
1 ● 書海社 石橋聖峰 高青邱詩七言古詩二首 高青邱 2015 屛風 各240×90 作家蔵

2  書海社 石橋聖峰 
古風五十九首其二十六

    他三首 
李白 2015 額装 各228×53 作家蔵

3 ● 書海社 二神綾雲 秋胡詩 「文選（詩篇）」顔延年 2015 軸装 各220×45 作家蔵

4  書海社 二神綾雲 白楽天詩 「白氏文集」白楽天 2015 額装 各270×60 作家蔵

5 ● 貞香会 杉戸泰岳 蘇軾詩 蘇軾 2015 パネル 266.7×559.5 作家蔵

6 ● 書壇院 桑山戯魚 嬌女詩 左思 2015 パネル 273×637.1 

7 ● 書壇院 細田秋僊 劉禹錫詩 劉禹錫 2015 パネル 各272.1×64.8 作家蔵

8 ● 謙慎書道会 秋山和也 雪月花 
藤原定家、道元、

     紀貫之 
2015 パネル 318.2×636.4 作家蔵

9 ● 謙慎書道会 岡野楠亭 雲従龍風従虎  2015 額装／篆刻 各46.7×70 作家蔵

10  謙慎書道会 岡野楠亭 近業八顆  2015 額装 70×135 作家蔵

11  謙慎書道会 岡野楠亭 詩経語三種  2015 額装 135×70 作家蔵

12  謙慎書道会 岡野楠亭 陶印二種  2015 額装 120×60 作家蔵

13 ● 謙慎書道会 鹿倉碩齋 祥光顯　法雨興  2015 額装 各237.9×75.2 作家蔵

14  謙慎書道会 鹿倉碩齋 魏徴詩 魏徴 2015 パネル 各90×445 作家蔵

15  謙慎書道会 鹿倉碩齋 盛徳  2015 軸装 180×90 作家蔵

16 ● 謙慎書道会 宮本耕成 秋風引 劉禹錫 2015 パネル 363.2×609.1 作家蔵

17  謙慎書道会 宮本耕成 霊機 「拝南郊頌序」王勃 2014 額装 163×74 作家蔵

18 ● 朝聞書会 生駒蘭  王漁洋詩 王漁洋 2015 パネル 各272.7×85.2 作家蔵

19 ● 日本書道美術院 石川昇玉 おくのほそ道 松尾芭蕉 2015 パネル 71×114他／各35×552 作家蔵

20 ● 日本書道美術院 内田泊雨 首春思歸 周立勳 2015 額装 各294×53 作家蔵

21  日本書道美術院 内田泊雨 田家雑興 謝淞洲 2015 額装 178×290 作家蔵

22  日本書道美術院 大八木耕一 竹 萩原朔太郎 2015 パネル 330×79

23 ● 日本書道美術院 大八木耕一 雪に立つ竹 北原白秋 2015 パネル 179×572

24 ● 書道芸術院 名越蒼竹 白楽天詩自述 白楽天 2015 パネル 359.5×608.8 作家蔵

25 ● 書道芸術院 勝山初美 春のくる 「千載和歌集」 2015 パネル 
92.4×228.8 ／

        53×228.8 
作家蔵

26  書道芸術院 勝山初美 夕昏れて 飯田蛇笏 2015 パネル 各230×53 作家蔵

27  書道芸術院 倉林紅瑤 羅による  2015 パネル 242×272

28 ● 書道芸術院 倉林紅瑤 瑤春  2015 パネル 242×334

29 ● 奎星会 田鹿碩峰 Dark Matter 2  2015 パネル 各60×60 作家蔵

30 ● 奎星会 眞鍋智浩 IMAGE 2016 “capriccioso” 2015 パネル 400×710 個人蔵

31 ● 書星会 髙橋心行 魏詩 曹植 2015 額装 282.4×451.5

32 ● 書星会 原田彩翠 査愼行詩 査愼行 2014 額装 各288.5×80 作家蔵

33 ● 書星会 田中恵康 李渉詩 李渉 2015 額装 193.3×358.8

34  書星会 田中恵康 玄遠  2015 額装 293×173

35 ● 現日会 高橋八恵子 金槐集―海の歌
 「金槐和歌集」

     源 実朝 
2015 額装 181.8×454.5 作家蔵

36  現日会 高橋八恵子 金槐集―山の歌
 「金槐和歌集」

     源 実朝 
2015 額装 340×140 作家蔵

37 ● 現日会 今井香子 山川草木  2015 パネル 267×384 

38  現日会 今井香子 三月の麦草峠にて 自詠 2015 パネル 276×140

39 ● 藍筍会 東　翠香 月の兎 良寛 2015 パネル 各57×247 作家蔵

40  藍筍会 東　翠香 
おくの細道より

    金沢の吟 
松尾芭蕉 2015 屛風 各224×53 作家蔵

41  藍筍会 和田朱美 鶯 「山家集」西行 2015 パネル 各170×53

42 ● 藍筍会 和田朱美 梅
 「古今和歌集」 他

     紀貫之 他 
2015 パネル 径46他

43 ● 日本書作院 小林千早 岑參詩 岑參 2015 パネル 303×636.4 作家蔵

44 ● 日本書作院 川野邉泰雲 夏目漱石詩 夏目漱石 2015 パネル 294.5×635.2 作家蔵

45 ● 創玄書道会 大多和玉祥 雪 
「生ひ立ちの歌」

     中原中也 
2015 パネル 268.3×628.8 作家蔵

46 ● 創玄書道会 熊谷咸集 鑿破  2015 パネル 275.6×626.1 作家蔵

47 ● 創玄書道会 小林融之 
銀河を使って

    發電所もつくれ 
「春と修羅」宮澤賢治 2015 パネル 301×676.1 作家蔵

48 ● 創玄書道会 藤巻昭二 秋興四首 杜甫 2015 パネル 各68.6×669.8 作家蔵

49 ● 独立書人団 池谷天外 凌駕 ～大自然へのオマージュⅡ～ 2015 パネル 363.6×666.6

50 ● 独立書人団 松尾　治 雲巘  2015 額装 306×649

51 ● 玄潮会 入江孝至 月西渡 Ⅰ 「万葉集」柿本人麻呂 2015 パネル 180×386 作家蔵

52  玄潮会 入江孝至 月西渡 Ⅱ 「万葉集」柿本人麻呂 2015 額装 270×70 作家蔵

53  玄潮会 入江孝至 月西渡 Ⅲ 「万葉集」柿本人麻呂 2015 
（52と53は合装）

 270×45 作家蔵

54  日本刻字協会 倉澤昂雲 「桃夭」の詩句 「詩経」 2015 刻字 135×420×2.4 作家蔵

55 ● 日本刻字協会 倉澤昂雲 眉壽萬年  2015 刻字 195.4×136.6×2.7 作家蔵

56 ● 日本刻字協会 渡辺繡香 五言二句 梅堯臣 2015 刻字 241×90×5 作家蔵

57  日本刻字協会 渡辺繡香 遊香港 「壷中大夢」渡邉寒鷗 2015 刻字 90×480×5 作家蔵

58 ● 書道一元會 小林峯烟 
田邉古邨著

    「書の基本」の一節 
「書の基本」田邉古邨 2015 パネル 各240×70 作家蔵

59  書道一元會 小林峯烟 李白詩 李白 2015 パネル 各240×70 作家蔵

60 ● 東洋書芸院 西川万里 月  2015 パネル 372×273.6 作家蔵

61  東洋書芸院 西川万里 波  2015 パネル 286×350 作家蔵

凡例
• 出品番号は、会場内のキャプション番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
• 出品番号に「●」が付してあるものは、展覧会図録に図版が掲載されている作品です。
• 会場内でのフラッシュを使用した写真撮影、模写、鉛筆以外の筆記用具のご使用はご遠慮ください。

出品目録

出品
番号 所属団体名 作家名 作品名 出典・詩人名など 制作年 形状 寸法（縦×横×厚）㎝ 所蔵

出品
番号 所属団体名 作家名 作品名 出典・詩人名など 制作年 形状 寸法（縦×横×厚）㎝ 所蔵


