








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第30回　どうぶつ美術園―描かれ，刻まれた動物たち）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 雲紙本和漢朗詠集 伝藤原行成 二巻 平安時代（11世紀） p. 14

2 更級日記 藤原定家 一帖 鎌倉時代（13世紀） p. 15

3 蒙古襲来絵詞　前巻 一巻(二巻のうち) 鎌倉時代（13世紀） p. 16-17

4 春日権現験記絵巻　巻六・七・十二・十五 高階隆兼 四巻(二十巻のうち) 鎌倉時代（延慶2年（1309）） p. 18-27

5 絵師草紙 一巻 鎌倉時代（14世紀） p. 28

6 馬図 伝任仁発 一幅 中国・元時代（14世紀） p. 29

7 厩図屏風 六曲一双 室町時代（15世紀） p. 30-31

8 北野天神縁起(六巻本)　巻三 一巻(六巻のうち) 室町時代（16世紀） p. 32

9 北野天神縁起(三巻本)　巻下 一巻(三巻のうち) 室町時代（16世紀） p. 32

10 富士の巻狩(｢曽我物語｣) 一冊(三冊のうち) 桃山～江戸初期（16～17世紀） p. 33

11 上林賦図巻 伝仇英 一巻 中国・明時代（16～17世紀） p. 34-35

12 小栗判官絵巻　巻六・七・十・十四・十五 岩佐又兵衛 五巻(十五巻のうち) 江戸時代（17世紀） p. 36-39

13 源氏物語画帖(若菜上) 伝土佐光則 一面(一帖のうち) 江戸時代（17世紀） p. 40

14 西行物語絵巻　巻四 尾形光琳 一巻(四巻のうち) 江戸時代（18世紀） p. 41

15 熊図(｢智仁勇｣のうち) 野口幽谷 一幅(三幅対のうち) 明治22年頃（1889頃） p. 42

16 猿回し 一点 明治期（19～20世紀） p. 44

17 耕作図(｢京都市画帖｣のうち) 村上華岳 一面 大正4年（1915） p. 42

18 牛と童 沼田一雅 一点 大正～昭和期（20世紀） p. 43

19 加茂競馬 山崎朝雲 一点 大正13年（1924） p. 45

20 狗子と童 山崎朝雲 一点 昭和3年（1928） p. 45

21 恵日東臨図(左隻) 橋本関雪 一隻(六曲一双のうち) 昭和14年（1939） p. 46-47

22 白熊文花瓶 国立セーブル製陶所 一点 1920年 p. 48-49

23 樹林動物図彫瓢箪壺 G・マンタヴェ 一点 20世紀 p. 50

24 群獣図屏風 円山応挙 六曲一双 江戸時代（18世紀） p. 52-55

25 綿花猫図 長澤蘆雪 一幅 江戸時代（18世紀） p. 56

26 朝顔狗子図 山口素絢 一幅 江戸時代（寛政4年（1792） p. 56

27 猿猴図 森祖仙 三幅対 江戸時代（18世紀） p. 57

28 虎図 谷文晃 一幅 江戸時代（18世紀） p. 58

29 山村猛獣図 司馬江漢 一面 江戸時代（18～19世紀） p. 58

30 印籠 二点 江戸～明治期（19世紀） p. 59



31 根付 五点 江戸～明治期（19世紀） p. 59

32
霜夜白狐図

(｢京都府画学校校員画帖｣のうち)
岸竹堂 一面 明治15年頃（1882頃） p. 60

33
貨車用黒葦毛馬・農用鹿毛斑馬

(｢各種馬置物｣のうち)
後藤貞行 二点(五点のうち) 明治23年（1890） p. 64

34 群猿図 川端玉章 一幅 明治23年頃（1890頃） p. 61

35 画帖 杉谷雪樵 二帖 明治24年頃（1891頃） p. 62-63

36 柏鹿伴鹿児ノ図 森川曽文 一幅 明治31年（1898） p. 60

37 栗毛速歩馬(｢正體形馬模型｣のうち) 後藤静夫 一点(二点のうち) 明治44年（1911） p. 64

38 雪中之狸 望月青鳳 一幅 明治期（20世紀） p. 66

39 鼬 一点 明治期（19～20世紀） p. 65

40 羽箒と子犬 一点 明治期（19～20世紀） p. 67

41 栗鼠図(｢景雲余彩｣のうち) 小林古径 一面 大正11年（1922） p. 66

42 猿 高村光雲 一点 大正11年（1922） p. 68

43 兎置物形ボンボニエール 一点 大正12～13年頃（1923～24頃） p. 69

44 兎 沼田一雅 一点 大正～昭和期（20世紀） p. 69

45 母性 池田勇八 一点 昭和3年（1928） p. 70

46 虎（左隻） 竹内栖鳳 一隻(六曲一双のうち) 昭和3年（1928） p. 72-73

47 狩狼犬仔 藤井浩佑 一点 昭和3年（1928） p. 74

48 羊 北原千鹿 一点 昭和3年（1928） p. 71

49 馬群像 池田勇八 一点 昭和3年（1928） p. 75

50 水牛群像 黄土水 一点 昭和3年（1928） p. 76-78

51 象群像 一点 昭和3年（1928） p. 79-81

52 秋茄子 西村五雲 一幅 昭和7年（1932） p. 82

53 暮韻 橋本関雪 一幅 昭和9年（1934） p. 83

54 兎
杉田禾堂(原型）・

工芸成形社
一点 昭和12年（1937） p. 84

55 獅子 香取正彦 一点 昭和47年（1972） p. 84





































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 










