
リアル　最大の奇抜リアル　最大の奇抜
府中市美術館府中市美術館

2018年 3月10日（土）- 5月6日（日）2018年 3月10日（土）- 5月6日（日）2018年 3月10日（土）- 5月6日（日）
【前期】3月10日（土）- 4月8日（日）【前期】3月10日（土）- 4月8日（日）
【後期】4月10日（火）- 5月6日（日）【後期】4月10日（火）- 5月6日（日）

＊所蔵を明記していないものは、個人蔵です。＊所蔵を明記していないものは、個人蔵です。
＊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。

出品番号 作者 作品名 所蔵   　　　展示期間　  　　　展示期間　

1 森狙仙 群獣図巻 前期 後期

2 森狙仙 萩に鹿図 前期

3 呉春 雨中鹿図 後期

4 森狙仙 紅葉に鹿図 後期

5 森狙仙 梅猿図 前期

6 呉春 猪図 滋賀県立琵琶湖文化館 前期

7 織田瑟々 異牡丹桜真図 西宮市笹部桜コレクション （白鹿記念酒造博物館寄託） 前期

8 織田瑟々 忠則桜八幡太郎旗桜上野白桜三交図 後期

9 原在中 木蓮ニ牡丹図 敦賀市立博物館 前期

10 岸駒 花鳥図 敦賀市立博物館 後期

11 原在中 鶏頭花図 敦賀市立博物館 後期

12 岸駒 枇杷に蜻蛉図 前期

13 土方稲嶺 群鶴図 府中市美術館 前期

14 岸駒 老松双鶴図 後期

15 張月樵 花鳥図 敦賀市立博物館 前期

16 張月樵 長春孔雀図 滋賀県立琵琶湖文化館 後期

17 岡岷山 仏法僧図 広島県立美術館 前期

18 鶴亭 芭蕉太湖石図 前期

19 沖一峨 芙蓉に群鴨図 鳥取県立博物館 前期

20 堀江友声 鯉図 後期

21 亜欧堂田善 墨堤観桜図 府中市美術館寄託 前期

22 亜欧堂田善 花下遊楽図 立花家史料館 後期

23 司馬長瑛子 従武州芝水田町浜望東南図 府中市美術館寄託 前期 後期

24 村松以弘 白糸瀑図（静岡県指定文化財） 掛川市二の丸美術館 前期



25 小泉斐 黒羽城周辺景観図（栃木県指定文化財） 大田原市黒羽芭蕉の館 後期

26 原在中 天橋立図 敦賀市立博物館 前期

27 長谷川雪堤 浅草雪景図 立花家史料館 後期

28 矢野良勝 全国名勝図巻 熊本県立美術館 後期

29 森一鳳 鯉図 前期

30 宋紫岡 花籠図 後期

31 岸竹堂 華厳滝図 敦賀市立博物館 後期

32 岸竹堂 月下狸図 広島県立美術館 後期

33 文筌 架鷹図 前期

34 岡本秋暉 雪中松鷹図 前期

35 中林竹渓 松鷹図 滋賀県立琵琶湖文化館 前期

36 岡田鶴川 亀図 前期

37 狩野探信 花卉草虫図 後期

38 片山楊谷 蜃気楼図 渡辺美術館 後期

39 土方稲嶺 東方朔図 後期

40 土方稲嶺 関羽図 渡辺美術館 前期

41 沖探容 浪兎図 鳥取県立博物館寄託 前期

42 亜欧堂田善 少女愛犬図 後期

43 葛陂古馮 関羽図 前期

44 太田洞玉 神農図 府中市美術館 後期

45 亜欧堂田善 遠藤猪右衛門像 須賀川市立博物館 前期

46 大久保一丘 伝大久保一岳像 府中市美術館 後期

47 祇園井特 歌妓恵以路図 熊本県立美術館（今西コレクション） 前期

48 祇園井特 美人図 後期

49 北鼎如蓮 鯉図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期

50 宗処厚印 鯉図 前期

51 原在中 夏雲多奇峰図 後期

52 墨江武禅 月下山水図 府中市美術館 前期

53 黒田稲皐 竹図 渡辺美術館 前期

54 菊池容斎 鯉遊之図 滋賀県立琵琶湖文化館 前期

55 亜欧堂田善 海浜アイヌ図 府中市美術館寄託 前期

56 宋紫岡 鯉図 後期

57 葛飾北斎 雪中鷲図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期

58 安田雷洲 鷹図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期

59 葛蛇玉 鯉図 後期

60 土方稲嶺 清湍登鮎図 前期



61 黒田稲皐 千匹鯉図 鳥取県立博物館 後期

62 黒田稲皐 遊鯉図 鳥取県立博物館 前期

63 小泉斐 鮎図 後期

64 本多猗蘭 蓮鷺図 後期

65 宋紫山 虎図 府中市美術館寄託 前期

66 片山楊谷 虎図 後期

67 川又常正 階下遊女図 熊本県立美術館（今西コレクション） 前期

68 東燕斎寛志 美人嗔焔図 熊本県立美術館（今西コレクション） 後期

69 英一蝶 返歌之図 前期

70 島田元旦 紫式部清少納言図 鳥取県立博物館寄託 後期

71 淵上旭江 真景図帖 府中市美術館 後期

72 矢野良勝 肥後瀑布図 熊本県立美術館 前期

73 米田松洞 北山秋景・西山秋景 熊本県立美術館

（北山秋景） 前期

（西山秋景） 後期

74 忍頂寺静村 菊に猫図 前期 後期

75 天竜道人 牡丹に猫図 前期 後期

76 亜欧堂田善 陸奥国石川郡大隈滝芭蕉翁碑之図（『青かげ』挿絵） 府中市美術館 前期 後期

77 宋紫石 柳下白鶏図 広島県立美術館 前期

78 土方稲嶺 軍鶏図 前期

79 渡辺崋山 市河米庵像（重要文化財） 京都国立博物館 後期

80 土方稲嶺 雨竹風竹図 後期

81 土方稲嶺 雪景山水図 前期

82 司馬江漢 花鳥草虫図 府中市美術館寄託 後期

83 司馬江漢 花鳥草虫図 府中市美術館寄託 前期 後期

84 司馬江漢 生花図 府中市美術館 前期 後期

85 司馬江漢 湖辺遊禽図 長崎歴史文化博物館 前期

86 司馬江漢 西王母図 前期 後期

87 司馬江漢 円窓唐美人図 府中市美術館 前期 後期

88 司馬江漢 異国戦闘図 府中市美術館寄託 前期 後期

89 司馬江漢 オランダ馬図 府中市美術館寄託 前期 後期

90 司馬江漢 犬に木蓮図 府中市美術館寄託 後期

91 司馬江漢 猫と蝶図 府中市美術館 前期

92 司馬江漢 異国風景花鳥図 府中市美術館寄託 前期 後期

93 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） 前期 後期

94 司馬江漢 七里ヶ浜図 前期 後期



95 司馬江漢 秋景双鳩図 府中市美術館寄託 前期 後期

96 司馬江漢 相州江之島児淵図 府中市美術館 後期

97 司馬江漢 相州景鳥村図 前期

98 円山応挙 神農図 前期 後期

99 円山応挙 大石良雄図 一般財団法人武井報效会 百耕資料館 前期

100 円山応挙 西王母図 前期

101 円山応挙 西王母・寿老図 敦賀市立博物館 前期

102 円山応挙 松鶴之図 前期

103 円山応挙 鶴図 後期

104 円山応挙 虎皮写生図 本間美術館 後期

105 円山応挙 竜虎図 前期 後期

106 狩野常信 鍾馗図 前期 後期

107 円山応挙 猛虎図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期 後期

108 円山応挙 鼬図（山形県指定文化財） 本間美術館 後期

109 円山応挙 雪中残柿猿図 後期

110 円山応挙 時雨狗子図 府中市美術館 前期 後期

111 円山応挙 湖上清光之図 前期

112 円山応挙 芭蕉鶏図襖 白鶴美術館 後期

113 円山応挙 百兎図 前期

114 円山応挙 相生松図 敦賀市立博物館 前期

115 円山応挙 松鷹図 前期

116 円山応挙 雪中鴛鴦図 前期

117 橘保国 三鯉図 後期

118 円山応挙 鯉魚図 前期 後期

119 円山応挙 竜門図（重要美術品） 京都国立博物館 後期


