
作品番号 作者名 指定 作品名 所蔵者
展示期間

4/25–5/3 5/4–5/10 5/12–5/18 5/19–5/24 5/26–5/31 6/2–6/7 6/9–6/14 6/16–6/21

京
3 俵屋宗達 墨梅図 京都府・細見美術館

4 尾形光琳 重文 太公望図屛風 京都国立博物館

5 尾形光琳 流水図広蓋 奈良県・大和文華館

6 尾形光琳 菊図香包 個人蔵

8 狩野山雪 龍虎図屛風 個人蔵  左隻

9 狩野山雪 楼閣山水図屛風 個人蔵

10 狩野山雪 重文 寒山拾得図 京都府・真正極楽寺  真如堂

11 狩野山雪 蝦蟇・鉄拐図 京都府・泉涌寺

13 狩野山雪 武家相撲絵巻 東京都・ （財）日本相撲協会
相撲博物館

16 伊藤若冲 乗興舟 東京都・大倉集古館

17 伊藤若冲 鶏図押絵貼屛風 個人蔵 左隻

18 伊藤若冲 隠元豆・玉蜀黍図 和歌山県・草堂寺 玉蜀黍図

20 円山応挙 淀川両岸図巻 東京都・アルカンシエール
美術財団

21 円山応挙 淀川両岸図巻画稿 東京都・アルカンシエール
美術財団

22 円山応挙 重文 七難七福図巻　人災 京都府・相国寺

25 円山応挙 行水美人図 東京黎明アートルーム

27 円山応挙 布袋図 東京黎明アートルーム

35 長澤蘆雪 寒山拾得図 和歌山県・高山寺

36 長澤蘆雪 鱈図 和歌山県・無量寺  
串本応挙芦雪館

37 長澤蘆雪 牛図 個人蔵

39 曾我蕭白 群童遊戯図屛風 九州国立博物館

40 曾我蕭白 重文 楼閣山水図屛風 滋賀県・近江神宮 左隻

42 池大雅 重文 陸奥奇勝図巻 九州国立博物館

43 池大雅 児島湾真景図 京都府・細見美術館

44 池大雅 富士十二景図（一、三、五、
六、八、九、十一、十二月）

東京藝術大学

45 池大雅 富士十二景図（二、四、七、
十月）

兵庫県・滴翠美術館 　 4月・7月

48 与謝蕪村 重文 奥の細道図巻 大阪府・
阪急文化財団逸翁美術館

49
与謝蕪村
円山応挙  「ちいもはゝ も」画賛図 広島県・海の見える杜美術館

52 与謝蕪村 天橋立図 個人蔵

53 与謝蕪村 山水花鳥人物図 個人蔵 道釈風人
物・山水 鴉・山水

出 品リスト

臨時休館

＊山口県立美術館　7月7日（火）〜 8月30日（日）

＊あべのハルカス美術館　9月12日（土）〜11月8日（日）

2020年4月25日（土）  開幕延期 
　　　　〜 6月21日（日）
※新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、会期は変更になりました。

東京都江戸東京博物館
• 番号の無い作品は、東京都江戸東京博物館では展示されません。
 本展が巡回する山口県立美術館、あべのハルカス美術館で展示予定です。
• 新型コロナウィルス感染症の拡大防止などの理由により、作品の展示 
 期間及び出品に変更が生じております。ご迷惑をおかけいたしますが、 
 ご了承いただきますようお願い申し上げます。

THE PIONEERS
MASTERS OF 

EDO PAINTING

が展示期間です。



作品番号 作者名 指定 作品名 所蔵者
展示期間

4/25–5/3 5/4–5/10 5/12–5/18 5/19–5/24 5/26–5/31 6/2–6/7 6/9–6/14 6/16–6/21

55 祇園井特 重文 鈴屋大人像 三重県・本居宣長記念館

56 祇園井特 本居宣長七十二歳像 三重県・本居宣長記念館

57 祇園井特 虎御前と曾我十郎図屛風 東京都・出光美術館

58 祇園井特 公卿と官女図屛風 千葉市美術館

59 祇園井特 花魁道中図屛風 京都府（京都府京都文化博物
館管理）

60 祇園井特 二美人図 京都府（京都府京都文化博物
館管理）

61 祇園井特 美人図 京都府（京都府京都文化博物
館管理）

62 祇園井特 手あぶり美人図 京都府（京都府京都文化博物
館管理）

63 狩野永岳 西園雅集図舞良戸（貼付） 京都府・隣華院

64 狩野永岳 熊鷹図屛風 京都府・泉涌寺 左隻

65 狩野永岳 富士雲龍・大饗図扇面 京都府・隣華院

66 狩野永岳 林和靖愛鶴・流水撫子図
扇面

京都府・隣華院

67 狩野永岳 梅花図扇面 京都府・隣華院

大坂
68 中村芳中 老松図 個人蔵

70 中村芳中 公卿観楓図 個人蔵

71 中村芳中 登城図 個人蔵

72 中村芳中 落下鶴図 個人蔵

73 中村芳中 人物花鳥図巻 長野県・真田宝物館

74 耳鳥斎 別世界巻 大阪府・関西大学図書館

75 耳鳥斎 戯画巻 福岡市博物館

76 耳鳥斎 大石氏祇園一力康楽之図 大阪府・関西大学図書館

77 耳鳥斎 見立西行図 福岡市博物館

78 耳鳥斎 天狗寿老鼻頭くらべ 京都府（京都府京都文化博物
館管理）

79 耳鳥斎 十二か月図 大阪府・関西大学図書館

80 耳鳥斎 月見猩々図 福岡市博物館

81 耳鳥斎 福禄寿 大阪府・関西大学図書館

82 林閬苑 青緑山水図 個人蔵

83 林閬苑 白孔雀図 大阪歴史博物館

85 林閬苑 寒蘭図 個人蔵

86 林閬苑 鹿図 大阪歴史博物館

87 林閬苑 騎鹿人物図 個人蔵

88 林閬苑 漁夫図 個人蔵

89 墨江武禅 雛図 個人蔵

91 墨江武禅 月下山水図 東京都・府中市美術館

92 墨江武禅 雪中図 個人蔵

94 墨江武禅 明州図 大阪歴史博物館

95 墨江武禅 花鳥図 個人蔵

江戸
96 葛飾北斎 弘法大師修法図 東京都・西新井大師總持寺

97 葛飾北斎 富士越龍図 長野県・北斎館

99 葛飾北斎 上町祭屋台天井絵　女浪 長野県・小布施町上町自治会
 （北斎館寄託）

101 葛飾北斎 東町祭屋台天井絵　鳳凰図 長野県・小布施町東町自治会
 （北斎館寄託）

臨時休館

臨時休館

臨時休館
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4/25–5/3 5/4–5/10 5/12–5/18 5/19–5/24 5/26–5/31 6/2–6/7 6/9–6/14 6/16–6/21

102 葛飾北斎 桜に鷲図 神奈川県・氏家浮世絵コレクシ
ョン（鎌倉国宝館内）

104 葛飾北斎 鶴鸛図屛風 神奈川県・氏家浮世絵コレクシ
ョン（鎌倉国宝館内）

106 葛飾北斎 桔梗図 長野県・北斎館

107 加藤信清 阿弥陀三尊図 東京都・高幡不動尊金剛寺

108 加藤信清 出山釈迦図 東京都・天真寺

109 加藤信清 五百羅漢図 個人蔵

110 加藤信清 五百羅漢図 個人蔵

111 谷文晁 重文 木村蒹葭堂像 大阪府教育委員会

115 谷文晁 李白観瀑図 愛知県・田原市博物館

116 鈴木其一 藤花図 京都府・細見美術館

118 鈴木其一 紅葉狩図凧 個人蔵
 （兵庫県・滴翠美術館寄託）

119 鈴木其一 達磨図凧 個人蔵
 （兵庫県・滴翠美術館寄託）

120 狩野（逸見）一信 五百羅漢図第二十一幅　
六道  地獄

東京都・増上寺

121 狩野（逸見）一信 五百羅漢図第二十二幅　
六道  地獄

東京都・増上寺

122 狩野（逸見）一信 五百羅漢図第二十三幅　
六道  地獄

東京都・増上寺

123 狩野（逸見）一信 五百羅漢図第二十四幅　
六道  地獄

東京都・増上寺

124 狩野（逸見）一信 五百羅漢図第二十五幅　
六道  鬼趣

東京都・増上寺

125 狩野（逸見）一信 五百羅漢図第二十六幅　
六道  鬼趣

東京都・増上寺

138 歌川国芳 東海道中膝栗毛三島宿図 個人蔵

139 歌川国芳 万歳図 個人蔵

140 歌川国芳 三人上戸図 個人蔵

141 歌川国芳 白拍子静図 個人蔵

142 歌川国芳 夏衣美人図 個人蔵

143 歌川国芳 浴衣を抱える美人 個人蔵

144 歌川国芳 遊女図 個人蔵

145 歌川国芳 七代目岩井半四郎の三浦屋
の揚巻

個人蔵

146 歌川国芳 煙草を吸う女・反物を持つ女 個人蔵

147 歌川国芳 水を呑む大蛇 個人蔵

148 歌川国芳 合戦図 個人蔵

諸国

149
原画：蠣崎波響
詞書：松平定信 夷酋列像図 大阪府・国立民族学博物館

150 蠣崎波響 御味方蝦夷之図　
イコトイ・ションコ

北海道・函館市中央図書館 イコトイ

151 菅井梅関 旧城朝鮮古梅之図 宮城県・仙台市博物館

153 菅井梅関 古城朝鮮梅図 宮城県・仙台市博物館

154 菅井梅関 雪中紅梅図 個人蔵

155 菅井梅関 虎図 宮城県・仙台市博物館

156 菅井梅関 鵞鳥図 宮城県・仙台市博物館

158 菅井梅関 勝画楼望月・五大堂観日図 宮城県・仙台市博物館

161 林十江 花魁・遣手婆図 茨城県立歴史館

165 林十江 松下吹笛図 茨城県立歴史館

臨時休館

臨時休館
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展示期間

4/25–5/3 5/4–5/10 5/12–5/18 5/19–5/24 5/26–5/31 6/2–6/7 6/9–6/14 6/16–6/21

166 河鍋暁斎 惺々狂斎画帖（一） 埼玉県・河鍋暁斎記念美術館 頁替

167 河鍋暁斎 惺々狂斎画帖（二） 埼玉県・河鍋暁斎記念美術館 頁替

168 河鍋暁斎 狂斎興画帳 埼玉県・河鍋暁斎記念美術館 頁替

172 佐竹蓬平 渓山棋楽図 長野県・飯田市美術博物館

173 佐竹蓬平 荘周胡蝶夢図 長野県・飯田市美術博物館

174 佐竹蓬平 伯牙弾琴図 長野県・飯田市美術博物館

175 佐竹蓬平 山水図 長野県・飯田市美術博物館

176 佐竹蓬平 山水図 長野県・飯田市美術博物館

179 髙井鴻山 妖怪図 個人蔵

180 髙井鴻山 火焔妖怪図 個人蔵

181 髙井鴻山 妖怪書画会図 個人蔵

182 高井鴻山 妖怪山水図 個人蔵

183 髙井鴻山 妖怪山水図 個人蔵

184 高井鴻山 煙吐く妖怪図 個人蔵

185 高井鴻山 柳と小鳥図 個人蔵

186 高井鴻山 もくれんと小鳥図 個人蔵

187 高井鴻山 菊図 長野県・髙井鴻山記念館

189 白隠 蓮池観音像 東京都・永青文庫

191 白隠 蛤蜊観音図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

192 白隠 すたすた坊主図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

193 白隠 布袋図 東京都・永青文庫

195 白隠 摺鉢図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

196 白隠 のゝ 袋図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

198 田中訥言 日月図屛風 愛知県・名古屋市博物館

202 岩佐又兵衛 龐居士図 福井県立美術館

204 岩佐又兵衛 三十六歌仙図 福井県立美術館 2面

205 岩佐又兵衛 和漢故事説話図 福井県立美術館 1幅

207 浦上玉堂 山高水長図 岡山県立美術館

209 絵金 伊達競阿国戯場　累 高知県・赤岡町本町二区

210 絵金 花衣いろは縁起　鷲の段 高知県・赤岡町本町二区

211 絵金 東山桜荘子  佐倉宗吾子
別れ

高知県・赤岡町本町二区

212 絵金 播州皿屋敷　鉄山下屋敷 高知県・赤岡町横町二区

213 仙厓 寒山拾得・豊干禅師図屛風 福岡県・幻住庵

214 仙厓 臨済図 東京都・永青文庫

215 仙厓 蜆子和尚図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

217 仙厓 盲者渡橋図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

218 仙厓 朧月夜図 東京都・永青文庫

219 仙厓 南泉斬猫図 東京都・早稲田大学會津八一
記念博物館

222 片山楊谷 龍虎図屛風 個人蔵

223 片山楊谷 竹虎図屛風 鳥取県・雲龍寺 右隻 左隻

224 片山楊谷 鷲図 鳥取県・渡辺美術館

225 片山楊谷 猛虎図 個人蔵

226 片山楊谷 花王獣王図 鳥取県立博物館

228 片山楊谷 蜃気楼図 鳥取県・渡辺美術館  
229 神田等謙 西湖・金山寺図屛風 山口県・顕孝院    

臨時休館


