
令和4年度　小林古径記念美術館企画展　「芸能科の記憶－学び舎から飛び立った作家たち－」展示作品リスト

会期：令和4年10月8日（土）～12月18日（日）

会場：小林古径記念美術館　※作品番号は展示の順番と必ずしも一致しません。

第Ⅰ部　「小林古径 人と作品」　古径記念室

№ 作品名 作家名 分類 制作年 寸法（㎝） 材質・技法 形状 備考

1 少女 小林 古径 日本画 1898（明治31）頃 67.8×54.8 絹・着色 軸装 田中産業株式会社寄贈

2 牡丹 小林 古径 日本画 1951（昭和26） 59.1×76.4 紙・着色 軸装

3 大仏殿 小林 古径 日本画 1943（昭和18） 48.2×51.3 紙・着色 軸装 植木英子氏寄贈

4 鳩 小林 古径 日本画 1927（昭和2） 116.0×41.7 絹・着色 軸装 久保田洋子氏寄贈

5 郁子 小林 古径 習作 1942（昭和17）頃 46.3×60.0 紙・着色 額装 田中産業株式会社寄贈

6 菊 小林 古径 習作 34.5×43.0 紙・着色 額装

7 牡丹（絶筆） 小林 古径 日本画 1956（昭和31）頃 54.6×72.5 紙・着色 額装

8 読売新聞『紺暖簾』挿絵 小林 古径 模写 1902（明治35） 18.5×26.5 紙・墨画 額装

9 読売新聞『紺暖簾』挿絵 小林 古径 模写 1902（昭和35） 18.5×26.5 紙・墨画 額装

10 投壺と投壺矢 小林 古径 模写 明治時代末期 26.5×37.5 紙・墨画 額装

11 鋳銅釣灯籠 小林 古径 模写 明治時代末期 26.5×37.5 紙・墨画 額装

12 源氏物語絵巻　夕霧 小林 古径 模写 明治時代末期 22.0×40.0 紙・墨画淡彩 額装

13 後三年合戦絵詞 小林 古径 模写 明治時代末期 26.7×38.5 紙・墨画淡彩 額装

14 顔料 小林古径旧蔵品 資料 深見實郎氏寄贈

15 筆・刷毛 小林古径旧蔵品 資料 深見實郎氏寄贈

16 絵皿 小林古径旧蔵品 資料 径11.7 陶器 深見實郎氏寄贈

17 端渓硯 小林古径旧蔵品 資料 15.2×10.2×2.0 石・木

18 写生帖（２冊） 小林 古径 資料
明治時代末期/昭和3
年

紙

第Ⅱ部　「芸能科の記憶－学び舎から飛び立った作家たち－」　企画展示室

　１．日本画（絵画科）

№ 作品名 作家名 卒回（卒年） 制作年 寸法（㎝） 材質・技法 形状 所蔵

1 昼の月 池田 尚志  - 24.2×27.2 紙・彩色 額装 小林古径記念美術館蔵

2 森 松垣 靏雄  - 1960（昭和35）頃 45.5×51.2 絹・彩色 額装 小林古径記念美術館蔵

3 少女 川合 清  - 52.5×45.0 紙・彩色 額装 小林古径記念美術館蔵

4 草むら 菊地 美秋 8（S35） 1995（平成7） 64.0×79.0 紙・彩色 額装 個人蔵

5 晩秋 伊藤 美和 8（S35） 2000（平成12）頃 63.7×88.0 紙・彩色 額装 新潟県立高田南城高校蔵

6 朽 吉澤 隆史 9(36) 52.9×60.5 紙・彩色 額装 小林古径記念美術館蔵

7 寂光 親跡 峻 13（S40） 1963（昭和38） 51.2×62.0 紙・彩色 額装 小林古径記念美術館蔵

8 学舎 山本 祥二郎 13（S40） 1982（昭和57）頃 89.0×114.7 紙・彩色 額装 個人蔵

9 RAKKA-21世紀を生きる- 東條 麗子 14(S41) 2003（平成15） 91.0×91.0 紙・彩色 額装 個人蔵

10 船を造る人々－足場づくり－ 渡辺 富栄 20（S47） 2018（平成30） 99.5×98.0 紙・彩色 額装 個人蔵

11 松 小林 充也 26（S53） 2020（令和2） 115.0×115.0 紙・彩色 額装 個人蔵

12 Ripple （水泡） 松森 清昭 30(S57) 2021（令和3） 72.0×90.7 紙・アクリル・胡粉 額装 個人蔵

13 草叢　岳花 斎藤 和行 31(S58) 2015（平成27） 116.8×45.5 紙・彩色 額装 個人蔵

№ 作品名 作家名 卒回（卒年） 制作年 寸法（㎝） 材質・技法 形状 所蔵

14 アザミ 牧田 実  - 1929（昭和4） 58.4×43.7 カンヴァス・油彩 額装 小林古径記念美術館蔵

15 奈良の秋 栗原 信  - 1953（昭和28） 72.7×91.0 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

16 独奏 金子 仁三郎  - 1975（昭和50） 129.0×160.7 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

17 佐渡の春駒 三浦 顕栄  - 1974（昭和49） 115.0×89.0 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

18 藤　ボナール讃 長森 聰  - 1982（昭和57）頃 72.2×52.4 カンヴァス・油彩 額装 小林古径記念美術館蔵

　２．洋画（絵画科）



№ 作品名 作家名 卒回（卒年） 制作年 寸法（㎝） 材質・技法 形状 所蔵

19 アトリエの裸婦 宮本 三郎  - 1924（大正13） 110.8×84.9 カンヴァス・油彩 額装 新潟大学教育学部蔵

20 抵抗の記録 内山 格 3（S30） 1973（昭和48） 166.8×128.7 カンヴァス・油彩 額装 新潟大学教育学部蔵

21 巣立つ 村山 陽 3（S30） 1960（昭和35） 115.0×89.0 カンヴァス・油彩 額装 小林古径記念美術館蔵

22 おののく人 飯田 春行 4（S31） 1967（昭和42） 91.0×91.0 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

23 地の宙　―UFO 市橋 哲夫 5（S32） 2020（令和2） 89.3×89.3 カンヴァス・アクリル 額装 個人蔵

24 人穴　ナニモナイウチガワ 矢野 利隆 5（S32） 2021（令和3） 96.0×129.4 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

25 東本町の家 早津 剛 9（S36） 1997（平成9） 90.3×116.2 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

26 次の男 長谷部 昇 10（S37） 1972（昭和47） 104.0×101.5 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

27 北のセメント工場 石川 吉郎　 11（Ｓ３８） 2014（平成26）頃 115.8×90.0 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

28 鎚起する人 平原 義二郎　 13(S40) 2014（平成26） 90.5×115.6 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

29 遺跡考（生命） 小関 育也 14（S41） 2013（平成25） 114.5×89.0 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

30 不在の鏡 前山 忠 15（S42） 2015（平成27） 50.0×38.0 鏡・ロープ 平面 個人蔵

31 HEISEI - terada 堀川 紀夫 16（S43） 1994（平成6） 99.0×99.0 カンヴァス・アクリル パネル 個人蔵

32 新しい季節 金谷 範子 20（S47） 2010（平成22）頃 123.5×114.0 カンヴァス・アクリル・シェルパウダー 平面 個人蔵

33 寒ざらし妙高 池上 秀敏 25(S52) 2021（令和3） 89.5×115.0 カンヴァス・油彩 額装 個人蔵

34 激石波,1993-1 磯部 錦司 31(S58) 1993（平成5） 91.0×91.0 新聞紙・和紙・墨・アクリル顔料 額装 個人蔵

№ 作品名 作家名 卒回（卒年） 制作年 寸法（㎝） 所蔵

35 良寛さん 戸張 幸男  - 1991（平成3） 高51.2 個人蔵

36 影 渡邊 利馗  - 1982（昭和57） 体長120（最大） 小林古径記念美術館蔵

37 色絵辛夷文花瓶 齋藤 三郎  - 1962（昭和37） 高45.2 小林古径記念美術館蔵

38 シュプリンゲン 宮田 亮平  - 2011（平成23） 高73.0 株式会社新潟放送蔵

39 M氏の像 新保 順司 5（S32） 2013（平成25） 高50.0 個人蔵

40 TORSO　ALCAST 戸張 公晴 11（S38） 1995（平成7） 高81.0 個人蔵

41 夏の終わりに 横尾 元則 11（S38） 1979（昭和54） 高120.0 個人蔵

42 小さな夢 堀田 正 18（S45） 2001（平成13） 高73.0 個人蔵

43 街 本間 公司 30（S57） 1995（平成7） 高32.6 個人蔵

　４．書道

№ 作品名 作家名 卒回（卒年） 制作年 寸法（㎝） 材質・技法 形状 所蔵

44 李白詩　 石橋 啓十郎（犀水）  - 1998（平成10） 134.5×57.5 紙・墨 軸装 個人蔵

45 無量寿 竹内 忠雄（臨川）  - 20.5×44.3 紙・墨 軸装 個人蔵

46 觀 三浦 康廣（思雲）  - 1968（昭和43） 29.8×24.3 紙・墨 軸装 個人蔵

47 良寛和尚和歌一首 加藤 僖一 7(S34) 1981（昭和56） 135.5×33.6 紙・墨 軸装 個人蔵

48 含光 野中 浩俊（吟雪） 12(S39) 1992（平成4） 86.0×162.0 紙・墨 額装 新潟大学教育学部蔵

49 人生 吉田 行雄（六嶺） 6(S33) 2005（平成17） 136.6×34.9 紙・墨 額装 個人蔵

50 酔月 内山 順一（一嶽） 12(S39) 2019（平成31/令和元） 43.5×68.0 紙・墨 額装 個人蔵

51 生 小林 紘一（五空） 12(S39) 72.0×59.7 板・ジェッソ・墨 額装 個人蔵

52 光 古川 芳幸（阪水） 30(S57) 54.0×61.0 紙・墨 額装 個人蔵

アルミニウム・金銀箔

ブロンズ・鋳造

　３．彫塑・工芸

アルミニウム・鋳造

ブロンズ・鋳造

石膏

木・石膏・アルミニウム・アクリル

材質・技法

木彫

真鍮・ビ―玉

磁器


