切止夫作)22話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』



75 素描 「毛利は四矢」(八切止夫作)51話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

76 素描 「毛利は四矢」(八切止夫作)52話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

77 素描 「謙信は男か」(八切止夫作)13話 山崎百々雄 1968 『讀賣新聞』

78 素描 「謙信は男か」(八切止夫作)29話 山崎百々雄 1969 『讀賣新聞』

79 素描 「謙信は男か」(八切止夫作)38話 山崎百々雄 1970 『讀賣新聞』

80 素描 「謙信は男か」(八切止夫作)51話 山崎百々雄 1971 『讀賣新聞』

81 素描 「逆艪一刀流」(山田風太郎作) 山崎百々雄 1966 『オール読物』

82 素描 「くの一棒持してゆく」(山田風太郎作) 山崎百々雄 1965 『オール読物』

83 素描 「遊戯菩薩」(吉川英治作) 山崎百々雄 1971 『吉川英治全集』（講談社）

84 素描 「剣魔侠菩薩」(吉川英治作) 山崎百々雄 1970 『吉川英治全集』（講談社）

85 素描 「梟の城」(司馬遼太郎作) 山崎百々雄 1960 『ロマンブック』（昭36）

86 素描 「喧嘩草雲」（司馬遼太郎作） 山崎百々雄 1969 『日本伝奇名作』（番町書房）

コレクション展「優品選（絵画）」 第3・6展示室　2017年4月20日（木）～5月28日（日）

No. 分野 作品名 作者名 制作年 初出展覧会・受賞

1 日本画 経堂への道 石川　義 2001 改組第33回日展  文部科学大臣賞

2 日本画 酔燕台翁 伊東深水 1960 第11回日月社展

3 日本画 気 稲元　実 1997 改組第29回日展

4 日本画 神灯に包まれて 梅原幸雄 1992 最高第77回院展  日本美術院賞

5 日本画 問い 川崎麻児 1997 改組第29回日展

6 日本画 日曜日 百々俊雅 1993 改組第25回日展

7 日本画 阿蘇 (素描) 西山英雄 1981

8 日本画 初夏の花 濱田　観　 1950 第6回日展

9 日本画 瀧 東山魁夷 1954 第10回日展　

10 日本画 暗い日 松崎十朗 2002 改組第34回日展

11 日本画 牛 安嶋雨晶 昭和

12 日本画 飛鳥をとめ 安田靫彦 1958 再興第43回院展

13 日本画 春さめ 上村松園

14 日本画 東海第一山 川端龍子

15 日本画 金地墨画山水屏風 久保田米僊 明治

16 日本画 こと 小林古径

17 日本画 牛遊之図 鈴木華邨 明治

18 日本画 八仙人図 橋本関雪 大正～昭和

19 日本画 鮒 前田青邨 昭和

20 油彩画 望郷を歌う（故高英洋に捧ぐ） 鴨居　玲 1981

21 油彩画 １９８２年　私 鴨居　玲 1982

22 油彩画 春闌 小絲源太郎 1962 第1回国際形象展

23 油彩画 パラダイス 清水錬徳 1939 第9回独立展



24 油彩画 フードの女Ⅰ 高光一也 1972 第4回改組日展

25 油彩画 馬に凭る（Ｂ） 高光一也 1980 第66回光風会展

26 油彩画 白い椿 竹沢　基 1984 第70回光風会展

27 油彩画 セーヌ川遠望 田辺栄次郎 1977 第23回一陽展

28 油彩画 家居 中村研一 1961 第47回光風会展

29 油彩画 河畔のシャトウ 藤本東一良 1997

30 油彩画 アドレーション・ミトロポリス 藤森兼明 2002 第34回改組日展

31 油彩画 印度の女 南　政善 1956 第12回日展

32 油彩画 裸女達に捧ぐ 宮本三郎 1969 第23回二紀展

33 油彩画 熱叢夢 宮本三郎 1971 第25回二紀展

34 油彩画 春めく 村田省蔵 1998 第30回日展　内閣総理大臣賞

35 油彩画 早春の岸辺 森本仁平 森本仁平展

36 油彩画 ポンコツ車を誘導する鳥 脇田　和 1981 第45回新制作協会展

37 油彩画 車はまだ走っている 脇田　和 1982 第46回新制作協会展

38 彫刻 人とトラロック 高橋　清 1950

39 彫刻 山羊を飼う老人 吉田三郎 1943 第2回新日展

40 彫刻 Miserere Ⅵ 中村晋也 1996 第28回改組日展

41 彫刻 想 松田尚之 1942 第5回新文展


