
 

　　　〈前期〉6/18～8/7　〈後期〉8/9～9/25 ＊前期／後期で入れ替えの作品があります

分類 作品名 作者 制作年代 寄贈者 前期 後期

1 絵画 梅花書屋図 橋本関雪
大正-昭和時代

(20世紀)
中村榮一郎氏 〇

2 絵画 源氏空蝉図 佐々木泉龍
江戸-明治時代

 (19世紀)
神田嘉人氏 〇

3 絵画
井手玉川図・佐野渡図・

定家卿郭公図
狩野探幽 江戸時代 (17世紀) 中村榮一郎氏 〇

4 絵画 朝暾・子乃日・重陽 紺谷光俊
大正-昭和時代

 (20世紀)
〇

5 絵画 大江山図 狩野宗益 江戸時代 (19世紀) 〇

6 絵画 寿老 下村観山
大正-昭和時代

(20世紀)
中村榮一郎氏 〇

7 絵画 竹取物語絵巻
絵: 紺谷光俊

詞書: 中浜海鳳
昭和7年 (1932) 〇 〇

8 染織 染額 「草相撲」 二代 由水十久 平成9年 (1997)
二代

由水十久氏
〇

9 絵画 大物浦 前田青邨 昭和時代 (20世紀) 中村栄俊氏 〇

10 絵画 三十六歌仙色紙帖 住吉広尚 享和2年 (1802) 木嶋光仁氏 〇 〇

11 絵画 祖師問答図 円山応挙 安永3年 (1774) 〇

12 絵画
和歌三神図 （玉津島明神・

住吉明神・柿本人麻呂）

板谷慶舟、住吉広行、

板谷広長
寛政7年 (1795) 〇

13 絵画 帝鑑図 伝 狩野探幽 江戸時代 (17世紀) 〇 〇

14 絵画 農家飼馬図 与謝蕪村 安永9年 (1780) 〇

15 絵画 渓上馬市図 池大雅 江戸時代 (18世紀) 中村榮一郎氏 〇

16 絵画 松下品泉図 田近竹邨 大正8年 (1919) 〇

17 絵画 野店対酌図 橋本関雪
大正-昭和時代

 (20世紀)
〇

18 絵画 四季耕作図屏風 佐々木泉景 江戸時代 (19世紀) 沖元市郎氏 右隻 左隻

19 絵画 売筍夫図 谷口香喬
明治-大正時代

 (19-20世紀)
橋本一枝氏 〇

20 絵画 天神図
久隅守景

賛: 太華令瞻
江戸時代 (17世紀) 〇
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21 絵画 荘子図 久隅守景 江戸時代 (17世紀) 橋本一枝氏 〇

22 絵画 蜆子和尚
狩野尚信

賛: 天室宗竺
江戸時代 (17世紀) 今村喜美枝氏 〇

23 絵画 楊柳観音 狩野伯円
江戸時代

(17-18世紀)
橋本一枝氏 〇

24 絵画 林和靖梅鶴図 狩野探信
江戸時代

 (17-18世紀)
橋本一枝氏 〇

25 絵画 三番叟 小西福年
大正-昭和時代

 (20世紀)
〇

26 絵画 桃太郎図 林 文塘
大正-昭和時代

 (19-20世紀)
橋本一枝氏 〇

27 絵画 巴御前図 佐々木泉玄
江戸-明治時代

(19世紀)
〇

28 絵画 しづか夜の図 紺谷光俊 昭和12年 (1937)頃
土田武子（旧

姓宮保）氏
〇

29 絵画 双六 紺谷光俊
大正-昭和時代

 (20世紀)
葛西越子氏 〇

30 絵画 竹に雀図・布袋図・竹に雀図 狩野尚信 江戸時代 (17世紀) 〇

31 絵画 春興 田村彩天 昭和3年 (1928) 個人寄贈 〇

32 絵画 天智天皇蹴鞠図 伝 芝尊海 室町時代 (16世紀) 太田政一氏 〇

33 人形 木彫胡粉彩色人形「雲雀笛」 室田芳子 昭和53年 (1978) 〇 〇

34 人形 木彫加彩　雅韻 下口宗美 昭和57年 (1982) 〇 〇

35 人形 木芯桐塑紙貼「花洛風流」 林 駒夫 平成9年 (1997) 〇 〇

36 漆工 郭子儀近江八景蒔絵硯箱 米田孫六
江戸-明治時代

 (19世紀)
〇 〇

37 漆工 沈金草花文棗 前 大峰 昭和37年 (1962) 〇

38 漆工 秋草蒔絵棗 江戸時代 (19世紀) 中林千代子氏 〇

39 陶磁器 隈取の絵茶碗
素地・焼成: 西坂方南

絵付: 四代目 市川段四郎
昭和時代 (20世紀) 西坂百代氏 〇 〇

40 陶磁器 青磁唐子文鉢 高麗時代 (12世紀) 〇 〇

41 陶磁器 彩瓷釉象嵌銹絵童子壺 吉崎英治 平成3年（1991） 〇 〇

42 陶磁器 緑釉三閑人蓋置 九代 大樋長左衛門 昭和時代 (20世紀) 中林千代子氏 〇 〇

43 陶磁器 乙御前香合 真葛長造 江戸時代 (19世紀) 〇 〇


