
徳島県立近代美術館　特別展リスト

いきいきと解き放つ命の輝き 

作家は所属別、五十音順です。

作品データは、作家名、作品名、制作年、技法・材質、寸法（cm）。

平面作品の寸法は縦×横。立体作品の寸法は高さ×幅×奥行き(厚み)を原則としました。

■アトリエコーナス

植野康幸

緑の壁 見つめる女

2008年　アクリル絵具　紙　90.0×90.0

無題

2013年　色鉛筆、鉛筆　紙　39.2×54.4

大川誠

けったいなものがみたい

2005年　水性マーカー　紙　42.0×59.5

Makoot(No.76)

2005-07年　ニードルパンチ　原羊毛　47.0×25.0×6.5

Makoot(No.62)

2005-09年　ニードルパンチ　原羊毛　52.7×30.5×9.5

赤い人と白い人

2007年　アクリル絵具  板　72.0×51.5

Makoot(No.75)

2010-13年　ニードルパンチ  原羊毛　28.5×22.5×5.5

Makoot(No.4)

2012年　ニードルパンチ  原羊毛　57.0×32.0×7.5

Makoot(No.220)

2012年頃　ニードルパンチ  原羊毛　20.0×17.0×5.0

Makoot(No.190)

2013-14年　ニードルパンチ  原羊毛　72.0×39.0×1.2

Makoot(No.188)

2014-15年頃　ニードルパンチ  原羊毛　35.0×8.0×1.5

Makoot(No.166)

2015年頃　ニードルパンチ  原羊毛　64.0×36.0×6.0

Makoot(No.193)

2015-16年頃　ニードルパンチ  原羊毛　67.0×39.0×1.0

大西祐史

クリスマスツリー

2014年　シール、鉛筆  紙　各39.0×27.0　（10点）

やぶれたツリー

2015年　シール、鉛筆  紙　90.0×180.0（設置サイズ）

メリークリスマス！

2018年　シール、鉛筆  紙　各39.0×27.0　（ファイルに12点）

メリークリスマス！
2018年　写真　各12.7×8.9　（23点）

河野竜司

無題

2013-16年頃　水性インク  紙　27.0×38.3

色ぬったで

2017年　水性インク  紙　18.1×25.6 他　（12点）

清原雅功

おったまげ

2016年　アクリル絵具  紙　38.0×54.0

どろどろ2

2016年　アクリル絵具、メディウム  キャンバス　22.9×22.7×2.4

パーツ
2016年　紙粘土　5.7×2.1×2.1 他　（37点）

28.0×37.0（設置サイズ）

ぴんく

2016年　アクリル絵具、メディウム  キャンバス　22.9×22.7×2.4

巻き戻しカレンダー
2020年　水性インク  紙、プラスチック容器　14.5×20.7 他

（13点）　32.4×24.2×4.0（容器）

白岩直子

無題

2013年頃　アクリル絵具  キャンバス　18.0×14.0

カラフル

2013年　水性カラーマーカー  紙　14.7×10.0Makoot(No.164)

2015年頃　ニードルパンチ  原羊毛　53.0×36.0×6.0

手のなか
2018年　紙粘土　5.0×7.5×3.0、4.0×6.0×2.5、7.5×6.5×2.0
（3点）

土谷紘加

カラニー
2015-17年　アイロンビーズ　14.0×17.0 他　（15点）

カラニー
2017年　アイロンビーズ　87.5×143.7
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―アトリエコーナス、片山工房、たんぽぽの家の表現者たち 展



中村和毅

うみ

2015年　ポスターカラー  紙ボード　25.8×36.4

ケズリ
2015年　スクラッチボード　27.0×40.0

NO（裏）

2017年　水性インク  紙　38.0×54.0

中村和暉

ふんすいプール

2016年　水性インク、コンテ  紙　38.0×54.0

ことば＋つむぐ（6篇）
2016-19年　データ音源

中村大輝

モッチと白いふとん

2009年頃　アクリル絵具、色鉛筆  紙　38.0×54.0

ひろきがいっぱい（シリーズ）

2009年　色鉛筆  紙　38.0×54.0

ひろきの字

2016年　インク  紙（スケッチブック）　33.5×25.2

ひろきの思い出

2018年　インク  紙（ノート）　21.0×24.8

西岡弘治

楽譜3

2005-06年頃　インク  紙　36.4×25.6

ある日のチャンネル

2008年　インク  紙　25.5×18.2

楽譜 CONTENTS

2005-07年頃　インク  紙　59.2×42.0

山田芽衣

ナクオンナノコ

2016年　インク　紙　38.0×54.0

オンナノコ I
2016年　鉛筆  紙　38.0×54.0

まる

2016年　刺繍糸  布　27.0×25.0

オンナノコ

2016年　油性インク  プラ板　6.4×5.3×0.2 他　（23点）

吉川真美

たくさんの動物たち

2012年　水性インク、ボールペン、鉛筆  紙　38.0×54.0

童話 II
2006年　木炭、インク、鉛筆  紙　42.0×60.0

ふたりの女の子とネコ

2005年　油性マーカ、水彩絵具  紙　44.5×31.0

資料

大川誠が用いた道具一式

■片山工房

齋藤晴久

サグラダファミリア

2013年　油彩  キャンバス　60.6×72.7

諏訪山公園下の散髪屋が廃墟になったIV

2015年　油彩  キャンバス　80.3×100.0

円空さんのお地蔵さま

2018年　アクリル絵具  紙　79.0×54.5

苔むす 水かけ不動尊

2019年　油彩  キャンバス　72.7×60.6

澤田隆司

無題

2004年　ペンキ  紙　73.0×103.0

無題

2005年　ペンキ  紙　79.0×54.5

無題

2005年　ペンキ  紙　103.0×73.0

無題

2005年　ペンキ  紙　103.0×73.0

無題

2006年　ペンキ  紙　103.0×73.0

湯井亮

さんふらわあ ふらの宇宙

2018年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　41.5×59.5

トミカプレミアム 13ディーノ 246GT

2019年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　37.0×52.0

トミカプレミアムRS 日産スカイライン GT-RV・specII

Nür （ベイサイドブルー）
2019年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　40.0×54.0



無題

2019年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　40.0×54.0

ランボルギーニガヤルドスーパーレジェ―ラ  ドラえもん
トミカプレミアム33

2020年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　41.5×59.5

トミカプレミアム 04 日産スカイラインGTS-R

2020年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　36.0×51.0

トヨタ2000GT（赤） トヨタ2000GT（白） トミカプレミアムRS

2020年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　40.0×54.0

日産スカイライン GT-R（BCN33） トミカプレミアム

2020年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　36.0×51.0

トミカプレミアム 16 陸上自衛隊16式機動戦闘車
2020年　アルコールマーカー、色鉛筆  紙　54.5×79.0

藤尾タケル

あるこう

2018年　水彩  紙　79.0×57.0

おいしい

2018年　水彩  紙　57.0×79.0

無題

2020年　水彩  紙　79.0×54.5

無題

2020年　水彩  紙　42.5×59.0

松浦愛夢

コウノトリ

2007年　アクリル絵具  紙　79.0×54.5

バックホー

2007年　アクリル絵具  紙　79.0×109.0

マダラギンポの魚
2007年　アクリル絵具  紙　109.0×79.0

こどもたち

2016年　油彩  キャンバス　45.5×53.0

コメツキムシ

2016年　油彩  キャンバス　45.5×53.0

麒麟

2018年　油彩  キャンバス　80.3×100.0

資料

澤田隆司が用いた創作用板と紙コップ

■たんぽぽの家

伊藤樹里

JURIX WORKS

1998-2020年　薬のカラ　400.0×80.0×20.0（設置サイズ）

西瓜

2010年　墨  和紙　45.0×35.0

初恋

2010年　墨  和紙　45.0×35.0

燭

2010年　墨  和紙　45.0×35.0

蛍

2010年　墨  和紙　45.0×35.0

上野和子

可愛い女の子いないかな

2016年　アクリル絵具  キャンバス　40.4×54.0

あー。らくだなぁ。およがなくてもうごけるなんて。

2017年　アクリル絵具  キャンバス　44.5×55.5

彼氏がほしいよー

2017年　アクリル絵具  キャンバス　57.0×42.3

オレ、かっこいいだろ！

2018年　アクリル絵具  キャンバス　41.0×31.8

長田恵

キッチン

2012年　アクリル絵具  板　53.0×45.5

森の中にあるかくれ家

2015年　アクリル絵具  紙　95.0×72.5

ラベンダー畑がある家
2018年　アクリル絵具  キャンバス　53.0×45.5

森の中にある小屋

2019年　アクリル絵具  キャンバス　22.0×27.3

小松和子

いのち・未来への子供たち

2008年　アクリル絵具  壁材　82.0×109.4

いのちの木

2008年　アクリル絵具  壁材　114.1×78.1

いのちの手と愛のちから

2011年　水彩、コンテパステル  紙　164.0×31.8

武田佳子

夜のおおかみ

2004年　顔彩、墨  和紙　70.5×69.0

情愛II

2004年　顔彩、墨  和紙　140.0×70.0

よっ待ってました いきなやつ

2004年頃　顔彩、墨  和紙　140.0×69.3

好きなものは何？

2005年頃　顔彩、墨  和紙　51.8×44.8



中村真由美

マンドリル

2004年　色鉛筆、鉛筆  紙　27.1×19.6

ヨザル

2004年　色鉛筆、鉛筆  紙　26.8×19.3

コウテイペンギン

2008年　色鉛筆、鉛筆  紙　54.0×38.0

水牛

2013年　ペン、アクリル絵具  キャンバス　80.3×65.2

さる

2014年　アクリル絵具、顔料マーカー  キャンバス　41.0×31.8

こけっ子・くも
2014年　アクリル絵具、顔料マーカー  キャンバス　45.5×38.0

ペンギン

2014年　アクリル絵具、顔料マーカー  キャンバス　41.0×31.8

福岡左知子

miamoo. ―ミィアムゥ―
2010-20年頃　毛、麻、綿、ポリエステル　400～250×59～15

（29点）

山野将志

お城

2011年　アクリル絵具  紙　162.0×97.0

マンション

2011年　アクリル絵具  紙　162.0×97.0

富士山の山のくじらぐも 角はえた鹿の群れと大きな黒い

牝牛－ラスコーの洞窟壁画のオマージュ

2017年　アクリル絵具  キャンバス　162.0×390.9

資料

上野和子が用いる「足で描くための靴」

長田恵が用いる「長い筆」

小松和子が用いる「卓上イーゼル」

武田佳子が用いる「握りやすくした筆」




