
出品作品リスト

作者名 生没年 題名 制作年 サイズ(cm) 技法・材質

01 野口 謙蔵 明治34(1901)〜昭和19(1944) 冬日風景 昭和9(1934)年 48.7×59.0 油彩・画布（キャンバス布に油絵）

02 鹿子木 孟郎 明治7(1874)〜昭和16(1941) 水郷 明治40年代頃 31.4×48.7 水彩・紙

03 茨木 杉風 明治31(1898)〜昭和51(1976) 水辺夏童 昭和10年代 108.2×30.0 絹本著色（きぬの布に日本画）

04 茨木 杉風 明治31(1898)〜昭和51(1976) 涼夜 昭和45(1970)年 63.3×78.1 紙本淡彩（和紙に日本画）

05 柴田 晩葉 祇園夜桜図 昭和前期 125.3×42.3 紙本著色（和紙に日本画）

06 前田 直衞 大正4(1915)〜平成20(2008) 京の宿 昭和61(1986)年 173.0×222.0 紙本著色（和紙に日本画）

07 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 故郷の人達 昭和4(1929)年 171.3×206.4 紙本著色（和紙に日本画）

08 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 母と子 昭和9(1934)年 58.0×46.0 絹本著色（きぬの布に日本画）

09 明治23(1890)〜昭和51(1976) 滋賀の里 大正9(1920)年 128.5×50.2 絹本著色（きぬの布に日本画）

10 柴谷 道三 明治41(1908)〜昭和59(1984) 海辺の村 昭和4(1929)年頃 56.6×81.3 紙本著色（和紙に日本画）

11 中路 融人 昭和8(1933)〜平成29(2017) 玄映 昭和54(1979)年 161.0×196.5 紙本著色（和紙に日本画）

12 沢 宏靱 明治38(1905)〜昭和57(1982) 湖北 1 昭和56(1981)年 53.0×40.9 紙本著色（和紙に日本画）

13 沢 宏靱 明治38(1905)〜昭和57(1982) 湖北 2 昭和56(1981)年 45.5×33.5 紙本著色（和紙に日本画）

14 沢 宏靱 明治38(1905)〜昭和57(1982) 湖北 3 昭和56(1981)年 45.2×33.2 紙本著色（和紙に日本画）

15 沢 宏靱 明治38(1905)〜昭和57(1982) 牟始風呂 昭和8(1933)年 213.0×150.0 紙本著色（和紙に日本画）

16 中村 岳陵 明治23(1890)〜昭和44(1969) 黄昏時 大正10(1921)年頃 139.0×50.0 絹本著色（きぬの布に日本画）

17 小松 均 明治35(1902)〜平成元(1989) 夜雨の客 昭和59(1984)年 138.2×70.2 紙本墨画（和紙にスミ）

18 中島 来章 寛政8(1796)〜明治4(1871) 田植図 江戸時代末期〜明治初期 42.0×32.7 絹本著色（きぬの布に日本画）

19 小杉 放庵 明治14(1881)〜昭和39(1964) 竹林漁夫図 制作年不明 131.4×42.5 絹本淡彩（きぬの布に日本画）

20 塩川 文麟 文化5(1808)〜明治10(1877) 芦岸漁夫図 安政5(1858)年 (各)167.5×370.8 紙本着色（和紙に日本画）六曲一双屏風

21 島戸 繁 明治35(1902)〜平成10(1998) 冬の舟だまり 昭和32(1957)年 53.0×72.7 油彩・画布（キャンバス布に油絵）

22 太田 喜二郎 明治16(1883)〜昭和26(1951) 湖岸風景 昭和6(1931)年 60.3×72.5 油彩・画布（キャンバス布に油絵）

23 小林 玉采 明治35(1902)〜昭和30(1955) 汽船図 昭和20年代 64.5×82.5 絹本著色（きぬの布に日本画）
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24 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 細雪　挿絵 昭和45(1970)年頃 紙本著色（和紙に日本画）

旧幕時代からの由緒を誇る

  船場の店舗 (旧蒔岡家)
21.0×30.5

帯を締める幸子 30.5×21.0

悦子の綴方「ウサギノミミ」 30.5×21.0

シミを見つめる雪子 21.0×30.5

平安神宮の花見 30.5×21.0

「雪」を舞う妙子 30.5×21.0

妙子の遭難 30.5×21.0

岐阜大垣郊外での蛍狩の夜 22.2×32.3

幸子に妊娠を告げる妙子 21.0×30.5

25 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 窓辺 大正13(1924)年 55.9×42.0 絹本著色（きぬの布に日本画）

26 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 花　其二 昭和9(1934)年 75.5×97.2 紙本著色（和紙に日本画）

27

小倉遊亀関連資料

明治28(1895)〜平成12(2000) 花屑 昭和25(1950)年 71.5×54.3

陶器28

小倉 遊亀

明治28(1895)〜平成12(2000) 呉須赤絵鉢  12.7×25.8

紙本著色（和紙に日本画）

29 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 佳器 昭和31(1956)年 67.0×46.0 紙本著色（和紙に日本画）

30 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 葡萄 昭和34(1959)年 61.5×45.7 紙本著色（和紙に日本画）

31 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 娘 昭和26(1951)年 137.0×109.7 紙本著色（和紙に日本画）

32 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 春日 昭和17(1942)年 56.0×70.0 紙本プラチナ地著色（プラチナはくをはった和紙に日本画）

33 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 姉妹 昭和45(1970)年 139.0×144.0 紙本プラチナ地著色（プラチナはくをはった和紙に日本画）

34 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) うす霜 昭和59(1984)年 59.5×89.5 紙本著色（和紙に日本画）

35 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 盛られた花 昭和38(1963)年 37.7×52.8 紙本金地著色（金ぱくをはった和紙に日本画）

36 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 静物 昭和40年代 46.0×57.5 紙本プラチナ地著色（プラチナはくをはった和紙に日本画）

37 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 紅白紫黄 平成元(1989)年 46.0×55.0 紙本金地著色（金ぱくをはった和紙に日本画）

38 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 白桃 平成12(2000)年 45.4×53.0 紙本著色（和紙に日本画）

39 小倉 遊亀 明治28(1895)〜平成12(2000) 盛花 平成12(2000)年 53.0×72.0 絹本著色（きぬの布に日本画）
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