








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第6回　明治美術再見Ⅰ―明治美術会と日本金工協会の時代）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 噴火山之光景 床次正精 一面 明治16年（1883） p. 9

2 古代応募兵図 印藤真楯 一面 明治23年（1890） p. 11

3 和気清麿奏神教図 佐久間文吾 一面 明治23年（1890） p. 10

4 陸海軍連合演習 柳源吉 一面 明治23年（1890） p. 12-13

5 菅公梅ヲ詠スルノ図 五姓田芳柳（二世） 一面 明治24年（1891） p. 16

6 漁父補網 三輪大次郎 一面 明治24年（1891） p. 14-15

7 加奈陀ヴィクトリア港景図 五姓田義松 一面 明治25年（1892） p. 17

8
谷間（メドウ）の清水（クリーキ）ー
北米英領カナダ州ベンガー町晩秋暮景之図

斎藤虎雄 一面 明治26年（1893） p. 18-19

9 樋口大尉小児を扶くる 浅井忠 一面 明治28年（1895） p. 20

10 狙撃之図 石田益敏 一面 明治28年（1895） p. 21

11 かたみ 松井昇 一面 明治28年（1895） p. 22

12 林大尉戦死 満谷国四郎 一面 明治30年（1897） p. 23

13 銀岩上鶺鴒置物 加納夏雄・海野勝珉 一点 明治27年（1894） p. 24

14 朧銀琵琶湖図彫名刺盆 海野勝珉 一点 明治29年（1896） p. 25

15 銀色絵舞楽太平楽置物 海野勝珉 一点 明治32年（1899） p. 26

16 素銅蔦紅葉瓢形花瓶 海野勝珉・鈴木光之 一点 明治33年（1900） p. 27

17 銀象嵌高彫浪に鷹之図花瓶 海野勝珉 一対 明治42年（1909） p. 28

18 朧銀猩々図花瓶 海野勝珉 一対 明治42年（1909） p. 29

19 銀花鳥図花瓶 海野勝珉 一対
明治時代末期～大正時代初頭
（20世紀初頭）

p. 30

20 和歌浦図額 香川勝廣 一面 明治32年（1899） p. 31

21 銀朧銀深山水図巻莨箱 香川勝廣 一点 明治38年（1905） p. 32

22 銀色絵鳳凰文花盛器 香川勝廣 一対 明治38年（1905） p. 33

23 銕製七賢人花瓶 滑川貞勝 一点 明治33年（1900） p. 34

24 諫鼓形香爐 山尾次吉 一点 明治33年（1900） p. 35

25 茶真鍮金銀象嵌群鶴葦文花瓶 水野源六（第九代） 一点 明治43年（1910） p. 36

26 銀朧銀矧分桜花文菓子鉢 黒川栄勝 一点 明治23年頃（1890頃） p. 37

27 銀牡丹浮彫花瓶 平田重光 一対 明治時代（20世紀） p. 38

28 鉄打出瓦二鳩 山田宗美 一点 明治28年頃（1895頃） p. 39

29 銅鼎形花瓶 秦蔵六 一点 明治11年（1878） p. 40



30 宣徳饕餮文彝形香爐 秦蔵六 一点 明治時代（19世紀） p. 41

31 青銅鐘 岡崎雪聲 一点 明治45年（1912） p. 42

32 銅鼎形雲龍文香爐 嘉幸 一点 明治22年頃（1889頃） p. 43

33 青銅鯉魚文瓶子形花瓶 大島如雲 一点 明治時代（19～20世紀） p. 44

34 鋳銅叢菊花瓶 高橋凌雲 一点 明治33年（1900） p. 45

35 銅鶏雌雄 和泉整乗 一対 明治時代（20世紀） p. 46

36 銅岩に牡丹獅子置物 須原義道 一点 明治時代（19～20世紀） p. 47

37 鋳銅幼女置物 山崎朝雲 一点 明治33年（1900） p. 48

38 鋳銅彫塑家トモデル置物 山崎朝雲 一点 明治39年（1906） p. 49

39 鋳銅吹角 横田秀一 一点 明治39年（1906） p. 50

40 鬼国窯舞楽図花活 並河靖之 一点 明治10年（1877） p. 51

41 唐花錦華鳥文花盛器 濤川惣助 一対 明治12年頃（1879頃） p. 52

42 寰宇無双図額 濤川惣助 一面 明治時代（19世紀） p. 53

43 藍地花鳥文花瓶 七宝会社 一対 明治22年（1889） p. 54-55

44 蜻蛉金線入盛上河骨図香爐 川出柴太郎 一点 明治39年（1906） p. 56

































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・各展覧会図録中，作品名や作者，制作年などの表記は，図録発行当時のものです。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録の著作権はすべて宮内庁に属し，本ファイルを改変，再配

布するなどの行為は有償・無償を問わずできません。 

 

・三の丸尚蔵館の展覧会図録（PDF ファイル）に掲載された文章や図版を利用する場合

は，書籍と同様に出典を明記してください。また，図版を出版・放送・ウェブサイト・

研究資料などに使用する場合は，宮内庁ホームページに記載している「三の丸尚蔵館収

蔵作品等の写真使用について」のとおり手続きを行ってください。なお，図版を営利目

的の販売品や広告，また個人的な目的等で使用することはできません。 

 














