
展示期間： 5月27日（火）～6月1日（日）

図録番号 指定 絵　師　名 作　品　名 所　　蔵　　先 5/16㈮
～25㈰

5/27㈫
～6/1㈰

6/3㈫
～8㈰

6/10㈫
～15㈰

6/17㈫
～22㈰

6/24㈫
～29㈰

7/1㈫
～6㈰

7/8㈫
～13㈰

1章　浮世絵前夜

3 国宝 婦女遊楽図屏風（松浦屏風） 大和文華館 右隻 右隻 右隻 左隻 左隻 左隻 左隻
7 縁先美人図 東京国立博物館

12 脇息による美人図 個人蔵
14 扇舞図 個人蔵

2章　浮世絵のあけぼの

16 重文 菱川師宣 歌舞伎図屏風 東京国立博物館
20 菱川師宣 衝立のかげ 平木浮世絵財団
21 菱川師宣 よしはらの躰　揚屋の座敷 礫川浮世絵美術館
22 菱川師宣 『江戸雀』 東京都江戸東京博物館 頁替
23 菱川師宣 『恋のみなかみ』 千葉市美術館 頁替
29 鳥居清信 蚊帳の内外 ベルリン国立アジア美術館
32 鳥居清倍 出陣髪すき 東京都江戸東京博物館
33 2代鳥居清倍 瀬川菊次郎のしろきやおくま ホノルル美術館
34 懐月堂安度 風前美人図 東京国立博物館
45 西川祐信 高砂図 奈良県立美術館
47 月岡雪鼎 大小の舞図 日本浮世絵博物館
48 奥村政信 十月のてい ベルリン国立アジア美術館
49 奥村政信 武者絵尽 千葉市美術館 作品替 作品替
50 奥村政信 遊女張果郎 ギメ東洋美術館
54 奥村政信 新吉原大門口中之町浮絵根元 アダチ伝統木版画技術保存財団
60 奥村利信 遊君三幅対 神奈川県立歴史博物館
64 石川豊信 佐野川市松と市川八百蔵 ギメ東洋美術館
68 鳥居清満 枕相撲 ベルリン国立アジア美術館

3章　錦絵の誕生

69 鈴木春信 見立為朝 ベルリン国立アジア美術館
71 鈴木春信 見立夕顔 ホノルル美術館
73 鈴木春信 雪中相合傘 大英博物館
75 鈴木春信 百人一首　蝉丸 ホノルル美術館
77 鈴木春信 『絵本千代松』 千葉市美術館 頁替
78 一筆斎文調 墨水八景　綾瀬の夕照 大英博物館
80 一筆斎文調 3代目松本幸四郎の曽我五郎 東京都江戸東京博物館
86 勝川春章 東扇　中村仲蔵 東京国立博物館

89 勝川春章
中村仲蔵の髭の意休　尾上松助のかんぺら門兵衛
中村里好の三浦屋の揚巻　5代目市川団十郎の揚
巻の助六　3代目沢村宗十郎の白酒売新兵衛

ベルリン国立アジア美術館

98 勝川春章 虹ケ嶽杣右衛門と筆ノ海金右衛門 ベルリン国立アジア美術館
104 磯田湖龍斎 亀戸の藤 神奈川県立歴史博物館
105 磯田湖龍斎 雛形若菜初模様　大ゑびや内　染山 ギメ東洋美術館
107 磯田湖龍斎 浮世女風俗拾考　妓婦ノ部 大英博物館
109 磯田湖龍斎 汐汲図 千葉市美術館
111 歌川豊春 江戸名所新吉原之図 東京都江戸東京博物館
114 北尾重政 屏風前の二美人 ベルリン国立アジア美術館
115 北尾政演 吉原傾城新美人合自筆鏡 神奈川県立歴史博物館 作品替 作品替 作品替

4章　浮世絵の黄金期

120 鳥居清長 風俗東之錦　三人の女 東京都江戸東京博物館
121 鳥居清長 風俗東之錦　萩の庭 大英博物館
122 鳥居清長 当世遊里美人合　たち花 東京都江戸東京博物館
127 鳥居清長 美南見十二候　九月 千葉市美術館
128 鳥居清長 大川端夕涼 大英博物館

133 鳥居清長 3代目市川八百蔵の古手屋八郎兵衛と
中村里好の丹波屋お妻 ホノルル美術館

136 鳥居清長 尾張町恵美須屋店頭図 東京都江戸東京博物館
137 鳥居清長 『絵本物見岡』 東京都江戸東京博物館 頁替 頁替 頁替
139 勝川春潮 田圃道の遊山 ベルリン国立アジア美術館
140 勝川春山 太々講　二見ヶ浦詣 ギメ東洋美術館

国 際 浮 世 絵 学 会 創 立 50 周 年 記 念 山 口 会 場 出 品 リ ス ト

2014年5月16日（金）～7月13日（日）

・　　　　が、会場での展示予定期間です。
・作品の番号は、会場での展示順とは異なる場合があります。
・本リストに掲載のない作品は、東京・名古屋会場にてすでに展示が終了した作品です。
・指定：重文＝重要文化財、重美＝重要美術品を示します。
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141 喜多川歌麿 『画本虫撰』　下 個人蔵 頁替 頁替 頁替
142 喜多川歌麿 『潮干のつと』 千葉市美術館 頁替 頁替 頁替
143 喜多川歌麿 『百千鳥狂歌合』 千葉市美術館 頁替 頁替 頁替
144 喜多川歌麿 四季遊花之色香　上下 大英博物館
145 喜多川歌麿 鮑取り 大英博物館
146 喜多川歌麿 二つ枕 ギメ東洋美術館
149 喜多川歌麿 歌撰恋之部　深く忍恋 ギメ東洋美術館
151 喜多川歌麿 婦女人相十品  ポッペンを吹く娘 東京国立博物館
155 喜多川歌麿 虫籠 ギメ東洋美術館
160 喜多川歌麿 錦織歌麿形新模様　白打掛 ベルリン国立アジア美術館
165 重美 喜多川歌麿 夏姿美人図 遠山記念館
173 栄松斎長喜 青楼俄全盛遊 ベルリン国立アジア美術館
174 勝川春英 市川鰕蔵の山賤切かぶのよき蔵実は武蔵守箕田の仕 ホノルル美術館
177 勝川春英 柏戸と錦木 メ～テレ（名古屋テレビ放送）
181 鳥文斎栄之 三福神吉原通い図巻 千葉市美術館 巻替 巻替 巻替
182 鳥文斎栄之 略六花撰　喜撰法師　貝合せ 大英博物館
186 鳥高斎栄昌 青楼俄万才 ベルリン国立アジア美術館
188 窪俊満 六玉川 ギメ東洋美術館
190 東洲斎写楽 3代目市川高麗蔵の志賀大七 大英博物館
192 東洲斎写楽 4代目松本幸四郎の山谷の肴屋五郎兵衛 東京都江戸東京博物館
193 東洲斎写楽 4代目岩井半四郎の重の井 大英博物館
198 東洲斎写楽 2代小佐川常世の一平姉おさん ギメ東洋美術館
199 東洲斎写楽 沢村淀五郎の川連法眼と坂東善次の鬼佐渡坊 ギメ東洋美術館
203 歌川豊国 風流七小町略姿絵　雨乞小まち ギメ東洋美術館
204 歌川豊国 3代目瀬川菊之丞 大英博物館
205 歌川豊国 3代目沢村宗十郎のさつま源五兵衛 ベルリン国立アジア美術館
207 歌川豊国 役者舞台之姿絵　やまとや ホノルル美術館
209 歌川国政 市川鰕蔵の碓井の荒太郎定光 東京国立博物館
210 歌川国政 2代目中村野塩の五斗兵衛女房徳女 ホノルル美術館
212 歌川国政 三味線美人 大英博物館
214 歌川豊広 豊国豊広　両画十二侯　二月　三枚続 大英博物館

5章　さらなる展開

217 菊川英山 青楼美人合　扇屋内　華まと　花そめ メ～テレ（名古屋テレビ放送）
221 溪斎英泉 浮世風俗美女競　一泓秋水浸芙蓉 日本浮世絵博物館
226 溪斎英泉 今容音曲松の葉 富本風 東京都江戸東京博物館
227 溪斎英泉 江戸高縄之景 神奈川県立歴史博物館
233 溪斎英泉 岐阻街道　奈良井宿　名産店之図 中山道広重美術館
234 溪斎英泉 木曽路駅　野尻　伊奈川橋遠景 中山道広重美術館
237 葛飾北斎 おしをくりはとうつうせんのづ 名古屋市博物館
243 葛飾北斎 冨嶽三十六景　凱風快晴 ベルリン国立アジア美術館
245 葛飾北斎 冨嶽三十六景　神奈川沖浪裏 ギメ東洋美術館
247 葛飾北斎 冨嶽三十六景　山下白雨 ベルリン国立アジア美術館
249 葛飾北斎 冨嶽三十六景　常州牛堀 ベルリン国立アジア美術館
251 葛飾北斎 冨嶽三十六景　甲州石班沢 東京都江戸東京博物館
256 葛飾北斎 紫陽花に燕 ベルリン国立アジア美術館
259 葛飾北斎 百物語　笑ひはんにや　 日本浮世絵博物館
260 葛飾北斎 百物語　しうねん 日本浮世絵博物館
264 葛飾北斎 観桜 メ～テレ（名古屋テレビ放送）
266 葛飾北斎 墨堤三美人 個人蔵
269 葛飾北斎 弘法大師修法図 西新井大師總持寺
271 葛飾北斎 『近世怪談　霜夜星』 名古屋市蓬左文庫 頁替
272 葛飾北斎 『伝神開手 北斎漫画』初編・八編・十二編 浦上満氏 頁替
273 葛飾北斎 『富嶽百景』 初編・二編 名古屋市博物館 頁替
274 歌川広重 東海道五拾三次之内　日本橋　朝之景 東京都江戸東京博物館
279 歌川広重 東海道五拾三次之内　蒲原　夜之雪 中山道広重美術館
283 歌川広重 東海道五拾三次之内　庄野　白雨 中山道広重美術館
286 歌川広重 東海道五拾三次之内　土山　春之雨 名古屋市博物館
288 歌川広重 木曽海道六拾九次之内　三拾弐　洗馬 中山道広重美術館
292 歌川広重 名所江戸百景　亀戸天神境内 高浜市やきものの里かわら美術館
295 歌川広重 名所江戸百景　浅草金龍山 高浜市やきものの里かわら美術館
298 歌川広重 京都名所之内　あらし山満花 中山道広重美術館
300 歌川広重 近江八景之内　唐崎夜雨 中山道広重美術館
301 歌川広重 近江八景之内　唐崎夜雨 個人蔵　
303 歌川広重 月に雁 和泉市久保惣記念美術館
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308 歌川国貞 大当狂言内　阿古屋 千葉市美術館

312 歌川国貞
（3代豊国） 菅相蒸　沢村宗十郎　高賀 メ～テレ（名古屋テレビ放送）

315 歌川国貞
（3代豊国） 今様押絵鏡　中村福助の竹抜五郎 名古屋市博物館

（尾崎久弥コレクション）
316 歌川国貞 江戸自慢　四万六千日 神奈川県立歴史博物館

324 歌川国芳 日本駄右エ門猫之古事 名古屋市博物館
（高木繁コレクション）

327 歌川国芳 吉野山合戦 名古屋市博物館
（高木繁コレクション）

328 歌川国芳 誠忠義士肖像　大星由良之助良雄 山口県立萩美術館・浦上記念館
330 歌川国芳 東都名所　浅草今戸 東京都江戸東京博物館
335 歌川国芳 猫の当字　かつを 個人蔵
340 歌川国芳 魚の心 ベルリン国立アジア美術館

342 歌川国芳 亀喜妙々 名古屋市博物館
（高木繁コレクション）

343 歌川国芳 浮世又平名画奇特 名古屋市博物館
（高木繁コレクション）

344 歌川国虎 羅得島湊紅毛船入津之図 ベルリン国立アジア美術館
346 歌川芳艶 木曽山中樋口兼光大猿退治 中山道広重美術館

349 祇園井特 手あぶり美人図 京都府立総合資料館
（京都府京都文化博物館管理）

356 蘭好斎 浅尾工左衛門の沢井股五郎 和泉市久保惣記念美術館

357 戯画堂芦幸 2代目嵐吉三郎の多加ノ太正　鳥井又助
市川鰕十郎の望月源蔵 阪急文化財団池田文庫

367 五葉亭広信 2代目嵐璃珏の宮本友次郎　市川眼十郎の
山内かに丸　中村千之助のけいせい武蔵野 阪急文化財団池田文庫

374 南粋芳雪 浪花百景　うらゑ杜若 和泉市久保惣記念美術館
376 長谷川貞信 浪花百景之内　高麗橋 和泉市久保惣記念美術館
377 長谷川貞信 浪花百景之内　セイミ局 和泉市久保惣記念美術館
384 春川五七 山村友五郎門弟　島屋小梅の海士 和泉市久保惣記念美術館

387
木村黙老編、
流光斎如圭、
松好斎半兵衛他

『芝翫帖』 千葉市美術館 頁替 頁替 頁替

6章　新たなるステージへ

390 落合芳幾 俳優写真鏡　仁木弾正　尾上菊五郎 東京都江戸東京博物館
391 落合芳幾 東京日々新聞　第一号 東京都江戸東京博物館
394 月岡芳年 東亰名勝高輪　蒸気車鉄道之全図 東京都江戸東京博物館
396 月岡芳年 奥州安達がはらひとつ家の図 メ～テレ（名古屋テレビ放送）
400 月岡芳年 月百姿　 東京都江戸東京博物館 頁替 頁替 頁替
401 小林清親 日本橋夜 東京都江戸東京博物館
406 小林清親 故内務卿贈正二位右大臣大久保利通公肖像 東京都江戸東京博物館
409 小林清親 東京名所真景之内　如月 東京都江戸東京博物館
411 河鍋暁斎 元禄日本錦　わ　堀部安兵衛武庸 東京都江戸東京博物館
414 2代歌川国輝 第一大区従京橋新橋迄煉瓦石造商家蕃昌貴賤藪澤盛景 東京都江戸東京博物館
417 楊洲周延 千代田の大奥 東京都江戸東京博物館 頁替 頁替 頁替
418 楊洲周延 浮世風俗当世振　看護婦 千葉市美術館
421 豊原国周 色香もどこやらにはかの大風 千葉市美術館
424 豊原国周 5代目尾上菊五郎の小間物屋才次郎 千葉市美術館
426 橋口五葉 髪梳ける女 東京都江戸東京博物館
430 伊東深水 現代美人集第二輯　吹雪 山口県立萩美術館・浦上記念館
432 山村耕花 梨園の華　13代目守田勘弥のジャン・バルジャン 千葉市美術館
437 川瀬巴水 上州法師温泉 渡邊木版美術画舗
438 川瀬巴水 日本橋（夜明） 東京都江戸東京博物館


