
作家 作品名 制作年 素材・技法

1 歌川　豊国（初代） （劇場図） 1790-1804 錦絵

2 礫川亭　永理 浮絵　江戸堺町芝居の図 1804-17 錦絵

3 歌川　広重 東都名所　二丁町芝居ノ図 1835-39 錦絵

4 歌川　国芳 芝居町繁栄之図 1853 錦絵

5 歌川　国輝（二代） 東京花猿若三櫓繁栄開看圖 1871 錦絵

6 鳥居　清満 市川海老蔵の篠塚五郎 1772-85 紅摺

7 勝川　春章（初代） （役者） 1770-80 錦絵

8 勝川　春好（初代） （役者） 1800頃 錦絵

9 葛飾　北斎 中むら里好の女だてしまのおかん 1780-93 錦絵

10 寿好堂　よし国 九尾の狐 中村歌右衛門 1804-10 錦絵

11 歌川　豊国（初代） 曾我物語　尾上菊五郎の五郎時宗 1789-1801 錦絵

12 歌川　豊国（初代） 曾我物語　坂東三津五郎の工藤すけつね 1789-1801 錦絵

13 歌川　豊国（初代） 姿八景 所作事 市川団十郎 1813-14 錦絵

14 歌川　豊国（初代） 姿八景　市川団十郎　水売夕照　節季候暮雪 1811-14 錦絵

15 歌川　豊国（初代） 姿八景　市川団十郎　姫垣晩鐘　浦嶋帰帆 1811-14 錦絵

16 歌川　国貞（初代） 暫　市川海老蔵 1837 錦絵

17 歌川　国貞（初代）
歌舞妓十八番　景清　市川九蔵の秩父次郎重忠　尾上栄三郎の阿古
屋　市川海老蔵の景清　嵐吉三郎の岩永宗連　尾上菊次郎の人丸

1842 錦絵

18 歌川　国貞（初代）
菅原天神記車引　市川団十郎の松王丸　松本幸四郎の藤原時平　瀬
川菊之丞の梅王丸　沢村源之助の桜丸

1815-31 錦絵

19 落合　芳幾 東京日々新聞　四十號 1874 錦絵

20 豊原　国周 河原崎権之助の由良之助　十八ヶ條申開之図 1869 錦絵

21 歌川　国貞（初代） 今様押絵鏡　沢村訥升の塩谷判官高貞 1859 錦絵

22 歌川　国長 忠臣蔵　初段 1810-18 錦絵

23 歌川　国貞（初代） 忠臣蔵　市川団十郎の若狭之介 1825 錦絵

24 歌川　国貞（初代） 忠臣蔵　松本幸四郎の師直 1825 錦絵

25 歌川　国貞（初代）
忠臣蔵　関三十郎の塩谷判官　尾上菊五郎の桃の井若狭之助　松本
幸四郎の高師直

1837 錦絵

26 歌川　国長 忠臣蔵　二段目 1810-18 錦絵

27 歌川　国貞（初代）
忠臣蔵　松本幸四郎の高ノ師直　関三十郎の加古川本蔵　中村芝十郎
の鷺坂伴内　尾上菊五郎の早のかん平

1837 錦絵

28 歌川　広重 忠臣蔵 1830頃 錦絵

29 歌川　国長 忠臣蔵　三、四段目 1810-18 錦絵

30 歌川　国貞（初代）
忠臣蔵　尾上菊五郎の早のかん平　坂東三津五郎の鷺坂伴内　尾上栄
三郎のこし元おかる

1833 錦絵

31 歌川　豊国（初代） 浮絵 忠臣蔵四段目の図 1789-1810 錦絵

32 歌川　国貞（初代） 忠臣蔵　岩井半四郎のかほよ御前　尾上菊五郎の斧九太夫 1833 錦絵

33 歌川　国長 忠臣蔵　五段目 1810-18 錦絵

34 歌川　豊国（初代） 浮絵 忠臣蔵五段目之図 1789-1810 錦絵
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36 歌川　国長 忠臣蔵　六段目 1810-18 錦絵

37 勝川　春亭 浮絵　忠臣蔵六段目之図 1804-18 錦絵

38 歌川　国貞（初代）
忠臣蔵　尾上栄三郎のおかる　市川団蔵の大星由良之助　坂東三津五
郎の寺岡平右衛門

1833 錦絵

39 歌川　国貞（初代）
忠臣蔵　岩井紫若のおかる　尾上菊五郎の大星由良之助　関三十郎の
寺岡平右衛門

1837 錦絵

40 勝川　春亭 役者見立忠臣蔵　八段目 1804-18 錦絵

41 葛飾　北斎 仮名手本忠臣蔵八段目 1798-1811 錦絵

42 喜多川　歌麿 小波　力弥 1804-06 錦絵

43 歌川　広重 忠臣蔵 十段目 1843-51 錦絵

44 歌川　国長 忠臣蔵　十一段目 1810-18 錦絵

45 歌川　国芳 武者（教兼） 1815頃 錦絵

46 歌川　国貞（初代） 東都高輪泉岳寺開帳参里の図 1847-52 錦絵

47 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　初段 1833頃 錦絵

48 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　弐段目 1833頃 錦絵

49 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　三段目 1833頃 錦絵

50 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　四段目 1833頃 錦絵

51 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　五段目 1833頃 錦絵

52 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　六段目 1833頃 錦絵

53 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　七段目 1833頃 錦絵

54 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　八段目 1833頃 錦絵

55 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵 九段目 1833頃 錦絵

56 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　十段目 1833頃 錦絵

57 歌川　国貞（初代） 絵兄弟忠臣蔵　十一段目 1833頃 錦絵

58 歌川　国貞（初代） 東海道五十三次の内　岡崎駅 政右衛門 1852 錦絵

59 歌川　国芳 澤村訥升の唐木政右衛門 嵐吉三郎の武助 1840 錦絵

60 歌川　国貞（初代） 今様押絵鏡　中村福助の供奴福平 1860 錦絵

61 歌川　国貞（初代） 今様押絵鏡　市川小団次の山崎屋与四兵衛 1859 錦絵

62 豊原　国周 中村芝翫の熊谷直實 1865 錦絵

63 豊原　国周 沢村訥升の敦盛 1869 錦絵

64 豊原　国周 彦三郎の仁木 1869 錦絵

65 豊原　国周
筑紫巷談浪白縫　尾上菊五郎の毛谷主水　沢村訥升の阿部豊後守
坂東彦三郎の栗山大膳

1875 錦絵

66 豊原　国周 逆昇萩白露　坂東彦三郎の前原一誠 1877 錦絵

67 豊原　国周
因幡小僧雨夜噺　尾上菊五郎の才次郎の亡霊　坂東家橘の神原造酒
之助、尾上松助の中間権兵衛

1887 錦絵

68 歌川　国貞（三代）
中村芝翫の奴田五平　市川団蔵の捕手飛猿二　中村福助のさざ波実
は忠度　市川九蔵の岡部六弥太

1885 錦絵

69 歌川　国貞（三代）
高田馬場仇討　中村福助の堀部娘八重　中村勘太郎の村上庄九郎
市川権十郎の中山安兵衛　市川猿之助の中津川勇範　市川団十郎の
大石内蔵之助

1890頃 錦絵

70 竹久　夢二 桐下別離 1922 紙本着色　二曲一隻

71 池沢　青峰 明けゆく聖都 1924 絹本着色　三幅対

72 東山　魁夷 樹霊 1983 紙本着色

73 堅山　南風 武者小路先生（習作） 1955 紙本着色

74 松本　哲男 ポタラ宮 1984 紙本着色

75 松尾　敏男 海 1993 紙本着色　四曲一隻

76 東山　魁夷 凍池 1977 紙本着色


