
文化課所管美術品一覧表
No 種類 作者名 作品名 作品大きさ 備考 No 種類 作者名 作品名 作品大きさ 備考

１ 油彩画 G.Tompkins 抽象画 122㎝×92㎝ ７８ 油彩画 三沢　　忠 中井風景 50号F横

２ 油彩画 池谷 孝子 仮面と女達(ヴェニス追想） 100号F縦 ７９ 油彩画 三沢　　忠 雪の北信濃 50号F横

３ 油彩画 梅田 哲男 石佛の詩 100号F横 第29回日展 ８０ 油彩画 三沢　　忠 パリの街角 20号F縦

４ 油彩画 梅田 哲男 石佛の詩 100号F横 第10回春の日洋展 ８１ 油彩画 三沢　　忠 セーヌのほとり 20号F縦

５ 油彩画 梅田 哲男 石佛の詩 100号P横 第9回日洋展 会員賞 ８２ 油彩画 三沢　　忠 街角（シャルトル） 20号F横

６ 油彩画 梅田 哲男 水ぬるむ岸辺 100号F横 新日洋展 ８３ 油彩画 三沢　　忠 残雪の村 100号F横 第12回日展

７ 油彩画 梅田 哲男 夏に憩う 100号F横 日展 ８４ 油彩画 三沢　　忠 雪の奥信濃 100号F縦 第24回日展

８ 油彩画 狩野 寿一 阿蘇 ８５ 油彩画 三沢　　忠 リンゴの木のある風景 100号F横 第54回白日会展

９ 油彩画 川名　　満 犬吠崎早春 80号P縦 光風会展 ８６ 油彩画 三沢　　忠 雪の須賀川 100号F横

１０ 油彩画 櫻井 慶治 みのりの秋 20号F ８７ 油彩画 三沢　　忠 雪降る 100号F横 第52回白日会展

１１ 油彩画 櫻井 慶治 邂逅 100号F縦 ８８ 油彩画 三沢　　忠 雪の千曲川 100号F横

１２ 油彩画 櫻井 慶治 郊外の春 80号F横 ８９ 油彩画 三沢　　忠 雪の千曲川 100号F横

１３ 油彩画 櫻井 慶治 めざめ 80号F横 ９０ 油彩画 三沢　　忠 那須高原 80号F横

１４ 油彩画 櫻井 慶治 信濃の雪 80号F横 ９１ 油彩画 三沢　　忠 古い寺院と町 80号F縦 第51回光風展

１５ 油彩画 櫻井 慶治 エジプト追憶 80号P縦 ９２ 油彩画 三沢　　忠 雪の北信濃 60号F横 第72回白日会展

１６ 油彩画 櫻井 慶治 東洋の女 80号P縦 ９３ 油彩画 村田 省蔵 春暖 60号P縦

１７ 油彩画 櫻井 慶治 赤の時代 80号P横 ９４ 油彩画 藤岡　節子 青の街　シャウエン 20号縦

１８ 油彩画 櫻井 慶治 考える女 80号P縦 ９５ 油彩画 藤岡　節子 モンサンミッシェル 10号横

１９ 油彩画 櫻井 慶治 りんごの花 50号F横 ９６ 油彩画 髙橋　規矩治郎 漁港の構図 193.9cm×130.3ｃｍ

２０ 油彩画 櫻井 慶治 房総の春 50号F横

２１ 油彩画 櫻井 慶治 パリｰにて ３０号F横 １ 書 相川 渚鶴 野菊 150㎝×83㎝

２２ 油彩画 櫻井 慶治 美女鏡 100号F横 第25回日展 ２ 書 今城 昭二 行必果 掛け軸　一幅

２３ 油彩画 櫻井 慶治 女と鏡 100号F横 第27回日展 ３ 書 染谷　　茂 魚袋のうた 180㎝×90㎝

２４ 油彩画 櫻井 慶治 浴後の女 100号F縦 第28回日展 ４ 書 竹内　　幸 馬来田の嶺呂 180×76㎝ 千葉県展

２５ 油彩画 櫻井 慶治 目ざめ 80号F横 ５ 書 千代倉 桜舟 拈華微笑 170㎝×90㎝

２６ 油彩画 櫻井 慶治 あけぼの 80号P変形縦 ６ 書 千代倉 桜舟 自詠 10.5㎝×10㎝ 玄武展

２７ 油彩画 櫻井 慶治 志保子さん 50号F縦 ７ 書 千代倉 桜舟 宗　左近の詩 9.5㎝×20㎝ 書壇巨頭展

２８ 油彩画 櫻井 慶治 留学帰りの頃 50号F縦 ８ 書 千代倉 桜舟 房総万葉歌 32㎝×20㎝

２９ 油彩画 櫻井 慶治 裸婦扇 ３０号F縦 ９ 書 千代倉 桜舟 春樹の句 15㎝×12㎝ 巨匠ミニ展

３０ 油彩画 櫻井 慶治 斗い ３０号F縦 １０ 書 千代倉 桜舟 宗　左近の詩 13.5㎝×17㎝ 東日本代表作家展

３１ 油彩画 櫻井 慶治 シェールブール追想 100号F横 １１ 書 千代倉 桜舟 藤原　敏行の詩 19.5㎝×17㎝ 現代創立展

３２ 油彩画 櫻井 慶治 真珠の女 100号F横 第31回日展 １２ 書 千代倉 桜舟 沙漠は美の回廊 44.5㎝×65.5㎝ 今日の書展

３３ 油彩画 櫻井 慶治 浴後の女 100号F縦 第32回日展 １３ 書 千代倉 桜舟 斉藤茂吉のうた 22.5㎝×30㎝

３４ 油彩画 櫻井 慶治 パリの女 50号P縦 １４ 書 千代倉 桜舟 丈草の句 13.5㎝×２１㎝ 玄武展

３５ 油彩画 櫻井 慶治 若い女 50号P縦 １５ 書 千代倉 桜舟 左近の詩 48㎝×42㎝ 第43回県展

３６ 油彩画 櫻井 慶治 パリ郊外（シャルトル） 50号P縦 １６ 書 千代倉 桜舟 私の書論 ４0㎝×46㎝ 君津地方書展

３７ 油彩画 櫻井 慶治 鏡の前 30号P縦 １７ 書 千代倉 桜舟 いろはにほへと 131㎝×120㎝ 玄武展

３８ 油彩画 櫻井 慶治 クリスチーヌ嬢 20号M縦 １８ 書 千代倉 桜舟 玉沙の書（自詠矢三詩） 87.5㎝×169㎝

３９ 油彩画 櫻井 慶治 波涛 10号F横 １９ 書 千代倉 桜舟 真実一路 44.5㎝×68㎝

４０ 油彩画 白石　　裕 ホノルル風景 80号F縦 ２０ 書 千代倉 桜舟 自詠 74.5㎝×48.5㎝ 選抜アメリカ移動展

４１ 油彩画 白石　　裕 スペイン・白壁の町 80号P縦 ２１ 書 千代倉 桜舟 ひなまつりのうた 33㎝×127.5㎝

４２ 油彩画 武内 和夫 鏡の前 80号F縦 第11回新日展 ２２ 書 千代倉 桜舟 越白涛 32㎝×133.5㎝ 白寿展

４３ 油彩画 武内 和夫 鏡の前の裸婦 80号F縦 第９回新日展 ２３ 書 千代倉 桜舟 展開 41㎝×164㎝ 群鴎展

４４ 油彩画 武内 和夫 浴後 80号F縦 ２４ 書 千代倉 桜舟 嵐を呼ぶ天 95.5㎝×178㎝ 現代書展

４５ 油彩画 武内 和夫 裸婦坐像 80号F縦 光風会展 ２５ 書 千代倉 桜舟 水原秋桜子の句 170㎝×65㎝ 千葉茨城選抜書展

４６ 油彩画 武内 和夫 黒いソファーの女 80号F縦 光風会展 ２６ 書 千代倉 桜舟 左近の詩 138㎝×51㎝

４７ 油彩画 武内 和夫 室内 50号F縦 光風会展 ２７ 書 千代倉 桜舟 魚袋の歌 18㎝×26㎝

４８ 油彩画 武内 和夫 コンゴの布と裸婦 50号F縦 光風会展 ２８ 書 千代倉 桜舟 心宇宙 79㎝×66.5㎝ 日中講和条約締結20年記念展

４９ 油彩画 武内 和夫 横臥裸婦 50号F縦 日洋展 ２９ 書 千代倉 桜舟 春樹の句 130㎝×46㎝

５０ 油彩画 武内 和夫 裸婦立像(朝） 50号F縦 ３０ 書 千代倉 桜舟 八一の句 20㎝×12㎝

５１ 油彩画 武内 和夫 鏡の前の立像 50号F縦 ３１ 書 千代倉 桜舟 小暮青風の歌 14.5㎝×9㎝ 心宇宙個展

５２ 油彩画 武内 和夫 自画像（還暦） 8号F縦 ３２ 書 千代倉 桜舟 苔 51㎝×59㎝ オーストラリア･ニュージーランド展

５３ 油彩画 多田 一夫 自画像 6号F縦 ３３ 書 千代倉 桜舟 海ほたる 70㎝×170㎝ 毎日展

５４ 油彩画 多田 一夫 風景 60号F横 ３４ 書 平田 久子 酒井慶治のうた 180㎝×90㎝

５５ 油彩画 多田 一夫 庭先 60号F縦 ３５ 書（拓本） 種谷 扇舟 万葉の歌碑　拓本 116㎝×93㎝ 富来田公民館展示

５６ 油彩画 多田 一夫 窓辺の紫陽花 60号P縦 ３６ 書 千代倉 桜崖 短夜の夢に極彩色の鳥 183㎝×79㎝ 第６２回毎日書道展

５７ 油彩画 多田 一夫 風景(田園） 60号F縦 ３７ 書 幕田 魁心 証城寺の狸囃子 160㎝×190㎝

５８ 油彩画 田中 基之 浜へ行く道 100号F縦 ３８ 書 千代倉 桜崖 山寺の静寂 174㎝×84㎝ 2013現代の書新春展

５９ 油彩画 田中 基之 漁夫の家族 80号F横 ３９ 書 千代倉 桜崖 桜舞う雨城 152㎝×73㎝ 2015現代の書新春展

６０ 油彩画 藤倉 信雄 廃船のある木更津港 15号P縦 ４０ 書 千代倉 桜崖 椿の花 57㎝×178㎝ 2017現代の書新春展

６１ 油彩画 藤倉 信雄 初秋（かぼちゃ） 12号 ４１ 書 鹿島　典子 梵天立て 90cm×180cm 第66回千葉県美術展覧会

６２ 油彩画 藤倉 信雄 木更津のはす田 4号P横 ４２ 書 千代倉 桜舟 真実一路 65ｃｍ×175ｃｍ

６３ 油彩画 藤倉 信雄 法隆寺(宝物殿の中） 3号P横 ４３ 書 千代倉 桜舟 波 57ｃｍ×182ｃｍ

６４ 油彩画 藤倉 信雄 裸婦(デッサン） 3号F縦変形 ４４ 書 幕田 魁心 証城寺の狸囃子 70ｃｍ×135ｃｍ

６５ 油彩画 藤倉 信雄 麦秋 ミニチュア ４５ 書 千代倉 桜崖 桜狩り 57cm×178ｃｍ

６６ 油彩画 藤倉 信雄 金谷風景 15号F横

６７ 油彩画 藤倉 信雄 雪余（請西雪景色） 10号F横 １ 墨絵 川口 馬林 水龍飛来 275㎝×190㎝(額込)

６８ 油彩画 三沢　　忠 スキー場のある風景 100号F横 ２ 水墨画 岸本 總一郎 木更津　證証寺 20号F

６９ 油彩画 三沢　　忠 雪の北信濃 100号F横

７０ 油彩画 三沢　　忠 山村春雪 100号F横 １ 日本画 佐藤 繁 慈手 115㎝×70㎝

７１ 油彩画 三沢　　忠 雪の村 100号F横 ２ 日本画 佐藤 繁 新雪の塔 115㎝×70㎝

７２ 油彩画 三沢　　忠 雪降る 100号F横 ３ 日本画 佐藤 繁 黒い海 141㎝×72㎝

７３ 油彩画 三沢　　忠 北信濃 100号F横 ４ 日本画 根本 峯男 池畔 150号

７４ 油彩画 三沢　　忠 雪の山村 100号F横 ５ 日本画 荒井 孝 芙蓉 150号

７５ 油彩画 三沢　　忠 雪の奥信濃 100号F横 ６ 日本画 根本 峯男 湯島男坂
７６ 油彩画 三沢　　忠 シャルル風景（フランス） 80号F縦 ７ 日本画 森戸　國次 紅梅図 60.6ｃｍ×45.5ｃｍ

７７ 油彩画 三沢　　忠 露地 50号F縦

１ 版画 河内 成幸 亀裂 162㎝×112㎝

２ 版画 森　信雄 木更津金田・野猿川の浜 172㎝×90㎝

１ 水彩 G.Tompkins 日本人の２人 58㎝×88㎝

１ ｽｹｯﾁ帳 藤倉 信雄 スケッチ帳18冊

１ 陶芸 星野 榮一 白磁流文花器 口径43㎝×高さ23㎝

２ 工芸 － 本仕立　押絵羽子板 横80㎝×高さ180㎝


