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特別協力＝水野美術館 企画協力＝アートワン 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、館内での下記対策に 

ついて、ご理解･ご協力をお願いいたします。 

・マスクの着用をお願いいたします。 
・鑑賞の際は、1m 程度を目安に他のお客さまとの距離を保ち、 
会話は極力お控えください。 

・壁や展示ケースに触れないようお願いいたします。 
・ベンチは撤去しております。 
・係員の指示に従ってください。 

※作品展示の順番は、会場構成の都合により、本リストの順番とは 

異なっております。 
 

※本リストでは、作品№に続けて作家名/作品名/制作年/材質･技法/

形状/大きさ(㎝)/初出品の順番で記載しております。 

日本画の魅力 
「日本画」という言葉は、明治維新以降、「洋画」に対応して誕生した新語でした。海外へのまなざしが色濃くなった時代、日本画家 
たちは、それまでになかった西洋的な表現と日本古来の技術を融合させようと奮起しました。たとえば、空気や光といった形のない
ものを描くため、日本画本来の輪郭線を用いる描法から逸脱し、朦朧体(もうろうたい)というぼかしの技法を生み出します。また、
狩野派の手本に即した運筆や琳派の華やかな装飾性など、伝統を継承する表現も出現しました。ここでは、和紙や絹の質感、岩絵具
の顔料のきらめき、墨独特のにじみなど、日本画特有の素材を生かしながら、近代以降、花開き進化し続けた日本画の魅力をどうぞ
ご堪能ください。 

The Charm of Nihonga 
Nihonga (Japanese-style paintings) was a new word that appeared after the Meiji Restoration (Meiji Ishin) in contrast to Yōga (Western-style 
paintings). During this period foreign influence was getting stronger, so Japanese artists got fascinated by the idea of blending Japanese 
traditional craft with the new and unknown Western expressiveness. On the one hand, they deviated from the Japanese traditional way of 
painting shapeless objects like air or light with contour lines and created a new gradation technique - mōrōtai - ‘blurred style’. On the other 
hand, they also successfully continued the traditions by following the brushstroke techniques of the Kanō school and the gorgeous 
decorativeness of the Rimpa school. We hope you will enjoy the charm of nihonga paintings that evolved and continued to flourish through 
modern times by bringing out the peculiar qualities of the Japanese materials such as the texture of washi (Japanese paper) and silk, the glitter 
of the paints made from natural mineral pigments, and the unique blur of ink. 

1  橋本 雅邦 

白鶏(はっけい) 
明治27年/絹本彩色/軸装/143.0×61.8 

HASHIMOTO Gaho 
White Rooster 
1894/Color on silk 
 

2  橋本 雅邦 
紅葉白水(こうようはくすい) 
明治35年/紙本彩色/軸装/82.8×106.1 

HASHIMOTO Gaho 
Autumn Landscape 
1902/Color on paper 
 

3  菱田 春草 

月下狐(げっかきつね) 
明治32年/紙本彩色/軸装/135.0×65.5 

HISHIDA Shunso 
Foxes in the Moonlight 
1899/Color on paper 
 

4  菱田 春草 

蓬莱山図(ほうらいさんず) 
明治33年頃/絹本彩色/軸装/115.7×50.2 

HISHIDA Shunso 
Mount Penglai 
c.1900/Color on silk 
 

5  菱田 春草 

月下波(げっかなみ) 
明治40年/絹本彩色/軸装/116.9×50.1 

HISHIDA Shunso 
Waves in the Moonlight 
1907/Color on silk 
 

6  山口 蓬春 
留園駘春(りゅうえんたいしゅん) 
昭和33年/紙本彩色/額装/155.0×121.0 

第1回新日展 

YAMAGUCHI Hoshun 
Idyllic Spring in Liu Yuan Garden 
1958/Color on paper 
 

7  西郷 孤月 
照崖飛瀑(しょうがいひばく) 

明治32年頃/絹本彩色/軸装/138.5×55.5 

SAIGO Kogetsu 
Waterfall 
c.1899/Color on silk 
 

8  西郷 孤月 
月下飛鷺(げっかひろ) 

明治33年/絹本彩色/軸装/113.5×50.0 

SAIGO Kogetsu 
Egret flying in the Moonlight 
1900/Color on silk 
 

9  菊池 契月 

落花(らっか) 

明治37年/絹本彩色/屏風(六曲一隻)/ 

153.0×334.0/第9回新古美術展 

KIKUCHI Keigetsu 
Falling Petals (a Scene from The Tale of 
the Heike) 
1904/Color on silk 
 

10 横山 大観 

鶉(うずら) 

大正14年/絹本彩色/軸装/60.9×86.0/ 

第2回淡交会展 

YOKOYAMA Taikan 
Quail 
1925/Color on silk 
 

11 松林 桂月 

玉堂富貴錦鶏鳥(ぎょくどうふうききんけいちょう) 

昭和10年/絹本彩色/軸装/87.4×115.6 

MATSUBAYASHI Keigetsu 
Golden Pheasants and Flowers 
1935/Color on silk 

12 川合 玉堂 
月下鳴鹿(げっかめいろく) 

明治34年/絹本墨画淡彩/軸装/172.0×101.0 

KAWAI Gyokudo 
Deer Crowing in the Moonlight 
1901/Ink and light color on silk 
 

13 下村 観山 
朝日ニ瀧(あさひにたき) 
制作年不詳/絹本彩色/軸装/142.2×50.3 

再興美術院内 故下村観山遺作展覧会 

SHIMOMURA Kanzan 
Waterfall in the Rising Sun 
Unknown/Color on silk 
 

14 横山 大観 / 下村 観山 
三保松原･三保富士(みほのまつばら･みほのふじ) 

明治44年頃/絹本金地彩色/ 

屏風(六曲一双)/各173.0×367.0 

YOKOYAMA Taikan/SHIMOMURA Kanzan 
Pine Grove at Miho Beach, Mount Fuji 
from Miho 
c.1911/Color on gold ground on silk 
 

15 加山 又造 
猫と牡丹(ねことぼたん) 

平成2年頃/紙本彩色/額装/65.2×90.9 

KAYAMA Matazo 
Cat and Peonies 
c.1990/Color on paper 
 

16 山本 丘人 
庭園(ていえん) 

昭和13年/絹本彩色/額装/198.0×142.0 

第2回新文展 

YAMAMOTO Kyujin 
Garden 
1938/Color on silk 



四季の移ろい 
山や川、海など自然に恵まれた日本の風景は、四季折々、絶えず装いを変えます。私たちは、春の花見や秋の紅葉狩りなど、変化する
季節を楽しみ・愛でる習慣を古くから身に付けてきました。そうした感覚は、日本画の世界にも色濃く反映され、巡りゆく季節を表し
た風光明媚な花鳥図や山水画が生まれていったと言えるでしょう。ここでは、日本画に描かれた四季の表現に注目します。一つの組み
作品に複数の季節を表した春秋図などの日本画ならではの描き方などもご覧いただきながら、彩り豊かな季節の情景をお楽しみください。 

The Change of Seasons 
Japanese scenery is abundant with mountains, rivers, and the sea and it always changes its attire over the flow of four seasons. From ancient 
times we have developed traditions of cherishing and enjoying these seasonal changes, such as hanami (‘viewing cherry blossoms’) in spring 
and momiji-gari (‘colorful foliage viewing’) in autumn. This perception vividly reflected in the world of nihonga paintings gave birth to the 
picturesque kachōzu (‘paintings of flowers and birds’) and sansuiga (‘landscape paintings’) art styles revealing the transition of seasons.This 
section focuses on the depiction of four seasons in nihonga paintings. Enjoy the luxurious colors of seasonal scenes by appreciating the forms 
of expression unique to nihonga, for instance, shunjūzu (‘spring and autumn painting’) – paintings uniting several seasons in one work. 

17 横山 大観 

蓮(はす) 
大正10年/紙本彩色 /額装/66.4×102.0 

YOKOYAMA Taikan 
Lotus 
1921/Color on silk 
 

18 川合 玉堂 
清湍釣魚(せいたんちょうぎょ) 
昭和 24 年/絹本彩色/額装/54.5×72.2 

KAWAI Gyokudo 
Mountain Stream Fishing 
1949/Color on silk 
 

19 杉山 寧 
猫圖(ねこず) 
昭和 27 年頃/紙本彩色/額装/55.0×73.4 

SUGIYAMA Yasushi 
Cat 
c.1952/Color on paper 
 

20 下村 観山 
春秋(しゅんじゅう) 
明治 42 年頃/絹本彩色/軸装(対幅)/ 
各 126.7×49.5 

SHIMOMURA Kanzan 
Spring and Autumn 
c.1909/Color on silk 
 

21 菱田 春草 
桐に小禽(きりにしょうきん) 
明治 41 年頃/絹本彩色/軸装/114.3×48.9 

HISHIDA Shunso 
Firmiana and Bird 
c.1908/Color on silk 
 

22 菱田 春草 
栗鼠之図(りすのず) 
明治 42 年頃/絹本彩色/軸装/99.0×34.5 

HISHIDA Shunso 
Chipmunk 
c.1909/Color on silk 
 

23 川合 玉堂 
鵜飼(うかい) 
昭和 26 年/絹本彩色/軸装/54.0×72.0 

KAWAI Gyokudo 
Ukai (Japanese Cormorant Fishing) 
1951/Color on silk  
 

24 菱田 春草 
葡萄図(ぶどうず) 
明治 43 年頃/絹本彩色/軸装/114.0×41.5 

HISHIDA Shunso 
Summer Grape Vine 
c.1910/Color on silk 
 

25 木村 武山 
秋草図(あきくさず) 
大正 2 年/絹本彩色/軸装/113.5×41.5 

KIMURA Buzan 
Autumn Grasses 
1913/Color on silk 
 

26 小林 古径 
母子雀(ははこすずめ) 
昭和 12 年/絹本彩色/軸装/58.4×72.4 

KOBAYASHI Kokei 
Sparrow Parenting 
1937/Color on silk 
 

27 堅山 南風 
紅楓遊禽図(こうふうゆうきんず) 
昭和 3 年/絹本彩色/軸装/133.5×51.0 

KATAYAMA Nanpu 
Birds Playing under the Japanese Maple  
1928/Color on silk 
 

28 池上 秀畝 

夏二題(なつにだい) 
昭和 15 年/絹本金地彩色/屏風(二曲一双)/ 
各 166.0×155.0 

IKEGAMI Shuho 
Two Scenes from Summer 
1940/Color on gold ground on silk 
 

29 伊東 深水 

春秋屏風(しゅんじゅうびょうぶ) 
昭和 9 年頃/紙本彩色/屏風(二曲一双)/ 

各 175.0×171.0 

ITO Shinsui 
Spring and Autumn 
c.1934/Color on paper 
 

30 堅山 南風 

睡蓮(すいれん) 
昭和 28 年/紙本彩色/額装/169.3×142.8 
再興第 38 回院展 

KATAYAMA Nanpu 
Water Lilies 
1953/Color on paper 
 

31 那波多目 功一 

夏の朝(なつのあさ) 
平成 12 年/紙本彩色/額装/90.9×116.7 
第 55 回春の院展 

NABATAME Koichi 
Summer Morning (Morning Glory) 
2000/Color on paper 

季節を彩る女性たち 
見目麗しい女性像は、古くから画題として好まれ、私たちの眼を楽しませてきました。とりわけ、近代日本画の世界では、「西の松園」 
「東の清方」と並び称されたように、京都画壇の上村松園、東京画壇の鏑木清方が、それぞれに美人画のジャンルを築き上げます。 
その際、描かれた女性たちは、周囲の風景、あるいは身に着けている衣装の柄や小物などの組み合わせによって、季節の情趣を漂わせる
工夫がなされてきました。ここでは、四季の移り変わりを感じさせる美しい女性たちの姿をご覧いただきます。たとえば、夏の暑い盛り
に装う透け感のある着物など、日本らしい「和の美」にも是非、ご注目ください。 

Beautiful Women Coloring the Seasons 
The images of beautiful women that are so enjoyable for our eyes have been a popular art motif from old times. Among others, in the world of 
modern nihonga two names became equally famous as ‘Shoen in the West’ and ‘Kiyokata in the East’ with the genre of bijinga (‘pictures of 
beautiful women’) being developed by Uemura Shoen in Kyoto art circles and Kaburaki Kiyokata in Tokyo art circles. In these works, beautiful 
women express the mood of seasons by the skillfully created combinations of the patterns on their clothes and accessories or through the 
background scenery.In this section, you can see the images of beautiful women creating the mood of the seasonal changes. Pay special attention 
to the uniquely Japanese aesthetics, such as a sensation of transparency of the summer kimono worn in the hottest time. 

32 中村 貞以 

鏡獅子(かがみじし) 

昭和 17 年頃/絹本彩色/額装/75.3×94.7 

NAKAMURA Teii 
Scene from the Kabuki Dance,  
Kagami-Jishi 
c.1942/Color on silk 

33 池田 蕉園 

貝あはせ(かいあはせ) 

大正 4 年頃/絹本彩色/ 

屏風(二曲一隻)/129.0×142.0 

IKEDA Shoen 
Kai-awase (Japanese Shell-matching Game) 
c.1915/Color on silk 

34 菊池 契月 

後宮(こうきゅう) 

明治 43 年/絹本彩色/軸装/169.7×85.4 

KIKUCHI Keigetsu 
Chinese Beauty 
1910/Color on silk 



35 鏑木 清方 

納涼(のうりょう) 

大正 9 年/絹本彩色/軸装/140.0×50.0 

/現代名家新作画幅展 

KABURAKI Kiyokata 
Summer Beauty 
1920/Color on silk 
 

36 鏑木 清方 

月見舟(つきみぶね) 

昭和 30 年/絹本彩色/額装/62.5×71.8/ 

秋高会第 1 回日本画展 

KABURAKI Kiyokata 
Boating to See the Moon 
1955/Color on silk 
 

37 上村 松園 

夕べ(ゆうべ) 

昭和 10 年頃/絹本彩色/額装/154.5×57.4 

UEMURA Shoen  
Twilight 
c.1935/Color on silk 

38 上村 松園 

夏の美人圖(なつのびじんず) 

大正初期/絹本彩色/軸装/137.0×70.2 

UEMURA Shoen 
Beauty Hanging a Mosquito Net 
Early Taisho era/Color on silk 
 

39 上村 松園 

志ぐれ(しぐれ) 

昭和 11 年/絹本彩色/軸装/159.0×55.8/ 

第 2 回五葉会展 

UEMURA Shoen 
Rain Shower in Late Autumn 
1936/Color on silk 
 

40 伊藤 小坡 

美人納涼之圖(びじんのうりょうのず) 

昭和 9 年/絹本彩色/軸装/76.5×89.6/ 

大礼記念京都美術館美術展覧会《月待つ夕》 

ITO Shoha 
Summer Beauty 
1934/Color on silk 

41 菊池 華秋 

夕涼み(ゆうすずみ) 

昭和 19 年/絹本彩色/軸装(対幅)/ 

各 182.5×72.0 

KIKUCHI Kashu 
Women Cool on the Riverside Balcony 
1944/Color on silk 
 

42 伊東 深水 

夜長(よなが) 

昭和 22 年頃/絹本彩色/額装/62.4×72.6 

ITO Shinsui 
Long Autumn Evening 
c.1947/Color on silk 
 

出品作家解説 

池上秀畝
いけがみしゅうほ

 明治7－昭和19 (1874-1944) 

長野県に生まれる。本名 國三郎。祖父と父の影
響を受け幼少より絵に親しむ。明治22年父とと
もに上京し、荒木寛畝に入門。40年の文展開設
に際し、運営に異議を唱えた正派同志会の結成
に参加し評議員となるも、41年第2回文展には
出品し《五月雨》が初入選する。大正5年第10回
文展より3回連続で特選を受賞。8年第1回帝展
からは無鑑査出品となり、その後も委員、審査
員を務め官展を中心に活躍する。花鳥図、山水
画を得意とし、大正期には写実的描写と装飾性を
融合させた豪華絢欄な花鳥図を数多く手掛けた。 

池田蕉園
いけだしょうえん

 明治19－大正6 (1886-1917) 

東京都に生まれる。本名 百合子。旧姓 榊原。15
歳で水野年方に入門。｢蕉園｣の雅号は、同じく
女流美人画家･上村松園の活躍にあやかるよう
にと師 年方が付けたという。明治39年美術研精
会で《我が鳩》が一等賞を受賞、40年東京府勧
業博覧会で《花の陰》が二等賞、同年第1回文展
で《もの詣で》が入選と、早くから力量を発揮。
その後も文展で受賞を重ね、上村松園･島成園と
ともに、“閨秀の三園”と称された。40年頃川合
玉堂に師事する。44年、かねてより相愛の仲に
あった同門の池田輝方と結婚。一男をもうけ画
壇も羨む鴛鷺夫婦であったが、大正6年31歳の
若さで没した。 

伊藤小坡
いとうしょうは

 明治10－昭和43 (1877₋1968) 

三重県に生まれる。本名 佐登（さと）。父は猿田
彦神社の宮司。郷里で磯部百鱗に学んだ後、京
都に出て森川曾文に師事する。曾文没後は谷口
香嶠に師事し小坡と号す。大正4年第9回文展出
品《制作の前》が初入選で三等賞を受賞。8年反
官展を標傍する日本画自由画壇に参加するが、
竹内栖鳳の勧めもあり翌年退会し官展に復帰す
る。昭和3年栖鳳が主催する竹杖会に入会。女性
ならではの細やかな配慮と温かなまなざしによ
る画風で、上村松園に次ぐ京都画壇の女流美人
画家として活躍する。 

伊東深水
いとうしんすい

 明治31－昭和47 (1898-1972) 

東京都に生まれる。本名 一(はじめ)。東京印刷
の活字工、石版画工として勤務する傍ら、中山
秋湖に師事する。明治44年鏑木清方に師事し、
深水の号を与えられる。大正3年再興第1回院展

出品《桟敷の女》が初入選。5年初の木版画《対
鏡》を制作し、橋口五葉らと新版画運動に参加。
この頃から、挿絵や口絵の仕事に打ち込み、6年
間展覧会出品を見送る。13年第5回帝展出品《お
しろい》が入選し、以後、官展を中心に活躍す
る。昭和33年日本芸術院会員となる。モデルと
直接向き合うリアルな表現により、美人画の近
代性を高めた。自ら主宰した朗峯画塾など、後
進の指導にもあたった。 

上 村 松 園
うえむらしょうえん

 明治8－昭和24 (1875-1949) 

京都府に生まれる。本名 津禰(つね)。家は葉茶
屋を営んでいた。周囲の反対を押し切って12歳
で京都府画学校(現･京都市立芸術大学)に入学、
鈴木松年の指導を受ける。松年の退職に伴い退
学。正式に松年に入門する。その後幸野楳嶺、
竹内栖鳳に師事した。明治33年第9回日本絵画
協会･第4回日本美術院連合絵画共進会出品《花
ざかり》が銀牌を受賞し、画壇で認められる。
その後は、官展を中心に花形女流作家として活
躍する。昭和16年帝国芸術院会員となる。23年
には女性初の文化勲章を受章。同じ女性の視点
からみた、格調高い美人画を完成させる。 

堅山南風
かたやまなんぷう

 明治20－昭和55 (1887- 1980) 

熊本県に生まれる。本名 熊次。明治42年上京し
高橋廣湖に師事する。大正2年第7回文展出品 
《霜月頃》が横山大観の賞賛を得て、初入選で 
最高賞の二等賞を受賞する。翌年師を亡くした
事もあり、憧れであり、二等賞を後押ししてく
れた大観を師と仰ぐ。しかしこの後長いスラン
プを迎えるが、初心に戻り一途に写生に励み、
11年再興第9回院展で再入選を果し、以後院展
を中心に活躍する。昭和38年文化功労者とな
り、43年文化勲章を受章。初期は大観に従い歴
史画を描き、その後色彩豊かないきいきとした
花鳥図や、独自の肖像画に新境地を開いた。 

鏑木清方
かぶらききよかた

 明治11－昭和47 (1878-1972) 

東京都に生まれる。本名 健一。父は戯作者の條
野採菊。13歳で父の勧めにより水野年方に師事
する。年方の仕事を引き継ぎ新聞や雑誌に挿絵
を描く一方、展覧会にも出品を重ねる。明治34
年池田輝方らと烏合会を結成。42年第3回文展
出品《鏡》が初入選。以後、挿絵の仕事を減ら
し美人画家として専心する。官展を中心に活躍
し、同じ美人画家である上村松園とともに｢西の

松園、東の清方｣と称される。昭和29年文化勲章
を受章。美人画のほか、肖像画や絵物語にも才
能を見せる。関東大震災後は、失われていく江
戸情緒を絵筆に託した作品も手掛けた。 

加山又造
かやままたぞう

 昭和2－平成16 (1927-2004) 

京都府に生まれる。父は西陣織の衣装図案家で
あった。昭和19年京都市立美術工芸学校(現･京
都市立銅駝美術工芸高等学校及び京都市立芸術
大学)絵画科卒業後、上京し東京美術学校(現･東
京藝術大学)日本画科に入学。卒業後、同校教授
であった山本丘人に師事する。師 丘人に従い創
造美術協会(新制作派協会日本画部を経て現･創
画会)に参加する。25年第2回春季創造美術展出
品《動物園》他が初入選し、以後同展を中心に
活躍する。平成9年文化功労者となり、15年文化
勲章を受章。初期の西洋画の影響を強く受けた
動物画から、琳派や大和絵にならった装飾的な
作品や水墨画など、斬新な発想と大胆な画面構
成、卓越した技巧で独自の画境を展開した。 

川合玉堂
かわいぎょくどう

 明治6－昭和32 (1873-1957) 

愛知県に生まれる。本名 芳三郎。14歳で京都の
望月玉泉に入門し、明治23年京都に出て幸野楳
嶺に師事する。28年第4回内国勧業博覧会で橋
本雅邦《龍虎図》に感銘を受ける。楳嶺の死も
あり、29年上京し雅邦に師事する。31年雅邦に
従い、日本美術院創立に参加する。線描を主と
する玉堂は、朦朧体による色彩表現を追及して
いた横山大観らと方向性を違え、次第に院から
離れ官展へと活躍の場を移していく。40年34歳
の若さで文展審査員に任命される。昭和15年文
化勲章を受章。四条派と狩野派を融合し、日本
の四季折々の自然と人々の生活を描いた詩情豊
かな山村風景画に独自の画境を開いた。 

菊池華秋
きくちかしゅう

 明治21－昭和21 (1888-1946) 

山形県に生まれる。本名 菊地啓三郎。はじめ黒
木華郷に学び、明治40年川合玉堂に入門。大正
3年第8回文展出品《もみぢ》で初入選、以後7年
第12回文展まで入選を重ねる。帝展には10年か
ら入選を重ね、昭和4年第10回帝展出品《伝説星
月夜》が特選を受賞し、翌年無鑑査、6年には推
薦となるが、9年第15回帝展を最後に官展出品
から離れる。川合玉堂の画塾の公開展覧会であ
る下萌会にも出品し、日本画会の幹事も務めた。
人物画や花鳥図を得意とする。 



菊池契月
きくちけいげつ

 明治12－昭和30 (1879- 1955) 

長野県に生まれる。本名 完爾(かんじ)。旧姓 細
野。郷里で南画家 児玉果亭に学ぶ。明治29年家
出同然で京都へ出て、翌年菊池芳文に師事する。
31年第4回新古美術品展出品《文殊》で一等褒状
を受賞。39年芳文の娘婿となり厳しい指導の下、
四条派の習得に励む。文展で9回連続受賞するな
ど京都画壇の有力作家として注目を集める。大
正14年帝国美術院会員、昭和9年帝室技芸員と
なる。四条派を脱し、欧州視察や古典研究を経
て、洗練された鉄線描と清澄な色彩で独自の画
風を確立する。 

木村武山
き む ら ぶ ざ ん

 明治9－昭和17 (1876-1942) 

茨城県に生まれる。本名 信太郎。郷里で南画を
学び、明治23年上京し、私立開成中学校に通う
傍ら川端玉章の画塾で学ぶ。24年東京美術学
校(現･東京藝術大学)に入学し、教授の下村観
山に強く影響を受ける。31年日本美術院創立
に参加。39年院の移転にともない横山大観らと
茨城県五浦へ移る。40年の第1回文展出品《阿房
劫火》で三等賞を受賞し脚光を浴びる。大正3年
大観らと日本美術院を再興し、以後中心的存在
として院の運営に尽力する。優れた色彩感覚に
よる花鳥図や仏画を得意とした。昭和12年脳溢
血により右手の自由を失うも、左手で制作を続
け｢左武山｣の異名を取った。 

小林古径
こばやしこけい

 明治16－昭和32(1883-1957) 

新潟県に生まれる。本名 茂。明治32年16歳で上
京し梶田半古に入門。同年、日本絵画協会･日本
美術院連合絵画共進会で初入選、以降同展で受
賞を重ねる。43年紅児会に参加。大正3年再興第
1回院展に《異端》を出品し、日本美術院同人と
なる。11年日本美術院留学生として前田青邨と
ともに渡欧、大英博物館で模写に従事。帰国後
は線･形態･色彩を単純化した新古典様式と呼ば
れる画風を確立する。昭和6年再興第18回院展
出品の《髪》(重要文化財)はその代表作として、
昭和の日本画界に多大な影響を与えた。10年帝
国美術院会員、19年帝室技芸員となる。25年文
化勲章を受章。 

西郷孤月
さいごうこげつ

 明治6－大正元 (1873-1912) 

長野県に生まれる。本名 規(めぐる)。明治22年
東京美術学校(現･東京藝術大学)に横山大観らと
ともに第1期生として入学する。卒業後、同校研
究科を経て、助教授となる。30年日本絵画協会第
3回絵画共進会出品《春暖》で銅牌を受賞。31年
東京美術学校騒動により同校を辞し、日本美術院
創立に参加する。同年岡倉天心の媒酌で橋本雅邦
の娘を妻とし将来を期待されるも、数年で離婚す
ると画壇から姿を消し放浪の旅へ出る。神戸･姫
路･九州などを遍歴。大正元年台北で発病し、帰
国後39歳の若さで亡くなる。透明感ある色彩と
冴えた筆技による花鳥図･山水画を得意とした。 

下村観山
しもむらかんざん

 明治6-昭和5 (1873-1930) 

和歌山県に生まれる。本名 晴三郎。上京し狩野
芳崖、次いで橋本雅邦に師事する。明治22年東
京美術学校(現･東京藝術大学)に入学。在学中は
｢天心の頭脳が観山の手を動かした｣といわれる
程、校長 岡倉天心に密接な指導を受ける。卒業
後、同校助教授となるも、31年東京美術学校騒
動により辞し、日本美術院の創立に参加する。
36年イギリスへ留学し、水彩画の研究や模写を
行う。大正3年に横山大観らと日本美術院を再
興。院の運営に尽力するとともに、同展で多く
の名作を発表する。卓越した技巧を持ち、狩野
派、琳派などの古典に、西洋美術の写実性を摂
取した格調高い作品を残した。 

杉 山 寧
すぎやまやすし

 明治42－平成5 (1909-1993) 

東京都に生まれる。昭和3年東京美術学校(現･
東京藝術大学)日本画科に入学。在学中から帝
展出品作が入選･特選を受賞する。8年卒業制作 
《野》で首席をとって卒業。その後日展への発表 
を中心に活動し、32年には《孔雀》で日本芸術
院賞を受賞する。35年からは皇室のための作品
を描くようになる。37年にエジプトへ行ったの
を契機に中近東への関心を強め、トルコ･ギリシ
アを中心にたびたび取材旅行に出かけた。45年
日本芸術院会員となる。49年文化功労者として
顕彰され、文化勲章受章。31年から61年までは 
『文藝春秋』の表紙絵を手掛けた。平成3年東京 
都の名誉都民となる。 

中村貞以
なかむらていい

 明治33－昭和57 (1900- 1982) 

大阪府に生まれる。本名 清貞。幼少期に両手に
大火傷を負い指の自由を失うも、修練により両
手に絵筆を挟んで描く｢合掌描法｣を習得する。
大正8年北野恒富に師事する。12年第9回日本美
術院試作展出品《仙女》が初入選で第一席を受
賞。横山大観に認められ、翌年院友となり、以
後院を中心に活躍する。昭和7年再興第19回院
展出品《朝》が日本美術院賞第一賞を受賞。41
年前年の再興第50回院展出品《シャム猫と青衣
の女》で日本芸術院賞を受賞し、現代美人画家
の第一人者としての地位を確立する。モデルの
多くを息女に求め、清雅な趣をたたえる現代的
女性像を描いた。 

那波多目
な ば た め

功一
こういち

 昭和8－(1933-) 

茨城県に生まれる。父は木村武山や中村岳陵に
師事した日本画家であった。16歳より絵を描き
始める。昭和25年再興第35回院展出品《松山》
が初入選し、翌年の第7回日展出品《秋影》でも
初入選する。高校卒業後サラリーマンとしての
人生を選ぶが、年に一度のペースで制作を行い
日展、後に院展に出品を続ける。47年堅山南風
の門に入り、61年頃に会社を辞め画業に専念す
る。平成12年前年の再興第84回院展出品《富貴
譜》で日本芸術院賞を受賞し、14年日本芸術院
会員となる。松尾敏男から｢自分らしい絵を描き
なさい｣と言われたことを契機に、身近な風景や
花をテーマとし、徹底した写生による幻想的で
生命感溢れる花々に独自の画境を開いている。 

橋本雅邦
はしもとがほう

 天保6－明治41 (1835-1908) 

江戸に生まれる。父は川越藩御用絵師。11歳か
ら狩野派を学び、26歳で独立するも、幕末･維
新の動乱の中で生活に窮し、海軍関係の仕事に
従事する。この間、油彩画も試みる。明治22年
に新設された東京美術学校(現･東京藝術大学)
で教鞭をとり、横山大観、菱田春草らを指導す
る。23年第3回内国勧業博覧会出品《白雲紅樹》
(重要文化財)で名声を高め、同年帝室技芸員と
なる。31年東京美術学校騒動により同校を辞
し、日本美術院創立に参加し主幹となる。狩野
派の筆法を土台に、西洋画の空間構成や写実表
現を緩やかに取り入れた新様式の画風を確立
し日本画革新の礎を築く。教育者としても次代
を担う俊英達の育成に大きく貢献した。 

菱田春草
ひしだしゅんそう

 明治7－明治44 (1874-1911) 

長野県に生まれる。本名 三男治(みおじ)。明治
23年東京美術学校(現･東京藝術大学)に入学す
る。卒業制作《寡婦と孤児》が教官たちの大論
争の末、最優等となる。29年母校の教員となる
も、31年東京美術学校騒動で辞し、日本美術院
の創立に参加する。この頃、横山大観らと試み
ていた没線描法が、世間から｢朦朧体｣と酷評を
受ける。37年大観らと欧米を巡る。40年第1回

文展出品《賢首菩薩》(重要文化財)が二等賞を
受賞。この頃眼病を患い療養生活を送るも、そ
の後小康を得て《落葉》《黒き猫》(ともに重要
文化財)など写実と伝統的な装飾美とを調和さ
せた独自の画境を切り開く。しかし、44年眼病
が悪化し、9月慢性肝臓炎による心不全で亡く
なる。 

松 林 桂 月
まつばやしけいげつ

 明治9－昭和38 (1876-1963) 

山口県に生まれる。本名 篤。旧姓 伊藤。少年時
代より、絵画や漢文に親しむ。明治26年上京し、
野口幽谷に南画を学び、日本美術協会を中心に
受賞を重ねる。38年頃より井上馨と交流を結び、
所蔵の古美術を自由に研究する機会を得る。40
年の文展開設に際し、運営に異議を唱え正派同
志会の結成に参加し評議員となるも、41年第2
回文展から出品を行い、以後官展を中心に活躍
する。昭和19年帝室技芸員、33年文化勲章を受
章する。江戸南画の力強い線と濃麗な色彩によ
る花鳥図や、代表作《春宵花影図》のような淡い
色調の情趣表現を基調とした作品を手掛けた。 

山 口 蓬 春
やまぐちほうしゅん

 明治26－昭和46 (1893-197I) 

北海道に生まれる。本名 三郎。はじめ、東京美
術学校(現･東京藝術大学)西洋画科に学び、在学
中、2年連続で二科展に入選するが、のち日本画
科に転科する。大正12年同校を首席で卒業する
と、指導を受けていた松岡映丘門下の新興大和
絵会の会員となる。15年第7回帝展出品(三熊野
の那智の御山)が特選及び帝国美術院賞を受賞
する。官展を中心に活躍し、昭和40年文化功労
者となり文化勲章を受章する。近代的な大和絵
の風景画にはじまり、戦後は単純明快な形態と
色彩による静物画を数多く手掛けた。日本の伝
統的絵画技法とブラックやマティスなどの西洋
近代絵画を参考にした作風は｢蓬春モダニズム｣
と呼ばれた。 

山 本 丘 人
やまもときゅうじん

 明治33－昭和61 (1900-1986) 

東京都に生まれる。本名 正義。大正8年東京美術
学校(現･東京藝術大学)に入学し、松岡映丘に
指導を受ける。同校卒業後、映丘が主宰する木
之華社に参加し、新興大和絵会にも出品する。
昭和3年第9回帝展出品《公園の初夏》が初入
選。9年杉山寧ら映丘門下生と瑠爽画社を結成。
官展にも出品を重ねるが、戦後も旧態依然とし
た体制に不満を持ち、23年上村松篁らと創造美
術(新制作派協会日本画部を経て現･創画会)を
結成する。52年文化功労者となり、文化勲章を
受章する。映丘の影響下での新興大和絵の画風
から、太く面的な輪郭線を用いた力強い風景画
を経て、平明で穏やかな画風を展開した。 

横山大観
よこやまたいかん

 明治元－昭和33 (1868-1958) 

茨城県に生まれる。本名 秀麿。明治22年東京美
術学校(現･東京藝術大学)の第1期生として入学。
教授 橋本雅邦に学ぶ一方、校長 岡倉天心より大
いに啓発を受ける。卒業後、古画模写事業等を経
て、母校の助教授となる。30年日本絵画協会第2
回絵画共進会出品《無我》が銅牌となり出世作
となる。31年東京美術学校騒動により同校を辞
し、日本美術院創立に参加する。この頃、菱田春
草らと試みていた没線描法が、世間から｢朦朧体
｣と酷評を受ける。大正3年日本美術院を再興す
る。琳派に影響を受けた鮮やかな色彩による装
飾的な画風を示す一方、水墨画も数多く手掛け
る。昭和12年に文化勲章受章、26年文化功労者
となる。90歳で亡くなるまで長きに渡り、院のみ
ならず日本画壇を牽引し続けた。 


