
コレクション展「優品選」 (第3・4展示室)

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 大滝由季生 ひらけ行く山麓 昭和52 (1977) 第９回改組日展

2 油彩画 奥田憲三 虹のかかる街 平成3 (1991) 第47回現代美術展

3 油彩画 鴨居玲 石の花 昭和54 (1979)

4 油彩画 鴨居玲 雪と鳥 於能登輪島  昭和55 (1980)

5 油彩画 田井淳 東雲 平成19 (2007) 第75回記念独立展

6 油彩画 高光一也 冬の男 昭和9 (1934)

7 油彩画 高光一也 雪人夫 昭和38 (1963) 第49回光風会展

8 油彩画 竹沢基 K子坐像 昭和52 (1977) 第63回光風会展

9 油彩画 中村研一 家居 昭和36 (1961) 第47回光風会展

10 油彩画 堀忠義 雪の山と古風な列車  昭和43 (1968) 第11回新日展

11 油彩画 宮本三郎 ワーリャ・アバザ 昭和15 (1940)

12 油彩画 村田省蔵 春近し 平成8 (1996) 第28回改組日展

13 油彩画 森本仁平 雪の集落 平成9 (1997)

14 版画 東山魁夷 海山十題「滝の音」 昭和52 (1977)

15 版画 東山魁夷 海山十題「雲湧く嶺」 昭和52 (1977)

16 版画 東山魁夷 海山十題「松と岩」 昭和52 (1977)

17 版画 東山魁夷 海山十題「渚の波紋」 昭和52 (1977)

18 版画 勝本冨士雄 四つの菱形ー白  昭和45 (1970)

19 版画 脇田和 外衣 昭和54 (1979) 脇田和・野見山暁治版画二人展

20 版画 脇田和 三つの選択 昭和58 (1983)

21 彫刻 北川薫 石鈴 昭和45 (1970)

22 彫刻 田中太郎 顔 昭和50 (1975)

23 彫刻 中村晋也 Miserere Ⅵ 平成8 (1996) 第28回改組日展

24 彫刻 堀義雄 女と男の不思議な縁 平成21 (2009) 第63回二紀展

25 彫刻 山本力吉 犬

第4展示室

1 油彩画 判三教 待春 平成2 (1990) 第36回一陽展

2 油彩画 開光市 卓上風景 平成27 (2015)

3 油彩画 前田さなみ ふたり 昭和50 (1975) 第18回安井賞展

4 油彩画 脇田和 幼児 昭和29 (1954) 脇田和展

5 彫刻 阿部雪子 若い女 昭和24 (1949)

6 彫刻 岩山豊郁 少年 昭和46 (1971) 第24回二紀展
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7 彫刻 畝村直久 新しき拓人 昭和15 (1940) 奉祝展

8 彫刻 川岸要吉 リズ・ハースト 平成６ (1994)

9 彫刻 木村珪二 ブルドック 昭和7 (1932)

10 彫刻 木村珪二 夜行バス 昭和45 (1970) 第46回白日展

11 彫刻 坂坦道 赤とんぼ 平成7 (1995) 第27回改組日展

12 彫刻 田中昭 遊びごころ 平成24 (2012) 第42日彫展

13 彫刻 田中太郎 音色 昭和51 (1976)

14 彫刻 得能節朗 春 昭和57 (1982)

15 彫刻 野畠耕之介 夏に想う 昭和53 (1978) 第8回日彫展

16 彫刻 野畠耕之介 爽秋 平成19 (2007) 第39回日展

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

18 彫刻 横山豊介 姉妹 平成16 (2004) 第36回改組日展

19 彫刻 吉田三郎 子供群像 昭和29 (1954)

20 彫刻 吉田三郎 四高記念碑 昭和32 (1957)

ギャラリー

1 彫刻 木村珪二 指揮者 昭和42 (1967)

2 彫刻 重田照雄 アルゴン溶接による試作 平成6 (1994) 第44回モダンアート展

3 彫刻 高田博厚 腰かける女 昭和50 (1975)

4 彫刻 ⾧谷川大治郎 精なるものへ  鳥・手・家・大地 平成5 (1993) 第7回神戸具象彫刻大賞展

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 山下晴子 SLIDE No.5 平成3 (1991)

※展示作品は予告なく変更となる場合があります 発行日：2022年1月26日


