
■　東京時代(1913-1938）5歳-30歳

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

1 蛤図 はまぐりず 47 阿蘇草千里 あそくさせんり

2 紫陽花図 あじさいず 48 由布嶽朝霧 ゆふだけあさもや

3 喜呈芳色 きていほうしょく 49 室戸岬 むろとみさき

4 花菖蒲図 はなしょうぶず 50 山村六月 さんそんろくがつ

5 蔬菜図 そさいず 51 菊花図 きっかず

6 墨梅図 ぼくばいず 52 花と軍鶏 はなとしゃも

7 蘇鉄と躑躅 そてつとつつじ

8 富貴図（衝立） ふうきず　ついたて

9 日廻草 ひまわりそう № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

10 雁来紅図 がんらいこうず 53 百合と草花図 ゆりとくさばなず

11 花（扁額） はな　へんがく 54 漁樵對問 ぎょしょうたいもん

12 鶏頭図 けいとうず 55 木登蜥蜴と蝶 きのぼりとかげとちょう

13 牡丹図 ぼたんず 56 アダンの浜辺 あだんのはまべ

14 四字「道法自然」 よじ　どうほうじねん 57 白梅に高麗鶯 はくばいにこうらいうぐいす

58 花に浅葱斑 はなにあさぎまだら

■　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 夕空に浜木綿 ゆうぞらにはまゆう

16 根付け ねつけ 62 海辺の花々 うみべのはなばな

17 木魚 もくぎょ 1935年 63 カヤツリグサ かやつりぐさ

18 翡翠図 ひすいず 64 高倉のある春景 たかくらのあるしゅんけい

19 農村春景 のうそんしゅんけい 65 岬～トカラにて～ みさき　とからにて

20 山の田 やまのた 66 ポインセチアとツマベニチョウ ぽいんせちあとつまべにちょう

21 田植え たうえ 67 クロトンと熱帯魚 くろとんとねったいぎょ

22 山あぢさい やまあじさい 68 海老と熱帯魚 えびとねったいぎょ

23 千葉寺風景 ちばでらふうけい 69 赤髭 あかひげ

24 千葉寺　浅春譜 ちばでら　せんしゅんふ 70 パパイヤとゴムの木 ぱぱいやとごむのき

25 千葉寺　春 ちばでら　はる 71 草花と岩上の赤髭 くさばなとがんじょうのあかひげ

26 浅春譜 せんしゅんふ 72 大赤啄木鳥と瑠璃懸巣 おおあかげらとるりかけす

27 八重ひまわり やえひまわり 73 枇榔樹の森に崑崙花 びろうじゅのもりにこんろんか

28 水辺に翡翠 みずべにかわせみ 74 草花に蝶と蛾 くさばなにちょうとが

29 新緑虎鶫 しんりょくとらつぐみ 75 奄美の郷に褄紅蝶 あまみのさとにつまべにちょう

30 桐葉に尾長 きりはにおなが 76 桜躑躅に赤髭 さくらつつじにあかひげ

31 葦によしきり あしによしきり 77 白花と瑠璃懸巣(未完) しろばなとるりかけす　みかん

32 忍冬に尾長 にんどうにおなが 78 肖像画－女性－ しょうぞうが　じょせい

33 菊花図 きっかず 79 スケッチブック　ー花ー すけっちぶっく－はな－

34 《芦にヨシキリ》下絵残欠 あしによしきり　したえざんけつ 80 スケッチブック　ー船ー すけっちぶっく－ふね－

35 ツワブキの花 つわぶきのはな

36 兜図（下絵） かぶとず № 資　　　　　料　　 読　　　　み　　

37 蓮上観音図 れんじょうかんのんず 81 一村所有書籍 いっそんしょゆうしょせき

38 桐花に尾長 きりばなにおなが 82 ピカソ画集（一村所有） ぴかそがしゅう

39 梨花に高麗鶯 なしばなにこうらいうぐいす 83 写真（一村撮影・田辺氏 紙焼き） しゃしん

40 山水図　仿八大山人 さんすいず　ほうはちだいさんじん 84 一村の硯 すずり

41 山水図　撫八大山人 さんすいず　ぶはちだいさんじん 85 一村の筆 ふで

42 白い花 しろいはな

43 燕子花図 かきつばたず

44 草花図天井画 くさばなずてんじょうが

45 鬼ヶ城黎明 おにがじょうれいめい 〒894-0504　
46 九里峡 くりきょう

TEL 0997-55-2635　　FAX 0997-55-2613
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■　奄美時代(1958-1977）50歳-69歳
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