
展示期 作者（生年順） 作品名 員数 制作年または出品年・出品展覧会・受賞・年齢 所蔵先

Ⅰ・Ⅱ 鈴木翠軒 万葉千首 １０００枚の内４枚 昭和４０（１９６５）年完成・７６歳 日本芸術院

Ⅱ 松本芳翠 談玄観妙 １面 昭和３４（１９５９）年・日展・昭和３４年度第１６回日本芸術院賞・６６歳 成田山書道美術館

Ⅰ 安東聖空 みなそこ　※写真パネル展示 ２曲１隻 昭和３５（１９６０）年・日展・昭和３５年度第１７回日本芸術院賞・６７歳 神戸市立博物館

Ⅰ 炭山南木 白居易詩　渭村雨帰 １面 昭和４６（１９７１）年・現代書道二十人展・７５歳 株式会社墨運堂

Ⅰ 内田鶴雲 水の変態 ６曲１隻 昭和２５（１９５０）年・日展（特選）・５２歳 宮城道雄記念館

Ⅰ 津金隺仙 杜甫詩　飲中八仙歌 ６曲１隻 昭和２２（１９４７）年・４７歳

Ⅰ 津金隺仙 七絶（白楽天詩） １幅 昭和３４（１９５９）年・日展（文部大臣賞）・５９歳

Ⅰ 松井如流 脩省 ２曲１隻 昭和４７（１９７２）年・現代書道二十人展・７１歳 成田山書道美術館

Ⅰ 桑田笹舟 母 －いかにして(自詠） ４曲１隻 昭和４５（１９７０）年・７０歳 ふくやま美術館

Ⅰ・Ⅱ 桑田笹舟 一つの石 １面 昭和５３（１９７８）年・日展・７８歳 ふくやま書道美術館

Ⅰ 日比野五鳳 いろは歌 ６曲１隻 昭和３８（１９６３）年・第１回水穂書展・６２歳 東京国立博物館

Ⅰ・Ⅱ 日比野五鳳 ひよこ １面 昭和４３（１９６８）年・日展・６７歳 東京国立博物館

Ⅰ 手島右卿 崩壊 １面 昭和３２（１９５７）年・第５回独立書展・第４回サンパウロ・ビエンナーレ展・５６歳 光ミュージアム

Ⅰ 手島右卿 神 １幅 昭和４９（１９７４）年・日展・７３歳 光ミュージアム

Ⅰ 小坂奇石 寒山詩 １面 昭和４５（１９７０）年・日展（文部大臣賞）・６９歳 徳島県立文学書道館

Ⅰ 小坂奇石 寒山詩二首 ２曲１隻
昭和５６（１９８１）年・現代書道二十人展・昭和５５年度第３７回恩賜賞・日本芸術
院賞・７９歳

日本芸術院

Ⅰ 小坂奇石 蘭亭集序 ４幅 平成元（１９８９）年・米寿記念個展・８８歳 徳島県立文学書道館

Ⅰ 西川寧 倉琅先生詩 １面 昭和２４（１９４９）年・日展・４７歳 東京国立博物館

Ⅰ 西川寧 楚辞少司命 ２曲１隻 昭和３３（１９５８）年・日展・５６歳 東京国立博物館

徳島県立文学書道館　  書道特別展　「巨匠の書　きらめく独創」　展示作品　

会期  2019年　2月15日(金)～3月30日（土）　　月曜休館。3月12日（火）は展示替えのため閉室。

　　                                                                    Ⅰ期　2月15日(金)～3月10日(日）　 　Ⅱ期　3月13日(水）～3月30日（土）　



Ⅰ 西川寧 黙然而笑 １面 昭和４６（１９７１）年・第３３回謙慎書道展・６９歳 東京国立博物館

Ⅱ 柳田泰雲 李白詩　遊泰山六首之一 ２幅 昭和５９（１９８４）年・８２歳 成田山書道美術館

Ⅰ・Ⅱ 深山龍洞 紫式部集抄 １帖（綴葉装） 昭和３０（１９５５）年・日展（特選）・５２歳 東京国立博物館

Ⅰ 深山龍洞 万葉和歌屏風（万葉長歌） ２曲１隻 昭和３４（１９５９）年・日展（特選）・５６歳 東京国立博物館

Ⅰ・Ⅱ 西谷卯木 青山を １幅 昭和３８（１９６３）年・５９歳 徳島県立文学書道館

Ⅰ 西谷卯木 久方の ２曲１隻 昭和４３（１９６８）年・第１２回正筆会同人展・６４歳 成田山書道美術館

Ⅱ 金子鷗亭 丘壑寄懐抱 １面 昭和４１（１９６６）年・日展（文部大臣賞）・昭和４１年度第２３日本芸術院賞・６０歳 日本芸術院

Ⅱ 金子鷗亭 石川啄木歌「忘れがたき人々」より １面 昭和５７（１９８２）年・７６歳 株式会社墨運堂

Ⅱ 木村知石 蘇東坡詩 １面 昭和４４（１９６９）年・日展（文部大臣賞）・６２歳 村上三島記念館

Ⅱ 木村知石 王漁洋詩 １面 昭和４８（１９７３）年・第１４回玄雲社展・６６歳 株式会社墨運堂

Ⅱ 上條信山 谷神不死 １面 昭和３７（１９６２）年・日展・５５歳 松本市美術館

Ⅱ 上條信山 堅勁 １面 昭和４４（１９６９）年・日展（内閣総理大臣賞）・６２歳 松本市美術館

Ⅱ 金田心象 玄覧 １面 昭和４５（１９７０）年・日展・昭和４５年度第２７回日本芸術院賞・６２歳 日本芸術院

Ⅱ 廣津雲仙 杜甫詩 １面 昭和４６（１９７１）年・日展・昭和４６年度第２８回日本芸術院賞・６１歳 日本芸術院

Ⅱ 赤羽雲庭 凜厳 １面 昭和３６（１９６１）年・日展（文部大臣賞）・４９歳 成田山書道美術館

Ⅱ 赤羽雲庭 画地而趨 １面 昭和４９（１９７４）年・日展・６２歳 成田山書道美術館

Ⅱ 井垣北城 鼓腹唱謳歌 １面 昭和４０（１９６５）年・日展・５３歳 個人

Ⅱ 井垣北城 李白詩 １面 昭和４７（１９７２）年・第２４回毎日書道展・６０歳 個人

Ⅱ 青山杉雨 古文曼陀羅 １面 昭和４３（１９６８）年・現代書道二十人展・５５歳 株式会社墨運堂

Ⅱ 青山杉雨 臨王献之  桓江州帖 ２幅 昭和５２（１９７７）年・第３９回謙慎書道展・６５歳 成田山書道美術館

Ⅱ 青山杉雨 万方鮮 １面 昭和５２（１９７７）年・日展・６５歳 東京国立博物館

Ⅰ 宮本竹逕 万葉歌 １面 昭和４７（１９７２）年・日展・昭和４７年度第２９回日本芸術院賞・６０歳 日本芸術院

Ⅱ 村上三島 陸放翁詩  暁歎 ４曲１隻 昭和２７（１９５２）年・日展（特選）・４０歳 日本芸術院

Ⅱ 村上三島 張藉詩  倡女詞 １幅 昭和５７（１９８２）年・村上三島古稀記念書展・７０歳 村上三島記念館

Ⅱ 天石東村 白楽天詩  把酒思間事 １面 昭和５７（１９８２）年・現代日本名家書展・６９歳 村上三島記念館



Ⅱ 殿村藍田 釈恵洪詩　江天暮雪二首 １幅 昭和４２（１９６７）年・個展・５４歳 株式会社墨運堂

Ⅰ 殿村藍田 道成寺（今昔物語） ６曲１隻 昭和５５（１９８０）年・現代書道二十人展・６６歳 成田山書道美術館

Ⅱ 杉岡華邨 大和三山 １面 昭和４４（１９６９）年・第１４回栴檀社展・５６歳 奈良市（奈良市杉岡華邨書道美術館）

Ⅱ 杉岡華邨 船出 １幅 昭和４５（１９７０）年・東京タイムズ現代名流展・５７歳 奈良市（奈良市杉岡華邨書道美術館）

Ⅰ 杉岡華邨 玉藻 １面 昭和５７（１９８２）年・日展・昭和５７年度第３９回日本芸術院賞・６９歳 日本芸術院

Ⅰ・Ⅱ 小林斗盦 日月斉光 紙本印影１枚 昭和５０（１９７５）年・日展・５９歳

Ⅰ・Ⅱ 小林斗盦 大象無形 石印1顆／紙本印影１枚 昭和５１（１９７６）年・日展（文部大臣賞）・６０歳

Ⅰ・Ⅱ 小林斗盦 独往 紙本印影１枚 平成１１（１９９９）年・日展・８３歳

Ⅰ・Ⅱ 梅舒適 堕甑不顧 石印１顆／紙本印影１枚 昭和４６（１９７１）年・日展（内閣総理大臣賞）・５５歳 個人

Ⅰ・Ⅱ 梅舒適 惜華 石印１顆／紙本印影１枚 昭和６１（１９８６）年・７０歳 個人

Ⅰ・Ⅱ 梅舒適 虎口余生 石印１顆／紙本印影１枚 平成９（１９９７）年・８１歳 個人

Ⅱ 近藤摂南 薛涛詩 １面 平成２（１９９０）年・日展・平成２年度第４７回日本芸術院賞・６８歳 日本芸術院

Ⅱ 今井凌雪 樹上烏 １面 昭和３８（１９６３）年・日展・４１歳

Ⅱ 今井凌雪 韓偓詩句 １面 昭和６１（１９８６）年・日展・昭和６１年度第４３恩賜賞・日本芸術院賞・６４歳 日本芸術院

Ⅱ 安原皐雲 月遍照 １面 昭和５６（１９８１）年・日展・５９歳 村上三島記念館

Ⅰ 高木聖鶴 春 １面 平成６（１９９４）年・日展・平成６年度第５１回日本芸術院賞・７１歳 日本芸術院

Ⅰ 高木聖鶴 古今和歌集抄 １巻 平成１６年（２００４）年以前・８１歳以前 徳島県立文学書道館

Ⅰ 古谷蒼韻 万葉集　山部赤人 １面 昭和４３（１９６８）年・日展・４４歳 成田山書道美術館

Ⅰ 古谷蒼韻 流灑（万葉集　笠女郎） １面 昭和５６（１９８１）年・日展（内閣総理大臣賞）・５７歳 村上三島記念館

Ⅰ 古谷蒼韻 松尾芭蕉「野ざらし紀行抄」 １面 昭和６０（１９８５）年・第９回現代書壇代表展・６１歳 成田山書道美術館

Ⅱ 榊莫山 樹 １面 昭和６２（１９８７）年・６１歳 個人

Ⅰ・Ⅱ 榊莫山 日本橋 １面 平成１３～１７（２００１～２００５）年・７５～７９歳 個人

Ⅱ 浅香鉄心 白楽天詩　城上夜宴 １面 昭和６３（１９８８）年・日展・昭和６３年度第４５回日本芸術院賞・６２歳 日本芸術院

Ⅱ 栗原蘆水 根道核芸  抱淑守真 ２幅 平成１４（２００２）年・日本中国現代書道二十人展・７１歳 ふくやま書道美術館

展示点数　68点


