
作品序列 (60回)

作品

No 氏　　号 題名

1 竹村子雀 たけむらしじゃく

2 川崎翠村 かわさきすいそん

3 町田碧峰 まちだへきほう

4 谷渕龍翠 たにぶちりゅうすい

5 加藤白龍 かとうはくりゅう

6 野村霜石 のむらそうせき

7 出間桂堂 いずまけいどう 還故郷
8 北代碧山 きただいへきざん 王維の詩
9 森本瓊象 もりもとけいしょう 石召の詩

10 田中幽峰 たなかゆうほう 独座敬亭山
11 大黒仙雲 おおぐろせんうん 答人
12 廣末幽念 ひろすえゆうねん 野人居
13 福原暁雲 ふくはらぎょううん 讀山海経(其の1)
14 梅川桂龍 うめかわけいりゅう 朱子詩
15 大原桂園 おおはらけいえん 勤酒
16 塚地桂峰 つかじけいほう 春眠不覚暁
17 野島桂山 のじまけいざん 清秋竹露深
18 石川美水 いしかわびすい 夢回
19 市原實堂 いちはらじつどう 石橙
20 市原處艸 いちはらしょそう 岑参詩
21 岩河里華 いわがわりか 張説詩
22 岩谷紅花 いわたにこうか 論語
23 氏原美泉 うじはらびせん 晩蝶
24 畝原和華 うねはらわか 春有百花
25 江西澄翠 えにしちょうすい 唐詩
26 大石千施 おおいしせんし 秋夜寄丘二十二員外
27 大庭桂紅 おおばけいこう 一聲啼鳥
28 大八木洋女 おおやぎしょうじょ 明月清風
29 岡崎緑水 おかざきりょくすい 王漁洋詩
30 岡田雄山 おかだゆうざん 真玉泥中異
31 岡林邦心 おかばやしほうしん 孤舟
32 岡本恭華 おかもときょうか 長楽無極
33 岡本志峰 おかもとしほう 寒雨降
34 小川理香 おがわりこう 幽歩林陰
35 奥崎躍翠 おくざきやくすい 涼雲
36 奥堂皓月 おくどうこうげつ 春夜洛城聞笛
37 尾崎勢葉 おざきせいよう 秋色
38 笠原多嘉 かさはらたか 山花
39 門田惠子 かどたけいこ 心清
40 河村容舟 かわむらようしゅう 山中問答
41 窪田好華 くぼたこうか 春色
42 熊谷晩象 くまがいばんしょう 緑楊
43 坂本旭咲 さかもときょくしょう 東旋帖(宋拓王右軍帖)
44 笹岡香苑 ささおかこうえん 筆硯得佳友
45 佐々木港花 ささきこうか 八風
46 城武美穂 しろたけみほ 松下
47 末永鳳花 すえながほうか 月到
48 隅田亘心 すみだこうしん 巣燕
49 高橋育代 たかはしいくよ 唐詩一首
50 高橋朱鳥 たかはししゅちょう 秋生黄葉
51 武内美仁 たけうちびじん 千萬里
52 竹村雀翠 たけむらじゃくすい 代悲白頭翁の一節
53 田中恵風 たなかけいふう 不退転
54 田中翠仙 たなかすいせん 鹿柴
55 田村和子 たむらかずこ 三坂即事
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56 中内桂香 なかうちけいこう 夏日聯句　唐文宗
57 中嶋邦堂 なかじまほうどう 巴東山峡
58 中城康華 なかじょうこうか 梅花
59 中城知抄 なかじょうちしょう 送魏萬之京
60 中平幸仙 なかひらこうせん 春夜洛城に笛を聞く
61 中平美峰 なかひらびほう 李白詩
62 長町白水 ながまちはくすい 心
63 西内仁子 にしうちじんこ 赫日流煇
64 西岡香雲 にしおかこううん 独座敬亭山
65 西村芳香 にしむらほうこう 墨縁居
66 西山極山 にしやまきょくざん 香閣
67 野中恵花 のなかけいか 已見寒梅
68 野々村妙心 ののむらみょうしん 四時
69 萩野洸雨 はぎのこうう 少欲之人
70 萩野羽花 はぎのわか 山空松子落
71 浜宇津白峯 はまうずはくほう 従軍行三首
72 林　緑翠 はやしりょくすい 龍水
73 弘田賀峰 ひろたがほう 晩雨
74 広田香翠 ひろたこうすい 鳥啼
75 広田秋桜 ひろたしゅうおう 飛雲
76 広田秋草 ひろたしゅうそう 竹影
77 深瀬緑堂 ふかせりょくどう 汾上驚秋
78 藤田桂苑 ふじたけいえん 松下問童子
79 前田秀華 まえだしゅうか 施閏章詩
80 松下紫香 まつしたしこう 春宿左省
81 水田紅子 みずたべにこ 何處故郷思
82 森光望春 もりみつぼうしゅん 青山如夢
83 森本寿山 もりもとじゅざん 江楼書感
84 山下枝雪 やましたしせつ 送平淡然判官
85 山中紅風 やまなかこうふう 雲邊月色
86 山西春草 やまにししゅんそう 浮雲帰心無し
87 山本瑞草 やまもとずいそう 渓頭月の深松
88 横山桂華 よこやまけいか 李白詩
89 吉田深美 よしだしんび 山中歌
90 吉永光翠 よしながこうすい 端渓
91
92


