
作家名 作品名 サイズ 技法　制作年　その他

井上洋介 M町残影  140.0×180.0cm（2枚で1組） 紙本着色　板　1989年第15回出品

井上洋介 橋を渡る 116.7×91.0cm(F50) 油彩　キャンバス　1993年第19回出品

井上洋介 地下壕 P100×2 油彩　板　1997年第23回出品

井上洋介 階段 P100×2 油彩　板　1994年第20回出品

井上洋介 ぶら下る室内 115×162cm 油彩　キャンバス　1994年第20回出品

井上洋介 行進 91.0×182.5cm 油彩　キャンバス　1991年第18回出品

井上洋介 櫻下傘踊り図 206.0×218.1cm（6枚1組） 紙本着色　板　1980年第6回出品

井上洋介 飛ぶ人 116.0×91.5cm 油彩　板　1984

井上洋介 電車内風景図 207.0×146.0cm（4枚で1組） 紙本着色　板　1979

井上洋介 Ｍ町残影 73.0×90.0cm 油彩　板　1988

井上洋介 極楽図 130.0×162.5cm ミクストメディア　1975

井上洋介 晴海のセメント工場 50.0×58.0cm 紙　水彩　1983

井上洋介 春の電車 79.0×54.5cm 紙　水彩　1987

井上洋介 おにぎり 81.0×59.0cm 紙本着色　板　1985

井上洋介 つり革の男 60.0×50.0cm（Ｆ12） 油彩　キャンバス　1988　額入

井上洋介 Untitled 73.0×58.0cm ミクストメディア

井上洋介 椀を抱く 91.0×60.0cm 紙本着色　板　1985

井上洋介 野火 96.0×65.0cm 紙本着色　板　1985

井上洋介 電車裸女 72.5×51.5cm 紙本着色　板　1987

井上洋介 Untitled 53.0×41.8cm 油彩　板　1993

井上洋介 玉持つ街 106.8×74.5cm 紙本着色　板　1985

井上洋介 童女図 100.2×75.0cm 紙本着色　板　1985

井上洋介 Untitled 76.0×106.0cm ミクストメディア

井上洋介 永代ばし 15.5×23cm 油彩,キャンバス

井上洋介 頭玉ずだま 高さ13.0幅9.0奥行9.0cm 粘土　ビー玉　1997

井上洋介 せみがら 高さ16.0幅9.0奥行9.0cm 粘土　布　1999

井上洋介 Untitled 高さ21.0幅11.0奥行5.0cm 粘土　布　1999

井上洋介 Untitled 高さ15.0幅6.0奥行4.0cm 粘土　布　1998

井上洋介 Untitled 高さ16.0幅11.0奥行5.0cm 粘土　布　1999

綺朔　ちいこ 五つの魔性と一つの空白“観” “聴” “触” “味” “香” “　”（blanc) 大衣 ペン水彩 紙　鏡　2019

猪瀬辰男 A18Ｐ-26、A18Ｐ-27、A18Ｐ-30、A18Ｐ-31、A18Ｐ-32、A18Ｐ-33 109×74㎝ ミクスト・メディア／2018

宇里香菜 禱（いのり） 600×300ｃｍ 洋紙、墨

宇里香菜 白磊立体（はくらいりったい） 立体、自然石、石粉粘土

太田真理子 Circle and line 42×30㎝ 版画　コラグラフ　紙　インク　2017

太田真理子 2 circles、3 circles 42×30㎝ 版画　コラグラフ　紙　インク　2017

太田真理子 Lines-3、Lines-4、Lines-5、Lines-6 42×30㎝ 版画　コラグラフ　紙　インク　2017
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太田真理子 rings-1、rings-2 42×30㎝ 版画　コラグラフ　紙　インク　2017

大野俊治 卒寿翁　[ＳＯＴＵＪＹＵ　ＮＯ　ＯＫＩＮＡ]　   75.6×56.3㎝ アルシュ紙、墨・インク・彩色　２０１８

大野俊治 緑寿翁　[ＲＯＫＵＪＹＵ　ＮＯ　ＯＫＩＮＡ]　   75.6×56.3㎝ アルシュ紙、墨・インク・彩色　２０１８

大野俊治 還暦翁　[ＫＡＮＲＥＫＩ　ＮＯ　ＯＫＩＮＡ]     75.6×56.3㎝ アルシュ紙、墨・インク・彩色　２０１８

大野俊治 スマ㋭餓鬼　[阿]　              64.8×50.0㎝ アルシュ紙、墨・インク・彩色　２０１８

大野俊治 スマ㋭餓鬼　[吽]                  64.8×50.0㎝ アルシュ紙、墨・インク・彩色　２０１８

大野俊治 福禄寿　［ＦＵＫＵＲＯＫＵＪＹＵ］　            40.2×32.2㎝ アルシュ紙、インク・彩色　２０１８

大野俊治 弁財　［ＢＥＮＺＡＩ］　　　　　　　　             40.2×32.2㎝ アルシュ紙、インク・彩色　２０１８

大野俊治 毘沙門　［ＢＩＳＹＡＭＯＮ］　                40.2×32.2㎝ アルシュ紙、インク・彩色　２０１８

大野俊治 布袋　［ＨＯＴＥＩ］                         40.2×32.2㎝ アルシュ紙、インク・彩色　２０１８

大野泰雄 オスヤの森の精霊たち　≪陶人形40体≫ 陶　ミクストメディア　2018～2019

岡田慶隆 無題　Ⅰ F3　7点 アクリル　キャンバス　2018

岡田慶隆 無題　Ⅱ F3　7点 アクリル　キャンバス　2018

岡田慶隆 無題　Ⅲ F3　7点 アクリル　キャンバス　2018

奥津幸浩 ヒメガイ 52.5×122.5㎝ アクリル　2018

奥津幸浩 招蜂引蝶 95×80.5㎝ アクリル　2019

奥津幸浩 春睡 63.5×118㎝ アクリル　2019

奥津幸浩 蠢 106.5×75㎝ アクリル　2019

小野なな 遺伝子組換時代 200×200cm CG 和紙、磨り出し　一部加筆1/10  (ED)　2019

小野なな ゲノム時代 200×200cm CG 和紙、磨り出し　一部加筆1/10  (ED)　2019

小野なな 猪豚 1000×198cm 和紙、磨り出し 1/10  2019

小野なな 種生命の扉 2枚1組 和紙、磨り出し 1/10  2019

小野なな グリホサート　カタログ 和紙、磨り出し 1/10  2019

小野なな グリホサート　農薬 和紙、磨り出し 1/10  2019

亀井三千代 blood atlas 162.0×194.0cm 墨・朱墨・コチニール・膠・和紙 2018

亀井三千代 フリンジ18 80.3×80.3cm 墨・朱墨・コチニール・膠・和紙 2018

亀井三千代 空花 250.0×135.0cm 墨・朱墨・膠・和紙 2019

亀井三千代 HIMAWARI 76×61cm 墨・和紙 2018

軽部武宏 忘れられた池、バッタ捕り、おいてけぼり、水路際、乳飲み子達 Ｍ30 アクリル画　2018

軽部武宏 白狐、嘶く空、小糠雨 Ｍ30 アクリル画　2018

軽部武宏 水辺にいるもの、納屋にいるもの Ｍ30 アクリル画　2019

軽部武宏 蒼い風景 Ｍ30×2 アクリル画　2019

木村浩之 Sumo 160×360 和紙　墨　アクリル　2019

久保俊寛 从顔面浴　女性会員、羽黒洞　9点／男性会員、6点 50×80㎝ 壁紙　ミクストメディア　2016

郡司宏 雑記 F８０ アクリル画 2019

郡司宏 文字禍 40号 アクリル画 2019

郡司宏 雑筆 75×75ｃｍ アクリル画 2019

古茂田杏子 透ける 87×47㎝ 和紙　墨　アクリル絵具　2018

古茂田杏子 成 170×144㎝ 屏風　墨　アクリル絵具　2019

古茂田杏子 女湯 156×123㎝ 屏風　墨　アクリル絵具　2019

古茂田杏子 春夏秋冬 61×173.5㎝ 屏風　墨　水彩絵具　2019
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佐藤　仁 変動 210×110㎝ パネル（ふすま）

佐藤　仁 いかれた朝に 210×110㎝ パネル（ふすま）

高橋美子 畠 92×115㎝ 油彩 2018

高橋美子 花と水 92×115㎝ 油彩 2018

竹内幸子 宙を舞う F100 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 君たち、揃ってどこへ行くの？？ P8 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 夜道は気をつけてネ！！ SM 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 Family F3 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 天空から～ SM 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 humanity F3 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 どん底 P8 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 黄色…液体を吸引して”イエローマン”になった男 M3 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 あなたには、ひとりに見えますか？それともふたりに？？ SM 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 BOXから生まれたBaby F10 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 月の灯りでゴールドになった男 F0 油彩、キャンバス　2019

竹内幸子 赤ちゃんと母親 F0 油彩、キャンバス　2019

田端麻子 砂場 26×41.5㎝ 油彩　パネル　2018

田端麻子 穴 15×15×15㎝　3～6個 和紙　アクリル絵具他　2019

丹澤和美 はじまり 162×162㎝ 透明水彩絵具　高知麻紙　2019

丹澤和美 くち 162×123.6㎝ 透明水彩絵具　高知麻紙　2019

丹澤和美 ひらく 162×81㎝ 透明水彩絵具　高知麻紙　2018

冨樫憲太郎 ヒトノカケラ F50 油彩・キャンバス　2018

冨樫憲太郎 ヒトノカケラ F50 油彩・キャンバス　2019

鳥居洋治 自画像 F4×9点 ミクストメディア　2019

鳥居洋治 　　” F10×2点 ミクストメディア　2019

内藤瑶子 みんなで゙横移動(急行) P100号
油彩　顔彩　コラグラフ 　゙カービング゙゙　木製パネル゙　
2019 

内藤瑶子 みんなで゙横移動(鈍行) P100号
油彩　顔彩　コラグラフ 　゙カービング゙゙　木製パネル゙　
2019 

内藤瑶子 バレーボール P100号
油彩　顔彩　コラグラフ 　゙カービングル゙　木製パネル゙　
2019 

内藤瑶子 リズムはリズム(赤) F30
油彩　顔彩　コラグラフ 　゙カービングル゙　木製パネル゙　
2019 

内藤瑶子 リズムはリズム(青) F30
油彩　顔彩　コラグラフル　カービングル゙　木製パネルル 　
2019 

内藤瑶子 子どもの手 630×560mm コラグラフ・ 版゙画紙 2019

内藤瑶子 ママの手 540×460mm コラグラフ・ 版゙画紙 2019

内藤瑶子 りんこパー゚ィ ー゙゙ F6号 油彩・コラグラフ・ カービング・ ゙゙ 木゙製パネル 2゙019

内藤瑶子 窓の外 F10号 油彩・コラグラフ・ カービング・ ゙゙ 木゙製パネル 2゙019

成田朱希 千客万来 450㎜×900㎜ 二曲屏風　油彩・パネル 2017

成田朱希 めざめの方舟 F60号 油彩・キャンバス

成田朱希 叫びとささやき M30号 油彩・キャンバス

成田朱希 スカートの下の劇場 F20号 油彩・キャンバス

成田朱希 黄昏れ 10号 油彩・キャンバス

成田朱希 糸桜 10号 油彩・キャンバス

成田朱希 サルビア F6号 油彩・キャンバス
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成田朱希 舌切り雀 F6号 油彩・キャンバス

成田朱希 プチエンジェル F6号 油彩・キャンバス

成田朱希 花冷え F6号 油彩・キャンバス

西川芳孝 獣の道 400×97㎝ 墨　胡粉　和紙　2019

西川芳孝 図工の時間 119×59cm 岩絵具　顔彩　和紙　2018

林　晃久＆マロン・フラヌールシリーズ BON ・自由 94㎝×4.3ｍ　6点 ドローイング　コラージュ　2018～2019

馬籠伸郎 Sunset Sunrise 145.5×112㎝ パネル　和紙　顔料　膠

馬籠伸郎 光の柱 53×33.3㎝ パネル　和紙　顔料　膠

美濃瓢吾 浅草観光トワイライト 46×100㎝ アクリル　ガッシュ　ケントボード　2018

美濃瓢吾 吉原ジオラマ酉の市 37×80㎝ アクリル　ガッシュ　ケントボード　2019

箕輪千絵子 供物 36.5×52.5cm 銅板画　2019

箕輪千絵子 降りてくる 42.2×29.2cm 銅板画　2019

箕輪千絵子 習合 F8 パネルに和紙、水彩、墨 2019

箕輪千絵子 習合Ⅱ F10 パネルに和紙、水彩、墨 2019

箕輪千絵子 習合Ⅲ F10 パネルに和紙、水彩、墨 2019

宮﨑　優 行進１、行進２、行進３、行進４、行進５、行進６、行進７、行進8 111×84㎝ コラージュ　インク　スチレンボード　2019

山川真太郎 NUDES 300×200㎝ グラファイト　岩絵具　墨　アクリル　紙

山川真太郎 NUDES 170×130㎝ グラファイト　岩絵具　墨　アクリル　紙

山川真太郎 NUDES 170×120㎝ グラファイト　岩絵具　墨　アクリル　紙

山川真太郎 BUST 60×30×30cm 石膏　アクリル

山﨑克己 ロクゴ三十図絵 135×110㎝
インク　墨　蝋クレヨン　ケント紙に藁半紙糊づけ　
紙゚ープ　2014-2016

山﨑克己 天竺南蛮情報表紙図 117.5×98.6㎝
インク　墨　蝋クレヨン　紙に藁半紙糊づけ　　　　　
紙゚ープ　2019

山﨑克己 餃子読本「アルバイト」 72.8×102.8㎝
インク　墨　蝋クレヨン　ケント紙に藁半紙糊づけ　
　紙゚ープ　2018

山﨑克己 餃子読本「こちそうさま」 72.8×102.8㎝
インク　墨　蝋クレヨン　ケント紙に藁半紙糊づけ　
　紙゚ープ　2018

山崎美佐子 棘 Ⅰ 90×270㎝ ミクストメディア　2019

山崎美佐子 棘 Ⅱ 90×270㎝ ミクストメディア　2019

吉田佑子 Ｃirculation 450×600㎝ インスタレーション　竹　布　ロープ他　2019

米田昌功 聖地の使者 F10 麻紙・岩絵の具・墨・色鉛筆　2018

米田昌功 祈録 ～あ・や・わ～ M100縦×３ 岩絵具、墨、麻紙パネル　2019

LUNE ジャポネスク２０１9 2.5ｍ×1.3ｍ メ タ ルワーク ・ 樹脂・ FRP・ その他

渡辺つぶら こ当地八百万神図　上野アメ横・摩利支天図　 F30 油彩アキーラ キャンバス 2018

渡辺つぶら こ当地八百万神図　芝・愛宕神社 出世の階段・勝軍地蔵尊図 F30 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　三宝荒神図　 F30 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　天夜叉神・偽荒玉女神・地夜叉神図 F20 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　那行都作神図　　　　　　　　　 F8 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　多波天王図　　　　　　　　　　　 F8 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　風潜尾命図　　　　　　　　　　 F8 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　地潜尾命図　　　　　　　　　　 F8 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　眷属神図　　　　　　　　　　　 F8 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 荒神曼荼羅図（8枚で1組 ）　　眷属神図　　　　　　　　　　　 F8 油彩アキーラ キャンバス 2019

渡辺つぶら 鯰図　 10×67cm アクリル絵具 板　2019
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