
番号 作家名 作品名 制作年 技法、材質 展示室名

1 岸野　香 Trip 2010 紙本着色 第１展示室

2 村岡　貴美男 曼珠沙華 2010 紙本着色 第１展示室

3 番場　三雄 帰路 2010 紙本着色 第１展示室

4 前田　力 雨ふり 2010 紙本着色 第１展示室

5 篠崎　美保子 追懐の雫 2010 紙本着色 第１展示室

6 武部　雅子 天泣 2010 紙本着色 第１展示室

7 村田　省蔵 五月の稲架木 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

8 桐生　照子 甲斐路 2009 油彩、カンヴァス 第１展示室

9 鈴木　竹柏 雨に煙る五十鈴川 2006 紙本着色 第１展示室

10 中路　融人 雪の朝 2010 紙本着色 第１展示室

11 岩倉　寿 林を行く 2010 紙本着色 第１展示室

12 土屋　禮一 水の風景 2010 紙本着色 第１展示室

13 日影　圭 遥か 2010 紙本着色 第１展示室

14 松崎　十朗 午後 2010 紙本着色、銀箔 第１展示室

15 大樋　年朗 灰釉「見てご猿」 2003 大樋土、灰釉 ギャラリーＣ

16 今井　政之 備前「高砂」壷 2010 陶土 ギャラリーＣ

17 春山　文典 風道 2008 アルミニウム ギャラリーＣ

18 宮田 亮平 シュプリンゲン「悠」 2009 アルミニウム、金箔、銀箔 ギャラリーＣ

19 南雲　龍 龍王記－黒い壷－ 2010 黒釉施釉、白金・金上絵 ギャラリーＣ

20 井隼　慶人 ミツガシワ池 2011 蝋染／綿布 ギャラリーＣ

21 並木　恒延 雪のしるべ 2009 研出蒔絵／漆、ウズラ卵殻、金粉 ギャラリーＣ

22 服部　峻昇 耀貝二曲屏風　月の座 2009 蒔絵／漆、耀貝、金、錫 ギャラリーＣ

23 山岸　大成 那智 2010 磁器 ギャラリーＣ

24 林　香君 華厳’09 2009 ハンドビルド／陶土 ギャラリーＣ

25 遠藤　原三 埋み火 2011 油彩、パネル 第１展示室

26 西房　浩二 Spring Sonata 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

27 石田　宗之 受其瓔珞分作二分 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

28 児島　新太郎 透明な想い 2012 油彩、カンヴァス 第１展示室

29 中原　史雄 東風彩景11－17 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

30 西　健吉 浜の娘 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

31 中島　敏明 elegy -’09（哀） 2009 油彩、カンヴァス 第１展示室

32 山中　宣明 An anonym 2011 ミクストメディア 第１展示室

33 茶谷　弥宏 公園 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

34 山下　かじん 山河あり。 2012 ミクストメディア 第１展示室

35 菅原　二郎 内側のかたち　10 LS-CARPA 2010 石彫着色（石灰石） ギャラリーＡ

36 竹屋　修 記録 '11・空 2011 陶土 ギャラリーＡ

37 嶋崎　達哉 Donna Sciarpa 2011 木彫(ヒバ、楠、漆) ギャラリーＡ

38 小野　月世 Day dream 2012 水彩、紙 ギャラリーＣ

39 酒井　保嘉 奥阿賀・鹿瀬 2011 水彩、紙 ギャラリーＣ

40 永野　陽子 風韻 2011 水彩、紙 ギャラリーＣ

41 宮川　美樹 刻 2012 アクリル・水彩、紙 ギャラリーＣ

42 大沼　映夫 白彩降臨 2012 アクリル、カンヴァス 第１展示室

43 島田　章三 ふたりで花をいける 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

44 佐々木　豊 薔薇爆弾 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

45 井上　悟 空は青い 2005 油彩、カンヴァス 第１展示室

46 稲垣　考二 黄金仮面 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

●光風会

●二科会

●日本水彩画会

●国画会

公募団体ベストセレクション　美術　2012　　出品作品リスト

●日本美術院

●日展



47 安達　博文 時の符－Ⅸ/Ⅹ 2011 テンペラ・アクリル・水彩・岩彩、白亜地パネル 第１展示室

48 金守　世士夫 湖山（雷神・不二） 2008 木版／紙 ギャラリーＢ

49 増田　陽一 Germinal  '11-1 2011 亜鉛凹版・エッチング・アクアチント・ビュレン／紙 ギャラリーＢ

50 サイトウ　良 瞑－流れゆく世 2011 セリグラフ／石油系インク、紙 ギャラリーＢ

51 大成　浩 風の地平線－蜃気楼 No.22 2002 大理石 ギャラリーＡ

52 菊地　伸治 彼の伝言 2000 黒御影石 ギャラリーＡ

53 原口　健一 0（ゼロ） 2012 木彫彩色（銀杏） ギャラリーＡ

54 柚木　沙弥郎 コンポジション 2010 型染／ローシルク ギャラリーＣ

55 原山　雅子 壁掛け 2010 綴織、道屯織／絹 ギャラリーＣ

56 舩木　倭帆 筋文花瓶 2009 宙吹き／ソーダガラス ギャラリーＣ

57 小林　裕児 侵水の森 2010 テンペラ・油彩、パネル 第１展示室

58 西野　雅子 Window box 2011 ミクストメディア、パネルに綿布 第１展示室

59 八代　美紀 火口 2012 油彩、カンヴァス 第１展示室

60 すずき　くみこ jump 2012 油彩、カンヴァス 第１展示室

61 片山　憲二 森の風A 2012 木版／紙 ギャラリーＢ

62 片山　憲二 森の風Ｂ 2012 木版／紙 ギャラリーＢ

63 林　和一 明けゆく森 2012 木版／和紙 ギャラリーＢ

64 林　和一 峰の麗容 2011 木版／和紙 ギャラリーＢ

65 川井　木綿 浜辺：春の風 2008 木版／紙 ギャラリーＢ

66 川井　木綿 浜辺：秋 2009 木版／紙 ギャラリーＢ

67 中山　忠彦 トワ・エ・モワ 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

68 深澤　孝哉 テムズ朝光 1994 油彩、カンヴァス 第１展示室

69 湯山　俊久 L'allure 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

70 髙梨　芳実 アトリエ 2010 油彩、カンヴァス 第１展示室

71 市村　緑郎 彩風 2010 F.R.P ギャラリーＡ

72 山本　眞輔 心の旅－まほろばへの道－ 2010 石膏着色 ギャラリーＡ

73 峯田　義郎 旅・遺跡を巡る男 2000 ブロンズ ギャラリーＡ

74 齋藤　研 花嫁募集中 2011-2012 油彩、カンヴァス 第１展示室

75 絹谷　幸二 青に染まる想い（巡りくる時） 2008 ミクストメディア、麻布 第１展示室

76 本田　希枝 田園のした 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

77 金井　訓志 REN・DEZ・VOES 2012 アルキド、金箔ほか、パネル・寒冷紗 第１展示室

78 高澤　哲明 再生へのオマージュ 2012 ミクストメディア、スチール 第１展示室

79 奥谷　太一 シャッターの刻 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

80 倉地　比沙支 seem12-a 2012 印画紙に焼付／アクリルマウント ギャラリーＢ

81 倉地　比沙支 some scene12 2012 印画紙に焼付／アクリルマウント ギャラリーＢ

82 濱田　富貴 かたちー63 ”世界樹” 2012 エッチング、アクアチント／アルシュ紙、雁皮紙、 ギャラリーＢ

83 濱田　富貴 かたちー64 ”嚢－世界地図” 2012 エッチング、アクアチント／アルシュ紙、雁皮紙、 ギャラリーＢ

84 遠藤　美香 3人 2010 木版／紙 ギャラリーＢ

85 遠藤　美香 開脚 2011 木版／紙 ギャラリーＢ

86 池田　潤 Trace-Focus-10.To.lz.F.001 2010 凸版、孔版／鉛筆、紙 ギャラリーＢ

87 池田　潤 Trace - Focus -11.Tto.Ca.F.001 2011 凸版、孔版／鉛筆、紙 ギャラリーＢ

88 佐藤　哲 ひととき 2009 油彩、カンヴァス 第１展示室

89 中西　繁 ブランデンブルグ門（ベルリン） 2002 油彩、カンヴァス 第１展示室

90 菊池　元男 凪（Ⅱ） 2011 油彩、カンヴァス 第１展示室

91 野口　稔 夢牡丹 2009 アクリル・金粉・油彩、パネル 第１展示室

92 勝俣　睦 残された楽園－２ 2006 水彩・パステル、木枠にベニヤ板・紙 第１展示室

93 斎藤　寅彦 時の跡（繋ぐ 09） 2009 テンペラ・油彩・アルキド、カンヴァス 第１展示室

94 田中　紘子 ヨコハマスパイラル 2009 油彩・アクリル・金箔・銀箔・石膏、カンヴァス 第１展示室

●東光会

●旺玄会

●日本版画協会

●春陽会

●白日会

●独立美術協会



95 佐野　ぬい 投影の都市 2012 油彩、カンヴァス 第１展示室

96 渡辺　恂三 ロトの場合 2012 油彩、ポリエステルフィルム 第１展示室

97 矢澤　健太郎 悲しい女神 2011-2012 油彩、カンヴァス 第１展示室

98 上岡　真志 aqua (C.T) 2011 油彩・ミクストメディア、カンヴァス 第１展示室

99 小島　隆三 破壊と創造　”悩める賢者たち” 2012 アクリル・木材、板 第１展示室

100 藤田　邦統 「量子」　－質について－ 2011 油彩、木枠・麻布 第１展示室

101 加藤　昭男 Mother and Child 2011 ブロンズ ギャラリーＡ

102 瀧　徹 Dimension 2011 大理石、ガラス、ステンレス鋼 ギャラリーＡ

103 大野　匠 時雨 2011 木彫（楠） ギャラリーＡ

104 佐善　圭 蕾の調べ 2011 白大理石 ギャラリーＡ

105 佐伯　和子 Red & Blue 2011 糸、木 ギャラリーＡ

106 谷　浩二 breath 2011 発泡スチロール、木、ムギ球／自動調光 ギャラリーＡ

107 小川　游 北の番屋 2006 油彩、カンヴァス 第２展示室

108 玉虫　良次 高架線下 2007 油彩、カンヴァス 第２展示室

109 山本　耕造 絆 2004 油彩、カンヴァス 第２展示室

110 弓手　研平 日月祭田図（憲法前文三部作その三） 2009 油彩・大理石粉・赤弁柄・黒弁柄・木炭、カンヴァス 第２展示室

111 横尾　茂 「死の灰」怒る不動明王 2009 油彩、カンヴァス 第２展示室

112 石田　貞雄 埋む風景ー望楼 2007 油彩、板 第２展示室

113 醍醐　イサム D－GIN・20100713 2010 アクリル・水彩・墨・顔料、紙 第２展示室

114 平澤　重信 それにもかかわらず 2008 油彩、カンヴァス 第２展示室

115 田中　シンタロウ 疾 2011-2012 木材に塗装 ギャラリーＡ

116 竹本　鉄夫 箱とともに生きる男 2011 寄木（楠） ギャラリーＡ

117 浅野　輝一 明日への出発 2012 油彩、カンヴァス 第２展示室

118 石原　収二 原始大気－パンドラ 2012 アクリル、カンヴァス 第２展示室

119 前橋　義浩 寄り添うもの 2012 アクリル・油彩、板 第２展示室

120 安達智行 道標（天啓） 2010 アクリル、紙 ギャラリーＣ

121 上尾　忠生 樹精・カオール 2011 水溶性顔料、鳥の子紙 ギャラリーＣ

122 大貫　達雄 山シリーズより2007-1　地塘春日 2007 アクリル・色鉛筆、カンヴァス ギャラリーＣ

123 渡辺　愛子 日本人の物証－襤褸（六） 2009 水彩・ジェッソ、紙 ギャラリーＣ

124 工藤　和男 仕分け 2010 油彩、カンヴァス 第２展示室

125 倉林　愛二郎 刻 2012 2012 油彩、カンヴァス 第２展示室

126 福島　保典 沈黙 2012 アクリル、ボード・紙 第２展示室

127 江見　絹子 イカロスの炎 2010 油彩、カンヴァス 第２展示室

128 畑中　優 逃げてきた道ー漂泊の位置 2008 アクリル・油彩、板 第２展示室

129 菊地　武彦 土の記憶2012-7 1996/2012 岩彩・水彩ほか、紙 第２展示室

130 岩崎　純 time 2012 フレスコ、パネル 第２展示室

131 西山　三郎 薬草の生命 1999 乾漆 ギャラリーＡ

132 松本　雅之 2012廃市終章あるいは机上の荒野 2012 真鍮 ギャラリーＡ

133 平田　茂 ghost 2012 黒御影石 ギャラリーＡ

134 山本　貞 ソサイエティー 2010 油彩、カンヴァス 第２展示室

135 藪野　健 君が行った日、それは夏だった 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

136 遠藤　彰子 織られし白き糸 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

137 井上　護 北北東の風 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

138 柏本　龍太 counterpoint 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

139 今林　明子 陰影礼賛 2012 油彩、綿布・白亜地パネル 第２展示室

140 米林　雄一 FUTURE－Ⅱ 2011 ステンレス鋼 ギャラリーＡ

●行動美術協会

●二紀会

●美術文化協会

●水彩連盟

●創元会

●新制作協会

●一水会

●自由美術協会



141 小尾　昌弘 アーバンヴォイド～重なり合うかたち～ 2011 御影石 ギャラリーＡ

142 山手　麻起子 貝に咲く 2011 大理石 ギャラリーＡ

143 能島　征二 分水嶺 2010 ブロンズ ギャラリーＡ

144 瀬戸　剛 天部…断想 2010 ポリエステル樹脂 ギャラリーＡ

145 柴田　良貴 夜の倚像 2010 石膏 ギャラリーＡ

146 中原　篤徳 ダンスール 2010 石膏 ギャラリーＡ

147 樋口　洋 春雪 2009 油彩、カンヴァス 第２展示室

148 佐藤　祐治 古城 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

149 中井　悦子 生命の樹 2010 油彩、カンヴァス 第２展示室

150 上村　淳之 旅立ちを待つ 2011 紙本着色 第２展示室

151 滝沢　具幸 冬の構図 2008 紙本着色、金箔、銀箔 第２展示室

152 吉川　弘 Betwa River 2011 紙本着色 第２展示室

153 植田　一穂 海石榴 2011 紙本着色 第２展示室

154 久世　直幸 窓 2009 紙本着色、銀箔 第２展示室

155 荒木　亨子 卓上の静物 2010 紙本着色 第２展示室

156 石川　忠一 Contact by Yarn. 〈糸交信〉 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

157 出水　徹 揺らぐ人 2009 アクリル・油彩、カンヴァス 第２展示室

158 五嶋　稔 夢物語 2009 アクリル、カンヴァス 第２展示室

159 中川　知美 春風 2012 水彩・布・紙粘土などミクストメディア、パネル 第２展示室

160 二子石　義之 建物 2012 アクリル、カンヴァス 第２展示室

161 小松原　洋生 －宙－　’11/01 2011 CG／インクジェット、紙 ギャラリーＢ

162 小松原　洋生 －宙－　’11/02 2011 CG／インクジェット、紙 ギャラリーＢ

163 本多　栄子 TRANS-(T-12) 2012 リトグラフ、アルシュ紙 ギャラリーＢ

164 三浦　昌秀 リング・アーク 2012 鉄、黒御影石、アクリル ギャラリーＡ

165 村上　保 机上と共鳴する円環の笛 2012 乾漆 ギャラリーＡ

166 森　秀雄
偽りの青空　-SILVER NIGHT(AFTER

G. SEGAL)
2012 エアーブラシ／アクリル、カンヴァス 第２展示室

167 鈴木　力 春雷（SICILIA） 2012 テンペラ、パネル 第２展示室

168 山田　忠 風渡る－－遺された伝言2012 2012 油彩・アクリル、カンヴァス 第２展示室

169 細川　尚 いつか旅した頃 2012 アクリル・銀尖筆、カンヴァス 第２展示室

170 小松　正司 選択肢～扉の向こう～ 2012 油彩、カンヴァス 第２展示室

171 土井　敬真 あしたのこと　－Home－ 2012 木彫彩色（樟） ギャラリーＡ

172 浅野　修 筋交（虚と実） 2004 油彩・ミクストメディア 第２展示室

173 齋藤　典久 field 2010 アクリル・油彩、木製ボード 第２展示室

174 中城　芳裕 地獄公園 2012 アクリル、パネル 第２展示室

175 山本　靖久 山声 2011 カゼインテンペラ・アクリル・墨・金箔、麻紙・パネル 第２展示室

176 小灘　一紀 スサノオ命の足跡（神話の山・大山） 2012 油彩、カンヴァス 第２展示室

177 広田　和典 歩道橋 2012 油彩、カンヴァス 第２展示室

178 松野　行 峠を行く 2011 油彩、カンヴァス 第２展示室

179 関根　光次 花屋 2010 油彩、カンヴァス 第２展示室

●日洋会

創画会

●モダンアート協会

●一陽会

●主体美術協会

●日本彫刻会

●示現会


