
1	 ⃝	 書海社	 長谷部絳雪	 「謫居三適」	 蘇東坡	 2014	 額装	 各226×80	 作家蔵

2	 	 書海社	 長谷部絳雪	 七言二句	 「米葊墨場必携」	 2014	 軸装	 各205×45	 作家蔵

3	 	 書海社	 長谷部絳雪	 「戯子由」	 蘇東坡	 2014	 額装	 各196×77	 作家蔵

4	 ⃝	 書海社	 溝口瑶漣
	 將之吳越留別

	 	 	 	 坐中文酒諸侶	
李群玉	 2014	 額装	 各210×90	 作家蔵

5	 	 書海社	 溝口瑶漣	
与高適薛拠同

	 	 	 	 登慈恩寺浮図
	 岑参	 2014	 軸装	 242×90	 作家蔵

6	 	 書海社	 溝口瑶漣	 過山家	 高啓	 2014	 額装	 90×240	 作家蔵

7	 	 貞香会	 根本泰邱	 高青邱詩	 高青邱	 2014	 額装	 各280×60	 作家蔵

8	 ⃝	 貞香会	 根本泰邱	 七言二句	 	 2014	 パネル	 各273.2×70.3	 作家蔵

9	 ⃝	 書壇院	 丸川瑞江	 白樂天詩三首	 白樂天	 2014	 パネル	 258.5×537	 作家蔵

10	 ⃝	 書壇院	 片野錦秋	 高青邱詩	 高青邱	 2014	 パネル	 各269.8×105.3	 作家蔵

11	 ⃝	 謙慎書道会	 梶山盛涛	 許璣詩	 許璣	 2014	 パネル	 各237.8×161.5	 作家蔵

12	 ⃝	 謙慎書道会	 鈴木赫鳳	 長恨歌	 白樂天	 2014	 軸装	 各300.5×90	 作家蔵

13	 ⃝	 謙慎書道会	 平形精逸	 楚辞一節	 	 2014	 パネル	 各300×45	 作家蔵

14	 	 謙慎書道会	 松尾光晴	 王少伯詩	 王昌齢	 2014	 額装	 97×172

15	 ⃝	 謙慎書道会	 松尾光晴	 張若虚詩之一節	 張若虚	 2014	 パネル	 各234.4×79.5

16	 	 謙慎書道会	 松尾光晴	 盛德	 「史記」老子韓非列傳	 2014	 額装	 97×172

17	 ⃝	 朝聞書会	 齊藤恭平	 雲龍風虎	 	 2014	 パネル	 298.5×355.7

18	 	 朝聞書会	 齊藤恭平	 風神・雷神	 	 2014	 額装	 各240×120

19	 ⃝	 日本書道美術院	 浅田聖子	 驚天動地の時	 千家元麿	 2014	 軸装	 390×690	 作家蔵

20	 ⃝	 日本書道美術院	 佐野玉帆	 仮名序より	 「古今和歌集」	 2014	 パネル	 各240×75

21	 ⃝	 日本書道美術院	 木島永竣	 詠懐詩　七首	 阮籍	 2014	 パネル	 各90×360

22	 	 日本書道美術院	 木島永竣	 堅則毀	 「荘子」荘周	 2014	 パネル	 240×240

23	 ⃝	 書道芸術院	 川島舟錦	 山月	 	 2014	 パネル	 382.1×359.6	 作家蔵

24	 	 書道芸術院	 川島舟錦	 祈	 	 2014	 パネル	 380×350	 作家蔵

25	 ⃝	 書道芸術院	 田村鄭雲	 光と闇	 自詠	 2014	 パネル	 360.1×678.3	 作家蔵

26	 ⃝	 書道芸術院	 山口仙草	 「大吉」による	 	 2014	 パネル	 300×400	 作家蔵

27	 	 書道芸術院	 山口仙草	 「喜」による	 	 2014	 パネル	 400×300	 作家蔵

28	 ⃝	 奎星会	 川邉艸笛	 dot	&	line	 	 2014	 	 各50×50	 作家蔵

29	 ⃝	 奎星会	 千葉幽篁	 心行	 	 2014	 パネル	 310×600	

30	 ⃝	 書星会	 須藤恵鑒	 趙執信詩	 趙執信	 2014	 パネル	 289.1×332.1	 作家蔵

31	 ⃝	 書星会	 小林碧桃	 杜甫詩	 杜甫	 2014	 パネル	 296.7×632.8	 作家蔵

32	 	 書星会	 菅谷騰空	 蘇東坡詩	 蘇軾	 2014	 パネル	 各276×35	 作家蔵

33	 ⃝	 書星会	 菅谷騰空	 東坡題跋	 蘇軾	 2014	 パネル	 各275×70	 作家蔵

34	 ⃝	 現日会	 別井清風	 不断	 	 2014	 パネル	 239.9×450	 作家蔵

35	 	 現日会	 別井清風	 韋應物詩　滁州西澗	 韋應物	 2014	 パネル	 208×69	 作家蔵

36	 ⃝	 現日会	 鈴木鵬舟	 風神	 	 2014	 パネル	 230×370	

37	 	 現日会	 鈴木鵬舟
	 人生渡るにゃ豆腐のように

	 	 	 	 まめで四角で柔らかく	 　
藤	真

	
2014	 パネル	 226×209

	

38	 ⃝	 藍筍会	 小山紅苑	 万葉信濃の国うた	 「万葉集」	 2014	 パネル	 各340×90	 作家蔵

39	 	 藍筍会	 小山紅苑	 与謝野晶子の詩	 与謝野晶子	 2014	 パネル	 125×273	 作家蔵

40	 	 藍筍会	 松田幸江	 松本たかしの句	 松本たかし	 2014	 パネル	 各135×52.5	 作家蔵

41	 ⃝	 藍筍会	 松田幸江	 万葉四季の歌
	 「万葉集」	 	 屏風

	 	 	 	 	 柿本人麻呂 他	
2014

	 （四曲一隻）	
各43×52	 作家蔵

42	 	 藍筍会	 松田幸江	 古今集四季の和歌
	 「古今和歌集」	 	 屏風

	 	 	 	 	 紀貫之 他	
2014

	 （四曲一隻）	
各25×30	 作家蔵

43	 ⃝	 日本書作院	 島田香岫	 李白詩	 李白	 2014	 パネル	 各303×91	 作家蔵

44	 ⃝	 日本書作院	 能美翠袿	 常盤樹の一節	 島崎藤村	 2014	 パネル	 各273×70	

45	 ⃝	 創玄書道会	 加藤有鄰	 春好	 廣瀬	建	 2014	 パネル	 360.6×467.9	 作家蔵

46	 ⃝	 創玄書道会	 金敷駸房	 海風	 伊藤	妙	 2014	 	 367.3×681.1	 作家蔵

47	 ⃝	 創玄書道会	 河原啓雲	 王文治詩	 王文治	 2014	 軸装	 各273×78	 作家蔵

48	 ⃝	 創玄書道会	 森　桂山	 渦潮	 自詠	 2014	 パネル	 272.8×622	 作家蔵

49	 	 独立書人団	 岡村鉄琴	 雨ニモマケズ	 宮澤賢治	 2014	 パネル	 274.5×414	

50	 ⃝	 独立書人団	 岡村鉄琴	 好文守拙	 自詠	 2014	 パネル	 360×180	

51	 ⃝	 独立書人団	 武本蘭石	 墨海騰波	 	 2014	 パネル	 298×613	

52	 ⃝	 玄潮会	 小幡太清	 万葉歌	 「万葉集」	 2014	 パネル	 各227×52.5	

53	 	 日本刻字協会	 秋山青桃	 聊娯	 「自娯」羅鄴	 2014	 刻字	 206×101×6.3	 作家蔵

54	 ⃝	 日本刻字協会	 秋山青桃	 風．雷	 	 2014	 刻字	 124.4×567.4×8	 作家蔵

55	 	 日本刻字協会	 井岡廣實	 月下独酌	 李白	 2014	 額装／刻字	 120×60×4.8	 作家蔵

56	 ⃝	 日本刻字協会	 井岡廣實	 森羅萬象	 「洞山録」玄中銘	 2014	 刻字	 74.9×279×4.8	 作家蔵

57	 	 日本刻字協会	 井岡廣實	 詠雲	 簡文帝	 2014	 額装／刻字	 120×60×4.8	 作家蔵

58	 ⃝	 書道一元會	 日沼古菴	 銀河夜光	 自詠	 2014	 パネル	 各276×70	

59	 ⃝	 東洋書芸院	 鈴木蓉春	 生の躍動	 	 2014	 パネル	 241×362.6	

60	 	 東洋書芸院	 鈴木蓉春	 生の墨韻	 	 2014	 パネル	 350×240	

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。	ただし出品番号26は参考図版です。
•	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

参考


