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入学年月 入学課程・科 氏名 出身地 改姓名 検索用表記 雅号 卒業課程・科 卒業年 最終在籍課程・科
最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

明治22年2月 専修科絵画科 内海廣精 島根 内海六石

内海輝邦

内海廣精 絵画科 明治26年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度(六石)、『東京美術学校一覧』明治36年度(輝邦)

明治22年2月 専修科絵画科 岡本勝元 石川 秋石 絵画科 明治26年7月

明治22年2月 専修科絵画科 倉田德松 三重 倉田徳松 何有 絵画科 明治26年7月

明治22年2月 専修科絵画科 白鳥駒吉 ⾧野 ― ― 専修科絵画科 明治24年度

明治22年2月 専修科絵画科 關保之助 東京 関保之助 絵画科 明治26年7月

明治22年2月 専修科絵画科 高屋德次郎 岐阜 高屋徳次郎 肖哲 絵画科 明治26年7月

明治22年2月 専修科絵画科 山田於菟三郎 東京 晴村 絵画科 明治26年7月

明治22年2月 専修科絵画科 横山秀麿 東京 大観 絵画科 明治26年7月

明治22年2月 専修科絵画科 鹽澤峯吉 静岡 大村西崖 塩沢峰吉 彫刻科 明治26年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治22年2月 専修科絵画科 白井保次郎 愛媛 雨山 彫刻科 明治26年7月

明治22年2月 専修科美術工芸科(金工) 岡部角彌 福岡 岡部覺彌 岡部角弥

岡部覚弥

美術工芸科彫金科 明治28年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治22年2月 専修科美術工芸科(漆工) 藤岡注多良 広島 六角注多良 紫水 美術工芸科蒔絵科 明治26年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治28年度

明治22年2月 特別ノ課程 竹内次郎 三重 竺堂 特別ノ課程 明治24年7月

明治22年2月 特別ノ課程 廣川榮三郎 福岡 広川栄三郎 嘯月 特別ノ課程 明治24年7月

明治22年2月 特別ノ課程 山崎競 三重 鹿峰 特別ノ課程 明治24年7月

明治22年2月 普通科 赤羽順之 ⾧野 赤羽知足 赤羽順之 雪邦 撰科(絵画) 明治28年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治32年度

明治22年2月 普通科 秋月復郎 宮崎 可山 美術工芸科蒔絵科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 飯田仁三郎 東京 飯田仁三郎 勝美 美術工芸科彫金科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 石川準禮 石川 石川準礼 美術工芸科蒔絵科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 井原二七郎 広島 宮本二七郎 瓦全 彫刻科 明治27年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治22年2月 普通科 鵜殿淸 静岡 鵜殿⾧庚 鵜殿清 絵画科 明治27年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治33年度

明治22年2月 普通科 江中萬造 福岡 江中万造 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 蝦原巳七雄 京都 浩洋 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 大内佐太郎 茨城 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年2月 普通科 大西虎藏 鳥取 船田虎藏 大西虎蔵

船田虎蔵

船岳 普通科 明治23年 特別ノ課程 明治25年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治24年度

明治22年2月 普通科 小倉要 東京 要斎 要齋 絵画科 明治28年7月

明治22年2月 普通科 筧稻四郎 茨城 筧稲四郎 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 門野富五郎 滋賀 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 金澤悌次郎 北海道 金沢悌次郎 絵画科西洋画科 明治34年7月

明治22年2月 普通科 龜岡末吉 群馬 亀岡末吉 絵画科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 川上彥吉 北海道 川上彦吉 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年2月 普通科 木村良吉 東京 特別ノ課程 明治25年2月

明治22年2月 普通科 小島光眞 岐阜 小島光真

独山

獨山 絵画科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 小山富造 東京 武谷富造

武井富造

松泉 美術工芸科蒔絵科 明治27年2月 研究科漆工研究科 明治31年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治25年度

改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治30年度
明治22年2月 普通科 西鄕規 ⾧野 西郷規 孤月 絵画科 明治27年2月 研究科(絵画) 明治29年度

明治22年2月 普通科 齋藤謙 東京 斉藤謙 特別ノ課程 明治25年2月

明治22年2月 普通科 酒井利之助 東京 酒井秀岳

齋藤秀岳

斉藤秀岳 美術工芸科彫金科 明治27年2月 研究科(彫金) 明治28年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治27年度(酒井秀岳)、『東京美術学校一覧』明治31年度(齋藤秀岳)

明治22年2月 普通科 坂井紅兒 静岡 坂井紅児 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 澤藤太郎 千葉 沢藤太郎 彫刻科 明治29年7月

明治22年2月 普通科 島岡常藏 東京 小栗常藏 島岡常蔵

小栗常蔵

絵画科 明治27年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治22年2月 普通科 島田佳矣 石川 景州 絵画科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 島田友晴 山口 島田友春 絵画科 明治27年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治25年度

明治22年2月 普通科 島田里喜藏 三重 島田里喜蔵 特別ノ課程 明治25年7月

明治22年2月 普通科 下村晴三郎 東京 下村晴三郎

観山

觀山 絵画科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 武田三四郎 茨城 櫻岡三四郎 桜岡三四郎 美術工芸科鋳金科 明治27年2月 研究科(鋳金) 明治28年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治27年度

明治22年2月 普通科 津村米太郎 愛知 美術工芸科蒔絵科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 本多祐輔 東京 本多祐輔

本田祐輔

天城 撰科日本画撰科 明治26年7月

明治22年2月 普通科 松橋宗明 岩手 台山 美術工芸科鋳金科 明治32年7月

明治22年2月 普通科 三瓶政賢 福島 ― ― 美術工芸科蒔絵科 明治26年度

明治22年2月 普通科 溝口禎二郎 東京 溝口禎次郎 溝口禎二郎

溝口禎次郎

宗文 絵画科 明治27年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

明治22年2月 普通科 宮田辰太郎 佐賀 香湖 美術工芸科鋳金科 明治27年2月 研究科(鋳金) 明治28年度

明治22年2月 普通科 峯斧吉 佐賀 峰斧吉 彫刻科 明治27年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治27年度

明治22年2月 普通科 三輪靑谷 愛知 三輸青谷 絵画科 明治27年2月

明治22年2月 普通科 村山旬五 東京 特別ノ課程 明治25年2月

明治22年2月 普通科 室町公大 東京 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 山田叔二郎 岡山 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年2月 普通科 吉田金吉 福島 特別ノ課程 明治25年2月

明治22年2月 普通科 渡部織衞 新潟 渡部織衛 特別ノ課程 明治25年7月

明治22年9月 普通科 石井吉次郎 東京 士口 美術工芸科蒔絵科 明治27年7月 研究科漆工科研究科 明治32年度

明治22年9月 普通科 板谷嘉七 茨城 波山 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 大塚泰 富山 特別ノ課程 明治25年7月

明治22年9月 普通科 大西鐵造 三重 松岡鐵造

殿村左五平

殿村淸藏

殿村佐五平

大西鉄造

松岡鉄造

殿村清蔵

小霞 絵画科 明治27年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治29年度(松岡鐵造)、『東京美術学校一覧』明治32年度(殿村左五平)、『東京

美術学校一覧』明治33年度(殿村淸藏)、『東京美術学校一覧』明治35年度(殿村佐五平)、『東京美術学校一覧』明治

35年度(殿村殿村左五平)

明治22年9月 普通科 大橋郁太郎 岡山 大橋雅彦 葭霜 特別ノ課程 明治25年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

明治22年9月 普通科 大橋平吉 千葉 ― ― 絵画科 明治26年度

明治22年9月 普通科 小川三知 静岡 山痴 山癡 絵画科 明治28年7月

明治22年9月 普通科 奧山犀吉 岡山 奧山元昇 特別ノ課程 明治25年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治22年9月 普通科 柏尾轍三郎 兵庫 有元轍三郎 五村 絵画科 明治27年7月 研究科(絵画) 明治29年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治27年度

明治22年9月 普通科 加藤宇眞藏 鳥取 角田宇眞藏 加藤宇真蔵

角田宇真蔵

秋成 美術工芸科彫金科 明治27年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治25年度

明治22年9月 普通科 龜田德太郎 三重 亀田徳太郎 杢介 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 唐橋在明 東京 ― ― 彫刻科 明治26年度

明治22年9月 普通科 木本平太郎 大分 木元平太郎 特別ノ課程 明治25年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治23年度

明治22年9月 普通科 黒岩倉吉 東京 淡哉 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 小池益郎 ⾧野 小池益郎 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年9月 普通科 小林誠義 山形 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治26年度

明治22年9月 普通科 佐伯德介 山口 佐伯徳介 絵画科 明治29年3月

明治22年9月 普通科 志賀靜山 東京 志賀静山 絵画科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 志賀貞三郎 石川 絵画科 明治28年7月

明治22年9月 普通科 白濱徴 ⾧崎 白浜徴 絵画科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 鈴川信一 山口 絵画科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 鈴木憲次 山形 ― ― 普通科 明治23年度

明治22年9月 普通科 菅紀一郎 茨城 ― ― 絵画科 明治26年度

明治22年9月 普通科 鷹田龜之助 富山 鷹田其石 鷹田亀之助 特別ノ課程 明治25年7月 研究科日本画研究科 明治37年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治22年9月 普通科 瀧野暢順 静岡 瀧野元治 滝野暢順

滝野元治

― ― 絵画科 明治27年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治22年9月 普通科 田中助太郎 福岡 雪窓 雪窻 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 田中友太郎 東京 ― ― 絵画科 明治25年度

明治22年9月 普通科 田村健次郎 東京 絵画科 明治29年5月

明治22年9月 普通科 谷鐐太郎 東京 特別ノ課程 明治25年7月 絵画科 明治27年度

明治22年9月 普通科 堤雄⾧ 東京 懐月 絵画科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 德永松喜 熊本 平川松喜 徳永松喜 冬嶺 特別ノ課程 明治25年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治28年度

明治22年9月 普通科 永井實治 鹿児島 永井実治 特別ノ課程 明治25年7月

明治22年9月 普通科 中村安太郎 富山 孤石 特別ノ課程 明治25年7月

明治22年9月 普通科 新納忠之介 鹿児島 古拙 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 錦戸宇内 宮城 ― ― 絵画科 明治26年度

明治22年9月 普通科 西原猪太郎 東京 麗水 美術工芸科鋳金科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 芳賀金登 群馬 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年9月 普通科 林竹次郎 宮城 林竹治郎 特別ノ課程 明治25年7月

明治22年9月 普通科 原貫之助 福岡 白山 絵画科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 原陽一 山口 絵画科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 增田有信 宮城 増田有信 撰科(彫刻) 明治27年7月

明治22年9月 普通科 美田萬壽之助 埼玉 美田万寿之介 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 宮下常五郎 ⾧野 横山常五郎 特別ノ課程 明治25年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治25年度

明治22年9月 普通科 茂木克太郎 北海道 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年9月 普通科 本山辰吉 高知 白雲 彫刻科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 山崎珊松 静岡 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年9月 普通科 山田鑄十郎 東京 山田鋳十郎 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年9月 普通科 山本和 東京 美術工芸科蒔絵科 明治27年7月

明治22年9月 普通科 吉岡九八郎 島根 ― ― 普通科 明治24年度

明治22年9月 普通科 芳川廷輔 埼玉 流外 特別ノ課程 明治25年7月

明治23年9月 普通科 天草友雄 熊本 神来 神來 絵画科 明治28年7月 研究科日本画研究科 明治31年度

明治23年9月 普通科 安藤時藏 東京 安藤時蔵 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 伊藤義郎 愛知 ― ― 普通科 明治23年度

明治23年9月 普通科 井上良慶 新潟 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 岩城敏 三重 岩城敏 ― ― 絵画科 明治27年度

明治23年9月 普通科 小原庄太郎 愛知 ― ― 普通科 明治23年度

明治23年9月 普通科 金子泰 東京 絵画科 明治29年7月

明治23年9月 普通科 川崎伊三郎 神奈川 川崎安

原安民

美術工芸科鋳金科 明治28年7月 研究科鋳金科研究科 明治32年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度(川崎安)、『東京美術学校一覧』大正元年度(原安民)

明治23年9月 普通科 河津謹吾 東京 ― ― 撰科(絵画) 明治25年度

明治23年9月 普通科 喜多大藏 奈良 喜多大蔵 ― ― 絵画科 明治26年度

明治23年9月 普通科 木下眞藏 熊本 木下真蔵 特別ノ課程 明治26年7月

明治23年9月 普通科 鍬形直太郎 岡山 ― ― 図按科 明治29年度

明治23年9月 普通科 毛々又市 石川 ― ― 絵画科 明治26年度

明治23年9月 普通科 毛山正申 愛知 玉井正申 美術工芸科蒔絵科 明治28年7月 研究科漆工科研究科 明治31年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治29年度

明治23年9月 普通科 後藤省吾 和歌山 彫刻科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 後藤矩一 山口 絵画科 明治29年7月 研究科日本画研究科 明治31年度

明治23年9月 普通科 小林一意 群馬 高坡 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 關筍次郎 静岡 關口筍次郎 関筍次郎

関口筍次郎

― ― 普通科 明治24年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治24年度

明治23年9月 普通科 高田佐太郎 石川 ― ― 特別ノ課程 明治25年度

明治23年9月 普通科 高橋政美 青森 美邦 特別ノ課程 明治26年7月

明治23年9月 普通科 田中後治 新潟 美術工芸科鋳金科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 千葉立二 東京 ― ― 普通科 明治23年度

明治23年9月 普通科 遠間伊惣治 群馬 ― ― 普通科 明治23年度

明治23年9月 普通科 戶田忠雅 東京 戸田忠雅 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 豐岡保太郎 千葉 豊岡保太郎 東江 絵画科 明治29年7月

明治23年9月 普通科 内藤源太郎 静岡 素山 美術工芸科蒔絵科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 中村端三 東京 如等 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 中山次郎 東京 菅原次郎 翠洲 絵画科 明治29年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治37年度

明治23年9月 普通科 中山米藏 香川 中山米蔵 特別ノ課程 明治26年7月

明治23年9月 普通科 濱中半三郎 東京 浜中半三郎 移山 絵画科 明治29年7月

明治23年9月 普通科 菱田三男治 ⾧野 春草 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 福原謙之助 山口 福原謙之助 絵画科 明治28年7月

明治23年9月 普通科 福原岱郎 熊本 福原岱郎 特別ノ課程 明治26年7月

明治23年9月 普通科 伴昭忠 東京 ― ― 絵画科 明治26年度

明治23年9月 普通科 松田鹿三 愛知 美術工芸科鋳金科 明治30年7月

明治23年9月 普通科 松原善人 ⾧野 絵画科 明治29年7月

明治23年9月 普通科 村山浪江 神奈川 染川浪江 美術工芸科鋳金科 明治28年7月 佐賀 出身地出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治23年9月 普通科 望月銃三郎 静岡 美術工芸科彫金科 明治28年7月

1／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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明治23年9月 普通科 本島袈裟彥 佐賀 中島袈裟彥 中島袈裟彦

本島袈裟彦

華舟 美術工芸科漆工科 明治29年7月 研究科漆工研究科 明治31年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治33年度

明治23年9月 普通科 桃澤重治 ⾧野 桃沢重治 絵画科日本画科 明治30年7月

明治23年9月 普通科 山口大藏 千葉 山口大蔵 壑舟 特別ノ課程 明治26年7月

明治23年9月 普通科 山下靜一 東京 山下静一 ― ― 普通科 明治23年度

明治23年9月 普通科 山田有方 富山 美術工芸科彫金科 明治30年7月

明治23年9月 普通科 渡邊伴藏 ⾧野 渡辺伴蔵 ― ― 特別ノ課程 明治24年度

明治24年 専修科美術工芸科(鋳金) 石川巳七雄 千葉 石川己七雄

石川已七雄

浩洋 美術工芸科鋳金科 明治27年2月

明治24年 撰科(絵画) 安藤源一郎 東京 ― ― 撰科(絵画) 明治25年度

明治24年 撰科(彫金) 大野和歌三郎 東京 撰科(彫金) 明治27年2月

明治24年 撰科(彫刻) 小和田武司 東京 撰科(彫刻) 明治27年2月

明治24年 撰科(彫刻) 木平愛二 東京 ― ― 撰科(彫刻) 明治25年度

明治24年 撰科(彫金) 小泉德松 東京 小泉德治 小泉徳松

小泉徳治

湘雲 撰科(彫刻) 明治28年2月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治24年 撰科(絵画) 德田鎬一 静岡 徳田鎬一 撰科(日本画) 明治28年2月

明治24年 撰科(彫刻) 中村桂太郎 東京 ― ― 撰科(彫刻) 明治24年度

明治24年 撰科(彫刻) 名倉復四郎 東京 光山 撰科(彫刻) 明治28年2月

明治24年 撰科(彫金) ⾧谷部克也 東京 ― ― 撰科(彫金) 明治24年度

明治24年 撰科(絵画) 藤田松二郎 愛知 ― ― 撰科(絵画) 明治26年度

明治24年 普通科 赤松岳生 香川 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 鮎澤秀夫 ⾧野 鮎沢秀夫 彫刻科 明治29年7月 研究科彫刻研究科 明治32年度

明治24年 普通科 池田淳太郎 石川 ― ― 美術工芸科彫金科 明治26年度

明治24年 普通科 伊澤吾平 福岡 伊沢吾平 ― ― 絵画科 明治26年度

明治24年 普通科 伊藤八十 石川 ― ― 彫刻科 明治26年度

明治24年 普通科 伊藤義郎 愛知 ― ― 彫刻科 明治25年度

明治24年 普通科 牛尼格 ⾧野 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 小原庄太郎 愛知 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 大河内詮次郎 東京 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 大河内信成 東京 ― ― 普通科 明治27年度

明治24年 普通科 大村耕造 静岡 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 加藤一郎 山口 南涯 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 加藤秀次 滋賀 ― ― 撰科(日本画) 明治30年度

明治24年 普通科 狩野誠信 東京 撰科日本画撰科 明治31年7月

明治24年 普通科 川勝勘兵衛 東京 絵画科日本画科 明治30年7月

明治24年 普通科 川上榮次郎 栃木 川上栄二郎

鈴木雪哉

川上栄次郎

寿山

壽山 絵画科日本画科 明治30年7月 日本画科― 図画教員の課

程

明治39年4月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度(川上栄二郎)、『東京美術学校一覧』明治32年度(鈴木雪哉)

明治24年 普通科 川上爲之輔 静岡 川上爲之助

川上為之助

図按科 明治31年7月 研究科(図按) 明治34年度

明治24年 普通科 河原崎謙吉 東京 河原崎謙吉 絵画科日本画科 明治30年7月 図画教員の課程 明治32年7月

明治24年 普通科 木村信太郎 茨城 武山 絵画科 明治29年7月 研究科日本画研究科 明治31年度

明治24年 普通科 國重篤介 山口 国重篤介 美術工芸科蒔絵科 明治29年7月

明治24年 普通科 桑名三郎 福島 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 兒玉恒次郎 福岡 児玉恒次郎 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 近藤延太郎 神奈川 辻村延太郎 松華 美術工芸科蒔絵科 明治29年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治35年度

明治24年 普通科 櫻井節雄 静岡 桜井節雄 雪山 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 佐藤榮三郎 宮城 佐藤栄三郎 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 淸水龜藏 広島 清水亀蔵 美術工芸科彫金科 明治29年7月 研究科(塑金・塑造) 明治35年度

明治24年 普通科 菅原大三郎 山形 春月 彫刻科 明治29年7月 研究科彫刻研究科 明治31年度

明治24年 普通科 鈴木金次郎 東京 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 鈴木武之助 東京 向稜 絵画科 明治29年7月 研究科(日本画科) 明治34年度

明治24年 普通科 高井元吉 広島 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 高橋勇 福島 烏谷 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 田口謙三郎 栃木 田口鎌三郎 田口謙三郎

田口鎌三郎

絵画科 明治29年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治24年 普通科 武井眞澄 ⾧野 武井真澄 美術工芸科鋳金科 明治29年7月

明治24年 普通科 田雜五郎 佐賀 田雑五郎 香雨 美術工芸科彫金科 明治29年7月

明治24年 普通科 田中壽衞彥 岡山 石河壽衞彥 田中寿衛彦

石河寿衛彦

美術工芸科蒔絵科 明治29年7月 研究科漆工研究科 明治31年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治25年度

明治24年 普通科 田邊協一 広島 田辺協一 ― ― 絵画科 明治25年度

明治24年 普通科 千葉立二 東京 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 中川萬次郎 熊本 中川萬治郎 中川万次郎

中川万治郎

斉山

齊山 彫刻科 明治30年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治29年度

明治24年 普通科 丹羽五十吉 東京 丹羽五十吉 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 野村厚生 福井 彫刻科 明治29年7月 研究科(彫刻科) 明治32年度

明治24年 普通科 羽生道也 鹿児島 羽生道也 絵画科 明治29年7月

明治24年 普通科 箒木與三郎 福岡 尋木與三郎 箒木与三郎

尋木与三郎

― ― 絵画科 明治26年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治24年 普通科 原田博亮 山口 河村博亮 美術工芸科蒔絵科 明治29年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治29年度

明治24年 普通科 廣川柳一 佐賀 広川柳一 ― ― 絵画科 明治26年度

明治24年 普通科 福島仲 東京 福島仲 美術工芸科彫金科 明治29年7月

明治24年 普通科 藤原美治郎 大分 竹郷 竹鄕 絵画科日本画科 明治31年7月

明治24年 普通科 松田爲賀 鹿児島 松田為賀 美術工芸科蒔絵科 明治29年7月 研究科漆工研究科 明治31年度

明治24年 普通科 山下靜一 東京 山下静一 ― ― 普通科 明治24年度

明治24年 普通科 山本金太郎 東京 山本義雄 美術工芸科彫金科 明治29年7月 研究科漆工研究科 明治31年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治24年 普通科 山脇雄吉 鳥取 皜雲 絵画科 明治29年7月 研究科(日本画) 明治35年度

明治25年 絵画科 山縣丹治 秋田 山県丹治 絵画科日本画科 明治31年7月

明治25年 豫備ノ課程 安喰宇三郎 山形 豐田宇三郎 豊田宇三郎 高順 絵画科日本画科 明治30年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 淺野勇次郎 愛知 浅野勇次郎 北軒 彫刻科 明治30年7月 研究科(彫刻) 明治32年度

明治25年 豫備ノ課程 安邊一雄 山口 ― ― 豫備ノ課程 明治25年度

明治25年 豫備ノ課程 阿部要一 山口 ― ― 絵画科 明治28年度

明治25年 豫備ノ課程 天岡均一 兵庫 彫刻科 明治30年7月 研究科彫刻研究科 明治31年度

明治25年 豫備ノ課程 飯岡駒太郎 岐阜 飯尾米太郎

飯尾駒太郎

飯岡駒太郎

飯尾駒太郎

飯尾米太郎

絵画科日本画科 明治31年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治26年度(飯尾米太郎)、『東京美術学校一覧』明治27年度(飯尾駒太郎)

明治25年 豫備ノ課程 磯矢邦之助 大阪 完山 美術工芸科漆工科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 乾⾧光 高知 南陽 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 今田直策 宮城 絵画科日本画科 明治30年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治25年 豫備ノ課程 上木俊一 福井 是斎 彫刻科 明治30年7月 研究科(彫刻) 明治32年度

明治25年 豫備ノ課程 鵜川俊三郎 東京 絵画科日本画科 明治30年7月 日本画科― 図画教員の課 明治34年7月

明治25年 豫備ノ課程 氏家靜脩 岩手 氏家静修 美術工芸科漆工科 明治30年7月 研究科漆工研究科 明治31年度

明治25年 豫備ノ課程 海野豐太郎 東京 海野豊太郎

珉乗

珉乘 美術工芸科彫金科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 大平正曹 徳島 明治31年7月

明治25年 豫備ノ課程 岡田秀 東京 秋嶺 絵画科日本画科 明治30年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治25年 豫備ノ課程 奧島定基 愛媛 奥島定基 ― ― 豫備ノ課程 明治25年度

明治25年 豫備ノ課程 柿山蕃雄 熊本 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 加藤紀高 茨城 玉亭 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 狩野熹 東京 ― ― 撰科(絵画) 明治28年度

明治25年 豫備ノ課程 川崎周太 新潟 川崎周太 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 木澤禎 和歌山 木沢禎 石雲 彫刻科 明治31年7月 研究科(彫刻) 明治38年

明治25年 豫備ノ課程 木村俊秀 千葉 淡香 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 桑原彌太郎 岡山 桑原弥太郎 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 郡司秀治郎 千葉 香取秀治郎 秀真 美術工芸科鋳金科 明治30年7月 研究科(塑造・鋳金) 明治33年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治25年 豫備ノ課程 小出魯一郎 千葉 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 小泉永雄 石川 美術工芸科彫金科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 小林昇平 静岡 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 齋藤浦次郎 愛知 斉藤浦次郎 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 酒卷二郎 東京 酒巻二郎 ― ― 豫備ノ課程 明治25年度

明治25年 豫備ノ課程 杉本榮 高知 杉本栄 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 諏訪部鋼一 島根 宅和鋼一 撰科日本画撰科 明治33年10月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治27年度

明治25年 豫備ノ課程 芹澤與一 静岡 芹沢与一 ― ― 美術工芸科蒔絵科 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 高城次郎 東京 碧水 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 高橋玄道 大分 絵画科日本画科 明治31年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治25年 豫備ノ課程 田中國廣 鹿児島 田中国広 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 都筑幸二 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治25年度

明治25年 豫備ノ課程 津森義房 山口 ― ― 美術工芸科蒔絵科 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 土居覺太郎 高知 土居覚太郎 ― ― 絵画科 明治27年度

明治25年 豫備ノ課程 中村驤 群馬 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 鍋島賢二郎 東京 ― ― 絵画科 明治28年度

明治25年 豫備ノ課程 信谷友三 東京 彫刻科 明治30年7月 研究科(塑造) 明治35年度

明治25年 豫備ノ課程 野口藤三郎 佐賀 彫刻科 明治31年7月 研究科(木彫) 明治34年度

明治25年 豫備ノ課程 萩原元次郎 静岡 青陵 靑陵 美術工芸科漆工科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 服部保一 福島 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 早崎稉吉 三重 絵画科日本画科 明治30年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治25年 豫備ノ課程 平井富夫 東京 芳亭 絵画科日本画科 明治30年7月 日本画科― 図画教員の課 明治40年7月

明治25年 豫備ノ課程 藤卷直治 新潟 藤巻直治 嘯月 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 松原源藏 熊本 松原象雲 松原源蔵 彫刻科 明治30年7月 研究科(木彫写生(塑造)) 明治34年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治33年度

明治25年 豫備ノ課程 三宅誠之助 東京 ― ― 美術工芸科彫金科 明治29年度

明治25年 豫備ノ課程 村尾平吉 鳥取 彫刻科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 村岡貞一 佐賀 絵画科日本画科 明治30年7月 研究科(日本画) 明治32年度

明治25年 豫備ノ課程 籾井菊治郎 京都 阿山 美術工芸科鋳金科 明治30年7月 研究科(鋳金・塑造) 明治33年度

明治25年 豫備ノ課程 柳下善次郎 神奈川 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治25年 豫備ノ課程 山田省三 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治25年度

明治25年 豫備ノ課程 山本正三郎 香川 美術工芸科彫金科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 山本昌 東京 光汀 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 山本茗次郎 石川 鹿洲 美術工芸科鋳金科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 結城貞松 東京 素明 絵画科日本画科 明治30年7月

明治25年 豫備ノ課程 吉村彥次郎 福岡 吉村彦次郎 ― ― 豫備ノ課程 明治25年度

明治25年 豫備ノ課程 頼富新吉 香川 賴富新吉 彫刻科 明治29年7月

明治25年 豫備ノ課程 渡部乾吉 東京 ― ― 絵画科 明治28年度

明治25年 豫備ノ課程 渡邊啓三 東京 渡辺啓三 香涯 絵画科日本画科 明治30年7月

明治26年 撰科(絵画) 河津祐信 東京 河津祐信 撰科日本画撰科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 蘆澤鴻次 香川 芦沢鴻次 美術工芸科彫金科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 石井淸 千葉 井上淸 石井清

井上清

図按科 明治31年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治28年度

明治26年 豫備ノ課程 井爪松四郎 奈良 ― ― 絵画科 明治27年度

明治26年 豫備ノ課程 荊秀雄 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治26年 豫備ノ課程 江良剛治 熊本 美術工芸科鋳金科 明治32年7月 研究科(鋳金) 明治34年度

明治26年 豫備ノ課程 大石榮雄 静岡 大石栄雄 立山 絵画科日本画科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 太田和太郎 東京 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治30年度

明治26年 豫備ノ課程 岡村道三 北海道 絵画科日本画科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 工藤新吾 大分 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治26年 豫備ノ課程 兒島明 静岡 児島明 白峰 美術工芸科漆工科 明治31年7月 研究科(漆工) 明治33年度

明治26年 豫備ノ課程 齋藤新助 岡山 斉藤新助 絵画科日本画科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 坂口肫 栃木 阪口肫 晃南 美術工芸科鋳金科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 佐藤勝麿 鹿児島 ― ― 彫刻科 明治27年度

明治26年 豫備ノ課程 澤木彥門 福井 沢木彦門 美術工芸科漆工科 明治32年7月

明治26年 豫備ノ課程 重松直太郎 福岡 ― ― 豫備ノ課程 明治26年度

明治26年 豫備ノ課程 杉村僊吉 三重 杉村遷吉 絵画科日本画科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 鈴木一 宮城 古拙 美術工芸科鋳金科 明治31年7月 研究科(鋳金) 明治37年度

明治26年 豫備ノ課程 淸家恕 愛媛 清家恕

鉄山

鐡山 絵画科日本画科 明治31年7月 日本画科― 図画教員の課

程

大正4年3月

明治26年 豫備ノ課程 中村邦夫 福島 中村邦男 ― ― 美術工芸科彫金科 明治27年度

明治26年 豫備ノ課程 中村久馬象 香川 ― ― 彫刻科 明治31年度
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明治26年 豫備ノ課程 中島彌正 高知 中島弥正 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治27年度

明治26年 豫備ノ課程 檜立敬吉 愛媛 ― ― 美術工芸科彫金科 明治28年度

明治26年 豫備ノ課程 平子尙 三重 平子尚 鐸嶺 絵画科西洋画科 明治34年7月

明治26年 豫備ノ課程 堀生欽治 福岡 ― ― 絵画科 明治28年度

明治26年 豫備ノ課程 蒔田實 新潟 蒔田実 美術工芸科漆工科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 三浦二郎 大阪 竜舟 龍舟 絵画科日本画科 明治31年7月

明治26年 豫備ノ課程 山崎勇馬 高知 香雲 絵画科日本画科 明治31年7月 日本画科― 図画教員の課

程

明治40年7月

明治26年 豫備ノ課程 四谷正美 岡山 五山 美術工芸科彫金科 明治32年7月 研究科(彫金) 明治34年度

明治27年 豫備之課程 秋山要治 北海道 秋山要次 彫刻科 明治32年7月 研究科(木彫) 明治34年度 改姓名・出身地出典：『東京美術学校一覧』明治32年度

明治27年 豫備之課程 跡見三次郎 東京 絵画科日本画科 明治32年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治27年 豫備之課程 阿部光治 新潟 彫刻科木彫科 明治33年7月

明治27年 豫備之課程 伊藤啓次郎 東京 図按科 明治32年7月 研究科(図按科) 明治34年度

明治27年 豫備之課程 伊東新吉 東京 ― ― 絵画科 明治28年度

明治27年 豫備之課程 伊原六郎 埼玉 絵画科日本画科 明治33年7月

明治27年 豫備之課程 岩井昌三 三重 漕浦 絵画科日本画科 明治34年7月

明治27年 豫備之課程 宇野季男 石川 ― ― 絵画科西洋画科 明治30年度

明治27年 豫備之課程 江島吾三朗 東京 江島五三郎 昂山 図按科 明治32年7月 研究科(図按科) 明治33年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治28年度

明治27年 豫備之課程 大槻才吉 山形 図按科 明治33年7月

明治27年 豫備之課程 大森新之助 東京 敬堂 絵画科日本画科 明治32年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治27年 豫備之課程 岡野賢三 滋賀 鹿城 撰科日本画撰科 明治33年10月

明治27年 豫備之課程 梶川儀夫 千葉 雨城 絵画科日本画科 明治32年7月 研究科(日本画) 明治33年度

明治27年 豫備之課程 河邊正夫 岡山 河辺正夫 東磧 図按科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 工藤晨 青森 絵画科日本画科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 工藤新吾 大分 ― ― 豫備ノ課程 明治27年度

明治27年 豫備之課程 久保田誠次郎 愛媛 図按科 明治32年7月 研究科(水彩画) 明治33年度

明治27年 豫備之課程 香田麟橘 佐賀 美術工芸科鋳金科 明治32年7月 研究科(鋳金) 明治37年度

明治27年 豫備之課程 小檜山右近 福島 図按科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 椎塚脩房 東京 椎塚修房 絵画科西洋画科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治27年 豫備之課程 竹之下舊俊 鹿児島 竹ノ下舊俊 竹之下旧俊

竹ノ下旧俊

絵画科日本画科 明治33年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治33年度

明治27年 豫備之課程 竹本曜二 東京 図按科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 田澤仲 東京 吉澤仲 田沢仲

吉沢仲

雅光 美術工芸科漆工科 明治32年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治32年度

明治27年 豫備之課程 千頭庸哉 東京 図按科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 千葉武治郎 千葉 ― ― 彫刻科 明治28年度

明治27年 豫備之課程 土井藤四郎 三重 古竹 美術工芸科漆工科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 戶原鹿之助 福岡 戸原鹿之助 西波 美術工芸科鋳金科 明治32年7月 研究科(鋳金) 明治34年度

明治27年 豫備之課程 中田淸 東京 中田清 絵画科日本画科 明治33年7月

明治27年 豫備之課程 中西乾 静岡 繝堂 図按科 明治32年7月 研究科(図按) 明治34年度

明治27年 豫備之課程 中村堯與 大阪 ― ― 絵画科日本画科 明治29年度

明治27年 豫備之課程 中村直彥 東京 中村直彦 彫刻科 明治32年7月 研究科(塑造) 明治33年度

明治27年 豫備之課程 橋本保邦 東京 ― ― 絵画科 明治28年度

明治27年 豫備之課程 林藤吉 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治28年度

明治27年 豫備之課程 二神種茂 東京 二神種茂 ― ― 絵画科 明治28年度

明治27年 豫備之課程 筆谷儀三郎 北海道 等観 等觀 撰科日本画撰科 明治33年7月 研究科(日本画) 明治35年度

明治27年 豫備之課程 堀内喜一 富山 絵画科日本画科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 松里政登 福岡 清風 淸風 絵画科日本画科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 松⾧⾧三郎 静岡 曽根⾧三郎 松永⾧三郎 図按科 明治32年7月 研究科(図按科) 明治36年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

明治27年 豫備之課程 三浦自也 岩手 絵画科日本画科 明治33年7月

明治27年 豫備之課程 三橋淸 北海道 三橋清 彫刻科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 三村耕三 千葉 仙谷 美術工芸科漆工科 明治32年7月 研究科(図按科) 明治33年度

明治27年 豫備之課程 森田豐治郎 東京 森田豐次郎 森田豊治郎

森田豊次郎

春光 絵画科日本画科 明治32年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治28年度

明治27年 豫備之課程 桃井義一 山形 絵画科日本画科 明治32年7月

明治27年 豫備之課程 柳田半兵衛 栃木 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治30年度

明治27年 豫備之課程 山下英夫 静岡 美術工芸科鋳金科 明治32年7月 研究科(鍛金) 明治34年度

明治27年 豫備之課程 山本八十三 大阪 山本八十藏 山本八十蔵 彫刻科 明治32年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治27年 豫備之課程 吉田衡 福井 図按科 明治32年7月 研究科(建築製図・建築装

飾術)

明治34年度

明治27年 豫備之課程 渡邊⾧男 大分 渡辺⾧男 彫刻科 明治32年7月 研究科(塑造) 明治36年度

明治28年 撰科(絵画) 藤川房造 香川 黒斎 黒齋 撰科漆工撰科 明治34年7月

明治28年 豫備之課程 新居豐 神奈川 八戸豐 新居豊

八戸豊

美術工芸科鋳金科 明治33年7月 研究科(鋳金科) 明治34年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治39年度

明治28年 豫備之課程 池田芳太郎 京都 撰科日本画撰科 明治34年7月

明治28年 豫備之課程 石井德千代 東京 石井徳千代 彫刻科木彫科 明治33年7月

明治28年 豫備之課程 石田英一 佐賀 瑛遺知 美術工芸科鋳金科 明治33年7月

明治28年 豫備之課程 石野承吉 石川 石野氏承 松堂 絵画科日本画科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治28年 豫備之課程 移川三郎 福島 浩哉 絵画科日本画科 明治33年7月 研究科(日本画) 明治35年度

明治28年 豫備之課程 江端謙一郎 富山 江端謙一郎 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治31年度

明治28年 豫備之課程 大桶耕作 栃木 ― ― 豫備ノ課程 明治28年度

明治28年 豫備之課程 岡田村雄 東京 ― ― 図按科 明治31年度

明治28年 豫備之課程 河野亨 大分 ― ― 絵画科日本画科 明治30年度

明治28年 豫備之課程 窪田喜作 岐阜 絵画科西洋画科 明治33年7月

明治28年 豫備之課程 桑原桂策 山梨 ― ― 絵画科日本画科 明治31年度

明治28年 豫備之課程 小岩峻 岩手 古明 漆工科 明治35年7月

明治28年 豫備之課程 小西正太郎 秋田 西洋画科 明治35年7月

明治28年 豫備之課程 佐々木惣三郎 福井 佐々木惣左衛門 太岳 絵画科日本画科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

明治28年 豫備之課程 佐野彥三郎 香川 佐野彦三郎 ― ― 豫備ノ課程 明治29年度

明治28年 豫備之課程 柴崎恒信 愛媛 絵画科西洋画科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治28年 豫備之課程 曾根鋭 静岡 曽根鋭 美術工芸科鍛金科 明治33年7月 研究科(鍛金) 明治34年度

明治28年 豫備之課程 高橋來平 埼玉 高橋来平 岱峯 日本画科 明治35年7月

明治28年 豫備之課程 武石弘三郎 新潟 彫刻科塑造科 明治34年7月

明治28年 豫備之課程 竹内勝 東京 水哉 絵画科日本画科 明治34年7月

明治28年 豫備之課程 建部政治 岡山 綱島政治 静観 靜觀 絵画科日本画科 明治33年7月 研究科(日本画) 明治35年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治41年度

明治28年 豫備之課程 ⾧愛之 栃木 渡南 彫刻科木彫科 明治33年7月 研究科(木彫・塑造) 明治34年度

明治28年 豫備之課程 津田信夫 千葉 大寿 大壽 美術工芸科鋳金科 明治33年7月 研究科(鋳金) 明治34年度

明治28年 豫備之課程 鶴田幾太郎 山梨 機水 絵画科日本画科 明治33年7月 研究科(日本画) 明治36年度

明治28年 豫備之課程 西伊三次 鹿児島 絵画科西洋画科 明治34年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治28年 豫備之課程 橋本宗次郎 広島 橋本惣次郎 ― ― 絵画科日本画科 明治30年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治29年度

明治28年 豫備之課程 原田竹二郎 山口 絵画科西洋画科 明治33年7月

明治28年 豫備之課程 廣瀨義治 東京 広瀬義治 ― ― 絵画科日本画科 明治29年度

明治28年 豫備之課程 平井良一 東京 ― ― 絵画科日本画科 明治30年度

明治28年 豫備之課程 平田宗文 鹿児島 ― ― 絵画科西洋画科 明治32年度

明治28年 豫備之課程 藤岡金吾 東京 忠周 美術工芸科漆工科 明治33年7月 研究科(蒔絵および変り塗) 明治34年度

明治28年 豫備之課程 船井登久太郎 東京 筧登久太郎 船井徳太郎

船井久登太郎

彫刻科木彫科 明治33年7月 研究科(木彫・塑造) 明治34年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正7年度

明治28年 豫備之課程 前川佐一 佐賀 観水 觀水 美術工芸科漆工科 明治33年7月

明治28年 豫備之課程 水本菊太郎 山梨 河内菊太郎 ― ― 絵画科日本画科 明治30年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治30年度

明治28年 豫備之課程 宮脇平太郎 香川 生井平太郎 絵画科日本画科 明治33年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治39年度

明治28年 豫備之課程 村上通太 愛媛 ― ― 図按科 明治29年度

明治28年 豫備之課程 山田益雄 大阪 山田益雄 ― ― 豫備ノ課程 明治28年度

明治29年 絵画科日本画科 松平乗⾧ 東京 絵画科日本画科 明治31年7月

明治29年 美術工芸科漆工科 山本富松 石川 ― ― 美術工芸科漆工科 明治31年度

明治29年 撰科(西洋画) 磯野吉雄 群馬

東京

撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治35年度

明治29年 撰科(西洋画) 江間良吉 静岡 春静 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治35年度

明治29年 撰科(日本画) 太田可一 宮城 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治29年 撰科(西洋画) 大内鐵也 東京 濱中鐵也 大内鉄也

浜中鉄也

撰科西洋画撰科 明治32年7月 研究科(西洋画) 明治32年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治37年度

明治29年 撰科(図按) 奧山保 茨城 奥山保 古研 撰科図按撰科 明治33年7月 研究科(図按) 明治35年度

明治29年 撰科(彫刻) 桑原陶 鳥取 撰科鋳金撰科 明治34年7月

明治29年 撰科(西洋画) 小林萬吾 東京 小林万吾 撰科西洋画撰科 明治31年7月

明治29年 撰科(日本画) 小山亮 茨城 友郷 撰科日本画撰科 明治32年7月 研究科(日本画) 明治34年度

明治29年 撰科(日本画) 佐藤愛三 宮城 ― ― 撰科日本画撰科 明治32年度

明治29年 撰科(彫刻) 佐藤八百 東京 原山 撰科彫刻撰科 明治33年7月

明治29年 撰科(西洋画) 城勉一郎 岩手 撰科西洋画撰科 明治34年7月

明治29年 撰科(西洋画) 白瀧幾之助 兵庫 白滝幾之助 撰科西洋画撰科 明治31年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治29年 撰科(西洋画) 田中寅三 滋賀 撰科西洋画撰科 明治32年7月 研究科(西洋画) 明治34年度

明治29年 撰科(日本画) 土佐光一 京都 撰科日本画撰科 明治33年7月

明治29年 撰科(彫金) 富山休三 香川 ― ― 彫金撰科 明治35年度

明治29年 撰科(彫刻) 成田政治 神奈川 山田政治 撰科木彫撰科 明治33年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治29年 撰科(西洋画) 丹羽林平 東京 丹羽林平 撰科西洋画撰科 明治31年7月

明治29年 撰科(西洋画) 丹羽禮介 兵庫 丹羽礼介 ― ― 撰科西洋画撰科 明治31年度

明治29年 撰科(西洋画) 根津文吉 東京 香畝 香畆 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治29年 撰科(西洋画) 廣瀨勝平 兵庫 広瀬勝平 撰科西洋画撰科 明治32年7月 研究科(西洋画) 明治34年度

明治29年 撰科(彫刻) 堀川鼎 東京 ― ― 撰科塑造撰科 明治33年度

明治29年 撰科(彫刻) 前島交吉 東京 前崎交吉 撰科木彫撰科 明治33年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治29年 撰科(西洋画) 宮路一郎 静岡 ― ― 撰科(西洋画) 明治29年度

明治29年 撰科(日本画) 森川安永 富山 森川安次 撰科日本画撰科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治29年 撰科(彫刻) 安田久吉 東京 撰科木彫撰科 明治33年7月

明治29年 撰科(西洋画) 山本森之助 ⾧崎 撰科西洋画撰科 明治32年7月 研究科(西洋画) 明治39年度

明治29年 撰科(西洋画) 湯淺一郎 群馬 湯浅一郎 撰科西洋画撰科 明治31年7月 研究科(西洋画) 明治34年度

明治29年 撰科(日本画) 吉田耕造 京都 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治29年 撰科(彫金) ワルテル、エルカン ドイツ ― ― 撰科彫金撰科 明治29年度

明治29年 豫備之課程 靑木外吉 石川 青木外吉 彫刻科木彫科 明治34年7月 研究科(彫刻) 明治36年度

明治29年 豫備之課程 秋保親美 山形 日本画科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 足立厚實 東京 足立厚実 彫刻科木彫科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 有馬龍秀 東京 有馬竜秀 絵画科日本画科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 伊勢寬一 ⾧崎 伊勢寛一 日本画科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 市島一太郎 東京 市島市太郎 美術工芸科彫金科 明治34年7月 研究科(彫金) 明治36年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治32年度

明治29年 豫備之課程 今井重信 三重 津城 絵画科日本画科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 海野銀三郎 東京 海野銀三郎 盛乗 美術工芸科彫金科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 大橋健治 新潟 ― ― 絵画科西洋画科 明治32年度

明治29年 豫備之課程 小笠原丁 東京 西洋画科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 喜多村悦三 岐阜 絵画科西洋画科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 小貫廉 東京 博堂 日本画科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 五味和十 ⾧野 晃華 絵画科西洋画科 明治34年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治29年 豫備之課程 齋藤政造 山形 斉藤政造 ― ― 美術工芸科彫金科 明治34年度

明治29年 豫備之課程 佐々木次郎 広島 ― ― 美術工芸科漆工科 明治33年度

明治29年 豫備之課程 佐藤健四郎 徳島 図按科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 澤野胖藏 兵庫 沢野胖蔵 ― ― 絵画科西洋画科 明治33年度

明治29年 豫備之課程 柴野健作 広島 彫刻科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 島宗磨瑳雄 新潟 彫刻科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 白鳥退次 北海道 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治30年度

明治29年 豫備之課程 新免敎太郎 岡山 新免教太郎 美術工芸科鋳金科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 杉野松次郎 広島 杉野松太郎 絵画科日本画科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治34年度

明治29年 豫備之課程 關欽哉 東京 関欽哉 霞村 日本画科 明治34年9月

明治29年 豫備之課程 高橋彌吉 広島 高橋弥吉 ― ― 豫備ノ課程 明治29年度

明治29年 豫備之課程 瀧澤彥太郎 ⾧野 滝沢彦太郎 ― ― 豫備ノ課程 明治29年度

明治29年 豫備之課程 富安融造 福岡 ― ― 彫刻科 明治30年度

明治29年 豫備之課程 中島彌吉 東京 中島弥吉 ― ― 豫備ノ課程 明治32年度

明治29年 豫備之課程 中原佐次郎 島根 中原佐治郎 芳煙 絵画科日本画科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治34年度

明治29年 豫備之課程 中村達 熊本 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治29年 豫備之課程 中本愉一 広島 ― ― 撰科西洋画撰科 明治32年度

3／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁



GACMA 東京美術学校在籍者一覧(明治22年～昭和9年入学者) 第1版 2022/01/21

第2版 2022/06/16

第3版 2022/12/01

第4版 2023/03/28

入学年月 入学課程・科 氏名 出身地 改姓名 検索用表記 雅号 卒業課程・科 卒業年 最終在籍課程・科
最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

明治29年 豫備之課程 野口駿尾 東京 絵画科日本画科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 久野龜之助 東京 久野亀之助 汪川 日本画科 明治36年7月

明治29年 豫備之課程 藤井豐 千葉 藤井豊 紫水 絵画科日本画科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 本保義太郎 富山 彫刻科木彫科 明治34年7月 研究科(彫刻) 明治38年度

明治29年 豫備之課程 前波覺次郎 福井 前波覚次郎

鶴年

靏年 絵画科日本画科 明治34年7月

明治29年 豫備之課程 三橋義之助 東京 ― ―

明治29年 豫備之課程 宮原顯藏 愛媛 宮原顕蔵 彫刻科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 村上章二 大分 ― ―

明治29年 豫備之課程 森田洪 群馬 図按撰科 明治36年7月

明治29年 豫備之課程 山邊知臣 福島 日本画科 明治35年7月

明治29年 豫備之課程 横山哲雄 島根 ― ―

明治29年 豫備之課程 渡邊諄二 東京 遠藤諄二 渡辺淳二

遠藤淳二

文圃 彫金科 明治36年7月 研究科(彫金) 明治38年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治37年度

明治30年 絵画科日本画科 龜井又太郎 高知 亀井又太郎 ― ― 絵画科日本画科 明治30年度

明治30年 絵画科西洋画科 大束昌可 福岡 西洋画科 明治35年7月

明治30年 美術工芸科彫金科 滑川兼彥 茨城 滑川兼彦

勝渓

勝溪 美術工芸科彫金科 明治34年7月

明治30年 撰科日本画撰科 稻田猪之助 山形 稲田猪之助 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 磐瀨純 東京 磐瀬純 玉岺 撰科日本画撰科 明治34年7月

明治30年 撰科日本画撰科 河村謙吉 東京 河村謙吉 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 久保田米太郎 京都 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 杉浦朝武 愛媛 杉浦朝武 非水 撰科日本画撰科 明治34年7月

明治30年 撰科日本画撰科 瀧田芳次 東京 滝田芳次 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 丹波二郎 東京 ― ― 撰科日本画撰科 明治31年度

明治30年 撰科日本画撰科 野田道三 京都 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 林駿三 東京 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 福田周太郎 兵庫 福田周太郎 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 二葉榮太郎 東京 二葉栄太郎 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 丸山垣穂 神奈川 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 村上喜平 静岡 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 村崎政昶 熊本 雅章 撰科日本画撰科 明治34年7月

明治30年 撰科日本画撰科 山田房之助 京都 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 渡邊吉太郎 福井 渡辺吉太郎

莱渚

萊渚 撰科日本画撰科 明治34年7月 研究科(日本画) 明治38年度

明治30年 撰科日本画撰科 小倉善三郎 岡山 蘇山 撰科日本画撰科 明治33年7月

明治30年 撰科日本画撰科 酒泉眞一 茨城 酒泉真一 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 浄法寺坦 栃木 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 淸水小吉 滋賀 清水小吉 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 鳥谷又藏 青森 鳥谷又蔵 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科日本画撰科 平福貞藏 秋田 平福貞蔵

百穂

百穗 撰科日本画撰科 明治32年7月

明治30年 撰科日本画撰科 御船彥次郎 大阪 御船綱手 御船彦次郎 撰科日本画撰科 明治32年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治36年度

明治30年 撰科西洋画撰科 磯谷狗次 香川 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科西洋画撰科 岡吉枝 三重 撰科西洋画撰科 明治34年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治30年 撰科西洋画撰科 北原寄夫 ⾧野 ― ― 撰科日本画撰科 明治30年度

明治30年 撰科西洋画撰科 久保正吉 福島 ― ― 撰科日本画撰科 明治31年度

明治30年 撰科西洋画撰科 龍田精三 東京 龍田精三 牛歩 撰科西洋画撰科 明治34年7月

明治30年 撰科西洋画撰科 友枝安 熊本 撰科西洋画撰科 明治34年7月

明治30年 撰科西洋画撰科 中澤弘光 東京 中沢弘光 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治30年 撰科西洋画撰科 前田慶次郎 福岡 西洋画撰科 明治35年7月

明治30年 撰科西洋画撰科 村瀨義德 愛知 村瀬義徳 ― ― 撰科日本画撰科 明治31年度

明治30年 撰科西洋画撰科 矢崎千代治 神奈川 矢崎千代次

矢崎千代二

撰科西洋画撰科 明治33年7月

明治30年 撰科西洋画撰科 赤松麟作 大阪 撰科西洋画撰科 明治32年7月 研究科(西洋画) 明治34年度

明治30年 撰科西洋画撰科 逢坂武松 北海道 ― ― 撰科日本画撰科 明治31年度

明治30年 撰科西洋画撰科 岡村景雄 高知 ― ― 撰科日本画撰科 明治31年度

明治30年 撰科西洋画撰科 岡本勤 東京 岡本勉 撰科西洋画撰科 明治34年7月

明治30年 撰科西洋画撰科 大牟禪時艾 鹿児島 大牟礼時艾 撰科西洋画撰科 明治33年7月

明治30年 撰科西洋画撰科 中丸精十郎 山梨 中丸精十郎 ― ― 撰科日本画撰科 明治31年度

明治30年 撰科西洋画撰科 北蓮藏 岐阜 北蓮蔵 撰科西洋画撰科 明治31年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治30年 撰科西洋画撰科 和田英作 鹿児島 撰科(西洋画) 明治30年7月 『東京美術学校一覧』には入学の記録が記載されていないため、『各撰科図画師範科生徒原簿』（GACMA所蔵）を

参照した。
明治30年 撰科彫刻撰科 赤澤朝太郎 東京 赤沢朝太郎 ― ― 撰科彫刻撰科 明治30年度

明治30年 撰科彫刻撰科 富百順 千葉 ― ― 撰科木彫選科 明治33年度

明治30年 撰科彫刻撰科 山崎巳之助 東京 山崎巳之吉 山崎己之助

山崎已之助

山崎己之吉

山崎已之吉

和沽 撰科木彫選科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正12年度

明治30年 撰科彫刻撰科 横田秀一 東京 撰科木彫選科 明治34年7月 鋳金撰科 明治38年7月

明治30年 撰科彫刻撰科 一戶時之助 北海道 一ノ戶時之助 一戸時之助

一ノ戸時之助

― ― 撰科彫刻撰科 明治31年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治30年 撰科彫刻撰科 角谷眞之助 東京 角谷真之助 ― ― 撰科彫刻撰科 明治30年度

明治30年 撰科彫刻撰科 小林正次郎 新潟 雨江 撰科木彫選科 明治33年7月 研究科(鋳造) 明治38年度

明治30年 撰科彫刻撰科 千葉胤恒 宮城?

宮崎?

撰科木彫選科 明治33年7月

明治30年 撰科彫刻撰科 森山勝郎 東京 土屋勝郎 撰科木彫選科 明治33年7月 研究科(木彫・塑造) 明治34年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正1年度

明治30年 撰科彫金撰科 筏井榮次 東京 筏井栄次 ― ― 撰科彫金撰科 明治30年度

明治30年 撰科彫金撰科 大塚泰 熊本 ― ― 撰科彫金撰科 明治31年度

明治30年 撰科彫金撰科 佐藤磐 東京 撰科彫金撰科 明治34年7月 研究科(彫金) 明治38年度

明治30年 撰科彫金撰科 瀧本友太郎 神奈川 滝本友太郎

秋声

秋聲 撰科彫金撰科 明治33年7月 研究科(彫金) 明治34年度

明治30年 撰科鍛金撰科 遠井藤太郎 東京 撰科鍛金撰科 明治33年7月

明治30年 撰科鋳金撰科 大阪七太郎 福井 岡島辰五郎 大坂七太郎 行一 撰科鋳金撰科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治36年度

明治30年 撰科鋳金撰科 正淸德三郎 熊本 正清徳三郎 華峰 撰科鋳金撰科 明治33年7月

明治30年 図画講習科 ⾧澤政宣 奈良 ⾧沢政宜 図画講習科 明治32年7月

明治30年 豫備之課程 秋野實 愛知 秋野実 ― ― 豫備ノ課程 明治30年度

明治30年 豫備之課程 足立啓 東京 鋳金撰科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 石川成碌 静岡 石川成録 彫刻科 明治35年7月 研究科(彫刻) 明治39年度

明治30年 豫備之課程 岩本於菟 東京 ― ― 絵画科西洋画科 明治32年度

明治30年 豫備之課程 内野猛 宮崎 西洋画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 大智恒一 愛媛 勝観 勝觀 日本画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 岡四郎 東京 西洋画科 明治36年7月

明治30年 豫備之課程 越智通信 愛媛 ― ― 豫備ノ課程 明治30年度

明治30年 豫備之課程 神子鐵雄 東京 神子鉄雄 西洋画科 明治36年7月

明治30年 豫備之課程 川村孝 東京 川村東陽 日本画科 明治35年7月 研究科(日本画) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正元年度

明治30年 豫備之課程 國澤時馬 高知 国沢時馬 ― ― 西洋画科 明治34年度

明治30年 豫備之課程 駒田義三郎 三重 ― ― 豫備ノ課程 明治31年度

明治30年 豫備之課程 鹽見競 岡山 塩見競 西洋画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 志和舜了 新潟 ― ― 日本画科 明治35年度

明治30年 豫備之課程 菅季吉 愛媛 天嶺 日本画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 高村光太郎 東京 彫刻科 明治35年7月 研究科(彫刻) 明治38年度

明治30年 豫備之課程 中島次郎 東京 秋圃 日本画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 速水不染 大分 西洋画科 明治36年7月

明治30年 豫備之課程 細谷三郎 群馬 彫刻科 明治35年7月 研究科(彫刻) 明治39年度

明治30年 豫備之課程 松原友丸 島根 ― ― 美術工芸科鋳金科 明治33年度

明治30年 豫備之課程 松原康雄 岡山 西洋画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 間野吉樹 鳥取 岡村吉樹 葵園 日本画科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治30年 豫備之課程 丸山三代治 岡山 ― ― 豫備ノ課程 明治32年度

明治30年 豫備之課程 水谷鐵也 東京 水ノ谷鐵也 水谷鉄也

水ノ谷鉄也

佳園 彫刻科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治30年 豫備之課程 光井湛常 新潟 ― ― 日本画科 明治35年度

明治30年 豫備之課程 山岡盛 東京 ― ― 日本画科 明治35年度

明治30年 豫備之課程 山田榮吉 大阪 山田栄吉 西洋画科 明治35年7月

明治30年 豫備之課程 山本筍一 石川 彫刻科 明治35年7月 研究科(彫刻) 明治37年度

明治30年 豫備之課程 吉田乙三郎 東京 ― ― 図按科 明治32年度

明治30年 豫備之課程 吉田土貞治 栃木 古田土貞治 雅堂 日本画科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治31年度

明治31年 豫備之課程 遠藤忠雄 新潟 彫刻科 明治36年7月 研究科(彫刻) 明治37年度

明治31年 豫備之課程 奧村貞次郎 京都 奥村貞次郎 ― ― 豫備ノ課程 明治32年度

明治31年 豫備之課程 小田喩吉 ⾧崎 ― ― 豫備ノ課程 明治33年度

明治31年 豫備之課程 小場恒吉 秋田 幽処 幽處 図按科 明治36年7月 研究科(図按) 明治38年度

明治31年 豫備之課程 葛揆一郎 岩手 江月 日本画科 明治37年3月

明治31年 豫備之課程 工藤阿六郎 青森 ― ― 絵画科西洋画科 明治32年度

明治31年 豫備之課程 護城惠満 広島 護城恵満 鳳山 日本画科 明治38年7月

明治31年 豫備之課程 笹島秀彌 山形 笹島秀弥 日本画科 明治36年7月

明治31年 豫備之課程 里田廣吉 鳥取 里田広吉 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治31年 豫備之課程 永倉茂 千葉 日本画科 明治36年7月

明治31年 豫備之課程 中島重丸 福岡 日本画科 明治36年7月

明治31年 豫備之課程 西方俊造 新潟 春叢 日本画科 明治36年7月

明治31年 豫備之課程 野村陸雄 東京 彫金科 明治36年7月

明治31年 豫備之課程 馬場彌四郎 ⾧崎 馬場弥四郎 ― ― 彫刻科 明治34年度

明治31年 豫備之課程 腹卷勝太郎 佐賀 腹巻勝太郎 日本画科 明治36年7月

明治31年 豫備之課程 吉田喜一 福島 ― ― 絵画科西洋画科 明治32年度

明治31年 豫備之課程 吉田六郎 福岡 高山六郎 六楼 六樓 西洋画科 明治36年7月 研究科(西洋美術史・西洋

考古学)

明治37年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治37年度

明治31年 絵画科日本画科 綾見外也 東京 秋野外也 静外 靜外 日本画科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度

明治31年 撰科日本画撰科 植松雅行 京都 田中雅行 撰科日本画撰科 明治34年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治31年 撰科日本画撰科 大石新太郎 京都 ― ― 撰科日本画撰科 明治33年度

明治31年 撰科日本画撰科 大滝謙治 山形 大滝謙二 大滝謙治

大滝謙二

― ― 撰科日本画撰科 明治32年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治32年度

明治31年 撰科日本画撰科 金井忠三 ⾧野 一章 日本画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科日本画撰科 後藤浪吉 東京 光邦 日本画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科日本画撰科 志水淸 東京 志水清 ― ― 撰科日本画撰科 明治33年度

明治31年 撰科日本画撰科 鈴木久治 秋田 空如 日本画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科日本画撰科 大聖寺宗三郎 京都 棕山 日本画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科日本画撰科 高井淸 東京 櫻井淸 高井清

桜井清

日本画撰科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治31年 撰科日本画撰科 田中重次郎 福島 磐嶺 撰科日本画撰科 明治34年7月 研究科(日本画) 明治38年度

明治31年 撰科日本画撰科 田中忠三郎 広島 田中忠彦 觀月 日本画撰科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治34年度

明治31年 撰科日本画撰科 堀大助 熊本 ― ― 撰科日本画撰科 明治33年度

明治31年 撰科日本画撰科 村上金次郎 東京 玉宝 玉寶 撰科日本画撰科 明治34年7月

明治31年 撰科日本画撰科 横山新太郎 神奈川 大寿 大壽 日本画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 池上甚三郎 岡山 杉原甚三郎 西洋画撰科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正元年度

明治31年 撰科西洋画撰科 石田常福 宮城 石田常福 ― ― 撰科西洋画撰科 明治32年度

明治31年 撰科西洋画撰科 石田益敏 静岡 石田益敏 撰科西洋画撰科 明治33年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 井上雄太郎 栃木 撰科西洋画撰科 明治34年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治31年 撰科西洋画撰科 宇和川通喩 北海道 西洋画撰科 明治35年7月 研究科(西洋画) 明治37年度

明治31年 撰科西洋画撰科 海老名明四 愛知 海老名明四 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治31年 撰科西洋画撰科 大倉正愛 福岡 撰科西洋画撰科 明治33年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 岡野榮 東京 岡野栄 西洋画撰科 明治35年7月 研究科(西洋画) 明治37年度

明治31年 撰科西洋画撰科 大八木一郎 京都 西洋画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 加藤二郎 千葉 ― ― 撰科西洋画撰科 明治33年度

明治31年 撰科西洋画撰科 倉田重吉 東京 白羊 撰科西洋画撰科 明治34年7月

4／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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明治31年 撰科西洋画撰科 佐藤醇吉 岩手 撰科西洋画撰科 明治33年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 佐藤均 宮城 西洋画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 庄野宗之助 福岡 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治39年度

明治31年 撰科西洋画撰科 高木誠一 東京 ― ― 撰科西洋画撰科 明治31年度

明治31年 撰科西洋画撰科 種子島賢助 北海道 ― ― 撰科西洋画撰科 明治33年度

明治31年 撰科西洋画撰科 玉置照信 和歌山 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治34年度

明治31年 撰科西洋画撰科 出口淸三郎 東京 出口清三郎 撰科西洋画撰科 明治34年7月 研究科(西洋画) 明治38年度

明治31年 撰科西洋画撰科 時任雕熊 鹿児島 霧山 西洋画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 戶田謙二 富山 戸田謙二 西洋画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 西山千克 東京 ― ― 撰科西洋画撰科 明治32年度

明治31年 撰科西洋画撰科 萩生田文太郎 北海道 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治31年 撰科西洋画撰科 八條彌吉 大阪 八条弥吉 撰科西洋画撰科 明治34年7月 研究科(西洋画) 明治36年度

明治31年 撰科西洋画撰科 藤村知子多 東京 撰科西洋画撰科 明治33年7月 研究科(西洋画) 明治34年度

明治31年 撰科西洋画撰科 森半平 東京 ― ― 撰科西洋画撰科 明治33年度

明治31年 撰科西洋画撰科 森川松之助 東京 西洋画撰科 明治35年7月

明治31年 撰科西洋画撰科 山田全次 山形 ― ― 撰科西洋画撰科 明治33年度

明治31年 撰科西洋画撰科 吉澤春海 東京 吉澤喜作 吉沢春海

吉沢喜作

西洋画撰科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治34年度

明治31年 撰科西洋画撰科 渡部審也 東京 ― ― 撰科西洋画撰科 明治31年度

明治31年 撰科彫刻撰科 今戸精司 大分 今戸精司 彫刻撰科 明治35年7月

明治31年 撰科彫刻撰科 佐藤利三郎 香川 素雲 彫刻撰科 明治35年7月

明治31年 撰科彫金撰科 伊澤貞吉 東京 伊沢貞吉 彫金撰科 明治35年7月

明治31年 撰科彫金撰科 加納秋三 東京 秋穂 秋穗 彫金撰科 明治35年7月 研究科(彫金) 明治37年度

明治31年 撰科彫金撰科 紹美英之助 京都 彫金撰科 明治36年7月

明治31年 撰科鍛金撰科 柚木房吉 福岡 鍛金撰科 明治35年7月

明治31年 撰科鋳金撰科 伊藤龍吉 東京 伊藤竜吉 鋳金撰科 明治35年7月

明治31年 図画講習科 幸田豊男 奈良 ― ― 図画講習科 明治31年度

明治32年 豫備之課程 飯塚辰雄 東京 飯塚辰雄 ― ― 日本画科 明治35年度

明治32年 豫備之課程 石川確治 山形 彫刻科 明治38年7月 研究科(彫刻) 明治45年度

明治32年 豫備之課程 井上良介 山口 蘭崖 日本画科 明治38年7月

明治32年 豫備之課程 岩鼻正修 京都 西洋画科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 柏田哲男 鹿児島 ― ― 豫備ノ課程 明治33年度

明治32年 豫備之課程 川面義雄 東京 萊山 日本画科 明治37年7月 研究科(西洋画) 明治39年度

明治32年 豫備之課程 木原喜代松 茨城 ― ― 豫備ノ課程 明治32年度

明治32年 豫備之課程 木元寬 鹿児島 木元寛 ― ― 豫備ノ課程 明治32年度

明治32年 豫備之課程 齋藤豊作 埼玉 斉藤豊作 西洋画撰科 明治38年7月

明治32年 豫備之課程 佐野常榮 石川 佐野常栄 至心 漆工科 明治37年7月 研究科(漆工) 明治38年

明治32年 豫備之課程 鈴木正一 愛知 ― ― 図按科 明治33年度

明治32年 豫備之課程 伊達五郎 東京 西洋画撰科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 谷齋一 栃木 谷斉一 西洋画科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 ⾧峯登良雄 千葉 ⾧峰登良雄 大河 日本画科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 林茂 福岡 ― ― 彫金科 明治34年度

明治32年 豫備之課程 平山謙一 東京 平山謙一 冰仙 日本画科 明治39年4月

明治32年 豫備之課程 藤木正之助 東京 榎本正之助 黄石 日本画科 明治37年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治41年度

明治32年 豫備之課程 堀井政吉 富山 正文 漆工科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 松岡輝夫 千葉 映丘 日本画科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 松⾧茂 富山 ― ― 西洋画撰科 明治34年度

明治32年 豫備之課程 宮原常二郎 富山 騎声 騎聲 彫刻科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 山下甚太郎 石川 ― ― 豫備ノ課程 明治32年度

明治32年 豫備之課程 渡邊忠三郎 新潟 渡辺忠三郎 太極 日本画科 明治37年7月

明治32年 豫備之課程 渡邊亮輔 宮城 渡辺亮輔 西洋画撰科 明治36年7月 研究科(西洋画) 明治38年度

明治32年 撰科日本画撰科 淺野春二 京都 浅野春二 春嶂 日本画撰科 明治35年7月

明治32年 撰科日本画撰科 靑井雅尙 岡山 青井雅尚 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治32年 撰科日本画撰科 井芹市次 熊本 井芹一二 蘇泉 日本画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科日本画撰科 伊藤繁延 東京 竜涯 龍涯 日本画撰科 明治36年7月 研究科(日本画) 明治45年度

明治32年 撰科日本画撰科 金原利一 千葉 日本画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科日本画撰科 小林昇造 東京 ― ― 撰科日本画撰科 明治33年度

明治32年 撰科日本画撰科 澤津昌利 島根 沢津昌利

松渓

松溪 日本画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科日本画撰科 高木來喜 熊本 高木来喜 ― ― 撰科日本画撰科 明治32年度

明治32年 撰科日本画撰科 田中和一 東京 田中和市 菁山 日本画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科日本画撰科 田能村主税 大分 ― ― 撰科日本画撰科 明治33年度

明治32年 撰科日本画撰科 蜷川光三郎 東京 多田光三郎 星陵 西洋画撰科 明治37年12月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治35年度

明治32年 撰科日本画撰科 ⾧谷川寅吉 福島 ⾧谷川緑邦 等仲 日本画撰科 明治36年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治34年度

明治32年 撰科日本画撰科 福岡義雄 東京 福岡義雄

青嵐

靑嵐 日本画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科日本画撰科 横山爲雄 山形 横山為雄 素文 日本画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科日本画撰科 吉原義雄 東京 雅風 日本画撰科 明治36年7月 研究科(日本画) 明治44年度

明治32年 撰科西洋画撰科 蘆原曠 北海道 芦原曠

緑子

綠子 西洋画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科西洋画撰科 跡見泰 東京 西洋画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科西洋画撰科 安藤幸次郎 大阪 安藤靜也 安藤静也 西洋画撰科 明治36年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治36年度

明治32年 撰科西洋画撰科 内村侑二 埼玉 ― ― 撰科日本画撰科 明治32年度

明治32年 撰科西洋画撰科 木元鍾吉 東京 小林鐘吉 小林錘吉 西洋画撰科 明治36年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治35年度

明治32年 撰科西洋画撰科 郡司卯之助 茨城 郡司福秀 西洋画撰科 明治36年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度

明治32年 撰科西洋画撰科 立見淑 千葉 西洋画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科西洋画撰科 野々山義敬 ⾧野 ― ― 撰科西洋画撰科 明治32年度

明治32年 撰科西洋画撰科 林敏男 静岡 林敏男 ― ― 撰科西洋画撰科 明治32年度

明治32年 撰科西洋画撰科 三井由太郎 滋賀 西洋画撰科 明治36年7月

明治32年 撰科西洋画撰科 宮田盈之進 新潟 ― ― 撰科西洋画撰科 明治33年度

明治32年 撰科西洋画撰科 吉田德次郎 秋田 吉田徳次郎 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治32年 撰科木彫撰科 明珍恒男 ⾧野 彫刻撰科 明治36年7月

明治32年 撰科木彫撰科 毛利敎武 東京 毛利教武 彫刻撰科 明治36年7月

明治32年 撰科塑造撰科 杉本傳 愛媛 杉本伝 守中 彫刻撰科 明治36年7月 研究科(彫刻) 明治38年度

明治32年 撰科塑造撰科 山本恒 東京 ― ― 撰科塑造撰科 明治32年度

明治32年 撰科塑造撰科 吉川貞夫 大阪 ― ― 撰科彫刻撰科 明治34年度

明治32年 撰科彫金撰科 小林達實 東京 小林達実 彫金撰科 明治37年7月

明治32年 撰科彫金撰科 玉川健太郎 新潟 玉川覺平 玉川覚平 勝行 彫金撰科 明治37年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

明治32年 撰科彫金撰科 永戶駒彥 東京 永戸駒彦 彫金撰科 明治37年7月

明治32年 撰科彫金撰科 筧定次 茨城 彫金撰科 明治35年7月

明治32年 撰科彫金撰科 中里則光 東京 中里市太郎 則光 彫金撰科 明治35年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度

明治32年 撰科鋳金撰科 山本久次郎 石川 鋳金撰科 明治36年7月

明治32年 撰科漆工撰科 佐藤將之助 秋田 佐藤将之助 ― ― 撰科漆工撰科 明治33年度

明治32年 撰科漆工撰科 岩瀧多磨 千葉 岩滝多麿

尚美

尙美 漆工撰科 明治35年7月

明治32年 撰科漆工撰科 比留間一郎 東京 ― ― 撰科漆工撰科 明治32年度

明治32年 図画講習科 西松團三 岐阜 西松団三

秋畝

秋畆 図画講習科 明治34年7月

明治33年 豫備之課程 有安助治 神奈川 有安助二 玉年 日本画科 明治38年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治36年度

明治33年 豫備之課程 飯田佐吉郎 福岡 飯田佐吉郎 ― ― 日本画科 明治35年度

明治33年 豫備之課程 池澤義雄 千葉 池沢義雄 ― ― 日本画科 明治35年度

明治33年 豫備之課程 伊東榮二 山形 伊東栄二 ― ― 豫備ノ課程 明治33年度

明治33年 豫備之課程 上原千代作 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治33年度

明治33年 豫備之課程 榎本省三 東京 墨川 日本画科 明治40年3月

明治33年 豫備之課程 大川準三 栃木 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治33年 豫備之課程 岡直路 岡山 西洋画撰科 明治39年4月

明治33年 豫備之課程 尾崎彥麿 三重 尾崎彦麿 西洋画撰科 明治41年3月

明治33年 豫備之課程 小沼直 ⾧野 天涯 日本画科 明治39年4月

明治33年 豫備之課程 金子一 静岡 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治33年 豫備之課程 川部榮治 山形 川部榮吉 川部栄治

川部栄吉

金工科 明治38年7月 研究科(金工) 明治40年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

明治33年 豫備之課程 古賀騏四郎 佐賀 ― ― 豫備ノ課程 明治33年度

明治33年 豫備之課程 後藤茂啓 静岡 日本画科 明治39年4月

明治33年 豫備之課程 佐藤十字朗 千葉 ― ― 西洋画科 明治37年度

明治33年 豫備之課程 澤田誠一郎 京都 澤田成一郎

沢田誠一郎

沢田成一郎

宗山 図按科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 十二町貞吉 富山 菡莱 図按科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 薄拙太郎 福岡 西洋画科 明治38年7月 研究科(西洋画) 明治41年度

明治33年 豫備之課程 關精一 茨城 関精一 西洋画科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 竹内定吉 富山 武内定吉 彫刻科 明治38年7月 研究科(彫刻) 明治40年度

明治33年 豫備之課程 竹内友吉 富山 友樹 彫刻科 明治38年7月 研究科(彫刻) 明治40年度

明治33年 豫備之課程 武正房五郎 岡山 ― ― 絵画科西洋画科 明治34年度

明治33年 豫備之課程 谷口善四郎 茨城 ― ― 日本画科 明治37年度

明治33年 豫備之課程 恒木新造 福島 常木新藏 恒木新蔵

常木新蔵

白風 漆工科 明治38年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治34年度

明治33年 豫備之課程 永田宏作 千葉 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治33年 豫備之課程 西三雄 東京 西洋画科 明治39年4月

明治33年 豫備之課程 橋口淸 鹿児島 橋口清 五葉 西洋画科 明治38年7月 研究科(日本画) 明治42年度

明治33年 豫備之課程 橋爪成一郎 石川 竜門 龍門 日本画科 明治39年4月 研究科(日本画) 明治41年度

明治33年 豫備之課程 前田千寸 高知 日本画科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 牧野左武 茨城 桂堂 日本画科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 松尾一造 石川 ― ― 日本画科 明治37年度

明治33年 豫備之課程 丸野豐 福岡 丸野豊 西洋画科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 椋代登與一 岡山 三木登與一 椋代登与一

三木登与一

― ― 日本画科 明治35年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治35年度

明治33年 豫備之課程 毛利敎定 東京 毛利教定 日本画科 明治38年7月

明治33年 豫備之課程 脇坂安之 東京 西洋画科 明治38年7月

明治33年 撰科日本画撰科 淺野傳 千葉 浅野伝 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治33年 撰科日本画撰科 植松盛之助 ⾧野 素鳳 日本画撰科 明治37年7月

明治33年 撰科日本画撰科 香取信吉 東京 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治33年 撰科日本画撰科 小山朝忠 愛媛 小山朝忠 ― ― 日本画撰科 明治35年度

明治33年 撰科日本画撰科 佐治友八 福島 梅亭 梅亭 日本画撰科 明治37年7月

明治33年 撰科日本画撰科 益田珠城 宮崎 益田珠城 玉城 日本画撰科 明治37年7月 研究科(日本画) 明治39年度

明治33年 撰科日本画撰科 吉田正七 静岡 深草 日本画撰科 明治38年7月

明治33年 撰科西洋画撰科 靑木繁 福岡 青木繁 西洋画撰科 明治37年7月

明治33年 撰科西洋画撰科 熊谷守一 岐阜 西洋画撰科 明治37年7月 研究科(西洋画) 明治40年度

明治33年 撰科西洋画撰科 關屋敬次 栃木 関屋敬次 西洋画撰科 明治37年7月 研究科(西洋画) 明治42年度

明治33年 撰科西洋画撰科 高木巖 静岡 藤本巌 高木巌 西洋画撰科 明治37年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正6年度(藤本巖)

改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度(高木巖)
明治33年 撰科西洋画撰科 坪田虎太郎 富山 西洋画撰科 明治37年7月

明治33年 撰科西洋画撰科 深見和成 東京 西洋画撰科 明治37年7月

明治33年 撰科西洋画撰科 メリー・ロイド イギリス ― ― 撰科西洋画撰科 明治33年度

明治33年 撰科木彫撰科 後藤良 東京 木彫撰科 明治35年7月 研究科(彫刻) 明治40年度

明治33年 撰科塑造撰科 稻垣吉藏 新潟 稲垣吉蔵 彫刻撰科 明治37年7月

明治33年 撰科塑造撰科 田中親光 東京 彫刻撰科 明治37年7月

明治33年 撰科彫金撰科 小林友吉 東京 華光 彫金撰科 明治37年7月

明治33年 撰科彫金撰科 鈴木義彥 東京 鈴木義彦 彫金撰科 明治36年7月

明治33年 撰科鍛金撰科 原鑑治郎 愛知 ― ― 鍛金撰科 明治34年度

明治33年 撰科鍛金撰科 平田卯之助 東京 ― ― 鍛金撰科 明治34年度

明治33年 撰科鋳金撰科 大道寺壽 神奈川 大道寺寿 ― ― 鍛金撰科 明治35年度

明治33年 撰科漆工撰科 勅使河原德次郎 愛知 井ノ口德次郎 勅使河原徳次郎

井ノ口徳次郎

古譲

古讓 漆工撰科 明治38年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治40年度

明治33年 撰科漆工撰科 守田八郎 石川 守田庄兵衛 竹水 漆工撰科 明治36年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治33年 図画講習科 瓜生英夫 福岡 益堂 図画講習科 明治35年7月

5／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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明治33年 図画講習科 金井義司 ⾧野 図画講習科 明治35年7月

明治33年 図画講習科 須々木壽太郎 岡山 須々木寿太郎 ― ― 図画講習科 明治34年度

明治33年 図画講習科 松本弘 大分 古村 図画講習科 明治35年7月

明治34年 豫備之課程 磯野富之助 富山 紫山 図按撰科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 江南武雄 北海道 西洋画科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 大村友雄 石川 素峰 素峯 日本画科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 岡本尙市 鳥取 岡本尚市 雨村 漆工科 明治39年8月

明治34年 豫備之課程 勝尾準太郎 石川 彫刻科 明治40年3月

明治34年 豫備之課程 吉島新六 岐阜 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治34年 豫備之課程 木村第一郎 東京 金工科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 小島喜三郎 佐賀 山田喜三郎 図按科 明治39年4月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度

明治34年 豫備之課程 酒井泰一 愛媛 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治34年 豫備之課程 櫻井義功 東京 桜井義功 ― ― 西洋画科 明治39年度

明治34年 豫備之課程 鈴木善夫 和歌山 図按科 明治40年3月

明治34年 豫備之課程 相馬格平 新潟 吉川格平 破鈴 漆工科 明治40年3月 研究科(漆工) 明治41年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正元年度

明治34年 豫備之課程 相馬治四郎 山形 日本画科 明治40年3月

明治34年 豫備之課程 相馬正巳 山形 相馬正己

相馬正已

日本画科 明治40年5月

明治34年 豫備之課程 高橋岱造 宮城 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治34年 豫備之課程 高島七郎 福井 西洋画撰科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 田中新一 山口 ― ― 日本画科 明治36年度

明治34年 豫備之課程 田中雄一 香川 彫刻科 明治39年4月 研究科(彫刻) 明治40年度

明治34年 豫備之課程 辻永 福岡 西洋画科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 ⾧岡五郎 大阪 ― ― 日本画科 明治38年度

明治34年 豫備之課程 永島三郎 千葉 鋳造科 明治39年11月 研究科(鋳造) 明治41年度

明治34年 豫備之課程 中久木富士郎 東京 中久木富二郎 麹西 図按科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 中村梅吉 東京 中村梅吉 ― ― 西洋画科 明治38年度

明治34年 豫備之課程 西村喜三郎 大阪 青帰 靑歸 日本画科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 芳賀晋三 愛知 ― ― 漆工科 明治37年度

明治34年 豫備之課程 畑正吉 富山 彫刻科 明治39年4月 研究科(彫刻) 明治40年度

明治34年 豫備之課程 人見鐵三 滋賀 人見鉄三

鉄象

鐡象 図按科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 人見雪彥 京都 人見雪彦 西洋画科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 福田東作 岐阜 福田東作 ― ― 漆工科 明治37年度

明治34年 豫備之課程 藤田義雄 福島 ― ― 西洋画撰科 明治37年度

明治34年 豫備之課程 穂積政吉 愛知 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治34年 豫備之課程 眞島中太郎 新潟 真島中太郎 ― ― 西洋画科 明治37年度

明治34年 豫備之課程 町田五一 埼玉 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治34年 豫備之課程 松石渉 福岡 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治34年 豫備之課程 松川第八郎 新潟 藤華 図按科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 松木宗武 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治34年 豫備之課程 水上泰生 福岡 日本画科 明治39年4月 研究科(日本画) 明治40年度

明治34年 豫備之課程 森垣榮 兵庫 森垣栄 松泉 図按科 明治39年4月

明治34年 豫備之課程 森田龜之輔 東京 森田龜之助 森田亀之輔

森田亀之助

西洋画科 明治39年4月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度

明治34年 豫備之課程 森田靜也 福井 森田静也 日本画科 明治40年3月

明治34年 豫備之課程 柳敬助 千葉 ― ― 西洋画科 明治35年度

明治34年 豫備之課程 山下兼秀 鹿児島 山下兼秀 ― ― 西洋画科 明治38年度

明治34年 豫備之課程 横田茂 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治34年度

明治34年 豫備之課程 吉田彌太郎 東京 吉田弥太郎 一知 漆工科 明治39年8月

明治34年 日本画科 平田榮二 山形 平田栄二 松堂 日本画撰科 明治39年4月 研究科(日本画) 明治43年度

明治34年 西洋画科 岡脩造 北海道 ― ― 西洋画科 明治35年度

明治34年 日本画撰科 有吉又雄 熊本 ― ― 西洋画撰科 明治34年度

明治34年 日本画撰科 石島文太郎 茨城 古城 日本画撰科 明治38年7月

明治34年 日本画撰科 伊藤豐吉 東京 伊藤豊吉 暸春 日本画撰科 明治38年7月

明治34年 日本画撰科 稻本德之助 東京 稲本徳之助 ― ― 日本画撰科 明治35年度

明治34年 日本画撰科 太田福藏 東京 太田福蔵 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治34年 日本画撰科 金子朔太郎 東京 素水 日本画撰科 明治38年7月 研究科(日本画) 明治39年度

明治34年 日本画撰科 神波泰造 三重 神波泰造 ― ― 日本画撰科 明治38年度

明治34年 日本画撰科 木村鑛吉 京都 木村鉱吉 廣畝 日本画撰科 明治38年7月 研究科(日本画) 明治41年度

明治34年 日本画撰科 古賀源四郎 佐賀 玄洲 日本画撰科 明治38年7月 研究科(日本画) 明治39年度

明治34年 日本画撰科 小林源吉 東京 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治34年 日本画撰科 多田雄三 千葉 日本画撰科 明治39年6月

明治34年 日本画撰科 中川龍 兵庫 中川竜 美風 日本画撰科 明治40年3月

明治34年 日本画撰科 疋田彰爾 東京 ― ― 日本画科 明治38年度

明治34年 日本画撰科 水島爾保市 東京 水島爾保布 日本画撰科 明治41年3月

明治34年 日本画撰科 水谷四郎 ⾧野 静処 靜處 日本画撰科 明治39年4月

明治34年 日本画撰科 安田新三郎 東京 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治34年 日本画撰科 山川峯次郎 東京 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治34年 日本画撰科 若井德吉 東京 若井徳吉 ― ― 日本画撰科 明治38年度

明治34年 日本画撰科 渡邊拾 静岡 渡辺拾 ― ― 日本画撰科 明治34年度

明治34年 西洋画撰科 飯澤傳之丞 山形 飯沢伝之丞 天羊 西洋画撰科 明治38年7月

明治34年 西洋画撰科 伊地知淸三 鹿児島 伊地知清三 ― ― 西洋画撰科 明治34年度

明治34年 西洋画撰科 植木幸吉 新潟 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治34年 西洋画撰科 大澤十二郎 東京 大沢十二郎 ― ― 西洋画撰科 明治38年度

明治34年 西洋画撰科 龜山克己 東京 亀山克巳 西洋画撰科 明治38年7月

明治34年 西洋画撰科 岸畑久吉 三重 西洋画撰科 明治38年7月

明治34年 西洋画撰科 久萬盛幸 高知 久万盛幸 西洋画撰科 明治38年7月

明治34年 西洋画撰科 椎塚猪知雄 東京 ― ― 西洋画撰科 明治36年度

明治34年 西洋画撰科 高辻武 埼玉 ― ― 西洋画撰科 明治36年度

明治34年 西洋画撰科 野田昇平 鹿児島 西洋画科 明治38年7月

明治34年 西洋画撰科 信近大藏 大阪 信近大蔵 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治34年 西洋画撰科 ジョセヒン・ハイド アメリカ ― ― 西洋画撰科 明治34年度

明治34年 西洋画撰科 溝口勝美 東京 ― ― 西洋画撰科 明治34年度

明治34年 西洋画撰科 山下新太郎 東京 西洋画撰科 明治37年7月 研究科(西洋画) 明治38年度

明治34年 西洋画撰科 和田三造 福岡 西洋画撰科 明治37年7月

明治34年 西洋画撰科 橋本邦助 栃木 西洋画撰科 明治36年7月 研究科(西洋画) 明治40年度

明治34年 西洋画撰科 森岡柳藏 鳥取 森岡柳蔵 西洋画撰科 明治36年7月 研究科(西洋画) 明治38年度

明治34年 彫刻撰科 小木巖 福井 小木巌 ― ― 彫刻撰科 明治34年度

明治34年 彫刻撰科 田嶼珪三 福井 碩朗 彫刻撰科 明治38年7月

明治34年 彫刻撰科 服部藤一 山形 服部喜一郎 午山 彫刻撰科 明治39年4月 研究科(彫刻) 明治40年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治37年度

明治34年 彫刻撰科 深見宏之 東京 ― ― 彫刻撰科 明治37年度

明治34年 彫刻撰科 射水辰吉 東京 ― ― 彫刻撰科 明治34年度

明治34年 彫刻撰科 佐々木榮多 神奈川 指月 彫刻撰科 明治38年7月

明治34年 彫刻撰科 關豊央 東京 関豊央 ― ― 彫刻撰科 明治35年度

明治34年 彫刻撰科 田口幸三 岡山 彫刻撰科 明治37年7月

明治34年 彫刻撰科 内藤伸 島根 彫刻撰科 明治37年7月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治34年 彫金撰科 正木金吉 東京 彫金撰科 明治38年7月

明治34年 鍛金撰科 濱野鶴三郎 東京 浜野鶴三郎 金工撰科 明治39年4月

明治34年 鋳金撰科 重田進十郎 愛媛 鋳金撰科 明治38年7月 研究科(鋳造) 明治39年度

明治34年 漆工撰科 菅原精造 山形 菅原精造 ― ― 漆工撰科 明治37年度

明治35年 豫備之課程 四十物彌市 富山 四十物弥市 ― ― 漆工科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 秋葉鎌三郎 東京 秋葉鎌三郎 西洋画科 明治40年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治35年 豫備之課程 秋山政三 福島 ― ― 日本画科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 飯島保治郎 兵庫 飯島保次郎 撫山 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 猪飼俊二 愛知 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 磯野壽吉 佐賀 磯野寿吉

霊山

靈山 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 伊藤貞夫 新潟 日本画科 明治41年3月

明治35年 豫備之課程 榎本彥 東京 榎本彦 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 江村淸三郎 香川 江村清三郎 枕山 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 大塚豐三郎 群馬 大塚豊三郎 ― ― 西洋画科 明治37年度

明治35年 豫備之課程 小倉右一郎 香川 彫刻科 明治40年3月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治35年 豫備之課程 小倉三郎 大分 小倉三郡 碩田 西洋画撰科 明治42年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治40年度

明治35年 豫備之課程 岡直道 和歌山 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治35年 豫備之課程 小畑橘策 大分 ― ― 西洋画科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 加藤直泰 富山 彫刻科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 金田顯吉 東京 金田顕吉 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治35年 豫備之課程 君島金三郎 福島 図按科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 櫛田利雄 愛知 西洋画科 明治40年3月 研究科(西洋画) 明治41年度

明治35年 豫備之課程 久保薫歟 愛媛 洪泉 日本画科 明治40年5月

明治35年 豫備之課程 熊谷基 秋田 ― ― 図按科 明治36年度

明治35年 豫備之課程 小泉勝爾 東京 青堂 靑堂 日本画科 明治40年3月 研究科(日本画) 明治43年度

明治35年 豫備之課程 古賀嘉六 佐賀 ― ― 日本画科 明治37年度

明治35年 豫備之課程 兒玉末男 山口 児玉末男 西洋画撰科 明治43年3月

明治35年 豫備之課程 五島健三 富山 西洋画科 明治40年3月 研究科(西洋画) 明治41年度

明治35年 豫備之課程 後藤經一 秋田 後藤経一 ― ― 図按科 明治36年度

明治35年 豫備之課程 近藤治義 新潟 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 阪谷良之進 岡山 坂谷良之進 図按科 明治40年3月 研究科(図按) 明治42年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度

明治35年 豫備之課程 佐々木璋松 新潟 林風 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 佐藤勉 宮城 西洋画科 明治40年3月 研究科(西洋画) 明治41年度

明治35年 豫備之課程 鹽崎一郎 富山 塩崎一郎 逸陵 日本画科 明治40年3月 研究科(日本画) 明治43年度

明治35年 豫備之課程 斯波義辰 福井 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 陣内貞義 佐賀 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 杉本誠三 石川 漆工科 明治41年6月

明治35年 豫備之課程 鈴木台岸 富山 ― ― 豫備ノ課程 明治36年度

明治35年 豫備之課程 高橋直人 ⾧野 彫刻科 明治41年3月

明治35年 豫備之課程 多賀谷健吉 東京 霞邨 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 武田榮 大阪 武田粲 武田栄 彫刻科 明治40年3月 研究科(彫刻) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治35年 豫備之課程 寺崎武男 東京 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 永榮定義 富山 永栄定義 図按科 明治41年6月 研究科(図按) 明治42年度

明治35年 豫備之課程 永田二郎 埼玉 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 中西信一 新潟 ― ― 漆工科 明治37年度

明治35年 豫備之課程 ⾧嶺但吉 沖縄 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治35年 豫備之課程 中村武平 香川 彫刻科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 西岡純平 熊本 蘇仙 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 萩生守俊 福島 荻生守俊 天泉 日本画科 明治40年3月 研究科(日本画) 明治43年度

明治35年 豫備之課程 服部愿夫 東京 ― ― 西洋画科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 馬場石 福井 ― ― 西洋画科 明治37年度

明治35年 豫備之課程 馬場幸生 大分 ― ― 彫刻科 明治37年度

明治35年 豫備之課程 原淸七 新潟 原清七 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治35年 豫備之課程 原田謹次郎 愛知 尾山 漆工科 明治40年3月 研究科(漆工) 明治41年度

明治35年 豫備之課程 日高島助 宮崎 ― ― 西洋画撰科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 平井武雄 北海道 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 福田淡 岡山 福田淡 山叟 漆工科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 藤井浩祐 東京 藤井浩祐 彫刻科 明治40年3月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治35年 豫備之課程 佛島實敎 富山 仏島実教 ― ― 漆工科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 松田茂 滋賀 ― ― 彫刻撰科 明治38年度

明治35年 豫備之課程 水野四郎 東京 前田四郎 美方 金工科 明治40年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治43年度

明治35年 豫備之課程 三橋信吉 千葉 日本画科 明治40年7月

明治35年 豫備之課程 南薫造 広島 西洋画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 三野雅一 香川 雅堂 図按科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 安江雅勝 石川 雅仙 漆工科 明治41年3月

明治35年 豫備之課程 安村行雲 福岡 日本画撰科 明治43年3月

明治35年 豫備之課程 山川茂雄 石川 山川孝次 金工科 明治40年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正9年度

6／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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明治35年 豫備之課程 八卷於菟三 山梨 八巻於菟三 兎山 金工科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 山下政二郎 鹿児島 ― ― 豫備ノ課程 明治35年度

明治35年 豫備之課程 山田廉 埼玉 日本画科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 吉田祥三 香川 吉田祥三 羊示 彫刻科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 吉田政一 鳥取 彫刻科 明治40年3月

明治35年 豫備之課程 吉田秀男 石川 秀翠 漆工科 明治41年3月

明治35年 豫備之課程 渡邊行義 栃木 高野行義 渡辺行義 晁川 鋳造撰科 明治41年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度(高野行義)

明治35年 日本画撰科 勝田良雄 福島 日本画撰科 明治38年7月

明治35年 日本画撰科 平木彌一郎 石川 平木弥一郎

清光

淸光 日本画撰科 明治39年4月

明治35年 日本画撰科 平松能太郎 東京 ― ― 日本画撰科 明治35年度

明治35年 日本画撰科 三浦孝 東京 広洋 廣洋 日本画撰科 明治38年7月 研究科(日本画) 明治40年度

明治35年 西洋画撰科 荒木芳男 東京 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治35年 西洋画撰科 市川誠一 東京 ― ― 西洋画撰科 明治38年度

明治35年 西洋画撰科 伊藤直和 東京 西洋画撰科 明治41年3月

明治35年 西洋画撰科 今關胤雄 千葉 今関胤雄 甫召 西洋画撰科 明治39年4月

明治35年 西洋画撰科 内村愛助 島根 ― ― 西洋画撰科 明治38年度

明治35年 西洋画撰科 大槻弐雄 東京 大槻式雄 西洋画撰科 明治39年4月

明治35年 西洋画撰科 岡悳介 山口 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治35年 西洋画撰科 大給近淸 東京 大給近清 西洋画撰科 明治39年4月

明治35年 西洋画撰科 兒島虎次郎 岡山 児島虎次郎 西洋画撰科 明治37年7月 研究科(西洋画) 明治41年度

明治35年 西洋画撰科 白石祭治 茨城 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治35年 西洋画撰科 富岡伊三郎 福岡 ― ― 西洋画撰科 明治35年度

明治35年 西洋画撰科 野口峯吉 ⾧崎 野口峰吉 西洋画撰科 明治39年4月 研究科(西洋画) 明治41年度

明治35年 西洋画撰科 橋本邦三 神奈川 ― ― 西洋画撰科 明治37年度

明治35年 西洋画撰科 正宗得三郎 岡山 西洋画撰科 明治40年3月 研究科(西洋画) 明治42年度

明治35年 西洋画撰科 村上爲俊 愛媛 村上為俊 西洋画撰科 明治39年4月

明治35年 西洋画撰科 森田恒友 埼玉 西洋画撰科 明治39年4月 研究科(西洋画) 明治40年度

明治35年 西洋画撰科 山本鼎 愛知 西洋画撰科 明治39年4月

明治35年 図按撰科 杉浦恭二 東京 図按撰科 明治40年3月

明治35年 彫刻撰科 小川量平 東京 ― ― 彫刻撰科 明治36年度

明治35年 彫刻撰科 川上邦世 東京 彫刻撰科 明治39年4月

明治35年 彫刻撰科 田中良雄 東京 田中良次郎 良雄 彫刻撰科 明治39年4月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治35年 彫刻撰科 服部完作 広島 ― ― 彫刻撰科 明治36年度

明治35年 彫刻撰科 來海篤次郎 島根 津田篤次郎 来海篤次郎 彫刻撰科 明治38年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

明治35年 彫金撰科 白鳥茂昌 東京 玉洗 金工撰科 明治39年4月

明治35年 彫金撰科 藤島三郎 福岡 金工撰科 明治39年4月

明治35年 彫金撰科 前田耕治 香川 彫金撰科 明治38年7月

明治35年 鋳金撰科 鈴木淸 東京 鈴木清 鋳造撰科 明治39年4月

明治35年 漆工撰科 市島富太郎 新潟 一春 漆工撰科 明治39年8月 研究科(漆工) 明治42年度

明治35年 漆工撰科 澤口悟一 宮城 沢口悟一 漆工撰科 明治39年7月 研究科(漆工) 明治41年度

明治35年 図画講習科 菊池整吾 宮城 図画講習科 明治37年7月

明治35年 図画講習科 田中只八 ⾧崎 図画講習科 明治37年7月

明治35年 図画講習科 本間良助 山形 図画講習科 明治37年7月

明治35年 図画講習科 和田元三郎 岡山 兒島元三郎 児島元三郎 九皐 図画講習科 明治37年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度

明治36年 豫備之課程 淺井定吉 東京 浅井定吉 鋳造科 明治41年3月 研究科(鋳造) 明治43年度

明治36年 豫備之課程 朝蔭圓治郎 愛知 朝蔭円次郎 其明 彫刻科 明治42年3月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治36年 豫備之課程 朝倉五郎 茨城 朝倉五郎 日本画科 明治42年6月 研究科(日本画) 明治43年度

明治36年 豫備之課程 蘆野廣 東京 蘆野広 彫刻科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 麻生茂 千葉 西洋画科 明治42年3月

明治36年 豫備之課程 有瀨卯來雄 熊本 鶴田卯来雄 図按科 明治41年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正元年度

明治36年 豫備之課程 有田四郎 熊本 西洋画科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治36年 豫備之課程 石坂武一 東京 杢頭 日本画科 明治41年3月 西洋画撰科 大正2年3月

明治36年 豫備之課程 石塚章 広島 漆工科 明治41年3月 研究科(漆工) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 伊島正次 鳥取 ― ― 豫備ノ課程 明治36年度

明治36年 豫備之課程 磯村茂作 石川 ― ― 図按科 明治38年度

明治36年 豫備之課程 井上大次郎 富山 呉山 吳山 漆工科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 井上達三 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治37年度

明治36年 豫備之課程 大越直 宮城 日本画科 明治42年3月

明治36年 豫備之課程 太田喜二郎 京都 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 大畑次郎 熊本 大畑二郎 日本画科 明治41年3月 研究科(日本画) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治40年度

明治36年 豫備之課程 岡雅雄 徳島 高澤雅雄 高沢雅雄 図按科 明治41年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治36年 豫備之課程 小川巽 香川 竜水 図按科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 小田慈善 香川 彫刻科 明治41年3月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治36年 豫備之課程 小野六郎 高知 ― ― 彫刻科 明治40年度

明治36年 豫備之課程 加藤義明 東京 ― ― 豫備ノ課程 明治36年度

明治36年 豫備之課程 甲谷公 香川 丁々山 漆工科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 龜山喜太郎 香川 亀山喜太郎 漆工科 明治42年6月

明治36年 豫備之課程 川北元英 三重 西洋画科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治36年 豫備之課程 岸熊吉 福井 図按科 明治41年3月 研究科(図按) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 木下多聞 東京 彫刻科 明治41年3月 研究科(彫刻) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 久保提多 青森 日本画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 小柴濬四郎 群馬 ― ― 彫刻科 明治40年度

明治36年 豫備之課程 小林永二郎 栃木 小林永次郎 西洋画科 明治41年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治39年度

明治36年 豫備之課程 小藪寬二 和歌山 小籔寛二

小薮寛二

日本画科 明治43年3月

明治36年 豫備之課程 坂内瀧之助 福島 阪内瀧之助

阪内滝之助

坂内滝之助

青嵐

靑嵐 日本画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 澤田文次郎 埼玉 沢田文次郎 ― ― 西洋画科 明治39年度

明治36年 豫備之課程 柴田三郎 山口 西洋画撰科 明治43年3月

明治36年 豫備之課程 島齋 東京 島斉 図按科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 島田繁夫 徳島 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 新間秀一 静岡 ― ― 日本画撰科 明治37年度

明治36年 豫備之課程 杉田宇内 愛知 西洋画科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 世古溫 静岡 世古温 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 仙石貫造 神奈川 図按科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 高桑純吉 石川 日本画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 土井元生 三重 ― ― 西洋画科 明治39年度

明治36年 豫備之課程 鳥海豐 千葉 飯塚豊 鳥海豊

飯塚豊

図按科 明治41年3月 研究科(図按) 明治42年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治36年 豫備之課程 中尾熊三郎 福島 ― ― 日本画科 明治38年度

明治36年 豫備之課程 中野修二 新潟 西洋画科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治36年 豫備之課程 中野又吉郎 富山 ― ― 西洋画科 明治40年度

明治36年 豫備之課程 中村元麿 滋賀 西洋画科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治36年 豫備之課程 野生司述太 香川 香雪 日本画科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 林謙 山梨 林謙 ― ― 金工科 明治38年度

明治36年 豫備之課程 原田得 島根 ― ― 豫備ノ課程 明治36年度

明治36年 豫備之課程 藤川勇造 香川 彫刻科 明治41年3月 研究科(彫刻) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 藤田郁太郎 東京 ― ― 図按科 明治38年度

明治36年 豫備之課程 古田立次 岡山 図按科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 別役良民 高知 図按科 明治41年3月 研究科(図按) 明治42年度

明治36年 豫備之課程 松野淸 静岡 松野清 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 松林千里 福岡 西洋画科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治36年 豫備之課程 水野鐡雄 東京 水野鉄雄 ― ― 金工科 明治38年度

明治36年 豫備之課程 美作武雄 熊本 虹橋 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 宮崎定夫 熊本 ― ― 日本画科 明治39年度

明治36年 豫備之課程 武藤直 熊本 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 武藤直信 石川 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 矢崎文彌 ⾧野 矢崎文弥 ― ― 日本画科 明治38年度

明治36年 豫備之課程 安田稔 東京 ― ― 西洋画科 明治39年度

明治36年 豫備之課程 油井忠助 福島 西洋画科 明治41年3月

明治36年 豫備之課程 吉田苞 岡山 西洋画科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治36年 豫備之課程 六角勘次 佐賀 六角敦種 ― ― 日本画撰科 明治40年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治39年度

明治36年 豫備之課程 和田嘉平治 栃木 和田嘉平次 彫刻科 明治41年3月

明治36年 西洋画科 鶴田幾太郎 山梨 ― ― 西洋画科 明治36年度

明治36年 日本画撰科 桐谷⾧之助 東京 洗麟 日本画撰科 明治40年3月 研究科(日本画) 明治41年度

明治36年 日本画撰科 永井幾麿 愛知 永井幾麻 日本画撰科 明治40年3月

明治36年 日本画撰科 橋本乾 東京 ― ― 日本画撰科 明治38年度

明治36年 日本画撰科 福富常三 東京 福富常三 日本画撰科 明治40年5月

明治36年 日本画撰科 山村豐成 東京 山村豊成 耕花 日本画撰科 明治40年3月

明治36年 西洋画撰科 大久保健兒 静岡 大久保健児 ― ― 西洋画撰科 明治38年度

明治36年 西洋画撰科 小島貞良 石川 ― ― 西洋画撰科 明治37年度

明治36年 西洋画撰科 中野營三 香川 中野営三 西洋画科 明治44年3月

明治36年 西洋画撰科 松井英次郎 新潟 松井英太郎 西洋画撰科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治42年度

明治36年 西洋画撰科 武藏野弘 東京 武蔵野弘 ― ― 西洋画撰科 明治37年度

明治36年 西洋画撰科 渡邊省三 広島 松山省三 西洋画撰科 明治40年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度

明治36年 彫刻撰科 朝倉文夫 大分 朝倉文夫 彫刻撰科 明治40年3月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治36年 彫刻撰科 池田勇八 香川 彫刻撰科 明治40年3月 研究科(彫刻) 明治43年度

明治36年 彫刻撰科 加藤登一 千葉 ― ― 彫刻撰科 明治37年度

明治36年 彫刻撰科 小林定治郎 東京 一杉 彫刻撰科 明治41年3月

明治36年 彫刻撰科 小林和三郎 東京 ― ― 彫刻撰科 明治38年度

明治36年 彫刻撰科 佐野⾧吉 東京 彫刻撰科 明治40年3月

明治36年 彫刻撰科 牧田重雄 福島 彫刻撰科 明治41年3月

明治36年 彫金撰科 井上正 東京 ― ― 彫金撰科 明治36年度

明治36年 彫金撰科 剣持正行 ⾧野 ― ― 金工撰科 明治38年度

明治36年 鍛金撰科 細川忠亮 香川 金工撰科 明治40年3月 研究科(金工) 明治42年度

明治36年 漆工撰科 河面冬一 広島 冬山 漆工撰科 明治41年3月

明治36年 漆工撰科 竹森三治 香川 好文 漆工撰科 明治40年3月

明治36年 漆工撰科 森川茂吉 東京 ― ― 漆工撰科 明治37年度

明治36年 図画講習科 佐藤豐 宮城 佐藤豊 ― ― 図画講習科 明治36年度

明治36年 図画講習科 平林俊吉 山形 図画講習科 明治38年9月

明治36年 図画講習科 水島南平 岡山 ― ― 図画講習科 明治36年度

明治37年 豫備ノ課程 跡部直治 福井 小林直治

青渕

靑淵 日本画科 明治44年3月

明治37年 豫備ノ課程 飯田孝壽 東京 飯田孝寿 ― ― 鋳造科 明治38年度

明治37年 豫備ノ課程 生野恒太郎 大分 秀峰 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 石川巖 千葉 石川巌 素山 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 磯矢隆之 東京 漆工科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 上田貞次 新潟 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 宇都宮宰造 広島 ― ― 西洋画科 明治40年度

明治37年 豫備ノ課程 江澤茂信 千葉 江沢茂信 ― ― 図按科 明治38年度

明治37年 豫備ノ課程 太田益三郎 福島 太田益三郎 秋民 日本画科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 岡村英雄 ⾧野 ― ― 日本画科 明治39年度

明治37年 豫備ノ課程 小澤保二郎 愛知 小沢保二郎 ― ― 鋳造科 明治38年度

明治37年 豫備ノ課程 甲斐英雄 熊本 青萍 靑萍 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 香川敬事 千葉 東華 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 鹿毛屋藏 福岡 鹿毛屋蔵 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 柏木正賢 神奈川 日本画撰科 明治44年3月

明治37年 豫備ノ課程 加藤卓爾 新潟 図按科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 金山平三 兵庫 西洋画科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 神谷甚一郎 東京 神谷甚一郎 幽松 金工科 明治42年3月 研究科(金工) 明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 蒲生俊武 岐阜 西洋画科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 菊池香三 岩手 西洋画科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

7／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁



GACMA 東京美術学校在籍者一覧(明治22年～昭和9年入学者) 第1版 2022/01/21

第2版 2022/06/16

第3版 2022/12/01

第4版 2023/03/28

入学年月 入学課程・科 氏名 出身地 改姓名 検索用表記 雅号 卒業課程・科 卒業年 最終在籍課程・科
最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

明治37年 豫備ノ課程 龜甲伸之助 愛媛 亀甲伸之助 ― ― 日本画科 明治41年度

明治37年 豫備ノ課程 久米福衞 徳島 久米福衛 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 九里四郎 東京 西洋画科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 小林德三郎 広島 小林徳三郎 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 小森研二 岐阜 研甫 日本画科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 近藤浩 山梨 近藤浩 浩一路 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 紺屋三郎 福島 紺野三郎 西洋画科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治37年 豫備ノ課程 酒卷貞吉 栃木 酒巻仁兵衛 酒巻貞吉

酒巻仁兵衛

図按科 明治42年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 佐藤悠次郎 新潟 日本画科 大正3年3月

明治37年 豫備ノ課程 眞田久吉 東京 真田久吉 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 鹽村政利 富山 塩村政利 ― ― 彫刻科 明治38年度

明治37年 豫備ノ課程 淸水大助 東京 清水大助 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 鈴木秀雄 滋賀 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治37年 豫備ノ課程 住谷宗一 群馬 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治37年 豫備ノ課程 高木左直 熊本 ― ― 日本画科 明治38年度度度

明治37年 豫備ノ課程 高中文助 広島 高中美文 漆工科 明治42年3月 研究科(漆工) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治37年 豫備ノ課程 高橋五平 宮城 ― ― 豫備ノ課程 明治37年度度度

明治37年 豫備ノ課程 竹田豐太郎 島根 竹田豊太郎 霞村 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 谷口房太郎 ⾧崎 ― ― 日本画科 明治41年度度度

明治37年 豫備ノ課程 津田良次郎 富山 鋳造科 明治42年3月 研究科(鋳造) 明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 寺尾凞一 兵庫 寺尾藹一 図按科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 豐島鋭郎 静岡 豊島鋭郎 漆工科 明治42年6月

明治37年 豫備ノ課程 富本憲吉 奈良 図按科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 永田米吉 東京 祐畝 祐畝 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 中溝四郎 佐賀 西洋画科 明治44年3月

明治37年 豫備ノ課程 ⾧野靖彥 鹿児島 ⾧野靖彦 西洋画科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 西⾧純 鹿児島 西洋画撰科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 野口安太郎 富山 日本画撰科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 野原安司 岐阜 桜洲 櫻洲 日本画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 半田松次郎 香川 ― ― 彫刻科 明治39年度度

明治37年 豫備ノ課程 ⾧谷川源太郎 富山 緑雲 綠雲 漆工科 明治43年3月

明治37年 豫備ノ課程 番匠勇作 石川 図按科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 日吉守 東京 図按科 明治42年6月

明治37年 豫備ノ課程 廣瀨尋常 高知 広瀬尋常 図按科 明治42年3月 研究科(図按) 明治43年度

明治37年 豫備ノ課程 幕田安兵衛 福島 ― ― 豫備ノ課程 明治37年度度

明治37年 豫備ノ課程 增田久太郎 ⾧野 増田久太郎 正宗 日本画科 明治42年3月 研究科(日本画) 明治45年度

明治37年 豫備ノ課程 溝渕盛美 高知 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 宮崎秀勇 大分 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 室野琢磨 石川 素月 日本画科 明治42年6月

明治37年 豫備ノ課程 山形張蘇 青森 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治37年 豫備ノ課程 山本貞治 新潟 鋳造科 明治42年3月 研究科(鋳造) 明治43年度

明治37年 豫備ノ課程 山本兵三 山口 西洋画科 明治42年3月

明治37年 豫備ノ課程 山脇信德 高知 山脇信徳 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治37年 豫備ノ課程 若松⾧義 鹿児島 ― ― 日本画科 明治40年度度

明治37年 豫備ノ課程 渡邊乙彥 北海道 渡辺乙彦 ― ― 西洋画科 明治38年度度

明治37年 豫備ノ課程 渡邊軔 新潟 笠原軔 渡辺靭

笠原靭

西洋画科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治44年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』 大正5年度

明治37年 日本画撰科 大串喜代次 佐賀 ⾧春 日本画科 明治43年3月

明治37年 日本画撰科 空閑陽樹 福岡 日本画撰科 明治41年3月

明治37年 日本画撰科 小林波之輔 新潟 内山波之輔 日本画撰科 明治41年3月 研究科(日本画) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

明治37年 日本画撰科 小村泰輔 埼玉 小村泰助 雪岱 日本画撰科 明治41年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治38年度

明治37年 日本画撰科 佐多虎二 鹿児島 ― ― 日本画撰科 明治40年度度

明治37年 日本画撰科 奈良重三郎 埼玉 ― ― 日本画撰科 明治38年度度

明治37年 日本画撰科 三宅輩 愛媛 ― ― 日本画撰科 明治37年度度

明治37年 日本画撰科 吉田正記 熊本 古田正記 日本画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 靑山熊次 兵庫 青山熊治 ― ― 西洋画撰科 明治40年度度

明治37年 西洋画撰科 安藤東一郎 岡山 西洋画撰科 明治42年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治37年 西洋画撰科 石井松司 東京 ― ― 西洋画撰科 明治38年度度

明治37年 西洋画撰科 石井滿吉 東京 石井満吉 ― ― 西洋画撰科 明治37年度度

明治37年 西洋画撰科 小川千藏 東京 小川千蔵 西洋画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 北村重樹 栃木 西洋画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 齋藤五百枝 千葉 斉藤五百枝 西洋画撰科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治42年度

明治37年 西洋画撰科 高田正雄 福岡 西洋画撰科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治37年 西洋画撰科 富永勝重 徳島 西洋画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 久野延太郎 栃木 西洋画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 平野馨二 愛知 桜園 櫻園 西洋画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 松岡淏藏 鳥取 松岡淏蔵 ― ― 西洋画撰科 明治37年度度

明治37年 西洋画撰科 宮川安信 滋賀 西洋画撰科 明治41年3月

明治37年 西洋画撰科 三浦哲 東京 西洋画撰科 明治41年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治37年 西洋画撰科 マリー・イーストレーキ アメリカ 西洋画撰科 明治40年3月 研究科(西洋画) 明治43年度

明治37年 彫刻撰科 相羽彥次郎 静岡 相羽彦次郎 彫刻撰科 明治41年3月

明治37年 彫刻撰科 天野正十九 千葉 ― ― 彫刻撰科 明治38年度度

明治37年 彫刻撰科 近藤三四 大阪 彫刻撰科 明治42年3月

明治37年 彫刻撰科 佐藤金次郎 東京 親明 彫刻撰科 明治41年3月

明治37年 彫刻撰科 淨土太四郎 富山 浄土太四郎 彫刻撰科 明治41年3月

明治37年 彫刻撰科 相馬越二 東京 彫刻撰科 明治41年3月

明治37年 彫刻撰科 田中玉次郎 東京 ― ― 彫刻撰科 明治38年度度

明治37年 彫刻撰科 保坂鐵次郎 東京 保坂鉄次郎 ― ― 彫刻撰科 明治37年度度

明治37年 彫刻撰科 矢守一生 三重 彫刻撰科 明治41年3月 研究科(彫刻) 明治45年度

明治37年 彫刻撰科 加藤孝三 千葉 ― ― 彫刻撰科 明治37年度度

明治37年 彫金撰科 岸原哲藏 ⾧崎 岸原哲蔵 哲舟 金工撰科 明治41年6月

明治37年 彫金撰科 堀井董 東京 堀井薫 迂孫 金工撰科 明治42年3月

明治37年 鋳金撰科 小野直平 静岡 平岡直平 鋳造撰科 明治42年3月 研究科(鋳造) 明治43年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治37年 鋳金撰科 齋藤作吉 山形 斉藤作吉 鋳造撰科 明治41年3月

明治37年 鋳金撰科 增田正嗣 滋賀 増田正嗣 ― ― 鋳造撰科 明治38年度度

明治37年 図画講習科 石野監藏 福岡 石野監蔵 ― ― 図画講習科 明治38年度度

明治37年 図画講習科 武川平治 山形 有賀平治 図画講習科 明治39年9月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治43年度

明治38年 日本画科 靑山扶 島根 青山扶 碧水 日本画科 明治44年3月

明治38年 日本画科 岡田純二 香川 黑田純二 黒田純二 悦山 日本画科 明治43年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治38年 日本画科 淸見陸郎 東京 清見陸郎 ― ― 日本画科 明治38年度度

明治38年 日本画科 久保田享二郎 島根 ― ― 日本画科 明治39年度度

明治38年 日本画科 古東謙吉 兵庫 古東謙吉 淡山 日本画科 明治43年3月

明治38年 日本画科 柴野健作 広島 ― ― 日本画科 明治38年度度

明治38年 日本画科 下林繁夫 熊本 素光 日本画科 明治43年3月

明治38年 日本画科 多田享 千葉 ― ― 日本画科 明治42年度度

明治38年 日本画科 中島彥 福岡 中島彦 湖心 日本画科 明治43年3月 研究科(日本画) 明治45年度

明治38年 日本画科 中野隆一 愛知 川崎隆一 小虎 日本画科 明治43年3月 研究科(日本画) 明治44年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治39年度

明治38年 日本画科 丹羽賢 京都 丹羽賢 琢堂 日本画科 明治43年3月

明治38年 日本画科 野田武雄 東京 ― ― 日本画科 明治40年度度

明治38年 日本画科 濱谷榮次郎 富山 浜谷栄次郎 白雨 日本画科 明治43年3月 日本画科― 図画教員の課 明治45年度3月

明治38年 日本画科 安井厚 石川 雪光 日本画科 明治43年3月

明治38年 日本画科 吉田淸二 石川 吉田清二 秋光 日本画科 明治43年3月

明治38年 日本画撰科 大久保應洋 福井 大久保応洋 日本画撰科 明治43年3月

明治38年 日本画撰科 蔦谷幸作 青森 竜岬 龍岬 日本画撰科 明治43年3月

明治38年 日本画撰科 山内金三郎 大阪 神斧 神斧 日本画撰科 明治43年3月

明治38年 日本画撰科 小林源太郎 東京 日本画撰科 明治41年3月 研究科(日本画) 明治43年度

明治38年 西洋画科 新井完 兵庫 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治38年 西洋画科 伊賀氏廣 東京 伊賀氏広 ― ― 西洋画科 明治39年度度

明治38年 西洋画科 猪飼公正 大阪 西洋画科 明治44年3月

明治38年 西洋画科 井上六郎 東京 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 内田伴三郎 岡山 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治38年 西洋画科 大川隆男 岐阜 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治38年 西洋画科 大谷浩 岡山 大谷浩 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 大村周二 石川 大村周二 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 岡田高郎 ⾧崎 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治38年 西洋画科 小川⾧四郎 新潟 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 岡本一平 東京 西洋画撰科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 加藤静兒 愛知 加藤静児 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 北古賀順橘 佐賀 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 香田勝太 鳥取 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治38年 西洋画科 河野繁市 宮崎 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 齋藤萠 福岡 斉藤萌 ― ― 西洋画科 明治40年度度

明治38年 西洋画科 佐々木直哉 岩手 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 阪井戒爾 東京 坂井戒爾 西洋画科 明治44年3月

明治38年 西洋画科 三宮知義 北海道 西洋画科 明治44年3月

明治38年 西洋画科 田中良 鹿児島 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 田邊至 東京 田辺至 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治38年 西洋画科 中井金三 鳥取 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 ⾧谷川昇 北海道 西洋画科 明治43年3月 研究科(西洋画) 明治44年度

明治38年 西洋画科 藤田嗣治 千葉 レオナルド藤田嗣治 西洋画科 明治43年3月

明治38年 西洋画科 黛新三郎 群馬 ― ― 西洋画科 明治38年度度

明治38年 西洋画科 三隅禎三郎 山口 藤井禎三郎 三隅禎三郎

藤井禎三郎

藤井禎三郎

西洋画科 明治43年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治38年 西洋画科 山下釣 東京 池部鈞 西洋画科 明治43年3月 研究生(西洋画) 大正4年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正7年度

明治38年 西洋画科 脇龜太郎 徳島 脇亀太郎 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治38年 西洋画撰科 安宅安五郎 新潟 西洋画撰科 明治43年3月

明治38年 西洋画撰科 伊島正三郎 鳥取 西洋画撰科 明治43年3月

明治38年 西洋画撰科 黃輔周 清 黄輔周 ― ― 西洋画撰科 明治40年度度

明治38年 西洋画撰科 望月桂 ⾧野 西洋画撰科 明治43年3月

明治38年 西洋画撰科 本吉勝造 北海道 西洋画撰科 明治44年3月

明治38年 西洋画撰科 森田太三郎 埼玉 ― ― 西洋画撰科 明治42年度度

明治38年 彫刻科 大藤定介 山口 ― ― 彫刻科 明治40年度度

明治38年 彫刻科 淸水太助 東京 清水太助

清水大助

東風 彫刻科 明治43年3月

明治38年 彫刻科 津村央喜 香川 彫刻科 明治43年3月

明治38年 彫刻科 松井信次 東京 ― ― 彫刻科 明治42年度度

明治38年 彫刻科 松村秀太郎 富山 彫刻科 明治43年3月 研究生(彫刻) 大正5年度

明治38年 彫刻撰科 朝倉靜麻 岡山 朝倉静麻 彫刻撰科 明治43年3月

明治38年 彫刻撰科 石井鶴三 東京 彫刻撰科 明治43年3月 研究科(彫刻) 大正2年度

明治38年 彫刻撰科 井上直伍 岡山 彫刻撰科 明治43年3月 研究科(彫刻) 大正2年度

明治38年 彫刻撰科 大友哲夫 東京 ― ― 彫刻撰科 明治38年度度

明治38年 彫刻撰科 小堀正德 東京 小堀正徳 ― ― 彫刻撰科 明治41年度度

明治38年 彫刻撰科 鈴木要造 神奈川 ― ― 彫刻撰科 明治40年度度

明治38年 彫刻撰科 牧野國助 香川 牧野國明 牧野国助

牧野国明

彫刻撰科 明治43年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

明治38年 図按科 飯田德三郎 山形 飯田徳三郎 図按科 明治43年3月

明治38年 図按科 窪島政男 山形 図按科 明治43年3月

明治38年 図按科 桑村伸藏 大阪 桑村伸蔵 ― ― 図按科 明治38年度度

明治38年 図按科 今野淸三郎 宮城 今村清三郎 今野清三郎 図按科 明治43年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度

明治38年 図按科 鈴木範三 東京 図按科 明治43年3月

明治38年 図按科 高橋要 岐阜 図按科 明治43年3月

明治38年 図按科 辰巳銀二 石川 図按科 明治43年3月

明治38年 図按科 中井鉦作 愛知 敬堂 図按科 明治43年3月

明治38年 図按科 益田和雄 高知 益田和雄 ― ― 図按科 明治38年度度

8／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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明治38年 図按科 山岡隆芳 福島 図按科 明治43年3月

明治38年 金工科 佐藤省吾 静岡 美崇 金工科 明治43年3月

明治38年 金工科 岩崎文七 岩手 末広 末廣 金工科 明治43年3月

明治38年 金工科 蒲生鐡男 福岡 蒲生鉄男 金工科 明治43年3月

明治38年 金工撰科 チヤルン・スラナート シャム 金工撰科 明治43年3月 研究科(金工) 明治44年度

明治38年 金工撰科 原田縫吉 東京 金工撰科 明治43年3月

明治38年 鋳造科 桑野寬 東京 桑野寛 鋳造科 明治45年3月

明治38年 鋳造科 鈴木文衞 山形 鈴木文衛 鋳造科 明治43年3月 研究科(鋳造) 明治44年度

明治38年 鋳造撰科 太田靜一 大阪 吉田静一 太田静一

吉田静一

鋳造科 明治44年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正4年度

明治38年 鋳造撰科 後藤駒雄 東京 ― ― 鋳造撰科 明治40年度度

明治38年 漆工科 岡一利 香川 ― ― 漆工科 明治39年度度

明治38年 漆工科 古川茂一 石川 枕山 漆工科 明治45年3月

明治38年 漆工科 三木榮 群馬 三木栄

栄川

榮川 漆工科 明治43年3月 研究科(漆工) 明治44年度

明治38年 漆工科 吉野富雄 千葉 花光 漆工科 明治43年3月 研究科(漆工) 明治44年度

明治38年 漆工撰科 エス・エスポース インド ― ― 漆工撰科 明治38年度度

明治38年 漆工撰科 ポンプー・ワナート シャム ポン プワナート

ポーン・プワナート

漆工撰科 明治43年3月 研究科(漆工) 明治44年度

明治38年 図画講習科 淺井重一 大阪 浅井重一 槻山 図画講習科 明治39年9月

明治38年 図画講習科 吉岡良八 山梨 ― ― 図画講習科 明治38年度度

明治39年 日本画科 足立季彥 高知 足立季彦 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 井上利正 島根 日本画科 明治45年3月

明治39年 日本画科 大山逸八 新潟 天端 天瑞 日本画科 明治45年3月

明治39年 日本画科 大山文吉 東京 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 岡村榮 香川 岡村栄 日本画科 明治45年3月

明治39年 日本画科 淸島⾧次 ⾧崎 清島⾧次 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 楠本秀男 和歌山 西洋画科 大正3年3月

明治39年 日本画科 小菅敬左右 大阪 図画師範科 明治43年3月

明治39年 日本画科 篠原圓次 ⾧野 篠原円次 晩香 日本画科 明治45年3月

明治39年 日本画科 柴田健次郎 愛媛 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 高多喜八 富山 ― ― 日本画科 明治40年度度

明治39年 日本画科 高橋淸六 宮城 高橋清六 ― ― 日本画科 明治39年度度

明治39年 日本画科 田村寬二郎 徳島 田村寛二郎 日本画科 明治45年3月

明治39年 日本画科 土橋三郎 福島 華城 日本画科 明治44年3月 研究科(日本画) 明治45年度

明治39年 日本画科 戶田正夫 岡山 戸田正夫 天波 日本画科 明治44年3月 日本画科― 図画教員の課 明治45年度3月

明治39年 日本画科 戶部隆吉 石川 戸部隆吉 隆古 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 富田一昭 奈良 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 南部茂 高知 日本画科 明治44年3月

明治39年 日本画科 渡邊泰輔 新潟 渡辺泰輔 泰我 日本画科 明治44年3月 研究科(日本画) 明治45年度

明治39年 日本画撰科 江森天壽 埼玉 江森天寿 日本画撰科 明治44年3月

明治39年 日本画撰科 廣瀨峯太郎 大分 広瀬峯太郎

広瀬峰太郎

― ― 日本画撰科 明治40年度度

明治39年 日本画撰科 森山龮三郎 東京 森山驥三郎 香浦 日本画撰科 明治44年3月

明治39年 日本画撰科 宮坂春章 ⾧野 日本画撰科 明治42年3月

明治39年 西洋画科 藍野精一 千葉 藍野精一 図画師範科 明治43年3月

明治39年 西洋画科 我妻榮吉 山形 我妻栄吉 図画師範科 明治43年3月

明治39年 西洋画科 井上淸一 広島 井上清一 西洋画科 明治45年3月

明治39年 西洋画科 岩尾重正 三重 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治39年 西洋画科 大久保喜一 埼玉 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 明治45年度

明治39年 西洋画科 大野隆德 千葉 大野隆徳 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 大正3年度

明治39年 西洋画科 菊池五郎 茨城 西洋画科 明治44年3月

明治39年 西洋画科 小寺健吉 岐阜 西洋画科 明治44年3月

明治39年 西洋画科 佐野貞雄 福島 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 明治45年度

明治39年 西洋画科 庄子勇 宮城 原勇 西洋画科 明治44年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正3年度

明治39年 西洋画科 鈴木良治 新潟 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治39年 西洋画科 武井樸介 愛媛 ― ― 西洋画科 明治42年度度

明治39年 西洋画科 建部純夫 兵庫 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治39年 西洋画科 濱田盛基 熊本 浜田盛基 西洋画科 明治44年3月

明治39年 西洋画科 東守七 三重 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 明治45年度

明治39年 西洋画科 人見彌 愛知 人見弥 西洋画科 明治44年3月

明治39年 西洋画科 宮田溫一郎 新潟 富田溫一郎 宮田温一郎

富田温一郎

西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 大正3年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治40年度

明治39年 西洋画科 諸澤虎雄 秋田 諸沢虎雄 西洋画科 明治44年3月

明治39年 西洋画科 山田淸 茨城 山田清 ― ― 西洋画科 明治42年度度

明治39年 西洋画科 山口亮一 佐賀 西洋画科 明治44年3月

明治39年 西洋画科 横井禮一 愛知 横井礼一 西洋画科 明治44年3月 研究科(西洋画) 明治45年度

明治39年 西洋画撰科 瀨戸近 宮城 瀬戸近 ― ― 西洋画撰科 明治41年度度

明治39年 西洋画撰科 曽延年 清 曾延年 西洋画撰科 明治44年3月 研究科(西洋画) 明治45年度

明治39年 西洋画撰科 田中塊一 福岡 西洋画撰科 明治44年4月

明治39年 西洋画撰科 李岸 清 西洋画撰科 明治44年3月

明治39年 西洋画撰科 デー・スワンカール・ラーヲ インド ― ― 西洋画撰科 明治39年度度

明治39年 彫刻科 入谷昇 香川 彫刻科 明治44年3月 研究科(彫刻) 大正2年度

明治39年 彫刻科 大藏雄夫 石川 大蔵雄夫 彫刻科 明治44年3月

明治39年 彫刻科 齋藤⾧德 東京 斉藤⾧徳 ― ― 彫刻科 明治39年度度

明治39年 彫刻科 鶴崎乙也 兵庫 彫刻科 明治44年3月 研究科(彫刻) 明治45年度

明治39年 彫刻科 橋本久米太郎 茨城 橋本久米二郎

橋本粂二郎

橋本統陽

彫刻科 明治44年3月 研究科(彫刻) 明治45年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度(久米二郎)、『東京美術学校一覧』明治44年度(粂二郎)、『東京美術

学校一覧』明治44年度(統陽)

明治39年 彫刻科 水野熊次郎 石川 ― ― 彫刻科 明治39年度度

明治39年 彫刻科 山田勝 大阪 彫刻科 明治44年3月

明治39年 彫刻科 和田季雄 東京 彫刻科 明治44年3月 研究科(彫刻) 大正3年度

明治39年 彫刻撰科 小野眞山戸 東京 小野真山戸 ― ― 彫刻撰科 明治40年度度

明治39年 彫刻撰科 鹽澤角之助 栃木 塩沢角之助 彫刻撰科 明治44年3月 研究科(彫刻) 大正3年度

明治39年 彫刻撰科 關野金太郎 神奈川 関野金太郎 聖雲 彫刻撰科 明治44年3月

明治39年 彫刻撰科 談誼孫 清 ― ― 彫刻撰科 明治40年度度

明治39年 彫刻撰科 富永光一 山形 彫刻撰科 明治45年3月

明治39年 図按科 伊井彌之助 富山 伊井弥之助 図按科 明治44年3月

明治39年 図按科 小川正雄 ⾧野 図按科 明治44年3月 研究科(図按) 大正3年度

明治39年 図按科 高橋昇太郎 京都 五山 図按科 明治44年3月

明治39年 図按科 千熊宇平 鳥取 章禄 章祿 図按科 明治44年3月

明治39年 図按科 中井彌五郎 香川 中井弥五郎 桃山 図按科 明治44年3月

明治39年 図按科 西村小二郎 東京 図按科 明治44年3月

明治39年 図按科 幡野久太郎 愛知 図按科 明治44年3月

明治39年 図按科 藤本稔 香川 図按科 明治44年3月

明治39年 金工科 海野淸 東京 海野清 金工科 明治44年3月

明治39年 金工科 北原千祿 香川 北原千禄

北原千緑

金工科 明治44年3月

明治39年 金工科 黑川廣吉 香川 松尾廣吉 黒川広吉

松尾広吉

金工科 明治44年3月 研究科(金工) 明治45年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正元年度

明治39年 金工科 小糸源太郎 東京 小絲源太郎 金工科 明治44年3月

明治39年 金工科 島田健三 東京 ― ― 金工科 明治41年度度

明治39年 金工撰科 本野義盛 鹿児島 ― ― 金工撰科 明治39年度度

明治39年 鋳造科 松平顯治 香川 松平顕治 ― ― 鋳造科 明治39年度度

明治39年 鋳造撰科 荒岡七次 香川 ― ― 鋳造撰科 明治41年度度

明治39年 鋳造撰科 時岡鐡次郎 新潟 時岡鉄次郎

司峯

司峰 鋳造撰科 明治44年3月

明治39年 鋳造撰科 南治一 東京 ― ― 鋳造撰科 明治40年度度

明治39年 漆工科 安部然 大分 彫刻科 大正2年3月

明治39年 漆工科 飯森健二 石川 飯森健二 ― ― 漆工科 明治41年度度

明治39年 漆工科 大崎和吉 富山 ― ― 漆工科 明治42年度度

明治39年 漆工科 小川喬 富山 ― ― 漆工科 明治42年度度

明治39年 漆工科 木村淸 香川 木村清 漆工科 明治44年3月

明治39年 漆工科 笠井彌市 富山 笠井弥市 秀文 漆工科 明治41年3月 研究科(漆工) 明治42年度

明治40年 日本画科 赤坂永 新潟 日本画科 大正2年3月

明治40年 日本画科 上山貞 宮城 ― ― 日本画科 明治40年度度

明治40年 日本画科 河畠義市 兵庫 日本画科 大正2年3月

明治40年 日本画科 川幡伍一郎 東京 日本画科 明治45年3月

明治40年 日本画科 小出楢重 大阪 西洋画科 大正3年3月

明治40年 日本画科 小森二郎 石川 日本画科 明治45年3月

明治40年 日本画科 淸水潔 新潟 清水潔 日本画科 明治45年3月

明治40年 日本画科 ⾧井智學 佐賀 ⾧井智覚 天璋 日本画科 明治45年3月

明治40年 日本画科 丹羽善五郎 群馬 丹羽善五郎 大見 日本画科 大正2年3月 日本画科― 図画教員の課 大正3年度3月

明治40年 日本画科 廣島新太郎 徳島 広島新太郎 晃甫 日本画科 明治45年7月

明治40年 日本画科 福島外喜雄 石川 田村外喜雄 福島外喜雄

田村外喜雄

彩天 日本画科 明治45年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正元年度

明治40年 日本画科 堀秋成 ⾧野 北澤秋成

小澤秋成

北沢秋成

小沢秋成

図画師範科 明治44年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度(北澤)、『東京美術学校一覧』大正3年度(小澤)

明治40年 日本画科 掘江淸 島根 堀江清 日本画科 大正2年3月

明治40年 日本画科 柳ヶ瀨豐太郎 佐賀 柳ケ瀬豊太郎 ― ― 日本画科 明治43年度度

明治40年 日本画科 山本信太郎 兵庫 広洋 廣洋 日本画科 明治45年3月

明治40年 日本画科 若狭忠太郎 秋田 ― ― 日本画科 明治41年度度

明治40年 日本画撰科 奧山常太郎 三重 奥山常太郎 紫明 日本画撰科 明治45年3月 研究生(日本画) 大正4年度

明治40年 日本画撰科 菊澤六兵衛 埼玉 菊沢六兵衛 武江 日本画撰科 明治45年3月

明治40年 日本画撰科 澤好三 滋賀 沢好三 ― ― 日本画撰科 明治41年度度

明治40年 日本画撰科 永井末吉 香川 ― ― 日本画撰科 明治40年度度

明治40年 日本画撰科 矢澤貞則 ⾧野 矢沢貞則 弦月 日本画撰科 明治44年3月 研究科(日本画) 明治45年度

明治40年 日本画撰科 山下武一 福岡 筑水 日本画撰科 大正2年3月 研究生(日本画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 淺井松彥 東京 浅井松彦 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 西洋画科 江馬春吉 岐阜 西洋画科 大正2年3月

明治40年 西洋画科 大江九二太郎 東京 西洋画科 明治45年3月

明治40年 西洋画科 大塚豐 東京 大塚豊 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正5年度

明治40年 西洋画科 片多德郎 大分 片多徳郎 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 西洋画科 金澤重治 東京 金沢重治 西洋画撰科 明治45年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 北島淺一 佐賀 北島浅一 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 西洋画科 淸野善彌 宮城 清野善弥 西洋画科 大正2年3月

明治40年 西洋画科 淸原重一 徳島 清原重一 西洋画科 明治45年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 工藤三郎 北海道 西洋画科 明治45年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 熊岡美彦 茨城 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 倉智亮三 福岡 西洋画科 明治45年3月

明治40年 西洋画科 栗原忠貳 静岡 栗原忠弐 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 西洋画科 神津港人 ⾧野 神津港人 西洋画科 明治45年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 齋藤知雄 東京 斉藤知雄

素巌

素嚴 西洋画科 明治45年3月

明治40年 西洋画科 佐竹義立 東京 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治40年 西洋画科 佐藤哲三郎 新潟 西洋画科 明治45年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治40年 西洋画科 杉江春男 広島 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 西洋画科 高橋信 千葉 西洋画科 大正2年3月

明治40年 西洋画科 堤龍雄 山梨 堤竜雄 西洋画科 明治45年3月

明治40年 西洋画科 戶田氏宣 岐阜 戸田氏宣 ― ― 西洋画科 明治40年度度

明治40年 西洋画科 羽場金司 青森 羽場金司 西洋画科 大正2年3月

明治40年 西洋画科 平井爲成 香川 平井為成 西洋画科 明治45年3月

明治40年 西洋画科 三國久 新潟 三国久 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 西洋画科 御厨純一 佐賀 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正3年度

明治40年 西洋画科 山下鐵之輔 福岡 山下鉄之輔 西洋画科 明治45年3月

9／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

明治40年 西洋画科 山本靜雄 静岡 山本静雄 ― ― 西洋画科 明治42年度度

明治40年 西洋画科 萬鐵五郎 岩手 万鉄五郎 西洋画科 明治45年3月 研究科(西洋画) 大正2年度

明治40年 彫刻科 新田藤太郎 香川 彫刻科 明治45年3月 研究生(彫刻) 大正4年度

明治40年 彫刻科 伊藤孝三 千葉 加藤孝三 彫刻科 明治45年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治41年度

明治40年 彫刻科 數見定一 東京 数見定一 彫刻科 明治45年3月

明治40年 彫刻科 北村西望 ⾧崎 彫刻科 明治45年3月 研究科(彫刻) 大正2年度

明治40年 彫刻科 須田速人 宮城 彫刻科 明治45年3月

明治40年 彫刻科 千石泰治 福井 彫刻科 大正2年3月

明治40年 彫刻科 肥田武馬 香川 彫刻科 明治45年3月 研究科(彫刻) 大正2年度

明治40年 彫刻科 藤谷嘉一 石川 彫刻科 明治45年3月 研究科(彫刻) 大正2年度

明治40年 彫刻科 矢野誠一 香川 彫刻科 明治45年3月 彫刻科 明治44年度度

明治40年 彫刻科 山内文世 福井 彫刻科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正3年度

明治40年 彫刻科 山川豐松 石川 山川豊松 彫刻科 明治45年3月

明治40年 彫刻科 吉田三郎 石川 彫刻科 明治45年3月 研究生(彫刻) 大正4年度

明治40年 彫刻撰科 石川久吉 愛知 佳有 彫刻撰科 明治45年3月

明治40年 彫刻撰科 金田勇 東京 彫刻撰科 明治45年3月

明治40年 彫刻撰科 木原茂 東京 彫刻撰科 大正2年3月

明治40年 彫刻撰科 建畠彌一郎 和歌山 建畠弥一郎 大夢 彫刻撰科 明治44年3月

明治40年 図按科 赤羽一雄 ⾧野 赤羽一雄 ― ― 図按科 明治42年度度

明治40年 図按科 今和次郎 青森 図按科 明治45年3月 図按科(研究科) 大正3年度

明治40年 図按科 齋藤佳藏 秋田 斉藤佳蔵 図按科 大正2年3月

明治40年 図按科 信田了平 富山 図按科 明治45年3月

明治40年 図按科 福井鴻逸 岡山 福井鴻逸 図按科 大正2年6月 研究生(図按) 大正4年度

明治40年 図按科 町田英 群馬 町田嘉章 図按科 大正2年3月

明治40年 図按科 松本多根雄 愛知 ― ― 図按科 明治42年度度

明治40年 図按科 山崎陽一 山梨 一涌 図按科 明治45年3月

明治40年 図按科 和田順顯 石川 和田順顕 図按科 明治45年3月

明治40年 金工科 上杉勝德 山形 上杉勝徳 ― ― 金工科 明治41年度度

明治40年 金工科 漆間宏 北海道 金工科 明治45年3年

明治40年 金工科 神矢敎親 高知 神矢教親

竜珉

龍珉 金工科 明治45年3年

明治40年 金工科 田中賑吉 埼玉 金工科 明治45年3年

明治40年 金工科 寺島恕 富山 金工科 明治45年3年

明治40年 金工科 根尾謙兒 広島 根尾謙児 金工科 明治45年3年 研究科(金工) 大正2年度

明治40年 金工科 野口六三 東京 金工科 明治45年3年 研究生(金工) 大正4年度

明治40年 金工科 宮崎定敏 熊本 宮崎定敏 ― ― 金工科 明治40年度度

明治40年 金工撰科 三好眞⾧ 香川 三好真⾧ 金工撰科 明治44年3月

明治40年 鋳造科 勝野久實 東京 勝野久実 鋳造科 明治45年3月

明治40年 鋳造科 小林俊之助 宮城 鋳造科 明治45年3月

明治40年 鋳造科 杉田精二 ⾧野 杉田精二 禾堂 鋳造科 明治45年3月

明治40年 鋳造科 山成次夫 岡山 鋳造科 明治45年3月

明治40年 鋳造科 山本菊一 ⾧野 安曇 鋳造科 明治45年3月 研究科(鋳造) 大正2年度

明治40年 漆工科 岩城彌一 富山 岩城弥一 漆工撰科 大正2年3月

明治40年 漆工科 香川源四郎 香川 玄城 漆工科 明治45年3月

明治40年 漆工科 芝山淸次 富山 芝山清次 漆工科 大正3年3月 研究生(漆工) 大正4年度

明治40年 漆工科 早川眞淸 群馬 早川真清 ― ― 漆工科 明治41年度度

明治40年 漆工科 松林亥三郎 石川 漆工科 大正2年3月

明治40年 漆工科 三野吉明 香川 漆工科 大正2年3月

明治40年 漆工科 湧口滿 福井 湧口満 図画師範科 明治44年3月

明治40年 図画師範科 太田久男 佐賀 図画師範科 明治43年3月 研究生(図画師範科) 大正4年度

明治40年 図画師範科 筧敦良 徳島 ― ― 図画師範科 明治40年度度

明治40年 図画師範科 郷原藤一郎 ⾧野 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 柴田勝次 愛知 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 末光富造 大分 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 高橋貞治 富山 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 德永吾七郎 熊本 徳永吾七郎 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 波根義三 山口 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 藤岡龜三郎 新潟 藤岡亀三郎 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 前園正八郎 鹿児島 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 三野與喜藏 岐阜 三尾與喜蔵 三野与喜蔵

三尾与喜蔵

天梁 図画師範科 明治43年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治40年 図画師範科 三宅宅三 岡山 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 森田淸次郎 岩手 森田清次郎 清邨 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 安岡信義 鳥取 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 山村誠一郎 ⾧野 図画師範科 明治43年3月

明治40年 図画師範科 山本淳 高知 図画師範科 明治43年3月

明治41年 日本画科 麻畑重 福岡 雅泉 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 伊藤順三 東京 日本画科 大正2年3月 研究生(日本画) 大正5年度

明治41年 日本画科 今尾十一郎 秋田 篠田十一郎 柏邦 日本画科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度

明治41年 日本画科 内田他治郎 石川 草雨 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 柏谷義一 大阪 後彫 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 川路誠 広島 柳虹 日本画科 大正2年3月 研究生(日本画) 大正4年度

明治41年 日本画科 木實谷喬壽 福島 木実谷喬寿 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 栗原多喜男 石川 ― ― 日本画科 明治42年度度

明治41年 日本画科 小泉政吉 秋田 日本画科 大正2年3月 研究生(日本画) 大正4年度

明治41年 日本画科 佐藤久米 茨城 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 高橋卓一 千葉 采和 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 田鎖秀 岩手 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 田代猶喜 福岡 菊池猶喜 日本画科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治41年 日本画科 永田良亮 茨城 春水 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 中島研 静岡 芳村 日本画科 大正2年3月 日本画科― 図画教員の課 大正3年度3月

明治41年 日本画科 根岸庄助 埼玉 日本画科 大正3年3月

明治41年 日本画科 船越謙 兵庫 船越謙 天潢 日本画科 大正2年3月

明治41年 日本画科 三田貞 東京 ― ― 日本画科 明治41年度度

明治41年 日本画科 光岡松次 佐賀 ― ― 日本画科 明治41年度度

明治41年 日本画科 村岡敬吉 石川 ― ― 日本画科 明治41年度度

明治41年 日本画撰科 上林重德 東京 上林重徳 大韶 日本画撰科 大正2年3月

明治41年 日本画撰科 太田福藏 東京 太田福蔵 天洋 日本画撰科 大正2年3月

明治41年 日本画撰科 鈴木六三郎 東京 大年 日本画撰科 大正2年3月 研究生(日本画) 大正8年度

明治41年 日本画撰科 内藤敬三郎 島根 ― ― 日本画撰科 明治43年度度

明治41年 日本画撰科 中村恒吉 静岡 岳陵 日本画撰科 明治45年3月 研究生(日本画) 大正4年度

明治41年 日本画撰科 朴鎭榮 韓国 朴鎮栄 ― ― 日本画撰科 明治41年度度

明治41年 日本画撰科 山田龍太郎 東京 山田竜太郎 ― ― 日本画撰科 明治42年度度

明治41年 西洋画科 安達賢治 静岡 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治41年 西洋画科 在田稠 宮城 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治41年 西洋画科 及川吳郎 岩手 及川呉郎 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 小原淸次郎 山形

岩手

小原淸吉

五味淸吉

小原清次郎

小原清吉

五味清吉

西洋画科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年(小原淸吉)、明治44年度(五味淸吉)

明治41年 西洋画科 蒲生俊英 岐阜 ― ― 西洋画科 明治43年度度

明治41年 西洋画科 川上四郎 新潟 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治41年 西洋画科 河目悌二 愛知 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 栗原誠 静岡 西洋画科 大正4年3月

明治41年 西洋画科 兒玉直之助 秋田 児玉直之助 西洋画科 大正2年3月 西洋画科― 図画教員の課 大正3年度3月

明治41年 西洋画科 小山淸次郎 山形 小山清次郎 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治41年 西洋画科 酒井榮之 富山 酒井栄之 西洋画科 大正2年3月 研究科(西洋画) 大正3年度

明治41年 西洋画科 鈴木梅月 新潟 靑山梅月 鈴木梅月

青山梅月

西洋画科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

明治41年 西洋画科 鷹野翬 茨城 ― ― 西洋画科 明治41年度度

明治41年 西洋画科 竹村岱造 新潟 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 田中泰吉 東京 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 坪井玄治 東京 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正5年度

明治41年 西洋画科 中尾春雄 広島 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 布目敏行 石川 布目敏行 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治41年 西洋画科 濱哲雄 福岡 浜哲雄 西洋画科 大正4年3月

明治41年 西洋画科 樋渡留太郎 山形 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 平澤文吉 新潟 平沢文吉 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 藤田遜 佐賀 西洋画科 大正3年3月

明治41年 西洋画科 牧野虎雄 新潟 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正5年度

明治41年 西洋画科 前山⾧次郎 千葉 ― ― 西洋画科 明治43年度度

明治41年 西洋画科 三浦良勲 愛知 西洋画科 大正3年3月

明治41年 西洋画科 三宅鏙吉 東京 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 森山肇 東京 西洋画科 大正2年3月

明治41年 西洋画科 吉村芳松 東京 西洋画科 大正2年3月 研究生(西洋画) 大正7年度

明治41年 西洋画撰科 陳之駟 清 西洋画撰科 大正2年3月

明治41年 西洋画撰科 白常齢 清 西洋画撰科 大正2年3月

明治41年 西洋画撰科 野元義雄 鹿児島 西洋画撰科 明治45年3月

明治41年 彫刻科 大坪宗一 富山 ― ― 彫刻科 明治44年度度

明治41年 彫刻科 金澤彌三郎 東京 金沢弥三郎 彫刻科 大正2年3月

明治41年 彫刻科 小室順吉 秋田 松浦順吉 彫刻科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正3年度

明治41年 彫刻科 幸崎伊次郎 石川 寺崎伊次郎 彫刻科 大正3年3月 研究生(彫刻) 大正4年度

明治41年 彫刻科 佐々木⾧次郎 富山 彫刻科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正3年度

明治41年 彫刻科 島庄吉 富山 嶋庄吉 ― ― 彫刻科 明治44年度度

明治41年 彫刻科 田邊幸次 石川 田邊幸次

田辺孝次

彫刻科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正4年度

明治41年 彫刻科 谷本淸太郎 香川 谷本清太郎 彫刻科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正5年度

明治41年 彫刻科 中谷宏運 富山 彫刻科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正4年度

明治41年 彫刻科 堀義二 山口 彫刻科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正5年度

明治41年 彫刻科 保岡熊彥 東京 保岡熊彦 彫刻科 大正2年3月

明治41年 彫刻撰科 井上久次 東京 吉田久次 久継 久繼 彫刻撰科 大正2年3月 研究科(彫刻) 大正6年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正9年度

明治41年 彫刻撰科 佐瀨芳之助 千葉 佐瀬芳之助 彫刻撰科 大正2年3月

明治41年 彫刻撰科 志摩鶴二 福井 光秋 彫刻撰科 大正2年3月

明治41年 彫刻撰科 橋本武夫 東京 ― ― 彫刻撰科 明治44年度度

明治41年 彫刻撰科 藤田龜久 東京 藤田亀久 彫刻選科 大正3年3月

明治41年 彫刻撰科 山本豐 東京 山本豊 純民 彫刻撰科 大正2年3月

明治41年 彫刻撰科 渡邊信助 愛媛 渡辺信助 彫刻撰科 大正3年3月

明治41年 図按科 飯野眞俉 福島 飯野眞俉

飯野真伍

図按科 大正3年3月 研究生(図按) 大正4年度

明治41年 図按科 板倉勝麿 東京 図按科 大正3年3月

明治41年 図按科 岡田潔 香川 岡田馨 ― ― 図按科 大正1年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度

明治41年 図按科 梶田惠 岩手 梶田恵 ― ― 図按科 大正1年度度

明治41年 図按科 加藤俊 岩手 ― ― 図按科 明治42年度度

明治41年 図按科 柴田貴純 岡山 ― ― 図按科 明治42年度度

明治41年 図按科 瀧川一則 鳥取 滝川一則 図按科 大正2年3月

明治41年 図按科 津村末男 茨城 富田末男 図按科 大正2年3月 研究生(図按) 大正4年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

明治41年 図按科 平野薫 東京 ― ― 図按科 大正1年度

明治41年 図按科 廣川松五郎 新潟 広川松五郎 図按科 大正2年3月 研究生(図按) 大正4年度

明治41年 図按科 森田潔 京都 但山 図按科 大正2年3月

明治41年 金工科 磯野三郎 富山 金工科 大正2年3月 研究科(金工) 大正3年度

明治41年 金工科 熊谷淸太郎 富山 熊谷清太郎 ― ― 金工科 明治41年度度

明治41年 金工科 星山勇藏 鹿児島 星山勇蔵 ― ― 金工科 大正3年度度

明治41年 金工撰科 能守安太郎 東京 文肇 金工撰科 明治45年3月

明治41年 金工撰科 水沼靜 愛媛 水沼静 捷雲 金工撰科 明治45年3月 研究科(金工) 大正2年度

明治41年 鋳造科 常木正藏 福島 常木正蔵

常木庄蔵

鋳造科 大正3年6月

明治41年 鋳造科 西村敏彥 東京 西村敏彦 雲松 鋳造科 大正3年3月
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明治41年 鋳造科 樋笠岩太郎 香川 鋳造科 大正2年3月

明治41年 漆工科 酒卷洵 埼玉 酒巻洵 漆工科 大正2年3月 研究科(漆工) 大正3年度

明治41年 漆工科 藤芳太直 熊本 漆工科 大正2年3月 研究科(漆工) 大正3年度

明治41年 漆工科 增川金松 石川 増川金松 漆工科 大正3年3月 研究生(漆工) 大正4年度

明治41年 漆工撰科 溝淵好三郎 香川 龜井好三郎

久保好三郎

溝淵好三郎

亀井好三郎

漆工撰科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度(亀井)、大正9年度(久保)

明治41年 図画師範科 秋山任 茨城 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 安藤義茂 愛媛 図画師範科 明治44年3月 研究科(図画師範) 大正3年度

明治41年 図画師範科 飯田文一 富山 飯田文一 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 今井伴次郎 群馬 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 圓藤義雄 広島 山田義雄 円藤義雄 翠雨 図画師範科 明治45年3月 研究生(図画師範） 大正5年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正4年度

明治41年 図画師範科 岡登貞治 ⾧野 雪城 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 後藤百治 島根 ― ― 図画師範科 明治41年度度

明治41年 図画師範科 佐藤七之助 山形 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 田中寬 熊本 田中寛 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 筑瀨由太郎 奈良 筑瀨山太郎 筑瀬由太郎

筑瀬山太郎

観洋

觀洋 図画師範科 明治44年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

明治41年 図画師範科 中島英二郎 茨城 ― ― 図画師範科 明治43年度度

明治41年 図画師範科 中津安彥 熊本 中津安彦 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 中根孝次 山形 中根孝治 図画師範科 明治44年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治43年度

明治41年 図画師範科 野口渉 愛媛 図画師範科 明治44年3月

明治41年 図画師範科 宮澤淸 ⾧野 宮沢清 ― ― 図画師範科 明治41年度度

明治41年 図画師範科 山岸貞一 山形 図画師範科 明治44年3月

明治42年 日本画科 五十嵐藤治郎 山形 ― ― 日本画科 明治44年度度

明治42年 日本画科 石川廣助 茨城 石川広助

雪渓

雪溪 日本画科 大正3年3月

明治42年 日本画科 伊地知廉 新潟 ― ― 日本画科 明治42年度度

明治42年 日本画科 小栗武郎 佐賀 ― ― 日本画科 明治43年度度

明治42年 日本画科 川端喜代吉 富山 ― ― 日本画科 明治42年度度

明治42年 日本画科 齋藤敬一郎 東京 斉藤敬一郎 龍江 日本画科 大正3年3月 研究生(日本画) 大正5年度

明治42年 日本画科 三宮恒 新潟 日本画科 大正3年3月

明治42年 日本画科 立野甚一 富山 雪郷 雪鄕 日本画科 大正3年3月

明治42年 日本画科 田邊讓 山口 田辺譲 ― ― 日本画科 明治42年度度

明治42年 日本画科 寺門祐之 茨城 寺門祐之 日本画科 大正3年3月

明治42年 日本画科 中村健之助 青森 ― ― 日本画科 明治44年度度

明治42年 日本画科 山邊重平 ⾧野 山辺重平 日本画科 大正4年3月

明治42年 日本画科 山根泉介 島根 和田泉介

観泉

觀泉 日本画科 大正4年3月

明治42年 日本画撰科 池田桃太郎 岩手 竜甫 龍甫 日本画選科 大正4年3月

明治42年 日本画撰科 石本光太郎 東京 大春 日本画撰科 大正3年3月

明治42年 日本画撰科 石若吉郎 富山 ― ― 日本画撰科 明治44年度度

明治42年 日本画撰科 岡田淸 栃木 岡田清 日本画撰科 大正3年3月

明治42年 日本画撰科 川部英三 東京 ― ― 日本画撰科 明治42年度度

明治42年 日本画撰科 鴨下中雄 東京 ― ― 日本画撰科 明治43年度度

明治42年 日本画撰科 ハイエット・デリンジャー アメリカ ― ― 日本画撰科 明治44年度度

明治42年 日本画撰科 豐島吉之助 愛知 豊島吉之助 ― ― 日本画撰科 明治44年度度

明治42年 日本画撰科 羽鳥捨三 東京 羽鳥捨三 ― ― 日本画撰科 明治44年度度

明治42年 日本画撰科 平井精一 富山 平井精一 直年 日本画撰科 大正3年3月

明治42年 日本画撰科 龍信五郎 東京 竜信五郎 耕崖 日本画撰科 大正3年3月 研究生(日本画) 大正4年度

明治42年 西洋画科 淺井政藏 鳥取 浅井政蔵 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正5年度

明治42年 西洋画科 石井綱治 岡山 ― ― 西洋画科 明治42年度度

明治42年 西洋画科 伊藤鼎 岩手 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 宇野⾧尙 大分 宇野⾧尚 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治42年 西洋画科 岡見富雄 東京 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治42年 西洋画科 梶原貫五 福岡 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正7年度

明治42年 西洋画科 川島頴正 福岡 西洋画科 大正4年3月

明治42年 西洋画科 久保篤敬 山口 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 後藤博 福井 ― ― 西洋画科 明治43年度度

明治42年 西洋画科 小林克巳 北海道 小林克己 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治42年 西洋画科 近藤芳男 東京 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 高橋篤雄 静岡 ― ― 西洋画科 明治42年度度

明治42年 西洋画科 田中時治郎 滋賀 ― ― 西洋画科 大正3年度度

明治42年 西洋画科 遠山五郎 福岡 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 ⾧崎了惠 石川 ⾧崎了恵 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治42年 西洋画科 鍋井克之 大阪 西洋画科 大正4年3月

明治42年 西洋画科 仁保寬正 新潟 仁保寛正 ― ― 西洋画科 明治42年度度

明治42年 西洋画科 野木定次郎 岡山 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治42年 西洋画科 畠山秋夫 秋田 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 服部亮英 三重 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 原詔光 富山 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治42年 西洋画科 平田宗胤 東京 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治42年 西洋画科 福田靖夫 宮城 福田靖夫 ― ― 西洋画科 大正1年度度

明治42年 西洋画科 前田慶藏 青森 前田慶蔵 ― ― 西洋画科 明治43年度度

明治42年 西洋画科 森島直造 東京 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 森脇忠 島根 西洋画科 大正3年3月 研究生(西洋画) 大正4年度

明治42年 西洋画科 山田實 茨城 山田実 西洋画科 大正3年3月

明治42年 西洋画科 六角集二 福島 ― ― 西洋画科 明治43年度度

明治42年 西洋画撰科 汪濟川 清 汪洋洋 汪済川 西洋画選科 大正6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治42年度

明治42年 西洋画撰科 高義東 韓国 西洋画選科 大正4年3月

明治42年 彫刻科 岡崎朋邦 富山 彫刻科 大正3年3月 研究生(彫刻) 大正6年度

明治42年 彫刻科 川島鼎三 栃木 彫刻科 大正3年3月

明治42年 彫刻科 河村弘 岐阜 彫刻科 大正3年3月 研究生(彫刻) 大正6年度

明治42年 彫刻科 齋藤太吉郎 富山 斉藤太吉郎 ― ― 彫刻科 明治43年度度

明治42年 彫刻科 野田⾧次郎 徳島 ― ― 彫刻科 明治44年度度

明治42年 彫刻科 林健市 広島 彫刻科 大正3年3月

明治42年 彫刻撰科 大西三次郎 京都 彫刻選科 大正4年3月

明治42年 彫刻撰科 河合正人 茨城 ― ― 彫刻撰科 明治43年度度

明治42年 彫刻撰科 熊澤熊太郎 兵庫 熊沢熊太郎 彫刻撰科 大正3年3月

明治42年 彫刻撰科 多和田鈴尾 群馬 ― ― 彫刻撰科 明治42年度度

明治42年 彫刻撰科 久野惣十郎 茨城 ― ― 彫刻撰科 大正1年度度

明治42年 彫刻撰科 三浦⾧壽 静岡 三浦⾧寿 彫刻撰科 大正3年3月 研究生(彫刻) 大正4年度

明治42年 図按科 安藤喜八郎 神奈川 図按科 大正3年3月 研究生(図按) 大正4年度

明治42年 図按科 伊藤豐 愛知 伊藤豊 図按科 大正3年3月

明治42年 図按科 木村得三郎 宮城 図按科 大正3年3月

明治42年 図按科 専頭憲太郎 大分 桜国 櫻國 図按科 大正3年3月

明治42年 図按科 藤岡茂男 東京 図按科 大正4年3月

明治42年 図按科 藤川直造 香川 ― ― 図按科 明治43年度度

明治42年 図按科 藤村彥四郎 佐賀 藤村彦四郎 図按科 大正3年3月

明治42年 図按科 松本末男 愛知 図按科 大正3年3月

明治42年 図按科 吉田智康 福井 ― ― 図按科 明治43年度度

明治42年 金工科 大森俊治 茨城 光波 金工科 大正3年3月

明治42年 金工科 加藤幸三 香川 金工科 大正4年3月

明治42年 金工科 森川瑛 鹿児島 ― ― 金工科 明治42年度度

明治42年 金工撰科 石塚明三 埼玉 金工選科 大正6年3月

明治42年 金工撰科 江島信一 佐賀 金工選科 大正4年3月

明治42年 金工撰科 馬場信一 東京 金工選科 大正4年3月

明治42年 金工撰科 村田延之助 東京 信秀 金工撰科 大正3年3月

明治42年 金工撰科 渡邊健吉 千葉 渡辺健吉 金工撰科 大正3年3月

明治42年 鋳造科 高村豐周 東京 高村豊周 鋳造科 大正4年3月

明治42年 鋳造科 柳俊夫 ⾧野 鋳造科 大正4年3月

明治42年 漆工科 五十嵐三次 富山 漆工科 大正3年3月 研究生(漆工) 大正4年度

明治42年 漆工科 石崎誠二 富山 太田誠二 漆工科 大正3年3月 研究生(漆工) 大正4年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治42年 漆工科 河野順一 東京 漆工科 大正3年3月

明治42年 漆工科 蓮花宗二 富山 漆工科 大正3年3月 研究科(漆工) 大正4年度

明治42年 漆工科 牧千里 岡山 ― ― 漆工科 明治42年度度

明治42年 漆工撰科 相崎茂吉 宮城 格堂 漆工撰科 大正3年3月

明治42年 漆工撰科 中村保太郎 静岡 中村安太郎 漆工選科 大正4年3月

明治42年 漆工撰科 土方永守 東京 ― ― 漆工撰科 明治43年度度

明治42年 図画師範科 荒川潔 福岡 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 市川邦彥 静岡 市川邦彦 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 海老原茂 群馬 海老原茂 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 大河内定雄 茨城 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 小野久壽馬 高知 畦地久壽馬 小野久寿馬

畦地久寿馬

図画師範科 明治45年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治42年 図画師範科 小塚義一郎 静岡 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 小堀章 茨城 図画師範科 大正2年3月

明治42年 図画師範科 權藤種男 大分 権藤種男 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 佐藤謙太郎 秋田 佐藤謙太郎 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 鹽月善吉 宮崎 塩月善吉 桃甫 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 志賀九十郎 北海道 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 霜田利平 埼玉 静志 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 末廣⾧ 大分 末広⾧ 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 曾根末次郎 大分 曽根末次郎 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 高瀨猪一郎 大分 淺野猪一郎 図画師範科 明治45年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

明治42年 図画師範科 西岡瑞穂 高知 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 花曲義平 山梨 穴山義平 図画師範科 明治45年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治42年 図画師範科 福島章 島根 福島章 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 幕谷四郎 三重 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 松崎巍七郎 福島 松木巍七郎 図画師範科 明治45年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正4年度

明治42年 図画師範科 真鍋蕃 香川 眞鍋蕃 図画師範科 明治45年3月

明治42年 図画師範科 山本四郎 神奈川 図画師範科 明治44年3月

明治42年 図画師範科 吉田久 埼玉 図画師範科 明治44年3月

明治43年 日本画科 池田信 大分 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画科 植松俊郎 静岡 艸里 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画科 太田義一 山形 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正7年度

明治43年 日本画科 加藤丑之助 富山 大夢 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正9年度?

明治43年 日本画科 金上盛三 福島 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正6年度

明治43年 日本画科 狩野守久 東京 探道 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画科 鄕倉與作 富山 郷倉与作 千靭 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正5年度

明治43年 日本画科 齋藤赫夫 静岡 斉藤赫夫 延年 日本画科 大正5年3月 研究生(日本画) 大正6年度

明治43年 日本画科 得重常太郎 山口 景山 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正8年度

明治43年 日本画科 富田賢太郎 愛知 范渓 范溪 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正8年度

明治43年 日本画科 友田治夫 兵庫 宗拙 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画科 西尾聖 静岡 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画科 西村平間 香川 ― ― 日本画科 大正3年度度

明治43年 日本画科 丹羽芳松 愛知 丹羽芳松 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画科 服部謙一 愛知 服部謙一 有恒 日本画科 大正4年3月 研究生(日本画) 大正8年度

明治43年 日本画科 林與 福岡 林与 朝陽 日本画科 大正4年3月

明治43年 日本画撰科 小田繁雄 大阪 ― ― 日本画撰科 大正2年度度

明治43年 日本画撰科 小西三郎 茨城 ― ― 日本画撰科 明治44年度度

明治43年 日本画撰科 佐取輝三 栃木 武井輝三 晃陵 日本画選科 大正6年3月 研究生(日本画) 大正8年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正6年度

明治43年 日本画撰科 高橋淸一 栃木 高橋清一 ― ― 日本画撰科 明治43年度度

明治43年 日本画撰科 永江質吉 福岡 ― ― 日本画撰科 明治44年度度

明治43年 日本画撰科 夏目利政 東京 夏目利正 日本画選科 大正4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』明治44年度
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明治43年 日本画撰科 紅葉谷楠一 大阪 ― ― 日本画撰科 明治43年度度

明治43年 西洋画科 市川芳太郎 福岡 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 井田繁三 三重 ― ― 西洋画科 大正1年度度

明治43年 西洋画科 井上勇五郎 大分 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治43年 西洋画科 氏原作次郎 大阪 大久保作次郎 西洋画科 大正4年3月 研究生(西洋画) 大正8年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正4年度

明治43年 西洋画科 内村吉助 岩手 ― ― 西洋画科 大正2年度度

明治43年 西洋画科 及川康雄 三重 西洋画科 大正4年3月 西洋画科(研究科) 大正5年度

明治43年 西洋画科 大橋慶一 鹿児島 ― ― 西洋画科 大正1年度度

明治43年 西洋画科 岡一郎 福島 ― ― 西洋画科 明治43年度度

明治43年 西洋画科 鹿兒島彥次郎 福岡 鹿児島彦次郎 西洋画科 大正7年3月

明治43年 西洋画科 金子保 東京 西洋画科 大正4年3月 西洋画科(研究科) 大正5年度

明治43年 西洋画科 栗田兼次郎 静岡 栗田兼次郎 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治43年 西洋画科 小松喜代子 福島 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 佐竹義種 東京 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治43年 西洋画科 須田信一 埼玉 ― ― 西洋画科 明治44年度度

明治43年 西洋画科 關彥四郎 青森 関彦四郎 ― ― 西洋画科 大正3年度度

明治43年 西洋画科 高間惣七 東京 西洋画選科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治43年 西洋画科 中村彌藤治 ⾧野 中村弥藤治 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 野田半三 東京 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 福原全秀 東京 福原全秀 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 古郡貞一 青森 大橋貞一 西洋画科 大正4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正4年度

明治43年 西洋画科 松美⾧四郎 石川 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 松見吉彥 和歌山 松見吉彦 西洋画科 大正4年3月 研究生(西洋画) 大正7年度

明治43年 西洋画科 宮武辰夫 香川 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画科 椋樹妙立 三重 西洋画科 大正5年3月

明治43年 西洋画科 守田千穐 福岡 守田千龝 西洋画科 大正4年3月

明治43年 西洋画撰科 潘壽恒 清 藩壽恒 潘寿恒

藩寿恒

西洋画選科 大正4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正3年度

明治43年 西洋画撰科 方明遠 清 西洋画選科 大正6年3月

明治43年 彫刻科 大國貞藏 大阪 大国貞蔵 彫刻科 大正5年3月 研究生(彫刻) 大正6年度

明治43年 彫刻科 岡義治 香川 彫刻科 大正4年3月

明治43年 彫刻科 淸水外三郎 富山 清水外三郎 彫刻科 大正4年3月

明治43年 彫刻科 高須俊彥 山口 高須俊彦 彫刻科 大正4年3月

明治43年 彫刻科 ⾧谷川勝之 富山 ⾧谷川義起 彫刻科 大正4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

明治43年 彫刻科 引田八藏 富山 引田八蔵 ― ― 彫刻科 明治44年度

明治43年 彫刻科 山口不可止 香川 彫刻科 大正4年3月

明治43年 彫刻科 山中儀太郎 富山 ― ― 彫刻科 大正2年度度

明治43年 彫刻科 横田貞信 奈良 ― ― 彫刻科 大正1年度度

明治43年 彫刻撰科 小野田嘉助 山形 高節 彫刻選科 大正4年3月

明治43年 彫刻撰科 勝尾二郎 宮城 彫刻選科 大正4年3月

明治43年 彫刻撰科 龜岡崇 東京 樋田崇 亀岡崇

樋田崇

彫刻選科 大正5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治43年 彫刻撰科 簡野福四郎 東京 簡野福四郎 ― ― 彫刻撰科 明治44年度度

明治43年 彫刻撰科 田中求 茨城 筑紫求 彫刻選科 大正5年3月 研究生(彫刻) 大正7年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

明治43年 彫刻撰科 塚越東七 栃木 彫刻選科 大正4年3月 研究生(彫刻) 大正9年度

明治43年 彫刻撰科 ⾧谷部健次郎 富山 彫刻選科 大正5年3月 研究生(彫刻) 大正7年度

明治43年 彫刻撰科 横江嘉純 東京 彫刻撰科 大正3年3月

明治43年 図按科 秋保謹四郎 山形 図按科 大正4年3月

明治43年 図按科 淺野廉 神奈川 浅野廉 図按科 大正4年3月

明治43年 図按科 大貫重治 東京 ― ― 図按科 大正2年度度

明治43年 図按科 水谷慶治 愛知 図按科 大正4年3月

明治43年 図按科 森田茂 香川 ― ― 図按科 大正1年度度

明治43年 図按科 安間立雄 兵庫 図按科(第二部) 大正5年3月

明治43年 金工科 小杉直吉 富山 金工科 大正4年3月

明治43年 金工科 手島達雄 東京 金工科 大正4年3月

明治43年 金工科 山崎敬止 東京 金工選科 大正4年3月

明治43年 金工撰科 今村靜一 愛媛 今村静一 ― ― 金工撰科 大正2年度度

明治43年 金工撰科 近森岩太 香川 近藤岩太 金工撰科 大正3年3月

明治43年 鋳造科 一井英一 徳島 鋳造科 大正5年3月

明治43年 鋳造科 佐藤泰治郎 秋田 鋳造科 大正4年3月

明治43年 鋳造科 菅野英一 岩手 ― ― 鋳造科 明治43年度度

明治43年 鋳造科 本間久雄 新潟 彫刻科 大正5年3月

明治43年 漆工科 近松善次郎 富山 ― ― 漆工科 明治43年度度

明治43年 図画師範科 阿部忠助 岩手 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 有馬廣厚 福岡 有馬広厚 図画師範科 大正3年3月

明治43年 図画師範科 石川確 福井 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 石川彌八郎 新潟 石川弥八郎 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 大澤佐一 ⾧野 大沢左一 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 太田陽三 ⾧野 宮内陽三 図画師範科 大正2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

明治43年 図画師範科 木山一雄 岡山 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 工藤廉平 大分 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 小坂留太郎 北海道 南留太郎 鷹山 図画師範科 大正2年3月 研究生(図画師範) 大正5年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

明治43年 図画師範科 小林金治 ⾧野 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 佐藤三代治 宮城 春川 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 新野利三郎 東京 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 杉浦魁 福島 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 高見學 福岡 高見学 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 武田一郎 宮城 ― ― 図画師範科 大正1年度度

明治43年 図画師範科 武田新太郎 ⾧野 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 中村義守 岩手 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 服部寅男 熊本 図画師範科 大正2年3月

明治43年 図画師範科 渡部儀八 福島 図画師範科 大正2年3月

明治44年 日本画科 阿部務 福島 逸傘 日本画科 大正5年3月 研究生(日本画) 大正6年度

明治44年 日本画科 井上豐治郎 東京 井上豊治郎 白楊 日本画科 大正7年3月

明治44年 日本画科 内田雅愛 徳島 ― ― 日本画科 大正3年度度

明治44年 日本画科 遠藤誠 岩手 日本画科 大正5年3月

明治44年 日本画科 大塚庄近 富山 ― ― 日本画科 大正1年度度

明治44年 日本画科 北原大輔 ⾧野 日本画科 大正7年3月

明治44年 日本画科 城戶慇 福井 城戸慇 ― ― 日本画科 大正2年度度

明治44年 日本画科 桑田利三郎 香川 日本画科 大正5年3月 研究生(日本画) 大正6年度

明治44年 日本画科 鴻巣善藏 福島 鴻巣善蔵

鴻巣義蔵

一善 日本画科 大正5年3月 研究生(日本画) 大正7年度

明治44年 日本画科 佐藤直巳 山形 日本画科 大正5年7月

明治44年 日本画科 田中恭吉 和歌山 ― ― 日本画科 大正3年度度

明治44年 日本画科 土岡泉 石川 日本画科 大正5年3月

明治44年 日本画科 鷹巣豐治 佐賀 鷹巣豊治 英峰 日本画科 大正5年3月 研究生(日本画) 大正8年度

明治44年 日本画科 森修 佐賀 日本画科 大正5年3月

明治44年 日本画科 山本茂麿 ⾧野 小川茂麿 日本画科 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正9年度

明治44年 日本画科 渡邊繁明 富山 渡辺繁明 ― ― 日本画科 大正2年度度

明治44年 西洋画科 石川全 石川 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 石橋武助 茨城 ― ― 西洋画科 大正2年度度

明治44年 西洋画科 伊東哲 石川 伊藤哲 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治44年 西洋画科 大崎豐次郎 東京 大崎豊次郎 西洋画科 大正6年3月

明治44年 西洋画科 大槻憲二 兵庫 ― ― 西洋画科 大正2年度

明治44年 西洋画科 大沼林右衛門 宮城 西洋画科 大正6年3月

明治44年 西洋画科 小川潔 千葉 ― ― 西洋画科 大正4年度度

明治44年 西洋画科 織田信大 東京 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正9年度

明治44年 西洋画科 柿崎淸助 青森 柿崎清助 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 賀來淸三郎 大分 賀来清三郎 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 角野判治郎 兵庫 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 兼光豐治 東京 兼光豊治 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 龜井實 東京 亀井実 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正9年度

明治44年 西洋画科 河井淸一 山口 河井清一 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治44年 西洋画科 木村圭三 福岡 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 草光信成 島根 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治44年 西洋画科 幸福光次 三重 幸福光次 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 坂本竹四郎 北海道 西洋画科 大正6年3月

明治44年 西洋画科 志賀正人 ⾧野 ― ― 西洋画科 大正2年度度

明治44年 西洋画科 淸水良雄 東京 清水良雄 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正7年度

明治44年 西洋画科 鈴木俊平 静岡 秋山俊平 西洋画科 大正5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

明治44年 西洋画科 鈴木保德 東京 鈴木保徳 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治44年 西洋画科 曾宮喜七 大分 曽宮喜七 一念 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正9年度

明治44年 西洋画科 高山藤五郎 栃木 ― ― 西洋画科 大正2年度度

明治44年 西洋画科 鶴見守雄 栃木 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 寺内萬治郎 大阪 寺内万次郎 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 遠山敎圓 東京 遠山教円 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 中村義夫 大阪 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治44年 西洋画科 名越豐 岡山 名越豊 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 早川桂太郎 愛知 西洋画科 大正11年3月

明治44年 西洋画科 藤森靜雄 熊本 藤森静雄 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 耳野卯三郎 大阪 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 宮地茂 高知 西洋画科 大正5年3月

明治44年 西洋画科 吉澤廉三郎 新潟 吉沢廉三郎 西洋画科 大正5年3月 研究生(西洋画) 大正6年度

明治44年 西洋画科 山田誠一郎 北海道 西洋画科 大正4年3月

明治44年 西洋画撰科 河井隆一 山口 ― ― 西洋画撰科 大正2年度度

明治44年 西洋画撰科 金觀鎬 朝鮮 金観鎬 西洋画選科 大正5年3月

明治44年 西洋画撰科 雷锍𣷓 清 雷毓湘 西洋画選科 大正6年3月

明治44年 彫刻科 雨田外次郎 福井 彫刻科 大正5年3月 研究生(彫刻) 大正7年度

明治44年 彫刻科 大矢誠 東京 ― ― 彫刻科 明治44年度度

明治44年 彫刻科 淸水彥太郎 大分 清水彦太郎 彫刻科 大正5年3月

明治44年 彫刻科 久本信男 香川 彫刻科 大正5年3月

明治44年 彫刻科 三浦秀之助 大阪 西洋画科 大正6年3月

明治44年 彫刻撰科 小野淸生 大分 小野清生 彫刻選科 大正5年3月

明治44年 彫刻撰科 黑田豐治 石川 黒田豊治 彫刻選科 大正5年3月 研究生(彫刻) 大正7年度

明治44年 彫刻撰科 菅原勝次 岩手 彫刻選科 大正5年3月

明治44年 彫刻撰科 高木菊太郎 東京 彫刻選科 大正5年3月

明治44年 彫刻撰科 渡嘉敷眞山戸 沖縄 渡嘉敷真山戸 ― ― 日本画撰科 大正2年度度

明治44年 彫刻撰科 ⾧塚廣造 茨城 ⾧塚広造 彫刻選科 大正5年3月

明治44年 彫刻撰科 松永義治 東京 彫刻選科 大正5年3月

明治44年 彫刻撰科 山下正次 茨城 彫刻選科 大正5年3月

明治44年 彫刻撰科 遊佐孫三 宮城 ― ― 彫刻撰科 大正2年度度

明治44年 図按科 大野爲次 富山 大野為次 図按科第一部 大正5年3月

明治44年 図按科 小倉淳 石川 図按科第一部 大正5年3月

明治44年 図按科 木下雅親 京都 木下唯親 図按科第二部 大正5年3月

明治44年 図按科 佐之井憲治 東京 ― ― 図按科第一部 大正4年度度

明治44年 図按科 淸水吉臣 大阪 清水吉臣 図按科第一部 大正5年3月

明治44年 図按科 棚田多作 富山 図按科第一部 大正8年3月

明治44年 図按科 林威三 愛知 図按科第一部 大正5年3月

明治44年 図按科 原三郎 静岡 図按科第一部 大正5年3月

明治44年 図按科 前田健二郎 石川 図按科第二部 大正5年3月

明治44年 金工科 大竹節 東京 大竹節 ― ― 金工科 大正3年度度

明治44年 金工科 塀和千代彥 茨城 塀和千代彦 金工科 大正5年3月

明治44年 金工科 町川惣太郎 香川 金工科 大正5年3月

明治44年 金工科 吉川秀一郎 富山 ― ― 金工科 明治44年度度

明治44年 金工撰科 齋藤龍太郎 東京 斉藤竜太郎 金工選科 大正5年3月 研究生(金工) 大正6年度

明治44年 金工撰科 前田實 鹿児島 前田実 公篤 金工選科 大正6年3月 研究生(金工) 大正9年度

12／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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明治44年 金工撰科 宮川郁雄 東京 金工選科 大正6年3月

明治44年 鋳造科 波多野龜三郎 滋賀 波多野亀三郎 鋳造科 大正5年3月

明治44年 鋳造科 丸山義男 山形 不忘 鋳造科 大正6年3月

明治44年 鋳造科 山本與三次郎 富山 山本与三次郎 雲涛 鋳造科 大正6年3月

明治44年 漆工科 生駒弘 東京 漆工科 大正5年3月

明治44年 漆工科 高野重人 熊本 漆工科 大正5年3月 研究生(漆工) 大正8年度

明治44年 漆工科 ⾧谷川廣 福井 ⾧谷川広 ― ― 漆工撰科 大正2年度度

明治44年 図画師範科 今富稔 山口 田中稔 図画師範科 大正4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正1年度

明治44年 図画師範科 太田政太郎 香川 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 大脇朝一 岐阜 大脇朝一 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 尾川藤十郎 群馬 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 木南三千三 兵庫 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 久保一 福井 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 小林⾧太 ⾧崎 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 接待庸夫 青森 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 高橋房雄 宮城 野村房雄 図画師範科 大正3年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正7年度

明治44年 図画師範科 田中卓爾 静岡 図画師範科 大正3年3月 研究科(図画師範) 大正5年度

明治44年 図画師範科 塚田淸吉 茨城 塚田清吉 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 中島繼次郎 埼玉 中島継太郎 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 中堀愛作 岡山 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 那須義美 山形 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 西銘生樂 沖縄 西銘生楽 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 平岡信敏 熊本 平岡信敏 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 本間忠三 山形 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 宮崎確 熊本 二見確 図画師範科 大正3年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

明治44年 図画師範科 宮森正三郎 北海道 図画師範科 大正3年3月

明治44年 図画師範科 横山貞通 ⾧野 図画師範科 大正3年3月

大正元年 日本画科 靑木寬四郎 ⾧野 岡澤寛四郎 青木寛四郎

岡沢寛四郎

紫櫻 日本画科 大正6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正元年 日本画科 秋本一郎 山口 秋元一郎 ― ― 日本画科 大正4年度度

大正元年 日本画科 飯野三六 群馬 飯野三六 ― ― 日本画科 大正1年度度

大正元年 日本画科 井桁晋 東京 日本画科 大正6年3月

大正元年 日本画科 勝山恒躬 山形 大澤恒躬 大沢恒躬 日本画科 大正6年3月 研究生(日本画) 大正8年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正元年 日本画科 狩野威信 東京 日本画科 大正6年3月 研究生(日本画) 大正6年度度

大正元年 日本画科 河口浩吉 石川 河口浩吉 ― ― 日本画科 大正3年度度

大正元年 日本画科 佐々木義政 香川 日本画科 大正6年3月

大正元年 日本画科 島内武敏 高知 島内武敏 ― ― 日本画科 大正4年度度

大正元年 日本画科 關澄正巳 東京 佐藤正巳 関澄正巳 日本画科 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正元年 日本画科 關戸三郎右衞門 石川 関戸三郎右衛門 日本画科 大正7年3月

大正元年 日本画科 田上尙之 富山 田上尚之 日本画科 大正6年3月 研究生(日本画) 大正6年度度

大正元年 日本画科 土肥實 香川 土肥実 日本画科 大正6年3月

大正元年 日本画科 福田久也 東京 福田久也 日本画科 大正6年3月

大正元年 日本画科 森茂雄 福岡 日本画科 大正7年3月

大正元年 日本画科 吉田毅 大分 日本画科 大正7年3月

大正元年 日本画科 渡邊政一 東京 渡辺政一 ― ― 日本画科 大正1年度度

大正元年 西洋画科 安部一二太郎 岡山 ― ― 西洋画科 大正1年度度

大正元年 西洋画科 新井喜惣治 埼玉 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 飯田勇 山口 飯田勇 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 飯塚章三 埼玉 飯塚章三 ― ― 西洋画科 大正4年度度

大正元年 西洋画科 石黑義保 ⾧野 石黒義保 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 石原玉吉 埼玉 西洋画科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正元年 西洋画科 井上眞 東京 井上真 ― ― 西洋画科 大正3年度度

大正元年 西洋画科 岡本喜一 東京 ― ― 西洋画科 大正5年度度

大正元年 西洋画科 恩地孝四郎 東京 ― ― 西洋画科 大正3年度度

大正元年 西洋画科 川合改次郎 静岡 川合政次郎 西洋画科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正2年度

大正元年 西洋画科 古藤福一 新潟 古藤福一 ― ― 西洋画科 大正1年度度

大正元年 西洋画科 佐野左司馬 福島 ― ― 西洋画科 大正1年度度

大正元年 西洋画科 淸水七太郎 岩手 清水七太郎 西洋画科 大正6年3月 研究生(日本画) 大正8年度度

大正元年 西洋画科 鈴木淳 東京 西洋画科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正7年度度

大正元年 西洋画科 鈴木巖 愛知 鈴木巌 西洋画科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正元年 西洋画科 高梨辰 神奈川 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正元年 西洋画科 高橋萬之丞 ⾧野 高橋万之丞 西洋画科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正元年 西洋画科 德田多助 東京 徳田多助 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 林正三 茨城 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 古谷忠夫 山口 ― ― 日本画科 大正4年度度

大正元年 西洋画科 三崎道夫 福井 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 三栖敏雄 和歌山 三栖敏雄 西洋画科 大正7年3月

大正元年 西洋画科 保田重右衛門 和歌山 龍門 西洋画科 大正6年3月

大正元年 西洋画科 吉田鹿次郎 福岡 ― ―

大正元年 西洋画科 吉田健夫 東京 西洋画科 大正7年3月

大正元年 西洋画撰科 嚴智開 支那 厳智開 西洋画選科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正6年度度

大正元年 西洋画撰科 金瓚永 朝鮮 西洋画選科 大正6年3月

大正元年 西洋画撰科 江新 支那 西洋画選科 大正6年3月

大正元年 西洋画撰科 山田隆憲 熊本 西洋画選科 大正6年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正元年 彫刻科 飯田九一 神奈川 飯田九一 日本画科 大正9年3月

大正元年 彫刻科 大矢誠 東京 ― ― 彫刻科 大正1年度度

大正元年 彫刻科 貝塚七郎 三重 具塚七郎 彫刻科 大正6年3月

大正元年 彫刻科 片岡角太郎 宮崎 彫刻科 大正6年3月

大正元年 彫刻科 唐杉誠一 東京 彫刻科 大正6年3月 研究生(彫刻) 大正6年度度

大正元年 彫刻科 北原鹿次郎 福岡 彫刻科 大正6年3月 研究生(彫刻) 大正7年度度

大正元年 彫刻科 木村泰雄 石川 ― ― 彫刻科 大正1年度度

大正元年 彫刻科 都賀田勇馬 石川 ― ― 彫刻科 大正2年度度

大正元年 彫刻科 升谷和一郎 石川 舛谷和一郎 彫刻科 大正6年3月

大正元年 彫刻科 松平榮之助 東京 松平栄之助 彫刻科 大正6年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正元年 彫刻撰科 植田作卯衛門 京都 彫刻選科 大正6年3月

大正元年 彫刻撰科 駒田濱治 東京 駒田浜治 彫刻選科 大正6年3月

大正元年 彫刻撰科 高橋仲次 栃木 ― ― 彫刻選科 大正3年度度

大正元年 彫刻撰科 田島龜彦 熊本 田島亀彦 彫刻選科 大正5年3月

大正元年 彫刻撰科 夏目貞良 東京 ― ― 彫刻選科 大正3年度度

大正元年 彫刻撰科 桝澤淸 新潟 桝澤清 彫刻選科 大正6年3月

大正元年 彫刻撰科 遊佐孫三 宮城 ― ― 彫刻撰科 大正2年度度

大正元年 図按科 石田瑛 石川 図按科第一部 大正6年3月

大正元年 図按科 小澤蘇來 群馬 小沢蘇来 図按科第一部 大正7年3月

大正元年 図按科 小西繁太郎 香川 鈴木繁太郎 図按科第一部 大正6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正元年 図按科 辻正幸 富山 ― ― 図按科第一部 大正4年度度

大正元年 図按科 富田基一 東京 図按科第一部 大正6年3月

大正元年 図按科 野澤道平 愛知 野沢道平 図按科第二部 大正6年3月

大正元年 図按科 安江孝治 石川 図按科第一部 大正6年3月

大正元年 図按科 吉年素彦 大阪 図按科第一部 大正6年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正元年 金工科 井上英一 東京 ― ― 金工科 大正3年度度

大正元年 金工科 岩田藤七 東京 金工科 大正7年3月 西洋画科 大正12年度3月

大正元年 金工科 田上嘉助 富山 ― ― 金工科 大正2年度度

大正元年 金工科 高梨靜治 新潟 高梨静治 金工科 大正7年3月

大正元年 金工科 田代辨次郎 栃木 田代弁次郎 可耕 金工科 大正6年3月 研究生(金工) 大正6年度度

大正元年 金工科 森彰 東京 ― ― 金工科 大正1年度度

大正元年 金工科 山縣政夫 広島 山県政夫 ― ― 金工科 大正1年度度

大正元年 鋳造科 伊藤喬 富山 鋳造科 大正6年3月 研究生(鋳造) 大正11年度度

大正元年 鋳造科 入江憲吉 奈良 鋳造科 大正6年3月 研究生(鋳造) 大正6年度度

大正元年 図画師範科 穴水義行 青森 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 岩壁三郎 神奈川 図画師範科 大正4年3月 研究生(師範) 大正6年度度

大正元年 図画師範科 太田新吉 宮城 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 岡部虎雄 福島 図画師範科 大正4年3月 研究生(師範) 大正10年度度

大正元年 図画師範科 菅野廉 宮崎 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 佐々木正明 岐阜 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 佐藤常五郎 大分 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 品田七太郎 新潟 図画師範科 大正4年3月 研究生(師範) 大正10年度度

大正元年 図画師範科 田村美勇 山梨 山口美勇 図画師範科

 (山口美勇)

大正5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正元年 図画師範科 多米孝 静岡 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 中安保 静岡 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 古屋浩藏 山梨 古屋浩蔵 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 眞先香苗 兵庫 真先香苗 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 滿藤馬之助 岡山 馬場馬之助 満藤馬之助 図画師範科 大正4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正元年 図画師範科 村上稠 香川 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 安ノ井道三郎 京都 図画師範科 大正4年3月

大正元年 図画師範科 山口俊雄 ⾧崎 図画師範科 大正5年3月

大正元年 図画師範科 山崎善次郎 佐賀 日本画科 大正7年3月 研究生(日本画) 大正8年度度

大正2年 日本画科 麻田寬嶺 新潟 麻田寛嶺 日本画科 大正7年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正2年 日本画科 飯野三六 群馬 飯野三六 ― ― 日本画科 大正2年度度

大正2年 日本画科 伊澤晴太郎 宮城 伊沢晴太郎 図按科第一部 大正8年3月

大正2年 日本画科 岩田正巳 新潟 岩田政巳 日本画科 大正7年3月 研究生(日本画) 大正8年度度

大正2年 日本画科 浦志武雄 福岡 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 加藤秀男 東京 ― ― 日本画科 大正2年度度

大正2年 日本画科 樹下信雄 東京 ― ― 日本画科 大正5年度度

大正2年 日本画科 田中富彌 東京 田中富弥 ― ― 日本画科 大正5年度度

大正2年 日本画科 友田宜忠 福井 ― ― 日本画科 大正3年度度

大正2年 日本画科 秦法成 大阪 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 星川淸雄 山形 星川清雄 日本画科 大正7年3月 研究生(日本画) 大正8年度度

大正2年 日本画科 穂積正雄 福島 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 松浦孝忠 富山 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 宮内龍子 千葉 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 三宅一朗 愛知 三宅一郎 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 矢部季繼 大阪 矢部季継 ― ― 日本画科 大正5年度度

大正2年 日本画科 矢部友衞 新潟 矢部友衛 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 山田安士 山形 日本画科 大正7年3月

大正2年 日本画科 湯川直春 大阪 日本画科 大正7年3月 研究生(日本画) 大正7年度度

大正2年 日本画撰科 伍靈 支那 伍霊 日本画選科 大正8年3月

大正2年 日本画撰科 陳英 支那 ― ― 日本画撰科 大正2年度度

大正2年 日本画撰科 孟憲章 支那 ― ― 日本画撰科 大正2年度度

大正2年 日本画撰科 山田是優 東京 日本画選科 大正5年3月

大正2年 西洋画科 赤松彦次郎 東京 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 秋草彌三郎 鳥取 秋草弥三郎 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 飯森定省 石川 飯森定省 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 池ノ内三郎 埼玉 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 江木善一 東京 ― ― 西洋画科 大正4年度度

大正2年 西洋画科 大塚辰夫 大分 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 小栗淸造 愛知 小栗清造 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 小野信次郎 滋賀 小野信治郎 西洋画科 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正3年度

大正2年 西洋画科 加藤廣 埼玉 加藤広 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 加納川郁之助 大阪 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正2年 西洋画科 河上大二 山口 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正7年度度

大正2年 西洋画科 河越虎之進 ⾧野 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正2年 西洋画科 黑田新 大阪 黒田新 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 小泉素彥 東京 小泉素彦 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正7年度度

大正2年 西洋画科 齋藤赤心 福岡 斉藤赤心 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 笹森淸一郎 青森 笹森清一郎 西洋画科 大正7年3月

13／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁



GACMA 東京美術学校在籍者一覧(明治22年～昭和9年入学者) 第1版 2022/01/21

第2版 2022/06/16

第3版 2022/12/01

第4版 2023/03/28

入学年月 入学課程・科 氏名 出身地 改姓名 検索用表記 雅号 卒業課程・科 卒業年 最終在籍課程・科
最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

大正2年 西洋画科 鮫島利久 鹿児島 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 澁谷重保 神奈川 渋谷重保 西洋画科 大正8年3月

大正2年 西洋画科 鱸利彥 千葉 鱸利彦 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正2年 西洋画科 外山佐傳 熊本 外山佐伝 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正2年 西洋画科 田代眞 熊本 田代真 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 谷口午二 鹿児島 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正7年度度

大正2年 西洋画科 玉井正之助 愛媛 芳我正之助 西洋画科 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正2年 西洋画科 佃武昭 岡山 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正2年 西洋画科 遠田運雄 石川 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 鍋山伴六 福岡 田中伴六 西洋画科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度

大正2年 西洋画科 坂東親次 兵庫 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 藤川宇助 岩手 西洋画科 大正8年3月

大正2年 西洋画科 藤田雅夫 宮崎 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画科 淵弘三 佐賀 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正2年 西洋画科 細井文次郎 愛知 西洋画科 大正7年3月 研究生(西洋画) 大正7年度度

大正2年 西洋画科 宮芳平 新潟 ― ― 西洋画科 大正3年度度

大正2年 西洋画科 山本治兵衛 埼玉 西洋画科 大正7年3月

大正2年 西洋画撰科 李廷英 支那 西洋画選科 大正7年3月

大正2年 西洋画撰科 劉鏡源 支那 西洋画選科 大正7年3月

大正2年 西洋画撰科 凌驥 支那 ― ― 西洋画撰科 大正2年度度

大正2年 彫刻科 岩越二郎 熊本 岩越次郎 彫刻科 大正7年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正2年 彫刻科 及川吳郎 岩手 及川呉郎 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正2年 彫刻科 奧原謙太郎 東京 奥原謙太郎 彫刻科 大正7年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正2年 彫刻科 佐々重貞 大阪 ― ― 彫刻科 大正3年度度

大正2年 彫刻科 寺畑助之丞 富山 彫刻科 大正7年3月

大正2年 彫刻科 德見均 佐賀 徳見均 ― ― 彫刻科 大正3年度度

大正2年 彫刻科 濱田三郎 神奈川 浜田三郎 彫刻科 大正7年3月 研究生(彫刻) 大正7年度度

大正2年 彫刻科 林艮三 東京 林良三 彫刻科 大正7年3月

大正2年 彫刻科 日名子實藏 大分 日名子実蔵 實三 彫刻科 大正7年3月

大正2年 彫刻科 宮川準一 石川 彫刻科 大正7年3月 研究生(彫刻) 大正7年度度

大正2年 彫刻科 室谷秀次郎 石川 室谷秀太郎 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正2年 彫刻科 米治一 富山 彫刻科塑造部 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度

大正2年 彫刻撰科 石田午郎 大阪 彫刻選科 大正7年3月

大正2年 彫刻撰科 勝海俊雄 静岡 勝海俊雄 彫刻選科 大正7年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度

大正2年 彫刻撰科 佐藤三重三 三重 清水三重三 彫刻選科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正2年 彫刻撰科 日高豐彥 鹿児島 日高豊彦 ― ― 彫刻撰科 大正2年度度

大正2年 彫刻撰科 山脇二太郎 新潟 ― ― 彫刻選科 大正7年度度

大正2年 彫刻撰科 楊鑄成 支那 ― ― 彫刻撰科 大正2年度度

大正2年 図按科 阿部摑英 石川 阿部掴英 図按科第一部 大正7年3月

大正2年 図按科 大石靖 富山 大石靖 図按科第二部 大正7年3月

大正2年 図按科 改井德憲 富山 佐藤徳憲 改井徳憲 図按科第一部 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正2年 図按科 加藤善治 秋田 図按科第一部 大正7年3月

大正2年 図按科 黑木資一 鹿児島 黒木資一 図按科第一部 大正8年3月

大正2年 図按科 島田準一 石川 ― ― 図按科 大正3年度度

大正2年 図按科 杉本盛次郎 石川 杉本盛二郎 図按科第一部 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正3年度

大正2年 図按科 高橋鐡雄 石川 高橋鉄雄 図按科第一部 大正8年3月

大正2年 図按科 寺田元吉 富山 図按科第一部 大正8年6月

大正2年 図按科 服部季彥 東京 服部季彦 西洋画科 大正9年3月

大正2年 図按科 矢部金太郎 静岡 図按科第二部 大正7年3月

大正2年 金工科 栗本幸次郎 神奈川 ― ― 金工科 大正2年度度

大正2年 金工科 染谷駒太郎 東京 金工科 大正8年3月

大正2年 金工科 早水靜馬 群馬 早水静馬 ― ― 金工科 大正3年度度

大正2年 金工撰科 天野寧三 東京 ― ― 金工撰科 大正3年度度

大正2年 金工撰科 武川誠夫 東京 ― ― 金工選科 大正4年度度

大正2年 金工撰科 藤原一郎 東京 金工選科 大正7年3月

大正2年 金工撰科 松本春次郎 香川 金工選科 大正7年3月

大正2年 鋳造科 稻塲助次郎 富山 中島助次郎 稲場助次郎 勝邦 鋳造科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正7年度（中島助次郎）、『東京美術学校一覧』大正11年度（稲場助次郎)

大正2年 鋳造科 村井勝藏 山口 村井勝蔵 鋳造科 大正7年3月

大正2年 漆工科 岡富三 大阪 ― ― 漆工科 大正3年度度

大正2年 漆工科 加藤眞 福井 加藤守真 加藤真 漆工科 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正7年度

大正2年 漆工科 菊池馨 青森 漆工科 大正9年3月

大正2年 漆工科 田口啓次郎 秋田 漆工科 大正7年3月

大正2年 漆工科 竹村猛 三重 漆工科 大正7年3月

大正2年 漆工科 鶴田恒二郎 石川 漆工科 大正8年3月 研究科(漆工) 大正8年度度

大正2年 漆工科 三好政次 宮城 漆工科 大正7年3月

大正2年 漆工科 和氣善信 香川 和菊善信？ ― ― 漆工科 大正2年度度

大正2年 図画師範科 安藤治作 岐阜 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 伊藤好太郎 山梨 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 神庭亮三 鳥取 神庭亮三 白黎 図画師範科 大正5年3月 研究生(師範) 大正14年度度

大正2年 図画師範科 小林寬 山梨 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 酒井英吉 福島 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 佐藤佐 宮城 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 關口曉三郎 東京 関口暁三郎 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 豐山廉 岡山 豊山廉 図画師範科 大正5年3月 研究生(師範) 大正11年度度

大正2年 図画師範科 中島信 岐阜 光波 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 東谷俊藏 三重 東谷俊蔵 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 三澤佐助 山形 三沢佐助 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 水野一夫 広島 高登一夫 図画師範科 大正5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正7年度

大正2年 図画師範科 元上岸造 愛媛 ― ― 図画師範科 大正4年度度

大正2年 図画師範科 森正男 東京 香雨 図画師範科 大正5年3月

大正2年 図画師範科 八木悌二 静岡 図画師範科 大正6年3月

大正2年 図画師範科 山田武平 宮城 図画師範科 大正5年3月

大正3年 日本画科 石井義一 千葉 日本画科 大正8年3月

大正3年 日本画科 井上恒也 静岡 日本画科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正3年 日本画科 漆原啓之助 香川 日本画科 大正9年3月

大正3年 日本画科 大貫堅 栃木 鐡心 日本画科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正3年 日本画科 岡田忠邦 香川 日本画科 大正9年3月

大正3年 日本画科 小倉和一郎 東京 日本画科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正3年 日本画科 狩野政次郎 和歌山 光雅 日本画科 大正8年3月

大正3年 日本画科 北村寬永 石川 ― ― 日本画科 大正6年度度

大正3年 日本画科 九里厚博 新潟 ― ― 日本画科 大正6年度度

大正3年 日本画科 龍居昌吉 東京 ― ― 日本画科 大正5年度度

大正3年 日本画科 谷公 山形 ― ― 日本画科 大正5年度度

大正3年 日本画科 畑保之 東京 臨時写真科 大正7年7月

大正3年 日本画科 番匠雄岳 石川 日本画科 大正8年3月

大正3年 日本画科 藤原律太 岡山 ― ― 日本画選科 大正6年度度

大正3年 日本画科 村上友一 富山 日本画科 大正8年3月

大正3年 日本画科 望月尙 山梨 望月尚 春江 日本画科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正3年 日本画科 森戩一 高知 日本画科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正8年度度

大正3年 日本画科 柳澤眞一 ⾧野 柳沢真一 日本画科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正3年 日本画科 吉田守通 石川 吉田守道 ― ― 日本画科 大正4年度度

大正3年 日本画選科 吉村忠夫 東京 日本画選科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正3年 西洋画科 阿川徹照 山口 ― ― 西洋画科 大正4年度度

大正3年 西洋画科 蘆立文雄 宮城 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正3年 西洋画科 有光健治 山口 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 井澤龍海 ⾧崎 井澤龍海

井沢竜海

西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 石井一 宮城 ― ― 西洋画科 大正7年度度

大正3年 西洋画科 植木辰夫 山口 ― ― 西洋画科 大正6年度度

大正3年 西洋画科 大内齊 東京 大内斉 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 太田勝二 東京 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 大津逸次 熊本 大津逸次 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正3年 西洋画科 岡田富藏 東京 岡田富蔵 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 岡部敬之助 栃木 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 小野麟之助 愛知 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 小原整 鳥取 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 神谷万吉 愛知 神谷万吉 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正3年 西洋画科 齋藤廓 和歌山 斉藤廓 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 里見勝藏 京都 里見勝蔵 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 澤枝重雄 北海道 沢枝重雄 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 島崎敏夫 北海道 嶋崎敏夫 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 島田謙三 福井 島田謙三 ― ― 西洋画科 大正4年度度

大正3年 西洋画科 淸水龜太郎 広島 能勢龜太郎 清水亀太郎

能勢亀太郎

西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度

大正3年 西洋画科 鈴木淸一 茨城 鈴木清一 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正3年 西洋画科 須永美佐雄 栃木 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 高橋篤治 石川 ― ― 西洋画科 大正3年度度

大正3年 西洋画科 高橋渉之介 新潟 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 武井武雄 ⾧野 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 頓野保彥 山口 頓野保彦 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正3年 西洋画科 中山巍 岡山 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正3年 西洋画科 西村叡 神奈川 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 野口六藏 ⾧崎 野口六蔵 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 藤谷俊造 広島 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 水平讓 秋田 水平譲 西洋画科 大正9年3月

大正3年 西洋画科 宮坂勝 ⾧野 西洋画科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画科 宮原七二 鹿児島 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画科 吉岡貫一郎 宮城 西洋画科 大正8年3月

大正3年 西洋画選科 許敦谷 支那 西洋画選科 大正9年3月

大正3年 西洋画選科 崔國瑤 支那 西洋画選科 大正8年3月 研究生(西洋画) 大正8年度度

大正3年 西洋画選科 潘元牧 支那 ― ― 西洋画選科 大正4年度度

大正3年 彫刻科 朝香謙 神奈川 朝香謙 ― ― 彫刻科 大正5年度度

大正3年 彫刻科 安藤春雄 茨城 彫刻科 大正8年3月

大正3年 彫刻科 井上襄 兵庫 彫刻科 大正8年3月

大正3年 彫刻科 鎌野正美 香川 鎌野正美 彫刻科 大正8年3月

大正3年 彫刻科 川邊繁藏 埼玉 川辺繁蔵 彫刻科塑造部 大正9年3月

大正3年 彫刻科 吳樂三 東京 呉楽三 ― ― 彫刻科 大正6年度度

大正3年 彫刻科 笹野惠三 神奈川 笹野恵三 彫刻科 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正3年 彫刻科 島村治文 高知 彫刻科 大正8年3月

大正3年 彫刻科 杉峯幹雄 山口 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正3年 彫刻科 戶田傳次 富山 戸田傳次 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正3年 彫刻科 野口益 石川 野口益 彫刻科 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正3年 彫刻科 秦紹世 富山 彫刻科 大正8年3月

大正3年 彫刻科 濱田增治 大阪 浜田増治 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正3年 彫刻科 平岡寬之 広島 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正3年 彫刻科 福田正一 香川 福田正一郎 福田正一 靑陽 彫刻科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正3年 彫刻科 本牧太一 神奈川 彫刻科 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正3年 彫刻選科 岩山敬助 鹿児島 ― ― 彫刻選科 大正5年度度

大正3年 彫刻選科 金鎭奭 朝鮮 金鎮□ ― ― 彫刻選科 大正5年度度

大正3年 彫刻選科 後藤淸一 茨城 後藤清一 彫刻選科 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正3年 彫刻選科 白石盛香 宮崎 彫刻選科 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正3年 図案科 小川三樹 ⾧野 図案科第一部 大正10年3月

大正3年 図案科 北久衞 石川 松川久衞 松川久衛

北久衛

図案科第一部 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正3年 図案科 關敬信 茨城 関敬信 図案科第一部 大正8年3月
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大正3年 図案科 高杉正實 広島 高杉正実

高橋正實

高橋正実

図案科第一部 大正8年3月 西洋画科 大正11年度度

大正3年 図案科 竹林義一 富山 旭方 図案科第一部 大正8年4月 研究生(図案) 大正8年度度

大正3年 図案科 藤崎邁象 福岡 図案科第一部 大正8年3月

大正3年 図案科 松田⾧次郎 岐阜 新田⾧次郎

松田成眞佐

松田成真佐 図案科第一部 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正5年度（新田⾧次郎）、『東京美術学校一覧』昭和8年度（松田成眞佐）

大正3年 図案科 山田猷 埼玉 図案科第二部 大正8年3月

大正3年 図案科 吉岡吉太郎 石川 図案科第一部 大正8年3月 日本画選科 大正8年度度

大正3年 金工科 井關知溫 鳥取 井関知温 金工科 大正8年3月

大正3年 金工科 杉浦哲三 北海道 金工科 大正8年3月 鋳造選科 大正8年度度

大正3年 金工科 久松協 東京 ― ― 金工科 大正4年度度

大正3年 金工科 吉井勇 香川 ― ― 金工科 大正3年度度

大正3年 金工選科 川上勝三郎 東京 金工選科 大正8年3月

大正3年 金工選科 小林親光 東京 金工選科 大正7年3月

大正3年 金工選科 史秉彜 支那 史秉彝 ― ― 金工撰科 大正3年度度

大正3年 金工選科 關省三郎 富山 関省三郎 義嶂 金工選科 大正7年3月

大正3年 漆工科 池龜文次 新潟 池亀文次 漆工科 大正8年3月

大正3年 漆工科 奧井直義 富山 ― ― 漆工科 大正4年度度

大正3年 漆工科 北森角二 富山 北森角三 漆工科 大正8年3月

大正3年 漆工科 辻正作 香川 向井正作 漆工科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度

大正3年 漆工科 福澤健一 富山 福沢健一 漆工科 大正8年3月

大正3年 漆工科 松田權六 石川 松田権六 漆工科 大正8年3月

大正3年 漆工選科 稻田光太郎 東京 稲田光太郎 漆工選科 大正8年3月

大正3年 漆工選科 高井榮四郎 新潟 高井栄四郎 白陽 漆工選科 大正8年3月

大正3年 漆工選科 高山光明 東京 漆工選科 大正8年3月 研究生(漆工) 大正10年度度

大正3年 漆工選科 吉田源十郎 高知 漆工選科 大正8年3月

大正3年 漆工選科 渡嘉敷唯尹 沖縄 野津唯尹 日本画選科 大正10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正3年 図画師範科 饗場基實 山梨 饗場基実 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 石野隆 岐阜 図画師範科 大正7年3月 研究生(師範) 大正10年度度

大正3年 図画師範科 太田留雄 福島 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 大迎左文 兵庫 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 片岡憲輔 福岡 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 兼子秀賢 茨城 兼子秀賢 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 神田義富 山梨 西川義富 神田義富 図画師範科 大正6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正6年度）

大正3年 図画師範科 久保凞治 群馬 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 篠崎松太郎 ⾧崎 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 曾野勝巳 三重 曽野勝己 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 高橋吉雄 岩手 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 辰野源太郎 ⾧野 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 ⾧澤喜久治 京都 ⾧澤喜久次 図画師範科 大正6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正3年 図画師範科 早川貞明 茨城 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 林義明 和歌山 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 半田一雄 広島 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 福田惠一 広島 福田恵一 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 松岡正雄 奈良 松岡政雄 図画師範科 大正6年3月 彫刻選科塑造部 大正11年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正3年 図画師範科 松田義之 愛知 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 三森連象 秋田 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 諸橋政範 新潟 図画師範科 大正6年3月

大正3年 図画師範科 吉岡修三 千葉 図画師範科 大正6年3月

大正4年 日本画科 池田幸太郎 佐賀 池田孝太郎 日本画科 大正10年3月 西洋画科 大正15年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正4年 日本画科 臼井剛夫 ⾧野 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 岡田季雄 香川 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 小川誠一 香川 日本画科 大正11年3月

大正4年 日本画科 神山幸治 栃木 神山幸治 ― ― 日本画科 大正7年度度

大正4年 日本画科 川瀨忠雄 三重 川瀬忠雄 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 須田質 福島 ― ― 日本画科 大正7年度度

大正4年 日本画科 出島啓太郎 石川 ― ― 日本画科 大正5年度度

大正4年 日本画科 中井三介 香川 日本画科 大正10年3月

大正4年 日本画科 中島英一 愛知 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 鍋島紀雄 佐賀 鍋島紀雄 日本画選科 大正10年3月

大正4年 日本画科 西尾雅 岐阜 ― ― 日本画科 大正6年度度

大正4年 日本画科 西垣隆滿 東京 西垣隆満 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 濱砂重光 宮崎 浜砂重光 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 林虎雄 岡山 皓幹 日本画科 大正9年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正4年 日本画科 廣川操一 新潟 広川操一 日本画科 大正9年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正4年 日本画科 藤野久平 富山 ― ― 日本画科 大正4年度度

大正4年 日本画科 松田茂雄 大阪 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 安田信一 石川 日本画科 大正9年3月

大正4年 日本画科 山口將吉郎 山形 山口将吉郎 日本画科 大正9年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正4年 日本画科 山見珋司 福岡 平兮珋司 日本画科 大正9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正4年 日本画選科 足立良一 東京 日本画選科 大正9年3月

大正4年 日本画選科 高木保之助 東京 日本画選科 大正8年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正4年 日本画選科 ⾧谷川秀孝 東京 光孝 日本画選科 大正9年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正4年 西洋画科 靑柳瑞雄 東京 青柳瑞雄 ― ― 西洋画科 大正5年度度

大正4年 西洋画科 江川武 宮城 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 及川文吾 岩手 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正4年 西洋画科 小笠原勝 大阪 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 勝田哲三 大阪 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 金澤秀之助 秋田 金沢秀之助 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 河井守秀 大分 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 黑川英雄 東京 黒川英雄 ― ― 西洋画科 大正4年度度

大正4年 西洋画科 小堀稜威雄 東京 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正4年 西洋画科 米須秀龜 沖縄 米須秀亀 西洋画科 大正10年3月

大正4年 西洋画科 坂本孝正 福島 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 佐々木節郎 宮城 佐々木節郎 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正4年 西洋画科 佐藤恭次郎 島根 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 澁谷泰次郎 大阪 渋谷泰次郎 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 鈴木辰之助 神奈川 西洋画科 大正10年3月

大正4年 西洋画科 鈴木千久馬 福井 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正4年 西洋画科 高桑千代雄 北海道 西洋画科 大正11年3月

大正4年 西洋画科 武山鐵夫 東京 中村鐵夫 武山鉄夫

中村鉄夫

― ― 西洋画科 大正6年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正6年度

大正4年 西洋画科 谷口國介 香川 谷口国介 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 内藤進一郎 大阪 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 中村研一 福岡 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 中村省吾 静岡 ― ― 西洋画科 大正4年度度

大正4年 西洋画科 服部秀彥 東京 服部秀彦 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正4年 西洋画科 花村喜代藏 静岡 花村喜代蔵 晃歡 日本画科 大正10年3月

大正4年 西洋画科 人見純一 東京 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 吹春十二郎 福岡 ― ― 西洋画科 大正7年度度

大正4年 西洋画科 前橋信助 栃木 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 宮本恒平 東京 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正4年 西洋画科 武藤辰平 佐賀 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 森本眞一 奈良 藤田眞一 森本真一

藤田真一

西洋画科 大正9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正4年 西洋画科 山喜多二郎太 福岡 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正4年 西洋画科 山口三郎 東京 蓬春 日本画科 大正12年3月

大正4年 西洋画科 湯川治郎 広島 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 吉岡基太郎 大阪 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画科 吉本政吉 東京 西洋画科 大正9年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正4年 西洋画科 和田香苗 鹿児島 西洋画科 大正9年3月

大正4年 西洋画選科 黃源煦 支那 黄源煕 ― ― 西洋画選科 大正4年度度

大正4年 西洋画選科 胡毓桂 支那 西洋画選科 大正9年3月

大正4年 西洋画選科 關本勇治 神奈川 関本勇治 西洋画選科 大正9年3月

大正4年 西洋画選科 陳丘山 支那 ― ― 西洋画選科 大正4年度度

大正4年 西洋画選科 李⾧元 支那 西洋画選科 大正9年3月

大正4年 彫刻科 雨宮治郎 東京 彫刻科塑造部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻科 伊賀忠一 香川 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正4年 彫刻科 大塚尙武 石川 大塚尚武 彫刻科塑造部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度

大正4年 彫刻科 大村安治郎 富山 大村安次郎 彫刻科塑造部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻科 加藤⿁頭太 東京 顯清 彫刻科塑造部 大正9年3月 西洋画科 昭和3年度3月

大正4年 彫刻科 川島次郎 富山 ― ― 彫刻科 大正4年度度

大正4年 彫刻科 武井直也 ⾧野 彫刻科塑造部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻科 中島東洋 石川 彫刻科塑造部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻科 西村才藏 兵庫 西村才蔵 ― ― 彫刻選科 大正7年度度

大正4年 彫刻科 横山繁行 熊本 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正4年 彫刻科 横山與作 静岡 横山与作 西洋画科 大正10年3月

大正4年 彫刻科 脇田米一 愛知 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正4年 彫刻科 鷲塚與三松 富山 鷲塚与三松 彫刻科木彫部 大正9年3月

大正4年 彫刻科 池田卯之助 香川 彫刻科木彫部 大正8年3月 研究生(彫刻) 大正8年度度

大正4年 彫刻選科 久保田吉太郎 茨城 彫刻選科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻選科 黃土水 台湾 黄土水 彫刻選科木彫部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻選科 ⾧田滿也 宮崎 ⾧田満也 彫刻選科木彫部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻選科 森學 香川 森学 彫刻選科塑造部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正4年 彫刻選科 山本金三郎 石川 彫刻選科塑造部 大正9年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度

大正4年 図案科第一部 淺地豊治 石川 浅地豊治 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 岩崎武夫 石川 図案科第一部 大正10年3月

大正4年 図案科第一部 上野正之助 富山 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 楠永一直 高知 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 熊田猛夫 福島 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 多賀谷信乃 群馬 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正4年 図案科第一部 塚本閤治 東京 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 辻野幸吉 石川 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 手島英雄 東京 萩原英雄 図案科第一部 大正9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正4年 図案科第一部 中島精一 石川 中島精一 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 中村正雄 静岡 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 梨本正太郎 東京 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 宮崎健治 石川 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第一部 森田武 京都 図案科第一部 大正9年3月

大正4年 図案科第二部 磯江巖 東京 磯江巌 ― ― 図案科第二部 大正6年度度

大正4年 図案科第二部 大瀧丈夫 東京 大滝丈夫 図案科第二部 大正9年3月

大正4年 図案科第二部 岡田㨗五郎 東京 岡田捷五郎 図案科第二部 大正9年3月

大正4年 図案科第二部 僊石惠四郎 島根 僊石恵四郎 図案科第二部 大正9年3月

大正4年 図案科第二部 土井軍治 福岡 図案科第二部 大正10年3月 研究生（図案） 大正11年度度

大正4年 図案科第二部 吉田五十八 東京 図案科第二部 大正12年3月

大正4年 金工科 山口全 山梨 ― ― 金工科 大正7年度度

大正4年 金工科 ⾧谷川義隆 香川 金工科 大正9年3月

大正4年 金工選科 小宮新吉 東京 小室新吉 金工科 大正10年3月

大正4年 鋳造科 北原三佳 ⾧野 鋳造科 大正9年3月 研究生(鋳造) 大正11年度度

大正4年 鋳造科 豐田勝秋 福岡 豊田勝秋 鋳造科 大正9年3月 研究生(鋳造) 大正11年度度

大正4年 鋳造科 鳥山貞三 東京 鋳造科 大正9年3月

大正4年 鋳造科 代永征二郎 東京 ― ― 鋳造科 大正4年度度

大正4年 漆工科 櫻井繁香 富山 桜井繁香 漆工科 大正10年3月

大正4年 漆工科 淸水正雄 神奈川 清水正雄 漆工科 大正9年3月

大正4年 漆工科 城川重太郎 富山 小西重太郎 漆工科 大正9年3月 研究生(漆工) 大正10年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度

15／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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大正4年 漆工科 谷内源一郎 石川 ― ― 漆工科 大正6年度度

大正4年 漆工選科 幸王好太郎 奈良 漆工選科 大正8年3月

大正4年 漆工選科 高田三郎 岡山 ― ― 漆工選科 大正4年度度

大正4年 製版科 河野三郎 ⾧野 ― ― 製版科 大正4年度度

大正4年 製版科 澁谷孝次 栃木 渋谷孝次 製版科 大正7年3月

大正4年 製版科 波々伯部方次 福井 製版科 大正7年3月

大正4年 製版科 田澤昌義 東京 田沢昌義 ― ― 製版科 大正4年度度

大正4年 製版科 田中市郎 京都 ― ― 製版科 大正6年度度

大正4年 製版科 戶塚暢夫 東京 戸塚暢夫 製版科 大正7年3月

大正4年 製版科 矢澤三壽 東京 矢沢三寿 製版科 大正8年3月

大正4年 臨時写真科 生澤英二 群馬 生沢英二 ― ― 臨時写真科 大正5年度度

大正4年 臨時写真科 石川成光 北海道 ― ― 臨時写真科 大正4年度度

大正4年 臨時写真科 宇高久敬 愛媛 臨時写真科 大正7年3月

大正4年 臨時写真科 内田兵馬 埼玉 靜山 臨時写真科 大正7年3月

大正4年 臨時写真科 末岡利亮 山口 岡利亮 臨時写真科 大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正4年 臨時写真科 中山岩太 福岡 臨時写真科 大正7年3月

大正4年 臨時写真科 成田隆吉 愛媛 臨時写真科 大正7年3月

大正4年 臨時写真科 宮村一則 熊本 臨時写真選科 大正8年3月

大正4年 臨時写真科 山岸貞吉 山形 山岸貞造 臨時写真科

 (山岸貞造)

大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正4年 臨時写真科 山口六三 秋田 ― ― 臨時写真科 大正4年度度

大正4年 臨時写真科 山本達雄 東京 臨時写真科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 麻生秀二 東京 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 大竹善次郎 福島 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 勝間田武夫 静岡 図画師範科 大正7年3月 研究生(師範) 大正11年度度

大正4年 図画師範科 加茂滿 静岡 加茂満 ― ― 図画師範科 大正5年度度

大正4年 図画師範科 小山知弘 富山 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 志賀寬治 福岡 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 澁江龍雄 鹿児島 渋江竜雄 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 鈴木勝 ⾧野 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 高橋重巳 青森 高橋重己 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 佃靏雄 鳥取 松垣靏雄 図画師範科

 (松垣靏雄)

大正7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正4年 図画師範科 坪田繁 福井 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 林憲亮 奈良 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 藤田薰 奈良 藤田薫 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 松田忠一 島根 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 路川健介 茨城 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 宮本幸惠 鳥取 宮本幸恵 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 山口禎二 福岡 山口禎二 図画師範科 大正8年3月

大正4年 図画師範科 横川毅一郎 ⾧野 ― ― 図画師範科 大正5年度度

大正4年 図画師範科 吉澤和義 ⾧野 図画師範科 大正7年3月

大正4年 図画師範科 渡邊武久 福島 渡辺武久 図画師範科 大正7年3月

大正5年 日本画科 石井喜三郎 千葉 石田喜三郎 日本画科 大正10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度

大正5年 日本画科 石田吉次 高知 粧秋 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 岩切勇 鹿児島 日本画科 大正10年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正5年 日本画科 岩田酉介 石川 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 榎本親智 東京 千花俊 日本画科 大正10年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正5年 日本画科 遠藤敎三 東京 遠藤教三 日本画科 大正10年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正5年 日本画科 大山深藏 岡山 大山深蔵 更靑 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正5年 日本画科 小野虎雄 群馬 踏靑 日本画科 大正10年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正5年 日本画科 小竹源一郎 富山 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 高澤哲之介 富山 高沢哲之助 日本画科 大正11年3月

大正5年 日本画科 津田要作 愛知 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 中村久松 石川 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 橋重吉 石川 辻田重吉 日本画科 大正10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正5年 日本画科 ⾧谷川龍三 神奈川 ⾧谷川竜三 路可 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 畠山錦成 石川 日本画科 大正10年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正5年 日本画科 平岩三郎 愛知 三陽 日本画科 大正10年3月 研究生(日本画) 大正10年度度

大正5年 日本画科 廣川省三郎 新潟 広川省三郎 日本画科 大正11年3月

大正5年 日本画科 牧川楢一 大阪 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 松島松太郎 岡山 白虹 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画科 宮崎賢次 静岡 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正5年 日本画科 山崎良夫 広島 日本画科 大正10年3月

大正5年 日本画選科 五十嵐吉三郎 東京 ― ― 日本画選科 大正6年度度

大正5年 日本画選科 圓木諄治郎 愛媛 ― ― 日本画選科 大正6年度度

大正5年 日本画選科 柳晴一 東京 柳晴一 日本画選科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 明石眞三 埼玉 明石真三 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 石河光哉 ⾧崎 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 市川赳夫 東京 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 伊原宇三郎 徳島 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正5年 西洋画科 内田了爾 埼玉 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 岡村浩一 埼玉 岡村浩一 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 角田祐吉 山梨 角田祐吉 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 柏原安治 大阪 敬弘 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 片岡銀藏 岡山 片岡銀蔵 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 上泉二郎 山形 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 川口傳 福岡 川口伝 ― ― 西洋画科 大正6年度度

大正5年 西洋画科 河南拓 石川 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 川村一郎 東京 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正10年度度

大正5年 西洋画科 北爪益雄 埼玉 北爪益雄 西洋画科 大正11年3月

大正5年 西洋画科 北野和高 宮城 中野和高 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正5年 西洋画科 窪田照三 大分 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 久保寺辰夫 東京 久保寺辰雄 西洋画科 大正10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正5年 西洋画科 齋藤保 東京 斉藤保 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 佐分眞 愛知 佐分真 西洋画科 大正11年3月

大正5年 西洋画科 鈴木亞夫 東京 鈴木亜夫 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 田口省吾 秋田 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 田中繁吉 福岡 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 津田耕造 福岡 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 出口文雄 福岡 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 寺田良作 愛知 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 畑山俊夫 高知 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 服部不二彥 京都 服部不二彦 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 藤原覺一 広島 藤原覚一 西洋画科 大正10年3月

大正5年 西洋画科 舩橋治彥 愛知 船橋治彦 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 前田寬治 鳥取 前田寛治 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 牧島要一 群馬 西洋画科 大正10年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正5年 西洋画科 横尾新 佐賀 西洋画科 大正11年3月

大正5年 西洋画選科 陳洪鈞 支那 西洋画選科 大正10年3月

大正5年 西洋画選科 劉錦堂 台湾 西洋画選科 大正10年3月

大正5年 彫刻科 小田光章 ⾧崎 彫刻科塑造部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度

大正5年 彫刻科 川島次郎 富山 ― ― 彫刻科 大正5年度度

大正5年 彫刻科 齋藤六郎 ⾧野 斉藤六郎 ― ― 彫刻科 大正6年度度

大正5年 彫刻科 中牟田三治郎 福岡 彫刻科塑造部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正5年 彫刻科 中村甲藏 山梨 中村甲蔵 ― ― 彫刻科 大正5年度度

大正5年 彫刻科 羽下修三 新潟 羽下修三 彫刻科木彫部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正5年 彫刻科 橋爪英夫 福岡 彫刻科塑造部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度

大正5年 彫刻科 松本銳次 大阪 松本鋭次 ― ― 彫刻科 大正5年度度

大正5年 彫刻選科 池龍雄 鹿児島 池竜雄 ― ― 彫刻選科 大正5年度度

大正5年 彫刻選科 杉本三郎 東京 彫刻選科木彫部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正5年 彫刻選科 弘田伸身 高知 武馬伸身 彫刻選科木彫部 大正10年3月 研究生(彫刻) 大正10年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度

大正5年 図案科第一部 綾部謙吾 宮崎 綾部謙吾 図案科第一部 大正10年3月

大正5年 図案科第一部 池本治之 京都 図案科第一部 大正10年3月

大正5年 図案科第一部 泉川昇 茨城 ― ― 図案科第一部 大正6年度度

大正5年 図案科第一部 大坪重周 東京 大坪重周 図案科第一部 大正10年3月

大正5年 図案科第一部 小川森太郎 東京 図案科第一部 大正10年3月

大正5年 図案科第一部 片岡豐 東京 片岡豊 ― ― 図案科第一部 大正7年度度

大正5年 図案科第一部 上山藹 東京 図案科第一部 大正10年3月

大正5年 図案科第一部 田中俊 京都 ― ― 図案科第一部 大正7年度度

大正5年 図案科第一部 田村左久 香川 ― ― 図案科第一部 大正5年度度

大正5年 図案科第一部 德江重武 東京 徳江重武 図案科第一部 大正10年3月

大正5年 図案科第二部 諌早幹 ⾧崎 諫早幹 図案科第二部 大正12年3月

大正5年 図案科第二部 高麗建城 石川 図案科第二部 大正10年3月

大正5年 図案科第二部 水谷武彥 東京 水谷武彦 図案科第二部 大正10年3月

大正5年 金工科 池田康次 東京 鵜飼康次 金工科 大正10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正5年 金工科 黑木爲義 香川 黒木為義 金工科 大正10年3月 研究生(金工) 大正10年度度

大正5年 金工科 松村治吉 富山 金工科 大正10年3月

大正5年 金工選科 大橋芳雄 東京 ― ― 金工選科 大正7年度度

大正5年 金工選科 小澤小一郎 新潟 小沢小一郎 金工選科 大正10年3月 研究生(金工) 大正11年度度

大正5年 金工選科 藤本正義 東京 金工選科 大正10年3月 研究生(金工) 大正11年度度

大正5年 鋳造科 内田培根 熊本 ― ― 鋳造科 大正8年度度

大正5年 鋳造科 木田梧樓 大阪 鋳造科 大正10年3月 研究生(鋳造) 大正10年度度

大正5年 鋳造科 萩原信義 石川 ― ― 鋳造科 大正5年度度

大正5年 鋳造科 蒔田三千藏 青森 蒔田三千蔵 鋳造科 大正10年3月

大正5年 鋳造科 山川武雄 三重 鋳造科 大正10年3月

大正5年 漆工科 近藤將照 群馬 近藤将照 漆工科 大正10年3月

大正5年 漆工科 廣幡武人 岡山 広幡武人 漆工科 大正10年3月 研究生(漆工) 大正10年度度

大正5年 漆工科 溝口三郎 東京 漆工科 大正10年3月 研究生(漆工) 大正10年度度

大正5年 漆工選科 寺村共善 高知 ― ― 漆工選科 大正6年度度

大正5年 漆工選科 本多三郎 愛媛 ― ― 漆工選科 大正5年度度

大正5年 漆工選科 宮井茂太郎 香川 漆工選科 大正10年3月

大正5年 製版科 今井直一 東京 製版科 大正8年3月

大正5年 製版科 生松靜夫 島根 生松静夫 製版科 大正8年3月

大正5年 製版科 風見通之助 茨城 製版科 大正8年3月

大正5年 製版科 河野三郎 ⾧野 ― ― 製版科 大正5年度度

大正5年 製版科 小林慶次 ⾧野 岡本慶次 製版科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正6年度

大正5年 製版科 島井武雄 福岡 製版科 大正8年3月

大正5年 製版科 田澤昌義 東京 田沢昌義 ― ― 製版科 大正6年度度

大正5年 製版科 西堀定夫 東京 ― ― 製版科 大正7年度度

大正5年 製版科 間野義貴 東京 ― ― 製版科 大正5年度度

大正5年 製版科 ⾧崎晉 東京 ⾧崎晋 製版科 大正8年3月

大正5年 製版選科 古坂正勝 東京 製版選科 大正8年3月

大正5年 臨時写真科 伊藤武 東京 臨時写真科 大正8年3月

大正5年 臨時写真科 荻原義彥 宮城 荻原義彦 臨時写真科 大正8年3月

大正5年 臨時写真科 ⿁塚榮 鹿児島 ⿁塚栄 ― ― 臨時写真科 大正5年度度

大正5年 臨時写真科 高橋環 新潟 臨時写真科 大正8年3月

大正5年 臨時写真科 辻一郎 東京 臨時写真科 大正8年3月

大正5年 臨時写真科 萩原退藏 群馬 萩原退蔵 臨時写真科 大正8年3月

大正5年 臨時写真科 山口勇 山形 臨時写真科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 池邊一夫 大分 池辺一夫 図画師範科 大正8年3月 研究生(師範) 大正15年度度

大正5年 図画師範科 伊藤武夫 愛知 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 上貞久三 広島 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 卜澤廣 埼玉 卜沢広 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 木村實 ⾧野 木村実 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 近藤廣記 宮城 近藤広記 図画師範科 大正8年3月
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入学年月 入学課程・科 氏名 出身地 改姓名 検索用表記 雅号 卒業課程・科 卒業年 最終在籍課程・科
最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

大正5年 図画師範科 佐藤湊 山形 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 澤井森光 山口 沢井森光 ― ― 図画師範科 大正5年度度

大正5年 図画師範科 杉山司七 富山 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 染川治次 佐賀 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 前田伊作 静岡 川村伊作 図画師範科 大正8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正5年 図画師範科 松岡圭三郎 静岡 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 水谷英一 福島 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 向井正一 奈良 図画師範科 大正8年3月

大正5年 図画師範科 山下一雄 佐賀 図画師範科 大正8年3月

大正6年 日本画科 安念敬夫 富山 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正6年 日本画科 飯村哲 茨城 飯村哲 日本画科 大正12年3月

大正6年 日本画科 市川利三郎 三重 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画科 伊藤孝太郎 東京 靑郊 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画科 落合寬茂 ⾧野 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正6年 日本画科 川浪養治 佐賀 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正6年 日本画科 川野廣好 大分 川野広好 ― ― 日本画科 大正6年度度

大正6年 日本画科 川村治夫 東京 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画科 木村俊雄 宮崎 ― ― 日本画科 大正11年度度

大正6年 日本画科 倉原菊二 富山 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正6年 日本画科 後藤德次 秋田 後藤徳次 日本画科 大正12年3月

大正6年 日本画科 齋藤教雄 東京 斉藤教雄 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正6年 日本画科 境田道德 宮崎 境田道徳 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正6年 日本画科 坂木喜次 東京 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画科 佐々木左作 ⾧野 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正6年 日本画科 高田美一 香川 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正6年 日本画科 高野健兒 岡山 高野健児 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正6年 日本画科 常岡文龜 兵庫 常岡文亀 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正6年 日本画科 永峰一正 香川 永峯一正 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正6年 日本画科 西保 ⾧崎 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正6年 日本画科 根上富治 山形 日本画科 大正11年3月 研究生(日本画) 大正11年度度

大正6年 日本画科 橋本德男 ⾧崎 橋本徳男 日本画科 大正12年3月

大正6年 日本画科 樋口哲三郎 新潟 由耕 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画科 廣瀬乾一郎 福島 広瀬乾一郎 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正6年 日本画科 宮川利之 石川 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正6年 日本画科 宮地芳信 和歌山 ― ― 日本画科 大正7年度度

大正6年 日本画科 吉澤直貞 ⾧野 吉沢直貞 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画科 渡部幸雄 福島 星陵 日本画科 大正11年3月

大正6年 日本画選科 繁岡鍳一 東京 日本画選科 大正11年3月

大正6年 日本画選科 中谷久次郎 大阪 ― ― 日本画選科 大正7年度度

大正6年 日本画選科 平田勇 東京 日本画選科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 飯守好雄 和歌山 飯守好雄 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正6年 西洋画科 一木隩二郎 静岡 一木□二郎 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 榎本榮一 和歌山 榎本栄一 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 大江寅五郎 佐賀 西洋画科 大正12年3月

大正6年 西洋画科 大野加久二 愛知 ― ― 西洋画科 大正7年度度

大正6年 西洋画科 岡本喜藏 東京 岡本喜蔵 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 小野藤一郎 大阪 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 笠原千之 ⾧野 ― ― 西洋画科 大正7年度度

大正6年 西洋画科 河野榮一 東京 河野栄一 ― ― 西洋画科 大正7年度度

大正6年 西洋画科 熊谷惣太 山口 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 小平正彥 ⾧野 小平正彦 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 坂本幸一 岡山 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 佐々木松次郎 静岡 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 菅野泉 宮城 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 鈴木啓二 北海道 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 鈴木誠 北海道 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 園部邦香 和歌山 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 大海淸藏 山形 大海清蔵 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 田中英之助 兵庫 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 中村武平 静岡 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 ⾧屋勇 山口 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 原愛造 和歌山 西洋画科 大正11年7月

大正6年 西洋画科 松尾至誠 熊本 富田至誠 西洋画科 大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正6年 西洋画科 松本銳次 大阪 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 松本靜太郎 岡山 正保靜太郎 松本静太郎

正保静太郎

西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正6年 西洋画科 三田康 東京 西洋画科 大正11年3月 研究生(西洋画) 大正11年度度

大正6年 西洋画科 三谷浩三 香川 三谷浩三 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 光石藤太 佐賀 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 村上三郎 東京 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 山口健一 岡山 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画科 山口勇 東京 山田勇 西洋画科 大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正6年 西洋画科 渡邊昇 愛知 渡辺昇 西洋画科 大正11年3月

大正6年 西洋画選科 汪亞塵 支那 汪亜塵 西洋画選科 大正11年5月

大正6年 西洋画選科 周勤豪 支那 周勤豪 西洋画選科 大正11年3月

大正6年 西洋画選科 費德堃 支那 費徳□ ― ― 西洋画選科 大正6年度度

大正6年 彫刻科 安藤照 鹿児島 彫刻選科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻科 泉谷喜一郎 石川 彫刻選科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻科 岩田基雄 東京 ― ― 彫刻科 大正7年度度

大正6年 彫刻科 江藤陽吉 大分 彫刻科塑造部 大正12年3月 研究生(彫刻) 大正14年度度

大正6年 彫刻科 小笠原貞弘 山梨 彫刻科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻科 兒島矩一 岡山 児島矩一 彫刻科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻科 田中二三郎 東京 彫刻科木彫部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻科 田中林藏 富山 田中林蔵 彫刻科木彫部 大正11年3月

大正6年 彫刻科 堀江尙志 岩手 堀江尚志 彫刻選科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻科 松田尙之 広島 松田尚之 彫刻科塑造部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻選科 大内正 東京 彫刻選科木彫部 大正11年3月

大正6年 彫刻選科 飛田朝次郎 茨城 飛田朝次郎 彫刻選科木彫部 大正11年3月 研究生(彫刻) 大正11年度度

大正6年 彫刻選科 吉川政治 奈良 彫刻科木彫部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 新井賢次 群馬 ― ― 図案科第一部 大正10年度度

大正6年 図案科第一部 齋藤芳太郎 香川 斉藤芳太郎 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 高橋久勝 香川 ― ― 図案科第一部 大正8年度度

大正6年 図案科第一部 谷内治橘 富山 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 ⾧澤基 群馬 ⾧沢基 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 原規一 石川 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 原祐四郎 京都 原祐四郎 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 水谷仲吉 東京 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 吉田謙吉 新潟 吉田謙吉 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第一部 吉村二郎 ⾧崎 図案科第一部 大正11年3月

大正6年 図案科第二部 川島政次 兵庫 ― ― 図案科第二部 大正6年度度

大正6年 図案科第二部 鈴木喜三郎 大阪 下村喜三郎 図案科第二部 大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正6年 図案科第二部 田口戌光 茨城 田口戍光 図案科第二部 大正11年3月

大正6年 図案科第二部 雪野元吉 神奈川 雪野元吉 図案科第二部 大正11年3月

大正6年 金工科 深瀬嘉臣 東京 金工科 大正12年3月

大正6年 金工科 村岡幸太郎 香川 ― ― 金工科 大正6年度度

大正6年 金工科 山口中 茨城 金工科 大正11年3月

大正6年 金工科 山本正麿 東京 金工科 大正11年3月

大正6年 鋳造科 仁王浩一郎 静岡 仁王浩一郎 鋳造科 大正11年3月

大正6年 漆工科 飯川隆吉 石川 飯川隆吉 漆工科 大正11年3月 研究生(漆工) 大正11年度度

大正6年 漆工科 勝山重典 山形 漆工科 大正11年3月

大正6年 漆工科 西野健一 富山 漆工科 大正11年3月

大正6年 漆工選科 鑓田博夫 静岡 漆工選科 大正11年3月

大正6年 製版科 相生垣貫二 兵庫 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 小川省吾 ⾧野 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 柿沼保次 埼玉 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 鈴木弘 東京 ― ― 製版科 大正7年度度

大正6年 製版科 田沼米吉 東京 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 津村三郎 兵庫 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 野尻榮一 富山 野尻栄一 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 野村藤吉 石川 製版科 大正9年3月

大正6年 製版科 間野義貴 東京 ― ― 製版科 大正6年度度

大正6年 製版選科 笹川春雄 東京 ⾧坂春雄 製版選科 大正9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

大正6年 臨時写真科 新井欽吾 埼玉 ― ― 臨時写真科 大正6年度度

大正6年 臨時写真科 小野郁也 山形 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 河上兼士 山口 河上兼士 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 小貫道貫 茨城 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 西村一郎 東京 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 原田良雄 山口 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 中山十衞 福島 中山十衛 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 松尾義明 佐賀 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 臨時写真科 吉田英男 岩手 臨時写真科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 淺井重次 大阪 浅井重次 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 石野視幸 岡山 石野視幸 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 宇田喜久雄 福島 宇田喜久雄 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 大八木定治 山形 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 大山新一 大分 ⾧野新一 図画師範科 大正9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正6年 図画師範科 鹿兒島兼三郎 東京 鹿児島兼三郎 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 加藤龍治 宮城 加藤竜治 図画師範科 大正9年3月 研究生(師範) 大正11年度度

大正6年 図画師範科 金井勝衞 群馬 金井勝衛 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 鎌田次郎 岩手 鎌田次郎 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 齋藤好雄 群馬 斉藤好雄 図画師範科 大正9年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正6年 図画師範科 中村中 広島 宗藤中 図画師範科 大正9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正6年 図画師範科 中村秀三 埼玉 ― ― 図画師範科 大正6年度度

大正6年 図画師範科 新田維義 島根 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 原義人 ⾧崎 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 松岡銀六 三重 図画師範科 大正9年3月

大正6年 図画師範科 利府勝吉 岩手 図画師範科 大正9年3月

大正7年 日本画科 荒井鋼一郎 山形 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 池之上愿 鹿児島 原心 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 入江威 東京 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 上野占己地 山梨 ― ― 日本画科 大正7年度度

大正7年 日本画科 内ヶ崎敏雄 宮城 日本画選科 大正12年3月

大正7年 日本画科 金原輝雄 東京 日本画科 大正12年5月

大正7年 日本画科 國則薰 高知 国則薫 欣哉 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 小島三好 新潟 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 白井壯太郎 東京 白井荘太郎

白井壮太郎

― ― 日本画科 大正10年度度

大正7年 日本画科 丹羽福藏 兵庫 丹羽福蔵 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正7年 日本画科 遠山伊藏 奈良 遠山伊蔵 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正7年 日本画科 永井武雄 東京 白葉 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 野口謙次郎 佐賀 野口謙次郎 日本画科 大正12年3月 研究生(日本画) 大正14年度度

大正7年 日本画科 秀島英麿 東京 日本画科 大正12年3月 研究生(日本画) 大正14年度度

大正7年 日本画科 日向三郎 茨城 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 古川龍夫 栃木 古川竜夫 日本画科 大正13年3月

大正7年 日本画科 松村茂雄 ⾧野 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正7年 日本画科 水野穰 兵庫 日本画科 大正12年3月

17／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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大正7年 日本画科 宮澤鐡次郎 ⾧野 宮沢鉄次郎 鉄夫 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 村島酉一郎 富山 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画科 森田才一 愛知 沙夷 日本画科 大正12年3月

大正7年 日本画選科 佐々木猛 東京 ― ― 日本画選科 大正8年度度

大正7年 日本画選科 難波千尋 岡山 難波千尋 日本画選科 大正12年3月

大正7年 日本画選科 李漢福 朝鮮 李漢福 日本画選科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 相島宏 埼玉 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 石川吉次郎 山形 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 伊藤喜朔 東京 伊藤熹朔 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 江藤純平 大分 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 小野安治 岡山 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 金子梅吉 福岡 西洋画科 大正13年3月

大正7年 西洋画科 川合修二 東京 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 川島昌介 栃木 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 楠目成照 高知 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 栗田博 東京 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 小林太六 愛知 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 佐伯祐三 大阪 佐伯祐三 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 坂入潔 茨城 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 佐々木慶太郎 滋賀 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 佐藤九二男 北海道 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 鹽田信夫 群馬 塩田信夫 西洋画科 大正12年3月 研究生(西洋画) 大正14年度度

大正7年 西洋画科 首藤讓 大分 首藤譲 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正7年 西洋画科 進藤常雄 山口 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 杉山新樹 愛知 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 鈴木大造 和歌山 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 田代謙助 福岡 田代謙助 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 田中戌一 東京 田中戍一 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 中島親史 兵庫 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正7年 西洋画科 西内淸顯 高知 西内清顕 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 濱田重雄 鳥取 浜田重雄 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 深澤省三 岩手 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 藤彥衞 岡山 藤彦衛 西洋画科 大正12年3月 研究生(西洋画) 大正14年度度

大正7年 西洋画科 松崎季次 埼玉 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 御園生義太 山口 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 山田新一 宮崎 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画科 山田忠郎 北海道 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 吉田四郎 東京 ― ― 西洋画科 大正8年度度

大正7年 西洋画科 和田茂生 大分 西洋画科 大正12年3月

大正7年 西洋画選科 夏伯鳴 支那 ― ― 西洋画選科 大正11年度度

大正7年 西洋画選科 伍子奇 支那 西洋画選科 大正12年6月

大正7年 西洋画選科 高春萊 支那 高春菜 ― ― 西洋画選科 大正8年度度

大正7年 西洋画選科 周天初 支那 周天初 西洋画選科 大正12年3月

大正7年 西洋画選科 李鐘禹 朝鮮 西洋画選科 大正12年3月

大正7年 彫刻科 荒居德亮 栃木 荒居徳亮 彫刻科塑造部 大正12年3月 研究生(彫刻) 大正14年度度

大正7年 彫刻科 今村重三郎 大阪 彫刻選科塑造部 大正12年3月

大正7年 彫刻科 門脇正夫 東京 彫刻選科塑造部 大正12年3月

大正7年 彫刻科 木内五郎 東京 彫刻科塑造部 大正12年3月 研究生(塑造) 大正15年度度

大正7年 彫刻科 小林金央 埼玉 花里金央 彫刻科塑造部 大正12年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正8年度

大正7年 彫刻科 齋藤又乙 千葉 斉藤又乙 彫刻選科塑造部 大正12年3月

大正7年 彫刻科 中川淸 滋賀 中川清 彫刻科塑造部 大正12年3月 研究生(彫刻) 大正14年度度

大正7年 彫刻科 三上新太郎 埼玉 ― ― 彫刻科塑造部 大正10年度度

大正7年 彫刻科 矢野判三 岐阜 矢野判三 ― ― 彫刻科 大正7年度度

大正7年 彫刻選科 竹田與作 富山 竹田与作 彫刻選科木彫部 大正13年3月

大正7年 彫刻選科 山内倉藏 新潟 山内倉蔵 彫刻選科木彫部 大正12年3月

大正7年 彫刻選科 吉川保正 岩手 彫刻選科塑造部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 石崎猛夫 茨城 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 大橋寁 京都 大橋□ 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 柿田秀雄 石川 柹田秀雄 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 加曾利鼎造 千葉 加曽利鼎造 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 熊谷年郎 静岡 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 小林吉一 東京 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 田代忠 熊本 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 橘大含 石川 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 中山修三 富山 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 図案科第一部 森田政雄 ⾧崎 ― ― 図案科第一部 大正8年度度

大正7年 図案科第一部 森正 石川 図案科第一部 大正12年3月

大正7年 金工科 杉浦基史郎 愛知 金工科 大正12年3月

大正7年 金工科 高澤與吉 千葉 高沢与吉 ― ― 金工科 大正7年度度

大正7年 金工科 水谷育太郎 東京 金工科 大正12年3月

大正7年 金工科 水町程之 東京 金工科 大正12年3月

大正7年 金工科 横山正義 香川 金工科 大正12年3月

大正7年 鋳造科 齋江榮 鳥取 斉江栄 鋳造科 大正12年5月

大正7年 鋳造科 佐原亮太郎 東京 鋳造科 大正12年3月

大正7年 鋳造科 林萬壽人 広島 林万寿人 鋳造科 大正12年3月 研究生(鋳造) 大正14年度度

大正7年 鋳造科 森村酉三 群馬 鋳造科 大正12年3月

大正7年 漆工科 岩永正男 ⾧崎 小森正男 漆工科 大正12年5月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正7年 漆工科 駒見篤太郎 富山 漆工科 大正12年3月

大正7年 漆工科 伊達春郎 宮城 今野春郎 漆工科 大正12年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正7年 漆工科 福村善久 石川 福村善久 ― ― 漆工科 大正8年度度

大正7年 製版科 宇野先太郎 滋賀 製版科 大正10年3月

大正7年 製版科 大江恒吉 東京 製版科 大正10年3月

大正7年 製版科 鴨光三 香川 製版科 大正10年3月

大正7年 製版科 木村義郎 広島 製版科 大正10年3月

大正7年 製版科 小泉繁 東京 ― ― 図画師範科 大正8年度度

大正7年 製版科 須田孝之 富山 製版科 大正10年3月

大正7年 製版科 持永家貞 ⾧崎 製版科 大正10年3月

大正7年 臨時写真科 有賀質 東京 臨時写真科 大正10年3月

大正7年 臨時写真科 市川正人 愛知 臨時写真科 大正10年3月

大正7年 臨時写真科 内野國治郎 山口 内野国治郎 臨時写真科 大正10年3月

大正7年 臨時写真科 樋口重親 福岡 臨時写真科 大正10年3月

大正7年 臨時写真科 松村芳男 東京 臨時写真科 大正10年3月 彫刻科塑造部 大正11年度度

大正7年 図画師範科 石橋孟 ⾧崎 図画師範科 大正10年3月 彫刻科塑造部 大正11年度度

大正7年 図画師範科 一井爲治郎 滋賀 一井為治郎 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 角田耕 山梨 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 鎌倉芳太郎 香川 鎌倉芳太郎 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 神津義治 ⾧野 駒村義治 神津義治 図画師範科 大正10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正7年 図画師範科 大東喜一 奈良 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 田近利夫 大分 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 谷山藤四郎 岡山 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 土屋常義 ⾧野 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 永田元 鹿児島 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 ⾧谷川源三郎 愛知 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 飛田昭喬 福島 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 日野義英 広島 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 福田寬 青森 福田寛 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 藤井淸 広島 藤井清 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 古谷虎武 和歌山 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 星野金之助 埼玉 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 牧田實 埼玉 牧田実 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 松崎卯市 福岡 松崎卯一 図画師範科 大正10年3月

大正7年 図画師範科 三浦直政 大分 図画師範科 大正10年3月

大正8年 日本画科 伊藤孝 静岡 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 大塚圭 栃木 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正8年 日本画科 緒方龍一 佐賀 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正8年 日本画科 奧泉茂三郎 石川 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 勝山重英 山形 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 狩野莊二 東京 狩野荘二 ― ― 日本画科 大正8年度度

大正8年 日本画科 川村智保 山形 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 北川幸友 石川 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 日下喜一郎 徳島 日本画科 大正13年3月 研究生(日本画) 大正14年度度

大正8年 日本画科 幸田邦次郎 静岡 採果 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 小林高治 ⾧野 日本画科 大正13年7月

大正8年 日本画科 小林和郎 神奈川 日本画科 大正13年7月

大正8年 日本画科 田邊勝 佐賀 田辺勝 日本画科 大正13年3月 研究生(日本画) 大正14年度度

大正8年 日本画科 根本善治 岩手 三栖善治 日本画科 大正13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正8年 日本画科 久本春雄 北海道 日本画科 大正13年3月 研究生(日本画) 大正15年度度

大正8年 日本画科 藤居二郎 滋賀 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 藤井隆 東京 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 藤森德太郎 東京 藤森徳太郎 日本画科 大正13年3月

大正8年 日本画科 堀脩三 石川 ― ― 日本画科 大正11年度度

大正8年 日本画科 前坂順三郎 石川 日本画科 大正15年3月

大正8年 日本画科 山本正義 東京 丘人 日本画選科 大正13年3月 研究生(日本画) 大正14年度度

大正8年 日本画科 富岡弘二 東京 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正8年 日本画選科 石塚省三 福島 日本画選科 大正13年3月 研究生(日本画) 大正15年度度

大正8年 日本画選科 森敏彥 東京 森敏彦 ― ― 日本画選科 大正11年度度

大正8年 西洋画科 靑山新 福岡 和田新 青山新 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 大正14年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度

大正8年 西洋画科 鰺坂高 鹿児島 鯵坂高 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正8年 西洋画科 石川悟郎 東京 ― ― 西洋画科 大正14年度度

大正8年 西洋画科 板倉鼎 埼玉 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 井上榮三 兵庫 井上栄三 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 岩田榮之助 神奈川 岩田栄之助 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正8年 西洋画科 大森義夫 福島 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正8年 西洋画科 岡鹿之助 東京 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 加山四郎 神奈川 西洋画科 昭和2年3月

大正8年 西洋画科 熊木有七郎 滋賀 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 小泉淸 東京 小泉清 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正8年 西洋画科 佐藤幸市 宮城 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 住吉義雄 群馬 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正8年 西洋画科 田邊喜規 山梨 田辺喜規 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正8年 西洋画科 丹治伊三郎 大阪 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 手塚宇宙兒 ⾧野 手塚宇宙児 西洋画科 大正14年3月

大正8年 西洋画科 寺内要一 栃木 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 富永親德 熊本 富永親徳 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 ⾧明 東京 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正8年 西洋画科 ⾧島豐 静岡 ⾧島豊 西洋画科 大正13年7月

大正8年 西洋画科 中村一郎 栃木 西洋画科 大正15年3月

大正8年 西洋画科 西川浩 高知 西川浩 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 西澤謙三 東京 新井謙三 西沢謙三 西洋画科 大正13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正8年 西洋画科 二瓶德松 北海道 二瓶徳松 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 野口謙藏 滋賀 野口謙蔵 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 肥田爲雄 東京 肥田為雄 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 廣本了 神奈川 広本了 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正8年 西洋画科 星三郎 東京 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正8年 西洋画科 前田喜男 京都 西洋画科 大正13年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正8年 西洋画科 向坂次郎 福岡 西洋画科 大正13年3月

18／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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大正8年 西洋画科 山崎米次郎 埼玉 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正8年 西洋画科 山本和夫 福岡 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 山本鍬太郎 愛媛 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画科 渡邊浩三 秋田 渡辺浩三 西洋画科 大正13年3月

大正8年 西洋画選科 何義之 支那 何善之 西洋画選科 大正13年6月

大正8年 西洋画選科 譚華牧 支那 西洋画選科 大正13年6月

大正8年 西洋画選科 陳元澣 支那 西洋画選科 大正13年6月

大正8年 西洋画選科 筒井昇 愛媛 西洋画選科 大正13年3月

大正8年 西洋画選科 雷公賀 支那 西洋画選科 大正13年6月

大正8年 彫刻科塑造部 江波知彰 東京 彫刻科塑造部 大正13年3月

大正8年 彫刻科塑造部 小室達 宮城 彫刻科塑造部 大正13年3月 研究生(彫刻) 大正15年度度

大正8年 彫刻科塑造部 野間政治 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 大正10年度度

大正8年 彫刻科塑造部 林謙三 石川 ⾧屋謙三 林謙三 彫刻科塑造部 大正13年3月 研究生(彫刻) 大正15年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正8年 彫刻科塑造部 土方久功 神奈川 彫刻科塑造部 大正13年3月

大正8年 彫刻科塑造部 三角泰 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 大正14年度度

大正8年 彫刻選科塑造部 木山豐四郎 島根 木山豊四郎 彫刻選科塑造部 大正13年3月 研究生(彫刻) 大正14年度度

大正8年 彫刻選科塑造部 田中久作 山形 ― ― 彫刻選科塑造部 大正10年度度

大正8年 彫刻科木彫部 上田秋夫 高知 彫刻科木彫部 大正14年3月 研究生(彫刻) 大正14年度度

大正8年 彫刻科木彫部 ⾧谷川亮一 東京 安本亮一 彫刻選科塑造部 大正13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正8年 彫刻科木彫部 三澤寬 茨城 三沢寛 彫刻科塑造部 大正13年3月 研究生(彫刻) 大正15年度度

大正8年 彫刻選科木彫部 增澤公平 ⾧野 増沢公平 ― ― 彫刻科塑造部 大正10年度度

大正8年 彫刻選科木彫部 丸山節 ⾧野 丸山節 彫刻選科塑造部 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 荒野虎雄 千葉 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 大島重良 京都 大嶋重良 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 奧田貞雄 千葉 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 鈴木豐次郎 東京 鈴木豊次郎 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 下坂英夫 大阪 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 高田知之 福井 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 佃政道 岡山 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 中井一英 石川 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 梨谷了祐 富山 梨谷了祐 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第一部 平井和五郎 大阪 図案科 大正13年3月

大正8年 図案科第二部 金澤庸治 東京 金沢庸治 建築科 大正13年3月

大正8年 図案科第二部 鈴木五郎 群馬 ― ― 図案科第二部 大正10年度度

大正8年 図案科第二部 日高博 東京 ― ― 図案科第二部 大正11年度度

大正8年 図案科第二部 松本太郎 愛媛 ― ― 図案科第二部 大正10年度度

大正8年 金工科 土屋春野 静岡 中村春野 金工科 大正13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度

大正8年 金工科 服部晃三 愛知 金工科 大正14年3月

大正8年 金工科 福田三郎 栃木 福田三郎 金工科 大正13年3月 研究生(彫金) 昭和2年度度

大正8年 金工選科 松原繁信 香川 金工選科 大正11年3月

大正8年 金工選科 山田甲子雄 大阪 金工選科 大正12年3月

大正8年 鋳造科 林信之 東京 鋳造科 大正13年3月

大正8年 鋳造科 原瀬三二 福島 鋳造科 大正13年3月

大正8年 鋳造科 溝口安太良 京都 鋳造科 大正13年3月 研究生(鋳造) 大正15年度度

大正8年 鋳造科 宮澤均 群馬 宮沢均 鋳造科 大正13年3月

大正8年 鋳造科 山口益 静岡 山口益 鋳造科 大正13年3月 研究生(鋳造) 大正14年度度

大正8年 漆工科 飯野直次郎 富山 飯野直次郎 漆工科 大正13年3月

大正8年 漆工科 佐原貢 愛知 漆工科 大正13年3月

大正8年 漆工科 田中貞二 大阪 漆工科 大正13年3月

大正8年 漆工科 橋本鴻 東京 漆工科 大正13年3月

大正8年 漆工科 山崎覺太郎 富山 山崎覚太郎 漆工科 大正13年3月

大正8年 製版科 飯塚彥一 福島 飯塚彦一 ― ― 漆工科 大正10年度度

大正8年 製版科 一色曜雄 東京 一色曜雄 製版科 大正11年3月

大正8年 製版科 小林德二郎 山口 宗像德二郎 小林徳二郎

宗像徳二郎

製版科 大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正8年 製版科 淸水新太郎 埼玉 清水新太郎 製版科 大正11年3月

大正8年 製版科 菅井剛彥 東京 菅井剛彦 製版科 大正11年3月

大正8年 製版科 古屋幸壽 山梨 古屋幸寿 製版科 大正11年3月

大正8年 製版科 山口淸一郎 岩手 山口精一郎

山口清一郎

製版科 大正11年3月

大正8年 製版選科 山田稔 東京 ― ― 製版選科 大正10年度度

大正8年 臨時写真科 境時雄 新潟 堺時雄 臨時写真科

 (堺時雄)

大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正10年度

大正8年 臨時写真科 畑田一男 ⾧崎 ― ― 臨時写真科 大正8年度度

大正8年 臨時写真科 古川成俊 佐賀 臨時写真科 大正11年3月

大正8年 臨時写真科 三村二郎 ⾧野 臨時写真科 大正11年3月

大正8年 臨時写真科 山岸貞造 山形 ― ― 臨時写真科 大正10年度度

大正8年 図画師範科 淺野秀一 新潟 浅野秀一 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 石川要重 栃木 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 大友一三 宮城 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 久下善之丞 大分 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 齋川五郎平 徳島 齋川梧堂 斎川五郎平 鳴風 図画師範科 大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正8年 図画師範科 酒井直次郎 山形 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 椎名茂雄 茨城 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 杉浦竹治 埼玉 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 高橋榮作 山形 安倍榮作 高橋栄作

安倍栄作

図画師範科 大正11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正8年 図画師範科 武井勝雄 群馬 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 竹谷⾧松 石川 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 鳥居利三郎 京都 鳥井利三郎 ― ― 図画師範科 大正8年度度

大正8年 図画師範科 中村正見 ⾧野 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 藤谷庸夫 愛媛 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 松崎健藏 鹿児島 松崎健蔵 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 守屋佐市 埼玉 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 馬寶恒 支那 馬宝恒 図画師範科 大正10年3月 研究生（師範） 大正11年度度

大正8年 図画師範科 矢吹誠 福島 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 山田新吉 岐阜 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 横山吉秋 岡山 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 吉田三郎 新潟 図画師範科 大正11年3月

大正8年 図画師範科 李景綱 支那 図画師範科 大正10年3月

大正8年 図画師範科 渡邊幸 福島 渡辺幸 ― ― 図画師範科 大正8年度度

大正9年 日本画科 石井了介 熊本 日本画科 大正15年3月

大正9年 日本画科 一噌政治 東京 日本画科 大正14年3月

大正9年 日本画科 井上齋 東京 井上斉 日本画科 大正14年3月

大正9年 日本画科 川田直一 香川 靜夫 日本画科 大正14年3月

大正9年 日本画科 木村宗一 京都 日本画科 大正14年3月 研究生(日本画) 大正15年度度

大正9年 日本画科 淸水憲二 富山 清水憲二 日本画科 大正15年3月

大正9年 日本画科 關谷善信 京都 関谷善信 日本画科 大正14年3月 研究生(日本画) 大正14年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度（横山善信）

大正9年 日本画科 高柳淳 愛知 日本画科 大正15年7月

大正9年 日本画科 立石商一 広島 日本画科 昭和3年3月

大正9年 日本画科 土田孝吉 秋田 日本画科 大正14年3月

大正9年 日本画科 ⾧澤菊治 北海道 永澤菊治 日本画科 大正14年3月 研究生(日本画) 大正15年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正14年度

大正9年 日本画科 中村德治 宮城 中村徳治 日本画科 大正14年3月

大正9年 日本画科 成澤嘉雄 山形 日本画科 大正14年3月

大正9年 日本画科 春木一郎 東京 日本画科 大正14年3月 研究生(日本画) 大正15年度度

大正9年 日本画科 平林春一 香川 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正9年 日本画科 本多淸 愛知 本多清 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正9年 日本画科 眞島信太郎 山形 真島信太郎 日本画科 大正14年3月 研究生(日本画) 大正14年度度

大正9年 日本画科 吉田禎助 愛知 吉田禎助 ― ― 日本画科 大正10年度度

大正9年 西洋画科 阿藤眞壽夫 岡山 阿藤真寿夫 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 伊藤廉 愛知 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 井上正勝 東京 西洋画科 大正14年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正9年 西洋画科 小畑稔 福岡 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 嘉數能愛 沖縄 嘉数能愛 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 香取恭 兵庫 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 我部政達 東京 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 川有智良藏 大阪 川有智良蔵 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 河合孝基 東京 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 近藤⾧三郎 東京 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正9年 西洋画科 鈴木重雄 和歌山 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 高橋貞吉 北海道 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 高橋善平 新潟 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 竹内健藏 青森 竹内健蔵 西洋画科 大正15年3月

大正9年 西洋画科 武内英男 香川 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 武田一郎 東京 西洋画科 大正14年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正9年 西洋画科 竹村晋 高知 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 俵道陽二 山口 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 丹下富士男 岩手 丹下冨士男 西洋画科 大正14年3月 研究生(西洋画) 大正14年度度

大正9年 西洋画科 鶴野淸 熊本 鶴野清 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正9年 西洋画科 土岐浩藏 鹿児島 土岐浩蔵 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 富田千秋 香川 冨田千秋 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 中谷健次 兵庫 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 中村三樹男 三重 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 南城一夫 群馬 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 野崎兼俊 愛知 野崎兼俊 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 野平上 大阪 西洋画科 大正14年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正9年 西洋画科 野間仁根 愛媛 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 秦巖 福岡 秦巌 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 原進 静岡 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 增村正雄 新潟 増村正雄 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 森脇高行 東京 西洋画科 大正14年3月

大正9年 西洋画科 山中新一 東京 西洋画科 大正14年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正9年 西洋画選科 王道源 支那湖南 西洋画科 大正15年4月 研究生(西洋画) 昭和3年度度 特別学生

大正9年 西洋画選科 金昌燮 朝鮮京城 西洋画科 大正14年3月 特別学生

大正9年 西洋画選科 孔鎭衡 朝鮮京畿 孔鎮衡 西洋画科 大正14年3月 研究生(西洋画) 大正14年度度 特別学生

大正9年 西洋画選科 胡桂馨 支那吉林 胡貴新 西洋画科 大正14年7月 研究生(西洋画) 昭和2年度度 特別学生

大正9年 西洋画選科 蔡侃 支那湖北 西洋画科 昭和2年7月 特別学生

大正9年 西洋画選科 張勃 朝鮮京城 ― ― 西洋画選科 大正10年度度

大正9年 彫刻科塑造部 加藤忠雄 東京 伊藤忠雄 彫刻科塑造部 大正14年3月 研究生（塑造） 昭和2年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度

大正9年 彫刻科塑造部 杉浦藤太郎 東京 彫刻選科塑造部 大正14年3月

大正9年 彫刻科塑造部 中本秀三郎 大阪 彫刻選科塑造部 大正14年3月

大正9年 彫刻科塑造部 藤澤實 ⾧野 藤沢実 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生（塑造） 昭和3年度度

大正9年 彫刻科塑造部 村田勝四郎 大阪 彫刻科塑造部 大正14年3月 研究生（塑造） 昭和2年度度

大正9年 彫刻科塑造部 安田秀雄 三重 ― ― 彫刻科塑造部 大正10年度度

大正9年 彫刻科塑造部 安原新次 ⾧野 彫刻科塑造部 大正14年3月 研究生(彫刻) 大正14年度度

大正9年 彫刻選科塑造部 金復鎭 朝鮮忠清北道 金復鎮 彫刻科塑造部 大正14年3月 特別学生

大正9年 図案科第一部 奧田政德 東京 奥田政徳 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 金友五朔 石川 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 須藤雅路 福岡 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 田代完 岐阜 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 中村作太郎 岡山 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 平沼福三郎 埼玉 平沼福三郎 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 星野愛三 群馬 天田愛三 図案科 大正14年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和11年度

大正9年 図案科第一部 松田要 香川 ― ― 図案科第一部 大正11年度度

大正9年 図案科第一部 宮田政雄 東京 図案科 大正14年3月

大正9年 図案科第一部 山内幸男 東京 図案科 大正14年3月
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大正9年 図案選科第一部 陳杰 支那浙江 図案科 大正14年3月 特別学生

大正9年 図案科第二部 新井隆四郎 兵庫 建築科 大正14年7月

大正9年 図案科第二部 岡見健彥 東京 岡見健彦 建築科 大正14年7月

大正9年 図案科第二部 坂田威夫 東京 ― ― 図案科第二部 大正11年度度

大正9年 図案科第二部 永山陽三 宮崎 建築科 大正14年7月

大正9年 図案科第二部 本間正文 山形 建築科 大正14年3月

大正9年 図案科第二部 森政三 北海道 建築科 大正14年3月

大正9年 図案科第二部 守屋政雄 神奈川 建築科 大正15年7月

大正9年 金工科 大須賀喬 香川 金工科 大正14年3月 研究生(金工) 昭和2年度度

大正9年 金工科 岡部達男 東京 金工科 大正14年3月

大正9年 金工科 鴨幸太郎 香川 金工科 大正14年3月 研究生(金工) 昭和2年度度

大正9年 金工科 中川勝文 岡山 金工科 大正14年3月

大正9年 金工科 增淵隆四郎 茨城 増渕隆四郎 金工科 大正14年3月

大正9年 金工選科 二橋利平 静岡 金工選科 大正14年3月

大正9年 鋳造選科 内藤春吉 岩手 内藤春治 鋳造選科 大正14年3月 研究生(鋳造) 昭和2年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正14年度

大正9年 鋳造選科 香取正彥 千葉 香取正彦 鋳造選科 大正14年3月 研究生(鋳造) 大正15年度度

大正9年 漆工科 椎名千里 千葉 ― ― 漆工科 大正11年度度

大正9年 漆工科 田中千秋 富山 漆工科 大正14年3月 研究生(漆工) 大正15年度度

大正9年 図画師範科 靑山淸 愛媛 青山清 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 石井正雄 神奈川 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 石山淸隆 東京 石山清隆 図画師範科 大正12年3月 研究生(師範) 大正15年度度

大正9年 図画師範科 大瀧寅吉 新潟 大滝寅吉 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 柏原覺太郎 香川 柏原覚太郎 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 佐藤秀夫 山形 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 紫垣民雄 熊本 柴垣民雄 図画師範科 大正13年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正9年 図画師範科 高橋澤三 群馬 髙橋澤三 図画師範科 大正13年3月 研究生(師範) 昭和3年度度

大正9年 図画師範科 高橋重雄 青森 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 瀧久吉 三重 滝久吉 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 田中孝市 福岡 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 土田季藏 福島 池田季蔵 図画師範科

 (池田季藏)

大正12年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正9年 図画師範科 鯨津政男 ⾧崎 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 鳥飼龍海 福岡 鳥飼竜海 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 ⾧尾徹 香川 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 服部淸 福岡 服部清 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 林英夫 千葉 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 松原一 愛媛 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 松山國雄 大分 松山国雄 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 山本磯一 愛知 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 山本需 広島 図画師範科 大正12年3月

大正9年 図画師範科 山本隆亮 山口 図画師範科 大正12年3月

大正10年 日本画科 石井義二郎 東京 ― ― 日本画科 大正11年度度

大正10年 日本画科 大橋一淸 京都 大橋一清 ― ― 日本画科 大正11年度度

大正10年 日本画科 小坂勝人 東京 日本画科 大正15年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正10年 日本画科 五味幾藏 山梨 五味幾蔵 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 佐藤良一郎 山形 日本画科 昭和2年3月

大正10年 日本画科 下田照太郎 静岡 舜堂 日本画科 大正15年3月 研究生(日本画) 大正15年度度

大正10年 日本画科 白尾庚 鹿児島 日本画科 昭和2年3月

大正10年 日本画科 杉谷米太郎 東京 ― ― 日本画科 大正11年度度

大正10年 日本画科 谷山寅之介 石川 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 中尾蔦一 佐賀 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 中田信 東京 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 堀儀一 山口 ― ― 日本画科 大正11年度度

大正10年 日本画科 水谷道彥 東京 水谷道彦 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 三橋武顯 東京 三橋武顕 日本画科 大正15年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正10年 日本画科 宮崎八一 東京 日本画科 昭和2年3月

大正10年 日本画科 村上英夫 愛媛 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 山岡一 静岡 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 山本乙枝 佐賀 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 横山宗唯 富山 日本画科 大正15年3月

大正10年 日本画科 吉田曹好 福岡 日本画科 昭和2年3月

大正10年 日本画科 冷泉爲篤 東京 冷泉為篤 ― ― 日本画科 昭和2年度度

大正10年 西洋画科 穴田榮藏 石川 穴田栄蔵 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 磯野英夫 福岡 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正10年 西洋画科 一原五常 徳島 西洋画科 大正14年3月

大正10年 西洋画科 井出無一 福岡 井手無一 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正10年 西洋画科 薄田芳彥 京都 薄田芳彦 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正10年 西洋画科 内田巖 東京 内田巌 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正10年 西洋画科 遠藤春雄 東京 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 小川智 北海道 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正10年 西洋画科 片居木良三 埼玉 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 金子恒德 新潟 金子恒憲 金子恒徳 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正10年 西洋画科 喜田三五 徳島 西洋画科 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正10年 西洋画科 楠本繋 宮崎 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 倉垣辰雄 兵庫 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 黑田淸德 鹿児島 黒田清徳 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 後藤茂之 福岡 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正10年 西洋画科 後藤禎二 東京 後藤禎二 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 齋藤種臣 千葉 斉藤種臣 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正10年 西洋画科 齋藤弘吉 山形 斉藤弘吉 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 阪本靖春 奈良 坂本靖春 阪本靖春

坂本靖春

西洋画科 大正15年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正10年 西洋画科 澤健太郎 神奈川 沢健太郎 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 中村友治 富山 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 新妻秀郎 千葉 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 西田正秋 滋賀 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 波多野勝好 山口 西洋画科 昭和3年3月

大正10年 西洋画科 林敏夫 山形 林敏夫 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正10年 西洋画科 原田虎猪 東京 西洋画選科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正10年 西洋画科 日暮貞 千葉 山内貞 西洋画科 大正15年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正14年度

大正10年 西洋画科 二口善雄 石川 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 前田利三 鳥取 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 松井强 東京 松井強 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正10年 西洋画科 松野永三郎 大阪 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 松村六郎 山口 ― ― 西洋画科 大正10年度度

大正10年 西洋画科 水野淸 兵庫 水野清 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 三谷⾧博 島根 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 三宅當也 東京 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 山田英一 新潟 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 山田順治 愛媛 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 吉田義雄 北海道 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画科 和田淸 千葉 和田清 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度

大正10年 西洋画科 渡邊武比古 福岡 渡辺武比古 西洋画科 大正15年3月

大正10年 西洋画選科 衞天霖 支那山西 衛天霖 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度 特別学生

大正10年 西洋画選科 金貞埰 朝鮮平安北道 金貞□ 西洋画科 昭和2年3月

大正10年 西洋画選科 張翼 朝鮮平安北道 西洋画科 大正15年3月 特別学生

大正10年 西洋画選科 丁衍鏞 支那広東 西洋画科 大正15年3月 特別学生

大正10年 西洋画選科 李濟昶 朝鮮京畿 李済昶 西洋画科 大正15年3月 研究生(西洋画) 大正15年度度 特別学生

大正10年 西洋画選科 李昞圭 朝鮮京畿 西洋画科 大正15年3月 特別学生

大正10年 彫刻科塑造部 有馬純孝 鹿児島 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻科塑造部 池龜輝治 新潟 池亀輝治 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻科塑造部 田中豐三郎 東京 田中豊三郎 彫刻科塑造部 大正15年3月

大正10年 彫刻科塑造部 富樫政人 広島 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正10年 彫刻科塑造部 本保外次郎 富山 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻科塑造部 丸川彰 香川 ― ― 彫刻科塑造部 大正10年度度

大正10年 彫刻科塑造部 山本稚彥 東京 山本雅彦 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 大正15年度度

大正10年 彫刻科塑造部 渡邊弘行 香川 渡辺弘行 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 安達貫一 島根 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 牛島七郎 熊本 小峰七郎 彫刻選科塑造部 大正15年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度

大正10年 彫刻選科塑造部 郭胤横 朝鮮平安北道 ― ― 彫刻選科塑造部 大正10年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 木村石五郎 青森 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 倉澤量世 ⾧野 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 作見市松 青森 ― ― 彫刻選科塑造部 大正10年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 島津良藏 京都 島津良蔵 彫刻科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 白井保春 東京 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 高橋三平 岩手 彫刻選科塑造部 大正15年3月

大正10年 彫刻選科塑造部 天花寺延朝 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 大正10年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 平岡忠一 秋田 ― ― 彫刻選科塑造部 大正14年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 服部仁三郎 徳島 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 松根多吉 愛媛 彫刻選科塑造部 大正15年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正10年 彫刻選科塑造部 三國慶吉 青森 三国慶吉 彫刻選科塑造部 大正15年3月

大正10年 彫刻科木彫部 竹内辰藏 富山 竹内辰蔵 ― ― 彫刻科木彫部 大正10年度度

大正10年 彫刻科木彫部 關谷充 栃木 関谷充 彫刻科木彫部 大正15年3月 研究生(木彫) 大正15年度度

大正10年 彫刻科木彫部 中島誠淳 東京 彫刻科木彫部 大正15年3月 研究生(木彫) 大正15年度度

大正10年 彫刻選科木彫部 大橋淸 東京 大橋清 彫刻選科木彫部 大正15年3月

大正10年 彫刻選科木彫部 坂本七郎 熊本 ― ― 彫刻選科木彫部 大正11年度度

大正10年 彫刻選科木彫部 高見嘉重 富山 彫刻選科木彫部 大正15年3月

大正10年 彫刻選科木彫部 中野昮 福岡 中野昂 彫刻選科木彫部 大正15年3月

大正10年 彫刻選科木彫部 松原重正 富山 彫刻選科木彫部 大正15年3月 研究生(木彫) 大正15年度度

大正10年 彫刻選科木彫部 丸毛小平 富山 ― ― 彫刻選科木彫部 大正14年度度

大正10年 図案科第一部 上田幹一 東京 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 内田利太郎 埼玉 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 小池巖 東京 小池巌 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 小池福太郎 香川 小池福太郎 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 小松榮 山形 小松栄 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 五味重義 神奈川 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 澤安三 愛知 沢安三 ― ― 図案科第一部 大正11年度度

大正10年 図案科第一部 瀬尾永敏 石川 頼尾永敏 図案科 昭和2年3月

大正10年 図案科第一部 武樋貞治 新潟 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 寺前爲一 石川 寺前為一 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 松村健三郎 東京 松村建三郎 ― ― 図案科第一部 大正11年度度

大正10年 図案科第一部 宮北武雄 石川 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 宮澤外與治 石川 宮沢外与治 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第一部 吉村武雄 山口 図案科 大正15年3月

大正10年 図案科第二部 阿部秀男 北海道 建築科 大正15年7月

大正10年 図案科第二部 小寺十郎 東京 小野十郎 ― ― 図案科第二部 大正11年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正10年 図案科第二部 澤田正巳 東京 沢田正巳 ― ― 図案科第二部 大正10年度度

大正10年 図案科第二部 藤田巖 東京 山脇巌 藤田巌 建築科 大正15年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正10年 図案科第二部 俣野第四郎 北海道 ― ― 建築科 大正15年度度

大正10年 図案科第二部 山下進 愛媛 建築科 大正15年3月

大正10年 図案科第二部 廉川盈幸 愛媛 建築科 昭和2年7月

大正10年 金工科 飯田喜代鏡 東京 飯田喜代鏡 金工科彫金部 大正15年3月

大正10年 金工科 手塚重治 青森 金工科彫金部 大正15年3月

大正10年 金工科 南齋悌二 山形 南斉悌二 金工科鍛金部 大正15年3月 研究生(金工) 昭和2年度度

大正10年 金工科 林不二男 東京 金工科彫金部 大正15年3月

大正10年 金工科 藤本茂 東京 金工科鍛金部 大正15年3月

20／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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大正10年 金工科 守田他三郎 富山 ― ― 金工科 大正11年度度

大正10年 金工科 兩角雅次 ⾧野 両角雅次 金工科彫金部 大正15年3月

大正10年 金工選科 石井龜之助 東京 石井亀之助 ― ― 金工選科 大正11年度度

大正10年 金工選科 大塚龜吉 東京 大塚亀吉 金工選科鍛金部 大正15年3月

大正10年 金工選科 河村淸治 大分 河村清治 金工選科 大正14年3月 研究生(金工) 昭和2年度度

大正10年 鋳造科 橋本宜安 香川 鋳造科 大正15年3月 研究生(鋳造) 大正15年度度

大正10年 鋳造科 松崎福三郎 東京 松崎福三郎 鋳造科 大正15年3月 研究生(鋳造) 昭和2年度度

大正10年 鋳造科 横山勝義 香川 藤浦勝義 鋳造科 大正15年3月 研究生(鋳造) 大正15年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度

大正10年 鋳造選科 今井千尋 和歌山 鋳造選科 昭和2年7月 研究生(鋳造) 昭和3年度度

大正10年 鋳造選科 三浦陶次郎 新潟 三浦陶太郎 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正10年 鋳造選科 三島億三郎 新潟 鋳造選科 昭和2年7月 研究生(鋳造) 昭和4年度度

大正10年 漆工科 磯矢陽 東京 漆工科 大正15年3月

大正10年 漆工科 菊池菊雄 福島 菊地菊雄 漆工科 大正15年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正11年度

大正10年 漆工科 鈴木壽二 岩手 鈴木寿二 漆工科 昭和2年3月

大正10年 漆工科 出口正虎 福岡 漆工科 大正15年3月

大正10年 漆工科 張間喜一 石川 漆工科 大正15年3月

大正10年 図画師範科 出射應太 岡山 出射応太 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 上田忠夫 埼玉 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 大木善平 埼玉 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 大串貞美 佐賀 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 太田淸治 ⾧崎 太田清治 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 加藤一也 新潟 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 古謝景明 沖縄 竹島景明 図画師範科 大正13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正14年度

大正10年 図画師範科 小林澄 兵庫 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 坂本高 熊本 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 佐藤於菟彥 大分 佐藤於菟彦 図画師範科 大正14年3月

大正10年 図画師範科 佐野壽 東京 佐野寿 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 田崎捨三 京都 田崎捨三 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 中司保郎 静岡 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 中原勘一 山口 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 中山正義 東京 図画師範科 大正13年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正10年 図画師範科 萩原孝一 埼玉 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 橋本興家 鳥取 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 原口幸治郎 埼玉 原口幸次郎 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 福宿光雄 鹿児島 福宿光雄 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 本田救助 愛知 図画師範科 大正13年3月

大正10年 図画師範科 百瀬渥 ⾧野 図画師範科 大正13年3月 研究生(師範) 昭和3年度度

大正11年 日本画科 荒井浩 群馬 荒井浩 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 岩田覺太郎 愛知 岩田覚太郎 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正11年 日本画科 石田理一郎 和歌山 日本画科 昭和2年7月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正11年 日本画科 大野秀雄 東京 岩田秀雄 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正11年 日本画科 大山正三 茨城 華瓔 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 荻原達義 東京 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 香川光廣 東京 香川光広 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 川村俊一 香川 暢洋 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正11年 日本画科 小堀安雄 東京 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 坂井淸 岐阜 坂井清 靑泉 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正11年 日本画科 田岡耕作 高知 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 武田勘右衛門 千葉 光丘 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正11年 日本画科 ⾧澤信雄 ⾧野 ⾧沢信雄 日本画科 昭和2年3月

大正11年 日本画科 花田實 和歌山 花田実 成實 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正11年 日本画科 日高健三 ⾧崎 日本画科 昭和2年7月

大正11年 日本画科 平岩⾧四郎 東京 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和2年度度

大正11年 日本画科 山本求 東京 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和2年度度

大正11年 日本画科 吉田三樹三 佐賀 森元三樹三 彩晁 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度

大正11年 日本画科 和田藤十郎 石川 日本画科 昭和2年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正11年 西洋画科 靑山襄 島根 青山襄 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正11年 西洋画科 石井淸夫 栃木 石井清夫 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 犬丸順衞 佐賀 犬丸順衛 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 猪熊玄一郎 香川 猪熊亥一郎 猪熊弦一郎 ― ― 西洋画科 大正15年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正14年度（猪熊亥一郎）

大正11年 西洋画科 牛島憲之 熊本 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正11年 西洋画科 大月源二 北海道 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 岡田謙三 東京 岡田謙三 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正11年 西洋画科 荻須高德 愛知 荻須高徳 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 荻野暎彥 三重 荻野暎彦 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正11年 西洋画科 河田煦 東京 染木煦 西洋画科 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正11年 西洋画科 岸上良平 兵庫 小礒良平 小磯良平 西洋画科 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正11年 西洋画科 小堀四郎 愛知 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正11年 西洋画科 近藤啓二 徳島 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正11年 西洋画科 島野重之 滋賀 嶋野重之 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正11年 西洋画科 白井次郎 兵庫 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正11年 西洋画科 杉浦俊雄 愛知 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 高嶋功 愛媛 高島功 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 高野二三男 東京 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正11年 西洋画科 高橋弘二 東京 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 瀧澤健三 東京 大舘健三 滝沢健三 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和12年度

大正11年 西洋画科 瀧波恒雄 東京 滝波恒雄 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 太刀川英次郎 新潟 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 田村義夫 兵庫 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正11年 西洋画科 中川規矩麿 徳島 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 永田一脩 福岡 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 中西利雄 東京 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正11年 西洋画科 橋口康雄 鹿児島 西洋画科 昭和3年3月

大正11年 西洋画科 菱田武夫 ⾧野 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正11年 西洋画科 日高政榮 東京 日高政栄

日高政策

西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 深井修次 埼玉 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 藤岡一 石川 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 藤野正三 東京 ― ― 西洋画科 大正11年度度

大正11年 西洋画科 本多治郎 兵庫 植松治郎 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正11年 西洋画科 水上信雄 岐阜 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画科 森達雄 宮城 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正11年 西洋画科 森寅雄 東京 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正11年 西洋画科 矢田淸四郎 島根 矢田清四郎 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正11年 西洋画科 山口⾧男 鹿児島 西洋画科 昭和2年3月

大正11年 西洋画選科 顔水龍 台湾 顔水竜 西洋画選科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正11年 西洋画選科 金貴龍 朝鮮 金貴竜 ― ― 西洋画科 大正15年度度 特別学生

大正11年 西洋画選科 孫昌漢 朝鮮 ― ― 西洋画選科 大正11年度度

大正11年 西洋画選科 譚連登 支那 西洋画科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度 特別学生

大正11年 西洋画選科 張秋海 台湾 張秋海 西洋画選科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正11年 西洋画選科 都相鳳 朝鮮 西洋画選科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和2年度度

大正11年 西洋画選科 林丙東 支那 西洋画選科 昭和2年7月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正11年 彫刻科塑造部 安藤秀吉 東京 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻科塑造部 伊東隆二 富山 ― ― 彫刻科塑造部 大正15年度度

大正11年 彫刻科塑造部 杉田忠治 東京 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科塑造部 海野亥之輔 群馬 海野敏 海野亥之輔 彫刻科塑造部 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度

大正11年 彫刻科塑造部 竹田金一 石川 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻科塑造部 中田猪千二 広島 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻科塑造部 星三郎 福島 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科塑造部 松山兼政 和歌山 松山兼政 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科塑造部 宮地寅彥 石川 宮地寅彦 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻科塑造部 宮本爲次 石川 宮本為次 ― ― 彫刻科塑造部 大正11年度度

大正11年 彫刻科塑造部 安枝馨 東京 彫刻選科塑造部 昭和2年3月

大正11年 彫刻科塑造部 安永良德 福岡 安永良徳 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科塑造部 山田重孝 石川 ― ― 彫刻科塑造部 大正11年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 淺井陌百 兵庫 浅井陌百 ― ― 彫刻選科塑造部 大正15年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 淺野猛夫 石川 浅野猛夫 ― ― 彫刻選科塑造部 大正11年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 猪又倭文雄 新潟 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 岡本登喜男 岡山 ― ― 彫刻選科塑造部 大正11年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 小倉政二 茨城 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 片岡環 千葉 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 木村珪二 石川 彫刻科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 橋本敦喜 熊本 彫刻選科塑造部 昭和2年3月

大正11年 彫刻選科塑造部 平賀鍊二 新潟 平賀錬二 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正11年 彫刻選科塑造部 松尾薰 福岡 松尾薫 彫刻選科塑造部 昭和2年3月 研究生(塑造) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科木彫部 高橋泰藏 秋田 高橋泰蔵 彫刻科木彫部 昭和2年3月 研究生(木彫) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科木彫部 林田詳二 福岡 ― ― 彫刻科木彫部 大正11年度度

大正11年 彫刻科木彫部 山下慶治 ⾧野 彫刻科木彫部 昭和2年3月 研究生(木彫) 昭和2年度度

大正11年 彫刻科木彫部 山田忠治 広島 彫刻科木彫部 昭和2年3月 研究生(木彫) 昭和4年度度

大正11年 彫刻選科木彫部 大川逞一 千葉 彫刻選科木彫部 昭和2年3月 研究生(木彫) 昭和4年度度

大正11年 彫刻選科木彫部 玉置政治 東京 玉置正治 ― ― 彫刻選科木彫部 大正11年度度

大正11年 彫刻選科木彫部 平松眞二 岡山 平松真二 彫刻選科木彫部 昭和2年3月

大正11年 彫刻選科木彫部 森大造 滋賀 彫刻選科木彫部 昭和2年3月 研究生(木彫) 昭和4年度度

大正11年 彫刻選科木彫部 山本克孝 大阪 彫刻選科木彫部 昭和2年3月 研究生(木彫) 昭和3年度度

大正11年 図案科第一部 池邊義敦 東京 池辺義敦 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 石川正巳 兵庫 石川正己 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 笠松豊二 石川 ― ― 図案選科第一部 大正11年度度

大正11年 図案科第一部 白尾榮三郎 石川 白尾栄三郎 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 鈴木信任 茨城 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 鈴木正道 東京 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 妹尾壽信 岡山 妹尾寿信 図案科 昭和2年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度度

大正11年 図案科第一部 竹内三男 神奈川 新井泉

新井泉男

新井三男

鈴木三男

図案科 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度（新井泉）、『東京美術学校一覧』昭和2年度（新井泉男）、『東京

美術学校一覧』昭和5年度（新井三男）、『東京美術学校一覧』昭和11年度（鈴木三男）

大正11年 図案科第一部 ⾧安右衛門 栃木 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 成田虎次郎 東京 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 服部尚子 岡山 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 羽野禎三 石川 羽野禎三 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 村瀬美樹 愛知 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 毛利登 東京 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科第一部 吉江景二 石川 図案科 昭和2年3月

大正11年 図案科選科第一部 李湘波 支那 ― ― 図案選科第一部 大正11年度度

大正11年 図案科第二部 石持甚作 北海道 建築科 昭和2年3月

大正11年 図案科第二部 大澤健吉 東京 建築科 昭和2年3月

大正11年 図案科第二部 大坪誠爾 東京 ― ― 図案選科第二部 大正11年度度

大正11年 図案科第二部 兼松理 東京 兼松理 建築科 昭和3年7月

大正11年 図案科第二部 柴田六郎 山口 建築科 昭和2年3月

大正11年 図案科第二部 田原武雄 東京 建築科 昭和2年3月

大正11年 図案科第二部 千葉一胤 静岡 建築科 昭和2年3月

大正11年 図案科第二部 中條國男 福島 中条国男 建築科 昭和2年7月

大正11年 金工科 飯沼定夫 ⾧野 飯沼定夫 ― ― 金工科彫金部 大正14年度度

大正11年 金工科 大作昻 埼玉 大作昂 ― ― 金工科 大正11年度度

大正11年 金工科 神田不二男 神奈川 神田不二男 金工科彫金部 昭和2年3月 研究生(彫金) 昭和4年度度

大正11年 金工科 品田愼一 東京 品田慎一 金工科鍛金部 昭和2年3月 研究生(鍛金) 昭和5年度度

大正11年 金工科 富田稔 香川 金工選科彫金部 昭和2年3月
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大正11年 金工科 寺崎有作 富山 金工科彫金部 昭和2年3月 研究生(彫金) 昭和4年度度

大正11年 金工科 信田六平 東京 金工選科彫金部 昭和3年3月

大正11年 金工科 八田辰之助 香川 金工科鍛金部 昭和2年3月 研究生(鍛金) 昭和5年度度

大正11年 鋳造科 村上安雄 香川 ― ― 鋳造科 大正11年度度

大正11年 鋳造選科 佐久間輝淸 香川 佐久間輝清 鋳造選科 昭和2年3月 研究生(鋳造) 昭和3年度度

大正11年 鋳造選科 根箭忠次郎 大阪 鋳造選科 大正15年3月 研究生(鋳造) 昭和3年度度

大正11年 漆工科 上田修壯 広島 上田修壮 ― ― 漆工科 大正11年度度

大正11年 漆工科 小川金重 神奈川 漆工科 昭和2年3月

大正11年 漆工科 唐澤榮作 岐阜 唐沢栄作 漆工科 昭和2年3月

大正11年 漆工科 高橋孝人 岩手 漆工科 昭和3年3月

大正11年 漆工科 針田市造 石川 漆工科 昭和2年3月

大正11年 臨時写真科 岩戶秀夫 高知 岩戸秀夫 写真科 大正14年3月

大正11年 臨時写真科 玉置辰夫 東京 写真科 大正14年3月

大正11年 臨時写真科 仁保弘三 東京 ― ― 臨時写真科 大正11年度度

大正11年 臨時写真科 野田松男 石川 写真科 大正14年3月

大正11年 臨時写真科 保科勝 東京 ― ― 臨時写真科 大正11年度度

大正11年 臨時写真科 宮川富造 山梨 写真科 大正14年3月

大正11年 臨時写真科 藪下泰次 大阪 写真科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 淺野徹 愛知 浅野徹 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 阿部時彥 山口 阿部時彦 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 荒木武彥 広島 荒木武彦 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 居井直胤 滋賀 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 遠藤倫太郎 秋田 図画師範科 大正14年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正11年 図画師範科 酒井忠一 三重 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 竹田信夫 新潟 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 多田銀三 埼玉 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 塚本茂 群馬 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 中澤留武夫 大分 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 中野繁次郎 ⾧崎 図画師範科 大正14年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正11年 図画師範科 原川和雄 静岡 図画師範科 大正14年3月 研究生(師範) 昭和3年度度

大正11年 図画師範科 平田善吉 沖縄 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 平木愛三 鳥取 図画師範科 大正14年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正11年 図画師範科 不破與吉 北海道 不破興吉

 不破与吉

― ― 図画師範科 大正11年度度

大正11年 図画師範科 保坂良平 新潟 ― ― 図画師範科 大正11年度度

大正11年 図画師範科 松村俊一 埼玉 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 三好俊一 愛媛 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 谷部正 埼玉 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 山口諒司 群馬 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 山本俊治 ⾧野 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 吉武正巳 大分 図画師範科 大正14年3月

大正11年 図画師範科 吉田雄司 千葉 図画師範科 大正14年3月 研究生(師範) 昭和3年度度

大正12年 日本画科 石川一代 東京 日本画科 昭和3年3月 研究生(日本画) 昭和5年度度

大正12年 日本画科 岩上先天 ⾧野 日本画科 昭和3年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正12年 日本画科 奥村義雄 熊本 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 川部東次郎 東京 河村東次郎 日本画科 昭和3年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正12年 日本画科 齋藤勇吉 山形 斉藤勇吉 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 高橋道利 東京 日本画科 昭和3年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正12年 日本画科 武田正躬 ⾧野 尾竹正躬 日本画科 昭和3年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正12年 日本画科 永田駿 福岡 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 名古谷謙一 広島 名古谷謙一 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 馬場和夫 香川 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 三輪敏夫 愛知 三輪敏夫 日本画科 昭和3年3月 研究生(日本画) 昭和3年度度

大正12年 日本画科 村金平 富山 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 村上秀夫 東京 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 森則康 富山 日本画科 昭和3年3月

大正12年 日本画科 安松義弘 東京 日本画科 昭和3年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正12年 西洋画科 淺井景一 富山 浅井景一 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 天野武吉郎 広島 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正12年 西洋画科 石井喬明 群馬 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正12年 西洋画科 伊勢幸平 福岡 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 岩田芳助 埼玉 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 大澤昌助 東京 大沢昌助 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 奧村義雄 東京 奥村義雄 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正12年 西洋画科 片野誠二郎 千葉 飯島誠二郎 飯島誠二郎 西洋画科 昭和3年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度

大正12年 西洋画科 勝見謙信 広島 勝見謙信 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 小島勘藏 山形 小島勘蔵 ― ― 西洋画科 昭和2年度度

大正12年 西洋画科 小松原義則 島根 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 佐川源治 三重 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 廹田鐵次郎 鹿児島 迫田鉄次郎 廹田鉄次郎

迫田鉄次郎

― ― 西洋画科 昭和2年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正14年度

大正12年 西洋画科 佐藤功 福島 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 佐藤文雄 秋田 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正12年 西洋画科 島津久幹 鹿児島 加藤久幹 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度

大正12年 西洋画科 淸水直康 岡山 原田直康 清水直康 西洋画科 昭和3年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年

大正12年 西洋画科 杉山榮 広島 杉山栄 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 鈴木重成 福島 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正12年 西洋画科 關谷陽 栃木 関谷陽 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 竹田讓 福岡 竹田譲 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正12年 西洋画科 田中孝夫 岡山 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正12年 西洋画科 田中致美 熊本 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 田淵巖 鳥取 田淵巌 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 椿堂芳三郎 香川 ― ― 油画科 昭和8年度度

大正12年 西洋画科 二宮不二麿 宮城 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 中井惣之助 東京 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和3年度度

大正12年 西洋画科 野崎龍雄 東京 野崎竜雄 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 福島順之助 東京 福島順之助 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正12年 西洋画科 古屋暹 山梨 ― ― 西洋画科 大正15年度度

大正12年 西洋画科 古山潤 宮城 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 星合良顯 大阪 星合良顕 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 松原勝 岐阜 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正12年 西洋画科 丸山淸六 新潟 丸山清六 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 三木辰夫 東京 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正12年 西洋画科 安田岩次郎 東京 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 宮間郁三 千葉 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 山口猛彥 佐賀 山口猛彦 西洋画科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 山村孝太郎 東京 西洋画科 昭和3年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正12年 西洋画科 渡邊得三 東京 渡辺得三 ― ― 西洋画科 大正14年度度

大正12年 西洋画選科 林淸 岡山 林清 西洋画選科 昭和3年3月

大正12年 西洋画科 康弼祥 朝鮮黄海道 康弼祥 西洋画選科 昭和3年3月 入学時は特別学生

大正12年 西洋画科 金鴻植 朝鮮全羅南道 西洋画選科 昭和3年3月 入学時は特別学生

大正12年 西洋画科 鄭暟生 支那安徽省 ― ― 西洋画科 大正14年度度 特別学生

大正12年 西洋画科 朴廣鎭 朝鮮京畿道 朴広鎮 西洋画選科 昭和3年3月 入学時は特別学生

大正12年 彫刻科塑造部 笠置季男 兵庫 彫刻科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻科塑造部 河村幸成 石川 矩幸成 彫刻科塑造部 昭和3年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正12年 彫刻科塑造部 佐藤恒三 福岡 彫刻科塑造部 昭和3年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正12年 彫刻科塑造部 樽谷淸太郎 富山 樽谷清太郎 彫刻科塑造部 昭和3年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正12年 彫刻科塑造部 堆朱克彥 東京 堆朱克彦 彫刻科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻科塑造部 西川爲善 石川 西川為善 彫刻選科塑造部 昭和3年3月 研究生(木彫) 昭和3年度度

大正12年 彫刻科塑造部 平松豐彥 東京 平松豊彦 彫刻科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻科塑造部 村井次郎 京都 彫刻科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻科塑造部 梁川剛一 北海道 彫刻科塑造部 昭和3年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正12年 彫刻選科塑造部 江川治 岡山 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 藏本寬六 島根 蔵本寛六 彫刻選科塑造部 昭和3年3月 研究生(塑造) 昭和3年度度

大正12年 彫刻選科塑造部 栗田年彥 茨城 栗田年彦 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 大司精七 福岡 大司精七 彫刻選科塑造部 昭和3年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正12年 彫刻選科塑造部 ⾧島勝正 富山 彫刻科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 原田文武 大分 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度

大正12年 彫刻選科塑造部 藤野隆秋 群馬 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 堀江赳 岩手 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 本間俊作 北海道 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 矢作朝太郎 東京 矢作朝太郎 ― ― 彫刻選科塑造部 大正15年度度

大正12年 彫刻選科塑造部 山崎三雄 石川 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科塑造部 吉戒一明 福岡 ― ― 彫刻選科塑造部 大正15年度度

大正12年 彫刻選科塑造部 和田義臣 香川 彫刻選科塑造部 昭和3年3月

大正12年 彫刻科木彫部 市島㨗造 東京 市島捷造 彫刻科木彫部 昭和3年3月 研究生(木彫) 昭和4年度度

大正12年 彫刻科木彫部 菅原安男 山形 彫刻科木彫部 昭和3年3月 研究生(木彫) 昭和3年度度

大正12年 彫刻科木彫部 中野四郎 山口 彫刻科木彫部 昭和3年3月 研究生(木彫) 昭和5年度度

大正12年 彫刻科木彫部 村井辰男 富山 彫刻科木彫部 昭和3年3月

大正12年 彫刻科木彫部 安田松之助 東京 彫刻科木彫部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科木彫部 靑山德 徳島 青山徳 彫刻選科木彫部 昭和3年3月

大正12年 彫刻選科木彫部 宮島利吉 新潟 ― ― 彫刻選科木彫部 昭和2年度度

大正12年 建築科 今吉鐵一 大分 今吉鉄一

 今吉銕一

建築科 昭和3年3月

大正12年 建築科 梅野欽次郎 神奈川 建築科 昭和3年3月

大正12年 建築科 翁村壽 東京 翁村寿 建築科 昭和3年3月

大正12年 建築科 川野德惠 茨城 川野徳恵 建築科 昭和3年3月

大正12年 建築科 榮米治 北海道 栄米治 建築科 昭和3年3月

大正12年 建築科 左納峻 東京 建築科 昭和3年7月

大正12年 建築科 平松義彥 東京 平松義彦 建築科 昭和3年3月

大正12年 図案科 雨夜全 石川 ― ― 図案科 大正14年度度

大正12年 図案科 飯田久雄 広島 飯田久雄 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 木下銈五郎 石川 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 熊田早苗 福島 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 小西富治 岡山 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 小山茂 京都 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 鈴木文明 福島 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 塚本圀太郎 京都 塚本国太郎 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 恒松熊夫 島根 図案科 昭和3年7月

大正12年 図案科 中村茂好 香川 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 藤井正胤 富山 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 松本武男 神奈川 ― ― 図案科 大正15年度度

大正12年 図案科 森田矩國 富山 森田矩国 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 安田三良 石川 図案科 昭和3年3月

大正12年 図案科 任璹宰 朝鮮忠清南道 任□宰 図案選科 昭和3年3月 入学時は特別学生

大正12年 金工科彫金部 相川久 東京 金工科彫金部 昭和3年3月 研究生(彫金) 昭和5年度度

大正12年 金工科彫金部 海野建夫 東京 海野建夫 金工科彫金部 昭和3年3月 研究生(彫金) 昭和6年度度

大正12年 金工科彫金部 川口武一郎 福岡 金工科彫金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科彫金部 池上恒 東京 金工選科彫金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科彫金部 磯崎美夫 東京 金工選科彫金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科彫金部 田村泰二 東京 金工選科彫金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科彫金部 三井義夫 東京 金工選科彫金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科鍛金部 伊藤英一 東京 金工選科鍛金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科鍛金部 津田粂二 富山 金工選科鍛金部 昭和3年3月

大正12年 金工選科鍛金部 中山光次 東京 金工選科鍛金部 昭和3年3月 研究生(彫金) 昭和5年度度

大正12年 鋳造科 黑田淸純 鹿児島 黒田清純 鋳造科 昭和3年3月

22／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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大正12年 鋳造科 丸岡茂德 香川 丸岡茂徳 鋳造科 昭和3年3月 研究生(鋳造) 昭和5年度度

大正12年 鋳造科 丸岡芳男 香川 鋳造科 昭和3年3月 研究生(鋳造) 昭和3年度度

大正12年 鋳造選科 佐藤武雄 東京 鋳造選科 昭和3年3月 研究生(鋳造) 昭和3年度度

大正12年 漆工科 織田一郎 富山 漆工科 昭和3年3月

大正12年 漆工科 笠間與男 京都 笠間与男 漆工科 昭和3年3月 研究生(漆工) 昭和4年度度

大正12年 漆工科 溜貝庸之助 埼玉 漆工科 昭和3年3月

大正12年 漆工科 ⾧瀨得藏 東京 ⾧瀬得蔵 漆工科 昭和6年3月 研究生(漆工) 昭和6年度度

大正12年 漆工選科 大月淸五郎 新潟 大月清五郎 ― ― 漆工選科 大正14年度度

大正12年 漆工選科 福岡縫太郎 東京 福岡縫太郎 漆工選科 昭和3年3月

大正12年 図画師範科 今井退藏 ⾧野 今井退蔵 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 氏家次郎 香川 図画師範科 大正15年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正12年 図画師範科 臼田朝雄 ⾧野 臼田朝雄 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 王白淵 台湾台中 王白渕 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 景山濱市 香川 景山浜市 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 神田豐秋 鹿児島 神田豊秋 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 倉田三郎 東京 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 小林富藏 鳥取 小林富蔵 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 坂井範一 岐阜 図画師範科 大正15年3月 研究生(師範) 昭和6年度度

大正12年 図画師範科 佐藤重藏 新潟 佐藤重義 佐藤重蔵 図画師範科 大正15年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正12年 図画師範科 神内正芳 香川 神内正芳 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 高橋信重 富山 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 谷信夫 兵庫 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 天井陸三 福井 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 當原昌松 沖縄 当原昌松 図画師範科 大正15年3月 研究生(師範) 昭和6年度度

大正12年 図画師範科 遠山八二 三重 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 遠山淸 愛知 遠山清 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 中居良次 埼玉 図画師範科 大正15年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正12年 図画師範科 廣隆軍一 広島 広隆軍一 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 保坂良平 新潟 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 兪亨穆 朝鮮江原道 図画師範科 大正15年3月 研究生(師範) 大正15年度度

大正12年 図画師範科 吉野正孝 ⾧崎 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 渡部美津丸 秋田 渡辺美津丸 図画師範科 大正15年3月 研究生(師範) 昭和2年度度

大正12年 図画師範科 渡部又三郎 福島 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 和田有節 千葉 和田有節 図画師範科 大正15年3月

大正12年 図画師範科 亘理弘 宮城 図画師範科 大正15年3月

大正13年 日本画科 淺野正俊 新潟 浅野正俊 日本画科 昭和4年3月 研究生(日本画) 昭和4年度度

大正13年 日本画科 内山廣之助 ⾧崎 内山広之助 日本画科 昭和4年3月 研究生(日本画) 昭和5年度度

大正13年 日本画科 大村寬次 茨城 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 小池鉄太郎 香川 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 越田勝治 石川 日本画科 昭和4年3月 研究生(日本画) 昭和6年度度

大正13年 日本画科 小林淸 東京 小林清 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 小林政雄 東京 ― ― 日本画科 昭和2年度度

大正13年 日本画科 佐久間善三郎 千葉 ― ― 日本画科 大正14年度度

大正13年 日本画科 田内駿士 高知 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 田中正五郎 東京 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 田村行雄 愛知 森村行雄 稻門 日本画科 昭和4年3月 研究生(日本画) 昭和6年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正13年 日本画科 中島三郎 茨城 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 新納榮 鹿児島 新納栄 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 蓮尾辰雄 福岡 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 林達慧 東京 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 松下雄二 北海道 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 安川日露四 佐賀 日本画科 昭和5年3月

大正13年 日本画科 山口實 佐賀 山口実 日本画科 昭和4年3月

大正13年 日本画科 横山孝行 広島 日本画科 昭和4年3月 研究生(日本画) 昭和6年度度

大正13年 西洋画科 荒明實 東京 荒明実 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 宇野千里 熊本 西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正13年 西洋画科 刑部人 東京 西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正13年 西洋画科 門上高久 福岡 安藤高久 西洋画科 昭和4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

大正13年 西洋画科 兼吉怒世夫 兵庫 兼吉恕世夫 西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正13年 西洋画科 上村⾧貞 宮崎 ― ― 西洋画科 大正15年度度

大正13年 西洋画科 川津啓五 香川 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 久保守 北海道 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 倉員辰雄 福岡 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 黑部竹雄 三重 黒部竹雄 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 小寺丙午郎 岐阜 ― ― 西洋画科 昭和2年度度

大正13年 西洋画科 齋田㨗三 東京 斉田捷三 西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正13年 西洋画科 齋藤二男 東京 斉藤二男 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 佐藤章 岡山 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 島村三七雄 大阪 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 白土時雄 茨城 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 田邊陸夫 京都 田辺隆夫

田辺陸夫

西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 手島貢 福岡 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 戶川敏一 東京 戸川敏一 西洋画科 昭和4年7月

大正13年 西洋画科 中村節也 群馬 中村節也 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 南鄕梓 鹿児島 鮫島梓 南郷梓 西洋画科 昭和4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正13年 西洋画科 野村右文治 岡山 ― ― 西洋画科 昭和3年度度

大正13年 西洋画科 橋本八百二 岩手 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 福井謙三 兵庫 福井謙三 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 福原達郎 栃木 福原達郎

福原達朗

西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正13年 西洋画科 藤田愼治 東京 藤田慎治 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 松村菊麿 兵庫 西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和4年度度

大正13年 西洋画科 水谷浩 岐阜 水谷浩 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 水船三洋 広島 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 宮内秀雄 鹿児島 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 村上義政 三重 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 森再次 富山 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 山内一彥 鹿児島 山内一彦 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 山田秀雄 東京 西洋画科 昭和4年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正13年 西洋画科 山田正雄 千葉 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 吉井淳二 鹿児島 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 渡邊友次郎 福岡 渡辺友次郎 西洋画科 昭和4年3月

大正13年 西洋画科 和田正夫 香川 西洋画科 昭和5年3月

大正13年 西洋画科 尹聖鍋 朝鮮平安南道 尹聖鎬 ― ― 西洋画科 大正14年度度 特別学生

大正13年 西洋画科 金浩龍 朝鮮慶尚北道 金浩竜 西洋画科 昭和4年3月 特別学生

大正13年 西洋画科 申用雨 朝鮮京畿道 西洋画科 昭和4年3月 特別学生

大正13年 彫刻科塑造部 岩田滿平 東京 岩田満平 彫刻科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 太田三郎 徳島 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 大淵武夫 福岡 大渕武夫 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 高村隆吉 山形 ― ― 彫刻科塑造部 大正14年度度

大正13年 彫刻科塑造部 竹本巍一郎 鳥取 早川巍一郎 彫刻選科塑造部 昭和4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正13年 彫刻科塑造部 永野金八 東京 ― ― 彫刻科塑造部 大正14年度度

大正13年 彫刻科塑造部 ⾧濱虎雄 福岡 ⾧浜虎雄 彫刻科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 野田信 広島 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 八谷均 広島 彫刻科塑造部 昭和4年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正13年 彫刻科塑造部 藤波信男 東京 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 松岡嘉明 熊本 彫刻科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 松村外次郎 富山 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 松本雅男 神奈川 彫刻科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 泉二勝麿 広島 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻科塑造部 山田兵一 大阪 彫刻科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻選科塑造部 伊東種 千葉 彫刻選科塑造部 昭和4年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正13年 彫刻選科塑造部 大高巖 東京 大高厳 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻選科塑造部 大橋粲 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 大正14年度度

大正13年 彫刻選科塑造部 岡本金市 岡山 岡本金一 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

大正13年 彫刻選科塑造部 小佐野豐 山梨 金田豐 小佐野豊

金田豊

彫刻選科塑造部 昭和4年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度

大正13年 彫刻選科塑造部 城戶久平 福岡 城戸久平 彫刻選科塑造部 昭和4年3月 研究生(塑造) 昭和4年度度

大正13年 彫刻選科塑造部 田卷靖四郎 北海道 田巻靖四郎 彫刻選科塑造部 昭和4年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正13年 彫刻選科塑造部 新島豐治郎 福岡 新島豊治郎 彫刻選科塑造部 昭和4年3月

大正13年 彫刻選科塑造部 ⾧谷秀雄 大分 彫刻選科塑造部 昭和4年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正13年 彫刻選科塑造部 松田元 愛媛 五百木元 彫刻選科塑造部 昭和4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度

大正13年 彫刻選科塑造部 丸山震六郎 新潟 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和8年度度

大正13年 彫刻科木彫部 太田重範 富山 彫刻科木彫部 昭和4年3月 研究生(木彫) 昭和6年度度

大正13年 彫刻科木彫部 桑原金治 福井 ― ― 彫刻科木彫部 大正15年度度

大正13年 彫刻科木彫部 安一 山口 彫刻科木彫部 昭和4年3月 研究生(木彫) 昭和6年度度

大正13年 彫刻選科木彫部 岩田⾧次郎 福岡 彫刻選科木彫部 昭和4年3月

大正13年 彫刻選科木彫部 林春雄 福岡 彫刻選科木彫部 昭和4年3月

大正13年 彫刻選科木彫部 八代榮治 秋田 八代栄治 ― ― 彫刻選科木彫部 昭和2年度度

大正13年 建築科 海老原一郎 東京 海老原一郎 建築科 昭和5年3月

大正13年 建築科 岡田進 栃木 ― ― 建築科 昭和2年度度

大正13年 建築科 鈴木周男 石川 鈴木周男 建築科 昭和4年3月

大正13年 建築科 中川良一 愛知 建築科 昭和4年3月

大正13年 建築科 中原信之 岡山 建築科 昭和6年3月

大正13年 建築科 松平正次 東京 建築科 昭和4年7月

大正13年 建築科 村田政眞 三重 村田政真 建築科 昭和4年3月

大正13年 建築科 望月和作 静岡 建築科 昭和4年3月

大正13年 建築科 山口儀 茨城 建築科 昭和4年3月

大正13年 図案科 大西憲次郎 京都 ― ― 図案科 昭和2年度度

大正13年 図案科 菊池泉二 東京 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 黑田千吉郎 石川 黒田千吉郎 図案科 昭和4年3月 研究生(図案) 昭和4年度度

大正13年 図案科 河野孝 東京 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 小島宗一 三重 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 齋藤利彥 福島 斉藤利彦 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 仙名博資 群馬 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 高木一郎 石川 図案科 昭和4年3月 研究生(図案) 昭和5年度度

大正13年 図案科 高橋俊輔 東京 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 德田平四郎 香川 徳田平四郎 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 中條豐治 富山 中条豊治 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 橋本貫一 大阪 図案科 昭和5年3月

大正13年 図案科 堀越英之助 茨城 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 吉谷岩松 石川 図案科 昭和4年3月

大正13年 図案科 渡邊欣一 石川 渡辺欣一 図案科 昭和4年3月

大正13年 金工科彫金部 會田留吉 東京 会田留吉

会田裕宣

金工科彫金部 昭和4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度（會田裕宣）

大正13年 金工科彫金部 神内謙三郎 香川 神内謙三郎 金工科彫金部 昭和4年3月

大正13年 金工科彫金部 高久彌太郎 北海道 高久弥太郎 ― ― 金工科彫金部 昭和3年度度

大正13年 金工選科彫金部 佐藤俊雄 福島 金工選科彫金部 昭和4年3月

大正13年 金工選科彫金部 高橋勇 石川 金工選科彫金部 昭和4年3月

大正13年 金工選科彫金部 横川彌作 石川 横川弥作 金工選科彫金部 昭和4年3月

大正13年 金工選科鍛金部 石井忠太郎 秋田 弘一 金工選科鍛金部 昭和4年3月

大正13年 金工選科鍛金部 寺田伊兵衞 茨城 寺田伊兵衛 金工選科鍛金部 昭和4年3月 研究生(鍛金) 昭和5年度度

大正13年 鋳造科 濱本助千代 香川 浜本助千代 鋳造科 昭和5年3月

大正13年 鋳造科 中川龍次 石川 中川竜次 ― ― 鋳造科 大正14年度度

大正13年 鋳造科 八井孝二 石川 鋳造科 昭和4年3月

23／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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大正13年 漆工科 石原丙午 栃木 ― ― 漆工科 大正14年度度

大正13年 漆工科 太田久雄 石川 太田喜久太郎 漆工科 昭和4年7月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正13年 漆工科 富田俊次 新潟 富田俊治 漆工科 昭和4年7月

大正13年 漆工科 三木義榮 東京 三木義栄 ― ― 漆工科 大正15年度度

大正13年 漆工科 山口庄次郎 東京 ― ― 漆工科 昭和3年度度

大正13年 漆工科 山本利雄 京都 ― ― 漆工科 昭和4年度度

大正13年 図画師範科 池田格次郎 埼玉 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 井上新治 滋賀 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 岩田民也 大分 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 上野成之 新潟 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 王子淸 京都 王子清 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 大平方 福島 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 糟谷實 ⾧崎 糟谷実 図画師範科 昭和2年3月 研究生(師範) 昭和5年度度

大正13年 図画師範科 神藏貫一 東京 神蔵貫一 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 櫻庭彥治 北海道 桜庭彦治 図画師範科 昭和2年3月 研究生(師範) 昭和4年度度

大正13年 図画師範科 鈴木重之亟 岐阜 尾関重之亟 尾関重之介

尾關重之烝

図画師範科 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正13年 図画師範科 大宮司正一 宮城 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 田中尙 島根 田中尚 図画師範科 昭和2年3月 研究生(師範) 昭和3年度度

大正13年 図画師範科 陳澄波 台湾台南 図画師範科 昭和2年3月 研究生(師範) 昭和3年度度

大正13年 図画師範科 外河武夫 福岡 外河光雄 図画師範科 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度

大正13年 図画師範科 永沼貞雄 福岡 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 馬場進一 佐賀 図画師範科 昭和2年3月 研究生(師範) 昭和7年度度

大正13年 図画師範科 原田茂 埼玉 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 光岡始 広島 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 宮川退三 東京 稻村退三 稲村退三 図画師範科 昭和2年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度

大正13年 図画師範科 宮崎豐 大分 宮崎豊 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 山尾薰明 香川 山尾薫明 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 山岸與三治 福井 山岸与三治 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 山本文司 三重 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 吉川安雄 ⾧野 図画師範科 昭和2年3月

大正13年 図画師範科 廖繼春 台湾台中 廖継春 図画師範科 昭和2年3月

大正14年 日本画科 網野亮俊 東京 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 荒尾昌朔 石川 靑春 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 有賀威 東京 有賀威 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 安住⾧朋 東京 一蒼 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 飯島正義 茨城 飯島正義 眞風 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 五十嵐悌治 山形 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 石川之武 東京 日本画科 昭和6年3月

大正14年 日本画科 小原尋 岡山 小原尋 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 神戸三虎 静岡 神戸三虎 ― ― 日本画科 大正14年度度

大正14年 日本画科 末永光司 福岡 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 高野喜一郎 栃木 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 深尾廣道 群馬 深尾広道 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 福田福治 ⾧崎 福田福治 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 藤生宗三郎 群馬 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 本多己鶴 山梨 ― ― 日本画科 大正14年度度

大正14年 日本画科 南谷春雄 岐阜 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 宮澤勝 千葉 宮沢勝 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 山口達 福岡 日本画科 昭和5年3月

大正14年 日本画科 横田良雄 宮城 日本画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 新居武男 徳島 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 井上脩 広島 井上修 西洋画科 昭和5年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正14年 西洋画科 岩崎勝平 埼玉 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 岩淸水義見 和歌山 岩清水義見 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 打下武臣 広島 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 浦北勝二 三重 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 岡田秀雄 東京 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 岡野福太郎 神奈川 岡野福太郎 西洋画科 昭和5年7月

大正14年 西洋画科 小黑武雄 新潟 小黒武雄 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 小野佐世男 東京 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 小見辰男 群馬 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 木下克巳 和歌山 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 木村郁太郎 和歌山 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 栗林東一郎 秋田 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 黑田淸文 鹿児島 黒田清文 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 上月順 大阪 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 小松益喜 高知 小林益喜 小松益喜

小林益喜

西洋画科 昭和5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度

大正14年 西洋画科 佐々木德 広島 佐々木徳 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 淸水啓三 愛知 清水啓三 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 周讓吉 愛媛 周襄吉 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 白澤禎 栃木 白沢禎 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 新開益次郎 福岡 新開益次郎 西洋画科 昭和7年3月

大正14年 西洋画科 進來哲 大分 西洋画科 昭和5年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正14年 西洋画科 須山計一 ⾧野 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 武川次辰 東京 西洋画科 昭和5年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正14年 西洋画科 豐島猛 ⾧崎 豊島猛 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 中尾達 宮崎 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 ⾧原坦 岐阜 西洋画科 昭和5年3月 研究生(西洋画) 昭和5年度度

大正14年 西洋画科 中村茂雄 大阪 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 帆足保之助 大分 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 松尾隆成 福岡 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 松岡信治 埼玉 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 松島淳一 静岡 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 松平四郎 東京 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 三井滋雄 東京 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 武藤甲三 新潟 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 守田滋 熊本 西洋画科 昭和6年3月

大正14年 西洋画科 柳生勇一 ⾧崎 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 矢橋六郎 岐阜 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 山口薰 群馬 山口薫 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 山崎坤象 東京 西洋画科 昭和5年3月

大正14年 西洋画科 渡邊和雄 山梨 渡辺和雄 ― ― 西洋画科 大正14年度度

大正14年 西洋画科 渡邊力 東京 淺邊力 渡辺力

浅辺力

西洋画科 昭和5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和3年度

大正14年 西洋画科 姜信鎬 朝鮮慶尚南道 ― ― 西洋画科 大正15年度度 特別学生

大正14年 西洋画科 許達 支那江蘇 西洋画科 昭和5年3月 特別学生

大正14年 西洋画科 黄述祚 朝鮮慶尚北道 西洋画科 昭和5年3月 特別学生

大正14年 西洋画科 宋秉敦 朝鮮忠清南道 西洋画科 昭和5年3月 特別学生

大正14年 西洋画科 陳植棋 台湾台北 西洋画科 昭和5年3月 特別学生

大正14年 西洋画科 熊汝梅 支那広東 熊汝梅 西洋画科 昭和5年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度 特別学生

大正14年 西洋画科 李海善 朝鮮京城 李海善 西洋画科 昭和5年3月 特別学生

大正14年 彫刻科塑造部 生島軍治 兵庫 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正14年 彫刻科塑造部 五辻勉 京都 彫刻科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻科塑造部 河内山賢祐 山口 河内山賢祐 彫刻科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻科塑造部 古賀忠雄 佐賀 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正14年 彫刻科塑造部 坂田芳信 富山 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和5年度度

大正14年 彫刻科塑造部 鈴木達 北海道 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和5年度度

大正14年 彫刻科塑造部 須藤德久 島根 須藤徳久 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和5年度度

大正14年 彫刻科塑造部 中島浩 滋賀 中島浩 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正14年 彫刻科塑造部 野村公雄 福井 彫刻選科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻科塑造部 濱田辰雄 愛媛 浜田辰雄 彫刻科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻科塑造部 三井高義 東京 彫刻科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻科塑造部 安田周三郎 東京 安田周三郎 彫刻科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正14年 彫刻科塑造部 山下快吉 高知 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正14年 彫刻科塑造部 吉開伊喜藏 福岡 吉開伊喜蔵 彫刻科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻選科塑造部 池野和一 新潟 彫刻選科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻選科塑造部 小川知之介 茨城 ― ― 彫刻選科塑造部 大正14年度度

大正14年 彫刻選科塑造部 加藤式雄 岐阜 加藤弐雄 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和2年度度

大正14年 彫刻選科塑造部 下谷貞一 東京 彫刻選科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻選科塑造部 中川爲延 広島 中川為延 彫刻選科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正14年 彫刻選科塑造部 成島勇太 東京 彫刻選科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正14年 彫刻選科塑造部 廣井吉之助 新潟 広井吉之助 彫刻選科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正14年 彫刻選科塑造部 山田節夫 広島 山田節夫 彫刻選科塑造部 昭和5年3月

大正14年 彫刻選科塑造部 山田敏雄 大阪 山田敏雄 ― ― 彫刻選科塑造部 大正15年度度

大正14年 彫刻科木彫部 池田薰 香川 池田薫 ― ― 彫刻科木彫部 大正14年度度

大正14年 彫刻科木彫部 川崎榮一 新潟 川崎栄一 彫刻科木彫部 昭和5年3月

大正14年 彫刻科木彫部 朽木敢吉 富山 朽木收吉 朽木敢吉

朽木収吉

彫刻科木彫部 昭和5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正14年 彫刻科木彫部 紺谷英儀 富山 彫刻科木彫部 昭和6年3月 研究生(木彫) 昭和8年度度

大正14年 彫刻科木彫部 鈴木賢二 栃木 ― ― 彫刻科木彫部 昭和3年度度

大正14年 彫刻科木彫部 鈴木三郎助 東京 鈴木法山

野坂法山

彫刻科木彫部 昭和5年3月 研究生(木彫) 昭和7年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（鈴木法山）、『東京美術学校一覧』昭和9年度（野坂法山）

大正14年 彫刻科木彫部 松本重美 高知 彫刻科木彫部 昭和5年3月 研究生(木彫) 昭和7年度度

大正14年 彫刻選科木彫部 飯塚悌三 宮城 飯塚悌三 彫刻選科木彫部 昭和5年3月

大正14年 彫刻選科木彫部 ⾧谷川宏 新潟 彫刻選科木彫部 昭和5年3月

大正14年 建築科 小川洋吉 兵庫 建築科 昭和5年3月

大正14年 建築科 小幡昊 東京 建築科 昭和5年3月

大正14年 建築科 木村壽男 岩手 木村寿男 ― ― 建築科 大正15年度度

大正14年 建築科 鈴鹿正穗 東京 建築科 昭和5年3月

大正14年 建築科 高梨衞雄 神奈川 高梨衛雄 建築科 昭和6年3月

大正14年 建築科 内藤三雄 東京 建築科 昭和5年3月

大正14年 建築科 廣瀨初夫 大阪 広瀬初夫 建築科 昭和5年3月

大正14年 建築科 山本勝巳 石川 建築科 昭和5年3月

大正14年 図案科 淺川藤次 神奈川 浅川藤次 ― ― 図案科 大正15年度度

大正14年 図案科 岡田喜三郎 東京 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 織田七郎 香川 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 河畑光三 石川 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 小西秀元 石川 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 里見駿吉 石川 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 澤田健次郎 石川 ― ― 図案科 大正14年度度

大正14年 図案科 須貝昇 青森 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 玉生寬治 富山 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 津田堯 ⾧崎 津田尭 ― ― 図案科 昭和2年度度

大正14年 図案科 戶田芳鐡 岐阜 戸田芳鉄 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 西田斆 石川 西田□ 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 尾藤知明 東京 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 松野憲之助 神奈川 図案科 昭和5年3月

大正14年 図案科 朴南洙 朝鮮全羅南道 ― ― 図案科 大正15年度度 特別学生

大正14年 金工科彫金部 河野政男 香川 ― ― 金工科彫金部 大正15年度度

大正14年 金工科彫金部 鴨政雄 香川 金工科彫金部 昭和5年3月 研究生(彫金) 昭和7年度度

大正14年 金工科彫金部 染浦三郎 鹿児島 ― ― 金工科彫金部 大正14年度度

大正14年 金工科彫金部 古橋茂 愛知 金工科彫金部 昭和5年3月

大正14年 金工科彫金部 松井憲太郎 静岡 金工科彫金部 昭和5年3月

大正14年 金工科彫金部 山脇洋二 大阪 金工科彫金部 昭和5年3月 研究生(彫金) 昭和7年度度

24／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁



GACMA 東京美術学校在籍者一覧(明治22年～昭和9年入学者) 第1版 2022/01/21

第2版 2022/06/16

第3版 2022/12/01

第4版 2023/03/28

入学年月 入学課程・科 氏名 出身地 改姓名 検索用表記 雅号 卒業課程・科 卒業年 最終在籍課程・科
最終在籍年(月)

最終在籍年度
備考

大正14年 金工科鍛金部 中島正雄 群馬 金工科鍛金部 昭和5年3月

大正14年 鋳造科 小泉淸一 岩手 小泉清一 鋳造科 昭和5年3月

大正14年 鋳造科 高木勝四郎 香川 鋳造科 昭和5年3月 研究生(鋳造) 昭和5年度度

大正14年 鋳造科 詫摩日出男 東京 鋳造科 昭和5年3月 研究生(鋳造) 昭和5年度度

大正14年 鋳造科 田中纓二 福岡 ― ― 鋳造科 昭和3年度度

大正14年 鋳造科 平野泰三 京都 ― ― 鋳造科 昭和2年度度

大正14年 鋳造科 森新二 石川 鋳造科 昭和5年3月

大正14年 漆工科 安倍郁二 岩手 漆工科 昭和5年3月 研究生(漆工) 昭和5年度度

大正14年 漆工科 海老塚四郎 神奈川 海老塚四郎 漆工科 昭和5年3月

大正14年 漆工科 川村源 東京 大澤源 大沢源 漆工科 昭和5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度

大正14年 漆工科 栗山善治 和歌山 ― ― 漆工科 大正14年度度

大正14年 漆工科 堤芳雄 徳島 ― ― 漆工科 大正14年度度

大正14年 漆工科 堀修 広島 漆工科 昭和5年3月

大正14年 写真科 及部夏雄 東京 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 写真科 齋藤弘三郎 山形 斉藤弘三郎 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 写真科 齋藤宗武 山形 斉藤宗武 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 写真科 田中平八 東京 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 写真科 辻政弘 香川 辻正弘 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 写真科 藤田觀三郎 愛媛 藤田観三郎 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 写真科 藤田民也 愛媛 ― ― 写真科 大正14年度度

大正14年 図画師範科 秋山忠勝 新潟 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 荒川㵳 千葉 荒川□ 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 飯岡修 熊本 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 伊藤武夫 大分 図画師範科 昭和5年3月

大正14年 図画師範科 岩井三夫 福岡 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 兼行武四郎 山口 兼行武四郎 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 金周經 朝鮮忠清北道 金周経 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 後藤幸造 岐阜 図画師範科 昭和3年3月 研究生(師範) 昭和6年度度

大正14年 図画師範科 佐藤千里 神奈川 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 田代諫夫 熊本 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 田中重久 滋賀 ― ― 図画師範科 大正14年度度

大正14年 図画師範科 田中爲信 三重 田中為信 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 辻利平 ⾧崎 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 戶坂太郎 北海道 戸坂太郎 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 花野三雄 奈良 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 福島瀧雄 福島 福島滝雄 ― ― 図画師範科 昭和3年度度

大正14年 図画師範科 松島正晴 和歌山 松島正晴 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 松田天次 岩手 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 武藤秀雄 静岡 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 水島淸 新潟 水嶋清 ― ― 図画師範科 大正14年度度

大正14年 図画師範科 南元正義 石川 ― ― 図画師範科 大正14年度度

大正14年 図画師範科 三宅良次 岡山 図画師範科 昭和3年3月

大正14年 図画師範科 森桂一 岐阜 図画師範科 昭和3年3月

大正15年 日本画科 石川大助 茨城 日本画科 昭和6年3月 研究生(日本画) 昭和6年度度

大正15年 日本画科 石橋吉郎 富山 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 小野靜雄 山口 小野静雄 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 加藤榮三 岐阜 加藤栄三 日本画科 昭和6年3月 研究生(日本画) 昭和7年度度

大正15年 日本画科 後藤多喜夫 広島 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 鈴木巳代二 茨城 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 高尾貢 福岡 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 椿隆司 千葉 ― ― 日本画科 昭和2年度度

大正15年 日本画科 橋本明治 島根 日本画科 昭和6年3月 研究生(日本画) 昭和7年度度

大正15年 日本画科 東山新吉 東京 東山魁夷 日本画科 昭和6年3月 研究生(日本画) 昭和7年度度

大正15年 日本画科 藤川武夫 香川 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 細谷逹三 群馬 細谷達三 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 三浦文治 新潟 日本画科 昭和6年3月 研究生(日本画) 昭和7年度度

大正15年 日本画科 宮崎有昭 群馬 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 村上景介 山口 ― ― 日本画科 昭和7年度度

大正15年 日本画科 八木博 ⾧野 日本画科 昭和6年3月

大正15年 日本画科 山田申吾 東京 日本画科 昭和6年3月 研究生(日本画) 昭和7年度度

大正15年 日本画科 若林景光 佐賀 日本画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 安部義行 福岡 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 荒井賢孝 神奈川 ― ― 西洋画科 昭和3年度度

大正15年 西洋画科 池田直輔 熊本 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 石井四郎三 神奈川 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 伊勢正義 秋田 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 大貫松三 神奈川 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 尾田龍 兵庫 尾田竜 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 小原雄二 福岡 西洋画科 昭和7年3月

大正15年 西洋画科 門井壽 東京 須田壽 門井寿

須田寿

西洋画科 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度

大正15年 西洋画科 川上圭次 大阪 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 木村㨗司 北海道 木村捷司 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 國枝芳夫 岐阜 国枝芳夫 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 後藤俊春 福岡 西洋画科 昭和6年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正15年 西洋画科 小山鵠郎 東京 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 坂入辰雄 茨城 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 佐藤敬 大分 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 新原俊吉 鹿児島 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 田代博 東京 西洋画科 昭和6年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度度

大正15年 西洋画科 谷内俊夫 石川 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 手塚一郎 佐賀 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 德永周末 熊本 徳永周末 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 内藤億 神奈川 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 ⾧曾根八郎 三重 ⾧曽根八郎 西洋画科 昭和6年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正15年 西洋画科 中村秀夫 香川 中村鐵 中村鉄 西洋画科 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度

大正15年 西洋画科 西孝親 熊本 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 服部保祐 群馬 服部保祐 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 東義雄 大分 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 廣澤環 新潟 広沢環 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 淵上滿男 ⾧野 渕上満男 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 古厩博人 ⾧野 ― ― 西洋画科 昭和5年度度

大正15年 西洋画科 松田文雄 三重 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 宮下琢郎 ⾧野 宮下琢郎 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 宮田武彥 東京 宮田武彦 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 深山鎭男 東京 深山鎮男 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 村上徹之 広島 西洋画科 昭和6年3月 研究生(西洋画) 昭和6年度度

大正15年 西洋画科 森田勝 東京 ― ― 西洋画科 昭和3年度度

大正15年 西洋画科 山下武夫 山口 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 山田直次 京都 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 大和義男 山口 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 渡邊正一 福岡 渡辺正一 西洋画科 昭和6年3月

大正15年 西洋画科 金應杓 朝鮮/平安北道 西洋画科 昭和6年3月 特別学生

大正15年 西洋画科 金瑢焌 朝鮮/慶尚北道 金瑢□ 西洋画科 昭和6年3月 特別学生

大正15年 西洋画科 吳占壽 朝鮮/全羅南道 呉占寿 西洋画科 昭和6年3月 特別学生

大正15年 西洋画科 張舜卿 台湾/台南州 西洋画科 昭和6年3月 特別学生

大正15年 西洋画科 林學善 朝鮮/京城 林学善 西洋画科 昭和6年3月 特別学生

大正15年 西洋画科 葉仲豪 支那/広東省 ― ― 西洋画科 昭和4年度度 特別学生

大正15年 彫刻科塑造部 大須賀力 東京 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和8年度度

大正15年 彫刻科塑造部 緒方敏雄 福岡 彫刻選科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科塑造部 奥田勝 奈良 彫刻科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科塑造部 川邊政一 神奈川 川辺政一 ― ― 彫刻科塑造部 昭和3年度度

大正15年 彫刻科塑造部 黑田嘉治 東京 黒田嘉治 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和6年度度

大正15年 彫刻科塑造部 古賀勝郎 佐賀 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和8年度度

大正15年 彫刻科塑造部 佐土哲二 東京 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正15年 彫刻科塑造部 巽一太郎 大阪 彫刻科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科塑造部 中澤安雄 滋賀 中沢安雄 彫刻科塑造部 昭和7年3月

大正15年 彫刻科塑造部 中野右左人 熊本 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正15年 彫刻科塑造部 服部不二之 山形 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正15年 彫刻科塑造部 松尾二兵衞 佐賀 松尾二兵衛 彫刻選科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科塑造部 三木凱歌 和歌山 彫刻科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和8年度度

大正15年 彫刻科塑造部 森新造 鹿児島 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和3年度度

大正15年 彫刻選科塑造部 阿部勝三 福岡 彫刻選科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻選科塑造部 池田晃 千葉 彫刻選科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻選科塑造部 岸崎猪之助 京都 彫刻選科塑造部 昭和5年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正15年 彫刻選科塑造部 金武朝健 沖縄 彫刻選科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻選科塑造部 近藤要 香川 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和7年度度

大正15年 彫刻選科塑造部 田口喜與志 ⾧野 田口喜与志 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度

大正15年 彫刻選科塑造部 津島圭次 青森 津島圭治 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正15年 彫刻選科塑造部 野々村一男 愛知 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 研究生(塑造) 昭和8年度度

大正15年 彫刻選科塑造部 野木次郎 福島 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度

大正15年 彫刻選科塑造部 古谷太郎 福岡 古屋太郎 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和2年度

大正15年 彫刻選科塑造部 矢崎虎夫 ⾧野 彫刻選科塑造部 昭和6年3月

大正15年 彫刻選科塑造部 山田敏雄 大阪 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

大正15年 彫刻科塑造部 金斗一 朝鮮/平安南道 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 特別学生

大正15年 彫刻科塑造部 陳在癸 台湾/台中洲 彫刻選科塑造部 昭和6年3月 特別学生

大正15年 彫刻科木彫部 石崎芳夫 東京 ― ― 彫刻科木彫部 昭和3年度度

大正15年 彫刻科木彫部 齋藤誠一 新潟 斎藤誠一 彫刻科木彫部 昭和6年3月 研究生(木彫) 昭和7年度度

大正15年 彫刻科木彫部 潮見淸 東京 潮見清 彫刻科木彫部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科木彫部 田近政二 富山 田邊政二 彫刻科木彫部 昭和6年3月 研究生(木彫) 昭和8年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

大正15年 彫刻科木彫部 辻堂善次郎 富山 彫刻科木彫部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科木彫部 ⾧沼孝三 山形 彫刻科木彫部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科木彫部 萩原省三 栃木 彫刻科木彫部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科木彫部 松原正明 熊本 彫刻科木彫部 昭和6年3月

大正15年 彫刻科木彫部 米原一成 島根 ― ― 彫刻科木彫部 昭和6年度度

大正15年 彫刻選科木彫部 中村壽藏 東京 中村寿蔵 彫刻選科木彫部 昭和6年3月

大正15年 建築科 磯山正 静岡 建築科 昭和7年3月

大正15年 建築科 岡百壽 東京 岡百寿 建築科 昭和6年3月

大正15年 建築科 倉橋宜勝 山口 椿宜勝 建築科 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度

大正15年 建築科 佐藤誠一 埼玉 建築科 昭和6年3月

大正15年 建築科 曾禰駒雄 東京 曽根駒雄 ― ― 建築科 大正15年度度

大正15年 建築科 吉村順三 東京 建築科 昭和6年3月

大正15年 図案科 芥川猛次 静岡 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 大田外男 石川 ― ― 図案科 昭和2年度度

大正15年 図案科 小川洗二 茨城 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 加藤次雄 東京 図案科 昭和7年3月

大正15年 図案科 北川雄三 京都 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 鈴木五郎 東京 ― ― 図案科 昭和5年度度

大正15年 図案科 關力 茨城 関力 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 高橋信夫 神奈川 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 坪井鶴吉 香川 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 中田滿雄 岐阜 中田満雄 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 西方勝雄 宮城 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 疋田三郎 東京 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 二見源治 北海道 図案科 昭和6年3月

大正15年 図案科 村田吉雄 富山 ― ― 図案科 昭和2年度度
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大正15年 図案科 李順石 朝鮮/京城 図案科 昭和6年3月 特別学生

大正15年 金工科彫金部 織田愼一 東京 織田慎一 金工科彫金部 昭和6年3月 研究生(彫金) 昭和8年度度

大正15年 金工科彫金部 後藤學一 香川 後藤学一 金工科彫金部 昭和6年3月

大正15年 金工科彫金部 竹内元之助 三重 金工科彫金部 昭和6年3月

大正15年 金工科彫金部 内藤四郎 東京 金工科彫金部 昭和6年3月 研究生(彫金) 昭和8年度度

大正15年 金工科彫金部 福田隆 三重 福田隆 金工科彫金部 昭和6年3月

大正15年 金工科鍛金部 矢部國士 福島 矢部国士 金工科鍛金部 昭和6年3月

大正15年 金工科鍛金部 鷲田孝 福井 金工科鍛金部 昭和6年3月

大正15年 金工選科鍛金部 秋田賴一郎 群馬 秋田頼一郎 金工選科鍛金部 昭和5年3月 研究生(鍛金) 昭和7年度度

大正15年 金工選科鍛金部 大谷健三 愛媛 金工選科鍛金部 昭和5年3月

大正15年 金工選科鍛金部 湯川登 東京 金工選科鍛金部 昭和5年3月 研究生(鍛金) 昭和6年度度

大正15年 鋳造科 安部貞世 岩手 安倍貞世 鋳造科 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度

大正15年 鋳造科 老子秀雄 富山 ― ― 鋳造科 大正15年度度

大正15年 鋳造科 金山智宗 富山 ― ― 鋳造科 昭和3年度度

大正15年 鋳造科 近藤義和 新潟 鋳造科 昭和6年3月

大正15年 鋳造科 淸水巖 神奈川 清水巌 鋳造科 昭和6年3月 研究生(鋳造) 昭和7年度度

大正15年 鋳造科 田中武雄 東京 鋳造科 昭和6年3月

大正15年 鋳造科 山本健次 富山 ― ― 鋳造科 大正15年度度

大正15年 漆工科 淺野豐 ⾧野 浅野豊 ― ― 漆工科 大正15年度度

大正15年 漆工科 彼谷淸一 富山 彼谷清一 漆工科 昭和6年3月 研究生(漆工) 昭和6年度度

大正15年 図画師範科 靑山龍水 ⾧崎 青山竜水 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 石山忠夫 福島 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 岩下春治 宮崎 岩下資治 図画師範科 昭和4年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和3年度

大正15年 図画師範科 太田留三 滋賀 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 岡田淸 ⾧野 岡田清 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 加藤藤三郎 東京 ― ― 図画師範科 昭和3年度度

大正15年 図画師範科 河野太郎 大分 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 志賀完 秋田 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 鈴木淸 神奈川 鈴木清 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 鮮于澹 朝鮮平安南道 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 高妻巳子雄 大阪 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 中島穣 東京 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 中村十郎 山口 ― ― 図画師範科 昭和2年度度

大正15年 図画師範科 林繁雄 熊本 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 原竹男 福島 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 范洪甲 台湾台南州 高原洪甲 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 平井善一 大阪 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 福井望 兵庫 福井望 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 福島瀧雄 福島 福島滝雄 ― ― 図画師範科 昭和3年度度

大正15年 図画師範科 藤本多賀喜 大分 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 本多三郎 福島 ― ― 図画師範科 昭和2年度度

大正15年 図画師範科 松本光 千葉 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 松崎愛人 福岡 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 村上一雄 岡山 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 本谷辰次 石川 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 森隆太郎 富山 ― ― 図画師範科 大正15年度度

大正15年 図画師範科 山下大五郎 神奈川 図画師範科 昭和4年3月

大正15年 図画師範科 山田武 東京 図画師範科 昭和4年3月 研究生(師範) 昭和6年度度

昭和2年 日本画科 赤井隆二郎 東京 庚蓉 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 有海喜久造 北海道 有海喜久造 ― ― 日本画科 昭和4年度度

昭和2年 日本画科 岩城照夫 宮城 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 大岩德 千葉 大岩徳 成徳 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 櫻井眞太郎 東京 桜井真太郎 香具緒 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 住田優 愛媛 日本画科 昭和8年3月

昭和2年 日本画科 高橋博 ⾧野 更成 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 中西一郎 岡山 一路 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 ⾧嶺雅男 愛知 日本画科 昭和7年3月 研究生(日本画) 昭和7年度

昭和2年 日本画科 成澤精一 山形 成沢精一 日本画科 昭和8年3月

昭和2年 日本画科 蓮見廣門 東京 蓮見広門 ― ― 日本画科 昭和3年度度

昭和2年 日本画科 花岡勇二 島根 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 馬場一雄 ⾧野 一成 日本画科 昭和8年3月

昭和2年 日本画科 林谷乙治 石川 龍奎 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 藤森松兵衛 ⾧野 青芸 日本画科 昭和7年3月 研究科(日本画) 昭和8年度

昭和2年 日本画科 伏石繁男 香川 繁生 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 堀田文雄 愛知 文園 日本画科 昭和7年7月

昭和2年 日本画科 町田成明 東京 ― ― 日本画科 昭和4年度度

昭和2年 日本画科 水谷春夫 東京 日本画科 昭和7年3月

昭和2年 日本画科 宮原武文 熊本 日本画科 昭和8年3月

昭和2年 日本画科 村上景介 山口 日本画科 昭和8年7月

昭和2年 日本画科 横山鑛治 山形 横山鉱治 ― ― 日本画科 昭和5年度度

昭和2年 西洋画科 石川滋彥 東京 石川滋彦 西洋画科 昭和7年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和2年 西洋画科 岩松惇 鹿児島 ― ― 西洋画科 昭和3年度度

昭和2年 西洋画科 圓城寺昇 千葉 円城寺昇 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 大岡文男 大阪 ― ― 西洋画科 昭和3年度度

昭和2年 西洋画科 大西信義 愛知 ― ― 西洋画科 昭和5年度度

昭和2年 西洋画科 岡一郎 新潟 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 加藤淸一 北海道 加藤清一 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 木下幹一 大分 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 黑田賴綱 東京 黒田頼綱 西洋画科 昭和7年3月 研究科(油画) 昭和9年度

昭和2年 西洋画科 齋藤鴻三 神奈川 斉藤鴻三 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 齋藤求 山形 斉藤求 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 佐久間忠助 福岡 佐久間忠雄 山口忠助 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（佐久間忠雄）

昭和2年 西洋画科 佐々木四郎 広島 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 佐藤久雄 山形 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 椎原治 大阪 推原治 西洋画科 昭和7年3月 研究科(油画) 昭和8年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和3年度（推原治）

昭和2年 西洋画科 島田彥五郎 ⾧野 島田彦五郎 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 島津一郎 東京 西洋画科 昭和7年3月 彫刻科塑造部 昭和11年度度

昭和2年 西洋画科 下村源吾 佐賀 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 白川一郎 香川 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 杉村惇 東京 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 竹内捷司 静岡 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 竹田定明 東京 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 田邊門樹 愛知 田辺門樹 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 玉置弘三 東京 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 塚本張男 広島 塚本張夫 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 寺田賴一 東京 寺田頼一 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 戶田郁郎 東京 戸田郁郎 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 中根岡一 東京 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 ⾧嶺武四郎 山口 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 名渡山愛順 沖縄 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 牲川英雄 和歌山 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度

昭和2年 西洋画科 濱口喬夫 高知 浜口喬夫 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 廣田威安 愛知 広田威安 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 廣田重男 兵庫 広田重男 油画科 昭和10年3月

昭和2年 西洋画科 古厩博人 ⾧野 ― ― 西洋画科 昭和5年度度

昭和2年 西洋画科 松永隆 広島 西洋画科 昭和7年3月

昭和2年 西洋画科 水島淸 新潟 水嶋淸 水島清 西洋画科 昭和8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（水嶋淸）

昭和2年 西洋画科 柳澤松一 ⾧野 柳沢松一 西洋画科 昭和7年3月 研究生(西洋画) 昭和7年度度

昭和2年 西洋画科 山下武郎 鹿児島 ― ― 西洋画科 昭和5年度度

昭和2年 西洋画科 吉川淸 高知 吉川清 西洋画科 昭和8年3月

昭和2年 西洋画科 鷲尾敬義 大阪 ― ― 西洋画科 昭和4年度度

昭和2年 西洋画科 何德來 台湾 何徳来 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 韓三鉉 朝鮮 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 吉鎭變 朝鮮 吉鎮変 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 金應璡 朝鮮 金応璡 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 朴根鎬 朝鮮 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 朴魯弘 朝鮮 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 李景溱 朝鮮 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 西洋画科 李馬銅 朝鮮 西洋画科 昭和7年3月 特別学生

昭和2年 彫刻科塑造部 入江弘 福岡 入江比呂 彫刻科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科塑造部 大島住之助 福島 彫刻科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科塑造部 大森弘 茨城 大森弓麿 彫刻選科塑造部 昭和7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度（大森弓麿）

昭和2年 彫刻科塑造部 龜谷義夫 福岡 龜谷義雄 亀谷義夫

 亀谷義雄

彫刻科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和9年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（龜谷義雄）

昭和2年 彫刻科塑造部 川邊政一 神奈川 川辺政一 ― ― 彫刻科塑造部 昭和3年度

昭和2年 彫刻科塑造部 笹村良紀 東京 草家人 彫刻科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科塑造部 新谷秀雄 石川 新谷英夫 ― ― 彫刻科塑造部 昭和2年度

昭和2年 彫刻科塑造部 菅沼藤太郎 愛知 五郎 彫刻科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和2年 彫刻科塑造部 高木健次 茨城 彫刻科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科塑造部 永峰淸 東京 永峰清 彫刻科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和7年度

昭和2年 彫刻科塑造部 中村惠藏 鹿児島 中村恵蔵 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和5年度度度

昭和2年 彫刻科塑造部 林是 東京 彫刻科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和8年度

昭和2年 彫刻科塑造部 福田安敏 福岡 福田安敏 彫刻科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科塑造部 堀江泰夫 岩手 彫刻科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科塑造部 松木治 新潟 彫刻科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和2年 彫刻科塑造部 若島俊夫 富山 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 有地重則 ⾧崎 廣倫 彫刻選科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和7年度

昭和2年 彫刻選科塑造部 井上安一 熊本 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 尾池理三郎 香川 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和3年度度

昭和2年 彫刻選科塑造部 大石兼男 山形 彫刻選科塑造部 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和2年 彫刻選科塑造部 龜田千代造 栃木 亀田千代造 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 關東賢二 福岡 関東賢二 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 北村信治 奈良 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和6年度度

昭和2年 彫刻選科塑造部 齋藤⾧四郎 新潟 斉藤⾧四郎 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度

昭和2年 彫刻選科塑造部 介川芳松 茨城 芳秀 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 ⾧谷川正雄 ⾧野 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 前田與十郎 石川 前田与十郎 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科塑造部 水野金三郎 静岡 水野欣三郎 彫刻選科塑造部 昭和7年3月 研究生(塑造) 昭和7年度

昭和2年 彫刻選科塑造部 文錫五 朝鮮平安南道 彫刻選科塑造部 昭和7年3月 研究生(塑造) 昭和7年度

昭和2年 彫刻選科塑造部 山田敏雄 大阪 山田敏雄 彫刻選科塑造部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科木彫部 石塚貞男 埼玉 彫刻科木彫部 昭和7年3月 研究科(木彫) 昭和8年度

昭和2年 彫刻科木彫部 江上正男 広島 彫刻科木彫部 昭和7年3月 研究生(木彫) 昭和7年度

昭和2年 彫刻科木彫部 奧山泰堂 愛知 奥山泰堂 彫刻科木彫部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻科木彫部 淸水利治 富山 清水利治 彫刻科木彫部 昭和7年3月 研究科(木彫) 昭和9年度

昭和2年 彫刻科木彫部 安田春男 大阪 芳民 彫刻科木彫部 昭和7年3月

昭和2年 彫刻選科木彫部 靑柳謹衞 東京 青柳謹衛 彫刻選科木彫部 昭和9年3月

昭和2年 彫刻選科木彫部 岡田春吉 東京 彫刻選科木彫部 昭和7年3月 研究科(木彫) 昭和8年度

昭和2年 彫刻選科木彫部 片倉仁 宮崎 ― ― 彫刻選科木彫部 昭和6年度度

昭和2年 彫刻選科木彫部 小林芳聰 香川 小林芳聡 秀江 彫刻選科木彫部 昭和7年3月

昭和2年 建築科 天野正治 東京 建築科 昭和7年3月

昭和2年 建築科 梅田良雄 富山 梅田良雄 建築科 昭和7年3月

昭和2年 建築科 小口良一 ⾧野 ― ― 建築科 昭和4年度度

昭和2年 建築科 小野田明 愛知 建築科 昭和7年3月

昭和2年 建築科 加倉井昭夫 茨城 建築科 昭和7年3月

昭和2年 建築科 後藤甞一郎 東京 建築科 昭和7年3月

昭和2年 建築科 佐保新 東京 建築科 昭和7年3月

26／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和2年 建築科 松浦主税 兵庫 建築科 昭和7年3月

昭和2年 建築科 村松作次郎 静岡 建築科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 我妻榮 山形 我妻栄 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 池田美明 石川 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 遠藤彌四郎 京都 遠藤弥四郎 華峯 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 押野芳文 石川 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 片野久夫 東京 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 蒲生寬 宮城 蒲生寛 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 越田喜作 石川 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 小山彥三 埼玉 小山彦三 ― ― 図案科 昭和5年度度

昭和2年 図案科 篠原成勝 富山 ― ― 図案科 昭和3年度度

昭和2年 図案科 谷内尙文 富山 谷内尚文 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 辻復 東京 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 林龜次郎 茨城 林亀次郎 図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 福井尙武 宮城 靑柳尙武 福井尚武

青柳尚武

尚 図案科 昭和7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（靑柳尙武）

昭和2年 図案科 向井福三郎 北海道 向井福三郎

川崎福三郎

図案科 昭和7年3月

昭和2年 図案科 吉村幸一郎 石川 図案科 昭和7年3月 研究科(図案) 昭和9年度

昭和2年 金工科彫金部 笠原八洲男 ⾧野 ― ― 金工科彫金部 昭和2年度度

昭和2年 金工科彫金部 ⾧谷川昇 東京 金工科彫金部 昭和7年3月 研究科(彫金) 昭和9年度

昭和2年 金工科鍛金部 鈴木孝次 東京 金工科鍛金部 昭和7年3月

昭和2年 金工科鍛金部 知坂浩 宮城 知坂浩 金工科鍛金部 昭和7年3月

昭和2年 鋳造科 淺野茂夫 岐阜 浅野茂夫 鋳造科 昭和7年3月 研究科(鋳金) 昭和9年度度

昭和2年 鋳造科 國松秀二郎 千葉 国松秀二郎 ― ― 鋳造科 昭和2年度度

昭和2年 鋳造科 新免弘男 岡山 新免弘男 鋳造科 昭和7年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和2年 鋳造科 多田茂吉 東京 鋳造科 昭和7年3月 研究生(鋳造) 昭和7年度度

昭和2年 鋳造科 辻正雄 石川 鋳造科 昭和7年3月

昭和2年 鋳造科 戶島巖 香川 戸島巌 ― ― 鋳造科 昭和2年度度

昭和2年 鋳造科 秤雄吉 鳥取 鋳造科 昭和7年3月 研究科(鋳金) 昭和9年度

昭和2年 鋳造科 山田熊男 ⾧崎 ― ― 鋳造科 昭和2年度度

昭和2年 鋳造科 山本達次 富山 鋳造科 昭和7年3月 研究生(鋳造) 昭和7年度

昭和2年 漆工科 熊谷茂 富山 晩成 漆工科 昭和7年3月

昭和2年 漆工科 田窪眞吾 愛媛 田窪真吾 漆工科 昭和7年3月

昭和2年 漆工科 橫田啓二 静岡 横田啓二 ― 漆工科 昭和5年度度

昭和2年 漆工科 吉田佐久穗 大阪 吉田佐久穂 一閑 漆工科 昭和7年3月

昭和2年 漆工選科 影山治見 高知 漆工選科 昭和6年3月

昭和2年 漆工選科 ⾧谷川章吾 新潟 漆工選科 昭和5年3月 研究生(漆工) 昭和5年度

昭和2年 漆工選科 吉田隆二 京都 漆工選科 昭和6年3月 研究生(漆工) 昭和6年度

昭和2年 図画師範科 池之上秀志 鹿児島 黑松秀志 黒松秀志 図画師範科 昭和5年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（黑松秀志）

昭和2年 図画師範科 岩瀨富士雄 新潟 岩瀬富士雄 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 大家成哉 高知 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 片岡龍也 熊本 片岡竜也 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 金道卿 朝鮮 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 川口只夫 岩手 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 工藤正義 青森 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 小關利雄 秋田 小関利雄 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 高田克己 福岡 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 高橋五郎 群馬 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 陳承潘 台湾 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 出水勝利 宮崎 九峰 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 富田民治 富山 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 根本義康 茨城 楓香 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 日置加賀夫 石川 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 藤原德太郎 北海道 藤原徳太郎 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 本多三郎 福島 ― ― 図画師範科 昭和2年度度

昭和2年 図画師範科 水野一好 愛知 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 溝田豐 ⾧崎 溝田豊 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 三浦次郎 東京 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 宮崎央 千葉 図画師範科 昭和5年3月

昭和2年 図画師範科 吉川育次 埼玉 図画師範科 昭和5年3月

昭和3年 日本画科 明石守孝 東京 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 飯田正雄 石川 飯田正雄 金穂 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 五十嵐揆一 東京 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 池田尙志 熊本 池田尚志 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 井芹純夫 熊本 黒田純夫 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 磯崎次雄 東京 磯部次雄 日本画科 昭和8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（磯部次雄）

昭和3年 日本画科 岡崎準 山形 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 河合光 兵庫 ― ― 日本画科 昭和8年度度

昭和3年 日本画科 川本末雄 熊本 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 鹽⾧廣 東京 塩⾧廣 塩⾧広 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 杉山寧 東京 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 須田善二 福島 珙中 ― ― 日本画科 昭和8年度度

昭和3年 日本画科 中村修 山口 脩 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 並木安國 ⾧野 並木安国 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 藤井正直 香川 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 丸井金藏 愛知 丸井金蔵 金猊・金臣 日本画科 昭和8年3月 研究科(日本画) 昭和9年度

昭和3年 日本画科 武藤六郎 岐阜 躬行 ― ― 日本画科 昭和8年度度

昭和3年 日本画科 茂木要次郎 東京 ― ― 日本画科 昭和3年度度

昭和3年 日本画科 吉原正道 神奈川 日本画科 昭和8年3月

昭和3年 日本画科 和田恒 栃木 ― ― 日本画科 昭和8年度度

昭和3年 西洋画科 明石繁三 秋田 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和9年度度

昭和3年 西洋画科 赤塚時雄 熊本 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 淺野一郎 茨城 浅野一郎 ― ― 日本画科 昭和5年度度

昭和3年 西洋画科 芦澤浩 岡山 芦澤浩 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 池端彬 鹿児島 留岡彬 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 石塚三郎 福井 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 稻垣直治 和歌山 稲垣直治 ― ― 西洋画科 昭和4年度度

昭和3年 西洋画科 伊森秀樹 福岡 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 上田久之 山口 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 岡正一 京都 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 小川卓爾 広島 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 春日淸彥 ⾧野 春日清彦 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 角浩 広島 角浩 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 兼城賢章 沖縄 兼城賢章 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 龜井嘉治 香川 亀井嘉治 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 河合國雄 岡山 河合国雄 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 川口忠夫 東京 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 小林剛 北海道 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 小林哲夫 ⾧崎 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 嵯峨山善信 福岡 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 新宮淸彥 佐賀 新宮清彦 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 鈴木祖祐 福島 鈴木祖祐 桑三 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 關三郎 秋田 関三郎 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 曾我英吉 新潟 曽我英吉 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 田沼起八郎 神奈川 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 寺田精太郎 兵庫 寺田精太郎 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 鳥羽宗雄 ⾧野 鳥羽宗雄 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 富岡馨 福島 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和8年度

昭和3年 西洋画科 中村新次郎 和歌山 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和3年 西洋画科 楢原健三 大分 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 橋尾常次 和歌山 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 林信 富山 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 平賀次男 宮城 丹野次男 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和8年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（丹野次男）

昭和3年 西洋画科 平山直隆 香川 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和3年 西洋画科 廣田剛郎 ⾧野 広田剛郎 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和9年度

昭和3年 西洋画科 藤野不二男 福岡 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 古木守 山口 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和8年度

昭和3年 西洋画科 町田成朗 東京 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 宮川泰孝 大分 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 三輪省三 大分 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 八幡正之 和歌山 八幡正夫 ― ― 油画科 昭和9年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度（八幡正夫）

昭和3年 西洋画科 山下武郎 鹿児島 ― ― 西洋画科 昭和5年度度

昭和3年 西洋画科 山本太市 愛知 西洋画科 昭和8年3月

昭和3年 西洋画科 王文溥 支那 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和9年度 特別学生

昭和3年 西洋画科 郭柏川 台湾 西洋画科 昭和8年3月 特別学生

昭和3年 西洋画科 金斗濟 朝鮮 金斗済 西洋画科 昭和8年3月 特別学生

昭和3年 西洋画科 洪得順 朝鮮 西洋画科 昭和8年3月 特別学生

昭和3年 西洋画科 崔鳳彬 朝鮮 ― ― 西洋画科 昭和4年度度 特別学生

昭和3年 西洋画科 龍謨 支那 西洋画科 昭和8年3月 研究科(油画) 昭和9年度 特別学生

昭和3年 彫刻科塑造部 明田川孝 新潟 彫刻科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 安部幹雄 東京 彫刻科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 岩崎良平 埼玉 彫刻科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和3年 彫刻科塑造部 漆原馬須雄 香川 彫刻科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 小倉善之助 東京 北青央 彫刻選科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 小田寬一 愛知 小田寛一 彫刻科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和8年度

昭和3年 彫刻科塑造部 川口信彥 大分 川口信彦 彫刻科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 木下繁 石川 彫刻科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和3年 彫刻科塑造部 德力牧之助 京都 徳力牧之助 ― ― 彫刻科塑造部 昭和6年度度

昭和3年 彫刻科塑造部 濱口陽三 千葉 ― ― 彫刻科塑造部 昭和4年度度

昭和3年 彫刻科塑造部 東國雄 ⾧崎 東国男 彫刻科塑造部 昭和9年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 星野宣 群馬 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和3年 彫刻科塑造部 向井久治郎 神奈川 彫刻科塑造部 昭和9年3月

昭和3年 彫刻科塑造部 山本廣二 石川 山本広二 ― ― 彫刻科塑造部 昭和5年度度

昭和3年 彫刻選科塑造部 靑柳利男 茨城 青柳利男 彫刻選科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科塑造部 新井喜惣治 栃木 彫刻科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和3年 彫刻選科塑造部 伊藤鉦次 愛知 彫刻選科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科塑造部 宇佐見庄一 岐阜 彫刻選科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和9年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（宇佐美庄一）

昭和3年 彫刻選科塑造部 木村助治郎 広島 木村助次郎 靂 彫刻選科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和9年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度（木村助次郎）

昭和3年 彫刻選科塑造部 戶張幸男 福岡 戶塚幸男 戸張幸男

 戸塚幸男

彫刻選科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和8年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度（戶塚幸男）

昭和3年 彫刻選科塑造部 富田松治 京都 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和6年度度

昭和3年 彫刻選科塑造部 成瀨藤治 神奈川 成瀬藤治 彫刻選科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和8年度

昭和3年 彫刻選科塑造部 西田信 京都 彫刻選科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科塑造部 原直樹 新潟 彫刻選科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科塑造部 牧内駿司 ⾧野 彫刻選科塑造部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科塑造部 明珍勝友 東京 彫刻選科塑造部 昭和8年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和3年 彫刻選科塑造部 森川勝高 ⾧崎 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和7年度度

昭和3年 彫刻科木彫部 糸永昌泰 大分 ― ― 彫刻科木彫部 昭和4年度度

昭和3年 彫刻科木彫部 今井一雄 神奈川 ― ― 彫刻科木彫部 昭和5年度度

昭和3年 彫刻科木彫部 加賀山敬二 福井 ― ― 彫刻科木彫部 昭和5年度度

昭和3年 彫刻科木彫部 近野信次 山形 彫刻科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科木彫部 中島博 ⾧野 天樹 彫刻科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻科木彫部 水野忠男 福井 彫刻科木彫部 昭和8年3月 研究科(木彫) 昭和8年度

昭和3年 彫刻科木彫部 淀井敏夫 大阪 淀井敏夫 彫刻科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科木彫部 今井榮太郎 ⾧野 今井栄太郎 豊秋 彫刻科木彫部 昭和8年3月
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昭和3年 彫刻選科木彫部 小嶋留吉 茨城 彫刻選科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科木彫部 中川道夫 東京 彫刻選科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科木彫部 水島禎 神奈川 水島禎 彫刻選科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 彫刻選科木彫部 矢野秀德 香川 矢野秀徳 彫刻選科木彫部 昭和8年3月

昭和3年 建築科 石川恒雄 愛媛 建築科 昭和8年3月

昭和3年 建築科 小林謙一 東京 建築科 昭和8年3月

昭和3年 建築科 小林進 東京 建築科 昭和9年3月

昭和3年 建築科 高木乙彥 東京 高木乙彦 建築科 昭和9年3月

昭和3年 建築科 戶川喜久二 新潟 戸川喜久二 建築科 昭和8年3月

昭和3年 建築科 ⾧原玄 岐阜 建築科 昭和8年3月

昭和3年 建築科 松原方 東京 ― ― 建築科 昭和7年度度

昭和3年 建築科 保浦靜二 東京 保浦静二 建築科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 訓覇行雄 三重 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 才田健治 石川 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 佐野常一郎 石川 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 島公靖 埼玉 島公靖 ― ― 図案科 昭和4年度度

昭和3年 図案科 島眞一 東京 島真一 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 白井慶治 神奈川 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 鈴木瀧夫 静岡 鈴木滝夫 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 砂川勤三 東京 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 野口久光 千葉 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 馬場見良一 石川 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 廣瀨一郎 茨城 広瀬一郎 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 正見六郎 石川 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 松井汲夫 東京 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 室井正孝 栃木 図案科 昭和8年3月

昭和3年 図案科 山本武夫 東京 図案科 昭和8年3月

昭和3年 金工科彫金部 荒木敬藏 福島 荒木敬蔵 金工科彫金部 昭和8年3月 研究科(彫金) 昭和8年度

昭和3年 金工科彫金部 後藤年彥 東京 後藤年彦 金工科彫金部 昭和8年3月

昭和3年 金工科彫金部 德島實 岐阜 傍島實 徳島実

 傍島実

金工科彫金部 昭和8年3月 研究科(彫金) 昭和8年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和4年度（傍島實）

昭和3年 金工科彫金部 東原卓馬 香川 金工科彫金部 昭和8年3月 研究科(彫金) 昭和8年度

昭和3年 金工科彫金部 本島高明 東京 金工科彫金部 昭和8年3月

昭和3年 金工選科彫金部 大谷四郎 茨城 ― ― 金工選科彫金部 昭和6年度度

昭和3年 金工選科彫金部 鈴木猛雄 茨城 ― ― 金工選科彫金部 昭和6年度度

昭和3年 金工科鍛金部 上野義三郎 香川 金工科鍛金部 昭和8年3月

昭和3年 金工科鍛金部 坂梨啓示 福岡 ― ― 金工科鍛金部 昭和5年度度

昭和3年 金工科鍛金部 柴田武次 新潟 金工科鍛金部 昭和8年3月 研究科(鍛金) 昭和10年度

昭和3年 金工科鍛金部 三井安蘇夫 東京 金工科鍛金部 昭和8年3月 研究科(鍛金) 昭和8年度

昭和3年 鋳造科 末吉菊麿 石川 鋳造科 昭和8年3月

昭和3年 鋳造科 武田武文 新潟 鋳造科 昭和8年3月

昭和3年 鋳造科 中垣秀吉 石川 鋳造科 昭和8年3月 研究科(鋳金) 昭和9年度

昭和3年 鋳造科 眞鍋知道 石川 真鍋知道 鋳造科 昭和8年3月 研究科(鋳金) 昭和8年度

昭和3年 鋳造科 武藤太郎 福岡 鋳造科 昭和8年3月

昭和3年 鋳造科 山邊世利人 佐賀 ― ― 鋳造科 昭和3年度度

昭和3年 漆工科 北村久造 奈良 大通 漆工科 昭和8年3月

昭和3年 漆工科 新村選吉 石川 ⾧閑子 漆工科 昭和8年3月

昭和3年 漆工科 宮井漣平 三重 廣悦 漆工科 昭和8年3月

昭和3年 漆工科 宮崎九藏 京都 高見九藏 宮崎九蔵

 高見九蔵

漆工科 昭和8年3月 研究科(漆工) 昭和9年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（高見九藏）

漆工選科 入山平太郎 新潟 漆工選科 昭和8年3月

漆工選科 姜昌奎 朝鮮 漆工選科 昭和8年3月 研究科(漆工) 昭和8年度度

漆工選科 宮林莊七郎 富山 宮林荘七郎 漆工選科 昭和8年3月

昭和3年 図画師範科 石川一郎 福島 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 石野安親 東京 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 石本秀雄 ⾧崎 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 内倉信次 東京 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 大泉米吉 宮城 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 大嶽利藏 愛知 大嶽利蔵 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 岡田淸一 茨城 岡田清一 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 岡部文之助 北海道 岡部久之助 図画師範科 昭和6年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（岡部久之助）

昭和3年 図画師範科 金成勇夫 福島 白夢 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 瓦井好光 栃木 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 澤健二 愛知 沢健二 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 柴田善登 福岡 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 鈴木傅 北海道 鈴木伝 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 高柳種行 佐賀 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 瀧井金茂 滋賀 滝井金茂 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 陳慧坤 台湾 上苑 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 豐田一男 群馬 豊田一男 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 西村義人 熊本 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 平田興二 福岡 三帆 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 益田久方 宮崎 益田久方 図画師範科 昭和6年3月

昭和3年 図画師範科 松尾弘 福岡 図画師範科 昭和6年3月

昭和4年 日本画科 板谷廣起 東京 板谷広起 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 稻垣虎之助 石川 稲垣虎之助 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 今田慶一郎 島根 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 浦田正夫 熊本 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 江間祐壽 福島 江間祐寿 江摩有生 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 笠崎徹太郎 愛媛 ― ― 日本画科 昭和5年度度

昭和4年 日本画科 小坂泰二郎 ⾧野 行人 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 佐々木光英 福井 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 菅澤幸司 千葉 菅沢幸司 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 十河正雄 山口 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 高井惠 福井 高井恵 章晴 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 高木孝太郎 東京 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 田中善美 岐阜 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 築比地正司 群馬 ― ― 日本画科 昭和7年度度

昭和4年 日本画科 ⾧濱眞敏 東京 ⾧浜真敏 ― ― 日本画科 昭和6年度度

昭和4年 日本画科 新名武美 大分 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 野上陳貞 秋田 ― ― 日本画科 昭和4年度度

昭和4年 日本画科 廣橋環 富山 広橋環 ― ― 日本画科 昭和5年度度

昭和4年 日本画科 星野辰藏 新潟 星野辰蔵 ― ― 日本画科 昭和6年度度

昭和4年 日本画科 溝口宗博 東京 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 村上太郎 広島 ― ― 日本画科 昭和4年度度

昭和4年 日本画科 森下善作 青森 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 日本画科 山本正泰 東京 日本画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 相澤武男 宮城 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 五十嵐俊夫 石川 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 石田久雄 佐賀 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 石山融 石川 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和4年 西洋画科 伊藤淸永 兵庫 伊藤清永 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和4年 西洋画科 伊藤悌三 東京 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 稻垣直治 和歌山 稲垣直治 ― ― 西洋画科 昭和4年度度

昭和4年 西洋画科 今村俊夫 香川 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 大城貞尙 沖縄 大城晧也 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 岡田和夫 宮崎 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 岡本太郎 東京 ― ― 西洋画科 昭和4年度度

昭和4年 西洋画科 荻原孝一 ⾧野 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 小田谷養次 三重 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 金子三藏 東京 金子三蔵 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 川瀨成一郎 栃木 川瀬成一郎 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 川端實 東京 川端実 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 佐々木孔 宮城 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和4年 西洋画科 嶋崎政太郎 東京 島崎政太郎 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 末澤繁信 香川 末沢繁信 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 杉浦諭吉 東京 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和4年 西洋画科 關口茂 茨城 関口茂 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 孫一峰 朝鮮慶尚北道 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 高見淸一 宮崎 高見清一 ― ― 油画科 昭和8年度度

昭和4年 西洋画科 竹内英雄 ⾧野 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和11年度

昭和4年 西洋画科 田村玄一郎 新潟 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和9年度

昭和4年 西洋画科 外岡梅太郎 神奈川 外岡梅太郎 ― ― 油画科 昭和10年度度

昭和4年 西洋画科 中島龜三郎 埼玉 中島亀三郎 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 奈古屋晴夫 山口 奈古屋晴夫 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 灘波秀二 東京 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 新關國臣 山形 新関国臣 蒼鳳子 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和4年 西洋画科 西川幸衛 佐賀 鳳 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 西村計雄 北海道 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和4年 西洋画科 野村章三 高知 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和4年 西洋画科 ⾧谷川時郎 秋田 油画科 昭和10年3月

昭和4年 西洋画科 濱松政之助 秋田 浜松政之助 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 林邦男 鹿児島 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 福富實 栃木 福富実 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 藤田篤次郎 愛媛 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 細田喜道 島根 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 眞木小太郎 茨城 真木小太郎 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 万田稔 広島 ― ― 西洋画科 昭和6年度度

昭和4年 西洋画科 宮地亨 佐賀 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 兩角武方 ⾧野 両角武方 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和4年 西洋画科 山川勇一郎 石川 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和9年度

昭和4年 西洋画科 山野正 広島 油画科 昭和9年3月

昭和4年 西洋画科 山本日子士良 奈良 ― ― 油画科 昭和8年度度

昭和4年 西洋画科 權雨澤 朝鮮全羅北道 権雨沢 以白 油画科 昭和9年3月 特別学生

昭和4年 西洋画科 陳洵 支那江蘇省 油画科 昭和9年3月 研究科(油画) 昭和9年度 特別学生

昭和4年 西洋画科 李梅樹 台湾台北州 李梅樹 油画科 昭和9年3月 特別学生

昭和4年 西洋画科 李鳳榮 朝鮮忠清南道 油画科 昭和9年3月 特別学生

昭和4年 彫刻科塑造部 相羽秀雄 愛知 相羽秀雄 ― ― 彫刻科塑造部 昭和7年度度

昭和4年 彫刻科塑造部 井上信道 京都 彫刻科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻科塑造部 上田薰 広島 上田薫 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科（塑造） 昭和10年度

昭和4年 彫刻科塑造部 畝村直久 石川 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科（塑造） 昭和11年度

昭和4年 彫刻科塑造部 大塚三郎 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和8年度度

昭和4年 彫刻科塑造部 片山義郎 東京 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科（塑造） 昭和10年度

昭和4年 彫刻科塑造部 酒見常藏 兵庫 酒見常蔵 ― ― 彫刻科塑造部 昭和7年度度

昭和4年 彫刻科塑造部 鷹巢照久 佐賀 鷹巣照久 彫刻科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻科塑造部 田中達三 福岡 志田達三 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和10年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（志田達三）

昭和4年 彫刻科塑造部 谷野忠也 愛知 ― ― 彫刻科塑造部 昭和5年度度

昭和4年 彫刻科塑造部 富岡泰 茨城 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和4年 彫刻科塑造部 中村三郎 京都 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和4年 彫刻科塑造部 盤若一郎 富山 彫刻科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻科塑造部 眞鍋忠行 香川 真鍋忠行 彫刻科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和4年 彫刻科塑造部 横田文男 大阪 彫刻科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻科塑造部 吉川常雄 京都 彫刻選科塑造部 昭和11年3月 研究科(塑造) 昭和12年度

昭和4年 彫刻科塑造部 吉田寬次 京都 吉田寛次 叡示? 彫刻選科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和4年 彫刻選科塑造部 淺岡重次 東京 浅岡重次 彫刻選科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻選科塑造部 大間知龍之助 富山 彫刻選科塑造部 昭和9年3月

28／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和4年 彫刻選科塑造部 桑村伸夫 岡山 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和6年度度

昭和4年 彫刻選科塑造部 小瀨村淸 神奈川 小瀬村清 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和7年度度

昭和4年 彫刻選科塑造部 須崎秀一 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度

昭和4年 彫刻選科塑造部 富田武雄 茨城 彫刻選科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻選科塑造部 中村永男 ⾧野 彫刻選科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和11年度

昭和4年 彫刻選科塑造部 服部不二良 山形 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和6年度度

昭和4年 彫刻選科塑造部 兵頭文智 東京 ― ― 彫刻選科塑造部 昭和4年度度

昭和4年 彫刻選科塑造部 松田一郎 東京 順弘 彫刻選科塑造部 昭和9年3月 研究科(塑造) 昭和9年度

昭和4年 彫刻選科塑造部 本武憲孝 熊本 彫刻選科塑造部 昭和9年3月

昭和4年 彫刻科木彫部 後藤光行 東京 彫刻科木彫部 昭和9年3月 研究科(木彫) 昭和10年度

昭和4年 彫刻科木彫部 相良又二 福岡 彫刻科木彫部 昭和9年3月 研究科(木彫) 昭和9年度

昭和4年 彫刻科木彫部 古川順三 大阪 彫刻科木彫部 昭和9年3月 研究科(木彫) 昭和10年度

昭和4年 彫刻科木彫部 籾山三穀 群馬 彫刻科木彫部 昭和9年3月 研究科(木彫) 昭和10年度

昭和4年 彫刻科木彫部 八木武雄 香川 彫刻科木彫部 昭和9年3月 研究科(木彫) 昭和9年度

昭和4年 彫刻科木彫部 分部順治 群馬 彫刻科木彫部 昭和9年3月 研究科(木彫) 昭和10年度

昭和4年 建築科 加藤政雄 岐阜 建築科 昭和9年3月

昭和4年 建築科 小池鋿三 岐阜 小池尙三 小池尚三 建築科 昭和10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度, 昭和9年度（小池尙三）

昭和4年 建築科 白石直一 愛媛 建築科 昭和10年7月

昭和4年 建築科 髙本鐡之介 愛媛 髙木鐡之介？ 高木鉄之介 ― ― 建築科 昭和9年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度（髙木鐡之介）

昭和4年 建築科 中久木宏策郎 三重 建築科 昭和9年3月

昭和4年 建築科 ⾧谷川三之助 東京 建築科 昭和9年3月

昭和4年 建築科 原千代彥 東京 原千代彦 建築科 昭和9年3月

昭和4年 建築科 藤井忠雄 東京 建築科 昭和9年3月

昭和4年 図案科 明石聖一 香川 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 秋山光喬 山梨 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 上田平八郎 京都 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 加藤淸澄 石川 加藤清澄 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 菅泰造 愛媛 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 暮田延美 群馬 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 小牧信 福井 工芸科図案部 昭和9年7月

昭和4年 図案科 近藤兄二郎 福岡 桂二郎 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 多田健三 石川 ― ― 図案科 昭和6年度度

昭和4年 図案科 ⾧瀨直諒 秋田 ⾧瀬直諒 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 灘山敏 ⾧崎 灘山敏 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 宮崎喜作 北海道 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 村島秀三 富山 秀磨 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 吉田幸治 石川 工芸科図案部 昭和9年3月

昭和4年 図案科 司徒慧敏 支那廣東省 司徒慧敏 ― ― 図案科 昭和4年度度 特別学生

昭和4年 金工科彫金部 榎本薩雄 鹿児島 工芸科彫金部 昭和9年3月 研究科(彫金) 昭和9年度

昭和4年 金工科彫金部 桂野文克 山形 工芸科彫金部 昭和9年3月

昭和4年 金工科彫金部 野口量介 埼玉 工芸科彫金部 昭和9年3月

昭和4年 金工科彫金部 增田三男 埼玉 増田三男 工芸科彫金部 昭和9年3月 研究科(彫金) 昭和10年度

昭和4年 金工科彫金部 安井喜一 神奈川 工芸科彫金部 昭和9年3月 研究科(彫金) 昭和10年度

昭和4年 金工科鍛金部 加藤正之 広島 工芸科鍛金部 昭和9年3月 研究科(鍛金) 昭和10年度

昭和4年 金工科鍛金部 佐藤潤四郎 福島 工芸科鍛金部 昭和9年3月 研究科(鍛金) 昭和9年度

昭和4年 金工科鍛金部 西川浩 高知 西川浩 工芸科鍛金部 昭和9年3月 研究科(鍛金) 昭和10年度

昭和4年 金工選科鍛金部 松原春男 香川 松原春雄 工芸科選科鍛金部 昭和9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度（松原春雄）

昭和4年 鋳造科 尾形萬作 秋田 尾形万作 ― ― 鋳造科 昭和5年度3月

昭和4年 鋳造科 熊田五郎 神奈川 ― ― 鋳造科 昭和7年度3月

昭和4年 鋳造科 平健司 鹿児島 大迫健司 工芸科鋳金部 昭和9年3月 研究科(鋳金) 昭和9年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（大迫健司）

昭和4年 鋳造科 内藤工 兵庫 ― ― 鋳造科 昭和4年度度

昭和4年 鋳造科 日野鶴之助 愛媛 ― ― 鋳造科 昭和5年度度

昭和4年 鋳造科 三好弘 香川 工芸科鋳金部 昭和9年7月

昭和4年 鋳造科 山本武 香川 ― 鋳造科 昭和7年度度

昭和4年 漆工科 石井潔 新潟 工芸科漆工部 昭和9年3月

昭和4年 漆工科 大原彰三 ⾧野 工芸科漆工部 昭和9年3月

昭和4年 漆工科 葛西信造 青森 ― ― 漆工科 昭和7年度度

昭和4年 漆工科 加納政治 富山 ― ― 漆工科 昭和6年度度

昭和4年 漆工科 櫛原茂雄 鹿児島 ― ― 漆工科 昭和4年度度

昭和4年 漆工科 高桑與一 石川 高桑与一 工芸科漆工部 昭和9年3月

昭和4年 漆工科 舟見可成 新潟 城倉可成 工芸科漆工部 昭和9年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（城倉可成）

昭和4年 漆工科 百足双二 福島 工芸科漆工部 昭和9年3月

昭和4年 漆工科 渡邊哲郎 新潟 渡辺哲郎 ― ― 漆工科 昭和4年度度

昭和4年 図画師範科 安藤勳 岐阜 安藤勲 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 上野省策 新潟 図画師範科 昭和8年3月

昭和4年 図画師範科 大島正記 大分 大島正規 図画師範科 昭和7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（大島正規）

昭和4年 図画師範科 岡田勝 奈良 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 尾上一男 埼玉 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 尾崎三好 福岡 ― ― 図画師範科 昭和6年度度

昭和4年 図画師範科 小野左衛 新潟 小野庄衛 ― ― 図画師範科 昭和6年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（小野庄衛）

昭和4年 図画師範科 岐部兆治 静岡 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 熊田滿佐吾 大阪 熊田満佐吾 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 坂元一男 鹿児島 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 末廣正治 大分 末広正治 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 鈴木淸喜 福島 鈴木清喜

 青津清喜

図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 竹内實 神奈川 竹内実 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 武智輯 愛媛 武智集 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 太齋春夫 宮崎 太斉春夫 図画師範科 昭和7年3月 研究生(師範) 昭和7年度

昭和4年 図画師範科 田中儀藏 滋賀 田中儀蔵 ― ― 図画師範科 昭和6年度度

昭和4年 図画師範科 常松菅晴 福島 常松菅晴 泰秀 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 永田珠一 熊本 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 廣橋齊 富山 広橋斉 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 藤原芳春 愛知 図画師範科 昭和7年3月 研究生(師範) 昭和8年度

昭和4年 図画師範科 古野由男 広島 路石 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 水田莊介 福島 水田荘介 蓼穂 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 森英 香川 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 森重武 奈良 図画師範科 昭和7年3月

昭和4年 図画師範科 森元仁平 石川 森本仁平 図画師範科 昭和7年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和5年度（森本仁平）

昭和5年 日本画科 岡田昇 広島 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 小川壽一 東京 小川寿一 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 小寺禮三 愛知 小寺礼三 日本画科 昭和10年3月 研究科(日本画) 昭和12年度

昭和5年 日本画科 加島一郎 東京 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 川崎雅 香川 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 河部貞夫 島根 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 木村傳 愛知 木村伝 ― ― 日本画科 昭和7年度度

昭和5年 日本画科 淸野覺二 福島 清野覚二 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 倉島千曲馬 ⾧野 日本画科 昭和10年7月

昭和5年 日本画科 榊原耈一郎 東京 日本画科 昭和11年3月

昭和5年 日本画科 竹内喜一 愛知 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 田村基 群馬 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 中井芳郎 広島 ― ― 日本画科 昭和7年度度

昭和5年 日本画科 南部正一 石川 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 西村四郎 東京 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 萩尾貫一 福島 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 平井德男 岡山 平井徳男 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 堀秀雄 岐阜 ― ― 日本画科 昭和6年度度

昭和5年 日本画科 蒔田英一 青森 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 丸山福太 香川 丸山福太 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 三浦善作 山形 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 水谷隆 三重 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 日本画科 山口光輝 東京 日本画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 洗春海 大分 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 荒川俊一郎 茨城 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 井手宣通 熊本 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 井上自助 福岡 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 井上阜雄 山口 井上隼雄 油画科 昭和10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度（井上隼雄）

昭和5年 西洋画科 上原之節 東京 上原之節 油画科 昭和10年3月 研究科(東洋建築史・金工

史)

昭和11年度

昭和5年 西洋画科 大貝彌太郎 福岡 大貝弥太郎 鉄 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 大川武司 静岡 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 大畑實 東京 大畑実 油画科 昭和11年3月

昭和5年 西洋画科 岡村義郎 山口 ― ― 油画科 昭和8年度度

昭和5年 西洋画科 小川原脩 北海道 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 小倉猛熊 鹿児島 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和11年度度

昭和5年 西洋画科 奧正敏 和歌山 奥正敏 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和5年 西洋画科 北島達夫 東京 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 具嶋三男 福岡 具島三男 油画科 昭和10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度（具島三男）

昭和5年 西洋画科 熊野禮夫 福岡 熊野礼夫 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和5年 西洋画科 河野通暢 香川 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 佐藤武雄 大分 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 白井重義 神奈川 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 白尾三男 鹿児島 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 鈴木慶 静岡 ― ― 油画科 昭和8年度度

昭和5年 西洋画科 副島秀生 佐賀 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 高島恒茂 東京 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 高橋道雄 北海道 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 高山世繼 ⾧野 高山世継 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 田尻重太 岡山 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 千葉衛 宮城 千葉衛 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和11年度

昭和5年 西洋画科 辻良雄 大阪 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 綱島廉 東京 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 坪内正 広島 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和11年度

昭和5年 西洋画科 土肥原三千喜 大阪 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 野村章三 高知 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 房野德夫 東京 房野徳夫 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 布施浩 茨城 ― ― 西洋画科 昭和6年度度

昭和5年 西洋画科 細田浩 広島 細田浩 政義 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和10年度

昭和5年 西洋画科 益山英吾 鹿児島 益山英吾 雅衛 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 松平康南 東京 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 三井正登 広島 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 南政善 石川 政善 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 宮崎愿 熊本 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 三好正直 山口 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 三輪孝 島根 油画科 昭和10年3月

昭和5年 西洋画科 吉田富美 福島 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和11年度

昭和5年 西洋画科 鍾惠若 支那廣西 ― ― 油画科 昭和8年度度 特別学生

昭和5年 西洋画科 譚顕勳 支那廣東 譚顕勲 ― ― 西洋画科 昭和6年度度 特別学生

昭和5年 西洋画科 林乃幹 支那廣東 油画科 昭和10年3月 研究科(油画) 昭和11年度 特別学生

昭和5年 西洋画科 林榮俊 支那廣東 油画科 昭和12年3月 特別学生

昭和5年 彫刻科塑造部 有井正二 山口 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和5年 彫刻科塑造部 大嶽茂樹 愛知 彫刻科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和11年度

昭和5年 彫刻科塑造部 大屋義昌 青森 彫刻科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科塑造部 北地莞爾 三重 彫刻科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和5年 彫刻科塑造部 木場春彥 鹿児島 木場春彦 正司 彫刻科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科塑造部 木元斌 東京 彫刻科塑造部 昭和10年3月

29／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和5年 彫刻科塑造部 黑川泰 大分 黒川泰 彫刻科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和5年 彫刻科塑造部 三枝惣太郎 香川 彫刻科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科塑造部 里美親弘 茨城 彫刻科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科塑造部 西常雄 東京 ― ― 彫刻科塑造部 昭和12年度度

昭和5年 彫刻科塑造部 藤井正行 東京 ― ― 彫刻科塑造部 昭和7年度度

昭和5年 彫刻科塑造部 山本四郎 東京 彫刻科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻選科塑造部 阿部喜二郎 北海道 晃工 彫刻選科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和11年度

昭和5年 彫刻選科塑造部 石原昮 福岡 石原昂 彫刻選科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻選科塑造部 植松義廣 神奈川 植松義広 彫刻選科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和5年 彫刻選科塑造部 大塚三郎 東京 彫刻選科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻選科塑造部 前田保三 東京 彫刻選科塑造部 昭和10年3月 研究科(塑造) 昭和10年度

昭和5年 彫刻選科塑造部 渡邊徹 新潟 渡辺徹 彫刻選科塑造部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科塑造部 金學成 支那江蘇 金学成 彫刻選科塑造部 昭和10年3月 特別学生

昭和5年 彫刻科木彫部 岩佐達藏 愛媛 岩佐達蔵 達観 彫刻科木彫部 昭和10年3月 研究科(木彫) 昭和11年度

昭和5年 彫刻科木彫部 大眉克巳 香川 彫刻科木彫部 昭和10年3月 研究科(木彫) 昭和11年度

昭和5年 彫刻科木彫部 笠松房七 東京 笠松房七 彫刻科木彫部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科木彫部 加藤誠爾 香川 幸三郎 彫刻科木彫部 昭和10年3月 研究科(木彫) 昭和11年度

昭和5年 彫刻科木彫部 加藤泰三 東京 彫刻科木彫部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科木彫部 篠田弘 大分 彫刻科木彫部 昭和10年3月

昭和5年 彫刻科木彫部 鈴木仁亮 福島 彫刻科木彫部 昭和10年3月 研究科(木彫) 昭和10年度

昭和5年 彫刻科木彫部 堀野秀雄 石川 彫刻科木彫部 昭和10年3月 研究科(木彫) 昭和11年度

昭和5年 彫刻科木彫部 三澤伊那雄 ⾧野 三沢伊那雄 ― ― 彫刻科木彫部 昭和5年度度

昭和5年 彫刻科木彫部 渡邊小五郎 宮崎 渡辺小五郎 彫刻科木彫部 昭和10年3月

昭和5年 建築科 相原武 山梨 建築科 昭和10年3月

昭和5年 建築科 鈴木重雄 石川 ― ― 建築科 昭和6年度度

昭和5年 建築科 洲之内徹 愛媛 ― ― 建築科 昭和7年度度

昭和5年 建築科 疋田玄二郎 東京 建築科 昭和10年3月

昭和5年 建築科 福島葆光 東京 福島葆光 建築科 昭和10年3月

昭和5年 建築科 福田良一 栃木 福田良一 建築科 昭和10年3月

昭和5年 建築科 山田鈊也 東京 建築科 昭和10年3月

昭和5年 図案科 淺田二郎 石川 浅田二郎 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 柏崎榮助 秋田 柏崎栄助 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 小池岩太郎 香川 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 小林達雄 東京 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 島田陽次郎 東京 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 末田利一 東京 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 田中雄三 石川 ― ― 図案科 昭和6年度度

昭和5年 図案科 坪内敏雄 東京 ― ― 図案科 昭和6年度度

昭和5年 図案科 中川淸一 石川 中川清一 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 乘松巖 愛媛 乗松巌 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 松川焏二 東京 松川烝二 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和5年 図案科 宮島昌男 石川 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 図案科 山本克巳 東京 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和5年 図案科 矢守二郎 滋賀 ― ― 図案科 昭和6年度度

昭和5年 図案科 涌波達雄 石川 工芸科図案部 昭和10年3月

昭和5年 金工科彫金部 赤松義弘 香川 工芸科彫金部 昭和10年3月 研究科(彫金) 昭和10年度

昭和5年 金工科彫金部 古代幸三 大分 光賛 工芸科彫金部 昭和10年3月 研究科(彫金) 昭和11年度

昭和5年 金工科彫金部 下鴨 東京 下暢 工芸科彫金部 昭和10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度（下暢）

昭和5年 金工科彫金部 森田民藏 千葉 淸水民藏 森田民蔵

 清水民蔵

工芸科彫金部 昭和11年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（淸水民藏）

昭和5年 金工科彫金部 山本光 茨城 ― ― 工芸科彫金部 昭和14年度度

昭和5年 金工科鍛金部 高田六藏 東京 高田六蔵 工芸科鍛金部 昭和10年3月

昭和5年 金工科鍛金部 芳武茂介 山形 工芸科鍛金部 昭和10年3月

昭和5年 金工科鍛金部 和田鴨江 和歌山 工芸科鍛金部 昭和10年3月 研究科(鍛金) 昭和11年度

昭和5年 鋳造科 内田邦夫 新潟 工芸科鍛金部 昭和10年3月 研究科(鍛金) 昭和11年度

昭和5年 鋳造科 鹿取一男 東京 工芸科鍛金部 昭和10年3月 研究科(鍛金) 昭和10年度

昭和5年 鋳造科 小島佐吉郎 青森 小峻佐吉郎 ― ― 工芸科鋳金部 昭和8年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和7年度（小峻佐吉郎）

昭和5年 鋳造科 進來昇 大分 進来昇 工芸科鋳金部 昭和10年3月

昭和5年 鋳造科 橋本欣三 東京 ― ― 鋳造科 昭和7年度度

昭和5年 鋳造科 ⾧谷川八十吉 石川 工芸科鋳金部 昭和10年3月

昭和5年 鋳造科 廣瀨英五郎 石川 広瀬英五郎 工芸科鋳金部 昭和10年3月 研究科(鋳金) 昭和10年度

昭和5年 鋳造科 横田文平 ⾧野 工芸科鋳金部 昭和10年7月

昭和5年 漆工科 石橋貞治 福島 工芸科漆工部 昭和10年3月 研究科(漆工) 昭和10年度

昭和5年 漆工科 井上周平 香川 工芸科漆工部 昭和10年3月 研究科(漆工) 昭和11年度

昭和5年 漆工科 江波戶一郎 千葉 江波戸一郎 工芸科漆工部 昭和10年3月

昭和5年 漆工科 近江晃 秋田 近江晁 工芸科漆工部 昭和10年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度（近江晁）

昭和5年 漆工科 金田諒三 兵庫 工芸科漆工部 昭和10年3月

昭和5年 漆工科 佐伯義雄 宮城 工芸科漆工部 昭和10年3月

昭和5年 漆工科 寺井直次 石川 工芸科漆工部 昭和10年3月

昭和5年 漆工科 中村保彥 東京 中村保彦 工芸科漆工部 昭和10年3月 研究科(漆工) 昭和11年度

昭和5年 図画師範科 一井益郎 東京 一井增郎 一井益郎

 一井増郎

図画師範科 昭和8年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和6年度（一井增郎）

昭和5年 図画師範科 大部正規 福岡 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 神田八十六 ⾧野 神田八十六 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 北野熊雄 熊本 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 桑原實 新潟 桑原実 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 小島勇 岐阜 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 今三夫 青森 ― ― 図画師範科 昭和7年度度

昭和5年 図画師範科 佐藤⾧生 大分 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 榛葉嘉一郎 静岡 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 須賀卯夫 高知 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 鷹尾和敏 福岡 鷹尾和敏 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 高田廣喜 山口 高田広喜 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 竹内博 福島 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 田中甚吉 福島 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 谷口彌壽雄 三重 谷口弥寿雄 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 土屋一勇 静岡 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 筒井茂雄 佐賀 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 並木哲男 千葉 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 西野英二 神奈川 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 野口二郎 東京 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 野口滿 愛知 野口満 ― ― 図画師範科 昭和9年度度

昭和5年 図画師範科 ⾧谷川信也 東京 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 林佐門 大阪 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 村上英一 栃木 図画師範科 昭和8年3月

昭和5年 図画師範科 森繁 宮崎 ― ― 図画師範科 昭和7年度度

昭和5年 研究生 宮崎武夫 大分 中津留武夫 ― ― 図画師範科 昭和6年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』大正15年度（中津留武夫）

昭和6年 日本画科 靑木義雄 東京 青木義雄 田卿 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 井上迪彥 鳥取 井上迪彦 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 上田隆一 京都 ― ― 日本画科 昭和6年度度

昭和6年 日本画科 江川禎英 東京 江川禎英 ― ― 日本画科 昭和7年度度

昭和6年 日本画科 岡部秀 山口 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 荻原勝衛 東京 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 勝木實 山口 勝木実 春光 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 加藤幹一 山形 秋荘 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 金湖隆善 山形 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 河合哲二 富山 ― ― 日本画科 昭和12年度度

昭和6年 日本画科 倉光博 愛知 博之 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 小堀神風 東京 小堀神風 ― ― 日本画科 昭和7年度度

昭和6年 日本画科 鈴木英二 東京 英名 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 高山辰雄 大分 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 田中憲之 ⾧野 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 辻勝喜 佐賀 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 服部幸太郎 東京 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 藤谷正春 東京 雅春 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 森本醇一 福井 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 守屋正 岐阜 多々志 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 日本画科 若海鍋吉 埼玉 若海鍋吉 伸泰 日本画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 赤津實 福島 赤津実 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 池田快造 広島 岸本快造 油画科 昭和14年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度（岸本快造）

昭和6年 西洋画科 池田輝之 東京 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 伊藤彰 鳥取 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 岩田榮 東京 油画科 昭和11年3月 研究科(油画) 昭和11年度

昭和6年 西洋画科 上島⾧健 奈良 油画科 昭和12年3月

昭和6年 西洋画科 上原誠 岐阜 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 江守龜男 東京 江守亀男 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 大島士一 東京 油画科 昭和12年3月

昭和6年 西洋画科 大山英夫 大分 佐々木英夫 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 香月泰男 山口 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 金子五郎 神奈川 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和6年 西洋画科 河口正喜 福岡 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 川田恒之輔 埼玉 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 齊藤齋 熊本 斉藤斉 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 榊克文 新潟 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 里美明正 埼玉 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 澁谷元彥 宮崎 渋谷元彦 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和6年 西洋画科 城信義 熊本 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 杉山一正 鳥取 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 杉山卓 岡山 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 須澤鴻 岡山 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 鈴木貞三 東京 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 須藤淸彥 栃木 須藤清彦 油画科 昭和11年3月 研究科(油画) 昭和12年度度

昭和6年 西洋画科 高木周平 東京 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 武田儀助 山形 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 沈亨求 朝鮮京畿 油画科 昭和11年3月 研究科(油画) 昭和12年度度

昭和6年 西洋画科 寺田春一 東京 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 富山良次 富山 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 永田精二 東洋 永田精二 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 中西次郎 岡山 竜泉 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 中久木康夫 東京 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 中村立行 兵庫 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 根守悅夫 北海道 根守悦夫 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 野口德次 宮崎 野口徳次 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 野末恒三 静岡 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 橋本正躬 兵庫 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 廣瀨正雄 京都 広瀬正雄 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 藤岡俊一郎 茨城 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 船越達仁 栃木 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 村田保三 神奈川 ― ― 油画科 昭和10年度度

昭和6年 西洋画科 本儀信 東京 油画科 昭和12年3月

昭和6年 西洋画科 藥師寺孝太郎 東京 薬師寺孝太郎 油画科 昭和11年3月

昭和6年 西洋画科 山中淸一郎 大分 山中清一郎 油画科 昭和11年3月 研究科(油画) 昭和11年度

昭和6年 西洋画科 李石樵 台湾台北 油画科 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 石田尙友 佐賀 石田尚友 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 上之薗茂 鹿児島 上野園茂 ― ― 彫刻科塑造部 昭和8年度度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和8年度（上野園茂）

昭和6年 彫刻科塑造部 榎國吉 鹿児島 榎国吉 彫刻科塑造部 昭和13年3月

30／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和6年 彫刻科塑造部 川村政雄 大阪 ― ― 彫刻科塑造部 昭和6年度度

昭和6年 彫刻科塑造部 佐藤邦輔 東京 彫刻科塑造部 昭和11年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和6年 彫刻科塑造部 澤柳善人 ⾧野 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 淸水勳 神奈川 清水勲 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 關⾧造 富山 関⾧造 彫刻科塑造部 昭和11年3月 研究科(塑造) 昭和11年度

昭和6年 彫刻科塑造部 瀧一夫 福岡 彫刻科塑造部 昭和12年3月 昭和13年本科卒業（昭和14年一覧）

昭和6年 彫刻科塑造部 千村士乃武 ⾧野 ― ― 彫刻科塑造部 昭和9年度度

昭和6年 彫刻科塑造部 新田實 宮城 新田実 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 能美八重夫 福岡 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 古池恒雄 茨城 彫刻科塑造部 昭和11年3月 研究科(塑造) 昭和11年度度

昭和6年 彫刻科塑造部 松本虎之助 島根 ― ― 彫刻科塑造部 昭和8年度度

昭和6年 彫刻科塑造部 水船六洲 広島 彫刻科塑造部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科塑造部 峰孝 京都 ― ― 彫刻科塑造部 昭和7年度度

昭和6年 彫刻科塑造部 柳原義達 兵庫 彫刻科塑造部 昭和11年3月 研究科(塑造) 昭和12年度

昭和6年 彫刻科塑造部 吉田芳夫 東京 彫刻科塑造部 昭和11年3月 研究科(塑造) 昭和11年度

昭和6年 彫刻科塑造部 蔣玄佁 支那浙江 ― ― 彫刻科塑造部 昭和6年度度 特別学生

昭和6年 彫刻科木彫部 伊藤三子雄 ⾧野 彫刻科木彫部 昭和11年3月 研究科(木彫) 昭和12年度

昭和6年 彫刻科木彫部 井丸哲雄 広島 彫刻科木彫部 昭和11年3月 研究科(木彫) 昭和12年度

昭和6年 彫刻科木彫部 佐伯留守夫 山口 彫刻科木彫部 昭和11年3月 研究科(木彫) 昭和12年度

昭和6年 彫刻科木彫部 高橋英吉 宮城 彫刻科木彫部 昭和11年3月 研究科(木彫) 昭和12年度

昭和6年 彫刻科木彫部 中島敦 茨城 彫刻科木彫部 昭和11年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和6年 彫刻科木彫部 法元六郎 鹿児島 彫刻科木彫部 昭和11年3月

昭和6年 彫刻科木彫部 山内晧臣 東京 彫刻科木彫部 昭和12年3月

昭和6年 建築科 伊原淸 大阪 伊原清 ― ― 建築科 昭和9年度度

昭和6年 建築科 大澤三郎 東京 建築科 昭和11年3月

昭和6年 建築科 大塚常雄 佐賀 建築科 昭和11年3月

昭和6年 建築科 小川正治 東京 建築科 昭和11年3月

昭和6年 建築科 齋藤泰三 新潟 斉藤泰三 建築科 昭和12年3月

昭和6年 建築科 田村正夫 新潟 建築科 昭和11年3月

昭和6年 建築科 富田哲輔 東京 建築科 昭和11年3月

昭和6年 図案科 稻垣耕四郎 京都 稲垣耕四郎 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 大谷文雄 東京 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 島元次 東京 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 杉浦叕夫 愛知 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 須藤周雄 埼玉 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 戶川愼一 東京 戸川慎一 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 二宮一郎 石川 ― ― 工芸科図案部 昭和8年度度

昭和6年 図案科 福永正一 熊本 福永正一 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 前田弟二 石川 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 增田正次郎 東京 増田正次郎 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 三浦重雄 東京 ― ― 図案科 昭和6年度度

昭和6年 図案科 山口茂 京都 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 山本元夫 京都 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 吉村倭一 石川 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 和田義三 東京 工芸科図案部 昭和11年3月

昭和6年 図案科 李顚塵 支那遼寧 李顛塵 ― ― 図案科 昭和6年度度 特別学生

昭和6年 図案科 慮景光 支那廣東 ― ― 図案科 昭和6年度度 特別学生

昭和6年 金工科彫金部 飯田正美 東京 飯田正美 工芸科彫金部 昭和11年3月

昭和6年 金工科彫金部 島崎正二郎 ⾧野 工芸科彫金部 昭和11年3月 研究科(彫金) 昭和11年度

昭和6年 金工科彫金部 松尾忠次 佐賀 工芸科彫金部 昭和11年3月

昭和6年 金工科彫金部 村田興一 広島 工芸科彫金部 昭和11年3月

昭和6年 金工科彫金部 吉村博 島根 工芸科彫金部 昭和11年3月

昭和6年 金工科鍛金部 多田貞三 京都 工芸科鍛金部 昭和11年3月

昭和6年 金工科鍛金部 中井武之 鳥取 ― ― 金工科鍛金部 昭和7年度度

昭和6年 金工選科鍛金部 井尾敏雄 鳥取 井尾敏雄 工芸科選科鍛金部 昭和10年3月

昭和8年 金工選科鍛金部 小川正 ⾧野 ― ― 工芸科選科鍛金部 昭和11年度度

昭和6年 鋳造科 桑田忠之助 鳥取 工芸科鋳金部 昭和11年3月 研究科(鋳金) 昭和12年度度

昭和6年 鋳造科 鹽塚豐枝 福岡 塩塚豊枝 工芸科鋳金部 昭和12年3月 研究科(鋳金) 昭和13年度度

昭和6年 鋳造科 柴田爲藏 秋田 柴田為蔵 ― ― 工芸科鋳金部 昭和9年度度

昭和6年 鋳造科 新川太郎 岐阜 工芸科鋳金部 昭和11年3月

昭和6年 鋳造科 中堀正孝 京都 工芸科鋳金部 昭和11年3月

昭和6年 鋳造科 畑正夫 富山 工芸科鋳金部 昭和11年3月

昭和6年 鋳造科 原直陳 新潟 工芸科鋳金部 昭和11年3月

昭和6年 漆工科 笠木敦次郎 東京 工芸科漆工部 昭和11年3月 研究科(漆工) 昭和11年度

昭和6年 漆工科 小島理吉郎 島根 ― ― 工芸科漆工部 昭和10年度度

昭和6年 漆工科 笹田博 石川 ― ― 漆工科 昭和6年度度

昭和6年 漆工科 武内信弘 富山 工芸科漆工部 昭和12年3月

昭和6年 漆工科 平野淸吉 富山 平野清吉 工芸科漆工部 昭和11年3月 研究科(漆工) 昭和11年度

昭和6年 図画師範科 合澤三郎 大分 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 葦名芳夫 宮城 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 伊川藤義 福井 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 板山啓三 ⾧野 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 井手資一 熊本 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 伊東正明 大分 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 内村誠 ⾧野 上野誠 ― ― 図画師範科 昭和7年度度

昭和6年 図画師範科 小木曾和夫 岐阜 小木曽和夫 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 加藤正雄 鹿児島 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 川口雄男 兵庫 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 工藤靖彥 青森 工藤靖彦 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 熊田良輔 福島 ― ― 図画師範科 昭和7年度度

昭和6年 図画師範科 坂本幹男 熊本 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 佐藤正 宮城 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 志賀福太郎 静岡 志賀福太郎 旦山 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 須貝寛一 山形 内本寛一 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 田中鐵夫 岐阜 田中鉄夫 静坡 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 所榮次 新潟 所栄次 ― ― 図画師範科 昭和7年度度

昭和6年 図画師範科 濱田九一郎 ⾧崎 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 濱田房次郎 京都 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 原田肇 新潟 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 町田茂雄 山梨 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 水田謹爾 福島 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 宮村他家次 石川 他可次 図画師範科 昭和9年3月

昭和6年 図画師範科 山田光春 愛知 図画師範科 昭和9年3月

昭和7年 日本画科 荒木茂雄 山形 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 安藤重春 福島 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 池邊安民 熊本 池辺安民 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 大島正司 東京 ― ― 日本画科 昭和9年度度

昭和7年 日本画科 岡田俊行 東京 ― ― 日本画科 昭和11年度度

昭和7年 日本画科 菊澤榮一 埼玉 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 木島邦彦 東京 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 木島正次郎 神奈川 ― ― 日本画科 昭和10年度度

昭和7年 日本画科 疇谷太郎 愛媛 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 是永仲一 大分 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 佐々木正之 広島 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 淸水保二 東京 清水保二 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 鈴木金次郎 東京 ― ― 日本画科 昭和9年度度

昭和7年 日本画科 土堂正太郎 茨城 ― ― 日本画科 昭和10年度度

昭和7年 日本画科 平口勝雄 静岡 平 日本画科 昭和12年3月 研究科(日本画) 昭和13年度

昭和7年 日本画科 前田美千雄 大阪 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 望月定夫 山梨 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 八木岡茂 東京 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 山口吉三郎 東京 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 日本画科 渡邊重 福井 渡辺重 重 日本画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 天野芳彥 山口 天野芳彦 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 飯島保久 島根 錦織保久 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 飯田稔 東京 飯田稔 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和7年 西洋画科 上野山治雄 和歌山 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 大戶陽平 東京 大戸陽平 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 岡晃正 岡山 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 小田忠 兵庫 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 上沼俊次 東京 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 川端謹次 兵庫 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 川村滋 京都 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 館慶市 三重 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 金仁承 朝鮮京畿 油画科 昭和12年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和7年 西洋画科 後安重信 岡山 油画科 昭和13年3月

昭和7年 西洋画科 小山明 大阪 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 佐藤正夫 青森 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 椎野修 ⾧崎 油画科 昭和13年3月

昭和7年 西洋画科 澁谷元彥 宮崎 渋谷元彦 ― ― 西洋画科 昭和7年度度

昭和7年 西洋画科 淸水正喜 神奈川？和歌山？ 清水正喜 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和7年 西洋画科 高階重紀 宮城 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 高見澤藤次 ⾧野 高見沢藤次 油画科 昭和14年3月

昭和7年 西洋画科 多久英策 福岡 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 立田三朗 東京 油画科 昭和12年3月 研究科(油画) 昭和13年度

昭和7年 西洋画科 田中角治郎 大阪 油画科 昭和12年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和7年 西洋画科 筒井廣道 高知 筒井広道 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 富樫正雄 北海道 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和7年 西洋画科 富岡仁 ⾧野 宮川仁 油画科 昭和12年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度（宮川仁）

昭和7年 西洋画科 内藤達雄 宮崎 油画科 昭和13年3月

昭和7年 西洋画科 成井弘文 神奈川 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 鳴海健次郎 青森 鳴海健次郎 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 橋本義夫 ⾧野 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 藤谷善人 山口 ― ― 油画科 昭和11年度

昭和7年 西洋画科 古田嘉平 福岡 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 松下義治 福岡 油画科 昭和12年3月 研究科(油画) 昭和13年度

昭和7年 西洋画科 松田正平 山口 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 万江行人 熊本 ― ― 油画科 昭和12年度度

昭和7年 西洋画科 萬玉隆三 大阪 万玉隆三 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和7年 西洋画科 三橋健 岡山 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 村岡平藏 佐賀 村岡平蔵 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 山本占太郎 熊本 油画科 昭和13年3月

昭和7年 西洋画科 渡邊一郎 兵庫 渡辺一郎 油画科 昭和12年3月

昭和7年 西洋画科 渡邊修 大阪 渡辺修 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和7年 彫刻科塑造部 伊室正次 滋賀 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和7年 彫刻科塑造部 小田淸助 山口 小田清助

 坂清助

彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和7年 彫刻科塑造部 金谷與三郎 富山 金谷与三郎 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和7年 彫刻科塑造部 河瀨亮一 兵庫 河瀬亮一 ― ― 彫刻科塑造部 昭和8年度度

昭和7年 彫刻科塑造部 北村治禧 東京 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和7年 彫刻科塑造部 小輕米德松 青森 小軽米徳松 彫刻科塑造部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科塑造部 小柴利孝 徳島 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和12年度

昭和7年 彫刻科塑造部 坂上正秋 富山 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和7年 彫刻科塑造部 淸水綾夫 神奈川 清水綾夫 彫刻科塑造部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科塑造部 白井謙二郎 香川 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和7年 彫刻科塑造部 本莊正雄 山梨 本荘正雄 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

31／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和7年 彫刻科塑造部 三坂政治 福島 彫刻科塑造部 昭和12年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和7年 彫刻科塑造部 水野幸太郎 香川 ― ― 彫刻科塑造部 昭和8年度度

昭和7年 彫刻科塑造部 峯孝 京都 ― ― 彫刻科塑造部 昭和7年度度

昭和7年 彫刻科塑造部 守山吉嗣 ⾧崎 彫刻科塑造部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科塑造部 山口薰二 栃木 山口薫二 彫刻科塑造部 昭和11年度度

昭和7年 彫刻科木彫部 岩井藤吉 千葉 彫刻科木彫部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科木彫部 内藤敏雄 山梨 内藤敏雄 ― ― 彫刻科木彫部 昭和7年度度

昭和7年 彫刻科木彫部 西出大三 石川 彫刻科木彫部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科木彫部 堀田嚴美 広島 堀田厳美 彫刻科木彫部 昭和13年3月

昭和7年 彫刻科木彫部 宮崎道正 群馬 彫刻科木彫部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科木彫部 山田稼造 香川 彫刻科木彫部 昭和12年3月

昭和7年 彫刻科木彫部 和氣善澄 香川 和気善澄 彫刻科木彫部 昭和12年3月

昭和7年 建築科 池田壽男 埼玉 池田寿男 建築科 昭和12年3月

昭和7年 建築科 伊原淸 大阪 伊原清 ― ― 建築科 昭和9年度度

昭和7年 建築科 今村三郎 東京 建築科 昭和12年3月

昭和7年 建築科 岡田徹 愛媛 大関徹 建築科 昭和12年3月

昭和7年 建築科 沖坂左那衞 東京 沖坂左那衛 建築科 昭和12年3月

昭和7年 建築科 今逸郎 北海道 ― ― 建築科 昭和9年度度

昭和7年 建築科 佐々木勉三 新潟 ― ― 建築科 昭和12年度度

昭和7年 建築科 佐世治正 山口 建築科 昭和12年3月

昭和7年 図案科 赤羽喜一 ⾧野 赤羽喜一 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 足立一郎 兵庫 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 池邊義路 東京 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 石原親雄 福岡 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 稻村一哉 岩手 稲村一哉 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 黑澤圓次郎 秋田 黒澤円次郎 工芸科図案部 昭和12年7月

昭和7年 図案科 小林伊智郎 東京 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 小林太郎 愛媛 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 三枝孝平 埼玉 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 坂庭正二 群馬 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 新谷正光 石川 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 高田正二郎 東京 ― ― 工芸科図案部 昭和12年度度

昭和7年 図案科 高橋正次郎 福井 ― ― 工芸科図案部 昭和8年度度

昭和7年 図案科 細川浩 埼玉 細川浩 工芸科図案部 昭和12年3月

昭和7年 図案科 賣豆紀悦一 島根 売豆紀悦一 ― ― 工芸科図案部 昭和11年度度

昭和7年 金工科彫金部 石川信太郎 東京 工芸科彫金部 昭和12年3月 研究科(彫金) 昭和12年度

昭和7年 金工科彫金部 川上宏 ⾧野 ― ― 金工科彫金部 昭和9年度度

昭和7年 金工科彫金部 津越久男 奈良 工芸科彫金部 昭和12年3月

昭和7年 金工科彫金部 原三郎 東京 工芸科彫金部 昭和12年3月 研究科(彫金) 昭和14年度

昭和7年 金工科彫金部 藤村信幸 香川 工芸科彫金部 昭和12年3月 研究科(彫金) 昭和13年度

昭和7年 金工科鍛金部 大西甚平 愛媛 工芸科鍛金部 昭和12年3月 研究科(鍛金) 昭和12年度

昭和7年 金工科鍛金部 佐藤猛郎 静岡 三上猛郎 工芸科鍛金部 昭和12年3月 研究科(鍛金) 昭和14年度

昭和7年 金工科鍛金部 槻尾宗一 富山 工芸科鍛金部 昭和12年3月 研究科(鍛金) 昭和14年度

昭和7年 鋳造科 伊本淳 岡山 工芸科鋳金部 昭和12年3月

昭和7年 鋳造科 小島外夫 石川 工芸科鋳金部 昭和12年3月

昭和7年 鋳造科 佐々木他計雄 石川 ― ― 工芸科鋳金部 昭和10年度度

昭和7年 鋳造科 鈴木泰 神奈川 工芸科鋳金部 昭和12年3月 研究科(鍛金) 昭和14年度

昭和7年 鋳造科 田中久衛 群馬 田中久衛 ― ― 工芸科鋳金部 昭和9年度度

昭和7年 鋳造科 中田元 和歌山 ― ― 鋳造科 昭和7年度度

昭和7年 鋳造科 吉田茂夫 千葉 工芸科鋳金部 昭和12年3月

昭和7年 漆工科 安藤良保 福島 ― ― 工芸科漆工部 昭和9年度度

昭和7年 漆工科 今村亨 宮崎 ― ― 工芸科漆工部 昭和12年度度

昭和7年 漆工科 滋野潔 ⾧野 工芸科漆工部 昭和12年3月

昭和7年 漆工科 關口秀彌 北海道 関口秀弥 ― ― 工芸科漆工部 昭和11年度度

昭和7年 漆工科 田中頴雄 東京 六角頴雄 大壌 工芸科漆工部 昭和12年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（六角頴雄）

昭和7年 漆工科 中田秀雄 東京 工芸科漆工部 昭和12年3月

昭和7年 漆工科 增田正一 千葉 増田正一 工芸科漆工部 昭和12年3月 研究科(漆工) 昭和12年度

昭和7年 図画師範科 足代義郎 東京 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 穴澤祐春 福島 穴沢祐春 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 井口淸 静岡 井口清 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 石井壬子夫 栃木 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 伊藤昇 秋田 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 小野口陸太郎 栃木 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 鹿兒島光彥 福岡 鹿児島光彦 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 熊田良輔 福島 ― ― 図画師範科 昭和7年度度

昭和7年 図画師範科 小池房雄 福島 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 佐竹正吾 熊本 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 敷島弘美智 大阪 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 志村正守 北海道 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 白井正 東京 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 鈴木泰正 大分 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 田村庄内 徳島 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 野本正彥 群馬 野本正彦 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 羽生彥之 鹿児島 羽生彦之 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 濱口忍翁 岐阜 浜口忍翁 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 藤原昇一 兵庫 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 古城戸優 福岡 図画師範科 昭和10年3月

昭和7年 図画師範科 宮川富士雄 東京 図画師範科 昭和10年3月

昭和8年 日本画科豫科 池澤賢 東京 池沢賢 日本画科 昭和14年3月

昭和8年 日本画科豫科 石田一郎 東京 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 岩崎淸之助 東京 岩崎清之助 鐸 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 岡部篤 東京 日本画科 昭和14年3月

昭和8年 日本画科豫科 加藤英純 東京 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 河原丈夫 神奈川 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 川本壽一 東京 川本寿一 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 神田禎之 岡山 神田禎之 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 小池平四郎 福井 日本画科 昭和14年3月

昭和8年 日本画科豫科 佐藤正衛 東京 佐藤正衛 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 澁谷保之 岐阜 渋谷保之 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 白尾嚴理 東京 白尾厳理 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 土田幸一郎 神奈川 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 野嶋淸一 静岡 野嶋清一 青・ 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 廣瀨俊雄 東京 広瀬俊雄 ― ― 日本画科 昭和10年度度

昭和8年 日本画科豫科 三浦眞一 東京 三浦真一 完曜 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 宮川澄康 神奈川 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 村尾博仁 東京 馬仁 日本画科 昭和14年7月

昭和8年 日本画科豫科 山崎民士 大分 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 日本画科豫科 米澤雄次 岩手 米沢雄次 裕二 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 秋保正三 宮城 日本画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 有元康道 岡山 阿里帆 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 石川正巳 静岡 杉原正巳 油画科 昭和13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和11年度（杉原正巳）

昭和8年 油画科豫科 石原壽一 福岡 石原壽市 石原寿一

 石原寿市

油画科 昭和13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和9年度（石原壽市）

昭和8年 油画科豫科 伊藤文雄 東京 ― ― 油画科 昭和12年度度

昭和8年 油画科豫科 岡田又三郎 東京 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 小川武彥 佐賀 小川蓮太郎 武彦 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 加藤太郎 宮崎 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 加藤正信 広島 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 鎌田正藏 福島 鎌田正蔵 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 北上正三 東京 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 北上久雄 北海道 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 木村茂郎 東京 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 齋藤慶男 宮城 斉藤慶男 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 白瀧彌彥 東京 白滝弥彦 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 杉全直 兵庫 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 高橋善八 岩手 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 高橋秀 新潟 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 多田一義 福岡 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和8年 油画科豫科 田邊穰 神奈川 田辺穣 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和8年 油画科豫科 土橋醇一 福島 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 富樫正雄 北海道 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和8年 油画科豫科 鳥居雅隆 山梨 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和8年 油画科豫科 中川藤次郎 和歌山 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和8年 油画科豫科 中川幸永 三重 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 丹羽重雄 愛知 丹羽重雄 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 萩原英雄 千葉 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 原穰 香川 原穣 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 日向裕 ⾧野 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 福留五郎 兵庫 福留五郎 章太 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 藤塚貞明 新潟 ― ― 油画科 昭和12年度度

昭和8年 油画科豫科 藤谷善人 山口 ― ― 油画科 昭和11年度度

昭和8年 油画科豫科 松尾正己 山口 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和8年 油画科豫科 的場晴 東京 的場晴 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和8年 油画科豫科 三浦逞爾 ⾧崎 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 三宅次郎 東京 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和14年度

昭和8年 油画科豫科 八木康吉 兵庫 油画科 昭和13年3月 研究科(油画) 昭和13年度

昭和8年 油画科豫科 山元惠一 沖縄 山元恵一 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 吉田二三男 山口 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 若松光一郎 福島 油画科 昭和13年3月

昭和8年 油画科豫科 渡邊修 大阪 渡辺修 ― ― 油画科 昭和9年度度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 阿部進六 東京 高田進六 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和14年度 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（高田進六）

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 大貫光久 東京 彫刻科塑造部 昭和13年3月

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 大村英二 東京 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 小野忠弘 青森 彫刻科塑造部 昭和13年3月

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 川上金次 東京 彫刻科塑造部 昭和13年3月

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 河瀨亮一 兵庫 河瀬亮一 ― ― 彫刻科塑造部 昭和9年度度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 黑瀨千里 福岡 黒瀬千里 ― ― 彫刻科塑造部 昭和10年度度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 坂本榮太郎 愛媛 坂本栄太郎 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 淸水禮四郎 京都 清水礼四郎 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 武次郎 東京 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 張昆麟 台湾 ― ― 彫刻科塑造部 昭和11年度度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 富永良雄 ⾧崎 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 羽藤馬佐夫 愛媛 羽藤馬佐夫 彫刻科塑造部 昭和13年3月

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 福澤正實 福岡 福沢正実 彫刻科塑造部 昭和16年12月 卒業年出典：『東京美術学校 東京芸術大学美術学部 卒業者名簿』東京芸術大学美術学部卒業者名簿編集室、昭和28

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 森川正之 東京 彫刻科塑造部 昭和13年3月

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 山本恪二 滋賀 彫刻科塑造部 昭和17年9月 卒業年出典：『東京美術学校 東京芸術大学美術学部 卒業者名簿』東京芸術大学美術学部卒業者名簿編集室、昭和28

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 山脇正邦 兵庫 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和8年 彫刻科塑造部豫科 吉賀壽男 山口 吉賀寿男 彫刻科塑造部 昭和13年3月 研究科(塑造) 昭和13年度

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 石橋四郎 福島 彫刻科木彫部 昭和13年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 伊藤芳雄 千葉 彫刻科木彫部 昭和13年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 多田瑞穗 福井 多田瑞穂 彫刻科木彫部 昭和13年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 松本不二夫 岐阜 ― ― 彫刻科木彫部 昭和10年度度

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 吉兼國榮 香川 吉兼国栄 彫刻科木彫部 昭和13年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 吉田治 和歌山 彫刻科木彫部 昭和13年3月

昭和8年 彫刻科木彫部豫科 渡邊滿稔 大阪 渡辺満稔 彫刻科木彫部 昭和13年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和8年 工芸科図案部豫科 靑木滋芳 千葉 青木滋芳 工芸科図案部 昭和13年3月 研究科(図案) 昭和14年度

32／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和8年 工芸科図案部豫科 芦田昭二 東京 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 伊藤新一 宮城 進一郎 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 大智浩 岡山 大智浩 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 小杉二郎 栃木 工芸科図案部 昭和13年3月 研究科（図案） 昭和14年度

昭和8年 工芸科図案部豫科 瀨部晋 東京 瀬部晋 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 高須賀桂 愛媛 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 千葉四郎 青森 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 遠峯健 茨城 遠峰健 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 中山正人 京都 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 野口恒喜 東京 阿久 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 畠山正男 埼玉 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 山田喜外義 石川 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 横川武 東京 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科図案部豫科 米山英夫 ⾧野 工芸科図案部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科彫金部豫科 小原覺三 福井 小原覚三 工芸科彫金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科彫金部豫科 金子德次郎 神奈川 金子徳次郎 工芸科彫金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科彫金部豫科 高橋由昌 兵庫 工芸科彫金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科彫金部豫科 山口寅夫 東京 工芸科彫金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科彫金部豫科 義江辰治 石川 板坂辰治 工芸科彫金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鍛金部豫科 天津裕生 茨城 工芸科鍛金部 昭和13年3月 研究科(鍛金) 昭和13年度

昭和8年 工芸科鍛金部豫科 石井嘉之 神奈川 工芸科鍛金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鍛金部豫科 野崎南海雄 高知 野崎南海雄 工芸科鍛金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鍛金部豫科 宮本惠三 東京 宮本恵三 ― ― 工芸科鍛金部 昭和8年度度

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 笠原行雄 福井 工芸科鋳金部 昭和13年3月 研究科(鋳金) 昭和14年度

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 岸澤武雄 埼玉 工芸科鋳金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 黑瀨英雄 岡山 黒瀬英雄 工芸科鋳金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 鹽野達郎 福井 塩野達郎 工芸科鋳金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 蓮田修二 静岡 蓮田修次 蓮田修五郎 工芸科鋳金部 昭和13年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和10年度（蓮田修次）

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 嶺晴雄 石川 嶺晴雄 晴雄 工芸科鋳金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科鋳金部豫科 本内尙文 栃木 本内尚文 工芸科鋳金部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科漆工部豫科 片山美智雄 岡山 工芸科漆工部 昭和13年3月 研究科(漆工) 昭和13年度

昭和8年 工芸科漆工部豫科 小森五郎 岐阜 工芸科漆工部 昭和13年3月 研究科(漆工) 昭和14年度

昭和8年 工芸科漆工部豫科 佐治正 愛知 工芸科漆工部 昭和13年3月 研究科(漆工) 昭和13年度

昭和8年 工芸科漆工部豫科 高橋節郎 ⾧野 高橋節郎 工芸科漆工部 昭和13年3月 研究科(漆工) 昭和14年度

昭和8年 工芸科漆工部豫科 武田道雄 徳島 ― ― 工芸科漆工部 昭和12年度度

昭和8年 工芸科漆工部豫科 松本茂 広島 工芸科漆工部 昭和13年3月

昭和8年 工芸科漆工部豫科 三⿁勤 福島 工芸科漆工部 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 小林光雄 千葉 建築科 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 高井誠二 兵庫 建築科 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 舘村治郎 石川 建築科 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 中村登一 東京 建築科 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 前川正治 福島 建築科 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 吉岡辰雄 埼玉 建築科 昭和13年3月

昭和8年 建築科豫科 若宮周信 愛知 建築科 昭和13年3月

昭和8年 図画師範科 靑野三郎 茨城 青野三郎 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 小倉新 東京 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 尾崎勉 ⾧崎 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 沓澤雄太郎 秋田 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 鈴木新夫 福島 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 高田肇三 埼玉 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 武澤久 福井 武沢久 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 中尾功 福岡 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 ⾧沼政一 東京 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 鳴瀨幸一 石川 鳴瀬幸一 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 野地正記 福島 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 菱川幸男 鹿児島 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 松元三郎 鹿児島 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 宮澤治正 岡山 宮沢治正 図画師範科 昭和11年3月

昭和8年 図画師範科 宮野藏人 大分 宮野蔵人 図画師範科 昭和11年3月

昭和9年 日本画科豫科 猪飼俊一 京都 猪飼俊一 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 池田典生 大分 ― ― 日本画科 昭和14年度度

昭和9年 日本画科豫科 今村弘二 福島 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 尾山直樹 石川 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 景浦宏 東京 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 白井包夫 千葉 渡邉包夫 渡辺包夫 得水 日本画科 昭和14年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（渡邉包夫）

昭和9年 日本画科豫科 杉浦忠一郎 神奈川 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 關谷正明 宮崎 関谷正明 杉風 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 田川奬 大分 田川奨 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 寺田弘 茨城 弘仭 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 西村純一 東京 晴遐 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 橋本具定 山口 小野具定 日本画科 昭和14年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和12年度（小野具定）

昭和9年 日本画科豫科 濱田淸治 千葉 浜田清治 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 松濤恭道 栃木 ― ― 日本画科 昭和13年度度

昭和9年 日本画科豫科 三谷一馬 香川 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 三宅秀雄 岐阜 秀雄 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 宮本光 熊本 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 吉川孟 福岡 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 六郎田繁男 北海道 天鈴 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 日本画科豫科 若井善三郎 群馬 塚越善三郎 岳 日本画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 淺井堅治 熊本 浅井堅治 油画科 昭和15年3月

昭和9年 油画科豫科 石田道尙 埼玉 石田道尚 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 市瀨文夫 ⾧野 市瀬文夫 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 岩井滋郎 高知 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 上野維信 熊本 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 遠藤健郎 千葉 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 太田藤麿 東京 ― ― 油画科 昭和11年度度

昭和9年 油画科豫科 大塚睦 佐賀 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 大矢正 広島 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 荻太郎 愛知 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 笠井忠郎 北海道 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 金子眞次郎 群馬 金子真次郎 油画科 昭和14年3月 研究科(油画) 昭和14年度度

昭和9年 油画科豫科 上崎順一郎 福岡 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 神澤雄六 秋田 神澤雄六 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 川上正男 東京 ― ― 油画科 昭和13年度度

昭和9年 油画科豫科 川西治男 兵庫 ― ― 油画科 昭和12年度度

昭和9年 油画科豫科 倉澤義男 ⾧野 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 小林久 新潟 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 佐久間修 熊本 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 佐田勝 東京 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 徐鎭達 朝鮮慶北 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 須賀通雄 東京 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 杉本博 岡山 ― ― 油画科 昭和14年度度

昭和9年 油画科豫科 高田知明 熊本 浜田知明 ― ― 油画科 昭和13年度度

昭和9年 油画科豫科 田中武久 新潟 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 手島守之輔 広島 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 永田鐵雄 新潟 永田鉄雄 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 生田目明 東京 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 西尾善積 京都 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 西村愿定 千葉 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 藤江理三郎 神奈川 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 藤沼朝保 東京 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 三橋三郎 滋賀 油画科 昭和16年3月

昭和9年 油画科豫科 村山正吉 茨城 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 守屋千之 熊本 守尾千之 油画科 昭和14年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和12年度（守尾千之）

昭和9年 油画科豫科 米本一郎 鳥取 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 渡邊武夫 埼玉 渡辺武夫 油画科 昭和14年3月

昭和9年 油画科豫科 渡邊亨 群馬 渡辺亨 ― ― 油画科 昭和12年度度

昭和9年 油画科 唐國卿 満州国奉天 唐国卿 油画科 昭和14年3月 特別学生

昭和9年 油画科 薜瀛生 中華国江蘇 ― ― 油画科 昭和12年度度 特別学生

昭和9年 油画科 兪成輝 中華国江蘇 ― ― 油画科 昭和14年度度 特別学生

昭和9年 油画科 楊佳福 関東州旅順 楊佳福 油画科 昭和14年3月 特別学生

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 明石順吉 東京 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 井手則雄 ⾧崎 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 稻田健四 東京 稲田健四 ― ― 彫刻科塑造部 昭和13年度度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 尹承旭 朝鮮京城 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 川瀨勝藏 京都 川瀬勝蔵 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 金景承 朝鮮京畿 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 後藤一彥 北海道 後藤一彦 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 昆野恒 岩手 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 櫻井光 茨城 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 佐藤忠良 北海道 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 鷹野忠一 ⾧野 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 高澤七郎 石川 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 原田新八郎 福岡 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 坂東文夫 徳島 彫刻科塑造部 昭和14年3月 研究科(塑造) 昭和14年度

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 舟越保武 岩手 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 細川順 高知 岩男順 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 森本淸水 森本清水 彫刻科塑造部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 於中和 中華国江蘇 ― ― 彫刻科塑造部 昭和12年度度 特別学生

昭和9年 彫刻科塑造部豫科 胡光弼 中華国廣東 ― ― 彫刻科塑造部 昭和14年度度 特別学生

昭和9年 彫刻科木彫部豫科 伊勢孝志 宮城 彫刻科木彫部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科木彫部豫科 大村正夫 静岡 彫刻科木彫部 昭和15年3月

昭和9年 彫刻科木彫部豫科 木原滿三郎 愛媛 木原満三郎 ― ― 彫刻科木彫部 昭和10年度度

昭和9年 彫刻科木彫部豫科 瀧誠 福岡 滝誠 彫刻科木彫部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科木彫部豫科 村山淸光 新潟 村山清光 彫刻科木彫部 昭和14年3月

昭和9年 彫刻科木彫部豫科 横山文夫 香川 彫刻科木彫部 昭和14年3月 研究科(木彫) 昭和14年度

昭和9年 工芸科図案部豫科 河合龍次 兵庫 河合竜次 ― ― 工芸科図案部 昭和10年度度

昭和9年 工芸科図案部豫科 川村儀三郎 山形 木村儀三郎 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 栗原淸 群馬 栗原清 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 駒井和郎 静岡 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 三枝之男 東京 ― ― 工芸科図案部 昭和10年度度

昭和9年 工芸科図案部豫科 澤藤彰三 岩手 沢藤彰三 ― ― 工芸科図案部 昭和12年度度

昭和9年 工芸科図案部豫科 柴沼芳郎 茨城 ― ― 工芸科図案部 昭和12年度度

昭和9年 工芸科図案部豫科 鈴木庄三 石川 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 高尾弘暉 広島 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 西村登喜男 石川 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 原大輔 佐賀 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 藤田尙夫 奈良 藤田尚夫 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 堀田巌 東京 工芸科図案部 昭和15年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 三輪智一 富山 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科図案部豫科 吉田淸治 石川 吉田清治 工芸科図案部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科彫金部豫科 太田光雄 東京 光映 工芸科彫金部 昭和14年3月 研究科(彫金) 昭和14年度

昭和9年 工芸科彫金部豫科 北原士 香川 工芸科彫金部 昭和14年3月 研究科(彫金) 昭和14年度

昭和9年 工芸科彫金部豫科 齋藤銈一 新潟 斉藤銈一 工芸科彫金部 昭和14年3月 研究科(彫金) 昭和14年度

昭和9年 工芸科彫金部豫科 菅省美 東京 工芸科彫金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科彫金部豫科 田中芳郎 新潟 工芸科彫金部 昭和14年3月 研究科(彫金) 昭和14年度

33／40 作成：浅井,石原,工藤,髙栁
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昭和9年 工芸科鋳金部豫科 伊坂四郎人 東京 工芸科鋳金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科鋳金部豫科 川本芳則 神奈川 工芸科鋳金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科鋳金部豫科 北村一郎 東京 一朗 工芸科鋳金部 昭和14年3月 研究科(鋳金) 昭和14年度

昭和9年 工芸科鋳金部豫科 染川鐵之助 鹿児島 染川鉄之助 鐵之助 工芸科鋳金部 昭和14年3月 研究科(鋳金) 昭和14年度

昭和9年 工芸科鋳金部豫科 田中利一 東京 工芸科鋳金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科鋳金部豫科 服部茂夫 広島 工芸科鋳金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科鋳金部豫科 山中勇 栃木 工芸科鋳金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科鍛金部豫科 荻原富雄 群馬 工芸科鍛金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科鍛金部豫科 田澤淸美 山形 田澤清美 工芸科鍛金部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科漆工部豫科 淡川眞義 東京 淡川真義 工芸科漆工部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科漆工部豫科 辻光典 東京 工芸科漆工部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科漆工部豫科 友田昌敏 神奈川 友田昌敏 工芸科漆工部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科漆工部豫科 中村貞康 東京 工芸科漆工部 昭和17年9月 卒業年出典：『東京美術学校 東京芸術大学美術学部 卒業者名簿』東京芸術大学美術学部卒業者名簿編集室、昭和28

昭和9年 工芸科漆工部豫科 西橋貞一 福岡 工芸科漆工部 昭和14年3月

昭和9年 工芸科漆工部豫科 松村禮一 香川 松村礼一 ― ― 彫刻科塑造部 昭和14年度

昭和9年 工芸科漆工部豫科 吉田丈夫 富山 工芸科漆工部 昭和14年3月

昭和9年 建築科豫科 伊東進一 東京 建築科 昭和14年3月

昭和9年 建築科豫科 上野隆 山形 建築科 昭和14年3月

昭和9年 建築科豫科 大佳龍太郎 亜米利加合衆国 大住竜太郎 建築科 昭和14年3月

昭和9年 建築科豫科 小淵二三男 群馬 建築科 昭和14年3月

昭和9年 建築科豫科 橋本正直 埼玉 建築科 昭和14年3月

昭和9年 建築科豫科 山崎謙 東京 ― ― 建築科 昭和10年度

昭和9年 建築科豫科 山本甚作 山形 建築科 昭和14年3月

昭和9年 図画師範科 荒木淸秋 愛媛 荒木清秋 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 有海庄右衞門 山形 有海庄右衛門 有海庄門 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 石井進 愛媛 南放 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 川野春彌 福岡 田中春彌 川野春弥

 田中春弥

図画師範科 昭和12年3月 改姓名出典：『東京美術学校一覧』昭和14年度（田中春彌）

昭和9年 図画師範科 秦泉寺正一 高知 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 瀧本三郎 京都 滝本三郎

 楠田三郎

図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 田中昇 熊本 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 辻村八五郎 東京 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 橋本三七三 埼玉 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 疋島正典 石川 なこ 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 船井美周 愛知 船井美周 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 前島三次 ⾧野 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 三井惣一 山形 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 村瀨茂 岐阜 村瀬茂 図画師範科 昭和12年3月

昭和9年 図画師範科 山田貞實 岐阜 山田貞実 図画師範科 昭和12年3月
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