
愛らしき鳥獣戯画

№ 指定 作品名 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

１ ⦿ 鳥獣戯画　甲巻 １巻 紙本墨画 平安時代
12世紀 京都・高山寺

前期
※９月３日㈯〜11日㈰、 

９月13日㈫〜25日㈰で
場面替えがあります。

２ ⦿ 鳥獣戯画　乙巻 １巻 紙本墨画 平安時代
12世紀 京都・高山寺

後期
※９月27日㈫〜10月２日㈰、

10月４日㈫〜16日㈰で 
場面替えがあります。

３ ⦿ 鳥獣戯画　丙巻 １巻 紙本墨画 平安〜鎌倉時代
12 〜 13世紀 京都・高山寺

後期
※９月27日㈫〜10月２日㈰、

10月４日㈫〜16日㈰で 
場面替えがあります。

４ ⦿ 鳥獣戯画　丁巻 １巻 紙本墨画 鎌倉時代
13世紀 京都・高山寺

前期
※９月３日㈯〜11日㈰、 

９月13日㈫〜25日㈰で
場面替えがあります。

１章　祈りにはぐくまれしいのち

№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

５ ⦿
明恵上人像
（樹上坐禅像）

１幅 紙本著色 鎌倉時代
13世紀 京都・高山寺 前期

６
明恵上人像
（石上坐禅像）

岩崎信盈筆 １幅 紙本墨画淡彩
江戸時代
天保10年

（1839）
京都・高山寺 後期

７ 仏涅槃図 １幅 絹本著色 鎌倉時代
13世紀 京都・高山寺

８ ◎ 文殊菩薩像 １幅 絹本著色 鎌倉時代
14世紀 京都・高山寺 前期

９ ○ 文殊菩薩像　 １幅 絹本著色 鎌倉時代
14世紀 福岡市美術館 後期

2022年9月3日㈯〜10月16日㈰
会場：福岡市美術館　特別展示室
主催：福岡市美術館、高山寺、西日本新聞社、
　　　西日本新聞イベントサービス、テレQ、朝日新聞社
特別協賛：大和ハウス工業　　　協賛：ファーマフーズ

出品作品リスト

凡例
◦作品番号は展示の順序とは一致しませ
んが、本展図録の番号と一致します。

◦⦿は国宝、◎は重要文化財、〇は重
要美術品を示します。

◦《鳥獣戯画》の国宝指定名称は《鳥
獣人物戯画》ですが、本展では一般
に親しまれている《鳥獣戯画》の呼称
を用います。

◦展示期間は次の通りです。期間標記の
ない作品は全期間展示します。

　前期：9月3日㈯〜 9月25日㈰
　後期：9月27日㈫〜10月16日㈰
◦作品保護のため、鳥獣戯画は展示期
間中に場面替えを行います。詳細はリ
ストをご参照ください。



№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

10 春日宮曼荼羅図 １幅 絹本著色 南北朝時代
14世紀 京都・高山寺

11 荼枳尼天図 １幅 絹本著色 室町時代
15世紀 個人蔵

12 羅漢図 齋藤秋圃筆 １幅 紙本著色
江戸時代
文化10年

（1813）
福岡市博物館

13 ◎ 子犬 １躯 木造彩色 鎌倉時代
13世紀 京都・高山寺

14 ◎ 獅子・狛犬 ２対 木造彩色
鎌倉時代
嘉禄元年

（1225）
京都・高山寺

15 ◎ 神鹿 １対 木造彩色 鎌倉時代
13世紀 京都・高山寺

16 ◎ 馬 １躯 木造彩色 鎌倉時代
13世紀 京都・高山寺

２章　いのちへのまなざし

№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

17 猿猴捕月図 雪村周継筆 １幅 紙本墨画 室町時代
16世紀 福岡市美術館

18 月に蛙図 齋藤秋圃筆 １幅 紙本墨画
江戸時代
天保11年

（1840）
福岡市博物館

19 群蛙図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 九州大学文学部

20 蛙図 桑原鳳井筆 １幅 紙本墨画
江戸時代
文化13年

（1816）
福岡市博物館 前期

21 親子犬図 狩野永良筆 １幅 絹本著色 江戸時代
18世紀 静岡県立美術館 後期

22 時雨狗子図 円山応挙筆 １幅 絹本著色
江戸時代
明和４年

（1767）
府中市美術館

23 狗子図 長沢盧雪筆 １幅 絹本著色 江戸時代
18世紀

摘水軒記念文化振
興財団（府中市美
術館寄託）

24 猛虎図 円山応挙筆 １幅 絹本著色
江戸時代
天明２年

（1782）

摘水軒記念文化振
興財団（府中市美
術館寄託）

25 虎図 齋藤秋圃筆 １幅 絹本著色 江戸時代
19世紀 福岡市博物館

26 木賊兎図 円山応挙筆 １幅 絹本著色
江戸時代
天明６年

（1786）
静岡県立美術館

27 兎図 円山応挙筆 １幅 紙本著色 江戸時代
18世紀 個人蔵

28 白狐図 円山応挙筆 １幅 絹本墨画淡彩
江戸時代
安永８年

（1779）
個人蔵 前期

29 紅葉に鹿図 森狙山筆 １幅 絹本著色 江戸時代
18 〜 19世紀 個人蔵 後期

30 唐獅子図屏風 長沢盧雪筆 ６曲１隻 紙本墨画 江戸時代
18世紀 佐賀県立博物館



№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

31 鶏図 伊藤若冲筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
18世紀 熊本県立美術館

32 竹に鶏図 曾我蕭白筆 １幅 紙本墨画淡彩 江戸時代
18世紀

摘水軒記念文化振
興財団

33 群獣図巻 森狙山筆 ２巻 絹本著色 江戸時代
19世紀

摘水軒記念文化振
興財団（府中市美
術館寄託）

34 黒田長政参禅図　 １幅 紙本著色 江戸時代
19世紀 福岡市博物館

35 黒田忠之像 狩野探幽筆、
沢庵宗彭賛 １幅 紙本著色 江戸時代

17世紀 福岡市美術館

36 犬図 　 １紙 紙本墨画
江戸時代
享保２年

（1717）
福岡県立美術館

37 獺図 狩野探幽筆 １幅 紙本著色 江戸時代
17世紀 福岡市美術館

38 カワウソのヒゲ ２本
江戸時代
慶應２年

（1866）
福岡市博物館

39 獣類写生帖 １冊 紙本著色 江戸時代
17 〜 19世紀 福岡県立美術館

40 鳥類写生帖 １冊 紙本著色 江戸時代
17 〜 19世紀 福岡県立美術館

41 鳥類写生帖 １冊 紙本著色 江戸時代
17 〜 19世紀 福岡県立美術館

３章　引き算の美

№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

42 ○ 尹大納言絵詞 ２巻 紙本墨画 南北朝時代
14世紀 福岡市美術館

43 平家公達草紙 １巻 紙本墨画 室町時代
15世紀 福岡市美術館

44 ○ 白描図像 ２幅 紙本墨画 鎌倉時代
13世紀 福岡市美術館

45 日課観音図 伝・源実朝筆 １幅 紙本墨画 鎌倉時代
13世紀 福岡市美術館

46 日課観音図 酒井抱一筆 １幅 絹本墨画
江戸時代
文政７年

（1824）
個人蔵

47
伊勢物語図色紙　
六十七段　花の林

伝・俵屋宗達
絵、綾小路俊
良詞書

１幅 紙本著色 江戸時代
17世紀 福岡市美術館

48
桐下絵新古今和歌
扇面

本阿弥光悦書、
俵屋宗達下絵 １面 紙本金銀泥

著色、墨書
江戸時代
17世紀 福岡市美術館

49 和歌巻切 本阿弥光悦書、
俵屋宗達下絵 １幅 紙本墨書 江戸時代

17世紀 福岡市美術館

50 ◎ 花籠図 尾形乾山筆 １幅 紙本著色 江戸時代
18世紀 福岡市美術館

51 光琳画譜 中村芳中画 紙本木版
多色摺

江戸時代
享和２年

（1802）刊

九州大学附属図書
館

52 月に竹蔦図屏風 伝・俵屋宗逹
筆 ６曲１隻 紙本金地

著色
江戸時代
17世紀 福岡市美術館



53 藤図屏風 池田孤邨筆 ６曲１隻 紙本銀地
著色

江戸時代
19世紀 福岡市美術館

４章　心を伝える

№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間

54 十二類絵巻 狩野養長他筆 １巻 紙本著色 江戸時代
19世紀 東京国立博物館 前期、後期で場面替えが

あります。

55 鳥歌合画巻 １巻 紙本著色 室町時代
16世紀 慶應義塾図書館 前期

56 弥兵衛鼠絵巻 ２巻 紙本著色 江戸時代
17世紀 慶應義塾図書館 後期

57 異代同戯図巻 狩野昌運筆 １巻 紙本著色 江戸時代
17世紀 福岡市美術館

58 異代同戯図巻 狩野昌運筆 １巻 紙本著色 江戸時代
17世紀 國學院大學図書館

59 勝絵巻 法橋武信筆 １巻 紙本著色
江戸時代
寛政12年

（1800）
福岡市博物館

60 戯画図巻 耳鳥斎筆 １巻 紙本墨画
淡彩

江戸時代
18世紀 福岡市博物館

61 鳥獣略画式 鍬形蕙斎画 １冊 紙本木版
多色摺

江戸時代
寛政９年

（1797）刊
福岡市博物館

62 人物略画式 鍬形蕙斎画 １冊 紙本木版
多色摺 明治復刻版 福岡市博物館

63 葵氏艶譜 齋藤秋圃画 ３冊 紙本木版
多色摺

上・中巻：
江戸時代
文化12年

（1815）刊 
下巻：
江戸時代
享和３年

（1803）刊

福岡市博物館

64 休息歌仙図巻 齋藤秋圃筆 １巻 紙本著色
江戸時代
弘化元年

（1844）
福岡市博物館

65 すす玉名人図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 福岡市美術館

66 指月布袋図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 福岡市美術館

67 凧あげ図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 福岡市美術館

68 猫に紙袋図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 福岡市美術館

69 猫の恋図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 九州大学文学部

70 犬図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 福岡市美術館

71 双狗図 仙厓義梵筆 １幅 紙本墨画 江戸時代
19世紀 福岡市美術館

№ 指定 作品名 作者 員数 品質・技法 時代　世紀 所蔵 展示期間


