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図 1 束京美術学校本館

図2 工芸部校含



各科教室 （大正後半）

図3 H本画科教室

図6 同木彫部教室 図5 彫刻科塑造部教室

図 8 同第二部教室 図7 図案科第一部教宅



悦10 鋳辿科教杢
図9 金工科教室

図12 製版科教室 図11 漆工科教室

図14 図画師範科教室 凶13 臨時写其科教至



各科教室 （昭和10年代）

---：．-

図15 文 庫

図16 n本画科教室

悦 18 彫刻科木彫部教室 固17 油画科教室

図20 工芸科図案部教宅 図19 『l朔造部教宅・



図22 同鍛金部教室
図21 岡彫金部教室

図24 同漆ー［部教土・

図23 1,,)j月金部教室

図26 図画師範科教室 図25 建築科教室



図28 昭和11、12年煩の彫刻科教室スナップ

（沢村占光氏提供）

図30 石汗室（古村力郎氏提供）

図27 文庫閲安室

図29 昭和16年12月24Fl 図案部第 1年教室

梢報局海外立伝ffl写其（佐原雄次郎氏提供）

各科教室（戦後）

図32 油画科教室昭和21年

（小松光投氏提供）

図3l H本画科教至（『アサヒグラフ』

昭和21年 4月15日号より転載）



図34 彫刻科木彫部教室

（前出 rアサヒグラフ』より転戟）

図36 I;;]鍛金部教室（岡）

図38 建築科生徒（同）

図39 師範科工作室昭和25年 2月

（宮坂愛氏提供）

因33 彫刻科教至（仁田三犬氏船影）

図35 工芸科図案部教室（小松光義氏提供）

図37 同鋳金部教室（同）



図41 赤 問信義

文部省専門学務局長兼学校長事務

取扱（昭和 7年 3月～同年5月）

図43 岡 田 三 郎 助

校長事務取扱（昭和11年 6月～同年9月）

校 長

図40.iE木直彦

校長（明治34年 8月～昭和 7年 3月）

図42 和田英作

校長（昭和 7年 5月～同11年 6月）



図45 澤田源一（岸本宏子氏提供）

校長（昭和15年 5月～同19年 5月）

図47 村田良策（村田湛氏提供）

校長（昭和24年 7月～同27年 3月）

図44 芝田徹心

校長（昭和11年 9月～同15年 5月）

図46 上野直昭

校長（昭和19年 6月～同24年 7月）



記念写真・教官等

図48 大正14年4月23n 條学旅行記念

前列左より 4人目新納忠之介

凶49 第40回卒業記念昭和6年



図51 大.il:15年 鋳迅科入学記念（清水巌氏提供）

前列左より硲村翌1t1、杉BJ禾党、坂「1n屯、
大秘女II裳、浪lll{J人又沼11J—稚

図53 装飾芙術家協会記念写真大正8年頃

（柴崎呆氏提供）

前列左より今+11次郎、藤Jt-逹古、岡nl三郎助、広川松

五郎、邸村翌周、斎藤佳三

後列左より西村放彦、原三郎、渡辺索舟

r l .. 

~55 昭和 7 年修学旅行記念

枚150 人:il:15年木彫部卒茂記念

（中野i引氏提供）

tiii夕Il左より 1関野型雲、硲村光芸

凶52 昭和 2年 述築科入学記念（梅川良雄氏提供）

前列左より 2人おいて金沢庸治、大沢三之助、森井健介

図54 昭和 6年彫刻科記念（新田基子氏提供）

前列左より吉田芳夫、 1MIIl恒堆、清水勲、石田尚友、

佐藤邦輔、柳原筏逹、千村士Jり武、能芙八前夫、沢柳

普人

後列左より榎国吉、関長造、将玄佑、新田実、北村西

望、中川万治郎、峯孝、上f濯i茂、松本虎之助、ヘレ

ン ・エンドマンス ・ドルフ、水船六洲



凶56 昭和 7年 正木直彦退官記念

凶57 同 年和田英作校長就任記念



d 
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図59 下志津野外演料記念昭和16年 5月31B 
ti1i列左より武田照淳、加倉井和夫、大山忠作、

1人おいて杉原信彦、内藤秀夫、侶太金晶

巾列左沿竹山博二、右溢中村光哉

後列左より渡辺洋、小栗潮、 1人おいて教ff、
2人おいて戸川喜久良

図60 昭和14年 漆上部f業 記 念 (,!ifll丈犬氏提供）

，前列,,,央六角紫水

中列左より沢nt汗ー、磯矢阿伎良、松Ill権六

図58 正木記念館落成記念昭和10年11月1II 
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図61 昭和18年 9月 卒業記念



図62 昭和21年 油画科新入生歓迎記念（小松光義氏提供）

中列背広服 3人は左より久保守、梅原龍三郎、安井悴太郎

凶65 石行 室 (Jiij出 『アサヒグラフ』 より転載） 図64 梅林食堂（沢村吉光氏提供）



固66 昭和25年 師範科卒業記念（宮坂愛氏提供）

図67 昭和26年 u本両科卒業記念（平出敏子氏提供）



図69 昭和21年 点j山夏期研究会記念

（阿）

図71 昭和23年漆工部古美術兄学旅行

西田正秋引平（島田文雄氏提供）

図68 安井杓太郎と生徒たち（仁Ill三夫氏扱彩）

図70 第 1回芸術祭実行委且と指達教官（小松光義氏提供）

第 1列右より吉田左源二、野日鎖、旧原（村JF)Ji-
第 3列腕を組む人西本順右は城多又兵衛

第4列和服姿サ：田健、右 1人おいて小松光義

図72 象のインディラ歓迎仮装コン

クールて 1等になった H本画科生徒

（平出敗-f•氏提供）



屈75 小堀柄音

図78 建晶大歩

（沢村吉光氏積し影）

図81 人谷昇（同）

図74 熱田清輝

図77 平幅百穂

図80 北村西望 (I司）

固73 窃村光雲

（高村規氏提供）

図76 藤島武二

図79 朝倉文夫（同）



図84 安田牧彦 (I,;])

図87 間 l’'『坪（同）

凶90 寺田朴式；

（仁田三火氏扱影）

図83 小林古径

（平出敏子氏提供）

図86 奥村土牛（同）

図89 村旧泥牛（岡）

図82 伊原宇三郎

（仁田三夫氏撤彩）

図85 山本丘人（同）

図88 羽石光志（同）



図92 jiより小場桓古、 T◆9ii1,lf哉、島田佳癸

1'495 占UI五 I・八 (I,;])

図98 斎西幸昭（同）

図94 PlHI従五郎

（仁Ill三犬氏撮影）

図91 芯［野松山と金粉裔

清水徳次郎

(,:":j野しづ江氏提供）

図93 丸山イ忘（吉村力郎氏提供）

昭和19年 1月 防空，り11純スナップ

（内藤淳一郎氏提供）

前列中央内藤朴治



図101 森田也之助

（沢村占光氏撮彩）

凶104 新規矩男（仁田三夫氏扱影）

枚ll07 H下八光（同）

図100 矢代幸雄（同）

悩103 正木篤三 (Itl)

図99 ~llJ」E秋（仁田三夫氏撮彩）
昭和19年写兵_[菜叩'1学校にて

固102 富永惣一（岡）

図105 11:l辺孝次（沢村占光氏船影）



作 品 （日本画）

図110 川合王堂策

昭和 6年

訟飼 図109 川崎小虎咽

昭和 6年

荒涼

図108 松岡映fi:*
伊香1呆のi(1 人」I::14年
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図111
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7

、
、F福百税渭t樅粟写生 昭和 8年

図112 結城索明葎

[ll園を耕す老農夫

図113 矢沢弦月邪

昭和l7年

南方述設諮

図116 小林古径撞

昭和15年

不動 図115 奥村十A菰 信濃の111 昭和19年



因119 村Wilt'!'-喰映山紅図

図118 安田寂彦葎山本

w．十六元帥像昭和19年
凶117 I.IJ木斤．人管山麓

昭和18年

図121 卒業制作 長谷川龍三 （路可）箪

流さるる教徒 大正10年
図120 卒業制作遠藤教三箪斜楊大正10年

図123 f.菜 制 作 山II三郎（逢.{f)筆

晩秋・深芋．（洛南の巻パ題の内） 大正12年

図122 卒業制作 伽11錦）戎沿

平存人:JEJO年



図126 卒業制作水谷道彦箪

作 人・正15年

図129 東山新吉（魁火）珀

スケート

図132 卒業制作邸山辰雄節

砂丘昭和11年

図125 卒業制作久木{'{:.雄(fi・M_)策 図124 卒業制作 1J下喜一郎（八光）箱

村のリl klf.13年 村求（武蔵野三題の内）大.iE13年

図128't業制作橋本IIJJ治ホ
樟球昭和 6年

図127 卒 業 制 作 加 藤 栄

三箪秋昭和6年

固131 卒業制作杉山平邪

野~ 昭和8年

図135 卒業制作

平山郁夫第 三人姉妹

昭和27年

図130 卒業制作山山巾吾節武蔵野

昭和6年

図134 卒業制作

金子孝信箪季節の客

昭和15年

図133 卒業制作

守屋正（多々志）哨

白雨昭和11年



作 品 （油画ほか）

図138 南薫造邪

大JE2年

風派

凶141 田辺至箪窓際

大w.l1年

図143 梅原龍三郎箪

裸婦デッサン 明治42年

図137 藤f._屈武二策凪梨

図140 硲伊之助策風胡

図142 安井＇け＇太郎瑣

煤紺デッすン

図136 和田英•作布野遊び
大正14年

~ 
固139 寺内万治郎邪

赤いコート 1l召杓13年

図146 伊藤廉管 白いプラウス

昭和4年

図l45 久保守箱裸体料作

II｛ぼ15年

図144 寺田祁キ節

0氏1象昭和21年



閃149 卒業制作大沢晶助葎 図148 卒業制作 図147 卒業制作伊原宇三郎葎

姉妹昭札13年 小硼艮平罪彼の休．C、 よろ.::びの曲大」iElO年
昭和 2年

図152 卒業制作前田党治箪 収1151 卒業制作中村研ーボ 凶L50 卒業制作白川一郎邪

自画像大正10年 I~ 画像大正 9 年 座像昭相 7年

図155 年菜制作伊藤烈朔邪 図154 卒業制作佐分兵節 図153 卒業制作劉錦堂箪

H画像大正12年 自前像人-正11年 n両像大正10年



図158 卒業制作 岡鹿之助爪

自 画 像 大 正13年

図161 年菜制作王道源兼

自 画 像 大 正15年

図164 卒業制作永田一脩筆

自画像昭和 2年

図157 卒茨制作佐 伯祐三節 図156 卒業 制 作沿田 藤 七箱

自 画 像 大 正12年 自 画像大正12年

図160 ti<-栗制作野間仁根箱 図159 年菜制作和田 (tt山）
自 画 像 大 正14年 新箪 njiliji象 大花13年

図163 卒業制作荻須 窃徳筆 図162 卒業制作 大 月源二葎

自 画 像 昭 和 2年 自画像昭和2年



図167 卒業制作佐藤敬節

自両像昭和 6年

凶170 卒業制作沈卒求箪

n前1象昭和11年

図173 卒業制作彼木宏咽

白両像昭和27年

図166 卒業制作 111IJ薫箱 凶165 卒業制作顧水龍箪

自画像昭和 5年 自画像昭和 2年

図169 卒業制作李梅樹策 図168 卒業制作何徳来箱

自画像昭和 9年 自画像昭和 7年

即 72 卒業制作白根芙代子箪
自画像昭和26年 図171 卒業制作胄木節子節

~I 画（象昭和26年



作 品 （彫刻）

図176 北村西望作暁の戸

大正15年

悦179 加藤顕清作 コタンの

アイス 昭和16年

図178 卒業制作

羽下條三作断 結 無染

大」ElO年

図182 笹村平家人作

ikm さんのn• 昭和12年

図175 朝介文夫作

つるされた猫 明治42年

図181 石井飴三作 女の 像

人正13年

図174 建“大歩作禄婦

昭和16年

図177 関野聖裳作

毘沙l'1天干昭和19年

図180 平櫛山中作

良克米昭和 5年



図185 卒業制作 中野四郎作

一m易昭和 3年

図188 卒業制作 山田稼造（乍

愛犬昭和12年

図191 卒業制作名塚（国領）

辰弥作 六兵衛さん昭和16年

蘭184 卒業制作 堀江尚志作

頻大正11年

飼187 卒業制作 三坂政治（歌

一郎）作若じ女昭 和12年

図190 卒業制作 山本惇ー作

若き立女昭和15年

図183 卒業制作大内正（秤圃）

作像柱大正11年

図186 卒業制作分部順治作

たわむれ昭和 9年

図189 卒業制作伊勢孝志作

刈り入れの朝昭和14年



図194 広川松五郎作

『みづゑ』表紙図案

悩198卒業制作吉田渡吉作装饉

図案（ロココの星生） 大正II年

・‘
,I 

凶201 卒業制作小池巖作

装飾松様図案大正15年

図202 年哭制作河野孝作

映画ポスター屈案昭和4年

,, 

凶193 斎藤佳三作

リズム模様昭和 5年頃

0図案の変貌』より転載）

図197 羽野禎三作阪磁

器図案昭和8年 （『屈案

の変貌』より転載）

図200 卒業制作野日久光

作ボスター図案

昭和8年

作 品（図案）

図192 島田佳癸図案 御成術奉祝献

t：品蒔絵郎桐火様飾棚 昭利13年

固196 卒業制作

上野正之助作

自動車内部装飾及

附屈品図案大正

9年

図195 卒業制作

森田武作 各種織物

図案大正9年

図199 卒菜制作須藤雅路作

壁掛固案大正14年



凶205 卒業制作 久保克彦作

固案対象昭和17年

図204 硲田正二郎作

平面図案充填校様
昭和 6~7年

図206 卒業制作岡田捷f郎作

社交倶楽部設Jt閑案大正9年

図208 卒業制作吉田五十八作

レクチュアホール 大正12年

図210 卒業制作山脇巖作工場地に

建つ演虞ll研究所 大 花15年

凶203 卒菜制作 1紅田延美作

行楽室ノ装飾昭和 9年

作 品（建築）

図207 卒業制作水谷武彦作

三美術家倶楽部大正10年

図209 卒業制作金沢f,lf治作

ユート ビアの倶楽部 大正13年



~1212 卒業制作梅lll艮雄作

バ ウ シ ウ レ 昭 和 7年

凶214 卒業制作 疋田玄二郎作

結核サナトリュー ム 昭和10年

図216 卒菜制作叫m-i乍
舞子に建つカジノ llilf!l 13年

固218 卒業制作矢沢六雄作

大東亜留学生文化会館及びホテル

昭和18年

図211 卒業制 作 吉 村駈三作

住宅 群 昭和 6年

収1213 卒業制作犬野n.；．治11;
学生会節 II{｛il17年

図215 卒業制作今村三郎作

総合科学博物舵昭和12年

図217 卒業制作 清家清作

労働文化中枢昭+1116年



作 品 （金工）

図22] 卒業制作 藤本」下義作

II虹（二天） 大正10年

枚1224 卒業店11作 9雌政雄作

花瓶（第三） 昭和5年

図227 内藤四郎作

銀 小 箱 昭 和23年

こ
図220 海野沿•作

双島紋箱昭和6年

図223 年来制作 lll脇i-l:. ....:..11; 

凶物（犬） II叫115年

置
図226 北原1鹿 （乍

貿 鉗 壺 昭和16年

図219 清水南山作

十二神将txl額
昭和17年

図222 'f・業制作 神lllイご．9}作
i t)はt.?•や II{iil) 2ィ，こ

図225 卒業制作長谷川H•作

米物盛昭和7年



． 

図230 藤本万作作洒岱

図233'f-•業制作 八111!成之助作

§勺｛と如~ ml112りこ

図236'r-業制作鈴木治・¥

作 ／k lミ文鍛金鉗花9k
昭和27年

図229 野II六三作喰筒

図232 卒哭庸り作 ，‘,,',lilt↓しー作

装飾00(The Eternal Vision) 

IIf什ll2年

図235 卒梨制作 芳武戊介作

鍛鉄化器 ll(i.flllO年

似1228 1illl炎ー作雀 名t物

図231 卒業制作 二橋利‘It

（又衡）作無疑の風光頷1(1i

人•iE14年

図234 卒業制作 三｝F安§辰犬
作飾壺昭村18年



作 品 （鋳金）

y ;＇、・•” 
もi~ 
、9~叡

図239 杉田禾堂作 角形香炉

図242 内藤朴治作

狐骰物 11Hfll21年

図245 卒業制作

清水紙 (ff嵌）（乍
ラヂオの装飾 昭和 6年

凶247 字渫制作

飯1]J米造作 11 時 1i l•

（受光） ar什ll16年

図238 ik|11信犬作

北辺夜猫子 昭村l16年

図241 )LJlJ不忘11;
師 i•香炉昭和27年

凶244 ¢-棠制作戸谷純之助作

化瓶 llRflll5年

図237 否収秀只作

香炉 II{{tl18年

似1240 ,・::;村むll，り作提投化瓶

昭和21年

図243 卒業制作翌Ill勝秋作

かなしきおもひ •,1 ’， 人• Il:． 9 年

図246 -t:・哀制作伊藤翌作

述蛙水鉢 II{{fll17年



図250 窃野松山作

古模様螺細蒔絵香合

図253 卒業制作吉田源十郎作

乾漆製大花瓶大正8年

図256 卒業制作 安部郁二作

衝立（表） 昭和 5年

図249 堀井政吉作

折鶴蒔絵香盆

作 品（漆エ）

凶248 帝国議会議事堂便殿扉

漆塗り試作 製作主任六角紫水

昭和6年

図252 松I[H枷'¥作 屈251 小岩峻9乍
菊文漆絵囮｝i盆 双魚文蒔絵肉池

岡255 卒業制作磯矢＇じ（阿伎 図254 卒業制作山崎党太郎

艮）作柄否炉（台付） 人・1ト・15年 作不 動 之冊子 箱 大正13年




