
出品リスト　小企画展「広重vs 五葉　甦る浮世絵風景版画の傑作～復刻『保永堂版 東海道五十三次』」

令和4年12月20日（火）～令和5年2月5日（火）

no. 作家名 タイトル 制作年 材質・技法

1 表紙

2 目録

3 日本橋　朝之景

4 日本橋　行烈振出（後版）

5 品川　六郷渡舟

6 川崎　日之出

7 川崎　日之出（後版）

8 神奈川　台之景

9 保土ヶ谷　新町橋

10 戸塚　元町別道

11 戸塚　元町別道（後版）

12 藤沢　遊行寺

13 平塚　縄手道

14 大磯　虎ヶ雨

15 小田原　

16 小田原　酒匂川（後版）

17 箱根　湖水図

18 三島　朝霧

19 沼津　黄昏図

20 原　朝之富士

21 吉原　左富士

22 蒲原　夜之雪

23 蒲原　夜之雪（後版）

24 由井　薩埵嶺

25 興津　興津川

26 江尻　三保遠望

27 府中　安倍川

28 丸子　名物茶店

29 岡部　宇津之山

30 藤枝　人馬継立

31 島田　大井川駿岸

32 金谷　大井川遠岸

33 日坂　佐夜ノ中山

34 掛川　秋葉山遠望

35 袋井　出茶屋ノ図

36 見附　天竜川図

37 濱松　冬枯ノ図

38 舞阪　今切真景

39 荒井　渡舟ノ図

40 白須賀　汐見阪図

41 二川　猿ヶ馬場

42 吉田　豊川橋

43 御油　旅人留女

44 赤阪　旅舎招婦ノ図

45 藤川　棒鼻ノ図

46 岡崎　矢矧之橋

47 池鯉鮒　首夏馬市

48 鳴海　名物有松絞

49 宮　熱田神事

50 桑名　七里渡口

51 四日市　三重川

52 石薬師　石薬師寺

53 庄野　白雨

復刻：

橋口五葉

原画：

歌川広重

復刻：

1918 ～ 19

原画

1833 ～34

木版・紙

橋口五葉復刻『広重畫　保永堂板　東海道五十三驛風景續畫』



no. 作家名 タイトル 制作年 材質・技法

54 亀山　雪晴

55 関　本陣早立

56 坂之下　筆捨嶺

57 土山　春之雨

58 水口　名物干瓢

59 石部　目川ノ里

60 草津　名物立場

61 大津　走井茶店

62 京師　三条大橋

63
復刻 『広重畫 保永堂板 東海道五十三驛風景續畫』

木版見積書
1918 墨・紙

64 橋口五葉
復刻 『広重畫 保永堂板 東海道五十三驛風景續畫』

出版計画書
1918頃 墨・紙

65 橋口五葉
歌川広重「東都名所芝増上寺雪中ノ図」

色指定
1918-20頃 彩色・紙

66 橋口五葉 スケッチブック 1915-17 鉛筆・紙

67 橋口五葉
歌川広重「木曾街道六拾九次之内 洗馬」

色指定
不詳 彩色・紙

68 橋口五葉
歌川広重「木曾街道六拾九次之内 宮ノ越」

色指定
不詳 彩色・紙

69 橋口五葉
歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」

色指定
不詳 彩色・紙

70
『浮世風俗やまと錦絵』より

歌川広重「木曾街道六拾九次之内 洗馬」
1917 木版・紙

71
『浮世風俗やまと錦絵』より

歌川広重「木曾街道六拾九次之内 宮ノ越」
1917 木版・紙

72
『浮世風俗やまと錦絵』より

歌川広重「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」
1917 木版・紙

73
『浮世風俗やまと錦絵』より

歌川広重「近江八景之内 唐崎夜雨」
1917 木版・紙

橋口五葉のオリジナル私家版木版画

74 橋口五葉 耶馬渓（銀線） 1918 木版・紙

75 橋口五葉 耶馬渓雨中之図　出版届　草稿 1918頃 墨・紙

76 橋口五葉  京都三条大橋 1920 木版・紙

77 『浮世風俗やまと錦絵』 1917-20 木版・紙

78 橋口五葉 『浮世風俗やまと錦絵』扉画稿 1917頃 墨・紙

79 橋口五葉 『浮世絵』表紙画稿 1915頃 墨・紙

80 橋口五葉 スケッチブック 1916 鉛筆・紙

81 『浮世風俗やまと錦絵』出版契約證書 1916 墨・紙

82 『浮世風俗やまと錦絵』木版寫眞原画領収控 1916 墨・紙

83 橋口五葉 『浮世風俗やまと錦絵』出版計画一覧 1916頃 ペン・紙

84 橋口五葉 浮世絵史考一二三  1914-15頃 インク・紙

85 橋口五葉 浮世絵研究ノート  1914-15頃 インク・紙

86 橋口五葉 浮世絵画史（4冊）  1914-15頃 インク・紙

復刻：橋口五葉

原画：歌川広重

『浮世風俗やまと錦絵』について

橋口五葉の浮世絵研究

橋口五葉の復刻版画の色指定

復刻：

橋口五葉

原画：

歌川広重

復刻：

1918 ～ 19

原画

1833 ～34

木版・紙


