
1　購入作品

NO. 作家名 作品名

1 阿部　展也 （作品）

2 阿部　展也 ONCE UPON A PLANET

3 阿部　展也 ROSIGNANO SOLVAY

4 阿部　展也 （作品）

5 阿部　展也 New York

6 阿部　展也 R-16-ROMA

7 阿部　展也 1969 Roma

8 阿部　展也 R-2

9 ベン･シャーン ペンを持つ手

2　寄贈作品

NO. 作家名 作品名

1 佐藤　哲三 少女

2 西脇　順三郎 男の顔

3 熊谷　喜代治 若い男

4 熊谷　喜代治 ハイビスカス

1　寄贈作品　

NO. 作家名 作品名

1 小島　丹漾 舗

2 小島　悦子 祭りの夜（イギリス）

3 村山　陽 造る

4 箱田　努 金彩・花

5 髙井　進 景徳鎮白磁大壺

6 小山　光秀 乾漆盛器
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2　管理換作品　

NO. 作家名 作品名

1 小林　トシイ はれ間

2 高間　惣七 風景

3 三冨　與一 岩室の秋

4 三冨　與一 作品名不詳（果物とナイフ）

5 三冨　與一 作品名不詳（裸婦）
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6 三冨　與一 きく

7 三冨　與一 雁来紅

8 三冨　與一 山百合

9 三冨　與一 苺

10 三冨　與一 金魚

11 三冨　與一 五月の鯉

12 小野　忠重 時計台　ザゴルスク鐘楼　



NO. 作家名 作品名

1 荒井　寛方 聖徳太子講経図

2 荒木　十畝 秋草小禽之図

3 池上　秀畝 芙蓉翡翠図

4 岡田　半江 水墨山水図

5 堅山　南風 朱葉小禽

6 狩野　栄川院（典信） 福禄寿・松・竹

7 狩野　古永徳 花車唐子遊

8 狩野　梅笑 探幽屏風之巻

9 狩野　梅笑・東東洋 松に福禄寿

10 川合　玉堂 水郷

11 顔輝　秋月 圓窓釈迦像

12 岸浪　柳渓 霜 騎行之図

13 木村　武山 春秋（山桜之鷹（紅葉小禽）

14 熊谷　直彦 雨中山水図　高士観瀑図

15 小林群鳳 聖徳太子像

16 小堀　鞆音 濱主舞長寿楽図

17 小室　翠雲 青緑秋景高遠山水図

18 小室　翠雲 青緑柳桃山水図

19 郷倉　千靭 尾長鳥

20 酒井　抱一 水仙

21 酒井　三良 けし

22 下村　観山 風竹図

23 下村　観山 虹

24 高島　北海 雪景山水

25 竹内　栖鳳 喜雀（三羽）

26 谷　文晁 楽山先生黄花胡蝶図

27 津端　道彦 桜下武者

28 寺崎廣業　邨田丹陵 二龍寶喜

29 堂本　印象 水墨、白雲渓流

30 橋本　関雪 菊慈童図

31 橋本　関雪 秋江帆影図

32 橋本　雅邦 山水図

33 橋本　雅邦 烟雨帰漁図

34 榛間　鉄蕉 米嚢易法其景山水

35 菱田　春草 春晴

36 松林　桂月 松図

37 松本　姿水 秋草

38 水田　竹圃 松竹幽居

39 安田　半圃 米山雨

40 横山　大観 達磨

41 横山　大観 月下訪友

42 吉田　公均 鹿図

43 渡辺　小華 倣惲寿平之図

44 不詳 洛中洛外図屏風
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NO. 作家名 作品名

1 阿達　祥山 舞葡萄紫檀 菓子盆

2 阿達　祥山 美欄柱立莨盆

3 板谷　波山 裂文青磁香炉

4 井高　帰山 紅梅香炉

5 市橋　鷺山 一輪生

6 大垣　昌訓 吉野檜　面々盆

7 大垣　昌訓 菓子盆（利休形　菓子盆）

8 大垣　昌訓 唐草蒔絵腰高名々盆

9 大垣　昌訓 金欄手蒔絵茶托

10 大垣　昌訓 黒無地呂色　高震台

11 大垣　昌訓 羽蒔絵盆付巻莨入

12 大垣　昌訓 喜禮　蒔絵銚子

13 香取　秀真 灰落

14 河合　卯之助 四耳香炉

14 河合　卯之助 赤絵番茶器

16 北原　千鹿 鳥魚銅印紐

17 北原　千鹿 夏草文金彩花瓶

18 清水　六兵衛（五代） 紅梅番茶器

19 清水　六兵衛（五代） 大禮磁　牡若鉢

20 小森　均 山茶窯　赤絵煙草セット

21 酒井田　柿右衛門（十二代） 鳳凰画襖引手

22 酒井田　柿右衛門（十二代） 太白　福穂浮上香炉

23 酒井田　柿右衛門（十二代） 染錦地紋松竹梅重八角菓子器

24 酒井田　柿右衛門（十二代） 染錦柿形香合

25 酒井田　柿右衛門（十二代） 柿形香合

26 小畑　秀吉（十二代柿右衛門作） 蜂之巣香合

27 酒井田　柿右衛門（十二代） 寿老人置物

28 酒井田　柿右衛門（十二代） 火入

29 諏訪　蘇山 青磁香炉

30 諏訪　蘇山 桃香合

31 諏訪　蘇山 青磁鳳凰耳花瓶

32 諏訪　蘇山 青磁達磨大師像

33 諏訪　蘇山 五彩孟

34 高橋信治 御巻葉入

35 四代　玉川　覚平 金古色鎚目模様槌起製　菓子器

36 中田　龍山堂 徳利

37 名越　弥五郎（家昌） 班紫銅　宝珠形鉄瓶　宝徳釣

38 名越　弥五郎（家昌） 徳川将軍御手元仕写　村恭銅水甕

39 名越　弥五郎（家昌） 靏首形銀急須

40 藤田　美山 湯呑み

41 本間　琢斎（初代） 斑紫銅花籠岩竹水注

42 本間　琢斎（初代） 茶托

43 真葛　香山 青磁釉玉取獅子摘香炉

44 真葛　香山 徳利

45 宮崎　寒雉 尻張鉄瓶　象嵌釣
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46 崋山 鴛鴦置物

47 碧斎 常山焼　茶葉釉寿紋象山吹

48 不詳 唐物青貝丸香卓

49 不詳 すずり箱（推朱　硯箱）

50 不詳 新潟漆器　竹塗菓子器（大野屋）

51 不詳 蕎麥香炉

52 不詳 梨子地蒔絵御硯　初音

53 不詳 仙台玉虫塗り工芸品

54 不詳 乾也黄釉御香炉

55 不詳 神式　黄葉木卓

56 不詳 蒔絵　弁当箱

57 不詳 初音梨子地蒔絵　御文臺

58 不詳 蒔絵　高台　菓子器

59 不詳 蒔絵　日之出鶴名刺入

60 資料 杯洗

61 資料 急須

62 資料 「中近東　土製」と記載有　　資料

63 資料 色絵草花絵銘々皿

64 資料 高鳥博関係資料

NO. 作家名 作品名

1 高村　光雲 聖観世音菩薩尊像

2 内藤　伸 木彫太子

3 不詳 木彫面（大和法隆寺）

NO. 作家名 作品名

1 新井　石禅 仏語

2 伊藤　博文 書

3 上村　彦之丞 日本海之戦

4 佐久間　象山 初秋七絶三行

5 高崎　正風 和歌

6 乃木　希典 凱旋之詩

7 橋本　独山 漢詩　　七言絶句

高鳥博コレクション寄贈目録（書7点）

高鳥博コレクション寄贈目録（彫刻3点）


