
　コレクション展「平成回顧」第4展示室　1月4日（土）～2月11日（火・祝）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 百々俊雅 夢想 平成1 第21回改組日展

2 日本画 大沼憲昭 求餌図Ⅱ 平成4 パンリアル春季展

3 日本画 岩田　崇 行雲流水 平成5 再興第78回院展

4 日本画 稲元　実 21stＣ水の星 平成12 第32回改組日展

5 日本画 荒木弘訓 航 平成13 第33回改組日展

6 日本画 日影　圭 心魂 平成15 第35回改組日展　特選

7 日本画 古澤洋子 刻の堆積 平成15 第35回改組日展　特選

8 日本画 山田　毅 底引の網 平成16 第36回改組日展

9 日本画 仁志出龍司 浄晨 平成18 第38回改組日展

10 日本画 中出信昭 二人の航海 平成20 第40回改組日展

11 日本画 西出茂弘 道 平成22 第42回改組日展　特選

12 日本画 士農　力 THE BRONX 平成23 第43回改組日展会員賞

13 日本画 松崎十朗 午後の光線 平成23 第43回改組日展

14 油彩画 開　光市 装置Ⅱ 平成1 第63回国展

15 油彩画 田辺栄次郎 ペルピニァンの横小路 平成3

16 油彩画 東　典男 クリムゾン色の上に 平成6

17 油彩画 森本仁平 湖畔のはす田 平成7 特別陳列森本仁平展

18 油彩画 中村秀雄 しおさい 平成8 第42回一陽会展

19 油彩画 吉田富士夫 交霊術・HARP 平成8 第50回記念二紀展

20 油彩画 藤本東一良 河畔の樹 平成9 第29回改組日展

21 油彩画 脇田　和 志野 平成13 第65回新制作協会展

22 油彩画 村田省蔵 斑雪 平成20 第40回改組日展

23 油彩画 藤森兼明 アドレーション・サンタカタリーナ 平成21 第95回記念光風会展

24 油彩画 法邑利博 空の杜　鳥獣花木 平成21 第63回二科展

25 彫塑 梶本良衛 今のワ・タ・シ 平成1 第53回新制作協会展

26 彫塑 木戸　修 スパイラルリング＃3 平成3

27 彫塑 清水良治 飛 平成4 第56回新制作協会展

28 彫塑 坂　坦道 思惟 平成8 第28回改組日展

29 彫塑 中村晋也 MiserereⅣ 平成8 第28回改組日展

30 彫塑 横山豊介 巫女舞 平成10 第28回日彫展

31 彫塑 末政哲夫 天窓の上の獅子座 平成17 第59回二紀展

32 彫塑 谷村俊英 大地の彼方へ 平成21 第65回現代美術展

33 彫塑 堀　義男 女と男の不思議な縁 平成21 第63回二紀会

34 素描 木下　晋 表情 平成7

※展示作品は予告なく変更する場合があります 発行日：2019年12月26日

　コレクション展「優品選」第3展示室　1月4日（土）～2月11日（火・祝）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 上田珪草 騒 昭和55 再興第65回院展

2 日本画 梅川三省 月下佳人 昭和54 再興第64回院展

3 日本画 中町　進 北国の春 昭和47 第4回改組日展

4 日本画 中村　徹 二人 昭和60 第17回改組日展

5 日本画 平桜和正 枯れはす 昭和39 第7回新日展

6 日本画 山本　隆 先斗町 昭和61 第18回改組日展

7 日本画 山本知克 ひるさがりの僧院 昭和44 第1回改組日展

8 日本画 由里本出 原野 昭和63 第20回改組日展

9 油彩画 円地信二 ロッジの散歩 昭和47 第4回改組日展

10 油彩画 鴨居　玲 おばあさん 昭和48

11 油彩画 高光一也 和伎母一隅 昭和49 第60回光風会展 



12 油彩画 竹沢　基 追憶 昭和56 第13回改組日展

13 油彩画 中村静勇 赤い印象 平成2

14 油彩画 西田洋一郎 曲と直の自然則 平成7

15 油彩画 硲　伊之助 アルバニアの花嫁 昭和40

16 油彩画 八野田　博 老人 昭和47 第4回改組日展

17 油彩画 前田さなみ 見透せぬ窓 平成10 第66回独立美術協会展

18 油彩画 増田　孝 ひととき 昭和61 第71回二科展

19 油彩画 南　政善 霜鬢 昭和16 第4回新文展　特選

20 油彩画 宮本三郎 熱叢夢 昭和46 第25回二紀展

21 彫塑 木下　繁 裸婦 昭和53 第1０回改組日展

22 彫塑 得能節朗 歌姫 昭和59 第16回改組日展

23 彫塑 松田尚之 人魚 昭和44 改組第1回日展

24 彫塑 吉田三郎 山羊を飼う老人 昭和18 第6回新文展

25 彫塑 吉田三郎 雲に漂う 昭和28 第9回日展

26 油彩画 高光一也 森の精 昭和34頃

27 油彩画 宮本三郎 加賀獅子舞 昭和34

※展示作品は予告なく変更する場合があります 発行日：2019年12月26日


