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開館 40周年記念 岡田米山人と半江 展 出品作品リスト 

2022年 9月 23日（金・祝）～11月 6日（日） 

（前期：9月 23日～10月 16日／後期：10月 18日～11月 6日） 

 

＊国指定文化財表示について、◎は重要文化財、○は重要美術品 

＊作品 No.は展示の順序と必ずしも一致しません 

※No.81 春靄起鴉図の展示期間は 9 月 23 日－25 日、10 月 12 日－11 月 6 日 

 No 作者名 作品名 制作年 員数 所蔵者  

 1 岡田米山人 自画像
じ が ぞ う

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 2 田能村竹田
たのむらちくでん

［著］ 山中人饒舌
さんちゅうじんじょうぜつ

 1835（天保 6）年 一冊 西尾市岩瀬文庫   

 3 田能村竹田［著］ 竹田荘師友画録
ち く でん そ う し ゆ うが ろく

（写本
しゃほん

） 1878（明治 11）年 一冊 関西大学図書館   

 4 岡田米山人 梅図屛風
うめずびょうぶ

 1814（文化 11）年 六曲一隻 初日山常光寺   

 5 岡田半江 竹図
た け ず

襖
ふすま

 1814（文化 11）年 四面 初日山常光寺   

 6 岡田米山人 芳野宮瀧勝景図
よしのみやたきしょうけいず

 1765（明和 2）年 一幅 個人蔵   

 7 岡田米山人 白梅図
はくばいず

 1788（天明 8）年 一面 個人蔵   

 8 胡正言
こせいげん

［編］ 十竹斎書画譜
じっちくさいしょがふ

（梅
うめ

譜
ふ

） 清代 一冊 西尾市岩瀬文庫   

 9 阮永清
げんえいせい

 阮永清書画十品
げんえいせいしょがじっぽん

 清代 一冊 三重県総合博物館   

 10 岡田米山人 雪中富士山図
せっちゅうふじさんず

 1787（天明 7）年 一幅 個人蔵   

 11 岡田米山人 松下煎茶図
しょうかせんちゃず

 1798（寛政 10）年 一幅 個人蔵   

 12 岡田米山人 秋山烟嵐図
しゅうざんえんらんず

 1798（寛政 10）年 一幅 個人蔵   

 13 岡田米山人 楓林停車図
ふうりんていしゃず

 1798（寛政 10）年 一幅 個人蔵   

 14 
岡田米山人 

岡田半江 

瀑布図
ば く ふ ず

 

山
さん

高水
こうすい

長図
ちょうず

 

1798（寛政 10）年 

制作年不詳 
衝立一基 個人蔵 

  

 15 岡田米山人 楓林停車図
ふうりんていしゃず

 1799（寛政 11）年 一幅 個人蔵   

 16 岡田米山人 蘭亭曲水図
らんていきょくすいず

 1799（寛政 11）年 一幅 個人蔵   

 17 岡田米山人 五柳先生図
ごりゅうせんせいず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 18 岡田米山人 蘭亭曲水宴図屛風
らんていきょくすいえんずびょうぶ

 制作年不詳 二曲一双 個人蔵   

 19 
岡田米山人   

岡田半江 
源潑図巻
げんぱちずかん

 制作年不詳 一巻 個人蔵 
  

 20 岡田米山人 寒山拾得図
かんざんじっとくず

 1804（文化元）年 一幅 個人蔵   

 21 岡田米山人 山房清暁図
さんぼうせいぎょうず

 1806（文化 3）年 一幅 個人蔵   

 22 岡田米山人 山水図
さんすいず

 1808（文化 5）年 一幅 個人蔵   

〇 23 岡田米山人 秋山蕭寺図
しゅうざんしょうじず

 1807（文化 4）年 一幅 個人蔵   

 24 岡田米山人 春溪書屋図
しゅんけいしょおくず

 1810（文化 7）年 一幅 個人蔵   

 25 岡田米山人 幽亭閑居図襖
ゆうていかんきょずふすま

 1810（文化 7）年 四面 個人蔵   

 26 岡田米山人 贈竹田山水図
そうちくでんさんすいず

 1807（文化 4）年 一幅 個人蔵   

 27 岡田米山人 梅厓詩意山水図
ばいがいしいさんすいず

 1811（文化 8）年 一幅 個人蔵   

 28 十時梅厓
とときばいがい

 訪米山人居宅図巻
ほうべいさんじんきょたくずかん

 1803（享和 3）年 一巻 個人蔵   

展示期間 
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29 

岡田米山人 

十時梅厓 
山間独釣図
さんかんどくちょうず

 制作年不詳 一幅 大阪歴史博物館 
  

 30 岡田米山人 羅漢図
ら か ん ず

 1818（文政元）年 一幅 個人蔵   

 31 岡田米山人 松閣静趣図
しょうかくせいしゅず

 1812（文化 9）年 一幅 個人蔵   

 32 岡田米山人 山水図
さんすいず

 1812（文化 9）年 一幅 個人蔵   

 33 岡田米山人 夏溪借琴図
かけいしゃっきんず

 1812（文化 9）年 一幅 個人蔵   

 34 岡田玉山［編］ 唐土名勝図会
とうどめいしょうずえ

（巻之三、巻之四） 1806（文化 3）年 二冊 西尾市岩瀬文庫   

 35 宮本君山
みやもとくんざん

［編］ 漢画独稽古
かんがひとりげいこ

 1807（文化 4）年 二冊 西尾市岩瀬文庫   

 

36 

橙果亭天地根
と う か て い あ ま ち ね

 

百尺楼桂雄
ひゃくしゃくろうかつらお

［編］ 

狂歌三栗集
きょうかみつりつしゅう

 1813（文化 10）年 一冊 西尾市岩瀬文庫 

  

 37 岡田米山人ほか 諸家寄合書画帖
しょかよりあいしょがちょう

 制作年不詳 一冊 個人蔵   

 38 岡田米山人 周茂叔愛蓮図
しゅうもしゅくあいれんず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 39 岡田米山人 泉聲響谷図
せんせいきょうこくず

 1814（文化 11）年 一幅 個人蔵   

  

40 

岡田米山人 

藤堂
とうどう

高基
たかもと

 

宗春
そうしゅん

 

 

寿老人図
じゅろうじんず

 

 

1815（文化 12）年 

 

一幅 

 

個人蔵 

  

 41 岡田米山人 携酒遊景図
けいしゅゆうけいず

 1815（文化 12）年 一幅 個人蔵   

 42 岡田米山人 山水図
さんすいず

 1815（文化 12）年 一幅 個人蔵   

 43 岡田米山人 倣伊孚九山水図
ほういふきゅうさんすいず

 1816（文化 13）年 一幅 個人蔵   

 44 岡田米山人 梅花書屋図
ばいかしょおくず

 1817（文化 14）年 一幅 個人蔵   

 45 岡田米山人 琴客探春図
きんきゃくたんしゅんず

 1818（文政元）年 一幅 個人蔵   

 46 岡田米山人 水亭幽居図
すいていゆうきょず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 
47 

岡田米山人 

岡田半江 
山水図
さんすいず

 1818（文政元）年 一幅 個人蔵 
  

 48 岡田米山人 山水図
さんすいず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 49 岡田米山人 仙桃図
せんとうず

 1820（文政 3）年か 一幅 個人蔵   

 50 岡田米山人 虎図
と ら ず

 1818（文政元）年 一幅 個人蔵   

 51 岡田米山人 酔臥
す い が

自画像
じ が ぞ う

 1818（文政元）年 一幅 個人蔵   

 52 岡田米山人 山水人物花卉図押絵貼屛風
さんすいじんぶつかきずおしえばりびょうぶ

 制作年不詳 六曲一双 高岡山瑞龍寺   

 53 岡田米山人 山水図押絵貼屛風
さんすいずおしえばりびょうぶ

 制作年不詳 六曲一双 個人蔵   

 54 岡田米山人 伊丹
い た み

紀行
き こ う

詩画巻
し が か ん

 制作年不詳 一巻 （公財）大原美術館   

 55 岡田米山人 幽客
ゆうかく

煎茶図
せんちゃず

 1818（文政元）年 一幅 大阪歴史博物館   

 56 岡田米山人 仙客談古図
せんかくだんこず

 1818（文政元）年 一幅 （公財）遠山記念館   

 57 岡田米山人 歳寒三友図
さいかんさんゆうず

 1818（文政元）年 一幅 （公財）脇村奨学会   

 58 岡田米山人 青緑
せいりょく

山水図
さんすいず

 1819（文政 2）年 一幅 （公財）大原美術館   

 
59 

岡田米山人 

岡田半江ほか 
如意道人蒐集書画帖
にょいどうじんしゅうしゅうしょがちょう

 
1792－94 

（寛政 4－6）年頃 
一冊 （公財）出光美術館 

  

 60 岡田半江 松下孤亭図
しょうかこていず

 1793（寛政 5）年 一幅 個人蔵   
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 61 岡田半江 寒村
かんそん

山水図
さんすいず

 1799（寛政 11）年 一幅 個人蔵   

 
62 

岡田米山人 

岡田半江ほか 
書画集帖
しょがしゅうちょう

（夜字帖） 
1798－1810 

（寛政 10－文化 7）年 
一冊 個人蔵   

 
63 

岡田米山人 

岡田半江 
松竹渡舟図
しょうちくとしゅうず

 制作年不詳 一幅 個人蔵 
  

 64 岡田半江 四君子図襖
しくんしずふすま

 1810（文化 7）年 四面 個人蔵   

 65 岡田半江 花卉図巻
か き ず か ん

 制作年不詳 一巻 個人蔵   

 
66 

岡田半江 

岡田米山人［賛］ 
郭子儀図
か く し ぎ ず

 制作年不詳 一幅 個人蔵 
  

 

67 岡田半江 秋溪尋友図
しゅうけいじんゆうず

 制作年不詳 一幅 

旧ピーター・ドラッカ

ー・山荘コレクション

（千葉市美術館寄託） 

  

 
68 

岡田米山人 

岡田半江 
山水草木画帖
さんすいそうぼくがちょう

 1811（文化 8）年 二冊 個人蔵 
  

 69 阿部絹洲
あべけんしゅう

［著］ 良山堂茶話
りょうざんどうさわ

 1824（文政 7）年 一冊 関西大学図書館   

 70  浪華画人組合三幅対
なにわえしくみあわせさんふくつい

 1807（文化 4）年 一枚 関西大学図書館   

 71 塩田随斎
しおたずいさい

［著］ 随斎詩抄
ずいさいししょう

（自筆本
じひつぼん

） 1831（天保 2）年 一冊 西尾市岩瀬文庫   

 72 岡田半江 浪華
な に わ

橋
ばし

納涼図
のうりょうず

 1827（文政 10）年 一幅 個人蔵   

 73 岡田半江 春景山水図屛風
しゅんけいさんすいずびょうぶ

 1828（文政 11）年 六曲一隻 個人蔵   

 
74 岡田半江 米法山水図

べいほうさんすいず

 1830（天保元）年 一幅 
（公財）山形美術館 

○山長谷川コレクション 

  

 
75 岡田半江 溪村訪友図

けいそんほうゆうず

 1836（天保 7）年 一幅 
（公財）山形美術館 

○山長谷川コレクション 

  

 76 岡田半江 老子騎牛図
ろうしきぎゅうず

 1833（天保 4）年 一幅 個人蔵   

 77 岡田半江 柳暗花明図
りゅうあんかめいず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 78 岡田半江 夏景山水図
かけいさんすいず

 1836（天保 7）年 一幅 西宮 K 氏コレクション   

 79 岡田半江 陶淵明図
とうえんめいず

 1836（天保 7）年 一幅 個人蔵   

 80 岡田半江 米法山水図
べいほうさんすいず

 1839（天保 10）年 一幅 （公財）遠山記念館   

◎ 81 岡田半江 春靄起鴉図
しゅんあいきあず

 1841（天保 12）年 一幅 （公財）遠山記念館 ※ 

 82 岡田半江 山水図巻
さんすいずかん

（大川
おおかわ

納涼図
のうりょうず

） 1841（天保 12）年 一巻 関西大学図書館   

〇 83 岡田半江 春山閑居図
しゅんざんかんきょず

 1842（天保 13）年 一幅 （公財）出光美術館   

 84 岡田半江 秋山歸樵図
しゅうざんきしょうず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   

 85 岡田半江 米法山水図
べいほうさんすいず

 制作年不詳 一幅 （公財）本間美術館   

 86 岡田半江 岸和田城景観図
きしわだじょうけいかんず

 1844（天保 15）年 一幅 個人蔵   

 87 岡田半江 桂園書屋画巻
けいえんしょおくがかん

 制作年不詳 一巻 個人蔵   

 
88 岡田半江 夏谿雨後図

か け い う ご ず

 1842（天保 13）年 一幅 
嬉遊会コレクション 

（千葉市美術館寄託） 

  

 89 岡田半江 煮茶鶴避烟図
しゃちゃかくひえんず

 制作年不詳 一幅 個人蔵   
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90 岡田半江 雲烟小戯帖

うんえんしょうぎちょう

 1843（天保 14）年 一冊 
嬉遊会コレクション 

（千葉市美術館寄託） 

  

 
91 

岡田半江 

篠﨑小竹
しのざきしょうちく

［賛］ 
洋人富士山遠望図屛風
ようじんふじさんえんぼうずびょうぶ

 制作年不詳 六曲一双 個人蔵 
  

 92 岡田九茄［会主］ 半江先生追懐書画展観引札
はんこうせんせいついかいしょがてんかんひきふだ

 1847（弘化 4）年 一枚 個人蔵   

 93 岡田九茄［会主］ 半江翁追薦書画展観録
はんこうおうついせんしょがてんかんろく

 1847（弘化 4）年 一枚 個人蔵   

 94 篠﨑小竹［著］ 小竹斎詩鈔
しょうちくさいししょう

 1860（安政 7）年 五冊 個人蔵   

 


