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浮世絵ってどんな絵のことなのかな？
日本の文化を勉強しよう！

なまえ：

作品を見るときのちゅうい

★作品はさわったり、ゆびをさしたりしないでね

　すこしはなれてじっくり見てみよう

★走ったり、大きな声でおはなしはやめよう

　小さな声でしゃべろうね

★書くときはえんぴつを使おう

　持っていないときは、係の人にきいてね

★けいたいやゲーム機を見ながら歩くのはやめよう

さがわびじゅつかん

江戸時代にうまれた、一般のひとにもなじみのある絵のことです。
当時の意味で、「浮世」とは「今のはやり」をあらわします。

浮世絵は 2種類にわけることができます。

浮世絵

木に絵を掘って、インクを

のせて紙に刷った絵のこと。

絵を描く用の絹や紙に、

絵師が直接描いた絵。1点モノ。

木版画 肉筆画

木版画

浮世絵に描かれたもの

・美人画…町娘や流行のきものを着た女の人たち
　　　　　　　　　　いまでいうと　➡　流行のファッション誌

・役者絵…歌舞伎俳優
　　　　　　　　　　いまでいうと　➡　アイドルの写真

・名所絵…日本各地の名所
　　　　　　　　　　いまでいうと　➡　ガイドブック

肉筆画

こたえ : 第２会場の作品にあります。《初夏の海に赤翡翠》《アカショウビン》という作品です。

浮世絵ってなに？
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東海道とは江戸（いまの東京）から京都までを結んでいた
道のことで、江戸時代にはたくさんの人がその道を行き来
しました。いまでも東海道新幹線など、ことばのなごりが
あります。国道 1号線は東海道のことです。
道の途中には 53の宿場（宿泊施設や茶屋などが立ち並ぶ街）
があり、広重はそれぞれの宿場と出発地・江戸、そして
終着地・京都の名所あわせて 55ゕ所の絵を描きました。

江戸時代後期には、一般のひとの間で伊勢神宮（三重県）
へのおまいりが流行り、東海道は旅行客でにぎわいました。
むかしは今みたいに電車や車がなかったので、ほとんどの
人が歩いて移動しました。
江戸から京都までは歩いて約 15日かかったそうです。

また、当時の人は、旅行に行けない
かわりに浮世絵を見てバーチャル
旅行を楽しみました。
知っている風景が今もあるかな？
探してみましょう。

日本一おおきな
山はみんな知って
いるかな？

描かれている作品
をさがしてみよう

浮世絵 1枚買うのに、
当時のかけそば 1杯の
値段で買えたんだって

東海道五拾三次で旅行気分浮世絵はチームプレイ？

浮世絵は絵を描く人（絵師）、木版に絵を彫る人（彫師）、
紙に絵をする人（摺師）にわかれて作品をつくりました。
このように役割分担して仕事をすることを分業制といいます。

分業制により、むだなく早く仕事ができる！
木版画だから、版木さえあれば何度でも同じものが刷れる！

安く作ることができ、
一般のひとでも買うことができる

⇩ コストパフォーマンスとても高い！

歌川広重は江戸時代の後期（約 200 年前）に活躍した
浮世絵師で、いろんなジャンルの絵を描きましたが、
風景画の作品が一番有名です。

風景画の《東海道五拾三次》シリーズは広重の代表作です。
展示室で実際に見てみましょう。

滋賀県にも東海道の宿場が 5つあるので、
作品をさがしてみましょう。
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