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Modern Ukiyo-e with Dragon Motif

うたがわ くによし

近代
浮世絵！
龍めぐり！
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）
物語のなかに。着物のデザインに。歌川国芳 （1798 ―1861・

他による、江戸〜明治期の近代浮世絵に描かれた様々な龍の姿を
豊原国周 （1835 ―1900）

歌川国貞 Utagawa Kunisada

《斎藤龍奥

70

点・入れ替えあり）。

Figure of dragon in stories, in Kimono designs…Shiga Kogen Roman Museum presents
modern Ukiyo-e with dragon motif produced between Edo to Meiji period by
（ 1798-1861
） etc.
Utagawa Kuniyoshi

志賀高原ロマン美術館 蔵

ご紹介します（計

歌川国芳 Utagawa Kuniyoshi

《龍宮玉取姫之図》1853（嘉永 6）年

沢村訥升》19 世紀 （一財）和合会 蔵

同時開催：山ノ内町ゆかりの文化人の原稿や書簡（岡本太 郎・棟方志功 ほか）・昔の農具 ほか
Co-located Ex hibitions : Manuscripts and letters by Japanese famous artists and writers connected with Yamanouchi town, and traditional local farming tools etc.
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SHIGA KOGEN ROMAN MUSEUM

山ノ内町立

志賀高原ロマン美術館

■主催／ 山ノ内町立志賀高原ロマン美術館

■協力／（一財）
和合会

開館時間 Hours ／ 9：00 -17：00 ※入館は 16：30 まで
休館日 Closed ／木曜日 Thursdays ※年末年始（2017.12.29 - 2018.1.3）開館
入館料 Entrance Fee ／大人 Adults ¥500
小中学生 Elementary＆Junior High School Children ￥300
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 1465（上林温泉）

1465 Hirao, Yamanouchi-machi, Shimotakai-gun, Nagano, 381-0401, JAPAN
TEL：0269-33-8855 FAX：0269-33-8825 URL： http://www.s-roman.sakura.ne.jp/

志賀高原リゾート開発（株） ■後援／山ノ内町観光連盟

志賀高原観光協会

北志賀高原観光協会

近代浮世絵！龍めぐり！
Modern Ukiyo-e wit h Dragon Mot if
志賀高原ロマン美術館では、龍の描かれている江戸～明治期の近代浮世絵を
ご紹介します。近代浮世絵には、龍が出てくる物語をテーマとするだけでは
なく、着物に粋な龍のデザインを施したりと、様々な姿で龍が表現されてい
ます。
山ノ内町も、中野市の高梨家に伝わる黒姫伝説（15 世紀中ごろ）、温泉寺の無
縫塔の黒龍伝説（15 世紀中ごろ）、吉田忠右衛門の大沼池の白龍伝説（19 世紀
中ごろ）などの龍にまつわる伝承を持つほか、渋温泉は、
「越後の龍」と称され
た上杉謙信と、武田信玄による「川中島の戦い」
（1553-1564 年）で傷ついた兵
の療養地でもありました。多様な龍の姿の約 70 点の作品（入れ替えあり）を
ご覧ください。

In the modern Ukiyo-e, dragons appear as not only as the story reference,
but also as stylish designs on Kimono. Here in Yamanouchi town, there are
several folklores such as the Legend of Kurohime (mid 15th century) that
has been handed down to Takanashi family in Nakano city, the Legend of
Black Dragon at Muhoutou Pagoda in Onsenji temple (mid 15th century),
and the Legend of White Dragon and Yoshida Tyuemon at Onuma Lake
(mid 19th century). As well the hot spring, Shibu Onsen was a retreat for
injured soldiers during “Battles of Kawanakajima” (1553 – 1564) which
were fought between Takeda Shingen and Uesugi kenshin, who was called
“Dragon of Echigo”. Please enjoy the figure of dragons in approximately 70
exhibited works (please note that some installation will be changed during
the exhibition).

1. 豊原国周 Toyohara Kunitika
	
《俳優落語当り競 和尚次郎 左団次・仁王仁太夫 中村
芝翫》19 世紀
2. 歌川国芳 Utagawa Kuniyoshi
なぞらえ

《小倉 擬 百人一首 第五十五番歌 大納言公任》19 世紀
3. 歌川国芳 Utagawa Kuniyoshi
	
《川中島合戦 謙信侯信玄侯の旗本へ切入給ふ》
1853（嘉永６）年
4. 同時開催：岡本太郎 Okamoto Taro「草稿」
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Shiga Kogen Roman Museum

SHIGA KOGEN ROMAN MUSEUM

山ノ内町立

志賀高原ロマン美術館

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町大字平穏1465（上林温泉）
1465 Hirao, Yamanouchi-machi, Shimotakai-gun, Nagano, 381-0401, JAPAN
TEL：0269-33-8855

FAX：0269-33-8825

URL：http://www.s-roman.sakura.ne.jp/

4

■北 陸新幹線長野駅から長野電鉄湯田中駅下車、志賀
高原方面行バスにてスノーモンキーパーク停留所下車、
徒歩１分。または駅からタクシーにて８分。
■上 信越自動車道・信州中野I.C.から国道292号15分。
駐車場60台。

