
■　第１展示室

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

1 白梅図 はくばいず 43 草花図天井画 くさばなずてんじょうが

2 蛤図 はまぐりず 44 放牧 ほうぼく

3 天下第一春 てんかだいいっしゅん 45 雲仙雨霽 うんぜんうせい

4 雪中南天図 せっちゅうなんてんず 46 室戸岬 むろとみさき

5 蔬菜図 そさいず 47 足摺狂濤 あしずりきょうとう

6 墨梅図 ぼくばいず 48 九里峽 くりきょう

7 櫻花楓葉図（楓） おうかふうようず　かえで 49 鬼ヶ城黎明 おにがじょうれいめい

8 櫻花楓葉図（櫻） おうかふうようず　さくら

9 富貴図（衝立） ふうきず　ついたて ■　特別展示室

10 芍薬図 しゃくやくず № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

11 藤図 ふじず 50 闘牛，八月踊り とうぎゅう　はちがつおどり

12 木(扁額) き　へんがく 51 島伊勢海老 しまいせえび

13 梅花図 ばいかず 52 ミヤコテングとチョウチョウウオ みやこてんぐとちょうちょううお

14 牡丹図 ぼたんず 53 ヒカゲヘゴ ひかげへご

15 鶏頭図 けいとうず 54 不喰芋と蘇鐵（構想画） くわずいもとそてつ　こうそうが

55 海辺の道 うみべのみち

■　第２展示室 56 与論島初冬 よろんとうしょとう

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 57 浜忍冬と樗蚕 はまにんどうとしんじゅさん

16 工芸品（徳利と猪口・根付・帯留・木魚） いっそんさく　こうげいひん 58 朝の海 あさのうみ

17 鵯 ひよどり 59 大熊風景 だいくまふうけい

18 高麗鶯 こうらいうぐいす 60 花譜図 かふず

19 高麗鶯３羽 こうらいうぐいす 61 白梅図 はくばいず

20 小鳥 ことり 62 松図 まつず

21 ヒヨドリ３羽，羽，羽貼付 ひよどり 63 朝日に松と白梅 あさひにまつとはくばい

22 田園夕景 でんえんゆうけい 64 岩上の磯鵯 がんじょうのいそひよどり

23 麦播 ばくはん 65 不喰芋と蘇鐵（複製画） くわずいもとそてつ（ふくせいが）

24 農村春景 のうそんしゅんけい 66 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

25 軍鶏図 しゃもず 67 アダンと小舟 あだんとこぶね

26 牛車と農民 ぎっしゃとのうみん 68 パパイヤとゴムの木 ぱぱいやとごむのき

27 山の田 やまのた 69 奄美の郷に褄紅蝶 あまみのさとにつまべにちょう

28 石榴図 ざくろず 70 桜躑躅に赤髭 さくらつつじにあかひげ

29 桐葉に尾長 きりはにおなが 71 枇榔樹の森に崑崙花 びろうじゅのもりにこんろんか

30 秋色 しゅうしょく 72 漁樵對問 ぎょしょうたいもん

31 柿にかけす かきにかけす 73 紅梅丹頂図 こうばいたんちょうず

32 枯木にきつゝき かれきにきつつき 74 中村氏肖像 なかむらししょうぞう

33 千葉寺風景 ちばでらふうけい 75 中村氏妻肖像 なかむらしつましょうぞう

34 牛が往く野 うしがいくの 76 窪田氏肖像 くぼたししょうぞう

35 千葉寺　雪 ちばでら　ゆき 77 窪田氏妻肖像 くぼたしつましょうぞう

36 千葉寺　春 ちばでら　はる 78 肖像画－女性－ しょうぞうが　じょせい

79 肖像画－女性－ しょうぞうが　じょせい

■　第３展示室 80 肖像画－男性－ しょうぞうが　だんせい

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

37 蓮上観音図 れんじょうかんのんず № 資　　　　　料　　 読　　　　み　　

38 梨花に高麗鶯 なしばなにこうらいうぐいす 81 写真（一村撮影・田辺氏 紙焼き） しゃしん

39 山水図　擬聾米墨法 さんすいず　ぎろうべいぼくほう 82 岡本東洋花鳥写真図鑑（一村所有） おかもととうようかちょうしゃしんずかん

40 白い花 しろいはな 83 アルバム（一村撮影） あるばむ

41 牧童帰茅図 ぼくどうきぼうず 84 一村の硯・筆・印・虫眼鏡 いっそんのすずり・ふで・いん・むしめがね

42 軍鶏図 しゃもず
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