
山本鼎 直筆 絵はがき
番号 作者 作品名 制作年 所蔵

1-1 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） １９０２（明治35）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-2 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1904（明治37）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-3 山本鼎 絵はがき（山本武宛て） 1904（明治37）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-4 山本鼎 絵はがき（山本武宛て） 1904（明治37）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-5 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1904（明治37）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-6 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1904（明治37）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-7 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1905（明治38）年 木版・紙・墨 個人蔵

1-8 山本鼎 絵はがき（山本一郎・御一同宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-9 山本鼎 絵はがき（山本競宛て） 1907（明治40）年 木版・紙・墨 個人蔵

1-10 山本鼎 絵はがき（山本一郎・御一同宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-11 山本鼎 絵はがき（山本（競）宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-12 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1907（明治40）年 紙・墨 個人蔵

1-13 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1907（明治40）年 紙・墨 個人蔵

1-14 山本鼎 絵はがき（山本武宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-15 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・墨 個人蔵

1-16 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-17 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-18 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-19 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-20 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-21 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1909（明治42）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-22 山本鼎 絵はがき（宛名なし） 1910（明治43）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-23 山本鼎 絵はがき（山本一郎宛て） 1913（大正13）年 紙・インク 個人蔵

他作家 直筆 絵はがき

番号 作者 作品名 制作年 所蔵

1-24 石井鶴三 絵はがき（山本一郎宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-25 橋本邦三 絵はがき（山本鼎宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-26 石井柏亭 絵はがき（山本一郎宛て） 1907（明治40）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-27 石井柏亭 絵はがき（山本一郎宛て） 1908（明治41）年 紙・水彩・鉛筆 個人蔵

1-28 磯部忠一 絵はがき（山本一郎宛て） 1909（明治42）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-29 石井柏亭 絵はがき（山本一郎宛て） 1910（明治43）年 木版・紙 個人蔵

1-30 小杉未醒 絵はがき（山本一郎宛て） 1910（明治43）年 木版・紙・墨 個人蔵

1-31 小杉未醒 絵はがき（倉田白羊・山本鼎宛て） 1910（明治43）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-32 （北原白秋） 絵はがき（山本鼎・倉田白羊宛て） 1910（明治43）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-33 （小杉未醒） 絵はがき（倉田白羊・山本鼎宛て） 1910（明治43）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-34 小杉未醒 絵はがき（倉田白羊・山本鼎宛て） 1910（明治43）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-35 倉田白羊 絵はがき（山本一郎宛て） 1910（明治43）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-36 茨木猪之吉 絵はがき（山本一郎宛て） １９１２（大正元）年 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-37 村山槐多 絵はがき（山本鼎宛て） １９１３（大正2）年 紙・インク 個人蔵

1-38 村山槐多 絵はがき（山本一郎・御一同宛て） １９１３（大正2）年 紙・水彩・インク 個人蔵

1-39 櫻井虎吉 絵はがき（山本一郎宛て） １９１４（大正3）年 木版・紙・墨 個人蔵

1-40 石井柏亭 絵はがき（山本一郎宛て） １９１４（大正3）年 木版・紙・墨 個人蔵

1-41 倉田白羊 絵はがき（山本御両親宛て） １９１４（大正3）年 紙・水彩・墨 個人蔵

1-42 磯部忠一 絵はがき（山本鼎宛て） 差出年月日不明 紙・水彩・墨 個人蔵

1-43 石井鶴三 絵はがき（山本鼎宛て） 差出年月日不明 紙・水彩・墨・鉛筆 個人蔵

1-44 藤島英輔 絵はがき（山本鼎宛て） 差出年月日不明 紙・水彩・インク 個人蔵

1-45 倉田白羊 絵はがき（宛名なし） 差出年月日不明 紙・水彩 個人蔵

1-46 石井鶴三 絵はがき（宛名なし） 差出年月日不明 紙・水彩・鉛筆 個人蔵

特別展示 「山本鼎青春の絵はがき」 出品目録
会期 ：2017/12/2(土)～2018/2/12(月)

種別・材質

種別・材質



山本鼎作品 コレクション展示 一覧
番号 作者 作品名 制作年 種別・材質 寸法（縦×横ｃｍ） 所蔵

2-1 山本鼎 ナース 1906（明治39）年 油彩・板 32.8×23.8 上田市立美術館

2-2 山本鼎 蚊帳 １９０５（明治38）年 油彩・カンヴァス 68.0×105.5 上田市立美術館

2-3 山本鼎 青年の肖像 １９０２（明治35）年 鉛筆・紙 35.2×25.3 上田市立美術館

2-4 山本鼎 男の肖像 １９０２（明治35）年 鉛筆・紙 29.8×23.4 上田市立美術館

2-5 山本鼎 御宿風景 １９０４（明治37）年 水彩・紙 30.0×48.5 上田市立美術館

2-6 山本鼎 漁夫（後刷り） １９８８（昭和63）年 木版・紙 16.0×10.7 上田市立美術館

2-7 山本鼎 真昼 １９０９（明治42）年 木口木版・紙 13.4×7.4 上田市立美術館

2-8 山本鼎 支那の少女 １９１２（大正元）年 木版・紙 11.5×9.0 上田市立美術館

2-9 山本鼎 デッキの一隅 １９１２（大正元）年 木版・紙 17.7×17.0 上田市立美術館

2-10 山本鼎 ブルターニュの小彎 １９１３（大正２）年 木版・紙 14.0×21.3 上田市立美術館

2-11 山本鼎 ブルトンヌ １９２０（大正9）年 木版・紙 37.0×29.0 上田市立美術館

2-12 山本鼎 城外の子供 １９１７（大正6）年 木版・紙 22.0×25.0 上田市立美術館

2-13 山本鼎 里昴ソーヌ河畔 １９１５-１６（大正４-５）年 油彩・カンヴァスボード 14.0×18.0 上田市立美術館

2-14 山本鼎 自画像 1915（大正4）年 油彩・カンヴァス 80.0×58.7 上田市立美術館

2-15 山本鼎 平田知夫領事肖像 １９１６（大正5）年 油彩・カンヴァス 91.0×72.7 上田市立美術館

2-16 山本鼎 瀬戸内 １９３５（昭和10）年 油彩・カンヴァス 65・3×80.0 上田市立美術館

2-17 山本鼎 五輪のバラ 1930（昭和5）年 油彩・カンヴァス 38.0×45.5 上田市立美術館

2-18 山本鼎 白菜と馬鈴薯 １９３４（昭和9）年 油彩・カンヴァス 52.0×39.8 上田市立美術館（出倉甲太氏寄贈）

2-19    - 山本鼎愛用パレット    - 木製品 25.0×35.5 上田市立美術館

2-20 東京文学社
高等小学校図画科児童用教科書
小学毛筆画第6巻

１９０１（明治34）年 書籍 17.5×24.8 上田市立博物館

2-21 文部省 高等小学毛筆画帖第二学年（臨本） 1912（大正元）年 書籍 15.0×22.3 上田市立博物館

2-22 金澤直人 鯛（臨画） 大正時代 水彩・紙 18.7×28.4 上田市立博物館

2-23    - 第１回児童自由画展覧会賞状 １９１９（大正8）年 紙 19.5×25.9 上田市立美術館

2-24 宮下一 第1回児童自由画展覧会入選作品 １９１９（大正8）年 紙・クレパス 23.7×23.5 上田市立美術館

2-25 アルス社／山本鼎著 『自由画教育』 １９２１（大正10）年 書籍 19.8×14.1 上田市立美術館

2-26 アルス社 藝術自由教育 1921（大正10）年 書籍 22.4×15.1 上田市立美術館

2-27 東京キンノツノ社 『金の船』 １９２０（大正9）年 書籍 21.7×14.8 上田市立美術館

2-28 婦人の友社 『子供之友』 1938（昭和13）年 書籍 20.7×18.6 上田市立美術館

2-29 婦人の友社 『子供之友』 1934（昭和9）年 書籍 20.7×18.6 上田市立美術館

2-30 赤い鳥社 『赤い鳥』 1924（大正14）年 書籍 22.0×14.7 上田市立美術館

2-31    - 煙草入れ・木箱（計4点） 大正～昭和初年 木製品    - 上田市立美術館

2-32    - 伊那踊人形サンプル（計4点） 1924（大正13）年 木製品    - 上田市立美術館

2-33 川路農美生産組合（飯田市） 伊那踊人形（計6点） 1924（大正13）年 木製品    - 上田市立美術館

2-34    - 木片（こっぱ）人形（計11点） 大正～昭和初年 木製品    - 上田市立美術館

2-35    - 茶托・椀・皿（計6点） 大正～昭和初年 木製品    - 上田市立美術館

2-36    - ギニョール人形 1924（大正13）年頃 布・木 30.0×23.8 上田市立美術館

2-37    - 箸入れ・杖頭・編棒入れ（計3点） 大正～昭和初年 木製品    - 上田市立美術館

2-38    - 繭型盆・箱・ペン皿 大正～昭和初年 木製品    - 上田市立美術館

2-39 山本鼎 楕円形平木鉢（農民美術デザイン画） １９２３（大正１２）年頃 紙・水彩・鉛筆 38.0×57.2 上田市立美術館

2-40 倉田白羊 ブックエンド（農民美術デザイン画） 大正～昭和初年 紙・水彩・鉛筆 38.7×58.7 上田市立美術館

2-41 渡辺進 白樺巻（農民美術デザイン画） 大正～昭和初年 紙・水彩・鉛筆 38.5×58.8 上田市立美術館

2-42 山﨑省三 飾栓（農民美術デザイン画） 大正～昭和初年 紙・水彩・鉛筆 38.2×55.8 上田市立美術館

2-43    - 楕円形平木鉢・鉢（計4点） 大正～昭和初年 木製品    - 上田市立美術館

2-44    - 白樺巻（計5点） １９２３（大正１２）年頃 木製品    - 上田市立美術館

2-45    - テーブルタッピー（計2点） 1925（大正14）年頃 布    - 上田市立美術館


