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出品リスト

※都合により出品作品に変更が生じる場合があります。　　※会場内での撮影はご遠慮ください。
※作品No.42、120、164、168～179は宮内庁侍従職保管、No.36、114、162は宮内庁用度課、それ以外の作品はすべて宮内庁三の丸尚蔵館所蔵。

作品番号 作家名 作品名 制作年 11／9～12／8 12／11～１／13

第1章　宮殿装飾
1 山元春挙 晴天鶴 大正5年

2 山元春挙 智仁勇 大正14年

3 薩摩焼 色絵金彩花鳥図花瓶 明治初期

4 濤川惣助 七宝唐花文花盛器 明治22年

5 七宝会社 七宝藍地花鳥図花瓶 明治22年

6 加納夏雄 百鶴図花瓶 明治23年

7 金沢銅器会社 花唐草象嵌花盛器 明治24年

8 十二代 沈寿官 菊貼付香炉 明治26年

9 十三代 西村治兵衛 平等院鳳凰堂図綴織壁掛 明治28年

10 十二代 西村總左衛門 嵐図天鵞絨友禅掛幅 明治36年

11 香川勝廣 鳳凰高彫花盛器 明治38年

12 二代 川島甚兵衞 綴錦「百花百鳥之図」壁掛 明治38年

13 三代 川島甚兵衞 綴錦「春郊鷹狩・秋庭観楓図」壁掛 大正12年

第2章　明治期の美術工芸と博覧会
14 森　寛斎 古柏猴鹿之図 明治13年

15 幸野楳嶺 月下擣衣図 明治15年

16 田能村直入ほか 京都府画学校校員画帖 明治15年頃 場面替え

17 富岡鉄斎 和気清麿朝臣図巻 明治17年頃 巻替え

18 荒木寛畝 孔雀之図 明治23年

19 川端玉章 群猿之図 明治23年頃

20 瀧　和亭 花鳥図 明治29年

21 下村観山 光明皇后 明治30年

22 橋本雅邦 龍虎図 明治32年

23 橋本雅邦 春秋山水図 明治34年

24 野口小蘋 蘭亭図 明治34年

25 川端玉章 木下闇 明治40年

26 柴田是真 温室盆栽蒔絵額 明治10年

27 並河靖之 七宝舞楽図花活 明治10年

28 川之邊一朝ほか 春草蒔絵棚 明治14年

29 柴田是真 漆画帖　 明治14年 場面替え

30 十二代 西村總左衛門 塩瀬友禅に刺繍「海棠に孔雀図」掛幅 明治14年

31 高村光雲 矮鶏置物 明治22年

32 海野勝珉 蘭陵王置物 明治23年

33 池田泰真 山路菊蒔絵文台・料紙箱・硯箱 明治26、29年

34 初代 宮川香山 青華氷梅文花瓶 明治27年

35 鹿島一布 布目象嵌花鳥文八角壺 明治28年

36 濤川惣助 七宝墨画月夜深林図額 明治32年

37 海野勝珉 太平楽置物 明治32年

38 川之邊一朝 石山寺蒔絵文台・硯箱 明治32年

39 並河靖之 七宝四季花鳥図花瓶 明治32年
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144 小林華光 鶏置物 昭和3年

145 八代 西村彦兵衛（象彦） 四季草花蒔絵硯箱 昭和3年

146 八代 西村彦兵衛（象彦） 舞楽蒔絵棚 昭和3年

147 髙島屋呉服店 閑庭鳴鶴・九重ノ庭之図刺繍屏風 昭和3年

148 御木本幸吉 瑞鳳扇 昭和3年

149 河井寬次郎 紫紅双耳壺 昭和3年頃

150 河井寬次郎 窯変草花文合子 昭和3年頃

151 大島如雲 菊折枝置物 昭和3年頃

152 商工省所管陶磁器試験所 青華磁隼置物 昭和8年

153 杉田禾堂 兎 昭和12年

154 和田英作 朝陽富士 大正6年

155 中川八郎 鳴門瀬戸 大正6年

156 山本森之助 満州鉄嶺 大正6年

5章　皇室と日本美術院
157 横山大観ほか 景雲餘彩 大正11年 場面替え

158 横山大観 鸜鵒 大正15年

159 横山大観 朝陽霊峰 昭和2年

160 横山大観 秩父霊峯春暁 昭和3年

161 横山大観 龍蛟躍四溟 昭和11年

6章　御肖像と大礼
162 今尾景年 錦軟障（高松軟障） 大正4年

163 野口小蘋、竹内栖鳳 悠紀・主基地方風俗歌屏風（大正度） 大正4年

164 東京美術学校依嘱 〔御物〕御挿華・御洲浜 大正4年

165 川合玉堂、山元春挙 悠紀・主基地方風俗歌屏風（昭和度） 昭和3年

166 東京美術学校依嘱 御挿華・御洲浜　 昭和3年

167 ボンボニエール

167-1 入目籠形 大正4年

167-2 柏葉箱形 大正4年

167-3 木瓜形鴛鴦文 大正5年

167-4 大太鼓形 昭和3年

167-5 釣灯籠形 昭和3年

167-6 卵形亀甲文 大正13年

167-7 菊花形鳳凰文 大正14年

167-8 重ね箱形松鶴文 昭和24年

167-9 丸形地図入り 昭和46年

167-10 丸形若竹桃花文 昭和49年

167-11 犬張子形 昭和9年

167-12 菊花形双鶴付 昭和34年

167-13 丸形鴛鴦文 昭和34年

167-14 丸形桜文 昭和59年

167-15 丸形鳳凰文 平成2年

168 高橋由一 〔御物〕明治天皇御肖像 明治13年

169 五姓田義松 〔御物〕昭憲皇太后御肖像 明治12年

170 荒木寛畝 〔御物〕英照皇太后御肖像 明治12年

171 エドアルド・キヨッソーネ 〔御物〕明治天皇御肖像 明治21年

172 エドアルド・キヨッソーネ 〔御物〕明治天皇御肖像 明治22年

173 エドアルド・キヨッソーネ 〔御物〕明治天皇御肖像 明治26年

174 エドアルド・キヨッソーネ 〔御物〕明治天皇御肖像 明治30年頃

175 二代 鈴木真一 〔御物〕大正天皇御肖像(皇太子時代） 明治25～26年頃

176 ジョン・フォースター 〔御物〕大正天皇御肖像 大正9年

177 ジョン・フォースター 〔御物〕貞明皇后御肖像 大正9年

178 和田三造 〔御物〕昭和天皇御肖像(皇太子時代） 大正13年

179 和田三造 〔御物〕香淳皇后御肖像(皇太子妃時代） 大正13年
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40 旭　玉山 官女置物 明治34年

41 川之邊一朝、海野勝珉、六角紫水ほか 菊蒔絵螺鈿棚 明治36年

42 加納夏雄ほか 〔御物〕沃懸地御紋蒔絵螺鈿太刀拵（太刀「菊御作」の拵） 明治29年

43 香川勝廣ほか 花唐草透彫水晶入短刀拵（短刀「宗瑞正宗」の拵） 明治37年

44 三代 清風与平 旭彩山桜図花瓶 明治38年

45 九代 伊藤平左衛門 桑木地飾棚 明治40年

46 二代 川島甚兵衞、荒木寛畝ほか 古今集歌絵画帖 明治40年

47 高村光雲、竹内久一 鶴亀置物 明治40年

48 三代 清風与平 桜花白磁香炉 明治40年

49 濤川惣助 双蝶七宝香合 明治40年

50 川之邊一朝 古今集蘆手蒔絵香盆 明治40年

51 海野勝珉 牡丹折枝印箪笥鏡板 明治40年

52 鈴木長吉、中井敬所 獅子鈕銅印 明治40年

53 初代 宮川香山 龍青華肉池 明治40年

54 白山松哉 松波蒔絵硯箱 明治40年

55 香川勝廣 蛇篭千鳥水滴 明治40年

56 石川光明 鹿鎮子 明治40年

57 木村竜章 二童子 明治43年

58 林　芳山 手遊売 明治43年

59 二代 和泉整乗 鶏置物 明治期

60 鼬 明治期

61 松岡吉平 月日貝蒔絵香合 明治前期

62 鵞鳥卵蒔絵盃 明治後期

63 ジャボン製蒔絵菓子器 明治後期

64 御供売り 明治後期

65 中川竜英 玉蜀黍 明治末期

66 羽箒に子犬 明治～大正期

67 初代 諏訪蘇山 青磁鳳雲文浮彫花瓶 大正8年

68 初代 諏訪蘇山 青磁鳳雲文浮彫香炉 大正8年

69 安藤緑山 柿置物 大正9年

70 安藤緑山 椿置物 大正期

71 二代 諏訪蘇山 文乃友 大正13年

72 沼田一雅 陶彫唐獅子 昭和3年

73 五代 清水六兵衞 御所人形画花瓶 昭和4年

74 百武兼行 バーナード城 明治11年

75 床次正精 噴火山之光景 明治16年

76 松岡　寿 ベルサリエーレの歩哨 明治20年

77 山本芳翠 琉球中城之東門（九州・沖縄連作画のうち） 明治21年

78 山本芳翠 琉球東城旧跡之眺望（九州・沖縄連作画のうち） 明治21年

79 山本芳翠 桜島農夫之踊（九州・沖縄連作画のうち） 明治21年

80 佐久間文吾 和気清麿奏神教図 明治23年

81 二世 五姓田芳柳 菅公梅を詠ずるの図 明治24年

82 三輪大次郎 漁夫補網 明治24年

83 浅井　忠 樋口大尉小児を扶くる 明治28年

3章　皇室と官展
84 木島桜谷 月夜帰牧之図 大正3年

85 小室翠雲 春庭・秋圃 大正8年

86 川合玉堂 雨後 大正13年

87 山口蓬春 三熊野の那智の御山 大正15年

88 土田麦僊 罌粟 昭和4年

89 西村五雲 秋茄子 昭和7年

90 川村曼舟 阿里山の五月 昭和8年

91 上村松園 雪月花 昭和12年
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92 新海竹太郎 一致 明治44年

93 中川哲哉 乾漆盆 昭和2年

94 加藤土師萌 葱文大皿 昭和5年

95 楠部彌弌 青華甜瓜文菱口花瓶 昭和8年

96 和田英作 黄昏 大正3年

97 山本森之助 夾竹桃 大正3年

4章　慶祝の美
98 荒木寛畝、野口小蘋 旭日双鶴松竹梅図 明治27年

99 鈴木松年ほか 京都市画帖 大正4年 場面替え

100 今尾景年 花鳥之図 大正4年

101 富岡鉄斎 武陵桃源・瀛洲神境 大正12年

102 富岡鉄斎ほか 瑞彩 大正13年 場面替え

103 松岡映丘 富嶽茶園 昭和3年

104 松岡映丘ほか 現代風俗絵巻 昭和3年 巻替え

105 西村五雲、西山翠嶂 日月鴎鶴図 昭和3年

106 竹内栖鳳 虎 昭和3年

107 川端龍子 南山三白 昭和4年

108 橋本関雪 進馬図 昭和8年

109 鏑木清方 讃春 昭和8年

110 前田青邨 唐獅子 昭和10年

111 堂本印象 松鶴佳色 昭和10年

112 堂本印象 霊峰飛鶴 昭和10年

113 中川義實ほか 神龍呈瑞 明治33年

114 四代 飯田新七 孔雀図刺繍壁掛 明治33年頃

115 山崎朝雲 擲禅杖 明治43年

116 高村光雲、山崎朝雲 萬歳楽置物 大正5年

117 戸島光孚 双鶏置物 大正5年

118 二代 海野美盛、海野清 鳳凰図花瓶 大正6年

119 江馬長閑（文台）、神坂祐吉（硯箱）、
神坂雪佳（図案） 歌蒔絵文台・重硯箱 大正8年

120 清水南山ほか 〔御物〕金装螺鈿御飾太刀拵 大正9年

121 高村光雲 猿置物 大正12年

122 清水南山、六角紫水ほか 置時計 大正13年

123 新海竹太郎 鐘ノ歌 大正13年

124 高村光雲 松樹鷹置物 大正13年

125 二代 稲葉七穂 七宝胡俗楽苑図飾皿 昭和3年

126 板谷波山 葆光彩磁花鳥図花瓶 昭和3年

127 津田大壽 鋳金銀象嵌文飾壺 昭和3年

128 迎田秋悦 岩濤蒔絵短冊箱・色紙箱 昭和3年

129 安藤重兵衛 七宝宝相華文香合 昭和3年

130 香取秀真 鋳金千鳥文花瓶 昭和3年

131 赤塚自得 菊蒔絵硯箱 昭和3年

132 山鹿清華 染織繍組器褥 昭和3年

133 佐々木象堂 鋳金南天燭文様花瓶 昭和3年

134 二代 伊東陶山 錦彩花卉図飾壺 昭和3年

135 安藤重壽 七宝唐花文飾壺 昭和3年

136 初代 龍村平藏 錦綾帖 昭和3年

137 二十代 堆朱楊成 双鳥堆朱香合 昭和3年

138 木内半古ほか 裁縫箱・裁縫道具 昭和3年

139 江崎栄造、安藤重壽ほか 洋式文房具 昭和3年

140 山崎朝雲 萬歳楽置物 昭和3年

141 大連窯業株式会社 菊桐鳳凰文ガラス花瓶 昭和3年

142 新海竹蔵 冬薯蕷葛 昭和3年

143 北原千鹿 羊置物 昭和3年


