
近 代 美 術 の 至 宝 平成２８年９月１０日（土）～１０月２３日（日）

―明治･大正･昭和の巨匠― ※No.98, 99は前期（9/10―10/2）、No.97, 100は後期（10/3―10/23）に展示する。

第７展示室　　―工芸―

No. 作品名 氏名 制作年 法量 出品展覧会 所蔵先

66 葆光彩磁孔雀尾文様花瓶 板谷波山 c.1914 高32.4×口径13.2×底径13.7 茨城県陶芸美術館

67 色絵更紗文蓋付飾壷 富本憲吉 1955 高17.5×胴径22.1×底径13.5 石川県立美術館

68 白地黒絵あじさい文壺 石黒宗麿 c.1950 高18.7×口径10.0×胴径18.5 石川県立美術館

69 志野茶碗　銘　早春 荒川豊蔵 1982 高10.0×口径12.5 岐阜県美術館

70 柿釉格子掛盛皿 浜田庄司 c.1958 高6.3×幅27.2×奥行27.1 東京国立近代美術館

71 備前大鉢 金重陶陽 1957 高10.0×径45.5 東京国立近代美術館

72 彩埏新秋花瓶 楠部弥弌 1984 高25.8×径24.7 京都国立近代美術館

73 緑地釉裏金彩飾壺 加藤土師萌 1963 高17.5×径21.0 東京国立近代美術館

74 古稀彩秋月花瓶 六代清水六兵衞 1972 高43.3×胴径28.8 愛知県陶磁美術館

75 富士染付金彩皿 近藤悠三 1982 高5.7×径34.3 京都市美術館

76 白瓷牡丹文輪花鉢 塚本快示 1979-81 高8.2×径24.0 愛知県陶磁美術館

77 釉彩華陽飾鉢 二代浅蔵五十吉 1977 高7.5×幅60.3×奥行58.9 石川県立美術館

78 鉄燿扁壺「やなぎ」 清水卯一 1990 高34.0×胴径25.0×口径3.0 京都市美術館

79 大樋釉花器「峙」 十代大樋長左衛門 2000 高59.0×径26.0　 式年遷宮記念神宮美術館

80 耀彩鉢「極光」 三代德田八十吉 1992 高9.2×口径54.3×底径14.2 石川県立美術館

81 濁手枝垂桜文鉢 十四代酒井田柿右衛門 1990 高11.1×口径52.6 第37回日本伝統工芸展 文化庁

82 平文菊水硯箱 六角紫水 1943 高3.2×縦20.9×横16.5 石川県輪島漆芸美術館

83 蒟醤草花文八角食籠 磯井如真 1956 高15.3×径27.1 東京国立近代美術館

84 栗鼠模様木地蒔絵手箱 高野松山 1940 高24.5×幅34.5×奥行16.5 京都国立近代美術館

85 沈金彫猫之図大皿 前　大峰 1950 高6.5×径49.0 石川県輪島漆芸美術館

86 蓬萊之棚 松田権六 1944 高114.0×幅61.2×奥行37.3 石川県立美術館

87 彫漆布袋葵文手箱 音丸耕堂 1978 高14.0×幅23.9×奥行17.9 文化庁

88 残映 山崎覚太郎 1963 縦182.5×横185.0 第６回新日展 高岡市美術館

89 曲輪造朱溜金彩盤 赤地友哉 1977 高5.1×口径42.5×底径28.8 第14回人間国宝新作展 石川県立美術館

90 乾漆朱輪花盤 増村益城 1983 高8.0×口径33.0×底径31.0 第30回日本伝統工芸展 文化庁

91 蒔絵箱「鳴き渡る」 寺井直次 1980 高17.6×幅17.8×奥行29.8 第27回日本伝統工芸展 石川県立美術館

92 残影（棚） 佐治賢使 1959 高86.7×幅182.3×奥行45.7 第２回新日展 石川県立美術館

93 化石譚 髙橋節郎 1967 縦162.0×横162.0 第10回新日展 石川県立美術館

94 平文南飛の箱 大場松魚 1977 高12.6×幅14.5×奥行24.8 第２回石川県工芸作家選抜美術展 石川県立美術館

95 麻地友禅瓜模様振袖 木村雨山 1937 丈172.0×裄63.0 第１回新文展 石川県立美術館

96 四季曼荼羅図二曲屏風 芹沢銈介 1971 縦172.3×横163.4 静岡市立芹沢銈介美術館

97 どぼんこ染黄地立涌文様絣着物 宗廣力三 1983 丈167.0×裄65.0 岐阜県美術館

98 藍地縞に丸文様絣着物 宗廣力三 1985 丈169.5×裄63.8 岐阜県美術館

99 花かげ（色と光） 志村ふくみ 1984 丈171.0×裄66.0 個展 滋賀県立近代美術館

100 朝顔 志村ふくみ 2001 丈167.5×裄68.4 滋賀県立近代美術館

101 笑獅子香炉 香取秀真 1948 縦20.2×横16.0×奥行16.0 文部省巡回展 千葉県立美術館

102 蝋型鋳銅置物　三禽 佐々木象堂 1960 高32.2×幅20.3×奥行3.8 第７回日本伝統工芸展 東京国立近代美術館

103 砂張銅鑼 初代魚住為楽 1954 径39.7×厚10.3 石川県立美術館

104 朱銅三筋文花入 高村豊周 1965 高20.1×口径4.8×胴径26.5 石川県立美術館

105 朧銀柳汀文花器 鹿島一谷 1981 高12.5×径18.4 文化庁

106 和銑霰蓬莱図真形釜 角谷一圭 1991 高22.0×口径14.0×胴径28.0 第30回日本伝統工芸展富山展（賛助出品） 高岡市美術館

107 鋳銅象嵌六方花器 金森映井智 1976 高18.4×幅19.7×奥行17.0 第23回日本伝統工芸展日本工芸会総裁賞 石川県立美術館

108 香実と想鳥（集いの為の酒器セット） 帖佐美行 1984 高35.9×幅32.0×奥行32.0 第16回改組日展 千葉県立美術館

109 白銅浮彫　若き心の友ハイデルベルグ 蓮田修吾郎 1988 縦160.0×横120.0×奥行10.0 第20回改組日展 石川県

110 赤漆流稜文飾箱 黒田辰秋 c.1957 高18.5×幅31.2×奥行16.0 東京国立近代美術館

111 大般若理趣分経之箱 氷見晃堂 1973 高18.4×幅30.9×奥行12.9 第20回日本伝統工芸展20周年記念特別賞 石川県立美術館

112 桑造線象嵌箱 大野昭和齋 1990 高15.0×幅21.3×奥行12.0 第37回日本伝統工芸展 文化庁

113 輪花盛器 中䑓瑞真 1981 高5.7×径34.7 第28回日本伝統工芸展 東京国立近代美術館

114 松葉編白錆花籃「白龍」 飯塚小玕齋 1992 高32.0×径24.0 文化庁

115 欅造盛器 川北良造 1988 高7.8×口径38.5×底径30.0 第35回日本伝統工芸展保持者選賞 石川県立美術館

116 木彫衣裳人形「渦紋」 堀　柳女 1959 高41.0×幅29.0×奥行16.3 第６回日本伝統工芸展 石川県立美術館

117 長閑 平田郷陽 1958 高35.0 人形美術院展 東京国立近代美術館

118 飾筥・しだれ櫻 藤田喬平 1985 高30.0×幅23.5×奥行23.5 第２回世界現代ガラス展 千葉県立美術館

119 截金彩色八花香盤「御法」 西出大三 1974 高4.0×幅20.0×奥行15.0 第21回日本伝統工芸展 石川県立美術館



近 代 美 術 の 至 宝 平成２８年９月１０日（土）～１０月２３日（日）

―明治･大正･昭和の巨匠― ※No.33は前期（9/10―10/2）、No.35は後期（10/3―10/23）に展示する。

第８展示室　―日本画・洋画・彫刻―

No. 作品名 氏名 制作年 法量 素材形状 展覧会 所蔵

日本画

1 若き家鴨 竹内栖鳳 1937 縦171×横184 紙本　屏風 第1回新文展 京都国立近代美術館

2 長江の朝 横山大観 1912 縦172.4×横360 紙本　屏風 石川県立美術館

3 鵜飼 川合玉堂 1931 縦87.4×横117.2 絹本　額 第12回帝展 東京藝術大学大学美術館

4 花の旅 上村松園 c.1910 縦120×横49.5 絹本　軸 名都美術館

5 少女 菊池契月 1932 縦118.5×横145.5 絹本　額 第8回菊池塾展 京都市美術館

6 右大臣実朝 松岡映丘 1932 縦123.7×横154.9 紙本　額 第13回帝展 日本芸術院

7 琴 小林古径 1937 縦111.8×横41.8 絹本　軸 京都国立近代美術館

8 木華開耶媛 堂本印象 1929 縦170×横238 絹本　額 第10回帝展 京都府立堂本印象美術館

9 鯉魚図 福田平八郎 1931 縦56.2×横71.6 絹本　軸 現代日本画展 京都国立近代美術館

10 竹 福田平八郎 1942 縦55.2×横72 絹本　額 京都国立近代美術館

11 榻上の花 山口蓬春 1949 縦112×横72.5 紙本　額 第5回日展 東京国立近代美術館

12 池 徳岡神泉 1952 縦129.9×横174.8 紙本　額 第8回日展 京都国立近代美術館

13 仔馬 山口華楊 1955 縦166.5×横185.5 紙本　額 第11回日展、第12回日本芸術院賞 日本芸術院

14 瀧 東山魁夷 1954 縦225×横134.5 紙本　額 第10回日展

15 穹 杉山寧 1964 縦226×横172 カンヴァス　額 第7回新日展 東京国立近代美術館

16 室内 高山辰雄 1952 縦198.5×横120.5 絹本　額 第８回日展 世田谷美術館

洋画

17 農夫とカラス 浅井忠 1891 縦84.8×横121 油彩　カンヴァス 石川県立美術館

18 阿倍能成像 安井曾太郎 1944 縦111.5×横71.3 油彩　キャンバス 昭和21年 第１回日展 東京国立近代美術館

19 樹下子供 中川一政 1939 縦91×横116.9 油彩　カンヴァス 昭和14年 第3回新文展 白山市立松任中川一政記念美術館

20 トレド遠望 小山敬三 1927 縦89×横116 油彩　カンヴァス 小諸市立小山敬三美術館

21 彼の休息 小磯良平 1927 縦145.5×横113.5 油彩　カンヴァス 昭和２年　東京美術学校卒業制作 東京藝術大学大学美術館

22 獺祭図 小絲源太郎 1931 縦162×横130 油彩　カンヴァス 昭和６年　第12回帝展 特選 大和証券株式会社

彫刻

23 坂上田村麻呂 山崎朝雲 1934 高さ99.5×幅43×奥行23 木彫　木 第15回帝展 京都市美術館

24 女 荻原守衛 1910 高さ98×幅37×奥行43 塑造　ブロンズ 第4回文展三等賞 笠間日動美術館

25 夢 建畠大夢 1939 高さ163×幅37×奥行43 塑造　ブロンズ 第3回文部省美術展(新文展) 京都市美術館

26 足芸 戸張孤雁 1914 高さ38.5×幅26×奥行18 塑造　ブロンズ 大正博覧会 碌山美術館

27 鏡 藤井浩祐 1938 高さ82×幅42×奥行33 塑造　ブロンズ 第2回新文展 京都市美術館

28 時の流れ 朝倉文夫 1917 高さ182×幅72.4×奥行45.5 ブロンズ 第11回文展 台東区立朝倉彫塑館

29 手 高村光太郎 1918 高さ38.6×幅14.5×奥行28.7 塑造　ブロンズ 碌山美術館

30 アダム 北村西望 1929 高さ173.5×幅99×奥行50 塑造　ブロンズ 第13回文展 東京都現代美術館

31 自刻像(生活) 木内克 1968 高さ78×幅29×奥行32 塑造　テラコッタ 第22回新樹会展 茨城県近代美術館

32 銀河の夢 澤田政廣 1925 高さ95×幅161×奥行55 木彫　木 第5回文展特選 熱海市立澤田政廣記念美術館

第9展示室　―日本画・洋画・彫刻―

No. 作品名 氏名 制作年 法量 素材形状 展覧会 所蔵

日本画

33 伏見の茶亭 安田靫彦 1956 縦109.3×横117.5 紙本　軸 第41回再興院展 東京国立近代美術館

34 飛鳥をとめ 安田靫彦 1958 縦146×横81.5 紙本　額 再興第43回院展 石川県立美術館

35 飛鳥の春の額装田王 安田靫彦 1964 縦131.1×横80.2 紙本　額 再興第49回院展 滋賀県立近代美術館

36 ささやき 伊東深水 1959 縦63.5×横71.5 絹本　額 名都美術館

37 酔燕台翁 伊東深水 1960 縦63.5×横71.5 紙本　額 第11回日月社展 石川県立美術館

38 面構（歌川派の三羽烏 広重国芳国貞） 片岡球子 1989 縦199×横336 紙本　額 再興第74回院展 日本芸術院

39 火焔山 西山英雄 1981 縦152.1×横215.5 紙本　額 第13回改組日展 石川県立美術館

40 高燿る藤原京の大殿 平山郁夫 1969 縦166.2×横363 紙本　屏風 再興第54回院展 株式会社ティラド

41 凍れる月光 加山又造 1981 縦174×横359 紙本　屏風 第8回創画展 富山県水墨美術館

洋画

42 母仔馬 坂本繁二郎 1960 縦38.4×横45.7 油彩　カンヴァス 昭和35年　草人社美術展 京都国立近代美術館

43 花図 小絲源太郎 1957 縦61×横83 油彩　カンヴァス 石川県

44 葬壇 梅原龍三郎 1977 縦73×横91 油彩　キャンバス 昭和52年　近作・未発表作品を中心とする梅原龍三郎展 東京国立近代美術館

45 三味線 林武 1964 縦100×横80.3 油彩　カンヴァス 昭和39年　第32回独立展 笠間日動美術館

46 日曜日の朝 東郷青児 1955 縦155.5×横122 油彩　カンヴァス 昭和31年　第２回現代美術展 東郷青児記念損保ジャパン日本興亜美術館

47 炎昼 牛島憲之 1946 縦121×横60.5 油彩　カンヴァス 昭和21年　第２回日展 特選 京都国立近代美術館

48 浜の女達 吉井淳二 1961 縦162×横130.3 油彩　カンヴァス 昭和38年　第48回二科展 日本芸術院

49 レ　トロワ　グラース 宮本三郎 1970 縦162.5×横97.3 油彩　カンヴァス 昭和45年 第24回二紀展 小松市立宮本三郎美術館

50 アラブの旅 高光一也 1975 縦160.7×横110.8 油彩　カンヴァス 昭和50年　第61回光風会展 石川県立美術館

51 二つの安居 脇田和 1995 縦130.3×横162.1 油彩　カンヴァス 平成５年　第59回新制作展 石川県立美術館

52 室内 藤本東一良 1946 縦115.2×横89.3 油彩・カンヴァス 昭和21年　第２回日展　特選 石川県立美術館

53 再び拍手 野見山暁治 1999 縦194×横194 油彩　カンヴァス 平成11年　個展 富山県立近代美術館

54 樂聖讃歌 芝田米三 1993 縦149×横219 油彩　カンヴァス 平成５年　第61回独立展　６年日本芸術院賞 日本芸術院

55 1982年 私 鴨居玲 1982 縦180×横257.8 油彩　カンヴァス 石川県立美術館

56 春めく 村田省蔵 1998 縦192.4×横162.3 油彩・カンヴァス 平成10年　改組第30回日展　内閣総理大臣賞 石川県立美術館

57 華粧 中山忠彦 1996 縦162×横112 油彩　カンヴァス 平成８年　第28回改組日展　内閣総理大臣賞 日本芸術院

58 蒼穹夢譚 絹谷幸二 2000 縦194×横259 ミクスト･メディア 平成12年　第68回独立展　13年日本芸術院賞 日本芸術院

彫刻

59 D氏の骨ぬきサイコロ 堀内正和 1964 高さ53.5×幅18×奥行18 ブロンズ 神奈川県立近代美術館

60 画家の像 淀井 敏夫 1951 高さ65×幅50×奥行37 塑造　ブロンズ 第36回二科展 東京藝術大学大学美術館

61 群馬の人 佐藤忠良 1951 高さ29.5×幅19×奥行24 塑造　ブロンズ 第16回新制作協会展 茨城県近代美術館

62 萩原朔太郎 舟越保武 1955 高さ25.5×幅21×奥行25 塑造　ブロンズ 第19回新制作協会展 茨城県近代美術館

63 喝采 富永直樹 1978 高さ105×幅82×奥行36 塑造　ブロンズ 第10回日展 三洋電機株式会社

64 MiserereⅥ 中村晋也 1996 高さ175×幅53×奥行47 塑造　ブロンズ 第28回改組日展 石川県立美術館

65 鍬形の碑 №5 江口週 1965 高さ65×幅64×奥行50 木彫　木 神奈川県立近代美術館


