
 コレクション展「優品選」 2022年4月24日（日）～5月22日（日）

No. 分野 作者名 作品名 製作年 (西暦) 初出展覧会等

第3展示室

1 油彩画 伊東哲 自画像 大正2 (1913)

2 油彩画 伊東哲 野 大正8 (1919) 第１回帝展

3 油彩画 伊東哲 遠足 大正15 (1926) 第７回帝展

4 油彩画 勝本冨士雄 Work White − 20 昭和36 (1961) パリ・ビエンナーレ展

5 油彩画 鴨居玲 蜘蛛の糸 昭和57 (1982)

6 油彩画 白尾勇次 WORK 81ーD 昭和56 (1981)

7 油彩画 高澤七郎 進化 昭和60 (1985)

8 油彩画 西田藤夫 アネモネ 平成25 (2013)

9 油彩画 西房浩二 ラクリマクリスティ 平成7 (1995)

10 油彩画 埜谷次郎 微動 昭和44 (1969)

11 油彩画 硲伊之助 アルバニアの老人 昭和40 (1965)

12 油彩画 森本仁平 花咲く砂丘 平成7 (1995) 特別陳列森本仁平展

13 油彩画 吉田冨士夫 ここは私の劇場（右） 昭和58 (1953) 第37回二紀展

14 油彩画 脇田和 落花 昭和27 (1952)

15 水彩画 伊東哲 すずめ７羽 昭和40 (1965)

16 水彩画 伊東哲 曲芸師 昭和40 (1965)

17 水彩画 伊東哲 二つの円 昭和40 (1965)

18 水彩画 伊東哲 細胞図(B） 昭和40 (1965)

19 水彩画 伊東哲 細菌と連鎖 昭和40 (1965)

20 水彩画 伊東哲 環虫と細胞 昭和40 (1965)

21 彫刻 木戸修 スパイラルリング＃３ 平成3 (1991)

22 彫刻 木村珪二 鳴器 昭和45 (1970) 第46回白日展

23 彫刻 清水良治 蜘蛛の糸（芥川龍之介より） 平成16 (2004) 第68回新制作協会展

24 彫刻 田中太郎 会話 昭和34 (1959)



第6展示室

  学びの系譜

1 日本画  石川義 潮韻 平成7 (1995) 第27回改組日展

2 日本画 池田瑞月 牡丹に雀之図 大正 (20c)

3 日本画 伊東深水 酔燕台翁 昭和35 (1960) 第11回日月社展

4 日本画 梅川三省 大地の女神 昭和57 (1982) 再興第67回院展

5 日本画 今尾景年 古樹木菟図 大正10 (1921)

6 日本画 垣内雲嶙 春雨山水図 明治24 (1891)

7 日本画 木島櫻谷 咆哮 明治35 (1902) 第8回新古美術品展

8 日本画 玉井敬泉 雷鳥喜戯図 昭和初期 (20c)

9 日本画 玉井紅嶙 雨中帰漁図 大正9 (1920)

10 日本画 高村右暁 一心不乱図 明治44 (1911)

11 日本画 羽根万象 花車 昭和55 (1980) 第12回改組日展

12 日本画 日影圭 心魂 平成15 (2003) 第35回改組日展 特選

13 日本画 山田敬中 春秋山水図 明治40 (1907)

  優品選

14 日本画 北野恒富 三味線 大正10 (1921) 日本美術院同人米国巡回展

15 日本画 戸田博子 夢・人・花 平成19 (2007) 第39回改組日展

16 日本画 中出信昭 午後 平成7 (1995) 第27回改組日展

17 日本画 安田靫彦 飛鳥をとめ 昭和33 (1958) 再興第43回院展

18 日本画 山本隆 先斗町 昭和61 (1986) 第18回改組日展

ギャラリー

1 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

2 彫刻 高田博厚 腰かける女 昭和50 (1975)

3 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

4 彫刻 宮地寅彦 口笛 昭和58 (1983) 第15回改組日展

5 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4月23日


