
コレクション展「優品選」 (第3・6展示室) 2021年 10月23日(土)―12月5日(日)

No. 分野 作者名 作品名 制作年 （西暦） 初出展覧会等

第3展示室 

1 油彩画 浅井忠 農夫とカラス 明治24 (1891)

2 油彩画 伊東哲 読書 大正時代 20ｃ

3 油彩画 鴨居玲 1982年 私 昭和57 (1982)

4 油彩画 国本克己 みのり 昭和57 (1982) 第４回一創展

5 油彩画 高光一也 秋雨去来 昭和35 (1960)

6 油彩画 高光一也 和伎母読書 昭和52 (1977) 第１回夏期日洋展

7 油彩画 硲伊之助 麦秋 昭和35 (1960)

8 油彩画 藤本東一良 貝殻図譜 昭和15 (1940) 紀元２６００年奉祝展

9 油彩画 松下久信 丘への道 平成20 (2008) 第40回日展

10 油彩画 南政善 山高帽の男 昭和35 (1960) 第14回新樹会展

11 油彩画 宮本三郎 牧歌 昭和47 (1972) 第30回二紀展

12 油彩画 森本仁平 冬の小川 平成7 (1995) 特別陳列 森本仁平展

13 油彩画 脇田和 鳥と果実 昭和44 (1969)

14 版画 靉嘔 あ！Eの海だ 昭和46 (1971)

15 版画 相笠昌義 公園 昭和51 (1976)

16 版画 畦地梅太郎 よろこびの親子 昭和47 (1972)

17 版画 片岡球子 すすきと富士 昭和53 (1978)

18 版画 草間彌生 静物 昭和59 (1984)

19 版画 難波田龍起 青い人影 平成3 (1991)

20 版画 日和崎尊夫 KALPA 69 昭和44 (1969)

21 版画 脇田和 頭上の分身 昭和50 (1975) 五人の画家の版画展

22 版画 脇田和 オダリスク 昭和52 (1977)

23 版画 脇田和 鳥と裸婦 昭和52 (1977)

24 版画 脇田和 縫い包み人形 昭和56 (1981)

25 版画 脇田和 葉と果実 昭和64 (平成元)

26 彫刻 木村珪二 鳴器 昭和45 (1970) 第46回白日展

27 彫刻 坂坦道 赤とんぼ 平成7 (1995) 第27回改組日展

28 彫刻 得能節朗 歌姫 昭和59 (1984) 第16回改組日展 会員賞

29 彫刻 横山豊介 道化 平成20 (2008) 第40回改組日展

30 彫刻 吉田三郎 山羊を飼う老人 昭和18 (1943) 第6回新文展



第6展示室

1 日本画  荒木弘訓  航   平成13 (2001) 第33回改組日展

2 日本画  石川義  山里   昭和55  (1980)  第12回改組日展

3 日本画  坂根克介  舞   平成21  (2009) 第41回改組日展

4 日本画  士農力  Lex Avenue   平成12  (2000)  第32回改組日展

5 日本画  下村正一  秋   昭和60  (1985)  第17回改組日展

6 日本画  戸田博子  夢・人・花   平成19  (2007)  第39回改組日展

7 日本画  百々俊雅  転た寝   平成21  (2009)  第41回改組日展

8 日本画  中出信昭  凪   平成12  (2000) 第32 改組回日展 

9 日本画  西出茂弘  道   平成22  (2010)  改組第42回日展  特選

10 日本画 仁志出龍司 萌春の道 平成16 2004 第36回改組日展 特選

11 日本画  西山英雄  残照   昭和57  (1982)  第14回改組日展

12 日本画  畠山錦成  澄秋   昭和33  (1958)  第１回新日展

13 日本画  原田太乙  越の村里   昭和21  (1946)  第2回日展

14 日本画 平木孝志 磯 平成17 (2005) 第37回改組日展

15 日本画  平桜和正  北風の浜   昭和62  (1987)  第19回改組日展

16 日本画  古澤洋子  未来の化石   平成20  (2008)  第40回改組日展

17 日本画  山田毅  うねる   平成19  (2007) 第39回改組日展

18 日本画  山本隆  質屋   平成3  (1991)  第23回改組日展

19 日本画  由里本出  岬   昭和47  (1972)  第４回改組日展

20 彫刻 石田康夫 昇華 昭和46 (1971) 第3回改組日展 特選

21 彫刻 ⾧谷川八十 軍鶏 昭和52 (1977) 第31回二紀展

ギャラリー

1 彫刻 重田照雄 アルゴン溶接による試作 平成6 (1994) 第44回モダンアート展

2 彫刻 高田博厚 腰かける女 昭和50 (1975)

3 彫刻 ⾧谷川大治郎 精なるものへ 鳥・手・家・大地 平成5 (1993) 第7回神戸具象彫刻大賞展

4 彫刻 松田尚之 かたらい 昭和55 (1980) 第12回改組日展

5 彫刻 山下晴子 SLIDE No.5 平成3 (1991)

6 彫刻 吉田三郎 四高記念碑 昭和32 (1957)

※展示作品は予告なく変更となる場合があります 発行日：2021年10月22日


