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府中市美術館

2017年 3月11日（土）- 5月7日（日）2017年 3月11日（土）- 5月7日（日）
【前期】3月11日（土）- 4月9日（日）【前期】3月11日（土）- 4月9日（日）
【後期】4月11日（火）- 5月7日（日）【後期】4月11日（火）- 5月7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。

会場内で少しでも快適にご覧いただけるよう、入場制限をさせていただく場合がございます。会場内で少しでも快適にご覧いただけるよう、入場制限をさせていただく場合がございます。会場内で少しでも快適にご覧いただけるよう、入場制限をさせていただく場合がございます。

展示番号 作者 作品名 所蔵   展示期間  展示期間 図録番号

1 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　両頭蛇解珍 後期 1−1

2 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　混江竜季俊 後期 1−2

3 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　捨命三郎石秀 後期 1−3

4 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　錦豹子楊林 前期 1−4

5 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　菜園子張青 前期 1−5

6 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　立地太歳阮小二 前期 1−6

7 歌川国芳 水滸伝豪傑百八人之一人　病関索楊雄 前期 1−7

8 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　美髯公朱仝 後期 1−8

9 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　操刀鬼曹正 後期 1−9

10 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　没羽箭張清 後期 1−10

11 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　黒施風李逵一名李鉄牛 後期 1−11

12 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　智多星呉用 後期 1−12

13 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　小李広花栄 前期 1−13

14 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　金鎗手徐寧 前期 1−14

15 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　神医安道全、母大虫顧大嫂 前期 1−15

16 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人一個　急先鋒索超 前期 1−16

17 歌川国芳 江戸名所見立十二ヶ月の内　 後期 1−17

　六月　山王御祭礼　団七九郎兵衛

18 歌川国芳 四代目中村歌右衛門死絵 後期 1−18

19 歌川国芳 隅田川七福神の内　寿老人 後期 1−19

20 歌川国芳 今様七小町　関てら 後期 1−20

21 歌川国芳 流行猫の戯　おしゆん伝兵衛　身の臭婬色時 後期 1−21

22 歌川国芳 能師霧竹武大夫実ハ大高主殿、 山口県立萩美術館・浦上記念館 前期 1−22

　能ワキ師萩伊右エ門実ハ白坂甚内



23 歌川国芳 あハしま　市川九蔵 前期 1−23

24 歌川国芳 初代坂東しうかの橋本屋白糸 前期 1−24

25 歌川国芳 初代坂東しうかのくづの葉狐、一子童子 前期 1−25

26 歌川国芳 流行猫の戯　道行猫柳婬月影 前期 1−26

27 歌川国芳 大入丸　沢村訥升の小松屋宗七 後期 1−27

28 歌川国芳 遇躬八芸　矢立帰半 後期 1−28

29 歌川国芳 流行猫の戯　梅が枝無間の真似 後期 1−29

30 歌川国芳 江都錦今様国尽　因幡　白井権八、伯耆　塩谷判官 前期 1−31

31 歌川国芳 今様七小町　かよひ 前期 1−32

32 歌川国芳 忠孝加々見山 山口県立萩美術館・浦上記念館 前期 1−33

33 歌川国芳 流行猫の戯　かゞみやな　草履恥の段 前期 1−34

34 歌川国芳 江都錦今様国尽　　 前期 1−35

　越中　一休禅師・地獄太夫、越後　児電也

35 歌川国芳 東都流行三十六会席　大音寺前　白井権八 前期 1−36

36 歌川国芳 四代目中村歌右衛門のうき世又平、 前期 1−37

　二代目尾上菊次郎の女房おとく

37 歌川国芳 流行猫の戯　袂糞気罵責段 前期 1−38

38 歌川国芳 見立俳優八犬士　犬阪毛野　岩井紫若 後期 1−39

39 歌川国芳 江都錦今様国尽 後期 1−40

　飛驒　飛驒の内匠、信濃　八重垣姫　　

40 山東京山著、歌川国芳画 朧月猫の草紙 東洋大学附属図書館 後期 1−41

41 山東京山著、歌川国芳画 朧月猫の草紙 和泉市久保惣記念美術館 前期 1−42

42 歌川国芳 大山良弁滝之図 前期 1−43

43 歌川国芳 当盛夏の富士びたい 後期 1−44

44 歌川国芳 猫の百面相 後期 1−45

45 歌川国芳 流行猫のおも入 前期 1−46

46 歌川国芳 魚の心 後期 1−47

47 歌川国芳 似たか金魚 前期 1−48

48 歌川国芳 東都名所　両国の涼 後期 1−49

49 歌川国芳 東都名所　佃島 前期 1−50

50 歌川国芳 東都御厩川岸之図 後期 1−51

51 歌川国芳 東都名所　両国柳ばし 前期 1−52

52 歌川国芳 東都名所　大森 後期 1−53

53 歌川国芳 東都名所　洲崎初日出の図 前期 1−54

54 歌川国芳 東都名所　てつぽふづ 後期 1−55

55 歌川国芳 東都名所　新吉原 前期 1−56



56 歌川国芳 東都名所　かすみが関 後期 1−57

57 歌川国芳 東都名所　するがだひ 前期 1−58

58 歌川国芳 東都橋場之図 後期 1−59

59 歌川国芳 東都名所　浅草今戸 前期 1−65

60 歌川国芳 東都三ツ股の図 前期 1−66

61 歌川国芳 東都首尾の松之図 前期 1−67

62 歌川国芳 東都富士見三十六景　新大はし橋下の眺望 後期 1−68

63 歌川国芳 東都富士見三十六景　山王神事雪解の富士 後期 1−69

64 歌川国芳 東都富士見三十六景　昌平坂の遠景 前期 1−70

65 歌川国芳 東都富士見三十六景　隅田堤の夕富士 後期 1−71

66 司馬江漢 馬入川富士遠望図 摘水軒記念文化振興財団 前期 1−72

（府中市美術館寄託）

67 司馬江漢 三囲雪景図 府中市美術館寄託 後期 1−73

68 亜欧堂田善 墨堤観桜図 府中市美術館寄託 後期 1−74

69 亜欧堂田善 今戸瓦焼之図 須賀川市立博物館 前期 1−75

70 歌川国芳 子供遊五節供之うち　七月 後期 1−77

71 歌川国芳 当盛子供遊び　半田稲荷 後期 1−78

72 歌川国芳 当盛子供遊び　祭り 前期 1−79

73 歌川国芳 子供諸礼躾方　屛風のたてやう、障子明たてしやう 後期 1−80

74 歌川国芳 子供諸礼躾方　掛物かけやう、立花生花見やう 前期 1−81

75 歌川国芳 稚八行のうち　忠 前期 1−82

76 歌川国芳 江戸ノ花木葉渡　早竹虎吉 前期 1−116

77 歌川国芳 石橋　早竹虎吉 後期 1−117

78 歌川国芳 浅草奥山生人形 前期 1−118

79 歌川国芳 当盛見立人形之内　粂の仙人 後期 1−119

80 歌川国芳 程義経恋源一代鏡　三略伝　第三 前期 1−96

81 歌川国芳 和漢準源氏　花の宴　釈那王 後期 1−97

82 歌川国芳 英雄大倭十二士　御曹子牛若丸　人真根の申 後期 1−98

83 歌川国芳 程義経恋源一代鏡　三略伝　第二 前期 1−99

84 歌川国芳 小倉擬百人一首　陽成院 前期 1−100

85 歌川国芳 十六武蔵坊 前期 1−101

86 歌川国芳 弁慶が勇力戯に三井寺の梵鐘を叡山へ引揚る図 前期 1−102

87 歌川国芳 西塔鬼若丸 後期 1−103

88 歌川国芳 稚立功名鑑　鬼若丸 後期 1−104

89 歌川国芳 鬼若丸 後期 1−105

90 歌川国芳 西塔鬼若丸 後期 1−106 



91 歌川国芳 和漢準源氏　よこ笛　牛若丸 前期 1−107

92 歌川国芳 程義経恋源一代鏡　三略伝　十三 後期 1−108

93 歌川国芳 大江山酒呑童子 前期 1−109

94 歌川国芳 和漢準源氏　源頼光　薄雲 前期 1−110

95 歌川国芳 東海道五十三対　草津 山口県立萩美術館・浦上記念館 後期 1−112

96 歌川国芳 竜宮城　田原藤太秀郷に三種の土産を贈 後期 1−113

97 歌川国芳 朝比奈三郎義秀小人じま遊 前期 1−114

98 歌川国芳 朝比奈義秀小人遊 後期 1−115

99 歌川国芳 誠忠義士肖像　中村勘助正辰 前期 1−129

100 歌川国芳 誠忠義士肖像　富之森祐右エ門正固 前期 1−130

101 歌川国芳 誠忠義士肖像　潮田政之丞高教 前期 1−131

102 歌川国芳 誠忠義士肖像　吉田沢右エ門包貞 前期 1−132

103 歌川国芳 忠臣蔵十一段目夜討之図 前期 1−133

104 安田雷洲 赤穂義士報讐図 本間美術館 前期 1−134

105 歌川国芳 二十四孝童子鑑　郭巨 仙台市博物館 後期 1−136

106 亜欧堂田善 真洲先稲荷隅田川眺望 須賀川市立博物館 後期

107 歌川国芳 二十四孝童子鑑　大舜 後期 1−138

108 笠亭仙果著、歌川国芳画 七ツ組入子枕 早稲田大学図書館 後期 1−139

109 亜欧堂田善 榎坂溜池之景 須賀川市立博物館 後期 1−140

110 歌川国芳 近江の国の勇婦於兼 後期 1−141

111 歌川国芳 唐土廿四孝　呉猛 前期 1−143

112 歌川国芳 唐土廿四孝　閔子騫 後期 1−144

113 歌川国芳 唐土廿四孝　董永 前期 1−145

114 歌川国芳 唐土廿四孝　大舜 後期 1−146

115 歌川国芳 駒くらべ盤上太平棊 後期 1−121

116 歌川国芳 墨戦之図 仙台市博物館 前期 1−122

117 歌川国芳 源頼光公館土蜘作妖怪図 前期 1−123

118 歌川国芳 里すゞめねぐらの仮宿 後期 1−124

119 歌川国芳 朝比奈小人島遊 後期 1−125

120 歌川国芳 きたいなめい医　難病療治 前期 1−126

121 歌川国芳 浮世又平名画奇特 前期 1−127

122 歌川国芳 土佐画巻物之写 後期 1−128

123 歌川国芳 流行うきよひやうたん 前期 1−83

124 歌川国芳 人をばかにした人だ 前期 1−84

125 歌川国芳 人かたまつて人になる 後期 1−85

126 松平斉民収集 人物図（松平斉民収集「芸海余波」のうち） 早稲田大学図書館 後期 1−86



127 歌川国芳 としよりのよふな若い人だ 前期 1−87

128 歌川国芳 みかけハこハゐがとんだいゝ人だ 後期 1−88

129 歌川国芳 百色面相 後期 1−89

130 歌川国芳 百色面相　 前期 1−90

131 歌川国芳 道外十二支　寅、道外十二支　卯 前期 1−91

132 歌川国芳 道外十二支　申、道外十二支　酉 後期 1−92

133 歌川国芳 道外獣の雨やどり 後期 1−93

134 歌川国芳 道外十二支　かみゆいどこ　未 前期 1−94

135 歌川国芳 木曽街道六十九次之内　守山　達磨大師 後期 1−95

136 歌川国芳 浮世よしづ久志 後期 1−147

137 歌川国芳 勇国芳桐対模様 前期 1−148

138 歌川国芳 流行逢都絵希代稀物 後期 1−149

139 歌川芳富 歌川国芳・芳房死絵 前期 1−150

140 落合芳幾 歌川国芳死絵 後期 1−151

141 歌川国芳 逢性鏡　吉三郎 前期 2−1

142 歌川国芳 花鳥風月　ふねで見る月 後期 2−2

143 歌川国芳 夏の夜げしき 前期 2−3

144 歌川国芳 櫛持つ美人 後期 2−4

145 歌川国芳 月雪花之内　月梅 前期 2−5

146 歌川国芳 一口浄瑠理　梅川 後期 2−6

147 歌川国芳 三浦屋揚巻 前期 2−7

148 歌川国芳 当国三つの狩　ほたるかり 前期 2−8

149 歌川国芳 艶曲揃 後期 2−9

150 歌川国芳 逢性鏡　六三 後期 2−10

151 歌川国芳 一口浄瑠理　早野勘平 後期 2−11

152 歌川国芳 五行之内　針の金性 前期 2−12

153 歌川国芳 夕寿豆美 後期 2−13

154 歌川国芳 田舎源氏 前期 2−14

155 歌川国芳 月尽の内　おぼろ月 前期 2−15

156 歌川国芳 東都八景　高輪の秋月 前期 2−16

157 歌川国芳 六花盛 後期 2−17

158 歌川国芳 浮夜八会　遊女 後期 2−18

159 歌川国芳 見立梨壺七歌仙之内　馬内侍 前期 2−19

160 歌川国芳 当盛江戸鹿子　茅場町薬師 後期 2−20

161 歌川国芳 御奥の弾初 前期 2−21

162 歌川国芳 忠孝名誉奇人伝　梶女 前期 2−22



163 歌川国芳 船橋屋前 後期 2−23

164 歌川国芳 婦女鏡　豊　洗濯 後期 2−24

165 歌川国芳 本朝剣道略伝　犬江親兵衛 前期 2−25

166 歌川国芳 本朝水滸伝豪傑八百人一個 後期 2−26

　里見八犬士之内　犬坂毛野胤智

167 歌川国芳 義勇八犬伝　犬江親兵衛 前期 2−27

168 円山応挙 時雨狗子図 府中市美術館 前期 2−36

169 円山応挙 狗子図 後期 2−37

170 長沢蘆雪 狗子蓮華図 前期 2−38

171 長沢蘆雪 狗子図 摘水軒記念文化振興財団 後期 2−39

（府中市美術館寄託）

172 歌川国芳 道外化もの夕涼 後期 2−43

173 歌川国芳 列猛伝　足柄金太郎 前期 2−44

174 歌川国芳 道外化粧のたわむれ　大森 前期 2−46

175 歌川国芳 道外化粧のたわむれ　花火 後期 2−45

176 歌川国芳 ほふづきづくし　夕立 前期 2−47

177 歌川国芳 ほうづきつくし　ゆうれい 後期 2−48

178 歌川国芳 てるてる法主　おひよりおどり 後期 2−49

179 歌川国芳 きん魚づくし　ぼんぼん 前期 2−50

180 歌川国芳 金魚づくし　いかだのり 後期 2−51

181 歌川国芳 源頼光の四天王土蜘退治之図 前期 2−52

182 歌川国芳 大物之浦海底之図 後期 2−53

183 歌川国芳 程義経恋源一代鏡　三略伝　大物浦 前期 2−54

184 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之内　浪裡白跳張順 後期 2−55

185 歌川国芳 相馬の古内裏 後期 2−56

186 杉田玄白著、大槻玄沢重訂、 解体譜（重訂解体新書図編） 早稲田大学図書館 後期 2−58

南小柿寧一画、中伊三郎版刻

187 歌川国芳 讃岐院眷属をして為朝をすくふ図 前期 2−59

188 歌川国芳 肥後国水脵の海上にて為朝難風に遇ふ 前期 2−61

189 ヤン・ヨンストン著 動物図譜 府中市美術館 前期 2−62

190 歌川国芳 鬼若丸と大緋鯉 前期 2−63

191 歌川国芳 坂田怪童丸 前期 2−64

192 歌川国芳 六様性国芳自慢　先負　文覚上人 前期 2−65

193 月岡雪斎 鯉図押絵貼屛風 前期 2−66

194 長沢蘆雪 鯉図 前期 2−67

195 円山応挙 登竜門図 前期 2−68



196 歌川国芳 信州川中島武田の正兵西条山を引かへし 後期 2−69

　雨宮のわたりをこへ越後方甘粕近江守と戦ふ図

197 歌川国芳 武田信玄諏訪頼重の陳中を打くづす図 後期 2−71

198 歌川国芳 甲越川中島大合戦 後期 2−70

199 司馬江漢 異国戦闘図 府中市美術館寄託 後期 2−72

200 歌川国芳 八犬伝之内芳流閣 後期 2−74

201 歌川国芳 両国夕涼花火ノ光景 後期 2−75

202 歌川国芳 相模国大山寺石尊宮朝山図 前期 2−76

203 歌川国芳 川中島大合戦 前期 2−77

204 歌川国芳 勇士左馬之助満晴湖水渡 前期 2−78

205 歌川国芳 宇治川合戦之図 後期 2−79

206 歌川国芳 頼朝公鶴ヶ岡の神前において静御前のまひを見給ふ図 後期 2−80

207 歌川国芳 楠正行京軍之発向を見て諸士を集へて 前期 2−81

　敵を砕の謀軍立の手賦を議し給ふ図

208 歌川国芳 川中島合戦 山口県立萩美術館・浦上記念館 後期 2−82

209 歌川国芳 和田合戦義秀惣門押破 後期 2−83

210 歌川国芳 勇魁三十六合戦　十六 後期 2−84

211 歌川国芳 三井寺合戦の図 後期 2−85

212 歌川国芳 宮本武蔵と巨鯨 後期 2−86

213 歌川国芳 武勇百伝　御曹子牛若丸 後期 2−87

214 谷文晁 名山図譜 府中市美術館 後期 2−88

215 司馬江漢 西遊旅譚 府中市美術館 後期 2−89

216 歌川国芳 相州江之島之図 前期 2−91

217 歌川国芳 百人一首之内　崇徳院 前期 2−94

218 歌川国芳 大物浦平家の亡霊 前期 2−95

219 歌川国芳 長門国赤間の浦に於て源平大合戦平家一門悉く亡びる図 前期 2−96

220 歌川国芳 川中島信玄謙信籏本大合戦之図 仙台市博物館 後期 2−100

221 歌川国芳 摂州大物浦平家ノ怨霊顕るゝ図 前期 2−98

222 歌川国芳 有王丸 山口県立萩美術館・浦上記念館 前期 2−99

223 歌川国芳 平知盛亡霊の図 後期 2−97

224 歌川国芳 通俗三国志英雄之壱人　劉備 後期 2−101

225 歌川国芳 周易八卦絵　巽風 後期 2−102

226 歌川国芳 周易八卦絵　震雷 後期 2−103

227 歌川国芳 本朝廿四孝　熱田縁采女 前期 2−104

228 歌川国芳 列猛伝　宮本武三四 前期 2−105

229 歌川国芳 阿部安近祈玉藻前 後期 2−106



230 歌川国芳 小子部栖軽豊浦里捕雷 前期 2−107

231 歌川国芳 城四郎長茂空中に怪異を見る図 前期 2−108

232 歌川国芳 曲亭翁精著八犬士随一　犬山道節 後期 2−109

233 歌川国芳 曲亭翁精著八犬士随一　犬川荘介 後期 2−110

234 歌川国芳 白面笑壁のむだ書 前期 2−111

235 歌川国芳 荷宝蔵壁のむだ書 後期 2−112

236 歌川国芳 風流六花撰　百合 前期 2−113

237 歌川国芳 東都月の名所　両国の月 前期 2−114

238 歌川国芳 風流見立貝づくし　あわび 後期 2−115

239 歌川国芳 当盛美人合　五節句の内　青陽 後期 2−116

240 歌川国芳 妙でんす十六利勘　朝寝者損者 山口県立萩美術館・浦上記念館 後期 2−117

241 歌川国芳 源氏雲浮世画合　若菜　下 前期 2−118

242 歌川国芳 猫と遊ぶ娘 前期 2−119

243 歌川国芳 山海愛度図会　ヲヽいたい　越中滑川大蛸 後期 2−120

244 歌川国芳 其まゝ地口　猫飼好五十三疋 前期 2−121

245 歌川国芳 たとゑ尽の内 後期 2−122

246 歌川国芳 日本駄右エ門猫之古事 前期 2−123

247 歌川国芳 古猫妙術説 後期 2−124

248 歌川国芳 猫の当字　ふぐ 後期 2−125

249 歌川国芳 猫の当字　たこ 前期 2−126

250 歌川国芳 猫の当字　うなぎ 和泉市久保惣記念美術館 前期 2−127

251 歌川国芳 絵鏡台合かゝ身（みみずく・獅子・般若面） 前期 2−128

252 歌川国芳 流行猫の曲手まり 後期 2−131

253 歌川国芳 猫の源氏　賢木 前期 2−132

254 歌川国芳 くつろぐ夏の猫美人たち 後期 2−134

255 歌川国芳 猫の歌舞伎　出語り図 後期 2−135

256 歌川国芳 二面朧猫絵 前期 2−136

257 歌川国芳 猫のけん 渡邊木版美術画舗 前期 2−137

258 歌川国芳 猫のおどり 渡邊木版美術画舗 後期 2−138

259 歌川国芳 猫のおどり 前期

260 歌川国芳 おぼろ月猫の盛 後期 2−139

261 歌川国芳 猫のけいこ 渡邊木版美術画舗 後期 2−140

262 歌川国芳 猫のすゞみ 渡邊木版美術画舗 前期 2−141

＊106（亜欧堂田善《真洲先稲荷隅田川眺望》）は、展示作品とは異なるもの（版は同じ）を図録に掲載しています。＊106（亜欧堂田善《真洲先稲荷隅田川眺望》）は、展示作品とは異なるもの（版は同じ）を図録に掲載しています。＊106（亜欧堂田善《真洲先稲荷隅田川眺望》）は、展示作品とは異なるもの（版は同じ）を図録に掲載しています。＊106（亜欧堂田善《真洲先稲荷隅田川眺望》）は、展示作品とは異なるもの（版は同じ）を図録に掲載しています。

＊259（歌川国芳《猫のおどり》）は、後期展示作品（図柄は同じ）を図録に掲載しています。＊259（歌川国芳《猫のおどり》）は、後期展示作品（図柄は同じ）を図録に掲載しています。＊259（歌川国芳《猫のおどり》）は、後期展示作品（図柄は同じ）を図録に掲載しています。


