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浮世絵学　画号索引

凡例

1　配列は、号（字、画名、俳名、芸名、法名、雅名）などの通称名の五十音順とする。原則
として落款、　　　
印章、通称の文字を採用する。絵師のみに限らず、諸分野の主要人名の索引とする。
2　生没年を原則とするが、生没年不明の場合、その活躍年を記す。
3　括弧内の数字は、数え年による享年を示す。
4　西暦に換算する場合、便宜的に和暦の一月一日の西暦年を採用する。　　　　　
5　明治以降の近代版画家（創作版画、現代版画）も取り入れたので御利用願いたい。
6　多岐にわたる人物索引のため、生歿年、年表、その他に未記入のものがある。各自、記載
されたい。
　*誤謬、誤読、錯誤が多々あると思う。典拠を御教示いただければ有難い。

あ
靉嘔（あいおう） 飯島... 1931-1969-
靄崖（あいがい）　 高久～　　　1796-1843（48）
愛造（あいぞう）　 辻～　　　　1895-1964（70）
亜歐堂（あおうどう）～田善　　1748-1822（75）
赤良（あから）　　四方～　　　 1749-1823（75）　
* 大田南畝 ﾅﾝﾎﾟ
秋夫（あきお） 恩田～ 1924-1965-
昭実（あきざね）　 二条～　　　1556 ー 1619（64）　
* 尊純流、青蓮院　
秋成（あきなり）　上田～　　　 1734 ー 1809（76）　
* 無腸
明代（あきよ） 山田～ -1947-1952-
彰（あきら） 黒崎～ 1937-1970s-
彬（あきら）→彬（ひとし） 清宮～
光（あきら） 谷～ 1920-1980-
旻（あきら） 松本～ 1936-1976-

朱実（あけみ） 稲垣～ 1933-
淺草庵（あさくさあん）～市人　1755-1820（66）　
* 市人（いちひと）
朝治（あさじ） 小林～ 1898-1939（42）
芦清（あしきよ）　　　　　　　 -1816-　　　　　　
*上方絵
芦くに（あしくに）　淺山～　　 1770s-1820s（40s）



*1999 松平／上方絵、
*芦くに　　　　　　　　　　　 -1801-1820s-
芦國（あしくに）　 -1816-1817 ー　　　　
*1929 黒田／上方絵、
芦洲（あしくに） -1827 ー　　　　
*上方絵、1929 黒田
芦郷（あしさと） -1813-1816 ー　　　　上方絵　
芦友（あしとも）　　　 -1814-1817 ー　　　　上方絵　
芦尚（あしなお）　 -1817 ー　　　　　　　上方絵
芦貫（あしぬき） -1817 ー　　　　　　　　上方絵
芦陽（あしはる） -1824 ー　　　　　　　　上方絵
芦廣（あしひろ） -1816-1817 ー　　　　　上方絵　
芦舟（あしふね） -1813-1825 ー　　　　　上方絵
芦丸（あしまる） -1816 ー　　　　　　　　上方絵
芦麿（あしまろ） -1813-1814 ー　　　　　上方絵　
芦幸（あしゆき） 1770s ー 1833 ー　　　  上方絵、1999 松平

篤胤（あつたね）　平田～　　　 1776-1843（68）　　
淳之（あつし）上村～ 1933- 上村（うえむら）
宏浩（あつひろ）高根～ -1930s-

綾岡（あやおか） 1817-1887（71）
綾足（あやたり）　建部～　　　 1719 ー 1774（56）　　涼岱
有人（ありんど）　山々亭～ 1831-1902（72）
可有（あるべく）　呉陵軒～　　　？ー 1788（？）　　　
闇齋（あんさい）　山崎～　　　 1618-1682（65）
安醒（あんせい）内間～ 1921-1973- 内間（うちま）
安知（あんち）　　長陽堂～　　 -1710s-
安知（あんち）　　懷月堂～ -1722-1746- 音雪と同人？
安度（あんど）　　懷月堂～ 1677-1752（76）　志村常仙と同人？

い
家康（いえやす）　徳川～　　　 1542 ー 1616（75）
五十枝（いおき）齋藤～ 1881-1965（85）
郁（いく）永井～ -1956-
郁夫（いくお）平山～ 1930-
郁朝（いくとも）黒木～ 1945-
幾英（いくひで）　　　　　 -1881-　M14 第 2回内国勧業
生馬（いくま）　　有島～　　　 1882-1974（93）

功雄（いさお）大竹～ 1943-



勲（いさお）高橋～ 1941-1972-
伊作（いさく）中川～ 1899-2000（102）
伊三郎（いさぶろう）関戸～ 1914-1950s- 関戸（せきど）
伊三郎（いさぶろう）中～　　　　
勇（いさむ）坂本～ 1931-1966-
五十八（いそはち）若杉～　　　1759-1805（47）

至（いたる）　　　田辺～　　　 1886-1968（83）
一峨（いちが）　　沖～　　　　 1796-1855（60）
一城（いちじょう）森～
市人（いちひと）　淺草～　　　 1755-1820（66）　壷々陳人、質屋
一郎（いちろう）宇佐美～ -1930s-
一郎（いちろう）小口～ 1914-1979（66）
一郎（いちろう）福島～ 1920-1975（56）

一九（いっく）　　十返舎～　　 1765-1831（67）　じっぺんしゃ
一珪（いっけい）　英～　　　　 1759-1843（85）
一■（いっけい）　浮田～　　　 1795-1859（65）■＝草冠＋惠
一景（いっけい）　昇齋～ -1870-1874-
一光（いっこう）田中～ 1930-2002（73）

一茶（いっさ）　　小林～　　　 1763-1827（65）
一齋（いっさい）　佐藤～　　　 1772 ー 1859（88）
一舟（いっしゅう）英～　　　 1698-1768（71）
一笑（いっしょう）宮川～　　　　-1740s-1760s-
一水（いっすい）牛島～ 1881-？
一正（いっせい）雨宮～ 1934-
一川（いっせん）　英～　　　　 -1760s-1778-
一蝶（いっちょう）英～（信香）1652-1724（73）　多賀朝湖の後名
一平（いっぺい）鹿児島～ 1934-1973-
一峰（いっぽう）　英～　　　　 1691-1760（70）
一鳳（いっぽう）　西澤～　　　 1801 ー 1852（52）

伊之助（いのすけ）硲～ 1895-1977（83）　　硲（はざま）
伊孚九（いふきゅう）　　　　　 -1720-　　　　　　　　長崎に滞在
巌（いわお）秋山～ 1921-1970-
巌（いわお）内田～ 1900-1953（54）
岩美（いわみ）古沢～ 1912-1939-
隱元（いんげん）　～禅師　　　 1592-1673（82）
印象（いんしょう）堂本～　　　1891-1975（85）



う
宇一（ういち）鷹山～ 1908-1942-
卯一（ういち）松崎～ -1934-1936-
卯一（ういち）那波多目～ -1950s-
宇三郎（うさぶろう）伊原～ 1894-1976（83）
卯三郎（うさぶろう）外山～ 1903-1980（74）
芋銭（うせん）　小川～ 1868-1938（71） 草汁～

歌国（うたくに）　浜松～　　　　1776 ー 1827（52）　
歌國（うたくに）　 ー 1814 ー　　　　　　　　　上方絵
歌政（うたまさ）　　　　　　　　1775-1824（50）　　墨僊と同人
歌政（うたまさ）　二代～　　　　1787-1864（78）　　月齋と同人
哥麿（うたまろ）　喜多川～　　　1750s-1806（50s）　*53 歳の享年、典拠、不確定
哥麿（うたまろ）　二代　　　　　-1806-1818-
卯之助（うのすけ）河合～　　　　1889-1969？（81）
馬助（うますけ）山田～ -1930s- BASKE（ばすけ）

梅國（うめくに） -1823-26 ー　　　　　　上方絵　
梅太郎（うめたろう）畦地～　　1902-1999（96）
梅太郎（うめたろう）畦地～ 1902-？
梅屋（うめのや）～鶴子 1801-1865（65）

有楽齋（うらくさい）織田～　　1547 ー 1621（75）
有楽齋（うらくさい）　 -1819-1825 ー　　　　上方絵　長秀と同人
裏住（うらずみ）　大屋～　　　 1734-1810（77）
運一（うんいち）平塚～ 1895-1997（102）
雲従（うんじゅう）蕭しょう～ 1596-1673
　太平山水図　　1645　　　

え
永→ひさし
栄一（えいいち）小谷内～ -1931-1941-
英一（えいいち）琴塚～ 1906-1950-
英遠（えいえん）岩橋～ 1903-1970-
英喜（えいき）都鳥～ 1873-1943（71）
永機（えいき）　　其角堂～　　 1823-1904（82）
映丘（えいきゅう）松岡～　　　1881-1938（58）
英 元章（えいげんしょう）　　　　　　　　　　　　　　　　　　古田秀雪、長崎
映子（えいこ）三輪～ 1937-1975-



永興（えいこう） 小林～ 1868-1933

英作（えいさく）和田～ 1874-1959（76）
英山（えいざん）　菊川～　　　　1787-1867（81）
栄之（えいし）　　細田～　　　　1756-1829（74）
永治（えいじ）池田～ 1889-1950（62）
英治（えいじ）池間～ 1933-
永春（えいしゅん）梅翁軒～　　　-1728-54-
英春（えいしゅん）山本～ -1906-07-
栄昌（えいしょう）鳥高齋～　　　-1797-1801-　　　-1789-1800-
栄昭（えいしょう）楢崎～ 1868-1936（69）
永二郎（えいじろう）梅原～ -1960-

栄水（えいすい）　一楽亭～　　　-1801-1803-
頴川（えいせん）　奥田～　　　　1753-1811（59）
英泉（えいせん）　溪齋～　　　　1790-1848　（59）
永洗（えいせん）　藻齋～　　　　1864-1905（42）富岡～
永洗（えいせん） 富岡～ 1864-1905
栄川院（えいせんいん）狩野～　　1730-1790（61）　　　典信（みちのぶ）
英三（えいぞう）奥瀬～ 1891-1975（85）
栄三（えいぞう）加藤～ 1906-1972（67）
英三（えいぞう）政田～ -1931-1935-
英泰（えいたい） 伊藤～ 1876-？
永濯（えいたく）　鮮齋～　　　　1843-1890（48）
永濯（えいたく） 小林～ 1843-1890
永徳（えいとく）　狩野～　　　　1543-1590（48）　　　州信（くにのぶ？）
　　　　　　　　　　　　　　　　-1566（24）-　　　　大徳寺聚光院襖絵
　　　　　　　　　　　　　　　　-1583-　　　　　　　　大坂城障壁画　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　-1586-　　　　　　　　聚楽第障壁画
永悳（えいとく）　狩野～　　　　1814-1891（78）* 国学院永納（えいのう）　狩野～　　　
　1631-1697（67）
曳尾庵（えいびあん）加藤～　　　1763-？　　　　　　　　玄龜坊
英朋（えいほう）鰭崎～ 1881-1968（88）
英朋（えいほう） 鰭崎～ 1881-1970
栄里（えいり）　　礫川亭～　　　-1788-1807-
永林（えいりん）　　　　　　　　-1872-

笑顔（えがお）　　美図垣～　　　1789 ー 1846（58）
益軒（えきけん）　貝原～　　　　1630-1714（85）
掖齋（えきさい）　狩谷～　　　　1775 ー 1835（61）
鉞之介（えつのすけ）井川～ 1931-



艶鏡（えんきょう）歌舞妓堂～　　1749-1803（55）
焉馬（えんば）　　烏亭～　　　　1743-1822（80）花江都歌舞妓年代記

お
應爲（おうい）　　葛飾～　　　　1791-1857-　　　　北齋の三女、榮
應擧（おうきょ）　圓山～　　　　1733-1795（63）　　　應擧 ﾏｻﾄｷ
* 眼鏡画制作（めがねえ）　　　　-1750s-
* 一嘯（いっしょう）　　　　　　-1765-
* 夏雲（かうん）　　
*仙嶺（せんれい）　　　　　　　
*應擧（おうきょ）　　　　　　　-1766（34）～1795（63）
　應擧の昂揚期　　　　　　　　 -1768～1771-　　　　　（外隈、付け立て、片ぼかし）
應震（おうしん）　圓山～　　　　1791-1840（50）
應瑞（おうずい）　圓山～　　　　1766-1829（64）

大江丸（おおえまる）大伴～　　　1722 ー 1805（84）
オ - リック　エミ - ル～ 1870-1932（63）
岡持（おかもち）　　喜三二　　1735-1813（79）　　
興家（おきいえ）橋本～ 1899-1993（93）
翁満（おきなまろ）黒沢～　　　　1795 ー 1859（65）
養信（おさのぶ）　狩野～　　　　1796-1846（51）　晴川院　
治（おさむ）柴田～ 1932-1956-
脩（おさむ）高橋～ 1935-1978-
修（おさむ）両角～ 1948-1975- 両角（もろずみ）
音彦（おとひこ）南屋～ -1930-1932- 南屋（みなみや）
音人（おとんど）鳴滝～　　

鬼武（おにたけ）　感和亭～　　　1760 ー 1818（59）
織藏（おりぞう）　畑野～　　　　1908-1942-　　
織部（おりべ）　　古田～　　　　1544 ー 1615（72）

か
カ - フ　クリフトン～ 1927- Clifton CARHU
魁夷（かいい）東山～ 1908-1999（90）

海屋（かいおく）　貫名～　　　　1778-1863（86）
懐月堂（かいげつどう）　　　　　-1700s-1710s-　　　懐月堂工房
*安度（あんど） 1677-1752（76）　一説、志村常仙と同人
*安知（あんち） -1722-1746-　　　一説、音雪と同人
*指水（しすい） 1677-1752（76）　一説、志村常仙と同人
*常仙（じょうせん） 1677-1752（76）　1722（恩赦）



・度繁（どはん）　　　　　　　　-1710s-1730s-
芥舟（かいしゅう）木村～　　　　1830-1901（72）　咸臨丸
塊石（かいせき）定方～ -1929- 定方（じょうかた）
介石（かいせき）　野呂～　　　　1747-1828（82）
海僊（かいせん）　小田～　　　　1785-1862（78）
薫（かおる）　　　蘭奢亭～　　　1769 ー 1824（56）
薫（かおる）河野～ 1916-1965（50） 河野（かわの）
薫（かおる）　　　山口～　　　　1907-1968（62）

霞外（かがい）根本～ 1899-1975（77）
香涯（かがい） 渡邊～ -1913-
華岳（かがく）　　村上～　　　　1888-1939（52）　
臥牛（がぎゅう）上田～ 1921-
岳（がく）中村～ -1940-1943-
鶴子（かくし） 梅屋～　　　1803 ー 1865（63）　秣翁 ﾊﾞﾂｵｳ
鶴寿（かくじゅ）　梅屋～　　　　1803 ー 1865（63）　秣翁 ﾊﾞﾂｵｳ
画狂人（がきょうじん）　　　　　-1801.01-1806.06-　北齋 42～47 歳
鶴翁（かくおう）　田中～　　　　　　　　　　　　　　　　　　花月庵
岳翁（がくおう）　～藏丘　　　　-1486-1513-
　　　　　　　　　　　　　　　　-1486-　　　　　　　　蔗軒日録に記事あり
　　　　　　　　　　　　　　　　-1513-　　　　　　　　着賛山水図
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　了安桂悟賛／山水
角次郎（かくじろう）横堀～ 1897-1978（82）
岳水（がくすい） 井出～ 1899-？
覚太郎（かくたろう）岩田～ 1902-1981-
鶴亭（かくてい）　僧～　　　　　1722-1785（64）　　　海眼浄光　　-80？
岳亭（がくてい）　～春信 2　　　　1780s-1855（70s）
* 春信 2 -1815-1817-
* 岳亭（がくてい） -1818-1828-
* 丘山（きゅうざん） -1829-1832-
* 五岳（ごがく） -1833-1855-
岳稜（がくりょう）中村～ 1890-1969（80）
景樹（かげき）　　香川～　　　　1768 ー 1843（76）
景松（かげまつ） 　　　　　　　ー 1839-1841 ー　　　　　上方絵
景保（かげやす）　高橋～　　　　1787 ー 1829（43）　作左衛門

華山（かざん）　　横山～　　　　1784-1837（54）
崋山（かざん）　　渡邊～　　　　1793-1841（49）　「崋」
花山院（かざんいん）～定誠　　　1640 ー 1704（65）　花山院流
檮男（かしお） 馬場～ 1927-1968-
可笑（かしょう）　伊庭～　　　　1747 ー 1783（37）



霞樵（かしょう）　九～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大雅堂
雅人（がじん） 上坂～ 1877-1953（77） 雅人（まさと？）
和（かず） 脇田～ 1908-1950-
主計（かずえ） 山岸～ 1893-1984（92）　　1891？
一枝（かずえ） 尾竹～ 1893-1966（74）
一枝（かずえ） 名取～ 1924-
一雄（かずお） 東～ 1910-1957- 東（あずま）～
一雄（かずお） 北川～ -1919-1923- 清方門下
一夫（かずお） 笠松～ 1906-1953-
一夫（かずお） 高田～ 1906-1982（77）
一男（かずお） 中田～ -1924-1945-
和子（かずこ） 西貝～ 1921-1958-
一巴（かずとも） 三ノ輪～ 1919-
一信（かずのぶ）　狩野～　　　　1815-1863（49）
一彦（かずひこ） 長田～ 1941-1974-
一麿（かずま） 織田～ 1882-1956（75）　1882？
一政（かずまさ）　中川～　　　　1893-1991（97）
一正（かずまさ） 永井～ 1929-1968-
和三（かずみ） 尼野～ 1927-1950s-
一弥（かずや） 中～ 1911-1940s-
一良（かずよし） 大谷～ 1933-1980-
霞仙（かせん） 菅藤～ 1891-1955（65）
華泉（かせん） 大平～ 1900-1983（84）
華邨（かそん）　　鈴木～　　　　1860-1919（60）
華邨（かそん） 鈴木～ 1860-1919

勝一（かついち） 樺島～ 1888-1965（73）
勝江（かつえ） 井上～ 1932-
勝三郎（かつさぶろう）長谷川～ -1932-
勝重（かつしげ）　岩佐～　　　　1603（？）-1673（71）
葛 蛇玉（かつじゃぎょく）？　　　1735-1785（51）　　　李原
勝次郎（かつじろう）寺司～ 1927-1960- 寺司（てらし）
勝信（かつのぶ）　近藤～　　　　-1723-
克美（かつみ） 小口～ 1928-1951-
克美（かつみ） 清野～ 1916-
克巳（かつみ） 三宅～ 1874-1954（81）
勝以（かつもち？）岩佐～　　　1578-1650（73）　又兵衛の画号　道蘊、碧勝宮
克之（かつゆき） 鍋井～ 1888-1969（82）
勝之（かつゆき） 西嶋～ 1945-1972-
克芳（かつよし） 高橋～ 1931-1962-
かつを ふる瀬～　



嘉亭（かてい） 武藤～ 1910-1962-
賀邸（がてい）　　内山～　　　　1723-1788（66）　　　椿軒 ﾁﾝｹﾝ

鼎（かなえ）　　　山本～　　　　1882-1946（65）
要（かなめ） 島田～ 1885-1954-
蟹子丸（かにこまる）文々舎～　　1760s ー 1837（70s）
周社（かねたか） 浦田～ 1939-1975-
鐘成（かねなり）　暁～　　　　　1793 ー 1860（68）
兼紀（かねのり） 諏訪～ 1897-1932（36）

峨眉丸（がびまる）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄之の別号
カペラリー F. Caplelari　1884-1950（67）　　　活躍 -1915-1920-
霞峰（かほう） 川北～ 1875-1940（66）
雅邦（がほう）　　橋本～　　　　1835-1908（74）
亀祐（かめすけ）　欽古堂～　　　1764-1837（74）　交趾ｺｳﾁ焼　
華陽（かよう） 山口～ 1899-1984（86）
可楽（からく）　　三笑亭～　　　1777 ー 1833（57）
唐丸（からまる）　蔦～　　　　　1750 ー 1797（48）　蔦屋重三郎
嘉六（かろく） 1884-1958（65）

かん 石塚～ -1915-
侃（かん） 小崎～ 1942-1966-
完一（かんいち） 武藤～ 1892-1950-
岸駒（がんく）　　　　　　　　　1749-1838（90）　
* 蘭齋（らんさい）　　　　　　　-1784-
* 岸矩（がんく）　　　　　　　　-1784-
* 賁然（ひねん）　　　　　　　　-1784-
* 雅楽助（うたのすけ）　　　　　-1784-
* 可観堂（かかんどう）　　　　　-1786-
* 鳩巣樓（かかんろう）　　　　　-1798-
* 虎頭館（ことうかん）　　　　　-1799-
* 同巧館（どうこうかん）　　　　-1807-
* 越前介（えちぜんのすけ）　　　-1808-
* 画雲樓（がうんろう）　　　　　-1812-
* 天開樓（てんかいろう）　　　　-1814-
* 越前守（えちぜんのかみ）　　　-1837-
關月（かんげつ）　蔀～　　　　　1749-1797（51）　　　蔀 ｼﾄﾐ　　　
菅江（かんこう）　朱樂～　　　　1738-1798（61）　漢江、後、再び菅江　　　　　　　　
観光（かんこう） 村山～ 1901-1935（35）
關齋（かんさい）　森～　　　　　1814-1894（81）
冠山（かんざん）　岡島～　　　　1674-1728（55）



侃二（かんじ） 河原～ 1897-1973-
寛治（かんじ） 前田～ 1895-1930（36）
幹二（かんじ） 鈴木～ 1921-1960s-
関雪（かんせつ） 橋本～ 1883-1945（63）
岸岱（がんたい）　　　　　　　　1782 ー 1865（84）
観潮（かんちょう）織田～ 1889-1961
韓天寿（かんてんじゅ）　　　　　1747 ー 1795（49）
観方（かんぽう）　吉川～　　　　1894-1979（86）吉川（よしかわ）
観明（かんめい） - -1901-02-
観也（かんや） 潅～ 1923- 潅（かん）
観陽（かんよう） 金森～ 1882-1931（50）

き
キ - ス エリザベス～ 1887-1956（70） Elizabeth KEITH
其一（きいち）　　鈴木～　　　　1796-1858（63）
帰一（きいち）　　岡本～　　　　1880-1930（51）
帰一（きいち） 岡本～ 1888-1930（43）
義一（ぎいち） 太田～ -1919-
淇園（きえん）　　柳澤～　　　　1704-1758（55）　　　柳 里恭 ﾘｭｳ ﾘｷｮｳ
　　　　　　　　　　　　　　　　-1730-　　　　　　　　長崎留学
淇園（きえん）　　皆川～　　　　1734 ー 1807（74）
其角（きかく）　　　　　　　　　1661 ー 1707（47）
帰橋（ききょう）　蓬莱山人～　　ー 1789 ー　　　　　　　　戯作を断つ
鞠塢（きくう）　　佐原～　　　　1762 ー 1831（70）
喜久江（きくえ） 吉浜～ 1933-1972-
菊男（きくお） 五所～ 1943-1970-
菊仙（きくせん） 公文～ -1903-1909-
喜久麿（きくまろ）藤木～ -1919-1924-
喜久麿（きくまろ）喜多川～　　　-1801-17-　　　　　月麿の□名
紀元（きげん）　　中川～　　　　1892-1972（81）
喜三二（きさんじ）朋誠堂～　　　1735-1813（79）　ﾎｳｾｲﾄﾞｳ、手柄岡持
　　　　　　　　　　　　　　　　ー 1788 ー　　　　　　　　戯作を断つ
癸巳男（きしお）　小泉～　　　　1893-1954（62）　1945？
癸巳男（きしお） 小泉～ 1893-1945（53）
幾春（きしゅん） 渡辺～ 1887-1927-
義人（ぎじん） 奥山～ 1934-1950s-
吉右衛門（きちうえもん）岡村～ 1916-？
吉二（きちじ） 萩原～ 1915-1957（43）
橘洲（きつしゅう）唐衣～　　　　1743-1802（60）　四谷連、小島謙之　
几董（きとう）　　高井～　　　　1741 ー 1789（49）
義董（ぎとう）　　柴田～　　　　1780-1819（40）



喜之助（きのすけ）海老原～　　　1904-1970（67）
紀束（きのつかぬ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佩■堂　　角＋攜の作り　
　
木鉢郎（きはちろう）下沢～ 1901-1984（84）
儀八郎（ぎはちろう）奥山～　　　1907-1981（75）
喜平（きへい）　　笹島～　　　　1906-1993（87）
喜平（きへい） 中野～ -1942-1944-
希望（きぼう） 児玉～ 1898-1971（74）
公春（きみはる） 佐藤～ 1929-
亀祐（きゆう）　　欽古堂　　　　1764-1837（74）
九皐（きゅうこう）井上～　　　　-1815-　　　　　　　　藍摺り
久藏（きゅうぞう）長谷川～　　　1568-1593（26）　　　等伯の子
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　智積院ﾁｼｬｸｲﾝ桜図襖
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　大原御幸図屏風
休伯（きゅうはく）狩野～　　　　1577-1654（78）　～長信 ﾅｶﾞﾉﾌﾞ
九浦（きゅうほ） 野田～ 1879-1971（93）

魚（ぎょ）（印）→蘆雪（ろせつ）
郷活（きょうかつ？） -1904-
恭吉（きょうきち）田中～　　　　1892-1915（24）
鏡湖（きょうこ） -1904-
尭孝（きょうこう）～法印　　　　1391 ー 1455（65）　和哥所
暁齋（きょうさい）惺々～　　　　1831-1889（59）　　　惺々 ｾｲｾｲ狂齋、後、暁齋
郷三郎（きょうさぶろう）仲～
京山（きょうざん）山東～　　　　1769 ー 1858（90）
曉舟（ぎょうしゅう）田代～ 1878-1907-
杏所（きょうしょ）立原～　　　　1786-1840（55）
匡四郎（きょうしろう）宮本～ 1915-1959-
教三（きょうぞう）遠藤～ 1897-1970（74）
恭三（きょうぞう）久泉～ -1927-
京傳（きょうでん）山東～　　　　1761-1816（56）

清興（きよおき） -1904-1905-
清方（きよかた）　鏑木～　　　　1878-1972（94）　此君亭 、鏑木（かぶらき）
清方（きよかた） 鏑木～ 1878-1972
玉英（ぎょくえい）鍋田～　　　　1847-1890-
玉燕（ぎょくえん）狩野～　　　　1683-1743（61）
玉園（ぎょくえん） -1860c-
玉山（ぎょくざん）岡田～　　　　1737-1812（76）
曲山人（きょくさんじん）　　　　1790s ー 1836（40s）
玉桂（ぎょくけい）- -1898-



玉州（ぎょくしゅう）桑山～　　　1747 ー 1799（53）
玉洲（ぎょくしゅう）　 ー 1834 ー　　　　　　　　上方絵
玉章（ぎょくしょう）川端～ 1842-1914（73）
玉瀞（ぎょくせい）月岡～ 1908-1938-
玉泉（ぎょくせん）成田～ -1937-1939-
玉蟾（ぎょくせん）望月～　　　　1673-1755（83）
玉堂（ぎょくどう）浦上～　　　　1745-1820（76）
　　　　　　　　　　　　　　　　-1752-1771-　　　　　岡山鴨方藩を脱藩
玉堂（ぎょくどう）川合～ 1873-1957（85）
玉堂（ぎょくどう）川合～ 1873-1957
きよし いわた～ 1940-1970-
清（きよし） 朝井～ 1902-1968（67）
清（きよし） 河村～ 1915-1963-
清（きよし）　　小早川～　　　 1889-1948（60）　1899？
清（きよし）　　齋藤～　　　　1907-1997（90）
清（きよし） 高橋～ 1904-1964-
清（きよし） 玉村～ -1932-1939-
潔（きよし） 粟津～ 1929-1979-
潔（きよし） 永井～ -1949-1972-
潔（きよし） 中島～ 1943-1960s-
潔（きよし）　　　長谷川～　　　1891-1980（90）
聖（きよし）　　　真淵～　　　　1920-
生喜由（きよし） 生悦～ 1913- 池悦（いけずみ）

木羊子（きよし） 森本～ 1898-1952-
清重（きよしげ）　鳥居～　　　　-1752-1771-
御舟（ぎょしゅう）速水～ 1894-1935（42）
御水（ぎょすい） 鈴木～ 1898-？
清澄（きよすみ）
清忠（きよただ）　鳥居～　　　　1700s-1740s-
清忠（きよただ） 鳥居～ 1875-1941（67） 鳥居家 7代目
清親（きよちか）　小林～　　　　1847-1915（69）　方圓舎～
清親（きよちか） 小林～ 1847-1915（69）
清親（きよちか）　日置～　　　　
清次（きよつぐ）　茶屋四郎次郎～　？ー 1622（？）
清經（きよつね）　鳥居～　　　　1730s-1759-80-
清長（きよなが）　鳥居～　　　　1752-1815（64）
清信（きよのぶ 1）　鳥居～　　　 1664-1729（66）　瓢箪足、蚯蚓ﾐﾐｽﾞ描き
清信（きよのぶ 2）　二代～　　　　1702-1752（51）
清春（きよはる）　近藤～　　　　ー 1704 ー 1752 ー
清治（きよはる） 曾根～ 1930-1966-



清春（きよはる） 横内～ 1870-1942（73）
清廣（きよひろ）　鳥居～　　　　1730s-1755-1758-
清政（きよまさ）　鳥居～　　　　1777-1795-
清倍（きよます 1）　鳥居～　　　　1694-1716（23）
清倍（きよます 2）　二代～　　　　1706-1763（58）
清美（きよみ） 門司～ -1970s-
清光（きよみつ） 小林～ -1927-1929-
清光（きよみつ） 鳥居～ 1938-1982- 鳥居家 9代目
清満（きよみつ）　鳥居～　　　　1735-1785（51）
清満 2（きよみつ 2）二代～　　 1788-1868（81）　清峯の後名
清峰（きよみね）　鳥居～　　　　1788-1868（81）　清満 2の前名
*清満 2（きよみつ）二代 -1815-1868
清元（きよもと）　鳥居～　　　　1645？ -1702？（58？）

銀鵞（ぎんが）　　酒井～　　　　1755-1790（46）　　　　 忠以ﾀﾀﾞｻﾞﾈ、抱一の兄
金魚（きんぎょ）　田螺～　　　　ー 1777 ー 1780s ー　　　　洒落本　
金鶏（きんけい）　奇々羅～　　　1767 ー 1809（43）
琴好（きんこう）　石部～　　　　ー 1789 ー　　　　　　　　筆禍、手鎖、追放となる
吟光（ぎんこう） 安達～ 1853--1888-1902（50）　　 - 明治 21-35-
金三郎（きんざぶろう）山内～ 1886-1961（76） →神斧（しんけん）
錦城（きんじょう）太田～　　　　1765 ー 1825（61）
謹次郎（きんじろう）北村～ 1904-1933-
金水（きんすい）　松亭～　　　　1795 ー 1862（68）
吟雪（ぎんぜつ）　富川～　　　　-1772-1777-　　　　　房信の後名
*房信（ふさのぶ）　　　　　　　-1760-1772-　　　　　吟雪の前名
金僊（きんせん） 久保田～ 1875-1954（80）
錦泉（きんせん） 鈴木～ 1867-1945（79）
今三（きんぞう？）北村～ -1920s-
金蝶（きんちょう）
金平（きんぺい） 鈴木～ 1895-1935-
金埒（きんらつ）　銭屋～　　　　1751-1807（57）　　　　　　　

く
空海（くうかい）　　　　　　　　774 ー 835（62）　　　弘法 ｺｳﾎﾞｳ大師、三筆
具慶（ぐけい）　　住吉～　　　　1631-1705（75）

國明（くにあき）　歌川～　　　　-1851-1863-
邦夫（くにお） 野村～ -1968-
國員（くにかず） 1820s-1870s
國計（くにかず）　　　　　　　　1860s    上方
國一（くにかず） 尾竹～ 1868-1931



國貞（くにさだ）　歌川～　　　　1786-1864（79）　五渡亭、香蝶樓
国貞 2（くにさだ 2）　　　　 1823-1880（58）
國貞 3（くにさだ 3）→梅堂豊齋（ほうさい）
國重（くにしげ） 　　　　　　　ー 1821-1826 ー　　　　　重春
国四郎（くにしろう）満谷～ 1874-1936（63）　満谷みつたに
邦二郎（くにじろう）尾崎～ 1909-1979（61）
邦助（くにすけ） 橋本～ 1884-1953（70）
國周（くにちか）　豊原～　　　　1835-1900（66）
國次（くにつぐ）　　　　　　1800-1861（62）
國鶴（くにつる） 　　　　　　　ー 1835 ー　　　　　　　　上方絵　
国輝（くにてる）　歌川～　　　　-1838-1864-
国輝（くにてる）　二代～　　　　1830-1874（45）
國輝 3（くにてる 3）三代國輝　
國利（くにとし）　歌川～　　　　1847-1899（53）
國虎（くにとら）　歌川～　　　　1790s-1810s-1850（60s）
國直（くになお）　歌川～　　　　1793-1854（62）
國直（くになお）　　　　　　　　ー 1823 ー　　　　　　　　上方絵
國長（くになが）　歌川～　　　　1780s-1829（40s）
國春（くにはる） 　　　　　　　ー 1845 ー　　　　　　　　上方絵
國平（くにひら） 　　　　　　　ー 1816 ー　　　　　　　　上方絵
國廣（くにひろ） 　　　　　　　1790s ー 1835 ー　　　  上方絵、1999 松平　
邦弘（くにひろ） 天野～ 　1929-1964-
國福（くにふく） 一昇齋～ 　-1862-
國政（くにまさ）　歌川～　　　　1773-1810（38）
國政 2（くにまさ 2）　　　　　　　　-1823-1869-
國政 3（くにまさ 3）梅堂國政　　　　-1867-1894-
國政 4（くにまさ 4）→梅堂豊齋（ほうさい）　1848-1920（73）
國政 5（くにまさ 5）　　　　　　　　-1889-1896-　
　國政 5　　　　　　　　　　　　　　1891（明治 24）
　柳蛙（りゅうあ）　　　　　　　　　1901　　　
國升（くにます） 　　　　　　　ー 1848 ー　　　　　　　　上方絵、貞升の後名
國松（くにまつ） 1855-1944
國松（くにまつ） 歌川～ 1855-1944
國丸（くにまる）　歌川～　　　　1793-1829（25）
國満（くにみつ）　歌川～　　　-1810s-1820s-
國峰（くにみね） 歌川～ 1861-1944（84）
國安（くにやす）　歌川～　　　　1794-1832（39）
國芳（くによし）　歌川～　　　　1797-1861（65）　一勇齋～
暮四郎（くれしろう）川上～ 1901-1973-
黒人（くろひと）　浜辺～
軍治（ぐんじ） 深沢～



薫造（くんぞう）　南～　　　　　1883-1950（68）
薫美（くんび） 谷口～ -1933-1964- KUNBI T, KT 
群馬亭（ぐんまてい）春朗改～　　-1785.00-　　　　　　北齋 26 歳　　　　

け
恵（けい） 浜口～ 1936-1980- 恵（めぐみ）
圭一（けいいち）  高沢～ 1914-1984（71）
圭一（けいいち）　高沢～　　　　1914-
桂華（けいか）    金島～ 1892-1974（83）
/Users/sakaigankow/Desktop/IMG_1015.JPG 慶賀（けいが）　　川原～　　　　1786-1860
（75）
桂月（けいげつ） 松林～ 1876-1963（88）
契月（けいげつ） 菊地～ 1879-1955（77）
圭子（けいこ）　　南～　　　　　1912-
蕙齋（けいさい）　鍬形～　　　　1764-1824（61）　蕙＝草冠＋惠
溪齋（けいさい）　　　　　　　　1790-1848　　　　英泉
圭三郎（けいさぶろう）手島～ 1935-1979-
景三（けいさん）　横川ｵｳｾﾝ～　　1429 ー 1493（65）　　　　相国寺流　ｼｮｳｺｸｼﾞ
桂舟（けいしゅう）武内～　　　　1861-1942（83）
桂舟（けいしゅう）武内～ 1861-1943
敬輔（けいすけ）　高田～　　　　1674-1755（82）
慶子（けいし）　　中村富十郎　　1719-1786（68）
慶助（けいすけ） 山下～ 1913-1977（85）
敬生（けいせい） 小林～ 1944-1970-
溪仙（けいせん） 富田～ 1879-1936（58）
恵造（けいぞう） 粂田～ -1931-1939-
敬中（けいちゅう）山田～　　　　1868-1934（67）
敬中（けいちゅう）山田～ 1868-1934
景年（けいねん）　今尾～　　　　1845-1924（80）
景文（けいぶん）　松村～　　　　1779-1843（65）
敬輔（けいほ）　　高田～　　　　1674-1756（83）　　*大坂、仏画の大家

月溪（げっけい）　松村～　　　　1752 ー 1811（60）　呉春の俳名
月耕（げっこう）　尾形～　　　　1859-1920（62）
月耕（げっこう） 尾形～ 1859-1920
月皎（げっこう） 大橋～ 1895-？
月齋（げっさい）　沼田～　　　　1787-1864（78）　歌政二代と同人
月僊（げっせん）　僧～　　　　　1721-1809（89）
月荘（げっそう） 芳本～ 1881-1936（56）
月癡老人（げっち～）～爲一　　　-1828.00-　　　　　　北齋 69 歳



憲（けん） 小原～ -1927-1930-
憲（けん） 田川～ 1906-1967（62）
乾（けん） 田坂～ 1905-1907（91）
健（けん） 原～ 1942-1969-
源（げん）　　　　山口～　　　　1896-1976（81）
憲市（けんいち） 大坪～ 1917-
研一（けんいち） 中村～ 1895-1967（73）
弦一郎（げんいちろう）猪熊～ 1902-1993（90）
蒹葭堂（けんかどう）木村～　　　1736-1802（67）　巽（遜）齋→そんさい
源■（げんき）　　駒井～　　　　1747-1497（51）　　　■＝王＋奇
憲吉（けんきち）　富本～　　　　1886-1963（78）
謙吉（けんきち） 渡辺～ -1928-1938-
玄魚（げんぎょ）　　　　　　　　1817-1880（64）　　　田キサ
玄々堂（げんげんどう）　　　　　1786-1867（82）　保居 ﾔｽｵｷ
源三郎（げんざぶろう）　　　　　-1690-　　　　　　　　蒔絵師～　　
乾山（けんざん）　尾形～　　　　1663-1743（81）　深省 ｼﾝｾｲ 紫翠 ｼｽｲ
けんじ ふじた～ 1939-1970-
健治（けんじ） 牛玖～ 1922-1958-
健二（けんじ） 河合～ 1908-1948-
健次（けんじ） 津田～ -1929-1943-
賢二（けんじ） 日下～ 1936-1963- 日下（くさか）
賢二（けんじ） 鈴木～ 1906-1949-
謙治（けんじ） 松井～ 1937-1970-
堅士（けんじ） 矢島～ 1895-1973（79）
源二（げんじ） 大月～ -1930s-
元秀（げんしゅう）印　　　　　　　-1614-　　　　　宗秀（父）
元秀（げんしゅう）印　　　　　　　　　　　　　　　　　甚之丞（子）
堅証（けんしょう）土矢～ -1933-1935-
元丈（げんじょう）野呂～　　　　1693-1761（69）
懸水（けんすい）　蛙面坊～　　
玄随（げんずい）　宇田川～　　　1755 ー 1797（43）
玄瑞（げんずい）　久坂～　　　　1840-1864（25）
元宋（げんそう） 奥田～ 1912-1955-
謙三（けんぞう） 森沢～ -1933-
けんぞう たけこし～ 1888-1981（92）
源太郎（げんたろう）小絲～ 1887-1978（92）
源太郎（げんたろう）竹田～ 1900-？
玄沢（げんたく）　大槻～　　　　1757 ー 1827（71）　磐水 ﾊﾞﾝｽｲ
源内（げんない）　平賀～　　　　1728-1779（51）　　鳩溪 ｷｭｳｹｲ　風来散人
　　　　　　　　　　　　　　　　-1770-　　　　　　　長崎遊学
健之典（けんのすけ）伊藤～ 1913-1960-



玄白（げんぱく）　杉田～　　　　1733-1817（85）
阮甫（げんぽ）　　箕作～　　　　1799 ー 1863（65）

こ
康（こう） 平田～ 1917-1960-
洪庵（こうあん）　緒方～　　　　1810 ー 1863（54）
興以（こうい）　　狩野～　　　　　？　-1636（？）
向意（こうい） 藤原～ 1932-1978-
行一（こういち） 岡田～ 1907-？
厚一（こういち） 奥村～ 1904-1974（71）
宏一（こういち） 久米～ 1917-
光一（こういち） 前田～ 1936-1980-
孝一（こういち）　清水～　　　　1894？ -1936-
浩一路（こういちろ）近藤～ 1884-1962（79）
江逸（こういつ） 石渡～ 1897-1940- 石渡（いしわた）
光逸（こういつ） 土屋～ 1870-1949（80）
孔寅（こういん）　長山～　　　　1765-1849（85）
功雲（こううん） 阿部～ 1908-1983-
紅雲（こううん） 地井～ 1937-1960-
光悦（こうえつ）　本阿彌～　　　1558-1637（80）
耕花（こうか）　　山村～　　　　1886-1942（57）　豊成の後名　豊（戸籍）
宏観（こうかん） 坂内～ 1900-1930- 坂内（ばんない）
江漢（こうかん）　司馬～　　　　1747-1818（72）　春重の後名
　　　　　　　　　　　　　　　　-1788-　　　　　　　　長崎留学
　　　　　　　　　　　　　　　　-1799-　　　　　　　　「西洋画談」
光希（こうき） 吉村～ 1910-
紅吉（こうきち） →かずえ（おたけ）
孝吉（こうきち）　大橋～　　　　1898-1933-
耕擧（こうきょ） -1904-
耕漁（こうぎょ） 月岡～ 1869-1927
香■（こうきょう）谷口～ 1864-1915（52） 山 +喬
耕漁（こうぎょう）阪巻～　　　　1869-1927（59）　また月岡～
廣業（こうぎょう）寺崎～ 1866-1919
廣業（こうぎょう）寺崎～　　　　1866-1919（54）
光溪（こうけい） 弦屋～ 1946-1990s- 中沢弘光の孫
蒿蹊（こうけい）　伴～　　　　　1733-1806（74）　
鴻山（こうざん）　高井～　　　　1806-1883（78）
好二（こうじ） 阿部～ 1939-1983-
広治（こうじ） 新居～ 1911- 新居（あらい）
広治（こうじ） →ひろのぶ（新居）　
康治（こうじ） 泉田～ 1908- 泉田（せんだ）



孝司→たかし
孝二（こうじ） 永井～ 1905-1952-
耕士（こうじ） 太田～ 1900-1947-
虹児（こうじ）　　蕗谷～　　　　1898-1979（82）　蕗谷（ふきや）
孝四郎（こうしろう）恩地～　　　1891-1955（65）　1890？
光治郎（こうじろう）船崎～ 1900-1938-
光人（こうじん） 利根山～ 1921-1972-
行成（こうぜい）　藤原～　　　　972 ー 1027（56）　　三蹟
光雪（こうせつ） 1887-1924- 峯内鉄二
耕雪（こうせつ） 坂田～ 1871-1935
耕三（こうぞう） 大西～ 1920-
候三（こうぞう） 野村～ 1909-1948-
弘三（こうぞう） 横井～ 1888-1965（78）
光三（こうぞう） 渡辺～ -1936-1943-
孝太郎（こうたろう）近藤～ 1897-1949（53）
好太郎（こうたろう）深川～ -1932-1947-
好太郎（こうたろう）三岸～　　　1903-1934（32）
公長（こうちょう）　上田～　　　1788-1850（63）
栲亭（こうてい）　村瀬～　　　　1746-1818（73）
光亭（こうてい） 渡辺～ 1895-？
耕濤（こうとう） -1904-
杲堂元昶（こうどう）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元昶 ｹﾞﾝﾁｮｳ
慊堂（こうどう）　松崎～　　　　1771 ー 1844（74）　
光徳（こうとく）　本阿弥～　　　1553 ー 1619（67）　光悦流
凰白（こうはく） 三宅～ 1893-1957
高鳳（こうふう） 橋本～ 1893-1961
高芙蓉（こうふよう）　　　　　　1722-1784（63）　　　画家、篆刻
耕文（こうぶん） 月岡～
光平（こうへい） 服部～ 1899-1957-
曠平（こうへい） 森田～ 1916-
晃甫（こうほ） 広島～
香峰（こうほう） 大内～ 1941-
耕峯（こうほう） -1875-1925-
弘明（こうめい） 高橋～ 1871-1945（75） 弘明（1922-）松亭の前名
晃甫（こうほ）　　広島～　　　　1889-1951（63）　新太郎
廣陽（こうよう） 大村～ 1891-？
高陽（こうよう）　中山～　　　　1717 ー 1780（64）
恍陽（こうよう） 吉川～ 1914-
光琳（こうりん）　尾形～　　　　1658-1716（59）　方祝 ﾏｻﾄｷ 道崇 ﾄﾞｳｽｳ
五雲（ごうん） 西村～ 1877-1938（52）



後円融（ごえんゆう）～天皇　　　1357 ー 1392（36）　　　勅筆流
五岳（ごがく）　　福原～　　　　1730 ー 1799（70）
後柏原（ごかしわばら）　　　　　1464 ー 1526（62）　
古礀（こかん）　　僧～　　　　　1652-1717（66）　礀＝石＋間
孤鳫（こがん）　　戸張～　　　　1882-1927（46）　
谷峨（こくが）　　梅暮里～　　　1750 ー 1821（54）
小國政（こくにまさ）歌川～ 1874-1944（71）
古徑（こけい）　　小林～　　　　1883-1957（75）
五山（ござん）　　菊池～　　　　1769-1849（81）　
五七（ごしち）　　春川～　　　　1776-1831-
呉春（ごしゅん）　松村～　　　　1752-1811（60）　月溪（俳名）
悟心天明（ごしん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九華　
五清（ごせい）　　抱亭～　　　　-1811-1830-
巨川（こせん）　　　　　　　　　-1758-1773-　　　　　大久保甚四郎
巨泉（こせん） 川崎～ 　　　　-1924-1931-
古邨（こそん） 小原～　　　1877-1945（68）　→祥邨（しょうそん）→豊邨
國觀（こっかん） 尾竹～ 1880-1945（66）
國観（こっかん） 尾竹～ 1880-1945
古洞（こどう）　　山中～　　　　1869-1945（77）辰重
古洞（こどう） 山中～ 1869-1945
小鳥（ことり） 香山～ 1891-1912（22）
言人（ことんど）　鳥居～　　　　1900-1976（77）　　　清忠の別名、鳥居家 8代目
古年（こねん） 上原～ 1878-1940（63）
小信（このぶ） 長谷川～ 1814-？
小信 3（このぶ 3）長谷川～ 1881-1963
五瓶（ごへい）　　並木～　　　　1747 ー 1808（62）
孤芳（こほう） 水野～ 1862-1928（67）
駒太郎（こまたろう）山形～ 1886-1978（83）
小松軒（こまつけん）　　　　　　1721-1793（74）
米人（こめんど） 盃～　　　　
五葉（ごよう）　　橋口～　　　　1880-1921（42）　1881？
五葉（ごよう） 橋口～ 1881-1921
湖龍（こりゅう）　～齋　　　　　1735-1773-1781-1790？　　　　　□□の後名　
湖鯉鮒（こりふ）　便々館～　　　1749 ー 1818（70）　
惟信（これのぶ）　狩野～　　　　1753-1808（56）
吾良（ごろう） 熊谷～ 1932-1971-
吾朗（ごろう）　　鶴田～　　　　1890-1969（80）
崑（こん） 清水～ 1912-1974（63）

沙伊（さい） 森田～ 1898-1975（78）
西鶴（さいかく）　井原～　　　　1642-1693（52）



在中（ざいちゅう）原～　　　　　1750 ー 1837（88）　
在明（ざいめい）　原～　　　　　1778 ー 1844（67）
嵯峨（さが）　　　～天皇　　　　786 ー 842（57）　　　三筆　　
栄（さかえ） 岡野～ 1880-1942（63）
榮（さかえ） 岡野～ 1880-1942
佐吉（さきち） 野津～ 1907-1949-
索一（さくいち）深沢～ 1896-1947（52）
茶山（さざん）　菅～　　　　　1748 ー 1827（80）　菅 ｶﾝ

貞一（さだいち） 佐藤～ -1930s-
貞夫（さだお） 阿部～ 1910-1969（60）
禎男（さだお） 市川～ 1921-1973-
貞夫（さだお） 大城～ 1908-1981（74）
貞夫（さだお） 勝木～ 1910-1935（26） 勝木（かつき）
貞雄（さだお）　　黒木～　　　　1908-1984（78）
貞雄（さだお） 村上～ -1930-1933-
貞次（さだつぐ） 　　　　　　　ー 1835-1842 ー　　　　　上方絵
貞嗣（さだつぐ） 松原～ 1904-1985-
貞之助（さだのすけ）後藤～ -1947-
貞信 3（さだのぶ）長谷川～ 1881-1963（83）
貞信（さだのぶ）　狩野～　　　　1597-1623（27）
貞信（さだのぶ）　田村～　　　　-1710s-1730s-
貞信（さだのぶ）　長谷川～　　　1809-1879（71）　上方絵
　　　　　　　　　　　　　 ー 1823 ー　　　　　　　　上方絵、初作か
　　　　　　　　　　　　　　　　ー 1836-1879 ー　　　　　上方絵、活躍期
貞信 2（さだのぶ 2）長谷川～　　 1848-1940（94）　　上方絵、松平 1999
定信（さだのぶ）　松平～　　　 1758 ー 1829（72）
貞秀（さだひで）　五雲亭～　　　1807-1873（67）
貞廣（さだひろ）　五輝亭～　　　-1829-1845-　　　　　上方絵
貞廣（さだひろ）　　　　　　　 ー 1835-1842 ー　　　　　上方絵、1929 黒田　
貞房（さだふさ）　五亀亭～　　　-1821-1849-
貞平（さだへい） 児玉～ 1898-1941（44）
貞升（さだます）　　　　　　　　-1841-　　　　　　　　國升と同人（前名）
貞升（さだます） 　　　　　　　ー 1835 ー　　　　　　　　國升の前名、1929 黒田
定丸（さだまる）　紀～　　　　　1760 ー 1841（82）
貞丸（さだまる） 　　　　　　　ー 1833 ー　　　　　　　　上方絵
貞麿（さだまろ） 　　　　　　　ー 1833 ー　　　　　　　　上方絵　
貞雪（さだゆき） 　　　　　　　ー 1839 ー　　　　　　　　上方絵
貞芳（さだよし） 　　　　　　　ー 1838-50 ー　　　　　上方絵

里美（さとみ） 日下～ 1935-1972-



左内（さない）　　橋本～　　　　1834-1859（26）
実篤（さねあつ） 武者小路～ 1885-1976（92）
実澄（さねずみ）　小倉～　　　　1442 ー 1525（84）　勅筆流、後円融
実隆（さねたか）　三條西～　　　1456 ー 1537（82）　逍遥院流
三郎（さぶろう）　太田～　　　　1884-1969（86）
三郎（さぶろう）　加山～　　　　1898-1956（59）
三郎（さぶろう）　高橋～ 1906-1956-
三郎（さぶろう）　武田～ 1915-1981（67）
三郎（さぶろう）　野崎～ -1929-1930-
三郎（さぶろう）　長谷川～ 1906-1957（52）
三郎（さぶろう）　宮本～　　　　1905-1974（70）
三郎（さぶろう）　宮田～ 1924-
三郎（さぶろう）　太田～ 1884-1969
三郎助（さぶろうすけ）岡田～ 1869-1939（71）

三四呂（さんしろ）野口～ -1931-1934-
三造（さんぞう） 和田～ 1883-1968（86）　1967？
山雪（さんせつ）　狩野～　　　　1590-1651（62）
三造（さんぞう）　和田～　　　　1883-1967（85）
三陀羅（さんだら）～法師　　　　1731-1814（84）　
三蝶（さんちょう）古川～　　　　-1784-1794-
参和（さんな）　　唐来～　　　　1744 ー 1810（67）
三馬（さんば）　　式亭～　　　　1776-1822（47）
粲宝（さんぽう） 粛～ 1902-？水島太一郎、粛（しゅく）
山陽（さんよう）　頼～　　　　　1780-1832（53）　
三楽（さんらく）　狩野～　　　　1559-1635（77）　印＝修理、光□

し
至一（しいち）　　亀井～　　　　1842-1905（64）
紫雲（しうん） 近藤～ -1923-
紫雲（しうん） 近藤～ -1914-
鹿之助（しかのすけ）岡～　　　　1898-1978（81）
式部（しきぶ）　　～輝忠　　　　-1620s-1650s-　　　龍杏は誤読
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　常庵龍崇賛／富士八景景
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　玄洪賛／李白図
式麿（しきまろ）　喜多川～　　　-1809-1814-　　　　　

しげを（しげお）　宮尾～　　　　1902-1982（81）
重男（しげお） 川田～ 1941-1973-
重臣（しげおみ） 馬場～ 1933-1973-
重勝（しげかつ） 　　　　　　　ー 1826 ー　　　　　　　　上方絵　　　　　　　



重利（しげとし） 石崎～ 1901-1999
重直（しげなお）　 ー 1829 ー　　　　　　　　上方絵　　
重長（しげなが）　西村～　　　　1697？ -1756（80s）
重信（しげのぶ）　狩野～　　　　-1640s-1710s-
重信（しげのぶ）　廣瀬～　　　　1680s-1710s-1730s
重信（しげのぶ）　西村～　　　　1711-1785（75）　　　豊信と同人
重信（しげのぶ）　柳川～　　　　1787-1832（46）
重信（しげのぶ）　 　　　　　　　ー 1822- 　上方絵、大坂へ上った年か

重宣（しげのぶ）　歌川～　　　　1826-1869（44）　　　廣重二代の前名
戊申（しげのぶ）　鶴峰～　　　　1788 ー 1859（72）　戊申（1788）生まれ
重春（しげはる） 　　　　　　　1802-1852（51）　　　上方絵、國重の後名
重房（しげふさ） 　　　　　　　ー 1830 ー　　　　　　　　上方絵
重政（しげまさ）　北尾～　　　　1739-1820（82）
重保（しげやす）　大橋～　　　　1582 ー 1645（64）　大橋流、長左衛門～
成幸（しげゆき） 河内～ 1948-1978-
繁之（しげゆき） 蘭～
しげる 塚本～ 1903-1925-
シゲル 月見里～ 1928-1959-
繁（しげる） 青木～ 1882-1911（30）
茂（しげる） 栗山～ 1912-1970s-
茂（しげる） 松永～ 1912-1970s- 別姓（栗山）
滋（しげる）　　　初山～　　　　1897-1973（77）
滋（しげる） 広田～ 1938-1977-

子興（しこう）　　　　　　　　　-1789-1809-　　　長喜と同人
始興（しこう）　　渡邊～　　　　1683-1755（73）
志功（しこう）　　棟方～　　　　1903-1975（73）
史光（しこう） 高橋～ 契月門
志功（しこう） 棟方～ 1903-1975（73）
止水（しすい） 長原～ 1864-1930（67） 長原孝太郎
静雄（しずお）　　藤森～　　　　1891-1943（53）
静男（しずお） 足利～ -1930s-
静雄（しずお） 藤森～ 1891-1943
静（しずか） 秋山～ 1932-1970s-
静方（しずかた） 大野～ 1882-1944（63）
治助 1（じすけ）　 桜田～　　　　1734 ー 1806（73）
治助 2（じすけ）　 桜田～   　　　1768 ー 1829（62）
静馬（しずま） 内田～ 1906-1939-
七郎（しちろう） 横田～ 1906-1970-
実郷（じっきょう）-1904-1905-



志津磨（しづま）　佐々木～　　　1619 ー 1695（77）　　　志津磨流

芝國（しばくに）　　　　　　　 ー 1821-1824 ー　　　　　上方絵
慈悲成（じひなり）桜川～　　　　1762 ー 1833（72）　
詩仏（しぶつ）　　大窪～　　　　1767 ー 1837（71）
子平（しへい）　　林～　　　　　1738 ー 1793（56）
次平（じへい）　　杉村～　　　　-1684-1709-　　　治兵衛
七五三助（しめすけ）奈川～　　　1754 ー 1814（61）

謝寅（しゃいん）　　　　　　　　-1778-　　　　　　　　謝 蕪村
若冲（じゃくちゅう）海北～　　　1704 ー 1781（78）
若冲（じゃくちゅう）伊藤～　　　1716-1800（85）　汝鈞 ｼﾞｮｷﾝ、景和
寂明（じゃくめい）　　　　　　　1663-1743（81）　乾山 ｹﾝｻﾞﾝ
若禮（じゃくれい）Jacqoulet　　　1896-1960（65）　　　ポ - ル～　
蛇足（じゃそく）　曽我～　　　　　？　-1512（？）　　夫泉宗丈の別号か
遮莫（しゃばく）　　　　　　　　-1530s-　　　　　　　月船、方外
　　　　　　　　　　　　　　　　-1536-　　　　　　　　常庵龍崇賛／林和靖図
冩樂（しゃらく）　東洲齋～　　　-1794-1795-

修（しゅう） 吉田～ 1929-1973- 修（おさむ）
周一（しゅういち）岩島～ 1918-
秋湖（しゅうこ） 中山～ -1920s-
秋香（しゅうこう）富田～ 1868-1907-
重三郎（じゅうざぶろう）　蔦屋　1750-1797（48）
周三郎（しゅうざぶろ）柳生～ -1922-1934-
周山（しゅうざん）富田～ 1877-1945（69）
収治（しゅうじ） 北沢～ 1890-1932- また森山～
秋路（しゅうじ） 林～ 1903-1974（72）
周信（しゅうしん）狩野～　　　　1660-1728（69）　如川
拾水（じゅうすい）下河部～　　-1760s-1780s-
秋声（しゅうせい）小早川～ 1884-1973（90）
修三（しゅうぞう）池田～ 1922-
収治（しゅうぢ）　北沢～　　　　1890-　？
舟調（しゅうちょう）玉川～　　　-1803-
秋帆（しゅうはん）高島～ 1798-1866（69）　砲術
周文（しゅうぶん）天章～　　　　-1423-　　　　　　　　渡来
　　　　　　　　　　　　　　　　-1440s-　　　　　　　相國寺の都管職
秋圃（しゅうほ）　齋藤～　　　　1768-1859（92）　　*葵双鳩　葵（き）氏▷齋藤に改姓
秀畝（しゅうほ） 池上～ 1874-1944（71）
秋方（しゅうほう？）
秀峰（しゅうほう）山川～　　　　1898-1944（47）



周良（しゅうりょう）策彦～　　　1501 ー 1579（79）　策彦 ｻｸｹﾞﾝ

壽好（じゅこう） 　　　　　　　ー 1813 ー　　　　　　　　上方絵
十江（じゅっこう）林～　　　　　1777-1813（37）
述齋（じゅつさい）林～　　　　　1778 ー 1841（64）
守礼（しゅれい）　山本～　　　　1751-1790（40）

醇（じゅん） 土橋～ 1910-1978（69）
俊一（しゅんいち）門脇～ 1913-1963-
俊一（しゅんいち）竹之内～ -1924-
淳一（じゅんいち）中原～ 1913-1988（76）
準一郎（じゅんいちろう）　　　　1914-1988（75）　 関野～
醇一郎（じゅんいちろう） 1904-1945- 松尾～
春英（しゅんえい）勝川～　　　　1762-1819（58）　
潤吉（じゅんきち）向井～　　　　1901-1995（93）
春挙（しゅんきょ）山元～ 1871-1933（63）
潤吉（じゅんきち）向井～ 1901-1945-
春郷（しゅんきょう）　 ー 1813-1814 ー　　　　　上方絵
春暁齋（しゅんぎょうさい）　　　1767-1823（57）　速水～
春旭（しゅんきょく）勝川～　　　-1776-1785-
春琴（しゅんきん）　浦上～　　　1779 ー 1846（68）
春錦（しゅんきん）　 ー 1816 ー　　　　　　　　上方絵
春敬（しゅんけい）ー 1834 ー　　　　　　　　上方絵
淳子（じゅんこ） 高橋～ 1927-
順子（じゅんこ） 栃木～ 1932-1974-
俊吾（しゅんご） 関口～ -1932-
春好（しゅんこう）勝川～　　　　1743-1812（70）
春好 2（しゅんこう）二代～　　　　1820-1831-　　春扇の後名　　
*春扇（しゅんせん）勝川～　　　-1806-1831-　　可笑齋～　春好二代の前名
　
春好（しゅんこう）～齋　 1790s ー 1832 ー　上方絵、
　*春好齋　　　　　　　　　　　-1807-1818-　北洲の前名
　*北洲 -1818-1832-　春好齋の後名
春江（しゅんこう）ー 1827-1829 ー　　　　　上方絵、北英の前名
春郊（しゅんこう）中野～ -1893-1896-
春山（しゅんざん）勝川～　　　　-1783-1803-
春山（しゅんざん）八木岡～ 1879-1941（63）
春山（しゅんざん）ー 1829 ー　　　　　　　　上方絵
春芝（しゅんし） 　　　　　　　ー 1825-1837 ー　　　　　上方絵
春子（しゅんし） 　　　　　　　ー 1827 ー　　　　　　　　上方絵
俊治（しゅんじ） 菊地～ 1944-1977-



順治（じゅんじ） 室～
春壽（しゅんじゅ）ー 1828 ー　　　　　　　　上方絵
春曙（しゅんしょ）ー 1822-1823 ー　　　　　上方絵
春渚（しゅんしょ）ー 1822 ー　　　　　　　　上方絵、春要と同人
春章（しゅんしょう）勝川～　　　1743-1792（50）　* 画師冠字類考　
*春章　　　　　　　　　　　　　-1768-1790s- 活躍期
春常（しゅんじょう）勝川～　　　-1777-1787（？）
春水（しゅんすい）玉川～　　　　-1780-1781-
春水（しゅんすい）宮川～　　　　-1760-67-
春水（しゅんすい）頼～　　　　　1746-1816（71）
春水（しゅんすい）為永～　　　　1790 ー 1843（54）
春翠（しゅんすい） -1860c- 上方絵
春星（しゅんせい）謝～　　　　　1716-1783（68）　　　蕪村
俊成（しゅんぜい）藤原～　　　　1114 ー 1204（92）　俊成流
春扇（しゅんせん）勝川～　　　　-1806-1831-　　可笑齋～　春好二代の前名
　*春好 2　　　　1820-1827-　　　東西菴南北　-1827（60s）
春仙（しゅんせん）名取～　　　　1886-1960（75）
純三（じゅんぞう）今～ 1893-1944（52） 今（こん）
春村（しゅんそん）黒川～　　　　1799 ー 1866（68）　
春潮（しゅんちょう）勝川～　　　1750s-1783-1821-　 * 長寿　* 春英 1762-1819 と合作
春朝（しゅんちょう） ー 1825 ー　　　　　　　　上方絵
春蝶（しゅんちょう） ー 1815-1823 ー　　　　　上方絵
春頂（しゅんちょう） ー 1823 ー　　　　　　　　上方絵、北松と同人
春亭（しゅんてい）勝川～　　　　1770-1820（51）
春定（しゅんてい）ー 1846-1847 ー　　　　　上方絵
春汀（しゅんてい）宮川～　　　　1873-1914（42）
春汀（しゅんてい）宮川～ 1873-1914
春童（しゅんどう）勝川～　　　　-1777-1799-　　　 蘭徳齋～
春馬（しゅんば）　三亭～　　　　ー 1851（？）　　　　加保茶元成 3
春卜（しゅんぼく）大岡～　　　　1680-1763（84）
春帆（しゅんぱん）片山～ -1897-
俊満（しゅんまん）窪～　　　　　1757-1820（64）　尚左堂～、南陀伽紫蘭
　*俊満　　　　　　　　　　　　-1779-1820-　　　上限 - 下限　
春陽（しゅんよう）～齋 ー 1813-1817 ー　　　 上方絵
春要（しゅんよう）ー 1822 ー　　 上方絵、春渚と同人
春朗（しゅんろう）　　　　　　　-1779.08-1794.12-　 北齋 20-35 歳

祥（しょう） 城所～ 1934-1988（55） 祥（よしみ）
襄（じょう） -1930s- 襄（のぼる？）
穣（じょう） 新田～ 1905-1949（45）
浄阿（じょうあ）　　　　　　　　1276 ー 1341（66） 　真観 ｼﾝｶﾝ、四条　　　　　　　　



　
昌菴（しょうあん）狩野～　　　　1552-1640（89）　～吉信 ﾖｼﾉﾌﾞ
照一（しょういち）井田～ 1941-
襄一（じょういち）星～　　　　　1913-1979（67）　
庄一郎（しょういちろう）　　　　1897-1940-　　　　江逸（こういつ）、石渡～
松陰（しょういん）吉田～　　　　1830-1859（30）　松下村塾
昇雲（しょううん）山本～ 1870-1965（96） また松谷～
昭雲（しょううん）山田～ 1901-？
昭雲 2（しょううん）山田～ 1925-
松栄（しょうえい）狩野～　　　　1519-1592（74）　印＝直信 ﾅﾉﾉﾌﾞ、源七
蕉園（しょうえん）池田～　　　　1886-1917（32）
蕉園（しょうえん）池田～ 1886-1917
松園（しょうえん）上村～ 1875-1949（75） 上村（うえむら）
紹鴎（じょうおう）武野～　　　　1501 ー 1555（54）
少華（しょうか）　人見～　　　1887 － 1968
鐘吉（しょうきち）小林～ 1877-1946（70）
勝月（しょうげつ）小島～ -1894-
松篁（しょうこう）上村～ 1904-1985-
松好（しょうこう）　～齋　　　　1770s-1807-　　　～半兵衛
*松好齋　　　　　　　　　　　　-1798-1807-
昭花堂（しょうかどう）～昭乗　　1584 ー 1639（56）　滝本流、八幡山
正五郎（しょうごろう）天間～ -1931-1952- 天間（てんま）

昇齋（しょうさい）昇齋一景 -1870-1874-
正策（しょうさく）深水～ 1900-1972（73）
常作（じょうさく）福島～ -1931-1939-
庄三郎（しょうざぶろう）内田～ 1901-1980-
象山（しょうざん）佐久間～　　　1811-1864（54）
昌次（しょうじ）　寺澤～　　　　-1781-1791-
正次（しょうじ） 張替～ 1914-1970s- 張替（はりかえ）
章二（しょうじ） 山藤～ 1937-1979-
昭乗（しょうじょう）松花堂～　　1584-1539（56）　滝本流、八幡山
少輔（しょうすけ）松尾～ -1940-1960-
蕉窓（しょうそう）三島～　　　　1852-1928（77）
蕉窓（しょうそう）三島～ 1856-1928
章三（しょうぞう）島田～ 1933-1970-
捷三（しょうぞう）高森～ 1908-1977（70）
省三（しょうぞう）山崎～ 1896-1945（50）
省三（しょうぞう）渡辺～ -1931-1941-
小邨（しょうそん）小原～ 1877-1945（68） 小邨（-1912-）
庄太郎（しょうたろう）本田～ 1893-1939（47）



松亭（しょうてい）高橋～ 1871-1945（75）　弘明（ひろあき）の前名（1907-1922）
蕉亭（しょうてい）森川～ -1903-
正徹（しょうてつ）　　　　　　　1380 ー 1458（79）　松月庵、徹書記流　
松堂（しょうどう）湯川～ 1868-？
奨堂（しょうどう）河原崎～ 1889-1973（75）
松年（しょうねん）鈴木～　　　　1849-1918（70）
肖柏（しょうはく）牡丹花～　　　1443 ー 1527（85）　堺流、連哥師、初めは飛鳥井流
蕭白（しょうはく）曽我～　　　　1730-1781（52）　　　蛇足軒
莊八（しょうはち）木村～　　　　1893-1958（66）
上龍（じょうりゅう）三畠～　　　？ -1842（？）　　後、横山姓

汝鈞（じょきん）　　　　　　　　1716-1800（85）　若冲
蜀山人（しょくさんじん）　　　 1749-1823（75）　　四方赤良の後名
如慶（じょけい）　住吉～　　　　1599-1670（72）　廣通
如圭（じょけい）　流好齋～　　　-1784-1805-　　　
如元（じょげん）　荒木～　　　　1765-1824（60）
曙山（しょざん）　佐竹～　　　　1748-1785（38）　　　秋田蘭画、義直のち義敦
　　　　　　　　　　　　　　　　-1773-　　　　　　　　源内を招く（阿仁銅山）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　-1778-　　　　　　　　画法綱領、画圖理解
如先（じょせん） 浜田～ 1875-1924-
如洗（じょせん） 浜田～ 1875-1916-
白雄（しらお）　　加舎～　　　　1738 ー 1791（54）
白帆（しらほ） 八幡～ 1893-1957
史朗（しろう） 江南～ 1901-1934- 江南（えなみ）
志郎（しろう） 尾崎～ -1973-
志朗（しろう） 高木～ 1934-1968-
紫浪（しろう）　笠松～　1898-1991（94）
資郎（しろう） 永礼～ -1932-1946-
獅郎（しろう） 中原～ 1900-1970s-
史朗（しろう） 深沢～ 1907-1978（72）
治良（じろう） 阿部～ 1910-1932- また齋藤
二郎（じろう） 滝平～ 1921-1968- 滝平（たきだいら）

新（しん） 古家～ 1897-1977（81） 古家（ふるや）
審（しん） 吉川～ -1929-1930-
真一（しんいち） 齋藤～ 1922-
真一（しんいち） 西岡～ -1913-
信一（しんいち） 高橋～ 1917-1964-
信一（しんいち） 藤原～ -1893-1894-
信一（しんいち） 山田～ -1943-1947-
新栄（しんえい？）-1920s-



心遠館（しんえんかん）～若冲　　1716-1800（85）
真観（しんかん）　　　　　　　　1276 ー 1341（66）　浄阿、四条
神斧（しんけん） 山内～
信吾（しんご） 鈴木～ 1944-1980s-
真吾（しんご） 本田～ 1944-
眞好（しんこう） 　　　　　　　ー 1815 ー　　　　　　　　上方絵
辰齋（しんさい）　柳々居～　　　-1799-1823-　　* 柳々居　　柳齋とは別
*柳齋　　　　　　　　　　　　　-1799-1828-　　　* 狂歌師・千万多、辰齋の作品の彫、摺
など請け負う
榛齋（しんさい）　宇田川～　　　1769 ー 1834（66）　玄真と同人
晋作（しんさく）　高杉～　　　　1839-1867（30）
進二（しんじ） 堀～ 1890-1978（）
信春（しんしゅん）　　　　　　　-1571-　　　　　　　　等伯の前名
信治郎（しんじろう）岡本～ 1933-1966-
信次郎（しんじろう）野崎～ 1923-1982-
深水（しんすい）　伊東～　　　　1897-1972（75）　1898？
深省（しんせい）　　　　　　　　1663-1743（81）　乾山　　　
神泉（しんせん） 徳岡～ 1896-1972（77）
深艸（しんそう） 水野～ -1947-
信太郎（しんたろう）鈴木～　　　1895-1989（95）　SHIN
新太郎（しんたろう）武田～ 1886-1939-
新太郎（しんたろう）成田～ -1931-1936- 一？太郎
新太郎（しんたろう）布施～ 1898-1965（68）
新太郎（しんたろう）広島～ 1889-1951（63） 晃甫（こうほ）
新太郎（しんたろう）山下～　　　1881-1966（86）
晋堂（しんどう） 辻～ 1910-1981（72）
親和（しんな）　　三井～　　　　1700 ー 1782（81）
沈 南蘋（しん なんぴん）　　　　-1731-1733-　　　　　長崎滞在、詮、衡之
甚丞（じんのじょう）狩野～　　　　　　　　　　　　　　　　　元秀（印）
晨明（しんめい）　加藤～　　　　1910-1998（89）
審也（しんや） 渡辺～ 1875-1950（76）
振鷺亭（しんろてい）　　　　　　1760s ー 1815（？）　

す
水鴎（すいおう）　田村～　　　　-1690s-1730s-
翠軒（すいけん）　立原～　　　　1744-1823（80）　　杏所の父
翠光（すいこう） 福田～ 1895-1973（79）
翠山（すいざん）　三木～　　　　1887-1957（70）　
翠璋（すいしょう）西山～ 1879-1958（80）
翠釡亭（すいふてい）　　　　　　-1782-
嵩岳（すうがく）　中山～　　　　-1859-　　　　　　　　「蒿」（コウ、よもぎ）は別字



嵩岳堂（すうがくどう）　　　　　-1859-　　　　　　　　草雲の韜晦名
嵩月（すうげつ）　観～　　　　　1760s-1830（70s）　　
嵩谷（すうこく）　高～　　　　　1730-1804（75）
嵩之（すうし）　　佐脇～　　　　1707-1772（66）
崇伝（すうでん）　金地院～　　　1569 ー 1633（65）　

爲軽（すがる）　　竹杖～　　　　1756-1809（54）　森島中良（甫粲、ﾎｻﾝ）
杉次郎（すぎじろう）松村～ 1901-1925-
祐尹（すけただ）　西川～　　　　-1752-1773-
祐信（すけのぶ）　西川～　　　　1671-1751（81）
佐理（すけまさ）　藤原～　　　　944 ー 998（55）　　　三蹟、ｻﾘ
資慶（すけよし）　烏丸～　　　　1622 ー 1669（48）　　　素白流 ｿﾊｸ
進（すすむ）　　　山口～　　　　1897-1983（87）
進（すすむ） 渡辺～ 1900-1926-
澄生（すみお）　　川上～　　　　1895-1972（78）

澄子（すみこ） 柏木～ -1960s-
須美子（すみこ） 植木～ 1921-1981-

せ
精一（せいいち） 原～ 1908-1986（79）
清一（せいいち） 小田桐～ 1924-1983-
誠一郎（せいいちろう）小西～ 1919-1961-
成園（せいえん）　島～　　　　　1892-1970（79）
晴温（せいおん） 山口～ 1926-1959-
惺窩（せいか）　　藤原～　　　　1561 ー 1619（59）　大師流
星巌（せいがん）　梁川～　　　　1789-1858（70）
青起（せいき） 細木原～ 1885-1958（74） 細木原（さいきばら）
静湖（せいこ）
星齋（せいさい） 　　　　　　　ー 1851 ー　　　　　　　　上方絵
静山（せいざん）　坂（ばん）～　1665-1747（83）
静山（せいざん）　松浦～　　　　1760 ー 1841（82）
青史（せいし）　 小作～　　　　1936-1974- 小作（おざく）
正治（せいじ） 青山～　　　　1893-1969（77）
誠治（せいじ） 角野～ -1938-1943-
誠治（せいじ） 金子～ 1914-1940-
青児（せいじ）　　東郷～　　　　1897-1978（82）
清松（せいしょう）稲垣～ -1935-1941-
清藏（せいぞう）　平川～　　　　1898-1964（67）
青邨（せいそん） 前田～ 1885-1977（93）
清太郎（せいたろう）木村～ -1933-1935-



省亭（せいてい）　渡邊～　　　　1851-1918（68）
省亭（せいてい） 渡邊～ 1851-1918
井特（せいとく）　祇園～　　　　ー 1820s ー
成美（せいび）　　夏目～　　　　1749 ー 1816（68）
青楓（せいふう） 津田～ 1880-1978（99）
青圃（せいほ）　　大内～　　　　1898-1981（84）
棲鳳（せいほう）　竹内～　　　　1864-1942（79）　栖鳳　　
栖鳳（せいほう） 武内～ 1864-1942（79）
青嵐（せいらん） 福岡～ 1879-1954（76）

石燕（せきえん）　鳥山～　　　　1712-1788（77）
是眞（ぜしん）　　柴田～　　　　1807-1891（85）

雪佳（せっか） 神坂～ 1866-1942
雪溪（せっけい）　楠本～　　　 1715-1786（72）　　　宋紫石、楠本幸八郎
節子（せつこ） 片野～ 1940-
雪齋（せっさい）　月岡 ~       1750s-1839  雪鼎の長男、天保 10歿
雪舟（せっしゅう）～等楊　　　1420-1506（87）　 等楊のち等揚（注意）
*等揚（とうよう）　　　　　　　-1464（45）-　　　　朱文方印
*拙宗（せっしゅう）　　　　　　-1464（45）-　　　　朱文鼎印
*揚　雲谷（よう　うんこく）　　-1464（45）-
* 雪舟（せっしゅう）　　　　　　-1466（47）-1506（87）朱文方印
*等楊（とうよう）　　　　　　　-1566（47）-1506（87）白文方印
　　　　　　　　　　　　　　　-1467（48）-- 入明

-1469（50）-　　　 - 帰国
雪村（せっそん）　～周継　　　　？ -1580s（82）ー
雪岱（せったい）　小村～　　　　1887-1940（54）　安並（やすなみ）～　小村こむ
雪旦（せったん）　長谷川～　　　1776-1843（68）
雪鼎（せってい）　月岡～　　　　1710-1786（77）
雪堤（せってい）　長谷川～　　　1813-1882（70）
拙堂（せつどう）　齋藤～　　　　1797 ー 1865（69）

仙■（せんがい）　　　　　　　　1751-1837（88）　■＝崖ー山
洗■（せんがい） 井川～ 1876-1961（86） ■ =崖 - 山
洗■（せんがい） 井川～ 1876-1961 ■ =崖 - 山
善吉（ぜんきち）永田～　　　　　1748-1822（75）　* 亜欧堂田善（でんぜん）
全交（ぜんこう）　芝～　　　　　1750 ー 1793（44）
鮮齋（せんさい）　～永濯　　　　1843-1890（48）
善策（ぜんさく）　中村～　　　　1901-1938-
錢　舜擧（せんしゅんきょ）　　　1235？ -1301（66？）　　　　錢選　巽峰 ｿﾝﾎﾟｳ
洗耳（せんじ） 松本～ 1869-1906



善二郎（ぜんじろう）菊地～ 1911-
泉石（せんせき）　鷹見～　　　　1785-1858（74）
洗石（せんせき） 中村～ -1902-
専太郎（せんたろう）岩田～　　　1901-1974（74）
善太郎（ぜんたろう）小島～ 1892-1984（93）
泉晁（せんちょう）貞齋～　　　　1812-1848（37）
千帆（せんぱん）　前川～　　　　1888-1960（73）
川柳 1（せんりゅう）柄井～ 1718 ー 1790（73）
川柳 2（せんりゅう）　　　　　　 1759 ー 1818（60）
洗麟（せんりん） 桐谷～ 1877-1932
仙嶺（せんれい）　　　　　　　　1733-1795（63）　　　應擧（ﾏｻﾄｷ）の前名

そ
素庵（そあん）　　角倉 ｽﾐﾉｸﾗ　　1571-1632（62）　光悦と嵯峨本出版
薔（そう） 青木～ 1921-1974-
相阿弥（そうあみ）　　　　　　　1457-1525（69）  真相、鑑岳
　　　　　　　　　　　　　　　　-1513-　　　  大仙院方丈襖絵
荘一郎（そういちろう）増沢～ 1914-1954-
宗因（そういん）　西山～ 1605-1682（78）
草雲（そううん）　田崎～　　　　1815-1898（84）
草堰（そうえん）　佐久間～　　　-1799-
宗鑑（そうかん）　山崎～　　　　1465 ー 1553（89）　俳諧師
宗祇（そうぎ）　　　　　　　　　1421 ー 1502（82）　連歌
宗及（そうきゅう）津田～　　　　？ー 1591（？）
宗慶（そうけい）　鳥飼～　　　　1571 ー 1653（83）　松盧、鳥飼常房
宗固（そうこ）　　萩原～　　　　1703-1784（82）
総山（そうざん） 伊藤～ 1884-1926-
宋紫石（そうしせき）　　　　　　1715-1786（72）　　　楠本幸八、雪溪
宗秀（そうしゅう）狩野～　　　　1551-1601（51）　元秀（印）、秀信
創爾郎（そうじろう）木和村～ 1900-1973（74） 木和村（きわむら）
総介（そうすけ） 橋本～ 1914-1955-
宗雪（そうせつ）　俵屋～　　　　-1639-1642-
相説（そうせつ）　喜多川～　　　-1673-　　　　　　　　「ｱｲﾄｸ｣ 相説 (ｿｳｾﾂ) 
宗宅（そうたく）　長谷川～　　　？ー 1611（？）　　　　　～等俊
宗達（そうたつ）　俵屋～　　　　-1602-1633-　　　　　伊年（いね）
曾太郎（そうたろう）安井～ 1888-1955（68）
宗潭（そうたん）　神屋～　　　　1553 ー 1635（83）
巣兆（そうちょう）建部～　　　　1761 ー 1814（54）
宗柏（そうはく）　尾形～　　　　1571 ー 1631（61）
草平（そうへい） 宮川～ -1930s-
草平（そうへい） 山口～ 1882-1961（79）



宗也（そうや）　　長谷川～　　　1590-1667（78）
宗理（そうり）　　俵屋～　　　　-1764-1798-　　　　　元知　
宗理（そうり）　～二代（北齋）　-1795.01-1798.07-　北齋 36-39 歳
* 北齋宗理（ほくさいそうり）　　-1796.00-1797.00-　北齋 37-39 歳
宗和（そうわ）　　金森～　　　　1584-1656（73）

素外（そがい）　　谷～　　　　　1734-1823（90）　大坂・鰻谷、阿波座
素岳（そがく）　　　　　　　　　廣重の子？
素眼（そがん）　　～法師　　　　　　　　　　　　　　　四条道場
素絢（そけん）　　山口～　　　　1759-1818（60）
素石（そせき） 小森～ -1920s-
狙仙（そせん）　　森～　　　　　1749-1821（73）
曾太郎（そたろう）安井～　　　　1888-1955（68）
曾文（そぶん） 森川～ 1847-1902（56）
楚満人（そまひと）南杣笑～　　　1749 ー 1807（59）
素明（そめい） 結城～ 1875-1957（83）
蘇門（そもん）　　服部～　　　　1724-1769（46）
可候（そろべく）　時太郎～　　　-1797.01-1804.01-　北齋 39-45 歳　

尊円（そんえん）　～親王　　　　1298 ー 1356（59）　尊円→青蓮院 ｼｮｳﾚﾝｲﾝ
尊雅（そんが）　　～親王　　　　1569 ー 1615（47）　
尊純（そんじゅん）～親王　　　　1591 ー 1653（63）　尊純流、青蓮院 ｼｮｳﾚﾝｲﾝ
尊朝（そんちょう）～親王　　　　1552 ー 1597（46）　　　
尊鎮（そんちん）　～親王　　　　1504 ー 1550（47）　　　尊鎮流、青蓮院 ｼｮｳﾚﾝｲﾝ
尊徳（そんとく）　二宮～　　　　1787 ー 1856（70）
尊応（そんのう）　～准后　　　　1450s ー 1513（60s）青蓮院

た
泰一（たいいち） 坂田～ 1925-1974-
大羽（たいう） 小峰～ 1873-1912-
大雅（たいが）　　池～ｲｹﾉ　　　  1723-1776（54）　      無名 ﾑﾒｲ、待賈堂ﾀｲｶ
　　　　　　　　　　　　　　　　-1748-　　　　　　　　指墨画ｼﾎﾞｸｶﾞ
大観（たいかん）　横山～　　　　1868-1958（91）
泰計（たいけい） 秋山～ 1927-1973-
台軒（たいけん）　古屋～　　　　-1922-1936-

第朔（だいさく） 三浦～ -1926-1929-
大三郎（だいざぶろう）中村～ 1898-1947（50）
泰治（たいじ） 原田～ 1940-1989-
苔翠（たいすい） 犬塚～ -1929-
太清（たいせい） 佐藤～ 1913-1957-



泰藏（たいぞう） 皆川～ -1950s-
大潮元皖？（だいちょう）
大典顕常（だいてん）　　　　　　1719-1801（83）　～顕常（けんじょう）
戴斗（たいと）　　北齋　　　　　-1815.1-1819.12-　北齋 56-60 歳
戴斗（たいと）　　二代～　　　　-1819-1853-　　　　　北泉
大童（だいどう） 渥美～ 1911-1949-
大鵬正鯤（たいほう）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正鯤ｼｮｳｺﾝ
泰明（たいめい） 成田～ 1921-1976-
大浪（たいろう）　石川～　　　　-1780s-1802-
妙子（たえこ） 牧野～ 1936-1978-

多賀（たか）　　　菊川～　　　　1910-1991（80）
孔（たかし） 佐々木～ 1907-1974（68）
享（たかし） 逸見～ 1895-1944（50） 逸見（へんみ）
孝（たかし） 新美～ 1904- 新美（にいみ）
孝之（たかし）　　伊藤～　　　　1894-1930s-
孝司（たかし） 尾畑～ 1938-1963-
隆（たかし） 小山松～ 1945-1976- 小山松（おやまつ）
尚志（たかし） 峯島～ -1919-1927-
高尚（たかなお）　藤井～　　　　1764 ー 1840（77）
孝信（たかのぶ）　狩野～　　　　1571-1618（48）
　　　　　　　　　　　　　　　　-1618-　　　　　　　　三十六歌仙扁額
孝則（たかのり）　木下～　　　　1895-1973（79）
隆徳（たかのり） 大野～ 1882-1945（64）
篁（たかむら） 児玉～ -1930-1931-
隆盛（たかもり）　西郷～　　　　1827-1877（51）
孝允（たかよし）　木戸～　　　　1833-1877（44）　　　桂小五郎の前名
孝祥（たかよし） 近藤～ 1937-1976-
琢二（たくじ） 中村～ 1897-？
工（たくみ） 品川～ 1908-1975-
内匠（たくみ）　　花田～　　　　-1650s-
拓也（たくや） 玉村～ 1933-1965-
武雄（たけお）　武井～　　　　1894-1983（90）
武雄（たけお）　西田～　　　　1894-1971（78）
建夫（たけお） 鈴木～ -1933-1936-
建夫（たけお） 武田～ 1913-2013（101）
尊夫（たけお） 日和崎～ 1941-1970-
武夫（たけお） 加藤～ 1930-1973-
武雄（たけお） 武井～ 1894-1983（90）
竹二（たけじ） 淺野～ 1900-1960s-
武二（たけじ） 藤島～ 1867-1943（77）



孟郎（たけしろう）鹿子木～ 1874-1941（68） 鹿子木（かのこぎ）
武四郎（たけしろう）喜多～ 1897-1970（74）
武次郎（たけじろう）清水～ 1915-1967-
武三（たけぞう） 湯月～ 1911-？
威彦（たけひこ） 広長～ 1935-
武彦（たけひこ） 宮田～ 1907-
武美（たけみ） 山本～ -1940s-1950s-

太三郎（たさぶろう）高橋～ 1904-1936-

ただを 春村～ -1922-1931-
忠明（ただあき） 小野～ 1903-1943-
唯一（ただいち） 林～ 1895-1972（78）
忠雄（ただお） 高橋～ -1931-1942-
忠夫（ただお） 真澄～ -1933-
正（ただし） 加藤～ 1926-1970-
正（ただし） 中山～ 1927-2014
真（ただし） 西～ 1933-1970-
忠以（ただざね）　酒井～　　　　1777 ー 1837（61）　銀■、抱一の兄　鵞→上下を左右
忠重（ただしげ）　小野～　　　　1909-1990（82）
忠敬（ただたか）　伊能～　　　　1745 ー 1818（74）
忠則（ただのり） 横尾～ 1936-1974-
忠雅（ただまさ） 鳥居～ また上野～
忠麿（ただまろ） 近衛～ 1902-1930-
忠通（ただみち）　藤原～　　　　1097 ー 1164（68）　法性院殿、ﾎｯｼｮｳｲﾝ
忠光（ただみつ） 後藤～ -1922-
田蝶（たちょう）　　　　　　　　1833-1882（51）　　　芳兼
辰（たつ） 中村～ -1968-
たつを 中条～ 1892-？
龍夫（たつお） 岡田～ -1925-1928-
龍雄（たつお） 藤沢～ -1930-1940s-
達雄（たつお） 刑部～ 1932-1954- 刑部（おさかべ）
達雄（たつお） 戸田～ -1925-1950-
龍生（たつお）　　古川～　　　　1893-1968（76）　龍夫
多都子（たつこ）　長谷川～　　　1900-1935-
達吉（たつきち） 藤井～ 1881-1964（84）
多都子（たつこ） 長谷川～ -1901-
達次（たつじ） 内田～ -1930-
龍彦（たつひこ） 小川～ 1910-1988（79）
龍麿（たつまろ）　石塚～　　　　1764 ー 1823（60）
立美（たつみ）　　志村～　　　　1907-1980（74）



辰政（たつまさ）→ときまさ（北齋）
楯彦（たてひこ） 菅～ 1878-1963（86）
種員（たねかず）　柳下亭～　　　1807 ー 1858（52）
種彦（たねひこ）　柳亭～　　　　1783-1842（60）
玉國（たまくに） 　　　　　　　ー 1823 ー 上方絵、春松堂？
珠子（たまこ） 片岡～ 1905-1989-
珠実（たまみ） 島～ 1937-1962-
多美國（たみくに）ー 1824-1834 ー　　　上方絵　　
民次（たみじ）　　北川～　　　　1894-1989（96）
爲恭（ためちか）　冷泉～　　　　1823-1864（42）　冷泉 ﾚｲｾﾞｲ、岡田～
保（たもつ） 芦川～ 1927-1973-
太郎（たろう） 加藤～ 1915-1945（31）

単庵（たんあん）　～智伝　　　　-1610s-
坦庵（たんあん）　江川～　　　　1801 ー 1855（55）　太郎左衛門、英龍　
丹邱（たんきゅう）芥川～　　　　1710-1785（66）
探景（たんけい）　　　　　　　　1864-1889（26）　　　安治の後名　
探元（たんげん）　木村＾　　　　1679-1767（89）
　　　　　　　　　　　　　　　　-1730-　　　　　　　　竹林山水
探山（たんざん）　鶴澤～　　　　　？　-1655（80s）
團十郎（だんじゅうろう）初代　　1660-1704（45）
團十郎（だんじゅうろう）二代　　1687-1757（81）　市川柏莚
團十郎（だんじゅうろう）三代　　1721-1742（22）
團十郎（だんじゅうろう）四代　　1711-1778（68）
團十郎（だんじゅうろう）五代　　1741-1806（66）　襲名 1770
團十郎（だんじゅうろう）六代　　1778-1798（21）　襲名 1791
團十郎（だんじゅうろう）七代　　1791-1859（69）　襲名 1800
　　　　　　　　　　　　　　　　-1842-　　　　　　江戸追放
團十郎（だんじゅうろう）八代　　1823-1854（32）　襲名 1832
團十郎（だんじゅうろう）九代　　1838-1903（66）
淡窓（たんそう）　広瀬～　　　　1782 ー 1856（75）

探幽（たんゆう）　～守信　　　　1602-1674（73）　狩野采女ｳﾈﾒ
　「たんにゅう」と発音　　　　　-1633-　　　　　　露台惜費図襖
　　　　　　　　　　　　　　　　-1634-　　　　浅間神社・三十六歌仙扁額
　　　　　　　　　　　　　　　　-1650-　鳥取・樗谿神社・三十六歌仙扁額
　　　　　　　　　　　　　　　　-1643-　　　　　詩仙図額
　　　　　　　　　　　　　　　　-1662-　　　　　石川丈山像　　
　　　　　　　　　　　　　　　　-1634？ -　　　　春日局像
　　　　　　　　　　　　　　　　-1662-1674-　　江口の君
　　　　　　　　　　　　　　　　-1638-1661-　　桐鳳凰図屏風



　　　　　　　　　　　　　　　　-1672-　　　　四季花鳥図

ち
千恵子（ちえこ） 皆川～ 1924-1940-
千歌國（ちかくに）ー 1821 ー　　　　　上方絵
千蔭（ちかげ）　　加藤（橘）～　1735-1808（74）　千蔭流
周延（ちかのぶ）　揚洲～　　　　1838-1912（75）　揚か楊か？　豊原～
周春（ちかはる）　　　　　　　　-1889-　　　　明治 22
近松（ちかまつ）　～門左衛門　　1653-1724（72）
千甕（ちかめ）　　小川～　　　　1886-1972（86）
千種（ちぐさ） 木谷～ 1890-1945（56） 木谷（こたに？）
千草（ちぐさ） 塚原～ -1907-1908-
竹田（ちくでん）　田能村～　　　1777-1835（59）
竹桃（ちくとう） 小野～ -1919-1921-
竹洞（ちくとう）　中林～　　　　1778-1853（76）
竹坡（ちくは） 尾竹～ 1878-1936（59）
竹坡（ちくは） 尾竹～ 1878-1936
竹葉（ちくよう）　　　　　-1877-1887-　　明治 10、明治 22
ちくら おばた～ -1950s-
千鶴子（ちづこ） 吉田～ 1924-1960s-
千春（ちはる） 松下～ -1933-1944-
千春（ちはる）　　高島～　　　　1780 ー 1860（81）

治兵衛（ぢひょうえ）　杉村～　　-1710s-1730s-
知明（ちめい）　　浜田～　　　　1917-

茶山（ちゃざん）　菅～　　　　　1748 ー 1827（80）　正読「さざん」
忠（ちゅう）　　　淺井～　　　　1856-1907（52）
忠一（ちゅういち）大岩～ 1891-1939-
忠一（ちゅういち）玉井～ 1910-1957-
忠作（ちゅうさく）大山～ 1922-1960-
沖舟（ちゅうしゅう）- -1900-1902-
鋳太郎（ちゅうたろう）菊地～ 1859-1944（86）
中良（ちゅうりょう）森嶋～　　　1756-1809（54）　爲輕 ｽｶﾞﾙ、甫粲 ﾎｻﾝ、萬象
中和（ちゅうわ）　西村～　　　　-1794-1825-

長一（ちょういち）加藤～ 1917-1944-
長英（ちょうえい）高野～　　　　1804-1850（47）　　　譲
長喜（ちょうき）　　　　　　　　-1792-1809-　　　子興ｼｺｳ
晁湖（ちょうこ）　鴨下～　　　　1890-1967（78）　
長庚（ちょうこう）謝～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕪村



長春（ちょうしゅん）宮川～　　　1683-1753（71）
長春（ちょうしゅん）布施～ 1904-1946（43）
長嘯子（ちょうしょうし）木下～　1569-1649（81）　勝俊
長吉（ちょうきち）狩野～　　　　-16 ｃ -
晁勢（ちょうせい）三輪～ 1901-1983（83）
朝鳴（ちょうめい）料治～ 1899-1982（84） 熊太（くまた）
長陽堂（ちょうようどう）　　　　-1710s-　　　　　　　～安知

直庵（ちょくあん）曽我～　　　　-1610-
千代治（ちよじ） 矢崎～ 1872-1947（76）
千代尼（ちよに）　加賀～　　　　1703 ー 1775（73）
千代光（ちよみつ）高尾～ 1927-1983-

椿軒（ちんけん）　内山～　　　　1723-1788（66）　　　賀邸、淳時（なほとき）　
鎮三郎（ちんざぶろう）竹田～ 1935-1957-
椿山（ちんざん）　椿～　　　　　1801-1854（54）
枕山（ちんざん）　大沼～　　　　1818-1891（74）
珍重（ちんちょう）羽川～　　　　1679-1754（76）
椿年（ちんねん）　大西～　　　　1792-1851（60）

つ
通（つう）　　　　小野～　　　　1559 ー 1616（58）　通女、お通 ﾂｳ、お通流
通笑（つうしょう）市場～　　　　1737 ー 1812（74）
月方（つきかた） 平田～ -1913-
月麿（つきまろ）　喜多川～　　　-1801-1817-
嗣治（つぐじ） 藤田～ 1886-1968（83） 嗣治（つぐはる）
告保（つぐやす） 加納～ 1928-1970-
通勢（つせ）　　　河野～　　　　1895-1950（56）　みちせい　

勉（つとむ） 岩島～ -1940-1953-
勉（つとむ） 小畑～ 1936-1970-
力（つとむ） 下山～ 1945-1973-
彝（つね） 中村～ 1887-1924（38）
恒夫（つねお） 玉上～ 1922-1960- 玉上（たまがみ）
維夫（つねお） 原田～ 1939-1979-
恒茂（つねしげ）　赤井～ -1899-1912-
経尹（つねただ）　世尊寺～　　　1247 ー 1310（64）　世尊寺流→持明院流
恒富（つねとみ）　北野～　　　　1880-1947（68）
恒友（つねとも）　森田～　　　　1881-1933（53）　　
常信（つねのぶ）　狩野～　　　　1636-1713（78）
恒春（つねはる） 幡～ 1883-1916-



常正（つねまさ）　川又～　　　　-1710s-1740s-
常丸（つねまる） 　　　　　　　ー 1853 ー　　　　　　　　上方絵
常行（つねゆき）　川又～　　　　1677-1741（65）
常良（つねよし） 萩原～ 1936-1957-
頭光（つむりひかる）　　　　　　1792-1851（60）　光
艶久（つやひさ） -1930s-
力（つよし） 鈴木～ -1967-1971-
剛（つよし） 門田～ 1924-1948-
鶴三（つるぞう）　石井～　　　　1887-1973（87）

て
貞以（ていい） 中村～ 1900-1982（83）
定家（ていか）　　藤原～　　　　1162 ー 1241（79）　定家流
貞二（ていじ） 高井～ 1911-1986（76）
貞丈（ていじょう）伊勢～　　　　1715 ー 1784（70）　
悌三（ていぞう） 河目～ 1889-1958（70）
滴水（てきすい） 石井～ 1882-1945（64）
荻邨（てきそん） 宇田～ 1896-1980（85）
笛畝（てきほ） 西澤～ 1889-1965（77）

哲（てつ） 塚本～ 1901-1980（80）
哲夫（てつお） 古石～ 1922-1941-
鉄五郎（てつごろう）萬～　　　　1885-1927（48）　萬（よろず）
鉄齋（てっさい）　富岡～　　　　1836-1924（89）
徹山（てつざん）　森～　　　　　1775 ー 1841（67）
哲之助（てつのすけ）加藤～ -1933-1940-
哲平（てっぺい）　宇治山～　　　1910-1986（77）
鉄面（てつも） 大澤～ -1919-1920-
哲也（てつや） 野田～ 1940-1977-
徹弥太（てつやた）渥美～ -1932-1943-
哲郎（てつろう）　駒井～　　　　1920-1976（57）

輝一郎（てるいちろう）奥田～ -1932-1937-
輝夫（てるお） 磯見～ 1941-1981-
輝夫（てるお） 松岡～ 1881-1938 映丘の前名
輝雄（てるお） 高橋～ 1913-

輝方（てるかた）　池田～　　　　1883-1921（39）
輝方（てるかた） 池田～ 1883-1921
田一（でんいち）　曙山樓～　　　-1830-
田善（でんぜん）　亞歐堂～　　　1748-1822（75）



　　　　　　　　　　　　　　　　-1804-1818-　　　　　制作時期
沾徳（てんとく）　水間～ 1662-1726（65）　
伝内（でんない）　建部～　　　　1522 ー 1590（69）　　　伝内流、尊円流より
天年浄壽（てんねん）　　　
沾涼（てんりょう）　菊岡～ 1680-1747（68）　せんりょう

と
道安（どうあん）　山田～　　　　1540 ー 1571（32）　順清　　　
道安（どうあん）　山田～　　　　？ー 1574（？）　　　　　順貞
道蘊（どううん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又兵衛の朱文方印
等益（とうえき）　雲谷～　　　　1591-1644（54）
等屋（とうおく）　雲谷～　　　　
等顔（とうがん）　雲谷～　　　　1547-1618（72）
董九如（とうきゅうじょ）　　　　1744 ー 1802（59）
東居（とうきょ） -1860c-
桃溪（とうけい）　丹羽～　　　　1760-1822（63）
東江（とうこう） -1933-1950-
東江（とうこう）　沢田～　　　　1732 ー 1796（65）　～源麟
洞齋（どうさい）　菅原～　　　　1772-1821（60　　文晁の妹婿
東作（とうさく）　平秩～　　　　1726-1789（64）　へづつ～、稲毛屋（煙草）
東子（とうし）　　竹塚～　　　　1760s ー 1816c
遠志（とうし）　　吉田～　　　　1911-
等春（とうしゅん）雲溪～　　　　1610s-1660s ー　　　　等伯の師
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　景徐周麟賛
洞春（とうしゅん）狩野～　　　　1747 ー 1797（51）
洞春（どうしゅん）守～ 1909-1985（77）
藤四郎（とうしろう）前田～ 1904-1990（87）
藤太郎（とうたろう）西川～ 1906-1982-
道澄（どうちょう）～親王　　　　1544 ー 1608（65）　聖護院
藤兵衛（とうべい）亀井～ 1901-1977（） また玄兵衛

等伯（とうはく）　長谷川～　　　1539-1610（72）　
* 又四郎、帶刀
*信春（しんしゅん）
道八 1（どうはち 1）　初代～　　 1740-1804（65）　仁阿弥 ﾆﾝﾅﾐ　
道八 2（どうはち 2）　二代高橋～ 1783-1855（73）　仁阿弥 ﾆﾝﾅﾐ
道風（とうふう）　小野～　　　　894 ー 966（73）　　　三蹟
等楊（とうよう）　雪舟～　　　　1420-1506（87）
東里山人（とうり～）　　　　　　1790 ー 1858（69）　　　鼻ﾊﾅ山人
等琳（とうりん）　三代～　　　　-1809-



遠志（とおし） 吉田～ 1911-1995（85）
東留（とおる） 荒井～ -1931-1935- また末木（まつき）～
達（とおる） 大道寺～ -1930-
聖（とおる） 馬淵～ 1920-1962-
遠流（とおる） 清水～ 1938-1974-
亨（とおる）　　　逸見～　　　　1895-1944（50）
時雄（ときお） 間部～ 1885-1968（84） 間部（まなべ）
登喜雄（ときお） 宮下～ 1930-1980-
言継（ときつぐ）　山科～　　　　1507 ー 1579（73）
辰宣（ときのぶ）　北尾～　　　　-1740s-1760s-　　　　　
辰政（ときまさ）　北齋～　　　　-1799・1-1804・1-　北齋 40-45 歳
土牛（とぎゅう） 奥村～ 1889-1990（102）
徳子（とくこ） 宍戸～ 1930-1960-
徳三郎（とくさぶろう）小林～ 1884-1949（66）
得之（とくし） 勝平～ 1904-1971（68）
徳乗（とくじょう）後藤～　　　　1550 ー 1631（82）
徳三（とくぞう）　近松～　　　　1751 ー 1810（60）　徳叟
徳瓶（とくべい）　橋本～　　　　1758 ー 1825（68）
得之（とくゆき）　勝平～　　　　1904-1972（68）
独立（どくりゅう）～性易　　　　1596 ー 1672（77）　明の医師、錦帶橋

俊（とし）           今井～ 1941-
利明（としあき）  福田～ 1911-？
利明（としあき）　本多～　　　　1744 ー 1821（78）
俊明（としあき）   渡辺～ 1937-1978-
聖謨（としあきら）川路～　　　　1801-1868（68）
敏夫（としお）    大筆～ -1930s-
敏雄（としお）    笹井～ - 木鉢郎、運一と同期？
敏夫（としお）    平川～ 1924-
俊男（としお）    柿原～ 1895-1943-
順夫（としお)      吉野～ 1930-1981-
年方（としかた）　水野～　　　 1866-1908（43）
年方（としかた）  水野～ 1866-1908
とし國（としくに）　　　　 ー 1816-？　　　　　　　上方絵
十糸子（としこ） 三谷～ 1904-1975-
稔次郎（としじろう）稲垣～ 1902-1963（62）
年恒（としつね） 稲野～ 1859-1907（49）
年恒（としつね） 稲野～ 1858-1907
利信（としのぶ）　奥村～　　　　1720s-1749-
年信（としのぶ）　山崎～　　　　1857-1886（30）
年信（としのぶ） 田口～ 1866-1903



利春（としはる） 前川～ 1927-1979-
俊春（としはる） 小笠原～ 1942-
俊彦（としひこ） 野村～ 1904-1930s-
年英（としひで）　右田～　　　　1863-1925（63）
年英（としひで） 右田～ 1863-1925
利通（としみち）　大久保～　　　1830-1878（49）
年峰（としみね） 筒井～ 1863-1934（72）
年峰（としみね） 筒井～ 1863-1934-
敏靖（としやす） 鈴木～ 1937-1984-
敏行（としゆき） 松岡～ 1921-1958-

訥言（とつげん）　田中～　　　　1760-1823（64）
斗米庵（とべいあん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　若冲
富雄（とみお） 木下～ 1923-1968-
富吉郎（とみきちろう）徳力～　　1902-2000（98）

富三郎（とみさぶろう）長谷川～ 1910-？
富麻呂（とみまろ）樋口～ 1898-1981（84）
富彌（とみや） 小田～ 1896-1930s-
知雄（ともお）　　稲垣～　　　　1902-1980（79）
与清（ともきよ）　小山田～　　　1783 ー 1847（65）　松屋ﾏﾂﾉﾔ
友子（ともこ） 奥井～ 1930-
知治（ともじ） 三上～ 1886-1974（89）
鞆音（ともと）　　小堀～　　　　1864-1931（48）「ともね」は誤読
流宣（とものぶ）　石川～　　　　-1686-1721-
友信（とものぶ） 狩野～ 1843-1912（70）
友晴（ともはる） 村上～ 1938-1964-
朋世（ともよ） 神保～ 1902-？

豊國（とよくに）　歌川～　　　　1769-1825（57）
豊國（とよくに）　二代　　　　　1777-1835（59）-　　豊重の後名、没年、享年、不確定。
豊國（とよくに）　三代　　　　　1786-1864（79）　　　國貞の後名
豊作（とよさく） 齋藤～ 1880-1951（72）
豊久（とよひさ） 井上～ 1914-
豊成（とよなり）　　　　　　　　1886-1942（57）　　耕花の前名
豊信（とよのぶ）　石川～　　　　1711-1785（75）
豊春（とよはる）　歌川～　　　　1735-1814（80）
豊春（とよはる）　水府～　　　　-1790s-   
豊彦（とよひこ）　岡本～　　　　1773-1845（73）
豊久（とよひさ）　　　　　　　　-1800s-1810s-
豊秀（とよひで） 　　　　　　　ー 1839-1843 ー　　　　　上方絵



豊廣（とよひろ）　歌川～　　　　1765-1829（65）
豊雅（とよまさ）　石川～　　　　1753-1830（78）　雅望と同人？
豊丸（とよまる）　　　　　　　　？ -1817　　　　豊春門　1814 豊春歿
*叢豊丸　　　　　　　　　　　　1780s-1794
* 豊丸春朗　　　　　　　　　　　1794-　　　　　　

虎雄（とらお）　　牧野～　　　　1890-1946（57）
虎雄（とらお） 牧野～ 1890-1946（57）
寅治（とらじ）　　石川～　　　　1875-1964（90）
虎次郎（とらじろう）児島～ 1881-1929（49）

な
内子（ないし）　　知恵～　　　　1745 ー 1807（63）
内膳（ないぜん）　狩野～　　　　1570-1616（47）　重郷 ｼｹﾞｻﾄ
直子（なおこ） 松原～ 1937-1977-
直弼（なおすけ）　井伊～　　　　1815-1860（46）　掃部頭
直武（なおたけ）　小田野～　　　1749-1780（32）
　　　　　　　　　　　　　　　　-1773-1779-　　江戸滞在
直信（なおのぶ）　狩野～　　　　1519-1592（72）　松栄 ｼｮｳｴｲ
尚信（なおのぶ）　狩野～　　　　1607-1650（44）　主馬 ｼｭﾒ
　　　　　　　　　　　　　　　　-1741-　　　　　　竹林七賢図襖
質文（なおぶみ） 清宮～ 1917-1972-

長雄（ながお） 上野～ 1904-1974（71）
長國（ながくに） 　　　　　　　ー 1813-1821 ー　　上方絵
長根（ながね）　　芍薬亭～　　　1768 ー 1845（78）
長信（ながのぶ）　狩野～　　　　1577-1654（78）　休伯 ｷｭｳﾊｸ　印＝長信
栄信（ながのぶ）　狩野～　　　　1775-1828（54）
長秀（ながひで）　有樂齋～　　　1780s-1836-
　* 長秀　　　　　　　　　　　　-1799-1836-
渚（なぎさ） 逸見～ 1932-1972（41）
魚彦（なひこ）　　楫取～　　　　1723-1782（60）　　　楫取 ｶﾄﾘ
楢重（ならしげ）　小出～　　　　1887-1931（45）
南海（なんかい）　祇園～　　　　1676？ -1751（76）　
南郭（なんかく）　服部～　　　　1683-1759（77）
南岳（なんがく）　渡邊～　　　　1767-1813（47）
南■（なんけい）　橘～　　　　　1753 ー 1805（53）　　　　　■＝溪の旁＋谷
楠亭（なんてい）　西村～　　　　1775-1834（60）
南蘋（なんぴん）　沈ｼﾝ～　　　　-1731-1733（50s）-　長崎滞在、銓ｾﾝ
南畝（なんぽ）　　大田～　　　　1749-1823（75）　　四方赤良、巴人亭、杏花園
南北（なんぼく）　東西庵～　　　1760s-1827（60s）



南北 4（なんぼく） 鶴屋～　　　　1755 ー 1829（75）　　四代～　勝俵藏改四代～
南北 5（なんぼく） 鶴屋～　　　　1796 ー 1852（57）　五代～
南嶺（なんれい）　鈴木～　　　　1775-1844（70）
南陵（なんりょう）→清忠 7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
に
爾保布（にほふ） 水島～ 1884-1920-
仁三郎（にさぶろう）伊藤～ -1910-
二三治（にそうじ）　三升屋～　　1784 ー 1856（73）
耳鳥齋（にちょうさい）　　　　　1740s-1780-1803-
二直庵（にちょくあん）曽我～　　-1620s-1650s-　　　直庵二、二直庵（印）
日華（にっか）　　田中～　　　　　　？ -1845（？）
二天（にてん）　　宮本武蔵～　　1584-1645（62）　新免
如電（にょでん）　大槻～　　　　1845-1931（87）　磐溪の二男
忍光（にんこう） 月岡～ -1930s-1955-
仁清（にんせい）　　　　　　　　-1660s-1680s-　　　御室 ｵﾑﾛ仁和寺
ヌエット ノエル～　　　1885-1969（85） -1935-1936-

の
能阿弥（のうあみ）　　　　　　　1397-1471（75）　
　　　　　　　　　　　　　　　　-1468-　　　　　　　　白衣観音
　　　　　　　　　　　　　　　　-1469-　　　　　　　　花鳥図屏風
　　　　　　　　　　　　　　　　-1471-　　　　　　　　蓮図
延一（のぶかず）　楊齋～　　　　1872-1944（73）
信方（のぶかた）　　　　　　　　-1590s-1610s-　キリシタン絵画
信勝（のぶかつ） 　　　　　　　ー 1833-1841 ー　　　　　上方絵
信貞（のぶさだ） 　　　　　　　ー 1823 ー　　　　　　　　雪信と同人
信尹（のぶただ）　近衛～　　　　1565 ー 1614（50）　定家流→近衛流、三藐院 ｻﾝﾐｬｸｲﾝ、
宣秀（のぶひで）　中御門～　　　1469 ー 1531（63）　
信廣（のぶひろ） 　　　　　　　ー 1839 ー　　　　　　　上方絵
信敬（のぶひろ） 大河内～ 1903-1968（66）
農夫也（のぶや）　飯野～　　　　1913-　？　　
延保（のぶやす）　延保　　　　　-1901-
信節（のぶよ）　　喜多村～　　　1783 ー 1856（74）　節信ﾄｷﾉﾌﾞ、■庭　竹冠／均
昇（のぼる） 玉置～ 1930-1976-
登（のぼる） 山高～ 1926-1973-
襄（のぼる？） -1930s-
宣長（のりなが）　本居～　　　　1730 ー 1801（72）
憲之（のりゆき） 牛島～ 1900-1997（97）

は



バ - トレット 1860-1940（81） Bartlett, Charles William
梅逸（ばいいつ）　山本～　　　　1783-1856（74）
楳莚（ばいえん） 　　　　　　　ー 1819 ー　　　　　　　　上方絵　
梅崖（ばいがい）　十時～　　　　1732 ー 1804（73）
賣茶翁（ばいさおう）高 遊外　　　1675-1763（89）　月海元昭　　
楳仙（ばいせん） 平井～ 1889-1969（81）
ハイド　ヘレン～　　　　　　1869-1919（51）
梅嶺（ばいれい）　幸野～　　　　1844-1895（52）
馬琴（ばきん）　　曲亭～　　　　1767-1848（82）

白（はく） 巻～ 1924-1960- 巻（まき）、前島ただあき
白隠（はくいん）　～禅師　　　　1685-1768（84）
白猿（はくえん）　反古房～　　　1741-1806（66）　五代目白猿、花道つらね　　
麦僊（ばくせん）　土田～　　　　1887-1936（50）
柏亭（はくてい）　石井～　　　　1882-1958（77）
麦風（ばくふう）　大野～　　　　1888-1976（89）
白峰（はくほう）　平野～ 1879-1957（79）
白羊（はくよう） 倉田～ 1881-1938（58）

一（はじめ）　　　大久保～　　　1911-1932-
芭蕉（はせお）　　松尾～　　　　1644-1694（51）　　　音は「ﾊﾞｼｮｳ」
巴水（はすい）　　川瀬～　　　　1883-1957（75）
馬蹄（ばてい）　　飛塵の～　
隼人（はやと） 森口～ -1930-1931-
逸勢（はやなり）　橘～　　　　　780s ー 842（50s）　三筆
春子（はるこ） 長谷川～ 1895-1967（73）
春彦（はるひこ） 加地～ 1920-1948-
治良（はるよし） 長永～ 1893-1960（68） 長永（ながえ）
破笠（はりゅう）　小川～　　　　1663-1747（85）　読み／「ハリツ」は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠（リウ）の慣用音
坡柳（はりゅう）　　　　　　　　-1769-　　　　　　狂歌師

春重（はるしげ）　鈴木～　　　　1747-1818（72）　江漢の前名
春信（はるのぶ）　鈴木～　　　　1725-1770（46）
春信（はるのぶ）　岳亭～　　　　-1815-1861（80s）　摺物
春町（はるまち）　戀川～　　　　1744-1789（46）　　　酒上不埒
春海（はるみ）　　村田～　　　　1746 ー 1811（66）

晩霞（ばんか） 丸山～ 1867-1942（76）
磐溪（ばんけい）　大槻～　　　　1801-1878（78）　　　玄沢（磐水）の二男
半古（はんこ）　　梶田～　　　　1870-1917（48）



半古（はんこ） 梶田～ 1870-1917
半江（はんこう）　岡田～　　　　1782-1846（65）　米山人の子
半齋（はんさい）　細谷～　　　　？
半山（はんざん）　松川～　　　　1820-1882（63）
半二（はんじ）　　近松～　　　　1725 ー 1783（59）
萬象（ばんしょう）森羅～　　　　1756-1809（54）　中良 ﾁｭｳﾘｮｳ、桂川甫粲 ﾎｻﾝ　　1808
（55）？
繁二郎（はんじろう）坂本～ 1882-1969（88）
磐水（ばんすい）　大槻～　　　　1757-1827（71）　玄沢ｹﾞﾝﾀｸ
晩得（ばんとく）　佐藤～　　　　1731-1792（62）　朝四、喜三二と同役
半兵衛（はんべい）吉田～　　　　-1685-1705-
半兵衛（はんべい）松好齋～　　　-1797-1808-
版兵（はんべい） 木村～ -1943-1944-
半圃（はんぽ） 安田～ 1889-1947（59）
萬寶（ばんぽう）　七珍～　　　　1762-1831（70）　萬象二世
萬里（ばんり） -1904-

ひ
光（ひかる）　　頭～　　　　　　1754-1796（43）　　　頭（つむり）～
晃（ひかる） 馬淵～ 1929-
ビゴ -　　　　　ジョルジュ～　　1860-1927（68）　Bigot
彦國（ひこくに） 　　　　　　　ー 1821 ー　　　　　　　　上方絵
彦磨呂（ひこまろ）齋藤～　　　　1768 ー 1854（87）　
尚実（ひさざね）　九条～　　　　1717 ー 1787（71）　　　尚実流
尚通（ひさみち）　近衛～　　　　1472 ー 1544（73）　尚通流、近衛殿、飛鳥井流より
久司（ひさし） 田中～ 1939-1989-
永（ひさし） 辻～ 1884-1974（91）
比左良（ひさら）田中～ 1890-1974（85）
眉仙（びせん） 福田～ 1875-1963（89）

英（ひで）　　　川西～　　　　 1894-1965（72）　英雄
英雄（ひでお） 萩原～ 1913-？
英雄（ひでお） 常察～ 1902-1935- 常察（つねみ）
英雄（ひでお） 河原～ 1911-1963- 河原（かわはら）
英雄（ひでお） 西山～ 1911-1948-
英雄（ひでお） 吉原～ 1931-1969-
秀夫（ひでお） 柴～ 1907-1979（73）
秀賢（ひでかた）　舟橋～　　　　1575 ー 1614（40）　中院流（通村）
秀太（ひでた） 永地～ 1873-1942（70）
英忠（ひでただ）河合～ 1875-1921（47）
秀恒（ひでつね） 1908-1942（35）



秀信（ひでのぶ）　狩野～　　　　1556 ー 1617（62）　祖酋～
秀麿（ひでまろ）　喜多川～　　　-1803-1813-
秀吉（ひでよし）　豊臣～　　　　1536 ー 1598（63）
秀頼（ひでより）　狩野～　　　　-1569-1570s-　　　　元信の子？孫？

斉（ひとし） 清原～ 1896-1956（61）
均（ひとし） 小松～ 1902-1989（88）
彬（ひとし） 清宮～ 1886-1969（84） 清宮（せいみや）
仁根（ひとね） 野間～ 1901-1979（79）
美稲（びとう？）
美宝（びほう） -1910-
美峰（びほう） 石川～ ？ -1969

瓢齋（ひょうさい）永井～ -1916-1943-
百穂（ひゃくすい）平福～ 1877-1933（57）
百川（ひゃくせん）彭城～　　　　1697-1752（56）　彭城 ｻｶｷ
兵衛門（ひょうえもん）蓬田～　　1882-1947（66）

弘明（ひろあき） 大橋～ 1931-1970s-
弘明（ひろあき） 高橋～ 1871-1945（75）　　松亭
*松亭 1907-1922-
* 弘明 1922-
廣景（ひろかげ） -1859-
弘賢（ひろかた）　屋代～　　　　1758 ー 1841（84）
寛方（ひろかた） 荒井～ 1878-1945（68）
廣貞（ひろさだ） 　　　　　　　1820s ー 1863 ー　　　　　上方絵
*廣貞　　　　　　　　　　　　　　-1847-1863-　
比呂志（ひろし） 儀間～ 1923-1974- 儀間（ぎま）
比呂志（ひろし） 西原～ 1912-1950s-
広司（ひろし） 富張～ 1936-1979-
浩（ひろし） 阿保～ 1919-1970s-
浩司（ひろし） 丸山～ 1953-1980-
洋（ひろし） 岩下～ 1917-
洋（ひろし） 益子～ 1910-1935-
宏（ひろし） 佐藤～ 1923-1957-
廣（ひろし） 鈴木～ 1933-1967-
擴（ひろし） 岸本～ -1932-1935-
博（ひろし） 繁田～ 1921-1952-
博（ひろし） 野村～ 1923-1968-
博（ひろし）　　吉田～　1876-1950（75）　



博史（ひろし） 奥村～ 1889-1964（76）
廣重（ひろしげ）　歌川～　　　　1797-1858（62）　安藤は本姓
*一遊齋（いちゆうさい）
*一幽齋（いちゆうさい）
*一立齋（いちりゅうさい）

廣重（ひろしげ）　二代～　　　　1826-1869（44）　　　立祥（ﾘｯｼｮｳ）の後名
廣重（ひろしげ）　三代～　　　　1842-1894（53）
廣重（ひろしげ）　四代～　　　　1849-1925（77）
廣重（ひろしげ）　五代～　　　　1890-1967（78）
広助（ひろすけ） 田崎～ 1898-1984（87）
廣周（ひろちか）　土佐～　　　　-1439-　　　　　　　　土佐彈正忠廣周？
　　　　　　　　　　　　　　　　-1487-　　　　　　　　彈正入道
廣延（ひろのぶ） -1924-
広治（ひろはる）
弘道（ひろみち） 景川～ 1914-1978-
弘光（ひろみつ） 中沢～ 1874-1964（91）
弘光（ひろみつ） 中沢～ 1874-1964
廣通（ひろみち）　土佐～　　　　1599-1670（72）　住吉如慶と同人
*如慶（じょけい）　　　　　　　-1662-1670-
弘光（ひろみつ）　中沢～　　　　1874-1964（91）
廣守（ひろもり）　住吉～　　　　1705-1777（73）　　　内記 ﾅｲｷ～
洋哉（ひろや） 浅原～ 1944-1977-
宏行（ひろゆき） 田嶋～ 1911-1984（74）
弘之（ひろゆき） 平井～ 1936-
弘義（ひろよし） 大島～ 1932-

ふ
風居（ふうきょ） 柳原～ -1921-1922-
風月堂（ふうげつどう）澤田～　　1701-1782（82）　　　一齋
楓湖（ふうこ）　　松本～　　　　1840-1923（84）
楓湖（ふうこ） 松本～ 1840-1923
不角（ふかく）　松月堂～ 1662-1753（92）
房種（ふさたね）　　　　-1860s-
房信（ふさのぶ）　富川～　　　　-1760-1772-　　　　　吟雪の前名
*吟雪（ぎんぜつ）　　　　　　　-1772-1777-
藤政（ふじまさ） 小井戸～ -1940-1944-
伏見（ふしみ）　　～天皇　　　　1265 ー 1317（53）　伏見院流
富丈（ふじょう） 上田～ 1899-？
ふじを 吉田～ 1887-1920s-
武清（ぶせい）　　喜多～　　　　1776-1856（81）



不折（ふせつ） 中村～ 1866-1943（78）
不染居（ふせんきょ）～爲一　　　-1822-　　　　　　　　北齋 63 歳

蕪村（ぶそん）　　与謝～　　　　1716-1783（68）　　　謝寅　夜半翁
*謝寅（しゃいん）　　　　　　　-1778-
物簗（ぶつりょう）秋長堂～　　　1750s-1830s（75）-
太木（ふとき）　　大根～　　
太（ふとし） 乾～ 1939-

不白（ふはく）　　川上～　　　　1716-1807（92）　卯観子
ブブノワ　　　　　Vaarvara～　　1886-1983（98）　Bubnova
不昧（ふまい）　　松平～　　　　1751 ー 1818（68）
文明（ふみあき） 吹田～ 1926-1968- 吹田（ふきた）
文雄（ふみお） 北岡～ 1918-1980-
文雄（ふみお） 舞田～ 1904-1980-
文子（ふみこ） 山林～ 1910-1953-
ふみよし 太田～ 1921-
冬基（ふゆもと）　醍醐～　　　　1648 ー 1697（50）　　　予楽院流、一条～
芙蓉（ふよう）　　高～　　　　　1722-1784（63）　　　画家、篆刻
芙蓉（ふよう）　　鈴木～　　　　1749-1816（68）
扶陽（ふよう） 楢崎～ 1864-1936（73） 栄昭
ブラウン　ピーター～　　1903-？
不埒（ふらち）　　酒上～　　　1744-1789（46）　春町
古寿（ふるひさ） 松本～ 1910-1960s-

文一（ぶんいち） 大月～ 1897-1924-
文一（ぶんいち）　谷～　　　　　1789-1818（30）　　　　　　　　　　　
文京（ぶんきょう）花笠～　　　　1785 ー 1860（76）　
文耕（ぶんこう）　馬場～　　　　1715 ー 1758（58）
文齋（ぶんさい）　磯野～　　　　-1816-1847-
文治（ぶんじ） 高瀬～ -1933-1934- B.T.
文朝（ぶんちょう）柳～　　　　　-1760s-1817-
文晁（ぶんちょう）谷～　　　　　1763-1840（78）　寫山樓
文調（ぶんちょう）一筆齋～　　　1748c-1768-1773-1790s　　細絵　
文寶堂（ぶんぽうどう）　　　　1768 － 1829（62）　
文麟（ぶんりん）　塩川～　　　　1808-1877（70）
文嶺（ぶんれい） 前川～ 1837-1917（81）

へ
平一郎（へいいちろう）水内～ 1909-1934- 水内（みぞうち）
米僊（べいせん） 久保田～ 1852-1906



平直庵（へいちょくあん）　　　　　　　　　　　　　　　　　　直庵
平内（へいない） 福井～ 1920-1972-
平八郎（へいはちろう）大塩～　　1747 ー 1837（46）
平八郎（へいはちろう）福田～ 1892-1974（83）
平々山人（べいべい～）青山～　　1773-1838（66）　琵琶丸、米々山人、青山堂　
兵右衛門（へいうえもん）蓬田～ 1882-1947（66） 兵右衛門（ひょう～）

米庵（べいあん）　市河～　　　　1779-1858（80）
米翁（べいおう）　柳沢～　 1724-1792（69） 　　　信鴻（のぶとき）
米華（べいか） 山岡～ 1868-1914（47）
米山人（べいさんじん）岡田～　　1744-1820（77）
米仲（べいちゅう）岡田～　　　　1707-1766（60）　　　　月村所、八楽庵
米遷（べいせん）　久保田～　　　1852-1906（55）

碧勝宮圖（へきしょうぐうづ）　　1578-1650（73）　又兵衛の白文方印
勉（べん） 伊藤～ 1917-1969- 勉黄
辨次（べんじ） 麻田～ 1899-1984（86）

ほ
放庵（ほうあん） 小杉～ 1881-1964（84） 未醒（みせい）
抱一（ほういつ）　酒井～　　　　1761-1828（68）
卯雲（ぼううん）　白鯉館～　　　1714 ー 1783（69）
芳崖（ほうがい）　狩野～　　　　1828-1888（61）
豊芥子（ほうかいし）石塚～　　　1800 ー 1861（62）　花江都歌舞妓年代記續篇
鳳湖（ほうこ） 村上～ 1880-1956（77）
豊齋（ほうさい） 梅堂～ 1848-1920（73） 豊國 4
鵬齋（ぼうさい）　亀田～　　　　1752-1826（75）　図南
蓬洲（ほうしゅう）神屋～　　　　1780s ー 1832（50s）
蓬春（ほうしゅん）山口～　　　　1893-1971（79）
豊邨（ほうそん） 小原～ 1877-1945（69） 輸出用　小邨と同人　
保全（ほうぜん）　永樂～　　　　1795-1854（60）　十一代、呉須 ｺﾞｽ赤絵
芳中（ほうちゅう）中村～　　　　-1819
芳文（ほうぶん）　菊池～　　　　1862-1918（57）
方久斗（ほくと） 玉村～ 1893-1951（58）
保己一（ほきのいち）塙～　　　　1746 ー 1821（76）　塙（はなわ）

北英（ほくえい）　春江齋～　　　1800s-1836-　　　　上方絵、春江期も含む
*北英　　　　　　　　　　　　　-1828-1836-
北英（ほくえい） 　　　　　　　ー 1834-1837 ー　　　　　上方絵、春江の後名、1929
黒田
北雁（ほくがん） 　　　　　　　ー 1832 ー　　　　　　　　上方絵



北齋（ほくさい）　葛飾～　　　　1760-1849（90）
* 春朗（しゅんろう）　　　　　　-1779.08-1794.12-　北齋 20-35 歳
* 春朗改群馬亭（ぐんまてい）　　-1785.00-　　　　　　　　　北齋 26歳
* 宗理（そうり）　二代　　　　　-1795.01-1798.07-　　北齋 36-39 歳
* 北齋宗理（ほくさいそうり）　　-1795.00-1797.00-　　北齋 36-39 歳
* 時太郎可候（そろべく）　　　　-1797.01-1804.01-　北齋 39-45 歳
* 北齋（画号）（ほくさい）　　　-1798.08-1815.03-　　北齋 39-56 歳
* 北齋辰政（ときまさ）　　　　　-1799.01-1804.01-　　北齋 40-45 歳
* 画狂人（がきょうじん）　　　　-1801.01-1806.06-　　北齋 42-47 歳
* 戴斗（たいと）　　　　　　　　-1815.01-1819.12-　北齋 56-60 歳
* 爲一（ゐいつ）　　　　　　　　-1820.01-1833.12-　北齋 61-74 歳
* 不染居爲一（ふせんきょ）　　　-1822.00-　　　　　　　　　北齋 63歳
* 月癡老人爲一（げっちろうじん）-1828.00-　　　　　　　　　北齋 69歳
* 卍（まんじ）　　　　　　　　　-1834.01-1849.00-　　北齋 75-90 歳

北山（ほくざん）　山本～　　　　1752-1812（61）
牧之（ぼくし）　　鈴木～　　　　1770 ー 1842（73）
北壽（ほくじゅ）　昇亭～　　　　1763？ -1824（60s）
北壽（ほくじゅ）　 ー 1832-1859 ー　　　　　上方絵
北洲（ほくしゅう）春好齋～　　　1790s-1832-　　　　　上方絵
*春好齋　　　　　　　　　　　　-1807-1818-　　　北洲の前名
*北洲　　　　　　　　　　　　　-1818-1832-
北洲（ほくしゅう）ー 1818-1832 ー　　　　　上方絵、1929 黒田
北松（ほくしょう）ー 1823 ー　　　　　　　　上方絵、春頂と同人
北水（ほくすい） -1860c-
北西（ほくせい） 　　　　　　　ー 1832 ー　　　　　　　　上方絵
北晴（ほくせい） 　　　　　　　ー 1827-1828 ー　　　　　上方絵
墨遷（ぼくせん）　牧～　　　　　1775-1824（50）　歌政と同人
北頂（ほくちょう）ー 1824-1830 ー　　　　　上方絵、春曙と同人
北倒（ほくとう） 松好齋～　　　ー 1835-1850 ー　　　　　上方絵
北到（ほくとう）　松好齋～　　　ー 1835 ー　　　　　　　　上方絵
穆堂（ぼくどう） 本田～ -1913-
北馬（ほくば）　　蹄齋～　　　　1771-1844（74）
北妙（ほくみょう）　　　　　　　ー 1830-1832 ー　　　　　上方絵
北洋（ほくよう）　　　　　　　 ー 1819 ー　　　　　　　　上方絵

甫粲（ほさん）　　桂川～　　　　1756 ー 1809（54）　森島中良 ﾁｭｳﾘｮｳ
星子（ほしこ） 井上～ 1932-
甫周（ほしゅう）　桂川～　　　　1751 ー 1809（59）

穂高（ほだか） 吉田～ 1926-



北海（ほっかい）　片山～　　　　1723-1790（68）　
北溪（ほっけい）　葵岡～　　　　1780-1850（71）
北敬（ほっけい）　春陽齋～ ー 1818 ー　　　　　　　　上方絵
蒲堂（ほどう） 西村～ -1930s-

ま
眞顔（まがお）　　鹿都部～　　　1753-1829（76）　狂歌堂～、恋川好町

マコト 大内～ 1926-1989（64）
誠（まこと） 上野～ 1909-1980（72）
誠（まこと） 和田～ 1936-1979-
まさを 加藤～ 1897-1977（81）
真夫（まさお） 高村～ 1876-1953（58）
正雄（まさお） 江藤～ 1919-？
正男（まさお） 土屋～ 1913-1974-
正雄（まさお） 野見山～ -1960s- 朱鳥
正雄（まさお） 前田～ 1904-1974（71）
雅夫（まさお） 井堂～ 1945-
政雄（まさお）　　前田～　　　　1904-1975（76）
正和（まさかず） 堀内～ 1911-？
斉加年（まさかね）米倉～ 1934-
政國（まさくに）　　　 ー 1823 ー　　　　　　　　上方絵
政次（まさじ） 吉田～ 1917-1971（55）
政三（まさぞう） 吉田～ 1907-1974（68）
雅親（まさちか）　飛鳥井～　　　1417 ー 1490（74）　　　栄雅流、ｴｲｶﾞ
雅綱（まさつな）　飛鳥井～　　　1489 ー 1563（75）　栄雅流
雅人（まさと）　　上阪～　　　　1877-1953（77）
雅俊（まさとし） 松木～ -1928-1944-
正俊（まさとし） 鈴木～ 1917-
正寿（まさとし） 三上～ 1915-
正誠（まさなり） 村井～ 1905-1999（93）
正信（まさのぶ）　狩野～　　　　1434-1530（97）　性玄
政信（まさのぶ）　奥村～　　　　1686-1764（79）
政演（まさのぶ）　北尾～　　　　1761-1816（56）　京傳
正治（まさはる） →せいじ（青山）　
真散彦（まさひこ）徳光～ 1913-1958-
正秀（まさひで）　旭～ 1900-1956（57）
正秀（まさひで）　旭～　　　　　1900-1956（57）
正弘（まさひろ） 吾妻～ 1938-1975-
正弘（まさひろ）　阿部～　　　　1819-1857（39）
正博（まさひろ） 清水～ 1914-1930s- MAS



正巳（まさみ） 岩田～ 1893-1988（96）
正巳（まさみ） 杉原～ 1913-1946（34）
正實（まさみ）　　中山～　　　　1898-1979（82）
雅光（まさみつ） 太田～ 1892-1975（74）
正夢（まさむ） 柳瀬～ 1900-1945（46）
雅望（まさもち）　石川～　　　　1753-1830（78）　飯盛
正元（まさもと） 森～ -1950s-

雅康（まさやす）　飛鳥井～　　　1436 ー 1509（74）　二楽軒、ｼﾞﾗｸ
政幸（まさゆき） 吉本～ 1926-
正義（まさよし） 岸信～ 1921-1960-
正義（まさよし） 杉山～ -1929-
雅嘉（まさよし）　尾崎～　　　　1755 ー 1827（73）
政美（まさよし）　北尾～　　　　1764-1824（61）　■齋 　紹眞ﾂｸﾞｻﾞﾈ　　草冠＋惠　
真人（まさんど） 伊藤～ 1905-1982-
雅縁（まさより）　飛鳥井～　　　1358 ー 1428（71）　宋雅流、俗名・宋雅 ｿｳｶﾞ

満寿男（ますお） 池田～ 1934-1997（63）
益太郎（ますたろう）江渡～ 1913-1965-
益信（ますのぶ）　狩野～　　　　1625-1694（70）
益信（ますのぶ）　田中～　　　　-1740s-
真澄（ますみ） 伊藤～ 1923-1979- 真澄（ますみ）　　菅江～　　　　1754 ー
1829（76）

又一郎（またいちろう）磯田～ 1907-1947-
又兵衛（またべい）岩佐～　　　　1578-1650（73）　勝以（かつもち？）
*碧勝宮圖（へきしょうぐうづ）　　　　白文方印
*道（「勝以」の円印と併用）　　　　　朱文小方印　道蘊（どううん）の道か
*勝以（かつもち？）　　　　　　　　　楷文二重円印
*勝以（かつもち？）　　　　　　　　　篆文（一）二重円印
*道（どう）（「勝以」の円印と併用）　朱文　小方印　　　　　　　　　　　

浚明（まつあけ）　山岡～　　　　1712 ー 1780（69）
末華（まつか） 棟方～ 1913-1943- 志功と無関係
松五郎（まつごろう）広川～ 1889-1952（64）
松次郎（まつじろう）松村～ -1928-1939- MA
松次郎（まつじろう）松村～　　　-1922-1925-
眞虎（まとら）　　大石～　　　　1792-1833（42）
まなぶ もり～ 1925-1977（53）



眞淵（まぶち）　　賀茂～　　　　1697-1769（73）
守（まもる） 久保～ 1905-1931-
守（まもる） 日吉～ -1950s-
卍（まんじ）　　　北齋　　　　　-1834.01-1849.00-　北齋 75-90 歳 　　　
満史（まんじ） 松木～ 1906-1971（66）
卍廊（まんじろう）朝賀～ 1885-1965（81）
満治郎（まんじろう）寺内～ 1890-1964（75）
万次郎（まんじろう）中浜～　　　1827-1898（72）　　　ジョン万次郎
万象亭（まんぞうてい）　　　　1756-1809（54）　　中良（ちゅうりょう）

み
美栄子（みえこ） 河内～ 1947- 河内（かわち）
三恵三（みえぞう）清水～ 1893-1962（70）
美香（みか） 片谷～ 1918-1970-
未醒（みせい） 小杉～ 1881-1964（84） 放庵（ほうあん）
路一（みちかず） 森田～ 1903-1944-
通勝（みちかつ）　中院～　　　　1556 ー 1610（55）
道子（みちこ） 元山～ 1934-1972-
通言（みちこと）　久我ｺｶﾞ～　　  1487 ー 1543（57）　道澄流、龍山龍聖護院
通勢（みちせい） 河野～ 1895-1950（56） 河野（こうの）
典信（みちのぶ）　榮川院～　　　1730-1790（61）
道彦（みちひこ） 石田～ 1922-1979-
通村（みちむら）　　　　　　　　1588 ー 1653（66）　中院 ﾅｶﾉｲﾝ通村殿、世尊寺流より

充秋（みつあき） 空～ 1933-1965-
三雄（みつお） 勝井～ 1931-1979-
晃郎（みつお） 木村～ 1916-1960s- 晃郎（みつお）
光起（みつおき）　土佐～　　　　1617-1691（75）
光重（みつしげ）　土佐～　　　　-1392-
光茂（みつしげ）　土佐～　　　　-1523-1559-　　　　　「みつもち」も可
光信（みつのぶ）　土佐～　　　　1434-1521（88）？　土佐派の祖
　　　　　　　　　　　　　　　　-1469-　　　　　　　　宮廷の絵所預　　
　　　　　　　　　　　　　　　　-1491-　　　　　　　　土佐廣周の跡を継ぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　-1496-　　　　　　　　刑部大輔
　　　　　　　　　　　　　　　　-1503-　　　　　　　　從四位下
光信（みつのぶ）　狩野～　　　　1565-1608（44）　永徳の実子
　　　　　　　　　　　　　　　　-1598-　　　　　　　　豊臣秀吉像
　　　　　　　　　　　　　　　　-1590-　　　　　　　　宗像大社・三十六歌仙扁額
光信（みつのぶ）　長谷川～　　　-1730s-1750s-    
光則（みつのり）　土佐～　　　　1583-1638（56）
光廣（みつひろ）　烏丸～　　　　1579-1638（60）　「からすま」



光弘（みつひろ） 海野～ 1939-1979（41）
光雅（みつまさ） 狩野～ 1897-1953（57） 光雅（こうが）
光茂（みつもち）　土佐～　　　　-1392-　　　　　　　　「みつしげ」でも可
光茂（みつもち）　土佐～　　　　-1523-　　　　　　　　宮廷の絵所預　　
　　　　　　　　　　　　　　　　-1532-　　　　　　　　刑部大輔
　　　　　　　　　　　　　　　　-1544-　　　　　　　　内裏小御所襖絵
　　　　　　　　　　　　　　　　-1550-　　　　　　　　足利義晴の壽像
　　　　　　　　　　　　　　　　-1569-　　　　　　　　足利義昭の二條館襖絵
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　當麻寺縁起絵巻
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　桑實寺縁起絵巻
光元（みつもと）　土佐～　　　　1530-1569（40）　　　最後の絵所預土佐宗家
　　　　　　　　　　　　　　　　-1541-　　　　　　　　左近將監　
光吉（みつよし）　土佐～　　　　1539-1613（75）　光茂門
　　　　　　　　　　　　　　　　-1569-　　　　　　　光元の跡を継ぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　剃髪して「久翌」
光慶（みつよし）　日野～　　　　1591 ー 1630（40）　日野流

稔（みのる） 小畑～ -1922-1932-
実（みのる） 坂口～ 1910-1975-
三保子（みほこ） 笠松～ 1932-
三三男（みみお）　高野～　　　　1900-
みゆき 蓮本～ 1944-
ミラー　リリアン・メイ～　　1895-1946（52）
岷江（みんこう）　橘～　　　　　-1765-82-　　　　　

む
向（むこう）　　　柳原～　　　-1780s-
無染浄善（むせん）
宗方（むねかた） 須堂～ -1913-1916-
宗則（むねのり） 牧野～ 1940-
宗秀（むねひで）　狩野～　　　　1551-1601（51）　そうしゅう
　　　　　　　　　　　　　　　　-1596-　　　　　　　　日■ ﾆｯｼﾝ上人像　■＝立心＋眞
無名（むめい）　　池～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大雅

め
明霞（めいか）　　宇野～　　　　1698-1745（48）
明治（めいじ） 橋本～ 1904-1991（88）
目吉（めきち）　　泉～　　　　　1760s-1815（50s）　寿香亭、泉守一
飯盛（めしもり）　宿屋～　　　　1753-1830（78）　石川雅望、六樹園

も



木網（もくあみ）　元～　　　　　1724-1811（88）　妻は智恵の内子
黙仙（もくせん） - -1894-1903-
杢太郎（もくたろう）木下～ 1885-1945（61）
木虫（もくちゅう）漆原～ 1888-1953（66）
木米（もくべい）　青木～　　　　1767-1833（67）　 
　　　　　　　　　　　　　　　　-1724-1725-　　　　　高揚期
　　　　　　　　　　　　　　　　-1720s-1730s-　　　 聾米 ﾛｳﾍﾞｲ 
黙老（もくろう）　木村～　　　　1774-1856（83）
元成（もとなり）　加保茶～　　　1754 ー 1828（75）
元信（もとのぶ）　狩野～　　　　1476-1559（84）　古法眼　正信の子
　　　　　　　　　　　　　　　　-1513-　　　　　　　　禅宗祖師図
　　　　　　　　　　　　　　　　-1543-　　　　　　　　山水花鳥図
基春（もとはる）　持明院～　　　1453 ー 1535（83）
元秀（もとひで？）（印）狩野～　　　　　　　　　　　　　　　宗秀、甚丞親子で使用

守景（もりかげ）　久隅～　　　　-1642-　　　　　　　　久隅　ｸｽﾐ
守一（もりかず）　熊谷～　　　　1880-1977（98）　熊谷（くまがい）
守一（もりかず） 前田～ 1932-1964-
盛方（もりかた）　鱠（なます）～　
守兼（もりかね） -1930s-
守國（もりくに）　橘～　　　　　1679-1748（70）
森之助（もりのすけ）山本～ 1877-1928（62）
守信（もりのぶ）　狩野～　　　　1602-1674（73）　　　探幽（たんにゅう）
守部（もりべ）　　橘～　　　　　1781 ー 1849（69）

師重（もろしげ）　菱川～　　　　-1686-1716-
師宣（もろのぶ）　菱川～　　　　1630？ -1694（65）
師房（もろふさ）　菱川～　　　　-1700-
師政（もろまさ）　菱川～　　　　-1710s-1740s-
門水（もんすい） 伊勢～ 1859-1919-

や　
八百二（やおじ） 橋本～ 1903-1979（77）
八州（やす） 加藤～ 1907-1965-
康夫（やすお） 奥山～ -1929-1933- "YAS"
泰雄（やすお） 井川～ 1941-
泰央（やすお） 大川～ 1941-
泰夫（やすお） 香月～ 1911-1974（64）
恭男（やすお） 友沢～ 1932-1968-
靖子（やすこ） 大西～ 1942-1983-
靖（やすし） 大本～ 1926-1980-



泰（やすし） 森～ 1922-
安治（やすじ）　　井上～　　　　1864-1889（26）　　　～郎、探景の前名
安二（やすじ） 荻島～ 1895-1939（45）
保孝（やすたか）　岡本～　　　　1797 ー 1878（82）　甲斐流
泰舒（やすのぶ） 赤木～ 1889-1955（67）
安信（やすのぶ）　狩野～　　　　1613-1685（73）
　　　　　　　　　　　　　　　　-1648-　　　　　　　　鴛鴦図
安規（やすのり）　谷中～　　　　1897-1946（50）
やすひこ きだ～ 1944-
康秀（やすひで） 小橋～ 1931-1959-
泰宏（やすひろ） →正秀（旭）
八十氏（やそじ） 若山～ 1903-1983（81）
弥之助（やのすけ）川端～ 1893-1981（89）
也有（やゆう）　　横井～　　　　1702 ー 1783（82）

ゆ
由一（ゆいち）　　高橋～　　　　1828-1894（67）
雄（ゆう） 栗田～ 1895-1961（67）
雄（ゆう） 住友～ -1943-
友一（ゆういち） 菊地～ -1950s-
ゆう子 河内～ 1930-
幽齋（ゆうさい）　細川～　　　　1534 ー 1610（77）
祐三郎（ゆうざぶろう）川西～ 1923-1971-
融思（ゆうし）　　石崎～　　　　1768 ー 1846（79）
雄司（ゆうじ） 清田～ 1931-1960-
友松（ゆうしょう）海北～　　　　1533-1615（83）　海北 ｶｲﾎｳ、紹益
勇寿郎（ゆうじろう）小沢～ 1939-1978-
友雪（ゆうせつ）　海北～　　　　1598-1677（80）
融川（ゆうせん）　狩野～　　　　1769-1806（38）
友禅（ゆうぜん）　宮崎～　　　　1654-1736（83）
雄太郎（ゆうたろう）中川～ 1910-1975（66）
幽汀（ゆうてい）　石田～　　　　1721-1786（66）
友汀（ゆうてい）　石田～　　　　1756-1815（60）
雄半（ゆうはん） 伊藤～ -1930s-
熊斐（ゆうひ）　　熊代～　　　　1693-1772（80）　繍江 ｼｭｳｺｳ、熊代斐

遊龜（ゆき） 小倉～ 1895-1978-
幸男（ゆきお） 江藤～ 1927-1977-
幸夫（ゆきお） 蓮見～ 1927-1967-
幸雄（ゆきお） 成田～ -1931-1932-
幸雄（ゆきお） 身崎～ -1945-1955-



諭吉（ゆきち）　　福沢～　　　　1835-1901（67）
之信（ゆきのぶ）　狩野～　　　　　？　-1575（？）
雪信（ゆきのぶ） 　　　　　　　ー 1823 ー 　　　　　　　上方絵、信貞
幸仁（ゆきひと）　～親王　　　　1656 ー 1699（44）　　　霊元院流、有栖川～
行廣（ゆきひろ）　土佐～　　　　-1406-1434-
雪麿（ゆきまろ）　墨川亭～　　　1797-1856（60）
行光（ゆきみつ）　土佐～　　　　-1352-1371-
幸元（ゆきもと）　石川～　　　　-1757-1758-
雪好（ゆきよし） 　　　　　　　ー 1814 ー　　　　　　　　上方絵

讓（ゆずる） 高瀬～ -1935-1938-
讓（ゆずる） 中江～ -1940-1944-
泰（ゆたか） 跡見～ 1884-1953（70）
担（ゆたか？） 大久保～ 1924-1961-
由豆流（ゆづる）岸本～　　　　 1789 ー 1846（58）
由平（ゆへい）　武田～　　　　 1892-？
夢二（ゆめじ）　竹久～　　　　 1884-1934（51）

よ
■（よう） 伴～ 1939- ■ =風 +易
榕庵（ようあん）　宇田川～　　　1798 ー 1846（49）
洋一（よういち） 鈴木～ 1939-
洋一（よういち） 中村～ 1944-1974-
要一（よういち） 丸山～ -1930-1933-
陽一（よういち） 大垣～ 1927-1974-
容齋（ようさい）　菊池～　　　　1788-1878（91）
鷹山（ようざん）　上杉～　　　　1751 ー 1822（72）
容春（ようしゅん）
洋介（ようすけ）　井上～ 1931-
陽三（ようぞう）　浜口～　　　　1909-
遥邨（ようそん）　池田～ 1895-1988（95）

与作（よさく） 新開～ -1934-
義有（よしあり） 西川～ 1930-1958-
芳幾（よしいく）　落合～　　　　1833-1904（72）
芳市（よしいち） 江端～ -1930s-1943-
芳一郎（よしいちろう）大貫～ -1931-1936-
美稲（よしいね） -1924- 美稲（みいね？）
芳梅（よしうめ） 　　　　　　　ー 1840-50 ー　　　　　上方絵
義夫（よしお） 杉本～ 1905-1932-
義夫（よしお） 高木～ 1923-



義郎（よしお） 永瀬～ 1891-1978（88）
義夫（よしお） 中西～ 1899-1937-
義夫（よしお） 中村～ -1920s-
義雄（よしお） 林～ 1905-1941-
義夫（よしお）　　藤巻～　　　　1909-1935（27）
芳雄（よしお）　　森～　　　　　1907-1997（88）
義雄（よしお） 松下～ -1933-1935-
嘉夫（よしお） 松根～ 1918-
喜夫（よしお） 森川～ 1925-1960s-
弥四夫（よしお） 伊藤～ 1929-1949-
世志夫（よしお） 金守～ 1922-1958-

吉香（よしか） 藤田～ 1929-1962-
嘉香（よしか）
芳景（よしかげ） 後藤～ 1894-1922（29）
芳景（よしかげ） 後藤～ 1858-1922
芳員（よしかず）　歌川～　　　　-1840s-1860s-
義勝（よしかつ） 助川～ 1945-1975-
善清（よしきよ）　大森～　　　　-1702-1716-
よし國（よしくに）1790s ー 1830 ー　　　　　上方絵
*よし國　　　　　　　　　　　　-1813-1830-
美邦（よしくに） -1904-
美成（よししげ）　山崎～　　　 1790 ー 1856（67）　びせい（俳名）
よしだ（よしだ）　吉田 博 　　　 1876-1950（75）　「よしだ」
義介（よしすけ） 黒崎～ 1905-1984（80）
芳助（よしすけ） 船坂～ 1939-1970s-
義隆（よしたか） 中尾～ 1911-1960s-
芳瀧（よしたき）　中井～　　　　1841-1899（59）
芳瀧（よしたき） 　　　　　　　ー 1846-1868 ー　　　　上方絵、1929 黒田
吉太郎（よしたろう）武井～ -1954-1965-
芳太郎（よしたろう）松下～ 1908-1932-
芳次（よしつぐ） 　　　　　　　ー 1939 ー　　　　　　　　上方絵
芳艶（よしつや）　歌川～　　　　1822-1866（45）
芳照（よしてる）　　　　　　　　-1890-
芳年（よしとし）　大蘇～　　　　1839-1892（54）
義利（よしとし） 森～ 1898-1992（93）
芳豊（よしとよ） 　　　　　　　ー 1845 ー　　　　　　　　上方絵
芳虎（よしとら）　歌川～　　　　-1840s-1871-
吉信（よしのぶ）　狩野～　　　　1552-1640（88）　昌庵 ｼｮｳｱﾝ
義信（よしのぶ） 坂本～ -1925-1934-
芳信（よしのぶ）　 ー 1842 ー　　上方絵



芳信（よしのぶ）　　-1860s-　　横浜絵　　　　
義信（よしのぶ）　益田～　　　　1905-1990（82）
義謙（よしのり？）木下～ 1898-1932-
義徳（よしのり） 村瀬～ -1911-
義治（よしはる） 木村～ 1934-1978-
芳藤（よしふじ）　歌川～　　　　1828-1887（60）
由平（よしへい） 武田～ 1892-1943-
美丸（よしまる）　-1820s-
義躬（よしみ）　　佐竹～　　　　1749-1800（52）　角舘（かくのだて）城代
芳光（よしみつ） 野村～ -1931-1936- 芳國の孫
芳宗 1（よしむね）　歌川～　　　　1817-1880（64）
芳宗 2（よしむね）　二代～ 1863-1941（79）
芳盛（よしもり）　歌川～　　　　1830-1884（55）
よし幸（よしゆき） ー 1821 ー　　　　　　　　上方絵
芳雪（よしゆき） 　　　　-1859- 　　　　　　上方絵
義郎（よしろう）　越野～ 1906-1975（70）
義郎（よしろう）　土屋～ 1900-1927-
義郎（よしろう）　永瀬～　　　　1891-1978（89）
米次郎（よねじろう）佐藤～ 1915-1955-
米太郎（よねたろう）佐藤～ -1930-1958-
米英（よねひで） -1904-1905-
与里（より） 齋藤～ 1885-1959（75）
自一（よりかず） 平田～ 1929-1971-

ら
雷洲（らいしゅう）安田～　　　　-1824-1850s-
楽一（らくいち） 萩原～ -1954-
楽山（らくざん） 土屋～ 1886-1950s- また篁子生
ラム　バーサ～　　1869-1954（86）
蘭山（らんざん）　小野～　　　　1727 ー 1810（82）
蘭山（らんざん）　高井～　　　　1762 ー 1838（77）　
嵐雪（らんせつ）　　　　　　　　1654 ー 1707（54）　

り　
理一郎（りいちろう）川島～ 1886-1971（86）
リ - チ　　　　　　バ - ナ - ド～　 1887-1979（93）　B. Leach
力雄（りきお） 高橋～ 1917-1955-
利喜雄（りきお） 森谷～ -1919-1928-
利休（りきゅう）　千～　　　　　1522-1591（70）
六如（りくじょ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天台
理齋（りさい）　　志賀～　　　　1762 ー 1840（79）



鯉丈（りじょう）　滝亭～　　　　1777 ー 1841（65）　ﾘｭｳﾃｲ
栗山（りつざん）　柴野～　　　　1734 ー 1807（74）　
立祥（りっしょう）　　　　　　　1826-1869（44）　　　廣重二代の前名
里風（りふう）　　東川堂～　　　-1710s-30s-

龍（りゅう）　　　山崎～女　　　-1710s-1730s-　　　おりう
柳蛙（りゅうあ）→小國政（こくにまさ）
隆一（りゅういち）小穴～ 1894-1966（73） 小穴（おあな）
柳塢（りゅうう） 島崎～ 1865-1937（73）
柳塢（りゅうう） 島崎～ 1865-1937
柳栄（りゅうえい）桃田～　　　　　？　-1698（？）
流好齋（りゅうこうさい）～如圭　1750s-1809 ー
* 流好齋　　　　　　　　　　　　-1777-1809-
柳谷（りゅうこく）　　　　　　　-1802-1809-　　　　　春喬
柳齋（りゅうさい）　～千滿多　　-1819-1820-　　文政 2-3
龍作（りゅうさく）伊藤～ 1941-1983-
龍三郎（りゅうざぶろう）梅原～　1888-1986（99）
龍子（りゅうし）　川端～　　　　1885-1966（82）
龍二（りゅうじ） 小坂～ 1912-1972（61）
龍水（りゅうすい）勝間～　　　　1731-1796（66）
劉生（りゅうせい）岸田～　　　　1891-1929（39）
龍生（りゅうせい）古川～ 1893-1968（76） 龍生（たつお）
龍草蘆（りゅうそうろ）　　　　　？
柳川（りゅうせん）　　　　　　　1787-1832（46）　重信の姓の画号名、ﾔﾅｶﾞﾜ
柳村（りゅうそん）小倉～　　　　-1880-1881-
隆達（りゅうたつ）高三～　　　　1527 ー 1611（85）
隆知（りゅうち） 菊地～ 1930-
立圃（りゅうほ）　野々口～　　　1599-1669（71）

良（りょう） 田中～ 1884-1974（91）
了阿（りょうあ）　村田～　　　　1772 ー 1843（72）
了以（りょうい）　角倉～　　　　1554 ー 1614（61）
良一（りょういち）堀江～ 1943-1974-
亮一（りょういち）安本～ 1891-1950（60）
良寛（りょうかん）大愚～　　　　1758-1831（74）
了慶（りょうけい）狩野～　　　　？
菱湖（りょうこ）　巻～　　　　　1777 ー 1843（67）
了爾（りょうじ） 菊地～ 1920-
良舟（りょうしゅう）山口～ -1950s-
了俊（りょうしゅん）今川～　　　1326 ー 1420（95）　貞世、鵜飼流
了助（りょうすけ）石井～ 1897-1940-



良三（りょうぞう）根市～ 1914-1947（34）
亮三（りょうぞう）平方～ 1941-
蓼太（りょうた）　大島～　　　　1718 ー 1787（70）
凌岱（りょうたい）建部綾足　　　1719-1774（56）　　涼袋（俳名）、寒葉齋
良沢（りょうたく）前野～　　　　1723-1803（81）
良之助（りょうのすけ）福井～　　1923-
良平（りょうへい）小磯～　　　　1903-1988（85）
鱗作（りんさく）　赤松～ 1878-1953（76）
鄰松（りんしょう）鈴木～　　　　-1757-1782-　　　　　

る
留守夫（るすお） 佐伯～ -1930-

れ
礼（れい） 由木～ 1928- 由木（ゆき）
礼花（れいか） 岩見～ 1927-1964-
黎光（れいこう） 松田～ -1931-
廉（れん） 伊藤～ 1898-1983（86）
蓮杖（れんじょう）下岡～　　　　1823-1914（92）

ろ
蘆庵（ろあん）　　小澤～　　　　1723-1801（79）
樓紅（ろうこう） 平山～ 1915-1950-
老樗（ろうちょ）　岡田～　　
六洲（ろくしゅう）水船～　　　　1912-1980（69）
六樹園（ろくじゅえん）　　　　　1753-1830（78）　石川雅望、宿屋飯盛
六兵衛（ろくべい）清水～　　　　1738-1799（62）
六郎（ろくろう） 武藤～ 1907-1952-
露月（ろげつ）　豊島～ 1667-1751（85）
露好（ろこう） 　　　　　　　　ー 1813 ー　　　　　　　　上方絵
魯山人（ろさんじん）北大路～ 1883-1959（77）
蘆舟（ろしゅう）　深江～　　　　1699-1757（59）　深江庄六
蘆州（ろしゅう）　長沢～　　　　1767 ー 1847（81）　
蘆雪（ろせつ）　　長澤～　　　　1755-1799（45）　　　「魚」印
　　　　　　　　　　　　　　　　-1787-　　　　　　　　南紀・無量寺、草堂寺
　　　　　　　　　　　　　　　　-1794-　　　　　　　　広島
蘆朝（ろちょう）　水野～　　　　1748-1836（89）
露沾（ろてん）　内藤～ 1655-1733（79）　ろせん
わ
和作（わさく） 小林～ 1888-1974（87）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　



ゐ
爲一（ゐいつ）　前北斎～　　-1820.01-1833.12-　北齋 61-74 歳

（画号追加）
桑山嗣燦　　　- 寛政 11（53）
春琴　　　　
宗湛　　　　小栗～
文晁　　　谷～
狙仙　　　森～　　- 文政 4（75）
秋暉　　　岡本～　　
光信　　　狩野～
完山静仲　　朝鮮人
高陽　　　中山～


