
※ 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。

※ 期間中、展示替えをおこないます。右端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。

No. 絵師名 作品名 年代 前期 後期

1 歌川芳藤 新板だるま凧 元治元年(1864)

2 歌川芳藤 兎の相撲 明治6年(1873)

3 河鍋暁斎 豊年万作おどり 元治2年(1865)

4 河鍋暁斎 東京名所　新吉原日本堤之図 明治6年(1873)

5 河鍋暁斎 暁斎楽画　第二号　榊原健吉山中遊行之図 明治7年(1874)

6 河鍋暁斎 梅に烏 明治14～22年(1881～89)頃

7 河鍋暁斎 一筆梅

8 河鍋暁斎 七福神

9 河鍋暁翠 巳年の福神遊 明治25年(1892)

10 河鍋暁翠 五節句之内　皐月 明治25年(1892)

11 月岡芳年 大日本名将鑑　上毛野八綱田　狭穂姫 明治13年(1880)

12 月岡芳年 皇国二十四功　贈正一位菅原道真公 明治14年(1881)

13 月岡芳年 芳年略画　応挙之画霊　雪舟活画　 明治15年(1882)

14 月岡芳年 義経記五條橋之図 明治14年（1881）

15 月岡芳年 新容六怪撰　平相国清盛入道浄海 明治15年(1882)

16 月岡芳年 曽我時致乗裸馬駆大磯 明治18年（1885）

17 月岡芳年 日本略史之内　素戔嗚尊出雲の簸川上に八頭蛇を退治したまふ図 明治20年(1887)

18 月岡芳年 芳流閣両雄動 明治18年（1885）

19 月岡芳年 月百姿　朧夜月　熊坂 明治20年(1887)

20 月岡芳年 月百姿　玉兎　孫悟空 明治22年(1889）

21 月岡芳年 月百姿　むさしのの月 明治24年(1891)

22 月岡芳年 つきの百姿　大物海上月　弁慶 明治19年(1886)

23 月岡芳年 風俗三十二相　にあいさう　弘化年間廓の芸者風俗 明治21年(1888)

24 月岡芳年 新形三十六怪撰　おもゐつつら 明治25年(1892)

25 無款 芳年福禄寿揮毫の図

26 二代歌川芳宗 市川右団次東京新富座江来迎之図 明治15年(1882)

27 二代歌川芳宗 花房公使　朝鮮国応接之図 明治15年(1882)

28 二代歌川芳宗 曽我物語　由比ヶ浜命乞之図 明治17年(1884)

29 二代歌川芳宗 撰雪六々談　時を待獣狩 明治25年(1892)

30 二代歌川芳宗 撰雪六六談　奇術の鍋蓋 明治26年(1893)

31 二代歌川芳宗 撰雪六々談　妙法の奇瑞 明治25年(1892)

32 二代歌川芳宗 撰雪六六談　豪胆のさらさら越 明治25年(1892)

33 二代歌川芳宗 明治二十七年九月十五日元山支隊平壌城下夜戦之図 明治27年(1894) 

34 二代歌川芳宗 芳宗随筆　其一　七福神 明治32～33年(1899～1900)頃

35 二代歌川芳宗 芳宗随筆　其一　七福神（下絵） 明治32～33年(1899～1900)頃

36 二代歌川芳宗 芳宗随筆　鮑とり 明治32～33年(1899～1900)頃

37 二代歌川芳宗 芳宗随筆　月ノ出 明治32～33年(1899～1900)頃

38 二代歌川芳宗 芳宗随筆　菊おさめ　浅草寺東門朝靄 明治32～33年(1899～1900)頃

39 二代歌川芳宗 芳宗随筆　アイヌ　北海道土人 明治32～33年(1899～1900)頃

40 二代歌川芳宗 金毘羅大将　

41 右田年英 英雄三十六歌撰　曽我五郎 明治26年(1893)

42 右田年英 名誉十八番　天狗舞 明治31年(1898)

43 右田年英 新橋元禄舞 明治38年(1905)

44 右田年英 年英随筆　羽衣　故寅彦脚本之内 大正10年(1921)

45 右田年英 年英随筆　論語　加藤清正 大正10年(1921)

46 右田年英 年英随筆　六字の旛　千代女 大正10年(1921)

47 右田年英 年英随筆　猿曳 大正10年(1921)

48 中澤年章 太田道灌山吹の里 明治29年(1896)

太田記念美術館

【前期】　2019年11月2日(土)～11月24日(日) 　 【後期】　2019年11月29日(金)～12月22日(日）



49 中澤年章 見立雪月花之内　五條橋之月

50 山田敬中 憲法発布祝典祭　西丸下奉迎之図 明治20年(1887)

51 山田敬中 東京名所吾妻橋鉄橋之全図 明治20年(1887)

52 山田敬中 向嶋　隅田堤観桜之図 明治22年(1889）

53 山田敬中 高士観瀑図

54 山田敬中 賢人護鶏図

55 山田敬中 洗馬図

56 水野年方 佐々木盛綱備前国藤戸ノ渡リニ平軍ヲ襲ハント漁人ニ水之浅深ヲ問フ図 明治17年(1884)

57 水野年方 婦人抹茶会 明治23年(1890)

58 水野年方 美人観吉野園花菖蒲 明治28年(1895)

59 水野年方 梅見 明治29～32年(1896～99)頃

60 水野年方 紅葉 明治29～32年(1896～99)頃

61 水野年方 農婦 明治29～32年(1896～99)頃

62 水野年方 手紙 明治29～32年(1896～99)頃

63 水野年方 那迦犀那尊者 明治23～28年(1890～95)頃

64 池田輝方 江戸の錦　野菜籠を持つ美人 明治36年(1903)頃

65 池田輝方 川俣絹布整練株式会社　浮世絵カレンダー 明治42年(1909)

66 池田輝方 江戸の錦　手紙を読む美人 明治36年(1903)頃

67 池田輝方 江戸の錦　傘をさす美人 明治36年(1903)頃

68 水野秀方 美人に雪うさぎ

69 豊原国周 日本橋品川街万林楼上座舗開之図 明治5年(1872)

70 豊原国周 教導立志基　秋色 明治18年(1885)

71 豊原国周 魚市場の子 明治25年(1892)

72 豊原国周 組頭之子 明治25年(1892)

73 豊原国周 関とりの子 明治26年(1893)

74 豊原国周 湯のすきな子 明治25年(1892)

75 豊原国周 角兵衛獅子のまねをする子供 明治25年(1892)

76 豊原国周 夜中寝むらぬ子 明治30年(1897）

77 豊原国周 化粧してもらふ子 明治30年(1897）

78 楊洲周延 富嶽集　不忍の夕陽 明治24年(1891)

79 楊洲周延 富嶽集　三保関羽衣故事 明治24年(1891)

80 楊洲周延 二十四孝見立画合　王褒　十四 明治23年(1890)

81 楊洲周延 二十四孝見立画合　郭巨　十六 明治24年(1891)

82 楊洲周延 千代田之大奥　入浴 明治28年(1895)

83 楊洲周延 幼稚の戯れ 明治28年(1895)

84 楊洲周延 時代かがみ　明治　憲法発布 明治30年(1897）

85 楊洲周延 時代かがみ　明治　慈善会 明治30年(1897）

86 楊洲周延 真美人　一　洗い髪 明治30年(1897）

87 楊洲周延 真美人　十四　洋傘 明治30年(1897）

88 楊洲周延 雪月花　山家のつき 明治30年(1897）

89 楊洲周延 雪月花　池水の月 明治33年(1900)

90 楊洲周延 雪月花　つき 明治31年(1898)

91 楊洲周延 雪月花　雪　浅草市 明治32年(1899）

92 楊洲周延 名勝美人会　安芸厳島 明治31年(1898)

93 楊洲周延 幼稚苑　おひなさま 明治38年(1905)

94 楊洲周延 幼稚苑　わんわん 明治38年(1905)

95 楊洲周延 幼稚苑　鯉とと 明治38年(1905)

96 楊洲周延 幼稚苑　ねんね 明治38年(1905)

97 楊洲周延 幼稚苑　えびす鯛 明治38年(1905)

98 楊洲周延 幼稚苑　とりあひ 明治38年(1905)

99 楊洲周延 傘さす美人

100 楊斎延一 仁田四郎　冨士ノ真躰ヲ見ル図 明治25年(1892)

101 楊斎延一 忠盛勇祇園ニ怪僧ヲ捕フ 明治25年(1892)

102 楊斎延一 美人堀切の遊覧 明治27年(1894)

103 楊斎延一 教草茶之湯の栞 明治30年(1897)

104 楊斎延一 初午

105 歌川豊宣 源義仲八幡宮願書之図 明治17年(1884)頃

106 尾竹国一 自転車に乗る美人



107 尾竹国一 オウムを眺める美人

108 尾竹国一 三囲神社と美人

109 竹内柳蛙 昔模様不忍の遊覧 明治28年(1895)

110 竹内柳蛙 日露旅順口海戦帝国海軍大勝利　万歳 明治37年(1904)

111 竹内柳蛙 藤娘と鬼

112 竹内柳蛙 円窓美人図

113 竹内柳蛙 十二ヵ月図

114 尾形月耕 淵辺義博護良親王を刺す図 明治16年(1883)

115 尾形月耕 幸村蘆叢へ忍ぶ図 明治17年(1884)

116 尾形月耕 曽我兄弟主従東西に別る図 明治17年(1884)

117 尾形月耕 取まぜて古今絵あはせ 明治22年(1889）

118 尾形月耕 雪　六楽　芝まる山 明治24年(1891)

119 尾形月耕 釣　六楽　佃しま 明治24年(1891)

120 尾形月耕 芝居　六楽　木挽町の葛 明治24年(1891)

121 尾形月耕 遊君　六楽　新よし原 明治24年(1891)

122 尾形月耕 月耕随筆　井の頭弁天の真景 明治24年(1891)

123 尾形月耕 漢楚軍談之内　張良兵書ヲ授ル図 明治25年(1892)

124 尾形月耕 義士四十七図　吉田沢右衛門兼貞 明治28年(1895)

125 尾形月耕 義士四十七図　倉橋伝助宗房 明治36年(1903)

126 尾形月耕 百富士　吉夢 明治29年(1896)

127 尾形月耕 日本花図絵　小金井 明治31年(1898)

128 尾形月耕 婦人風俗尽　素跣参 明治30年(1897)

129 尾形月耕 花美人名所合　亀戸龍眼寺の萩 明治28年(1895)

130 尾形月耕 花美人名所合　亀戸臥龍梅 明治28年(1895)

131 尾形月耕 花美人名所合　東台の桜花 明治29年(1896)

132 尾形月耕 花美人名所合　堀切の菖蒲 明治29年(1896)

133 尾形月耕 花美人名所合　滝の川の紅葉 明治29年(1896)

134 尾形月耕 美人名所合　利根川鯉漁 明治30年(1897)

135 尾形月耕 美人名所合　墨田河百花園七草 明治30年(1897)

136 尾形月耕 美人名所合　団子坂の菊 明治30年(1897)

137 尾形月耕 美人名所合　亀戸の藤 明治31年(1898)

138 尾形月耕 美人名所合　関口芭蕉庵 明治31年(1898)

139 尾形月耕 美人名所合　墨堤の雪景 明治33年(1900)

140 尾形月耕 美人名所合　入谷の朝顔 明治34年(1901)

141 尾形月耕 苦瓜に糸蜻蛉

142 尾形月耕 後醍醐帝笠置山皇居霊夢之図 明治31年(1898)

143 尾形月耕 四条畷正行討死之図 明治34年(1901)

144 尾形月耕 金龍山浅草寺図

145 尾形月耕 狐の嫁入り

146 尾形月耕 両国橋

147 尾形月耕 雀のお宿

148 大倉耕濤 古代風俗　元禄踊りの図 明治28年(1895)

149 笹井耕窓 春色佳人花競 明治31年(1898)

150 熊耳耕年 芭蕉の辻 昭和3年(1928)

151 月岡耕漁 五節句内　雛あそび 明治25年(1892)

152 月岡耕漁 能楽百番　石橋　双図 大正11～14年(1922～25)

153 田井耕耘 踊姿絵　草摺引 明治32年(1899）

154 田井耕耘 踊姿絵　勝魚売 明治32年(1899）

155 田井耕耘 踊姿絵　酒屋の御用 明治32年(1899）

156 尾形月山 遼陽之役敵将黒鳩公戦略齟齬総軍大敗公勇奮自立陣頭血戦 明治37年(1904)

157 尾形月山 龍王廟大混戦 明治37年(1904)

158 尾形月山 羽衣

159 尾形月山 平等院夕暮 大正15年(1926)

160 尾形月山 唐子遊戯之図 大正11年(1922)

161 山村耕花 梨園の華　七代目坂東三津五郎の唖・次郎助 大正11年(1922)

162 山村耕花 梨園の華　二代目市川松蔦のお万 大正10年(1921)

163 山村耕花 梨園の華　初代澤村宗之助の梅川 大正11年(1922)

164 山村耕花 おぼろ夜 昭和14年(1939)



165 小林永濯 各種新聞図解の内　日新真事誌　八年　第三十七号 明治8年(1875)

166 小林永濯 和英対訳　大日本功名略伝　菅原道真 明治21年(1888)

167 小林永濯 允恭帝衣通姫之許ニ御幸之図 明治28年(1895)

168 川端玉章 七福神宝之蔵入

169 川端玉章 七福神勧進帳之学

170 川端玉章 狸

171 小林清親 今古誠画　浮世絵類考之内　建武延元ノ頃　今ヲ去五百五十年 明治17年(1884)

172 小林清親 平忠盛御堂法師を捕る図 明治17年(1884)頃

173 小林清親 我艦隊於黄海清艦撃沈之図 明治27年(1894)

174 小林清親 我野戦砲兵九連城幕営攻撃 明治27年(1894)

175 小林清親 東京名所真景之内　如月　待乳山雪の黄昏 明治29年(1896)

176 安達吟光 東京名所花競　染井　菊 明治22年(1889)

177 安達吟光 東京名所花競　不忍池　蓮 明治22年(1889)

178 安達吟光 神武天皇東夷征討 明治24年(1891)

179 東洲勝月 貴婦人礼式の図 明治24年(1891)

180 安田蕉堂 神泉花に小野小町雨乞 明治29年(1896)

181 宮川春汀 小供風俗　たけうま 明治30年(1897)

182 宮川春汀 小供風俗　かげやとうろくじ 明治30年(1897)

183 宮川春汀 小供風俗　動物園 明治30年(1897)

184 宮川春汀 有喜世之華　のぞきからくり 明治31年(1898)

185 宮川春汀 有喜世之華　雛祝い 明治31年(1898)

186 宮川春汀 ことも遊　ほたるかり 明治31年(1898)

187 宮川春汀 美人十二ヶ月　其一　追羽子 明治31年(1898)

188 宮川春汀 美人十二ヶ月　其三　桜かり 明治31年(1898)

189 宮川春汀 風俗通　月前梧桐 明治31年(1898)

190 宮川春汀 風俗通　琵琶行 明治31年(1898)

191 宮川春汀 風俗通　村雨 明治31年(1898)

192 宮川春汀 風俗通　子規 明治30年(1897)

193 宮川春汀 当世風俗通　ゆさんぶね 明治32年(1899）

194 宮川春汀 当世風俗通　茶の湯 明治32年(1899）

195 宮川春汀 当世風俗通　秋くさ 明治32年(1899）

196 宮川春汀 当世風俗通　さくらがり 明治37年(1904)

197 宮川春汀 東京名所図会　二重橋 明治36年(1903)

198 宮川春汀 東京名所図会　築地門跡 明治36年(1903)

199 宮川春汀 東京名所図会　駒形堂 明治36年(1903)

200 宮川春汀 正月

201 宮川春汀 傘さす美人

202 山本昇雲 今すかた　ゆきのはだ 明治39年(1906)

203 山本昇雲 今すがた　蚊屋の月 明治39年(1906)

204 山本昇雲 今姿　まりあそひ

205 山本昇雲 いま姿　三すじ 明治40年(1907)

206 山本昇雲 今姿　高砂やこの浦風に 明治39年(1906)

207 山本昇雲 いますかた　つるし柿 明治39年(1906)

208 山本昇雲 いますかた　はなれ座しき 明治40年(1907)

209 山本昇雲 いますかた　萩の園 明治42年(1909)

210 山本昇雲 狐の嫁入り

211 山本昇雲 かちかち山

212 山本昇雲 羽子板をする美人

213 山本昇雲 舞妓

214 山本昇雲 雪中鷹図 大正7年(1918)

215 山本昇雲 桃太郎

216 山本昇雲 大黒神

217 市川甘斎 蛙

218 高橋松亭 高井戸の夕立 明治42～大正12年(1909～23)

219 高橋松亭 井草 明治42～大正12年(1909～23)

220 高橋松亭 江古田の月 大正13～昭和2年(1924～27)

221 梶田半古 孔雀

222 梶田半古 菊に鶉


