
江戸の人物画-姿の美、力、奇

展示予定表
2011年3月19日（土）-5月8日（日）　府中市美術館

前期　3月19日（土）-4月17日（日）
後期　4月19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。

番号 作者 作品名 所蔵 展示期間

1 曾我蕭白 寒山拾得図（重要文化財） 興聖寺（京都国立博物館寄託） 後期

2 春木南湖 項羽図 個人 前期

3 円山応挙 布袋図 名古屋市博物館 前期

4 伝土佐光起 乙御前図 福岡市博物館 後期

5 菱川師宣 紅葉下美人図 個人 前期

6 鈴木春信 風炉と美人図 個人 後期

7 勝川春章 花街競艶図 個人 前期

8 司馬江漢 夏月・冬月図 個人 前期

9 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 

10 祇園井特 観桜美人図 福岡市博物館 前期

11 島田元旦 妓女図 個人 後期

12 葛飾応為 河畔美人図 個人 後期

13 勝川春章 見立江口君図 個人 後期

14 志村榛斎 見立江口君図 個人 前期

15 金井烏洲 孟母抱児図 個人 前期

16 小野通女 霊昭女図（酒田市指定文化財） 本間美術館 後期

17 小泉斐 唐美人図 栃木県立博物館 後期

18 長沢蘆雪 唐美人図 個人 前期



19 山口素絢 洋美人図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期

20 前川五嶺 松下美人図 個人 後期

21 田口盧谷 紅毛人夫婦散策図 個人 後期

22 椿椿山 高久靄厓像稿 栃木県立博物館 前期

23 大久保一丘 伝大久保一岳像 府中市美術館 前期・後期

24 円山応挙 三美人図 徳願寺 前期

25 祇園井特 立美人図 福岡市博物館 後期

26 太田洞玉 神農図 府中市美術館 前期・後期

27 葛陂古馮 関羽像 個人 前期

28 渡辺崋山 ヒポクラテス像（重要美術品） 九州国立博物館 前期

29 宇田川榕庵 ヒポクラテス像 早稲田大学図書館 後期

30 石川大浪（画） ヒポクラテス像 早稲田大学図書館 後期

31 桂川甫賢 ヒポクラテス像 早稲田大学図書館 後期

32 狩野山雪 歴聖大儒像 筑波大学附属図書館 後期

33 住吉広行 賢聖障子絵 個人 前期

34 円山応挙 高士像（山形県指定文化財） 本間美術館 前期

35 東東洋 大舜命契図 仙台市博物館 前期

36 原在中 慈雲尊者像 個人 前期・後期

37 呉春 松尾芭蕉像 個人 前期・後期

38 不詳 舞踊図（重要文化財） 京都市（京都国立博物館寄託） 前期

39 不詳 文使い図 個人 後期

40 宮川一笑 正月遊里図 個人 前期

41 司馬江漢 円窓唐美人図 府中市美術館 後期

42 葛飾北斎 花和尚図 個人 後期

43 円山応挙 鍾馗図 大乗寺 前期

44 月僊 仙人図押絵貼屏風 山形美術館（長谷川コレクション） 後期

45 谷文晁 法隆寺五重塔塑像図 名古屋市博物館 前期

46 司馬江漢 学術論争図屏風 個人（板橋区立美術館寄託） 前期



47 亜欧堂田善 海浜アイヌ図 個人（府中市美術館寄託） 前期

48 司馬江漢 蘭人図 個人 後期

49 安田雷洲 水辺村童図 個人 後期

50 土佐光起 柿本人麻呂像 個人 前期

51 小田野直武 西洋人物図 個人 前期

52 曾我蕭白 東方朔・西王母図 個人 前期

53 曾我蕭白 琴高仙人図（山形県指定文化財） 個人 後期

54 伝土佐光起 菊慈童図（酒田市指定文化財） 個人（本間美術館寄託） 後期

55 曾我蕭月 人物図屏風 個人 前期

56 狩野栄信 劉備・孔明・五虎将図 仙台市博物館 後期

57 曾我蕭白 中国人物図押絵貼屏風 個人 後期

58 森周峰 蝦蟇仙人図 個人 前期

59 太田洞玉 蝦蟇仙人図 個人（板橋区立美術館寄託） 後期

60 曾我蕭白 蝦蟇仙人図 個人 前期

61 佐竹曙山 蝦蟇仙人図 個人 後期

62 清原雪信 西王母・牡丹図 山形美術館（長谷川コレクション） 前期

63 曾我蕭白 仙人図 個人 後期

64 司馬江漢 王昭君図 府中市美術館 前期

65 曾我蕭白 太公望・登竜門図 個人 前期

66 柳沢淇園 福禄寿図 個人 前期

67 黒川亀玉 仙人図 個人 前期

68 伊藤若冲 蘆葉達磨図 個人 後期

69 紀広成 雲中羅漢図 個人 後期

70 佐竹蓬平 山中人物図 個人 後期

71 岡田米山人 鉢叩き図 個人 前期

72 英一蝶 屋根葺図 個人 後期

73 狩野栄信 月下擣衣図 個人 後期

74 東東洋 農婦図 仙台市博物館 前期



75 小泉斐 月下弾琴図 栃木県立博物館 後期

76 円山応挙 元旦図 個人 前期

77 東東洋 夕陽人影長 仙台市博物館 後期

78 西川祐信 高士と美人図 個人 前期

79 長春印 久米仙人図 福岡市博物館 後期

80 曾我蕭白 美人図 奈良県立美術館 前期

81 仙厓義梵 髑髏図 福岡市美術館（石村コレクション） 後期

82 歌川広重 命図 個人 前期

83 林閬苑 妖怪図 個人 前期

84 池大雅 葛の葉図 個人 後期

85 春叢紹珠 皿回し布袋図 個人 3／254／10

86 白隠慧鶴 福布袋図 個人 4／265／8

87 伊藤若冲 布袋図（酒田市指定文化財） 本間美術館 4／124／24

88 円山応挙 波上白骨座禅図 大乗寺 前期・後期

89 仙厓義梵 凧あげ図 福岡市美術館（石村コレクション） 前期

90 仙厓義梵 指月布袋図 福岡市美術館（石村コレクション） 後期

91 狩野探幽 唐子遊戯図屏風 宮内庁三の丸尚蔵館 後期

92 柳沢淇園 睡童子図 財団法人克念社 後期

93 長沢蘆雪 唐子睡眠図 宮内庁三の丸尚蔵館 前期

94 伊藤若冲 付喪神図 福岡市博物館 後期

95 小川破笠 なぞなぞ（瓢箪と茄子）図 摘水軒記念文化振興財団 前期・後期

96 長沢蘆雪 月見布袋図 個人 前期

97 谷文一 童子独楽遊図 財団法人藤田教育振興会藤田記念博物館 前期

98 伊藤若冲 伏見人形七布袋図 国立歴史民俗博物館 前期

99 池大雅 柳下童子図屏風（重要文化財） 京都府立総合資料館（京都府京都文化博物館管理） 前期

＊会場計画の変更に伴い、当初お知らせした展示予定の一部を変更させていただきました。心からお詫び申し上げます。

6（前期・後期→後期）　27（前期→前期・後期）　57（前期・後期→後期）　65（前期・後期→前期）

85（前期→3／25から4／10まで）　86（前期→4／26から5／8まで）　87（前期→4／12から4／24まで）


