


作者 作品名 制作年 所蔵 4/20～5/19 5/21～6/16

36 春木南湖 西遊日簿 天明8年（1788）
東京藝術大学附属
図書館

○ ○

37 春木南湖 夢境応酬 制作年不詳 西尾市岩瀬文庫 ○ ○

38 十時梅厓 萬歳館記 寛政12年（1800） 個人蔵 ○

39 十時梅厓 五柳先生図 享和3年（1803） 関西大学図書館 ○

40 十時梅厓・食野青圃 梅厓青圃合作書画 制作年不詳 関西大学図書館 ○

41
五十嵐華亭［画］、増山雪斎
［賛］

唐美人図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○

42 十時梅厓 山水図屛風 制作年不詳 東京国立博物館 ○

43
春木南湖[画」、増山雪斎・大
窪詩仏・菊池五山・亀田鵬斎
[賛]

項羽図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○

44 増山雪斎 竹図（広瀬台山餞別） 文化8年（1811） 個人蔵 ○ ○

45
増山雪斎・谷文晁・春木南湖
ほか

雪斎題寄合書 文化12年（1815） 個人蔵 ○

46
春木南湖・釈雲室［画］、増山
雪斎［賛］

合作山水 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○ ○

47 増山雪園 花鳥図（於長洲城） 文化11年（1814） 個人蔵 ○ ○

48 増山雪斎ほか 東都時名画帖 文化6～14年（1809～17）
宮内庁三の丸尚蔵
館

○ ○

49 春木南湖[画]、増山雪斎[賛] 観潮屋図 文化7年（1810） 個人蔵 ○ ○

50
増山雪斎・谷文晁・釈雲室ほ
か

雨櫻帖（花濺涙帖） 文化9年（1812）
東京都立中央図書
館（加賀文庫）

○

51
増山雪斎・釈雲室・春木南湖
ほか

清音帖 文化10年（1813） 個人蔵 ○ ○

52
戸田忠翰［画］、増山雪斎
［賛］

蓮に翡翠図 天明4年（1784）賛 個人蔵 ○ ○

53 増山雪斎 竹図 天明5年（1785） 個人蔵 ○ ○

54 増山雪斎 花鳥図 天明6年（1786） 継松寺 ○ ○

55 増山雪斎 竹図 天明7年（1787） 個人蔵 ○ ○

56 増山雪斎 月窓寒碧図 寛政年間（1789～1801） 個人蔵 ○ ○

57 増山雪斎 竹図 寛政元年（1789） 桑名市博物館 ○ ○

58 増山雪斎 韻人観瀑図 寛政5年（1793） 個人蔵 ○

59 増山雪斎 雨江牛渡図 寛政6年（1794） 個人蔵 ○ ○

60 増山雪斎 梅に鸚哥図 寛政7年（1795） 個人蔵 ○ ○

61 増山雪斎 黄初平図 寛政8年（1796） 関西大学図書館 ○ ○

62 増山雪斎 秋景山水図 寛政8年（1796） 個人蔵 〇

63 増山雪斎 山水図 文化8年（1811） 個人蔵 ○

64 増山雪斎 村長居宅図 寛政9年（1797） 照源寺 ○ ○

65 増山雪斎 蘭図画巻 寛政4年（1792） 個人蔵 ○ ○

66 増山雪斎 四季花鳥図画帖 寛政3年（1791） 三重県立美術館 ○ ○

67
増山雪斎・岡田米山人・青木
夙夜ほか

勢州文人帖 寛政4年（1792） 個人蔵 ○ ○

68 増山雪斎 蔬菜花卉図画帖 寛政3年（1791）頃 個人蔵 ○ ○

69 十時梅厓 山水図扇面 享和3年（1803） 関西大学図書館 ○ ○

70 増山雪斎 漁人図 寛政5年（1793） 個人蔵 ○

71 増山雪斎 神農図 享和元～文化年間（1801～18） 継松寺 ○ ○

72 春木南湖[画]、頼山陽[賛] 柳陰漁舎図 制作年不詳 個人蔵 ○

73 十時梅厓 山水図 制作年不詳 個人蔵 ○ ○

74 十時梅厓 柳陰山水図 寛政8年（1796） 個人蔵 ○

75 十時梅厓 水陰書屋図 制作年不詳 個人蔵 ○ ○

76 十時梅厓 牡丹水仙図 享和3年（1803） 個人蔵 ○

第４章 雪斎とその時代



作者 作品名 制作年 所蔵 4/20～5/19 5/21～6/16

77 十時梅厓 松柏春香図 制作年不詳 個人蔵 ○

78 増山雪斎
周茂叔愛蓮図押絵貼屛
風

寛政6年（1794） 個人蔵 ○

79 増山雪斎 山水図 享和3年（1803） 桑名市輪中の郷 ○ ○

80 春木南湖 雑画帖 制作年不詳 桑名市輪中の郷 ○ ○

81 木村蒹葭堂 花蝶之図 制作年不詳 関西大学図書館 ○ ○

82 増山雪斎 孔雀図 文化年間（1804～18）後半 名古屋市博物館 ○

83 増山雪斎 牡丹に孔雀図 文化12年（1815） 個人蔵 ○

84 増山雪斎 牡丹に孔雀図 文化11年（1814） 個人蔵 ○ ○

85 増山雪斎 瀑鯉図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○ ○

86 増山雪斎 丈菊図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○ ○

87 沈南蘋 鹿鶴図屛風 清・乾隆4年（1739） 東京国立博物館

88 増山雪斎 闔家全慶図 文化11年（1814） 個人蔵

89 増山雪斎 薔薇に鷄図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

90 増山雪斎 薔薇に綬帯鳥図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

91 増山雪斎 紫陽花に橿鳥図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

92 増山雪斎 薔薇に橿鳥図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

93 増山雪斎 月夜双鳥図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

94 増山雪斎 牧童図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

95 増山雪斎 樹下唐人物図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

96 増山雪斎 雲龍図 文化2年（1805） 個人蔵

97 増山雪斎 竹林寓居図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

98 増山雪斎 浅絳山水図 文化8年（1811） 個人蔵 ○

99 増山雪斎 山水図 文化9年（1812） 個人蔵

100 増山雪斎 歳寒三友白鷴図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

101 宋紫石 日金山眺望富士山図 制作年不詳 東京国立博物館 ○

102 増山雪斎 孔雀図 文化9年（1812） 三重県立美術館

103 増山雪斎 花鳥図 文化12年（1815） 個人蔵

104 増山雪斎 富貴長生図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵

105 増山雪斎 猫図 文化11年（1814） 個人蔵 ○ ○

106 増山雪園 蓮に白鷺図 天保2年（1831） 桑名市博物館 ○ ○

107 増山雪園 凌霄花に翡翠図 制作年不詳 個人蔵 ○

108 春木南湖 白鷺図 制作年不詳 個人蔵

109 増山雪斎 黄蜀葵に翡翠図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○

110 増山雪斎 青緑山水図 文化年間（1804～18）後半 個人蔵 ○ ○

111 春木南湖 林和靖図 慶応3年（1867） 個人蔵

112 春木南湖 溪山急雨図 制作年不詳 個人蔵

113 春木南湖 溪山急雨図 文政元年（1818） 個人蔵

114 春木南湖 富士図 制作年不詳 個人蔵

115 春木南溟 人物図 制作年不詳 個人蔵

116 春木南溟 富士川暁渡図 制作年不詳 個人蔵 ○

117 春木南溟 七賢図 慶応4年（1868） 個人蔵

118 春木南溟 秋草鹿図・雪中鷹図 制作年不詳 個人蔵

119 増山雪園 四季花鳥画帖 梧桐月 天保11年（1840） 東京国立博物館

120 増山雪園 四季花鳥画帖 芭蕉雨 天保11年（1840） 東京国立博物館

121 増山雪園 四季花鳥画帖 楊柳風 天保11年（1840） 東京国立博物館

122 春木南溟・春木南華ほか 幕末東都文人帖 天保4年（1833） 個人蔵 ○ ○

123 宋紫石［画］ 宋紫石画譜 明和2年（1765） 西尾市岩瀬文庫 ○ ○

124 森蘭斎 蘭斎画譜 天明2年（1782） 関西大学図書館 ○ ○

125
増山雪斎・谷文晁・春木南湖
ほか

筆端游心 文化8年（1811） 関西大学図書館 ○ ○
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