
■　第１展示室

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

1 蛤図 はまぐりず 47 草花図天井画 くさばなずてんじょうが

2 紫陽花図 あじさいず 48 和光園芳名録 わこうえんほうめいろく

3 凌波仙士図 りょうはせんしず 49 寶島の奇巌 たからじまのきがん

4 喜呈芳色 きていほうしょく 50 麗日～トカラの馬 れいじつ　とからのうま

5 花菖蒲図 はなしょうぶず 51 花に浅葱斑 はなにあさぎまだら

6 楼閣山水図 ろうかくさんすいず 52 花と石崖蝶 はなといしがけちょう

7 渓居自適 けいきょじてき 53 夕空に浜木綿 ゆうぞらにはまゆう

8 艶鞠図 えんきくず 54 海辺の花々 うみべのはなばな

9 富貴図 ふうきず

10 日廻草 ひまわりそう ■　特別展示室　襖絵

11 雁来紅図 がんらいこうず № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　

12 花（扁額） はな　へんがく 55 菊花図 きっかず

13 鶏頭図 けいとうず 56 花譜図 かふず

14 新楽鵝黄色未乾 しんがくがこうしょくみかん 57 軍鶏図 しゃもず

15 蔬菜図 そさいず 58 白い花 しろいはな

16 桐蔭圖 とういんず 59 秋晴 あきばれ

60 菊水図 きくすいず

■　第２展示室 61 乾坤一艸亭図 けんこんいっそうていず

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 62 牧童帰茅図 ぼくどうきぼうず

17 翡翠図 ひすいず

18 夏富士 なつふじ ■　特別展示室　素描

19 田園夕景 でんえんゆうけい № 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 制作時期

20 軍鶏図 しゃもず 63 虎鶫（ﾄﾗﾂｸﾞﾐ） とらつぐみ

21 牛車と農民 ぎっしゃとのうみん 64 ヒヨドリ ひよどり

22 水辺に翡翠 みずべにかわせみ 65 高麗鶯 こうらいうぐいす

23 八重ひまわり やえひまわり 66 ふくろう ふくろう

24 みやま頬白 みやまほおじろ 67 尾長　ヒヨドリ おなが　ひよどり

25 柿にかけす かきにかけす 68 五位鷺(ｺﾞｲｻｷﾞ） ごいさぎ

26 葦によしきり あしによしきり 69 石榴，牛 ざくろ　うし

27 蒲染にかけす がまずみにかけす 70 肖像画－女性－ しょうぞうが　じょせい

28 千葉寺風景 ちばでらふうけい 71 肖像画－女性－ しょうぞうが　じょせい

29 黒牛 くろうし 72 肖像画－男性－ しょうぞうが　だんせい

30 千葉寺　麦秋 ちばでら　ばくしゅう 73 中村氏肖像 なかむらししょうぞう

31 阿蘇草千里 あそくさせんり 74 中村氏妻肖像 なかむらしつましょうぞう

32 由布嶽朝霧 ゆふだけあさもや 75 窪田氏肖像 くぼたししょうぞう

33 ずしの花 ずしのはな 76 窪田氏妻肖像 くぼたしつましょうぞう

34 九里峡 くりきょう 77 五色海老 ごしきえび

35 鬼ヶ城黎明 おにがじょうれいめい 78 島伊勢海老 しまいせえび

36 兜図（下絵） かぶとず 79 ブチスズキベラとブダイベラ ぶちすずきべらとぶだいべら

80 クロハギ くろはぎ

■　第３展示室 81 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

№ 作　　品　　名　　 読　　　　み　　 82 ハージン はーじん

37 釈尊大悟御像 しゃくそんだいごごぞう

38 枇榔樹の森に崑崙花 びろうじゅのもりにこんろんか № 資　　　　　料　　 読　　　　み　　

39 白花と瑠璃懸巣(未完) しろばなとるりかけす　みかん 83 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

40 大赤啄木鳥と瑠璃懸巣 おおあかげらとるりかけす 84 写真（一村撮影・田辺氏 紙焼き） しゃしん

41 蘇鐵残照図 そてつざんしょうず 85 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 パパイヤとゴムの木 ぱぱいやとごむのき

43 不喰芋と蘇鐵 くわずいもとそてつ

44 不喰芋と蘇鐵（構想画） くわずいもとそてつ　こうそうが

45 海老と熱帯魚 えびとねったいぎょ

46 クロトンと熱帯魚 くろとんとねったいぎょ
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