








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第18回　志士たちの書画）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 高山彦九郎喪中歌草稿
高山彦九郎・
（画）金井鳥洲

一巻
江戸時代
（天明6～8年（1786～88））

p. 5

2 夜間鼠囓画軸因歎 林子平 一幅 江戸時代（天明7年（1787）） p. 6

3 蒲生君平建白書 蒲生君平 一巻 江戸時代（文化4年（1807）） p. 6-7

4 月雪和歌短冊 本居宣長・本居大平 一幅 江戸時代（19世紀） p. 7

5 待郭公和歌短冊 高野長英 一幅 江戸時代（嘉永3年（1850）） p. 7

6 大日本図 頼山陽 一幅 江戸時代（文政8年（1825）） p. 8-9

7 「推倒一世之智勇」行書 藤田東湖 一幅 江戸時代（19世紀） p. 9

8 聞桜賦天覧喜為五絶句 佐久間象山 一巻 江戸時代（文久3年頃（1863頃）） p. 8-9

9 徳川斉昭隷書一行書 徳川斉昭 一幅 江戸時代（19世紀） p. 10

10 夏日同詠二首和歌懐紙 島津斉彬 一幅 江戸時代（19世紀） p. 10

11 独楽園記 島津久光 一巻 江戸時代（天保9年（1838）） p. 11

12 三条実万像
伝冷泉為恭・
（賛）三条実万

一幅 江戸時代（19世紀） p. 12

13 蝦夷途上吟和歌 松浦武四郎 一幅 江戸～明治時代（19世紀） p. 12

14 火技論 高島秋帆 一幅 江戸時代（文久3年（1863）） p. 13

15 竜図 江川太郎左衛門 一幅 江戸時代（19世紀） p. 13

16 航于米国艦中賦古詩 勝海舟 一幅 江戸～明治時代（19世紀） p. 14

17 雪中鷹図
菊池容斎・
（賛）戸田蓬軒

一幅 江戸時代（19世紀） p. 15

18 旭日波濤図
岩瀬忠震・
（賛）林学斎

一幅 江戸時代（万延元年（1860）） p. 15

19 蓮図 永井尚志 一幅 江戸時代（文久2年（1862）） p. 15

20 題太公釣謂図 村田清風 一幅 江戸時代（19世紀） p. 16

21 題武市君所贈竹図言別 久坂玄瑞 一幅 江戸時代（文久元年（1861）） p. 16

22 山水図（秋景） 武市半平太 一幅 江戸時代（19世紀） p. 17

23 山水図 武市半平太 一幅 江戸時代（嘉永元年（1848）） p. 17

24 武市半平太自画像 武市半平太 一幅 江戸時代（元治元年頃（1864頃）） p. 18

25 三社和歌短冊 月照 三幅 江戸時代（19世紀） p. 18

26 梅田雲浜一行書（十蔵宛） 梅田雲浜 一幅 江戸時代（19世紀） p. 19

27 偶成七言絶句 頼三樹三郎 一幅 江戸時代（19世紀） p. 19

28 拝闕詩 吉田松陰 一幅 江戸時代（安政3年（1856）） p. 20

29 啓發録 橋本左内 一幅
江戸時代（嘉永元年（1848））
跋文：江戸時代（安政4年(1857)）

p. 21



30 安島帯刀自画像 安島帯刀 一幅 江戸時代（19世紀） p. 22

31 藤娘図 宇喜多松庵 一幅 江戸～明治時代（19世紀） p. 22

32 吉村虎太郎書状（弟妹宛） 吉村虎太郎 一巻 江戸時代（文久3年（1863）） p. 23

33 紙捻製神武必勝論 平野国臣 三冊 江戸時代（文久3年（1863）） p. 24

34 詠錦旗和歌 平野国臣 一幅 江戸時代（19世紀） p. 25

35 詠宝船和歌 伴林光平 一幅 江戸時代（19世紀） p. 25

36 坂本竜馬書状（乙大姉宛） 坂本竜馬 一幅 江戸時代（文久3年（1863）） p. 26-27

37 西府幽居偶成 中岡慎太郎 一幅 江戸時代（慶応3年（1867）） p. 28

38 録王守仁詩 高杉晋作 一幅 江戸時代（慶応元年（1865）） p. 28

39 述懐七言絶句扇面 伊藤博文 一幅 江戸～明治時代（19世紀） p. 29

40 諷世俳句 木戸孝允 一幅 明治時代（19世紀） p. 29

41 「浴天沸温泉」七言絶句 西郷隆盛 一幅 江戸時代（19世紀） p. 30

42 述懐和歌 大久保利通 一幅 明治時代（19世紀） p. 30













































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












