
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 岳亭 がくてい

2 北溪筆 ほっけい

3 呉北溪 ほっけい

4 呉北溪 ほっけい

5 尚（俊満） しょう（しゅんまん）

6 尚（俊満） しょう（しゅんまん）

7 宗理改北齋画 そうり（ほくさゐ）

8 画狂人北齋画 ほくさゐ

9 先ノ北齋画 ほくさゐ

10 不染居ゐ一筆 ゐいつ

11 宗理画 そうり

12 宗理画 そうり

13 辰齋 しんさい

14 俊満+○ しゅんまん

15 岳亭 がくてい

16 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

17 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

18 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

19 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

20 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

21 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

22 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

23 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

24 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

25 香蝶樓國貞画 くにさだ

26 森羅亭萬象 まんぞう

27 豊國画* とよくに

28 豊國画 とよくに

29 香蝶樓國貞画 くにさだ

30 五渡亭國貞画 くにさだ

31 五渡亭國貞画 くにさだ

32 五渡亭國貞画 くにさだ

33 應需國貞画 くにさだ

34 歌川豊國画 とよくに

35 千春 ちはる

36 溪齋英泉画 えいせん

37 北溪 ほっけい

38 魚彦 なひこ

39 五清 ごせい

40 俊満製 しゅんまん



41 政演+政美 まさのぶ+まさよし

42 俊満+○ しゅんまん

43 北溪 ほっけい

44

45 拱一画 きょういち

46 拱一画 きょういち

47 林（壺）（春章） しゅんしょう

48 寺井重房画 しげふさ

49 辰齋画 しんさい

50 桃栗山人於談洲樓述（焉馬）ももくりさんじん（えんば）

51 蓬莱山人於烏亭著述（焉馬2）ほうらいさんじん（えんば2）

52 □□□國貞画 くにさだ

53 五渡亭國貞画 くにさだ

54 豊國画 とよくに	

55 豊國画 とよくに	

56 五渡亭國貞画 くにさだ

57 五渡亭國貞画 くにさだ

58 五渡亭國貞画 くにさだ

59 五渡亭國貞画 くにさだ

60 柳川重信［柳川］ しげのぶ

61 呉北溪 ほっけい

62 一勇齋國芳画 くによし

63 海北友松画 ゆうしょう

64 九々唇北齋画 ほくさゐ

65 蹄齋北馬画 ほくば

66 蹄齋北馬画 ほくば

67 蹄齋北馬画 ほくば

68 狩野探信画 たんしん

69 狩野ショウウン画 ショウウン

70 西村重長筆 しげなが

71 春信画 はるのぶ

72 春信画 はるのぶ

73 哥麿筆 うたまろ

74 哥麿筆 うたまろ

75 東都岳亭［定岡］ がくてい

76 無款（北馬） 無款（ほくば）

77 岳亭 がくてい

78 岳亭［定岡］ がくてい

79 岳亭 がくてい

80 岳亭 がくてい

81 岳亭 がくてい



82 岳亭 がくてい

83 岳亭 がくてい

84 岳亭 がくてい

85 岳亭 がくてい

86 岳亭 がくてい

87 岳亭 がくてい

88 岳亭 がくてい

89 岳亭 がくてい

90 岳亭 がくてい

91 岳亭 がくてい

92 岳亭 がくてい

93 岳亭 がくてい

94 岳亭 がくてい

95 岳亭 がくてい

96 岳亭 がくてい

97 岳亭 がくてい

98 岳亭 がくてい

99 千春 ちはる

100 椿年 ちんねん

101 溪齋（英泉） けいさい

102 無款（英泉） 無款（えいせん）

103 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

104 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

105 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

106 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

107 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

108 溪齋英泉画 えいせん

109 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

110 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

111 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

112 蓬莱英信 えいしん

113 蓬莱英信画 えいしん

114 菊川英山画 えいざん

115 岳亭春信 がくてい

116 岳亭春信 がくてい

117 岳亭春信画 がくてい

118 岳亭春信筆 がくてい

119 岳亭 がくてい

120 岳亭 がくてい

121 岳亭 がくてい

122 岳亭 がくてい



123 岳亭 がくてい

124 岳亭［定岡］ がくてい

125 岳亭 がくてい

126 岳亭［定岡］ がくてい

127 岳亭［定岡］ がくてい

128 岳亭［定岡］ がくてい

129 岳亭［定岡］ がくてい

130 岳亭［定岡］ がくてい

131 岳亭［定岡］ がくてい

132 岳亭［定岡］ がくてい

133 岳亭［定岡］ がくてい

134 岳亭 がくてい

135 岳亭［定岡］ がくてい

136 岳亭［定岡］ がくてい

137 岳亭［定岡］ がくてい

138 岳亭［定岡］ がくてい

139 岳亭 がくてい

140 岳亭定岡筆 がくてい

141 岳亭 がくてい

142 岳亭［八+島］ がくてい

143 東都岳亭［定岡］ がくてい

144 東都岳亭［定岡］ がくてい

145 東都岳亭［定岡］ がくてい

146 東都岳亭［定岡］ がくてい

147 東都岳亭［定岡］ がくてい

148 東都岳亭［定岡］ がくてい

149 東都岳亭［定岡］ がくてい

150 岳亭 がくてい

151 岳亭 がくてい

152 岳亭 がくてい

153 岳亭 がくてい

154 岳亭 がくてい

155 岳亭 がくてい

156 岳亭筆 がくてい

157 岳亭 がくてい

158 岳亭 がくてい

159 岳亭 がくてい

160 岳亭 がくてい

161 岳亭筆 がくてい

162 岳亭 がくてい

163 岳亭 がくてい



164 岳亭 がくてい

165 岳亭 がくてい

166 岳亭 がくてい

167 岳亭定岡描 がくてい

168 岳亭定岡画 がくてい

169 岳亭 がくてい

170 岳亭 がくてい

171 岳亭 がくてい

172 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

173 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

174 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

175 五清筆 ごせい

176 春川五七筆 ごしち

177 春川五七筆 ごしち

178 春川五七筆 ごしち

179 春川五七筆 ごしち

180 北溪 ほっけい

181 北溪 ほっけい

182 應需北溪 ほっけい

183 北溪［拱齋］ ほっけい

184 北溪 ほっけい

185 應需北溪畫 ほっけい

186 北溪 ほっけい

187 北溪［拱齋］ ほっけい

188 北溪 ほっけい

189 北溪 ほっけい

190 北溪 ほっけい

191 北溪 ほっけい

192 北溪 ほっけい

193 北溪 ほっけい

194 北溪 ほっけい

195 北溪 ほっけい

196 北溪［？］ ほっけい

197 北溪 ほっけい

198 北溪 ほっけい

199 北溪 ほっけい

200 北溪 ほっけい

201 北溪 ほっけい

202 呉北溪 ほっけい

203 呉北溪 ほっけい

204 呉北溪 ほっけい



205 呉北溪 ほっけい

206 北溪 ほっけい

207 北溪 ほっけい

208 應需北溪筆 ほっけい

209 北溪筆 ほっけい

210 北溪筆 ほっけい

211 應需北溪筆 ほっけい

212 北溪 ほっけい

213 呉北溪 ほっけい

214 呉北溪 ほっけい

215 北溪 ほっけい

216 北溪 ほっけい

217 北溪［不染居］ ほっけい

218 應需北溪画 ほっけい

219 北溪 ほっけい

220 北溪 ほっけい

221 北溪 ほっけい

222 葵岡北溪 ほっけい

223 葵岡北溪 ほっけい

224 葵岡北溪 ほっけい

225 北溪 ほっけい

226 北溪 ほっけい

227 呉北溪 ほっけい

228 呉北溪 ほっけい

229 呉北溪 ほっけい

230 呉北溪 ほっけい

231 南牕燈下北溪画 ほっけい

232 北溪 ほっけい

233 北溪 ほっけい

234 北溪 ほっけい

235 北溪 ほっけい

236 北溪 ほっけい

237 北溪［葵岡］ ほっけい

238 北溪画 ほっけい

239 北溪画 ほっけい

240 應需北溪画 ほっけい

241 無款（北溪） 無款（ほっけい）

242 北溪 ほっけい

243 北馬画 ほくば

244 蹄齋北馬画 ほくば

245 蹄齋北馬画 ほくば



246 蹄齋北馬画 ほくば

247 北馬画 ほくば

248 北馬画 ほくば

249 北馬画 ほくば

250 蹄齋（北馬） ていさい（ほくば）

251 蹄齋（北馬） ていさい（ほくば）

252 北鵞筆 ほくが

253 宗理画 そうり

254 宗理画 そうり

255 宗理改北齋画 そうり

256 宗理改北齋画 そうり

257 宗理改北齋画 そうり

258 宗理改北齋画 そうり

259 宗理改北齋画 そうり

260 宗理改北齋画 そうり

261 宗理改北齋画 そうり

262 北齋画 ほくさゐ

263 先ノ北齋画 ほくさゐ

264 北齋画 ほくさゐ

265 無款（北齋） 無款（ほくさゐ）

266 先ノ宗理北齋画 そうり（ほくさゐ）

267 画狂人北齋画 ほくさゐ

268 画狂人北齋画 ほくさゐ

269 画狂人北齋画 ほくさゐ

270 かつしか北齋画 ほくさゐ

271 前北齋戴斗筆 たいと

272 北齋戴斗改葛飾ゐ一筆 ゐいつ

273 月癡老人爲一筆 ゐいつ

274 月癡老人爲一筆 ゐいつ

275 不染居ゐ一筆 ゐいつ

276 不染居ゐ一筆 ゐいつ

277 不染居ゐ一筆 ゐいつ

278 不染居ゐ一筆 ゐいつ

279 かつしかの親父爲一筆 ゐいつ

280 かつしかの於やち爲一筆 ゐいつ

281 北齋改爲一筆［二老人］ ゐいつ

282 皆春館華陽 かよう

283 崋山畫 かざん

284 孔寅 こういん

285 香雪 こうせつ

286 志んば本松写［印］ ほんまつ



287 國光画 くにみつ

288 歌川國直縮圖 くになお

289 五渡亭國貞画 くにさだ

290 五渡亭國貞画 くにさだ

291 五渡亭國貞画 くにさだ

292 五渡亭國貞画 くにさだ

293 五渡亭國貞画 くにさだ

294 五渡亭國貞画 くにさだ

295 五渡亭國貞画 くにさだ

296 五渡亭國貞画 くにさだ

297 五渡亭國貞画 くにさだ

298 五渡亭國貞画 くにさだ

299 五渡亭國貞画 くにさだ

300 五渡亭國貞画 くにさだ

301 五渡亭國貞画 くにさだ

302 國貞画 くにさだ

303 國貞画 くにさだ

304 五渡亭國貞画 くにさだ

305 五渡亭國貞画 くにさだ

306 五渡亭國貞画 くにさだ

307 五渡亭國貞画 くにさだ

308 五渡亭國貞画 くにさだ

309 五渡亭國貞画 くにさだ

310 五渡亭國貞画 くにさだ

311 國貞画 くにさだ

312 五渡亭國貞画 くにさだ

313 香蝶樓國貞画 くにさだ

314 五渡亭國貞画 くにさだ

315 五渡亭國貞画 くにさだ

316 香蝶樓國貞画 くにさだ

317 香蝶樓國貞画 くにさだ

318 五渡亭國貞画 くにさだ

319 國安画 くにやす

320 一勇齋國芳画 くによし

321 一勇齋國芳画 くによし

322 朝櫻樓國芳画 くによし

323 一勇齋國芳画 くによし

324 一勇齋國芳画 くによし

325 一勇齋國芳画 くによし

326 拱一画 きょういち

327 半日菴南□ はんにちあんなん□



328 竜齋 りゅうさい

329 五湖亭貞景画 さだかげ

330 應需貞景画 さだかげ

331 五湖亭 ごこてい

332 雪里 せつり

333 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

334 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

335 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

336 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

337 無款（柳川重信） 無款（しげのぶ）

338 無款（柳川重信） 無款（しげのぶ）

339 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

340 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

341 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

342 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

343 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

344 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

345 柳川画 やながわ（しげのぶ）

346 柳川重信 しげのぶ

347 柳川重信 しげのぶ

348 柳川重信 しげのぶ

349 二世柳川重信画2 しげのぶ2

350 二世柳川重信画2 しげのぶ2

351 二世柳川重信画2 しげのぶ2

352 二世柳川重信画2 しげのぶ2

353 二世柳川重信画2 しげのぶ2

354 二世柳川重信2 しげのぶ2

355 二世柳川重信2 しげのぶ2

356 二世柳川重信2 しげのぶ2

357 二世柳川重信2 しげのぶ2

358 二世柳川重信2 しげのぶ2

359 辰齋画［卍］ しんさい

360 辰齋画 しんさい

361 辰齋画 しんさい

362 辰齋画 しんさい

363 辰齋画 しんさい

364 辰齋画 しんさい

365 辰齋 しんさい

366 柳々居辰齋写 しんさい

367 辰齋 しんさい

368 辰齋 しんさい



369 辰齋 しんさい

370 辰齋 しんさい

371 辰齋 しんさい

372 新々齋画 しんしんさい

373 俊満+○	 しゅんまん

374 俊満+○	 しゅんまん

375 俊満製	 しゅんまん

376 俊満+◯	 しゅんまん

377 俊満+◯	 しゅんまん

378 俊満+◯	 しゅんまん

379 俊満+◯	 しゅんまん

380 俊満+◯	 しゅんまん

381 俊満製	 しゅんまん

382 俊満製	 しゅんまん

383 俊満+○	 しゅんまん

384 尚製（俊満）	 しょう（しゅんまん）

385 勝汲壺春亭画	 しゅんてい

386 蜂房秋艃画	 しゅうり

387 宗理画3（菱川）	 そうり3

388 戴斗2	 たいと2

389 戴斗2	 たいと2

390 戴斗2	 たいと2

391 戴斗2	 たいと2

392 雪山等琳筆	 とうりん3

393 乕金亭東之筆	 とうし

394 等舟筆	 とうしゅう

395 豊廣画	 とよひろ

396 豊廣画	 とよひろ

397 一陽齋豊國画	 とよくに

398 豊國画	 とよくに

399 豊國画	 とよくに

400 豊國画	 とよくに

401 豊國画	 とよくに

402 豊國画	 とよくに

403 観雪齋月麿画	 つきまろ

404 浮世歌好画	 うたよし

405 無款	 無款

406 無款	 無款

407 無款	 無款



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

文化 1810s 角1

文化 1810s 角1

文化 1810s 角1

天保 1830s 角1

明治 1890s 角1

文化 1810s 角1

寛政 1799c 角1

寛政 1805 九横

寛政 1800 九横

文政5 1822 角1

寛政7c 1795c 中1

寛政7c 1795c 中1

文政 1820c 中横

文政 1820c 九横

文政 1820s 角1

文政 1820s 半紙本

文政7 1824 半紙本

文政5 1822 半紙本

文政5 1822 半紙本

文政3 1820 半紙本

文政3 1820 半紙本

文政3 1820 半紙本

文政7 1824 半紙本

文政5 1822 半紙本

天保1 1830 角3

文政4 1821 半紙本

文政5 1822 角横

文政5 1822 角横

文政 1827-1830 角2

文政 1825c 角2

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

文政5 1822 角横

文政 1820s 角横

文政 1820s 角1

天保 1831 角1

明和2 1765 半紙本

文化 1810s 角1

文化 1810s 角1



天明3 1783 半紙本

文化10 1813 角1

文政7 1824 角1

文政3 1820 伊勢暦

文政 1820c 角2-1

文政 1820c 角2-2

天明5 1785 細絵

寶曆11 1761 絵本

文化2c 1805c 九横

寛政13 1801 角1

文政12 1829 角1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

文化10 1813 中本

文政7 1824 大1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

文政 1820s 角1

天保 1830s 角1

天保 1832 角1

1602 1602 屏風

文化2c 1805c 十二

享和 1800s 八切

享和 1800s 八切

享和 1800s 八切

1650s-1750s 1650s-1750s 屏風

1650s 1650s 掛軸

1750s 1750s 細絵

1767c 1767c 中1

1767c 1767c 中1

1793-1794 1793-1794 大1

1793-1794 1793-1794 大1

1824c 1824c 角1

1801-1818 1801-1818 角横

1820s 1820s 半紙本

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1



1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1820c 1820c 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 1820s 角1

1821 1821 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1826 1826 角1

1828 1828 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1819　卯 1819 角1

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

1818 1818 角1

1818 1818 角1

1817c 1817c 角1

1818c 1818c 角1

1819c 1819c 角1

1819-1820 1819-1820 角1

1819-1820 1819-1820 角1

1820c 1820c 角1



1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1820s 1820s 角1

1815 1815 角1

1822-1823 1822-1823 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1823c 1823c 角1

1823c 1823c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1820s 1820s 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1825c 1825c 角1

1823-1825c 1823-1825c 角1

1820s 1820s 角1

1826c 1826c 角1



1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1824-1825 1824-1825 角1

1826c 1826c 角1

1830c 1830c 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1806 1806 十二

1806 1806 十二

1806 1806 十二

1810s 1810s 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1810s 1810s 角1

1818 1818 角1

1819-1820 1819-1820 角1

1820s 1820s 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1810s 1810s 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1



1825c 1825c 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1826c 1826c 角1

1826 1826 角1

1826 1826 角1

1826 1826 角1

1828 1828 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1829 1829 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830c 1830c 角1

1831 1831 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1832 1832 角1

1832 1832 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1834 1834 角1

1835 1835 角1

1834 1834 角1

1890s 1890s 角2-2

1890s 1890s 角2-2

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

1829 1829 半紙本

1807卯 1829 九横

1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切



1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1818 1818 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1797 1797 小横

1798c 1798c 中横

1799　未初春 1799 九横

1799　未初春 1799 九横

1799　未初春 1799 九横

1799　 1799 九横

1799　 1799 九横

1799　 1799 九横

1799　 1799 九横

1800 1800 小横

1800庚申春 1800 九横

1800かのへさる 1800 九横

1801-1803 1801-1803 九横

1800申ノ春 1800 九横

1803-1805 1803-1805 九横

1804 1804 九横

1805c 1805c 九横

1806-1808 1806-1808 九横

1820-1821 1820-1821 角1

1890s 1890s 角1

1821c 1821c 角1

1821 1821 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1824申のはつ春 1824 角1

1824申のはつ春 1824 角1

1825 1825 角1

1830s 1830s 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1823 1823 角1

1822 1822 角1



1823c 1823c 角1

1810s 1810s 細絵

1818 1818 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819c 1819c 角1

1819c 1819c 角1

1819c 1819c 中横

1819 1819 角1

1819c 1819c 角1

1820辰 1820 角1

1820辰 1820 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角3

1822c 1822c 角1

1823c 1823c 角2

1822c 1822c 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1827c 1827c 角3

1827c 1827c 角3

1828c 1828c 角1

1827c 1827c 角1

1836c 1836c 角1

1830s 	 1830s 角1

1830c	 1830c 角1

1830s 	 1830s 角1

1834	 1834 角1

1890s	 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1832 1832 角1

1832 1832 角1

1830s 1830s 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角2

1830s 1830s 角1

1820c 1820c 角1

1826 1826 角1



1820s 1820s 角1

1825c 1825c 角1

1829 1829 角上下

1832c 1832c 角1

1890s 1890s 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822-1826 1822-1826 角1

1822-1826 1822-1826 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1822-1826 1822-1826 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1820s 1820s 角1

1822-1826 1822-1826 角1

1824申 1824 角1

1825 1825 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1830s 1830s 角1

1835c 1835c 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1805c 1805c 九横

1805 1805 九横

1810s 1810s 九横

1813 1813 九横

1813 1813 九横

1813 1813 九横

1813　文化十酉 1813 九横

1813　とりの春 1813 九横

1810s 1810s 角1

1820c 1820c 角1



1820c 1820c 角1

1820c 1820c 四横

1823　羊 1823 角1

1814-1815 1814-1815 四横

1814 1814 九横

1813 1813 九横

1810s 1810s 角1

1813 1813 角1

1810s 1810s 角1

1816-1817 1816-1817 角2-2

1816-1817 1816-1817 角2-1

1816 1816 四横

1810s 1810s 角1

1820c 1820c 角1

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

1823 1823 角1

1810s 1810s 九横

1800c 	 1800c	 九横

1830c 	 1830c	 角3-2

1830c 	 1830c	 角3-1

1830c 	 1830c	 角2-1.2

1833	 1833 角2-1.2

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1890s 1890s 角1

1814 1814 角1

1818c 1818c 角1

1820s 1820s 角2

1821-1825 1821-1825 角1

1820s 1820s 角1

文政1.06.16 1818 角1

1890s 1890s 角1

1830 1830 角1

1810s 1810s 九横

1810s 1810s 角1

1820s 1820s 角1



07 判型記号 08 外題 09 げだい

角1 一陽連文房四友 いちようれんぶんぼうしほう

角1 （女性、子犬を懐へ） 無外題

角1 水滸五行 すいこすいぎょう

角1 水滸五行 すいこすいぎょう

角1 土佐日記（松風臺久堅屋文々舎）とさにっき

角1 土佐日記（松風臺久堅屋文々舎）とさにっき

角1 （藝者、男から新興摺物を受ける）無外題

九横 諸藝三十六のつゝき しょげいさんじゅうろくのつつき

九横 （金太郎、書初め） 無外題

角1 馬盡 むまづくし

中1 （乳母、菓子盆、子供は雙六）無外題

中1 （乳母、菓子盆、子供は雙六）無外題

中横 （蝙蝠、鹿、菊） 無外題

九横 （芝廼屋山陽、公家より認可狀を受ける）無外題

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

半紙本 楚漢狂歌合 そかんきょうかあわせ

半紙本 狂歌現在奇人譚 きょうかげんざいきじんたん

半紙本 狂歌水滸傳 きょうかすいこでん

半紙本 狂歌水滸傳 きょうかすいこでん

半紙本 山水奇観狂歌集 さんすいきかんきょうかしゅう

半紙本 山水奇観狂歌集 さんすいきかんきょうかしゅう

半紙本 山水奇観狂歌集 さんすいきかんきょうかしゅう

半紙本 狂歌現在奇人譚 きょうかげんざいきじんたん

半紙本 狂歌水滸傳 きょうかすいこでん

角3 （助六、揚巻、ほか） 無外題	

半紙本 東風流六々歌仙人銘録 あづまふうりゅうろくろくかせんじんめいろく

角横 進上　ひいき　連中 しんじょう　ひいき　れんぢゅう

角横 進上　ひいき　連中* しんじょう　ひいき　れんぢゅう

角 （雨中、心中男女） 無外題

角2 （役者、座敷、遊宴） 無外題

角1 花鳥風月 かちょうふうげつ

角1 花鳥風月 かちょうふうげつ

角1 園ノ胡蝶 そののこちょう

角横 （春駒、舞臺の準備） 無外題

角横 （若侍ら、桜見物） 無外題

角1 牛若六歌仙 うしわかろっかせん

角1 古言梯　十八番續 こげんてい

半紙本 古言梯　 こげんてい

角1 東都名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 園生連繪合 えあわせ



半紙本 狂文宝合之記 きょうぶんたからあわせのき	

角1 土佐画合十番之内 とさえあわせじゅうばんのうち

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

伊勢暦 伊勢度會郡山田 いせわたらいぐんやまだ

角2 弐ばんつゝき にばんつづき

角2 弐ばんつゝき にばんつづき

細絵 雪持竹振袖源氏* ゆきもつたけふりそでげんじ

絵本 絵本勇名草 えほんいさなぐさ

九横 海路観 かいろかん

角1 寛政酉朔旦相生甼松嘉例壽・大小かんせいとりさくたん...

角1 文政十二己丑朔旦龜嶋甼萬齢歌　大小ぶんせいじゅうにきちゅう...

角1 初代（市川團十郎7、三田のげん）いちかわだんじゅうろう1

角1 二代（市川團十郎7、けぬき）いちかわだんじゅうろう2

中本 朝茶湯一寸口切 あさちゃのゆちょっとくちきり

大1 二代（市川團十郎7、新之助を抱く）いちかわだんじゅうろう2

角1 四代（景清）（市川團十郎7、うゐろう売り）いちかわだんじゅうろう4

角1 五代（相馬太郎）（市川團十郎7、坂田公時）いちかわだんじゅうろう5

角1 六代（助六）（市川團十郎7、荒獅子男之助）いちかわだんじゅうろう6

角1 七代（不動明王）（市川團十郎7、口上）いちかわだんじゅうろう7

角1 （中国仙女、芭蕉扇をもつ） 無外題

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 風俗女水滸傳　百八番之内 ふうぞくおんなすいこでん

屏風 （飲中八仙） いんちゅうはっせん

十二 飲中八仙 いんちゅうはっせん

八切 （飲中八仙見立） いんちゅうはっせん*

八切 （飲中八仙見立） いんちゅうはっせん*

八切 （飲中八仙見立） いんちゅうはっせん*

屏風 （中国仙人） 無外題

掛軸 （琴高仙人） 無外題

細絵 （美人） 無外題

中1 （美人） 無外題

中1 （美人） 無外題

大1 艶中八仙 えんちゅうはっせん

大1 艶中八仙 えんちゅうはっせん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角横 春色列仙興 しゅんしょくれっせんきょう

半紙本 狂歌百人一首（〜極彩色...） きょうかひゃくにんいっしゅ

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 （武者） 無外題

角1 葛飾廿四将* かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将* かつしかにじゅうししょう



角1 葛飾廿四将* かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将* かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将* かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 かつしかにじゅうししょう

角1 （雅楽） 無外題

角1 （狂言） 無外題

角1 （美人） 無外題

角1 （美人） 無外題

角1 （蛇、松、旭） 無外題

角1 （美人、梳る、富士山） 無外題

角1 田居三ツ道具 でんきょみつどうぐ

角1 （子供ハ雙六、姉、子犬） 無外題

角1 鼠盡十二寶 ねずみづくしじゅうにほう

角1 牛若六歌仙 うしわかろっかせん

角1 御名 おんな

角1 （俄、扇を開く） 無外題

角1 （俄、扇を開く） 無外題

角1 （英国風の機械時計） 無外題

角1 （髪道具、紅入り器） 無外題

角1 昔噺智仁勇 むかしばなしちじんゆう

角1 五虎将軍* ごこしょうぐん

角1 五虎将軍 ごこしょうぐん

角1 のゝ字翁詩歌連俳 ののじおうしいかれんぱい

角1 つれづれ草 つれづれぐさ

角1 （扇、書道具） 無外題

角1 和書三好子 わしょさんこうし

角1 和書三好子 わしょさんこうし

角1 本町連物がたり十番 ほんちょうれんものがたり



角1 （武者） 無外題

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四將* かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 本町連本朝廿四孝 ほんちょうれんほんちょうにじゅうしこう

角1 本町連本朝廿四孝 ほんちょうれんほんちょうにじゅうしこう

角1 本町連本朝廿四孝 ほんちょうれんほんちょうにじゅうしこう

角1 本町連本朝廿四孝 ほんちょうれんほんちょうにじゅうしこう

角1 本町連十番續 ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番續 ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番續 ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番續 ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 菅原三席 すがわらさんせき

角1 三曲 さんきょく

角1 備前名物二品陶　吉備國臉 びぜんめいぶつにひんとう

角1 （蟹、梅） 無外題

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 傾城見立列仙傳　七番の内 けいせいみたてれっせんでん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 源語二佳人 げんごにかじん

角1 花見の三 はなみ

角1 （官女、詠歌） 無外題

角1 宇都宮笠木連 うつのみやかさぎれん

角1 見立七福神 みたてしちふくじん

角1 源氏二佳人 げんじにかじん

角1 花見の三 はなみ

角1 文臺の...（官女、歌を詠む） 無外題



角1 宇津宮笠木連 うつのみやかさぎれん

角1 （三浦之助、玉藻前） 無外題

角1 （三浦之助、玉藻前） 無外題

角1 蜀三傑 しょくさんけつ

角1 （和漢武人） 無外題

角1 かつしか五番 かつしかごばん

角1 一陽連文房四友 いちようれんぶんぼうしゆう

角1 一陽連文房四友 いちようれんぶんぼうしゆう

十二 蜀五虎 しょくごこ

十二 蜀五虎 しょくごこ

十二 蜀五虎 しょくごこ

角1 東都名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 （遊女、花見に行く） 無外題

角1 （遊女、雪傘） 無外題

角1 （女性、菖蒲の葉を切る） 無外題

角1 （女性、簪、丸窓） 無外題

角1 桃園番組 ももぞのばんぐみ

角1 音曲つくし おんぎょくづくし

角1 （藝者、戀猫） 無外題

角1 （鰹節、庖丁、ワサビ） 無外題

角1 （江ノ島、富士山、望遠鏡で見る）無外題

角1 （扇面、冨士）（団扇、鷹）（扇面、茄子）無外題

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 （李廣利） 無外題

角1 （花鳥風月、中国） 無外題

角1 （花鳥風月、中国） 無外題

角1 （花鳥風月、中国） 無外題

角1 （花鳥風月、中国） 無外題

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 （中國武人、馬上） 無外題

角1 名馬番續 めいばばんつづき

角1 列仙傳番組 れっせんでんばんぐみ

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 花園番續 はなぞのばんつづき

角1 二十四孝 にじゅうしこう

角1 二十四孝 にじゅうしこう

角1 二十四孝 にじゅうしこう

角1 二十四孝 にじゅうしこう



角1 二十四孝 にじゅうしこう

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 （牛若丸、弁慶を盤雙六で破る）無外題

角1 赤羽連 あかばねれん

角1 （美人、子犬を懐へ） 無外題

角1 （婦人、井戸から新春の水） 無外題

角1 （桃太郎、猿、犬、雉） 無外題

角1 五戒 ごかい

角1 柳番續 やなぎばんつづき

角1 柳番續 やなぎばんつづき

角1 （子供ハ笛を吹く、牛の上） 無外題

角1 （吉備真備） 無外題

角1 狐けん きつねけん

角1 （婦人、座敷から庭の梅を見る）無外題

角1 （婦人、筆で詩歌を詠む） 無外題

角1 （藝者、座敷の縁から海を見る）無外題

角1 （遊女、梅の鉢を見る） 無外題

角1 宝合 たからあわせ

角1 宝合 たからあわせ

角1 宝合 たからあわせ

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 古言梯 こげんてい

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 劉邦斬白蛇 りゅうほうしろへびをきる

角1 （官女、二本の筆で扇面に龍を描く）無外題

角1 江島記行 えのしまきこう

角1 江島記行　十八番續 えのしまきこう

角1 （僧侶、女は鉢木を斬る） 無外題

角1 （二人の朝鮮武人、梅の枝を折る）無外題

角1 （馬、衝立の画から飛び出る）無外題

角2 山復山 やままたやま

角2 山復山 やままたやま

角1 睦側番つゝき むつみがわれんばんつづき

角1 （都鳥、海を跳ぶ、月が海面に映る）無外題

半紙本 三才月百首 さんさいつきひゃくしゅ

九横 大小 大小

八切 （女性、酒樽に拠りかかる） 無外題

八切 （花魁、立姿） 無外題



八切 （藝者、拳） 無外題

八切 竹林七絶 ちくりんしちぜつ

八切 竹林七絶 ちくりんしちぜつ

角1 （和藤内、虎に乗る） 無外題

角1 枕草子 まくらのそうし

角1 枕草子 まくらのそうし

角1 （若い女性、糸括り） 無外題

小横 （硯職人） 無外題

中横 （官女、二侍女、鴬の囀りを愛でる）無外題

九横 己未美人合之内 つちのとひつじびじんあわせのうち

九横 己未美人合之内* つちのとひつじびじんあわせのうち

九横 己未美人合之内* つちのとひつじびじんあわせのうち

九横 （男、本を被り眠る。女、餅を焼く）無外題

九横 （婦人、子供の将棋を見ている）無外題

九横 （婦人、障子の男から春興摺物を受ける）無外題

九横 （婦人、屠蘇、鏡餅） 無外題

小横 （母、子供を朝比奈に） 無外題

九横 （金太郎、書き初め） 無外題

九横 （母子、浅草寺詣） 無外題

九横 （六歌仙） 無外題

九横 （二女官、三宝の盃、柄杓） 無外題

九横 廿四孝 にじゅうしこう

九横 つくば鼠 つくばねずみ

九横 諸藝三十六のつゝき しょげいさんじゅうろくのつづき

九横 七遊女 ななゆうじょ

角1 （住吉祭り、「つるめそ」と「鎧の歩兵」）無外題

角1 空満屋連和漢武勇合三番之内そらみつやれんわかんぶゆうあわせさんばんのうち

角1 楉垣連五番之内　和漢画兄弟さるがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 馬盡 むまづくし

角1 馬盡 むまづくし

角1 馬盡 むまづくし

角1 馬盡 むまづくし

角1 （景清、人丸） 無外題

角1 （曽我十郎、大磯の虎） 無外題

角1 （三雀） 無外題

角1 （男、少女を肩上げ、桜の枝を折る）無外題

角1 （中国の皇帝、牛の上の笛吹く少年に礼を捧げる）無外題

角1 （女、男、踊り） 無外題

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 （矢の根五郎） 無外題



角1 （暫く、市川團十郎） 無外題

細絵 （元禄美人、大石良雄戯作） 無外題

角1 花雪和合太平記* 無外題

角1 五人男之内（仕入染雁金五紋）ごにんおとこのうち（しいれぞめかりがねごもん）

角1 五人男之内（仕入染雁金五紋）ごにんおとこのうち（しいれぞめかりがねごもん）

角1 五人男之内（仕入染雁金五紋）ごにんおとこのうち（しいれぞめかりがねごもん）

角1 五人男之内（仕入染雁金五紋）ごにんおとこのうち（しいれぞめかりがねごもん）

角1 五人男之内（仕入染雁金五紋）ごにんおとこのうち（しいれぞめかりがねごもん）

角1 四天王産湯玉川* してんのううぶゆのたまがわ

角1 二代（市川團十郎、矢の根五郎）いちかわだんじゅうろう2

中横 四天王産湯玉川* してんのううぶゆのたまがわ

角1 四天王産湯玉川* してんのううぶゆのたまがわ

角1 五番續（曾我の對面） そがのたいめん

角1 （乙姫） 無外題

角1 （乙姫） 無外題

角1 （菖蒲の前） 無外題

角3 頼政射家櫻* よりまさ　ゆみやのいえざくら

角1 五番續（花魁、巻文を読む） 無外題

角2 菅原傳授手習鑑*（車引き） すがわらでんじゅてならいかがみ

角1 扇合　三番内 おうぎあわせ

角1 花鳥風月 かちょうふうげつ

角1 花鳥風月 かちょうふうげつ

角3 （曽我五郎、喜瀬川、曽我十郎）無外題

角3 （粂三郎、鏡を銜える） 無外題

角1 （荒獅子男之助） 無外題

角1 二番續（鞘当）　 無外題

角1 菅原傳授手習鑑*　 すがわらでんじゅてならいかがみ

角1 （扇売り） 無外題

角1 （藝者、わらびを摘む） 無外題

角1 （武家の女、神社詣） 無外題

角1 （大井のお兼ね、牛） 無外題

角1 （子供、書初め） 無外題

角1 （鯰坊主、凧の暫を睨む） 無外題

角1 風俗女水滸傳　百八番之内 ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳　百八番之内 ふうぞくおんなすいこでん

角1 （藝者、三味線） 無外題

角1 （娘、竹の蛇） 無外題

角2 （二婦人、江ノ島、富士山） 無外題

角1 （琴、床の間、掛軸） 無外題

角1 （小野道風）弐ばんつゝき 無外題

角1 （花魁、小紫） 無外題



角1 （藝者、巻文を認める） 無外題

角1 木火土金水*　五番續　 無外題

角上下 （女性、瀧）（大原女、牛） 無外題

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 （鮹、鯛、カツオ） 無外題

角1 （遊女、寒山拾得） 無外題

角1 （藝者、富士太鼓の舞い） 無外題

角1 （源爲朝、弓を引き、海上の舟を見る）無外題

角1 寿五番之内 ことぶきごばんのうち

角1 寿五番之内 ことぶきごばんのうち

角1 寿五番之内 ことぶきごばんのうち

角1 （遊女、客） 無外題

角1 （娘、縁から海をみる） 無外題

角1 （中國の官女） 無外題

角1 （山姥、金太郎） 無外題

角1 （見ざる、聞かざる、母、二子供）無外題

角1 （男の子、酒の膳を引っ繰返す、二女子）無外題

角1 （官女、扇面を拡げる） 無外題

角1 （若い女性、笠）（大津絵、藤娘）無外題

角1 花合 はなあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 名馬揃二 めいばぞろえ2

角1 名馬揃三 めいばぞろえ3

角1 名馬揃五 めいばぞろえ5

角1 名馬揃六 めいばぞろえ6

角1 名馬揃六 めいばぞろえ6

角1 薫物合 たきものあわせ

角1 薫物合 たきものあわせ

角1 薫物合 たきものあわせ

角1 薫物合 たきものあわせ

角1 薫物合 たきものあわせ

九横 （遊女、机の前に座り、海を眺める）無外題

九横 （婦人、刺繍をする。少女） 無外題

九横 （遊女、二禿） 無外題

九横 （婦人、少女に教える） 無外題

九横 鶏合 とりあわせ

九横 鶏合 とりあわせ

九横 火の用心（七草、大名の上台所）ひのようじん

九横 （能の演者、水桶をもつ、龜の水盤）無外題

角1 （煎茶道具、火鉢の鉄瓶） 無外題

角1 五色の内 ごしきのうち



角1 （婦人、丁稚） 無外題

四横 （蝙蝠、鹿、菊） 無外題

角1 （遊女、禿、石を羊に替える）無外題

四横 （二雉子） 無外題

九横 （公家より狂歌所の認可） 無外題

九横 五禽之内 ごきんのうち

角1 公事根源 くじこんげん

角1 土佐画合十番之内 とさえあわせ

角1 かつしか五番（花魁、初衣裳）無外題

角2 ひさかた屋　（遊女、志ら玉）無外題

角2 ひさかた屋　（奴凧） 無外題

四横 （宝船） 無外題

角1 園生連　繪合 そのうれんえあわせ

角1 四方側霞連　春の草木のうちよもがわかすみれん　はるのそうもくのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 松風臺久堅屋文々舎　土佐日記しょうふうだいひさかたやぶんぶんしゃとさにっき

角1 花笠連　七婦久人 はながされんしちふくじん

九横 初春のうり物 しょしゅんのうりもの

九横 （花魁、禿） 無外題

角3 三番續　（鳥追女） 無外題

角3 三番續　（鳥追女） 無外題

角2 （手毬、羽子板） 無外題

角2 （江ノ島、魚介採り） 無外題

角1 （富士山、漢画風） 無外題

角1 （母子、玩具） 無外題

角1 （文車、梅の枝） 無外題

角1 （浦島太郎、龜の上、旭） 無外題

角1 （恵比寿、美人、相合傘、雪）無外題

角1 （女形役者、蝶々と舞う） 無外題

角1 （三田の仕） 無外題

角2 弐番續　 無外題

角1 （藝者ハ折紙の鶴をもつ、子供は盆）無外題

角1 （羽子板、市川團十郎） 無外題

角1 （漁師鱶七、市川團十郎、大首）無外題

角1 （金太郎、鷹を退治） 無外題

角1 （和藤内、虎退治） 無外題

九横 （二婦人、鶴ケ岡鳥居） 無外題

角1 （子供、木馬に乗る、侍女） 無外題

角1 （海老、橙） 無外題



10 版元 11 ハンモト 12 内題

無版元 無版元 硯　紫式部

無版元 無版元 よき夢を...

無版元 無版元 水　

無版元 無版元 水　

無版元 無版元 山のはに...

無版元 無版元 山のはに...

無版元 無版元 （三宝に海老）

無版元 無版元 小笠原礼式

無版元 無版元 志めくゝり...

無版元 無版元 海馬

無版元 無版元 前四方山人（漢詩）、後四方真顔（御上り乃...）

無版元 無版元 前四方山人（漢詩）、後四方真顔（御上り乃...）

無版元 無版元

無版元 無版元 思ひきや...

無版元 無版元 布袋

無版元 無版元 楚漢歌合席上之圖

無版元 無版元

無版元 無版元 槇迺屋成都良

無版元 無版元 青峩園真砂子

無版元 無版元 山外楼金成　黒雲齋登竜　福廼屋

無版元 無版元 志免成　男浪　

無版元 無版元 志免成　男浪　

無版元 無版元 飯盛

無版元 無版元 神歌堂八島定岡

無版元 無版元 花あやめ... はち巻に...  色香をは...  三ヶの津...

無版元 無版元 萬象　真顔　物簗

無版元 無版元

無版元 無版元 團十郎7　菊五郎3　三十郎2

無版元 無版元 あきらめて...   昨日に

無版元 無版元 東風...   旅くしげ...

無版元 無版元 （鳥追い）諸共に...

無版元 無版元 （月）ぬれ染し...

無版元 無版元 花の□

無版元 無版元 色もよき...

無版元 無版元 柳にも...

無版元 無版元 辨慶も... （辨慶、皆鶴姫）

無版元 無版元 うちは／團扇

無版元 無版元 うちは／團扇

無版元 無版元 向嶋

無版元 無版元 漢武帝画鯉一軸



無版元 無版元 漢武帝正筆鯉之一軸

無版元 無版元 古きの...   うつし繪の...

無版元 無版元 入學よし

無版元 無版元

無版元 無版元 ふく風の...（小野道風）

無版元 無版元 火をともす...（油坊主）

無版元 無版元 長田の太郎（中山小十郎）

無版元 無版元 平忠盛

無版元 無版元 （遊女、江戸湾を見る）

無版元 無版元 歳旦...

無版元 無版元 嘉例笑姿歌

無版元 無版元 初代（春かすみ...

俊満+○ シュンマン 二代（曾我の五郎）

無版元 無版元 （市川團十郎2、矢根五郎）

無版元 無版元 二代目市川海老藏柏莚之人形...

俊満+○ シュンマン さく梅の...

無版元 無版元 千金と...

無版元 無版元 □□□...

俊満+○ シュンマン ああつがも...　はや春に...

無版元 無版元

無版元 無版元 火　宋江明

無版元 無版元 （女性、神社の水盤の竜を見る）

無版元 無版元

無版元 無版元 李白

無版元 無版元 李白

無版元 無版元 左相

無版元 無版元 焦遂

無版元 無版元

無版元 無版元

いがや イガヤ （琴高仙人見立）

いがや イガヤ （琴高仙人見立、遊女巻文を読む）

いがや イガヤ （琴高仙人見立、遊女巻文を読む）

商標（鶴） 商標（鶴） 琴高

商標（鶴） 商標（鶴） 鐡拐

無版元 無版元 琴高

無版元 無版元 荘子

無版元 無版元 守川捨魚（筆者）岳亭定岡（画師）文々舎（撰者）

無版元 無版元 武内大臣

無版元 無版元 薩摩守忠則（忠度）　文蝶舎花人　松風臺

無版元 無版元 經津主尊

無版元 無版元 田原藤太秀郷



無版元 無版元 相國清盛

無版元 無版元 左馬頭義朝

無版元 無版元 楠正成

無版元 無版元 日本武尊

無版元 無版元 武甕槌太神

無版元 無版元 多田満仲

無版元 無版元 田村將軍

無版元 無版元 薩摩守忠即（忠度）

無版元 無版元 源頼朝

無版元 無版元 平惟茂

無版元 無版元 六條判官爲義

無版元 無版元 新田義貞

無版元 無版元 足利尊氏

無版元 無版元 九郎判官義經

無版元 無版元 北條時頼

無版元 無版元 源三位頼政

無版元 無版元 源頼光

柳齋+○ リュウサイ 貴徳

無版元 無版元 （翁）枕の弓...

無版元 無版元 ふところの...  

無版元 無版元 遠めにハ...（二官女、松の枝）  

無版元 無版元 耳順の...

無版元 無版元 影あらふ...

無版元 無版元 三日月鎌

無版元 無版元 佐保姫の...

無版元 無版元 鼠よろこび（行灯、油差し、禿ハ転た寝）

無版元 無版元 弁慶のも...

無版元 無版元 文車

無版元 無版元 千金の...

無版元 無版元 千金の...

無版元 無版元 ふる雨の...

無版元 無版元 諺の...

無版元 無版元 （舌切り雀、老人ハ二雀に話し掛ける）

無版元 無版元 其三　関羽

無版元 無版元 其五　馬超

無版元 無版元 和哥

無版元 無版元 かくらこそ...（天照と素戔嗚尊）

無版元 無版元 毛唐人...（七代目三升の賛、扇面）

無版元 無版元 狭衣大將

無版元 無版元 光源氏

無版元 無版元 土佐日記



無版元 無版元 平惟茂

無版元 無版元 六孫王經基

無版元 無版元 伊豫守頼義

無版元 無版元 八幡太郎義家

無版元 無版元 六條判官爲義

無版元 無版元 源頼朝

無版元 無版元 朝日将軍義仲

無版元 無版元 足利尊氏

無版元 無版元 舞姫微妙　東鑑

無版元 無版元 小野篁　文徳實録

無版元 無版元 日野阿新丸　太平記

無版元 無版元 楠帯刀正行　太平記

無版元 無版元 春風に...（陶淵明）

無版元 無版元 真さかりの...（三田の仕、つかさ）

無版元 無版元 ひきかけし...（花魁、二侠客）

無版元 無版元 鳥も来て...（孔雀、藝者）

無版元 無版元 ゆたかなる...（太鼓、箏曲、笙）

無版元 無版元 其一　ほそ棹の...

無版元 無版元 二品陶

無版元 無版元 心ある...

無版元 無版元 蝦蟇

無版元 無版元 蘇仙公　松たてゝ...

無版元 無版元 鉄拐　ワすれ草...

無版元 無版元 東方朔

無版元 無版元 琴高

無版元 無版元 王喬

無版元 無版元 廬敖

無版元 無版元 布袋

無版元 無版元 辨天

無版元 無版元 福禄寿

無版元 無版元 壽老

無版元 無版元 多門尊

無版元 無版元 大黒

無版元 無版元 むらさきのうへ

無版元 無版元 三　いつまても...（詠歌）

無版元 無版元 文臺も...

無版元 無版元 （天狗、義経）

無版元 無版元 大黒

無版元 無版元 むらさきのうへ

無版元 無版元 いつまても...（短冊に歌を詠む）

無版元 無版元 文臺も...（官女、歌を詠む）



無版元 無版元 （天狗、義経）

聚玉堂 シュウギョクドウ （玉藻前、三浦之助）

聚玉堂 シュウギョクドウ （玉藻前、三浦之助）

... 難読 其二　関羽

無版元 無版元 （樊噲、巴御前）

無版元 無版元 春のあけほの染

無版元 無版元 硯　紫式部

無版元 無版元 紙　定家

無版元 無版元 黄忠

無版元 無版元 超雲

無版元 無版元 関羽

無版元 無版元 向嶋（鯉）

清好 セイコウ 古の里の...

無版元 無版元 於いらんに...

無版元 無版元 ものゝふの...  赫夜姫...

清好 セイコウ 手弱女の...   戀ならて...

無版元 無版元 春日龍神

無版元 無版元 竹本　國姓爺（國性爺）

無版元 無版元 夜あるきを...

無版元 無版元 筆ふ志やう...    春もまた...

無版元 無版元 たてぬきの...    うつ波の...

無版元 無版元 金銀造酒ノ口...   よき夢を...   芝迺屋文庫

無版元 無版元 孔明　ふす龍の...

無版元 無版元 百万の...

無版元 無版元 花　（西王母）

無版元 無版元 花　（西王母）

無版元 無版元 風　（王處一、飛ばされる傘を見る）

無版元 無版元 月　（玄宗）

無版元 無版元 牡丹花肖柏（牛の上）

無版元 無版元 巴御前

無版元 無版元 あら玉の... 　春の夜の...   いつさんに...

無版元 無版元 烏騅（項羽の愛馬）

無版元 無版元 林逋（鶴、子供）

無版元 無版元 はかためよし

無版元 無版元 さけつくりよし

無版元 無版元 きそはじめよし（着衣はじめ）

無版元 無版元 入学よし

無版元 無版元 大舜（白い象）

無版元 無版元 漢文帝

無版元 無版元 楊香

無版元 無版元 老来子



無版元 無版元 丁蘭

無版元 無版元 其二

無版元 無版元 若武者に...

無版元 無版元 春もけふ...   四つの波... （龍宮）

無版元 無版元 よき夢を...  ...

無版元 無版元 若水を...

無版元 無版元 きみ團子...

無版元 無版元 殺生（仁田四郎、大猪を退治）

無版元 無版元 柳橋（流枕亭）

無版元 無版元 柳橋（流枕亭）

無版元 無版元 牧笛

無版元 無版元 唐織を...   はつ烏...

無版元 無版元 其二

無版元 無版元 くちひるを...

無版元 無版元 はる風に... ひくきより...  雲にうつし...

無版元 無版元 弁天に...   かけミせの... 

無版元 無版元 情実のる...   愛敬ハ...   宇け出して...

無版元 無版元 左一番　黄金盃

無版元 無版元 右二番　小烏丸

無版元 無版元 右三番　虎の皮

無版元 無版元 高尾

無版元 無版元 うちは　團扇

無版元 無版元 金　李起

無版元 無版元 金　李起

無版元 無版元 水　張順

無版元 無版元 木　魯知深

無版元 無版元 劉邦斬白蛇

無版元 無版元 波わけて...

無版元 無版元 藤澤

無版元 無版元 蒲田

無版元 無版元 豊年の...   打くへる...   ふる雪の...

無版元 無版元 立かへる...

無版元 無版元 はるのたつ...

無版元 無版元 其二　（山姥）

無版元 無版元 其二　（山姥）

無版元 無版元 にけなき物

無版元 無版元 井月　...

無版元 無版元 井月

無版元 無版元 1807

無版元 無版元 李白

無版元 無版元 左相



無版元 無版元 焦遂

無版元 無版元 桃桜...

無版元 無版元 此君の...

無版元 無版元 春風の...

無版元 無版元 ちかくてとほきもの

無版元 無版元 きよしとみゆるもの

無版元 無版元 中將姫

無版元 無版元 さくものと...

無版元 無版元 鴬も...

無版元 無版元 佐保姫の...（婦人、縫い物）

無版元 無版元 さほ姫の...（官女、三宝をもつ）

無版元 無版元 春の日に...（婦人、扇、綿烏帽子）

無版元 無版元 梅の花...

無版元 無版元 将棊なら...

無版元 無版元 摘草に...（萬仕立、十番□仕立）

無版元 無版元 生酔の...

無版元 無版元 隈とりの...

無版元 無版元 志めくゝり...

無版元 無版元 此作乃...

無版元 無版元 霞さへ...（人麿）

無版元 無版元 弥たかき...

無版元 無版元 たらち女に...

無版元 無版元 屋りはこを...（洗い張り）

無版元 無版元 小笠原礼式

無版元 無版元 奈良　木辻

柳齋 リュウサイ 住吉祭の...（「つるめそ」と「鎧の歩兵」）

無版元 無版元 谷の戸を...(大ゐ）

無版元 無版元 紫の霞の...（佐々木高綱、劉備）

無版元 無版元 （紫）貝

無版元 無版元 海馬

無版元 無版元 瑪瑙石

無版元 無版元 三絃駒

無版元 無版元 馬のす

無版元 無版元 春ハなほ...  愛敬と...  鴬の...

無版元 無版元 市川に... 　はる雨の...  いろそへて...

無版元 無版元 晋米の...

無版元 無版元 綻ひし...  もよふ...

無版元 無版元 笛竹の...

無版元 無版元 （ち）はやふる...

無版元 無版元 老松

無版元 無版元 笑初る...



無版元 無版元 鴬も...

無版元 無版元 更てくるわ其粧ひ...

無版元 無版元 初日影...［文杖狐（菊之丞）衛士の又五郎實ハ葛の恨之助（團十郎）］

無版元 無版元 むかあると...   立むかふ...

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

俊満 シュンマン 初霞...  暫の

俊満 シュンマン 坐かしらの...　梅かゝも...（團十郎7、毛抜き）

無版元 無版元 佐保姫ハ...   立並ぶ...

無版元 無版元 （見）物の山にも...  （あか）ねさく...

柳齋 リュウサイ 若水の...   花かゝる...

無版元 無版元 其二　打でる...  佐保山の...

無版元 無版元 龍頭を...    年の内...

無版元 無版元 千金の...   音にきく...

無版元 無版元 千金の...   音にきく...

摺工晉象 シンゾウ 約そくの...   あら玉の...  白糸の...

無版元 無版元 梅王丸（團十郎）松王丸（三津五郎）

無版元 無版元 左舞扇　右張扇

無版元 無版元 （女性、鏡の役者を見る）

無版元 無版元 （花魁、廊下を歩く）

無版元 無版元 五郎（團十郎）喜瀬川（粂三郎）十郎（菊五郎）

無版元 無版元 春風の... （菊五郎、粂三郎、三津五郎）

無版元 無版元 年徳の...  としの内に... （荒獅子男之助、團十郎）

無版元 無版元 夜さくらの... 　不破伴左衛門（團十郎）

無版元 無版元 室咲の...   兄とよふ...

無版元 無版元 明ほのに... 

無版元 無版元 式部てふ... 

無版元 無版元 春風の...

無版元 無版元 たつ春ハ...

無版元 無版元 やはらかに...

無版元 無版元 紅くまの...

無版元 無版元 井にうつる...（美人、妙見の水盤の龍をみる）

無版元 無版元 春霞...（花魁、龍の裲襠）

無版元 無版元 楚ろそろと...

無版元 無版元 青たゝみ...

無版元 無版元 手弱女の...　鴬の...　

摺工晉象 シンゾウ いけ直し...  水際の... 

無版元 無版元 ふく風の...

無版元 無版元 梅ミんと...  おいらんを...   姫小松...



無版元 無版元 魂しひハ...  とく来るハ...  いかはかり...

無版元 無版元 土性　たんたんに... （女性、階段をあがる、手燭）

無版元 無版元 水玉を...   牛の背に...

無版元 無版元 近江　其二（夜鷹、男の帯を引っ張る）

無版元 無版元 数々の魚...

無版元 無版元 君かもつ...（帚）

無版元 無版元 ものおもひ...

谷清好 タニセイコウ 早蕨の...  弓になる...  たて初る... 

谷清好 タニセイコウ あら玉の... （武内宿禰、岩の海）

谷清好 タニセイコウ はつ日影... （浦島太郎）

谷清好 タニセイコウ はつ日影... （浦島太郎）

谷清好 タニセイコウ 玉琴を...

谷清好 タニセイコウ いにしへの...

谷清好 タニセイコウ （婦人、團扇をもつ）

谷清好 タニセイコウ ひとゝせを...

無版元 無版元 山王の...

無版元 無版元 白風の...

無版元 無版元 天の戸を...

無版元 無版元 藤の花...

無版元 無版元 一　高嶺の花

無版元 無版元 四　手活の花

無版元 無版元 一六

無版元 無版元 木下蔭

無版元 無版元 南鐐

無版元 無版元 摺墨

無版元 無版元 摺墨

無版元 無版元 夏衣

無版元 無版元 黒方

無版元 無版元 山人

無版元 無版元 菊の露

無版元 無版元 漁舟

無版元 無版元 親舟の...   朝霞...

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 今戸の鶏

無版元 無版元 神明の鶏

無版元 無版元 ゆたかなる...  鷄か啼く...  とし男...

無版元 無版元 若水や...

無版元 無版元 ミとりたつ...

無版元 無版元 赤



無版元 無版元 供つれし...   道の辺の...  咲うめの...

無版元 無版元 夏野ゆく... 

無版元 無版元 盆石を...（黄初平）

無版元 無版元 若草の...   羽たゝきに...

無版元 無版元 思ひきや...   皇都狂歌所栗ノ本御座衆東都芝廼屋山陽

無版元 無版元 鳳凰もけさ...   鳳凰の...（鳳凰）

無版元 無版元 四方拝　ひさかたの...  

無版元 無版元 こきのこの...    うつし繪の...

無版元 無版元 義

無版元 無版元 毛氈の...

無版元 無版元 年玉の...　　　梅か香を...

無版元 無版元 おもふまゝ...

無版元 無版元 漢氏帝画鯉一軸

無版元 無版元 霞深き... 

無版元 無版元 宇久比須の...

無版元 無版元 山のはに...　見てけれハ...

無版元 無版元 大原の...

無版元 無版元 し路酒

無版元 無版元 袖にうつす... 

無版元 無版元 宇留はしき...

無版元 無版元 鴬の...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元

無版元 無版元 豊年の...

無版元 無版元 □の葉の...

無版元 無版元 幾春も...

無版元 無版元 雪こもり...

無版元 無版元 替紋の...

無版元 無版元 （三田の仕）

無版元 無版元 義仲　ともえ

無版元 無版元 うららかな...

無版元 無版元 大江戸の...

無版元 無版元 寶舩...

無版元 無版元 咲みちし...

谷清好□ タニセイコウ ...

無版元 無版元 立よりて...

無版元 無版元 むらさきの...

無版元 無版元 とこよより...



13 ないだい 16 出典 17 全文

すずり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_020-11

よきゆめを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_026-02

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_032-6

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_032-7

やまのはに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_033-8

やまのはに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_033-9

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_037-1

おがさわられいしき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_038-2

しめくくり... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_040-3

かいば 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_043-4

おあがりの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_047-1（雁註）御上り乃ひとつあまれは大津絵の鬼役のくふ双六煎餅。

おあがりの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_049-2（雁註）御上り乃ひとつあまれは大津絵の鬼役のくふ双六煎餅。

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_050-3（雁註）御上り乃ひとつあまれは大津絵の鬼役のくふ双六煎餅。

おもいきや... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_051-4（雁註）皇都狂歌所栗ノ本御坐衆東都芝廼屋山陽。狂歌は栗ノ本と称していたか。

ほてい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_055-1

そかんうたあわせせきじょうのづ2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_056-2（雁註）作者：六樹園

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_057-3

まきのやなりつら 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_058-4

せいがえんまさご 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_058-5

さんがいろうかねなり　こくうんさいとりょう　ふくのや2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_059-6

しめなり　おなみ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_059-7

しめなり　おなみ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_059-7

めしもり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_060-8

しんかどうやしまさだおか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_060-9（雁註）春信といひ後定岡...。「さだおか」と読むか。

はなやめ...  はちまきに...  ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_063-1

まんぞう　まがお　ものやま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_064-2

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_064-3a

だんじゅうろう　きくごろう　さんじゅうろう2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_064-3b

あきらめて...   さくじつに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_066-4ab

こち...   たびくしげ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_066-5ab

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_067-6

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_067-7

はなの□ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_068-8

いろもよき... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_069-10

やなぎにも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_069-9

べんけいも...   ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_073-11

うちわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_074-2

うちわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_075-3

むこうじま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_076-4

かんぶてい... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_076-5



かんぶてい... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_077-6

こきの...   うつしえの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_078-7

にゅうがくよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_078-8

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_079-9

ふくかぜの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_080-10

ひをともす... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_080-11（雁註）蛙のような油坊主

おさだのたろう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_081-12

たいらのただもり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_081-13

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_082-14

さいたん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_085-1

かれいえびすうた 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_085-2

はるかすみ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_087-3

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_088-4

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_089-5

にだいめいちかわえびぞうはくえん...2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_089-6

さくむめの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_089-7

せんきんと... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_090-08

□□□... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_090-09

ああつがも...   はやはるに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_090-10

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_093-1

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_094-2

（女性、神社の水盤の竜を見る） 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_094-3

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_095-4

りはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_096-5

りはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_097-6

さしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_097-7

しょうすい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_098-8

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_101-1

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_102-2

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_103-3

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_104-4

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_104-4

きんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_105-5

てっかい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_105-6

きんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_106-7

そうし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_107-8

ひっしゃ　えし　せんじゃ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_108-1

たけうちのおとど 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_111-2

さつまのかみただのり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_112-3

ふつぬしのみこと 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_114-1

たわらとうだひでさと 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_115-2



しょうこくきよもり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_116-15

さまのかみよしとも 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_116-17

くすのきまさしげ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_117-22

やまとたけるのみこと 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_118-1L

たけみかづきたいじん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_118-1R

ただのみつなか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_119-2L

たむらしょうぐん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_119-2R

さつまのかみただのり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_119-3L

みなもとのよりとも 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_119-3R

たいらのこれもち 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_120-4L

ろくじょうはんがんためよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_120-4R

にったよしさだ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_120-5L

あしかがたかうじ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_120-5R

くろうはんがんよしつね 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_121-6L

ほうじょうときより 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_121-6R

みなもとのさんみよりまさ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_121-7L

みなもとのよりみつ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_121-7R

きとく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_124-1

まくらのゆみ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_125-2

ふところの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_127-3

とおめには... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_128-4

みみなれの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_129-5

かげあらう... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_131-6

みかづきかま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_132-7

さほひめの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_133-8

ねずみよろこび 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_135-9

べんけいのも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_137-10

ふぐるま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_138-11

せんきんの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_139-12（雁註）明治複製

せんきんの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_139-12a

ふるあめの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_141-13

ことわざの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_142-14（雁註）明治複製

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_143-15（雁註）明治複製

3　かんう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_144-16

5　まちょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_145-17

わか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_146-18（雁註）詩歌連俳の内、歌。のゝ字ハ「むら竹」

かぐらこそ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_147-19

けとうじん... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_148-20

さごろもたいしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_150-21

ひかるげんじ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_150-22

とさにっき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_151-23



たいらのこれもち 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_152-24

ろくそんおうつねもと 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_153-25

いよのかみよりよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_153-26

はちまんたろうよしいえ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_154-27

ろくじょうはんがんためよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_154-28

みなもとのよりとも 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_155-29

あさひしょうぐんよしなか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_156-30

あしかがたかうじ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_157-31

まいひめびみょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_158-32

おののたかむら 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_159-33

ひのくまわかまる 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_160-34

くすのきたてわきまさつら 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_161-35

はるかぜに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_162-36

まさかりの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_162-37（雁註）三田の仕、1812文化9.9.9、1815文化12.11.01

ひきかけし... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_163-38

とりもきて... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_163-39

ゆたかなる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_164-40

1　ほそざおの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_165-41

にひんとう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_167-42

こころある... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_169-43

がま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_170-44

そせんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_172-45

てっかい　 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_173-46

とうぼうさく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_174-47

きんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_175-48

おうきょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_176-49

ろごう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_177-50

ほてい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_178-51

べんてん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_179-52

ふくろくじゅ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_180-53

じゅろう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_181-54

たもんそん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-55（雁註）毘沙門天の別名。

だいこく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-56

むらさきのうえ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-57

3　いつまでも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-58

ぶんだいも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-59

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-60

だいこく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_183-56（雁註）長うた、きのへ子こまち、長唄本。演目名、見当たらず。

むらさきのうえ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_184-57

いつまでも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_185-58

ぶんだい... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_185-59



無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_186-60

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_187-61

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_187-61

2　かんう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_188-62

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_188-63

はるのあけぼのぞめ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_189-64

すずり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_190-65

かみ　ていか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_191-66

こうちゅう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_193-67

ちょううん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_193-68

かんう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_193-69

むこうじま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_195-70

このさとの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_196-71

おいらんに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_197-72

もののうの...  かくやひめ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_199-73

たおやめの...   こいならで... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_201-74

かすがりゅうじん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_202-75

たけもとこくせんや 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_203-76

よあるきを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_205-77

ふでぶしょう...  はるもまた... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_206-78

ふでぶしょう...  はるもまた... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_208-79

きんぎん...   よきゆめを... しばのやぶんこ2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_209-80

こうめい　ふすりょうの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_210-81

ひゃくまんの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_211-82

1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_212-83（雁註）2鳥、欠か

1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_212-83（雁註）2鳥、欠か

3 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_212-84

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_213-85

ぼたんかしょうはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_214-86

ともえごぜん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_215-87

あらたまの...　はるのよの...  いつさんに...2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_215-88

うすい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_216-89

りんぽ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_217-90

はがためよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_218-91（雁註）新春、餅を薄く切る

さけづくりよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_219-92

きそはじめよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_220-93

にゅうがくよし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_220-94

たいしゅん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_221-95

かんぶんてい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_222-96

ようこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_223-97

ろうらいし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_223-98



ていらん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_224-99

2　（天狗） 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_225-100

わかむしゃに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_225-101

はるもきょう...  よつのなみ...  2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_227-102

よきゆめを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_228-103

わかみずを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_229-104

きみだんご... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_229-105

せっしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_231-106

やなぎばし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_232-107

やなぎばし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_232-107

ぼくてき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_234-109

からおりを...   はつからす... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_235-110

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_235-111

くちびるを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_236-112

はるかぜに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_237-113

べんてんに...   かけみせの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_238-114

じょうみのる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_239-115

ひだり1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_240-116

みぎ2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_241-117

みぎ3 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_242-118

たかお 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_243-119

うちわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_243-120

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_244-121

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_244-121

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_247-123

1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_247-124

りゅうほうしろへびをきる 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_248-125（雁註）蛇にしては四足があり、妙。

なみわけて... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_249-126

ふじさわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_250-127

かまた 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_251-128

ほうねんの...  2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_252-129

たちかえる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_252-130

はるのたつ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_253-131

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_254-132l（雁註）明治復刻

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_255-132l（雁註）明治復刻

にげなきもの 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_256-133（雁註）明治復刻

ゐつき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_257-134（雁註）明治復刻

ゐつき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_257-134a

1807 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_258-135（雁註）大小、

りはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_259-136

さしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_259-137



しょうすい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_259-138

ももさくら... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_261-139

このきみの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_261-140

はるかぜの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_263-141

ちかくてとおきもの 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_264-142

きよしとみゆるもの 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_265-143

ちゅうじょうひめ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_267-144

さくものと... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_268-145

うぐいすも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_269-146

さほひめの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_270-147

さほひめの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_271-148

はるのひに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_271-149

むめのはな... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_272-150

しょうぎなら... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_272-151

つみくさに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_273-152

なまえいの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_273-153（雁註）73-152の改版

くまとりの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_274-154

しめくくり... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_274-155

このさくの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_275-156（雁註）大こくや　ワか松や　三春や　四ツ目や　梅ばちや　天の川　きく　志ば..  小まつ弥　二もんじや　新四ツ目屋　天王じや　八王た屋　ゑびす屋　於王りや

かすみさえ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_276-157

いやたかき... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_277-159

たらちめに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_277-160

やりはごを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_278-161（雁註）屋りはこ？

おがさわられいしき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_278-162

ならきつじ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_279-163

すみよしまつりの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_280-164（雁註）「つるめそ」、また「犬神人」（いぬじにん）は、八坂神社に従属して弓矢を作っていた。空満屋真枝（そらみつや まえだ）は

たにのとを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_281-165（雁註）明治複製。初版1821

むらさきの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_283-166（雁註）楉、さるがき。楉垣で「さるがき」と読ませたか。ざくろがき、是では意味不明。

むらさきがい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_284-167

かいば 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_284-168

めのうせき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_285-169

さんげんのこま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_286-170

むまのす 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_286-171（雁註）馬のす、馬の毛で作る胡弓の絃。

はるはなお... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_288-172

いちかわに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_289-173

しんべいの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_291-174（雁註）晋米齋玉粒ハ芝全交2の狂名。

ほころびし...　　 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_292-175

ふえたけの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_293-176（雁註）Hong Xin?

ちはやふる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_294-177

おいまつ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_295-178

わらいはじめる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_296-179（雁註）國政2？　



うぐいすも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_298-180

ふけてくるわ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_299-181

はつひかげ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_300-182

むがあると... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183a

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183b

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183c

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183d

はつがすみ...   しばらくの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_302-184

ざがしらの...　むめがかも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_303-185

さほひめは...  たちならぶ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_304-186（雁註）坂田金時、蜘蛛の精、卜部季武。

けんぶつの...   あかねさく... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_305-187

わかみずの...   はなかかる...2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_306-188

2　うちいでる...   さほやまの...2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_307-189

りゅうとうを...  としのうち... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_307-190（雁註）七十八翁焉馬の賛

せんきんの...   おとにきく... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_308-191（雁註）三枚続の中

せんきんの...   おとにきく... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_308-191a（雁註）猪隼人（徳三郎）、官女あやめの前（菊之丞）、兵庫頭頼政（三津五郎）。原画は團十郎、番付は徳三郎。

やくそくの...  あらたまの...  しらいとの..2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_310-192

むめおうまる　まつおうまる 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_311-193

ひだりまいおうぎ　みぎはりおうぎ2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_312-194

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_312-195

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_313-196

ごろう　きせがわ　じゅうろう　　2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_315-197

はるかぜの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_317-198

としとくの...　としのうちに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_319-199

よざくらの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_320-200

むろざきの...   あにとよぶ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_321-201

あけぼのに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_322-202

しきぶちょう... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_323-203

はるかぜの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_324-204

たつはるは... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_325-205

やわらかに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_326-206（雁註）明治複製

べにぐまの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_327-207

ゐにうつる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_329-208

はるかすみ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_331-209

そろそろと... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_332-210

あおたたみ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_333-211

たおやめの... 　うぐいすの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_334-212

いけなおし... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_335-213

ふくかぜの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_336-214

むめみんと... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_337-215



たましいは... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_338-216

3 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_339-217

みずたまを...  2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_341-218

おうみ　2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_342-219

かずかずの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_343-220

きみがもつ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_344-221

ものおもい... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_345-222

さわらびの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_347-223

あらたまの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_348-224

はつひかげ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_349-225（雁註）明治復刻

はつひかげ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_349-225a（雁註）原画、薄い、［印］は闡明

たまことを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_350-226

いにしえの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_351-227

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_351-228

ひととせを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_352-229

さんのうの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_353-230

しらかぜの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_353-231

あまのとを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_354-232

ふじのはな... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_355-233

1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_356-234

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_357-235

いちろく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_358-236

きのしたかげ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_359-237

なんりょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_361-238（雁註）深川

すみをする 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_362-239

すみをする 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_362-239

なつころも 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_364-241

くろぼう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_365-242

やまびと 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_366-243

きくのつゆ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_367-244

いさりぶね 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_368-245

おやぶねの...   あさがすみ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_371-246

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_372-247

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_372-248

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_372-249

いまどのとり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_373-250

しんめいのとり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_373-251

ゆたかなる... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_375-252

わかみずや... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_376-253

みどりたつ... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_378-255

あか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_379-256



ともつれし... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_379-257

なつのゆく... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_380-258

ぼんせきを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_380-259

わかくさの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_381-260

おもいきや... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_382-261

ほうおうも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_383-262

しほうはい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_384-263

こぎのこの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_384-264

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_385-265

もうせんの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_386-266

としだまの...   むめがかを... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_387-267

おもうまま... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_388-268

かんしていがこいいちじく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_389-269

かすみふかき... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_390-270

うぐいすの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_391-271

やまのはに... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_391-272

おおはらの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_393-273

しろざけ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_394-274

しろざけ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_395-275

うるわしき... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_396-276l

うぐいすの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_396-276r

... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_397-277

... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_398-278

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_399-279

ほうねんの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_400-280

□のはの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_401-281

いくはるも... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_402-282

ゆきこもり... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_403-283

かえもんの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_404-284

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_405-285（雁註）1823以前の見立て、1818頃。

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_406-286

うららかな... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_407-287

おおえどの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_408-288

たからぶね... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_409-289

さきみちし... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_410-290

... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_411-291

たちよりて... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_412-292

むらさきの... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_413-293

とこよより... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_413-294
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20.2ｘ13.0

20.0ｘ17.4

21.0ｘ18.3

21.0ｘ18.3

20.0ｘ17.9

20.5ｘ18.3

13.9ｘ18.2

13.8ｘ17.7

13.4ｘ18.4

20.4ｘ18.4

（雁註）御上り乃ひとつあまれは大津絵の鬼役のくふ双六煎餅。25.4ｘ16.1

（雁註）御上り乃ひとつあまれは大津絵の鬼役のくふ双六煎餅。25.5ｘ16.0

（雁註）御上り乃ひとつあまれは大津絵の鬼役のくふ双六煎餅。21.1ｘ28.6

（雁註）皇都狂歌所栗ノ本御坐衆東都芝廼屋山陽。狂歌は栗ノ本と称していたか。13.5ｘ18.2

21.0ｘ19.0

（雁註）春信といひ後定岡...。「さだおか」と読むか。

22.2ｘ38.6

20.7ｘ27.0

20.5x18.0

20.5ｘ18.0

20.9x18.5

20x17.9



20ｘ18.3

21.0ｘ18.1

21.3ｘ18.1

19.1ｘ18.5

12.1ｘ16.9

21.3x19.5

21.0ｘ17.8

21.1ｘ18.3

148.0ｘ358.0

21.3ｘ9.5

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6

20.7ｘ17.9

20.6x18.6

20.6x18.6



20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

19.3ｘ17.8

20.1ｘ17.4

20.5ｘ18.1

20.8x18.8

20.1x17.6

21.2ｘ18.3

20.5ｘ17.4

20.7ｘ18.5

20.0ｘ18.0

20.5ｘ18.0

21.7ｘ18.0

20.0ｘ18.0

20.0ｘ18.0

20.5ｘ18.0

21.0ｘ18.4

20.6ｘ18.6

20.7ｘ18.4

20.5x17.9

（雁註）詩歌連俳の内、歌。のゝ字ハ「むら竹」 20.3ｘ18.4

21.1x18.5

20.5ｘ18.5

20.3ｘ18.3

20.3ｘ18.4

20.4ｘ17.8



20.4ｘ17.9

21.2ｘ18.4

20.7ｚ18.4

21.2ｘ18.7

21.0ｘ18.7

21.2ｘ19.1

21.0ｘ18.6

21.0ｘ19.0

20.1ｘ17.8

20.4ｘ18.0

20.6ｘ18.4

20.4ｘ18.2

20.8ｘ18.5

（雁註）三田の仕、1812文化9.9.9、1815文化12.11.01 21.1ｘ18.3

21.0x18.5

20.3x18.6

21.4x19.0

19.8ｘ17.2

19.7ｘ18.0

21.2ｘ18.3

20.5ｘ18.1

20.7ｘ18.4

20.5ｘ17.8

20.5ｘ17.9

20.7ｘ17.9

20.5ｘ17.8

20.6ｘ18.6

21.0ｘ19.0　

21.0ｘ19.0　

21.1ｘ19.0　

21.2ｘ18.9

21.1ｘ19.2

20.8x19.2

21.3x18.6

-

21.0x18.5

20.6x18.3

（雁註）長うた、きのへ子こまち、長唄本。演目名、見当たらず。20.8ｘ19.2

21.3x18.6

-

21.0x18.5



20.6x18.3

21.0x18.4

21.0x18.4

20.5x18.3

21.0ｘ18.2

20.4ｘ18.4

20.3x18.0

20.3x18.2

21.5ｘ10.5

21.5ｘ10.5

21.5ｘ10.6

20.9ｘ18.5

21.6ｘ18.0

20.9ｘ17.4

21.0ｘ17.5

21.2x17.6

21.5ｘ18.0

19.4ｘ18.1

20.4ｘ18.8

19.1ｘ17.2

19.8x17.7

20.2x17.6

20.5x18.2

17.9x15.4

20.0x18.0

20.0x18.0

20.4x18.2

19.6x17.9

21.4x18.4

21.3ｘ18.3

21.2ｘ18.8

21.6ｘ18.7

21.1x16.9

21.0x17.9

18.7x16.6

20.7x18.4

21.0x18.7

20.3x18.0

20.5x18.3

20.0ｘ17.5

19.9ｘ18.0



21.0ｘ18.0

21.5ｘ18.3

20.6ｘ18.3

20.6ｘ18.3

20.0ｘ17.4

19.4x17.7

20.5x18.3

20.9x18.4

20.3x17.6

20.3x17.6

19.8ｘ18.0

20.0ｘ17.9

19.8x18.0

20.3x17.7

20.3x17.0

21.0x17.6

21.0x17.6

21.1x18.0

20.6x17.9

21.1x18.0

20.4x17.7

20.5ｘ18

21.0ｘ18.4

21.0ｘ18.4

21.0ｘ18.1

21.0ｘ18.3

（雁註）蛇にしては四足があり、妙。 21.0ｘ18.5

20.5ｘ18.4

20.6x18.1

20.6ｘ18.1

21.0ｘ18.0

21.2x18.2

19.7x17.4

18.6x17.1.

18.6x17.1.

21.0x18.4

21.0x18.6

-

14.1x18.4

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6



20.6ｘ13.6

19.8ｘ8.8

19.8ｘ8.8

21.1ｘ18.1

21.5ｘ18.5

20.9x18.2

20.7x18.3

12.0ｘ13.3

14.1ｘ27.4

13.7ｘ18.3

13.9ｘ17.6

14ｘ18.5

11.6ｘ16.8

13.0ｘ17.8

13.9ｘ18.2

13.5ｘ17.6

10.3x13.7

13.6x18.3

（雁註）大こくや　ワか松や　三春や　四ツ目や　梅ばちや　天の川　きく　志ば..  小まつ弥　二もんじや　新四ツ目屋　天王じや　八王た屋　ゑびす屋　於王りや13.6x18.3

13.9x18.5

13.8x18.6

12.9x18.3

13.8x18.2

13.8x17.7

13.6x18.3

（雁註）「つるめそ」、また「犬神人」（いぬじにん）は、八坂神社に従属して弓矢を作っていた。空満屋真枝（そらみつや まえだ）は20.0ｘ17.4

（雁註）明治複製。初版1821 21.6x19.0

（雁註）楉、さるがき。楉垣で「さるがき」と読ませたか。ざくろがき、是では意味不明。20.4x18.4

19.8x17.4

20.4x18.4

20.7x17.7

20.5x18.1

（雁註）馬のす、馬の毛で作る胡弓の絃。 20.4x17.8

21.3x18.4

21.9x18.7

（雁註）晋米齋玉粒ハ芝全交2の狂名。 19.0x17.0

21.5x18.2

20.0x17.8

19.4x18.1

20.4ｘ18.1

21ｘ18.2



19.4ｘ16.5

21.3ｘ8.4

19.9ｘ17.3

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

20.6ｘ18.0

21.2ｘ18.2

（雁註）坂田金時、蜘蛛の精、卜部季武。 20.5ｘ27.7

19.8ｘ16.7

21.0ｘ18.5

20.5ｘ18.1

20.1ｘ17.5

19.8ｘ16.7

（雁註）猪隼人（徳三郎）、官女あやめの前（菊之丞）、兵庫頭頼政（三津五郎）。原画は團十郎、番付は徳三郎。19.8ｘ16.7

21.1ｘ18.2

21.3ｘ18.4

21.5ｘ18.2

20.4ｘ18.6

21.1ｘ18.6

20.5ｘ18.6

20.6ｘ18.8

21.0ｘ18.5

21.2ｘ18.9

21.0ｘ18.5
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