
●出品作品リスト

作者名 タイトル 制作年 素材・技法

ジョージ・シーガル コーヒーを注ぐウェイトレス 1973年 石コウ、木、金属、磁器

靉　嘔 レインボー・ナイト4 1971年 シルクスクリーン・紙

靉　嘔 レインボー・ナイト8 1971年 シルクスクリーン・紙

靉　嘔 レインボー・ナイト10 1971年 シルクスクリーン・紙

池村　玲子 思考 1985年 アクリル・画布

ジョナサン・ボロフスキー ブリーフケースを持つ人 1980-82年 アルミニウム

篠原　有司男 モーターサイクル・戦士 1984年 ミクストメディア（カードボード、アクリル、プラスティック、ポリエステル樹脂、鉄）

ジョゼフ・コーネル シャボン玉セット（月の虹） 宇宙の物体 1950年代 箱状のミクストメディア

イサム・ノグチ 幼年時代 1971年 庵治みかげ石

中村　康平 記憶気管Ⅱ 1988年 陶

金村　仁 絵になる冷蔵庫 1993年 パネルキャンヴァスにラッカ-塗料、鉄，真鍮

クレス・オルデンバーグ ミニチュア・ソフトドラム・セット 1969年 シルクスクリーン・画布、ペイントを塗られた木とロ-プ

ジャン・ティンデリー メタカオス・セピア 1973年 エッチング・紙

ジャン・ティンデリー レフレクシオン 1973年 エッチング・紙

福岡　道雄 波に寝る 1991年 FRP

福岡　道雄 風 1991年 FRP、木

フランク・ステラ バルパライソ・フレッシュ 1964年 メタリックペイント・画布

ジェラール・ティテュス・カルメル 室内　絵画No.12 1987年 油彩・画布・額装

アーシル・ゴーキー 無題（バージニア風景） 1943-44年 油彩・画布

トム・ウェッセルマン グレート・アメリカン・ヌード♯6 1961年 ミクストメディア、 コラージュ・ボード

田中　孝 夏のキオク 1987年 シルクスクリーン・紙

野村　仁 午前のアナレマ 1990年 写真

野村　仁 正午のアナレマ 1990年 写真

野村　仁 午後のアナレマ 1990年 写真

クリスト 包囲された島 1981年 布、パステル、木炭、鉛筆、写真

クリスト 包囲された島 1981年 布、パステル、木炭、鉛筆、エナメル・ペイント、写真

山口　晃 厩圖2004 2004年 水彩、油彩・画布

アレクサンダー・コールダー 水平 1963年 グワッシュ・紙

萩　駿 UNIVERSE　暁光 2000年 アクリル樹脂絵具・板

鄭相和 無題90-2-3 1990.年 油彩・カンヴァス

泉茂 プリズム現象 1988年 アクリル・カンヴァス

オノサト・トシノブ 無題 1968年 油彩・カンヴァス

オノサト・トシノブ 無題 1977年 油彩・カンヴァス

オノサト・トシノブ 無題 1977年 油彩・カンヴァス

オノサト・トシノブ 星 1980年 油彩・カンヴァス

オノサト・トシノブ Silk-49 1972年 シルクスクリーン・紙

オノサト・トシノブ Silk-80 1976年 シルクスクリーン・紙

オノサト・トシノブ Silk-91 1977年 シルクスクリーン・紙

オノサト・トシノブ A.S.-1 1981年 シルクスクリーン・紙

岡田 徹 水辺 昭和24(1949)年 画布・油彩　額装　1面

野口 謙蔵 雑草 昭和12(1937)年 画布・油彩　額装　1面

川端 健生 祭のあと 昭和45(1970)年 紙本著色　額装　1面

三橋 節子 近江昔話　雷獣 昭和49(1974)年 紙本著色　額装　1面

紀 楳亭 高士羅浮仙図 18世紀後半 紙本銀地著色　2曲1隻

長谷川 玉純 羅浮梅仙女図 絹本著色　軸装　1幅

紀 楳亭 蓬莱群仙図 紙本淡彩　2曲1隻

山元 春挙 不老富貴図 昭和7(1932)年頃 絹本著色　軸装　1幅

山元 春挙 しぐれ来る瀞峡 昭和6(1931)年 絹本著色　軸装　1幅

野添 平米 瀞峡図 □□ 紙本著色　6曲1双

中村 善種 冬の倒影 平成5(1993)年 画布・油彩　額装　1面

沢 宏靱 幻耀 昭和53(1978)年 紙本著色　額装　1面

吉田 善彦 桜 昭和40(1965)年 紙本著色　額装　1面

菱田 春草 雪後の月 明治35(1902)年 絹本著色　軸装　1幅

冨田 溪仙 柳蔭観月圖 大正9(1920)年 絹本著色　軸装　1幅

岸 竹堂 月下遊鹿図 □□ 絹本著色　軸装　1幅

岸 竹堂 三社図 □□ 紙本著色　6曲1双

森 寛斎 十二ヵ月図 明治20年代 絹本著色　軸装　11幅

小倉 遊亀 ゼラニウム 大正年間

小倉 遊亀 山茶花 昭和05頃(1930頃)年

小倉 遊亀 百日草 □□(□□)年

小倉 遊亀 磨針峠 昭和22(1947)年 第32回院展

小倉 遊亀 少将滋幹の母　挿画 昭和24〜25(1949〜50)年

小倉 遊亀 花屑 昭和25(1950)年 第35回院展

小倉 遊亀 娘 昭和26(1951)年 第36回院展

小倉 遊亀 佳器 昭和31(1956)年 第3回鼎会展

小倉 遊亀 家族達 昭和33(1958)年 第43回院展

小倉 遊亀 聴く 昭和49(1974)年 第59回院展

小倉 遊亀 或る御神像 昭和53(1978)年 第63回院展

小倉 遊亀 うす霜 昭和59(1984)年 第69回院展

小倉 遊亀 花と果物 昭和61(1986)年 第71回院展

小倉 遊亀 花菖蒲 昭和61(1986)年

清水 卯一 うず文花入 昭和24(1949)年 陶器

清水 卯一 柚子肌釉手付花入 昭和30(1955)年 陶器

清水 卯一 柿釉壷 昭和40(1965)年 陶器

清水 卯一 蓬莱磁堆線壷 昭和57〜58(1982〜83)年 陶器

清水 卯一 蓬莱獅子吼香炉 平成14(2002)年 陶器

《ひらけ!! フシギのたからばこ：現代美術部門》

《ひらけ!! フシギのたからばこ：日本画部門》

《ひらけ!! フシギのたからばこ：小倉遊亀コーナー》

《ひらけ!! フシギのたからばこ：工芸展示コーナー》


