
　コレクション展「新収蔵品と優品」第3・6展示室　2019年6月14日（金）～7月22日（月）

　第3展示室「優品選」

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 平成13年 第33回改組日展

2 日本画 石川　義 森の精達 平成10年 第18回グループ玄展

3 日本画 稲元　実 夏日 昭和58年 第18回グループ玄展

4 日本画 沢野慎平 水辺 平成4年 第24回改組日展

5 日本画 鹿見喜陌 街に 昭和52年 第9回改組日展

6 日本画 百々俊雅 転た寝 平成21年 第41回改組日展

7 日本画 平木孝志 游 平成18年 第38回改組日展

8 油彩画 鴨居　玲 望郷を歌う（故高英洋に） 昭和56年

9 油彩画 鴨居　玲 1982年 私 昭和57年

10 油彩画 鴨居　玲 酔って候 昭和59年

11 油彩画 高光一也 フードの女Ⅰ 昭和47年 第4回改組日展

12 油彩画 高光一也 和伎母一隅 昭和49年 第60回光風会展

13 油彩画 高光一也 アラブの旅 昭和50年 第61回光風会展

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 裸女達に捧ぐ 昭和44年 第23回二紀展

16 油彩画 宮本三郎 熱叢夢 昭和46年 第25回二紀展

17 油彩画 宮本三郎 牧歌 昭和47年 第30回二紀展

18 彫塑 坂　坦道 酔っぱらい 昭和57年 第12回日彫展

19 彫塑 得能節朗 静かなる動き 平成3年 第21回日彫展

20 彫塑 野畠耕之介 夏に想う 昭和53年 第8回日彫展

21 彫塑 横山豊介 巫女舞 平成10年 第28回日彫展

22 彫塑 吉田三郎 山羊を飼う老人 昭和18年 第6回新文展

23 素描 脇田　和 タイルの部屋 昭和45年

24 素描 脇田　和 あせかき 昭和56年

25 版画 脇田　和 かたつむりと木の葉 昭和6年

26 版画 脇田　和 鳥と遊ぶ子供たち　 昭和29年 シンシナティ国際版画展（1956年）

27 版画 脇田　和 豆 昭和45年

28 版画 脇田　和 頭上の分身 昭和50年 五人の画家の版画展

29 版画 脇田　和 レモン 昭和50年

30 版画 脇田　和 渦の中 昭和50年 五人の画家の版画展

31 版画 脇田　和 鳥と裸婦 昭和52年

　第4展示室「新収蔵品展」

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 富田温一郎 信州内山峡 昭和4年

2 日本画 富田温一郎 白牡丹 昭和4年

3 日本画 上田珪草 松苗山 昭和34年 第44回再興日本美術院展

4 日本画 安嶋雨晶 池心 昭和40年代 第15回牧人社展

5 日本画 仁志出龍司 孤塁 平成5年 第10回采展

6 日本画 仁志出龍司 萌春の道 平成16年 第36回改組日展

7 日本画 仁志出龍司 浄晨 平成18年 第38回改組日展

8 油彩画 木下　晋 自画像 昭和50年



9 油彩画 中川一政 向日葵 昭和57年

10 油彩画 高光一也 高橋利吉像 昭和31年

11 油彩画 鴨居　玲 蛾 昭和37年頃

12 油彩画 鴨居　玲 マネキン 昭和37年頃

13 油彩画 鴨居　玲 時計 昭和37年頃

14 彫塑 田中　昭 遊びこころ 平成24年 第42回日彫展

15 写真 吉川恍陽 作品B 昭和40年頃

16 写真 吉川恍陽 時の壁 昭和41年

17 写真 吉川恍陽 時の流れ 昭和41年

18 写真 吉川恍陽 固執 昭和41年頃

19 写真 吉川恍陽 人間疎外 昭和41年頃

20 写真 吉川恍陽 固執A 昭和41年

21 写真 吉川恍陽 崩壊シリーズ№52 昭和41年

22 写真 吉川恍陽 赤と青の情景 平成元年 第39回モダンアート展

23 写真 吉川恍陽 無題 平成元年頃

24 写真 吉川恍陽 無題 平成元年頃


