
ファンタスティック  江戸絵画の夢と空想　出品目録ファンタスティック  江戸絵画の夢と空想　出品目録ファンタスティック  江戸絵画の夢と空想　出品目録

府中市美術館

2016年 3月12日（土）～5月8日（日）2016年 3月12日（土）～5月8日（日）
　　　前期　　3月12日（土）～4月10日（日）　　　前期　　3月12日（土）～4月10日（日）　　　前期　　3月12日（土）～4月10日（日）
　　　後期　　4月12日（火）～5月8日（日）　　　後期　　4月12日（火）～5月8日（日）　　　後期　　4月12日（火）～5月8日（日）

　　　＊都合により予定が変更になる場合があります。　　　＊都合により予定が変更になる場合があります。　　　＊都合により予定が変更になる場合があります。

番号 作者 作品名 所蔵 展示期間

1 森一鳳 満月図 後期
2 松村景文 月・山桜小禽・山茶花鴛鴦図 敦賀市立博物館 前期
3 柴田是真 三日月図 後期
4 東東洋 蘆間吹笛図 仙台市博物館 前期
5 岡本秋暉 波間月痕図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期
6 円山応挙 雪中月図 前期
7 山本琴谷 中秋観月図 後期
8 円山応挙 残月牽牛花図 後期
9 柴田是真 呉剛伐桂図 前期
10 円山応挙 元旦図 前期
11 森狙仙 猿図 前期
12 高嵩渓 宝樽船図 前期
13 月僊 虹山水図 後期
14 円山応挙 雲峰図 後期
15 高橋草坪 風雨山水図 後期
16 仙厓義梵 柳に牛図 後期
17 亜欧堂田善 品川月夜図 須賀川市立博物館 前期
18 司馬江漢 月下柴門美人図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
19 亜欧堂田善 ヨシハラトテノケイ（吉原土堤の景） 須賀川市立博物館 後期
20 松本保居 四条川原夕涼之図 府中市美術館 前期
21 山口素絢 四条河原夕涼図屛風 前期
22 観桜・紅葉に鹿図屛風 前期
23 田中訥言 嵐山図 敦賀市立博物館 後期
24 伊年印 四季草花図屛風 後期
25 東東洋 鳥居図 東北歴史博物館 前期
26 高橋草坪 松渓聴泉図 後期
27 谷文晁 夏山霽靄図 府中市美術館 後期
28 岡田米山人 水亭幽居図 前期
29 東東洋 松浜図屛風 東北歴史博物館 後期
30 原在中 富士山図 敦賀市立博物館 前期
31 立原杏所 袋田瀑布図 前期



32 伊達綱宗 波に燕図 仙台市博物館 前期
33 岡本秋暉 日々歓喜図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
34 円山応挙 群鳥図 後期
35 司馬江漢・鏑木梅渓 草花群鳥虫図 前期
36 黒田稲皐 親子牛図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
37 小泉斐 弁財天三星図 前期
38 菊田伊洲 魁星図 仙台市博物館 前期
39 森一鳳 星図 前期
40 北斗七星図 後期
41 司馬江漢 天球全図 京都大学附属図書館 後期
42 司馬江漢 天球図 京都大学附属図書館 後期
43 司馬江漢原図 色絵軽気球図皿 早稲田大学 會津八一記念博物館 後期
44 原鵬雲 気球図 徳島市立徳島城博物館 前期
45 河野栄寿 昇天竜図 徳島市立徳島城博物館 後期
46 狩野芳崖 鷹雀図 後期
47 鳥文斎栄之 芥川図 墨田区・回向院 後期
48 松本保居 唐船入津 菩薩上陸 府中市美術館 前期
49 松本保居 祇園社神輿あらいねりもの 府中市美術館 前期
50 蹄斎北馬 竜口対客・上野下馬・桔梗下馬図 前期
51 洋館と中国人男女の図 浜松市美術館 後期
52 紅毛女人海辺舞踏図 浜松市美術館 前期
53 南蛮屛風 前期
54 異国風景図 後期
55 船楽図 後期
56 洋人図 後期
57 司馬江漢 異国風景図 後期
58 司馬江漢 西洋風俗図 前期
59 司馬江漢 西洋風景図 後期
60 狩野古信 朝鮮通信使舞踏図 後期
61 高嵩谷 源義経一の谷・須磨・明石図 後期
62 浮田一蕙 那須与一図 前期
63 曽我蕭白 後醍醐帝笠置潜逃図 後期
64 池田孤邨 石清水八幡神・八幡太郎義家・新羅三郎義光図 前期
65 高嵩谷 呉織漢織図 前期
66 英一蝶 かぐや姫図 前期
67 酒井鶯蒲 浦島図 敦賀市立博物館 後期
68 板谷広長 井出の玉川・三島の玉川図 後期
69 浮田一蕙 徒然草図 敦賀市立博物館 前期
70 鳥居清長 行司を務める金太郎 墨田区・回向院 前期
71 鳥居清長 金太郎 墨田区・回向院 後期
72 金太郎と熊 墨田区・回向院 後期
73 魚屋北渓 山姥金時図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
74 長沢蘆雪 諸葛孔明図 後期
75 滝和亭 関羽読書図 白澤庵 前期
76 司馬江漢 王昭君図 府中市美術館 前期
77 小泉斐 竹林七賢図 前期



78 狩野惟信 菊慈童図 後期
79 鳥文斎栄之 孟宗図 後期
80 酒井抱一ほか 七福神図 前期
81 小泉斐 七福神図 前期
82 原在照 菅神影向図 敦賀市立博物館 前期
83 田中抱二 竜頭観音図 後期
84 木村徳応 釈迦如来像 後期
85 高田敬輔 薬師如来像 前期
86 東東洋 蓮池図 東北歴史博物館 後期
87 逸見一純 十六羅漢図 後期
88 加藤信清 五百羅漢図 前期
89 河鍋暁斎 波乗り観音図屛風 府中市美術館寄託 後期
90 伊達吉村 鳳凰図 仙台市博物館 前期
91 伊藤若冲 亀図 後期
92 原在中 飛竜図 前期
93 田公実 竜・虎・鷹・鯉図 後期
94 歌川国芳 地獄図 前期
95 歌川国芳 一休和尚と地獄太夫 後期
96 歌川国芳 国芳もやう 正札附現金男 野晒悟助 後期
97 歌川国芳 国芳もやう 正札附現金男 唐犬権兵衛 前期
98 堀田正民 骸骨図 前期
99 蓑虫山人 野晒図 後期
100 河鍋暁斎・董玉 地獄図 前期
101 閻魔王遊興図 後期
102 歌川国芳 百人一首之内 大納言経信 前期
103 河鍋暁斎 狸砧図 敦賀市立博物館 後期
104 吉川一渓 白狐図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期
105 歌川国芳 道外化もの夕涼 後期
106 歌川国芳 道外化もの百物がたり 前期
107 高井鴻山 妖怪図 後期
108 歌川国貞 豊国揮毫奇術競 将軍太郎良門 仙台市博物館 後期
108 歌川国貞 豊国揮毫奇術競 勇婦綱手 仙台市博物館 後期
108 歌川国貞 豊国揮毫奇術競 白菊丸 仙台市博物館 前期
108 歌川国貞 豊国揮毫奇術競 鳴神上人 仙台市博物館 後期
108 歌川国貞 豊国揮毫奇術競 雲竜九郎 仙台市博物館 前期
108 歌川国貞 豊国揮毫奇術競 法華山袈裟太郎 仙台市博物館 前期
109 柳橋水車図屛風 後期
110 柳橋水車図屛風　徳島県指定文化財 徳島市立徳島城博物館 前期
111 土佐光貞 吉野・竜田図 敦賀市立博物館 後期
112 酒井抱一 富士山図 前期
113 酒井鶯蒲 伊勢物語図 前期
114 東東洋 富士・足柄山・武蔵野図 仙台市博物館 後期
115 狩野永岳 唐人物図屛風 前期
116 岡本秋暉 鹿渡河図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期
117 柴田是真 月下布袋図 後期
118 青服を着た中国婦人図 浜松市美術館 前期



119 広東港内の景 浜松市美術館 後期
120 司馬江漢 三囲雪景図 前期
121 東東洋 煙霞山水図 後期
122 曽我蕭白 月夜山水図 後期
123 墨江武禅 月下山水図 府中市美術館 前期
124 伊藤若冲 乗興舟 後期
125 長沢蘆雪 朧月図 後期
126 与謝蕪村 山水図襖 前期
127 立原杏所 山水図 前期
128 池大雅 秋景山水図 後期
129 東東洋 酒呑童子図屛風 東北歴史博物館 後期
130 狩野探幽 八尾狐図 前期
131 巨野泉祐 月中之竜図 桑名市・照源寺 前期
132 勝川春章 見立江口君図 後期
133 池大雅 葛の葉図 後期
134 河鍋暁斎 蛙の大名行列図 前期
135 司馬江漢 円窓唐美人図 府中市美術館 前期
136 司馬江漢 オランダ馬図 府中市美術館寄託 後期
137 司馬江漢 馬入川富士遠望図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
138 岸駒 寒山拾得図 敦賀市立博物館 前期
139 中林竹渓 林和靖図 敦賀市立博物館 前期
140 楊梅図屛風 前期
141 狩野常信 観音瀑布図 前期
142 円山応挙 地獄変相図 杉並区・眞盛寺 後期
143 酒井抱一 地獄図 後期
144 釜から出る駕籠図 後期
145 歌川国芳 源頼光公館土蜘作妖怪図 前期
146 歌川国芳 相馬の古内裏 後期
147 与謝蕪村 虎図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期
148 竜虎図押絵貼屛風 前期
149 葛飾北斎 富士越竜図 後期
150 円山応挙 雲竜図 後期
151 小泉斐 竜に馬師皇図屛風　栃木県指定文化財 大田原市・明王寺 後期
152 曽我蕭白 仙人図屛風 前期
153 長沢蘆雪 蓬萊山図　重要美術品 後期


