
コレクション　彫刻 尾道市立美術館

※番号は収蔵年順です。

番号 作者名 作品名 縦（cm）横（㎝）奥（㎝） 制作年 材質・形状

1 今城　國忠 西郷四郎像 高220 石膏

2 高橋　秀幸 黄金伝説の復活一海へ 99.3×43×39 平成元（1989)年 陶片細立

3 田畑　一作 天地躍動『SNAKY&LOOPER』 180×135×85 石膏、着色

4 松岡　高則 若葉 150×55.5×100 昭和56（1981）年 木彫

5 矢形　勇 閑日 85×65×56 ブロンズ

6 矢形　勇 裸婦 46.5×12.7×12 ブロンズ

7 矢形　勇 裸婦 76×21×19.5 ブロンズ

8 矢形　勇 小林和作胸像 27×21.5×12.5 昭和50（1975）年 ブロンズ

9 矢形　勇 小林和作像 192.2×91×85 昭和63（1988）年 石膏、着色

10 今城　國忠 道化 168×31×27 昭和46（1971）年 木彫

11 今城　國忠 サーカスの女 146×52×29 昭和47（1972）年 木彫、彩色

12 今城　國忠 銛（もり） 136×58×34 昭和52（1977）年 木彫、彩色

13 今城　國忠 ターバンを巻く女 192×60×53 平成12（2000）年 木彫

14 矢形　勇 牛(2) 高30 昭和26（1950）年 石膏

15 矢形　勇 牛(1) 高30 昭和26（1950）年 石膏

16 矢形　勇 蹲る女 高46 昭和26（1950）年 石膏

17 矢形　勇 聖徳太子 高41 昭和28（1953）年 石膏

18 矢形　勇 観音菩薩 高33 昭和29（1954）年 石膏

19 矢形　勇 坐女 高19 昭和30（1955）年 石膏

20 矢形　勇 立女 高33 昭和30（1955）年 石膏

21 矢形　勇 薬師如来 高66 昭和30（1955）年 石膏

22 矢形　勇 坐像(2) 高30 昭和31（1956）年 石膏

23 矢形　勇 弥勒菩薩 高43 昭和31（1956）年 石膏

24 矢形　勇 横たわる女 高18 昭和32（1957）年 石膏

25 矢形　勇 芭蕉 高24 昭和32（1957）年 石膏

26 矢形　勇 髪 高32 昭和32（1957）年 石膏

27 矢形　勇 屈 高38 昭和32（1957）年 石膏

28 矢形　勇 蹲る 高20 昭和33（1958）年 石膏

29 矢形　勇 立女 高33 昭和33（1958）年 石膏

30 矢形　勇 坐像 高15 昭和33（1958）年 石膏

31 矢形　勇 坐像(1) 高25 昭和33（1958）年 石膏

32 矢形　勇 立女 高49 昭和33（1958）年 石膏

33 矢形　勇 或るポーズ 高31 昭和33（1958）年 石膏

34 矢形　勇 とげ 高13 昭和34（1959）年 石膏

35 矢形　勇 立女 高37 昭和34（1959）年 石膏

36 矢形　勇 海浜 高23 昭和35（1960）年 石膏

37 矢形　勇 屈(1) 高43 昭和35（1960）年 石膏

38 矢形　勇 淑女 高47 昭和35（1960）年 石膏

39 矢形　勇 坐女 高39 昭和35（1960）年 石膏

40 矢形　勇 交通安全像 高36 昭和36（1961）年 石膏

41 矢形　勇 転 高67 昭和36（1961）年 石膏

42 矢形　勇 坐像 高48 昭和36（1961）年 石膏

43 矢形　勇 坐像 高48 昭和36（1961）年 石膏

44 矢形　勇 髪を洗う女 高10 昭和37（1962）年 石膏

45 矢形　勇 立女 高43 昭和37（1962）年 石膏

46 矢形　勇 蹲る女 高23 昭和37（1962）年 石膏

47 矢形　勇 佇(3) 高56 昭和37（1962）年 石膏

48 矢形　勇 坐像 高32 昭和37（1962）年 石膏

49 矢形　勇 釈迦如来 高33 昭和38（1963）年 石膏

50 矢形　勇 立女 高101 昭和38（1963）年 石膏

51 矢形　勇 立女 高103 昭和38（1963）年 石膏



52 矢形　勇 秋 高46 昭和38（1963）年 石膏

53 矢形　勇 憩ふ女 高20 昭和39（1964）年 石膏

54 矢形　勇 立女 高56 昭和39（1964）年 石膏

55 矢形　勇 少女立像 高48 昭和39（1964）年 石膏

56 矢形　勇 清水比庵像 高48 昭和40（1965）年 石膏

57 矢形　勇 少女 高42 昭和40（1965）年 石膏

58 矢形　勇 或るポーズ 高39 昭和40（1965）年 石膏

59 矢形　勇 屈(2) 高28 昭和41（1966）年 石膏

60 矢形　勇 佇(2) 高48 昭和41（1966）年 石膏

61 矢形　勇 腰掛ける女 高31 昭和41（1966）年 石膏

62 矢形　勇 坐す 高14 昭和43（1968）年 石膏

63 矢形　勇 腰掛ける女 高66 昭和43（1968）年 ブロンズ

64 矢形　勇 立膝の女 高40 昭和43（1968）年 石膏

65 矢形　勇 阿弥陀如来 高78 昭和43（1968）年 石膏

66 矢形　勇 渚 高15 昭和44（1969）年 石膏

67 矢形　勇 憩ひ 高80 昭和44（1969）年 石膏

68 矢形　勇 浴後 高31 昭和45（1970）年 石膏

69 矢形　勇 少女坐像 高23 昭和45（1970）年 石膏

70 矢形　勇 夏の終り 高23 昭和46（1971）年 石膏

71 矢形　勇 立つ 高170 昭和46（1971）年 石膏

72 矢形　勇 娘思惟像 高73 昭和46（1971）年 石膏

73 矢形　勇 空 高12 昭和47（1972）年 石膏

74 矢形　勇 立つ女 高33 昭和47（1972）年 石膏

75 矢形　勇 岩に寄る 高23 昭和47（1972）年 石膏

76 矢形　勇 坐す 高71 昭和47（1972）年 石膏

77 矢形　勇 立膝の女 高28 昭和48（1973）年 石膏

78 矢形　勇 少女思惟像 高20 昭和48（1973）年 石膏

79 矢形　勇 坐女 高23 昭和48（1973）年 石膏

80 矢形　勇 想ひ 高163 昭和48（1973）年 石膏

81 矢形　勇 海浜 高46 昭和48（1973）年 石膏

82 矢形　勇 リンゴ 高84 昭和48（1973）年 石膏

83 矢形　勇 爽 高72 昭和48（1973）年 石膏

84 矢形　勇 倭姫命 高80 昭和48（1973）年 石膏

85 矢形　勇 たたずむ 高36 昭和49（1974）年 石膏

86 矢形　勇 釈迦如来 高20 昭和49（1974）年 石膏

87 矢形　勇 真夏の午後 高58 昭和50（1975）年 石膏

88 矢形　勇 夏のあした 高46 昭和50（1975）年 石膏

89 矢形　勇 まどか 高50 昭和51（1976）年 石膏

90 矢形　勇 うづくまる女 高37 昭和51（1976）年 石膏

91 矢形　勇 佇(1) 高68 昭和51（1976）年 石膏

92 矢形　勇 うづくまる女 高48 昭和52（1977）年 石膏

93 矢形　勇 立て膝の女 高70 昭和52（1977）年 石膏

94 矢形　勇 女 高83 昭和52（1977）年 石膏

95 矢形　勇 おさげ髪 高88 昭和52（1977）年 石膏

96 矢形　勇 髪 高40 昭和52（1977）年 石膏

97 矢形　勇 響 高33 昭和53（1978）年 石膏

98 矢形　勇 ラジオ体操 高32 昭和53（1978）年 石膏

99 矢形　勇 少女 高34 昭和53（1978）年 石膏

100 矢形　勇 晩夏 高15 昭和53（1978）年 石膏

101 矢形　勇 或るポーズ 高23 昭和53（1978）年 石膏

102 矢形　勇 裸婦 高160 昭和53（1978）年 石膏

103 矢形　勇 晩夏 高86 昭和53（1978）年 石膏

104 矢形　勇 ラジオ体操 高121 昭和53（1978）年 石膏

105 矢形　勇 憩ふ女 高31 昭和53（1978）年 石膏

106 矢形　勇 髪 高75 昭和53（1978）年 石膏

107 矢形　勇 行く秋 高49 昭和53（1978）年 石膏



108 矢形　勇 秋 高75 昭和53（1978）年 石膏

109 矢形　勇 立 高72 昭和53（1978）年 石膏

110 矢形　勇 寂 高40 昭和54（1979）年 石膏

111 矢形　勇 海浜 高30 昭和54（1979）年 石膏

112 矢形　勇 渚にて 高19 昭和54（1979）年 石膏

113 矢形　勇 少女立像 高30 昭和54（1979）年 石膏

114 矢形　勇 洗髪する女 高24 昭和54（1979）年 石膏

115 矢形　勇 慈母観音 高15 昭和54（1979）年 石膏

116 矢形　勇 天馬 高33 昭和54（1979）年 石膏

117 矢形　勇 ラジオ体操少女像 高100 昭和54（1979）年 石膏

118 矢形　勇 渚にて 高96 昭和54（1979）年 石膏

119 矢形　勇 佇(2) 高74 昭和54（1979）年 石膏

120 矢形　勇 憩ふモデル 高32 昭和54（1979）年 石膏

121 矢形　勇 腰掛ける女 高74 昭和54（1979）年 石膏

122 矢形　勇 立つ 高46 昭和54（1979）年 石膏

123 矢形　勇 少女像 高47 昭和54（1979）年 石膏

124 矢形　勇 少女 高29 昭和55（1980）年 石膏

125 矢形　勇 少女立像 高24 昭和55（1980）年 石膏

126 矢形　勇 婦 高172 昭和55（1980）年 石膏

127 矢形　勇 髪 高65 昭和55（1980）年 石膏

128 矢形　勇 若い女 高79 昭和55（1980）年 石膏

129 矢形　勇 浴後 高79 昭和55（1980）年 石膏

130 矢形　勇 少女像 高15 昭和56（1981）年 石膏

131 矢形　勇 少女像 高27 昭和56（1981）年 石膏

132 矢形　勇 腕を組む女 高112 昭和56（1981）年 石膏

133 矢形　勇 青春譜 高67 昭和56（1981）年 石膏

134 矢形　勇 希望 高45 昭和56（1981）年 石膏

135 矢形　勇 立つ女 高38 昭和57（1982）年 石膏

136 矢形　勇 ふりかえる女 高200 昭和57（1982）年 石膏

137 矢形　勇 晩夏 高80 昭和57（1982）年 石膏

138 矢形　勇 静 高77 昭和57（1982）年 石膏

139 矢形　勇 ふりかえる女 高60 昭和57（1982）年 石膏

140 矢形　勇 陽光 高76 昭和57（1982）年 石膏

141 矢形　勇 立女(4) 高76 昭和57（1982）年 石膏

142 矢形　勇 立女 高47 昭和57（1982）年 石膏

143 矢形　勇 横たわる女 高14 昭和58（1983）年 石膏

144 矢形　勇 髪を持つ女 高18 昭和58（1983）年 石膏

145 矢形　勇 聖徳太子 高33 昭和58（1983）年 樹脂

146 矢形　勇 とげ 高130 昭和58（1983）年 石膏

147 矢形　勇 行く秋 高76 昭和58（1983）年 石膏

148 矢形　勇 行く秋 高54 昭和58（1983）年 石膏

149 矢形　勇 二十才の女 高46 昭和58（1983）年 石膏

150 矢形　勇 釈迦如来 高56 昭和58（1983）年 石膏

151 矢形　勇 南風 高200 昭和59（1984）年 石膏

152 矢形　勇 南風 高73 昭和59（1984）年 石膏

153 矢形　勇 腰掛ける女 高36 昭和59（1984）年 石膏

154 矢形　勇 立女 高41 昭和59（1984）年 石膏

155 矢形　勇 観音菩薩 高61 昭和59（1984）年 石膏

156 矢形　勇 観音菩薩 高57 昭和59（1984）年 石膏

157 矢形　勇 観音菩薩 高63 昭和59（1984）年 石膏

158 矢形　勇 少女立像 高21 昭和60（1985）年 石膏

159 矢形　勇 坐女 高26 昭和60（1985）年 石膏

160 矢形　勇 少女立像 高39 昭和60（1985）年 石膏

161 矢形　勇 立て膝の女 高29 昭和60（1985）年 石膏

162 矢形　勇 佇(4) 高32 昭和60（1985）年 石膏

163 矢形　勇 憩ふ女 高22 昭和60（1985）年 石膏



164 矢形　勇 春や春 高200 昭和60（1985）年 石膏

165 矢形　勇 春や春 高63 昭和60（1985）年 石膏

166 矢形　勇 春来る 高83 昭和60（1985）年 石膏

167 矢形　勇 大地 高50 昭和60（1985）年 石膏

168 矢形　勇 観音菩薩 高70 昭和60（1985）年 石膏

169 矢形　勇 空也上人像 高54 昭和60（1985）年 石膏

170 矢形　勇 少女像 高24 昭和61（1986）年 石膏

171 矢形　勇 少女像 高21 昭和61（1986）年 石膏

172 矢形　勇 髪を結ふ女 高55 昭和61（1986）年 石膏

173 矢形　勇 阿弥陀如来 高62 昭和61（1986）年 石膏

174 矢形　勇 観音菩薩 高45 昭和61（1986）年 石膏

175 矢形　勇 翔 高41 昭和62（1987）年 石膏

176 矢形　勇 大和乙女 高35 昭和62（1987）年 ブロンズ

177 矢形　勇 坐像 高29 昭和62（1987）年 石膏

178 矢形　勇 祭の朝 高36 昭和62（1987）年 石膏

179 矢形　勇 若い女(2) 高37 昭和62（1987）年 石膏

180 矢形　勇 響 高51 昭和62（1987）年 石膏

181 矢形　勇 弥勒菩薩 高55 昭和62（1987）年 石膏

182 矢形　勇 髪を持つ女 高29 昭和63（1988）年 石膏

183 矢形　勇 小林和作像 高31 昭和63（1988）年 石膏

184 矢形　勇 小林和作像 高26 昭和63（1988）年 石膏

185 矢形　勇 春のあしおと 高100 昭和63（1988）年 石膏

186 矢形　勇 絆(1) 高100 昭和63（1988）年 石膏

187 矢形　勇 青春賛歌 高40 昭和63（1988）年 石膏

188 矢形　勇 渚 高37 昭和63（1988）年 石膏

189 矢形　勇 絆(1) 高36 平成元（1989)年 石膏

190 矢形　勇 姉と妹 高36 平成元（1989)年 石膏

191 矢形　勇 野良の母と子 高24 平成元（1989)年 石膏

192 矢形　勇 絆(2) 高190 平成元（1989)年 ブロンズ

193 矢形　勇 三華 高39 平成元（1989)年 石膏

194 矢形　勇 伸 高72 平成元（1989)年 石膏

195 矢形　勇 少女像 高38 平成2（1990）年 ブロンズ

196 矢形　勇 閑 高22 平成2（1990）年 ブロンズ

197 矢形　勇 パーレウを着た女 高39 平成2（1990）年 石膏

198 矢形　勇 渚 高13 平成2（1990）年 ブロンズレリーフ

199 矢形　勇 絆(3) 高190 平成2（1990）年 石膏

200 矢形　勇 絆(2) 高47 平成2（1990）年 石膏

201 矢形　勇 一遍上人 高150 平成3（1991）年 石膏

202 矢形　勇 夏（海浜） 高60 平成3（1991）年 樹脂

203 矢形　勇 悠(竹田像) 高204 平成3（1991）年 石膏

204 矢形　勇 野の花 高15 平成4（1992）年 石膏

205 矢形　勇 悠 高32 平成4（1992）年 石膏

206 矢形　勇 朝 高166 平成4（1992）年 石膏

207 矢形　勇 野の花 高44 平成4（1992）年 石膏

208 矢形　勇 響 高50 平成4（1992）年 ブロンズ

209 矢形　勇 絆(4) 高167 平成5（1993）年 ブロンズ

210 矢形　勇 観音菩薩 高45 平成5（1993）年 石膏

211 矢形　勇 髪(1) 高13 平成6（1994）年 ブロンズ

212 矢形　勇 あぐら 高20 平成6（1994）年 ブロンズレリーフ

213 矢形　勇 あぐら 高190 平成6（1994）年 樹脂

214 矢形　勇 大地(B) 高33 平成8（1996）年 ブロンズ

215 矢形　勇 豊穣 高36 平成8（1996）年 ブロンズ

216 矢形　勇 朝 高16 平成8（1996）年 ブロンズレリーフ

217 矢形　勇 日蓮上人 高30 平成8（1996）年 ブロンズ

218 矢形　勇 大地(A) 高192 平成8（1996）年 樹脂

219 矢形　勇 大地 高51 平成8（1996）年 ブロンズ



220 矢形　勇 絆 高20 平成9（1997）年 ブロンズレリーフ

221 矢形　勇 いろはにほへど 高84 平成9（1997）年 樹脂

222 矢形　勇 つめ 高18 平成10（1998）年 ブロンズ

223 矢形　勇 童女観音 高23 平成10（1998）年 ブロンズ

224 矢形　勇 この人 高185 平成10（1998）年 石膏

225 矢形　勇 春来たりなば 高190 平成11（1999）年 樹脂

226 矢形　勇 空へ 高222 平成12（2000）年 石膏

227 矢形　勇 潮風 高120 平成12（2000）年 石膏

228 矢形　勇 夏のおわり 高85 平成12（2000）年 石膏

229 矢形　勇 瀬戸の渚 高90 平成12（2000）年 石膏


