
No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

1 矢形 勇 やがた　いさむ 1918－ とげ 1984 ブロンズ

2 八木 緑日里 やぎ　みかり 1989－ 五代目 2015 陶彫特黄土・手びねり

3 柳生 虚堂 やぎゅう　きょどう 1911－ 亀龍 1985 紙本墨書

4 矢崎 虎夫 やざき　とらお 1904－1988 作務 1972 ブロンズ

5 安田 靫彦 やすだ　ゆきひこ 1884－1978 紅梅 1971 紙本彩色

6 安田 靫彦 やすだ　ゆきひこ 1884－1978 牡丹 制作年不詳 紙本彩色

7 安田 靫彦 やすだ　ゆきひこ 1884－1978 日本武尊御影図 制作年不詳 紙本淡彩

8 安田 靫彦 やすだ　ゆきひこ 1884－1978 富山の奥 制作年不詳 紙本彩色

9 安田 靫彦 やすだ　ゆきひこ 1884－1978 赤椿 制作年不詳 紙本彩色

10 安原 喜明 やすはら　きめい 1906－1980 花挿　炻器線彫文 1975 炻器

11 安原 喜明 やすはら　きめい 1906－1980 炻器花挿 1969 炻器

12 安原 喜明 やすはら　きめい 1906－1980 炻器花生 1970 炻器

13 安原 喜明 やすはら　きめい 1906－1980 炻器花挿 1976 炻器

14 安原 喜明 やすはら　きめい 1906－1980 炻器花挿印花文 1974 炻器

15 安原 喜明 やすはら　きめい 1906－1980 炻器花生 1979 炻器

16 安原 皐雲 やすはら　こううん 1922－ 萬壽 1984 紙本墨書

17 柳 碧蘚 やなぎ　へきせん 1947－ 龍虎 2010 紙本墨書

18 柳沢 敬素 やなぎさわ　けいそ 1919－ 龍の玉深く 1985 紙本墨書

19 柳沢 香樹 やなぎさわ　こうじゅ 1931－2000 大自然の躍動 1985 革

20 柳沢 香樹 やなぎさわ　こうじゅ 1931－2000 陽炎 1989 革

21 柳沢 正人 やなぎさわ　まさと 1955－ 遠い風 制作年不詳 紙本彩色

22 柳田 泰雲 やなぎだ　たいうん 1902－1990 抱雲 制作年不詳 紙本墨書

23 柳原 義達 やなぎはら　よしたつ 1910－2004 道標 1972 ブロンズ

24 柳原 義達 やなぎはら　よしたつ 1910－2004 鴉 1985 ブロンズ

25 矢萩 春恵 やはぎ　しゅんけい － 木蓮 制作年不詳 紙本墨書

26 藪野 健 やぶの　けん 1943－ 闘牛士 1970年代 カンヴァス・油彩

27 山内 一生 やまうち　いっせい 1929－ 涼 制作年不詳 小原工芸紙（和紙）

28 山内 観 やまうち　かん 1928－1996 携壺深梅 制作年不詳 紙本墨書

29 山岡 紀文 やまおか　のりふみ 1979－ 真夜中の君へ 2008 木彫彩色

30 山上 晃葉 やまかみ　あきは 1984－ anaphase 2009 リトグラフ

31 山上 晃葉 やまかみ　あきは 1984－ Troop　群れ 2008 布・リトグラフ

32 山川 秀峰 やまかわ　しゅうほう 1898－1944 銀鳩/逝く春 1929/1931 紙本彩色

33 山岸 純 やまぎし　じゅん 1930－2000 静野 1975 紙本彩色

34 山岸 純 やまぎし　じゅん 1930－2000 松 1978 紙本彩色

35 山口 華楊 やまぐち　かよう 1899－1984 素秋 1932 紙本彩色

36 山口 華楊 やまぐち　かよう 1899－1984 猿 1980 紙本彩色

37 山口 吉参郎 やまぐち　きちさぶろう 1913－2002 仲夏(真夏日) 1980 紙本彩色

38 山口 景泉 やまぐち　けいせん 1919－ 和合ノ図 1967 紙本彩色

39 山口 操助 やまぐち　そうすけ 1913－ 無着像 1990
板・白セメント・パーライトボンド・油絵
具

40 山口 蓬春 やまぐち　ほうしゅん 1893－1971 帰牧 制作年不詳 絹本彩色

41 山崎 覚太郎 やまざき　かくたろう 1899－1984 錦秋 1976 漆

42 山崎 啓次 やまざき　けいじ 1937－ 馬 1979 紙本彩色

43 山崎 啓次 やまざき　けいじ 1937－ 山畠 1986 紙本彩色

44 山崎 大抱 やまざき　たいほう 1908－1991 将極道 1978 紙本墨書

45 山崎 大抱 やまざき　たいほう 1908－1991 歌 1985 紙本墨書

46 山崎 大抱 やまざき　たいほう 1908－1991 嫩（わかい） 制作年不詳 紙本墨書

47 山崎 豊 やまざき　ゆたか － 麗春 制作年不詳 紙本彩色

48 山下 耕平 やました　こうへい 1984－ トーチカヘッドとネクタイハウス 2011
ミクストメディア（アクリル・カラーイン
ク・ペンキ・木製パネルほか）

49 山下 大五郎 やました　だいごろう 1908－1990 山つづく 1981 カンヴァス・油彩

50 山下 忠平 やました　ちゅうへい 1904－2000 鬼無里 1982 カンヴァス・油彩

51 山下 忠平 やました　ちゅうへい 1904－2000 雪降る 1982 カンヴァス・油彩

52 山下 恒雄 やました　つねお 1924－1998 花の指揮者 制作年不詳 彫金

53 山下 恒雄 やました　つねお 1924－1998 花をもつ虫 1987 鍛金

54 山田 貞実 やまだ　さだみ 1915－2000 枠の中の女 1986 カンヴァス・油彩

55 山田 松鶴 やまだ　しょうかく 1914－2012 五言二句 1982 紙本墨書

56 山田 松鶴 やまだ　しょうかく 1914－2012
攀龍鱗附鳳翼
（龍鱗を攀じり鳳翼に附す）

1995 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

57 山田 松鶴 やまだ　しょうかく 1914－2012
大鵬展翅取龍呑
（大鵬翅を展べて龍を取って呑む）

1992 紙本墨書

58 山田 勝香 やまだ　しょうこう 1921－ わが心 1983 紙本墨書

59 山田 申吾 やまだ　しんご 1908－1977 青い沼 1973 紙本彩色

60 山田 申吾 やまだ　しんご 1908－1977 森 制作年不詳 紙本彩色

61 山田 菱夏 やまだ　りょうか 1904－ 尚 制作年不詳 紙本墨書

62 山中 現 やまなか　げん 1954－ 塔 2008 木版画

63 山中 現 やまなか　げん 1954－ Face Ⅱ 2011 木版画

64 山中 現 やまなか　げん 1954－ 道 1997 銅版画・ドライポイント

65 山中 雪人 やまなか　ゆきと 1920－2003 露仏立像（雲崗） 1984 紙本彩色

66 山中 雪人 やまなか　ゆきと 1920－2003 初転法輪 1969 紙本彩色

67 山根 溪石 やまね　けいせき 1927－ 王勃詩 1985 紙本墨書

68 山根 真奈 やまね　まな 1984－ 蠢器 2008 陶器

69 山根 真奈 やまね　まな 1984－ creeping 2014 釉象嵌　陶

70 山本 聿水 やまもと　いっすい 1911－1997 梵 1985 紙本墨書

71 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 翠原 1952 絹本彩色

72 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 夕陽 1968 紙本彩色

73 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 北浅間幻日 1970 紙本彩色

74 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 日輪 1970 紙本彩色

75 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 冬駈る 1978 紙本彩色

76 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 或る日の汀 1979 紙本彩色

77 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 月明 1980 紙本彩色

78 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 とり 1981 紙本彩色

79 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 仔犬と菜の花 1982 紙本彩色

80 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 早春 制作年不詳 紙本彩色

81 山本 丘人 やまもと　きゅうじん 1900－1986 早秋 1981 紙本彩色

82 山元 春挙 やまもと　しゅんきょ 1871－1933 薔薇と狗 制作年不詳 紙本彩色

83 山本 眞輔 やまもと　しんすけ 1939－ 新しい暦 1995頃 彫刻

84 山本 真也 やまもと　しんや 1946－ 風 制作年不詳 紙本彩色

85 山本 倉丘 やまもと　そうきゅう 1893－1993 爽涼 1971 紙本彩色

86 山本 倉丘 やまもと　そうきゅう 1893－1993 静晨 1973 紙本彩色

87 山本 貞 やまもと　てい 1934－ 無言の丘 1977 カンヴァス・油彩

88 山本 貞 やまもと　てい 1934－ 結 2011 色紙・墨

89 山本 豊市 やまもと　とよいち 1899－1987 髪 1971 ブロンズ

90 山本 豊市 やまもと　とよいち 1899－1987 あじさい 1973 乾漆

91 山本 豊市 やまもと　とよいち 1899－1987 久遠の像　（エスキース） 制作年不詳 紙・鉛筆

92 山本 直彰 やまもと　なおあき 1950－ DOOR　200701 2007 紙本彩色

93 劉 賢 ゆ　ひょん 1984－ Audrey Hepburn 2011 切り紙

94 劉 賢 ゆ　ひょん 1984－ Double Marilyn 2011 切り紙

95 劉 賢 ゆ　ひょん 1984－ John F.Kennedy 2011 切り紙

96 結城 素明 ゆうき　そめい 1875－1957 伐木 1938 紙本彩色

97 結城 素明 ゆうき　そめい 1875－1957 谿山秌色図 制作年不詳 絹本彩色

98 幸 寿 ゆき　ひさし 1911－ 狂女 1970 リトグラフ

99 幸 寿 ゆき　ひさし 1911－ 独房で歌う狂女 1979 カンヴァス・油彩

100 幸 寿 ゆき　ひさし 1911－ 幻の狂女 1987 カンヴァス・油彩

101 幸 寿 ゆき　ひさし 1911－ 怒濤 1978 カンヴァス・油彩

102 横堀 艸風 よこぼり　そうふう 1911－ 喝 1985 紙本墨書

103 横山 一夢 よこやま　いちむ 1911－2000 瑞兆 制作年不詳 木芸

104 横山 一夢 よこやま　いちむ 1911－2000 木芸　朝の調べ 1983 木芸

105 横山 松濤 よこやま　しょうとう 1922－ 一時 1977
紙本墨象　筆墨による墨象　中国画
仙紙

106 横山 大観 よこやま　たいかん 1868－1958 林亭の朝 1930 紙本墨画淡彩

107 横山 操 よこやま　みさお 1920－1973 嶽 1960 紙本彩色

108 横山 操 よこやま　みさお 1920－1973 雪原 1963 紙本彩色

109 横山 操 よこやま　みさお 1920－1973 不二 制作年不詳 リトグラフ

110 横山 操 よこやま　みさお 1920－1973 暁富士 1968 紙本彩色

111 吉井 淳二 よしい　じゅんじ 1904－2004 花かご 1976 カンヴァス・油彩

112 吉岡 堅二 よしおか　けんじ 1906－1990 飛翔 1973 紙本彩色

113 吉岡 堅二 よしおか　けんじ 1906－1990 翔 1986 紙本彩色

114 吉岡 堅二 よしおか　けんじ 1906－1990 母子鹿 昭和初期 絹本彩色
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115 吉賀 大眉 よしか　たいび 1915－1991 萩焼花瓶 1975 陶器

116 吉賀 大眉 よしか　たいび 1915－1991 暁雲　花瓶 制作年不詳 陶器

117 吉田 敦 よしだ　あつし 1967－ アダムナル 2003 木彫・漆

118 吉田 清志 よしだ　きよし 1928－2010 妙義 1987 カンヴァス・油彩

119 吉田 善彦 よしだ　よしひこ 1912－2001 大和白石畠 1960 紙本彩色

120 吉田 善彦 よしだ　よしひこ 1912－2001 石窟群像 1976 紙本彩色

121 吉田 善彦 よしだ　よしひこ 1912－2001 峠路 1965 紙本彩色

122 吉田 善彦 よしだ　よしひこ 1912－2001 瀧 1976 紙本彩色

123 吉田 善彦 よしだ　よしひこ 1912－2001 鉄線花 1974 紙本彩色

124 吉武 研司 よしたけ　けんじ 1948－ 旅行記　―ダッカメモ 1996 カンヴァス・アクリル

125 吉竹 昌子 よしたけ　まさこ 1982－ スタジアム 2013 紙本彩色

126 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ 虫Ｂ 1957 カンヴァス・油彩

127 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ 雨季 1959 カンヴァス・油彩

128 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ 聖母子 1984 カンヴァス・油彩

129 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ 洗礼 1987 カンヴァス・油彩

130 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ マリア昇天 2001 カンヴァス・油彩

131 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ 石の花 1957 カンヴァス・油彩

132 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ ノアの家族 1991 カンヴァス・油彩

133 吉野 純 よしの　じゅん 1922－ ヨナ物語 2006 カンヴァス・油彩

134 吉野 松石 よしの　しょうせき 1913－ 心外無法 制作年不詳 篆刻

135 吉野 辰海 よしの　たつみ 1940－ 双頭犬 1991 FRP

136 吉野 辰海 よしの　たつみ 1940－ Spring dog SCREW Ⅳ（素描） 1994 紙・水彩

137 吉野 辰海 よしの　たつみ 1940－ FLYING DOG 2001 FRP

138 依田 行舟 よだ　ぎょうしゅう 1938－ 中庸章句 1982 木・刻字

139 四谷 明子 よつや　あきこ 1952－ ＺＯＮＥ　ＴＩＭＥ 2007 カンヴァス・油彩

140 四谷 明子 よつや　あきこ 1952－ ＺＯＮＥ　ＴＩＭＥ 2008 カンヴァス・油彩

141 四谷 明子 よつや　あきこ 1952－ 風の中 2009 カンヴァス・油彩

142 四谷 明子 よつや　あきこ 1952－ RESOUND 2008 カンヴァス・油彩

143 淀井 敏夫 よどい　としお 1911－2005 キリンの仔 1974 ブロンズ

144 米倉 大謙 よねくら　たいけん 1904－1994 衆人皆醉 1985 紙本墨書

145 米陀 寛 よねだ　かん 1917－2005 得牛 1980 紙本彩色

146 米谷 清和 よねたに　きよかず 1947－ 日々 1976 紙本彩色

147 米谷 清和 よねたに　きよかず 1947－ 電話 1982 紙本彩色

148 米谷 清和 よねたに　きよかず 1947－ 浅間 1986 紙本彩色

149 米谷 清和 よねたに　きよかず 1947－ 霧ヶ峰 制作年不詳 紙本彩色

150 米谷 清和 よねたに　きよかず 1947－ 蓼萪 1986 紙本彩色

151 米林 雄一 よねばやし　ゆういち 1942－ 微采音 1995 スプルース材・鉛・グラファイト

152 樂 吉左衞門 らく　きちざえもん 1918－1980 黒茶碗 1973 陶器

153 龍源斎 大峰 りゅうげんさい　たいほう 1940－ 謝霊運詩 1985 紙本墨書

154
六代 清水六兵
衞

ろくだい　きよみずろくべ
い

1901－1980 藍泑花瓶 1969 陶器

155
六代 清水六兵
衞

ろくだい　きよみずろくべ
い

1901－1980 古稀彩　紅白梅花瓶 1971 陶器

156 脇田 愛二郎 わきた　あいじろう 1942－2006 SPIRAL 503 1973 紙・孔版

157 脇田 和 わきた　かず 1908－2005 黄色い羽 制作年不詳 カンヴァス・油彩

158 分部 順治 わけべ　じゅんじ 1911－1995 横たわる裸婦 制作年不詳 ブロンズ

159 分部 順治 わけべ　じゅんじ 1911－1995 慈愛 1979 ブロンズ

160 分部 順治 わけべ　じゅんじ 1911－1995 裸婦横臥 1979 ブロンズ

161 分部 順治 わけべ　じゅんじ 1911－1995 仔馬 1986 ブロンズ

162 渡辺 學 わたなべ　がく 1916－2000 濤聲 1970 紙本彩色

163 渡辺 學 わたなべ　がく 1916－2000 岳 1970頃 紙本彩色

164 渡辺 學 わたなべ　がく 1916－2000 暗い海 1973 紙本彩色

165 渡辺 學 わたなべ　がく 1916－2000 磯明ける 制作年不詳 紙本彩色

166 渡辺 寒鷗 わたなべ　かんおう 1931－2009 回鸞 1978 桂・篆刻

167 渡辺 恂三 わたなべ　じゅんぞう 1933－2013 薔薇色の人生 1986 板・油彩

168 渡辺 恂三 わたなべ　じゅんぞう 1933－2013 rue Blanche 2007
ポリエステルフィルム#500サンドブラ
スﾄ・油彩

169 渡辺 恂三 わたなべ　じゅんぞう 1933－2013 五角関係 2007 ポリエステルフィルム・油彩

170 渡辺 省亭 わたなべ　せいてい 1851－1918 鶴鹿図 制作年不詳 絹本墨画淡彩

171 渡辺 省亭 わたなべ　せいてい 1851－1918 桜に雉子の図 制作年不詳 絹本彩色
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172 渡邉 武夫 わたなべ　たけお 1916－2003 安茂里 制作年不詳 カンヴァス・油彩

173 渡辺 豊重 わたなべ　とよしげ 1931－ 赤の中の赤い三角連　(ススメ三角) 1989 カンヴァス・アクリル・金泊

174 渡辺 豊重 わたなべ　とよしげ 1931－ 赤が翔ぶ 1991 カンヴァス・アクリル・金泊

175 渡辺 豊重 わたなべ　とよしげ 1931－ グラナダの光と影（BLUE） 1999 ファブリアーノ紙・セリグラフ

176 渡辺 豊重 わたなべ　とよしげ 1931－ バレンシャア　サンシャワー 1999 ファブリアーノ紙・セリグラフ

177 渡辺 豊重 わたなべ　とよしげ 1931－ 動刻の時 2011 綿キャンヴァス・アクリル・木炭

178 渡辺 幸雄 わたなべ　ゆきお － 浅間早春 制作年不詳 紙本彩色

179 渡辺 幸雄 わたなべ　ゆきお － 黄白菊 制作年不詳 紙本彩色

180 渡辺 幸雄 わたなべ　ゆきお － 穂高遠望 制作年不詳 紙本彩色

181 渡辺 幸雄 わたなべ　ゆきお － うさぎ 制作年不詳 紙本墨彩


