
 コレクション展「初夏の優品選（絵画・彫刻）」 第3･4展示室　2017年6月1日（木）～7月9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 気 稲元　実 1997 改組第29回日展

3 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

4 日本画 問い 川崎麻児 1997 改組第29回日展

5 日本画 初夏の花 濱田　観　 1950 第6回日展

6 日本画 瀧 東山魁夷 1954 第10回日展　

7 油彩画 毛皮の椅子 円地信二 1984 第70回光風会展

8 油彩画 裸婦 高光一也 1952 第38回光風会展

9 油彩画 フードの女Ⅰ 高光一也 1972 第4回改組日展

10 油彩画 若い婦人 竹沢　基 1983 第69回光風会展

11 油彩画 セーヌ川遠望 田辺栄次郎 1977 第23回一陽展

12 油彩画 家居 中村研一 1961 第47回光風会展

13 油彩画 河畔のシャトウ 藤本東一良 1997

14 油彩画 ビザンツへのマドリガル 藤森兼明 1998 第30回改組日展

15 油彩画 馬ならぶ 南　政善 1936 昭和11年文展鑑査展

16 油彩画 黒いタイツ 南　政善 1951 第37回光風会展

17 油彩画 熱叢夢 宮本三郎 1971 第25回二紀展

18 油彩画 牧歌 宮本三郎 1972 第30回二紀展（昭51)

19 油彩画 茜 村田省蔵 1975 第7回改組日展

20 油彩画 タンクの多い工場 森本仁平 1992

21 油彩画 オラトリオ（天まであがれ） 朝倉雅子 2010 第63回二紀展

22 油彩画 望郷を歌う 鴨居　玲 1981

23 油彩画 1982年　私 鴨居　玲 1982

24 油彩画 ＷＯＲＫ　81ｰＤ 白尾勇次 1981

25 油彩画 風船とピエロ 鈴木　博 1999 第53回二紀展

26 油彩画 河童　風の音 立見榮男 1996 第50回記念二紀展

27 油彩画 古墳・幻影（クレーター） 畑　尚治 1991 第45回二紀展

28 油彩画 見透せぬ窓Ａ 前田さなみ 1988 第56回独立展 独立美術協会賞

29 油彩画 催眠術’80Ａ 吉田冨士夫 1980 第34回二紀展

30 油彩画 加賀獅子舞 宮本三郎 1959

31 油彩画 森の精 高光一也 c.1959

32 彫塑 腰かける女 高田博厚 1975

33 彫塑 人とトラロック 高橋　清 1950

34 彫塑 会話 田中太郎 1959

35 彫塑 転生 堀　義雄 1971 第27回二紀展文部大臣賞

36 彫塑 想う 松田尚之 1942 第5回新文展



37 彫塑 山羊を飼う老人 吉田三郎 1943 第2回新日展

38 彫塑 和 畝村直久 1962 第4回新日展文部大臣賞

39 彫塑 スパイラルリング♯3 木戸　修 1991

40 彫塑 THE PREVALING  WESTER　LIES 木下　繁 1983 第15回改組日展

41 彫塑 コンコジション 祈り 長谷川大治郎 1985 第71回二科展

42 彫塑 軍鶏 長谷川八十 1977 第31回二紀展

43 彫塑 Miserere Ⅵ 中村晋也 1996 第28回改組日展

44 版画 かたつむりと木の葉 脇田　和 1931

45 版画 豆 脇田　和 1970

46 素描 レインボーシャワー 脇田　和 1985

47 水彩 緑の季節 難波田龍起 1992

48 版画 街 草間彌生 c.1993

49 版画 漂泊 No.8 小林敬生 c.1981

50 版画 作品 高橋　秀 1973

51 版画 二つの間に No.4 堀井英男 1976


