
No. 絵師名 作品名 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
59 葛飾北斎 風流おどけ百句　万能膏 ベルギー王立美術歴史博物館
60 葛飾北斎 謎かけ戯画集　鰻 ベルギー王立美術歴史博物館
61 葛飾北斎 謎かけ戯画集　桂馬 ベルギー王立美術歴史博物館
62 葛飾北斎 謎かけ戯画集　本蔵が娘 ベルギー王立美術歴史博物館
63 葛飾北斎 『北斎漫画』　八編 大阪市立美術館
64 葛飾北斎 『北斎漫画』　八編　 浦上満氏蔵
65 葛飾北斎 『北斎漫画』　八編　 浦上満氏蔵
66 葛飾北斎 『北斎漫画』　九編 浦上満氏蔵
67 葛飾北斎 『北斎漫画』　九編 浦上満氏蔵
68 葛飾北斎 『北斎漫画』　十編　 浦上満氏蔵
69 葛飾北斎 『北斎漫画』　十編　 浦上満氏蔵
70 葛飾北斎 『北斎漫画』　十一編　 浦上満氏蔵
71 葛飾北斎 『北斎漫画』　十一編　 浦上満氏蔵
72 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編 浦上満氏蔵
73 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編　 浦上満氏蔵
74 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編　 浦上満氏蔵
75 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編　 浦上満氏蔵
76 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編　 浦上満氏蔵
77 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編　 浦上満氏蔵
78 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編 浦上満氏蔵
79 葛飾北斎 『北斎漫画』　十二編　 浦上満氏蔵

第四章　国芳
80 歌川国芳 其まゝ地口猫飼好五十三疋 個人蔵
81 歌川国芳 たとゑ尽の内 個人蔵
82 歌川国芳 其面影程能写絵　猟人にたぬき／金魚にひごいっ子 個人蔵
83 歌川国芳 絵鏡台合かゞ身　猫／しゝ ・み づゝく・はんにやあめん 個人蔵
84 歌川国芳 猫の当字　ふぐ 個人蔵
85 歌川国芳 猫の当字　たこ 個人蔵
86 歌川国芳 人をばかにした人だ ベルギー王立美術歴史博物館
87 歌川国芳 流行うきよひやうたん　もんがくひやうたん 個人蔵
88 歌川国芳 荷宝蔵壁のむだ書　黄腰壁 個人蔵
89 歌川国芳 荷宝蔵壁のむだ書　黒腰壁 個人蔵
90 歌川国芳 亀喜妙々 個人蔵
91 歌川国芳 魚の心 個人蔵
92 歌川国芳 似たか金魚 個人蔵
93 歌川国芳 猫の百面相　忠臣蔵 個人蔵
94 歌川国芳 流行三つびやうし 個人蔵
95 歌川国芳 道外けんなんでもかんでも 個人蔵
96 歌川国芳 百色面相　くつさめ他 個人蔵
97 歌川国芳 百色面相　ぬかつかひ他 個人蔵
98 歌川国芳 妙名異相胸中五十三面　日本橋から戸塚 個人蔵
99 歌川国芳 妙名異相胸中五十三面　藤沢から三島 個人蔵
100 歌川国芳 妙名異相胸中五十三面　沼津から興津 個人蔵
101 歌川国芳 なるほど面白紙（下絵） ベルギー王立美術歴史博物館
102 歌川国芳 義士の誠忠芳戯　炭小屋・雪だるま 個人蔵
103 歌川国芳 蝦蟇手本ひやうきんぐら　大序・二段目 個人蔵
104 歌川国芳 蝦蟇手本ひやうきんぐら　三段目・四段目 個人蔵
105 歌川国芳 蝦蟇手本ひやうきんぐら　五段目・六段目 個人蔵
106 歌川国芳 化物忠臣蔵 個人蔵
107 歌川国芳 道外てうちんぐら　三段目・四段め 個人蔵
108 歌川国芳 道外獣の雨やどり 個人蔵
109 歌川国芳 諸鳥やすうりづくし 個人蔵
110 歌川国芳 里すゞめねぐらの仮宿 個人蔵
111 歌川国芳 おぼろ月猫の盛 個人蔵
112 歌川国芳 猫のすゞみ 東京国立博物館
113 歌川国芳 かゑるづくし 個人蔵
114 歌川国芳 狸の小金玉　狸のどふけだるま 個人蔵
115 歌川国芳 狸のすもふ　狸の夜見世 個人蔵
116 歌川国芳 道外化もの夕涼 個人蔵
117 歌川国芳 道外十二月　三月ひいなのいさかい　四月初物のあらそい 個人蔵
118 歌川国芳 てるてる法主おひよりおどり 個人蔵
119 歌川国芳 道外化粧のたわむれ　花火 個人蔵
120 歌川国芳 こまの竹沢　藤治のきゝものたるまはし 個人蔵
121 歌川国芳 流行達磨遊び　蕎麦・首引き 個人蔵
122 歌川国芳 福禄寿あたまのたはむれ　年始回り・川渡し 個人蔵
123 歌川国芳 福ろく寿あたまのたはむれ　入道・荷物 個人蔵
124 歌川国芳 きん魚づくし　ぼんぼん 個人蔵
125 歌川国芳 金魚づくし　いかだのり 個人蔵
126 歌川国芳 金魚づくし　すさのおのみこと ベルギー王立美術歴史博物館
127 歌川国芳 金魚づくし　酒のざしき ベルギー王立美術歴史博物館
128 歌川国芳 金魚づくし　にはかあめんぼう ベルギー王立美術歴史博物館
129 歌川国芳 きんぎよ尽　まとい ベルギー王立美術歴史博物館
130 歌川国芳 金魚づくし　玉や玉や ベルギー王立美術歴史博物館
131 歌川国芳 金魚づくし　玉や玉や 東京国立博物館
132 歌川国芳 金魚づくし　さらいとんび ベルギー王立美術歴史博物館
133 歌川国芳 金魚づくし　さらいとんび 東京国立博物館

No. 絵師名 作品名 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
134 歌川国芳 金魚づくし　百ものがたり ベルギー王立美術歴史博物館
135 歌川国芳 金魚づくし　百ものがたり 東京国立博物館
136 歌川国芳 金魚に目高 個人蔵
137 金魚　けんじゆつ 個人蔵
138 ほふづき尽　ほたるかり 個人蔵
139 貞宣 即興かげぼしづくし　ねこ 個人蔵
140 貞宣 即興かげぼしづくし　ふじの山 個人蔵
141 長谷川貞信 童戯狂画尽　義経腰越状 個人蔵
142 長谷川貞信 童戯狂画尽　夏祭浪花鑑 個人蔵
143 長谷川貞信 童戯狂画尽　染模様妹背門松 個人蔵
144 長谷川貞信 童戯狂画尽　奥州安達原 個人蔵
145 長谷川貞信 童戯狂画尽　双蝶々曲輪日記 個人蔵
146 長谷川貞信 童戯狂画尽　祇園祭礼信仰記 個人蔵

第五章　滑稽名所
147 歌川広景 江戸名所道化尽　七　新し橋の大風 太田記念美術館
148 歌川広景 江戸名所道外尽　八　隅田堤の弥生 太田記念美術館
149 歌川広景 江戸名所道化尽　十一　下谷御成道 太田記念美術館
150 歌川広景 江戸名所道戯尽　十六　王子狐火 太田記念美術館
151 歌川広景 江戸名所道化尽　拾八　浅草堀田原夜景 太田記念美術館
152 歌川広景 江戸名所道外尽　二十　道灌山虫聞 太田記念美術館
153 歌川広景 江戸名所道戯尽　二十二　御蔵前の雪 太田記念美術館
154 歌川広景 江戸名所道戯尽　二十五　亀戸太鼓はし 太田記念美術館
155 歌川広景 江戸名所道外尽　二十八　妻恋こみ坂の景 太田記念美術館
156 歌川広景 江戸名所道戯尽　三十八　小石川にしとみ坂の図 太田記念美術館
157 歌川広景 江戸名所道戯尽　四十五　赤坂の景 太田記念美術館
158 歌川広景 江戸名所道外尽　五十終　浅草歳の市 太田記念美術館
159 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　東寺 立命館大学アート・リサーチセンター
160 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　真葛原 立命館大学アート・リサーチセンター
161 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　吉田 立命館大学アート・リサーチセンター
162 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　龍安寺 立命館大学アート・リサーチセンター
163 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　平野 立命館大学アート・リサーチセンター
164 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　鞍馬山 立命館大学アート・リサーチセンター
165 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　三十三間堂 立命館大学アート・リサーチセンター
166 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　耳塚 立命館大学アート・リサーチセンター
167 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　百万遍 立命館大学アート・リサーチセンター
168 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　広沢 立命館大学アート・リサーチセンター
169 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　清水寺 立命館大学アート・リサーチセンター
170 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　黒谷 立命館大学アート・リサーチセンター
171 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　銀閣寺 立命館大学アート・リサーチセンター
172 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　内裏 立命館大学アート・リサーチセンター
173 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　高台寺 立命館大学アート・リサーチセンター
174 一鶯斎芳梅 滑稽都名所　大仏 立命館大学アート・リサーチセンター
175 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　表紙 和泉市久保惣記念美術館
176 （一鶯斎芳梅） 滑稽浪花名所　目次 和泉市久保惣記念美術館
177 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　御城追手 和泉市久保惣記念美術館
178 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　京橋 和泉市久保惣記念美術館
179 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　桜の宮 和泉市久保惣記念美術館
180 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　樋の口 和泉市久保惣記念美術館
181 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　鶴満寺 和泉市久保惣記念美術館
182 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　長柄渡し 和泉市久保惣記念美術館
183 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　天満天神 和泉市久保惣記念美術館
184 （一鶯斎芳梅） 滑稽浪花名所　天満市場 和泉市久保惣記念美術館
185 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　天神はし 和泉市久保惣記念美術館
186 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　なにはばし 和泉市久保惣記念美術館
187 （一鶯斎芳梅） 滑稽浪花名所　大川すゝみ 和泉市久保惣記念美術館
188 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　堂島米市 和泉市久保惣記念美術館
189 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　鬼子母善神 和泉市久保惣記念美術館
190 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　浦江聖天 和泉市久保惣記念美術館
191 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　五百羅漢 和泉市久保惣記念美術館
192 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　逆櫓松 和泉市久保惣記念美術館
193 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　蛸の松 和泉市久保惣記念美術館
194 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　ざこば魚市 和泉市久保惣記念美術館
195 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　安治川 和泉市久保惣記念美術館
196 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　木津川沙魚釣 和泉市久保惣記念美術館
197 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　赤手拭 和泉市久保惣記念美術館
198 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　住吉 和泉市久保惣記念美術館
199 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　四天王寺 和泉市久保惣記念美術館
200 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　小堀口 和泉市久保惣記念美術館
201 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　清水 和泉市久保惣記念美術館
202 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　益井清水 和泉市久保惣記念美術館
203 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　今宮戎 和泉市久保惣記念美術館
204 含粋亭芳豊 滑稽浪速名所　長町毘沙門 和泉市久保惣記念美術館
205 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　おた福茶や 和泉市久保惣記念美術館
206 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　長堀石浜 和泉市久保惣記念美術館
207 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　四つ橋 和泉市久保惣記念美術館
208 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　阿弥陀池 和泉市久保惣記念美術館


