
No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

1 サイタ 亨 さいた　りょう 1904－1986 色彩の交響楽 1979 紙・水彩

2 斎藤 悦子 さいとう　えつこ 1928－1999 からくり－翔ける 1976 木・染色

3 齋藤 研 さいとう　けん 1939－ 旅行中 1984 カンヴァス・油彩

4 齋藤 研 さいとう　けん 1939－
風景―夏の野鹿の短い角のような筆
で―

2000
パネル・韓国紙にドーサ・北京の墨・
ジェッソ銀箔・鉛筆・薄紙コラージュ部
品

5 齋藤 研 さいとう　けん 1939－ 別離 2004-2005 紙・鉛筆・色鉛筆・アクリル絵具

6 齋藤 研 さいとう　けん 1939－ アポリア 2005 カンヴァス・油彩

7 齋藤 研 さいとう　けん 1939－ みんなで美術館に行こう 2006 カンヴァス・鉛筆他

8 齋藤 香坡 さいとう　こうは 1937－ 上 2008 紙本朱書

9 齋藤 香坡 さいとう　こうは 1937－ 母 制作年不詳 紙本墨書

10 齋藤 三郎 さいとう　さぶろう 1917－1996 郷愁 1947 カンヴァス・油彩

11 斉藤 宋馬 さいとう　そうま 1904－ 岩根松 1984 造形篆刻・桂

12 斎藤 素巌 さいとう　そがん 1889－1974 木の実 1970 ブロンズ

13 齋藤 隆 さいとう　たかし 1943－ 寒山拾得 1978 紙・コンテ

14 齋藤 隆 さいとう　たかし 1943－ 虯龍 1979 ケント紙・コンテ

15 齋藤 隆 さいとう　たかし 1943－ 習作（羅漢像） 1960年代末 ケント紙・コンテ

16 齋藤 長三 さいとう　ちょうぞう 1911－1994
山かげの村　A VillAge Among the
hills

制作年不詳 カンヴァス・油彩

17 齋藤 長三 さいとう　ちょうぞう 1911－1994 K発電所(小海） 制作年不詳 カンヴァス・油彩

18 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－ 瞑－夢 Ａ　Meditation－dream－A 1988 波光紙・セリグラフ

19 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑－宙の舞　Meditation－Mid of
dance

1995 紙・セリグラフ

20 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑―浮游
Meditation-fool around

1996 かきた紙・セリグラフ

21 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑―悠遠の想い
Meditation-Supposition of eternity

1997 かきた紙・セリグラフ

22 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑―風に吹かれて
Meditation-The wind is blowing …B

1998 かきた紙・セリグラフ

23 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑―風の舞…
Meditation-dance of wind

1999 NTラシャ紙・セリグラフ

24 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑―時の動き不二（MeditAtion―
move of time,Fuji)

2009
水彩紙・エクセル・油性インク・シルク
スクリーン

25 サイトウ 良 さいとう　りょう 1941－
瞑－夢－力　Meditation－dream－
Power

2013 紙・セリグラフ

26 齋藤 翔太 さいとうしょうた 1991－ 瀑誕 2013-2014
木製パネル・水性ペンキ・スプレー・タ
イルエマルナ・木炭・鉛筆

27 酒井 恒太 さかい　こうた 1985－ Beautiful Loser 2009 テラコッタ・手捻り

28 酒井 三良子 さかい　さんりょうし 1897－1969 渚 1959 紙本彩色

29 酒井 葩雪 さかい　はせつ 1912－2001 春らんまん 1985 紙本墨書

30 酒井 葩雪 さかい　はせつ 1912－2001 ほのかなる月 1985 扇面・墨

31 酒井 みのり さかい　みのり 1988－ scene 2012 紙・リトグラフ

32 坂田 甚内 さかた　じんない 1943－ 波状文偏壺　三揃 1999 陶器

33 佐久間 あすか さくま　あすか 1972－ 流 2011 新聞紙

34 佐久間 玉渓 さくま　ぎょくけい 1912－2001 坊がつる讃歌 1985 紙本墨書

35 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ ヒグマットレス 2008 木

36 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ マクラカバー 2008 木

37 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ ウマクラ 2008 木

38 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ ウシーツ 2008 木

39 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ カバと水（ジョーロ） 2011 木彫

40 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ カバと水（カバ） 2011 木彫

41 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ カバと水の中（カバ） 2013 木彫

42 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ カバと水の中（サカナ） 2013 木彫

43 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ ハッピー・ライフ 2015 楠・木彫

44 櫻井 かえで さくらい　かえで 1974－ オウム返し 2015 楠・木彫

45 櫻井 孝美 さくらい　たかよし 1944－ 日曜日の私達 1987 カンヴァス・油彩

46 桜井 武人 さくらい　たけと 1935－ 風化の詩97Ｌ 1997
綿布・NECOプリント・アクリル絵具・ク
レヨン・色鉛筆

47 桜井 武人 さくらい　たけと 1935－ 風化の詩03Ｂ 2003
画布(綿)・NECOプリント・アクリル絵
具・クレヨン・色鉛筆
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48 桜井 武人 さくらい　たけと 1935－ 風化の詩00Ｅ 2000
綿布・NECOプリント・アクリル絵具・ク
レヨン・色鉛筆

49 桜井 武人 さくらい　たけと 1935－ 風化の詩02Ｇ 2002
綿布・NECOプリント・アクリル絵具・ク
レヨン・色鉛筆

50 桜井 武人 さくらい　たけと 1935－ 風化の詩05Ｂ 2005
画布(綿)・NECOプリント・アクリル絵
具・クレヨン・色鉛筆

51 桜井 浜江 さくらい　はまえ 1908－2007 人物 1995 カンヴァス・油彩

52 桜井 浜江 さくらい　はまえ 1908－2007 海岸 1995 カンヴァス・油彩

53 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ 鏡の前の静物 1973 カンヴァス・油彩

54 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ 背を向ける裸婦 1992 カンヴァス・油彩

55 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ ベッドの自画像 1987 カンヴァス・油彩

56 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ 二つのフライパン 2009 カンヴァス・油彩

57 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ 走る牛 1963 カンヴァス・油彩

58 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ ベッドの裸婦 1985 カンヴァス・油彩

59 桜井 寛 さくらい　ひろし 1931－ シュミーズの女 2010 カンヴァス・油彩

60 桜井 祐一 さくらい　ゆういち 1914－1981 ブラウスの女 1974 ブロンズ

61 桜井 祐一 さくらい　ゆういち 1914－1981 レダ 1978 ブロンズ

62 櫻田 精一 さくらだ　せいいち 1910－1999 水辺の家(スイス・インターラーケン) 1979 カンヴァス・油彩

63 笹岡 了一 ささおか　りょういち 1907－1987
マカオの旧き堡壘（モンテの砦の遠
望）

1976 カンヴァス・油彩

64 佐々木 寒湖 ささき　かんこ 1914－ 伊藤左千夫　甲信遊草 1985 紙本墨書

65 佐々木 泰南 ささき　たいなん 1909－1998 誠道粲々 制作年不詳 紙本墨書

66 佐々木 豊 ささき　ゆたか 1935－ 海辺 2005 カンヴァス・油彩

67 佐々木 豊 ささき　ゆたか 1935－ 薔薇女 2005 カンヴァス・油彩

68 佐々木 豊 ささき　ゆたか 1935－ 流される 2001-2005 カンヴァス・油彩

69 佐々木 豊 ささき　ゆたか 1935－ カルナバル 2011 カンヴァス・油彩

70 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 不動明王　Ｎｏ.６６ 1976 木版画

71 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 弁財天Ｆ 1975 木版画

72 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 無題（男の子） 1955 木版画

73 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 経ヶ坂 1943 木版画

74 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 峠の富士 1982 木版画

75 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 不動　Ｎｏ.８７ 1982 木版画

76 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 吉祥天Ｔ 1977 木版画・手彩色

77 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 吉祥天Ｖ 1980 木版画・拓摺り

78 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 晩秋西ノ京 1976 木版画

79 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 無題（塔） 1981 木版画

80 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 無題（西ノ京） 1981 木版画

81 笹島 喜平 ささじま　きへい 1906－1993 白路（いかるが） 1976 木版画

82 佐治 賢使 さじ　ただし 1914－1999 棗(紅梅) 1978 漆

83 佐善 圭 さぜん　けい 1965－ 時のはざま 2009 大理石

84 貞政 少登 さだまさ　しょうとう 1932－ 念 1982 紙本墨書

85 佐々 亮暎 さっさ　りょうえい 1942－ 富士と松 2000 カンヴァス・油彩

86 佐々 亮暎 さっさ　りょうえい 1942－ 八ヶ岳 1996 カンヴァス・油彩

87 佐藤 圀夫 さとう　くにお 1922－2006 山湖雪景 1983 紙本彩色

88 佐藤 圀夫 さとう　くにお 1922－2006 朝 制作年不詳 紙本彩色

89 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 夜の風 1965 紙本彩色

90 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 晩秋の高峰高原 1965 紙本彩色

91 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 洋花とブドウ 1965 紙本彩色

92 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 花 1965 紙本彩色

93 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 魚とレモン 1965 紙本彩色

94 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 花 1965 紙本彩色

95 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 魚とレモン 1965 紙本彩色

96 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 浅間連山 1965 紙本彩色

97 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 魚と洋花 1966 紙本彩色

98 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 浅間高原 1966 絹本彩色

99 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 冬の高峰山 1966 絹本彩色

100 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 浅間山 1966 絹本彩色

101 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 高峰山 1966 絹本彩色

102 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 夜明け 1969 麻布彩色

103 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 夜の旅 1970 麻布彩色
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104 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 冬 1971 紙本彩色

105 佐藤 晨 さとう　しん 1935－ 青い月 2012 紙本彩色

106 佐藤 助雄 さとう　すけお 1919－1987 地と風 1976 ブロンズ

107 佐藤 助雄 さとう　すけお 1919－1987 ふる里（おしん） 1983 ブロンズ

108 佐藤 助雄 さとう　すけお 1919－1987 裸婦 1982 ブロンズ

109 佐藤 千曲
さとう　せんきょく
（ちくま）

1911－1975 軽井沢風景 制作年不詳 紙本彩色

110 佐藤 大寛 さとう　たいかん 1898－1983 富士 1973 紙本彩色

111 佐藤 太清 さとう　たいせい 1913－2004 静物 1955 紙本彩色

112 佐藤 太清 さとう　たいせい 1913－2004 静物 1965 紙本彩色

113 佐藤 太清 さとう　たいせい 1913－2004 樹 1956 紙本彩色

114 佐藤 太清 さとう　たいせい 1913－2004 向日葵 1954 紙本彩色

115 佐藤 太清 さとう　たいせい 1913－2004 蘭 制作年不詳 紙本彩色

116 佐藤 太清 さとう　たいせい 1913－2004 薔薇 1975-1984 紙本彩色

117 佐藤 泰生 さとう　たいせい 1945－ イスタンブールの考古学博物館 1993 カンヴァス・油彩

118 佐藤 多持 さとう　たもつ 1919－2004 水芭蕉曼陀羅・白147 1996 紙本彩色

119 佐藤 多持 さとう　たもつ 1919－2004 水芭蕉曼陀羅・白146 1996 紙本彩色

120 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 ボタン 1968 ブロンズ

121 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 横たわる 1973 ブロンズ

122 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　墨描きの裸婦 1954 印刷(墨)

123 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　裸婦座像 1958 印刷（コンテ）

124 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　後向きの裸婦 1959 印刷（鉛筆）

125 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　エイ 1959 印刷（コンテ）

126 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　よりかかる裸婦 1959 印刷（コンテ）

127 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　横臥の裸婦 1960 印刷（鉛筆）

128 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　裸婦立像 1961 印刷(ペン)

129 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　裸婦立像 1962 印刷（コンテ）

130 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　やすむモデル 1963 印刷（コンテ）

131 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　膝をつく裸婦 1964 印刷（コンテ）

132 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　裸婦座像 1964 印刷（コンテ）

133 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　裸婦立像 1966 印刷（コンテ）

134 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　頬杖の座像 1966 印刷(ペン)

135 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　鳩 1975 印刷（鉛筆）

136 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　裸婦立像 1976 印刷（コンテ）

137 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　リンの像 1976 印刷（コンテ）

138 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　コスチュームのリン 1978 印刷（鉛筆）

139 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　本を見る裸婦 1978 印刷（コンテ）

140 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　立て膝の女 1979 印刷（鉛筆）

141 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　未菜 1981 印刷（コンテ）

142 佐藤 忠良 さとう　ちゅうりょう 1912－2011 佐藤忠良素描集　帽子 1982 印刷（コンテ）

143
佐藤 朝山
(玄々)

さとう　ちょうざん（げん
げん）

1888－1963 巣鶏 制作年不詳 木彫

144 佐藤 春夫 さとう　はるお 1892－1964 少年の日「冬」 制作年不詳 紙本墨書

145 佐藤 春夫 さとう　はるお 1892－1964 湖畔口吟 制作年不詳 紙本墨書

146 佐藤 春夫 さとう　はるお 1892－1964 楜沢武次宛書簡 制作年不詳 用箋・インク

147 佐藤 もとい さとう　もとい 1908－1988 染色唐草文双詩曼荼羅（蝶・鳥） 1975 染色

148 佐藤 祐豪 さとう　ゆうごう 1905－1991 烏黒鷺白 制作年不詳 紙本墨書

149 佐藤 米次郎 さとう　よねじろう 1915－2001 南部鹿踊 1976 木版画

150 里見 弴 さとみ　とん 1888－1983 多情即仏心 制作年不詳 紙本墨書

151 佐野 猛夫 さの　たけお 1913－1995 臈纈・春の海 1975頃 綿布・堅牢染料

152 佐野 猛夫 さの　たけお 1913－1995 﨟纈　赫 制作年不詳 染色・﨟纈

153 佐野 猛夫 さの　たけお 1913－1995 うずしお 制作年不詳 﨟纈

154 佐野 猛夫 さの　たけお 1913－1995 涛 制作年不詳 紙本墨画

155 佐野 ぬい さの　ぬい 1932－ 四面の韻律 2000 リトグラフ（複製）

156 佐野 芳香 さの　よしか 1928－2001 寂 1995 カンヴァス・油彩

157 澤田 志功 さわだ　しこう 1965－ black note―黙― 2008 彫刻

158 澤田 政廣 さわだ　せいこう 1894－1988 採華 1940 木彫彩色

159 澤田 政廣 さわだ　せいこう 1894－1988 無 1985 紙本墨書

160 澤田 政廣 さわだ　せいこう 1894－1988 閑 1985 扇面・墨
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161 澤田 泰彦 さわだ　やすひこ 1942－ 瞬 制作年不詳 シナベニヤ・スチレンボード

162 澤田 泰彦 さわだ　やすひこ 1942－ 喚 制作年不詳 カンヴァス・油彩

163 澤田 泰彦 さわだ　やすひこ 1942－ インスケープ　NO.02A 制作年不詳 紙・パステル

164 澤野 岩太郎 さわの　いわたろう 1903－1984 山茶花 制作年不詳 カンヴァス・油彩

165 沢村 澄子 さわむら　すみこ 1962－ いろは歌 2012 紙本墨書

166 沢村 澄子 さわむら　すみこ 1962－ いろは歌 (篆書) 2013 唐紙・墨

167 沢村 澄子 さわむら　すみこ 1962－ いろは歌 (片仮名) 2014 和紙・墨

168 沢村 澄子 さわむら　すみこ 1962－ いろは歌 (片仮名) 2014 和紙・墨

169 沢村 美佐子 さわむら　みさこ 1923－2008 囲む 1998 カンヴァス・油彩

170 沢村 美佐子 さわむら　みさこ 1923－2008 俯く 1998 カンヴァス・油彩

171 沢村 美佐子 さわむら　みさこ 1923－2008 仲間 2001 カンヴァス・油彩

172 沢村 美佐子 さわむら　みさこ 1923－2008 桜 2003 カンヴァス・油彩

173 沢村 澄子 さわむらすみこ 1962－ いろは歌 2011 中国紙・和墨

174 三代 井上良斎
さんだい　いのうえりょう
さい

1888－1971 白磁香爐 1970 磁器

175 三代 小川長楽
さんだい　おがわちょうら
く

1947－ 黒茶碗 制作年不詳 陶器

176 潮見 冲天 しおみ　ちゅうてん 1941－ 残照 2007 紙本墨彩

177 四竈 公子 しかま　きみこ 1935－ 晩夏 1997 カンヴァス・油彩

178 直原 玉青 じきはら　ぎょくせい 1904－2005 駱駝群（シルクロード） 1986 紙本彩色

179 信太 金昌 しだ　きんしょう 1920－2015 日輪 1970 紙本彩色

180 信太 金昌 しだ　きんしょう 1920－2015 回歸 1985 紙本彩色

181 篠原 有司男 しのはら　うしお 1932－ 子連れライダー 2002 ミクストメディア

182 芝田 米三 しばた　よねぞう 1926－2006 家と母子像 1974 カンヴァス・油彩

183 渋谷 清 しぶや　きよし 1962－ Between 1997 カンヴァス・油彩

184 渋谷 清 しぶや　きよし 1962－ Between 1997 カンヴァス・油彩

185 渋谷 清 しぶや　きよし 1962－ GOTHIC 2002 カンヴァス・油彩

186 島 州一 しま　くにいち 1935－ Tracing-Shirt 133 2012 紙・ガッシュ・アクリル

187 島 州一 しま　くにいち 1935－ Tracing-Shirt 131 2012 紙・ガッシュ

188 島崎 庸夫 しまざき　つねお 1933－ うたたね 1990 カンヴァス・油彩

189 島田 鮎子 しまだ　あゆこ 1934－ 草上の二人 1986 カンヴァス・油彩

190 島田 鮎子 しまだ　あゆこ 1934－ たおやかなとき 2004 カンヴァス・油彩

191 島田 雨城 しまだ　うじょう 1928－ 初春（自詠） 1985 紙本墨書

192 嶋田 しづ しまだ　しづ 1923－ 流動的解逅 1984 カンヴァス・油彩

193 嶋田 しづ しまだ　しづ 1923－ CARNAVAL 1986 カンヴァス・油彩

194 島田 章三 しまだ　しょうぞう 1933－2016 点在静物 1978 カンヴァス・油彩

195 島田 章三 しまだ　しょうぞう 1933－2016 ファイト 2011 色紙・墨

196 島多 訥郎 しまだ　とつろう 1899－1983 菊 1974 紙本彩色

197 嶋津 俊則 しまづ　としのり 1941－ 断崖の集落 1981 カンヴァス・油彩

198 嶋津 俊則 しまづ　としのり 1941－ 古城と集落 1986 カンヴァス・油彩

199 島村 三七雄 しまむら　みなお 1904－1978 鼓うつ舞妓 1975 カンヴァス・油彩

200 清水 慶子 しみず　けいこ － 女 制作年不詳 リトグラフ

201 清水 硯水 しみず　けんすい 1918－ 女畫（論語） 制作年不詳 紙本墨書

202 清水 玄太 しみず　げんた 1987－ シンギュラーポイント(特異点) 2013 手ノミによるむしり仕上げ

203 清水 公照 しみず　こうしょう 1911－1999 天笙地鼓花咲鳥舞 制作年不詳 紙本彩色

204 清水 梢太郎 しみず　しょうたろう － 無題 2003 カンヴァス・油彩

205 清水 梢太郎 しみず　しょうたろう － 無題 2004 カンヴァス・油彩

206 清水 梢太郎 しみず　しょうたろう － 無題 2002 カンヴァス・油彩

207 清水 多嘉示 しみず　たかし 1897－1981 雄飛 1972 ブロンズ

208 清水 無盡 しみず　むじん 1912－1984 馬 1984 刻字

209 清水 要樹 しみず　ようき 1909－1999
大峰山行場の図(右：前鬼七重の瀧・
左：孔雀嶽)

1976 紙本墨画

210 清水 要樹 しみず　ようき 1909－1999 日光龍頭の瀧 1983 紙本墨画

211 下川 昭宣 しもかわ　あきのぶ 1949－ 春の日 1994 黒御影石・カリン材・鉄

212 下田 義寛 しもだ　よしひろ 1940－ 白い夢 1969 紙本彩色

213 下田 義寛 しもだ　よしひろ 1940－ 遠い風 1975 紙本彩色

214 下田 義寛 しもだ　よしひろ 1940－ 花の時 1975 紙本彩色

215 下田 義寛 しもだ　よしひろ 1940－ 鹿 制作年不詳 リトグラフ

216 下田 義寛 しもだ　よしひろ 1940－ 白い音 1969 紙本彩色

217 下田 義寛 しもだ　よしひろ 1940－ あさぎり 1971 紙本彩色
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218 下村 観山 しもむら　かんざん 1873－1930 鐵拐仙人 制作年不詳 絹本淡彩

219 下村 観山 しもむら　かんざん 1873－1930 美人観桜 1901頃 絹本彩色

220 下山 直紀 しもやま　なおき 1972－ 衝動と反動のくりかえしのなかで 2007 木芯乾漆・一木造り（台座除く）

222
ジャン・ジャック・
エンネル

じゃんじゃっくえんねる 1829－1905 作品名不詳（婦人像） 制作年不詳 油彩

223
十一代 三輪休
雪

じゅういちだい　みわきゅ
うせつ

1910－2012 鬼萩茶碗　割高台 1990頃 陶器

224
十一代 三輪休
雪

じゅういちだい　みわきゅ
うせつ

1910－2012 白萩水指 1970頃 陶器

225
十三代 今泉今
衛門

じゅうさんだい　いまいず
みいまえもん

1926－2001 色絵薄墨芥子文花瓶 制作年不詳 磁器

226
十三代 酒井田
柿右衛門

じゅうさんだい　さかいだ
かきえもん

1906－1982 濁手　菊地紋赤濃花瓶 制作年不詳 磁器

227
十三代 中里太
郎右衛門

じゅうさんだい　なかざと
たろうえもん

1923－ 叩き唐津焼締耳付壺 制作年不詳 陶器

228
十代 大樋長左
衛門

じゅうだい　おおひちょう
ざえもん

1927－ 黒茶碗 1988 陶器

229
十代 大樋長左
衛門

じゅうだい　おおひちょう
ざえもん

1927－ 作品名不詳（茶碗） 制作年不詳 陶器

230 十代 三輪休雪
じゅうだい　みわきゅうせ
つ

1895－1981 作品名不詳（萩茶入） 1967以前 陶器

231
十七代 永楽善
五郎

じゅうななだい　えいらく
ぜんごろう

1944－ 仁清写し茶碗 制作年不詳 陶器

232
十二代 今泉今
右衛門

じゅうにだい　いまいず
みいまえもん

1897－1975 錦緑地草葉文花器 制作年不詳 磁器

233
十二代 今泉今
右衛門

じゅうにだい　いまいず
みいまえもん

1897－1975 色鍋島薄墨珠樹文花瓶 1984 磁器

234
十二代 今泉今
右衛門

じゅうにだい　いまいず
みいまえもん

1897－1975 色鍋島雲地紋　墨模様花瓶 制作年不詳 磁器

235
十二代 今泉今
右衛門

じゅうにだい　いまいず
みいまえもん

1897－1975 色鍋島更紗文額皿 制作年不詳 磁器

236
十二代 酒井田
柿右衛門

じゅうにだい　さかいだか
きえもん

1878－1963 錦草花紋文様　八角菓子鉢 制作年不詳 磁器

237
十二代 中里太
郎右衛門

じゅうにだい　なかざとた
ろうえもん

1895－1985 彫唐津茶碗　山里 制作年不詳 陶器

238
十二代 中里太
郎右衛門

じゅうにだい　なかざとた
ろうえもん

1895－1985 唐津　叩き壷 制作年不詳 陶器

239
十二代 中里太
郎右衛門

じゅうにだい　なかざとた
ろうえもん

1895－1985 唐津水指 制作年不詳 陶器

240
十四代 坂倉新
兵衛

じゅうよんだい　さかくら
しんべい

1916－1975 萩茶碗 制作年不詳 陶器

241 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　桃の節句

1976 木版画

242 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　8月・魚狗臨泉

1976 オフセット印刷

243 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　9月・仲秋歩月

1976 オフセット印刷

244 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　10月・山房晩秋

1976 オフセット印刷

245 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　11月・空山止雲

1976 オフセット印刷

246 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　12月・窓邊短日

1976 オフセット印刷

247 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　端午の節句

1976 木版画

248 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　1月・清友銀鳩

1976 オフセット印刷

249 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　2月・羣仙瑞鳥

1976 オフセット印刷
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250 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　3月・春神花禽

1976 オフセット印刷

251 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　4月・惜春雨呼

1976 オフセット印刷

252 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　5月・池畔好便

1976 オフセット印刷

253 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　6月・花王名禽

1976 オフセット印刷

254 粛 粲寳 しゅく　さんぽう 1902－1994
粛粲寳畫-花鳥12ヶ月(桃・端午・節
句)　7月・炎帝山趣

1976 オフセット印刷

255 首藤 春草 しゅとう　しゅんそう 1907－1994 耶馬渓二題（田井庄之助歌） 1984 紙本墨書

256 荘司 福 しょうじ　ふく 1910－2002 径 1983 紙本彩色

257 荘司 福 しょうじ　ふく 1910－2002 いのち 1987 紙本彩色

258 荘司 福 しょうじ　ふく 1910－2002 山上湖 2000 リトグラフ（複製）

259 初代 木内 晴岳
しょだい　きうち　せいが
く

1917－ 鷺と菖蒲 1982 木彫（桂材）　鎌倉彫・漆

260
初代 徳田八十
吉

しょだい　とくだやそきち 1873－1957 古久谷香爐 制作年不詳 磁器

261 白尾 勇次 しらお　ゆうじ 1927－ 状況95－Ｅ 制作年不詳 カンヴァス・アクリル

262 白尾 勇次 しらお　ゆうじ 1927－ 状況86－A 制作年不詳 カンヴァス・アクリル

263 白鳥 映雪 しらとり　えいせつ 1912－2007 スリランカの娘 1982 紙本彩色

264 白鳥 映雪 しらとり　えいせつ 1912－2007 春姿 制作年不詳 紙本彩色

265 城田 孝一郎 しろた　こういちろう 1928－ 杭に寄る少年 1978-1979 ブロンズ

266 新道 繁 しんどう　しげる 1907－1981 松 1974 カンヴァス・油彩

267 菅 楯彦 すが　たてひこ 1878－1963 秋雨（愛我庵） 制作年不詳 紙本彩色

268 菅沼 綠 すがぬま　ろく 1946－ 楕円 2015-8 2015 合板・アクリル絵の具

269 菅野 矢一 すがの　やいち 1907－1991 松島の日の出 1983 カンヴァス・油彩

270 菅原 洸人 すがはら　こうじん 1922－2013 廃屋（パリ） 1975頃 カンヴァス・油彩

271 菅原 石廬 すがわら　せきろ 1934－2010 心閑體正六轡不乱・殷鑑不遠 制作年不詳 篆刻

272 菅原 健彦 すがわら　たけひこ 1962－ 亀島 2000 紙本彩色

273 菅原 安男 すがわら　やすお 1905－2001 Y氏悠々 1975 ブロンズ

274 杉岡 華邨 すぎおか　かそん 1923－2012 形見　良寛の歌 1976 紙本墨書

275 杉岡 華邨 すぎおか　かそん 1923－2012 船人 制作年不詳 紙本墨書

276 杉岡 華邨 すぎおか　かそん 1923－2012 白雲の・・・ 1984 扇面・墨

277 杉原 元人 すぎはら　げんじん 1912－2009 懸瀑 1977 紙本彩色

278 杉原 元人 すぎはら　げんじん 1912－2009 浜正月 1982 紙本彩色

279 杉原 元人 すぎはら　げんじん 1912－2009 日照り雨 1985 紙本彩色

280 杉原 元人 すぎはら　げんじん 1912－2009 雨後 1988 紙本彩色

281 杉原 元人 すぎはら　げんじん 1912－2009 天心 1997 紙本彩色

282 杉本 奈奈重 すぎもと　ななえ 1991－ 繋ぐもの 2015 水性木版画・和紙・胡粉・墨

283 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993 煕 1975 麻布彩色

284 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅰ　スフィンクス　第４
王朝ギザ

1981 オフセット印刷

285 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅱ　ミイラ木棺　第１９
王朝

1981 オフセット印刷

286 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅲ　カ・フ・ラー王像
第４王朝　カイロ博物館

1981 プリント

287 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅳ　ネフレト像　第４王
朝　カイロ博物館

1981 プリント

288 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅴ　シェイク・エル・バラ
ド像　第４王朝　カイロ博物館

1981 プリント

289 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅵ　書記像　第５王朝
カイロ博物館

1981 プリント

290 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅶ　トゥト・アンク・アモ
ン像Ⅰ　第18王朝　カイロ博物館

1981 プリント

291 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅷ　トゥト・アンク・アモ
ン像Ⅱ　第19王朝　アブ・シンベル神
殿

1981 プリント

292 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅸ　ラー・メス二世像
第１９王朝　アブ・シンベル神殿

1981 プリント
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293 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅹ　王妃ネフェルト・イ
リ像　第１９王朝　アブ・シンベル神殿

1981 プリント

294 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅺ　女神アヌキス像
第１９王朝　アブ・シンベル神殿

1981 プリント

295 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993
素描エジプト　Ⅻ　女神ムート像　第２
０王朝　マディナト・ハグ神殿

1981 プリント

296 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993 杉山寧素描聚成　薔薇 制作年不明 プリント

297 杉山 寧 すぎやま　やすし 1909－1993 杉山寧素描聚成　雲崗９窟　飛天像 制作年不明 プリント

298 勝呂 孝資 すぐろ　たかし 1925－1995 遊月(竹生島より) 1989 カンヴァス・油彩

299 豆子 甲水之 ずし　こうすいし 1923－ 外淡中堅 制作年不詳 紙本墨書

300 鈴木 藏 すずき　おさむ 1934－2006 志埜　茶碗 制作年不詳 陶器

301 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 翔 1990 紙本彩色

302 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 製材所 1970 紙本彩色

303 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 篁 1988 紙本彩色

304 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 機関庫 1955 紙本彩色

305 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 山村の秋 1956 紙本彩色

306 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 西内風景 1956 紙本彩色

307 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 断崖 1959 紙本彩色

308 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 川に沿う家 1962 紙本彩色

309 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 城山 1964 紙本彩色

310 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 南佐久風景 1966 紙本彩色

311 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 郊外風景 1967 紙本彩色

312 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 佐久の早春 1968 紙本彩色

313 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 夏苑 1969 紙本彩色

314 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 納屋 1971 紙本彩色

315 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 寂陽 1972 紙本彩色

316 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 日午 1975 紙本彩色

317 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 追想 1981 紙本彩色

318 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 礼拝堂 1982 紙本彩色

319 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 浄韻 1984 紙本彩色

320 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ ボロブドゥール追想 1985 紙本彩色

321 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 双麗 1986 絹本彩色

322 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 季泳 1989 紙本彩色

323 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 皎野 1991 紙本彩色

324 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 白焔 1991 絹本彩色

325 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 仏蹟景仰 1993 紙本彩色

326 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 宵 1994 絹本彩色

327 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 窓辺 1996 紙本彩色

328 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 旅想 1996 紙本彩色

329 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 水芭蕉 1998 紙本彩色

330 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 悠思曠々（エジプトで） 1998 紙本彩色

331 鈴木 公人 すずき　きみと 1928－ 陽圃 2000 紙本彩色

332 鈴木 国稔 すずき　くにとし 1914－ 風船を持つ少年 1971 紙・鉛筆・水彩

333 鈴木 竹柏 すずき　ちくはく 1918－ 信濃 1975 紙本彩色

334 鈴木 千久馬 すずき　ちくま 1889－1980 草上裸婦 1970 カンヴァス・油彩

335 鈴木 千久馬 すずき　ちくま 1889－1980 支那服の娘 1974 カンヴァス・油彩

336 鈴木 千久馬 すずき　ちくま 1889－1980 支那服の女 1973 カンヴァス・油彩

337 鈴木 千久馬 すずき　ちくま 1889－1980 支那服の娘 1973 カンヴァス・油彩

338 鈴木 天城 すずき　てんじょう 1911－ 為 1981 紙本墨書

339 鈴木 桐華 すずき　とうか 1923－ 無極 1982 紙本墨書

340 鱸 利彦 すずき　としひこ 1894－1993 クレタ島の壺 1975 カンヴァス・油彩

341 鱸 利彦 すずき　としひこ 1894－1993 初夏の路 1979 カンヴァス・油彩

342 鈴木 春信 すずき　はるのぶ 1725－1770 風流小町　しみず 制作年不詳 紙・木版

343 鈴木 美江 すずき　みえ 1932－ マホガニーの丘(ひまわり幻想) 1994 紙本彩色

344 須田 寿 すだ　ひさし 1906－2005 魚売り 1990 カンヴァス・油彩

345 須田 寿 すだ　ひさし 1906－2005 梅と牛 1996 カンヴァス・油彩

346 鷲見 和紀郎 すみ　わきろう 1950－ ヴェールⅢ(セロニアス・モンクに捧ぐ) 1994 アルミニウム鋳造

347 澄川 喜一 すみかわ　きいち 1931－ おろち 2013 ステンレス

348 炭山 南木 すみやま　なんぼく 1895－1979 面壁九年 1967 紙本墨書



No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

349 関 出 せき　いずる 1948－ 翡翠 1992 紙本彩色

350 関 主税 せき　ちから 1919－2000 雪の道 1972 紙本彩色

351 關 正人 せき　まさと 1934－ 施氏隣（列子・説符） 1984 篆刻

352 関口 虚想 せきぐち　きょそう 1926－ 春秋に富む 1984 紙本墨画

353 関口 研神 せきぐち　けんしん 1907－2002 古今集三六〇（凡河内躬恒） 制作年不詳 扇面・紙本墨書

354 関口 香陽 せきぐち　こうよう 1925－ 酌酒興裴迪　王維 制作年不詳 紙本墨画

355 関口 聖子 せきぐち　せいこ 1941－ 生物のつくられ方 2007 カンヴァス・油彩

356 関口 聖子 せきぐち　せいこ 1941－ 僅かな発生 1994 カンヴァス・油彩

357 関口 正男 せきぐち　まさお 1912－2005 出土 1970 カンヴァス・岩絵具

358 関口 正男 せきぐち　まさお 1912－2005 青蓮華 制作年不詳 紙本彩色

359 関口 正男 せきぐち　まさお 1912－2005 塔影 1985 紙本彩色

360 瀬戸 剛 せと　ごう 1945－ ひととき…2 2003 ブロンズ

361 瀬戸 團治 せと　だんじ 1905－1991 裸婦 制作年不詳 ブロンズ

362 瀬戸 團治 せと　だんじ 1905－1991 静立 1964 ブロンズ

363 芹澤 銈介 せりざわ　けいすけ 1895－1984 海 制作年不詳 型絵染

364 全 和凰 ぜん　わこう 1909－1996 舞 1982 カンヴァス・油彩

365 全 和凰 ぜん　わこう 1909－1996 弥勒菩薩 1985 カンヴァス・油彩

366 千住 博 せんじゅ　ひろし 1958－ ウォーターフォール 2000 紙本彩色

367 千住 博 せんじゅ　ひろし 1958－ 陽光湖岸 制作年不詳 紙本彩色

368 仙場 右羊 せんば　うよう 1923－ 龍虎 1999 紙本墨書

369 仙場 右羊 せんば　うよう 1923－ 暮雨江樓關 制作年不詳 紙本墨画

370 仙場 右羊 せんば　うよう 1923－ 李白　關山月 制作年不詳 紙本墨画

371 仙場 右羊 せんば　うよう 1923－ 老馬智 2003 紙本墨書

372 染川 鉄之助 そめかわ　てつのすけ 1913－1982 春の薹 1972 鋳金

373 染川 鉄之助 そめかわ　てつのすけ 1913－1982 牧神 制作年不詳 鋳金


