
※ リストは図録の順番になっています。予めご了承下さい。

前
期

後
期

① ②

1 歌川広重 名所江戸百景　高輪うしまち 安政4年（1857）4月

2 小林清親 武蔵百景之内　隅田川水神森 明治17年（1884）11月

3 葛飾北斎 冨嶽三十六景　山下白雨 天保1～4年（1830～33）頃

4 歌川広重 名所江戸百景　大はしあたけの夕立 安政4年（1857）9月

5 歌川広重 名所江戸百景  駒形堂吾嬬橋 安政4年（1857）1月

6 歌川広重 名所江戸百景  昌平橋聖堂神田川 安政4年（1857）9月

7 歌川広重 東都名所　日本橋之白雨 天保3～10年（1832～39）頃

8 喜多川歌麿 『絵本四季花』 寛政13年（1801）

9 歌川国貞 夕立景 文政8年（1825）頃

10 溪斎英泉 江戸八景　吉原の夜雨 天保14～弘化3年（1843～46）

11 歌川国貞 江戸八景　吉原ノ夜雨 文政4年（1821）頃

12 二代歌川国貞 七小町吾妻風俗　あまごひ 安政5年（1858）4月

13 貞斎泉蝶 北沢の牡丹 文政10～天保13年（1827～42）

14 溪斎英泉 原ノ駅 嘉永2～5年（1849～52）

15 歌川国貞（三代豊国） 雨舎春の道づれ　（ハから十） 安政2年（1855）12月

16 歌川広重 東海道五拾三次之内　庄野　白雨 天保4～7年（1833～36）頃

17 歌川国貞 五月雨の景 天保4年（1833）頃

18 小林清親 柳原夜雨 明治14年（1881）

19 小林清親 梅若神社 明治13年（1880）頃

20 川瀬巴水 春雨　（護国寺） 昭和7年（1932）4月

21 川瀬巴水 五月雨　（荒川） 昭和7年（1932）6月

22 蜂須賀国明 千住大橋吾妻橋　洪水落橋之図 明治18年（1885）7月

23 大倉耕涛 大洪水之図 明治29年（1896）9月

24 勝川春潮 谷中散策 天明～寛政（1781～1801）頃

25 歌川貞秀 汐干狩の図 嘉永2～5年（1849～52）

26 葛飾北斎 冨嶽三十六景　江都駿河町三井見世略図 天保1～4年（1830～33）頃

27 歌川国芳 東都名所　佃嶋 天保3～4年（1832～33）頃

28 溪斎英泉 木曽街道続ノ壱  日本橋雪之曙 天保6年（1835）頃

29 歌川広重 名所江戸百景　神田紺屋町 安政4年（1857）11月

30 歌川広重 名所江戸百景　鎧の渡し小網町 安政4年（1857）10月

31 歌川国貞 浮世十六むさし　すゝきせんたくしても親にくハせる子 文政（1818～30）前期頃

32 葛飾北斎 『隅田川両岸一覧』　白髭の翟松　今戸の夕烟 享和1～文化3年（1801～06）

33 溪斎英泉 木曽街道　倉賀野宿　烏川之図 天保6年（1835）頃

34 葛飾北斎 冨嶽三十六景　礫川雪ノ旦 天保1～4年（1830～33）頃

35 歌川広重 東都名所　日本橋雪中 天保3～10年（1832～39）頃

36 歌川広重 東海道五拾三次之内　蒲原　夜之雪 天保4～7年（1833～36）頃

37 歌川広重 木曽海道六拾九次之内　四拾七　大井 天保7～8年（1836～37）頃

38 喜多川歌麿 『絵本四季花』 寛政13年（1801）

39 葛飾北斎 『富嶽百景』2編　雪の旦の不二 天保6年（1835）

40 歌川国貞（三代豊国） 十二月の内　小春　初雪 安政1年（1854）6月

41 歌川国貞 玄徳風雪訪孔明見立 文政3年（1820）頃

42 歌川広重 弘化3～嘉永1年（1846～48）

43 歌川国貞 浮世三興　初酉の屋根ふね 文政（1818～30）前期頃

44 歌川豊国 正月初湯之図 文化11～12年（1814～15）頃

45 歌川国貞（三代豊国） 歳暮の深雪 弘化2年（1845）頃

46 歌川豊国 雪見八景　ばんしやう 文政1～8年（1818～25）頃

47 豊原国周 開化三十六会席　久保町 売茶 明治11年（1878）1月

48 歌川広景 江戸名所道戯尽　十四　芝赤羽はしの雪中 安政6年（1859）6月

49 歌川広景 江戸名所道戯尽　廿二　御蔵前の雪 安政6年（1859）9月

50 小林清親 両国雪中 明治10年（1877）頃
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51 小林清親 駿賀町雪 明治13年（1880）頃

52 歌川国芳 東都名所　両国柳ばし 天保3～4年（1832～33）頃

53 歌川国芳 四季遊観納凉乃ほたる 弘化2～3年（1845～46）

54 勝川春章 ふみ月　たなばた　草市 明和7～安永1年（1770～72）頃

55 歌川国安 東都名所ノ内　両国 文政～天保3年（1818～32）頃

56 歌川広重 名所江戸百景　永代橋佃しま 安政4年（1857）2月

57 歌川広重 名所江戸百景　虎の門あふひ坂 安政4年（1857）11月

58 歌川広重 六十余州名所図会　江戸　浅草市 嘉永6年（1853）10月

59 歌川広景 江戸名所道戯尽　三十六　浅艸駒形堂 安政6年（1859）11月

60 小林清親 大川岸一之橋遠景 明治13年（1880）頃

61 小倉柳村 湯島之景 明治13年（1880）頃

62 歌川広重 名所江戸百景　日本橋江戸ばし 安政4年（1857）12月

63 歌川広重 名所江戸百景　神田明神曙之景 安政4年（1857）9月

64 歌川広重 名所江戸百景　廓中東雲 安政4年（1857）4月

65 歌川広重 東海道五十三次之内　日本橋　曙旅立の図 天保13年（1842）頃

66 月岡芳年 月百姿　神事残月 明治19年（1886）6月

67 葛飾北斎 冨嶽三十六景　御厩川岸より両国橋夕陽見 天保1～4年（1830～33）頃

68 歌川広重 冨士三十六景之内　両国夕陽の不二 嘉永1～5年（1848～52）

69 歌川広重 諸国嶋づくし　東都佃嶋より芝浦品川沖を見る図 天保14～弘化3年（1843～46）

70 小林清親 川口善光寺雨晴 明治12年（1879）

71 小林清親 東京橋場渡黄昏景 明治9年（1876）頃

72 小倉柳村 向島八百松楼之景 明治13年（1880）頃

73 川瀬巴水 旅みやげ第一集　小浜　堀川 大正9年（1920）

74 葛飾北斎 冨嶽三十六景　駿州江尻 天保1～4年（1830～33）頃

75 歌川国芳 東都名所　するがたひ 天保3～4年（1832～33）頃

76 溪斎英泉 木曽街道　塩尻嶺諏訪ノ湖水眺望 天保6年（1835）

77 河鍋暁斎 東海道名所之内　桑名蜃気楼 文久3年（1863）5月  

78 作者不詳 電光の図説　豊年魚 慶応2年（1866）6月

79 歌川国芳 百人一首之内　大江千里 天保（1830～44）中後期

80 作者不詳 怪雲現る 明治23年（1890）

81 歌川広重 国尽張交図会   駿河／伊豆／甲斐 嘉永5年（1852）

82 歌川広重 飛鳥山花見の図 安政2年（1855）1月

83 歌川国貞 江戸八景　木母寺暮雪 文政4年（1821）頃

84 歌川国安 通俗水滸伝豪傑百八人之壹人　公孫勝 文政（1818～30）中期

85 歌川国貞（三代豊国） 雨乞小町 嘉永6年（1853）2月

86 歌川国貞 雲の峰 天保1～4年（1830～33）頃

87 歌川国貞（三代豊国） 雪 文政8年（1825）

88 歌川広重 木曽海道六拾九次之内　五拾八　垂井 天保8～9年（1837～38）頃

89 歌川広重 東海道五十三次　廿三　藤枝 嘉永4年（1851）頃

90 鳥居清久 近江八景浮絵之図 宝暦（1751～64）頃

91 亜欧堂田善 大日本金龍山之図 寛政9～文政5年（1797～1822）

92 昇亭北寿 東都両国之風景 文化1～6年（1804～09）頃

93 歌川国長 新板浮絵江戸名所八景　浅草観音奥山ノ落雁 文化（1804～18）頃

94 歌川国芳 東都名所  大森 天保3～4年（1832～33）頃

95 葛飾北斎 冨嶽三十六景　甲州三嶌越 天保1～4年（1830～33）頃

96 歌川広重 東都名所　日本橋雪中之景 天保3～8年（1832～37）頃

97 歌川広重 江戸名所　霞かせき 嘉永7年（安政元年）閏7月

98 歌川広重 名所江戸百景　亀戸梅屋舗 安政4年（1857）11月

99 歌川広重 名所江戸百景　墨田河橋場の渡かわら竃 安政4年（1857）4月

100 歌川広重 近江八景　堅田落雁 安政4年（1857）3月

101 歌川芳盛 各国繁栄尽　英吉利　ロンドン　VIEW IN LONDON 明治6年（1873）

102 武田幾丸 東京海運橋兜街　三井組為換坐　西洋形五階造 明治6年（1873）

103 小林清親 薩た之冨士 明治14年（1881）3月

104 歌川国貞 曽我兄弟十番切図 文政（1818～30）前期

105 歌川広重 東海道五拾三次之内　大磯　虎ヶ雨 天保4年～7年（1833～36）頃

106 歌川貞秀 大物の浦罔像の図 弘化1～3年（1844～46）

107 歌川芳員 新田義興の霊怒て讐を報ふ図 嘉永5年（1852）閏2月

108 葛飾北斎 新板浮絵忠臣蔵　第五段目 享和（1801～04）頃

109 落合芳幾 忠臣雪ノ仇討 文久1年（1861）2月

110 歌川国貞（三代豊国） 梨園侠客伝　不破伴左衛門重勝 文久3年（1863）9月

111 歌川国貞（三代豊国）
河原崎三升（権十郎）の不破伴左エ門　二代目岩井紫若の大和屋おわか
五代目坂東薪水（彦三郎）の名古屋山三 元治1年（1864）４月

112 二代歌川広重 三囲図　宝井其角肖像 安政6年（1859）

113 楊洲周延 東絵昼夜競　小野小町 明治19年（1886）１月


