
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 五渡亭國貞画 くにさだ

2 五渡亭國貞画 くにさだ

3 五渡亭國貞画 くにさだ

4 五渡亭國貞画 くにさだ

5 五渡亭國貞画 くにさだ

6 應需香蝶樓國貞筆 くにさだ

7 五渡亭國貞画 くにさだ

8 香蝶樓國貞画 くにさだ

9 香蝶樓國貞画 くにさだ

10 香蝶樓國貞画 くにさだ

11 國貞画 くにさだ

12 五渡亭國貞画 くにさだ

13 五渡亭國貞画 くにさだ

14 五渡亭國貞筆 くにさだ

15 五渡亭國貞画 くにさだ

16 五渡亭國貞画 くにさだ

17 五渡亭國貞画 くにさだ

18 五渡亭國貞画　［柳齋］ くにさだ

19 五渡亭國貞画 くにさだ

20 應需國貞画　 くにさだ

21 應需／國貞画［印］ くにさだ

22 五渡亭國貞画［三升菱］ くにさだ

23 五渡亭國貞画［三升］ くにさだ

24 五渡亭國貞画 くにさだ

25 應需國貞画　 くにさだ

26 應需／國貞画 くにさだ

27 應需國貞画　 くにさだ

28 應需國貞画 くにさだ

29 五渡亭國貞画 くにさだ

30 五渡亭國貞画 くにさだ

31 應需／國貞画 くにさだ

32 香蝶樓國貞画 くにさだ

33 香蝶樓國貞画 くにさだ

34 應需國貞画 くにさだ

35 五渡亭國貞画 くにさだ

36 一雄齋國貞画 くにさだ

37 五渡亭國貞画 くにさだ

38 五渡亭國貞画 くにさだ

39 五渡亭國貞画 くにさだ

40 國貞画 くにさだ



41 五渡亭／國貞画 くにさだ

42 香蝶樓國貞画 くにさだ

43 應需國貞画 くにさだ

44 五渡亭國貞画 くにさだ

45 國貞画 くにさだ

46 五渡亭國貞画 くにさだ

47 國貞+◯ くにさだ

48 國貞画　 くにさだ

49 應需國貞画 くにさだ

50 香蝶樓國貞画 くにさだ

51 桃樹園國貞画 くにさだ

52 五渡亭國貞画［三升］ くにさだ

53 五渡亭國貞画 くにさだ

54 國貞画 くにさだ

55 香蝶樓國貞画 くにさだ

56 國貞 くにさだ

57 國貞 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 五渡亭／國貞画 くにさだ

61 香蝶樓／國貞画 くにさだ

62 國貞画 くにさだ

63 國貞画 くにさだ

64 五渡亭／國貞画 くにさだ

65 五渡亭／國貞画 くにさだ

66 五渡亭國貞画 くにさだ

67 五渡亭國貞画 くにさだ

68 五渡亭國貞画 くにさだ

69 五渡亭國貞画 くにさだ

70 香蝶樓國貞画 くにさだ

71 五渡亭國貞画 くにさだ

72 五渡亭國貞画 くにさだ

73 五渡亭／國貞画 くにさだ

74 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

75 國貞 くにさだ

76 國貞 くにさだ

77 國貞 くにさだ

78 應需國貞画 くにさだ

79 應需國貞画 くにさだ

80 五渡亭國貞画 くにさだ

81 香蝶樓國貞画 くにさだ



82 香蝶樓國貞画 くにさだ

83 五渡亭國貞画 くにさだ

84 香蝶樓國貞画 くにさだ

85 香蝶樓國貞画 くにさだ

86 五渡亭國貞画 くにさだ

87 應需五渡亭國貞画 くにさだ

88 ［國貞］ くにさだ

89 香蝶樓國貞画 くにさだ

90 應需國貞画 くにさだ

91 應需五渡亭國貞画 くにさだ

92 五渡亭／國貞画［印］［柳齋］くにさだ

93 五渡亭／國貞画 くにさだ

94 香蝶樓國貞画 くにさだ

95 應需／國貞画 くにさだ

96 五渡亭國貞画 くにさだ

97 國貞画 くにさだ

98 五渡亭國貞画 くにさだ

99 香蝶樓／國貞画 くにさだ

100 香蝶樓國貞画 くにさだ

101 香蝶樓／國貞画 くにさだ

102 五渡亭國貞画 くにさだ

103 香蝶樓／國貞画 くにさだ

104 五渡亭國貞画 くにさだ

105 五渡亭國貞画 くにさだ

106 五渡亭／國貞画 くにさだ

107 五渡亭國貞画 くにさだ

108 五渡亭國貞画 くにさだ

109 應需國貞画 くにさだ

110 五渡亭國貞画 くにさだ

111 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

112 國貞画 くにさだ

113 國貞画 くにさだ

114 五渡亭國貞画 くにさだ

115 香蝶樓國貞画 くにさだ

116 應需國貞画 くにさだ

117 香蝶樓／國貞画 くにさだ

118 五渡亭國貞画 くにさだ

119 香蝶樓國貞画 くにさだ

120 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

121 桃樹園國貞画 くにさだ

122 桃樹園國貞画 くにさだ



123 五渡亭國貞画 くにさだ

124 五渡亭國貞画 くにさだ

125 應需國貞画 くにさだ

126 五渡亭國貞画 くにさだ

127 五渡亭／國貞画 くにさだ

128 五渡亭國貞画（1786-1864） くにさだ

129 應需五渡亭國貞画 くにさだ

130 五渡亭國貞画 くにさだ

131 香蝶樓國貞画 くにさだ

132 香蝶樓／國貞画 くにさだ

133 國貞画 くにさだ

134 一雄齋國貞画 くにさだ

135 香蝶樓國貞画 くにさだ

136 香蝶樓國貞画 くにさだ

137 桃樹園國貞画 くにさだ

138 國貞画 くにさだ

139 香蝶樓國貞画 くにさだ

140 五渡亭國貞画 くにさだ

141 五渡亭國貞画 くにさだ

142 五渡亭國貞画 くにさだ

143 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

144 五渡亭國貞画 くにさだ

145 五渡亭國貞画 くにさだ

146 五渡亭／國貞画 くにさだ

147 五渡亭國貞画 くにさだ

148 應需／國貞画 くにさだ

149 五渡亭國貞画 くにさだ

150 五渡亭國貞画 　［柳齋］ くにさだ

151 香蝶樓國貞画 くにさだ

152 國貞画 くにさだ

153 五渡亭國貞画 くにさだ

154 國貞画＊ くにさだ

155 應需國貞画 くにさだ

156 應需國貞画 くにさだ

157 國貞画 くにさだ

158 香蝶樓國貞画 くにさだ

159 五渡亭／國貞画 くにさだ

160 五渡亭國貞画 くにさだ

161 國貞画 くにさだ

162 香蝶樓國貞画 くにさだ

163 國貞画 くにさだ



164 五渡亭／國貞画 くにさだ

165 香蝶樓國貞画 くにさだ

166 應需國貞画 くにさだ

167 五渡亭國貞画 くにさだ

168 五渡亭國貞画 くにさだ

169 五渡亭國貞画 くにさだ

170 應好國貞画 くにさだ

171 國貞画 　 くにさだ　

172 無款（國貞） 無款（くにさだ）

173 無款（國貞） 無款（くにさだ）

174 無款（國貞） 無款（くにさだ）



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

1830c 1830c 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1820.05 1820.05 角1

1834 1834 角1

1823-25c 1823-25c 角1

1834 1832 角1　5?	

1834 1834 角1　5?

1832 1832 角1　5?	

1825c　 1825c　 角1

1822 1822 角1

1823-24c 1823-24c 角1

1832c 1832c 角1

1825c 1825c 角1

1818-20 1818-20 角1

1833 1833 角1

1824？ 1824？ 角1　3-1

文政11頃 1828c 角1　3

1823-25c 1823-25c 角1

1818-1830 角1

1820 1820 角1

1820 1820 角1

1820 1820 角1

1825 1825 角1

酉 1825 角1

1825 1825 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

文政8 1825 角1

1820s 1820s 角1　2

1830c 1830c 角2

1825c　 1825c　 角1

1823 1823 角1

1810s 1810s 角1

1830-32c 1830-32c 角1

角1

1818-20 1818-20 角1

1824 角1



角1

角1

1826-1827 1826-1827 角1

1823 1823 角1

1837 1837 角1

1823 1823 角1

1825s 1825s 角1

1820 1820 角1　3

1825-1826c 1825-1826c 角1

1835-1836 1835-1836 角1

1831 1831 角1

1824 1824 角1

1823 1823 角1

文政6 1823 角1　（上下）／上

天保5［甲午］ 1834 角1

文政12 1829 角1

文政12 1829 角1

文政12［己丑］ 1829 角1　2

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

天保5 1834 角1

1834 1834 角1

1820c 1820c 角1

角1

角1

角1

角1

文政6 1823 角1

1826-27 1826-27 角1　2

1827-30c 1827-30c 角2

1823 1823 角1　2

1823-1824c 1823-1824c 角1　2

文政（1820s） 1820s 角1　5

角1

1820s 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1831c 1831c 角1

1821c 1821c 角1

天保3 1832 角1　2-大短冊



1832.09 1832.09 角1　上下

1823c 1823c 角1

天保2 1831 角1

天保1 1830 角1

1828 1828 角1

1827 1827 角1

角1

天保3頃 1832c 角1

1820s 1820s 角1

1827 1827 角1

文政2（1819） 1819 角1

1823p 1823p 角1

1836 1836 角1

角1

1820s 1820s 角1

文政3 1820 角1　3-中

1823-25c 1823-25c 角1

1823c 1823c 角1

1836 1836 角1

角1

1820 1820 角1

角1　2-竪

1823 1823 角1　2

1821c 1821c 角1

角1　2-右

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1830c 1830c 角1

文政5 1822 角1

角1

1830c 1830c 角1

文政3 1820 角1　3-左

1820s 1820s 角1

天保5［甲午］ 1834 角1

1820s 1820s 角1

1836？ 角1

1823c 1823c 角1　2

1833 1833 角1　2

文政6頃 1823c 角1

1825c 1825c 角1

文政12 1829 角1



1827 1827 角1

1827 1827 角1

1821 1821 角1

天保4頃 1833c 角1　2

文政 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1　2/1

文政10 1827 角1

1825c 1825c 角1

1830 1830 角1

1830s 1830s 角1　2-1

1830c 1830c 角1

角1

1833 1833 角1　2

1833 1833 角1　2

1832 1832 角1

文政3［庚辰］ 1820 角1

1830 1830 角1

1827 1827 角1

- - 角1

1827.01 1827.01 角1　2

角1

角1

角1

角1

- - 角1

天保 1830s 角1　2-大短冊

1820 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

1831 1831 角1

1833 1833 角1

1823 1823 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1826-1827c 1826-1827c 角1

文政3辰 1820 角1　3-右

1832 1832 角1

1822 1822 角1

1820s 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1　2-上下

1830s 1830s 角1

角1　2-竪



1823 1823 角1

1832.11 1832.11 角1　上下

1832c　 1832c　 角1　上下

1827 1827 角3-2.3

1825c 1825c 角横？

子の春 角横

1825s 1825s 角上下

文化五稔辰朔旦相生松 1808 角1

角1

角1

1823 1823 角



07 判型記号 08 外題 09 げだい

角1 愛敬も… あいきょうも…

角1 家の藝矢の根にならふ... いえのげいやのね...

角1 家の藝矢の根にならふ... いえのげいやのね...

角1 家の藝矢の根にならふ... いえのげいやのね...

角1 いつ方の…　口なしの… いづかたの…

角1 □駒山...うまのとし... □□□...うまのとし...

角1 花鳥風月 かちょうふうげつ

角1 かつしか四天王 かつしかしてんのう

角1 かつしか四天王 かつしかしてんのう

角1 かつしか四天王 かつしかしてんのう

角1 元日や… がんじつや…

角1 還暦の春をむかへて　... かんれき...

角1 けさ春の... けさはるの…

角1 こその顔見世... こぞのかおみせ...

角1 東風ふきて… こちふきて…

角1 さく梅の…　うゐらう さくむめの…

角1 三番續 さんばんつづき

角1 三番續 さんばんつづき

角1 三番續 さんばんつづき

角1 園丿胡蝶 そののこちょう

角1 園ノ胡蝶 そののこちょう

角1 たつの都 たつのみやつこ

角1 龍の都三番續 たつのみやつこさんばんつづき

角1 龍之都三番つづき たつのみやつこさんばんつづき

角1 鶏合 とりあわせ

角1 鳥合 とりあわせ

角1 鶏合 とりあわせ

角1 鶏合 とりあわせ

角1 鶏合 とりあわせ

角1 雞合 とりあわせ

角1 鶏合／三番右 とりあわせ

角1 初霞柳糸遊 はつがすみやなぎのいとあそび

角1 花あやめ…　 はなあやめ…

角1 梅…　 むめ…

角1 塵外樓清澄　宵に鳴き... よいになき...

角1 （三役者、人形を操る。鶴紋）ろっかせん

角1 わたる岩井の水… わたるいわい…

角1 （図版？） （図版？）

角1 …續 難読うるさけ...

角1 （門之助3）（新之助2）（團十郎7）難読もんのすけ	



角1 二代（矢の根） 難読やのね

角1 （不明） 不明

角1 （女性、蚊帳に入る支度） 無外題

角1 大空に...（團十郎、碓井貞光）無外題

角1 （役者、大首） 無外題

角1 大空に...（團十郎、碓井貞光）無外題

角1 月星を...　今朝と...（蟹） 無外題

角1 （頼政）（鵺姫？）（猪早太） 無外題（頼政）

角1 （若い二役者、朝比奈） 無外題あさひな

角1 （苞を肩に、雨） 無外題あめ

角1 （黒づくめの立役、女形の争い）無外題あらそい

角1 （海老蔵襲名、大首絵、伊賀寿太郎）無外題いがじゅたろう

角1 （市川団十郎7の伊賀壽太郎）無外題いがじゅたろう

角1 （無外題） 無外題いかのぼり

角1 （無外題） 無外題いこまやま

角1 （牛、柳） 無外題うし

角1 （牛二） 無外題うし

角1 （無外題） 無外題うしわかまる

角1 （團十郎7、扇に揮毫） 無外題おうぎ

角1 （團十郎、扇に揮毫する） 無外題おうぎ

角1 （近江のお兼） 無外題おうみのおかね

角1 （女形、左手に鬼の面？） 無外題おにのめん

角1 （役者、鉞を持ち、樹木の洞から出る）無外題おの

角1 （女二、時代男） 無外題おんな

角1 （女形、楽屋で化粧、傍に贔屓？）無外題おんながた

角1 （美人、鏡を見る） 無外題かがみ

角1 （鏡の女　鏡に男） 無外題かがみ

角1 （楽屋の團十郎7と菊之丞5）無外題がくや

角1 （重忠と景清） 無外題かげきよ

角1 （男女、俵かぶる、傘） 無外題かさ

角1 （立役、左手に太刀） 無外題かたな

角1 （武者、右手に刀、左手で布を引く）無外題かたな

角1 （甲冑の武士、女のダンマリ）無外題かっちゅう

角1 （加藤清正／團十郎七代目）無外題かとうきよまさ

角1 （蟹、水際を歩く） 無外題かに

角1 （蟹） 無外題かに

角1 （蟹　渚） 無外題かに

角1 （牡丹　蟹） 無外題かに

角1 （蟹、白い牡丹） 無外題かに

角1 （男、兜を右手にもつ） 無外題かぶと

角1 （菅丞相、梅王丸） 無外題かんしょうじょう



角1 （菅相丞　梅王丸） 無外題かんしょうじょう

角1 （尾上菊五郎3、武者） 無外題きくごろう

角1 （瀬川菊之丞5　澤村源之助2）無外題きくのじょう

角1 （無外題） 無外題きょうなにわ

角1 （公家、笹竜胆、寺院の前） 無外題くげ

角1 （團十郎7と三津五郎3、草摺引）無外題くさずりびき

角1 （薬玉、短冊） 無外題くすだま

角1 （無外題） 無外題くらいなく

角1 （二藝者、拳） 無外題けん

角1 （五郎と朝日奈） 無外題ごろう

角1 （坂田金時・團十郎、小女郎蜘蛛の精・菊之丞5）無外題さかたきんとき

角1 （侍、漁師、海岸） 無外題さむらい

角1 （お猿、太夫に暦を差し出す）無外題さる

角1 （暫の大首） 無外題しばｒかう

角1 （團十郎7、暫） 無外題しばらく

角1 （十二単衣） 無外題じゅうにひとえ

角1 （尉と姥） 無外題じょう、うば

角1 （白酒売り・菊五郎3） 無外題しろざけうり

角1 （菅原傳授手習鑑） 無外題すがわら

角1 （團十郎七代目、助六） 無外題すけろく

角1 （女性、砂絵） 無外題すなえ

角1 （関の扉） 無外題せきのと

角1 （女形、右手に閉じた扇子をもつ）無外題せんす

角1 （役者、扇面に賛をする） 無外題せんめん

角1 （男、草履を差し出す） 無外題ぞうり

角1 （曾我兄弟、夜、雨降り） 無外題そがきょうだい

角1 （曾我兄弟、夜、雨降り） 無外題そがきょうだい

角1 （曾我兄弟） 無外題そがきょうだい

角1 曾我五郎（市川團十郎）、朝比奈（市川男女藏）無外題そがごろう

角1 （太鼓）（暫） 無外題たいこ

角1 （武者、右手に松明） 無外題たいまつ

角1 （武者、松明を持つ） 無外題たいまつ

角1 （役者、太刀を左手首に立つ）無外題たち

角1 （無外題） 無外題たつはるも

角1 （太夫、振袖新造、禿） 無外題たゆう

角1 （太夫、短冊を詠ず、雪洞） 無外題たゆう

角1 （團十郎と菊之丞、刀を抜つ刹那）無外題だんじゅうろう

角1 （團十郎と半四郎？のだんまり）無外題だんじゅうろう

角1 （弓を持つ團十郎7、志気棒を持つ関三十郎2）無外題だんじゅうろう

角1 （七代目團十郎と女形） 無外題だんじゅうろう

角1 （市川團十郎、巻文を読む） 無外題だんじゅうろう



角1 （團十郎7、不破伴左衛門） 無外題だんじゅうろう

角1 （團十郎7、半四郎5） 無外題だんじゅうろう

角1 （團十郎7、菊之丞5） 無外題だんじゅうろう

角1 丹前 無外題たんぜん

角1 （中国美人）［原画］ 無外題ちゅうごくびじん

角1 （忠臣藏） 無外題ちゅうしんぐら

角1 （無外題） 無外題ちよのはる

角1 （三英雄桃園） 無外題とうえん

角1 （娘と子供、虎張り子） 無外題とらはりこ

角1 （鳥追女、胡弓） 無外題とりおいおんな

角1 （仲之町夜景） 無外題なかのちょう

角1 （三人遣い人形） 無外題にんぎょう

角1 （女形、抜き身を突き出す） 無外題ぬきみ

角1 （立役、抜き身を肩へ） 無外題ぬきみ

角1 （男、小さい法被を畳む） 無外題はっぴ

角1 （無外題） 無外題はつゆみ

角1 （若い秀吉、成田屋惣兵衛？）無外題ひでよし

角1 （編笠の武士、桜の下） 無外題ぶし

角1 （團十郎　不動に跪く） 無外題ふどう

角1 （不破と名古屋） 無外題ふわ

角1 （男、マサカリを持つ） 無外題まさかり

角1 （松王丸） 無外題まつおうまる

角1 （三津五郎3、火鉢） 無外題みつごろう

角1 （時代もの武士二、一人は馬の旗標し）無外題むま

角1 （戻駕、仕込み杖を抜く） 無外題もどりかご

角1 （文覺と不動明王） 無外題もんがく

角1 （三役者、寺院前、雪） 無外題やくしゃ

角1 （役者、寺院前、雪） 無外題やくしゃ

角1 （若い役者、三升紋内の役者を見る）無外題やくしゃ

角1 （六分割の女形、子役、立役）無外題やくしゃ

角1 （三役者） 無外題やくしゃ

角1 （遊女、立ち姿、部屋） 無外題ゆうじょ

角1 （遊女、床入り） 無外題ゆうじょ

角1 （遊女立ち姿、床入り支度、）無外題ゆうじょ

角1 （武者、弓） 無外題ゆみ

角1 （弓を持つ武士、若い女の争い）無外題ゆみ

角1 （團十郎7の時宗、鎧を持ち上げる）無外題よろい

角1 （町人・團十郎7、鎧を持つ） 無外題よろい

角1 （羅生門） 無外題らしょうもん

角1 （魯智深、鉄棒をもつ） 無外題ろちしん

角1 （渡辺綱と鬼） 無外題わたなべのつな



角1 （侍・團十郎7と漁師・関三十郎）無外題題さむらい

角1　 （墨染め桜　関兵衛） 無外題すみぞめざくら

角1　 （文覚　不動明王） 無外題もんがく

角3 （曾我兄弟、雨中） 無外題

角横 …のうちになく…（三味線、琴）…のうちになる…

角横 （半四郎5の石橋） 無外題（半四郎5の石橋）

角上下 かたけゆく...（文覺） 無外題

角1 祝壽文化五稔辰朔旦相生松・大小ことほぎをいわう...

角1 （荒獅子男之助、妖術の鼠を追い払う）無外題あらじしおとこのすけ

角1 （姫は景清の錫杖を掴む） 無外題かげきよ

角1 （立てた手鏡に女形の顔、座敷）無外題てかがみ



10 版元 11 ハンモト 12 内題

七代目三升　五代め路考

七代目三升　五代め路考

七代目三升　五代め路考

無版元 無版元 こその顔見世...

ほの匂ふ…

無版元 無版元 （女形、三宝を前）

無版元 無版元 （女形、祝いの手柄をもつ）

無版元 無版元 （子供は毛氈の上、後ろに長い太刀をもつ武士）

無版元 無版元 こその顔見世...

無版元 無版元 （立役、大きな斧を担ぐ）

［柳齋］（工房） 無版元 無内題

- 無版元 （山姥、金時、斧もつ男）

無版元

（無版元） 無版元 （美人、文を読む）

無版元 無版元 （浦島、乙姫）

無版元 無版元 （浦島、乙姫）

たつのみやつこさんばんつづき 無版元 （二役者、女は中国仙女）

無版元 無版元 一番　右　すゞなみ

（無版元） 無版元 二番　右　碁石

無版元 無版元 四番　右　鳶丸

無版元 五番　右　乱れとり

無版元 六番　左　源平

無版元 六番　右　くるまを？

（無版元） 無版元 白とり

（無版元） 無版元 （胡弓と三味線、鳥追女）

應需七代目三升

無版元 無版元 ...

（図版？） （図版？） （図版？）

（無版元） 無版元 うるさけに…　咲にほふ…

（無版元） 無版元 滝の屋の…



（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 青柳の...

無版元 無版元 ありかたや...（市川團十郎、伊賀壽太郎）

無版元 無版元 將軍太郎（市川海老藏）

無版元 無版元 大空に...（市川團十郎、碓井貞光）

無版元 無版元 月星を...　今朝と...（蟹）

無版元 無版元 ...　

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...　

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 ありかたや…　門松に…　おほきさハ…

（無版元） 無版元 いかのぼり…（雲上の鬼女）

（無版元） 無版元 生駒山…（長刀の武者）

（無版元） 無版元 おこたらぬ…

（無版元） 無版元 若菜摘…

（無版元） 無版元 …（牛若丸と辨慶、五條橋）

（無版元） 無版元 時宗をする…

（無版元） 無版元 時宗をする…

（無版元） 無版元 たつ春は…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 市川…

（無版元） 無版元 屠蘇酒を…

無版元 無版元 ほの匂ふ　花に心も　ミたれ髪　...

（無版元） 無版元 ほの匂ふ　花に心も…

（無版元） 無版元 若草の野守の鏡…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 大江戸や…

無版元 無版元 ...　文々舎

（無版元） 無版元 月星を…

（無版元） 無版元 月星を与ふ　…

（無版元） 無版元 春風のけさ福牡丹…

無版元 無版元 無外題

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元



無版元

無版元 無版元 （侍、弓を持つ、腰に虎皮）

（無版元） 無版元 京難波うめうくひす…（小坊主どんぐり・海老蔵6）

無版元 無版元 無外題

千代のはる...

（無版元） 無版元 鴬も琴ひく…

（無版元） 無版元 くらひなく…（「緋威」力士）

... 花鳥屋乗康

無版元

［柳齋］（工房） 無版元 見物の山にも…

（無版元） 無版元 東から…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 しばらくの…　…

無版元 ... 花鳥屋乗康

（無版元） 無版元 …

無版元

（無版元） 無版元 色香をも…

無版元 無版元 （翳を畳み、肩に）

（無版元） 無版元 はち巻の…

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 春霞かゝる…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 …むかし…

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 よろひ染…　春雨の…

- 無版元 ワさをきの...

（無版元） 無版元 一聲之暫／市川風…

無版元 無版元 ...　

（無版元） 無版元 はつ…

無版元 無版元 ...　

（無版元） 無版元 たつ春も…（お兼、暴れ馬を押さえる）

無版元 無版元 お針をも...

（無版元） 無版元 ともし火の…　　…七十五痩／秋長堂

無版元

（無版元） 無版元 梅が香を…　七役を…

（無版元） 無版元 おもしろや…

（無版元） 無版元 親玉の…　これも又…　大空に…

- 無版元 喰つミの...



無版元 月の㒵みます格子...

無版元 月の㒵みます格子...

無版元 山鳥の...

- 無版元 丹前（尾上菊五郎）奴（市川團十郎）

（無版元） 無版元 …（楚連香）

（無版元） 無版元 （雪中、女、捕手に羽交い締め）

（無版元） 無版元 千代のはる…（五郎と朝比奈）

無版元

無版元 （娘、子供は虎の張り子）

（無版元） 無版元 初霞柳…　

（無版元） 無版元 はつひかげ…（難読）

（無版元） 無版元 千金の春の…　

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 無外題

（無版元） 無版元 はつ夢の…（頼政、松明を掲げる）

無版元 （若い秀吉、部下）

無版元 無版元 無外題

（無版元） 無版元 あゝつかもなく…　はや春に…

無版元

（無版元） 無版元 春の夜の…

（無版元） 無版元 とめらるゝなら　とめて見よ…

（無版元） 無版元 めつらしく…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 春かすみ　三筋の…　若かへる…　これにます…

（無版元） 無版元 かたけゆく…

無版元 無版元 にきはしき... 獨樂堂

［柳齋］（工房） 無版元 瓢たんの... 

無版元 無版元 無外題

無版元 無版元 無内題

無版元 金三千両　（碁盤炬燵の上）

無版元 無版元 ...　麻のや直成

（無版元） 無版元 青柳の　ねみたれ…

無版元 無版元 無外題

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 無外題

（無版元） 無版元 時宗は家の…

（無版元） 無版元 春の海…

（無版元） 無版元 …（鬼女・菊之丞5、渡辺綱・團十郎7）

無版元 （魯智深、鉄棒をもつ）

（無版元） 無版元 …



（無版元） 無版元 東から…

無版元

無版元

無版元 無版元 （左）花の紐...（右）二見潟... （曾我兄弟、雨中）

無版元 いつ見ても...

無版元 無版元 かたけゆく..（市川團十郎、文覺）

-

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 まつ虫　…　すゞ虫　…

無版元 無版元 ...



13 ないだい 16 出典 17 全文

2006FitzM85

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-136

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-136a

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-136b

2006FitzM73

このかおみせ... 2016SCHAAP: Kunisada140

ほのにおう 2006FitzM94

無内題（女形、三宝） 2013Forrer:Surimono-562b

無内題（女形、手柄） 2013Forrer:Surimono-562c

無内題（武士、子供） 2013Forrer:Surimono-562a

2006FitzM96

1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-134

2006FitzM74

このかおみせ... 2016SCHAAP: Kunisada139

2006FitzM91

2006FitzM71

... 2013Forrer:Surimono-565

朝比奈（三津五郎3）、鬼王（歌右衛門4）2013Forrer:Surimono-545

無内題 2014太田記念美術館／国貞117

2006FitzM93

女1 1997千葉市美／粋人...065/049

...　鈍々亭 2013Forrer:Surimono-537

... 2013Forrer:Surimono-536

無内題 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-132

1 2013Forrer:Surimono-546

2 1985KEYES/CBL-242/275

4 2013Forrer:Surimono-547

5 2006FitzM97

6 2006FitzM98

6 2014SKG-07-02

しろとり 1997千葉市美／粋人...185/099

… 2000G.DHaag/Theear082/123

2006FitzM84

2006FitzM92

1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-137

... 2013Forrer:Surimono-533

2006FitzM86

（図版？） 1970Schack/Surimono-165+166

うるさけに… 2006FitzM70

たきのやの… 1997千葉市美／粋人...061/048



… 1970Schack/Surimono-168

1970Schack/Surimono-179

あおやぎの... 2016SCHAAP: Kunisada137

ありがたや... 2016SCHAAP: Kunisada131

おおいそのとら 2016SCHAAP: Kunisada077

おおぞらに... 2016SCHAAP: Kunisada130

つきほしを...  けさと... 2016SCHAAP: Kunisada134

2006FitzM72

... 2013Forrer:Surimono-551

... 2013Forrer:Surimono-567

... 2013Forrer:Surimono-557

...　 2013Forrer:Surimono-544

ありがたや… 2000Rijksm/poetry...080/139

いかのぼり… 2000太田／文化文政摺物095/141

いこまやま… 2000太田／文化文政摺物102/149

おこたらぬ… 1997千葉市美／粋人...164/090

わかなつむ… 1997千葉市美／粋人...163/090

… 2000太田／文化文政摺物098/145

ときむねを… 1985KEYES/CBL-241/274

ときむねを… 1985KEYES/CBL-241/279

たつはるは… 1997千葉市美／粋人...125/074

無外題 2013Forrer:Surimono-563

...　 2013Forrer:Surimono-539

いちかわ… 1970Schack/Surimono-162

とそざけを… 1970Schack/Surimono-176

ほのにおう　... 2013花開く江戸の園芸126

ほのにおう… 1984EXNER/Surimono**/097

わかくさの… 2000平木／役者夏の富士23

2006FitzM77

2006FitzM83

...　 2013Forrer:Surimono-542b

...　 2013Forrer:Surimono-543

… 1997千葉市美／粋人...270/132

おおえどや… 1979BOWIE/Surimono 086／142

... 2013Forrer:Surimono-549

つきほしを… 1997千葉市美／粋人...162/089

つきほしを… 2000Rijksm/poetry...025/051

はるかぜの… 2000Rijksm/poetry...024/050

無外題 2013Forrer:Surimono-559

...　 2013Forrer:Surimono-540

1997千葉市美／粋人...277/137（浅野）天保2年9月、河原崎座／菅原傳授手習鑑に取材



2006FitzM87

1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-140

1-4 2012岐阜市歴史博物館／青の変遷076

きょうなにわ… 2000太田／文化文政摺物099/145

無外題 2013Forrer:Surimono-553

ちよのはる... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-144

うぐいすも… 1997千葉市美／粋人...298b/145

くらいなく… 2000太田／文化文政摺物100/147

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-142

2006FitzM81

けんぶつの… 1997千葉市美／粋人...173/094

ひがしから… 1985KEYES/CBL-238/272

... 2013Forrer:Surimono-569

しばらくの… 1979BOWIE/Surimono 069／118

... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-143

… 1997千葉市美／粋人...254/126

2006FitzM75

いろかをも… 1985KEYES/CBL-239/272

... 2013Forrer:Surimono-568

はちまきの… 1979BOWIE/Surimono 074／124

...　 2013Forrer:Surimono-538

はるがすみ… 1979Forrer/Egoyo.&S-044/135

...　 2013Forrer:Surimono-542a

...　 2013Forrer:Surimono-541

… 1970Schack/Surimono-166

... 2013Forrer:Surimono-548a

... 2013Forrer:Surimono-548b

よろいぞめ… 2000Rijksm/poetry...fig.22

わざおぎの... 2014太田記念美術館／国貞114

いっせいの… 1979BOWIE/Surimono 000/j

... 2013Forrer:Surimono-556

はつ… 1997千葉市美／粋人...255/127

... 2013Forrer:Surimono-555

たつはるも… 2000太田／文化文政摺物101/147

おはりをも... 2013Forrer:Surimono-207

ともしびの… 1979Forrer/Egoyo.&S-043/134（雁註）秋長堂

1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-138.139

うめがかを… 2000Rijksm/poetry...083/143

おもしろや… 1997千葉市美／粋人...174/095

おやだまの… 2000Rijksm/poetry...073/127

くいつみの... 2014太田記念美術館／国貞115



つきのかお... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-145

つきのかお... 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-146

やまどりの 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-133

たんぜん　やっこ 2014太田記念美術館／国貞116

… 1997千葉市美／粋人...289/141

無内題 1998Krasnodar076

ちよのはる… 2000太田／文化文政摺物097/143

2006FitzM99

無内題 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-148

はつがすみやなぎ… 1985KEYES/CBL-243/275

はつひかげ… 2000Rijksm/poetry...063/111

せんきんの… 1984EXNER/Surimono**/093

... 2013Forrer:Surimono-566a

... 2013Forrer:Surimono-566b

無外題 2013Forrer:Surimono-561

はつゆめの… 2000太田／文化文政摺物094/141

無内題 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-149

無外題 2013Forrer:Surimono-554

ああつがもなく…　はやはるに…1970meisner/surimono17

2006FitzM78

はるのよの… 1979BOWIE/Surimono 080／133

とめらるるなら… 1984EXNER/Surimono**/101

めづらしく… 2000平木／役者夏の富士50

… 1970Schack/Surimono-167

はるがすみ…　みすぢの… 1970meisner/surimono16

かたげゆく… 1997千葉市美／粋人...278/137

... 2013Forrer:Surimono-534

ひょうたんの... 2013Forrer:Surimono-535

無外題 2013Forrer:Surimono-558

無外題 2013Forrer:Surimono-564

無内題 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-135

... 2013Forrer:Surimono-550

あおやぎの… 2000Rijksm/poetry...070/119

無外題 2013Forrer:Surimono-552

… 1997千葉市美／粋人...253/126（浅野）狂歌に「たつ」、龍の模様

無外題 2013Forrer:Surimono-560

ときむねは… 1979BOWIE/Surimono 005／017

はるのうみ… 1985KEYES/CBL-240/273

… 1997千葉市美／粋人...265/130

無内題 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-150

… 1979BOWIE/Surimono 076／127



ひがしから 1985KEYES/CBL-238/270

2006FitzM88

2006FitzM89

はなのひも...  ふたみがた... 2016SCHAAP: Kunisada133

2006FitzM95

いつみても... 1998藤澤衛彦コレ図録-摺物082

かたけゆく... 2016SCHAAP: Kunisada132

2014太田記念美術館／国貞019

1979BOWIE/Surimono 082／136

まつむし　すずむし 1979BOWIE/Surimono 078／130

... 2013Forrer:Surimono-570



18 説明 22 法量 29 備考

85　五渡亭國貞画　1830c　角　愛敬も…

73　五渡亭國貞画　1820.05　角　いつ方の…　口なしの…

94　五渡亭國貞画　1823-25c　角　花鳥風月　ほの匂ふ…

208ｘ186

203ｘ179

209ｘ182

96　國貞画　1825c　角　元日や…

74　五渡亭國貞画　 1823-24c　角　けさ春の...

91　五渡亭國貞画　1825c　角　東風ふきて…

71　五渡亭國貞画　1818-20　角　さく梅の…　うゐらう

209ｘ186

（雁註）柳齋工房。 210ｘ183

93　應需國貞画　1823-25c　角　園丿胡蝶

21.8*19.0

189ｘ172

217ｘ186

201ｘ183

20.8*18.7

204ｘ184

97　應需國貞画　1825c　角　鶏合　五番　右　乱れとり

98　五渡亭國貞画　1825c　角　鶏合　六番　左　源平

（雁註）内題、難読。また落款、擦れて見えず。日光の狂歌師二人、芍薬亭。

21.0*17.8

204*179

84　香蝶樓國貞画　1830c　角2　花あやめ…　

92　應需國貞画　1825c　角　梅…　

201ｘ179

86　五渡亭國貞画　1830-32c　角　わたる岩井の水…

19.8*18.7、20.1*17.7

70　五渡亭國貞画　1818-20　角　…續　うるさけに…　咲にほふ…

21.6*18.6



20.5*17.5

21*18

72　國貞画　1820　角3　（頼政）（鵺姫？）（猪早太）

（雁註）左上に三升紋内の役者の大首。219ｘ186

208ｘ176

209ｘ184

210ｘ184

211*189

20.8*18.1

21.1*19.0

21.1*18.7

20.8*18.3

210ｘ174

198ｘ176

20.3*18.5

20.3*17.4

川越・和錦亭■衣…　仝和舩亭…　鈍々亭…

77　五渡亭國貞画　1826-27　角2　（重忠と　景清）

83　香蝶樓國貞画　1827-30c　角2　（男女、俵かぶる、傘）

208ｘ185

205ｘ179

20.6*17.9

209*187

207ｘ183

20.9*18.3

207*183

208*186

211ｘ186

204ｘ175

（浅野）天保2年9月、河原崎座／菅原傳授手習鑑に取材42.3*18.6



87　香蝶樓國貞画　1832.09　角上下　（菅相丞　梅王丸）

馬琴作。 ベロ

211ｘ185

81　應需五渡亭國貞画　1827　角　（五郎と朝日奈）

22.0*19.1

21.8*19.1

200ｘ184

217*188

20.9*18.2

75　五渡亭國貞画　1823-25c　角　（尉と姥）

20.8*18.6

206ｘ183

187*172

211ｘ185

21.0*18.6/21.1*18.7

211ｘ185

210ｘ184

202ｘ175

216ｘ188

196ｘ166

20.5*17.8

206ｘ182

204ｘ178

20.7*18.2

205*185

21.0*18.5

209*183



21.2*18.7

　雪景の中で、女性が刀を振り回している。黒い着物の男二人が、前後から女性を捕らえている。画面の上部に賛が見えるが、よく読めない。忠臣藏の一場面のようにも見えるが、どうも様子が変である。捕り方のような十手を持っているから、忠臣藏ではあるまい。21.5×18.5

99　五渡亭國貞画　1825c　角　（三英雄桃園）

20.7*18.5

はつひかげ　あおぐ　ねがいは　すえひろの　日本堤も　はるのあけぼの（難読）210*190

203ｘ185

206ｘ186

212ｘ188

196ｘ178

78　五渡亭國貞画　1827.01　角2　（不破と名古屋）

209*184

21*18.5

42.2*19.2

（雁註）「柳齋」工房 214ｘ189

（雁註）柳齋、工房。 214ｘ188

211ｘ186

（雁註）摺工小善 217ｘ186

210ｘ190

202*168

202ｘ168

（浅野）狂歌に「たつ」、龍の模様 21.0*18.1

200ｘ179

210*180

21.5*19.3

21.5*17.4

420*184



88　香蝶樓國貞画　1832.11　角上下　（墨染め桜　関兵衛）

89　應需國貞画　1832c　角上下　（文覚　不動明王）

95　五渡亭國貞画　1825c　摺物横　…のうちになく…（三味線、琴）

20.8ｘ27.8

205*198

208*170

212ｘ180


