
資料提供 
 
 
月   日（曜日） 担当課（室） 電話 担当者 
５月１日（金） 近代美術館 088-668-1088 安達・吉原 

 
近代美術館の資料の収集について 

 
平成 20 年度、県立近代美術館において収集した資料は、次のとおりです。 

 
収集資料 (詳細：別紙リスト 1～2 頁) 

【購 入】坂井淑恵〈間の人〉(油彩画他)                 1 点 
【寄 贈】中野嘉之〈うず潮〉(日本画) 等                         225 点 
【その他】作者不明〈暗い色調の風景〉(二次資料) 等          2 点 

                                    計 228 点 
 

なお、個人からの寄贈等につきましては、「徳島県情報公開条例」の規定に基づき、氏名を公

開いたしません。 
 
  



今回収集点数収集資料一覧（平成21年3月） 徳島県立近代美術館今回収集額 1,890,000円

番号

種別 作家名
さっかめい さくひんめい

作品名
数量 制作年 価格（円）

寸法（縦×横）cm 購入先または寄贈者
こうにゅうさきまたはきそうしゃ

点228

購入 1小計 1,890,000円点

坂井淑恵油彩画他 227.3 363.6
GALLERY ZERO

101 さかい よしえ あいだのひと
ギャラリー ゼロ

×
GALLERY ZERO

1,890,000円1995年

間の人(The Man in Between)

寄贈 225小計 点

清原重以知油彩画他 23.6 33
清原黎子（次男淳二氏夫人）

101 きよはら しげいち ゆきのゆうぐれ

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

37年頃

雪の夕ぐれ

喜井黄羊日本画 168.2 373.2
三宅房江

102 きい こうよう かわべのず

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

昭和初期

川辺之図（仮称）

大野俊明日本画 97 66
大野俊明

103 おおの としあき あわでこI-むすめ
さっか

×
作家

2007年

阿波木偶I－娘

大野俊明日本画 97 66
大野俊明

104 おおの としあき あわでこII-おいらん
さっか

×
作家

2007年

阿波木偶II－花魁

大野俊明日本画 97 66
大野俊明

105 おおの としあき あわでこIII-むしゃ
さっか

×
作家

2007年

阿波木偶III－武者

竹内浩一日本画 99.6 72.4
竹内浩一

106 たけうち こういち よしのがわ・はる
さっか

×
作家

2007年

吉野川・春

中野嘉之日本画 59.9 187.6
中野嘉之

107 なかの よしゆき うずしお
さっか

×
作家

2007年

うず潮

上前智祐版画
藤野忠利

13308 うえまえ ちゆう うえまえちゆうはんがさくひん

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

2005年

上前智祐版画作品

小林敬生版画 86.7 116.3
作家

109 こばやし けいせい しろいあさまたはそうぎょう－ぐんぶ05・C-
さっか

×
作家

2005年

白い朝又は早暁-群舞05･C-

三宅克己水彩 18.2 11.1
井端好美

110 みやけ こっき やすくにじんじゃ

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

不詳

靖国神社(仮称）

石丸一油彩画他 59 49
浦上麗

111 いしまる はじめ こども

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1925年

子供(仮称）

石丸一油彩画他 65 53
浦上麗

112 いしまる はじめ ばら

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1928年

薔薇

石丸一油彩画他 52 44
浦上麗

113 いしまる はじめ らふ

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1929年

裸婦習作

石丸一油彩画他 91 61.5
浦上麗

114 いしまる はじめ はな

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1929年

花



番号

種別 作家名
さっかめい さくひんめい

作品名
数量 制作年 価格（円）

寸法（縦×横）cm 購入先または寄贈者
こうにゅうさきまたはきそうしゃ

石丸一油彩画他 72 90
浦上麗

115 いしまる はじめ やまざと

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1943年

山郷

石丸一油彩画他 51 43
浦上麗

116 いしまる はじめ まちなみ

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1957年

街なみ(仮称）

石丸一油彩画他 53 53.5
浦上麗

117 いしまる はじめ さくひん

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1960年

作品

石丸一油彩画他 71 59
浦上麗

118 いしまる はじめ びん

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

不明

瓶(仮称）

石丸一日本画 20.6 59.1
浦上麗

119 いしまる はじめ はくばむらこうたすけっち

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1974年

白馬村幸田スケッチ（画帳）

不詳二次資料 25.0 30.2
浦上麗

120 ふしょう いしまるはじめしゃしん

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

不詳

石丸一写真

不詳二次資料 24.6 30.0
浦上麗

121 ふしょう いしまるはじめしゃしん

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

不詳

石丸一写真

石丸一二次資料
浦上麗

4922 いしまる はじめ いしまるはじめえはがき・しゃしんいっしき

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

戦前期

石丸一絵葉書・写真一式

島あふひ二次資料
浦上麗

2323 しま あふひ しまあふひがじょういっしき

×
売買を業としない個人収集家等から
の寄贈につき公表しない

1987年

島あふひ賀状一式

その他 2小計 点

不明二次資料 36.2 42.2
平成19年度河井清子氏寄贈《婦人

101 ふめい くらいしきちょうのふうけい

×
売買を業としない個人収集家等から
によるものにつき公表しない

不明

暗い色調の風景

不明二次資料 33.4 45.6
平成19年度河井清子氏寄贈《婦人

102 ふめい あかるいしきちょうのふうけい

×
売買を業としない個人収集家等から
によるものにつき公表しない

不明

明るい色調の風景



坂井 淑恵  〈間の人〉

1995年

坂井淑恵(1965年、千葉県生まれ)は、1991年に京都市立芸術大学油

画専攻を卒業、93年に同大学院を修了しました。在学中の1992年に京

都で初個展を開催。以後、国内外の画廊・美術館での個展、グループ

展に出品しています。2000年には、優れた若手作家を紹介するVOCA展

(東京・上野の森美術館）で、奨励賞を受賞しています。

坂井が登場した1990年代初頭の美術界は、当館でも既に収蔵してい

る奈良美智の作品にみられるようなキャラクターふうのイメージを用

いた傾向の作品が多少目立つものの、主流といえるほどの大きな傾向

はみあたりません。むしろ多様化した時代ともいえるでしょう。坂井

は、その奈良に後続する世代にあたり、奈良が少女像に自らの内面を

反映させたのに対し、坂井は風景に自己を投影することで他に類を見

ない画風を生み出しました。この〈間の人〉は、坂井が自らの画風を

確立した時期のもので、坂井の初期を代表する一点といえます。

この作品は、現在開催中の所蔵作品展「徳島のコレクション2009-

II」に展示しています。(7月20日まで)

油彩 キャンバス 227.3×363.6cm

さかい よしえ あいだのひと



中野 嘉之  〈うず潮〉

2007年

中野嘉之(1946年、京都府生まれ)は、1968年に多摩美術大学日本画

科を卒業、70年に同大学院を修了しました。在学中から新制作協会展

に出品、続けて創画展に出品しています。また、同年代の日本画家た

ちが所属の枠を越えて集まり、新しい表現を求めた「横の会」展にも

参加しました。1993年には創画会を離れ、個展やグループ展を中心に

活動を続けています。2005年には芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、現

在は多摩美術大学教授を務めています。

中野は、2007年に当館で開催した「日本画－和紙の魅力を探る」展

に新作を出品するため、県内各地を取材して周りました。この〈うず

潮〉は鳴門の渦潮を作品化したものです。中野には天と地、天と海の

間の循環を描こうとした一連の作品があります。渦潮という題材は、

その大自然の秩序を表すテーマと繋がり、この作品では、勢いよく渦

をまく潮の上に、霧のような空気の層が回転し、上っていく様子が感

じられます。中野の安定した力量が表された秀作といえます。

この作品は、現在開催中の所蔵作品展「徳島のコレクション2009-

II」で、5月19日から6月21日まで展示予定です。

紙本着色 59.9×187.6cm

なかの よしゆき うずしお




