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点描画 出品作品リスト

No. 作品名 制作年 形状・材質 No. 作品名 制作年 形状・材質

点描の森 SD-36 青い森 2017年 インク／紙

SD-1 木を描く 2014年 墨／紙 SD-37 朽ちた木 2017年 インク／紙

SD-38 上の世界・下の世界 2017年 インク、鉛筆／紙

SD-39 無題 2015年 インク、水彩／紙

SD-3 ヤチダモ 2010年 インク／紙 SD-40 無題 2010年 インク／紙

SD-4 キタコブシ 2010年 インク／紙

SD-5 キハダ 2010年 インク／紙

SD-6 エゾヤマザクラ 2010年 インク／紙 SD-42 こくわ 2017年 インク／紙

SD-7 ミズナラ 2010年 インク／紙 SD-43 無題 2015年 インク／紙

SD-8 マカバ  シラカバ 2010年 インク／紙 SD-44 無題 2015年 インク、水彩／紙

SD-9 ダケカンバ 2010年 インク、鉛筆／紙

SD-10 エゾマツ 2010年 インク／紙 夏 SD-45 ホオノキ 2017年 インク／紙

SD-46 無題 2017年 インク、鉛筆／紙

冬 SD-11 小鳥二羽 2017年 インク／紙 SD-47 西風 2015年 インク／紙

SD-12 雪の夜 2017年 インク、鉛筆／紙 SD-48 リスにも意見あり 2017年 インク／紙

SD-13 無題 2017年 インク、パステル／紙 SD-49 子沢山の森 2017年 インク、パステル／紙

SD-14 雪の朝 2017年 インク、鉛筆／紙

SD-15 雪ン子 2017年 インク／紙

SD-16 群鳥の朝 2017年 インク／紙 SD-51 京都 宝ヶ池 2015年 インク／紙

SD-17 雪の兎 2017年 インク／紙 SD-52 無題 2015年 インク、パステル／紙

SD-18 十勝晩鐘 2016年 インク／紙 SD-53 循環 2017年 インク／紙

SD-19 ダケカンバ 2011年 インク、水彩、鉛筆／紙 SD-54 カムイミンタラ 2017年 インク、パステル／紙

SD-20 古木鳥瞰 宇品 2017年 インク／紙 SD-55 白内障のシラカバ 2017年 インク／紙

SD-21 地下の命 2017年 インク／紙 SD-56 ミズナラ 2017年 インク／紙

SD-22 靜寂 2017年 インク、パステル／紙 SD-57 不倫 2015年 インク／紙

SD-23 夜明け 2017年 インク／紙 SD-58 ホオノキ 2015年 インク／紙

SD-24 昨日伐られた樹　　　　　　　　　　2016年 インク／紙 SD-59 雨あがる 2017年 インク、パステル／紙

春

SD-61 夜明け前の森 2017年 インク／紙

SD-26 春 2017年 インク／紙 SD-62 老木 2015年 インク／紙

SD-27 根開き 2010年 インク／紙 SD-63 クモの怒り 2015年 インク、水彩／紙

SD-28 無題 2017年 インク／紙 SD-64 風の噂 2017年 インク／紙

SD-29 水の森 2017年 インク／紙 SD-65 森の朝 2017年 インク、パステル／紙

SD-30 トドマツの森 2010年 インク、鉛筆／紙 SD-66 無題 2015年 インク、鉛筆／紙

SD-67 夜明け前 2017年 インク、パステル／紙

SD-68 木は水の柱 2015年 インク／紙

SD-32 ソメイヨシノ 2010年 インク／紙 SD-69 巨木の朝 2017年 インク、パステル／紙

SD-33 木は動かず 2015年 インク、鉛筆／紙 SD-70 無題 2015年 インク、鉛筆／紙

SD-34 遭遇 2017年 インク／紙 SD-71 毛虫の宴のあと 2015年 インク／紙

SD-35 輪廻 2017年 インク／紙

開館20周年記念

2018年9月7日(金)～11月7日(水)　北海道立釧路芸術館  展示室

インク、鉛筆、パステ

ル／紙

2014年桂沢  朽木SD-2

森のささやきが聞こえますか　倉本聰の仕事と点描画展

2015年 インク、水彩／紙

北海道神宮のイタヤカ

エデ

SD-60 2017年 インク／紙

ほお 2010年 インク、水彩、鉛筆／

紙

SD-50

立ち枯れのソメイヨシ

ノ

2010年 インク、鉛筆／紙SD-31

コクワのツタの絞め殺

し

SD-41

SD-25 月夜 2015年 インク、水彩、パステ

ル／紙



No. 作品名 制作年 形状・材質 No. 作品名 制作年 形状・材質

秋 SD-72 リスたちの刻 2017年 インク、水彩／紙 夜の森の桜はそっと呟く

SD-73 ヤマモミジ 2008年 インク／紙 SY-1 夜の森のサクラ① 2017年 インク、パステル／紙

SD-74 無題 2011年 インク／紙 SY-2 夜の森のサクラ② 2017年 インク、パステル／紙

SY-3 夜の森のサクラ③ 2017年 インク、パステル／紙

SY-4 夜の森のサクラ④ 2017年 インク、パステル／紙

SD-76 羆嵐 2015年 インク、水彩／紙 SY-5 夜の森のサクラ⑤ 2017年 インク、パステル／紙

SD-77 イタヤカエデ 2016年 インク、鉛筆／紙 SY-6 夜の森のサクラ⑥ 2017年 インク／紙

SD-78 上の森・下の森 2016年 インク、パステル／紙 SY-7 夜の森のサクラ⑦ 2017年 インク、パステル／紙

SD-79 未来につなげ 2015年 インク／紙 SY-8 夜の森のサクラ⑧ 2017年 インク／紙

SY-9 夜の森 夕景 2017年 インク、パステル／紙

SY-10 孤豚 2017年 インク、パステル／紙

SD-81 台風18号 2016年 インク／紙 SY-11 腰かけのサクラ 2017年 インク／紙

SY-12 匂いの記憶 2017年 インク、パステル／紙

SY-13 無題 2017年 インク、水彩／紙

SD-83 詩を想うリス 2015年 インク／紙 SY-14 洞の木 2017年 インク、パステル／紙

SD-84 深夜の森 2017年 SY-15 夜の森エレジー 2017年 インク、パステル／紙

SY-16 小便かけの木 2017年 インク／紙

SD-85 2017年 インク／紙 SY-17 小太郎のサクラ 2017年 インク／紙

SY-18 無題 2017年 インク／紙

SD-86 ゆれる葉 2017年 インク／紙 SY-19 無題 2017年 インク／紙

SD-87 木曜の朝 2015年 インク、パステル／紙

SD-88 哲学者たち 2016年 インク、鉛筆／紙

SD-89 季節流転 2016年 インク／紙

SD-90 晩鐘 2017年 インク、パステル／紙

SD-91 凍結の朝 2016年 インク、鉛筆／紙

SD-92 フミコ 2016年 インク／紙

SD-93 落葉 2016年 インク／紙

ふたたび冬

SD-94 初雪 2009年 インク、パステル／紙

SD-95 散り遅れた紅葉 2016年 インク／紙

SD-96 老鹿 2016年 インク、鉛筆／紙

SD-97 倒木の朝 2014年 インク、鉛筆／紙

SD-98 寝息 2016年 インク／紙

SD-99 灯 2016年 インク／紙

SD-100 シミ 2016年 インク／紙

SD-101 地底 2016年 インク、鉛筆／紙

SD-102 無題 2016年 インク／紙

SD-103 森に還る 2016年 インク／紙

SD-104 森には - インク／紙

SD-75

インク、鉛筆、パステ

ル／紙

ガードレールを喰った

プラタナスの抵抗

3.11 東北被災地の記

憶

2014年 インク、鉛筆、水彩、

墨／紙

インク、鉛筆、パステ

ル／紙

2015年無題SD-80

インク／紙2016年とっぴんぱらりの プ

ウ

SD-82



倉本聰の仕事  出品作品・資料リスト

下記の展示品は写真撮影ができます。

　『北の国から '87初恋』 3番目の家（廃屋） 模型 ／『北の国から '83冬』 2番目の家（丸太小屋） 模型

　『北の国から '92巣立ち』 アキナの家（もみがら小屋）／ 『北の国から '95秘密』 石の家 撮影セット（夜間撮影用）

No. 作品／資料名 制作 制作年 形状・材質

SW-1   処女作『流れ星』  言論 第二号      - 1950年 印刷物（『言論』 第二号）

SW-2 『雲の涯』 台本      - 1955年 印刷物

SW-3 『竹取物語・かぐや姫』 台本 劇団仲間公演 1956年 印刷物

SW-4 『第九回こどもの劇場 馬蘭花物語』 パンフレット 劇団仲間公演 1958年 印刷物

ラジオ東北

(現秋田放送)

ラジオ東北

(現秋田放送)

毎日放送・

ラジオ東京

SW-8 『この太陽』 原作本      - 1930年 印刷物

SW-18 『パパ起きて頂だい』(第132回) 台本 日本テレビ 1961年 印刷物

SW-19 『現代っ子』 台本 日活 1963年 印刷物

SW-20 『現代っ子』 台本 日本テレビ 1963年 印刷物

SW-21 『現代っ子』（映画版） 挿入歌レコードEP版 日活 1963年

SW-22 『現代っ子』 番組宣伝絵はがき 日本テレビ 1963年

SW-27 『文五捕物絵図』 設定資料 NHK 1967年 印刷物

SW-28 『文五捕物絵図』 台本 NHK 1968年 印刷物

SW-29 『文五捕物絵図』 グラフNHK NHK 1967年 印刷物

SW-30 『文五捕物絵図』 グラフNHK NHK 1968年 印刷物

SW-31 『赤ひげ』 台本 NHK 1972年 印刷物

SW-33 『赤ひげ』 グラフNHK NHK 1972年 印刷物

SW-34 『赤ひげ』 グラフNHK NHK 1973年 印刷物

SW-75 『東芝日曜劇場 幻の町』 企画案 北海道放送 1976年 印刷物

SW-76 『東芝日曜劇場 幻の町』 原稿複製 北海道放送 1976年 印刷物

SW-78 『東芝日曜劇場 スパイスの秋』 スケジュール表 北海道放送 1978年 印刷物

SW-83 『東芝日曜劇場 嘆きのホンカン』 原稿複製 北海道放送 1976年 印刷物

　  - 『６羽のかもめ』 台本 フジテレビ 1974年 印刷物

　  - 『前略おふくろ様』 台本 日本テレビ 1975年 印刷物

　  - 『前略おふくろ様』  レコードEP版 日本テレビ 1975年 EPレコード

　  - 『前略おふくろ様』 主題歌レコードLP版 日本テレビ 1975年 LPレコード

　  - 『東芝日曜劇場 田園交響楽』 台本 北海道放送 1972年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 祇園花見小路』 台本 北海道放送 1973年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 ばんえい』 台本 北海道放送 1973年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 りんりんと』 台本 北海道放送 1974年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 ああ！新世界』 台本 北海道放送 1975年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 時計』 台本 北海道放送 1977年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 スパイスの秋』 台本 北海道放送 1978年 印刷物

　  - 『東芝日曜劇場 遠い絵本 第二部』台本 北海道放送 1979年 印刷物

　  - 『駅 STATION』 台本 東宝 1981年 印刷物

　  - 『あゝ！離婚式』 生原稿 フジテレビ 2004年 インク／紙

　  - 『あゝ！離婚式』 改訂稿 フジテレビ 2004年 印刷物

　  - 『優しい時間』 台本 フジテレビ 2005年 印刷物

　  - 『風のガーデン』 台本 フジテレビ 2008年 印刷物

　  - 『やすらぎの郷』 初稿 テレビ朝日 2017年 印刷物

　  - 『やすらぎの郷』 台本 テレビ朝日 2017年 印刷物

SW-110 『北の国から』 黒板家 フジテレビ 1987年 印刷物

SW-111 『北の国から』 台本 フジテレビ 1981年 印刷物

SW-112 『北の国から』 企画書 フジテレビ 1981年 インク／紙

SW-113 『北の国から '92巣立ち（前後篇）』 大バコ フジテレビ 1992年 インク／紙

SW-114 『北の国から '92巣立ち（前後篇）』 中バコ フジテレビ 1992年 インク／紙

SW-115 『北の国から '92巣立ち（前篇）』 小バコ フジテレビ 1992年 インク／紙

SW-116 『北の国から '92巣立ち』 素材 フジテレビ 1992年 インク／紙

SW-117   年表虎の巻      -   - 印刷物

インク／紙

1958年 印刷物

印刷物

SW-5 『邑の火』 台本（録音用・放送用）

『邑の火』 生原稿SW-6

SW-7 『この太陽』 台本

1958年

1959年



SW-118 『北の国から』 登場人物年譜 フジテレビ 1981年 パネル

SW-119 『北の国から '83冬』 創作ノート フジテレビ 1983年 インク／紙

SW-120 『北の国から '83冬』 シノプシス フジテレビ 1983年 インク／紙

SW-121 『北の国から』（第1話） 原稿 フジテレビ 1981年 インク／紙

SW-122 『北の国から』（第2話） 原稿 フジテレビ 1981年 インク／紙

SW-123 『北の国から '92巣立ち（前篇）』 初稿 フジテレビ 1992年 印刷物

SW-124 『北の国から '92巣立ち（前後篇）』 第二稿 フジテレビ 1992年 印刷物

SW-125 『北の国から '92巣立ち（前後篇）』 台本（決定稿） フジテレビ 1992年 印刷物

SW-126 『北の国から '83冬』 台本 フジテレビ 1983年 印刷物

SW-127 『北の国から』 ロケーション資料 フジテレビ 1981年 印刷物

SW-128 『北の国から '92巣立ち』もみがら小屋 デザインスケッチ フジテレビ 1992年 パネル

SW-129 『北の国から '92巣立ち』 石の家の風車 デザインスケッチ フジテレビ 1992年 パネル

SW-130 『北の国から '92巣立ち』石の家のかまど デザインスケッチ フジテレビ 1992年 パネル

SW-131 『北の国から '87初恋』 3番目の家（廃屋） 模型 フジテレビ 1987年 木、発泡スチロール

SW-132 『北の国から '83冬』 2番目の家（丸太小屋） 模型 フジテレビ 1983年 木、発泡スチロール

SW-133 『北の国から '92巣立ち』 アキナの家（もみがら小屋） フジテレビ 1992年 木、発泡スチロール

SW-134 『北の国から '95秘密』 石の家 設計図面 フジテレビ 1995年 印刷物

SW-135 『北の国から '95秘密』 石の家 模型 フジテレビ 1995年 木、発泡スチロール、金属

木、発泡スチロール、金属、

紙

SW-137 『北の国から '98時代』 撮影セットイメージスケッチ フジテレビ 1998年 印刷物

SW-138 『北の国から '98時代』 撮影セット写真 フジテレビ 1998年 印刷物

SW-139 『北の国から '98時代』 煉蛾家看板 フジテレビ 1998年 木、金属フック

SW-140 『北の国から 2002遺言』 拾ってきた家 設計図面 フジテレビ 2002年 印刷物

SW-141 『北の国から 2002遺言』 拾ってきた家 スケッチ フジテレビ 2002年 印刷物

SW-142 『北の国から』 黒板家の住民票 フジテレビ 1981年 インク／紙

SW-143 『北の国から』 黒板蛍の衣裳（夏） フジテレビ 1981年 綿、化繊

綿、化繊、毛、

プラスチック、ビニール

SW-145 『北の国から '87初恋』 大里れいの衣裳 フジテレビ 1987年 綿、化繊、毛

SW-146 『北の国から』 表札 フジテレビ 1981年 インク／木

SW-147 『北の国から '87初恋』大里れいからのプレゼント フジテレビ 1987年 カセットテーブ、再生機、箱

SW-148 『北の国から '89帰郷』 黒板純の免許証 フジテレビ 1989年 印刷物、プラスチック

SW-149 『北の国から '95秘密』 小沼シュウのアダルトビデオ フジテレビ 1995年 プラスチック、VHSテープ

SW-150 『北の国から '95秘密』 小沼シュウ（宮沢りえ）の絵日記 フジテレビ 1995年 ウッドラック

SW-151 『北の国から '98時代』 黒板蛍の母子手帳 フジテレビ 1998年 印刷物

SW-152 『北の国から '98時代』 落石診療所看板 フジテレビ 1998年 インク、金属／木

SW-154 『北の国から 2002遺言』 黒板五郎の遺言 フジテレビ 2002年 墨／紙

SW-155 『北の国から 2002遺言』 高村結離婚証明書 フジテレビ 2002年 印刷物、木額

SW-156 『北の国から』 題字 フジテレビ   - 墨／紙

　  - 『北の国から '98時代』より フジテレビ 1998年 映像

SW-159 『北の国から』倉本聰の思い フジテレビ   - 水彩、墨／紙

SW-160 『北の国から』メインテーマ楽譜（さだまさし直筆） フジテレビ 1981年 鉛筆／紙

SW-161 『北の国から』 富良野。あのつづき 原稿      - 2015年 原稿用紙、インク

SW-164   富良野塾 起草文      -   - 墨／紙

SW-165 『谷は眠っていた』 原稿      - 1989年 インク／紙

SW-166 『ニングル』 パンフレット      - 1997年 印刷物

SW-167 『ニングル』 台本      - 1997年 印刷物

水彩、インク、パステル、

色鉛筆／紙

SW-169 『ニングル』 舞台セットイメージ      - 1994年 インク、パステル／紙

SW-170 『地球、光りなさい！』 舞台衣装スケッチ      - 2003年 インク、鉛筆、墨／紙

SW-171 『地球、光りなさい！』 題字      - 2003年 インク、鉛筆、墨／紙

SW-172 『地球、光りなさい！』 画コンテ      - 1999年 水彩／紙

SW-173 『屋根』 シーン割      - 2000年 鉛筆、色鉛筆／紙

SW-175 『悲別シリーズ』 画コンテ      - 1991年 鉛筆、水彩／紙

SW-177 『走る』 画コンテ      - 1997年 水彩インク、墨／紙

SW-178 『走る』 題字      - 2000年 墨／紙

SW-179 『マロース』 大バコ      - 2011年 鉛筆、色鉛筆、インク／紙

SW-180 『マロース』 初期設定資料      - 2011年 インク／紙

SW-181   絵本『マロース』 原画      - 2014年 インク、水彩／紙

SW-182 『オンディーヌ』 画コンテ      - 2001年 水彩、インク／紙

『ニングル』 画コンテSW-168 1994年     -

『北の国から』 黒板蛍の衣裳（冬）SW-144 1981年フジテレビ

SW-136 『北の国から '95秘密』 石の家 撮影セット（夜間撮影用） フジテレビ 1995年


