
前期：10/23(土)～11/29(月)　後期：12/1(水)～2022.1/10(月・祝)

【常設展：百人一首の世界】 ■…新出作品

No. 作者名 作品名 展示期間 制作年 所蔵

1 ― 百人一首かるた 通期 江戸時代前期 小倉百人一首文化財団

2 ― 明月記断簡（複製） 通期 小倉百人一首文化財団

3 須原茂兵衛刊 『古今和歌集』 通期 1790年以前 小倉百人一首文化財団

4 ― 古今集四季かるた 通期 江戸時代 小倉百人一首文化財団

5 ― 源氏物語かるた 通期 小倉百人一首文化財団

6 ― 紅葉百人一首小倉錦 通期 1792 小倉百人一首文化財団

7 ― 板かるた 通期 小倉百人一首文化財団

8 ― むべ山かるた 通期 江戸時代 小倉百人一首文化財団

9 東京・新橋堂刊 標準かるた 通期 1917年 小倉百人一首文化財団

10 ― ちはやふる小倉山杯優勝記念扇通期 2020年 小倉百人一首文化財団

【企画展】

No. 作者名 作品名 展示期間 制作年 所蔵

1 木島櫻谷 トランク 通期(10/23～1/10） ― 櫻谷文庫

2 木島櫻谷 帽子 通期(10/23～1/10） ― 櫻谷文庫

3 木島櫻谷 時刻表 通期(10/23～1/10） ― 櫻谷文庫

4 木島櫻谷 矢立て 通期(10/23～1/10） ― 櫻谷文庫

5 木島櫻谷 富士詩画賛 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 櫻谷文庫

6 木島櫻谷 賀茂 前期（10/23～11/29) 大正時代 光彩文庫

7 木島櫻谷 夏山飛瀑 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 光彩文庫

8 木島櫻谷 秋山群禽図 前期（10/23～11/29) 大正時代 個人蔵

9 木島櫻谷 雪後 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 華道家元池坊総務所

10 村上華岳 墨絵牡丹図 前期（10/23～11/29) 昭和7年(1932) 福田美術館

13 堂本印象 観世音菩薩 前期（10/23～11/29) 大正14年(1925) 福田美術館

14 山口華楊 赤松 前期（10/23～11/29) 大正10年(1921) 福田美術館

15 岩佐古香 朝顔日記図屏風 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 福田美術館

16 菊池契月 浦島 前期（10/23～11/29) 大正4年(1915) 福田美術館

17 徳岡神泉 鯉 前期（10/23～11/29) 昭和7年(1932) 福田美術館

18 木島櫻谷 鴉群飛図 前期（10/23～11/29) 明治時代 福田美術館

19 木島櫻谷 早春 前期（10/23～11/29) 明治時代 光彩文庫

20 木島櫻谷 猫 前期（10/23～11/29) 明治時代 光彩文庫

21 木島櫻谷 ひよこ図 前期（10/23～11/29) 大正時代 個人蔵

22 木島櫻谷 狗児 通期(10/23～1/10） 大正時代 個人蔵

23 木島櫻谷 舞燕之図 通期(10/23～1/10） 大正時代 光彩文庫

24 木島櫻谷 鳶図 前期（10/23～11/29) 昭和5年（1930） 個人蔵

25 木島櫻谷 秋宵群雁図 前期（10/23～11/29) 大正時代 下御霊神社

26 木島櫻谷 残陽 前期（10/23～11/29) 大正時代 光彩文庫

27 木島櫻谷 山水図屏風 通期(10/23～1/10） 大正時代 福田美術館

28 木島櫻谷 詩画賛 通期(10/23～1/10） 大正～昭和時代 光彩文庫

29 木島櫻谷 秋山霜色 通期(10/23～1/10） 大正時代 光彩文庫

30 木島櫻谷 春暁 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 個人蔵

村上素道編

木島櫻谷表・裏表紙画
12 蓮月尼全集 通期(10/23～1/10） 昭和2年(1927) 櫻谷文庫

木島櫻谷　～究めて魅せた「おうこくさん」

11
村上素道編

木島櫻谷表紙画
櫻谷文庫蓮月尼歌集 通期(10/23～1/10） 大正15年(1926)



31 木島櫻谷 双家鴨 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 光彩文庫

32 木島櫻谷 静潮 前期（10/23～11/29) 大正～昭和時代 福田美術館

33 木島櫻谷 蓬莱山 通期(10/23～1/10） 大正～昭和時代 下御霊神社

34 木島櫻谷 嵐山筏引船図 通期(10/23～1/10） 大正時代 福田美術館

35 木島櫻谷 富岳瑞雪 通期(10/23～1/10） 昭和6年(1931) 学校歴史博物館

36 村上華岳 牡丹の園 後期(12/1～1/10） 大正6年(1917) 福田美術館

38 菊池契月 六歌仙図屏風 後期(12/1～1/10） 明治～昭和時代 福田美術館

39 金島桂華 鶺鴒 後期(12/1～1/10） 大正6年(1917) 福田美術館

40 小野竹喬 比叡 後期(12/1～1/10） 昭和37年（1962） 福田美術館

41 福田平八郎 若鮎 後期(12/1～1/10） 昭和46年(1971) 福田美術館

42 土田麦僊 ヴェトイユ風景 後期(12/1～1/10） 大正2年（1913） 福田美術館

43 木島櫻谷 細雨・落葉 後期(12/1～1/10） 明治38年(1905) 福田美術館

44 木島櫻谷 白兎 後期(12/1～1/10） 大正時代 櫻谷文庫

45 木島櫻谷 孤鹿図 後期(12/1～1/10） 大正時代 福田美術館

46 西村五雲／木島櫻谷 ひょうたんノ画 後期(12/1～1/10） 大正時代 華道家元池坊総務所

47 南条文雄／木島櫻谷 扇面 後期(12/1～1/10） 明治時代～大正時代 光彩文庫

48 木島櫻谷 婦女図屏風 後期(12/1～1/10） 大正14年(1925) 福田美術館

49 木島櫻谷 青竹詩画賛 後期(12/1～1/10） 大正～昭和時代 櫻谷文庫

50 木島櫻谷 老杉杜鵑 後期(12/1～1/10） 大正～昭和時代 櫻谷文庫

51 木島櫻谷 夏渓釣魚 後期(12/1～1/10） 大正時代 個人蔵

明治35年（1902）頃 福田美術館菊池芳文37
嵐山桜花/下鴨杜鵑/

平等院紅葉/修学院雪朝
後期(12/1～1/10）

※展示期間は予告なく変更になる場合がございます

※当館では禁止している作品以外の撮影が可能ですが、フラッシュの使用はお控えください


