
 コレクション展「書の魅力・新春優品選（近現代絵画・彫刻）」第3・4･6展示室　2017年12月23日（土・祝）～2018年2月5日（月）

No. 分野 作品名 作者名 制作年 初出展覧会・受賞

1 墨書 飛 手島右卿 1961

2 墨書 王陽明詩 木村知石 1961

3 墨書 故里の山 熊谷恒子 1961

4 篆刻 和光同塵 中村蘭台 1960

5 アクリル 参差Ⅱ 表　立雲 1979 第３回日本海造型展

6 墨書 王維の詩 久田鶴南 1982

7 墨書 五言二句 横西霞亭 1973 第４回改組日展

8 墨書 幽邃 氷田清風 1988 第13回清光書展

9 墨書 雪月花 中田幸子 1982 第14回改組日展

10 墨書 七言二句 山岡鉄舟 19c

11 墨書 仰観俯察 木戸孝允 1874

12 墨書 対青軒 安田靫彦 1968

13 墨書 林希逸七言対句（静と和） 豊道春海 1963 第６回新日展

14 墨書 気宇如王 中川一政 1989 ※松任中川一政記念美術館蔵

No. 分野 作品名 作者名 制作年 初出展覧会・受賞

1 日本画 航 荒木弘訓 2001 第33回日展

2 日本画 火の山 石川　義 1978 改組第11回日展

3 日本画 舞 坂根克介 2009 改組第41回日展

4 日本画 阿蘇颪 西山英雄 1980 改組第12回日展

5 日本画 花車 羽根万象 1980 改組第12回日展

6 日本画 刻の堆積 古澤洋子 2003 改組第35回日展　特選

7 日本画 寂 曲子光男 1988 改組第20回日展

8 日本画 朝日の当たる街 山本知克 1999 改組第31回日展

9 日本画 小犬図 木村雨山 昭和

10 日本画 八仙人図 橋本関雪 大正～昭和

11 日本画 長江の朝 横山大観 1912

12 油彩画 ロッジの散歩 円地信二 1972 第4回改組日展　特選

13 油彩画 待春の丘 奥田憲三 1998 第60回一水会展

14 油彩画 ＥTUDE(A) 鴨居　玲 1978 第1回明日への具象展

15 油彩画 １９８２年　私 鴨居　玲 1982

16 油彩画 パラダイス 清水錬徳 1939 第9回独立展

17 油彩画 福笑い・は 庄田常章 1976 第20回シェル美術展　3席

18 油彩画 東雲 田井　淳 2007 第75回記念独立展

19 油彩画 馬に凭る（Ｂ） 高光一也 1980 第66回光風会展

20 油彩画 白い椿 竹沢　基 1984 第70回光風会展

21 油彩画 雷神 立見榮男 2006 第60回二紀展　第60回記念大賞

22 油彩画 セーヌ川遠望 田辺栄次郎 1977 第23回一陽展

23 油彩画 H婦人の像 中村研一 1928

24 油彩画 Grave―（グラーヴェ）― 西房浩二 2008 改組第40回日展

25 油彩画 河畔のシャトウ 藤本東一良 1997

　特集「書の魅力」

　コレクション展「新春優品選」



26 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

27 油彩画 空の杜－花神の棲む 法邑利博 2011 第65回記念二紀展

28 油彩画 見透せぬ窓 前田さなみ 1984 第52回独立展　小林賞

29 油彩画 いざない'07(Ⅱ) 前田昌彦 2010

30 油彩画 印度の女 南　政善 1956 第12回日展

31 油彩画 熱叢夢 宮本三郎 1971 第25回二紀展

32 油彩画 春めく 村田省蔵 1998 第30回日展　内閣総理大臣賞

33 油彩画 早春の岸辺 森本仁平 1995 森本仁平展

34 油彩画 連理 脇田　和 1994 第58回新制作協会展

35 油彩画 コレクション・囲まれた男 大場吉美 2001 第47回一陽会展

36 油彩画 鋭角からの地平 勝本冨士雄 1982 第32回モダンアート展

37 油彩画 とべ 田賀亮三 1979

38 油彩画 線の領域への風景 西田洋一郎 1992 第3回石川県作家選抜美術展

39 油彩画 森の精 高光一也 c.1959

40 油彩画 加賀獅子舞 宮本三郎 1959

41 彫塑 草笛 中島東洋 1951 第9回帝展特選

42 彫塑 かたらい 松田尚之 1980 第12回改組日展

43 彫塑 山羊を飼う老人 吉田三郎 1943 第6回新文展

44 彫塑 若い女 阿部雪子 1949

45 彫塑 犬 石川光明 明治

46 彫塑 古代への想い 石田康夫 1981 第13回改組日展

47 彫塑 若い都会の女 畝村直久 1932 第13回帝展特選

48 彫塑 婦人の首 畝村直久 1950 第6回日展特選

49 彫塑 歌郷 尾形喜代司 昭和

50 彫塑 若日の影 矩　幸成 1969 第1回改組日展　内閣総理大臣賞

51 彫塑 裸婦 木下　繁 1978 第10回改組日展

52 彫塑 笛人 澤田政広 昭和

53 彫塑 美しきエミー 高田博厚 1963

54 彫塑 歌姫 得能節朗 1984 第16回改組日展　会員賞

55 彫塑 Miserere Ⅵ 中村晋也 1996 第28回改組日展

56 彫塑 軍鶏 長谷川八十 1977 第32回二紀展

57 彫塑 転生 堀 義雄 1973 第27回二紀展文部大臣賞

58 彫塑 犬 山本力吉 昭和

59 彫塑 波 吉田三郎 1954

60 彫塑 北村西望像 吉田三郎 1955 第11回日展

61 彫塑 金山平三像 吉田三郎 1957 第13回日展

62 彫塑 或る抗夫 吉田三郎 1942


