
  No. 作品名 作家名 員数 材質・技法 法量（縦×横cm） 年代 所蔵

第1章　大雅、誕生－書との出会い
1 池大雅居室之図 野呂介石 1幅 紙本墨画 18.2×24.2 寛政4年 池大雅美術館コレクション
2 机 1基 木製 L48.0×W93.5×H29.5 池大雅美術館コレクション
3 池大雅愛玩硯 1点 石製 L20.5×W14.5×D4.0 池大雅美術館コレクション
4 竹筆 2点 竹製 大：L39.0　小：L37.5 池大雅美術館コレクション
5 違棚 1棹 木製 L65.6×W65.6×H21.5 池大雅美術館コレクション
6 金山 池大雅 1幅 紙本墨書 34.0×23.8 享保10年 池大雅美術館コレクション
7 近世畸人伝 伴高蹊 1冊 和本 26.0×18.0 寛政2年 京都府（京都文化博物館管理）
8 杲堂之偈 杲堂元昶 1幅 紙本墨書 30.1×50.6 享保14年 池大雅美術館コレクション
9 唐詩細楷扇面 池大雅 1幅 紙本墨書 17.3×48.7 池大雅美術館コレクション

10 獨楽園記 池大雅 1幅 紙本墨書 28.1×27.1 享保19年 池大雅美術館コレクション
11 庾肩吾「芝草之詩」 池大雅 3幅 紙本墨書 各132.3×54.3 池大雅美術館コレクション
12 慶子老舞踊図 池大雅 1幅 紙本墨画 28.6×46.0 池大雅美術館コレクション
第2章　万巻の書を読み、万国を歩く
13 高士訪隠図屏風 池大雅 六曲一隻 紙本淡彩 99.6×301.5 寛延3年 池大雅美術館コレクション
14 寒山拾得図 池大雅 対幅 紙本墨画 各59.1×21.2 池大雅美術館コレクション
15 壬生尶 僧群詣図 池大雅 1巻 紙本墨画 28.8×159.5 池大雅美術館コレクション
16 衆集図 池大雅 1幅 紙本淡彩 102.0×40.5 池大雅美術館コレクション
17 金鶏落照図 池大雅 1幅 紙本淡彩 28.4×40.1 池大雅美術館コレクション
18 夏景山水図 池大雅 1幅 紙本墨画 29.8×92.4 明和8年 池大雅美術館コレクション
19 秋江邨図 池大雅 1幅 紙本墨画 84.2×29.0 池大雅美術館コレクション
20 巫峡山水図 池大雅 1幅 紙本淡彩 書27.7×50.9／絵27.7×48.2 池大雅美術館コレクション
21 山亭小酌之図 池大雅 1幅 絹本淡彩 50.4×50.8 池大雅美術館コレクション
22 葡萄図 池大雅 1幅 紙本墨画 31.7×43.5 池大雅美術館コレクション
第3章　大雅、筆墨の世界
23 石崖之図 池大雅 1幅 紙本墨画 31.8×28.2 池大雅美術館コレクション
24 山関之図 池大雅 1幅 紙本墨画 32.8×33.5 池大雅美術館コレクション
25 大雅堂画法 3冊 和本 各30.6×19.7 京都府立京都学・歴彩館
26 蕙石図 池大雅 1幅 紙本墨画 90.2×43.2 池大雅美術館コレクション
27 三酸図 池大雅 1幅 紙本淡彩 86.9×27.1 池大雅美術館コレクション
28 伯牙弾琴図 池大雅 1幅 紙本墨画 27.2×44.0 池大雅美術館コレクション
29 孝工記図解 池大雅 1巻 紙本墨画 27.6×446.4 延享2年 池大雅美術館コレクション
30 天産奇葩画巻 池大雅 1巻 紙本墨画 27.9×1162.8 寛延2年 池大雅美術館コレクション
31 なでしこ図 池玉瀾 1幅 紙本墨画 24.0×38.5 池大雅美術館コレクション
32 梅図木盃 池玉瀾 1口 木製 口径11.0×H2.5 池大雅美術館コレクション
33 祇園社寄付金受取覚 1幅 紙本墨書 30.0×32.3 池大雅美術館コレクション
34 墨梅図 池大雅 1幅 紙本墨画 24.9×34.2 池大雅美術館コレクション
35 墨蘭図扇面 池大雅 1幅 紙本墨画 14.7×43.8 池大雅美術館コレクション
36 墨菊図扇面 池大雅 1幅 紙本墨画 30.8×50.1 池大雅美術館コレクション
37 風蕙図 池大雅 1幅 紙本墨画 32.7×54.1 池大雅美術館コレクション
38 老松鶴図 池大雅 1幅 紙本淡彩 37.4×53.4 池大雅美術館コレクション
39 風竹図 池大雅 1幅 紙本墨画 132.2×57.4 池大雅美術館コレクション
40 和様尺牘文範 池大雅 1巻 紙本墨書 32.4×608.0 安永2年 池大雅美術館コレクション
41 ◎柳下童子図屏風 池大雅 八曲一隻 紙本淡彩 129.2×342.0 池大雅美術館コレクション
42 張果老図 池大雅 1幅 紙本墨画 120.8×26.3 池大雅美術館コレクション
43 寿老人図 池大雅 1幅 紙本淡彩 104.7×41.5 池大雅美術館コレクション
第4章　大雅へのあこがれ
44 岩永宛書簡 池大雅 1面 紙本墨書 17.7×119.1 池大雅美術館コレクション
45 書簡 伊勢源兵衛宛 池大雅 1幅 紙本墨書 15.3×44.3 池大雅美術館コレクション
46 与葛子琴詩 池大雅 1幅 紙本墨書 14.8×11.6 宝暦12年 池大雅美術館コレクション
47 書簡（あさり貝礼状） 池大雅 1幅 紙本墨書 19.2×21.9 池大雅美術館コレクション
48 書簡（軒号宜春のすすめ） 池大雅 1幅 紙本墨書 27.3×33.2 池大雅美術館コレクション
49 般若心経 池大雅 1幅 紙本墨書 57.8×59.5 池大雅美術館コレクション
50 如意輪観世音像 1軀 金銅鋳造 H17.3 池大雅美術館コレクション
51 扁額「大雅堂」 大典禅師 1面 木製 28.0×76.2 池大雅美術館コレクション
52 大雅社中「連名簿」 1面 紙本墨書 69.0×78.7 池大雅美術館コレクション
53 池大雅肖像 月峰 1幅 紙本著色 130.0×28.4 池大雅美術館コレクション
54 司馬温公獨楽園記 韓天寿 1幅 紙本墨書 135.5×58.2 天明2年 京都府（京都文化博物館管理）
55 水墨竹石図 桑山玉洲 1幅 紙本墨画 113.8×36.5 京都府（京都文化博物館管理）
56 山水図 木村蒹葭堂 1幅 紙本著色 157.3×35.2 京都府（京都文化博物館管理）
57 売茶翁像 田能村直入 1幅 紙本墨画 114.4×30.3 京都府（京都文化博物館管理）
58 印章 田野村直入 1点 石製 L3.2×W2.0×H4.5 京都府（京都文化博物館管理）
59 寄懐大雅先生 福原五岳 1幅 紙本墨書 29.3×31.0 池大雅美術館コレクション
60 清亮肖像画並びに伝記 大雅堂定亮 1幅 紙本著色 33.0×130.8 明治20年 池大雅美術館コレクション
61 王羲之書扇図 池大雅 1幅 紙本墨画 126.6×57.9 池大雅美術館コレクション
62 大雅五十歳　歳旦手形木版 池大雅 1枚 紙本木版 35.8×24.6 文化元年識 池大雅美術館コレクション
63 池大雅墓碑銘拓本 1幅 紙本墨刷 128.4×61.7 池大雅美術館コレクション
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13 高士訪隠図屏風 池大雅 六曲一隻 紙本淡彩 99.6×301.5 寛延3年 池大雅美術館コレクション
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17 金鶏落照図 池大雅 1幅 紙本淡彩 28.4×40.1 池大雅美術館コレクション
18 夏景山水図 池大雅 1幅 紙本墨画 29.8×92.4 明和8年 池大雅美術館コレクション
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23 石崖之図 池大雅 1幅 紙本墨画 31.8×28.2 池大雅美術館コレクション
24 山関之図 池大雅 1幅 紙本墨画 32.8×33.5 池大雅美術館コレクション
25 大雅堂画法 3冊 和本 各30.6×19.7 京都府立京都学・歴彩館
26 蕙石図 池大雅 1幅 紙本墨画 90.2×43.2 池大雅美術館コレクション
27 三酸図 池大雅 1幅 紙本淡彩 86.9×27.1 池大雅美術館コレクション
28 伯牙弾琴図 池大雅 1幅 紙本墨画 27.2×44.0 池大雅美術館コレクション
29 孝工記図解 池大雅 1巻 紙本墨画 27.6×446.4 延享2年 池大雅美術館コレクション
30 天産奇葩画巻 池大雅 1巻 紙本墨画 27.9×1162.8 寛延2年 池大雅美術館コレクション
31 なでしこ図 池玉瀾 1幅 紙本墨画 24.0×38.5 池大雅美術館コレクション
32 梅図木盃 池玉瀾 1口 木製 口径11.0×H2.5 池大雅美術館コレクション
33 祇園社寄付金受取覚 1幅 紙本墨書 30.0×32.3 池大雅美術館コレクション
34 墨梅図 池大雅 1幅 紙本墨画 24.9×34.2 池大雅美術館コレクション
35 墨蘭図扇面 池大雅 1幅 紙本墨画 14.7×43.8 池大雅美術館コレクション
36 墨菊図扇面 池大雅 1幅 紙本墨画 30.8×50.1 池大雅美術館コレクション
37 風蕙図 池大雅 1幅 紙本墨画 32.7×54.1 池大雅美術館コレクション
38 老松鶴図 池大雅 1幅 紙本淡彩 37.4×53.4 池大雅美術館コレクション
39 風竹図 池大雅 1幅 紙本墨画 132.2×57.4 池大雅美術館コレクション
40 和様尺牘文範 池大雅 1巻 紙本墨書 32.4×608.0 安永2年 池大雅美術館コレクション
41 ◎柳下童子図屏風 池大雅 八曲一隻 紙本淡彩 129.2×342.0 池大雅美術館コレクション
42 張果老図 池大雅 1幅 紙本墨画 120.8×26.3 池大雅美術館コレクション
43 寿老人図 池大雅 1幅 紙本淡彩 104.7×41.5 池大雅美術館コレクション
第4章　大雅へのあこがれ
44 岩永宛書簡 池大雅 1面 紙本墨書 17.7×119.1 池大雅美術館コレクション
45 書簡 伊勢源兵衛宛 池大雅 1幅 紙本墨書 15.3×44.3 池大雅美術館コレクション
46 与葛子琴詩 池大雅 1幅 紙本墨書 14.8×11.6 宝暦12年 池大雅美術館コレクション
47 書簡（あさり貝礼状） 池大雅 1幅 紙本墨書 19.2×21.9 池大雅美術館コレクション
48 書簡（軒号宜春のすすめ） 池大雅 1幅 紙本墨書 27.3×33.2 池大雅美術館コレクション
49 般若心経 池大雅 1幅 紙本墨書 57.8×59.5 池大雅美術館コレクション
50 如意輪観世音像 1軀 金銅鋳造 H17.3 池大雅美術館コレクション
51 扁額「大雅堂」 大典禅師 1面 木製 28.0×76.2 池大雅美術館コレクション
52 大雅社中「連名簿」 1面 紙本墨書 69.0×78.7 池大雅美術館コレクション
53 池大雅肖像 月峰 1幅 紙本著色 130.0×28.4 池大雅美術館コレクション
54 司馬温公獨楽園記 韓天寿 1幅 紙本墨書 135.5×58.2 天明2年 京都府（京都文化博物館管理）
55 水墨竹石図 桑山玉洲 1幅 紙本墨画 113.8×36.5 京都府（京都文化博物館管理）
56 山水図 木村蒹葭堂 1幅 紙本著色 157.3×35.2 京都府（京都文化博物館管理）
57 売茶翁像 田能村直入 1幅 紙本墨画 114.4×30.3 京都府（京都文化博物館管理）
58 印章 田野村直入 1点 石製 L3.2×W2.0×H4.5 京都府（京都文化博物館管理）
59 寄懐大雅先生 福原五岳 1幅 紙本墨書 29.3×31.0 池大雅美術館コレクション
60 清亮肖像画並びに伝記 大雅堂定亮 1幅 紙本著色 33.0×130.8 明治20年 池大雅美術館コレクション
61 王羲之書扇図 池大雅 1幅 紙本墨画 126.6×57.9 池大雅美術館コレクション
62 大雅五十歳　歳旦手形木版 池大雅 1枚 紙本木版 35.8×24.6 文化元年識 池大雅美術館コレクション
63 池大雅墓碑銘拓本 1幅 紙本墨刷 128.4×61.7 池大雅美術館コレクション
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