
出品リスト

※ 会期中展示替えを行います。

　［前期］4月23日(土)～5月16日(月)／［後期］5月18日(水)～6月5日(日)

※ 『浪花百景』は一部を除き2回展示替えを行います。

※ 『浪花百景』、『滑稽浪花名所』の一覧は、別紙をご覧ください。

※ 出品作品は予告なく変更することがあります。

※ リストの並びは展示の順序と異なります。

※ 55,58,59は個人蔵、ほかは本館蔵です。

№ タイトル 作者 年代 数量 展示期間

序章：浪花名所をご案内

1 浪花名所独案内 友鳴松旭 江戸時代後期 1枚

2 『難波丸綱目』3巻、5巻 安永6年（1777） 2冊

3 『摂津名所図会』4巻上 秋里籬島 寛政8～10年(1796～98) 1冊

4 『絵本名物　浪花のながめ』1巻
陰山梅好撰
竹原春朝斎画

天明3年（1783） 1冊

5 諸国名橋奇覧　摂州天満橋 葛飾北斎 天保期 1枚

6 本朝名所　大坂天保山 初代歌川広重 天保後期 1枚

7 浪花名所図会　堂じま米あきない 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚

8 浪花名所図会　八けん屋着船 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 前

9 浪花名所図会　雑喉場魚市 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 前

10 浪花名所図会　しん町九けん丁 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 前

11 浪花名所図会　順慶町夜見世 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 前

12 浪花名所図会　道とんぼり 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 後

13 浪花名所図会　安井天神山花見 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 後

14 浪花名所図会　今宮十日戎 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 後

15 浪花名所図会　安立町難波屋松 初代歌川広重 天保5年(1834)頃 1枚 後

16 四天王寺住吉神社図 江戸時代中期 6曲1双

17 四天王寺画賛 大江丸 江戸時代後期 1幅

第1章：名所百花繚乱

18 大坂風景風俗図襖 江戸時代中期 4枚

19 浪華春秋詠画巻 藤光年 慶応2年（1866） 1巻

20 『浪花百景』（別紙参照）
歌川芳雪、歌川芳瀧、
歌川国員

幕末期 85枚
A,B,C3期の展示
替えあり

第2章：創られる名所

御救大浚えと天保山

21 『浪花百景』より天保山(65) 歌川芳雪 幕末期 1枚

22 御救大浚え冥加金の受取書 天保2～3年（1831～2） 3通

23 大坂川口目印山土砂運びの図 江戸時代後期 1枚

24 大砂持衣装附 天保2年(1831) 1枚

25 摂陽大阪安治川口諸廻船目印山細見 秋田雄山 天保5年(1834)頃 1枚

26 大湊一覧 中川山長 天保5年(1834) 1舗

27
『浪華名所　天保山勝景一覧』より
天保山末広橋月夜の図

岳亭晴信 天保4年(1833)頃 1枚

28 『諸国名所百景』より大坂天保山図 二代歌川広重 安政6年(1859) 1枚

29 浪花天保山図 狩野永泰 天保9年(1838) 1幅

令和4年4月23日（土）～6月5日（日）
大阪歴史博物館　6階　特別展示室
火曜日休館　※5月3日（火・祝）、5月6日（金）は開館

　［A期］4月23日(土)～5月9日(月)／［B期］5月11日(水)～5月23日(月)／
　［C期］5月25日(水)～6月5日(日)



№ タイトル 作者 年代 数量 展示期間

天満堀川

30 天満堀川通水の絵図 小倉米冲書図 江戸時代後期 1枚

31 茶店の増設願い 安政4年(1857) 1通

32 『浪花百景』より天満樋の口(94) 歌川芳雪 幕末期 1枚 A

33 『浪花百景』より北妙けん堤(15) 歌川国員 幕末期 1枚 B

34 『浪花百景』より 堀川備前陣屋(46) 歌川芳雪 幕末期 1枚 C

35 堀川備前陣屋絵図 1舗

阿弥陀池

36 『芦分船』（複製）3巻 延宝3年(1675) 1冊

37 『浪花百景』よりあみだ池(67) 歌川芳瀧 幕末期 1枚

38 『浪花百勝』より堀江新地　阿弥陀池の植木市 二代長谷川貞信 昭和15年(1940) 1枚 前

39 『浪花百勝』より阿弥陀池の雪 二代長谷川貞信 昭和15年(1940) 1枚 後

40 『浪花のながめ』3巻より阿弥陀池
陰山梅好撰
竹原春朝斎画

天明3年（1783年） 1冊

41 堀江開発計画図 1鋪

なにわのマルチタレント・暁鐘成

42 暁鐘成肖像（パネル）
松川半山画
花屋主人（鼎左）賛

1枚

43 『浪華御土産物雅器略目』 鹿之家眞萩 1冊

44 『浪華の賑ひ』2巻より鐘成寓居 暁晴翁編、松川半山画 安政2年（1855) 1冊

45 『浪花百景』より鉄眼寺夕景(76) 歌川芳雪 幕末期 1枚

46 天保山名所図会広告 暁鐘成 1枚

47 天保亀 鹿廼家眞萩 1点

48 『天保山名所図会』下巻 暁鐘成 天保6年5月 1冊

49 『澱川両岸勝景図会』上下 暁鐘成 文政7年(1824) 2冊

50 『澱川両岸一覧』上り船の部上、下り船の部上 暁晴翁著、松川半山画 文久元年(1861) 2冊

51 『無飽三財図会』1巻より 魂膽義 暁鐘成 弘化3年（1846） 1冊

52 『無飽三財図会』2巻より 禽の部 暁鐘成 弘化3年（1846） 1冊

53 『無飽三財図会』3巻より須弥山 暁鐘成 弘化3年（1846） 1冊

54 『新撰訂正 算法稽古図会』よりねずみ算 暁鐘成 天保2年(1831) 1冊

第3章：名所で笑う

大坂の「笑い」と耳鳥斎

55 仮名手本忠臣蔵　討ち入りの段 耳鳥斎 1幅

56 桜狩図 耳鳥斎 1幅

57 地獄図巻 耳鳥斎 寛政5年(1793)3月 1巻
前後期
巻替え

58 『鳥羽欠び留』1巻よりはぜつり 竹原春朝斎 寛政5年(1793) 1冊

59 『鳥羽欠び留』3巻より大だこ 竹原春朝斎 寛政5年(1793) 1冊

滑稽浪花名所

60 『滑稽浪花名所』（別紙参照） 歌川芳梅、歌川芳豊 幕末期 50枚

61 『浪花百景』より長町裏遠見難波蔵(74) 歌川芳瀧 幕末期 1枚 前

62 『浪花百景』より安治川ばし(63) 歌川国員 幕末期 1枚 後



№ タイトル 作者 年代 数量 展示期間

第4章：絶景を楽しむ～展望名所と文明開化の新名所～

63 『浪花百景』より生玉絵馬堂(13) 歌川国員 幕末期 1枚

64 『浪花百景』より高津(14) 歌川芳瀧 幕末期 1枚

65 『浪花百景』より真言坂(9) 歌川国員 幕末期 1枚

66 『浪花百景』より新清水紅葉坂瀧(49) 歌川芳雪 幕末期 1枚

67 『浪花百景』より四天王寺伽藍(82) 歌川国員 幕末期 1枚

68 『浪花百景』より西照寺月見景(86) 歌川芳雪 幕末期 1枚

69 『浪花百景』より住吉高とうろう(17) 歌川国員 幕末期 1枚

70 第五回内国勧業博覧会写真帖 明治36年（1903） 1冊

71 大阪新名所新世界 大正2年（1913） 1冊

72 ルナパークちらし 大正時代頃 1枚

73 新世界市場うちわ 大正時代頃 2本

74 通天閣（写真パネル） 大正2年（1913） 1枚

75 大日本大阪名所廻双六 明治29年（1896） 1枚

76 大阪名勝遊覧独案内 明治後期 1枚

77 浪花富士山ちらし 明治22年（1889） 1枚

78 浪花富士山(写真パネル） 明治22年（1889）頃 1枚

79 新鐫大阪市街細見図 明治24年（1891） 1舗

80 大阪名所 川崎巨泉、尾竹国弌 明治36年（1903） 12枚

81 大阪市パノラマ地図 美濃部政治郎 大正13年（1924） 1点

総点数 234点

　特別展「絶景！滑稽！なにわ百景！」webアンケート

　

https://docs.google.com/forms/d/1jiIx040eS7MpOeefUkm7_L3Zy0CJeSQS1MfxG8E5Ujs/edit

　このたびは展示をご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
　今後の運営に役立てるため、アンケートにご回答ください。



№ 作品名 絵師 展示期間 № 作品名 絵師 展示期間

1 御城追手 歌川芳梅 26 益井清水 歌川芳豊

2 京橋 （歌川芳梅） 27 今宮戎 歌川芳豊 後

3 桜ノ宮 歌川芳豊 28 長町毘沙門 歌川芳豊 前

4 樋の口 歌川芳梅 29 おた福茶や 歌川芳梅 後

5 鶴満寺 歌川芳梅 前 30 長堀石浜 歌川芳梅 前

6 長柄渡し 歌川芳梅 後 31 四ツ橋 歌川芳梅 後

7 天満天神 歌川芳梅 32 阿弥陀池 歌川芳梅 前

8 天満市場 （歌川芳梅） 33 新町九軒 歌川芳梅 前

9 天神はし 歌川芳梅 34 解船町 歌川芳梅 後

10 なにハばし 歌川芳梅 35 御霊宮 歌川芳豊 前

11 大川すずみ （歌川芳梅） 36 御堂穴門 歌川芳豊 後

12 堂島米市 歌川芳梅 37 西御堂 歌川芳豊 前

13 鬼子母善神 歌川芳梅 前 38 座摩社 歌川芳豊 後

14 浦江聖天 歌川芳梅 後 39 ばくろ町稲荷 歌川芳梅 前

15 五百羅漢 歌川芳梅 前 40 道頓堀 歌川芳梅 後

16 逆櫓松 歌川芳梅 後 41 法善寺 歌川芳梅 前

17 蛸の松 歌川芳梅 42 日本橋 歌川芳梅 後

18 ざこば魚市 歌川芳豊 前 43 下寺町 歌川芳梅

19 安治川 歌川芳梅 後 44 高津 歌川芳梅

20 木津川沙魚釣 歌川芳梅 前 45 生玉 歌川芳梅

21 赤手拭 歌川芳梅 後 46 うぶゆ 歌川芳梅

22 住吉 歌川芳梅 前 47 桃山 歌川芳梅

23 四天王寺 歌川芳梅 後 48 さなだ山 歌川芳梅

24 小堀口 歌川芳梅 前 49 城南杉山 歌川芳豊

25 清水 歌川芳梅 50 高麗ばし 歌川芳梅 後

※番号は和泉市久保惣記念美術館所蔵の同作品目録により、エリアマップの丸囲み番号とも対応しています。

※絵師名でカッコがついているのは、落款が見られないが作品タイトルが梅型で芳梅作と考えられるものです。

別紙 『滑稽浪花名所』一覧



№ 作品名 絵師 展示期間 № 作品名 絵師 展示期間

1 錦城の馬場 歌川国員 A 26 今宮蛭子宮 歌川芳瀧 A

2 今橋つきぢの風景 歌川国員 A 27 広田社 歌川芳瀧 A

3 八軒屋夕景 歌川国員 B 28 長堀財木市 歌川芳瀧 B

4 さくらの宮景 歌川国員 A 29 森の宮蓮如松 歌川芳瀧 A

5 堂じま米市 歌川国員 B 30 福しま逆櫓松 歌川芳瀧 A

6 蛸の松夜の景 歌川国員 C 31 野田藤 歌川芳瀧 A

7 解舟町 歌川国員 C 32 茨住吉 歌川芳瀧 A

8 浪花橋夕涼 歌川国員 C 33 松屋呉服店 歌川芳瀧 A

9 真言坂 歌川国員 34 四天王寺 歌川芳雪 A

10 天神祭り夕景 歌川国員 C 35 四天王寺合邦辻 歌川芳雪 A

11 松のはな 歌川国員 A 36 河堀口 歌川芳雪 B

12 新町店つき 歌川国員 C 37 生玉弁天池夜景 歌川芳雪 B

13 生玉絵馬堂 歌川国員 38 道頓堀太左衛門橋雨中 歌川芳雪 B

14 源八渡し口 歌川国員 A 39 十三中道 歌川芳雪 C

15 北妙けん堤 歌川国員 40 木津川口千本松 歌川芳雪 B

16 天満市場 歌川国員 B 41 茶臼山 歌川芳雪 B

17 住吉高とうろう 歌川国員 42 うらえ杜若 歌川芳雪 A

18 高津 歌川芳瀧 43 覚満寺之夕景 歌川芳雪 A

19 梅やしき 歌川芳瀧 C 44 勝曼院愛染堂 歌川芳雪 B

20 佐奈田山三光宮 歌川芳瀧 A 45
しりなし漆づつみ甚兵衛
の小家

歌川芳雪 B

21 増井浮瀬夜の雪 歌川芳瀧 A 46 堀川備前陣家 歌川芳雪

22 天満天神地車宮入 歌川芳瀧 C 47 安居天神社 歌川芳雪 B

23 雑喉場 歌川芳瀧 A 48 広田星カ池稲荷 歌川芳雪 C

24 四ツ橋 歌川芳瀧 B 49 新清水紅葉坂瀧 歌川芳雪

25 長堀石浜 歌川芳瀧 B 50 産湯味原池 歌川芳雪 C

別紙『浪花百景』一覧



№ 作品名 絵師 展示期間 № 作品名 絵師 展示期間

51 筋鐘御門 歌川国員 A 76 鉄眼寺夕景 歌川芳雪

52 三大橋 歌川国員 B 77 天王寺増井 歌川芳瀧 C

53 天満ばし風景 歌川国員 B 78 寿法寺 歌川芳瀧 C

54 あみ嶋風景 歌川国員 B 79 舎利寺 歌川芳瀧 C

55 川崎御宮 歌川国員 A 80 御勝山 歌川芳雪 A

56 三井呉服店 歌川国員 A 81 茶臼山雲水 歌川芳雪 C

57 浜村鬼子母神 歌川国員 C 82 四天王寺伽藍 歌川国員

58 北瓢亭 歌川国員 C 83 天下茶やぜさい 歌川芳瀧 B

59 宗禅寺場々 歌川国員 C 84 住吉岸姫松 歌川芳瀧 B

60 玉江橋景 歌川国員 B 85 住よし五大力 歌川芳瀧 C

61 戎嶋天満宮御旅所 歌川国員 A 86 西照庵月見景 歌川芳雪

62 川口雑喉場つきじ 歌川芳瀧 A 87 野中観音桃華盛り 歌川芳瀧 C

63 安治川ばし 歌川国員 A／後 88 浅沢の弁才天 歌川芳瀧 C

64 下安治川随見山 歌川芳雪 B 89 住吉反橋 歌川芳瀧 C

65 天保山 歌川芳雪 90 住吉本社 歌川芳雪 C

66 新町廓中九軒夜桜 歌川芳瀧 C 91 住よし大和橋 歌川芳瀧 C

67 あみだ池 歌川芳瀧 92 京橋 歌川芳雪 B

68 永代浜 歌川芳瀧 A 93 川崎ノ渡シ月見景 歌川芳雪 A

69 北之太融寺 歌川国員 A 94 天満樋の口 歌川芳雪

70 両本願寺 歌川国員 C 95 毛馬 歌川芳雪 C

71 大江ばしより鍋しま風景 歌川国員 B 96 長柄三頭 歌川国員 B

72 二軒茶や風景 歌川国員 C 97 柴嶋晒堤 歌川国員 B

73 道頓堀角芝居 歌川国員 B 98 江口君堂 歌川国員 B

74 長町裏遠見難波蔵 歌川芳瀧 前 99 佐太村天満宮 歌川芳雪 B

75 吉助牡丹盛り 歌川芳雪 C 100 三嶋江 歌川国員 B

※番号は『浪花百景』の目録により、エリアマップの丸囲み番号とも対応しています。
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