
展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 所蔵者2/6 ～

2/11
2/13 ～
2/18

2/20 ～
2/25

2/27 ～
3/4

3/6 ～
3/11

3/13 ～
3/18

3/20 ～
3/25

3/26 ～
3/31

第1章　暁斎、ここにあり！
1 枯木寒鴉図 河鍋暁斎 一幅 榮太樓總本鋪
2 花鳥図 河鍋暁斎 一幅 東京国立博物館
3 観世音菩薩像 河鍋暁斎 一幅 日本浮世絵博物館
4 般若十六善神図 河鍋暁斎 一幅 東京・深大寺
5 山姥図 河鍋暁斎 一幅 東京国立博物館
6 文読む美人図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館

第2章　狩野派絵師として
7 兒文殊 狩野洞雲益信 一幅 河鍋暁斎記念美術館
8 瀧に虎図 前村洞和 一幅 河鍋暁斎記念美術館
9 毘沙門天像 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館

10 上畳閻魔図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
11 瀧見観音図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
12 観音図 河鍋暁斎画、原坦山賛 一幅 個人蔵
13 日課観音図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
14 日課観音図 河鍋暁斎画、唯我韶舜賛 一幅 河鍋暁斎記念美術館

15 羅漢に蛇図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

16 豊干禅師と寒山拾得図 河鍋暁斎 一幅 東京国立博物館
17 幟鍾馗図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
18 鬼の碁打ち図 河鍋暁斎 一幅 東京国立博物館
19 司馬温公甕割図 河鍋暁斎 二幅 大英博物館
20 弾琴五美女憩いの図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 21 能・狂言面之地取画巻 河鍋暁斎 一巻 河鍋暁斎記念美術館
22 文 眠龍図 河鍋暁斎 一幅 東京・霊雲寺 
23 虎図 河鍋暁斎 一面 東京・正行院
24 鶴図屛風 河鍋暁斎 二曲一双 河鍋暁斎記念美術館

25 白鷲に猿 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

26 雨中白鷺図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
27 枇杷猿、瀧白猿 河鍋暁斎 二幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
28 風神雷神図 河鍋暁斎 二幅 株式会社 虎屋
29 風神雷神図 河鍋暁斎 二幅 河鍋暁斎記念美術館
30 木造聖観音立像 一軀 神奈川・本真寺

第3章　古画に学ぶ
場面替え 31 暁斎画談 内篇 瓜生政和著、河鍋暁斎画 四冊のうち二冊 河鍋暁斎記念美術館

32 鍾呂伝道図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
33 ◯ 鍾離権・呂洞賓問答図 伝 顔輝 一幅 個人蔵

　　　　   = 展示期間 ◯＝重要美術品　文＝文京区指定有形文化財　港＝港区指定有形民俗文化財



展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 所蔵者2/6 ～

2/11
2/13 ～
2/18

2/20 ～
2/25

2/27 ～
3/4

3/6 ～
3/11

3/13 ～
3/18

3/20 ～
3/25

3/26 ～
3/31

34 蝦蟇仙人・鉄拐仙人図 河鍋暁斎 二幅 河鍋暁斎記念美術館
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

35 菊花白猫図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵

場面替え 36 唐絵模本帖 前村洞和・岡部洞水・
狩野洞春秀信ほか 一帖 河鍋暁斎記念美術館

37 騎牛図 戴嵩（款） 一幅 個人蔵
38 陶淵明図 伝 趙孟頫 一幅 個人蔵

場面替え 39 暁斎縮図 河鍋暁斎 一巻 河鍋暁斎記念美術館
場面替え 40 暁斎手控帖 河鍋暁斎 一帖 河鍋暁斎記念美術館
場面替え 41 風俗図等貼り込み画帖 河鍋暁斎 一帖 河鍋暁斎記念美術館
場面替え 42 惺々暁斎下絵帖 河鍋暁斎 一帖 河鍋暁斎記念美術館

巻一 巻二 43 放屁合戦絵巻 河鍋暁斎 二巻 河鍋暁斎記念美術館
場面替え 44 放屁合戦絵巻 一巻 サントリー美術館

45 九相図 河鍋暁斎 一面 河鍋暁斎記念美術館
46 卒都婆小町図 河鍋暁斎 一巻 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 47 九相図 一巻 個人蔵
48 鳥獣戯画 猫又と狸 河鍋暁斎 一面 河鍋暁斎記念美術館
49 鳥獣戯画 動物行列 河鍋暁斎 一面 河鍋暁斎記念美術館

50 蛙の蛇退治 河鍋暁斎 一面 大英博物館
（ウィリアム・アンダーソン旧蔵）

51 蛙の学校 河鍋暁斎 一面 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
（テオドア・シャイーウェ旧蔵）

52 蛙の人力車と郵便夫 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
53 美人観蛙戯図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 54 探幽縮図のうち鳥獣戯画 狩野探幽 一巻 個人蔵
場面替え 55 探幽縮図 狩野探幽 一帖 個人蔵（河鍋暁斎旧蔵）

56 土佐大蔵少輔藤原行光画 百鬼夜行図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
57 百鬼夜行筆洗 河鍋暁斎画、井上良斎作 一基 河鍋暁斎記念美術館
58 四季耕作図 河鍋暁斎 二幅 個人蔵
59 四季耕作図屛風 狩野晴川院養信 六曲一双 サントリー美術館
60 郭子儀図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館

61 鯉魚遊泳図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

62 竹に仔犬 河鍋暁斎・野馬一道合筆 一幅 河鍋暁斎記念美術館

63 文昌星之図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
（アルフレッド・イースト旧蔵）

第4章　戯れを描く、戯れに描く
64 麻布一本松狩野家資料のうち滑稽仏画 一巻 東京藝術大学
65 滑稽図巻 狩野永納 一巻 個人蔵

66 鷹に追われる風神図 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

67 朝比奈三郎絵巻 河鍋暁斎 三巻 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
68 吉原遊宴図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
69 貧乏神図 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
70 五聖奏楽図 河鍋暁斎画、橘機郎賛 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
71 大仏と助六 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション

場面替え 場面替え 72 月次風俗図 河鍋暁斎 十二幅 河鍋暁斎記念美術館
73 群猫釣鯰図 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館



展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 所蔵者2/6 ～

2/11
2/13 ～
2/18

2/20 ～
2/25

2/27 ～
3/4

3/6 ～
3/11

3/13 ～
3/18

3/20 ～
3/25

3/26 ～
3/31

74 鯰の船に乗る猫 河鍋暁斎 一面 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
（テオドア・シャイーウェ旧蔵）

75 念仏の鬼 河鍋暁斎 一幅 大英博物館

76 百怪図 河鍋暁斎 二幅 大英博物館
（アーサー・モリソン旧蔵）

77 妖怪図 河鍋暁斎 三面 大英博物館

78 化物画帖 河鍋暁斎 三帖のうち一帖 大英博物館
（ウィリアム・アンダーソン旧蔵）

79 僧正坊 鞍馬天狗 牛若丸 一名遮那王 河鍋暁斎 大判錦絵三枚続 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
80 蒙古賊舩退治之図 河鍋暁斎 大判錦絵三枚続 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
81 風流蛙大合戦之図 河鍋暁斎 大判錦絵三枚続 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
82 名鏡倭魂 新板 河鍋暁斎 大判錦絵三枚続 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
83 新板かげづくし（天狗の踊り） 河鍋暁斎 大判錦絵 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
84 暁斎楽画 第三号 化々学校 河鍋暁斎 大判錦絵 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
85 暁斎楽画 第九号 がいこつの遊戯ヲゆめに見る図 河鍋暁斎 大判錦絵 イスラエル・ゴールドマン・コレクション

第5章　聖俗／美醜の境界線
86 地獄太夫と一休 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
87 閻魔と地獄太夫 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
88 地獄極楽図 河鍋暁斎 一幅 東京国立博物館
89 閻魔大王浄玻璃鏡図 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
90 閻魔・奪衣婆図 河鍋暁斎 二幅 林原美術館
91 鍾馗の戒め 河鍋暁斎画、黒田清綱賛 一幅 河鍋暁斎記念美術館
92 幽霊図 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
93 幽霊図 河鍋暁斎 一幅 大英博物館

場面替え 94 処刑場跡描絵羽織 河鍋暁斎 一領 京都府（京都文化博物館管理）

第6章　珠玉の名品
場面替え 場面替え 場面替え 95 風俗鳥獣画帖 河鍋暁斎 一帖 個人蔵

場面替え 場面替え 96 惺々狂斎画帖（一） 河鍋暁斎 一帖 河鍋暁斎記念美術館
場面替え 場面替え 97 惺々狂斎画帖（ニ） 河鍋暁斎 一帖 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 98 惺々狂斎画帖（三） 河鍋暁斎 一帖 個人蔵
場面替え 場面替え 場面替え 場面替え 場面替え 場面替え 場面替え 99 惺々暁斎団扇絵聚画帖 河鍋暁斎 一帖 個人蔵

二面 三面 100 日本神話 河鍋暁斎 五面 山口静一氏

第7章　暁斎をめぐるネットワーク
101 書画会図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
102 深大寺大師堂内旧須弥壇板戸 唐獅子図 河鍋暁斎 八面のうち一面 東京・深大寺
103 文 野見宿禰と当麻蹶速図 河鍋暁斎 一面 東京・湯島天満宮

104 文 龍虎鷹山水図衝立 河鍋暁斎・河鍋暁雲・
河鍋暁翠合筆 一双 東京・湯島天満宮

105 港 蘭陵王図 河鍋暁斎 一面 東京・赤坂氷川神社
106 野見宿禰図 河鍋暁斎 一面 松浦武四郎記念館
107 野見宿禰埴輪をつくる 下絵 河鍋暁斎 一面 河鍋暁斎記念美術館
108 松浦武四郎宛「暁斎の一札」 河鍋暁斎 一幅 河鍋暁斎記念美術館
109 ひな祭り図 河鍋暁斎 一幅 個人蔵
110 幾世かがみ 河鍋暁斎・柴田是真ほか 一冊 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
111 七福神豆撒図 河鍋暁斎 一面 根ぎし 笹乃雪



展示期間
番号 指定 作品名 作者 員数 所蔵者2/6 ～

2/11
2/13 ～
2/18

2/20 ～
2/25

2/27 ～
3/4

3/6 ～
3/11

3/13 ～
3/18

3/20 ～
3/25

3/26 ～
3/31

112 河竹黙阿弥作『漂流奇譚西洋劇』 パリス劇場表掛りの場 河鍋暁斎 一面 GAS MUSEUM がす資料館

113 達磨図 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

114 霊照女図 河鍋暁斎 一幅 イスラエル・ゴールドマン・コレクション
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

115 浦島太郎に鶴と亀 河鍋暁斎 三幅 個人蔵（ジョサイア・コンドル旧蔵）
場面替え 116 Paintings and Studies by Kawanabe Kyosai ジョサイア・コンドル著 一冊 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 117 道釈人物鳥獣画帖 河鍋暁斎 一帖 河鍋暁斎記念美術館
（ジョサイア・コンドル旧蔵）

場面替え 118 英国人画帖下絵 河鍋暁斎 一巻 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 119 Cent Proverbes Japonais F.ステナケル・上田得之助著、
河鍋暁斎画 一冊 河鍋暁斎記念美術館

場面替え 120 暁斎画談 外篇 瓜生政和著、河鍋暁斎画 四冊のうち二冊 河鍋暁斎記念美術館
場面替え 121 暁斎絵日記 河鍋暁斎 一冊 大東急記念文庫
場面替え 122 暁斎絵日記 河鍋暁斎 二冊 河鍋暁斎記念美術館

123 寛永時代美人図 河鍋暁翠 一幅 河鍋暁斎記念美術館
124 百福図 河鍋暁翠 一幅 河鍋暁斎記念美術館
125 百猩々 河鍋暁翠 一幅 河鍋暁斎記念美術館
126 山姥図 河鍋暁雲 一幅 個人蔵
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・作品番号はキャプションおよび図録番号と一致しますが、展示順序とは必ずしも一致しません。
・展示室内の温度・湿度・照度は、所蔵者の貸出条件および作品保護に適した環境に調整されています。
・作品の状態、その他やむを得ない事情により、展示作品や展示期間を予定外に変更する場合があります。


