








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第49回　国の花，華やぐ）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 国之華 池上秀畝 六曲一双 大正13年（1924） p. 10-13

2 桜図屏風 跡見玉枝 二曲一隻 昭和7年（1932） p. 14

3 緋桜図 瀧和亭 一幅 明治初期（19世紀） p. 15-16

4 旭日桜花図 宇治橋春年 一幅 大正14年（1925） p. 17

5 桜図七宝花瓶 濤川惣助 一対 明治43年頃（1910頃） p. 18

6 銀朧銀矧分桜花文菓子鉢 黒川栄勝 一点 明治26年（1893） p. 18

7 彫金写真立（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品） 清水南山、鈴木美彦 一対 昭和3年（1928） p. 19

8
籠に菊花文文房具

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品）
安藤重壽 三点（一具のうち） 昭和3年（1928） p. 19

9
菊蒔絵硯箱

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品）
赤塚自得 一点 昭和3年（1928） p. 20

10 菊折枝置物 大島如雲 一点 昭和3年（1928） p. 21

11 菊花形燭台 一対 明治22年頃（1889頃） p. 22

12 文乃友 諏訪蘇山（二代） 三点（一具のうち） 大正13年（1924） p. 23

13 菊花図 横山大観 一幅 昭和3年（1928） p. 24

14-1 水仙図額 野口幽谷 一面 明治17年（1884） p. 26

14-2 桜に目白図額 川端玉章 一面 明治17年（1884） p. 27

14-3 桜に金鶏図額 荒木寛畝 一面 明治17年（1884） p. 27

14-4 藤牡丹図額 荒木寛畝 一面 明治17年（1884） p. 26

14-5 葉鶏頭露草図額 大庭学僊 一面 明治17年（1884） p. 26

15-1 牡丹図衝立 大庭学僊 一基 明治20年前後（1887前後） p. 28

15-2 花籠図衝立 大庭学僊 一基 明治20年前後（1887前後） p. 28

16 水仙置物 安藤緑山 一点 大正期（20世紀） p. 29

17 梅花図 安田靫彦 一幅 昭和30～40年代 p. 30

18 古稀彩春魁花瓶 清水六兵衞（六代） 一点 昭和51年（1976） p. 30-31

19 紅梅に鶯図 野沢如洋 一幅 昭和11年（1936） p. 31

20 椿置物 安藤緑山 一点 大正期（20世紀） p. 32

21 色絵丸文白椿茶碗 楠部彌弌 一点 昭和46年（1971） p. 32

22 桜梅桃季図 結城素明 二幅（三幅対のうち） 大正8年（1919） p. 33

23 藤花図 大河内正質 一幅 明治12年（1879） p. 34

24 仁清写藤花図茶壺 清水六兵衞（五代） 一点 昭和9年（1934） p. 35

25 山吹蒔絵硯箱 一点 明治22年頃（1889頃） p. 36



26 牡丹花浮彫花瓶 平田重光 一対のうち 明治39年頃（1906頃） p. 36

27 虞美人草 竹内栖鳳 一幅 大正期（20世紀） p. 37

28 罌粟図 土田麦僊 対幅 昭和4年（1929） p. 38-39

29 瑞彩 三帖のうち 大正13年（1924） p. 40-41

29-1 　雪山の石楠花 石﨑光瑤 一面 大正13年（1924） p. 40

29-2 　瑞香満瓶 山元春挙 一面 大正13年（1924） p. 40

29-3 　燕子花 平田松堂 一面 大正13年（1924） p. 41

29-4 　鳳仙花 吉田秋光 一面 大正13年（1924） p. 41

30 蜻蛉河骨図香炉 川出柴太郎 一点 明治39年（1906） p. 42

31 凌霄花 川合玉堂 一幅 昭和30年代 p. 42

32 百日紅に尾長鳥 芝景川 一幅 大正6年（1917） p. 43

33 向日葵蟷螂図七宝花瓶 安藤七宝店 一点 明治30～40年代 p. 44

34 背戸の秋 伊藤綾春 一幅 大正8年頃（1919頃） p. 45

35 仁清写芙蓉平茶碗 永楽即全 一点 昭和47年（1972） p. 46

36 仁清写黒蘭茶碗 永楽即全 一点 昭和44年（1969） p. 47

37 西洋蘭置物 奥田浩堂 一点 昭和10年代 p. 47

38 鶏冠花 東原方僊 二曲一隻 大正7年（1918） p. 48

39 秋草図 野口小蕙 一幅 明治30年代 p. 49

40 花卉図 一幅 江戸時代（18～19世紀） p. 50

41 春花生花図 狩野玉円 一幅 江戸時代（19世紀） p. 51

42 百花花籠図 瀧和亭 一幅 明治時代（19世紀） p. 52-55

43 草花図綴織壁掛
川島甚兵衞（二代）

原画－川端玉章
一面 明治44年（1911） p. 56-57

44 四季草花図 荒木寛畝 対幅 明治40年（1907） p. 58-61

45 四季花卉図花瓶 精磁会社 一点 明治23年（1890） p. 62

46 四季草花図蒔絵硯箱 西村彦兵衛（八代） 一点 昭和3年（1928） p. 63

47 百花模様刺繍卓被 飯田新七（四代） 一枚 大正期（20世紀） p. 64-65

48 春秋草花図 小室翠雲 二幅（三幅対のうち） 大正期（20世紀） p. 66

49 春庭秋圃 小室翠雲 対幅 大正8年（1919） p. 67

50 四季草花図 児玉希望 六曲一双 昭和11年（1936） p. 68-71













































































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












