
コレクション展 (第3・4・6展示室)

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「優品選」 

1 油彩画 円地信二 セビジャーナス  平成18 (2006) 第92回光風会展

2 油彩画 鴨居玲 1982年 私 昭和57 (1982)

3 油彩画 鴨居玲  望郷を歌う（故高英洋に） 昭和56 (1981)

4 油彩画 鈴木博 風船とピエロ 平成11 (1999) 第53回二紀展

5 油彩画 高光一也 扇をかざす 昭和23 (1948)

6 油彩画 南政善 アコーディオン 昭和10 (1935) 第二部会展

7 油彩画 宮本三郎 歌手 昭和38 (1963) 第７回日本国際美術展

8 油彩画 宮本三郎 花 昭和35 (1960)

9 油彩画 宮本三郎 花 昭和44 (1969)

10 油彩画 吉川華優 ピエロの夢物語り 平成21 (2009) 第63回二紀展

11 油彩画 吉田冨士夫 獅子と道化と馬の足  昭和51 (1976) 30周年記念二紀展

12 素描 菅木志雄 前後の領置 昭和53 (1976)

13 素描 高松次郎 アンドロメダ B-4 平成元 (1989)

14 水彩画 蔦健三 ピアノの廃墟 平成9 (1997) 第56回水彩連盟展

15 水彩画 脇田和 ファミリー 昭和52 (1977)

16 水彩画 脇田和 鳥の遊び 昭和52 (1977)

17 水彩画 脇田和 婦人の集まり 昭和57 (1982)

18 版画 草間彌生 街 平成５ (1993)

19 版画 難波田龍起 明るい町 平成3 (1973)

20 彫刻 木村珪二 鳴器 昭和45 (1970) 第46回白日展

21 彫刻 田中太郎 音色 昭和51 (1976)

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

23 彫刻 横山豊介 道化 平成20 (2008) 第40回改組日展

24 彫刻 吉田三郎 山羊を飼う老人 昭和18 (1943) 第6回新文展

25 彫刻 吉田隆 風景の中の竪琴 昭和62 (1987)

2021年12月9日（木)―2022年1月23日(日)



第4展示室「現代の書」

1 書 青山杉雨 独嘨 昭和36 (1961)

2 書 表立雲 甲骨 昭和42 (1967) 第14回書道藝術院展

3 書 上条信山 廬葉江月寒 昭和36 (1961)

4 書 熊谷恒子 故里の山 昭和36 (1961)

5 書 鈴木翠軒 行觴 昭和36 (1961)

6 書 手島右卿 飛 昭和36 (1961)

7 書 日比野五鳳 かも 昭和36 (1961)

8 書 松丸東魚 当恕酔人 昭和36 (1961)

9 書 山田正平 万里一条鉄 昭和36 (1961)

「優品選」

10 油彩画 判三教 待春 平成2 (1990) 第36回一陽展

11 油彩画 開光市 卓上風景 平成27 (2015)

12 油彩画 前田さなみ ふたり 昭和50 (1975) 第18回安井賞展

13 油彩画 脇田和 幼児 昭和29 (1954) 脇田和展

14 彫刻 阿部雪子 若い女 昭和24 (1949)

15 彫刻 岩山豊郁 少年 昭和46 (1971) 第24回二紀展

16 彫刻 畝村直久 新しき拓人 昭和15 (1940) 奉祝展

17 彫刻 梶本良衛 今のワ・タ・シ 平成元 (1989) 第53回新制作協会展

18 彫刻 木村珪二 夜行バス 昭和45 (1970) 第46回白日展

19 彫刻 坂坦道 赤とんぼ 平成7 (1995) 第27回改組日展

20 彫刻 田中昭 遊びごころ 平成24 (2012) 第42日彫展

21 彫刻 田中太郎 顔 昭和50 (1975)

22 彫刻 野畠耕之介 爽秋 平成19 (2007) 第39回日展

23 彫刻 吉田三郎 子供群像 昭和29 (1954)

24 彫刻 吉田三郎 四高記念碑 昭和32 (1957)

25 彫刻 横山豊介 姉妹 平成16 (2004) 第36回改組日展



第6展示室「小特集 没後10年 曲子光男」

1 日本画  曲子光男  残照   昭和33  (1958)  第１回新日展

2 日本画  曲子光男  岩壁   昭和37  (1962)  第６回新日展

3 日本画  曲子光男  曙光   昭和47  (1972)  第4回日展

4 日本画  曲子光男  玄映   昭和51 (1976)  第８回改組日展

5 日本画  曲子光男  流   昭和53  (1978)  第10回改組日展

6 日本画  曲子光男  皓   昭和55  (1980)  第12回改組日展

7 日本画  曲子光男  残雪   昭和56  (1981)  第38回東丘社展

8 日本画  曲子光男  秋韻   昭和58  (1983)  第15回改組日展

9 日本画  曲子光男  寂   昭和63  (1988)  第20回日展

10 日本画  曲子光男  春雪   平成1  (1989)  第46回東丘社展

11 日本画  曲子光男  雪山   平成8  (1996)  第28回日展

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

13 日本画  上田珪草  水炎   昭和50  1975  再興第60回院展

14 日本画  梅川三省  月下佳人   昭和54  1979  再興第64回院展

15 日本画  西山英雄  残照   昭和57  1982  第14回改組日展

16 日本画  原田太乙  越の村里   昭和21  1946  第2回日展

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

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

19 日本画  曲子明良  雪雲来る   昭和59  1984  第16回改組日展

20 日本画  山本隆  質屋   平成3  1991  第23回改組日展

「優品選」



ギャラリー

1 彫刻 木村珪二 指揮者 昭和42 (1967)

2 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

3 彫刻 高田博厚 腰かける女 昭和50 (1975)

4 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

5 彫刻 松田尚之 かたらい 昭和55 (1980) 第12回改組日展

6 彫刻 山下晴子 SLIDE No.5 平成3 (1991)

※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12月8日


