
「ふつうの系譜」おかえり展　
「ふつうの美しさー京の絵画と敦賀コレクションー」

作品人気投票

「ふつうの系譜」 おかえり展期間中に実施した、 当館絵画コレクションの人気投票では、 作品
へのコメントが多く寄せられました。 ここでは、 いただいたコメントの中から一部抜粋したものをまと
めています。
※漢字やひらがな表記は可能な限り原文のままとしています。

人気投票DATA

実施期間 ：令和2年 （2020） 8月 8日 （日） ～ 11月 8日 （日）

投票総数 ： 1033票

主催 ：敦賀市立博物館

特別協力 ：府中市美術館、 株式会社嶺南ケーブルネットワーク

✿ 投票者からのコメントまとめ ✿



1 位　　133 票
円山応挙
狗子図

◯円山応挙＝幽霊画のイメージを良い意味で崩してくれました。もふもふ
ころころしていてかわいいです。◯「かわいい」これにつきる。あとは表
情もいい。ラッコみたい。◯子犬のふわっとやわらかな毛並みや体型、そ
して表情。思わず心がふんわり和みます。◯とにかく顔のやわらかい表情
がかわいい。ついつい見ていて同じ顔になってしまう。顔がほころびます。

◯この上ない可愛らしい瞬間を見事に捉えた作品です。◯白くまのような
かわいい子犬。特にモフモフの毛並みや愛くるしい目が印象的で作者の犬

への愛情が感じられました。◯あいくるしい。◯昔の人も子犬はかわいい
という目線で描かれていることに親近感を感じた。◯本物の子犬と同じく
らいのサイズなので両手に抱いた時の柔らかさ、あたたかさが伝わってく

るようです。◯犬のつぶらな瞳が見ていてほっこりするところ。◯足のむ
きがとてもかわいい！◯昔かってた犬に似ている。◯猫派ですがかなり心
ゆさぶられました。◯現代にも通じる子犬の姿が生き生きと描かれていて
見飽きない。◯何ともかわいい。慌ただしい世の中に、癒されれる一枚で
す。◯右手前の犬と同じように首をかしげて作品を見たくなるくらいかわ
いいです。◯力強く何かを主張しているわけでもないのに、圧倒的な存在感、
胸キュン作品です。



2 位　　55 票
岸駒
猛虎図

◯愛嬌のある虎の表情が良い。◯毛並みの表現のすごさ。遠近もついて江
戸の３Ｄ絵ですね。◯目ヂカラが…忘れられません。◯眼が大きくて、チャー
ミング。ネコちゃんの甘えている表情みたい！◯虎の毛並みのやわらかさ、
今にもさわってみたくなるような描写に感動。◯ななめにかまえて見る視
線、その目力がすごい！とても立体的に見えるところが好きです。そして、

丁寧に描かれた毛並み、もふもふしてかわいらしい！◯目に力と愛嬌を感
じます。また、太い手がなんともトラらしくすばらしいです。◯毛並みに
ほれました。さわってなでなでしたい。◯ど迫力でありながら、愛らしい
ところ。◯ネコらしくてかわいいところ（少し怖いかもですが…）◯撫で
てみたいほど愛らしい。



3 位　　52 票
岸礼
百福図

◯日常の家事の様子がよくわかるし、顔の表情も生き生きしてます。◯お
多福の表情が面白い。同じ表情がないような気がします。みていると福を

もらえそう。◯遠目ではわからなかった福さんの顔が色々あり良かった。
◯密◯見た瞬間うわっ！ってびっくりしたけどよく見たら一人一人の顔が
違って見るのが楽しくて時間がかかった。◯１４５人のお多福さんの皆の
顔が幸せそうでよい。一人もいやな顔、怒っている顔がない。こちらまで

幸せになる。あと絵を見ていると色々な話が頭の中に浮かんで楽しくなる。

◯女性たちの会話が聞こえてきそう♡ブリューゲルの和製版ですね。◯密
なところがすごくかわいい。◯楽しい。福々しい。妻に似ている。



4 位　　41 票
森狙仙
蜂猿図

◯さわったらふんわりしてるんだろうなあ (^^) と思わず想像してしまう毛
並みがすきです。今にも動き出しそう！ただただかわいらしい♡◯猿の表
情が豊かでリアルなので動画のように再生されているようなところ。◯人
間臭さが感じられて面白かった。◯のびのびとユーモラスな姿に惹かれま
した。◯猿の表情が可愛らしく、おもわず笑いがこぼれます。◯左から２
頭目、知り合いにこんな人がいる。◯子ども（２歳）が毛並みを見て「ふ
わふわだねー！」と言いました。◯とくに左から 2番目の子の表情がよい。
◯フサフサな毛の表現が美しい。



5 位　　40 票
土佐光起
伊勢図

◯なんともすてきなお姫様の雰囲気に心癒されます。◯緻密に美しく描き
こまれた伊勢の美しさと、墨で描かれた滝の対比が素晴らしく、いつまで

も眺めていたくなる作品。◯傷心の折りであっても“品”を失わずに歌を
詠む姿に美を感じます。◯しっとりとした髪の繊細さに見入りました。◯
愛らしい、かわいらしい、小さなお姫様の姿にキュンとします。今日実際

にお会いしてひとめぼれしました。◯かわゆいです。ようやく会えました。
また府中で会えることを楽しみにしております。◯小さな伊勢が繊細なタッ
チで描かれているところや表情、たたずまいなど、見ていてあきることが

ありません。◯赤の着物がうきでて、しばらく見入ってしまいました。か
わいらしさに目を奪われました。



5 位　　40 票
森狙仙
藤下遊猿図

◯お猿の毛がいきいきしてて、良いです。◯リズミカルな藤の花にぶらさ
がる様子が今にも揺れだしそうなところ。◯猿の描写が美しく素晴らしく、
また親猿の視線が子猿を愛おしく見つめているところが心を打った。◯や
んちゃな子猿ちゃんをちゃんと見つめている親猿の姿。◯猿の親子の情愛
が伝わってくるようなあたたかい作品であった。◯猿の毛並みも好きです
が、上に咲いている藤の花が美しくて好きです。



7 位　　36 票
松村景文
月・山桜小禽・山茶花鴛鴦図

◯シンプルで描き込みが少ないけれど、絵の情景や月の美しさが伝わって
くるところ。◯一つ一つが独立しながら、三枚となり合わせてみても素晴
らしいバランス。一粒で二度楽しめる。◯落ち着く感じ。月があることで
更に落ち着く。◯構図と色合いが好き（明るくすっきりしていてお月様が
良い）。◯色が柔らかくて優しい。◯景文の無駄のない端正な付立てによる
草花とまあるいフォルムの鳥が愛しい。真ん中のまんまるお月様も絶妙な

大きさでやさしく小さな生命を見守ってくれている。



8 位　　30 票
冷泉為恭
五位鷺図

◯しゃがんで話しかけている感じが好きです。鷺の方も話を聞いている顔
をしててかわいい。◯さぎがかわいい。さぎが素直。さぎが上司になって
ほしい。◯サギなのに？とても気品があり、蔵人に対して毅然とした風格
で思わず一目ぼれしました。◯蔵人の色合いが絶妙によく、表情がやわら
かくてかわいらしいところ。水の色もキレイに表現され、サギのことも、

蔵人のことも、この絵すべてをまるごと愛してあげたくなる愛おしさがこ

の作品にはあるから。◯サギの素直そうで、心通じていそうなところが和
みます♡



9 位　　29 票
岸竹堂
群鳥図

◯正確な鳥の描写が素晴らしい。オナガがいるのが興味深い。◯ 1 羽、ど
こに隠れているんでしょうか。羽の藍色がとても綺麗でした。◯かわいい
とりたちが、こまかく４４わくらいえがかれていてよかった◯どの鳥もか
わいらしく、木に隠れているようにも見え、自然な雰囲気が和む。◯たの
しい絵です。48羽！見つけられた達成感ありました。



10 位　　22 票
長沢蘆雪
紅葉狗子図

◯子犬のプクッとした丸みがとてもかわいいので！◯見ているだけで
子犬たちそれぞれの様子が想像でき、とてもいやされる作品です。◯
背中を向けて紅葉を見ている２匹の犬に、後ろからかまってほしいか

のようにさわってくる犬がかわいらしく感じました。◯後ろ姿の二匹
は何をしているのか、もう一匹は何を見つめているのか、考えるだけ

でも楽しい。◯子犬と雀が同じ方向を見ており、その視線の先に何が
あるのか想像力をかきたてられる。



17 位　　16 票
中村西渓
猛虎図
◯この虎の毛並みの 1本 1本をじーっと見ていると、毛の感触が手のひら
から伝わってくるようで急に愛着がわいてきました。でもこのトラさん怒っ

てるから本当に撫でるとすごく噛まれそう…。◯虎の丸くてかわいいとこ
ろが好みでした。◯虎なのに、何となく猫っぽくてほえているのに可愛ら
しく見えます。◯せなかがおこっているところが、おすすめです。すきな
ところは虎のもようが風と、いっしょに動いているところ。

46 位　　6票
狩野永岳
山水図屏風

◯雄大。幽玄。前に立っているだけで絵の中の景色から佳い風が吹いてく
るような心地よさ。◯山登りをして山頂から見た景色のようで、癒されます。
さわやかな風が吹いているようです。◯絵心はありませんが、川の流れる音、
山の木々の風の音、田畑のゆれる音が聞こえるようでした。ずっと見てい

たいと思いました。



13 位　　19 票
菊池容斎
関ヶ原合戦図屏風
◯見た目のインパクトが強く残る作品。屏風という点だけでなく細やかさ
と力強さを感じた。◯りんじょうかんがとてもすごくて、いまにもとびだ
すようなかんじがしてぼくもこんなさっかになりたいです。◯六曲一双の
色合いの華やかさ、一方で戦場での血なまぐさのリアル感。緻密な屏風で

ある。

31 位　　9票
原在中
山州嵐山真景図

◯応挙の嵐山図などと比べて細かく線の一本一本まで描いているのに、真
景という題に反してどこかファンタジーな物語世界に入り込んだような不

思議さが非常に魅力的でした。◯様々な表情の緑と桜の淡いピンク色の組
み合わせが美しい。絵の中に自分も入り込んでいくような錯覚をおぼえま

した。



64 位　　3票
原在中
桃花曲水之図
◯今まで留守模様の絵を色々見てきましたが、一番かわいらしく、のどかで、
それでいて何を表しているのかわかりやすかった。この作者の他の絵をもっ

と知りたい！と思いました。◯曲水の宴という雅なテーマと可憐な桃の花、
ゆったりと流れる水の様子。遊び心もあり、とても印象に残りました。

46 位　　6票
塩川文麟
柳汀飛蛍図

◯暗がりにぼうっと浮かび上がる蛍の光が幻想的で惹かれます！◯薄暗い
背景に浮かぶ蛍のはかない光がとてもきれいです。◯暗闇の画面とその奥
にぽつんと小さく光る蛍の対比が素敵だと感じました。川の水面のゆらめ

きも描かれていて少し風の吹いているような静かな空気感が好きです。



18 位　　14 票
冷泉為恭
男山図

◯作者の「もの想い」がさりげなく美しい描線や画に描かれていて、題材
に込められている。◯決して派手ではないけれど、牛や女郎花がその分引
き立てられていて、かわいらしかった。牛のお尻や、為恭の恋の行方が気

になり、愛おしくなった。◯男性のとなりの牛の後ろ姿がかわいい。

24 位　　11 票
岸駒
白蓮翡翠図

◯カワセミの目立たないおもしろさ。蓮の形の強さ。◯蓮は繊細で神々し
いイメージがあったけれど、少し荒々しく迫力があってひきこまれました。

力強さを感じた。◯画面を埋め尽くさんばかりの植物から元気をもらえる。
また、茎にとまったカワセミがふっくらしていて癒される。



14 位　　18 票
円山応挙
紅葉白鹿図

◯紅葉と白鹿のコントラストが鮮やかでした。◯紅葉がきれい。赤い色も
いい。白鹿もりんとしていて良いと思った。◯鹿が生きているようです！
◯鹿が神々しくて美しい。紅葉の色のグラデーションが丁寧で繊細で素敵
だった。◯秋らしくて奈良へ行きたい気持ちにさせられます。

20 位　　13 票
岸恭
四季花卉図屏風

◯屏風絵で色とりどりの草花が大変華やかに描かれており、心も明る
くなる作品でした。美麗です。◯美しい花々という印象だけでなく、
野性味も感じて、ただきれいという印象だけではなかった。◯赤色の
発色がとてもきれい。葉っぱの先が色鮮やかなところ。



16 位　　17 票
原在中
富士三保松原図

◯画面すべての風景が細部に至るまで描写されておりびっくりしま
した。また遠近感を色の濃淡で表現されており立体感の表現が気に

入っています。特に富士山の色の工夫が良くさっぱりとして、色遣

いがさわやかな気持ちにさせてくれました。すばらしい！

31 位　　9票
岸良
琴棋書画図屏風

◯個々の表情がよく、ゆったりとしたほほえましい感じがよ
かった。◯みんな楽しそう！◯色がかがやいていた。◯絵の美
しさだけでなく昔の人の色々な個性が見て取れ、今の人と変わ

らない部分で自分だったら、と思わせる楽しさを感じた。



46 位　　6票
土佐光孚
仙洞御所修学寺御幸図
◯ふかんで見渡せることにより壮大な感じがいたしました。軸装の裂地
もまた立派で色合いがよいと思いました。立派です。◯御幸列の人物が
細かく描かれており、一人一人の顔の表情も垣間見れる。京都盆地の山

並みも美しい。

31 位　　9票
初代橋本長兵衛
仙人図

◯空気感がのんびりしてて落ち着く。◯ボーッとした表情で釣り
をしている雰囲気と、身体の線が太く一本でゆったりと描かれて

いるのが好きでした。◯柔らかな風情を感じながらも、衣のゆっ
たりと力強い線が美しい。



37 位　　8票
奥文鳴
寒塘水禽図

◯木の厚い皮な感じが細かく、とても出ていたところ。また、木に雪が
張り付いて白くなっている感じが寒さを感じさせる。その中にあるピン

クの花にあたたかみもあり、いい。水の滑らかさも感じられる。

21 位　　12 票
原在中

二見浦富士図

◯ファンタスティックの中に神々しさを感じる。◯
三重県の夫婦岩、東海出身の私にはとても身近な題

材です。そこに赤い一筋の光がのびていて、夫婦の

行く末を導いているようで好きです。

37 位　　8票
原在中
山水図屏風

◯壮大な作品は、82歳という年齢を超越した。スゴイパワー
を感じました。◯一見、全面金箔で派手に見えますが、絵
は霧の中から出てくる風景を控えめに描いていておもしろ

かったです。



24 位　　11 票
土佐光起
花籠図

◯キリリとしながらもホッとするところ。◯現代の花生けとは全く
異なる花材の取り合わせや、投げ入れなのに盛り盛り感がMAXな

点で実はインパクトのある作品。花籠の描写力も秀逸。

29 位　　10 票
原在中

菊に鶏図

◯栩栩如生（中国語で「まるで生きているかのように真に迫って
いる」という意味）◯親鳥のヒナに対する愛情が感じられる微笑
ましい感じがとても良い！◯色鮮やかで目を引きました。

11 位　　20 票
岸連山
竜虎図

◯黒々とした雲とも竜ともわからないとても神秘的な竜の図が
気に入った。◯水墨ならではの勢いがあり、引き込まれた。◯
雲と竜が一体になっている点に力を感じました。



37 位　　8票
狩野永岳
楼閣山水図

◯こんな所で魚釣りができたらどれほど幸せか…そう思わせる一枚。◯山
が大きいし、りっぱに見えて、ぼくもすみたいと思ったから。◯奥行きの
ある自然美

46 位　　6票
源琦

藍采和図

◯仙人らしからぬ人物の表情に物語性を感じます。◯仙人であり
ながら児童の面影を残し、自然の姿がとても美しい。今回の展示

物の中では異色でした。

14 位　　18 票
幸野楳嶺
雪中清水寺

◯身近な清水寺の描かれ方が美しく幻想的だと思いました。◯
山や本堂の奥行きが濃淡でうまく表現されており、凛とした静

けさが美しい。



37 位　　8票
岸良
猛虎嘯風図

◯ぼかした絵の具と細い線で毛並みの柔らかさ、ふっくらとし
た肉球が表現されている所。また、濃淡で、風と光が表現され

ている所。

64 位　　3票
冷泉為恭

童子読書図

◯やっぱり冷泉為恭ファンだなと思った。かわいらしい人の
絵がとても上手で、儚げで、消えてしまいそうな男の子がす

ごくかわいい！

37 位　　8票
狩野栄信
菊慈童・菊図

◯美しさが非常に良い。迫力もある。◯重陽の節句が誕
生日なので、菊が美しく豪華に描かれていて…とてもう

れしくなりました！



21 位　　12 票
土佐光起
菊鶉図

◯家にかけておいて眺めていたい絵です。◯きれいな線。◯細かく丁寧に
描いた鶉と菊の流れが美しい。秋の時間をみつけた。

24 位　　11 票
高谷篁圃
三美人図

◯華やかで楽しいです。◯女性はどの年齢、身分だろうと美し
いと思いました。◯この絵師の作品、超久しぶりに見ました。

11 位　　20 票
岸駒
寒山拾得図

◯表情がユーモラス。現代人の中によく似た人がいる。◯こわかった
けど、もう一度見に行きました。◯三度見しました。



24 位　　11 票
梅戸在貞
三保之松原図屏風

◯金の表情（表現）の多彩さに感服しました。◯金で色々
な色を表現しているところ。金なのにいやらしくない。

29 位　　10 票
幸野楳嶺

敗荷鴛鴦図

◯月の欠け方、枯れかけの草のもの悲しい感じが好きです。筆の
大胆さと繊細さが同居しているところも好き。

46 位　　6票
松村景文
合歓花小禽図

◯とにかく愛らしい小鳥たちとねむの木のピンクの花と葉。うちに
飾りたい。かわいいかわいいかわいい。



31 位　　9票
岸駒
富士山図

◯シンプルかつ壮大。◯圧倒的な迫力。岸駒の力を感じ
ました。

83 位　　1票
岸竹堂

華厳滝図

◯滝の目の前にいるようでした。墨だけで広がる表現が
凄い！！

56 位　　4票
土佐光貞
吉野・竜田図

◯とてもかわいらしく、古さを感じないところが好きです。



37 位　　8票
土佐光孚
花丸文様屏風

◯きれいな丸で統一された四季折々の花に癒されます。

18 位　　14 票
冷泉為恭

高台・日・月図

◯心が吸い込まれるような景色に感動を覚えました。

56 位　　4票
原在中
養老瀧真景図

◯部屋にかざりたいです（音が聞こえてきそう）。



83 位　　1票
長沢蘆雪
雪中鴛鴦図

◯雪の描き方がきれい。本当の雪のようにみえる。

64 位　　3票
狩野探幽
山水図

◯水墨の濃淡で色合いが透けて見えるようだ。

44 位　　7票
原在中
富士山図

◯雄大な富士山がすっきりと描かれている。



64 位　　3票
曽我二直庵
岩上鷹図・柳枝鷹図

◯エモノを狙った鷹が今にも動きだしそう。

56 位　　4票
原在中

柳樹駿馬図

◯馬の生き生きした姿が良かった。

46 位　　6票
長沢蘆雪
老子図

◯おじいちゃん長生きしてね！！



53 位　　5票
浮田一蕙
雪中狼図

◯自分を見ているよう。◯かわいいめがあおい

56 位　　4票
原在中

海上飛鶴図

◯軽快さを感じます。

83 位　　1票
原在中
関羽図

◯純粋にカッコイイ


