
No. 作品・資料名 作家名 所蔵先 展示期間
※全期間展示作品は記載せず

1 神奈川港図 松平文庫（福井県立図書館保管）

2 生糸仕切書 越州屋全右衛門 松屋文庫

3
「日本貿易新聞写」第44号　越州屋全右衛門書簡・
江戸藩邸千本弥三郎宛

越州屋全右衛門 松平文庫（福井県立図書館保管）

4 「風説書」二 越州屋全右衛門　他 松平文庫（福井県立図書館保管）

5 新番格以下 （福井藩）御記録方 松平文庫（福井県立図書館保管）

6 松平春嶽公所用科学器機類　観測用精密時計 英国製　Norris & Co. 16th South St. Liverpool 福井市立郷土歴史博物館

7 松平春嶽公所用科学器機類　方位測定儀 福井市立郷土歴史博物館

8 松平春嶽公所用科学器機類　水銀寒暖計 オランダ製 福井市立郷土歴史博物館

9 松平春嶽公所用科学器機類　木枠入磁針 フランス製 福井市立郷土歴史博物館

10 松平春嶽公所用科学器機類　小型気圧計 英国製　Smith Beck&Beck 31Cornhill London 福井市立郷土歴史博物館

11 松平春嶽公所用科学器機類　双眼鏡 ドイツ製 福井市立郷土歴史博物館

12 松平春嶽公常用　懐中時計・時計鎖・時計掛類 英・仏製 福井市立郷土歴史博物館

13 岡倉家系図（1） 岡倉由三郎 茨城県天心記念五浦美術館

14 岡倉家系図（2） 岡倉由三郎 茨城県天心記念五浦美術館

15 岡倉覚右衛門書簡・山室屋新七宛 岡倉覚右衛門

16 松平春嶽書簡・岡倉老翁宛 松平春嶽 国立大学法人　茨城大学

17 三匝堂詩草 岡倉天心 日本美術院

18 自分の母方の家の事ども 岡倉由三郎 茨城県天心記念五浦美術館

19 山海見立相撲　越前三国 歌川広重（初代） 福井県立美術館

20 諸国名所百景　越前三国乃大湊 歌川広重（二代） 福井県立美術館

21 港（横浜風景） 五姓田義松 神奈川県立近代美術館

22 多摩川畔の図 高橋由一 福井市立郷土歴史博物館

23 工部大学校風景 松岡壽 神奈川県立近代美術館

24 月下の裸婦 山本芳翠 愛知県美術館

25 海景 国沢新九郎 東京国立博物館

26 柳下放牛図 狩野芳崖 福井県立美術館

27 山水 本多天城 川越市立美術館

28 神仙愛獅図 橋本雅邦 川越市立美術館

29 菊花図 岡不崩 福井県立美術館

30 羅漢 狩野友信 東京藝術大学

31 毘沙門天図 Bishamonten Pursuing an Oni 橋本雅邦 フィラデルフィア美術館

32 仁王捉鬼図 狩野芳崖 東京国立近代美術館

33 伏龍羅漢図 狩野芳崖 福井県立美術館

34 飛龍戯児図　Two Dragons in Clouds 狩野芳崖 フィラデルフィア美術館

35 奈良官遊地取（10巻） 狩野芳崖 東京藝術大学

36 奈良古寺社調査手録 岡倉天心 日本美術院 11/19～12/1

37 二見形文台 狩野芳崖画　松平春嶽書 国立大学法人　茨城大学

38 欧州視察日誌 岡倉天心 日本美術院 11/1～11/17

39 近畿宝物調査手帳 岡倉覚三 東京国立博物館

40 宝物古器物古文書関係書類 内務部教育課社寺係 福井県立図書館

41 神社宝物登録台帳 福井県丹生郡役所 福井県立図書館

42 支那旅行日誌　第3冊 岡倉天心 日本美術院

43 雪泥痕 岡倉天心 日本美術院

44 牡丹図 小山正太郎 ひろしま美術館

45 八王子付近の街 浅井忠 愛知県美術館

46 観梅図 本多錦吉郎 東京国立博物館

47 岡倉天心書簡・服部某宛 岡倉天心 公益財団法人　ふくい藤田美術館

48 岡倉天心書簡・平井某宛 岡倉天心 公益財団法人　ふくい藤田美術館

49 小學習畫帖　第六 浅井忠 横浜美術館美術情報センター

50 中学画手本　第五 浅井忠

51 中等画学臨本　前編第一 小山正太郎

52 中等画学臨本　第二篇 小山正太郎

53 中等画学臨本　第四篇 小山正太郎

54 小學毛筆圖畫　臨本　上　附録 岡不崩（吉壽） 横浜美術館美術情報センター

55 小學毛筆圖畫　臨本　七　教師用 岡不崩（吉壽） 横浜美術館美術情報センター

56 小學毛筆圖畫　臨本　八　教師用 岡不崩（吉壽） 横浜美術館美術情報センター

57 帝国毛筆新畫帖 川端玉章 国立大学法人　茨城大学

58 日本美術史綱 岡倉天心 日本美術院

59 泰西美術史ノート 岡倉天心 日本美術院

60 岡倉覚三講義ノート「日本美術史」 原安民筆記 東京藝術大学

61 岡倉覚三講義ノート「美学及美術史」 山本正三郎筆記 東京藝術大学

62 岡倉覚三講義ノート「東洋美術史」 山本正三郎筆記 東京藝術大学

63 岡倉覚三講義ノート「泰西美術史」 山本正三郎筆記 東京藝術大学

64 鬼神置物 山田鬼斎 宮内庁三の丸尚蔵館

空前絶後の岡倉天心展

【第１章】国際人天心の誕生

【第２章】美術指導者としての天心



65
世親立像(模造)　原品：国宝　運慶作　奈良興
福寺蔵

山田鬼斎　模 東京国立博物館

66 聖観音立像(模造)　原品：国宝　奈良薬師寺蔵 山田鬼斎　模 東京国立博物館

67 松鷹図屏風 狩野永徳（伝） 東京藝術大学

68 阿弥陀如来像（摸本） 横山大観　模 東京国立博物館

69 山水図（模本） 下村観山　模 東京国立博物館

70 写生「風呂敷包み」 下村晴三郎（観山） 茨城県天心記念五浦美術館

71 写生「くわい」 菱田三男治（春草） 茨城県天心記念五浦美術館

72 西洋婦人 下村観山 水野美術館

73 肉彫雲小手本 東京藝術大学

74 色紙形蒔絵寄せ額 石井士口　他 東京藝術大学

75 綵観 竹内久一ほか 東京藝術大学

76 元禄美人像 板谷波山 東京藝術大学

77 鷲 山田鬼斎 福井県立美術館

78 聖徳太子坐像 高村光雲 東京国立博物館

79 大塔之宮図 巨勢小石
東京大学　大学院総合文化研究科・
教養学部　駒場博物館

11/1～11/17

80 八幡太郎之図 川端玉章
東京大学　大学院総合文化研究科・
教養学部　駒場博物館

11/19～12/1

81 矢面 岡倉秋水 福井県立美術館 11/1～11/17

82 奇襲 下村観山 福井県立美術館 11/19～12/1

83 鵯越 梶田半古 愛媛県美術館

84 悉達多語天子 寺崎広業 東京藝術大学

85 臨濟一喝 橋本雅邦

86 春暖 西郷孤月 東京藝術大学

87 洋燈と二児童 黒田清輝 ひろしま美術館

88 林檎拾い 久米桂一郎 久米美術館

89 岡倉天心書簡・文部秘書官正木直彦宛 岡倉天心 福井県立美術館

90 東京美術学校岡倉校長排斥事件関係書類 岡倉天心 東京藝術大学

91 岡倉天心書簡・二條基弘公爵宛 岡倉天心

92 冬嶺孤鹿 川合玉堂 ウッドワン美術館

93 恩賜之御衣 小堀鞆音 栃木県立美術館 11/1～11/17

94 武蔵野 菱田春草 富山県立近代美術館

95 菊慈童 菱田春草 飯田市美術博物館

96 竹生島（妙音） 小林古径 福井県立美術館 11/1～11/17

97 王昭君図 菱田春草 善寶寺

98 熊野 木村武山 茨城県近代美術館

99 日蓮辻説法 今村紫紅 福井県立美術館 11/19～12/1

100 摂取 小林古径 福井県立美術館 11/19～12/1

101 人物図 寺崎廣業 個人蔵

102 稲田姫（奇縁） 菱田春草 水野美術館

103 柴舟 菱田春草 茨城県近代美術館

104 温麗・躑躅双鳩 菱田春草 福井県立美術館

105 美人観桜 下村観山 佐久市立近代美術館

106 雄快（海岸怒涛） 菱田春草 長野県信濃美術館

107 隠棲 横山大観 茨城県近代美術館

108 夕立 横山大観 茨城県近代美術館

109 高士望岳 菱田春草 広島県立美術館

110 冬木立 吉田博 横浜美術館

111 クールベ　嵐の海　（AN.4724) 鹿子木孟郎 京都工芸繊維大学美術工芸資料館

112 白衣の少女  (AN.2299) 鹿子木孟郎 京都工芸繊維大学美術工芸資料館

113 円筒管

114 西大井久太郎関連資料 福井県立美術館

115 放鶴 菱田春草 新潟県立近代美術館・万代島美術館

116 木立に白鷺 横山大観 富山県水墨美術館

117 曙 菱田春草 播磨屋本店

118 デッサン（D5) 菱田春草 福井県立美術館

119 デッサン（D6) サースビー姉妹か 福井県立美術館

120 風雪に鷺 横山大観

121 帰猟の図 下村観山

122 雪景の図 横山大観

123 帰帆 横山大観 滋賀県立近代美術館

124 岩に鶺鴒図蒔絵丸額 六角紫水 東京藝術大学

125 岩礁の鵜 横山大観

126 松月雪景 横山大観

127 雪影 横山大観

128 杜鵑 横山大観 福井県立美術館

129 夕の森 菱田春草 飯田市美術博物館

130 海ー月あかり 横山大観 福井県立美術館

131 松島 菱田春草

132 夜桜 菱田春草 飯田市美術博物館

133 帰漁 菱田春草 茨城県近代美術館

【第３章】東洋文化発信



134 大観・春草の作品展の案内状

135 大観、春草の作品展の目録

136 双龍争珠 横山大観 横山大観記念館

137 秋宵 菱田春草 茨城県近代美術館

138 帰舟 菱田春草 播磨屋本店

139 曳舟 横山大観 愛媛県美術館

140 夕陽静波 菱田春草 播磨屋本店

141 海辺朝陽 菱田春草 福井県立美術館

142 「東洋の理想」ロンドン初版本　JOHN MURRAY社刊 岡倉天心 福井県立美術館

143
「日本の覚醒」ニューヨーク初版本　THE CENTURY
COMPAY社刊

岡倉天心 福井県立美術館

144
「茶の本」ニューヨーク初版本　FOX　DUFFIELD＆
COMPANY社刊

岡倉天心 福井県立美術館

145 「Book of tea」 のメモと盆歌 岡倉天心

146 海辺の松 岡倉天心

147 海辺の松（下絵） 岡倉天心

148 驢馬と人物 岡倉天心

149 千秋萬歳之歌 岡倉天心 福井県立美術館

150 日の出（画賛） 岡倉天心

151 月（画賛） 岡倉天心

152 竹の図 岡倉天心

153 山水の図 岡倉天心

154 玉蓮 岡倉天心

155 Modern Problems in Painting 岡倉天心

156 Hymn to the Dusk(黄昏の賛歌） 岡倉天心

157 Aum（唵） 岡倉天心

158 「Kongo seki(The Diamond)」 の詩とリズム 珍田捨巳か

159 The Diamond(昭憲皇太后作「金剛石」の英訳） 珍田捨巳

160 南無大煩悩 岡倉天心

161 名刺（OKAKURA-KAKUZO） 岡倉天心

162 愛那　相斯美（色紙）

163 天心の写真と名前（岡倉覚三）

164 ART　EXPERTS　FROM　JAPAN
（ニューヨークタイムズ新聞切抜）165 日本美術院欧米展新聞記事切抜帖 茨城県天心記念五浦美術館

166 横山大観書簡・アイナ＝サースビー宛 横山大観

167 横山大観書簡・アイナ＝サースビー宛 横山大観

168 横山大観書簡・アイナ＝サースビー宛 横山大観

169 横山大観書簡・アイナ＝サースビー宛 横山大観

170 横山大観書簡・アイナ＝サースビー宛 横山大観

171 横山大観書簡・アイナ・サースビー宛 横山大観 福井県立美術館

172
ボストン美術館　中国・日本美術部キュレーター承
認通知

茨城県天心記念五浦美術館

173 茶籠(ボストン美術館勤務当時天心所用) 国立大学法人　茨城大学

174 茶杓 銘：楽々浪 国立大学法人　茨城大学

175 茶筅 国立大学法人　茨城大学

176 棗 国立大学法人　茨城大学

177 崑崙の釜 国立大学法人　茨城大学

178 ATAKA(安宅) 岡倉天心 国立大学法人　茨城大学

179 KO ATSUMORI(小敦盛-びわの曲) 岡倉天心 国立大学法人　茨城大学

180 The White Fox(白狐、タイプ草稿) 国立大学法人　茨城大学

181 日本美術院院歌　谷中鶯 横山大観 日本美術院

182 横山大観　吊辞 横山大観 東京藝術大学

183 流燈 横山大観 茨城県近代美術館

184 春秋図 横山大観 福井県立美術館

185 時宗 今村紫紅 東京国立近代美術館

186 守屋大連 安田靫彦 愛媛県美術館

187 落葉 菱田春草 福井県立美術館

188 大久米命 前田青邨 岐阜県美術館

189 鵜鷗図 下村観山 滋賀県立近代美術館

190 祇王祇女 木村武山 永青文庫

191 イソップ物語 木村武山 茨城県近代美術館

192 活人箭 平櫛田中 国立大学法人　茨城大学

193 天心岡倉先生（草稿） 下村観山 東京藝術大学

194 五浦釣人像 平櫛田中 国立大学法人　茨城大学

【第４章】新たなる挑戦


