
73 

 

展覧会記録 

 

平成以降に国内で開催された展覧会を対象にし、常設展示の中などでの一時的な展示は除いている。 

また、会期は清方作品の展示が前期／後期のみの場合も展覧会自体の会期を記した。 

 

（一）鏑木清方展 

展覧会名 会場 会期  

鏑木清方展 横浜美術館（神奈川） 平成2年1月6日～2月12日 

鏑木清方展 名都美術館（愛知） 平成5年2月9日～3月7日 

鏑木清方展 静岡県立美術館 平成5年4月17日～5月16日 

 岡山県立美術館 平成5年6月25日～7月25日 

 滋賀県立近代美術館 平成5年7月31日～9月5日 

受贈記念 鏑木清方展 鎌倉国宝館（神奈川） 平成6年10月21日～11月20日 

鏑木清方展 東京国立近代美術館 平成11年3月27日～5月9日 

鏑木清方の芸術展 美術館「えき」KYOTO（京都） 平成20年1月2日～1月27日 

清方ノスタルジア  サントリー美術館（東京） 平成21年11月18日～22年1月11日 

名品でたどる 鏑木清方の美の世界 

追憶の美人 日本画家・鏑木清方 佐野美術館（静岡） 平成 26年 4月 5 日～5 月 11日 

鏑木清方と江戸の風情 千葉市美術館（千葉） 平成 26年 9月 9日～10月 19日 

没後 45 年 鏑木清方展 高松市美術館（香川） 平成29年9月9日～10月15日 

 

（二）清方作品展示の展覧会 

展覧会名 会場 会期  

清方と深水・紫明展 明石市立文化博物館（兵庫） 平成11年4月10日～5月16日 

～三巨匠の美人画を一堂に～ 奈良そごう美術館（奈良） 平成11年6月2日～6月27日 

名都美術館名品展 日本橋・髙島屋（東京） 平成11年5月20日～6月1日 

―松園、清方、深水を中心に― 横浜・髙島屋（神奈川） 平成11年6月3日～6月15日 

 なんば・髙島屋（大阪） 平成11年10月7日～10月18日 

 京都・髙島屋（京都） 平成11年10月28日～11月9日 

日本画の魅力 埼玉県立近代美術館 平成11年10月5日～12月12日 

泉記念館特別企画 玉三郎と『天守物語』 泉鏡花記念館（石川） 平成11年11月14日～12年5月14日 

２０世紀を生きた日本画の巨匠展 JR名古屋タカシマヤ(愛知) 平成12年3月30日～4月10日 

～生きることは描くこと～ 日本橋・髙島屋(東京) 平成12年9月21日～10月3日 

 なんば・髙島屋(大阪) 平成12年10月19日～10月31日 

 横浜・髙島屋(神奈川) 平成12年11月2日～11月14日 

寄贈作品展 千葉市美術館（千葉） 平成12年5月13日～7月30日 

―島コレクション・布施コレクションを中心に 

没後百年 三遊亭円朝とその時代展 早稲田大学演劇博物館（東京） 平成12年6月5日～7月19日 

ファミリー美術館 2000 子供の世界 遊びと暮し 茨城県近代美術館 平成12年8月5日～9月3日 

“初秋の訪れ”所蔵名品展 名都美術館（愛知） 平成12年8月22日～10月1日 

歌川國芳一門の全貌展： 北海道立旭川美術館 平成12年9月8日～10月15日 

國芳から暁斎、芳年、清方へ 

20 世紀を生きた日本画の巨匠展 髙島屋日本橋本店（東京） 平成 12年 9月 21日～10月 3日 

 〈生きることは描くこと〉 

描かれた明治 聖徳記念絵画館壁画・原画展 出光美術館（東京） 平成12年10月7日～11月19日 

鰭崎英朋と鏑木清方展 弥生美術館（東京） 平成13年1月3日～3月27日 

女性美の 500 年―描かれたイメージ：西洋と日本 東京富士美術館（東京） 平成13年11月1日～12月9日 

名都美術館コレクション 「巨匠たちが描く日本の美」 茨城県天心記念五浦美術館 平成14年1月2日～2月17日 

 （茨城） 
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展覧会名 会場 会期  

上村松園 鏑木清方展 富山県水墨美術館（富山） 平成14年10月4日～11月4日 

和と洋に見る、さまざまな女性像 日本の女性美展 ウッドワン美術館（広島） 平成14年10月1日～12月15日 

特別展 お夏清十郎ものがたり 姫路文学館（兵庫） 平成14年10月18日～12月1日 

春季特別展 男爵が愛した日本美術 細見美術館（京都） 平成15年3月14日～5月11日 

―大倉集古館コレクションの精華― 

韓国国立中央博物館所蔵 日本近代美術展 東京藝術大学大学美術館（東京） 平成15年4月3日～5月11日 

眠りから覚めた幻のコレクション 京都国立近代美術館 平成15年5月20日～6月29日 

日本絵画の変遷「館蔵品展」 平野美術館（静岡） 平成15年4月12日～6月8日 

鎌倉仏画から現代作家の秀作まで 

松園・深水・清方が描く―夏の妙 水野美術館（長野） 平成15年5月28日～7月30日 

SEASONS: THE BEAUTY OF TRANSIENCE ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州立美術館 平成15年8月16日～10月26日 

IN JAPANESE ART (オーストラリア） 

近代日本画にみる女性の美展 講談社野間記念館（東京） 平成15年8月30日～10月19日 

ウッドワン美術館所蔵 近代日本の絵画名品展 日本橋・髙島屋（東京） 平成15年9月10日～9月30日 

特別展 樋口一葉その生涯 明治の文京を舞台に 文京ふるさと歴史館（東京） 平成15年10月25日～12月7日 

婦人誌の曙に見る、大正・昭和初期 講談社野間記念館（東京） 平成15年10月25日～12月14日 

『婦人倶楽部』の彩り 

開館七周年記念展 花逍遥 ―花鳥風月に遊ぶ― 鎌倉大谷記念美術館（神奈川） 平成16年3月30日～6月26日 

近代日本画にみる女性たち 北海道立近代美術館（北海道） 平成16年4月17日～5月23日 

足立美術館の魅力展 横浜・髙島屋（神奈川） 平成16年4月29日～5月17日 

水野コレクション 日本画に描かれた人たち 水野美術館（長野） 平成16年5月20日～7月2日 

横浜メディア・ビジネスセンターオープン記念 そごう美術館(神奈川) 平成16年5月21日～6月20日 

県内美術館所蔵品による かながわの絵 展 

樋口一葉展Ⅰ われは女なりけるものを 山梨県立文学館 平成16年7月3日～8月22日 

―作品の軌跡― 

樋口一葉展Ⅱ 生き続ける女性作家 山梨県立文学館 平成16年10月2日～12月5日 

―一葉をめぐる人々― 

日本絵画・２０世紀の草創 日清-日露戦争の時代 下関市立美術館（山口） 平成16年11月11日～12月26日 

波瀾万丈！ 明治・大正の家庭小説展 弥生美術館（東京） 平成17年1月4日～3月29日 

～尾崎紅葉門下の四天王・柳川春葉を中心に～ 

日本のジュエリー100 年 東京都庭園美術館 平成17年2月5日～4月10日 

―私たちの装身具 1850－1950 

老い―老いをめぐる美とカタチ 福島県立博物館 平成17年4月23日～6月5日 

物語のある絵画 ―日本画と古典文学の出会い 静岡県立美術館 平成17年6月10日～7月18日 

高雅なる美の祭典 松園・清方・深水 三巨匠展 名都美術館（愛知） 平成17年6月21日～8月14日 

師から弟子へ～受け継がれる美 古川美術館（愛知） 平成17年8月9日～10月2日 

卓上の美～色紙「十二ヶ月図」と日本画の小品 講談社野間記念館（東京） 平成17年9月3日～10月23日 

四季の彩り展 上原近代美術館（静岡） 平成17年9月14日～12月12日 

鏡花本・装丁美の世界 ４人の画人 泉鏡花記念館（石川） 平成17年12月10日～18年5月14日 

鰭崎英朋・鏑木清方・橋口五葉・小村雪岱   

近代日本画名品展 松山三越（愛媛） 平成18年1月21日～1月30日 

―大観から清方、松園、玉堂まで― 

台湾の女性日本画家 生誕 100年記念 陳進展 渋谷区立松濤美術館（東京） 平成18年4月5日～5月14日 

  兵庫県立美術館 平成18年6月3日～7月23日 

  福岡アジア美術館 平成18年7月30日～9月10日 

NIPPONの美―切手・葉書原画でたどる日本美術 逓信総合博物館（東京） 平成18年6月3日～7月17日 

名都美術館所蔵名品展 華麗なる日本画の美 松伯美術館（奈良） 平成18年6月13日～7月30日 

所蔵作品展 近代日本の美術 東京国立近代美術館 平成18年8月5日～10月15日 

名品と映像でたどる、とっておきの美術案内 東京藝術大学大学美術館 平成18年9月9日～10月15日 
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展覧会名 会場 会期                

ＮＨＫ日曜美術館３０年展 京都文化博物館 平成18年12月13日～19年1月21日 

  広島県立美術館 平成19年2月15日～3月25日 

  岩手県立美術館 平成19年4月7日～5月13日 

  長崎県美術館 平成19年5月26日～7月1日 

  静岡県立美術館 平成19年7月24日～8月31日 

培広庵コレクション 近代の美人画 うらわ美術館（埼玉） 平成 18年 4月 29日～6月 18日 

 ―その耽美と憂愁 

特別展 余白の美 象徴空間の魅力 松伯美術館（奈良） 平成18年10月17日～12月3日 

美術館ボランティアが選ぶ千葉市美術館コレクション 千葉市美術館（千葉） 平成18年10月17日～12月3日 

明治神宮外苑創建８０年記念特別展 明治神宮文化館 宝物展示室 平成18年10月21日～12月3日 

小堀鞆音と近代日本画の系譜  (東京)  

―勤皇の画家と「歴史画」の継承者たち― 

泉鏡花と能楽 石川近代文学館 平成18年10月28日～19年3月31日 

鏑木清方と仲間たち～金鈴社に集まった人々～ 講談社野間記念館（東京） 平成19年1月13日～3月11日 

大正レトロ 昭和モダン ポスター展 姫路市立美術館（兵庫） 平成19年2月10日～3月25日 

―印刷と広告の文化史― 

ようこそかながわへ―20 世紀前半の観光文化― 神奈川県立歴史博物館 平成19年4月21日～6月3日 

美人画の三巨匠 清方・深水・紫明展 松坂屋美術館（東京） 平成19年9月15日～10月14日 

山口蓬春と鏑木清方―近代日本画にみる風趣― 山口蓬春記念館（神奈川） 平成19年10月20日～12月24日 

三都の女―東京・京都・大坂における 笠岡市立竹喬美術館(岡山) 平成19年9月1日～10月8日 

近代女性表現の諸相― 稲沢市荻須記念美術館(愛知) 平成19年10月13日～11月11日 

  高崎市タワー美術館(群馬) 平成19年11月17日～12月24日 

華麗な近代美人画の世界  岩手県立美術館（岩手） 平成 19年 12 月 8 日～ 

 ―培広庵コレクション―        平成 20年 2月 11 日 

日展一〇〇年 国立新美術館(東京) 平成19年7月25日～9月3日 

  宮城県美術館 平成19年9月23日～11月4日 

  広島県立美術館 平成20年2月19日～3月30日 

  富山県立近代美術館 平成20年4月12日～5月18日 

大正ロマン昭和モダン展 徳島県立近代美術館 平成20年4月26日～6月22日 

―竹久夢二・高畠華宵とその時代― 駿府博物館（静岡） 平成20年6月28日～8月24日 

  とちぎ蔵の街美術館（栃木） 平成21年3月10日～5月10日 

八犬伝の世界 愛媛県美術館 平成20年7月19日～8月31日 

 千葉市美術館（千葉） 平成20年9月13日～10月26日 

美の大饗宴 上村松園、鏑木清方、伊東深水 名都美術館（愛知） 平成20年10月7日～11月24日 

南蛮の夢、紅毛のまぼろし 府中市美術館（東京） 平成20年3月15日～5月11日 

鏑木清方・伊東深水 師弟展～美人画の系譜～ 水野美術館（長野） 平成21年4月25日～5月31日 

大正ロマン・昭和モダン 大衆芸術の時代展 茨城県天心記念五浦美術館 平成21年7月11日～8月30日 

～竹久夢二から中原淳一まで 

和装美人から洋装美人へ― 大正・昭和の女性像 京都府立堂本印象美術館 平成21年10月2日～11月29日 

生誕 130 年記念 長谷川時雨展 神奈川近代文学館 平成21年11月21日～22年1月11日 

鎌倉市制 70 周年記念美術展 三人の名匠 鎌倉生涯学習センター（神奈川） 平成21年12月2日～7日 

 ―鏑木清方、有島生馬、高田博厚 

光記念館日本画名品選 光記念館（岐阜） 平成21年9月19日～12月13日 

小村雪岱とその時代 粋でモダンで繊細で 埼玉県立近代美術館 平成21年12月15日～22年2月14日 

文化勲章受章―近代日本の精華 松坂屋美術館（東京） 平成22年3月6日～4月11日 

  水野美術館（長野） 平成22年4月17日～5月23日 

寄贈の近代日本画展 川口市立ｱー ﾄｷ゙ｬﾗﾘー ・ｱﾄﾘｱ（埼玉） 平成22年6月2日～6月20日 

鏑木清方一門と近代美人画展 講談社野間記念館（東京） 平成22年9月4日～10月24日 

文化勲章受章作家の競演 日本絵画の巨匠たち ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京「ｱｽｺｯﾄﾎｰﾙ」 平成23年8月6日～8月28日 

第 17 回 秘蔵の名品 アートコレクション展 （東京） 

上村松園と鏑木清方 平塚市美術館（神奈川） 平成 24年 7月 21 日～9 月 2日 
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展覧会名 会場 会期  

麗しき女性の美  名都美術館（愛知） 平成 24年 10 月 6 日 

 上村松園 鏑木清方 伊東深水展              ～12月 16 日 

生誕 140 年記念 島崎藤村展          県立神奈川近代文学館     平成 24年 10 月 6 日～ 

 （神奈川）               11月18日 

はじまりは国芳 ―江戸スピリットのゆくえ 横浜美術館（神奈川） 平成 24年 11 月 3 日～ 

           平成 25年 1月 14日 

近代日本画と工芸の流れ ローマ国立近代美術館 平成 25年 2 月「26 日～5 月 5日 

  （イタリア・ローマ） 

ジャパン・ビューティー ニューオータニ美術館 平成 25年 3月 16日～5月 26日 

 描かれた日本美人 （東京） 

夏目漱石の美術世界展 広島県立美術館（広島） 平成 25年 3月 26 日～5 月 6日 

  東京藝術大学大学美術館 平成 25年 5月 14 日～7 月 7日 

  （東京） 

「もののあはれ」と日本の美 サントリー美術館（東京） 平成 25年 4月 17日～6月 16日 

皇室の名品 近代日本美術の粋 京都国立近代美術館（京都） 平成 25年 11 月 9 日～ 

           平成 26年 1月 13日 

クールな男とおしゃれな女 山種美術館（東京） 平成 26年 5月 17日～7月 13日 

 ―絵の中のよそおい― 

かざりの美 ―日本画の装飾をたのしむ― 上原近代美術館（静岡） 平成 26年 6月 24 日～9 月 7日 

艶美の競演 －東西の美しき女性 笠岡市立竹喬美術館（岡山） 平成 26年 10 月 4 日 

               ～11月 24 日 

ジャパン・ビューティー 広島県立美術館（広島） 平成 27年 1月 2 日～2 月 15日 

 描かれた日本美人 

夜の画家たち ―蝋燭の光とテネブリスム― ふくやま美術館（広島） 平成 27年 1月 24日～3月 22日 

  山梨県立美術館（山梨） 平成 27年 4月 18日～6月 14日 

徳川慶喜 茨城県立歴史館（茨城）  平成 27年 2月 7 日～3 月 22日 

上村松園生誕 140 年 きらめく女性たち 水野美術館（長野）  平成 27年 3月 7 日～4 月 19日 

上村松園生誕 140 年記念 山種美術館（東京） 平成 27年 4月 18日～6月 21日 

 松園と華麗なる女性画家たち 

うらめしや～、冥途のみやげ展 東京藝術大学大学美術館 平成 27年 7月 22日～9月 13日 

―全生庵・三遊亭圓朝 幽霊画               （東京） 

コレクションを中心に―  

鏑木清方・伊東深水 美の系譜展 ウッドワン美術館（広島） 平成 27年 9月 5日～10月 18日 

培広庵コレクション 華麗なる美人画 佐川美術館（滋賀） 平成 28年 2月 20日～4月 10日 

水野コレクション 花を愛でる 水野美術館（長野） 平成 28年 3月 5 日～4 月 10日 

髙島屋史料館所蔵 日本美術と髙島屋 名都美術館（愛知） 平成 28年 4月 1 日～5 月 29日 

 ～交流が育てた秘蔵コレクション～ 

DIC川村記念美術館コレクション展 DIC川村記念美術館（千葉） 平成 28年 5月 31 日～7 月 5日 

美人画の系譜 培広庵コレクション展 ウッドワン美術館（広島）  平成 28年 9月 10日～11月 6日

～美人画総選挙 松園、清方、深水から 

 華岳まで 100 人の美女たち 

鏡花の書斎 ―「幻想」の生まれる場所― 丸善丸の内本店（東京） 平成 28年 10 月 5 日 

               ～10月 11 日 

ジャパン・ビューティー 岐阜県美術館（岐阜） 平成 28年 10 月 27 日～  

 描かれた日本美人  12 月 11 日 

「にごりえ」 ～樋口一葉が描いた光と翳～ 台東区立一葉記念館（東京） 平成 28年 11 月 1 日～ 

           平成 29年 1月 29日 

艶美の競演  明石市立文化博物館（兵庫） 平成 29年 1月 4 日～2 月 5 日 

―東西の美しき女性 木原文庫より― 

松岡コレクション 美しい人びと 松岡美術館（東京） 平成 29年 1月 24日～5月 14日 
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展覧会名 会場 会期  

日本画の教科書 東京編 山種美術館（東京） 平成 29年 2月 16日～4月 16日 

 ―大観、春草から土牛、魁夷へ 

新資料から見る谷崎潤一郎                日本近代文学館（東京）      平成 29 年 4 月 1 日～6月 10 日 

 ―創作ノート、日記を中心にして 

ファッションとアート 麗しき東西交流 横浜美術館（神奈川） 平成29年4月15日～6月25日 

細川護立と近代の画家たち                永青文庫（東京）          平成 29年 6月 17日～9月 10日 

 ―横山大観から梅原龍三郎まで― 

培広庵コレクション「美人画」は語る 愛媛県美術館（愛媛） 平成29年7月26日～9月4日 

―松園、清方、深水、そして河崎蘭香 

 秘蔵の名品 アートコレクション展 佳人礼讃      ﾎﾃﾙｵｰｸﾗ東京「ｱｽｺｯﾄﾎｰﾙ」   平成 29年 7月 31日～8月 24日 

  ―うるわしの姿を描く （東京）  

上村松園 ―美人画の精華― 山種美術館（東京） 平成29年8月29日～10月22日 

制定 80 年記念 文化勲章受章の作家たち 足立美術館（島根） 平成29年8月31日～11月30日 

江戸美術の革命 ―春信の時代 千葉市美術館（千葉） 平成29年9月6日～10月23日 

デカダンスの気配 ―新視点 培広庵コレクション― 笠岡市立竹喬美術館（岡山） 平成29年9月22日～11月5日 

近代美女競べ 千葉市美術館（千葉） 平成29年11月3日～12月17日 

和装の美 ―松園・清方・深水を中心に 高崎市タワー美術館（群馬） 平成30年2月10日～3月21日 

開館 20 周年記念事業 新見美術館収蔵 はつかいち美術ギャラリー（広島） 平成30年2月16日～3月25日 

華麗なる日本画コレクション 

語 ―歌会始御題によせて― 式年遷宮記念 神宮美術館 平成30年2月23日～3月21日 

 （三重）  

東西美人画の名作《序の舞》への系譜展 東京藝術大学大学美術館(東京) 平成30年3月31日～5月6日 

春うらら 季節の情趣あふれる日本絵画展 ウッドワン美術館(広島) 平成30年3月10日～4月22日 

ザ・対決！ ―比べて感じる日本画― 桑山美術館（愛知） 平成30年4月7日～7月1日 

大正ロマン昭和モダン 神戸ファッション美術館（兵庫） 平成30年4月21日～7月1日 

―竹久夢二・高畠華宵とその時代― 

培広庵コレクション 華麗なる美人画展 酒田市美術館（山形） 平成30年4月28日～5月27日 

―上村松園、伊東深水、竹久夢二、そして佐藤公紀 

 名都美術館名品展 恋する日本画 富山県水墨美術館（富山） 平成 30年 5月 25 日～7 月 8日 

 うるわしき美人画の世界 ―木原文庫より― 岩手県立美術館（岩手） 平成30年6月30日～8月19日 

開館 30 周年記念 近代美人画 平野美術館（静岡） 平成30年7月7日～9月2日 

  ～描かれた女性たちに託された秘密～ 

ゆかた 浴衣 YUKATA 島根県立石見美術館（島根） 平成30年7月14日～9月3日 

明治 150 年記念 真明解・明治美術／増殖する 神奈川県立歴史博物館 平成30年8月4日～9月30日 

新メディア ―神奈川県立博物館 50 年の精華― （神奈川）  

美人画の四季 培広庵コレクション展 小杉放菴記念日光美術館 平成30年9月15日～11月11日 

 （群馬）  

百貨店で花開く 逸翁美術館（大阪） 平成30年10月27日～12月9日 

 ―阪急工美会と近代の美術家たち― 

櫛とかんざしの物語                     市川市文学ﾐｭｰｼﾞｱﾑ（千葉） 平成 30年 11 月 3 日～ 

平成 31年 2月 3 日

皇室ゆかりの美術 ―宮殿を彩った日本画家―    山種美術館（東京） 平成30年11月17日～ 

    平成31年1月20日 

モダン美人誕生 ポーラ美術館（神奈川） 平成 30年 12 月 8 日～ 

 ―岡田三郎助と近代のよそおい         平成 31 年 3 月 17 日 

新章ジャパン・ビューティー 長崎歴史文化博物館（長崎） 平成 30年 12 月 12 日～ 

～栗原玉葉、夢二、松園…美人画の世界  平成 31年 1月 20日 

開館 20 周年記念特別展 美人画 一宮市三岸節子記念美術館 平成 31年 1月 19 日～  

培広庵コレクション展 （愛知）            3 月 3 日 

特別展 近代美人画の精華 奈良県立万葉文化館（奈良） 平成 31年 3月 9 日～5 月 6 日 

―培広庵コレクションによる 
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