
    3 階展示室 

館蔵品企画展 日本画の系譜 ―絵画・典籍・書― 

平成 29 年 12 月 19 日(火) ～ 平成 30 年 3 月 25 日(日) 

館蔵品の中から、江戸時代～昭和までの様々な文化財を選抜してご紹介しています。 

《江戸時代》 屏風 

資料名 時代 形態 
文化財 
指 定 

狩野常信 画 『雪景山水図』 江戸 六曲一双 紙本 彩色 ◎ 

《江戸時代》 冨士を描く 

狩野探幽 画 江戸 絹本 彩色  

狩野安信 画  江戸 絹本 彩色  

岡田米山人 画賛  江戸 紙本 墨画  

狩野栄信 画  松平治郷 賛  江戸 紙本 墨画  

井上士朗 画賛 江戸 紙本 墨画  

《江戸時代》 絵画・書・書翰  

住吉如慶 画 江戸 紙本 彩色  

英一蝶 画賛 江戸 紙本 彩色  

蠣崎波響 画 江戸 絹本 彩色  

河村文鳳 画 江戸 絹本 彩色  

浦上春琴 画 江戸 絹本 彩色  

谷文晁 画 江戸 絹本 彩色  

谷文晁 依田竹谷 画 江戸 紙本 彩色  

大西圭斎 画 江戸 絹本 彩色  

高久隆古 画 江戸 紙本 彩色  

山口素絇 画 江戸 絹本 彩色  

十市石谷 画 江戸 紙本 墨画  

松野梅山 画 江戸 絹本 彩色  

浮田一蕙 画 江戸 紙本 墨画  

酒井抱一 書  江戸 紙本 墨書  短冊  

円山応挙 書  江戸 紙本 墨書  

菊池容斎 書  江戸 紙本 墨書  

椿椿山 画 江戸 紙本 墨画  

鈴木鳴門 画 江戸 紙本 彩色  

日根対山 画 江戸 紙本 墨画  

中林竹渓 画 江戸 絹本 彩色  

狩野探原 画 江戸 紙本 彩色  

天龍 画 江戸 紙本 墨画  

菱川師信 画 江戸 紙本 彩色  

月岡雪斉 画 江戸 絹本 彩色  

喜多川歌麿 画 江戸 紙本 彩色  木版画  
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恋川春政 画 江戸 紙本 彩色  

宮川春水 画 江戸 紙本 彩色  

山口重春 画 江戸 絹本 彩色  

菊川英山 画 江戸 紙本 彩色  木版画  

池田英泉 画 江戸 紙本 彩色  木版画  

勝川春扇 画 江戸 紙本 彩色  木版画  

《江戸時代》 典籍  

一蝶画譜〈中・下〉 江戸 明和 7 年 袋綴 刊本 英一蝶   

絵本徒然草 祐信画鑑〈上・中〉 江戸 元文 3 年 袋綴 刊本 西川祐信   

草筆画譜（初編～四編） 江戸 嘉永 1～4 年 袋綴 刊本 歌川広重   

画本冠附（首編） 江戸 慶応 3 年 袋綴 刊本 葛飾為斎   

一魁漫画（初編） 江戸 慶応 2 年 袋綴 刊本 大蘇芳年   

《江戸時代～昭和》 絵画・書・書翰   

柴田是真 画 江戸～明治 絹本 彩色  

西山完瑛 画 江戸～明治 紙本 彩色  

奥村石蘭 画 江戸～明治 紙本 彩色  

松本楓湖 画 明治～昭和 絹本 彩色  

 寺崎広業 画 明治～昭和 絹本 彩色  

 上原古年 画 明治～昭和 絹本 彩色  

安田靱彦 画 明治～昭和 絹本 彩色  

玉村方久斗 画 明治～昭和 絹本 彩色  

森田恒友 画 明治～昭和 紙本 彩色  

河野通勢 画 明治～昭和 紙本 彩色  

横山大観 書翰 明治～昭和 紙本 墨書  

上村松園 書翰 明治～昭和 便箋 紙本 墨書  

浅井忠 書翰 明治～昭和 紙本 墨書  

中川一政 書翰  明治～昭和 原稿用紙 鉛筆 紙本 墨書  

飯田九一 書 明治～昭和 紙本 墨書  

小川芋銭 書 明治～昭和 紙本 墨書  

平福百穂 書 明治～昭和 紙本 墨書  

石井柏亭 書 明治～昭和 紙本 墨書  短冊  

《郷土の画家》 絵画・書翰   

沖冠岳 画   江戸～明治 絹本 彩色  

加藤岡谷 画  明治～大正 紙本 彩色  

大智勝観 書翰 明治～昭和 紙本 墨書  

大智勝観 画  明治～昭和 紙本 彩色  

矢野橋村 書翰 明治～昭和 紙本 墨書  

矢野橋村 画  明治～昭和 絹本 彩色  


