
No. 絵師名 作品名 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

第一章　鳥羽絵 
1 大岡春卜 『画本手鑑』 大阪府立中之島図書館
2 大岡春卜 『画本手鑑』 関西大学図書館
3 『軽筆鳥羽車』 大阪府立中之島図書館
4 『軽筆鳥羽車』　中・下 千葉市美術館
5 『鳥羽絵三国志』　上 千葉市美術館
6 竹原春朝斎 『鳥羽絵欠び留』 大屋書房
7 竹原春朝斎 『鳥羽絵欠び留』 関西大学図書館
8 『軽筆鳥羽車』 千葉市美術館
9 『鳥羽絵三国志』 千葉市美術館
10 『鳥羽絵扇の的』 千葉市美術館
11 長谷川光信 『鳥羽絵筆拍子』 千葉市美術館
12 竹原春朝斎 『鳥羽絵欠び留』 千葉市美術館
13 二代喜多川歌麿 杣に天狗の卵 東京国立博物館
14 安達真速 鳥獣人物戯画　甲巻（模本） 京都府（京都文化博物館管理）

第二章　耳鳥斎
15 耳鳥斎 地獄図巻 大阪歴史博物館
16 耳鳥斎 地獄図巻 国立歴史民俗博物館
17 耳鳥斎 仁王之図 個人蔵
18 耳鳥斎 福寿図 個人蔵
19 耳鳥斎 鼠大黒之図 個人蔵
20 耳鳥斎 寒山拾得図 個人蔵
21 耳鳥斎 四醒之図 高麗橋　 兆
22 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　大序 個人蔵
23 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　二段目 個人蔵
24 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　三段目 個人蔵
25 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　四段目 個人蔵
26 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　五段目 個人蔵
27 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　（段不明） 個人蔵
28 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　九段目 個人蔵
29 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　十段目 個人蔵
30 耳鳥斎 仮名手本忠臣蔵　十一段目 個人蔵
31 耳鳥斎 練物図 太田記念美術館
32 耳鳥斎 顔見世之図 関西大学図書館
33 耳鳥斎 浪華四時詞 個人蔵
34 耳鳥斎 梨園書画（下） 大阪歴史博物館
35 耳鳥斎 『絵本水や空』　上 大屋書房
36 耳鳥斎 『画話耳鳥斎』 関西大学図書館
37 耳鳥斎 『歌系図』（流石庵羽積著） 大阪府立中之島図書館
38 耳鳥斎 『つべこべ草』　巻之五（盧橘庵著） 大阪府立中之島図書館
39 耳鳥斎 『音曲鼻毛ぬき』 大阪府立中之島図書館
40 耳鳥斎 『あらし小六過去物語』　上・下 大阪府立中之島図書館
41 耳鳥斎 『野暮の枝折』（若井時成著） 大阪府立中之島図書館
42 耳鳥斎 『かつらかさね』（風来散人編） 大屋書房
43 耳鳥斎 『画本古鳥図賀比』　中 大屋書房
44 耳鳥斎 『画本古鳥図賀比』 千葉市美術館
45 蔀関月 妖怪十二月絵巻 京都府（京都文化博物館管理）
46 斎藤秋圃 『葵氏艶譜』 大屋書房

第三章　北斎
47 葛飾北斎 鳥羽絵集会　お稽古 ベルギー王立美術歴史博物館
48 葛飾北斎 鳥羽絵集会　門付けの瞽女 ベルギー王立美術歴史博物館
49 葛飾北斎 鳥羽絵集会　酒盛り ベルギー王立美術歴史博物館
50 葛飾北斎 鳥羽絵集会　見立礼拝 ベルギー王立美術歴史博物館
51 葛飾北斎 鳥羽絵集会　身づくろい ベルギー王立美術歴史博物館
52 葛飾北斎 鳥羽絵集会　鉦叩き（戸塚宿） ベルギー王立美術歴史博物館
53 葛飾北斎 鳥羽絵集会　魚頭観音 ベルギー王立美術歴史博物館
54 葛飾北斎 鳥羽絵集会　河渡し ベルギー王立美術歴史博物館
55 葛飾北斎 鳥羽絵集会　助六の股をくぐる男 ベルギー王立美術歴史博物館
56 葛飾北斎 鳥羽絵集会　道成寺 ベルギー王立美術歴史博物館
57 葛飾北斎 鳥羽絵集会　喧嘩 ベルギー王立美術歴史博物館
58 葛飾北斎 鳥羽絵集会　夫婦の団欒 ベルギー王立美術歴史博物館　

大阪市立美術館
O s a k a  C i t y  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s

No. 絵師名 作品名 所蔵 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
209 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　新町九軒 和泉市久保惣記念美術館
210 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　解舩町 和泉市久保惣記念美術館
211 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　御霊宮 和泉市久保惣記念美術館
212 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　御堂穴門 和泉市久保惣記念美術館
213 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　西御堂 和泉市久保惣記念美術館
214 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　坐摩社 和泉市久保惣記念美術館
215 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　ばくろ町稲荷 和泉市久保惣記念美術館
216 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　道頓堀 和泉市久保惣記念美術館
217 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　法善寺 和泉市久保惣記念美術館
218 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　日本橋 和泉市久保惣記念美術館
219 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　下寺町 和泉市久保惣記念美術館
220 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　高津 和泉市久保惣記念美術館
221 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　生玉 和泉市久保惣記念美術館
222 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　うぶゆ 和泉市久保惣記念美術館
223 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　桃山 和泉市久保惣記念美術館
224 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　さなだ山 和泉市久保惣記念美術館
225 含粋亭芳豊 滑稽浪花名所　城南杉山 和泉市久保惣記念美術館
226 一鶯斎芳梅 滑稽浪花名所　高麗ばし 和泉市久保惣記念美術館

第六章　暁斎
227 河鍋暁斎 狂斎百図 千葉市美術館
228 河鍋暁斎 天竺渡来大評判　象の戯遊 太田記念美術館
229 河鍋暁斎 狸の戯　どふけ獅子まい　どふけ餅つき 太田記念美術館
230 河鍋暁斎 狸の戯　どふけ船渡し　角田川花見 河鍋暁斎記念美術館
231 河鍋暁斎 風流蛙大合戦之図 河鍋暁斎記念美術館
232 河鍋暁斎 （芝泉市）狐のいたずら、盲人と子ども 河鍋暁斎記念美術館
233 河鍋暁斎 （芝泉市）泉酒、手長 河鍋暁斎記念美術館
234 河鍋暁斎 狂斎漫画（辻文板）蝉とり、猟師、達磨 河鍋暁斎記念美術館
235 河鍋暁斎 狂斎漫画（辻文板）ろくろ首、蛙の相撲、恵比寿・大黒 河鍋暁斎記念美術館
236 河鍋暁斎 狂画五十三駅之一枚　赤坂 河鍋暁斎記念美術館
237 河鍋暁斎 狂画五十三駅之一枚　関 河鍋暁斎記念美術館
238 河鍋暁斎ほか 書画五拾三駅　鞠子　宿場ノ狂戯 河鍋暁斎記念美術館
239 河鍋暁斎ほか 書画五拾三駅　袋井　弥次喜太酒欲ノ戯 河鍋暁斎記念美術館
240 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　野猪と狐の話 河鍋暁斎記念美術館
241 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　兎の身なげの話 河鍋暁斎記念美術館
242 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　羊と狼の話 河鍋暁斎記念美術館
243 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　畜犬と狼の話 河鍋暁斎記念美術館
244 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　裁判所の燕の話 河鍋暁斎記念美術館
245 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　一双壺の話 河鍋暁斎記念美術館
246 河鍋暁斎 伊蘇普物語之内　胃と支体の話 河鍋暁斎記念美術館
247 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第一号　地獄の文明開化 東京都立中央図書館
248 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第二号　榊原健吉山中遊行之図 東京都立中央図書館
249 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第三号　化々学校 東京都立中央図書館
250 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第四号　極楽の開化 東京都立中央図書館
251 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第五号　不動明王開化 東京都立中央図書館

252 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第六号　
伊蘇普物語第一之巻二十九枚目ニ曰獅子恋慕ノ話 東京都立中央図書館

253 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第七号　貧福出替り之図 東京都立中央図書館

254 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第九号　
地獄太夫がいこつの遊戯ヲゆめニ見る図 東京都立中央図書館

255 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第十号　しんぼふ 東京都立中央図書館

256 河鍋暁斎 応需暁斎楽画　第十五号　
翁社中ヲ集テ業ノ上下ヲ見玉ウノ図也 東京都立中央図書館

257 河鍋暁斎 『狂斎画譜』 太田記念美術館
258 河鍋暁斎 『暁斎漫画』　初編 千葉市美術館
259 河鍋暁斎 『暁斎漫画』　初編 河鍋暁斎記念美術館
260 河鍋暁斎 『暁斎鈍画』 河鍋暁斎記念美術館
261 河鍋暁斎 『暁斎鈍画』 太田記念美術館
262 河鍋暁斎 『暁斎酔画』　初編 千葉市美術館
263 河鍋暁斎 『暁斎酔画』　初編 河鍋暁斎記念美術館
264 河鍋暁斎 『暁斎酔画』　二編 河鍋暁斎記念美術館
265 河鍋暁斎 『暁斎酔画』　三編 河鍋暁斎記念美術館
266 河鍋暁斎 釣鐘をかつぐ鬼（校合摺） 河鍋暁斎記念美術館
267 河鍋暁斎 蛸の襲撃（校合摺） 河鍋暁斎記念美術館
268 河鍋暁斎 竜宮城　蛸の説教（校合摺） 河鍋暁斎記念美術館
269 河鍋暁斎 笠地蔵と驚く男（校合摺） 河鍋暁斎記念美術館
270 河鍋暁斎 鳥獣戯画　動物行列（下絵） 河鍋暁斎記念美術館
271 河鍋暁斎 鳥獣戯画　猫又と狸（下絵） 河鍋暁斎記念美術館
272 河鍋暁斎 蛙と蝙蝠　虫の学校（下絵） 河鍋暁斎記念美術館
273 河鍋暁斎 蛙の軽業（下絵） 河鍋暁斎記念美術館
274 河鍋暁斎 采配を振るう魚（下絵） 河鍋暁斎記念美術館
275 河鍋暁斎 鼠の祭 河鍋暁斎記念美術館
276 河鍋暁斎 大黒天群鼠遊戯図 個人蔵
277 河鍋暁斎 布袋の蝉採り図 河鍋暁斎記念美術館
278 河鍋暁斎 暁斎画帖 浦上満氏蔵
279 河鍋暁斎 蛙の相撲図 個人蔵
280 河鍋暁斎 蟹の綱渡り図 河鍋暁斎記念美術館
281 河鍋暁斎 吉原遊宴図 河鍋暁斎記念美術館

凡例

出品目録

①	1週目：4月17日（火）	〜4月22日（日）
②	2週目：4月24日（火）	〜4月29日（日）
③	3週目：4月30日（月・振休）	〜5 月 6日（日）
④	4週目：5月８日（火）	〜5月13日（日）
⑤	5週目：5月15日（火）	〜5月20日（日）
⑥	6週目：5月22日（火）	〜5月27日（日）
⑦	7週目：5月29日（火）	〜6月３日（日）
⑧	8週目：6月５日（火）	〜6月10日（日）

・作品番号は、展覧会図録の番号および展覧会場内の陳列番号と一致しますが、作品の陳列順とは必ずしも一致しません。
・会期中に一部展示替を行いますので、あらかじめご了承ください。各作品の展示期間については、塗りつぶし部分をご参照ください。
・都合により展示期間が変更されることがありますので、ご了承ください。
・画帖や版本の作者については展示部分を描いた絵師名のみを記し、版本で著者や編者が異なる場合は作品の後に（　）で示しています。
・絵師が不詳の場合は、空欄にしています。
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