
番号 　作者 作品名 形状 材質 寸法 　初出展覧会

1 横山大観 よこやま　たいかん 牧童　（ぼくどう） 明治34年 （1901） 軸装  絹本彩色 128.2×56.3cm

2 横山大観 よこやま　たいかん 十六羅漢　（じゅうろくらかん） 明治44年 （1911） 軸装  絹本彩色 127.6×51.0cm

3 横山大観 よこやま　たいかん 雨聲　（うせい） 大正4年 （1915） 軸装  絹本墨画 159.4×77.2cm

4 横山大観 よこやま　たいかん 鶉　（うずら） 大正14年 （1925） 軸装  絹本彩色 60.3×85.2cm

5 横山大観 よこやま　たいかん 龍膽　（りんどう） 大正15年 （1926） 軸装  絹本彩色 59.1×85.3cm 　再興第13回院展

6 横山大観 よこやま　たいかん 神州第一峰　（しんしゅうだいいっぽう） 昭和7年 （1932） 屏風  紙本彩色 各164.0×361.0cm

7 横山大観 よこやま　たいかん 夏之不二　（なつのふじ） 大正9年 （1920） 額装  絹本彩色 48.8×71.7cm

8 横山大観 よこやま　たいかん 桃　（もも） 昭和8年 （1933） 軸装  紙本彩色 125.0×67.0cm

9 横山大観 よこやま　たいかん 愛宕路　（あたごじ） 大正10年 （1921） 軸装  絹本彩色 184.5×72.2cm 　再興第8回院展

10 横山大観 よこやま　たいかん 龍興而致雲　（りゅうおこりてくもいたす） 昭和12年 （1937） 軸装  紙本墨画 109.5×81.8cm

11 横山大観 よこやま　たいかん 海潮四題・夏【山海二十題之内】　(かいちょうよんだい・なつ） 昭和15年 （1940） 軸装  紙本彩色 71.7×96.0cm 　横山大観紀元二千六百年奉祝記念作品展

12 横山大観 よこやま　たいかん 海潮四題・冬【山海二十題之内】　（かいちょうよんだい・ふゆ） 昭和15年 （1940） 額装  紙本彩色 72.7×95.6cm 　横山大観紀元二千六百年奉祝記念作品展

13 横山大観 よこやま　たいかん 霊峰四趣・夏【山海二十題之内】　（れいほうよんしゅ・なつ） 昭和15年 （1940） 額装  紙本彩色 75.2×110.7cm 　横山大観紀元二千六百年奉祝記念作品展

14 横山大観 よこやま　たいかん 南溟の夜　（なんめいのよる） 昭和19年 （1944） 軸装  紙本墨画 76.5×89.5cm

15 横山大観 よこやま　たいかん 漁村曙　（ぎょそんのあけぼの） 昭和15年 （1940） 額装  絹本彩色 63.8×87.0cm

16 横山大観 よこやま　たいかん 海上日出　（かいじょうひので） 昭和19年 （1944） 額装  絹本彩色 63.0×87.0cm 　第8回海洋美術展

17 横山大観 よこやま　たいかん 流れ行く水　（ながれゆくみず） 昭和25年 （1950） 軸装  紙本彩色 65.1×97.6cm 　再興第35回院展

18 横山大観 よこやま　たいかん 漁火　（いさりび） 昭和26年 （1951） 軸装  絹本墨画 65.0×85.1cm 　再興第36回院展

19 横山大観 よこやま　たいかん 月出皎兮　（つきいでてこうたり） 昭和28年 （1953） 軸装  紙本墨画 73.2×91.3cm 　再興第38回院展

20 横山大観 よこやま　たいかん 夜桜　（よざくら） 昭和22年 （1947） 軸装  紙本彩色 50.6×69.4cm

21 横山大観 よこやま　たいかん 霊峰夏不二　（れいほうなつふじ） 昭和30年 （1955） 軸装  絹本彩色 55.8×72.0cm

22 横山大観 よこやま　たいかん 風蕭々兮易水寒　（かぜしょうしょうとしてえきすいさむし） 昭和30年 （1955） 軸装  絹本墨画 63.6×85.7cm

23 菱田春草 ひしだ　しゅんそう 春宵　（しゅんしょう） 明治35年 （1902） 軸装  絹本彩色 131.7×67.9cm

24 菱田春草 ひしだ　しゅんそう 猫梅　（ねこうめ） 明治39年 （1906） 軸装  絹本彩色 118.0×49.8cm

25 川合玉堂 かわい　ぎょくどう 夕月夜　（ゆうづきよ） 大正2年 （1913） 軸装 絹本墨画淡彩 182.6×99.7cm 　第7回文展

26 川合玉堂 かわい　ぎょくどう 春雨　（はるさめ） 昭和17年頃 （1942） 軸装  絹本彩色 44.5×56.8cm

27 竹内栖鳳 たけうち　せいほう 宿鴨宿鴉　（しゅくおうしゅくあ） 昭和12年 （1937） 軸装  紙本墨画 65.0×81.2cm

28 竹内栖鳳 たけうち　せいほう 五月晴　（さつきばれ） 昭和9年 （1934） 軸装  紙本墨画淡彩 78.8×97.4㎝

29 上村松園 うえむら　しょうえん 楠公夫人　（なんこうふじん） 昭和19年 （1944） 額装  絹本彩色 60.0×71.5cm

30 上村松園 うえむら　しょうえん 娘深雪　（むすめみゆき） 大正3年 （1914） 額装  絹本彩色 153.0×84.0cm 　平和記念大正博覧会

31 土田麦僊 つちだ　ばくせん 黄蜀葵　（おうしょっき） 昭和7年 （1932） 軸装  絹本彩色 152.0×69.5cm 　第3回七絃会

32 土田麦僊 つちだ　ばくせん 静物 鮭と鰯　（せいぶつ　さけといわし） 大正13年 （1924） 額装  紙本彩色 46.5×52.0cm 　第5回国展

33 橋本関雪 はしもと　かんせつ 夏夕　（かゆう） 昭和16年 （1941） 軸装  絹本墨画淡彩 108.1×127.5cm 　第4回新文展

34 橋本関雪 はしもと　かんせつ 唐犬図　（とうけんず） 昭和16年頃 （1941） 屏風  絹本彩色 各164.0×183.0cm

35 徳岡神泉 とくおか　しんせん 菖蒲　（しょうぶ） 昭和29年 （1954） 額装  紙本彩色 83.0×65.2cm 　第7回彩交会

36 榊原紫峰 さかきばら　しほう 冨貴草　（ふきそう） 昭和13年頃 （1938） 額装  絹本彩色 49.2×57.2cm

37 榊原紫峰 さかきばら　しほう 仔山羊群雀図　（こやぎぐんじゃくず） 大正15年頃 （1926） 額装  絹本彩色 67.0×84.3cm

38 榊原紫峰 さかきばら　しほう 青梅　（あおうめ） 大正7年 （1918） 額装  絹本彩色 各176.0×114.5cm 　第1回国展

39 榊原紫峰 さかきばら　しほう 静物の図　（せいぶつのず） 大正13年 （1924） 額装  絹本彩色 69.7×85.1cm

40 村上華岳 むらかみ　かがく 秋景　（しゅうけい） 大正8年 （1919） 額装  絹本彩色 57.0×41.5cm

41 村上華岳 むらかみ　かがく 観世音菩薩 巌上拈花之像　（かんぜおんぼさつ　がんじょうねんげのぞう） 昭和10年 （1935） 軸装  紙本墨画淡彩 50.6×29.8cm

42 入江波光 いりえ　はこう 獅子上尊（ししじょうそん） 昭和15年 （1940） 軸装  紙本墨画淡彩 64.2×43.7cm

43 入江波光 いりえ　はこう 鷹　（たか） 昭和14年 （1939） 軸装  紙本墨画 58.0×69.3cm

44 川端龍子 かわばた　りゅうし 獻華　（けんか） 昭和15年 （1940） 額装  絹本彩色 166.6×115.0cm 　第8回春の青龍展

45 川端龍子 かわばた　りゅうし 春雪譜　（しゅんせつふ） 昭和8年 （1933） 屏風  絹本彩色 168.0×167.0cm 　第1回春の青龍展

46 小林古径 こばやし　こけい 木蓮　（もくれん） 大正8年 （1919） 軸装  絹本彩色 140.0×50.0cm 　日本美術院同人展

47 小林古径 こばやし　こけい 阿新丸　（くまわかまる） 明治40年 （1907） 軸装  絹本彩色 124.3×50.7cm

48 小茂田青樹 おもだ　せいじゅ 朝露　（あさつゆ） 大正12年頃 （1923） 軸装  絹本彩色 142.8×50.3cm

49 速水御舟 はやみ　ぎょしゅう 新緑　（しんりょく） 大正4年 （1915） 額装  紙本彩色 125.0×81.0cm 　第2回赤曜会展

50 前田青邨 まえだ　せいそん 山路之秋　（やまじのあき） 昭和41年 （1966） 額装  紙本彩色 51.2×81.0cm

51 鏑木清方 かぶらき　きよかた 春游　（しゅんゆう） 大正15年頃 （1926） 額装  絹本彩色 128.5×56.5cm

52 鏑木清方 かぶらき　きよかた 紅　【明治中期時世粧】　（べに） 昭和3年 （1928） 軸装  絹本彩色 85.0×50.5cm 　第13回郷土会

53 伊東深水 いとう　しんすい ペルシャ猫　（ぺるしゃねこ） 昭和32年 （1957） 額装  紙本彩色 121.3×96.0cm 　第13回日展

54 伊東深水 いとう　しんすい 湯気（ゆげ） 昭和36年頃 （1961） 額装  紙本彩色 74.5×67.1cm

55 伊東深水 いとう　しんすい 爽涼　（そうりょう） 昭和15年頃 （1940） 額装  絹本彩色 78.5×86.0cm

【第1会場】

【第２会場】

制作年

足立美術館所蔵

横山大観と近代日本画名品展
新潟市新津美術館 ２０１８年４月７日（土）－５月２０日（日）

出品リスト

展示室内でのお願い

＊作品やケースにはお手を触れないでください。
＊写真撮影はご遠慮ください。

＊携帯電話のご使用は、他のお客様のご迷惑となりますので ご遠慮ください。
＊メモをお取りになる場合は、鉛筆でお願いいたします。
（鉛筆をお持ちでない方は係員にお申し出ください。）


