
※ リストの番号は展覧会図録の番号と一致しています。作品の展示順とは一致しません。予めご了承下さい。

図録
No. 作品名 年代 判型 所蔵先

1 卯の二月十日　金性の人有卦ニ入る 安政元年(1854)12月 大判 個人蔵

2 かづらのあてもの 安政4年(1857)11月 一八・一×二五・一㎝ 個人蔵

3 源平盛衰記　長門国赤間の浦に於て源平大合戦平家亡びるの図 安政4年(1857)3月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

4 源平盛衰記　伊豆ノ図山木合戦 安政6年(1859)2月 大判三枚続 個人蔵

5 猛虎之写真 万延元年(1860)7月 大判 太田記念美術館蔵

6 五ケ国於岩亀楼酒盛の図 万延元年(1860)12月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

7 東海道中栗毛弥次馬　序文 万延元年(1860)7月 大判 個人蔵

8 東海道中栗毛弥次馬　日本橋　品川 万延元年(1860)3月 大判 太田記念美術館蔵

9 東海道中栗毛弥次馬　水口　石部 万延元年(1860)10月 大判 太田記念美術館蔵

10 弥次郎兵衛と喜多八 明治2～5年（1869～72）頃 絹本着色　四八・三×六八・六㎝ 太田記念美術館蔵

11 江戸砂子々供遊　妻恋いなり 万延元年(1860)5月 大判 個人蔵

12 当世流行端唄のはんじもの 万延元年(1860)12月 大判 太田記念美術館蔵

13 廓の雪光る遊君 万延2年(1861)1月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

14 忠臣雪ノ仇討 文久元年(1861)2月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

15 岡本楼全盛の図 文久元年(1861)4月 大判三枚続 個人蔵

16 東海道之内  鮫洲 文久3年(1863)7月 大判 太田記念美術館蔵

17 東海道京都名所之内  島原 文久3年（1863）5月 大判 太田記念美術館蔵

18 今様擬源氏　十五　御法　文覚上人 元治元年(1864)7月 大判 個人蔵

19 今様擬源氏　二十一　乙女　浦島太郎 元治元年(1864)7月 大判 個人蔵

20 今様擬源氏　四十一　幻　新中納言平知盛 文久3年(1863）6月 大判 太田記念美術館蔵

21 今様擬源氏　四十八　早蕨　怪童丸 元治元年(1864)7月 大判 個人蔵

22 誠忠岳王図伝 元治元年(1864)9月 大判三枚続 個人蔵

23 当世水好伝 慶応元年(1865)7月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

24 季既秋成駒摂屓季 慶応元年(1865)8月 大判 個人蔵

25 風俗浅間嶽　十一編 文久2年(1862) 中本二巻一冊 個人蔵

26 昔噺誉比達贔屓　初編 元治元年(1864) 中本二巻一冊 個人蔵

27 白縫譚　五十二編 慶応3年(1867） 中本二巻一冊 個人蔵

28 龍宮の日待 安政6年(1859)9月 大判 個人蔵

29 諸鳥芸づくし 安政6年(1859)9月 大判 太田記念美術館蔵

30 当世百面相 安政7年(1860)2月 大判 個人蔵

31 与ハなさけ浮名の横ぐし 万延元年(1860)8月 大判 個人蔵

32 善悪思の案内 万延元年(1860)12月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

33 マケロマケヌ　売買大合戦 文久元年(1861)正月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

34 見立似たかきん魚 文久3年(1863)6月 大判 太田記念美術館蔵

35 見たて似たかきん魚 文久3年(1863)6月 大判 太田記念美術館蔵

36 見たて似たかきん魚 文久3年(1863)6月 大判 太田記念美術館蔵

37 写真鏡　大象図 文久元年(1861)1月 大判 千葉市美術館蔵

38 写真鏡　涼岳図 文久元年(1861)1月 大判 千葉市美術館蔵

39 真写月花の姿絵  三代目沢村田之助 慶応3年(1867)3月 大判 太田記念美術館蔵

40 真写月華之姿絵　三代目関三十郎 慶応3年(1867)3月 大判 太田記念美術館蔵

41 くまなき影 慶応3年(1867) 大本一冊 千葉市美術館蔵

42 朝比奈ねむけざまし 慶応4年(1868)5月 大判三枚続 個人蔵

43 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 大判 太田記念美術館蔵

44 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 大判 太田記念美術館蔵

45 俳優写真鏡　三代目沢村田之助の源之助姉里江　 明治3年(1870) 大判 太田記念美術館蔵

46 西洋道中膝栗毛　六編上 明治4年(1871) 中本一冊 個人蔵

47 西洋道中膝栗毛　九編上 明治4年(1871) 中本一冊 個人蔵

48 西洋道中膝栗毛　十編上 明治4年(1871) 中本一冊 個人蔵

49 一勇斎国芳像 文久元年(1861)3月 大判 太田記念美術館蔵

※　Ｎｏ.85、89-1、90-1は8月3日～15日、　Ｎｏ.86、89-2、90-2は8月16日～26日の展示期間となります。

落　合　芳　幾　
2018年8月3日(金)～8月26日(日)

※　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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田記念美術館



50 英名二十八衆句　十木伝七 慶応2年(1866）12月 大判 個人蔵

51 英名二十八衆句　遠城治左エ門 慶応3年(1867)4月 大判 個人蔵

52 英名二十八衆句　鬼神於松 慶応3年(1867)6月 大判 個人蔵

53 英名二十八衆句　げいしや美代吉 慶応3年(1867)5月 大判 個人蔵

54 英名二十八衆句　佐野治郎左エ門 慶応3年(1867)4月 大判 個人蔵

55 英名二十八衆句　邑井長菴 慶応3年(1867)6月 大判 個人蔵

56 英名二十八衆句　天日坊法策 慶応2年(1866）12月 大判 個人蔵

57 英名二十八衆句　国沢周治 慶応3年(1867)5月 大判 個人蔵

58 英名二十八衆句　西門屋啓十郎 慶応3年(1867)5月 大判 個人蔵

59 英名二十八衆句　春藤治郎左エ門 慶応3年(1867)6月 大判 個人蔵

60 英名二十八衆句　鳥井又助 慶応3年(1867)6月 大判 個人蔵

61 英名二十八衆句　鞠ヶ瀬秋夜 慶応3年(1867)1月 大判 個人蔵

62 英名二十八衆句　仁木直則 慶応3年(1867)5月 大判 個人蔵

63 英名二十八衆句　浜島正兵衛 慶応3年(1867)4月 大判 個人蔵

64 時世粧年中行事之内  一陽来復花姿湯 明治元年(1868)9月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

65 時世粧年中行事之内  競細腰雪柳風呂 明治元年(1868)9月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

66 時世粧年中行事内  酌婦天地人極製 明治元年(1868)10月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

67 獅子王二和賀全盛遊 明治2年(1869)8月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

68 東京両国川開之図 明治2～4年（1869～71）頃 大判三枚続 個人蔵

69 江戸町二丁目甲子屋浴室之図 明治3年(1870)1月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

70 柳光若気競　きん八 明治3年(1870)6月 大判錦絵 個人蔵

71 隅田川花の賑ひ 明治4年(1871)2月 大判三枚続 太田記念美術館蔵

72 五節句のうち甲喜楼之初秋 明治4年(1871)2月 大判三枚続 個人蔵

73 東京日々新聞　百一号 明治7年（1874）9月 大判 太田記念美術館蔵

74 東京日々新聞　百八拾五号 明治7～8年（1874～75）頃 大判 個人蔵

75 東京日々新聞　四百三十一号 明治7～8年（1874～75）頃 大判 千葉市美術館蔵

76 東京日々新聞　四百四十五号 明治7年（1874）9月 大判 千葉市美術館蔵

77 東京日々新聞　六百九十七号 明治7～8年（1874～75）頃 大判 太田記念美術館蔵

78 東京日々新聞　八百三十三号 明治7年(1874)10月 大判 個人蔵

79 東京日々新聞　八百五十一号 明治7～8年（1874～75）頃 大判 千葉市美術館蔵

80 曾我会稽山　時代世話劇種本第一巻　 明治14年(1881)7月11日 半紙本一冊 個人蔵

81 心中天網島　時代世話劇種本第六冊目　 明治14年(1881)12月7日 半紙本一冊 個人蔵

82 祇園祭礼信仰記　時代世話劇種本第十五編　　 明治15年(1882)4月10日 半紙本一冊 個人蔵

83 絵入人情雑誌　第百五十六号 明治16年(1883)6月1日 半紙本一冊 個人蔵

84 絵入人情雑誌　第百五十八号 明治16年(1883)6月21日 半紙本一冊 個人蔵

85 百もの語　牡丹灯籠　九　(出品期間　8/3～8/15） 明治23年(1890) 中判 早稲田大学演劇博物館蔵

86 百もの語　小幡小平治　十　(出品期間　8/16～8/26） 明治23年(1890) 中判 早稲田大学演劇博物館蔵

87 百もの語　魂魄　十一　 明治23年(1890)8月印刷・出版 中判 太田記念美術館蔵

88 梅幸十種之内　一ツ家 明治23年(1890)4月印刷・出版 大判三枚続 個人蔵

89-1 歌舞伎十八番之内　勧進帳　(出品期間　8/3～8/15） 明治23年(1890)5月印刷・出版 大判三枚続 早稲田大学演劇博物館蔵

89-2 歌舞伎十八番之内　勧進帳　(出品期間　8/16～8/26） 明治23年(1890)5月印刷・出版 大判三枚続 早稲田大学演劇博物館蔵

90-1 皐月晴上野朝風　(出品期間　8/3～8/15） 明治23年(1890)5月10日印刷・5月30日出版 大判三枚続 早稲田大学演劇博物館藏

90-2 皐月晴上野朝風　(出品期間　8/16～8/26） 明治23年(1890)5月10日印刷・5月30日出版 大判三枚続 早稲田大学演劇博物館藏

91 百鬼夜行　相馬内裏 明治26年(1893)9月印刷・出版 大判三枚続 船橋市西図書館蔵

92 歌舞伎新報　一二〇九号 明治24年(1891)1月19日発行 半紙本一冊 個人蔵

93 歌舞伎新報　一六三〇号 明治29年(1896)1月27日印刷・1月28日発行 半紙本一冊 個人蔵

94 歌舞伎新報　一六三六号 明治29年(1896)3月25日印刷・3月26日発行 半紙本一冊 個人蔵

95 歌舞伎新報　一六三八号 明治29年(1896)4月15日印刷・4月17日発行 半紙本一冊 個人蔵

96 婦女風俗図 明治28～30年(1895～97)頃 絹本着色　各四六・三×五七・〇cm 千葉市美術館蔵

97 鍾馗 明治31年(1898） 絹本着色　九〇・七×二五・八㎝ 個人蔵

98 日本演劇 川上と貞奴 明治34年(1901)5月 大判 太田記念美術館蔵

99 日本演劇 川上と貞奴 明治34年(1901)5月 大判 太田記念美術館蔵

100 歌舞伎座筋書　第六十七号 明治36年(1903)3月15日印刷・3月17日発行 半紙本一冊 個人蔵

101 歌舞伎座筋書　第六十八号 明治36年(1903)5月7日印刷・5月9日発行 半紙本一冊 個人蔵

102 先師一勇斎国芳翁四十回忌追善書画会　案内状 明治33年(1900） 個人蔵

追加
出品 初日影開盛双六 明治22年(1889)1月4日 個人蔵




