
●出品作品リスト

作者名 タイトル 制作年 素材・技法 備考

郭	徳俊 フォードと郭	(A) 1974 リトグラフ・紙 作者寄贈

小川	信治 WITHOUT	YOU-レカミエ 1999-2000年 油彩・画布

森村	泰昌 石榴を持つ肖像 1991年 カラ-写真にカンヴァス加工

今井	祝雄 ヴォワイヤン 1994(-2010)年 ウレタン塗装・強化プラスティック、10点組みのうち６点 作者寄贈

高松	次郎 影（母子） 1964年 油彩・板

ロバート・ラウシェンバーグ アクシス（北） 1971年 陶器

北辻	良央 桜・贈物 1989年 (桜）鉄、亜鉛、真鍮	(額)ドロ-イング、ミクストメディア

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

小沢	剛 醤油画（李禹煥） 2004年 醤油、膠・画布

李	禹煥 点より 1976年 岩彩・画布

サム・フランシス サーキュラー・ブルー 1953年 油彩・画布

アンリ・マチス オセアニア	空 1946年 シルクスクリ-ン・リンネル

中村	康平 記憶気管II 1988年 陶

ロバート・モリス 無題 1972年 フェルト

北山	善夫 何か言いたかったの。 1989年 木、竹、和紙、針金

ワシリー・カンディンスキー 小さな世界XII 1922年 エッチング・紙

加納	光於 星とキルロイが濡れる 1957-58年 エッチング・紙 寺田小太郎氏寄贈

ペン・ニコルソン コンプリケイティッド・フォーム 1962年 ドライポイント

松谷	武判 Object-6 1973年 フォトセリグラフ・紙 尾野正晴氏寄贈

サム・フランシス 星の詩 1986年 リトグラフ

朝倉	俊輔 プラント 1996年 ダンボ-ル紙、和紙、布、柿渋 作者寄贈

《現代美術部門》【カラフル★ワールド】

靉	嘔 フロム・ザ・ディクショナリー4 1971年 シルクスクリ-ン・紙

靉	嘔 フロム・ザ・ディクショナリー7 1971年 シルクスクリ-ン・紙

立山	正一 Peinture 1987年 アクリル、顔料・画布

根岸	芳郎 29890 1985年 アクリル・画布

田中	敦子 黒い三ッ玉 1962年 油彩・画布

五十革	彰雄 無題 1981年 パステル・紙

山田	正亮 Work	Ep-26 1980年 オイルパステル・紙

山田	正亮 Work	Ep-531 1985年 水彩・紙

加納	光於 「波動説」-インタリオをめぐって1984-1985	No.28 1984-1985年 カラ-インタリオ・アルシュ紙

オノサト・トシノブ Art	Life 1977年 シルクスクリ-ン・紙 寺田小太郎氏寄贈

山形	博導 ネオン 1986年 シルクスクリ-ン・紙

山形	博導 スターライト・エクスプレス 1988年 シルクスクリ-ン・紙

八島	正明 旗の並ぶ日 平成8(1996)年 画布・油彩	額装	1面 作者寄贈

八島	正明 散髪 昭和49(1974)年 画布・油彩	額装	1面 作者寄贈

岡田	徹 イメージA	(磔刑図) 昭和59(1984)年 画布・油彩	額装	1面 作者寄贈

岡田	徹 部屋 平成5(1993)年 画布・油彩	額装	1面 作者寄贈

中島	来章 旭波図 絹本著色	軸装	1幅

岸	竹堂 富士群鶴図 18世紀後半 紙本金地著色	屏風装六曲一双 寄託品

野添	平米 松竹梅小禽図 絹本金地著色	屏風装二曲一隻

野口	小蘋 蓬莱仙境図 大正2(1913)年 絹本淡彩	軸装	1幅

山元	春挙 西王母之図 明治28(1895)年頃 絹本著色	軸装	1幅

鈴木	松年 十六羅漢図 絹本著色	軸装	1幅

岸	竹堂 十六羅漢図 明治20年代後半 絹本墨画	軸装	1幅

杉本	哲郎 マハヴィーラ 昭和52(1977)年 紙本著色	額装	1面 杉本一郎氏寄贈

小松	均 裾野の牛 昭和53(1978)年頃 紙本著色	屏風装二曲一隻 小松澄佳氏寄贈

大林	千萬樹 街道 大正初期 絹本著色	屏風装六曲一双

中島	来章 武陵桃源図 紙本著色	屏風装六曲一双 田中敬子氏寄贈

庄田	鶴友 耶馬溪之朝 明治44(1911)年 絹本著色	屏風装六曲一双

小倉	遊亀 受洗を謳う 昭和11(1936)年 紙本著色	2曲1隻 作者寄贈

小倉	遊亀 少将滋幹の母	挿画 昭和24〜25(1949〜50)年 紙本墨画 作者寄贈

小倉	遊亀 童女入浴図 大正15(1926)年 絹本著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 蕪 昭和5(1930)年頃 紙本著色	額装	1面

小倉	遊亀 アネモネ 昭和10(1935)年 紙本著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 佳器 昭和31(1956)年 紙本著色	額装	1面

小倉	遊亀 葡萄 昭和34(1959)年 紙本著色	額装	1面 清水サダ氏寄贈

小倉	遊亀 夏の客 昭和17(1942)年 絹本著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 憩う 昭和35(1960)年 紙本金地著色	額装	1面

小倉	遊亀 姉妹 昭和45(1970)年 紙本プラチナ地著色	額装	1面

小倉	遊亀 聴く 昭和49(1974)年 紙本プラチナ地著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 芥子 昭和53(1978)年 紙本金地著色	額装	1面 沖山悦子氏寄贈

小倉	遊亀 桔梗 昭和53(1978)年 紙本金地著色	額装	1面 沖山悦子氏寄贈

小倉	遊亀 厨のもの	(一) 昭和55(1980)年 紙本金地著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 厨のもの	(二) 昭和55(1980)年 紙本金地著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 厨のもの	(三) 昭和55(1980)年 紙本金地著色	額装	1面 作者寄贈

小倉	遊亀 紅白紫黄 平成1(1989)年 紙本プラチナ地著色	額装	1面

清水	卯一 鉄釉掛分大皿 昭和38(1963)年 陶器 作者寄贈

清水	卯一 鉄釉胴抜壷 昭和26(1951)年 陶器 作者寄贈

清水	卯一 黄蓬莱鉄彩鉢 昭和60(1985)年 陶器 作者寄贈

清水	卯一 蓬莱掛分丸壷 平成8(1996)年 陶器 作者寄贈

《工芸展示コーナー》

《現代美術部門》【びっくり！にせものアート】

《現代美術部門》【アートな	ふしぎ	せいめいたい】

《日本画・郷土美術部門》【こわい	え】

《日本画・郷土美術部門》【みたい♥めでたい♥ありがたい】

《日本画・郷土美術部門》【えの	なかを	たびしよう】

《小倉遊亀コーナー》


