
 　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10月18日（木）～11月19日（月）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 油彩画 円地信二 アンティックの部屋 平成2年 第22回改組日展

2 油彩画 鴨居　玲 １９８２年 私 昭和57年

3 油彩画 鴨居　玲 蜘蛛の糸 昭和57年

4 油彩画 鴨居　玲 ÉTUDE　(A) 昭和53年 第1回明日への具象展

5 油彩画 小絲源太郎 猫の居る静物 昭和11

6 油彩画 高光一也 裸婦 昭和27年 第38回光風会展

7 油彩画 高光一也 フードの女Ⅰ 昭和47年 第4回改組日展

8 油彩画 高光一也 カサブランカ 昭和50年 第7回改組日展

9 油彩画 竹沢　基 白い椿 昭和59年 第70回光風会展

10 油彩画 中村研一 家居 昭和36年 第47回光風会展

11 油彩画 硲伊之助 素晴らしい眺め 大正13年頃

12 油彩画 開　光市 卓上風景 平成26年

13 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

14 油彩画 藤森兼明 アドレーション・ミトロポリス 平成14年 第34回改組日展

15 油彩画 宮本三郎 歌手 昭和38年 第7回日本国際美術展

16 油彩画 宮本三郎 裸女達に捧ぐ 昭和44年 第23回二紀展

17 油彩画 宮本三郎 熱叢夢 昭和46年 第25回二紀展

18 油彩画 村田省蔵 麦秋 昭和62年 第19回改組日展

19 油彩画 村田省蔵 丘 平成4年 第24回改組日展 

20 油彩画 吉田冨士夫 交霊術ＨＡＲＰ 平成8年 第50回記念二紀展第50回記念賞

21 油彩画 脇田　和 ポンコツ車を誘導する鳥 昭和56年 第47回新制作協会展

22 油彩画 脇田　和 鳥の閑日 平成4年 第56回新制作協会展

23 油彩画 脇田　和 連理 平成6年 第58回新制作協会展

24 版画 硲伊之助 陶工 昭和10年

25 版画 硲伊之助 台所 昭和10年

26 素描 吉田冨士夫 静物２１ 昭和29年

27 素描 吉田冨士夫 野の道化 昭和63年

28 彫刻 畝村直久 立っている女 1957 第4回国際美術展

29 彫刻 木村珪二 鰯雲 1941 第4回新文展

30 彫刻 木村珪二 ひだまり 1969 1969年　雷鳥会展

31 彫刻 重田照雄 アルゴン溶接による試作 1994 第44回モダンアート展

32 彫刻 清水良治 見果てぬ夢（ドンキホーテ） 2003

33 彫刻 清水良治 蜘蛛の糸（芥川龍之介より） 2004 第68回新制作協会展

34 彫刻 得能節朗 静かなる動き 1991 第21回日彫展

35 彫刻 長谷川大治郎 精なるものへ　鳥・手・家・大地

36 彫刻 吉田三郎 日溜り 1951 第7回日展

37 彫刻 吉田三郎 豊穣 1951



38 彫刻 吉田　隆 風景の中の竪琴 1987

39 彫刻 米林勝二 みのり 1945 第1回現代美術展

1 日本画 金曾大畔 カルナック遺跡 昭和59年 改組第16回日展

2 日本画 士農　力 THE BRONX 平成23年 改組第43回日展 会員賞

3 日本画 仁志出龍司 ベンチ 平成元年 改組第21回日展

4 日本画 羽根万象 パリの裏街 昭和53年

5 日本画 古澤洋子 刻の堆積 平成15年 改組第35回日展 特選

6 日本画 山本知克 国境の町 平成10年

7 日本画 荒木弘訓 野 昭和61年 第18回日展 特選

8 日本画 石川　義 街道杉 昭和63年 第8回グループ玄展

9 日本画 西　敏彦 かえりみち 平成7年 改組第27回日展 特選

10 日本画 山下皎嶽 田舎の朝 明治36年 第5回内国勧業博覧会

11 日本画 稲元　実 武蔵野 平成2年 改組第22回日展

12 日本画 上田珪草 チーター 昭和57年 再興第67回院展

13 日本画 梅川三省 月下佳人 昭和54年 再興第64回院展

14 日本画 中町　進 月 昭和54年 改組第11回日展

15 日本画 曲子光男 玄映 昭和51年 改組第8回日展

16 日本画 山本　隆 質屋 平成3年 改組第23回日展

日本画と季節感

月と日本画

日本画と異国情緒


