
　コレクション展「優品選」（第3・4展示室）　2020年9月5日（土）～10月18日（日）

第3展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 日本画 石川義 火の山 1978 第10回改組日展

2 日本画 稲元実 武蔵野 1990 第22回改組日展

3 日本画 下村正一 秋 1985 第17回改組日展

4 日本画 玉井敬泉 山の秋 1930 第11回帝展

5 日本画 仁志出龍司 孤塁 1990 第10回采展

6 日本画 畠山錦成 澄秋 1958 第1回新日展

7 日本画 曲子光男 流 1978 第10回改組日展

8 日本画 山本知克 たそがれの街 1990 第22回改組日展

9 油彩画 高光一也 画室の二人 1954

10 油彩画 清水錬徳 高原初夏 1981 第49回独立展

11 油彩画 西田伸一 白い秋 2015 改組新第2回日展

12 油彩画 長谷川清 初秋 1997 第57回一水会展

13 油彩画 藤本東一良 ペギーの道 1973 第5回改組日展

14 油彩画 宮本三郎 赤いクッション 1935 第22回二科展

15 油彩画 本山二郎 ハミングバード 2013 改組第43回日展　特選

16 素描 鴨居玲 街の楽士 1975

17 素描 鴨居玲 ピエロ ｃ1979

18 版画 脇田和 りんご 1970

19 版画 脇田和 豆 1970

20 版画 脇田和 四つの果実 1971

21 版画 脇田和 少年と果実 1973

22 版画 脇田和 りんご 1974

23 版画 脇田和 洋梨 1975

24 彫刻 畝村直久 和 1961 第４回新日展

25 彫刻 得能節朗 歌姫 1984 第16回改組日展

26 彫刻 野畠耕之介 爽秋 2007 第39回日展

第4展示室

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 油彩画 田井淳 東雲 2007 第75回記念独立展

2 油彩画 藤井肇 こんなにまで 2003 第31回一泉櫻美会展

3 油彩画 三浦泉 遠い日 1995 第38回安井賞展

4 油彩画 山田勝明 大地の塔 2005 第59回二紀展

5 油彩画 脇田和 庭 1958 第22回新制作協会展

6 彫刻 畝村直久 立っている女 1957 第４回国際美術展

7 彫刻 畝村直久 未完の像（絶作） 1962 第5回新日展

8 彫刻 梶本良衛 今のワ・タ・シ 1989 第53回新制作協会展

9 彫刻 木下繁 裸婦 1964 第7回白日展

10 彫刻 木村珪二 崩壊 1968 第11回新日展

11 彫刻 木村珪二 鳴器 1970 第46回白日展



12 彫刻 坂坦道 話 1973 第5回改組日展

13 彫刻 清水良治 鳥女 1999

14 彫刻 清水良治 蜘蛛の糸（芥川龍之介より） 2004 第68回新制作協会展

15 彫刻 田中太郎 凧 1977

16 彫刻 長谷川大治郎 思考する人 1974 第30回現代美術展

17 彫刻 長谷川八十 踊る女 1958

18 彫刻 堀義雄 女（へ） 1958 第12回二紀展

19 彫刻 堀義雄 女（ち） 1958-59 第13回二紀展

通路展示

No. 分野 作者名 作品名 制作年代 初出展覧会・受賞

1 彫刻 坂坦道 思惟 1996 第28回改組日展

2 彫刻 高田博厚 腰かける女 1975

3 彫刻 長谷川大治郎 精なるものへ　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

※展示作品は予告なく変更となる場合があります 発行日：2020年9月4日


