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No. 作品・資料名 作者 制作年代 所蔵 展示期間
図録資料

番号

1 高陽闘飲図巻 谷文晁・一世谷文一ほか 江戸時代後期 足立区千住仲町　個人蔵 1-3

2 関屋里元追善集
千寿庵可丈・東耕舎米員 編
谷文晁・舩津文渕 ほか画

天保3年（1832） 当館寄託（名倉家資料） 1-4

3 墨水漫興
碓嶺 編
大西椿年・相澤石湖 ほか画

天保10年（1839）序 早稲田大学図書館蔵 1-5

4 享和壬戌瑞泉小集寄合描 谷文晁・一世谷文一ほか 享和2年（1802） 個人蔵 1-1

5 騎牛帰家図 谷文晁 江戸時代後期 足立区六町　個人蔵 1-6

6 騎鶴寿老人図 一世谷文一 文化（1804～18）頃 足立区六町　個人蔵 10月1日～10月31日 1-8

7 山水図 谷文晁 江戸時代後期 足立区六町　個人蔵 11月2日～12月5日 1-7

8 墨梅図 喜多武清 江戸時代後期 当館寄託（名倉家資料） 1-11

9 瀑布図 喜多武清 安政元年（1854） 当館寄託（名倉家資料） 10月1日～10月31日 1-12

10 酔人帰邑図 鈴木鵞湖 慶應2年（1866） 当館蔵（濱田家資料） 11月2日～12月5日 1-14

11 鐘馗図 鈴木鵞湖 江戸時代後期 当館寄託（名倉家資料） 1-13

12 双鶏図屏風 一世谷文一 文化（1804～18）頃
足立区千住仲町　個人蔵
（当館寄託）

10月1日～10月31日 1-10

13 日光霧降瀑布図 一世谷文一 文化（1804～18）頃 足立区千住仲町　個人蔵 11月2日～12月5日 1-9

14 波濤雲龍図 谷文晁 天保8年（1837） 当館寄託（舩津家美術資料） 1-16

12 雲烟過眼録 谷文権（二世文一） 文政12年（1829） 当館寄託（舩津家美術資料） 2-10

13 雲煙過眼録 谷文逸（二世文一）
文政13～天保6年
（天保元・1830～35）

当館寄託（舩津家美術資料） 2-11

14 鷹図　模本
原本：不詳
模者：谷文権（二世文一）

文政12年（1829） 当館寄託（舩津家美術資料） 2-2

15 牡丹図　模本
原本：一世谷文一
模者：谷文権（二世文一）

文政（1818～30）末頃 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 2-4

16 雄鶏図　模本
原本：円山応挙
模者：谷文権（二世文一）

文政11年（1828） 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 2-5

足立区立郷土博物館　令和3年度文化遺産調査特別展

谷文晁の末裔 -二世文一と谷派の絵師たち-　　　出展リスト
会期：令和3年10月1日（金）～12月5日（日）

●都合により出展作品・資料が変更になる場合があります。
●会期中に展示替えを行う作品は展示期間を明記してあります。明記していない作品は全期間展示します。
●右端に本展図録上での資料番号を記載しています。なお、会場での展示順と図録上での掲載順は必ずしも一致しません。

第１章　足立に根差す「谷派」

第２章　二世谷文一  - 文晁の系譜と「文一」を継ぐ絵師 -

　（１階　ホール）

　（１階　企画展示室）
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17 小禽図　模本
原本：沈南蘋
模者：谷文権（二世文一）

文政（1818～30）末頃 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 ―

18 蛇図 谷文権（二世文一） 文政11年（1828） 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 ―

19 狸図　模本
原本：不詳

模者：谷文権（二世文一）
文政12年（1829） 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 ―

20 狸図 谷文権（二世文一） 文政（1818～30）末頃 当館寄託（舩津家美術資料） 2-3

21 金碧山水図　模本
原本：谷文晁
模者：谷文逸（二世文一）

天保元年（1830） 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 2-8

22 琵琶図 模本
原本：不詳

模者：谷文権（二世文一）
文政（1818～30）末頃 当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 ―

23 雌鶏図　模本
原本：円山応挙
模者：谷文権（二世文一）

文政11年（1828） 当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 2-6

24 雲龍図　模本
原本：谷文晁
模者：谷文逸（二世文一）

天保3年（1832） 当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 2-7

25 平忠盛・油坊主図　模本
原本：曾我蕭白
模者：谷文逸（二世文一）

文政13～天保6年
（天保元・1830～35）

当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 2-9

26 騎馬童子図 谷文逸（二世文一）
文政13～天保6年
（天保元・1830～35）

個人蔵 2-12

27 月に蝙蝠図扇図 谷文晁・谷文逸（二世文一）
文政13～天保6年
（天保元・1830～35）

個人蔵 10月1日～10月31日 2-13

28 土人形図画賛
谷文逸（二世文一）画
新柳斎鶴叟不白 賛

文政13～天保6年
（天保元・1830～35）

個人蔵 11月2日～12月5日 2-14

29 秘仏燈籠仏図画賛
亀田綾瀬 賛　二世谷文一 画
谷文二 画および賛

天保6年（1835） 個人蔵 2-15

30 牡丹に太湖石図 谷文晁 江戸時代後期
個人蔵
（京都府立丹後郷土資料館寄託）

2-20

31 蛭子像 本庄宗秀
江戸時代後期～
　　　明治時代初期

加悦機業組合蔵
（京都府立丹後郷土資料館寄託）

2-18

32 天橋夜色 二世谷文一 天保～明治時代初期 宮津市　清輝楼蔵 2-23

33 胡蝶の夢図 谷文晁 江戸時代後期 宮津市　清輝楼蔵 2-22

34
宮津鶴賀城図
（大正15年復刻版）

原本：慶応3年（1867）
京丹後市教育委員会蔵
（京都府立丹後郷土資料館寄託）

2-17

35 故事人物図 佐藤正持
天保12～15年
（1841～弘化元、44）

山王宮日吉神社宮司家蔵 2-21

36 成相寺聖観世音菩薩像 二世谷文一 天保～明治時代初期 個人蔵 2-24

37 絵馬「源義家図」 平柳文暉 江戸時代後期 舎人氷川神社蔵 2-27

38 武術英名録 　 万延元年（1860） 当館蔵 2-26

39 菜葊雑記 舩津文渕
嘉永2～7年
（1849～54）

当館寄託（舩津家美術資料） 2-25

40 菜葊日記 舩津文渕
嘉永7～安政3年
（1854～56）

当館寄託（舩津家美術資料） ―
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41
万延元年遣米使節
随行スケッチ

二世谷文一 万延元年（1860） 神奈川県立歴史博物館蔵 2-28

42 謝海新聞 本庄宗武 編
明治2～3年
（1869～70）

東京大学大学院法学政治学研究科附属近代
日本法政史料センター明治新聞雑誌文庫蔵 2-29

43 勤皇画家佐藤正持 結城素明 著 昭和19年（1944） 個人蔵 2-30

44 巣父図　模本
原本：不詳
模者：不詳

天保10年（1839） 舩津家美術資料 10月1日～10月31日 3-2

45 鶏図　模本
原本：不詳
模者：不詳

江戸時代後期以降 舩津家美術資料 10月1日～10月31日 3-1

46 鴨図　模本
原本：不詳
模者：柳沢文真

幕末～大正期 舩津家美術資料 10月1日～10月31日 3-7

47 月に墨梅図　模本
原本：不詳
模者：文晋

江戸時代後期以降 舩津家美術資料 10月1日～10月31日 3-8

48 猿図　模本
原本：不詳
模者：相澤石湖

江戸時代後期以降 舩津家美術資料 11月2日～12月5日 3-3

49 鷹図　模本
原本：不詳
模者：喜多武清

文化9年（1812） 舩津家美術資料 11月2日～12月5日 3-4

50 立雛図　模本
原本：不詳
模者：辻内文福

文政13年・天保元年
（1830）

舩津家美術資料 11月2日～12月5日 3-5

51 山水図　模本 原本：不詳　模者：文善 幕末～明治期 舩津家美術資料 11月2日～12月5日 3-9

52 芥子に燕図 粟津文三 幕末～明治期 個人蔵 3-11

53 寿老人図 文友 明治時代初期 当館寄託（舩津家美術資料） 3-12

54 寸墨精妙 森江資同 収集・調製 江戸時代後期～明治時代
当館蔵
（博物館収集資料）

3-10

55 鶴亀山水図 柳沢文真 明治37年（1904） 個人蔵 3-13

56 谷文晁縮図三福対 谷文晁 筆　佐竹永陵 識 大正11年（1922） 個人蔵 3-14

57 名人のおもかげ 野村文紹 明治24年原本成立 早稲田大学図書館蔵 3-15

58 古今名家画苑 野村文紹 文久2年（1862） 個人蔵 3-16

59 人物図 谷文二 幕末～明治期 個人蔵 3-17

60 寿老人・松鶴・梅亀図 谷文中 幕末～明治期 当館蔵 3-18

　（２階　ギャラリー）

第３章　幕末～明治へ続く「谷派」の絵師たち

　（２階　ギャラリー）
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61 山水図　模本
原本：趙孟頫
模者：谷文晁

江戸時代後期 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 1-17

62 松鶴図　模本 原本：士廉　模者：谷文晁 江戸時代後期 当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 1-18

63 栗図　模本 原本：牧谿　模者：谷文晁 寛政（1789～1801）頃 当館寄託（舩津家美術資料） 1-23

64
「等持院足利十二代像」より
足利義輝像

谷文晁 寛政（1789～1801）頃 当館寄託（舩津家美術資料） 1-22

65 小野道風像　模本 原本：不詳　模者：谷文晁 江戸時代後期 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 1-20

66 成田不動尊奉真像写 一世谷文一 文化（1804～18）頃 当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 1-21

67 「聚勝園図」発注書付 桜田澹斎 文政8年（1825） 当館寄託（舩津家美術資料） 1-34

68
文政五年正月
谷一門年頭参賀覚

文政5年（1822） 当館寄託（舩津家美術資料） 1-35

69
谷文晁所用印
朱文方印（蛙）

当館寄託（舩津家美術資料） 1-29

70
谷文晁所用印
朱文瓢型印

当館寄託（舩津家美術資料） 1-30

71
一世谷文一所用印
朱文方印（神獣）

当館寄託（舩津家美術資料） 1-31

72 谷文一墓碑銘　拓本 亀田鵬斎撰文 文政2年（1819） 当館寄託（舩津家美術資料） 10月1日～10月31日 1-26

73
谷幹々墓碑
「翠蘭孺人平氏之墓」拓本

寛政12年（1800） 当館寄託（舩津家美術資料） 11月2日～12月5日 1-27

74 文一居士真像 谷文晁 文政2年（1819） 当館寄託（舩津家美術資料） 1-25

75 雅号「文渕」授与状 谷文晁 文政9年（1826） 当館寄託（舩津家美術資料） 1-15

76 縮画帖 舩津文渕 江戸時代後期 当館寄託（舩津家美術資料） 50頁掲載

77
《貼交書画巻》より
雅号「菜葊」授与状

谷文晁 文政11年（1828） 当館寄託（舩津家美術資料） 50頁掲載

78 文一写真
左図：一世谷文一
右図:不詳

寛政～享和初期頃 当館寄託（舩津家美術資料） 1-24

79 菜葊図稿 舩津文渕 江戸時代後期 当館寄託（舩津家美術資料） 50頁掲載

80 伝 舩津文渕所用　墨 江戸時代後期 当館寄託（舩津家美術資料） 50頁掲載

特集展示　舩津家美術資料

　（２階　第２展示室）


