
綴る画家たち　出品作品リスト

会期：2020年12月24日（木）～2021年2月27日（土） 会場：高知県立美術館1階第4展示室

no, 作家 作品名(和文) 制作年（和暦／西暦） 素材・技法 所蔵

1 中山高陽 酔李白図 明和4年／1767 絹本着色 当館蔵

2 中山高陽 富山寺眺望之詩 安永元年以降／1772～ 紙本墨書 当館蔵

3 中山高陽 山水図 宝暦8年／1758 絹本墨画淡彩 当館蔵

4 中山高陽 伝 郭子儀図（福人図） 安永7年／1778 絹本着色 当館蔵

5 中山高陽 福禄寿三星図 安永7年／1778 紙本墨画 中山高陽粉本資料 ／高知市民図書館蔵

6 中山高陽 陶淵明図 安永5年／1776 紙本淡彩 当館寄託／個人蔵

7 中山高陽 子路負米図 安永5年／1776 紙本墨画淡彩 当館寄託

8 中山高陽 『画譚鶏肋』（上） 安永4年／1775 ― 近森文庫／高知市民図書館蔵

9 中山高陽 『画譚鶏肋』（中） 安永4年／1776 ― 近森文庫／高知市民図書館蔵

10 中山高陽 『画譚鶏肋』（下） 安永4年／1777 ― 近森文庫／高知市民図書館蔵

11 楠瀬大枝 松桜図 制作年不詳 紙本墨画淡彩 当館寄託／個人蔵

12 楠瀬大枝 大原女図（暇あらむ） 制作年不詳 絹本墨画淡彩 高知県立坂本龍馬記念館蔵

13 楠瀬大枝 西王帰化図 文政13年／1830 紙本墨画淡彩 高知県立坂本龍馬記念館蔵

14 楠瀬大枝 『燧袋』　三十 文政5年／1822 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

15 楠瀬大枝 『燧袋』　三十七 文政7年／1824 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

16 楠瀬大枝 『燧袋』　四十七 文政11年／1828 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

17 松村蘭台 飲中八仙図 制作年不詳 絹本着色 当館蔵

18 楠瀬大枝 『燧袋』　二十六 文政3年／1820 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

19 島崎呉江 吸江図 天保5／1835 絹本着色 竹村守博氏より寄託

20 楠瀬大枝 『燧袋』　六十二 天保5年／1835 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

21 楠瀬大枝 『燧袋』　六十三 天保6年／1836 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

22 壬生水石 吸江図 制作年不詳 紙本彩色 当館寄託

23 楠瀬大枝 『燧袋』　六十 天保3年／1833 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

24 河田小龍 玄宗皇帝図 文久元年／1861 絹本彩色 竹村守博氏より寄託

25 橋本小霞 山水　曲水之図 制作年不詳 絹本彩色 当館蔵

26 橋本小霞 双鶴図 安政6年／1859 絹本彩色 当館寄託

27 徳弘菫斎 富士峰真景図 安政4年以前／～1857 絹本彩色 竹村守博氏より寄託

28 古屋竹原 山水図（二幅対） 天保2年／1831 絹本彩色 当館寄託

29 絵金(弘瀬洞意) 常磐御前図 制作年不詳 紙本墨画、金彩 当館蔵

30 絵金(弘瀬洞意) 大原女図 制作年不詳 紙本彩色 当館蔵

31 楠瀬大枝 『燧袋』　五十一 文政12年／1829 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

32 楠瀬大枝 『燧袋』　六十一 天保4年／1834 ー 楠瀬家資料／高知市民図書館蔵

１．中山高陽　享保2年―安永9年（1717－1780）

２．楠瀬大枝　安永5年―天保6年（1776－1835）



33 河田小龍 吸江下釣図 明治20年／1887 紙本淡彩 当館蔵

34 河田小龍 『小龍日記』 明治21年／1888 ー 当館寄託／個人蔵

35 河田小龍 『小龍日記』 明治23年／1890 ー 当館寄託／個人蔵

36 河田小龍 松梁画本 明治23年／1890 ― 当館寄託／個人蔵

37 河田小龍 『小龍日記』 明治26年／1893 ー 当館寄託／個人蔵

38 河田小龍 『小龍日記』 明治30年／1897 ー 当館寄託／個人蔵

39 河田小龍 『小龍日記』 明治28年／1895 ー 当館寄託／個人蔵

40 河田小龍 児島高徳 明治24年／1891 紙本墨画淡彩 当館寄託／個人蔵

41 河田小龍 山水図 明治29年／1896 絖本墨画 当館寄託

42 河田小龍 墨梅図 明治10年頃／c. 1877 紙本墨画 当館蔵／平成30年度新規収蔵品

43 南部錦渓／今井小藍 花鳥山水図屏風 明治32年／1899 紙本墨画淡彩 当館蔵／平成30年度新規収蔵品

44 山本昇雲 日記『米寿』 昭和32-34年（1957-1959） ー 個人蔵

45 山本昇雲 東京近郊風景画巻 昭和年頃 紙本彩色 当館蔵

46 山本昇雲 二人美人図 大正期-昭和5年頃 絹本彩色 個人蔵

47 山本昇雲 兎ぶどう図 大正期 絹本彩色 個人蔵

48 山本昇雲 色紙（猿舞・三社祭） 大正13年／1924 色紙 個人蔵

49 山本昇雲 山本昇雲スケッチ帳 昭和20年／1945 紙に鉛筆 当館蔵

50 山本昇雲 山本昇雲スケッチ帳 昭和21年／1946 紙に墨 当館蔵

51 山本昇雲 山本昇雲スケッチ帳 昭和34年／1959 紙に墨 当館蔵

52 山本昇雲 色紙 昭和22年以降／1947～ 色紙 個人蔵

53 山本昇雲 『風俗画報』88号　表紙絵 明治28年／1895 紙にリトグラフ 当館蔵

54 山本昇雲 『風俗画報』99号　表紙絵 明治28年／1895 紙にリトグラフ 当館蔵

55 山本昇雲 『風俗画報』156号　表紙絵 明治31年／1898 紙にリトグラフ 当館蔵

56 山本昇雲 『風俗画報』臨時増刊119号　表紙絵 明治29年／1896 紙にリトグラフ 当館蔵

57 山本昇雲 『風俗画報』臨時増刊120号　口絵 明治29年／1896 紙にリトグラフ 当館蔵

58 山本昇雲 今すがた　ゆきのはだ 明治39年／1906 紙に木版 当館蔵

61 山本昇雲 今すがた　おすずみ 明治39年／1906 紙に木版 当館蔵

60 山本昇雲 今すがた　京の嶌原 明治40年／1908 紙に木版 当館蔵

59 山本昇雲 今すがた　ぬいとり 明治40年／1907 紙に木版 当館蔵

63 山本昇雲 子供あそび　園のゆき 明治39年／1906 紙に木版 当館蔵

65 山本昇雲 子供あそび　雪戦 明治39年／1906 紙に木版 当館蔵

64 山本昇雲 子供あそび　かくれんぼ 明治39年／1906 紙に木版 当館蔵

62 山本昇雲 子供あそび　ゆきだるま 明治40年／1907 紙に木版 当館蔵

３．河田小龍　文政7年－明治31年（1824－1898）

４．山本昇雲　明治3年―昭和40年（1870－1965）

［特集展示］生誕150年記念　山本昇雲特集


