
21 連番 02_落款 03 らっかん

1 一佳 いっか

2 一丘筆［古印］ いっきゅう

3 一丘画	 いっきゅう

4 一亭　［谷清好］ いってい

5 一亭　［谷清好］ いってい

6 北亭哥政書画／亦刀をこゝろむうたまさ

7 哥政画（墨僊） うたまさ

8 哥政画賛彫 うたまさ

9 哥政筆 うたまさ

10 哥麿画 うたまろ

11 哥麿筆 うたまろ

12 哥麿画 うたまろ

13 哥麿画 うたまろ

14 哥麿画 うたまろ

15 哥麻呂画 うたまろ

16 哥麿筆 うたまろ

17 哥麿筆 うたまろ

18 哥麿筆 うたまろ

19 哥麿* うたまろ

20 哥麿画 うたまろ

21 歌麿* うたまろ

22 哥麿画 うたまろ

23 哥麿筆 うたまろ

24 哥麿画 うたまろ

25 哥麿 うたまろ

26 哥麿画 うたまろ

27 哥麿画 うたまろ

28 哥麿画 うたまろ

29 哥麿画 うたまろ

30 哥麿* うたまろ

31 哥麿筆 うたまろ

32 喜多川歌麿* うたまろ*

33 歌麿* うたまろ*

34 哥山画 うたやま

35 哥山 うたやま

36 哥山 うたやま

37 浮世歌好画	 うたよし

38 浮世／歌好［印］ うたよし

39 雲峰…筆［印］ うんぽう

40 永湖［印］　團洲［印］ えいこ　だんしゅう



41 菊川英山 えいざん

42 菊川英山画 えいざん

43 英山 えいざん

44 英山［印］ えいざん

45 栄之圖 えいし

46 栄之圖［印］ えいし

47 栄之* えいし*

48 蓬莱英信 えいしん

49 蓬莱英信画 えいしん

50 蓬莱／英信画［印］ えいしん

51 蓬莱英信 えいしん

52 蓬莱英信画 えいしん

53 蓬莱英信画 えいしん

54 蓬莱英信画 えいしん

55 溪齋／英泉画 えいせん

56 溪齋英泉画 えいせん

57 溪齋英泉画 えいせん

58 溪齋英泉画 えいせん

59 溪齋 えいせん

60 溪齋 えいせん

61 溪齋／英泉画［印］ えいせん

62 一筆齋英泉画 えいせん

63 一筆菴英泉画 えいせん

64 溪齋／英泉画 えいせん

65 （溪齋英泉） えいせん

66 在京東武英泉冩［印］ えいせん

67 礫川亭永理画 えいり

68 白峯　邨易祇画 えきぎ

69 豈圓画 がいえん

70 岳亭　 がくてい

71 岳亭 がくてい

72 岳亭　 がくてい

73 岳亭 がくてい

74 岳亭 がくてい

75 岳亭 がくてい

76 岳亭 がくてい

77 岳亭　 がくてい

78 岳亭 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 岳亭　 がくてい

100 岳亭 がくてい

101 岳亭　 がくてい

102 岳亭 がくてい

103 岳亭 がくてい

104 岳亭 がくてい

105 岳亭 がくてい

106 岳亭 がくてい

107 岳亭 がくてい

108 岳亭 がくてい

109 岳亭 がくてい

110 岳亭 がくてい

111 岳亭［定岡］ がくてい

112 岳亭 がくてい

113 岳亭 がくてい

114 岳亭 がくてい

115 岳亭 がくてい

116 岳亭 がくてい

117 岳亭 がくてい

118 岳亭 がくてい

119 岳亭［定岡］ がくてい

120 岳亭 がくてい

121 岳亭［定岡］ がくてい

122 岳亭 がくてい



123 岳亭 がくてい

124 岳亭 がくてい

125 岳亭 がくてい

126 岳亭 がくてい

127 岳亭 がくてい

128 岳亭 がくてい

129 岳亭［定岡］ がくてい

130 岳亭 がくてい

131 岳亭 がくてい

132 岳亭［定岡］ がくてい

133 岳亭 がくてい

134 岳亭 がくてい

135 岳亭 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 がくてい

139 岳亭 がくてい

140 岳亭［定岡］ がくてい

141 岳亭 がくてい

142 岳亭 がくてい

143 岳亭［定岡］ がくてい

144 岳亭 がくてい

145 岳亭 がくてい

146 岳亭 がくてい

147 岳亭［定岡］ がくてい

148 岳亭［定岡］ がくてい

149 岳亭 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 がくてい

157 岳亭［定岡］ がくてい

158 岳亭 がくてい

159 岳亭［定岡］ がくてい

160 岳亭 がくてい

161 岳亭［定岡］ がくてい

162 岳亭　印=定岡 がくてい

163 岳亭　印=定岡 がくてい



164 岳亭 がくてい

165 岳亭［定岡］ がくてい

166 岳亭［定岡］ がくてい

167 岳亭［定岡］ がくてい

168 岳亭 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 岳亭 がくてい

173 東都岳亭筆 がくてい

174 東都岳亭［定岡］ がくてい

175 岳亭 がくてい

176 東都岳亭［定岡］ がくてい

177 東都岳亭［定岡］ がくてい

178 東都岳亭［定岡］ がくてい

179 東都岳亭［定岡］ がくてい

180 東都岳亭［定岡］ がくてい

181 東都岳亭［定岡］ がくてい

182 東都岳亭［定岡］ がくてい

183 東都岳亭［定岡］ がくてい

184 東都岳亭［定岡］ がくてい

185 岳亭筆 がくてい

186 岳亭筆 がくてい

187 岳亭春信 がくてい

188 岳亭春信 がくてい

189 東都岳亭筆 がくてい

190 岳亭定岡筆 がくてい

191 岳亭定岡筆 がくてい

192 岳亭定岡筆 がくてい

193 岳亭 がくてい

194 岳亭　印=［八島］ がくてい

195 岳亭　印=［八島］ がくてい

196 岳亭　印=［八島］ がくてい

197 岳亭　印=［八島］ がくてい

198 岳亭定岡描 がくてい

199 岳亭定岡筆 がくてい

200 岳亭定岡筆 がくてい

201 岳亭定岡筆 がくてい

202 岳亭定岡筆 がくてい

203 岳亭定岡筆 がくてい

204 岳亭定岡筆 がくてい



205 岳亭定岡筆 がくてい

206 岳亭定岡筆 がくてい

207 岳亭 がくてい

208 岳亭筆　 がくてい

209 岳亭　 がくてい

210 岳亭　 がくてい

211 岳亭 がくてい

212 岳亭春信筆 がくてい

213 岳亭春信画 がくてい

214 岳亭 がくてい

215 岳亭 がくてい

216 岳亭 がくてい

217 岳亭 がくてい

218 岳亭 がくてい

219 岳亭 がくてい

220 岳亭筆 がくてい

221 岳亭筆 がくてい

222 岳亭筆 がくてい

223 岳亭定岡 がくてい

224 岳亭定岡 がくてい

225 岳亭定岡 がくてい

226 岳亭定岡 がくてい

227 岳亭定岡 がくてい

228 岳亭定岡 がくてい

229 岳亭定岡 がくてい

230 岳亭定岡 がくてい

231 岳亭定岡 がくてい

232 岳亭定岡 がくてい

233 岳亭定岡 がくてい

234 岳亭定岡 がくてい

235 岳亭定岡筆 がくてい

236 岳亭定岡筆 がくてい

237 岳亭定岡筆 がくてい

238 岳亭定岡筆 がくてい

239 岳亭定岡筆 がくてい

240 岳亭定岡筆 がくてい

241 岳亭 がくてい

242 岳亭筆 がくてい

243 岳亭 がくてい

244 岳亭 がくてい

245 岳亭 がくてい



246 岳亭 がくてい

247 岳亭［八島］ がくてい

248 岳亭［定岡］ がくてい

249 岳亭［定岡］ がくてい

250 岳亭［定岡］ がくてい

251 岳亭［定岡］ がくてい

252 岳亭［定岡］ がくてい

253 岳亭［定岡］ がくてい

254 岳亭［定岡］ がくてい

255 岳亭［定岡］ がくてい

256 岳亭［定岡］ がくてい

257 岳亭［定岡］ がくてい

258 岳亭 がくてい

259 岳亭［定岡］ がくてい

260 岳亭　印=［定岡］ がくてい

261 岳亭［定岡］ がくてい

262 岳亭［定岡］ がくてい

263 岳亭　印=［定岡］ がくてい

264 岳亭［定岡］ がくてい

265 岳亭［定岡］ がくてい

266 岳亭 がくてい

267 岳亭［定岡］ がくてい

268 岳亭［定岡］ がくてい

269 岳亭［定岡］ がくてい

270 岳亭　印=［定岡］ がくてい

271 岳亭　 がくてい

272 岳亭 がくてい

273 岳亭 がくてい

274 岳亭［定岡］ がくてい

275 岳亭　印=［定岡］ がくてい

276 岳亭［定岡］ がくてい

277 岳亭［定岡］ がくてい

278 岳亭　印=［定岡］ がくてい

279 岳亭［定岡］ がくてい

280 岳亭［定岡］ がくてい

281 岳亭　印=［定岡］ がくてい

282 岳亭［定岡］ がくてい

283 岳亭　印=［定岡］ がくてい

284 岳亭［定岡］ がくてい

285 岳亭［定岡］ がくてい

286 岳亭　印=［定岡］ がくてい



287 岳亭　印=［定岡］ がくてい

288 岳亭［定岡］ がくてい

289 岳亭［定岡］ がくてい

290 岳亭　印=［定岡］ がくてい

291 岳亭［定岡］ がくてい

292 岳亭　印=［定岡］ がくてい

293 岳亭［定岡］ がくてい

294 岳亭［定岡］ がくてい

295 岳亭 がくてい

296 岳亭［定岡］ がくてい

297 岳亭　印=定岡 がくてい

298 岳亭　 がくてい

299 岳亭［定岡］ がくてい

300 岳亭　印=［定岡］ がくてい

301 岳亭［定岡］ がくてい

302 岳亭　印=［定岡］ がくてい

303 岳亭［定岡］ がくてい

304 岳亭定岡 がくてい

305 岳亭 がくてい

306 岳亭 がくてい

307 岳亭 がくてい

308 岳亭 がくてい

309 岳亭　 がくてい

310 岳亭 がくてい

311 岳亭　 がくてい

312 岳亭 がくてい

313 岳亭 がくてい

314 岳亭 がくてい

315 岳亭 がくてい

316 岳亭 がくてい

317 岳亭 がくてい

318 岳亭 がくてい

319 岳亭 がくてい

320 岳亭 がくてい

321 岳亭 がくてい

322 岳亭 がくてい

323 岳亭 がくてい

324 岳亭 がくてい

325 岳亭 がくてい

326 岳亭 がくてい

327 岳亭 がくてい



328 岳亭 がくてい

329 岳亭 がくてい

330 岳亭［八島］ がくてい

331 岳亭 がくてい

332 岳亭［八+島］ がくてい

333 岳亭 がくてい

334 岳亭 がくてい

335 岳亭 がくてい

336 岳亭 がくてい

337 岳亭 がくてい

338 岳亭 がくてい

339 岳亭定岡画 がくてい

340 岳亭［八島］ がくてい

341 岳亭　印=［八島］ がくてい

342 岳亭［八島］ がくてい

343 岳亭 がくてい

344 岳亭 がくてい

345 岳亭［八島］ がくてい

346 岳亭　印=［八島］ がくてい

347 岳亭［八島］ がくてい

348 岳亭筆 がくてい

349 岳亭［八島］ がくてい

350 岳亭 がくてい

351 應需岳亭描　 がくてい

352 應需／岳亭描 がくてい

353 岳亭 がくてい

354 岳亭製　 がくてい

355 岳亭製 がくてい

356 岳亭 がくてい

357 岳亭　筆 がくてい

358 岳亭［定岡］ がくてい

359 岳亭 がくてい

360 東都岳亭春信筆 がくてい

361 東都／岳亭筆 がくてい

362 岳亭［八島］ がくてい

363 八島岳亭 がくてい

364 岳亭 がくてい

365 岳亭 がくてい

366 岳亭筆 がくてい

367 岳亭春信画 がくてい

368 岳亭［八島］ がくてい



369 岳亭 がくてい

370 岳亭［定岡］ がくてい

371 岳亭 がくてい

372 岳亭　 がくてい

373 岳亭 がくてい

374 岳亭 がくてい

375 岳鼎 がくてい

376 岳鼎（岳亭） がくてい

377 （岳亭） がくてい

378 八島岳亭 がくてい

379 八島岳亭 がくてい

380 八島岳亭* がくてい

381 岳亭　* がくてい

382 岳亭* がくてい

383 岳亭 がくてい

384 岳亭　 がくてい

385 （岳亭） がくてい

386 岳亭* がくてい

387 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

388 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

389 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

390 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

391 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

392 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

393 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

394 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

395 岳亭定岡 がくてい（さだおか）

396 華溪	 かけい

397 鵞湖	 がこ

398 崋山［印］［印］ かざん

399 崋山 かざん

400 華山 かざん

401 崋山畫 かざん

402 哥山［印］［印］ かざん

403 華山 かざん

404 歌樵 かしょう

405 歌樵 かしょう

406 かな小画	 かなこ

407 金盛述 かねもり

408 華布光□画［象］ かふ...

409 司馬の屋嘉門准法眼 かもん



410 皆春館華陽 かよう

411 花藍画（重政） からん（しげまさ）

412 北尾華藍画（重政） からん（しげまさ）

413 華藍（重政） からん（しげまさ）

414 其弌 きいつ

415 ［其弌］ きいつ

416 其一画	 きいつ

417 几山	 きざん

418 行年六十七歳／狩野休圓［印］2きゅうえん2

419 拱一画 きょういち

420 拱一画 きょういち

421 拱一画 きょういち

422 山東京傳冩 きょうでん

423 行半	 ぎょうはん

424 清忠筆［印］　清方［印］ きよただ　きよかた

425 鳥居氏清倍圖 きよます

426 五代目／清満画 きよみつ

427 五代目／清満筆［印］ きよみつ

428 五代目／鳥居清満筆［清満］きよみつ

429 鳥居清満筆 きよみつ

430 五代目／鳥居清満筆［印］ きよみつ

431 五代目／鳥居清満筆 きよみつ

432 手作者／金賀述 きんが

433 錦鳳堂画并賛 きんぽうどう

434 歌川／國勝画 くにかつ

435 香蝶樓國貞画 くにさだ

436 □□□國貞画 くにさだ

437 五渡亭國貞画 くにさだ

438 五渡亭國貞画 くにさだ

439 五渡亭國貞画 くにさだ

440 五渡亭國貞画 くにさだ

441 五渡亭國貞画 くにさだ

442 五渡亭國貞画 くにさだ

443 五渡亭國貞画 くにさだ

444 五渡亭國貞画 くにさだ

445 五渡亭國貞画 くにさだ

446 五渡亭國貞画 くにさだ

447 五渡亭國貞画 くにさだ

448 香蝶樓國貞画 くにさだ

449 香蝶樓國貞画 くにさだ

450 香蝶樓國貞画 くにさだ



451 五渡亭國貞画 くにさだ

452 五渡亭國貞画 くにさだ

453 五渡亭國貞画 くにさだ

454 五渡亭國貞画 くにさだ

455 五渡亭國貞画 くにさだ

456 五渡亭國貞画 くにさだ

457 五渡亭國貞画　［柳齋］ くにさだ

458 五渡亭國貞画 くにさだ

459 五渡亭國貞画 くにさだ

460 香蝶樓國貞画 くにさだ

461 五渡亭國貞画 くにさだ

462 應需國貞画 くにさだ

463 應需／國貞画［印］ くにさだ

464 五渡亭國貞画［三升菱］ くにさだ

465 五渡亭國貞画［三升］ くにさだ

466 應需國貞画　 くにさだ

467 應需／國貞画 くにさだ

468 應需國貞画　 くにさだ

469 五渡亭國貞画 くにさだ

470 應需／國貞画 くにさだ

471 香蝶樓國貞画 くにさだ

472 一雄齋國貞画 くにさだ

473 五渡亭國貞画 くにさだ

474 國貞画 くにさだ

475 五渡亭／國貞画 くにさだ

476 香蝶樓國貞画 くにさだ

477 五渡亭國貞画 くにさだ

478 五渡亭國貞画 くにさだ

479 五渡亭國貞画 くにさだ

480 國貞画 くにさだ

481 香蝶樓國貞画 くにさだ

482 國貞画 くにさだ

483 五渡亭國貞画 くにさだ

484 香蝶樓國貞画 くにさだ

485 五渡亭國貞画 くにさだ

486 五渡亭國貞画 くにさだ

487 五渡亭國貞画 くにさだ

488 五渡亭國貞画 くにさだ

489 應需國貞画 くにさだ

490 香蝶樓國貞画 くにさだ

491 桃樹園國貞画 くにさだ



492 五渡亭國貞画［三升］ くにさだ

493 五渡亭國貞画 くにさだ

494 國貞 くにさだ

495 國貞 くにさだ

496 五渡亭／國貞画 くにさだ

497 五渡亭／國貞画 くにさだ

498 香蝶樓／國貞画 くにさだ

499 國貞画 くにさだ

500 國貞画 くにさだ

501 五渡亭／國貞画 くにさだ

502 五渡亭／國貞画 くにさだ

503 五渡亭國貞画 くにさだ

504 五渡亭國貞画 くにさだ

505 五渡亭國貞画 くにさだ

506 五渡亭／國貞画 くにさだ

507 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

508 國貞 くにさだ

509 國貞 くにさだ

510 國貞 くにさだ

511 應需國貞画 くにさだ

512 應需國貞画 くにさだ

513 五渡亭國貞画 くにさだ

514 香蝶樓國貞画 くにさだ

515 五渡亭國貞画 くにさだ

516 ［國貞］ くにさだ

517 五渡亭／國貞画［印］［柳齋］くにさだ

518 五渡亭／國貞画 くにさだ

519 香蝶樓國貞画 くにさだ

520 應需／國貞画 くにさだ

521 國貞画 くにさだ

522 香蝶樓／國貞画 くにさだ

523 香蝶樓國貞画 くにさだ

524 香蝶樓／國貞画 くにさだ

525 五渡亭國貞画 くにさだ

526 香蝶樓／國貞画 くにさだ

527 五渡亭國貞画 くにさだ

528 五渡亭國貞画 くにさだ

529 五渡亭／國貞画 くにさだ

530 五渡亭國貞画 くにさだ

531 五渡亭國貞画 くにさだ

532 應需國貞画 くにさだ



533 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

534 國貞画 くにさだ

535 國貞画 くにさだ

536 五渡亭國貞画 くにさだ

537 應需國貞画 くにさだ

538 香蝶樓／國貞画 くにさだ

539 香蝶樓國貞画 くにさだ

540 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

541 桃樹園國貞画 くにさだ

542 五渡亭／國貞画 くにさだ

543 香蝶樓／國貞画 くにさだ

544 國貞画 くにさだ

545 一雄齋國貞画 くにさだ

546 香蝶樓國貞画 くにさだ

547 香蝶樓國貞画 くにさだ

548 桃樹園國貞画 くにさだ

549 國さたゑかく くにさだ

550 五渡亭國貞画 くにさだ

551 五渡亭國貞画 くにさだ

552 五渡亭／國貞画［印］ くにさだ

553 五渡亭國貞画 くにさだ

554 五渡亭／國貞画 くにさだ

555 五渡亭國貞画 くにさだ

556 應需／國貞画 くにさだ

557 五渡亭國貞画 くにさだ

558 五渡亭國貞画 　［柳齋］ くにさだ

559 香蝶樓國貞画 くにさだ

560 國貞画 くにさだ

561 國貞画＊ くにさだ

562 應需國貞画 くにさだ

563 應需國貞画 くにさだ

564 國貞画 くにさだ

565 香蝶樓國貞画 くにさだ

566 五渡亭／國貞画 くにさだ

567 五渡亭國貞画 くにさだ

568 國貞画 くにさだ

569 國貞画 くにさだ

570 五渡亭／國貞画 くにさだ

571 五渡亭國貞画 くにさだ

572 五渡亭國貞画 くにさだ

573 國貞画 くにさだ



574 五渡亭國貞画 くにさだ

575 五渡亭國貞画 くにさだ

576 香蝶樓國貞画 くにさだ

577 國貞画 くにさだ

578 國貞画 くにさだ

579 國貞画 くにさだ

580 國貞画 くにさだ

581 桃樹園／國貞画［印］ くにさだ

582 桃樹園／國貞画［印］ くにさだ

583 五渡亭國貞画 くにさだ

584 五渡亭國貞画 くにさだ

585 應需／國周筆 くにちか

586 ［國直］ くになお

587 ［國直］ くになお

588 ［國直］ くになお

589 後素園／國直筆 くになお

590 歌川國直縮圖 くになお

591 歌川國長書 くになが

592 哥川國信画 くにのぶ

593 豊國門人國廣画 くにひろ

594 國廣写 くにひろ

595 國政画2 くにまさ2

596 國政画2 くにまさ2

597 試筆□□國丸 くにまる

598 彩霞樓／國丸画 くにまる

599 翻蝶國丸 くにまる

600 翻蝶國丸 くにまる

601 □□樓國麿画	 くにまろ

602 國満画［花押］ くにみつ

603 國光画 くにみつ

604 國光画 くにみつ

605 國光画 くにみつ

606 國光画 くにみつ

607 浮世庵／國安画 くにやす

608 一鳳齋國安画 くにやす

609 一鳳齋國安画 くにやす

610 國安筆 くにやす

611 一鳳齋國安画 くにやす

612 國安画 くにやす

613 國安画　　　　 くにやす

614 國安画 くにやす



615 國安画 くにやす

616 國安筆［印］ くにやす

617 國安画 くにやす

618 一鳳齋／國安画 くにやす

619 一勇齋／國芳画 くによし

620 一勇齋國芳画 くによし

621 一勇齋國芳画 くによし

622 一勇齋國芳画 くによし

623 一勇齋國芳画 くによし

624 一勇齋國芳画 くによし

625 一勇齋／國芳画 くによし

626 一勇齋／國芳画 くによし

627 一勇齋國芳画 くによし

628 一勇齋國芳画 くによし

629 一勇齋國芳画 くによし

630 一勇齋國芳画 くによし

631 一勇齋國芳画 くによし

632 一勇齋／國芳画 くによし

633 一勇齋／國芳画 くによし

634 一勇齋／國芳画 くによし

635 一勇齋／國芳画 くによし

636 一勇齋／國芳画 くによし

637 一勇齋國芳画 くによし

638 一勇齋／國芳画 くによし

639 一勇齋／國芳画 くによし

640 一勇齋國芳画 くによし

641 一勇齋／國芳画 くによし

642 一勇齋國芳画 くによし

643 一勇齋國芳画 くによし

644 勇齋國芳画 くによし

645 一勇齋國芳画 くによし

646 一勇齋國芳画 くによし

647 一勇齋國芳画 くによし

648 一勇齋國芳画 くによし

649 一勇齋／國芳画 くによし

650 一勇齋國芳画 くによし

651 一勇齋國芳画 くによし

652 一勇齋國芳画 くによし

653 一勇齋國芳画 くによし

654 一勇齋／國芳画 くによし

655 朝櫻樓國芳画 くによし



656 朝桜樓國芳画 くによし

657 一勇齋／國芳 くによし

658 一勇齋國芳画 くによし

659 一勇齋國芳画 くによし

660 一勇齋國芳画 くによし

661 一勇齋／國芳画［印］ くによし

662 一勇齋／國芳画 くによし

663 一勇齋／國芳［桐］ くによし

664 一勇齋國芳画 くによし　

665 一勇齋國芳画 くによし　

666 一勇齋國芳画 くによし　

667 一勇齋國芳画 くによし　

668 一勇齋國芳画 くによし　

669 圭岳［印］ けいがく

670 東都／溪月 けいげつ

671 溪齋 けいさい

672 溪齋 けいさい

673 溪齋画 けいさい

674 溪齋画 けいさい

675 溪齋 けいさい

676 溪齋 けいさい

677 溪齋［英泉］ けいさい

678 溪齋［英泉］ けいさい

679 溪栖 けいさい

680 溪齋（英泉） けいさい

681 溪齋 けいさい

682 溪齋［印］［印］ けいさい

683 溪齋画 けいさい

684 溪齋 けいさい

685 溪齋 けいさい

686 溪齋画 けいさい

687 溪齋 けいさい

688 溪齋 けいさい

689 溪齋 けいさい

690 溪齋 けいさい

691 溪齋 けいさい

692 溪齋［英泉］ けいさい

693 溪齋 けいさい

694 溪齋（英泉） けいさい

695 溪齋 けいさい

696 溪齋 けいさい



697 蕙齋（政美）［合作］ けいさい

698 ケイ齋圖 けいさい

699 ケイ齋画 けいさい

700 ケイ齋 けいさい

701 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

702 溪齋 けいさい（えいせん）

703 溪齋 けいさい（えいせん）

704 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

705 溪齋 けいさい（えいせん）

706 溪齋 けいさい（えいせん）

707 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

708 溪齋画（英泉） けいさい（えいせん）

709 溪齋画（英泉） けいさい（えいせん）

710 溪齋画（英泉） けいさい（えいせん）

711 溪齋画（英泉） けいさい（えいせん）

712 溪齋［印］（英泉） けいさい（えいせん）

713 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

714 溪齋 けいさい（えいせん）

715 溪齋 けいさい（えいせん）

716 溪齋画［印］ けいさい（えいせん）

717 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

718 溪齋 けいさい（えいせん）

719 溪齋 けいさい（えいせん）

720 溪齋 けいさい（えいせん）

721 溪齋［印］ けいさい（えいせん）

722 溪齋［印］ けいさい（えいせん）

723 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

724 溪齋 けいさい（えいせん）

725 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

726 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

727 溪齋 けいさい（えいせん）

728 溪齋筆［印］［印］ けいさい（えいせん）

729 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

730 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

731 溪齋 けいさい（えいせん）

732 溪齋 けいさい（えいせん）

733 溪齋［印］（英泉） けいさい（えいせん）

734 溪齋筆［印］［印］（英泉） けいさい（えいせん）

735 溪齋（英泉） けいさい（えいせん）

736 溪齋［英泉］ けいさい（えいせん）

737 溪齋／英泉画 けいさい（えいせん）



738 ■齋*　草冠+惠 けいさい*

739 秀山敬順画 けいじゅん

740 溪栖 けいせい

741 溪栖画 けいせい

742 溪栖画 けいせい

743 葵岡／溪栖 けいせい

744 葵岡溪栖 けいせい

745 溪栖 けいせい

746 月峰［印］ げっぽう

747 邊玄對［印］ げんたい

748 存齋光一筆 こういつ

749 法橋光一画 こういつ

750 法橋光一筆	 こういつ

751 孔寅 こういん

752 耕塢［印］ こうう

753 光峨 こうが

754 北尾紅翠齋画［花押］（重政）こうすいさい（しげまさ）

755 北尾紅翠齋行年七十歳畫（重政）こうすいさい（しげまさ）

756 北尾紅翠齋画（重政） こうすいさい（しげまさ）

757 北尾紅翠齋画 こうすいさい（しげまさ）

758 北尾紅翠齋画（重政） こうすいさい（しげまさ）

759 清人寫眞　紅翠齋模 こうすいさい（しげまさ）

760 北尾紅翠齋画（花押）（重政）こうすいさい（しげまさ）

761 北尾紅翠齋画［印］（重政） こうすいさい（しげまさ）

762 北尾紅翠齋画（重政） こうすいさい（しげまさ）

763 北尾紅翠齋画（重政） こうすいさい（しげまさ）

764 香雪 こうせつ

765 香雪 こうせつ

766 香雪 こうせつ

767 香雪 こうせつ

768 香雪 こうせつ

769 香雪 こうせつ

770 香雪 こうせつ

771 香雪 こうせつ

772 香雪 こうせつ

773 香雪 こうせつ

774 香雪 こうせつ

775 香雪 こうせつ

776 香雪 こうせつ

777 香雪 こうせつ

778 香雪 こうせつ



779 香雪 こうせつ

780 香雪堂［印］ こうせつ

781 土佐守光孚	 こうふ

782 等州齋花川好平筆 こうへい

783 國道山人 こくどうさんじん

784 五湖亭 ごこてい

785 五湖亭 ごこてい

786 五湖亭 ごこてい

787 五湖亭 ごこてい

788 春川五七筆 ごしち

789 春川五七寫 ごしち

790 春川五七筆 ごしち

791 春川五七筆 ごしち

792 春川五七筆 ごしち

793 春川五七筆［印］ ごしち

794 抱亭五清筆 ごせい

795 抱亭五清筆 ごせい

796 五清筆 ごせい

797 五清 ごせい

798 五清筆 ごせい

799 五清筆 ごせい

800 五清筆 ごせい

801 五清筆 ごせい

802 五清 ごせい

803 五清筆 ごせい

804 五清筆［五清］ ごせい

805 五清画 ごせい

806 （五清） （ごせい）

807 ［小松］ こまつ

808 湖龍圖 こりゅう

809 法橋湖□画	 こりゅう

810 湖龍画 こりゅう

811 法橋湖龍齋画［花押］ こりゅう

812 養意惟博画［印］3 これひろ？

813 国勝門人／小童 こわらわ

814 棔齋筆 こんさい

815 守　再賀画之 さいが

816 守　再賀画之 さいが

817 祭魚寫［祭魚］ さいぎょ

818 定岡（岳亭） さだおか（がくてい）

819 五湖亭貞景 さだかげ



820 五湖亭貞景 さだかげ

821 五湖亭／貞景画 さだかげ

822 五湖亭／貞景画（花押） さだかげ

823 五湖亭／貞景画 さだかげ

824 貞景 さだかげ

825 貞景 さだかげ

826 五湖亭（貞景） さだかげ

827 五湖亭（貞景） さだかげ

828 五湖亭（貞景） さだかげ

829 五湖亭（貞景） さだかげ

830 五湖亭（貞景） さだかげ

831 五湖亭貞景画 さだかげ

832 五湖亭／貞景画 さだかげ

833 貞景［印］ さだかげ

834 應需／貞景画 さだかげ

835 應需／貞景画 さだかげ

836 五湖亭／貞景画（花押） さだかげ

837 五湖亭／貞景画（花押） さだかげ

838 應需貞景画 さだかげ

839 五亀亭貞房画 さだふさ

840 窪幸女画 さちじょ

841 柳花園山形自画［印］（舟艃画）さんぎょう（しゅうり）

842 古高山知画 さんち

843 式麿画 しきまろ

844 浮世重勝［重勝］ しげかつ

845 西村重長筆 しげなが

846 西村重長筆 しげなが

847 柳川重信［柳川］ しげのぶ

848 柳川重信画 しげのぶ

849 柳川重信［柳］ しげのぶ

850 柳川重信［柳川］	 しげのぶ

851 柳川重信 しげのぶ

852 柳川重信 しげのぶ

853 柳川重信 しげのぶ

854 二世／柳川重信画［印］ しげのぶ

855 柳川重信［柳川］ しげのぶ

856 齢齋柳川重信筆［印］ しげのぶ

857 柳川重信 しげのぶ

858 柳川重信 しげのぶ

859 柳川重信［柳川］	 しげのぶ

860 東都柳川重信［柳川］	 しげのぶ



861 東都柳川重信［柳川］	 しげのぶ

862 東都柳川重信［柳川］	 しげのぶ

863 ［柳川］（重信）	 しげのぶ

864 江戸／柳川重信［柳川］ しげのぶ

865 柳川重信筆 しげのぶ

866 柳川重信［印］ しげのぶ	

867 柳川重信自画讃（花押） しげのぶ（柳川）

868 柳川重信* しげのぶ*

869 柳川重信* しげのぶ*

870 柳川重信2［印］ しげのぶ2

871 二世柳川重信2 しげのぶ2

872 二世柳川重信2 しげのぶ2

873 二世柳川重信2 しげのぶ2

874 二世柳川重信	 しげのぶ2

875 二世柳川重信2 しげのぶ2

876 二世柳川重信2 しげのぶ2

877 柳川重信2	 しげのぶ2

878 柳川重信2	 しげのぶ2

879 柳川重信2	 しげのぶ2

880 柳川重信2	 しげのぶ2

881 柳川重信2	 しげのぶ2

882 二世柳川重信	 しげのぶ2

883 二世／柳川重信画 しげのぶ2

884 二世柳川重信画 しげのぶ2

885 二世／柳川重信画［印］ しげのぶ2

886 二世柳川重信画2 しげのぶ2

887 二世柳川重信画2 しげのぶ2

888 二世柳川重信画2 しげのぶ2

889 二世柳川重信画2 しげのぶ2

890 二世柳川重信画2 しげのぶ2

891 柳川重信2	 しげのぶ2

892 柳川重信2	 しげのぶ2

893 寺井重房画 しげふさ

894 重政筆 しげまさ

895 百川子興画 しこう

896 子興画 しこう

897 宋紫山 しざん

898 白芝山［印］ しざん

899 自冩［花押］（慈悲成） じひなり

900 行年六十四歳／桜川慈悲成／自画賛［花押］じひなり

901 慈悲成画 じひなり



902 若冲* じゃくちゅう*

903 穐齋［印］ しゅうさい

904 MATSUO／秀山［印］ しゅうざん

905 舟調圖	 しゅうちょう

906 秋亭* しゅうてい

907 秋亭* しゅうてい

908 秀樂画 しゅうらく

909 秀樂画 しゅうらく

910 蜂房秋艃画	 しゅうり

911 舟艃画　舟+里 しゅうり

912 舟艃画　舟+里 しゅうり

913 舟艃画　舟+里 しゅうり

914 熟睡亭主人自画讚 じゅくすいてい

915 守信亭自画自製 しゅしんてい

916 寿川齋筆 じゅせんさい

917 壽亭画［花押］ じゅてい

918 春英画 しゅんえい

919 春英画 しゅんえい

920 春英画 しゅんえい

921 春英画 しゅんえい

922 春暉画［印］ しゅんき

923 春曉齋 しゅんぎょうさい

924 春曉齋［印］ しゅんぎょうさい

925 春曉齋 しゅんぎょうさい

926 森春溪［印］［印］ しゅんけい

927 森春溪 しゅんけい

928 森春溪 しゅんけい

929 東都　勝春好画 しゅんこう

930 勝春山画 しゅんざん

931 春芝画 しゅんし

932 故春章筆… しゅんしょう

933 林（壺）（春章） しゅんしょう

934 春章画 しゅんしょう

935 江戸…勝酉爾春章 しゅんしょう

936 勝春章画［花押］ しゅんしょう

937 勝春章画［花押］ しゅんしょう

938 春章* しゅんしょう*

939 武陽李林勝川祐助藤春章* しゅんしょう*

940 春亭画 しゅんてい

941 勝汲壷春亭画 しゅんてい

942 勝汲壺春亭画 しゅんてい



943 春亭画［花押］ しゅんてい

944 春亭画［花押］ しゅんてい

945 春亭画 しゅんてい

946 應需／勝汲壺春亭画［花押］しゅんてい

947 春亭画 しゅんてい

948 勝汲壺春亭画 しゅんてい

949 春亭画［花押］ しゅんてい

950 勝汲壺春亭画	 しゅんてい

951 勝汲壺春亭画 しゅんてい

952 勝汲壺春亭画［花押］ しゅんてい

953 勝汲壺春亭画［花押］ しゅんてい

954 春亭画［花押］ しゅんてい

955 春亭画［花押］ しゅんてい

956 勝吸壺春亭画 しゅんてい

957 好ニ付／春亭画 しゅんてい

958 應需／春亭画 しゅんてい

959 好ニ付春亭画 しゅんてい

960 好…春亭画 しゅんてい

961 汲壷春亭画 しゅんてい

962 勝汲壺／春亭画 しゅんてい

963 春亭画 しゅんてい

964 勝汲壺春亭画 しゅんてい

965 汲壷春亭画　［柳齋］ しゅんてい［りゅうさい］

966 俊満 しゅんまｎ

967 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

968 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

969 俊満製 しゅんまん

970 俊満製 しゅんまん

971 俊満製 しゅんまん

972 俊満 しゅんまん

973 俊満製 しゅんまん

974 俊満 しゅんまん

975 俊満 しゅんまん

976 俊満 しゅんまん

977 俊満 しゅんまん

978 俊満製	 しゅんまん

979 尚俊満制 しゅんまん

980 尚左堂製（俊満） しゅんまん

981 尚製（俊満） しゅんまん

982 尚製（俊満） しゅんまん

983 俊満製 しゅんまん



984 俊満製 しゅんまん

985 俊満製	 しゅんまん

986 俊満 しゅんまん

987 俊満製 しゅんまん

988 俊満+◯	 しゅんまん

989 俊満+○ しゅんまん

990 俊満 しゅんまん

991 俊満 しゅんまん

992 尚製（俊満） しゅんまん

993 尚製（俊満） しゅんまん

994 尚製（俊満） しゅんまん

995 尚左堂冩［俊満］ しゅんまん

996 尚左堂冩（俊満） しゅんまん

997 ［俊満］ しゅんまん

998 俊満 しゅんまん

999 ［俊満］ しゅんまん

1000 ［俊満］ しゅんまん

1001 ［俊満］ しゅんまん

1002 ［俊満］ しゅんまん

1003 ［俊満］ しゅんまん

1004 俊満 しゅんまん

1005 俊満 しゅんまん

1006 俊満+○	 しゅんまん

1007 俊満 しゅんまん

1008 俊満 しゅんまん

1009 俊満 しゅんまん

1010 ［俊満］ しゅんまん

1011 ［俊満］ しゅんまん

1012 俊満 しゅんまん

1013 俊満 しゅんまん

1014 俊満 しゅんまん

1015 俊満 しゅんまん

1016 俊満 しゅんまん

1017 俊満 しゅんまん

1018 俊満製	 しゅんまん

1019 俊満+◯	 しゅんまん

1020 ［俊］［満］ しゅんまん

1021 俊満 しゅんまん

1022 俊満 しゅんまん

1023 俊満 しゅんまん

1024 俊満 しゅんまん



1025 俊満 しゅんまん

1026 ［俊満］ しゅんまん

1027 俊満 しゅんまん

1028 俊満 しゅんまん

1029 ［俊満］ しゅんまん

1030 尚製（俊満） しゅんまん

1031 俊満 しゅんまん

1032 俊満 しゅんまん

1033 ［俊満］	 しゅんまん

1034 俊満画 しゅんまん

1035 俊満 しゅんまん

1036 俊満+◯	 しゅんまん

1037 俊満+◯	 しゅんまん

1038 俊満製 しゅんまん

1039 俊満制 しゅんまん

1040 ［俊満］	 しゅんまん

1041 俊満 しゅんまん

1042 俊満 しゅんまん

1043 俊満 しゅんまん

1044 俊満 しゅんまん

1045 俊満 しゅんまん

1046 俊満+○	 しゅんまん

1047 尚左堂俊満？ しゅんまん

1048 尚左堂［尚］（俊満） しゅんまん

1049 尚左堂［尚］（俊満） しゅんまん

1050 俊満 しゅんまん

1051 尚左堂写製（俊満） しゅんまん

1052 ［俊満］ しゅんまん

1053 俊満 しゅんまん

1054 ［俊満］ しゅんまん

1055 俊満 しゅんまん

1056 ［俊満］ しゅんまん

1057 ［俊満］ しゅんまん

1058 ［俊満］ しゅんまん

1059 俊満 しゅんまん

1060 俊満 しゅんまん

1061 俊満 しゅんまん

1062 俊満+○ しゅんまん

1063 俊満+○	 しゅんまん

1064 ［俊満］ しゅんまん

1065 俊満 しゅんまん



1066 ［俊満］ しゅんまん

1067 尚左堂俊満 しゅんまん

1068 ［俊満］ しゅんまん

1069 尚左堂俊満画 しゅんまん

1070 俊満 しゅんまん

1071 ［俊満］ しゅんまん

1072 尚左堂俊満 しゅんまん

1073 ［俊満］ しゅんまん

1074 俊満 しゅんまん

1075 ［俊満］	 しゅんまん

1076 ［俊満］ しゅんまん

1077 俊満 しゅんまん

1078 ［俊満］ しゅんまん

1079 ［俊満］ しゅんまん

1080 ［俊満］ しゅんまん

1081 俊満 しゅんまん

1082 ［俊満］ しゅんまん

1083 ［俊満］ しゅんまん

1084 俊満 しゅんまん

1085 ［俊満］	 しゅんまん

1086 ［俊満］ しゅんまん

1087 俊満 しゅんまん

1088 ［俊満］ しゅんまん

1089 ［俊満］ しゅんまん

1090 俊満+◯	 しゅんまん

1091 尚左堂写（俊満） しゅんまん

1092 尚左堂（俊満） しゅんまん

1093 尚左堂（俊満） しゅんまん

1094 尚左堂（俊満） しゅんまん

1095 尚左堂（俊満） しゅんまん

1096 尚左堂（俊満） しゅんまん

1097 尚左堂（俊満） しゅんまん

1098 尚左堂并製（俊満） しゅんまん

1099 俊満？ しゅんまん

1100 俊満 しゅんまん

1101 俊満 しゅんまん

1102 俊満 しゅんまん

1103 尚左堂（俊満） しゅんまん

1104 尚左堂（俊満） しゅんまん

1105 尚左堂（俊満） しゅんまん

1106 尚左堂（俊満） しゅんまん



1107 尚左堂（俊満） しゅんまん

1108 尚左堂（俊満） しゅんまん

1109 尚左堂（俊満） しゅんまん

1110 尚左堂［俊満］ しゅんまん

1111 尚左堂（俊満） しゅんまん

1112 ［俊満］	 しゅんまん

1113 ［俊満］ しゅんまん

1114 俊満画［俊満］ しゅんまん

1115 ［俊満］ しゅんまん

1116 尚左堂窪俊満画［印］［印］ しゅんまん

1117 尚左堂窪俊満峨 しゅんまん

1118 ［俊満］ しゅんまん

1119 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1120 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1121 窪俊満画 しゅんまん

1122 尚左堂（俊満） しゅんまん

1123 窪俊満画　等琳　鄰松 しゅんまん

1124 尚左堂俊満画 しゅんまん

1125 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1126 尚左堂俊満 しゅんまん

1127 尚左堂俊満 しゅんまん

1128 俊満 しゅんまん

1129 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1130 窪俊満画 しゅんまん

1131 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1132 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1133 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1134 尚左堂［俊満］ しゅんまん

1135 尚左堂俊満画［印］ しゅんまん

1136 尚左堂窪俊満画 しゅんまん

1137 俊満製 しゅんまん

1138 俊満 しゅんまん

1139 俊満 しゅんまん

1140 俊満 しゅんまん

1141 俊満* しゅんまん

1142 尚左堂窪俊満［俊満］ しゅんまん

1143 尚左堂窪俊満［俊満］ しゅんまん

1144 尚左堂俊満画 しゅんまん

1145 俊満 しゅんまん

1146 俊満 しゅんまん

1147 ［俊満］ しゅんまん



1148 尚左堂俊満画 しゅんまん

1149 尚左堂俊満并製 しゅんまん

1150 尚左堂俊満画［印］ しゅんまん

1151 尚左堂俊満画 しゅんまん

1152 尚左堂俊満并画 しゅんまん

1153 俊満画 しゅんまん

1154 等琳画［印］窪俊満画［印］隣松［印］しゅんまん　とうりん　りんしょう

1155 俊満　白峨 しゅんまん　はくが

1156 窪俊満画　鄰松画 しゅんまん　りんしょう

1157 無款（俊満） しゅんまん［無款］

1158 無款（俊満） しゅんまん［無款］

1159 小□画	 しょう...

1160 尚製（俊満）	 しょう（しゅんまん）

1161 尚（俊満） しょう（しゅんまん）

1162 尚（俊満） しょう（しゅんまん）

1163 狩野ショウウン画 ショウウン

1164 尚左堂製 しょうさどう

1165 尚左堂 しょうさどう

1166 尚左堂 しょうさどう

1167 尚左堂 しょうさどう

1168 尚左堂製 しょうさどう（しゅんまん）

1169 蕉雪	 しょうせつ

1170 松亭 しょうてい

1171 松梅亭 しょうばいてい

1172 尚峰書画［花押］ しょうほう

1173 尚峰書画［花押］ しょうほう

1174 北鼎如連 じょれん

1175 丘　信英 しんえい

1176 流月齋辰光画 しんこう

1177 辰齋［花押］ しんさい

1178 辰齋画 しんさい

1179 辰齋 しんさい

1180 柳々居／辰齋画 しんさい

1181 辰齋 しんさい

1182 辰齋 しんさい

1183 辰齋 しんさい

1184 辰齋 しんさい

1185 辰齋 しんさい

1186 辰齋 しんさい

1187 辰齋 しんさい

1188 辰齋 しんさい



1189 辰齋 しんさい

1190 辰齋 しんさい

1191 辰齋画 しんさい

1192 辰齋 しんさい

1193 辰齋 しんさい

1194 辰齋 しんさい

1195 辰齋　 しんさい

1196 辰齋 しんさい

1197 辰齋 しんさい

1198 辰齋 しんさい

1199 辰齋 しんさい

1200 辰齋 しんさい

1201 辰齋 しんさい

1202 辰齋 しんさい

1203 辰齋 しんさい

1204 辰齋 しんさい

1205 辰齋 しんさい

1206 辰齋 しんさい

1207 辰齋 しんさい

1208 辰齋 しんさい

1209 辰齋 しんさい

1210 辰齋 しんさい

1211 辰齋 しんさい

1212 辰齋　 しんさい

1213 辰齋 しんさい

1214 辰齋 しんさい

1215 辰齋 しんさい

1216 柳々居辰齋画 しんさい

1217 辰齋 しんさい

1218 辰齋 しんさい

1219 辰齋 しんさい

1220 辰齋 しんさい

1221 辰齋 しんさい

1222 辰齋 しんさい

1223 辰齋 しんさい

1224 辰齋 しんさい

1225 辰齋 しんさい

1226 辰齋 しんさい

1227 辰齋 しんさい

1228 辰齋 しんさい

1229 辰齋 しんさい



1230 辰齋 しんさい

1231 辰齋 しんさい

1232 辰齋 しんさい

1233 辰齋 しんさい

1234 辰齋 しんさい

1235 辰齋 しんさい

1236 辰齋 しんさい

1237 辰齋 しんさい

1238 辰齋 しんさい

1239 辰齋 しんさい

1240 辰齋 しんさい

1241 辰齋 しんさい

1242 辰齋 しんさい

1243 辰齋［柳］ しんさい

1244 辰齋 しんさい

1245 辰齋 しんさい

1246 辰齋 しんさい

1247 辰齋 しんさい

1248 辰齋 しんさい

1249 辰齋 しんさい

1250 辰齋 しんさい

1251 辰齋 しんさい

1252 辰齋画 しんさい

1253 辰齋画 しんさい

1254 辰齋 しんさい

1255 辰齋 しんさい

1256 辰齋 しんさい

1257 辰齋 しんさい

1258 辰齋 しんさい

1259 辰齋 しんさい

1260 辰齋 しんさい

1261 辰齋 しんさい

1262 辰齋 しんさい

1263 辰齋 しんさい

1264 辰齋 しんさい

1265 辰齋 しんさい

1266 辰齋 しんさい

1267 辰齋 しんさい

1268 辰齋 しんさい

1269 辰齋 しんさい

1270 辰齋 しんさい



1271 辰齋 しんさい

1272 柳々居辰齋画 しんさい

1273 辰齋 しんさい

1274 辰齋　 しんさい

1275 辰齋　 しんさい

1276 辰齋 しんさい

1277 辰齋　 しんさい

1278 辰齋　 しんさい

1279 辰齋　 しんさい

1280 辰齋 しんさい

1281 辰齋 しんさい

1282 辰齋 しんさい

1283 辰齋画 しんさい

1284 辰齋画 しんさい

1285 辰齋画 しんさい

1286 辰齋画 しんさい

1287 辰齋画 しんさい

1288 辰齋 しんさい

1289 辰齋 しんさい

1290 辰齋 しんさい

1291 辰齋画 しんさい

1292 辰齋画 しんさい

1293 辰齋画 しんさい

1294 辰齋画 しんさい

1295 辰齋画 しんさい

1296 辰齋画 しんさい

1297 辰齋画 しんさい

1298 辰齋画 しんさい

1299 辰齋画 しんさい

1300 辰齋* しんさい

1301 辰齋画 しんさい

1302 辰齋画 しんさい

1303 辰齋 しんさい

1304 辰齋画 しんさい

1305 辰齋画 しんさい

1306 辰齋 しんさい

1307 辰齋画 しんさい

1308 辰齋画 しんさい

1309 辰齋画 しんさい

1310 辰齋画 しんさい

1311 辰齋画 しんさい



1312 柳々居辰齋画 しんさい

1313 柳々居／辰齋画 しんさい

1314 柳々居辰齋画 しんさい

1315 柳々居／辰齋画［印］ しんさい

1316 辰齋 しんさい

1317 辰齋画 しんさい

1318 辰齋 しんさい

1319 辰齋 しんさい

1320 柳々居／辰齋画 しんさい

1321 辰齋 しんさい

1322 辰齋画 しんさい

1323 辰齋画 しんさい

1324 柳々居辰齋画［印］ しんさい

1325 辰齋 しんさい

1326 辰齋 しんさい

1327 辰齋 しんさい

1328 辰齋 しんさい

1329 辰齋画 しんさい

1330 辰齋画 しんさい

1331 辰齋画 しんさい

1332 辰齋画 しんさい

1333 辰齋画 しんさい

1334 辰齋画 しんさい

1335 辰齋 しんさい

1336 辰齋画 しんさい

1337 辰齋画 しんさい

1338 辰齋画 しんさい

1339 辰齋 しんさい

1340 辰齋 しんさい

1341 辰齋 しんさい

1342 辰齋 しんさい

1343 柳々居辰齋画 しんさい

1344 辰齋画 しんさい

1345 辰齋画 しんさい

1346 辰齋画 しんさい

1347 辰齋 しんさい

1348 辰齋画 しんさい

1349 辰齋 しんさい

1350 辰齋画 しんさい

1351 辰齋画［卍］ しんさい

1352 辰齋 しんさい



1353 柳々居辰齋老人写［印］ しんさい

1354 柳々居辰齋写［印］ しんさい

1355 柳々居辰齋画 しんさい

1356 柳々居／辰齋画 しんさい

1357 辰齋 しんさい

1358 辰齋画 しんさい

1359 辰齋 しんさい

1360 辰齋画 しんさい

1361 柳々居辰齋冩 しんさい

1362 辰齋画 しんさい

1363 辰齋画 しんさい

1364 辰齋画 しんさい

1365 辰齋画 しんさい

1366 辰齋画 しんさい

1367 辰齋画 しんさい

1368 辰齋 しんさい

1369 辰齋 しんさい

1370 辰齋 しんさい

1371 辰齋 しんさい

1372 柳々居辰齋画 しんさい

1373 柳々居辰齋画 しんさい

1374 柳々居辰齋画［柳］ しんさい

1375 柳々居辰齋画 しんさい

1376 辰齋 しんさい

1377 辰齋 しんさい

1378 辰齋画（-1799-1823-） しんさい

1379 辰齋画 しんさい

1380 辰齋 しんさい

1381 辰齋画 しんさい

1382 辰齋 しんさい

1383 辰齋［四文字印］ しんさい

1384 柳々居辰齋写 しんさい

1385 辰齋 しんさい

1386 柳々居辰齋 しんさい

1387 辰齋画 しんさい

1388 辰齋 しんさい

1389 辰齋 しんさい

1390 辰齋画 しんさい

1391 辰齋画 しんさい

1392 辰齋画 しんさい

1393 辰齋画 しんさい



1394 辰齋画 しんさい

1395 辰齋画 しんさい

1396 辰齋画 しんさい

1397 柳々居辰齋画 しんさい

1398 辰齋画 しんさい

1399 辰齋画 しんさい

1400 辰齋画 しんさい

1401 辰齋 しんさい

1402 辰齋画 しんさい

1403 辰齋画 しんさい

1404 柳々居辰齋画 しんさい

1405 辰齋 しんさい

1406 柳々居辰齋画 しんさい

1407 辰齋 しんさい

1408 辰齋□ しんさい

1409 辰齋 しんさい

1410 辰齋 しんさい

1411 辰齋画 しんさい

1412 辰齋画 しんさい

1413 辰齋画 しんさい

1414 柳々居／辰齋画 しんさい

1415 辰齋? しんさい

1416 辰齋画 しんさい

1417 辰齋画 しんさい

1418 辰齋［柳々］ しんさい

1419 辰齋画 しんさい

1420 辰齋？ しんさい

1421 辰齋 しんさい

1422 辰齋画 しんさい

1423 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1424 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1425 辰齋　［柳齋］（-1799-1823-）しんさい［りゅうさい］

1426 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1427 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1428 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1429 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1430 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1431 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1432 辰齋 しんさい［りゅうさい］

1433 辰齋 しんさい［りゅうさい］

1434 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］



1435 （辰齋）［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1436 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1437 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1438 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1439 辰齋　［柳齋］ しんさい［りゅうさい］

1440 輕■堂晋象画賛［印］ しんしょう

1441 新々齋画 しんしんさい

1442 流齋辰川画 しんせん

1443 流齋辰川画 しんせん

1444 水魚連 すいぎょれん

1445 翠湖画 すいこ

1446 嵩寉	 すうかく

1447 嵩谷 すうこく

1448 氷道辷 すべる

1449 六…晴星 せいせい

1450 是真［印］ ぜしん

1451 是真［印］ ぜしん

1452 是真 ぜしん

1453 是真［印］ ぜしん

1454 是真［印］ ぜしん

1455 是真［印］ ぜしん

1456 是真寅 ぜしん

1457 是真［印］ ぜしん

1458 是真［印］ ぜしん

1459 是真［印］ ぜしん

1460 是真［印］　一勇齋／國芳［印］ぜしん

1461 雪香 せつこう

1462 雪潭寫［印］ せったん

1463 雪旦自画 せったん

1464 法眼雪旦	 せったん

1465 雪旦 せったん

1466 長谷川雪旦 せったん

1467 巖岳齋雪旦 せったん

1468 雪旦畫 せったん

1469 雪旦［巖岳］ せったん

1470 法橋雪旦□［巖岳］ せったん

1471 法橋雪旦図［巖岳齋］ せったん

1472 雪旦［岩□］ せったん

1473 法橋雪旦［巖岳齋］ せったん

1474 法橋雪旦画 せったん

1475 法橋雪旦［巖岳齋］ せったん



1476 法橋雪旦図 せったん

1477 雪旦筆　寿香亭目吉 せったん　めきち

1478 雪中庵	 せっちゅうあん

1479 雪里 せつり

1480 雪里 せつり

1481 千載 せんざい

1482 宗二画 そうじ

1483 宗理改北齋旅中画 そうり

1484 宗理改／北齋旅中画 そうり

1485 宗理画 そうり

1486 宗理改北齋画 そうり

1487 宗理改北齋画 そうり

1488 宗理画 そうり

1489 宗理画 そうり

1490 宗理画 そうり

1491 宗理画 そうり

1492 宗理画 そうり

1493 宗理画 そうり

1494 宗理改北齋画 そうり

1495 宗理改北齋画 そうり

1496 宗理改北齋画 そうり

1497 宗理改北齋画 そうり

1498 宗理改北齋画 そうり

1499 宗理改北齋画 そうり

1500 宗理改北齋画 そうり

1501 宗理画 そうり

1502 宗理改北齋画　 そうり

1503 宗理改北齋画　栗柄鉄次（彫工）そうり

1504 宗理改北齋画 そうり

1505 北齋宗理画 そうり

1506 宗理改北齋画 そうり

1507 宗理改北齋画 そうり

1508 宗理改北齋画 そうり

1509 宗理改北齋画 そうり

1510 宗理画　 そうり

1511 宗理画 そうり

1512 宗理画 そうり

1513 宗理改北齋画 そうり

1514 宗理改北齋画 そうり

1515 宗理改北齋画 そうり

1516 宗理画 そうり



1517 宗理2画 そうり

1518 宗理改北齋画 そうり

1519 宗理改北齋画 そうり

1520 宗理画 そうり

1521 宗理画 そうり

1522 宗理改北齋画 そうり

1523 宗理画* そうり

1524 無款（宗理3） そうり

1525 宗理画 そうり

1526 宗理画 そうり

1527 宗理画 そうり

1528 宗理画 そうり

1529 宗理画 そうり

1530 宗理画 そうり

1531 宗理画 そうり

1532 宗理刀？ そうり

1533 宗理画 そうり

1534 宗理画 そうり

1535 宗理画 そうり

1536 宗理画 そうり

1537 宗理画 そうり

1538 宗理画 そうり

1539 宗理画 そうり

1540 北齋／宗理画 そうり

1541 宗理画 そうり

1542 宗理画［印］ そうり

1543 北齋宗理画 そうり

1544 北齋宗理画 そうり

1545 北齋宗理画［印］ そうり

1546 北齋宗理画　印=師造化 そうり

1547 宗理画2（北齋） そうり

1548 宗理画2 そうり

1549 宗理画 そうり

1550 宗理改北齋画 そうり（ほくさゐ）

1551 先ノ宗理北齋画 そうり（ほくさゐ）

1552 菱川宗理画 そうり（菱川）

1553 菱川宗理画 そうり（菱川）

1554 菱川宗理画 そうり（菱川）

1555 菱川宗理2画 そうり2（菱川）

1556 菱川宗理画 そうり2（菱川）

1557 宗理画2 そうり2（菱川）



1558 宗理画3 そうり2（菱川）

1559 宗理画2 そうり2（菱川）

1560 宗理画3 そうり2（菱川）

1561 菱川／宗理画 そうり2（菱川）

1562 菱川宗理2画 そうり2（菱川）

1563 菱川宗理画 そうり2（菱川）

1564 菱川／宗理画 そうり2（菱川）

1565 菱川宗理画 そうり2（菱川）

1566 菱川宗理画 そうり2（菱川）

1567 菱川宗理画 そうり2（菱川）

1568 菱川宗理画 そうり2（菱川）

1569 宗理画3 そうり2（菱川）

1570 宗理画3（菱川）	 そうり3

1571 素絢画［印］ そけん

1572 素信筆［印］ そしん

1573 素信筆［鼎］ そしん

1574 素信筆［鼎］ そしん

1575 存齋 そんさい

1576 存齋筆 そんさい

1577 葛飾／戴斗 たいと

1578 前北齋戴斗筆 たいと

1579 前北齋戴斗筆 たいと

1580 前北齋戴斗筆 たいと

1581 前北齋戴斗筆 たいと

1582 前北齋戴斗筆 たいと

1583 前北齋戴斗筆 たいと

1584 戴斗筆 たいと

1585 葛飾戴斗2 たいと2

1586 かつしか／戴斗2 たいと2

1587 米貨道人戴斗2 たいと2

1588 戴斗2 たいと2

1589 葛飾戴斗画2 たいと2

1590 戴斗2筆 たいと2

1591 …／戴斗筆2 たいと2

1592 葛飾／戴斗2 たいと2

1593 米華道人／戴斗2 たいと2

1594 葛飾／戴斗2 たいと2

1595 戴斗2 たいと2

1596 葛飾／戴斗2［印］ たいと2

1597 葛飾／戴斗2［印］ たいと2

1598 戴斗2	 たいと2



1599 戴斗2	 たいと2

1600 戴斗2	 たいと2

1601 戴斗2	 たいと2

1602 巴人亭高人 たかひと

1603 市川團十郎書画［印］ だんじゅうろう

1604 七代目團十郎画［印］ だんじゅうろう7

1605 狩野探信画 たんしん

1606 チクガク？ ちくがく

1607 千春 ちはる

1608 千春 ちはる

1609 千春 ちはる

1610 千春 ちはる

1611 千春	 ちはる

1612 千春 ちはる

1613 千春 ちはる

1614 ■齋（千春） ちはる

1615 柳齋千万多 ちまた［りゅうさい］

1616 鳥文齋画（栄之）北尾紅翠齋画（重政）ちょうぶんさい（えいし）こうすいさい（しげまさ）

1617 椿年［印］ ちんねん

1618 椿年 ちんねん

1619 墨亭／月麿画賛 つきまろ

1620 観雪齋／月麿圖 つきまろ

1621 観雪齋／月麿圖 つきまろ

1622 観雪齋月麿画	 つきまろ

1623 月麿圖 つきまろ

1624 蹄齋 ていさい

1625 蹄齋［花押］ ていさい

1626 蹄齋（北馬） ていさい（ほくば）

1627 蹄齋（北馬） ていさい（ほくば）

1628 蹄齋（北馬） ていさい（ほくば）

1629 蹄齋（北馬） ていさい（ほくば）

1630 蹄齋（北馬）［拱齋］ ていさい（ほくば）

1631 梅可堂東居□ とうきょ

1632 桃溪画［印］ とうけい

1633 桃溪［印］ とうけい

1634 桃溪冩［印］ とうけい

1635 桃溪写［印］ とうけい

1636 桃溪画［印］ とうけい

1637 関東齋筆 とうさい

1638 乕金亭東之筆	 とうし

1639 等舟筆	 とうしゅう



1640 等舟筆 とうしゅう

1641 等舟 とうしゅう

1642 下松等舟筆 とうしゅう

1643 上松等舟筆 とうしゅう

1644 等州画 とうしゅう

1645 トウズイモショウ？ とうずいもしょう

1646 乕金亭／東立画 とうりゅう

1647 乕金亭／東立画 とうりゅう

1648 等琳画［印］ とうりん

1649 等隣 とうりん

1650 等琳［印］ とうりん

1651 等琳画［雲山］ とうりん

1652 等琳筆［印］ とうりん

1653 等琳筆［雲山］ とうりん

1654 雪山等琳筆	 とうりん3

1655 北齋辰政 ときまさ

1656 北齋辰政* ときまさ

1657 歌川／豊清画 とよきよ

1658 豊清画 とよきよ

1659 豊國画	 とよくに

1660 豊國画	 とよくに

1661 豊國画	 とよくに

1662 一陽齋豊國画	 とよくに

1663 豊國画	 とよくに

1664 豊國画	 とよくに

1665 豊國画* とよくに

1666 豊國画 とよくに

1667 歌川豊國画 とよくに

1668 豊國画 とよくに	

1669 豊國画 とよくに	

1670 豊國画 とよくに1

1671 豊國画 とよくに1

1672 豊國画 とよくに1

1673 豊國画 とよくに1

1674 歌川豊國模［印］ とよくに1

1675 豊國画［印］ とよくに1

1676 豊國画 とよくに1

1677 豊國画 とよくに1

1678 豊國筆 とよくに1

1679 豊國画 とよくに1

1680 豊國画 とよくに1



1681 豊國画 とよくに1

1682 豊國画 とよくに1

1683 豊國画 とよくに1

1684 豊國画 とよくに1

1685 故豊國筆 とよくに1

1686 故豊國筆 とよくに1

1687 豊國筆 とよくに1

1688 故豊國筆 とよくに1

1689 故豊國筆 とよくに1

1690 故豊國筆 とよくに1

1691 故豊國筆 とよくに1

1692 故豊國筆 とよくに1

1693 故豊國筆 とよくに1

1694 故豊國筆 とよくに1

1695 故豊國筆 とよくに1

1696 豊國筆 とよくに1

1697 豊國画［花押］ とよくに1

1698 豊國画 とよくに1

1699 豊國画 とよくに1

1700 豊國画 とよくに1

1701 豊國画 とよくに1

1702 豊國画 とよくに1

1703 豊國画 とよくに1

1704 豊國画 とよくに1

1705 豊國画 とよくに1

1706 豊國画 とよくに1

1707 豊國画 とよくに1

1708 豊國画 とよくに1

1709 豊國画 とよくに1

1710 豊國画 とよくに1

1711 豊國画 とよくに1

1712 豊國画 とよくに1

1713 豊國画 とよくに1

1714 豊國画 とよくに1

1715 豊國画 とよくに1

1716 豊國画 とよくに1

1717 豊國筆 とよくに1

1718 日本繪菱川師宣圖　歌川豊國摹とよくに1

1719 歌川豊國摸 とよくに1

1720 歌川／豊國画 とよくに1

1721 豊國画 とよくに1



1722 豊國画 とよくに1

1723 豊國画 とよくに1

1724 豊國画 とよくに1

1725 應需／豊國画 とよくに1

1726 豊國画［印］［印］ とよくに1

1727 元祖／豊國画　京山識　國満（摸写）とよくに1　きょうざん　くにみつ（摸写）

1728 故豊國筆2 とよくに2

1729 故豊國筆2 とよくに2

1730 故豊國筆2 とよくに2

1731 故豊國筆2 とよくに2

1732 故豊國筆2 とよくに2

1733 故豊國筆2 とよくに2

1734 應需豊國画2 とよくに2

1735 豊國画2 とよくに2

1736 豊國筆2 とよくに2

1737 豊國画2 とよくに2

1738 豊國画2 とよくに2

1739 豊國筆2 とよくに2

1740 豊國画2 とよくに2

1741 二代目／豊國 とよくに2

1742 豊國画2 とよくに2

1743 豊國画3 とよくに3

1744 豊春画 とよはる

1745 豊春画　松魚刀 とよはる

1746 歌川豊春画 とよはる

1747 柳々齋／豊久画［印］ とよひさ

1748 豊廣画 とよひろ

1749 豊廣画 とよひろ

1750 豊廣画 とよひろ

1751 豊廣画 とよひろ

1752 豊廣画 とよひろ

1753 豊廣画 とよひろ

1754 豊廣画 とよひろ

1755 豊廣画	 とよひろ

1756 豊廣画 とよひろ

1757 豊廣画 とよひろ

1758 豊廣画	 とよひろ

1759 豊廣画 とよひろ

1760 豊廣画 とよひろ

1761 豊廣画［印］ とよひろ

1762 豊廣画［印］ とよひろ



1763 豊廣画［印］ とよひろ

1764 豊廣画 とよひろ

1765 豊廣画 とよひろ

1766 歌川豊廣画 とよひろ

1767 豊廣画 とよひろ

1768 豊廣画 とよひろ

1769 豊廣画 とよひろ

1770 豊廣画	 とよひろ

1771 豊廣画	 とよひろ

1772 豊廣画 とよひろ

1773 豊廣画 とよひろ

1774 豊廣画 とよひろ

1775 豊廣画 とよひろ

1776 豊丸画 とよまる

1777 鈍雅冩［印］［印］ どんが

1778 呑舟［印］ どんしゅう

1779 直道戯 なおみち

1780 魚彦 なひこ

1781 並哥／鈍人 なみうたどんじん

1782 半日菴南蛙［印］ なんあ

1783 南華 なんか

1784 南浦…［印］ なんぽ

1785 南嶺 なんれい

1786 日華［印］［印］ にっか

1787 日華［印］ にっか

1788 梅崖［印］ ばいがい

1789 ［伯家］ はくか

1790 白峨［印］　俊満 はくが	しゅんまん

1791 莫山 ばくざん

1792 白兎筆 はくと

1793 窪はつ画［花押］ はつ

1794 春信画 はるのぶ

1795 春信画 はるのぶ

1796 春信画 はるのぶ

1797 鈴木春信画 はるのぶ

1798 巨川［印］（春信） はるのぶ

1799 鈴木春信画　 はるのぶ　

1800 翠岡春信 はるのぶ2

1801 翠岡／春信［印］（岳亭） はるのぶ2（がくてい）

1802 半山 はんざん

1803 應需／霞居半山［印］ はんざん



1804 半山冩／［印］ はんざん

1805 半日菴南□ はんにちあんなん□

1806 洞秀美敬画［印］ びけい？

1807 秀麿画 ひでまろ

1808 牧亭百馬筆 ひゃくば

1809 廣貞画 ひろさだ

1810 廣重筆 ひろしげ

1811 廣重画 ひろしげ

1812 廣重画［三升］	 ひろしげ

1813 清満圖廣重写之［三升］	 ひろしげ

1814 一遊齋廣重筆［歌川］ ひろしげ

1815 一遊齋廣重画［ヒロ］ ひろしげ

1816 一遊齋廣重画［ヒロ］ ひろしげ

1817 廣重［印］ ひろしげ

1818 一遊齋／廣重画［花押］ ひろしげ

1819 應需／廣重筆［一立齋］ ひろしげ

1820 廣重画 ひろしげ

1821 應需／廣重画 ひろしげ

1822 廣重画 ひろしげ

1823 應需／廣重写 ひろしげ

1824 應需圖／廣重写之 ひろしげ

1825 清満圖／應需／廣重写之 ひろしげ

1826 廣重画［一立齋］ ひろしげ

1827 廣重［一立齋］ ひろしげ

1828 廣重画 ひろしげ

1829 ［廣］［重］ ひろしげ

1830 廣重* ひろしげ

1831 武清筆［印］ ぶせい

1832 武清筆 ぶせい

1833 武清筆 ぶせい

1834 武清筆 ぶせい

1835 蕪村冩［印］ ぶそん

1836 狂蝶子文丸／画并題 ふみまる

1837 文谷 ぶんこく

1838 文泰画［印］ ぶんたい？

1839 文晁 ぶんちょう

1840 抱玉筆 ほうぎょく

1841 豊齋 ほうさい

1842 豊齋画 ほうさい

1843 神屋蓬洲筆 ほうしゅう

1844 芳中 ほうちゅう



1845 芳中* ほうちゅう

1846 芳中* ほうちゅう

1847 芳中* ほうちゅう

1848 芳中* ほうちゅう*

1849 蓬莱山人於烏亭著述（焉馬2）ほうらいさんじん（えんば2）

1850 北鵞画 ほくが

1851 北鵞 ほくが

1852 北鵞筆 ほくが

1853 北鵞画 ほくが

1854 北雅筆 ほくが

1855 北鵞筆 ほくが

1856 抱亭北鵞画 ほくが

1857 北鵞筆 ほくが

1858 北鵞画 ほくが

1859 北鵞画 ほくが

1860 北鵞筆 ほくが

1861 北鵞 ほくが

1862 抱亭北鵞筆（五清） ほくが（ごせい）

1863 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

1864 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

1865 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

1866 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

1867 北鵞画（五清） ほくが（ごせい）

1868 一亭北牛画［印］［印］ ほくぎゅう

1869 画狂人北齋画 ほくさゐ

1870 先ノ宗理／北齋画 ほくさゐ

1871 画狂人北齋画 ほくさゐ

1872 かつしか北齋画 ほくさゐ

1873 画狂人／北齋画 ほくさゐ

1874 画狂人／北齋画 ほくさゐ

1875 画狂人北齋画 ほくさゐ

1876 画狂人北齋画 ほくさゐ

1877 画狂人北齋画 ほくさゐ

1878 画狂人北齋画 ほくさゐ

1879 画狂人北齋画 ほくさゐ

1880 北齋画*［印］［印］ ほくさゐ

1881 画狂人北齋画 ほくさゐ

1882 画狂老人北齋画 ほくさゐ

1883 画狂　（小屏風中） ほくさゐ

1884 画狂人北齋画 ほくさゐ

1885 画狂人北齋画 ほくさゐ



1886 画狂人北齋画 ほくさゐ

1887 画狂人北齋画 ほくさゐ

1888 画狂人北齋画 ほくさゐ

1889 画狂人北齋画 ほくさゐ

1890 画狂人北齋画 ほくさゐ

1891 画狂人北齋画 ほくさゐ

1892 画狂人北齋画 ほくさゐ

1893 画狂人北齋画 ほくさゐ

1894 画狂人北齋画 ほくさゐ

1895 画狂人北齋画 ほくさゐ

1896 画狂人北齋画 ほくさゐ

1897 画狂人北齋画 ほくさゐ

1898 画狂人北齋画 ほくさゐ

1899 画狂人北齋画 ほくさゐ

1900 画狂人北齋画 ほくさゐ

1901 画狂人北齋画 ほくさゐ

1902 画狂人北齋画 ほくさゐ

1903 画狂人北齋画 ほくさゐ

1904 画狂人北齋画 ほくさゐ

1905 画狂人北齋画 ほくさゐ

1906 画狂人北齋画 ほくさゐ

1907 画狂人北齋画 ほくさゐ

1908 画狂人北齋画 ほくさゐ

1909 画狂人北齋画 ほくさゐ

1910 画狂人北齋画 ほくさゐ

1911 画狂人北齋画 ほくさゐ

1912 画狂人北齋画 ほくさゐ

1913 画狂人北齋画 ほくさゐ

1914 画狂人北齋画 ほくさゐ

1915 画狂人北齋画 ほくさゐ

1916 画狂人北齋画 ほくさゐ

1917 画狂人北齋画 ほくさゐ

1918 画狂人北齋画 ほくさゐ

1919 画狂人北齋画 ほくさゐ

1920 画狂人北齋画 ほくさゐ

1921 画狂人北齋画 ほくさゐ

1922 画狂人北齋画　 ほくさゐ

1923 画狂人北齋画 ほくさゐ

1924 画狂人北齋画 ほくさゐ

1925 画狂人北齋画 ほくさゐ

1926 画狂人北齋画 ほくさゐ



1927 画狂人北齋画 ほくさゐ

1928 画狂人北齋画 ほくさゐ

1929 画狂人北齋画 ほくさゐ

1930 画狂人北齋画 ほくさゐ

1931 画狂人北齋画 ほくさゐ

1932 画狂人北齋画 ほくさゐ

1933 画狂人北齋画 ほくさゐ

1934 画狂人北齋画 ほくさゐ

1935 画狂人北齋画 ほくさゐ

1936 画狂人北齋画 ほくさゐ

1937 画狂人北齋画 ほくさゐ

1938 画狂人北齋画 ほくさゐ

1939 画狂人北齋画 ほくさゐ

1940 画狂人北齋画 ほくさゐ

1941 画狂人北齋画 ほくさゐ

1942 画狂人北齋画 ほくさゐ

1943 画狂人北齋画 ほくさゐ

1944 画狂人北齋画 ほくさゐ

1945 画狂人北齋画 ほくさゐ

1946 画狂人北齋画 ほくさゐ

1947 画狂人北齋画 ほくさゐ

1948 画狂人北齋画 ほくさゐ

1949 画狂人北齋画 ほくさゐ

1950 画狂人北齋画 ほくさゐ

1951 画狂人北齋画 ほくさゐ

1952 画狂人北齋画 ほくさゐ

1953 画狂人北齋画 ほくさゐ

1954 画狂人北齋画 ほくさゐ

1955 画狂人北齋画 ほくさゐ

1956 画狂人北齋画 ほくさゐ

1957 画狂人北齋画 ほくさゐ

1958 画狂人北齋画 ほくさゐ

1959 画狂人北齋画 ほくさゐ

1960 画狂人北齋画 ほくさゐ

1961 画狂人北齋画 ほくさゐ

1962 画狂人北齋画 ほくさゐ

1963 画狂人北齋画 ほくさゐ

1964 画狂人北齋画 ほくさゐ

1965 画狂人北齋画 ほくさゐ

1966 画狂人北齋画 ほくさゐ

1967 画狂人北齋画 ほくさゐ



1968 画狂人北齋画 ほくさゐ

1969 画狂人北齋画 ほくさゐ

1970 画狂人北齋画 ほくさゐ

1971 画狂人北齋画 ほくさゐ

1972 画狂人北齋画 ほくさゐ

1973 画狂人北齋画 ほくさゐ

1974 画狂人北齋画 ほくさゐ

1975 画狂人北齋画 ほくさゐ

1976 画狂人北齋画 ほくさゐ

1977 画狂人北齋画 ほくさゐ

1978 画狂人北齋画 ほくさゐ

1979 画狂人北齋画 ほくさゐ

1980 画狂人北齋画 ほくさゐ

1981 画狂人北齋画 ほくさゐ

1982 画狂人北齋画 ほくさゐ

1983 画狂人北齋画 ほくさゐ

1984 画狂人北齋画 ほくさゐ

1985 画狂人北齋画　 ほくさゐ

1986 画狂人北齋画 ほくさゐ

1987 画狂人北齋酔中画 ほくさゐ

1988 画狂人北齋画 ほくさゐ

1989 かつしか北齋画 ほくさゐ

1990 かつしか北齋画 ほくさゐ

1991 画狂人北齋画 ほくさゐ

1992 画狂人北齋画　 ほくさゐ

1993 画狂人北齋画 ほくさゐ

1994 画狂人北齋画 ほくさゐ

1995 画狂人北齋画 ほくさゐ

1996 北齋画 ほくさゐ

1997 先ノ北齋画 ほくさゐ

1998 先ノ北齋画 ほくさゐ

1999 画狂人北齋画　 ほくさゐ

2000 先ノ宗理／北齋画 ほくさゐ

2001 北齋画　 ほくさゐ

2002 画狂人北齋 ほくさゐ

2003 画狂人北齋画 ほくさゐ

2004 画狂人北齋画 ほくさゐ

2005 画狂人北齋画 ほくさゐ

2006 画狂人北齋画 ほくさゐ

2007 画狂人北齋画 ほくさゐ

2008 画狂人北齋画 ほくさゐ



2009 北齋画 ほくさゐ

2010 北齋画 ほくさゐ

2011 九々唇北齋老夫冩 ほくさゐ

2012 九々唇北齋画 ほくさゐ

2013 九々唇北齋画 ほくさゐ

2014 画狂人北齋画 ほくさゐ

2015 北齋画　 ほくさゐ

2016 北齋画 ほくさゐ

2017 北齋画 ほくさゐ

2018 北齋画　 ほくさゐ

2019 画狂人北齋画 ほくさゐ

2020 画狂人北齋画 ほくさゐ

2021 北齋画 ほくさゐ

2022 北齋画 ほくさゐ

2023 北齋画　 ほくさゐ

2024 先ノ宗理北齋画 ほくさゐ

2025 葛飾北齋画 ほくさゐ

2026 九々唇北齋冩 ほくさゐ

2027 北齋画 ほくさゐ

2028 かつしか北齋画 ほくさゐ

2029 北齋画 ほくさゐ

2030 北齋* ほくさゐ

2031 画狂人北齋画 ほくさゐ

2032 画狂人北齋画 ほくさゐ

2033 かつしか北齋画 ほくさゐ

2034 北齋画 ほくさゐ

2035 ほくさゐゑかく ほくさゐ

2036 ほくさゐゑかく ほくさゐ

2037 ほくさゐゑかく ほくさゐ

2038  ほくさゐゑかく ほくさゐ

2039 北齋* ほくさゐ

2040 北齋画 ほくさゐ

2041 かつしか北齋画 ほくさゐ

2042 画狂人／北齋画［印］ ほくさゐ

2043 画狂人北齋画 ほくさゐ

2044 画狂人／北齋画 ほくさゐ

2045 かつしか北齋画 ほくさゐ

2046 かつしか／北齋2 ほくさゐ2

2047 昇亭北壽画 ほくじゅ

2048 北壽画 ほくじゅ

2049 北壽画 ほくじゅ



2050 昇亭北壽画 ほくじゅ

2051 百齋墨僊画 ぼくせん

2052 百齋墨僊画 ぼくせん

2053 辰々子／北岱 ほくたい

2054 辰々子／北岱 ほくたい

2055 辰々子／北岱 ほくたい

2056 北岱画 ほくたい

2057 震々子北岱 ほくたい

2058 盈齋北岱画 ほくたい

2059 盈齋北岱画 ほくたい

2060 盈齋北岱画 ほくたい

2061 震々子北岱雷斗 ほくたい

2062 盈齋北岱画 ほくたい

2063 盈齋／北岱画 ほくたい

2064 盈齋／北岱画 ほくたい

2065 北鼎／如連 ほくてい（じょれん）

2066 北馬画 ほくば

2067 蹄齋北馬画 ほくば

2068 北馬画 ほくば

2069 蹄齋北馬戯画 ほくば

2070 北馬画 ほくば

2071 北馬画 ほくば

2072 北馬画 ほくば

2073 北馬画 ほくば

2074 蹄齋（北馬） ほくば

2075 北馬画 ほくば

2076 北馬写［印］ ほくば

2077 蹄齋／北馬写 ほくば

2078 蹄齋北馬藤原光隆冩 ほくば

2079 北馬画 ほくば

2080 北馬画 ほくば

2081 北馬画 ほくば

2082 北馬写 ほくば

2083 蹄齋北馬写［印］ ほくば

2084 蹄齋／北馬写 ほくば

2085 北馬画 ほくば

2086 蹄齋（北馬） ほくば

2087 蹄齋北馬画［花押］	 ほくば

2088 蹄齋北馬画	 ほくば

2089 蹄齋／北馬画 ほくば

2090 北馬画	 ほくば



2091 北馬画 ほくば

2092 北馬画 ほくば

2093 蹄齋北馬画 ほくば

2094 北馬 ほくば

2095 北馬画 ほくば

2096 北馬画 ほくば

2097 北馬画 ほくば

2098 蹄齋北馬画 ほくば

2099 蹄齋北馬画 ほくば

2100 蹄齋北馬画 ほくば

2101 蹄齋北馬画 ほくば

2102 北馬画 ほくば

2103 北馬画 ほくば

2104 蹄齋北馬画 ほくば

2105 蹄齋北馬画 ほくば

2106 蹄齋北馬画 ほくば

2107 北寉筆 ほっかく

2108 北溪 ほっけい

2109 應需北溪筆 ほっけい

2110 北溪 ほっけい

2111 北溪 ほっけい

2112 北溪 ほっけい

2113 北溪 ほっけい

2114 北溪 ほっけい

2115 北溪 ほっけい

2116 北溪 ほっけい

2117 北溪 ほっけい

2118 北溪冩 ほっけい

2119 北溪冩 ほっけい

2120 應需北溪筆 ほっけい

2121 北溪 ほっけい

2122 北溪 ほっけい

2123 北溪 ほっけい

2124 北溪 ほっけい

2125 北溪冩 ほっけい

2126 北溪冩 ほっけい

2127 北溪冩 ほっけい

2128 北溪冩［拱齋］ ほっけい

2129 北溪 ほっけい

2130 北溪 ほっけい

2131 北溪［葵岡］ ほっけい



2132 北溪 ほっけい

2133 北溪 ほっけい

2134 應需北溪冩 ほっけい

2135 應需北溪冩 ほっけい

2136 北溪冩 ほっけい

2137 北溪冩 ほっけい

2138 北溪冩 ほっけい

2139 北溪冩 ほっけい

2140 北溪冩 ほっけい

2141 應需北溪冩 ほっけい

2142 應需北溪冩 ほっけい

2143 應需／北溪冩 ほっけい

2144 應需北溪冩 ほっけい

2145 應需北溪冩 ほっけい

2146 應需北溪冩 ほっけい

2147 北溪 ほっけい

2148 北溪 ほっけい

2149 北溪 ほっけい

2150 北溪 ほっけい

2151 北溪 ほっけい

2152 北溪 ほっけい

2153 北溪［不染居］ ほっけい

2154 北溪［拱齋］	 ほっけい

2155 北溪筆 ほっけい

2156 北溪筆 ほっけい

2157 北溪 ほっけい

2158 應需／北溪画 ほっけい

2159 北溪 ほっけい

2160 北溪 ほっけい

2161 北溪 ほっけい

2162 北溪 ほっけい

2163 北溪 ほっけい

2164 北溪 ほっけい

2165 北溪 ほっけい

2166 北溪 ほっけい

2167 北溪 ほっけい

2168 北溪 ほっけい

2169 北溪 ほっけい

2170 北溪 ほっけい

2171 北溪［拱齋］ ほっけい

2172 北溪［拱齋］ ほっけい



2173 北溪？ ほっけい

2174 ［北溪］ ほっけい

2175 北溪［拱齋］	 ほっけい

2176 北溪［拱齋］	 ほっけい

2177 呉北溪	 ほっけい

2178 葵岡／北溪 ほっけい

2179 北溪 ほっけい

2180 北溪画 ほっけい

2181 北溪 ほっけい

2182 北溪 ほっけい

2183 北溪 ほっけい

2184 北溪 ほっけい

2185 北溪 ほっけい

2186 北溪 ほっけい

2187 北溪 ほっけい

2188 北溪 ほっけい

2189 北溪 ほっけい

2190 葵岡／北溪 ほっけい

2191 北溪 ほっけい

2192 北溪 ほっけい

2193 北溪 ほっけい

2194 北溪 ほっけい

2195 北溪 ほっけい

2196 呉北溪 ほっけい

2197 呉北溪 ほっけい

2198 呉北溪 ほっけい

2199 呉北溪 ほっけい

2200 呉北溪 ほっけい

2201 呉北溪 ほっけい

2202 呉北溪 ほっけい

2203 呉北溪 ほっけい

2204 呉北溪 ほっけい

2205 呉北溪 ほっけい

2206 呉北溪 ほっけい

2207 呉北溪 ほっけい

2208 呉北溪 ほっけい

2209 呉北溪 ほっけい

2210 呉北溪 ほっけい

2211 呉北溪 ほっけい

2212 呉北溪 ほっけい

2213 呉北溪 ほっけい



2214 北溪［拱齋］ ほっけい

2215 北溪［印］ ほっけい

2216 ［北溪］	 ほっけい

2217 葵岡／北溪 ほっけい

2218 北溪 ほっけい

2219 北溪 ほっけい

2220 葵岡北溪 ほっけい

2221 葵岡北溪 ほっけい

2222 葵岡北溪 ほっけい

2223 北溪 ほっけい

2224 北溪 ほっけい

2225 北溪 ほっけい

2226 北溪 ほっけい

2227 北溪 ほっけい

2228 北溪 ほっけい

2229 應需鳥居風／北溪摸 ほっけい

2230 呉北溪 ほっけい

2231 呉北溪 ほっけい

2232 呉北溪 ほっけい

2233 呉北溪 ほっけい

2234 呉北溪 ほっけい

2235 北溪 ほっけい

2236 呉北溪 ほっけい

2237 呉北溪 ほっけい

2238 呉北溪 ほっけい

2239 呉北溪 ほっけい

2240 呉北溪 ほっけい

2241 呉北溪 ほっけい

2242 北溪 ほっけい

2243 北溪 ほっけい

2244 北溪 ほっけい

2245 葵岡／北溪 ほっけい

2246 北溪 ほっけい

2247 北溪 ほっけい

2248 北溪 ほっけい

2249 北溪 ほっけい

2250 北溪 ほっけい

2251 北溪 ほっけい

2252 北溪 ほっけい

2253 北溪 ほっけい

2254 北溪 ほっけい



2255 北溪 ほっけい

2256 北溪 ほっけい

2257 北溪 ほっけい

2258 北溪 ほっけい

2259 北溪 ほっけい

2260 北溪 ほっけい

2261 北溪 ほっけい

2262 北溪 ほっけい

2263 北溪 ほっけい

2264 北溪 ほっけい

2265 北溪 ほっけい

2266 北溪 ほっけい

2267 北溪 ほっけい

2268 北溪 ほっけい

2269 北溪 ほっけい

2270 北溪 ほっけい

2271 北溪 ほっけい

2272 北溪 ほっけい

2273 北溪 ほっけい

2274 北溪 ほっけい

2275 北溪 ほっけい

2276 北溪 ほっけい

2277 北溪 ほっけい

2278 北溪 ほっけい

2279 北溪 ほっけい

2280 北溪 ほっけい

2281 北溪 ほっけい

2282 北溪 ほっけい

2283 北溪 ほっけい

2284 北溪 ほっけい

2285 北溪 ほっけい

2286 北溪 ほっけい

2287 北溪 ほっけい

2288 北溪 ほっけい

2289 北溪 ほっけい

2290 北溪 ほっけい

2291 北溪 ほっけい

2292 北溪 ほっけい

2293 北溪 ほっけい

2294 北溪 ほっけい

2295 北溪 ほっけい



2296 北溪 ほっけい

2297 北溪 ほっけい

2298 北溪 ほっけい

2299 北溪	 ほっけい

2300 北溪筆 ほっけい

2301 北溪筆 ほっけい

2302 北溪筆 ほっけい

2303 北溪筆 ほっけい

2304 北溪筆 ほっけい

2305 北溪 ほっけい

2306 北溪 ほっけい

2307 北溪 ほっけい

2308 北溪［拱齋］ ほっけい

2309 北溪［拱齋］ ほっけい

2310 北溪 ほっけい

2311 應需／北溪画 ほっけい

2312 應需北溪画 ほっけい

2313 應需／北溪画 ほっけい

2314 葵岡／北溪 ほっけい

2315 葵岡／北溪 ほっけい

2316 葵岡北溪 ほっけい

2317 葵岡北溪 ほっけい

2318 北溪 ほっけい

2319 北溪 ほっけい

2320 北溪 ほっけい

2321 北溪 ほっけい

2322 北溪 ほっけい

2323 北溪 ほっけい

2324 北溪 ほっけい

2325 應需／北溪画 ほっけい

2326 北溪 ほっけい

2327 應需北溪画 ほっけい

2328 北溪 ほっけい

2329 北溪 ほっけい

2330 北溪 ほっけい

2331 北溪 ほっけい

2332 北溪 ほっけい

2333 北溪 ほっけい

2334 北溪 ほっけい

2335 北溪 ほっけい

2336 北溪 ほっけい



2337 呉北溪 ほっけい

2338 呉北溪 ほっけい

2339 北溪画［北溪］ ほっけい

2340 北溪 ほっけい

2341 北溪 ほっけい

2342 北溪 ほっけい

2343 北溪 ほっけい

2344 南牕燈下北溪画 ほっけい

2345 南總燈下／北溪画 ほっけい

2346 北溪［？］ ほっけい

2347 北溪 ほっけい

2348 應需北溪画 ほっけい

2349 北溪 ほっけい

2350 應需北溪画 ほっけい

2351 北溪筆 ほっけい

2352 北溪 ほっけい

2353 葵岡北溪［拱齋］ ほっけい

2354 應需北溪画	 ほっけい

2355 呉北溪［拱齋］	 ほっけい

2356 北溪	 ほっけい

2357 北溪	 ほっけい

2358 北溪	 ほっけい

2359 北溪	 ほっけい

2360 北溪［拱齋］	 ほっけい

2361 北溪［拱齋］	 ほっけい

2362 北溪	 ほっけい

2363 應需北溪画	 ほっけい

2364 葵岡北溪 ほっけい

2365 北溪 ほっけい

2366 北溪 ほっけい

2367 北溪 ほっけい

2368 北溪 ほっけい

2369 北溪 ほっけい

2370 北溪 ほっけい

2371 北溪 ほっけい

2372 北溪 ほっけい

2373 應需／北溪画 ほっけい

2374 北溪 ほっけい

2375 北溪 ほっけい

2376 北溪 ほっけい

2377 北溪［不染居］ ほっけい



2378 北溪 ほっけい

2379 北溪 ほっけい

2380 北溪 ほっけい

2381 葵岡北溪 ほっけい

2382 應需北溪［拱齋］ ほっけい

2383 北溪 ほっけい

2384 葵岡／北溪 ほっけい

2385 應需／北溪冩 ほっけい

2386 北溪冩［印］ ほっけい

2387 山満多山の／山のてニ／北溪冩ほっけい

2388 北溪 ほっけい

2389 北溪 ほっけい

2390 北溪 ほっけい

2391 北溪 ほっけい

2392 應需北溪筆 ほっけい

2393 應需／北溪画 ほっけい

2394 北溪 ほっけい

2395 應需／北溪筆 ほっけい

2396 北溪 ほっけい

2397 應需北溪筆 ほっけい

2398 應需／北溪筆 ほっけい

2399 北溪［印］ ほっけい

2400 北溪 ほっけい

2401 北溪 ほっけい

2402 應需／北溪画 ほっけい

2403 應需北溪畫 ほっけい

2404 應需北溪画 ほっけい

2405 北溪 ほっけい

2406 北溪 ほっけい

2407 北溪	 ほっけい

2408 北溪［北溪］ ほっけい

2409 應需／北溪画 ほっけい

2410 北溪 ほっけい

2411 北溪 ほっけい

2412 北溪 ほっけい

2413 鳥居流／北溪模 ほっけい

2414 葵岡／北溪［拱齋］ ほっけい

2415 北溪画 ほっけい

2416 北溪 ほっけい

2417 應需北溪筆 ほっけい

2418 北溪 ほっけい



2419 北溪 ほっけい

2420 北溪 ほっけい

2421 北溪 ほっけい

2422 葵岡北溪 ほっけい

2423 北溪 ほっけい

2424 北溪 ほっけい

2425 北溪 ほっけい

2426 北溪 ほっけい

2427 北溪［印］ ほっけい

2428 葵岡北溪 ほっけい

2429 葵岡北溪 ほっけい

2430 北溪 ほっけい

2431 北溪 ほっけい

2432 北溪 ほっけい

2433 北溪 ほっけい

2434 北溪 ほっけい

2435 北溪 ほっけい

2436 北溪 ほっけい

2437 北溪画 ほっけい

2438 北溪 ほっけい

2439 北溪［印］ ほっけい

2440 北溪［葵岡］ ほっけい

2441 北溪筆 ほっけい

2442 北溪［拱齋］ ほっけい

2443 北溪［拱齋］ ほっけい

2444 北溪 ほっけい

2445 北溪 ほっけい

2446 北溪 ほっけい

2447 北溪画 ほっけい

2448 北溪 ほっけい

2449 北溪 ほっけい

2450 北溪 ほっけい

2451 北溪 ほっけい

2452 北溪 ほっけい

2453 …北溪 ほっけい

2454 北溪摸［不染居］ ほっけい

2455 北溪 ほっけい

2456 北溪 ほっけい

2457 應需／北溪筆 ほっけい

2458 北溪 ほっけい

2459 北溪 ほっけい



2460 應需北溪 ほっけい

2461 應需／北溪画 ほっけい

2462 應需／北溪画　［俊満］ ほっけい

2463 應需／北溪画 ほっけい

2464 北溪筆 ほっけい

2465 北溪筆 ほっけい

2466 北溪筆 ほっけい

2467 北溪 ほっけい

2468 葵岡／北溪［花押］ ほっけい

2469 北溪 ほっけい

2470 北溪 ほっけい

2471 應需北溪画 ほっけい

2472 北溪冩 ほっけい

2473 北溪	 ほっけい

2474 アヲイカオカ／ほっけい ほっけい

2475 北溪画 ほっけい

2476 北溪画 ほっけい

2477 北溪画 ほっけい

2478 北溪画 ほっけい

2479 北溪 ほっけい

2480 北溪 ほっけい

2481 應需／北溪画 ほっけい

2482 應需北溪画 ほっけい

2483 北溪 ほっけい

2484 北溪 ほっけい

2485 北溪画 ほっけい

2486 北溪 ほっけい

2487 北溪画 ほっけい

2488 北溪 ほっけい

2489 北溪［拱齋］ ほっけい

2490 北溪［印］ ほっけい

2491 北溪画 ほっけい

2492 北溪 ほっけい

2493 北溪 ほっけい

2494 北溪 ほっけい

2495 北溪 ほっけい

2496 應需／北溪画 ほっけい

2497 北溪 ほっけい

2498 北溪 ほっけい

2499 北溪　俊満 ほっけい　

2500 志んば本松写［印］ ほんまつ



2501 奥村政信画 まさのぶ

2502 奥村文角政信正筆 まさのぶ

2503 北尾政演* まさのぶ*

2504 政演+政美 まさのぶ+まさよし

2505 政行 まさゆき

2506 北尾政美画［花押］ まさよし

2507 北尾政美画 まさよし

2508 北尾政美* まさよし

2509 蕙齋政美画 まさよし

2510 益之［印］ ますゆき

2511 眞虎［印］ まとら

2512 大和繪師真虎圖［印］ まとら

2513 八十五老卍筆 まんじ

2514 森羅亭萬象 まんぞう

2515 新水通員画 みちかず

2516 畫所預従四位下土佐守藤原光孚［印］みつ…

2517 土佐守藤原光定？ みつさだ

2518 光則* みつのり*

2519 未分写 みぶん

2520 橘實岷江画 みんこう

2521 岷江画 みんこう

2522 岷江画［印］ みんこう

2523 壽香亭／泉目吉［花押］春英画［花押］雪峯堤…画めきち　しゅんえい　せっぽう

2524 桃栗山人於談洲樓述（焉馬）ももくりさんじん（えんば）

2525 守國* もりくに

2526 保大［印］ やすひろ

2527 柳川（重信） やながわ

2528 柳川（重信）	 やながわ

2529 柳川［重信］ やながわ

2530 柳川［印］ やながわ

2531 柳川筆 やながわ

2532 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2533 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2534 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2535 柳川画 やながわ（しげのぶ）

2536 ［柳川］（重信） やながわ（しげのぶ）

2537 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2538 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2539 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2540 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2541 柳川画（重信） やながわ（しげのぶ）



2542 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2543 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2544 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2545 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2546 柳川画（重信） やながわ（しげのぶ）

2547 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2548 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2549 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2550 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2551 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2552 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2553 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2554 柳川（重信） やながわ（しげのぶ）

2555 柳花園／山形自画［印］（舟艃）やまがた（しゅうり）

2556 右峻？ ゆうしゅん

2557 海北友松画 ゆうしょう

2558 雄辰筆 ゆうしん

2559 ヨシアキ よしあき

2560 一惠齋／芳幾画［印］ よしいく

2561 歌川義丸画 よしまる

2562 樂住自画 らくずみ

2563 羅堂画 らどう

2564 行年七十一歳／東牛齋蘭香画らんこう

2565 蘭清画 らんせい

2566 蘭臺* らんだい

2567 關屋鯉隠戯繪［光芳］ りいん

2568 柳（辰齋） りゅう（しんさい）

2569 龍雲齋画［印］ りゅううんさい

2570 竜齋［正澄］ りゅうさい

2571 竜齋 りゅうさい

2572 竜齋 りゅうさい

2573 竜齋［□澄］ りゅうさい［まさずみ］

2574 青々居柳之画 りゅうし

2575 柳々居画 りゅうりゅうきょ

2576 柳々居（辰齋） りゅうりゅうきょ（しんさい）

2577 七十二翁凌雲 りょううん

2578 蘭香齋松田緑山誌 りょくざん

2579 隣松画［印］［印］ りんしょう

2580 鄰松画［印］ りんしょう

2581 鄰松時六十四歳画［印］［印］りんしょう

2582 林亭［林亭］ りんてい



2583 鈴齋柳川（重信）	 れいさい

2584 應需蘆洲 ろしゅう

2585 北齋改爲一筆 ゐいつ

2586 北齋改爲一筆 ゐいつ

2587 北齋改爲一筆 ゐいつ

2588 北齋改爲一筆 ゐいつ

2589 北齋改爲一筆 ゐいつ

2590 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2591 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2592 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2593 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2594 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2595 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2596 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2597 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2598 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2599 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2600 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2601 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2602 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2603 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2604 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2605 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2606 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2607 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2608 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2609 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2610 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2611 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2612 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2613 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2614 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2615 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2616 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2617 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2618 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2619 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2620 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2621 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2622 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2623 月癡老人爲一筆 ゐいつ



2624 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2625 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2626 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2627 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2628 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2629 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2630 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2631 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2632 月癡老人／爲一筆（北齋） ゐいつ

2633 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2634 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2635 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2636 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2637 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2638 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2639 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2640 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2641 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2642 月癡老人／爲一筆 ゐいつ

2643 月癡老人爲一筆 ゐいつ

2644 北齋改爲一筆 ゐいつ

2645 不染居爲一筆 ゐいつ

2646 不染居爲一筆 ゐいつ

2647 不染居爲一筆 ゐいつ

2648 老爲一冩意 ゐいつ

2649 北齋戴斗改葛飾ゐ一筆 ゐいつ

2650 北齋改爲一筆 ゐいつ

2651 北齋改葛飾爲一筆 ゐいつ

2652 葛飾爲一筆（北齋） ゐいつ

2653 不染居爲一筆 ゐいつ

2654 不染居爲一筆 ゐいつ

2655 不染居爲一筆 ゐいつ

2656 不染居ゐ一筆 ゐいつ

2657 不染居ゐ一筆 ゐいつ

2658 不染居爲一筆 ゐいつ

2659 不染居爲一筆 ゐいつ

2660 不染居爲一筆 ゐいつ

2661 不染居爲一筆 ゐいつ

2662 不染居爲一筆 ゐいつ

2663 不染居爲一筆 ゐいつ

2664 不染居爲一筆 ゐいつ



2665 爲一筆 ゐいつ

2666 不染居爲一筆 ゐいつ

2667 不染居爲一筆 ゐいつ

2668 不染居爲一筆 ゐいつ

2669 不染居爲一筆 ゐいつ

2670 不染居爲一筆 ゐいつ

2671 不染居爲一筆 ゐいつ

2672 不染居爲一筆 ゐいつ

2673 爲一筆（北齋） ゐいつ

2674 不染居爲一筆 ゐいつ

2675 不染居爲一筆 ゐいつ

2676 不染居爲一筆 ゐいつ

2677 不染居爲一筆 ゐいつ

2678 不染居爲一筆 ゐいつ

2679 不染居爲一筆 ゐいつ

2680 不染居ゐ一筆 ゐいつ

2681 不染居爲一筆 ゐいつ

2682 不染居爲一筆 ゐいつ

2683 不染居爲一筆 ゐいつ

2684 不染居爲一筆 ゐいつ

2685 不染居爲一筆 ゐいつ

2686 不染居爲一筆 ゐいつ

2687 不染居爲一筆 ゐいつ

2688 不染居爲一筆 ゐいつ

2689 不染居爲一筆 ゐいつ

2690 不染居爲一筆 ゐいつ

2691 不染居爲一筆 ゐいつ

2692 不染居爲一筆 ゐいつ

2693 不染居爲一筆 ゐいつ

2694 不染居爲一筆 ゐいつ

2695 不染居爲一筆 ゐいつ

2696 不染居ゐ一筆 ゐいつ

2697 不染居爲一筆 ゐいつ

2698 不染居爲一筆 ゐいつ

2699 不染居爲一筆 ゐいつ

2700 不染居爲一筆 ゐいつ

2701 不染居爲一筆 ゐいつ

2702 不染居爲一筆 ゐいつ

2703 不染居ゐ一筆 ゐいつ

2704 不染居爲一筆 ゐいつ

2705 不染居爲一筆 ゐいつ



2706 不染居爲一筆 ゐいつ

2707 不染居爲一筆 ゐいつ

2708 不染居爲一筆 ゐいつ

2709 かつしかの於やち爲一筆 ゐいつ

2710 北齋改爲一筆［二老人］ ゐいつ

2711 かつしかの親父爲一筆 ゐいつ

2712 北齋改爲一筆 ゐいつ

2713 北齋爲一筆 ゐいつ

2714 人まねする／申のはつ春／かつしかの親父／爲一筆ゐいつ

2715 かつしかのおやち爲一筆 ゐいつ

2716 北齋改爲一筆 ゐいつ

2717 かつしかのおやち爲一筆 ゐいつ

2718 かつしかのおやち爲一筆 ゐいつ

2719 かつしかのおやち爲一筆 ゐいつ

2720 かつしかのおやち爲一筆 ゐいつ

2721 北齋改爲一筆 ゐいつ

2722 北齋改爲一筆 ゐいつ

2723 北齋改爲一筆 ゐいつ

2724 北齋爲一筆 ゐいつ

2725 北齋戴斗改／葛飾爲一筆　［柳齋］ゐいつ［りゅうさい］（ちまた）

2726 を仙堂 をせんどう

2727 難読 難読

2728 難読 難読

2729 難読	 難読

2730 □波画	 難読

2731 難読	 難読

2732 難読	 難読

2733 難読	 難読

2734 ［印］ 難読

2735 （四条派） 難読

2736 …縮図 難読

2737 ［花押］ 難読

2738 不明 不明

2739 無款 無款

2740 無款 無款

2741 無款 無款

2742 無款 無款

2743 無款 無款

2744 無款 無款

2745 無款 無款

2746 無款 無款



2747 無款 無款

2748 無款 無款

2749 無款 無款

2750 無款 無款

2751 無款 無款

2752 無款（爲一） 無款

2753 無款	 無款

2754 無款 無款

2755 無款 無款

2756 無款 無款

2757 無款 無款

2758 無款 無款

2759 無款 無款

2760 無款 無款

2761 無款 無款

2762 無款 無款

2763 無款 無款

2764 無款 無款

2765 無款（戴斗2） 無款

2766 無款 無款

2767 無款 無款

2768 無款 無款

2769 無款 無款

2770 無款 無款

2771 無款 無款

2772 無款 無款

2773 無款 無款

2774 無款 無款

2775 無款 無款

2776 無款	 無款

2777 無款 無款

2778 無款 無款

2779 無款 無款

2780 無款 無款

2781 無款 無款

2782 無款 無款

2783 無款 無款

2784 無款	 無款

2785 無款 無款

2786 無款 無款

2787 無款［春信］ 無款



2788 無款 無款

2789 無款 無款

2790 無款 無款

2791 無款 無款

2792 無款 無款

2793 無款 無款

2794 無款 無款

2795 無款 無款

2796 無款 無款

2797 無款 無款

2798 無款	 無款

2799 無款	 無款

2800 無款	 無款

2801 無款	 無款

2802 無款	 無款

2803 無款	 無款

2804 無款 無款

2805 無款 無款

2806 無款 無款

2807 無款 無款

2808 無款（辰齋） 無款

2809 無款（辰齋） 無款

2810 無款（辰齋） 無款

2811 無款（辰齋） 無款

2812 無款 無款

2813 無款 無款

2814 無款 無款

2815 無款 無款

2816 無款 無款

2817 無款	 無款

2818 無款 無款

2819 無款 無款

2820 無款 無款

2821 無款	 無款

2822 無款 無款

2823 無款 無款

2824 無款 無款

2825 無款 無款

2826 無款（北齋） 無款

2827 無款（俊満） 無款

2828 無款 無款



2829 無款 無款

2830 無款 無款

2831 無款 無款

2832 無款 無款

2833 無款 無款

2834 無款 無款

2835 無款 無款

2836 無款 無款

2837 無款 無款

2838 無款 無款

2839 無款 無款

2840 無款 無款

2841 無款 無款

2842 無款（北齋） 無款

2843 無款（北齋） 無款

2844 無款 無款

2845 無款　 無款

2846 無款 無款

2847 無款 無款

2848 無款 無款

2849 無款 無款

2850 無款 無款

2851 無款 無款

2852 無款 無款

2853 無款 無款

2854 無款 無款

2855 無款 無款

2856 無款 無款

2857 無款 無款

2858 無款 無款

2859 無款 無款

2860 無款 無款

2861 無款 無款

2862 無款　 無款

2863 無款 無款

2864 無款 無款

2865 無款 無款

2866 無款 無款

2867 無款 無款

2868 無款 無款

2869 無款 無款



2870 無款 無款

2871 無款 無款

2872 無款 無款

2873 無款 無款

2874 無款 無款

2875 無款 無款

2876 無款　 無款

2877 無款 無款

2878 無款 無款

2879 無款 無款

2880 無款 無款

2881 無款（宗理)	 無款

2882 無款	 無款

2883 無款 無款

2884 無款 無款

2885 無款 無款

2886 無款 無款

2887 無款 無款

2888 無款 無款

2889 無款 無款

2890 無款 無款

2891 無款 無款

2892 無款 無款

2893 無款 無款

2894 無款 無款

2895 無款 無款

2896 無款 無款

2897 無款 無款

2898 無款 無款

2899 無款 無款

2900 無款 無款

2901 無款 無款

2902 無款 無款

2903 無款 無款

2904 無款 無款

2905 無款 無款

2906 無款 無款

2907 無款 無款

2908 無款 無款

2909 無款 無款

2910 無款 無款



2911 無款 無款

2912 無款 無款

2913 無款 無款

2914 無款 無款

2915 無款 無款

2916 無款 無款

2917 無款 無款

2918 無款（國貞） 無款

2919 無款（國貞） 無款

2920 無款（國貞） 無款

2921 無款 無款

2922 無款 無款

2923 無款 無款

2924 無款 無款

2925 無款 無款

2926 無款 無款

2927 無款 無款

2928 無款 無款

2929 無款 無款

2930 無款 無款

2931 無款 無款

2932 無款 無款

2933 無款 無款

2934 無款（北齋） 無款

2935 （無款） 無款

2936 無款 無款

2937 無款 無款

2938 無款［春信］ 無款

2939 無款 無款

2940 無款 無款

2941 無款 無款

2942 無款 無款

2943 無款 無款

2944 無款 無款

2945 無款 無款

2946 無款 無款

2947 無款 無款

2948 無款 無款

2949 無款 無款

2950 無款 無款

2951 無款 無款



2952 無款 無款

2953 無款（英泉） 無款（えいせん）

2954 無款（英泉） 無款（えいせん）

2955 無款（英泉） 無款（えいせん）

2956 無款（清満） 無款（きよみつ）

2957 無款（國貞） 無款（くにさだ）

2958 無款（國貞） 無款（くにさだ）

2959 無款（國貞） 無款（くにさだ）

2960 無款（國貞） 無款（くにさだ）

2961 無款（國貞） 無款（くにさだ）

2962 無款（柳川重信） 無款（しげのぶ）

2963 無款（柳川重信） 無款（しげのぶ）

2964 無款（辰齋） 無款（しんさい）

2965 無款（辰齋） 無款（しんさい）

2966 無款（晴山） 無款（せいざん）

2967 無款（春信） 無款（はるのぶ）

2968 無款（北齋） 無款（ほくさゐ）

2969 無款（北齋） 無款（ほくさゐ）

2970 無款（北齋） 無款（ほくさゐ）

2971 無款（北齋） 無款（ほくさゐ）

2972 無款（北齋） 無款（ほくさゐ）

2973 無款（北齋2） 無款（ほくさゐ2）

2974 無款（辰々子／北岱） 無款（ほくたい）

2975 無款（北馬） 無款（ほくば）

2976 無款（北溪） 無款（ほっけい）

2977 無款（北溪） 無款（ほっけい）

2978 無款（北溪） 無款（ほっけい）

2979 無款（北齋） 無款（北齋）

2980 無款　［柳齋］ 無款［りゅうさい］（ちまた）



04 刊年 05 西暦 06 判型形態

明治29 1896 奉書

午のはる 1846 角1

戊申（文化5） 1808 小横

1824 1824 角1

1824 1824 角1

寛政-文化 1790s-1800s

寛政-文化 1790s-1810s 角1

1802c 1802ｃ 九横

1800c 1800c 九横

九横

1800 1800 九横

九横

1796 1796 小　	

1796 小

1785c 1785c 小

1793-1794 1793-1794 大1

1793-1794 1793-1794 大1

1794c 1794c 大1

天明8 大横　狂歌本

1790 1790 大本　

1789 1789 大本

1788 1788 大本　二冊

1798 1798 大本　狂歌本

1789c 1789c 大本　

1786-1789c 1786-1789c 大本

寛政6 1794 大本

1790 1790 大本　

1791c 1791c 大本　

1789 1789 大本　

1790 1790 大本　狂歌本

短冊

天明8 1788 大本

寛政1 1789 版本

1823 1823 角

1824 1824 角

1824 1824 角

1830 1830 角1

1830 角1

1796 1796 版本

己丑夏 1889



文政4頃 角1

1890s 1890s 角1

1810c 1810c 小判

中横

1797 1797 大横

1796？ 1796 半紙本

1801 1801 大本

1818 1818 角

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

1819　卯 1819 角1

1818 1818 小横

1818 1818 小横

1818 1818 小横

絵半切

1820s 1820s 角1

文政 1820s 角1

角1

- - 角1

- - 角1

1820s 1820s 角1

角1

文政（1820s） 1820s 角1

1825 1825 小版

文政8 1825 半紙本

乙酉春 1825 奉書

大横

1798 1798 大横

1716-1736 奉書

文政8（1825） 1825 角1

1827c 1827c 角1

文政8（1825） 1825 角1

1827 1827 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

文政8（1825） 1825 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1825c 1825c 角1



1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

文化 1810s 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

文政13（1830） 1830 角1

文政13（1830） 1830 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1829c 1829c 角1

文政8（1825） 1825 角1

1830c 1830c 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1825c 1825c 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1829c 1829c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1830c 1830c 角1

1829c 1829c 角1

1829c 1829c 角1

1822c 1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1822c 1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 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

1822c 1822c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1822c 1822c 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

1822c 1822c 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1818-28 1818-28 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1822c 1822c 角1

1823c 1823 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822s 1822c 角1

1828c 1828c 角1

1822c 1822c 角1

1828c 1828c 角1

1822c 1822c 角1

1828c 1828c 角1

文政4頃 1821c 角1

文政4（1821）頃 1821c 角1



1822c 1822c 角1

文政4頃 1821 角1

文政4頃 1821c 角1

1828c 1828c 角1

1827-1828c 1827-1828c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1827c 1827c 角1

1810s 1810s 角1

1822c 1822 角1

1822 1822 角1

1824c 1824c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1824c 1824c 角1

1821-1822c 1821-1822c 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

1821-1822c 1821-1822c 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1823-1825c 1823-1825c 角1

1818 1818 角1

1818 1818 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1822 1822 角1　3

1822c 1822c 角1

角1

文政（1820s） 1820s 角1

明治24 1891 角1

文政（1820s） 1820s 角1

明治24 1891 角1

1824-1825 1824-1825 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1828c 1828c 角1

1827c 1827c 角1

文政（1820s） 1820s 角1　5

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1



1828c 1828c 角1

1827c 1827c 角1

1820s 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1　3

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1818-28 角1

1819c 1819c 角1

1818c 1818c 角1

1817c 1817c 角1

文政10 1827 角1

文政10亥 1827 角1

文政10 1827 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1825c 1825c 角1

1823c 1823c 角1

1823c 1823c 角1

1820s 1820s 角1　5

1825c 1825c 角1　5

1825c 1825c 角1　5

1827c 1827c 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1827c 1827c 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1827c 1827c 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1827c 1827c 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1827c 1827c 角1

1822c 1822c 角1　5-5

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1　5-4

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1　5-3

1822c 1822c 角1　5-2

1823c 1823c 角1

1825 1825 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1



1828c 1828ｃ 角1

1825c 1825c 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1822-1823 1822-1823 角1

1815 1815 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1820c 1820ｃ 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1820c 1820c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1821c 	 1821c 	 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1822c 1822c 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 	 1821c 	 角1

1821c 1821c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 	 1821c 	 角1

1821c 1821c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1



文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 1821c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 1821c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 	 1821c 	 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

1821c 1821c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-20 角1

1820c 1820c 角1

1819c 1819c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1828c 1828c 角1

1825c 1825c 角1

1828c 1828c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1820s 1820s 角1

1825c 1825c 角1

文政 1820s 角1

1825c 1825c 角1

1818c 1818c 角1

1818c 1818c 角1

1820c 1820c 角1

1819c 1819c 角1



1819-1820 1819-1820 角1

1819-1820 1819-1820 角1

角1

1819c 1819c 角1

1823c 1823c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1825c 1825c 角1

文政1-11（1818-28） 1818-28 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1827 1827 角1

1827c 1827c 角1

1826c 1826c 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1823c 1823c 角1

1820s 1820s 角1

1825-1826c 1825-1826c 角1

文政7申 1824 角1

文政7 1824 角1

1820 1820 角1

文化15（1818） 1818 角1

文化15（1818） 1818 角1

1823 1823 角1　5

文化14（1817） 1817 角1

角1

- - 角1

文政1-11（1818-1828） 1818-28 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

- - 角1

1820s 1820s 角1

1828c 1828c 角1

角1

文化14（1817） 1817 角1

1826c 1826c 角1



- - 角1

1826c 1826c 角1

1820 1820 角1

文化14（1817） 1817 九横

1817c 1817c 九横

1828c 1828c 九切

1830c 1830c 摺物

1830c 1830c 中横

文政6 1823 版本

1823 1823 版本

1823 1823 版本

1823 1823 版本

文政6（1823） 1823 版本

1831c 1831c 版本

1820s 1820s 半紙本

文政3（1820） 1820 版本2

文政3-6 1820-1823 版本

1839 1839 版本

文政7 1824 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 1820s 半紙本

癸卯孟春（天明3）	 1783 小横

癸丑（嘉永6） 1853 九横

絵半切

1835c 1835s 角1

1825 1825 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1822 1822 角

1828 1828 角1

1850s 1850s 角1

小横

1797 1797 小版

1790s 1790s 小横

1810s 1810s 角1



1830s 1830s 角1

午 1789 九切

1786 1786 小判

1797 1797 大横

1820s 1820s 角

文政11頃 1828c 角1

小横

九竪

寛政7 1795 半紙本

1820c 1820c 角1

文政 1820c 角2-2

文政 1820c 角2-1

寛政7 1795 半紙本

辛亥年（嘉永4）	 1851 小横

昭和乙亥 1935 奉書

1700c 1700c 大々

1810s 1810s 角1

角1

1832 1832 角1

寶暦3 1753 細絵

1832 1832 奉書

壬辰三月 1832 奉書

かわらぬ巳ノ春座［寛政九］ 1797

角1

角1

文政 1827-1830 角2

文政 1819 角1

文政 1819 角1

1819c 1819c 角1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

文政 1819 角1

1822c 1822c 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1834 1832 角1　5?	

1834 1834 角1　5?

1832 1832 角1　5?	



1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1819 1819 角1

1833 1833 角1

1824？ 1824？ 角1　3-1

1819 1819 角1

1819c 1819c 角1

1836c 1836c 角1

1819c 1819c 角1

文政 1820s 角1

1818-1830 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

文政8 1825 角1

1820s 1820s 角1　2

1810s 1810s 角1

角1

1824 角1

角1

角1

1820辰 1820 角1

1830s 	 1830s 角1

1830c	 1830c 角1

1822c 1822c 角1

1834	 1834 角1

1828c 1828c 角1

1818 1818 角1

1830s 	 1830s 角1

1822c 1822c 角1

1890s	 1890s 角1

1827c 1827c 角1

1820辰 1820 角1

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12 1829 角1

文政12 1829 角1

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

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

1828 1828 角1

角1

文政2（1819） 1819 角1

1823p 1823p 角1

1836 1836 角1

角1

文政3 1820 角1　3-中

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



角1

1830c 1830c 角1

文政3 1820 角1　3-左

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1836？ 角1

1833 1833 角1　2

文政6頃 1823c 角1

1825c 1825c 角1

文政 1820s 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

角1　（校合）

1827 1827 角1

- - 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

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

角1　2-竪

1823 1823 角1

1823c 1823c 角2

文政 1825c 角2

1822c 1822c 角3



1827c 1827c 角3

1827c 1827c 角3

天保1 1830 角3

1810s 1810s 九切

1810s 1810s 九切

1840c 1840c 九切

文化戊辰 1808 四切　摺物　

1827 大横

1789-1801 大横

1819c 1819c 中横

文政（1820s） 1820s 中横　摺物　

1874 1874 奉書

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1836p 1836p 角1

1810s 1810s 細絵

文政四辛巳 四切

寛政丑初睦月… 角1*

1820s 1820s 小版

奉書

1823 1823 角1

文政6 1823 角1

1829 1829 角

文化戊（11） 1814 角1

1829 1829 角1

角1

安政五戊午 1858 角1

1810s-1820s 角1

1820s 1820s 角

1823c 1823c 角1

角1

1805c 1805c 角1

絵半切

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1820s 1820s 角1

1829 1829 角1

1830 1830 角1

1823p 1823p 角1

1820c 1820c 角1



1820s 1820s 角1

角1

文政9 1826 角1　2

1829 摺物

1829 角

天保 1832 角1

1832 1832 角

1832 1832 角

1832 1832 角

1832 1832 角

文政（1820s） 1820s 角

文政（1820s） 1820s 角	

角

角

角

角

角

文政（1820s） 1820s 角

文政（1820s） 1820s 角

文政（1820s） 1820s 角

1830c 1830c 角

1830c 1830c 角

1832 1832 角1

文政（1820s） 1820s 角

文政（1820s） 1820s 角

1832 1832 角1

文政（1820s） 1820s 角

1820s 1820s 角

1828?	 1828 角

1830s 1830s 角2

1830s 1830s 角2

1832 1832 角

1833 1833 角1

1830s 1830s 角1

天保 1830s 角

1836 1836 角

1820s 1820s 角

辰春（1832） 1832 角

- - 角

角

1830s 1830s 角1



1820s 1820s 角　　202*178

角

1833 1833 角2

1830s 1830s 小横

- - 大

安政1.08.06 1854.08.06 大3

嘉永5 1852 版本

嘉永7 1854 版本

文政10-11 1817-28 角

文政11頃 1828 角

文政11頃 1828 角

文政11頃 1828 角

文政11頃 1828 角

辰の春 1856

1820c 1820c 九横

1830s 1830s 角1

角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

角1

1820c 1820c 角1

1820s 1820s 角1

1829 1829 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角2

1825 1825 角1

1824 1824 角1

1824 1824 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角2

1827 1827 角1

1824 1824 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1830 1830 角1

1830s 1830s 角1



中横

寛政7 1795 半紙本

寛政7 1795 半紙本

1796？ 1796 半紙本

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1828 1828 角1

1828 1828 角1

1828 1828 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

角1

1824 1824 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1890s 1890s 角1

1824 1824 角1

1824 1824 角1

1826 1826 角1

1825c 1825c 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1830 1830 角1

1824 1824 角1

1821 1821 角1

1825-酉 1825 角1

1825 1825 角1

角1

文政（1820s） 1820s 角1

1824 1824 角1

1825c 1825c 角1

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1



大横

寛政7 1795 半紙本

1832 1832 角1

1832 1832 角

天保4巳 1833 角2-上下

1831-卯 1831 角1

1830c 1830c 角1

1831 1831 角1

1801 1801 版本

寛政7 1795 半紙本

1831 1831 角1

1830s 1830s 角1

角横

1820s 1820s 角1

1840c 奉書

角1

絵半切

辰はつはる（文化5） 1808 角1

1810c 角1

1803 1803 九横

1808-辰 1808 九横

1800s 	 1800s 	 十二切

戌 1790 小判

寛政6 1794 大本

中横

1808 1808 中横

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

癸未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1



1823 1823 角1

1824 1824 角1

九竪

1800c 1800c 十二切

四切

1832c 1832c 角1

1844 1844 角1

1844 1844 角1

1832 1832 角1

1822c 1822c 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

橘　丁丑春三月（文化14） 1817 奉書

文化8-10 1811-1813

角1

1819c 1819c 角

1819c 1819c 角

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

文化8-9頃 1811-1812c 角1

文化8-9頃 1811-1812c 角1

文化 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 小版

1890s［複製］ 1890s 角1

九横

1770s 1770s 角1

	 小横

1786 1786 小判

1786 1786 小判

寛政7 1795 半紙本

1821 1821 角1

1840s 1840s 奉書

壬申 1752 奉書

壬申歳旦 1752 奉書

奉書

角1

1832 1832 角



- - 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1830s 1830s 角

1830s 1830s 角

1832 1832 角

1832 1832 角

1832 1832 角

1832 1832 角

1832 1832 角

1825c 1825c 角1

1820s 1820s 角1

角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1829 1829 角上下

1820s 1820s 角

辰春 1796 十二切

1820c 1820c 角1

- 奉書

角1*

1820 1820 角

寛保三 1743 細絵

1750s 1750s 細絵

絵半切

絵半切

絵半切

1820 1820 角

- - 角1

1830s 1830s 角1

1835c 1835c 角1

午 1834 角1

文政 1820s 角1

子 1828p 角1

1829 1829 角1

1820s 1820s 角1

1823c 1823c 角

1823c 1823c 角



1823c 1823c 角

1823c 1823c 角

1823c 1823c 角

1890s 1890s 大短横

1825 1825 中横285*206

角1

1820s 1820s 角1

1830 1830 版本

1830 1830 版本

未 1835 角2-右

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1822c 1822c 角

1835 1835 角1

1835 1835 角1

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1822？ 1822 角

午 1834 角1

角1

午 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1834 1834 角1

1829 1829 角

1820s 1820s 角

寶曆11 1761 絵本

1790s-1800s 	 1790s-1800s 	 九切

1800 1800 小横　141ｘ188	

1806 1806 小判

寛政7 1795 半紙本

1801 1801 版本

1810s-1820s 角1

角1

1823 1823 小横



1767 1767 巻物

安政6 1859

- -

小1

嘉永5 絵半切

安政2 絵半切

1800s 1800s 小横

1800s 1800s 小横

1810s 1810s 九横

1810c 1810c 九横

1810c 1810c 九横

1810c 1810c 九横

1810 1810 小版

1821 1821 角1

文化 1810s 奉書

九横

1833 絵半切

午のとし 1798 九横

1795-卯 1795 小判

1790s 1790s 小版

1886-1887c 大1

角1

1822p 1822p 角1

角1

文政庚辰春 大横

1820 1820 版本

1820 1820 版本

寛政改元春如月 1789 奉書

1792 1792 小横

1797 1797 小横

1810s 1810s 角横

天明5 1785 細絵

1787 1787 小横

寛政1 1789 大本　

1772p 1772p 奉書

1772 1772 奉書

寛政1 1789 大本　

1775 1775 大本

角1

1816c 1816c 角

1821 1821 角1



1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1818c 1818c 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角

1820c 1820c 角

1825c 1825c 角1

1823 1823 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1823-未 1823 角1

角1

文政4頃 角1

角1

1821 1821 角

角1

1819 1819 角

角1

1818c 1818c 角1

1810s 1810s 角1

文政二年（1819）［焉馬七十七歳］1819 角1

1810 1810 小版

絵半切

己未春（安政6） 1859 絵半切

1814 1814 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

角1

文化 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810c 1810c 角1

角1

1816 1816 角1

1810s 1810s 角1

角1

1810s 1810s 角1

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1



1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 角1

1818c 1818c 角1？

1813 1813 角1

文化10 1813 角1

角1

1813 角1

- - 角1

1810s 角1

1810s 角1

1809-巳巳 1809 角1

己巳 角1

1810s 1810s 角1

1816-1817 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

角1

角1

1890s 1890s 角1

角1

角1

1816？ 1816？ 角1

1816 1816 角1

1816p 1816p 角1

1804-1818c 角1

1810s 1810s 角1

1804-1818c 角1

1804-1818c 角1

1816？ 角1

角1

1820c 1820c 角1

1810s 1810s 角1

癸酉春 1813 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

癸酉春 角1

角1



角1

1802c 1802c 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

1814 1814 角1

1801 1801 角1

1819 1819 角1

角1

1813 1813 角1

1806 1806 角1

角1

1816-1817 1816-1817 角2-1

1816-1817 1816-1817 角2-2

文化14頃 1817ｃ 九横

1800c 1800c 九横

1810s 1810s 小横

1810s 九横

1810s 九横

1810s-1820s 九横

1810s-1820s 九横

1810s 九横

1813 1813 九横

1808c 1808 九横

1810c 1810c 九横

1810c 1810c 九横

文化8-10 1811-1813c 九横

1808c 1808c 九横

己巳とし 1809 九横

己巳 1809 九横

己巳とし 1809 九横

己巳 1809 九横

己巳とし 1809 九横

巳巳とし 1809 九横

己巳とし* 1809 九横

己巳とし 九横

九横

1809 1809 九横

文政 1820c 九横

1814 1814 九横

1808 1808 小横

九横



1800s 1800s 小横

1799 1799 九横

1800s 1800s 小横

1797 1797 九横

九横？

1800s 1800s 九横

1790s 1790s 九横

1806 1806 小横

1805 1805 九横

1800s 1800s 九横

未春 1811 九横

1812 1812 九横

1809 1809 小横

1800c 1800c 九横

1805 1805 小横

己巳（文化6） 1809 九横

1799 1799 九横

1800s 1800s 小横

1800c 1800c 九横

1812 1812 小横

1814c 1814c 九横

九横

未 1811 九横

1809 1809 九横

1816 1816 四横

1807-卯 1807 十二切

十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切

1800c 1800c 十二切

十二切

十二切

1799 1799 十二切

1790s 1790s 十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切

1804c 1804c 十二切



1807c 1807c 十二切

十二切

十二切

1807c 1807c 十二切

十二切

1817 1817 小横

1800s 1800s 小横

1806 1806 小横

1799 1799 小版　

1796 1796 小版

小版

1800s 1800s 摺物

天明8 1788 大3

1788 1788 大3

1788 1788 大3

大横

大横

大横

大横

大横

1800c 1800c 大横？

1790s 1790s 奉書

大本

寛政6 1794 大本

大本

寛政6 1794 大本

寛政7 1795 大本

寛政7 1795 大本

1796 1796 大本

1796 1796 大本

1810s 中横

1817 1817 中横

中横

癸酉はる（文化10） 1813 中横

1809 1809 中本

1790s 1790s 絵半切*

1790s 1790s 絵半切*

乙卯孟春 1795 奉書

絵半切*

卯はる 奉書

1790s 1790s 奉書



六横

文化5 1808 六横

1798？ 1798 六横

1798？ 1798 六横

六横

1800c 1800c 六切

寛政7 1795 大本

九横

大本

1805c 1805ｃ 十二切

1804-1807 八切

未 九横

1890s 1890s 角1

明治 1890s 角1

文化 1810s 角1

1650s 1650s 掛軸

1800s 1800s 小横　131ｘ172

1807 1807 小横　134ｘ181

1807 1807 小版　205ｘ90

1800s 1800s 小版

1800s 1800s 九横

明治廿五年 1892 奉書

1840c 1840c 角1　2

丙午（天明6） 1786 小竪

寛政7 1795 版本

1796 1796 版本

1823c 1823c 角

角1

1810？ 1810？ 小横

いのとし（享和3）（1803） 1803 絵半切

1808c 1808c 絵半切

絵半切

絵半切

1890s 1890s 角1

卯 1819 角1

1820c 1820c 角1

1820c　 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1890s 1890s 角1

文政3頃 1820c 角1



1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

角1

巳（1821） 1821 角1

1820c 1820c 角1

角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

角1

1818 1818 角1

角1

1810s 1810s 角1

1818c 1818c 角1

1818-寅 1818 角1

1818-寅 1818 角1

1818-寅 1818 角1

文政8 1825 角1

1825 1825 角1

角1

1825 1825 角1

角1

角1

角1

角1

辰 1820 角1

辰 1820 角1

1820 1820 角1

角1

辰 1820 角1

角1

角1

1817 1817 角1

角1

丑 1817 角1

1809c 1809c 角1

1818 1818 角1

辰 1820 角1



辰 1820 角1

文政3 1820 角1

1810s 1810s 角1

1821-22 1821-22 角1

角1

1822-午 1822 角1

1817 1817 角1

角1

1817 1817 角1

1817 1817 角1

文政5？ 1822？ 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

文政1［戊寅］ 1818 角1

角1

酉 1813 角1

1825 1825 角1

1822-午 1822 角1

1820c 1820c 角1

1818c 1818c 角1

1812 1812 角1

1820p 1820p 角1

1807c 1807c 角1

角1

1810s 1810s 角1

角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1823　羊 1823 角1

1810s 1810s 角1

1810s 1810s 角1

角1

1810s 1810s 角1

角1

午 1820 角1

午 1822 角1

角1

1810s 1810s 角1

1820 1820 角1

1821 1821 角1

角1



1820 1820 角1

寅？ 角1

角1

1820c 1820c 角1

1820 1820 角1

1820s 1820s 角1

1821 1821 角1

1820c 1820c 角1

1825 1825 角1

1817 1817 角1

角1

角1

文化二丑とし（1806） 1806 間横

九横

九横

九横

文化4卯 1807 九横

文化2丑 1805 九横

1820s 1820s 九横

1815c 1815c 九横

1800s 1800s 九横

文化2c 1805c 九横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

九横

文化6 1809 九横

九横

九横

- - 九横

文化6巳 1809 九横

文化6巳春 1809 九横

文化6 1809 九横

九横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

- - 九横

文化6巳 1809 九横

文化6巳 1809 九横

文化6 1809 九横



1800s 1800s 九横

九横

1800s 1800s 九横

文化7午 1810 九横

九横

1800s 1800s 九横

九横

1810c 1810c 九横

九横

九横

1813 1813 九横

1813 1813 九横

文化10酉 1813 九横

九横

1810c 1810c 九横

九横

1813　文化十酉 1813 九横

1805c 1805c 九横

九横

1805c 1805c 九横

九横

九横

1813 1813 九横

1805c 1805c 九横

1805 1805 九横

1810s 1810s 九横

1813 1813 九横

文化6巳 1809 九横

1800s 1800s 九横

1809 1809 九横

1813 1813 九横

1810 1810 九横

九横

1809 1809 九横

九横

1800s 1800s 九横

1807 1807 九横

1813 1813 九横

1807 1807 九横

1805c 1805c 九横

文化5辰 1808 九横



1810s 1810s 九横

1810s 1810s 九横

1807 1807 九横

九横

1810s 1810s 九横

1800 1800 九横

九横

1807 1807 九横

文化 1810s 九横

1800s 1800s 九横

1800s 1800s 九横

1808 1808 九横

文化5辰 1808 九横

文化5辰 1808 九横

1805c 1805c 九横

九横

九横

九横

1810s 1810s 九横

1800s 1800s 九横

1810s 1810s 九横

1811 1811 九横

九横

文化9申 1812 九横

九横

文化 1810s 九横

九横

九横

九横

九横

九横

1813　とりの春 1813 九横

1800s 1800s 九横

九横

1810 1810 九切

1810 1810 細横

1820c 1820c 四横

十二切

十二切

1809 1809 十二切

十二切



十二切

十二切

十二切

文化3-5 1806-1808 小1

小1

1800 1800 小横

1807 1807 小横

申 1812 小横

1804 1804 小横

1807 1807 小横

1810s 1810s 小横

1809-巳 1809 小横

大横

中横

中横

1800s 1800s 中横

文政 1820c 中横

1809 1809 中横？

中横

1805c 1805c 八切

1810s-1820s 奉書

甲申 奉書

1800s-1810s 奉書

1800s 1800s 奉書

酉 1813 奉書

奉書

奉書／半裁

六切

1807 1807 六切

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角1

辰春、文政3（1820） 1820 角1

戌（文化11）（1814） 1814 角1



文政3（1820） 1820 角1

文政3（1820） 1820 角6-12扇

文政3（1820） 1820 角1

文政3 1820 九横

文政1-3（寅？龍？）（1818-1820）1818-1820 九横

文政（1820s） 1820s 角1

1814-1815 1814-1815 四横

1800 1800 小横

1800 1800 小横

嘉永5 1852 奉書

九横

角横

大横

1810s 1810s 角1

享保六年 1721

乙丑春 1865

嘉永四年 1851 絵半切

角1

卯の春 1855 角1

角横

1850s 1850s 角横

中横

嘉永7 1854 版本

嘉永7 1854 版本

1865 1865 版本

嘉永酉… 1849 奉書

角1

享和辛酉（享和1） 1801

九横

小1

1800s 1800s 小横　178ｘ309

1808 1808 小横　184ｘ256

1813 1813 小版　193ｘ139

1810s 1810s 小版　188ｘ105

1824 1824 小版　176ｘ102

1831 1831 小版　186ｘ188

1836 1836 小版　189ｘ98

1810 1810 小版　184ｘ124

1836 1836 小版　189ｘ186

1825 1825 小版　185ｘ112

1827 1827 小版　191ｘ110



1831 1831 小版　190ｘ190

1790s 1790s 小横　127ｘ195

子の春 角横

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

甲子 1804 大横

寛政10 1798 小判

1799 1799 絵半切

1799 1799 絵半切

寛政9（1797） 1797 絵半切

1799 1799 絵半切

1799 1799 角横

1800c 1800c 角横

寛政10（1798) 1798 九横

1802 1802 九横

壬戌はつ春（1802） 1802 九横

1802 1802 九横

1803 1803 九横

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

1798 1798 九横

1799c 1799c 九横

1799c 1799c 九横

1799c 1799c 九横

1798 1798 九横

寛政11（1799） 1799 九横

寛政11（1799） 1799 九横

寛政11（1799） 1799 九横

寛政11（1799） 1799 九横

1790s 1790s 九横

未の春 1799 九横

寛政10（1798） 1798 九横

寛政11（1799）-未 1799 九横

1799 1799 九横

1799 1799 九横

1797 1797 九横



1800-1805 1800-1805 九横

1799 1799 九横

未初春 1799 九横

午はつ春（寛政10） 1798 九横

1805-丑 1805 九切

1799 1799 細横

1801 1801 十二切

1801 1801 十二切

寛政9（1797） 1797 小版

寛政10（1798） 1798 小版

寛政10（1798） 1798 小版

1792 1792 小版

寛政8（1796） 1796 小版

寛政10（1798） 1798 小版

1797 1797 小横

寛政10（1798） 1798 小横

寛政9（1797） 1797 小横

1797 1797 小横

午のはつ春（寛政10） 1798 小横

寛政7c 1795c 中1

寛政7c 1795c 中1

1798c 1798c 中横

丁巳のとし（1979） 1879 八切253*125

1796？ 1796 半紙本

寛政十馬春 1798 奉書

1790s 1790s 奉書

丁巳の… 1797 奉書

寛政9（1797） 1797 奉書

1798 奉書

寛政10（1798） 1798 奉書

丁巳とし（寛政9） 1797 六横

寛政9（1797） 1797 六横

1797 1797 六横

寛政 1799c 角1

1800申ノ春 1800 九横

1803 1803 小横

1804 1804 小横

1807 1807 小横

寛政10（1798） 1798.08 絵半切

寛政10（1798） 1798.08 角横

享和2（1802） 1802 九横



壬戌はつ春（享和2） 1802

享和2（1802） 1802 九横

壬戌はつ春 1802

1804 1804 九横

寛政10（1798） 1798.08 九横

1804c 1804c 九横

1804-子 1804 九横

1803 1803 版本

1803 1803 版本

1803 1803 版本

享和3（1803） 1803 版本

享和3 1803 版本

1800c 	 1800c	 九横

1801 1801 版本

1820p 1820p 角1

文政3 1820 角1

1820 1820 角

1832 1832 角

1820s 1820s 小横

1833c 1833c 角1

文化十三年（1816） 1816 角1

文化十三年（1816） 1816 角1

1816 1816 角1

1820-1821 1820-1821 角1

1816 1816 角1

1816 1816 角1

1820 1820 角1

1822 1822 角

1830s 1830s 角1

1822 1822 角

1820s 1820s 角

1831 1831 角

1833p 1833p 角1

天保4-5頃 1833-1834c 角1

1830s 1830s 角1

1820s 1820s 角1

1832p 1832p 角1

1825 1825 角1

1832p 1832p 角1

1832p 1832p 角1

1830c 	 1830c	 角2-1.2



1833	 1833 角2-1.2

1830c 	 1830c	 角3-1

1830c 	 1830c	 角3-2

九横

1874 絵半切

角1

1650s-1750s 1650s-1750s 屏風

四切

角1

1821c 角1

1820c 1820c 角1

1823 1823 角

角横

文政 1820s 角横

天保4 1833 版本

天保3 1832 版本

文化2 1805 版本

寛政12？ 1800 絵半切

辛巳春（文政4） 1821

1820s 1820s 角1

丑ノ春 1817

文政3 1820 角1

文政4頃 1821c 角1

1890s 1890s 角1

1809 1809 小横

1823c 1823c 角

1820s 1820s 角

角1

1820c 1820c 角1

1810s 1810s 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 九横

安政六己未春 1859 奉書

1781-1789

文政2 1819 絵半切

文化九壬申年 1812 奉書

文化十二乙亥 1815 奉書

文化十二乙亥 1815 奉書

1830 1830 角

1820s 1820s 角1

1820c 1820c 角1



巳の春 1821 角1

文政5？ 1822 角1

1818c 1818c 九横

1800s 1800s 小横

1806？ 1806？ 小版

角1

1824 1824 角1

1824 1824 角1

1790s 1790s 絵半切

中横

寛政6 1794 版本

寛政7 1795 版本

1796 1796 版本

1796 1796 版本

1820s 1820s 角1

寛政10-享和4（1798-1804） 1798-1804 大本

1800s 1800s 版本

1835 1835 角1

文化15 1818 十二切-3幅

1818c 1818c 角1

1821-1825 1821-1825 角1

1820s 1820s 角1

1814 1814 角1

文政1.06.16 1818 角1

1820s 1820s 角2

文政5 1822 角横

文政5 1822 角横

文政5 1822 角横

文政7 1824 大1

文化10 1813 中本

1820s 	 1820s 	 角2	

1820s 	 1820s 	 角2	

角1

1820s 1820s 角1

1810s 角1

寛政末 1790s 角1

1824 1824 角1

文化四年丁卯春興 1807 角1

犬？ 角1

1819 1819 角1

文化11 1814 角1



1822 1822 角1

1822 1822 角1

1821c 1821c 角1　2

角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825c 1825c 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

天保3 1832 角1

天保4頃 1833c 角1

文政（1820s） 1820s 角1

- - 角1

文政（1820s） 1820s 角3

1790 1790 九切　143ｘ119	

十二切

1786 1786 小横

1810s 1810s 小横　130ｘ181

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

己未 1799 小判

1786 1786 小判

- - 小判

1800s 1800s 大横　	

1815c 1815c 大横

1823c 1823c 中横

中横



中横

文化五辰 1808 中横

1821 1821 長横

庚戌春（嘉永3） 1850 奉書？

1824 奉書？

文政子の夏 1828 角1？

角1

角1

角1

角1

角1

角1

1828 1828 角1

1829 1829 角1

角1

角1

角1

角1

角1

角1

1820s 1820s 角

1855 1855 団扇

1774 1774 九切

1787 1787 四横

1770s 1770s 大横

角1

安永 1770s 絵半切

1827 1827 絵半切

1822 1822 絵半切

1829 1829 絵半切

角1

角1

1810s 1810s 角1

1820c 1820c 角1

1810s 1810s 角1

1820p 1820p 角1

1890s 1890s 角1

1796 1796 九切

1803c 1803ｃ 十二切

1819 1819 十二切

小1



小1

1810 1810 小1

1796 1796 小1

1832 1832 小1

1810 1810 小1

1797 1797 小1

1810 1810 小横

小横

小横

1805 1805 小横

1805 1805 小横

短冊

1809 1809 版本

1798c 1798c 小判

1801 1801 版本

1837 1837 版本

小竪

明和2 1765 半紙本

小判

1827 1827 角

中横

1801 1801 版本

庚辰（文政3） 1820 中横

大横

1837 1837 版本

1867 1867 版本

寛政八年 1796 九切

1812-申 1812 角1

1822 1822 小版

文政11 1828 角1

1799

1767c 1767c 角1

1767c 1767c 中1

1767c 1767c 中1

1765 中1

1766c 中1

1765 1765 角

1816 1816 小版

1816 角1

中横

中横



- 奉書

1826 1826 角1

寛政7 1795 半紙本

1804 1804 小判

1822 1822 角

中横

1821

角1

1820 1820 角

1821 1821 角

1824 1824 角

1824 1824 角

1824 1824 角

1833 角1

1821 角1

1840s 1840s 角1

1835 1835 角1

1858 角1

- - 角1

1823 1823 角1

文政四辛巳年 角1

文政四年辛巳 1821 角1

午ノ初春 九横

小判

1857 1857 大1

天保11 1840 版本

1850 1850 版本

未春興（文政6？） 1823

1849 1849 角1

1825？ 1825 角

奉書

1772-1781 奉書

辛己試筆（文政4） 1821 角1

己丑（文政12） 1829 九竪

奉書

文政 1820s 角1

文政-天保 1820s-1830s 角1

小横

小横

申酉？ 九横

1802 1802 版本



1802 1802 版本

1802 1802 版本

1802 1802 版本

大横

文政12 1829 角1

文化3？ 1806

1810s 1810s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

文政（1820s） 1820s 角1

1820c 1820c 角1

1810 1810 小横

1800s 1800s 小横

1800s 1800s 小横

1800s 1800s 小横

1800s 1800s 小横

1805c 1805c 八切253*125

1809ｃ 1809c 角1

1806 1806 十二

1806 1806 十二

1806 1806 十二

1806c 1806ｃ 十二切

1806c 1806ｃ 十二切

1810 奉書

1800s 1800s 絵半切

1803 1803 絵半切

1800s 1800s 絵半切

文化7（1810） 1810c 絵半切

享和頃（1800s） 1801-1804 絵半切

文化（1810s） 1810s 絵半切

文化（1810s） 1810s 絵半切

1800s 1800s 絵半切

1800s 1800s 絵半切

文化2（1805） 1805c 絵半切

1805c 1805c 絵半切竪

1810s 1810s 角1

文化（1810s） 1810s 角1

文化（1810s） 1810s 角1

享和3（1803） 1803c 九横

1800s 1800s 九横

- - 九横



享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2　

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2 

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2



享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2　

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2　

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横



享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2	

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横

享和四甲子正月吉日 1804 九横2

享和四甲子正月吉日 1804 九横2	

享和四甲子正月吉日 1804 九横

1805c 1805c 九横*

寛政 1805 九横

1803 1803 九横

1805c 1805c 九横

享和4（1804） 1804c 九横

1804 1804 九横

1806 1806 九横

1806-1808 1806-1808 九横

1803-1805 1803-1805 九横

1800 1800 九横

享和4（1804） 1804 九横

1800s 1800s 九横

享和2（1802） 1802 九横

1800かのへさる 1800 九横

寛政 1800 九横

1800庚申春 1800 九横

1805 1805 九横

申ノ春 1800.01 九横

1800 1800 九横

九横

享和4（1804） 1804 九横

文化3（1806） 1806 九横

享和4（1804） 1804 九横

享和2（1802） 1802c 九横

享和2（1802） 1802c 九横

享和2（1802） 1802c 九横



文化3（1806） 1806 九横

九横

文化2（1805） 1805 細横

文化2（1805） 1805 十二

文化2c 1805c 十二

享和2（1802） 1802c 十二

1800 1800 十二

庚申 1799 十二

寛政12（1800） 1800 十二

1800 1800 十二

享和1（1801） 1801 十二

享和2（1802） 1802c 十二

1810 1810 小版

1800 1800 小横

1800 1800 小横

1799c 1799c 小横

1807 1807 小横

丑の春（文化2） 1805 小横

寛政12（1800） 1800c 小横

1815 1815 大横

1810s 1810s 大横

1802 1802 大本　1冊

享和4（1804） 1804 中1

甲子春（享和4） 1804 中横

文化3（1806） 1806 中横

1800-1808 1800-1808 中横*

中横

中横

文化（1810s） 1810s 中横

中横

半紙本　1冊

文政13（1830） 1830c 奉書

1810s 1810s 奉書

1805c 1805c 奉書

享和頃（1800s） 1800s 奉書

乙丑霜月 1805 奉書

1810c 1810c 奉書

子 1816 九横

絵半切

1820s 1820s 角1

1800s 1800s 九横



壬戌　享和二（1802） 1802 中横

1822 1822 角1

1810 1810 小版

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1810s 1810s 角

1810c 1810c 九横185*135

1805c 1805c 九横185*135

1800s 1800s 小横

1800s 1800s 小横

1806？ 1806？ 小横

亥のとし／春の日 1803 小判

1803c 1803ｃ 小判

1810s-1820s 角1

- - 横絵

申の春 1812 絵半切

1800-1810 1800-1810 絵半切

絵半切

1800s 1800s 角1

1821c 1821c 角

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1810s 1810s 角1

1818 1818 角1

1808c 1808c 角横

1808c 1808c 角横

1810c 1810c 角横

1803-亥 1803 九横

1805c 1805c 九横

1807卯 1829 九横

1807c 1807c 九横

1810s 九横？

1806-寅 1806 九横

丑 九横

1820 1820 九横

1800s 1800s 小横

1805 1805 小横

1805 小横

1803 1803 小横



1800s 1800s 小横

1800s 1800s 小横

1818 1818 小横

1806-寅 1806 小横？

1805-丑 1805 小判

1806-寅 1806 小判

1804-子 1804 小判

1810 1810 八切

享和 1800s 八切

享和 1800s 八切

享和 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1800s 1800s 八切

1828c 1828c 角1

1826-戌 1826 角1

1826c 1826c 角1

1833 1833 角1

1833 角1

1833 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1833 角1

1818 角1

1818-寅 1818 角1

1823c 1823c 角1

1820s　 角1

1820s　 角1

1820s　 角1

1832c 1832c 角1

1890s 1890s 角1

1819c 1819c 角1

文化14 1817 角1

1824c 1824c 角1

1833 1833 角1

1833 1833 角1

1832 1832 角1



1820-1822c 角1

1818 1818 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4 1821 角1

文政4 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1890s 1890s 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 1820s 角1

1830c 1820s 角1

1825c 角1

1825c 1825c 角1

1828 1828 角1

1820s 角1

1820c 1820c 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820ｃ 角1

1820s 1820s 角1

1890s 1890s 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

天保 1831 角1

1831 1831 角1

1831 1831 角1

1831 1831 角1

1831 1831 角1

文政（1820s） 1820s 角5

1825-1826 1825-1826 角1



1833c 1833c 角1

1833c 1833c 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1827c 1827c 角1

1820-1822c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1820s 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1821-1822c 1821-1822c 角1

1810s 1818 角1

1818-寅 1818 角1

1818-寅 1818 角1

1820c 1820c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1830s 1830s 角1

- 1820s 角1

天保3？ 1832 角1

天保3？ 1832 角1

天保3？ 1832 角1

天保 1830s 角1

1825c 1825c 角1

1820c 1820c 角1

天保3？ 1832 角1

1828c 1828c 角1

天保3？ 1832 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

天保3？ 1832 角1

1830s 1830s 角1

1825c 1825c 角1

文化 1810s 角1

天保 1830s 角1



1822 1822 角1

1822 1822 角1

1825c 1825c 角1

巳二日 1833 角1

1824c 1824c 角1

1820s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角1

1821-1822 1821-1822 角1

1821-1822 1821-1822 角1

1820s 角1

1822c 1822c 角1

1834c 1834c 角1

1832c 1832c 角1

1825 1825 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

1825c 1825c 角1

1826c 1826c 角1

1826c 1826c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1830s 1830s 角1

1832c 1832c 角1

1832c 1832c 角1

1822c 1822c 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1



1823 1823 角1

1824c 1824c 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1824c 1824c 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1823-未 1823 角1

文政7 1824 角1

1824c 1824c 角1

1824c 1824c 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1823 1823 角1

文政5-6頃 1823 角1

1823 1823 角1

1823-未 1823 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1824c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1824c 1824c 角1

1822c 1822c 角1



1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1826c 1826c 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1823 1823 角1

1825 1825 角5

1825-酉 1825 角1

1825-酉 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

1818-1830 角1

1825c 1825c 角1

1820s 角1

1823c 1823c 角1

1823c 1823c 角1

1828c 1828c 角1

文政 1820s 角1

文政 1820s 角1

1820c 1820c 角1

文政 1820s 角1

1810s 1810s 角1

1819c 1819c 角1

1890s 1890s 角1

- 1810s 角1

1890s 1890s 角1

1822 1822 角1

1821c 1821c 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

1810s 1810s 角1



1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1825c 1825c 角1

1830c 1830c 角1

1830c 1830c 角1

1830c 1830c 角1

1830c 1830c 角1

1832 1832 角1

1832 1832 角1

1810s 1810s 角1

1820c 1820c 角1

1822c 1822c 角1

1822c 1822c 角1

1820c 1820c 角1

1823c 1823c 角1

1824 1824 角1

1824 1824 角1

1825c 1825c 角1

1825c 1825c 角1

1826 1826 角1

1825 1825 角1

1827c 1827c 角1

1827c 1827c 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1832 1832 角1

1832 1832 角1

1830s 1830s 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

1821c 1821c 角1

天保 1830s 角1

1821c 1821c 角1

- 1820s 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1820 1820 角1

1822 1822 角1

1825 1825 角1

1825 1825 角1

1890s 1890s 角1



1820s 角1

1826 1826 角1

1825c 1825c 角1

1820s 1820s 角1

1810s 1810s 角1

1820s 角1

1826 1826 角1

文政7 1824 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政10 1827 角1

1810s 1810s 角1

1828c 1828c 角1

1828c 1828c 角1

1818-1830 角1

1810s 1810s 角1

1820 1820 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1828 1828 角1

1826 1826 角1

文政9 1826 角1

天保 1830s 角1

1821 1821 角1

辛巳（文政4） 1821 角1

1820c 1820c 角1

1821 1821 角1

1830s 1830s 角1

1832c 1832c 角1

1833c 1833c 角1

1826c 1826c 角1

1827c 1827c 角1

1820c 1820c 角1

1830s 1830s 角1

1830s 1830s 角3

1835c 1835c 角3

1820s 角1

文政 1820s 角1

1825c 1825ｃ 角1

1835 1835 角1

1813 1813 角1

天保3 1832 角1



1821 1821 角1

1821 1821 角1

文化14 1817 角1

1825 1825 角1

1822c 1822c 角1

1820s 角1

1810s 1810s 角1

1832 1832 角1

天保3辰 1832 角1

1818 1818 角1

1818 1818 角1

文政11 1828 角1

1821 1821 角1

1820s 角1

1821c 1821c 角1

1830s 1830s 角1

1820s 角1

1822c 1822c 角1

1817 1817 角1

1835c 1835c 角1

文政 1820s 角1

1834 1834 角1

1820c 1820c 角1

1821c 1821c 角1

1820s 1820s 角1

1821 1821 角1

天保 1830s 角1

1827 1827 角1

1817 1817 角1

1830s 1830s 角1

1834 1834 角1

1829 1829 角1

1821 1821 角1

1825c 1825c 角1

1820s 角1

1828c 1828c 角1

文政4巳 1821 角1

文政4巳 1821 角1

文政 1820s 角1

1827c 1827c 角1

1810s 1810s 角1



1819-1820 1819-1820 角1

1820c 1820c 角1

1820c 1820c 角1

文政2-3頃 1819-1820c 角1

文化 1810s 角1

1826 1826 角1

1826 1826 角1

1825 1825 角1

1825c 1825c 角1

1830c 1830c 角1

1820s 角1

1890s［複製］ 1890s 角1

文化（1810s） 1810s 角1　下絵

1829 1829 角1

文政6 1823 角1

1890s 1890s 角2-2

1890s 1890s 角2-2

1810s 1810s 九横

1810s 1810s 九横

1818c 1818c 九横

1810s 1810s 九横

1809 1809 十二切

1809-巳 1809 十二切

1818 1818 小横

1810s 1810s 小版

1813c 1813c 小版

1833 1833 大横

大短

1810s-1820s 中横

1820s 中横

天保3 1832 中本

天保3 1832 中本

天保4 1833 中本

天保2 1831 長絵

卯 1831 長絵

卯 1831 長絵

天保11 1840 半紙本

1829 1829 半紙本

寛政12 1800 奉書？

文化十四丁丑 1817 角1

1822 1822 角1



寛保二年 1742 細絵

元文 1740s 奉書*

1787c 1787c 大本

天明3 1783 半紙本

1796 1796 小横

寛政 1790s 絵半切

1790s 1790s 絵半切

寛政1 1789 大横

寛政7 1795 半紙本

1810s-1830s 絵半切

文政 1820s 角1

1810s-1820s 小判

弘化2（1845） 1845 角判

文政4 1821 半紙本

1797＞ 1797＞ 角1

天保十一庚子年初春 1840 奉書

1808 1808 版本

1600s 1600s 小1

文政11 1828 角1

辛卯仲秋…（明和8） 1771

戊子仲秋 1773 奉書

戊子仲秋 1798 奉書

享和-文化 1800s-1810s 絵半切

寛政13 1801 角1

1714 1714 版本

みずのとのう 1843 絵半切

1823c 1823c 角1

1820s 1820s 角

1821 1821 角1

角横

1812 1812 小横

文化七稔／甲申の春 1824 絵半切（上下）

1822-1826 1822-1826 角1

角1

1820s 1820s 角1

1890s 1890s 角1

1823-1825 1823-1825 角1

1822 角2-左

1822 1822 角1

1822 角2-右

1820s 1820s 角1



1822-1826 1822-1826 角1

1824申 1824 角1

1825 1825 角1

1822-1826 1822-1826 角1

1824c 1824c 角1

1822-1826 1822-1826 角1

1821 1821 角1

1822 1822 角1

1821-巳 1821 角1

1820s 1820s 角1

巳のとし（1821） 1821 九横

1821-巳 1821 九横

1781-1789？ 1781-1789 小判

1810c 1810c 九横

うしの春 柾竪

1602 1602 屏風

1824 1824 角

1865 1865 中本

大横

うしのはつ春 1805 小判

1861 1861 小横

寛政7 1795 半紙本

1804 1804 小版

奉書

文政 1820s 角1

1810s 1810s 角1

1790 1790 九横

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1820s 1820s 角1

1821c 1821c 角

1800s 1800s 小版

1800s 1800s 小版

文政（1820s） 1820s 角1

明治庚寅 角1

1870c

寛政6 1794 大本

寛政7 1795 大本

寛政7 1795 半紙本

1820s 1820s 角1



1820s 1820s 角

奉書

文政6（1823） 1823 角1

1823 角1

1823c 1823c 角1

文政6（1823） 1823 角1

1823 角1

1821 1821 角1

角1

文政4（1821） 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

18281828 角1

文政4（1821） 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1828 1828 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1



文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

角1

1821 1821 角1

1821 1821 角1

1828 1828 角1

文政4（1821） 1821 角1

角1

文政4（1821） 1821 角1

文政4 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

文政4 1821 角1

文政4（1821） 1821 角1

1821c 1821c 角1

角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

角1

1890s 1890s 角1

1825 1825 角1

文政3（1820） 1820 角1

文政4頃 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

文政5 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

角1

文政5（1822） 1822 角1



1828 1828 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1828 1828 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

1822 1822 角1

文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1



文政5（1822） 1822 角1

1822 1822 角1

角1

1824申のはつ春 1824 角1

1825 1825 角1

1824申のはつ春 1824 角1

角1

角1

1824 1824 角1

文政7（1824） 1824 角1

文政（1820s） 1820s 角1

文政7（1824） 1824 角1

文政7（1824） 1824 角1

文政7（1824） 1824 角1

文政7（1824） 1824 角1

文政（1820s） 1820s 角1

1825c 1825c 角1

九横

中横

文政3（1820） 1820 角1

1796 1796 小横

角1

角1

九横

申の春 小1

小1

小1

小横

1810s 	 1810s 	 小版

1850s-1860s 1850s-1860s 中横

1865 1865 版本

- 奉書

1840

1774

文化七庚午歳 1810 15*21.5

1860

寛政四壬子年 1792

1781-1801

1765



文政3 1820 伊勢暦

絵半切

1812	 1812 角1

1814？ 1814？ 角

- - 角1

文政4（1821） 1821 角1

角1

己未 角1

1824p 1824p 角1

角1

1819 1819 角

1830s 1830s 角1

1810s 1810s 角

1826 1826 角

1797 1797 角1

角1

1765-66 1765-66 角1

1790s 1790s 角1

1836 1836 角

1838 1838 角

1840 1840 角

1820s 1820s 角1

1836-37 1836-37 角1

1830s 1830s 角1

1830c 1830c 角1

1820c 1820c 角1

1824p 1824p 角1

1820s 1820s 角1

1820c 1820ｃ 角1

1820s 1820s 角1

1825p 1825p 角1

1830c 1830c 角1

1836 1836 角1

1810s 1810s 角1

角1

1825c 1825ｃ 角1

角1

1810s 1810s 角1

1837 1837 角1

1825c 1825c 角1

1766c 1766c 角1



1810s 1810s 角

1826c 1826c 角

1830s 1830s 角

1836 1836 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1820s 1820s 角

1814 1814 角

慶應二年 1866 角横

角横

角横

角横

丑の春 角横

角横

1801 1801 九横

1790s 1790s 巻物

1800s 1800s 間横

1600s 1600s 間横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

文化6 1809 九横

1811 1811 九横

1805c 1805c 九横185*135

1810s 1810s 九横

九横

午 九横

九横

九横

1804 1804 九横185*135

1798 1798 九横185*135

1810s 1810s 九横

1800c 1800c 九横

文化十二乙亥… 1815 九横

1816 1816 九横185*135

1804c 1804c 九横

九横

1804 1804 小横

九横



1810s 1810s 角横

九切

1783 1783 九切

九楯

九竪

九竪

九竪

1784 1784 四切

小1

1840 1840 小1

1650s 1650s 小1

小1

小1

1797 1797 小版

1800s 1800s 小版

1790s 1790s 小横

1800s 1800s 小横

1829 1829 小横

小横

1765 1765 小横

1788 1788 小横

1789 1789 小横

1791 1791 小横

1793 1793 小横

1796 1796 小横

1796 1796 小横

1797 1797 小横

1798 1798 小横

1799 1799 小横

1790s 1790s 小横

1790s 1790s 小横

1790s 1790s 小横

1810c 	 1810c 	 小横（扇面）

1810 1810 小横

1834 1834 小横

1836 1836 小横

寶曆6（1756） 1756 小横

小横

小横

小横

子 小横



1810s 	 1810s 	 小横

1790s 1790s 小横

1790s 1790s 小横

1820s 	 1820s 	 小横

1783 1783 小横

1798 1798 小横

1800s 1800s 小横

1786 1786 小横

小横

丑 小横

小横

1804 1804 小横

戊辰（文化5） 1808 小竪

1805c 1805c 小判

1840 1840 小判

申 小判

小判

小判

1785 1785 小判

1785 1785 小判

1785 1785 小判

1786 1786 小判

1786 1786 小判

1786 1786 小判

1790 1790 小判

1790 1790 小判

1790c 1790c 小判

1792 1792 小判

1792 1792 小判

1796 1796 小判

辰 1796 小判

1796 1796 小判

1796 1796 小判

1804 1804 小判

1804-子 1804 小判

1804 1804 小判

1782 1782 小判

1797 1797 小判

1790 1790 小判

小判

享和四子年／正月吉日 1804 小判



天明8 1788 小判

天明8 1788 小判

天明8 1788 小判

小判

1816 1816 小版

1797 1797 小版

1840 1840 小版

1820s 1820s 小版

1820s 1820s 小版

1820s 1820s 小版

1783 1783 小版

1786 1786 小版

1789 1789 小版

1791 1791 小版

1852 1852 小版

1820s 	 1820s 	 小版

1806 1806 小版

1837？ 1837？ 小版

1790s 1790s 小版

1786 1786 小版

草稿

草稿

1820s 1820s 九横184*121

1810s 1810s 大横

文政11 1828 大本

卯の春（1831） 1831 短横

1788 1788 短冊

1766c 1766c 中1

1840s 1840s 中横

中横（草稿）

1850s-1860s 1850s-1860s 中横

1837 1837 版本

嘉永5 1852 版本

寛政6 1794 版本

寶永五年戊子二月十一日 1708 奉書

嘉永五壬 1852 奉書

寶永七庚寅天 1710 奉書

寶永七 1710 奉書

安永四己未 1775 奉書

1830s 1830s 奉書

奉書



1813 1813 六切284*143

角1

1820s 1820s 角1

九切

角1

角1

角1

1823 1823 角

1827 中横

1827 中横

1890s 1890s 角1

1820s 1820s 角1

1825 1825 角1

角1

1824p 1824p 角1

1766 1766 中横

1801-1803 1801-1803 九横

1796c 1796c 細横

四切

小版

寛政12（1800）頃 1800c 小横

1810s 1810s 九横

1821 1821 角1

1801-1818 1801-1818 角横

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

1890s 1890s 角1

寛政12（1800）頃 1800c 小横

1800s 1800s 小版



07 判型記号 08 外題 09 げだい

奉書 （猿の舞） 無外題

角1 （鐙と梅枝） 無外題

小横 瓶中梅二品（猿が掛軸を飾る）へいちゅうばい...

角1 （茶碗、鋏、布製の猿） 無外題

角1 （人形、箱） 無外題

（懐中小物） 無外題

角1 （春駒） 無外題

九横 （行商人と羽子板の女子） 無外題

九横 （太夫と禿） 無外題

九横 （シャボン玉売り、子供二人）無外題

九横 （二美人、煙管） 無外題

九横 （三宝の盃、椿） 無外題

小1 三韓の... （扇面、板） さんかんの...

小1 （扇飾り） 無外題

小1 （橋脚） 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

大1 （富本豊雛は絵半切を見る）無外題（富本豊雛）

大横 蟲撰* えほんむしえらみ

大本 銀世界 えほんぎんせかい

大本 画本蟲撰 えほんむしえらみ

大本 画本蟲撰 えほんむしゑらみ

大本 男踏歌* おとこどうか*

大本 汐干の都登 しおひのつと

大本 汐干のつと* しおひのつと

大本 春の色 はるのいろ

大本 普賢像 ふげんぞう

大本 百千鳥狂歌合 ももちどりきょうかあわせ

大本 狂歌和歌夷 わかえびす

大本 和歌夷* わかえびす

短冊 （大黒、俵の上の曲芸） 無外題

大本 画本蟲撰* えほんむしえらみ

大本 和歌夷* わかえびす*

角1 （印籠） 無外題

角1 （猿、流れに写る月を攫もうとする）無外題

角1 （猿、流れに写る月を攫もうとする）無外題

角1 （和藤内、虎退治） 無外題

角1 二の…（團十郎7、粂三郎2、芸妓）無外題

版本 百囀 ももさえずり

己丑夏六月中村座にて… なかむらざ…



角1 昔噺智仁勇［分担］ むかしばなしちじんゆう

角1 昔噺智仁勇 むかしばなしちじんゆう

小判 （門付け、三味線弾きと子供）無外題

中横 …　秋かせの…　七代目三升…　あきかぜの…

大横 柳の糸（太夫、二新造、二禿、門松）やなぎのいと*

半紙本 四方廼春 よものはる

大本 錦摺女三十六歌仙 にしきずりおんなさんじゅうろっかせん

角1 （漆箱、虎の袱紗） 無外題

角1 （髪道具、紅入り器） 無外題

角1 （簪、笄、紅茶碗）［複製］ 無外題

角1 （英国風の機械時計） 無外題

小横 五節ノ内 ごせちのうち

小横 五節ノ内 ごせちのうち

小横 世の中道中双六（羽子板） よのなかどうちゅうすごろく

絵半切 （梅見の帰り） 無外題

角1 牛若六歌仙 うしわかろっかせん

角1 牛若六歌仙 うしわかろっかせん

角1 （難読） 難読

角1 （金太郎　姥　猪と熊） 無外題

角1 （吉原　箱） 無外題

角1 （太夫、短冊に詩歌を詠む） 無外題（たゆう）

角1 （二美人、座って休む、梅） 無外題（二美人、座って休む、梅）

角1 （夜の二藝者、梅） 無外題（二藝者、梅）

小判 （福寿草の鉢、硯） 無外題

半紙本 狂歌婦人今様姿 きょうかふじんいまようすがた

奉書 其成老人…（唐美人） …

大横 浮繪／江戸堺町芝居之圖 うきええどさかいちょうしばいのづ

大横 男踏歌* おとこどうか*

奉書 （鳥居大小） …

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽蓮江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし



角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連江戸名所見立十二支いちようれんえどめいしょみたてじゅうにし

角1 一陽連文房四友 いちようれんぶんぼうしほう

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

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

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

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

角1 一陽連文房四友 いちようれんぶんぼうしゆう

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇治拾遺物語 うぢしゅういものがたり

角1 宇都宮笠木連 うつのみやかさぎれん

角1 宇津宮笠木連 うつのみやかさぎれん

角1 かつしか五番 かつしかごばん

角1 かつしか五番春のあけぼの染かつしかごばんはるのあけぼのぞめ

角1 かつしか五番春のあけぼの染かつしかごばんはるのあけぼのぞめ

角1 かつしかさくらつくし かつしかさくらづくし

角1 かつしかさくらつくし かつしかさくらづくし

角1 かつしかさくらつくし かつしかさくらづくし

角1 かつしかさくらつくし かつしかさくらづくし

角1 葛飾三升連 かつしかさんじょうれん

角1 葛飾三升連 かつしかさんじょうれん

角1 葛飾三升連 かつしかさんじょうれん

角1 葛飾三升連 かつしかさんじょうれん

角1 葛飾三升連 かつしかさんじょうれん

角1 葛飾廿四將 かつしかにじゅうししょう

角1 葛飾廿四将 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 葛飾廿四將 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 葛飾廿四將 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 葛飾廿四將 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 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連額面婦人合 かつしかれんがくめんふじんあわせ

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番* かつしかれんめいすうじゅうばん



角1 葛飾連名数十番* かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 葛飾連名数十番 かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 （中国仙人、岩の上） かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 （葛飾連名数十番） かつしかれんめいすうじゅうばん

角1 かつしか六番つゞき かつしかろくばんつづき

角1 （カリガネ）連 かりがねれん

角1 （カリガネ）連 かりがねれん

角1 吉備國連* きびのくにれん

角1 吉備國連* きびのくにれん

角1 吉備國連 きびのくにれん

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 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 源語二佳人 げんごにかじん

角1 源氏二佳人 げんじにかじん

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 （姫君、短冊で歌を詠む） さんきょく

角1 三曲 さんきょく

角1 三曲 さんきょく

角1 三曲 さんきょく

角1 上毛水魚連 じょうもうすいぎょれん

角1 上毛水魚連 じょうもうすいぎょれん

角1 （上毛水魚連）［複製］ じょうもうすいぎょれん

角1 上毛水魚連 じょうもうすいぎょれん

角1 （上毛水魚連）［複製］ じょうもうすいぎょれん

角1 蜀三傑 しょくさんけつ

角1 水滸傳五虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 水滸傳五虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 水滸傳虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 水滸傳／［五］虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 水滸傳五虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 水滸傳五虎將軍 すいこでんごこしょうぐん



角1 水滸傳五虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 水滸傳虎將軍 すいこでんごこしょうぐん

角1 菅原三席 すがわらさんせき

角1 仙臺連蜀の三傑 せんだいれんしょくのさんけつ

角1 鶴亀二番 つるかめにばん

角1 鶴亀二番 つるかめにばん

角1 鶴龜二番 つるかめにばん

角1 つれづれ草 つれづれぐさ

角1 のゝ字翁詩歌連俳 ののじおうしいかれんぱい

角1 排闥三番 はいたつさんばん

角1 排闥三番 はいたつさんばん

角1 排闥三番 はいたつさんばん

角1 花見の三 はなみ

角1 花見の三 はなみ

角1 花見の四　［太鼓連］ はなみ...

角1 久かた屋五ばんつゞき ひさかたやごばんつづき

角1 久かた屋五ばんつゞき ひさかたやごばんつづき

角1 久かた屋五ばんつゞき ひさかたやごばんつづき

角1 久かた連仲の町*... ひさかたやなかのちょう...

角1 久かた連仲の町...［番号］ ひさかたやなかのちょう...

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋仲の町… ひさかたやなかのちょう…

角1 久かた屋古市をどり ひさかたやふるいちおどり

角1 久かた屋古市おどり ひさかたやふるいちおどり

角1 久かた屋古市をどり ひさかたやふるいちおどり

角1 久かた屋古市おどり ひさかたやふるいちおどり

角1 久かた屋古市をどり ひさかたやふるいちおどり

角1 久かた屋古市をどり ひさかたやふるいちおどり

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 武家六歌仙 ぶけろっかせん

角1 文房四友 ぶんぼうしゆう

角1 文房四友 ぶんぼうしゆう

角1 文房四友 ぶんぼうしゆう



角1 文房四友 ぶんぼうしゆう

角1 堀之内連 ほりのうちれん

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 本町連十番つゞき ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番つゞき ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番つゞき ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番つゞき ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番つゞき ほんちょうれんじゅうばんつづき

角1 本町連十番つゞき ほんちょうれんじゅうばんつづき

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 本町連物がたり十番 ほんちょうれんものがたり

角1 本町連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

角1 本町連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

角1 本町連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

角1 本町連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

角1 本朝連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

角1 本町連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

角1 本町連物かたり十番 ほんちょうれんものがたりじゅうばん

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 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 六樹園社中備前雉田浦連　 ろくじゅえんしゃちゅうびぜんきじたうられん

角1 六樹園社中備前雉田浦連 ろくじゅえんしゃちゅうびぜんきじたうられん

角1 六樹園社中備前雉田浦連 ろくじゅえんしゃちゅうびぜんきじたうられん

角1 和漢武徳之内 わかんぶとくのうち



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 未確認

角1 （扇、書道具） 無外題

角1 （蟹、梅） 無外題

角1 （武者） 無外題

角1 （武者） 無外題

角1 文臺の...（官女、歌を詠む） 無外題

角1 （官女、詠歌） 無外題

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 （和漢武人） 無外題

角1 （櫻樹、旭） 無外題あさひ

角1 （梅、辨慶蟹） 無外題かに

角1 （梅、辨慶蟹） 無外題かに

角1 （三蟹） 無外題かに3

角1 （三蟹、流れ） 無外題かに3

角1 （二亀、盃） 無外題かめ2

角1 （扇面、官女） 無外題かんじょ

角1 （官女、墨をする） 無外題かんじょ

角1 （祇王妓女） 無外題ぎおうぎじょ

角1 （緋鯉の滝登り） 無外題こい

角1 （三日月、正月の御幣） 無外題ごへい

角1 （唐人、猿に餌を与える） 無外題さる

角1 （唐人と猿二） 無外題さる2

角1 （西王母　一弦琴　龍） 無外題せいおうぼ

角1 （手鏡に映る西洋婦人） 無外題せいようびじん

角1 （西洋婦人の額画） 無外題せいようふじん

角1 （曾我狂言） 無外題そが

角1 （竹尽し） 無外題たけ

角1 … 無外題たけのうち

角1 … 無外題たもんそん

角1 （太夫、短冊を認ためる） 無外題たんざく

角1 （美人は短冊を持つ） 無外題たんざく

角1 （鶴、旭天を飛ぶ） 無外題つる

角1 …二番 無外題にばん

角1 （芸者　三味線　猫） 無外題ねこ

角1 （無外題）［改変］ 無外題ねずみ

角1 （美人、進物を差し出す） 無外題びじん

角1 （三美人、中国、日本） 無外題びじん

角1 （御殿女中、本を持つ、屏風）無外題びょうぶ



角1 （文房四宝、屏風） 無外題ぶんぼうしほう

角1 （少女、縁側で毬突き） 無外題まり

角1 （龍と乙姫） 無外題りゅう

九横 （文箱、書物棚） 無外題

九横 （文箱、机上の書籍） 無外題

九切 （官女、墨色の背景） 無外題

摺物 （少女、官女に書物を差し出す）無外題

中横 （官女、新織物） 無外題

半紙本 一老画譜 いちろうがふ

半紙本 一老画譜 いちろうがふ

半紙本 一老画譜* いちろうがふ

半紙本 一老画譜 いちろうがふ

半紙本 一老画譜［後摺本］ いちろうがふ

半紙本 歌の友舟* うたのともぶね

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

半紙本 山水寄観狂歌集 さんすいきかんきょうかしゅう

半紙本 山水寄観狂歌集 さんすいきかんきょうかしゅう

半紙本 むらさきぐさ* むらさきぐさ

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 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 楚漢狂歌合 そかんきょうかあわせ

小横 □枝□□圖 ...

九横 鶯や... うぐいすや...

絵半切 （牛の神事） 無外題

角1 （扇のオカメ） 無外題

角1 （小判） 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 （雪の庵、山） 無外題

角1 （小判） 無外題

角1 歳旦　蓬莱の…　歳暮　…　春興　…さいたん　…

角1 歳旦　歳暮　春興 さいたん　…

小横 引そ女や弁財天と能いねじめひきそめや...

小版 扇川菊之丞 おうぎかわきくのじょう

小横 （二鳥追い女、子供） 無外題

角1 （牛若丸と浄瑠璃姫） 無外題



角1 （男、少女を肩上げ、桜の枝を折る）無外題

九切 （春駒） 無外題（春駒）

小1 （猫、糸に戯れる） 無外題（猫、糸に戯れる）

大横 柳の糸* やなぎのいと*

角1 竹取 たけとり

角1 （唐美人、元禄美人） 無外題

小横 （猫？　文字） 無外題

九竪 （大原女） 無外題

半紙本 四方廼春 よものはる

角1 （小野道風）弐ばんつゝき 無外題

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

半紙本 四方廼春 よものはる

小横 （お多福、掛軸をみる） 無外題

奉書 窓月梅姿繪 まどのつきうめのすがたえ

大々 （金時、黒熊と組み伏せる） 無外題

角1 文齋側五行／花街細見合 ぶんさいがわごぎょうかがいさいけんあわせ

角1 （團十郎、矢の根五郎） 無外題

角1 （渡辺綱・市川団十郎1） 無外題

細絵 中村冨十郎 なかむらとみじゅうろう

奉書 江戸市川流　元祖市川段十郎…（暫）えどいちかわりゅう

奉書 歌舞妓狂言汲み十八番 かぶききょうげん…

四方語始壽曽我（大小） よも…

角1 （月の女神　兎） 無外題

角1 （太夫、七草） 無外題

角 （雨中、心中男女） 無外題

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

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

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 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 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 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 三番續 さんばんつづき

角1 三番續 さんばんつづき

角1 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 菅原傳授手習鑑*　 すがわらでんじゅてならいかがみ

角1 五番續（曾我の對面） そがのたいめん

角1 園ノ胡蝶 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 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 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 （三役者、人形を操る。鶴紋）ろっかせん

角1 （図版？） （図版？）

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 （乙姫） 無外題

角1 （扇売り） 無外題

角1 （藝者、わらびを摘む） 無外題

角1 （菖蒲の前） 無外題

角1 （大井のお兼ね、牛） 無外題

角1 （荒獅子男之助） 無外題

角1 花雪和合太平記* 無外題

角1 （武家の女、神社詣） 無外題

角1 五番續（花魁、巻文を読む） 無外題

角1 （子供、書初め） 無外題

角1 二番續（鞘当）　 無外題

角1 （乙姫） 無外題

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 （牛、柳） 無外題うし

角1 （牛二） 無外題うし

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 （鏡の女　鏡に男） 無外題かがみ

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 （公家、笹竜胆、寺院の前） 無外題くげ

角1 （薬玉、短冊） 無外題くすだま

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 （十二単衣） 無外題じゅうにひとえ

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 （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 （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 （中国美人）［原画］ 無外題ちゅうごくびじん

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 （美人、立ち姿） 無外題びじん

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 （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 （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 （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 （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2 （役者、座敷、遊宴） 無外題

角3 頼政射家櫻* よりまさ　ゆみやのいえざくら



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3 （助六、揚巻、ほか） 無外題	

九切 錦升（床几の煙草、煙管） きんしょう

九切 曙山（遊山の道具、三味線、赤毛氈）しょざん

九切 （曙山の遊山　、三味線、盃）無外題

四切 （芸妓と仲居） 無外題

大横 おなしく　其弐 まんぱちろう…2

大横 おなしく　其弐 まんぱちろう…2

中横 四天王産湯玉川* してんのううぶゆのたまがわ

中横 （三味線、琴の合奏） 無外題

* （團十郎九代目、暫） 無外題

角1 美人合 びじんあわせ

角1 美人合 びじんあわせ

角1 美人合 びじんあわせ

角1 （猿回し、渡しの舟） 無外題

細絵 （元禄美人、大石良雄戯作） 無外題

四切 江の嶋／辨才天 えのしまべんざいてん

角1 契情礼日之大小 けいせいれいびのだいしょう

小版 （美人、羽根つき) 無外題

奉書 （殿様、書簡をもつ） 無外題

角1 （暫の大首） 無外題

角1 （團十郎7の暫） 無外題

角1 （旭日、竹） 無外題

角1 （男、川辺の美人の傍） 無外題

角1 （旭、竹） 無外題

角1 （竹　朝日） 無外題

角1 大平の御代...（大小） たいへいのみよ...

角1 若松内／名曳 わかますうちなひき

角1 （赤隈の役者、幔幕から覗く）無外題

角1 （暫く、市川團十郎） 無外題

角1 （團十郎七代目の肖像） 無外題

角1 （四代目團十郎の暫） 無外題

絵半切 （義經、楊弓をする） 無外題

角1 六歌仙 ろっかせん

角1 （六歌仙） ろっかせん

角1 （男、小屏風の脇に立つ） 無外題

角1 （三浦大助、東方朔、浦島の書をみる）無外題

角1 （女形、若衆、新年の海老飾り）無外題

角1 （関の扉、半四郎4と團十郎7）無外題

角1 （五代目路考） 無外題



角1 （鯰坊主、凧の暫を睨む） 無外題

角1 （役者、供男） 無外題

角1 （男女、雪の捕物） 無外題

摺物 三河屋彦（三浦大助、東方朔、浦島）無外題

角1 なてうし物名 なでうし...

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 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 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 風俗女水滸傳　壹百八人ノ内ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳　壹百八人ノ内　ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳　壹百八人ノ内　ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳　壹百八人ノ内　　ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳　壹百八人ノ内　ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳　壹百八人ノ内　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 風俗女水滸傳　百八人之内 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 風俗女水滸傳 ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸傳 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 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 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 ふうぞくおんなすいこでん

角1 （藝者、品川の大木戸） 無外題

角1 （荒獅子男之助、口に扇、駒絵に鼠）無外題

角1 （立役、煙管をもつ） 無外題

角1 （女形、三宝の烏帽子を手に）無外題

角1 （女形、龍の冠、手に三宝） 無外題

角1 （娘、竹の蛇） 無外題

角1 （琴、床の間、掛軸） 無外題

角1 （團十郎7、捕り方を踏む） 無外題

角1 （團十郎7と半四郎6） 無外題

角1 （大丸新染物） 無外題

角1 （婦人、床の間に掛け軸） 無外題

角1 （熊坂？　牛若） 無外題

角1 （亀、松、旭） 無外題

角1 （藝者、三味線） 無外題



角1 （三味線　芸者） 無外題

角1 （海岸、三鶴が飛ぶ） 無外題

角2 （二婦人、江ノ島、富士山） 無外題

小横 （太夫、弾き初め) 無外題

大1 通俗・水滸傳豪傑百八人之一個つうぞくすいこでんごうけつ…

大3 （死絵） 死絵

版本 翫雀追善はなしとり かんじゃくついぜんはなしとり

版本 水魚連狂歌雙六 すいぎょれんきょうかすごろく

角1 風俗女水滸伝・壹百八人ノ内ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸伝・百八人ノ内 ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸伝・百八番之内 ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸伝・百八番之内 ふうぞくおんなすいこでん

角1 風俗女水滸伝 ふうぞくおんなすいこでん

（米俵、凧） 無外題

九横 （盃と独活） 無外題

角1 三光 さんこう

角1 ■盡十二寶 ねずみづくしじゅうにほう	

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 （辨天　龍） 無外題

角1 （美人） 無外題

角1 （朝比奈、酒樽を持ち眠る、新年）無外題（あさひな）

角1 （大原女、牛） 無外題（うし）

角1 （藝者、妹藝者は絵馬をもつ）無外題（えま）

角1 （武士、盃、新年） 無外題（かきぞめ）

角1 （九の酒樽、雄鳥） 無外題（さかだる）

角1 （女猿廻し、衝立） 無外題（さるまわし）

角1 （女猿廻し） 無外題（さるまわし）

角1 （藝者、三味線箱に寄り掛かる）無外題（しゃみせんばこ）

角1 （二婦人、順禮） 無外題（じゅんれい）

角1 （僧侶？、書き始め、新年） 無外題（そうりょ）

角1 （美人、子供、枝に掛る凧を取り外す）無外題（たこ）

角1 松竹梅（画像） 無外題（ちゃのゆ）

角1 （美人、赤子、子供は鶏に餌）無外題（とり）

角1 （酒樽　鷄） 無外題（とり）

角1 （琴、梅の鉢植え） 無外題（むめはち）

角1 （二美人、若菜摘み） 無外題（わかなつみ）



中横 （七福神） 無外題（七福神）

半紙本 四方廼春 よものはる

半紙本 四方廼春 よものはる

半紙本 四方廼春 よものはる

角1 御名 おんな

角1 田居三ツ道具 でんきょみつどうぐ

角1 田居三ツ道具 でんきょみつどうぐ

角1 田居三ツ道具 でんきょみつどうぐ

角1 鼠盡十二寶 ねずみづくしじゅうにほう

角1 鼠盡十二寶* ねずみづくしじゅうにほう

角1 鼠盡十二寶 ねずみづくしじゅうにほう

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 山城名所名物 やましろめいしょめいぶつ

角1 （難読） 難読

角1 （桃太郎と猿） 無外題

角1 （子供と母、書初、旭、寶舟）無外題

角1 （子供、母の手の梅枝を欲しがる）無外題

角1 （美人、梳る、富士山） 無外題

角1 （美人、髪を梳かし、盥の月を見る）無外題

角1 （藝者は縁側で文を読む、梅）無外題

角1 （隅田川の渡し）［複製］ 無外題

角1 （太夫と禿二、文読み） 無外題

角1 （猿と蟹） 無外題

角1 （子供ハ雙六、姉、子犬） 無外題

角1 （藝者は舟に乗る） 無外題

角1 （俄、扇を開く） 無外題

角1 （俄、扇を開く） 無外題

角1 （太夫、新造、禿、机前で居眠り）無外題

角1 （侍と供、女猿廻しを見る） 無外題

角1 （蛇、松、旭） 無外題

角1 （小野小町と侍女、草紙洗い）無外題（おののこまち）

角1 （二美人、籠から鶴を放つ） 無外題（びじん）

角1 （三都鳥、隅田川を泳ぐ） 無外題（みやこどり）

角1 （吉原俄） 無外題（吉原俄）

角1 （侍と供、女猿廻しを見る） 無外題（女猿廻しを見る）

角1 （二藝者、飛鳥山、駕篭） 無外題（二藝者、飛鳥山、駕篭）

角1 （藝者、俄で扇と拍子木）［複製］無外題（藝者、俄で扇と拍子木）

角1 （藝者、桜下で献酬） 無外題（藝者、桜下で献酬）



大横 海舶來禽圖會* かいはくらいきんづえ*

半紙本 四方廼春 よものはる

角1 菅原連二番 すがわられんにばん

角1 （北條時政） 無外題

角1 （弁天と北條時政） 無外題

角1 （亀井戸の神瓶二つ、御幣） 無外題

角1 （遊女　若侍） 無外題

角1 （兎意匠の盃） 無外題

版本 百花帖* ひゃっかじょう

半紙本 四方廼春 よものはる

角1 （三子供は双六で遊ぶ） 無外題

角1 （鳥篭、花器、箱） 無外題

角横 （天女、漁師） 無外題

角1 （女、男、踊り） 無外題

奉書 （蔓草） 無外題

角1 （茶筅） 無外題

絵半切 辞世　寸善舎尺麿 じせい

角1 十能之内 じゅうのうのうち

角1 物語合 ものがたりあわせ

角横 （垣根の菊） 無外題（垣根の菊）

九横 （琴、椿） 無外題（琴、椿）

十二切 （インコ、枝に止まる） （インコ、枝に止まる）無外題

小1 （美人、狆を抱く） 無外題（美人、狆を抱く）

大本 春の色 はるのいろ

中横 （火炎太鼓、雅楽） 無外題（火炎太鼓、雅楽）

中横 （琴と錦） 無外題（琴と錦）

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 謡番組 うたいばんぐみ



角1 謡番組 うたいばんぐみ

角1 宇津保物語* うつぼものがたり*

九竪 （龜） 無外題

十二切 （梅の樹木） 無外題

四切 歳旦　（扇） さいたん

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 （遊女、雪傘） 無外題

角1 （九尾の狐鏡） 無外題

角1 （遊女、花見に行く） 無外題

角1 （女性、簪、丸窓） 無外題

角1 （女性、菖蒲の葉を切る） 無外題

奉書 （「東山相模屋」遊宴） 無外題

諸藝／つくし しょげいづくし

角1 （尺八と袋） …

角1 東都名所合 とうとめいしょあわせ

角1 東都名所合 とうとめいしょあわせ

角1 東都／名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 東都／名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 東都／名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 東都／名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 東都名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 東都名物合 とうとめいぶつあわせ

角1 東都／名物合［複製］ とうとめいぶつあわせ

小版 六哥仙の内 ろっかせんのうち

角1 （亀二匹） 無外題

九横 （十二単衣の官女） 無外題

角1 （花鳥） 無外題

小横 （多勢の武士、神社に参詣、旭、海）...

小判 （美人、絵馬を持つ） 無外題

小判 （子供、木馬に乗る） 無外題

半紙本 四方廼春 よものはる

角1 （革製煙草入れと煙管） 無外題

奉書 （仙女、笛を吹く、鳥） 無外題

奉書 壬申／歳旦鳥盡 さいたんとりづくし

奉書 壬申／歳旦鳥盡 さいたんとりづくし

奉書 門荒御爆竹之圖 もんこう？おんばくちくのづ

角1 （中国美人、台上に箱？） 無外題ちゅうごくびじん

角1 廓八景 くるわはっけい



角1 廓八景 くるわはっけい

角1 五番續 ごばんつづき

角1 大（桜）　五番續 ごばんつづき

角1 大（桜）　五番續 ごばんつづき

角1 菅原連三種之神器宝玉 すがわられんさんしゅのじんぎほうぎょく

角1 菅原連三種之神器宝玉 すがわられんさんしゅのじんぎほうぎょく

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 六玉川之内 むたまがわのうち

角1 木火土金水*　五番續　 無外題

角1 （藝者、江戸名所） 無外題

角1 （武士、右手に龍？、背景は瀧）無外題

角1 （女性、崖から瀧に手を延べる）無外題

角1 （女性、瀧の崖に跪く） 無外題

角1 （藝者、茶屋で化粧、枕） 無外題

角1 （藝者、手鏡、枕） 無外題

角上下 （女性、瀧）（大原女、牛） 無外題

角1 （黒い着物女性、七草の支度）無外題

十二切 （官女、囲碁） 無外題

角1 （七草の竹籠、縮緬） 無外題

奉書 （梅に飛ぶ鴬） 無外題

角1 （客は三味線、遊女は傍らに立つ、屏風仕掛け）無外題

角1 （黒い衣冠束帯の貴族） 無外題

細絵 寛保三癸亥（関羽と美人の大小）…

細絵 （美人） 無外題

絵半切 （翁） 無外題

絵半切 （貴人、官女） 無外題

絵半切 （美人、横になり三味線） 無外題

角1 龍の都三番續 たつのみやこさんばんつづき

角1 梨子壺五歌仙 なしつぼごかせん

角1 花合 はなあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 名馬揃 めいばぞろい

角1 （中国仙女、芭蕉扇をもつ） 無外題

角1 （美人、羽子板を持つ、子、屏風）無外題

角1 （牛若、僧正房） 無外題

角1 （若い女性、笠）（大津絵、藤娘）無外題

角1 （練物） 無外題

角1 （練物） 無外題



角1 （練物） 無外題

角1 （練物） 無外題

角1 （練物） 無外題

大短横 （美人、三味線を弄び横になる）［複製］無外題

中横 （三曲） 無外題

角1 梨子壺五歌仙 なしつぼごかせん

角1 （花扇と提灯） 無外題

版本 狂歌百千鳥* きょうかももちどり

版本 狂歌百千鳥* きょうかももちどり

角1 伊勢津 いせのつ

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

角1 薫物合 たきものあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 花合 はなあわせ

角1 名馬揃 めいばそろい

角1 名馬揃 めいばぞろい

角1 名馬揃 めいばぞろい

角1 名馬揃 めいばぞろい

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 （僧正坊、義經に読書を教授）無外題

角1 （女性、垣根の傍を歩く） 無外題

絵本 絵本勇名草 えほんいさなぐさ

九切 （女、頭に鯛笊） 無外題（女、頭に鯛笊）

小横 （手長、足長、掛軸を懸ける）無外題

小判 （子供と女性二、草摘み） 無外題

半紙本 四方廼春 よものはる

版本 百花帖* ひゃっかじょう

角1 二代目團十郎／勝川春章画しゅんしょうが／だんじゅうろう2

角1 （暫） 無外題

小横 （伊勢海老、酒盃） 無外題



巻物 乗興集 じょうきょうしゅう

（白梅、旭） 無外題

（阿蘭陀風俗図、掛軸） 無外題

小1 （二男、善玉、悪玉） 無外題

絵半切 （秋野図） 無外題

絵半切 （秋野図）［二版］ 無外題

小横 （茶碗、茶筅、棗） 無外題

小横 （二美人、七草摘み、子供） 無外題

九横 初春のうり物 しょしゅんのうりもの

九横 年たい記 ねんだいき

九横 （筆、硯、帖）［五色］？ 無外題

九横 （軸箱、茶入れ、福寿草鉢）［五色］？無外題

小版 （大小） 無外題

角1 （茶碗と御香…） 無外題

奉書 （砧打ち） 無外題

九横 （公家、旭を見る） 無外題

絵半切 （桜下の馬、竃） 無外題

九横 （官女は戸外の雨を見る） 無外題

小判 （赤子、二美人、雪の兎） 無外題

小版 （三龜、三宝） 無外題

大1 牛馬三藥 ぎゅうばさんやく

角1 （美人、洗濯盥を運ぶ） 無外題

角1 （美人、洗濯盥を運ぶ） 無外題

角1 （男、杵で餅を搗く） 無外題

大横 文政庚辰春　（群蝶） …

版本 春溪画譜* しゅんけいがふ

版本 虫類画譜 ちゅうるいがふ

奉書 東都戯作／烏亭焉馬／狂名　のミのてうなごん／すみかねとうとげさく…

小横 （大黒、白鼠、俵） 無外題

小横 （旭、海辺） 無外題

角横 大江山四幅續 おおえやま

細絵 雪持竹振袖源氏* ゆきもつたけふりそでげんじ

小横 （大小） 無外題（大小）

大本 三十六歌仙 さんじゅうろっかせん

奉書 （官女ら、縁側で池を眺める）無外題

奉書 （官女ら、縁側で池を眺める）無外題

大本 三十六歌仙 さんじゅうろっかせん

大本 錦百人一首東織* にしきひゃくにんいっしゅあづまおり*

角1

角1 （中国武人、橋の上） しがのみねおときち

角1 花笠連　七婦久人 しちふくじん



角1 蜀三勇 しょくさんゆう

角1 蜀三勇 しょくさんゆう

角1 須磨／つゝき［源氏物語］ すま

角1 長谷川久藏筆（朝比奈、五郎の草摺を引く）はせがわきゅうぞう…

角1 花笠連七婦久人 はなかされんしちふくじん

角1 花笠連七婦久人 はなかされんしちふくじん

角1 花笠連／七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 花笠連　七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 花笠連／七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 花笠連／七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 花笠連／七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 花笠連七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 花笠連／七婦久人 はながされんしちふくじん

角1 武勇三番續 ぶゆう　さんばんつづき

角1 昔噺智仁勇 むかしばなしちじんゆう

角1 昔噺智仁勇 むかしばなしちじんゆう

角1 昔噺智仁勇 むかしばなしちじんゆう

角1 （桃太郎） 無外題

角1 （暫、後ろに女神） 無外題

角1 （小町、短冊を前に思案する）無外題

角1 （梶原景季見立） 無外題

角1 （張飛、長板橋） 無外題

角1 無外題（太夫、鯉の帶） 無外題

小版 （大小） 無外題（大小）

絵半切 （若菜摘み、四女、一下男） 無外題

絵半切 （若菜摘み） 無外題

角1 いせ物語（浅艸側） いせものがたり

角1 いせ物語（浅艸側） いせものがたり

角1 いせ物語（浅艸側） いせものがたり

角1 …いせ物語 いせものがたり

角1 園生連繪合 えあわせ

角1 霞連海草合 かすみれんかいそうあわせ

角1 花鳥七番續の内（芙蓉連） かちょうしちばんつづきのうち

角1 花鳥七番續の内（芙蓉連） かちょうななばんつづきのうち

角1 鎌倉志 かまくらし

角1 公事根源 くじこんげん

角1 群蝶画譜 ぐんちょうがふ

角1 下野國／二荒山／神社／春燈／子日／夜祭／之圖しもつけのくに…

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

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

角1 草木合（霞連） そうもくあわせ



角1 繪合（園生連） そのうれん	えあわせ

角1 園生連　繪合 そのうれんえあわせ

角1 竹田からくり たけだからくり

角1 つれづれ艸（浅草側） つれづれぐさ

角1 土佐画合十番之内 とさえあわせ

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 土佐画合十番之内 とさえあわせじゅうばんのうち

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 とりかへはや／ものかたり とりかえばやものがたり

角1 とりかへはや／ものかたり とりかえばやものがたり

角1 とりかへはや／ものがたり とりかえばやものがたり

角1 播州高砂尾上鐘圖 ばんしゅうたかさごおのえのかねのづ

角1 播州高砂尾上鐘圖 ばんしゅうたかさごおのえのかねのづ

角1 ひさかた屋（総角、助六） ひさがたや

角1 ひさかた屋（沢村田之助2） ひさがたや

角1 久堅屋七番之内 ひさがたやななばんのうち

角1 久堅屋七番之内 ひさがたやななばんのうち

角1 久かたや七番之内 ひさがたやななばんのうち

角1 久かたや七番之内 ひさがたやななばんのうち

角1 久かた屋連（團十郎7の助六）ひさがたやななばんのうち

角1 彫工三名之内？ ほりこうさんめいのうち

角1 彫工三名之内？ ほりこうさんめいのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

角1 三ひらの内 みひらのうち

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 かつしか五番（花魁、初衣裳）無外題

角1 （金唐革、煙管） 無外題

角1 （機械仕掛け人形） 無外題（機械仕掛け人形）

角1 （機械人形、二人唐子） 無外題（機械人形、二人唐子）

角1 （金唐革の煙草入れ、煙管） 無外題（金唐革の煙草入れ、煙管）

角1 （五郎、朝比奈、草摺引き） 無外題（五郎、朝比奈、草摺引き）



角1 （孔雀の羽、梅の枝） 無外題（孔雀の羽、梅の枝）

角1 （財布、福寿草の鉢） 無外題（財布、福寿草の鉢）

角1 （漆のお椀、盆） 無外題（漆のお椀、盆）

角1 （漆のお椀、盆） 無外題（漆のお椀、盆）

角1 （太夫、文机で夢を見る、禿）無外題（太夫、文机で夢を見る、禿）

角1 （竹田近江の機関） 無外題（竹田近江の機関）

角1 （兎、タンポポ、蕨） 無外題（兎、タンポポ、蕨）

角1 （兎　たんぽぽ） 無外題（兎、タンポポ、蕨）

角1 （美人、牛の上、神社の奉納額、大原女）無外題（美人、牛の上、神社の奉納額、大原女）

角1 （百人一首） 無外題（百人一首）

角1 （福寿草） 無外題（福寿草）

角2 ひさかた屋　（奴凧） 無外題

角2 ひさかた屋　（遊女、志ら玉）無外題

九横 江戸名物／俊満製 えどめいぶつ

九横 江戸名物 えどめいぶつ

九横 江戸名物／俊満制 えどめいぶつしゅんまんせい

九横 侠客五番之内 きょうかくごばんのうち

九横 侠客五番之内 きょうかくごばんのうち

九横 侠客五番之内 きょうかくごばんのうち

九横 侠客五番之内 きょうかくごばんのうち

九横 侠客五番之内 きょうかくごばんのうち

九横 五禽之内 ごきんのうち

九横 不忍天女宮扁額冩 しのばずてんにょぐう…

九横 松風臺七番之内 しょうふうだいしちばんのうち

九横 松風臺七番之内 しょうふうだいしちばんのうち

九横 諸藝／つくし しょげいづくし

九横 富岡八幡宮扁額冩 とみおかはちまんぐうへんがく

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内（浅草側）なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 鳴物／六番／之内 なりものろくばんのうち

九横 （芝廼屋山陽、公家より認可狀を受ける）無外題

九横 （公家より狂歌所の認可） 無外題

九横 （お多福の化粧、女、布袋） 無外題（お多福の化粧、女、布袋）

九横 （飴玉、縞玉、ほか） 無外題（飴玉、縞玉、ほか）



九横 （伊勢海老） 無外題（伊勢海老）

九横 （一女、二男の歌仙） 無外題（一女、二男の歌仙）

九横 （蛙、柳、水） 無外題（蛙、柳、水）

九横 （官女、縁側に立つ） 無外題（官女、縁側に立つ）

九横 （韓信の股くぐり） 無外題（韓信の股くぐり）

九横 （三煙草入れ） 無外題（三煙草入れ）

九横 （三美人、摺物を見る） 無外題（三美人、摺物を見る）

九横 （子供、龍に餌をあげる） 無外題（子供、龍に餌をあげる）

九横 （象の置物） 無外題（象の置物）

九横 （鍾馗） 無外題（鍾馗）

九横 （蛸の絵馬、唐土餅） 無外題（蛸の絵馬、唐土餅）

九横 （竹苞　香り草） 無外題（竹苞　香り草）

九横 （二太夫、後ろ向きの男、背中に蝶々）無外題（二太夫、後ろ向きの男、背中に蝶々）

九横 （二太夫、行灯で読書） 無外題（二太夫、行灯で読書）

九横 （白象） 無外題（白象）

九横 （琵琶） 無外題（琵琶）

九横 （婦人、子供、石垣から水滴る）無外題（婦人、子供、石垣から水滴る）

九横 （文車、ふぐるま） 無外題（文車、ふぐるま）

九横 （文車） 無外題（文車）

九横 （野菜類、竹皮で包む） 無外題（野菜類、竹皮で包む）

九横 （野遊び具） 無外題（野遊び具）

九横 （遊山小物？） 無外題（遊山小物？）

九横 （羊の絵馬、三重塔、巻物） 無外題（羊の絵馬、三重塔、巻物）

九横 （藝者、文机で思案する） 無外題（藝者、文机で思案する）

四横 （宝船） 無外題

十二切 鎌倉和田盃圖 かまくらわださかづきのづ

十二切 藝…しつけ方 げいの…

十二切 春色しつけ方 しゅんしょくしつけかた

十二切 春色しつけ方 しゅんしょくしつけかた

十二切 春色しつけ方 しゅんしょくしつけかた

十二切 春色しつけ方 しゅんしょくしつけかた

十二切 春色しつけ方 しゅんしょくしつけかた

十二切 春の蜻蛉洲 はるのあきつしま

十二切 難読 難読

十二切 （円中の兎） 無外題（円中の兎）

十二切 （官女、時計） 無外題（官女、時計）

十二切 （芸者　三味線　撥） 無外題（芸者　三味線　撥）

十二切 （七本槍見立） 無外題（七本槍見立）

十二切 （七本槍見立） 無外題（七本槍見立）

十二切 （七本槍見立） 無外題（七本槍見立）

十二切 （七本槍見立） 無外題（七本槍見立）



十二切 （太夫水滸傳見立） 無外題（太夫水滸傳見立）

十二切 （太夫水滸傳見立） 無外題（太夫水滸傳見立）

十二切 （太夫水滸傳見立） 無外題（太夫水滸傳見立）

十二切 （太夫水滸傳見立） 無外題（太夫水滸傳見立）

十二切 （太夫水滸傳見立） 無外題（太夫水滸傳見立）

小横 （御所車、多くの供） 無外題（御所車、多くの供）

小横 （七草の儀式、庖丁） 無外題（七草の儀式、庖丁）

小横 （百人一首、札と箱） 無外題（百人一首、札と箱）

小版 （官女、時計） 無外題（官女、時計）

小版 （鍔二つ、袋） 無外題（鍔二つ、袋）

小版 （刀の鍔） 無外題（刀の鍔）

摺物 （太夫と客） 無外題（太夫と客）

大3 （狂歌師の夜会）（大小） 無外題（狂歌師の夜会）

大3 （狂歌師の夜会）大小 無外題（狂歌師の夜会）

大3 （狂歌師の夜会）大小 無外題（狂歌師の夜会）

大横 絵本歌与美鳥* えほんうたよみどり

大横 絵本歌与美鳥* えほんうたよみどり

大横 細工はしめ さいくはじめ

大横 舩乗そめ ふねのりぞめ

大横 （三美人、新春の奉書摺物を見る）無外題（三美人、新春の奉書摺物を見る）

大横 （茶番、梶原源太見立） 無外題（茶番、梶原源太見立）

大横 （狂歌師　月見の宴　隅田川）無外題つきみ

大本 春の色* はるのいろ

大本 春の色* はるのいろ

大本 春の色* はるのいろ

大本 春の色 はるのいろ

大本 春の色+ はるのいろ

大本 春の色+ はるのいろ

大本 百囀 ももさえずり

大本 百囀 ももさえずり

中横 園生連／繪合 そのうれんえあわせ

中横 （牛車、供奉人） 無外題（牛車、供奉人）

中横 （魚二尾、椎茸、草花） 無外題（魚二尾、椎茸、草花）

中横 （菜の花、蝶々） 無外題（菜の花、蝶々）

中本 四方廼山* よものやま

奉書 （アヤメほか、皿上の三鯵） （アヤメほか、皿上の三鯵）

奉書 （アヤメほか、皿上の三鯵） （アヤメほか、皿上の三鯵）

奉書 小倉百人一首 おぐらひゃくにんしゅ

奉書 （三宝の海老、盃、福寿草の鉢植）無外題（三宝の海老、盃、福寿草の鉢植）

奉書 （女性ら、外出、海辺） 無外題うみべ

奉書 八月十五夜（隅田川料亭で月を眺める）無外題じゅうごや



六横 初こよミ（山伏と太夫） はつこよみ

六横 （見立七福神、弁天は手鏡の美人）無外題（見立七福神、弁天は手鏡の美人）

六横 （山伏と太夫） 無外題（山伏）

六横 （太夫、山伏に竹筒で水を注ぐ）無外題（山伏）

六横 （源頼光、大根を料理、美人）無外題（山伏）

六切 （客　遊女） 無外題（客　遊女）

大本 春の色+ はるのいろ

九横 （果物） 無外題（果物）

大本 春の色* はるのいろ

十二切 （春色）仕つけかた* しゅんしょくしつけかた

八切 （芝愛宕山扁額） 無外題（芝愛宕山扁額）

九横 畑中や... はたなかや...

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 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

掛軸 （琴高仙人） 無外題

小横 （望遠鏡、将棋の駒） 無外題

小横 （若水、二神人、井戸から水を汲む）無外題

小版 春色しつけかた しゅんしょくしつけかた

小版 （若菜摘み、七草） 無外題

九横 （望遠鏡　床几　印章？） 無外題

奉書 神武天皇即位...（大小） じんむてんのうそくい

角1 義經千本桜 よしつねせんぼんざくら

小竪 上霜の... かみしもの...

版本 春の色+ はるのいろ+

版本 百囀 ももさえずり

角1 （遊女、子供） 無外題

角1 （黒馬、白馬） 無外題

小横 （團扇入れ、寿僊被） 無外題

絵半切 春興 しゅんきょう

絵半切 （桜の樹木、満開） 無外題

絵半切 （農婦、牛上の女、子供） 無外題

絵半切 （張交） 無外題

角1 「東鑑」（鏡餅、扇、富士の置物）あずまかがみ

角1 兎てからはなし うさぎてがらばなし

角1 源氏物語 げんじものがたり

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色の内［複製］ ごしきのうち

角1 五色之内 ごしきのうち



角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 五色之内 ごしきのうち

角1 五色の内 ごしきのうち

角1 三美人 さんびじん

角1 三美人 さんびじん

角1 三美人 さんびじん

角1 三美人 さんびじん

角1 三美人 さんびじん

角1 三美人 さんびじん

角1 春興稚八景 しゅんきょうおさなはっけい

角1 春興稚八景 しゅんきょうおさなはっけい

角1 春興稚八景 しゅんきょうおさなはっけい

角1 庭訓往来 ていきんおうらい

角1 庭訓往来 ていきんおうらい

角1 寅… とら…

角1 寅… とら…

角1 寅… とら…

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 鶏合 とりあわせ

角1 奈良人形 ならにんぎょう

角1 奈良人形 ならにんぎょう

角1 北越五泉 ほくえつごせん

角1 四日市名物 よっかいちめいぶつ

角1 龍宮 りゅうぐう

角1 龍宮 りゅうぐう

角1 龍宮 りゅうぐう

角1 龍宮 りゅうぐう

角1 龍宮 りゅうぐう

角1 ...出山 難読

角1 （屏風二扇） 無外題

角1 （鏡、硯、筆） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （蒲団の上の牛） 無外題

角1 （旅人が江の島の日出を拝む）無外題

角1 （太夫と客、禿は酒を注ぐ） 無外題

角1 （印泥、印刀） 無外題



角1 （印泥、梅の枝） 無外題

角1 （美人、画を描く、龍が出る） 無外題

角1 （漆塗りの箱、梅の枝、一弦琴）無外題

角1 （一絃琴　箱） 無外題

角1 （琵琶、小槌、兜…七福神の持物）無外題

角1 （子供の木馬） 無外題

角1 （子供は毬、美人は餅） 無外題

角1 （梅枝、月） 無外題

角1 （座布団の上の牛） 無外題

角1 （牛の置物） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （茶器、新春道具） 無外題

角1 （婦人、丁稚） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （火） 無外題

角1 （鶏の一家、太鼓） 無外題

角1 （二鷄　太鼓） 無外題

角1 （棕櫚の鉢、鉄、銅） 無外題

角1 （新年の御椀、三寶、酒瓶） 無外題

角1 （大原女）（渡月橋）［屏風］ 無外題

角1 （猿廻しの浦島、亀に乗り龍宮へ）無外題

角1 （猿回し、亀に運ばれ龍宮へ）無外題

角1 （遠方の橋、富士山） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （二美人と子供、梅） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （牛若丸と浄瑠璃姫） 無外題

角1 （水差し、鉢物、杯） 無外題

角1 （遊女、禿、石を羊に替える）無外題

角1 （二印、衝立、二巻物、珊瑚）無外題

角1 （煎茶道具、火鉢の鉄瓶） 無外題

角1 （鯛、小さな恵比寿） 無外題

角1 （屏風六曲） 無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （茶釜、棗、茶道具） 無外題

角1 （茶釜、棗、二馬意匠の茶碗ほか）無外題

角1 （無外題） 無外題

角1 （鳥兜、舞楽装束） 無外題

角1 （三ツの盃） 無外題

角1 （魚、烏賊、貝） 無外題

角1 （矢立、墨壷） 無外題



角1 （ランタン　蛇皮線　更紗） 無外題

角1 （絵馬に「午」「酉」） 無外題

角1 （六曲屏風） 無外題

角1 （香呂） 無外題

角1 （三盃、朱塗り） 無外題

角1 （七福神の品々） 無外題

角1 （鯛、魚介） 無外題

角1 （縮緬ほか） 無外題

角1 （天狗面、鳥兜） 無外題

角1 （撫で牛） 無外題

角1 （羽子板） 無外題

角1 （六曲屏風） 無外題

間横 歳旦　春興　歳暮 さいたん　…

九横 衣食住 いしょくじゅう

九横 衣食住 いしょくじゅう

九横 衣食住 いしょくじゅう

九横 兎手柄噺 うさぎのてがらばなし

九横 牛和歌十二段 うしわかじゅうにだん

九横 永正年間／何曾合 えいしょうねんかんなぞあわせ

九横 永正年間／何曾合 えいしょうねんかんなぞあわせ

九横 英雄揃い えいゆうそろい

九横 海路観 かいろかん

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ



九横 樂器 がっき

九横 紙盡 かみづくし

九横 紙盡 かみづくし

九横 京わらんへ きょうわらんべ

九横 七福 しちふく

九横 七福 しちふく

九横 十藝之内 じゅうげいのうち

九横 十藝之内 じゅうげいのうち

九横 象戯／八番之内 しょうぎはちばんのうち

九横 職人合 しょくにんあわせ

九横 鶏合 とりあわせ

九横 鶏合 とりあわせ

九横 鳥合　七組之内 とりあわせ

九横 ねきのあわ雪 ねぎのあわゆき

九横 ねぎのあわゆき（鴨） ねぎのあわゆき

九横 春の庭 はるのにわ

九横 火の用心（七草、大名の上台所）ひのようじん

九横 大和めくり やまとめぐり

九横 大和廻り やまとめぐり

九横 大和めくり やまとめぐり

九横 六歌仙 ろっかせん

九横 六歌仙 ろっかせん

九横 （…）（帯道具と櫛） 難読

九横 （几帳） 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 （旅人、江の島の日ノ出を拝む）無外題

九横 （江ノ島、日の出、二美人、男）無外題

九横 （旅人は江の島の日出を拝む）無外題

九横 （二美人、男、江ノ島） 無外題

九横 （柄杓と梅） 無外題

九横 （娘、新春の粧、鏡餅） 無外題

九横 （二美人、井戸の水汲み） 無外題

九横 （貝合わせ） 無外題

九横 （三龜、海辺の岩） 無外題

九横 （供男、女主人の足駄の雪を取る）無外題

九横 （鳥兜、天狗面、梅の枝） 無外題

九横 （供男は美人の足駄の雪を取る）無外題

九横 （遊女、机の前に座り、海を眺める）無外題

九横 （文房四宝） 無外題



九横 （煙管、煙草容れ） 無外題

九横 （煙管、煙草容れ） 無外題

九横 （几帳、短冊） 無外題

九横 （拳角力、四美人、若衆） 無外題

九横 （絵巻物、台の上） 無外題

九横 （庚申堂の神主） 無外題

九横 （喰初の重ね椀） 無外題

九横 （二美人、三味線、踊り、禿）無外題

九横 （文房四宝） 無外題

九横 （美人、鶴の上） 無外題

九横 （鶴上の太夫） 無外題

九横 （二美人は手を洗う） 無外題

九横 （半鐘、梯子） 無外題

九横 （半鐘、梯子）（大小） 無外題

九横 （子供、母、雷門浅草寺詣で）無外題

九横 （鴨） 無外題

九横 （鴨） 無外題

九横 （鴨） 無外題

九横 （死んだ鴨） 無外題

九横 （墨壷、曲尺、丁鉈、二本の徳利）無外題

九横 （酒器、大工道具） 無外題

九横 （文箱、文具箱、未の置物） 無外題

九横 （重ね盃、海老） 無外題

九横 （福神…容器） 無外題

九横 （福神の…） 無外題

九横 （新春七福神見立） 無外題

九横 （無外題） 無外題

九横 （ふた物） 無外題

九横 （海岸、松、神社） 無外題

九横 （赤えい、魴魚） 無外題

九横 （鯉、梅） 無外題

九横 （能の演者、水桶をもつ、龜の水盤）無外題

九横 （六藝） 六藝*

九横 （六藝） 六藝*

九切 （巫女、白馬を引く） 無外題

細横 （二美人、茶の湯） 無外題

四横 （蝙蝠、鹿、菊） 無外題

十二切 七福神 しちふくじん

十二切 七福神 しちふくじん

十二切 七福神 しちふくじん

十二切 七福神 しちふくじん



十二切 七福神 しちふくじん

十二切 七福神 しちふくじん

十二切 七福神 しちふじん

小1 （無外題） 無外題

小1 （無外題） 無外題

小横 庚申堂（神官、二神人） こうしんどう

小横 （二美人、子供を遊ぶ） 無外題

小横 （投扇興）（大小） 無外題

小横 （母、手桶をもつ、赤ちゃん） 無外題

小横 （子供　兎の扮装、二女性） 無外題

小横 （海老、蛸） 無外題

小横 （旅人、江の島の日ノ出を拝む）無外題

大横 （椿図） 無外題

中横 （二美人、供男、梅見） 無外題

中横 （懐中時計？タンポポ、すみれ）無外題

中横 （車海老、蛸） 無外題

中横 （蝙蝠、鹿、菊） 無外題

中横 （無外題） 無外題

中横 （無外題） 無外題

八切 三平の内 みひらのうち

奉書 少長百五十回忌… しょうちょう…

奉書 文武七槍？ ぶんぶななやり

奉書 北総庵（美人）、生け花の準備、子供、ほくそうあん

奉書 北総庵（三美人、活け花、二子供、座敷）ほくそうあん

奉書 （闘鶏） 闘鶏

奉書 （闘鶏） 闘鶏*

奉書 （二美人、茶の湯） 無外題

六切 （無外題） 無外題

六切 （芸者、踊り、演奏、禿） 無外題

角1 庭訓往来 ていきんおうらい

角1 庭訓往来 ていきんおうらい

角1 奈良人形 ならにんぎょう

角1 久堅屋（二曲十二扇） ひさがたや

角1 久堅屋（二曲十二扇） ひさがたや

角1 久堅屋（二曲十二扇） ひさがたや

角1 久堅屋（二曲十二扇） ひさがたや

角1 久堅屋（二曲十二扇） ひさがたや

角1 久堅屋（二曲十二扇） ひさがたや

角1 （祭り山鉾） 無外題

角1 （祭り山鉾） 無外題

角1 （無外題） 無外題



角1 （屏風二曲） 無外題

角1 （屏風十二曲） 無外題

角1 （煙草入れ、煙管） 無外題

九横 （三味線の箱？） 無外題

九横 （文鎮の置物、二つ） 無外題

角1 （縁結び？梅の枝） 無外題

四横 （二雉子） 無外題

小横 （猿の彫り物、箱） 無外題

小横 （猿ぼぼ、玩具） 無外題

奉書 中村翫雀追善集 なかむらかんじゃくついぜんしゅう

九横 （富士山） 無外題

角横 （貴族、二若党、小松引き、旭）無外題

大横 （松林、月） 無外題

角1 （雉子、松の枝に止まる） 無外題

俳諧略暦 はいかいりゃくごよみ

（梅、横笛） 無外題

絵半切 （柳多留に梅の枝） 無外題

角1 （月　女郎花？） 無外題

角1 （盆上の鋏、鉢の草花） 無外題

角横 （香炉、文人用具） 無外題

角横 （タンポポ） 無外題

中横 （鯉、滝登り） 無外題

版本 水魚連狂歌双六 すいぎょれんきょうかすごろく

版本 水魚連狂歌双六 すいぎょれんきょうかすごろく

版本 花吹雪* はなふぶき

奉書 嘉永酉の… かえいとり

角1 （文房四宝） 無外題

（珊瑚、海草） 無外題

九横 名に高き... なにたかき...

小1 （松、羽根） 無外題

小横 （梅、春興） しゅんきょう

小横 戊辰歳旦（旭、鶴） ぼしんさいたん

小版 （ヒヨコ、玉子の殻から出る） 無外題

小版 （二男、提灯もち、歩く） 無外題

小版 （赤い太陽） 無外題

小版 （菜の花） 無外題

小版 （猿の玩具） 無外題

小版 （母、背中に赤子、七草） 無外題

小版 （松の枝、赤い羽根） 無外題

小版 （鶏の笛） 無外題

小版 （三宝の上、海老） 無外題



小版 （若菜、籠の中） 無外題

小横 （二男、船上、子供は笊で魚とり）無外題

角横 （盆栽売り） 無外題

角1 （鮹、鯛、カツオ） 無外題

角1 ［太鼓連］（蛸、鯛、松魚）［複製］無外題

大横 （烏帽子） 無外題

小判 （仲居は折り畳む提灯を持つ）無外題

絵半切 （河舟、米を運ぶ、隅田川） 無外題かわふね

絵半切 （河舟、米を運ぶ、隅田川） 無外題かわふね

絵半切 （高砂、尉と嫗） 無外題たかさご

絵半切 （人形師、座敷で雛人形を作る）無外題ひなにんぎょうし

角横 （...） 無外題

角横 （藝者と侍女） 無外題げいしゃ

九横 御あらひこ おあらいこ

九横 職人三十六歌仙 しょくにんさんじゅうろくかせん

九横 職人三十六番 しょくにんさんじゅうろくばん

九横 職人三十六番 しょくにんさんじゅうろくばん

九横 職人三十六歌仙 しょくにんさんじゅうろっかせん

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 （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

九横 （男、本を被り眠る。女、餅を焼く）無外題

九横 （印籠、扇の上） 無外題いんろう

九横 （烏帽子、木製台上） 無外題えぼし

九横 （烏帽子、木製台上） 無外題えぼし

九横 （二美人、縁側） 無外題えんがわ

九横 （六美人、歌仙） 無外題かせん

九横 （雁金五人男） 無外題かりがねごにんおとこ

九横 （雁金五人男） 無外題かりがねごにんおとこ

九横 （雁金五人男） 無外題かりがねごにんおとこ

九横 （雁金五人男） 無外題かりがねごにんおとこ

九横 （二鰈） 無外題かれい

九横 （子供は母の紐を引っ張る） 無外題こども

九横 （二少女、浄瑠理本を読む） 無外題じょうるりほん

九横 大小（男とオカメ） 無外題だいしょう

九横 （宝船、旭、玩具） 無外題たからぶね

九横 （宝舟見立） 無外題たからぶね

九横 （武士、短冊に狂歌を詠む） 無外題たんざく



九横 （武士、文机で狂歌の短冊を読む）無外題たんざく

九横 （峠の下の流れ） 無外題とうげ

九横 （手前の橋、風景） 無外題はし

九横 （男、馬引き、松） 無外題むま

九切 （金時は斧を置き姫小松を引く）ちから...

細横 （婦人ら、万歳を見る） 無外題まんざい

十二切 （母は赤子に乳を呑ませる、黒塀）無外題あかご

十二切 （母は赤子に乳のます） 無外題あかご

小1 小し立明の寸法 …

小1 （二少年、操人形） 無外題あやつりにんぎょう

小1 （近江のお兼見立） 無外題おかね

小1 （師匠、若侍に子子子…を指し示す）無外題こねこ

小1 （中国美人、巻文を読む、大小）無外題だいしょう

小1 （流行の男女、馬） 無外題むま

小横 （硯職人） 無外題

小横 （印籠と根付） 無外題いんろう

小横 （二少女、羽根突き） 無外題はねつき

小横 （富士山） 無外題ふじさん

小横 （舟中、二男） 無外題ふね

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 （官女、二侍女、鴬の囀りを愛でる）無外題

八切 （冨士） 無外題

半紙本 四方廼春 よものはる

奉書 三節（建築の儀式） さんせつ

奉書 （太夫ら、格子から郭公を見る）無外題たゆうほととぎす

奉書 （公家、吉野山花見） 無外題よしのやま

奉書 （公家、吉野山花見） 無外題よしのやま

奉書 （漁師と釣人） 無外題りょうし

奉書 （漁師と釣人） 無外題りょうし

六横 （海上、日の出） 無外題

六横 （海上、日の出） 無外題

六横 （隅田川、旭） 無外題ひので

角1 （藝者、男から新興摺物を受ける）無外題

九横 （二女官、三宝の盃、柄杓） 無外題

小横 十二枚續 じゅうにまいつづき

小横 十二枚續 じゅうにまいつづき

小横 （衝立、兎と狸、舟） 無外題ふね

絵半切 錦丸（川船音曲） にしきまる

角横 （農家の母子、美人は草摘み、流れ）無外題くさつみ

九横 職人三十六番 しょくにんさんじゅうろくばん



九横 職人三十六番 しょくにんさんじゅうろくばん

九横 職人三十六番 しょくにんさんじゅうろくばん

九横 職人三十六番 しょくにんさんじゅうろくばん

九横 鼠の嫁入　十二枚續 ねずみのよめいり

九横 （農家の母子、美人は草摘み、流れ）無外題くさつみ

九横 （赤子と農婦、美人は草摘み）無外題くさつみ

九横 （美人、大黒のビラを持つ、台所）無外題だいこく

版本 絵本職人鑑 えほんしょくにんかがみ

版本 絵本職人鑑 えほんしょくにんかがみ

版本 絵本職人鑑 えほんしょくにんかがみ

版本 狂歌絵本職人鑑 きょうかえほんしょくにんかがみ

版本 狂歌絵本職人鑑 きょうかえほんしょくにんかがみ

九横 （花魁、禿） 無外題

版本 百花帖* ひゃっかじょう

角1 （馬上武者、唐崎の松） 無外題

角1 （明智左馬助の湖水渡り） 無外題

角1 （武者、馬で湖に入る） 無外題

角1 回文 かいぶん

小横 （少女、鴬の餌を） 無外題

角1 かつしか／五節句 かつしかごせっく

角1 きのふまて…　かハらすに福茶…七十四翁　談洲樓焉馬きのうまで…

角1 きのふまて…　かハらすに福茶…七十四翁　談洲樓焉馬きのうまで…

角1 きのふまて…　七十四翁談洲樓焉馬（子供、二婦人）　きのうまで…

角1 （住吉祭り、「つるめそ」と「鎧の歩兵」）無外題

角1 （二女、長火鉢、赤子） 無外題ながひばち

角1 （二女、長火鉢、赤子） 無外題ながひばち

角1 （二貴族　舞楽　太鼓） 無外題ぶがく

角1 かつしか五節句 かつしかごせっく

角1 かつしか／五節句 かつしかごせっく

角1 （美人、馬が描かれた凧） 無外題

角1 （蟹、桜花） 無外題

角1 （被衣の女性、橋を渡る、月に兎）無外題

角1 （中国婦人、四線を弾く） 無外題

角1 （唐美人、三線を弾く） 無外題

角1 （藝者、盃を杯洗で洗う） 無外題

角1 （太夫、白象の上） 無外題

角1 （中国美人、欄干に腰かけ弓を射る）無外題

角1 （蟹　桜花） 無外題

角1 （鯉） 無外題こい

角1 （鯉） 無外題こい

角2 （手毬、羽子板） 無外題



角2 （江ノ島、魚介採り） 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

九横 古ゝ路寸さひ こころすさび

絵半切 芝海老や…（河原崎座再興）しばえびや…

角1 （暫） 無外題

屏風 （中国仙人） 無外題

四切 （官女、御簾から縁側に出る）無外題

角1 源氏物語？ …

角1 天稚みこ物語 あまちみこものがたり

角1 （雅楽） 無外題

角1 （能楽） 無外題

角横 （高砂、鶴、龜） 無外題

角横 （若侍ら、桜見物） 無外題

版本 得吉方廼滝 ときわのたき

版本 三都廼友会 みつのともえ

版本 四方歌垣戯文集 よものうたかきたはれもんさう

絵半切 （猿廻し-紅翠齋）（美人ら-鳥文齋）無外題（猿廻し-紅翠齋）（美人ら-鳥文齋）

（雀、注連飾り） 無外題

角1 （狂言） 無外題

（團十郎の暫） 無外題

角1 角力／三番續* すもう

角1 角力／三番續 すもう

角1 （金太郎、鷹を退治） 無外題

小横 （磁器、紙包） 無外題

角1 枕草子 まくらのそうし

角1 （冨士山、梅樹木） 無外題

角1 …（旅姿の母子） …

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 枕草子 まくらのそうし

九横 （二つの扇） 無外題

奉書 （三供人　白馬を引く） 無外題

（白魚、赤貝） 無外題

絵半切 （通天橋紅葉） 無外題

奉書 （子の日子松引き） 無外題

奉書 （蓬莱飾り） 無外題

奉書 （蓬莱飾り） 無外題

角1 （加藤清政、虎退治） 無外題

角1 （母子、玩具） 無外題

角1 （文車、梅の枝） 無外題



角1 （舞楽人と蛇） 無外題

角1 （白馬の節会） 無外題

九横 （公家、官女の書初） 無外題

小横 （男女、貴人、歌を詠む） 無外題

小横 （申楽、、二男、舟） 無外題

角1 （鵜飼） 無外題

角1 （中国武人と猿） 無外題

角1 （中国武人と猿） 無外題

絵半切 （公家と二官女） 無外題

中横 （三日月、すすき） 無外題

版本 春の色 はるのいろ

版本 春の色+ はるのいろ+

版本 百囀 ももさえずり

版本 百囀 ももさえずり

角1 （富士山、漢画風） 無外題

大本 絵本隅田川両岸一覧 えほんすみだがわりょうがんいちらん

大本 絵本隅田川両岸一覧 えほんすみだがわりょうがんいちらん

角1 （太夫、鏡を見る、衣桁） 無外題

十二切 （團十郎） 無外題

角1 （三田の仕） 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 （女形役者、蝶々と舞う） 無外題

角1 （漁師鱶七、市川團十郎、大首）無外題

角2 弐番續　 無外題

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

角横 （春駒、舞臺の準備） 無外題

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

中本 朝茶湯一寸口切 あさちゃのゆちょっとくちきり

角1 弐番續 にばんつづき

角1 弐番續 にばんつづき

角1 （武士の間に女性） 無外題（（武士の間に女性）

角1 （海老蔵6、奴） 無外題（海老蔵6、奴）

角1 日本繪菱川師宣圖（吉原風俗）無外題（吉原風俗）

角1 御結納所　鰹ふし品々　日本橋通一丁目　井口屋吉三郎（結納品々）無外題（結納品々）

角1 （五代目團十郎の凧） 無外題（五代目團十郎の凧）

角1 （工藤、十郎、虎御前） 無外題（工藤、十郎、虎御前）

角1 （三味線、読み合わせ） 無外題（三味線、読み合わせ）

角1 （暫） 無外題（暫）

角1 （袴垂・幸四郎5、太郎良門・團十郎7、七綾姫・半四郎5）無外題（太郎良門）



角1 （二役者、一人は斧をもつ） 無外題（二役者、一人は斧をもつ）

角1 （幡随院、肩に上着） 無外題（幡随院、肩に上着）

角1 （明烏、男女、松、雪） 無外題（明烏、男女、松、雪）

角1 （役者、女形の鳥羽衣裳を見る）無外題（役者、女形の鳥羽衣裳を見る）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 六代目小玉團十郎 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 七代目　目玉團十郎 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （歴代市川團十郎） 無外題（歴代市川團十郎）

角1 元祖才牛團十郎 無外題（歴代市川團十郎）

角1 元祖才牛團十郎 無外題（歴代市川團十郎）

角1 （團十郎7の景清） 無外題（團十郎）

角1 （團十郎の暫、猿） 無外題（團十郎）

角1 （藝者二、提灯の仲居） 無外題（藝者二、提灯の仲居）

九切 （二子供、犬、竹門松） 無外題（二子供、犬、竹門松）

十二切 （役者） 無外題（役者）

小横 （新年の若夫婦）-大小 無外題（新年の若夫婦）

小横 （武士の妻、箱を持ち、運ぶ）無外題武士の妻、箱を持ち、運ぶ）

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 十二■之内　豊+（去+皿） じゅうにえんのうち

小版 （新婚の武士若夫婦） 無外題

小版 （大小？） 無外題

大横 （たかを　四女、侍たち） 無外題

大横 （師宣の往来風景） 無外題

中横 （春駒の準備） 無外題

中横 （團十郎、寶に腰掛け煙草を吸う）無外題



中横 （團十郎、寶に腰掛け煙草を吸う）無外題

中横 （團十郎の暫、龍と戦う） 無外題

長横 （関の扉） 無外題

奉書 東大關／西俳優 …

奉書 （鶴、空を飛ぶ、松、山） 無外題

角1 故人豊國翁一日遊山東庵…（馬上の五郎時宗）無外題（馬上の五郎時宗）

角1 元祖才牛團十郎（矢の根五郎）だんじゅうろう1

角1 二代目大柏筵團十郎（暫） だんじゅうろう2

角1 三代目升五郎團十郎（虚無僧）だんじゅうろう3

角1 四代目木場團十郎（景清） だんじゅうろう4

角1 五代目向島親玉團十郎（六部）だんじゅうろう5

角1 六代目小玉團十郎（暫） だんじゅうろう6

角1 （七代目團十郎、衣裳を着ける）だんじゅうろう7

角1 （七代目團十郎、鏡を見る） だんじゅうろう7

角1 五側（團十郎七代） だんじゅうろう7

角1 （手鏡に映る團十郎7） だんじゅうろう7

角1 （團十郎七代目、蓑を着る） だんじゅうろう7

角1 七代目目玉團十郎（助六） だんじゅうろう7

角1 （團十郎七代目、亀戸へ向かう）だんじゅうろう7

角1 八代目　顔見せや…（ういろう売り）だんじゅうろう8

角1 （凧、頭巾を被る） 無外題

団扇 前編児雷也　後編児雷也 じらいや

九切 （格子の男、豆まき） 無外題まめまき

四横 （琴棋書画） 無外題

大横 江戸名所八ケ跡〜 えどめいしょはっかせき〜

角1 大空武左衛門 おおぞらぶざえもん

絵半切 おもかげの…菊貫（松の樹木）おもかげの…

絵半切 三十年續／慈悲成吉例／朝比奈さんじゅうねんつづく…

絵半切 二十五年續慈悲成吉例朝比奈じひなりきちれいあさひな

絵半切 三十二年續慈悲成吉例朝比奈じひなりきちれいあさひな

角1 御祭禮 ごさいれい

角1 （歌舞妓の鬘、衣裳） 無外題

角1 （美人、供女、富士を見る、屏風）無外題

角1 （浦島太郎、龜の上、旭） 無外題

角1 （牛車） 無外題

角1 （鯉の盃、福寿草の鉢） 無外題

角1 （恵比寿、美人、相合傘、雪）無外題

九切 （子供、二婦人、日暮里道潅山）無外題

十二切 風流十二段 ふうりゅうじゅうにだん

十二切 （絹の包み、鍔） 無外題

小1 霜天にしみる／ふけたり／二夜月　象麿　■山書そうてんに…



小1 后月／水にも／霜のをくかとそ（もやい舟）　象麿　青坡書のちのつき…

小1 三春駒生冩 みはるごま　しょううつし

小1 （二女性、縁側から池の亀に酒をあげる）無外題

小1 （万歳、鼓） 無外題

小1 （籠、二美人） 無外題

小1 （大小） 無外題

小横 （公家、馬上、二供男） 無外題

小横 （弁財天、笹に蛇、蛙） 無外題

小横 （二鶴） 無外題

小横 （姉、子供） 無外題

小横 （母子、牛の玩具） 無外題

短冊 （龍） 無外題

版本 （記載なし） 無外題

小判 （二美人、男の七草を見る） 無外題

版本 百花帖* ひゃっかじょう

版本 あけやすき* あけやすき

小竪 小夜更けて...（大小） さよふけて...

半紙本 古言梯　 こげんてい

小判 （中国文人、丸窓に竹葉を描く）無外題

角1 （太夫、立ち姿） 無外題

中横 六十餘り...亥の頭 ろくじゅうあまり...いのかしら

版本 百花帖* ひゃっかじょう

中横 草そたつ... くさそだつ...

大横 （四条涼み、提灯） 無外題

版本 あけやすき* あけやすき

版本 旦月集？ たんげつしゅう

九切 （梅の枝） 無外題

角1 （柚子二、猿繋ぎ） 無外題（柚子二、猿繋ぎ））

小版 午ノ正月元日より　文政丸 ぶんせいまる

角1 花鳥玉盤／六枚之内 かちょうぎょくばん

（新春の宴席） 無外題

角1 （俳句） 無外題はいかい

中1 （美人） 無外題

中1 （美人） 無外題

中1 （無外題） 無外題

中1 無外題（坐鋪八景） 無外題（坐鋪八景）

角1 （三夕、美人、座敷） 無外題さんせき

小版 （鳥の凧） 無外題

角1 （注連飾りと鳶凧） 無外題しめなわ

中横 （美人、籠を持つ） 無外題

中横 （猿の手毬） 無外題



奉書 （早乙女図） 無外題

角1 （花魁、小紫） 無外題

半紙本 四方廼春 よものはる

小判 （娘、新春の準備、鼠） 無外題

角1 （鐙、あぶみ） 無外題

中横 （團十郎？と天竺人？） 無外題

筆墨硯問屋…（大筆の初荷）無外題

角1 （三宝、柱に扇、床の間に花器、掛け軸）無外題

角1 （市川團十郎、新年、鏡餅？）無外題

角1 （絵馬、高綱、三津五郎） 無外題

角1 （猿、亀の上） 無外題

角1 （暫、碓井貞光） 無外題

角1 （暫、碓井貞光） 無外題

角1 カルタ* 無外題

角1 （源太／團十郎7、梅か枝・門之助3）無外題

角1 （俳人） 無外題

角1 （公家と官女、巻物） 無外題

角1 （山姥、金太郎） 無外題

角1 （二漁婦　海苔取り） 無外題

角1 （懐中時計の根付） 無外題

角1 （清満圖絵馬の大小−文政四年）無外題

角1 大小（佐々木高綱・坂東三津五郎3）無外題

九横 （馬方、川沿いを歩く、遠くに富士）無外題

小判 （封筒） 無外題

大1 諸國六玉川 しょこくむたまがわ

版本 興歌六々集 きょうかろくろくしゅう

版本 名所発句集三編 めいしょほっくしゅう

未春興（椿） しゅんきょう

角1 （遊芸人、男女） 無外題

角1 （男女、万歳、門付け） 無外題

奉書 （末広がり、傘、扇） 無外題

奉書 諌鞁鳥図* 無外題

角1 （板、水滴） 無外題

九竪 （子供、笛、牛の上） 無外題

奉書 八千□...（神話の命、剣を持ち下る）や...

角1 （蝶々、鼓草） 無外題

角1 （白梅、椿） 無外題

小横 （水盤、花器） 無外題

小横 （鼓、三宝） 無外題

九横 （太夫）（大小） 無外題

版本 光琳畫譜 こうりんがふ



版本 光琳畫譜 こうりんがふ

版本 光琳畫譜 こうりんがふ

版本 光琳畫譜 こうりんがふ

大横 花紅（梅） 無外題

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...

蜀五虎 しょくごこ

角1 けんしものかたり げんじものがたり

角1 源氏物語 げんじものがたり

角1 養老孝天 ようろうこうてん

角1 （蝦蟇仙人、三線を弾く） 無外題

角1 （若い女性、糸括り） 無外題

小横 伊勢物語 いせものがたり

小横 梅松桜 うめまつさくら

小横 三景の内 さんけいのうち

小横 七福詣の内 しちふくもうでのうち

小横 七福詣の内 しちふくもうでのうち

八切 三景の内 さんけいのうち

角1 物語合 ものがたりあわせ

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

十二切 蜀五虎 しょくごこ

十二切 蜀五虎 しょくごこ

奉書 （美人ら、子供、桜の花器瓶、大盃…）無外題

絵半切 吐雲樓（両国座敷、活花） とうんろう

絵半切 年礼や…（三美人、新春）六十二市川白猿の年礼ねんれいや...

絵半切 （伊勢エビ） 無外題いせえび

絵半切 （浦島太郎） 無外題うらしまたろう

絵半切 （江の島） 無外題えのしま

絵半切 （菊慈童） 無外題きくじどう

絵半切 （菊慈童） 無外題きくじどう

絵半切 （白拍子踊り、座敷） 無外題しらびょうし

絵半切 （富士山、桜木、満開） 無外題ふじさん

絵半切 （万歳、女性子供ら鑑賞） 無外題まんざい

絵半切竪 （芸者、座敷舞い、男裃姿） 無外題げいしゃ

角1 （朝比奈、豆まき） 無外題あさひな

角1 （盃、鉢梅） 無外題むめ

角1 （梅鉢に杯） 無外題むめ

九横 踊尽？ おどりづくし

九横 五大力（二美人、琴を引きあう）ごだいりき

九横 五大力 ごだいりき



九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*



九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*



九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 春興五十三駄之内*（里程）（東海道）しゅんきょうごじゅうさんだのうち*

九横 諸藝三十六のつゝき しょげいさんじゅうろうのつづき

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 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 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 すミれさく…（赤人と二女性）すみれさく...

九横 つくば鼠 つくばねずみ

九横 七遊女 ななゆうじょ

九横 七遊女 ななゆうじょ

九横 廿四孝 にじゅうしこう

九横 廿四孝 にじゅうしこう

九横 の路ま狂言 のろまきょうげん

九横 野路ま狂言 のろまきょうげん

九横 の呂間狂言 のろまきょうげん

九横 （母子、浅草寺詣） 無外題

九横 （金太郎、書初め） 無外題

九横 （金太郎、書き初め） 無外題

九横 （大勢の大原女） 無外題おはらめ

九横 （二官女、新年の準備） 無外題かんじょ

九横 （猿の玩具） 無外題さる

九横 （美人、床几に腰かける、水平線に旭）無外題しょうぎ

九横 （大黒、小槌から小判を蒔く）無外題だいこく

九横 （二唐子、虎母子の川渡りを見る）無外題とら

九横 （鼠尽し） 無外題ねずみづくし

九横 （橋尽し） 無外題はしづくし

九横 （橋尽し） 無外題はしづくし

九横 （橋尽し） 無外題はしづくし



九横 （女性、男の耳掃除） 無外題みみそうじ

九横 （美人、遣りカンナ） 無外題やりがんな

細横 （独活、魚卵、磁器） 無外題とっこ

十二 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

十二 三番ノ内［狐拳］ さんばんのうち

十二 松風臺七賢之内 しょうふうだいしちけんのうち

十二 松風臺七賢之内 しょうふうだいしちけんのうち

十二 松風臺七賢之内 しょうふうだいしちけんのうち

十二 松風臺七賢之内 しょうふうだいしちけんのうち

十二 七小町 ななこまち

十二 屏風一双之内* びょうぶいっそうのうち

小1 （吉原） 無外題よしわら

小横 （母、子供を朝比奈に） 無外題

小横 （美人、猿と拳で遊ぶ） 無外題さる

小横 （煎茶、梅の枝） 無外題せんちゃ

小横 （二能面） 無外題のうめん

小横 （梅の枝） 無外題むめ

小横 （女性、若菜摘み） 無外題わかなつみ

大横 （江戸名所） 無外題えどめいしょ

大横 （田植え、三女性、二男、水車）無外題たうえ

大本 東遊* ゑほんあづまあそび

中1 （鳥籠と梅鉢） 無外題

中横 きのふまて…（鳥篭、梅鉢） きのうまで...

中横 四睡 しすい

中横 蒔置し種や…　（團扇、盆景の鶴）まきおきし...

中横 （洋風版画）（砕石枠） 無外題（砕石枠）

中横 （洋風版画）（砕石枠） 無外題（砕石枠）

中横 （洋風版画）（砕石枠） 無外題（砕石枠）

中横 （洋風版画）（砕石枠） 無外題（砕石枠）

半紙本 五十鈴川狂歌車 いすずがわきょうかぐるま

奉書 次第不同（豊竹、竹本、名簿）しだいふどう

奉書 番組　種蒔三番叟　…　杵屋…ばんぐみ　... 　きねや

奉書 （薄、タンポポ） 無外題

奉書 （江ノ島詣） 無外題

奉書 （鐘楼、撞木） 無外題しょうろう

奉書 （花見　遠方に富士山） 無外題はなみ

九横 （太夫、禿が鼠を追うのを見る）無外題ねずみ

絵半切 （石碑） 無外題

角1 三笠合之内 みかさあわせのうち

九横 （薬缶、火鉢の上） 無外題



中横 （摺物） 摺物

角1 （春駒） 無外題

小版 （春駒を手に） 無外題

角1 岩柿連六ひらの内 いわがきれんろくひらのうち

角1 岩柿連六ひらの内 いわがきれんろくひらのうち

角1 岩柿連／六ひらの内 いわがきれんろくひらのうち

角1 三都之内 みつのうち

角1 （官女、扇を翳す） 無外題

九横 七番の内 ななばんのうち

九横 和漢・十二能書 わかん　じゅうにのうしょ

小横 七番の内 しちばんのうち

小横 若菜 わかな

小横 和漢・十二能書 わかんじゅうにのうしょ

小判 （塩魚） 無外題

小判 （砧） 無外題

角1 （公家と稚児、蹴鞠） 無外題

横絵 （太夫、二新造） 無外題

絵半切 （筆箱、紙、書物） 無外題

絵半切 （官女ら、庭の子供を見る） 無外題

絵半切 （美人、横になり挿絵を見る）無外題

角1 廓中十二時 かくちゅうじゅうにとき

角1 久かたや？十番續 ひさかたやじゅうばんつづき

角1 久堅屋十番の内 ひさかたやじゅうばんのうち

角1 久堅屋十番の内 ひさかたやじゅうばんのうち

角1 枕草子 まくらのそうし

角1 （和藤内、虎に乗る） 無外題

角横 生うつし／五番の内 しょううつしごばんのうち

角横 生うつし／五番の内 しょううつしごばんのうち

角横 （鏡、茶碗） 無外題

九横 春狂言九の幕 はるきょうげんくのまく

九横 名筆女画揃 めいひつおんなぞろい

九横 大小 大小

九横 （鍔、小柄） 無外題

九横 （紅毛男女額画、遠眼鏡） 無外題

九横 寅春　（吸物の御椀） 無外題

九横 （大原女、牛に寄りかかり休む）無外題

九横 （四人の藝者） 無外題

小横 伊勢参宮生れ年により（舞楽）いせさんぐう...

小横 草加屋（茶屋の座敷で膳の用意）そうかや

小横 草加屋（美人、食膳の支度） そうかや

小横 春興言九の幕 はるきょうげんきゅうのまき



小横 名筆女画揃 めいひつおんなえぞろい

小横 名筆女画揃 めいひつおんなえぞろい

小横 （官女、梅枝、二侍女） 無外題

小横 （赤子、女二、虎張子） 無外題

小判 （子供、二美人は福助を持つ）無外題

小判 （十二月） 無外題

小判 （子供、母、娘、二十日鼠） 無外題

八切 伊勢参宮生れ年に…（舞楽）いせさんぐう…

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*

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

八切 （花魁、立姿） 無外題

八切 （藝者、拳） 無外題

八切 （女性、酒樽に拠りかかる） 無外題

角1 源氏物語 げんじものがたり

角1 赤羽連（源氏物語） あかばねれん

角1 赤羽連 あかばねれん

角1 新玉連／江島記行／十八番續（全6）あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行　十八番續　［卍］　あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行　十八番續あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島紀行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行　十六番續あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行* あらたまれんえのしまきこう

角1 新玉連／江島記行 あらたまれんえのしまきこう

角1 衣食住の内（全2） いしょくじゅうのうち

角1 衣食住の内 いしょくじゅうのうち

角1 いつみや（芝居茶屋の接待具）いづみや

角1 謡十五番（全3） うたいじゅうごばん

角1 謡十五番 うたいじゅうごばん

角1 謡十五番 うたいじゅうごばん

角1 江戸の富士 えどのふじ

角1 江戸名物／俊満制　［五側］［複製］（全4）　えどめいぶつ

角1 江戸名物／俊満制 えどめいぶつ

角1 江戸名物／俊満製　［五側］　えどめいぶつ

角1 江戸名物　　　　　［五側］　　 えどめいぶつ

角1 江島記行　十八番續 えのしまきこう

角1 江島記行 えのしまきこう

角1 鹽龍圖 えんりゅうづ



角1 おさなあそび* おさなあそび

角1 音曲つくし おんぎょくづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内 かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし　十三番之内　［芬陀利か］　かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 貝つくし かいづくし

角1 （花鳥風月）（全4） かちょうふうげつ

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 （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 狐けん きつねけん

角1 狐けん きつねけん

角1 五戒（全2） ごかい

角1 五戒 ごかい

角1 五戒 ごかい

角1 五側／家のげい／三番續 ごがわいえのげい

角1 五行（全5） ごぎょう

角1 五行* ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行　［のの一］　 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 五行 ごぎょう

角1 古言梯　十八番續 こげんてい

角1 古言梯 こげんてい

角1 古言梯／十八番續（全10） こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 古言梯／十八番續 こげんていじゅうはちばんつづき

角1 五色番續／扇流し［全5］ ごしきばんつづきおうぎながし

角1 五色番續／扇流し ごしきばんつづきおうぎながし



角1 三景の内（全3） さんけいのうち

角1 三景の内 さんけいのうち

角1 三十六禽續（七宝連） さんじゅうろっきんつづき

角1 三十六禽續（七宝連） さんじゅうろっきんつづき

角1 三番之内 さんばん

角1 三番の三 さんばん3

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 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 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 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 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 尚歯會番續 しょうしかいばんつづき

角1 諸国名物　　　　［五側］　 しょこくめいぶつ

角1 諸国名物　　　　［五側］ しょこくめいぶつ

角1 諸国名物／俊満製［五側］ しょこくめいぶつ

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 人物十番つゝき じんぶつじゅうばんつづき

角1 水滸五行 すいこごぎょう

角1 水滸五行（全5） 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 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 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 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 すいこすいぎょう

角1 水滸五行 すいこすいぎょう



角1 双六／番續 すごろくばんつづき

角1 双六／番續 すごろくばんつづき

角1 住吉（人麿像） すみよし

角1 駿州／冨士山…（全2） すんしゅうふじさん…

角1 曽我番つゝき（全2） そがばんつづき

角1 曽我番つゝき そがばんつづき

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 鶴亀枩竹之内（全3） つるかめまつたけのうち

角1 鶴亀枩竹之内 つるかめまつたけのうち

角1 鶴亀松竹之内 つるかめまつたけのうち

角1 鶴亀松竹の内 つるかめまつたけのうち

角1 徒然草 つれづれぐさ

角1 つれつれ艸 つれづれぐさ

角1 鶏合／三番續 とりあわせ

角1 二十四孝［七宝連］（全7） にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ 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［七宝連］ 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［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ にじゅうしこう

角1 二十四孝［七宝連］ 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 能十五番（全6） のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 能十五番 のうじゅうごばん

角1 白馬節會　三番の二 はくばせちえ

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 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 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 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 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 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 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 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 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（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし



角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園番續（〜よし） はなぞのばんつづき〜よし

角1 花園謡曲番續 はなぞのようきょくばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 花見五番續 はなみごばんつづき

角1 春磐戸（全5） はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 春磐戸 はるのいわと

角1 三升／家のげい／三番續 みますいえのげい

角1 三升／家のげい／三番續 みますいえのげい

角1 三升／家のげい／三番續　［五側］　みますいえのげい

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 三升／福禄寿 みますふくろくじゅ

角1 武者松竹梅／番續（全3） むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 武者松竹梅／番續 むしゃしょうちくばい

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき／枕草子 むつみがわばんつづきまくらのそうし

角1 睦側番つゝき むつみがわれんばんつづき

角1 名馬番續 めいばばんつづき

角1 蒙求（全4） もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 蒙求 もうぎゅう

角1 桃園番組 ももぞのばんぐみ



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 山復山 やままたやま

角1 遊君三番續（全3） ゆうくんさんばんつづき

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 遊君三番續 ゆうくんさんばんつづき

角1 劉邦斬白蛇 りゅうほうしろへびをきる

角1 劉邦斬白蛇 りゅうほうはくじゃをきる

角1 列仙傳番組 れっせんでんばんぐみ

角1 和書くらへ わしょくらべ

角1 和書くらべ わしょくらべ

角1 和書くらべ わしょくらべ

角1 （二扇、一団扇） 無外題

角1 （男、烏帽子を被り踊る、供は傘）無外題

角1 （猿、御幣を担ぐ） 無外題

角1 （猿橋） 無外題

角1 （羽子板、海老） 無外題

角1 （三龜） 無外題

角1 （源氏物語） 無外題

角1 （書机、旭） 無外題

角1 （母、子供、汐汲、旭） 無外題

角1 （美人、巻物を抱く） 無外題

角1 （伊勢海老、木炭） 無外題

角1 （二つの黒い烏凧） 無外題

角1 （開いた扇面から龍が飛び出る）無外題

角1 （五酒樽、火鉢） 無外題

角1 （若衆と太夫） 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 （明石浦）（色紙） 無外題

角1 （竹生島） 無外題

角1 （快童丸、鯉を掴む、滝） 無外題

角1 （快童丸、鯉を掴む、滝）［原画］無外題

角1 （藝者は手を翳す、丁稚は凧を持つ）無外題

角1 （中國武人、馬上） 無外題

角1 （雄鶏、衝立の鶏を睨む） 無外題

角1 （雄鶏、衝立の鶏を睨む） 無外題

角1 （新年の楪こざら、土オカメ） 無外題



角1 （三子供、正月遊び） 無外題

角1 （源氏物語） 無外題

角1 （源氏物語冊子、香合） 無外題

角1 （貴族　横笛を吹く） 無外題

角1 （荒巻鮭の首） 無外題

角1 巳待講中 無外題

角1 （狆は毬に戯れる） 無外題

角1 （顔見世祝儀） 無外題

角1 （師宣画／吉原風俗） 無外題

角1 （金太郎と猪） 無外題

角1 （三匹の魚） 無外題

角1 （初夢、茄子） 無外題

角1 （初夢、茄子） 無外題

角1 （初夢、茄子） 無外題

角1 （ぶりぶり香合） 無外題

角1 （男と供のもの、道標の傍を歩く）無外題

角1 （吉備真備） 無外題

角1 （金魚鉢の金魚） 無外題

角1 （中国美人は刺繍をしている、旭）無外題

角1 （桃太郎、猿、犬、雉） 無外題

角1 日本一（桃太郎） 無外題

角1 （金の鯱） 無外題

角1 （切子硝子の菓子） 無外題

角1 （切子硝子の菓子） 無外題

角1 （二扇、二団扇） 無外題

角1 （扇面、冨士）（団扇、鷹）（扇面、茄子）無外題

角1 （婦人、座敷から庭の梅を見る）無外題

角1 （凧二つ、烏の形） 無外題

角1 （美人、小橋、不忍池） 無外題

角1 （二龜） 無外題

角1 （ゴマメと黒豆） 無外題

角1 （腰用酒器と梅枝） 無外題

角1 （遊女、梅の鉢を見る） 無外題

角1 （金華山の旭）［3図］ 無外題

角1 （金華山の旭）［3図］ 無外題

角1 （矢の根五郎） 無外題

角1 （猿橋） 無外題

角1 （源頼光と凧の鬼） 無外題

角1 （二人の朝鮮武人、梅の枝を折る）無外題

角1 いつみや　（紀伊国みかん） 無外題

角1 （美人、扇に画を描く、龍が出る）無外題



角1 （江ノ島） 無外題

角1 （江ノ島） 無外題

角1 （牛若丸） 無外題

角1 （白鶏、太鼓）大小（酉） 無外題

角1 （天帝、月妾） 無外題

角1 （公家武人、猿の変化） 無外題

角1 （子供の毬投げ） 無外題

角1 （官女、二本の筆で扇面に龍を描く）無外題

角1 （龍、雷雲） 無外題

角1 睦　（煙草入れ、根付け、梅枝）無外題

角1 睦　（煙草入れ、金唐革） 無外題

角1 （花鳥玉盤六枚之内） 無外題

角1 （竹生島、弁天） 無外題

角1 （竹生島） 無外題

角1 （鶴、旭） 無外題

角1 （婦人、筆で詩歌を詠む） 無外題

角1 （藝者、詠歌、臥龍梅） 無外題

角1 （扇、印籠） 無外題

角1 （農婦、牛を引く） 無外題

角1 （ぶりぶり） 無外題

角1 （武内宿禰、子供を抱く） 無外題

角1 （馬、衝立の画から飛び出る）無外題

角1 （末広狩） 無外題

角1 （李廣利） 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 （鬼童丸、鯉に跨がる） 無外題

角1 （美人、二子供の氷運びを見る）無外題

角1 （福寿草の鉢、暦） 無外題

角1 （藝者、座敷の縁から海を見る）無外題

角1 （僧侶、女は鉢木を斬る） 無外題

角1 （子供ハ笛を吹く、牛の上） 無外題

角1 （二男、旭、海岸の松） 無外題

角1 （二亀、着物の上、万歳の掛軸）無外題

角1 （枕、藥、茶碗） 無外題

角1 （菱川師宣圖） 無外題

角1 （江ノ島、富士遠望） 無外題

角1 （江ノ島、富士遠望） 無外題

角1 （和布刈神事） 無外題

角1 （梅枝、鯛、包丁、椀） 無外題

角1 （姫、侍女、姫小松を集める）無外題



角1 （藝者、戀猫） 無外題

角1 （藝者、猫と遊ぶ） 無外題

角1 （藝者、猫と遊ぶ）［俊満］ 無外題

角1 （藝者、猫と遊ぶ） 無外題

角1 （女性、子犬を懐へ） 無外題

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 （牛若丸、弁慶を盤雙六で破る）無外題

角1 （牛若丸と辨慶の雙六） 無外題

角1 （土佐日記、福寿草） 無外題

角1 （鯱鉾） 無外題

角1 （二扇、二団扇） 無外題

角1 （摺物下絵貼込帖） 無外題

角1 （金太郎、昔の夢をみる） 無外題

角1 （西洋婦人、羊） 無外題せいようふじん

角2 山復山 やままたやま

角2 山復山 やままたやま

九横 （緑色の漆文箱） 無外題

九横 （緑色の漆文箱） 無外題

九横 （聖堂より富士遠望の図） 無外題

九横 1　（辨慶、大鐘を引っ張る） 無外題

十二 （三美人の拳、蛇、蛙） 無外題

十二 （一女性は蛇、他の女性は蛙）無外題

小横 2　（なれ玉、苞） 無外題

小版 3（朝比奈三郎は酒を呑む、侍女）無外題

小版 5（公家、官女の別れ） 無外題

大横 常盤の瀧* ときわのたき*

大短 4　春ノ山又 はるのやままた

中横 1　近藤助五郎…大福帳 こんどうすけごろう…

中横 4　（鯉上の仙人） 無外題

中本 三都廼友会 みつのともえ

中本 三都廼友会 みつのともえ

中本 吉方廼滝 よものたき

長絵 2　（長生殿） 無外題

長絵 3　（月宮殿を訪れる） 無外題

長絵 3　（月宮殿） 無外題

半紙本 興歌六々集 きょうかろくろくしゅう

半紙本 三才月百首 さんさいつきひゃくしゅ

奉書 拱齋北溪子ハ幼より...　四方歌垣真顔　催主　拱齋北溪きょうさいほっけいし...

角1 （二男、行燈修理）　俊満 無外題

角1 （矢の根五郎） 無外題



細絵 （台上の男女、新年の祝） 無外題

大横 角田川浮世猿まハし すみだがわうきよさるまわし

大本 天明新撰百人一首・古今狂歌袋ここんきょうかぶくろ

半紙本 狂文宝合之記 きょうぶんたからあわせのき	

小横 かつらき　紋...（布裂） かつらぎ

絵半切 （鰹） 無外題（鰹）

絵半切 （農家、秋の取り入れ） 無外題（農家、秋の取り入れ）

大横 海舶來禽圖彙説 かいはくらいきんづいせつ*

半紙本 四方廼春 よものはる

絵半切 建保職人画哥合 けんぽしょくにんえうたあわせ

角1 （懸想文売り） 無外題

小判 （舞踊図、烏帽子） 無外題

角1 巳の年　（二猩々） 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1 （鏡、菊） 無外題

奉書 日野前大納言資愛卿 ひのさきのだいなごん…

版本 百人一首 ひゃくにんしゅ

小1 （源氏物語） 無外題

角1 花鳥玉盤／六枚之内 かちょうぎょくばん

良夜（葉鶏頭） りょうや

奉書 （高楼） 無外題

奉書 高楼* 無外題

絵半切 （鰹売り）（侠客）（大原女） 無外題

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...

版本 絵本故事談 えほんこじだん

絵半切 （松図） 無外題

角1 壽五番ノ内 ことぶき　ごばんのうち

角1 寿五番ノ内 ことぶきごばんのうち

角1 （立美人　琵琶を抱える） 無外題

角横 （美人、盃から龍を出す） 無外題

小横 （猿、漆の丸い台を押す） 無外題

絵半切 （二子供は凧上げ、美人は草摘み）無外題

角1 寿五番之内 ことぶきごばんのうち

角1 （美人、箒を持つ） 無外題

角1 （官女、扇面を拡げる） 無外題

角1 （女仙人、羊を岩に変える） 無外題

角1 （娘、縁から海をみる） 無外題

角1 （大坂新町ねりもの） 無外題

角1 （遊女、寒山拾得） 無外題

角1 （大坂新町ねりもの） 無外題

角1 （官女、庭の梅を見る） 無外題



角1 （源爲朝、弓を引き、海上の舟を見る）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 （遊女、客） 無外題

角1 （官女、桧扇） 無外題

角1 （山姥、金太郎） 無外題

角1 （太夫と蒲団の客） 無外題

角1 （藝者、富士太鼓の舞い） 無外題

角1 （太夫と蒲団の中の客） 無外題

角1 （中國の官女） 無外題

九横 （太夫と蒲団の客） 無外題

九横 （太夫と蒲団の中の客） 無内題

小判 （銀杏） 無外題

九横 年たい記 ねんだいき

柾竪 （橋の烏帽子） 無外題

屏風 （飲中八仙） いんちゅうはっせん

角1 歳旦　春興（暫） さいたんしゅんきょう

中本 花吹雪* はなふぶき

大横 新板／東都堺町大芝居之圖しんぱんとうとさかいちょうおおしばいのづ

小判 三ばんの内 さんばんのうち

小横 （茸） 無外題

半紙本 四方廼春 よものはる

小版 （万歳、門松） 無外題

奉書 …（寶舟） …

角1 （伊達男と少女） 無外題

角1 （屏風二曲） 無外題

九横 （剣術の師匠と弟子） 無外題

角1 （牛若、笛を吹く） 無外題

角1 （藝者、巻文を認める） 無外題

角1 （藝者、巻文を認める） 無外題

角1 （婦人、巻文を記す） 無外題

小版 （草花） 無外題

小版 三景の内 さんけいのうち

角1 （美人、袱紗を持つ） 無外題

角1 （果物、草花） 無外題

皇國銅鐫弘通之表 こうこくどうせんこうつうのひょう

大本 春の色 はるのいろ

大本 春の色+ はるのいろ+

半紙本 四方廼春 よものはる

角1 （遠眼鏡で水道を見る） 無外題



角1 三都名所花 さんとめいしょのはな

奉書 （豆撒き） 無外題

角1 稚遊拳三番續之内 おさなあそびけんさんばんつづきのうち

角1 稚遊拳三番續之内 おさなあそびけんさんばんつづきのうち

角1 稚遊拳三番續之内 おさなあそびけんさんばんつづきのうち

角1 稚遊拳三番續之内 おさなあそびけんさんばんつづきのうち

角1 稚遊拳三番續之内 おさなあそびけんさんばんつづきのうち

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 （元禄歌仙貝合） げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ



角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 元禄歌仙貝合 げんろくかせんかいあわせ

角1 □垣連五番之内和漢画兄弟　□＝木+若ざくろがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

角1 □垣連五番之内和漢画兄弟　□＝木+若ざくろがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

角1 □垣連五番之内和漢画兄弟　□＝木+若ざくろがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

角1 □垣連五番之内和漢画兄弟　□＝木+若ざくろがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

角1 □垣連五番之内和漢画兄弟　□＝木+若ざくろがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

角1 □垣連五番之内和漢画兄弟　□＝木+若ざくろがきれんごばんのうちわかんえきょうだい

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 四性ノ内 しせいのうち

角1 四性ノ内 しせいのうち

角1 四性ノ内 しせいのうち

角1 四性ノ内 しせいのうち

角1 七里ケ濱ヨリ腰越ヲ眺望 しちりがはまよりこしごえをちょうぼう

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 鶴が啼大江都…（彫師と摺師、摺物を製作）つるが…

角1 ミつ垣の…（碁盤人形） みづがきの...

角1 昔噺智仁勇 むかしばなしちじんゆう

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 （曽我十郎、大磯の虎） 無外題

角1 （三雀） 無外題

角1 （景清、人丸） 無外題

角1 （御節の椀） 無外題おせち

角1 （鬼、藤娘を背負う） 無外題おに

角1 （景清と太夫） 無外題かげきよ

角1 （景清=團十郎7、人丸=粂三郎2）無外題かげきよ

角1 （簪、髪飾り） 無外題かんざし

角1 （十郎=團十郎7、大磯虎=菊之丞5）無外題じゅうろう

角1 （朝比奈=團十郎7、月小夜=門之助3）無外題そがきょうげん

角1 （祐經=團十郎7、舞鶴=半四郎5）無外題そがきょうげんすけつね

角1 （五郎=團十郎7、少将=紫若1）無外題そがきょうげんそがごろう

角1 （富士山の景） 無外題ふじさん

角1 （彫師、摺師、摺物製作） 無外題ほりしすりし

九横 （太夫、客、三蒲団の上） 無外題

中横 （武内宿禰、海へ宝石を投げる？）無外題

角1 空満屋連和漢武勇合三番之内くまやれんわかんぶゆうあわせさんばんのうち

小横 辰春興 たつしゅんきょう

角1 （オカメの豆まき） 無外題

角1 （印籠） 無外題

九横 （女達磨） 無外題

小1 春の岑... はるのみね...

小1 （白い牡丹の枝） 無外題

小1 （掛軸、龜） 無外題

小横 （蚊遣り黒豚） 無外題

小版 （伊勢海老の髭） 無外題

中横 （摺物画帖） …

版本 花吹雪* はなふぶき

奉書 （金札の鶴） 無外題

大小（ネズミと海老） …

（檜扇）

大根馬 だいこんうま

- 年中神佛参詣之行事 ねんじゅうしんぶつ　さんけいのぎょうじ

（伊勢海老、三升） 無外題

（鮑中の龍宮） 無外題

（杜若図） 無外題

（夜の鵜飼舟） 無外題



伊勢暦 伊勢度會郡山田 いせわたらいぐんやまだ

絵半切 （官女、若い侍女、供男は紅葉の枝）無外題

角1 いせ物語 いせものがたり

角1 いせ物語 いせものがたり

角1 江戸八景 えどはっけい

角1 空満屋■垣美枝（中国の三武人）くまやれん

角1 五器造　たからふね賣　... ごきづくり　たからぶねうり

角1 歳旦　（福禄寿、亀上） さいたん

角1 さるげんじ　けいくわ さるげんじ　けいか

角1 三婦久繪合 さんぷくえあわせ

角1 四賀峯音吉 しがのみねおときち

角1 秦漢瓦圖 しんかん　かわらづ

角1 秦漢瓦圖 しんかんがづ

角1 丙戌作 ひのえいぬさく

角1 四方…始… よも…

角1 （亀、宝珠の玉を背負う、旭）無外題

角1 （花器、活花） 無外題

角1 （火鉢、鉄瓶） 無外題

角1 （孫悟空、分身の術） 無外題

角1 （盆の上、湯飲み茶碗、柊、魚首）無外題

角1 （駒絵の美人大首、福寿草） 無外題

角1 （芸者、三味線） 無外題

角1 （源氏物語） 無外題

角1 （太夫、廊下で子供の手毬を見る）無外題

角1 （太夫　禿の手毬） 無外題

角1 （仲居　座る） 無外題

角1 （猿げんじ、太夫と禿） 無外題

角1 （二公家、姫に小松を捧げる）無外題

角1 （釣り香炉） 無外題

角1 （海老、橙） 無外題

角1 （函谷関、扉と鶏） 無外題

角1 （蛸は貝に被さる） 無外題

角1 （盃） 無外題

角1 （山吹　蛙） 無外題

角1 （美人、梅下）［二版］ 無外題

角1 （初夢、屏風、裲襠） 無外題

角1 （龍は波頭を泳ぐ） 無外題

角1 （子供、木馬に乗る、侍女） 無外題

角1 （源氏物語） 無外題

角1 （玩具売り） 無外題

角1 （座敷八景） 無外題



角1 （磁器の蛙入れ、網の蓋） 無外題

角1 （玩具売り、二子供） 無外題

角1 （白拍子、舟） 無外題

角1 （四公家、一僧侶、雅楽） 無外題

角1 （藝者、帯を結ぶ） 無外題

角1 （太夫、禿は廊下で手鞠） 無外題

角1 （太夫、短冊に書く、傍に禿）無外題

角1 （太夫、大首） 無外題

角1 （屏風、衣桁に打掛） 無外題

角1 （太夫座す、傍らに禿） 無外題

角横 月次歌（蝶） つきなみうた

角横 ...春の真河に...（二龜、茘枝、矢、島台）...はるのまかわ...

角横 （日本橋、高札） 無外題

角横 （お多福、豆撒き） 無外題

角横 （蓮？） 無外題

角横 （武家、社寺門、多勢で長持ち？運び出す）無外題

角横 （母親、赤子の爪を切る） 無外題

巻物 双六五十三次* 無外題

間横 （花籠） 無外題

間横 （柿　柘榴　花器） 無外題

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 歌仙合 かせんあわせ

九横 七福の内 しちふくのうち

九横 上水亭… じょうすいてい…

九横 松風臺七番之内 しょうふうだいななばんのうち

九横 松風臺七番之内 しょうふうだいななばんのうち

九横 手あそびのむまの春とて... てあそびのむまのはるとて...

九横 二人とも久しく...（官女、若菜籠）ふたりとも...

九横 ますらをも...（春の道中） ますらをも...

九横 （母子、小槌、鼠） 無外題

九横 （貝散らしの衝立） 無外題

九横 （二婦人、鶴ケ岡鳥居） 無外題

九横 （鋏、宝舟？） 無外題

九横 （磁石、暦） 無外題

九横 （金唐革　如意棒） 無外題

九横 （摺物の箱） 無外題

九横 （梅の枝折り） 無外題

九横 （煙草入れ） 無外題（煙草入れ）

九横... 鼠嫁入八景 ねずみよめいりはっけい



九切 松風臺七番之内 しょうふうだいしちばんのうち

九切 辨才天 べんざいてん

九切 （三番叟） 無外題

九竪 大津繪七番ノ内 おおつえななばんのうち

九竪 髪紙訓同髪... かみかみくん...

九竪 三節 さんせつ

九竪 春三□ はるさん...

四切 （太夫と客） 無外題

小1 松竹の...（大小）（中国人物、毛鎗）しょうちくの...

小1 俳諧狂哥其外…　岡丸堂 はいかいきょうか…

小1 （源氏物語） 無外題

小1 （二美人）（大小） 無外題

小1 （人魚、塗り箱） 無外題

小1 （太夫、禿にささやく） 無外題たゆう

小1 （美人、棒を担ぐ、大首） 無外題びじｎ

小横 （長者やしき...青柳） あおやぎの...

小横 歳旦（老人、火鉢） さいたん

小横 歳旦 さいたん

小横 同行二人（伊勢詣で） どうこうふたり

小横 （金魚、ガラス） 無外題

小横 （竜宮姫と侍女、羽根つき） 無外題

小横 （鶏、小鳥に教授） 無外題

小横 （仁田四郎、猪退治） 無外題

小横 （車上の少女、供男は居眠り）無外題

小横 （蚫取り） 無外題

小横 （太夫、禿、番頭） 無外題

小横 （板扉に貝花細工） 無外題

小横 （神人、白馬を引いて行く） 無外題

小横 （祖母の籠、夫婦） 無外題

小横 （二枚の歌留多） 無外題

小横 （飛んだり撥ねたり暫、破魔弓）無外題

小横 （五簪、かんざし） 無外題

小横 （漆の台） 無外題

小横 （三美人、春駒の踊り） 無外題

小横 天保五午大小（鞍） 無外題

小横 天保七丙申 無外題

小横 （公家、机）（大小） 無外題

小横 （七夕）（大小） 無外題

小横 （太夫、三蒲団、琴） 無外題

小横 （紫式部、三井寺） 無外題

小横 （大黒、寶舟） 無外題



小横 （金時、豆撒き） 無外題

小横 （朝比奈、鏡餅を割ろうとする）無外題

小横 （旭、松、富士山） 無外題

小横 （棗） 無外題

小横 （二子供、雪兎） 無外題

小横 （漆箱） 無外題

小横 （着物、衣桁に懸けて） 無外題

小横 （松、旭） 無外題

小横 （三圍） 無外題

小横 （大原女） 無外題

小横 （三福神） 無外題

小横 （母、赤ちゃん） 無外題あかちゃん

小竪 いねつむや...（凧） いねつむや...

小判 仕つけ方かけ物かけるてい しつけかたかけものかけるてい

小判 俳諧狂哥其外…岡丸堂９鼠が海老を食べる）はいかい…

小判 （鏡研師、美人） 無外題

小判 （猿、松から手を繋ぐ） 無外題

小判 （鍔二つ） 無外題

小判 （懐中時計） 無外題

小判 （男、屏風張り） 無外題

小判 （男、屏風の修理） 無外題

小判 （子供、万歳の後に続く） 無外題

小判 （馬上の公家） 無外題

小判 （春駒） 無外題

小判 （張子人形師、犬、達磨） 無外題

小判 （女、梅の枝から羽子板を取る、男は抱き上げる）無外題

小判 （老婆、読書） 無外題

小判 （祇園祭禮信仰記） 無外題

小判 （子供、母の二十日鼠を欲しがる）無外題

小判 （甘い水売りと美人） 無外題

小判 （娘道成寺） 無外題

小判 （俵藤太と乙姫） 無外題

小判 （美人、文机で習字） 無外題

小判 （二美人と子供、台所） 無外題

小判 （娘は掛物を拡げる） 無外題

小判 （二美人は金毘羅權現） 無外題

小判 （呉服店） 無外題

小判 （花柄の屏風仕立て） 無外題

小判 （侍、縁側から呼ぶ） 無外題

小判 歳旦　… 無外題

小判 （美人、稲荷の狐） 無外題



小判 （美人、暦を持つ、猿は裾を引く）無外題

小判 （舞楽、迦陵頻伽） 無外題

小判 （大黒の打出の小槌） 無外題

小判 （胡蝶の舞、男女の春画） 無外題

小版 鎌倉志　俊満制 かまくらし

小版 寛勢い九ねん かんせいくねん

小版 俳諧狂哥...（鼠、海老を食べる）はいかいきょうか...

小版 見立七小町 みたてななこまち

小版 （見立七小町) みたてななこまち*

小版 （見立七小町) みたてななこまち*

小版 （太夫、二禿） 無外題

小版 （子供、春駒） 無外題

小版 （美人、鶏） 無外題

小版 （二貴人、蹴鞠） 無外題

小版 （踊る福禄寿） 無外題

小版 （公家、和歌を詠む、三供男）無外題

小版 （虎の置物、床の間の掛軸） 無外題

小版 （福禄寿の書初め） 無外題

小版 （官女、柳の下） 無外題

小版 （大小） 無外題

草稿 （福禄寿と大黒の相撲） 無外題

草稿 （姉と妹、座る） 無外題

大1 美人合五十三次 びじんあわせ　ごじゅうさんつぎ

大横 住田丸（屋形船、鉢植え） すみだまる

大本 四方廼巴流（2） よものはる2

短横 （化粧品） 無外題

短冊 （猿の手繋ぎ、ぶら下がる） 無外題

中1 ［座敷八景］ 無外題

中横 （金太郎の豆撒き） 無外題

中横 （武士の間に女性） 無外題

中横 （俳諧、和歌帖） 無外題

版本 あけやすき* あけやすき

版本 翫雀追善はなしとり かんじゃくついぜんはなしとり

版本 春の色 はるのいろ

奉書 寶永五年戊子（俳諧） …

奉書 元祖市川段十郎…十八番之内勧進帳興業がんそ…

奉書 寶引　幸貨誌 たからひき

奉書 なかき／よの／…　（寶舟） ながきよの…

奉書 桜図* 無外題

奉書 （シャクヤク　蝶々） 無外題

奉書 （太夫は和歌を詠む、二禿は姫小松を取る）無外題



六切 （遊女、春画） 無外題

角1 百人美女 ひゃくにんびじょ

角1 （美人） 無外題

九切 （美人、雪傘） 無外題

角1 （男女、庭で水差しをもつ） 無外題

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

中横 萬八樓上書画會筵之圖 まんぱちろう…

中横 萬八樓上書画會筵之圖 まんぱちろう…

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 鶏合* とりあわせ

角1 …六番つゞき …ろくばんつづき

角1 宇津保物語* うつぼものがたり*

中横 （太夫、白鴈上に乗り飛ぶ） 無外題

九横 （六歌仙） 無外題

細横 （三美人、夜の梅） 無外題よるのむめ

四切 （松上の梟） 無外題ふくろう

小1 士農工商 しのうこうしょう

小横 （女性、縁側で湯浴み、猿） 無外題さる

九横 （牛若丸、浄瑠璃姫、野辺の月）無外題じょうるりひめ

角1 岩柿連六ひらの内 いわがきれんろくひらのうち

角横 春色列仙興 しゅんしょくれっせんきょう

角1 （旅人の駕篭、鴈の群れ） 無外題

角1 （都鳥、海を跳ぶ、月が海面に映る）無外題

角1 （千鳥、浪） 無外題

小横 座舗八景 ざしきはっけい

小版 南都法隆寺所蔵笏袋并琴柱之圖なんとほうりゅうじしょぞうしゃくふくろならびにことじのづ



10 版元 11 ハンモト 12 内題

（無版元） 無版元 長鐙馳つ六十年…

［谷清好］ 無版元 ...

［谷清好］ 無版元 ...

（無版元） 無版元 ありやなし…

（無版元） 無版元 夢に見ても…

（無版元） 無版元 年礼によききぬ…

（無版元） 無版元 はる風のむかひをうけて…

（無版元） 無版元 指をりて…

（無版元） 無版元 わすれ鶯…

（無版元） 無版元 （三宝の盃、椿）

無版元 無版元

（無版元） 無版元 三韓の…

（無版元） 無版元 はる霞たつミやいつこ…　四方赤良

商標（鶴） 商標（鶴） 琴高

商標（鶴） 商標（鶴） 鐡拐

商標［蔦］ 商標［蔦］ （富本豊雛は絵半切を見る）

（無版元） 無版元 蝸牛

蔦屋 つたや

（無版元） 無版元 蝶　蜻蛉

蔦屋 つたや

（無版元） 無版元 （婦人ら、鶯に餌を遣る）

蔦屋 つたや

（無版元） 無版元 取あけて…

（無版元） 無版元 （鏡研ぎ師、官女と侍女）

蔦屋 つたや

蔦屋 つたや

蔦屋 つたや

（無版元） 無版元 （雪、室内より見る、通り道）

（無版元） 無版元 （大黒、俵の上で曲芸）

蔦屋重三郎* ツタヤ

蔦屋重三郎* ツタヤ （図版、全5）

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

谷清好□ タニセイコウ ...

（無版元） 無版元 二の…

（無版元） 無版元 常陸帯之神事

（無版元） 無版元



（無版元） 無版元 …（舌切雀）

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 （大小の文字）

（無版元） 無版元 秋かせの…

（無版元） 無版元 にひ／よし原

（無版元） 無版元 昌平樂圖…

（無版元） 無版元 右　中務

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 諺の...

（無版元） 無版元 諺の師走女…

無版元 無版元 ふる雨の...

無版元 無版元 櫻月

無版元 無版元 菊月

無版元 無版元 人なる□...

（無版元） 無版元 （梅見の帰り）

無版元 無版元 弁慶のも...

無版元 無版元 辨慶も... （辨慶、皆鶴姫）

（無版元） 無版元 亥の春の霞のく…

（無版元） 無版元 中の町…　梅とミし…　とし玉の…

（無版元） 無版元 紫に…霞は…

（無版元） 無版元 ■籠…江戸…

（無版元） 無版元 春風に…

（無版元） 無版元 元朝早起…

（無版元） 無版元 おくれなハ…

（無版元） 無版元 遠山ハ…

和泉屋 イズミヤ 浮繪／江戸堺町芝居之圖

（無版元） 無版元 （官女は梅を見る）

（無版元） 無版元 初午　…

（無版元） 無版元 01　子　子聖

無版元 無版元 03　寅　神楽坂

（無版元） 無版元 04　卯　亀嶋

（無版元） 無版元 04　卯　龜嶋　…

無版元 無版元 04　卯　龜嶋

無版元 無版元 07　午　王子

無版元 無版元 07　午　王子

（無版元） 無版元 09　申　高輪庚申堂

無版元 無版元 11　戌　目黒

無版元 無版元 11　戌　目黒

（無版元） 無版元 12　亥　下谷

（無版元） 無版元 12　亥　下谷



無版元 無版元 12　亥　下谷

無版元 無版元 12　亥　下谷

無版元 無版元 硯　紫式部

無版元 無版元 1a　筆　衛夫人

無版元 無版元 1b　筆　道風

無版元 無版元 1b　筆　道風

（無版元） 無版元 2b　墨　小町

無版元 無版元 2　墨

無版元 無版元 3　硯

無版元 無版元 4a　紙　定家

無版元 無版元 紙　定家

無版元 無版元 硯　紫式部

（無版元） 無版元 2　亀を放つ天竺の児

（無版元） 無版元 3　袴垂保輔

（無版元） 無版元 4　八歳の児と孔子と問答

（無版元） 無版元 4　八歳の児と孔子と問答

無版元 無版元 4　八歳の児と孔子と問答

（無版元） 無版元 5　御堂関白殿の犬

（無版元） 無版元 5　御堂関白殿の犬

（無版元） 無版元 6　宗行が郎等虎を射

（無版元） 無版元 6　宗行が郎等　虎を射

（無版元） 無版元 6　宗行が郎等虎を射

無版元 無版元 6　宗行が郎等虎を射

無版元 無版元 （天狗、義経）

無版元 無版元 （天狗、義経）

無版元 無版元 春のあけほの染

無版元 無版元 2　櫻花

無版元 無版元 5　梅花

（無版元） 無版元 2　小町さくら

無版元 無版元 4　人丸さくら

（無版元） 無版元 4　人丸さくら

無版元 無版元 5　楊貴妃櫻

無版元 無版元 1　（朝比奈三郎）

無版元 無版元 2　（大磯の虎）

無版元 無版元 3　（工藤祐經）

無版元 無版元 4　（化粧坂少將）

無版元 無版元 5　（曾我五郎）

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 足利尊氏

無版元 無版元 伊豫守頼義



無版元 無版元 楠正成

無版元 無版元 九郎判官義經

無版元 無版元 薩摩守忠即（忠度）

無版元 無版元 左馬頭義朝

無版元 無版元 相國清盛

無版元 無版元 平惟茂

無版元 無版元 武内大臣

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 04　多田満仲

無版元 無版元 田村將軍

無版元 無版元 田原藤太秀郷

無版元 無版元 新田義貞

無版元 無版元 八幡太郎義家

（無版元） 無版元 07　經津主尊

無版元 無版元 經津主尊

無版元 無版元 北條時頼

無版元 無版元 08　北條時頼

無版元 無版元 源三位頼政

無版元 無版元 源頼朝

無版元 無版元 源頼朝

無版元 無版元 源頼光

無版元 無版元 日本武尊

無版元 無版元 六條判官爲義

無版元 無版元 六條判官爲義

無版元 無版元 六孫王經基

（無版元） 無版元 02　薄雲

（無版元） 無版元 03　薄雪

（無版元） 無版元 04　小野小町

（無版元） 無版元 07　小督局

（無版元） 無版元 07　小督局

（無版元） 無版元 07　小督局

（無版元） 無版元 12　巴女

（無版元） 無版元 2　香山九老

無版元 無版元 2　香山九老

（無版元） 無版元 3　江妃二女　…

無版元 無版元 3　江妃二女

（無版元） 無版元 4　竹林七賢

無版元 無版元 4　竹林七賢

（無版元） 無版元 5　盤古氏

（無版元） 無版元 5　盤古氏



（無版元） 無版元 5　盤古氏

（無版元） 無版元 5　盤古氏

（無版元） 無版元 5　盤古氏

無版元 無版元 * ...

無版元 無版元 0　（二人の雀踊り）

（無版元） 無版元 （玉藻前、三浦介）

無版元 無版元 （玉藻前、三浦...）

（無版元） 無版元 唐樹園…　せきたいの名をとり…（書机、篇額）

無版元 無版元 唐樹園…　せきたいの名をとり…（篇額）

無版元 無版元 唐樹園…　せきたいの名をとり…　

無版元 無版元 王喬

無版元 無版元 1　王喬

無版元 無版元 蝦蟇

無版元 無版元 2　蝦蟇

無版元 無版元 琴高

無版元 無版元 琴高

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 廬敖

無版元 無版元 4　廬敖

無版元 無版元 むらさきのうへ

無版元 無版元 むらさきのうへ

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 0

無版元 無版元 1　其一

（無版元） 無版元 1　其一　其二　其三

無版元 無版元 其一　ほそ棹の...

（無版元） 無版元 0　…（鯉　滝登り）

（無版元） 無版元 0　（真鯉）

（無版元） 無版元 0　（真鯉）［複製］

（無版元） 無版元 0　（緋鯉の滝登り）

（無版元） 無版元 0　（緋鯉の滝登り）［複製］

... 難読 其二　関羽

（無版元） 無版元 1　其一　関勝

（無版元） 無版元 1　其一　関勝

無版元 無版元 1　其一　関勝　

（無版元） 無版元 1　其一…其五

（無版元） 無版元 2b　其二　泰明

（無版元） 無版元 3　其三　林冲



（無版元） 無版元 3　其三　林冲

無版元 無版元 3　其三　林冲　

無版元 無版元 ゆたかなる...（太鼓、箏曲、笙）

（無版元） 無版元 千條（右）、唐亭（中）、唐輪（左）

（無版元） 無版元 1　（鶴）

（無版元） 無版元 2　（亀）

無版元 無版元 2　（龜）

無版元 無版元 かくらこそ...（天照と素戔嗚尊）

無版元 無版元 和哥

（無版元） 無版元 1　天の戸を…　手力雄命

（無版元） 無版元 2　樊噲…　亥の方…

（無版元） 無版元 3　和田のはら…　朝比奈

無版元 無版元 三　いつまても...（詠歌）

無版元 無版元 いつまても...（短冊に歌を詠む）

無版元 無版元 四

無版元 無版元 1（琴）

無版元 無版元 3（琵琶）

（無版元） 無版元 （太鼓、琴、琵琶、笙、シチリキ）

（無版元） シュウギョクドウ［聚玉堂］ *　一、二、三、四、五

衆玉堂 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 一　年玉の扇や内　末廣　…

無版元 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 一　年玉の扇や内　末廣

聚玉堂 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 一　年玉の扇や内　末廣

無版元 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 二　雪間の若なや内　衣手

聚玉堂 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 二　雪間の若なや内　衣手

無版元 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 三　初雪の寉屋内　ちとせ

聚玉堂 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 三　初雪の寉屋内　ちとせ

聚玉堂 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 四　門かざりの松葉や内十かへり

無版元 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 四　門かざりの松葉や内十かへり

聚玉堂 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 五　書初の玉屋内ひと筆

無版元 シュウギョクドウ［聚玉堂］ 五　書初の玉屋内ひと筆

（無版元） 無版元 1　一

無版元 無版元 1　一

（無版元） 無版元 2　二

無版元 無版元 2　二

（無版元） 無版元 3　三

（無版元） 無版元 4　四

無版元 無版元 二品陶

無版元 無版元 4　源義家

（無版元） 無版元 1　筆　道風

（無版元） 無版元 2a　墨　玄宗皇帝

（無版元） 無版元 3　紙　定家



（無版元） 無版元 4　硯　伯英

無版元 無版元 0　（紙入れ、手鏡）

無版元 無版元 鳥も来て...（孔雀、藝者）

無版元 無版元 春風に...（陶淵明）

無版元 無版元 ひきかけし...（花魁、二侠客）

無版元 無版元 真さかりの...（三田の仕、つかさ）

無版元 無版元 *  麻の屋直成

無版元 無版元 *  麻の屋直成

無版元 無版元 *  一樹園影芳

無版元 無版元 *   菊の屋芳香

無版元 無版元 *   雪の□高根

無版元 無版元 *   梅の屋鶴子

（無版元） 無版元 01　大江擧周　著聞集

無版元 無版元 01　大江擧周・著聞集

（無版元） 無版元 02　大藏右馬頭頼房　太平記評

（無版元） 無版元 02　大藏右馬頭頼房　太平記部

無版元 無版元 02　大藏右馬頭頼房・太平記読

（無版元） 無版元 03　小野篁　文徳實録

（無版元） 無版元 03　小野篁　文徳實録

無版元 無版元 小野篁　文徳實録

無版元 無版元 03　小野篁

無版元 無版元 04　鎌倉孝子・沙石集

無版元 無版元 05　吉備兄姫・日本紀

無版元 無版元 06　久我太政大臣・古今著聞集

（無版元） 無版元 06　久我大政大臣　古今著聞集

（無版元） 無版元 07　楠帶刀正行　太平記

無版元 無版元 楠帯刀正行　太平記

（無版元） 無版元 08　後三條院　古事談

無版元 無版元 08　後三條院・古事談

（無版元） 無版元 09　小松重盛　平家物語

無版元 無版元 09　小松重盛・平家物語

無版元 無版元 10　佐紀民直氏女・續日本紀

（無版元） 無版元 11　信濃孝児　沙石集

無版元 無版元 11　信濃孝児・沙石集

無版元 無版元 12　曾我兄弟・曾我物語

（無版元） 無版元 14　伴直家主　續日本後紀

無版元 無版元 14　伴直家主・續日本後紀

（無版元） 無版元 15　丹生弘吉　三代實録

無版元 無版元 15　丹生弘吉・三代實録

無版元 無版元 16　仁徳天皇・日本紀

（無版元） 無版元 16　仁徳天皇　日本紀



（無版元） 無版元 17　丈部三子　續日本紀

無版元 無版元 17　𠀋部三子・續日本紀

無版元 無版元 日野阿新丸　太平記

（無版元） 無版元 18　北條泰時　東鑑

無版元 無版元 18　北條泰時・東鑑

（無版元） 無版元 19　本間資忠　太平記

無版元 無版元 20　本間資忠・太平記

（無版元） 無版元 21　舞女微妙

（無版元） 無版元 21　（舞女）

無版元 無版元 21　舞姫微妙・東鑑

（無版元） 無版元 21　舞女微妙　東鑑

（無版元） 無版元 21　（舞女微妙　東鑑）

無版元 無版元 舞姫微妙　東鑑

（無版元） 無版元 22　武藏孝子　沙石集

無版元 無版元 22　武藏孝子・沙石集

（無版元） 無版元 23　養老孝子　十訓抄

無版元 無版元 23　養老孝子・十訓鈔

（無版元） 無版元 24　丸部臣明麿　續日本後紀

無版元 無版元 土佐日記

（無版元） 無版元 02　源氏

（無版元） 無版元 02　源氏　梅かゝの　あとを追ふとそ…

（無版元） 無版元 03　狭衣　雲のうへ…

（無版元） 無版元 05　濱松中納言

（無版元） 無版元 05　濱松中納言

（無版元） 無版元 07　大和物語

（無版元） 無版元 07　大和物語

無版元 無版元 1　笑姿神

無版元 無版元 壽老

無版元 無版元 2　壽老

無版元 無版元 大黒

無版元 無版元 大黒

無版元 無版元 多門尊

無版元 無版元 福禄寿

（無版元） 無版元 6　辨天　辨天の…

無版元 無版元 辨天

無版元 無版元 布袋

無版元 無版元 布袋

（無版元） 無版元 0　朝かほに　面目…（朝顔　茶碗）

（無版元） 無版元 0　朝かほに…

無版元 無版元 *

無版元 無版元 1 （兜）



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 毛唐人...（七代目三升の賛、扇面）

無版元 無版元 心ある...

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 平惟茂

無版元 無版元 文臺も...（官女、歌を詠む）

無版元 無版元 文臺も...

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）

無版元 無版元 （樊噲、巴御前）

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 心ある弁慶…　文々舎

（無版元） 無版元 心ある…

（無版元） 無版元 はつ日かけ　見んとて…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 佐保姫の…

（無版元） 無版元 佐保姫の…

無版元 無版元 妓女

（無版元） 無版元 （緋鯉の滝登り）

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 （唐人、猿に餌を与える）

（無版元） 無版元 佐保姫も…

（無版元） 無版元 朝日さす　庭の…

（無版元） 無版元 （手鏡に映る西洋婦人）

（無版元） 無版元 文つくえ…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 呉竹ハ葉ほそく…

（無版元） 無版元 武内大臣

（無版元） 無版元 多門尊　おもいもの…

（無版元） 無版元 麗天舎袖成…　柳水亭…

（無版元） 無版元 小島の墨の辺りさへ…

無版元 無版元

（無版元） 無版元 朝日さす　庭の…龍…　うめか枝の…

（無版元） 無版元 うつろふる　かけにも…

（無版元） 無版元 鼠もの筆…［改変］

（無版元） 無版元 はつ日影…（美人、進物を差し出す）

（無版元） 無版元 梅かゝのにほひも…　

無版元 無版元 無内題



（無版元） 無版元 国の名の…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元

（無版元） 無版元 菜種七五三好…　

（無版元） 無版元 ほのぼのと…

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 梅か香...

（無版元） 無版元 梅が香の…　きそははしめ…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 （小屋、川、山）

（無版元） 無版元 （中国大人と唐子、橋の上、流れ）

（無版元） 無版元 （中国人の碁、旅人、家の大人）

画仙堂 ガセンドウ［画仙堂］ （狂歌削除）

（無版元） 無版元 やうゆうか矢の藏からは……

無版元 無版元 守川捨魚（筆者）岳亭定岡（画師）文々舎（撰者）

（画仙堂） 無版元 …（狂歌あり）

（無版元） 無版元 谷川へ…

（無版元） 無版元

無版元 無版元

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 青峩園真砂子

無版元 無版元 槇迺屋成都良

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 楚漢歌合席上之圖

（無版元） 無版元 （牛の神事）

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 御廣間も…

無版元 無版元 笛竹の...

（無版元） 無版元 降りつミて…

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 蓬莱の　山かり…ねずみかな　…

（無版元） 無版元 蓬莱の…

無版元 無版元 かわらぬ巳ノ春座

無版元 無版元

（無版元） 無版元 たま琴に…



無版元 無版元 綻ひし...  もよふ...

（無版元） 無版元 おとりこみ…

（無版元） 無版元 （箱の側面）（大小）

（無版元） 無版元 鶯宿梅

無版元 無版元 鉢の中にふミあり

（無版元） 無版元 うめの花…

（無版元） 無版元 （七福神）

無版元 無版元 ふく風の...

無版元 無版元 火をともす...（油坊主）

無版元 無版元 ふく風の...（小野道風）

（無版元） 無版元 （狐舞、吉原）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 土

（無版元） 無版元 鶯の庭にも…

（無版元） 無版元 （渡辺綱）

奥村板 オクムラバン 門枩や　おやま頭も　太夫との

（無版元） 無版元 壽　歌舞妓狂言組十八番

（無版元） 無版元 江戸市川流　壽

京橋／…町／秋長堂　 シュウチョウドウ 題一たんめ　扇川／菊之丞

（無版元） 無版元 兎々何ヲ看テ…

（無版元） 無版元 七くさを…

無版元 無版元 あきらめて...   昨日に

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）

俊満 シュンマン 坐かしらの...　梅かゝも...（團十郎7、毛抜き）

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 左舞扇　右張扇

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 （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 （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

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 むかあると...   立むかふ...

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 無版元 （見）物の山にも...  （あか）ねさく...

俊満 シュンマン 初霞...  暫の

無版元 無版元 室咲の...   兄とよふ...

柳齋 リュウサイ 若水の...   花かゝる...

無版元 無版元 花の□

（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）

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 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）

無版元 無版元 ...

（図版？） （図版？） （図版？）

（無版元） 無版元 滝の屋の…

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 其二　打でる...  佐保山の...

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 千金の...   音にきく...

無版元 無版元 たつ春ハ...

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 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 春風の...

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 やはらかに...

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 龍頭を...    年の内...

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 おこたらぬ…

（無版元） 無版元 若菜摘…

（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…

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 無外題

（無版元） 無版元 鴬も琴ひく…

［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） 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） 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 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 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） 無版元 …（楚連香）

（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 不尽筑波…

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 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 …

（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 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） 無版元 …

（無版元） 無版元 東から…

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 東風...   旅くしげ...

無版元 無版元 千金の...   音にきく...



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 花あやめ... はち巻に...  色香をは...  三ヶの津...

無版元 無版元 夜さくらに...

無版元 無版元 ほころひは...

（無版元） 無版元 ほころひは　のそけと斗…

（無版元） 無版元 長生殿の見とほしに…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

無版元 無版元 佐保姫ハ...   立並ぶ...

（無版元） 無版元 籠のうちに…

（無版元） 無版元 御ひゐきの…（暫）

（無版元） 無版元 荒磯海の…（海女）

（無版元） 無版元 春來ても…（二藝者、雪傘）

（無版元） 無版元 春來てもまたふる雪の…（二藝者、雪傘）

（無版元） 無版元 初日影…

無版元 無版元 更てくるわ其粧ひ...

（無版元） 無版元 大小？

（無版元） 無版元

無版元 無版元 引鶴...　　一陽齋

手折ともなお栄へませ児さくら　璃寛たおるとも... りかん

（無版元） 無版元 大小　明て春初日に…

（無版元） 無版元 大小　似たりや…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 國栖人も…

（無版元） 無版元 位や高き竹の…

（無版元） 無版元 位や高き…

（無版元） 無版元 三上り／人の心もしりもせて…

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 鴬も...

（無版元） 無版元 鴬も蝶も歌に…

（無版元） 無版元 きやり声…

（無版元） 無版元 千客／萬亀（看板）

無版元 無版元 小町さそふ水（男、左足を曲げて立つ、屋形舩）

無版元 無版元 遍照　

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 梅かをる…

（無版元） 無版元 大江戸の…　いさましや…　霞ひく…



無版元 無版元 紅くまの...

（無版元） 無版元 八百萬神…

（無版元） 無版元 ゆい綿の…

三河屋彦八 ミカワヤ 例年の毎に…

（無版元） 無版元 初日かけ…

無版元 無版元 （女性、神社の水盤の竜を見る）

無版元 無版元 （女性、神社の奉納水飲み）

無版元 無版元 （姫、一弦琴を弾く）

無版元 無版元 （奥方、長煙管、時計）

無版元 無版元 （女性、猫が炬燵の上）

（無版元） 無版元 井にうつる…（御手洗）

（無版元） 無版元 王定六　（舟）

（無版元） 無版元 花栄

（無版元） 無版元 ■（言+元）小五

（無版元） 無版元 ■（言+元）小二

（無版元） 無版元 戴宗

（無版元） 無版元 張横

（無版元） 無版元 …つつむ…（黒頭巾、雪傘）

（無版元） 無版元 連々は…　（屋形舟）

（無版元） 無版元 とらと呼ぶ…（炬燵）

（無版元） 無版元 なけてやる…　百八番之内

（無版元） 無版元 なけてやる…　百八番之内

無版元 無版元 春霞...（花魁、龍の裲襠）

（無版元） 無版元 文學ふ…（時計）

（無版元） 無版元 百鳥の囀る…（一絃琴）

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 （狂歌削除）（炬燵）

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 青たゝみ...

摺工晉象 シンゾウ いけ直し...  水際の... 

（無版元） 無版元 鴬の…

（無版元） 無版元 風の手も…　

（無版元） 無版元 かんさしの　梅の枝にも…

（無版元） 無版元 吉兆の玉を打出の…

（無版元） 無版元 さく花の時分なよきそ…

（無版元） 無版元 千金の春…

無版元 無版元 楚ろそろと...



（無版元） 無版元 なせに　こんなに　ほれた…

（無版元） 無版元 みち汐を…

無版元 無版元 手弱女の...　鴬の...　

無版元 無版元 ...

- カガヤ 051清河縣之産武松

（無版元） 無版元 市川団十郎8　…（死絵）秋風や…

（無版元） 無版元 消し身も…

（無版元） 無版元 （羽子板）（袋表紙）

（無版元） 無版元 □小二

（無版元） 無版元 朱武

（無版元） 無版元 （一弦琴）

（無版元） 無版元 （時計）

（無版元） 無版元 （土器投げ）

（無版元） 無版元 それぞれに…

（無版元） 無版元 南山の壽…

無版元 無版元 （破魔弓）

（無版元） 無版元 鼠もち　子の春のよきを…

無版元 無版元 （被衣の女性、振り返り覆面の男を見る）

無版元 無版元 （お人形、玩具）

（無版元） 無版元 また春に…　ミやひとは…

（無版元） 無版元 よひことに　ぬし…

無版元 無版元 （太夫、半身）

無版元 無版元 （貴女、半身）

（無版元） 無版元 さゝ汐に　はつ日の…

無版元 無版元 ふところの...  

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 今朝ハはや…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 鶯ハうたひ…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 狂月酒百首（茶の湯）

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 おもふ如　ことたる酒も…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題



（無版元） 無版元 （七福神）

（無版元） 無版元 （新年の町内）

（無版元） 無版元 （公家、「狂歌」の文字組立を見る）

（無版元） 無版元 （諏訪湖御渡り）

無版元 無版元 文車

（無版元） 無版元 打初鍬

（無版元） 無版元 三日月鎌

無版元 無版元 三日月鎌

（無版元） 無版元 鼠大津

（無版元） 無版元 鼠よろこび

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 折そへし…（大原女）

（無版元） 無版元 懸想文…

（無版元） 無版元 懸想文…

五彩堂製* 無版元 むらさきの…（京扇）

（無版元） 無版元 よひことに…（遊女）

（無版元） 無版元 鬼か嶋の…

（無版元） 無版元 書初の墨の…

（無版元） 無版元 香ハしき…

無版元 無版元 影あらふ...

（無版元） 無版元 影あらふ…

（無版元） 無版元 風のつてに…

（無版元） 無版元 來し春の…

（無版元） 無版元 去年今とし…

（無版元） 無版元 去年もはやむかし…

無版元 無版元 佐保姫の...

（無版元） 無版元 すミた川…

無版元 無版元 千金の...

無版元 無版元 千金の...

（無版元） 無版元 春こゝろゐねむる虎や…

（無版元） 無版元 豆やかに…

無版元 無版元 耳順の...

（無版元） 無版元 水茎のあとも濁らぬ…

（無版元） 無版元 三日すきて…

（無版元） 無版元 夕霞流るゝ水も…

（無版元） 無版元 千金の春を…

（無版元） 無版元 豆やかに…

（無版元） 無版元 吸筒の酒かたふけて…

（無版元） 無版元 千金の…

（無版元） 無版元 青空は…



（無版元） 無版元 鶺鴒

（無版元） 無版元 （七福神）

（無版元） 無版元 經よめる…（スサノウ）

無版元 無版元

（無版元） 無版元 さし汐に…（江ノ島弁財天と北條時政）

（無版元） 無版元 しら梅の星廼かけさへ…

（無版元） 無版元 つくろはぬ枩の…

（無版元） 無版元 とし玉の…

（無版元） 無版元 そほ…も…（桜）

（無版元） 無版元 （群蝶）

（無版元） 無版元 神代の春の…　双六…　東都七十痩／穐長堂

（無版元） 無版元 ワか菜つむ…

無版元 無版元 （ち）はやふる...

（無版元） 無版元 ことしは二代目大五郎五十年忌…

有縁大雅の還暦を賀す

（無版元） 無版元 かねてしる…

（無版元） 無版元 梅暦…（巻物二、短冊）

（無版元） 無版元 竹とり

（無版元） 無版元 座禅して居…

（無版元） 無版元 琴の名のあつまより…

無版元 無版元 知る人を...

（無版元） 無版元 （大小）（植木鉢）

（無版元） 無版元 （子供の舞、三味線と鼓）

（無版元） 無版元 さほ姫のたち／まふ神か…

（無版元） 無版元 琴のゑの…

（無版元） 無版元 芦刈

（無版元） 無版元 嵐山

（無版元） 無版元 梅か枝

無版元 無版元 老松

（無版元） 無版元 鞍馬天狗

（無版元） 無版元 三番叟

（無版元） 無版元 猩々

（無版元） 無版元 高砂

（無版元） 無版元 玉の井

（無版元） 無版元 張良

（無版元） 無版元 羽衣

（無版元） 無版元 橋辨慶

（無版元） 無版元 鉢の木

（無版元） 無版元 福の神

（無版元） 無版元 松風



（無版元） 無版元 湯谷

（無版元） 無版元 （兼昌、大木のウロで妻と子を見つける）

（無版元） 無版元 朝な〜

（無版元） 無版元 明そめて今朝…

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 陸奥　其五

（無版元） 無版元 山城　其一

（無版元） 無版元 山城　其一

無版元 無版元 於いらんに...

（無版元） 無版元 曇りなき…

清好 セイコウ 古の里の...

清好 セイコウ 手弱女の...   戀ならて...

無版元 無版元 ものゝふの...  赫夜姫...

（無版元） 無版元 手まくらの…

（無版元） 無版元 歌道

（無版元） 無版元 鶯の…

無版元 無版元 大門通

無版元 無版元 霞ヶ関

（無版元） 無版元 上野

（無版元） 無版元 不忍池

（無版元） 無版元 不忍池

（無版元） 無版元 隅田川

無版元 無版元 向嶋

無版元 無版元 向嶋（鯉）

（無版元） 無版元 四ツ谷［複製］

無版元 無版元 喜撰

（無版元） 無版元 萬年の齢は…

（無版元） 無版元 大小

（無版元） 無版元 雷鳥　白山の　まつの木陰に…

（無版元） 無版元 大小　二四七九十十二

（無版元） 無版元 梅か香や…（大小）

（無版元） 無版元 （七福神）

（無版元） 無版元 うれしくも…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 敷初夕照



（無版元） 無版元 初文落雁

（無版元） 無版元 金性

（無版元） 無版元 金性

（無版元） 無版元 はるの夜の…

無版元 無版元 （女性、手毬をもつ）

無版元 無版元 （女性、両手に手鏡）

無版元 無版元 紀伊　其六

無版元 無版元 摂津　其三

無版元 無版元 陸奥　其五

無版元 無版元 武藏　其四

無版元 無版元 山城　其一

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 梅屋鋪

（無版元） 無版元 七重八重…

（無版元） 無版元 水玉の…

（無版元） 無版元 水玉を…

（無版元） 無版元 木母寺

（無版元） 無版元 木母寺

無版元 無版元 水玉を...   牛の背に...

無版元 無版元 ...

［俊満］ シュンマン 梅柳…

（無版元） 無版元 めてたしほ…

（無版元） 無版元 次第不同　…杵屋久馬兵

（無版元） 無版元

無版元 無版元 ...

大嶋版 オオシマバン …（大小）

いがや イガヤ （琴高仙人見立）

（無版元） 無版元 かへせしあとに…

無版元 無版元 （猿、龜の上）

（無版元） 無版元 和泉式部

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 七　染月毛

無版元 無版元

（無版元） 無版元 吉兆の玉を…

（無版元） 無版元 草ハ草木ハ…

無版元 無版元 藤の花...

無版元 無版元 （美人、軍扇）

無版元 無版元 （美人、扇）



無版元 無版元 （美人、扇）

無版元 無版元 （公家、松枝）

無版元 無版元 （女性、巻物をもつ）

（無版元） 無版元 かへせしあと…

（無版元） 無版元 盃に　てうし合せし酔…

（無版元） 無版元 馬内侍

（無版元） 無版元 青やきのみとりハ…

（無版元） 無版元 美しきをとめか…

（無版元） 無版元 よるひる…

（無版元） 無版元 春興［乙未*］

無版元 無版元 漁舟

無版元 無版元 菊の露

無版元 無版元 黒方

無版元 無版元 黒方

無版元 無版元 夏衣

無版元 無版元 山人

無版元 無版元 二　詞の花

無版元 無版元 四　手活の花（ていけ）

無版元 無版元 五　心の花

無版元 無版元 七　ぬしある花

無版元 無版元 八　うとん華（うどんげ）

無版元 無版元 摺墨

（無版元） 無版元 三　木下蔭

（無版元） 無版元 五　南鐐

（無版元） 無版元 七　染月毛

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

無版元 無版元

無版元 無版元 平忠盛

無版元 無版元 年毎に正月...  見にくしと...

無版元 無版元 屠蘇酒の...

（無版元） 無版元 舩人も和らく…

（無版元） 無版元 （鶯）

（無版元） 無版元 山里は…（筍）

（無版元） 無版元 ■のゑの…

（無版元） 無版元 いさましき…

無版元 無版元 君夫人寿丸...



（無版元） 無版元 （石摺風景）

（無版元） 無版元 手あふりや…

（無版元） 無版元 一トりきミ…

（無版元） 無版元 …（秋野図）

（無版元） 無版元 …（秋野図）

無版元 無版元 はる風の...

無版元 無版元 若菜つむ...

無版元 無版元 し路酒

（無版元） 無版元 十二　はるあたゝかにして…

（無版元） 無版元 …　柿廼〜

（無版元） 無版元 紫の…　あさきよめ…　柳花園山形

（無版元） 無版元 象を舩に乗せて…（算盤）

（無版元） 無版元 一えたを…

（無版元） 無版元 番組　菘種蒔　しほくみ　枕獅子　…

（無版元） 無版元 明ほのゝ…

（無版元） 無版元 わかミかと…　前四方山人

（無版元） 無版元 琴のその雲井…

（無版元） 無版元 （赤子、二美人、雪兎）

無版元 無版元

西京／一條通／稚愛堂 チアイドウ …

（無版元） 無版元 こけましと…

（無版元） 無版元 こけましと…

（無版元） 無版元 若…

東武谷清好刻并摺 タニセイコウ 文政庚辰春夏…

（無版元） 無版元 （カマキリとハエ）

（無版元） 無版元 （蓮上の蝉、蜂）

（無版元） 無版元 奉納　御寶前　大願成就

無版元 無版元

無版元 無版元

（無版元） 無版元 うち橋を…（山伏、巨木の橋を渡る）

無版元 無版元 長田の太郎（中山小十郎）

（無版元） 無版元 （役者扇面、男大女小）

（無版元） 無版元 右　紀友則

（無版元） 無版元 口演　…両国柳橋河内屋半次郎…

（無版元） 無版元 口演　豊竹座？　薩摩座　結城座

（無版元） 無版元 左　小大君

（無版元） 無版元

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 咲花の　ミまちを祝ふ…



（無版元） 無版元 哥聲ののほりて…（薙刀、福寿草の鉢）

（無版元） 無版元 哥聲の／のほりて／梅の…

（無版元） 無版元 あみをすく…（源氏と姫君）

（無版元） 無版元 歳旦　いさましき…

無版元 無版元 （太夫、半身）

無版元 無版元 （大原女、鹿）

（無版元） 無版元 恵方より…（福禄寿）

無版元 無版元 大原の...

（無版元） 無版元 大原の山も…（寿老人）

（無版元） 無版元 さほ姫の…（大黒）

（無版元） 無版元 佐保姫も…（大黒）

（無版元） 無版元 錦つむ…（布袋）

（無版元） 無版元 深川の蛭子の宮に…（恵比寿）

（無版元） 無版元 其三

（無版元） 無版元 …（桃太郎）

（無版元） 無版元 …（桃太郎）

無版元 無版元 （桃太郎）

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 喜翁談洲楼焉馬　

（無版元） 無版元 をさまれる…（小町、短冊）

（無版元） 無版元 香に匂ふ若木の梅は…

（無版元） 無版元 不二はるゝ…

［柳齋］（工房） りゅうさい 青柳の…瑶光園鷹見、千金の春…喜翁談洲樓焉馬、春風…四方哥垣真顔

（無版元） 無版元 やさしくも都女の…

佐倉黄鳥連　...　俊満　歌垣

俊満製 無版元 0　吉書初

俊満製 無版元 1　四段　又のとしの正月に…

俊満製 無版元 6　十四段　夜もあけば…

（無版元） 無版元 10　五十四段　御室に…

無版元 無版元 漢武帝画鯉一軸

無版元 無版元 0　うミほゝつき...

（無版元） 無版元 2　山吹の宿に…

（無版元） 無版元 2　山吹の…（雉子）

無版元 無版元 4　（鶏、白い犬）

無版元 無版元 四方拝　ひさかたの...  

（無版元） 無版元 1　梅沢の…（黒揚羽）

尚左堂製 ショウサドウセイ 0　其一　しめなはを…

（無版元） 無版元 2　鯉ハなくて…（鰈、ホウボウほか）

（無版元） 無版元 3　山のはにミし…（旭、岩、波）

（無版元） 無版元 2　春夏の…　（アヤメ、牡丹？）



（無版元） 無版元 0　紅毛銅版画

無版元 無版元 漢氏帝画鯉一軸

尚製（尚左堂） ショウセイ 0　燈篭ハ…

（無版元） 無版元 0　五十四段　御室に…

無版元 無版元 こきのこの...    うつし繪の...

無版元 無版元 古きの...   うつし繪の...

（無版元） 無版元 2　尺八の…（美人、尺八を吹く）

（無版元） 無版元 2　尺八のあな…

（無版元） 無版元 1　しかの浦とたのむ…　ささ波や…

（無版元） 無版元 2　大将殿…（牛車）

（無版元） 無版元 4　ワかきをのことも…（双六）

（無版元） 無版元 0　高砂の…

（無版元） 無版元 0　高砂の…

（無版元） 無版元 1　ミとりなす…（総角）

（無版元） 無版元 2　毛氈の…

（無版元） 無版元 1　其一　若草の…（雉子、二見浦）

（無版元） 無版元 2　其二　久堅の…（娘道成寺）（矢の根五郎）（鯉）

（無版元） 無版元 3　其五　春…（朝妻舟）（景清）

（無版元） 無版元 4　其七　霞ては…（六歌仙）（帰雁）（錢の五重塔）

（無版元） 無版元 5　春風の…

（無版元） 無版元 1　往人の…（漆箱、酒器）

（無版元） 無版元 2　梅かえを…（三宝の漆箱、福寿草）

無版元 無版元 宇久比須の...

（無版元） 無版元 1　宇久比須の…

（無版元） 無版元 1　宇久比須の…

無版元 無版元 2　さまさまの...（五鶴）

（無版元） 無版元 2　さまさまの…（五鶴）

（無版元） 無版元 2　さまさまの…（五鶴）

（無版元） 無版元 2　さまさまの…（五鶴）

（無版元） 無版元 2　さまさまの世となるまでを初日和　…

（無版元） 無版元 3　はつ空や…（三烏）

（無版元） 無版元 4　春の日を…（孔雀）

（無版元） 無版元 5　めきめきと…（桜）

（無版元） 無版元 6　…　山吹の…（雉子二羽）

無版元 無版元 霞深き... 

無版元 無版元 義

（無版元） 無版元 14　春かすミたてるや山名…

無版元 無版元 2　あし引の...

（無版元） 無版元 2　あし引の　山猫つかふ…　ことさやく…

（無版元） 無版元 14　春かすみ…

（無版元） 無版元 7　咲花のあにい…



（無版元） 無版元 18　梅咲て…

（無版元） 無版元 10　千金の…　勢州四日市星林堂／三日月舟成

無版元 無版元 8　吸ものゝ...

無版元 無版元 8　吸ものゝ...

（無版元） 無版元 13　長閑さに…

（無版元） 無版元 19　山里ハ…

（無版元） 無版元 6　御家例の吸ものに…

（無版元） 無版元 6　御家例の…

無版元 無版元 4　甲斐鷹羽風

（無版元） 無版元 9　住の江の…

（無版元） 無版元 10　千金の…（福寿草鉢）

無版元 無版元 年玉の...　　　梅か香を...

無版元 無版元 毛氈の...

（無版元） 無版元 0　道具屋

（無版元） 無版元 0　道具屋（巻物）

無版元 無版元 0　道具屋　五（側連）

（無版元） 無版元 2　黒船忠右衛門*

（無版元） 無版元 3　名古屋山三*

（無版元） 無版元 4　幡随院長兵衛*

（無版元） 無版元 5　梅の由兵衛*

（無版元） 無版元 6　萬屋助六*

無版元 無版元 鳳凰もけさ...   鳳凰の...（鳳凰）

（無版元） 無版元 0　おほろ月…（鯉二）

（無版元） 無版元 1　はつかすみ…（鍔）

（無版元） 無版元 2　春雨を…（小柄）

（無版元） 無版元 0　棊（碁）

（無版元） 無版元 0　枝折り戸ハ…（韓信の股くぐり）

（無版元） 無版元 1　鶯のうた口…（尺八）

（無版元） 無版元 1　鴬の…（尺八、袋）

（無版元） 無版元 2　國栖の笛…

（無版元） 無版元 2　國栖の笛…（笛）

（無版元） 無版元 2　國柄の笛…（横笛）

（無版元） 無版元 3　提させた…（琵琶）

（無版元） 無版元 4　乗そめの…（胡弓）

（無版元） 無版元 5　乗そめの…（胡弓）

（無版元） 無版元 5　乗そめの…（胡弓）

（無版元） 無版元 5　乘そめの　むちなりかせる…（胡弓）

無版元 無版元 思ひきや...

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 13　...

（無版元） 無版元 7　神垣の…



無版元 無版元 12　大...いせえひ

無版元 無版元 11　ふき...

無版元 無版元 18

無版元 無版元 1　風や...

（無版元） 無版元 20　…

無版元 無版元 17

（無版元） 無版元 2　吾妻繪を…

無版元 無版元 7　馴てすむ...

（無版元） 無版元 17　雪ふれハ…　巌より大きな…

無版元 無版元 ミなよって...

（無版元） 無版元 10　正月や目黒の…

（無版元） 無版元 19　（竹苞　香り草）

無版元 無版元 15　...

（無版元） 無版元 3　あやしうも…

無版元 無版元 5　草庵に春をむかへて ...

（無版元） 無版元 9　提させたひらめ…

無版元 無版元 9　春ことに...

無版元 無版元 8　花をまつ...

（無版元） 無版元 13　花をまつ　宿によし野の…

無版元 無版元 19

（無版元） 無版元 11　野遊びや…

（無版元） 無版元 18　…春の酒酔

（無版元） 無版元 4　鶯も…

（無版元） 無版元 14　久堅の光…

無版元 無版元 おもふまゝ...

（無版元） 無版元 0　大小　卯

（無版元） 無版元 0　せちのぜんまいらする…

（無版元） 無版元 2　こしのもの見やう

（無版元） 無版元 3　せちのぜんまいらするてい

（無版元） 無版元 4　なかえのもちやう

（無版元） 無版元 5　仲ノ町にきゃくをむかふすかた？

（無版元） 無版元 6　はま弓出すてい

（無版元） 無版元 0　祇園…？（美人は箒、他の美人は文読み）

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …さへ　けさハとけいの里んに似て…

（無版元） 無版元 …の　むらさきたちて　はりま潟…

（無版元） 無版元 1　加藤清正

（無版元） 無版元 2　加藤嘉明

（無版元） 無版元 2　加藤嘉明

（無版元） 無版元 4　平野長泰



（無版元） 無版元 1　山東及時雨／呼保義宋公明

（無版元） 無版元 1　山東及時雨　呼保義宋公明

（無版元） 無版元 2　蛇の目すし

（無版元） 無版元 3　入雲龍公孫勝

（無版元） 無版元 3　入雲龍公孫勝

無版元 無版元 14　難読

無版元 無版元 5　草庵に春をむかへて ...

無版元 無版元 4　住の江の...

無版元 無版元 □さへけさハ...

（無版元） 無版元 7　（大小）勢州住／三日月舟成

（無版元） 無版元 5

無版元 無版元 16

（無版元） フシゼン （夜会の集い）（大小）

（無版元） 無版元 （夜景、男女の外出）

伏善 フジゼン （黒塀内で、狂歌の集まり）

（無版元） 無版元 （鴬の鳴き初め）

（無版元） 無版元 （寿老人、福禄寿の碁）

（無版元） 無版元 細工はしめ

（無版元） 無版元 舩乗そめ

（無版元） 無版元 （三美人、新春の奉書摺物を見る）

（無版元） 無版元 0　春遊ひ山梅に…

（無版元） 無版元 紀長彦改百花園□丸　…

（無版元） 無版元 （農夫、農婦、小橋を渡る）

（無版元） 無版元 （万歳、婦人、子供）

（無版元） 無版元 （万歳、婦人、子供）

（無版元） 無版元 （農民、小橋）

（無版元） 無版元 （二官女、小舟、流れ、小男）

（無版元） 無版元 （美人、鳥篭を見る）

（無版元） 無版元 細工はしめ

（無版元） 無版元 舩乗そめ

（無版元） 無版元 1　此春ハ…　法橋光琳／写意（桜枝）

（無版元） 無版元 3　うちミれハ…　小原女…　つこもりの…　さほ姫の…

（無版元） 無版元 2　いつまても…

（無版元） 無版元 7　長閑さに…

（無版元） 無版元 春の日の…（江の島、女、籠、遠方に富士山）

（無版元） 無版元 あたらしく…名弘めの客

（無版元） 無版元 あたらしく…

（無版元） 無版元 1　歳旦　…　元日や…

（無版元） 無版元 （三宝の海老、盃、福寿草の鉢植）

（無版元） 無版元 8　桜花…（桜の花弁幔幕）

（無版元） 無版元 5　八月十五夜／九月十五夜　…



（無版元） 無版元 4　よしあしの…

（無版元） 無版元 6　おめてたや…

（無版元） 無版元 1　大磯ハ…

（無版元） 無版元 2　喰つミの…

（無版元） 無版元 3　正月ハ…（源頼光の料理）

（無版元） 無版元 梅一重二重…

（無版元） 無版元 （太夫、寿老人と福禄寿の碁を見る）

（無版元） 無版元 1　明て今朝…

（無版元） 無版元 （万歳、婦人、子供）

（無版元） 無版元 1　かけ物かけるてい　春雨の…

（無版元） 無版元 2　やさしうも…

無版元 無版元 山のはに...　見てけれハ...

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

無版元 無版元 梅の宿...

無版元 無版元 屠蘇あけて...

無版元 無版元 上下の出しやう

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 5　梅の宿　…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 氣ふは子の日や…（官女、二侍女）

（無版元） 無版元 こうはいの…（公家、稚児、梅を見る）

無版元 無版元

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元

（無版元） 無版元 紅梅や　何かし…の…

（無版元） 無版元 人まねも…

（無版元） 無版元 （春の姿、大原女、牛、子供）

（無版元） 無版元 （張交）

（無版元） 無版元 0　枝そ臥…

（無版元） 無版元 0　三　酒くまむ…　（火鉢、鍋、皿）

（無版元） 無版元 3　螢　常夏　篝火

（無版元） 無版元 1　青

（無版元） 無版元 1a　青貝

無版元 無版元 赤

（無版元） 無版元 2　赤繪南京［複製］

（無版元） 無版元 2　赤繪南京



（無版元） 無版元 3　黄

（無版元） 無版元 3　黄

（無版元） 無版元 3　黄

（無版元） 無版元 4　白

（無版元） 無版元 4a　神燈白蛇

（無版元） 無版元 4a　神燈白蛇

無版元 無版元 1　光明后

（無版元） 無版元 1　光明后

（無版元） 無版元 1　光明后

（無版元） 無版元 1　光明后

（無版元） 無版元 2　衣通姫

（無版元） 無版元 3　倫寧女

（無版元） 無版元 1　歌苅田夜雨

無版元 無版元 2　宝舩帰帆

（無版元） 無版元 3　手毬秋月

（無版元） 無版元 0　東山蕪

（無版元） 無版元 0　東山蕪

（無版元） 無版元 1　寅石の　書初

（無版元） 無版元 2　寅のまき

（無版元） 無版元 3　寅まへて　酒のましょ

（無版元） 無版元 1　三番左／雉子黒

（無版元） 無版元 2　一番左　猩々

（無版元） 無版元 2　一番左／猩々

無版元 無版元 2　一番左／猩々

（無版元） 無版元 0　猩々

（無版元） 無版元 0　猩々　春霞…

（無版元） 無版元 0　春雨の…人心…

（無版元） 無版元 0　結納の壽留女にそへて…

（無版元） 無版元 1　玉燈　朧なる波ににしきや…

（無版元） 無版元 1　玉燈　朧なる…

（無版元） 無版元 2　鐘供　たつミの寶…

（無版元） 無版元 3　玉手箱　春霞たつの顔へ蓬莱の…

（無版元） 無版元 4　満珠　ワたつミの…

（無版元） 無版元 ...（烏帽子若衆、幣を釣る）

（無版元） 無版元 2　明て今朝…

（無版元） 無版元 3　石山や…

（無版元） 無版元 4　翁あかる少女の羽子ハ門まつの…

（無版元） 無版元 5　置物の　牛の蒲団の…

（無版元） 無版元 7　霞まて…

（無版元） 無版元 9　遣ん酒を…

（無版元） 無版元 11　壽て　筆こゝろミて…



（無版元） 無版元 11　壽て　筆の…龍…

（無版元） 無版元 12　この春ハ…

（無版元） 無版元 13　さほ姫の…

（無版元） 無版元 13　さほ姫の…

（無版元） 無版元 15　敷寝…

（無版元） 無版元 17　正月の二重…

（無版元） 無版元 18　捨るほと…

（無版元） 無版元 19　青陽ハ…

（無版元） 無版元 21　千金の春…

（無版元） 無版元 21　千金の春…

（無版元） 無版元 22　たこのうら…（時計、宝舟の掛軸）

（無版元） 無版元 24　とそ酒を…

無版元 無版元 供つれし...   道の辺の...  咲うめの...

（無版元） 無版元 25　寅ハ千里ノやぶさへこすに

（無版元） 無版元 26　寅まへて酒のましよ

（無版元） 無版元 27　日光の山に…

（無版元） 無版元 27　日光の山に…

（無版元） 無版元 28　ぬは玉の…

（無版元） 無版元 29　初春ハ…

（無版元） 無版元 30　花に香に…

（無版元） 無版元 31　春霞　たつの…

（無版元） 無版元 31　春霞　たつの…

（無版元） 無版元 32　春かすミ…

（無版元） 無版元 32　春かすミ…

（無版元） 無版元 33　春風に　ほこりも…

（無版元） 無版元 34　春風の　手染はいつれめてぬらん…

（無版元） 無版元 35　春雨の　水の…

（無版元） 無版元 36　ふた茶碗…

無版元 無版元 盆石を...（黄初平）

（無版元） 無版元 37　巻物の...

無版元 無版元 ミとりたつ...

（無版元） 無版元 38  むつましく…

（無版元） 無版元 41　梅か香と…（歌人と子供）

（無版元） 無版元 44　矢倉元の太鼓連中…

（無版元） 無版元 45　やゝ春の　たて茶にも似て天目…

（無版元） 無版元 45　やゝ春の…

（無版元） 無版元 ...られて咲出る梅に…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …



（無版元） 無版元 …の戸を　わたり物なる…

（無版元） 無版元 （絵馬に「午」「酉」）

（無版元） 無版元 （大原女　ほか）

無版元 無版元 （香呂）

無版元 無版元 （三盃、朱塗り）

（無版元） 無版元 （七福神の品々）

無版元 無版元 （鯛、魚介）

無版元 無版元 （縮緬ほか）

無版元 無版元 （天狗面、鳥兜）

無版元 無版元 （撫で牛）

（無版元） 無版元 （羽子板）

（無版元） 無版元 （狂歌入り）

（無版元） 無版元 0　年々や　花も実も…神の春

（無版元） 無版元 1　其一　（衣）

（無版元） 無版元 1　其一　（衣）

（無版元） 無版元 2　…

（無版元） 無版元 0　七

（無版元） 無版元 0　五条橋

（無版元） 無版元 1　海の道十里に足らすはまくり

（無版元） 無版元 2　竹の中の雨／やぶさめ

無版元 無版元 0　（武士、弓矢、女性は扇を広げる）

無版元 無版元 （遊女、江戸湾を見る）

無版元 無版元 1　いたや貝

無版元 無版元 2　うらうつ貝

無版元 無版元 3　きぬた貝

無版元 無版元 3　きぬた貝

（無版元） 無版元 1　さゝへ　早蕨の…

無版元 無版元 4　さゝへ

（無版元） 無版元 2　しほ貝　春風に…

（無版元） 無版元 3　ちくさ貝　水の色も…

（無版元） 無版元 4　にしき貝　佐保姫の…　貝の名の…　黒繻子の…

（無版元） 無版元 4　にしき貝

（無版元） 無版元 4　にしき貝

無版元 無版元 5　にしき貝

（無版元） 無版元 5　まくら貝　春ハまた…

（無版元） 無版元 6　ますほ貝

無版元 無版元 6　ますほ貝（遊女の部屋）

（無版元） 無版元 6　ますほ貝　此春ハ…　ふか染…　うつくしさ…

（無版元） 無版元 7　みなし貝

（無版元） 無版元 7　みなし貝

無版元 無版元 7　紫貝



（無版元） 無版元 0　其四　（羯鼓　篳篥［ひちりき］）

（無版元） 無版元 0　紋唐紙

無版元 無版元 0　繪色紙

（無版元） 無版元 0　若艸の…

（無版元） 無版元 0　から紙を…

無版元 無版元 0　とそ酌...福禄...（福禄）

（無版元） 無版元 1　画

（無版元） 無版元 2　松風の…（琴）

（無版元） 無版元 0　なよやかな…（鬼と美人）

（無版元） 無版元 0　香聞

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 0　土佐節の…

（無版元） 無版元 0　七くさのの…（鴨）

（無版元） 無版元 0　七くさのの…（鴨）

（無版元） 無版元 0　隣から…

無版元 無版元 ゆたかなる...  鷄か啼く...  とし男...

（無版元） 無版元 1　おり井の里

（無版元） 無版元 2　住よし

（無版元） 無版元 3　舞子浜

（無版元） 無版元 1　さほ姫の…（大伴黒主）

（無版元） 無版元 2　千金の…

（無版元） 無版元 たほやめの…

（無版元） 無版元 金…

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

（無版元） 無版元 1　明わたる…？

無版元 無版元 明わたる...

（無版元） 無版元 1　明わたる…

（無版元） 無版元 1　明わたる…

（無版元） 無版元 3　新しき…

（無版元） 無版元 4　あら玉の…

（無版元） 無版元 5　井にひたす…

（無版元） 無版元 6　今めける　梅見の…

無版元 無版元 打出の波に...

無版元 無版元 梅の花...

（無版元） 無版元 7　梅さいて…

（無版元） 無版元 8　梅の…

無版元 無版元 親舟の...   朝霞...

（無版元） 無版元 ■紙に　たつと…



（無版元） 無版元 9　きらきらと…

（無版元） 無版元 9　きらきらと…

無版元 無版元 金刀に...

（無版元） 無版元 10　拳角力…

無版元 無版元 こい墨の...

（無版元） 無版元 11　庚申の…（神主）

（無版元） 無版元 12　暦には…

無版元 無版元 佐保姫の...

（無版元） 無版元 14　咲花の…

無版元 無版元 仙人に巳か...

（無版元） 無版元 13　仙人に…（鶴上の仙人）

（無版元） 無版元 14　袖垣の…

（無版元） 無版元 16　だいせうに…

（無版元） 無版元 16　だいせうになる斗にて...

（無版元） 無版元 15　立ならふ…

（無版元） 無版元 18　七くさを…

（無版元） 無版元 18　七くさを…

（無版元） 無版元 18　七くさを…（鴨）

無版元 無版元 ねきのあわ雪（朱摺）

無版元 無版元 はつ春の...

（無版元） 無版元 19　はつ春の…

（無版元） 無版元 20　春風…

（無版元） 無版元 22　ひやく薬の…

（無版元） 無版元 23　福神の　あそふ日もあり…

（無版元） 無版元 23　福神の…

（無版元） 無版元 24　福ハ内へ　入れてむすひし春袋…

（無版元） 無版元 24　福ハ内へ　入れて…（宝尽し）

（無版元） 無版元 25　ふた物の　明て今朝こそ…

（無版元） 無版元 26　松風の…

（無版元） 無版元 27　ミさかなも　梅見の客も…

（無版元） 無版元 28　水くゝる　梅の下枝…

無版元 無版元 若水や...

（無版元） 無版元 樂　春…門ふく…

（無版元） 無版元 射

無版元 無版元 春駒　其一

（無版元） 無版元 0　梅か香の…

無版元 無版元 夏野ゆく... 

（無版元） 無版元 1　菓子袋…（布袋）

（無版元） 無版元 2　大黒へ…（大黒）

無版元 無版元 0　とその酒...（太夫、床几）

（無版元） 無版元 3　初寅を…（毘沙門）



（無版元） 無版元 4　春風の…（福禄寿）

（無版元） 無版元 5　福徳も…（恵比寿）

（無版元） 無版元 6　鹿よりも…（寿老人）

（無版元） 無版元 1　いたゝきし　兜の色に…（見立馬超）

（無版元） 無版元 2　さとかほる　春の色子と…

無版元 無版元 0　正月ハ...

無版元 無版元 引の...長き卯の春

（無版元） 無版元 17　年玉の…

無版元 無版元 春風の...

（無版元） 無版元 引のはす　やうに思へハ…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 （旅人、江の島の日ノ出を拝む）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 1　泉川堺連　…

（無版元） 無版元 2　…

（無版元） 無版元 3　…

無版元 無版元

（無版元） 無版元 摺物交易圖

（無版元） 無版元 4　先ひらく梅か邯鄲　松はやし…

（無版元） 無版元 さしき（二遊女、掛物）

（無版元） 無版元 古き名に…

（無版元） 無版元 甲申の春…

（無版元） 無版元 …　北総庵／大舩楫取　大船の…

無版元 無版元

（無版元） 無版元 番組　…　催主　杵屋たき

（無版元） 無版元 番組

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 鶯ハ　春の日なりに

（無版元） 無版元 佐保姫の霞のいとに…

［柳齋］（工房） りゅうさい 0　東山蕪　去年…

［柳齋］（工房） りゅうさい 0　東山蕪

［柳齋］（工房） りゅうさい 0　猩々

［柳齋］（工房） りゅうさい

［柳齋］（工房） りゅうさい

［柳齋］（工房） りゅうさい

［柳齋］（工房） りゅうさい

［柳齋］（工房） りゅうさい

［柳齋］（工房） りゅうさい

柳齋（工房） 無版元 8　黒土山？

柳齋（工房） 無版元 10　鯉山？　まつ春の…

［柳齋］（工房） りゅうさい 12　この春ハ佐保姫鷹もおとなひて…



［柳齋］（工房） りゅうさい 43　桃の眉…（亀）（西王母）

［柳齋］（工房） りゅうさい （蓬莱）（仙女）…

［柳齋］（工房） りゅうさい （煙草入れ、煙管）

［柳齋］（工房） りゅうさい 2　あすハとく指に…

［柳齋］（工房） りゅうさい 21　一やすミ　もゆる霞や…

（無版元） 無版元 手折つる…

無版元 無版元 若草の...   羽たゝきに...

無版元 無版元

無版元 無版元

（無版元） 無版元 追悼　…

（無版元） 無版元 けふ往ても…

（無版元） 無版元 みなるかね…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 ひとくちに…

（無版元） 無版元 初…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 七くさを…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （タンポポ）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （扇、樹木の輪切り爼）

（無版元） 無版元 （紅葉、鎌）

（無版元） 無版元 雪　散はてし…

（無版元） 無版元 嘉永酉の…市川三升…（團十郎7+8）

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元

無版元 無版元 三□...

無版元 無版元 □はねて...

無版元 無版元 歳旦　...

無版元 無版元 おそし...

無版元 無版元 おもしろ...

無版元 無版元 さわさわし...

無版元 無版元



無版元 無版元 七九三...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 数々の魚...

（無版元） 無版元 数々の魚よる浪も…

う□...れた...

（無版元） 無版元 小ヤ〜どぶ…（大小）

（無版元） 無版元 （河舟、米運ぶ、隅田川）

（無版元） 無版元 （河舟、米を運ぶ、隅田川）

（無版元） 無版元 （高砂、尉と嫗、旭、松）

（無版元） 無版元 （雛人形師ら、製作中）

無版元

（無版元） 無版元 春來ぬとあるしに告て…

（無版元） 無版元 大小　（盥の縁）

無版元 無版元 烏帽子折

（無版元） 無版元 大工

無版元 無版元 ひきものし（男、女は棒を廻す）

無版元 無版元 筆師

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 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 梅の花...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 あら玉の...　

無版元 無版元 あら玉の...　

無版元 無版元 鴬の聲...

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 1（庵の平兵衛）

（無版元） 無版元 2（極印「千」右衛門）

（無版元） 無版元 3　布（袋市右衛門）

（無版元） 無版元 *  紫の霞の袖…（雁金文七と清川）

無版元 無版元 むつましく...

（無版元） 無版元 蓬莱の…

（無版元） 無版元 （二少女、浄瑠理本を読む）

（無版元） 無版元 梅の花…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 年玉もミちん…

無版元 無版元 七草の...



（無版元） 無版元 七種の…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 去年の雪…

（無版元） 無版元 明て今朝…

（無版元） 無版元 ちから…

（無版元） 無版元 万歳の…

（無版元） 無版元 鶯の聲は…

（無版元） 無版元 （母は赤子に乳、呑ます）

（無版元） 無版元 二寸くつろげて…

（無版元） 無版元 （二少年、操人形）

（無版元） 無版元 （近江のお兼見立）

（無版元） 無版元 （衝立に巳…）

（無版元） 無版元 大二四七九十十一十二

（無版元） 無版元 （流行の男女、馬）

無版元 無版元 さくものと...

（無版元） 無版元 （印籠と根付）

（無版元） 無版元 追羽子に…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 花か咲…

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 鴬も...

（無版元） 無版元 米相場…

（無版元） 無版元 （渡し舟、馬、駕篭、万歳）

（無版元） 無版元 元朝や鳥影…

（無版元） 無版元 杜鵑…　京傳

（無版元） 無版元 色も香も…

（無版元） 無版元 （公家、吉野山、花見）

（無版元） 無版元 遊猟の地ハ…

（無版元） 無版元 （漁師と釣人）

（無版元） 無版元 歓ひを…

（無版元） 無版元 （海上、日の出）

無版元 無版元

無版元 無版元 （三宝に海老）

無版元 無版元 弥たかき...

無版元 無版元 初産

無版元 無版元 宮参

無版元 無版元 ひとゝせの...

（無版元） 無版元 錦丸

（無版元） 無版元 去年つミし…

（無版元） 無版元 琴師



（無版元） 無版元 琴師

（無版元） 無版元 硯彫

（無版元） 無版元 硯彫

（無版元） 無版元 九　婚礼

（無版元） 無版元 去年つミし…

（無版元） 無版元 去年つみし…

（無版元） 無版元 見物の大笑…

（無版元） 無版元 硯師　傘張

（無版元） 無版元 筆師　大原女

（無版元） 無版元 輪掛　人形師

蔦屋重三郎 ツタヤ …

（無版元） 無版元 筆師　大原女　…

無版元 無版元 袖にうつす... 

（無版元） 無版元 朝霞…（桔梗）

（無版元） 無版元 くもおこす…

（無版元） 無版元 くもおこす…

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 鶯の聲…

無板元

無板元

（無版元） 無版元 きのふまて…　神垣や…　かハらすに…

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 七十四翁團洲樓焉馬

無版元 無版元 七十四翁團洲樓焉馬

（無版元） 無版元 …すミ重く濁りて　…

無版元 無版元 （鴬）

（無版元） 無版元 三味せんの…

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

（無版元） 無版元 うきたちて…

（無版元） 無版元 うきたちて…

（無版元） 無版元 鶯の聲なす…

（無版元） 無版元 梅か香の…

（無版元） 無版元 初夢…

（無版元） 無版元 若草や　つミに出けん…

（無版元） 無版元 さくら咲…（鯉）

（無版元） 無版元 さくら咲…

無版元 無版元 ...



無版元 無版元 ...

無版元 無版元 鴬の...

無版元 無版元 宇留はしき...

久かたの...

（無版元） 無版元 芝海老や…

（無版元） 無版元 蓬莱に…　春霞…　蓬莱山人改／立川焉馬2

無版元 無版元

（無版元） 無版元 （官女、御簾から縁側に出る）

（無版元） 無版元 花ちるさと？

（無版元） 無版元 くちなはの巻

柳齋+○ リュウサイ 貴徳

無版元 無版元 散手□陣樂

無版元 無版元 柳にも...

（無版元） 無版元 瀧殿の花

（無版元） 無版元

［柳齋］*（工房） りゅうさい

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 おのか世は…

無版元 無版元 （翁）枕の弓...

（無版元） 無版元 有かたや…

（無版元） 無版元 四賀峯音吉

（無版元） 無版元 四賀峯音吉

無版元 無版元 咲みちし...

無版元 無版元 つれづれに...

無版元 無版元 免てたきもの（白拍子）

無版元 無版元 さく梅は...

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 きよしとみゆるもの

（無版元） 無版元 すきにして…（太夫、月を見る）

無版元 無版元 ちかくてとほきもの

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …　竹本長門太夫　

（無版元） 無版元 梅かゝや…

（無版元） 無版元 蕣や…

（無版元） 無版元 くさくさの…

（無版元） 無版元 もつたいなひ…

（無版元） 無版元 もつたいなひ…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 豊年の...

無版元 無版元 □の葉の...



（無版元） 無版元 巳の春…

（無版元） 無版元 山染の四方に…

（無版元） 無版元 書初に…

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...もろこし舩も...

（無版元） 無版元 （鵜飼）

（無版元） 無版元 水の上の月とも…

（無版元） 無版元 水の上の…

（無版元） 無版元 （公家と二官女、雪の松）

（無版元） 無版元 （老人、階の下で笛を吹く）

（無版元） 無版元 （農婦、農夫、牛に荷物を乗せる）

（無版元） 無版元 （餅搗き）

（無版元） 無版元 （朝比奈、炬燵で横になる）

無版元 無版元

鶴屋喜右衛門 ツルヤ

（無版元） 無版元 旭　…

（無版元） 無版元 （太夫、鏡を見る、衣桁）

（無版元） 無版元 （景清）（矢の根）（工藤）

無版元 無版元 （三田の仕）

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 替紋の...

無版元 無版元 寶舩...

無版元 無版元 義仲　ともえ

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 色もよき...

無版元 無版元 二代目市川海老藏柏莚之人形...

無版元 無版元 （市川團十郎2、矢根五郎）

無版元 無版元 ともえ

無版元 無版元 義仲

（無版元） 無版元 千金を…

（無版元） 無版元 岸にうつ…

（無版元） 無版元 きやきやの…

（無版元） 無版元 目出たいと…

（無版元） 無版元 凧のいと…

仙鶴堂 センカクドウ 御ひゐきの…

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 桜川慈悲成 ...

（無版元） 無版元 千金を…



無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 （男の腕に女子、女、雪、松）

（無版元） 無版元 …　羽衣…

無版元 無版元 元祖　才牛團十郎　狂歌堂

無版元 無版元 二代目　大柏莚團十郎　六樹園

無版元 無版元 二代目　大柏莚團十郎　柳栄子

無版元 無版元 三代目　升五郎團十郎　曲亭陳人

無版元 無版元 四代目　木場團十郎　森羅亭萬象

無版元 無版元 五代目　向島親玉團十郎　桜川慈悲成

（無版元） 無版元 六代目　小玉團十郎　筋隈は…

無版元 無版元 六代目　小玉團十郎　種彦

（無版元） 無版元 七代目　目玉團十郎　助六の…

無版元 無版元 七代目　目玉團十郎

（無版元） 無版元 延宝の遠き…

（無版元） 無版元 節分の…

（無版元） 無版元 霧なくて…

（無版元） 無版元 暫は鶴の一聲…　聲かけし…　筋隈の…　見る…

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 （新年の若夫婦）

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 （正月）

（無版元） 無版元 （十月）小ノ月　…

（無版元） 無版元 （十一月）

（無版元） 無版元 （十二月）

（無版元） 無版元 （二月）

（無版元） 無版元 （三月）大ノ月　二三四七九十二

（無版元） 無版元 （四月）

（無版元） 無版元 （五月）小ノ月　正五六八十十一

（無版元） 無版元 （六月）小ノ月　

（無版元） 無版元 （七月）

（無版元） 無版元 （八月）

（無版元） 無版元 （九月）

（無版元） 無版元 大小

（無版元） 無版元 四方の春　門松竹に…

無版元 無版元 きや...

（無版元） 無版元 き屋…間を　はつして　きく夜　ほとときす　たかを

（無版元） 無版元 色もよき江戸紫…

（無版元） 無版元 親玉の…



（無版元） 無版元 親玉の…

（無版元） 無版元 初霞たつの…

（無版元） 無版元 むらさきの…

（無版元） 無版元 （海老蔵5、歌右衛門4）

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 時致は…　五代目三升

（無版元） 無版元 あかん堂／赤い…　狂歌堂［印］

（無版元） 無版元 柏筵の五郎は…　六樹園

（無版元） 無版元 親ほどに…　曲亭陳人

（無版元） 無版元 遠からんものハ…　森羅亭／萬象

（無版元） 無版元 葛飾や…　桜川／慈悲成

（無版元） 無版元 筋隈は…　種彦

無版元 無版元 ...  櫻川慈悲成

無版元 無版元 ...  櫻川慈悲成

（無版元） 無版元 二代目代柏筵團十郎　鶯の…

（無版元） 無版元 家彫のこかね…

（無版元） 無版元 桜川忰／親廼／面影　たのしミハ…

（無版元） 無版元 はるかすミ…　六朶園／二葉

（無版元） 無版元 屋根舩ハ初卯／まゐりの寶舩…

（無版元） 無版元 親の光りは…

無版元 無版元 凧のいと...

（無版元） 無版元 （團十郎八代目九代目）

（無版元） 無版元 黒大白小（2.3.5.7.9.11）

（無版元） 無版元 （琴棋書画）

［商標］三巴 エイジュドウ 新吉原之圖　六

（無版元） 無版元 子…（大小）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （朝比奈、鏡餅を持つ）

無版元 無版元

無版元 無版元

（無版元） 無版元 いろも香の…（祭禮飾り）

（無版元） 無版元 …（蝶々、鬘）

（無版元） 無版元 あけ初て…

無版元 無版元 幾春も...

（無版元） 無版元 邯鄲の枕に…

（無版元） 無版元 はねあかる…

無版元 無版元 雪こもり...

（無版元） 無版元 大小　小（1.3.5.6.8.10）

（無版元） 無版元 其十

（無版元） 無版元 大小　（絹地）

（無版元） 無版元



（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 あけて今朝　霞の…

（無版元） 無版元 大小　2.4.7.9.11

無版元 無版元 万歳の...

（無版元） 無版元 無内題

（無版元） 無版元 （芸者、弦を口に）

無版元 無版元

無版元 無版元 早蕨を...

（無版元） 無版元 早蕨を喰ひし人より…

（無版元） 無版元 （龍）

（無版元） 無版元 讀上之圖

（無版元） 無版元 …ハ鶏の関…

（無版元） 無版元 山寺の鐘…（赤苺）

（無版元） 無版元 （岸辺の待合、筏、屋形舟）

無版元 無版元 うちは／團扇

（無版元） 無版元 大小

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 こまこまと…（芙蓉）

（無版元） 無版元 （四条涼み、提灯）

（無版元） 無版元 （鴨川の涼み）

（無版元） 無版元 （張交）

（無版元） 無版元 …

俊満 シュンマン 1　明て今朝…

（無版元） 無版元 禁好　…

（無版元） 無版元 咲花の…（黄鳥）

（無版元） 無版元 向ふ通るハ…

（無版元） 無版元 蓮之　あさかほや　不断見てゐる　顔も扨？

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）

無版元 無版元 （見立為朝、弓）

（無版元） 無版元 5　台子夜雨*

無版元 無版元 素菊（工）

無版元 無版元 軒にしめ...

（無版元） 無版元 軒にしめ…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …



（無版元） 無版元 あやめくさ

無版元 無版元 梅ミんと...  おいらんを...   姫小松...

（無版元） 無版元 （七福神）

（無版元） 無版元 （娘は三宝の橙飾り、鼠）

無版元 無版元 星月夜...

（無版元） 無版元 …

… … 大小　松ならぬ…

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 うつかりと…

（無版元） 無版元 勝色をミせて…

（無版元） 無版元 兼好法師

（無版元） 無版元 さほ姫の…

（無版元） 無版元 長閑にそ…

（無版元） 無版元 初籠や　夜明て…

（無版元） 無版元 はな鳥に…

（無版元） 無版元 春風のふきや町…

（無版元） 無版元 春風の…

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （梅、鶯）

- - 山城井出

（無版元） 無版元 吹こみて…

（無版元） 無版元 佐渡／雪ノ高濱

（無版元） 無版元 北総松戸連…

（無版元） 無版元 けはひして…　とく起て…　年用い…　手ふらても…（俳諧）

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 立のほる雲も…

（無版元） 無版元 うつし…

うしのやふに...

（無版元） 無版元 扇とも…

（無版元） 無版元 初鶏の…

（無版元） 無版元 （三匹の小犬）



（無版元） 無版元 （四頭の鹿）

（無版元） 無版元 （三人の小原女）

（無版元） 無版元 （富士山）

（無版元） 無版元 （梅）

無版元 無版元 嘉例笑姿歌

（無版元） 無版元 ■飛らは…馬超…

無版元 無版元 りのうち

無版元 無版元 （官女、座敷、池に舟）

無版元 無版元

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 中將姫

無版元 無版元

無版元 無版元 まつ

無版元 無版元 まつ嶌

無版元 無版元 寿老

無版元 無版元 大師

（無版元） 無版元 まつ嶌（盆石）

（無版元） 無版元 土佐日記

無版元 無版元 関羽

無版元 無版元 黄忠

無版元 無版元 超雲

（無版元） 無版元 趙雲の…

（無版元） 無版元 春來ぬと…

（無版元） 無版元 大茂のぬし…　六十八齢　焉馬　くりかえす…

無版元 無版元 吐雲樓（両国座敷、活花）

（無版元） 無版元 年礼や…（三美人、新春）

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 （浦島太郎）

（無版元） 無版元 （江の島詣で）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （菊慈童）

無版元 無版元 ...

無版元 無版元

（無版元） 無版元 （万歳、女性子供ら鑑賞）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 （朝比奈の豆まき）

（無版元） 無版元 土産ハ…　

（無版元） 無版元 （梅鉢に杯）

（無版元） 無版元 ひきそむる…

無版元 無版元 吉例ハ...

（無版元） 無版元 3　春風に　くしらうなりの弓勢も…



無版元 無版元 01　日本橋　品川へ二里

無版元 無版元 01　日本橋　品川へ二里

無版元 無版元 01　日本橋　品川へ二里

無版元 無版元 02　品川　川崎へ二里半

無版元 無版元 02a　品川宿　其二大森邑

無版元 無版元 03　川嵜　神奈川へ二り半

無版元 無版元 04　神奈川　保土ケ谷へ二里

無版元 無版元 04　神奈川　程ケ谷へ一り九丁

無版元 無版元 05　程ケ谷　戸塚へ二り九丁

無版元 無版元 06　戸塚　藤沢へ一里卅丁

無版元 無版元 06　戸塚　

無版元 無版元 07　藤沢　平塚へ三里半

無版元 無版元 07　藤沢　平塚へ三里半

無版元 無版元 08　平塚　大磯へ廿六丁

無版元 無版元 08　平塚　

無版元 無版元 09　大磯　小田原へ四り八丁

無版元 無版元 10　小田原　箱根へ四り八丁

無版元 無版元 10　小田原　箱根へ四り八丁

無版元 無版元 11　箱根　三嶌へ四り八丁

無版元 無版元 12　三島　沼津へ一里半

無版元 無版元 13　沼津　原へ壹里半

無版元 無版元 13　沼津

無版元 無版元 13　沼津

無版元 無版元 14　原　吉原へ三り六丁

無版元 無版元 14　原　吉原へ三り六丁

無版元 無版元 15　吉原　蒲原へ二り卅丁

無版元 無版元 15　吉原

無版元 無版元 16　蒲原　由井へ三十丁

無版元 無版元 17　由井　沖津へ二り十六丁

無版元 無版元 18　興津　江尻へ一り卅丁

無版元 無版元 18　興津　江尻へ…　（狂歌）

無版元 無版元 19　江尻　府中へ二里廿七丁

無版元 無版元 19　江尻

無版元 無版元 20　府中　鞠子へ一里半

無版元 無版元 20　府中

無版元 無版元 21　鞠子（狂歌削除）

無版元 無版元 21　鞠子　岡部へ二里

無版元 無版元 21　鞠子　岡部へ二里

無版元 無版元 22　岡部　藤枝へ一り廿九丁

無版元 無版元 22　岡部　藤枝へ一り廿九丁

無版元 無版元 23　藤枝　嶌田へ二り九丁



無版元 無版元 23　藤枝　嶌田へ…　（狂歌）

無版元 無版元 23　藤枝　嶌田へ二里九丁

無版元 無版元 23　藤枝　嶌田へ二里九丁

無版元 無版元 23　藤枝

無版元 無版元 24　島田　金谷へ壹里

無版元 無版元 24a　秌葉山之春■（厘？）

無版元 無版元 25　金谷　日坂へ壹り廿九丁

無版元 無版元 26　日坂　卦（掛）川へ壹り廿九丁

無版元 無版元 26　日坂　懸川へ壹り廿九丁

無版元 無版元 27　卦（掛）川　袋井へ２り十六丁

無版元 無版元 27　掛川　袋井へ…　（狂歌）

無版元 無版元 27a　鳳来寺春景

無版元 無版元 27a　鳳来寺春景

無版元 無版元 28　袋井　見附へ１り半

無版元 無版元 28　袋井　見付へ…　（狂歌）

無版元 無版元 29　見附　浜枩へ四里八丁

無版元 無版元 29　見附　濱枩へ…　（狂歌）

無版元 無版元 30　浜松　舞坂へ二り卅丁

無版元 無版元 31　舞坂　荒井へ海上一り半

無版元 無版元 32　荒井　白須賀へ１り廿六丁

無版元 無版元 32　荒井　白須賀へ…　（狂歌）

無版元 無版元 33　白須賀　二川へ二里半

無版元 無版元 33　白須賀

無版元 無版元 34　二川　吉田へ壹里半

無版元 無版元 35　吉田　御油へ二り半四丁

無版元 無版元 36　御油　赤坂へ十六丁

無版元 無版元 36　御油　赤坂へ十六丁

無版元 無版元 37　赤坂　藤川へ二里九丁

無版元 無版元 37　赤坂　（狂歌賛入）三陽擣衣連

無版元 無版元 38　藤川　岡嵜へ一里半

無版元 無版元 39　岡崎　池鯉鮒へ三り卅丁

無版元 無版元 39　岡嵜　池鯉鮒へ三リ□丁

無版元 無版元 39a　岡崎宿　其二

無版元 無版元 39b　岡崎池鮒鯉之間

無版元 無版元 40　池鮒鯉　鳴海へ廿六丁

無版元 無版元 41　鳴海　宮へ一り廿六丁

無版元 無版元 41　鳴海　宮へ一り廿六丁

無版元 無版元 41　鳴海

無版元 無版元 42　宮　桑名へ海上七里

無版元 無版元 42　宮　桑名へ海上七里

無版元 無版元 43　桑名　四日市へ三里八丁



無版元 無版元 44　四日市　石薬師へ２り廿七丁

無版元 無版元 45　石薬師　庄野へ廿七丁

無版元 無版元 46　庄野　亀山へ二里

無版元 無版元 46　庄野　亀山へ二里

無版元 無版元 47　亀山　関へ壹り半

無版元 無版元 47　亀山　（狂歌賛）

無版元 無版元 48　関　坂の下へ一り半

無版元 無版元 48　關　賓道堂仲成　初とりの…

無版元 無版元 49　坂の下　土山へ壹り半

無版元 無版元 50　土山　水口へ二り半十四丁

無版元 無版元 51　水口　石部へ二り半九丁

無版元 無版元 52　石部　草津へ二り半七丁

無版元 無版元 53　草津　大津へ三り四半六丁

無版元 無版元 53　草津　大津へ三り四半六丁

無版元 無版元 54　大津　京へ三里

（無版元） 無版元 2　書　

無版元 無版元 小笠原礼式

無版元 無版元 4　書（公家子供の手習い、官女）

無版元 無版元 小笠原礼式

（無版元） 無版元 すミれさく…

無版元 無版元 屋りはこを...（洗い張り）

（無版元） 無版元 5　長崎　丸山　この國のふミや…

無版元 無版元 奈良　木辻

無版元 無版元 たらち女に...

（無版元） 無版元 春の夜の...（肌脱ぎ、湯浴み）

（無版元） 無版元 1　犬山伏

無版元 無版元 2　かゝミとき

（無版元） 無版元 4　小かぢ

無版元 無版元 此作乃...

無版元 無版元 志めくゝり...

無版元 無版元 志めくゝり...

無版元 無版元 おはら女の...

（無版元） 無版元 □たかき枝より…（二官女）

無版元 無版元 屠蘇酒...

（無版元） 無版元 （美人、床几に腰掛ける）

（無版元） 無版元 梅かへに…

（無版元） 無版元 （二唐子、虎母子の川渡りを見る）

（無版元） 無版元 2　ねずみきど（二人夜鷹、芝居小屋前）

（無版元） 無版元 1　大川橋

（無版元） 無版元 2　駒留石

（無版元） 無版元 3　柳橋



（無版元） 無版元 ■らすよ…

（無版元） 無版元 有篇大　数鶏…（大小）

（無版元） 無版元 只一夜…

（無版元） 無版元 1　左相

無版元 無版元 李白

（無版元） 無版元 きつね

無版元 無版元 1　怨さへも…（盃）

（無版元） 無版元 1　怨さへもほかして…

（無版元） 無版元 4　こそまてハ…（女性、箒に寄り掛かる）

無版元 無版元 6　冨士ひたい...

（無版元） エイジュドウ 7　そとハ　立寄りて…（巡礼旅姿）

（無版元） 無版元 6　春雨の…（藝者、丁稚）

（無版元） 無版元 さし…傘も他生の掾先に…

無版元 無版元 隈とりの...

無版元 無版元 惜殘を申...

無版元 無版元 東風そよく...

無版元 無版元 無内題...

（無版元） 無版元 花のかほに…

（無版元） 無版元 春の野ハ…

無版元 無版元 （御殿山、大勢の女性、男）

無版元 無版元

（無版元） 無版元 繪草紙店

（無版元） 無版元 （鳥籠と梅鉢）

（無版元） 無版元 きのふまて…

（無版元） 無版元 （太夫、二禿、目覚める）

（無版元） 無版元 蒔置し種や…　七代目／三升

（無版元） 無版元 1　おしをくりはとうつうせんのづ

（無版元） 無版元 2　ぎやうとくしほはまよりのぼとのひかたをのぞむ

（無版元） 無版元 5　よつや十二さう

（無版元） 無版元 5　よつや十二そう

（無版元） 無版元 柳葉風

（無版元） 無版元 （二女性、三子供、釣竿）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 我心なくさめにけり…

（無版元） 無版元 （江ノ島詣）

（無版元） 無版元 顔見世や…　錦賀

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 色郭もけふ初春の…

（無版元） 無版元 0　三度たく…　便々館湖鯉鮒

（無版元） 無版元 0　振袖に…

無版元 無版元 3　野遊の...



（無版元） 無版元 2　はつ春や…

（無版元） 無版元 初春の　ゆめ路もかすむ…

無版元 無版元 初春の...

（無版元） 無版元 太刀はさや…（源頼朝と鶴）

（無版元） 無版元 初夏に…（北條時政は弁財天の夢をみる）

（無版元） 無版元 豊かさは…（源頼義は岩から水を得る）

（無版元） 無版元 大坂疋田唐物

無版元 無版元

（無版元） 無版元 助六　長閑さは　はなの…

（無版元） 無版元 三位行能　…

無版元 無版元 助六

無版元 無版元 立春の月

無版元 無版元 三位行能

（無版元） 無版元 塩引の…

（無版元） 無版元 月ミんと…

（無版元） 無版元 舟つなく…

（無版元） 無版元 けふハいかな吉日や…　ひかえよく…　植しより…

（無版元） 無版元 はなむけに…

（無版元） 無版元 （官女ら、庭の子供を見る）

（無版元） 無版元 （美人、横になり挿絵を見る）

（無版元） 無版元 午之刻

無版元 無版元 うりん？院

（無版元） 無版元 安達原

（無版元） 無版元 梅ケ枝

（無版元） 無版元 すきにして…

無版元 無版元 春風の...

（無版元） 無版元 したつゝみうてや…

（無版元） 無版元 とそさけも…

（無版元） 無版元 影うつす…

（無版元） 無版元 酔へ山も…

（無版元） 無版元 帆曹女　鶯ハよきねくらそと…

無版元 無版元 1807

（無版元） 無版元 これもまた…

（無版元） 無版元 旅人と…

（無版元） 無版元 生酔の禮は…

（無版元） 無版元 ほんのりと…

（無版元） 無版元 よわかいな…

無版元 無版元 渡塲に...

無版元 無版元 霞くむ...

（無版元） 無版元 春ハまた…　眉住

無版元 無版元 紫の...



無版元 無版元 五條御

無版元 無版元 帆曹女

無版元 無版元 梅...

（無版元） 無版元 （赤子は姉の張子の虎を欲しがる）

（無版元） 無版元 大二四八九十

（無版元） 無版元 望月花月

（無版元） 無版元 （母、掛物を吊るす）

（無版元） 無版元 渡場に舩呼声と…

無版元 無版元 左相

無版元 無版元 焦遂

無版元 無版元 李白

無版元 無版元 此君の...

無版元 無版元 桃桜...

無版元 無版元 左相

無版元 無版元 焦遂

無版元 無版元 李白

（無版元） 無版元 遠からほの見し花を…

（無版元） 無版元 2　いぬ年の…

無版元 無版元 春もけふ...   四つの波... （龍宮）

（無版元） 無版元 1　上ノ宮

（無版元） 無版元 2　神奈川

（無版元） 無版元 3　下宮

無版元 無版元 3　下宮

（無版元） 無版元 3　高輪

（無版元） 無版元 3　高輪

（無版元） 無版元 4　蛤を…

（無版元） 無版元 6　本宮

（無版元） 無版元 1　くむ酒の肴ハ耳に…　梅柳…

（無版元） 無版元 2　木偶持て…

無版元 無版元

（無版元） 無版元 1　猩々

（無版元） 無版元 2　張良

（無版元） 無版元 3　羽衣

（無版元） 無版元 0　佃島

俊満制 シュンマンセイ 1　今戸／水野／瓦［複製］

無版元 無版元 2　小田原丁柳屋鯛

（無版元） 無版元 3　石町唐木屋／糸細工

（無版元） 無版元 4　御影堂扇

無版元 無版元 蒲田

無版元 無版元 藤澤

（無版元） 無版元 0　塩龍の…



（無版元） 無版元 0　梅かゝを…（追い羽根）

無版元 無版元 竹本　國姓爺（國性爺）

（無版元） 無版元 1　空背貝　貝子　法螺

無版元 無版元 1　空背介

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 2　かたつ介　しほ介　甲介

（無版元） 無版元 3　烏介　月日介

無版元 無版元 3　烏介

（無版元） 無版元 4　簾介

（無版元） 無版元 5　千鳥貝　生蠣？　錦介

無版元 無版元 5　千鳥貝

（無版元） 無版元 6　花介　あかかひ　真蘇枋介

無版元 無版元 6　花介

無版元 無版元 7　紫介

無版元 無版元 8　忘介

無版元 無版元 9　無内題（春の日の...）

（無版元） 無版元 1　花　をさまれる　御代ハ…

（無版元） 無版元 1　花　をさまれる…　桐箱の…

無版元 無版元 2　鳥

無版元 無版元 3　風

無版元 無版元 4　月

無版元 無版元 其二

無版元 無版元 2　其二

（無版元） 無版元 1　飲酒（金時の酒）

無版元 無版元 2　邪淫（平清盛）　

無版元 無版元 殺生（仁田四郎、大猪を退治）

（無版元） 無版元 0　名の鰕も…（素袍三升衣裳）

（無版元） 無版元 1　木

（無版元） 無版元 1　木　梅柳…

（無版元） 無版元 2　火

無版元 無版元 2　火

（無版元） 無版元 3　土

（無版元） 無版元 4　金

（無版元） 無版元 5　水

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 1　うゑき／殖樹

（無版元） 無版元 4　うけひ

（無版元） 無版元 10　うるはし／美

（無版元） 無版元 1〜5　（全５図）

（無版元） 無版元 2　髭長く…（伊勢海老）



（無版元） 無版元 1　松島　其一

（無版元） 無版元 2　天橋立　其二

無版元 無版元 2　（鼠、福寿草）

無版元 無版元 2　（鼠、福寿草）

無版元 無版元 1　赤染衛門

（無版元） 無版元 3　三　粥枝

（無版元） 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 3　小野道風　春の野に…

無版元 無版元 3　小野道風

（無版元） 無版元 5　俊成

（無版元） 無版元 6　上東門院

無版元 無版元 6　上東門院

無版元 無版元 7　武内大臣

（無版元） 無版元 8　定家

無版元 無版元 巴御前

無版元 無版元 牡丹花肖柏（牛の上）

（無版元） 無版元 2　土佐硯

俊満製 シュンマンセイ 3　鳴海絞

俊満製 シュンマンセイ 3　鳴海絞

（無版元） 無版元 1　公家　鶯の…

無版元 無版元 1　公家

無版元 無版元 2　番匠

無版元 無版元 木　魯知深

（無版元） 無版元 1　木　魯知深　春風のちから…

（無版元） 無版元 1　木　魯知深

（無版元） 無版元 1　木　魯知深

（無版元） 無版元 2　火　宗江明

無版元 無版元 火　宋江明

無版元 無版元 2　火　宋江明

（無版元） 無版元 3　土　林冲

（無版元） 無版元 3　土　林冲

（無版元） 無版元 4　金　李起

（無版元） 無版元 4　金　李起

無版元 無版元 金　李起

無版元 無版元 金　李起

（無版元） 無版元 5　水　張順

無版元 無版元 水　張順

無版元 無版元 5　水　張順

無版元 無版元 水　

無版元 無版元 水　



無版元 無版元 0（男と仙女、双六）

（無版元） 無版元 0　すころくの…

無版元 無版元 0（住吉明神）

（無版元） 無版元 1　東路へ…

（無版元） 無版元 1　梶原

（無版元） 無版元 2　工藤

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 1　打かへす…

（無版元） 無版元 1　打かへす…

（無版元） 無版元 2　かいあハせ…

（無版元） 無版元 3　玉の春…

（無版元） 無版元 1　女はかみの…

無版元 無版元 4　ひとり...

（無版元） 無版元 2　其三

（無版元） 無版元 1　剡子　（えんし）　

（無版元） 無版元 1　剡子（えんし）　

（無版元） 無版元 2　郭巨

無版元 無版元 漢文帝

（無版元） 無版元 3　喰つミの…

無版元 無版元 大舜（白い象）

無版元 無版元 丁蘭

（無版元） 無版元 6　紫式部

（無版元） 無版元 6　紫式部

（無版元） 無版元 7　庾黔樓　

無版元 無版元 楊香

無版元 無版元 老来子

（無版元） 無版元 1　呉服

（無版元） 無版元 2　猩々

（無版元） 無版元 4　張良

（無版元） 無版元 0　白馬節會

（無版元） 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

無版元 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

無版元 無版元 1　未開紅（公家の衣裳、烏帽子）

（無版元） 無版元 2　鶯古梅

（無版元） 無版元 3　箙梅

（無版元） 無版元 4　神樂梅

（無版元） 無版元 4　神樂梅

（無版元） 無版元 5　臥梅

（無版元） 無版元 5　臥梅　…



無版元 無版元 5　臥梅

無版元 無版元 きそはじめよし（着衣はじめ）

無版元 無版元 6　銀梅

（無版元） 無版元 6　銀梅

（無版元） 無版元 7　西行梅

無版元 無版元 7　西行梅

無版元 無版元 さけつくりよし

無版元 無版元 9　飛梅

（無版元） 無版元 10　難波梅

無版元 無版元 10　難波梅

無版元 無版元 10　難波梅

（無版元） 無版元 11　奈良緋梅

（無版元） 無版元 12　南京梅

（無版元） 無版元 13　匂梅　

（無版元） 無版元 13　匂梅

（無版元） 無版元 13　匂梅

無版元 無版元 入學よし

無版元 無版元 入学よし

無版元 無版元 はかためよし

（無版元） 無版元 14　八朔梅

無版元 無版元 14　八梅（八朔梅？）

（無版元） 無版元 15　百花魁梅竜

（無版元） 無版元 16　豊後梅

（無版元） 無版元 16　豊後梅

無版元 無版元 16　豊後梅

（無版元） 無版元 17　楊貴妃梅

（無版元） 無版元 1　きそはしめよし

無版元 無版元 1　きそはじめよし

無版元 無版元 1　きそはじめよし

（無版元） 無版元 2　くらひらきよし

無版元 無版元 3　けんふくよし（コメカミを剃る）

（無版元） 無版元 3　けんふくよし（コメカミを剃る）

無版元 無版元 5　さけつくりよし

無版元 無版元 6　つめとりよし

無版元 無版元 7　入學よし（書見台）

（無版元） 無版元 8　はかためよし

無版元 無版元 8　はかためよし

無版元 無版元 9　ひきそめよし

無版元 無版元 10　ふてはしめよし

（無版元） 無版元 11　ふねのりそめよし

無版元 無版元 11　ふねのりそめよし



無版元 無版元 13　ものたちよし

無版元 無版元 14　ゆとのはしめよし

無版元 無版元 15　よめとりよし

無版元 無版元 2　玉の井

無版元 無版元 1　（盃）

無版元 無版元 2　（短冊）

無版元 無版元 3　（三味線）

無版元 無版元 4　（遊山道具）

無版元 無版元 5　（若衆、畳んだ扇をもつ）

（無版元） 無版元 1　其一　二　三　四　五

（無版元） 無版元 1　其一（太鼓を叩く）

（無版元） 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

無版元 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

無版元 無版元 2　其二（猿田彦、鶏）　

無版元 無版元 其二

（無版元） 無版元 2　棹姫の二八の…

（無版元） 無版元 2　棹姫の二八の…

（無版元） 無版元 3　名の鰕も…

（無版元） 無版元 あらそハぬ…

（無版元） 無版元 2　ふとりをも…（布袋）

無版元 無版元 2　ふとりをも…（布袋）

無版元 無版元 *（二唐子、踊り）

（無版元） 無版元 1　むさあまた…　篠塚伊賀守

（無版元） 無版元 1　むさあまた…　篠塚伊賀守

（無版元） 無版元 2　梅か枝は…　武蔵坊辨慶

（無版元） 無版元 3　雪きえて…　巴御前

（無版元） 無版元 3　雪きえて…　巴御前

（無版元） 無版元 6　遠くて近きもの／洲崎の初日出

（無版元） 無版元 6　遠くて近き物／洲崎の初日出

（無版元） 無版元 7　にけなき物…

（無版元） 無版元 8　めてたき物　かう鳥をきぬ地に…　日の出る扶桑…

無版元 無版元 にけなき物

無版元 無版元 烏騅（項羽の愛馬）

（無版元） 無版元 1　王喬　桃園

（無版元） 無版元 2　孔明

無版元 無版元 2　孔明

無版元 無版元 孔明　ふす龍の...

（無版元） 無版元 3　相如

無版元 無版元 3　相如

無版元 無版元 4　倉舒（象）

無版元 無版元 春日龍神



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 2　其二

（無版元） 無版元 1　高尾

無版元 無版元 高尾

（無版元） 無版元 2　地獄

（無版元） 無版元 3　吉野

無版元 無版元 劉邦斬白蛇

（無版元） 無版元 0　劉邦斬白蛇

無版元 無版元 林逋（鶴、子供）

（無版元） 無版元 2　前々太平記　鳥の跡かくて…

無版元 無版元 4　著聞集

無版元 無版元 5　つれづれ草

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 （浮舟）

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 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 あかしかた…

（無版元） 無版元 朝日影…

（無版元） 無版元 あつものに…

（無版元） 無版元 あつものに…

（無版元） 無版元 あら玉のとしま…（大小）

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 新玉の天の戸さかを…

（無版元） 無版元 新玉の天の戸さかを…

（無版元） 無版元 家つとに…



（無版元） 無版元 いとけなき…　年もまた…

（無版元） 無版元 いぬどしの…うきふね…　？

（無版元） 無版元 宇治山も…

（無版元） 無版元 うたひ初　よし野の…

無版元 無版元 蝦夷人の...

（無版元） 無版元 江のしまの一の鳥居の…

（無版元） 無版元 少女子に…

（無版元） 無版元 顔見世や…七代目三升

（無版元） 無版元 鏡餅の菱川…

（無版元） 無版元 霞たつ…

無版元 無版元 霞ても...

（無版元） 無版元 門おほく…（初夢、茄子）

（無版元） 無版元 門おほく…（初夢、茄子）

（無版元） 無版元 門おほく…（初夢、茄子）

無版元 無版元 かと松も...（ぶりぶり香合）

（無版元） 無版元 金川へ道も…（大小）

無版元 無版元 唐織を...   はつ烏...

（無版元） 無版元 硝子の…

（無版元） 無版元 唐にしき…

無版元 無版元 きみ團子...

（無版元） 無版元 きみ團子…

（無版元） 無版元 君之恵日之…

（無版元） 無版元 きやまんの…

（無版元） 無版元 きやまんの…

（無版元） 無版元 金銀…

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 くちひるを...

（無版元） 無版元 佐保姫の…（凧）

（無版元） 無版元 さそい來て…（美人、不忍池）

無版元 無版元 史喬（亀）

（無版元） 無版元 注連縄も…

（無版元） 無版元 上戸

無版元 無版元 情実のる...   愛敬ハ...   宇け出して...

（無版元） 無版元 白かねの…小田のこほりも…／春のいろ…／岩井川…

（無版元） 無版元 白かねの…

（無版元） 無版元 筋隈の…

（無版元） 無版元 千載の春に…（猿橋）

（無版元） 無版元 空にまで…

無版元 無版元 立かへる...

（無版元） 無版元 橘の木陰に…　こたひ彼南山…　萬代の…

（無版元） 無版元 たつ霞…



無版元 無版元 たてぬきの...

（無版元） 無版元 たてぬきの…

（無版元） 無版元 玉琴の…

（無版元） 無版元 千さとまて…（大小）（白鷄）

（無版元） 無版元 月　や高く…（天帝、月妾に逢う）

（無版元） 無版元 面しろき…

（無版元） 無版元 手遊びを…

無版元 無版元 波わけて...

（無版元） 無版元 名をよひ…

無版元 無版元 年礼の提とうらんの…　あふたりや…

（無版元） 無版元 年礼の提とうらんの…　あふたりや…

（無版元） 無版元 長閑さに…（孔雀）

無版元 無版元 初日影...（竹生島）

（無版元） 無版元 初日影…（竹生島）

無版元 無版元 初日影...（鶴、旭）

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 はる風に…　ひくきより…　雲にうつし…

無版元 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）

（無版元） 無版元 春來ぬと…あふきてみれは…（扇、印籠）

（無版元） 無版元 春くれハ…

（無版元） 無版元 春さむき…（武之内宿禰）

無版元 無版元 はるのたつ...

（無版元） 無版元 春の日の…

無版元 無版元 百万の...

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 舟とむる…

（無版元） 無版元 ふる年の…（「梅の湯」）

無版元 無版元 文化十四丁丑暦

無版元 無版元 弁天に...   かけミせの... 

無版元 無版元 豊年の...   打くへる...   ふる雪の...

無版元 無版元 牧笛

無版元 無版元 松の□...

（無版元） 無版元 まんさいの…

（無版元） 無版元 身の果報…

（無版元） 無版元 むめかえの…

（無版元） 無版元 むらさきの霞に…

（無版元） 無版元 むらさきの霞に…

（無版元） 無版元 （和）布刈して…（和布刈神事）

（無版元） 無版元 柳屋か…（鯛、庖丁）

（無版元） 無版元 行末ハ誰とねの日と…



無版元 無版元 夜あるきを...

（無版元） 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

［俊満］ 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

（無版元） 無版元 夜あるきを／しかられもせず...

無版元 無版元 よき夢を...

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 若武者に...

（無版元） 無版元 若武者に…

（無版元） 無版元 □はたつ雲井の…

（無版元） 無版元 （鯱鉾）

（無版元） 無版元 （二扇、二団扇）

（無版元） 無版元 （摺物下絵貼込帖）

無版元 無版元 （金太郎、昔の夢をみる）

（無版元） 無版元 春風の…

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 あら玉り参らせ候と…

（無版元） 無版元 あら玉り参らせ候と…

（無版元） 無版元 改年の御慶…

無版元 無版元 （辨慶、大鐘を引っ張る）

（無版元） 無版元 蛇遣ふ人も…

（無版元） 無版元 蛇遣ふ人も…

無版元 無版元 味ひハ...

（無版元） 無版元 定紋の鶴の…

（無版元） 無版元 （鶏は塀、供の男は垣根）

（無版元） 無版元 滝野川紅葉*

（無版元） 無版元 0　其一　其二

（無版元） 無版元 模しあらハ…

（無版元） 無版元 不老不死の…

（無版元） 無版元 （船頭、棹を差す）

（無版元） 無版元 （雪の宴会）

（無版元） 無版元 瀧の川紅葉

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 1　長生の…　夫婦中…

（無版元） 無版元 わけ入りて…

無版元 無版元 井月

催主　拱齋北溪 ほっけい

俊満 無版元 梅かゝと…（二男、行燈修理）

無版元 無版元 笑初る...



芳月堂 ホウゲツドウ 盃のかさなる屠蘇や千代の春

芳月堂 ホウゲツドウ 舟人よ／こがれて／水／に／い出／し／月…

（無版元） 無版元 花道つらね…

無版元 無版元 漢武帝正筆鯉之一軸

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元 （鰹）

（無版元） 無版元 （農家、稲刈り風景）

（無版元） 無版元 南京人圖　…（全12図）

（無版元） 無版元 （七福神）

（無版元） 無版元 ふかくさ　艮袴　桂女

（無版元） 無版元 縁むすふ懸想文…

（無版元） 無版元 玉はやす武庫の…

（無版元） 無版元 餅搗に…

無版元 無版元 萬象　真顔　物簗

（無版元） 無版元 顔見勢や…　三代藏改菊三郎

（無版元） 無版元 伊久千世も…

（無版元） 無版元 後京極摂政／前太上大臣　二条院讃岐

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 聞なれし…（いんこ）

（無版元） 無版元 夜あるき…

（無版元） 無版元 ■夜

（無版元） 無版元 ■夜

（無版元） 無版元

無版元 無版元 歳旦...

- -

（無版元） 無版元 ひきそむる…

（無版元） 無版元 あさ日かほ…（（桃を盗む）

谷清好 タニセイコウ （東方朔、桃）

（無版元） 無版元 竹生る島…

（無版元） 無版元 （美人、盃から龍を出す）

無版元 無版元 わかわかと...

（無版元） 無版元 なつ菜にハ…

谷清好 タニセイコウ あら玉の... （武内宿禰、岩の海）

（無版元） 無版元 …箒に…（箒を持つ）

無版元 無版元 天の戸を...

（無版元） 無版元 石ならてけふ…

谷清好 タニセイコウ いにしへの...

（無版元） 無版元 うつくしき…（拾得見立）

無版元 無版元 君かもつ...（帚）

（無版元） 無版元 君かもつ…（寒山見立）

（無版元） 無版元 今朝祝ふ…



谷清好 タニセイコウ 早蕨の...  弓になる...  たて初る... 

無版元 無版元 山王の...

無版元 無版元 白風の...

谷清好 タニセイコウ 玉琴を...

（無版元） 無版元 子日のふたはの松の…

谷清好 タニセイコウ ひとゝせを...

（無版元） 無版元 ミを祝ふ…

無版元 無版元 ものおもひ...

（無版元） 無版元 （太夫と蒲団の中の客）

谷清好 タニセイコウ （婦人、團扇をもつ）

（無版元） 無版元 千金の客…

（無版元） 無版元 （太夫と蒲団の中の客）

（無版元） 無版元 銀杏葉の…

（無版元） 無版元 十一　すさきにて…

無版元 無版元

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 題／雪　花

西村新六板 ニシムラシンロク 新板／東都堺町大芝居之圖

（無版元） 無版元 松

（無版元） 無版元 まつの…初午…

（無版元） 無版元 （七福神）

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 やりと…

（無版元） 無版元 23　玉桂…（闘鶏）（椿）

（無版元） 無版元 西乃久保て左手ハ…（大小）

（無版元） 無版元 粥杖に…

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 魂しひは…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 花数に...

無版元 無版元 はし立

（無版元） 無版元 16　しなやかな…

（無版元） 無版元

玄玄堂松田儀十郎 マツダギジュウロウ …

（無版元） 無版元 （桃太郎と鬼）

（無版元） 無版元 （初夢、富士山、鷹匠、茄子）

（無版元） 無版元 （七福神）

（無版元） 無版元 梓弓春たち…



無版元 無版元 （美人、被衣、扇を開く）

（無版元） 無版元 1　石

（無版元） 無版元 1　石

（無版元） 無版元 1　石

（無版元） 無版元 2　紙

（無版元） 無版元 2　紙

（無版元） 無版元 1　あこや貝

（無版元） 無版元 3　あし貝　

（無版元） 無版元 4　あわび

（無版元） 無版元 5　いたや貝

（無版元） 無版元 5　いたや貝

（無版元） 無版元 6　色貝

（無版元） 無版元 10　かたつかい

（無版元） 無版元 10　かたつかい

（無版元） 無版元 11　きぬた貝

（無版元） 無版元 12　こかい

（無版元） 無版元 13　さくら貝

（無版元） 無版元 15　しほ貝

（無版元） 無版元 15　しほ貝

（無版元） 無版元 16　志ゞみ貝

（無版元） 無版元 18　すゞめ貝

（無版元） 無版元 18　すゞめ貝

（無版元） 無版元 19　すだれ貝

（無版元） 無版元 19　すだれ貝

（無版元） 無版元 19　すたれ貝

（無版元） 無版元 19　すだれ貝

（無版元） 無版元 19　すだれ貝

（無版元） 無版元 21　ちとり貝

（無版元） 無版元 21　ちとり貝

（無版元） 無版元 21　ちとり貝

（無版元） 無版元 21　ちとり貝

（無版元） 無版元 23　なミまかしハ　漕ふねの…

（無版元） 無版元 23　なミまかしハ

（無版元） 無版元 23　なミまかしハ

（無版元） 無版元 24　にしき貝*

（無版元） 無版元 24　にしき貝

（無版元） 無版元 25　花貝

（無版元） 無版元 25　花貝

（無版元） 無版元 25　花貝

（無版元） 無版元 28　まくら貝



（無版元） 無版元 29　ますほ貝

（無版元） 無版元 30　みぞ貝

（無版元） 無版元 31　みなせ貝

（無版元） 無版元 31　みなせ貝

（無版元） 無版元 31　みなせ貝

（無版元） 無版元 31　みなせ貝

（無版元） 無版元 31　みなせ貝

（無版元） 無版元 31　みなせ貝

（無版元） 無版元 34　紫貝

無版元 無版元 （紫）貝

（無版元） 無版元 34　紫貝

（無版元） 無版元 35　ものあら貝

（無版元） 無版元 *　…（鶴）

（無版元） 無版元 1　かしこくも…（唐子、武士、瓶を割る）

（無版元） 無版元 1　かしこくも…（唐子、武士、瓶を割る）

（無版元） 無版元 1　かしこくも…（唐子、武士、瓶を割る）

（無版元） 無版元 1　かしこくも…（唐子、武士、瓶を割る）

（無版元） 無版元 1　かしこくも…（唐子、武士、瓶を割る）

（無版元） 無版元 2　筑紫潟…（中国武人、武内宿禰）

無版元 無版元 紫の霞の...（佐々木高綱、劉備）

（無版元） 無版元 1　源　小烏丸の一勝

（無版元） 無版元 2　平　青葉笛　青琵琶

（無版元） 無版元 2　平　青葉笛　青山琵琶

（無版元） 無版元 3　藤　干珠満珠／藤巻鎌

（無版元） 無版元 2　我やとは…　江の嶋を…

無版元 無版元 谷の戸を...(大ゐ）

（無版元） 無版元 春立といふに…

（無版元） 無版元 辰の助　ミつ垣の…（人形遣い、碁盤）

（無版元） 無版元 0　うつくしき…（猿の生膽）

（無版元） 無版元 01　有馬産

（無版元） 無版元 02　御厩川岸

（無版元） 無版元 02　御厩川岸

無版元 無版元 海馬

無版元 無版元 海馬

（無版元） 無版元 03　海馬

（無版元） 無版元 03　海馬

（無版元） 無版元 04　轡町

（無版元） 無版元 04　轡町　土手馬の…

（無版元） 無版元 04　轡町

（無版元） 無版元 05　競馬香

（無版元） 無版元 05　競馬香



（無版元） 無版元 07　駒形堂

（無版元） 無版元 07　駒形堂

（無版元） 無版元 07　駒形堂

（無版元） 無版元 07　駒形堂　御厩川岸　駒止石

（無版元） 無版元 08　駒下駄

（無版元） 無版元 08　駒下駄

（無版元） 無版元 09　駒菖蒲

（無版元） 無版元 09　駒菖蒲

（無版元） 無版元 10　駒止石

（無版元） 無版元 10　駒止石

（無版元） 無版元 10　駒止石

（無版元） 無版元 11　駒鳥

（無版元） 無版元 12　駒曳銭

（無版元） 無版元 12　駒曳錢

（無版元） 無版元 13　三弦駒　春霞　ひく…

無版元 無版元 三絃駒

（無版元） 無版元 13　三弦駒

（無版元） 無版元 14　将棊駒

（無版元） 無版元 14　将棊駒

（無版元） 無版元 14　将棊駒

（無版元） 無版元 16　相馬焼

（無版元） 無版元 16　相馬焼

（無版元） 無版元 17　竹馬

（無版元） 無版元 17　竹馬

（無版元） 無版元 18　初午参

（無版元） 無版元 18　初午詣

（無版元） 無版元 19　馬蹄石

（無版元） 無版元 21　春駒

（無版元） 無版元 21　春駒

（無版元） 無版元 23　馬盥

（無版元） 無版元 22　馬貝

無版元 無版元 馬のす

（無版元） 無版元 24　馬のす

（無版元） 無版元 25　馬餞別

（無版元） 無版元 26　馬除*　初日影…

（無版元） 無版元 26　馬除

（無版元） 無版元 26　馬除

（無版元） 無版元 27　馬瑙石（瑪瑙）

無版元 無版元 瑪瑙石

（無版元） 無版元 28　木馬

（無版元） 無版元 29　綿繰馬



（無版元） 無版元 30　繪馬

（無版元） 無版元 30　繪馬

（無版元） 無版元 *　人ミなの…

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 春ハなほ...  愛敬と...  鴬の...

（無版元） 無版元 春かぜに松の…　節料理…

（無版元） 無版元 朝倉伊八刀

（無版元） 無版元 春ハなお…（太夫は笛を持つ）

（無版元） 無版元 （景清、人丸）

（無版元） 無版元 （簪、髪飾り）

（無版元） 無版元 （曾我十郎、大磯の虎御前）

（無版元） 無版元 （朝比奈、月小夜）

（無版元） 無版元 （祐經、舞鶴）

（無版元） 無版元 （曾我五郎、化粧坂少将）

（無版元） 無版元 （富士山の景）

（無版元） 無版元 …（摺物の製作）

（無版元） 無版元 千金の…（大小）

（無版元） 無版元 朝倉伊八刀

［柳齋］（工房） りゅうさい 2　谷の戸を…（大井、薦から酒を注ぐ）

無版元 無版元 樵諷亭文□

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 …

無版元 無版元 若水や...

（無版元） 無版元 （四条派摺物）

（無版元） 無版元 光琳道佐野…（定家）

（無版元） 無版元 春風の…　浅尾改／實川額十郎　俳名延若

祇園丁…丹後屋岩次郎 タンゴヤイワジロウ 俳諧狂哥其外

（無版元） 無版元 折ふし来る大根馬（大小）

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元 色かえす…

（無版元） 無版元 しつかなる…

（無版元） 無版元 …四ツ橋の…　はるはると…

（無版元） 無版元 （夜の鵜飼舟）



無版元 無版元

無版元 無版元 七十三段

無版元 無版元 馬のりそめ

（無版元） 無版元 0　高輪帰帆　文遊齋書

（無版元） 無版元 青柳の…（玄徳、劉備、張飛）

（無版元） 無版元 されハこそ…（大小）

（無版元） 無版元 けいくわ…

（無版元） 無版元 櫻

無版元 無版元 無内題

（無版元） 無版元 たまの如き…　星霜ふりし…

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

秋長堂 シュウチョウドウ 題一はんめ…

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...　窓廼屋述

（無版元） 無版元 あちこちと啼く…

（無版元） 無版元 葛城や…　咲花の…　七十五叟　秋長堂

（無版元） 無版元 くつわ虫　胡てふ

（無版元） 無版元 くつわ虫　遊女の…　胡てふ　こてふそと…

（無版元） 無版元 くみてしる煙の…

（無版元） 無版元 猿けんし…

（無版元） 無版元 玉たれの…

（無版元） 無版元 つり香炉…

無版元 無版元 とこよより...

（無版元） 無版元 賑ハへる…

（無版元） 無版元 八梃の艫足そろひつ…

（無版元） 無版元 はる…（書き込み）

（無版元） 無版元 春雨の　ふる…

（無版元） 無版元 …久しき…

（無版元） 無版元 人皆の…

（無版元） 無版元 不二の根に…

無版元 無版元 むらさきの...

（無版元） 無版元 ももちとり…

（無版元） 無版元 よしの…

（無版元） 無版元 （琴柱落雁）



無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

無版元 無版元 無内題

先箱の... 芝迺屋山陽

（無版元） 無版元 芽爪かはして…？

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 …（漢詩）

（無版元） 無版元 （柿　柘榴　花器）

無版元 無版元 5　しほ貝

無版元 無版元 6　志ゞミ貝

無版元 無版元 6　志ゞミ貝

無版元 無版元 8　蛤貝

（無版元） 無版元 汐干

（無版元） 無版元 七種の数ならぬなを…

（無版元） 無版元 牡丹屋か…目ぬきに

しょうふうだいななばんのうち 牡丹屋...

てあそびのむまのはるとて...

（無版元） 無版元 いつかはや春の筆…

（無版元） 無版元 島姫の…

無版元 無版元 立よりて...

（無版元） 無版元 鼻帋にはさミ細工の…

（無版元） 無版元 春霞…

（無版元） 無版元 春の野の…

（無版元） 無版元 福曳に笑ふ布袋…

梅か枝に...

無版元 無版元 ...

麻上下晴嵐



（無版元） 無版元 牡丹屋か…目ぬき…

（無版元） 無版元 大小？

（無版元） 無版元 （三番叟）大小　2.4.5.7.9.11

笑う梅に...

田鶴たて...（二鶴）

やうやうと...（中国貴婦人、供女）

（無版元） 無版元 （大小）

丹波屋岩次郎 タンバヤ 志も霜も…

（無版元） 無版元

みてのミも...

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 明てけさ...

（無版元） 無版元 明てけさ　心にかゝる…

伊勢参り...

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ...

無版元 無版元

無版元 無版元 ...



無版元 無版元 天の戸の...

無版元 無版元 女をハ...

無版元 無版元 かけうつす...

無版元 無版元 釜の湯は...

無版元 無版元 彫工吉田魚川

無版元 無版元 さほ姫の...

無版元 無版元 谷の戸を...

無版元 無版元 天明の無かし...

乗り初めや...

ほんのりと...

巻廻て...

無版元 無版元 いつかはや...

（無版元） 無版元 春雨の…

御摺物師…祇園丁…丹後屋岩次郎タンゴヤ しも霜も極正十二六かふ八つ大月（大小）

（無版元） 無版元 大小（衝立）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 大出入二…　（大小）

（無版元） 無版元 毎二見霜八分…　大小　6.3.1.7.10.9.12

（無版元） 無版元 大小　正三六七九十十二

（無版元） 無版元 （大小）1.3.6.7.9.10.12

（無版元） 無版元 大小　2.4.7.9.10.10*.12

（無版元） 無版元 大小　2.4.7.9.10.10*.12

（無版元） 無版元 大小　2.4.7.9.10.10*.12

（無版元） 無版元 大小　1.3.4.6.9.11（小襖）

（無版元） 無版元 大小　（帯）

（無版元） 無版元 大小？　

（無版元） 無版元 大小　（帯）

（無版元） 無版元 大小　（小1.2.2*.4.7.9.11）

（無版元） 無版元 大小　（パッチ）

（無版元） 無版元 寛政　大小　〔着物）

（無版元） 無版元 大小　（着物）

（無版元） 無版元 大小　（習字）

（無版元） 無版元 正三六八十十一十二

（無版元） 無版元 正三六八十十一十二

（無版元） 無版元 （大小）

（無版元） 無版元 （大小）

（無版元） 無版元 大小

（無版元） 無版元 誰ぞ多野満宇てい衆ハ戌か

（無版元） 無版元 春風ハ…　桜川慈悲成

（無版元） 無版元 （美人、稲荷の狐、奉納の男）



（無版元） 無版元 （美人は暦を持つ、猿は裾を引く）

（無版元） 無版元 （舞楽、迦陵頻伽）

（無版元） 無版元 （大黒の打出の小槌）

（無版元） 無版元 （胡蝶の舞、男女の春画）

無版元 無版元 （鶏、白い犬）

無版元 無版元 （狸、陰嚢）

無版元 無版元 ...

無版元 無版元 ことわりや...

無版元 無版元 雲のうへ...

無版元 無版元 関寺

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元

無版元 無版元 ...

無版元 無版元

無版元 無版元 きらめける...

無版元 無版元 長生は...

無版元 無版元 柳...

（無版元） 無版元 （春駒）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 川さき

無版元 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 小鼓の…

（無版元） 無版元 （猿の手繋ぎ、ぶら下がり）

（無版元） 無版元 ［琴柱落雁］

（無版元） 無版元 天の戸の…

（無版元） 無版元 （武士の間に女性）

（無版元） 無版元 （俳諧、和歌帖）

礒馴堂 無版元 ことし仮初に…（跋）

（無版元） 無版元 （烏帽子舞女）（菅丞相）

（無版元） 無版元 （日本橋より富士山）

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 勧進帳

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 …

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 番組　雛鶴三番叟　小松引子の日遊　高砂　枕獅子　乱菊枕子童



（無版元） 無版元 （妓楼の二階、男女、…）

（無版元） 無版元 （美人、背中に赤子）

無版元 無版元 遠めにハ...（二官女、松の枝）  

（無版元） 無版元 大小

（無版元） 無版元 大小

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元 まつ虫　…　すゞ虫　…

無版元 無版元 ...

（無版元） 無版元

（無版元） 無版元

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）

（無版元） 無版元 3　春雨の…（酒器）

（無版元） 無版元 0　…きし…　（二奴の踊り）

（無版元） 無版元 春來ぬと…

（無版元） 無版元 大小　（帯）

無版元 無版元 霞さへ...（人麿）

（無版元） 無版元 （三美人、夜の梅）

（無版元） 無版元 七十点

（無版元） 無版元 商　定　小判六／十目鏡／時之相場（大小）

（無版元） 無版元 （女性、縁側で湯浴み、猿）

（無版元） 無版元 （牛若丸は笛を吹く、浄瑠璃姫は傍ら）

（無版元） 無版元 行厂も…（平忠度は桜の下）

無版元 無版元 荘子

（無版元） 無版元 真萩原…

無版元 無版元 井月　...

（無版元） 無版元 井の水にかたふく…

（無版元） 無版元 2　ふうりんのはんせう

［柳齋］（工房） りゅうさい しゃくとりて...



13 ないだい 16 出典 17 全文

2016JUM目録

ながあぶみ… 1985KEYES/CBL-208/236

2016JUM目録

... 2013Forrer:Surimono-594

... 2013Forrer:Surimono-595

ありやなし… 1997千葉市美／粋人...169/092

ゆめにみても… 1997千葉市美／粋人...180/097

ねんれいに… 1995MIRVISS/FLW-290/276

はるかぜの… 1995MIRVISS/FLW-289/275

ゆびおりて… 1979Forrer/Egoyo.&S-007/097

わすれ… 1995MIRVISS/FLW-288/275

無内題 1970Schack/Surimono-027

2013Forrer:Surimono-042

さんかんの… 1997千葉市美／粋人...017/031

はるがすみ… 1979BOWIE/Surimono 011／030

きんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_105-5

てっかい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_105-6

無内題 1985KEYES/CBL+f01/15

かたつむり 1985KEYES/CBL-376/421

2013Forrer:Surimono-039

ちょう　とんぼ 1979BOWIE/Surimono 012／035

2013Forrer:Surimono-036

女5 1985KEYES/CBL-349/402

2013Forrer:Surimono-038

とりあげて… 2000Rijksm/poetry...fig.19

無内題 1985KEYES/CBL-382-9/437

2013Forrer:Surimono-040

2013Forrer:Surimono-041

2013Forrer:Surimono-037

無内題 2000Rijksm/poetry...fig.17

無内題 1970Schack/Surimono-030

1985KEYES/CBL-376/426..

… 1985KEYES/CBL-378/431

無内題 2013Forrer:Surimono-479

無内題 2013Forrer:Surimono-480

無内題 2013Forrer:Surimono-480a

... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_411-291

にの… 1997千葉市美／粋人...062/048

ひたちおびのしんじ 1985KEYES/CBL-386-12/444

1997千葉市美／粋人...052/044



… 1997千葉市美／粋人...000/f7

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

無内題 1995MIRVISS/FLW-063/197

あきかぜの… 1970Schack/Surimono-043

にいよしわら 1985KEYES/CBL-022/064

しょうへいらく… 1985KEYES/CBL-385-05/442

なかつかさ 1985KEYES/CBL-389-09/447（雁註）北齋1図あり。

... 2013Forrer:Surimono-514

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

ことわざの… 1985KEYES/CBL-023/066

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

3 2013Forrer:Surimono-200

9 2013Forrer:Surimono-201

ひとなる... 2013Forrer:Surimono-202

無内題 1979BOWIE/Surimono 039／073

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

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

1970Schack/Surimono-044

いのはるの… 1970meisner/surimono09

なかのちょう…　うめとみし…1970meisner/surimono10

むらさきに… 1985KEYES/CBL-002/046

… 1970Schack/Surimono-047

はるかぜに… 1997千葉市美／粋人...290/142

がんちょう… 1995MIRVISS/FLW-062/196

おくれなば… 1997千葉市美／粋人...301/149

えんざんは… 1997千葉市美／粋人...131/076

うきええどさかいちょうしばいのづ1979BOWIE/Surimono 071／120

無内題 1985KEYES/CBL-024/068

はつうま 1997千葉市美／粋人...005/027

01 1995MIRVISS/FLW-081/203

03 2013Forrer:Surimono-444

04 1995MIRVISS/FLW-082/203

04 2000Rijksm/poetry...014/032

04 2013Forrer:Surimono-445a

07 2013Forrer:Surimono-446

07 2013Forrer:Surimono-446a

09 1995MIRVISS/FLW-083/203

11 2013Forrer:Surimono-447

11 2013Forrer:Surimono-447a

12 1995MIRVISS/FLW-008/077

12 1995MIRVISS/FLW-008/077



12 2013Forrer:Surimono-448

12 2013Forrer:Surimono-448a

すずり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_020-11

1　えいふじん 2013Forrer:Surimono-451

1　みちかぜ 2013Forrer:Surimono-452

1　みちかぜ 2013Forrer:Surimono-452a

2　こまち	 1979BOWIE/Surimono 004／015（雁註）一陽連のマ−クは「文」

2　難読 2013Forrer:Surimono-449

3　難読 2013Forrer:Surimono-450

4　ていか	 2013Forrer:Surimono-453

かみ　ていか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_191-66

すずり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_190-65

かめをはなつ… 1995MIRVISS/FLW-085/204

はかまだれやすすけ 1995MIRVISS/FLW-084/204

はっさいのこ… 1997千葉市美／粋人...105/066

はっさいのこと… 1997千葉市美／粋人...105/066

はっさいのことこうしともんおう2013Forrer:Surimono-464

みどうかんぱくどののいぬ 1995MIRVISS/FLW-086/204

みどうかんぱくどののいぬ 1995MIRVISS/FLW+fr07

むねゆきがろうとう… 1997千葉市美／粋人...106/067

むねゆきがろうとう… 2000Rijksm/poetry...096/159

むねゆきがろうとうとらをいる1997千葉市美／粋人...106/067

むねゆきがろうとうとらをうつ2013Forrer:Surimono-465

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-60

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_186-60

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

さくらばな 2013Forrer:Surimono-463

むめのはな 2013Forrer:Surimono-462

こまちざくら 2000Rijksm/poetry...098/164

ひとまるさくら 2013Forrer:Surimono-412

ひとまるざくら 2000Rijksm/poetry...097/163

ようきひざくら 2013Forrer:Surimono-413

あさひな* 2013Forrer:Surimono-426c

おおいその虎* 2013Forrer:Surimono-426a

くどう祐經* 2013Forrer:Surimono-426e

けわいざかの少將* 2013Forrer:Surimono-426d

そがの五郎* 2013Forrer:Surimono-426b

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_120-5R

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ただのみつなか 2013Forrer:Surimono-425

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

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

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

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

ふつぬしのみこと 1979Forrer/Egoyo.&S-041/132（Forrer）ふつぬしのみこと

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

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

ほうじょうときより 2013Forrer:Surimono-424

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

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

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

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

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

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

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

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

うすぐも 1995MIRVISS/FLW-005/071

うすゆき 1995MIRVISS/FLW-005/071

おののこまち 1985KEYES/CBL-058/095

こごうつぼね 1995MIRVISS/FLW-006/073

こごうのつぼね 1995MIRVISS/FLW-006/073

こごうのつぼね 2000G.DHaag/Theear051/096

ともえじょ 1995MIRVISS/FLW-080/202

こうざん　きゅうろう 2000Rijksm/poetry...101/168

こうざんきゅうろう 2013Forrer:Surimono-459

こうひにじょ 2000Rijksm/poetry...fig.38

こうひにじょ 2013Forrer:Surimono-457

ちくりんしちけん 2000Rijksm/poetry...100/167

ちくりんしちけん 2013Forrer:Surimono-458

はんこ 1997千葉市美／粋人...145/083

はんこ 1997千葉市美／粋人...146/083



はんこ 2000Rijksm/poetry...fig.37

ばんこし 1997千葉市美／粋人...145/083

ばんこし 1997千葉市美／粋人...146/083

難読 2013Forrer:Surimono-456

無内題 2013Forrer:Surimono-455

無内題 1997千葉市美／粋人...176/095

無内題 2013Forrer:Surimono-443

せきたいの… 2000Rijksm/poetry...fr. （雁註）楊樹園…改唐樹園南陀羅

せきたいの… 2013Forrer:Surimono-417

せきたいの… 2013Forrer:Surimono-418

おうきょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_176-49

おうきょう 2013Forrer:Surimono-414

がま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_170-44

がま 2013Forrer:Surimono-416

きんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_106-7

きんこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_175-48

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

ろごう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_177-50

ろごう 2013Forrer:Surimono-415

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

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

3　かんう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_144-16

5　まちょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_145-17

2013Forrer:Surimono-433

1 2013Forrer:Surimono-432

1　2　3 2000G.DHaag/Theear001/051

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

… 1984EXNER/Surimono**/075

… 1997千葉市美／粋人...239/121

… 1997千葉市美／粋人...239cp/121

… 1997千葉市美／粋人...240/121

… 1997千葉市美／粋人...240cp/121（Keyes）明石版は津村伊三吉が明治24に製作。

2　かんう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_188-62

1 1995MIRVISS/FLW-010-1/081

1 2000Rijksm/poetry...103/169

1 2013Forrer:Surimono-442b

1〜5 1997千葉市美／粋人...271/132

2 1995MIRVISS/FLW-010-2/083

3 1995MIRVISS/FLW-010-3/082



3 2000Rijksm/poetry...102/169

3 2013Forrer:Surimono-442a

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

… 1997千葉市美／粋人...267/131

1 1997千葉市美／粋人...237/120

2 1997千葉市美／粋人...238/120

2 2013Forrer:Surimono-389

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

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

あまのと… 1997千葉市美／粋人...241/122

はんかい… 1997千葉市美／粋人...242/122

わだのはら… 1997千葉市美／粋人...243/123

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

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

4 2013Forrer:Surimono-435

こと（琴） 2013Forrer:Surimono-428b

びわ（琵琶） 2013Forrer:Surimono-428a

無内題 2000G.DHaag/Theear002/052

*　1　2　3　4　5 2000Rijksm/poetry...068/116-117

1　としだま… 1995MIRVISS/FLW-007/075（左より）書初の玉屋内／ひと筆、門かざりの／松葉やうち／十かへり、初空の／寉屋内／ちとせ、雪間の／若なや内／衣手、年玉の／扇や内／末廣。

1 2013Forrer:Surimono-441e

1　としだま… 1995MIRVISS/FLW-007a/075

2　ゆきま 2013Forrer:Surimono-441d

2　ゆきまの… 1995MIRVISS/FLW-007b/075

3　はつゆき... 2013Forrer:Surimono-441c

3　はつゆき… 1995MIRVISS/FLW-007c/075

4　もんかざり… 1995MIRVISS/FLW-007d/075

4　もんかざり… 2013Forrer:Surimono-441b

5　かきぞめ… 1995MIRVISS/FLW-007e/075

5　かきぞめ… 2013Forrer:Surimono-441a

1 1985KEYES/CBL-052/092

1 2013Forrer:Surimono-430b

2 1985KEYES/CBL-051/091

2 2013Forrer:Surimono-430a

3 1985KEYES/CBL-050/091

4 1985KEYES/CBL-049/090

にひんとう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_167-42

みなもとのよしいえ 2013Forrer:Surimono-431

1 2000Rijksm/poetry...106/174

2 2000Rijksm/poetry...109/176

3 2000Rijksm/poetry...108/175



4 2000Rijksm/poetry...110/177

無内題 2013Forrer:Surimono-429

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

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

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

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

難読 2013Forrer:Surimono-419

難読 2013Forrer:Surimono-419a

難読 2013Forrer:Surimono-420

難読 2013Forrer:Surimono-421

難読 2013Forrer:Surimono-422

難読 2013Forrer:Surimono-423

おおえたかちか 2000Rijksm/poetry...112/179

おおえたかちか 2013Forrer:Surimono-396

おおくらうまのかみよりふさ 1995CARPENTER/FLW003/066

おおくらうまのかみよりふさ 1995MIRVISS/FLW-003/067

おおくらうまのかみよりふさ 2013Forrer:Surimono-399

おののたかむら 1995MIRVISS/FLW-004/069

おののたかむら 1995MIRVISS/FLW-004/069

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

おののたかむら 2013Forrer:Surimono-392

かまくらのこうし 2013Forrer:Surimono-406

きびのえひめ 2013Forrer:Surimono-404

くがだじょうだいじん 2013Forrer:Surimono-402

くがたじょうだいじん　 1995MIRVISS/FLW-074/200

くすのきたてまさつら 1995MIRVISS/FLW-078/202

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

ごさんじょういん 2000Rijksm/poetry...111/178

ごさんじょういん 2013Forrer:Surimono-395

こまつしげもり 1995MIRVISS/FLW-077/201

こまつしげもり 2013Forrer:Surimono-401

さきたみのあたいうじのおんな2013Forrer:Surimono-408

しなのこうじ 1995MIRVISS/FLW-076/201

しなのこうじ 2013Forrer:Surimono-410

そがきょうだい 2013Forrer:Surimono-409

とものあいたいやかぬし 1995MIRVISS/FLW-069/199

とものあいたいやかぬし 2013Forrer:Surimono-394

にぶひろよし 1995MIRVISS/FLW-071/199

にゅうひろよし 2013Forrer:Surimono-393

にんとくてんのう 2013Forrer:Surimono-405

にんとくてんのう　 1995MIRVISS/FLW-068/198



はせつかべさんし 1995MIRVISS/FLW-067/198

はせつかべさんし 2013Forrer:Surimono-407

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

ほうじょうやすとき 1995MIRVISS/FLW-072/200

ほうじょうやすとき 2013Forrer:Surimono-403

ほんますけただ 1995MIRVISS/FLW-079/202

ほんますけただ 2013Forrer:Surimono-397

まいおんなびみょう 1997千葉市美／粋人...149/085

まいおんなびみょう 1997千葉市美／粋人...150/085

まいおんなびみょう 2013Forrer:Surimono-398

まいおんなびみょう　 1997千葉市美／粋人...148/085

まいおんなびみょう　 1997千葉市美／粋人...149/085

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

むさしのこうし 1995MIRVISS/FLW-075/201

むさしのこうし 2013Forrer:Surimono-400

ようろうのこうし　 1995MIRVISS/FLW-073/200

ようろうのこうし　 2013Forrer:Surimono-411

わにべのおみあきまろ 1995MIRVISS/FLW-070/199

とさにっき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_151-23

げんじ 1985KEYES/CBL-028/070

げんじ 2000G.DHaag/Theear055/098

さごろも 2000G.DHaag/Theear011/059

はままつちゅうなごん 1997千葉市美／粋人...103/066

はままつちゅうなごん 1997千葉市美／粋人...103/066

やまとものがたり 1997千葉市美／粋人...104/066

やまとものがたり 1997千葉市美／粋人...104/066

えみすかみ 2013Forrer:Surimono-460

じゅろう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_181-54

じゅろう 2013Forrer:Surimono-461

だいこく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_182-56

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。

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

ふくろくじゅ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_180-53

べんてん 2000G.DHaag/Theear006/056

べんてん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_179-52

ほてい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_055-1

ほてい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_178-51

あさかおに… 2000Rijksm/poetry...035/065

あさがおに… 1985KEYES/CBL-027/069

難読 2013Forrer:Surimono-391

... 2013Forrer:Surimono-388



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

1970Schack/Surimono-110

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

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

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

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

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

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

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_187-61

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_187-61

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_188-63

無内題 2013Forrer:Surimono-436

… 1997千葉市美／粋人...161/089

こころある… 1997千葉市美／粋人...161/089

はつひかげ… 2000Rijksm/poetry...023/049

無内題 2013Forrer:Surimono-454

無内題 2013Forrer:Surimono-438

… 1997千葉市美／粋人...127/075

さおひめの… 1997千葉市美／粋人...127/075

ぎじょ 2013Forrer:Surimono-427

無内題 1985KEYES/CBL+f15/38

無内題 2013Forrer:Surimono-440

無内題 1997千葉市美／粋人...139/081

さおひめも… 1997千葉市美／粋人...139/081

あさひさす… 2000G.DHaag/Theear014/061

無内題 1997千葉市美／粋人...110/068

ふみつくえ… 1997千葉市美／粋人...110/068

… 2000Rijksm/poetry...081/140-141

くれたけは… 1995MIRVISS/FLW-066/198

たけのうちおとと 1970Schack/Surimono-113

たもんそん 1970meisner/surimono27

… 1995MIRVISS/FLW-009/079

こじまのすみの… 1995MIRVISS/FLW-009/079

2013Forrer:Surimono-434

あさひさす… 1970meisner/surimono26

うつろうる… 2000G.DHaag/Theear030/075

ねづみもの… 2000Rijksm/poetry...107/174

はつひかげ… 1970Schack/Surimono-111

むめがかの… 1995MIRVISS/FLW-064/197

無内題 2013Forrer:Surimono-437



くにのなの… 1970meisner/surimono28

無内題 2013Forrer:Surimono-439

2013Forrer:Surimono-390

… 1995MIRVISS/FLW-065/197

ほのぼのと 1995MIRVISS/FLW+fr03

... 2013Forrer:Surimono-176

むめ（むめ）がか... 2013Forrer:Surimono-177

うめがかの… 2000Rijksm/poetry...090/153

… 1997千葉市美／粋人...300/148

無内題 1985KEYES/CBL-396-1a/456

無内題 1985KEYES/CBL-396-1b/456

無内題 1985KEYES/CBL-396-2b/456

無内題 1997千葉市美／粋人...300/148

ようゆうか… 1979BOWIE/Surimono 016／043

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

… 1997千葉市美／粋人...299/148

たにがわへ… 1997千葉市美／粋人...299/148

2000Rijksm/poetry...fig.08

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_057-3

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。

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

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

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

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

2016JUM目録

2016JUM目録

無内題 1979BOWIE/Surimono 037／071

… 1995MIRVISS/FLW-202/245

おひろまも… 2000Rijksm/poetry...033/060

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

ふりつみて… 1985KEYES/CBL-209/238

無内題 2013Forrer:Surimono-472

ほうらいの… 2000Rijksm/poetry...028/054

ほうらいの… 2000Rijksm/poetry...fig.28

2016JUM目録

2013Forrer:Surimono-018

2013Forrer:Surimono-025

たまことに… 1985KEYES/CBL-259/303



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

おどりこみ… 1985KEYES/CBL-262/309

… 1985KEYES/CBL-263/309 （雁註）「松魚刀」

おうしゅくばい 1985KEYES/CBL-265/310

はちのなかにふみあり 2013Forrer:Surimono-473

うめのはな… 1997千葉市美／粋人...194/103

2016JUM目録

2016JUM目録

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

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

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

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

無内題 1985KEYES/CBL-384-24/441

2016JUM目録

1997千葉市美／粋人...053/044

2000Rijksm/poetry...fig.34

3 1985KEYES/CBL-211/242

うぐいすの… 1979BOWIE/Surimono 006／019

男 1985KEYES/CBL-212/243

かどまつや… 2000Rijksm/poetry...001/014

ことぶき　… 1979BOWIE/Surimono 057／102

えどいちかわりゅう 1997千葉市美／粋人...040/039

1 1997千葉市美／粋人...171/093

うさぎうさぎ… 1984EXNER/Surimono**/087

ななくさを… 1970Schack/Surimono-191

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

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

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_088-4

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

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

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

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_067-6

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_067-7

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_312-195

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_313-196

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



2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183a

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183b

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183c

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_301-183d

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

... 2013Forrer:Surimono-565

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

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

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

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

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

はなの□ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_068-8

女1 1997千葉市美／粋人...065/049

...　鈍々亭 2013Forrer:Surimono-537

... 2013Forrer:Surimono-536

1 2013Forrer:Surimono-546

2 1985KEYES/CBL-242/275

4 2013Forrer:Surimono-547

6 2014SKG-07-02

しろとり 1997千葉市美／粋人...185/099

… 2000G.DHaag/Theear082/123

... 2013Forrer:Surimono-533

（図版？） 1970Schack/Surimono-165+166

たきのやの… 1997千葉市美／粋人...061/048

… 1970Schack/Surimono-168

1970Schack/Surimono-179

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

... 2013Forrer:Surimono-551

... 2013Forrer:Surimono-567

... 2013Forrer:Surimono-557



...　 2013Forrer:Surimono-544

ありがたや… 2000Rijksm/poetry...080/139

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

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… 1984EXNER/Surimono**/097

...　 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

無外題 2013Forrer:Surimono-553

うぐいすも… 1997千葉市美／粋人...298b/145

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

… 1997千葉市美／粋人...254/126

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



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

おはりをも... 2013Forrer:Surimono-207

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

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

… 1997千葉市美／粋人...289/141

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

ふじつくば… 1970Schack/Surimono-161

無外題 2013Forrer:Surimono-554

ああつがもなく…　はやはるに…1970meisner/surimono17

はるのよの… 1979BOWIE/Surimono 080／133

とめらるるなら… 1984EXNER/Surimono**/101

… 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

... 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

… 1979BOWIE/Surimono 076／127

ひがしから 1985KEYES/CBL-238/270

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

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

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。



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

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

よざくらに... 2013Forrer:Surimono-206

ほろこびは... 2013Forrer:Surimono-205

ほころびは… 2000Rijksm/poetry...027/053

ちょうせいでんの… 1997千葉市美／粋人...076/055

1997千葉市美／粋人...067/050

1997千葉市美／粋人...069/051

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。

かごのうちに… 1997千葉市美／粋人...126/074

ごひいきの… 1979BOWIE/Surimono 068／115

ありそみの… 1985KEYES/CBL-236/267

はるきても… 1985KEYES/CBL-235/267

はるきても… 1985KEYES/CBL-235/269

はつひかげ… 1985KEYES/CBL-237/268

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

… 1979Forrer/Egoyo.&S-015/105

1979Forrer/Egoyo.&S-006/096

ひきつる... 2013Forrer:Surimono-211

2016JUM目録

あけてはる… 1979BOWIE/Surimono 024／055

にたりや… 1997千葉市美／粋人...167/091

... 2013Forrer:Surimono-572

くずびとも… 1970Schack/Surimono-186

くらいや… 2000Rijksm/poetry...055/097

くらいやたかき… 1984EXNER/Surimono**/125

2016JUM目録

… 1997千葉市美／粋人...081/057

... 2013Forrer:Surimono-571

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

うぐいすも… 1979BOWIE/Surimono 084／141

きやりごえ… 2000Rijksm/poetry...075/134

せんきゃくばんき 1979BOWIE/Surimono 056／097

こまち 2013Forrer:Surimono-531

へんじょう 2013Forrer:Surimono-532

... 2013Forrer:Surimono-528

... 2013Forrer:Surimono-529

... 2013Forrer:Surimono-530

うめかおる… 1985KEYES/CBL-244/277

おおえどの… 2000Rijksm/poetry...072/126



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

やおよろず… 1970Schack/Surimono-187

ゆいわたの… 1997千葉市美／粋人...264/131（浅野）文政8年11月、市村座／東内裏劇場正月に取材

れいねんの… 1997千葉市美／粋人...028/035

はつひかげ… 1997千葉市美／粋人...082/058

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

... 2013Forrer:Surimono-586

... 2013Forrer:Surimono-587

... 2013Forrer:Surimono-588

... 2013Forrer:Surimono-589

いにうつる… 1997千葉市美／粋人...256/127

おうていろく 1997千葉市美／粋人...263/129

かえい 1984EXNER/Surimono**/119

げんしょうご 1984EXNER/Surimono**/111

げんしょうに 1984EXNER/Surimono**/107

たいそう 1984EXNER/Surimono**/115

ちょうおう 1984EXNER/Surimono**/109

…つつむ... 1997千葉市美／粋人...258/128（雁註）久堅屋連

つれづれは… 1997千葉市美／粋人...257/127

とらとよぶ… 1997千葉市美／粋人...259/128

なげてやる… 1985KEYES/CBL-245/280

なげてやる… 1985KEYES/CBL-245/281

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

ふみまなぶ… 1997千葉市美／粋人...261/129

ももとりの… 1997千葉市美／粋人...262/129

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

無外題 1997千葉市美／粋人...260/128

... 2013Forrer:Surimono-582

... 2013Forrer:Surimono-583

... 2013Forrer:Surimono-584a

... 2013Forrer:Surimono-584b

... 2013Forrer:Surimono-585

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

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

うぐいすの… 1997千葉市美／粋人...140/081

かぜのても… 2000Rijksm/poetry...082/142

かんざしの… 2000G.DHaag/Theear031/076

きっちょうの… 1970meisner/surimono19

さくはなの… 1970meisner/surimono18

せんきんの… 1970Schack/Surimono-185

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



なぜに… 2000G.DHaag/Theear028/074

みちしおを… 1997千葉市美／粋人...298a/145

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

... 2013Forrer:Surimono-212

せいがけんのさんぶしょう 2000Rijksm/poetry...fig.35

いちかわだんじゅうろう8 1997千葉市美／粋人...041/040

きえしみも… 1997千葉市美／粋人...306/151

無内題 1997千葉市美／粋人...308c/152

げんしょうに 2011岩切／歌川國芳展284

しゅぶ 2011岩切／歌川國芳展283

無内題 2011岩切／歌川國芳展280

無内題 2011岩切／歌川國芳展281

無内題 2011岩切／歌川國芳展282

それぞれに… 1997千葉市美／粋人...047/042

なんざんの… 1995MIRVISS/FLW-203/245

... 2013Forrer:Surimono-512

ねずみもち… 1984EXNER/Surimono**/129

... 2013Forrer:Surimono-499

... 2013Forrer:Surimono-500

またはるに… 2000Rijksm/poetry...fig.33

よいことに… 2000Rijksm/poetry...fig.32

無内題 2013Forrer:Surimono-497

無内題 2013Forrer:Surimono-498

ささしおに… 1984EXNER/Surimono**/079

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

... 2013Forrer:Surimono-510

けさははや… 1979BOWIE/Surimono 034／067

... 2013Forrer:Surimono-501

... 2013Forrer:Surimono-509a

... 2013Forrer:Surimono-504

... 2013Forrer:Surimono-502

うぐいすは… 2000Rijksm/poetry...088/149

... 2013Forrer:Surimono-507

... 2013Forrer:Surimono-508

... 2013Forrer:Surimono-509b

... 2013Forrer:Surimono-506

きょうげつさけひゃくしゅ 2013Forrer:Surimono-503

... 2013Forrer:Surimono-505

おもうごと… 2000Rijksm/poetry...010/025

... 2013Forrer:Surimono-511

... 2013Forrer:Surimono-513



無内題 1970Schack/Surimono-026 （雁註）鄰松時六十四歳

無内題 1985KEYES/CBL-384-17/441

無内題 1985KEYES/CBL-384-38/441

無内題 1985KEYES/CBL-385-15/442

ふぐるま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_138-11

うちぞめくわ 1985KEYES/CBL-015/057

みかづきかま 1985KEYES/CBL-014/056

みかづきかま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_132-7

ねずみおおつ 1985KEYES/CBL-017/058

ねずみよろこび 1985KEYES/CBL-018/059

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

おりそえし… 1997千葉市美／粋人...159/088

けそうぶみ… 1985KEYES/CBL-004/047

けそうぶみ… 2000Rijksm/poetry...087/149

むらさきの… 1997千葉市美／粋人...158/088

よいことに… 1997千葉市美／粋人...160/088

1970Schack/Surimono-046

おにがしまの… 1985KEYES/CBL-006/048

かきぞめの… 1985KEYES/CBL-012/055

かぐはしき… 1985KEYES/CBL-003/046

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

かげあらう… 1985KEYES/CBL-013/056

かぜのつてに… 1985KEYES/CBL-011/052

こしはるの… 1985KEYES/CBL-021/062

こぞことし… 1985KEYES/CBL-008/050

こぞもはやむかし… 1985KEYES/CBL-007/049

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

すみだがわ… 1985KEYES/CBL-010/053

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

はるごころ… 1985KEYES/CBL-019/060

まめやかに… 1985KEYES/CBL-005/052

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

みずくきの… 1995MIRVISS/FLW-001/063

みっかすぎて… 1985KEYES/CBL-009/050

ゆうがすみ… 1979Forrer/Egoyo.&S-042/133

せんきんの… 1997千葉市美／粋人...291/142

まめやかに… 1985KEYES/CBL-005/048

すいとうの… 1995MIRVISS/FLW-002/065

せんきんの… 1985KEYES/CBL-020/061

あおぞらは… 1985KEYES/CBL-016/057



せきれい 1985KEYES/CBL-379/421

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

きょうよめる… 1985KEYES/CBL-210/240

2013Forrer:Surimono-350

さししおに… 1997千葉市美／粋人...266/130（浅野）江ノ島弁天は巳の年

しらうめの… 1995MIRVISS/FLW-038/141

つくろわぬ… 2000Rijksm/poetry...046/085

としだまの… 1995MIRVISS/FLW-204/245

そお… 1985KEYES/CBL-390-19/449

無内題 1985KEYES/CBL-384-38/441

かみよのはる… 1985KEYES/CBL-213/245

わかなつむ… 1985KEYES/CBL-214/246

2016JUM目録

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

ことし… 1997千葉市美／粋人...043/041

うえんたいがのかんれきをがす2016JUM目録

かねてしる… 1979BOWIE/Surimono 054／095

うめごよみ 1979Forrer/Egoyo.&S-034/125

たけとり 1997千葉市美／粋人...099/064

ざぜんして… 1995MIRVISS/FLW-206/246

ことのなの… 1995MIRVISS/FLW+fr05

しるひとを... 2013Forrer:Surimono-033

… 1985KEYES/CBL-264/310

無内題 1985KEYES/CBL-382-5/437

さおひめの… 1970Schack/Surimono-041

ことのえの… 1995MIRVISS/FLW-207/246

あしかり 1985KEYES/CBL-229/261

あらしやま 1985KEYES/CBL-221/255

うめがえ 1985KEYES/CBL-227/260

おいまつ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_295-178

くらまてんぐ 1985KEYES/CBL-232/263

さんばそう 1985KEYES/CBL-220/255

しょうじょう 1985KEYES/CBL-231/263

たかさご 1985KEYES/CBL-219/254

たまのい 1985KEYES/CBL-222/256

ちょうりょう 1985KEYES/CBL-230/262 	

はごろも 1985KEYES/CBL-225/258

はしべんけい 1985KEYES/CBL-226/259

はちのき 1985KEYES/CBL-228/260

ふくのかみ 1985KEYES/CBL-233/264

まつかぜ 1985KEYES/CBL-224/257



ゆや 1985KEYES/CBL-223/256

子1女1男1 1985KEYES/CBL-234/265

2016JUM目録

あさな… 1995MIRVISS/FLW-280/272

あけそめて… 1979Forrer/Egoyo.&S-008/098

おうみ　2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_342-219

むつ5 2000Rijksm/poetry...044/079

やましろ 2000Rijksm/poetry...043/078

やましろ1 2000Rijksm/poetry...fig.31

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

くもりなき… 1997千葉市美／粋人...292/142

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

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

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

たまくらの… 1997千葉市美／粋人...274/136（浅野）扁額に刊記

かどう 1997千葉市美／粋人...122/073

うぐいすの… 1970Schack/Surimono-122

おおもんどおり 2013Forrer:Surimono-470

かすみがせき 2013Forrer:Surimono-469

うえの 1995MIRVISS/FLW-090/206

しのばずのいけ 1995MIRVISS/FLW-011/085

しのばずのいけ 1997千葉市美／粋人...236/120

すみだがわ 1997千葉市美／粋人...235/117

むこうじま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_076-4

むこうじま 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_195-70

よつや 1985KEYES/CBL-101/130

きせん 2013Forrer:Surimono-180

まんねんのよわい… 1995MIRVISS/FLW-091/206

1979Forrer/Egoyo.&S-001/091

らいちょう 2000Rijksm/poetry...003/019

2016JUM目録

… 1985KEYES/CBL-217/252

うめがかや… 1985KEYES/CBL-218/252

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

うれしくも… 1995MIRVISS/FLW-201/244

... 2013Forrer:Surimono-179

1997千葉市美／粋人...000/k16

1997千葉市美／粋人...007/028

2016JUM目録

… 1970Schack/Surimono-112

しきぞめせきしょう 2013Forrer:Surimono-576



はつぶみらくがん 1970meisner/surimono20

4 1985KEYES/CBL-253/296

4 1985KEYES/CBL-253/297

はるのよの… 1985KEYES/CBL-254/299

... 2013Forrer:Surimono-574

... 2013Forrer:Surimono-575

きい6 2013Forrer:Surimono-581

せっつ3 2013Forrer:Surimono-578

みちのく5 2013Forrer:Surimono-580

むさし4 2013Forrer:Surimono-579

やましろ1 2013Forrer:Surimono-577

3 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_339-217

うめやしき 1985KEYES/CBL-256/300

ななえやえ… 1970Schack/Surimono-182

みずたまの… 1985KEYES/CBL-258/301

みずたまを… 1985KEYES/CBL-257/300

もくぼじ 1985KEYES/CBL-255/298

もくぼじ 1985KEYES/CBL-255/299

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

... 2013Forrer:Surimono-573

うめやなぎ… 1985KEYES/CBL-215/248

めでた… 1995MIRVISS/FLW-270/268

… 1997千葉市美／粋人...071/053

1979Forrer/Egoyo.&S-050/141

... 2013Forrer:Surimono-597

… 1997千葉市美／粋人...006/027

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_103-3

2016JUM目録

2016JUM目録

かえせしあと… 1970Schack/Surimono-123

無内題 2013Forrer:Surimono-366

いずみしきぶ 1970meisner/surimono31

1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_356-234

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_357-235

7 1985KEYES/CBL-270/315

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_093-1

きっちょうの… 1985KEYES/CBL-267/313

くさは… 2000Rijksm/poetry...095/158

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

無内題 2013Forrer:Surimono-367

無内題 2013Forrer:Surimono-368



無内題 2013Forrer:Surimono-368a

無内題 2013Forrer:Surimono-369

無内題 2013Forrer:Surimono-370

かえせしあと… 1985KEYES/CBL-269/314

さかづきに… 2000G.DHaag/Theear003/054

うまのないし 1970Schack/Surimono-124

あおやぎの… 1985KEYES/CBL-266/311

うつくしき… 1985KEYES/CBL-397-1/457

よるひる… 1985KEYES/CBL-397-2/457

しゅんきょう 1985KEYES/CBL-273/321 （雁註）初版は乙未（1835）

いさりぶね 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_368-245

きくのつゆ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_367-244

くろぼう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_365-242

くろぼう 2013Forrer:Surimono-373

なつころも 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_364-241

やまびと 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_366-243

2 2013Forrer:Surimono-376

4 2013Forrer:Surimono-378

5 2013Forrer:Surimono-379

7 2013Forrer:Surimono-380

8 2013Forrer:Surimono-381

すりずみ 2013Forrer:Surimono-374

3 1985KEYES/CBL-271/319

5 1984EXNER/Surimono**/083

7 1985KEYES/CBL-272/320

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

2013Forrer:Surimono-375

2013Forrer:Surimono-377

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

みにくしと... 2013Forrer:Surimono-032

とそざけの... 2013Forrer:Surimono-043

ふなびとも… 1995MIRVISS/FLW-061/196

無内題 1985KEYES/CBL-384-24/441

やまざとは… 1985KEYES/CBL-390-12/449

… 1997千葉市美／粋人...097/064

いさましき… 1979BOWIE/Surimono 070／119

きみふじん... 2013Forrer:Surimono-203



… 1985KEYES/CBL-374/420

てあぶりや… 1997千葉市美／粋人...133/078

ひとりきみ… 1997千葉市美／粋人...116/070

2016JUM目録

… 1997千葉市美／粋人...000/f4

… 1997千葉市美／粋人...000/f5

はるかぜの... 2013Forrer:Surimono-186

わかなつむ... 2013Forrer:Surimono-185

しろざけ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_394-274

12 1995MIRVISS/FLW-265/267

… 1995MIRVISS/FLW-268/268

むらさきの… 1995MIRVISS/FLW-269/268

ぞうを… 1970meisner/surimono03

ひとえだを… 1995MIRVISS/FLW-200/244

…　すずなたねまき 1997千葉市美／粋人...181/097

あけぼのの… 1979Forrer/Egoyo.&S-021/112

わか… 1997千葉市美／粋人...070/052

ことのその… 1995MIRVISS/FLW-054/173

子1女2 1995MIRVISS/FLW-259/265

2013Forrer:Surimono-034

… 1997千葉市美／粋人...050/043

こけまじと… 1970Schack/Surimono-147

こけまじと… 1985KEYES/CBL-326/369

わか… 1970Schack/Surimono-148

… 1985KEYES/CBL-394/423

無内題 1985KEYES/CBL-394-18/454

無内題 1985KEYES/CBL-395-11/455

ほうのう… 1985KEYES/CBL+f05/21

2013Forrer:Surimono-035

2013Forrer:Surimono-017

うちはしを… 1985KEYES/CBL-328/372

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

1970meisner/surimono06

きのとものり 1985KEYES/CBL-380/435

こうえん 1985KEYES/CBL-327/371 …座、薩摩座、結城座

こうえん　… 1985KEYES/CBL-327/378

1985KEYES/CBL-381/436

1985KEYES/CBL-375/425

1970Schack/Surimono-142

無内題 2013Forrer:Surimono-492

さくはなの… 2000G.DHaag/Theear015/062



うたごえの… 1985KEYES/CBL-329/374

うたごえの… 1985KEYES/CBL-329/378

あいをすく… 1995MIRVISS/FLW-260/265(Carpenter註）春亭は9点？	（雁註）外題は源氏物語か、内題は須磨

さいたん 1985KEYES/CBL-330/375 1999LEMPERTZ780-359/143

... 2013Forrer:Surimono-495

... 2013Forrer:Surimono-496

えほうより… 1995MIRVISS/FLW-263/266

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

おおはらの… 1995MIRVISS/FLW-262/266

さおひめの… 1995MIRVISS/FLW+fr10

さおひめも… 1995MIRVISS/FLW-264/267

にしきつむ… 1995MIRVISS/FLW-261/266

ふかがわの… 1995MIRVISS/FLW-056/177

3 1984EXNER/Surimono**/133

… 1997千葉市美／粋人...000/f8

… 1997千葉市美／粋人...296d/144

... 2013Forrer:Surimono-494

… 1970Schack/Surimono-140

えんば 2013Forrer:Surimono-493

おさまれる… 1970Schack/Surimono-141

かににおう… 1995MIRVISS/FLW-055/175

ふじはるる… 2000Rijksm/poetry...fig.39

あおやぎの… 1982JUM

やさしくも… 1970meisner/surimono05

2016JUM目録

2016JUM目録

00 1985KEYES/CBL-312/357

04 1985KEYES/CBL-315/360

14 1985KEYES/CBL-316/361

54 1995Mirviss+Carp/FLW053/171

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

うみほうづき... 2013Forrer:Surimono-227

やまぶきの… 1995MIRVISS/FLW-051/166

やまぶきの… 1995Mirviss+Carp/FLW051/167

無内題 2013Forrer:Surimono-223

しほうはい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_384-263

うめざわの… 1979BOWIE/Surimono 001／009（雁註）扇に「□連」

1 1985KEYES/CBL-317/362

こいはなくて… 1985KEYES/CBL-324/366

やまのはに… 1985KEYES/CBL-325/367

はるなつの… 1985KEYES/CBL-323/366



こうもうどうばんが 1997千葉市美／粋人...107/067

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

とうろうは… 1997千葉市美／粋人...079/057

54 1995MIRVISS/FLW-053/171

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

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

しゃくはち… 1970Schack/Surimono-034

しゃくはち… 1997千葉市美／粋人...090/059

しかのうらと…　さざなみや…1970meisner/surimono08

たいしょう… 1997千葉市美／粋人...101/065

わかき… 1997千葉市美／粋人...100/065

たかさごの… 1995MIRVISS/FLW-050/165

たかさごの… 1995Mirviss+Carp/FLW050/165

みどりなす… 1985KEYES/CBL-314/359

もうせんの… 1997千葉市美／粋人...029/035

1 1985KEYES/CBL-319/364 （KEYES）全7枚

2 1985KEYES/CBL-320/364

5 1985KEYES/CBL-321/365

7 1985KEYES/CBL-322/365

はるかぜの… 1985KEYES/CBL-313/358

いくひとの… 1970Schack/Surimono-038

むめがえを… 1970Schack/Surimono-039

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

うぐいすの… 1997千葉市美／粋人...298c/145

うぐいすの… 2016SKG

さまざまの... 2013Forrer:Surimono-224

さまざまの… 1985KEYES/CBL-318/344

さまざまの… 1985KEYES/CBL-318/363 （KEYES）全6枚。3枚は鳥、3枚は花。	

さまざまの… 1997千葉市美／粋人...055/046

さまざまの…　 2000Rijksm/poetry...016/033

はつそらや… 1997千葉市美／粋人...054/046

はるのひを… 1997千葉市美／粋人...056/046

めきめきと… 1997千葉市美／粋人...057/047

難読 1995MIRVISS/FLW+f+

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

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_385-265

はるがすみ… 1995MIRVISS/FLW-052/169

あしひきの... 2013Forrer:Surimono-226

あしびきの… 2000G.DHaag/Theear088/129

はるがすみ… 1995Mirviss+Carp/FLW052/169

さくはなの… 1979BOWIE/Surimono 072／121



むめさいて… 1979BOWIE/Surimono 027／059

せんきんの… 1995MIRVISS/FLW-241/259（雁註）尚左堂俊満の賛もある。

すいものの... 2013Forrer:Surimono-225

すいものの... 2013Forrer:Surimono-225a

のどかさに… 1985KEYES/CBL-311/356

やまざとは… 1979BOWIE/Surimono 025／057

ごかれいの… 1985KEYES/CBL+f13/34

ごかれいの… 1995Mirviss+Carp/FLW013/034

かいいさわ 2013Forrer:Surimono-080

すみのえの… 2000Rijksm/poetry...fig.40

せんきんの… 1995Mirviss+Carp/FLW241/259

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

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

どうぐや 1997千葉市美／粋人...123/073

どうぐや 2000Rijksm/poetry...047/086

どうぐや 2013Forrer:Surimono-081

くろふねちゅううえもん 1997千葉市美／粋人...089/061

なごやさんざ 1997千葉市美／粋人...088/061

ばんずいいんちょうべい 1997千葉市美／粋人...085/060

むめのよしべい 1997千葉市美／粋人...086/060

よろづやすけろく 1997千葉市美／粋人...087/061

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

おぼろづき… 1979BOWIE/Surimono 052／092

はつがすみ… 1995MIRVISS/FLW-256/264

はるさめを… 1995MIRVISS/FLW-257/264

き 1997千葉市美／粋人...121/072

しおりどは… 1995MIRVISS/FLW-251/262

うぐいすの… 1995MIRVISS/FLW-253/263

うぐいすの… 1995Mirviss+Carp/FLW255/263

くずのふえ… 1985KEYES/CBL-308/354

くずのふえ… 1995Mirviss+Carp/FLW255/263

くにえのふえ… 1995MIRVISS/FLW-254/263

さげさせた… 1995MIRVISS/FLW-252/262

のりそめの… 1995MIRVISS/FLW-255/263

のりぞめの… 1979Forrer/Egoyo.&S-031/122

のりぞめの… 1995Mirviss+Carp/FLW255/263

のりぞめの… 2000G.DHaag/Theear017/064

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。

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

難読 2013Forrer:Surimono-075

かみがきの… 1979BOWIE/Surimono 026／058



難読 2013Forrer:Surimono-068

ふき... 2013Forrer:Surimono-062

無内題 2013Forrer:Surimono-067

かぜ... 2013Forrer:Surimono-061

難読 1995Mirviss+Carp/FLW251/262

無内題 2013Forrer:Surimono-066

あづまえを… 1985KEYES/CBL+f02/16

なれてすむ... 2013Forrer:Surimono-071

ゆきふれば… 2000Rijksm/poetry...009/024

みなよって... 2013Forrer:Surimono-079

しょうがつや… 1985KEYES/CBL-310/356

無内題 2000Rijksm/poetry...037/067

難読	 2013Forrer:Surimono-076

あやしゅうも… 1985KEYES/CBL-306/353

そうあんに... 2013Forrer:Surimono-070

さげさせた… 1995Mirviss+Carp/FLW252/262

はるごとに... 2013Forrer:Surimono-064

はなをまつ... 2013Forrer:Surimono-078

はなをまつ… 2000Rijksm/poetry...048/087

無内題 2013Forrer:Surimono-082

のあそびや… 1995MIRVISS/FLW-258/264

難読 1995Mirviss+Carp/FLW258/264

うすいすも… 1985KEYES/CBL-309/355

ひさかたの… 1985KEYES/CBL-307/354

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

… 1995MIRVISS/FLW-250/262

せちのぜん… 1995Mirviss+Carp/FLW242/259

こしのものみよう 1995MIRVISS/FLW-244/260

せちのぜん… 1995MIRVISS/FLW-242/259

ながえのもちよう 1995MIRVISS/FLW-245/260

なかのちょうにきゃくをむかうすがた1995MIRVISS/FLW-246/260

はまゆみいだすてい 1995MIRVISS/FLW-243/259

ぎおん… 1995MIRVISS/FLW-240/258

難読 1995Mirviss+Carp/FLW240/258

難読 1995Mirviss+Carp/FLW250/262

難読 2000Rijksm/poetry...006/022

… 2000G.DHaag/Theear026/072

かとうきよまさ 1995MIRVISS/FLW-247/261（CARPENTER註）全7点あるが、掲載は3点。

かとうよしあき 1995MIRVISS/FLW-248/261

はるはなお… 1995MIRVISS/FLW+fr11

ひらのながやす 1995MIRVISS/FLW-249/261



さんとう… 1995MIRVISS/FLW-048/161

さんとう… 1995Mirviss+Carp/FLW048/161

じゃのめずし 1995Mirviss+Carp/FLW011/056

じゅうんりゅうこうそんしょう 1995MIRVISS/FLW-049/163

じゅうんりゅうこうそんしょう 1995Mirviss+Carp/FLW049/163

難読 2013Forrer:Surimono-083

そうあんに... 2013Forrer:Surimono-069

すみのえの... 2013Forrer:Surimono-072

難読 2013Forrer:Surimono-063

二、四、七、九、十一、十二 1995MIRVISS/FLW-239/258

難読 1995Mirviss+Carp/FLW239/258

無内題 2013Forrer:Surimono-065a

1985KEYES/CBL+f11/32 （Keyes）1788-1、3、5、8、10、12

無内題 2000Rijksm/poetry...017/038

無内題 2013Forrer:Surimono-f.1	

（鴬の鳴き初め） 1995Mirviss+Carp/FLW025/439

（寿老人、福禄寿の碁） 1995Mirviss+Carp/FLW002/439

さいくはじめ 1995Mirviss+Carp/FLW017/444

ふねのりぞめ 1995Mirviss+Carp/FLW028/244

（三美人、新春の奉書摺物を見る）1995Mirviss+Carp/FLW002/016

はるあそび… 1985KEYES/CBL+f07/26

きのながひこ… 2000Rijksm/poetry...fig.09

（農夫、農婦、小橋を渡る） 1995Mirviss+Carp/FLW008/437

（万歳、婦人、子供） 1985KEYES/CBL-380/422

（万歳、婦人、子供） 1995Mirviss+Carp/FLW012/439

無内題 1985KEYES/CBL-382-8/437

無内題 1985KEYES/CBL-383-12/439

無内題 1985KEYES/CBL-383-25/439

さいくはじめ 1985KEYES/CBL-386-17/444

ふねのりぞめ 1985KEYES/CBL-386-28/444

このはるは… 1997千葉市美／粋人...108/067

うちみれば… 2000Rijksm/poetry...092/154

いつまでも… 1979Forrer/Egoyo.&S-026/117

のどかさに… 1997千葉市美／粋人...280/138

はるのひの… 1979BOWIE/Surimono 015／041

あたらしく… 1985KEYES/CBL-299/344

あたらしく… 1985KEYES/CBL-305/352

がんじつや… 1997千葉市美／粋人...015/031

（三宝の海老、盃、福寿草の鉢植）1970Schack/Surimono-032

さくらばな… 1979Forrer/Egoyo.&S-027/118

無内題じゅうごや 1985KEYES/CBL-304/351



よしあしの… 1979BOWIE/Surimono 041／079

おめでたや… 1997千葉市美／粋人...118/071

おおいそは… 1979BOWIE/Surimono 040／076

くうつみの… 1979BOWIE/Surimono 042／080

しょうがつは… 1979BOWIE/Surimono 002／011

うめひとえ　ふたえ… 2000Rijksm/poetry...018/039

無内題 1985KEYES/CBL-383-02/439

あけてけさ… 1995Mirviss+Carp/FLW012/087

（万歳、婦人、子供） 1995Mirviss+Carp/FLW382/422

かけものかけるてい　はるさめの…1995MIRVISS/FLW-295/277（雁註）散らし書き一筆

やさしうも… 1997千葉市美／粋人...025/034

2016JUM目録

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

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

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

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_102-2

うめ（むめ）のやど... 2013Forrer:Surimono-077

とそあけて... 2013Forrer:Surimono-074

かみしものだしよう 2013Forrer:Surimono-073

... 2013Forrer:Surimono-084

うめのやど… 2000Rijksm/poetry...fig.12

2016JUM目録

2000Rijksm/poetry...fig.23

2016JUM目録

きょうは… 1985KEYES/CBL-383-17/439

こうばいの… 1985KEYES/CBL-386-02/443

2013Forrer:Surimono-387

… 1970Schack/Surimono-195

2013Forrer:Surimono-172

こうばいや… 1982JUM

ひとまねも… 1995MIRVISS/FLW-217/250

無内題 1931浮世絵大成9-260

無内題 1989秘蔵08-255

えだぞふす… 1985KEYES/CBL-303/349

3 1985KEYES/CBL-288/336

ほたる　… 2000G.DHaag/Theear013/061

あお 1985KEYES/CBL-299/346

あおがい 1995MIRVISS/FLW-237/257

あか 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_379-256

あかえ 1985KEYES/CBL-302/348

あかえなんきん 2000太田／文化文政摺物027/075



き 1985KEYES/CBL-298/343

き 1985KEYES/CBL-298/346

き 1995MIRVISS/FLW-236/257

しろ 1995MIRVISS/FLW-043/151

しんとうしろへび 1982JUM

しんとうはくじゃ 1985KEYES/CBL-301/348

こうみょう（こう）ごう 2013Forrer:Surimono-359

こうみょうきさき 1982JUM

こうみょうごう 1982Rijksmuseum/JP3-106/065

こうみょうごう 1995MIRVISS/FLW-238/258

そとおりひめ 1985KEYES/CBL-300/347

りんねいじょ 1995MIRVISS/FLW-044/153

うたかるたやう 1982JUM

たからぶねきはん 2013Forrer:Surimono-356

てまりしゅうげつ 1982JUM

ひがしやまかぶら 1985KEYES/CBL-284/316

ひがしやまかぶら 2000Rijksm/poetry...036/066

とらがいしのかきぞめ 1995MIRVISS/FLW-040/145

とらのまき 1995MIRVISS/FLW-042/149

とらまえてさけのましょ 1995MIRVISS/FLW-041/147

きじくろ 1997千葉市美／粋人...184/099

しょうじょう 1982Rijksmuseum/JP3-109/066（Rappard-Boon）	1左　辰齋　（酒器）	2右　國貞　（二太夫は碁）	2左　辰齋　（二太夫と柳のペ−ジ）	3左　辰齋　（美人、猫）	4右　國貞　（凧）	5右　國貞　（三味線の稽古）	6左　國貞　（屏風の貴族）	*　　北溪　3枚続　（闘鶏、女審判）

しょうじょう 1990秘蔵浮世絵大観13-059/***

しょうじょう 2013Forrer:Surimono-364

しょうじょう 1970Schack/Surimono-120

しょうじょう　 1982JUM

はるさめの… 1982JUM

ゆいのうの… 1982JUM

ぎょくとう 1985KEYES/CBL-292/325

ぎょくとう 1985KEYES/CBL-292/338

しょうぐ 1985KEYES/CBL-294/340

たまてばこ 1982JUM

まんじゅ 1985KEYES/CBL-293/339

難読	 1982JUM

あけてけさ... 1979BOWIE/Surimono 029／062

いしやまや… 1995MIRVISS/FLW-229/255

おきなあがる… 1982JUM

おきものの… 1985KEYES/CBL-283/332

かすみまで… 1995MIRVISS/FLW-220/251

けんざけを… 1995MIRVISS/FLW-231/255

ことほぎて… 1985KEYES/CBL-289/325



ことほぎて… 1985KEYES/CBL-289/336

このはるは… 1997千葉市美／粋人...165/091

さおひめの… 1985KEYES/CBL-285/334

さおひめの… 2000G.DHaag/Theear012/060

しきね… 1979Forrer/Egoyo.&S-035/126

しょうがつの… 1995MIRVISS/FLW-047/159

すてるほど… 1995MIRVISS/FLW-230/255

せいようは… 1997千葉市美／粋人...296g/144

せんきんの… 1982Rijksmuseum/JP3-103/064

せんきんの… 2000Rijksm/poetry...fig.03

たごのうら… 2000太田／文化文政摺物026/075

とそざけを… 1995MIRVISS/FLW-234/256

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

とらはせんりの… 2000太田／文化文政摺物025/073

とらまえてさけのましょう 1995MIRVISS/FLW+f

にっこうの… 1985KEYES/CBL-280/330

にっこうの… 2000G.DHaag/Theear021/067

ぬばたまの… 1995MIRVISS/FLW-046/157

はつはるは… 1995MIRVISS/FLW-045/155

はなにかに… 1995MIRVISS/FLW-232/256

はるがすみ… 1979BOWIE/Surimono 028／061

はるがすみ… 1985KEYES/CBL-295/341

はるがすみ… 1995MIRVISS/FLW-216/250

はるがすみ… 1995MIRVISS/FLW-216/250

はるかぜに… 1985KEYES/CBL-281/330

はるかぜの… 1982JUM

はるさめの… 1995MIRVISS/FLW-235/257

ふたちゃわん… 1995MIRVISS/FLW-233/256

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

まきものの… 1985KEYES/CBL-286/334

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

むつまじく… 1997千葉市美／粋人...296c/144

むめがかと… 1985KEYES/CBL-287/335

やぐらもとの… 1982JUM

ややはるの… 1985KEYES/CBL-296/326

ややはるの… 1985KEYES/CBL-296/342

難読 1982JUM

難読 1982Rijksmuseum/JP3-104/064

難読 1982Rijksmuseum/JP3-105/064

難読 1982Rijksmuseum/JP3-107/065

難読 1997千葉市美／粋人...296b/144



難読 2000G.DHaag/Theear019/065

無内題えま 1982JUM

無内題おはらめ 1995MIRVISS/FLW-232-256

無内題こうろ 2013Forrer:Surimono-361

無内題さかづき 2013Forrer:Surimono-358

無内題しちふくじんしなじな 2000G.DHaag/Theear076/117

無内題たい 2013Forrer:Surimono-362

無内題ちりめん 2013Forrer:Surimono-360

無内題とりかぶと 2013Forrer:Surimono-363

無内題なでうし 2013Forrer:Surimono-355

無内題はごいた 1963東京国立博物館3-3918

無内題びょうぶ 1995MIRVISS/FLW-287/335

ねんねんや… 1982JUM

1 1913V&I/EJ5-259

1 1931浮世絵大成9-020

難読 1913V&I/EJ5-359/112

7 1995MIRVISS/FLW-039/143

ごじょうはし 1982JUM

うみのみち… 1985KEYES/CBL-319/345

たけのなかのあめ 1995MIRVISS/FLW-228/254

無内題 2013Forrer:Surimono-149

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_082-14

いたやがい 2013Forrer:Surimono-160

うらうつがい 2013Forrer:Surimono-156

きぬたがい 2013Forrer:Surimono-159

きぬたがい 2013Forrer:Surimono-159a

さざえ 1982JUM

さざえ 2013Forrer:Surimono-157

しおがい 1982JUM

ちぐさかい 1982JUM

にしきがい 1970meisner/surimono29

にしきがい 1982Rijksmuseum/JP3-093/060

にしきがい 1985KEYES/CBL-274/323

にしきがい 2013Forrer:Surimono-155

まくらがい 1982JUM

ますおがい 2000Rijksm/poetry...066/114

ますおがい 2013Forrer:Surimono-154

ますほがい 1970meisner/surimono30

みなしがい 1985KEYES/CBL-275/324

みなしがい 1997千葉市美／粋人...119/072

むらさきがい 2013Forrer:Surimono-158



4 2000G.DHaag/Theear059/101

もんからかみ 1989秘蔵浮世絵大観8-256

ゑしきし 2013Forrer:Surimono-146

わかくさの… 1985KEYES/CBL-276/327

からかみを… 1982JUM

とそじゃく... 2013Forrer:Surimono-147

え 1982JUM

まつかぜの… 1995MIRVISS/FLW-224/253

なよやかな… 1989秘蔵浮世絵大観8-254

こうきき 1982JUM

いまどのとり 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_373-250

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

とさぶしの… 1985KEYES/CBL-278/328

ななくさの… 1913V&I/EJ5-357/112

ななくさの… 1982Rijksmuseum/JP3-095/062

となりから… 1982JUM

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

おりいのさと 1995MIRVISS/FLW-213/249

すみよし 1982JUM

まいこのはま 1995MIRVISS/FLW-212/248

さおひめの… 1989秘蔵浮世絵大観8-246

せんきんの… 1989秘蔵浮世絵大観8-245

たおやめの… 1995MIRVISS/FLW-226/254

… 2000Rijksm/poetry...fig.27

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_372-247

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_372-248

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_372-249

あけわたる 1995MIRVISS/FLW+f08

あけわたる... 2013Forrer:Surimono-153

あけわたる… 1995MIRVISS/FLW-219/251

あけわたる… 2000Rijksm/poetry...058/103

あたらしき… 1995MIRVISS/FLW-223/253

あらたまの… 1982JUM

いにひたす 1995MIRVISS/FLW-221/252

いまめける… 1982JUM

うちでの... 2013Forrer:Surimono-151

うめ（むめ）のはな... 2013Forrer:Surimono-143

うめさいて… 1995MIRVISS/FLW-227/254

うめの… 1995MIRVISS/FLW-215/249

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

…かみに… 1982JUM



きらきらと… 1985KEYES/CBL-282/316

きらきらと… 1985KEYES/CBL-282/331

きんとうに... 2013Forrer:Surimono-142

けんすもう 1989秘蔵浮世絵大観8-258

こいずみの... 2013Forrer:Surimono-168

こうしんの… 1982Rijksmuseum/JP3-090/060

こよみには… 1982JUM

さおひめの... 2013Forrer:Surimono-145

さくはなの… 1997千葉市美／粋人...294/143

せんにんに... 2013Forrer:Surimono-150

せんにんに… 1982Rijksmuseum/JP3-091/060

そでがきの… 1995MIRVISS/FLW-218/251

だいしょうに… 1988秘蔵11-053

だいしょうに… 1988秘蔵11-053

たちならぶ… 1995MIRVISS/FLW-214/249

ななくさを… 1913V&I/EJ5-357

ななくさを… 1931浮世絵大成9-262

ななくさを… 1982Rijksmuseum/JP3-095/055

ねぎのあわゆき 2013Forrer:Surimono-167

はつはるの... 2013Forrer:Surimono-152

はつはるの… 1982Rijksmuseum/JP3-096/062

はるかぜ… 1995MIRVISS/FLW-225/253

ひゃくやくの… 1982JUM

ふくじんの… 1982JUM

ふくじんの… 1982JUM

ふくはうちえいれて… 1999JUM3/4-16

ふくはうちへ…　 1982JUM

ふたものの… 1982JUM

まつかぜの… 1931浮世絵大成9-216

みさかなも… 1982JUM

みずくぐる… 1982JUM

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

がく 2000G.DHaag/Theear009/058

しゃ 1982JUM

はるごま 2013Forrer:Surimono-165

うめがかの… 1995MIRVISS/FLW-222/252

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

かしふくろ… 1989秘蔵浮世絵大観8-249

だいこくへ… 1989秘蔵浮世絵大観8-248

とそのさけ... 2013Forrer:Surimono-164

はつとらを… 1989秘蔵浮世絵大観8-252



はるかぜの… 1989秘蔵浮世絵大観8-250

ふくとくも… 1989秘蔵浮世絵大観8-251

しかよりも… 1989秘蔵浮世絵大観8-247

いただきし… 2000太田／文化文政摺物024/073

さとかおる… 1982JUM

しょうがつ... 2013Forrer:Surimono-140

... 2013Forrer:Surimono-144

としだまの… 1985KEYES/CBL-277/327 鈍々亭和樽（太鼓）

はるかぜの... 2013Forrer:Surimono-141

ひきのばすように… 2000Rijksm/poetry...011/025

難読 2013Forrer:Surimono-166

無内題 1995MIRVISS/FLW+f07

1988秘蔵浮世絵大観4-151/202

… 1979Forrer/Egoyo.&S-028/119

… 1979Forrer/Egoyo.&S-033/124

… 1982Rijksmuseum/JP3-108/065

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。

すりものこうえきづ 1979BOWIE/Surimono 010／028（雁註）「讀初ノ摺物職人株、金粉銀泥画若珠、交易先終披講頃、■尻欲北遠方徒。芝乃屋主人」■=寒の下を衣

まずひらく… 1982JUM

ざしき 2000Rijksm/poetry...fig.15

ふるきなに… 1997千葉市美／粋人...063/049

… 1995MIRVISS/FLW-212/248

おおぶねの… 1997千葉市美／粋人...073/054

こいずみの... 2013Forrer:Surimono-169

ばんぐみ 1985KEYES/CBL-279/329 番組	翁艸　戀種蒔	四季山姥	京鹿子娘道成寺	釣狐春乱菊	相生獅子	千鶴萬亀

ばんぐみ 1985KEYES/CBL-279/329

1995MIRVISS/FLW-221/252

うぐいすは… 1982JUM

さほひめの… 2000Rijksm/poetry...085/147

ひがしやまかぶら 1984EXNER/Surimono**/071

ひがしやまかぶら 1985KEYES/CBL-284/333

しょうじょう 1999JUM3/4-15

2013Forrer:Surimono-365a

2013Forrer:Surimono-365b

2013Forrer:Surimono-365c

2013Forrer:Surimono-365d

2013Forrer:Surimono-365e

2013Forrer:Surimono-365f

くろつちやま?	 1985KEYES/CBL-291/338

こいやま?	 1985KEYES/CBL-290/337

このはるは… 1982JUM



もものまゆ… 1982Rijksmuseum/JP3-099/062

難読ほうらい 1997千葉市美／粋人...272/134（雁註）屏風は六曲一双。12扇。（浅野）柳齋工房の作品は文政2-3に集中。

無内題たばこいれ 2013Forrer:Surimono-357

あすはとく… 1982JUM

ひとやすみ… 1982JUM

たおりつる… 1997千葉市美／粋人...179/097

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

2013Forrer:Surimono-170

2013Forrer:Surimono-171

ついとう 1997千葉市美／粋人...307/151

2016JUM目録

2016JUM目録

きょう… 1985KEYES/CBL-403/424

みなるかね… 1985KEYES/CBL-216/250

1997千葉市美／粋人...004/027

ひとくちに… 1997千葉市美／粋人...048/043

… 1985KEYES/CBL-407/503

1984EXNER/Surimono**/137

ななくさを… 1985KEYES/CBL-408/504

1970Schack/Surimono-229b

無内題 1985KEYES/CBL-409/504

1970Schack/Surimono-236a

無内題 1997千葉市美／粋人...308a/152

無内題 1997千葉市美／粋人...308b/152

ゆき 1985KEYES/CBL-400-2/460

かえいとり… 1985KEYES/CBL+f08/27

… 1970Schack/Surimono-199

… 1997千葉市美／粋人...275/136

2016JUM目録

2016JUM目録

... 2013Forrer:Surimono-049

... 2013Forrer:Surimono-050

,,, 2013Forrer:Surimono-052

2013Forrer:Surimono-053

... 2013Forrer:Surimono-054

... 2013Forrer:Surimono-058

... 2013Forrer:Surimono-059

おそし... 2013Forrer:Surimono-051

おもしろ... 2013Forrer:Surimono-060

さ... 2013Forrer:Surimono-055

さ... 2013Forrer:Surimono-056



ななくさ... 2013Forrer:Surimono-057

... 2013Forrer:Surimono-048

2016JUM目録

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

かずかずの… 1985KEYES/CBL-261/307

う... 2016JUM目録

おやおや… 1995MIRVISS/FLW-271/269

男3 1985KEYES/CBL+f09/30

男3 1985KEYES/CBL+f10/31

無内題 1970Schack/Surimono-053

女1男2 1985KEYES/CBL-174/207

1970Schack/Surimono-055

はるきぬと… 1995MIRVISS/FLW-057/179

… 1979BOWIE/Surimono 020／050

えぼしおり 2013Forrer:Surimono-117

だいく 1995MIRVISS/FLW-274/270

ひきものし 2013Forrer:Surimono-116

ふでし 2013Forrer:Surimono-118

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

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

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

... 2013Forrer:Surimono-089

あらたまの... 2013Forrer:Surimono-094

あらたまの... 2013Forrer:Surimono-094a

うぐいすのこえ... 2013Forrer:Surimono-093

... 2013Forrer:Surimono-090

あんのへいべい 1995MIRVISS/FLW-160/230

ごくいんせんうえもん 1995MIRVISS/FLW-161/230

ほてい… 1995MIRVISS/FLW-159/229

むらさきの… 1995MIRVISS/FLW-162/230

むつまじく... 2013Forrer:Surimono-095

ほうらいの… 1995MIRVISS/FLW-272/269

無内題 1995MIRVISS/FLW-155/228

むめのはな… 1995MIRVISS/FLW-158/229

... 2013Forrer:Surimono-091

としだまも… 2000Rijksm/poetry...fig.18

ななくさの... 2013Forrer:Surimono-088



ななくさの… 1985KEYES/CBL-332/380

… 1979Forrer/Egoyo.&S-023/114

こぞのとし… 1979Forrer/Egoyo.&S-022/113

あけてけさ… 1995MIRVISS/FLW-152/227

ちから… 1995MIRVISS/FLW-278/271

まんざいの… 1979Forrer/Egoyo.&S-024/115

うぐいすの… 1995MIRVISS/FLW-273/269

無内題 1995MIRVISS/FLW+fr09

にすん… 1995MIRVISS/FLW-150/226

無内題 1995MIRVISS/FLW-154/228

無内題 1995MIRVISS/FLW-157/229

… 1979BOWIE/Surimono 019／049

… 1985KEYES/CBL-166/198

無内題 1995MIRVISS/FLW-153/227

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

無内題 1995MIRVISS/FLW-156/228

おいばねに… 1995MIRVISS/FLW-149/226

... 2013Forrer:Surimono-086

はながさく… 1995MIRVISS/FLW-151/227

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。

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

こめそうば… 2000Rijksm/poetry...fig.14

無内題 1985KEYES/CBL-385-26/442

がんちょうや… 1979BOWIE/Surimono 033／066

ほととぎす… 1985KEYES/CBL-170/207

いろもかも… 1997千葉市美／粋人...019/032

無内題 1997千葉市美／粋人...019/032

ゆうりょうの… 1997千葉市美／粋人...020/032

無内題 1997千葉市美／粋人...020/032

よろこびを… 1997千葉市美／粋人...170/093

無内題 1997千葉市美／粋人...170/093

... 2013Forrer:Surimono-087

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_037-1

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

ういざん 2013Forrer:Surimono-119

みやまいり 2013Forrer:Surimono-120

ひととせの... 2013Forrer:Surimono-121

にしきまる 1985KEYES/CBL-333/381

こぞつみし… 1985KEYES/CBL-331/377 琳齋宗二　1797	百琳宗理　1799-1800	俵屋宗理　1799-1801	菱川宗理　1803-1809

ことし 1997千葉市美／粋人...157/087



ことし 1997千葉市美／粋人...157/087（雁註）摺物の版木を利用して狂歌絵本職人鑑を製作（1803刊）。

すずりほり 1997千葉市美／粋人...156/087

すずりほり 1997千葉市美／粋人...156/087

9 1995MIRVISS/FLW-275/270

こぞつみし… 1985KEYES/CBL-331/379 扇に三巴→四方連？

こぞつみし… 1995MIRVISS/FLW-277/271

けんぶつの… 1995MIRVISS/FLW-276/270

すずりし　かさはり 1985KEYES/CBL-392-12/452

ふでし　おはらめ 1985KEYES/CBL-392-19/452

わかけ　にんぎょうし 1985KEYES/CBL-392-11/452

… 1997千葉市美／粋人...155/086

ふでし　… 1997千葉市美／粋人...155/086（雁註）俵屋宗理1、北齋宗理2、菱川宗理3

しろざけ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_395-275

あさがすみ… 1985KEYES/CBL-390-06/449

くもおこす… 1985KEYES/CBL-250/290

くもおこす… 1997千葉市美／粋人...196/104

無内題 2013Forrer:Surimono-476

無内題 2013Forrer:Surimono-474

... 2013Forrer:Surimono-178

うぐいすの… 1995MIRVISS/FLW-279/271

2010JUM3-175

2010JUM4-60

きのうまで… 2000Rijksm/poetry...054/096

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

えんば... 2013Forrer:Surimono-228

えんば... 2013Forrer:Surimono-228a

…おもく　にごりて… 2000G.DHaag/Theear054/098

2013Forrer:Surimono-383

しゃみせん… 1985KEYES/CBL-339/386

2013Forrer:Surimono-382

2013Forrer:Surimono-384

2013Forrer:Surimono-385

うきたちて… 1985KEYES/CBL-337/385

うきたちて… 1997千葉市美／粋人...178/096

うぐいす… 1985KEYES/CBL-338/386

うめがかの… 1985KEYES/CBL-334/383

はつゆめ… 1985KEYES/CBL-336/385

わかくさや… 2000Rijksm/poetry...026/052

さくらさく… 1985KEYES/CBL-335/384

さくらさく… 1985KEYES/CBL-335/395

... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_397-277



... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_398-278

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

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

ひさかたの... 2016JUM目録

しばえびや… 1997千葉市美／粋人...051/044

ほうらいに… 1979BOWIE/Surimono 007／021

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_101-1

無内題 1970Schack/Surimono-018

… 1997千葉市美／粋人...296e/144

くちなわのまき 1997千葉市美／粋人...102/065

きとく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_124-1

さんじゅ...ぢんらく 2013Forrer:Surimono-468

2016JUM目録

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

たきどののはな 1997千葉市美／粋人...304a/151

1997千葉市美／粋人...303a/150

2014ndl 

1997千葉市美／粋人...182/098栄之1756-1829	紅翠齋1739-1820

おのがよは… 1997千葉市美／粋人...193/103

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

ありがたや… 1997千葉市美／粋人...027/035

しがみねおときち 1997千葉市美／粋人...141/082

しがみねおときち 1997千葉市美／粋人...142/082（雁註）初版は3首、二版は4首。

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

つれづれに... 2013Forrer:Surimono-189

めでたきもの 2013Forrer:Surimono-265

さくむめは... 2013Forrer:Surimono-266

… 1970Schack/Surimono-130

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

すきにして… 1985KEYES/CBL-164/191

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

… 1995MIRVISS/FLW-148/226

… 1970meisner/surimono33

うめがかや… 1997千葉市美／粋人...022/033

あさがおや… 1997千葉市美／粋人...132/077

くさぐさの… 1997千葉市美／粋人...023/033

もったいない… 1997千葉市美／粋人...024/034

もったいない… 1997千葉市美／粋人...024/034

無内題 2013Forrer:Surimono-466

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

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



みのはる… 1995MIRVISS/FLW-282/272

やまぞめの… 1997千葉市美／粋人...189/101

かきぞめに… 1995MIRVISS/FLW-281/272

... 2013Forrer:Surimono-188

...もろこしふねも... 2013Forrer:Surimono-187

無内題 1970Schack/Surimono-017

みずのうえ… 1985KEYES/CBL-001/044

みずのうえ… 1985KEYES/CBL-001/051

女2男1 1985KEYES/CBL-340/388

2016JUM目録

無内題 1985KEYES/CBL-382-6/437

無内題 1985KEYES/CBL-383-07/439

無内題 1985KEYES/CBL-386-07/443

無内題 1985KEYES/CBL-386-22/444

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_399-279

1900（1986）漆山／絵本年表・下

あさひ 1985KEYES/CBL-388/446

女1 1985KEYES/CBL-347/398

… 1997千葉市美／粋人...293/143

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

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

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

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

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

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_406-286

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

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

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

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_089-5

ともえ 2013Forrer:Surimono-517a

よしなか 2013Forrer:Surimono-517b

せんきんを… 1970Schack/Surimono-156

きしにうつ… 1985KEYES/CBL-348/400

きやきやの… 1997千葉市美／粋人...091/059

めでたいと… 1997千葉市美／粋人...000/f1

たこのいと… 2000Rijksm/poetry...076/135

ごひいきの… 1997千葉市美／粋人...075/055

… 1970Schack/Surimono-155

... 2013Forrer:Surimono-515

せんきんを… 1997千葉市美／粋人...177/096



... 2013Forrer:Surimono-047

... 2013Forrer:Surimono-516

女2男1 1995MIRVISS/FLW-059/190

… 1970Schack/Surimono-154

1 2013Forrer:Surimono-518

2 2013Forrer:Surimono-519

2 2013Forrer:Surimono-519a

3 2013Forrer:Surimono-520

4 2013Forrer:Surimono-521

5 2013Forrer:Surimono-522

6 2000Rijksm/poetry...077/136

6 2013Forrer:Surimono-523

7 2000Rijksm/poetry...078/137

7 2013Forrer:Surimono-524

えんぽうの… 1997千葉市美／粋人...151/085

せつぶんの… 1997千葉市美／粋人...152/085（雁註）二版は狂歌を替えている。「故」豊國筆の故を削除、外題下の「極／七代目三升」を削除。

きりなくて… 1997千葉市美／粋人...120/072

しばらくは… 1970meisner/surimono12

… 1997千葉市美／粋人...268/131

2013Forrer:Surimono-044

… 1979Forrer/Egoyo.&S-049/140

無内題 1995MIRVISS/FLW+f02

... 2013Forrer:Surimono-046

1 1995MIRVISS/FLW-058-01/187

10 1995MIRVISS/FLW-058-10/184

11 1995MIRVISS/FLW-058-11/186

12 1995MIRVISS/FLW-058-12/186

2 1995MIRVISS/FLW-058-02/187

3 1995MIRVISS/FLW-058-03/181

4 1995MIRVISS/FLW-058-04/186

5 1995MIRVISS/FLW-058-05/183

6 1995MIRVISS/FLW-058-06/184

7 1995MIRVISS/FLW-058-07/187

8 1995MIRVISS/FLW-058-08/187

9 1995MIRVISS/FLW-058-09/187

… 1995MIRVISS/FLW-284/273

よものはる　… 1970meisner/surimono11

きや... 2013Forrer:Surimono-045

きや… 2000Rijksm/poetry...045/084

いろもよき… 1995MIRVISS/FLW-286/274

おやだまの… 1979BOWIE/Surimono 087／143



おやだまの… 1979BOWIE/Surimono 087／143

はつがすみ… 1979BOWIE/Surimono 089／147

むらさきの… 1995MIRVISS/FLW-285/274（雁註）大斧

1997千葉市美／粋人...187/100

… 1997千葉市美／粋人...039/039

ときむねは… 1997千葉市美／粋人...064/049（浅野）國満が写しておいた…

… 1979BOWIE/Surimono 059／105（雁註）故豊国（とよくに1）とあり、本図を模刻した絵師は豊國2（とよくに2）である。

はくえんの… 1979BOWIE/Surimono 060／107

おやほどに 1979BOWIE/Surimono 061／108

とおからん… 1979BOWIE/Surimono 062／109

かつしかや… 1979BOWIE/Surimono 063／110

すぢくまは… 1979BOWIE/Surimono 064／111

... 2013Forrer:Surimono-526

... 2013Forrer:Surimono-527

2 1979Forrer/Egoyo.&S-036/127

いえほりの… 1979BOWIE/Surimono 008／023

たのしみは… 1979BOWIE/Surimono 081／135

はるかすみ… 1979BOWIE/Surimono 065／112（雁註）枠に「五」（五側）

やねぶねは… 1979BOWIE/Surimono 083／139

おやのひかり… 1979BOWIE/Surimono 066／113

たこのいと... 2013Forrer:Surimono-525

だんじゅうろう8+9 1979BOWIE/Surimono 067／114

… 1985KEYES/CBL-341/390

無内題きんきしょが 1970Meisner/surimono07

しんよしわらのづ 2000Rijksm/poetry...fig.20

… 1979Forrer/Egoyo.&S-017/108

1997千葉市美／粋人...000/k18a（雲英）真田菊貫は第五代松代藩主の長男。

無内題 1979BOWIE/Surimono 030／063慈悲成（1761-1833）　1797-1833朝比奈摺物、豊廣1828歿後も慈悲成が5-6枚描く。

2013Forrer:Surimono-192

2013Forrer:Surimono-193

いろも… 1970Schack/Surimono-152

… 1970Schack/Surimono-150

あけそめて… 1985KEYES/CBL-344/393

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

かんたんの… 1985KEYES/CBL-345/394

はねあがる… 1985KEYES/CBL-346/394

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

… 1985KEYES/CBL-343/392

10 1995MIRVISS/FLW-283/273

… 1979BOWIE/Surimono 021／051

1997千葉市美／粋人...000/k18c（雲英）象麿（きさまろ）は真田菊貫の俳諧号。	



1997千葉市美／粋人...000/k18b（雲英）象麿（きさまろ）は真田菊貫の俳名

あけてけさ　… 1970meisner/surimono13

… 1985KEYES/CBL-342/392

まんざいの... 2013Forrer:Surimono-194

無内題 1970meisner/surimono14

無内題 2000G.DHaag/Theear029/075

2013Forrer:Surimono-191

2016JUM目録

2016JUM目録

さわらびを... 2013Forrer:Surimono-190

さわらびを… 2000Rijksm/poetry...008/024

無内題 1970Schack/Surimono-153

よみあげのづ 1979BOWIE/Surimono 009／028（雁註）判者が左右に分かれて座る。「毎年初會ノ席、短冊満文臺、扇面應人ノ望、毛氈設座開、共ニ傾嘉例盞、更ニ詠ス宿題梅、判者分前後、諸連任到來。右／席上即琴／山陽堂」

… 1995MIRVISS/FLW-287/275

やまでらの… 1985KEYES/CBL-390-07/449

無内題 1985KEYES/CBL-398-2/458

2016JUM目録

うちわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_075-3

… 1979Forrer/Egoyo.&S-004/094

... 2013Forrer:Surimono-596

2016JUM目録

こまごまと… 1985KEYES/CBL-390-14/449

2016JUM目録

無内題 1985KEYES/CBL-398/423

無内題 1985KEYES/CBL-398-6/458

無内題 1985KEYES/CBL-401/461

… 1985KEYES/CBL-102/132

あけてけさ 1995MIRVISS/FLW-012/087

… 1970meisner/surimono04

さくはなの… 1997千葉市美／粋人...115/070

むこうとおる… 1997千葉市美／粋人...018/032

れんし 2000Rijksm/poetry...002/018

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_104-4

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_104-4

無内題（見立為朝、弓） 1997千葉市美／粋人...008/028

だいすやう 1997千葉市美／粋人...010/029

そきく 2013Forrer:Surimono-001

のきにしめ... 2013Forrer:Surimono-175

のきにしめ… 1997千葉市美／粋人...026/034

… 1970Schack/Surimono-222

… 1970Schack/Surimono-223



あやめぐさ 1997千葉市美／粋人...046/042

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

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

女1 1995MIRVISS/FLW-092/206

ほしつきよ... 2013Forrer:Surimono-267

… 1979BOWIE/Surimono 079／131

まつならぬ… 1997千葉市美／粋人...077/056

… 1970Schack/Surimono-133

... 2013Forrer:Surimono-590

... 2013Forrer:Surimono-591

... 2013Forrer:Surimono-592

... 2013Forrer:Surimono-593

... 2013Forrer:Surimono-593

うっかりと… 1997千葉市美／粋人...037/038

かちいろを… 1997千葉市美／粋人...035/037

けんこうほうし 1985KEYES/CBL-103/134

さおひめの… 1979BOWIE/Surimono 023／053

のどかにぞ… 1997千葉市美／粋人...038/038

はつかごや… 1970meisner/surimono32

はなとりに… 1979BOWIE/Surimono 022／052

はるかぜの… 1984EXNER/Surimono**/025

はるかぜの… 1997千葉市美／粋人...036/038

1979Forrer/Egoyo.&S-018/109

無外題 1979Forrer/Egoyo.&S-051/142

やましろいで 2000Rijksm/poetry...fig.16

ふきこみて… 1997千葉市美／粋人...305a/152

さど… 1985KEYES/CBL-399-10b/459

… 1997千葉市美／粋人...191/102文政6未-1823	天保6未-1835

けわいして… 2000Rijksm/poetry...086/148

無内題 2013Forrer:Surimono-467

2016JUM目録

たちのぼる… 1997千葉市美／粋人...014/029

うつし… 1970Schack/Surimono-031

うしのように... 2016JUM目録

2016JUM目録

おうぎとも… 1997千葉市美／粋人...192/102

はつとりの… 1997千葉市美／粋人...195/103

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

無内題 1985KEYES/CBL-391-08/451



無内題 1985KEYES/CBL-391-18/451

無内題 1985KEYES/CBL-391-22/451

無内題 1985KEYES/CBL-391-25/451

無内題 1985KEYES/CBL-391/422

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

… 1997千葉市美／粋人...117/071

りのうち 2013Forrer:Surimono-352

無内題 2013Forrer:Surimono-353

2013Forrer:Surimono-354

… 1997千葉市美／粋人...288/141（浅野）鉄拐仙人と対になる

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

2013Forrer:Surimono-139

まつ 2013Forrer:Surimono-135

まつしま 2013Forrer:Surimono-138

じゅろう 2013Forrer:Surimono-137

だいし 2013Forrer:Surimono-136

まつしま 2000Rijksm/poetry...038/071

とさにっき 1995MIRVISS/FLW-089/205

かんう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_193-69

こうちゅう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_193-67

ちょううん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_193-68

ちょううん… 1995MIRVISS/FLW-088/205

はるきぬと 1995MIRVISS/FLW-087/205

くりかえす… 1997千葉市美／粋人...074/054（雁註）六十一齢　大茂

... 2013Forrer:Surimono-108

ねんれいや… 1979BOWIE/Surimono 035／068

... 2013Forrer:Surimono-110

無内題 1995MIRVISS/FLW-181/237

子2女2男1 1997千葉市美／粋人...021/033

1997千葉市美／粋人...128/075

無内題 1997千葉市美／粋人...128/075

... 2013Forrer:Surimono-109

2013Forrer:Surimono-111

1995MIRVISS/FLW-178/236

2000Rijksm/poetry...084/147

… 1985KEYES/CBL-367/413 （KEYES）False

みやげは… 1997千葉市美／粋人...154/086

無内題 1997千葉市美／粋人...154/086

ひきそむる… 1995MIRVISS/FLW-170/233

きちれいは... 2013Forrer:Surimono-105

はるかぜに… 1970meisner/surimono22



01 1981浮世絵聚花16//小横03-01（雁註）59点の他に2枚続きがある。この分、11点。合計70点。九横の判型のため、9x8=72点。この2点分で目録？（雁註）後代、爲一画「東海道五拾三躔勝景帖」あり。

01 2011Honolulu-Hokusai-040

01 2012大阪市立美術館／北齋193

02 1981浮世絵聚花16//小横03-02

02a 1981浮世絵聚花16//小横03-02a

03 1981浮世絵聚花16//小横03-03

04 1981浮世絵聚花16//小横03-04

04 2012大阪市立美術館／北齋194

05 1981浮世絵聚花16//小横03-05

06 1981浮世絵聚花16//小横03-06

06 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-105

07 1981浮世絵聚花16//小横03-07

07 2012大阪市立美術館／北齋195

08 1981浮世絵聚花16//小横03-08

08 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-106

09 1981浮世絵聚花16//小横03-09

10 1981浮世絵聚花16//小横03-10

10 2012大阪市立美術館／北齋196

11 1981浮世絵聚花16//小横03-11

12 1981浮世絵聚花16//小横03-12

13 1981浮世絵聚花16//小横03-13

13 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-107

13 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-107

14 1981浮世絵聚花16//小横03-14

14 2012大阪市立美術館／北齋197

15 1981浮世絵聚花16//小横03-15

15 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-108

16 1981浮世絵聚花16//小横03-16

17 1981浮世絵聚花16//小横03-17

18 1981浮世絵聚花16//小横03-18

18 1985KEYES/CBL-178/206

19 1981浮世絵聚花16//小横03-19

19 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-109

20 1981浮世絵聚花16//小横03-20

20 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-110

21 1982Rijksmuseum/JP3-013/021

21 2013Forrer:Surimono-102

21　 1981浮世絵聚花16//小横03-21*枠外に外題（春興五十三駄之内）

22 1981浮世絵聚花16//小横03-22*枠外に外題（春興五十三駄之内）

22 2012大阪市立美術館／北齋198

23 1981浮世絵聚花16//小横03-23



23 1985KEYES/CBL-180/211

23 2011Honolulu-Hokusai-041

23 2012大阪市立美術館／北齋199

23 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-111

24 1981浮世絵聚花16//小横03-24

24a 1981浮世絵聚花16//小横03-28a

25 1981浮世絵聚花16//小横03-25

26 1981浮世絵聚花16//小横03-26

26 2000G.DHaag/Theear089/129

27 1981浮世絵聚花16//小横03-27

27 1985KEYES/CBL-179/206

27a 1981浮世絵聚花16//小横03-28b

27a 1984KEYES/SpencerMuseum/Surimono-100

28 1981浮世絵聚花16//小横03-28

28 1985KEYES/CBL-181/212

29 1981浮世絵聚花16//小横03-29

29 1985KEYES/CBL-182/213

30 1981浮世絵聚花16//小横03-30

31 1981浮世絵聚花16//小横03-31（雁註）柏葉亭栄　万歳の　その舞阪を　乗舟に　たてられたりや　数の帆はしら

32 1981浮世絵聚花16//小横03-32

32 1985KEYES/CBL-183/213

33 1981浮世絵聚花16//小横03-33

33 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-112

34 1981浮世絵聚花16//小横03-34

35 1981浮世絵聚花16//小横03-35

36 1981浮世絵聚花16//小横03-36

36 2012大阪市立美術館／北齋200

37 1981浮世絵聚花16//小横03-37

37 1988Forrer/HOKUSAI-181/172

38 1981浮世絵聚花16//小横03-38

39 1981浮世絵聚花16//小横03-39

39	 2011Honolulu-Hokusai-042

39a 1981浮世絵聚花16//小横03-39a

39b 1981浮世絵聚花16//小横03-39b

40 1981浮世絵聚花16//小横03-40

41 1981浮世絵聚花16//小横03-41

41 2012大阪市立美術館／北齋201

41 2014-15NAGATA/HOKUSAI, PGP-113

42 1981浮世絵聚花16//小横03-42

42 2012大阪市立美術館／北齋202

43 1981浮世絵聚花16//小横03-43



44 1981浮世絵聚花16//小横03-44

45 1981浮世絵聚花16//小横03-45

46 1981浮世絵聚花16//小横03-46

46 2012大阪市立美術館／北齋203

47 1981浮世絵聚花16//小横03-47

47 1988Forrer/HOKUSAI-182/172

48 1981浮世絵聚花16//小横03-48

48 2005北齋展／東京国立博物館113

49 1981浮世絵聚花16//小横03-49

50 1981浮世絵聚花16//小横03-50

51 1981浮世絵聚花16//小横03-51

52 1981浮世絵聚花16//小横03-52

53 1981浮世絵聚花16//小横03-53

53 2012大阪市立美術館／北齋204

54 1981浮世絵聚花16//小横03-54

しょ 2000Rijksm/poetry...091/153

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

4　書（公家子供の手習い、官女） 2013Forrer:Surimono-101

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

すみれさく… 1995MIRVISS/FLW-174/234

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

ながさき　まるやま 2000G.DHaag/Theear018/065

ならきつじ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_279-163

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

はるのよの... 2013Forrer:Surimono-098

いぬやまぶし 1995MIRVISS/FLW-173/234

かがみとぎ 2013Forrer:Surimono-106

こかぢ 1995MIRVISS/FLW-031/125

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

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

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

おはらめの... 2013Forrer:Surimono-103

… 1979Forrer/Egoyo.&S-025/116

とそざけ... 2013Forrer:Surimono-100

無内題 1970Schack/Surimono-059

むめがえに… 1995MIRVISS/FLW-172/234

無内題 1995MIRVISS/FLW-032/127

ねずみきど 1995MIRVISS/FLW-171/233

おおかわばし 1995MIRVISS/FLW-167/232

こまとめいし 1995MIRVISS/FLW-169/233

やなぎばし 1995MIRVISS/FLW-168/232



… 1995MIRVISS/FLW-179/236

… 1979Forrer/Egoyo.&S-010/100

ただひとよ… 1995MIRVISS/FLW-176/235

さそう 1995MIRVISS/FLW-175/235

りはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_096-5

きつね 1995MIRVISS/FLW-166/232

うらみさえも.. 2013Forrer:Surimono-097

うらみさえも… 1979Forrer/Egoyo.&S-029/120

こぞまでは… 1995MIRVISS/FLW-164/231

ふじびたい... 2013Forrer:Surimono-096

そとば 1995MIRVISS/FLW-165/231

はるさめの… 1995MIRVISS/FLW-030/122

さし… 1970meisner/surimono01

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

... 2013Forrer:Surimono-099

こちそよぐ... 2013Forrer:Surimono-092

無内題... 2013Forrer:Surimono-107

はなのかおに… 1995MIRVISS/FLW-177/235

はるののは… 1995MIRVISS/FLW-163/231

無内題ごてんやま 2013Forrer:Surimono-112

2013Forrer:Surimono-113

えぞうしみせ 1979BOWIE/Surimono 013／039

無内題 1997千葉市美／粋人...153/086

きのうまで… 1997千葉市美／粋人...153/086

無内題 1995MIRVISS/FLW-180/237

まきおきし… 1979BOWIE/Surimono 036／069

おしおくりはとうつうせんのづ1997千葉市美／粋人...295c/144

ぎょうとくしおはまより… 1997千葉市美／粋人...295b/144

よつやじゅうにそう 1997千葉市美／粋人...295/144

よつやじゅうにそう 1997千葉市美／粋人...295a/144

はなぎはかぜ 1979BOWIE/Surimono 014／040

無内題 1995MIRVISS/FLW-186/239

2000Rijksm/poetry...fig.07

わがこころ… 1985KEYES/CBL-185/208

無内題 1997千葉市美／粋人...021/033

かおみせや… 1979BOWIE/Surimono 049／089

2000Rijksm/poetry...fig.06

いろざとも… 1985KEYES/CBL-206/234

さんどたく… 1979BOWIE/Surimono 038／072

ふりそでに… 1985KEYES/CBL-165/193

のあそびの... 2013Forrer:Surimono-134



はつはるや…　せうせうも… 1982JUM

はつはるの　… 2000Rijksm/poetry...005/021

はつはるの... 2013Forrer:Surimono-173

たちはさや… 1995MIRVISS/FLW-197/243

はつなつに… 1995MIRVISS/FLW-198/243

ゆたかさは… 1995MIRVISS/FLW-196/243

おおさかひきたとうぶつ 1997千葉市美／粋人...112/069

2013Forrer:Surimono-351

すけろく 2000Rijksm/poetry...079/138

さんみ　ゆきよし？ 2000Rijksm/poetry...022/042

すけろく 2013Forrer:Surimono-133

... 2013Forrer:Surimono-132

さんみゆきよし 2013Forrer:Surimono-131

しおひきの… 1995MIRVISS/FLW-195/242

つきみんと… 1995MIRVISS/FLW-194/242

ふねつなぐ… 1997千葉市美／粋人...096/063

きょうは… 1970meisner/surimono21

はなむけに… 1995MIRVISS/FLW-146/225

子2女3 1985KEYES/CBL-163/190

無内題 1979BOWIE/Surimono 051／091

7 1985KEYES/CBL-162/189

うりんいん 2013Forrer:Surimono-264

あだちがはら 2000G.DHaag/Theear056/099

うめがえ 2000G.DHaag/Theear057/099

すきにして… 1985KEYES/CBL-164/197

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

したづつみ… 1995MIRVISS/FLW-027/115摺工朝卯

とそざけも… 1995MIRVISS/FLW-145/224

かげうつす… 1995MIRVISS/FLW-028/117

よえやまも… 1995MIRVISS/FLW-140/223

はんそうじょ 2000Rijksm/poetry...021/042

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

これもまた 1995MIRVISS/FLW-144/224

たびびとと… 1997千葉市美／粋人...109/068

なまえいの… 1995MIRVISS/FLW-142/223

ほんのりと… 1979Forrer/Egoyo.&S-032/123

よわかいな… 1995MIRVISS/FLW-147/225

わたしば... 2013Forrer:Surimono-125

かすみ... 2013Forrer:Surimono-124

はるはまた… 1997千葉市美／粋人...078/056

むらさきの... 2013Forrer:Surimono-123



ごじょうご 2013Forrer:Surimono-127

はんそうめ 2013Forrer:Surimono-126

うめ（むめ）... 2013Forrer:Surimono-128

子1女2 1995MIRVISS/FLW-026/113

… 1995MIRVISS/FLW-141/223

もちづき… 1995MIRVISS/FLW-143/224

子1女2 1995MIRVISS/FLW-025/113

わたしばに… 2000Rijksm/poetry...013/028

さしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_097-7

しょうすい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_098-8

りはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_097-6

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

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

さしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_259-137

しょうすい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_259-138

りはく 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_259-136

とおくから… 1995MIRVISS/FLW-029/121

いぬどしの… 1995MIRVISS/FLW-023/109

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

うえのみや 1995MIRVISS/FLW-137/221

かながわ 1997千葉市美／粋人...058/047

しもみや 1997千葉市美／粋人...059/047

しもみや 2013Forrer:Surimono-348

たかなわ 1985KEYES/CBL-148/178

たかなわ 1985KEYES/CBL-149/181

はまぐりを… 1985KEYES/CBL-150/181

ほんぐう 1997千葉市美／粋人...060/048

くむさけの… 1984EXNER/Surimono**/053

でくもって 1995MIRVISS/FLW-014/091

2013Forrer:Surimono-323

しょうじょう 1970Schack/Surimono-104

ちょうりょう 1970Schack/Surimono-106

はごろも 1970Schack/Surimono-105

つくだじま 1985KEYES/CBL-145/175

いまどみずのかわら 1985KEYES/CBL-155/184

おだわらちょうやなぎやたい 2013Forrer:Surimono-270

こくちょうからきやいとざいく 1997千葉市美／粋人...124/074

みえいどうおうぎ 1995MIRVISS/FLW-119/215

かまた 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_251-128

ふじさわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_250-127

えんりゅう… 1985KEYES/CBL-141/172



うめがかを… 1997千葉市美／粋人...093/062

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

うつせがい 2000Rijksm/poetry...062/107

うつせがい 2013Forrer:Surimono-279

かたつかい 1997千葉市美／粋人...147/084

かたつかい 1997千葉市美／粋人...148/084

からすがい 2000Rijksm/poetry...061/106

からすがい 2013Forrer:Surimono-282

すだれがい 1985KEYES/CBL-158/186

ちどりがい 2000Rijksm/poetry...060/105

ちどりがい 2013Forrer:Surimono-283

はなかい 1979BOWIE/Surimono 053／093

はなかい 2013Forrer:Surimono-278

むらさきかい 2013Forrer:Surimono-281

わすれがい 2013Forrer:Surimono-280

無内題 2016SKG

1　をさまれる... 2000G.DHaag/Theear008/057

1　をさまれる... 2000Rijksm/poetry...114/183

2 2013Forrer:Surimono-308

3 2013Forrer:Surimono-309

4 2013Forrer:Surimono-310

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_235-111

2 2013Forrer:Surimono-344

いんしゅ 1970Schack/Surimono-094

じゃいん 2013Forrer:Surimono-329

せっしょう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_231-106

なのえびも… 1970Schack/Surimono-080

1 1995MIRVISS/FLW-015/093

1 2000G.DHaag/Theear004/055

2 1995MIRVISS/FLW-016/095

2 2013Forrer:Surimono-274

3 1985KEYES/CBL-157/185

4 1995MIRVISS/FLW-017/097

5 1995MIRVISS/FLW-018/099

うちわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_074-2

うちわ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_243-120

うえき 1985KEYES/CBL-140/172

うけい 1995MIRVISS/FLW-135/221

うるわし 1985KEYES/CBL-139/171

… 1997千葉市美／粋人...269/132

ひげながく 1985KEYES/CBL-129/163



1 1985KEYES/CBL-151/182

2 1985KEYES/CBL-152/183

ひとなみに… 2013Forrer:Surimono-342

ひとなみに… 2013Forrer:Surimono-342a

あかぞめえもん 2013Forrer:Surimono-337

かゆえだ 1997千葉市美／粋人...094/063

おののとうふう 1995MIRVISS/FLW-101/209

おののとうふう 1995MIRVISS/FLW+fr01

おののとうふう 2000Rijksm/poetry...099/165

おののとうふう 2013Forrer:Surimono-291

しゅんぜい 1995MIRVISS/FLW-102/210

じょうとうもんいん 2000Rijksm/poetry...113/182

じょうとうもんいん 2013Forrer:Surimono-293

たけうちおとど 2013Forrer:Surimono-292

ていか 1979Forrer/Egoyo.&S-039/130

ともえごぜん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_215-87

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

とさすずり 1995MIRVISS/FLW-098/208

なるみしぼり 1995MIRVISS/FLW-097/208

なるみしぼり 1995MIRVISS/FLW+fr02

くげ 2000Rijksm/poetry...089/152

くげ 2013Forrer:Surimono-287

ばんしょう 2013Forrer:Surimono-288

1 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_247-124

1　ろちしん 1970meisner/surimono25

1　ろちしん 1997千葉市美／粋人...247/124

1　ろちしん 1997千葉市美／粋人...248/124

2 1997千葉市美／粋人...249/125

2 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_094-2

2 2013Forrer:Surimono-327

3 1995MIRVISS/FLW-129/219

3 1997千葉市美／粋人...250/125

4 1995MIRVISS/FLW-130/219

4 1997千葉市美／粋人...251/125

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_244-121

4 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_244-121

5 1997千葉市美／粋人...252/126

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_247-123

5 2013Forrer:Surimono-328

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_032-6

5 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_032-7



2013Forrer:Surimono-290

すごろくの… 1985KEYES/CBL-116/146

すみよしの… 2013Forrer:Surimono-335

あずまじえ… 1997千葉市美／粋人...034/037

かじわら 1995MIRVISS/FLW-120/216

くどう 1970Schack/Surimono-082

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

うちかえす… 1985KEYES/CBL-115/145

うちかえす… 1985KEYES/CBL-115/151

かいあわせ… 1979Forrer/Egoyo.&S-040/131

たまのはる… 1995MIRVISS/FLW-105/211

おんなはかみの… 1985KEYES/CBL-154/184

ひとり... 2013Forrer:Surimono-347

3 1985KEYES/CBL-122/155

えんし 1985KEYES/CBL-125/158

えんし 1985KEYES/CBL-126/161

かっきょ 1985KEYES/CBL-127/159

かんぶんてい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_222-96

くいつみの… 1995MIRVISS/FLW-126/218

たいしゅん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_221-95

ていらん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_224-99

むらさきしきぶ 1985KEYES/CBL-127/162

むらさきしきぶ 1985KEYES/CBL-131/164

ゆけんろう 1985KEYES/CBL-128/160

ようこう 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_223-97

ろうらいし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_223-98

ごふく 1995MIRVISS/FLW-136/221

しょうじょう 1985KEYES/CBL-143/173

ちょうりょう 1985KEYES/CBL-144/174

はくばせちえ 1985KEYES/CBL-118/147

いまだひらかぬべに 1995MIRVISS/FLW-116/214

いまだひらかぬべに 2013Forrer:Surimono-313

いまだひらかぬべに 2013Forrer:Surimono-313a

うぐいすこばい 1995MIRVISS/FLW-019/101

えびらむめ 1995MIRVISS/FLW-118/215

かぐらむめ 1995MIRVISS/FLW-114/214

かぐらむめ 2000G.DHaag/Theear058/100

がばい 1995MIRVISS/FLW-117/215

がばい 1995MIRVISS/FLW+f04



がばい 2013Forrer:Surimono-318

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

ぎんばい 2013Forrer:Surimono-314

ぎんむめ 1995MIRVISS/FLW-115/214

さいぎょうむめ 1995MIRVISS/FLW-020/103

さいぎょうむめ 2013Forrer:Surimono-316

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

とびむめ 2013Forrer:Surimono-319

なにわむめ 1995MIRVISS/FLW-109/212

なにわむめ 2013Forrer:Surimono-320

なにわむめ 2013Forrer:Surimono-320a

ならひむめ 1995MIRVISS/FLW-111/213

なんきんむめ 1995MIRVISS/FLW-107/211

におうむめ 1985KEYES/CBL-117/146

におうむめ 1985KEYES/CBL-117/152

におうむめ 1995MIRVISS/FLW-110/212

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

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

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

はっさくむめ 1995MIRVISS/FLW-106/211

はっさくむめ 2013Forrer:Surimono-317

ひゃっかかいむめたつ 1995MIRVISS/FLW-112/213

ぶんごむめ 1995MIRVISS/FLW-108/212

ぶんごむめ 1997千葉市美／粋人...168/092

ぶんごむめ 2013Forrer:Surimono-315

ようきひむめ 1995MIRVISS/FLW-113/213

きそはじめよし 1985KEYES/CBL-119/153

きそはじめよし 2013Forrer:Surimono-296

きそはじめよし 2013Forrer:Surimono-296a

くらびらきよし 1985KEYES/CBL-120/153

げんぷくよし 2013Forrer:Surimono-305

げんぷくよし 2016SKG

さけづくりよし 2013Forrer:Surimono-303

つめとりよし 2013Forrer:Surimono-306

にゅうがくよし 2013Forrer:Surimono-298

はがためよし 1985KEYES/CBL-121/154

はがためよし 2013Forrer:Surimono-302

ひきぞめよし 2013Forrer:Surimono-299

ふではじめよし 2013Forrer:Surimono-297

ふねのりぞめよし 1985KEYES/CBL-119/148

ふねのりぞめよし 2013Forrer:Surimono-301



ものたちよし 2013Forrer:Surimono-307

ゆどのはじめよし 2013Forrer:Surimono-304

よめとりよし 2013Forrer:Surimono-300

たまのゐ 2013Forrer:Surimono-333

... 2013Forrer:Surimono-312a

... 2013Forrer:Surimono-312b

... 2013Forrer:Surimono-312c

... 2013Forrer:Surimono-312d

... 2013Forrer:Surimono-312e

... 2000G.DHaag/Theear063/104-105

1 1995MIRVISS/FLW-121/216

2 1995MIRVISS/FLW-122/216

2 2013Forrer:Surimono-326

2 2013Forrer:Surimono-326a

2　（天狗） 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_225-100

さおひめの… 1995MIRVISS/FLW-104/210

さおひめの… 1995MIRVISS/FLW+fr06

なのえびも… 1997千葉市美／粋人...032/036

あらそわぬ… 1995MIRVISS/FLW-125/217

ふとりをも… 1979BOWIE/Surimono 088／145

ふとりをも… 2013Forrer:Surimono-321b

無内題 2013Forrer:Surimono-321a

むさあまた… 1995MIRVISS/FLW-024/111

むさあまた… 1997千葉市美／粋人...245/123

むめがえは… 1997千葉市美／粋人...246/123

ゆききえて… 1995MIRVISS/FLW-127/218

ゆききえて… 1997千葉市美／粋人...244/122

とおくてちかきもの 1995MIRVISS/FLW-099/209

とおくてちかきもの… 1985KEYES/CBL-106/137

にげなきもの… 1985KEYES/CBL-156/185

めでたきもの　… 1970meisner/surimono23

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

うすい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_216-89

おうきょう 1985KEYES/CBL-114/144

こうめい 2000Rijksm/poetry...039/072

こうめい 2013Forrer:Surimono-284

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

しょうじょ 2000Rijksm/poetry...104/170

しょうじょ 2013Forrer:Surimono-286

そうじょ 2013Forrer:Surimono-285

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



やなぎばし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_232-107

やなぎばし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_232-107

2 1985KEYES/CBL-124/157 （雁註）彫工浪次郎、摺工芝万吉	（雁註）1999LEMPERTZ780-364/145、其一か？

たかお 1995MIRVISS/FLW-134/220

たかお 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_243-119

ぢごく 1995MIRVISS/FLW-133/220

よしの 1995MIRVISS/FLW-132/220

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。

りゅうほうはくじゃをきる 1985KEYES/CBL-142/173

りんぽ 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_217-90

ぜんぜんたいへいき　 1985KEYES/CBL-111/141

ちょもんしゅう 2013Forrer:Surimono-294

つれづれぐさ 2013Forrer:Surimono-295

… 1995MIRVISS/FLW+f09

2013Forrer:Surimono-322

2013Forrer:Surimono-324

2013Forrer:Surimono-325

2013Forrer:Surimono-330

2013Forrer:Surimono-331

2013Forrer:Surimono-332

2013Forrer:Surimono-336

2013Forrer:Surimono-338

2013Forrer:Surimono-339

2013Forrer:Surimono-340

2013Forrer:Surimono-341

2013Forrer:Surimono-345

2013Forrer:Surimono-346

2013Forrer:Surimono-349

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

あかしがた… 1997千葉市美／粋人...186/100

あさひかげ… 2000Rijksm/poetry...fig.42

あつものに… 1970meisner/surimono24

あつものに… 1997千葉市美／粋人...283/139（雁註）原画は「芝小法」の朱印。

あらたまの… 1985KEYES/CBL-108/139

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

あらたまのあまのとさかを…1985KEYES/CBL-118/152

あらたまのあまのとさかを…1985KEYES/CBL-123/155

いえづとに… 1985KEYES/CBL-159/186



いとけなき… 1984EXNER/Surimono**/061

いぬどしの… 2000Rijksm/poetry...094/157

うじやまも… 1995MIRVISS/FLW-124/217

うたいぞめ… 2000G.DHaag/Theear010/059

えぞびとの... 2013Forrer:Surimono-272

えのしまの… 1984EXNER/Surimono**/065

おとめごに… 1985KEYES/CBL-130/164

かおみせや… 1997千葉市美／粋人...284/140

かがみもちの… 1997千葉市美／粋人...095/063

かすみたつ… 1997千葉市美／粋人...135/079

かすんでも... 2013Forrer:Surimono-271

かどおおく… 1985KEYES/CBL-137/169

かどおおく… 1985KEYES/CBL-137/179

かどおおく… 1997千葉市美／粋人...033/037

かどまつも... 2013Forrer:Surimono-273

かながわえ… 1985KEYES/CBL-107/138

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

がらすの… 1985KEYES/CBL+f16/39

からにしき… 1985KEYES/CBL-135/167

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

きみだんご… 1997千葉市美／粋人...136/080

きみのめぐみ… 1997千葉市美／粋人...287/141

ぎやまんの… 1985KEYES/CBL-113/143

ぎやまんの… 1985KEYES/CBL-113/151

きんぎん… 1995MIRVISS/FLW-103/210

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

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

さおひめの… 2000Rijksm/poetry...056/098

さそいきて… 1985KEYES/CBL-153/183

しきょう 2013Forrer:Surimono-334

しめなわも… 1985KEYES/CBL-134/167

じょうご 1985KEYES/CBL-110/140

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

しろがねの… 1985KEYES/CBL-146/176

しろがねの… 1995MIRVISS/FLW-139/222

すぢくまの… 1979BOWIE/Surimono 073／123

せんざいの… 1997千葉市美／粋人...286/140

そらにまで 1995MIRVISS/FLW-021/105摺工／晉象

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

たちばなの… 2000Rijksm/poetry...071/125

たつかすみ… 1997千葉市美／粋人...166/091



たてぬきの... 2013Forrer:Surimono-275

たてぬきの… 2000Rijksm/poetry...057/102

たまことの… 1997千葉市美／粋人...138/080

ちさとまで… 2000G.DHaag/Theear020/066

つきやたかく… 2000Rijksm/poetry...fig.41

つらしろき… 1970Schack/Surimono-096

てあそびを… 1995MIRVISS/FLW-100/209

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

なをよび… 1997千葉市美／粋人...285/140

ねんれいの... 2013Forrer:Surimono-269

ねんれいの… 2000Rijksm/poetry...fig.01

のどかさに… 1997千葉市美／粋人...113/069

はつひかげ...（竹生島） 2013Forrer:Surimono-277

はつひかげ…（竹生島） 1970Schack/Surimono-083

はつひかげ...（鶴、旭） 2013Forrer:Surimono-289

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

はるかぜに… 1984EXNER/Surimono**/057

はるきぬと… 2013Forrer:Surimono-311

はるきぬと…（農婦） 1985KEYES/CBL-105/136

はるくれば… 1995MIRVISS/FLW-138/222

はるさむき… 1997千葉市美／粋人...137/080

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

はるのひの… 1995MIRVISS/FLW-128/218

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

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

ふねとむる… 1997千葉市美／粋人...279/138

ふるとしの… 1985KEYES/CBL-132/165

ぶんか... 2013Forrer:Surimono-268

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

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

ぼくてき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_234-109

まつの... 2013Forrer:Surimono-276

まんざいの… 1995MIRVISS/FLW-123/217

みのかほう… 1970Schack/Surimono-081

むめがえの… 1985KEYES/CBL-136/168

むらさきの… 1985KEYES/CBL-112/142

むらさきの… 1985KEYES/CBL-112/150

めかりにて… 1997千葉市美／粋人...282/139

やなぎやが… 1985KEYES/CBL-133/166

ゆくすえは… 1995MIRVISS/FLW-096/208



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

よあるきを… 1985KEYES/CBL-109/140

よあるきを… 1985KEYES/CBL-109/149

よあるきを… 1997千葉市美／粋人...172/094

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

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

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

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

わかむしゃに… 1995MIRVISS/FLW-022/107

難読□はたつ 1995MIRVISS/FLW-131/219

無内題 1970Schack/Surimono-087

無内題 1995MIRVISS/FLW+f10

無内題 1997千葉市美／粋人...134/078

無内題 2013Forrer:Surimono-343

はるかぜの… 1997千葉市美／粋人...111/069

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

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

あらたまり… 1995MIRVISS/FLW-094/207

あらたまり… 1995MIRVISS/FLW+f03

かいねんの… 1995MIRVISS/FLW-013/089

無内題 2013Forrer:Surimono-130

へびつかう… 1995MIRVISS/FLW-093/207

へびつかう… 1995MIRVISS/FLW+fr08

あじわいは... 2013Forrer:Surimono-129

じょうもんの… 1995MIRVISS/FLW-095/207

無内題 1985KEYES/CBL-104/136

たきのがわもみじ* 1985KEYES/CBL-147/177

… 1979Forrer/Egoyo.&S-045/136

もしあらば… 1997千葉市美／粋人...092/062

ふろうふしの… 1970Schack/Surimono-098

無内題 1997千葉市美／粋人...303b/150

無内題 1997千葉市美／粋人...303c/150

たきのがわもみじ 1997千葉市美／粋人...304b/151

ながいきの… 1997千葉市美／粋人...129/076

ながいきの…　めおとなか…1985KEYES/CBL-138/170

ながいきの…　めおとなか…1985KEYES/CBL-138/179

わけいりて… 1997千葉市美／粋人...305b/152

ゐつき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_257-134a

2016TNM- A10509_3441 （雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。

むめがかと… 1997千葉市美／粋人...080/057

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



さかづきの… 1985KEYES/CBL+f03/17 （雁註）煙に大小？

ふなびとよ… 1985KEYES/CBL+f12/33

… 1985KEYES/CBL-377/429 （雁註）50人の狂歌師肖像

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

... 2013Forrer:Surimono-014

無内題 1997千葉市美／粋人...276/136

無内題 1985KEYES/CBL-246/283

なんきんじんづ 1985KEYES/CBL-379/432 南京人圖、壽帯鳥、畫眉鳥、黄■（麗+鳥）、竹鶏、鶺鴒、白頭翁、白■（角+鳥）、十姉妹、■禽（垂？+鳥）、■■（鹿+鳥、古+鳥）、（三南京人、海を見る）。

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

ふかくさ 1997千葉市美／粋人...044/041

えんむすぶ… 1997千葉市美／粋人...188/101

たまはやす… 1997千葉市美／粋人...098/064

もちつきに… 1995MIRVISS/FLW-187/240

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

かおみせや… 1985KEYES/CBL-249/288

いくちよも… 1997千葉市美／粋人...197/104

ごきょうごく…　　さぬき 1985KEYES/CBL-393-46b/453

2000Rijksm/poetry...fig.29

ききなれし… 1997千葉市美／粋人...114/070

よあるき… 1997千葉市美／粋人...273/136

… 1997千葉市美／粋人...011/030

… 1997千葉市美／粋人...012/030

1997千葉市美／粋人...183/098目吉-1800s-1810s-	春英1762-1819

さいたん 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_085-1

2000Rijksm/poetry...fig.36

ひきそむる… 1997千葉市美／粋人...045/041

あさひかお… 2000Rijksm/poetry...105/170

無内題 2013Forrer:Surimono-371

たけうまるしま… 2000G.DHaag/Theear005/055

無内題 1970Schack/Surimono-126

わかわかと... 2013Forrer:Surimono-174

なづなには… 1995MIRVISS/FLW-211/248

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

… 1970Schack/Surimono-125

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

いしならで… 1985KEYES/CBL-270/317

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

うつくしき… 1997千葉市美／粋人...084/058

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

きみがもつ… 1997千葉市美／粋人...083/058

けさいわう… 1985KEYES/CBL-268/313



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

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

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

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

ねのひの… 1995MIRVISS/FLW-210/247

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

みをいわう… 1995MIRVISS/FLW-209/247

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

無内題 1995MIRVISS/FLW+f05

無内題 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_351-228

せんきんのきゃく… 1995MIRVISS/FLW-208/247

無内題 1995MIRVISS/FLW+f06

ぎんなんの… 1979BOWIE/Surimono 048／088

11 1995MIRVISS/FLW-267/267

2016JUM目録

2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_095-4

無内題 2013Forrer:Surimono-481

1970Schack/Surimono-242

だい　ゆき　はな 1985KEYES/CBL-400-1/460

しんぱんとうとさかいちょうおおしばいのづ1979BOWIE/Surimono 075／125

1 1995MIRVISS/FLW-205/246

まつの… 2000Rijksm/poetry...007/022

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

... 2013Forrer:Surimono-182

1997千葉市美／粋人...000/k14

やり… 1997千葉市美／粋人...190/101

たまかつら… 1982Rijksmuseum/JP3-102/063

にしのくぼ… 1985KEYES/CBL-252/294

かゆつえに… 1985KEYES/CBL-247/285

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

たましいは… 1985KEYES/CBL-248/286

無内題 2013Forrer:Surimono-475

はなかずに... 2013Forrer:Surimono-183

はしだて 2013Forrer:Surimono-148

しなやかな… 1997千葉市美／粋人...175/095

1970Schack/Surimono-203

… 1997千葉市美／粋人...049/043

無内題 1985KEYES/CBL-382-4/437

無内題 1985KEYES/CBL-383-22/439

無内題 1985KEYES/CBL-384-11/441

あずさゆみ… 1985KEYES/CBL-251/292



無内題 2013Forrer:Surimono-372

2016JUM目録

いし 1997千葉市美／粋人...031/036

いし 1997千葉市美／粋人...031/036

いし 2013Forrer:Surimono-263

かみ 1997千葉市美／粋人...030/036

かみ 1997千葉市美／粋人...030/036

あこやがい 2013Forrer:Surimono-239

あしがい 1979BOWIE/Surimono 003／013

あわび 1997千葉市美／粋人...219/113

いたやがい 1997千葉市美／粋人...296a/144

いたやがい 2013Forrer:Surimono-238

いろがい 2013Forrer:Surimono-232

かたつがい 1997千葉市美／粋人...209/109

かたつがい 2013Forrer:Surimono-243

きぬたがい 1997千葉市美／粋人...213/111

こがい 1997千葉市美／粋人...212/110

さくらがい 1997千葉市美／粋人...211/110

しおがい 2013Forrer:Surimono-241-021page	

しおがい 2013Forrer:Surimono-242

しじみがい 2000Rijksm/poetry...fig.24

すずめがい 1997千葉市美／粋人...216/112

すずめがい 2013Forrer:Surimono-237

すだれがい 1970Schack/Surimono-076

すだれがい 1997千葉市美／粋人...218/112

すだれがい 1997千葉市美／粋人...296h/144

すだれがい 2013Forrer:Surimono-229

すだれがい 2013Forrer:Surimono-229a

ちどりがい 1985KEYES/CBL-195/210

ちどりがい 1997千葉市美／粋人...215/111

ちどりがい 2000Rijksm/poetry...030/057

ちどりがい 2013Forrer:Surimono-236

なみまかしわ 2000Rijksm/poetry...065/113

なみまかしわ 2013Forrer:Surimono-234

なみまかしわ 2013Forrer:Surimono-234a

にしきがい 1997千葉市美／粋人...214/111

にしきがい 2013Forrer:Surimono-231

はながい 1970Schack/Surimono-075表紙

はながい 2013Forrer:Surimono-230

はながい 2013Forrer:Surimono-230a

まくらがい 2013Forrer:Surimono-235



ますおがい 1997千葉市美／粋人...210/110

みぞがい 2013Forrer:Surimono-244

みなせかい 2000Rijksm/poetry...041/076

みなせがい 1985KEYES/CBL-194/209

みなせがい 1997千葉市美／粋人...217/112

みなせがい 2013Forrer:Surimono-240

みなせがい 2013Forrer:Surimono-240a

みなせがい 2013Forrer:Surimono-241

むらさきがい 1979Forrer/Egoyo.&S-037/128

むらさきがい 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_284-167

むらさきがい 2013Forrer:Surimono-233

ものあらがい 1970Schack/Surimono-074

難読 1997千葉市美／粋人...296f/144

かしこくも… 1970Schack/Surimono-073

かしこくも… 1997千葉市美／粋人...143/082（雁註）■垣連の棟梁は空満屋真枝。他の四図、諸葛孔明と牛若丸、蘭相如と児島高徳、趙雲と武内宿禰、劉備と佐々木高綱。■は「さるがき、べにりんご、ざくろ」と読む。

かしこくも… 1997千葉市美／粋人...143/083

かしこくも… 1997千葉市美／粋人...144/082

かしこくも… 1997千葉市美／粋人...144/083

ちくしがた… 1997千葉市美／粋人...297a/146

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。

1 1984EXNER/Surimono**/026

2 1997千葉市美／粋人...298d/145

2 2000G.DHaag/Theear007/057

3 1997千葉市美／粋人...234/116

わがやどは… 1984EXNER/Surimono**/039

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

はるたつと… 1985KEYES/CBL+f06/24

みつがきの… 1997千葉市美／粋人...281/138

… 1997千葉市美／粋人...000/f6

ありまさん 2013Forrer:Surimono-257

おむまやがし 1997千葉市美／粋人...228/116

おむやがし 2013Forrer:Surimono-262b

かいば 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_043-4

かいば 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_284-168

かいば 2013Forrer:Surimono-255

かいば　ことし還暦の…　森羅亭／萬象1997千葉市美／粋人...297c/146

くつわまち 1997千葉市美／粋人...220/113

くつわまち 2000Rijksm/poetry...064/112

くつわまち 2013Forrer:Surimono-260

くらべむまこう 1979Forrer/Egoyo.&S-038/129

くらべむまこう 1995MIRVISS/FLW-033/129



こまがたどう 1970Schack/Surimono-078

こまがたどう 1997千葉市美／粋人...228/116

こまがたどう 2013Forrer:Surimono-262c

こまがたどう　おんまやあし　こまとめいし2000Rijksm/poetry...049.50.51/093

こまげた 1997千葉市美／粋人...227/115

こまげた 2013Forrer:Surimono-249

こましょうぶ 1997千葉市美／粋人...223/114

こましょうぶ 2013Forrer:Surimono-258

こまとめいし 1970Schack/Surimono-077

こまとめいし 1997千葉市美／粋人...228/117

こまとめいし 2013Forrer:Surimono-262a

こまどり 1997千葉市美／粋人...222/114

こまひきぜに 2000Rijksm/poetry...053/095

こまひきぜに 2013Forrer:Surimono-253

さんげんのこま 2000G.DHaag/Theear027/073

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

さんげんのこま 2013Forrer:Surimono-256

しょうぎのこま 1995MIRVISS/FLW-035/135

しょうぎのこま 1997千葉市美／粋人...224/114

しょうぎのこま 2013Forrer:Surimono-254

そうまやき 2000Rijksm/poetry...034/064

そうまやき 2013Forrer:Surimono-250

たけむま 1995MIRVISS/FLW-183/238

たけむま 1997千葉市美／粋人...221/113

はつむままいり 2013Forrer:Surimono-246

はつむまもうで 1997千葉市美／粋人...226/115

ばていせき 1995MIRVISS/FLW-034/131

はるごま 1995MIRVISS/FLW-182/238

はるごま 2013Forrer:Surimono-247

むまがい 1995MIRVISS/FLW-184/238

むまがい 2013Forrer:Surimono-245

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

むまのす 2013Forrer:Surimono-252

むまのせんべつ 1995MIRVISS/FLW-185/239

むまよけ 1985KEYES/CBL-200/210

むまよけ 2000Rijksm/poetry...040/073

むまよけ 2013Forrer:Surimono-261

めのういし 2013Forrer:Surimono-259

めのうせき 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_285-169

もくば 1997千葉市美／粋人...297b/146

わたくりむま 2013Forrer:Surimono-251



ゑま 1997千葉市美／粋人...225/115

ゑま 2013Forrer:Surimono-248

難読ひとみなの… 1984EXNER/Surimono**/043

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。

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

はるかぜに… 1984EXNER/Surimono**/035

あさくら… 1979Forrer/Egoyo.&S-047/138

はるはなお… 1979BOWIE/Surimono 077／129

無内題 1997千葉市美／粋人...233/119

無内題 1995MIRVISS/FLW-036/137

無内題 1997千葉市美／粋人...230/118

無内題 1997千葉市美／粋人...232/119

無内題 1997千葉市美／粋人...231/119

無内題 1997千葉市美／粋人...229/118

無内題 1995MIRVISS/FLW-037/139

… 2000Rijksm/poetry...fig.04

せんきんの 1979Forrer/Egoyo.&S-011/101

あさくら… 1979Forrer/Egoyo.&S-048/139

たにのとを… 1979BOWIE/Surimono 050／090

しょうふうてい... 2013Forrer:Surimono-013

… 1970Schack/Surimono-193

… 1970Schack/Surimono-204

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

わかみずや... 2013Forrer:Surimono-184

… 1985KEYES/CBL-402-506/465...

こうりん… 1985KEYES/CBL-400-3/460

はるかぜの… 1997千葉市美／粋人...071/052

1970Schack/Surimono-240

… 1997千葉市美／粋人...042/040

2000Rijksm/poetry...fig.26

おりふし… 1997千葉市美／粋人...016/031

… 1970meisner/surimono02

いろかえす… 1970Schack/Surimono-250

しづかなる… 1997千葉市美／粋人...130/076

はるばると… 1997千葉市美／粋人...072/053

無内題 1997千葉市美／粋人...009/029



2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_079-9

2016JUM目録

73 2013Forrer:Surimono-221

むまのりぞめ 2013Forrer:Surimono-222

たかなわきはん 1970meisner/surimono15

あおやぎの… 1984EXNER/Surimono**/047

2016JUM目録

さればこそ… 1979Forrer/Egoyo.&S-020/111

けいか… 1985KEYES/CBL-369/415

さくら 1997千葉市美／粋人...000/f3

無内題 2013Forrer:Surimono-491

たまのごとき… 2000Rijksm/poetry...032/059

無内題 2013Forrer:Surimono-477

無内題 2013Forrer:Surimono-478

… 2000Rijksm/poetry...074/128

… 1970Schack/Surimono-192

2000Rijksm/poetry...fig.02

2013Forrer:Surimono-023

2013Forrer:Surimono-386

... 2013Forrer:Surimono-598

... 2013Forrer:Surimono-599

あちこちと… 2000G.DHaag/Theear032/077

かつらぎや… 2000Rijksm/poetry...093/157

くつわむし　こちょう 1985KEYES/CBL-372/417

くつわむし　こちょう 2000Rijksm/poetry...067/115

くみてしる… 2000Rijksm/poetry...fig.21

さるげんじ… 1985KEYES/CBL-368/414

たまだれの… 1985KEYES/CBL-370/415

つりこうろ… 1995MIRVISS/FLW-298/278

とこよより... 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_413-294

にぎわえる… 1985KEYES/CBL-371/416

はっちょうの… 1995MIRVISS/FLW-060/193

はる… 2000Rijksm/poetry...029/054

はるさめの… 2000Rijksm/poetry...042/077

…ひさしき… 1997千葉市美／粋人...000/f2

ひとみなの… 1995MIRVISS/FLW-297/278

ふじのねに… 1970Schack/Surimono-071

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

ももちどり… 1985KEYES/CBL-373/418

よしの… 2000Rijksm/poetry...fig.25

無内題 2000Rijksm/poetry...fig.13



無内題 2013Forrer:Surimono-471

無内題 2013Forrer:Surimono-482

無内題 2013Forrer:Surimono-483

無内題 2013Forrer:Surimono-484

無内題 2013Forrer:Surimono-485

無内題 2013Forrer:Surimono-486

無内題 2013Forrer:Surimono-487

無内題 2013Forrer:Surimono-488

無内題 2013Forrer:Surimono-489

無内題 2013Forrer:Surimono-490

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

さきばこの... 2016JUM目録

めつめかわして… 1995MIRVISS/FLW-300/279

1985KEYES/CBL-387/445

… 2000Rijksm/poetry...fig.10

2000Rijksm/poetry...fig.11

しおがい 2013Forrer:Surimono-161

しじみがい 2013Forrer:Surimono-163

しじみがい 2013Forrer:Surimono-163a

はまぐりがい 2013Forrer:Surimono-162

しおひ 1995MIRVISS/FLW-296/278

ななくさの… 2000Rijksm/poetry...020/041

ぼたんや 1985KEYES/CBL-366/396

ぼたんや... 2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

いつかばや… 2000Rijksm/poetry...012/027

しまひめの… 2000Rijksm/poetry...059/104

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

はながみに… 1995MIRVISS/FLW-294/277

はるがすみ… 1979Forrer/Egoyo.&S-012/102

はるののの… 2000Rijksm/poetry...031/058

ふくびきに… 1985KEYES/CBL+f14/36

むめがえに... 2016JUM目録

... 2013Forrer:Surimono-085

あさかみしもせいらん 2016JUM目録



ぼたんや… 1985KEYES/CBL-366/412

… 1979Forrer/Egoyo.&S-016/106

… 1985KEYES/CBL-350/404

わらうむめに... 2016JUM目録

2016JUM目録

たづるたて... 2016JUM目録

ようようと... 2016JUM目録

… 1995MIRVISS/FLW-292/276

2016JUM目録

しもじもも… 2000Rijksm/poetry...015/032

2000Rijksm/poetry...fig.30

2016JUM目録

みてのみも... 2016JUM目録

2013Forrer:Surimono-115

2013Forrer:Surimono-104

2013Forrer:Surimono-028

あけてけさ... 2013Forrer:Surimono-197

あけてけさ… 2000Rijksm/poetry...019/040

いせまいり... 2016JUM目録

2013Forrer:Surimono-002

2013Forrer:Surimono-006

2013Forrer:Surimono-008

2013Forrer:Surimono-009

2013Forrer:Surimono-011

2013Forrer:Surimono-012

2013Forrer:Surimono-015

2013Forrer:Surimono-016

2013Forrer:Surimono-021

2013Forrer:Surimono-022

2013Forrer:Surimono-024

2013Forrer:Surimono-026

2013Forrer:Surimono-027

... 2013Forrer:Surimono-181

... 2013Forrer:Surimono-199

2013Forrer:Surimono-213

... 2013Forrer:Surimono-214

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録

2016JUM目録



あまのとの... 2013Forrer:Surimono-218

おんなをば... 2013Forrer:Surimono-029

かけうつす... 2013Forrer:Surimono-031

かまのゆは... 2013Forrer:Surimono-220

ぎょせん 2013Forrer:Surimono-003

さおひめの... 2013Forrer:Surimono-020

たにのとを... 2013Forrer:Surimono-198

てんめいのむかし... 2013Forrer:Surimono-215

のりぞめや... 2016JUM目録

ほんのりと... 2016JUM目録

まきめぐりて... 2016JUM目録

いつか... 2013Forrer:Surimono-122

2016JUM目録

はるさめの… 1995MIRVISS/FLW+fr04

しもじも… 1985KEYES/CBL+f04/19 （雁註）正二六八十十一十二

… 1979Forrer/Egoyo.&S-003/093

1979Forrer/Egoyo.&S-005/095

… 1979Forrer/Egoyo.&S-019/110

… 1985KEYES/CBL-351/404

… 1985KEYES/CBL-352/396

… 1985KEYES/CBL-352/405

… 1985KEYES/CBL-353/406

… 1985KEYES/CBL-354/406

… 1985KEYES/CBL-355/407

… 1985KEYES/CBL-356/407

… 1985KEYES/CBL-358/408

… 1985KEYES/CBL-359/409

… 1985KEYES/CBL-360/409

… 1985KEYES/CBL-361/410

… 1985KEYES/CBL-362/410

… 1985KEYES/CBL-363/411

… 1985KEYES/CBL-364/411

… 1985KEYES/CBL-365/412

… 1995MIRVISS/FLW-190/241

… 1995MIRVISS/FLW-191/241

… 1995MIRVISS/FLW-192/241

… 1995MIRVISS/FLW-291/276

… 1995MIRVISS/FLW-293/277

だれぞ… 1985KEYES/CBL-357/408

はるかぜ… 1979Forrer/Egoyo.&S-013/103

女1男1 1995MIRVISS/FLW-193/242



無内題 1970Schack/Surimono-019

無内題 1970Schack/Surimono-020

無内題 1970Schack/Surimono-022

無内題 1970Schack/Surimono-134

無内題 2013Forrer:Surimono-223

無内題 2013Forrer:Surimono-019

... 2013Forrer:Surimono-216

ことわりや... 2013Forrer:Surimono-208

くものうえ... 2013Forrer:Surimono-210

せきでら 2013Forrer:Surimono-209

2013Forrer:Surimono-004

2013Forrer:Surimono-005

2013Forrer:Surimono-007

2013Forrer:Surimono-010

... 2013Forrer:Surimono-217

2013Forrer:Surimono-219

きらめける... 2013Forrer:Surimono-195

ちょうせいは... 2013Forrer:Surimono-204

やなぎ... 2013Forrer:Surimono-030

無内題 2000Rijksm/poetry...004/021

1970Schack/Surimono-183a

1970Schack/Surimono-183b

かわさき 2000G.DHaag/Theear023/069

2013Forrer:Surimono-114

1997千葉市美／粋人...302/149

こづつみの… 1995MIRVISS/FLW-299/279

無内題 1970Schack/Surimono-021

無内題 2000G.DHaag/Theear016/063

あまのとの… 2000Rijksm/poetry...052/094

無外題 1970Schack/Surimono-157

無内題 1985KEYES/CBL-410-516/505...

ことしかりそめ… 1985KEYES/CBL-398-10/458

無内題 1997千葉市美／粋人...306/151

無内題 1985KEYES/CBL-382-3/437

1997千葉市美／粋人...001/026

かんじんちょう 1979BOWIE/Surimono 058／103

1997千葉市美／粋人...002/026

1997千葉市美／粋人...003/026

… 1997千葉市美／粋人...013/030

2000Rijksm/poetry...fig.05

ばんぐみ　おぎえれんじゅう 1979Forrer/Egoyo.&S-030/121



無内題 2000Rijksm/poetry...069/118

… 1979Forrer/Egoyo.&S-017/107

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

… 1979Forrer/Egoyo.&S-014/104

… 1979Forrer/Egoyo.&S-002/092

1979BOWIE/Surimono 082／136

まつむし　すずむし 1979BOWIE/Surimono 078／130

... 2013Forrer:Surimono-570

1997千葉市美／粋人...066/050

1997千葉市美／粋人...068/051

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

はるさめの… 1982Rijksmuseum/JP3-110/066

難読 1979BOWIE/Surimono 055／096

はるきぬと… 1985KEYES/CBL-260/305

… 1979BOWIE/Surimono 018／048

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

女3 1985KEYES/CBL-169/198 （雁註）「小泉有義刀」

… 1979Forrer/Egoyo.&S-046/137

4 1979Forrer/Egoyo.&S-009/099

無内題 1995MIRVISS/FLW-189/240

女1男1 1985KEYES/CBL-207/234

ゆくかりも… 1995MIRVISS/FLW-199/244

そうし 2008Carpenter: REARDING_SURIMONO_107-8

まはぎはら… 1985KEYES/CBL-161/187

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

ゐのみずに… 1985KEYES/CBL-160/187

ふうりんのばんしょう 1995MIRVISS/FLW-188/240

しゃくとりて... 2013Forrer:Surimono-196



18 説明 22 法量 29 備考

18.7*17.5

（雁註）谷清好、大坂の工房。朱印は、「藤」？207ｘ185

（雁註）谷清好、大坂の工房。朱印は、「藤、勝」？193ｘ183

16.5*22.2

12.4*10.5

12.4*17.8

12.3*16.7

14.4*19.0

12.5*16.0

19*28.3

187x061

18.7*6.1

*

256x189

250*185

250x182

25.4*38

272x191

25.7*18.8

254x182

251x188

258x186

35.5*8.5

27.2*18.5

25.6*19

200ｘ172

196ｘ177

195ｘ176

21.9ｘ18.5

21.8*18.6

25.4*18.9

43.3*56.4



20.6ｘ18.6

9.5**12.4

19*25.5

25*38.1

21.2*15.7

25.1*18.5

208ｘ186

21.0ｘ18.4

21.1*18.4

20.5ｘ18.0

128ｘ178

126ｘ179

126ｘ179

548*196

20.5ｘ18.0

20.5x18.0

19.5*18

20.6*17.8

21*18.5

21.2*18.2

21.5*15.5

38.6*51.5

384*267

22.6*37.7

32.1*15.2

（雁註）MF、紫草 222ｘ150

211*186

（雁註）MF、紫草 212ｘ188

211ｘ186

211ｘ186

211ｘ186

211ｘ186



211ｘ186

211ｘ186

20.2ｘ13.0

207ｘ185

208ｘ184

217ｘ186

（雁註）一陽連のマ−クは「文」 209*184

209ｘ183

212ｘ185

211ｘ186

20.3x18.2

20.3x18.0

21.1*18.7

205ｘ177

203*183

20.8*18.3

210ｘ186

20.6x18.3

20.6x18.3

20.4ｘ18.4

207ｘ183

212ｘ182

*複製 210*180

216ｘ189

216*186

208ｘ185

211ｘ188

214ｘ189

213ｘ190

210ｘ188

211ｘ189

21.0ｘ18.6

20.6x18.6

21.0ｘ19.0

20.7ｚ18.4



20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

199ｘ184

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

21.2ｘ18.7

20.8*18.5

20.6x18.6

20.6x18.6

208ｘ184

20.6x18.6

20.6x18.6

21.2ｘ19.1

20.6x18.6

20.6x18.6

20.6x18.6

21.0ｘ18.7

21.2ｘ18.4

20.8*18.4

208*1082

210*187

211ｘ187

213ｘ188

210*186

210ｘ186

（雁註）外題削除か、外題追加か。どちらか。やはり削除と見る。



21.0*18.8

21.4*19.2

212ｘ190

202ｘ183

21.1*18.7

208ｘ186

（雁註）楊樹園…改唐樹園南陀羅

212ｘ190

210ｘ186

20.5ｘ17.8

207ｘ184

20.5ｘ18.1

209ｘ186

20.7ｘ17.9

20.7ｘ17.9

20.7ｘ18.4

20.5ｘ17.8

20.5ｘ17.9

20.6ｘ18.6

209ｘ186

21.3x18.6

21.3x18.6

20.7ｘ18.4

20.5x17.9

211ｘ183

213ｘ187

210*186（各）

19.8ｘ17.2

明治の複製 21.2*18.7

（雁註）複製は賛を削除。	 21.2*18.6

複製

20.5x18.3

210*186

210ｘ186

21.7*18.7



199*187

205ｘ182

21.4x19.0

20.6*18.8

20.8*18.4

20.8*17.8

201ｘ177

21.1x18.5

（雁註）詩歌連俳の内、歌。のゝ字ハ「むら竹」 20.3ｘ18.4

21.7*18.2

21.4*18.4

21.8*18.6

-

-

206ｘ183

218ｘ185

218ｘ186

219*188各

209*185各

（左より）書初の玉屋内／ひと筆、門かざりの／松葉やうち／十かへり、初空の／寉屋内／ちとせ、雪間の／若なや内／衣手、年玉の／扇や内／末廣。

209ｘ187

205ｘ185

205ｘ182

205ｘ182

206ｘ184

20.5*18.1

211ｘ186

20.6*18.7

212ｘ187

20.4*18.1

20.6*18.7

19.7ｘ18.0

211ｘ186

201*182

201*181

201*182



209*184

215ｘ178

20.3x18.6

20.8ｘ18.5

21.0x18.5

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

205ｘ178

（雁註）明治版。 203ｘ186

206ｘ185

213ｘ187

207ｘ182

207ｘ183

211*187

209ｘ187

202ｘ182

20.4ｘ18.0

204ｘ183

202ｘ181

201ｘ179

203ｘ181

20.4ｘ18.2

204*183

203ｘ183

203ｘ181

（雁註）さきたみのあたいうじのおんな？201ｘ181

202ｘ182

203ｘ182

203ｘ181

202ｘ182

202ｘ181



（雁註）はせつかべ？ 201ｘ181

20.6ｘ18.4

202ｘ181

199ｘ179

20.3*18.3

21.4*19.3

204ｘ184

（雁註）外題削除、内題削除。

20.1ｘ17.8

203ｘ182

202ｘ180

20.4ｘ17.8

20.3*18.2

201*179

206*180

21.4*18.6

21.3*18.4

208ｘ186

21.2ｘ18.9

212ｘ189

20.8x19.2

（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

21.1ｘ19.2

21.1ｘ19.0　

208*185

21.0ｘ19.0　

21.0ｘ19.0

21.0ｘ19.0　

211*186

20.1*16.8

210ｘ185

202ｘ182



20.3ｘ18.3

20.3ｘ18.4

21.3*19

20.5ｘ18.5

21.2ｘ18.3

20.4ｘ17.9

21.0x18.5

21.0x18.5

21.0x18.4

21.0x18.4

21.0ｘ18.2

202ｘ185

21.6*18.5

202*184

202ｘ185

201ｘ175

12.0*27.6

211ｘ185

196ｘ180

21.5*18.9

198*170

20.3*18.1

219*189各

21*18.7

201ｘ182

208*183

201*182

20.5*18

…うし…

205ｘ183



203ｘ181

206ｘ174

194ｘ132

210ｘ280

280*211

22.7*15.6

22.8*15.8

22.8*15.8

22.8*15.8

225*152

（雁註）狂歌を削除した後摺改題本は「一老画譜」

23.5*16.3

（雁註）春信といひ後定岡...。「さだおか」と読むか。

510*192

209*179

20.0x17.8

18.6*17.2

209ｘ180

199*188

206x156

125x170

19.7*18.4



21.5x18.2

17.9*9.9

10.2*10

25.3*38.3

206ｘ178

21.7*18.2

22*15.6

21.3ｘ18.1

19.1ｘ18.5

21.3ｘ18.1

22*15.6

44.5*57.6

20.3*18.8

211*187

22.2*22.5

311*142

507*422

41.5*56.5

20.6*15.7

19.5*17.5

21.2ｘ18.2

21.5ｘ18.2

20.4ｘ18.6

21.1ｘ18.6

208ｘ186

203ｘ179

209ｘ182



21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

21.0ｘ18.0

209ｘ186

（雁註）柳齋工房。 210ｘ183

19.8ｘ16.7

20.6ｘ18.0

21.0ｘ18.5

21.0ｘ18.5

21.8*19.0

189ｘ172

217ｘ186

201ｘ183

20.8*18.7

204ｘ184

（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

201ｘ179

19.8*18.7、20.1*17.7

21.6*18.6

20.5*17.5

21*18

20.5ｘ18.1

21.0ｘ18.5

20.9ｘ18.4

19.8ｘ16.7

20.6ｘ18.1

21.0ｘ18.5

19.9ｘ17.3

21.0ｘ18.5

21.1ｘ18.2

20.9ｘ18.4

21.2ｘ18.9

20.1ｘ17.5

（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

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

211ｘ185

22.0*19.1

21.8*19.1

200ｘ184

217*188

20.9*18.2

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

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

21*19

196ｘ178

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

21.3ｘ18.4

22.2ｘ38.6

（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



20.5ｘ18.6

20.6ｘ18.8

191ｘ112

191ｘ129

193*130

11.5*17.6

18.7*25.4

18.8*46.0

（雁註）坂田金時、蜘蛛の精、卜部季武。 20.5ｘ27.7

20.0*27.3

489*355

21.1*18.8

21.2*18.9

19.8*17.4

21.3ｘ8.4

14.4*9.5

19.4*15.1

425ｘ188

203*18　

21.1*18.6

（雁註）櫻川慈悲成の賛。 212ｘ185

20.3*16.2

209*186

21.4*18.5

（雁註）櫻川慈悲成の賛。 202ｘ182

19.4ｘ16.5

200*18

203*182

255*190？

209ｘ183

199ｘ167

202ｘ177

195ｘ179

（雁註）「摺工晉象」 211ｘ172

20.7*17.9

212*172



19.8ｘ16.9

19.7*17.5

（浅野）文政8年11月、市村座／東内裏劇場正月に取材 21.2*18.2

19.3*17.8

21.0*18.1

21.1ｘ18.3

（雁註）摺工・晉象 206ｘ181

（雁註）摺工・晉象 212ｘ184

（雁註）摺工・晉象 209ｘ185

（雁註）摺工・晉象。通俗水滸傳の版本あり。209ｘ183

21.4*18.4

20.0*18.2

21.1*18.5

21.3*18.4

21.0*18.2

21.1*18.5

21.1ｘ18.1

21.1*18.3

20.8*18.4

21.1ｘ18.3

20.9*18.3

205ｘ177

208ｘ183

212ｘ185

209ｘ188

216ｘ187

21.2ｘ18.2

20.4ｘ17.8

20.7*18.0

210*189

212*187

20.6*17.8

20.4ｘ17.6



202*178

21.3*21.4

21.4ｘ17.8

201ｘ305

37.9*25.8

21.8*15.0

（雁註）久堅屋連狂歌。

（雁註）久堅屋連狂歌。摺工：晋象。

（雁註）久堅屋連狂歌。摺工：晋象。

（雁註）久堅屋連狂歌。摺工：晋象。

19.6*27.2

17.2*24.2

198ｘ171

211ｘ181

207ｘ176

201ｘ180

201ｘ180

20.5ｘ18.1

207ｘ189

207*178

202ｘ180

207ｘ187

204ｘ179

207ｘ186

207*186

210ｘ182

222ｘ192

208ｘ186

208ｘ183

202ｘ182

199ｘ177

204*178

193ｘ172

204ｘ179



17*29.5

22*15.6

22*15.6

21.2*15.7

21.7ｘ18.0

20.9*17.6

21*17.7

20.5ｘ17.4

20.8*18.6

20.3*18.3

20.0ｘ18.0

21.2*18.6

21.7*17.6

210*182

21.6*18.4

20.0*18.1

20*17.5

21.8*18.7

20*17.7

20.5*18.0

21.2ｘ18.3

20.1*18.2

21.1*18.5

21.2*18.6

21.1*18.5

20.8*18.6

20.7ｘ18.5

18.2*17.1

20.0ｘ18.0

20.0ｘ18.0

21*18.7

20.8*18.7

20.1x17.6

21.3*18.7

21.2*19.0

21.2*18.1

20.8*18.7

21.2*18.4

21*18.1



22*15.6

20.4*17.5

217x187

（浅野）江ノ島弁天は巳の年 21.8*18.2

208*179

18.5*12.6

22*15.6

21.1*18.4

20.6*18.3

19.4x18.1

33.5*46.7

413*183

20.2*18.4

22.0*19.0

19.5*13.2

204x098

14.8*9.9

25.7*18.8

21*27.5

20.9*27.9

20.8*18.4

20.5*18.7

21.1*18.6

20.4ｘ18.1

20.5*18.1

21*18.1

20.8*18.7

20.8*18.9

21.2*17.9

21.4*18.8

21.2*18.3

20.9*18.6

201.2*118.7

21*18.1

21.2*18.4



20.9*18.7

21.9*18.4

19.3*110.3

10.5*14.8

20.0ｘ18.6

199*183

220*179

20.9ｘ17.4

21.7*18.6

21.6ｘ18.0

21.2x17.6

21.0ｘ17.5

36.6*51.2

20.3*28.0

19.5*24

201ｘ178

199ｘ172

20.6*18.1

21.0*18.5

20.9x18.5

20.9ｘ18.5

21.9*18.5

177ｘ116

14.1*17.1

281*209

17.5*7.1

17.5*10.7

22*15.6

383ｘ499

48.1*70.6

21*18.2

209ｘ184



21.5*19

21.1*18.5

204ｘ175

214ｘ181

201ｘ180

200ｘ181

200ｘ183

198ｘ182

202ｘ181

21.0ｘ18.4

21*18.3

20.7*18.2

19.9*18.3

19.9*18.3

20.9*18.5

19.6ｘ17.8

198ｘ183

9.1*18.2

19.3-17.2

21.0*12.3

215ｘ183

33.0*46.8

20*36

215x182

21ｘ18.6

21ｘ18.6

21.3x19.5

21*18.6

207*169

19.8ｘ17.6

209x181

216x184



210x183

218x186

217x188

18.8*37.7

285*206

21*17.5

重信の［誤記］？ 20.8*18

21.2*14

21.2*14

21.1*18.5

21.0ｘ17.6

21ｘ18.2

21.0ｘ17.6

201x179

21.0ｘ17.6

20.6ｘ18.3

207x178

207x181

213x184

203x171

208x183

207x181

21*18.5

20.5*17.6

20.8ｘ18.4

20.7ｘ18.4

20.2ｘ17.8

20.7ｘ17.9

20.7ｘ17.9

208x169

208x183

185x085

141x188

12.8*25.2

22*15.6

18.5*12.6

20.1*18.4

190*171

125ｘ158



28.4*1147.6

38.7*51.7

39.3*52.6

115ｘ175

128ｘ183

14.4x18.2

14.2*18.3

12.8*17.6

14.1*18.8

39.2*53.6

9.7*17.8

44.0*57.8

	 14.0*18.3

10.5*14.3

150x094

52.3*39.0

20*17

20.6*17.8

20.8*19

20.9*14.2

21*14.4

089x123

103x126

20.5*20.5

29.5*21

40.5*55.7

29.6*20.5

28.3*19.4

20*16.5

208ｘ184

215*189



19.5*18.2

(Carpenter註）春亭は9点？	（雁註）外題は源氏物語か、内題は須磨21.1*18.0

1999LEMPERTZ780-359/143 20.7*17.6

201ｘ180

197ｘ175

20.3*18.1

19.5x17.6

20.3*18.4

20.9*18.8

20.4*18.4

205ｘ176

20.5*17.5

202ｘ179

20.5*18.3

（雁註）焉馬七十七歳。焉馬（1743-1822）43＋76=1819。柳齋は柳齋千万多（ちたま）という狂歌師、彫、摺を請け負って版元のように摺物を制作した。文政初年に活躍。211*184

21.0*18.7

20.2*18

20.4*18.2

20x17.9

200ｘ183

204ｘ182

19.8x17.8

187*178

19*17.6

21.4*19

21.9*18.0

21.0*18.5



20.8*18.1

20x17.9

20.8*18.9

20x18.3

20ｘ18.3

20*17.5

18.8*17.5

21.0*18.5

21.1*18.7

21.0*18.2

21.0*18.3

20.3*18.2

20.2*18

20.5*18.1

20.1*18

20.9*18.1

21.0*18.3

19.7*18

20.2x17

207ｘ181

（KEYES）全6枚。3枚は鳥、3枚は花。	 21.3*18.5

20.7*18.1

207*181

20.5*17.7

21.1*18.4

21.0*18.5

20.4x18.2

20.2x18.1

213ｘ187

214*188

209*184



212*183

（雁註）尚左堂俊満の賛もある。 21.0*17.5

214ｘ185

196ｘ167

20.9*18.4

216*189

197x171

21.6x17.6

20.3x17.2

13.6*18.4

184*136

136ｘ184

20.4*11.0

20.4*11.0

20.4*11.0

20.4*11.0

20.4*11.0

14x18.4

180*133

13.3*17.4

13.9*18.0

19.8*12.8

13.5*18.3

12.8*17.6

13.5*18.4

13.6*18.5

12.8*17.6

12.8*17.6

13.4*18.2

182*134

（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

13.5x18.2

130x181

180*135



138x197

136x183

120x173

140x185

127x171

142x187

174*127

281ｘ144

10.6*18.3

182*103

134x183

13.7*18.4

126x173

139x183

135x182

183*135

103ｘ181

14.0*18.8

14*18.6

13.3*18.4

13.4x20.5

21.4*11.0

20.9*8.6

20.1*8.6

20.2*8.9

20.5*9.0

20.4*8.8

19.1*9.1

210x091

210*106

（CARPENTER註）全7点あるが、掲載は3点。 18.9*8.5

18.9*8.5

18.2*8.4



20.0*8.9

20.1*9.0

201ｘ271

127x144

161x214

211x091

13.0*12.0

138x282

（Keyes）1788-1、3、5、8、10、12

386*256

（雁註）左、俊満画。右、尚左堂窪俊満画。

25.7*18.8

25.7*18.8

25.7*18.8

25.4*18.9

25.4*18.9

20.5*27.5

272*202

20.4*27.6

19.8*27.0

195*135

17.9*49

39.0*53.0

30*52

24.2*32.8

41.6*56.1



214*119

14.7*20.8

214*119

206*123

119*214

284*138

25.7*18.7

18.6*12.7

20.3*11.0

20.0x17.9

20.0ｘ17.9

20.5ｘ18.3

131x172

134x181

205x090

201ｘ88

25.7*18.8

25.4*18.9

201ｘ184

18*18

184ｘ259

また文化12（1815）か。

16.5*44.5

19.7*50.4

20.7*18.2

21.1*18.9

208*188

20.9*18.8

21.2*18.3

20.6ｘ18

21.2*18.6



21.1*18.6

21.4*18.8

21.2*18.7

206x180

林忠正印あり

20.5*18.1

21.6*19.2

21.2*18.8

206x185

207*185

21.4*18.2

（Rappard-Boon）	1左　辰齋　（酒器）	2右　國貞　（二太夫は碁）	2左　辰齋　（二太夫と柳のペ−ジ）	3左　辰齋　（美人、猫）	4右　國貞　（凧）	5右　國貞　（三味線の稽古）	6左　國貞　（屏風の貴族）	*　　北溪　3枚続　（闘鶏、女審判）21.6*18.9

217x189

21.0*18.3

20.2*17.6

18.3-16.5

20.1*18.3

210*198

22.2*19.6

20.4*18.1

21.6*19.0



21.6*18.9

20.8*18.6

20.7*18.2

211*184

20.3*18.4

21.1*18.7

20.7*17.6

20.2*18.5

19.7ｘ17.5

21.6*19.3

207*185

21.2*19.0

203*165

20*18.4

21.0*14.0

19.9*18.3

20.9*18.6

20.1*18.3

20.9x18.4

192*17.5

20.1ｘ18.3

20.8*54.9

20.8*18.2

20.9*18.4

19.9*18.1

20.8*19.6



188*174

206x181

199x182

203*184

210x186

225x191

209x183

208x177

13.5*18.5

14.1*19.4

豆落款

13.5*18.4

13.8*18.6

139ｘ184

12.1ｘ16.9

139x187

131x183

135ｘ177

133ｘ183

138x188

13.1*18.4

13.8*18.5

131x183

180*137

138x180

13.9*18.7

13.5*18.3

133ｘ184



183*133

141ｘ188

13.4*18.3

130ｘ188

13.6*18.8

13.7ｘ18.6

14.1ｘ18.9

12.9*17.9

14.0*19.0

14.1*18.6

13.8ｘ18.7

13.7*18.9

	

13.7*18.4

14.8*19.2

13.8ｘ18.4

13.8ｘ16.4

13.6ｘ18.5

136x188

14.0*18.5

188*136

13.4*18.6

13.8*18.3

142x194

138x186

13.8*18.8

14.0*18.1

12.1ｘ16.9



20.8*28.0

136ｘ187

13.8*18.0

139ｘ180

13.5*18.6

137x274

14.1*18.7

133ｘ169

13.2*16.9

13.5*18.6

13.7*18.9

14.1*18.6

142x185

134ｘ185

13.6*18.4

13.8*18.8

*容器に「猿」の姿

　大倉庵金光　福ハ内へ入れて／むすひし春袋／たからも恵む年玉の数	秋長堂物簗　蓬莱の熨斗の産のと／目出たさを座敷一はい／並べたてけり	四方歌垣眞顔　江の島を霞ミて／いつる宝舩／大くら山を巳當なるべし	　さて、七福神の見立が分かる人は相当の文化人であり、教養のある人である。御分かりかな。ブッブッ−。

188*126

13.9ｘ19.1

六藝　礼樂射御書数 188*147

*射は「九字」にもある？

196x129

13.8*27.6？

21.1x28.6

211ｘ93



豆落款

136ｘ185

208x129

10.9*13.7

213x185

208*130

203ｘ278

200*353

20.1*27.4

19.0*25.4

27.7*20.6

（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）「讀初ノ摺物職人株、金粉銀泥画若珠、交易先終披講頃、■尻欲北遠方徒。芝乃屋主人」■=寒の下を衣

落款は豆落款

42.8*56.8

43.5*56.8

411ｘ567

番組	翁艸　戀種蒔	四季山姥	京鹿子娘道成寺	釣狐春乱菊	相生獅子	千鶴萬亀40.7*55.6

284*143

275*138

21.0*17.9

　能楽の猩々舞（しょうじょうまい）である。鼓と笛が置かれている。笛の下には飛ぶ鳥を意匠した布地がある。本図の外題は奈良人形としたが、奈良人形は内題かも知れない。外題か内題か、真実を知っているのは猩々だけである。ウッフフフ。

209x182

211x185

212x185

212x184

212x183

210x186

20.8*18.3

20.8*18.3



20.8*18.2

（雁註）屏風は六曲一双。12扇。（浅野）柳齋工房の作品は文政2-3に集中。20.2*19.4

（雁註）「柳齋」は狂歌師。彫師、摺師ではない208x185

19.7*17.7

20.2x27.6

101ｘ184

137ｘ184

23.5*35.7

18.4*16.5

48.5*17.2

21.3*28.4

19.2*55

20.2*18.3

17.5*22.5

17.4*23.7

21.5*29

20.6*13.9

17.9*12

20.5*18.3

43.2*56.7

178x309

184x256

193x139

188x105

176x102

186x188

189x098

184x124

189x186

185x112

191x110



190x190

127x195

20.2ｘ18.4

20.4*18.5

13.0*9.4

17.0*40.5

21.4*54.5

14.5x17.8

14.4x19.2

171x136

136x187

14.0x19.2

（雁註）引物、ろく路。 133x189

135ｘ180

13.7ｘ18.3

13.9ｘ17.6

14ｘ18.5

13.0ｘ17.8

13.9ｘ18.2

13.5ｘ17.6

11.6ｘ16.8

135ｘ180

133ｘ179

133ｘ179

132ｘ181

139ｘ187

13.2x17.5

13.3x17.6

12.9x17.5

文七+清川？ 13.3x17.5

124x167

12.4x16.5

大小 13.7x18.3

大小 12.8x17.8

139ｘ187

185x135

（雁註）落款は、裁ち落とされている。136ｘ175



13.8x18.8

11.9x19.4

12.6x17.2

「午のはつ春」 13.8x18.4

18.6x12.8

14.0x25.6

19.8x9.4

狂歌大小→1797 13.2x9.7

8.5x12.2

17.5x9.0

137x095

13.2x8.0

20.0x10.8

12.0ｘ13.3

11.2x14.2

9.6x15.0

110ｘ192

「午のはつ春」 9.5x17.0

（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。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

14.1ｘ27.4

21.2*15.7

280*196

39.6x55.9

42.6x56.8

「丁巳の春三月」 42.6x56.8

41.9x56.0

「師造化」短期間のみ使用。発句に「馬」の語、三ヶ所。41.9x56.0

13.1*25.9

丁巳とし　朱印=秋長堂　 13.1*25.9

129ｘ260

13.9ｘ18.2

13.8x18.6

211x173

134ｘ181

138ｘ186

19.3*51.7

琳齋宗二　1797	百琳宗理　1799-1800	俵屋宗理　1799-1801	菱川宗理　1803-1809

壬戌はつ春 13.9*18.7



（雁註）摺物の版木を利用して狂歌絵本職人鑑を製作（1803刊）。13.9*18.7

壬戌はつ春 13.7*18.9

13.7*18.9

14.5*18.0

13.8*18.6

13.0*18.6

14.0*18.5

24.4*18

24.4*18

24.4*18

1802職人三十六番（4図のみ、職人三十六歌仙）九横摺物の版木を再利用し狂歌を追加したもの。25.1*18.3

（雁註）俵屋宗理1、北齋宗理2、菱川宗理3 25.1*18.3

14.1x18.5

18.5*12.6

21.3*18.5

20.9*17.9

210ｘ180

204ｘ182

199ｘ277

20.5*18.6

　談洲樓焉馬（1743-1822 ）、七十四翁の賛がある。戴斗号は文化十二年から文政二年（1815-1819）（まで使っていた。焉馬の刊記から、文化13年（1816）に製作されたことが分かる。「きのふまて…　かハらすに　福茶…七十四翁　談洲樓焉馬」。烏亭焉馬（1743-1822）は大工の棟梁で、しかも歌舞妓通、1811（文化8）「花江都歌舞妓年代記」を編纂している。これは寳永1〜文化1までの歌舞妓狂言番付などを編年順にまとめた労作である。19.8ｘ18.2

　談洲樓焉馬（1743-1822 ）、七十四翁の賛がある。戴斗号は文化十二年から文政二年（1815-1819）まで使っていた。焉馬の刊記から、文化13年（1816）に製作されたことが分かる。「きのふまて…　かハらすに　福茶…七十四翁　談洲樓焉馬」。	　烏亭焉馬（1743-1822）は大工の棟梁で、しかも歌舞妓通、1811（文化8）「花江都歌舞妓年代記」を編纂している。これは寳永1〜文化1までの歌舞妓狂言番付などを編年順にまとめた労作である。19.8ｘ18.2

191*183

（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

192ｘ184

（雁註）明治期の復刻。 192ｘ184

197*171

205ｘ183

20.5*18.5

211ｘ186

222ｘ188

207ｘ183

20.8*18.2

21.7*18.6

20.6*18.4

21.4*19.1

21.4*18.3

222*187

20.8*18.4

21.4x17.5



21.0x17.6

20.9x17.8

20.9x17.8

39.8*54.4

203*179

15.7*11

20.4*18.0

19.3ｘ17.8

209ｘ184

25.1*17.3

25.1*17.3

（雁註）文化期の柳齋ハ、歌垣の門下で、実質的な工房活動はしていなかった。職業は何をしていたか。武士階級か。

栄之1756-1829	紅翠齋1739-1820 19.6*53.5

37.7*52.2

20.1ｘ17.4

19.5*14.0

20.7*18.0

（雁註）初版は3首、二版は4首。 21.2*18.9

22ｘ19.2

135ｘ176

198x169

212x185

20.5*18

20.9x18.2

21.6*18.8

21.5ｘ18.5

20.0*28.2

39.9*53.2

40.0*52.0

37.6*51.6

38.7*51.4

212ｘ182

18.8x17.3

19.8ｘ17.5



20.6*18.8

20.3*18.5

13.9*22.0

134ｘ199

201ｘ134

17.5*20.5

19.3*17.2

19.3*17.2

18.5*51.8

25.7*18.8

25.7*18.8

25.4*18.9

25.4*18.9

21.0x18.6

（雁註）天童さんの生没、1873-1948。従って、実際に絵本蒐集をした時期は明治-大正期（1890s-1910s）。誤認、誤記で無ければ、落款は北齋辰政。寛政10-享和4（1798-1804）で確定する。

24.6*18

20.6*14.2

20.6*8.8

（雁註）1823以前の見立て、1818頃。 19.0ｘ17.4

20.6ｘ18.1

21.0ｘ18.6

20.3ｘ18.2

20.1ｘ18.2

20.1ｘ18.2

20.7ｘ27.0

196ｘ182

196ｘ180

21*18.5

21.2*18.2

40.0*55.2

198*172

14.8*15.5

21*18.5

195ｘ175

21.1*18.4



201x165

217ｘ188

20*17.8

（雁註）極　七代目三升［夜雨］197ｘ179

（雁註）極　七代目三升［夜雨］198ｘ183

（雁註）極　七代目三升［夜雨］。五側、賛は柳栄子180ｘ172

（雁註）極　七代目三升［夜雨］199ｘ183

（雁註）極　七代目三升［夜雨］199ｘ181

（雁註）極　七代目三升［夜雨］181ｘ175

196*179

（雁註）極　七代目三升［夜雨］196ｘ179

198*183

（雁註）助六の傘に...春の雨　七代目三升197ｘ182

20.0*18.4

（雁註）二版は狂歌を替えている。「故」豊國筆の故を削除、外題下の「極／七代目三升」を削除。20.3*18.2

20.5*13.9

20.8*18.4

143x119

21.0*10.7

130x181

13.9*9.0

9.9*13.9

403x555

552*400

21.0*27.2

280*203



280*203

276*194

20.6*37.8

41.0*55.3

42.0*55.7

（浅野）國満が写しておいた… 35.7*49.0

（雁註）故豊国（とよくに1）とあり、本図を模刻した絵師は豊國2（とよくに2）である。200*184

200*184

200*184

200*184

200*184

200*184

211ｘ176

198ｘ175

18.2*17.1

213*180

201*161

200*184

203*187

200*184

198ｘ172

296*228

17.2*12.1

19.1*17.0

（雲英）真田菊貫は第五代松代藩主の長男。

慈悲成（1761-1833）　1797-1833朝比奈摺物、豊廣1828歿後も慈悲成が5-6枚描く。526*203

193ｘ534

196ｘ520

20*18.5

21*18.5

19.8*17.4

19.5ｘ17.4

20.1*18

21.1*18.5

21.4ｘ18.5

18.7*13

12.6*25.6

210*091

（雲英）象麿（きさまろ）は真田菊貫の俳諧号。	



（雲英）象麿（きさまろ）は真田菊貫の俳名

13.4*14.1

190ｘ81

131*119

95ｘ128

131ｘ174

175*132

33.2*7.5

（雁註）判者が左右に分かれて座る。「毎年初會ノ席、短冊満文臺、扇面應人ノ望、毛氈設座開、共ニ傾嘉例盞、更ニ詠ス宿題梅、判者分前後、諸連任到來。右／席上即琴／山陽堂」

10.9*19.2

18.5*12.6

24.7*18.6

9.6*11.7

210ｘ177

18.5*12.6

24.7*18.6

18.3*12.1

19.3*12.5

20.6*18.4

12.1*18.2

272*207

27.4*20.0

27.6*20.3

272x194

211ｘ91

21.0*8.9

18*24.5

18.3*24.5



39.4*52.3

19.4ｘ18.3

22*15.6

13.6*8.9

200x181

255*190

13.0*19.0

20.5*19

194ｘ181

209ｘ183

214ｘ181

205ｘ183

205ｘ183

20.3*18.6

20.0*18.5

20*16.9

198*178

20.9*18.8

212*190

20.2*17.7

13.2*18.4

20.6*5.6

18.2*12.1

文政6未-1823	天保6未-1835 19.4*24.4

196*177

196ｘ180

35.4*49.9

20*18

21.0*18.3

21.5*18.2

26.8*19



26.8*19

26.8*19

26.8*19

21.2*10.3

206x185

202x183

205x180

20.8*18.5

20.7x18.3

118ｘ185

143ｘ192

209ｘ139

139ｘ185

136ｘ181

208*139

21.5ｘ10.6

21.5ｘ10.5

21.5ｘ10.5

21.4*10.7

21.6*10.5

38.8*52.3

197ｘ523

185x512

186ｘ511

19.8*54.6

19.3*54.0

19.3*49.6

富本節の名弘め 19.3*49.6

189ｘ50

201ｘ555

20.8*56.2

505*188

16.7*21.3

19.5*19.2

図版153の落款を再利用 19.5*19.2

13.3*18.3

139ｘ186



*後に重信が8図を追加

13.5ｘ36.5

13ｘ17.5

12.6ｘ17.2

12.5ｘ16.5

12.5ｘ16.5

13.6ｘ18.2

13.5*18.3

13.4ｘ18

14.5ｘ18.5

11.8*34.5

117ｘ343

*枠外に外題（春興五十三駄之内）

*枠外に外題（春興五十三駄之内）



12.7*35.9

13.0ｘ34.6

13ｘ35.5

125*182

13.6*18.3

（雁註）三首の狂歌。新聞などで発表13.5*18.2

13.5*18.1

（雁註）柏葉亭栄　万歳の　その舞阪を　乗舟に　たてられたりや　数の帆はしら

13.6*18.7

13ｘ35.5

13.4ｘ35.6

12.5ｘ17.5



186*138

13.8ｘ17.7

138ｘ186

13.8x17.7

13.0*18.1

13.8x18.2

179*132

13.6x18.3

12.9x18.3

132ｘ183

14.0*18.8

104ｘ130

14.0*18.8

（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

13.4ｘ18.4

13.6x18.3

138ｘ186

13.8*18.8

139x184

13*18.1

小判に大小 19.0*12.3

14.0*19.3

13.8*18.4

14.0*18.8

13.9*18.5

13.8*18.3



「寅春興」 13.8*18.5

13.3*18.0

14.0*28.2

19.5*7.0

21.3ｘ9.5

20.2*8.8

201ｘ85

21.6*8.5

内題の一つに「申」とある。 21.9*8.8

201ｘ83

21.4*9.5

20.9*9.0

10.3x13.7

98x182

95ｘ136

123ｘ226

9.0*12.0

10.1*17.6

247ｘ383

257ｘ392

245*175

甲子春。淺草庵… 19.6*27.4

19.6*27.4

20.8*27.5

292*213

他に二図、ぎやうとくしほはまよりのぼとのひかたをのぞむ、おしをくりはとうつうせんのづ。23.6*35.1

225*175

「會主竹本其太夫」文字ある38.4*52.8

41.2*55.7

19.3*54.0

521*389

14*19.2

379*169

20.8*18.8

139ｘ190



190*169

189ｘ168

20.0-18.8

20.9*18.6

198x174

183*139

185*137

139ｘ184

138ｘ183

137ｘ185

14.5*10.2

19.7*17.5

14.0*57.1

19.2*52.4

570*187

13.4*11.5

208x185

211*185

211*185

21.6*18.8

21.1ｘ18.1

14.2*18.6

20.6*27.6

13.8*18.6

178*129

14.1x18.4

14.5*17.8

20.5*28.4

14.0*18.5

12.9*17.5

20.5*28.6

124ｘ254

189ｘ250

18.8*25.3

134ｘ183



132ｘ181

128x178

96ｘ132

15.0*10.8

12.8*10.2

13.4*23.6

14.0*9.7

253*125

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6

19.8ｘ8.8

19.8ｘ8.8

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6

20.6ｘ13.6

20.6ｘ18.3

21.0*17.8

20.4*17.9

（雁註）若宮（鶴岡八幡宮）を下宮（げぐう）と称する。205x178

20.6*17.8

21*18

21.4*18.4

20.6*18.1

206x183

19.5*17.5

21*18.5

21*18.5

20.1*17.9

20.7*18.3

（雁註）「五」側の入銀。北溪は意匠、俊満は彫り、摺りを制作の意か。184x179

20.2*18.1

20.6ｘ18.1

20.6x18.1

21*18.1



21.9*18.8

19.4ｘ18.1

206*182

207x183

21.0*18.4

20.9*18.2

210*181

210x182

20.8*18.5

204*174

206x174

209*184

209x183

204x177

209x184

209x184

207*184

204*181

206x183

204x182

207x179

19.8x18.0

191x175

21*18

211x180

20.9x18.4

21*18.3

210*181

205x178

21.5*18

20.5ｘ18.0

20.5ｘ18

20.4*18.2

20.4*18

20.9*18.1

20.6*17.8



20.9*18.1

20.9*18.1

215x183

202x175

212x180

20.2*18.4

211*181

211x180

224*185

223x195

211x184

22.1*19.5

21.3ｘ18.3

21.4x18.4

205*179

205x179

207x176

21.0ｘ18.3

春風の　ちからためしや　いさましく　柳をゆする　梅の花和尚　江州信樂　花鳥屋乘康　

21.3*18.0

21.2*17.9

21.1*17.9

21.0ｘ17.8

211x180

21.0*18.0

21.0*18.0

21.0ｘ18.4

21.0ｘ18.4

21.7*18.4

21.0ｘ18.1

208x181

21.0ｘ18.3

21.0ｘ18.3



216x190

21*18.6

208x182

20.4*17.4

21*18

21.1x18.0

20.6x17.9

21.1x18.0

21.1*18.7

21.1*18.7

20.5*18.3

19.9*18

211x181

20.8*18.2

21.7*18.9

21.7*18.9

21.8*18.6

20.5x18.3

20.3x18.0

21.0ｘ18.0

21.8*18.6

21.2*18.5

21.3*18.3

20.0ｘ17.5

19.9ｘ18.0

20.5*18.2

21.1*18.6

19.2*17.3

208x182

201x178

210*184



210x183

20.7x18.4

205x183

203x179

18.7x16.6

211x181

206x183

199x174

21.3*18.8

21.3*18.8

21.0ｘ18.1

21.0x18.7

21.0x17.9

207x182

20.0*17.1

208x183

20.7*18.3

204x177

205x181

19.9*17.7

204x178

204x171

204x175

204x180

20.7*18.2

209x184

203x174

204x176

21.1*18.7

204x176



204x174

204x176

204x177

210x186

208x183

207x181

207x184

207x183

207x179

211*186

204x179

207x181

21.5ｘ18.3

20.9*18.4

196*178

192x179

197x182

20.9*18.2

21.0*18.1

20.5*18.0

21.5*18.8

21.3*18.3

21.0x18.4

21.6ｘ18.7

21.9*18.2

206*183

（雁註）唐代の李澣（りかん）撰、有名人の逸話。206x182

20.5x18.2

197*178

197x179

196x176

21.5ｘ18.0



20.3x17.6

20.3x17.6

（雁註）彫工浪次郎、摺工芝万吉	（雁註）1999LEMPERTZ780-364/145、其一か？21.3*18.6

20.4x17.7

（雁註）蛇にしては四足があり、妙。 21.0ｘ18.5

20*18.2

21.1x16.9

19.5*18.2

199x181

181x172

208x183

210x183

177x160

210x179

207x185

201x169

206x179

211x185

211x185

194x180

196x179

188x162

208x181

209x179

20.0x18.0

20.0x18.0

20.4x18.2

19.6x17.9

20.4*18.2

あつものに　なるてふ鯉の　ｗとれはや　風にかゝける　青柳の髪　司馬園琴砂

（雁註）原画は「芝小法」の朱印。 21.2*19.0

20.4*18.1

21.2ｘ18.8

19.2*17.3

21.9*18.9

21.7*18.9



200*168

209*185

208x179

20.6*18.5

21.2*18.4

20.8*18.0

20.1*16.9

211x179

20.3*18.2

20.3*18.2

20.2*17.7

（雁註）目出度い「ぶりぶり香合」は、正月に使う。206x184

20.6*17.5

20.0ｘ17.9

20.3*17.9

20.5x18.3

20.1*17.4

20.9*18.3

21.6*19

21.6*19

20.2x17.6

20.3x17.7

196*176

21.3*18.1

198x183

19.3*17.6

20.9*18.0

21.0x17.6

19.9*54.2

209*178

20.5*18.4

21.2x18.2

206*184

18.4*16.2



200x179

200*189

21.2*17.8

216*182

20.2*18

20.5ｘ18.4

19.6*17.9

207x180

提とうらんの…　あふたりや…

19.7*16.9

208x182

21*18

209x180

20.3x17.0

182x163

19.2*17.3

21.0*18.3

19.7x17.4

17.9x15.4

19.1ｘ17.2

19.8x17.7

21.0*36.5

20.3*16.8

191x174

21.0x17.6

21.0ｘ18.0

19.8ｘ18.0

202x181

19.3*17

20.5*18

21.1*18.2

21.1*18.2

20.4*18.3

21.4*19.1



20.4ｘ18.8

20.6*18.5

20.6*18.5

21.8*18.9

20.0ｘ17.4

20.0ｘ17.4

19.4x17.7

20.6ｘ18.3

21*18.5

30.6*21.4

209x182

21.1*19.3

18.6x17.1.

18.6x17.1.

14.1*18.4

141x196

20.2*11.2

96ｘ132

21.8*13.8

10.0*13.2

25.2*34.7

42.0*18.1/41.9*18.2

19.0*25.2

20.5*26.7

42.5*18.0

42.2*18.2

42.2*18.2

-

（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。

20.2*18.2

21ｘ18.2



138x187

19.1*52.0

19.1*52.6

南京人圖、壽帯鳥、畫眉鳥、黄■（麗+鳥）、竹鶏、鶺鴒、白頭翁、白■（角+鳥）、十姉妹、■禽（垂？+鳥）、■■（鹿+鳥、古+鳥）、（三南京人、海を見る）。25.6*18.8

22*15.6

18.0*51.0

21.5*18.3

21.7*13.8

20.9*17.6

36.6*31.6

37.9*51.4

30.3*21.2

20.5*18.0

38.0*51.5

38.1*51.8

38.3*51.0

目吉-1800s-1810s-	春英1762-1819 21.2*57.0

19.2*52.3

199*184

201x184

185*182

14.5*19.3

136ｘ185

19.4*52.6

21.6ｘ18.2

21.5*19

20.1ｘ18.6

20.3*18.4

21.0ｘ17.8

21.6*18.8

20.2ｘ18.0

21.2*18.6

20.7*18.2



22ｘ18.8

20.9ｘ18.0

21.5ｘ18.8

22.0ｘ18.8

21ｘ18.5

21.4*19.5

20.7ｘ18.1

21.3ｘ19.5

13.6*21.0

140*103

13.4*18.6

148.0ｘ358.0

204ｘ183

34.5*50

17.9*12

375*254

187*131

22*15.6

167ｘ134

21.3*18.4

21.0*18.3

15.9*10.6

20.2*18

21.1ｘ18.3

21.2*17.8

211ｘ186

180ｘ168

209ｘ138

-

18.7*24

16.6*10.7

25.7*18.8

25.7*18.8

22*15.6

21*18.1



204x180

「はさみ」未確認。 21.0*18.5

21.0*18.5

202x180

「はさみ」未確認。 21.6*18.1

21.6*18.1

206ｘ179

194*175

秋長堂物簗（二世）が幹事役か。狂歌堂に次いで物簗（二世）の狂歌が多い。20.4*17.4

48.2*21.6

193ｘ175

203ｘ178

20.0*17.7

193ｘ176

19.4*17.6

20.0*17.6

19.7*17.6

（雁註）鹽かひにとりあはされて花しほも七くさかゆのなかにこそいれ202x176

193ｘ175

19.9*17.8

198ｘ176

19.7*17.6

「すだれ」で「だ」は濁音か。 19.3*17.7

193ｘ174

（雁註）明治期以前の復刻？194ｘ175

20.5*18.4

20.6*18.0

206*180

203ｘ179

206*184

209ｘ183

（雁註）明治期以前の再摺。 205ｘ181

19.6*17.8

196ｘ179

20.5*18

205ｘ178

（雁註）明治期の復刻。 205ｘ178

205ｘ179



19.7*17.4

201ｘ175

198*178

19.9*17.9

19.8*17.8

198ｘ179

194ｘ176

202ｘ176

20.2*17.8

19.8x17.4

196ｘ174

20.5*18.5

21.3*18.6

（雁註）■垣連の棟梁は空満屋真枝。他の四図、諸葛孔明と牛若丸、蘭相如と児島高徳、趙雲と武内宿禰、劉備と佐々木高綱。■は「さるがき、べにりんご、ざくろ」と読む。21.3*18.5

21.3*18.5

21.3*18.5

26.5*21.6

（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

213*186

21.5*19.0

（雁註）明治複製。初版1821 21.6x19.0

19.7*17.0

205x186

20.6*18.1

207x182

20.4ｘ18.4

20.4x18.4

209x181

21.4*19.1

206*183

（雁註）轡（くつわ）は十字街路から、吉原の意。「文政５壬午年正月改」の細見。206x183

20.8*17.9

「くらへ馬」の語、歌中にあるが、語呂から、この場合「けいばこう」となる。21.3*18.8



21.3*18.5

20.8*18.1、	 20.8*18.1

206x182

206*181

21.4*18.8

209x183

20.7*18.0

（雁註）駒と菖蒲の意匠、タバコ入れ。205x184

21.3*18.5

20.6*17.4

206x182

20.7*18.0

216*183

206x182

206*183

20.5x18.1

206x181

21.2*18.6

20.5*18.0

207x182

206*182

206x183

22.6*17.8

20.6*18.1

207x182

21.4*18.8

20.3*17.8

21.2*19.0

206x182

19.8*17.0

206x183

（雁註）馬のす、馬の毛で作る胡弓の絃。 20.4x17.8

（雁註）珍しい楽器。 210x184

19.5*17.2

20.8*18.3

206*183

（雁註）馬除、馬が逃げないように築かれた土手。東北の牧（まき）にある。また、一説に銀色の器を「魔除け」と。206x182

207x182

20.7x17.7

207x183



20.7*18.1

206x182

21.9x18.7

（雁註）晋米齋玉粒ハ芝全交2の狂名。 19.0x17.0

21.3x18.4

16.4*20.5

223*187

21.2*18.0

22.0*18.6

21.9*18.4

22.0*18.4

21.8*18.3

「人まねする申のはつ春」 21.1*18.4

丈イ=「せい」と読ませる。 21.9*18.4

14.0*18.7

16.4*27.0

216*184

134x179

19.2*17

19.4*23

181ｘ91

19*25.5

17.9*12

36.9*48.2

17.5*11.9

12.8*8.5

37.5*26

33.1*46.5

32.6*46.0

17.5*20.8



210ｘ170

200ｘ165

18.7*16.9

20.5*18.2

207ｘ181

209*183

197ｘ172

209ｘ185

207*156

21.5*18.2

095x100

207ｘ199

211ｘ183

209ｘ181

197*180

秋長堂75歳。 201*181

20.8*16.6

202*159

20.1*18

21*18.5

20.3*18.9

20.8ｘ18.6

20.2*18.1

182*162

192*171

22.1*18.8

19.2*17.2

20.0ｘ18.0

20.5*17.8



191ｘ173

198ｘ173

206ｘ173

200ｘ182

199ｘ179

202ｘ160

209ｘ189

189ｘ172

222ｘ188

192ｘ174

13.4*18.6

17.5*1446.0

 *Kaempfer print

137x186

131x183

137x184

137x186

14.3*19.1

175*137

167*125

200*136

14.3ｘ18.7

12.3*16.7

13.4*18.8

182*137

137ｘ182



14.1*19.1

19.3*12.8

17.1*11.7

16.4*11.4

175*119

139x86

203ｘ69

122x178

125ｘ159

160*124

196x275

108x139

115x136

097x132

102x125

102x134

120x125

136x200

105x169

129x176

104x181

127x183

101x138

120ｘ260

133ｘ185

137ｘ185

114ｘ148



181ｘ248

128x167

106x185

133ｘ196

115x144

127x168

138ｘ159

131ｘ188

125ｘ167

（雁註）正二六八十十一十二

9.5*13.8

13.7*9.0

11.8*12.5

12.7*7.4

13.7*9.4

12.2*17

16*12

15*12

13*10

14.8*9.2

11.8*11

14.4*9.9

14.4*9.9

13.1*9

14.5*8.7

12.7*9.6

9.3*13.9

14.0*12.6

12.0-7.4

12.7*8.3

13.7*10.2

9.2*13.3

14.9*9.6

19.3*4.5

12.7*8.3



13.2*10.5

11.5*9

13.6*9.7

9.5*14

204x182

190x128

176ｘ118

191ｘ125

193ｘ126

193ｘ126

194x136

117x063

160x105

145x107

168ｘ81

（雁高）［谷清好］、大坂の工房。211ｘ157

208ｘ96

210ｘ79

142x107

118*064

17.5*18.5

10.5*16.5

184*121

250ｘ382

25.2*17.9

18.3*39.8

24.2*7.5

282*205

248*188

19.3*25

-

24.7*18.6

22.6*16.3

25.7*18.8

39.4*53.5

479*362

32.3*45.8

32.7*45.3

36.0*48.5

38.5*52.7



288*102

19.1*17.0

20.8x18.8

19.3*12.6

22.5*17.5

205*198

208*170

212ｘ180

18.4*12.7

18.7*25.4

21.1ｘ18.5

（雁註）原画、薄い、［印］は闡明 21.0ｘ18.3

19.2*17.1

182*174

22.5*19

215*285

13.9x18.5

19.1*36.2

16.4*10.0

12.2*8.0

9.2*12.0

9.8*13.5

21.5*18.7

21.0x18.6

21.1*18.8

林忠正印あり。 9.0*12.0

（雁註）［柳齋］は狂歌師。彫師。絵師ではない。狂名、柳齋千萬多（ちまた）。196ｘ83













（左より）書初の玉屋内／ひと筆、門かざりの／松葉やうち／十かへり、初空の／寉屋内／ちとせ、雪間の／若なや内／衣手、年玉の／扇や内／末廣。

























































　大倉庵金光　福ハ内へ入れて／むすひし春袋／たからも恵む年玉の数	秋長堂物簗　蓬莱の熨斗の産のと／目出たさを座敷一はい／並べたてけり	四方歌垣眞顔　江の島を霞ミて／いつる宝舩／大くら山を巳當なるべし	　さて、七福神の見立が分かる人は相当の文化人であり、教養のある人である。御分かりかな。ブッブッ−。



　能楽の猩々舞（しょうじょうまい）である。鼓と笛が置かれている。笛の下には飛ぶ鳥を意匠した布地がある。本図の外題は奈良人形としたが、奈良人形は内題かも知れない。外題か内題か、真実を知っているのは猩々だけである。ウッフフフ。











（雁註）文化期の柳齋ハ、歌垣の門下で、実質的な工房活動はしていなかった。職業は何をしていたか。武士階級か。



（雁註）天童さんの生没、1873-1948。従って、実際に絵本蒐集をした時期は明治-大正期（1890s-1910s）。誤認、誤記で無ければ、落款は北齋辰政。寛政10-享和4（1798-1804）で確定する。







（雁註）判者が左右に分かれて座る。「毎年初會ノ席、短冊満文臺、扇面應人ノ望、毛氈設座開、共ニ傾嘉例盞、更ニ詠ス宿題梅、判者分前後、諸連任到來。右／席上即琴／山陽堂」





















春風の　ちからためしや　いさましく　柳をゆする　梅の花和尚　江州信樂　花鳥屋乘康　













提とうらんの…　あふたりや…



（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。





























































































　大倉庵金光　福ハ内へ入れて／むすひし春袋／たからも恵む年玉の数	秋長堂物簗　蓬莱の熨斗の産のと／目出たさを座敷一はい／並べたてけり	四方歌垣眞顔　江の島を霞ミて／いつる宝舩／大くら山を巳當なるべし	　さて、七福神の見立が分かる人は相当の文化人であり、教養のある人である。御分かりかな。ブッブッ−。



　能楽の猩々舞（しょうじょうまい）である。鼓と笛が置かれている。笛の下には飛ぶ鳥を意匠した布地がある。本図の外題は奈良人形としたが、奈良人形は内題かも知れない。外題か内題か、真実を知っているのは猩々だけである。ウッフフフ。













（雁註）天童さんの生没、1873-1948。従って、実際に絵本蒐集をした時期は明治-大正期（1890s-1910s）。誤認、誤記で無ければ、落款は北齋辰政。寛政10-享和4（1798-1804）で確定する。









































（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。





























































































　大倉庵金光　福ハ内へ入れて／むすひし春袋／たからも恵む年玉の数	秋長堂物簗　蓬莱の熨斗の産のと／目出たさを座敷一はい／並べたてけり	四方歌垣眞顔　江の島を霞ミて／いつる宝舩／大くら山を巳當なるべし	　さて、七福神の見立が分かる人は相当の文化人であり、教養のある人である。御分かりかな。ブッブッ−。























































（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。



















































































































































（雁註）拱齋北溪子ハ幼より... 四方歌垣真顔　華溪貞隆　唐衣　橘洲　　歌川豊国　　蹄齋北馬	谷　文晁　便々館湖鯉鮒　喜多川歌麿　北齋辰政	　　　　　　　　　　　　　　　　　　辰齋政之	東堤安久　　曲亭馬琴　　　櫻川慈悲成　	土佐浮尺齋　式亭三馬　　　咄坊魯石	園　箕山　　鹿杖亭菅政　　市川白猿	図南田翼　　銭屋金埒	　談州樓焉馬	催主　拱齋　北溪		（雁註）稲葉華溪は寛政12年歿しているので、この年また以前に刊行された。北溪は、20歳。


























