
・目録の順番は展示の順番と一致しません。

・特別出品以外はすべて日照軒コレクションです。

・作者が奥絵師・表絵師各家の当主の場合、「備考・所蔵」欄の（　）内には、その家の名称を記します。

前期 後期

第一章　基盤形成―奥絵師の活躍
特別
出品

狩野探幽守信 富士山図 紙本墨画淡彩 一幅 静岡県立美術館

1 狩野永真安信 竹梅図屏風 紙本墨画淡彩 六曲一双 （中橋家）

2 狩野永真安信 山水図屏風 紙本墨画淡彩 六曲一双 （中橋家）

3 狩野右京時信 山水図 絹本墨画淡彩 一幅 （中橋家）

4 狩野永叔主信 円相山水図 絹本墨画 一幅 （中橋家）

5 狩野永叔主信 春景山水図 絹本著色 一幅 （中橋家）

6 狩野永叔主信 吉野山図 絹本著色 一幅 （中橋家）

7 狩野永叔主信 倣狩野元信　柿本人麻呂図 絹本淡彩 一幅 （中橋家）

8 狩野永真憲信 富士山図 絹本墨画淡彩 一幅 （中橋家）

9 狩野永真憲信（季信）
狩野探幽原本　倣古名画巻
（模本）

紙本著色 一巻 （中橋家）

10 伝狩野探信守政 寿老人・竹梅図 絹本著色/墨画 三幅対 （鍛冶橋家）

11 狩野探雪守定 富士山図 紙本淡彩 一幅 （鍛冶橋家系統）

12 狩野探常守富 富士山図 絹本淡彩 一幅 （鍛冶橋家）

13 狩野探林守美 三皇図 絹本墨画淡彩 一幅 （鍛冶橋家）

14 狩野古川常信 十二ケ月和歌歌意画帖 紙本墨書/墨画淡彩 一帖 （木挽町家）

15 狩野栄川古信 獅子舞図 絹本著色 一幅 （木挽町家）

16 狩野栄川院典信 山水図 絹本淡彩 一幅 （木挽町家）

17 狩野栄川院典信 柳に千鳥図 絹本淡彩 一幅 （木挽町家）

18 狩野栄川院典信 倣銭選　花鳥図 絹本著色 一幅 （木挽町家）

19 伝狩野隨川岑信 波濤雲龍図 絹本淡彩 一幅 （浜町家）

20 狩野隨川甫信 猪・狸・虎図 絹本淡彩 三幅対 （浜町家）

21 狩野常川幸信 陶淵明図 絹本著色 一幅 （浜町家）

忘れられた江戸絵画史の本流―― 江戸狩野派の250年
 
会期　　2021年5月22日（土）〜6月27日（日）
会場　　静岡県立美術館　展示室1～6

出品目録

・都合により、展示作品が変更になることがあります。

展示期間は次のとおりです。

前期：5月22日（土）～6月6日（日）

後期：6月8日 （水）〜6月27日（日） 

番号 作者名 作品名 材質・技法 員数 備考・所蔵
展示期間 展示期間

巻替 巻替

場面替 場面替



前期 後期

第二章　全国展開―江戸狩野派早期の傍流の実力者たち

22 桃田柳栄 富士山図 絹本淡彩 一幅

23 片山尚景 梅孔雀・桐鳳凰図屏風 紙本著色 六曲一双

24 池田凉珉 富士山図 絹本著色 一幅

25 清原雪信 富士山図 絹本淡彩 一幅

26 久隅胖幽 竹虎図 紙本墨画 一幅

27 清水洞郁 孔子図 紙本著色 一幅

28 狩野常祥 松孔雀・竹鶏図屏風 紙本著色 六曲一双

29 狩野常辰 群仙図屏風 紙本著色 六曲一双

第三章　巨大化と多様化―表絵師の体制確立と展開

30 狩野洞雲益信 楼閣図屏風 紙本著色 六曲一双 （駿河台家）

31 狩野洞雲益信 富士山図屏風 紙本墨画淡彩 六曲一双 （駿河台家）

32 狩野洞春美信 寿老人・山水図 絹本著色 三幅対 （駿河台家）

33 狩野洞春美信 瀑布図 絹本墨画 一幅 （駿河台家）

34 狩野洞白愛信 倣狩野元信　天拝布袋図 絹本墨画淡彩 一幅 （駿河台家）

35 狩野洞白愛信 寿老人・鶴図 絹本著色 三幅対 （駿河台家）

36 狩野洞白愛信 東方朔・西王母図屏風 紙本著色 六曲一双 （駿河台家）

37 狩野春笑亮信 山水図 絹本墨画淡彩 一幅 （山下家）

38 狩野梅栄知信 琴棋書画図屏風 紙本墨画淡彩 六曲一双 （深川水場家）

39 狩野休碩友信 山水図 絹本墨画淡彩 一幅 （下谷御徒士町家）

40 狩野玉燕季信 瀟湘八景図巻 紙本墨画 一巻 （下谷御徒士町家）

41 狩野休圓清信 花鳥人物押絵貼屏風 絹本墨画淡彩 六曲一隻 （麻布一本松家）

42 狩野休山是信 諸葛孔明図 絹本著色 一幅 （麻布一本松家）

43 狩野休山徳信 雲龍・風神雷神図 絹本墨画淡彩 三幅対 （麻布一本松家）

44 狩野休圓為信 富士山図 絹本淡彩 一幅 （麻布一本松家）

45 狩野伯圓方信 倣狩野探幽　美人奏楽図 絹本淡彩 一幅 （神田松永町家）

46 狩野即誉種信 寿老人福禄寿図 絹本墨画淡彩 一幅 （芝愛宕下家）

47 狩野即誉種信 梅鷹図 絹本著色 一幅 （芝愛宕下家）

48 狩野即誉種信 白鷴図 絹本著色 一幅 （芝愛宕下家）

49 狩野寿石敦信（秀信） 琴棋書画・群仙図屏風 紙本墨画淡彩 六曲一双 （浅草猿屋町代地家）

50 狩野洞元邦信（生信） 西湖・金山寺図 絹本墨画淡彩 二幅対 （浅草猿屋町代地分家）

51 狩野洞琳波信 流水に梅鳥図 絹本淡彩 一幅 （浅草猿屋町代地分家）

52 狩野洞琳波信 牡丹図 絹本著色 一幅 （浅草猿屋町代地分家）

53 狩野大学氏信 官女図 絹本淡彩 一幅 （築地小田原町家）

54 狩野柳雪秀信 鍾馗図 絹本著色 一幅 （築地小田原町家）

55 狩野柳伯定信 山水図 絹本墨画淡彩 一幅 （築地小田原町家）

56 狩野梅雲為信 虎図 絹本墨画淡彩 一幅 （芝金杉片町家）

57 狩野友甫宴信 鷹狩図 絹本著色 一幅 （根岸御行松家）

58 狩野友甫宴信 瀑布・水辺茅屋図 絹本著色 二幅対 （根岸御行松家）

番号 作者名 作品名 材質・技法 員数 備考・所蔵
展示期間 展示期間

右隻 左隻

巻替 巻替



前期 後期

第四章　変化と飛躍―奥絵師様式の刷新

59 狩野伊川院栄信 倣柏子庭　石菖図 絹本墨画 一幅 （木挽町家）

60 狩野伊川院栄信 牡丹図 絹本著色 一幅 （木挽町家）

61
伝狩野伊川院栄信・
    狩野晴川院養信

富士山登龍図 絹本墨画淡彩 一幅 （木挽町家）

62 狩野晴川院養信 倣狩野元信　富士三保松原図 絹本墨画 一幅 （木挽町家）

63 伝狩野勝川院雅信 松鶴図 絹本著色 一幅 （木挽町家）

64 狩野勝川院雅信 山水図 絹本墨画 一幅 （木挽町家）

65 狩野勝川院雅信 倣雪舟　福禄寿図 絹本墨画 一幅 （木挽町家）

66 狩野勝川院雅信 松図屏風 紙本金地墨画 六曲一双 （木挽町家）

67 狩野祐清英信 鷹図 絹本著色 一幅 （中橋家）

68 狩野祐清英信 卯花に杜鵑図 絹本著色 一幅 （中橋家）

69 狩野祐清英信 雲龍図 絹本墨画 一幅 （中橋家）

70 狩野祐清英信 寿老人図 絹本著色 一幅 （中橋家）

71 狩野祐清邦信 竹梅図 絹本著色 一幅 （中橋家）

72
狩野祐清邦信・
狩野永悳立信

花鳥図屏風 紙本著色 六曲一双 （中橋家）

73 狩野永悳立信 （倣雪舟）梅潜寿老図 絹本著色 一幅 （中橋家）

74 狩野永悳立信 （倣高然暉）山水図屏風 紙本金地墨画 二曲一隻 （中橋家）

75 狩野探信守道 唐子遊印図 絹本淡彩 一幅 （鍛冶橋家）

76 狩野探信守道 円相倣古図 絹本墨画 一幅 （鍛冶橋家）

77 伝狩野融川寛信 瀑布図 絹本墨画 一幅 （浜町家）

78 狩野融川寛信 柳に黄鳥図 絹本著色 一幅 （浜町家）

79 狩野舜川昭信 牡丹図 絹本著色 一幅 （浜町家）

80 狩野董川中信 鷹狩図 絹本著色 一幅 （浜町家）

81

狩野勝川院雅信・
狩野董川中信・
狩野永悳立信・
狩野探淵守真・
狩野探原守経

寄合書図 紙本著色 一幅

82
狩野勝川院雅信・
狩野探淵守真・
狩野永悳立信

日本三景図 絹本墨画金泥引 一幅

83

狩野勝川院雅信・
狩野玉圓永信・
狩野春貞房信・
狩野宗益景信・
狩野素川寿信・
狩野勝玉昭信・
狩野探龍守玉・
狩野探原守経

山水人物花鳥押絵貼屏風 絹本墨画/著色 八曲一隻

番号 作者名 作品名 材質・技法 員数 備考・所蔵
展示期間 展示期間



前期 後期

第五章　江戸狩野派の終焉？－江戸後期表絵師の躍動

84 狩野洞益春信 春秋山水図 絹本著色 二幅対 （駿河台家）

85 狩野洞白陳信 山水図屏風 紙本金地墨画 六曲一双 （駿河台家）

86 狩野洞春秀信 倣円山応挙　寿老人図 絹本著色 一幅 （駿河台家）

87 狩野洞春秀信 白鳩図 絹本著色 一幅 （駿河台家）

88 狩野春貞與信 孔門十哲図 紙本著色 一幅 （山下家）

89 狩野了承賢信 諸葛孔明図 絹本著色 一幅 （深川水場家）

90 狩野探玄守明 黄石公図 絹本著色 一幅 （芝愛宕下家）

91 狩野探玄守明 近江八景図屏風 紙本墨画淡彩 四曲一双 （芝愛宕下家）

92 狩野探龍守玉 牧牛図 絹本墨画淡彩 一幅 （芝愛宕下家）

93 狩野探龍守玉 春景山水図 絹本著色 一幅 （芝愛宕下家）

94 狩野探龍守玉 張良吹簫図 絹本著色 一幅 （芝愛宕下家）

95 狩野素川章信 寿老人・鶴図 絹本淡彩 三幅対 （浅草猿屋町代地家）

96 狩野素川章信 山水図 絹本墨画 二幅対 （浅草猿屋町代地家）

97 狩野素川章信 夏冬山水図 絹本淡彩 二幅対 （浅草猿屋町代地家）

98 狩野洞琳由信 倣狩野元信　山水図 絹本著色 一幅 （浅草猿屋町代地分家）

99 狩野洞琳由信 雷神図 絹本著色 一幅 （浅草猿屋町代地分家）

100 狩野洞琳由信 （倣雪村）鍾馗図 絹本著色 一幅 （浅草猿屋町代地分家）

101 狩野柳雪匡信 菊図 絹本著色 一幅 （築地小田原町家）

102 狩野寛静良信 富士山図 絹本淡彩 一幅 （根岸御行松家）

103 狩野寛静良信 孔雀牡丹図 絹本著色 一幅 （根岸御行松家）

104 笹山伊成栄博 関羽図 絹本著色 一幅

105 永峯伊水栄吉 （倣芸阿弥）　観瀑図 紙本淡彩 一幅

106 永峯伊水栄吉 円相山水図 紙本著色 一幅

107

猪原伊鶴栄昌・
笹山伊成栄博・
早瀬伊迪栄甫・
橋本伊貞栄邦・
伊雪

倣宋元名画図 絹本著色/墨画 一幅

108 狩野探賞守静 倣用田　栗鼠図 絹本墨画 一幅

109 狩野探水守常 西王母図 絹本著色 一幅

110 狩野探水守常 （倣雪舟）梅潜寿老図 絹本著色 一幅

111 前村洞和愛徳 東方朔図 紙本墨画 一幅

番号 作者名 作品名 材質・技法 員数 備考・所蔵
展示期間 展示期間

右隻 左隻


