
　生没年 作品名
かざまつり りゅうじ

風祭 竜二 1944～ 郷土館ミューズ 額装
とみはり ひろ し　

富張 広司 1936～ 沓掛の大けやき 紙本 版画 額装
む かさ と み

武笠 十三 1924～2008 白馬と緑 紙本 水彩 額装
こ ぼり すすむ

小堀 進 1904～1975 国会議事堂風景 紙本 水彩 額装
　　　　　　ご せ だ ほうりゅう

二世 五姓田 芳柳 1864～1943 筑波山中 紙本 水彩 額装

伊勢国関河原図 麻布 油彩 額装
くりはら しん

栗原 信 1894～1966 潮来 麻布 油彩 額装
はっとり しょういちろう

服部 正一郎 1907～1995 水郷十二橋 麻布 油彩 額装
やまば ひと し

山羽 斌士 1944～ 山麓の家 麻布 油彩 額装
ひ らせ うそん

平㔟 雨邨 1920～2009 王維詩「終南別業」より 紙本 書 額装
よこしま せいこう

横島 青江 1935～2015 宮沢賢治詩「雨ニモマケズ」 紙本 書 額装
そ めや こうそん

染谷 曠邨 1953～ 草野心平詩「書に就いて」 紙本 書 額装
こしょうあん せいくうし

胡牀庵 青空子 1940～ 白澤 紙本 彩色 額装

　生没年 作品名

鬼の念佛 紙本 淡彩 軸装

お がわ う せん

小川 芋銭 1868～1938 木精 絹本 彩色 軸装
　ひらふく ひゃくすい

平福 百穂 1877～1933 湖山雨後 紙本 墨画 軸装
　こ すぎ ほうあん

小杉 放菴 1881～1964 松石 紙本 淡彩 軸装
まつもと  ふうこ

松本 楓湖 1840～1923 仁徳天皇望人煙之図 絹本 彩色 軸装
き むら ぶ ざん

木村 武山 1876～1942 出山釈迦 絹本 彩色 軸装
しもむら かんざん

下村 観山 1873～1930 牧童 絹本 彩色 軸装

和合神 紙本 彩色 軸装

よこやま たいかん

横山 大観 1868～1958 洛陽の夕 絹本 彩色 軸装

暁色 絹本 彩色 屏風
もり た しげる

森田 茂 1907～2009 黒川能 麻布 油彩 額装
つるおか よし お

鶴岡 義雄 1917～2007 双扇舞 麻布 油彩 額装

【展示室２】

美術品展　坂東郷土館ミューズコレクション
令和３年４月17日（土）～６月２0日（日）

【ギャラリー】
作者

切画

作者

                       かわなべ   きょうさい                 やまおか　 てっしゅう

        画：河鍋　暁斎    賛：山岡　鉄舟

               1831～1889           1836～1888



かど い きくすい

門井 掬水 1886～1976 島娘 額装 絹本 彩色

お点前 額装 絹本 彩色
みながわ すえ こ

皆川 末子 1947～ 稚児人形(将門) 布絵
しの だ とうこう

篠田 桃紅 1913～2021 An expanse　 額装
こばやし そうきょじん

小林 巣居人 1897～1978 水郷　春 紙本 淡彩 軸装

水郷　夏 紙本 淡彩 軸装
　　　　　　ご せ だ ほうりゅう

二世 五姓田 芳柳 1864～1943 花房子爵古稀祝賀画集 詞画冊 絹本 彩色
　    　　なかざと たろうえもん

十三代 中里 太郎右衛門 1923～2009 三島掻落し魚文鉢
きんじょう じ ろう

金城 次郎 1912～2004 魚紋抱瓶
　　　　　　　み わ きゅうせつ

十一代 三輪 休雪 1910～2012 萩茶碗
しま だ ふみ お

島田 文雄 1948～ 彩磁椿文鉢
　　　　　　さかいだ かきえもん

十四代 酒井田 柿右衛門 1934～2013 野草花文陶筥
よし た み のり

吉田 美統 1932～ 釉裏金彩花唐草文花瓶

　生没年 作品名
　　　　　　ご せ だ ほうりゅう

二世 五姓田 芳柳 1864～1943 舞楽図 紙本 着色 屏風

羅漢図 絹本 彩色 額装
はつ み かず お

初見 一雄 1924～2018 牡丹 紙本 水彩 屏風
いの せ とう ねい

猪瀬 東寧 1838～1908 山水 紙本 墨画 軸装
お がわ う せん

小川 芋銭 1868～1938 藻刈船 絹本 彩色 軸装
おくはら せい こ

奥原 晴湖 1837～1913 四君子八曲屏風 紙本 淡彩 屏風
しゅく さんぽう

粛 粲寶 1902～1994 飛鱗図 紙本 彩色 額装

喜鵲長春 紙本 彩色 額装

仙童嘻笑 紙本 彩色 額装

不動明王 紙本 彩色 額装

五牛 紙本 彩色 屏風
かわさき ぜ くう

川崎 是空 1922～2014 如意輪観音 額装

千手千眼観音 額装

白衣観音 額装

百事如意寿図 額装

【企画展示室】
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