
I 国絵図
作品・資料名｜制作年代｜寸法｜技法・素材｜所蔵番号｜
所蔵者の順に記載

1-1
備前国図
慶長年間（1596-1615 ）｜329.0 ×280.7cm 
着彩・紙｜T1-5
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-2
備中国絵図 
寛永年間（1624-44）｜190.0 ×189.2cm
着彩・紙｜T1-30
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-3
備前国九郡絵図
寛永年間（1624-44）｜193.4×188.5cm
着彩・紙｜T1-14
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-4
備前国絵図 
元禄 13 年（1700）12月｜316.0 ×357.0cm
着彩・紙｜T1-20-1
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-5
東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室
復元・元禄《備前国絵図》｜平成 22年（2010）
316.0 ×345.6cm｜着彩・雁皮紙
岡山大学附属図書館

1-6
東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室
元禄備前国絵図行程見本 5 点
平成 22 年（2010）｜-1：64.5 ×47.8cm、
-2 ～ -5：44.3 ×39.6cm｜着彩・紙
東京大学史料編纂所

1-7
国絵図仕立様之覚
元禄 10年（1697）5月
17.3 ×101.7cm｜墨・紙｜B6-112-2
岡山大学附属図書館 池田家文庫

II 浮世絵
作者名｜作品名｜制作年代｜版元｜判型｜所蔵番号｜所蔵者
｜展示期間（前期＝2016/10/22-11/20、後期＝11/22-12/18）の順
に記載

2-1 　＊カタログ図版掲載なし
歌川国貞（三代 歌川豊国）
今様見立士農工商 職人｜安政 4年（1857）
版元：魚屋栄吉｜大判錦絵三枚続
町田市立国際版画美術館

2-2
鈴木春信｜機織り
もと明和 2年（1765）絵暦｜版元：未詳
中判錦絵｜中右コレクション｜（前期）

2-3
鈴木春信｜見立小野道風
明和 2年（1765）絵暦｜版元：未詳
中判摺物｜中右コレクション｜（後期）

2-4
鈴木春信｜だるまとたばこ
もと明和 2年（1765）絵暦 ｜版元：未詳
中判錦絵｜無款 30
たばこと塩の博物館｜（後期）

2-5
鈴木春信｜井手の玉川
明和 4-5 年（1767-68）｜版元：未詳
中判錦絵｜春信 4｜たばこと塩の博物館｜（前期）

2-6
鈴木春信｜見立筒井筒
明和 4年頃（ca.1767）｜版元：未詳
中判錦絵｜中右コレクション｜（後期）

2-7　＊カタログ図版掲載なし
鈴木春信｜風流江戸八景 浅草の晴嵐
明和 5年頃（ca.1768）｜版元：未詳
中判錦絵｜中右コレクション｜（前期）　 

2-8
鈴木春信｜三十六歌仙 紀友則
明和 4年頃（ca.1767）｜版元：未詳
中判錦絵｜2003001｜千葉市美術館
展示：10/22～ 30、12/11～ 18

2-9
鳥居清長｜中村里好の本蔵女房 となせ
安政 5年（1776）｜版元：未詳｜細判紅摺絵
2913014｜千葉市美術館｜（後期）

2-10
鳥居清長｜三代目市川八百蔵の古手屋八郎兵衛、
中村里好の丹波屋のおつま、浄瑠璃富本斎宮太夫、
三絃名見崎徳治
天明 5年（1785）｜版元：西村屋与八
大判錦絵｜2933006｜千葉市美術館｜（前期）

2-11
鳥文斎栄之 ｜青楼美人六花仙 角玉屋小紫
寛永 5-6 年頃（ca.1793-94）
版元：西村屋与八｜大判錦絵｜U70（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-12
立原位貫
青楼美人六花仙 角玉屋小紫（鳥文斎栄之）
昭和 56 年（1981）｜多色摺木版画｜U1767（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-13
喜多川歌麿｜団扇をもつ娘
享和初期頃（ca.1801-02）
版元：山城屋藤右衛門｜大判錦絵｜U53（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-14
立原位貫｜団扇をもつ娘（喜多川歌麿）
昭和 61 年（1986）｜多色摺木版画｜U1788（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-15
喜多川歌麿｜山姥と金太郎 煙草のけむり
享和 1-3 年頃（ca.1801-1803 ）
版元：蔦屋重三郎｜大判錦絵｜U51（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-16
立原位貫
山姥と金太郎 煙草のけむり（喜多川歌麿）
昭和 57 年（1982）｜多色摺木版画
アルテ・ビンクロ位貫｜（前期）

2-17
歌川国貞｜大当狂言内 阿古屋
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵｜2903018
千葉市美術館｜（前期）

2-18 -a, -b
立原位貫｜大当狂言内 阿古屋（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-19
歌川国貞｜大当狂言之内 菅丞相
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（前期）

2-20 -a, -b
立原位貫｜大当狂言之内 菅丞相（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-21
歌川国貞｜大当狂言ノ内 梶原源太
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（後期）

2-22 -a, -b
立原位貫｜大当狂言ノ内 梶原源太（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-23
歌川国貞｜大当狂言内 大工六三郎
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（前期）

2-24 -a, -b
立原位貫｜大当狂言内 大工六三郎（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-25
歌川国貞｜大当狂言ノ内 八百屋お七
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（後期）

2-26 -a, -b
立原位貫
大当狂言ノ内 八百屋お七（歌川国貞）
平成 21-22 年（2009-10）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-27
歌川国貞｜大当狂言内 幡随長兵衛
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛
大判錦絵｜中右コレクション｜（前期）

2-28 -a, -b
立原位貫
大当狂言内 幡随長兵衛（歌川国貞）
平成 22 年（2010）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-29
歌川国貞｜大当狂言内 与次郎
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（後期）

2-30 -a, -b
立原位貫｜大当狂言内 与次郎（歌川国貞）
平成 22 年（2010）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-31
歌川国芳｜東都名所 するがだひ
天保 3-4 年頃（ca.1832-33）
版元：加賀屋吉右衛門｜大判錦絵｜U2748（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-32
立原位貫｜東都名所 するがだひ（歌川国芳）
昭和 58 年（1983）｜多色摺木版画｜U1774（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-33
歌川広重｜東海道五十三次之内 蒲原 夜之雪
天保 4-5 年頃（ca.1833-34）｜版元：竹内孫八
大判錦絵｜中右コレクション｜（後期）

2-34
立原位貫
東海道五十三次之内 蒲原 夜之雪（歌川広重）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1781（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-35
歌川広重
東海道五十三次之内 四日市 三重川
天保 4-5 年（1833-34）｜版元：竹内孫八

大判錦絵｜U860（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-36
立原位貫
東海道五十三次之内 四日市（歌川広重）
昭和 61年（1986）｜多色摺木版画｜U1787（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-37
歌川広重
東海道五十三次之内 岡崎 矢矧之橋
天保 4-5 年（1833-34 ）｜版元：竹内孫八
大判錦絵｜U855（TU ）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-38
立原位貫
東海道五十三次之内 岡崎（歌川広重）
昭和 62 年（1987）｜多色摺木版画｜U1790（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-39
溪斎英泉
木曽街道六十九次 岐祖路ノ駅 河渡
長柄川鵜飼船｜天保 6-7 年頃（ca.1835-36 ）
版元：竹内孫八｜大判錦絵｜U208（TU ）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-40
立原位貫
木曽街道六十九次 岐祖路ノ駅 河渡
長柄川鵜飼船（溪斎英泉）
昭和 57 年（1982）｜多色摺木版画｜U1770（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-41
歌川国芳
東都富士見三十六景 新大はし橋下の眺望
弘化 1年頃（ca.1841）｜版元：村田屋治郎兵衛
大判錦絵｜U414（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-42
立原位貫
東都富士見三十六景 新大はし橋下の眺望
（歌川国芳）
昭和 57 年（1982）｜多色摺木版画｜U1768（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-43
歌川国芳
東都富士見三十六景 山王神事雪解の富士
弘化 1年頃（ca.1844）｜版元：村田屋治郎兵衛
大判錦絵｜U415（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-44
立原位貫
東都富士見三十六景 山王神事雪解の富士
（歌川国芳）｜昭和 55 年（1980）
多色摺木版画｜U1766（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-45
歌川国芳
大願成就有ケ瀧縞 金太郎鯉つかみ
弘化年間（1844-47）｜版元：伊場屋仙三郎
大判錦絵｜U418（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-46
立原位貫
大願成就有ケ瀧縞 金太郎鯉つかみ（歌川国芳）
平成 5年（1993）｜多色摺木版画
アルテ・ビンクロ位貫｜（後期）

2-47 　＊カタログ図版掲載なし
歌川国芳｜婦相競 ぬれそう
弘化年間（1844-47）｜版元：伊場屋仙三郎
団扇絵判錦絵｜U428（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-48 　＊カタログ図版掲載なし
立原位貫｜婦相競 ぬれそう（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1764（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-49
歌川国芳｜大願成就有ケ瀧縞 菊慈童
弘化年間（1844-47）｜版元：伊場屋仙三郎
大判錦絵｜U420（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-50
立原位貫
大願成就有ケ瀧縞 菊慈童（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1765（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-51
歌川国芳｜鬼若丸
弘化 4- 嘉永 3年（1847-50）
版元：山本屋平吉｜大判錦絵｜U430（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-52
立原位貫｜鬼若丸（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1763（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-53 　＊カタログ図版掲載なし
歌川広重｜名所江戸百景 京橋竹がし
安政 4年（1857）12 月｜版元：魚屋栄吉
大判錦絵｜U1017（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-54
立原位貫
名所江戸百景 京橋竹がし（歌川広重）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1780（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-55
立原位貫
達男気性競 つりかね弥左衛門（歌川国芳）
昭和 54 年（1979）｜多色摺木版画｜U1757（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-56
立原位貫
通俗水滸伝豪傑百八人之一個
短命治郎阮小五（歌川国芳）
昭和 54 年（1979）｜多色摺木版画｜U1758（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜(前期）

2-57
立原位貫
通俗水滸伝豪傑百八人之一個
白日鼠白勝（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1760（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-58
立原位貫｜柿と目白（歌川広重）
昭和 58 年（1983）｜多色摺木版画｜U1771（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-59
立原位貫｜菊にみそさざい（歌川広重）
昭和 58 年（1983）｜多色摺木版画｜U1772（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-60
立原位貫｜芙蓉と高麗鳥（歌川広重）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1778（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-61
立原位貫｜芳流閣（歌川国芳）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1775（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-62
立原位貫｜蛍狩（歌川国芳）
昭和 59 年（1984）
多色摺木版画竪二枚続｜U1777（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-63
立原位貫
鬼若丸と大緋鯉（歌川国芳）
昭和 60年（1985）｜多色摺木版画三枚続
アルテ・ビンクロ位貫

2-64 -a, -b
立原位貫
讃岐院眷属をして為朝をすくふ図（歌川国芳）
昭和 62 年（1987）｜多色摺木版画三枚続
-a U1791（TU）｜山口県立萩美術館・浦上記念館
-b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-65
立原位貫
清月の月（歌川国芳）
昭和 62 年（1987）｜多色摺木版画｜U1792（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-66
立原位貫｜人をばかにした人だ（歌川国芳）
昭和 63 年（1988）｜多色摺木版画｜U1794（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-67
立原位貫｜萩に鮎 藤下緋鯉（歌川国芳）
昭和 63 年（1988）｜多色摺木版画｜U1796（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-68 -a, -b
立原位貫
今様美人拾二景 おてんばそう
深川すさき弁財天（溪斎英泉）
平成 3年（1991）｜多色摺木版画
-a U1798（TU）｜山口県立萩美術館・浦上記念館
-b アルテ・ビンクロ位貫｜（前期 -a／後期 -b）

2-69
立原位貫｜桜下遊女の図（歌川国丸）
平成 3年（1991）｜多色摺木版画竪二枚続
U1797（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-70
立原位貫｜白井権八（歌川国貞）
平成 4年（1992）｜多色摺木版画｜U1800（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-71 　＊カタログ図版掲載なし
立原位貫
三十六歌仙 紀友則（鈴木春信）
平成 27 年（2015）｜墨摺木版画
アルテ・ビンクロ位貫

2-72
立原位貫
三浦荒男之助 七代目市川団十郎（歌川豊国）
平成 4年（1992）｜多色摺木版画｜個人蔵

浮世絵の制作工程 立原位貫

参考出品 -1
立原位貫 《山姥と金太郎 煙草のけむり》
工程見本・摺り見本 12枚・版木 3枚（両面）
アルテ・ビンクロ位貫

参考出品 -2  ＊カタログ図版掲載なし
立原位貫 《山姥と金太郎 煙草のけむり》
色の指定・摺り見本 4枚
アルテ・ビンクロ位貫

浮世絵の青

2-73
　飾北斎｜富嶽三十六景 深川万年橋下
天保 2-5 年（1831-34）
版元：版元印なし（西村屋与八）
大判錦絵｜U109（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館 |（後期）

2-74
　飾北斎｜富嶽三十六景 甲州三島越
天保 2-5 年（1831-34）
版元：版元印なし（西村屋与八）
大判錦絵｜U115（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館 |（前期）

2-75
溪斎英泉｜仮宅の遊女
天保 6年（1835）｜版元：蔦屋吉蔵
大判藍摺三枚続｜2933013
千葉市美術館｜（前期）

2-76
溪斎英泉｜姿海老屋楼上之図
文政 11 年頃（ca.1828）
版元：蔦屋吉蔵｜大判藍摺三枚続｜2923204
千葉市美術館｜（前期）

2-77
溪斎英泉｜浮世姿 花やしき
天保後期（1830-44）|版元：若狭屋与市
大判錦絵｜2923262
千葉市美術館｜（後期）

2-78
溪斎英泉
江戸名所尽 金龍山浅草寺雷神門之図
天保後期（1830-44）｜版元：万屋吉兵衛
大判錦絵｜2923218
千葉市美術館｜（後期）

III 色材
資料名・素材名｜年代｜寸法（長辺）｜所蔵者の順に記載し、
産地など必要な情報を加えた

3-1  辰砂・朱
     -1 辰砂（奈良県宇陀市大和水銀鉱山）｜5.5cm
         個人蔵
     -2 辰砂顔料
     -3 又玄斎南可｜商売往来絵字引｜未詳｜16.9cm
         個人蔵

3-2  弁柄・代赭
     -1 赤鉄鉱、-2 弁柄顔料

3-3  鉛丹・丹
     -1 原料となる鉛、-2 鉛丹顔料

3-4  臙脂綿
     -1 臙脂綿、-2 ラックカイガラムシの樹脂塊

3-5  紅・紅花
      -1  種、 -2  花、 -3  紅花餅、 -4  紅で染めた絹布
      -5  本紅（鈴木孝男）｜平成 13 年（2001 ）
      -6  鈴木孝男の紅による紅摺見本
           （制作：立原位貫）｜平成 7年（1995 ）

3-6  黄土
      -1  黄土

3-7  石黄
      -1  オーピメント、 -2  石黄

3-8  藤黄
      -1  藤黄、 -2  砕いた粉末と色見本

3-9  鬱金
      -1  鬱金と顔料

参考
         その他の黄色

3-10  緑青
      -1*  録青戸樋｜嘉永 5年（1852 ）
            188.5 ×20.8 ×5.0cm ｜木
      -2*  擂り鉢｜31.4 ×30.7 ×13.6cm ｜焼成品
      -3*  ユリ盆｜33.0 ×33.4 ×6.1cm ｜木
      -4*  ヘラ｜16.8cm ｜木
      -5*  ハケ｜15.9cm ｜縄
      -6   酸化銅鉱石・孔雀石（長登瀧ノ下採集）
      -7   緑青（富士卯極紺）包み
      -8   白緑（新□ 岩白録 松の葉）包み
      -9   緑青（日本製・ト印・上等・目□□二番録青） 
            包み
     -10  緑青（岩緑青 日本製・上等・岩緑青）包み
     -11* 白緑（白井家に残る白緑青 壱斤包み）
     -12* 白緑（白井家に残る 緑青 壱斤包み（濃））
     -13* 緑青（壱斤包み） 
            -1~13  美称市長登銅山文化交流館
                        *山口県指定文化財（民第11の1）
     -14  長登岩緑青（濃）
     -15  長登岩緑青（薄）
     -16  長登岩緑青（白緑）
     -17  長登岩緑青 原石
            -14~17  白井道彬蔵
     -18  孔雀石（秋田県大仙市荒川鉱山）｜7.0cm
            個人蔵
     -19  孔雀石（秋田県大仙市亀山盛鉱山）｜6.7cm
            個人蔵

3-11  草汁
       -1  藍、-2 青花、 -3  絹糸染見本、 -4  石黄
       -5  色見本（立原位貫）｜平成 13 年（2001）
            個人蔵

3-12  群青
       -1  藍銅鉱（ 岡山県岡山市古都鉱山）｜7.0cm
            個人蔵
       -2  藍銅鉱（栃木県日光市小来川鉱山）｜9.0cm
            個人蔵
       -3  顔料数種・粒度数種

3-13  プルシアンブルー・ベロ藍
       -1  ベロ藍（顔料）

3-14  藍
       -1  藍の種・スクモ・藍玉、 -2  青黛墨
       -3  狩野良信｜藍一覧｜明治 5年（1872）
            彩色摺一枚｜2975131
            千葉市美術館 ラヴィッツコレクション
       -4  藍の葉、 -5  スクモ、
       -6  藍玉｜11.0 ×11.0 ×9.0cm
       -7  染めた糸や布など｜紺九

3-15  青花紙・藍紙
       -1  押し花、 -2  青花紙 1束｜27.0 ×39.0cm
            個人蔵、- 3  典具帖紙｜27.0 ×39.0cm

       -4  青花液
       -5  溝口月耕｜青花紙一覧
            明治 6年（1873）｜彩色摺一枚｜2975133
            千葉市美術館 ラヴィッツコレクション
       -6  秋里籬島｜東海道名所図絵 巻之二
            （一冊）｜刊行年：寛政9年（1797）｜25.3cm
            個人蔵

3-16  胡粉
       -1  イタボ牡蠣 上蓋、-2 製造工程 数種類
       -3  胡粉各種
            ナカガワ胡粉絵具株式会社

3-17  雲母
       -1  白雲母

3-18  金箔・金泥
       -1  金箔、金泥

3-19  墨
       -1  墨
       -2  墨・松煙墨・油煙墨・墨各種と原料

参考出品 -1
立原位貫｜鈴木春信の色の再現
平成 14 年（2002）
千葉市美術館

参考出品 -2
村岡ゆかり｜『本朝画法大伝』に記載された色
平成 28 年（2016）
個人蔵

参考出品 -3
にかわ 膠見本｜33.0 ×80.0cm
妻屋膠研究所

IV 画材

作品・資料名｜年代｜寸法｜技法・素材｜所蔵者の順に記
載した

4-1
尾形家伝来の絵具箱｜江戸時代
30.4 ×14.0 ×14.4cm｜木、漆塗、磁器、顔料
福岡県立美術館

4-2
絵具硯箱｜江戸 -明治時代
33.5 ×21.5 ×20.7cm｜木、漆塗、磁器、顔料
個人蔵

4-3
喜多川歌麿｜青楼絵本年中行事
刊行年：享和 4年（1804）｜22.7cm
彩色摺絵本｜2955243 
千葉市美術館

4-4
鳥文斎栄之 ｜風流源氏やつし 絵合
寛政 3-4 年（ca.1791-92）｜版元：和泉屋市兵衛
大判錦絵二枚続｜2923007
千葉市美術館｜(前期）

4-5
鹿野武左衛門、古山師重｜鹿のまき筆
第一巻（五巻）｜刊行年：貞享 3年（1686）
咄本｜21.4cm ｜130し -1
たばこと塩の博物館

4-6
茂義公皆春斎御絵具・絵道具類
（武雄鍋島家資料）
      -1  絵具皿「御画方」（続編一 -へ -4-10）
           径 9.0cm
      -2  絵具皿（藍色絵具付）（続編一 -へ -6-1 ）
           径 9.0cm
      -3  絵具皿（朱色絵具付）｜（続編一 -へ -6-10 ）
           径 9.0cm
      -4  絵具皿（黄絵具付）（続編一 -へ -6-6 ）
           径 9.0cm
      -5  絵具皿（絵具付）緑（続編一 -へ -6-3 ）
           径 9.0cm
      -6  1・2  絵絹（続編一 -へ -41・42）
           48.6 ～ 50.0 ×10.5 ×2.5 ～ 3.2cm
      -7  藍棒包み（後編二 -へ -45- へ -包 6）
      -8  金粉包み（後編二 -へ -45- へ -包 8）
      -9  「岩緑青」（唐青三番）包み
           （後編二 -へ -45- 包 2）
     -10 「丹」包み（後編二 -ヘ -45- ホ -包 5）
     -11 「岩白郡」（群青）包み
           （後編二 -へ -45- イ -包 7）
     -12 「緑青」（唐白式番）包み
           （後編二 -へ -45- イ -包 8）
     -13 「花紺青」（スマルト）包み
           （後編二 -へ -45- ハ -包 -9-2 ）
     -14 「藍棒」（大瑠璃光印）包み
           （後編二 -へ -45- ハ -包 14-1, 2 ）
     -15 「 岩白緑」包み（後編二 -へ -45- 二 -包 2）
     -16 「藤黄」（ガンボージ）包み
           （後編二 -へ -45- ニ -包 5）
     -17 「小野山粒黄土」（後編二 -へ -45- ニ -包 6）
     -18 「板緑錆」（後編二 -ロ -49 ）
           11.6 ×20.6 ×8.5cm
     -19 「紅毛紺青」（プルシアンブルー）
           （後編二 -へ 22- 包 5）
     武雄市図書館・歴史資料館

参考写真 - 1
歌川豊広｜琴棋書画｜19 世紀｜絹本着色
フリーア美術館

4-7
松岡辰方、本間百里
故実叢書 装束織文図会（一冊）
成立年：享和元年（1801）、
刊行年：明治 35 年（1902）｜24.7cm 
個人蔵

4-8
好染翁、一勇斎国芳｜染物早指南｜（一冊）
刊行年：嘉永 6年（1853）｜18.3cm
個人蔵

V 画法書

著者・編者名｜資料名｜成立年・出版年ほか｜判型｜縦寸
法｜所蔵番号｜所蔵者｜展示期間（前期＝2016/10/22-11/20、
後期＝11/22-12/18）の順に記載した

5-1
宋 応星
天工開物 上巻彰施第三巻・中巻丹青第十六巻
（上中下巻／六冊）
成立年：寛永 13 年／崇棋 10 年（1637）
版元：未詳｜版本｜25.0cm｜ム 01 05083
早稲田大学図書館

5-2
王概ほか編｜芥子園画伝画伝三集｜（四集六冊）
成立年：延宝 6年・康熙 18 年（1679）
刊行年：寛延元年（1748）
版元：江南四郎右兵衛｜版本｜28.6cm
2915002 ｜千葉市美術館

5-3
土佐光起｜本朝画法大伝｜（一冊）
成立年：元禄3年（1690）、書写年：文政5年（1822）
版元：未詳｜写本｜23.4cm ｜貴重書 -372
東京藝術大学附属図書館

5-4
狩野永納｜本朝画史 巻之五｜（五巻五冊）
刊行年：元禄 6年（1693）｜版元：丸屋源兵衛
版本｜24.0cm｜チ 04 03990
早稲田大学図書館

5-5
林 守篤｜画筌 巻一｜（六巻五冊）
刊行年：享保 6年（1721）
版元：保寿堂｜版本｜26.2cm｜文庫 06 01296
早稲田大学図書館

5-6
西川祐信｜絵本倭比事 附巻｜（十巻十冊）
刊行年：寛保 2年（1742）
版元：河内屋宇兵衛｜版本｜2975094
千葉市美術館 ラヴィッツコレクション

5-7 -a
平賀源内｜物類品隲 巻之二｜（六巻三冊）
刊行年：宝暦 13 年（1763）
版元：柏原屋清右衛門｜版本｜27.0cm｜二 01 03074
早稲田大学図書館｜（前期）

5-7 -ｂ
平賀源内｜物類品隲 巻之二｜（六巻三冊）
刊行年：宝暦 13 年（1763）
版元：柏原屋清右衛門｜版本｜25.2cm
山田孝雄文庫 和草本 2984 ｜富山市立図書館
（後期）

5-8 -a
宮本君山｜漢画独稽古 乾｜（乾・坤／二冊）
成立年：文化 4年（1807） 、書写年：未詳
版元：未詳｜写本｜25.0cm｜文庫 31 E0521
早稲田大学図書館（前期）

5-8 -ｂ
宮本君山｜漢画独稽古 乾｜（乾・坤／二冊）
成立年：文化 4年（1807）
版元：未詳｜版本｜25.0ｃｍ｜720-20-1
岡山大学附属図書館 池田家文庫｜（後期）

5-9
　飾北斎｜画本彩色通 初編｜（二編二冊）
刊行年：弘化 5年（1848）
版元：未詳｜版本｜18.5cm
山田孝雄文庫 和草本3436 ｜富山市立図書館

5-10
石井研堂｜錦絵の彫と摺
刊行年：昭和 4年（1929）
出版元：芸艸堂｜22.6cm ｜目黒区美術館

参考出品　＊カタログ図版掲載なし
貝原益軒｜大和本草（二十巻十冊）
刊行年：宝永 6年（1709）
版元：永田調兵衛｜版本｜22.4cm ｜個人蔵

色の博物誌－江戸の色材を視る・読む
 2016年10月22日（土）―12月18日（日）
主催：(公財 )目黒区芸術文化振興財団 目黒区美術館、読売新聞社、美術館連絡協議会
特別協力：岡山大学附属図書館、山口県立萩美術館・浦上記念館
協 賛：ライオン、大日本印刷、損保ジャパン日本興亜、日本テレビ放送網、サッポロホールディングス株式会社

展示作品・資料リスト
本展は前期（2016/10/22-11/20）・後期（11/22-12/18）で一部出品内容に変更があります

色の博物誌－江戸の色材を視る・読む
目黒区美術館
153-0063目黒区目黒 2-4-36
www.mmat.jp ©2016　目黒区美術館



I 国絵図
作品・資料名｜制作年代｜寸法｜技法・素材｜所蔵番号｜
所蔵者の順に記載

1-1
備前国図
慶長年間（1596-1615 ）｜329.0 ×280.7cm 
着彩・紙｜T1-5
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-2
備中国絵図 
寛永年間（1624-44）｜190.0 ×189.2cm
着彩・紙｜T1-30
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-3
備前国九郡絵図
寛永年間（1624-44）｜193.4×188.5cm
着彩・紙｜T1-14
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-4
備前国絵図 
元禄 13 年（1700）12月｜316.0 ×357.0cm
着彩・紙｜T1-20-1
岡山大学附属図書館 池田家文庫

1-5
東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室
復元・元禄《備前国絵図》｜平成 22年（2010）
316.0 ×345.6cm｜着彩・雁皮紙
岡山大学附属図書館

1-6
東京藝術大学大学院保存修復日本画研究室
元禄備前国絵図行程見本 5 点
平成 22 年（2010）｜-1：64.5 ×47.8cm、
-2 ～ -5：44.3 ×39.6cm｜着彩・紙
東京大学史料編纂所

1-7
国絵図仕立様之覚
元禄 10年（1697）5月
17.3 ×101.7cm｜墨・紙｜B6-112-2
岡山大学附属図書館 池田家文庫

II 浮世絵
作者名｜作品名｜制作年代｜版元｜判型｜所蔵番号｜所蔵者
｜展示期間（前期＝2016/10/22-11/20、後期＝11/22-12/18）の順
に記載

2-1 　＊カタログ図版掲載なし
歌川国貞（三代 歌川豊国）
今様見立士農工商 職人｜安政 4年（1857）
版元：魚屋栄吉｜大判錦絵三枚続
町田市立国際版画美術館

2-2
鈴木春信｜機織り
もと明和 2年（1765）絵暦｜版元：未詳
中判錦絵｜中右コレクション｜（前期）

2-3
鈴木春信｜見立小野道風
明和 2年（1765）絵暦｜版元：未詳
中判摺物｜中右コレクション｜（後期）

2-4
鈴木春信｜だるまとたばこ
もと明和 2年（1765）絵暦 ｜版元：未詳
中判錦絵｜無款 30
たばこと塩の博物館｜（後期）

2-5
鈴木春信｜井手の玉川
明和 4-5 年（1767-68）｜版元：未詳
中判錦絵｜春信 4｜たばこと塩の博物館｜（前期）

2-6
鈴木春信｜見立筒井筒
明和 4年頃（ca.1767）｜版元：未詳
中判錦絵｜中右コレクション｜（後期）

2-7　＊カタログ図版掲載なし
鈴木春信｜風流江戸八景 浅草の晴嵐
明和 5年頃（ca.1768）｜版元：未詳
中判錦絵｜中右コレクション｜（前期）　 

2-8
鈴木春信｜三十六歌仙 紀友則
明和 4年頃（ca.1767）｜版元：未詳
中判錦絵｜2003001｜千葉市美術館
展示：10/22～ 30、12/11～ 18

2-9
鳥居清長｜中村里好の本蔵女房 となせ
安政 5年（1776）｜版元：未詳｜細判紅摺絵
2913014｜千葉市美術館｜（後期）

2-10
鳥居清長｜三代目市川八百蔵の古手屋八郎兵衛、
中村里好の丹波屋のおつま、浄瑠璃富本斎宮太夫、
三絃名見崎徳治
天明 5年（1785）｜版元：西村屋与八
大判錦絵｜2933006｜千葉市美術館｜（前期）

2-11
鳥文斎栄之 ｜青楼美人六花仙 角玉屋小紫
寛永 5-6 年頃（ca.1793-94）
版元：西村屋与八｜大判錦絵｜U70（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-12
立原位貫
青楼美人六花仙 角玉屋小紫（鳥文斎栄之）
昭和 56 年（1981）｜多色摺木版画｜U1767（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-13
喜多川歌麿｜団扇をもつ娘
享和初期頃（ca.1801-02）
版元：山城屋藤右衛門｜大判錦絵｜U53（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-14
立原位貫｜団扇をもつ娘（喜多川歌麿）
昭和 61 年（1986）｜多色摺木版画｜U1788（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-15
喜多川歌麿｜山姥と金太郎 煙草のけむり
享和 1-3 年頃（ca.1801-1803 ）
版元：蔦屋重三郎｜大判錦絵｜U51（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-16
立原位貫
山姥と金太郎 煙草のけむり（喜多川歌麿）
昭和 57 年（1982）｜多色摺木版画
アルテ・ビンクロ位貫｜（前期）

2-17
歌川国貞｜大当狂言内 阿古屋
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵｜2903018
千葉市美術館｜（前期）

2-18 -a, -b
立原位貫｜大当狂言内 阿古屋（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-19
歌川国貞｜大当狂言之内 菅丞相
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（前期）

2-20 -a, -b
立原位貫｜大当狂言之内 菅丞相（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-21
歌川国貞｜大当狂言ノ内 梶原源太
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（後期）

2-22 -a, -b
立原位貫｜大当狂言ノ内 梶原源太（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-23
歌川国貞｜大当狂言内 大工六三郎
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（前期）

2-24 -a, -b
立原位貫｜大当狂言内 大工六三郎（歌川国貞）
平成 21 年（2009）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-25
歌川国貞｜大当狂言ノ内 八百屋お七
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（後期）

2-26 -a, -b
立原位貫
大当狂言ノ内 八百屋お七（歌川国貞）
平成 21-22 年（2009-10）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-27
歌川国貞｜大当狂言内 幡随長兵衛
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛
大判錦絵｜中右コレクション｜（前期）

2-28 -a, -b
立原位貫
大当狂言内 幡随長兵衛（歌川国貞）
平成 22 年（2010）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-29
歌川国貞｜大当狂言内 与次郎
文化 11-12 年（1814-15）
版元：川口屋卯兵衛｜大判錦絵
中右コレクション｜（後期）

2-30 -a, -b
立原位貫｜大当狂言内 与次郎（歌川国貞）
平成 22 年（2010）｜多色摺木版画
-a 千葉市美術館／ -b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-31
歌川国芳｜東都名所 するがだひ
天保 3-4 年頃（ca.1832-33）
版元：加賀屋吉右衛門｜大判錦絵｜U2748（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-32
立原位貫｜東都名所 するがだひ（歌川国芳）
昭和 58 年（1983）｜多色摺木版画｜U1774（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-33
歌川広重｜東海道五十三次之内 蒲原 夜之雪
天保 4-5 年頃（ca.1833-34）｜版元：竹内孫八
大判錦絵｜中右コレクション｜（後期）

2-34
立原位貫
東海道五十三次之内 蒲原 夜之雪（歌川広重）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1781（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-35
歌川広重
東海道五十三次之内 四日市 三重川
天保 4-5 年（1833-34）｜版元：竹内孫八

大判錦絵｜U860（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-36
立原位貫
東海道五十三次之内 四日市（歌川広重）
昭和 61年（1986）｜多色摺木版画｜U1787（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-37
歌川広重
東海道五十三次之内 岡崎 矢矧之橋
天保 4-5 年（1833-34 ）｜版元：竹内孫八
大判錦絵｜U855（TU ）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-38
立原位貫
東海道五十三次之内 岡崎（歌川広重）
昭和 62 年（1987）｜多色摺木版画｜U1790（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-39
溪斎英泉
木曽街道六十九次 岐祖路ノ駅 河渡
長柄川鵜飼船｜天保 6-7 年頃（ca.1835-36 ）
版元：竹内孫八｜大判錦絵｜U208（TU ）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-40
立原位貫
木曽街道六十九次 岐祖路ノ駅 河渡
長柄川鵜飼船（溪斎英泉）
昭和 57 年（1982）｜多色摺木版画｜U1770（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-41
歌川国芳
東都富士見三十六景 新大はし橋下の眺望
弘化 1年頃（ca.1841）｜版元：村田屋治郎兵衛
大判錦絵｜U414（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-42
立原位貫
東都富士見三十六景 新大はし橋下の眺望
（歌川国芳）
昭和 57 年（1982）｜多色摺木版画｜U1768（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-43
歌川国芳
東都富士見三十六景 山王神事雪解の富士
弘化 1年頃（ca.1844）｜版元：村田屋治郎兵衛
大判錦絵｜U415（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-44
立原位貫
東都富士見三十六景 山王神事雪解の富士
（歌川国芳）｜昭和 55 年（1980）
多色摺木版画｜U1766（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-45
歌川国芳
大願成就有ケ瀧縞 金太郎鯉つかみ
弘化年間（1844-47）｜版元：伊場屋仙三郎
大判錦絵｜U418（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-46
立原位貫
大願成就有ケ瀧縞 金太郎鯉つかみ（歌川国芳）
平成 5年（1993）｜多色摺木版画
アルテ・ビンクロ位貫｜（後期）

2-47 　＊カタログ図版掲載なし
歌川国芳｜婦相競 ぬれそう
弘化年間（1844-47）｜版元：伊場屋仙三郎
団扇絵判錦絵｜U428（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-48 　＊カタログ図版掲載なし
立原位貫｜婦相競 ぬれそう（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1764（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-49
歌川国芳｜大願成就有ケ瀧縞 菊慈童
弘化年間（1844-47）｜版元：伊場屋仙三郎
大判錦絵｜U420（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-50
立原位貫
大願成就有ケ瀧縞 菊慈童（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1765（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-51
歌川国芳｜鬼若丸
弘化 4- 嘉永 3年（1847-50）
版元：山本屋平吉｜大判錦絵｜U430（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-52
立原位貫｜鬼若丸（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1763（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-53 　＊カタログ図版掲載なし
歌川広重｜名所江戸百景 京橋竹がし
安政 4年（1857）12 月｜版元：魚屋栄吉
大判錦絵｜U1017（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-54
立原位貫
名所江戸百景 京橋竹がし（歌川広重）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1780（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-55
立原位貫
達男気性競 つりかね弥左衛門（歌川国芳）
昭和 54 年（1979）｜多色摺木版画｜U1757（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-56
立原位貫
通俗水滸伝豪傑百八人之一個
短命治郎阮小五（歌川国芳）
昭和 54 年（1979）｜多色摺木版画｜U1758（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜(前期）

2-57
立原位貫
通俗水滸伝豪傑百八人之一個
白日鼠白勝（歌川国芳）
昭和 55 年（1980）｜多色摺木版画｜U1760（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-58
立原位貫｜柿と目白（歌川広重）
昭和 58 年（1983）｜多色摺木版画｜U1771（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-59
立原位貫｜菊にみそさざい（歌川広重）
昭和 58 年（1983）｜多色摺木版画｜U1772（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-60
立原位貫｜芙蓉と高麗鳥（歌川広重）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1778（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-61
立原位貫｜芳流閣（歌川国芳）
昭和 59 年（1984）｜多色摺木版画｜U1775（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-62
立原位貫｜蛍狩（歌川国芳）
昭和 59 年（1984）
多色摺木版画竪二枚続｜U1777（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（前期）

2-63
立原位貫
鬼若丸と大緋鯉（歌川国芳）
昭和 60年（1985）｜多色摺木版画三枚続
アルテ・ビンクロ位貫

2-64 -a, -b
立原位貫
讃岐院眷属をして為朝をすくふ図（歌川国芳）
昭和 62 年（1987）｜多色摺木版画三枚続
-a U1791（TU）｜山口県立萩美術館・浦上記念館
-b アルテ・ビンクロ位貫
（前期 -a／後期 -b）

2-65
立原位貫
清月の月（歌川国芳）
昭和 62 年（1987）｜多色摺木版画｜U1792（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-66
立原位貫｜人をばかにした人だ（歌川国芳）
昭和 63 年（1988）｜多色摺木版画｜U1794（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-67
立原位貫｜萩に鮎 藤下緋鯉（歌川国芳）
昭和 63 年（1988）｜多色摺木版画｜U1796（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-68 -a, -b
立原位貫
今様美人拾二景 おてんばそう
深川すさき弁財天（溪斎英泉）
平成 3年（1991）｜多色摺木版画
-a U1798（TU）｜山口県立萩美術館・浦上記念館
-b アルテ・ビンクロ位貫｜（前期 -a／後期 -b）

2-69
立原位貫｜桜下遊女の図（歌川国丸）
平成 3年（1991）｜多色摺木版画竪二枚続
U1797（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-70
立原位貫｜白井権八（歌川国貞）
平成 4年（1992）｜多色摺木版画｜U1800（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館｜（後期）

2-71 　＊カタログ図版掲載なし
立原位貫
三十六歌仙 紀友則（鈴木春信）
平成 27 年（2015）｜墨摺木版画
アルテ・ビンクロ位貫

2-72
立原位貫
三浦荒男之助 七代目市川団十郎（歌川豊国）
平成 4年（1992）｜多色摺木版画｜個人蔵

浮世絵の制作工程 立原位貫

参考出品 -1
立原位貫 《山姥と金太郎 煙草のけむり》
工程見本・摺り見本 12枚・版木 3枚（両面）
アルテ・ビンクロ位貫

参考出品 -2  ＊カタログ図版掲載なし
立原位貫 《山姥と金太郎 煙草のけむり》
色の指定・摺り見本 4枚
アルテ・ビンクロ位貫

浮世絵の青

2-73
　飾北斎｜富嶽三十六景 深川万年橋下
天保 2-5 年（1831-34）
版元：版元印なし（西村屋与八）
大判錦絵｜U109（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館 |（後期）

2-74
　飾北斎｜富嶽三十六景 甲州三島越
天保 2-5 年（1831-34）
版元：版元印なし（西村屋与八）
大判錦絵｜U115（TU）
山口県立萩美術館・浦上記念館 |（前期）

2-75
溪斎英泉｜仮宅の遊女
天保 6年（1835）｜版元：蔦屋吉蔵
大判藍摺三枚続｜2933013
千葉市美術館｜（前期）

2-76
溪斎英泉｜姿海老屋楼上之図
文政 11 年頃（ca.1828）
版元：蔦屋吉蔵｜大判藍摺三枚続｜2923204
千葉市美術館｜（前期）

2-77
溪斎英泉｜浮世姿 花やしき
天保後期（1830-44）|版元：若狭屋与市
大判錦絵｜2923262
千葉市美術館｜（後期）

2-78
溪斎英泉
江戸名所尽 金龍山浅草寺雷神門之図
天保後期（1830-44）｜版元：万屋吉兵衛
大判錦絵｜2923218
千葉市美術館｜（後期）

III 色材
資料名・素材名｜年代｜寸法（長辺）｜所蔵者の順に記載し、
産地など必要な情報を加えた

3-1  辰砂・朱
     -1 辰砂（奈良県宇陀市大和水銀鉱山）｜5.5cm
         個人蔵
     -2 辰砂顔料
     -3 又玄斎南可｜商売往来絵字引｜未詳｜16.9cm
         個人蔵

3-2  弁柄・代赭
     -1 赤鉄鉱、-2 弁柄顔料

3-3  鉛丹・丹
     -1 原料となる鉛、-2 鉛丹顔料

3-4  臙脂綿
     -1 臙脂綿、-2 ラックカイガラムシの樹脂塊

3-5  紅・紅花
      -1  種、 -2  花、 -3  紅花餅、 -4  紅で染めた絹布
      -5  本紅（鈴木孝男）｜平成 13 年（2001 ）
      -6  鈴木孝男の紅による紅摺見本
           （制作：立原位貫）｜平成 7年（1995 ）

3-6  黄土
      -1  黄土

3-7  石黄
      -1  オーピメント、 -2  石黄

3-8  藤黄
      -1  藤黄、 -2  砕いた粉末と色見本

3-9  鬱金
      -1  鬱金と顔料

参考
         その他の黄色

3-10  緑青
      -1*  録青戸樋｜嘉永 5年（1852 ）
            188.5 ×20.8 ×5.0cm ｜木
      -2*  擂り鉢｜31.4 ×30.7 ×13.6cm ｜焼成品
      -3*  ユリ盆｜33.0 ×33.4 ×6.1cm ｜木
      -4*  ヘラ｜16.8cm ｜木
      -5*  ハケ｜15.9cm ｜縄
      -6   酸化銅鉱石・孔雀石（長登瀧ノ下採集）
      -7   緑青（富士卯極紺）包み
      -8   白緑（新□ 岩白録 松の葉）包み
      -9   緑青（日本製・ト印・上等・目□□二番録青） 
            包み
     -10  緑青（岩緑青 日本製・上等・岩緑青）包み
     -11* 白緑（白井家に残る白緑青 壱斤包み）
     -12* 白緑（白井家に残る 緑青 壱斤包み（濃））
     -13* 緑青（壱斤包み） 
            -1~13  美称市長登銅山文化交流館
                        *山口県指定文化財（民第11の1）
     -14  長登岩緑青（濃）
     -15  長登岩緑青（薄）
     -16  長登岩緑青（白緑）
     -17  長登岩緑青 原石
            -14~17  白井道彬蔵
     -18  孔雀石（秋田県大仙市荒川鉱山）｜7.0cm
            個人蔵
     -19  孔雀石（秋田県大仙市亀山盛鉱山）｜6.7cm
            個人蔵

3-11  草汁
       -1  藍、-2 青花、 -3  絹糸染見本、 -4  石黄
       -5  色見本（立原位貫）｜平成 13 年（2001）
            個人蔵

3-12  群青
       -1  藍銅鉱（ 岡山県岡山市古都鉱山）｜7.0cm
            個人蔵
       -2  藍銅鉱（栃木県日光市小来川鉱山）｜9.0cm
            個人蔵
       -3  顔料数種・粒度数種

3-13  プルシアンブルー・ベロ藍
       -1  ベロ藍（顔料）

3-14  藍
       -1  藍の種・スクモ・藍玉、 -2  青黛墨
       -3  狩野良信｜藍一覧｜明治 5年（1872）
            彩色摺一枚｜2975131
            千葉市美術館 ラヴィッツコレクション
       -4  藍の葉、 -5  スクモ、
       -6  藍玉｜11.0 ×11.0 ×9.0cm
       -7  染めた糸や布など｜紺九

3-15  青花紙・藍紙
       -1  押し花、 -2  青花紙 1束｜27.0 ×39.0cm
            個人蔵、- 3  典具帖紙｜27.0 ×39.0cm

       -4  青花液
       -5  溝口月耕｜青花紙一覧
            明治 6年（1873）｜彩色摺一枚｜2975133
            千葉市美術館 ラヴィッツコレクション
       -6  秋里籬島｜東海道名所図絵 巻之二
            （一冊）｜刊行年：寛政9年（1797）｜25.3cm
            個人蔵

3-16  胡粉
       -1  イタボ牡蠣 上蓋、-2 製造工程 数種類
       -3  胡粉各種
            ナカガワ胡粉絵具株式会社

3-17  雲母
       -1  白雲母

3-18  金箔・金泥
       -1  金箔、金泥

3-19  墨
       -1  墨
       -2  墨・松煙墨・油煙墨・墨各種と原料

参考出品 -1
立原位貫｜鈴木春信の色の再現
平成 14 年（2002）
千葉市美術館

参考出品 -2
村岡ゆかり｜『本朝画法大伝』に記載された色
平成 28 年（2016）
個人蔵

参考出品 -3
にかわ 膠見本｜33.0 ×80.0cm
妻屋膠研究所

IV 画材

作品・資料名｜年代｜寸法｜技法・素材｜所蔵者の順に記
載した

4-1
尾形家伝来の絵具箱｜江戸時代
30.4 ×14.0 ×14.4cm｜木、漆塗、磁器、顔料
福岡県立美術館

4-2
絵具硯箱｜江戸 -明治時代
33.5 ×21.5 ×20.7cm｜木、漆塗、磁器、顔料
個人蔵

4-3
喜多川歌麿｜青楼絵本年中行事
刊行年：享和 4年（1804）｜22.7cm
彩色摺絵本｜2955243 
千葉市美術館

4-4
鳥文斎栄之 ｜風流源氏やつし 絵合
寛政 3-4 年（ca.1791-92）｜版元：和泉屋市兵衛
大判錦絵二枚続｜2923007
千葉市美術館｜(前期）

4-5
鹿野武左衛門、古山師重｜鹿のまき筆
第一巻（五巻）｜刊行年：貞享 3年（1686）
咄本｜21.4cm ｜130し -1
たばこと塩の博物館

4-6
茂義公皆春斎御絵具・絵道具類
（武雄鍋島家資料）
      -1  絵具皿「御画方」（続編一 -へ -4-10）
           径 9.0cm
      -2  絵具皿（藍色絵具付）（続編一 -へ -6-1 ）
           径 9.0cm
      -3  絵具皿（朱色絵具付）｜（続編一 -へ -6-10 ）
           径 9.0cm
      -4  絵具皿（黄絵具付）（続編一 -へ -6-6 ）
           径 9.0cm
      -5  絵具皿（絵具付）緑（続編一 -へ -6-3 ）
           径 9.0cm
      -6  1・2  絵絹（続編一 -へ -41・42）
           48.6 ～ 50.0 ×10.5 ×2.5 ～ 3.2cm
      -7  藍棒包み（後編二 -へ -45- へ -包 6）
      -8  金粉包み（後編二 -へ -45- へ -包 8）
      -9  「岩緑青」（唐青三番）包み
           （後編二 -へ -45- 包 2）
     -10 「丹」包み（後編二 -ヘ -45- ホ -包 5）
     -11 「岩白郡」（群青）包み
           （後編二 -へ -45- イ -包 7）
     -12 「緑青」（唐白式番）包み
           （後編二 -へ -45- イ -包 8）
     -13 「花紺青」（スマルト）包み
           （後編二 -へ -45- ハ -包 -9-2 ）
     -14 「藍棒」（大瑠璃光印）包み
           （後編二 -へ -45- ハ -包 14-1, 2 ）
     -15 「 岩白緑」包み（後編二 -へ -45- 二 -包 2）
     -16 「藤黄」（ガンボージ）包み
           （後編二 -へ -45- ニ -包 5）
     -17 「小野山粒黄土」（後編二 -へ -45- ニ -包 6）
     -18 「板緑錆」（後編二 -ロ -49 ）
           11.6 ×20.6 ×8.5cm
     -19 「紅毛紺青」（プルシアンブルー）
           （後編二 -へ 22- 包 5）
     武雄市図書館・歴史資料館

参考写真 - 1
歌川豊広｜琴棋書画｜19 世紀｜絹本着色
フリーア美術館

4-7
松岡辰方、本間百里
故実叢書 装束織文図会（一冊）
成立年：享和元年（1801）、
刊行年：明治 35 年（1902）｜24.7cm 
個人蔵

4-8
好染翁、一勇斎国芳｜染物早指南｜（一冊）
刊行年：嘉永 6年（1853）｜18.3cm
個人蔵

V 画法書

著者・編者名｜資料名｜成立年・出版年ほか｜判型｜縦寸
法｜所蔵番号｜所蔵者｜展示期間（前期＝2016/10/22-11/20、
後期＝11/22-12/18）の順に記載した

5-1
宋 応星
天工開物 上巻彰施第三巻・中巻丹青第十六巻
（上中下巻／六冊）
成立年：寛永 13 年／崇棋 10 年（1637）
版元：未詳｜版本｜25.0cm｜ム 01 05083
早稲田大学図書館

5-2
王概ほか編｜芥子園画伝画伝三集｜（四集六冊）
成立年：延宝 6年・康熙 18 年（1679）
刊行年：寛延元年（1748）
版元：江南四郎右兵衛｜版本｜28.6cm
2915002 ｜千葉市美術館

5-3
土佐光起｜本朝画法大伝｜（一冊）
成立年：元禄3年（1690）、書写年：文政5年（1822）
版元：未詳｜写本｜23.4cm ｜貴重書 -372
東京藝術大学附属図書館

5-4
狩野永納｜本朝画史 巻之五｜（五巻五冊）
刊行年：元禄 6年（1693）｜版元：丸屋源兵衛
版本｜24.0cm｜チ 04 03990
早稲田大学図書館

5-5
林 守篤｜画筌 巻一｜（六巻五冊）
刊行年：享保 6年（1721）
版元：保寿堂｜版本｜26.2cm｜文庫 06 01296
早稲田大学図書館

5-6
西川祐信｜絵本倭比事 附巻｜（十巻十冊）
刊行年：寛保 2年（1742）
版元：河内屋宇兵衛｜版本｜2975094
千葉市美術館 ラヴィッツコレクション

5-7 -a
平賀源内｜物類品隲 巻之二｜（六巻三冊）
刊行年：宝暦 13 年（1763）
版元：柏原屋清右衛門｜版本｜27.0cm｜二 01 03074
早稲田大学図書館｜（前期）

5-7 -ｂ
平賀源内｜物類品隲 巻之二｜（六巻三冊）
刊行年：宝暦 13 年（1763）
版元：柏原屋清右衛門｜版本｜25.2cm
山田孝雄文庫 和草本 2984 ｜富山市立図書館
（後期）

5-8 -a
宮本君山｜漢画独稽古 乾｜（乾・坤／二冊）
成立年：文化 4年（1807） 、書写年：未詳
版元：未詳｜写本｜25.0cm｜文庫 31 E0521
早稲田大学図書館（前期）

5-8 -ｂ
宮本君山｜漢画独稽古 乾｜（乾・坤／二冊）
成立年：文化 4年（1807）
版元：未詳｜版本｜25.0ｃｍ｜720-20-1
岡山大学附属図書館 池田家文庫｜（後期）

5-9
　飾北斎｜画本彩色通 初編｜（二編二冊）
刊行年：弘化 5年（1848）
版元：未詳｜版本｜18.5cm
山田孝雄文庫 和草本3436 ｜富山市立図書館

5-10
石井研堂｜錦絵の彫と摺
刊行年：昭和 4年（1929）
出版元：芸艸堂｜22.6cm ｜目黒区美術館

参考出品　＊カタログ図版掲載なし
貝原益軒｜大和本草（二十巻十冊）
刊行年：宝永 6年（1709）
版元：永田調兵衛｜版本｜22.4cm ｜個人蔵


