
山水に遊ぶ-江戸絵画の風景250年　展示予定表
府中市美術館

展示期間　前期　　3月20日（金・祝）-4月12日（日）

　　　　　後期　　4月14日（火）-5月10日（日）

　　　　　後期Ａ　4月14日（火）-4月26日（日）

　　　　　後期Ｂ　4月28日（火）-5月10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 与謝蕪村 渓流漁舟図 個人蔵 全期間

2 不詳 農耕図屏風 個人蔵 後期

3 鈴木其一 漁楽図 板橋区立美術館 後期

4 司馬江漢 舞子浜図 個人蔵 全期間

5 円山応挙 海上竜巻図 個人蔵 後期

6 熊谷直彦 騰竜隠雲之図 個人蔵 前期

7 小泉斐 黒羽城周辺景観図 大田原市黒羽芭蕉の館 （城西図）前期（城東図）後期

8 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

9 菊田伊洲 江戸藩邸芝口上屋敷庭園図 仙台市博物館 後期

10 谷文晁 白河楽翁下屋敷真景図 白河市歴史民俗資料館 全期間

11 松平定信 前赤壁賦 白河市歴史民俗資料館 全期間

12 宋紫岡 楽々園四季真景図巻 名古屋市博物館 前期

13 明堂宗宣 居初邸天然図画亭真景図 大津市歴史博物館 後期

14 伊藤若冲 石灯籠図屏風 京都国立博物館 前期

15 小泉斐 男体山伝説図 個人蔵 全期間

16 丹羽嘉言 神洲奇観 名古屋市博物館 前期

17 中林竹洞 神洲奇観 静岡県立美術館 後期

18 岸駒 芙蓉峰図 静岡県立美術館 全期間

19 小泉斐 富岳写真 府中市美術館 全期間

20 狩野探幽 富士山図屏風 板橋区立美術館 後期A



21 高田敬輔 高士静隠・紅梅に雉子図屏風 個人蔵 後期B

22 墨江武禅 錦帯橋図 個人蔵 後期B

23 狩野栄信 雪月花図 板橋区立美術館 後期B

24 狩野山雪 富士三保松原図屏風 静岡県立美術館 前期

25 司馬江漢 駿州八部富士図 個人蔵 前期・後期A

26 原在中 富士三保松原図 静岡県立美術館 前期

27 谷文一 富士山図 板橋区立美術館 後期A

28 野崎真一 富士・三保松原図 板橋区立美術館 前期

29 菅井梅関 金華山図 仙台市博物館 前期

30 高久靄厓 袋田滝真景図 栃木県立博物館 前期

31 野呂介石 那智三瀑図 個人蔵 前期

32 梁川星巌 月ヶ瀬真景図 個人蔵 後期

33 狩野栄信・養信 富士山江の島図 個人蔵 後期

34 司馬江漢 相州江之島児淵図 府中市美術館 全期間

35 小泉斐 黒羽城西之図 大田原市黒羽芭蕉の館 後期

36 平井顕斎 白糸瀑布真景図 浜松市美術館 全期間

37 小田野直武 日本風景図 照源寺 全期間

38 亜欧堂田善 甲州猿橋之眺望 府中市美術館 全期間

39 小田野直武 富岳図 秋田県立近代美術館 全期間

40 淵上旭江 天橋立真景図屏風 大津市歴史博物館 全期間

41 淵上旭江 真景図帖 府中市美術館 全期間

42 曾我蕭白 月夜山水図屏風（重要文化財） 近江神宮 後期

43 倉屠龍 山水図屏風 個人蔵 （右隻）前期（左隻）後期A

44 曾我蕭白 山水図押絵貼屏風 京都国立博物館 前期

45 世古鶴皐 山水図押絵貼屏風 個人蔵 （右隻）後期A（左隻）後期B

46 曾我蕭白 松鶴山水図 個人蔵 前期

47 曾我蕭白 山水図 個人蔵 後期B

48 曾我蕭白 比叡山図 滋賀県立琵琶湖文化館 後期



49 鈴木芙蓉 那智瀑泉真景図 飯田市美術博物館 前期

50 池大雅 近江八景図 個人蔵 後期

51 岡田米山人 富士山図 個人蔵 前期

52 与謝蕪村 象頭山図 個人蔵 前期

53 白隠 富士山図 個人蔵 後期B

54 東東洋 赤壁図 仙台市博物館 後期A

55 東東洋 夏冬山水図 仙台市博物館 後期B

56 立原杏所 武陵桃源図 個人蔵 後期B

57 谷文晁 清谿双巌図 個人蔵 前期

58 浦上玉堂 酔中山水図 個人蔵 後期B

59 浦上玉堂 幽澗泉林図 個人蔵 後期A

60 小田野直武 岩に牡丹図 秋田県立近代美術館 全期間

61 葛飾北斎 不二図 個人蔵 全期間

62 佐竹曙山 湖山風景図（重要美術品） 秋田市立千秋美術館 全期間

63 墨江武禅 月下山水図 個人蔵 前期

64 安田雷洲 山水図 個人蔵 全期間

65 山本探川 宇津の山図屏風 静岡県立美術館 前期

66 池大雅 山部赤人望富岳図 個人蔵 前期

67 住吉弘定 四季之段図 板橋区立美術館 後期

68 葛飾北斎 萩の玉川図 板橋区立美術館 後期

69 浮田一蕙 勿来関図 名古屋市博物館 後期

70 宗仙 波に鴛鴦・白鷺図屏風 個人蔵 前期

71 円山応挙 海辺老松図襖（旧帰雲院障壁画） 東京国立博物館 後期B

72 谷文晁 離合山水図 個人蔵 後期B

73 浦上玉堂 山邨読書図 個人蔵 後期

74 池大雅 山水図屏風 個人蔵 前期

75 原在中 伊勢湾真景図 京都国立博物館 後期

76 谷文晁 那須眺望図 栃木県立美術館 前期



77 谷文晁 松島雨霽図 仙台市博物館 前期

78 長谷川雪旦 鎌倉江の島図屏風 江戸東京博物館 後期A

79 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） 全期間

80 司馬江漢 七里ヶ浜図 個人蔵 全期間

81 亜欧堂田善 墨堤観桜図 個人蔵（府中市美術館寄託） 全期間

82 英一蝶 富士山・阿育王山・径山寺図 個人蔵 前期

83 池大雅 西湖勝覧図屏風 個人蔵 全期間

84 小泉斐 雨後西湖図 栃木県立博物館 後期

85 司馬江漢 西洋風景人物図屏風 個人蔵 全期間

86 土井有隣 西洋海浜風俗図屏風 京都国立博物館 前期

87 長澤蘆雪 赤壁図 個人蔵 後期

88 司馬江漢 蘭客舟遊図 個人蔵 前期

89 彭城百川 柳塘図（重要美術品） 個人蔵 後期

90 司馬江漢 円窓唐美人図 府中市美術館 後期

91 小田野直武 風景図 個人蔵 全期間

92 谷文晁 秋渓対話図 個人蔵 後期

93 林閬苑 青緑山水図 個人蔵 後期

94 池大雅 春景山水図 個人蔵 全期間

95 横井金谷 雪景山水図 個人蔵 後期

96 谷文晁 蜀桟道図 個人蔵 前期

97 鈴木芙蓉 鼇背蓬莱図 個人蔵 後期

98 忍頂寺静村 蓬莱山図 個人蔵 前期

99 長澤蘆雪 蓬莱山図（重要美術品） 個人蔵 後期

100 伊藤若冲 石峰寺図 京都国立博物館 前期


