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№ 作家名 作品名 制作年 材質 寸法 (㎝)

��� �����	
��������
���

�伊藤若冲 樹花鳥獣図屏風 ��世紀後半(江戸中期) 紙本着色
右�����×�����､ 左�����
×�����

�伊藤若冲 白象群獣図◆ ��世紀後半(江戸中期) 紙本着色 ����	×����

�伊藤若冲 花卉双鶏図◆ ����(宝暦�)頃 絹本着色 ����
×����

�伊藤若冲 枯木鷲猿図◆ ����－��(宝暦�－�) 絹本着色 �����×���	

�伊藤若冲 猿猴摘桃図◆ ����－��(安永�－�) 絹本着色 �����×����

�伊藤若冲 花鳥蔬菜図押絵貼屏風◆ ���
(宝暦�
) 紙本墨画 各�����×�	��

�伊藤若冲 鹿図◆ ���
(明和�)頃 紙本墨画 �
	��×�	��

�伊藤若冲 水墨游◆ ��世紀後半(江戸中期) 紙本墨画 �
�	×�����

	池大雅 龍山勝会・蘭亭曲水図屏風 ����(宝暦��) 紙本着色 各����
×����


�
池玉瀾 渓亭吟詩図 ��世紀後半(江戸中期) 紙本墨画着色 ���
×����


��八橋売茶翁 茶道具図(自賛七言絶句) �	世紀前半(江戸後期) 紙本墨画 ���
×����

��狩野永良 親子犬図 ��世紀半ば(江戸中期) 絹本着色 �	��×�
��

��狩野永良 西王母・東方朔図屏風 ��世紀半ば(江戸中期) 紙本墨画着色 各�����×��	��

��石田幽汀 群鶴図屏風 ����－��(宝暦�－安永�) 紙本金地着色 各����
×�����

��円山応挙 竹雀図屏風 ����(天明�) 紙本墨画 各�����×����


��円山応挙 木賊兎図 ����(天明�) 絹本着色 �
���×���


��長澤蘆雪 大原女 ��	�－		(寛政�－��) 絹本着色 ��
��×����

��長澤蘆雪 牡丹孔雀図 ��	�－		(寛政�－��) 絹本着色 ����
×	��


�	呉春 柳陰帰漁図 ����(天明�) 紙本墨画淡彩 �����×����


�
山本探川 宇津の山図 ����－�	(宝暦�－明和�) 紙本着色 �����×����


��池玉瀾 山水草花図屏風◆ ��世紀(江戸中期) 紙本墨画淡彩 各�����×�����

��円山応挙 群鶴図屏風◆ ����(安永�) 紙本金地着色 各�����×��	��

��長澤蘆雪 鷲・熊図◆ ��	�－		(寛政�－��) 絹本着色 各�����×����

��長澤蘆雪 赤壁図屏風◆ ��	�－		(寛政�－��) 紙本墨画淡彩 各��
�
×��
�


��長澤蘆雪 瀑布図◆ ��	�(寛政�)以前 絹本着色 �����×�	��

��� ����
��

��浦上春琴 兢秀争流図 ���
(文政��) 絹本着色 ����×����


��中林竹洞 倣董源山水図 ����(天保�) 絹本墨画 ����
×����

��中林竹洞 神洲奇観 ����(天保��)頃 絹本淡彩 ����×�	��

�	山本梅逸 花卉竹石図 ����(天保�) 絹本着色 �����×����

�
原在中 富士三保松原図 ����(文政�) 絹本着色 �
�	×�

��

｢若冲と京の画家たち｣ ◆は個人蔵､ その他は静岡県立美術館蔵
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��山口素絢 富嶽図 ��世紀末(寛政末頃) 絹本着色 ����×���	

�
山口素絢 春秋草花図屏風 ��世紀初(江戸後期) 紙本金地着色 各����
×�����

��吉村孝敬 李白観瀑・子猷訪戴図屏風 ��
�(文政��) 紙本着色 各�����×�	��	

��岡本豊彦 武陵桃源図屏風 ��世紀前半(江戸後期) 紙本淡彩金砂子 各�	���×�����

��岸駒 芙蓉峰図 ��世紀前半(江戸後期) 絹本墨画金泥引 ���
×�����

�	横山崋山 清見潟富士図 ����(文政
) 絹本墨画 �
��×����

��河村文鳳 武陵桃源図屏風 ��世紀前半(江戸後期) 紙本墨画淡彩 各�����×�����

��浦上玉堂 抱琴訪隠図◆ ��世紀前半(江戸後期) 紙本墨画淡彩 ��
��×	
��

��原在正 富士山図巻◆ ���	(寛政�)頃 紙本着色 縦
���

��� �����	

��徳力善雪 子猷訪戴・東坡騎驢図屏風 ��世紀(江戸初期) 紙本墨画着色 各�����×��
�	

��土佐光起 秋草鶉図 ��世紀中頃(江戸初期) 絹本着色 ����×�
��

�
狩野永岳 三十六歌仙歌意図屏風 ����－	�(文政��－慶応�) 紙本着色金雲 各��
��×�����

�
� ����

��中島来章 月夜探梅図 ��世紀(江戸後期) 紙本墨画 �
��×�
�	

��塩川文麟 琵琶湖八景図 ����(嘉永	) 絹本墨画淡彩 �
��×����

��富岡鉄斎 蜀國桟道図 ����(明治��)頃 絹本着色 ��
��×�	��

�	竹内栖鳳 揚州城外 ��

(大正��) 絹本着色 ����×���


��入江波光 草園の朝 ��
	(大正��) 絹本着色 �����×����

��村上華岳 春峰晴煙図 ��
�(昭和�) 紙本淡彩 ����×	���

��小野竹喬 はつ夏 ����－	�(昭和��年代) 紙本着色 �	��×����

��橋本関雪 摘瓜図 ��
�年代(大正末－昭和初期) 絹本着色 ��	�
×����

��近藤浩一路 東山粟田口 ��
�(大正��) 紙本墨画 �
��×����

�
菊池契月 観菊図 ����(昭和��)頃 絹本着色 ����	×����

��福田平八郎 雪庭 ����(昭和��) 紙本着色 �	��×����

��徳岡神泉 雨 ��	�(昭和��) 紙本着色 �����×�����

��秋野不矩 廻廊 ����(昭和��) 紙本金地着色 �����×�����

�	秋野不矩 ブラーミンの家 ����(昭和��) 紙本着色 �����×
�
��

��塩川文麟 清泉煎茶図屏風◆ ��	�(元治元) 紙本着色 各�����×�����


