
 

 

平成 2７年度 春の特集展 

「 お札に見られる工芸官の技術 ～ 凹版彫刻作品展 ～ 」  

                             展 示 作 品 

 

凹版習作 （凹版単色）        347×423mm  

1 日本三名園 後楽園        大浦 博美    平成 17（2005）年 

2 平等院鳳凰堂            植松 浩二     平成 19（2007）年 

3 岩手銀行 中ノ橋支店        植松 浩二     平成 23（2011）年 

4 西田橋（石橋記念公園）      佐々木裕史    平成 24（2012）年 

5 松島五大堂             染谷 到       平成 25（2013）年 

凹版美術作品 （凹版単色）      350×460mm  

6 羊飼いの少女             押切 勝造      昭和 30（1955）年 

7 騎竜観音                 笠野 常雄     昭和 46（1971）年 

8 ３４歳の自画像           笠野 常雄     昭和 49（1974）年 

9 ポンパドール夫人の肖像     押切 勝造     昭和 51（1976）年  

10 フランシスカ・サバサ・ガルシア  栗嶋 茂      平成 14（2002）年 

11 若き頃の自画像         日詰 満博     平成 19（2007）年 

 



凹版美術作品 （凹版＋平版）     300×300mm  

12 ヴェールの女性         德田 茂樹      平成 17（2005）年 

13 ベルジュレ夫人         日詰 満博     平成 25（2013）年 

14 モスクワ近郊の外庭       岩國 守        平成 7（1995）年 

15 花を持つ羊飼いの少年   佐々木 裕史    平成 27（2015）年 

凹版美術作品 （凹版＋平版）     347×423mm  

16 
ﾄﾞﾆﾔ･ｲｻﾞﾍﾞﾙ･ｺﾎﾞｽ･ﾃﾞ･ﾎﾟｰﾙｾﾙ像  

             笠野 常雄     昭和 40（1965）年 

17 オスヴォルト・クレルの肖像  矢島 栄       昭和 55（1980）年 

18 水辺の牛               岩國 守       昭和 62（1987）年          

19 鳩を抱く少女            矢島 栄      昭和 62（1987）年 

20 自画像             德田 茂樹     平成 10（1998）年           

グリーティングカード （凹版単色）    126×178mm     

21 犬山城                 小倉 尚芝        昭和 63(1988)年 

22 富士                   栗嶋 茂          平成元(1989)年 

23 天橋立             栗嶋 茂        平成 12（2000）年 

24 松島               德田 茂樹      平成 13（2001）年 

25 神鹿               植松 浩二      平成 13（2001）年 

26 縄文杉              栗嶋 茂        平成 17(2005)年 



27 キヨッソーネ肖像       矢島 栄       平成 10（1998）年 

グリーティングカード （凹版＋平版）    126×178mm  

28 花鳥               小倉 尚芝       平成 12（2000）年 

29 白妙と宮島舞楽・桜      德田 茂樹       平成 12（2000）年 

30 楊貴妃と住吉大社        小倉 尚芝        平成 12（2000）年 

31 
彼らはブドウのことをかんがえているのか 

木村 俊弘      平成 24（2012）年 

32 龍虎図屏風             木村 俊弘        平成 24（2012）年 

33 
後ろ足で立つ赤い織物をつけた馬 

佐野 秀二        平成 25（2013）年 

34 雛市                   廣瀬 理紗        平成 26(2014)年 

スーベニアカード （凹版＋平版）    250×190mm            

35 神功皇后    吉川 光徳               平成 16（2004）年 

36 水兵        吉川光徳・成田進          平成 18（2006）年 

37 新田 義貞   佐藤 信朝              平成 19（2007）年 

38 児島 高徳   佐藤 信朝              平成 20（2008）年 

39 素戔鳴尊    中井昌典・成田進          平成 21（2009）年 

40 武内 宿禰   木村俊弘・成田進・佐藤紀子   平成 24（2012）年 

41 和気 清麿  佐野秀二・成田進・佐藤信朝   平成 25（2013）年 

42 菅原 道真  佐野秀二・水谷英一・中井昌典  平成 26（2014）年 



凹版画 （凹版単色）        150×200mm  

43 １００年前の東京駅舎    廣瀬 理紗        平成 26（2014）年 

44 現在の東京駅舎       日詰 満博        平成 26（2014）年 

45 ノウゼンカズラ          斎藤 栄嗣        製作年不明 

46 ピラミッド               佐藤 信朝        平成 24（2012）年 

47 パンダ                 佐藤 紀子        平成 26(2014)年 

48   富士山と桜             佐野 秀二        平成 26(2014)年 

49 都電荒川線            木村 俊弘        平成 26（2014）年 

50 北陸新幹線           三枝 竜輝         平成 27(2015)年 

51 
ウエストミンスター宮殿とビッグベン 

  三枝 竜輝        平成 24（2012）年 

凹版印刷体験 （印刷物）        150×200mm  

 52 東京タワーとカモメ      押切 勝造      製作年不明 

53 東京駅             中野 由紀子     平成 25（2013）年 

54 東京スカイツリー         青木 幸二        平成 25(2013)年 

55 歌舞伎座             佐野 秀二        平成 27(2015)年 

 


