








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第33回　若松と菊―旧秩父宮家いつくしみの品々）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1-2 雍仁親王殿下・勢津子妃殿下御肖像 熊沢観明 三点 昭和23～25年（1948～50） p. 14

1-3 勢津子妃殿下御肖像 藤田嗣治 一点 昭和23年（1948） p. 15

1-4 勢津子妃殿下御肖像 林武 一点 昭和32年（1957） p. 15

2 秩父霊峯春暁 横山大観 一幅 昭和3年（1928） p. 16

3 奥秩父妙法嶽 和田英作 一点 昭和3年（1928） p. 16

4 妙法山遠望図蒔絵巻莨箱 赤塚自得 一点 昭和3年（1928） p. 17

5-1 鼓形若松に星文ボンボニエール 一点 昭和3年（1928） p. 18

5-2 手箱形雲鶴文ボンボニエール 一点 大正11年（1922） p. 18

5-3 文箱形松唐草文ボンボニエール 一点 大正11年（1922） p. 18

5-4 鏡箱形雲に鳳凰文ボンボニエール 一点 大正～昭和前期（20世紀） p. 19

6-1 雍仁親王殿下御愛用関係品　スキーヤー 一点 昭和3年（1928） p. 19

6-2
雍仁親王殿下御愛用関係品

スカル（アイシス号）模型
一点 昭和30年（1955） p. 19

7 陶彫唐獅子 沼田一雅 一対 昭和3～4年（1955～56） p. 20-21

8-1-１
雍仁親王殿下御遺作類

方竹花筒　銘　園生
二点 p. 22

8-1-２
雍仁親王殿下御遺作類　茶碗（タイ国チュン

ボット妃殿下と共に絵付）
一点 昭和26年（1951） p. 22

8-1-３ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　裾野春 一点 昭和27年（1952） p. 24

8-1-４ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　面影 一点 p. 25

8-1-５ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　母衣 一点 昭和26年（1951） p. 24

8-1-６ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　冬籠 一点 昭和26年（1951） p. 26

8-1-７ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　若竹 一点 p. 26

8-1-８ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　つゝ鳥 一点 昭和26年（1951） p. 26

8-1-９ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　紅富士 一点 p. 27

8-1-１０ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　不二月 一点 昭和26年（1951） p. 27

8-1-１１ 雍仁親王殿下御遺作類　茶碗　銘　瑞光 一点 昭和27年（1952） p. 27

8-1-１２ 雍仁親王殿下御遺作類　汲出茶碗　銘　残照 一点 昭和25年（1950） p. 28

8-1-１３ 雍仁親王殿下御遺作類　汲出茶碗　銘　野分 一点 昭和25年（1950） p. 28

8-1-１４ 雍仁親王殿下御遺作類　汲出茶碗　銘　牧場 一点 昭和25年（1950） p. 28

8-1-１５ 雍仁親王殿下御遺作類　湯吞　銘　雪解 一点 昭和26年（1951） p. 28

8-1-１６ 雍仁親王殿下御遺作類　大湯吞　銘　五輪 一点 昭和27年（1952） p. 28

8-1-１７ 雍仁親王殿下御遺作類　栗鼠灰皿 一点 昭和25年（1950） p. 29



8-1-１８ 雍仁親王殿下御遺作類　熊谷草灰皿 一点 昭和25年（1950） p. 29

8-1-１９
雍仁親王殿下御遺作類

殿下御染筆「仁以接事」
篆刻：清水柏翁 一面 昭和44年（1969） p. 32

8-2-1
勢津子妃殿下御遺作類

御染筆茶碗　銘　篠
荒川豊蔵 一点 昭和40年（1965） p. 30

8-2-2
勢津子妃殿下御遺作類

御染筆茶碗　銘　鵜
荒川豊蔵 一点 昭和40年（1965） p. 30

8-2-3
勢津子妃殿下御遺作類

御染筆皿　富士に和歌
香蘭社 一点 昭和26年（1951） p. 31

8-2-4
勢津子妃殿下御遺作類

御染筆茶碗　銘　椿
十二代中里太郎右衛門 一点 昭和33年（1958） p. 31

8-2-5
勢津子妃殿下御遺作類

御染筆茶碗　富士山
五代尾西楽斎 一点 昭和26年（1951） p. 31

8-2-6
勢津子妃殿下御遺作類

妃殿下御染筆「秩父湖」
篆刻：清水柏翁 一面 昭和3年（1928） p. 32

8-2-7
勢津子妃殿下御遺作類　御染筆色紙（紫陽

花、石榴、蝦夷透かし百合、郁子、秋草）
五点 不明 p. 33

9 堤中納言集（名家家集切） 伝紀貫之 一巻 平安時代(11世紀） p. 34-35

10 四季絵屏風（俊成卿九十賀屏風） 住吉広行 六曲一双 江戸時代（18～19世紀） p. 36

11 承安五節舞絵巻 二巻 大正4年（1915） p. 36-37

12 肇国創業絵巻 横山大観ほか 二巻 昭和14年（1939） p. 38-39

13 漁村曙 横山大観 一幅 昭和15年（1940） p. 37

14 四季草花図刺繍屏風 四代飯田新七 四曲一隻 明治35年（1902） p. 40

15 百花模様刺繍卓被 四代飯田新七 一枚 大正期（20世紀） p. 41

16 葱文大皿 加藤土師萠 一点 昭和5年（1930） p. 42

17 孔雀緑鳥文鉢 加藤土師萠 一点 昭和32年（1957） p. 42

18 鉄描銅彩松大皿 富本憲吉 一点 昭和28年（1953） p. 43

19 紅地金襴手吉祥文手鉢 永楽和全か？ 十客のうち 明治前期（19世紀） p. 43

20 葆光白磁枇杷彫文花瓶 板谷波山 一点 昭和3年（1928） p. 44

21 黒飴瓷茶碗 板谷波山 一点 昭和20年代 p. 44

22 青磁菊蘭文様茶碗 二代諏訪蘇山 二点 昭和10年頃（1935頃） p. 45

23 草花文碗 河井寬次郎 一点 昭和15年（1940） p. 46

24 草花文湯呑 河井寬次郎 二点 昭和18年（1943） p. 46

25 花文扁壷 河井寬次郎 一点 昭和32年（1957） p. 47

26 鉄絵丸紋蓋物 濱田庄司 一点 昭和前期（20世紀） p. 47

27 猿廻し 和彦 一点 明治期（19～20世紀） p. 48

28 手遊売 林芳山 一点 明治43年（1910） p. 48

29 漁船 如月 一点 明治末期（20世紀） p. 48

30 二童子 木村竜章 一点 明治43年（1910） p. 49

31 鷹 一点 明治初期（19世紀） p. 49



32 とうもろこし 中川竜英 一点 明治末期頃（20世紀） p. 50

33 羽箒に子犬 一点 明治～大正期（20世紀） p. 50

34 西洋蘭鉢植 一点 大正～昭和前期（20世紀） p. 50

35 鵞鳥卵蒔絵盃 一点 明治後期（20世紀） p. 51

36 ジャボン製蒔絵菓子器 二合 明治後期（20世紀） p. 51

37 糸瓜製蒔絵花入 一点 明治後期～大正期（20世紀） p. 52

38 金魚 二点 明治期（20世紀） p. 52

39 桑木彫唐子象乗 三代原舟月 一点 明治前期（19世紀） p. 53

40 兜形蒔絵香合 一合 明治後期（20世紀） p. 53

41 月日貝蒔絵香合 松岡吉平 一合 明治前期（19世紀） p. 54

42 山吹蒔絵文台・硯箱 一具 明治22年（1889） p. 55

43 菊花蒔絵文台・硯箱 船橋舟珉 一具 大正11年（1922） p. 55

44 日月春秋山水蒔絵料紙箱・硯箱 一具 明治後期（20世紀） p. 56

45 近江八景蒔絵料紙箱・硯箱 一具 昭和3年（1928） p. 56

46 桜花折枝蒔絵重硯箱 一合 大正4年頃（1915頃） p. 57

47 桑地菊花蒔絵重硯箱 一合 昭和22年（1947） p. 57

48 松竹梅蒔絵文箱・色紙箱 一具 昭和3年（1928） p. 57

49 四季草花蒔絵硯箱 八代西村彦兵衛 一合 昭和3年（1928） p. 58

50 紅葉散蒔絵硯箱 一合 大正～昭和前期（20世紀） p. 58

51 竹に雀蒔絵莨箱 一合 明治後期（20世紀） p. 59

52 竹に月蒔絵莨箱 一合 明治31年頃（1898頃） p. 59

53 銀製観瀑図巻莨箱 塚田秀鏡 一点 明治43年（1910） p. 59

54 橘鉢植銀細工 一点 明治期（19～20世紀） p. 60

55 百合鉢植銀細工 一点 明治期（19～20世紀） p. 60

56 鼬 一点 明治期（19世紀） p. 60

57 牛と童 沼田一雅 一点 大正～昭和前期（20世紀） p. 61

58 鯉 大島如雲 一点 大正～昭和前期（20世紀） p. 61

59 夕月 藤井浩佑 一点 大正11年（1922） p. 63

60 みみずく 根箭忠緑 一点 昭和前期（20世紀） p. 62

61 兎 杉田禾堂、工芸成形社 一点 昭和12年（1937） p. 62

62 母と子の像 北村西望 一点 昭和54年頃（1979頃） p. 63

63 熊坂長範 森川杜園 一点 明治26年（1893） p. 64



64 還城楽 森川杜園 一点 明治26年（1893） p. 64

65 楽土 平田郷陽 一点 昭和15年（1940） p. 65

66 子雀 平田郷陽 一点 昭和30年前後（1955前後） p. 65

67 粧い 町野君子 一点 昭和19年（1944） p. 66

68 鈴を持てる児 野口光彦 一点 昭和期（20世紀） p. 66

69 蓋付壷

エードヴァルド・ハルド

（制作：オレフォッ

シュ・ガラス工場）

一点 1920年代前半 p. 67

70 花紋硝子花瓶 各務鑛三 一点 昭和10年頃（1935頃） p. 67

71 フォレスト遊園の雪景 アルベール・パケ 一点 1922年 p. 68

72 インクスタンド(雛と蝸牛） フランス 一点 20世紀前期 p. 68

73 青磁菊唐草文鉢 高麗 一点 11～12世紀 p. 69

74 白掻落鹿文鉢 イラン 一点 11～12世紀 p. 69

75 白釉多彩花卉文皿 トルコ 一枚 17世紀 p. 69

76 弘前の秋－田園風景 バーナード・リーチ 一点 昭和28年（1953） p. 70

77 鉢 ルーシー・リー 一点 1970年頃 p. 70











































































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 
















