
読売新聞大阪発刊70周年記念　特別展

チャイニーズアートセレクション

主催：大阪市立美術館、読売新聞社　後援：公益財団法人大阪観光局

出品目録

・出品作品は全て当館蔵。・本目録の掲載順と展覧会場の展示順は必ずしも一致しません。
・指定欄の◎は重要文化財、○は重要美術品であることを示します。・展覧会会期中に展示替えがあります。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、展示期間等内容に変更が生じる場合があります。

No. 指定 名称 作者･制作地･伝来等 員数 時代 コレクション

第1章　出会えばきっと好きになる。―中国の書画と工芸―
1 疎林図 倪瓚（1301－74） 1幅 元時代　14世紀 阿部コレクション
2 双鉤竹図 金湜（1441年挙人） 1幅 明時代　15世紀 阿部コレクション
3 幽居図 沈周（1427－1509） 1幅 明時代　天順8年（1464） 阿部コレクション
4 菊花文禽図 沈周（1427－1509） 1幅 明時代　正徳4年（1509） 阿部コレクション
5 松菊図 陳淳（1483－1544） 1幅 明時代　嘉靖23年（1544） 阿部コレクション
6 文石図 邢侗（1551－1612） 1幅 明時代　万暦39年（1611） 阿部コレクション
7 江山平遠図 文従簡（1574－1648） 1幅 明時代　万暦42年（1614） 阿部コレクション
8 山窓寄傲図 祁豸佳（1627年挙人） 1幅 清時代　永暦11年（1657） 阿部コレクション
9 老松飛瀑図 顧大申（1652年進士） 1幅 清時代　康熙3年（1664） 阿部コレクション
10 墨筆山水図 王時敏（1592－1680） 1幅 清時代　康熙5年（1666） 阿部コレクション
11 倣巨然聴泉図 王槩（？－1683－？） 1幅 清時代　康熙22年（1683） 阿部コレクション
12 ◎ 伏生授経図（展示期間：5月17日－6月5日） 伝 王維（699－761？） 1巻 不詳 阿部コレクション
13 ◎ 草書四帖（展示期間：4月16日－5月15日） 米芾（1051－1107） 1巻 北宋時代　11世紀末頃 武居巧氏寄贈
14 ◎ 盤谷序書画合璧（前後期で巻き替え） 董其昌（1555－1636） 1巻 明時代　17世紀 阿部コレクション
15 梅花図 陳継儒（1558－1639） 1巻 明時代　17世紀 阿部コレクション
16 花卉冊（前後期で頁替え） 王武（1632－90） 1冊 清時代　康熙15年（1676）
17 花卉冊（前後期で頁替え） 惲寿平（1633－90） 1冊 清時代　17世紀 阿部コレクション
18 子母図 趙孟頫（1254－1322）款 1巻 清時代　18世紀 阿部コレクション
19 待隠園図 唐寅（1470－1523）款 1巻 清時代　18－19世紀 阿部コレクション
20 江南春色図 呉歴（1632－1718）款 1巻 清時代　18－19世紀 阿部コレクション
21 仙子漁者図 黄慎（1687－1768－？） 1幅 清時代　18世紀 阿部コレクション
22 観蓮図 沈焯（？－1841－？） 1幅 清時代　道光21年（1841） 阿部コレクション
23 洞天一品図 胡遠（1823－86） 1幅 清時代　光緒4年（1878）
24 雲根図 蒲華（1834－1911） 1幅 清時代　光緒33年（1907）
25 田家秋光図 倪田（1855－1919） 1幅 清時代　光緒29年（1903）
26 竹林七賢図 張沢（1882－1940） 1幅 中華民国23年（1934）
27 堆朱　牡丹文盆 1枚 明時代　15世紀 カザールコレクション
28 豆彩　蓮花吉祥文杯 景徳鎮窯　｢大清雍正年製｣銘 2口 清時代　雍正期（1723－35）
29 青花　蓮池文玉壺春瓶 景徳鎮窯 1口 元時代　14世紀
30 青花　回教文字文銀錠形盒 景徳鎮窯　｢大明正徳年製｣銘 1合 明時代　正徳期（1506－21）
31 青花　睡起図洗 1口 清時代　17－18世紀 山口コレクション
32 螺鈿　楼閣人物図長方盆 1枚 明時代　16－17世紀 田万コレクション
33 螺鈿　農耕図皿 5枚 清時代　18－19世紀 カザールコレクション
34 堆朱　雲龍文層盒 銘　大清乾隆年製 1合 清時代　18－19世紀 カザールコレクション

第2章　古いものにはロマンがある。―中国の拓本と工芸―
35 三彩　駱駝 1軀 唐時代　8世紀
36 青銅　「尚方作」方格規矩鳥文鏡 1面 後漢時代　1－2世紀
37 青銅　「建安十年」重列神獣文鏡 1面 後漢時代　建安10年（205）銘 清海復三郎氏寄贈
38 ○ 青銅　「宝鼎元年｣二神四獣文鏡 伝 浙江省紹興古墓出土 1面 呉　宝鼎元年（266）銘
39 ○ 青銅　呉王伍子胥図画像鏡 1面 後漢－三国時代　3世紀 山口コレクション
40 ○ 青銅　「永徽元年」方格四神文鏡 1面 唐時代　永徽元年（650）銘



No. 指定 名称 作者･制作地･伝来等 員数 時代 コレクション

41 青銅　「湛若止水」団華文鏡 1面 唐時代　7世紀 田万コレクション
42 銀鍍金透彫　鴛鴦宝相華文簪 1対 唐時代　8世紀
43 青銅　双鳳瑞花文八花鏡 1面 唐時代　8世紀 田万コレクション
44 青銅　饕餮文平底爵 1口 商（殷）時代　紀元前16－14世紀
45 青銅　饕餮文鼎 1口 西周時代　紀元前11－8世紀
46 青銅　卣 1具 西周時代　紀元前11－8世紀 山口コレクション
47 青銅　雷文鍑 1口 戦国時代　紀元前5－3世紀 山口コレクション
48 灰陶加彩　女子 1軀 後漢時代　1－2世紀 山口コレクション
49 三彩　官人 1軀 唐時代　8世紀 吉村芳野氏寄贈
50 青銅　鍾 1対 前漢－後漢時代　1世紀
51 褐釉　鍾 1口 前漢－後漢時代　1世紀
52 青銅銀錯　雲気文鏊 1口 戦国時代　紀元前5－4世紀 山口コレクション
53 青銅透彫　龍文提梁香炉 1具 魏　正始8年（247）銘
54 虢季子白盤銘 陝西省宝鶏市 1枚 西周時代　前9－8世紀 師古斎コレクション
55 石鼓文 陝西省宝鶏市 1枚 春秋時代　前6世紀ほか諸説あり 師古斎コレクション
56 開通褒斜道刻石 陝西省漢中市 1幅 後漢時代　永平9年（66） 師古斎コレクション
57 黽池五瑞図 甘粛省隴南市 1幅 後漢時代　建寧4年（171） 師古斎コレクション
58 沈府君神道闕 四川省達州市 2幅 後漢時代　2世紀 師古斎コレクション
59 樊敏碑 劉盛　四川省雅安市 1幅 後漢時代　建安10年（205） 中濱慎昭氏寄贈
60 天発神讖碑 江蘇省南京市 4幅 呉　天璽元年（276） 師古斎コレクション
61 高慶碑 山東省徳州市 1幅 北魏　正光4年（523）頃 師古斎コレクション
62 雁塔聖教序 褚遂良　陝西省西安市 1幅 唐時代 　永徽4年（653） 師古斎コレクション

第3章　恋にはいろんな形がある。―日本の絵画と工芸―
63 白衣観音像 伝 張月壺（？－？）、無学祖元（1226－86）賛 1幅 鎌倉時代　14世紀
64 十六羅漢図 2幅 室町時代　16世紀 阿部コレクション
65 唐人物騎馬図（伝聖徳太子像） 1幅 室町時代　15世紀 田万コレクション
66 芙蓉図 土佐光起（1617－91） 1幅 江戸時代　17世紀 田万コレクション
67 藻鯉図 1幅 江戸時代　17世紀 田万コレクション
68 果蓏栗鼠図 山田道安 1幅 室町－桃山時代　16世紀
69 猿図 守住貫魚（1809－92） 1幅 江戸時代　19世紀 田万コレクション
70 蔬菜図 黒田泊庵（1742－1812） 1幅 江戸時代　18－19世紀 田万コレクション
71 湖石牡丹図 椿椿山（1801－54） 1幅 江戸時代　嘉永3年（1850）
72 夏冬花鳥図 山本梅逸（1783－1856） 双幅 江戸時代　19世紀
73 松竹梅図 岡田米山人（1744－1820） 1幅 江戸時代　文化14年（1817）
74 蝦蟇仙人図 森川曽文（1847－1902） 1幅 明治時代　19世紀 高津満氏寄贈
75 達磨図 喜多元規（？－？） 1幅 江戸時代　明暦元年（1655） 田万コレクション
76 寒山拾得図 紀広成（1777－1839） 1幅 江戸時代　19世紀
77 上海娘 島成園（1892－1970） 1幅 大正13年（1924） 森本美津子氏寄贈
78 上海婦人 島成園（1892－1970） 1幅 大正13年（1924） 森本美津子氏寄贈
79 山水図 田能村竹田（1777－1835） 2幅 江戸時代　19世紀 田万コレクション
80 山水図 岡田半江（1782－1846） 1幅 江戸時代　文政12年（1829） 北野真子氏寄贈
81 九貢象　象嵌　硯箱 小川破笠（1663－1747） 1合 江戸時代　18－19世紀 カザールコレクション
82 牧童渡水　蒔絵　硯箱 1合 江戸時代　18－19世紀 カザールコレクション
83 ○ 青銅　三角縁四神四獣文鏡 伝 鳥取県倉吉市（東伯郡社村）古墳出土 1面 古墳時代　4世紀 田万コレクション
84 ○ 青銅　捩文鏡 奈良市都祁白石町古墳出土 1面 古墳時代　5世紀 田万コレクション
85 ○ 青銅　瑞花双鳳文八稜鏡 1面 平安時代　9世紀 田万コレクション
86 青銅　亀甲双雀文鏡 1面 南北朝－室町時代　14－15世紀
87 山水画巻 雲谷等璠（1635－1724） 1巻 江戸時代　元禄16年（1703）
88 粉本画冊折本（探幽縮図） 狩野探幽（1602－74） 1帖 江戸時代　17世紀
89 煙霞帖 岡田米山人（1744－1820）・岡田半江（1782－1846）1帖 江戸時代　18－19世紀 望月千枝子氏寄贈
90 許由巣父　蒔絵　硯箱 山本春正　「古法眼図春正寫」銘 1合 江戸時代　18－19世紀 カザールコレクション
91 西王母　蒔絵　硯箱 1合 明治時代　19－20世紀 カザールコレクション
92 染付　文散らし図火入 永楽保全（1795－1854、十一代） 1口 江戸時代　19世紀 田万コレクション
93 山水人物図屏風 林閬苑（？－？） 6曲1双 江戸時代　安永9年（1780）
94 楼閣山水図屏風 渡辺了慶（？－1645） 6曲1双 江戸時代　17世紀 田万コレクション
95 幽谷早春 水田竹圃（1883－1958） 1幅 昭和18年（1943） 関西邦画展 住友コレクション



No. 指定 名称 作者･制作地･伝来等 員数 時代 コレクション

96 唐美人図襖 福原五岳（1730－99） 4面 江戸時代　安永2年（1773）
97 郭子儀図屏風 長山孔直（1800－62） 8曲1双 江戸時代　文政8年（1825） 白井充子氏寄贈
98 長城（北京城外） 直原玉青（1904－2005） 6曲1隻 昭和14年（1939） 第1回乾坤社展 直原玉青氏寄贈
99 凧売り（中国のお正月） 桜井悦（1910－89） 1面 昭和17年（1942） 第5回新文展 桜井悦氏寄贈
100 芍薬 林重義（1896－1944） 1面 不詳（昭和前期）　20世紀 南方登美子氏寄贈
101 北京天壇 鳥海青児（1902－72） 1面 昭和16年（1941） 第19回春陽会展 某氏寄贈

第4章　好きならたくさん集めたい。―中国の石造彫刻―
102 石造　如来坐像 1軀 北魏　天安元年（466） 山口コレクション
103 石造　菩薩交脚像龕 1基 北魏　5世紀後半 山口コレクション
104 石造　太子半跏思惟像龕 1基 北魏　太和16年（492） 山口コレクション
105 石造　如来三尊像 1基 北魏　景明元年（500） 山口コレクション
106 石造　如来三尊像 1基 北魏　6世紀前半 山口コレクション
107 石造　菩薩三尊像 1基 北魏　延昌4年（515） 山口コレクション
108 石造　道教三尊像 1基 北魏　延昌4年（515） 山口コレクション
109 石造　四面像 1基 北魏　普泰元年（531） 山口コレクション
110 石造　道教四面像 1基 北魏　永煕3年（534） 山口コレクション
111 石造　菩薩三尊像 1基 東魏　武定7年（549） 山口コレクション
112 石造　如来三尊像 1基 西魏　大統8年（542） 山口コレクション
113 石造　如来三尊像 1基 西魏　6世紀中頃 山口コレクション
114 石造　道教四面像 1基 西魏　甲戌銘（554） 山口コレクション
115 石造　如来三尊像龕 1基 北斉　天保8年（557） 山口コレクション
116 石造　四面像 1基 北周　保定3年（563） 山口コレクション
117 石造　菩薩五尊像龕 1基 北周　保定5年（565） 山口コレクション
118 石造　如来三尊像 1基 隋時代　開皇6年（586） 山口コレクション
119 石造　如来五尊像 1基 隋時代　大業2年（606） 山口コレクション
120 石造　如来倚坐像 1軀 唐時代　長安3年（703） 山口コレクション
121 石造　菩薩立像頭部 河南省龍門石窟賓陽中洞 将来 1点 北魏　6世紀前半 江口治郎氏寄贈
122 石造浮彫　維摩坐像　 山西省天龍山石窟第3窟 将来 1点 東魏　6世紀中頃 山口コレクション
123 石造浮彫　菩薩半跏思惟像 山西省天龍山石窟第3窟 将来 1点 東魏　6世紀中頃 山口コレクション
124 石造　如来坐像頭部　 山西省天龍山石窟第1窟 将来 1点 北斉　6世紀中頃 小野コレクション
125 石造　如来坐像頭部　 山西省天龍山石窟第8窟 将来 1点 隋時代　開皇4年（584） 山口コレクション
126 石造　如来坐像頭部　 河南省龍門石窟敬善寺洞 将来 1点 唐時代　7世紀中頃 小野コレクション
127 石造　如来立像頭部　 河南省龍門石窟奉先寺洞 将来 1点 唐時代　8世紀前半 小野コレクション
128 石造　如来立像頭部　 河南省龍門石窟奉先寺洞 将来 1点 唐時代　8世紀前半 小野コレクション
129 門衛図画像石 1点 後漢時代　1－2世紀　 山口コレクション
130 荒涼 矢野鉄山（1894－1975） 1面 昭和8年（1933） 第14回帝展 矢野元一氏寄贈

併設展示　大阪市立美術館の歩みとコレクション
1 開館当時の外観および展示風景（写真パネル） 昭和11年（1936）
2 開館記念図録 昭和11年（1936）
3 展覧会ポスター 昭和時代　20世紀後期
4 展覧会チケット 昭和時代　20世紀後期
5 建築図面 昭和2年（1927）、昭和5年（1930）
6 明治元年　行在所津村別院御着輦之図 赤松麟作（1878－1953） 1面 昭和12年（1937） 旧明治天皇記念館壁画
7 明治二十年　行在所偕行社着輦之図 国枝金三（1886－1943） 1面 昭和12年（1937） 旧明治天皇記念館壁画
8 明治三十一年　陸軍大演習帝塚山御野立所之図 鍋井克之（1888－1969） 1面 昭和12年（1937） 旧明治天皇記念館壁画
9 明治三十六年　大阪築港工事叡覧之図 林重義（1896－1944） 1面 昭和12年（1937） 旧明治天皇記念館壁画
10 ◎ 小西家伝来　尾形光琳関係資料 1式 江戸時代　17－18世紀 武藤金太氏寄贈
11 色絵　草花文八角火入 尾形乾山（1663－1743） 1口 江戸時代　18世紀
12 銹絵　楼閣山水図火炉（瓶掛） 尾形乾山（1663－1743） 1口 江戸時代　18世紀
13 色絵　流水文長角皿 尾形猪八（二代乾山）、聖護院窯 1枚 江戸時代　18世紀 今井政治郎氏寄贈



No. 指定 名称 作者･制作地･伝来等 員数 時代 コレクション

14 青磁象嵌　葡萄唐子文瓢形水注 1口 高麗時代　12末－13世紀初期 広田松繁氏寄贈
15 海景 松原三五郎（1864－1946） 1面 大正8年（1919）
16 自画像 中川一政（1893－1991） 1面 大正8年（1919） 某氏寄贈
17 花 長谷川利行（1891－1940） 1面 昭和13年（1938） 寺田三二氏寄贈
18 春の浜辺 鍋井克之（1888－1969） 1面 昭和6年（1931）第18回二科展 鍋井澄江氏寄贈
19 婦人像 国枝金三（1886－1943） 1面 昭和7年（1932） 第19回二科展 国枝ぬい氏寄贈
20 山砲撃つ 島村三七雄（1904－78） 1面 不詳（昭和前期）　20世紀 宇野三智子氏寄贈
21 讃光 橋本関雪（1883－1945） 1面 昭和18年（1943） 関西邦画展 住友コレクション
22 若松 徳岡神泉（1896－1972） 1面 昭和18年（1943） 関西邦画展 住友コレクション
23 朝靄（野鶴） 金島桂華（1892－1974） 1面 昭和18年（1943） 関西邦画展 住友コレクション
24 道頓堀夜景 辻愛造（1895－1964） 1面 昭和4年（1929） 第5回国画会展 辻清子氏寄贈
25 大相撲大阪春場所打出し図 辻愛造（1895－1964） 1面 昭和4年（1929） 第4回国画会展 寺澤清子氏寄贈
26 崖（明石原人の海） 前田藤四郎（1904－90） 1面 昭和45年（1970）
27 春雪 前田藤四郎（1904－90） 1面 昭和46年（1971） 第48回春陽会展
28 水禽 須田国太郎（1891－1961） 1面 昭和26年（1951） 第2回関西綜合展
29 季 津高和一（1911－95） 1面 1960年代頃
30 ブッケロ陶器　カンタロス型酒杯 伝 エトルリア出土 1口 紀元前7－前6世紀 ピゴリーニ博物館寄贈
31 ブッケロ陶器　キュリクス型酒杯 エトルリア出土 1口 紀元前7世紀 ピゴリーニ博物館寄贈
32 彩文陶器　アンフォラ型壺 メッサピア出土 1口 紀元前5世紀 ピゴリーニ博物館寄贈
33 テラコッタ　男子頭部 1個 紀元前3－前2世紀 ピゴリーニ博物館寄贈
34 埴輪　馬 1軀 古墳時代　6世紀
35 富木車塚古墳出土品 一括 古墳時代　6世紀
36 人面葡萄唐草文浮彫壁材 コプト（エジプト） 1基 5－7世紀
37 鹿アカンサス唐草文浮彫壁材 コプト（エジプト） 1基 5－7世紀
38 鹿アカンサス唐草文浮彫壁材 コプト（エジプト） 1基 5－7世紀
39 人物鳥獣模様綴織覆布 コプト（エジプト） 1枚 8世紀
40 二彩線刻　四弁花文鉢 イラン、伝 ニシャプール出土 1口 9－10世紀 田万コレクション
41 三彩　鉢 イラン、伝 ニシャプール出土 1口 9－10世紀 田万コレクション
42 三彩線刻　花弁文鉢 イラン、伝 ニシャプール出土 1口 9－10世紀 田万コレクション
43 緑釉　オイノコエ形水差 イラン、伝 ニシャプール出土 1口 11世紀 田万コレクション
44 ラスター彩　鳥唐草文星形タイル イラン、伝 カシャーン出土 1口 14世紀 田万コレクション
45 コンダオ沈船引揚品 景徳鎮窯／福建系諸窯 一括 清時代　17世紀（1690年頃） なにわの海の時空館移管品
46 青銅　騎獣人物博山炉 1具 前漢時代　紀元前2－前1世紀 山口コレクション
47 青銅　人物鳳凰飾龍把香炉 1具 後漢－南北朝時代　2－4世紀 山口コレクション
48 青銅鍍金　龍形器脚 1個 三国－東晋時代　3－4世紀 山口コレクション
49 青銅鍍金　有翼獅子 1個 南北朝時代　5－6世紀 山口コレクション
50 青銅鍍金　獅子 1個 唐時代　7－8世紀 山口コレクション
51 青銅　坐人 1箇 後漢時代　1－2世紀 山口コレクション
52 青銅　並坐人 1箇 後漢時代　1－2世紀 山口コレクション
53 青銅　鴟鴞形水滴 1口 後漢－三国時代　3世紀 山口コレクション
54 倣古山水冊 呉歴（1632－1718）款 1冊 清時代　18－19世紀 阿部コレクション
55 孔宙碑 山東省曲阜市 1冊 後漢時代　延熹7年（164） 師古斎コレクション
56 史晨碑 山東省曲阜市 2冊 後漢時代　建寧2年（169） 師古斎コレクション
57 京名所　蒔絵　七組杯 7枚1具 江戸時代　18－19世紀 森コレクション
58 祇園守紋枝垂桜　蒔絵　櫛箱 1合 江戸時代　17－18世紀 カザールコレクション
59 祇園守紋　蒔絵　櫛 3枚 江戸時代　17－18世紀 カザールコレクション
60 祇園守紋枝垂桜　蒔絵　盥・湯桶 1具 江戸時代　17－18世紀 カザールコレクション
61 祇園守紋枝垂桜　蒔絵　耳盥・台輪 1具 江戸時代　17－18世紀 カザールコレクション
62 祇園守紋枝垂桜　蒔絵　手拭掛 1基 江戸時代　17－18世紀 カザールコレクション
63 祇園守紋枝垂桜　蒔絵　乱箱 1口 江戸時代　17－18世紀 カザールコレクション
64 梅山種茶譜略 売茶翁高遊外（1675－1763） 1冊 江戸時代　天保9年（1838）刊 谷村為海煎茶関連資料
65 青湾茶会図録　天・地・人 田能村直入（1814－1907） 3冊 江戸時代　文久3年（1863）刊 谷村為海煎茶関連資料
66 染付　雪景山水図皿 鍋島焼 1口 江戸時代　18世紀 田原コレクション
67 青磁染付色絵　青海波梅樹図皿 鍋島焼 1口 江戸時代　17末－18世紀初期 田原コレクション
68 色絵　毘沙門亀甲桐文皿 鍋島焼 1口 江戸時代　17末－18世紀初期 田原コレクション
69 染付　安堵村模様角皿 富本憲吉（1886－1963） 5口 大正9年（1920） 辻本コレクション
70 土焼鉄描銅彩　柘榴模様大皿 富本憲吉（1886－1963）、信楽 1口 昭和4年（1929） 辻本コレクション


