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作品の貸し出しについて 

赤川勲氏から町へ寄贈された貴重な版画作品を活用し、町民の日常生活に芸術

を取り入れることをねらいとして、次の要領で作品の貸し出しを行っています。 

① 町内の公共施設、民間組織の事業所など、なるべく多くの人が集まると

ころが対象となります。 

② 個人にはお貸ししていません。 

③ 貸出期間はおおむね３か月間とします。 

  貸し出しをご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

  

今金町教育委員会事務局 

社会教育グループ 

TEL. 0137-82-3488 
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   赤
あか

 川
がわ

   勲
いさお

 （１９４０－２００６） 

 

１９４０年（昭和１５年） 北海道瀬棚郡今金町に生まれる 

１９５８年（昭和３３年） 北海道今金高校卒業 

１９５９年（昭和３４年） 東京芸術大学美術学部絵画科油絵専攻入学 

１９６３年（昭和３８年）          〃       卒業 

             栃木県慈生会光星学園主事 

その後、銅版画は駒井哲郎、石版画は脇田和に師事する 

１９７２年（昭和４７年） ガストンプチ･アトリエ（東京）で絵画・版画・彫刻・建築デザインの

制作助手をつとめる 

１９７５年（昭和５０年） 神奈川県川崎市に赤川版画工房を設立 

             国内外の著名作家の銅板・石版作品を数多く手がけるとともに、多く

の人材を育てる 

フランス・パリ郊外シャルトル市にアトリエ・アカガワを設立 

愛知芸術大学・東京純心女子短大・東京芸術大学の講師をつとめる 

１９９９年（平成１１年） 網膜内出血を患い一時は失明状態に陥るが、手術で奇跡的に視力を取

り戻す 

２００２年（平成１４年） 「作家としての、人生の集大成を故郷で」と出身地の今金に移住 

             廃校になった豊田小学校を利用して、制作活動を続ける 

２００３年（平成１５年） 今金町の豊田ふれあい交流施設内に赤川版画工房を開設 

             体調を崩し、闘病生活に入る 

２００６年（平成１８年） 永眠 
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▲B.A.T. はフランス語 bon à tirer 

ボナティレ（最適の刷り）の略 

■赤川版画工房とは                                    

 赤川勲氏が代表を務めていた版画工房で、1975 年から神奈川

県川崎市にありました。当時は 30 名のスタッフを抱え、規模の

上で日本を代表する版画工房として知られていました。版種は石

版と銅版の２種があり、石版ではハンドプレス等の印刷機を６台、

銅版では３台を所有していました。 

工房で刷っていた版画の原作者は下記のとおりで、日本を代表

する高名な画家の名が数多くみえます。このことからも、赤川氏

が版画刷り師としての確かな技術をもち、原作者から厚い信頼を

得ていたことがうかがわれます。 

＜日本画家＞ 森田曠平、後藤純男、平山郁夫、下田義寛、奥村土牛、下保 昭、岩沢重夫、中路融人、

堂本元次、岩田正巳、川島睦郎、久保嶺爾、高木義夫など 

＜洋画家＞  梅原龍三郎、中川一政、中村清治、大津英敏、落田洋子、斎藤真一、藤田吉香、進藤 蕃、

米倉斉加年、三井正登、郭 仁植、小泉元生、大歳克衛、大國章夫、小松崎邦雄、 

芝田米三など 

 ＜彫刻家＞  舟越保武 

＜グラフィック・デザイナー＞ 永井一正 

＜版画家＞  相笠昌義、吉田穂高、吉田千鶴子、渡辺達正、 

田辺和郎など 

 赤川氏はその後、2002 年に機材一式とともに出身地の今金町

に移住し、廃校となっていた豊田小学校に第二の赤川版画工房を

設けました。しかし、本格稼働の前に体調を崩し、闘病生活を余

儀なくされ、2006 年に永眠されました。 

 

■赤川版画作品の特徴                                        

 赤川氏の版画は、既発表の日本画や洋画等をモチーフとして、原作者

より許可を得た上で印刷されたものです。これらは気軽に名画と出会う

きっかけを与えてくれるだけでなく、原作の油絵や日本画とはひと味違

った色彩や線のタッチなど、版画特有の魅力も十分に楽しめるものです。  

 町へ寄贈された 238 点のほとんどの作品に、「B.A.T.」というサイン

がついています。これは「最適の刷り」という意味で、原作者が印刷に

立会い、その仕上がりを最適なものと認めた時につけるサインです。工

房の刷師は色・刷り具合などが B.A.T. と同じくなるようにし、その差が

大きいものは破棄します。一方 B.A.T. は記録として工房で管理・保存

されます。 

 赤川氏から町へ寄贈された作品は、かつて川崎市にあったアトリエ「赤

川版画工房」で制作された数多くの版画の見本として、工房で大切に保

管されていたものだったのです。 

▲川崎市の工房で解説をする赤川勲氏 

▲旧豊田小学校内にあった赤川版画工房 
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■石版画（リトグラフ）とは？                                                      

リトグラフは、石版石などの平らな版面を、油性インクを引き付ける部分と水分を保つ部分に化

学的処理で分離し、水と油の反発作用を利用して専用のプレス機により刷る版画です。版面に直接

描いた絵を、そのまま紙に刷り取れるのが特徴です。 

リトグラフの｢リト｣とは、ギリシャ語の｢石｣を意味する lithos に由来しています。｢グラフ｣はギ

リシャ語の｢描く、記す｣を意味する graphia が語源です。つまり“石に描く”ということですが、

石なら何でも良いわけではなく、専ら石灰岩が使われます。石灰岩はスポンジのように無数の微細

な孔（あな）があり、水分や油脂を受け付けやすいという性質があり、また石灰岩のカルシウムと

薬品の化学反応を利用して絵の部分を定着させることから、石灰岩が適しているのです。 

伝統的なリトグラフはヨーロッパの石灰岩が使われます。代表的なのは南ドイツ・ゾルンホーヘ

ン産の石灰岩です。1798 年にリトグラフの技法を発明したドイツ人のアロイス・ゼネフェルダー

が、南ドイツで採れる石を用いたのが始まりです。 

 

■石版画の原理と基本的な制作工程                                                  

石版石の上にリトクレヨン等の油脂分が多い描画材で描画し、その後、版全面の化学的な製版処

理を行うと、描画した部分は水を弾いて油分を引き付ける親油性となり、描画していない部分は水

で濡らした時に湿った状態を保つ親水性となります。この相反する性質をもつ版面にローラーで油

性インクを盛ると、親水性の部分ではインクが弾かれ付着せず、親油性の部分のみにインクは盛ら

れます。このようにしてインクが盛られた版の上に紙を乗せ、プレス機で圧力をかけることで転写

します。 

 基本的な制作工程は次のとおり。 

１）石版表面の研磨 

 刷ったときにムラができるため、ほんのわずかな 

凹凸も許されない。 

２）砂目たて 

  作品に淡い色、濃い色などの諧調の幅を出したいときは、 

さらに石版表面に無数の突起（砂目）を立てる“砂目立て” 

とよばれる作業をする。 

３）石版に絵を描く（描画） 

使われるのは、リトクレヨンやロウをベースとした墨など 

油性の材料。 

４）石版に化学処理をする 

アラビアゴム水溶液と硝酸を石板の表面に塗る。 

→ 絵を描いたところの油分と硝酸が化学反応して脂肪酸に 

なる。 

→ この脂肪酸が石灰岩のカルシウムと化学反応して、絵を 

描いた部分が定着する。 

→ 絵が描かれていないところは、アラビアゴムが薄い膜と 

なり石版表面の突起や孔（あな）を被う。この皮膜は水を引き付ける親水性となる。 

▲研磨用の金盤と金剛砂 

▲描画用のリトクレヨン（右） 
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５）石版を洗浄する 

溶剤で描画部分の油を落とす。水でアラビアゴムを落とす 

（皮膜は流されない）。 

→ 絵を描いた部分が現れる。 

６）インクをつける 

  水で湿らせた石版の表面に、皮ローラーで油性インクを 

つける。 

 → 絵が描かれているところにはインクがつく。 

→ 絵が描かれていないところは親水性の膜に被われている 

ので油を拒絶しインクがつかない。 

７）プレス機で刷る 

 

白黒ではない多色リトグラフの場合は、色の数と同じだけの

版が必要です。つまり、15 色使う場合は 15 版必要になります。 

何色も色が重ねられるので明るくてカラフルな作品となり、

装飾性に優れ、油絵とは違った趣が楽しめるのが特徴です。 

 

 

■サインとエディション番号                                              

１つの作品で制作される部数は限られており、部数は通常作家側が決めます。50 部しか作らない

ものから 300 枚前後と様々です。刷り終了後は石版上のデッサンを消してしまいます。 

刷り上がった作品は一枚一枚出来具合がチェックされ、品質が保証されると作者自身がサインを

します。これは、その作品が作者自身の手で、あるいは作者の責任ある監修のもとで制作されたこ

とを証明するもので、ふつう画面右下の余白部に鉛筆で記入されます。 

エディション番号は、限定部数とそのうち何枚目に刷られたものかを示すもので、分母が作品の

限定数、分子が刷り番号です。ふつう画面左下の余白部に記入されます。番号の入った限定部数内

の作品は販売用で、その他に特定の記号を記入し、使用目的を決めていることが多くみられます。 

①A. P. Artist’s proof（英）の略。元来試し刷りの最終段階の意味。現在は作者が手許に

残し、親しい人に贈ったり時には販売したりする目的で使用される。限定部数の

10％程度の枚数が刷られる。 

 ②E. A. Epreuve dartiste（仏）の略。意味は A.P.と同じ。 

 ③B. A. T.  Bon a tirer（仏）の略。決定稿、本刷り用の見本の意。一部のみ存在し、作者か

工房が保管する。販売されることはない。 

なお、工房が制作した版画作品には一般的にその工房のマークが入れられます。これは工房の制

作責任を表すもので、通常用紙の右下隅に型押しの形で入っています。額装の状態ではマット紙に

隠れているため、人の目にとまることはありません。 

 

参考文献 

佐藤逸平編『リトグラフの技法（上巻）』 

武蔵野美術大学編『造形ファイル』「リトグラフ」 

▲インクを練る練り盤と様々な材料、道具 

▲プレス機のハンドルを回して刷る 
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■収蔵作品リスト

番号 作者名 作者ヨミガナ 作品名 縦 × 横 備考

1 相笠昌義 ｱｲｶﾞｻﾏｻﾖｼ スペインの少女 ５２ × ５１ cm 銅版画

2 相笠昌義 ｱｲｶﾞｻﾏｻﾖｼ マドリッドの子ども達・冬 ５１ × ６６ cm 銅版画

3 相笠昌義 ｱｲｶﾞｻﾏｻﾖｼ マドリッドの子ども達・夏 ５０ × ６０ cm 銅版画

4 相笠昌義 ｱｲｶﾞｻﾏｻﾖｼ 姉妹図 ４８ × ４０ cm 銅版画

5 相笠昌義 ｱｲｶﾞｻﾏｻﾖｼ たけくらべ ６６ × ５１ cm

6 A. ミュシャ 朝 ５５ × ７０ cm

7 池田遙邨 ｲｹﾀﾞﾖｳｿﾝ 風薫る ５８ × ８０ cm

8 池田遙邨 ｲｹﾀﾞﾖｳｿﾝ 夕映え ８０ × ６０ cm

9 石川忠一 ｲｼｶﾜﾁｭｳｲﾁ 牛 ５６ × ４５ cm

10 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 明けゆく里 ５７ × ７６ cm

11 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 滝（夏） ４５ × ５７ cm

12 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 滝（秋） ５７ × ７６ cm

13 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 牡丹と塔 ６３ × ７１ cm

14 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 耶馬渓（昼月）B.A.T ６３ × ８０ cm とう本

15 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 耶馬渓（昼月）E.A ６９ × ８０ cm 作者所有分

16 岩澤重夫 ｲﾜｻﾜｼｹﾞｵ 緑響 ６３ × ８０ cm

17 岩田正巳 ｲﾜﾀﾏｻﾐ 金太郎 ６４ × ５６ cm

18 岩田正巳 ｲﾜﾀﾏｻﾐ 鳥と花 ７１ × ６４ cm

19 岩田正巳 ｲﾜﾀﾏｻﾐ 花と鳥 ７５ × ６３ cm

20 岩田正巳 ｲﾜﾀﾏｻﾐ ばら ６３ × ５２ cm

21 岩橋英遠 ｲﾜﾊｼｴｲｴﾝ 鶴 ６７ × ７３ cm

22 上村淳之 ｳｴﾑﾗｱﾂｼ 桜 ６４ × ７１ cm

23 上村淳之 ｳｴﾑﾗｱﾂｼ すみれ ６４ × ７１ cm

24 上村淳之 ｳｴﾑﾗｱﾂｼ 那智（夏） ６９ × ６１ cm

25 上村松篁 ｳｴﾑﾗｼｮｳｺｳ 花鳥 ６１ × ７５ cm

26 上村松篁 ｳｴﾑﾗｼｮｳｺｳ 胡琴鳥 ６４ × ７１ cm

27 上村松篁 ｳｴﾑﾗｼｮｳｺｳ 春野 ６０ × ７３ cm

28 大島祥丘 ｵｵｼﾏｼｮｳｷｭｳ 富士 ６３ × ７１ cm

29 大島祥丘 ｵｵｼﾏｼｮｳｷｭｳ 牡丹 ６４ × ７１ cm

30 大島祥丘 ｵｵｼﾏｼｮｳｷｭｳ 舞い ７１ × ６４ cm

31 大津英敏 ｵｵﾂｴｲﾋﾞﾝ 海辺の少女 ７３ × ６６ cm

32 大森運夫 ｵｵﾓﾘｶｽﾞｵ 花影 ６４ × ７１ cm

33 大山忠作 ｵｵﾔﾏﾁｭｳｻｸ 鯉と紅葉 ５６ × ６４ cm

34 大山忠作 ｵｵﾔﾏﾁｭｳｻｸ 彩鯉 ６７ × ７８ cm

35 大山忠作 ｵｵﾔﾏﾁｭｳｻｸ 双鶴 ５４ × ６２ cm

36 岡　鹿之助 ｵｶｼｶﾉｽｹ 三色すみれとナナカマド ７１ × ６４ cm

37 岡　信孝 ｵｶﾉﾌﾞﾀｶ 実花図 ６２ × ７４ cm

38 岡　信孝 ｵｶﾉﾌﾞﾀｶ 神護寺の秋 ６４ × ７１ cm

39 奥村土牛 ｵｸﾑﾗﾄｷﾞｭｳ 鯉 ６３ × ８０ cm

40 奥村土牛 ｵｸﾑﾗﾄｷﾞｭｳ 富士 ６４ × ７１ cm

41 落田洋子 ｵﾁﾀﾞﾖｳｺ 猫 ５６ × ４５ cm 銅版画

42 小山　硬 ｵﾔﾏｶﾀｼ 安達ヶ原 ３７ × ４５ cm

43 小山　硬 ｵﾔﾏｶﾀｼ 海鵜 ３７ × ４５ cm

44 小山　硬 ｵﾔﾏｶﾀｼ 孔雀 ５７ × ７６ cm

45 小山　硬 ｵﾔﾏｶﾀｼ 富士１ ６７ × ７８ cm

46 小山　硬 ｵﾔﾏｶﾀｼ 富士２ ３７ × ４５ cm

47 加倉井和夫 ｶｸﾗｲｶｽﾞｵ うるわしき佳き日 ７１ × ８６ cm
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番号 作者名 作者ヨミガナ 作品名 縦× 横 備考

48 加倉井和夫 ｶｸﾗｲｶｽﾞｵ 奏鳥 ５６×６６ cm

49 加倉井和夫 ｶｸﾗｲｶｽﾞｵ 麗日 ５６×６６ cm

50 笠井誠一 ｶｻｲｾｲｲﾁ ウニと積木 ４８×６０ cm

51 笠井誠一 ｶｻｲｾｲｲﾁ コマとザボン ４８×６４ cm

52 笠井誠一 ｶｻｲｾｲｲﾁ てつせん ６２×５２ cm 銅版画

53 笠井誠一 ｶｻｲｾｲｲﾁ 花と水差し ９１×７１ cm

54 堅山南風 ｶﾀﾔﾏﾅﾝﾌﾟｳ 富士と梅 ５７×４６ cm

55 加藤東一 ｶﾄｳﾄｳｲﾁ 蘇州 ４５×５８ cm

56 下保　昭 ｶﾎｱｷﾗ 静響 ７１×６４ cm

57 下保　昭 ｶﾎｱｷﾗ 池畔 ６３×７７ cm

58 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 寒牡丹Ⅰ ８８×６９ cm

59 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 寒牡丹Ⅱ ７９×６４ cm

60 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 花と鳥（夏）１ ６３×７６ cm

61 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 花と鳥（夏）２ ６８×８０ cm

62 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 花と鳥（秋） ６５×７７ cm

63 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 藤Ⅰ ７９×６４ cm

64 川島睦郎 ｶﾜｼﾏﾑﾂﾛｳ 藤Ⅱ ８０×６８ cm

65 絹谷幸二 ｷﾇﾀﾆｺｳｼﾞ 顔 ６６×５８ cm

66 絹谷幸二 ｷﾇﾀﾆｺｳｼﾞ 太陽 ５８×６６ cm

67 木村圭吾 ｷﾑﾗｹｲｺﾞ かがり火 ７８×６７ cm

68 久保嶺爾 ｸﾎﾞﾚｲｼﾞ 風景（水と森） ６３×８１ cm

69 久保嶺爾 ｸﾎﾞﾚｲｼﾞ 水に映る樹林 ６３×８１ cm

70 古賀春江 ｺｶﾞﾊﾙｴ 動物 ５１×６１ cm

71 古賀春江 ｺｶﾞﾊﾙｴ 船のある風景 ５１×６６ cm

72 小島俊男 ｺｼﾞﾏﾄｼｵ バレリーナ ７８×６０ cm

73 小杉小二郎 ｺｽｷﾞｺｼﾞﾛｳ 果物 ４５×５６ cm

74 小杉小二郎 ｺｽｷﾞｺｼﾞﾛｳ 花 ５６×４５ cm

75 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 延暦寺根本中堂 ５６×６４ cm

76 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 金閣寺 ４５×７５ cm

77 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 早春富士 ６７×８２ cm

78 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 塔映四季（春） ５３×６２ cm

79 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 塔映四季（夏） ５３×６２ cm

80 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 塔映四季（秋） ５４×６２ cm

81 後藤純男 ｺﾞﾄｳｽﾐｵ 塔映四季（冬） ６４×７１ cm

82 小林和作 ｺﾊﾞﾔｼﾜｻｸ 富士 ６８×８８ cm

83 小山敬三 ｺﾔﾏｹｲｿﾞｳ 紅浅間 ７７×７１ cm

84 斉藤真一 ｻｲﾄｳｼﾝｲﾁ 瞽女日記 ７１×６４ cm 銅版画

85 斉藤真一 ｻｲﾄｳｼﾝｲﾁ 瞽女 ５６×６６ cm 銅版画

86 斉藤真一 ｻｲﾄｳｼﾝｲﾁ 遊女 ５６×６６ cm 銅版画

87 塩出英雄 ｼｵﾃﾞﾋﾃﾞｵ 鞆の浦 ５６×６６ cm

88 芝田米三 ｼﾊﾞﾀﾖﾈｿﾞｳ 婦人像 ７４×６６ cm

89 下田義寛 ｼﾓﾀﾞﾖｼﾋﾛ 蒼空 ６８×５８ cm

90 下田義寛 ｼﾓﾀﾞﾖｼﾋﾛ 鹿Ⅰ ６８×５９ cm

91 下田義寛 ｼﾓﾀﾞﾖｼﾋﾛ 鹿Ⅱ ６８×５８ cm

92 下田義寛 ｼﾓﾀﾞﾖｼﾋﾛ 渓 ７１×６３ cm

93 進藤　蕃 ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞﾝ 桜島Ⅰ ６０×４８ cm

94 進藤　蕃 ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞﾝ 桜島Ⅱ ６０×４８ cm

95 杉本健吉 ｽｷﾞﾓﾄｹﾝｷﾁ 仏像 ４８×４５ cm
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96 鈴木竹柏 ｽｽﾞｷﾁｸﾊｸ 春霞 ５５ × ６７ cm

97 関口正男 ｾｷｸﾞﾁﾏｻｵ 音声菩薩 ７２ × ６２ cm

98 関口正男 ｾｷｸﾞﾁﾏｻｵ 菊 ７４ × ６５ cm

99 関口雄揮 ｾｷｸﾞﾁﾕｳｷ 秋の川 ７６ × ５７ cm

100 関口雄揮 ｾｷｸﾞﾁﾕｳｷ 霧の道 ５０ × ６５ cm

101 関口雄揮 ｾｷｸﾞﾁﾕｳｷ 雪景 ６４ × ７１ cm

102 千住　博 ｾﾝｼﾞｭﾋﾛｼ 風景 ６３ × ８０ cm

103 鷹山宇一 ﾀｶﾔﾏｳｲﾁ 花 ６０ × ４８ cm 銅版画

104 滝沢具幸 ﾀｷｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ オベリスクⅠ ６７ × ７８ cm

105 滝沢具幸 ﾀｷｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ オベリスクⅡ ６７ × ７８ cm

106 滝沢具幸 ﾀｷｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ 月 ５６ × ６４ cm

107 滝沢具幸 ﾀｷｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ 花 ５６ × ６３ cm

108 滝沢具幸 ﾀｷｻﾞﾜﾄﾓﾕｷ 雪 ６６ × ７４ cm

109 武田範芳 ﾀｹﾀﾞﾉﾘﾖｼ 南仏の風景 ６６ × ５１ cm

110 武田範芳 ﾀｹﾀﾞﾉﾘﾖｼ ピエロたち ４１ × ５２ cm

111 田辺和郎 ﾀﾅﾍﾞｶｽﾞﾛｳ Ⅰ ７１ × ６４ cm 銅版画

112 田辺和郎 ﾀﾅﾍﾞｶｽﾞﾛｳ Ⅱ ５２ × ４１ cm 銅版画

113 田辺和郎 ﾀﾅﾍﾞｶｽﾞﾛｳ Ⅲ ５２ × ４１ cm 銅版画

114 田村孝之助 ﾀﾑﾗｺｳﾉｽｹ フランス人形 ６６ × ５１ cm

115 土屋礼一 ﾂﾁﾔﾚｲｲﾁ 駒ヶ岳 ６７ × ７８ cm

116 Ｒ. デュフィ 室内 ７４ × ６６ cm

117 東郷青児 ﾄｳｺﾞｳｾｲｼﾞ 女性像Ⅰ ６４ × ５６ cm

118 東郷青児 ﾄｳｺﾞｳｾｲｼﾞ 女性像Ⅱ ６４ × ５６ cm

119 東郷青児 ﾄｳｺﾞｳｾｲｼﾞ 女性像Ⅲ ６４ × ５６ cm

120 堂本元次 ﾄﾞｳﾓﾄﾓﾄﾂｸﾞ バラ ６５ × ７７ cm

121 徳岡神泉 ﾄｸｵｶｼﾝｾﾝ 柳 ５７ × ７６ cm

122 永井一正 ﾅｶﾞｲｶｽﾞﾏｻ グラデーション ６３ × ６１ cm

123 中川一政 ﾅｶｶﾞﾜｶｽﾞﾏｻ 馬上の火 ７０ × ５６ cm

124 中島千波 ﾅｶｼﾞﾏﾁﾅﾐ 夜桜 ７６ × ５７ cm

125 中畑艸人 ﾅｶﾊﾀｿｳｼﾞﾝ 春光 ６７ × ６３ cm

126 中村岳陵 ﾅｶﾑﾗｶﾞｸﾘｮｳ 紅白梅 ５８ × ７６ cm

127 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 赤い衣装の婦人 ６６ × ５８ cm

128 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 運河の風景 ５８ × ７８ cm

129 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 白い衣装の婦人 ６６ × ５１ cm 銅版画

130 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 大運河の風景 ６０ × ７８ cm

131 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ ドウオーモの見える風景 ６０ × ７８ cm

132 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 読書する婦人 ４８ × ４０ cm

133 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 花飾りの帽子の女性 ６０ × ４８ cm

134 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ パンジーの静物 ５１ × ６６ cm

135 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ ブールージュの風景 ４８ × ６０ cm

136 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 婦人像1 ６６ × ７３ cm

137 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 婦人像2 ７８ × ６０ cm

138 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ フランス人形 ６６ × ５８ cm

139 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ ベニス風景 ５９ × ６６ cm

140 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 帽子をかぶった婦人１ ７４ × ６６ cm

141 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 帽子をかぶった婦人２ ７８ × ６０ cm

142 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ ほおづえの女性 ６１ × ５２ cm

143 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 緑の布の静物 ６０ × ７８ cm

-19-



番号 作者名 作者ヨミガナ 作品名 縦× 横 備考

144 中村清治 ﾅｶﾑﾗｾｲｼﾞ 洋梨等のある静物 ７８×６０ cm

145 西村龍介 ﾆｼﾑﾗﾘｭｳｽｹ 城 ５５×６４ cm

146 西村龍介 ﾆｼﾑﾗﾘｭｳｽｹ 静日 ７２×９０ cm

147 西村龍介 ﾆｼﾑﾗﾘｭｳｽｹ 城と花 ７３×６６ cm

148 野々内良樹 ﾉﾉｳﾁﾖｼｷ おしどり ５０×５９ cm

149 橋本明治 ﾊｼﾓﾄﾒｲｼﾞ インコ（扇面） ５２×６９ cm

150 橋本明治 ﾊｼﾓﾄﾒｲｼﾞ 夏座敷 ７１×５４ cm

151 橋本明治 ﾊｼﾓﾄﾒｲｼﾞ 舞妓１ ６７×５２ cm

152 橋本明治 ﾊｼﾓﾄﾒｲｼﾞ 舞妓２ ７１×６４ cm

153 長谷部日出男 ﾊｾﾍﾞﾋﾃﾞｵ 家路 ８８×６９ cm

154 長谷部日出男 ﾊｾﾍﾞﾋﾃﾞｵ インド女性座像 ８２×６４ cm

155 長谷部日出男 ﾊｾﾍﾞﾋﾃﾞｵ タール沙漠の女 ７８×６７ cm

156 服部正一郎 ﾊｯﾄﾘｼｮｳｲﾁﾛｳ 風景（山） ７３×８２ cm

157 服部正一郎 ﾊｯﾄﾘｼｮｳｲﾁﾛｳ 水郷 ７２×８２ cm

158 濱田昇児 ﾊﾏﾀﾞｼｮｳｼﾞ 樹林 ６３×７４ cm

159 濱田昇児 ﾊﾏﾀﾞｼｮｳｼﾞ 風景 ６４×７１ cm

160 平山郁夫 ﾋﾗﾔﾏｲｸｵ 室生寺の塔 ７０×６３ cm

161 深沢邦朗 ﾌｶｻﾞﾜｸﾆﾛｳ 少女（横向き） ６６×５８ cm

162 深沢邦朗 ﾌｶｻﾞﾜｸﾆﾛｳ 少女（正面） ７４×６６ cm

163 深沢紅子 ﾌｶｻﾞﾜｺｳｺ 田植え ６６×５９ cm

164 深沢紅子 ﾌｶｻﾞﾜｺｳｺ 花 ６６×５８ cm

165 福岡通男 ﾌｸｵｶﾐﾁｵ 楽士 ６０×４８ cm

166 藤井　勉 ﾌｼﾞｲﾂﾄﾑ 時の鏡（前髪） ９０×７１ cm

167 藤井　勉 ﾌｼﾞｲﾂﾄﾑ 時の鏡（湖） ６６×５１ cm

168 藤井　勉 ﾌｼﾞｲﾂﾄﾑ 時の鏡（ひなげし） ６１×５１ cm

169 藤井　勉 ﾌｼﾞｲﾂﾄﾑ 時の鏡（誕生日） ６６×５１ cm

170 舟越保武 ﾌﾅｺｼﾔｽﾀｹ パンセⅠ ９１×７１ cm

171 舟越保武 ﾌﾅｺｼﾔｽﾀｹ パンセⅡ ９１×７１ cm

172 星　守雄 ﾎｼﾓﾘｵ 海辺の人々 ６０×４８ cm

173 松尾敏男 ﾏﾂｵﾄｼｵ 寒牡丹 ５６×６４ cm

174 松尾敏男 ﾏﾂｵﾄｼｵ 桜 ５６×６４ cm

175 松尾敏男 ﾏﾂｵﾄｼｵ 墨牡丹 ６２×７５ cm

176 松尾敏男 ﾏﾂｵﾄｼｵ 牡丹と鳥 ６４×７１ cm

177 松本高明 ﾏﾂﾓﾄﾀｶｱｷ 紅白梅 ５８×４５ cm

178 三谷十糸子 ﾐﾀﾆﾄｼｺ 牡丹 ５０×６０ cm

179 室井東志生 ﾑﾛｲﾄｼｵ 佳日（舞妓） ８６×５９ cm

180 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桜花女人Ａ ７５×６２ cm

181 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桜花女人Ｂ ７５×６２ cm

182 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 大原女 ８２×６６ cm

183 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 大原女（洛北おとめ） １１４×７２ cm

184 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 大原女（秋晴れ） ６０×４８ cm

185 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 大原女（山ぶどう） ５６×６４ cm

186 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ オリオン（冬） ６４×５６ cm

187 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桔梗 ５５×６２ cm

188 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 喜久Ⅰ ９９×６４ cm

189 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 喜久Ⅱ ９９×６４ cm

190 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 菊持ちおとめ ８２×５９ cm

191 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 清姫 ７０×６１ cm

-20-



番号 作者名 作者ヨミガナ 作品名 縦 × 横 備考

192 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ りんどう女人 ７７ × ５７ cm

193 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 献花（紅白梅） ５５ × ６２ cm

194 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 立美人（枝垂桜文様） １００ × ６５ cm

195 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桜吹雪Ⅰ ６３ × ５３ cm

196 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桜吹雪Ⅱ ６４ × ５６ cm

197 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桜文桃山おとめⅠ ９９ × ６４ cm

198 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 春装Ａ ６２ × ５３ cm

199 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 聖観音像 ９０ × ５１ cm

200 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 桜文桃山おとめⅡ ９９ × ６４ cm

201 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 立美人Ⅱ ９６ × ５８ cm

202 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 立美人Ⅲ ９６ × ５８ cm

203 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 立美人（八橋紋様） １００ × ６５ cm

204 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 龍田川（秋） ７５ × ６２ cm

205 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 龍田川（立像） ７０ × ６１ cm

206 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 夏 ４５ × ５７ cm

207 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 如意輪観音像 ７６ × ５８ cm

208 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 野分Ａ ６９ × ８１ cm

209 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 花 ５４ × ６２ cm

210 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 般若心経 ５８ × ７６ cm

211 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 舞い子（弥生）Ⅰ ６３ × ５３ cm

212 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 舞い子（弥生）Ⅱ ６３ × ５３ cm

213 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 舞い子（黒） ７６ × ５７ cm 銅版画

214 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 舞い子（橋） ７６ × ６２ cm 銅版画

215 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 舞い子（弥生）Ⅲ ６４ × ５６ cm 銅版画

216 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 遊楽図Ⅰ ７６ × ５８ cm

217 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 遊楽図Ⅱ ６９ × ５６ cm

218 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 遊楽図Ａ ６４ × ５６ cm

219 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 遊楽図Ｂ ６４ × ５６ cm

220 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 雪国より ５５ × ６２ cm

221 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北おとめ（車文様） ７２ × ６１ cm 銅版画

222 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北少女（Ａ・波） ４４ × ５１ cm

223 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北少女（椿） ７６ × ５７ cm

224 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 慶長おとめ ６６ × ５３ cm

225 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北少女（Ｃ・桜） ４４ × ５１ cm

226 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北少女（Ｄ・桔梗） ４４ × ５１ cm

227 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北少女（黒） ７６ × ５７ cm 銅版画

228 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 洛北少女（そよ風） ６４ × ５６ cm

229 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 大原女・梅（Ｂ） ６２ × ５３ cm

230 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 裸婦（正面） ４６ × ３８ cm 銅版画

231 森田曠平 ﾓﾘﾀｺｳﾍｲ 裸婦（背面） ４６ × ３８ cm 銅版画

232 安井曽太郎 ﾔｽｲｿｳﾀﾛｳ ばら ７９ × ６７ cm

233 山口蓬春 ﾔﾏｸﾞﾁﾎｳｼｭﾝ 菊 ５８ × ７６ cm

234 山羽斌士 ﾔﾏﾊﾞﾋﾄｼ 冬 ４８ × ６０ cm

235 米陀　寛 ﾖﾈﾀﾞｶﾝ 鮎 ５５ × ６６ cm

236 米陀　寛 ﾖﾈﾀﾞｶﾝ 牛 ５５ × ６０ cm

237 Ｂ. ワイルドスミス 水牛 ７６ × ５８ cm

238 渡辺達正 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀﾂﾏｻ 花 ６０ × ４９ cm 銅版画

※本目録で掲載している作品名は赤川勲氏が命名したものであり、実際の作品名と異なる場合があります。
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