
万歳浮世絵派五姿の内
歌川国芳について

現代の浮世絵師

■顔は弟子の歌川芳富が描く「歌川国芳、芳房死絵」を参考にしました。

■構図と猫は団扇絵の「猫のすゞみ」からで「金魚づくし」の浴衣としました。

　背景の水面には「土蜘蛛退治」から蚊帳でしきられた妖怪を写し、

   顔手は「みかけハこハゐがとんだいゝ人だ」を参考にしました。

■色彩は『夏』の川涼みを意識して紺青と群緑そして胡粉を多用しました。

平成 30 年11月　弦屋光溪

万歳浮世絵派五姿の内　

歌川国芳
万歳浮世絵派五姿の内　

歌川国芳

木版 自画・刻・摺 限定 30部 サイン
40×26cm   雁皮紙   ( 高知県産 )

38,000円(税込)

の新作

2020 年春 シリーズ完成予定
（5作全て税込 38,000 円になります。）　



2 歌麿　大文字屋内 佐くまゑ	
　刷良 保存並 裏打 トリミング 傷ミ
　虫穴 一部欠損 享和頃（C1800） 
　　　　　　　　　　　　　120,000 円

1 歌麿　七人猩々酩酊之図	
　刷良 保存良 3 枚続の中図 端部少傷ミ 享和頃
　（C1800） 　　　　　　　　　250,000 円

3 英泉　当世点眼鏡 日本橋	
　刷良 保存良 端折レ 少虫穴補修 
　少汚レ 裏面テープ跡 文化・天保
　期（1815-1842） 80,000 円
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4 英山 風流美人揃	
　刷良 保存良 シミ 少汚レ 江戸期 
　　　　　　　　　　　　80,000 円

美人 (Beauty) 美人 (Beauty)
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7 国貞初代　当世江戸古■女
　刷良 保存良 中折レ 少シミ 
　裏面貼付剥がし跡 文化・
　天保期（1815-1842） 
　　　　　　　　35,000 円

10 国芳　賢女烈婦伝 金女	
					刷良 保存良 少虫穴補修 
   少シミ 裏面一部紙貼付 
   天保・弘化期
  （1843-1847） 45,000円

9 国芳 賢女烈婦伝 采女
				刷良 保存良 虫穴補修
  少シミ 胡粉ヤケ 裏面
  一部紙貼付 天保・弘化期
 （1843-1847） 35,000 円

8 国芳 譬諭草をしへ早引は歯
　刷良 保存良 虫穴補修
　少汚レ 天保・弘化期
　（1843-1847） 20,000 円

12 英山　風流七小町 草紙洗小町
					刷良 保存良 端折レ シワ 折レ
   少シミ 薄汚レ 文化・天保期
  （1815-1842）      60,000 円

11 英泉　今様婦慈の雪 浅草
　		刷良 保存良 虫穴 折レ 
   文化・天保期（1815-1842） 
                    50,000 円

13 英泉　姿海老屋内七里	
　		刷良 保存良 少虫穴 中折レ 
   文化・天保期（1815-1842） 
                     40,000 円

6 国安 倭漢美人競 殷妲己 都亀菊	
				刷良 保存良 少虫穴 中折レ ※猫の図
  文化・天保期（1815-1842）         100,000 円

美人 (Beauty) 美人 (Beauty)
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17 豊国二代　
　 百人一首絵抄 藤原敏行朝臣
					刷良 保存良 折レ 弘化頃
  （C1844）     35,000円

18 英泉　六多満佳和 調布玉川	
　		刷良 保存良 少虫穴 折シワ
   文化・天保期（1815-1842） 
                   60,000 円

16 英泉　
   浮世四十八癖 なんでもほしがるは苦なしの癖
					刷良 保存良 縁に少シワ 極少シミ 文政中期
  （1816-1830）             180,000 円

19 英泉　契情道中双六 見立吉原
　 五十三対 由井 尾張屋内重咲	
						刷良 保存良 中折レ トリミング  
   一部薄ミ 文政 8年頃（C1825） 
                    45,000 円

14 豊国三代　雪月花の内 花曇	
					3 枚続 刷良 保存良 トリミング 左図顔に少汚レ 弘化・
   嘉永期（1847-52）                        65,000 円

15 国貞二代　猿若月の夕栄	
　		3 枚続 刷良 保存良 極少虫穴 元治元年（1864） 
                                              40,000 円

美人 (Beauty)    美人・源氏 (Beauty・Genji)
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20 豊国三代　雪景色隅田眺望	
　		3 枚続 刷良 保存良 端部折レ 少虫穴補修 嘉永 6年（1853）                   150,000 円

21 豊国三代・国久　
　 江戸名所百人美女 千住	
					刷良 保存良 安政 5年
  （1858）    60,000 円

22 豊国三代　古今名婦傳 下女お初	
					刷極良 保存良 少シミ 折レ 
   安政 6年（1859）  50,000 円

23 豊国三代　
　 二十四好今様美人 祭り好
					刷良 保存良 少虫穴 下部
   弱い折レ 文久 3年（1863） 
                    20,000 円

24 豊国三代 広重二代
　 源氏庭中之雪	 						
						3 枚続 刷良 保存並 
   少折レ 右図補修有   
   安政 6年（1859） 
             80,000 円

美人 (Beauty)    美人・源氏 (Beauty・Genji)
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26 豊国初代　瀬川路之助
　		刷良 保存良 文化頃
  （C1800）    25,000 円

27 国芳　六代目岩井半四郎
　 七回忌追善	
					刷良 保存良 裏打 少虫穴 
   少傷ミ 裏面一部紙貼付 
   天保 14 年（1843） 
　　　　　　　　30,000 円

28 国貞初代　仮名手本忠臣蔵 九段目	
					3 枚続 刷良 保存良 裏打剥がし跡（少薄ミ）
　 2 ヶ所少傷ミ補修 文化・天保期（1815-1842） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,000 円
 

25 国貞初代　春のあした雪之乗合	
　		4 枚 刷良 保存良 トリミング 1 ヶ所赤滲ミ 少虫穴 天保 12-13 年（1841-42） 100,000 円

30 国芳　木下曽我恵砂路	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 
    ※石川五右衛門釜茹での図 弘化・嘉永期（1847-1852） 
                                        45,000 円

29 国芳　木下曽我恵砂路	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 
    弘化・嘉永期（1847-1852）        25,000 円

31 豊国三代　芝居絵	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 
   ※石川五右衛門捕り物の図 弘化・嘉永期（1847-1852）      
                                          45,000 円

32 豊国三代　芝居絵	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 中図小紙貼付  
   弘化・嘉永期（1847-1852）        28,000 円

役者 (Actors)            役者 (Actors)
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33 豊国三代　勢獅子劇場花罾	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 少傷ミ 少虫穴 
   青いインクによる少汚レ ※爪楊枝の図 
　 弘化・嘉永期（1847-1852）      25,000 円

34 豊国三代　世界花小栗外伝	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 
   嘉永 4年（1851）                 25,000 円

35 豊国三代　世界花小栗外伝	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 
   嘉永 4年（1851）                   25,000 円

36 豊国三代　世界花小栗外伝	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 ※蛇・火の玉の図  
   嘉永 4年（1851）                 35,000 円

37 豊国三代　世界花小栗外伝 	
　		3 枚続 刷良 保存良 裏打 嘉永 4年（1851）          
                                          25,000 円

38 豊国三代　世界花小栗外伝 
   3 枚続 刷良 保存良 裏打 嘉永 4年（1851）          
                                         25,000 円

39 豊国三代　世界花小栗外伝 
　 3 枚続 刷良 保存良 裏打 左図少シミ 
   嘉永 4年（1851）                      28,000 円

40 豊国三代　百眼の米吉 芸者小秀 なまゑい喜源太	
　		全 5枚の内 3枚 刷良 保存良 嘉永 6年（1853） 
                                        50,000 円

役者 (Actors)            役者 (Actors)
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42 国芳　見立十二支之内巳 
　 唐木政右衛門 沢井又五郎	
					刷良 保存良 トリミング 
   嘉永 5年（1852）  
                35,000 円

41 豊国三代　松高手毬諷実録	
					3 枚続 刷良 保存良 端部少傷ミ 右図顔部分に少シミ 安政 2年（1855）                        
                                                                  180,000 円

45 国貞二代　新舛樓	
　		3 枚続 刷良 保存良 安政 4年（1857）            45,000 円

47 国周　団扇絵 岩藤・尾上他	
						刷良 保存良 虫穴 文久 2年
  （1862）        15,000 円

46 国周　
   団扇絵 やす 与三郎 おとみ	
					刷良 保存良 虫穴 トリミング
   文久 2年（1862） 35,000 円

44 豊国三代　局岩藤部屋	 	
					刷良 保存良 端部シミ 
   ※狆（犬）の図 	
					弘化・嘉永期 (1847-52)  
                25,000 円

43 国周　又注連飾俠客之海老床	
　		3 枚続 刷良 保存良 中折レ 文久 3年（1863）       120,000 円

                              役者 (Actors) 役者 (Actors)
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52 国貞二代　芝居絵	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 虫穴補修 端折レ    
   慶応元年（1865）                12,000 円

51 国輝二代　本朝廿四孝	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 中折レ 左図欠ケ補修  
   極少虫穴 慶応 2年（1866）          10,000 円

48 豊国四代　
　 えさうし連天幕写 中村芝翫
					刷良 保存良 裏面少書込 
   明治 6年（1873）
                 45,000 円

54 暁斎・国周 
   地名十二ヶ月之内七月　		
　		刷良 保存良 少裏打剥がし跡 
    少シミ 明治 15 年 （1884）     
                 12,000 円

55 吟光　白波五人男之内	
					5 枚組 刷良 保存良 極少虫穴補修 薄少汚レ 裏面墨による少書込 日本駄衛門（坂東
   彦三郎）／赤星十三郎（中村翫雀）／弁天小僧菊之輔（尾上菊五郎）／南郷力丸（市
　 川左団次）／忠信利平（中村芝翫） 明治 7年（1874）                 45,000 円

53 年信二代　両顔月姿絵	
　		3 枚続 刷良 保存良 裏面貼付剥がし跡 端折レ 
   ※修斎国承画（国梅改）の印 明治 19 年（1886）12,000 円

49 国周　宿桜しらぬい譚	
　		3 枚続 刷良 保存良 ※蜘蛛の図 明治 5年（1872） 80,000 円

50 国輝二代　網模様灯篭菊桐	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 少汚レ 極少虫穴補修 
   慶応元年（1865）               18,000 円

                              役者 (Actors) 役者 (Actors)
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56 吟光　櫓太鼓鳴音吉原 	
					3 枚 刷良 保存良 トリミング 裏打剥がし跡 裏面墨による
   少書込 左図角折レ 明治 6年（1873）           15,000 円

57 周延　塩谷判官館之図	
						3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治 18 年
  （1887）                          18,000 円

58 国貞三代　歌舞伎十八番の内	
　		3 枚続 刷良 保存良 少虫穴補修 少赤滲ミ 
   ※左甚五郎の図 明治 23 年（1892）  10,000 円

59 国周　松崎大尉進撃図	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 赤少滲ミ 右図
   角少欠ケ 明治 27 年（1894）           25,000 円

61 豊国初代　雪中図	
　		3 枚続 刷並 保存並 傷ミ 中図穴 右図折レ 文化・文政期（1815-25） 
                                                          100,000 円

62 国貞二代　
　 八犬伝犬の草紙之内外山妙真
					刷良 保存良 嘉永 5年
 （1852） 50,000 円

60 国貞二代　七小町吾妻
　 風俗 あまごひ	
　		3 枚続 刷良 保存良 
   トリミング 安政 5年
  （1858）    120,000 円

役者・風俗 (Actors・Fuzoku) 風俗 (Fuzoku)
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64 周延　徳川時代貴婦人の図	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 極少シミ 一部
   裏面書込の写り 明治期            20,000 円

65 周延　徳川時代貴婦人の図 藤のさかり	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治期   
                                          20,000 円

66 周延　別荘の蛍	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 明治期 
                                           35,000 円

67 周延　月秋の三曲	
						3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 2 ヶ所裏面書込の写り 
   明治期                            30,000 円

68 周延　茶の湯略図
   3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 薄汚レ 明治期 
                                           25,000 円

69 周延　まちつきの朝かほ	
　		3 枚続 刷良 保存良 トリミング 裏打 右図中折レ 
   明治期                           35,000 円

63 国芳　三定例之内婚礼之図	
   3 枚続 刷良 保存良 少ヤケ 少シミ 弘化・嘉永期（1847-52）	 		
																																																																																													80,000 円

風俗 (Fuzoku)
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