
ものがたりを紡ぐ　出品目録

会期／2023年2月18日(土)－6月18日(日)

主催／石川県能登島ガラス美術館（公益財団法人七尾美術財団）
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COBWEB'S BOWLS SET/2PIECES/ カジミェシュ・パウラク ガラスファイバー / フュージング

クモの糸のボウルセット Kazimierz PAWLAK glass fiber / fusing

Ultimo Danza Serena トゥーツ・ジンスキー ガラス / フィレ・ド・ヴェール（糸状ガラスの制作、フュージング、スランピング）

Last Dance Toots ZYNSKY glass /filet de verre (threads of glass, fusing, slumping)

繁殖 安田 直己 ガラス / キルンワーク、カット、サンドブラスト

Multiplication YASUDA Naoki glass / kiln work, cut, sandblasting

育まれしもの ― いのち 小林 貢 ガラス / ホットワーク、カット、キルンキャスト、研磨

It's Brought Up - "INOCHI" KOBAYASHI Mitsugi glass / hot work, cut, kiln casting, polishing

月人のouchi 漆山 みさき ガラス / 宙吹き、エナメル彩

”TSUKIBITO-NO-ouchi"

(The Home for the People Who Living on the Moon)

オニニカナボウ 磯谷 晴弘 ガラス / 宙吹き、溶解ガラスによる装飾、接着

Oni-ni-Kanabo （A Weapon of an Ogre） ISOGAI Akihiro glass / free blowing, hot glass techniques, glueing

未来へ 飯田 尚央 ガラス / 宙吹き、ホットワーク

Future IIDA Hisao glass / free blowing, hot work

25の記憶 秋友 伸隆 ガラス / 宙吹き、キャスト、接着

25 Pieces of Memory AKITOMO Nobutaka glass / free blowing, cast, glueing

雲のおさんぽ 橋本 和代 ガラス / ランプワーク

Cloud Walk HASHIMOTO Kazuyo glass / lampwork

PERSEUS ボフミール・トマネク ガラス / カット、接着

Bohumil TOMÁNEK glass / cut, glueing

ノア　Noah's Ark 工藤 直 ガラス / 宙吹き、サンドブラスト

KUDO Nao glass / free blowing, sandblasting

TOUCAN MOON ロナルド・ペンネル ガラス / 吹き、エングレーヴィング

オオハシと月 Ronald PENNEL glass / blowing, engraving

Untitled Ⅱ ヴォイチェフ・ペシュコ ガラス

Wojciech PESZKO glass
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水差し スティーブン・ニューウェル ガラス / 吹き、サンドブラスト

Jug Steven NEWELL glass / blowing, sandblasting

ループ付高台珍味入 内田 邦太郎 ガラス / パート・ド・ヴェール

Delicacy Case Decorated with Loop UCHIDA Kunitaro glass / pâte de verre

百彩鉢 神田 正之 ガラス / フュージング、プレス成形

Bowl in a Hundred Colours KANDA Masayuki glass / fusing, press molding

水差し

スティーブン・ニューウェル

Steven NEWELL ガラス / 宙吹き、サンドブラスト

Jug キャロル・マクニコル

Carol MCNICOL

glass / free blowing, sandblasting

葡萄文脚付杯 不詳 明治時代中期-後期 ガラス / 吹き、エングレーヴィング

Footed Cup with Grapevines Design Unknown 1883-1912 glass / blowing, engraving

花鳥文杯 不詳 明治時代中期-後期 ガラス / 吹き、エングレーヴィング

Cup with Bird and Flowers Design Unknown 1883-1912 glass / blowing, engraving

蔦文盃 不詳 明治時代中期-後期 ガラス / 吹き、エングレーヴィング

Cup with Ivy Design Unknown 1883-1912 glass / blowing, engraving

水差し クリストファー・ウィリアムス ガラス / 型吹き、サンドブラスト

Jug Christopher WILLIAMS glass / mold blowing, sandblasting

Gold Ruby Saturn  9.91 22"D ジョシュ・シンプソン ガラス / 吹き

Josh SIMPSON glass / blowing

Mega Planet  6.1.02 ジョシュ・シンプソン ガラス / ホットワーク

Josh SIMPSON glass / hot work

Blue New Mexico Platter 7.23.02 ジョシュ・シンプソン ガラス / 吹き

Josh SIMPSON glass / blowing

銀河Ⅱ 伊藤 賢治 ガラス / 宙吹き、ホットワーク、カット、研磨、接着

Galaxy Ⅱ ITO Kenji glass / free blowing, hot work, cut, polishing, glueing

銀河Ⅴ 伊藤 賢治 ガラス / 宙吹き、ホットワーク、カット、研磨、接着

Galaxy Ⅴ ITO Kenji glass / free blowing, hot work, cut, polishing, glueing

glass / free blowing, enamel painting
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2000 各/each：H17.0×φ25.0

2 2000 H25.5×W52.0×D30.0

1

2002 H15.0×W40.0×D27.03

2008 H19.0×W38.0×D8.5

5 2002 H50.0×W70.0×D52.0

4

URUSHIYAMA Misaki

H53.0×W21.0×D21.0
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7

1993

2002

1999

H45.0×W60.0×D60.0

H55.0×W55.0×D6.0

10 1998 H28.0×W18.0×D23.0

2007 H49.0×W40.0×D13.09

1995 H28.0×W36.5×D16.513

16 H26.0×W38.0×D35.0

14 H30.0×W15.0×D13.0

1993 H16.5×φ23.5 

12 1995 H17.0×W23.0×D23.0

11

H11.5×W12.5×D12.0

17

15

c.1990

c.1997

2007

1990

18

H33.5×W24.5×D20.0

H8.8×φ5.0

H27.5×W18.5×D11.5

19 H7.2×φ3.2

c.1991

20 H4.8×φ4.4

21

22

26 1989 H30.0×W30.0×D30.0

23 2002 H16.0×φ16.2

25 1993 H20.4×W45.5×D21.8

1991 H14.0×φ56.0

24 2002 H5.3×φ51.0
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Exoplanète 2 ヤン・ゾリチャック ガラス、金箔 / キャスト、カット、研磨

Exoplanet 2 Yan ZORITCHAK glass, gold leaf / cast, cut, polishing

BOWL”ASAHI" イワナ・ティンコワ ガラス、銅線 / エングレーヴィング

Ivana TINKOVA glass, copper wire / engraving

My Gray Days マルタ・ギビーテ ガラス、銅線 / フュージング、曲げ、組立、ペイント

Marta ĢIBIETE glass, copper wire / fusing, bending, assembling, painting

Blooming 姜 旻杏 ガラス / フュージング、コールドワーク

KANG Min Haeng glass/ fusing, cold work

菜の花 西 悦子 ガラス / パート・ド・ヴェール

Rape Blossom NISHI Etsuko glass / pâte de verre

サマースキー 西 悦子 ガラス / パート・ド・ヴェール

Summer Ski NISHI Etsuko glass / pâte de verre

SUNRISE / SUNSET 扇田 克也 ガラス / コールドキャスト

OGITA Katsuya glass / cold casting

胎動 ’19-3 津守 秀憲 ガラス、陶土 / 混合焼成、キルンワーク

Oscillation '19-3 TUMORI Hidenori glass, clay / mixed firing, kiln work

古代の音 米原 眞司 ガラス / 宙吹き、溶解ガラスによる装飾、サンドブラスト

Ancient Sounds YONEHARA Shinji glass / free blowing, hot glass techniques, sandblasting

PLOWED FIELD OF NIGHT ディエゴ・フューラー ガラス / ムリーニ、吹き、研磨

夜の畝 Diego FEURER glass / murrine, blowing, polishing

Page in History アンダ・ムンケヴィカ ガラス / キルンキャスト、曲げ、コールドワーク

Anda MUNKEVICA glass / kiln casting, bending, cold work

月光 齊藤 裕一 ガラス、銀箔、銅箔、釘 / 宙吹き、ホットワーク、サンドブラスト、接着

Moonlight SAITO Yuichi soda glass, optical glass / hot work, cut, polishing, glueing

流動 野田 由美子 ガラス / 宙吹き、カット、サンドブラスト、フュージング、金彩、接着

Floating Clouds NODA Yumiko glass / free blowing, cut, sandblasting, fusing, gold painting, glueing

Tokyo night 上島 あい子 ソーダガラス、光学ガラス / ホットワーク、カット、研磨、接着

UESHIMA Aiko soda glass, optical glass / hot work, cut, polishing, glueing

現代人．アメニモ、マケズ 石橋 忠三郎 ガラス、木 / アマルガム技法、溶着

“Gendaijin Amenimo Makezu” 

 （The People - Enduring Even When It Rains

月夜の森から 水上 竜太 ガラス、金属 / 吹き、ホットワーク

From Moon Night Forest MIZUKAMI Ryuta glass, metal / blowing, hot work

グラヴィール子鹿文花器 相磯 美里 ガラス / グラヴィール（エングレーヴィング）、面カット、宙吹き

Vase with Fawn Design AISO Misato glass / engraving, cut, free blowing

PRETTY MORAY ヤロミール・リバーク ガラス / キャスト

かわいいウツボ Jaromír RYBÁK glass / cast

SCENE 0808 池本 一三 ガラス / 宙吹き、エナメル絵付け、サンドブラスト

IKEMOTO Kazumi glass / free blowing, enamel painting, sandblasting

SCENE 0902 池本 一三 ガラス / 宙吹き、エナメル絵付け、サンドブラスト

IKEMOTO Kazumi glass / free blowing, enamel painting, sandblasting

FACE SERIES 91 マーク・ギボー ガラス / サンドキャスト、吹き

Mark GIBEAU glass / blowing, sandcasting

沈黙 武永 和茂 ガラス / 宙吹き、ホットワーク

SILENCE TAKENAGA Kazushige glass / free blowing, hot work

TARTESSOS VASE NO8. ジェリー・キング ガラス、ステンレス / フュージング

Gerry KING glass, stainless steel / fusing

PORTRAIT セメネソ・ヴァレリウ ガラス / 吹き

Semenescu VALERIU glass / blowing

猫 鳥 父ちゃん 松浦 あかね ガラス / 宙吹き、グラール、ホットワーク、接着

Cats, Birds and Daddy MATSUURA Akane glass / free blowing, graal, hot work, glueing

胡の舞姫の首飾り 岩田 糸子 ガラス / ランプワーク

NECKLACE OF MIDDLE EAST IWATA Itoko glass / lampwork

※№1、№50は国際ガラス展・金沢開催委員会蔵、その他は当館蔵

※作品サイズは、Ｈ：高さ、Ｗ：幅、Ｄ：奥行、φ：最大径で示した

※作品キャプションには、作品名、作家名、制作年、素材、技法を表記した

2000

28

27 2016 H64.5×W26.5×D9.0

2001 H19.0×φ33.0

29 2019 H37.0×W57.0×D37.0

30 2015 H62.0×W62.0×D3.0

34 2019 H50.0×W72.0×D32.0

35 1998 H32.0×φ34.0

31 2008 H15.0×W48.0×D13.0

33 1995 H56.0×W67.0×D25.0

32 2006 H22.0×W26.0×D26.0

52 2008 H65.5×W50.5×D3.0

36 2003 H22.0×φ18.0

37 2016 H57.0×W45.0×D18.0

H41.5×W50.7×D14.0

49 2001 H102.0×W30.0×D32.0

48 2001 H52.0×W52.0×D50.0

45 2008

H32.0×W20.0×D9.0

H82.0×φ16.0

42 2002 H48.0×W78.0×D20.0

38 2002

39

200840 H11.5×W12.5×D12.0

41 1996 H53.0×W59.0×D41.0
ISHIBASHI Chuzaburo

50 2001 H37.0×W15.0×D15.0

51 1996 H18.0×φ20.0

H40.0×φ23.0

46 2009 H48.0×φ42.0

glass, wood / amalgamated, fusing

47 1991 H22.0×W52.0×D48.0

43 2001 H21.0×W17.5×D8.0

44 1998


