
No. 指定 作者 作品名 制作年 所蔵

展示期間

前期 後期

第1章　百花繚乱！　絵師列島への旅立ち　−−−北海道・東北・北関東ゆかりの画人達

1 蠣崎波響　 懸泉幽居図 天明後期（1785-89）頃 個人蔵

2 蠣崎波響　 瓦に石龍子図 文化2年（1805） 東京国立博物館

3 蠣崎波響　 雪郊双鹿図 文化12年（1815） 個人蔵

4 蠣崎波響　 楚蓮香図 江戸時代(18-19世紀） 個人蔵

5 蠣崎波響　 カスベ図 江戸時代(18-19世紀） 個人蔵

6 佐竹曙山 老松図 江戸時代(18世紀） 歸空庵

7 佐竹義躬 松にこぶし図 江戸時代(18世紀） 歸空庵

8 小田野直武 鷺図 江戸時代(18世紀） 歸空庵

9 （無款） 神功皇后と住吉明神 安永(1772-81)
-寛政期(1789-1801)頃 千葉市美術館

10 市 東東洋 河図図（旧養賢堂障壁画） 文化14年（1817） 仙台市博物館

11 東東洋 柳に黒白図 江戸時代(18-19世紀） 仙台市博物館 

12 東東洋 諏訪湖雪・紅白梅・芭蕉図 文政8年（1825） 東北歴史博物館 ○

13 東東洋 常盤雪行図 江戸時代(18-19世紀） 仙台市博物館　
亀田兵治コレクション ○

14
蠣崎波響
東東洋
東東寅

鮭図 文化11年（1814） 個人蔵

15 小池曲江 孔雀図 寛政10年（1798） 仙台市博物館　
石原謙太郎コレクション

16 小池曲江 塩竃松島図巻 文化7年（1810） 仙台市博物館

17 小池曲江（画）
豪潮寛海（賛） 福禄寿三星像　 文政11年（1828） 東北歴史博物館

18 根元常南 旭潮鯨波図 寛政9年（1797） 個人蔵

19 菅井梅関 猛虎図 文化8年（1811） 瑞巌寺 ○

20 菅井梅関 千壑萬峰図 文政6年（1823） 東北歴史博物館 ○

21 菅井梅関 夜梅図 江戸時代(19世紀) 瑞巌寺

22 菅井梅関 舊城朝鮮古梅之図 江戸時代(19世紀) 仙台市博物館　
伊澤家コレクション

作品リスト

◆作品番号はキャプション・図録との共通番号ですが、
展示の順序とは異なります。
◆やむを得ない事情により、展示作品や展示期間を予定
外に変更する場合があります。

凡例
◎：重要文化財　○：重要美術品　都：東京都指定文化財　
県：県指定文化財　市：市指定文化財
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23 菅井梅関 梅月図 江戸時代(19世紀) 仙台市博物館　
新津宗助コレクション

24
菅井梅関（画）
頼山陽(跋)
南山古梁(題）

『頼山陽水西荘図帖』 弘化3年（大正11年の
複製本）（1846）

千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

25 菊田伊洲 倣元信山水図 江戸時代(19世紀) 東北歴史博物館

26 菊田伊洲 雨中瀧図 弘化3年（1846） （社福）共生福祉会  福島美術館

27 白雲 会津津川冬景図巻 享和元年(1801)頃 歸空庵 場面替

28 亜欧堂田善 三囲雪景図 寛政（1789-1801）
-文化期（1804-18）頃 歸空庵

29 亜欧堂田善 イスパニア女帝コロンブス引見図 文化期（1804-18）頃 歸空庵

30 亜欧堂田善 陸奥國石川郡大隈瀧芭蕉翁碑之図
（『青蔭集』挿画） 文化11年（1814） 千葉市美術館

31 安田田騏 象のいる異国風景図 江戸時代(19世紀) 歸空庵

32 岸駒 呂洞賓図 天明元年(1781) 個人蔵

33 岸駒 虎図 寛政11年（1799）頃 （社福）共生福祉会  福島美術館 ○

34 岸駒 真虎図 天明4-文化5年（1784-1808） 個人蔵 ○

35 林十江 木の葉天狗図 文化3年（1806）頃 茨城県立歴史館

36 林十江 蝦蟇図 文化3年（1806）頃 東京国立博物館

37 林十江 松下吹笛図 江戸時代（18-19世紀） 茨城県立歴史館

38 林十江 雷公釣鼓図 江戸時代（18-19世紀） 水戸市立博物館

39 市 立原杏所　 那珂湊口晩望図 文化7年（1810） 茨城県立歴史館　立原家資料 

40 県 立原杏所（画）
立原翠軒（賛） 芦雁図 文政元-6年（1818-1823）頃 茨城県立歴史館　立原家資料 

41 ○ 立原杏所 花木図（宜男清齢図） 文政期（1818-30）頃 嬉遊会コレクション 4/21-
5/20

42 ◎ 立原杏所 葡萄図 天保6年（1835） 東京国立博物館 4/6-
4/20

43 立原杏所 遊歴図巻 天保6年（1835）頃か 茨城県立歴史館

44 立原杏所 秋山獨歩図 江戸時代（19世紀） 板橋区立美術館 4/6-
4/20

45 小泉斐 鮎図 文化5年（1808） 栃木県立博物館

46 小泉斐 唐美人図 文化8年（1811） 栃木県立博物館 ○

47 小泉斐 月下弾琴図 江戸時代（19世紀） 栃木県立博物館 ○

48 小泉斐 黒羽城鳥瞰図 天保8年（1837） 大田原市黒羽芭蕉の館

49 小泉斐 『富岳写真』 弘化3年（1846） 栃木県立博物館 場面替

50 戸田忠翰 雪竹兎図 寛政8年（1796） 板橋区立美術館 ○

51 戸田忠翰 風牡丹図 寛政10年（1798） 個人蔵

52 森蘭斎・戸田忠翰 岩浪仙鶴図 享和元年(1801)以前 個人蔵 ○

53 戸田忠翰 白鸚鵡図 文化2年（1805） 個人蔵

54 高久靄厓 袋田滝真景図 文政4年（1821） 栃木県立博物館

55 県 高久靄厓 蘭亭曲水図 文政9年（1826） 栃木県立博物館 

56 椿椿山 日光道中真景図巻稿 文政12年（1829） 栃木県立博物館 場面替

57 県 椿椿山 高久靄厓像稿 弘化2年（1845） 栃木県立博物館 
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第2章　江戸　−−−狩野派以外も大賑わい

58 狩野栄信(伊川院） 花鳥図 文化9年（1812） 板橋区立美術館

59 狩野養信（晴川院） 鷹狩図屏風 江戸時代（19世紀） 板橋区立美術館

60 宋紫石 牡丹小禽図 江戸時代(18世紀） 板橋区立美術館

61 宋紫石 乗亀仙人・松竹鶴図 江戸時代(18世紀） 個人蔵

62 司馬江漢（鈴木春重） 網戸越しの男女 明和7-8年（1770-71）頃 千葉市美術館

63 司馬江漢 バラにサボテン図 天明期（1781-89） 個人蔵

64 司馬江漢 Serhentine 天明5年(1785) 千葉市美術館

65 司馬江漢 鉄砲洲富士遠望図 寛政10年（1798） 歸空庵

66 鍬形蕙斎（北尾政美） 汐汲 天明期（1781-89） 千葉市美術館

67 鍬形蕙斎（北尾政美） 『来禽図彙』 寛政2-3年（1790-91） 千葉市美術館

68 鍬形蕙斎（北尾政美） 東都繁昌図巻 享和3年（1803） 千葉市美術館 西谷コレクション 場面替

69 谷文晁 西遊画紀行帖 江戸時代（18-19世紀） 板橋区立美術館 頁替

70 谷文晁・増山雪斎
ほか 臺山先生送別書画 文化8年（1811） 個人蔵　津山郷土博物館寄託

71 諸家 享和壬戌瑞泉小集寄合描 享和2年（1802） 個人蔵

72 酒井抱一 大文字屋市兵衛像 江戸時代（18-19世紀） 板橋区立美術館

73 酒井抱一 乾山写花籠図 文政6年（1823） 個人蔵　千葉市美寄託

74 酒井抱一
鍬形蕙斎ほか（画） 『料理通』初編・二編 初編：文政5年（1822）

二編：文政8年（1825）
千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

75
谷文晁
高隆古
鈴木鵞湖
沖一峨ほか（画）

『義士肖像賛詞』 嘉永3年(1850)序 千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

76 鈴木鵞湖 西園雅集図 安政5年（1858） 千葉市美術館

77 鈴木鵞湖 髙隆古像 江戸時代（19世紀） 栃木県立博物館 ○

78 歌川広重 江戸近郊図 江戸時代（19世紀） 板橋区立美術館 ○

第3章　東海道を西へ　−−−尾張・伊勢・近江

79 丹羽嘉言 神州奇観図 明和7年（1770） 名古屋市博物館 ○

80 丹羽嘉言 秋景山水図 安永7年（1778） 愛知県陶磁美術館

81 丹羽嘉言 夏景山水図 天明2年（1782） 名古屋市博物館 ○

82 山田宮常 蝦蟇仙人図 江戸時代（18世紀） 愛知県陶磁美術館

83 中林竹洞 山水図襖 文化期(1804-18)末頃 千葉市美術館

84 山本梅逸 花卉草虫図 弘化元年（1844） 名古屋市博物館 ○

85 ○ 山本梅逸 畳泉密竹図 弘化-嘉永期（1844-54）頃 名古屋市博物館 ○

86 山本梅逸 桜図 弘化2年（1845）以前 愛知県陶磁美術館

87 張月樵 十六羅漢図 江戸時代（19世紀） 名古屋市博物館 ○

88 張月樵 紅梅双鶴図 江戸時代（19世紀） 名古屋市博物館 ○

89 張月樵 『不形画藪』 文化14年（1817）刊 千葉市美術館　
ラヴィッツコレクション
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90 田中訥言 餓鬼草紙模本 江戸時代（19世紀） 東京国立博物館 場面替

91 田中訥言 福禄寿図 文化9年（1812） 徳川美術館 4/6-29

92 田中訥言 太秦祭図 文化10年（1813）頃 名古屋市博物館 4/6-29

93 ◎ 田中訥言 百花百草図屏風 江戸時代（19世紀） 徳川美術館 4/30-
5/20

94 田中訥言 若竹鶺鴒図 江戸時代（19世紀） 名古屋市博物館 ○

95 渡辺清 源氏図 江戸時代（19世紀） 愛知県陶磁美術館

96 葛飾北斎 『伝神開手北斎漫画』初編～十四編 文化11
-嘉永2年(1814-49)刊

千葉市美術館　
ラヴィッツコレクション

97 牧墨僊 ハイステル及ユールフォールン肖像 文政2年（1819） 名古屋市博物館

98 牧墨僊 脱疽等不治疾鋸解患部状 文政2年（1819） 名古屋市博物館

99 牧墨僊 記年図 文政6年（1823）か 名古屋市博物館

100 沼田月斎 鎌倉江戸道中図巻 文化10年（1813） 板橋区立美術館 場面替

101 沼田月斎 二美人図 文化期(1804-18) 名古屋市博物館 ○

102 森高雅（玉僊） 雪中若菜摘図 江戸時代（19世紀） 名古屋市博物館 ○

103 松平乘完 秋叢嚢露図 江戸時代（18世紀） 個人蔵 ○

104 月僊 『列僊図賛』 天明4年（1784）刊 千葉市美術館　
ラヴィッツコレクション

4/30-
5/20

105 月僊(画) 
韓天寿(題） 『桃源詩画』 寛政3年（1791） 三重県立図書館 4/30-

5/20

106 増山雪斎 孔雀図 江戸時代（18-19世紀） 名古屋市博物館 ○

107 都 増山雪斎 虫豸帖（春・夏） 文化4-9年（1807-12）頃 東京国立博物館 場面替

108 紀楳亭 猿猴図 江戸時代（18世紀） 大津市歴史博物館

109 紀楳亭（画） 
中島棕隠（賛） 大津絵見立忠臣蔵七段目図 天明8年（1788）以降 大津市歴史博物館

110 紀楳亭 大津三社図 文化5年（1808） 大津・元会所町蔵

111 横井金谷 蜀道積雪図 江戸時代（19世紀） 大津市歴史博物館

112 織田瑟々 江戸法来寺桜図 江戸時代（18-19世紀） 板橋区立美術館

第4章　京・大坂　−−−諸派の爛熟と上方の版画

113 鶴沢探索 松島・天橋立図扇面 明和6-寛政9年（1769-97）頃 東京国立博物館 天橋立図 松島図

114 曾我蕭白 渓流図襖 宝暦12-13年（1762-63） 個人蔵

115 円山応挙 秋月雪峡図屏風 天明6年（1786） 千葉市美術館

116 浮田一蕙 花使図 江戸時代（19世紀） 愛知県陶磁美術館

117 中村芳中 白梅図 文化期（1804-18）頃 千葉市美術館

118 鶴亭 雪笹図 寛延4年（1751） 個人蔵

119 佚山 松下双鶴図 明和7年（1770） 個人蔵

120 岡田米山人 松閣夜談図 文化9年（1812） 個人蔵

121 井上九皐 朝比奈図（『銅版襍帖』のうち） 文化-文政期（1804-30） 町田市立国際版画美術館

122 岡田春燈斎 四條大芝居顔見世霜曙之景
（『銅板細見集　上』のうち） 弘化-安政期（1844-60）頃 町田市立国際版画美術館

123 中川信輔 「東街道　石部」「東街道　土山」
（『銅版細画帖　乾』のうち） 嘉永-安政期（1848-60）頃 町田市立国際版画美術館
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124 北尾雪坑斎 『彩色画選』 明和4年（1767）刊 町田市立国際版画美術館

125 祇園井特 納涼美人図 享和期（1801-3）頃か 板橋区立美術館

126 月岡雪鼎 衣通姫図 安永7-天明6年（1778-86）頃 東京国立博物館 ○

127 月岡雪鼎 筒井筒図 安永7-天明6年（1778-86）頃 東京国立博物館 ○

128 流光斎如圭 狂言尽図巻 寛政期(1789-1801) 千葉市美術館 場面替

129 流光斎如圭 二代目山村儀右衛門の栄飛騨守 寛政5年（1793） 千葉市美術館

130 松好斎半兵衛 『絵本二葉葵』 寛政10年（1798） 千葉市美術館
ラヴィッツコレクション 頁替

131 松好斎半兵衛 六歌仙図（「芝翫帖」のうち） （画帖）嘉永7年(1854)序 千葉市美術館

132 春好斎北洲 初代市川鰕十郎の唐犬重兵衛 文政3-5年(1820-22)頃 千葉市美術館

133 春梅斎北英 二代目嵐璃寛の団七九郎兵衛 天保3年（1832） 千葉市美術館

134 春友 九右衛門　市川鰕十郎 文政後期（1824-30） 町田市立国際版画美術館

135 春川五七 山村友五郎門弟　
南森軒いわの山姥 文政後期（1824-30） 町田市立国際版画美術館

136 有楽斎長秀 祇園神輿はらいねりもの姿　
阿蘭陀可笑竹

文化(1804-18)後期
-文政(1818-30)前期頃 千葉市美術館

第5章　中国・四国地方と出会いの地・長崎

137 廣瀬臺山 山静日長図 文化8年（1811） 個人蔵

138 廣瀬臺山 日光山瀑布図 文化10年（1813） 個人蔵

参考
出品 廣瀬臺山 猿橋図 文化10年（1813） 個人蔵 ○

139 廣瀬臺山 龍眠居士山荘図 江戸時代(18−19世紀） 東京国立博物館 ○

140 廣瀬臺山 五柳先生図 江戸時代(18−19世紀） 岡山県立美術館 ○

141 廣瀬臺山 瓶花図 江戸時代(18−19世紀） 個人蔵

142 飯塚竹斎 日光裏見滝図 江戸時代(19世紀） 個人蔵 ○

143 淵上旭江（画）
皆川淇園（賛） 誕生石図 寛政10年（1798） 個人蔵

144 淵上旭江 五畿七道図帖（山陽奇勝之図・
西海奇勝之図・東海奇勝之図） 寛政8年（1796）序 岡山県立美術館 場面替

145 淵上旭江 『山水奇観』前編 寛政11年（1799）刊 千葉市美術館
ラヴィッツコレクション

146 酒井宗雅 石楠花に山鳩図 安永5年（1776） 個人蔵

147 沖一峨 四季草花図 江戸時代(19世紀） 個人蔵 ○

148 沖一峨 家翁西京舞妓図 嘉永2年（1849） 鳥取県立博物館

149 沖一峨 花鳥図 江戸時代(19世紀） 板橋区立美術館 ○

150 沖一峨 花杲方円図 江戸時代(19世紀） 鳥取県立博物館

151 土方稲嶺 糸瓜に猫図 江戸時代(18−19世紀） 鳥取県立博物館

152 県 土方稲嶺 東方朔図 文化元年（1804） 鳥取県立博物館 

153 土方稲嶺 猛虎図 江戸時代(18−19世紀） 鳥取県立博物館 ○

154 土方稲嶺 蓮池遊鯉図 文化4年（1807） 鳥取県立博物館 ○

155 片山楊谷 朝日鷹図 天明元年（1781） 個人蔵 ○

156 県 片山楊谷 猛虎図 江戸時代(18世紀） 個人蔵
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157 片山楊谷 老子騎牛図 天明4年（1784） 個人蔵 ○

158 島田元旦 蝦夷地真景図巻 寛政11年（1799） 鳥取県立博物館

159 島田元旦 楊貴妃・風雨牡丹図 文化9年（1812） 個人蔵

160 黒田稲皐 群鯉図 文政10年（1827） 鳥取県立博物館

161 県 黒田稲皐 群鯉図 天保7年（1836） 鳥取県立博物館

162 細川林谷 林谷山人紀遊漫画 文政11年（1828） 高松市歴史資料館 頁替

163 細川林谷 西国巡礼詩画帖 文政1２年（1829）以降 個人蔵 頁替

164 細川林谷 梅花書屋図 文政８年（18２５） 高松市歴史資料館

165 細川林谷 月瀬探梅詩画帖 天保3年（1832） 高松市歴史資料館 頁替

166 細川林谷 『詩鈔印譜』 弘化3年（1846）序 高松市歴史資料館

167 県 鈴木芙蓉　 鳴門十二勝真景図巻 寛政8年（1796） 徳島市立徳島城博物館

168 渡辺広輝 春秋鶉図 文化14年（1817）頃 徳島県立博物館 ○

169 渡辺広輝（画）
松平定信（賛） 岳飛図 江戸時代（19世紀） 徳島県立博物館 ○

170 守住貫魚 鳴門真景図 天保6年
-安政元年（1835-54）頃 徳島市立徳島城博物館

171 守住貫魚 源氏物語　明石図 安政元年（1854）以降 徳島市立徳島城博物館

172 守住貫魚 源氏物語　紅葉賀図 安政元年（1854）以降 徳島県立博物館 ○

173 守住貫魚 阿波国勝浦郡田之浦村掘出古甲図 安政元年（1854） 徳島県立博物館

174 島津斉彬 牡丹図 江戸時代（19世紀） 個人蔵

175 熊斐 猛虎震威図 宝暦3-4年（1753-54）頃 徳川美術館 4/6-29

176 熊斐 寿老人図 江戸時代（18世紀） 個人蔵

177 鉅鹿民部（魏晧） 蓮に白頭翁図 江戸時代（18世紀） 個人蔵

178 渡辺秀詮 虎図 江戸時代(18−19世紀） 千葉市美術館 4/30-
5/20

179 石崎融思
荒木君瞻ほか（画） 菅井梅関送別詩画 文化12年（1815） 仙台市博物館

180 荒木君瞻（画）
金井莎邨（賛） 梅関高士送別会之図 文政元年（1818） 仙台市博物館

181 川原慶賀 蘭人商館長図 江戸時代（19世紀） 歸空庵 4/30-
5/20

182 川原慶賀 長崎港図 文政期（1818-30）頃 千葉市美術館 ○

183 （無款） 阿蘭陀船図 天明期（1781-89）頃 早稲田大学會津八一記念博物館

184 紫雲(文錦堂版） 　　人康楽図 江戸時代(18-19世紀） 早稲田大学會津八一記念博物館

185 無款（大和屋版） 阿蘭陀婦人の図 文化14年（1817）以降 早稲田大学會津八一記念博物館

186 無款(文錦堂版） 文政四辛巳七月上旬阿蘭陀人持渡
駱駝二疋 文政4年（1821）以降 早稲田大学會津八一記念博物館

187 無款（大和屋版） 長崎唐船入津図 嘉永-文久（1848-64）頃 千葉市美術館 ○

本展は平成 30年度芸術文化振興基金の助成を受けています。


