
No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

1 田井 淳 たい　あつし 1953－ 遠い影－無上の場所 2004 混合技法

2 田井 淳 たい　あつし 1953－ 天生 2010 混合技法

3 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 花に遊ぶ 1991 カンヴァス・油彩

4 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 杏咲く頃(八ヶ岳) 1983 カンヴァス・油彩

5 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 鳶群れる里 1994 カンヴァス・油彩

6 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 春を待つ村 1995 カンヴァス・油彩

7 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 公園の秋 1979 カンヴァス・油彩

8 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 秋の開墾地 1988 カンヴァス・油彩

9 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 冬の山麓 1990 カンヴァス・油彩

10 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 森の部落 1992 カンヴァス・油彩

11 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 岳麓早春 1993 カンヴァス・油彩

12 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 取水場の秋 1997 カンヴァス・油彩

13 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 冬の岸辺 1985 カンヴァス・油彩

14 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 冬の山麓 1982 カンヴァス・油彩

15 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 晩秋の安曇野 1983 カンヴァス・油彩

16 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 秋立つ浅間 1990 カンヴァス・油彩

17 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 晩春の農村（藤咲く頃） 1978 カンヴァス・油彩

18 大工原 武司 だいくはら　たけし 1921－2003 水ぬるむ頃 制作年不詳 カンヴァス・油彩

19 醍醐 イサム だいご　いさむ － リュウイ 2010-2011 混合技法

20 大楽 華雪 だいらく　かせつ 1931－ たえる 1983 紙本墨画

21 多賀 新 たが　しん 1946－ 鯨（傀儡女） 2010 紙・エッチング

22 多賀 新 たが　しん 1946－ ソフィアの憂鬱 1993 鉛筆・色鉛筆・マット紙

23 多賀 新 たが　しん 1946－ 鎮魂曲 2006 紙・エッチング

24 多賀 新 たが　しん 1946－ Flight 2006 紙・エッチング

25 多賀 新 たが　しん 1946－ 夢寐 1994 銅版画・エッチング・アクアチント

26 多賀 新 たが　しん 1946－ 夢魂 1994 銅版画・エッチング・アクアチント

27 互井 開一 たがい　かいいち 1904－1967 静物 制作年不詳 紙・水彩

28 互井 開一 たがい　かいいち 1904－1967 札幌郊外 1964 紙・水彩

29 互井 開一 たがい　かいいち 1904－1967 富士 1965 紙・水彩

30 高内 秀剛 たかうち　ひでたけ 1937－ 象嵌唐草文広口壺 1986 陶器

31 高木 聖鶴 たかぎ　せいかく 1923－2017 萬葉歌 1985 紙本墨書

32 高木 聖鶴 たかぎ　せいかく 1923－2017 古今和歌集抄「春」 1990 紙本墨書

33 高木 聖鶴 たかぎ　せいかく 1923－2017
「初空に鶴千羽舞う幻の」川端康成俳
句

2009 紙本墨書

34 高木 聖鶴 たかぎ　せいかく 1923－2017
「鶯の身をさかさまに初音かな」榎本
其角俳句

2008 紙本墨書

35 高木 聖鶴 たかぎ　せいかく 1923－2017
「劫初よりつくりいとなむ殿堂に吾も
黄金の釘一つ打つ」与謝野晶子短歌

2006 紙本墨書

36 高木 雙吉廬 たかぎ　そうきちろ 1900－1980 楊萬里詩　五言対句 1977 紙本墨書

37 高木 雙吉廬 たかぎ　そうきちろ 1900－1980 君子貴知足 制作年不詳 紙本墨画

38 高木 桑風 たかぎ　そうふう 1926－ 蘇軾詩 1984 紙本墨画

39 高木 敏行 たかぎ　としゆき 1943－ 月の光の中で 2005 ミクストメディア

40 高木 敏行 たかぎ　としゆき 1943－ 月の光の中で 2005 ミクストメディア

41 髙木 義夫 たかき　よしお 1923－2001 砂上に憩う 1963 紙本彩色

42 髙木 義夫 たかき　よしお 1923－2001 稽古場の一隅 1964 紙本彩色

43 高越 甚 たかごし　じん 1931－ 池の唄 1972 紙本彩色

44 高澤 南総 たかざわ　なんそう 1911－1992 咄々逼 1984 紙本墨書

45 高田 博厚 たかだ　ひろあつ 1900－1987 ETUDE No.4 1973 ブロンズ

46 高田 誠 たかだ　まこと 1913－1992 早春山湖 1975 カンヴァス・油彩

47 高梨 潔 たかなしきよし 1931－2009 朝靄の街 2005 カンヴァス・油彩

48 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（出入口1） 1991 混合技法

49 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（前） 1991 混合技法

50 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（人柱） 1993 混合技法

51 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（人柱） 1993 混合技法

52 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（部屋１） 1991 混合技法

53 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ダンス４（自画像）） 1991 混合技法・紙貼付

54 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ダンス１） 1991 混合技法

55 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（廊下2（代理人）） 1991 混合技法

56 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（廊下1（殻と主人）） 1991 混合技法

57 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（道管） 1993 混合技法



No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

58 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（道管） 1993 混合技法

59 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（自己抵当） 1993 混合技法

60 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（出現） 1993 混合技法

61 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（代理） 1993 混合技法

62 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（地下） 1992 混合技法

63 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（地下） 1992 混合技法

64 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（壁（１）） 1993 混合技法

65 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（壁（２）） 1993 混合技法

66 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（壁３） 1993 混合技法

67 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（壁４） 1993 混合技法

68 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（地下） 1992 混合技法

69 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（地下） 1992 混合技法

70 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（人） 1991 混合技法

71 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（門柱） 1991 混合技法

72 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－
無題（ウルトラマンのコミュニケーショ
ン）

1991 混合技法

73 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ＡとＢとＣとＤ） 1991 混合技法

74 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（就寝2） 1991 混合技法

75 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ダンス２） 1991 混合技法

76 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（出入口2） 1991 混合技法

77 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（後） 1991 混合技法

78 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（就寝1） 1991 混合技法

79 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ダンス３） 1991 混合技法

80 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ＡとＢとＣとＤとＥとＦ） 1991 混合技法

81 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（プール） 1991 混合技法

82 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（ひと2） 1991 混合技法

83 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（夏） 1991 混合技法

84 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（小部屋） 1991 混合技法

85 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（箱男と箱女） 1991 混合技法・紙貼付

86 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 無題（内部屋） 1991 混合技法

87 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 夜の木25 2009 混合技法

88 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 夜の木37 2009 混合技法

89 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 夜の木38 2009 混合技法

90 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ お告げを聞く 2010 混合技法

91 高橋 克之 たかはし　かつゆき 1967－ 情報 1991頃 混合技法

92 高橋 剛 たかはし　ごう 1921－1991 鏡 1980 ブロンズ

93 高橋 省三 たかはし　しょうぞう 1929－ 作品名不詳 制作年不詳 紙・エッチング

94 髙橋 節郎 たかはし　せつろう 1914－2007 麦中譜 1984 漆

95 高橋 蒼峰 たかはし　そうほう 1917－ 空闊 制作年不詳 紙本墨書

96
高橋 天山(秀
年)

たかはし　てんざん（ひ
でとし）

1953－ ひかり 1986 紙本彩色

97 高橋 立州人 たかはし　りっしゅうじん 1913－1996 メスリ山古墳 1984 紙本墨画淡彩

98 高畠 達四郎 たかばたけ　たつしろう 1895－1976 浅間快晴 1972 カンヴァス・油彩

99 高松 健太郎 たかまつ　けんたろう 1922－ 海の町 1979 カンヴァス・油彩

100 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 芳紀夕映（牡丹） 1994 紙本彩色

101 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 淨（ぶな樹幹） 1991 紙本彩色

102 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 霓裳羽衣の舞 1987 紙本彩色

103 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 佐久の詩 1999 紙本彩色

104 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 横浜玉楠の木 1999 紙本彩色

105 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 夢幻 1997 紙本彩色

106 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 月下の佐久平 2001 紙本彩色

107 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 樹林玲瓏 2000 紙本彩色

108 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 オーロラ 2003 紙本彩色

109 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 洗心 1997 紙本彩色

110 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 茶器写真 制作年不詳 写真

111 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 華焔 制作年不詳 紙本彩色

112 髙見澤 柳佳 たかみざわ　りゅうか 1933－2003 紫藤露 1988 紙本彩色

113 高光 一也 たかみつ　かずや 1907－1986 裸婦 1955 カンヴァス・油彩

114 高村 光雲 たかむら　こううん 1852－1934 三番叟 制作年不詳 ブロンズ

115 高村 豊周 たかむら　とよちか 1890－1972 朱銅花入松文 1969 鋳金
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116 鷹山 宇一 たかやま　ういち 1908－1999 らんぷ 1973 カンヴァス・油彩

117 鷹山 宇一 たかやま　ういち 1908－1999 花と蝶 制作年不詳 カンヴァス・油彩

118 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 月の出 1962 紙本彩色

119 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 路 1968 紙本彩色

120 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 唐詩選リトグラフ集　唐詩選－序畫 1968 リトグラフ

121 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－杜甫 
絶句　畫

1968 リトグラフ

122 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－李白 
淸平調詞　畫

1968 リトグラフ

123 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－王維 
鹿柴　畫

1968 リトグラフ

124 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－杜甫 
旅夜書懷　畫

1968 リトグラフ

125 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－王昌齡 
西宮秋怨　畫

1968 リトグラフ

126 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－李白 
峨眉山月歌　畫

1968 リトグラフ

127 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－杜甫 
玉華宮　畫

1968 リトグラフ

128 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－張九齡 
感遇　畫

1968 リトグラフ

129 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－韋應物 
聞雁　畫

1968 リトグラフ

130 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－王維 
少年行　畫

1968 リトグラフ

131 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－崔顥 
黄鶴樓　畫

1968 リトグラフ

132 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
唐詩選リトグラフ集　唐詩選－岑參 
送人還京　畫

1968 リトグラフ

133 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 雲とぶ日 1971 紙本彩色

134 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 映 1972 紙本彩色

135 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 一隅 1974 紙本彩色

136 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 富士 1979 麻布彩色

137 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　1　潮の
香

1981 リトグラフ

138 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　2　昔を歩
く

1981 リトグラフ

139 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　3　雨あ
がる高原

1981 リトグラフ

140 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　4　水しず
か

1981 リトグラフ

141 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　5　春を待
つ

1981 リトグラフ

142 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　6　現代
のいぶき

1981 リトグラフ

143 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　7　空に
映ゆる

1981 リトグラフ

144 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　8　明け
ゆく川

1981 リトグラフ

145 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　9　道を求
めて

1981 リトグラフ

146 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007
かぎりなき大分　その10景　10　槌の
響

1981 リトグラフ

147 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　一 序 1982 リトグラフ

148 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　二 空蝉 1982 リトグラフ

149 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　三 夕顔 1982 リトグラフ

150 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　四 紅葉賀 1982 リトグラフ

151 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　五 篝火 1982 リトグラフ

152 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　六 若菜 1982 リトグラフ

153 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　七 橋姫 1982 リトグラフ
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154 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　八 宿木 1982 リトグラフ

155 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 源氏物語　九 浮舟 1982 リトグラフ

156 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 明けゆく（薩摩鶏） 1986 絹本彩色

157 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 飛翔 1985 扇面・墨

158 髙山 辰雄 たかやま　たつお 1912－2007 明けそむ 1971 紙本彩色

159 田河 水泡 たがわ　すいほう 1899－1989 ポルトガルの砲台 1976 紙・エッチング

160 滝 純一 たき　じゅんいち 1944－ 風の道標 1995 カンヴァス・油彩

161 滝沢 具幸 たきざわ　ともゆき 1941－ 赤松 1980 紙本彩色

162 滝沢 具幸 たきざわ　ともゆき 1941－ 野の人Ⅱ 2009 紙本彩色

163 瀧本 光國 たきもと　みつくに 1952－ 化現―滝 '01-Ⅰ 2001 木彫(樟)

164 田口 貴大 たぐち　きだい 1958－ 満月の氾濫 2002 ミクストメディア

165 田口 貴大 たぐち　きだい 1958－ 禁断 2001 ミクストメディア

166 田口 貴大 たぐち　きだい 1958－ 花葬 1998 ミクストメディア

167 田口 雅巳 たぐち　まさみ 1936－2010 いろいろ遊び 2000-2001 紙・布・アクリル等

168 田口 雅巳 たぐち　まさみ 1936－2010 札付八十八巡り 2003 板・コラージュ

169 田口 雅巳 たぐち　まさみ 1936－2010 千龍万龍億龍 2003 板・コラージュ

170 竹内 邦夫 たけうち　くにお 1937－2004 追憶 1976 紙本彩色

171 武内 枝雪 たけうち　しせつ 1926－ 風花雪月 1992 紙本墨書

172 竹内 栖鳳 たけうち　せいほう 1864－1942 幽隠秋色図 1904 絹本彩色

173 竹内 栖鳳 たけうち　せいほう 1864－1942 芋苗 制作年不詳 紙本彩色

174 竹内 不忘 たけうち　ふぼう 1909－2011 木の実(Ⅱ) 1976 ブロンズ

175 竹内 幸 たけうち　みゆき 1947－ たまゆら 2004 紙本墨書

176 武士 桑風 たけし　そうふう 1913－ 地の人 1978 紙本墨書

177 武士 桑風 たけし　そうふう 1913－ 穹 1985 紙本墨書

178 武士 桑風 たけし　そうふう 1913－ 天使 制作年不詳 紙本墨書

179 竹田 悦堂 たけだ　えつどう 1918－2004 光（斉藤茂吉の歌） 1983 紙本墨書

180 竹久 夢二 たけひさ　ゆめじ 1884－1934 夕涼み 制作年不詳 絹本彩色

181 田崎 廣助 たさき　ひろすけ 1898－1984 阿蘇の山 1974 カンヴァス・油彩

182 田崎 廣助 たさき　ひろすけ 1898－1984 浅間山 1976 カンヴァス・油彩

183 田崎 廣助 たさき　ひろすけ 1898－1984 朝の富士 1979 カンヴァス・油彩

184 田崎 廣助 たさき　ひろすけ 1898－1984 箱根の朱富士 1979 カンヴァス・油彩

185 田澤 茂 たざわ　しげる 1925－ 七福神の祭り 2000 カンヴァス・油彩

186 田澤 茂 たざわ　しげる 1925－ 魑魅魍魎 2001 墨・水彩・麻紙

187 田島 直樹 たじま　なおき 1968－ runway 2013 紙・油性インク・腐蝕銅版画

188 田島 直樹 たじま　なおき 1968－ runway 2014
紙・油性インク・腐蝕銅版画（ステート
組合せ）・パネル・プロペラ・木材

189 田島 方外 たじま　ほうがい 1923－ 海潮音（吉井勇の歌） 1981 紙本墨書

190 田島 方外 たじま　ほうがい 1923－ 庭掃いて… 1984 扇面・彩色

191 田島 治樹 たじまはるき 1988－ 自立型発電装置 2014
木製パネル・アクリル板・スチレンボー
ド・ペン・グラフィックテープ

192 多田 美波 ただ　みなみ 1924－ 悠・(Eternity) 2000 リトグラフ

193 辰野 登恵子 たつの　とえこ 1950－2014 June-10-89 1989 紙・シルクスクリーン

194 辰野 登恵子 たつの　とえこ 1950－2014 August-6-89 1989 紙・シルクスクリーン

195 辰野 登恵子 たつの　とえこ 1950－2014 February-2-99 1999 紙・シルクスクリーン

196 辰野 登恵子 たつの　とえこ 1950－2014 June-6-89 1989 紙・シルクスクリーン

197 立石 春美 たていし　はるよし 1908－1994 寿百齢 1967 紙本彩色

198 立川 義明 たてかわ　よしあき 1918－2017 風通ふ 1978 ブロンズ

199 建畠 覚造 たてはた　かくぞう 1919－2006 さ傘 1976 真鍮クロームメッキ

200 田中 以知庵 たなか　いちあん 1893－1958 水精 制作年不詳 絹本彩色

201 田中 栄作 たなか　えいさく 1933－ 「まんだら」10 2009 真鍮・レリーフ

202 田中 栄作 たなか　えいさく 1933－ 「まんだら」14 2009 真鍮・レリーフ

203 田中 栄作 たなか　えいさく 1933－ 「まんだら」19 2009 真鍮・レリーフ

204 田中 栄作 たなか　えいさく 1933－ 「まんだら」20 2009 真鍮・レリーフ

205 田中 栄作 たなか　えいさく 1933－ 「まんだら」21 2009 真鍮・レリーフ

206 田中 木芽 たなか　このめ 1935－1996 記憶の皮膜・断面-5 1990 カンヴァス・油彩

207 田中 繁吉 たなか　しげきち 1898－1994 レースを巻く 1981 カンヴァス・油彩

208 田中 松亭 たなか　しょうてい 1915－1987 白雲去来 1983 紙本墨書

209 田中 真洲 たなか　しんしゅう 1892－1992 潔己是心豪 制作年不詳 紙本墨書

210 田中 信太郎 たなか　しんたろう 1940－ 曼珠沙華 1990 カンヴァス・アクリル絵具・FRP

211 田中 青坪 たなか　せいひょう 1903－1994 淺間 1974 紙本彩色



No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

212 田中 節山 たなか　せつざん 1939－ 梁園日暮（岑参の詩） 制作年不詳 紙本墨書

213 田中 凍雲 たなか　とううん 1913－ 崖懸花倒生 制作年不詳 紙本墨書

214 田中 春弥 たなか　はるや 1914－2010 日蝕 1967 カンヴァス・油彩

215 田中 鳳柳 たなか　ほうりゅう 1932－ 禅語 制作年不詳 紙本墨書

216 田中 実 たなか　みのる 1923－2016 ジャンプスーツ 1982 紙・水彩

217 田中 実 たなか　みのる 1923－2016 ‘88夏 1988 紙・水彩

218 田中 実 たなか　みのる 1923－2016 耀 1989 紙・水彩

219 田中 実 たなか　みのる 1923－2016 南風 1991 紙・水彩

220 田中 実 たなか　みのる 1923－2016 装 1993 紙・水彩

222 田中 実 たなか　みのる 1923－2016 ウェーブショール 1981 紙・水彩

223 田中 路人 たなか　ろじん 1925－2002 新雪 1984 紙本彩色

224 棚瀬 修次 たなせ　しゅうじ 1936－ Black　space　in　-かたち- 1999 カンヴァス・アクリル・エアーブラシ

225 棚瀬 修次 たなせ　しゅうじ 1936－ Black　space　in　-かたち- 2002 カンヴァス・アクリル・エアーブラシ

226 田辺 竹次 たなべ　たけつぐ 1918－1987 エンゼル 1982 カンヴァス・油彩

227 田辺 彦太郎 たなべ　ひこたろう 1910－2002 風物・人物 1986 カンヴァス・油彩

228 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 さく 1982 ステンレス・佐久石

229 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 混在(あ) 1979-1980 欅・彩色

230 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 混在(ふ) 1979-1980 欅・彩色

231 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 混在(と) 1979-1980 欅・彩色

232 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 さく(模型) 1982 ステンレス・合板

233 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 さく（エスキース・立面) 1982 紙・鉛筆

234 田辺 光彰 たなべ　みつあき 1939－2015 さく(エスキース・平面) 1982 紙・鉛筆

235 谷川 晃一 たにがわ　こういち 1938－ アダムとイブ 1992 カンヴァス・アクリル

236 谷川 晃一 たにがわ　こういち 1938－
ゲルニカ連作「ゲルニカ―ＧＵＥＲＮＩ
ＣＡ」Ｎｏ.1

2005 紙・木炭

237 谷口 香嶠 たにぐち　こうきょう 1864－1915 清少納言図 制作年不詳 絹本彩色

238 谷崎 潤一郎 たにざき　じゅんいちろう 1886－1965 佐藤春夫宛書簡 制作年不詳 墨書

239 谷野 圭一 たにの　けいいち 1904－1984 舞妓 1966 紙本彩色

240 谷保 玲奈 たにほ　れいな 1986－ 境界の腫れ物に触れる 2012 紙本彩色

241 谷保 玲奈 たにほ　れいな 1986－ 泡と満ち欠け 2012 紙本彩色

242 谷保 玲奈 たにほ　れいな 1986－ 不死山 2013 紙本彩色

243 谷村 喜齋 たにむら　きさい 1922－ 簾月楼雲 1985 紙本墨書

244 種村 山童 たねむら　さんどう 1927－2011 釣瓶を拾う（佐藤春夫の歌） 制作年不詳 紙本墨書

245 種谷 扇舟 たねや　せんしゅう 1914－2004 百華斉放 制作年不詳 紙本墨書

246 種谷 扇舟 たねや　せんしゅう 1914－2004 春夏秋冬 2001 紙本墨書

247 田畑 一作 たばた　いっさく 1915－1994 足もと 1987 ブロンズ

248 田渕 俊夫 たぶち　としお 1941－ 寒風 1979 紙本彩色

249 田渕 俊夫 たぶち　としお 1941－ 刻 1989 紙本彩色

250 田渕 俊夫 たぶち　としお 1941－ 旅の窓から-Ⅷ-Ⅱ「萌える」 1991 紙・リトグラフ

251 玉川 信一 たまがわ　しんいち 1954－ 震える風景 1993 カンヴァス・油彩・銀箔・鉛板

252 玉川 信一 たまがわ　しんいち 1954－ Ｒの休日 1993 カンヴァス・油彩・銀箔・鉛板

253 玉之内 満雄 たまのうち　みつお 1929－1997 向日葵のある静物 1978 カンヴァス・油彩

254 玉之内 満雄 たまのうち　みつお 1929－1997 古城 1984 カンヴァス・油彩

255 田村 一男 たむら　かずお 1904－1997 冬丘 1954 カンヴァス・油彩

256 田村 一男 たむら　かずお 1904－1997 桜島残照 1978-1979 カンヴァス・油彩

257 田村 一男 たむら　かずお 1904－1997 蓼科山　雪 1979 カンヴァス・油彩

258 田村 一男 たむら　かずお 1904－1997 冬丘 1986 カンヴァス・油彩

259 田村 一男 たむら　かずお 1904－1997 やまなみ 1984 カンヴァス・油彩

260 田村 一男 たむら　かずお 1904－1997 ゆきのくに 1989 カンヴァス・油彩

261 田村 能里子 たむら　のうりこ 1944－ 白い午后 1989 カンヴァス・油彩

262 丹治 思郷 たんじ　しきょう 1923－ 山水 2009 紙本墨書

263 近岡 善次郎 ちかおか　ぜんじろう 1914－2007 眠り 1970 カンヴァス・油彩

264 近岡 善次郎 ちかおか　ぜんじろう 1914－2007 開智学校校舎 1985 カンヴァス・油彩

265 千野 茂 ちの　しげる 1913－2002 憩 制作年不詳 ブロンズ

266 千葉 雲洞 ちば　うんどう 1909－1979 たけの子 1977 紙本彩色

267 智春 有舟 ちはる　ゆうせん 1915－ 四国御詠歌　第六十八番 1984 紙本墨書

268 中堂 憲一 ちゅうどう　けんいち 1921－1991 曼珠沙華 1981 染色

269 彫 無季 ちょう　むき 1904－1992 臨池 1981 紙本墨書

270 長 揚石 ちょう　ようせき 1925－1994 獨步 制作年不詳 刻字

271 鳥海 青児 ちょうかい　せいじ 1902－1972 ばら 1972 カンヴァス・油彩



No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

272 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 星夜の話 1972 金工

273 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 葉間の道 1982 金工

274 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 晴牡丹 1983 金工

275 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 遥峯 1985 扇面・墨

276 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 美ニ生ル 1985 扇面・墨

277 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 香炉「白夢」 1975 金工

278 帖佐 美行 ちょうさ　よしゆき 1915－2002 若温想 制作年不詳 彫金

279 千代倉 桜舟 ちよくら　おうしゅう 1912－1999 一草の句 1982 紙本墨書

280 津金 孝邦 つがね　よしくに 1929－ 浮生（唐詩五首） 1982 紙本墨書

281 塚原 哲夫 つかはら　てつお 1933－ 牡丹 1970 紙本彩色

282 塚原 哲夫 つかはら　てつお 1933－ 蘭 1970 紙本彩色

283 塚原 哲夫 つかはら　てつお 1933－ 海景 1970 紙本彩色

284 月岡 榮貴 つきおか　えいき 1916－1994 風神・雷神 1971 紙本彩色

285 月居 偉光 つきおり　いこう 1912－1993 寒林慕情 1979 紙本墨画

286 月舘 れい つきだて　れい 1921－ 白いバラとバードデコイ 2000 リトグラフ（複製）

287 辻 光典 つじ　こうてん 1915－1992 人間連作・壺と花 1979 漆

288 辻本 翔鶴 つじもと　しょうかく 1924－2011 尚賢貴徳（大戴礼の句） 1985 紙本墨書

289 辻元 大雲 つじもと　だいうん 1943－ 釋清珙詩 2001 紙本墨書

290 津田 亜紀子 つだあきこ 1969－ 立つ05-3 2005 FRP樹脂・布

291 土田 帆山 つちだ　はんざん 1918－2008 遺 1983 紙本墨書

292 土屋 竹雨 つちや　ちくう － 山中銷夏 1963 紙本墨書

293 土屋 禮一 つちや　れいいち 1946－ 山 1984 紙本彩色

294 土屋 禮一 つちや　れいいち 1946－ 鯉 2012 紙本彩色

295 筒井 敬玉 つつい　けいぎょく 1913－1996 新涼や 制作年不詳 紙本墨書

296 筒井 敬玉 つつい　けいぎょく 1913－1996 やちくさの＜万葉の歌＞ 制作年不詳 紙本墨書

297 続木 湖山 つづき　こざん 1911－ 木下順庵詩 1983 紙本墨書

298 堤 善信 つつみ　よしのぶ 1951－ 調 制作年不詳 陶器

299 常川 汀華 つねかわ　ていか 1921－ 仙 1983 紙・墨・染料

300 坪井 正庵 つぼい　しょうあん 1915－1988 初富士 1984 紙本墨書

301 坪田 譲治 つぼた　じょうじ － ここに来て大きな魚を釣る夢をみる 制作年不詳 色紙墨書

302 津村 沈石 つむら　ちんせき 1912－1997 温故知新 1985 紙本墨書

303 鶴岡 義雄 つるおか　よしお 1917－2007 愛 1970 カンヴァス・油彩

304 鶴岡 義雄 つるおか　よしお 1917－2007 ムーラン・ルージュ 1978 カンヴァス・油彩

305 弦田 康子 つるたこうこ 1939－ 会津八一のうた　～抄～ 2009 紙本墨書

306 弦巻 松蔭 つるまき　しょういん 1906－1995 金城鐵壁 1985 紙本墨書

307 出口 草露 でぐち　そうろ 1915－ 良寛の詩 1982 紙本墨書

308 手島 𣳾六 てしま　たいりく 1947－ 敬 2004 紙本墨書

309 手島 右卿 てしま　ゆうけい 1901－1987 蒼海 1976 紙本墨書

310 手島 右卿 てしま　ゆうけい 1901－1987 曳 1985 紙本墨書

311 手島 右卿 てしま　ゆうけい 1901－1987 作品名不詳（手本帖） 制作年不詳 紙本墨書

312 寺井 直次 てらい　なおじ 1912－1998 汀蒔絵　筥 1993 漆

313 寺久保 文宣 てらくぼ　ふみのり 1964－ 渓声・夜 1999 カンヴァス・油彩

314 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 初夏 1950 紙本彩色

315 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 春の月 1958 紙本彩色

316 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 役者 1958 紙本彩色

317 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 晩秋 1950 紙本彩色

318 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 婦人像 1958 紙本彩色

319 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 婦人像 1959 紙本彩色

320 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 婦人像 1959 紙本彩色

321 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 蘭春 1961 紙本彩色

322 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 舞妓 1961 紙本彩色

323 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 舞妓 制作年不詳 紙本彩色

324 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 女 1963 紙本彩色

325 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 紅 1963 紙本彩色

326 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 舞妓 1969 紙本彩色

327 寺島 紫明 てらしま　しめい 1892－1975 舞子 1974 紙本彩色

328 寺島 龍一 てらしま　りゅういち 1918－2001 二人の裸婦 1986 カンヴァス・油彩

329 寺田 竹雄 てらだ　たけお 1908－1993 ダイアナ 1982頃 リトグラフ

330 寺田 竹雄 てらだ　たけお 1908－1993 バラ 制作年不詳 板・油彩

331 寺田 政明 てらだ　まさあき 1912－1989 早晨の港（焼津） 1980 板・油彩
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332 寺中 靖直 てらなか　やすなお 1895－1990 酒女(汚職者達) 1953 カンヴァス・油彩

333 寺中 靖直 てらなか　やすなお 1895－1990 薔薇の花 1980 カンヴァス・油彩

334 土井 晩翠 どい　ばんすい － 荒城の月 制作年不詳 紙本墨書

335 十果会 とうかかい － 十果会寄せ書き屏風 2008 紙本彩色

336 東郷 青児 とうごう　せいじ 1897－1978 婦人像 制作年不詳 カンヴァス・油彩

337 東地 滄厓 とうち　そうがい 1930－2002 遊蝶 1985 紙本墨書

338 堂本 印象 どうもと　いんしょう 1891－1975 秋日 1970 紙・水彩

339 堂本 印象 どうもと　いんしょう 1891－1975 松上喜雀 制作年不詳 紙本墨画淡彩

340 堂本 元次 どうもと　もとつぐ 1923－2010 座標 1966 紙本彩色

341
ドーム ナンシー
（ドーム兄弟・ナ
ンシー派）

どーむ　なんしー － 作品名不詳（花瓶） 制作年不詳 ガラス

342 時田 直善 ときた　なおよし 1907－2000 箱根路 1967 紙本彩色

343 時田 直善 ときた　なおよし 1907－2000 悠泳 1985 紙本彩色

344 時田 直善 ときた　なおよし 1907－2000 残月（小浅間） 1973 紙本彩色

345 常盤 大空 ときわ　たいくう 1913－1983 辧財天 1963 紙本彩色

346 常盤 大空 ときわ　たいくう 1913－1983 馬 1963 絹本彩色

347 常盤 大空 ときわ　たいくう 1913－1983 瑞鳥 1965 麻布彩色

348 常盤 大空 ときわ　たいくう 1913－1983 沼 1966 紙本彩色

349 常盤 大空 ときわ　たいくう 1913－1983 天山を越えて 1973 紙本彩色

350 徳岡 神泉 とくおか　しんせん 1896－1972 桔梗 1969 紙本彩色

351 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 東京お茶ノ水　雪晴 1940 紙・多色木版画

352 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 甲府　元善光寺の富士 1940 紙・多色木版画

353 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 信州清里駅より富士遠望 1940 紙・多色木版画

354 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 早春の冨士（本栖湖） 1940 紙・多色木版画

355 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 裾野狩場の雨 1940 紙・多色木版画

356 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 伊豆の海 1940 紙・多色木版画

357 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 長尾峠の冨士 1940 紙・多色木版画

358 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 冨士山頂上（浅間神社奥宮） 1940 紙・多色木版画

359 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 富士見高原の冨士 1940 紙・多色木版画

360 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 白糸瀧の冨士 1940 紙・多色木版画

361 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000
韮山江川邸前の冨士（蕪村絶讃風
景）

1940 紙・多色木版画

362 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 秋の野の冨士 1940 紙・多色木版画

363 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 伊豆江梨海岸 1940 紙・多色木版画

364 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 月明の冨士川鉄橋 1940 紙・多色木版画

365 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 豊年の冨士 1940 紙・多色木版画

366 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 江尻港船着場 1940 紙・多色木版画

367 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 甲府武田神社の冨士 1940 紙・多色木版画

368 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 雲中の冨士 1940 紙・多色木版画

369 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 吉田口四合目の雨 1940 紙・多色木版画

370 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 千本松原の冨士 1940 紙・多色木版画

371 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 乙女峠の秋晴 1940 紙・多色木版画

372 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 伊勢朝熊山より冨士遠望 1940 紙・多色木版画

373 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 河口湖のさかさ冨士 1940 紙・多色木版画

374 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 沼津河口の冨士 1940 紙・多色木版画

375 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 興津海岸の冨士 1940 紙・多色木版画

376 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 吉田浅間神社 1940 紙・多色木版画

377 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 薩陀峠の海岸 1940 紙・多色木版画

378 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 水車小屋の冨士（大宮口） 1940 紙・多色木版画

379 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 岩渕町の冨士 1940 紙・多色木版画

380 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 駿河富士見はし 1940 紙・多色木版画

381 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 表口四合目より寶永山を望む 1940 紙・多色木版画

382 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 田子ノ浦 1940 紙・多色木版画

383 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 原宿松林の冨士 1940 紙・多色木版画

384 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 櫻花爛漫の冨士 1940 紙・多色木版画

385 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 西伊豆海岸暁晴の冨士 1940 紙・多色木版画

386 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 嚴寒の山中湖の冨士 1940 紙・多色木版画

387 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 徳力富吉朗君・・・ 1940 木版画

388 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 一路・・・ 1940 木版画



No. 製作者氏名 ふりがな 生没年 作品名 制作年 技法

389 徳力 富吉郎 とくりき　とみきちろう 1902－2000 版画冨士三十六景目次 1940 木版画

390 戸田 提山 とだ　ていざん 1917－2004 為 1985 紙本墨書

391 戸津 侃 とつ　ただし 1930－ 夏の微笑 1980 ブロンズ

392 𡈽手 朋英 どて　ともひで 1944－ 水辺 制作年不詳 紙本彩色

393 十鳥 霊石 ととり　れいせき 1915－1998 萬象 1985 紙本墨書

394 殿村 藍田 とのむら　らんでん 1913－2000 擣衣 1978 彩箋墨書

395 殿村 藍田 とのむら　らんでん 1913－2000 二行書 1985 紙本墨書

396 富岡 鐵斎 とみおか　てっさい 1836－1924 楠公像 制作年不詳 絹本淡彩墨書

397 富岡 鐵斎 とみおか　てっさい 1836－1924 遊 制作年不詳 紙本墨画淡彩墨書

398 冨田 溪仙 とみた　けいせん 1879－1936 雁景図 制作年不詳 紙本墨画淡彩

399 富取 風堂 とみとり　ふうどう 1892－1983 鯉魚 1965 紙本彩色

400 富取 風堂 とみとり　ふうどう 1892－1983 鯛 1974 紙本彩色

401 富永 直樹 とみなが　なおき 1913－2006 猫 1968 ブロンズ

402 豊秋 半二 とよあき　はんじ 1907－1992 仙境 1973 紙本彩色

403 豊島 弘尚 とよしま　ひろなお 1933－2013 原始星 1990 カンヴァス・油彩

404 豊島 弘尚 とよしま　ひろなお 1933－2013
無音交響
SILENT SYMPHONY

2000 ファブリアーノ紙・セリグラフ

405 豊島 弘尚 とよしま　ひろなお 1933－2013
透明薔薇
TRANSPARENT ROSES

2000 ファブリアーノ紙・セリグラフ

406 豊島 弘尚 とよしま　ひろなお 1933－2013
修羅星雲
NEBULAR ASURA

2000 ファブリアーノ紙・セリグラフ

407 豊島 弘尚 とよしま　ひろなお 1933－2013
暗黒極光
AURORA BOREALIS IN DARKNESS

2000 ファブリアーノ紙・セリグラフ

408 豊島 弘尚 とよしま　ひろなお 1933－2013
三内氷河
GLACIER OF SAN-NAI

2000 ファブリアーノ紙・セリグラフ

409 鳥居 静秀 とりい　せいしゅう 1928－1998 饗在宗周賞 制作年不詳 紙本墨書

410 鳥居 敏文 とりい　としふみ 1908－ 丘の上 1987 カンヴァス・油彩


