
作品名 所蔵者（空白は阪急文化財団蔵） 前期 後期

1 瀑布群猿図 明治23年 1890年
2 老松渓流図 明治20年代後半
3 群鴨図 明治42年 1909年
4 四季図 四幅対 明治40年代
5 秋景山水図 明治40年代～大正時代 埼玉県立近代美術館

6 桧樹双鹿図 明治後期～大正時代 個人
7 秋草に兎図 大正2年 1913年 個人
8 竹梅図屏風 明治後期～大正時代 石川県立美術館
9 写生帖 明治24～25年 1891～1892 石川県立歴史博物館

10 写生帖 明治後期～大正時代 石川県立歴史博物館

11 雑画帖 明治後期～大正時代 石川県立歴史博物館

12 草稿 明治後期～大正時代 石川県立歴史博物館

13 日記 明治32年 1899年 石川県立歴史博物館

14 会信旅行記 明治40年 1907年 石川県立歴史博物館

15 柿目白図 明治30年代
16 群鳩図 大正3年 1914年
17 秋景嘯虎図 大正時代 個人
18 桃鶏図 明治20年代後半 石川県立美術館
19 鬼蓼双鶏図 大正2年 1913年
20 花鳥図  十二幅対 大正時代 個人
21 泉鏡花著『照葉狂言』木版口絵 明治33年4月 1900年
22 幸田露伴著『天うつ浪』第三 木版口絵 明治40年1月 1907年
23 尾崎紅葉著『不言不語』木版口絵 明治28年6月 1895年
24 尾崎紅葉著『なにがし』木版口絵 明治34年12月 1901年
25 尾崎紅葉編  『五調子』挿絵 明治28年12月 1895年
26 尾崎紅葉著『多情多恨』挿絵 明治30年7月 1897年
27 坪内逍遙著『牧の方』挿絵 明治30年5月 1897年
28 村井弦斎著『阿古屋及食道楽』木版口絵 明治38年2月 1905年
29 縮緬本『Schippeitaro（竹箆太郎）』 明治21年 1888年 梅花女子大学図書館

30 縮緬本『ニルヴァーナ』 明治30年 1897年 梅花女子大学図書館

31 縮緬本『The boy who drew cats（猫を描いた少年）』 明治31年 1898年 梅花女子大学図書館

32 縮緬本『Sword and blossom poems from the Japanese vol.1（詩集 刀と桜）』 明治42年 1909年 梅花女子大学図書館

33 縮緬本『Images Japonaiseｓ （日本の面影）』 明治29年 1896年 千葉市美術館
34 『日清戦争絵巻』   第一京城之巻・第七 黄海之戦之巻 明治28年 1895年 個人
35 村井弦斎著『Hana, a Daughter of Japan』 明治37年 1904年
36 四季図 四幅対 明治40年代
37 雨中海棠図 明治30年代後半
38 雲雀図  明治30年代後半
39 昼顔図 明治30年代後半
40 秋海棠図 明治30年代後半
41 蕗薹図 明治30年代後半
42 月杜鵑之図 明治35年 1902年
43 木兎図 明治39年 1906年
44 鴨図 明治30年代後半
45 太藺に鷭図 明治30年代後半 千葉市美術館
46 秋草図屏風 明治40年代～大正時代

47 滝図  明治30年代後半
48 筍図  明治30年代後半
49 筍図  明治30年代後半

制作年
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幻の天才画家 鈴木華邨展
－甦る花鳥風月の世界－



作品名 所蔵館（空白は阪急文化財団蔵） 前期 後期

50 観音図 大正時代 個人
51 洛外春色図  明治30年代後半
52 馬上老僧図  明治30年代後半
53 秋江名月図  明治30年代後半
54 蘆に千鳥図 明治30年代後半 個人
55 菊鶉図 明治40年代～大正時代

56 白鷺図 明治36年 1903年
57 芦鷺図 明治40年代～大正時代

58 御本白鷺鉢 4代清水六兵衛作・華邨上絵付  明治30年代前半
59 狗児図短冊  明治40年代～大正時代

60 猿猴図短冊  明治40年代～大正時代

61 桧に蝉図短冊  明治40年代～大正時代

62 蛤苞図短冊  明治40年代～大正時代

63 藤花鯉図 明治30年代後半
64 蝶蜻蛉図 明治30年代後半 個人
65 牡丹猫図 明治30年代後半
66 菜花狗児図 明治39年 1906年
67 葉桜釣人図 明治39年 1906年
68 鼎会寄せ書き巻子 明治39年 1906年
69 月下兎図 明治39～40年 1906～1907年

70 あけび狆図屏風 明治40年 1907年
71 人力車図扇子 明治39年 1906年
72 楽器図扇子 明治39年 1906年
73 枯蓮翡翠図扇子  明治40年代～大正時代

74 河骨図扇子  明治40年代～大正時代

75 藤花図扇子  明治40年代～大正時代

76 桔梗図扇子 大正2年 1913年
77 雲雀図扇子 大正2年 1913年
78 朝顔図 明治20年代～30年代前半

79 蟹図扇面 明治39年 1906年
80 小林一三宛書簡 明治40年5月23日付 明治40年 1907年
81 小林一三宛書簡 明治41年7月25日付 明治41年 1908年
82 小林一三宛書簡  年不詳1月23日付 明治39～40年 1906～1907

83 伊藤半次郎書 小林一三宛葉書 明治41年1月1日付 明治41年 1908年
84 小林一三宛葉書 明治41年1月1日付 明治41年 1908年
85 川端虎三郎筆 小林一三宛葉書  明治41年1月1日付 明治41年 1908年
86 大賀川均一郎筆 小林一三宛葉書 明治42年1月1日付 明治42年 1909年
87 蜃気楼印尽図 明治～大正
88 印譜短冊 明治～大正
89 絵具用小箪笥 個人
90 『日清戦争絵巻』広告下図 明治27年 1894年 個人
91 玉の絵図 明治41年 1908年 個人
92 木版口絵 下図 明治30年代 個人
93 菊池容斎筆『前賢故実』模写 明治20～30年代 個人
94 印章 5点 明治～大正大正 個人

制作年

■次回予告■

2022展示Ⅰ 「千家と十人の職方」（仮） 2022年1月15日（土）～3月13日（日）

マイスター

今回は、三千家歴代の家元と、利休の茶の湯を体現した茶碗を焼いた樂家を筆頭に、大西家、中村家、

奥村家、中川家、土田家、黒田家、飛来家、永樂家、駒沢家の十人の職方の手になる茶道具を、

逸翁のコレクションからご覧いただきます。


