
行 作品名 設置場所 制作年 設置年
あ 赤木正雄先生銅像 東京都千代田区　砂防会館 1971 1971

三重県伊勢市　神宮徴古館 1950-1954頃
個人蔵 ―

石橋正二郎氏記念碑　　 福岡県久留米市　久留米大学 1969 1969
石橋正二郎氏胸像 福岡県久留米市　中央公園　郷学の森 1970 1976
石橋正二郎氏像　　 東京都中央区　石橋財団ブリジストン美術館 1968 ―
石橋正二郎氏レリーフ 東京都中央区　石橋財団ブリジストン美術館 1956 ―
磯野長蔵氏像 東京都国立市　一橋大学 ―
伊藤長七頌徳碑 長野県諏訪市　伊藤長七頌徳公園 1965 1965
岩による 個人蔵 1960 ―
大原總一郎氏像 岡山県倉敷市　大原美術館 1979 1980
小瀬與作翁像 東京都八王子市　蛇の目ミシン工業株式会社八王子事業所 1964 1998
男の座像(1926) 長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1926 1983
女の座像(1969) 千葉県流山市　紀伊国屋書店流山おおたかの森店 1969 2007

か 長野県諏訪郡原村　樅の木荘中庭 1977
長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1983
山形県鶴岡市　出羽ノ雪酒造資料館 ―
愛知県春日井市　中部大学 1979
岡山県倉敷市　大原美術館 1982
個人蔵 ―

勝沼　精蔵氏ブロンズ胸像 愛知県名古屋市千種区　名古屋大学 1965 1965
唐沢俊樹氏像 長野県山形村　清水寺 1968 1968
カリーン嬢 長野県茅野市　蓼科グリーンビュー開発㈱ 1954 ―
河井彌八先生レリーフ 東京都千代田区　砂防会館 1967 1967
キリスト像 神奈川県横浜市　横浜市八聖殿郷土資料館 1933 1933
黒澤鷹次郎氏レリーフ 長野県岡谷市　成田公園 1952 1999
黒澤武雄氏像 長野県岡谷市　諏訪倉庫株式会社　本社 1965 1965
黒澤剛氏像 長野県岡谷市　諏訪倉庫株式会社　本社 ―
Ｋ氏像 長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1981 ―
月桂樹 茨城県阿見町　霞ヶ浦神社 1955 1955
公江喜市郎氏像 兵庫県西宮市　武庫川女子大学 1968 1968
向上 長野県岡谷市　市立岡谷図書館 1965 2003
河野一郎先生レリーフ 東京都千代田区　砂防会館 1967 1967
小坂順造氏像 長野県長野市　信濃毎日新聞社　本社 1962 1962
小坂順造氏レリーフ 長野県長野市　信濃毎日新聞社　本社 1956 1956
小坂善之助翁胸像 長野県長野市　信濃毎日新聞社　本社 1951 1951
小坂善之助氏レリーフ 長野県長野市　信濃毎日新聞社　本社 1951 1951
狛犬一対 長野県諏訪市　諏訪大社上社本宮 1960？ -
狛犬一対その２ 長野県諏訪郡下諏訪町　諏訪大社下社秋宮 1960 1960
古村敏章氏像 長野県岡谷市　丸興工業株式会社　岡谷支店 1981 ―

さ 坂田武雄氏像 神奈川県横浜市　株式会社サカタのタネ　 1976 1976
東京都千代田区　砂防会館 ―
個人蔵 ―
長野県茅野市　蓼科グリーンビュー開発㈱ ―
静岡県駿東郡小山町　経団連ゲストハウス ―

庄野一英先生胸像 兵庫県神戸市　育英高等学校 1934 1934
正力松太郎氏像 東京都文京区　東京ドーム　ＶＩＰゲート前 1967 ―

長野県諏訪郡原村　原村図書館 1996
長野県松本市　松本文化会館 ―

末次信正先生レリーフ 東京都千代田区　砂防会館 1967 1967
長野県諏訪市　長野県諏訪二葉高等学校 1954
群馬県前橋市　東和銀行本店 ―
個人蔵 ―

鈴木知準氏之像 個人蔵 1980代前半？ ―
鈴木與平氏像 静岡県静岡市　静岡市役所　清水庁舎 1954 1954
砂田重政先生レリーフ 東京都千代田区　砂防会館 1967 1967
関一氏像 大阪府大阪市　中之島公園 1956 1956

た 谷清一氏像 静岡県駿東郡長泉町　特種製紙Ｐａｍ内庭園 1965 1965
谷口久吉氏像 岡山県岡山市　山陽放送会館　玄関ロビー 1968 1968
土川元夫氏像 愛知県犬山市　博物館明治村　 1977 1977
東郷元帥記念碑 神奈川県横須賀市　三笠記念艦前 1967 1967
徳川家正先生レリーフ 東京都千代田区　砂防会館 1967 1967

な 中島知久平氏胸像 群馬県太田市　中島記念公園 1964 1964
仁科芳雄博士記念碑 岡山県岡山市　岡山大学 1959 1966
日本嬢 長野県木曽郡上松町　木曽路美術館 ―

長野県諏訪郡原村　原村役場　正面玄関入口 1971
長野県茅野市　白樺湖レイクサイドホテル山幸閣ロビー ―
長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1983
長野県長野市　長野県信濃美術館 1983
神奈川県横浜市　新日本石油㈱社員研修センター 1968
長野県諏訪郡原村　柳沢公民館 ―
長野県諏訪市　ホテル紅や ―
茨城県日立市　日立市役所　 1957
個人蔵 ―
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1950

1967

1968

すこやか　　

しらべ　　

爽　　

砂防堰堤

輝き　  

朝

1950

1964

1973

1952

1957伸び行く　　

のぞみ



長野県諏訪郡原村　原村立原中学校 1977
長野県飯田市　飯田市立高陵中学校 1985
長野県岡谷市　岡谷市役所 1987

は 長野県茅野市　JR茅野駅ロータリー ―
長野県諏訪市　沖田公園 1981
長野県長野市　長野県民文化会館 ―
東京都千代田区　NTTDATA大手町ビル 1980

福田徳三氏レリーフ 東京都国立市　一橋大学 1960 1960
藤原咲平博士記念碑　 長野県諏訪市　霧が峰　強清水グライダー滑走路脇 1961 ―
藤原咲平博士像 長野県諏訪市　諏訪市図書館　藤原咲平記念室 1961 1961
フランスの少女 愛知県春日井市　中部大学 1926 1979
ペンの庫 長野県長野市　城山公園 1951 1951
母子（1973） 長野県木曽郡上松町　木曽路美術館 1973 ―

長野県塩尻市　長野県総合教育センター ―
長野県岡谷市　蚕糸公園内 1961
横浜市金沢区　柳町ロータリー 撤去
個人蔵 ―

ま 松山茂助氏レリーフ 長野県飯山市　飯山城趾公園 1965 1965
三浦幸平氏像 愛知県春日井市　中部大学 1967 1967
三浦新七氏像 東京都国立市　一橋大学 1938 1938
三浦新七博士像 山形県山形市　山形市役所庁舎内 1938 1997

長野県諏訪郡原村　原村役場　村長室 1951
長野県茅野市　蓼科グリーンビュー開発㈱ ―
長野県茅野市　茅野市立泉野小学校 1992
長野県岡谷市　長野県岡谷東高等学校 1961
長野県須坂市　須坂市役所庁舎前 1990
長野県飯田市　飯田市立上郷小学校 1986
長野県木曽郡上松町　木曽路美術館 ―
北海道滝川市 市役所前庭 1996
東京都台東区　上野公園内 1989
山梨県南巨摩郡身延町　富士川ふるさと工芸館 1988
大阪府大阪市中央区　御堂筋 1990
大阪府大阪市中央区　大阪城公園　記念樹の森 ―
兵庫県西宮市　武庫川女子大学 1977
兵庫県朝来市　市内 1984
岡山県岡山市　岡山後楽園内公園 1957
福岡県久留米市　石橋文化センター 1956
長野県佐久市　駒場公園内 1979
長野県長野市　長野県短期大学 1980
愛知県春日井市　中部大学 1990

や 長野県諏訪郡富士見町　富士見町役場 1988
長野県長野市　長野県信濃美術館 1966
長野県茅野市　茅野市立北山小学校 1980
長野県千曲市　千曲市立戸倉小学校 1993
愛知県春日井市　中部大学 1989
埼玉県熊谷市　熊谷市役所前 1984
広島県広島市　広島こども文化科学館前広場 1982
長野県茅野市　諏訪中央病院 1970？ 1986
個人蔵 1970？ ―
個人蔵 1970 ―

山極勝三郎先生記念碑　　 長野県上田市　上田城跡公園 1968 1968
山極勝三郎先生像 長野県上田市　上田市立第三中学校 1968 ―
山田勝四郎氏像 静岡県静岡市　静岡市役所　清水庁舎 1954 1954
やわらぎ 長野県諏訪市　諏訪湖畔 1958 1959

長野県諏訪郡原村　原村立原小学校 1968
長野県諏訪市　諏訪市立中洲小学校 1974
東京都港区　表示灯株式会社(社内執務スペースにあるため非公開） ―

弓倉繁家氏レリーフ 大阪府吹田市　大阪大学歯学部付属病院 1970 1970
ら 裸婦(1956) 東京都港区　株式会社エルグレコ 1956 1974
裸婦(1959)　 長野県長野市　長野県信濃美術館 1959 ―
裸婦(1959)　その２ 個人蔵 1959 ―
裸婦(1961) 個人蔵 1961 ―
裸婦(1965) 個人蔵 1965 ―

長野県茅野市　茅野市美術館 1982
長野県松本市　信州大学医学部付属病院 1967

裸婦(1970) 個人蔵 1970 ―
長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1983
神奈川県足柄下郡 湯河原温泉 旅館加満田 ―

裸婦(1972) 長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1972 1983
裸婦(1973) 長野県岡谷市　岡谷蚕糸博物館・美術考古館 1973 1983

個人蔵 ―
個人蔵 ―
長野県諏訪市　長野県諏訪清陵高等学校 1959
東京都小平市　武蔵野美術大学　美術資料図書館 2000
個人蔵 ―
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「みなさんの町の清水多嘉示の彫刻を探そう」企画について 

 
平成 18年、清水多嘉示の没後２５周年を迎え、当館では「みなさんの町の清
水多嘉示の彫刻を探そう」企画を行うこととなりました。清水の功績の再確認、

作品展示場所の把握などを目的に全国から作品の情報を募集し、現在に至るま

で多数の情報をお寄せいただいております。ここに、現在までの情報を一旦整

理し、その結果報告をさせていただきます。 
 
・このリストには、当企画にお寄せいただいた 190 件余の情報のうち、公開許
可を得ている 147 件（平成２1 年 3 月 6 日現在）の情報が掲載されておりま
す。なお、このほかにもまだたくさんの作品があり、現在も引続き調査中です。 
・個人蔵の作品のうち公開可能なものについては、設置場所を「個人蔵」とし

て掲載しております。ただし、八ヶ岳美術館等で展示される地図や写真一覧の

パネルにはそれらの情報は掲載しておりません。 
・ブロンズ作品は、原型をもとに鋳造して製作するため同型の作品が複数存在

することがあります。またその雛形などの縮小版もあります。こうした同型作

品の場合、清水本人がつけた作品名のほかにそれぞれの事情によって異なる題

名がつけられていることがあります。ここでは投稿者からの情報に準じて記載

しております。 
・「裸婦」という題の作品は多数あるため、( )内に制作年を記して区別をして
います。 
・制作年・設置年については、資料がなく不明なものもあります。また設置後

の移転等もあるため、ここでいう「設置年」は直近の設置場所への設置年とし

ます。 
・情報としては公開されている作品であっても、企業や学校の内部に設置され

ているなど、作品そのものが一般に公開されていない場合もあります。 
 

情報提供にご協力くださった皆様、ありがとうございました。 

 


