三重県総合博物館

第 30 回企画展

展示資料一覧

会場：三重県総合博物館 企画展示室
会期：令和 4（2022）年 4 月 16 日（土）～ 6 月 12 日（日）
1 三重の名所づくし
【名所屏風と名所絵巻】
資料番号
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名
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年

代

所

蔵

者（展示替）

1     伊勢参宮図屏風
江戸時代前期（17 世紀）
      名古屋市博物館 （前）   ※ A
2
伊勢参宮図屏風
江戸時代前期（17 世紀）
          根津美術館 （前）
3     お伊勢参り屏風
江戸時代後期
  八千荘コレクション （後）
4     伊勢参宮名所図屏風
江戸時代
  
三重県総合博物館
5    東海道分間絵図
原図：遠近道印・菱川師宣
江戸時代
  
三重県総合博物館
【東海道の宿場】
－ 桑 名 －
6     保永堂版  東海道五拾三次之内  桑名 歌川広重
天保 4（1833）年頃
   三重県総合博物館 （前）
7     丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）桑名 歌川広重    嘉永年間（1848 ～ 54）
    三重県総合博物館    
（後）
8     五十三次名所図会（竪絵東海道）
  桑名 歌川広重   
  安政 2（1855）年
    
三重県総合博物館
9     東海道五十三次之内（行書東海道）桑名 歌川広重         天保 12 ～ 13（1841 ～ 42）年頃
三重県総合博物館
10      蔦吉版 東海道五十三次之内  桑名 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
   斎宮歴史博物館 （前）
11   五十三次（人物東海道）桑名 歌川広重
嘉永 5（1852）年
三重県総合博物館 （後）
12   東海道五拾三次（狂歌入東海道）桑名 歌川広重
天保年間（1830 ～ 44）末期
三重県総合博物館 （前）
13   双筆五十三次 桑名 歌川広重、三代歌川豊国
  安政 2（1855）年
三重県総合博物館 （後）
14   東海道名所之内（御上洛東海道）桑名蜃気楼 歌川周麿     文久 3（1863）年
三重県総合博物館 （前）
15   東海道五十三次之内（役者見立東海道）桑名 徳蔵 三代歌川豊国 嘉永 5（1852）年
  三重県総合博物館 （後）
16   東海道五十三次  桑名 葛飾北斎
  文化年間（1804 ～ 18）中期
    
三重県総合博物館
－ 四日市 －
17   東海道五十三次之内（行書東海道） 桑名 歌川広重
  天保 12 ～ 13（1841 ～ 42）年頃 三重県総合博物館 （前※ 1）
18   保永堂版  東海道五拾三次之内  四日市 歌川広重
天保 4（1833）年頃
桑名市博物館 （後※ 2）
19   丸清版  東海道五十三次（隷書東海道） 四日市 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
   三重県立美術館 （前）
20   東海道五拾三次（狂歌入東海道）四日市 歌川広重         天保年間（1830 ～ 44）末期
三重県総合博物館 （後）
21   五十三次名所図会（竪絵東海道）四日市 歌川広重         安政 2（1855）年
    三重県総合博物館
22   五十三次（人物東海道）四日市 歌川広重
                   嘉永 5（1852）年
三重県総合博物館 （前）
23   蔦吉版  東海道五十三次之内 四日市
歌川広重
     嘉永年間（1848 ～ 54）
斎宮歴史博物館 （後）
24 東海道五拾三次（役者見立東海道） 四日市  鶯塚大八 三代歌川豊国
嘉永 5（1852）年                三重県総合博物館
25   東海道五十三次之内  四日市之図
歌川国貞
            天保 14 ～弘化 3（1843 ～ 46）年              三重県総合博物館
26   東海道五十三對  四日市 三代歌川豊国
弘化年間（1844 ～ 48）
           
三重県総合博物館
－ 石薬師 －
27   保永堂版  東海道五拾三次之内  石薬師 歌川広重
天保 4（1833）年頃
   三重県総合博物館 （前）
28   丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）石薬師 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
三重県総合博物館 （後）
29   五十三次名所図会（竪絵東海道）石薬師 歌川広重        安政 2（1855）年
   三重県総合博物館
30   五十三次（人物東海道）石薬師 歌川広重                       嘉永 5（1852）年
三重県総合博物館
31   蔦吉版  東海道五十三次之内  石薬師 歌川広重                嘉永年間（1848 ～ 54）
  三重県総合博物館 （前）
32   東海道五十三次之内（役者見立東海道）石薬師  よし高 三代歌川豊国
嘉永 5（1852）年 三重県総合博物館 （後）
33   東海道五拾三次（狂歌入東海道）
  石薬師 歌川広重        天保年間（1830 ～ 44）末期
三重県総合博物館 （前）
34   東海道五拾三駅  石薬師 歌川立祥                                   慶応元（1865）年
三重県総合博物館 （後）
35   東海道（御上洛東海道）
  石薬師 二代歌川広重               文久 3（1863）年
三重県総合博物館
36   東海道五十三次  石薬師 葛飾北斎
  文化年間（1804 ～ 18）中期
三重県総合博物館
－ 庄野 －
37   丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  庄野 歌川広重   嘉永年間（1848 ～ 54）
  
三重県総合博物館 （前）
38   保永堂版  東海道五拾三次之内  庄野 歌川広重                天保 4（1833）年頃
   三重県総合博物館 （後）
39   五十三次名所図会（竪絵東海道）庄野 歌川広重             安政 2（1855）年
   三重県総合博物館
40   東海道五十三次之内（行書東海道）
  庄野 歌川広重         天保 12 ～ 13（1841 ～ 42）年頃 三重県総合博物館 （前）
41   蔦吉版  東海道五十三次之内  庄野 歌川広重                   嘉永年間（1848 ～ 54）
   三重県総合博物館 （後）
42   五十三次（人物東海道）庄野 歌川広重                            嘉永 5（1852）年
    三重県総合博物館 （前）
43   東海道五拾三次（狂歌入東海道）
  庄野 歌川広重            天保年間（1830 ～ 44）末期
三重県総合博物館 （後）
44   東海道之内（御上洛東海道）白鳥明神 一橋斎艶長         文久 3（1863）年
三重県総合博物館 （前）
45   東海道（御上洛東海道）庄野 歌川国綱                           文久 3（1863）年
三重県総合博物館 （後）
46   東海道五拾三駅 庄野 歌川立祥                                        慶応元（1865）年
三重県総合博物館
47   東海道五十三次 庄野 葛飾北斎                                     文化年間（1804 ～ 18）中期
   三重県総合博物館
－ 亀山 －
48   保永堂版  東海道五拾三次之内 亀山 歌川広重                天保 4（1833）年頃
三重県総合博物館 （前※ 1）
49   丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）亀山 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
            桑名市博物館 （後※ 2）
50   五十三次名所図会（竪絵東海道）亀山 歌川広重           安政 2（1855）年
      三重県総合博物館
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51   蔦吉版  東海道五十三次之内 亀山
歌川広重
       嘉永年間（1848 ～ 54）
三重県総合博物館 （前）
52   東海道五十三次之内（行書東海道）亀山 歌川広重       天保 12 ～ 13（1841 ～ 42）年頃   亀山市歴史博物館 （後）
53   東海道五十三次之内（役者見立東海道）
  亀山   藤川水右衛門 三代歌川豊国 嘉永 5（1852）年  三重県総合博物館
54   東海道五拾三次（狂歌入東海道）
  亀山 歌川広重         天保年間（1830 ～ 44）末期   
  三重県総合博物館 （前）
55   東海道（御上洛東海道）亀山 二代歌川国貞                 文久 3（1863）年
   三重県総合博物館 （後）
56   東海道五十三次之内  亀山ノ図 歌川国貞                       天保 14 ～弘化 3（1843 ～ 46）年    三重県総合博物館
57   東海道五十三次絵尽  亀山 葛飾北斎
文化 7（1810）年
  三重県総合博物館
－ 関 －
58   丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  関 歌川広重     嘉永年間（1848 ～ 54）
           三重県立美術館 （前）
59   保永堂版  東海道五拾三次之内  関 歌川広重
  天保 4（1833）年頃
三重県総合博物館 （後）
60   五十三次名所図会（竪絵東海道）
  関 歌川広重             安政 2（1855）年
   三重県総合博物館
61   五十三次（人物東海道）
  関 歌川広重                            嘉永 5（1852）年
  
   三重県総合博物館
62   東海道五十三次之内（行書東海道）
  関 歌川広重          天保 12 ～ 13（1841 ～ 42）年頃   三重県総合博物館 （前）
63   蔦吉版  東海道五十三次之内  関 歌川広重                    嘉永年間（1848 ～ 54）
  三重県総合博物館 （後）
64   東海道之内（御上洛東海道）
  関 二代歌川国貞            文久 3（1863）年
    三重県総合博物館 （前）
65   東海道五拾三次（狂歌入東海道）
  関 歌川広重             天保年間（1830 ～ 44）末期     
  三重県総合博物館 （後）
66   東海道五十三次之内（役者見立東海道）
  関  小まん 三代歌川豊国
嘉永 5（1852）年       
   三重県総合博物館
67   東海道五十三次 関 葛飾北斎                                      文化年間（1804 ～ 18）中期
   三重県総合博物館 （前）
68   関  坂の下へ一里半（春興五十三駄之内） 葛飾北斎     享和 4（1804）年
三重県総合博物館 （後）
－ 坂下 －
69   保永堂版  東海道五拾三次之内  阪之下 歌川広重
天保 4（1833）年頃
亀山市歴史博物館 （前）
70   丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  坂之下 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
       三重県総合博物館 （後）
71   五十三次名所図会（竪絵東海道）
  坂の下 歌川広重     安政 2（1855）年
  三重県総合博物館
72   蔦吉版  東海道五十三次之内  坂の下 歌川広重            嘉永年間（1848 ～ 54）
   三重県総合博物館 （前）
73   東海道五十三次（行書東海道）
  坂の下 歌川広重         天保 12 ～ 13（1841 ～ 42）年頃
三重県総合博物館 （後）
74   五十三次（人物東海道）
  坂の下 歌川広重                   嘉永 5（1852）年
     三重県総合博物館 （前）
75   東海道（御上洛東海道）
  坂ノ下 歌川芳虎                   文久 3（1863）年
三重県総合博物館 （後）
76   東海道五十三次（狂歌東海道）
  阪之下 歌川広重        天保年間（1830 ～ 44）末期     
   三重県総合博物館
77   東海道五十三次之内（役者見立東海道）
  阪の下 次郎蔵 三代歌川豊国
嘉永 5（1852）年   
   三重県総合博物館
78   坂ノ下  土山へ一里半（春興五十三駄之内） 葛飾北斎 享和 4（1804）年
   三重県総合博物館
【伊勢参りと二見浦】
79   伊勢太神宮御迂宮図 歌川貞秀                                      弘化 3 ～嘉永 5（1846 ～ 52）年
    三重県総合博物館
80   伊勢太神宮遷御之図 歌川国芳
弘化 3 ～嘉永 5（1846 ～ 52）年
    三重県総合博物館
81   諸国名所百景  伊勢宮川の渡し場 二代歌川広重
  元治元（1864）年
    三重県総合博物館
82   伊勢参宮  宮川の渡し 歌川広重
  安政 2（1855）年
    三重県総合博物館
83   岩戸神楽ノ起顕 三代歌川豊国
安政 4（1857）年
    三重県総合博物館
84   二見ヶ浦の図 喜多川歌麿
寛政年間（1789 ～ 1801）
      三重県総合博物館
85   冨士三十六景  伊勢二見か浦 歌川広重
  安政 5（1858）年
    三重県総合博物館
86   二見浦曙の図 歌川国貞
文化 12 ～天保 13（1815 ～ 42）年
    三重県総合博物館
87   伊勢名所二見か浦の図 歌川広重
弘化 3 ～嘉永 5（1846 ～ 52）
       三重県総合博物館
88   山海名産盡  伊勢鰒 歌川国芳                                       文政年間（1818 ～ 30）
       三重県総合博物館
89   二見ヶ浦の光景 歌川国芳
安政元（1854）年
    三重県総合博物館
90   江都錦今様国尽  伊勢志摩 歌川国芳
  嘉永 5（1852）年
    三重県総合博物館
91   光氏磯辺遊の図 三代歌川豊国
安政 4（1857）年
     三重県総合博物館
92   伊勢参り  二見 歌川国虎
  文化 12 ～天保 13（1815 ～ 42）年
    三重県総合博物館
93   伊勢二見浦名所図記 楊斎直信画、畔井都丸筆
天保 3（1832）年
      津市津図書館（橋本文庫）
【名所の創出・再発見】
94   千歳山略絵図 外山家伝来
文政年間（1818 ～ 1830）
    
津市教育委員会
95   有造館講座 津阪孝綽
江戸時代後期写
       津市津図書館（橋本文庫）
96   江戸名所四十八景  飛鳥山花見 二代歌川広重              万延元（1860）年
    
   三重県総合博物館
97   西遊詩草  上 大窪詩仏
  文政 2（1819）年刊
    
西尾市岩瀬文庫
98   しおしり（塩尻）
  三編第十巻 天野信景   江戸時代中期成立、江戸時代中・後期写    名古屋大学附属図書館岡谷文庫
99   油屋おこん ･ 福岡頁 ･ 料理人喜助 三代歌川豊国
嘉永 5（1852）年
    
   三重県総合博物館
100   伊勢音頭  福岡貢  坂東重太郎 歌川豊国
文化 8 ～ 11（1811 ～ 14）年
    
三重県総合博物館
101 伊勢古市備前屋踊りの図 歌川国貞
文化 12 ～天保 13（1815 ～ 42）年        三重県総合博物館
102 絵本伊賀越孝勇伝 巻一、巻七 速水春暁斎作・画        享和 2（1802）年刊
          三重県立図書館
103 伊賀越道中双六 歌川貞秀
文政 9 ～天保 13（1826 ～ 42）年
     三重県総合博物館
104 伊賀上野仇討之図 三代歌川豊国
安政 6（1859）年
      三重県総合博物館
105 伊賀越敵討  実録略記  絵本童偽寄 北村与八郎版         嘉永 3（1850）年刊
      三重県総合博物館
【道中双六】
106 東海道五十三駅道中記細見雙六 好美斎（梅川）東挙   江戸時代後期
    三重県総合博物館
107 東海道五拾三駅名所古跡略記道中雙六 渓斎英泉
江戸時代後期（19 世紀前半）
    三重県総合博物館
108 伊勢道中細見の図
江戸時代後期
     三重県総合博物館
109 大坂より伊勢宮巡り道中双六
江戸時代後期                                                   三重県総合博物館
２ 名所誕生
【歌枕】
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110 能因歌枕 能因
平安時代後期成立、元禄 9（1696）年刊       刈谷市中央図書館（村上文庫） ※ B
111 八雲御抄  巻五 順徳院
   鎌倉時代前期成立、近世初期写
           西尾市岩瀬文庫
112 歌枕名寄  巻十七 澄月
   鎌倉時代末期成立、万治 2（1659）年刊       西尾市岩瀬文庫
113 名所方角抄 伝 宗祇編                                                    江戸時代刊
      刈谷市中央図書館（村上文庫） ※ B
【名所絵の登場】
114 古今和歌集  巻第五  秋歌下 紀貫之ほか
平安時代前期成立、江戸時代前期写
     斎宮歴史博物館
115 歌仙家集  躬恒集 凡河内躬恒
  鎌倉時代成立、正保 4（1647）年刊
       西尾市岩瀬文庫
116 伊勢新名所絵歌合摸本 上巻
        鎌倉時代後期成立、江戸時代模写
神宮徴古館農業館 （前）
   伊勢新名所絵歌合摸本 下巻
        鎌倉時代後期成立、江戸時代模写
神宮徴古館農業館 （後）
117 伊勢新名所絵歌合        上巻
        鎌倉時代後期成立、江戸時代模写
西来寺 （後）
   伊勢新名所絵歌合        下巻
        鎌倉時代後期成立、江戸時代模写
西来寺 （前）
118 洛中洛外図屏風
江戸時代中期
豊橋市二川宿本陣資料館
119 洛中洛外図屏風（舟木本）
〔複製〕 原本：岩佐又兵衛 江戸時代前期成立、現代製作
     文化財活用センター
【漢文学と名所】
120 月瀬記勝  乾・坤 斎藤正謙（拙堂）
嘉永 4（1851）年刊
      津市津図書館（橋本文庫）
121 月瀬梅渓真景之図 松川半山画
安政 6（1859）年
      津市津図書館（橋本文庫）
122 月瀬梅渓道の栞 松川半山画  暁晴翁作
  安政年間（1854 ～ 60）
        津市津図書館（橋本文庫）
123 日本名勝図会 月ヶ瀬奥の谷 小林清親
   明治 30（1897）年
     三重県総合博物館
124 観瀑図誌  前・後 鎌田政挙（梁洲）
文久 3（1863）年刊
  
     三重県立図書館
125 赤目四拾八滝勝景紀行 春湖
明治 36（1903）年
  三重県総合博物館
126 近江名所図会  巻二、三 秦石田・秋里籬島編 蔀関月・西村中和画
文化 11（1814）年刊
  西尾市岩瀬文庫
127 扶桑名勝詩集  上・下巻 吉田元俊
  延宝 8（1680）年刊
西尾市岩瀬文庫
128 志陽略誌  坤 葦田省甫（田理）
正徳 3（1713）年
  津市津図書館（稲垣文庫）
129 山水奇観  前編一 淵上旭江
  寛政 12（1800）年刊
西尾市岩瀬文庫
130 六十余州名所図会  陸奥  松島風景富山眺望之図 歌川広重 嘉永 6（1853）年
豊橋市二川宿本陣資料館 （前）
131 六十余州名所図会  丹後  天の橋立 歌川広重
嘉永 6（1853）年
豊橋市二川宿本陣資料館 （後）
132 日本行脚文集  巻一 大淀三千風
  元禄 3（1690）年
  刈谷市中央図書館（村上文庫） ※ B
133 日本名所旧跡数望 和泉屋永吉版
江戸時代末期～明治初期
三重県総合博物館
３ 名所図会と名所浮世絵の世界
【伊勢参宮名所図会】
134 伊勢参宮名所図会  全巻 蔀関月画
寛政 9（1797）年刊
三重県総合博物館
135 夫木和歌抄  六、二十六 勝田長清撰
鎌倉時代後期成立、江戸時代刊    刈谷市中央図書館（村上文庫） ※ B
136 伊勢太神宮参詣記 坂十仏
   康永元（1342）年成立、江戸時代刊
斎宮歴史博物館
137 延喜式  巻九（神名帳） 藤原時平・藤原忠平等
  延長 5（927）年成立、慶安元（1648）年刊   三重県総合博物館
138 宮川夜話草  巻一 秦忠告
宝暦 11（1761）年成立
  三重県立図書館
139 勢陽雑記 山中為綱
  明暦 2（1656）年成立、江戸時代写
三重県総合博物館
140 伊勢参宮按内記 講古堂主人（秦忠治）
延宝 9（1681）年刊
三重県総合博物館
141 伊勢名所拾遺集  下本 龍貞玄                                      宝永 4（1707）年刊
三重県総合博物館
【三重の地誌】
142 三国地志  三十二、八十、八十七 藤堂元甫 宝暦 13（1763）年成立、文化 9（1812）写    伊賀市上野図書館（前後）
   ※ C
143 三国地志  四、九、十 藤堂元甫
宝暦 13（1763）年成立、明治時代写 西尾市岩瀬文庫（前後）
144 勢陽俚諺  巻四、十二 西村和彦廉
天明元（1781）年成立、江戸時代写
三重県立図書館
145 勢陽五鈴遺響 飯野郡・多気郡 安岡親毅       
天保 4（1833）年成立、江戸時代写
射和文庫 ※ C
146 背書國誌  下 古谷久語
安永 8（1779）年成立、江戸時代写 津市津図書館（橋本文庫）
147 布留屋草紙 古谷久語
   天明 8(1788）年成立、江戸時代写   津市津図書館（橋本文庫）
148 桑府名勝志  三 魯縞庵義道
寛政 7（1795）年
       
     長円寺 ※ D
149 九々五集（半田本）  巻一 打田昌克                  享保年間（1716 ～ 36）成立、天保 2（1831）年写 亀山市歴史博物館 ※ E
150 志陽略誌  乾 葦田省甫（田理）
正徳 3（1713）年
  津市津図書館（稲垣文庫）
151 志摩詩志 鷹羽竜年（雲淙）
  安政 5（1858）年刊
三重県立図書館
152 伊賀名所記 能登永閑
室町時代末成立、文化 2（1805）年写   津市津図書館（稲垣文庫）
153 伊水温故  第三 伊賀郡 菊岡如幻
貞享 4（1687）年成立（自筆本）
  伊賀市上野図書館（前） ※ C
154 伊水温故  秋 菊岡如幻
貞享 4（1687）年成立、文政 2（1819）年写    津市津図書館（稲垣文庫）（後）
【名所図会の世界】
155 都名所図会  巻一、四 秋里籬島編  竹原春朝斎画
安永 9（1780）年刊
西尾市岩瀬文庫
156 紀伊国名所図会 初編巻二 高市志友編  西村中和画   文化 8（1811）年刊
   
三重県総合博物館
157 東海道名所図会 巻二、三 秋里籬島編  竹原春泉斎ら画 寛政 9（1797）年刊
  三重県総合博物館
158 東海道風景図会  上・下 歌川広重画
  嘉永 4（1851）年刊
三重県総合博物館
159 久波奈名所図会  上、中 魯縞庵義道編  工藤麟渓画     文化元（1804）年
   長円寺 ※ D
160 二十四輩順拝図会  後編巻五 了貞編  竹原春泉斎画     文化 6（1809）年
   西尾市岩瀬文庫
161 西国三十三所名所図会  巻一 暁鐘成編  松川半山・浦川公佐画 嘉永 6（1853）年刊
三重県総合博物館
162 善光寺道名所図会  巻二、三 豊田利忠編画
嘉永 2（1849）年刊
西尾市岩瀬文庫
163 江戸名所図会  巻一、十五 斎藤長秋ら編 長谷川雪旦画 天保 5（1834）年刊
  三重県総合博物館
164 日本名山図会  地、人 谷文晁画、河村元善編             文化 9（1812）年刊
   津市津図書館（橋本文庫）
【名所浮世絵をたのしむ】
165 六十余州名所図会  伊勢  朝熊峠の茶屋 歌川広重
   嘉永 6（1853）年
三重県総合博物館
166 六十余州名所図会  志摩  日和山鳥羽湊 歌川広重
   嘉永 6（1853）年
豊橋市二川宿本陣資料館 （前）
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参考
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

六十余州名所図会  志摩  日和山鳥羽湊（復刻） 歌川広重
  現代
六十余州名所図会  伊賀  上野 歌川広重
  嘉永 6（1853）年
諸国六十八景  伊勢  鈴鹿嶺 二代歌川広重
  文久 2（1862）年
諸国六十八景  志摩  磯部嶺 二代歌川広重
   文久 2（1862）年
諸国六十八景  伊賀  名張 二代歌川広重
文久 2（1862）年
諸国名所百景  伊勢  二見ヶ浦 二代歌川広重
安政 6（1859）年
諸国名所百景  伊賀  開戸山 二代歌川広重
   文久元（1861）年
諸国名所百景  熊野  岩茸取 二代歌川広重
   万延元（1860）年
山水奇観  後編二 淵上旭江
  享和 2（1802）年刊
名所発句集  初編 田喜庵護物編 渓斎英泉画
  天保 14（1843）年刊
丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  日本橋 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  大磯 歌川広重   嘉永年間（1848 ～ 54）
丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  原 歌川広重    嘉永年間（1848 ～ 54）
丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  御油 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
  水口 歌川広重 嘉永年間（1848 ～ 54）
丸清版  東海道五十三次（隷書東海道）
   京 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
蔦吉版  東海道五十三次之内  日本橋 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
蔦吉版  東海道五十三次之内  吉原 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
蔦吉版  東海道五十三次之内  日坂 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
蔦吉版  東海道五十三次之内  岡崎 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
蔦吉版  東海道五十三次之内  宮 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
蔦吉版  東海道五十三次之内  京都 歌川広重
嘉永年間（1848 ～ 54）
江戸名所四十八景  するが町 二代歌川広重
  万延元（1860）年
江戸名所四十八景  不忍池弁天 二代歌川広重
  万延元（1860）年
江戸名所四十八景  両国大花火 二代歌川広重
  万延元（1860）年
江戸名所四十八景  御殿山満花 二代歌川広重
  文久元（1861）年
江戸名所四十八景  目黒不動 二代歌川広重
  文久元（1861）年
江戸名所四十八景  愛宕山雪中 二代歌川広重
  文久元（1861）年

４ 三重の新名所
【名所をうけつぐ】
194 東海名所改正道中記  四日市 三代歌川広重
  明治 8（1875）年
195 東海名所改正道中記  石薬師 三代歌川広重
  明治 8（1875）年
196 東海名所改正道中記  庄野白鳥塚の図 三代歌川広重   明治 8（1875）年
197 東海名所改正道中記  関 三代歌川広重
  明治 8（1875）年
198 東海名所改正道中記  坂の下 三代歌川広重                 明治 8（1875）年
199 伊勢参宮 春の賑 横地長重
   明治時代初期
200 神都名勝誌  巻四、五 神宮司庁
  明治 28（1895）年
【変わりゆく名所・新名所】
201 神都名勝誌  巻一 神宮司庁
  明治 28（1895）年
202 伊勢参宮名所之図
明治 33（1900）年
203 伊勢参宮名所案内之図 山下惣兵衛
大正 11（1922）年
204 伊勢大廟参拝記念 勝田吉右衛門
昭和 9（1934）年
205 三重県案内記 梅原三千・三重県協賛会
明治 36（1903）年
206 伊勢名勝写真帖 八束卯兵衛
明治 43（1910）年
207 四日市鉄道沿線案内 四日市鉄道
大正 4（1915）年
208 伊勢電鉄沿線案内 伊勢電気鉄道
  昭和 5 ～ 7（1930 ～ 32）年頃
209 湯の山温泉ご案内（三重鉄道） 三重鉄道・吉田初三郎 昭和 6 ～ 13（1931 ～ 38）年頃
210 参宮急行名所図絵 参宮急行電鉄・吉田初三郎
昭和 6（1931）年
211 大軌・参急・関急電鉄沿線案内図 大阪電気軌道
昭和 15（1940）年頃
212 絵はがき 各種
大正～昭和時代
【トピック 名所でありつづけた二見浦】
213 二見浦真景之図
明治 23（1890）年
214 立石復旧工事竣成式奉仕記念写真帖
伊勢二見講社 大正 10（1921）年
215 二見名所案内
二見浦旅客索道株式会社
昭和 9（1934）年

三重県総合博物館 （後）
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三重県総合博物館
三重県総合博物館
西尾市岩瀬文庫
西尾市岩瀬文庫
  三重県立美術館 （前）
三重県立美術館 （後）
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  三重県立美術館 （前）
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◎所蔵者の後に※ A ～ D を表記してある資料は、以下の指定文化財です。
※ A：名古屋市指定文化財
※ B：刈谷市指定文化財
※ C：三重県指定文化財
※ D：桑名市指定文化財
※ E：亀山市指定文化財
◎資料の保存のため、一部資料は展示替えを行います。－所蔵者の後の（前）（後）の表記は展示替えがあるものです。
（前）
：展示期間 2022 年 4 月 16 日（土）～ 5 月 15 日（日） （後）
：展示期間 － 2022 年 5 月 17 日（火）～ 6 月 12 日（日）
「144 三国地志」の展示期間は、
「八十七」を（前）
、
「三十二」「八十」を（後）とします。
「145 三国地志」の展示期間は「四」
「九」を（前）
、
「十」を（後）とします。
なお、
（前※ 1）の展示期間は 4 月 16 日（土）～ 5 月 22 日（日）、（後※ 2）の展示期間は 5 月 24 日（火）～ 6 月 12 日（日）
としますので、ご注意ください。
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