
 　コレクション展「優品選（近現代絵画・彫刻）」 第3・4・6展示室　2018年6月22日（金）～7月23日（月）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 石川　義 経堂への道 平成13年 改組第33回日展 文部科学大臣賞

2 日本画 稲元　実 気 平成9年 改組第29回日展

3 日本画 木島櫻谷 咆哮 明治35年 第8回新古美術品展 二等一席

4 日本画 百々俊雅 転た寝 平成21年 改組第41回日展 特選

5 日本画 西出茂弘 木漏れ日 平成26年 改組新第1回日展 特選

6 日本画 橋本関雪 拾牛図 大正7年頃

7 日本画 羽根万象 丘の家族 昭和48年 改組第5回日展

8 日本画 濱田　観　 初夏の花 昭和25年 第6回日展

9 日本画 平桜和正 静映 昭和47年 改組第4回日展

10 日本画 山本知克 朝の中之島 昭和55年 改組第12回日展

11 油彩画 円地信二 セビジャーナス 平成18年 第92回光風会展

12 油彩画 鴨居　玲 群がる 昭和41年

13 油彩画 鴨居　玲 １９８２年　私 昭和57年

14 油彩画 清水錬徳 鵜原 昭和52年 第45回独立展

15 油彩画 高光一也 二人（壷を持つ女と） 昭和29年

16 油彩画 高光一也 馬に凭る（Ｂ） 昭和55年 第66回光風会展

17 油彩画 竹沢　基 坐像 昭和45年 第56回光風会展

18 油彩画 立見榮男 雷神 平成18年 第60回二紀展　第60回記念大賞

19 油彩画 田辺栄次郎 リヨンの丘 昭和52年 第23回一陽展

20 油彩画 中村研一 夏庭 昭和38年 第49回光風会展

21 油彩画 長谷川清 初夏の香り 平成17年 第37回改組日展

22 油彩画 藤井肇 49.15 ホーム日記 平成5年 第21回一泉櫻美会美術展

23 油彩画 藤本東一良 コンカルノのバルコン 昭和49年

24 油彩画 藤森兼明 ビザンツへのマドリガル 平成10年 第30回改組日展

25 油彩画 前田さなみ 休日の肖像　南風 昭和52年 第45回独立展

26 油彩画 増田　孝 初夏の人形 昭和63年 ブルガリア二科展

27 油彩画 南　政善 馬ならぶ 昭和11年 昭和11年文展鑑査展

28 油彩画 南　政善 バリ島の踊り 昭和34年

29 油彩画 宮本三郎 夏山 昭和10年 第22回二科展

30 油彩画 宮本三郎 熱叢夢 昭和46年 第25回二紀展

31 油彩画 村田省蔵 城塞 昭和54年 第11回改組日展

32 油彩画 山岸光代 甦る夏 平成5年 第78回二科展

33 油彩画 西田洋一郎 四つの配置空間 昭和63年

34 油彩画 脇田　和 捕虫網 昭和27年 第16回新制作協会展

35 油彩画 脇田　和 西瓜と貝殻 昭和28年 第18回新制作協会展(s29)

36 油彩画 脇田　和 窓際の瓜 昭和49年



37 油彩画 脇田　和 雲崗石仏 昭和49年 第39回新制作協会展(s50)

38 油彩画 脇田　和 アロハ 昭和59年 第48回新制作協会展

39 油彩画 中川一政 薔薇 昭和62年 ※白山市立松任中川一政記念美術館蔵

40 版画 栗田政裕 ヒマールの見える街 平成4年 

41 版画 小林敬生 蘇生の刻－静止した刻 昭和59年

42 版画 日和崎尊夫 KALPA 69 昭和47年

43 版画 日和崎尊夫 海渕の薔薇 2 昭和45年

44 素描 脇田　和 三人と馬 昭和36年

45 素描 脇田　和 赤い壁 昭和46年

46 版画 脇田　和 丸い鳥 昭和40年

47 版画 脇田　和 鳥をかこむ人々 昭和51年

48 彫塑 山本力吉 慈母観音像 1963

49 彫塑 晝間　弘 朝 1951 第7回日展特選

50 彫塑 石川光明 犬 明治

51 彫塑 圓鍔勝三 道化師 1979

52 彫塑 澤田政廣 笛人 昭和

53 彫塑 森野円象 蘭陵王 1977

54 彫塑 長谷川大治郎 コンポジション祈り 1985 第71回二科展

55 彫塑 長谷川大治郎 立形・実在 1998 第83回二科展

56 彫塑 長谷川八十 踊る女 1958

57 彫塑 堀　義雄 闇の中の目の中の闇 1967-1968 第22回二紀展

58 彫塑 吉田三郎 緑蔭 1958

59 彫塑 宮地寅彦 口笛 1983 第15回改組日展

60 彫塑 吉田　隆 風景の中の竪琴 1987

61 彫塑 得能節朗 夏 1975 第7回改組日展

62 彫塑 石田康夫 海 1999 第31回改組日展

63 彫塑 谷村俊英 大地の彼方に 2009 第65回現代美術展

64 彫塑 山下春子 SLIDE　No.5 1991

65 彫塑 津賀田勇馬 鹿 1939

66 彫塑 吉田三郎 平和（１） 1976

67 彫塑 吉田三郎 兎（２） 1960

68 彫塑 木村珪二 犬 1941

 　コレクション展「新収蔵品展（近現代絵画・彫刻）」 第6展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 岸浪柳渓 富士に群鶴図 明治

2 油彩画 中村静男 月光譚（新月） 平成23年

3 油彩画 小絲源太郎 猫の居る静物 昭和11年



4 油彩画 小絲源太郎 春光 昭和53年

5 彫刻 梶本良衛 今のワ・タ・シ 1989


