
第 1 章 歌を

No. 作者

1 伝 藤原 行成

2 藤原 定実

3 藤原 定信

4 藤原 定信

5 藤原 定信

6 伝 藤原 公任

7 藤原 伊行

8 藤原 伊行

9 藤原 定信

10 藤原 定信

11 里村 紹巴

12 細川 幽斎

13 後陽成天皇

14
俵屋 宗達 [絵

本阿弥 光悦[書

15
俵屋 宗達 [絵

本阿弥 光悦[書

16 本阿弥 光悦

17
俵屋 宗達 [絵

本阿弥 光悦[書

18 俵屋 宗達

19 俵屋 宗達

21 伝 俵屋 宗達

22 俵屋 宗達 (款

23 尾形 光琳

24 尾形 光琳

25 尾形 乾山

26 深江 芦舟

27 酒井 抱一

28 酒井 抱一

29 酒井 抱一

30 酒井 抱一

31 酒井 抱一

32 酒井 抱一

33 鈴木 其一

34 柴田 是真

35 酒井 鶯蒲

琳派から日本画へ ―和歌のこころ･絵のこころ―【特別展】

前期
会期：2013 年 2 月 9 日(土) ～ 3 月 31 日(日)
かざる、絵をかざる ―平安の料紙装飾から琳派へ―

作者生没年 作品名 制作年 材質・技法 所蔵
展示
期間

972-1027 伊予切(和漢朗詠集) 11 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 後期

生没年不詳 通切(古今集) 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 前期

1088- ? 石山切(貫之集下) 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 前期

1088- ? 石山切(貫之集下)【重要美術品】 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 前期

1088- ? 石山切(貫之集下)【重要美術品】 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 後期

966-1041 石山切(伊勢集) 【重要美術品】 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 後期

? -1175 戊辰切(和漢朗詠集) 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 前期

? -1175 戊辰切(和漢朗詠集)
【重要美術品】

12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 後期

1088- ? 戊辰切(和漢朗詠集) 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 後期

1088- ? 戊辰切(和漢朗詠集) 12 世紀(平安時代) 紙本・墨書 山種美術館 前期

1524 または
25-1602 連歌懐紙 1558(永禄元)年 紙本・墨書 東京国立博物館 前期

1534-1610 和歌短冊
16-17 世紀
(桃山時代-江戸時代)

紙本・墨書 山種美術館 前期

1571-1617 和歌巻 【重要美術品】 17 世紀(江戸時代) 紙本・墨書 山種美術館 後期

] 生没年不詳
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
山種美術館 前期

] 1558-1637

] 生没年不詳
蓮下絵百人一首和歌巻断簡 17 世紀(江戸時代)

紙本・金銀泥絵

・墨書
東京国立博物館 後期

] 1558-1637

1558-1637 摺下絵古今集和歌巻 17 世紀(江戸時代) 紙本・墨書 東京国立博物館 全期
(巻替)

] 生没年不詳
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
山種美術館 後期

] 1558-1637

生没年不詳 西行法師行状絵 巻第三断簡 1630(寛永 7)年 紙本・彩色 文化庁 後期

生没年不詳 西行法師行状絵 巻第一
【重要文化財】

17 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 文化庁 後期

生没年不詳 槙楓図 17 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 山種美術館 後期

） 生没年不詳 源氏物語図 関屋・澪標 17 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 前期

1658-1716 四季草花図巻 1705(宝永 2)年 紙本・彩色
前期
(面替)

1658-1716 槙図 18 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 東京国立博物館 後期

1663-1743 八橋図 【重要文化財】 18 世紀(江戸時代) 紙本・彩色 文化庁 前期

1699-1757 蔦の細道図 【重要文化財】 18 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 東京国立博物館 後期

1761-1828 宇津の山図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 全期

1761-1828 月梅図 19 世紀(江戸時代) 絹本・墨画淡彩 山種美術館 前期

1761-1828 秋草図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 後期

1761-1828 秋草鶉図 【重要美術品】 19 世紀(江戸時代) 紙本金地・彩色 山種美術館 前期

1761-1828 菊小禽図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 後期

1761-1828 飛雪白鷺図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 後期

1796-1858 伊勢物語図 高安の女 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 後期

1807-1891 浪に千鳥
19 世紀
(江戸時代-明治時代)

紙本・漆 山種美術館 全期

1808-1841 紅白蓮・白藤・夕もみぢ図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 前期

：2 月 9 日(土) ～ 3 月 3 日(日) 後期：3 月 5 日(火) ～ 3 月 31 日(日)



第 2 章 歌のこころ、絵のこころ ―近代日本画の中の琳派と古典―

No. 作者 作者生没年 作品名 制作年 材質・技法 所蔵
展示
期間

36 横山 大観 1868-1958 竹 1918(大正 7)年 絹本裏箔・墨画 山種美術館 全期

37 西郷 孤月 1873-1912 月・桜・柳 1901(明治 34)年頃 絹本・彩色 山種美術館 全期

38 下村 観山 1873-1930 朧月 1914(大正 3)年頃 絹本・墨画淡彩 山種美術館 全期

39 下村 観山 1873-1930 老松白藤 1921(大正 10)年 紙本金地・彩色 山種美術館 全期

40 菱田 春草 1874-1911 月四題 1909-10(明治 42-43)年頃 絹本・墨画淡彩 山種美術館 全期

41 今村 紫紅 1880-1916 大原の奥 1909(明治 42)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

42 小林 古径 1883-1957 采 1934(昭和 9)年 紙本・彩色 山種美術館 全期

43 石井 林響 1884-1930 寒山 1912(大正元)年頃 紙本金地・彩色 山種美術館 全期

44 川端 龍子 1885-1966 八ツ橋 1945(昭和 20)年 絹本金地・彩色 山種美術館 前期

45 前田 青邨 1885-1977 菊 1940(昭和 15)年 紙本・彩色 山種美術館 全期

46 前田 青邨 1885-1977 鶺鴒 1971(昭和 46)年 紙本・彩色 山種美術館 全期

47 小茂田 青樹 1891-1933 春暁 1928(昭和 3)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

48 速水 御舟 1894-1935 錦木 1913(大正 2)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

49 速水 御舟 1894-1935 紅梅・白梅 1929(昭和 4)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

50 加山 又造 1927-2004 千羽鶴 1970(昭和 45)年 絹本・彩色
東京国立近代
美術館

後期

51
加山 又造 [絵付] 1927-2004

千羽鶴 1977(昭和 52)年 陶板壁画 山種美術館
ロビー

常設番浦 史朗 [制作] 1941-2001

52 加山 又造 1927-2004 濤と鶴 (小下絵) 1977(昭和 52)年 紙本・彩色 山種美術館 全期

53

伊勢物語（中村岳陵、荻生天泉、吉村忠夫、松岡映丘、川﨑小虎、尾上柴舟による合作のうち）

松岡 映丘 1881-1938 ｢河内越｣

1928(昭和 3)年頃 紙本・彩色 山種美術館
前期
(部分
展示)

川﨑 小虎 1886-1977 ｢隅田川｣

尾上 柴舟 1876-1957 詞書

54 上村 松園 1875-1949 詠哥 1942(昭和 17)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

55 菊池 契月 1879-1955 紀貫之 1938(昭和 13)年頃 絹本・彩色 山種美術館 全期

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

57 松岡 映丘 1881-1938 斎宮の女御 1929-32(昭和 4-7)年頃 絹本・彩色 山種美術館 全期

58 小林 古径 1883-1957 蛍 1912(明治 45)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

59 小林 古径 1883-1957 西行法師 1939(昭和 14)年 絹本・彩色 山種美術館 全期

60 安田 靫彦 1884-1978 壬生忠岑 1939(昭和 14)年 絹本・淡彩 山種美術館 全期

61 安田 靫彦 1884-1978 万葉和歌 1970(昭和 45)年 紙本・墨書 山種美術館 全期

62 新井 勝利 1895-1972 杜若 1960(昭和 35)年 紙本・彩色 山種美術館 全期

63 羽石 光志 1903-1988 吉野山の西行 1987(昭和 62)年 紙本・彩色 山種美術館 全期

※ 伝俵屋宗達《源氏物語図 夕顔》(作品 No.20)は都合により出品しておりません。

※ 上記のほか、展示の都合により陳列作品及び展示期間が変更される場合があります。

次回展のご案内
【特別展】百花繚乱 ―花言葉・花図鑑―

2013 年 4 月 6 日(土)～6 月 2 日(日) ※会期中一部展示替え
〔前期展示 4月 6日(土)～5月 6日(月･休)、後期展示 5月 8日(水)～6月 2日(日)〕

〒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、 4 /29 , 30 , 5 /6 は開館、 5 /7 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/
Facebook： https://www.facebook.com/yamatanemuseum
T wi t t e r： https://twitter.com/yamatanemuseum

速水御舟《名樹散椿》【重要文化財】1929年 山種美術館


