
展 示 期 間
作品
番号 指定 作　品　名 作　者 員　数 制　作　年 所　蔵　者7/3

～

7/8

7/10

～

7/15

7/17

～

7/22

7/24

～

7/29

7/31

～

8/5

8/7
～

8/12

8/13

～

8/19

8/21

～

8/25

序章　様式のカオス
１ 連山春色図 谷文晁筆 一幅 寛政 9 年（1797） 静岡県立美術館
２ 青緑山水図 谷文晁筆 一幅 文政 5 年（1822） 東京富士美術館
３ 秋山訪陰図 谷文晁筆 一幅 文化 10 年（1813） 個人蔵
４ 千山万水図 谷文晁画／柴野栗山賛 一幅 文化 4 年（1807） 田原市博物館
５ 米法山水図 谷文晁画／市川寛齋賛 一幅 個人蔵
６ 渓山樵夫図 谷文晁筆 一幅 文政 9 年（1826） 個人蔵
７ 李白観瀑図 谷文晁筆 一幅 田原市博物館
８ ファン・ロイエン筆花鳥図模写 谷文晁筆 一幅 神戸市立博物館
９ ヒポクラテス像 石川大浪筆 一幅 神戸市立博物館

１０ 駱駝図 谷文晁筆 一幅 文政 8 年（1825） 公益財団法人　摘水軒記念文化振興財団
１１ 回道士像 谷文晁筆 一幅 文化 7 年（1810） 個人蔵
１２ 山 慈母観音図 谷文晁筆 一幅 山形美術館・山◯長谷川コレクション
１３ 白 仏涅槃図 谷文晁筆 一幅 享和 2 年（1802） 宗教法人　大統寺
１４ 雪景紅葉図 谷文晁筆 一幅 天保 2 年（1831） 個人蔵
１５ 勿来関図 谷文晁画／松平定信賛 一幅 個人蔵
１６ 柿本人麿像 谷文晁筆 一幅 文化 3 年（1806） 個人蔵

第１章　画業のはじまり
１７ 近世名家肖像図巻 伝 谷文晁筆 一巻 東京国立博物館
１８ 谷文晁像 谷文一筆 一幅 文化 9 年（1812） 個人蔵
１９ 谷文晁像 谷文中筆 一幅 嘉永 3 年（1850） 東京国立博物館
２０ 文晁夫妻影像　 谷文晁筆 二幅 天保 5 年（1834） 個人蔵
２１ 文晁自像自賛図 谷文晁筆 一幅 個人蔵
２２ 文晁が好き嫌いの句 二幅 個人蔵
２３ 瀑布之図 谷文晁筆 一幅 個人蔵

場面替え ２４ 妙々奇談 周滑平著 二冊 西尾市岩瀬文庫
２５ 達磨・徳山・臨済像 加藤文麗筆 三幅 濟松寺
２６ 二十八祖像 加藤文麗筆 二幅 濟松寺

場面替え ２７ 瀟湘八景図巻 加藤文麗筆 一巻 濟松寺
２８ 柳ニ翡翠図 渡辺玄対筆 一幅 板橋区立美術館
２９ 楊柳白鷺図 渡辺玄対筆 一幅 東京藝術大学
３０ 山水図 渡辺玄対筆 一枚 濟松寺
３１ 山水図 渡辺玄対筆 一幅 文政 5 年（1822） 東京藝術大学
３２ 林和靖図 北山寒巌筆 一幅 栃木県立博物館
３３ 山水図 谷文晁・北山寒巌・島田元旦筆 三幅 個人蔵
３４ 水墨山水図 谷文晁筆 一幅 安永 4 年（1775） 個人蔵
３５ 寿老　文晁画稿 谷文晁写（原本は雪舟筆） 一幅 安永 7 年（1778） 東京藝術大学
３６ 三聖図　文晁画稿 谷文晁写 一幅 天明 4 年（1784） 東京藝術大学
３７ 花鳥　文晁画稿 谷文晁写 一幅 天明 5 年（1785） 東京藝術大学
３８ 秋山孤亭図 谷文晁筆 一幅 田原市博物館
３９ 松下観瀑図 谷文晁筆 一幅 個人蔵
４０ 山水図 谷文晁筆 一幅 寛政 6 年（1794） 根津美術館
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４１ 寒林旅行図 谷文晁筆 一幅 寛政 8 年（1796） 個人蔵
４２ 夏谿新晴図 谷文晁筆 一幅 寛政 11 年（1799） 東京藝術大学
４３ 浅絳山水図 谷文晁筆 一幅 寛政 11 年（1799） 東京藝術大学
４４ 金碧山水図 谷文晁筆 一幅 個人蔵
４５ 四季山水図 谷文晁筆 四幅 個人蔵
４６ 林和靖図 谷文晁筆 一幅 寛政元年（1789） 個人蔵
４７ 亀臺金母・湖山冬晴・夏山飛瀑図 谷文晁筆 三幅 寛政 8 年（1796） 個人蔵
４８ 蘇東坡・風竹雨竹図 谷文晁筆 三幅 文化元年（1804） 個人蔵
４９ 鍾馗・山水図 谷文晁筆 三幅 文化 9 年（1812） 個人蔵
５０ 秋景山水図 谷文晁筆 一幅 個人蔵
５１ 文姫帰漢図巻 一巻 明時代　16 世紀 大和文華館
５２ 太平山水図集 蕭雲従原画 四十三図 清時代　順冶 5 年（1648） 大和文華館
５３ 枯木山鳩図 谷文晁筆 一幅 出光美術館
５４ 海鶴幡桃図 谷文晁筆 一幅 山形美術館・山◯長谷川コレクション
５５ 竹鶴・芙蓉雉子図 谷文晁筆 二幅 個人蔵

場面替え ５６ 歴代名公画譜　　 顧炳編／谷文晁写 四冊 寛政 10 年（1798） 個人蔵
場面替え ５７ 凌煙閣功臣二十四傑影冊　 陳洪綬画／谷文晁写 一冊 文化元年（1804） 個人蔵
場面替え ５８ 本朝画纂 谷文晁編 八冊 個人蔵
場面替え ５９ 文晁画談 谷文晁著 一冊 文化 8 年（1811） 東京国立博物館
場面替え ６０ 画学斎過眼図藁 谷文晁筆 二冊 大東急記念文庫

場面替え 場面替え 場面替え ６１ 画学斎図藁 谷文晁筆 一冊 文化 9 年（1812） 田原市博物館
場面替え ６２ 縮図帖 谷文晁筆 一冊 個人蔵

第２章　松平定信と『集古十種』――旅と写生
６３ 三 松平定信自画像 松平定信筆 一幅 天明 7 年（1787） 鎭國守國神社
６４ 松平定信画像 狩野勝川雅信筆 一幅 照源寺
６５ 楽翁公下屋敷真景図 谷文晁筆 一幅 寛政 6 年（1794） 白河市歴史民俗資料館
６６ ◎ 青山園荘図 谷文晁筆 一冊 寛政 9 年（1797） 出光美術館
６７ ◎ 戸山山荘図 谷文晁筆 一冊 寛政 10 年（1798） 出光美術館
６８ 桑 木製絵馬　曳駒図 谷文晁筆 一対 寛政 11 年（1799） 鎭國守國神社

場面替え 場面替え 場面替え ６９ 集古十種 松平定信編 八十五冊のうち四冊 大和文華館
７０ 大和巡画日記（写本） 西村公喬写（原本は谷文晁筆） 三冊 天保 12 年（1841） 東北大学附属図書館

場面替え 場面替え 場面替え ７１ 西遊画紀行帖 谷文晁筆 一帖 板橋区立美術館
場面替え ７２ ◎ 公余探勝図巻 谷文晁筆 二巻のうち巻下 寛政 5 年（1793） 東京国立博物館

７３ 公余探勝図（模写） 白雲筆 二帖 個人蔵
７４ 異国船図 谷文晁画／松平定信題記 一幅 文政 12 年（1829） 神戸市立博物館
７５ 涅槃図 谷文晁筆 一幅 享和 4 年（1804） 名古屋市博物館
７６ 清凉寺本尊釈迦如来像 谷文晁筆 三幅 文化 7 年（1810） 照源寺
７７ 羅漢図 谷文晁筆 一幅 個人蔵
７８ 驟雨帰漁図 谷文晁筆 一幅 寛政 8 年（1796） 田原市博物館
７９ 水墨山水図屏風 谷文晁筆 六曲一双 文化 9 年（1812） 個人蔵
８０ 楼閣山水図 谷文晁筆 二幅 文政 5 年（1822） 個人蔵
８１ 雪卯花図 谷文晁画／松平定信賛 一幅 文政 4 年（1821） 桑名市博物館
８２ 三股の稲図 谷文晁画／松平定信賛 一幅 文政 9 年（1826） 桑名市博物館
８３ 福寿草図 谷文晁画／松平定信賛 一幅 寛政 12 年（1800） 個人蔵
８４ 那須眺望図 谷文晁画／松平定信・紫野独庵賛 一幅 寛政 11 年（1799） 栃木県立美術館

場面替え ８５ 松島真景図巻 谷文晁画 一巻 天明 7 年（1787） 仙台市博物館
８６ 松島雨霽図 谷文晁筆 一幅 寛政 7 年（1795） 仙台市博物館

場面替え ８７ 松島画紀行・松島日記（写本） 原本は谷文晁筆 一冊 仙台市博物館
場面替え ８８ 谷文晁東北地方写生図 谷文晁筆 二巻 寛政 6 年（1794） 東北大学附属図書館

８９ 神奈川風景図 谷文晁筆 一幅 享和 2 年（1802） 大和文華館



９０ 隅田川両岸図 谷文晁筆 一幅 群馬県立近代美術館　戸方庵井上コレクション
９１ 墨田川図 谷文晁筆 一幅 東京藝術大学

巻上 巻下 ９２ 山 熊野舟行図巻 谷文晁筆 二巻 文化元年（1804） 山形美術館・山◯長谷川コレクション
場面替え ９３ 名山図譜 川村寿庵編／谷文晁画 三冊 文化 2 年（1805） 個人蔵
場面替え ９４ 名山図譜 川村寿庵編／谷文晁画 三冊 府中市美術館
場面替え ９５ 日本名山図会 川村寿庵編／谷文晁画 三冊 文化 9 年（1812） 仙台市博物館
場面替え ９６ 名山図譜・日本名山図会　版木 九枚 美術書出版株式会社　芸艸堂

第３章　文晁と「石山寺縁起絵巻」
場面替え ９７ ◎ 石山寺縁起絵巻　巻六・七 谷文晁筆 七巻のうち二巻 文化 2 年（1805） 石山寺
場面替え ９８ 石山寺縁起絵巻 谷文晁筆 七巻 サントリー美術館

第４章　文晁をめぐるネットワーク――蒹葭堂・抱一・南畝・京伝
場面替え 場面替え 場面替え ９９ 花鳥人物画帖 谷文晁ほか筆 一帖 文晁画：文化 8 年（1811） 個人蔵
場面替え 場面替え 場面替え １００ 扇面画帖 谷文晁ほか筆 一帖 個人蔵

場面替え １０１ 江の島まうで　浜のさゞ波 平亭銀鶏著／谷文晁ほか画 一冊 天保 10 年（1839） 西尾市岩瀬文庫
１０２ 柏樹若鷹図 谷文一筆 一幅 享和 3 年（1803） 個人蔵
１０３ 花鳥図 谷文一筆 一幅 文化 3 年（1806） 個人蔵
１０４ 山水図 谷文二筆 一幅 個人蔵
１０５ 瀑布図 谷文二筆 一幅 個人蔵

二面 二面 １０６ 諸国名所図 島田元旦筆 十八面のうち四面 寛政 11 年（1799）頃 栃木県立博物館
１０７ ◎ 木村蒹葭堂像 谷文晁筆 一幅 享和 2 年（1802） 大阪府教育委員会

場面替え １０８ 花鳥図藁・過眼図藁 谷文晁筆 二冊 個人蔵
１０９ 巽斎十三回忌展観目録 木村石居編 一帖 文化 10 年（1813） 神戸市立博物館

場面替え １１０ 伊豆勝景図（写本） 木村蒹葭堂写（原本は谷文晁筆） 一巻 個人蔵
場面替え １１１ 奉時清玩帖 谷文晁ほか筆 二冊 文晁画：寛政 8 年（1796） 個人蔵

１１２ 山水図 谷幹々筆 一幅 栃木県立博物館
１１３ 如意道人蒐集書画帖 谷文晁ほか筆 一冊 出光美術館

場面替え １１４ 棲鸞園画帖 谷文晁ほか筆 一帖 文晁画：文政 13 年（1830） サントリー美術館
１１５ 増山雪斎邸合作 谷文晁ほか画／大田南畝ほか書 一幅 個人蔵
１１６ 老梅図 谷文晁・酒井抱一画／亀田鵬斎賛 一幅 個人蔵
１１７ 台 歳寒三友図 酒井抱一・大窪詩仏・谷文晁筆 三幅 永稱寺
１１８ 弁財天図 谷文晁筆 一幅 個人蔵
１１９ 谷文晁消息　酒井抱一宛 谷文晁筆 一幅 個人蔵
１２０ 光琳百図 酒井抱一編 四冊 個人蔵
１２１ 檜蔭鳴蝉図 谷文晁筆 一幅 公益財団法人阪急文化財団　逸翁美術館
１２２ 武蔵野水月図 谷文晁筆 一幅 個人蔵

場面替え １２３ 江戸流行料理通 栗山善四郎著／谷文晁・酒井抱一・鍬形蕙斎ほか画 四編二冊合本 西尾市岩瀬文庫
１２４ 江戸高名会亭尽　山谷　八百善 歌川広重画 一枚 サントリー美術館
１２５ 風竹図屏風 谷文晁筆 八曲一隻 文化 10 年（1813） 栃木県立博物館
１２６ 水墨山水図屏風 谷文晁筆 六曲一双 天保 9 年（1838） 個人蔵
１２７ 八仙人図 谷文晁筆 三幅 文政 8 年（1825） 福島県立博物館
１２８ 孔雀図 谷文晁筆 一基 上野記念館
１２９ 霧降滝図 谷文晁筆 一幅 文化 11 年（1814） 栃木県立博物館
１３０ 画賛　三勇士 谷文晁画／片山恒斎賛 一幅 文政 11 年（1828） 桑名市博物館
１３１ 赤壁図屏風 谷文晁筆 六曲一双 根津美術館
１３２ 青緑赤壁図 谷文晁筆 一幅 文政 9 年（1826） 個人蔵
１３３ 新 天瑞元堤像 谷文晁筆 一幅 濟松寺
１３４ 新 謙堂文益像 谷文晁筆 一幅 文化 6 年（1809） 濟松寺

二幅 二幅 １３５ 新 十大弟子像 谷文晁筆 十幅のうち四幅 濟松寺
１３６ 新 八大龍王図 谷文晁筆 一幅 文化 4 年（1807） 濟松寺
１３７ 写山翁之記 野村文紹筆 一冊 西尾市岩瀬文庫
１３８ 富士山図屏風 谷文晁筆 六曲一隻 天保 6 年（1835） 静岡県立美術館
１３９ 富嶽図屏風 谷文晁筆 四曲一隻 上野記念館
１４０ 文晁一門十哲図 谷文晁ほか筆 一幅 文政 4 年（1821） 個人蔵
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１４１ 山水図　写山楼画本 原本は雪舟筆 一幅 個人蔵
１４２ 柿図　写山楼画本 原本は牧谿筆 一枚 個人蔵
１４３ 老子図　写山楼画本 原本は牧谿筆 一幅 個人蔵
１４４ 山市晴嵐図　写山楼画本 原本は玉澗筆 一枚 個人蔵
１４５ 春日権現縁起絵巻　巻ノ三　写山楼画本 一枚 個人蔵
１４６ 春日権現縁起絵巻　部分　写山楼画本 一枚 個人蔵
１４７ 春日権現縁起絵巻　部分　写山楼画本 一枚 個人蔵

場面替え １４８ 縮画帖 五帙 個人蔵
１４９ 遊嚢小奇 白雲筆 一冊 寛政 12 年（1800） 個人蔵
１５０ 摂津・播磨・讃岐・備前風景画冊 白雲筆 一冊 個人蔵
１５１ 備中・備後・安芸・伯耆風景画冊 白雲筆 一冊 個人蔵
１５２ 蜀桟道図 渡辺崋山筆 一幅 天保 3 年（1832） 個人蔵
１５３ 鯉図 渡辺崋山筆 一幅 天保 3 年（1832） 個人蔵

◎＝重要文化財　山＝山形県指定有形文化財　三＝三重県指定有形文化財　台＝台東区有形文化財　新＝新宿区指定有形文化財　白＝白河市指定重要文化財　桑＝桑名市指定有形文化財

・展示室内の温度・湿度・照度は、所蔵者の貸出条件及び作品保護に適した環境に調整されています。  
・作品名については、各所蔵先の意向に従いました。  
・作品番号はキャプション及び図録の番号と一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。  
・作品の状態、その他やむを得ぬ事情により、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。


