
春の江戸絵画まつり

江戸絵画お絵かき教室　展示予定表
府中市美術館
2023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A　3月11日（土）-3月26日（日）　　前期B　3月28日（土）-4月9日（日）　
後期　4月11日（火）-5月7日（日）　　
　後期A　4月11日（火）-4月23日（日）　　後期B　4月25日（火）-5月7日（日）

都合により予定が変わる場合があります。

番号 作者 作品名 所蔵（記載がないものは個人蔵）            展示期間

1 長沢蘆雪 唐子遊図屛風 前期 後期
2 長沢蘆雪 雀図扇面 前期 後期
3 長沢蘆雪 躑躅群雀図 後期
4 長沢蘆雪 藤花雀図 前期
5 長沢蘆雪 旭日雀図 後期
6 長沢蘆雪 長春花小禽図 前期
7 長沢蘆雪 群雀図 後期
8 円山応挙 雪中狗子図 後期
9 円山応挙 狗子図屛風 滋賀県立琵琶湖文化館 前期
10 円山応挙 遊狗子図 前期
11 円山応挙 雪中狗子図 前期
12 円山応挙 狗子図屛風 後期
13 酒井抱祝 群狗喜嬉図 前期
14 中村芳中 狗子図 後期
15 長沢蘆雪 狗子図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期 後期
16 長沢蘆雪 亀図 後期
17 河鍋暁斎 狼図 後期
18 森周峰 鹿図 前期 後期
19 森狙仙 鹿図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期
20 蓑虫山人 月下群雁図 前期
21 鍬形蕙斎 鳥獣略画式 前期 後期
22 長沢蘆雪 布袋図 後期
23 池大雅 月下扁舟図 前期
24 池大雅 文永賀茂祭図 後期
25 伊藤若冲 寒山拾得図 秋田市立千秋美術館 前期
26 与謝蕪村 春景人物図 前期
27 八田古秀 飲中八仙図 後期
28 円山応挙 漁夫・樵夫図 後期
29 耳鳥斎 絵本水や空（復刻本展示） 前期 後期
30 谷文晁 十二ヶ月山水図押絵貼屛風 本間美術館 前期
31 淵上旭江 真景図帖 府中市美術館 前期
32 曽我蕭白 叡山図 滋賀県立琵琶湖文化館 前期
33 司馬江漢 相州江之島児淵図 府中市美術館 前期
34 蓑虫山人 安房国鋸山之図 前期
35 蓑虫山人 羽後男鹿島立島之図 前期A



36 蓑虫山人 岩代国磐代山之図 前期B
37 伊年印 牡丹図 後期
38 宋紫石 蝦蟇仙人・牡丹図 後期
39 正田柳湖 岩に牡丹図 府中市美術館 後期
40 島田元直 牡丹金鶏図 後期
41 森田顕忠 牡丹に小禽図 摘水軒記念文化振興財団 後期
42 俵屋宗達 三十六歌仙 藤原高光 後期
43 俵屋宗達 三十六歌仙 中務 前期
44 野々口立圃 菊花図自画賛 後期A
45 伊藤若冲 松鶴図 前期A
46 伊藤若冲 叭々鳥図 前期 後期
47 白隠慧鶴 楊柳観音図 前期B
48 円山応挙 猿図 後期B
49 森狙仙 猿図 後期A
50 松尾秀山 西洋人物図 後期B
51 谷文晁 金碧山水図 秋田市立千秋美術館 後期
52 東東洋 赤壁図 後期
53 呉春 山村春䦨図 前期B
54 源琦 太夫図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 前期
55 原在中 郭子儀図 敦賀市立博物館 前期A
56 長沢蘆雪 恵比寿図 前期A
57 伝 土佐光起 四季花鳥図巻 前期 後期
58 長沢蘆雪 寒山図 後期B
59 長沢蘆雪 黄初平図 前期B
60 円山応挙 雲竜図 前期
61 円山応挙 竜虎図 前期
62 広渡湖秀 雪中小禽図 前期B
63 谷文晁 雲竜図 前期B
64 浦上玉堂 清渓釣舟図 後期A
65 谷文晁 天台垂瀑図 後期A
66 長沢蘆雪 旭日富士図 前期A
67 谷文晁 孔雀図 秋田市立千秋美術館 後期B
68 横井金谷 鴉図 前期B
69 作者不詳 蘆原図屛風 後期
70 作者不詳 柳橋水車図屛風 前期
71 彭城百川 蓮花図 後期
72 塩川文麟 夏夜花火図 前期
73 岡島清曠 雪中山水図襖 敦賀市立博物館 前期A
74 呉春 松間紅葉図 敦賀市立博物館 後期B
75 菅井梅関 蛸図 後期
76 奥文鳴 寒塘水禽図 敦賀市立博物館 前期
77 松村景文 白桃小禽図 後期A
78 亜欧堂田善 山水人物図押絵貼屛風 須賀川市立博物館 後期
79 鈴木其一 猫図 後期
80 水上景邨 蓬莱図 後期B
81 鈴木其一 芥子図 後期A
82 田中抱二 蓮に翡翠図 前期
83 鈴木守一 紅葉図 後期
84 円山応挙 瀑布図 後期B



85 円山応挙 柿に目白図 前期B
86 与謝蕪村 胡瓜図 後期A
87 伊藤若冲 雨竜図 秋田市立千秋美術館 後期
88 伊藤若演 双鶏見蜻蛉図 前期
89 伊藤若冲 花鳥魚図押絵貼屛風 前期
90 司馬江漢 生花図 府中市美術館 前期 後期
91 長沢蘆雪 文君当炉図 後期A
92 亜欧堂田善 墨堤観桜図 府中市美術館寄託 前期 後期
93 作者不詳 墨堤観桜図模写（写真展示） 前期 後期
94 亜欧堂田善 甲州猿橋之眺望 府中市美術館 前期
95 司馬江漢 円窓唐美人図 府中市美術館 後期
96 曽我蕭白 寒山拾得図 前期 後期
97 狩野教信 桃図 後期
98 狩野貞信 楼閣人物図 前期
99 土佐光起 鶉図 前期
100 伝 徽宗 狗子図 嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学附属博物館 後期
101 狩野探信 遊狗図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
102 森狙仙 双狗図 摘水軒記念文化振興財団 後期
103 円山応挙 倣呉道子山水図 後期
104 原在中 菊に鶏図 敦賀市立博物館 前期
105 原在中 牡鶏育雛図 前期
106 雪舟等楊 倣夏珪山水図 前期
107 伝 雪舟等楊 白衣観音図 奈良県立美術館 前期
108 雲谷等益 山水人物花鳥図押絵貼屛風 前期
109 雲谷等律 西湖図 前期
110 狩野安信 富士三保松原図　重要文化財 茨城県立歴史館 後期
111 司馬江漢 駿州矢部富士図 後期
112 長谷川家粉本 前期 後期
113 ヤン・ラウケン 人間の職業 府中市美術館 前期
114 司馬江漢 皮工図 府中市美術館 前期 後期
115 ヤン・ヨンストン 動物図譜 府中市美術館 後期
116 司馬江漢 ライオン図 摘水軒記念文化振興財団（府中市美術館寄託） 後期
117 司馬江漢 泥炭掘図 前期
118 円山応挙 楚蓮香図 前期
119 長沢蘆雪 楚蓮香図 前期
120 円山応震 楚蓮香図 前期
121 円山応挙 鯉図 後期
122 円山応挙 鯉図 後期
123 岸駒 鯉図 後期
124 長沢蘆雪 鯉図 後期
125 岸駒 猛虎図 本間美術館 後期B
126 狩野山楽 竜虎図屛風 前期 後期A
127 宋紫山 虎図 府中市美術館寄託 後期
128 与謝蕪村 豊干経行図 後期
129 円山応挙 虎皮写生図 本間美術館 前期
130 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
131 長沢蘆雪 象背戯童図 前期
132 長沢蘆雪 富士見西行図 山形美術館（（山）長谷川コレクション） 後期
133 月岡雪鼎 里芋図 後期



134 佐竹曙山 松之図 秋田市立千秋美術館 前期
135 長沢蘆雪 竜図 前期
136 柴田是真 漆絵帖 後期
137 司馬江漢 秋景双鳩図 府中市美術館寄託 前期
138 司馬江漢 七里ヶ浜図 府中市美術館寄託 後期
139 歌川国芳 東都名所 かすみが関 前期
140 歌川国芳 東都御廐川岸之図 後期
141 歌川国芳 東都名所 洲崎初日出の図 前期
142 歌川国芳 東都三ツ股の図 後期
143 岡島清曠 金魚図 前期
144 河田小竜 遊鯉図 後期
145 黒田稲皐 鯉に椿図 前期
146 桑山玉洲 藻鯉図 後期
147 岡田鶴川 亀図 後期
148 円山応挙 滝鯉図 前期
149 歌川国芳 小子部栖軽豊浦里捕雷 後期
150 歌川国芳 曲亭翁精著八犬士随一 犬川荘介・犬山道節 後期
151 歌川国芳 城四郎長茂空中に怪異を見る図 前期
152 歌川国芳 武田信玄諏訪頼重の陳中を打くづす図 前期
153 歌川国芳 玉取り（海女と大蛸） 後期
154 歌川国芳 鬼若丸と大緋鯉 前期
155 歌川国芳 坂田怪童丸 後期
156 池大雅 離合山水図 前期
157 歌川広重 甲州二瀬越・遠州四十八瀬図 後期
158 司馬江漢 蘭人観桜図 府中市美術館 前期
159 住吉弘定 百鬼夜行図巻 後期
160 浮田一 蛙に落花図 前期
161 松野親信 美人に禿図 前期
162 狩野養信 源氏物語図 後期
163 張月樵 双鼠図 摘水軒記念文化振興財団 前期
164 長沢蘆雪 鶏親子図 後期
165 森一鳳 鼬図 摘水軒記念文化振興財団 後期
166 逸見一信 富士山に猪図 前期
167 伊藤若冲 鶴図 前期
168 伊藤若冲 鶴図 前期
169 長沢蘆雪 唐子遊図 前期 後期
170 長沢蘆雪 狗児図扇面 本間美術館 後期
171 与謝蕪村 拾得図 前期
172 与謝蕪村 田楽茶屋図屛風 府中市美術館寄託 前期
173 池大雅 富岳図 後期
174 池大雅 河豚図 後期
175 蓑虫山人 福神・達磨図 前期
176 白隠慧鶴 面壁達磨図 前期
177 林十江 唐人物図 後期
178 佐竹蓬平 松下閑談図 後期
179 遠藤曰人 蛙の相撲図 摘水軒記念文化振興財団 後期
180 仙厓義梵 仙厓和尚書画巻 前期 後期
181 徳川家光 竹に雀図 前期
182 徳川家光 兎図 後期


