
【主催】大阪市立美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会、ＮＨＫ大阪放送局
【協賛】近畿日本鉄道、ライオン、清水建設、大日本印刷、ニッセイ同和損害保険、安藤忠雄文化財団

第7章　北斗七星と星宿信仰
第1章　中国古代の神仙思想　 第2会場 第8章　禅宗と道教
第2章　老子と道教の成立 第9章　仙人／道教の神々と民間信仰

第1会場 第3章　道教の信仰と尊像 第10章　道教思想のひろがり
第4章　古代日本と道教 第11章　近代日本と道教
第5章　陰陽道
第6章　地獄と冥界・十王思想 第3会場 第11章　近代日本と道教

第12章　拡散する道教のイメージ

第1章　中国古代の神仙思想 展示期間：前期＝9/15～10/4　後期＝10/6～10/25

前期 後期
三清　玉清元始天尊 台湾 陳榮盛氏
三清　上清霊宝天尊 台湾 陳榮盛氏
三清　太清道徳天尊 台湾 陳榮盛氏
玉清元始天尊 台湾 陳榮盛氏
玉皇大帝 台湾 陳榮盛氏
紫微大帝 台湾 陳榮盛氏

001 仙人像　 [羽人] 大阪 大阪市立美術館
002 重要美術品 神人車馬図画像鏡 兵庫 黒川古文化研究所
003 走獣雲気文軸頭 大阪 大阪市立美術館
004 灰陶加彩　雲気文壷 大阪 大阪市立美術館
005 騎獣人物博山炉 大阪 大阪市立美術館
006 緑釉　狩猟文博山炉 大阪 大阪市立美術館
007 五山文鏡 京都 京都国立博物館
008 瑞図五山文八花鏡 京都 京都国立博物館
009 重要美術品 高士弾琴図八花鏡 兵庫 黒川古文化研究所
011 伏羲像　 愛知 徳川美術館
012 河図図　[旧養賢堂障壁画] 東東洋筆 宮城 仙台市博物館
013 洛書図　[旧養賢堂障壁画] 東東洋筆 宮城 山元町教育委員会
014 金立神社縁起図 佐賀 金立神社
015 山海経　 大阪 大阪府立中之島図書館
017 怪奇鳥獣図巻　　 東京 成城大学図書館
018 重要文化財 抱朴子　[敦煌経] 東京 台東区立書道博物館
020 重要文化財 捜神記　[敦煌経] 東京 台東区立書道博物館
021 周易伝義 奈良 天理大学附属天理図書館
023 周易　 愛知 名古屋市蓬左文庫
025 玉髄真経　　　 京都 京都大学人文科学研究所

第2章　老子と道教の成立

前期 後期
027 重要文化財 普賢菩薩像　[老子像] 京都 真正極楽寺
028 老子像 牧谿筆 岡山 岡山県立美術館
029 老子出関図　　 商喜筆 静岡 MOA美術館
030 重要美術品 老子過関図　 陳賢筆 東京 静嘉堂文庫美術館
031 老子出関図　　 馬元欽筆　
032 老子騎牛像　 京都 妙心寺
033 老子出関図　 岩佐又兵衛筆 東京 東京国立博物館
036 老子像　 酒井抱一筆 千葉 千葉市美術館
039 史記　元版 奈良 天理大学附属天理図書館
040 史記評林　
041 孔子見老子図 埼玉 淑徳大学書学文化センター
042 老子道徳経　[敦煌経] 東京 台東区立書道博物館
044 三国祖師影 京都 大谷大学博物館
045 老子八十一化図説　[道徳経] 京都 大谷大学博物館
046 重要文化財 甄正論　巻下 神奈川 称名寺
047 集古今仏道論衡実録　 京都 大谷大学博物館
048 延年石室題字 埼玉 淑徳大学書学文化センター
049 会仙友題字 埼玉 淑徳大学書学文化センター
050 曹全碑
051 曹全碑 埼玉 淑徳大学書学文化センター

特別出品

都道府県 所蔵１

9/15～9/27

展示期間

       特別展「道教の美術 TAOISM ART」　　
2009.09.15～10.25　大阪市立美術館

作品 展示替え表

No. 文化財指定 作品名称 作者等

会 場 構 成

※　第1～11章のうち、★印の作品は第3会場で展示。

9/29～10/25

9/15～9/27

9/29～10/25
9/29～10/25

9/15～9/27
9/29～10/25

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

※作品保護のため、展示期間は変更される場合があります。★は第３会場で展示

1／6 展示期間：前期＝9/15～10/4　　後期＝10/6～10/25



052 樊敏碑　 埼玉 淑徳大学書学文化センター
053 黄庭経 王羲之 東京 五島美術館
054 黄底経  [小楷四種合冊] 王羲之 東京 三井記念美術館
055 黄庭経　[秘閣続帖巻五] 王羲之　 東京 三井記念美術館
056 官奴帖　[二王帖]　　 王羲之 東京 五島美術館
057 官奴帖　[戯鴻堂帖]　　 王羲之 東京 五島美術館
058 官奴帖　[快雪堂帖]　　 王羲之 東京 五島美術館
059 雲峰山仙人題字 鄭道昭 埼玉 淑徳大学書学文化センター
060 瘞鶴銘 陶弘景
061 瘞鶴銘　 陶弘景
062 中嶽嵩高霊廟碑  東京 台東区立書道博物館
063 中嶽嵩高霊廟碑  埼玉 淑徳大学書学文化センター
064 強独楽文帝廟造像碑　 埼玉 淑徳大学書学文化センター

第3章　道教の信仰と尊像

前期 後期
065 道教三尊像 東京 永青文庫
066 道教三尊像
067 道教三尊像 大阪 大阪市立美術館
068 三尊像
069 錡雙胡道教四面像 埼玉 淑徳大学書学文化センター
070 道教四面像 大阪 大阪市立美術館
★071 道教四面像 大阪 大阪市立美術館
072 道教三尊像　　　 東京 東京芸術大学大学美術館
073 道教龕 東京 台東区立書道博物館
074 道教四面像 埼玉 淑徳大学書学文化センター
075 道教尊坐像 東京 台東区立書道博物館
076 道教三尊像 愛知 愛知県美術館
077 道教三尊像 東京 永青文庫
078 道教三尊龕 東京 東京国立博物館
079 道教尊立像　 京都 京都大学人文科学研究所
080 蓮弁文半鐘 大阪 大阪市立美術館
081 天尊図 奈良 法隆寺
082 四聖大帝･三官大帝図　 京都 六道珍皇寺
083 玉皇大帝像
084 普化天尊像

特別出品 三官大帝 台湾 陳榮盛氏
085 正統道蔵　　 東京 宮内庁　書稜部
087 道蔵輯要　 大阪 大阪府立中之島図書館
088 重要文化財 南華真経　[敦煌経] 東京 台東区立書道博物館
091 重要文化財 太上八威霊策　[敦煌経] 東京 台東区立書道博物館
092 神仙起居法 東京 台東区立書道博物館
093 長春大宗師玄風慶会図説文 奈良 天理大学附属天理図書館
094 九天応元雷声普化天尊説玉枢宝経 奈良 天理大学附属天理図書館
095 九天応元雷声普化天尊説玉枢宝経 奈良 天理大学附属天理図書館
097 老子経通考 陳元贇 愛知 名古屋市蓬左文庫
099 道教文様鏡　
100 金仙長公主神道碑　 玄宗 東京 大東文化大学書道研究所
101 金仙長公主墓誌並鎮墓文　 玉真公主 京都 京都大学人文科学研究所
★102 昇仙太子碑　 武則天 埼玉 淑徳大学書学文化センター
103 孟法師碑 褚遂良 東京 三井記念美術館
104 王洪範碑　　 王玄宗 東京 三井記念美術館
105 王徴君臨終口授銘  埼玉 淑徳大学書学文化センター
106 麻姑仙壇記 顏真卿 東京 台東区立書道博物館
107 唐人真書六種 東京 三井記念美術館
108 李玄静碑 張従申 東京 三井記念美術館
109 李玄靖碑　 顏真卿 東京 大東文化大学書道研究所
110 重要文化財 李白仙詩　 蘇軾筆 大阪 大阪市立美術館
111 江山楼観図　　 燕文貴筆 大阪 大阪市立美術館
112 太白瀧湫図　　 方従義筆 大阪 大阪市立美術館

第4章　古代日本と道教

前期 後期
113 呪符木簡　桑津遺跡出土 大阪 大阪市文化財協会
115 役行者前後鬼像
116 役行者八大童子前後鬼像 大阪 大阪市立美術館
117 重要美術品 役行者倚坐像　 頼助作 大阪 河合寺
118 蔵王権現鏡像　　　 東京 東京芸術大学大学美術館
119 唐大和上東征伝　 東京 国立公文書館
120 三教指帰　 京都 大谷大学博物館
121 天台四教儀集註　

9/29～10/12
9/15～9/27
10/14～10/25
9/29～10/25

9/15～21、10/20～10/25

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

2／6 展示期間：前期＝9/15～10/4　　後期＝10/6～10/25



123 重要文化財 山王垂迹曼荼羅図 滋賀 西教寺
124 山王垂迹曼荼羅図 滋賀 正源寺
125 山王垂迹曼荼羅図 大阪 四天王寺
126 重要文化財 新羅明神像 滋賀 園城寺
127 新羅明神像 滋賀 園城寺
129 赤山明神像 滋賀 市神神社
131 赤山明神像 高橋静意筆 滋賀 明王院

第5章　陰陽道

前期 後期
132 安倍晴明像　 大阪 阿倍王子神社
136 安倍晴明伝　 大阪 阿倍王子神社
137 摂州東成郡阿倍権現縁起　 大阪 阿倍王子神社
138 三国相伝陰陽簠簋内伝金烏玉兎集
139 重要文化財 不動利益縁起　 東京 東京国立博物館
143 北野天神縁起 神奈川 神奈川県立歴史博物館
144 神道秘符書　　 京都 大将軍八神社
145 日法雑書　 京都 大将軍八神社
146 小反閇作法并護身法 京都 京都府立総合資料館
147 呪符木簡　山之内遺跡出土 大阪 大阪市文化財協会
148 鎮物　 大阪 大阪市文化財協会
149 鎮物　大将軍八神社境内出土 京都 大将軍八神社
★150 重要文化財 大将軍神立像　[78号像] 京都 大将軍八神社
★151 重要文化財 大将軍神立像　[44号像] 京都 大将軍八神社
152 重要文化財 大将軍神坐像　[1号像] 京都 大将軍八神社
153 重要文化財 大将軍神坐像　[51号像] 京都 大将軍八神社
154 重要美術品 大将軍神坐像 大阪 大阪市立美術館
155 歳徳八将神像　 京都 大将軍八神社
158 足利義尚泰山府君祭都状 京都 京都府立総合資料館

第6章　地獄と冥界・十王思想

前期 後期
160 重要文化財 十王図　[秦広王/閻羅王/泰山王/五道転輪王] 陸信忠筆 奈良 奈良国立博物館 ２幅 ２幅
161 重要文化財 十王図　[閻羅王/泰山王] 陸仲淵筆 奈良 奈良国立博物館 １幅 １幅
162 重要文化財 十王図　[冥使図] 神奈川 神奈川県立歴史博物館
163 地蔵十王図 大阪 弘川寺
164 十王図 神奈川 鎌倉国宝館 ２幅 ２幅
165 十王図　　 京都 六道珍皇寺 １幅 １幅
167 十王坐像　司命･司録・奪衣婆坐像 珍慶作 京都 常念寺
168 閻魔王坐像
169 閻魔王坐像　[厨子入] 大阪 正明寺
170 国宝 六道絵　[閻魔王庁図] 京都 聖衆来迎寺
173 重要文化財 閻魔天曼荼羅図　 滋賀 園城寺
175 焔摩天曼荼羅図 神奈川 称名寺
176 重要文化財 六道絵　 滋賀 新知恩院
177 伝星宿図 愛知 瑞泉寺
178 重要文化財 道仏二教諸尊図 愛知 妙興寺
179 焔口餓鬼図　[面然大士] 千葉 観音教寺
180 焔口餓鬼図　[面然大士]　 京都 六道珍皇寺
181 面然大士図　[焔口餓鬼]　 独湛性瑩筆并題 京都 獅子林院
182 水陸画　往古九流百家諸士衆図　
183 十二宮辰星君図
184 十王図及び水陸道場図
185 仏説焔口経天地冥陽水陸儀文　 京都 京都大学人文科学研究所
186 重要文化財 水陸会看経榜　　 滋賀 永源寺
187 天地陽冥水陸諸霊牌　 神奈川 寿福寺

第7章　北斗七星と星宿信仰

前期 後期
188 五星二十八宿神形図　 伝 張僧繇筆　 大阪 大阪市立美術館
189 五星廿八宿神形図巻 谷文晁筆 栃木 栃木県立博物館
190 五星図巻 谷文二筆　 栃木 栃木県立博物館
191 重要文化財 北斗九星図 滋賀 宝厳寺
193 祭天図鏡像 東京 東京国立博物館
194 国宝 七星剣 東京 四天王寺
195 北斗曼荼羅図　 東京 東京芸術大学大学美術館
196 重要文化財 九曜星図像 静岡 MOA美術館
197 重要文化財 尊星王像 滋賀 園城寺

9/15～21、10/20～10/25

9/15～10/12

10/14～10/25
9/15～9/27

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

3／6 展示期間：前期＝9/15～10/4　　後期＝10/6～10/25



199 七星如意輪曼荼羅図 神奈川 弘明寺
200 七星如意輪観音像
201 文殊曼荼羅図 福井 万徳寺
202 吒枳尼天曼荼羅図 大阪 大阪市立美術館
203 北斗真形図　　 土佐光芳筆 福島 相馬妙見歓喜寺
204 九曜星図　　 土佐光芳筆 福島 相馬妙見歓喜寺
205 九曜星図
209 重要文化財 北斗護摩私記　 神奈川 称名寺
210 八卦七星文八角鏡 大阪 大阪市立美術館
211 日月七曜蒔絵箱 大阪 大阪市立美術館
212 重要文化財 星曼荼羅図 奈良 法隆寺
213 重要文化財 星曼荼羅図 大阪 久米田寺
214 星曼荼羅図 京都 真輪院
215 星曼荼羅図 東京 宮内庁  三の丸尚蔵館
216 星曼荼羅図 京都 三千院
217 星曼荼羅図　 大阪 高倉寺宝積院
219 熾盛光仏頂大威徳消災吉祥陀羅尼経 奈良 上之坊
220 熾盛光如来降臨図 京都 高麗美術館
221 重要文化財 図像抄　天上 神奈川 称名寺
222 重要文化財 星供図　 神奈川 称名寺
223 重要文化財 廿八宿図并五行法 神奈川 称名寺
224 重要文化財 天罡図　 神奈川 称名寺
226 天文書口伝　 京都 大将軍八神社
227 星之行度知事 京都 大将軍八神社
229 重要文化財 天之図　[星図] 福井 瀧谷寺
230 黄裳  天文図　 京都 大将軍八神社
231 天文成象 京都 大将軍八神社
232 天球儀　 京都 大将軍八神社
233 融通念佛縁起　巻上 大阪 大念佛寺
234 重要文化財 天帝図　[北帝] 東京 霊雲寺
235 天帝図　[北帝] 京都 知恩院
236 北辰帝王像 東京 東京芸術大学大学美術館
238 鎮宅霊符神像　[玄天上帝] 東京 静嘉堂文庫美術館
239 鎮宅霊符神像　[玄天上帝] 大阪 能勢妙見・真如寺
240 鎮宅霊符神像 滋賀 園城寺
244 星神図 王燦如筆 長崎 長崎歴史文化博物館
246 鎮宅霊符神像 滋賀 市神神社
247 鎮宅七十二星霊符尊神像
248 太上秘宝鎮宅霊符神像　
252 鎮宅霊符神鈴 滋賀 市神神社
253 重要文化財 妙見菩薩立像 院命作　 東京 読売新聞社
254 亀図　　 葛飾北斎筆 島根 葛飾北斎美術館
256 摩多羅神像 滋賀 成菩提院
257 摩多羅神像 滋賀 市神神社

第8章　禅宗と道教

前期 後期
258 重要文化財 中峰明本像　　 一菴筆　中峰明本自賛 兵庫 高源寺
259 重要文化財 三教図　　 伝如拙 筆　罕謄叟･正宗龍統 賛 京都 両足院
260 三酸図　 伝 雅楽助 筆　 東京 東京国立博物館
261 三教図　　
262 傅大士像　　 隠元隆琦・高泉性潡題 大阪 舎利尊勝寺
263 伽藍神倚坐像　　 尭慶作 神奈川 寿福寺
264 伝大黒天立像　[感応使者] 奈良 奈良国立博物館
265 大権修理菩薩倚坐像 長崎 晧臺寺
266 華光菩薩倚坐像　　 京都 萬福寺
268 涅槃図 孫億筆 福岡 福岡市博物館
269 涅槃図 小原慶雲筆 滋賀 円満寺

第9章　仙人／道教の神々と民間信仰

前期 後期
271 僊仏奇踪 愛知 名古屋市蓬左文庫
272 　 有象列仙全伝　 愛知 名古屋市蓬左文庫
273 　 有象列仙全伝　
278 西王母図　 松尾貴香筆 長崎 長崎歴史文化博物館
279 東方朔図　　　 荒木元融筆 長崎 長崎歴史文化博物館
281 青花　呂洞賓図玉壷春瓶　　景徳鎮窯 東京 出光美術館
282 呂洞賓図　　 雪村周継筆
283 陳仙翁　[陳希夷像]　　　 独湛性瑩筆并題 京都 獅子林院
284 遵生八牋　 高濂撰 愛知 名古屋市蓬左文庫
285 群仙図　　 劉敔筆

9/29～10/25

9/15～9/27
9/29～10/18

展示期間

展示期間

No. 文化財指定

No. 文化財指定 作品名称 作者等

都道府県 所蔵１作品名称 作者等

都道府県 所蔵１

4／6 展示期間：前期＝9/15～10/4　　後期＝10/6～10/25



286 重要文化財 琴高・群仙図　　 雪村周継筆 京都 京都国立博物館
287 黄初平図　 長谷川等伯筆 大阪 久本寺
★290 波上群仙図屏風　 長沢蘆雪筆 千葉 千葉市美術館
★291 仙人図屏風 福岡 福岡市博物館
293 青花　群仙文鉢　　景徳鎮窯
294 青花　群仙図盤　　景徳鎮窯
295 五彩　仙人図盤　　漳州窯 大阪 大阪市立東洋陶磁美術館
297 根付　仙人たち 大阪 大阪市立美術館
298 重要文化財 蝦蟇仙人図　 顏輝筆 京都 知恩寺
299 重要文化財 李鐵拐図　 顏輝筆 京都 知恩寺
300 蝦蟇仙人李鐵拐図 　 狩野芳崖筆 東京 東京芸術大学大学美術館
301 蝦蟇仙人図　　 趙麒筆 東京 根津美術館
303 五彩　蝦蟇仙人図盤　　景徳鎮窯 京都 京都国立博物館
304 重要美術品 寿星図 東京 東京国立博物館
305 三星囲碁図 東京 根津美術館
306 三星図　　 呂煥成筆
307 鶴寿老人図　 渡辺秀石筆 長崎 長崎歴史文化博物館
309 関聖帝君像　　　 楊津筆　木庵性瑫題 京都 萬福寺
311 関帝像 川原慶賀筆 長崎 長崎歴史文化博物館
313 劉備・孔明・五虎将図　　　 狩野栄信筆 宮城 仙台市博物館
315 関帝倚坐像 長崎 長崎歴史文化博物館
317 封神演義　 東京 国立公文書館
318 五彩　封神演義図缸　　景徳鎮窯 東京 静嘉堂文庫美術館
321 重要文化財 鍾馗図 大阪 和泉市久保惣記念美術館
322 鍾馗嫁妹図　　 許俊筆
323 鍾馗壌魔図 三浦梧門筆 長崎 長崎歴史文化博物館
324 魁星立像　[文昌星] 京都 泉屋博古館
325 文昌帝君図
326 文昌帝君図 銭慧安筆 大阪 和泉市久保惣記念美術館
327 文昌星図 葛飾北斎筆 島根 葛飾北斎美術館
★328 媽祖倚坐像 長崎 興福寺
329 媽祖倚坐像 長崎 福済寺
330 媽祖倚坐像 長崎 聖福寺
331 媽祖倚坐像 長崎 崇福寺

第10章　道教思想のひろがり

前期 後期
337 鱔魚黄　澄泥　蓬莱硯 東京 五島美術館
338 蓬萊鏡 東京 東京国立博物館
339 仙界図鏡 東京 東京芸術大学大学美術館
340 重要文化財 長生殿蒔絵手箱 東京 大倉集古館
341 蓬萊蒔絵手箱 東京 サントリー美術館
342 長生殿図鏡　 東京 東京国立博物館
343 蓬萊蒔絵硯箱・料紙箱 大阪 大阪市立美術館
344 楼閣神仙文鏡 大阪 大阪市立美術館
345 五彩　楼閣山水図盤　　漳州窯 大阪 大阪市立美術館
347 武陵桃源図　 費晴湖筆 長崎 長崎歴史文化博物館
351 国宝 黄帝内経太素　巻第三 京都 仁和寺
352 国宝 黄帝内経明堂　巻第一 京都 仁和寺
353 国宝 医心方　[半井家本] 東京 東京国立博物館
354 神農像 伝雪舟筆　了庵桂悟賛 岡山 岡山県立美術館
355 神農像 元信印　月舟寿桂賛 京都 京都国立博物館
356 神農像 望月玉蟾筆 大阪 くすりの道修町資料館
357 神農坐像 大阪 大阪市立美術館
358 医術人物図巻 衣笠守昌筆 福岡 福岡市博物館
359 重要文化財 卜筮書　巻第廿三断簡 神奈川 称名寺
360 重要文化財 天盤図 神奈川 称名寺
361 重要文化財 地盤図 神奈川 称名寺
362 六壬式盤　[復元模型] 京都 京都文化博物館
363 重要文化財 集七十二家相書　 神奈川 称名寺
364 神相全編
365 八卦十二支文鏡
366 八卦四神十二支文鏡 京都 京都国立博物館
367 八卦文懸鏡 京都 京都国立博物館
368 青磁　八卦文香炉　龍泉窯 東京 早稲田大学会津八一記念博物館
369 五彩　八卦四神文盤　漳州窯 東京 東京国立博物館
370 五老観太極図 隠元隆琦・即非如一題 京都 萬福寺
371 福禄寿図　 渡辺鶴洲筆 長崎 長崎歴史文化博物館
372 方氏墨譜 東京 五島美術館
373 程氏墨苑 東京 五島美術館
★375 重要文化財 青面金剛立像 奈良 東大寺
376 青面金剛像
377 青面金剛像 福井 万徳寺
378 青面金剛像 兵庫 中山寺

9/29～10/12

9/15～9/27

9/29～10/25

作品名称 作者等 展示期間No. 文化財指定 都道府県 所蔵１

5／6 展示期間：前期＝9/15～10/4　　後期＝10/6～10/25



381 摂津名所図会　　天王寺庚申堂
382 浦島絵巻 東京 日本民藝館
383 本朝年歴図会　八　亀偕郎入蓬萊　　 歌川広重 神奈川 神奈川県立歴史博物館
384 東海道五十三対　神奈川の駅　浦島づか 三代歌川豊国 神奈川 神奈川県立歴史博物館
385 東海道名所之内　神奈川浦島古跡　 河鍋暁斎 神奈川 神奈川県立歴史博物館
386 東海道一眼千両　神奈川浦島太郎　 二代歌川広重 神奈川 神奈川県立歴史博物館
387 天稚彦物語絵巻 東京 サントリー美術館
388 七夕 大阪 大阪府立中之島図書館
396 名所江戸百景　市中繁栄七夕祭 歌川広重 神奈川 神奈川県立歴史博物館

第11章　近代日本と道教

前期 後期
★399 『東洋の理想』 岡倉覚三 福井 福井県立美術館
★400 『茶の本』 岡倉覚三 福井 福井県立美術館
401 老君出関図 横山大観 福井 福井県立美術館
403 五岳真形図 富岡鉄斎 兵庫 清荒神清澄寺
404 僊游蓬萊図 富岡鉄斎 兵庫 清荒神清澄寺
407 扶桑神境図 富岡鉄斎 兵庫 清荒神清澄寺
★408 出関老子図 小杉放菴 東京 出光美術館
★409 炎帝神農採薬図 小杉放菴　　 大阪 大阪市立大学医学部付属病院
★410 浦島図 山本芳翠 岐阜 岐阜県美術館

第12章　拡散する道教のイメージ

前期 後期
★411 作品　Q 斎藤義重 兵庫 兵庫県立美術館
★412 作品　3 斎藤義重 兵庫 兵庫県立美術館
★413 関係項　－サイレンス 李禹煥 神奈川 神奈川県立近代美術館

No. 文化財指定 作品名称 作者等 都道府県 所蔵１ 展示期間

都道府県 所蔵１ 展示期間No. 文化財指定 作品名称 作者等

6／6 展示期間：前期＝9/15～10/4　　後期＝10/6～10/25


