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作品番号 作家名 作品名 制作年 材質 寸法 備考

01010027 小杉放菴 正風祖師像 1940-1950年代 紙本・着色 56.5×62.5cm

01010127 小杉放菴 奥の細道 1930年代後半 紙本・着色
24.5×28.0cm／

27.5×21.5cm

01020074 入江　観 杉山の道 1985（昭和60）年 油彩・カンヴァス 100.0×72.7cm

01030015 G.yokouchi 杉並木 紙・水彩 49.5×33.2cm

01030033 吉田　博 杉並木 1894-1899（明治27-32）年頃 紙・水彩 50.2×68.2cm

01030061 Y. Ito 日光杉並木 紙・水彩 49.0×32.6cm

01030074 TABUCHI 今市図 1911（明治44）年 紙・水彩 50.0×31.0cm

01030077 吉田あぐり 日光杉並木 紙・水彩 48.5×31.5cm

01030001 小杉放庵 日光全圖 1935（昭和10）年 紙・水彩 36.8×99.1cm

01030008 鈴木清一 日光 紙・水彩 50.3×32.7cm

01030012 三宅克己 日光 1896（明治29）年 紙・水彩 29.4×49.4cm

01030047 ウォルター・ティンデル 日光の庭園 1909（明治42）年頃 紙・水彩 25.7×36.1cm

01030062 TABUCHI 日光駅前風景 紙・水彩 32.8×49.6㎝

01030063 鈴木清一 日光の庭園 紙・水彩 47.9×32.7㎝

資料 植田孟縉 日光山志　巻一 1837（天保8）年 紙・木版、冊子

資料 日光町観光課　発行 日光全圖 1935（昭和10）年

01030006 野崎華年 東照宮・御水屋 紙・水彩 27.7×20.2cm

01030011 K.MUGAI 大猷院・仁王門 紙・水彩 49.2×31.9cm

01030013 YOKOTSUKA 東照宮・石鳥居と五重塔 紙・水彩 50.2×33.6cm

01030018 A.Tominaga 東照宮・奥社、宝塔 紙・水彩 24.9×33.4cm

01030020 五百城文哉 四本龍寺・三重塔 1892-1905（明治25-38）年頃 紙・水彩 51.2×34.6cm

01030028 河久保正名 輪王寺・相輪橖 紙・水彩 50.7×33.6cm

01030029 河久保正名 東照宮・陽明門と神官 紙・水彩 50.2×33.2cm

01030034 吉田　博 東照宮・石鳥居と五重塔 紙・水彩 51.8×34.3cm

01030035 河合新蔵 東照宮・唐門 1899-1900（明治32-33）年頃 紙・水彩 51.7×34.9cm

01030037 KWASHIKAN 東照宮・陽明門と鼓楼 紙・水彩 49.4×65.7cm

01030040 Shusen 神橋 紙・水彩 46.1×32.2cm

01030050 クレメント・パーマー 神橋 1890（明治23）年 紙・水彩 20.1×30.1cm

01030052 ヘレン・ハイド 日光 1908（明治41）年 紙・水彩 49.4×27.2cm

01030056 丸山晩霞 東照宮・鳥居 1900（明治33）年頃 紙・水彩 25.6×34.5cm

01030058 YOKOTSUKA 東照宮境内 紙・水彩 33.2×49.5cm

01030090 河久保正名 東照宮・陽明門と神輿舎 紙・水彩 35.2×51.0cm

01030091 河久保正名 輪王寺・三仏堂内部 紙・水彩 49.8×33.4cm

01030093 ロバート・ウィアー・アラン 陽明門 1907（明治40）年 紙・水彩 74.0×51.5㎝

資料 長谷川竹葉 日光名勝十二景　神橋 1880（明治13）年 紙本、木版

資料 長谷川竹葉 日光名勝十二景　二堂 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 長谷川竹葉 日光名勝十二景　三仏堂 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 長谷川竹葉 日光名勝十二景　含満淵 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 長谷川竹葉 新鐫　日光十二景　神橋 1881（明治14）年 紙本、木版

資料 長谷川竹葉 新鐫　日光十二景　三仏堂 1881（明治15）年 紙本、木版

資料 長谷川竹葉 新鐫　日光十二景　東照宮 1881（明治16）年 紙本、木版

Ⅰ.　日光への玄関口・今市

Ⅱ.　門前町　鉢石宿

Ⅲ.　いのりの地・二社一寺



資料 長谷川竹葉 新鐫　日光十二景　含満淵 1881（明治17）年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　山菅之橋景 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　大社内表門之景 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　大社表門之景 1880（明治14)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　大社陽明門之景 1880（明治15)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　大猷院二天門之景 1880（明治16)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　大社内内神庫之景 1880（明治17)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　満願寺境内之景 1880（明治18)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　夜叉門之景 1880（明治19)年 紙本、木版

01020066 荻町芳雄 足尾精錬所 1975（昭和50）年頃 油彩・カンヴァス 72.7×50.0㎝

01010132 小杉放庵 関東第一山 1933（昭和8）年頃 紙本・着色 45.4×51.4cm

01020057 吉田　博 中禅寺湖畔 1910-1920年代 油彩・カンヴァス 101.8×68.4cm

01020069 山下新太郎 日光中禅寺湖朝景 油彩・カンヴァス 45.5×60.6cm

01020075 入江　観 湖畔陽洩 2004（平成16）年 油彩・カンヴァス 130.3×162.1cm

01020078 入江　観 湖畔晩夏 2015（平成27）年 油彩・カンヴァス 130.3×193.9cm

01030076 石井柏亭 中禅寺湖畔 1908（明治41）年 紙・水彩 34.5×25.5cm

01030099 入江　観 湖畔の樹 2016（平成28）年 紙・水彩 33.0×42.0cm

01030100 入江　観 小さな橋 2016（平成29）年 紙・水彩 33.0×42.0cm

01040033 武内鶴之助 奥日光男鹿川上流 1937（昭和12）年 紙・パステル 44.0×57.5cm

2009a-01 石川寒巖 華嚴の滝 紙本・墨画 180.5×60.5cm 寄託

国立公園絵画 田辺　至 秋の戦場ガ原 1932（昭和7）年 油彩・カンヴァス 65.2×80.3cm

国立公園絵画 田辺三重松 中禅寺湖 1957（昭和32）年 油彩・カンヴァス 65.2×80.3cm

資料 長谷川竹葉 日光名勝十二景　華厳滝 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　華厳之瀧之景 1880（明治13)年 紙本、木版

資料 亀井至一 日光名勝　歌ヶ浜之景 1880（明治13)年 紙本、木版

01010022 小杉未醒 水村長夏 1927（昭和2）年 絹本・着色 140.5×41.3cm

01010081 小杉放菴 柳 1940年代 紙本・着色 141.0×32.5cm

01010193 小杉放庵 緑蔭群童 1930年代 紙本・着色 39.2×28.3cm

01020007 小杉未醒 泉 1925（大正14）年頃 カンヴァス・油彩 179.0×363.0cm

kk01040080 小杉放菴 コオニユリ 紙・水彩 28.5×21.7cm

kk01040135 小杉放菴 スイカ 紙・水彩 21.8×28.0cm

kk01040366 小杉放菴 ニシキゴイ 1938（昭和13）年 紙・水彩 22.0×28.5cm

kk01040377 小杉放菴 オニヤンマとカエル 紙・水彩 28.7×22.2cm

kk01040372 小杉放菴 カジカ 紙・水彩 21.7×16.6cm

kk01040380 小杉放菴 サワガニ 紙・水彩 21.7×28.6cm

kk01041194 小杉放菴 ザリガニ 紙・水彩 22.1×28.4cm

寄託作品以外全て小杉放菴記念日光美術館蔵

銅山の町・足尾

Ⅳ.　奥日光　豊かな自然

コレクションによるテーマ展示　涼を愉しむ


