








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第46回　富士―山を写し，山に想う―）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 住吉富士吉野図
瀧和亭・狩野永悳・

野口幽谷
三幅 明治22年頃（1889頃） p. 10-11

2 葉山之実景 村瀬玉田 一幅 明治期（20世紀） p. 12

3 函嶺蘆湖図 森琴石 一幅 明治24年（1891） p. 13

4 蓬莱図（「青年画帖」より） 邨田丹陵 一図（一帖の内） 明治27年（1894） p. 14

5 絵島望獄図（「張交画帖」より） 佐竹永湖 一図（一帖の内） 明治28年（1895） p. 14

6 「十二ヶ月画帖」より 二図（一帖の内） 大正6年（1917） p. 15

① 　田浦ニ富士 佐竹永陵 一図（一帖の内） 大正6年（1917） p. 15

② 　葉山海岸 八木岡春山 一図（一帖の内） 大正6年（1917） p. 15

7 富士山図
佐々木道介・

本多錦吉郎
一帖 明治19年頃（1886頃） p. 18-21

8 田子之浦図 五姓田義松 一面 明治25年（1892） p. 22-23

9 富岳 載雪之照影 鹿島清兵衛 一面 明治27年（1894） p. 24

10 富岳 載雪之照影 鹿島清兵衛 一面 明治27年（1894） p. 24

11 富士山二十四景 玄鹿館 一帖 明治28年頃（1895頃） p. 25-27

12 寰宇無双図額 濤川惣助 一点 明治27年（1894） p. 28

13 「書画帖」より 十五図（四帖の内） 大正4年（1915） p. 29-32

① 　富嶽 邨田丹陵 p. 30

② 　富嶽 川合玉堂 p. 30

③ 　富嶽 平福百穂 p. 29

④ 　富嶽 菊池契月 p. 30

⑤ 　富嶽 木村武山 p. 30

⑥ 　富嶽 深田直城 p. 30

⑦ 　富嶽 鈴木華邨 p. 30

⑧ 　富嶽 竹内栖鳳 p. 31

⑨ 　富嶽 山元春挙 p. 31

⑩ 　富嶽 小室翠雲 p. 31

⑪ 　富嶽 小坂芝田 p. 31

⑫ 　富嶽 松林桂月 p. 31

⑬ 　富嶽 田中頼璋 p. 31

⑭ 　東海神秀 小山栄達 p. 32

⑮ 　富嶽 津端道彦 p. 32



14 富士草花図 小室翠雲 三幅 大正期（20世紀） p. 32-33

15 朝陽富士 和田英作 一面 大正6年（1917） p. 36

16 富嶽茶園 松岡映丘 一幅 昭和3年（1928） p. 37

17 富士（画帖「景雲餘彩」より） 横山大観 一図（一帖の内） 大正11年（1922） p. 38

18 画帖「瑞彩」より 六図（三帖の内） 大正13年（1924） p. 39-41

① 　湘南の風光 川村曼舟 p. 41

② 　富士 川北霞峰 p. 40

③ 　霊峯 横山大観 p. 39

④ 　東海大観 田中頼璋 p. 41

⑤ 　富岳 山田敬中 p. 41

⑥ 　裾野 木島桜谷 p. 40

19 朝陽霊峯 横山大観 六曲一双 昭和2年（1927） p. 42

20 扶桑第一峯 横山大観 一幅 昭和3年（1928） p. 45

21 蓬莱山 横山大観 一幅 昭和3年（1928） p. 46

22 日輪（「肇國創業絵巻」より） 横山大観 一図（一巻の内） 昭和14年（1939） p. 47

23 日出処日本 横山大観 一面 昭和15年（1940） p. 48-49

24 輝く大八洲 横山大観 一巻 昭和16年（1941） p. 50-51

25 秩父霊峯春暁 横山大観 一幅 昭和3年（1928） p. 52

26 奥秩父妙法嶽 和田英作 一面 昭和3年（1928） p. 53

27 霊峰飛鶴 堂本印象 六曲一双 昭和10年（1935） p. 54-56

28 神韻霊峰 岡田紅陽 一面 昭和18年（1943） p. 57

29 不二 児玉希望 一面 昭和30～40年代 p. 58

30 富士 前田青邨 一面 昭和40年代 p. 58

31 雲富士 林武 一面 昭和43年（1968） p. 59

32 神韻霊峰 山元桜月 一幅 昭和40年代～50年代 p. 60

33 赤富士 山元桜月 一幅 昭和40年代～50年代 p. 60

34 盛夏の赤富士 山元桜月 一面 昭和45年頃（1970頃） p. 61

35 元旦の神霊富士 山元桜月 一面 昭和48年（1973） p. 61

36 和気藹々 山元桜月 一面 昭和56年（1981） p. 61

37 山中湖より 奥村土牛 一面 昭和53年（1978） p. 62

38 画帖「光彩」より 二図（一帖の内） 昭和61年（1986） p. 63

① 　聖山 奥村土牛 p. 63



② 　めでたき富士 片岡球子 p. 63







































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












