
№ 作品名 作者・所用者・寄贈者 時代・世紀 所蔵者

1 本草図説　195冊の内 高木春山筆 江戸　19世紀 西尾市岩瀬文庫
2 本草図譜　巻五　44冊の内 岩崎灌園著 江戸　文政13年<1830> 西尾市岩瀬文庫
3 本草図譜　巻八十三・八十四　2冊 岩崎灌園著 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫
4 草木花実写真図譜　４冊 川原慶賀著 江戸-明治　19世紀 名古屋市蓬左文庫
5 魚譜 飯沼慾斎筆 江戸　19世紀 名古屋市東山植物園
6 魚介譜　一括の内 飯沼慾斎筆 江戸-明治　19世紀 名古屋市東山植物園
7 禽虫魚譜　一括の内 飯沼慾斎筆 江戸-明治　19世紀 名古屋市東山植物園
8 錦窠植物図説　144冊の内 伊藤圭介筆・編 江戸-明治　19世紀 名古屋大学附属図書館
9 錦窠虫譜　10冊の内 伊藤圭介筆・編 江戸-明治　19世紀 名古屋大学附属図書館

10 錦窠魚譜　19冊の内 伊藤圭介筆・編 江戸-明治　19世紀 名古屋大学附属図書館
11 錦窠獣譜 伊藤圭介筆・編 江戸-明治　19世紀 名古屋大学附属図書館
12 顕微鏡 伊藤圭介所用　 ヨーロッパ　19世紀 名古屋市東山植物園
13 安喜多富貴印葉図 宮越精之進作・伊藤圭介識 明治15年(1882)識
14 萬花帖　巻九　24冊の内 山本章夫筆 江戸-明治　19世紀 西尾市岩瀬文庫
15 果品 山本章夫筆 江戸-明治　19世紀 西尾市岩瀬文庫
16 禽品　巻四・七
　4冊の内 山本章夫筆 江戸-明治　19世紀 西尾市岩瀬文庫
17 獣類写生 山本章夫筆 江戸　19世紀 西尾市岩瀬文庫

18 本草綱目
　38冊の内 李時珍原著 江戸　寛文12年<1672> 名古屋市蓬左文庫
19 大和本草
　10冊の内 貝原益軒著 江戸　宝永6年<1709> 名古屋市蓬左文庫

20 物類品隲　巻五　6冊の内 平賀源内編・田村蘭水鑑定 江戸　宝暦13年<1763> 西尾市岩瀬文庫
和蘭六百薬品図　巻四　
　6冊・附1冊の内

22 竹園草図 貴志孫太夫筆 江戸　19世紀 西尾市岩瀬文庫
23 植学啓原　3冊の内 宇田川榕庵著 江戸　天保8年<1837> 名古屋市蓬左文庫

江戸　安政3年<1856>～
　　　文久2年<1862>

　博物学は、動植物など自然物を観察し、その種類や性質・産地などを分類して記録する学問です。
日本では古代中国で成立した薬物学「本草学」として古くから学ばれ、江戸時代には中国や西洋の新
たな研究の影響を受けながら大きく発展しました。「図譜」はその研究成果の一つで、今でいうとこ
ろの図鑑であり、対象が正確に、わかりやすく記録されています。ただ、写真のように対象をあるが
まま写し取るというわけではなく、科学の眼で取捨選択された情報によって構成されているのが特徴
です。知的好奇心と、探求への情熱に満ちた図譜の諸相をご覧いただくとともに、伊藤圭介らの活動
を中核とする尾張地域の博物学についてご紹介します。

徳川美術館・蓬左文庫 平成29年度企画展

Ⅱ 江戸時代中～後期

・都合により出品作品が変更になる場合がございます。
・展示リストの順番は陳列の順番と必ずしも一致しません。

蓬左文庫展示室1・2

―Edo-peripd Sketchbooks of Nature ：　A Keen Scientific Gaze―

江戸の生きもの図鑑

2017年6月2日(金)～7月9日(日)

Ⅰ 江戸時代前期

― みつめる科学の眼 ―

主催：徳川美術館・名古屋市蓬左文庫

二、日本の本草学略史

一、美しき図譜

名古屋市東山植物園

21 江戸　19世紀 西尾市岩瀬文庫オスカンプ原著　山本読書室伝来

24 草木図説　前編　5冊の内 飯沼慾斎著 雑花園文庫
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25 花くらべ　2巻の内 楽堂筆 江戸　寛文13年<1673>頃 雑花園文庫
26 きくの百花　2巻の内 伝土佐光起筆 江戸　17世紀 雑花園文庫
27 花壇養菊集　3冊の内 志水閑事著 江戸　正徳5年<1715> 雑花園文庫
28 菊花壇養種 菅井菊叟著・渓斎英泉画 江戸　弘化3年<1846> 雑花園文庫
29 朝顔名鑑抄　3冊の内 三村森軒筆 江戸　享保8年<1723> 雑花園文庫
30 尾陽風説朝顔譜 椒芽田楽筆　 江戸　文政元年<1818> 雑花園文庫
31 三都一朝　
3冊の内 幸良弼撰・田崎草雲画 江戸　享保8年<1723> 雑花園文庫
32 見立松竹梅の内　うゑ木売の梅 歌川芳玉画 江戸　19世紀 雑花園文庫
33 小万年青名寄 水野忠暁撰・関根雲停画　 江戸　天保3年<1832> 雑花園文庫
34 万年茸置物 江戸時代　19世紀 個人蔵

35 御薬園図 江戸　17世紀 徳川美術館
36 薬草見分信州木曽山道中記 三村森軒筆 江戸　元文5年<1740> 名古屋市博物館
37 尾張国産物　8冊の内 江戸　1８世紀 名古屋市博物館
38 美濃国産物　8冊の内 江戸　1８世紀 名古屋市博物館
39 本草正譌　6冊の内 松平君山著 江戸　安永5年<1776> 名古屋市蓬左文庫
40 本草正々譌　 山岡恭安著　 江戸　安永7年<1778> 名古屋市蓬左文庫
41 物品識名 水谷豊文著　 江戸　文化6年<1809> 名古屋市蓬左文庫
42 禽譜　６冊の内 水谷豊文筆・編か 江戸　19世紀 名古屋市博物館
43 魚譜　 水谷豊文筆・編か 江戸　19世紀 名古屋市博物館
44 草木性譜　３冊 清原重巨著 江戸　文政10年<1827> 徳川林政史研究所
45 有毒草木図説　２冊 清原重巨著 江戸　文政10年<1827> 名古屋市博物館

46 泰西本草名疏　3冊の内 伊藤圭介著 江戸　文政12年<1829> 名古屋市蓬左文庫
47 植物図説雑纂　4冊の内 伊藤圭介編 江戸-明治　19世紀 名古屋市東山植物園
48 日本植物図説　草部イ　初編 伊藤圭介著・伊藤譲編 明治7年<1874> 名古屋市蓬左文庫
49 扇日光採薬品目録・採集用心記　 伊藤圭介筆 明治7年<1874> 名古屋市東山植物園
50 白鮮并紫竹図 水谷豊文画・伊藤圭介識　 明治25年<1892>識 名古屋市東山植物園
51 嘗百社交流申入状 江戸　19世紀 雑花園文庫
52 乙未本草会物品目録 嘗百社編　浅井董太郎献上 江戸　天保6年<1835> 名古屋市蓬左文庫
53 一之鳥居渡辺又日庵本草図譜　 渡辺又日庵筆　 江戸　19世紀 名古屋市東山植物園
54 真影本草　巻三 吉田高憲・石黒通玄・戸田寿昌撰 江戸　安政4年<1857> 名古屋市蓬左文庫
55 吉田翁虫譜　4冊の内 小塩五郎筆・吉田高憲原著 江戸-明治　19世紀 名古屋市博物館
56 扶桑動物随観図説　魚之部　7帖の内 小塩五郎筆 明治　19世紀 名古屋市博物館
57 植物標本　一括の内 菊池有英旧蔵 江戸-明治　19世紀 愛知県立旭丘高等学校

58 張州雑志　100冊の内 内藤東甫編 江戸　18世紀 名古屋市蓬左文庫
59 百鳥図　5巻の内 神谷晴真･楠本雪溪筆 江戸　天保7年<1886> 徳川美術館
60 天保四巳日記　海獺談話図会　 小田切春江原作 江戸　天保4年<1833> 西尾市岩瀬文庫
61 銅䥴海獣図説 伊藤圭介識・大窪昌章原画識ほか 江戸　天保4年<1833> 名古屋市博物館
62 萩山焼膃肭臍置物 江戸　天保4年<1833> 徳川美術館
63 砂糖鳥図 松平義建(高須松平家10代)筆 江戸　安政6年<1859> 徳川美術館
64 風鳥 東南アジア　18-19世紀 徳川美術館
65 群芳帖 徳川慶勝(尾張家14代)収集･編 江戸　19世紀 徳川林政史研究所
66 群蟲真景図 徳川慶勝(尾張家14代)収集･編 江戸　19世紀 徳川林政史研究所
67 小禽帳　 徳川慶勝(尾張家14代)筆 江戸　19世紀 徳川林政史研究所
68 諸禽留記 徳川慶勝(尾張家14代)筆 江戸　19世紀 徳川林政史研究所
69 木挽町御屋敷絵図 江戸　19世紀 名古屋市蓬左文庫
70 築地名苑真景・草木虫魚写生図巻 江戸　19世紀 徳川美術館

四、尾張の本草学
Ⅰ 本草学の展開

五、尾張の殿様と本草学

三、園芸の流行と植物図


Ⅱ 嘗百社と伊藤圭介
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