
No. 作家名 作品名 制作年 所蔵 展示期間

1 歌川国芳（一勇斎） 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　九紋龍史進・跳澗虎陳達 文政10年頃 前期
2 歌川国芳（一勇斎） 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　扈三娘一丈青 文政10年頃 後期
3 歌川国芳（一勇斎） 通俗水滸伝豪傑百八人之壱人　短冥次郎阮小吾 文政11-12年頃 前期
4 歌川国芳（一勇斎） 通俗水滸伝豪傑百八人之一個　旱地忽律朱貴 文政11-12年頃 後期
5 歌川国芳（一勇斎） 本朝水滸伝豪傑八百人一個　早川鮎之助 天保2年頃 前期
6 歌川国芳（一勇斎） 本朝水滸伝豪傑八百人一個　天眼礒兵衛 天保2年頃 後期
7 歌川国芳（一勇斎） 本朝水滸伝剛勇八百人一個　宮本無三四 天保4-6年頃 前期
8 歌川国芳（一勇斎） 本朝水滸伝剛勇八百人一個　鷺池平九郎 天保4-6年頃 後期
9 歌川国芳（一勇斎） 源頼光公館土蜘作妖怪図 天保13-14年 前期
10 歌川国芳（一勇斎） 鬼若丸の鯉退治 弘化2年頃 後期
11 歌川国芳（一勇斎） 相馬の古内裏 弘化2-3年頃 前期
12 歌川国芳（一勇斎） 宮本武蔵の鯨退治 弘化4年頃 後期
13 歌川国芳（一勇斎） 大物浦平家の亡霊 嘉永2-4年頃 後期
14 歌川国芳（一勇斎） 讃岐院眷属をして為朝をすくふ図 嘉永4年 前期
15 歌川芳艶（一英斎） 文治三年奥州高館合戦　自衣川白竜昇天 安政4年 静岡県立中央図書館 前期
16 歌川芳艶（一英斎） 四天王鬼童丸退治 文久元年 静岡県立中央図書館 後期
17 歌川芳房（一宝斎） 英雄太功記　石川兵助貞友 文久2年 静岡県立中央図書館 前期
18 歌川芳房（一宝斎） 英雄太功記　伊木半七勝重 文久2年 静岡県立中央図書館 後期
19 歌川芳鶴（一声斎） 和田合戦の図 天保14年～弘化4年 静岡県立中央図書館 前期
20 歌川芳綱（一燈斎） 源平一之谷大合戦之図 安政2年 静岡県立中央図書館 前期
21 歌川芳宗（一松斎） 頼朝公平家追討之図 文久3年 静岡県立中央図書館 後期
22 歌川芳雪（一嶺斎） 為朝猪を退治する図 天保14年～弘化4年 静岡県立中央図書館 後期

23 歌川芳盛（一光斎）
人皇七十五代崇徳院の帝保元平治の合戦に諸侯揮集し御味
方仕参着之図

万延元年 静岡県立中央図書館 前期

24 歌川芳員（一寿斎） 川中島勘助血戦之図 安政元年 静岡県立中央図書館 前期
25 歌川芳員（一寿斎） 甲越大合戦之図 安政4年 静岡県立中央図書館 後期
26 歌川芳虎 忠臣義士銘々伝　大星力弥藤原良金 元治元年 静岡県立中央図書館 後期
27 歌川芳虎（孟斎） 忠臣義士銘々伝　織部易兵衛源武康 元治元年 静岡県立中央図書館 後期
28 二代歌川芳艶（一英斎） 近世義勇伝　有村次左衛門 明治6年 静岡県立中央図書館 前期
29 二代歌川芳艶（一英斎） 近世義勇伝　高橋多一郎 明治7年 静岡県立中央図書館 後期
30 二代歌川芳宗（一松斎） 撰雪六六談　奮勇乃鼓声 明治26年 静岡県立中央図書館 後期
31 月岡芳年（大蘇） 義経記五條橋之図 明治14年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）

32 歌川国芳（一勇斎）
見立　二代目関三十郎ののざらし語助・五代目瀬川菊之丞のけ
いせい地ごく太夫・二代目中村芝翫の一休太郎

天保2年頃 前期

33 歌川国芳（一勇斎）
三代目尾上栄三郎のお弓・五代目松本幸四郎の直助・三代目
尾上菊五郎のお岩ぼうこん、小平ぼうこん、与茂七三役早替・五
代目市川海老蔵の神谷伊右衛門

天保7年 後期

34 歌川芳艶（一英斎） 当吾一代記　亦二度都江行 文久元年 静岡県立中央図書館 前期
35 歌川芳艶（一英斎） 当吾一代記　渡場 文久元年 静岡県立中央図書館 後期

36 歌川芳虎 武智十兵衛光秀　市川小団次　夜霜菴　米升 文久2年
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

37 歌川芳虎 呉服屋清七　五代目尾上菊五郎　俳名梅幸 明治2年
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

38 歌川芳虎 げいしや三代吉　五代目坂東三津五郎　俳名しうか 明治2年
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

39 落合芳幾（一恵斎） 英名二十八衆句　春藤治郎左衛門 慶応3年 静岡県立中央図書館 前期
40 落合芳幾（一恵斎） 英名二十八衆句　鳥井又助 慶応3年 静岡県立中央図書館 後期
41 月岡芳年（一魁斎） 英名二十八衆句　福岡貢 慶応3年 静岡県立中央図書館 前期
42 月岡芳年（一魁斎） 英名二十八衆句　白井権八 慶応3年 静岡県立中央図書館 後期

43 中井芳瀧
仮名手本忠臣蔵三ノ切　早野勘平　嵐瑠寛　こし元おかる　市
川右団次

明治7年 静岡県立中央図書館 前期

44 中井芳瀧
仮名手本忠臣蔵七ノ中　大星由良之助　尾上多見蔵　大星力
弥　中村駒之助

明治7年 静岡県立中央図書館 後期

45 中井（笹木）芳瀧（一養亭） 敵討優曇華亀山の赤堀水右衛門役の三代目嵐吉三郎 明治8年

46 月岡芳年 新撰東錦絵  於富與三郎話 明治18年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
47 歌川国芳（一勇斎） 一ツ家 安政2年 金龍山浅草寺
48 歌川国芳（一勇斎） 当盛見立人形之内　一ツ家之図 安政3年 前期
49 歌川芳盛（一光斎） 浅茅ヶ原一ツ家之古図 安政2年 後期
50 月岡芳年（一魁斎） 桃太郎豆蒔之図 安政6年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
51 月岡芳年（一魁斎） 一魁随筆　西塔ノ鬼若丸 明治5年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
52 月岡芳年 金太郎捕鯉魚 明治18年[後摺] 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）

53 月岡芳年（一魁斎） 一魁随筆　山姥　怪童丸 明治6年
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

54 揚州周延 雪月花　常州築波雪　滝夜叉姫 明治17年 静岡県立中央図書館 前期
55 歌川国芳（一勇斎） 雪月花　月 文政7年頃 前期
56 歌川国芳（一勇斎） 雪月花　雪 文政7年頃 後期

 「はじまりは国芳―江戸スピリットのゆくえ」展
  出品作品リスト

　※展示期間の表記
　□前期＝2012年11月3日(土・祝)～12月5日(水)
　□後期＝12月7日(金)～2013年1月14日(日・祝)
　□記載なし＝通期（2012年11月3日～2013年1月14日）



No. 作家名 作品名 制作年 所蔵 展示期間

57 歌川国芳（一勇斎） 当流女諸礼躾方　物の見よう 天保2-3年頃 前期
58 歌川国芳（一勇斎） 当流女諸礼躾方　小袖きかへ様 天保2-3年頃 後期
59 歌川国芳（朝桜楼） 四季心女遊　秋 弘化元年頃 前期
60 歌川国芳（朝桜楼） 四季心女遊　冬 弘化元年頃 後期
61 歌川国芳（一勇斎） 金龍山おくやまの景 弘化4年 前期
62 歌川国芳（一勇斎） 山海愛度図会　七　ヲヽいたい 嘉永5年 前期
63 歌川国芳（一勇斎） 山海愛度図会　六十七　けむつたい 嘉永5年 後期
64 歌川芳綱（一登斎） 当盛美人揃　新吉原玉屋内若紫 制作年不詳 静岡県立中央図書館 後期
65 歌川芳春（朝香桜） 深川仮宅玉揃　大藤内かほる 慶応元年 静岡県立中央図書館 後期
66 歌川芳信（一礼斎） 農家養蚕の図 制作年不詳 静岡県立中央図書館 後期
67 月岡芳年（大蘇） 全盛四季冬　根津花やしき  大松楼 明治16年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）

68 月岡芳年（大蘇） 風俗三十二相　いたさう　寛政年間 女郎の風俗
明治21年[昭和初期の
復刻版]

横浜美術館（山村行輝氏寄贈）

69 月岡芳年（大蘇） 風俗三十二相　けむさう　享和年間 内室之風俗 明治21年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
70 月岡芳年（大蘇） 風俗三十二相　めがさめさう　弘化年間 むすめの風俗 明治21年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
71 月岡芳年（大蘇） 風俗三十二相　すずしさう　明治五六年以来 芸妓の風俗 明治21年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
72 月岡芳年（大蘇） 風俗三十二相　かわゆらしさう　明治十年以来 内室の風俗 明治21年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）

73 月岡芳年（大蘇） 風俗三十二相　暗さう　明治年間 妻君の風俗
明治21年[昭和初期の
復刻版]

横浜美術館（山村行輝氏寄贈）

74 揚洲周延 千代田之大奥　元旦二度目之御飯 明治28年 静岡県立中央図書館 前期
75 揚洲周延 千代田之大奥　御煤掃 明治28年 静岡県立中央図書館 後期
76 歌川国芳（一勇斎） 遊女道中図 嘉永元-3年頃
77 歌川国芳（一勇斎） 遊女図 嘉永元-3年頃
78 歌川国芳（一勇斎） 東都首尾の松之図 天保2-3年頃 前期
79 歌川国芳（一勇斎） 大山石尊大瀧之図 天保13年頃 後期
80 歌川国芳（一勇斎） 大山石尊良弁瀧之図 文政元-3年頃 後期
81 歌川国芳（一勇斎） 勇国芳桐対模様 嘉永元年頃 前期
82 歌川芳艶（一英斎） 江戸花夜の賑 万延元年 静岡県立中央図書館 前期
83 落合芳幾（一恵斎） 勧進大相撲土俵入之図 明治4年 静岡県立中央図書館 後期
84 歌川国芳（朝桜楼） 金魚に目高 天保13年頃 前期
85 歌川国芳（朝桜楼） えびざこ 天保13年頃 後期
86 月岡芳年 藤花鯉魚 明治22年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
87 歌川国芳（一勇斎） 猫の当字　ふぐ 天保13年頃 前期
88 歌川国芳（一勇斎） 猫の当字　たこ 天保13年頃 後期
89 歌川国芳（一勇斎） 金魚づくし　いかだのり 天保13年頃 前期
90 歌川国芳（一勇斎） きん魚づくし　ぼんぼん 天保13年頃 後期

91 歌川国芳（一勇斎） ほふづきづくし　夕立 天保13年頃
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

92 歌川国芳（一勇斎） ほうづきつくし　かん信 天保13年頃
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

93 歌川国芳（一勇斎） 里すゞめねぐらの仮宿 弘化3年 後期
94 歌川国芳（一勇斎） 其まゝ地口猫飼好五十三疋 嘉永元年頃 前期
95 歌川国芳（一勇斎） みかけハこハゐがとんだいゝ人だ 弘化4年頃 前期
96 歌川国芳（一勇斎） 荷宝蔵壁のむだ書 嘉永元年頃 後期

97 歌川国芳（一勇斎） 田家茶話　六老之図 嘉永3年頃
横浜美術館（小島豊氏寄贈
[小島烏水旧蔵]）

98 歌川芳藤（一鵬斎） 縁の綱成人鏡 弘化4-嘉永5年 静岡県立中央図書館 後期
99 歌川芳盛 昔ばなし舌切雀 元治元年 静岡県立中央図書館 前期
100 歌川芳藤 しん板大長屋猫のぬけうら 制作年不詳 静岡県立中央図書館 前期
101 歌川芳藤 しん板猫と鼡のかたきどおし 制作年不詳 静岡県立中央図書館 後期

102

仮名垣魯文・山々亭有人合
輯、春廼屋幾久校合、一恵
斎芳幾画、竹堂書、宮城楓
阿弥・武田交来浄書

『粋興畸人伝』 文久3年 県立神奈川近代文学館 後期

103
朧月亭有人作、国富・芳幾
画

『春色恋廼染分解』　初、2-3編 万延元-2年序 早稲田大学図書館 前期

104
春廼家幾久輯、弄月亭有人
校合、朝霞楼芳幾画

『春色三題[噺]』　2編
慶應2年序 早稲田大学図書館 後期

105
松亭金水遺稿、山々亭有人
編次、孟斎芳虎画

『鶯塚千代廼初聲』　初、2-4編 明治2年序 早稲田大学図書館 後期

106
三遊亭圓朝作話、山々亭有
人補綴、錦朝楼芳乕画図

『菊文様皿山竒談』　初、2-3編 明治4年 早稲田大学図書館 前期

107 歌川芳員（一川） 神奈川権現山外国人遊覧 文久元年 神奈川県立歴史博物館 前期
108 歌川芳員（一川） 横浜岩亀楼子供手踊之図 文久元年 神奈川県立歴史博物館 後期
109 落合芳幾（一恵斎） 亜米利加国大船之図　其余五箇国大船之写生遠景 文久元年 神奈川県立歴史博物館 前期
110 歌川芳虎（一猛斎） 横浜之新港二五箇国之異人調練之図 文久3年 神奈川県立歴史博物館 後期
111 歌川芳富（一藝斎） 外国人之図／アメリカ／ヲロシヤ／ウミン国 文久元年 神奈川県立歴史博物館 前期
112 歌川芳信（一慶斎） 英吉利／神奈川沖 文久元年 神奈川県立歴史博物館 後期

113
瓜生政和（編輯者）・暁斎河
鍋洞郁（画工人）

『暁斎画談』　内、外篇 明治20年 早稲田大学図書館

114 河鍋暁斎 『惺々狂斎画帖（ 一）』 明治3年以前
公益財団法人河鍋暁斎記念
美術館

前期
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115 河鍋暁斎 『惺々狂斎画帖（ 二）』 明治3年以前
公益財団法人河鍋暁斎記念
美術館

後期

116 河鍋暁斎 開化放屁合戦絵巻 明治9年

117 河鍋暁斎 吉原遊宴図 明治12年以降
公益財団法人河鍋暁斎記念
美術館

前期

118 河鍋暁斎 群猫釣鯰図 制作年不詳
公益財団法人河鍋暁斎記念
美術館

後期

119 月岡芳年（大蘇） 藤原保昌月下弄笛図 明治16年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
120 月岡芳年 奥州安達がはらひとつ家の図 明治18年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
121 月岡芳年 田舎源氏 明治18年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
122 月岡芳年（大蘇） 松竹梅湯嶋掛額 明治18年[後摺] 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
123 月岡芳年（大蘇） 俊寛僧都於鬼界嶋遇康頼之赦免羨慕帰都之図 明治19年[後摺] 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
124 月岡芳年 袴垂保輔鬼童丸術競図 明治20年[後摺] 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈） 前期
125 月岡芳年 魯智深爛酔打壊五臺山金剛神之図 明治20年[後摺] 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈） 後期
126 月岡芳年（大蘇） 月百姿 明治18-24年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）

127 歌川国芳（一勇斎）
三代目尾上菊五郎の玉屋新兵衛・二代目関三十郎の鵜飼九
十郎

文政7年 前期

128 歌川国芳（一勇斎） 三代目尾上菊五郎の彦惣・五代目瀬川菊之丞の小金 文政7年 後期
129 月岡芳年 雪月花の内  雪  岩倉の宗玄  尾上梅幸 明治23年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
130 月岡芳年（大蘇） 雪月花の内  月  毛剃九右衛門  市川三升 明治23年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
131 月岡芳年 雪月花の内  花  御所五郎蔵  市川左団次 明治23年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
132 月岡芳年（大蘇） 一ッ家尾上菊五郎 明治23年 横浜美術館（加藤栄一氏寄贈）
133 鏑木清方 寺小屋画帖 明治32年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 前期
134 水野年方 三十六佳撰　懸想文　元禄頃婦人 明治25年 静岡県立中央図書館 前期
135 水野年方 三十六佳撰　ひな遊　文久頃婦人 明治26年 静岡県立中央図書館 後期
136 池田輝方 初日の出 制作年不詳 静岡県立中央図書館 前期
137 池田輝方 紅葉狩 制作年不詳 静岡県立中央図書館 後期
138 水野年方 教導立志基　高山彦九郎史書をなげうつの図 明治23年 静岡県立中央図書館 前期
139 水野年方 教導立志基　片桐且元大阪城を去るを木村重成とどめるの図 明治21年 静岡県立中央図書館 後期
140 水野年方 御殿女中図 明治32年 横浜美術館
141 水野年方 佐藤忠信参館図 明治31年 宮内庁三の丸尚蔵館 前期
142 水野年方 石清水 明治40年 東京国立博物館 後期
143 水野年方 雨の夕 明治25年頃 福富太郎コレクション資料室 後期
144 鏑木清方 孤児院 明治35年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 前期
145 鏑木清方 深沙大王 明治37年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 前期
146 大野静方 新口村 明治37年 横浜美術館（根本章雄氏寄贈） 前期
147 鰭崎英朋 鑓権三重帷子 明治37年 横浜美術館（根本章雄氏寄贈） 後期
148 鰭崎英朋 宇治大納言 明治37年 前期
149 池田蕉園 秋苑 明治37年 福富太郎コレクション資料室 後期
150 水野秀方 つげの花 明治30年代 福富太郎コレクション資料室 後期
151 池田輝方 お七 大正元年 福富太郎コレクション資料室 後期
152 歌川国芳（一勇斎） 夏衣美人図 弘化2-4年頃
153 歌川国芳（朝桜楼） 浴衣を抱える美人 弘化2-4年頃
154 鏑木清方 春雨 明治41年 前期
155 鏑木清方 刺青の女 大正2年頃 福富太郎コレクション資料室 後期
156 鏑木清方 遊女 大正7年 横浜美術館 前期
157 鏑木清方 春のななくさ 大正7年頃 横浜美術館
158 鏑木清方 妖魚 大正9年 福富太郎コレクション資料室 後期
159 歌川芳富（一藝斎） 国芳死絵 文久元年 前期
160 落合芳幾（一恵斎） 国芳死絵 文久元年 後期
161 鏑木清方 先師の面影 昭和24年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 前期
162 鏑木清方 大蘇芳年 昭和25年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 後期
163 伊東深水 清方先生寿像 昭和26年 東京国立近代美術館 前期
164 鏑木清方 慶喜恭順 昭和11年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 後期
165 歌川国芳 忠臣義士肖像　大星由良之助良雄 嘉永5年 前期
166 歌川国芳 忠臣義士肖像　潮田政之丞高教 嘉永5年 後期
167 伝初代五姓田芳柳 外国人男性和装像 制作年不詳 横浜美術館
168 伝初代五姓田芳柳 外国人女性和装像 制作年不詳 横浜美術館
169 初代五姓田芳柳 浪花婦人像 明治10年頃 横浜美術館
170 初代五姓田芳柳 大崎屋嘉祢女像 明治18年 横浜美術館
171 五姓田義松 五姓田工房内 制作年不詳 神奈川県立歴史博物館 後期
172 五姓田義松 制作風景 制作年不詳 神奈川県立歴史博物館 前期
173 渡辺幽香 白衣婦人像 明治16年 横浜美術館
174 渡辺幽香 寶林院了厳居士像 制作年不詳 横浜美術館
175 初代五姓田芳柳 西南役大阪臨時病院負傷兵施術光景 明治14年 東京藝術大学

176 初代五姓田芳柳 孟母断機図 明治22年
横浜美術館（速水ひろ江氏
寄贈）

177 二世五姓田芳柳 初代芳柳晩年像 明治28年 東京藝術大学 後期
178 五姓田義松 五姓田一家之図 制作年不詳 神奈川県立歴史博物館
179 五姓田義松 婦人像 明治4年 東京藝術大学
180 五姓田義松 細川護成像 明治20年 横浜美術館
181 渡辺幽香 幼児図 明治26年 横浜美術館
182 渡辺幽香 銅・石版画集『大日本風俗漫画』 明治20年 横浜美術館



No. 作家名 作品名 制作年 所蔵 展示期間

183 山本芳翠 眠れる女 明治26年頃 福富太郎コレクション資料室 後期
184 二世五姓田芳柳 大兵士 明治32年 名古屋市美術館
185 歌川国芳（一勇斎） 近江の国の勇婦於兼 天保2-3年頃 前期
186 歌川国芳（一勇斎） 忠臣蔵十一段目夜討之図 天保2-3年頃 後期
187 五姓田義松 横浜亀橋通 明治12年 東京藝術大学
188 五姓田義松 操芝居 明治16年 東京藝術大学 後期
189 平木政次 箱根 明治27年 東京国立博物館
190 渡辺文三郎（薇山） 松島内雄島 明治30年 横浜美術館
191 平木政次 哺乳類写生図 制作年不詳 国立科学博物館 前期
192 平木政次 鳥類写生図 制作年不詳 国立科学博物館 後期
193 平木政次 鳥類写生図 制作年不詳 国立科学博物館 前期
194 平木政次 魚類写生図 制作年不詳 国立科学博物館 後期
195 鏑木清方 暮雲低迷 大正9年 横浜美術館
196 鏑木清方 水汲 大正10年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 後期
197 鏑木清方 註文帖 昭和2年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 前期
198 鏑木清方 にごりえ 昭和9年 鎌倉市鏑木清方記念美術館 後期
199 鏑木清方 夕河原 昭和7年頃 横浜美術館
200 鏑木清方 初冬の花 昭和10年 東京国立近代美術館 前期
201 鏑木清方 春宵怨 昭和26年 横浜美術館 後期
202 伊東深水 美人図屏風　こたつ・鏡の前 昭和3年 前期
203 伊東深水 露 昭和6年 東京国立近代美術館 前期
204 伊東深水 暮方 昭和7年 後期
205 門井掬水 秋の山路 制作年不詳 財団法人平野美術館寄託 前期
206 寺島紫明 旅芸人（旧題：「春雨」） 大正12年 大関株式会社 前期
207 寺島紫明 爪 昭和5年 大関株式会社 後期
208 寺島紫明 美人図 昭和10年頃 横浜美術館（古川禧一氏寄贈） 前期
209 柿内青葉 十六の春 大正14年 女子美術大学美術館 前期
210 柿内青葉 月見草咲く庭 大正15年 女子美術大学美術館 前期
211 柿内青葉 嫁ぐ人 昭和3年 女子美術大学美術館 後期
212 山川秀峰 春雨の宵　時雨降る日 大正8年 福富太郎コレクション資料室 後期
213 小早川清 赤いドレス 昭和初期 千葉市美術館 後期
214 小早川清 落花 昭和10年
215 伊東深水 対鏡 大正5年 東京国立近代美術館
216 伊東深水 遊女 大正5年 東京国立近代美術館
217 伊東深水 泥上船 大正6年 東京国立近代美術館
218 伊東深水 初夏の浴（「新美人十二姿」より） 大正11年 株式会社渡邊木版美術画舗 前期
219 伊東深水 涼み（「新美人十二姿」より） 大正11年 横浜美術館
220 伊東深水 口紅（版画集『現代美人集 第1輯』より） 昭和4年 横浜美術館
221 伊東深水 吹雪（版画集『現代美人集 第2輯』より） 昭和7年 横浜美術館
222 伊東深水 紅梅（版画集『現代美人集 第2輯』より） 昭和8年 横浜美術館
223 伊東深水 髪 昭和28年 横浜美術館
224 鳥居言人 髪梳き 昭和4年 株式会社渡邊木版美術画舗 前期
225 川瀬巴水 ゆく春 大正14年 東京国立近代美術館
226 山川秀峰 秋（「婦女四題」より） 昭和2年 東京国立近代美術館
227 山川秀峰 雪もよひ（「婦女四題」より ） 昭和2年 東京国立近代美術館
228 山川秀峰 赤い襟（「婦女四題」より） 昭和3年 東京国立近代美術館
229 山川秀峰 たそがれ（「婦女四題」より） 昭和3年 東京国立近代美術館
230 小早川清 近代時世粧ノ内　一　ほろ酔ひ 昭和5年 千葉市美術館 前期
231 小早川清 近代時世粧ノ内　二　化粧 昭和5年 千葉市美術館 後期
232 小早川清 近代時世粧ノ内　四　瞳 昭和6年 千葉市美術館 前期
233 小早川清 近代時世粧ノ内　六　口紅 昭和6年 千葉市美術館 後期
234 ポール・ジャクレー 清馨さん 昭和10年 横浜美術館
235 ポール・ジャクレー 朱塗の鏡､東京 昭和13年 横浜美術館
236 ポール・ジャクレー 黒い蓮華､中国 昭和34年 横浜美術館
237 ポール・ジャクレー オウム貝､ヤップ島 昭和33年 横浜美術館（稲垣テレズ氏寄贈）
238 川瀬巴水 こま形河岸（「東京十二題」より） 大正8年 横浜美術館
239 川瀬巴水 深川上の橋（「東京十二題 」より） 大正9年 横浜美術館
240 川瀬巴水 木場の夕暮（「東京十二題」より） 大正9年 横浜美術館
241 川瀬巴水 雪の白ひげ（「東京十二題」より） 大正9年 横浜美術館
242 川瀬巴水 雪に暮るる寺島村（「東京十二題」より） 大正9年 横浜美術館
243 川瀬巴水 春のあたご山（「東京十二題」より） 大正10年 横浜美術館
244 川瀬巴水 スケッチ帖（二） 大正12年以降 株式会社渡邊木版美術画舗
245 笠松紫浪 初秋(綾瀬川) 大正8年 東京国立近代美術館
246 笠松紫浪 うろこ雲(綾瀬川の対岸) 大正8年 東京国立近代美術館
247 笠松紫浪 春の夜―銀座 昭和9年 東京都江戸東京博物館 後期
248 笠松紫浪 浅草観音堂大提灯 昭和9年 東京都江戸東京博物館 後期
249 北川一雄 竹林の初夏 大正8年 株式会社渡邊木版美術画舗 前期
250 古屋台軒 越後獅子 大正11年 株式会社渡邊木版美術画舗 後期
251 古屋台軒 瞽女 大正11年 株式会社渡邊木版美術画舗 前期
252 石渡江逸 スケッチ帖 制作年不詳
253 石渡江逸 生麦の夕 昭和6年 横浜美術館
254 石渡江逸 横浜萬国橋 昭和6年 横浜美術館
255 石渡江逸 雨に暮るる横浜港 昭和7年 横浜美術館


