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新潟市美術館・新潟市新津美術館

平成２６年度美術資料選定委員会 選定結果

新潟市美術館

【寄贈作品】

No. 作者名 作品名

1 佐藤 清三郎 露地

2 佐藤 清三郎 万代橋

3 佐藤 清三郎 自転車

4 佐藤 清三郎 自画像

5 佐藤 清三郎 水仕事の女

6 佐藤 清三郎 草を刈る人

7 佐藤 清三郎 万代橋下

8 佐藤 清三郎 万代橋下

9 佐藤 清三郎 船を曳く男

10 佐藤 清三郎 風景（屋根）

11 矢部 友衛 山水図

【管理換作品】

No. 作者名 作品名

1 富川 潤一 魏の牧人

2 江川 蒼竹 良寛詩貼交

3 江川 蒼竹 蘇東坡前赤壁賦

4 江川 蒼竹 蘇東坡後赤壁賦

5 江川 蒼竹 楽三題

6 安宅 乕雄 室内の人物

7 安宅 乕雄 白いジャケット

8 黒井 健 新潟市制 100 周年イラスト

9 山内 壮夫 家族

【寄託作品】

No. 作者名 作品名

1 麻田 鷹司 秋岳

2 伊東 深水 高原晩秋

3 岩田 正巳 三彩馬

4 岩田 正巳 牡丹の図

5 奥田 元宋 梨とぶどう

6 小野 竹喬 若松
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7 加藤 東一 十国富士

8 土田 麦僊 舞妓

9 長井 亮之 藤

10 村山 径 法師池 

11 山本 丘人 冬至 

12 横尾 翠田 （画題不明） 

13 涌井 欽也 江戸中期新潟全景 

14 和田 三造 馬 

15 赤穴 宏 赤い背景の静物

16 安宅 乕雄 爽

17 安宅 安五郎 （画題不明）

18 安宅 安五郎 立春之富士

19 中川 紀元 果物

20 中川 紀元 伊奈駒ケ岳 

21 中川 紀元 穂高 

22 宮本 三郎 桃 

23 山口 薫 石仏不動明王 

24 岸田 劉生 桃図

25 武者小路実篤 静物 

26 武者小路実篤 和楽 

27 梅原 龍三郎 薔薇 

28 斎藤 清 たんぼ 

29 エミリオ･グレコ RIFLESSIONE 

30 エミリオ･グレコ 作品Ⅰ 

31 ドナルド･ジャッド Untitled（No.3) 

32 小野 為郎 若松 

33 島田 文雄 青白彩磁花鳥文大皿 

34  京焼・草花文瓶 

35 原 清 鉄釉草文偏壺 

36 原 益夫 エンドレス 

新潟市新津美術館

【寄贈作品】

No. 作者名 作品名

1 続木 睦二 蕪（かぶ）

2 髙井 進 青磁面取壺

3 吉田 志麻 青春ジャンボ（５人）

4 吉田 志麻 マサイマラ―バオバブの木の下で―

5 櫛谷 一代 魚河岸の婦（ひと）
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6 櫛谷 一代 午後の万代島漁港

7 渡辺 富栄 靴屋の親父

8 渡辺 富栄 船を造る人々―監視船修理―

【管理換作品】

No. 作者名 作品名

1 羽下 修三 石清助氏像

2 三富 與一 ばら

3 安宅 乕雄 初夏の女

4 阿部 一夫 船場町風景

5 猪爪 彦一 風景

6 猪爪 彦一 机上風景

7 植木 須美子 旧新潟高等学校

8 小柳 耕司 盛夏

9 金井 二郎 はさ木

10 笹谷 幸吉 異人池

11 高井 貞二 少女

12 高橋 五仙子 旧日和山海岸

13 近松 一雄 雪の医大赤門

14 富川 潤一 水戸教追憶（白い灯台）

15 鳥居 敏文 秋晴妙高

16 中島 萬木 萬代橋之夕照

17 西村 満 桃崎浜

18 西村 満 北の浜小屋

19 福島 長二朗 砂丘と松樹

20 三浦 文治 万代橋暮色

21 目黒 順三郎 旧県議会議事堂

22 吉原 芳仙 明けゆく社の図（白山神社）

23 吉原 芳仙 ヒマラヤの花丘

24 張 利 哈尼（ハニ）族の娘

【寄託作品】

No. 作者名 作品名

1 増原 宗一 風神雷神図


