








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第34回　近代日本の置物と彫刻と人形と―豊饒なる立体像の世界）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 伊部焼仙人吹貝置物 作者不詳 一点 江戸後期～明治初期（19世紀） p. 13

2 備前焼布袋置物 作者不詳 一点 明治期（19世紀） p. 14

3 鬼神置物 山田鬼斎 一点 明治22年（1889） p. 14

4 素銅彫蘭陵王置物 海野勝珉 一点 明治23年（1890） p. 15

5 矮鶏置物 高村光雲 一対 明治22年（1889） p. 16

6 銅鶏雌雄置物 和泉整乗 一対 明治期（20世紀） p. 17

7 銀岩上鶺鴒置物 加納夏雄・海野勝珉 一点 明治27年（1894） p. 18

8 各種馬 後藤貞行 五点組 明治23年（1890） p. 19

9 御馬「友鶴」置物 作者不詳 一点 明治27年（1894） p. 20

10 牙彫鷹匠置物 石川光明 一点 明治33年（1900） p. 20

11 牙彫宮女置物 旭 玉山 一点 明治34年（1901） p. 21

12 文使 高村光雲 一点 明治30年代前半 p. 22

13 山霊訶護 高村光雲 一点 明治32年（1899） p. 22

14 幼女置物 山崎朝雲 一点 明治33年（1900） p. 23

15 彫塑家トモデル置物 山崎朝雲 一点 明治39年（1906） p. 24

16 吹角 横田秀一 一点 明治39年（1906） p. 24

17 御供売り置物 作者不詳 一点 明治後期頃（20世紀） p. 25

18 鶴亀置物 高村光雲・竹内久一 一対 明治40年（1907） p. 25

19 鹿 石川光明 一点 明治40年（1907） p. 26

20 牙彫しゃぼん玉吹き置物 杉崎正利 一点 明治後期（20世紀） p. 26

21 牙彫玩具売置物 林芳山 一点 明治43年（1910） p. 27

22 牙彫小童弄金魚置物 木村龍章 一点 明治43年（1910） p. 26

23 一致 新海竹太郎 一点 明治44年（1911） p. 28

24 戦捷記念日 新海竹太郎 一点 大正元年（1912） p. 29

25 朝霞開宿霧 後藤 良 一点 大正4年（1915） p. 30

26 みなかみ 山崎朝雲 一点 大正4年（1915） p. 31

27 古代婦人 藤井浩祐 一点 大正12年（1923） p. 32

28 小憩 池田勇八 一点 大正11年（1922） p. 32

29 雪解 寺畑助之焏 一点 大正11年（1922） p. 33

30 鐘ノ歌 新海竹太郎 一点 大正13年（1924） p. 34



31 農夫 新海竹太郎 一点 大正14年（1925） p. 34

32 水 森野圓蔵 一点 大正15年（1926） p. 35

33 男女 新海竹蔵 一対 昭和3年（1928） p. 36

34 母性 池田勇八 一点 昭和3年（1928） p. 37

35 狩狼犬仔 藤井浩祐 一点 昭和3年（1928） p. 37

36 秩父宮妃殿下立体写真像 資生堂立体写真像部 一点 昭和4年（1929） p. 38

37 秩父宮妃殿下立体写真像 資生堂立体写真像部 一点 昭和4年（1929） p. 38

38 萬歳楽置物 高村光雲・山崎朝雲 一点 大正4年（1915） p. 39

39 陶製観音像置物 佐々木二六 一点 大正11年（1922） p. 40

40 萩焼高砂尉嫗立像置物 作者不詳 一対 大正13年（1924） p. 41

41 童子乗牛置物 乗雲 一点 昭和初期（20世紀） p. 41

42 鶏置物 作者不詳 一点 大正5年（1916） p. 42

43 雁置物 狩野晴雲 一対 大正14年（1925） p. 42

44 鶏置物 小林華光 一対 昭和3年（1928） p. 43

45 青華磁隼置物
商工省所管陶磁器

試験場
一点 昭和8年（1933） p. 43

46 猿置物 高村光雲 一点 大正11年（1922） p. 44

47 羊置物 北原千鹿 一点 昭和3年（1928） p. 44

48 兎置物 赤堀信平 一点 昭和24年（1949） p. 45

49 牛置物 赤堀信平 一点 昭和24年（1949） p. 45

50 柿置物 安藤綠山 一点 大正9年（1920） p. 46

51 椿置物 作者不詳 一点 昭和前期頃（20世紀） p. 47

52 菊折枝置物 大島如雲 一点 昭和3年頃（1928頃） p. 47

53 陶製万年青鉢植置物 佐々木二六 一点 昭和3年（1928） p. 48

54 天龍寺青磁桃置物 楠部彌弌 一点 昭和16年（1941） p. 48

55 二人童児像置物 大橋時義 一点 昭和6年（1931） p. 49

56 女児読書像置物 大橋時義 一点 昭和6年（1931） p. 49

57 熊坂長範 森川杜園 一点 明治26年（1893） p. 50

58 還城楽 森川杜園 一点 明治26年（1893） p. 50

59 五位鷺を捕るの図 作者不詳 一点 大正初期（20世紀） p. 51

60 人形 吉田白嶺 一対 大正13年（1924） p. 52

61 狗子と童 山崎朝雲 一点 昭和3年（1928） p. 53

62 萬歳楽 山崎朝雲 一点 昭和3年（1928） p. 53



63 道成寺 後藤 良 一点 昭和19年（1944） p. 54

64 満洲人形 作者不詳 十五点 昭和前期（20世紀） p. 55-57

65 楽土 平田郷陽 一点 昭和15年（1940） p. 58

66 粧い 町野君子 一点 昭和19年（1944） p. 59

67 五月晴れ 作者不詳 一点 昭和期（20世紀） p. 59

68 こま 小原掬栄 一点 昭和期（20世紀） p. 60

69 鈴を持てる児 野口光彦 一点 昭和期（20世紀） p. 60















































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 
















