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【開館 50周年記念特別展】 

山種コレクション名品選Ⅰ 

 

 

 

 

 

№ 作者名 作者生没年 作品名 制作年 材質・技法 

第 1 章 山種コレクションの江戸絵画 

1 
俵屋 宗達[絵] 

本阿弥 光悦[書] 

生没年不詳 

1558-1637 

鹿下絵新古今集和歌巻断簡 17 世紀(江戸時代) 
紙本・金銀泥絵・
墨書 

2 四季草花下絵和歌短冊帖 17 世紀(江戸時代) 
紙本・金銀泥絵・
彩色・墨書 

3 伝 俵屋 宗達 生没年不詳 槙楓図 17 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 

4 

酒井 抱一 1761-1828 

秋草鶉図 【重要美術品】 19 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 

5 菊小禽図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

6 飛雪白鷺図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

7 宇津の山図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

8 秋草図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

9 月梅図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

10 

鈴木 其一 1796-1858 

牡丹図 1851(嘉永 4)年 絹本・彩色 

11 伊勢物語図 高安の女 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

12 四季花鳥図 19 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 

13 酒井 鶯蒲 1808-1841 紅白蓮・白藤・夕もみぢ図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

14 伝 土佐 光吉 1539-1613 松秋草図 17 世紀(江戸時代) 紙本・金地彩色 

15 作者不詳  竹垣紅白梅椿図 【重要美術品】 17 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 

16 作者不詳  源平合戦図 17 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 

17 作者不詳  輪踊り図 17 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 

18 岩佐 又兵衛 1578-1650 官女観菊図 【重要文化財】 17 世紀(江戸時代) 紙本・墨画淡彩 

19 
狩野 常信 1636-1713 

明皇花陣図                 ◆ 17-18世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

20 七福神図                    ◆ 17-18世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

21 狩野 永岳 1790-1867 雉子と時鳥図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

22 伊藤 若冲 1716-1800 伏見人形図 1799（寛政 11)年 紙本・彩色 

23 
池 大雅 1723-1776 

指頭山水図 1745(延享 2)年 紙本・墨画淡彩 

24 東山図 18 世紀(江戸時代) 絖本・墨画 

25 青木 夙夜 ?  -1802 紅樹映雪図 18 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 

26 谷 文晁 1763-1840 辛夷詩屋図 1792(寛政 4)年 絹本・彩色 

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

28 岡田 半江 1782-1846 秋景山水図 19 世紀(江戸時代) 紙本・墨画 

29 山本 梅逸 1783-1856 花虫図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

№ 作者名 作者生没年 作品名 制作年 材質・技法 

30 
山本 梅逸 1783-1856 

桃花源図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

31 白衣観音図 1854(嘉永 7)年 紙本・墨画 

32 高久 靄厓 1796-1843 十弐月墨画山水帖 1837(天保 8)年 紙本・墨画 

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

34 

日根 対山 1813-1869 

越溪秋色図 1856(安政 3)年 絹本・墨画淡彩 

35 四季山水図 

春 

1858(安政 5)年 

絖本・彩色 

夏 絖本・墨画 

秋 絖本・墨画淡彩 

冬 絖本・墨画 

36 中林 竹溪 1816-1867 松籟図 19 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 

37 伝 長沢 芦雪 1754-1799 唐子遊び図 【重要美術品】 18 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

38 森 徹山 1775-1841 兎図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

39 岸 連山 1804-1859 花鳥図 19 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 

40 岡本 秋暉 1807-1862 孔雀図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

41 冷泉 為恭 1823-1864 武者図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 

第 2 章 山種美術館と近代日本画家 

42 横山 大観 1868-1958 喜撰山 1919(大正 8)年 紙本・彩色 

43 川合 玉堂 1873-1957 山雨一過 1943(昭和 18)年 絹本・彩色 

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

45 小林 古径 1883-1957 猫 1946(昭和 21)年 紙本・彩色 

46 安田 靫彦 1884-1978 双舞 1966(昭和 41)年 紙本・彩色 

47 奥村 土牛 1889-1990 三彩観賞 1966(昭和 41)年 紙本・彩色 

※ すべて山種美術館所蔵 ※ ◆印の作品は、8 月 2 日より場面替え 

※ 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 

学芸員によるギャラリートーク 山種コレクションの江戸絵画 見どころのご紹介 

日 時： 本展会期中の毎週水曜 11:00～(約 40 分間) 
定 員： 25 名 (当日山種美術館ロビー集合、先着順) 

※日時が変更になる場合があります。最新情報は HPでご確認ください。 

【開館 50 周年記念特別展】 山種コレクション名品選Ⅱ 

浮世絵 六大絵師の競演 ―春信・清長・歌麿・写楽・北斎・広重― 
会 期： 2016 年 8 月 27 日(土)～9 月 29 日(木) 

次回展の 
ご案内 

〒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) 

イベント 
のご案内 


