
上田市立美術館　企画展示室
2014年12月6日(土)～1月12日（月）

目録の順番は、展示の順番と必ずしも一致しません。

作者名のないものは、小松美羽によるものです。

会期中、展示替えはありません。

 作者名  作品名 制作年 技法・材質 所蔵

小松美羽 NY～感～ 2012 水彩　ペン　黒鉛　アクリル  板

NY～想～ 2012 水彩　ペン　黒鉛　アクリル  板

視覚的聖域と六感的聖域 2011 ペン　黒鉛　水彩　アクリル  紙 中村信雄氏蔵

シンボル 2011 ミクストメディア  紙

男装の絵師 2010 墨　アクリル  紙 中里昌司氏蔵

自在神社の太々神楽 2010 墨　インク　アクリル  紙 山本博士氏蔵

秋葉原 2008 ミクストメディア  紙

性欲への抑制 2012 ミクストメディア  紙

昔は山だったのに今はベッドタウンになってしまった 2011 ペン　黒鉛  紙

膣分泌液 2011 ペン　黒鉛  紙

インパクト 2011 ペン　黒鉛  紙

猟奇的快楽犯罪者 2011 ペン　黒鉛  紙

母を慕う子供の手 2011 ペン　黒鉛  紙

精子脳 2011 ペン　黒鉛  紙

煩悩 2011 ペン　黒鉛  板

親愛なるカンボジア 2011 ペン　黒鉛  紙

タプローム遺跡１ 2011 ペン　黒鉛  紙

タプローム遺跡２ 2011 ペン　黒鉛  紙

タプローム遺跡３ 2011 ペン　黒鉛  紙

雄犬の繁殖期 2011 ペン　黒鉛  紙

煩悩の渦 2011 ペン　黒鉛  紙

びんぐし山を犯した人間と住み処を失った生き物 2011 ペン　黒鉛  紙

神楽 2011 ペン　黒鉛　アクリル  紙 藤井健二氏蔵

絆～キズナ～ 2010 アクリル  ビニール　布

坂城民話の御神木 2012 黒ニス　黒鉛　ペン　アクリル  板

四神・朱雀  ライブペイント in エムウェエーブ 2014 アクリル  ジーンズ

四神・青龍  ライブペイント in エムウェエーブ 2014 アクリル  ジーンズ

四神・白虎  ライブペイント in エムウェエーブ 2014 アクリル  ジーンズ

四神・玄武  ライブペイント in エムウェエーブ 2014 アクリル  ジーンズ

春の楓 2011 銅版画  紙 武井昭彦氏蔵

迎え盆 2011 銅版画  紙 武井昭彦氏蔵

一年戦争の終結 2006 銅版画  紙

ゴリラの頭 2011 銅版画  紙 伊東章氏蔵

川村龍洲 (題字) 勘違いから始まった 2014 墨書  紙

小松美羽 えほん！誰も教えてくれなかった  (16枚連作) 2014 墨　ペン　黒鉛　アクリル  紙 個人蔵

  1  泣き声　鳴き声　どうないた   

  2  こみ上げる　魂の振動に　命を感じたか   

  3  肉体の朽ちる　どろりとした音に　魂が目覚める   

  4  大地においしく頂いてもらった   

  5  真っ赤な真っ赤な甘い匂いに   

  6  我を見失うな　手綱を引け   

  7  ついておいで　ほら　四十九日の戦いの終わり   

  8  まばゆい金の楕円に　委ねていく   

  9  さあ　見よ　角の落ちた魂に　穢れをのぞけ   

  10  すっと指された　あの場所へ   

  11  誘うように匂うのは　水   

  12  口に運ぶこの水の　真理など我々には　知ることができようか   

  13  すべての垢が消滅し私はすべてを失ってすべてを得た   

  14  ああ、そうか　ヤマラージャとささやかれ　それはとても懐かしいと感じる   

  15  ゆっくりと近づき   

  16  怖さよりも温かいものを感じると　ふと　最後に愛するあなたの悼みを聴いた   

白虎シンボル 2013 銅版画　博多織  

酔いどれ 2004 銅版画  博多織

小松美羽展　～画家・小松美羽の夢と挑戦～



 作者名  作品名 制作年 技法・材質 所蔵

小松美羽 幻夢 2012 ミクストメディア  紙

幻夢とあなた 2012 ミクストメディア  紙

ブインディのエネルギー 2011 ペン　墨　黒鉛　アクリル  紙

突破者 2010 墨　インク　アクリル  紙

ARTIST 2010 墨　インク　アクリル  紙 白神文樹氏蔵

DRUNK 2010 墨　インク　アクリル  紙 白神文樹氏蔵

岩鼻の聖鳥 2014 銅版画  紙

春めいた隠れ里 2013 銅版画  紙

ロリ☆ 2011 銅版画　水彩　アクリル  紙

金魚（金） 2011 銅版画　水彩　アクリル  紙

土手のもののけ 2011 銅版画  紙

囲碁うち 2011 銅版画  紙

神と子 2004 銅版画  紙 高橋紀成氏蔵

四十九日 2005 銅版画  紙

ちょんこづいてた頃 2004 銅版画  紙 寺門ジモン氏蔵

覧死 2005 銅版画  紙

生死 2005 銅版画  紙

輪廻 2009 銅版画  紙 武井昭彦氏蔵

マズローの欲求階層説 2010 銅版画  紙

上田原古戦場のベビーコマ様 2014 ミクストメディア  板

真田獣勇士 2014 ミクストメディア  板

四神の共鳴 2013 アクリル  アクリル板（灯籠）

有田焼水煙瓶　　 2013 絵付磁器

天地を知るファルコン 2013 有田焼　水煙瓶　　  絵付磁器

ドバイの炎 2013 有田焼　水煙瓶　　  絵付磁器

白虎 2013 有田焼　骨壷  絵付磁器

有田焼大皿  (3枚組) 2013 絵付磁器

産着 2014 織  衣装
女神の神使（黒） 2012 衣装
白虎　博多織コラボ 2013 織  帯
女神の神使（赤） 2012 衣装
白虎 2013 アクリル  アクリル板 関家具
河口湖のカッパ１ 2013 墨　アクリル  板
あの世の門番 2014 墨　アクリル  板
河口湖のカッパ２ 2013 墨　アクリル  板
霊峰共鳴 2013 ペン　アクリル  板 武井昭彦氏蔵
芽ぶく夢 2013 アクリル　ペン  板 篠ノ井西小学校
古の神 2012 アクリル  板 武井昭彦氏蔵
神仏戦争 2012 アクリル  板 武井昭彦氏蔵
秘仏・宇宙 2012 ミクストメディア  紙　六曲一双
河口湖の民話１ 2013 ミクストメディア  板
千曲川の神々 2012 黒ニス　黒鉛　ペン　アクリル  板 安藝貴範氏蔵
河口湖の民話２ 2013 ミクストメディア  板
秘仏・祈り 2012 ミクストメディア  紙　六曲一双
神ねずみと唐ねこ様（絵画） 2012 ミクストメディア  紙
神ねずみと唐ねこ様 2012 ミクストメディア  布　粘土

不詳 短刀　銘：兼舛　　 室町時代 坂城町鉄の展示館
不詳 刀　無銘 室町後期 坂城町鉄の展示館
小松美羽 地球の一角、全てに通じる 2013 有田焼　大花瓶  絵付磁器 武井昭彦氏蔵

JAPAN to DUBAI to JAPAN 2013 有田焼　大花瓶  絵付磁器 武井昭彦氏蔵
新・風土記（レプリカ） 2014 インクジェットプリント  カンヴァス
出雲・陰 2014 ペン　アクリル  紙 中筋雄三氏蔵
伊勢・陽 2014 ペン　アクリル  紙 中澤順子氏蔵
雨の中のコマ様  ライブペイント in 渋谷PARCO 2014 アクリル  カンヴァス
上田に潜むもののけたち  上田市立北小学校４年２組との共同制作 2014 アクリル　水彩  鉛筆  紙
神ねずみと唐ねこ様  ライブペイント in アリオ上田 2014 アクリル  カンヴァス

ミクストメディア＝複数の技法や画材により制作されている作品

主　　催：小松美羽展実行委員会（上田市・上田市教育委員会・ＮＢＳ長野放送）

協　　力：しなの鉄道、東郷堂　（敬称略）

協　　賛：アリオ上田、上田ガス、上田交通、上田女子短期大学、上田信用金庫、上田高砂殿、寿製薬、ＪＡ信州うえだ、信濃ケミカル、
社会福祉法人敬老園、信州ハム、千曲社、デイリーフーズ、長野計器、長野大学、日本ビルシステムズ、みすヾ飴本舗飯島商店（５０音順）
後　　援：坂城町、坂城町教育委員会、上田商工会議所、坂城町商工会、信濃毎日新聞社、公益財団法人八十二文化財団、ＦＭ長野、
東信ジャーナル社、週刊上田新聞社、信州民報社


