
【2022年2月 いよいよ京都にて開催】約150点の作品と資料が集結！

会期／2022年2月26日（土）－ 4月10日（日） 会場／京都文化博物館

報道関係者各位

PRESS RELEASE

2022年2月26日（土）～4月10日（日）の期間、京都文化博物館にて「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」を開催いたします。

2021年11月16日

国芳から弟子たちへ―幕末明治に“芳”の系譜あり！

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」

国芳から弟子たちへ―幕末明治に“芳”の系譜あり！
歌川国芳(1797-1861) は、旺盛な好奇心と柔軟な発想、豊かな表現力を武

器として、武者絵や戯画に新機軸を打ち出し、幕末にいたって浮世絵のさらなる活
性化につなげた浮世絵師です。今日では「奇想の絵師」としてその人気は定着してき
ています。

親分肌の国芳を慕って多くの弟子が集いましたが、なかでも「最後の浮世絵師」と
称される月岡芳年 (1839-92) が特筆されます。国芳の奇想をよく受け継ぎ、さら
に和洋の融合を推し進めた彼の作品は、近年再び高く評されるようになってきました。

本展では、国芳、芳年のほか、芳年とともに国芳門下の双璧とされた落合芳幾
(1833-1904) などにもスポットを当て、国芳が切り開いたさまざまな新生面を弟子
たちがいかに継承、変化させていったのかを、約150点の作品と資料によってご紹介
します。幕末、激動する時代のうねりを生き、描き、人々を魅了し続けた「芳」の系
譜。怖い絵も、華やかな絵も、実は悲しい絵も、ぱっと目をひく表現が彼らの得意技
です。人々の嗜好に合わせ最後まで新しい画題と表現に挑み続けた、国芳を領袖と
する「芳ファミリー」の活躍をご覧ください。
なお本展は、名古屋市博物館が所蔵する浮世絵の二大コレクション－国文学者

尾崎久弥(1890-1972)の幕末浮世絵を中心とする収集作品(尾崎久弥コレク
ション) と、医学者高木繁(1881-1946) の国芳武者絵が大半を占める収集作
品(高木繁コレクション)－の計2100タイトルほかより抜粋した名古屋市博物館の所
蔵品から構成されるものです。

「英名二十八衆句」全編公開！
歌舞伎などの刃傷場面ばかりを描く本シリーズは、国芳門下の双璧とされる落合芳幾（1833-1904）と月岡芳年が競作

したもの。本展では、因縁のライバルが腕を競い凄惨を極めた全28図を一挙公開します！残虐で衝撃的な描写に目を奪われ
ますが、実は背後のストーリーと、当時の印刷技術の粋を集めた摺りや彫りも見所です。

開催概要

【展覧会名】 挑む浮世絵 国芳から芳年へ
【会 期】 2022年2月26日（土）～4月10日（日）
【開室時間】 10:00～18:00 ※金曜のみ19:30まで（入場はそれぞれ30分前まで）
【休 館 日】 月曜日（祝日の場合は開館、翌日休館）
【会 場】 京都文化博物館（〒604-8183 京都市中京区三条高倉）
【主 催】 京都府、京都文化博物館、関西テレビ放送
【協 賛】 野崎印刷紙業
【企画協力】 名古屋市博物館
【後 援】 （公社）京都府観光連盟、（公社）京都市観光協会、KBS京都、エフエム京都
【お問合せ 】 京都文化博物館 075-222-0888
【公式サイト】 https://www.ktv.jp/event/idomuukiyoe/
【チケット発売日】 2021年12月1日（水）あさ10:00～
【入場料金（消費税込）】

※未就学児は無料（要保護者同伴）
※前売券は2021年12月1日（水）から2022年2月25日（金）まで販売（会期中は当日券のみ）
※障がい者手帳等をご提示の方と付き添い1人までは無料 ※学生料金で入場の際には学生証をご提示ください

一般 大高生 中小生

当日券 1,400円 1,100円 500円

前売券 1,200円 900円 300円

京都文化博物館 https://www.bunpaku.or.jp １階総合案内チケットうりば
公式オンラインチケット https://www.ktv.jp/event/idomuukiyoe
チケットぴあ https://pia.jp/t/ (PC・携帯) 【Pコード：685-969】セブン-イレブン
ローソンチケット https://l-tike.com/ (PC・携帯) 【Lコード：59090】 ローソン、ミニストップ店内Loppi
イープラス https://eplus.jp（PC・携帯） ファミリーマート店内「Famiポート」
セブンチケット https://7ticket.jp/（PC・携帯） セブン-イレブンの店内「マルチコピー」
CNプレイガイド ファミリーマート店内「Famiポート」直接購入
その他販売先 チケットポート（なんば・梅田）

https://www.ktv.jp/event/idomuukiyoe/
https://www.bunpaku.or.jp/
https://www.ktv.jp/event/idomuukiyoe
http://pia.jp/t/
https://l-tike.com/
https://eplus.jp/
https://7ticket.jp/


「あまざけ」セット券

PRESS RELEASE

月岡芳年「おしやくがしたい」にちなんで、本展覧会の観覧券に
「京・嵐山上流の蔵 丹山酒造」の“あまざけ（180ml×１本）“がついてくるお得なセット券！
米・米麹だけで造ったアルコールゼロ、お砂糖ゼロ、お子様でも飲める昔ながらの「あまざけ」をぜひ

ご堪能ください。

［販売期間］2021年12月1日（水）10:00～2022年2月25日（金）まで
［販売場所］イープラス
［料金］1,600円(一般のみ・消費税込)
［商品引換え期間］展覧会開催期間中2022年2月26日（土）～4月10日（日）

※引換券をご持参のうえ本館1階「京・嵐山上流の蔵 京丹山」で商品とお引換えください。
※180mlはこの企画だけの特別サイズです。
※この商品はアルコール飲料ではありません。

イベント

＜講演会＞ 国芳と芳年の「怪」と「快」 ※事前申込必要

［講 師］神谷 浩 氏（徳川美術館副館長兼学芸部長）
［日 時］2022年3月5日（土）10:30～12:00
［会 場］京都文化博物館３階フィルムシアター
［定 員］70名
［参加費］無料（ただし本展覧会入場券「半券可」が必要）
［申込方法］往復はがきに住所、氏名（返信面にも）、電話番号、希望イベント名を記入し、京都文化博物館

「国芳から芳年展」係へ。または、京都文化博物館ホームページ「特別展イベント申込フォーム」から申込み。
https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special/form/

＜ナイトミュージアム＞「怖の集い」
特別な時間に貸し切りで浮世絵を鑑賞いただけるスペシャル企画。
「血みどろ絵」を中心に、学芸員によるみどころを徹底解説つきでお楽しみいただけます。
［講 師］有賀 茜 (京都文化博物館学芸員)
［日 時］2022年3月19日（土） 18:00～20:00 (受付17:45～)
［定 員］200名
［参加費］2,500円（一般のみ）※未就学児不可
［販売場所］イープラス

音声ガイド

［音声ガイドナレーター］声優／鳥海 浩輔さん

［貸出料金］ 600円（消費税込）

鳥海 浩輔（とりうみ・こうすけ）

5月16日生まれ。神奈川県出身。

代表作／

「刀剣乱舞-ONLINE-」(三日月宗近役)

「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」(グイード・ミスタ役)

「うたの☆プリンスさまっ♪」シリーズ(愛島セシル役)など

京都展限定グッズ！

京都人に愛され続けて半世紀の前田珈琲とコラボし、オリジナ
ルのドリップコーヒーをつくりました！熟練の焙煎士により自家焙
煎された、本展オリジナルの美味しさが堪能できます。

［料金］
3袋入り 500円（税込）
9袋入り 1,500円（税込）

※画像はイメージです

前田珈琲×『挑む浮世絵 国芳から芳年へ』コラボコーヒー

https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special/form/
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本展の展示物等の画像を、広報素材としてご提供いたします。

下記、申込フォームよりお申込ください。

広報画像申込フォーム（WEB）https://forms.gle/iX1S2PtGb9w6Nq476
※難しい場合は申込書に必要事項をご記入のうえ、本展事務局までご送付ください。

申込フォーム

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」 広報画像一覧

報道に関するお問合せ

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」京都展広報事務局 <㈱Nene Laco.（ネネラコ）>
〒531−0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル

Tel／ 06-6225-7885    Fax／ 06-7635-7587 Mail／ idomuukiyoe@nenelaco.com

https://forms.gle/iX1S2PtGb9w6Nq476
mailto:idomuukiyoe@nenelaco.com


番号 作品キャプション一覧

1□ 歌川国芳「相馬の古内裏」名古屋市博物館蔵（高木繁コレクション）

2□ 歌川国芳「里すゞめねぐらの仮宿」名古屋市博物館蔵（高木繁コレクション）

3□ 月岡芳年「東名所墨田川梅若之古事」名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

4□ 歌川国芳「山海めでたいつゑ 十 天気にしたい 土佐鰹節」
名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

5□ 月岡芳年「英名二十八衆句 姐妃の於百」名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

6□ 月岡芳年「英名二十八衆句 福岡貢」名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

7□ 月岡芳年「古今比女鑑 秋色」名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

8□ 月岡芳年「皇都会席別品競 久保町売茶亭 春本いく」
名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

9□ 月岡芳年「風俗参十二相 かゆさう 嘉永年間かこゐものの風ぞく」
名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

10□ 落合芳幾「英名二十八衆句 佐野治郎左エ門」名古屋市博物館蔵（尾崎久弥コレクション）

11□ メインビジュアル ※キャプション不要

＜画像使用に際しての注意＞
■本展広報目的でのご使用に限ります（会期終了まで）。
■展覧会名、会期、会場名、タイトル、画像キャプションを必ず掲載してください。
■WEB媒体に掲載する場合、画像を72dpi以内に設定のうえコピーガードを施し、本展終了後は画像の削除をお願い
いたします。

■作品画像は全図でご使用ください。トリミングや文字を重ねるなど画像の加工・改変はご遠慮ください。
■本展会期中であっても、再放送や転載をされる場合は個別に申請くださいますようお願いいたします。
■基本情報、会期などの確認のため、ゲラ刷り・原稿の段階でお送りいただきますようお願いいたします。
■掲載、放送後は、掲載誌、同録テープを、広報事務局へ１部お送り願います。

ご希望の画像に☑をお願いいたします。

貴社名／

お名前／

部署／ ご所属／

貴媒体名／ 媒体種／

サイトURL／

掲載号・露出予定日／ 月号（ 月 日号） ／ 月 日発売予定 □WEBへの転載あり

TEL／ FAX／

E-MAIL／

媒体プレゼント用チケット／□希望（2組4名まで）※１点以上の広報用画像使用必須 ※チケットの発送は2022年2月頃になります

お送り先／〒

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」 広報画像申込書

報道に関するお問合せ

「挑む浮世絵 国芳から芳年へ」京都展広報事務局 <㈱Nene Laco.（ネネラコ）>
〒531−0072 大阪市北区豊崎3-15-5 TKビル

Tel／ 06-6225-7885    Fax／ 06-7635-7587 Mail／ idomuukiyoe@nenelaco.com

mailto:idomuukiyoe@nenelaco.com

