








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第68回　鳥の楽園－多彩、多様な美の表現）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 諫鼓形香炉 山尾次吉 一点 明治33年（1900） p. 6

2 万古焼　諫鼓鶏置物 一点 明治33年（1900） p. 7

3 鶏の図 川村清雄 一面 明治～大正期（20世紀） p. 7

4 矮鶏置物 高村光雲 一対 明治22年（1889） p. 8-9

5 鶏置物 和泉整乗（二代） 一対 明治期（20世紀） p. 10

6 鶏置物 小林華光 一対 昭和4年（1929） p. 11

7 若狭瑪瑙細工　鶏 高島清七 五点 昭和55年頃（1980頃） p. 11

8 鶏置物 由木尾雪雄 一組 明治25年（1892） p. 14

9 双鶏置物 戸島光孚 一組 大正5年（1916） p. 15

10 竹に闘鶏図 瀧和亭 一幅 明治22年（1889） p. 16

11 闘鶏置物 オルテガ銀器製作所 一対 1956年頃 p. 17

12 インクスタンド　雛とカタツムリ 一点 20世紀初頭 p. 17

13 軍鶏之図 鈴木幽渓 一幅 明治27年（1894） p. 18

14 軍鶏置物 一点 明治39年頃（1906頃） p. 18

15 鶏に蟷螂図 渡辺小華 一面 明治17年（1884） p. 19

16 軍鶏置物 石川光明 一点 p. 20-21

17 鳩杖 一杖 p. 22

18 松樹鳩図 東斎 一面 p. 22

19 竹鳩之図 橋本雅邦 一幅 明治15年（1882） p. 23

20 鳩置物 志浦光弘 一対 20世紀 p. 24

21 鳩香炉 一点 明治23年頃（1890頃） p. 24

22 瓦片鳩 山田宗美 一点 明治38年（1905） p. 25

23 黒地梅に鳩模様振袖 一点 p. 26

24 モザイク白鳩花籠図
バチカンモザイク

製作所
一点 1924年頃 p. 27

25 雁置物 加納晴雲（初代） 一対 p. 28

26 雁香炉 一点 p. 29

27 鳥置物 マーシャック社 一点 1987年頃 p. 29

28 鵞ノ図花瓶 安藤七宝店 一対 明治40年（1907） p. 30

29 翡翠図花瓶 海野勝珉 一対 20世紀 p. 31

30 色絵染付花鳥図花瓶 精磁会社 一対 p. 32



31 薫風稚雀・寒汀白鷺 竹内栖鳳 対幅 p. 33

32 巌上鶺鴒置物 加納夏雄、海野勝珉 一点 p. 34

33 巌上鶺鴒置物 塚田秀鏡 一点 大正6年（1917） p. 35

34 高千穂艦霊鷹図 里見雲嶺 一幅 明治28年（1895） p. 36

35 鷹図 野村文挙 一面 p. 37

36 碇に鷹置物 一点 明治39年頃（1906頃） p. 39

37 岩に鷹 一点 明治前期（19世紀） p. 39

38 浪に鷹図花瓶 海野勝珉 一対 明治42年（1909） p. 40

39 松樹鷹置物 高村光雲 一点 大正13年（1924） p. 41

40 松樹鶴図 橋本雅邦 一面 明治27年（1894） p. 42

41 歌絵蒔絵重硯箱 神坂雪佳、神坂祐吉 一具 大正8年（1919） p. 43

42 鶴巣籠置物 清水六兵衞（五代） 一点 昭和8年（1933） p. 44

43 双鶴置物 塚田秀鏡、黒川義勝 一点 大正4年（1915） p. 45

44 霊峰飛鶴 堂本印象 六曲一双 昭和10年（1935） p. 46-47

45 日月鴎鶴図 西村五雲､西山翠嶂 対幅 昭和3年（1928） p. 48

46 桜に山鳥図額 荒木寛畝 一面 明治17年（1884） p. 49

47 粟鶉 上野玉水 一対 昭和6年（1931） p. 49

48 花鳥之図 杉谷雪樵 一幅 明治22年（1889） p. 50-51

49 孔雀香炉 一点 明治22年頃（1889頃） p. 52

50 孔雀香炉 一点 江戸時代（19世紀） p. 52

51 薩摩焼　躑躅に孔雀図花瓶 一対 大正期（20世紀初頭） p. 53

52 孔雀置物 一対 19世紀後半 p. 54

53 クジャク置物
国立マイセン磁器

製作所
一点 1981年 p. 55

54 オウム置物
国立マイセン磁器

製作所
一点 1981年 p. 55

55 薩摩焼　色絵金彩花鳥図花瓶 一点 江戸時代（19世紀） p. 56

56 鸜鵒 横山大観 一幅 大正15年（1926） p. 57

57 木蓮に叭々鳥図 瀬尾南海 一幅 大正～昭和初期（20世紀） p. 58

63 花鳥之図 今尾景年 六曲一双 大正4年（1915） p. 64-65

64 加賀地方花鳥図刺繍壁掛 一対 昭和3年（1928） p. 66-67

65 雷鳥 串田光信 一点 昭和44年（1969） p. 69

66 飾皿　霊峰交歓 浅蔵五十吉（二代） 一点 昭和58年（1983） p. 69

67-1 木瓜形鴛鴦文ボンボニエール 一点 大正5年（1916） p. 70



67-2 八稜鏡形鶴文ボンボニエール 一点 大正8年（1919） p. 70

67-3 双鶴形ボンボニエール 一点 大正14年（1925） p. 70

67-4 鳥籠形ボンボニエール 一点 昭和初期（20世紀） p. 71

67-5 鳥籠形ボンボニエール 一点 大正～昭和初期（20世紀） p. 71

67-6 諫鼓鶏形ボンボニエール 一点 大正～昭和初期（20世紀） p. 71

67-7 籠に鶏形ボンボニエール 一点 大正～昭和初期（20世紀） p. 71

67-8 菊花形双鶴付ボンボニエール 一点 昭和34年（1959） p. 72

67-9 丸形雉文ボンボニエール 一点 昭和36年（1961） p. 72

67-10 丸形竹に鳩文ボンボニエール 一巻 昭和56年（1981） p. 72





















































































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 














