
119 創作版画雑誌 白と黒 第 49 号 

　　限 50 全 10 枚：前川千帆／料治朝鳴／武藤完一／

    小川龍彦／藤本東一良／小林朝治／中田一男／

    月岡忍光／中川雄太郎／廣川松五郎  表紙・

    裏表紙：小林朝治 30 × 21.3cm 白と黒社 

    昭和 9年（1934）                 80,000 円

120 創作版画雑誌 白と黒 第 50 号 終刊 

    限 50 全 12 枚：前川千帆／川上澄生／武藤完一

    ／奥田輝一郎／中川雄太郎／小林朝治／月岡

    忍光／中田一男／谷中安規（3枚）  表紙：

    中田一男 裏表紙：料治朝鳴 30.2 × 21cm 

    白と黒社 昭和 9年（1934）       160,000 円

121 多作家寄書帖 

    竹久夢二／野口雨情／西條八十／長田幹彦／北原白秋／岡本帰一／久留島武彦／弘田龍太郎／

    山田耕筰／田邊尚雄／本居長世／坪内逍遥／井口乗海／倉橋惣三他 後半部分に所有者の写真・

    スクラップ有 端部少冠水シミ 24 × 18cm 昭和 2-8 年 (1927-33)                   500,000 円
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126 浅野竹二 木版画集 東京名所	
							10 枚 上野東照宮雪／泉岳寺雨／佃島 雪／辨慶橋春雨／不忍池月明／新橋月明／隅田川 初秋／増上寺
    春色／桜田門春色／歌舞伎座 自刻自摺 各紙帙 布帙（少シミ） 24.5 × 36.7cm  昭和 31-32 年 (1956-57)           

                                                                                        160,000 円

125 旭正秀 作品	
							木版 版上サイン「M・ASAHI」 
    上部台紙に貼付け 23 × 18cm  

    昭和初期頃         30,000 円

123 畦地梅太郎 自筆挿絵	
							紙 パステル 水彩 5 枚 サイン 別冊文藝春秋 92 号より 
    13.8 × 19cm  昭和 40 年 (1965)             50,000 円

122 畦地梅太郎 小名木川風景	
							木版  中折れ 絵の画面に沿って折れ ※第十回
    帝展出品作品 35.5 × 40.5cm  昭和 5年 (1930)  

                                     150,000 円

124 岩崎巴人 

    自筆絵付皿 星と太陽と女体の図

						サイン 桐箱 三宅正太郎旧蔵 

    26cm（径）       15,000 円

22



129 織田一磨 大阪風景 東横堀川	
							石版 限 50 サイン 少マットヤケ 
    28.5 × 43.5cm  大正 6年 (1917)  

                                  50,000 円

127 織田一磨 日本名山画譜第一輯第三図 

    信州車山からみた八ヶ山獄（七月晴天の景）	
							石版 限 20 サイン 共帙 32.5 × 47.5cm  
    昭和 9年（1934）          60,000 円

128 織田一磨 日本名山画譜第一輯第二図 島根

    半島からみた雪の大山（地蔵ヶ崎より遠望）	
							石版 限 20 サイン 共帙 １ヵ所に目立つ紙の
    繊維有 32.5 × 47.5cm  昭和 9年（1934）   

                                80,000 円

130 川上澄生 MADONNA AND THE JUGGLER	
							木版 手彩 31 × 41cm（紙寸） 
    昭和 12 年頃 (C1937)      80,000 円

131 金守世士夫 木版画集 湖山	
							作者自摺本 10 部 見開き全 15 図 毛筆署名入 共箱
   （毛筆識語署名入・蓋反り） 46 × 31.5cm 

    日本愛書会 昭和 45 年（1970）  150,000 円
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132 川西英 神戸十二ヶ月風景 二月 六甲山積雪

							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 

    昭和 6年 (1931)            50,000 円

133 川西英 神戸十二ヶ月風景 三月 福原春宵	
							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 

    昭和 6年 (1931)            50,000 円

134 川西英 神戸十二ヶ月風景 四月 須磨桜花	
							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 

    昭和 6年 (1931)            50,000 円

135 川西英 神戸十二ヶ月風景 五月 大倉山新緑

							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 

    昭和 6年 (1931)             50,000 円

136 川西英 神戸十二ヶ月風景 六月 波戸場初夏

							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 
    昭和 6年 (1931)             50,000 円

137 川西英 

    神戸十二ヶ月風景 七月 湊川公園薫風	 									
							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 
    昭和 6年 (1931)            50,000 円

138 川西英 神戸十二ヶ月風景 八月 天神浜海水浴

							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 
    昭和 6年 (1931)            50,000 円

139 川西英 神戸十二ヶ月風景 九月 諏訪山満月

							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 

    昭和 6年 (1931)            50,000 円
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140 川西英 神戸十二ヶ月風景 十月 布引紅葉	
							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 
    昭和 6年 (1931)            50,000 円

141 川西英 神戸十二ヶ月風景 十一月 再度山秋色	
								木版 極薄い冠水シミ 一部台紙に貼付 

    15.5 × 27cm 昭和 6年 (1931)   40,000 円

142 川西英 神戸十二ヶ月風景 十二月 元町歳暮	
							木版 一部台紙に貼付 15.5 × 27cm 
    昭和 6年 (1931)            50,000 円

143 川西英 港	
							木版 色紙  左下角少傷み 
     27 × 24cm    10,000 円

144 川西英 

    自筆原画・版画 花壇	
							紙 彩色 2 枚 サイン 
    33 × 24.5cm 

    昭和 16 年 (1941)      

              120,000 円

145 川西英 自筆原画・版画 女給

							紙 彩色 2 枚 サイン 原画の
    右上角少切れ 33 × 24.5cm 

    昭和 12-15 年 (C1937-40)  

                     180,000 円

版画

版画

原画

原画
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146 勝平得之 秋田風俗橇五題版画集	
							木版 全 5枚 少シミ 帙 9.3 × 13.7cm  昭和 13 年 (1938)  
                                                25,000 円

147 加山四郎 自筆絵付皿 鰈	
							サイン 桐箱 三宅正太郎旧蔵 
     30.5cm（径） 

     昭和 31 年 (1956)   

                   30,000 円
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148 斎藤清 GATE SANZEN-IN KYOTO	
							木版 雲母摺  限 80 サイン 37.5 × 52.5cm 

    昭和 46 年 (1971)            90,000 円

149 斎藤清 STRAY DOG MEXICO	
							木版 限 70 サイン マージン点シミ 
    38.5 × 52cm 昭和 31 年（1956） 額装 

                                  250,000 円

150 斎藤清 SAGA KYOTO（D)	
							木版 限 100 サイン マージン端部シワ 
    37.5 × 52.5cm 昭和 43 年（1968）   

                                   100,000 円

151 斎藤清 BIYAKUGO-JI NARA（B）	
							木版 限 100 サイン 38 × 52.5cm 

    昭和 43 年（1968）               90,000 円



154 関野凖一郎 京の夕	
							木版 限 98 サイン 80.5 × 55cm 

    昭和 55 年 (1980)    200,000 円

153 関野凖一郎 京の昼	
							木版 限 98 サイン 80.5 × 55cm 

    昭和 55 年 (1980)   200,000 円

155 関野凖一郎 京の夜	
							木版 限 98 サイン マージン右側
    数ヶ所少点シミ 80.5 × 55cm  

    昭和 55 年 (1980)  230,000 円

152 関野凖一郎 京の朝	
							木版 EA 版 サイン 80.5 × 55cm  

    昭和 54 年 (1979)    250,000 円
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157 芹沢銈介 型染幅 型染微笑観音	
							紙本 印譜 共箱 26 × 14.7cm       200,000 円

156 武田由平 耶馬溪木ノ子岳	
						木版 裏にサイン・タイトル 裏面にテープ跡 
    日本版画協会展出品作品 37 × 44.5cm  

    昭和初期頃                  100,000 円

158 武井武雄 銅版絵本 地上の祭	
							中表紙＋ 12 枚 限 200 毛筆署名入 関野凖一郎摺 特漉越前鳥の子紙 背革 別冊：銅版絵本地上の祭愛蔵家
    名簿付（昭和 15 年） 36 × 28.5cm アオイ書房 昭和 13 年（1938）                   300,000 円
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159 竹久夢二 新小唄第二六編「岸邊に立ちて」原画

    水彩 紙 18.8 × 11.7cm  大正 9年（1920）東京美術倶楽部鑑定書 楽譜付 少汚レ 額装   

　　　　　　　　　　　　　                                             650,000 円
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160 中村直人 自筆画 婦人像	
							紙本 グワッシュ サイン 26 × 23cm（窓寸）

    額装                      250,000 円

161 山田馬介 月夜の品川 

　　木版 限 150 の内 74 刷込サイン マージン左角補修 

    25.5 × 36cm 昭和初期                   150,000 円

164 フランク・ブラングィン 震災後のメッシナ伊太利	
							木版 漆原木虫彫・刷・サイン 木虫シール 
    25 × 34cm 大正 2- 昭和 14 年頃 (C1913-1939)  

                                     45,000 円

163 フランク・ブラングィン ヴェニス金色の朝	
							木版 漆原木虫彫・刷・サイン 木虫シール 
    22.2 × 34cm 大正 2- 昭和 14 年頃 (C1913-1940)  

                                        45,000 円

162 フランク・ブラングィン 運河の舩 白耳義ブルージ市

    （ブリュージュのプレディクヘーレン橋） 	
							木版 漆原木虫彫・刷・サイン 木虫シール 
    24.3 × 32.5cm 大正 2-8 年 (C1913-19)  

                                       50,000 円
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