
もうひとつの歌川派？！ 

国芳・芳年・年英・英朋・朋世～浮世絵から挿絵へ 

……歌川派を継承した誇り高き絵師たち 
 

2020年 

【前期】1/7（火）～2/2（日）【中期】2/4（火）～3/1（日）【後期】3/3（火）～3/29（日） 

 

 

※会期中、一部展示替えを行います。右端塗りつぶし部分が各作品の展示期間となります。 

※リストの番号は、作品の展示順とは一致していません。 

※リストは、展示替えを行う作品のみで、通期展示の作品（鰭崎英朋・神保朋世・他）はリストに加えていません。 

※展示スケジュールは、作品の状態やその他の諸事情により、変更されることがあります。 

 

№ 絵師名 作品名 年代 前期 中期 後期 

1 歌川国芳 安達元右衛門 早瀬伊織 安政元年（1854）    

2 歌川国芳 太平記英雄伝 登喜十郎左衛門光隣 弘化4年（1847）    

3 歌川国芳 仮名手本忠臣蔵 十一段目 安政元年（1854）    

4 歌川国芳 七津伊呂波 東都富士尽よ 与かん平 嘉永5年（1852）    

5 歌川国芳 七ツいろは 東都富士尽た いがみの権太 すみだ河のふし 嘉永5年（1852）    

6 歌川国芳 通俗水滸伝豪傑百八人之一個 黒旋風季逵 一名李鉄牛 文政10年（1827）頃    

7 歌川国芳 狂言づくし 天保11年～万延元年（1840～1860）頃    

8 歌川国芳 斧定九郎 早の勘平 不明    

9 歌川国芳 田家茶話六老之図 嘉永3年（1850）    

10 歌川国芳 大高主殿 猟師鴈蔵 嘉永元年（1848）    

11 歌川国芳 小間物問屋 栃屋栃兵衛 広告 不明    

12 歌川国芳 浄瑠璃画 不明    

13 歌川国芳 大小暦 安政3年（1856）    

14 歌川国芳 頼豪阿闍梨 大江匡房卿󠄁 天保14年～弘化4年（1843～1847）    

15 歌川国芳 木曽街道六十九次之内 大久手 嘉永5年（1852）    

16 歌川国芳 木曽街道六十九次之内 鵜沼 与右ヱ門 女房累 嘉永5年（1852）    

17 月岡芳年 勝頼於天目山遂討死図 慶應元年（1865）    

18 月岡芳年 於吹島之館直之古狸退治図 慶應2年（1866）    

19 月岡芳年 日本略史 素戔嗚尊 出雲の簸川上に八頭蛇を退治し給う図 明治20年（1887）    

20 月岡芳年 平清盛炎焼病之図 明治16年（1883）    

21 月岡芳年 美談武者八景 戸隠の晴嵐 慶應4年（1868）    

22 月岡芳年 中納言行平朝臣左遷須磨浦逢村雨松風ニ蜑戯図 明治19年（1886）    

23 月岡芳年 新撰東錦絵 大仁坊梅ヶ枝を殺害の図 明治19年（1886）    

24 月岡芳年 新撰東錦絵  鬼神於松四郎三朗を害す図 明治19年（1886）    

25 月岡芳年 新撰東錦絵 佐野次郎左衛門の話 明治19年（1886）    

26 月岡芳年 新撰東錦絵  於富与三郎話 明治18年（1885）    

27 月岡芳年 東名所隅田川梅若之故事 明治16年（1883）    

28 月岡芳年 魁題百撰相 冷泉判官隆豊 明治元年（1868）    

29 月岡芳年 魁題百撰相 小寺相模 明治元年（1868）    



30 月岡芳年 魁題百撰相 鷺池平九郎 明治元年（1868）    

31 月岡芳年 武者无類 熊坂長範／源牛若丸 明治16年（1883）    

32 月岡芳年 武者无類 平忠盛 明治18年（1885）    

33 月岡芳年 武者无類 相模次郎／平将門 明治16年（1883）    

34 月岡芳年 武者无類 遠藤武者盛 明治16年（1883）    

35 月岡芳年 武者无類 相模守北條高時 明治16年（1883）    

36 月岡芳年 武者无類 遠江守北條時政 明治16年（1883）    

37 月岡芳年 古今比売鑑・薄雲 明治8年（1875）    

38 月岡芳年 風俗三十二相 かゆさう 明治21年（1888）    

39 月岡芳年 風俗三十二相 遊歩がしたさう 明治21年（1888）    

40 月岡芳年 東京自慢十二か月 六月 入谷の朝顔 新ばし福助 明治13年（1880）    

41 月岡芳年 新柳二十四時 午後九時 明治13年（1880）    

42 月岡芳年 郵便報知新聞729号 明治8年（1875）    

43 月岡芳年 郵便報知新聞614号 明治8年（1875）    

44 月岡芳年 郵便報知新聞 第623号 明治8年（1875）    

45 月岡芳年 豪傑水滸伝 病関索揚雄 慶應4年（1868）    

46 月岡芳年 一魁随筆 山姥 怪童丸 明治6年（1873）    

47 月岡芳年 一魁随筆 一ツ家老婆 明治5年（1872）    

48 月岡芳年 袴垂保輔鬼童丸術競図 明治20年（1887）    

49 月岡芳年 魯智深爛酔打壊五台山金剛神之図 明治20年（1887）    

50 月岡芳年 奥州安達がはらひとつ家の図 明治18年（1885）    

51 月岡芳年 英名二十八衆句 直助権兵衛 慶應3年（1867）    

52 月岡芳年 英名二十八衆句 姐妃の於百 慶應2年（1866）    

53 月岡芳年 英名二十八衆句 福岡貢 慶應3年（1867）    

54 月岡芳年 英名二十八衆句 稲田九蔵新助 慶應3年（1867）    

55 月岡芳年 英名二十八衆句 古手屋八郎兵衛 慶應3年（1867）    

56 月岡芳年 英名二十八衆句 笠森於仙 慶應3年（1867）    

57 月岡芳年 英名二十八衆句 御所五郎蔵 慶應2年（1866）    

58 月岡芳年 英名二十八衆句 勝間源五兵衛 慶應2年（1866）    

59 月岡芳年 英名二十八衆句 稲田九蔵新助 慶應3年（1867）    

60 月岡芳年 新形三十六怪撰 小早川隆景彦山ノ天狗問答之図 明治35年（1902）    

61 月岡芳年 新形三十六怪撰 源頼光土蜘蛛ヲ切ル図 明治35年（1902）    

62 月岡芳年 新形三十六怪撰 為朝の武威痘鬼神を退く図 明治35年（1902）    

63 月岡芳年 近世人物誌 やまと新聞付録 第十四 近衛家の老女村岡 明治20年（1887）    

64 月岡芳年 月岡芳年 東錦浮世稿談 双川麟慶 慶應3～4年（1867～1868）    

65 月岡芳年 近世人物誌 やまと新聞付録 第壱 天障院殿 明治19年（1886）    

66 月岡芳年 和漢百物語 華陽夫人 元治2年（1865）    

67 月岡芳年 和漢百物語 不破伴作 慶應元年（1865）    

68 月岡芳年 和漢百物語 白藤源太 元治2年（1865）    

69 月岡芳年 通俗西遊記 金角大王 孫悟空 元治2年（1865）    

70 月岡芳年 通俗西遊記 八戒鯰に変じて七婦に戯る図 元治元年～慶應元年（1864～1865）    

71 月岡芳年 通俗西遊記 孫悟空 猪八戒 霊感王 元治元年（1864）    

72 月岡芳年 月百姿 大物海上 弁慶 明治19年（1886）    

73 月岡芳年 月百姿 玉兎 孫悟空 明治22年（1889）    

74 月岡芳年 月百姿 むさしのゝ月 明治25年（1892）    
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75 月岡芳年 月百姿 垣間見の月 かほよ 明治19年（1886）    

76 月岡芳年 月百姿 原野月 保昌 明治21年（1888）    

77 月岡芳年 月百姿 吉野山夜半月 伊賀局 明治19年（1886）    

78 月岡芳年 月百姿 源氏夕顔巻 明治19年（1886）    

79 芳年・年英 花咲爺の行列 明治21年（1888）    

80 暁斎・芳年 岡田屋内 若人 元治元年（1864）    

81 暁斎・芳年 岡田屋内 おそめ 元治元年（1864）    

82 暁斎・芳年 岡田屋内 田毎 元治元年（1864）    

83 金木年景 大蘇芳年像 明治25年（1892）    

84 月岡芳年 やまと新聞 千三十号 附録 明治23年（1890）3月20日    

85 月岡芳年 やまと新聞 千〇四号 附録「暮鐘雪森下」 明治23年（1890）2月18日    

86 月岡芳年 やまと新聞 九百八十三号 附録「暮鐘雪森下」 明治23年（1890）1月22日    

87 月岡芳年 やまと新聞 九百五十八号 附録「暮鐘雪森下」 明治22年（1889）12月19日    

88 月岡芳年 菊模様延命袋 第二号 明治24年（1891）7月16日    

89 月岡芳年 菊模様延命袋 第一号 明治24年（1891）6月17日    

90 月岡芳年 やまと新聞 六百四十五号 附録「夏柳夜半伏魚梁」 明治21年（1888）11月27日    

91 月岡芳年 やまと新聞 六百十六号 附録「夏柳夜半伏魚梁」 明治21年（1888）10月21日    

92 月岡芳年 やまと新聞 五百八十六号 附録「夏柳夜半伏魚梁」 明治21年（1888）9月15日    

93 月岡芳年 やまと新聞 五百五十三号 附録「夏柳夜半伏魚梁」 明治21年（1888）8月7日    

94 月岡芳年 菊模様延命袋 第二号 明治24年（1891）7月16日    

95 月岡芳年 菊模様延命袋 第一号 明治24年（1891）6月17日    

96 月岡芳年 やまと新聞 八百三十六号 附録「仇娘好八丈」 明治22年（1889）7月14日    

97 月岡芳年 やまと新聞 五百四十五号 附録「早苗時織田賑」 明治21年（1888）7月28日    

98 月岡芳年 やまと新聞 五百十五号 附録「早苗時織田賑」 明治21年（1888）6月23日    

99 右田年英 旅順口の海戦に我富士艦砲術長山中少佐奮戦之図 明治37年（1904）    

100 右田年英 函館五稜郭奮戦之図 明治24年（1891）    

101 右田年英 今川義元 桶狭間大合戦之図 明治25年（1892）    

102 右田年英 陸上之第一戦、定州城ニ於テ哥薩克偵察隊我軍、猛烈ナル射撃ノ為ニ敗走ス 明治37年（1904）    

103 右田年英 
日露交戦紀聞 三月十日旅順口彼我駆逐艦の接戦に我漣艦の一等水兵敵艦に踊り入り艦長目が

けて大喝一聲帯劒を振り翳して真甲より斬り下げ足ヲ飛して海中に蹴落したり 明治37年（1904）    

104 右田年英 日露交戦紀聞 第四回旅順港外我駆逐艦勇敵艦ヲ襲撃ス 明治37年（1904）    

105 右田年英 日露交戦紀聞 三月廿八日定州ニ於テ彼我騎兵衝突互ニ徒歩戦ノ末勇敢ナル我

兵大ヒニ敵軍ヲ狼狽セシム 
明治37年（1904）    

106 右田年英 日露両艦隊二月八日の夜旅順口大海戦に名誉なる我水雷艇敵艦三隻を撃沈す 明治37年（1904）    

107 右田年英 大勝利我艦隊二月九日仁港ニ露艦ワリヤーグコレーツ二隻ヲ轟沈セシム 明治37年（1904）    

108 右田年英 名誉十八番 文覚勧進帳 明治34年（1901）    

109 右田年英 名誉十八番左甚五郎 明治27年（1894）    

110 右田年英 名誉十八番 もみじ狩 明治32年（1899）    

111 右田年英 三升合姿 春日局 明治26年（1893）    

112 右田年英 三升合姿 知盛 明治26年（1893）    

113 右田年英 三升合姿 山姥 明治26年（1893）    

114 右田年英 三升合姿 加藤清正 明治27年（1894）    

115 右田年英 三升合姿 幡随院長兵衛 明治26年（1893）    

116 右田年英 三升合姿 梅王 明治26年（1893）    

117 右田年英 三升合姿 男の助 明治27年（1894）    

118 右田年英 三升合姿 五斗兵衛 明治26年（1893）    

119 右田年英 三升合姿 保名 明治26年（1893）    



120 右田年英 三升合姿 光秀 明治26年（1893）    

121 右田年英 三升合姿 五郎 明治26年（1893）    

122 右田年英 三升合姿 弁慶 明治26年（1893）    

123 右田年英 三升合姿 鷺娘 明治26年（1893）    

124 右田年英 三升合姿 伴左衛門 明治26年（1893）    

125 右田年英 三升合姿 八重垣姫 明治26年（1893）    

126 右田年英 三升合姿 保昌 明治26年（1893）    

127 右田年英 三升合姿 彦左衛門 明治26～27年（1893～1894）    

128 右田年英 見立雪月花禮式 不明    

129 右田年英 歌舞伎座新狂言所作事 鷺娘 明治25年（1951）    

130 右田年英 恋女房染分手綱 重の井子別れ 明治25年（1951）    

131 右田年英 東にしきえ かるた 不明    

132 右田年英 九代目市川團十郎死絵 明治36年（1903）    

133 右田年英 九代目市川團十郎死絵 明治36年（1903）    

134 右田年英 年英随筆 市原野 保昌 大正10年（1921）    

135 右田年英 英雄三十六歌撰 保昌 明治26～27    

136 右田年英 年英随筆 うぶめ 大正10年（1921）    

137 右田年英 年英随筆 鉢之木 大正10年（1921）    

138 右田年英 年英随筆 猿曳 大正10年（1921）    

139 右田年英 年英随筆 六歌僊 大正10年（1921）    

140 右田年英 年英随筆 二蓋笠 柳生又十郎 大正10年（1921）    

141 右田年英 年英随筆 槍持奴 大正10年（1921）    

142 右田年英 年英随筆 布袋 大正10年（1921）    

143 右田年英 年英随筆 茨木 大正10年（1921）    

144 右田年英 年英随筆 伊予簾 大正10年3月15日    

145 右田年英 年英随筆 論語 大正10年3月15日    

146 右田年英 山田実玄・著「探偵実話」 明治28年（1895）    

147 右田年英 笑ひ草 第一集 不明    

148 右田年英 薬玉（『文芸倶楽部』口絵） 大正3年（1914）    

149 落合芳幾 東京日日新聞 431号 明治初期    

150 落合芳幾 東京日日新聞 697号 明治初期    

151 落合芳幾 東京日日新聞 838号 明治初期    

152 落合芳幾 歌舞伎新報 口絵 明治28年（1895）11月8日    

153 落合芳幾 歌舞伎新報 口絵 明治28年（1895）頃    

154 落合芳幾 歌舞伎新報 口絵 明治28年（1895）頃    

155 落合芳幾 大岡仁政録 明治17年（1884）2月9日    

156 落合芳幾 真書太閤記 3号24巻 明治15年（1882）2月9日    

157 落合芳幾 真書太閤記 3号18巻 明治15年（1882）2月9日    

158 落合芳幾 歌舞伎新報 719号 明治19年（1886）11月10日    

159 落合芳幾 歌舞伎新報 720号 明治19年（1886）11月13日    

160 落合芳幾 歌舞伎新報 721号 明治19年（1886）11月15日    

161 落合芳幾 歌舞伎座筋書  明治27年（1894）2月22日    

162 落合芳幾 歌舞伎座筋書  明治30年（1897）2月13日    

163 落合芳幾 歌舞伎座筋書  明治31年（1898）6月24日    
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