
名品コレクション展示室　第５室 徳川美術館・蓬左文庫 平成28年度春季特別展

ぶらり浮世絵散歩　―国貞・国芳・英泉―　あ
会期：2016年4月12日(火)～5月29日(日)

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫・公益財団法人平木浮世絵財団・中日新聞社・日本経済新聞社

・所蔵に表記のない作品は徳川美術館の所蔵です。※は名古屋市博物館、※※は名古屋市蓬左文庫の所蔵です。

№ 作品名称 絵師 版型・寸法など 時代
期間
所蔵

歌川国貞　浮世絵史上最多の製作量を誇る幕末大巨匠

1 今様押絵鏡 金輪五郎今国 歌川国貞 大判 錦絵 安政6年（1859） A　※

2 踊形容江戸絵栄 歌川国貞 大判・三枚続 錦絵 安政5年（1858） A　※

3 見立三十六歌撰之内　大中臣頼基 歌川国貞 大判 錦絵 嘉永5年（1852）11月 B　※

4 夏祭浪花鑑 歌川国貞 大判・三枚続 錦絵 安政6年（1859）5月 B　※

5 十二ヶ月ノ内 小春 初雪 歌川国貞 大判・三枚続 錦絵 安政元年（1854）6月 A

6 白木屋店頭美人図 歌川国貞 大判・三枚続 錦絵 天保期（1830～44） A

7 酒酔の三妾 歌川国貞 大判・三枚続 錦絵 天保期（1830～44） A

8 東海道五十三次内　日本橋 歌川国貞 中判 錦絵 天保4年（1833）頃 A

9 東海道五十三次内　品川 歌川国貞 中判 錦絵 天保4年（1833）頃 A

10 東海道五十三次内　鳴海 歌川国貞 中判 錦絵 天保4年（1833）頃 B

11 東海道五十三次内　宮（熱田） 歌川国貞 中判 錦絵 天保4年（1833）頃 B

12 源氏物語五十四帖　初音 歌川国貞 中判 錦絵 嘉永5年（1852）頃 A

13 源氏物語五十四帖　胡蝶 歌川国貞 中判 錦絵 嘉永5年（1852）頃 A

14 源氏物語五十四帖　若菜下 歌川国貞 中判 錦絵 嘉永5年（1852）頃 B

15 源氏物語五十四帖　柏木 歌川国貞 中判 錦絵 嘉永5年（1852）頃 B

16 難有御代ノ賀界絵　月ハ望月 歌川国貞 大判 錦絵 弘化元年～3年（1844～
46）

B

17 難有御代ノ賀界絵　世の憂き 歌川国貞 大判 錦絵 弘化元年～3年（1844～
46）

B

18 難有御代ノ賀界絵　水茶屋 歌川国貞 大判 錦絵 弘化元年～3年（1844～
46）

B

19 誂織当世島　金花糖 歌川国貞 大判 錦絵 弘化2年（1845）頃 B

20 誂織当世島　噴水の玩具 歌川国貞 大判 錦絵 弘化2年（1845）頃 B

21 誂織当世島　団扇型玩具 歌川国貞 大判 錦絵 弘化2年（1845）頃 B

22 誂織当世島　船の玩具 歌川国貞 大判 錦絵 弘化2年（1845）頃 B

23
観音霊験記　西国巡礼
　九番　奈良　南円堂

歌川国貞・
二代歌川広重

大判 錦絵 安政5～6年（1858～59） B

24
観音霊験記　西国巡礼
　拾番　山城　三室戸寺

歌川国貞・
二代歌川広重

大判 錦絵 安政5～6年（1858～59） B

25 六美新図 歌川国貞 絹本着色 天保12年（1841)

徳川美術館・名古屋市蓬左文庫では、4月16日（土）より「ぶらり浮世絵散歩―平木名品コレクション

―」を開催いたします。また、本展示室ではこれに先立ち「ぶらり浮世絵散歩―国貞・国芳・英泉―」展

を同時公開いたします。

最高度に洗練された彫りや摺りの技術に支えられた幕末浮世絵は、時に強烈なほど鮮やかな色彩、誇張

歪曲されたモチーフや遠近法を駆使して、大胆かつ刺激的な画面を作り出しました。歌川国貞・歌川国

芳・溪斎英泉は、このアクの強い表現力を活かして、画面から力感があふれる役者絵、観る人の度肝を抜

く奇想天外な戯画、体臭さえも感じられそうな生々しい美人画など、名品を続々と世に送り続けました。

本展示室では、近世文学の先駆的研究者・尾崎久弥（1890～1972）より名古屋市に寄贈された「尾崎久弥

コレクション」と徳川美術館所蔵の浮世絵の中から、江戸の終わりに燦然と輝いた３人の浮世絵師を紹介

します。

・目録の順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。 展示期間

・都合により出品作品が変更になることがあります。 A:4月12日～5月 8日
B:5月10日～5月29日・作品番号蘭のアルファベットは図録掲載作品です。



№ 作品名称 絵師 版型・寸法など 時代
期間
所蔵

歌川国芳　今や写楽・北斎に並ぶ大人気浮世絵絵師

26 夜の梅 歌川国芳 大判・三枚続 錦絵 弘化期（1844～47）頃 A

27 春の夜げしき 歌川国芳 大判・三枚続 錦絵 弘化期（1844～47）頃 A

28 浮世又平名画奇特 歌川国芳 大判・二枚続 錦絵 嘉永6年（1853) A

29 龍宮城　田原藤太秀郷に三種の土産を贈 歌川国芳 大判・三枚続 錦絵 安政5年（1858）4月 A　※

30 としよりのよふな若い人だ 歌川国芳 大判 錦絵 弘化4年（1847）頃 A　※

31 里すゞめねぐらの仮宿 歌川国芳 大判・三枚続 錦絵 弘化3年（1846） B

32 浮世四十八癖　本を見るくせ 歌川国芳 大判 錦絵 弘化期（1844～47）頃 B

33 美盾十二支 申 与次郎 歌川国芳 大判 錦絵
天保（1830～44）末期～
弘化期（1844～47）頃

B

34 美盾十二支 酉 宿称太郎 歌川国芳 大判 錦絵
天保（1830～44）末期～
弘化期（1844～47）頃

B

35 賢女烈婦伝　白拍子静御前 歌川国芳 大判 錦絵
天保（1830～44）末期～
弘化期（1844～47）頃

B

36 賢女烈婦伝　松浦佐用姫 歌川国芳 大判 錦絵
天保（1830～44）末期～
弘化期（1844～47）頃

B

37 蛙の力比べ 歌川国芳 大判・三枚続 錦絵 弘化期（1844～47）頃 B　※

38 十二段続　仮名手本桃燈蔵　大序 歌川国芳 大判 錦絵 嘉永5年（1852）8月 B　※

39 坂田怪童丸　(建中寺徳川慶臧墓所出土品) 歌川国芳 大判 錦絵 天保（1830～44）中期 A

40
本朝水滸伝豪傑八百人一個　宮本無三四
　(建中寺徳川慶臧墓所出土品)

歌川国芳 大判 錦絵 天保期（1830～44） A

41
みかけはこはいがとんだいい人だ
　(建中寺徳川慶臧墓所出土品)

歌川国芳 大判 錦絵 弘化4年（1847）頃 B

42
本朝水滸伝豪傑八百人一個 鷲池平九郎
　(建中寺徳川慶臧墓所出土品)

歌川国芳 大判 錦絵 天保期（1830～44） B

溪斎英泉　ゴッホをも魅了した美人画の名手

43 今様花鳥風月 溪斎英泉 大判・三枚続 錦絵 天保期（1830～44） A

44 江戸の松名木尽　青山圓座松 溪斎英泉 大判 錦絵 天保（1830～44）中期 A

45 浮世姿　芝神明宮 溪斎英泉 大判 錦絵 天保（1830～44）後期 A

46 当世料理通　武蔵屋 溪斎英泉 大判 錦絵 天保期（1830～44） B

47 美人東海道　掛川宿　廿七 溪斎英泉 大判 錦絵 天保13年（1842）頃 B

48 当世好物八契　ちごくのさたも金しだい 溪斎英泉 大判 錦絵 文政6年（1823）頃 B

49 北国八景の内　うらたんぼ暮雪　玉屋内白玉 溪斎英泉 大判 錦絵 天保（1830～44）前期 B

50
木曽海道六十九次　深谷
　(建中寺徳川慶臧墓所出土品)

溪斎英泉 横大判 錦絵 天保6年（1835） A

51
木曽海道六十九次　倉賀
　(建中寺徳川慶臧墓所出土品)

溪斎英泉 横大判 錦絵 天保6年（1835） A

52
木曽海道六十九次　岩村田
　(建中寺徳川慶臧墓所出土品)

溪斎英泉 横大判 錦絵 天保6年（1835） A

53 子供遊踊尽　あたかの松 溪斎英泉 大判 錦絵 天保期（1830～44） B

54 子供遊踊尽　石橋 溪斎英泉 大判 錦絵 天保期（1830～44） B

55 子供遊踊尽　枕慈童 溪斎英泉 大判 錦絵 天保期（1830～44） B

56 子供遊踊尽　すゝめおとり 溪斎英泉 大判 錦絵 天保期（1830～44） B

国貞・国芳・英泉　版本の世界

57 偐紫田舎源氏
柳亭種彦作・
歌川国貞画

墨摺中本 18冊の内
文政12年～天保13年
（1829～1842)

※※

58 お仲清七正本製楽屋続絵
柳亭種彦作・
歌川国貞画

墨摺中本 2編2冊 文化12年（1815) ※※

59 化皮太鼓伝
十返舎一九・
歌川国芳画

墨摺中本 2編1冊 天保4年（1833) ※※

60 写生百面叢
花笠外史（文京）作・
歌川国芳画

墨摺中本 2冊 天保11年（1840) ※※

61 春色恵の花
狂訓亭主人(為永春
水)作・溪斎英泉画

墨摺中本 2編6冊 天保7年（1836) ※※

62 杜若紫再咲
岩井粂三郎作・
溪斎英泉画

墨摺中本 3編3冊 文政11年（1828) ※※

特別公開

歌舞伎図巻　重文　 詞書 伝烏丸光広筆
紙本着色
2巻の内下巻

江戸時代　17世紀


