
　　　　永青文庫

No. 作者 作品名 員数 制作年代 展示期間

前期 後期

4階　日本近代美術を支えたコレクター・細川護立

1 平福百穂 豫譲 6曲1双 大正 6年（1917）

2 松岡映丘 室君 6曲1双 大正 5年（1916）

3 菱田春草 平重盛 1幅 明治27年（1894）頃

4 小林古径 孔雀 2曲1隻 昭和 9年（1934）

5 木村武山 祗王祗女 1幅 明治41年(1908)

6 下村観山 春日の朝 1幅 明治42年(1909)頃

7 今村紫紅 三蔵・悟空・八戒 1幅 大正2年（1913）

8 横山大観、下村観山、

竹内栖鳳

観音猿鶴 3幅 明治43年（1910）頃

9 大智勝観、横山大観、

田中青坪、荒井寛方、

堅山南風

鳥尽 4面のうち2面 昭和初期

10 横山大観 草花図 2面 大正10年（1921）

11 横山大観 旭光照波 1幅 大正11年(1922)

12 横山大観 山色連天 1幅 大正14年(1925)

13 横山大観 山色新 1幅 昭和3年(1928）

14 横山大観 社頭雪 1幅 昭和6年（1931）

15 横山大観 田家雪 1幅 昭和12年(1937)

16 横山大観 池辺鶴 1幅 昭和10年(1935)

17 横山大観 神苑朝 1幅 昭和13年(1938)

18 横山大観 海上雲遠 1幅 昭和11年(1936)

3階　細川護立と画家たちの物語

19 赤倉温泉来訪者芳名帳 9冊のうち3冊 大正～昭和期 頁替え

20 孤雲帖 1冊 大正～昭和期 頁替え

21 中村岳陵 山つくし川つくし 1巻 昭和2年(1927) 巻替え

22 中村岳陵 初転法輪之世尊 1面 昭和35年（1960）

23 中村岳陵 摩耶夫人 1面 昭和35年（1960）

24 中村岳陵 魔女 1面 昭和35年（1960）

25 中村岳陵 唐菩薩木彫像 1面

26 中村岳陵 細川護立宛書簡 1通 昭和35年（1960）8月13日

27 中村岳陵 細川護立宛書簡 1通 昭和35年（1960）12月3日

28 鏑木清方 抱一上人 3面 明治42年（1909）

29 鏑木清方 新美辰馬宛書簡 1通 （年不明）9月2日

30 平福百穂 沢庵和尚全集帙見返し下図 14枚のうち2枚 昭和期

31 平福百穂 沢庵和尚全集見返し下図 1冊 昭和期

32 平福百穂 小場恒吉宛書簡 1通 大正6年（1917）8月20日

33 小林古径 画稿 1冊 明治～昭和期

34 小林古径 北支スケッチ 17枚のうち1枚 昭和16年(1941)

35 下村観山 大原御幸 下図 1巻 明治41年(1908) 巻替え

36 安井曾太郎 連雲の町 1面 昭和19年（1944）

37 安井曾太郎 細川護立宛葉書 1通 昭和19年（1944）11月30日

38 梅原龍三郎 唐美人図 1面 昭和25年（1950）

39 梅原龍三郎 貴妃 1面 昭和16年（1941）

40 梅原龍三郎 細川護立宛書簡 1通 昭和24年（1949）9月21日

41 梅原龍三郎 細川護立宛書簡 1通 昭和16年（1941）6月28日

42 重要美術品　加彩舞伎俑 1躯 中国・唐時代（8世紀）

平成29年度夏季展

細川護立と近代の画家たち －横山大観から梅原龍三郎まで－

出品リスト

　　　2017年6月17日（土）～9月10日（日）

　　　　前期：6月17日（土）～7月30日（日）

　　　　後期：8月  1日（火）～9月10日（日）

　　　＊都合により出品作品が変更になることがあります



No. 作者 作品名 員数 制作年代 展示期間

前期 後期

　　横山大観との物語

43 横山大観 蓑田喜太郎宛書簡 1通 （年不明）12月5日

44 横山大観 蓑田喜太郎宛書簡 1通 年月不明

45 横山大観 蓑田喜太郎宛書簡 1通 大正9年（1920）12月6日

46 横山大観 蓑田喜太郎宛書簡 1通 昭和6年（1931）2月4日

　　大観を写す－横山大観写生の会－

47 児島喜久雄 横山大観像 1面 昭和17年（1942）

48 梅原龍三郎 横山大観像 1面 昭和17年（1942）

49 安田靫彦 横山大観像 1面 昭和17年（1942）

50 第5回横山大観写生の会 写真 1枚 昭和17年（1942）4月25日

51 横山大観写生の会 記録 1巻 昭和16年（1941）～18年（1943）

　　赤倉温泉での物語－手拭のデザインに挑む－

52 梅原龍三郎 手拭下図 1枚 昭和初期

53 大智勝観 手拭下図 1枚 昭和初期

54 横山大観 手拭下図 1枚 昭和初期

55 安井曾太郎 手拭下図 1枚 昭和初期

56 横山大観、平福百穂、

梅原龍三郎下図

手拭 3枚

2階　画家から護立へ－扇コレクションを中心に－

57 下村観山 老松図扇面 1本

58 木村武山 椿図扇面 1本

59 堅山南風 秋草図扇面 1本

60 平福百穂 老松図扇面 1本

61 結城素明 百日草図扇面 1本

62 結城素明 破墨山水図扇面 1本

63 平福百穂 花鳥図扇面 1本

64 平福百穂 芦雁図扇面 1本

65 平福百穂 鴛鴦図扇面 1本

66 平福百穂 葡萄図扇面 1本

67 富岡鉄斎 鶯宿梅図扇面 1本 大正12年（1923）

68 鏑木清方 幽霊図扇面 1本

69 下村観山 月光樹影図扇面 1本

70 横山大観 遊魚図扇面 1本

71 下村観山 撫子図扇面 1本

72 横山大観 龍胆図扇面 1本

73 下村清時 松風図扇面 1本

74 横山大観 山水漁舟図扇面 1本

75 山元春挙 老松図扇面 1本

76 山中神風 秋草図扇面 1本

77 富岡鉄斎 狸香合 1合 大正9年（1920）

78 平福百穂絵付 大樋焼茶碗 1口 昭和2年（1927）

79 五代清水六兵衛作

横山大観絵付

細川護立賛

絵御本茶碗 1口 大正～昭和期

80 五代清水六兵衛作

下村観山絵付

絵御本茶碗 1口 大正～昭和期


