
「新春優品選」 2022年1月4日（火）～1月16日（日）

古美術（第８展示室）

No. 指定 作品名 作者名 員数

1 松竹梅寿老図 佐々木泉景 3幅対

2 色変鶴菱模様唐織 1領

3 七人猩々図 狩野常信 1幅

4 猩々 近江 1面

5 県文 花鳥図屏風 狩野尚信 6曲1双

6 色絵椿文六角四段重 吉田屋窯 1重

7 色絵椿松竹梅盃洗 吉田屋窯 1口

8 加賀市文 水仙模様縫箔小袖 1領

9 友禅宝船文のれん 1面

近現代工芸（第８展示室）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会

10 陶磁 石黒宗麿 氷裂釉茶碗 c.1965

11 陶磁 初代石野竜山 赤絵獅子文壺 19世紀

12 陶磁 初代石野竜山 緑釉唐草鼎形香炉 20世紀

13 陶磁 九代大樋⾧左衛門 黒釉内梅花紋茶盌 1980 第５回石川県工芸作家選抜美術展

14 陶磁 十代大樋⾧左衛門 壺・指頭絵「虎吼」 2009 第41回改組日展

15 陶磁 北大路魯山人 色絵椿花図鉢 1938

16 陶磁 北出搭次郎 金襴手愛獣譜飾皿

17 陶磁 六代清水六兵衛 金彩老梅水指 1963

18 陶磁 高木松生 金襴手花器「雪の朝」 1994 第17回伝統九谷焼工芸展

19 陶磁 三代德田八十吉 燿彩鉢 1983 第7回日本陶芸展

20 陶磁 四代德田八十吉 彩釉鉢・翠澄 2012 第35回伝統九谷焼工芸展

21 陶磁 松原新助 白磁龍鳳凰透彫香炉 c.1888

22 漆工 大場松魚 平文朝韻平棗 1993

23 漆工 奥出寿泉 乾漆八角盛器 1971 第18回日本伝統工芸展

24 漆工 小森邦衞 曲輪造籃胎盤 1992 第３回石川県作家選抜美術展

25 漆工 寺井直次 鷺蒔絵平棗 1997

26 漆工 寺井直次 桐文中次 c.1975

27 染織 木村雨山 友禅赤地吉祥文振袖 1952

28 染織 原 峯水 波に咲く 1976 第８回改組日展

29 金工 三代魚住為楽 砂張銅鑼 1996

30 金工 山田宗美 鉄打出狛犬置物 1909

31 木工 川北良造 姫小松造水指 1998

32 木工 灰外達夫 神代杉挽曲造花入

33 木工 氷見晃堂 鉄刀木茶杓 20世紀

34 木工 福田芳朗 欅捻梅象嵌三段重 1992

35 人形 紺谷 力 彩塑人形「神事鵜祭」 1995 第42回日本伝統工芸展

36 截金 西出大三 截金彩色「牛の香合」 1961 伝統工芸新作展

37 截金 西出大三 木彫截金「華鶴」

38 截金 西出大三 截金宝石筥「紅梅」 1989 第29階伝統工芸新作展



近現代絵画・彫刻（第９展示室）

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会

39 日本画 池田瑞月 聖徳太子画像 1925  

40 日本画 石川 義 御佛供杉 1994  石川義展-杉の輪廻-(1994)

41 日本画 伊東深水 雪晴 20世紀  

42 日本画 岡本秋石 波に観音 19世紀  

43 日本画 川端龍子 東海第一山 20世紀  

44 日本画 木島櫻谷 咆哮 1902  第８回新古美術品展

45 日本画 鈴木華邨 蓬莱之図  1905  

46 日本画 村上華岳 観世音菩薩 1923  

47 日本画 吉田秋光 松に白鷹図 20世紀  

48 油彩画 勝本冨士雄 Rising Sun 赤 1973 第23回モダンアート展

49 油彩画 高光一也 金沢の妓 1979

50 油彩画 立見榮男 竜神雷神逍遙 2008 第62回二紀展

51 油彩画 早田楽斎 翁 1935

52 油彩画 法邑利博 森羅万象 1995 第49回二紀展

53 油彩画 宮本三郎 鼓 1972

54 油彩画 吉田冨士夫 トラ・トラ 1975 フランス美術賞展

55 版画 脇田 和 春風 1981

56 版画 脇田 和 一張羅 1983

57 版画 脇田 和 椿苑 1985

58 版画 宮本三郎 舞妓十二題 御点前 1972

59 版画 宮本三郎 舞妓十二題 つづみ 1972

60 版画 宮本三郎 舞妓十二題 松の内 1972

61 彫刻 大内青圃 風神・雷神 1974

62 彫刻 澤田政廣 笛人 1974

63 彫刻 津賀田勇馬 虎

64 彫刻 晝間 弘 猩々 1977

65 彫刻 森野圓象 蘭陵王 1977

66 彫刻 横山豊介 巫女舞 1998 第28回日彫展

67 彫刻 吉田三郎 寿老人 1950

※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28日


