
展示期間 作品
番号 指定 作品名 作者等 員数 時代 所蔵先

2/6-2/18 2/20-2/25 2/27-3/4 3/6-3/11 3/13-3/18 3/20-3/31

第1章　劇場空間の成立
1 日吉山王示氏園祭礼図屛風 六曲一双 室町～桃山時代　16 世紀 サントリー美術館

2 花下遊楽図屛風 天木宗忡画 六曲一双 桃山時代　17 世紀初期 サントリー美術館

3 邸内遊楽図屛風 六曲一隻 江戸時代　17 世紀 サントリー美術館

場面替 4 ○ 阿国歌舞伎草紙 一巻 桃山時代　17 世紀初期 大和文華館

場面替 場面替 5 ○ かふきのさうし 一冊 江戸時代 松竹大谷図書館

6 ◎ 阿国歌舞伎図屛風 六曲一隻 桃山時代　17 世紀 京都国立博物館

7 阿国歌舞伎図屛風 六曲一隻 江戸時代　17 世紀 サントリー美術館

8 ◎ 歌舞伎図巻　 二巻のうち下巻 江戸時代　17 世紀 徳川美術館

9 青漆銀流水文大小拵（遠山友政） 一腰 安土桃山～江戸時代　16 ～17 世紀 東京国立博物館

10 ◎ ロザリオ ヨーロッパ製 一連 メダイに1830 年銘 東京国立博物館

11 ◎ ロザリオ ヨーロッパ製 一連 19 世紀 東京国立博物館

12 京名所図屛風 六曲一双のうち左隻 桃山時代　17 世紀初期 サントリー美術館

13 東山・吉野花見図屛風 六曲一双 江戸時代　17 世紀 サントリー美術館

14 洛中洛外図屛風 六曲一双 江戸時代　17 世紀 森熊美術館

15 洛中洛外図屛風 伝土佐光高画 六曲一双 江戸時代　17 世紀中期 - 末期頃 サントリー美術館

16 ◎ 歌舞伎遊楽図屛風 六曲一双 江戸時代　17 世紀 文化庁

17 ☆ 四条河原遊楽図屛風 六曲一双 江戸時代　17 世紀 個人蔵（西尾市岩瀬文庫寄託）

18 四条河原図屛風 六曲一双 江戸時代　17 世紀 東京国立博物館

19 四条河原風俗図巻 一巻 江戸時代　17 世紀後期 サントリー美術館

20 都万太夫座図屛風 六曲一隻 江戸時代　17 世紀後期 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

21 京洛・中国風景図巻のうち「四条橋芝居」 伝円山応挙画 一巻 江戸時代　宝暦 9 年（1759） 神戸市立博物館

22 『江戸雀』 近行遠通編／菱川師宣画 十二巻合一冊 江戸時代　延宝 5 年（1677） 千葉市美術館

23 『役者絵尽し』 古山師重画 四巻三冊 江戸時代　元禄期（1688 ～1704）頃 国文学研究資料館

24 上野花見歌舞伎図屛風 伝菱川師宣画 六曲一双 江戸時代　元禄 6 年（1693）頃 サントリー美術館

25 元禄期劇場模型 金井由太郎作 一基 昭和期 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

26 中村座芝居興行図巻 菱川派 一巻 江戸時代　貞享期～元禄 2 年（1684 ～ 89）頃 太田記念美術館

27 角田川図 菱川師宣画 一幅 江戸時代　延宝 7 年（1679） 千葉市美術館

28 中村座歌舞伎図屛風 六曲一隻 江戸時代　宝暦期～明和期（1751～1772） 出光美術館

29 中村座歌舞伎芝居図屛風 奥村政信画 六曲一隻 江戸時代　享保 16 年（1731） 出光美術館

30 芝居きやうげんの図 一枚 江戸時代　寛保期（1741-44）頃 国立劇場

31 中村座仮名手本忠臣蔵 西村重長画 大判紅絵 江戸時代　寛延 2 年（1749）6 月頃 神戸市立博物館

32 芝居狂言浮絵『百夜草鎌倉往来』 鳥居清経画 大判紅摺絵 江戸時代　宝暦 13 年（1763）7 月 神戸市立博物館

33 浮絵　歌舞妓芝居之図 歌川豊春画 大判錦絵 江戸時代　明和 6 年（1769）11 月頃 奈良県立美術館

34 浮絵　歌舞妓芝居之図 歌川豊春画 大判錦絵 江戸時代　安永 2 年（1773）11 月頃か 神戸市立博物館

35 河原崎座場内図 歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　寛政 5 年 (1793)11 月 奈良県立美術館

36 中村座場内図 歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　寛政 10 年（1798）11 月 太田記念美術館

37 市村座場内図 歌川豊国・勝川春徳合筆 大判錦絵三枚続 江戸時代　享和元年（1801）8 月 奈良県立美術館

場面替 38 中村座内外の図 歌川豊国画 大判錦絵六枚続 江戸時代　文化 14 年（1817） 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

39 さかい町　中村座楽屋之図　　　　　 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文化 10 年（1813） 奈良県立美術館
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2/6-2/18 2/20-2/25 2/27-3/4 3/6-3/11 3/13-3/18 3/20-3/31
40 中村座大入楽屋当り振舞之図　　　　 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文化 8 年（1811） 奈良県立美術館

41 市村座場内図屛風 四曲一隻 江戸時代　享保 18 年（1733）頃 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

42 歌舞伎大芝居之図 勝川春朗（葛飾北斎）画 大判錦絵 江戸時代　安永 7 ～寛政 6 年（1779 ～ 94） 奈良県立美術館

43 市村座三階ノ図　　　　　　　　　　 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文政 7 年（1824）11 月 奈良県立美術館

44 木ひき町　森田座顔見勢楽屋之図 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文化 9 年（1812）11 月頃 国立劇場

45 江戸芝居三階之図 歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　享和期（1801～ 04）頃 たばこと塩の博物館

46 芝居大繁昌之図 歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文化 14 年（1817）3 月頃 国立劇場

47 芝居狂言浮絵　金閣寺之図 鳥居清久画 大判漆絵 江戸時代　明和期（1764-71）頃 神戸市立博物館

48 東都名所　二丁町芝居繁栄之図 歌川広重画 大判錦絵三枚続 江戸時代　天保後期 (1840 ～ 44) 頃 太田記念美術館

49 江都大芝居顔見世狂言惣座中奇初之図 鳥居清長画 大倍判錦絵 江戸時代　天明 4 年（1784）頃 神戸市立博物館

50 新板浮絵三芝居顔見世大入之図 葛飾北斎画 大判錦絵 江戸時代　文化 8 年（1811）3 月頃 国立劇場

51 東都名所　二丁町芝居ノ図 歌川広重画 大判錦絵 江戸時代　天保後期 (1837 ～ 44) 太田記念美術館

52 校正猿若三町之全図 大判錦絵三枚続 江戸時代　弘化 4 年（1847） 国立劇場

53 校正新刻　三座猿若細見図 大判錦絵三枚続 江戸時代　嘉永 3 年（1850） 江戸東京博物館

54 呼子鳥和歌町三町全図 大判錦絵三枚続 江戸時代　弘化期 (1844 ～ 48) 頃 太田記念美術館

55 名所江戸百景　猿わか町よるの景 歌川広重画 大判錦絵 江戸時代　安政 3 年（1856） 個人蔵

56 東都名所　猿若町芝居 歌川広重画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 3 年（1850）頃 国立劇場

57 芝居町繁栄之図 歌川国芳画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 6 年 (1853)2 月 太田記念美術館

場面替 場面替 場面替 58 『幕末日本図絵』初版（Le Japon Illustré） エメ・アンベール（Aimé Humbert） 二巻のうち下巻 1870 年 神奈川大学図書館

59 『古今役者物語』 菱川師宣画 零葉六丁 江戸時代　延宝 6 年（1678） たばこと塩の博物館

場面替 60 『戯場楽屋図会』 松好斎半兵衛著／画 二巻二冊 江戸時代　享和元年（1801） 西尾市岩瀬文庫

場面替 61 『楽屋図会拾遺』 松好斎半兵衛著／画 二巻二冊 江戸時代　享和 3 年（1803） 西尾市岩瀬文庫

場面替 62 『戯場訓蒙図彙』 式亭三馬作／勝川春英・歌川豊国画 八巻五冊のうち巻一、二、三、五 江戸時代　享和 3 年（1803）刊本の後刷 東京大学総合図書館

63 楽屋十二支之内　仁木弾正　子 二代歌川国貞画 大判錦絵 江戸時代　万延元年 (1860)8 月 太田記念美術館

64 守田座移転全図 一枚 明治 5 年（1872） 江戸東京博物館

65 守田勘弥元島原転座之図 歌川国輝画 大判錦絵三枚続 明治 5 年（1872）10 月 国立劇場

66 東京開華名所図絵之内　新富座戯場の図 三代歌川広重画 大判錦絵 明治 5 年（1872） 江戸東京博物館

67 東京新富座真図 大判錦絵三枚続 明治 17 年（1884） 国立劇場

68 高貴演劇遊覧ノ図 橋本周延画 大判錦絵三枚続 明治 20 年（1887）5 月 江戸東京博物館

69 日本帝国改良演劇歌舞伎座真図 大判錦絵 明治 23 年（1890） 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

70 東都名勝図絵　歌舞伎座 藪崎芳次郎画 一枚 明治 26 年（1893） 国立劇場

71 歌舞伎座開場公演辻番付 一枚 明治 22 年（1889）11 月 松竹大谷図書館

場面替 72 歌舞伎座絵本役割 一冊 明治 23 年（1890）7 月12 日より 松竹大谷図書館

場面替 73 歌舞伎座筋書・絵本役割 一冊 明治 24 年（1891） 松竹大谷図書館

場面替 74 台本『恋女房染分手綱』 五冊 松竹大谷図書館
75 台本『菅原傳授手習鑑　序切　傳授の場』 一冊 松竹大谷図書館

76 台本『義經千本櫻　渡海屋の場』 一冊 明治 21 年（1888）11 月 8 日 松竹大谷図書館

77 検閲台本『沓手鳥孤城落月　第一　大阪城内奥殿の場』 坪内博士（逍遙）著 一冊 大正 14 年（1925）5 月 30 日、昭和 10 年（1935）
10 月 31 日付警視庁の検閲印入り 松竹大谷図書館

78 検閲台本『歌舞伎十八番之内　矢の根』 一冊 昭和6年（1931）3月30日、9年（1934）5月1日、
12年（1937）12 月27 日付警視庁の検閲印入り 松竹大谷図書館

79 ＧＨＱ検閲台本『六歌仙容彩』 一冊 昭和 21 年（1946）4 月頃 松竹大谷図書館

80 ＧＨＱ検閲台本『壽吉例曽我　工藤舘対面の場』 河竹黙阿弥著 一冊 昭和 23 年（1948）11 月頃 松竹大谷図書館

81 連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーの手紙 一面 昭和 26 年（1951）1 月 2 日付 株式会社歌舞伎座

82 連合国最高司令官マシュー・バンカー・リッジウェイの手紙 一面 昭和 26 年（1951）5 月 26 日付 株式会社歌舞伎座

83 写真　歌舞伎座［第一期　明治 22 ～ 44 年（1889 ～ 1911）］ 一枚 松竹大谷図書館
84 写真　歌舞伎座［第二期　明治 44 ～大正 10 年（1911 ～ 21）］ 一枚 松竹大谷図書館
85 彩色絵葉書　歌舞伎座［第三期　大正 14 ～昭和 20 年（1925 ～ 45）］ 一枚 松竹大谷図書館
86 写真　歌舞伎座［第四期　昭和 26 ～平成 22 年（1951 ～ 2010）］ 一枚 松竹大谷図書館



特別出品 1 第一期　歌舞伎座模型 一基 松竹株式会社

特別出品２ 第二期　歌舞伎座模型 一基 松竹株式会社

特別出品３ 第三期　歌舞伎座模型 一基 松竹株式会社

第2章　歌舞伎の名優たち
87 大小の舞図 一幅 江戸時代　寛永（1624-44）後期～万治（1658-61）期頃 千葉市美術館

88 舞踊図 一幅 江戸時代　17 世紀 サントリー美術館

89 中村竹三郎・三浦屋小紫図 菱川師胤画 双幅 江戸時代　享保元年（1716） 千葉市美術館

90-1 『風流・絵本　四方屛風』市川團十郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-2 『風流・絵本　四方屛風』市川團十郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-3 『風流・絵本　四方屛風』中村伝九郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-4 『風流・絵本　四方屛風』中村勘三郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-5 『風流・絵本　四方屛風』水木辰之介 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-6 『風流・絵本　四方屛風』中村七三郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-7 『風流・絵本　四方屛風』山中平九郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

90-8 『風流・絵本　四方屛風』生嶋新五郎 鳥居清信画 一枚 元禄 13 年（1700） 平木浮世絵財団

91 『参会名護屋』 一冊 江戸時代　元禄 10 年（1697）上旬 東京藝術大学附属図書館

92 『けいせい仏の原』上巻 一冊 早稲田大学図書館 

93 『けいせいほとけの原』下巻 一冊 江戸時代　元禄 12 年（1699）正月 早稲田大学図書館 

94 妹背海苔の消息 近松門左衛門筆 一幅 正徳 6 年（1716）4 月 30 日付 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

95 『仏母摩耶山開帳』 一冊 江戸時代　元禄 6 年（1693）3 月 東京藝術大学附属図書館

96 『嵐百人鬘』上之巻 一冊 江戸時代　元禄 14 年（1701） 天理大学附属天理図書館

97 『けいせい壬生大念仏』絵入狂言本 三巻一冊 江戸時代　元禄 15 年（1702）正月 国立国会図書館

98 『けいせい壬生大念仏』役割番付 一枚 元禄 15 年（1702）正月 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

99 『曽根崎心中』 一冊 江戸時代　元禄 16 年（1703）頃 天理大学附属天理図書館

100 『源氏供養』 二巻二冊 江戸時代　宝永 2 年（1705） 西尾市岩瀬文庫

101 『難波重井筒』 一冊 江戸時代　宝永 5 年（1708） 天理大学附属天理図書館

102 『梅丸大嶋台』 一冊 江戸時代　宝永 6 年（1709）正月 天理大学附属天理図書館

103 『けいせい浅間嶽』 一冊 江戸時代　元禄 11 年（1698）正月 東京藝術大学附属図書館

104 『役者口三味線』 三巻三冊 江戸時代　元禄 12 年（1699）3 月 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

105 ○ 山中平九郎の老婆黒塚と二代目市川團十郎の権五郎景政 鳥居清信画 細判丹絵 江戸時代　正徳 4 年（1714） 平木浮世絵財団

106 沢村宗十郎のなごや　二代目市川團十郎の伴左衛門 鳥居清倍画 細判紅絵 江戸時代　享保 5 ～ 20 年（1720 ～ 35） 平木浮世絵財団

107 二代目市川團十郎のそがの五良 奥村政信画 細判漆絵 江戸時代　享保 10 ～14 年（1725 ～ 29） 平木浮世絵財団

108 市川だん十郎のそか五良時むね 奥村政信画 細判漆絵 江戸時代　享保 14 ～元文 5 年（1729 ～ 40）頃 神奈川県立歴史博物館

109 市川團重郎のかまだ又八 二代鳥居清倍画 細判漆絵 江戸時代　享保期（1716 ～ 36）頃 神奈川県立歴史博物館

110 矢の根五郎 鳥居清満画 大判錦絵 江戸時代　宝暦期～明和期（1751～ 72）頃 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

111 二代目市川海老蔵の矢の根五郎 鳥居清広画 大判錦絵 江戸時代　宝暦 4 年（1754）正月 太田記念美術館

112 『父の恩』 二代目市川團十郎編／英一蜂・小川破笠画 二巻二冊 江戸時代　享和 15 年（1730） 国立国会図書館

113 『絵本　東の森』 石川豊信画 二巻二冊 江戸時代　宝暦 2 年（1752） たばこと塩の博物館

114 瀬川菊之丞 石川豊信画 大短冊紅摺絵 江戸時代　宝暦 7 年（1757）頃 たばこと塩の博物館

115 中村富十良の石橋 鳥居清広画 細判紅摺絵 江戸時代　宝暦 4 ～ 7 年（1754 ～ 57）頃 神奈川県立歴史博物館

116 朱鐘鬼 伝 初代中村富十郎〈慶子〉画 一幅 江戸時代　安永期～天明 6 年（一七七二～八六） 松竹大谷図書館

117 役者舞台扇　瀬川路考と澤村源之助　　 歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　寛政期～文化 7 年（1789 ～1810）頃 奈良県立美術館

118 絵表紙稽古本　「相生獅子」『曽我示我愛護若松』　　長唄稽古本 一冊 江戸時代　天明 4 ～ 8 年（1784 ～ 88）頃 個人蔵

119 絵表紙稽古本　「けいせい道成寺」『傾城福曳名護屋』　長唄稽古本 歌川豊久画 一冊 江戸時代　文化期（1804 ～18）頃 個人蔵

120 絵表紙稽古本　「七枚続花の姿絵」『盤世話水滸伝』　常磐津稽古本 一冊 江戸時代　文政 8 ～天保 3 年（1825 ～ 32）頃 個人蔵

121 絵表紙稽古本　「つくしごと」『御贔屓曽我閏正月』　めりやす稽古本 一冊 江戸時代　天明 8 ～文化期（1788 ～1818）頃 個人蔵

122 古三味線「鳴神」 一挺 江戸時代 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

123 松本幸四郎の曾我五郎時宗 勝川春章画 細判錦絵 江戸時代　明和 7 ～ 8 年 (1770 ～ 71) 神奈川県立歴史博物館

124 四代目市川團十良の梅川のかもん 鳥居清経画 細判錦絵 江戸時代　宝暦 4 ～明和 8 年（1754 ～ 71） 平木浮世絵財団

125 四代目市川團十良の本名久米ノ忠勝 鳥居清経画 細判錦絵 江戸時代　宝暦 4 ～明和 8 年（1754 ～ 71） 平木浮世絵財団



126 四代目市川團十良のとも盛本名ゆらの八郎 鳥居清満画 細判錦絵 江戸時代　宝暦 4 ～明和 8 年（1754 ～ 71） 個人蔵

127 『矢の根』　曾我五郎時致 鳥居清長画 大判錦絵 江戸時代　寛政 5 年（1793） 神奈川県立歴史博物館

128 市川團十郎あほうきねそう 鳥居清広画 細判紅摺絵 江戸時代　宝暦 5 年（1755）8 月頃 たばこと塩の博物館

129 尾上菊五良工藤さへもん祐経 鳥居清広画 細判紅摺絵 江戸時代　宝暦期（1751～ 64）頃 たばこと塩の博物館

130 中村仲蔵の景清と松本幸四郎の重忠　 勝川春章画 団扇絵・錦絵 江戸時代　宝暦 10 ～明和 7 年（1760 ～ 70） 奈良県立美術館

131 『戯場訓蒙図彙』 式亭三馬著／勝川春英・歌川豊国画 八巻五冊のうち巻七 江戸時代　享和 3 年（1803）刊本の後刷 東京大学総合図書館

132 五代目市川團十郎の『暫』 二代鳥居清倍画／五代目白猿賛 一幅 江戸時代　文化 3 年（1806）頃 国立劇場

133 中村仲蔵　五代目市川團十郎 勝川春好画 間判錦絵 江戸時代　明和 7 ～寛政 2 年（1770 ～ 90） 個人蔵

134 五代目市川團十郎 勝川春好画 細判錦絵 江戸時代　明和 7 ～寛政 3 年（1770 ～ 91） 奈良県立美術館

135 扇子 五代目市川團十郎筆 一握 江戸時代　寛政 3 ～文化 3 年（1791～1806） 国立劇場

136 短冊 五代目市川團十郎筆 一枚 江戸時代　寛政 3 ～文化 3 年（1791～1806） 国立劇場

137 四代目岩井半四郎の太夫 勝川春章画 細判錦絵 江戸時代　天明期（1781～ 88） 神奈川県立歴史博物館

138 中村のしほのおそめに四代目岩井半四郎の久松 歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　寛政 10 年（1798） 神奈川県立歴史博物館

139 四代目岩井半四郎の巻物をくわえ簔をつけた女方 勝川春好画 細判錦絵 江戸時代　寛政初期（1789 ～ 92） 神奈川県立歴史博物館

140 五代目市川團十郎の樵夫 勝川春好画 細判錦絵 江戸時代　寛政初期（1789 ～ 92） 神奈川県立歴史博物館

141 『絵本戯場年中鑑』 篁竹里著／歌川豊国画 三巻三冊 江戸時代　享和 3 年（1803） 東京大学総合図書館（霞亭文庫）

142 『芝居番付集』のうち浄瑠璃『夏祭浪花鑑』番付 一枚 江戸時代　延享 2 年（1745）12 月 天理大学附属天理図書館

143 六代目市川團十郎の助六 歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　寛政 11 年（1799）3 月頃 個人蔵

144 初代中村芝翫の庭作出村新兵衛実ハ上総介広光　
三代目坂東三津五郎の夜そば売玉屋新兵衛実ハ三浦之介義澄 歌川広重画 間判錦絵 文政元年（1818）11 月 太田記念美術館

145 七代目市川團十郎の『暫』 歌川豊国画／大田南畝賛 一幅 江戸時代　文化期～文政期（1804 ～ 30） 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

146 七代目市川團十郎の『暫』 二代歌川豊国画／七代目市川團十郎賛 一幅 江戸時代　文政 12 年（1829） 奈良県立美術館

147 役者はんじ物　市川團十郎（七代目市川團十郎） 歌川国貞画 大判錦絵 江戸時代　文化 9 年（1812） 千葉市美術館

148 役者はんじ物　澤村宗十郎（四代目澤村宗十郎） 歌川国貞画 大判錦絵 江戸時代　文化 9 年（1812） 蛇足庵

149 大當狂言之内　菅丞相（七代目市川團十郎） 歌川国貞画 大判錦絵 江戸時代　文化 11 年（1814） 個人蔵

150 大當狂言ノ内　八百屋お七（五代目岩井半四郎） 歌川国貞画 大判錦絵 江戸時代　文化 8 年（1811）頃 神奈川県立歴史博物館

151 七代目市川團十郎の佐野次良左衛門　五代目岩井半四郎のけゐせい八ツ橋　
五代目松本幸四郎の船橋次良左衛門 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文化 12 年（1815）5 月 個人蔵

152 五代目松本幸四郎の望月左衛門　五代目瀬川菊之丞の巴御前　
三代目尾上菊五郎の木曽義仲 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文政 6 年（1823）11 月 個人蔵

153 市川三升　岩井杜若　坂東秀佳　瀬川路考　尾上梅幸 歌川国貞画 大判錦絵五枚続 江戸時代　文政 8 年（1825）頃 個人蔵

154 五代目瀬川菊之丞の孫七女房およね　五代目松本幸四郎のたて場の太平次　
二代目中村芝翫の小あげ孫七　 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文政 11 年（1828）9 月 個人蔵

155 四代目中村歌右衛門の宿根屋太良兵衛　三代目尾上栄三郎の桜屋のおやゑ　
二代目市川九蔵のいさみ　美よしの喜代 歌川国貞画 大判錦絵三枚続 江戸時代　天保 10 年（1839）頃 個人蔵

156
四代目坂東彦三郎の北條四郎時政　二代目尾上菊次郎の北條息女時姫　
四代目市川鰕十郎の和田の太郎義盛　五代目市川海老蔵の悪七兵衛景清　
三代目岩井粂三郎の重忠妹氏笠　二代目市川九蔵の庄司重忠　
尾上松緑の千葉之助常胤　初代市川猿蔵の江間小四郎義時

三代歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　嘉永 3 年（1850）3 月 個人蔵

157 今様押絵鏡　團七九郎兵衛 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　安政 6 年（1859）6 月 個人蔵

158 坂東薪水　市村家橘　河原崎紫扇　沢村訥升　中むら芝翫　 三代歌川豊国画 大判錦絵五枚続 江戸時代　文久 2 年（1862）6 月 個人蔵

159 十八番の内弐　象引 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）2 月 国立劇場

160 十八番の内九　不動 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）2 月 国立劇場

161 十八番の内十六　助六 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）閏 2 月 国立劇場

162 一世一代の『勧進帳』摺物 大判錦絵二枚続摺物 江戸時代　嘉永 5 年（1852）9 月 国立劇場

163 三代目尾上菊五郎舞台姿 三代歌川豊国画 一幅 江戸時代　天保 15 年（1844）頃　 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

164 時平公松本幸四郎　梅王丸瀬川菊之丞 歌川国貞画 大判錦絵 江戸時代　天保 2 年 (1831)9 月 個人蔵

165 荷宝蔵壁のむだ書 歌川国芳画 大判錦絵三枚組のうち二枚 江戸時代　弘化 4 年（1847）頃 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

166-1 『役者似顔』第一帖のうち斧定九郎 中村歌右衛門　早ノ勘平　
中村歌右衛門 歌川貞升画 大判錦絵二枚続 江戸時代　天保期～弘化元年（1830 ～ 44） 西尾市岩瀬文庫

166-2 『役者似顔』第一帖のうち源牛若丸 中村芝翫　弁慶 中村歌右衛門 歌川貞升画 大判錦絵二枚続 江戸時代　天保期～弘化元年（1830 ～ 44） 西尾市岩瀬文庫

166-3 『役者似顔』第一帖のうち岩ふじの霊 尾上菊五郎　中老おのゑ 
中村富十郎 歌川芳梅画 大判錦絵 江戸時代　安政 2 年（1855） 西尾市岩瀬文庫

166-4 『役者似顔』第二帖のうち七代目市川團十郎等役者絵 三代歌川豊国画 大判錦絵二枚続 江戸時代　嘉永 2 年（1849） 西尾市岩瀬文庫



展示期間 作品
番号 指定 作品名 作者等 員数 時代 所蔵先

2/6-2/18 2/20-2/25 2/27-3/4 3/6-3/11 3/13-3/18 3/20-3/31
166-5 『役者似顔』第二帖のうち富樫の左衛門　武蔵坊弁慶　源の義経 歌川国芳画 大判錦絵三枚続 江戸時代　弘化 4 ～嘉永 5 年（1847 ～ 52） 西尾市岩瀬文庫

166-6 『役者似顔』第二帖のうち局政岡 荒獅子男之助 仁木弾正直則 歌川国芳画 大判錦絵二枚続 江戸時代　弘化 4 ～嘉永 5 年（1847 ～ 52） 西尾市岩瀬文庫

167 見立三十六歌撰之内　素性法師 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）9 月 町田市立国際版画美術館

168 見立三十六歌撰之内　中務 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）11 月 町田市立国際版画美術館

169 見立三十六歌撰之内　藤原高光 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）11 月 町田市立国際版画美術館

170 見立三十六歌撰之内　藤原敦忠 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）11 月 町田市立国際版画美術館

171 見立三十六歌撰之内　藤原兼輔 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）11 月 町田市立国際版画美術館

172 見立三十六歌撰之内　藤原朝忠 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）9 月 町田市立国際版画美術館

173 見立三十六歌撰之内　源宗丁 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 5 年（1852）11 月 町田市立国際版画美術館

174 初代坂東志うかの白拍子花子　三代目関三十郎のせい高坊　
三代目嵐吉三郎のこんがら坊 歌川国芳画 大判錦絵三枚続 江戸時代　嘉永 5 年（1852）3 月 国立劇場

175
初代河原崎権十郎のおぼう吉三　松本国五郎の長沼六郎
三代目岩井粂三郎のおぜう吉三　嵐吉六のとり手吉良丸　
四代目市川小団次の和尚吉三　市川白猿の釜屋武兵衛

三代歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　万延元年（1860）正月 太田記念美術館

176 三代目関三十郎の直助権兵衛　八代目片岡仁左衛門の民谷伊右衛門　五代目
坂東彦三郎の小仏小平の亡霊　お岩の亡霊　五代目坂東彦三郎の佐藤与茂七 三代歌川豊国画 大判錦絵三枚続 文久元年（1861）7 月 国立劇場

177 四ツ谷怪談 戸板返之図 豊原国周画 大判錦絵三枚続 明治 17 年（1884）10 月 江戸東京博物館

178 四代目尾上梅幸のお岩 三代歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　嘉永 4 年（1851）5 月 国立劇場

場面替 179 『御狂言楽屋本説』 三亭春馬著／歌川国綱ほか画 三冊 江戸時代　安政 5 ～ 6 年（1858 ～ 9） 国立劇場

180 八代目市川團十郎の伊豆屋与三郎　四代目尾上梅幸の赤間の妾お富 三代歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　嘉永 6 年（1853）4 月 江戸東京博物館

181 四代目中村芝翫の四十八実は南郷力丸　十三代目市村羽左衛門のおなみ実は
弁天小僧　六代目市川團蔵の浜松や幸兵衛 三代歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　文久 2 年（1862）2 月 国立劇場

182 八代目市川團十郎の死絵 歌川国芳画 大判摺物三枚続 江戸時代　嘉永 7 年（1854） 千葉市美術館

183 八代目市川團十郎追善本　『出世鯉瀧白玉』上・下巻 二冊 江戸時代　安政 2 年（1855） 個人蔵

184 雪月花の内　月　市川三升　毛剃九右衛門（九代目市川團十郎） 月岡芳年画 大判錦絵三枚続 明治 23 年（1890）9 月頃 国立劇場

185 雪月花の内　雪　岩倉の宗玄　尾上梅幸（五代目尾上菊五郎） 月岡芳年画 大判錦絵三枚続 明治 23 年（1890）8 月 国立劇場

186 江戸桜 鏑木清方画 一幅 昭和 7 年（1932） サントリー美術館

187 左團次の仁木弾正図 橋本周延画 一幅 元治元～明治 37 年（1864 ～1904） 奈良県立美術館

188 絵葉書　九代目市川團十郎『仮名手本忠臣蔵』大星由良之助 一枚 昭和 7 年（1932）11 月 松竹大谷図書館

189 写真　九代目市川團十郎 一枚 松竹大谷図書館

190 俳句かるた 九代目市川團十郎筆 九九枚 明治 12 年（1879） 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

191 五代目尾上菊五郎 一枚 明治 8 年（1875）頃 サントリー美術館

192 俳優写真鏡　三代目澤村田之助の源之助姉里江 歌川芳幾画 大判錦絵 明治 3 年 (1870)5 月 太田記念美術館

193 西南雲晴朝東風　百姓作蔵住家の場　八代目岩井半四郎の岸野の妾おあき　
九代目市川團十郎の西郷隆盛　初代市川左團次の百姓作蔵 豊原国周画 大判錦絵三枚続 明治 11 年 (1878)3 月 太田記念美術館

194
歌舞伎座中満久　皿屋舗化粧姿鏡　九代目市川團十郎の浅山鉄山　
五代目尾上菊五郎のお菊霊　四代目尾上松助の岩渕忠太　
三代目尾上菊四郎の中間蟻助

豊原国周画 大判錦絵三枚続 明治 25 年（1892）10 月頃 太田記念美術館

195 道成寺（五代目中村芝翫〔五代目中村歌右衛門〕） 岡田三郎助画 一面 明治 41 年（1908） 株式会社歌舞伎座

196 扇面屛風（貼交） 六曲一双 昭和 20 ～ 30 年代 松竹大谷図書館

197 草花図 六代目尾上菊五郎、六代目尾上梅幸、
十五代目市村羽左衛門による合作 一面 昭和期（戦前） 株式会社歌舞伎座

198 紅白梅図（楽屋の欄間） 六代目中村歌右衛門画 一枚 昭和期 松竹大谷図書館

場面替 199 俳優帖 一冊 大正～昭和期 松竹大谷図書館

場面替 場面替 200 俳優書画帖 一冊 昭和期 松竹大谷図書館

場面替 201 『余沫集』 一冊 大正 2 ～ 3 年（1913 ～1914）頃 松竹大谷図書館

202 押隈『紅葉狩』 鬼女 / 六代目中村歌右衛門（上）、平
維茂 / 三代目市川寿海（下） 一幅 昭和 41 年（1966） 松竹大谷図書館

203 押隈『黒塚』 鬼女 / 二代目市川猿之助（初代市川猿翁） 一幅 昭和期 松竹大谷図書館

204 六代菊五鏡獅子（六代目尾上菊五郎） 平櫛田中作 一躯 昭和 20 年（1945） 株式会社歌舞伎座



展示期間 作品
番号 指定 作品名 作者等 員数 時代 所蔵先

2/6-2/18 2/20-2/25 2/27-3/4 3/6-3/11 3/13-3/18 3/20-3/31

第3章　芝居を支える人々
205 『江戸客気團十郎贔負』 烏亭焉馬著 一冊 江戸時代　天明 9 年（1789） 国立国会図書館

場面替 206 『客者評判記』 式亭三馬著／歌川国貞画 三巻合一冊 江戸時代　文化 8 年（1811） 早稲田大学図書館

場面替 場面替 場面替 207 『客者評判記』 式亭三馬著／歌川国貞画 三巻三冊 江戸時代　文政 6 年（1823）春再板 西尾市岩瀬文庫

208 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　勝川春英画 色紙判摺物 江戸時代　寛政 10 年（1798） 町田市立国際版画美術館

209 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著 色紙判摺物 江戸時代　寛政 11 年（1799） 町田市立国際版画美術館

210 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　歌川豊国画 色紙判摺物 江戸時代　文化 3 年（1806） 町田市立国際版画美術館

211 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　歌川国貞画 色紙判摺物 江戸時代　文化 5 年（1808） 町田市立国際版画美術館

212 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　喜多川月麿画 色紙判摺物 江戸時代　文化 6 年（1809） 町田市立国際版画美術館

213 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　歌川豊国画 色紙判摺物 江戸時代　文化 7 年（1810） 町田市立国際版画美術館

214 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　歌川豊国画 色紙判摺物 江戸時代　文化 9 年（1812） 町田市立国際版画美術館

215 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著 色紙判摺物 江戸時代　文化 10 年（1813） 町田市立国際版画美術館

216 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　歌川豊国画 色紙判摺物 江戸時代　文化 13 年（1816） 町田市立国際版画美術館

217 大小暦（摺物） 烏亭焉馬著　歌川豊国画 色紙判摺物 江戸時代　文政 5 年（1822） 町田市立国際版画美術館

218 市川團十郎の飴売りとつけへ兵衛　市村羽左衛門のからくり云立嘉吉市川小團次
のからくり云立初だん二　坂東しうかの中居おつる 三代歌川豊国画 大判錦絵三枚続 江戸時代　弘化 4 ～嘉永元年（1847 ～1848） 個人蔵

219 朱漆塗りたばこ盆（七代目市川團十郎所用） 一基 江戸時代　文化 9 ～安政 6 年（1812 ～ 59） たばこと塩の博物館

220 四季之内　夏 歌川国員画 中判錦絵二枚続 江戸時代　万延元年（1860） たばこと塩の博物館

221 今様弁天盡し　本所一ツ目 歌川広重画 大判錦絵 江戸時代　文政 4 ～ 5 年（1821 ～ 22） 神奈川県立歴史博物館

222 茶印伝革大形提げたばこ入れ（七代目市川團十郎所用） 一個 江戸時代　文化 9 ～安政 6 年（1812 ～ 59） たばこと塩の博物館

223 岩井半四郎　澤村源之助 歌川豊国画 間判錦絵 江戸時代　文化 5 年（1808）頃 たばこと塩の博物館

224 青楼十二時　夜　子ノ刻　丸ゑびや内やしほ　たきの　あけハ 菊川英山画 大判錦絵 江戸時代　文化 8 ～11 年（1811～14） たばこと塩の博物館

225 松本幸四郎福嶋や清兵衛　岩井半四郎げいこかしく 歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　文化 5 年（1808）頃 たばこと塩の博物館

226 東都堀名所　山谷堀 歌川国麿画 大判錦絵 江戸時代　嘉永期（1848 ～ 54）頃 たばこと塩の博物館

227 文化役者づくし 歌川豊国画 大判錦絵 江戸時代　文化期（1804 ～18） 個人蔵

228 目がつら 歌川国安画 一枚 江戸時代　文政 8 年（1825） 個人蔵

229 大當狂言 早替り 歌川国貞画 一式 江戸時代　文政（1818 ～ 30）頃 個人蔵

230 かつらつけ 歌川芳虎画 大判錦絵 江戸時代　安政元年（1854）7 月 個人蔵

231 十二月當てみま寿 梅素亭玄魚画 大判錦絵 江戸時代　嘉永３年 (1850) 頃 個人蔵

232 朧月姿絵寿語禄 歌川芳幾画 大大判錦絵 江戸時代　慶応 3 年（1867） 個人蔵

233 文字絵又平　大津絵寿古六 豊原国周・歌川芳盛合筆 一枚 江戸時代　慶応元年（1865）12 月 個人蔵

234 真美人　廿四 楊洲周延画 大判錦絵 明治 30 年（1897）11 月 個人蔵

235 さじき 鏑木清方画 一面 昭和 20 年（1945）頃 株式会社歌舞伎座

236 「助六」揚巻の衣装 白地精好梅に丹頂鶴図の打掛（六代目中村歌右衛門所用） 山口蓬春画 一領 昭和 30 年（1955）1 月 世田谷美術館

237 「助六」揚巻の衣装 白地精好虹に鵲図の打掛（六代目中村歌右衛門所用） 山口蓬春画 一領 昭和 37 年（1962）4 月 世田谷美術館

238 「助六」揚巻の衣装 白地精好梅図の打掛（六代目中村歌右衛門所用） 前田青邨画 一領 昭和 44 年（1969）11 月 世田谷美術館

239 「助六」揚巻の衣装 白地精好笹に短冊図の打掛（六代目中村歌右衛門所用） 堅山南風画 一領 昭和 48 年（1973）11 月 世田谷美術館

240 「助六」揚巻の衣装 白地精好牡丹図の打掛（六代目中村歌右衛門所用） 橋本明治画 一領 昭和 33 年（1958）11 月 世田谷美術館

241 「助六」揚巻の衣装 白地精好波に松島図の打掛（六代目中村歌右衛門所用） 東山魁夷画 一領 昭和 41 年（1966）4 月 世田谷美術館

エピローグ　第五期歌舞伎座ご紹介コーナー
特別出品４ 第四期　歌舞伎座模型 一基 松竹株式会社

特別出品５ 第五期歌舞伎座の絨毯　見本 一基 株式会社歌舞伎座

　　　　   = 展示期間◎＝重要文化財　○＝重要美術品　☆＝西尾市指定文化財 ・展示会場の温度・湿度・照明は所蔵者の貸出条件及び作品の保護に適した環境に調整されています。
・作品名については、各所蔵先の意向に従いました。
・作品番号はキャプションおよび図録の番号一致しますが、展示の順序とは必ずしも一致しません。
・場合により、展示作品や展示期間を変更する場合がございます。また必要に応じて展示替えや巻替え等を行います。


