
指定 作品名 作者 員数 世紀･年号 所蔵者 展示期間

田中訥言　―復古やまと絵派の祖―
一、古画研究と挿絵

1 当麻曼荼羅縁起 模本 森公風筆・田中訥言模写 二巻 寛政５年(1793) 大本山 光明寺

2 三十六歌仙絵巻 模本 田中訥言模写 二巻 寛政６年(1794) 個人蔵

3 文永賀茂祭草子 模本 田中訥言模写 18-19 金刀比羅宮

4 勝絵絵巻 模本 田中訥言模写 文化６年(1809) 森村記念館

5 水鳥写生図巻 田中訥言筆 18 金刀比羅宮

6 訥言画稿 田中訥言筆 二冊 18-19 個人蔵

7 好古小録 藤貞幹著・田中訥言画 ニ冊 寛政７年(1795)刊 徳川美術館

8 好古日録 藤貞幹著・田中訥言画 二冊 寛政９年(1797)刊 徳川美術館

9 閑田耕筆　 伴蒿蹊著・田中訥言画 四冊 享和元年(1801)刊 徳川美術館

10 庭の訓抄 伴蒿蹊著・田中訥言画 文化４年(1807)刊 徳川美術館

ニ、京都時代
11 朱文公像 柴野栗山賛・田中訥言筆 寛政４年(1792)頃 玉川大学教育博物館

12 中井延清像 中井俊顕賛・田中訥言筆 寛政10年(1798) 京都府立総合資料館 B

13 蓮に鶺鴒図 田中訥言筆 18-19 個人蔵

14 重美 養老勅使図 田中訥言筆 18-19 出光美術館 B

15 異形賀茂祭図巻 田中訥言筆 18-19 出光美術館

16 源三位頼政図 田中訥言筆 19 個人蔵

17 伴蒿蹊像 伴蒿蹊賛・田中訥言筆 文化３年(1806) 個人蔵

18 女和歌三神像 田中訥言筆 三幅対 19 奈良県立美術館 A

三、尾張逗留時代
19 虎渓三笑図 田中訥言筆 19 名古屋市博物館 B

20 鶴包丁図 田中訥言筆 文化8年(1811) 敦賀市立博物館 A

21 重美 十二ヶ月図屏風　 田中訥言筆 六曲一双 19 徳川美術館 半期入替

22 太秦祭図 田中訥言筆 19 名古屋市博物館 A
23 狙公逸猿図 田中訥言筆 19 個人蔵 B

24 和朝曲水図 田中訥言筆 文化９年(1812) 徳川美術館

25 福禄寿図 田中訥言筆 文化９年(1812) 徳川美術館
26 重美 古今著聞集図屏風　 田中訥言筆 六曲一双 文化10年(1813) 徳川美術館
27 竹取物語図 田中訥言筆 19 個人蔵

28 釣狐図扇面 田中訥言筆 19 徳川美術館

四、京都・尾張の往還時代
29 松竹梅に鶴亀図 田中訥言筆 文化11年(1814) 徳川美術館
30 靱猿図 田中訥言筆 文化12年(1815) 徳川美術館
31 瀧山水図 田中訥言筆 19 個人蔵 Ａ

32 白蓮図 田中訥言筆 19 個人蔵 Ｂ

33 孔雀長春図 田中訥言筆 19 京都府立総合資料館 Ｂ

34 朝顔に猫図 田中訥言筆 19 個人蔵 Ｂ

35 重美 雨中蓮鷺図 田中訥言筆 19 個人蔵

36 嵐山図 外山光實賛・田中訥言筆 19 敦賀市立博物館

37 羅陵王・納曽利図 田中訥言筆 19 個人蔵 Ａ

38 羅陵王図 田中訥言筆 19 個人蔵 Ｂ

39 雪月花図 田中訥言筆 19 愛知県立美術館 Ａ

40 藤原師長像 田中訥言筆 19 個人蔵

41 五節供図 田中訥言筆 五幅 19 個人蔵

                                                  ・指定で、重文は重要文化財、重美は重要美術品を示します。
　　　　　　　　　　　　　                        ・都合により出品作品が変更になる場合がございます。
　　　　　　　　　　　　　                        ・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

展示期間：A期間　10月4日(土)～10月22日(水)　Ｂ期間 10月23日(木）～11月9日(日)

徳川美術館･名古屋市蓬左文庫　秋季特別展

　江戸時代後期から幕末にかけ、平安・鎌倉の古典的やまと絵を理想とし、日本古来の美を追求した画
家たちが綺羅星のごとく登場しました。その中核をなした画家が、「復古やまと絵派」とよばれる田中
訥言・浮田一蕙・冷泉為恭・渡辺清です。彼らの系譜は、明治時代以降にも受け継がれ、近代日本画の
礎となりました。復古やまと絵派の名品を一堂に会し、復古やまと絵派の絵師たちが古典研究を通じて
江戸によみがえらせた清雅なる古典美の世界を紹介します。

復古やまと絵　新たなる王朝美の世界
訥言・一蕙・為恭・清

2014年１０月４日(土) ～ １１月９日 (日)
主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫･中日新聞社



指定 作品名 作者 員数 世紀･年号 所蔵者 展示期間

42 竹林残月図屏風 田中訥言筆 六曲一隻 19 個人蔵
43 重文 百花百草図屏風 田中訥言筆 六曲一双 19 徳川美術館

五、晩年　ふたたび京都
44 日月図屏風 田中訥言筆 六曲一双 19 名古屋市博物館 半期入替

45 源義家雁行乱知伏兵図 田中訥言筆 三幅対 19 名古屋市博物館 Ａ

46 楠公父子訣別図 頼山陽賛・田中訥言筆 19 個人蔵

47 商山四皓図 田中訥言筆 19 個人蔵

48 左慈得鱸図 田中訥言筆 19 個人蔵

49 雨中嵐山図 田中訥言筆 19 徳川美術館 Ｂ

50 雨中嵐山図 田中訥言筆 19 個人蔵 Ｂ

51 和歌懐紙 蔦図描表装 田中訥言筆 文政４年(1821) 個人蔵

52 秋鹿徒然草図扇面 田中訥言筆 19 個人蔵

53 色のちくさ 田中訥言著 文政元年(1818) 徳川美術館

六、訥言の人となり
54 羅陵王根付 田中訥言作 19 個人蔵

55 狐根付 田中訥言作 文化９年(1612) 個人蔵

56 獅子頭根付 田中訥言作 19 愛知県立美術館

57 菊置上唐櫃 田中訥言作 文化10年(1613) 個人蔵

58 菊置上蛤香合 田中訥言作 19 個人蔵

59 田中訥言書状  桔梗屋佐兵衛宛 二巻の内 文化９年(1612) 徳川美術館
60 田中訥言書状　桔梗屋佐兵衛宛 文政元年(1818) 徳川美術館
61 田中訥言書状　玉僊宛 19 個人蔵
62 田中訥言書状　源八・文吉宛 19 徳川美術館
63 田中訥言書状  はし山宛 19 個人蔵

一、浮田一蕙と師
浮田一蕙と田中訥言

64 勝絵絵巻 模本 浮田一蕙筆 文政７年(1824) 名古屋市博物館

65 昔男画語 福島隣春筆録 19 国立国会図書館
10/4～
10/19

66 養老勅使図 浮田一蕙筆 19
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

67 鶴包丁図 浮田一蕙筆 19 敦賀市立博物館 Ａ

68 十界曼荼羅図 浮田一蕙筆 弘化４年(1847) 敦賀市立博物館 Ｂ

69 源義家雁行乱知伏兵図 浮田一蕙筆 安政４年(1857) 個人蔵

画院生徒・一蕙

70 奏楽図 浮田一蕙筆 19
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

Ａ

71 秋野鳴鶉図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ｂ

72 源氏物語賢木図 浮田一蕙筆 19 徳川美術館
73 御物 朝覲行幸之図 浮田一蕙筆 19 宮内庁

二、百花繚乱　一蕙芸術　
古典・有職学習

74 雪中鷹狩図 香川景樹賛・浮田一蕙筆 19 名古屋市博物館 Ｂ

75 涅槃図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ａ

76 蓬萊山図 浮田一蕙筆 19 個人蔵
77 水神祭図 浮田一蕙筆 19 愛知県陶磁美術館 Ａ

78 卯槌図 千種有功賛・浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ｂ

79 獅子図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ａ

80 花使図 浮田一蕙筆 19 愛知県陶磁美術館 Ｂ

81 養老孝子図 浮田一蕙筆 安政２年(1855) 個人蔵 Ａ

82 伝三公像 浮田一蕙筆 三幅対 19 熱田神宮 Ｂ

83 春日権現験記絵巻 模本　巻第四 浮田一蕙ほか模写 二十巻の内
天保14年(1843)
～弘化２年(1845)

東京国立博物館

84 浮田一蕙画稿 浮田一蕙筆 四冊 19 森村記念館

旅と風景
85 鶴亀歌絵 浮田一蕙筆 19 個人蔵

86 富士人物図 浮田一蕙筆 弘化２年(1845)
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

Ａ

87 松島真景図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ａ

88 近江八景画茶碗 浮田一蕙筆 19 個人蔵

89 閑居図　 浮田一蕙筆 嘉永３年(1850) 個人蔵

90 浮田一蕙書状 山内宛 嘉永３年(1850) 個人蔵
91 巨妓志駒図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ｂ

92 嵐山図 浮田一蕙筆 19 個人蔵

動物画
93 月下古狸図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ｂ

浮田一蕙　―勤皇の絵師―



指定 作品名 作者 員数 世紀･年号 所蔵者 展示期間

94 狐狸豊年踊図 浮田一蕙筆 二幅対 嘉永４年(1851) 森村記念館 Ａ

95 狐嫁入図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ｂ

96 天下和睦狐図 浮田一蕙筆 19 個人蔵 Ｂ

97 餅つき兎図扇　 浮田一蕙筆 安政２年(1855) 個人蔵 Ａ

98 日月図 浮田一蕙筆 安政２年(1855) 個人蔵 Ｂ

99 浮田一蕙書状　なかむら宛 19 個人蔵

三、勤皇志士一蕙
一蕙と尊皇
100 浦賀米艦図 浮田一蕙・浮田可成筆 嘉永７年(1854) 個人蔵
101 紫野子日遊図・大堰川遊覧図屏風 浮田一蕙筆 六曲一双の内 嘉永７年(1854) 御寺 泉涌寺 半期入替

102 周宣姜后図 浮田一蕙筆 19
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

103 安政度内裏造営記念歌 浮田一蕙筆 19 個人蔵
104 浮田一蕙書状 19 個人蔵

105 北野大茶湯会図 浮田一蕙筆 天保15年(1844)頃 個人蔵 Ａ

106 高台寺伽藍図 浮田一蕙筆 19 高台寺 Ｂ

107 八葉御車図 浮田一蕙筆 弘化４年(1847) 高台寺 Ｂ

108 浮田一蕙書状　馬場守信宛 弘化４年(1847) 森村記念館
109 日天子・陵王・八幡図 浮田一蕙筆 三幅対 弘化２年(1845) 個人蔵

冷泉為恭　―王朝に生きた絵師―
一、為恭の生涯

110 重美 年中行事図巻 冷泉為恭筆 天保14年(1843) 細見美術館

111 忠度出陣之図 冷泉為恭筆 19 東京国立博物館 Ａ

112 重盛諫言図 冷泉為恭筆 19 奈良県立美術館 Ｂ

113 京極宗輔図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ａ

114 大江千里観月図 冷泉為恭筆
嘉永３年(1850)
～安政２年(1855)

出光美術館 Ｂ

115 重美 雪月花図 冷泉為恭筆 三幅対 19 個人蔵 Ａ

116 河図・洛書図 冷泉為恭筆 二幅対
嘉永３年(1850)
～安政２年(1855)

京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

B

117 仲麻呂詠歌図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ａ

118 後嵯峨帝聖運開之図 冷泉為恭筆
安政２年(1855)
～５年(1858)

東京国立博物館 A

119 住吉松・網引・鷹狩図
三条実萬ほか賛・
冷泉為恭筆

三幅対 19 個人蔵 Ｂ

120 菅公・紫女・楠公図
万里小路正房ほか賛
冷泉為恭筆

三幅対
安政２年(1855)
～５年(1858)

個人蔵 Ｂ

121 十二ヶ月画帖
大国隆正ほか賛・
冷泉為恭筆

安政３年(1856)
～５年(1858)

五島美術館

122 忠孝図 冷泉為恭筆 二幅対
安政３年(1856)
～５年(1858)

敦賀市立博物館 Ａ

123 三祭図 冷泉為恭筆 19 敦賀市立博物館 Ｂ

124 伊勢物語八橋図 冷泉為恭筆 19 大和文華館 Ａ

125 涅槃図 冷泉為恭筆 19 五島美術館 Ｂ

126 納涼図 冷泉為恭筆 19 根津美術館 Ｂ

127 沙石集強盗法師図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ａ

128 弘法大師・地蔵菩薩・不動明王像 古岳上人賛・冷泉為恭筆 三幅対 19 敦賀市立博物館 Ａ

129 法然上人像 冷泉為恭筆 文久２年(1862) 奈良県立美術館 Ｂ

130 不動明王像三童子図 冷泉為恭筆 文久３年(1863) 個人蔵 Ｂ

131 忘形見絵巻 羅渓慈本筆・冷泉為恭筆 二巻 文久３年(1863) 個人蔵

132 願海像 冷泉為恭筆 19 個人蔵

133 眠燈台 冷泉為恭筆 19 個人蔵

134 枝桜図角盆 冷泉為恭筆 19 奈良県立美術館

135 安宅切・詩書切
〔安宅切〕伝藤原行成筆
〔詩書切〕藤原定信筆
〔台紙 絵〕冷泉為恭筆

11 東京国立博物館 Ｂ

136 文覚上人像 冷泉為恭筆 天保13年(1842) 根津美術館 Ｂ

137 春日神宝兜図 冷泉為恭筆
安政２年(1855)
～５年(1858)

個人蔵

138 小野小町木像 模写 冷泉為恭筆 嘉永４年(1851) 敦賀市立博物館 Ａ

一蕙と武士

二、古器物愛好と学習

中期

後期

前期



指定 作品名 作者 員数 世紀･年号 所蔵者 展示期間

139 知恩院蔵菩薩念仏三昧経断片 冷泉為恭識語
嘉永３年(1850)
～安政２年(1855)頃

個人蔵

140 善教房絵詞 模本 冷泉為恭模写 天保12年(1841) 大和文華館

141 年中行事絵巻 模本 冷泉為恭模写 19
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

142 伴大納言絵巻 模本
嘉永３年(1850)
～安政２年(1855)頃

東京国立博物館

143 刀剣図　東大寺正倉院宝蔵　模写 冷泉為恭模写 安政６年(1859)
京都府立総合資料館
（京都文化博物館管理）

144 北野天神縁起絵巻 冷泉為恭筆 19 根津美術館

145
京都御所小御所襖絵
清涼殿十月更衣図・鷹狩図

冷泉為恭筆 六面の内 安政２年(1855) 宮内庁京都事務所

146 京都御所小御所襖絵 下絵 冷泉為恭筆 安政２年(1855)頃 個人蔵

147 重文 三条実房公茸狩之図襖絵 安政４年(1857) 大樹寺

148 重文 琴棋書画図小襖 冷泉為恭筆 四面 安政４年(1857) 大樹寺

149 重文 大樹寺作画目録 冷泉為恭筆 安政４年(1857) 大樹寺

150 春秋鷹狩茸狩図屏風 冷泉為恭筆 六曲一双 19 大和文華館 Ａ

151 石清水臨時祭・年中行事騎射図屏風 冷泉為恭筆 六曲一双 19 白鶴美術館 Ｂ

152 琴棋書画図小襖 冷泉為恭筆 四面 安政７年(1860) 金刀比羅宮

153 尊勝陀羅尼碑建立写生図巻 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ｂ

154 柿本人麿像　　 冷泉為恭筆
嘉永３年(1850)
～安政２年(1855)頃

個人蔵 Ｂ

155 山水図扇 冷泉為恭筆
嘉永３年(1850)
～安政２年(1855)頃

個人蔵 Ａ

156 八幡宮明験図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ａ

157 仲麻呂詠歌図 冷泉為恭筆
安政２年(1855)
～５年(1858)

個人蔵 Ａ

158 馬背蓮生図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ａ

159 欣慕西方図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ａ

160 宝珠大黒図 冷泉為恭筆 19 個人蔵 Ｂ

161 絵手本画帖　　 冷泉為恭筆 19 個人蔵

162 絵手本絵巻　 冷泉為恭筆 19 個人蔵

163 周渓筆記 渡辺清筆 十二冊 19 森村記念館
164 砧打図 渡辺清筆 19 個人蔵

165 花籠図 羅城ほか賛・渡辺清筆 19 個人蔵

166 夕涼図 渡辺清筆 19 個人蔵

167 南天･竹図衝立 渡辺清筆 19 徳川美術館 Ａ

168 月に竹図屏風　 渡辺清筆 二曲一隻 19 徳川美術館 Ｂ

169 白梅図 渡辺清筆 19 個人蔵

170 雨中蓮図 渡辺清筆 19 個人蔵

171 藤原師長像 渡辺清筆 19 熱田神宮
172 七福神図 渡辺清筆 19 個人蔵

173 舞楽之図 渡辺清筆 文政９年(1826) 熱田神宮

174 古楽器之図 文政９年(1826) 熱田神宮

175 松尾不俊斎像 宙宝宗宇賛・渡辺清筆 文政13年(1830) 個人蔵

176 十二月行事図絵巻 渡辺清筆 19 名古屋市博物館
177 狂言図巻 渡辺清筆 19 個人蔵

178 競馬図 渡辺清筆 19 個人蔵

179 養老孝子図 渡辺清筆 19 個人蔵

180 内裏雛図 渡辺清筆 19 個人蔵

181 官女観桜図 渡辺清筆 19 個人蔵
182 京極宗輔図 渡辺清筆 19 個人蔵
183 胡蝶・乙女図 渡辺清筆 二幅対 19 個人蔵

184 四季御所図 19 個人蔵

185 貝合わせ図 渡辺清筆 安政４年(1857) 徳川美術館
186 祭礼玩具図 渡辺清筆 安政６年(1859) 愛知県立美術館
187 唐櫃　花鳥図内貼 渡辺清筆 19 森村記念館

渡辺清筆                五巻の内二巻

渡辺清筆             四幅対の内二幅

冷泉為恭筆　　　　  十六面の内

雅なる世界

尾張と清

三、晩年

三、障壁画

四、墨絵

渡辺清　―名古屋の上手―
一、青年期

ニ、壮年期から円熟期へ


