
番号	 作品名	 作家	 制作年	 素材・技法	 形状	 サイズ（cm）	 所蔵
20	 虎図	 	 宋紫岩	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 105.5×36.4	 個人
21	 猛虎瀧図	 芦塚若鳳	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 99.1×41.5	 個人
22	 虎人物図	 熊代熊斐	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 76.0×29.7	 個人
23	 松下虎図	 諸葛監	 1763（宝暦13）	 絹本着色	 一幅	 113.5×47.0	 個人
24	 虎図	 	 宋紫石	 1759（宝暦9）	 絹本着色墨画	 一幅	 82.5×26.0	 個人
25	 虎図	 	 宋紫石	 1770（明和7）	 絹本着色	 一幅	 104.6×37.4	 個人
26	 老松虎図	 大友月湖	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 103.0×42.0	 個人
27	 松虎図	 山本若麟	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色墨画	 一幅	 114.2×47.8	 個人
28	 龍虎之図	 宋紫山	 18世紀（江戸時代）	 絹本墨画	 双幅	 各95.3×33.5	 個人
29	 虎図	 	 斎藤雀亭	 18-19世紀（江戸時代）	 絹本墨画	 一幅	 107.0×29.5	 個人
30	 虎図	 	 広渡湖秀	 18世紀（江戸時代）	 紙本着色墨画	 一幅	 45.5×37.0	 個人
31	 虎之図	 鏑木梅渓	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 109.5×45.2	 個人
32	 虎図	 	 松井元仲	 18-19世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 126.0×57.0	 個人
33	 親子虎図	 松井慶仲	 18-19世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 89.0×27.0	 個人
34	 猛虎図	 白井華陽	 18-19世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 110.2×44.5	 個人
35	 巌上双虎図	 牛島若融	 18-19世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 98.5×33.2	 個人
36	 竹二虎図	 渡辺秀詮	 18-19世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 128.8×56.2	 個人
37	 猛虎図	 荒木千洲	 19世紀（江戸時代）	 絹本着色墨画	 一幅	 121.0×55.5	 個人

番号	 作品名	 作家	 制作年	 素材・技法	 形状	 サイズ（cm）	 所蔵
38	 猛虎之図	 岸駒	 1775（安永4）-1784（天明4）	 絹本墨画	 一幅	 118.5×53.8	 敦賀市立博物館
39	 真虎図	 岸駒	 1784（天明4）-1808（文化5）	 紙本着色	 一幅	 104.5×41.5	 個人
40	 水呑虎図	 岸駒	 1784（天明4）-1808（文化5）	 絹本墨画着色	 一幅	 129.0×97.0	 個人
41	 水呑虎図	 岸駒	 1814（文化11）	 絹本着色	 一幅	 97.6×35.3	 個人
42	 猛虎嘯風図	 岸良	 19世紀（江戸時代）	 絹本水墨淡彩	 一幅	 136.0×112.5	 敦賀市立博物館
43	 龍虎図	 岸連山	 1847（弘化4）	 紙本水墨	 双幅	 各173.0×79.8	 敦賀市立博物館
44	 龍虎図	 岸連山	 1849（嘉永２）	 紙本着色	 六曲一双屏風	 各154.2×350.2	 滋賀県立近代美術館
45	 虎図	 	 岸礼	 19世紀（江戸時代）	 絹本墨画着色	 双幅	 各133.5×82.0	 個人
46	 松渓虎之図	 岸竹堂	 1870（明治3）頃	 絹本墨画淡彩	 一幅	 142.2×85.0	 滋賀県立近代美術館
47	 虎図	 	 岸竹堂	 1891（明治24）	 絹本墨画淡彩	 一幅	 118.8×65.3	 滋賀県立近代美術館
48	 猛虎図	 岸竹堂	 1895（明治28）	 紙本着色	 二曲二双屏風（右一双）	各172.0×230.0	 滋賀県立近代美術館
49	 猛虎図	 鈴木松年	 1891（明治24）	 紙本金地着色	 衝立一面	 138.3×158.8	 奈良県立美術館
50	 雄風	 	 竹内栖鳳	 1940（昭和15)	 絹本着色	 二曲一双屏風	 各170.0×188.0	 京都市美術館
51	 猛虎図	 大橋翠石	 1895（明治28）-1910（明治43）	絹本着色	 一幅	 128.8×55.7	 個人
52	 秋山双虎之図	 大橋翠石	 1912（大正元）-1945（昭和20）	絹本着色	 一幅	 142.0×41.7	 個人
53	 蹲地待機之図	 大橋翠石	 1912（大正元）-1945（昭和20）	絹本着色	 一幅	 134.5×41.0	 個人
54	 嘯虎図	 都路華香	 1901（明治34）	 絹本着色	 一幅	 125.4×41.8	 京都市美術館
55	 豊干和尚	 吉川霊華	 19-20世紀（明治-昭和）	 紙本墨画着色	 一幅	 128.0×28.5	 個人
56	 水呑虎	 西村五雲	 19-20世紀（明治-昭和）	 絹本着色	 一幅	 94.0×32.0	 京都府立総合資料館（京都府京都文化博物館管理）

57	 咆虎	 	 西村五雲	 19-20世紀（明治-昭和）	 紙本着色	 一幅	 131.5×31.0	 京都府立総合資料館（京都府京都文化博物館管理）

・第一展示室では甲子園関連の作品を展示し、第二展示室以降で日本画を展示いたします。
・甲子園関連の作品の出品番号には番号頭にKを付けています。
・日本画の展示作品のうち前期のみ展示の作品には	前 を、後期のみ展示の作品には	後	をつけています。
　それ以外の作品は全期間展示予定です。
・出品作品は都合により変更となる場合があります。
・前期、後期の入れ替え作品についても変更となる場合があります。
※展示室内の温湿度ならびに照明などは、作品保護のため所蔵先の貸出条件に従って調整しております。

第三展示室　「長崎派の虎」

第四展示室　「岸派と近代の虎」

展示作品リスト

「甲子園の歴史と
　阪神タイガース」

入口

「近世の虎」
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主催／西宮市大谷記念美術館 毎日新聞社

甲子園の歴史と日本画における虎の表現
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番号 作品名 発行、主催、開催地 、 作者 制作年 サイズ（cm） 種別 所蔵
K01-1 ［参考］甲子園球場　設計図（複製） 野田省三  1924（大正13） 83.0×114.0 設計図 甲子園歴史館
K01-2 ［参考］甲子園球場　設計図（複製） 野田省三  1924（大正13） 59.5×84.5 設計図 甲子園歴史館
K02 甲子園球場模型 三栄社  1959（昭和34） 73.7×73.7×15.0 模型 甲子園歴史館
K03-1 甲子園大運動場開　入場式 阪神電気鉄道 1924（大正13） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K03-2 甲子園大運動場開　スタンド其一 阪神電気鉄道 1924（大正13） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K03-3 甲子園大運動場開　スタンド其二 阪神電気鉄道 1924（大正13） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K03-4 甲子園大運動場開　スタンド其三 阪神電気鉄道 1924（大正13） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K04 全関東全関西対抗アマチュア拳闘大会 阪神電気鉄道 1937（昭和12）頃 35.5×78.0 ポスター アド・ミュージアム東京
K05 第1回スキージャンプ甲子園大会 阪神電気鉄道 1938（昭和13） 36.2×78.7 ポスター アド・ミュージアム東京
K06 甲子園の野球戦 甲子園球場 制作年不詳 36.0×78.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K07 甲子園の野球戦 甲子園球場 制作年不詳 36.0×77.8 ポスター 西宮市立郷土資料館
K08 大日本相撲協会関西大場所甲子園 阪神電気鉄道、早川源一 1939（昭和14）頃 93.5×63.8 ポスター アド・ミュージアム東京
K09 第１回阿波おどりと仕掛花火大会 徳島県観光連盟 1970（昭和45）以降 74.2×51.7 ポスター 西宮市立郷土資料館
K10 大阪朝日新聞主催全国中等学校　優勝野球大会の盛観（甲子園球場）大阪朝日新聞社 1933（昭和8） 9.0×27.8 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K11 第20回全国中等学校優勝野球大会 大阪朝日新聞社 1934（昭和9） 36.3×78.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K12 第21回全国中等学校優勝野球大会 大阪朝日新聞社 1935（昭和10） 36.0×79.0 ポスター 野球殿堂博物館
K13-1 甲子園野球大会絵葉書　大会二十年記念野球塔 大阪朝日新聞社 1935（昭和10） 14.1×9.2 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K13-2 甲子園野球大会絵葉書　栄光燦たる大会優勝旗 大阪朝日新聞社 1935（昭和10） 14.1×9.2 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K13-3 甲子園野球大会絵葉書　スタンドを埋めつくした大観衆 大阪朝日新聞社 1935（昭和10） 14.1×9.2 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K13-4 甲子園野球大会絵葉書　走者をバントに送る 大阪朝日新聞社 1935（昭和10） 9.2×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K13-5 甲子園野球大会絵葉書　開会式における二主将の国旗、大会旗掲揚 大阪朝日新聞社 1935（昭和10） 9.2×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K14 第29回全国中等学校優勝野球大会 全国高等学校野球連盟、毎日新聞社 1947（昭和22） 76.0×52.8 ポスター 野球殿堂博物館
K15 全国高等学校野球選手権大会 全国高等学校野球連盟、毎日新聞社 1948（昭和23） 35.0×77.5 ポスター 西宮市立郷土資料館
K16 全国高等学校野球選手権大会 朝日新聞社 1951（昭和26） 76.3×51.7 ポスター 野球殿堂博物館
K17 第14回全国選抜中等学校野球大会 大阪毎日新聞社 1937（昭和12） 36.0×77.2 ポスター 西宮市立郷土資料館
K18 第16回全国選抜中等学校野球大会 大阪毎日新聞社 1939（昭和14） 36.3×79.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K19 第2回選抜高等学校野球大会 全国高等学校野球連盟、毎日新聞社 1949（昭和24） 36.0×76.8 ポスター 西宮市立郷土資料館
K20 第7回選抜高等学校野球大会 毎日新聞社 1954（昭和29） 74.0×53.2 ポスター 野球殿堂博物館
K21 第29回選抜高校野球 毎日新聞社 1957（昭和32） 76.8×52.0 ポスター 野球殿堂博物館
K22 第4回全国中等学校東西対抗陸上競技大会 東京日日新聞、大阪毎日新聞社 1929-1943（昭和4-18）36.0×77.5 ポスター 西宮市立郷土資料館 
K23 第20回全国中等学校 日本学生陸上競技連合 1929-1943（昭和4-18）35.8×76.8 ポスター 西宮市立郷土資料館
K24 関西中等学校陸上競技対校選手権大会 関西学生陸上競技連盟 1929-1943（昭和4-18）36.0×78.5 ポスター 西宮市立郷土資料館
K25 東西大学対校陸上競技 甲子園南運動場 1929-1943（昭和4-18）36.5×79.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K26 第21回全日本陸上競技選手権大会 日本陸上競技連盟 1929-1943（昭和4-18）36.5×78.6 ポスター 西宮市立郷土資料館
K27 日米国際対抗陸上競技大会 日本陸上競技連盟 1929-1943（昭和4-18）36.4×78.6 ポスター 西宮市立郷土資料館
K28 第16回全国中等学校蹴球大会 大阪毎日新聞社 1934（昭和9） 36.2×78.4 ポスター 西宮市立郷土資料館
K29 第17回全国中等学校ラグビー大会 大阪毎日新聞社 1929-1943（昭和4-18）36.5×78.5 ポスター 西宮市立郷土資料館
K30 第6回東西学生リーグ決勝蹴球戦 大阪蹴球協会 1929-1943（昭和4-18）36.5×79.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K31 京大―関学サッカー、同志社―関学ラグビー 甲子園南運動場 1929-1943（昭和4-18）36.0×79.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K32 軍用犬大展覧会 帝国軍用犬協会大阪支部 1934（昭和9）頃 78.0×53.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K33 阪神大博覧会案内図 阪神大博覧会 1928（昭和3） 27.0×78.0 チラシ 西宮市立郷土資料館
K34-1 神戸元町進出開通記念　阪神電車元町停留所　改札口 阪神電気鉄道 1936（昭和11） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K34-2 神戸元町進出開通記念　阪神電車元町停留所　プラットホーム 阪神電気鉄道 1936（昭和11） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K34-3 神戸元町進出開通記念　阪神パーク　アシカの海　ペンギン鳥の群 阪神電気鉄道 1936（昭和11） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K34-4 神戸元町進出開通記念　阪神水族館全景 阪神電気鉄道 1936（昭和11） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K34-5 神戸元町進出開通記念　阪神武庫川遊園 阪神電気鉄道 1936（昭和11） 9.1×14.1 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K35 新春 阪神電気鉄道 制作年不詳 24.5×20.5 冊子 西宮市立郷土資料館
K36 阪神便覧 阪神電気鉄道 制作年不詳 21.5×21.6 便覧 西宮市立郷土資料館
K37-1 阪神パーク絵はがき（袋） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 15.5×19.6 はがき袋 西宮市立郷土資料館
K37-2 阪神パーク絵はがき（ほうおうくじゃく） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 9.0×14.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-3 阪神パーク絵はがき（ライオン） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 9.0×14.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-4 阪神パーク絵はがき（をしどり） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 9.0×14.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-5 阪神パーク絵はがき（フラミンゴー） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 9.0×14.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-6 阪神パーク絵はがき（まなづる） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 14.0×9.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-7 阪神パーク絵はがき（チンパンヂー オペラ嬢） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 14.0×9.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-8 阪神パーク絵はがき（おほたか） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 14.0×9.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K37-9 阪神パーク絵はがき（ペンギンの海） 阪神パーク 1932（昭和7）頃 14.0×9.0 絵はがき 西宮市立郷土資料館
K38 御子達の楽園　浜甲子園阪神パーク 阪神電気鉄道 1932（昭和7）頃 77.5×52.5 ポスター 西宮市立郷土資料館
K39 阪神パーク 阪神パーク 1935（昭和10） 36.5×79.2 ポスター 西宮市立郷土資料館
K40 東洋一　浜甲子園阪神水族館 阪神電気鉄道 1935（昭和10） 121.5×61.3 ポスター 西宮市立郷土資料館
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第一展示室　「甲子園の歴史と阪神タイガース」

第二展示室　「近世の虎」

番号 作品名 発行、主催、開催地 、 作者 制作年 サイズ（cm） 種別 所蔵
K41 甲子園　香櫨園　海水浴場 阪神電気鉄道、 早川源一 1940（昭和15） 93.4×61.6 ポスター 印刷博物館
K42 海へ　一億皆泳健民強兵　甲子園 阪神電気鉄道、 早川源一 1943（昭和18）頃 74.3×53.1 ポスター アド・ミュージアム東京
K43 海こそ夏のパラダイス　甲子園・香櫨園・芦屋海水浴場 阪神電気鉄道、川西英 1946（昭和21）以降 75.4×54.2 ポスター アド・ミュージアム東京
K44 廣田山　武庫川遊園 阪神電気鉄道 1935（昭和10） 93.0×62.5 ポスター 西宮市立郷土資料館
K45 鳴尾の苺狩 阪神電気鉄道 （大正-昭和初期） 36.0×77.5 ポスター 西宮市立郷土資料館
K46 鳴尾の競馬 阪神電気鉄道 1935（昭和10） 36.3×79.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K47 鳴尾の競馬 阪神電気鉄道 1935（昭和10）頃 36.0×78.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K48 阪神競馬 阪神競馬倶楽部 1937-1943（昭和12-18）頃 77.5×53.0 ポスター 西宮市立郷土資料館
K49 大阪タイガース来る 大阪タイガース、早川源一 1936（昭和11） 104.0×75.0 ポスター 野球殿堂博物館
K50 秋季全日本職業野球リーグ戦 日本職業野球連盟 1937（昭和12） 36.0×78.5 ポスター 野球殿堂博物館
K51 昭和12年度 全日本職業野球選手権争覇戦 日本職業野球連盟 1937（昭和12） 35.0×78.0 ポスター 野球殿堂博物館
K52 甲子園の職業野球秋季リーグ戦 日本職業野球連盟 1938（昭和13） 36.5×78.0 ポスター 野球殿堂博物館
K53 秋期　甲子園の職業野球リーグ戦 日本職業野球連盟 1938（昭和13） 36.0×79.0 ポスター 野球殿堂博物館
K54 春期　職業野球リーグ戦 日本職業野球連盟 1939（昭和14） 36.5×78.5 ポスター 野球殿堂博物館
K55 秋季　職業野球リーグ戦 日本職業野球連盟 1939（昭和14） 36.5×78.5 ポスター 野球殿堂博物館
K56 第３回職業野球オールスター　東西対抗争覇戦 大阪朝日新聞社 1939（昭和14） 93.5×63.5 ポスター 野球殿堂博物館
K57 日本野球公式仕合 甲子園球場 1940-42（昭和15-17）頃 77.0×54.2 ポスター 西宮市立郷土資料館
K58 日本野球選手権試合第2回甲子園キング選定大会 日本野球連盟 1949（昭和24） 71.4×50.5 ポスター 野球殿堂博物館
K59 セントラルリーグ 早川源一  1950（昭和25） 75.3×52.7 ポスター 野球殿堂博物館
K60 プロ野球オールスター 早川源一  1953（昭和28） 77.2×53.0 ポスター 野球殿堂博物館
K61 日米野球 読売新聞社 1960（昭和35） 72.8×52.2 ポスター 阪急文化財団池田文庫
K62 四強集結戦 読売新聞社 1962（昭和37） 74.9×52.3 ポスター 阪急文化財団池田文庫
K63 第48回阪神ー阪急定期戦 阪神タイガース、阪急ブレーブス 1977（昭和52） 76.0×53.0 ポスター 阪急文化財団池田文庫
K64 第54回阪神ー阪急定期戦 阪神タイガース、阪急ブレーブス 1983（昭和58） 72.6×51.4 ポスター 阪急文化財団池田文庫
K65 2005年　セントラルリーグ優勝 阪神電気鉄道、阪神タイガース 2005（平成17） 72.8×51.5 ポスター 野球殿堂博物館
K66 昭和12年秋季リーグ戦優勝トロフィー 読売新聞社 1937（昭和12） 41.0×27.0×13.0 トロフィー 甲子園歴史館
K67-1 ホーム試合用（今岡誠） 阪神タイガース 2002（平成14）  ユニフォーム 甲子園歴史館
K67-2 ビジター試合用（岡田彰布） 阪神タイガース 2006（平成18）  ユニフォーム 甲子園歴史館
K67-3 交流戦用（新井貴浩） 阪神タイガース 2010（平成22）  ユニフォーム 甲子園歴史館
K68 ［参考］第12回全国中等学校優勝野球大会入場式 大阪朝日新聞社 1934（昭和9） 28.5×128.5 写真 芦屋市立美術博物館
K69 ［参考］市外居住のすすめ 高田兼吉  1908（明治41） 19.0×13.2 書籍 芦屋市立美術博物館

番号	 作品名	 作家	 制作年	 素材・技法	 形状	 サイズ（cm）	 所蔵
01	 虎ノ図	 狩野探幽	 1668（寛文8）	 絹本淡彩墨画	 一幅	 110.5×54.0	 個人
02	 四睡図	 狩野興甫	 17世紀（江戸時代）	 絹本着色墨画	 一幅	 36.0×56.3	 個人
03	 四睡図	 久隈守景	 17世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 117.0×57.5	 個人
04	 豊干寒山拾得図	 英一蝶	 17-18世紀（江戸時代）	 絹本着色墨画	 一幅	 33.5×55.0	 個人
05	 四睡図	 白隠慧鶴	 17-18世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 126.0×21.8	 個人
06	 虎図	 	 与謝蕪村	 18世紀（江戸時代）	 紙本着色墨画	 二曲一隻屏風	 159.0×169.0	 個人
07	 虎図	 	 伊藤若冲	 18世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 112.0×56.6	 石峰寺
08	 虎図	 	 円山応挙	 1767（明和4）	 絹本着色	 一幅	 103.0×35.0	 個人
09	 水呑虎図	 円山応挙	 1782（天明2）	 絹本着色	 一幅	 96.5×141.0	 個人
10	 猛虎図	 皆川淇園	 18世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 一幅	 59.0×137.0	 個人
11	 松下虎図屏風	 森狙仙	 1816（文化13）	 紙本着色	 四曲一隻屏風	 159.0×352.0	 個人
12	 龍図・虎図襖	 長沢芦雪	 1786（天明6）	 紙本墨画	 襖十二面	 各180.0×87.0（2)、183.5×115.5（4）無量寺・串本応挙芦雪館
13	 猛虎図	 長沢芦雪	 18世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 100.1×40.8	 個人
14	 四睡図	 長沢芦雪	 18世紀（江戸時代）	 紙本着色	 双幅	 各123.5×56.5	 個人
15	 龍虎図屏風（虎図）	 谷文晁	 18-19世紀（江戸時代）	 紙本墨画	 六曲一双屏風（左隻）126.8×335.0	 奈良県立美術館
16	 鍾馗騎虎図	 谷文晁	 18-19世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 108.0×41.0	 個人
17	 竹虎図	 吉村孝敬	 18-19世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 92.0×42.0	 個人
18	 渓流虎図	 岡田閑林	 18-19世紀（江戸時代）	 絹本着色	 一幅	 112.0×40.5	 個人
19	 猛虎図	 島田元旦	 1814（文化11）	 絹本着色	 一幅	 128.0×67.0	 個人
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