








宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　出品作品一覧　（第72回　古典再生―作家たちの挑戦）

作品番号 作品名 作者名 員数 時代 ページ

1 鬼神置物 山田鬼斎 一点 明治22年（1889） p. 10

2 蓮華蒔絵香合 白山松哉 一点 明治37年（1904） p. 11

3 蓬萊雲鶴蒔絵書棚 六角紫水ほか 一基 大正6年（1917） p. 12

4
瑞鳥霊獣文蒔絵手箱

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品）
六角紫水 一合 昭和3年（1928） p. 13

5 銀製鳳凰図花瓶 二代海野美盛・海野清 一対 大正6年（1917） p. 14

6 七宝古代模様花瓶 本多與三郎 一対 明治20～30年代 p. 16

7
七宝宝相華文香合

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品）
安藤重兵衛 一点 昭和3年（1928） p. 17

8
七宝唐花文蓋付壺

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品）
安藤重壽 一点 昭和3年（1928） p. 17

9 銅製鼎形花瓶 初代秦蔵六 一点 明治11年（1878） p. 18

10 銅製饕餮文花瓶 十五代山本又五郎 一点 明治23年（1890） p. 19

11 青磁遊環龍文花瓶 初代宮川香山 一点 大正4年（1915） p. 20

12 青磁鳳雲文花瓶 初代諏訪蘇山 一対 大正8年（1919） p. 21

13 色絵金彩三珍果文花瓶 初代中村秋塘 一点 昭和3年（1928） p. 24

14 秋爽 小坂芝田 十曲一隻 大正元年（1912） p. 26-27

15 春庭・秋圃 小室翠雲 対幅 大正8年（1919） p. 25

16 龍蛟躍四溟 横山大観 六曲一双 昭和11年（1936） p. 28-29

17 住吉詣 松岡映丘 二曲一双 大正2年（1913） p. 30-31

18 四家文躰 高取稚成 四幅対 大正4年（1915） p. 32-33

19 萬歳楽 森村宜稲 二曲一隻 大正5年（1916） p. 34

20 渓澗 宇田荻邨 二曲一隻 昭和2年（1927） p. 35

21 瑞彩 六面（三帖のうち） 大正13年（1924） p. 36-37

21-1 業平逍遙住吉浜図 磯田長秋 p. 37

21-2 春光 吉村忠夫 p. 36

21-3 蟹 高取稚成 p. 37

21-4 鷹 松岡映丘 p. 36

21-5 上古武人の遊猟 小村大雲 p. 37

21-6 梅薫る夕 吉川霊華 p. 37

22 雪月花 上村松園 三幅対 昭和12年（1937） p. 38-39

23 旭彩山桜図花瓶 三代清風與平 一点 明治38年（1905） p. 40

24 七宝桜図花瓶 濤川惣助 一対 明治43年頃（1910頃） p. 41



25 秋草流水蒔絵螺鈿棚 川之邊一朝 一基 明治28年（1895） p. 42

26 舞楽蒔絵棚
八代西村彦兵衛

（象彦）
一基 昭和3年（1928） p. 43

27
裁縫箱・裁縫道具

（鶴桐文様蒔絵飾棚附属棚飾品）
木内半古ほか 一具 昭和3年（1928） p. 44

28
菊蒔絵硯箱

（鳳凰菊文蒔絵飾棚附属棚飾品）
赤塚自得 一合 昭和3年（1928） p. 44

29 猿置物 高村光雲 一点 大正12年（1923） p. 45

30 熊坂長範 森川杜園 一点 明治26年（1893） p. 46

31 還城楽 森川杜園 一点 明治26年（1893） p. 46

32 萬歳楽 山崎朝雲 一点 昭和3年（1928） p. 47

33 舞楽蘭陵王童舞・納曽利童舞綴織壁掛
澤部清五郎（原画）

四代川島甚兵衞
二枚 昭和16年（1941） p. 48-49

34 野見宿禰像 荒川嶺雲 一点 大正6年（1917） p. 50

35 養蚕天女 高村光雲 一点 大正13年（1924） p. 51

36 朝霞開宿霧 後藤良 一点 大正4年（1915） p. 52

37 みなかみ 山崎朝雲 一点 大正4年（1915） p. 53

38 三熊野の那智の御山 山口蓬春 一幅 大正15年（1926） p. 54-55

39 大日如来 木村武山 一幅 昭和9年（1934） p. 56

40 不動明王図 梥本一洋 一幅 昭和14、5年（1939、40頃） p. 57

41 肇国創業絵巻 二巻 昭和14年（1939） p. 58-59

41-1 天孫降臨　巻上 安田靫彦 昭和14年（1939） p. 58

41-2 熊野御難航　巻下 前田青邨 昭和14年（1939） p. 59

42 火退 堂本印象 一幅 昭和13年（1938） p. 60

43 唐崎老松図 野村文挙 一面 明治30年頃（1897頃） p. 61

44 月夜帰牧之図 木島桜谷 一幅 大正3年（1914） p. 62

45 雪渓遊猿之図 山元春挙 一幅 大正4年（1915） p. 63

46 秩父霊峯春暁 横山大観 一幅 昭和3年（1928） p. 64



























































































































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

・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。 

 












