
 コレクション展「春のいろどり」第3・4・6展示室 2019年4月20日（土）～6月9日（日）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 荒木弘訓 航 2001 第33回日展

2 日本画 石川 義 森の精達 1998 第18回グループ玄展

3 日本画 稲元 実 気 1997 第29回改組日展

4 日本画 大沼憲昭  求餌図Ⅱ 1992 パンリアル春季展

5 日本画 垣内雲嶙 春雨山水図 1891

6 日本画 梶野玄山 山水図 1906

7 日本画 北野恒富 雨後 20c

8 日本画 木村杏園 山里二題 20c

9 日本画 沢野慎平 水辺 1992 第24回改組日展

10 日本画 鹿見喜陌 街に 1977 第9回改組日展

11 日本画 鈴木華邨 竹梅図 19～20c

12 日本画 玉井紅嶙 雨中帰漁図 1920

13 日本画 仁志出龍司 生生 1997 第29回改組日展

14 日本画 羽根万象 丘の家族 1973 第5回改組日展

15 日本画 松崎十朗 暗い日 2002 第34回改組日展

16 日本画 安嶋雨晶 牛 20c

17 油彩 伊東 哲 野 1919 第1回帝展

18 油彩 金山平三 杏花 c.1945～56

19 油彩 小絲源太郎 春闌 1962 第1回国際形象展

20 油彩 小絲源太郎 春光 1978

21 油彩 新保甚平 水光る 2012 第76回新制作展

22 油彩 高光一也 鶴仙渓の春 1954

23 油彩 高光一也 馬に凭る(B) 1980 第66回光風会展

24 油彩 竹沢 基 少女座像 1974 第60回記念光風会展

25 油彩 中村研一 びわ 1959

26 油彩 中村静勇 早春譜 1996 第67回第一美術展

27 油彩 藤本東一良 五月 1962 第48回光風会展

28 油彩 法邑利博 空の杜−鳥獣花木 2009 第63回二紀展

29 油彩 増田 孝 春の人形 1988 春季二科展

30 油彩 村田省蔵 芽吹き 2011 第43回改組日展

31 油彩 村田省蔵 吉野 1996

32 油彩 森本仁平 早春の岸辺 1995 特別陳列森本仁平展

33 油彩 山岸光代 花咲くころ 2003 第88回二科展

34 油彩 脇田 和 日永 1988

35 油彩 鴨居 玲 1982年 私 1982

36 油彩 中川一政 向日葵 1982

37 油彩 宮本三郎 裸女達に捧ぐ 1969 第23回二紀展

38 油彩 宮本三郎 牧歌 1972 第30回二紀展

39 彫塑 矩 幸成 春の息吹 1965 第8回新日展

40 彫塑 矩 幸成 春を包む 1936 第1回東方彫塑院展

41 彫塑 清水良治 飛 1992 第56回新制作協会展

42 彫塑 島屋純晴 UNITY‐8 大地から空間へ 1984 第23回北陸中日美術展

43 彫塑 田中 昭 春把 1987 第19回改組日展

44 彫塑 田中太郎 音色 1976

45 彫塑 得能節朗 春 1982



46 彫塑 野畠耕之介 青春歓喜 1976 第8回日展

47 彫塑 ⾧谷川八十 軍鶏 1977 第31回二紀展

48 彫塑 堀 義雄 内と外の膚 1973 第28回二紀展

49 彫塑 宮﨑豊治 身辺モデルー類似化ー 1985

50 彫塑 山瀬晋吾 春の音1 2007 第63回現代美術展

51 彫塑 吉田三郎 七面鳥 1929

52 彫塑 吉田三郎 駝鳥(1) 1960

53 彫塑 吉田三郎 雛 1929

54 彫塑 吉田三郎 春日 1957

55 彫塑 吉田三郎 友禅像 1953

56 彫塑 海野美盛 猪 19-20c

57 彫塑 ⾧谷川大治郎 聖なるものへ 鳥・手・家・大地

58 彫塑 ⾧谷川八十 鳥 昭和

59 彫塑 吉田三郎 神詣 1955

60 彫塑 坂 坦道 思惟 1996 第28回改組日展

61 彫塑 重田照雄 波にゆれる鳥 1978 第28回モダンアート展

62 彫塑 三谷 慎 ノスタルジア（横たわる裸婦） 1989

63 素描 脇田 和 春風 1980

64 版画 脇田 和 花 1965 第5回東京国際版画ビエンナーレ(1966年）

65 版画 脇田 和 花 1970 シルクプリント個展 (1971年)

66 版画 脇田 和 輪花 1973 個展（1974年）

67 版画 脇田 和 椿苑 1985


