
◎＝重要文化財

〇＝重要美術品

作品名 作者 材質技法 員数 制作年

秋草を描く

秋草図屛風 喜多川相説 紙本淡彩 2曲1双 江戸前期

簾に秋月図 渡辺始興 絹本著色 1幅 江戸中期

槇に秋草図屛風 酒井抱一 紙本金地著色 2曲1隻 江戸後期

鹿楓図団扇 酒井抱一 紙本金地著色 1柄 江戸後期

月に葛図 鈴木其一 絹本著色 1幅 江戸後期

秋草小禽図 鈴木鶏邨 紙本著色 1幅 江戸後期

楓桜紅葉図 鈴木守一 絹本著色 双幅 江戸後期～明治期

垣に秋草図屛風 田中抱二 紙本金地著色 6曲1双 江戸後期～明治期

秋草図 野崎真一 絹本著色 1幅 江戸後期～明治期

秋草花籠図 野澤堤雨 絹本著色 1幅 明治期

秋草図扇子 神坂雪佳 絹本銀地著色 1本 大正前期

秋草デザイン

能装束　青海波に秋草文様唐織 絹地唐織 1領 江戸中期

◎羽黒山御手洗池出土銅鏡 銅鋳製 40面のうち 平安後期

 　菊花双鳥方鏡 銅鋳製 1面 平安後期

 　菊花双鳥鏡 銅鋳製 1面 平安後期

 　薄菊双鳥鏡 銅鋳製 1面 平安後期

 　萩双鳥鏡 銅鋳製 1面 平安後期

 　竹垣萩双鳥鏡 銅鋳製 1面 平安後期

秋草鹿蒔絵文台 木製漆塗 1基 桃山時代

薄蒔絵螺鈿重箱 木製漆塗 1合 江戸前期

萩蒔絵飯器 木製漆塗 1合 江戸前期

萩蒔絵杓子 木製漆塗 1柄 江戸前期

秋草蒔絵飯器 木製漆塗 1合 江戸前期

武蔵野蒔絵煙草盆 木製漆塗 1基 江戸前期

秋草虫蒔絵螺鈿小箱 木製漆塗 1合 江戸前期

秋草菊桐紋蒔絵手焙 木製漆塗 1基 江戸時代

紅葉の錦

遊楽図扇面 紙本著色 1面 江戸前期

四季のいさみ図巻 紙本著色 2巻のうち 江戸前期

七宝楓文引手 象嵌七宝・無線七宝 4個 江戸中期

紅葉白菊図 神坂雪佳 絹本著色 1幅 大正後期

紅葉狩図 神坂雪佳 絹本著色 1幅 大正後期

楓紅葉図 神坂雪佳 絹本著色 1幅 昭和前期

紅葉に流水図 酒井唯一 絹本著色 1幅 昭和15年（1940）

細見コレクション名品選

麗しき日本の美 ―秋草の意匠―
2017年 8月26日（土）～ 10月9日（月・祝）

※本リストは展示順と一致しておりません。

※作品の状態等により、予告なく展示作品が変更になる場合があります。ご了承ください。



実りの秋

花卉虫魚図画帖 椿椿山 絹本著色 1帖 江戸後期

菊花盛果図 酒井道一 絹本著色 1幅 明治期

烏瓜に小禽図 酒井道一 絹本著色 1幅 明治期

草花図絵手本 酒井道一 紙本著色 1帖 明治期

葡萄蒔絵重箱 木製漆塗 1合 江戸前期

寿ぎの菊

菊花図押絵貼屛風 伊藤若冲 紙本墨画 6曲1双 寛政7年(1795)

〇年中行事図巻 冷泉為恭 紙本著色 1巻 天保14年(1843)

『百々世草』 神坂雪佳 木版多色摺 3冊のうち 明治42-43年
(1909-10)

菊慈童図 神坂雪佳 絹本著色 1幅 大正後期

白鳳図 神坂雪佳 絹本著色 1幅 昭和元年(1925)頃

七宝菊水文引手 有線七宝 2個 江戸時代

七宝菊花文引手 象嵌七宝 2個 江戸時代

菊花文引手 銅製鍍金 1個 江戸時代

菊花文釘隠 銅製鍍金 1個 江戸時代

菊蒔絵徳利 木製漆塗 1対 江戸前期

もの語る秋

秋草下絵和歌巻断簡 本阿弥光悦 書 紙本墨書 1幅 江戸前期

紫陽花秋草蒔絵螺鈿歌書箪笥 木製漆塗 1基 江戸中期

白描源氏物語絵巻断簡「夕霧」 紙本墨画 1幅 室町後期

源氏物語図色紙 紙本著色 1枚 江戸前期

伊勢物語かるた 伝葛岡宣慶 書 紙本著色・紙本墨書 1組のうち 江戸前期

きりぎりす絵巻 住吉如慶 絹本著色 2巻のうち 江戸前期

『百々世草』 神坂雪佳 木版多色摺 3冊のうち 明治42-43年
(1909-10)

秋草の美

楓図短冊 中村芳中 紙本著色 1幅 江戸後期

秋草図風炉先屛風
酒井鶯蒲
鈴木鶏邨

絹本著色 2曲1隻 江戸後期

月に秋草図団扇 神坂雪佳 紙本著色 1幅 明治後期

色紙貼付屛風 神坂雪佳 絹本著色 6曲1双のうち 大正時代

鹿楓図漆絵盆 木製漆塗 1枚 桃山時代

秋草六連銭紋蒔絵螺鈿箪笥 木製漆塗 1基 江戸前期

秋草蒔絵螺鈿平棗 木製漆塗 1合 江戸時代

鹿楓蒔絵雪吹 木製漆塗 1合 江戸時代

菊花蒔絵香合 木製漆塗 1合 江戸時代

菊薄蒔絵香合 木製漆塗 1合 江戸時代

秋草蒔絵香合 木製漆塗 1合 江戸時代

鹿楓図赤楽香合
神坂雪佳 案・図
五代 清水六兵衞 作

施釉陶器・著色 1合 大正後期

細見美術館
〒606-8342　京都市左京区岡崎最勝寺町6-3

TEL 075-752-5555　FAX 075-752-5955　http://www.emuseum.or.jp


