
　コレクション展「優品選」（第3・4展示室）　2020年10月23日（金）～11月15日（日）

第3展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 油彩画 浅井忠 農夫とカラス 1891

2 油彩画 小倉尚子 韻 1994 第80回記念光風展

3 油彩画 鴨居玲 蜘蛛の糸 1982

4 油彩画 清水錬徳 精進湖富士 1981

5 油彩画 高光一也 カサブランカ 1975 第7回改組日展

6 油彩画 竹沢基 サリーの娘 1969 第1回改組日展

7 油彩画 田辺栄次郎 砂漠の町ヒワ 1986

8 油彩画 蔦健三 人間と山羊のスペース 1981 第36回行動美術展

9 油彩画 藤本東一良 ペギーの道 1973 第5回改組日展

10 油彩画 宮本三郎 赤いクッション 1935 第1回現代美術展

11 油彩画 森本仁平 一本橋と外灯 1997

12 油彩画 脇田和 連理 1994 第58回新制作協会展

13 日本画 石川義 生韻 1987 第19回改組日展

14 日本画 上田珪草 駱駝 1978 再興第63回院展

15 日本画 梅川三省 幻花 1965 再興第50回院展

16 日本画 西山英雄 残照 1982 第14回改組日展

17 日本画 畠山錦成 澄秋 1958 第１回新日展

18 日本画 曲子光男 秋韻 1983 第15回改組日展

19 水彩・素描 木下晋 考察 2009

20 水彩・素描 頭川政始 誕生の詩(風華) 昭和～平成

21 水彩・素描 戸谷成雄 作品 1992

22 水彩・素描 古川通泰 なまず 昭和～平成

23 水彩・素描 李禹煥 情景 昭和～平成

24 水彩・素描 脇田和 野生 1975

25 水彩・素描 脇田和 花と飛ぶ 1976

26 水彩・素描 脇田和 ハワイの人 1981

27 彫刻 畝村直久 曙の人間像 1952 第8回日展

28 彫刻 森豊一 大地（男子立像） 1975

29 彫刻 横山豊介 姉妹 2004 第36回改組日展

30 彫刻 吉田三郎 雲に漂う 1953 第9回日展

第4展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 油彩画 田井淳 東雲 2007 第75回記念独立展

2 油彩画 藤本東一良 伊豆の岩 1968

3 油彩画 東典男 バラライカを持つ裸婦 1948

4 油彩画 脇田和 あい坊と猫 1994

5 彫刻 石田瑞夫 月の雫Ⅲ 1989 第45回現代美術展

6 彫刻 木戸修 スパイラル'84 1984

7 彫刻 木戸修 スパイラルリング#3 1991



8 彫刻 木下繁 THE PREVAILING WESTERLIES 1983 第15回改組日展

9 彫刻 末政哲夫 正三角形の内と外 1998 第52回二紀展

10 彫刻 末政哲夫 天窓の上の獅子座 2005 第59回二紀展

11 彫刻 田中太郎 会話 1959

12 彫刻 野口嘉光 朋友 1959

13 彫刻 長谷川大治郎 コンポジション　祈り 1985 第71回二科展

14 彫刻 長谷川八十 踊る女 1958

15 彫刻 堀義雄 許せない私は許せない 1966 第20回二紀展

16 彫刻 宮﨑豊治 身辺モデル－類似化－ 1985

17 彫刻 山下晴子 SLIDE No.5 1991

通路展示

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 彫刻 坂坦道 思惟 1996 第28回改組日展

2 彫刻 高田博厚 腰かける女 1975

3 彫刻 長谷川大治郎 精なるものへ　鳥・手・家・大地 1993

4 彫刻 長谷川八十 軍鶏 1977 第31回二紀展

5 彫刻 長谷川八十 鳥 20ｃ

6 彫刻 吉田三郎 駝鳥(2) 1960

※展示作品は予告なく変更となる場合があります 発行日：2020年10月22日


