
花 ＊ Flower ＊ 華 ―四季を彩る―
会期：2019 年 4 月 6 日(土)～6 月 2 日(日) 10：00～17：00 (入館は16：30まで) 休館日：月曜日 [但し､4/29(月)､4/30(火)､5/6(月)は開館､5/7(火)は休館]

【山種美術館 広尾開館 10周年記念特別展】

章 № 作者 作者生没年 作品名 制作年 材質・技法
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節

1 奥村 土牛 1889-1990 木蓮 1948(昭和 23)年 紙本・彩色

2 渡辺 省亭 1851-1918 桜に雀 20 世紀(明治-大正時代) 絹本・彩色

3 横山 大観 1868-1958 山桜 1934(昭和 9)年 絹本・彩色

4 小林 古径 1883-1957 桜花 1933(昭和 8)年頃 絹本・彩色

5 奥田 元宋 1912-2003 奥入瀬(春) ☆ 1987(昭和 62)年 紙本・彩色

6 石田 武 1922-2010 吉野 2000(平成 12)年 紙本・彩色

7 加山 又造 1927-2004 夜桜 1986(昭和 61)年 紙本・彩色

8 稗田 一穂 1920- 惜春 ☆ 1980(昭和 55)年 紙本・彩色

9 小林 古径 1883-1957 鉢花 1953(昭和 28)年 紙本・彩色

10 小倉 遊亀 1895-2000 憶昔 1968(昭和 43)年 紙本銀地・彩色

11 小茂田 青樹 1891-1933 春雨 1917(大正 6)年頃 絹本・彩色

12
川﨑 小虎 1886-1977

春の訪れ 1924(大正 13)年 絹本・彩色

13 草花絵巻(春) ◆ 1945-50(昭和 20-25)年頃 紙本・彩色

14 渡辺 省亭 1851-1918 牡丹に蝶図 ☆ 1893(明治 26)年 絹本・彩色

15 菱田 春草 1874-1911 白牡丹 1901(明治 34)年頃 絹本・彩色

16 安田 靫彦 1884-1978 牡丹 1947(昭和 22)年 紙本・彩色

17 土田 麦僊 1887-1936 芥子図 1923(大正 12)年頃 絹本・彩色

18 結城 素明 1875-1957 躑躅百合 1930(昭和 5)年頃 絹本・彩色

19 中川 一政 1893-1991 薔薇 1967(昭和 42)年 カンヴァス・油彩

20 福田 平八郎 1892-1974 花菖蒲 1957(昭和 32)年 紙本・彩色

21 杉山 寧 1909-1993 杜若 20 世紀(昭和時代) 絹本・彩色

22 山口 蓬春 1893-1971 唐壺芍薬 1964(昭和 39)年 紙本・彩色

23
小林 古径 1883-1957

白華小禽 1935(昭和 10)年 絹本・彩色

24 萼 1940(昭和 15)年頃 紙本・彩色

25 山口 蓬春 1893-1971 梅雨晴 1966(昭和 41)年 紙本・彩色

26 小林 古径 1883-1957 蓮 1932(昭和 7)年 絹本・彩色

27 杉山 寧 1909-1993 朝顔図 1942(昭和 17)年頃 紙本・彩色

28 梅原 龍三郎 1888-1986 向日葵 1953(昭和 28)年 紙本・油彩

第
２
章

29 山口 蓬春 1893-1971 なでしこ 1948(昭和 23)年頃 紙本・彩色

30 奥村 土牛 1889-1990 桔梗 20 世紀(昭和時代) 紙本金地・彩色

31 酒井 抱一 1761-1828 菊小禽図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色

32 菊池 芳文 1862-1918 花鳥十二ヶ月
1868-1918 年頃
(明治-大正時代)

絹本・彩色

章 № 作者 作者生没年 作品名 制作年 材質・技法
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33 前田 青邨 1885-1977 菊 1940(昭和 15)年 紙本・彩色

34 酒井 抱一 1761-1828 秋草図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色

35 川﨑 小虎 1886-1977 秋瓷 1961(昭和 36)年 紙本・彩色

36 小茂田 青樹 1891-1933 水仙 1919(大正 8)年頃 絹本・彩色

37 牧 進 1936- 明り障子 2004(平成 16)年 紙本・彩色

38 横山 大観 1868-1958 寒椿 1949(昭和 24)年 紙本金地・彩色

39 酒井 抱一 1761-1828 月梅図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色

40
竹内 栖鳳 1864-1942

梅園 1930(昭和 5)年頃 紙本・彩色

41 松竹梅のうち 梅 1934(昭和 9)年 絹本・彩色

42 土田 麦僊 1887-1936 梅花小禽 20 世紀(大正-昭和時代) 絹本・彩色

43 松尾 敏男 1926-2016 朧春 1989(平成元)年 紙本・彩色

44 牧 進 1936- 寒庭聖雪 1981(昭和 56)年 紙本・彩色

45 上村 松篁 1902-2001 春鳩 1980(昭和 55)年 紙本・彩色
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46 岸 連山 1804-1859 花鳥図 19 世紀(江戸時代) 紙本・彩色

47 酒井 鶯蒲 1808-1841 紅白蓮･白藤･夕もみぢ図 19 世紀(江戸時代) 絹本・彩色

48 田能村 直入 1814-1907 百花 1869(明治 2)年 絹本・彩色

49 荒木 十畝 1872-1944 四季花鳥

春(華陰鳥語)

1917(大正 6)年 絹本・彩色
夏(玉樹芳艸)

秋(林梢文錦)

冬(山澗雪霽)

50 小茂田 青樹 1891-1933 四季草花画巻 ◆ 1931(昭和 6)年頃 紙本・彩色

花
と
人

51 渡辺 省亭 1851-1918 御殿山観花図 ☆ 19 世紀(明治時代) 絹本・彩色

52 菱田 春草 1874-1911 桜下美人図 1894(明治 27)年 絹本・彩色

53
上村 松園 1875-1949

桜可里 1926-29(昭和元-4)年頃 絹本・彩色

54 春芳 1940(昭和 15)年 絹本・彩色

55 新井 勝利 1895-1972 杜若 1960(昭和 35)年 紙本・彩色

56 伊東 深水 1898-1972 吉野太夫 1966(昭和 41)年 紙本・彩色

※ ☆印の作品以外は、すべて山種美術館所蔵。 ※ ◆印の作品は、5 月 8 日より場面替え。

※ 展示の都合により出品作品及び展示期間が変更される場合があります。

【山種美術館 広尾開館 10 周年記念特別展】 生誕 125 年記念 速水御舟

会 期： 2019年6月8日(土)～8月4日(日) ※会期中､一部展示替えあり(前期: 6/8-7/7､後期: 7/9-8/4)

休館日： 月曜日 (但し､7/15 は開館、7/16 は休館)

会 場： 山種美術館 (〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-12-36)
お問い合わせ先： 03-5777-8600 (ハローダイヤル)
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展


