
コレクション展「優品選」 (第3・6展示室) 2021年 7月10日(土)―8月8日(日･祝)

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 

1 油彩画 飯森定省 水浴の後 大正 (20ｃ)

2 油彩画 高光一也 花と女 昭和26 (1951)

3 油彩画 高光一也 南仏にて 昭和30 (1955)

4 油彩画 中川一政 向日葵 昭和57 (1982) 弥生画廊新館開設記念中川一政展

5 油彩画 中村研一 夏庭 昭和38 (1963) 第49回光風画会展

6 油彩画 藤本東一良 ニースの灯台 昭和57 (1982) 第14回改組日展

7 油彩画 増田孝 ひととき 昭和61 (1986) 第71回二科展

8 油彩画 宮本三郎 熱叢夢 昭和46 (1971) 第25回二紀展

9 油彩画 村田省蔵 プロムナード 平成23 (2011)

10 油彩画 吉川華優 アンニウイの午後 平成9 (1997) 第51回二紀展

11 油彩画 脇田和 西瓜と貝殻 昭和28 (1953) 第18回新制協会展

12 素描 高松次郎 アンドロメダB−４ 平成元 (1989)

13 水彩画 端名清 エーゲ海を行く 昭和61 (1986) 第18回改組日展

14 素描 堀井英男 陽光 昭和 (20ｃ)

15 素描 李禹煥 情景 昭和 (20ｃ)

16 版画 草間彌生 街 平成５ (1993)

17 書 表立雲 42-A 昭和42 (1967) 第20回書道藝術院展

18 書 表立雲 囷々 昭和52 (1977) 第29回毎日書道展

19 書 表立雲 澹 昭和57 (1967) 第15回現代の書展

20 彫刻 銭亀賢治 去りゆく夏 昭和52 (1977) 第9回改組日展

21 彫刻 谷村俊英 祭り詩 平成11 (1999) 第31回日展

22 彫刻 得能節朗 夏 昭和50 (1975) 第7回改組日展

23 彫刻 野畠耕之介 夏に想う 昭和53 (1978) 第8回日彫展

24 彫刻 山瀬晋吾 波乗り 昭和59 (1984) 第16回改組日展 特選

第6展示室

1 日本画  荒木弘訓  刻   平成24 (2012)  第44回改組日展

2 日本画  石川 義  南湖のたなご達   平成2  (1990)  第10回ｸﾞﾙｰﾌﾟ玄展

3 日本画  稲元 実  夏日   昭和58  (1983)  第15回改組日展

4 日本画  鹿見喜陌  街   昭和52  (1977)  第９回改組日展

5 日本画  西山英雄  火焔山   昭和56  (1981)  第13回改組日展

6 日本画  畠山錦成  鵜   昭和34  (1959)  第２回新日展

7 日本画  羽根万象  舳倉島夕礁   昭和50  (1975)  第７回改組日展



8 日本画  平桜和正  静映   昭和47  (1972)  第４回改組日展

9 日本画  平木孝志  磯   平成17  (2005)  第37回改組日展

10 日本画 池田瑞月 草木写生画巻 昭和10 (1935)  

11 日本画 上田珪草 松苗山 昭和34 (1959) 再興第44回院展

12 日本画  川端玉章  写生画巻 明治 (19Ｃ)  

13 日本画  木村貞子  読後の眠り 大正 (20ｃ)  

14 日本画  玉井敬泉  白山図   大正10  (1921)  

15 日本画 玉井敬泉 雷鳥喜戯図 昭和初期 (20ｃ)  

16 日本画  村田丹陵  富士巻狩図   明治28  (1895)  第4回内国勧業博覧会

17 彫刻 矩幸成 しぶき 昭和37 (1962) 第5回新日展

18 彫刻 坂坦道 御陣乗太鼓 昭和54 (1979) 第11回改組日展

ギャラリー

1 彫刻 木村珪二 ねんりん 昭和37 (1962) 第38回白日展 中沢賞

2 彫刻 高田博厚 腰かける女 昭和50 (1975)

3 彫刻 富永直樹 大将の椅子 昭和60 (1985)

4 彫刻 ⾧谷川八十 軍鶏 昭和52 (1977) 第31回二紀展

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 吉田三郎 駝鳥（１） 昭和35 (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：2021年7月9日


