
会期／2022年11月26日（土）～2023年1月22日（日）

No. 作家名 作品名 制作年 出品展覧会 材質・技法 形状 縦（ｃｍ） 横（ｃｍ）

〈４F〉

1 小野 竹喬 花溪洗衣 大正13年(1924) 紙本彩色 軸 174.7 95.6 

2 横山 大観 秋雨 昭和13年(1938) 絹本彩色 軸 54.0 71.8 

3 下保 昭 黄山双瀑 平成3年(1991) 下保昭1991展 紙本彩色 額 168.0 92.3 

4 川﨑 鈴彦 みどり沼 平成5年(1993) 江山会第11回展 紙本彩色 額 52.5 64.5 

5 鈴木 竹柏 朝の浄瑠璃寺 平成5年(1993) 江山会第11回展 紙本彩色 額 49.2 64.2 

6 岡村 倫行 波田須 平成4年(1992) 個展/岡村倫行 地終海始展 紙本金地彩色 額 148.3 227.3 

7 林 功 松聲 昭和62年(1987) 三人展 絹本墨画 四曲一隻 160.0 340.0 

8 橋本 雅邦 山市晴嵐･山邨風雨 紙本墨画 軸(双幅) 各 43.0 75.5 

9 鈴木 華邨 春宵 明治～大正時代 絹本墨画淡彩 軸 107.0 41.0 

10 平川 敏夫 雪後塔韻 紙本彩色 額 41.0 31.5 

11 堂本 印象 霧晴れる 紙本彩色 額 32.5 44.5 

12 川合 玉堂 湖村秋晴 紙本彩色 額 42.3 57.0 

13 荒木 十畝 清妍 大正5年(1916) 第10回文展 紙本彩色 六曲一双 各 160.5 345.0 

14 酒井 抱一 春野之図 絹本彩色 軸 125.0 50.3 

15 後藤 順一 涼華 紙本彩色 額 60.0 79.5 

16 林 功 月白風清 平成6年(1994) 個展/林功展 絹本彩色 額 99.0 99.0 

17 川島 睦郎 寒牡丹 昭和63年(1988) 個展 紙本彩色 額 83.5 119.5 

18 土田 麦僊 牡丹 大正8年(1919) 絹本彩色 軸 114.4 27.9 

19 小林 古径 山百合 昭和8年(1933)頃 紙本彩色 軸 130.2 36.5 

20 奥村 土牛 薔薇 紙本彩色 額 39.5 54.5 

21 前田 青邨 牡丹 昭和36年(1961) 清流会第13回展 紙本彩色 額 59.0 76.0 

22 髙山 辰雄 雛芥子 絹本彩色 額 46.0 34.5 

〈３F〉

23 片山 牧羊 きつね 昭和2年(1927) 絹本彩色 軸 126.0 42.0 

24 池上 秀畝 猿公之図 昭和７年(1932) 紙本墨画 軸 133.0 33.3 

25 奥村 土牛 兎・秋 昭和17年(1942)頃 絹本彩色 軸 129.6 42.6 

26 入江 波光 青梅に雛雀 昭和5年(1930)頃 絹本彩色 軸 42.0 50.8 

27 石踊 達哉 短夜 平成3年(1991) TIAS個展 紙本彩色 額 100.0 80.2 
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28 依田 万実 Moon Rabbit-風の谷を越えて 平成20年(2008) 紙本彩色 額 180.0 226.0 

29 下田 義寛 水辺 昭和56年(1981) 個展 紙本彩色 額 128.8 161.0 

30 山口 華楊 爽晨 昭和58年(1983) 紙本彩色 額 61.8 86.0 

31 本多 功身 愕 昭和60年(1985) 第17回日展 紙本彩色 額 199.0 166.5 

32 安田 靫彦 かちかち山 明治43年(1910) 紙本墨画 巻子 29.3 349.0 

33 鏑木 清方 紫暎 昭和20年(1945) 絹本彩色 額 57.5 71.6 

34 鏑木 清方 文の使 大正4年(1915) 絹本彩色 軸 38.5 28.5 

35 上村 松園 春の野図 明治43年(1910)頃 絹本彩色 額 122.5 49.2 

36 伊東 深水 櫻 紙本彩色 額 44.5 47.5 

37 寺島 紫明 娘芸人 紙本彩色 額 64.5 51.0 

38 北澤 映月 花の中 昭和62年(1987) 第42回春の院展 紙本彩色 額 64.5 50.0 

39 大森 運夫 曼珠沙華 昭和54年(1979) おばこ風土記 大森運夫展 紙本彩色 額 71.8 51.9 

40 松村 公嗣 宙 平成元年(1989) 第10回山種美術館賞展 紙本彩色 額 162.0 162.0 

41 杉山 寧 群像 昭和28年(1953) 第9回日展 紙本彩色 額 170.0 125.5 

42 守屋 多々志 深淵(和泉式部) 平成元年(1989) 第44回春の院展 紙本彩色 額 89.5 116.0 

43 加藤 登美子
心中天の網島より
文を読むきの国屋小春

昭和56年(1981) 第6回山種美術館賞展 紙本彩色 額 160.3 128.3 

44 大澤 雅休 虚空無辺 昭和26年(1951) 第4回書道芸術院展 紙本墨書 額 88.4 95.6 

45 斎藤 清 め 平成8年（1996） 紙本木版 額 59.3 45.2 

46 歌川 国芳 小倉擬百人一首　三條右大臣 大判錦絵 額 33.5 21.5 

47 歌川 国芳
見立十二支の内　未
阿古屋　岩永宗連

嘉永5年(1852) 大判錦絵 額 34.5 23.5 

48 歌川 国芳 義経十九臣 大判錦絵三枚続 額 36.0 74.0 

49 歌川 国芳 常盤御前都落ち 大判錦絵竪二枚続 額 71.0 24.0 

50 歌川 国芳 賢女烈婦伝　加賀の千代 大判錦絵 額 34.5 23.5 

51 歌川 国芳
木曾街道六十九次之内
塩名田　鳥井又助

嘉永5年(1852) 大判錦絵 額 35.5 24.5 

52 歌川 国芳 太平記英勇伝　松永大膳久英 大判錦絵 額 37.0 24.5 

53 歌川 国芳 踊りつくし
弘化4～嘉永5年
(1847～1852)頃

大判錦絵（二枚） 額 各 35.0 24.5 


