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2019  高知県立美術館  朝倉 芽生  アメリカ

2018  群馬県立館林美術館  松下 和美  フランス

 大分県立美術館  宗像 晋作  アメリカ

 熊本市現代美術館  佐々木 玄太郎  中国

 川崎市岡本太郎美術館  佐々木 秀憲  フランス、ベルギー、スイス、アメリカ

 栃木県立美術館  鈴木 さとみ  アメリカ

 アーツ前橋  今井 朋  フランス、イギリス、ドイツ、ベルギー

 世田谷美術館  野田 尚稔  イタリア、スイス、ドイツ

 町田市立国際版画美術館  和南城 愛理  オーストラリア

 東京都写真美術館 三井 圭司  イギリス、フランス

 三重県立美術館 生田 ゆき  アメリカ

 姫路市立美術館 山田 真規子  ベルギー

 埼玉県立近代美術館 吉岡 知子　　  ドイツ、フランス

 岡山県立美術館 髙嶋 雄一郎  アメリカ

 ふくやま美術館 平泉 千枝　　　　　　　　　　 アメリカ

 東京都庭園美術館 八巻 香澄　　  アメリカ

 板橋区立美術館 弘中 智子　　　　　　　　　　 フランス、スイス、ドイツ

 福井県立美術館 佐々木 美帆　　　　　 アメリカ

 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 国枝 かつら  イギリス、アメリカ

 新潟県立近代美術館
 （新潟市美術館）

濱田 真由美　　　　　　 アメリカ

三重県立美術館 道田 美貴　　　　　　　　　　 アメリカ

江戸東京博物館 早川 典子  スウェーデン

兵庫県立美術館 服部 正  スイス、フランス、ドイツ、イギリス

大阪市立美術館 齋藤 龍一  フランス、ドイツ、スウェーデン、中国

金沢21世紀美術館 北出 智恵子  スイス、イギリス、フランス、ドイツなど

三重県立美術館 原 舞子  ドイツ、スイス

北海道立釧路芸術館 柴 勤 フランス

埼玉県立近代美術館 平野 到 ドイツ

島根県立美術館  柳原 一徳  フランス

姫路市立美術館  高瀬 晴之  ベルギー、オランダ、フランス

 渋谷区立松涛美術館  谷 亜紀  ドイツ、スイス

 金沢21世紀美術館  吉岡 恵美子  アメリカ、イギリス、オランダ
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 北海道立近代美術館  井内 佳津恵  韓国

 福島県立美術館  荒木 康子  アメリカ

 東京都写真美術館  丹羽 晴美  オーストラリア

 金沢21世紀美術館  村田 大輔  アメリカ

 福岡市美術館  岩永 悦子  イギリス

 東京都庭園美術館  中原 淳行  アイルランドほか

 東京都現代美術館  森 千花  イギリス

 滋賀県立近代美術館  田平 麻子  フランス

 群馬県立近代美術館  矢内 克聡  イタリアほか

 東京都写真美術館  鈴木佳子  アメリカ

 横浜美術館  木村絵理子  アメリカ

 北海道立近代美術館
 （北海道立旭川美術館）

 浅川 真紀  イギリス

 東京都現代美術館  渡部 葉子  イギリス

 東京都写真美術館  中村 浩美  フランス、ベルギー

 三重県立美術館  生田 ゆき  イギリス

 福岡アジア美術館  中尾 智路  フィリピン

 北海道立近代美術館  中村 聖司  スウェーデンほか

 東京都庭園美術館  牟田 行秀  イギリス、イタリア

 練馬区立美術館  野地 耕一郎  イギリス、イタリア、フランスほか

 静岡県立美術館  李 美那  韓国

 島根県立美術館  真住 貴子  イギリス

 世田谷美術館  木村 祐子  アメリカ

 和歌山県立近代美術館  奥村 泰彦  タイ

 名古屋市美術館  竹葉 丈  アメリカ

 北海道立近代美術館  佐藤 幸弘  イギリス

 東京都写真美術館  神保 京子  イギリス

 渋谷区立松濤美術館  味岡 義人  中国

 砺波市美術館  橋本 文良  アメリカ

 栃木県立美術館  木村 理恵子  ドイツ

 東京都庭園美術館  関 昭郎  イギリス、フランス、ドイツ、ポルトガル
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 いわき市立美術館  杉浦 友治  フランス

 平塚市立美術館  小池 光理  アメリカ

 山梨県立美術館  岩井 慎太郎  ドイツ、スイス、アメリカ

 愛知県美術館  木本 文平  アメリカ

 三重県立美術館  桑名 麻里  フランス

 京都文化博物館  南 博史  インド、パキスタン、フランス

 和歌山県立近代美術館  安来 正博  アメリカ

 郡山市立美術館  菅野 洋人  イギリス

 東京都庭園美術館  高波 真知子  フランス

 滋賀県立近代美術館  尾崎 佐智子  アメリカ

 浦添市美術館  宮里 正子  イギリス、フランス、ドイツ

 北海道立近代美術館  苫名 真  オーストラリア

 宮城県美術館  和田 浩一  アメリカ

 群馬県立近代美術館  松下 由里  イギリス、フランス、ベルギー

 東京都庭園美術館  時田仁弘  ドイツ

 川崎市市民ミュージアム  深川 雅文  ドイツ

 岡山県立美術館  宮本 高明  アメリカ

 町田市立国際版画美術館  河野 実  中国

 静岡県立美術館  立花 義彰  台湾

 徳島県立近代美術館  吉原 美恵子  オランダ

 福岡市美術館  尾崎 直人  タイ

 山梨県立美術館  向山 富士雄  アメリカ

 東京都写真美術館  岡塚 章子  アメリカ

 群馬県立近代美術館  徳江 庸行  アメリカ、イギリス

 滋賀県立近代美術館  占部 敏子  イタリア、フランス、オーストリア

 茨城県近代美術館  林 和男  アメリカ、イギリス

 横浜美術館  柏木 智雄  アメリカ

 伊丹市立美術館  村田 正則  フランス

 山梨県立美術館  飯野 正仁  イギリス、フランス

 和歌山県立近代美術館  浜田 拓志  デンマーク、ドイツ、オランダ、フランス、イギリス

 静岡県立美術館  尾島 美那  アメリカ

 福岡市美術館  黒田 雷児  フランス、イギリス、アメリカ
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 埼玉県立近代美術館  大久保 静雄  フランス、イギリス、アメリカ

 渋谷区立松濤美術館  光田 由里  アメリカ、フランス、ドイツほか

 町田市立国際版画美術館  佐川 美知子  ドイツ、オーストリア

 京都府京都文化博物館  南 博史  中国、タイ

 ふくやま美術館  谷藤 史彦  イタリア

 横浜美術館  林 サエ  イギリス、フランス、イタリア

 静岡県立美術館  小針 由紀隆  イタリア、イギリス、フランス

 渋谷区立松濤美術館  福井 泰民  イスラエル、エジプト、イギリス、フランス

 栃木県立美術館  杉村 浩哉  イギリス、イタリア、フランス

 横浜美術館  倉石 信乃  アメリカ

 目黒区美術館  降旗 千賀子  アメリカ

 奈良県立美術館  南城 守  オランダ、イタリア、フランス

 福島県立美術館  岡部 幹彦  オランダ、ドイツ、オーストリア

 富山県立近代美術館  島 敦彦  オランダ、フランス、アメリカ

 神奈川県立近代美術館  橋 秀文  フランス、ベルギー

 三重県立美術館  荒屋鋪 透  フランス

 群馬県立近代美術館  黒田 亮子  イギリス、フランス、スウェーデン、デンマーク

 群馬県立近代美術館  山田 烈  イギリス、フランス、ドイツ、オランダ

 姫路市立美術館  岸野 祐人  スイス、南フランス、西ドイツ、スペイン

 山梨県立美術館  守屋 正彦  アメリカ

 宮城県美術館  西村 勇晴  ドイツ、スイス、オランダ

 福島県立美術館  早川 博明  アメリカ

 滋賀県立近代美術館  小林 昌夫  アメリカ、イギリス、オランダ、西ドイツ

 大阪市立美術館  中川 憲一  中国

 北海道立近代美術館  水田 順子  フランス、西ドイツ

 呉市立美術館  福永 治  イギリス、オーストリア、フランス、イタリア、スイス

 下関市立美術館  井土 誠  フランス、スイス、イギリス、西ドイツ

 北海道立旭川美術館  浅川 泰  イギリス、フランス、西ドイツ

 埼玉県立近代美術館  伊豆井 秀一  オーストラリア、イギリス

 北九州市立美術館  真武 真喜子  フランス、ドイツ、アメリカ

 長崎県立美術博物館  徳山 光  スペイン

 世田谷美術館  清水 真砂  イギリス
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 神奈川県立近代美術館  足立 朗  フランス、アメリカ

 富山県立近代美術館  丸山 玲子  北欧5ヶ国

 広島県立美術館  岡本 隆寛  アメリカ

 京都市美術館  井上 明彦  フランス

 栃木県立美術館  小勝 禮子  フランス、英国

 三重県立美術館  牧野 研一郎  アメリカ、イタリア

 兵庫県立近代美術館  中島 徳博  西ドイツ

 下関市立美術館  田中 晴久  エジプト、トルコ、英国

 大阪市立美術館  脇坂 淳  アメリカ

 岐阜県美術館  古川 秀明  イタリア

 北海道立近代美術館  五十嵐 利治  オランダ

 埼玉県立近代美術館  坂本 哲男  フランス、英国、西ドイツ

 富山県立近代美術館  大坪 健二  アメリカ、西ドイツ

 宮城県美術館  新田 秀樹  アメリカ
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