
山種美術館創立45周年記念特別展	 	 ザ・ベスト・オブ・山種コレクション	 
【前期】：江戸絵画から近代日本画へ	 2011年 11月 12日（土）～12月 25日（日）	 

 
 
 

№ 	 作者 	 作者生没年	 作品名 	 制作年 	 材質・技法 	 

【 江 戸 絵 画 と 浮 世 絵 】 	 

1	 岩佐 	 又兵衛 	 1578-1650	 官女観菊図 	 【重要文化財】 	 江戸前期(17世紀前半)	 紙本・墨画金泥淡彩	 

2	 池 	 大雅 	 1723-1776	 指頭山水図 	 延享 2(1745)年 	 紙本・墨画淡彩 	 

3	 田能村 	 竹田 	 1777-1835	 二橋亭図 	 文政 10(1827)年 	 絹本・墨画淡彩 	 

4	 椿 	 椿山 	 1801-1854	 久能山真景図 	 【重要文化財】 	 天保 8(1837)年 	 絹本・彩色 	 

5	 鈴木 	 春信 	 1725?-1770	 梅の枝折り 	 明和4-5(1767-68)年頃	 中判錦絵 	 

6	 鳥居 	 清長 	 1752-1815	 社頭の見合 	 天明 4(1784)年頃 	 大判錦絵(2 枚続)	 

7	 喜多川 	 歌麿 	 1753?-1806	 青楼七小町 	 鶴屋内 	 篠原 	 寛政6-7(1794-95)年頃	 大判錦絵 	 

8	 東洲斎 	 写楽 	 生没年不詳	 三代目坂田半五郎の藤川水右衛門 	 寛政 6(1794)年 	 大判錦絵 	 

9	 東洲斎 	 写楽 	 生没年不詳	 二代目嵐龍蔵の金貸石部金吉 	 寛政 6(1794)年 	 大判錦絵 	 

10	 東洲斎 	 写楽 	 生没年不詳	 八代目森田勘弥の駕篭舁鴬の次郎作	 寛政 6(1794)年 	 大判錦絵 	 

11	 葛飾 	 北斎 	 1760-1849	 冨嶽三十六景 	 凱風快晴 	 文政 13(1830)年頃 	 大判錦絵 	 

12	 歌川 	 広重 (初代)	 1797-1858	 東海道五拾三次之内 	 	 庄野・白雨	 天保4-7(1833-36)年頃	 大判錦絵 	 

13	 
俵屋 	 宗達 	 	 [絵]	 生没年不詳	 

四季草花下絵和歌短冊帖（全 18 枚）	 江戸初期(17世紀前半)	 紙本・金銀泥彩色	 
本阿弥	 光悦	 [書]	 1558-1637	 

14	 
俵屋 	 宗達 	 	 [絵]	 生没年不詳	 

新古今集鹿下絵和歌巻断簡 	 江戸初期(17世紀前半)	 紙本・金銀泥 	 
本阿弥	 光悦	 [書]	 1558-1637	 

15	 伝 	 俵屋 	 宗達 	 生没年不詳	 槙楓図 	 江戸初期(17世紀前半)	 紙本金地・彩色 	 

16	 酒井 	 抱一 	 1761-1828	 飛雪白鷺図 	 19世紀前半(江戸後期)	 絹本・彩色 	 

17	 酒井 	 抱一 	 1761-1828	 秋草鶉図 	 【重要美術品】 	 19世紀前半(江戸後期)	 紙本金地・彩色 	 

【 近 代 日 本 画 】 	 

18	 下村 	 観山 	 1873-1930	 老松白藤 	 大正 10(1921)年  紙本金地・彩色 	 

19	 竹内 	 栖鳳 	 1864-1942	 班猫 	 【重要文化財】 	 大正 13(1924)年 	 絹本・彩色 	 

20	 菱田 	 春草 	 1874-1911	 月四題 	 明治42-43(1909-10)年頃 絹本・墨画淡彩 	 
21	 横山 	 大観 	 1868-1958	 燕山の巻 (～12/4,12/6～の期間で巻替)	 明治 43(1910)年 	 紙本・墨画 	 

22	 橋本 	 雅邦 	 1835-1908	 日本武尊像 	 明治 26(1893)年頃 	 絹本・彩色 	 

23	 川合 	 玉堂 	 1873-1957	 鵜飼 	 明治 28(1895)年  絹本・彩色 	 

24	 川合 	 玉堂 	 1873-1957	 溪山秋趣 	 明治 39(1906)年  絹本・彩色 	 

25	 川端 	 玉章 	 1842-1913	 海の幸図 	 明治 25(1892)年頃 	 絹本・彩色 	 

26	 小室 	 翠雲 	 1874-1945	 海寧観潮 	 大正 11(1922)年  紙本・墨画淡彩 	 

27	 橋本 	 関雪 	 1883-1945	 西湖蜀桟道図 	 
大正後期 -昭和初期 	 
(1920-29)年 頃 	 絹本裏箔・彩色 	 

28	 小堀 	 鞆音 	 1864-1931	 那須宗隆射扇図 	 明治 23(1890)年 	 絹本・彩色 	 

29	 松岡 	 映丘 	 1881-1938	 春光春衣 	 大正 6(1917)年  絹本・彩色 	 

30	 松岡 	 映丘 	 1881-1938	 山科の宿	 
雨やどり	 (～12/4 までの期間展示)	 

大正 7(1918)年  絹本・彩色 	 
おとづれ	 (12/6～からの期間展示)	 

31	 今村 	 紫紅 	 1880-1916	 箱根山・大井川 	 明治45-大正元(1912)年頃 絹本・彩色 	 
32	 西郷 	 孤月 	 1873-1912	 台湾風景 	 明治 45(1912)年  絹本・彩色 	 

33	 山元 	 春挙 	 1871-1933	 火口の水 	 大正 14(1925)年  絹本・彩色 	 

34	 石井 	 林響 	 1884-1930	 総南の旅から 	 隧道口 	 大正 10(1921)年 	 絹本・彩色 	 

35	 安田 	 靫彦 	 1884-1978	 出陣の舞 	 昭和 45(1970)年  紙本・彩色 	 

36	 前田 	 青邨 	 1885-1977	 腑分 	 昭和 45(1970)年  紙本・彩色 	 

37	 村上 	 華岳 	 1888-1939	 裸婦図 	 大正 9(1920)年  絹本・彩色 	 

38	 上村 	 松園 	 1875-1949	 蛍 	 大正 2(1913)年  絹本・彩色 	 

39	 上村 	 松園 	 1875-1949	 砧 	 昭和 13(1938)年  絹本・彩色 	 

40	 上村 	 松園 	 1875-1949	 牡丹雪 	 昭和 19(1944)年  絹本・彩色 	 

41	 土田 	 麦僊 	 1887-1936	 大原女 	 大正 4(1915)年 	 紗本金地・彩色 	 

42	 速水 	 御舟 	 1894-1935	 名樹散椿 	 【重要文化財】 	 昭和 4(1929)年  紙本金地・彩色 	 

43	 小林 	 古径 	 1883-1957	 清姫のうち	 
寝所 	 

昭和 5(1930)年  紙本・彩色 	 日高川 	 
入相桜 	 

44	 横山 	 大観 	 1868-1958	 心神 	 昭和 27(1952)年  絹本・墨画彩色 	 

45	 山口 	 蓬春 	 1893-1971	 梅雨晴 	 昭和 41(1966)年  紙本・彩色 	 
参考1	 横山	 大観(文字揮毫)	 1868-1958	 銘板 	 嶽心荘 	 昭和 20(1945)年頃 	 木彫 	 

参考2	 安田 	 靫彦 	 1884-1978	 書・山種美術館 	 1960 年代 	 紙本・墨書 	 

すべて山種美術館所蔵。 	 ※展示の都合により出品作品及び展示期間が変更される場合があります。 	 

戦 前 から戦後へ 	 (※前期とは全作品が異なります)	 
会 期 	 2012 年 1 月 3 日（火）～2 月 5 日（日）	 
休館日：月曜日(月曜日が祝日の場合は開館、翌火曜日休館)	 

	 ※12/26～1/2 まで、展示替えと年末年始のため休館	 

開館時間：10:00～17:00（入場は閉館の 30 分前まで）	 
	 

	 
	 

〒150-0012	 東京都渋谷区広尾 3-12-36	 
TEL	 03-5777-8600（ハローダイヤル）	 
ホームページ：http://www.yamatane-museum.jp/	 

ザ ・ ベ ス ト ・ オ ブ ・ 山 種 コ レ ク シ ョ ン 展 （ 後 期 ） の ご 案 内 	 

	 


