
貸出用絵画一覧(日本画・水彩画・その他) - ①

※寸法は額縁のサイズです

日本画 南画 日本画 南画 日本画 日本画

日本画 南画 南画 日本画 日本画 水彩画

水彩画 水彩画 水彩画 水彩画 水彩画 水彩画

岡村毅

清香 少女A 白菊 京の人 静寂水墨之図 向日葵 薔薇

W-10-05W-10-04W-10-03W-10-02W-10-01W-8-08W-8-07

W-8-06W-8-04W-8-03W-8-02W-8-01W-4-01

小田康文 農坂とよみ（光柳） 小田康文 秋友正江（仙香） 中川豊子

鯉 夏の苑 赤富士 竹聲流楽之図 睡蓮 歓喜 バラ

（㎝） 60×52 （㎝） 65×58 （㎝）

福永敏夫

J-15-09J-12-10

65×54

末岡サダ子 松岡冨貴子（梅香） 農坂とよみ（光柳） 秋友正江（仙香） 高村光子 高村光子

ニガウリ チボリ公園 室積漁港 室積 港風景 紙風船

65×58 （㎝） 54×63 （㎝） 66×81 （㎝） 71×82 （㎝） 70.5×81

W-0-02 水彩画
野菜

（㎝） 85×73 （㎝） 29×24 （㎝）

礒部岩夫
29×24 （㎝） 46×39 （㎝） 50×65 （㎝） 49×64 （㎝） 57×64
福永敏夫 福永敏夫 福永敏夫 福永敏夫 礒部岩夫 礒部岩夫

あじさい 島田川 庭の鉢たち 日曜日のカイマナビーチ（ハワイ） 木陰の白いベンチ ヨコハマ港 山下公園にて 冬のいちょうの木

（㎝） 57×64 （㎝） 51×59 （㎝）

水彩画 水彩画 水彩画 水彩画水彩画 水彩画 水彩画

59×51 （㎝） 59×51 （㎝） 55×63 （㎝） 55×63 （㎝） 63×55
礒部岩夫 礒部岩夫 岡村毅 岡村毅 岡村毅 岡村毅

（㎝） 55×63 （㎝） 71×62 （㎝）

J-4-13 日本画 J-8-06J-8-05J-8-03J-6-11J-6-01J-5-08

W-0-01J-12-04J-12-02J-10-12J-8-07 日本画

末岡サダ子
50×41 （㎝） 32×43 （㎝） 50×59 （㎝） 51×48 （㎝）

松岡冨貴子（梅香）



貸出用絵画一覧(日本画・水彩画・その他) - ②

※寸法は額縁のサイズです

ねこやなぎ 花のアート 光井港付近

（㎝） 43×54 （㎝） 42×53 （㎝）

中村三枝子

パステル R-10-17 パステル P-2-01 木版

R-5-20 色鉛筆ほか R-6-03 型絵染 R-6-09 パステル R-20-05
バラ

R-SM-12 パステル R-SM-13 パステル R-SM-14 パステル R-10-15 パステル R-10-16

水彩画 型絵染W-10-06 クレパス
リズムにのって

R-3-01R-1-02 パステル水彩ほか R-5-18R-3-04 アクリル R-4-01 パステル R-5-10
松原 人物

62×71 （㎝） 34×34 （㎝） 51×42 （㎝） 42×37 （㎝） 37×46

色鉛筆ほか 切り絵 R-20-06 切り絵 R-SM-11 パステル

小田康文 小田康文 田中義雄 中村三枝子 上杉和香春 上杉和香春
象鼻ヶ岬 ひだ白川郷 ぼたん ここに幸あり インドの親子 水牛に乗る少年

（㎝） 53×68 （㎝） 48×40 （㎝）

砂田匡子
31×41 （㎝） 40×31 （㎝） 31×40 （㎝） 49×64 （㎝） 64×49
神谷實 神谷實 神谷實 木島ツタ子 木島ツタ子 中村三枝子

P-8-01 木版

68×53 （㎝） 68×53 （㎝） 68×53 （㎝） 53×68 （㎝） 53×68
山下郁太郎 山下郁太郎 山下郁太郎 山下郁太郎 山下郁太郎 山下郁太郎

（㎝） 68×53 （㎝）

波止場（室積） 普賢寺山門 あじさい苑 御手洗湾 港町（室積） 祝島

松ぼっくり 菖蒲 茶碗 静物 人形 きれいきれい

P-8-02 木版 P-8-03 木版 P-8-04 木版 P-8-05 木版 P-8-06 木版

岡村毅 田中義雄 安永ヤス子 玉野淑子 中村三枝子 小田康文
室積港の風景

島田浄瑠璃人形

（㎝） 43×34 （㎝）（㎝） 68×87
神谷實

32.5×43 （㎝） 32.5×43 （㎝） 43×54 （㎝） 57×46 （㎝） 68×87

R-5-19


