
№ 作品名 作家名 作家生卒年 制作年 法量（縦×横） 材質技法

1  富貴耄耋図  王礼 1813？～1879？ 光緒5年（1879） １１５．１×４０．８ｃｍ 紙本設色

2  耄耋図  王礼 1813？～1879？ 清時代後期 １２０．０×３７．２ｃｍ 紙本設色

3  耄耋図  王礼 1813？～1879？ 清時代後期 １７６．４×４６．２ｃｍ 紙本設色

4  耄耋図  蓮渓 1816～1884 光緒2年（1876） １２５．１×３２．０ｃｍ 紙本墨画淡彩

5  耄耋図  戴振年 1836？～？ 清時代後期 ８７．４×３９．６ｃｍ 紙本設色

6  耄耋図  李育 1843～？ 光緒25年（1899） １４７．０×３６．２ｃｍ 紙本墨画淡彩

7  耄耋図  馬家桐 1865？～1937？ 清時代末期～民国時代 １２５．０×３０．２ｃｍ 絹本設色

8  耄耋図  陳康侯 1866～1937 清時代末期～民国時代 １３６．６×３２．７ｃｍ 紙本設色

9  耄耋図横披  李野 1843～？ 光緒20年（1894） ３２．６×１３１．５ｃｍ 紙本墨画淡彩

10  合作菊花耄耋図 李野/陳康侯/呉樹本 1843～？/1866～1937/1869～1938 民国2年（1913） １１０．２×４３．５ｃｍ 紙本設色

11  円窓仕女耄耋図扇面  湯禄名 1804～1874 同治8年（1869） １７．４×５０．２ｃｍ 紙本墨画淡彩

12  耄耋図扇面  劉希年 生卒年不詳 民国時代 １６．４×４８．２ｃｍ 紙本設色

13  耄耋図  顧伯逵 1892～1969 民国時代 ７９．１×３３．６ｃｍ 紙本淡彩

14  合作藤花耄耋図 呉青霞／朱蓉荘／趙藤雪 1910～？/生卒年不詳/生卒年不詳 民国22年（1933） １３４．２×４５．１ｃｍ 紙本設色

15  合作耄耋春深図 呉寿谷/画　汪琨/題 1912～2008/1877～1946 民国時代 １４２．０×３８．０ｃｍ 紙本設色

16  耄耋図  何瑞生 1903～1986 民国21年（1932） １１０．９×３９．８ｃｍ 紙本設色

17  耄耋図  戎辰 生卒年不詳 民国時代 １３２．９×３２．８ｃｍ 紙本設色

18  耄耋図  楊大徳 生卒年不詳 民国27年（1938） ９５．３×３２．７ｃｍ 紙本設色

19  耄耋図  殷俊 生卒年不詳 民国25年（1936） ８８．４×３８．１ｃｍ 紙本設色

20  富貴耄耋図  陳康侯 1866～1937 民国11年（1922） １０７．６×４９．９ｃｍ 紙本設色

21  耄耋耆年図  陳務人 1870～1947 清時代末期～民国時代 ８４．２×４３．１ｃｍ 紙本設色

22  富貴耄耋図  劉根洵 生卒年不詳 民国25年（1936） １４２．０×５４．３ｃｍ 絹本設色

23  富貴耄耋図  銭慧安 1833～1911 光緒6年（1880） １１０．０×４５．９ｃｍ 紙本淡彩

24  秋景猫図  樊浩霖 1885～1962 民国35年（1946） １３５．８×６７．０ｃｍ 紙本設色

25  猫犬図  孫菊生 1913～2018 民国時代 １３７．０×５８．５ｃｍ 紙本設色

26  幼猫菊石図 宋君方/画　寿鑈/題 1885～1949/1900～1987 民国37年（1948） ６５．０×３２．０ｃｍ 紙本淡彩

27  富貴耄耋図  袁徳甫 生卒年不詳 民国23年（1934） １３４．８×３３．３ｃｍ 紙本設色

28  富貴耄耋図  朱齢 生卒年不詳（道光年間） 清時代後期 １６１．４×４０．８cm 絹本設色

29  富貴耄耋図  劉錫齢 生卒年不詳 清時代後期 １２４．６×３７．４ｃｍ 紙本設色

30  富貴耄耋図  吉亮工 1875～1916 清時代末期～民国時代 １２０．０×３３．０ｃｍ 紙本墨画

31  猫芭蕉図  胡璋 1847？～1899 光緒13年（1887） １０２．０×２８．６ｃｍ 紙本墨画淡彩

32  萱寿図  顔元 1860～1934 清時代末期～民国時代 ８２．７×４０．５ｃｍ 紙本設色
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№ 作品名 作家名 作家生卒年 制作年 法量（縦×横） 材質技法

33  貍奴看魚図  王震 1867～1938 清時代末期～民国時代 １２３．０×５２．０ｃｍ 紙本設色

34  吉祥猫図  顧譲 1875～1931 民国18年（1929） ９０．２×４０．５ｃｍ 紙本設色

35  猫薔薇図  殷俊 生卒年不詳 民国時代 ７６．３×３２．３ｃｍ 紙本設色

36  富貴耄耋図  凌虚 1919～2019 民国35年（1946） ４６．６×２４．２ｃｍ 紙本設色

37  猫魚図  凌虚 1919～2019 民国時代 ４６．５×２４．２ｃｍ 紙本設色

38  藤花猫図  戴浜 生卒年不詳 民国時代 １１６．４×３３．４ｃｍ 紙本淡彩

39  蓮花猫図  戴浜 生卒年不詳 民国時代 １１６．４×３３．４ｃｍ 紙本淡彩

40  菊猫図  戴浜 生卒年不詳 民国時代 １１６．４×３３．４ｃｍ 紙本淡彩

41  花卉猫図  戴浜 生卒年不詳 民国17年（1928） １１６．４×３３．４ｃｍ 紙本淡彩

42  花猫図  孫鵬 生卒年不詳 民国25年（1936） １２４．３×３４．３ｃｍ 紙本設色

43  双猫図  王小松 生卒年不詳 民国36年（1947） ８０．５×３５．７ｃｍ 紙本設色

44  耄耋図  李文泉 生卒年不詳 民国時代 ９４．９×３０．５ｃｍ 絹本設色

45  猫双鵞図  程璋 1869～1938 民国16年（1927） １３６．８×６８．４ｃｍ 紙本設色

46  双猫花卉図  程璋 1869～1938 民国19年（1930） １２０．３×５４．０ｃｍ 紙本設色

47  宜春廸吉図  銭慧安 1833～1911 光緒32年（1906） ３１．０×４３．０ｃｍ 紙本淡彩

48  墨猫図斗方  吉亮工 1875～1916 清時代末期～民国時代 ４２．０×３１．８ｃｍ 紙本墨画

49  耄耋図  鉄橋 1874～1946 民国21年（1932） １１４．１×３２．０ｃｍ 紙本設色

50  耄耋図  鉄橋 1874～1946 清時代末期～民国時代 １３０．９×３２．１ｃｍ 紙本設色

51  芭蕉耄耋図  顧伯逵 1892～1969 民国時代 ８０．３×３６．２ｃｍ 紙本淡彩

52  芭蕉猫雀図  顧伯逵 1892～1969 民国時代 １２４．２×３２．９ｃｍ 紙本淡彩

53  貍奴薫籠図  顧譲 1857～1931 光緒16年（1890） １２０．３×３３．２ｃｍ 紙本淡彩

54  貍奴薫籠図  顧譲 1857～1931 民国17年（1928） １０５．４×３４．３ｃｍ 紙本淡彩

55  耄耋図  劉徳六 1805？～1875？ 清時代後期 １３１．２×２９．９ｃｍ 紙本設色

56  耄耋図  戴浜 生卒年不詳 民国17年（1928） ９８．３×３９．８ｃｍ 紙本設色

１、展示作品は、すべて観峰館所蔵作品です。

２、展示作品の順番は、展覧会冊子（下記参照）の掲載順と同じではありません。

３、都合によって、作品が入れ替わる場合があります。ご了承ください。

☆出品作品はすべて、展覧会冊子に掲載されています。観峰館受付で販売しています。

　冊子購入特典もあります！

　通信販売もありますので、お気軽にお問い合わせください！！

　Ａ４　２４ページ　オールカラー

　価格；６６０円（税込）（通販の場合は、別途送料が必要となります）

〒529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町136

TEL;0748-48-4141  FAX;0748-48-5475

http://kampokan.com/

発行；（公財）日本習字教育財団　観峰館

第３章　ニャンダフルな猫ー新しい猫たちー

第４章　猫にお願い！


