
 

 

 

 

 

 No. 作者 作者生没年 作品名 制作年 材質・技法 所蔵 
展示 
期間 

第
一
章 

富
士
山 

日本画にみる富士  

1 田崎 草雲 1815-1898 瑞夢(富士・鷹・茄子) 1892(明治 25)年 絹本・彩色 山種美術館  

2 寺崎 広業 1866-1919 松林富嶽 19-20世紀(明治-大正時代) 絹本・彩色 山種美術館  

3 横山 大観 1868-1958 霊峰不二 1937(昭和 12)年 絹本・彩色 山種美術館  

4 横山 大観 1868-1958 心神 1952(昭和 27)年 絹本・墨画淡彩 山種美術館  

5 小室 翠雲 1874-1945 富士 20 世紀(昭和時代) 絹本・彩色 山種美術館  

6 平福 百穂 1877-1933 霊峰 1923(大正 12)年 絹本・彩色 山種美術館  

7 平福 百穂 1877-1933 富士と筑波 のうち 「富士」 1925(大正 14)年頃 絹本裏箔・彩色 山種美術館  

8 小林 古径 1883-1957 不尽 1926(大正 15)年 絹本・彩色 山種美術館 前期 

9 伊東 深水 1898-1972 富士 1939(昭和 14)年 紙本・彩色 山種美術館  

10 今村 紫紅 1880-1916 箱根山・大井川 のうち 「大井川」 1912(明治45-大正元)年頃 絹本・彩色 山種美術館 後期 

11 今村 紫紅 1880-1916 富士川 1915(大正 4)年 絹本・彩色 山種美術館 後期 

12 橋本 関雪 1883-1945 夏日富嶽 1925(大正 14)年 絹本・彩色 山種美術館  

13 安田 靫彦 1884-1978 富嶽 1919(大正 8)年頃 紙本・墨画 山種美術館  

14 安田 靫彦 1884-1978 富嶽 1938(昭和 13)年 紙本・彩色 山種美術館  

15 川﨑 小虎 1886-1977 富士 1935-55(昭和 10-30)年頃 紙本・墨画 山種美術館 前期 

16 奥村 土牛 1889-1990 山中湖富士 1976(昭和 51)年 紙本・彩色 山種美術館  

17 奥村 土牛 1889-1990 富士宮の富士 1982(昭和 57)年 紙本・彩色 山種美術館  

18 小倉 遊亀 1895-2000 霽れゆく 1975(昭和 50)年 紙本・彩色 フジヤマミュージアム  

19 小松 均 1902-1989 富士山 1976(昭和 51)年 紙本・彩色 山種美術館  

20 小松 均 1902-1989 赤富士図 1977(昭和 52)年 紙本・彩色 山種美術館  

21 加藤 東一 1916-1996 新雪富士 1986(昭和 61)年 紙本・彩色 山種美術館  

22 松尾 敏男 1926- 湧雲富士 1993(平成 5)年 紙本金地・彩色 山種美術館  

23 川﨑 春彦 1929- 霽るる 1977(昭和 52)年 紙本・彩色 山種美術館  

名所絵のなかの富士  

24 式部 輝忠 生没年不詳 富士八景図 1530（享禄 3)年頃 紙本・墨画 静岡県立美術館 前期 

25 作者不詳  
厳島三保松原図屛風 のうち 

「三保松原図」 
17 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 サントリー美術館 前期 

26 円山 応挙 1733-1795 富士三保図屛風 1779（安永 8）年 紙本・墨画淡彩 千葉市美術館 後期 

27 青木 夙夜 ? -1802 紅樹映雪図 18 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 山種美術館 前期 

28 司馬 江漢 1747-1818 駿河湾富士遠望図 1799(寛政 11)年 絹本・油彩 静岡県立美術館 前期 

29 司馬 江漢 1747-1818 駿州薩陀山富士遠望図 1804(文化元)年 絹本・油彩 静岡県立美術館 後期 

30 野口 小蘋 1847-1917 箱根真景図 （右隻） 1907(明治 40)年 紙本・彩色 山種美術館 後期 

31 歌川 貞秀 1807- ? 大日本富士山絶頂之図 1857(安政 4)年 大判錦絵 静岡県立美術館 Ⅲ期 

32 歌川 芳幾 1833-1904 富士山北口女人登山之図 1860(万延元)年 大判錦絵 静岡県立美術館 Ⅱ期 

33 歌川 芳藤 1828-1887 開化旧弊富士山参詣之図 1878(明治 11)年 大判錦絵 河口湖美術館 Ⅰ期 

富士を仰ぎみて  

34 渡辺 始興 1683-1755 氷室の節供図 18 世紀(江戸時代) 紙本・淡彩 サントリー美術館 後期 

35 葛飾 北斎 1760-1849 冨嶽三十六景 凱風快晴 1830(文政 13)年頃 大判錦絵 山種美術館 Ⅰ期 

36 
歌川 広重 

(初代) 
1797-1858 

東海道 

五拾三次 

川崎・六郷渡舟 

1833-36(天保 4-7)年頃 大判錦絵 山種美術館 

Ⅰ期 

平塚・縄手道 Ⅰ期 

原・朝之富士 Ⅱ期 

吉原・左富士 Ⅱ期 

由井・薩埵嶺 Ⅲ期 

舞坂・今切真景 Ⅲ期 

富士と桜と春の花  

37 
歌川 広重 

(初代) 
1797-1858 不二三十六景 

東都隅田堤 
1852(嘉永 5)年 中判錦絵 静岡県立美術館 

Ⅰ期 

東都飛鳥山 Ⅱ期 

武蔵小金井堤 Ⅲ期 

38 
歌川 広重 

(初代) 
1797-1858 冨士三十六景 

上総鹿野山 
1858(安政 5)年 中判錦絵 河口湖美術館 

Ⅱ期 

東都飛鳥山 Ⅲ期 

39 山元 春挙 1871-1933 裾野の春 1931(昭和 6)年 絹本・彩色 山種美術館  

40 石田 武 1922-2010 富士 2005（平成 17）年頃 紙本・彩色 フジヤマミュージアム  

41 小室 翠雲 1874-1945 富士草花図 20 世紀(大正時代) 絹本・彩色 宮内庁三の丸尚蔵館 後期 

42 松林 桂月 1876-1963 富峰春色 1945(昭和 20)年 絹本・彩色 フジヤマミュージアム 前期 

43 片岡 球子 1905-2008 めでたき富士 1991（平成 3）年 紙本・彩色 
東京美術倶楽部 
東美ミュージアム 

 

【特別展】 富士山世界文化遺産登録記念 富士と桜と春の花 
会期：2014 年 3 月 11 日(火) ～ 5 月 11 日(日) 
一部展示替 [前期] 3/11～4/13  [後期] 4/15～5/11 

浮世絵展示替 [Ⅰ期] 3/11～3/30 [Ⅱ期] 4/1～4/20 [Ⅲ期] 4/22～5/11 
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花
の
宴 

桜  さくら  
名所の桜  

44 作者不詳  吉野図屛風 16 世紀(室町時代) 紙本・彩色 サントリー美術館 前期 

45 奥村 土牛 1889-1990 吉野 1977(昭和 52)年 紙本・彩色 山種美術館  

46 石田 武 1922-2010 吉野 2000(平成 12)年 紙本・彩色 山種美術館  

47 森 寛斎 1814-1894 京洛四季 第 2 帖 1875(明治 8)年 絹本・彩色 山種美術館 後期 

48 

国井 応文 1833-1887 
京洛四季 
(合作) 

のうち 

御室境内之花 

19 世紀(江戸-明治時代) 絹本・彩色 山種美術館 

前期 

中島 有章 1837-1905 嶋原郭道菜花 前期 

中島 有章 1837-1905 無題 後期 

望月 玉泉 1834-1913 御所 後期 

49 奥村 土牛 1889-1990 醍醐 1972(昭和 47)年 紙本・彩色 山種美術館  

50 奥田 元宋 1912-2003 湖畔春耀 1986(昭和 61)年 絹本・彩色 山種美術館 前期 

桜に魅せられて  

51 今尾 景年 1845-1924 松月桜花 19-20 世紀(明治-大正時代) 絹本・墨画淡彩 山種美術館 後期 

52 菱田 春草 1874-1911 月四題 のうち 「春」 1909-10(明治 42-43)年頃 絹本・墨画淡彩 山種美術館 前期 

53 速水 御舟 1894-1935 夜桜 1928(昭和 3)年 絹本・彩色 山種美術館  

54 稗田 一穂 1920- 朧春 1976(昭和 51)年 紙本・彩色 山種美術館  

55 石田 武 1922-2010 春宵 2000(平成 12)年 紙本・彩色 山種美術館  

56 加山 又造 1927-2004 夜桜 1986(昭和 61)年 紙本・彩色 山種美術館 後期 

57 千住 博 1958- 夜桜 2001(平成 13)年 紙本・彩色 山種美術館  

58 渡辺 省亭 1851-1918 
月に千鳥・桜に雀・紅葉に小鳥 
のうち 「桜に雀」 

20 世紀(明治-大正時代) 絹本・彩色 山種美術館 前期 

59 菊池 芳文 1862-1918 花鳥十二ヶ月 のうち 「桜」 19-20 世紀（明治-大正時代） 絹本・彩色 山種美術館 前期 

60 横山 大観 1868-1958 春朝 1939(昭和 14)年頃 絹本・彩色 山種美術館  

61 川端 龍子 1885-1966 さくら 20 世紀(昭和時代) 絹本・彩色 山種美術館 前期 

62 小野 竹喬 1889-1979 春野秋渓 のうち 「春野｣ 1944(昭和 19)年頃 絹本・彩色 山種美術館  

桜とともに  

63 川合 玉堂 1873-1957 春風春水 1940(昭和 15)年 絹本・彩色 山種美術館  

64 菱田 春草 1874-1911 桜下美人図 1894(明治 27)年 絹本・彩色 山種美術館 前期 

65 上村 松園 1875-1949 桜可里 1926-29(昭和元-4)年頃 絹本・彩色 山種美術館 後期 

66 

67 

松岡 映丘 1881-1938 春光春衣 1917(大正 6)年 絹本・彩色 山種美術館 前期 

67 土田 麦僊 1887-1936 大原女 1915(大正 4)年 紗本金地・彩色 山種美術館 後期 

春の花  
花の王  

68 鈴木 其一 1796-1858 牡丹図 1851(嘉永 4)年 絹本・彩色 山種美術館  

69 菱田 春草 1874-1911 白牡丹 1901(明治 34)年頃 絹本・彩色 山種美術館 後期 

70 福田 平八郎 1892-1974 牡丹 1924(大正 13)年 絹本・彩色 山種美術館 前期 

71 福田 平八郎 1892-1974 牡丹 1948(昭和 23)年頃 紙本・彩色 山種美術館 後期 

72 小倉 遊亀 1895-2000 咲き定まる 1974(昭和 49)年 紙本・彩色 山種美術館 前期 

春よ春  

73 速水 御舟 1894-1935 桃花 1923(大正 12)年 紙本金地・彩色 山種美術館  

74 山元 春挙 1871-1933 春秋草花 のうち 「春」 1921-23(大正 10-12)年頃 絹本・彩色 山種美術館 後期 

75 奥村 土牛 1889-1990 チューリップ 1948(昭和 23)年頃 紙本・彩色 山種美術館 後期 

76 奥村 土牛 1889-1990 ガーベラ 1975(昭和 50)年 紙本・彩色 山種美術館 前期 

77 川端 龍子 1885-1966 花の袖 1936(昭和 11)年 絹本・彩色 山種美術館  

78 上村 松篁 1902-2001 花菖蒲 1977(昭和 52)年 紙本・彩色 山種美術館 後期 

79 山口 蓬春 1893-1971 芍薬 1957(昭和 32)年 紙本・彩色 山種美術館 後期 

80 山口 華楊 1899-1984 芍薬 1976(昭和 51)年 紙本・彩色 山種美術館 前期 

81 土田 麦僊 1887-1936 芥子図 1923(大正 12)年頃 絹本・彩色 山種美術館 後期 

82 石本 正 1920- 罌粟 1989(平成元)年 紙本・彩色 山種美術館  

83 橋本 雅邦 1835-1908 平安長春図 1895(明治 28)年頃 絹本・彩色 山種美術館 後期 

84 小茂田 青樹 1891-1933 四季草花画巻 1931(昭和 6)年頃 紙本・彩色 山種美術館 巻替 

・ 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。 

・ 展示期間の記載がない作品は全期間展示です。 

 

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-12-36 TEL：03-5777-8600(ハローダイヤル) 

休 館 日：月曜日 (但し､月曜祝日の場合は開館､翌日は休館 )  
開館時間：10 :00～17 :00(入場は閉館の 30 分前まで )  
U R L： http://www.yamatane-museum.jp/ 

次回展の 

ご案内 
クールな男とおしゃれな女 ―絵の中のよそおい  2014年 5月 17日(土) ～ 7 月 13日(日) 

一部展示替： [前期] 5/17～6/15 [後期] 6/17～7/13 

http://www.yamatane-museum.jp/

