
2022 年 10 月 6 日(木)～12 月 4 日(日) 休館日：月曜日 [10/10(月)は開館､10/11(火)は休館] 
※会期中､一部展示替えあり［○…前期展示 10/6-11/6 ●…後期展示 11/8-12/4 ◎…11/8 より頁替 無印は全期間展示］ 

 

竹内栖鳳 
 

 

章 No. 作品名 制作年 材質・技法 所蔵先  

第
一
章 

竹
内
栖
鳳 

 竹内 栖鳳 (1864-1942)                  ＊第 1 章の作品は全て竹内栖鳳筆 

1 松虎             〇 1897(明治 30)年頃 絹本・彩色 東京国立博物館 

2 真桑瓜図 1903(明治 36)年 絹本・彩色 個人蔵 

3 焦山猛乕 1904(明治 37)年 絹本・彩色 個人蔵 

4 寒鴉図           ● 1906(明治 39)年 絹本・墨画 個人蔵 

5 釈迦出山図 1908(明治 41)年 絹本・墨画淡彩 個人蔵 

6 立雛図 1908(明治 41)年 絹本・墨画淡彩 個人蔵 

7 双鶴 1912-42年頃(大正-昭和時代) 絹本・彩色 山種美術館 

8 班猫 ［重要文化財］ 1924(大正 13)年 絹本・彩色 山種美術館 

9 南楼晴霽 1925(大正 14)年頃 紙本・彩色 山種美術館 

10 雨霽 1926(大正 15)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

11 緑池 1927(昭和 2)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

12 柿の実 1927(昭和 2)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

13 白菜 1929(昭和 4)年 絹本・彩色 個人蔵 

14 秋夕 1929(昭和 4)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

15 城外風薫 1930(昭和 5)年 絹本・彩色 山種美術館 

16 潮来小暑 1930(昭和 5)年 絹本・彩色 山種美術館 

17 秋池             ● 1926-42年頃(昭和時代) 絹本・彩色 個人蔵 

18 梅園 1930(昭和 5)年頃 紙本・彩色 山種美術館 

19 飛瀑 1932(昭和 7)年 絹本・彩色 個人蔵 

20 雨中山水 1932(昭和 7)年頃 紙本・墨画 山種美術館 

21 晩鴉 1933(昭和 8)年 紙本・墨画 山種美術館 

22 水墨山水 1933(昭和 8)年 紙本・墨画 山種美術館 

23 みゝづく 1933(昭和 8)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

24 蛙と蜻蛉 1934(昭和 9)年 紙本・墨画淡彩 山種美術館 

25 干柿 1926-42年頃(昭和時代) 紙本・彩色 山種美術館 

26 旭日老松 1926-42年頃(昭和時代) 絹本・彩色 山種美術館 

27 風かおる 1937(昭和 12)年 絹本・彩色 山種美術館 

28 鴨雛 1937(昭和 12)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

29 憩える車 1938(昭和 13)年 絹本・彩色 山種美術館 

30 艸影帖・色紙十二ヶ月 1938(昭和 13)年頃 絹本・彩色/墨画 山種美術館 

31 松魚 1926-42年頃(昭和時代) 絹本・彩色 個人蔵 

32 海幸 1926-42年頃(昭和時代) 絹本・彩色 個人蔵 

33 遊鹿 1926-42年頃(昭和時代) 絹本・彩色 個人蔵 

34 冬暖 1939(昭和 14)年 絹本・彩色 山種美術館 

35 艶陽 1940(昭和 15)年 絹本・彩色 山種美術館 

36 稲塚 1940(昭和 15)年頃 紙本・墨画淡彩 山種美術館 

37 四季短冊 1926-42年頃(昭和時代) 紙本・彩色 山種美術館 

章 No. 作家名 作家生没年 作品名 制作年 材質・技法 所蔵先  
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38 

横山 大観 1868-1958 

松竹梅 

松 

1934(昭和 9)年 

絹本・墨画淡彩 

山種美術館 川合 玉堂 1873-1957 竹 絹本・彩色 

竹内 栖鳳 1864-1942 梅 絹本・彩色 
京都画壇 の先人 たち  

39 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 山種美術館 

40 森 徹山 1775-1841 兎図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色 山種美術館 

41 森 寛斎 1814-1894 高砂 1889(明治 22)年 絹本・彩色 山種美術館 

42 

国井 応文 1833-1887 

京洛四季 (合作)     ◎ 
1837-87 年頃 
(江戸-明治時代) 

絹本・彩色 山種美術館 望月 玉泉 1834-1913 

中島 有章 1837-1905 

43 川端 玉章 1842-1913 犀川真景図 1901(明治 34)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

44 今尾 景年 1845-1924 松下牧童図 
1868-1924 年頃 
(明治-大正時代) 

絹本・彩色 山種美術館 

同時代の 画家た ち  

45 菊池 芳文 1862-1918 花鳥十二ヶ月       ◎ 
1868-1918 年頃 
(明治-大正時代) 

絹本・彩色 山種美術館 

46 
都路 華香 1870-1931 

寒山拾得 19-20世紀(明治-昭和時代) 紙本・墨画淡彩 山種美術館 

47 萬相亭 1921(大正 10)年 絹本・彩色 山種美術館 

48 
山元 春挙 1871-1933 

曠原放牧図 1916(大正 5)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

49 清流 1927-33(昭和 2-8)年頃 絹本・彩色 山種美術館 
栖鳳の弟 子たち  

50 

西村 五雲 1877-1938 

白熊 1907(明治 40)年 絹本・彩色 山種美術館 

51 松鶴 1933(昭和 8)年 絹本・彩色 山種美術館 

52 金鱗 1938(昭和 13)年 絹本・彩色 山種美術館 

53 西山 翠嶂 1879-1958 狗子 1957(昭和 32)年 絹本・彩色 山種美術館 

54 福田 平八郎 1892-1974 桃と女 1916(大正 5)年 絹本・彩色 山種美術館 

55 池田 遙邨 1895-1988 
まっすぐな道でさみしい 
-山頭火- 

1986(昭和 61)年 紙本・彩色 山種美術館 

56 徳岡 神泉 1896-1972 緋鯉 1966(昭和 41)年 紙本・彩色 山種美術館 

57 上村 松篁 1902-2001 白孔雀 1973(昭和 48)年 紙本・彩色 山種美術館 

国画創作 協会   

58 
土田 麦僊 1887-1936 

芥子図 1923(大正 12)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

59 舞妓 1924(大正 13)年頃 絹本・彩色 山種美術館 

60 
村上 華岳 1888-1939 

椎の林 1919(大正 8)年 絹本・彩色 山種美術館 

61 裸婦図 ［重要文化財］ 1920(大正 9)年 絹本・彩色 山種美術館 

62 小野 竹喬 1889-1979 晨朝 1969(昭和 44)年 紙本・彩色 山種美術館 

63 入江 波光 1887-1948 志ぐれ 1937(昭和 12)年 紙本・墨画淡彩 山種美術館 

※ 今後の状況により会期・開館時間等が変更される場合があります。 

※ 展示の都合により出品作及び展示期間が変更される場合があります。 
 

【特別展】没後 80 年記念 

次
回
展 

 

東京都渋谷区広尾 3-12-36 

050-5541-8600(ハローダイヤル) 

 

【特別展】日本の風景を描く ―歌川広重から田渕俊夫まで― 

2022 年 12 月 10 日(土)～2023 年 2 月 26 日(日) 

※ 会期中､一部展示替えあり［前期展示 12/10-1/15 後期展示 1/17-2/26］ 
休館日：月曜日 [10/10(月)は開館､10/11(火)は休館] 


