
与謝蕪村　「ぎこちない」を芸術にした画家

 展示予定表
 2021年 3月13日（土）─ 5月9日（日）
 前期　3月13日（土）- 4月11日（日）
 後期　4月13日（火）- 5月9日（日）

 府中市美術館

 ＊都合により予定が変更になる場合があります。

作品番号 文化財指定 　作者 　作品名 　所蔵 　　          展示期間

1 京都府指定文化財 　与謝蕪村 　方士求不死薬図屛風 　施薬寺（京都府与謝野町） 前期

2 　与謝蕪村 　山水花鳥人物図押絵貼屛風 　個人蔵 前期 後期

3 　与謝蕪村 　「雪の日や」自画賛 　個人蔵 後期

4 　与謝蕪村 　田楽茶屋図屛風 　個人蔵 前期

5 　与謝蕪村 　山水図屛風 　寧楽美術館 後期

6 　与謝蕪村 　風虎図屛風 　個人蔵 前期

7 　与謝蕪村 　倣王叔明山水図屛風 　京都国立博物館 前期

8 　与謝蕪村 　寒山拾得図 　個人蔵 後期

9 　与謝蕪村 　採薬図 　個人蔵 前期

10 　与謝蕪村 　林和靖図 　個人蔵 後期

11 　与謝蕪村 　山中採芝図 　個人蔵 前期

12 　与謝蕪村 　狗子図 　個人蔵 後期

13 　与謝蕪村 　山水図 　個人蔵 前期

14 　与謝蕪村 　梅石図 　個人蔵 後期

15 重要文化財 　与謝蕪村 　蘇鉄図屛風 　妙法寺（香川県丸亀市） 後期

16 　与謝蕪村 　山水図 　個人蔵 前期

17 　与謝蕪村 　東坡宝山昼眠図 　個人蔵 後期

18 　与謝蕪村 　野馬図屛風 　京都国立博物館 前期

19 　与謝蕪村 　寒林双馬図 　個人蔵 後期

20 　与謝蕪村 　秋山高隠図 　個人蔵 後期

21 　与謝蕪村 　春景人物図 　個人蔵 後期

22 　与謝蕪村 　山水人物図 　個人蔵 後期

23 　与謝蕪村 　春風騎旅図 　個人蔵 後期



24 　与謝蕪村 　緑樹清隠図 　個人蔵 後期

25 　与謝蕪村 　夏景山水図 　個人蔵 後期

26 　与謝蕪村 　冬景山水図 　個人蔵 前期

27 　与謝蕪村 　山水人物図 　個人蔵 前期

28 　与謝蕪村 　梅華書屋図 　個人蔵 後期

29 　与謝蕪村 　虎図 　摘水軒記念文化振興財団 後期

30 　与謝蕪村 　酔老図 　個人蔵 前期

31 　与謝蕪村 　福禄寿図 　個人蔵 前期

32 　与謝蕪村 　三星酔帰図 　個人蔵 後期

33 　与謝蕪村 　山水花鳥人物図 　個人蔵 前期

34 国宝 　与謝蕪村 　十宜帖 　川端康成記念会 後期

35 　与謝蕪村 　人家山水図押絵貼屛風 　個人蔵 後期

36 　与謝蕪村 　柳陰渡舟図 　個人蔵 前期

37 　与謝蕪村 　松林流泉図 　個人蔵 前期

38 　与謝蕪村 　漁父図 　個人蔵 後期

39 　与謝蕪村 　深林孤屋図 　個人蔵 前期

40 　与謝蕪村 　一路寒山図 　個人蔵 後期

41 　与謝蕪村 　「春の夜や」自画賛 　個人蔵 後期

42 重要文化財 　与謝蕪村 　奥の細道図屛風 　山形美術館（長谷川コレクション） 前期

43 　与謝蕪村 　芭蕉像 　金福寺（京都市） 前期

44 　与謝蕪村 　文台 　金福寺（京都市） 前期

45 　与謝蕪村 　重硯箱 　金福寺（京都市） 前期

46 　与謝蕪村 　「日の春を」画賛 　個人蔵 前期

47 　与謝蕪村 　太祇馬提灯図 　早稲田大学會津八一記念博物館 後期

48 　与謝蕪村 　「女倶して」自画賛 　個人蔵 前期

49 　与謝蕪村 　「我門や」自画賛 　個人蔵 後期

50 　与謝蕪村 　「鮎くれて」自画賛 　個人蔵 後期

51 重要文化財 　与謝蕪村 　「四五人に」自画賛 　文化庁 後期

52 　与謝蕪村画・加藤暁台賛 　「忘れ花」画賛 　個人蔵 後期

53 　与謝蕪村 　「ゆふかほや」画賛 　個人蔵 後期

54 　与謝蕪村 　「ゆふかほの」自画賛 　個人蔵 前期

55 　与謝蕪村 　「我門や」自画賛扇面 　個人蔵 後期

56 　与謝蕪村 　「たちはなの」自画賛扇面 　個人蔵 前期

57 重要文化財 　円山応挙画・与謝蕪村賛 　「銭亀や」画賛扇面 　文化庁 前期



58 　円山応挙画・与謝蕪村賛 　「己か身の」画賛 　個人蔵 後期

59 　呉春画・与謝蕪村賛 　「沓おとす」画賛 　個人蔵 後期

60 　呉春画・与謝蕪村賛 　「よい夢の」画賛 　個人蔵 前期

61 　呉春画・与謝蕪村賛 　「女倶して」画賛 　個人蔵 前期

62 　呉春画・与謝蕪村賛 　「月光西に」画賛 　個人蔵 前期

63 　呉春画・加藤暁台賛 　「土甘し」画賛 　個人蔵 後期

64 　呉春 　牧馬図 　個人蔵 後期

65 　上田公長 　桃林謝日図 　逸翁美術館 前期

66 　横井金谷 　草廬三顧山水図 　滋賀県立琵琶湖文化館 前期

67 　紀楳亭 　五老図 　滋賀県立琵琶湖文化館 後期

68 　与謝蕪村著・呉春画 　新花摘（写真展示） 　早稲田大学図書館 前期 後期

69 　加藤逸人 　虫の声（写真展示） 　早稲田大学図書館 前期 後期

70 重要文化財 　与謝蕪村 　寒山拾得図 　文化庁 後期

71 　与謝蕪村 　「西吹は」自画賛 　個人蔵 前期 後期

72 　与謝蕪村 　「西吹は」自画賛 　個人蔵 前期 後期

73 　与謝蕪村 　「西吹は」自画賛 　個人蔵 前期 後期

74 　与謝蕪村 　寒山拾得図 　個人蔵 前期

75 　与謝蕪村 　松林帰樵図 　逸翁美術館 前期

76 重要文化財 　与謝蕪村 　郭子儀図 　文化庁 後期

77 　与謝蕪村 　後赤壁賦・帰去来辞図 　逸翁美術館 後期

78 　与謝蕪村・呉春 　白箸翁・元政身延詣図 　逸翁美術館 前期

79 　与謝蕪村 　「又平に」自画賛 　逸翁美術館 前期

80 　与謝蕪村 　「雪月花」自画賛 　逸翁美術館 前期

81 　与謝蕪村 　「火桶炭団を」自画賛 　東京黎明アートルーム 後期

82 　与謝蕪村 　「四五人に」自画賛 　個人蔵 前期

83 　与謝蕪村 　「みしか夜の」自画賛 　個人蔵 後期

84 重要文化財 　与謝蕪村 　「花すゝき」自画賛 　文化庁 後期

85 　与謝蕪村 　薄に鹿図 　愛知県美術館（木村定三コレクション） 前期

86 　与謝蕪村 　「居直りて」自画賛扇面 　個人蔵 後期

87 　与謝蕪村 　安永三年春興帖（写真展示） 　早稲田大学図書館 前期 後期

88 　与謝蕪村 　「涼しさに」自画賛 　個人蔵 前期 後期

89 　与謝蕪村 　夏渓訪友図 　個人蔵                 3月30日～5月9日

90 　与謝蕪村 　驟雨渡橋図 　個人蔵                 3月30日～5月9日

91 　与謝蕪村 　山水図 　個人蔵 後期



92 　与謝蕪村 　「春の海」自画賛 　個人蔵                 3月30日～5月9日

93 　与謝蕪村 　「岩くらの」自画賛 　愛知県美術館（木村定三コレクション） 前期

94 　与謝蕪村 　寒林暁霽図 　個人蔵                 3月30日～5月9日

95 重要文化財 　与謝蕪村 　鳶鴉図 　北村美術館 前期

96 　与謝蕪村 　風雨鳶・雪中烏図 　個人蔵 前期

97 重要美術品 　与謝蕪村 　晩秋遊鹿図屛風 　逸翁美術館 後期

98 重要文化財 　与謝蕪村 　山野行楽図屛風 　東京国立博物館                 3月13日～3月28日

99 重要文化財 　与謝蕪村 　富岳列松図 　愛知県美術館（木村定三コレクション） 前期

100 　与謝蕪村 　月下観梅図 　個人蔵 前期

101 　与謝蕪村 　柳塘文人図 　個人蔵                 3月30日～5月9日

102 　与謝蕪村 　春野行楽図屛風 　個人蔵 前期 後期

103 　与謝蕪村 　山水図屛風 　個人蔵 後期


