
NO 絵師 題名 制作年 版元

Ⅰ.山ー山岳美の発見ー

1 𠮷田博 富士山 御殿場 昭和4年(1929)

2 チャールズ・バートレット ＳＨＯＪＩ（精進湖より見たる富士） 大正5年(1916) 渡邊庄三郎

3 高橋松亭 玉穂付近 昭和11年(1936) 渡邊庄三郎

4 川瀬巴水 旅みやげ 第三集 飛騨中山七里（雪中） 大正13年(1924) 渡邊庄三郎

5 伊藤孝之 暁の妙高山 昭和8年(1933)3月 渡邊庄三郎

6 伊東深水 大島十二景之内 砂上スキー 昭和13年(1938) 渡邊庄三郎

7 川瀬巴水 阿蘇之夕（外輪） 昭和23年(1948) 渡邊庄三郎

8 川瀬巴水 元箱根見南山荘風景（１） 芦の湖の夕富士 昭和10年(1935)夏 渡邊庄三郎

9 川瀬巴水 元箱根見南山荘風景（４） つつじ庭より富士を見る 昭和10年(1935)夏 渡邊庄三郎

10 川瀬巴水 東海道風景選集 田子之浦之夕 昭和15年(1940) 渡邊庄三郎

11 𠮷田博 日本アルプス十二題の内 穂高山 大正15年(1926)

12 𠮷田博 日本アルプス十二題の内 立山別山 大正15年(1926)

13 𠮷田博 日本南アルプス集 駒ヶ岳山頂より 昭和3年(1928)

14 𠮷田博 富士十景 山頂剣ヶ峰 昭和3年(1928)

15 𠮷田博 富士十景 興津 昭和3年(1928)

16 𠮷田博 富士十景 むさしの 昭和3年(1928)

17 石井鶴三 日本風景版画 第十集 日本アルプス之部 槍ヶ岳 大正9年(1920) 日本風景版画会

18 山口進 新日本百景 ７ 上高地 昭和14年(1939) 日本版画協会

19 恩地孝四郎 新日本百景 36 雲仙一景 昭和15年(1940) 日本版画協会

20 織田一磨 日本名山画譜 黒部宇奈月温泉夜景 昭和10年(1935)

21 織田一磨 日本名山画譜 妙義山 昭和12年(1937)

22 織田一磨 日本名山画譜 焼岳 昭和12年(1937)

23 畦地梅太郎 石鎚山 昭和11年(1936)

Ⅱ.水ー海・川・湖、そして雨ー

24 川瀬巴水 暮れゆく古川堤 大正8年（1919）初夏 渡邊庄三郎

25 川瀬巴水 旅みやげ 第三集 但馬城崎 大正13年(1924) 渡邊庄三郎

26 川瀬巴水 大宮見沼川 昭和5年(1930) 渡邊庄三郎

27 川瀬巴水 井之頭の春の夜 昭和6年(1931)4月 渡邊庄三郎

28 川瀬巴水 日本風景集Ⅱ 関西編 讃岐 海岸寺の浜 昭和9年(1934)5月 渡邊庄三郎

29 川瀬巴水 信州 木崎湖 昭和16年(1941) 渡邊庄三郎

30 川瀬巴水 旅みやげ 第三集 福岡西公園 昭和3年(1928) 渡邊庄三郎

31 𠮷田博 瀬戸内海集 第二 木の江 昭和5年(1930)

32 𠮷田博 瀬戸内海集 第二 倉 昭和5年(1930)

33 𠮷田博 瀬戸内海集 第二 潮待ち 昭和5年(1930)

34 𠮷田博 関西 瀬田之唐橋 昭和8年(1933)

35 𠮷田博 関西 加茂川 昭和8年(1933)

36 𠮷田博 日田筑後川の夕 昭和2年(1927)

37 川瀬巴水 日光 けごんの滝 昭和11年(1936)頃 加藤潤二

38 川瀬巴水 七里ヶ浜 昭和11年(1936)頃 加藤潤二

39 川瀬巴水 日本風景選集 木曽の寝覚 大正14年(1925) 渡邊庄三郎

40 𠮷田博 日本アルプス十二題の内 黒部川 大正15年(1926)

41 石井柏亭 日本風景版画 第一集 北陸之部 能登和倉 大正6年(1917) 日本風景版画会

42 平福百穂 日本風景版画 第三集 東北之部 松しま 大正6年(1917) 日本風景版画会

43 坂本繁二郎 日本風景版画 第六集 筑紫之部 神湊 大正7年(1918) 日本風景版画会

44 川上澄生 日本新八景 日光之部 がんまんヶふち 昭和4年(1929) 創作版画倶楽部

45 前川千帆 新日本百景 １ 紀州瀞八丁 昭和13年(1938) 日本版画協会

46 麻田弁次 新日本百景 12 琵琶湖 昭和14年(1939) 日本版画協会

47 前田政雄 新日本百景 18 小笠原母島 昭和14年(1939) 日本版画協会

48 下澤木鉢郎 新日本百景 39 十和田湖 昭和16年(1941) 日本版画協会

Ⅲ.寺社ー調和の美ー

49 𠮷田博 杉並木 昭和12年(1937)

50 𠮷田博 陽明門 昭和12年(1937)

51 𠮷田博 東照宮 昭和12年(1937)

52 𠮷田博 関西 猿沢池 昭和8年(1933)

53 𠮷田博 桜八題 楼門 昭和10年(1935)

54 𠮷田博 桜八題 鐘楼 昭和10年(1935)

55 𠮷田博 桜八題 三渓園 昭和10年(1935)

56 𠮷田博 八坂神社 昭和10年(1935)

57 𠮷田博 御室 昭和15年(1940)

58 𠮷田博 竹林 昭和14年(1939)

59 川瀬巴水 日本風景選集 出雲 安来清水 大正15年(1926) 渡邊庄三郎

60 川瀬巴水 旅みやげ 第三集 房州 太海 大正14年(1925) 渡邊庄三郎

61 川瀬巴水 目黒不動堂 昭和6年(1931) 渡邊庄三郎

62 川瀬巴水 日本風景集Ⅱ 関西編 奈良春日神社 昭和8年(1933)4月 渡邊庄三郎

2019.7.13（土）― 9.8（日）



63 川瀬巴水 日本風景集Ⅱ 関西編 高野山鐘楼 昭和11年(1936)2月 渡邊庄三郎

64 川瀬巴水 日本風景集Ⅱ 関西編 讃州 善通寺 昭和12年(1937)3月 渡邊庄三郎

65 川瀬巴水 備後 阿伏兎観音 昭和14年(1939)10月 渡邊庄三郎

66 土屋光逸 日光五重塔 昭和5年（1930）頃 川口

67 笠松紫浪 桜 上野東照宮 昭和10年(1935)春 渡邊庄三郎

Ⅳ.東京ー変わりゆく街並みー

68 𠮷田博 東京十二題 隅田川 大正15年(1926)

69 笠松紫浪 東京近郊八景之内 行徳今井橋ノ深秋 昭和14年(1939)11月 渡邊庄三郎

70 川瀬巴水 東京二十景 池上市之倉（夕陽） 昭和3年(1928) 渡邊庄三郎

71 川瀬巴水 東京二十景 桜田門 昭和3年(1928) 渡邊庄三郎

72 𠮷田博 東京十二題 旧本丸 昭和4年(1929)

73 𠮷田博 東京十二題 平河橋 昭和4年(1929)

74 土屋光逸 東京風景 上野公園 昭和10年(1935)11月 土井貞一

75 川瀬巴水 東京二十景 御茶の水 大正15年(1926) 渡邊庄三郎

76 小泉癸巳男 昭和大東京百図絵 三十四景 聖橋 昭和7年(1932)7月

77 小泉癸巳男 昭和大東京百図絵 十二景 春の銀座夜景 昭和6年(1931)3月

78 笠松紫浪 春の夜 銀座 昭和9年(1934)4月 渡邊庄三郎

79 小泉癸巳男 昭和大東京百図絵 三景 三井と三越 昭和4年(1929)12月

80 小泉癸巳男 昭和大東京百図絵 六十一景 淀橋区新宿街景 昭和10年(1935)4月

81 恩地孝四郎 東京回顧図会 東京駅 昭和20年(1945) 富岳出版社

82 平塚運一 東京回顧図会 数寄屋橋 昭和20年(1945) 富岳出版社

83 川瀬巴水 増上寺之雪 昭和28年(1953) 渡邊庄三郎

作家名 題名 制作年

小杉放庵 厳島風景 昭和８年（1933）

小杉未醒〈放菴〉 入江の一角（ブルターニュ風景） 大正２年（1913）

小杉未醒〈放菴〉 ドレスデン 大正２年（1913）

小杉未醒〈放菴〉 琉球風景 大正５年（1916）

小杉未醒〈放菴〉 シンガポールにて 大正２年（1913）

田山花袋・小栗風葉・沼波瓊

音・小杉未醒
『東海道旅行図絵』 明治40年（1907）

石川寅治・大下藤次郎・渡部

審也・河合新蔵・吉田博・小

杉未醒・満谷国四郎

『瀬戸内海写生一週』 明治44（1911）

田山花袋・小杉未醒 『耶馬溪紀行 附別府』 昭和２年（1927）

小杉未醒〈放菴〉 『景勝の九州』 昭和５年（1930）

小杉放庵 『琵琶湖をめぐる』 昭和７年（1932）

小杉放庵 『日本の十和田湖と青森の山水』 昭和８年（1933）

小杉放菴 風景（阿武隈川 稚児舞台） 紙、コンテ、マット

小杉放菴 風景（白崖） 昭和29年（1954） 紙、コンテ、マット

小杉放菴 風景（梓川） 紙、コンテ、マット

小杉放菴 風景（川治湯） 昭和30年（1955） 紙、コンテ、マット

小杉放菴 風景（ほたかの雪渓） 紙、コンテ、マット

小杉放菴 風景（はこねさいの磧） 紙、コンテ、マット

小杉放菴記念日光美術館常設展示 テーマ：小杉放菴の「旅」

紙・水彩

01020020

技法

油彩・カンヴァス

油彩・カンヴァス

紙・水彩

紙・水彩

kk01040710

kk01040702

kk01040750

01030002

01020073

01030080

01030045

kk01040691

kk01040748

作品番号

資料

資料

資料

資料

資料

資料

kk01040704


