
■　第１展示室

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

1 蛤図 はまぐりず 46 軍鶏図 しゃもず

2 凌波仙士図 りょうはせんしず 47 草花図天井画 くさばなずてんじょうが

3 喜呈芳色 きていほうしょく 48 湾とパパイヤ わんとぱぱいや

4 蔬菜図 そさいず 49 奄美の鬼ヘゴ あまみのおにへご

5 桐蔭圖 とういんず 50 花に浅葱斑 はなにあさぎまだら

6 藤花図 とうかず 51 奄美の花 あまみのはな

7 渓居自適 けいきょじてき 52 マダラハタとスジブダイ まだらはたとすじぶだい

8 富貴図／蘭竹図 ふうきず　らんちくず 53 夕空に浜木綿 ゆうぞらにはまゆう

9 櫻花楓葉図 おうかふうようず

10 富貴図 ふうきず ■　特別展示室

11 木（扁額） き　へんがく № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

12 花（扁額） はな　へんがく 54 高倉遠望 たかくらえんぼう

13 鶏頭図 けいとうず 55 茶花と烏瓜 ちゃばなとからすうり

56 月に女郎花 つきにおみなえし

■　第２展示室 57 農村風景　仿蕪村 のうそうんふうけいほうぶそん

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 58 桃花流水図 とうかりゅうすいず

14 徳利と猪口（一村による絵付） とっくりとちょこ 59 倚杖柴門聞寂　仿夏珪 いじょうしばもんもんじゃくほうかけい

15 根付け ねつけ 60 霊山図　仿米海嶽 れいざんず　ほうべいかいがく

16 帯留め おびどめ 61 千山競秀　仿鉄斎 せんざんきょうしゅうほうてっさい

17 木魚 もくぎょ 62 山水図 さんすいず

18 虎鶫（ﾄﾗﾂｸﾞﾐ） とらつぐみ 63 和光園芳名録 わこうえんほうめいろく

19 五位鷺(ｺﾞｲｻｷﾞ） ごいさぎ 64 アダンの海辺（複製画） あだんのうみべ

20 高麗鶯 こうらいうぐいす 65 不喰芋と蘇鐵（複製画） くわずいもとそてつ

21 山水図 さんすいず 66 蘇鐵残照図 そてつざんしょうず

22 田園夕景 でんえんゆうけい 67 草花と岩上の赤髭 くさばなとがんじょうのあかひげ

23 麦播 ばくはん 68 岩上の磯鵯 がんじょうのいそひよどり

24 軍鶏図 しゃもず 69 奄美の郷に褄紅蝶 あまみのさとにつまべにちょう

25 牛車と農民 ぎっしゃとのうみん 70 枇榔と浜木綿 びろうとはまゆう

26 千葉寺の秋 ちばでらのあき 71 枇榔樹の森に崑崙花 びろうじゅのもりにこんろんか

27 入日の浮島 いりひのうきじま 72 榕樹に虎みゝづく ようじゅにとらみみずく

28 秋色虎鶫 しゅうしょくとらつぐみ 73 海老と熱帯魚 えびとねったいぎょ

29 千葉寺　麦秋 ちばでら　ばくしゅう 74 枇榔樹の森に赤翡翠（未完） びろうじゅのもりにあかしょうびん　みかん

30 秋日村路 しゅうじつそんじ 75 千山競秀図 せんざんきょうしゅうず

31 秋色 しゅうしょく 76 菊花図 きっかず

32 秋色 しゅうしょく 77 初夏の海に赤翡翠（複製画） しょかのうみにあかしょうびん

33 柿にかけす かきにかけす 78 岩上の赤翡翠（複製画） がんじょうのあかしょうびん

34 由布嶽朝靄 ゆふだけあさもや 79 白花と赤翡翠（複製画） しろばなとあかしょうびん

35 雲仙雨霽 うんぜんうせい

36 足摺狂濤 あしずりきょうとう № 資　料　名 読　　　　み　　

37 九里峽 くりきょう 80 一村の印 いん

38 鬼ヶ城黎明 おにがじょうれいめい 81 一村の筆 ふで

39 蒲染にかけす がまずみにかけす 82 一村の硯 すずり

83 スケッチブック すけっちぶっく

■　第２展示室第３展示室 84 一村撮影の写真（田辺氏 紙焼き） しゃしん

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

40 蓮上観音図 れんじょうかんのんず

41 秋色虎鶫 しゅうしょくとらつぐみ

42 山水図　擬木米 さんすいず　ぎもくべい

43 秋景山水図　略擬鉄斎 しゅうけいさんすいず　りゃくぎてっさい

44 花譜図 かふず

45 白い花 しろいはな
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