
コレクション展 （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「優品選」 

1 油彩画 鴨居玲 ＥＴＵＤＥ(Ａ) 昭和53 (1978) 第１回明日への具象展

2 油彩画 鴨居玲 肖像 昭和60 (1985)

3 油彩画 鴨居玲 待つ 昭和51 (1976)

4 油彩画 北濱淳 RUE JULES CHAPLAIN 昭和59 (1984) 第70回記念光風会展

5 油彩画 清水錬徳 高原初夏 昭和56 (1881) 第49回独立展

6 油彩画 高光一也 ポンペイ好日 昭和51 (1976)

7 油彩画 竹沢基 装ひ 昭和27 (1952) 第８回日展

8 油彩画 中村研一 びわ 昭和34 (1959)

9 油彩画 硲伊之助 麦秋 昭和35 (1960)

10 水彩画 端名清 オールドタウン 昭和57 (1982) 第44回一水会展

11 油彩画 藤本東一良 白い断崖の岬 昭和62 (1987) 第73回光風会展

12 油彩画 前田さなみ 休日の肖像 南風 昭和52 (1977) 第45回独立展

13 油彩画 宮本三郎 夏山 昭和10 (1935) 第22回二科展

14 油彩画 脇田和 窓際の瓜 昭和49 (1974)

15 水彩画 難波田龍起 緑の季節 平成４ (1992)

16 水彩画 堀井英男 陽光 昭和40 (1965)

17 水彩画 李禹煥 情景 昭和40 (1965)

18 版画 小林敬生 蘇生の刻 群舞99-3A 平成11 (1999)

19 版画 小林敬生 午后の鎮魂歌 No.3-C 昭和41 (1980)

20 版画 小林敬生 星の時間 平成６ (1994)

21 版画 栗田政裕 ヒマールの見える街 平成４ (1992)

22 版画 日和崎尊夫 作品−C 昭和43 (1968) 第46回白日展

23 版画 日和崎尊夫 KALPA 69 昭和44 (1969) 第68回新制作協会展

24 彫刻 石田康夫 ニーナ 昭和51 (1976) 第8回改組日展

25 彫刻 坂坦道 赤とんぼ 平成7 (1995) 第27回改組日展

26 彫刻 重田照雄 波にゆれる鳥 昭和53 (1978) 第28回モダンアート展

27 彫刻 得能節朗 風 昭和57 (1982) 第14回改組日展

28 彫刻 野口嘉光 朋友 昭和34 (1959)

第4展示室「優品選」（新収蔵品展）

1 日本画 鹿見喜陌 街に 昭和52 (1977) 第9回改組日展 特選

2 日本画 鹿見喜陌 光 平成3 (1991) 改組第23回日展

3 日本画 松崎十朗 記憶 平成17 (2005) 改組第37回日展

4 日本画 松崎十朗 静かな時 平成25 (2013) 改組第47回日展
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5 日本画 松崎十朗 静かな時 平成30 (2018) 改組新第5回日展 会員賞

6 日本画 松崎十朗 海へ 令和3 (2021) 改組新第8回日展 内閣総理大臣賞

7 油彩画 高光一也 収穫 昭和38 (1963) 第6回新日展 文部大臣賞

8 油彩画 高光一也 寝台の裸婦 昭和32 (1957) 第13回日展

9 油彩画 高光一也 マラヤの水田 昭和37 (1962) 第５回新日展

10 彫刻 石田康夫 危機 平成7 (1995)

11 彫刻 石田康夫 面影 平成8 (1996) 北陸日彫会「首」研究展

12 彫刻 石田康夫 女性

13 彫刻 岩山豊郁 Kさんの首 昭和30年代 二紀選抜展

14 彫刻 清水良治 花祭り・⿁ 昭和58 (1983) 第48回新制作展

15 彫刻 清水良治 イカロスの墜落 昭和62 (1987) 第51回新制作展 

16 彫刻 清水良治 飛 平成4 (1992) 第56回新制作展

17 彫刻 清水良治 鳥女 平成11 (1999) 第63回新制作展 

ギャラリー

1 彫刻 高田博厚 腰かける女 昭和50 (1975)

2 彫刻 宮地寅彦 口笛 昭和58 (1983) 第15回改組日展

3 彫刻 吉田三郎 或る坑夫 昭和17 (1942)

4 彫刻 吉田三郎 寿老人 昭和25 (1950)

5 彫刻 吉田三郎 満州風景(1) 昭和32 (1957) 第33回白日展

※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6月24日


