
 コレクション展「夏の優品展」第4・6展示室 2019年7月27日（土）～8月26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  荒木弘訓  刻 平成24年  第44回 日展

2 日本画  石川 義  森の精達 平成10年  第18回ｸﾞﾙｰﾌﾟ玄展

3 日本画  稲元 実  巌 平成5年  第25回改組日展

4 日本画  木村貞子  読後の眠り 昭和

5 日本画  沢野慎平  水辺 平成4年  第24回改組日展

6 日本画  鹿見喜陌  街 昭和52年  第９回改組日展

7 日本画  玉井敬泉  白山図 大正10年

8 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

9 日本画  平木孝志  磯 平成17年  第37回改組日展

10 日本画  山田 毅  うねる 平成19年

11 日本画  前田青邨  鮒 昭和52年

12 日本画  日影 圭 心魂 平成15年

13 日本画  松崎十朗  午後の光線 平成23年  第43回改組日展

14 日本画  山本知克  たそがれの街 平成2年  第22回改組日展

15 油彩画  相川昭二  臼杵石佛   昭和46年  第33回一水会展 会員優賞

16 油彩画  加藤安佐子  影   昭和57年

17 油彩画  勝本冨士雄  鋭角の雲−風景   昭和55年

18 油彩画  鴨居 玲  群がる   昭和41年

19 油彩画 北濱 淳 プラス・ジョルジュ・グラモン 昭和57年 第14回改組日展

20 油彩画  清水錬徳  高原初夏   昭和56年  第49回独立展

21 油彩画  高光一也  浜辺の話題   昭和37年

22 油彩画 中川一政 二子山 昭和53年 ※白山市立松任中川一政記念美術館蔵

23 油彩画  中村研一  夏庭   昭和38年  第49回光風会展

24 油彩画  西田洋一郎  カーニバル幾何広場(1)   平成13年

25 油彩画  西房浩二  Grave-（ｸﾞﾗｰｳﾞｪ）-   平成20年  改組第40回日展

26 油彩画 硲伊之助 素晴らしい眺め 大正13年頃

27 油彩画  端名 清  エーゲ海をいく   昭和61年  第18回改組日展

28 油彩画  開 光市  装置   平成1年  第63回国展

29 油彩画  藤本東一良  進水をまつ船   昭和56年

30 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

31 油彩画  宮本三郎  夏山   昭和10～46年  第22回二科展(昭10)

32 油彩画  宮本三郎  裸女達に捧ぐ   昭和44年  第23回二紀展

33 油彩画  吉田冨士夫  トラ・トラ   昭和50年   フランス美術賞展 ｱｶﾃﾞﾐｰ･ﾃﾞ･ﾎﾞｻﾞｰﾙ賞１位

34 油彩画  脇田 和  亜熱帯の漂流物   昭和58年  第48回新制作協会展

35 彫塑  銭亀賢治  去りゆく夏 昭和52年  第９回改組日展

36 彫塑  谷村俊英  祭り詩 平成11年  第31回日展

37 彫塑  ⾧谷川大治郎  仮面と生命体と空間 平成26年  第99回二科展

38 彫塑  都賀田勇馬  豚 昭和4年

39 彫塑  都賀田勇馬  鹿 昭和14年

40 彫塑  得能節朗  夏 昭和50年  第７回改組日展

41 彫塑  富永直樹  大将の椅子 昭和60年

42 彫塑 津賀田勇馬 虎 昭和

43 彫塑 野畠耕之介 悠 昭和57年 第14回日展

44 彫塑 松田尚之 人魚 昭和44年 第1回改組日展

45 彫塑 山瀬晋吾 波乗り 昭和59年 第16回改日展特選

46 彫塑 山本力吉 カンガルー 昭和

47 彫塑  吉田三郎  曠野 昭和36年  第37回白日展

48 彫塑 海野美盛 猪 19-20世紀

49 彫塑 西田一成 牛 昭和51年 第17回北陸日彫展

50 彫塑 吉田三郎 平和（１） 昭和19年



51 彫塑 吉田三郎 老猿 昭和28年

52 彫塑 重田照雄 波にゆれる鳥 昭和53年 第28回モダンアート展

53 彫塑 三谷 慎 ノスタルジア（横たわる裸婦） 平成元年

54 彫塑 得能節朗 静かなる動き 昭和50年 第21回日彫展


