
夏休み企画展「おいでよ！大河童学校」
Summer Vacation Exhibition " Come on ! The Great Kappa School "

№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

1 下学集 寛永20(1643)年 パネル展示

2 和漢三才図会略 編・寺島良安 正徳5(1715)年 パネル展示

3 唐土訓蒙図彙 享保4(1719)年

4 水虎図説　完 江戸時代

5 耳袋　全 根岸鎮衛 江戸時代

6 今昔画図続百鬼 鳥山石燕 安永8(1779)年

7 水虎考　全 明治10(1877)年

8 河童考 大谷弘龍 昭和50(1975)年

9 奇談 諸国便覧 巻之五 夾撞散人 享和2(1802)年

10 羽の生えた河童 江戸時代

11 化物づくし絵巻 狩野由信 江戸時代

12 化物づくし絵巻 江戸時代

13 豊後国肥田ト云所ニテ捕フ生写河童図 江戸時代

14 河童図 江戸時代以降

15 お化け絵巻 岡島陽城 明治時代

16 化物歌合せ絵巻 江戸時代

17 化物百人一首 江戸時代

18 和漢奇談鑑　毛谷村六助 月岡芳年 明治13(1880)年

19 金時化物退治 明治22(1889)年

20 化もの十二ヶ月 明治時代

21 異形河童図 江戸時代

22 夏景山水　三河童之図 伝狩野芳崖 江戸時代

23 左甚五郎と河童図 江戸時代

24 カッパと草馬 伝小川芋銭 昭和時代

25 河童図 葛飾北雅 江戸時代

26 新板かっぱのたわむれ 歌川国利 明治16(1883)年 大判錦絵

27 江戸名所道戯尽　二　両国の夕立 歌川広景 安政6(1859)年 大判錦絵

28 江戸名所道外尽　二十四　数寄屋かし 歌川広景 安政6(1859)年 大判錦絵

29 暁斎漫画七　猩々と河童の首引き 河鍋暁斎 明治時代 大判錦絵

30 東京開化狂画名所　深川木場川童臭気に辟易 月岡芳年 明治14(1881)年 中判錦絵

31 国芳戯画　道化武者づくし 歌川国芳
天保10～12

(1839～1841)年
大判錦絵

　　　第１章　入学　河童なんでも入門

　　　第２章　河童コース１　おもしろ・ふしぎ　河童ワールド

 2022年6月9日[木] － 9月13日[火]

湯本豪一記念日本妖怪博物館（三次もののけミュージアム）企画展示室



№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

32 化物づくし 倉田太助 明治15(1882)年 大判錦絵

33 しん版おばけ尽 荒川藤兵衛 明治22(1889)年 大判錦絵

34 ばけもの尽 歌川国利 明治時代 大判錦絵

35 当世野暮題の詩 明治時代 大判錦絵3枚続

36 大新版ばけ物ずくし 明治時代

37 新板化物づくし 江戸時代以降

38 河童霊神 明治時代

39 水虎像 江戸時代

40 河童かまど面 江戸時代後期以降

41 怪奇伝承図誌 本山桂川 昭和19(1944)年

42 河童の皮付鞘 江戸時代

43 河童の手のミイラ 江戸時代以降

44 夜窓鬼談　全 石川鴻斎 明治22(1889)年

45 滋養牛肉緒製 明治時代

46 カッパ膏薬ホーロー看板 昭和時代

47 河伯伝　全 江戸時代

48 河童図版木 江戸時代以降

49 養立湯薬袋 明治時代以降

50 河童図絵馬　【福岡】 昭和時代

51 河童大明神絵馬　【東京】 昭和時代

52 河童図絵馬　【埼玉】 昭和時代以降

53 河童鳴子絵馬　【大分】 昭和時代

54 しばてんと権九郎狸絵馬　【高知】 昭和時代

55 化物納札 昭和時代

56 化物づくし納札 昭和29(1954)年

57 化物づくし納札 大正時代

58 納札幽霊集 昭和63(1988)年

59 観光地土産と河童関連グッズ
平成29(2017)年～

令和4(2022)年収集

60 長髦姿蛇柳
作・山東京伝

画・歌川国貞
文化14(1817)年

61 五大洲生鳥獣 明治時代

62 大河童博ポスター 昭和時代以降

63 河童の腕 昭和時代

64 水虎のミイラ 昭和時代

65 トリック見世物図 明治時代以降

66 （別府・八幡地獄）怪物館内の河童 昭和時代 絵葉書

67 河童図羽織 昭和時代以降

68 化物団扇　河童 明治時代以降

69 河童ハンドル　杖 明治時代以降

70 河童煙草入と煙管 昭和時代

　　　第３章　河童コース２　びっくり！広島エンコウ伝説

　　　第４章　卒業　めざせ！河童博士



№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

71 河童緒締玉 明治時代以降

72 河童帯留 江戸時代以降

73 河童と恵比寿図留金 明治時代以降

74 河童と胡瓜図留金 明治時代以降

75 河童図留金 明治時代以降

76 豆腐を持った河童図留金 明治時代以降

77 河童図着物 江戸時代以降

78 河童図名古屋帯 大正時代

79 河童図前掛 昭和時代以降

80 河童図浴衣地反物 平成時代

81 河童と幽霊図鍔 江戸時代以降

82 轆轤首と河童図鍔 庸人 江戸時代以降

83 轆轤首と河童図縁金 庸人 江戸時代以降

84 河童図矢立 日昇 明治時代以降

85 河童方位磁石 日昇 明治時代以降

86 河童図文鎮 友心 明治時代以降

87 河童錠前 明治時代以降

88 河童図焼き鏝 昭和時代

89 河童図古伊万里皿 江戸時代

90 おばけかるた 明治時代

91 お化けカルタ 明治時代以降

92 おばけイロハカルタ 昭和時代

93 角メンコ 昭和時代

94 丸メンコ 昭和時代

95 お化大会カード 昭和時代

96 お化けカードと原画 昭和時代

97 幻灯機のガラス種板 明治時代以降

98 お化大会 昭和時代

99 河童図鑑蓋根付 江戸時代以降

100 河童図鑑蓋根付 明治時代以降

101 河童図根付 江戸時代以降

102 河童根付 明治時代以降

103 大蝦蟇と河童根付 明治時代以降

104 河童と蛙根付 明治時代以降

105 河童と鯉根付 明治時代以降

106 たこと河童根付 明治時代以降

107 魚を掴む河童根付 江戸時代以降

108 河童根付 江戸時代以降

109 三味線を弾く河童根付 江戸時代以降

110 河童根付 江戸時代以降

111 河童像　【北海道】 昭和時代

112 河童竹人形 昭和時代

113 河童起き上がりこぼし　【千葉】 昭和時代



№ 前期 後期 資料名 作者名 年代 形態

114 河童人形 昭和時代

115 河童像 三山 昭和時代

116 河童図瓢箪 昭和時代

117 河童豆面　【東京】 宗吉 昭和時代

118 射的用河童的 昭和時代

119 しばてん土鈴　【高知】 昭和時代

120 河童　井波彫　【富山】 匠 昭和時代以降

121 河童土笛 昭和時代以降

122 河童しかけ細工 昭和時代以降

123 河童マトリョーシカ 茶柱立太 平成時代

※「№1」と「№2」は国立国会図書館蔵。「№59」は個人蔵。その他は当館所蔵。


