
番号 作品名 絵師 版元 制作年 判型、員数

俳優擬鶏合

嵐璃寛の新穀大炊之助安成

中村富十郎の豊とし姫

中村歌右衛門の八木実乗之助歳吉

鏡山故郷の錦絵

三枡源之助の中老尾上

中村富十郎の召使おはつ

板東寿太郎の局岩ふじ

江戸表中村座新狂言　朝夷巡島記

市川海老蔵の庄司畷の一三

中村歌右衛門の下り朝ひな三郎義秀

岩井紫若のしをりて

4 七変化ノ内　中村芝翫のけいせい 寿好堂よし国 本屋清七 大判1枚

5 七変化ノ内　中村芝翫の業平 寿好堂よし国 本屋清七 大判1枚

中村歌右衛門の宮本無三四

片岡仁左衛門の笠原老翁

中村歌右衛門の荒獅子男の助

中村松江のめのと政岡

松本幸四郎の三木だん正

8 百寄園 西光亭芝国 利倉屋新兵衛 大判1枚

百奇園庭前納涼之図

中村歌右ヱ門　倅中村駒之助

10 卯の日まふで春の曙 柳斎重春 本屋清七 大判4枚続

同計略花芳野山

狐又五郎　楠木正行　弁ノ内侍

12 勧進帳 歌川芳豊 紀伊国屋保兵衛 中判3枚続

13 浪花三幅対 歌川国員 石川和助 大判3枚続

14 西扇や雛咲太夫　えぼし着 寿好堂よし国 大判1枚

15 中折屋揚巻太夫　でんがく法師 寿好堂よし国 大判1枚

大坂新町祢りもの

東扇屋花鶴太夫　乙姫

大坂新町祢りもの

東扇屋雛路太夫　俵藤太

新町九軒井筒において

折屋きやう　靫猿

新町九軒井筒において

折屋きやう　靫猿ののち

嶋之内ねり物

中森軒小浪　咸陽宮

21 浪花桜宮之図 歌川貞芳 紫屋伊兵衛 大判4枚続

22 浪花新景　松嶋枩鶴樓の図 一養亭芳瀧 紫屋伊兵衛 大判4枚続

常設展　浮世絵版画　上方絵と長崎版画　出陳リスト

平成24年8月11日（土）～9月23日（日）

19 春川五七 大判1枚

20 柳斎重春 天満屋喜兵衛 大判1枚

17 柳川重信 大判1枚

18 春川五七 大判1枚

11 五粽亭広貞 中判3枚続

16 柳川重信 大判1枚

7 長秀長国 綿屋喜兵衛 大判3枚続

9 寿好堂よし国 豊、利 大判1枚

3 長谷川貞信 天満屋喜兵衛 天保10年（1839） 大判3枚続

6 春好斎北洲 利倉屋新兵衛 大判2枚続

1 長谷川貞信 本清 天保8年（1837）頃 大判3枚続

2 長谷川貞信 天満屋喜兵衛 天保9年（1838） 大判3枚続



23 浪花繁栄東堀鉄橋之図 松光亭長栄 大判4枚続

慶応元（1865）

閏5月～6月

25 浪花十二景　葉月 無款 大判12枚のうち

26 浪花十二景　菊月 無款 大判12枚のうち

27 双紋廓錦画 長秀 1枚

28 異見曽我 長秀 細判1枚

29 忠臣蔵三段目 長秀 小判1枚

30 忠臣蔵四段目 無款 中判1枚

31 忠臣蔵五段目 無款 中判1枚

32 忠臣蔵八段目 無款 中判1枚

33 忠臣蔵十段目 無款 中判1枚

34 祇園ねりもの姿　源氏夕顔 長秀 嶋和・本吉 細判1枚

35 祇園ねりもの姿　おぼこ娘 長秀 山佐・嶋和 細判1枚

36 祇園ねりもの姿　吉野静 長秀 山佐・本庄 細判1枚

37 祇園ねりもの姿　鎌足大臣 長秀 叶喜 細判1枚

38 祇園ねりもの姿　宮木阿曽次郎 はる川五七 叶喜 細判1枚

39 大小暦寅　文政元年 長秀 文政元年（1818） 細判1枚

40 大小暦午　文政五年 松享 文政5年（1822） 細判1枚

41 恵比寿・大黒 春喜 細判1枚

42 天保四年巳年 無款 細判1枚

43 天保八年酉年 無款 細判1枚

44 福人遊田植 無款 細判1枚

45 太閤 無款 細判1枚

46 五条橋　源牛若丸・武蔵坊弁慶 無款 細判2枚

47 プチャーチン提督図 川原慶賀 大和屋 大判1枚

48 阿蘭陀人　咬＠＠黒坊 無款 間倍版1枚

49 阿蘭陀人之図 無款 細判1枚

50 阿蘭陀人図 無款 細判1枚

51 望遠鏡で見る異国人 無款 細判1枚

52 ジャカタラ人 無款 大短冊判

53 阿蘭陀人順見の図 無款 文錦堂 間判1枚

54 阿蘭陀人順見の図 無款 間判1枚

55 HOLLANDER宴会図 無款 1枚

56 紅毛人康楽之図 無款 間判1枚

57 人生一楽 無款 大短冊判1枚

58 唐人金比羅参詣 無款 大短冊判1枚

59 唐人蛇躍 無款 間判1枚

60 蛇踊囃方 無款 文錦堂 間判1枚

61 長崎港 無款 間判1枚

62 長崎港 無款 間判1枚

63 阿蘭陀船図 無款 文錦堂 間判1枚

64 HOLLANDSCHE　SHIP 無款 間判1枚

65 唐舩図 無款 間判1枚

24 大坂名所一覧 橋本貞秀 大黒屋金之助・金次郎 大判9枚続



66 露西亜本船之図 無款 間判1枚

67 阿蘭陀船持渡象 無款 小判1枚

68 Kameel（駱駝） 無款 間判1枚

指定欄の◎は重要文化財を示します

会期中、展示替えはありません

※番号は展示順とは関係ありません。御了承下さいますようよろしくお願い申し上げます。

※出陳リストをご所望の方はお近くの係員までお申し出下さい。


