
番号 作品名 作　者 版元 形状 員数 出版年

江戸名所図会 斎藤月岑・

堺町葺屋町戯場 長谷川雪旦

2 絵本江戸土産　六編　猿若町 歌川広重 須原屋茂兵衛 冊子 1冊

名所江戸百景

猿わか町よるの景

4 東都名所猿若町顔見世錺物 歌川広重 佐野屋喜兵衛 大判 1枚

摂津名所図会 秋里籬島・

道頓堀歌舞伎戯場 竹原春朝斎

角の二のかわり

文化12年（1815）

～天保13年（1842）

嘉永頃

（1848～1854）

8 滑稽浪華五拾景　道頓堀 一鶯斎芳梅 中判 1枚 江戸末期

9 道頓堀角劇場繁栄之図 二代長谷川貞信 玉置清七 大判 4枚続

都名所図会 秋里籬島・
四條河原夕涼之躰 竹原春朝斎

11 京都名所之内　四条河原夕涼 歌川広重 川口屋正蔵 大判 1枚

12 都名所百景　四條の七辻 玉園 石川屋和助 画帖 1帖

有原堂忠兵衛・

利倉屋新兵衛

百奇園庭前納涼之図 豊田屋長吉・

中村歌右衛門　倅中村駒之助 利倉屋新兵衛

木ひき町森田座

顔見勢楽屋之図

16 さかい町中村座楽屋之図 歌川国貞 西村屋与八 大判 3枚続 文化10年（1813）

17 市川門之助 無款 細判 1枚

18 市川団蔵のしのつか五郎 鳥居清満 扇屋宇右衛門 細判 1枚

19 嵐三五郎の源のよりとも 鳥居清経 細判 1枚

坂東彦三郎のそがの五郎

嵐ひな治のてるてのひめ

21 三世坂東彦三郎の曽我の五郎 勝川春章 細判 1枚

22 車引「菅原伝授手習鑑」 勝川春章 細判 2枚続

23 尾上松助 勝川春好 細判 1枚

24 四世岩井半四郎の曽我の五郎 勝川春好 西村屋与八 細判 1枚

寛政2年（1790）

～文久元年（1804）

寛政2年（1790）

～文久元年（1804）

27 三世坂東彦三郎の鷺坂左内 東洲斎写楽 蔦屋重三郎 大判 1枚 寛政6年（1794）頃

28 二世市川門之助の伊達の与作 東洲斎写楽 蔦屋重三郎 大判 1枚 寛政6年（1794）頃

29 二世坂東三津五郎の石井源蔵 東洲斎写楽 蔦屋重三郎 大判 1枚 寛政6年（1794）頃

二世瀬川富三郎の

大岸蔵人妻やどり木と

中村万世の腰元若草

嘉永5年（1852）

10月

平成27年6月12日（金）～7月26日（日）

常設展「浮世絵版画-歌舞伎役者と踊りのすがた-」出陳リスト

5 吉野屋為八 冊子 1冊

1 須原屋茂兵衛 冊子 1冊 天保7年（1863）

3
歌川広重 魚屋栄吉 大判 1枚

7
浪花百景　道頓堀角芝居 歌川国員 石川屋和助 中判 1枚

6
浪花名所図会　道頓堀の図 歌川広重 川口屋正蔵 大判 1枚

文化4年（1821）

14 寿好堂よし国 大判 1枚 文化4年（1821）

10 吉野屋為八 冊子 1冊 安永9年（1780）

13 中村歌右衛門　嵐橘三郎 寿好堂よし国 大判 1枚

20
鳥居清経 細判 1枚

15
歌川国貞 西村屋与八 大判 3枚続 文化9年（1812）

寛政6年（1794）頃

26
七世片岡仁左衛門の高師直 勝川春英 岩戸屋喜三郎 大判 1枚

25
四世岩井半四郎 勝川春英 細判 1枚

31 木曾六十九駅　東都日本橋　御祭ノ
踊時致 三代歌川豊国 蔦屋吉蔵 大判 1枚

30 東洲斎写楽 蔦屋重三郎 大判 1枚



錦昇堂版役者大首絵 万延元年（1860）

岩井粂三郎燕子の 3月

八百屋娘於七

錦昇堂版役者大首絵 万延元年（1860）

片岡仁左衛門我童の 4月

大星由良之助良雄

安政6年（1859）

4月

万延元年（1860）

正月

鏡覆当世競 浪華

中村富十郎の乳人重の井 金華堂小西

稲荷社内ニおいて

叶福助相勤申候　おかる

御池橋芝居ニおいて

尾形力丸相勤申候

市川玉猿

三浦の助　佐々木高綱
時ひめ

嵐璃寛の揚まき
市川海老蔵の花川戸助六
三枡大五郎の髭の意休
鬼一法眼三略巻 浪華

智恵内　鬼一法眼　皆鶴姫 金華堂小西

播州皿屋敷

嵐璃寛のこしもとお菊

中村雀右衛門の青山鉄さん

浅尾友蔵の奴雁平
中村芝翫の料理人喜助
片岡我童の福岡貢
中山よしをの油屋おこん

45
中村歌右衛門の宮本無三四　片岡
仁左衛門の笠原老翁

春好斎北洲 利倉屋新兵衛 大判 2枚続 文化4年（1821）

寿好堂よし国・

芦国

坂東三津五郎の奴

中村芝翫の奴

弘化4年（1847）

～嘉永5年（1852）

九変化ノ内

中村歌右衛門の平ノ知盛

七変化ノ内

中村芝翫の梶原源太

島之内仕組踊　いせおんど

中村歌右衛門　中村玉助

三番叟　三代目市川市蔵

尾上和市

安政頃

（1854～1860）

54 むめや繁松 春江斎北英 から伊 大判 1枚 天保3年（1832）

浪花堀江歓喜燈籠踊り

梅屋小ゆか

鏡覆当世競 片岡我童の小栗判官

34
今様押絵鏡　芸者長吉 三代歌川豊国 藤岡屋慶次郎 大判 1枚

32

三代歌川豊国 恵比須屋庄七 大判 1枚

33

三代歌川豊国 恵比須屋庄七 大判 1枚

36 長谷川貞信 天満屋喜兵衛 大判 1枚 天保11年（1840）

35
今様押絵鏡　快童丸 三代歌川豊国 藤岡屋慶次郎 大判 1枚

安政5年（1858）

39 長谷川宗広 中判 1枚 文久元年（1861）

37
長谷川貞信 大判 1枚 天保12年（1841）

38
長谷川宗広 中判 1枚

41 歌川国員 石川屋和助 中判 3枚続 安政4年（1857）

40
五粽亭広貞 中判 3枚続 嘉永2年（1849）

42 五粽亭広貞 中判 3枚続 嘉永4年（1851）

43 一養亭芳瀧 中判 2枚続

46 坂東三津五郎の多賀の大将　中村
歌右衛門のとりい又助 利倉屋新兵衛 大判 2枚続 文化4年（1821）

慶応3年（1867）

44 長谷川貞信 天満屋喜兵衛 大判 3枚続 天保12年（1841）

48
役者連中踊りの図 歌川国芳 浅草駿河屋 大判 3枚続

47 歌川国芳 川口屋正蔵 大判 2枚続

50
寿好堂よし国 本屋清七 大判 1枚 文政9年（1826）

49
寿好堂よし国 本屋清七 大判 1枚 文政8年（1825）

52
長谷川貞信 大判 1枚 天保12年（1841）

51
長谷川貞信 天満屋喜兵衛 大判 1枚 天保8年（1837）

55
柳斎重春 綿屋喜兵衛 大判 1枚 天保3年（1832）

53 竜神町七夕をとり　ねかひの糸　吉
しの鶴吉 長谷川宗広 中判 中判



56 北新地盆おどり図画 歌川芳豊 大短冊 1枚 安政3年（1856）

57 北新地盆おどり 歌川芳豊 中判 3枚 安政3年（1856）

58 浪花北の新地　古市おどり 歌川貞芳 大判 3枚続 天保11年（1840）

※作品名は、画中の表記に従っています。画中に表記がないものは、当館の浮世絵コレクション図録の表記に従っています。

※作品名以外の歌舞伎役者の世代数はすべて「代目」で示しています。

※出版年は作品に付された改印や、芝居番付等で確認できるものを記載しています。

※リストの並びは展示順と一致するものではありません。

※展示品は全て和泉市久保惣記念美術館蔵です。


