
作　　　者 作　品　名 制作年 材質・形態 本紙寸法（㎝） 所蔵先 展覧会

1 岩倉　壽 荒地野 昭和52年 紙本着色・額装 縦151.5×横212.0 香川県立ミュージアム 第9回改組日展

2 大野百樹 秋韻 平成19年 四曲一隻 170.5×360.5 作者 第92回院展

3 久米伴香 そよ風 平成27年 紙本着色・額装 縦227.0×横182.0 作者 改組新第2回日展

4 児玉希望 枯野 昭和11年 六曲一双 各縱173.5横355.6 大阪市立美術館 改組第1回帝展

5 芝　康弘 晩夏 平成16年 紙本着色・額装 縦112.0×横162.0 作者

6 鈴木竹柏 ひかり輝く 平成25年 紙本着色・額装 縦150.0×横200.0 作者 第45回日展

7 手塚雄二 夕雅 平成１０年 紙本着色・四曲一隻 縦175×横360.0 小林画廊 第83回院展

8 富岡鉄斎 大原邨婦圖 大正7年 絹本着色・軸装 縦141.4×横52.0 清荒神清澄寺鉄斎美術館

9 西田幸一郎 叢 平成27年 紙本着色・額装 縦220.0×横165.0 作者 改組新第2回日展

10 西田眞人 白い花 平成27年 紙本着色・額装 縦165.0×横220.0 作者 改組新第2回日展

11 仁志出龍司 初めての仔育 平成27年 紙本着色・額装 縦190.0×横190・0 作者 改組新第2回日展

12 村田林藏 野花 平成22年 紙本着色・額装 縦162.0×横162.0 作者 第95回院展

13 安田靫彦 兎 昭和28年頃 紙本着色・額装 縦49.0×横59.5 神宮徴古館

14 山崎啓次 冬の日 平成9年 紙本着色・額装 215.0×156.0 福知山市佐藤太清記念美術館 第29回日展

15 山﨑隆夫 澄爽 平成23年 紙本着色・額装 縦224.0×横176.0 神宮美術館 第43回日展

16 山田　伸 幻影 平成19年 紙本着色・額装 縦211.7×横167.0 足立美術館 第92回院展

17 川邨かんこ 夢あそび 平成18年 油彩カンバス・額装 縦162.1×横130.3 作者 第32回現代童画展

18 北川直枝 陽だまりの坂道 平成27年 油彩カンバス・額装 縦162.1×横97.1 作者 第91回白日会展

19 佐々木信平 日差しをうけて 平成23年 油彩カンバス・額装 縦181.8×横227.3 作者
現代日本の美術２

０１２

20 中村光幸 Field 平成26年 油彩カンバス・額装 縦194.0×横259.0 作者 第82回独立展

21 三塩清巳 鎌倉の初夏・極楽寺坂切通 平成25年 油彩カンバス・額装 162.0×194.0 作者 第45回日展

22 山本澄江
MY LANDSCAPE「祈りの道」

－野の花　それぞれのいのち－
平成28年

ミクストメディア・アクリル
絵具、インク

縦130.0×横120.0 作者

23 山本　貞 二人の夏 平成23年 油彩カンバス・額装 縦162.1×横259.1 作者 第65回二紀展

24 日比野実 野の花、山の花 平成14年 紙本墨書・折本 28.0×30.8（料紙） 作者 第34回日展

25 神戸峰男 野 平成22年 ブロンズ・立像 高130.0×幅40.0×奥行40.0 神宮美術館

26 久保　　浩 野の花 平成22年 石膏・座像 140.0×58.0×53.0 作者 第42回日展

27 岩瀬なほみ 木彫木目込「野」 平成25年 人形 高40.0 作者
第60回日本伝統工芸

展

28 奥山峰石 打込象嵌水指　野の花 平成21年 金工・水指 径13.5高18.1 作者
人間国宝の現在（い

ま）展

29 鹿島一谷
布目象嵌銀朧銀接合せ香爐

「春日野」
平成8年 金工・香炉 径10.0×高11.2 神宮美術館

第43回日本伝統工芸
展

30 斎藤孝子 型絵染着物「花野」 平成25年 染織・着物 丈180.0　裄70.0 作者
第60回日本伝統工芸

展

31 中井謙次 友禅訪問着「野風」 平成25年 染織・着物 丈177.0　裄67.5 作者
第60回日本伝統工芸

展

32 本多亜弥 染付鉢「野葡萄」 平成28年 陶芸・鉢 径43.0高22.0 作者
第45回日本伝統工芸

近畿展

33 本間蕣華 花野乾漆六稜硯箱 昭和39年 漆芸・硯箱
高4.6幅32.8        奥

行25.3
東京国立近代美術館工芸館 第7回新日展

34 山田義明 野葡萄文九角飾鉢 平成28年 陶芸・鉢 径47.5高12.0 作者 新制作

35 山本　哲 螺鈿小匣「武蔵野」 平成27年 漆芸・箱 縦13.0横15.0高12.2 作者
第62回日本伝統工芸

展

工芸
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