
※所蔵は、記載以外は太田記念美術館蔵です。

※前期、後期で展示替えを行います。塗りつぶし部分が各作品の展示期間となります。

※展示スケジュールは、作品の状態、その他やむを得ぬ事情により、変更されることがあります。　　　　　　　　　               　　　　　　     

絵師名 作品名 所蔵 年代 前期 後期

前期 歌川国峰 美人戯犬図

１階 小林永濯 桜下遊女の図

小林清親 開化の東京両国橋之図

豊原国周 閻魔大王と浄玻璃鏡

歌川貞秀 源頼光を悩ませる土蜘蛛の妖怪 天保14年(1843)

作者不詳 面白くあつまる人が寄たかり世が直るとてよろこべる形 安政2年(1858)頃

落合芳幾 マケロ　マケヌ　売買大合戦 文久元年(1861)正月

歌川芳員 道化狂画 安政5年(1858)4月

作者不詳 世の中難ぢうりやうじ 文久年間(1861～63)頃

豊原国周 夷伐神風ノ図 文久3年(1863)7月

河鍋暁斎 狂斎百狂  どふけ百万編 元治元年(1864)3月

作者不詳 鳥羽画巻物之内 屁合戦 慶応4年(1868)頃

歌川芳虎 信長公延暦寺焼打ノ図 明治4年(1871)7月

月岡芳年 東叡山文珠楼焼討之図　慶応戊辰五月十五日 明治7年(1874)12月

作者不詳 北亜墨利加人物之図 嘉永7年(1854)頃

歌川芳員 亜墨利加国蒸気車往来 文久元年(1861)10月

歌川貞秀 生写異国人物　魯西亜人　飼羅紗羊之図 万延元年(1860)11月

二代歌川広重 横浜　岩亀見込之図 万延元年(1860)6月

歌川芳豊 中天竺馬爾加国出生新渡舶来大象之図 文久2年(1862)

歌川貞秀 墨利堅国大船之図 元治元年(1864)3月

2階 月岡芳年 太平記小牧山大合戦 慶応元年(1865)5月

豊原国周 三十六花艸の内  朝顔  たそがれ  坂東三津五郎 慶応元年(1865)7月

　 豊原国周 歌舞枝三十六句　かけ清 慶応元年(1865)9月

豊原国周 里見八犬士之内  犬塚信乃 慶応元年(1865)12月

豊原国周 花台俳優年代記 中村座において河原崎権十郎　梶原平三景時 慶応元年(1865)12月

豊原国周 五代目大谷友右エ門の久利加羅でん次 慶応2年(1866)

歌川貞秀 西国名所之内　十八　安芸広嶋 慶応元年(1865)7月

二代歌川国輝 末広五十三次　三十九　岡崎 慶応元年(1865)閏5月

二代歌川広重 東海道五拾三駅 第弐  品川  新宿いり口 慶応元年(1865)

二代歌川広重 東海道  原 慶応3年(1867)12月

二代歌川広重 ばらに雀 慶応元年(1865)11月

豊原国周 二代目沢村訥升の源之助　三代目沢村田之助のお利江

歌川芳虎
四代目中村芝翫の刀鍛冶団九郎　三代目関三十郎の五郎兵衛正宗　七代
目河原崎権之助の下男吉助松太郎国俊

明治2年(1869)9月

河鍋暁斎 暁斎楽画　第一　地獄の開化 明治7年(1874）

明治維新150年　幕末・明治　激動する浮世絵

 前期：1月5日(金)～28日(日)　　　　後期：2月2日(金）～25日(日)



昇斎一景 東京名所  銀座繁栄之図 明治7年(1874)5月

二代歌川国輝 東京府下煉化石従商家京橋観之図

武田幾丸 東京海運橋兜街三井組為換座西洋形五階造 明治5年(1872)

二代立祥（四代歌
川広重）

高輪　蒸気車通行全図 個人蔵 明治4年(1871)

小林清親 東京五大橋之一両国真景 明治9年(1876)1月

豊原国周 開化三十六会席  上野 西洋軒 明治11年(1878)

井上安治（探景） 彫画共進会内　両国煙火図

楊洲周延 開花貴婦人競 明治20年(1887)9月

楊洲周延 浅草公園遊覧之図 明治24年(1891)4月

月岡芳年 郵便報知新聞　第五百七号 明治8年(1875)4月

落合芳幾 東京日々新聞　六百九十七号 明治7年(1874)5月24日

鈴木年基 文武高名伝　旧陸軍大将正三位　西郷隆盛 個人蔵 明治10年(1877)5月

小林清親 鹿児嶋征討戦記 明治10年(1877)

河鍋暁斎 暴徒川尻本陣図 明治10年(1877)

歌川国利 流行星の珍説 明治10年(1877)8月

芦原国直 波烟南河の夢 明治18年(1885)9月

小林清親 明治十四年一月廿六日出火　両国大火浅草橋 明治14年(1881)

落合芳幾 俳優写真鏡　五代目尾上菊五郎の仁木弾正 明治3年(1870)4月

小林清親 大川岸一之橋遠景 明治13年(1880)

小林清親 御茶水蛍 明治13年(1880)頃

小林清親 柳原夜雨 明治14年(1881)

小林清親 駿州湖日没の富士 明治13年(1880)

小林清親 児嶋高徳詩題桜樹 明治16年(1883)8月

井上安治 京橋勧業場之景 明治15年(1882)3月

井上安治 銀座商店夜景 明治15年(1882)

小倉柳村 浅草観音夜景 明治14年(1881)

小倉柳村 向島八百松楼之景 明治14年(1881)頃

月岡芳年 芳年武者旡類  源牛若丸  熊坂長範 明治16年(1883)12月

月岡芳年 祐天不動の長剣を呑む図 明治18年(1885)

月岡芳年 月百姿　祇園まち 明治18年(1885)10月

尾形月耕 花美人名所合  堀切の花菖蒲 明治29年(1896)4月

尾形月耕 花美人名所合  亀戸龍眼寺の萩 明治28年(1895)9月

水野年方 三十六佳撰  茶の湯　宝永頃婦人 明治26年(1893)11月

水野年方 三十六佳撰  花見　文政頃婦人 明治26年(1893)10月

小林清親 朝鮮豊島海戦之図 明治27年（1894）8月

小林清親 我軍平壌ノ清営ヲ襲フ 明治27年(1894)

小林清親 海洋島沖大海戦黄昏大勝利之図 明治27年(1894)10月

楊洲周延 日清戦争守永中尉之奮戦 明治28年(1890)3月

安達吟光 金州城攻撃之図 明治27年(1894)11月

水野年方 海洋島附近帝国軍艦発砲之図 明治27年（1894）9月



後期 歌川国峰 若草摘図

小林清親 月見る美人

小林清親 漁火図

河鍋暁斎 達磨耳かき図

歌川国芳 浮世又平名画奇特 嘉永6年(1853)6月

作者不詳 地震のすちやらか 安政2年(1858)頃

作者不詳 こしをしの図 文久3年(1863)頃

作者不詳 浮世はゆめだゆめだ 文久3年(1863)頃

歌川芳虎 蒙古賊舟退治之図 文久3年(1863)8月

歌川芳盛 昔ばなし舌切雀 元治元年(1864)8月

作者不詳 諸色大合戦 慶応4年(1868)頃

作者不詳 子供遊　角力 慶応4年(1868)頃

作者不詳 神恵朋世記 慶応4年(1868)頃

月岡芳年 東台　山王山戦争之図 明治7年(1874)

作者不詳 蒸気船之図 嘉永7年(1854)頃

歌川芳員 亜墨利加国蒸気船中之写 文久元年(1861)4月

歌川貞秀 神奈川横浜新湊港崎町遊廓花盛之図真景 万延元年(1860)閏3月

落合芳幾 五ヶ国於岩亀楼酒盛の図 万延元年(1860)12月

歌川貞秀 横浜ノ商館ニ払蘭西人金魚ヲ翫フ図 文久元年(1861)2月

落合芳幾 猛虎之写真 万延元年(1860)7月

月岡芳年 太平記美濃霧中大合戦 慶応２年(1866)9月

豊原国周 三十六花艸の内  杜若  時鳥  市村羽左エ門 慶応元年(1865)7月

豊原国周 歌舞枝三十六句  廿七  伝吉 慶応元年(1865)12月

豊原国周 里見八犬士之内  犬山道節 慶応元年(1865)12月

豊原国周 花薹俳優年代記 市村座において尾上菊次郎　仙女九六姫 慶応2年(1866)3月

豊原国周 河原崎権十郎の横山太郎　市川新之助の横山二郎 慶応3年(1867)10月

歌川貞秀 末広五十三次　吉田 慶応元年(1865)閏5月

二代歌川国輝 末広五十三次　四十七　亀山 慶応元年(1865)閏5月

二代歌川広重 東海道五拾三駅 廿七  掛川  秋葉追分 慶応元年(1865)

二代歌川広重 東海道  岡さき 慶応3年(1867)12月

二代歌川広重 菖蒲に燕 慶応元年(1865)11月

豊原国周
四代目中村芝翫の吃又平　六代目坂東三津五郎のおとく 五代目尾上菊五
郎の狩野雅之助

明治2年(1869)9月

豊原国周 大谷紫道の典侍の局　河原崎三升の平知盛　五代目尾上梅幸の相模五郎 明治3年(1870)

二代歌川国輝 東京銀座要路煉瓦石造真図 明治6年(1873)

三代歌川広重 東京名所京橋従煉化石之真図

二代歌川国貞（四代
歌川豊国）

東京高縄品川口蒸気車往来之図 明治5年(1872)

昇斎一景 高輪鉄道蒸気車之全図 明治5年(1872)頃

河鍋暁斎 暁斎楽画　第四　極楽の文明開化 明治7年(1874)

小林清親 東京江戸橋之真景 明治9年(1876)1月

豊原国周 開化三十六会席  東両国 柏屋 明治11年(1878)



楊洲周延 欧洲管絃楽合奏之図 明治22年(1889)5月

楊洲周延 高貴納涼ノ図 明治20年(1887)

水野年方 婦有喜倶菜 明治21年(1888)4月

月岡芳年 郵便報知新聞　第五百六十五号 明治8年(1875)4月

落合芳幾 東京日々新聞　百一号 明治7年(1874)9月

楊洲周延 鹿児嶋征討記之内 明治10年(1877)8月

守川周重 西郷隆盛　五代目坂東彦三郎 明治10年(1877)10月

豊原国周 西南雲晴朝東風 明治11年(1878)3月

月岡芳年 西郷隆盛霊幽冥奉書 明治11年(1878)7月

小林清親 浜町より写両国大火 明治14年(1881)

井上安治（探景） 磐梯山噴火の図 明治21年(1888)7月

落合芳幾 俳優写真鏡　四代目中村芝翫の白拍子花子 明治3年(1870)5月

小林清親 日本橋夜 明治14年(1881)頃

小林清親 隅田川夜 明治14年(1881)

小林清親 九段坂五月夜 明治13年(1880)

小林清親 鉄砲打猟師

小林清親 楠公桜井駅還正行 明治16年(1883)8月

井上安治 京橋松田の景 明治13年(1880)頃

井上安治 新吉原夜桜景 明治13年(1880)6月

小倉柳村 日本橋夜景 明治13年(1880)頃

小倉柳村 湯島之景 明治13年(1880)

月岡芳年 芳年武者旡類  当麻蹴速  野見宿祢

月岡芳年 芳年存画 明治17年(1884)

月岡芳年 月百姿　音羽山月  田村明神 明治19年(1886)6月

尾形月耕 花美人名所合  亀戸臥龍梅 明治28年(1895)12月

尾形月耕 花美人名所合  滝の川の紅葉 明治29年(1896)10月

水野年方 三十六佳撰  虫の音 寛延頃婦人 明治25年(1892)

水野年方 三十六佳撰  観瀑 貞享頃婦人 明治26年(1893)9月

小林清親 平壌攻撃電気使用之図 明治27年(1894)

小林清親 黄海ニ於ル我軍ノ大捷　第一図 明治27年(1894)

小林清親 精鋭我軍占領台湾澎湖嶋之図 明治27年(1894)12月

小林清親 冒営口厳寒我軍張露営之図 明治28年(1890)

進斎年光 鴨緑江沖之大海戦 明治27年(1894)10月

水野年方 於威海衛附近我海軍陸戦隊決死隊七勇士先鋒上陸之図 明治28年(1895)3月





※展示スケジュールは、作品の状態、その他やむを得ぬ事情により、変更されることがあります。　　　　　　　　　               　　　　　　     


