
コレクション展「優品選」（第３・６展示室） 令和5年2月11日(土・祝)―3月22日(水)

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 池田三郎 微風 昭和54 (1979) 第33回二紀展

2 油彩画 鴨居玲 石の花 昭和54 (1979)

3 油彩画 小絲源太郎 春闌 昭和37 (1962) 第１回国際形象展

4 油彩画 高光一也 花など 昭和37 (1928)

5 油彩画 立見榮男 普賢童子 平成17 (2005) 樗の会展

6 油彩画 竹沢基 白い椿 昭和59 (1984) 第70回光風会展

7 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

8 油彩画 堀忠義 犀川春静 昭和34 (1959)

9 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

10 油彩画 南政善 コスチュームＡ 昭和25 (1950) 第36回光風会展

11 油彩画 宮本三郎 裸女達に捧ぐ 昭和44 (1969) 第23回二紀展

12 油彩画 村田省蔵 吉野 平成8 (1996)

13 油彩画 森本仁平 早春の岸辺 平成7 (1995) 特別陳列森本仁平展

14 油彩画 山岸光代 花咲くころ 平成15 (2003) 第88回二科展

15 油彩画 脇田和 芽吹き 平成2 (1990) 第54回新制作協会展

16 素描 白尾勇次 状況シリーズC   昭和59  (1984)

17 素描 白尾勇次 或る風景   昭和60  (1985)

18 素描 難波田龍起 緑の季節

19 版画 難波田龍起 明るい町 昭和53  (1978)

20 素描 高松次郎 無題

21 素描 堀井英男 陽光

22 素描 木下晋 表情 平成7  (1995)

23 素描 木下晋 自画像 平成2  (1990)

24 彫刻 木村珪二 Racketの像 昭和16頃 c.1941

25 彫刻 田中昭 春葩 昭和62 (1987) 第19回改組日展

26 彫刻 中島東洋 婦人像 大正15頃 c.1926

27 彫刻 吉田三郎 山羊を飼う老人 昭和18 (1943) 第6回新文展

第６展示室「優品選」

1 日本画  石川 義  春のあしおと   平成14  (2002)  第22回ｸﾞﾙｰﾌﾟ玄展

2 日本画  梅川三省  春の女神   昭和61  (1986)  第41回春の院展

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

4 日本画  滝川真人  春を待つ   平成8  (1996)  第28回改組日展

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

6 日本画 仁志出龍司 浄晨 平成18 (2006) 第38回改組日展

7 日本画  畠山錦成  早春   平成4  (1992)  第24回改組日展

8 日本画  平桜和正  待春の浜   昭和56  (1981)  第13回改組日展

9 日本画  曲子明良  春を待つ   昭和53  (1978)  第10回改組日展

10 日本画  曲子光男  春雪   平成1  (1989)  第46回東丘社展

11 日本画  上村松園  女房観梅之図 昭和初期 (20ｃ)

12 日本画  鈴木華邨  桃鶏図 明治 (19Ｃ)

13 日本画 富田温一郎 信州内山峡 昭和4 (1929)

14 日本画  前田青邨  紅白梅 昭和初期 (20ｃ)

15 日本画  水田硯山  江山春色図   大正 (20ｃ)

16 日本画  山脇こう雲  能登海浜加賀山麓図   大正12  (1923)

17 日本画  横山大観  霊峯春色 昭和 (20ｃ)

1 彫刻 畝村直久 立ひざの女 昭和32 (1957) 第13回日展

2 彫刻 松田尚之 かたらい 昭和55 (1980) 第12回改組日展

3 彫刻 吉田三郎 春日 昭和32 1957

4 彫刻 吉田三郎 駝鳥(2) 昭和35 1960

5 彫刻 吉田三郎 曠野 昭和36 1961 第37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：2023年2月10日
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