
新収蔵品　絵絹から画紙へ　岩野平三郎和紙関係資料

平成28年5月20日（金）〜6月19日（日）

No. 作家名、発行者名等 作品・資料名 形態 制作年 分類

1 ー
商品案内　“KIN-GIN PAPER （金銀潜
紙）”　451Jackson Square San Francisco

冊子 1948（昭和23）年以降 資料類

2 ー 實用新案登録証　第63046号「繒絹地」 1922（大正11）年2月7日 資料類

3 竹内
たけうち

栖鳳
　せいほう 満林秋色　　※福井県立美術館蔵 銀潜紙着色 軸装 1937（昭和12） 作品

4 真
しんどうれいめい

藤黎明 葡萄 金潜紙着色 軸装 作品

5 大矢峻嶺
おおやしゅんれい 梅松鶴

金銀潜紙着色
6曲1双屏風

1927（昭和2）頃 作品

6 特許局長官埼川才四郎 特許證　特許第62499号「日本畫用畫紙」  1925（大正14）年2月19日 資料類

7 竹内栖鳳 柳郷清暑 紙本墨画 軸装 作品

8 竹内栖鳳 菜介 紙本墨画淡彩 軸装 作品

9 冨田渓仙
とみたけいせん 獅子猛進の図 紙本墨画淡彩 軸装 1922（大正11） 作品

10 小杉放庵
ほうあん

（未
みせい

醒） 老牛像 紙本墨画 軸装 1922（大正11） 作品

11 横山大観 書「大観」 紙本墨書　軸装 制作年不詳 書・書簡

12 横山大観 茄子 紙本墨書　軸装 1926（大正15）頃か 作品

13 横山大観 朝陽 紙本着色 軸装 作品

14 横山大観 月明 紙本墨画 軸装 1924（大正13） 作品

15 横山大観
横山大観書簡　岩野敬三の華燭の記念
に絵を贈る

書簡　額装 1924（大正13）年10月23日 書・書簡

16 安田
やすだ

靫彦
ゆきひこ 安田靫彦書簡　絹本と紙本を比較した画

論　巻子6
書簡　巻子 1923(大正12)年6月11日 書・書簡

17 冨田渓仙
冨田溪仙書簡　関東大震災義捐の画を
描く・義捐の画紙を贈るも日本画は絹本
という因習有り　112‐3

書簡 1923(大正12)年9月13日 書・書簡

18 横山大観
横山大観書簡　長巻の絵真体にて描く故
に絹に代えることを伝える・紙本は行草
体のものに適する由　181‐61

書簡 1923(大正12)年6月10日 書・書簡

19 岩野製紙場発行 商品案内「新製日本畫紙案内」 冊子 1925（大正14） 資料類

20〜31 ー 書・書簡

32
日本美術院発行
大塚工藝社発売

『大観作品集』 画集 1925（大正14）年9月2日 資料類

33
高島屋呉服店美術部発行
京都原色写真精版印刷社
印刷

冨田渓仙作品集『近畿柳櫻』 画集 1926(大正15)年4月10日 資料類

34 株式会社講談社 完全原色　国宝「源氏物語絵巻」複製 巻子 1967（昭和42） 資料類

35 大塚工芸社 複製　横山大観「生々流転」 巻子 資料類

36 大塚工芸社 複製　横山大観「輝く大八州」 巻子 資料類

37 大塚稔鍳製（大塚工芸社） 工芸画　横山大観「龍蛟躍四溟」 6曲1双屏風 資料類

38 特許局長官埼川才四郎
特許證　特許第77041号「書画用麻紙の
製法」

 1928（昭和3）年6月15日 資料類

39 小杉放庵
小杉放庵書簡　麻紙への謝辞「麻紙の放
庵か放アンの麻紙」・麻紙の代価を物々
交換のみにて相すまぬ心地　72‐54

 1941（昭和16）年2月6日 書・書簡

40 冨田渓仙
冨田溪仙書簡　仏国大使の短詩と合作
の木版画に合う紙を求める　112-33

 1926(大正15)年7月29日 書・書簡

「新製日本畫紙案内」の見本紙の請求についての書簡（大正14年分）12通
5月31日付安田靫彦書簡（169‐3）、6月12日付門井掬水書簡　（44‐1）、6月12日付長嶺大浩書簡
（118‐1）、6月12日付水上泰生書簡（163‐1）、6月17日付石山太柏書簡（10‐1）、6月18日付石崎重
利書簡（9‐1）、6月18日付東京美術院書簡（114‐1）、6月19日付西沢笛畝書簡（126‐1）、6月21日付
金島桂華書簡（45‐1）、6月23日付鷹田其石書簡（101‐1）、7月8日付那波利貞書簡（124‐1）、8月25
日付折本香澄書簡（40‐1）
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No. 作家名、発行者名等 作品・資料名 形態 制作年 分類

41 —
扇面形判木製　「クロデ大使冨田画伯近
作用紙」用

 1926(大正15） 資料類

42
絵：冨田渓仙
詩：ポール・クローデル

「四風帖」（4枚組のうち3枚）山濤書院　ク
ローデルサイン入り復刻版No.39/200部
の内

 1926(大正15)年10月25日 作品

43 横山大観
横山大観書簡　水墨画には白き麻紙を
好む・久邇宮家、東伏見宮家、九条武子
を紹介する　181‐9

 1926(大正15)年11月3日 書・書簡

44 横山大観 横山大観書簡　献上画「鸛よく図記」　181‐

巻子7
 1926(昭和元)年8月 書・書簡

45 山口華楊
やまぐちかよう 瑞果（桃図） 紙本淡彩 軸装 作品

46 金島桂華
かなしまけいか リス 紙本墨画淡彩　 軸装 作品

47 松林桂月
まつばやしけいげつ 紅梅 紙本着色 軸 作品

48 西山
にしやますいしょう

翠嶂 東望朔 紙本着色 軸 1927（昭和2） 作品

49〜58 ー 書・書簡

59〜74 ー 書・書簡

75 山元
やまもとしゅんきょ

春挙 美穂之図 紙本着色金彩　軸 1928(昭和3） 作品

76 川合玉堂 御屏風絵 紙本着色 軸装 1928(昭和3） 作品

77 冨田渓仙 白梅寒牡丹 紙本着色金泥 軸 1932（昭和7） 作品

78 木村
きむら

武
ぶ

山
ざん 牡丹雀 紙本墨画金彩 軸 1927（昭和2）頃か 作品

79 小川芋銭
おがわうせん 歳星下金馬寿八千（東方朔） 紙本墨画淡彩 軸装 1928（昭和3） 作品

80 石井柏亭
いしいはくてい 木蓮 紙本着色 軸 作品

81 菅楯彦
すがたてひこ 宴楽 紙本墨画淡彩 軸装 作品

82 荒木十畝
あらき　じっぽ 叺々鳥図 紙本墨画淡彩 軸装 作品

83 下村
しもむらかんざん

観山 張果老 紙本墨画淡彩 軸装 1926(大正15） 作品

84 小杉放庵 珠雞 紙本墨画淡彩 軸装 1936（昭和11） 作品

85 小杉放庵 秋渓 紙本墨画淡彩 軸装 作品

86 谷聴泉
たにちょうせん 唐獅子図 紙本着彩 2曲1双屏風 1932（昭和7）頃か 作品

87 岩野平三郎（三代）
昭和54年度桂離宮古書院
御修復桐紋型押紙

1979（昭和54） 資料類

88 岩野平三郎（三代）
三回忌、十七回忌記念越前手漉和紙鑑
五部之一

まくり 1976（昭和51） 資料類

89 岩野平三郎（三代）
標本紙　『絵絹から画紙へ　―岩野平三
郎伝―』所収

1976（昭和51） 資料類

貼り交ぜ屏風（岡大紙関係）　2曲1隻屏風
岩野平三郎（二代）書簡　初代・早稲田大学図書館壁画公開祝賀参列の報告Ⅰ、岩野平三
郎（二代）書簡　初代・早稲田大学図書館壁画の祝賀会報告Ⅱ、大倉喜七郎書簡　早稲田
大学図書館壁画用紙を讃える、小杉放庵書簡　三越個展の成功を謝す、　横山大観書簡
方三間の紙製作可能の報告を聞き驚喜する、横山大観書簡　岡大紙の献上について、岩
野平三郎書簡　早稲田大学宛・早稲田大学図書館壁画用紙請求書写、横山大観書簡　和
紙献上の手続きを知らせる、横山大観書簡　霊峰、朝陽図の送り状、新聞記事「三間四方
の紙に両画伯の大作」

貼り交ぜ屏風（麻紙、白鳳紙、御大礼屏風関係）　2曲１隻屏風
岩野平三郎書簡　初代・麻紙試製品送先、岩野平三郎書簡　御大禮御屏風御画紙白鳳紙
請求書、岩野平三郎書簡　御画紙白鳳紙請求書（久邇宮家）、関屋貞三郎書簡　悠紀主基
屏風料紙を「白鳳紙」と命名する、川端龍子書簡　麻紙所見、宮内省書簡　御大禮屏風用
紙の件につき招請の由・電報、宮内省書簡　御大禮屏風料紙の見積及び請求書を求める、
小杉放庵書簡　麻紙は水墨の仕事に合う、菅楯彦書簡　画紙の試筆の所見、菅楯彦書簡
日本画用紙別製注文、久邇宮家書簡　大観推薦の画紙を称賛する、横山大観書簡　西本
願寺用に金濳紙を用いる、皇后宮御歌、新聞記事「秩父宮殿下の御染筆　『八紘一宇』の
題字拝受」、画・富士山、新聞記事「大観画伯空前の大作“霊峰富士”」
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