
　コレクション展「優品選」（第3・4・6展示室）　2020年5月18日（月）～6月14日（日）

第3展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年 初出展覧会・受賞

1 油彩画 飛鳥哲雄 手鏡 20ｃ

2 油彩画 柴原　雪 魚介 1985 第21回北村西望賞

3 油彩画 清水錬徳 都会風景 1933 第3回独立展

4 油彩画 高光一也 花と女 1951

5 油彩画 中村研一 びわ 1959

6 油彩画 西房浩二 ラクリマクリスティ 1995

7 油彩画 埜谷次郎 白い教会 1985 第24回北陸中日美術展

8 油彩画 硲伊之助 麦秋 1960

9 油彩画 藤本東一郎 陸にあがったヨット 1972 第11回改組日展

10 油彩画 堀　忠義 雪の山 1974 第36回一水会展佳作

11 油彩画 増田　孝 イタリア旅情 1992

12 油彩画 南　政善 蘇州 1960

13 油彩画 宮本三郎 熱叢夢 1971 第25回二紀展

14 油彩画 村田省蔵 双樹 1980 第12回改組日展

15 油彩画 森本仁平 地層 1969

16 油彩画 吉田富士夫 催眠術（袋） 1986 第40回記念二紀展

17 油彩画 脇田　和 赤い鳥 1965

18 油彩画 脇田　和 金太郎 1952 第16回新制作協会展

19 水彩素描 脇田　和 裸婦と鳥達ち 1973

20 水彩素描 脇田　和 庭に来る白鳩 1973

21 水彩素描 脇田　和 孤独の鳥 1985

22 水彩素描 脇田　和 群鳩 1983

23 水彩素描 脇田　和 髪を咥える鳥 1979

24 彫刻 吉田三郎 山羊を飼う老人 1943 第6回新文展

25 彫刻 吉田三郎 男立像 1949 第5回日展

26 彫刻 松田尚之 人魚 1969 第1回改組日展

27 彫刻 木下繁 裸婦 1978 第10回改組日展

第4展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年 初出展覧会・受賞

1 油彩画 北濱　淳 ブラス・ジョルダン・グラモン 1982 第14回改組日展

2 油彩画 高光一也 朝 1960 第3回新日展

3 油彩画 竹沢　基 花模様 1980 日展審査員展

4 油彩画 田辺栄次郎 セーヌ川遠望 1977 第23回一陽展

5 彫刻 畝村直久 女（ポニーテール） 1959 第２回新日展

6 彫刻 梶本良衛 ワタシ今ナニヲ 1997 石川県作家選抜美術展'98

7 彫刻 矩　幸成 春を包む 1936
第１回東方彫塑院展
時代賞わかもと賞

8 彫刻 矩　幸成 泉お汲む 1963 第６回新日展



9 彫刻 島屋純晴 UNITY-8　大地から空間へ 1984 第23回北陸中日美術展大賞

10 彫刻 清水良治 花祭り・鬼 1983

11 彫刻 田中　昭 春葩 1987
第19回改組日展
内閣総理大臣賞

12 彫刻 田中太郎 顔 1975

13 彫刻 田中太郎 目鼻のある胴体 1979

14 彫刻 得能節朗 春 1982

15 彫刻 野畠耕之介 夏に想う 1978 第8回日彫展

16 彫刻 堀　義雄 晴れた日の退屈な話 1966～67

通路展示

1 彫刻 坂　坦道 思惟 1996 第28回改組日展

2 彫刻 富永直樹 大将の椅子 1985

3 彫刻 長谷川大治郎 聖なるものへ　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

第6展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年 初出展覧会・受賞

1 日本画 畠山錦成 鵜 1959 第２回新日展

2 日本画 畠山錦成 像 1960 第３回新日展

3 日本画 畠山錦成 山羊 1974 第６回改組日展

4 日本画 畠山錦成 霽れる 1980 第12回改組日展

5 日本画 畠山錦成 瀞 1988 第20回改組日展

6 日本画 畠山錦成 早春 1992 第24回改組日展

7 日本画 畠山錦成 山間いの川 1993 第25回改組日展

8 日本画 石川　義 棲む 1992 第12回グループ玄展

9 日本画 稲元　実 巌 1993 第25回改組日展

10 日本画 梅川三省 春の女神 1986 第41回春の院展

11 日本画 百々俊雅 日曜日 1993 第25回改組日展

12 日本画 中出信昭 凪 2000 第32回改組日展

13 日本画 仁志出龍司 萌春の道 2004 第36回改組日展 特選

14 日本画 山本知克 朝日の当たる街 1999 第31回改組日展

15 日本画 上田珪草 松苗山 1959 再興第44回院展

16 日本画 上村松園 春さめ 20ｃ

17 日本画 横山大観 霊峯春色 20ｃ

18 日本画 垣内雲嶙 春雨山水図 1891

19 日本画 水田硯山 江山春色図 20ｃ
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没後25年　畠山錦成

優品選


