
※本リストは展示順と一致してはおりません。

№ 作品名 作者 員数 材質・技法 時代 所蔵者 前 後

芳中の琳派 ―たっぷり、「たらし込み」―

1 白梅小禽図屛風 中村芳中 6曲1隻 紙本金地著色 江戸後期 細見美術館

2 枝豆露草図屛風 中村芳中 2曲1隻 紙本銀地著色 江戸後期 個人蔵

3 十二ヶ月花卉図押絵貼屛風 中村芳中 6曲1双 絹本著色 江戸後期 個人蔵

4 扇面貼交屛風 中村芳中 6曲1隻 紙本著色 江戸後期 個人蔵

5 扇面貼交屛風 中村芳中 2曲1双 紙本著色 江戸後期 細見美術館

6 扇面貼交屛風 中村芳中 2曲1双 紙本著色 江戸後期 細見美術館

7 扇面画帖 中村芳中 1帖 紙本著色 江戸後期 細見美術館 頁 替

8 蓮図扇面 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 大阪市立美術館

9 月に露草図扇面 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館

10 立葵図扇面 中村芳中 1面 紙本著色 江戸後期 細見美術館

11 桜草図扇面 中村芳中 1面 紙本著色 江戸後期 細見美術館（林葉子氏寄贈）

12 鶏頭に朝顔図扇面 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館（林葉子氏寄贈）

13 貴人図扇面 中村芳中 1面 紙本著色 江戸後期 細見美術館（林葉子氏寄贈）

14 仔犬図扇面 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館（林葉子氏寄贈）

15 富士図扇面 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵

16 朝顔図 中村芳中 1幅 絹本著色 江戸後期 細見美術館

17 鶏頭に朝顔図 中村芳中 1幅 絹本著色 江戸後期 細見美術館

18 月に萩鹿図 中村芳中 1幅 絹本著色 江戸後期 細見美術館

19 高砂図 中村芳中 1幅 絹本著色 江戸後期 個人蔵

20 花卉図画帖 中村芳中 1帖 紙本著色 江戸後期 細見美術館 頁 替

21 松図短冊 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館

22 楓図短冊 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館

23 薮萱草図短冊 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館

24 『光琳画譜』 中村芳中 2冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 個人蔵 頁 替

25 『光琳画譜』 中村芳中 2冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 個人蔵 頁 替

26 『光琳画譜』 中村芳中 2冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 うげやんコレクション 頁 替

27 『光琳画譜』 中村芳中 1冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 うげやんコレクション 頁 替

大坂と芳中 ―楽しみながら、おもしろく―

28 『難華郷友録』 曾谷学川著 1冊 紙本木版墨摺 寛政2年（1790）刊 個人蔵

29 『虚実柳巷方言』 香具屋主人著 1冊 紙本木版墨摺 寛政6年（1794）刊 大阪府立中之島図書館

30 大坂文人合作扇面 中村芳中ほか 1幅 紙本著色 江戸後期 関西大学図書館

31 浪華画人組合三幅対 1枚 紙本木版墨摺 文化4年（1807）刊 大阪歴史博物館

32 浪華画家見立角力組合二幅対 1枚 紙本木版墨摺 文化6年（1809）刊 大阪歴史博物館

33 山水図（「奉時帖」より） 中村芳中 1帖 紙本著色 寛政7年（1795） 個人蔵

34 白梅小禽図（「諸家画帖」より） 中村芳中 1帖のうち 絹本著色 江戸後期 個人蔵

35 雲龍図（「諸家画帖」より） 中村芳中 1帖 絹本墨画 江戸後期 個人蔵

36 童子図（「諸家画帖」より） 中村芳中 1帖 紙本著色 江戸後期 個人蔵

37 円形絵 中村芳中ほか 15枚 紙本著色 江戸後期 個人蔵

38 亀図 中村芳中 1幅 紙本墨画淡彩 江戸後期 個人蔵

39 鶏図 中村芳中 1幅 紙本墨画淡彩 江戸後期 個人蔵

40 寿老図 中村芳中 1幅 紙本墨画 江戸後期 福田美術館

41 寿老図 中村芳中 1幅 紙本墨画淡彩 江戸後期 個人蔵

42 初夏山水図 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 細見美術館

43 山水図 中村芳中 1幅 紙本墨画 江戸後期 個人蔵

44 富士図扇 中村芳中 1本 紙本著色 江戸後期 大阪歴史博物館

45 福寿図 耳鳥斎 1幅 紙本墨画 江戸後期 個人蔵

46 『歌系図』
流石庵羽積著

耳鳥斎ほか画
1冊 紙本木版墨摺 天明2年（1782）刊 大阪府立中之島図書館

47 『歳時滅法戒』 耳鳥斎画 1冊 紙本木版墨摺 明治時代 京都府立京都学・歴彩館 頁 替

芳中と俳諧 ―ゆるくて、ほのぼの―

48 「画家芳中子の東行をおくる」俳諧摺物 1枚 紙本木版墨摺 寛政11年（1799） 大阪府立中之島図書館

49 『万家人名録』 長斎編 5冊のうち 紙本木版墨摺 文化10年（1813）刊 関西大学図書館

50 山水図
中村芳中

大江丸賛
1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵

51 山景図
中村芳中

完来賛
1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵

52 草庵図
中村芳中

道彦賛
1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵
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※作品の状態等により、予告なく展示作品が変更になる場合があります。ご了承ください。 展示期間



53 芭蕉像
中村芳中

月居筆 （芭蕉句）
1幅 紙本墨画 江戸後期 福田美術館

54 紙雛図
中村芳中

月居賛
1幅 紙本墨画 江戸後期 個人蔵

55 盆踊り図
中村芳中

月居賛
1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

56 お福図
中村芳中

月居賛
1幅 紙本著色 江戸後期 公益財団法人柿衞文庫

57 松売り図
中村芳中

春門賛
1幅 紙本淡彩 江戸後期 うげやんコレクション

58 壬生忠岑像 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

59 太夫図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

60 柿本人麻呂像
中村芳中

源信之賛
1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

61 燕図扇面 中村芳中（樗良句） 1幅 紙本墨画淡彩 江戸後期 うげやんコレクション

62 鹿図
中村芳中

亀然賛
1幅 紙本墨画 江戸後期 個人蔵

63 菊図
中村芳中

月居賛
1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

64 椿図
中村芳中

不白賛
1幅 紙本墨画淡彩 享和元年（1801） 個人蔵

65 芙蓉図
中村芳中

乙二賛
1幅 紙本淡彩 江戸後期 細見美術館（林葉子氏寄贈）

66 俳諧寄合描 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

67 蕪村ほか諸名家合作図 中村芳中ほか 1幅 紙本著色 江戸中～後期 公益財団法人柿衞文庫

68 吉祥図 井上士朗 1幅 絹本淡彩 江戸後期 個人蔵

69 智月像 松村月渓（智月句） 1幅 紙本淡彩 江戸後期 有村善雄氏

70 盆踊り図 紀 楳亭（蕪村句） 1幅 紙本淡彩 江戸後期 公益財団法人柿衞文庫

71 腐儒者図 紀 楳亭（蕪村句） 1幅 紙本著色 江戸後期 公益財団法人柿衞文庫

72 瓦に朝顔図 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵

73 灯籠に鹿図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

74 落雁図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

75 鹿図扇面 中村芳中 1面 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

76 雀図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

77 陶淵明図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 新古美術わたなべ

78 六歌仙図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 新古美術わたなべ

79 六歌仙図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

80 萬歳図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

81 登城図 中村芳中 1幅 紙本淡彩 江戸後期 個人蔵

82 鬼の念仏（大津絵） 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵

83 蝦蟇鉄拐図 中村芳中 1幅 紙本著色 江戸後期 個人蔵

84 三関
中村芳中

大徹宗斗賛
1幅 紙本墨画 江戸後期 個人蔵

版本と芳中 ―「かわいい」がいっぱい―

85 『山陰集』 長斎編 1冊 紙本木版墨摺 寛政9年（1797）刊 大阪府立中之島図書館 頁 替

86 『燭夜文庫』 畑金鶏 1冊 紙本木版墨摺 寛政11年（1799）刊 大阪府立中之島図書館

87 『十府の菅こも』 芳之編 1冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 大阪府立中之島図書館

88 『詩歌連俳 在原文庫』 買山編 5冊のうち 紙本木版墨摺 享和2年（1802）序 公益財団法人柿衞文庫 頁 替

89 『大江丸追善』 八千房編 1冊 紙本木版墨摺 文化2年（1805）刊 公益財団法人柿衞文庫

90 『名月帖』 竹斎編 1冊 紙本木版多色摺 文化5年（1808）刊 公益財団法人柿衞文庫 頁 替

91 『名数画譜』 大原東野編 4冊のうち 紙本木版墨摺 文化7年（1810）刊 個人蔵

92 『住吉紀行』 四方歌垣 1冊 紙本木版墨摺 文化8年（1811）刊 関西大学図書館

93 『百家交筆 おくの細道』 三津人編 2冊のうち 紙本木版墨摺 文化12年（1815）刊 関西大学図書館

94 『わすれくさ』 奇淵編 1冊 紙本木版多色摺 江戸後期 大阪府立中之島図書館

95 『画本手鑑』 大岡春卜編 6冊のうち 紙本木版墨摺 享保5年（1720）刊 関西大学図書館 頁 替

96 『光林絵本道知辺』 野々村忠兵衛 1冊 紙本木版墨摺 享保20年（1735）刊 京都府立京都学・歴彩館 頁 替

97 『光琳漫画』 2冊のうち 紙本木版墨摺 文化14年（1817）刊 大阪府立中之島図書館 頁 替

98 『光琳画式』 合川珉和 １冊 紙本木版多色摺 文化15年（1818）刊 関西大学図書館 頁 替

99 『光琳百図』 酒井抱一編 2冊 紙本木版墨摺 （後編は文政9年／1826） 個人蔵 頁 替

100 『鶯邨画譜』 酒井抱一 1冊 紙本木版多色摺 文化14年（1817） 関西大学図書館 頁 替

101 『光琳画譜』 中村芳中 2冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 関西大学図書館 頁 替

102 『光琳画譜』 中村芳中 2冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 個人蔵 頁 替

103 『光琳画譜』 中村芳中 1冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 個人蔵 頁 替

104 『光琳画譜』 中村芳中 1冊 紙本木版多色摺 享和2年（1802）刊 個人蔵 頁 替

105 『鳥獣略画式』 鍬形蕙斎 1冊 紙本木版多色摺 寛政9年（1797）刊 京都府立京都学・歴彩館 頁 替

106 『人物略画式』 鍬形蕙斎 1冊 紙本木版多色摺 寛政11年（1799）刊 京都府立京都学・歴彩館 頁 替

107 『文鳳麁画』 河村文鳳 1冊 紙本木版多色摺 寛政12年（1800）刊 個人蔵 頁 替

108 『画本早引』 葛飾北斎 1冊 紙本木版墨摺 文化14年（1817）刊 京都府立京都学・歴彩館 頁 替

109 『略画早学』 葛飾北斎 3冊のうち 紙本木版墨摺 明治時代 大阪府立中之島図書館 頁 替


