
■　東京時代(1913-1938）5歳-30歳

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

1 白梅図 はくばいず 47 山村六月 さんそんろくがつ

2 天下第一春 てんかだいいっしゅん 48 浜木綿と緋桐 はまゆうとひぎり

3 凌波仙士図 りょうはせんしず 49 雲仙雨霽 うんぜんうせい

4 平安長春 へいあんちょうしゅん 50 ずしの花 ずしのはな

5 雪中南天図 せっちゅうなんてんず 51 牧童帰茅図 ぼくどうきぼうず

6 渓居自適 けいきょじてき 52 千山競秀図 せんざんきょうしゅうず

7 芍薬図 しゃくやくず 53 四季花譜図 しきかふず

8 蘭竹図（衝立) らんちくず　ついたて

9 櫻花楓葉図 おうかふうようず ■　奄美時代(1958-1977）50歳-69歳

10 富貴図 ふうきず № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

11 木(扁額) き　へんがく 54 与論島初冬 よろんとうしょとう

12 梅花図 ばいかず 55 高倉の並ぶ春景色 たかくらのならぶはるけしき

13 牡丹図 ぼたんず 56 イソヒヨドリ いそひよどり

14 四字「道法自然」 よじ　どうほうじねん 57 竹に大瑠璃 たけにおおるり

58 海辺の道 うみべのみち

■　千葉時代(1938-1958）30歳-50歳 59 奄美の花 あまみのはな

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 60 浜忍冬と樗蚕 はまにんどうとしんじゅさん

15 徳利と猪口（一村による絵付） とっくりとちょこ 1955年 61 朝の海 あさのうみ

16 帯留め おびどめ 62 海辺の花々 うみべのはなばな

17 木魚 もくぎょ 1935年 63 大熊風景 だいくまふうけい

18 山水図 さんすいず 64 某氏肖像 ぼうししょうぞう

19 軍鶏図 しゃもず 65 釈尊大悟御像 しゃくそんだいごごぞう

20 農村春景 のうそんしゅんけい 66 構想図 こうそうず

21 椿に鵯 つばきにひよどり 67 桜躑躅に赤髭 さくらつつじにあかひげ

22 水仙 すいせん 68 赤髭 あかひげ

23 千葉寺　麦秋 ちばでら　ばくしゅう 69 朝日に松と白梅（仮題） あさひにまつとはくばい

24 千葉寺　浅春譜 ちばでら　せんしゅんふ 70 岩の上のイソヒヨドリ（仮題） いわのうえのいそひよどり

25 千葉寺　雪 ちばでら　ゆき 71 パパイヤとゴムの木 ぱぱいやとごむのき

26 菊花図 きっかず 72 アダンと小舟 あだんとこぶね

27 入日の浮島 いりひのうきじま 73 草花と岩上の赤髭 くさばなとがんじょうのあかひげ

28 水辺に翡翠 みずべにかわせみ 74 奄美の海に蘇鐵とアダン あまみのうみにそてつとあだん

29 みやま頬白 みやまほおじろ 75 初夏の海に赤翡翠 しょかのうみにあかしょうびん

30 秋色 しゅうしょく 76 不喰芋と蘇鐵 くわずいもとそてつ

31 秋色虎鶫 しゅうしょくとらつぐみ 77 榕樹に虎みゝづく ようじゅにとらみみずく

32 花と虎鶫 はなととらつぐみ 78 蘇鐵残照図 そてつざんしょうず

33 忍冬に尾長 にんどうにおなが 79 肖像画－女性－（仮題） しょうぞうが　じょせい

34 オナガ おなが 80 肖像画－男性－（仮題） しょうぞうが　だんせい

35 矮鶏の親子 ちゃぼのおやこ 81 肖像画－女性－（仮題） しょうぞうが　じょせい

36 《枯木にキツツキ》下絵残欠 かれきにきつつき　したえざんけつ

37 南天図 なんてんず № 資　　　　　料　　 読　　　　み　　 制作時期

38 蓮上観音図 れんじょうかんのんず 82 資料 しりょう

39 山水図　倣木米 さんすいず　ほうもくべい 83 ピカソ画集（一村所有） ぴかそがしゅう

40 漁浦桃花図　倣木米 ぎょほとうかず　ほうもくべい 84 写真（一村撮影・田辺氏 紙焼き） しゃしん

41 江天楼閣　仿木米 こうてんろうかく　ほうもくべい

42 白い花 しろいはな

43 春景山水図 しゅんけいさんすいず

44 草花図天井画 くさばなずてんじょうが

45 平潮 へいちょう（ひらしお） 〒894-0504　
46 足摺狂濤 あしずりきょうとう

TEL 0997-55-2635　　FAX 0997-55-2613
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