
コレクション展「優品選」（第3・4・6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 円地信二 少女 昭和52 (1977) 第63回光風会展

2 油彩画 奥田憲三 雪の入江 平成1 (1989) 第21回日展

3 油彩画 鴨居玲 雪と鳥 於能登輪島 昭和55 (1980)

4 油彩画 高光一也 チュールリー公園にて 昭和61 (1986) 第18回改組日展

5 油彩画 塗師祥一郎 雪後の湖畔 昭和58 (1983) 第15回改組日展

6 油彩画 埜谷次郎 白い教会 昭和60 (1985) 第24回北陸中日美術展

7 油彩画 藤井多鶴子 風客 昭和30年代 (1955~1965)

8 油彩画 藤井外喜雄 静物 大正12～昭和4 (1923~1929)

9 油彩画 堀忠義 雪の山 昭和49 (1974) 第36回一水会展

10 油彩画 松下久信 水門のある風景 昭和60年代 (1985~1989) 第47回一水会展

11 油彩画 松村秀夫 渡り鳥のいる風景 昭和50 (1975) 第37回一水会展

12 油彩画 松本昇 待つ女 昭和55 (1980) 第12回改組日展

13 油彩画 宮本三郎 鼓 昭和47 (1972)

14 油彩画 村田省蔵 雪熄む 昭和63 (1988)

15 油彩画 森本仁平 雪のダム 平成7 (1995) 特別陳列森本仁平展

16 油彩画 脇田和 キャンドルと天使 昭和41 (1966) 第30回新制作協会展

17 版画 脇田 和 手品師 昭和33 (1958)

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

19 版画 脇田 和 三つの選択 昭和58 (1983)

20 版画 小林敬生 午後の鎮魂歌 No.3−C 昭和55 (1980)

21 版画 宮本三郎 舞妓十二題 京舞妓 昭和47 (1972)

22 版画 宮本三郎 舞妓十二題 つづみ  昭和47 (1972)

23 版画 宮本三郎 舞妓十二題 松の内  昭和47 (1972)

24 彫刻 木村珪二 Racketの像 昭和16頃 (c.1941)

25 彫刻 吉田三郎 パリーの女 昭和7 (1932)

第4展示室「優品選」

1 油彩画 鴨居玲 酔って候 昭和59 (1984)

2 油彩画 高光一也  ムッシュビュッフレー（カーニュにて） 昭和30 (1955)

3 油彩画 竹沢基 調書 昭和23 (1948) 第34回光風会展

4 油彩画 硲伊之助 アルバニアの老人 昭和40 (1965)

5 油彩画 藤森兼明 T君の像 昭和31 (1956) 第42回光風会展

6 油彩画 南政善 若い男 昭和45 (1970) 第24回新樹会展

7 油彩画 脇田和 無題 昭和3 (1928)

8 彫刻 朝倉文夫 人物座像 昭和～大正 (20c)

9 彫刻 畝村直久 新しき拓人 昭和15 (1940) 昭和15年奉祝展

10 彫刻 畝村直久 曙の人間像 昭和27 (1952) 第8回日展

11 彫刻 木村珪二 遺影 昭和38 (1963) 第39回白日展

12 彫刻 木村珪二 指揮者 昭和42 (1967)

13 彫刻 坂坦道 御陣乗太鼓 昭和54 (1979) 第11回改組日展

14 彫刻 坂坦道 チンドン屋 昭和56 (1981) 第13回改組日展

15 彫刻 坂坦道 酔っぱらい 昭和57 (1982) 第12回日彫展 西望賞

16 彫刻 清水良治 花祭り・⿁ 昭和58 (1983) 第48回新制作展
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17 彫刻 清水良治 見果てぬ夢（ドンキホーテ） 平成15 (2003)

18 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

19 彫刻 野畠耕之介 途 昭和56 (1981) 第13回改組日展 特選

20 彫刻 野畠耕之介 悠 昭和57 (1982) 第14回日展

21 彫刻 堀義雄 男の首（自刻像） 昭和25 (1950) 第6回日展

22 彫刻 松田尚之 自刻No.3 昭和56 (1981) 第13回改組日展

23 彫刻 三谷慎 曲芸師 昭和59 (1984)

24 彫刻 吉田三郎 偵察 昭和16 (1941)

25 彫刻 吉田三郎 山羊を飼う老人 昭和18 (1943) 第6回新文展

26 彫刻 吉田三郎 野口英世像 昭和28 (1953)

27 彫刻 吉田三郎 北村西望像 昭和30 (1955) 第11回日展

28 彫刻 吉田三郎 高峰譲吉像 昭和31 (1956)

29 彫刻 吉田三郎 四高記念碑 昭和32 (1957)

第6展示室「優品選」

1 日本画  川辺忠孝  早春   平成15 (2003)  第56回創造展

2 日本画  下村正一  集る   昭和50 (1975)  第７回改組日展

3 日本画  西山英雄  阿蘇颪   昭和55 (1980)  第12回改組日展

4 日本画 仁志出龍司 浄晨 平成18 (2006) 第38回改組日展

5 日本画  原田太乙  越の村里   昭和21 (1946)  第2回日展

6 日本画  曲子明良  雪雲来る   昭和59 (1984)  第16回改組日展

7 日本画  曲子光男  寂   昭和63 (1988)  第20回日展

8 日本画  曲子光男  雪山   平成8 (1996)  第28回日展

ケース内

9 日本画  石川 義  雪韻（秋田杉）   昭和57  (1982)  石川義個展(京都府企画)

10 日本画  伊東深水  雪晴 昭和 (20ｃ)  

11 日本画  北野恒富  鷺娘   昭和 (20ｃ)

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12月16日


