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ItgivesmegeatpleasuretomtroducethepainstakingworkofProfessorsYamashitaNorikoandRobert

Campbell,whohavededicateddurmgthepastseventeenyearsmanyeHbrtsandm‑depthresearchtothe
ChiossoneMuseum'ssectionofwoodblock‑printedbooksandbook‑boundprints.Theremarkableresu1toftheir
researchispublishedhere,mthefbrmofaprinted""ﾉbgzJeFniro""6‑aworkthat,nodoubt,willpmvide
innneasurablehelptomanyscholarsalltheworldover.

hl979‑1980LuigiBemab6BreaandKond6Eikomcludedpartofthebookcollectionmtheir
pioneeringcatalogue,sponsoredandpublishedbytheMunicipalityofGenoaunderthetitleE上わ 伽miOmo"e

MMsez"wqfowew"/4"""oα【腕"‑eRf"応α"dPqjifr"想窓加碗油eEZIPflﾉﾊ姓"mP智如鋤冴砥〃6.1
ml994andl996ProfssorPeterKomickifomCambridgeUmversity,U.K.,visitedtheChiossone
MuseumtwiceonaspecialresearchganthomtheJapanFoundationandpreparedthecardfilesofmany
JapanesebooksmtheChiossonecollection.FonningthenrstnucleusofstructuredinfbrmationonEdoardo

Chiossone'sbookcollection,ProfKomicki'svaluableworkwasmadeavailablenotonlyfbrconsultationby
otherscholarsattheMuseum,butalsoonlme,mtheUnionCatalogueofEarlyJapaneseBooksmEurope.
Onthisoccasion,Iamdelightedtoexpressmydeep‑feltthankstothewholelmeofDirectorsGeneral
oftheNationalhstimteofJapaneseLiteraturemT61W5,whoprovidedcontmumg,generoussupportbrthis
reseaIchhoml998untilthepresentday.
Dr・PmfDonatellaFailla

DirectoroftheChiossoneMuseum

TheMunicipalityofGenoa,Italy
Genoa,150ctober2015

4↑

i

IBembbBr",KondOl980.T11eoriginalItalianeditionwaspublishedaearearlier:Bemab6BIEa,Kond61979
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EdoardoChiossone

,

andtheChiossoneMuseumofJapaneseArt,Genoa,naly
Do"αだ"αF汀"わ

DirectoI;6EdoardoChiossone'MuseumofJapaneseArt,Genoa,Italy

EdoardoChiossoneエドアルド・キオツソーネ(Arenzanol833‑T5ky61898)wasatalentedGenoese

artist,engagedbytheMeijiGovemment,whohelpedtoestablishthemodemteclmiquesofmdustrialengravmg
andp血tmgatthelmperialPrintmgBurmeaumT6ky6.HeiscI℃ditedwithhavmgcreatedthewestem‑style
omcialportraitureofMeijiJapanfbrpoliticalanddiplomaticuse,andalsowithhavmgconributedtothe
establishmentofanup‑to‑dateconceptoftheJapaneseculturalandartisticheritageandofitsdepictionm

imagery・Moleover,dumgms23‑yearstaymJapan(1875‑1898),ChiossonegatheredJapaneseartandChmese

arthomJapanesecoUections,thusputtmgtogethertheextensiveartisticpatrimonythatconstimtestheChiossone
MuseumofGenoa,smcel905thefrsthomeofJapaneseartmltaly.

1.Chiossone'stimeandaccompmshmentsinltaly,Germany,andGreatBritain

ThebiograaphyofEdoardoChiossonecanbesubdividedmtothreemampedods:(1)theyearswhichshaped
hm(2)msprofessionaltrainingandexperiencesinltaly,GemanyandGreatBritam,and(3)hislongstaym
Japan.

BomonJanualy23rdl833mthevillageofArenzanonearGenoa,mtoa飽皿lywithbusmesstraditionsmthe
feldofpapermanufacmrmg,engravmgandpmtmg,EdoardoChiossoneinl847enteredtheLigurianAcademy

ofFmeArts(AccademaLigusticadiBelleArti),agedl4.Particularlyginedandtalentedmdesignand
engraving,hegaduatedml855,thusbecommgProfessorofDesignandEngravingattheageof22.Asapupil
attheLigurianAcademyofFineArts,Chiossonemademasterhllcopiesmengravingfomanumberofltalian
masterpiecesoftheMediaevalandRenaissanceperiods.Ageatpartofhiseducation,mcludingmsperception
ofltalianculturalpammonyasnationalheritage, tookplaceduringthecmcialyearsofRisorgimento, the
country'sre‑unification.Inl852hecollaboratedwithhisrelativesDomenicoChiossoneandFilippoLivyonthe
illllstrationsofGα"eriqsceﾉm4た"翅c 咋加"Fわﾉｾ""α α"7α加eaR城elband, inl863‑1864,with
DomemcoandDavidChiossoneonthelargevolumelm"血廊な"cq.Bothofthesevolumesmcludesomeofhis

immaculateengravmgs,reproducmgmastelpiecesbyBeatoAngelico,AndreadelSartoandDomenicodella
Porta.

ClnossonewasemployedbytheBancaNazionalenelReglod'ItaliamFlorence,onwhosebehalfinl868
hemovedtoFrankfilrt,Gennany,andstartedworkingatDondorf&Naumann,awell‑knownfirmproducing
banknotesandsecmtiesfbrltalyandJapan,amongothers.Chiossone'sgiventaskmFankfilrtwastwofbld:
first,toperfectthemdustrialtecmiquesfbrengravmgandprintingpapervaluesand,second,totramagroupof

profssionalengravers,whowouldbesubsequentlyemployedbythemltureltalianPrintmgBureau. Inl870,
whilestillatDondorf&Naumann,ChiossonedesignedandengravedthefhmousJapanesebanknoteknownas

the@Gennany‑madebanknote'のo""sei"oo"MsEJ),issuedmJapanml871・Notlongaher,theagreement
betweenChiossoneandtheNationalBankintheKingdomofltalycametoacriticalpoint:recentlydiscovered
documentsandletters2demonstratethatthecontracmalconditionsseriouslyrestrictedandalmostimpededthe

artist's廿eedomtoexperimentnewtecmiquesandcreatefomnovel ideas.Thissimationultmatelyledtoa
breakbetweenChiossoneandhisemployer.Inthemeantime,inJapanthelmperialPrintmgBureauwasfbunded
inl871,butWestemtecmiciansandmachmerywereneededtoestablishastatemdustryofsuchgreat
importance・TheJapaneseaskedtheadviceofDondorf&Naumann,whereuponthecompany'smanagement
suggestedChiossoneasapossiblecandidate,andtheGenoeseengaverpromptlyacceptedtheJapaneseproposal.

2AA・VV.1999,pp,1‑17,61‑104mparticular
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HavmgregainedhisillllibertyjChiossonewenttoLondoninl874,toleamthemostadvancedtecmiqUesof
mdustrialplateengayingatDelaRue,aBritishcompanyworkingmtheneldofsecurities.

2.ChiOssone'slifeandworkmJapan
ChiossoneembarkedbrJapanmDecemberl874andaITivedmYokohamaonJanuaIyl2thl875.Onlytwo
dayslaterhestartedworkingattheOkurash61nsatsuKyoku大蔵省印刷局mT5b6.HistWohmdamentaltasks
weretheproductionofthepapercurrencyofmodemJapanand,onceagain,themstructionandtrammgofthe
newgenerationofdesiglers,engIaversandp血ters・Chiossoneomcianyretired廿omhisappointmentanerl6
years,mJUlyl891,havmgengravedmorethan500platesfbrpostageandstatemonopolystamps,banknotes,

bondsandgovemmentstock.3HeiscreditedunanimouslywithhavmgbmugltJapan'spublicfinancemtothe
modernagethroughthecIEationofpapersecuritiesandcurr･encynotes,whichweretechnicallyveryadvanced
andmodemmlayoutanddesiglconception,yettraditionalastohistoricalandmythologicalcontent.These
characteristicsandthehighqualityofChiossone'sworkwereaprominempartofthepolicyofmodemization

(〃"ぬ放靱近代化)andplayedasignificantrolemtheconnnunicationofthegovemmemalmamstreamideology
andpragmatism.ItisthusnotsurprismgthatChiossone,whohadalwaysbeenpe"o"αg7qq",continuedtolive
mJapanaftermsretirementandtocanyoutspecialcommissions‑めrmstance,theengravedversionofthe

Pomn"qfE)'WemrA化j加減""ey勘沈rmml893.4WithouthavmgeverretumedtoItaly,Chiossonedied

mT6bOonAprilllthl898andwasgrantedthehonourofastatehmeral,withanannybattalionescortmghis
CO伍ntoAoyamaCemeteIy青山墓地mthepI℃senceofgovemmentomcialsandrepresentativesofthe
mtemationaldiplomaticcommunity.5
LivingmJapandumgthemostactive,bnnativeandproductiveperiodoftheMeijiImperialRestoration

(1868‑1912),qliossonecanbeconsideredasoneoftheprotagonistsofmodemisation.Hishmdamental
contributionsandaccomplishmentswereopenlyacknowledged,whentheMmistryofFmanceissuedanomcial

compilationonthecentenaryofthePrintmgBureaucomprismgChiossone'spmfessionalbiography､6
IthasbeenobservedthataccessopenedUpfbrtheGenoeseartisttotheupperhierarchyofJapanesepolitics
thankstohisimportantpositionmtheinnennostcircleofstatebureaucracy,aswellastomsfiendshipwithMr.

Tokun6Ry6suke得能良介(1825‑1882), theDirectorGeneIalofthelmperialPrintingBmeau.Amongthe
variouscontacts,fiendshipsandl巳lationsofthemghestorderenjoyedbyChiossone,itisworthwhilementioning

OkUboTbshimichi大久保利通(1830‑1878),KidoTakayosm木戸孝允(1833‑1877),Sanj6Sanetomi三条実

美(1837‑1891),andSaig5TSugmmchi西郷従道(1843‑1902).Connectionswerealsoestablishedwithmany
pmmmentmtellecmals,politiciansandhigh‑rankingbureaucratsandintellecmalssuchasSanoTsmetami佐野

常民(1822‑1902),HijikataHisamoto土方久元(1833‑1918)andMachidaHisanari町田久成(1838‑1897),to
mentiononlyafew.

Therelationshipwithlt6Hirobumi伊藤博文(1841‑1909)musthavebeenextremelyimportant,as
wimessedbyacalUgIaphyaddressedtoChiossonebytheJapanesestatesman.7Mostprobably,Chiossone's
comactsmmtemationaldiplomacyandpoUticswerefavoured,possiblyevenenhancedbylt6.Formstance,of

historicalimportanceisacrtificateofspecialappreciationbyLordLiHongzhang李鴻章(1823‑1901), ttestmg
theawardofagoldmedaltoChiossonemrecognitionofhisexceptionalprofbssionalabilities.Keenlymterested
mmodemisation,LordLimettheltalianengraverduringhisomcialvisittothelnsatsuKyoku,wherehewas
abletoaan血etheresultsof耐"zゎjハロ'sJapanmthefieldofstatesecurities.8

What fbllowsoffbrsadditionalevidenceofChiossone'spron皿nenceasamanofslandmgmtheMeiji
estabnshment.Itisnecessary,though,topointomthatCmossone'sprivateliferemamslargelyunknown:his
3SeeOkurash61nsatsuKyokul971,vol.2,pp.461464;OkurashOmsatsuKyokuT石幻61996.
4AstothepoliticalaimanduseofthisfhmousportraitoftheMeijiEmperorbyChiossone,thereaderisrefierredtoChibaKei
2002,pp.96‑126.

5TWe.IWuJPInm",12Aprill898,p.3,15Aprill898,p.3;7We.此"α〃〃be妙AmiL16Aprill898,p.394.
6SeeOkumSh61nsatsuKyokul971.
7Faillal995‑1996,catno.I/13,".31‑33.
8Ihillal995‑1996,cat.no.Ⅳ9,"､28‑29.
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privatecorrespondence,diaries,documents,drawings,sketches,notesandthelike-whichwemustexpectto
havemrmedahugeamount-havenotbeendiscoveredorrevealedsofar.
2.1.EdoardoCmossone, GtheDaikokUtenofthe耐"mjka'

ItseemsuseilltoattemptthereconstructionofsomesiglihcanttraitsofChiossone'simagefbnnedmthe
mlieuofJapanesecontemporaneousartisticculture.Anartisthimself;aswellasamemberoftheestablishment,
hewasbothwell‑knownandcarefilllyobservedbytheartistshewasacquamtedwithandfequented,whose
careershemllowedandwhoseworkshecollected・Norcanwefbrgetthattheextremelynneengravingsproduced
thankstohistalentandskillswerecirculatedthroughoutthecountryinlhemnnofbanknotes,literallypassmg
fomhandtohand・ Thebanknotescouldhardlyremamunnoticed,especiallyonthepartofpamtersand

engravers･血飽ct,itisdirculttobelievethatnoJapanesepainterhadatleastcreatedasketchyimageorahlUy‑
fledgedportrait,ofthemterestmg,many‑facetedgajAD"加‑artist,modemiserand@maker'ofthemodem
nationalwealth.

Attheverybeginningofanewsurveyofthemuseum'scomentsandholdmgsmNovember,1993, the

presentwriterdiscoveredapamtmgbyKawanabeKy6sai河鍋暁斎(1831‑1889)depictmgDqjkoAzJre"r"egod
qjwenﾉ吻加〃ｾ『花Jwgwb,andrecogniseditasahumorousportraitofChiossone(fig.1).Soonafteritsdiscovery,
thepamtmgwasmtroducedtospecialistsandexpertsmltaly9andabroad,andlaterpublishedmJapan.'0
Ky6sai'spamtmgdateshoml885‑1886,theyearsmaddngthehighestpointofChiossone'spmfbssionalsuccess
andfame,whenthecelebratedseriesofsilver‑convertible@Daikokubanknotes'(Dqjkokwnds"大黒札),desigled
andengravedbyChiossone,wasissuedandtradedthroughoutthemtemationalhnancialmarkets.
2.2.KoAA靭肋ルグ国華余芳,7WeL"""gF》龍7wfce""e脆加"bGわび:culturalandrengiousheritageas
nationalheritage

FromtheverybeginningofhisstaymJapan,aclosefiendsmpwasestablishedbetweenChiossoneandthe
DirectorGeneralofthelmperialPmtmgBureau,Mr.Tokun6Ry6suke,amanfomSatsuma,widelyIespected
notonlyfbrhisdeeplmowledgeofJapaneseartistictraditionsandculture,butalsofbrhisdynamismand
faithillnesstothenewidealsofmodemisation.Thetwomendevelopedamumalmtellecmalunderstandmgand
sharedcommonviewsabouttheconservationanddocumentationoftheculturalheritageofJapan.

EvidenceofthisprofbundconcernisthespecialtouraroundtheKansai,ChUbuandKinkiregions,hom
MaylstmtilSeptemberl9thl879,organisedandguidedbyTokun6Uponsuggestionoftheltalianengraver.
Thistourhadseveralaims,themostimportantofwhichconsistedmofringauniqueeducationalopportunity
toaselectedgroupoftenpeople‑artists,teclmiciansandtramees‑employedbytheP血tmgBureau・Thedirect,
personallmowledgeofJapan'sculturalheritageandresources,thevisittomausolea,thesurveyofmonuments,
templesandshrin@s,and,lastbutnotleast,theclosemspectionofadmirable,venerablemasterpiecespreserved
mtacthomAntiquitylwouldhavebeenfbrthemtheauthentic,supremesourceofinspirationwhileproducmg
thepapervaluesofmodemJapan.UPonrequestfomtheMmisterofFmance,onthisoccasiontheKunaish6

issuedaspecialpermissionfbrtheopeningoftheSh6s6mr"ository正倉院mNaraandoftheInnerShrineof
Ise伊勢内宮TheimperialtreasureskeptmthetwosacredsiteswerethusexaminedandsketchedbyChiossone,
andphotogaphed.
TheresultofthistourwastheillustratedsurveymeightvolumesissuedbytheP血tmgBureauml880‑

1881mderthetitleKoAk口恥ルヴ国華余芳‑literally,TWeL"""gF》て哩牡"1 城〃eM"わ"3Gわび.Fivevolumes
containhand‑colouredconotypesoflandscapes,scenicspots,famousviews,monuments,temples,shrinesand
impedalmausolea.

TheremammgthreevolumesaremldmgalbumsmlargefbrmatfamrmgtheimperialtreasurmesoftheSh5s5m

andlseNaikn.Underthetitles"7meFmﾉ乃呼ﾌeWj" 油e鋤ゐび伽鰯ゐび肋qb6"""正倉院御物,twovolumes)
9Failla2000,pp.6‑23.

IoFaillaAm2006,pp. 193‑218;translatedintoJapanesebyProfbssorYamaguchiSeiichi山口静‑, thesamearticlewas
publishedm幻極"i,No.92(2006),".5‑19,53‑67:seeFaiUa2006.
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andr》℃"""""e肋"er･Mmieq/ke(keMzj臓鋤"m6伽伊勢内宮神宝部,onevolume),theillustrations

wereelaboratedhomChiossone'soriginaldesignsandpreparatorysketches,andimmaculatelypmtedatthe
InstsuKyokuemployingthechromo‑andphoto‑nthograaphytecmiques.Aspreviouslyobservedbythepresent
writer,''theseillustrationsareoffbremostimportancemthattheyestablishtheMeijifbnnalmodelfbrthe
representationofJapanesetreasuresofartandreligion,powerfilllyrepresentmgtheveneIablesolemnityoftheir
ageandthe$lastmg廿agrance'(yoルグ余芳)oftheirbeauty.
TheevidentideologicalaimofthesepublicationsconsistsmshowingthatShint6andBuddhismhad

peacefilllynourishedsincetimesofoldundertheaegisofthelmperialmstimtionthatisstillalivemthepresent
time‑aclearmovetoputadefinitiveendtothesadconsequencesoftheShinbutsubunri神仏分離oftenyears
earlier.Atthatmoment,incidentally,the.ideoloWofthemperialsystem'(re""応ejjtたりJ"『天王制イデオロ

ギイー)wasmitsearlystage,whereastheShmtCandBuddhiststreasures,withtheirlofiyaestheticqualitymld
spirimalplenimde,couldeXpress,representandconveytheideologicalorientationtoappeasementandfilll
reconciliation.AnofficialceremonywasorganisedtoofferKDkka】bル6toEmperorMeiji.
2.3.Meijiportraiture:countenancesofthepresenttimerecordedashistory

Chiossone'sactivity,meritandtalentsastheportraitistoftheprominentmembersoftheMeijiestablishment

werelongagorecognisedbyKumamotoKenjir6隈元謙次郎,mtwoseminalessaysthatremainunsurpassed
fbrtheirspmtofexacmessandfillldocumentation.'2Aswidelyacknowledged,theseportraitsmauguratedthe
WestemstylegenreofofficialportraituremMeijiJapan.

Itisworthwhilementioningherethehistoricalanddocumentarymeaningofthemostimportantamongthem.

Theﾊ化』た""ぴﾙｫ明治天皇記reportsthecircumstancesunderwhichChiossonereceivedtherequesttoproduce
thefirstportraitofEmperorMutsuhitoinl888.Atthattime, theonlyextantimageofthesovereiglwasa
photographtakenseveralyearsbefbre,whichwasnolongersuitablefbrofficialanddiplomaticuse.Yet,the
Emperorhadnointentionofundergoinganewphotographicsession.ThisiswhyChiossonewassununonedto

thePalaceandthmgswereorganisedinsuchawaythattheartist,hiddenbehmdafbldmgscreen,hadenough
timetosmdyandsketchMutsuhito'scountenance.

Butthepreparatorysketches,alas,werenotenoughtoproduceanaccomplishedimpedal icon:mfact,

Chiossoneneededtoworkontherealisticmodelofanmposmgsittmgbody,soastosuggestthesolemnfigure
ofthesoverei".Tbobtamsuchamodel,Chiossonehimselfhadtoundergoaphotographicsession:dressed‑up
inanimperialummrm,withdifferentposesinvariousshots(figs.2a‑2b).I3Thisispreciselyhowthetwoworld‑
famousportraitsofEmperorMeiji,onemfilllunimnn,theotherincivilianattire,wereelaboratedbytheltalian
artist.

TheA侮り』た""6"reportsthattheEmperorwascompletelysatisfiedwithChiossone'swork,andinvitedhimto

dinneratthePalace.Bothportraitswerephotogaphed,reproducedinthousandsofcopiesandwidelydistributed
notonlytoJapanesepublicoffices,mlitaryfacilitiesandschools,butalsotoembassiesandconsulatesabroad,
thusbecomingtheofficialstateeffigiesofthesovereign.14
IwouldliketoobservethatalloftheportraitsmadebyChiossoneshareaconnnoncharacteristic,thatis,a

mostevidentidealisationofthephysiognomythatconfersonthemtheimportanceandmeanmgofpowerfill
Qhistoricalicong.ThesolemnityofMeijihistoryitselfsilentlynowsiomthecountenances,aswellasfomtheir
deeplyselfLconsciousbearings,posturesandexpressions・T11istypeof@construction'ofhistoricalimagesand
portraimredeservesm‑depthresearch,notonlywithregardtotheparticularconditionsofthesocio‑historical
context,butalsorelatingtotheartist'sideology,stylisticsourcesandweightofexperience.

IIFaillal995‑1996,pp.20‑22,33‑35;Failla2004,pp.67‑107,pp､85‑88inparticular.
'zKumamotol940;Kumamotol969.

'3AA.VV. 1999,5gS.9‑10,p・ 137.

'4T1'epohticalrEasonsandmeaningsofthesestateportraitshavebeenacutelycommentedonbyGluckl985,pp､73‑83,79‑
80．
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2.4.Honours,mperialgiasandtheirmeaning

nleawardsoftheOrderoftheRismgSm,fburthrank(KyokUjitsush6旭日章)ml880andoftheSacred
Treasurme, thirdrank(Zuih6sh6瑞宝章)ml891aretestimonytotheknportanntrecognitionofChiossone's
profbssionaltalentandaccomplishments:theywereawarded,respectively,soonanerthepubUcationofKDMn
施ﾙ6,anduponhisretirementfomo伍Ce・
Moreover,twoimportantmperialgifistoChiossonedeservemention,mthattheyrepresentappreciation
andbenevolencefomthetopmostlevelofJapanesesociety.APq"q""
αﾉv
α"dj"ce"se‑6""ermade
inKanazawauponimperialcommand,beadngthesixteen‑petalledimperialchrysanthemuminlaidingold
laminaontheneck,aredescribedmtheinventoryofthecollectionsasa"ginoftheEmperor''.Pmbably,this
giftwasaspecialrecognitionmrEdoardoChiossoneastheauthorofthetwofamouso価cialportraitsofthe
MeijiEmperoraccomplishedml888andl893.Powerhllaestheticmetaphorsofthe@EmightenedGovemment'
aretobereadintotheradiant,unimrmlightofthesolidyellowmetal,thecompositefbnnanddecoration,the
natmlaysofareperfbctionmmetalalloysofunusualcolours.Documentmgthepronouncedeclecticismofstyle
andiconographyimpartedtotheartefactsconmmerredbytheImperialHouseholdasofficialanddiplomaticgins,

thethreepiecesrestonthree‑fbotedsupportsmtheshapeof"yoj如意sceptreheads‑河《yj如意mChmese,the
symbolofthehomophonousexpression"り'j, .asyouwish'.Thedecorationmnatpolychromemlay("oe

ﾙo"z"口〃色絵本象眼)consistsofnoralcompositionsinnaturalisticstyle‑chrysanthemumsandbegonias,
plumtreebranchesandjonquil‑taken6omtheconventionalJapaneserepertoryofauspicioussymbolsaswell
asfomtheChmesetraditionofcongramlatoryrebus.Thehandlesrepresentawinged,chimericalcreamrewith
aproboscis,graspingtheshoulderofthevasewithitsjaws.nlreebandsofdecreasmgheightpositionedatthe
base,topofthebodyandliphiJllightthesilhouetteofthevases,emphasismgtheiremphaticsolemnityand
stilhess: @cicadablades'mumatedhomChmesebronzes,"yoisceptreheadsaltematmgwithstylisedlomsbuds
andaminutegarlandofsmallleavesandflowers.'5
AstothePqirq""eriαﾉ"ﾉverI′""w峨油ePj"eT》℃esqM""ひ"oHn腕α加Re"鉱theinventoryof

theChiossoneMuseumreportsthemas"apresentiomtheEmpressMothef'(fig､3).血盆ct,thempedalsixteen‑
petalledchrysanthemumisinlaidmgoldlammaontheneck・Theshoulderedshape,withmodelledhandlesand
ageometricalfiezewithlinked‑upTLshapesonthebaseandlip,recursonothervasesbestowedbythelmperial
HouseholdasoHicialgiasdu血gtheMeijiperiod.Onthebodyofthevasestwosimnarscenesarerepresented

msilver,redandyellowgoldrelief(iroemAzzz"n"色絵高象眼)‑thefirstmdaytme,thesecondatnight:
agamstthebackgoundofabeachlappedbytheslowwavesoftheebbmgtide,threeaged,twisted,leabpines
standoutmclose‑upview(fontside).ThisisavistaofMaikonoHama舞子の浜,thewhite‑sandedbeachnear
AkashiandSuma,celebratedspotssungofmcourtpoetly.Thehighlypertctedinlaytecmiqueandthestyleof
thedecoration,realisticandatthesametimerichmreferencestopaintmgandclassicalpoetry,canbedatedto
theearlyl890s: thisleadstothehypothesisthatChiossoneIeceivedtmsmportant imperialgiftuponhis
retirementminl891.Thisparticularcircumstancemaywellbesymbolisedbythedepictionofthepines,whose
trunksandmliagearevisible,whereastherootsarenot‑afigurativemetaphormraretiredgentleman,accordmg
toanancienticonologicaltraditionofChineseorigin.16
2.5.Cmossoneasconnoisseur,collectorandsupporterofthehnearts

Chiossone'simportantcollectmgactivitymthefieldofUkiyoepaintmgsandprintshasbeenmorewidely
knownsmcel980,thankstothecatalogue[kyo‑enf"応α"dm加"'"噸℃加妨em'かAm"ﾉ↑sわ鋤""sh6,
publishedinEnglishbytheMunicipantyofGenoa.'7ThisusefillbookattractedtheattentionofJapanesescholaIs
andpublishers,andwasthusfbllowedbythreeoutstandmgvolumes,twoofwhichbelongingtothewell‑lmown

KadanghaseriesHE6吸加e7h""秘蔵浮世絵大観,18andthethirdtoHiz6Mho"B""乃jka"秘蔵日本
'5Faillal995‑1996,cat・no.II/5‑7,p.37;FaiUa2002,cat.no. 151,p・ 189.
'6Faillal995‑1996,cat・no､ II/3‑4,pp､36‑37;Failla2002,cat.no､ 150,p･ 188
17Bemab6Brea,Kond61980.
18Narazakil987;Namzakil988.
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美術大観.19T11esqmgzJePf花〃里帰り展organisedml990bytheMainicmShinbunshaalsocontributed
signifcantlytospreadingtheappreciationmrCmossone'smdyoecollectionamongsttheJapanesepublicat

large.20Morerecemly,thankstothespecialsponsorshipoftheKObeShinbunsha,anothersamgae"""washeld
mJapanunderthetitleKりﾉosw6"ern'6B""肋"鋤夙z6[m)me7bWfキオツソーネ東洋美術館所蔵浮世絵
展,feammgsomel50selectmdyoemasterpiecesaswellasasectionexempli@mgChiossone'swoks.2'
Ontheotherhand,onlymrecentyearshaveotheraspectsofChiossone'scollectmgactivitystartedto
emergefomnewresearchescamedoutbythepresentwriterashoml985.Thespecialexhibition跡α7伽

"jO"o"a""αﾉたzio"な"E〃ｲ伽o"eIGj"o"eA化jzzintroducedaselectgroupofsomel60objects

collectedbyChiossonemthefieldsofAntiquity,Buddhism,"qmo"o唐物,pamtmg,Ukiyoeprintsand
decorativeartsoftheEdoandMeijiperiod・ TY'emamaimofthisexhibitionconsistedmanalysmgand
contexmallymterpretmgthemuseumpatrimonyasawholeagainst theMeijihistoricalbackgound, in
understandmgthetypologicalcoherenceandaestheticconsistenceofcertamgroupsofcollectedobjects,and
recuperatmgthepeculiarsignifcanceofimportantworksofartrelatedtoextantdocumentsthathadneverbeen
mterpretedbefbre.Forthehrsttmemaboutonehundredyears,aRertheaITivalofthecollectionsmGenoa,this
exhibitionanditscatalogueunveileddocuments,biographicalepisodesandartwoksthathadremamed
completelyunknownuntilthen,therebydemonstratmgChiossone'sdeep,mammldmterestmthehistoryof
JapaneseartandcultureaswellashisinvolvementmtheMeijipolicyofsupporttothecontemporalyartists.
Inthemeldofa【℃haeologyitisimportanttomentionarareB""ze""w･w"hB"秘な 瓶 理 α"dん

sac権｡α" αな,pemwe"d""s呼珂 j過『α"dγ加gash叩e /6o"",castinJapanmthe5th‑6tbc・AD,but
derivedfomanearlierChineseprototype.Adocumentwrittenmkn"b""漢文byTokun6Ry6sukemNovember
1881atteststhatthemirrorwaspresentedtoCmossonebytheOsakagovemorSaishoAtsushi税所敦子(1825‑
1900),andexplainsthesacredsiglificanceofthemirrormJapanwhilealsogivmgatouchmgmterpretationof
thespecialmeaningofsuchagiabetweentruefiends､23
Chiossone'sprivilegedrelationswithcontemporaneousartistsclearlyappearthroughhischoiceof

lacquerwarebycontemporaneouslacquermastersas,fbrinstance,IkedaTaishm池田泰眞(1825‑1903)and
H"himotolchiz6橋本市蔵(1817‑1882);24ofporcelambyK6ransha香蘭社,Fukagawa梁川andKannn
Denshichi幹山傅七(1821‑1890);25ofselectpiecesof.cloisonneonporcelam' (/流sﾙW"磁器七宝)by
TakeuchiChnbeil竹内忠兵衛and@wirelesscloisonn6'(""se"sﾙW6無線七宝)byNamkawaS6suke涛川
惣助(1847‑1910).26
OtherrecentdiscoveriesinthepamtingsectionofthecollectiolnsdemonstratethatChiossonewasmtouch

withagroupofpamtersbelongingtotheKy6toJounsha京都如雲社‑namely,K6noBairei幸野楳嶺(1844‑
1895),HaraZaisen原在泉(1849‑1916),MochizukiGyokusen望月玉泉(1834‑1913)andMoriKansai森寛斎
(1814‑1894)‑andparticipatedwiththeminaspecial,experimentalprqject.ThemurKyOtopamtersand
Chiossoneusedthesametypeandfbnnatof.westempaper'(JbShj洋紙)27toproduceaseriesof24pamtmgs
fbaturingvarioustraditionalJapanesepictorialthemes,theircompositionandtecmicalrendemgbemgadapted

totheunusual,non‑Japanesefbnnat,aswellastothecharactedsticcolourabsorbanceofthepapersupport.28
nleseMeijiwoksofartrepresenttangibletracesoftheCollector'stasteandviewsmreferencetocontemporary
art,whileatthesametimetheyrevealhisconnectionwithvariousJapanesegovemmentalmlieuengagedmthe
protectionofculturaltraditionsandthepromotionofartpmductionsfbrexport.Significantly,honorary
'9Hirayama,Kobayashil994.
2oKiyoss6neSatogaeriTenl990.nlesameexhibitionwasalsoheldinlpndonthefbllowingyear:Kiyoss6neSatogaeIiTen,
Inndonl991.

2IFailla2001.
zzFaillal995‑1996.

zJFaillal995‑1996,pp､22‑23,catm/8pp.52‑53.nlismreminor,aF""j"fo""mAzｲ皿da妨加肋ttIactedtheattention
ofdistinguishedJapan"earchaeologists,whocarriedoutthorou"studiesmUowedbythepUbncationofarticles:moue
1997‑1999,pp.145‑157;T℃rasawal998,pp､67‑87.

24SeeFaillal995‑1996,cat.nos.Ⅱ/13‑19,pp.40‑42;Faillal996,cat.nos.98‑105,pp.281‑297;FaillaJ"1996,".145‑173.
2sFailla2002,cat・nCS､ 124‑125,127,pp､ 168‑69,171.
26FaiUa2002,cat.nos.154‑158,pp.194‑98.
27ThiskmdofpapercouldhavebeenmanuincturedeithermJapanorabroad.
28FaillaBA"2002,".20‑33.
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membershipoftheRyUchikai龍池会,the@DmgonPondSocieW',asemi‑govemmentalsocietypursumgthe
sﾙoAzJm"A"庖殖産工業policywasconferredonChiossoneml886.PrObably, itwasoutofafeelmgof
gIatimdethatanunknownsh"6craasmanpreparedfbrChiossoneacloisonnedishwithauspiciousdecorations

ofquailandnoweringplantsandhismtialsmthecentre,enclosedwithinaroundelofyellowclouds.29
Betweenl985andl996,thetextile,30sq9emo"o,3'"bqandinf蝿",32porcelam33andlacquer34sections
ofthemuseumcollectionswereextensivelyresea[Ched,publishedandexhibitedmmajorshowsmGenoa.
TYleresearchsmdyofthebronzesection,stiUmprogress, leadsahnostdailytotheunveilmgofmdden
treaslures:besidesseveralmonumental"賊ロルei立花瓶‑amongwhicharewokssignedbymmousohα"α"e‑

s〃j御花入師suchas,brmstance,WatanabeMasatsugu渡辺正次(1646‑1704)andOtaMasashige太田正成
(18ihcenturyy)35‑thebmnzesectioncontamsrareandvaluablebmnzewareimportedtoJapanfomChina,
datablehomtheSongthroughtheYuan,MmgandQmgperiods.
2.6.Chiossoneasartistandrefrencefgureofculmralmediation:newdiscoveries

Anotherunpublisheddocument,mundml993,revealedanewfacetofChiossone'spersonality,aswellas
anunknowndeedofhis,openmgupthewaytonlrtherresea【℃h,carriedoutmainlymJapanbythepresentwriter

mtheyearsl995‑1998.Anunpublishedletterdated3rdJUlyl887,addressedtoEdoardoChiossonefomthe
gOvemmgbodyoftheGennanSpeakingProtestantChm℃hmT6ky6,wasdiscoveredbythepresentwriterin
1993.Signedbyallthemembersoftheboard,36tmslettergvesamplerecognitiontotheltalianartistfbrhavmg
plannedanddesigledthesilveraltarnlmishmgsfbrtheEasterservice,0"redasagiatotheChurchml886by
itspatron,theGrandDukeofSaxony.TheletterexplicitlythanksChiossonealsofbrhavmgsuggestedassignmg
themanufactureofthesilverwaretoaJapanesesilveIsmith,aswellasfbrhavmgactedasmediatorandsupervisor
ofthemanufacmringprocess.

T11eresearchcarriedoutmJapanthankstothefellowshipconfeITedonthepresentwriterbytheJapan
Foundationml995,resultedbothinretracmgthesilverwaremT6ky6attheKreuzkircheoftheGennanSpeaking
ProtestantCommunityandmthediscoveryofthenameandbiographicmdataofthesilversmth.Thelatterwas

S1'zI1kiCh66sai鈴木長翁斎(1824‑1899),amostskilledandtalentedmwk加肋鍛金家, .masterofhammered

metal',employedattheSilverandGoldworkmgAtelieroftheMmistryoftheImperialHousehold(Kiｲ"αM6
KX"g加のりぬjkz心ﾙo宮内省金銀御細工所)anditso髄cialsupplier(Ki "αなh5Gのノ5W〃宮内省御用達).A
completesmdyontmsmportantepisodeofChiossone'scareerwaspublishedinltaly.37
Themtegratedanalysisofthedocuments,thewoksofartandthehistoricalcircumstanceshasalsopermitted
openmgupnovelinteIpretationsofChiossone'sworkinJapan,byclari@ingthecontinuityandimportanceof
theGennancomponentinhisprofessionalandartisticcultureandbyrevealmgnewaspectsofhiscontribution

toMeijimodemisationandinternationalisation(肋肋sqjka国際化).Inparticular,msroleasmediatorbetween
theJapanesemlieuresponsiblefbrtheideologyofartandanhnportantgoupofGermanresidents,exponents
ofthemternationalculturalanddiplomaticelite,isproofoftheauthorityheenjoyedasinventorandconstructor
oficons.WemaysaythatChiossonewasabletocarryouthismtelligentworkofculturalmediationthanksto
hismasteryoftwoinstrumentsofgreatcommumcativeeffcacy:aculmralcosmopolitanismrichmexperience,
complexityandinterpretativerefinement;andafigurative,ideologicalandtecmicaleclecticism,nomshedby
intellecmalityandakeensenseofthehistoryofhistimes.

29FaiUal995‑1996,cat・no.I"8,pp,37‑38;Failla2002,cat･no, 156,p.196.
30Faillal985.

3'AsseIEtto,FIabettil985.

32Lowenberger,Saitzl985.
33monePadulal992.
興随illal996.

35Failla2011,Section皿Cat・nos.95‑130.
36AmbassadorT11eodorevonHolleben(1838‑1913),MinisterAokiShn麺(1844‑1914),ErwmKni"mg(1844‑1922),Pastor

WilfidSpmner(1854‑1918),MatsunoKan(1846‑190a,OttoHeringandOttoRudorff.
37FaillaAIsTuGIA2001,pp. 113‑163.
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hlveryrecentyears,thepresentwriterhasresearchedsomepamtingsdatinghomthelastquarterofthel9th
centurymtheChiossonecollections: theirmainsiglificanceresidesmthefactthattheyareharbmgersof
unknownpagesofMeijihistorywmchcouldnothavebeenrevealedotherwise.

Alargemkpaintmgdepictinga馳口"ﾉeo"α"ck加油em'ghseq(["wiMzsﾙiz冴海鷲図,fi9.4)issigned
byNakabayasmSh6m中林湘雲(1818‑1890),38theheadoftheNakabayashischoolofNangapamtingdmmg
theMeUiperiod.AnexcellentpamterandscholarofChmesecalligraphy,etymologyandpoetry(肋"s〃漢称）
aswellasaferventsu"orteroftheMeijipoliticalremnns,Sh6unworkedmcloseconnectionwithbothOmura
MasUjir5大村益次郎(1824‑1869)39andOkuboTbshimichi大久保利通(1830‑1878)40attheestablishmentof

themodemJapaneseAnnythIDughuniversalconscription.4'Sigledinwestemstyle.Sh6unNakabayashi',this
masterpieceoftheinkbrushbespeaksSh6un'sideologicalcommitmentandpoliticalactivityinfavourofthe
MeijiRestorationandofmodernization,whereasitalsolenectshisChmeseerudition.ItisdatedtotheArtist's

61styear,correspondmgtol878,wmchisalsotheyearofOkubo'sassassmation.421nChmeseiconographythe
eagle(yj"g鷲)isasymbolofstrengthand,mparticular,"aneagleonarockmtheseasymbolisesthehem(y加g
英)who6ghtsalonebattle''.43
1tissignificantthatSh6unwroteonthepamtingthefirsttwoversesofapoembyGaoYue高越,that
describeaneaglepowerhllandmajestic,whoseclawsaIBaswhiteassnow,whoseeyesaregleamnglikestars,
apowerfillflyerwhichcanreachunattamableskies‑amJltylyricaldescriptionthatdownthrouJnthecentunes
becameapoeticstermtWe,onenquotedmpainmgs"resentingeagl",bothmChinaandJapan､44Fromtheeagle's
imageandGaoYue'sversestranSpire,mmyview,astrongallusiontoOmura'sandOkubo'scharismatictalent
melaboratmg,expressmgandrealizingawide, lohypoliticalvision・ Insum,themtegatedanalysisofthe
U"w""z"pamtmg,ofthebrmofitssignamreandofthemeaningofitsmscriptionandseals,hasledthe

presentwritertomterpretmgitasanallegoryofOmura'sandOkubo'spoliticalmartyrdom.Thebackgroundof
thesetwoassassinationswasthepoliticalviewofthedisempowered6zJs〃jwho,mfact,wereaconstantlife‑

threattotherebnnersoftheA加血iknand,acmally,tookthelifeofOmuraml869andofOkuboinl878.Itis

importanttonotethatChiossone,uponstatecommand,portrayedbothOkubo45andOmura.46Andthisiswhy
wemaysupposethatSh6unprobablyreceivedfomChiossoneanimpressionofOkubo'sportrait,engraved
posthumouslyinl879,anddecidedtoreciprocatetheGenoeseartist'sgiftbypIesentmgtheU"14ushiz"tohim.
WhilehelpingusfllthegapofdocumentationregardingtheNakabayashiSchoolandSh6masaNangapamter

andsuccessorofNakabayashiChikukei中林竹渓(1816‑1867),the[〃Fm'ushizwpamtingmtheChiossone
Museumconstimtesarediscoveredpage,rareifnotunique,ofMeijimstory.

Anotherimportanthandscrollisthe】侭α"zzJ""養蚕図巻,representmgthecompletecycleofsericulture,

38RestoI℃dm2013‑2014thankstoagrantfiomtheSumitomoFoundation,thepaintmghasbeenecentlyresea【℃hed,published
andexhibited:Failla2014,cat.no.10,pp.180‑181.

3'SeeOmuraMasUjiIC'syntheticbiogmmlym:Dqj.ﾉ加加gj｡"7大人名辞典,vol.1,p.529;Kbh4shi""〃国史大辞典,vol.2,
p.700;KKoz北mshaaTq℃ α加〃沈靭"1982,vol.6:104b.hlSeptemberl869,Omumwasattack"andsaiouslywound"bya
bandofdisccntentsamuI菰,anddimmOsakaag"46,cnNovemba5,1869.

40SeeOkuboTbshimicm'ssyntheticbigaphym:D"ﾉi""1ei.ﾉ舵源大人名辞典,vol.1,p.460ss;KKoAzd風Ajfわ E''国史大辞典,vol.
2,p.700ss;Kbrmzshqazq℃…〃K"zml982,vol.6:93b‑94a‑b.

4INakaby"hiShOun'sbiogmphyasweUashiswork"apainterhavercmainmalmostcoIImletelyImmownmtilIwentyears.T11e
pI"altwriterhasdIawntheAItist'sbio厚君mlicalinmrmationncmtwormenntarticl":Kwano2001andMatsuki2005.

4zHavmgenfom"theabo雌皿ofaldalismmdtherefbmofterritorybyme疏加脚 腕Cﾙ批翫廃藩霞県(1871),pmhibitmthe
manbersofthewarriorclasstowmrdletwoswoIdsbytheﾉ池j応肥i廃刀令(1876),andprmlomthecompensationofh圃図itaxy
stipaldswith"vemmmtbmldsbytheC淵抽z"ひhｲ鋤｡伽"秩禄処分(1876),mtheviewofhisadvmarisOkUbowasguiltyofthe
socio‑ponticald"timtionofdle6""

43WolhamEberhard,cMdlbccm.Eaaglej'in4Dmm"Iml]'"CW"eseSWibols.IDndonandNewYork,Routledge,1986p.89.
44HereisthecomPletetatofGaoYue'sodenomqjumZhwgW全唐詩[AntheTangpoems],vol.741,no.13:雪爪星眸世所稀
摩天専待振毛衣虞人莫讃張鑑網未肯平原淺草飛．

450kuboToshimichi'sportraitisknownmtwoversions,theearlieroneexecutedmα "鰭teclmiqueinl876,thelaterone
engravedonmetalplateinl879,aherthestatesman'sdeath.

46Aroundl882,whentheMeijiGovemmentdecidedtodedicateabronzemonumentofOmuratobelocatedinhontof
YasukuniJinja,ChiossonepmducedOmuraMasUjir6'sposthumousportrait,whichwasdrawnfomanearlierphotograph.
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sigledbylshikawaK6sai石川鴻齋(1833‑1918)mMeuil5(1882).47AmanoflettersandaNangapamterwho
hadaccomplishedhisConhlciansmdiesmderNismokaSuialandobtainedhisdegreemMikawa,Aichi
Prefcture,Ishikawawasactivefomthe6a伽"'α齢"throuj'theTaish6period.血血ediplomaticfeldheacted

astheministerofapermanentJapanesemssiontoQmgChinacommittedtoculturalexchange.48msimpleterms,
IshikawawasanimportantrepresentativeofMeijiculturaldiplomacy‑anditisverylikelythatmthiscapacity
heknewEdoardoChiossoneandmethim.Itistobetakenmtoaccountthatsedculturewasamatterofgeat

relevancemJapan‑Italycommercialexchangefoml859untill881, theyearmwhichtheimportationof

Japanesesilkwonneggsmtoltalycametoacompletestop.49TheItalianwithdrawalfomtheJapanesesilkworm
eggsmarketarousedseriouspreoccupationnotonlyamongsttheproducers,butalsowithmthegovenunental
anddiplomaticmerarchies､501nterestmgly,IshikawaK6sai'sIEsQwzzｲﾙa"datespreciselyfoml882,theworst

yearmtheconnnercialrelationsbetweenJapanandItaly,andasweunderstandaomthesealGoKasqj呉鴻齋，
wasveryprobablygiventoChiossonebyitsAuthor・Thecircumstanceslookquitemeanmghllifoneconsiders
thatChiossonenotonlyservedprofessionallytheeconomicconveniencesandfinancialscopesofthekj""Mn,
butwasalsoanauthoritative,mfluentandmuchlistenedtomemberoftheltaliancommunitymJapan・Possibly,
wemayspeculatethat,bydonatingtoChiossonehisbeautihllpictorialwork,IshikawaK6saitheartist,manof
lettersanddiplomattriedtorevivetheltaly‑Japancommercialrelations.

3.TheChiossoneMuseum,atreasureofJapaneseArtintheheartofGenoa:itspatrimonyand
abriefsummaryofitslocationsandexhibitions
TheChiossoneMuseumcollectionwasputtogethermJapanbyjustoneman,durmgacontmuous23‑year

period(1875‑1898)whichcomcidedwiththecrucial, fervid"ochofmodemisation.EdoardoChiossone's
extensiveandpromundexperienceandleammgmthefieldsofartandhistorystimulatedfomtheverybeginning
ofhisstayadeepinterestmJapaneseart,which,atthatperiodofdramaticeconomcandsocio‑politicalchange,
wasreadilyavailableontheantiquemarket.Allfieldsofthefgurativeanddecorativeartsarerepresentedmthe
Cmossonecollection,whichhebequeathedmhistestamenttotheLigurianAcademyofFmeArtsmGenoa‑
theplacewherehehadreceivedhisartisticandculturaltraining‑sothatitcouldbeexhibitedandmade
accessibletothepublicasamuseum.
AristideOlivari,aGenoesemanwhoml894wasonawoddtour,visitedChiossone'shugemansionmT6"6,

K可machi,onMarch28thandlefiaconciseyetvividrecordnotonlyofChiossonethemanandthehost,but
alsoonmsGJapanesemuseum'.5101ivari'swordsmakeitclearthat,homtheverybeginningofhisstayinJapan,
Chiossonemtendedtomnnamuseum,hisinnennostwishbemgtoemchGenoaandltalywithatreasuryof
Japaneseart.

Neverbrokenupordivided,themuseumpatrimonymcludespamtmgs,polychromeprintsandillustrated
books,Buddhistsculpmresandartefacts,52archaeologicalohjects,bronzeware,coms, lacquer,porcelain,
enamels,theatricalmasks,armsandannour,musicalmstruments,costumes,fabricsandclothingaccessoriesfbr
menandwomen.Bothbecauseoftheartisticcontentofthecollectionanditssignificance,andbecauseofthe
greatnumberoftheworksinvolved‑approximately20,000‑itprovidesgreatpotentialfbrtheculturalgrowth
oftheintemationalscholars'conununityandfbrexchangesbetweenGenoa,Japanandthecountriesinvolvedin

47Restoredm2013‑2014thankstoagranthomtheSumitomoFoundation,thepaintmghasbeenrecentlyresearched,published
andeXhibited:Failla2014,cat.no･ 11,pp. 181‑183.

481quoteandUanslatelshikawaKOsai'ssyntheticbiographyhomⅣ『加"cmmfei恥〃jだ"日本人名大辞典JapanKnowledge
+website ww.ikn21.com).
49T1nankstothepreVentativetI℃atmentbundbyPasteur,theltaliansilkwormeggscouldbehealednomtheepidemicdisease
knownaspebrina.

50KodanshaEncyclopediaofJapanl983,vol､7,p､ 194"vocemGsilk':theexportationofmwsilkmcIEaseddmmaticallyin
1880,reachmgtheapexinl934.

5IAristideOlivari, I"昭gjひ〃わ、oαﾉﾊん"",Donath,Genoval894,pp､236‑238.
52ThecollectionofBuddhistbronzesculptuIもswasexaminedandpubnShedbyawellknownspecialiStoftheNaraNational
Mu$eum:seelwata2002.
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thesmdyofJapaneseartandculture.T11esectionsofUkiyoepaintmgsandpmtsarespeciallyappreciated,both
mltalyandabmad.

Froml898tothepresentday,thehistoryofthecollectionsandoftheChiossonemuseumlocationsspansll7
years,correspondmgtofburperiods.

1898-1948.SenttoltalyafterthedeathofEdoardoChiossone(11thAprill898),thecollectionsamvedmGenoa
thesameyearmOctober.TYlemuseumwasdesignedandorganizedbyAl廿edoLuxoroonthethirdnoorofthe

LigurianAcademyofFmeArts.OnOctober30thl905,KmgVictorEmmanuelmofltalyinauguratedthenew
Museum,whichremainedopentothepublicmthesamevenuefbr37years・SoonanerthedeclarationofWodd

WarlI, inl942theChiossoneMuseumwaspackedawayandevacuatedundertheresponsibilityandatthe
expenseofGenoaCityCouncil,whichbecameitsowneraherthewar,thankstoaclausemChiossone'swill.

1948‑1971.Inaccordancewiththeconditionsstatedmthewill,ml948GenoaCityCouncildeliberatedthe
plalmingandconstructionofasuitablebuildmgtopennanentlyhousethecollections.Thisdecisionmadethe
ChiossoneMuseumthenrstpublicmuseummltalytobeprqjectedandbuiltmthepost‑warperiodunderthe
aegisandattheexpenseofapublicauthority.T11elocationofthenewmuseumbuildmgwasthemunicipalpark

ofVillettaDiNegro,exactlyonthesiteofthemmerneoclassicalvillaoftheMarquessGio.CarloDmegro
(1769‑1857),thathadbeencompletelydestroyedbytheAnglo‑AmericannavalbombardmentofOctoberl942.
Thep呵ectwasassignedtoMarioLab6(Genoa, 1884‑1961), adistinguishedengmeeranda【℃hitect.
Constructionbeganml953andwascompletedml970(fig.5).
Themuseumbuilding,anextraordmaryexampleofrationalista【℃hitecmreinferroconcrete,ismadeupofan

avant‑colps(myer)withaterracedroof;backingontothemambodyofthebuildmg.Thelatterisasinglevolume
setoutinalargerectangularhallonthegoundnooriwithfivepIQjectmggalleriesatthetwolongersides‑two
ofthemonthesamesideasthesea,andthreeonthatofthehills‑jomedbynightsofstairstofbrmacommuous
routearoundtheexhibitionspaces.T11elocationmtheparkofVillettaDmegroisamostprivilegedone:rightm

thecentreofGenoa,onthehillockoverlookingtheelegantl9thcenturyPiazzaCorvetto‑andyetmasecluded
positionblessedwithamaglificentpanoramicview‑theMuseumbuildmghasateITacedwalkwayrunnmg
alongitssouth‑westsidethatoHbrsamarvellousviewoftheoldcityanditsexpanseofgrey,slatemofS,bell‑
towers,MediaevalandRenaissancemansions,standmgoutagainsttheblue‑greybackgroundoftheLigurianSea.
nlelayoutandcollectioninstallationwerehandedoverml967totheengineerLucianoGrossiBianchi,who
plannedandcarriedthemoutmcollaborationwithGiulianoFrabettiandCaterinaMarcenaro,atthetime,
respectivelyjDirectoroftheChiossoneMuseumandDirectoroftheFmeArtsDepartmentofGenoaCityCouncil.

1971‑1997.InauguratedonMay7thl971andsmcethenopentothepublic,themuseumkeptthesamelayout
mtilFebmaIyl998.Themstallationoftheexhibitspreparedml971hadverybriefdescriptiveaids,and
consistedmaselectionofwokshomthevariouscategoriesmnningthecollection,anangedpartlyaccordmg
totype,partlyaccordmgtomaterialsandtecmique.

1998‑today， InApril l998,onthecentennialalmiversaryofEdoardoChiossone'sdeath, thepermanent
exhibitionwasrenewedbyacompleterotationofthewoksondisplay.Anewdidacticapparamswasprepared
andmsertedallalongthevisitor'sroute.Thearrangementofthelargehall(largeBuddhistsculpturdandofthe

5ihGanery(annoux)Icmamedmtact,giventheirgreatbeautyandculturallycomnnunicativeimpact.
InJune2001,the3Idand4thGaUerieswerecompletelyrefinrbished,thankstothegeneroussponsorsmpofthe
FondazioneCassadiRisparmiodiGenovaelmperia:thenewdisplay‑casesystemisftlllyapttohostandexhibit
artohiectsofallkindsmperfctlightandmcroclimatecontrolconditions.Thesameyear, theltalian
Govenunentpaidthecostofthecompleterenewalofthemuseum'selectricandlightmgplants.
T11estoragespaceswerefUllyrestructuredandrenlrbishedm2004.

RepresentmgthemamhistoricalandartisticphenomenamthecultureoftheJapaneseamhipelago,aswellasits
relationswithContmentalAsia,thepennanentexhibitiondisplayoccupiesthemamhallatgroundlevelandthe

1st,2ndand5thGalle㎡es・TYlelstand5thGalleriesfeatureJapaneseantiqUities,Buddhistsculptureandtheculture
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ofthemilitaryaristoclacy.The2ndGalleryshowsthedevelopmentoftheappliedanddecorativeartsduringthe
Edoperiod.Arrangedmthematicandtechnicalgroups,theexhibitsrepresentthepeculiaritiesofeachartistic
traditionmtermsofmnn,aestheticandworkmansmp,whileostensiblyrefbrringtothewider,common
backgroundofJapanesecultureandhistory.
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キオッソーネ東洋美術館蔵主要近世絵本解説
山下則子

1. L1‑011,012

[絵本青楼美人合〕

LI‑0011/25．5cm×17.9cm

2冊63丁鈴木

丁町」の構成であることを、残された題篭下部

の字から推定し、登場するのが吉原細見で高位

春信画明和末〜安永初期(1771〜1775）

の遊女であることを実証した。そして左簾が吉

LI‑0012/26.4cm×17.9cm

原で江戸座俳譜を嗜む妓楼を動員して、 「五箇

l冊86丁鈴木

春信画笠屋左簾編明和7年(1770)6月刊

の景物」に沿った遊君合わせの句集を、楼主や

江戸・舟木嘉助板

遊君の入銀で刊行したのではないかとする。
また、 『絵本青楼美人合』が明和2年刊『華よ

LI‑0012本の表紙は青色無地、合1冊である

そほひ』を原典として企画編輯されたものであ

が、国立国会図書館本、国立公文書館本は5冊

るとの指摘が、花咲一男氏によってなされてお

に分かれる。丁付は巻頭から通しで86丁まで。

り、佐藤悟氏により『華よそほひ』完本の紹介

書名については鈴木重三氏による『近世日本風

と、板元小泉忠五郎が『絵本青楼美人合』にも

俗絵本集成』第9回の配本解説に、序文の記述

関わっていること、吉原細見との照合から『絵

と、，.B.Waterhouse氏が紹介した春信画の錦

本青楼美人合』が明和6年秋から冬にかけて企

絵(D.B.Waterhouse:Hamnobuandmsage, 1964)

画されたことなどが指摘されている。

に包紙が描かれており、それに「青楼美人合」
に「よしはら」 とのルビが記されていることか

序文に「其角一蝶が吉原源氏に習ふ」とある
ことから、鈴木淳氏は『チェスター・ビーティ

ら書名が「よしはら美人合」である可能性を指

・ライブラリィ絵巻絵本解題目録』 （平成14年

摘されている。しかし「よしはら美人合」とあ

刊・2002、勉誠出版）解説で、 「美人合」 とい

る題篭をもった極初版本を実見していないた

う趣向を其角の『吉原源氏五十四君』に倣った

め、従来の「せいろう美人合」の読み方を踏襲

と指摘している。

する、 とある。藤澤紫氏も、 『鈴木春信絵本全

LI‑0012本は落丁はないものの、合1冊で、

集研究篇』でこれらの検証を踏まえて、書名

いわゆる「五丁町」の構成にはなっていない。

は「よしはら美人合」の読みである方が自然で

刊記は5冊ものと同じである。 『鈴木春信絵本

あるとの判断を示された。

全集研究篇』によると、 『絵本青楼美人合』の

ところで黒川真道編『日本風俗図絵』第八輯

諸本は、上記の国立国会図書館、国立公文書館

(大正4年刊・1915、 日本風俗図絵刊行会)の復

の2カ所の他、個人蔵A(5冊が合1冊に)、

刻の表紙は、 「よしはら美人合」 とあり、ラヴ

個人蔵B(5冊、 5冊目の題簑下部に「新」 （京

ィッツ･コレクション本は､書き題篭ながら「よ

町2丁目の別称新町))、大英博物館本（5冊が

し原美人合」 とある。そしてNYPLスペンサ

合1冊に）千葉市美術館本（4巻のみ存） と本

ーコレクション本の原題霞には、 「よしはら美

書があるということで、 5冊が合1冊になった

人合」 とある。以上の指摘により、本書外題の

形態のものがかなり存在している。なお同書で

よしわら

読みは「青楼美人合」であったと推定してよい

は、キオッソーネ東洋美術館蔵本を「第1巻の

と思われる。

み1冊」 とするが、 5冊の合1冊本である。 5

鈴木重三氏は前述した解説の中で、本書が俳

冊の合1冊本は彫り、摺りともに良い状態のも

譜師左簾の編であり、俳譜の「五箇の景物」即

のであり、初版時に何らかの事情で5冊ものと

ち桜、ほととぎす、月、紅葉、雪の発句をそれ

合1冊ものとを作り分けたと考える。

ぞれ5冊の巻頭扉にすえ、各冊ごとに遊君が同

また、画工の名前が奥付に記されていないこ

じ景物で句を作っている編成､各冊が廓内の｢江

とについて、 『鈴木春信絵本全集研究篇』は、

戸町」2冊、 「角町」 「京町」2冊のいわゆる「五

絵俳書や吉原細見の奥付との関連や、本書刊行
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’

が春信没後であるからとの考察を下している。

【参考文献】鈴木重三『近世日本風俗絵本集成』

『浮世絵は語る』では、春信の錦絵の多くに画

第9回（昭和56年．1981．11月、臨川書

工名が記載されない理由について、本書2巻40

店）の配本解説、花咲一男「吉原本『花よ

丁表の名山の図にある｢東にしき絵｣の袋に｢鈴

そほひ』について−『青楼美人合』の藍本」

木春信筆」

（『書誌学月報』第21号、昭和60年。1985

と印刷されていること(前記鈴木重

三氏の解説にもあり)、森島中良の随筆に袋入

・9月、青裳堂書店)、藤澤紫『鈴木春信

りで春信の錦絵を売っていた記述があることか

絵本全集研究篇』 （平成15年刊・2003．

ら、春信の錦絵は袋に画工名が書かれていた可

勉誠出版)、佐藤悟｢『華よそほひ』考」 （『実

能性を指摘する。先述した鈴木重三氏解説文に

践女子大学文芸資料研究所年報』25巻、

よしはら

掲載される錦絵には『青楼美人合』を包む袋紙

平成18年． 2006・刊)、浅野秀剛『浮世絵

に「春信画」 とあることから、 『絵本青楼美人

は語る』 （平成22年刊・2010・講談社現代

合』も袋入りで売られ、袋に春信の名前が摺ら

新書)。

れていた可能性が指摘されている。
なお、本書編者とされる左簾は、 『新選俳譜

2．皿‑0028,0030

錦百人一首あづま織

年表』（大正12年刊・ 1923・平林鳳二/大西一

LI‑0028/28.8cm×19.8Cm

外､書画珍本雑誌社）によると安永8年(1779)

春章画安永4年（1775）刊江戸・雁金屋義

に66歳で死んでいる。左簾は三浦氏、後笠家

助・植村藤三郎板

氏。名は古道、四郎左衛門。素湯庵、幽雲斎、

LI‑0030/28.4cm×19.5cm

l冊58丁勝川

l冊58丁勝川

おうし

初め鴨之と号し、逸志門で、江戸吉原娼家の主

春章画安永4年(1775)刊江戸・雁金屋義

人である。また、序文にその名の見える「秀民」

助板

は、寛政2年(1790)に64歳で死んだ初代大

黒屋庄六であり、新吉原甲子楼の主人である。

LI‑0028本は、雁金屋義助と植村藤三郎との
さやま

｢竹護｣は安永2年に死んだ嵐山のことであり、

口

相合板であり、媛山流書体のものである。

蕪村や几董と交遊のあった俳人である。鈴木重

従来吉海直人氏により、 『錦百人一首あづま

三氏は前解説で､左簾は宝暦8年・1758・刊『世

織』の初版本は、雁金屋義助単独板で和歌の書

諺拾遺』を旗本大久保甚四郎(巨川)とともに出

体が線の細いものとされていた。近時、岩田秀

しているので、巨川の関係から春信を知ったの

行氏により跡見学園女子大学図書館所蔵の初版

だろうと述べている。

本に、雁金屋義助と植村藤三郎の相合板で、和

ところでLI‑0011本は、墨印で乱丁落丁があ

歌書体の線の細いものが報告された。そして岩

り、題策はない。これは永井荷風『江戸芸術論』

田氏は、初版本は雁金屋義助・植村屋藤三郎相
あい

所収「鈴木春信の錦絵」 （大正3年1月発行・

合版、次に雁金屋義助単独版が媛山流書体へ改

1914、 『三田文学』第5巻第1号初出）や林美

訂した版、その次は内容はそのままで雁金屋義

一『春信』 （昭和39年刊・ 1964・有光書房）に

助・清吉版となり、明治期に松山堂版の明治摺

あい

墨摺本3冊の存在が記され、後者には「後に色

もあるとした。この跡見学園女子大学蔵初版本

板をぬき墨摺本三冊として再摺｣とあるために、

は冒頭の六歌仙評の3丁が欠落している。

鈴木重三氏に「装頓を変えた墨摺本が刊行され

LI‑0028本は、奥付・刊記は跡見学園女子大

と指摘されたものである。黒川

学蔵初版本と同じであり、雁金屋義助と植村藤

真道編『日本風俗図絵』第八輯所収の表紙裏に

三郎の相合板でありながら、和歌の書体は獲山

ていたらしい」

「本書彩色本と墨摺本とあり。共に至りて稀な

流のものである。LI‑0028本には冒頭の六歌仙

るものなり。ここに墨摺本を採収したり。此の

評も備わり、天智天皇・持統天皇の肖像上部は

書明和七年の出版に係る」 とあって、 『日本風

空白で、その部分の空摺りなどの痕跡はない。

俗図絵』第八輯は墨摺本を復刻したものと記さ

LI‑0028本奥付部分の綴じ直しの可能性もあり、

れる。LI‑0011本は墨摺本であり、現在他での

断定はできないが、獲山流書体への変更と雁金

所蔵は未詳である。

屋義助の単独版元化とは、同時ではない可能性
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きの遊女画像を描かせ、 自筆という新しい試み

もある。

LI‑0030本は、版本を折帖形態に仕立て直し

の出版を思い立ったものとされ、百枚続きの計

た改装本で、雁金屋義助単独版で媛山流書体で

画が7図で終わった理由を、 「浮世絵の通常の

ある。

流通、具体的には江戸市中の絵草紙屋への流通

シカゴ美術館本は、表紙、題嬢が残り、雁金
屋義助単独版で媛山流書体である。

【参考文献】吉海直人「『錦百人一首あづま織』
出版の経緯」 （『書誌学月報』57号、青裳

が十全になされる状況ではなかったため」 とす
る。

北尾政演こと山東京伝は、天明2年（1782）

刊の黄表紙『御存商売物』で大田南畝作評判記

堂書店、平成8年。 1996)、同「『錦百人一

『岡目八目』で総巻軸大上上吉に位置づけられ

首あづま織』始末記」 （『同志社女子大学総

て頭角を現し、天明3年には滑稽本『狂文宝合

合文化研究所紀要』22号、平成17年．

記』を北尾政美（鍬形慈斎） とともに描き、天

2005)、岩田秀行「勝川春章画『錦百人一

明4年には滑稽図案物の初作『小紋裁』を刊行

首あづま織』の新出初版本」 『跡見学園女

する、まさに順風満帆の時であった。

子大学短期大学部図書館報』45号所収、

鈴木重三氏は「京伝と絵画」に、遊女の櫛・

平成18年．2006． 10月)、神作研一『江

笄が初摺りは薄黄、後摺りは丹に変わるとされ

戸の歌仙絵一絵本にみる王朝美の変容と創

る通説は、長期間販売されたためであるが、こ

意一』65,66解説(国文学研究資料館、平

の通説は、後摺りとされる丹摺りのほうに蔦屋

成21年。2009． 12月)。

の版元印上部の「大門口」の文字があり、薄黄
色の方に削られているものもあることから検討

3． LI‑037新美人合自筆鑑
37.lcm×25．4cm

l冊7丁北尾政演画天

明4年（1784）刊江戸・薊屋重三郎板

の余地があるとして判断を保留している。キオ

ッソーネ本は、蔦屋の商標上に「大門口」 とあ
るが、丹色と薄黄色の櫛が混在し、しかも白色
のまま（2丁裏）のものもある。ボストン美術

表紙は藍色無地。蔦屋重三郎板の浮世絵(一

館蔵本は、蔦屋の商標上に「大門口」とある請

枚絵)としては、最も早期のものとされる。即

求番号2006.1341と請求番号2006. 1589につい

ち天明3年に北尾政演画の大判2枚続き錦絵

ては、遊女の櫛・笄が丹色と薄黄色が混在して

｢青楼名君自筆集｣7図を蔦屋重三郎は刊行し、

いる。キオッソーネ本もボストン本2冊も黄色

翌年正月に序賊を加えて画帖仕立の「新美人合

の笄は、角玉屋濃紫・花紫の「立春」の和歌が

姿鑑」 として刊行したのである。この錦絵は、

書かれる見開き1丁のみであり、あとは全て丹

天明3年の吉原細見の蔵版目録に「青楼遊君之

色の笄である。遊女の描かれる見開きの順番は

容大絵錦摺百枚続北尾政演筆其君の自

異なっており､錦絵を画帖仕立てにする際には、

詠を自筆にてしるし初衣裳生うつしに仕候

その順番はあまり厳密には決められていなかっ

正月二日より追追売出し申侯」 とあり、百枚続

た可能性がある。

きの予定であったことがわかる。キオッソーネ

【参考文献】鈴木重三「京伝と絵画」 （昭和54

本及びボストン美術館本の2部(2006.1341,

年刊・ 1979．『絵本と浮世絵』所収)、鈴木

2006.1589)、神奈川県立博物館本には薊屋の商

俊幸『蔦屋重三郎』 （平成10年刊・1998、

標の上に「大門口」 と記され、蔦屋が通油町へ

若草書房、平成24年．2012、平凡社ライ

移転する天明3年9月以前に、この錦絵が刊行

ブラリー版として再刊)。

されたものであることが解る。これらの大判錦

絵は､北尾政演が描いた美人画の代表作である。

鈴木俊幸氏は『蔦屋重三郎』で、吉原周辺の

4． LI‑0039

[鳥山彦〕

29.7cm×21.7cm

2冊合1冊29丁鳥山石燕

流通をほぼ手中に収めた蔦屋が､安永5年刊『青

画安永2年(1773)刊江戸・若林清兵衛、花

楼美人合姿鑑』の経験を下地として、北尾重政

屋久次郎板。遊狸園星舟蔵板

の弟子の北尾政演に、新しい画風の大判2枚続

261 （47）

題嬢欠であるが、初版本である。それは奥付

英博物館本はB本とされ、本書とは摺りの違

にある「安永二癸巳春｣、書林が「馬喰丁二丁

いが散見される。例えば「鍾埴図」の鍾埴の鬚

目若林清兵衛､ ､下谷竹町花屋久次郎」 とあ

が大英博物館本ではべったりと黒一色でつぶさ

ることより判断される。沢田東江の書が扉題字

れる部分があり、頭巾を被っているように見え

であったものが見返しに綴じ直されている。

浅野秀剛氏は『秘蔵浮世絵大観．大英博物館

ること、 「龍虎図」の背景の白色の部分が黒雲
が渦巻くようになり、虎の身体の中心部が黒く

Ⅲ』（昭和63年刊・1988、講談社）の解説で､A

なっていること、 「牡丹と孔雀図」で、牡丹に

安永2年初版本、B安永3年の入れ木で刊年を

濃いピンクの色板が入り、葉の色が単調になっ

直したり(B‑1)、更に摺工の名前を削除した

たこと､孔雀の羽の色も青がかった玉虫色から、

(B‑2)遠州屋弥七板、C刊年や版元未詳の再刻

黄緑の単調な色彩に変化したことなどが挙げら

本の差異について詳述する。氏はB本が最も

れる。

よく見るものであるが､林虞甫による序題に｢石

【参考文献】浅野秀剛『秘蔵浮世絵大観大英

燕画譜」とあり、北海の序題が｢鳥山石燕画伝｣、

博物館Ⅲ』（昭和63年刊・ 1988、講談社)、

要南甫の駁に「石燕画伝」 とあるため、従来い

佐藤悟『ラヴィッツ・コレクション日本

ささかの混乱があったとする。更に浅野氏はこ

の絵本』 （平成6年刊・ 1994、平木浮世絵

の絵手本で最も注目されるのは彫摺技術であ

美術館）の『鳥山彦』解説、中野三敏『和

り、 「拭きぼかし」の年代が明らかになる最初

本のすすめ』 （平成23年刊・2011、岩波新

の作例として名高いこと、 「龍虎図」に見られ

書)。

るように板ぼかし、ごま摺り、空摺り、きめ出

しといった版技法の粋をつくし、木版技法の一

5.LI‑0042

[百千鳥狂歌合〕

段の進展をもたらしたと評価する。また、氏は

25.5cm×19.lcm

画題と様式の広さにも注目し、山水花鳥や中国

丁）

・日本の古典や故事・新旧風俗に材を取り、｢鍾
埴図」や「猿猴図」のような墨板のみのものか

2帖15丁(前序+7丁、後7

喜多川歌麿画後巴人亭光による寛政8

年(1796)序が備わるが、これは『百さへつり』
からの転用江戸・蔦屋重三郎板

ら「牡丹に孔雀図」のような極彩錦絵、 という
ように主題に呼応して自在であること、狩野派

『百千鳥狂歌合』の初版本は､浅野秀剛氏｢絵

の描法や一蝶風、写生風、 「浦島子」のように

入本の流通と後修本一歌麿の彩色摺絵入狂歌本

機知をきかせた石燕風など、 自在な画様式の使

七種を例に−」によると、寛政2年(1790)か翌

い分けが見られることなどを指摘し、 「歌麿・

年春に刊行され、表紙は黄色地に黄土色で牡丹

俊満らによる絵入狂歌本もこの絵手本ぬきに論

唐草模様を摺刷したもので、左上に題篭『百千

じることは難しい」 と高く評価している。

鳥狂歌合前篇』、 『百千鳥狂歌合後篇』が貼

佐藤悟氏は『ラヴィッツ・コレクション日

付され、前篇・後篇ともに最初に赤松(奇々蕊）

本の絵本』の『鳥山彦』解説で、ラヴィッツ・

金鶏の序､最終丁に広告刊記がある体裁である。

コレクション本は初版本であるが題篭を欠くも

この体裁を持つものは大英図書館本や千葉市美

のとして紹介し、 「一蝶画・其角画賛を写した

術館本等で、A本とされている。

さきさだ

「権入日工」の原図は朝岡興禎『古画備考』に

本書の表紙は濃紺地に金泥で小松・霞模様

も取り上げられて名高いもので現存している」

(前篇)と秋草・霞模様(後篇)である。題霞は剥

ともされている。中野三敏氏は『和本のすすめ』

落しており、外題不明。後篇末の広告に「百千

の「第3章和本のできるまで3彫り・摺り

鳥狂歌合」とあり、それを書名とする。前篇の

・修正｣の中で､本書の改題後修本『石燕画譜』

表紙裏・一丁表の序文には、寛政八年の年記が

の「猿猴図」を取り上げて、その初版本との差

あり、後巴人亭光(つむりの光)の署名がある。

異を述べている。

ただし､この序文は寛政八年刊の歳旦狂歌集『百

本書は浅野氏が分類した初版のA本であり、

さへつり』 （蔦屋重三郎板）のものと同じであ

ラヴイッツ・コレクション本と同じである。大

る。しかし、本書序文の方には扇巴の朱印及び
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もちらとり

「楊庵」の墨印はない。本書広告の書名「百千

年からは書名のみが「絵本百千鳥」 と変化し、

鳥狂歌合」の脇には、 「赤松金鶏撰」とある。
そもそも『百千鳥狂歌合』は、歌麿画絵入狂

年序刊の『絵本松のしらべ』や『絵本名所江戸

歌本のうち最も有名な虫・貝・鳥の三作即ち

桜』付載の広告では、 「三十番狂歌合絵本百

『画本虫撰』『潮干のつと』の最後を飾る作品

千鳥さいしき箱入諸鳥生うつし前後二

その他は同じ広告になる、 とある。また寛政七

である。前二作の序者はそれぞれ宿屋飯盛、朱

冊」とあることも指摘する。また、題篭が「百

楽菅江と、伯楽連、朱楽連の中心人物であった

千鳥前篇」 「百千鳥後篇」 とある別本の存

のに対し、 『百千鳥狂歌合』の序者は、天明末

在にも触れ、 「この題霞を持つものはおおむね

期から活躍しだした赤松金鶏である。彼が撰者

後摺品と考えてよいであろう」とする。そして

である狂歌絵本は寛政二年頃から蔦屋重三郎か

氏は「『百千烏狂歌合』は『絵本百潮』の仮題

ら多く出版されており、鈴木俊幸氏は『蔦屋重

で寛政二年春新版として計画され、細見の巻末

三郎』で、入銀によって序文執筆、撰者の名誉

にも載せたが、内容・題名の変更と若干の延期

を得たのであろうとしている｡しかしそれは『百

を余儀なくされ、寛政二年三月か、それから間

千鳥狂歌合』の特異な性格というものではなく、

もない時期に現形態で刊行されたものと推定さ

歌麿画絵入狂歌本は全てそれに類似した成立事

れる」 とされた。

情を持つ物であったとも指摘する。
『百千鳥狂歌合』の初印初版本は、 「絵入本

鈴木俊幸氏は『蔦重出版書目』の寛政三年に、
『百千鳥前篇』と『百千鳥後篇』を立項さ

の流通と後修本一歌麿の彩色摺絵入狂歌本七種

れ、 「広告に掲載されている「百千鳥狂歌合」

を例に−」によると、寛政二年(一七九○)か翌

は本書のことと看倣して間違いなかろう｡…今、

年春に刊行されたものである。初印初版本の表

仮に広告記事の下限をとって寛政三年の刊行と

紙は、黄色地に黄土色で牡丹唐草模様を摺刷し

しておく。上記記事は東京芸術大学蔵本によっ

たもので､左上に題霞『百千鳥狂歌合前篇』、
『百千鳥狂歌合後篇』が貼付され、前篇・後

付したもの(東洋文庫)、 「百千鳥狂歌合」 とい

篇ともに最初に赤松(奇々蕊)金鶏の序、最終丁

う題嬢を持つものがある…」としている。

たが、本書には「絵本百千鳥」 という題策を貼

に広告刊記がある体裁である。内容は鳥を詠題

本書の表紙の特徴は、浅野氏が「絵入本の流

にした狂歌合であり、一図に二種類の鳥が描か

通と後修本」でB本とされた「濃紺地に金泥で

れ、恋の戯れ歌が二首、十五図で合計三十首が

小松・霞模様を施した表紙に、 「百千鳥前篇」

載るものである。この体裁を持つものは大英図

「百千鳥後篇」の題霞が左上に貼付されてい

書館本や千葉市美術館本、ニューヨーク公立図

るもの」 と類似する。本書は題篭剥落のため、

書館スペンサー・コレクション本等で、浅野氏

外題は確認できないが、花鳥図の摺刷について

はこれらのものをA本とされている。

も、氏が指摘するA本との異動(鷺の輪郭、背

『百千鳥狂歌合』の書名については、いくつ

景処理、砂子の蒔き方、吹きぽかしの使用のぐ

かの先行研究がある。浅野氏は『秘蔵浮世絵大

あい)を示している。以下、本書の花鳥図につ

観大英博物館Ⅲ』の『百千鳥狂歌合』解説で、

いて概説する。

「刊年の記載された伝本は報告されていない」

花鳥図の順は、A本とは異なる(カッコ内に
かも

かわせみ

う寸・ら

とした上で、 「鳥・獣・魚を主題にした絵入り

A本の順を示す)。前篇①鴨・蒻翠(14)②鶉
ほおじろ

狂歌本は、飯盛・歌麿のコンビで天明七年(一

・雲雀（1）③鶏・頬白（8）④厩・百舌(15）

ひばり

もず

う

七八七)頃から企画されていたらしい」とし、

⑤ゑなが．めじろ(5)

この書らしきものが、吉原細見の巻末、 「耕書

推子(3)

さぎ

⑥鵜・鷺(10)⑦燕・

後篇⑧まめまわし・木つつき(4)

⑨

せきれい

堂蔵板目録」に現れるのは寛政二年春版からで
もしさへづり

あり、 「五十番狂歌合絵本百聴寄々羅金
鶏撰諸鳥生うつし

山鳥・鶴鵠(6)
ふくろう

⑩むら雀・鳩(12)

みそさざい

しぎ

・鴎鶚（13）⑫鶴鶴・鴫(7)

⑪かし鳥

やまがら

⑬山雀・鴬（2）

さいしき摺箱入」 「五十

となり、 「四十雀・こまどり」の図はない。ま

番狂歌合同後篇右二同」とある広告を指

た、色調もかなり異なっている。例えば「燕・

摘する。この広告は寛政七年まで続き、寛政八

雄子」の背景の拭きぼかしが消え、 「まめまわ
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し・木つつき」の背景が鼠潰しとなり、松葉の

本吾妻遊』 （蓬左文庫蔵）の「耕書堂蔵板絵本

周りを摺り残している。 「ゑなが．めじろ」は

目録｣にその書名と広告は記載される。そして、

背景が淡い青となり、ゑながの色が単色に、め

寛政七年刊の『絵本松のしらべ』や『絵本名所

みそさざい

しぎ

じろの腹部が赤くなっている。 「鶴鶴・鴫」

江戸桜』付載の広告では、先述したように「三

ほおじろ

では、山吹の花の黄色が摺られず、 「鶏・頬白」

十番狂歌合絵本百千鳥さいしき箱入諸鳥

では、朝顔の花の配色が鼠色と桃色で違和感が

生うつし前後二冊」へと変化した。

ある。 「鵜・鷺」では、鷺に胡粉が使用されず、
空摺りではなく輪郭が描かれている。 「むら雀
・鳩」では鳩の頭部が鼠色で雲母が用いられて

つまり浅野氏解説と異なる点は、寛政二年新
版から使用されはじめた｢耕書堂蔵板絵本目録」
に､｢十五番狂歌合絵本百聴寄々羅金鶏撰

いる。A本と比較すると、全体的に透明感がな

諸鳥生うつし

くなり、ややきつい配色になっている。きめだ

麿画」 「十五番狂歌合同後編右二同」 とあ

さいしき摺箱入一冊喜多川歌

し、空摺り、拭きぼかしの省略の傾向も見られ

り、書名が異なるが､『百千鳥狂歌合』のほぼ

る。

実態を反映させた広告が記されていたことを指

本書の序文は、先述したように寛政八年刊の

歳旦狂歌集『百さへつり』と同じである。 『百
さへつり』の大英図書館蔵本、京都大学図書館
蔵本、国文学研究資料館蔵本にはこの序文が見

摘した点となろう。

【参考文献】浅野秀剛『秘蔵浮世絵大観大英
博物館Ⅲ』(昭和63年。 1988・刊､講談社）

『百千鳥狂歌合』解説、鈴木俊幸『蔦屋重

られ、 『百千鳥狂歌合』の他の後修本には、こ

三郎』平成10年。1998・刊･若草書房、

の序文が見られないことから､本書の序文は『百

平成24年。2012、平凡社ライブラリー版

さへつり』序文を転用したものと判断される。

として再刊)、同『蔦重出版書目』（平成10

ただし『百さへつり』序文に見られる扇巴の朱

年刊、 日本書誌学大系77，青裳堂)、浅野

印は、本書にはない。この扇巴の朱印は、寛政

秀剛「絵入本の流通と後修本一歌麿の彩色

五年に鳶重の依頼によって、四方赤良から頭光

摺絵入狂歌本七種を例に−」 （『国文学解

に与えられたものであり、寛政八年には、頭光

釈と鑑賞』931、平成20年．2008． 12月

の序文には押されていて然るべきものである。

号、至文堂)、小林ふみ子『天明狂歌研究』

扇巴印のない頭光の序文を持つ本書は、おそら

（平成21年・2009・汲古書院)。

くは寛政八年よりもかなり下った時期に作られ

たものではないかと思われる。
浅野氏が『秘蔵浮世絵大観大英博物館Ⅲ』

6． LI‑0043,44

画本虫撰

LI‑0043/26.8cm×18.3cm

2冊19丁(上lO

解説で『百千鳥狂歌合』に関して述べているこ

丁、下9丁）

とと、大きく変わる指摘はないが、 『百千鳥狂

明8年(1788)刊江戸・蔦屋重三郎板

宿屋飯盛撰、喜多川歌麿画天

歌合』と看倣される本の広告については、天明

LI‑0044/26.6cm×18.lcm

七年刊『古今狂歌袋』の蔦屋蔵版目録に「同(近

飯盛撰喜多川歌暦画天明8年(1788）

刻）

印江戸・蔦屋重三郎板。

絵本百千鳥北尾重政全三冊」とあり、

l冊18丁宿屋

刊後

天明八年刊『画本虫撰』の蔵版目録にも同じも
のが見られる。つまり天明七年から計画され、

2種類の『画本虫撰』があり、どちらもごく

その時点では画工は北尾重政で三冊本が予定さ

早い時期の貴重本である。特にLI‑0043は最も

れていた可能性がある。

早期の上質な伝本である。 『画本虫撰』諸版の

寛政二年新版から使用されはじめたと鈴木俊

書誌的特徴については、早くは鈴木重三氏「日

幸氏が指摘する（『蔦屋重三郎』） 「耕書堂蔵板

本古典文学会蔵画本虫撰解題」 （昭和50年

絵本目録」には、 「十五番狂歌合絵本百聴

・ 1975)によるものなどがあるが、最もそれら

寄々羅金鶏撰諸鳥生うつしさいしき摺箱入

を集約して記されている浅野秀剛氏「絵入本の

一冊喜多川歌麿画｣｢十五番狂歌合同後編

流通と後修本一歌麿の彩色摺絵入狂歌本七種を

右二同」とある。具体的には寛政二年正月刊『絵

例に−」に従って考察する。

(50）258

天明8．年初印本の特徴は表紙にあり、 「黄色

はさみむし｣のバラの花の輪郭内の色板がない。

地に茶色で桔梗七宝模様」の二冊本がそれであ

下巻第六図「蝿｜

こうろぎ」のユキノシタの蔓

る。LIaOO43本がその特徴を持つ。しかも、題

の草色の線の輪郭があり、花は全て空摺になっ

篭は普通は薄紅地色に紅で唐草模様を摺刷した

ている。これらの特徴から国文研蔵本はAa本

ものであるのだが、ごく早期かつ上質の伝本で

と思われるが、鳥山石燕の賊文が下巻の最初の

は、題嬢の唐草模様が白雲母で摺刷されている

丁に置かれており、何らかの後修が施された可

ものがあるとされる。LI‑0043本の題篭は白雲

能性もある。

母唐草模様のごく上質な伝本であることがわか
る。
「蝿｜

なお、鈴木重三氏は「日本古典文学会蔵画

さらに初印本の特徴として、下巻第六図

本虫撰解題」で、既に指摘されていた『画本

こうろぎ」のユキノシタの蔓の草色の線

虫撰』が室町時代末の『四しやうの歌合』の系

の輪郭があり、花は全て空摺となること(鈴木

譜上にあることに加えて、 『画本虫撰』が寛永

重三氏前出解題にも触れられる)、上巻第三図

頃(1624‑43)に稚拙素朴な挿絵を伴った木活字

「けらはさみむし」のバラの花の輪郭内の色

版本で流布した『四しやうの歌合』のうちの『む

板がないことが挙げられている(Aa本と分類)。

しの歌合』の形式を模したもので、狂歌文芸と

LI‑0043本は、これらの特徴を全て備えている。
Aa本と同じ表紙でありながら、下巻第六図

しての『画本虫撰』が構成や形式を『むしの歌
合』に広くかつ深く倣っていることに触れてい

のユキノシタの蔓の草色の緑の輪郭が削除さ

る。また、歌麿の師である烏山石燕の『鳥山彦』

れ、最も突き出た蔓の先端の花が実線となって

に類似する画調のものが存在することや、勝間

いるもの(鈴木重三氏前出解題にも触れられる）

龍水画『絵本山幸』 （明和2年刊・ 1765）から

をAb本とする。Ab本の上巻第三図にはバラ

の影響が看取されることについても言及してい

の花に紅の色板が加わる。皿‑0044本は、Ab本

る。

の特徴を全て備えている。

やまのさち

【参考文献】鈴木重三「日本古典文学会蔵画

「絵入本の流通と後修本」には、『画本虫撰』

本虫撰解題｣（昭和50年．1975,後に｢歌
麿絵本の分析的考察」昭和54年刊・ 1979

の多くの後修本が記される。表紙を替えて、鳥

．『絵本と浮世絵』所収)、チェスター・ビ

山石燕の賊文を最初に綴じ直したB本、濃紺

ーティー・ライブラリー蔵『絵巻絵本解題

表紙二冊本で石燕の賊文が削除されたc本、
文政6年(1823)に西村屋与八に版が移り、下巻

目録』（平成14年刊・2002、勉誠出版)、浅

に極彩色摺りの扉が付され、刊記に「原刻蔦

野秀剛「絵入本の流通と後修本一歌麿の彩

屋重三郎」 「補正西村屋与八」とあるD本な

色摺絵入狂歌本七種を例に−｣。

どである。B本、C本は寛政期から、D本が刊
行される文政8年までに出された後修本であ

7. LI‑0045,46

る。

LI‑0045/27.3cm×19.2Cm

諸図録に記載される『画本虫撰』 （大英博物
館蔵皿152,千葉市美術館蔵『歌麿の風流』所

潮干のつと
l帖9丁喜多

川歌麿画寛政1年(1789)刊江戸・蔦屋重三
郎板

載本,チェスター・ビーティー・ライブラリー

LI‑0046/27. lcm×19.0cm

蔵『絵巻絵本解題目録』所載本は「けらはさ

川歌麿画寛政1年(1789)刊江戸・蔦屋重三

l帖10丁喜多

みむし」の丁のみ確認）はAa本である場合が

郎板

多く、LI‑0044本のようなAb本を見ることは
むしろ珍しい。

2種類の『潮干のつと』が蔵され、どちらも

国文研蔵本は2冊で、表紙が「黄色地に茶色

ごく早い時期の貴重本である。特にLI‑0045は

で桔梗七宝模様」であり、題篭はごく一部しか

最も早期の上質な伝本と思われる。 『潮干のつ

残存していないが、薄紅地色に紅で唐草模様を

と』諸版の書誌的特徴については、浅野秀剛氏

摺刷したもので、「画本○○」「○○ゑらみ下」

『喜多川歌麿展』図録解説や「絵入本の流通と

との外題が辛うじて読める｡上巻第三図｢けら
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後修本一歌麿の彩色摺絵入狂歌本七種を例に

−」等に従って考察する。
『潮干のつと』の初印本中、最も早い摺刷と
思われるもの(Aa本)は、表紙が濃紺地に金銀

貝合図の屏風、雲形の上の砂子散らしが削除さ
れるのは、それ以前の段階のAc本から、 とさ
れている。

泥で波に千鳥・霞模様であり、左上に「潮干の

国文研本は、表紙は濃紺地ながら金銀泥で草

つと」の題嬢を持つ10丁本とされる。LI‑0045

花と霞模様である。原題穣で左上に「潮干のつ

本は、表紙は濃紺地ながら金銀泥で草花と鰻模

と」 とある。 3図めに当たる海藻と馬場金埒の

様である。原題霞で左上に「潮干のつと」とあ

「にしき貝」狂歌に始まる丁が欠落する。貝図

る。序文は欠落する。貝図上部には波模様が入

上部には波模様が入らず、背景の色はごく薄い

らず、背景の色はごく薄く、緑色が黄変したか

茶色と思われる。貝合わせ図中の屏風の下部雲

のように見えるが判別は難しい。貝合わせ図中

形がかなり擦れているが金泥と思われ、その上

の屏風の下部の雲形に切箔を貼付し、その上部

部に切箔・砂子を蒔いている版であるので、Aa

に砂子を蒔いている。これはAa本とされる国

本と思われる。

立国会図書館蔵本の屏風図との類似が認められ

【参考文献】浅野秀剛『秘蔵浮世絵大観大英

るため、LI‑0045本はAa本と判断される。ち

博物館Ⅲ』 （昭和63年刊・1988） 「潮干の

なみに国立国会図書館蔵本の表紙も濃紺地に金

つと」解説、同『秘蔵浮世絵大観ベレス

銀泥で草花と霞模様である。Aa本はその他プ

・コレクション』平成3年刊・1991、講談

ルヴェラー・コレクション本、太田記念美術館

社)、同『喜多川歌麿展』図録解説(平成7

本、洛東遺芳館本とされる。

年．1995)、同『歌麿の風流』 （平成18年

LI‑0046本は、表紙が濃紺地に金銀泥で波に
千鳥・霞模様であり、左上に題篭剥落の痕跡を

刊・2006、小学館)、ROGERS.

KEYS

''EHONTHEARTISTANDTHEBOOKIN

持つ10丁本である。貝合わせ図中の屏風の下

JAPAN''2006、浅野秀剛「絵入本の流通と

部雲形とその上部の切箔・砂子部分が銅系の色

後修本一歌麿の彩色摺絵入狂歌本七種を例

料による版へと変更したものか(Ab本)と思わ

に−｣。

れる。このAb本が諸図録には最も多く見られ
る。浅野氏が指摘した、ベレス・コレクション

8． LI‑0050絵本松のしらべ

本（『秘蔵浮世絵大観ベレス・コレクショ

24.6cm×16.9cm

ン』）、 I.ゴールドマン氏蔵本(『喜多川歌麿展』

政7年(1795)刊江戸・蔦屋重三郎板

l冊13丁勝川春章画寛

図録)、千葉市美術館本（『歌麿の風流』）の他
に、NYPLスペンサーコレクション本(''EHON

浅野秀剛氏によると、本書は箏の組曲の詞章

THEARTISTANDTHEBOOKINJAPAN''

の下に、それに因む図を描いた絵本であり、安

ROGERS.

2006)も同様の特徴を備え

永2， 3年(1773,74)頃に出された勝川春章画の

るAb本と判断される。浅野氏はAb本の時代

小判錦絵(16図が確認されている)の内の、女

が数年から十数年あったのではないかとする。

性の頭部のいくつかを入れ木によって改刻し、

ただしLI‑0046本は、これらのAb本諸本と比

色版の一部を変え、四周単辺の匡郭を設けて、

較して、雲形部分の色が金色に近いようにも思

寛政7年(1795)正月に絵本として刊行したもの

われ、表紙の特徴からも、これがAa本である

である。

KEYS

可能性もある。つまり異なる特徴を持つAa本
が2種類蔵されていることになる。

大英博物館ヒリアーコレクション本（『秘蔵
浮世絵大観大英博物館Ⅲ』）はB本とされ、

先行研究により初版初印本とされる大英博物
館本は、表紙は薄鼠藍色、題穣に「絵本松のし

らべ完」 とある1冊13丁の作品で、裏表紙
見返しに蔦屋重三郎の広告がある。キオッソー

貝図の上部に紫色の波形が加えられ、貝合図の

ネ本は後表紙で、手擦れの跡や破れが多く、裏

屏風の横の明かり障子に手ぬぐいの影が加わ

表紙見返しの広告も半分ほどしか残らないが、

り、明かり障子下部の木目及び左側板戸の木目

武野樵夫による序、蔦屋重三郎の広告もある初

が空摺りから色摺りへ変わる、 と指摘される。

版本である。

(52）256

なお、本書の複雑な成立事情については、先

顔」を踏まえること。、の図、忍ぶ恋の歌と

行研究に詳述されているが、勝川春章が小判錦

し、 『源氏物語』紫の上との関係性を否定する

絵「松のしらべ」 （仮題）を描くに際して依拠

こと)。更に『松月妙』・『琴曲抄』の詞章が若

したのが、元禄7年(1694)10月駁の『松月紗』

干異なる曲＠では､『絵本松のしらべ』は､『琴

（吉田邑琴編、京都・馬場吉右衛門版)、宝暦4

曲抄』と同じ「須磨の浦の浪枕」 とし、 『松月

年(1754)刊同5年序の『撫箏雅譜集』ではな

妙』 「須磨の浦わを浪枕」 とはしない。これら

いかと指摘されている。小判錦絵｢松のしらべ」

のことから、春章は安永期に小判錦絵を制作す

の揃い物は16図しか確認されていないが、恐

る際に、 『松月妙』・『琴曲抄』ともに参照した
ぶそうがふ

ぷそうがふ

らく『絵本松のしらべ』にある24図全てが、

と思われる。なお、⑤図は『撫箏雅譜集』目

小判錦絵として刊行されたであろうと推測され

録の前にある図とも類似している。

ている。そして『松月紗』の14図の挿絵の内4

国文研本は、表紙は薄鼠藍色、題篭に「絵本

図が『絵本松のしらべ』の図(e･
･⑳．
⑤)と類似しており、春章は小判錦絵を描くに

武野樵夫による序、裏表紙見返しに蔦屋重三郎

際して『松月紗』挿絵を参照し、他の図は、『松

の広告がある初版本である。

月紗』上部の注を参考にしたと指摘されている。
ここに『絵本松のしらべ』の図に類似した挿

松のしらべ完」 とある1冊13丁の作品で、

【参考文献】浅野秀剛『絵本松のしらべ』解

説（『秘蔵浮世絵大観大英博物館Ⅲ』、

絵を持つ､もう一つの箏曲詞章注釈書である『琴

同『絵本松のしらべ』解説（『チェスター

曲抄』 （元禄7年9月刊）を指摘する。 『絵本松

・ビーティー・ライブラリィ絵巻絵本解題

のしらべ』の5図(⑤．⑤．、．④．、）
は『琴曲抄』挿絵に類似が看取され､特に⑤
．④の図は酷似する。また､ 『松月紗』･『琴曲

本になる時」 （『詩歌とイメージ江戸の版

抄』ともに表七組の｢太平｣までが同じ順で『絵

山下則子「『絵本松のしらべ』の素材をめ

本松のしらべ』に描かれているのだが、 『松月

ぐって−絵入り本の書誌・出版・解釈の総

紗』・『琴曲抄』の注釈が異なる曲がある。その

合的研究一」 （『文芸研究』第126号所収、

場合『絵本松のしらべ』は『琴曲抄』の注釈に

明治大学文学部紀要、 2015年3月)。

目録』勉誠出版、 2002年)、同「錦絵が絵
本・一枚摺にみる夢』勉誠出版､2013年)、

沿った作画をしている(⑪の図､『源氏物語』｢夕

(Ⅲ）凡例

1． この目録は、キオッソーネ東洋美術館所蔵

(authoIillustrator)、冊数(volume)、寸法(cm)

の日本古典籍を、整理番号順に配列したもので
ある。所蔵者キオッソーネ東洋美術館の住所は

(height/width)、紙数(boundpages)、刊年(publis
hmgdate)、刊行地・版元(location/publisher)、

下記の通りである。

存欠状況(volumesextant)、備考(notes)の順に、
その書誌を日本語と英語で記した。

Museod'arteorientaleEdoardoChiossone

書名は原則として外題もしくは内題によっ

VillettaDmegro

た。原本から判明しなかった書名は〔

Piazｧ釦leMaアァmi4N

して仮題を記した。著者名・画工名は、原本通

16122GenovaGe

りを原則としたが、姓号などを適宜補った場合

ITALY

〕を付

もある。刊年が明記されていないものについて

は、 「江戸後期」などの刊行年代推測を付した。
2．各項目の櫛成は、整理番号、書名(ntle)、

刊本写本の別(print/manuscript)、著者・画工

255 （53）

明らかな後印本は、その旨を記した。

3．全ての表記は現行字体を用いた。角書きで

6．本調査と整理・校正に関わった方々は次の

小字2行割りのものは、 〈画本／狂歌〉のよう

通りである。所属と職名は、各自が作業に関わ

にく

った当時のものを記す。

〉に入れて、別れる箇所に／を入れた。

備考欄にあるCASATI目録とは、キオッソ

【調査】鈴木淳国文学研究資料館教授(1999)､

ーネの遺言執行人であり、東京イタリア大使館

谷川恵一国文学研究資料館教授(2001)、山

の通訳であったルイージ・カザーティが、キオ

下則子国文学研究資料館教授(1999,2000,

ッソーネの死後、 1899年にジェノバに向けて

2001,2003,2004,2006,2007,2010)、

収集品等を送付した時に付した簡単な目録であ

ト・キヤンベル東京大学教授(1999,2000,

る。また、コーニッキー目録とは、国文学研究

2003,2004,2006,2007,2010)、和田恭幸国

資料館IPで公開中の、ピーター．コーニッキ

文学研究資料館助手(1999,2000,2001)、ラ

ー教授による「コーニッキー・欧州所在日本古

ウラ・モレッティヴェネチア大学非常勤講

書総合目録DB」のことである。

ロバー

師(通訳・補助2003,2004)。

4．キオッソーネ東洋美術館所蔵日本古典籍の

【目録作成】中島次郎総合研究大学院大学院生
（データ打ち込み、書誌的事項調査)、丹羽

調査と目録の作成は、永年にわたるもので、複

みさと国文学研究資料館リサーチアシスタ

数の研究者が調査に参加し、多くの方に目録の

ント(データ打ち込み、書誌的事項調査)、

打ち込みを手伝っていただいた。そのため、本

屋代純子総合研究大学院大学院生(データ
打ち込み、書誌的事項調査)、武井協三国

目録では、表記や記述の方式に統一が取り切れ
ていない部分が残ってしまった。

破損や虫損・難読で読み得なかった文字を、
ロロや■■や＝＝で記した。また、パソコンに

文学研究資料館名誉教授(目録校正)、山下
則子国文学研究資料館教授(データ打ち込
み、書誌的事項調査、 目録校正)。

登録されていない特殊な漢字を＝で示し、 ＝の
後に「？＋妙」のように字体を指示した場合も
ある。長音記号も統一された表記となっていな
い。

本稿を成すにあたり、 目録公開をご許可下さ
ったキオッソーネ東洋美術館DirectorDonatella
Failla氏に深謝申し上げます。目録公開のため、

仲介の労をとっていただいた鷺山郁子フィレン

5．本稿には、 JSPS科学研究費補助金による

ツェ大学教授に心より御礼申し上げます。

基盤研究(A) 「在欧日本古典籍の所在および伝
来に関する調査と研究」 （平成11〜12年度、

RingrazioprofbndamentelaDott.ssaDonatella

研究代表者岡雅彦､課題番号11691044)、

Failla,DirettricedelMuseod'ArteOrientaleEdoar

基盤研究(A) 「在欧日本古典籍に関する日仏伊

doChiossone, checihaconsentitolapubblicazione

共同学術調査‑19世紀以降の和書移動とヨー

delpresentecatalogo． Ringaziosentitamenteanche

ロッパ東洋学との連関を含めて一」 （平成15〜

laProfssalkukoSagiyamadell'UniversitadiFiren

18年度、研究代表者松野陽一・谷川恵一、
課題番号15251003)、基盤研究(B) 「文学・芸

ze,perlasuagentilecollaborazione.

能・絵画をめぐる近世的表現様式と知の交流」
(平成21〜25年度､､研究代表者山下則子、

課題番号21320053)、基盤研究(B) 「在外絵入
り本を中心とする書誌・出版・解釈の総合的研
究」 （平成26〜30年度、研究代表者山下則
子、課題番号26300020)の成果の一部を取り入
れている。

ThisworkwassupportedbyJSPSKAKENHI
GmntNumberll691044, 15251003,21320053,
26300020.
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(Ⅳ)目録
ク

整理番号書名

刊写

(title) "

刊

(print/manuscript)著者，画工(authorゾ

(print)

1冊

(1688〜1703）

17.7×1361

15丁元禄年間

〔江戸･鱗形屋三左衛門]: ([Edo/

illustrator)冊数volumes.寸法(cm)height/Width

UmkogatayaSanzaemon))全complete%

紙数boundpages刊年publishmgdate刊行地・
版元(location/Publisher)存欠状況volumesextanf

六段本｡丹表紙改装､南畝筆書き題篭｢元禄稗史

.

／聖徳太子御伝記j6『大田南畝全集』に記述なく、

備考notes

青山堂雁金屋清吉)所蔵本と思われる。内題「聖

LI‑0001源氏大和絵鏡(Genjiyamatoekagam)

徳太子御伝記｣｡柱｢太子一｣｡蔵書印｢只誠蔵｣。
刊記「新板｣。※CASATI目録「HIsRIKIM

刊

ORONOBU1702BIOGRAFIADISHOTOKUT

(print)菱川師宣画

1冊22．1×15.1

(HishikawaMoronobu)

28丁貞享2年（1685）

江

戸・鱗形屋三左衛門Cdo/UmkogatayaSanzaemon)
全complete
題霞｢源氏絵か萱み上下｣｡一部剥落､角書不明。
（松平進は「<新／板>源氏絵鏡上（下)」とす
る)。序題「源氏大和絵鑑｣、柱「源氏｣。 うら表

AISHI｣。

LI‑0004姿絵百人一首(Sugataehyakunmisshu)
刊

(p血t)菱川師宣画(HishikawaMoronobu)

2冊21．7×15.5

51丁(①26丁。②25丁）元

禄8年(1695）江戸･木下甚右衛門にdo/Kinoghila

紙見返しに墨書｢清岡松之助」｢清岡屋かし本｣。

Jmemon)全complete

貸本屋印か､1オ｡28ウ「深川／清岡／永代橋」
墨印｡刊記｢貞享二年丑四月吉日／大和画師菱河

序賊に菱川師宣の遺稿である旨記されているが、

氏師宣筆／大伝馬町三町目

落｡序題｢姿絵百人一首｣｡柱｢姿絵｣、但し巻一、

うろこかたや開

松平進『師宣祐信絵本書誌』に収録なし｡題篭剥

板｣｡序賊有｡※CASAJT目録｢GHENGIJAMATOE

一丁は白｡刊記｢元禄八暦乙亥四月吉辰／小伝馬

KAGAMI (MODELLIPERL'ILLUSTRAIIONE

三丁目木下□□（破）衛門板｣。菱川氏師宣画

DELCLEFWOIEDIGHENGIMONOGAIARI

として著録（賊文に記述)。誤字訂正、平仮名表

HISHIKAWAMORONOBU1685｣。松平進『師宣

記訂正の書入あり。国文学研究資料館蔵版本(タ

祐信絵本書誌』32。

2‑200)の刊記には版元は「木下甚右衛門板」 と
あり。※CASATI目録｢田SHIKAMMORONOBU

LI‑0002京太郎
刊

1695SUGAIA.EHIATU・NINISSHItJ(ICENTO;

(Ky6tar6)

(print)奥村政信画

1冊18．2×13.1

戸・鶴屋喜右衛門

(OkumuraMasanobu)

13丁元禄16年(1703)

江

POETI｣。黒川眞道編『日本風俗圖繪』第二輯(大
正3年・日本風俗圖繪刊行會）に複製あり。

(Edo/IburuyaKiemon)全

complete

LI‑0005和国諸職絵つくし

六段本。丹表紙改装、南畝筆書き題篭｢元禄稗史

eZukushi)

／京太郎／全巻｣｡『大田南畝全集』に記述なく、

刊

青山堂雁金屋清吉)所蔵本と思われる。内題｢(橘

1冊26．9×18.5

紋)京太郎｣。柱｢京
一(〜十六)｣。蔵書印｢豊
芥（象)」 「只誠蔵｣。刊記「元禄十六癸未年正月

戸(Edo)

吉日／大伝馬三町目本間屋喜右衛門板｣。※

(Wakokushoshoku

(prinO菱川師宣画(HishikawaMoronobu)
25丁貞享2年（1685）

江

下巻存（上巻欠)onlyGekan

賊題「諸職絵つくし｣。柱「しょく人｣。蔵書印、
lオ「■■／氏圖／書印」朱文方印。刊記「貞享

CASATT目録｢駈shimwaMomnobul703KIOIARO

武年丑二月吉日／絵師菱河師宣(刷印｢菱河｣)｣。

(ROMANZO)｣。高橋則子｢土佐浄瑠璃六段本『京
太郎』」 （『演劇研究会会報』41号・平成27年)に
写真版・翻刻・解題。

扉字｢職工｣その上に竜の絵､周囲は牡丹(4点)。
14丁目 （下ニナH‑七）表に梅の絵（扉絵)。柱は
13丁目まで「しょくにん下一

二十五（〜肘

六・なし)」14丁目から「｢しょくにん下二

LI‑0003聖徳太子御伝記(Sh6tokutaishigodenld)
253（55）

汁

七（〜四十八)｣。※CASATI目録「HISHIK"

MORONOBU1695SHOKKO(MEST正RIVARI)｣。

刊｡rint)石川豊信画

書目 「WakokuShoshokuE‑mnk'IEhi」『師宣政信絵

2冊22．2×16.1

本集』に天理図書館本の影印あり。黒川眞道編

暦2年（1752）

『日本風俗圃繪』第二輯(大正3年・日本風俗圖

(IshikawaTbyonobu)

20丁（上11丁・下9丁）宝
江戸・鱗形屋孫兵衛(Edo/Uro

kogatayaMagoba.全complete

繪刊行會）に複製あり。松平進『師宣祐信絵本書

題穣「<役者三十／六姿>絵本東の森｣。内題｢絵

誌』31番｡国文学研究資料館紙焼C3989･C6052｡

本東の森｣、ノド「東森上ノ壱｣。蔵書印

「好

文堂｣江戸〜東京の貸本屋。下巻9ウに刊記｢東
LI‑0006余景作り庭の図

(YOkeitsukuriniwano

く古沢藤兵衛

／鶴見嘉七〉／宝暦二壬申年正月吉祥日／書林

zu)

刊

都画図石川秀苑豊信／彫刻

(print)

菱川師宣画(HishikawaMoronobu)

1冊25．9×18．3
印本

19丁元禄4年(1691)、後

〔江戸・鱗形屋三左衛門]

([Ed/Umko

鱗形屋孫兵衛板｣。江戸歌舞伎役者（役者紋付・
似顔)の名前と、名前を読み込んだ歌が書かれた
役者絵本。（序賊)「宝暦二年さるのまめやかにむ
つまし月｣。

gatayaSanzaemon])全complete
書き題霞「餘景作庭図全｣。序題「餘景作り庭
の図｣､柱｢山

一｣。1オ｢一△山津伊｣朱印。

LI‑0009絵本諸芸錦

(Ehonshogeinonishiki)

序賊有。刊記「画師菱河吉兵衛師宣｣。延宝8

刊

年初版・元禄4年再版。再版本の刊記「(元禄四

冊22．8×16.2

年／未五月吉日／日本)画師菱川吉兵衛師宣／

丁）宝暦13年(1763）

(大伝馬町三町目鱗形屋開板)｣の（

YamazakiKimbe)全complete

）部分を削除、

(pm0鈴木春信画

(SuzukiHarunobu)

3

28丁（上10丁・中9丁・下9

江戸･山崎金兵衛(Edo/

また画中の全人物を削って埋木で図面を糊塗し、

題霞｢絵本諸芸錦｣｡刊記｢画工鈴木春信筆(墨

庭園図として徹底したものに改めたもの。※

文方印「春信｣）／讃者浪花禿箒子（墨文瓢印

CASATI目録「mSHIKAWAMORONOBUPIANI

「一酒｣）／東都書津通本石町十軒店山崎金

DIGIARD皿｣。松平進『師宣祐信絵本書誌』36。

兵衛板｣。丁付ノド。 （序）宝暦癸未臘月／浪華禿
帯子識。※CASAIT目録「SUZUKIHARUNOBU

LI‑0007

[おけさはなし]

([Okesahanashi])

1765 /EHONSHOGHENONISHIKI (ARTE

MESTTERI)｣。刊年は藤澤紫編『鈴木春信絵本全

刊(prinO近藤助五郎清春画侭ond6Sukegor6
Kiyoham) 1冊 18.2×13.2 10丁享保頃か

集』②によると大英博物館本の刊記に｢宝暦癸未

(1716〜1735）江戸・伊賀屋勘右衛門佃do/Igaya

臘月大吉祥日」 とあり。

Kanemon)

目次欠lackContents

書き題嬢「かる口／もみぢ／傘｣。赤本形態の江

戸版咄本。柱「はなし

一｣。3オ、6ウに「画

LI‑0010絵本千代松 (Ehonchiyonomatsu)
刊 (print)鈴木春信画 (SuzukiHarunobu)

2

工近藤助五郎清春筆」と記載あり。2丁以降、焼

冊22．7×15．9

19丁（上10丁・下9丁）

損あり。蔵書印、表紙見返しに朱文巻物形方印
「青山居士／千巻文庫｣・朱文長方印「青山堂｣ ・

和4年（1767）

江戸・山崎金兵衛(Edo/Mama

明

白文方印｢■■／酔門｣･朱文方印｢枇杷／麻呂｣、

題嬢「絵本千代松上（下)｣。刊記「東都画工

1オに朱文方印「豊芥（象)｣。丹表紙改装、南畝

鈴木春信筆（墨文円印「思古人｣、白文方印「春

筆書き題霞で青山堂雁金屋清吉)所蔵本｡表紙見

信｣）／東都彫刻師竹内平四郎高橋麓川／

mkiKimb旬上巻・下巻存（中巻欠) lackChOMn

返しに題篭貼付、中央に「<新／板〉かる口もみ

明和四年丁亥青陽殻旦／東都書林江戸京橋銀

ぢ傘｣両脇に「どうけうき世はなし／きけんなを

座一町目山崎金兵衛梓｣。巻上裏表紙見返しに

してけら／、わらひ｣。※高橋則子「キオッソー

「絵本諸芸錦

く鈴木春信筆／全部三冊出来>／

ネ東洋美術館蔵『おけさはなし』について」 （｢調

絵本花葛羅

く鈴木春信筆／全部三冊出来>／絵

査研究報告」第21号・平成12年）に写真版・翻

本さ萱れ石

く鈴木春信筆／全部三冊出来>／絵

刻・解題あり。

本千代の松

く鈴木春信筆／全部□□□□(破損。

『絵本全集』影印｢三冊｣〉／絵本八千代草
LI‑0008絵本東の森

(Ehonazumanomori)

く鈴

木春信筆／全部三冊未刻>」と広告（以下に文章

(56）252

あり、『絵本全集』影印編585頁・研究編447頁

兵衛(Kyoto/KikuyaKihe)全complete

参照）あり。丁付ノド。 （序)明和よつのとし亥の

序題「絵本寝覚種｣。刊記「花洛画工文華堂西

初春／浪花禿帯子書。※CASMI目録「SUZUKI

川自得里祐信(刷印)／寛保四甲子年正月吉日／

HARUNOBU1767EHONCI・YONOMATSU(I

京都書林京寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛板｣。

DIVERⅢⅣ肥NnDELLEVARIESTAGIOM)｣。藤
澤紫編『鈴木春信絵本全集』⑤。

広告「絵本類書目京寺町通松原下ル町菊屋
喜兵衛｣以下63点1丁が続く。丁付ノド。 （序）
「絵本寝覚種序｣、撰者無記名。※CASAIY目録

LI‑0011

[絵本青楼美人合]

([Ehonyoshiwara

UMEGUSA(USIECOSTUMI)｣。

bijmawase])
刊 (print)鈴木春信画(SuzukiHanmobu)
冊25．5×17.0

63丁（上34丁・下29丁）

「NISmKAMSUKENOBU1744EHONMEZ

2

松平進『師宣祐信絵本書誌』84。

明

和末〜安永初期(1771〜1775）全complete
LI‑0012の後印で墨印。 「初さくら」以下3図（白

LI‑0014女風俗玉鏡(Onnamzokutamakagami)
刊 (print)江島其磧作、西川祐信画(EjimaKi

字色刷）は空白のまま。改装。 「かよひ路」に始

sekiNishikawaSukenobu)

まり、下巻は53丁が乱丁、66丁が落丁。下巻は

31丁（上15丁・下16丁）

71丁「うてな」で終了。

後印本京都・菊屋喜兵衛侭yoto/KikuyaKihe)
全complete

LI‑0012

[絵本青楼美人合]

([Ehonyoshiwara

bijmawase])

刊やrint)笠屋左簾編・鈴木春信画(Kasaya
Sal℃n/SuzukiHarunobu)

1冊26．4×17.9

86丁

明和7年(1770)江戸･舟木嘉助他(Edo/FImaki

2冊22.45×16.05

享保17年（1732)、

題霞｢女中風俗玉鑑上の巻(下の巻)｣｡内題｢女
風俗玉鏡く女中一代絵鑑／風俗艤方品定>｣。下巻
本文末「作者其磧／大和絵師西川祐信｣。下
巻15ウに「<風俗／絵鑑>絵本玉葛く西川祐信筆
／全部二冊〉／〈当世／模様〉雛形染色の山当

Kasuke)全complete

流光林新もやう全部三冊／〈最明寺殿／百首

多色刷｡丁付は巻頭から一〜八十六で通す｡おも
て表紙裏に序を貼付。 1オが「初さくら」図。 1
ウ松葉屋わかな･2オ浮ふれ､2ウ松島｡49オ｢落
紅葉」図、 61オ「しら雪や」図。色は処々焼け

絵抄〉清水の池西川祐信筆全部三冊濁りなき
清水の池は影すみて見るに涼しき鏡なりけり」

の広告、刊記「享保十七壬子年正月吉日／書林

ている。67ウ「長崎や玉つま」襟足、袖など色

京寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛板｣。 「絵本類書
目菊秀軒｣｢画本倭比事く全部十冊／西川祐信〉

板がおちている所やや多し。 34オ匡郭上辺右欠

以下46点「京都書林寺町通松原下ル町菊屋

損。 20オ「玉川」机に座っている大上総屋かか

喜兵衛板」の広告。丁付ノド。※CASATI目録

え玉川が『宋紫石画譜』を見ながら梅の絵を揮毫

「NISHIKAWASUKENOBU1732/GIOCANF

する図｡刊記｢奇ﾘ剛氏遠藤松五郎／明和七庚寅

UZOKUTAMAKAGAMI (USIECOSTUMID

年六月吉日／江戸書林売所／通油町丸屋甚八

IDONNE)｣。松平進『師宣祐信絵本書誌』63．下

／吉原本屋小泉忠五郎／駿河町舟木嘉助版

巻15ウの広告『絵本玉かづら』は享保21年刊。

（朱文方印、印文未読)」※北斎（菱川宗理)『職

松平氏によると初版早稲田大学図書館所蔵本の

人三十六番』(L1‑0066､享和3)に｢画師｣一面、

下巻15ウ「滝川昌楽識至公訓

梅図を太夫の横で描いている図あり。柳塘にち

平仮名〉

く全部五冊／

出来／〈当世／模様〉雛形染色乃山

かき田中巷のあるじ序。参考:鈴木重三「絵本青

当流光琳新もやうほそ染丁字茶入」 『清水の池』

楼美人合」 （『近世日本風俗絵本集成』第九回配

〜。『至公訓』は享保17年刊。本書は上田花月文

本月報）

庫本と同版か。参考:倉員正恵「『女中風俗玉鏡』

LI‑0013絵本寝覚種(Ehonnezamegusa)
刊 (print) 西川祐信画 (NishikawaSukenobu)

収・2010年・八木書店）

3巻合1

LI‑0015絵本千代見草

の初版と覆刻版をめぐって」 （『江戸の絵本』所

21．9×15. 15

40丁（上13丁・中13

丁・下14丁）寛保4年(1744)

251 （57）

京都・菊屋喜

刊

(prmt)西川祐信画

(Ehonchiyomigusa)
(NishikawaSukenobu)

3冊27．8×18.9

42丁（上15丁・中13丁・

下14丁）寛保元年（1741）

郎

大坂・毛利田庄太

／京ふや町通せいぐはんじ下ル町八文字屋八

左衛門板｣。蔵書印（朱印） 「斉東野人蔵本」 「石

川氏蔵書記｣。※松平進『師宣祐信絵本書誌』(54

(Osaka/MoritaSy6tar6)全complete

蔵書印、黒印「本利」とあり。丁付は裏ノドに、

「上ノセ」等とあり。上巻は「上ノー（二)」 「上

番）によると上37丁・下26丁、初刻本と改刻
本あり。複製『近世日本風俗絵本集成』にあり｡

ノー（〜十三終)｣。中巻は「中ノー（〜十二)｣、
ノー（〜十四終)｣。刊記「作者画工京都西川祐信

LI‑0018絵本浅香山 (Ehodasakayama)
刊 (print)西川祐信画 (NishikawaSUkenobu)

／彫刻氏大坂藤村善右衛門／同村上源右衛門

1冊26．7×23.2

「十二」のみ別図ながら丁付は重複。下巻は「下

12丁元文4年(1739）京都・

／元文庚申発行寛保元辛酉三月本出／書林大

菊屋喜兵衛侭yoto/KikuyaKihe)全complete

坂北御堂前毛利田庄太郎版｣。※松平進『師宣祐

題篭「絵□口香山全｣。丁付「一・六・七・九・

信絵本書誌』79.初版刊記には｢元文庚申発行同

二・四・五・八・十二・十一・□｣。刊記「花洛

六年辛酉三月本出」 とあり。 （元文六年二月二十

文華堂西川祐信／元文四年未正月吉日／京都書

七日改元)。序「元文五年、洛陽文花堂｣。

林寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛版」松平進『師

LI‑0016絵本徒然草 (Ehontsurezuregusa)
刊 (pmt)西川祐信画 (NishikawaSukenObu)

本が流布)。裏表紙見返しに「絵本類書目菊秀

3冊26.65×18．4

27書目あり。刊記の下に、 「今明治四辛未年迄百

宣祐信絵本書誌』73によると初版（17丁の増補

下18丁）

53丁（上18丁・中17丁・

元文5年(1740)京都・菊屋喜兵衛

軒／絵本茶話鑑く全部三冊／西川祐信>」等の書

三十二歳ナル」と墨書｡複製『近世日本風俗絵本
集成』にあり。

(Kyoto/KikuyaKihe)全complete
外題、巻一「つれ／、くさ一」直書、巻二「つれ
／、くさ」直書、巻三「つれ／、くさ三」書き題

皿‑0019絵本玉かづら

霞。柱題「画本徒然草｣。序題「絵本徒然草｣。刊

刊

記｢皇都画工文華堂西川祐信(刷印）／元文五

3巻合1

年申正月吉日／彫工洛陽かい川山本喜兵衛

丁・下11丁）享保21年（1736）

（刷印）／書林京寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛

(Ehontamakazura)

(pmt)西川祐信画
22．3×15．7

(NishikawaSukenobu)

33丁（上ll丁・中11

京都・菊屋

喜兵衛(Kyoto/KikuyaKihe)全complete

版｣。広告「絵本類書目書林京寺町松原下ル町

題簑｢絵本玉かづら上｣。刊記｢大和絵師花洛文

菊屋喜兵衛／画本倭比事く全部十冊／西川祐信>」

華堂西川祐信(刷印「祐信｣）／享保廿一年辰正

以下62点あり。 （序）元文戊午のとし冬洛陽文

月吉日／彫刻師石原半兵衛（刷印「有長｣）／

花堂書。※CASAJT目録「MSHIKAWAMORON

京都書林寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛版｣。

OBU1740EHONTSUREDZUREGUSA(BOZ

広告｢絵本類／菊秀軒／画本倭比事く全部十冊／

ZETHILLUSTRATI)｣。松平進『師宣祐信絵本書

西川祐信〉／京都書林寺町通松原下ル町菊屋
喜兵衛板」以下46点。丁付、丁裏ノド。※松平

誌』76。

進『師宣祐信絵本書誌』67．太平主人編『西川祐

LI‑0017百人女郎品定

(Hyakunmjor6shmasa

平書屋）に影印される八木敬一旧蔵本と同版。

dame)

刊

(print)西川祐信画

2冊26．5×19.4

信風俗絵本六種（太平文庫48)』（平成14年・太

(NishikawaSukenobu)

60丁（上35丁・下25丁）

享保8年(1723）京都・八文字屋八左衛門

(Kyo

LI‑0020
刊

[女教文章鏡]

([JolW6bunsh6kagamiD

(print)林蘭作・書、西川祐信画

to/HachimonjiyaHachizaemon)全complete
墨印、一部手彩色。題譲「百人女郎品定（ルビし

61丁寛保2年(1742)京都･菊屋喜兵衛(Kyoto/
KikuyaKihe)全complete

なさだめ） 〈絵双紙（ルビゑざうし）／西川筆〉

1冊

(Hayashi

Ran･NishikawaSukenobu)

26.5×18.5

上（□)｣。目録題「百人女郎上（下）之巻目録｣。

墨印。書名は所蔵者整理書名による。刊記「花洛

全丁の版心の中央に「○」印を刻する。享保8年

林氏蘭女艸藁／西川氏祐信図／寛保ふたつのと

孟春､八文字自笑序。刊記「享保八年卯正月吉日

し梅見月吉日京都書林寺町通松原下ル町菊

(58）250

屋喜兵衛板｣｡松平進『師宣祐信絵本書誌』にな

LI‑0024

し。※小泉吉永『女筆手本解題（日本書誌学大系

ibukiyama/Ehonchichibuyama])
刊 (mim)勝川春章画／北尾重政画(KatsuMwa
Syunsh6/KitaoSmgemasa)合1冊22.0×15.8

80)』『往来物解題辞典』によると2巻2冊､享保
,13年（1728）刊『女万葉稽古さうし』3巻3冊
の増補改題本｡駁あり｡
：

[絵本威武貴山･絵本千々武山] ([Ehon

51丁（①27丁。②24丁）①安永7年(1778)／＝

①江戸・山崎金兵衛/(OEdo/MamazakiKimbe,)

LI‑0021絵本常磐草(Ehontokiwagusa)
刊

(print)西川祐信画

3冊27．6×18．9

〔絵本威武貴山〕の序第1丁落丁lacklPage

(NishimwaSukenobu)

52丁（上18丁・中17丁・

下17丁）享保16年(1731)大坂・毛利田庄太

郎

墨印。合冊本。①侠題絵本上中下（『絵本威武貴
山』）②『絵本千々武弥満』を合冊したもの。①
ノド丁付｢上ノー(〜九了)」「中ノー(〜九了)」
「下ノー（〜九了)｣。刊記オモテ「東都画工旭

(Osaka/MontaSy6taI6)全complete

題掻「絵本常磐草｣。序「洛陽画工文華堂西川祐
信書／時享保十五庚戌姑洗日｣(｢姑洗｣は三月)。

朗井勝春章（印）／同彫工井上道七（印）／

刊記「作者画工京都西川祐信／彫刻氏大坂

本石町三丁目十軒店山崎金兵衛板｣。※プルヴェ

（墨格）／安永七年戊戌正月吉旦／武陽書林

藤村善右衛門同村上源右衛門／享保庚戌発行

ラー旧蔵本3冊、序の「安永戊戌」と刊記の「安

同十六年辛亥八月本出／書林大坂北御堂前

永七年戊戌」を削除｡②序題｢絵本千々武弥満／

毛利田庄太郎版｣。丁付ノド（ウラ)。※黒川眞道
編『日本風俗圖繪』第四輯(大正3年・日本風俗

序｣。ノド丁付下六でおわり。無刊記。※参考、
ブレアー・近藤箸の『キヨソーネ解題図録』347

圖繪刊行會)に複製｡松平進『師宣祐信絵本書誌』

番(P287)。①序末「江湖漫郎餅翁述、安永戊戌

62。

春正月｣。

LI‑0022
[もじり]
([Mqjm])
刊 (p血t)西川祐信画 (NishikawaSukenobu)

LI‑0025
[三拾六歌仙]
([Sanjnrokkasen])
刊 (print)勝川春章画(KatsukawaSyunsy6)

1冊22．3×15.6

1冊24．4×18.3

9丁宝暦12年(1762）京都・

菊屋喜兵衛(Kyoto/KikuyaKihe) 3〜7, 11〜14
丁存only3‑7,11‑14Page
墨印、一部手彩色。外題「西川祐信画絵本｣。柱

「もじり

38丁天明9年(1789）江戸・

山崎金兵衛凉都・勝村治右衛門/大坂･渋川与左

衛門 (Edo/YamazakiKimbe,Kyoto/KatsummmaJi
he,Osaka/SibukawaYbzaemon)全complete

三(〜十四)｣。刊記｢花洛文華堂

多色刷。書き題篭「春章三拾六寄仙｣。序に「勝

西川祐信□(摺印)／宝暦十二年午正月吉日京

川のなにかし三十六人のかたをゑかきて」 とあ

都書林寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛求板｣。 う

り。3オに｢三十六調仙撰者／大納言公任卿之像」

しろ表紙見返しに菊屋喜兵衛の広告あり。

として藤原公任の像あり。天明8年9月、媛山
周之序。

LI‑0023
刊

[絵本都草紙]

([Ehonmyakoz6shi])

(p血t)西川祐信画

(NishikawaSukenobu)

1冊22．2×15．6

12丁延享3年（1746）

都・菊屋喜兵衛 (Kyoto/KikuyaKihe)
（上巻・中巻欠) onlyGekan

京

下巻全

LI‑0026

[役者夏の富士]

([Yakushanatsuno

filji])
刊 (p血0市場通笑作/勝川春章画 (Ichiba
TSasy6/KatsukawaSyunsy6) 1冊21.4×15.1

題策・内題なし。刊記｢画図洛陽文華堂西川自
得里祐信（刷印「祐信｣）／延享三年丙寅正月吉

22丁安永9年(1780）江戸・奥村源六、松村弥

日／京都書林寺町通松原下ル町菊屋喜兵衛

全complete

版｣。広告「絵本類書目／京寺町通松原下ル町菊
屋喜兵衛／絵本倭比事｣以下63種｡丁付ノド（ウ

墨印､薄墨色残｡最終丁に初代嵐雛助が描かれる

兵衛

(Edo/OkumuraGenroku,MatsumuraYah9

ので初版本か｡刊記｢作

通笑／画工勝川春章

ラ）｢都下ノー(〜十一了)｣｡広告丁に丁付なし。

／彫刻森吉五郎／板元奥村源六／全松村弥兵衛

※CASATI目録｢NISHIKAWASUKENOBU1746｣。

／此外惣座中子役迄追々出し／御覧に入可申侯」

松平進『師宣祐信絵本書誌』91。

改刻本あり。安永9年、勝川春章序・通笑序。鳴

249（59）

改訂)､雁金屋義助・清吉版の順である｡『江戸出

呼津鴨内賊。

版書目』（割印帳）には①「錦絵百人一首（墨付

u‑0027青楼美人合姿鑑(Seir6bUmawasesu

五十三丁）

gatakagami)

板元売出植村藤三郎／同断雁金や儀助」と

刊

②｢錦百人首東織(墨付五四丁)

(p血0北尾重政、勝川春章画KitaoShi"

masa,KatsukawaShunsy6)
（1776）

全一冊／安永

三午十二月／春章／板元売出雁金や儀助」が

3冊27．6×18.4

63丁（上22丁・中24丁・下17丁）

全一冊／安永二巳九月／春章画／

安永5年

江戸・山崎金兵衛､蔦屋重三郎値do/Y

amazakiKimbe,TbutayaJyazabur6)全complete
多色刷｡所蔵者整理書名「Seir6BIm釦ⅣaseSugata
Kagam｣。蔵書印、朱文方印「河野氏蔵｣。題篭剥

見えるが、その刊記を有する本は両者とも未確
認とされる。

離痕あり。序｢安永五歳丙申正月／書建耕書堂

LI‑0029絵本舞台扇値honbutai6gi)
刊や血t)勝川春章､一筆斎文調画(Katsukawa
Syunsy6, IppitsusaiBmcy6) 3冊26.2×18.2

主人誌｣。裏表紙見返しに刊記「浮世絵師

64.5丁（天23.5丁・地20丁・人21丁）

く北

尾花藍重政／勝川酉爾春章〉／奇ﾘ剛氏井上進
七／安永五歳丙申春正月発鶴／江戸書林

く本

石町拾軒店山崎金兵衛／新吉原大門口蔦屋重三

明和

7年（1770）
江戸・雁金屋伊兵衛(Edo/Kariga
neyalhe)全complete
多色刷。所蔵者整理書名「ButaiOogi｣。題簑「絵

郎〉同板｣。丁付ノド「春一｣。上巻13丁は綴じ

本舞台扇」 （下巻は書題霞)。役者絵本･絵俳書。

ずにバラの状態で折り込む｡※鈴木俊幸『蔦重出

最終丁裏に刊記「明和七庚寅年孟春／東武／彫

版書目（日本書誌学大系77)』（平成10年・青裳

工神田紺屋町遠藤松五郎／書津小石川伝

堂書店） 11頁。風俗絵巻図画刊行会叢書（大正

通院前雁金屋伊兵衛｣。色の保存状態極めて良

5年･吉川弘文館)に複製、 「蔦屋重三郎と天明・

好｡まれに無彩部分に白い玉状の彩色(カビか）

寛政の浮世絵師たち」図録（昭和60年・太田記

あり。序「摂陽西鶴孫東鶴｣。序「寅むつみ月
壮在韓」 （刷印「艸明亭｣）

念浮世絵美術館）に全図写真紹介。

仲祇徳(刷印「橘華

街｣)。賊「礫川散人普通観菊堂｣。

皿‑0028

〔錦百人一首東織]

([Nishikihyakunm

isshuazumaori])

u‑0030

刊

isshuazumaori])

(prmt)

勝川春章画

1冊28．8×19.8

(KatsukawaSyunsy6)

58丁安永4年（1775）

江

刊

[錦百人一首東織]

(print)勝川春章画

([Nishikihyakunm

(KatsukawaSyunsy6)

1冊28．4×19．5

58丁安永4年(1775)

Gisuke,UemuraT6zabur6)全complete
多色刷｡丁付ノド表､序｢安永三のとしはっ春さ

戸・雁金屋義助

(Edo/KariganeyaGisukJ全

やま門人わたなへひろし識。安永二年春待月勝

百人一首絵本｡版本(綴じあとあり）を折本体裁

川春なお李林（春章）序｣。 口絵「一（〜三)｣、

に直したもの｡わたなくひろし序｢安永三のとし

本文「一」 「イチ」 「二（〜五十)｣、 「一」丁は天

はっ春さやま門人わたなへひろし識」の次に口

智天皇・持統天皇の絵、 「イチ」丁は両天皇の和

絵、続いて春章序、 「1」丁「一（〜五十)」丁の

歌、 「二」丁人麿以下は歌・絵。和歌の書体は媛

順｡最終丁に｢画図／武陽／李林勝川祐助藤春章

戸・雁金屋義助、植村藤三郎

(Edo/Kariganeya

江

complete

山流｡裏表紙見返しに刊記｢画図／武陽／李林勝

／彫刻／同／井上新七郎／安永四乙未孟春／書

川祐助藤春章／彫刻／同／井上新七郎／摺工／

林／同小石川伝通院前／雁金屋義助／彩色摺墨

山本錦秀／安永四乙未孟春／書林／江都本石町

摺両品出来｣。丁付はノドにあり。

十軒店／植村藤三郎／同小石川伝通院前／雁金
屋義助／彩色摺墨摺両品出来｣。※岩田秀行「勝
川春章画『錦百人一首あづま織』の新出初版本」
（｢跡見学園女子大学短期大学部図書館報」45．

LI‑0031吾嬬曲狂歌文庫(Azumaburib6kabu
nko)

刊

(print)石川雅望編、北尾政演画

(IShikawa

平成18年10月）によると、初版本は雁金屋・

Masamochi,KitaoMasanobu)

1冊26.6×18.0

植村の相合版、雁金屋義助単独版(媛山流書体へ

53丁天明6年(1786）江戸・蔦屋重三郎

(Edo/

(60)248

Tbutayayazabur6)全comple

遊女名・発句等を削ってそのまま流用したもの」

多色刷。題霞「<□□口鍋／五□□口首〉吾嬬□

とあり。但し本書の刊記は安永三年条7頁『一

□口文庫｣。扉題字｢吾嬬曲狂寄五十八＝＝｣。角

目千本』(『酒落本大成』第六巻）に合致する。彫

書きは｢天明新鍋/五十人一首｣。刊記の前に広告

工・古沢藤兵衛。清水景澄自選和歌(76首)識語。

あり「古今狂歌袋」ほか全10点。刊記｢書建東
都本町筋北エ八町目通油町蔦屋重三郎梓｣。蔵書
印（白文方印） 「和田蔵書｣、 （朱文円印） 「和龍」
（朱文方印） 「長信／雪枝／和龍｣。※鈴木俊幸
『蔦重出版書目』93頁。宿屋飯盛序。

LI‑0035絵本琵琶湖値honbiwanoum)

刊(print)北尾紅翠斎〔重政〕画(KitaoK6sm
sai)

3冊22.4×16．0

31丁（上11丁・中10

丁・下10丁）天明8年(1788)江戸・西村源六

(Edo/NishimuraGemoku)全complete

LI‑0032 [絵本高麗綴]
([Ehonkomagatake])
刊 (p血t)南仙笑楚満人撰、北尾重政画(Nan

題篭「絵本琵琶湖｣。刊記「画図東都＝＝領艮

sensh6Somahito,KitaoSmgemasa)合2冊21.

書林／京堀河通錦小路上ル西村市郎右衛門／

7×15.4

享和2年

大坂心斎橋順慶町柏原屋清右衛門／江戸本町

(1802）江戸・西村宗七値domishimumS6shic

十軒店西村源六板｣。上巻11丁（最終丁）ウ・

hi)全complete

中巻10丁（最終丁）ウに三世雪中篭発句、中巻

書き題擴｢和漢名馬鑑｣｡丁付はノドに有｡上冊、

扉・下巻扉に蓼太発句あり。天明8年1月、雪

25丁（上13丁・下12丁）

「上ノー」 （序)、 「上ノー」 （本文始「ハ韻｣）〜
「上ノ八｣、 「中ノー」 （群馬図、前丁ウから見開
きで続く）、 「〜四｣。下冊、 「中ノ五｣、 （〜八)、

「下之一」 （群馬図、上冊に同じく見開き)、 「〜

渓樵父／北尾紅翠斎／天明八載戊申正月吉旦／

中庵完来序。

LI‑0036絵本龍之都値hontatsunomiyako)
刊巾rim)北尾紅翠斎〔重政〕画(KitaoK6sui

八」 （奥付は八丁ウ)。刊記｢撰者南仙笑楚萬人

sai)

／画図北尾重政／享和二年壬戌正月吉日／東
都書林本石町三丁目十軒店層山堂西村宗七板｣。

江戸・小田原屋弥七
全complete

享和2年春、五郎作撰、敬義（中井）書序文。

外題｢絵本竜廼都｣。内題｢絵本龍之都｣。近代改

1冊21．0×15.3

15丁明治後印(1868〜）

(Edo/OdawarayaYashichi)

装、扉となっている半丁はもと袋から切り取っ

LI‑0033絵本武者鞍値honmufhawaI2ji)
刊 (print) 北尾重政画(KitaoSmgemasa)

たものか。刊記「大橋堂梓｣。 うしろ表紙見返し

2

に広告、 「家伝くはう／さう〉胎毒下シ薬く一服

12丁（上5丁・下7丁）天明

／価百銅〉／（広告文）／濃州表佐飯沼中書先

7年(1787）江戸・蔦屋重三郎(Edo/TbutayaJyO
zabur6)全complete

生製／江戸浅草仁王門前／取次所ゑ双紙見世

冊25．6×17．8

二て大橋堂弥七｣。蔵書印「稲田」 「＝頓｣。

多色刷。武者尽もの。序題「絵本武者草蛙｣。蔵
書印あり。丁未の春、宿屋飯盛序。

LI‑0037新美人合自筆鏡(ShmbUmawasejihi

LI‑0034

tsukagami)
刊 (pnnt)北尾政演画(KitaoMasanobu)

<拠／入〉手毎の清水(NageireTbgoto

noshimizu)

37.1×25.4

刊

(pmt)

冊

13．7×18.8

北尾重政画(KitaoShigemasa)

1

38丁安永3年(1774）江戸・

重三郎

1冊

7丁天明4年（1784）江戸・蔦屋

(Edo/msutayaJyOzabur6)

前編存only

Zenpen

蔦屋重三郎(Edo/IbutayaJynmbUr6)全complete

多色刷｡題霞「<吉原／傾城>新美人合自筆鏡｣。

墨印｡題嬢「<弛／入>手毎の清水全｣｡刊記｢安

所蔵者整理書名｢SemBUmAwaseGishtyu｣｡序｢天

永三甲午歳七月吉日／画工北尾重政／彫工

明四のとし辰初春／四方山人書（印「巴扇｣)｣。

元岩井町古沢藤兵衛／書津新吉原五十軒蔦

賊「先に北尾重政勝川春章互に筆を下して往々

屋重三郎｣。※鈴木俊幸『蔦重出版書目（日本書

美人の容貌を戦しむ今又北尾政演再ひ毛延寿に

誌学大系77)』安永六年条14頁『手毎の清水』

倣て花柳の名妓を画く……加之かたはらに佳人

に「投入図は安永三年刊『一目千本』のものを、

の真蹟をもって題す……／朱楽舘主人題／画工

247 （61）

北尾葎斎政演／書林江戸通油町南側耕書堂

rebukurmo)

聴屋重三郎梓｣。※鈴木俊幸『蔦重出版書目 （日

刊

(print)鳥山石燕画

(TbrWamaSekien)

1

本書誌学大系77)』（平成10年・青裳堂書店）65

冊22．6×16.0

頁「｢青楼名君自筆集」の題で天明三年に摺り出

題霞「<画図／百器>徒然袋｣。内題「画図百器徒

された大判二枚続きの錦絵のシリーズを折帖仕

然袋｣｡薄墨使用｡参考:稲田篤信『画図百鬼夜行』

立にして売出したもの。後印本は図中の板元商

解題(国書刊行会．1992年)によると、天明4年

標より 「大門口」の文字を削除する」が、本書は

刊、文化2年求版。勢州長野屋勘吉

11丁巻之中存onlyMabnoCyn

「大門口」の文字あり、初印本。

u‑0040b画図百鬼夜行

LI‑0038絵本都の錦(Ehonmyakonomshiki)
刊(print)北尾政美画(KitaoMasayoshi) 1

刊

冊30．6×22.1

10丁）

7丁天明7年(1787）江戸・

(print)鳥山石燕画

冊22．0×16.0

(Gazuhyakkiyagy6)

(TbriyamaSekien)

1

35丁（上13丁・中12丁・下

文化2年(1805)求版伊勢・長野屋勘吉

長島利助、前川六左衛門、京都・吉野屋為八(E

(Ise/NaganoyaKankichi)全complete

do/NagashimaRisuke,MaekawaRokuzaemon,K

題嬢｢<画／図>百鬼夜行前編｣｡刊記｢彫工町

yoto/Yosmnoyalhachi)全complete

田助右衛門／安永五丙申春／文化二乙丑年求板

題篭「<京都／名所>絵本都の錦｣。序題「絵本花

／勢州洞津書林長野屋勘吉｣。薄墨使用。安永4

洛錦(ルビゑほんみやこのにしき)｣。序文･奥付

年冬「東都隠士紫陽主人老蕊」序（上巻)、老霊

とも青刷で退色｡本文の状態はよいが､プルヴェ

題字。上巻序、安永6年1月、雪中巷蓼太序。中

ラー旧蔵本よりは退色。 「金閣寺」図屋根のみ茶

巻、老葱題字。下巻、安永4年9月自跳国会図

色、そのほかは辛（からし）色に雲母引き。広告

書館本と同じ。参考:稲田篤信『画図百鬼夜行』

は｢源氏百人一首錦織」 「会本宝能綾」 「絵本花洛

解題(国書刊行会．1992年)。

の錦」の3点。刊記「天明七年丁未春正月／京都
日本橋南三町目前川六左衛門／同所南油町長

LI‑0040c百鬼夜行拾遺 (HyaMiyagy6shai)
刊 (print)鳥山石燕画 (TbriyamaSekien)

島利助／梓行｣｡序｢天明七年､月池隠士万象亭｣。

冊21．9×15.8

書林京極五条橋上ル吉野屋為八／東都書林

1

9丁安永10年(1781)か江

戸・出雲寺和泉橡〔開版〕、遠州屋弥七値do/Izu

LI‑0039
[鳥山彦]
([Tbriyamabiko])
刊 (pnnt) 鳥山石燕画 (TbnyamaSekien)

mqjilzuminqjy6,EnsyayaYasmchi)下之巻存only
2

GenoMaki

29丁安永2年(1773)江

内題「百鬼夜行拾遺｣。刊記「鳥山石燕豊房画／

戸・若林清兵衛、花屋久次郎 (Edo/WakabayaShi
Seibe,HanayaKyqjir6)全complete

校合門人く子興／燕二〉／安永十辛丑春彫工

多色刷。内題「石燕画譜｣。上巻扉題字（沢田）

泉橡開版／書林元飯田町中坂遠州屋弥七｣。薄

東江（※現状では表紙見返し)。下巻東江題字、

墨使用。参考:稲田篤信『画図百鬼夜行』解題(国

冊合1

29.7×21.7

「＝＝＝＝ （虫損）の詞｣。刊記「鳥山石燕豊房

井上新七／御書物所江戸本町二丁目出雲寺和

書刊行会･1992年)。

／校合く門／人〉 〈子興／石鳥／月沙〉／安永二

癸巳春／彫工緑交堂東英／摺工麓宙南李／下

LI‑0040d今昔画図続百鬼

谷竹町花屋久次良／書林馬喰丁二丁目若林

hyakki)

清兵衛／遊狸園兎舟蔵板｣。蔵書印、陰刻「大宗

刊

(p血t)鳥山石燕画

斎｣ ・陽刻「元朝気清｣・陽刻「起立工商会社図書

冊22．0×16．0

印」他。安永2年1月林愁虞甫序。安永元年季

丁）

(Konjakugazuzoku

(TbnyamaSekien)

1

31丁（上9丁・中11丁・下11

文化2年(1805)求版伊勢・長野屋勘吉

冬朔、北海入江貞子実序。初版本。参考:浅野秀

(Is/NaganoyaKankichi)全complete

剛｢190〜193鳥山彦｣解説(『秘蔵浮世絵大観大

題策「<今昔／画図〉続百鬼｣。刊記「鳥山石燕豊

英博物館Ⅲ』)。

房画／校合門人く子興／燕二／燕十>／安永八己

LI‑0040a画図百器徒然袋(Gazuhyakki tsurezu

／書林勢州洞津長野屋勘吉｣。薄墨使用。 自序

亥春／文化二乙丑年求板／彫工町田助右衛門

(62）246

あり。参考:稲田篤信『画図百鬼夜行』解題(国書
刊行会･1992年)。

筏の唐草模様は白雲母で「□口虫撰上」破損、

「画本虫ゑらミ下｣。広告は「<天明新鍋／百人
一首>古今狂歌袋｣から「絵本百千鳥」まで全10

LI‑0041

<青楼／絵本〉年中行事(Seir6ehon

堂蔦屋重三郎」裏表紙見返し「書騨東都本町

nenjagyOji)

刊

(pmt)十返舎一九著、喜多川歌麿画(Jippe

nshalkku,KitagawaUtamaro)
4

点。刊記、下巻8ウ「天明戊申正月通油町耕書

2冊22.2×15.

筋北エ八町目通油町蔦屋重三郎｣。 （序）宿屋飯
盛しるす。 （賊）天明七ひつしの冬鳥山石燕書

49丁（上27丁・下22丁）享和4年(1804)

□（摺印陰刻「鳥山｣）□（摺印陽刻「豊房｣)。

江戸・上総屋忠助(Edo/KazusayaCyasuke)全

早期の上質の伝本(Aa本)と思われる。参考:浅野

complete

秀剛「絵入本の流通と後修本」 （『国文学解釈と

多色刷り。題篭「<青楼／口本>年中行事｣。表紙

鑑賞』2008年12月)。

見返し｢<青楼／絵本>年中行事

く全部／二巻>｣。

刊記「江戸絵師喜多川舎紫屋歌麿筆□（摺印陰

LI‑0044

[画本虫撰]

([Ehonmushierami])

刻「歌／麿｣）□（摺印陽刻「源／氏｣）／校合門

刊(pIint)宿屋飯盛撰、喜多川歌麿画(Yadoya

人喜久暦／秀麿／作麿／彫刻藤一宗／摺工

noMeshimori,KitagawaUtamaro)

鶴松堂藤右衛門／享和四歳甲子蒼陽発免／書房

×18．1

東武日本橋通四町目上総屋忠助寿桜｣。享和4年

重三郎(Edo/TbUtayaJyOzabur6)全complete

蒼陽日、千首楼序。一九凡例。別書名｢吉原青楼
年中行事｣。

篭に外題記載なし。挿絵15図、30面。刊記「天

LI‑0042

屋飯盛しるす。 （賊）天明7年冬、鳥山石燕。早

1冊26．6

18丁天明8年(1788)後印江戸・蔦屋

多色刷｡表紙は黄色地に茶色で桔梗七宝模様｡題
明戊申正月通油町耕書堂蔦屋重三郎｣。 （序）宿

[百千鳥狂歌合]

((Momochidori lW"6

kaawase])

期の後印本(Ab本)と思われる。1冊本だが、石燕

刊

の賊文は最終丁にある。

(prmt)喜多川歌麿画KitagawaUtamaro)

2帖25．5×19.1

14丁（上7丁・下7丁）

政8年(1796)以降江戸・蔦屋重三郎

寛

(Edo/IbU

LI‑0045潮干のつと

(Shiomnotsuto)

tayaJyazaabur6)全complete

刊

多色刷り。表紙は濃紺地に金泥で小松･霞模様、

1帖27．3×19.2

秋草・霞模様｡題霞剥落。広告「百千鳥狂歌合」

蔦屋重三郎(Edo/IbutayaJyazabm切全complete

Q)rinl)喜多川歌暦画KitagawaUtamaro)
9丁寛政1年(1789）江戸・

以下4点。刊記「書林東都常盤橋筋北江八丁目

多色刷｡折本｡表紙は濃紺地に金銀泥で草花と霞。

通油町／地本草紙問屋蔦屋重三郎梓｣｡上巻の2

題篭｢潮干の都登｣｡LI‑0046に比べて各丁下辺の

面(見開き）は新しい台紙に貼ったもの。下巻の

ぼかし部分がごく淡くなってている。金銀粉は

最終図〜刊記（2面、見開き）は新しい台紙には

用いる。貝合の図の屏風下部の雲形内に金泥｡構

りつけたもの。初版は寛政2年刊。初版の序は

成はLI‑0046と異なる：①潮干狩②「香燗峯」③

「上毛赤松金鶏」とあるが、本書は「寛政八年睦

「青地に交る」④「しろ／、と」⑤｢数かきり」

月後巴人亭光序｣ただしこれは歳旦狂歌集『百

⑥｢風の」⑦｢取あけて」③貝合図⑨千元太賊／

さへつり』の序を貼付したもの｡鳥の順序も初版

刊記はLI‑0046と同じ｡菅江序を薄様1枚に臨摸

とは異なる。

して綴込む｡※刊年は浅野秀剛説による。千元太
賊。ごく早期のAa本と思われる。参考:浅野秀剛

LI‑0043画本虫撰(Ehonmushierami)

刊(print)宿屋飯盛撰､喜多川歌麿画(Yadoyano
Meshimori,KitagawaUtamaro)
19丁（上10丁・下9丁）

戸・蔦屋重三郎

「絵入本の流通と後修本｣(『国文学解釈と鑑賞』
2008年12月)。

2冊26.8×18.3
天明8年(1788）江

(Edo/TbutayaJyazabur6)全

LI‑0046

刊

[潮干のつと]

(print)喜多川歌麿画

([Shiohinotsuto])

(KitagawaUtamaro)

complete

1帖27．1×19．0

10丁寛政1年(1789)後印

多色刷｡表紙は黄色地に茶色で桔梗七宝模様｡題

江戸・蔦屋重三郎

(Edo/TsutayaJyOzabur6)全

245 （63）

complete

LI-0049

[錦摺女三十六歌仙] ([Nishikizurionna

多色刷｡折本｡表紙は濃紺地に金銀泥で波に千鳥、

sanjarokkasen])

霞。貝図は全体に緑のぼかしに金銀粉を版面の

刊

(pmO鳥文斎栄之画(Ch6bunsaiEishi)

1

下三分の一にほどこす。貝合の図の屏風下部の

帖25．0×18.4

雲形とその上部の切箔・砂子部分が銅系の色料

西村屋与八

による版。構成:①菅江序（見返しに貼付）②潮

干狩③｢香櫨峯」④｢青地に交る紅の」⑤「吹あ

plete
多色刷。書き題霞「<花形／書生〉女房三十六歌

けの浜｣⑥「しろ／、と」⑦｢数かきりなき」⑧

倦｣。花形書道門生の童女（6〜15歳）の千蔭流

「取あけて」⑨貝合⑩千元太賊刊記「画工喜
多川歌麿図□（白文摺印「自成／一家｣）

44丁寛政13年(1801)江戸・

(Edo/NishimurayaYbhachi)全com

書法による和歌あり。刊記｢寛政第十戊午年書成

書林

／同第十三辛酉春王発行／元祖西村屋傳兵衛

御江戸本町筋北江八町目通油町耕書堂蔦屋重

／東都地本間屋永寿堂西村屋與八板｣。広告「錦

三郎梓｣。あけら菅江序｡千元太賊｡早期のAb本

摺ﾅll･六歌儒肖像｣以下2点｡序①「たちはなの千

と思われる。参考:浅野秀剛「絵入本の流通と後

蔭｣｡序②｢河村家路とし十四にして記｣｡賊①｢花

修本」 （『国文学解釈と鑑賞』2008年12月)。

形ひて女識｣｡駁②｢寛政九丁巳仲冬東都長谷川

街花形義融（花押)｣。
LI‑0047絵本吾妻遊(Ehonazumaasobi)

刊

(pmt)

奇々羅金鶏撰、喜多川歌麿画

(KikiraKinkei,KitagawaUtamaro)
15.3

1冊21.7X

24丁寛政2年(1790)江戸・蔦屋重三郎

LI‑0050絵本松のしらべ(Ehonmatsunoshira
be)

刊

(print)勝川春章画

(KatsukawaSyunsy6)

(Edo/TsutayaJyazabur6)全complete

1冊24．6×16．9

表紙見返し色刷､包紙か｡題祭｢絵本吾妻遊□｣。

戸・蕊屋重三郎

見返し題｢絵本吾妻遊(ルビゑほんあづまあそび）

mplete
多色刷。序題「絵本松のしらべ｣。広告「絵本武

〈全部／三冊〉喜多川歌麿筆｣。ノド丁付「上ノ

13丁寛政7年（1795）

江

(Edo/TbutayaJyazabur6)全co

ー（〜八)」 「中ノー（〜七)」 「下ノー（〜八)｣。

者畦」ほか7点、部分的に存。刊記「書林口油

広告｢耕書堂蔵板絵本目録」 「<百人／一首>古今

町□……蔦□……｣｡序｢寛政卯正月武野樵夫」

狂歌嚢」以下30点、鈴木俊幸『蔦重出版書目』
133頁に､蔵板目録の末2点が｢絵本昔行桜」「絵

参考:浅野秀剛「錦絵が絵本になる時」 （『詩歌と

本喜布袋」となっているものが早印、 「絵本花の

べ』の素材をめぐって」 （『文芸研究』 126号。

雲」 「絵本銀世界」 と改刻したものが流布、とあ

2015年3月）

イメージ』勉誠出版)、山下則子｢『絵本松のしら

る。識語､裏表紙見返し｢絵本吾妻遊／喜多川國
丸」 と墨書。蔵書印、墨印「河清｣、他に白文長
方印。寛政2年初春、奇々羅金鶏序。

LI‑0051百八星誕梢像
kusi)

刊
LI‑0048

[冠言葉七目＝記]

([KaburikotObana

(Suikodeny@shinoezu

(print)葛飾前北斎為‑[北斎〕画

shikazenHokusai litsu)

(Katsu

1冊23．0×15.5

31

natsumenoetoki])

丁文政12年(1829)万笈堂か江戸･和泉屋平吉

刊 (pmt)唐来参和作、歌麿画(T6raiSanna,
KitagawaUtamaro) 1冊17．2×12.7 15丁寛

墨印。題霞「忠義水涛伝画本｣。表紙見返し「葛

政1年(1789)序・刊江戸･蔦屋重三郎(Edo/nsu

飾前北斎為一筆／百八星誕梢像（ルビすいこで

tayayizabur6)全complete

んゆうしのゑづくし）／〈文政己丑／元正〉

墨印。柱「セツ目｣。 15丁裏「歌麿画」 「唐来参

板堂梓｣。柱「絵本水涛伝

和戯作｣｢板人蔦屋重三郎｣｡表紙に墨書｢寿(青？）

告､裏表紙見返し絵本6種広告半丁(書津を記さ

間町井筒屋吉五良｣｡寛政元年1月､唐来参和序。

ず） 「忠義水涛画伝十五冊く北斎画／よみ本〉

※「冠言葉七目＝記」 （かふりことばななつめの

／絵本水涛伝一冊く北斎筆／画手本>／太田道

えとき（『黄表紙総覧』2．45)。鈴木俊幸『蔦重

潅忠義伝く絵入／実録〉

出版書目』121頁。

蝶図模本一冊／和漢陰隙伝絵入教訓書三冊／

(Edo/IzumiyaHeikichi?)全complete

万

○一（丁付)｣。広

五冊／群蝶画英英一

(64）244

竹沙小品く江戸諸名家／寄合書画〉一冊｣。文政
12年春、葛飾前北斎為一老人序｡

和泉屋市兵衛(Edo/Izumiyalchibe)初編序文
の第1丁落丁lackl
墨印。題簑、初編は破損、二編「画本早引」破れ

LI‑0052画本古文孝経(EhonkomonkOky6)

かすれたものを墨でなぞる。柱、初編「早引」二

刊伽nt)高井蘭山撰、前北斎為‑[北斎〕画

編「早引後編｣。広告、初編「画本知恵の板／画

(TakaiRanzan,zenHokusailim) 2冊23.0X
51丁(上29丁･下22丁）嘉永2年(1849)
刊元治元年(1864)後印江戸・須原屋新兵衛

本いろは蔵／画本独案内／前北斎戴斗著｣、二編

(Edo/SuwarayaSmmbe)全complete

武者鑑全／画本常盤松全／葛飾前北斎戴斗

15.3

「<画手本／独稽古〉続編画本早引全／同二篇
目／狂画葛飾振全／画本無而七癖全／略画

墨印。題篭「絵本孝経｣。見返し「前北斎卍老人

老人筆／右追々出版仕候／書林甘泉堂梓｣。初

／画本古文孝経／東京書犀嵩山房梓｣。柱題
「絵本孝経｣。刊記「東京高井蘭山翁謹撰／東

編(序)文化丁丑晩夏日、十返舎一九識｡二編｢画

京葛飾前北斎為一翁画図／彫工宮田六左衛門

順に様々な図が示される。

本早引序｣文政卯初夏､十返舎一九誌｡※いろは

／原板嘉永二年己酉春出板／元治元年甲子冬再

刻／東京書津嵩山房須原屋新兵衛梓｣。売弘め
「野州宇都宮荒物屋伊右衛門｣他19津｡蔵書印、
「関根」 「幸」 「岩戸町／小貫鋳三郎／六番地｣。
天保5年1月、高井蘭山序。

LI‑0054b

<源平／名頭>絵本武者部類(Gempei

nagashiraehonmushabumi)

刊

(print)北斎改葛飾為一画(Hokusaiaratame

Katsushikalitsu)

1冊

18.4×13.0

35丁天保

12年(1841)序・刊江戸・和泉屋市兵衛(Edo/I
LI‑0053唐詩選画本七言律

(T6shisenehon

shichigonritsu)
刊 (prinl)高井蘭山著、画狂老人卍〔北斎〕画
(TakaiRanzan,Gab6rdjmHokusai) 5冊22.7
×15.8 79丁(①18丁｡②18丁。③17丁．④13

zumyalchiba全Complete
墨印、一部彩色｡･題策「<絵本／早引〉名頭武者

部類全｣。表紙見返し「前北斎為一先生筆／<源
平／名頭〉絵本武者部類／甘泉堂梓｣。広告、最
終丁「<早引／三編〉画本名頭（ルビゑほんなか

丁。⑤13丁）天保7年(1836)、明治後印か(1868

しら）

〜） 江戸・須原屋新兵衛
Shmbe)全complete

につくし）

(Edo/Suwaraya

出来／同四編画本国尽（ルビゑほんく
近刻／絵本花四季誌(ルビゑほんは

なしきし）／東都北斎改葛飾為一筆／書舗芝

題穣「唐詩選画本七言律｣。表紙見返し「高井
岡山先生著／画狂老人卍翁筆／画本唐詩選／七
言律一峡／〈天保七年／丙申秋発免〉
嵩山房
梓｣。序題｢唐詩選画会｣。柱｢唐詩選画本／七言
律巻一
一／嵩山房｣。蔵書印、朱文長方印
「■堂｣、朱文方印「■■／■■｣。五巻最終丁裏
に刊記「絵本唐詩選五言律排律／画狂老人筆
全五冊／古文孝経図会同画全二冊／彫工

神明前甘泉堂｣｡蔵書印､朱文長方印｢篠崎蔵書」

一之巻三之巻杉田金助／二之巻四之巻五之巻

Iitsu)

江川留吉／天保七丙申年九月／書騨江戸日本

江戸･角丸屋甚助､西村屋与八(Edo/Kadomaruya
Jinsuke,NishimurayaYbhachi)全complete

橋通二町目小林新兵衛｣。序「天保壬辰孟夏高
井蘭山｣。

「源平名頭武者部類序｣天保12年春､花笠外史｡。
※漢字1字を歴史的人物のある場面で図示した
もの。

LI‑0055a

[今様櫛＝雛形きせるの部]

([Ima

y6sekkinhinagatakiserunobu])

刊

(print)前北斎為‑[北斎〕画(zenHokusai
1冊12.8×18.1

32丁文政6年(1823)

墨印。題策「の部」のみ判読。広告・刊記「前北
斎為一先生画図／彫工江川留吉／東都書林

LI‑0054a
[画本早引]
([Ehonhayabiki])
刊 (pmt)葛飾前北斎戴斗老人〔北斎〕画 (Ka
tsushikazenHokusaiThitorOjin) 2冊①18.3
X12.9@18.1×12.6 48丁(O25丁。②23丁）
文化14年(1817)､文政2年(1819)序・刊江戸．

243 （65）

永寿堂蔵板目録／為一先醒肉筆画帖（ルビゐい
つせんせいにくひつぐわでふ）／為一先醒難肋

画譜／冨嶽八艦／百橋一覧一枚摺／画図風雨
霜雪編／一覧百宮室一枚摺／文政六年癸未夏
五月／東都書林／麹町平河町二丁目衆星閣角

丸屋甚助／馬喰町二丁目永寿堂西村屋與八｣。

るくすり）／一橋御用金幸堂江戸馬喰町二丁

文政6年春、苛薬亭主人駁。※煙管の図案集。

目菊屋幸三郎謹製｣。 （序）前北斎為一老人題。

Iル0055b

LI‑0057今様櫛栓雛形くしの部

[今様櫛＝雛形きせるの部]

([Ima

(Imay6se

y6sekkinhinagatakiserunobu])

kkinhinagatakushinobu)

刊｡m0前北斎為‑[北斎〕画(zenHokusai

刊巾m0前北斎葛飾為一〔北斎〕画(ZmHo

Iitsu)

kusaiKatsushikalitsu)

1冊12.1×17.3

32丁文政6年(1823)

2冊12．8×18． 1

賊・刊全complete

丁（上24丁・下20丁）

墨印｡書き題嬢｢北斎画手本｣｡賊は巻頭に綴る。

complete

広告「冨嶽八髄」までで以下欠。文政6年春､苛

題篭｢今様櫛＝（＝竹十栓)雛形

薬亭主人賊。刊記の有る裏表紙見返しが欠・

上(下)>｣｡柱題は｢櫛＝雛形櫛之部

LI‑0055c今様櫛＝雛形きせるの部
sekkinhmagatakiserunobu)

刊
Iitsu)

(Imay6

(print)前北斎為‑[北斎〕画(zanHOkusai
1冊

12.7×18.1

32丁文政6年(1823)

江戸･角丸屋甚助､西村屋与八 (Edo'Kadomaruya
Jinsuke,NismurayaYbhacm)全complete

44

近世後期(1790〜）全
くくしの部／

（丁付)｣。

文政5年8月、柳亭のあるじ種彦序。前北斎改
葛飾為一序。

LI‑0058葛飾新鄙形(Katsushikashmhmagta)
刊(pxinO画狂老人〔才瞭〕画(Gab6IOjmmO
kusai])

1冊22．5×16. 1

27丁天保7年(183

るの部／全>｣。柱｢櫛＝雛形＝之部〃一(丁

6）江戸・須原屋茂兵衛ほか(Edo/SuwarayaMo
he,etc)全complete
題篭「<諸職／絵本〉新鄙形｣。扉題「<葛飾／画

付)｣。広告・刊記「前北斎為一先生画図／彫工

本〉新鄙形｣。柱「新鄙形｣。 「剖馴江川留吉○

墨印。題霞「今様櫛＝（＝竹十絵）雛形

くきせ

江川留吉／東都書林永寿堂蔵板目録／為一先

（摺印陽刻「五常亭｣)｣。刊記「天保七申年正月

醒肉筆画帖（ルビゐいつせんせいにくひつぐわ

／三都書林／京都寺町通松原勝村治右衛門／

でふ）／為一先醒難肋画譜／冨嶽八髄／百橋一

大坂心斎橋通安堂寺町和田屋太右ヱ門／江戸

覧一枚摺／画図風雨霜雪編／一覧百宮室一

日本橋通二丁目小林新兵衛／同四丁目須原

枚摺／文政六年癸未夏五月／東都書林／麹町平

屋佐助／同一丁目須原屋茂兵衛｣。天保7年1

河町二丁目衆星閣角丸屋甚助／馬喰町二丁目

月、画狂老人序。

永寿堂西村屋與八｣。 (題詞)喫煙人物図に梶斎五
絶「烟草詩｣。 （賊）文政6年春、埼薬亭主人。※

LI‑0059

煙管の図案集。

kku)

<絵／本〉小倉百句(Ehonogurahya

刊しm0白猿序、北斎辰政画(Hakuen,Hohl
LI‑0056略画早学(Ryakugahayaoshie)
刊 (print)前北斎為‑[北斎〕画(zenHokusai
Iitsu)

1帖. 18.5×12.6

12面文化9〜11年頃

saiThtsumasa)

1冊21.4×15.2

32丁享和3

年(1803）江戸・今福屋勇助、中川新七、西村源

(1812〜1814)後印江戸・菊屋幸三郎ほか(Edo/

七(Ed/ImahukuyaYOsuke,NakagawaShmshic
hi,NishimumGenshichi)全complete

KikuyaK6zabur6etc)全complete

題篭「<絵／本〉小倉百句｣。序丁裏は「小倉百句

折帖。題篭「北斎略画早学全｣。刊記「京都書

／鈍作（ルビどんさく）

林／寺町通松原上ル菊屋七郎兵衛／三条通御

刊記「享和三癸亥歳孟春新鍋目録／つれ／、草

句撰」とあり。広告・

幸町吉野屋仁兵衛／大坂書林／心斎橋通久太

狂歌集反古庵白猿自作／おたまき狂歌集同

郎町河内屋喜兵衛／同博労町河内屋茂兵衛

／鈍作句撰同／月迫集同／東のわさおき

／西横堀船町加島屋清助／下総左原正文堂

同／右追々出板候御求可被下候／画工北斎辰

利兵衛／信州松本高美屋甚左衛門／東都書林

政／彫刻山口辰之助／本石町三丁目西村源

／芝神明前岡田屋嘉七／本石町二丁目英大

七／日本橋平松町中川新七／南茅場町今福

助／浅艸福井町山崎屋清七／馬喰町二丁目

屋勇助｣。反古庵白猿（五代目市川団十郎）序。

菊屋幸三郎版｣。広告、 「○永福丸（はらのなほ

(66）242

LI‑0060道之志遠里(Micmnoshiori)

／同通二町目稲田佐兵衛／同通三町目

刊

1冊12.7X

丸屋善七／同浅草茅町二丁目北澤伊八／同

29.5丁文久2年(1862）江戸・若林屋喜

芝太神宮前牧野吉兵衛／同芝三島町山中

(print)

18.5

北斎画(Hoh'sai)

兵衛(Edo/WakabayashiyaKihe)全complete

市兵衛／同日本橋通二丁目小林新兵衛版｣。

扉「北斎翁道之志遠里／東海道中／五十三駅／
狂画／東都玉養堂梓｣。本文中の藤沢項目に、里

程標あり「享和四甲子年正月吉日」と記す｡北斎

LI‑0064北斎漫画(HOkusaimanga)
,
刊 (print)北斎画 (Hokusai) 15冊22.7X

筆小判横摺物｢春興五十三駅之内｣シリーズの版

15.8

木流用し､図版削除や改変を加え､柳川重信の図

丁・4編‑30丁・5編‑30丁・6編‑30丁・7編‑30

版追加をして墨摺絵本形態にしたもの。 （飯島虚

丁・8編‑30丁・9編‑30丁・ 10編‑30丁・ 11編‑

451丁（初編‑28丁・2編‑31丁・3編‑30

心『葛飾北斎伝』岩波文庫･鈴木重三の278頁注

30丁･12編‑30丁・13編‑30丁・14編‑31丁・ 15

より）

編‑30.5丁）文化ll年(1814)〜天保末(1843)、 15
([KamakuratsashindenD

編のみ明治版名古屋･永楽屋東四郎(Nagoya/
EirakuyaT6shir6)全complete

(print)魚仏作、勝川春朗〔北斎〕画(Gyo

題篭「<伝神／開手〉北斎漫画｣。柱「北斎漫画初

u‑0062

刊

[鎌倉通臣伝]

butsu,KatsukawaShunr6[Hohnsai] )合1冊

編

17．9×12.9

門｣、十五編のみ「(絵)」 （橋口五葉)。一〜十四

10丁

鶴屋喜右衛門

〔天明2年(1782))

江戸・

(EdorlbumyaKiemon)全conplete

黄表紙｡書名は序文による｡柱｢通臣伝

一｣。蔵書印、 「諏方文士村山田文右ヱ

表紙裏に同じ目録印刷「尾張東壁堂蔵板画譜画

五(丁

手本目録／(上段)北斎漫画／北渓漫画／北雲漫

付)｣。刊年・版元は『岡目八目』による。東都魚
仏序。魚仏を北斎の戯号とする説もあるが未確

／浮世画譜／英泉画譜／(中段)狂画苑／文鳳鹿

認｡飯島虚心『葛飾北斎伝』岩波文庫･鈴木重三

画／慈斎鹿画／神事行燈／北斎女今川／初学絵

の297頁注より。※棚橋正博『黄表紙総覧（日本
書誌学大系48)』前編293頁。

手本／福善斎画譜／武勇魁図絵／浮世画手本／

LI‑0063画本唐詩選五言絶句

編｣、十五編表紙見返しに「東壁堂製本画譜目録

画／晄琳漫画／金氏画譜／一筆画譜／英勇画譜

（下段）北斎画譜／同中編／同下編／富嶽百景
／同二編／同三編／絵本庭訓／同中編／同下

(EhontOshisen

／(上段)北斎漫画／北斎富嶽百景／北斎画譜／

gogonzekku)

刊

(print)前北斎為一画、高田彰一郎筆

(zen

北斎画苑／北斎新雛形／北斎一筆画譜／北斎庭

2冊22.4X

訓／北斎女今川／(中段)北斎臨画／北斎画図／

57丁(乾29丁･坤28丁）天保4年(1833)

浮世画譜／武勇魁図絵／英勇画譜／晄琳漫画／

刊行、明治13年(1880)後印東京・須原屋新

文鳳麓画／葱斎麓画／(下段)神事行燈／張替行

兵衛他

燈／狂画苑／英泉画譜／浮世画手本／福善斎画

Hokusailitsu,TakadaSh6ichir6)
15.0

(Tkyo/SuwarayaShimbe etc)全comp

譜／金氏画譜／尾張名所小景｣。各編裏表紙見返

lete

漢詩絵本。題篭「<絵／本〉唐詩選五言絶句｣。内

しに尾陽書騨東壁堂の広告文あり。初編｢尾張乃

題「画本唐詩選五言絶句｣。柱「画本唐詩選／／

家苞新古今集注解｣、二編「鮎寅指南録（尾州

一嵩山房｣。ノド「初序（〜初球)」刊記「明治十

名古屋本町七丁目永楽屋東四郎板とあり）｣、三

二年十二月十七日版権免許／明治十三年一月三

編「律数揚推｣、四編「吐方撮要｣、五編「北雲漫

十日出版／画工故人北斎葛飾爲一／版主東

画｣､六編｢尾張乃家苞新古今集注解｣､七編｢俳

京日本橋区通二丁目十三番地小林新兵衛／筆

譜五七集｣、八編「後撰和歌集新抄｣、九編「大全

者緑雲高田彰一郎／大塚鐵五郎刻｣。巻末

早字節用集｣、十編「<援／山〉書通案文｣、十一

「大阪心斎橋通北久太郎町柳原喜兵衛／同

編「大学参解論語参解｣、十二編「提耳談｣、十

唐物町四丁目森本太助／同南一町目松村
九兵衛／同備後町四丁目梅原亀七／同備後
町四丁目

吉岡平助／尾張名護屋本町八丁目

片野東四郎／東京日本橋通一丁目北畠茂兵衛

241 （67）

三編「絵本庭訓往来｣、十四編「富嶽百景｣、十五
編なし。半＝ （7＋妙）散人序。

LI‑0065狂歌三十六歌仙(Ky6kasanjarokkasen)

刊

(pnnt)三陀羅法師撰、北斎画(Sandarah6
21丁近世後

江戸・角丸屋甚助(Nagoya/MtsumotoyaZembe,
Edo/KadomamyaJmuke)全complete

期(1790〜）江戸・西村屋与八CdomiShimuraya

墨印､薄墨使用｡題簑｢<絵／□>浄瑠璃絶句全｣。

shi,Hokusai)

1冊24．3×17．3

Ybhacm)全complete

見返し｢東都葛飾北斎先生筆／<画／本>浄瑠璃

題霞｢狂歌三十六歌仙く千秋巷撰／永寿堂梓>完｣。

絶句／浄瑠璃絶句後編く此後篇は役者の似顔二

表紙、題篭脇に墨書「俵屋宗理画｣。内題「狂歌

相認それにせりふを加へいなかより芝居を見る

三十六歌仙｣。柱下部丁付（三〜二十)。 20ウの

ごときおもしろき本二御座侯近々出板仕候御覧

「千秋庵三陀羅法師｣までで終りとなる。※鈴木

俊幸『蔦重出版書目』249頁「半紙本一冊狂歌

御ひいき可被下候已上>｣。ノド丁付｡刊記｢東都
画工葛飾北斎筆／尾陽名古屋門入校北亭

集／【著・編者】三陀羅法師撰【画工】北尾辰政

墨倦／文化十二孟春／書林／江戸麹町平川町

／未見｡『狂歌集目録』『狂歌書目集成』による｣。

二丁目角丸屋甚助／名古屋本町十丁目松本屋
善兵衛LI‑0068と0069は同畉｡｢浄瑠璃絶句序」

（序）花押・摺印あり。

文化12年、月光亭墨倦述。

LI‑0066

[職人三十六番]

([Shokuninsanjiro

kuban])

LI‑0069

刊

zekku])

(print)菱川宗理画、熊川小浜複書GIishika

waS6ri,

umakawaObama)

1冊25.3×18.6

20面享和3年(1803)江戸・蔦屋重三郎

(Edo

刊

(pmt)

[絵／本浄瑠璃絶句]

葛飾北斎画

1冊21．0×15.5

((Ehonj6ruri

(KatsushikaHokusai)

5丁近世後期(1790〜）有

/ISutayaJynzabur6)全complete

欠・落丁多しNotcomplete

折本｡多色刷｡刊記｢菱川宗理画／熊川小浜複書

本点は丁付が無いので本来の綴じ方は不明なが

／享和三癸亥歳春日／東都通油町南側／蔦屋重

ら、LI‑0068の丁付で照合すると、 （以下LI‑0068

三郎梓｣。浅草巷市人序。菱川宗理とは、北斎門

→0069の順)、 7丁目→巻頭、 2丁目→2丁目、

人宗二が宗理改号の後に名乗ったもの。 （飯島虚

16丁目→3丁目、 15丁目→4丁目、 5丁目→5丁

心『葛飾北斎伝』の鈴木重三補注)。※『蔦重出

目に当たる。したがって錯簡と落丁あり。 （序賊）

版書目』になし｡古典籍総合目録データベースに

落丁。

は漆山又四郎蔵のみ存。
u‑0070a絵本庭訓往来(Ehontendn6rai)

LI‑0067画本東都遊(EhonazumaasObi)

刊

刊

1冊22．6×15．4

17.4

(pmt)北斎画

(Hokusai)

3冊26.2X

27丁（上9丁・中8丁・下10丁）

2年(1802)江戸･蔦屋重三郎ほか

享和

(Edorlbutaya

(print)葛飾北斎画か(KatsushikaHokusai?)
32丁文政11年（1828）球

江戸・西村与八 (Ed/NishimurayaYbhachi)初
編存onlySyohen
同請求番号中に同本2冊有｡題答・内題なし｡柱

Jyazabur6)全complete
多色刷｡題鑛｢画本東都遊(ルビえほんあづまあ

「絵本庭訓往来

そび）上（中・下)｣。刊記「享和壬戌春日／画工

文政戊子の九月。

○永壽堂｣。(序)六樹園(賊）

北斎／筆工六蔵亭／彫刻安藤圓紫／東都書
林／下谷仲町須原屋伊八／日本橋通一丁目須原

LI‑0070b絵本庭訓往来

屋茂兵衛／本石町二丁目西村源六／東都通油町

刊

蔦屋重三郎｣。享和2年1月、浅草巷序。※『蔦

1冊22．7×15.2

重出版書目』249頁。

名古屋・永楽屋東四郎(Nagoya/EirakuyaT6shir6)
初編（賊欠）存onlySyohen

u‑0068

[絵／本浄瑠璃絶句]

([Ehonj6ruri

31丁文政11年(1828)か

同請求番号中に同本2冊あり。題簑「絵本庭訓
○永壽堂｣。ノ

(Hokutei

ド丁付「初序（〜初三十)｣。表紙見返し広告「尾

1冊22.4×15.6

張東壁堂藏板画譜画手本目録」 「北斎漫画」ほか

(p血O北亭墨倦校、葛飾北斎画

Bokusen,KatsushikaHokusai)

(print)葛飾北斎画か(KatsushikaHokusai?)

往来上編全｣。柱｢絵本庭訓往

zkku])

刊

(Ehonteikin6rai)

30丁文化12年(1815）名古屋・松本屋善兵衛／

26点、裏表紙見返し広告「煎茶指南

く瓦礫舎

(68）240

主人著／月樵老人圖画〉全一冊／俳譜五七集

しに「尾張東壁堂蔵版画譜画手本目録／書津名

枇杷園士朗翁著全五冊／(文章略)／書津尾

古屋本町通七丁目永楽屋東四郎｣｡刊記｢江戸芝

州名古屋本町通七丁目永楽屋東四郎／江戸日本

神明前三嶋町和泉屋市兵衛／尾州名古屋本町

橋通銀町二丁目同出店｣。 （序）六樹園。

通七丁目永楽屋東四郎｣。裏表紙見返しの広告
6点。 「絵本女今川」の改題本。源琉序。

LI‑0071北斎画鏡(Hokusaiekagami)
刊 (print)葛飾北斎画 (KatsushikaHokusai)

LI‑0074万職図考(Banshokuzuk6)

1冊25．9×18.4

刊

(prmt)二世葛飾戴斗画

Ⅱ）

5冊22．2×15.5

25丁文政元年(1818)(後印）

名古屋・菱屋久兵衛
全complete

(Nagoya/HishiyaKyabe)

(KatsushikaTaito

163丁（初編‑32丁・2

編‑33丁・3編‑32丁・4編‑33丁・5編‑33丁）初

墨印。題嬢「<口坤／□□〉北斎画鏡」藍刷。表
紙見返し｢葛飾前北斎戴斗／鈴木憐枩／<英筆／

編・二編・天保6年(1835)序、四編・五編・嘉永
3年(1850)序大坂･河内屋茂兵衛(Osaka/Kaawa

百画／後編〉伝心画鏡／文政戊寅春新彫｣。ノド

chiyaMohe)

丁付｡刊記｢東都画工葛飾北斎筆／尾陽名古屋

多色刷。題篭・内題「万職図考｣。柱「万職図考

く校／合>門人

く月光亭墨仙／戴燥／北隅／月

斎寄政〉／書林名古屋本町九丁目菱屋久兵衛

初編

1〜5編存onlyl‑5Hen
一(丁付)｣。表紙見返しに｢浪花群玉

堂梓」とあり。広告「諸職雛形絵本目録(ルビし

板｣。『絵本年表』に「文化10年序とあるが本書

よしよくひなかたゑほんもくろく）

序文末に｢文化十あまり五とせの春」とあるので

橋通ばくろ町河内屋茂兵衛板／画本錦之嚢（ル

大坂心斎

間違いと思われる」とあり。文化15年春、雪丘

ビゑほんにしきのふくろ）一冊東都渓斎先生

散人序。

図／万職図考(ルビばんしよくづかう）一冊同

葛飾戴斗先生図／同二編一冊同筆前編に尽

LI‑0072

<画本／狂歌〉山満多山

(Ehonky6ka

刊

(print)大原亭炭方編、葛飾北斎画

teiThmp6,KatsushiMHokusai)
5

ざるを図す／同三編一冊同初二編に洩た
るをあらはす／同四編五編各一冊同武者

yamamatayama)

33丁（上12丁・中10丁・下11丁）

年(1804)江戸・蔦屋重三郎
abur6)全complete

(Ohara

3冊26.5×17.
享和4

(Edo/TbutayaJyOz

勇士美人農家の人物鳥獣魚亀を移しくあつむ／

右の絵本は。金銀銅鉄。象眼。居物。彫物師。堂
塔宮殿の彫物。根付師。櫛。笄。叙。諸金具。飾
師｡陶器錦絵｡沈金蒔画。あるひは煙管張花布糊
置。上絵｡染物形｡幟画その外諸職にとりあつか

題霞、上巻はなし、中巻「<画本／狂歌〉山満多

ふ図絵。山水人物。花鳥。虫獣等もっぱら職巧の

山中｣､下巻｢<画本／狂歌>やま満多山下｣。
表紙に墨書「文政十三年寅五月吉日中村茂三郎

写真をもとむる便にせんと。遠く東都の諸先生

義春（書き判有)｣。表紙見返しに「便々館先生閲

によらず｡細工の得易きを要とし｡諸職の便利を

に請て｡右の雛形数編を上木す｡先生画家の法則

／大原亭主人撰／<絵本／狂歌>山満多山／北斎

なさしむといへども。更にその則を瞼ず･あへて

画／耕書堂梓｣。刊記「享和四甲子初春／東都書

職工にあらずとも。常に閲して損なく。天地間の

房通油町南側蔦屋重三郎梓｣。退色甚だし。

造物を識の楕梯にして。万家大に益ある絵手本

匡郭の欠損多く （上巻7オ左上、9オ右中、中巻

なり｡｣。天保6年青陽､楠里亭其楽序(初〜二編

14ウ上左など）後印か。便々館湖鯉鮒序、大原

同文で同板)。三編、天保6年6月序（無記名)。

亭炭方賊。

四編、嘉永3年1月、松亭漁父序。五編、嘉永3
年孟販、金水陣人序。

LI‑0073北斎女今川
刊

(pmt)

(Hokusaionnaimagawa)

葛飾北斎画

1冊22．7×15．9

(KatsushikaHokusai)

29丁文政末〜天保期(1827

1843)名古屋・永楽屋東四郎ほか
EirakuyaT6shir6etc)全complete

(Nagoya/

多色刷。題篭「北斎女今川全｣朱刷。表紙見返

239 （69）

LI‑0075富岳百景(Fugakuhyakkei)
刊 (prmt) 葛飾北斎画 (KatsushikaHokusai)
3冊22．6×15.8

78丁（①26丁。②26丁。③

26丁）天保5年(1834)〜6年(1835）江戸・西村

屋祐蔵/名古屋･永楽屋東四郎(Edo/Nishimuraya

YOz6Nagoya/EirakuyaT6shir6)全complete

扉オモテ「<狂／歌〉列仙画像集全三冊／＝総

絵本。題霞「富岳百景一（〜三)編｣。柱｢冨嶽

連｣。扉ウラ「選者五車亭亀山／画図先北斎

百景初編

為一／筆者＝（｢苞」の草冠を取る）嬉園広好

／一江仙｣。序文末「天保甲午緑

秀／柳亭種彦敬白（刷印)／董齋盛義書(刷印）

（刷印)｣。 （序）天保甲午(天保5)。※諸版は『葛

／刻師玉光舎占正｣。丁付は1〜13， 1〜49，第

二巻「十一」丁・ 「二十三」丁は2枚あり （ただ

飾北斎富嶽百景』（昭和61年・岩崎美術社）の

し「二十二」丁欠)、この二ヶ所で冊子が分かれ

鈴木重三「解説」に詳述。

ていたかに見える｡蔵書印､朱文長方印｢文清舎｣。
後補表紙。共紙表紙（その内側に)。

LI‑0076
[三体画譜]
([Santaigai'])
刊(prm')前北斎戴斗〔北斎〕画(zenHokusai

LI‑0079絵本江戸名所(Ehonedomeisho)

Taito)

刊

3帖22.1×17.028丁（上8.5丁・中

10.5丁・下8丁）文化13年(1816)

丸屋甚助]

[江戸・角

(Edo/KadomamyaJmsuke)全com

plete
多色刷(墨と朱と薄墨)。外題｢三体画譜｣直書。

(print)北斎画

17.7

(Hokusai)

3冊25.9X

67丁（上23丁・中22丁・下22丁）寛政

11年(1799）江戸・蔦屋重三郎(Edo/ISutayaJya

zabur6)全complete
墨印。刊記「寛政己未春日／画工北斎／筆工

柱「三体画賦｣。折本。序及び本文をばらして抱

六蔵亭／彫刻安藤円紫／書林東都通油町蔦

背の折帖の台紙に貼付する。乱丁。見返し､刊記

屋重三郎｣。ノド丁付。寛政11年1月、浅草巷

など欠。文化12年霜月、蜀山人序。※『大田南

序。※『画本東都遊』 (LI‑067)の多色刷の絵と

畝全集』第二巻276頁『七々集』に「戴斗子三体

同じ絵が墨印で描かれるが、絵の並び順が違う。

画法序｣掲載｢文化乙亥のとし雪のあした蜀山

また、上千載連万歳連(地域別に)等の狂歌が多

人｣。

く連なる。鈴木俊幸『蔦重出版書目』。

LI‑0077本朝狂歌英雄集・日本名物画賛集(Hon

LI‑0080花鳥画伝 (Kach6gaden)
刊 (print)二世葛飾戴斗画 (KatsushikaTaito

ch6b6kaeiyasha･NihonmeibutSugasansyn)
刊 (p血t)臥龍園先生撰北渓画/文々舎撰戴
斗画 (Gary6ensensei,Hokkei/Bunbunsha,亜加）
合1冊22.0×15.5

58丁(O31丁．②27丁）

文政12年(1829)序・刊（本朝狂歌英雄集）

①『本朝狂歌英雄集』と②『日本名物画賛集』を

Ⅱ）

2冊21．4×14.6

‑32丁）

64丁(初編‑32丁･二編

嘉永元年(1848)、嘉永2年(1849)序・刊

江戸・須原屋新兵衛、大坂・河内屋茂兵衛ほか

(Edo/SuwarayaShimbe,Osaka/KawachiyaMoheetc)
全complete

合綴｡①口絵多色刷6.5丁②表紙裏紙は標色刷、

多色刷（墨、薄墨、朱)。題篭・柱題「花鳥画伝

本文は墨・朱・薄墨刷。題篭（双辺）鉛筆書

初（二）編｣。刊記、初編「発行書林江戸日本

「Hoknlsai｣。①扉｢臥龍園先生撰／本朝狂歌英雄

橋通二町目須原屋新兵衛／大坂心斎橋筋博労町

集／催主青陽舘梅世｣。柱題『水耕伝｣。内題｢水

河内屋茂兵衛｣広告｢三国英雄画伝／一勇斎画譜

涛伝英雄彩色画集臥龍園撰｣。②扉「文々舎撰

／花鳥画伝二編｣。二編「江戸日本橋通二町目須

／日本名物画賛集／葛飾連｣、内題「日本名物画

原屋新兵衛／大坂心斎橋通河内屋藤兵衛／同博

賛狂歌集／撰者文々舎｣｡画工､②の画中に｢戴

労町角河内屋茂兵衛｣広告「万職図考｣。 （初編）

斗」 と有り （2世か)。蔵書印、朱文長方印「文

嘉永元年2月、松亭金水序。 （二編）嘉永2年季

清舎｣｡後補表紙｡①②共紙表紙｡文政12年5月、

秋、金水陳人（松亭金水）穐序。

臥竜園序（本朝狂歌英雄集)。

LI‑0078
gaz6shO)

刊

<狂／歌〉列仙画像集

(Ky6karessen

(print)五車亭亀山撰、北雅画

Kizan,Hokuga) 1冊22.0×15.9
後期(1790〜）全complete

LI‑0081北斎麓画 (Hokusaisoga)
刊b)rint)戴斗翁〔北斎]
(Taito6[Hokusai])
1冊25. 1×17．2

(Goshatei
65丁近世

29丁文政3年(1820)序後

印全complete
多色刷（墨、薄墨、朱)。題篭欠。表紙見返し・

裏表紙見返し白紙。文政3年5月、酒人序。『良

(70)238

画譜画手本目録､永楽屋東四郎｣を付す｡蔵書印、

美漉筆』の改題本か。画工名は序による。

朱文長方印「堀氏／文庫｣。丹表紙。題簑緑
LI‑0082

<絵本／隅田川〉両岸一覧極honsmmi

前二日、山禽外史老少年序（下編の序)。

dagawary6ganichiran)

刊

(prinO北斎画

17.8

色刷。序文：上編序、九外々史。嘉永己酉冬立春

(Hokusai)

3冊25.6X

26丁（上9.5丁・中7．5丁・下7.5）

化3年頃(1806)刊江戸・鶴屋喜右衛門

文

(Edo/T

LI‑0086画本武蔵鎧(Ehonmusashiabumi)

刊

(p血t)前北斎改画狂老人卍〔北斎〕筆(zen

suruyaKiemon)全complete

HokusaiaratameGaky6呵m)

多色刷。後印。壷十楼成安序。

32丁天保7年(1836)後印江戸･須原屋新兵衛、

LI‑0083画本両筆(EhonryOhitsu)
刊 (print)立好斎･北斎画 (Rikk6sai･Hokusai)
1冊25．5×18．2

22丁近世後期(1790〜）名

古屋・永楽屋東四郎

(Nagoya/EirakuyaT6sir6)

1冊22.3×16.1

岡田屋嘉七ほか(Edo/SuwarayaShimbe,Okada
yaKashichietc)全complete
墨印。書き題策「画本武蔵鐙｣、表紙見返し「前
北斎改画狂老人卍筆／画本武蔵鐙／甲冑之篇／

書林

く嵩山房／北林堂〉

新梓／天保七丙申朱

明発免｣。刊記「天保七丙申年八月発行／書津／

全complete
多色刷。題嬢「画本両筆｣。刊記「山水草木浪

大坂心斎橋安堂寺町秋田屋太右衛門／尾州名

花立好斎筆／人物鳥獣東都北斎戴斗筆／書津

古屋本町永楽屋東四郎／江戸芝神明前和泉

尾陽名古屋本町通七丁目／永楽屋東四郎□（白

屋市兵衛／同神田鍛冶町北島順四郎／同日本

文方印「永楽／堂記｣)｣。後印。九花街なる堂理

橋通二丁目小林新兵衛／同芝神明前岡田屋

宝序。

嘉七｣。彫工・江川留吉。巻末広告3点。 （序）天
保7年6月、銀官局司秋田太義識。初版には西

LI‑0084東都名所一覧(T6tomeishoichiran)

刊

宮弥兵衛が版元名にある。

(pnnt)北斎辰政画(HohlsaiTatsumasa) 2

冊25．8×17.3

21丁（上10丁・下11丁）寛

政12年(1800)江戸・蔦屋重三郎
Jyazabur6)全complete

(Edo/TSutaya

題篭「東都名所一覧上（下)｣。ノド丁付、下冊は

LI‑0087

<和／漢〉絵本魁

(Wakandlonsakiga

ke)

刊 (pmt)前北斎改画狂老人卍〔北斎〕筆 (zen
HokusaiaratameGaky6呵m) 1冊22.5×16.0

十九丁目の次は「■」で、その次が「廿｣。刊記
「画工北斎辰政／彫工安藤円紫／寛政十二
庚申正月開版／書林御江戸本町筋北江八丁目

32丁天保7年(1836）江戸・北島順四郎ほか

通油町蔦屋重三郎板｣。蔵書印、白文方印｢橘｣、

画狂老人卍筆／〈和／漢〉絵本魁初編／書林

朱印「(橘の絵)｣、下巻裏表紙見返しに墨書「酔

(Edo/KitajimaJyunshir6)初編存onlySyohen
墨印。題篭、朱刷、摩耗。表紙見返し「前北斎改
く嵩山房／北林堂〉

梓｣｡柱｢画本魁初編〃（丁

竹巷唐衣橘洲門葉／如蘭亭橘友也｣。

付)｣。刊記｢天保七丙申年正月発行／書津大坂

LI‑0085北斎画譜(Hokusaigafil)

本町永楽屋東四郎／江戸芝神明前和泉屋市

刊

兵衛／江戸中橋広小路町西宮弥兵衛／同日本

心斎橋安堂寺町秋田屋太右衛門／尾州名古屋

(print)

葛飾北斎画

2冊22．7×15.7

(KatsushikaHokusai)

42丁（上21丁・下21丁）

橋通二丁目小林新兵衛／同神田鍛冶町北島

文政3年(1820)、嘉永2年(1849)後印名古屋・

順四郎｣｡天保7年自序(董斎盛重〔松本董斎か〕

永楽屋東四郎ほか(Nagoya/EirakuyaT6shir6etc)

書)。

全complete
多色刷（墨、薄墨、朱、青)。題篭「北斎画譜上
（下）編全｣。刊記は裏表紙見返し、広告の末尾

LI‑0088北斎画譜(Hokusaigafi')
刊 (print) 北斎画 (Hokusai)4冊22.8X

「江戸芝神明前三嶋町和泉屋市兵衛／尾州名

15.9

109丁（初編‑25丁・2編‑24丁・3編‑29

古屋本町七丁目永楽屋東四郎｣。下編は一部破

丁・4編‑31丁）文政3年(1820)、明治後印(1868

損あり。表紙見返しに上下共、 「尾張東壁堂蔵版

〜）大坂・赤志（河内屋）忠七(Osa蛇/Kawachi

237 （71）

yaChOshicm) 1〜4編存onlyl‑4Hen
墨印｡題嬢｢<日本／美術／泰斗>／北斎画譜初
（〜四）編／忠雅堂｣扉「日本美術泰斗／北斎画

LI‑0091絵本曽我物語(Ehonsogamonogatari)
刊 (pmt)北尾政美画 (KitaoMasayoshi) 2
冊21．7×15.0

12丁（上5.5丁・下6丁）刊

譜初(〜四)編／忠雅堂｣枠のみ藍刷｡刊記｢大

年削除・後印か江戸・須原屋市兵衛、名古屋・

阪東区博労町四丁目拾五番屋敷岡田江津／全

永楽屋東四郎(Edo/Suwarayalchibe,Nagoya/Ei
rakuyaT6shir6)全complete

東区本町四丁目三十一番屋敷／赤志忠七」 4冊
とも同一。 1冊ずつ書袋付き。初編広告｢従第一

多色刷。題篭「絵本曽我物語｣。刊記「東都画工

編至十五編」 とあり。

北尾政美画／東都書津宝町二丁目須原屋市
兵衛／尾陽書津名古屋本町七丁目永楽屋東

LI‑0089絵本東物詣(Ehonazumamonom6de)

四郎｣画工名の前大きく空いており、刊年を削っ

刊巾m0歌川豊広画､南仙笑楚満人戯言 (U
tagawaTbyohiro,Nansensh6Somahito)合1冊

た可能性あり。槌色甚し。十偏舎一九序。

20.9×15．1

(Edo/IZumyalchibe)全

complete

LI‑0092魚貝略画式(Gyokairyakugashiki)
刊(print)鍬形意斎〔北尾政美〕画(Kuwagata
Keisai[KitaoMasayoshi]) 1冊25.4×18．0 31

墨印。外題書付「絵本東物語｣。途中に旧原装の

丁文化10年(1813)後印江戸・須原屋市兵衛

裏表紙見返しと表紙見返しと思われる遊紙2丁

(Edo/SuwarayaIchibe)全complete

31丁文化元年(1804)序、後印か

江戸・和泉屋市兵衛

が入るので、合2巻1冊か｡本文の冒頭｢花の春

多色刷。題篭「魚貝唇画式｣。扉（藍刷） 「慈斎先

立あしたより、かすみと共におのづから／人の

生筆／魚貝略画式／申椒堂｣。鯛などに雲母を散

心ものびやかに山は桜の花見つれ、浜は干潟の

らすが彩色より、プルヴェラー旧蔵本と比較し

貝ひろひ……･｣｡刊記｢御江戸芝神明前三島町

て後印｡享和2年(1802)初板の後印か｡2ウ右上・

新道甘泉堂〔破損〕｣。彫工・山口清蔵。山陽堂

中など匡郭欠損有。奥付「意斎筆（印「紹真｣）

序。

／文化癸酉六月／剤厭春風堂野代柳湖刀／浪花
筆林〔以下空白〕｣。蔵書印（朱文方印） 「細川氏

LI‑0090絵本時世粧

刊

(Ehonmay6sugata)

(pmt)歌川豊国画

冊21．5×15.3

蔵書印｣。

(UtagawaTbyohmi) 2

43丁（上23丁・下20丁）享

和2年(1802）江戸･和泉屋市兵衛(Edo/Izumya
Ichiba全complete

LI‑0093

刊

<写／真>花鳥図会(ShashmKach6zue)

(pmO北尾重政画（序より)

masa)

(KitaoShige

3冊第1冊22.2×15.7第2冊21.8

題霞「絵本時世粧乾（坤)｣。見返し題「画帖時

×15.7第3冊21．8×15.7

世粧｣。裏表紙見返しに後人の手により筆写され

8丁・下8丁）

25丁（上9丁・中

た刊記「式亭主人三馬閲／文画歌川一陽斎豊

8〜）二編存かonly2Hen？

国撰／剤刷山口清蔵刀／絵本時世粧後編く追

多色刷。題策「<写／真〉花鳥図会｣。刊記「文政

出／全三冊／画〉 〈前編は豊国作二御座侯／後編

十丁亥年孟春／書舗（空白)｣。広告「山水徴雲

文政10年(1827)明治後印(186

は三馬先生の文を乞／もとめて残りたる女画を

室上人縮図全一冊／(宣伝文あり）／絵本高麗

委／しくす〉／享和二稔壬戌春王正月発免／東

嶽北尾紅翠翁模全三冊／(宣伝文あり)｣｡取

都書林芝神明前三島町甘泉堂和泉屋市兵衛

合わせ本。第1冊は二編上、第2冊・第3冊は

蔵版｣。巻上の表紙見返し「東都く式亭三馬閲／

題霞に「中（下)」とあるも､編数の徴候がなく、

歌川豊国著〉 〈千里評判／不許押賢〉／画帖時世

2編かどうかは未詳。下巻奥付は書津名を削る。

粧全二冊)／司馬甘泉堂開鍋｣。 （序）しき亭の

文政10年序。

翁（1丁オ)、しき亭の翁(刷印、 1丁ウー3丁)、

（文末識語）門人楽山人馬笑｡※複製本『繪本時

LI‑0095東海道風景図会fr6kaid6mkeizue)

世粧(<近世／日本>風俗絵本集成)』(昭和54年・

刊

臨川書店） と照合。

2冊18．2×12．2

(prmt)一立斎広重画(IchirynsaiHiroshige)
82丁（前編‑40丁・後編 42

丁）嘉永4年(1851)3月の改印江戸･藤岡屋慶

(72）236

因(題字)無揚(北因)。※上欄外に改印｢村松」

次郎(Edo/FUjiokayaKe#ir6)全complete
色刷〔口絵墨・薄墨・朱・青。本文墨・青（二編

「福｣。

は口絵なし)〕･題策・内題「東海道風景図会｣。

柱「東海

上三｣。刊記「嘉永四亥年初春刊行

／東都書林松林堂通油町藤岡屋慶次郎／三

LI‑0102東海道名所画帖(T6kaid6meishogaj6)
刊 (print)双雀斎氷台編／歌川広重画(Sdjaku

都書林／京吉野屋勘兵衛／大坂敦賀屋九兵

saiHy6dai/UtagawaHiroshigJ

衛／同綿屋喜兵衛／東都須原屋茂兵衛／同

1

1冊

18.2×12.

25丁嘉永4年（1851）序江戸・永楽屋丈

同伊八／同山城屋佐兵衛、同同政吉／

助

同出雲寺萬次郎／同和泉屋市兵衛／同山

題篭｢東海道名所画帖全｣。表紙見返し「一柳斎

口屋藤兵衛／同森屋治郎兵衛／同丁子屋平

広重筆／東海道名所画帖／東魁堂｣。蔵書印、 15

(Edo/EirakuyaJy6suke)全complete

兵衛／同山崎屋清七／同通油町藤岡屋慶次郎

ウに「橋本氏｣、他に難読の印あり。※『東海道

版｣｡広告｢艸筆画譜(ルビさうひつくわふ）

名所発句集』の改題本か。 （序）嘉永辛亥秋双

編／二編〉

〈初

歌川広重画／東海道風景図会(ルビ

たうかいたうふうけいのづゑ）

冊／柳下亭種員記／彫工本町吉田虎吉｣。前編
1冊、後編1冊。柳下亭種員賊。

LI‑0100立斎広重真景

(Rynsaihiroshigeshin

kei)

刊

雀斎氷台。

〈前／後〉全二

(p血0一立斎広重画(IchiIyasaiHiroshige)

LI‑0103絵本江戸土産(Ehonedomiyage)
刊 (pm0歌川広重画(UtagawaHircshige) 9
冊18．1×12.1 228丁（②27丁。③26丁．③
26丁。④25丁．⑤25丁。⑥24丁。⑦25丁。⑧
25丁。⑨25丁） 嘉永3年(1850)序（2〜4編）
／文久元年(1861)序（8編)／元治元年(1864)（9

2冊18．1×12.2

43丁(①23丁。②20丁）安

編）

政6年序(1859)

全complete

K6zabur6)

書き題嬢「立斎広重真景初（二)｣。各冊末「広

重筆｣。①己未新春あさ草の柳々仙果。②立斎
誌。

LI‑0101

江戸･菊屋幸三郎(金幸堂)

(Edo/Kikuya

2〜9編存（初編・ 10編欠、 3編重

複) only2‑9Hen
題篭｢絵本江戸土産二編(三編･西・四【朱書】・
五編・□・七編・八編・九編)｣。見返し題、二編・
九編「絵本江戸土産｣、三編・六編「画本江戸み

[諸国名所発句集]

([Shokokumeisho

hoUushO])

刊(print)菊守園見外編／歌川広重画

やけ｣、五編・八編「絵本江戸みやけ｣、七編「江
戸みやけ｣、四編表紙見返しなし。表紙見返しに

(Kiku

shuenKengai/UtagawaHiroshige) 2冊18．1×
12.1 35丁（③18丁．④17丁） 嘉永3年(1850)
序／嘉永5年(1852)序江戸・永楽屋丈助(Edo
肥irakuyaJy6suke)全complete
題簑「名所発句集三（四）篇｣。 【3篇】表紙見
返し「｢片山」 （朱印） 「圭治」 （朱印）／菊守園見
外先生輯／名所発句集三編／一立斎広重先生

画図東海堂蔵版｣。広告「<諸国／名所>発句集
く初篇出板／佳本精製〉全四冊／二篇三篇四篇

は他に編次と 「広重筆」 「金幸堂梓」とあり。蔵
書印、 2編1ウ。27ウに朱の方印「沢田定長｣、
3編・5編・7編・8編にも同印あり。4編朱文
円印「石＝｣。 3編重複本と6編には印なし。刊
記、2編｢馬喰町二丁目菊屋幸三郎｣ほか11名、
3編｢馬喰町二丁目菊屋幸三郎板｣ほか11名、
3編重複本｢馬喰町二丁目菊屋幸三郎版」と広告、
4編5編7編｢馬喰町二丁目菊屋幸三郎板｣ほか
11名（異同あり)、 6編「馬喰町二丁目菊屋幸三

続而出板／田喜庵護物翁校／田桂園護岳大人輯

郎」と広告、 8編「人形丁通乗物町菊舎幸三六
（印「金幸堂｣)」ほか12名、 9編「人形町通り

／渓斎英泉翁画図｣。 【4篇】表紙見返し「星喜庵

乗物町菊舎幸三六」ほか12名。広告、3編に「大

北因先生輯東海堂上梓／諸国名所発句集四

悲妙智達磨軸(ルビだいひのめうちだるまのち宣

編／一立斎広重先生画｣。広告、 4篇巻末、江戸

く）

〈斗文作／豊国画〉／願掛重宝記（ルビぐ

東海堂永楽屋丈助3丁。江戸・永楽屋丈助ほか9

わんかけちやうはうき)｣、4編表紙見返し｢清涼

津。 3篇（序）きく守園見外／嘉永庚戌春。 （題
字）きく守見外。4篇（序）嘉永5年春星喜庵北

香（ルビす蟹しかう)」色刷、 6編「清涼香（ル

235（73）

ビす函しかう)｣。※『日本名著全集』江戸文藝之

部第三十巻｢風俗圖繪集」に初編〜六編影印。※

cfp.55/UkiyoeArtl968⑱−嘉永とのみあり。／

会津若松市立会津図書館林文庫蔵本は10冊揃、

巻数ナシ出版元ナシM.Cには初編のみ。し

題篭「繪本東京土産｣、見返し題（及び序題の一

かし後篇にて風景画の手ほどきをしようと考え

部）からも「江戸」の文字削除。2編（序）庚戌

ていたことが分る｡」 （｢初編」 「後篇」は丸で囲ん

夏日松亭漁父誌〔金我之印〕。 3編・3編重複

である｡）蔵書印、 「たばねのし」の絵、こすれに

本（序）庚戌仲秋日金水道人題。4編（序）庚

て判読不明のもの一つ。初丁上に刷印「村田」円

戌初冬一立斎広重述。5編(序)金水道人誌。

印。嘉永2年1月、柳下亭種員序。

6編(序)松園主人梅彦。7編(序)金水道人誌。

8編（序）辛酉仲秋松斎迂隻誌。 9編（序）甲

LI‑0106都名所百景"iyakomeishohyakkei)

子夏日柳廼門主人春水記／竹堂書。

刊(print)東居画・北水画・国周画・春翠画・
玉周画(T6bbo・Hokulgnli・Kunichika・Shlmsui ・
Gyokusha) 1冊25．1×18.6 102丁幕末（改

LI‑0104草筆画譜(S6hitsugah,)
刊 (print)歌川広重画(UtagawaHiroshige)
冊18．2×12.2

3

62丁（①21丁．②21丁．③20

印なし） （1850〜）大坂・石川屋和助(Osaka/IS

hikawayaWasuke)全complete

丁）嘉永元年(1848)序（初編）／嘉永3年(1850）

LI‑0107と対、同じ表紙。内題｢都名所百景｣。中

序（二編）／万延2年(1865)序（三編）

判錦絵｢都名所百景｣シリーズを全て合集したも

初編〜

の｡紙の質がまちまちである｡摺の状態はよい。

3編存（4編欠) lack4Hen

多色刷。題篭「草筆画譜三編｣。表紙見返し、

細目： 1．2「都名所百景」目録2枚

初編「草筆画譜初編／一立斎広重筆

淀や橋>石和板､3｢都｣御所･東居､4｢都百景」

梓｣、二編「草筆画譜二編／広重筆

松木堂
松木堂寿

梓｣、三編｢草筆画譜三編錦昇堂板／広重筆｣。

く平の町／

（以下、これが全て頭に付く）洛北上加茂神社・
東居、5鴨川流上下加茂社・北水、 6下加茂御

序題(二編･三編)「草筆画譜｣｡裏表紙見返し(初

手洗川・東居、 7祇園表門大鳥居・北水、 8祇園

編・二編） 「三都書林／京吉野屋勘兵衛／大坂

御旅所・東居、9祇園街夕陽・北水（以下24ま

敦賀屋九兵衛／同綿屋喜兵衛／東都須原屋

で北水)、 10大仏鐘、 11大仏門前耳塚、 12三十

茂兵衛／同同伊八／同山城屋佐兵衛／同

三間堂射前、 13にし大谷めかねはし、 14丸山新

同政吉／同出雲寺萬次郎／同和泉屋市兵衛

樹､15吉田朝霧､16八坂法観寺､17智恩院門前、

／同山口屋藤兵衛／同森屋治郎兵衛／同

18双林寺朧夜、 19三条大橋比叡山春霞、20四条

丁字屋平兵衛／同山崎屋清七／同通油町藤

河原夕す＞み、21五條橋下、 22松原道白雨、23

岡屋慶次郎版｣。初編（序）嘉永戊申初秋柳亭

高台寺舩形門、24南禅寺山門深雪、25洛北金閣

種員誌。二編(序)嘉永三年本町庵小三馬酔中

寺・東居、26銀閣之雪曙・北水画（以下29まで

誌｡三編(序)萬延二辛酉孟春仮名垣魯文誌。

北水)、 27通天橋紅楓、 28若王寺三の滝、 29西

行庵木枯、30洛北貴舩社・東居（以下36まで東

LI‑0105絵本手引草 (Ehontebikigusa)
刊 (pdnO−立斎広重画(IchiryasaiHiroshige)
1冊18．2×12.2

居)、 31北岩倉大雲寺、 32松ケ崎、 33洛西龍安
寺、34幡枝村円通寺、35情和院蜘蛛塚、36北野

21丁嘉永2年(1849)か江

天満宮、 37舩岡山遠見鏡・北水、 38洛西嵐山・

(Edo/FUjiokayaKeUir6)初編

東居、 39洛北鳴滝・東居、 40建仁寺町蛭子社・

存onlySyohen

北水、 41洛北今宮社・東居、 42岩屋山金峯寺・

多色刷。内題「絵本手引草｣。刊記「三都書林／

東居、 43叡山より湖水を望・北水、 44叡山双輪

大坂敦賀屋九兵□／同綿屋喜兵衛／東都

塔・北水、45洛北西加茂・東居（以下48まで東

戸･藤岡屋慶次郎

須原屋茂兵衛／同同伊八／同山城屋佐兵

居)、 46小野庄杉板道風社、 47壬生寺狂言、 48

衛、同同政吉／同出雲寺萬次郎／同和

御菩薩池、49安井金毘羅・北水、 50西高瀬紙屋

泉屋市兵衛／同山口屋藤兵衛／同森屋治郎

川水門・洛春翠、 51淀秋暁・北水、 52嶋原・北

兵衛／同丁子屋平兵衛／同山崎屋清七／同

水、 53祇園会宵錺・玉周、 54錦天神・東居、 55

通油町藤岡屋慶次郎版｣。近代の方眼紙に青ボ

加茂川北三本木・東居、 56二条革堂・東居、 57

ールペンで書いたメモ「絵本手引草嘉永2年

二条堀川橋・玉周、 58六角堂西国十八番礼所．

(74）234

東居､59四条の七辻・玉周、60本願寺･東居(以

左衛門橋雨中､41十三中道､42木津川口千本松､ 、

下66まで東居)、 61飛雲閣、62東本願寺大門、

43茶臼山・御霊軒､44うら之杜若、45覚満寺之

63洛北鞍馬､64洛北三宅八幡､65百丈山石峯山、

夕景、46勝曼院愛染堂、47しりなし陣づふみ甚

66野々宮、67四明ケ縁・玉周、68黒谷金戒光明

兵衛の小家(目録｢尻なし甚兵衛小家｣とする)、

寺・玉周、69愛宕山日暮滝・東居、 70西山月輪

48堀川備前陣家､49安居天神社､5O広田星力池

寺・東居、 71広沢池・東居、 72高雄の丹楓・玉

稲荷、51新清水紅葉坂滝、52産湯味原池、53筋

周、 73洛北栂尾・東居（以下78まで東居)、 74

鐘御門・国員画(以下59まで国員)、54三大橋、

御室、75東殿、 76空他蛍、77東寺秘密法院、 78

55天満ぱし風景、 56あみ罵風景、 57川碕御宮

洛南六孫王遍照心院、 79久世の橋向日明神望・

（目録「建玉寺御宮｣)、58三井呉服店、59浜村

玉周、 80洛西長岡天満宮・東居、 81洛西梅宮・

鬼子母神、 60北瓢亭（画工・板元など記さず)、

東居、82太秦牛祭・東居、83愛宕山朝日峯・玉

61宗禅寺場々・国員画､62玉江橋風景･国員画、

周、84永観堂・東居（以下93まで東居） 、85真

63戎橋天満宮御旅所・国員画、64川口雑喉場つ

如堂、86縄手大和橋、87霊山、88鳥辺山、89長
楽寺、高台寺唐傘亭、90音羽山清水寺、91六波

治川随山・芳雪画・彫工板定、 67天保山・芳雪

羅密寺西国十七番札所､92洛東剣宮､93泉涌寺、

画・彫工板定、 68新町廓中九軒夜桜・芳瀧画、

94伏見稲荷三ケ峯・玉周、 95伏見京橋・国員、

69あみだ池・芳瀧画、 70永代浜・芳瀧画、 71北

96宇治橋平等院望・玉周、97淀大橋・国員、 98

之大融寺・国員画（以下75まで国員)、 72両本

洛西柳谷･東居､99山崎天王山井二宝寺･玉周、

願寺、 73大江ばしより鍋しま風景､ 74二軒茶や

100雄徳山八幡宮・玉周。

風景、 75道頓堀角芝居、 76長町裏遠見難波蔵・

きじ°芳瀧画、65安治川ばし・国員画、66下安

芳瀧画、 77吉助牡丹盛り ・芳雪画・彫工板定、

u‑0107浪花名所百景伽aniwameishohyaWi)

78鉄眼寺夕景・芳雪画・彫工板定、 79天王寺増

刊 (print) 国員・芳瀧・芳雪画(Kmikmu･
Wshitaki･YOshiyuki) 1冊25．0×18.6 102丁
幕末（改印なし) (1850〜）大坂・石川屋和助

井・芳瀧筆、 80西照庵月見景・森芳雪画、81野
中観音桃華盛り・芳瀧画、 82浅沢の弁才天・芳
瀧画、83住吉反橋・芳瀧画、84住吉本社・国員

(Osaka/IshikawayaWasuke)全complete

画､85住よし大和橋・芳瀧筆､86京橋・芳雪画・

多色刷｡平野町淀屋橋･石和板の錦絵シリーズを

御霊軒･彫工板定､87川崎ノ渡月見景･芳雪画・

冊子に綴じたもの｡刷・保存状態は良好｡LI‑0106

彫工板定、 88樋の口・芳雪画・御霊軒・彫工板

と同じ装丁である。目録及び各図に改印なし｡細
目： 1．2「浪花名所百景」目録2枚、3錦城の馬

定、89毛馬・芳雪画、90長柄三頭・国員画、 91
芝嶋晒堤・国員画、92江口君堂・国員画、 93佐

場・国員画（以下19まで国員)、 4今橋、 5八軒

太村天満宮・芳雪画、 94三嶋沢・国員画、 95寿

屋夕景、 6さくらの宮景、 7堂じま米市、 8鮪の

法寺・芳瀧画、 96舎利寺・芳瀧画、 97御勝山・
芳雪画・御霊軒、 98茶臼山雲水・芳雪画・彫工

松夜の景・ （板元）御霊軒、 9解舟町・御霊軒、
10浪花橋夕涼、 11真言坂・御霊軒、 12天神祭り

板定､99四天王寺伽藍・国員画、 100天下茶やぜ

夕景、 13松のはな、 14新町店さき、 15生玉絵馬

さい・芳瀧画、 101住吉岸姫松・芳瀧画、 102住

堂・御霊軒、 16源八渡シロ・御霊軒、 17北妙け

よし五大力・芳瀧画（以上)。

ん堤・御霊軒、 18住吉高とうろう．御霊軒、 19
天満市場､20高津･芳瀧画(以下35まで芳瀧)、
21梅やしき、 22さな田山三光堂、 23増井浮瀬、

LI‑0108a糸桜女臨蜘 (Itozakurajor6gumo)
刊 (pnnt)鳥居清経画 (TbniKiyotsune) 1冊

24天満天神、 25雑喉場、 26四ツ橋、 27長堀石

17.1×12．3

浜、 28今宮蛭子宮、 29広田社、 30長堀財木市、

屋小兵衛(Edo/MamyaKohe)全complete

31森の宮蓮如松、 32福しま逆櫓松、 33野田藤、
34茨住吉、35松屋呉服店、36四天王寺・南粋芳

黒本・青本。書き題篭「<炉燵夢／筐の絹〉糸桜
女臘蜘鳥居清経画全｣。柱「○丸小口女郎

雪画（以下52まで芳雪画) ・ (板元）御霊軒・ (以

<も上

下52まで、彫工板定とあり)、 37四天王寺合法

貼付あり。

辻、38河堀口、39生玉弁天池夜景、40道頓堀太

233 （75）

10丁明和6年(1769）江戸・丸

一(丁付)｣｡裏表紙見返しに原題嬢の

LI‑0108b薄化粧七人美女

(Usugesy6shichinm

柱、前編下巻「かたミうち

bMo)

刊

たりきのやきつき)』(『黄表紙総覧』後編432頁)。

(pmO鳥居清経画(TbriiKiyotsmd

17.1×12.5

l冊

10丁安永7年(1778)江戸・伊勢

16〜20丁「●かたみ
丁｢かたみ

十一●｣、後編上

十六｣、後編下26〜29

廿六●｣30丁｢かたみ後編

三

屋治助(Edo/IseyaJisuke)全complete

十丁●｣。 15丁文中に「此後編三巻は…」 とあ

黒本･青本｡書き題霞｢将門七人美女鳥居清経

り。 16丁欄上に「後編三冊物」 とあり。

画完｣。柱「■七人ひ女上

三｣。表紙見返し
u‑0111

に原題霞（絵題篭）の貼付あり。

刊
LI‑0108c

<持/遊>太平記(MochiasobiThiheiki)

刊(print)鳥居清経画(TbriiKiyotsme)
17.3×12．4

1冊

10丁安永6年(1777）江戸・松村

[朝比奈島渡]

([Asahinashimawatari])

(print)富川吟雪画

1冊

16.7×12.3

戸・西村屋与八

(TbmikawaGmsetsu)

8丁安永5年(1776)

江

(EdINishimurayaYbhachi)巻

中・下存onlyChakan,Gekan

屋弥兵衛(Edo/MatsumurayaYahe)全complete

黒本･青本｡6丁〜9丁、 11丁、 13丁〜15丁存。

黄表紙｡書き題篭｢手あそび鳥居清経画完」

柱「しまわたり中■

表紙見返しに原題策一枚の貼付あり

下

「松村｣。

「<持/遊〉太平記上｣。題策に描かれる役者は

六（〜九)」 「しまわたり

■十一(〜十五)｣｡6オ欄上に商標｡15オ・

ウ「馬喰町角西村や版｣。

初世坂東三津五郎・三世瀬川菊之丞か。『黄表紙
LI‑0112a怜捌怪異話

総覧』前編92頁。

(Kinokiitabakemono

katari)

u‑0109花鳥山水図式

刊

(Kach6sansuizushnd)

(print)葛飾為斎画(KatsushikaIsai) 5冊

12.4×17.5初編‑21丁･2編‑21丁･3編‑21丁・
4編‑26丁・5編‑26丁明治9年(1876）東京･稲

刊ゆrinO十返舎一九作
冊17．2×12.7

(Jippenshalkku)

1

5丁文化3年(1806)序江戸・

山口屋藤兵衛(Edo/MamaguchiyaT6be)
存onlyl‑5Page

1〜5丁

田佐兵衛、稲田源吉 (Tbbo/InadaSahe, Inada
Genkichi)全complete

黄表紙｡題簑｢怜刑怪異話(ルビきのきいたばけ

刊記、初編なし、二編「<歳辛酉／孟夏日〉葛飾

口｣。表紙右下に朱書「文化三｣。柱「■はけ物一

ものかたり）上｣。絵題篭｡右下に「寅春新刻山
（〜五)｣。 「序」文化三のとし初春、山里亭東士

為斎画｣、三編「<歳癸亥／初冬日〉 〈葛／飾〉清

水為斎画｣、四編「<元治甲子／孟冬新鍋>葛飾為
斎画｣、五編「<花鳥／山水〉細画図式く自初篇／

識（摺印「東士｣)。

至五篇〉五冊／慶應二丙寅年出版／明治九年五

LI‑0112b

月十八日版権免許／画工葛飾為斎／出版人

suko])

稲田佐兵衛日本橋区通二丁目廿番地／稲田源

刊

吉同町十九番地｣。初編（序）金水山人、二編

Somahito,Tbyokuni)合1冊

[今度者鬼息子]

(print)南杣笑楚満人作､豊国画(Nansensh6

〔寛政9年(1797)〕

（序）山々亭有人、三編（序）元治元年晋永機、

([Kondowaonhnu

17.4×12.7

10丁

〔江戸・和泉屋市兵衛〕

四編（序）松川主人、五編（序）東小野判者萢嵜

(Edo/Izumiyalchibe)全complete

可＝翁※明治9年印稲田佐兵術の揃板か。

黄表紙｡柱「おにむすこ

一（〜十)｣。書名は

『黄表紙総覧』中編547頁による。

u‑0110他力之焼=(糸扁＋置)
(Thrikinoya
kitsugi)
刊 (print)竹塚東子述、北周画 (Takenozuka
T6shi,HokushO)合1冊16.4×12.5 15丁〔文
化3年(1806)序〕

江戸・岩戸屋喜三郎(Edo/I

watOyaKisabur6)前編下巻、後編上・下巻存

皿‑0113報讐駿松原

(Katakiuchiararematsuba

ra)

刊 (Pm0十返舎一九作、一柳斎豊広画 (Jipp
ensyanfku,Ichirynsaitoyohiro) 2冊 17.4×13.
2

26丁（上‑12丁・下‑12丁）文化3年(1806)序

onlyZenpenGekan,K6henJ6kanGekan

江戸・紀伊国屋利助

コーニッキー目録『<身十半尉>他力之焼（ルビ

合巻｡書き題篭｢報讐譲松原(ルビかたきうちあ

(Edo/KinokuniyaRisuke)

(76）232

られまつばら）／上（下)｣。柱、上冊「■ふたり

奥村屋源六

かう／、｜序(一〜五)」 「■

下冊「十三（〜廿五)｣。刊記「書房東陽銀座四

lack2Page
黄表紙。書き題篭「かけねなし通笑作完｣。

町目紀伊國屋利助寿梓｣。※コーニッキー目録に

柱「○｜かけねなし ○

六(〜十二)｣、

［復讐両士孝行］ （ルビかたきうちふたりこうこ

う)『古典籍総合目録DB』『黄表紙総覧』後編457
頁。 「叙」十遍舎一九誌、文化丙寅孟春。

(Edo/OkumurayaGalroku)

2丁欠

▲（丁付)｣。『黄表

紙総覧』前編174頁。

u‑0114f

[大通人仲間入]

([Daitsqjmnakama

iri])

LI‑0114a

[やぼでない]

刊(print)

1冊17.0×12.4 10丁全comple

([YObodalai])

刊

黄表紙。外題「やほてない｣。柱「■やぽでない
（丁付)｣。『黄表紙総覧』に立項なし。

(print)市場通笑作

17.2×13.3

(IcmbaTbnsh6)

10丁〔天明元年(1781)か〕

松村屋弥兵衛値do/MatsumurayaYahe)
丁存only6‑15Pages

6〜15

黄表紙｡外題｢絵本大通全｣。柱｢大通■
LI‑0114b十四傾城腹之内

(JOshikeiseiharano

1冊
江戸・

六

（〜十五)｣。 『黄表紙総覧』前編300頁。

uchi)

刊

(print)芝全交作

(ShibaZenk6)合1冊

LI‑0114g

[虚言八百万八伝]

([Usohappyaku

17.0×12．3

15丁寛政5年(1793)序江戸・鶴

mampachiden])

屋喜右衛門

(Edo/TbumyaKiemon)全complete

刊(mint)四方屋本太郎作、鳥居清長画(Ybmo

黄表紙。題篭「十四傾城腹之内｣。題篭中央上に
鶴の丸・柱「十四
（丁付)｣。 （序)癸丑販芝
全交。

yaHontar6,TbdiKiyonaga)

1冊

16丁

江戸・蔦屋重三郎

〔安永9年(1780)〕

17.1×12.5

(Edo/msutayaJyazabm6) 2オ欠lack2Page
黄表紙｡書き題霞｢万八完｣｡巻首題｢萬八伝｣。

LI‑0114c闇羅三茶替

(Yamiramicchagawari)

柱「万八｣。『黄表紙総覧』前編238頁。 「序」神

刊

(ShibaZenk6)合1冊

無月みそか四方屋本太郎正直正路館にしるす。

(pmt)芝全交作

17.7×12．7

13丁

鶴屋喜右衛門

〔天明4年(1784)]

(Edo/Iも皿yaKiemon)

江戸・

大田南畝作。

13･14丁

欠lackl3,14Page
黄表紙。題篭「<新／板〉闇羅三茶替（ルビやみ

LI‑0114i

らミつちやかハリ）｣。柱「■ミつちやかわり上

屋喜右衛門

（丁付)」 「ミつちや中（下）
■
（丁付)｣。
刊年は考証による。 自序（｢題芝全交｣)。

黒本・青本。書き題霞「あさいな完｣。柱「あ

LI‑0114d

LI‑0114j藤原千方退治記

[亀鶴見廻雨]

([Kikakummegurino

ame])

刊

(print)市場通笑作(IchibaTEOsh6)合1冊

17.0×12．5

10丁

〔天明元年(1781)〕

全com

刊(pnnt)

[あさいな]

([Asahma])

1冊17.0×12.4

10丁江戸・鶴

(Edo/rumyaKiemon)全complete

さいな■｣。 1オ棚上に鶴の丸の商標。

taijiki)
刊 (print)

(FUjiwaranochikata

1冊17.2×12.4

15丁〔寛延2年

plete

(1749)〕 江戸･鱗形屋孫兵衛(Edo/Urokogataya
Magobe)全complete

黄表紙｡書き題嬢｢名句雨通笑作完｣。柱｢■

黒本・青本。書き題接「藤原千方退治記全｣。

名句雨上（下）
（丁付)｣。『黄表紙総覧』前
編301頁。『蔦重出版書目』に記載なし。

柱「■

｜ちかた

△（丁付)｣。『叢』24号

(2003年2月)に橋本智子の翻刻・書誌・考察あ
り。

LI‑0114e

[かけねなし正直噺]

shqjikibanashi))
刊 (prmt) 市場通笑作
17.1×12.4

231 （77）

([Kakenenashi

LI‑01141江ノ島児ガ淵
(IcmbaTbnsh6)

14丁〔安永8年(1779)序〕

1冊
江戸．

刊 (print) 1冊
かlackl5Page

(Enoshmachigogahlchi)

17.0×12.3

14丁

15丁欠

黒本・青本。書き題霞「えのしま完｣。柱「■

LI‑0115a菓物見立御世話咄(Kudamonomtate

えのしま■

osewabanashi)

（丁付)｣。 『叢』7号(1984年4月）

に山下琢巳の翻刻・書誌あり。
LI‑0114m

[八幡太郎島廻硯]

刊(print)
([HaclnmanTarb

[北尾政演画]

((KitaoMasanobu])

合1冊17．7×12.8

8丁

〔安永9年(1780)〕

江戸・鶴屋喜右衛門

(Edo/TburuyaKiemon)落

t6kaisuzuri])

丁かNotcomplete

刊 (prmt) 1冊17.5×12.8 10丁 〔宝暦8
年(1758)〕
江戸・西宮新六 (Edo/Nishmomiya
Shmmku)全complete

黄表紙題霞「<菓(ルビくだ)／物(ルビもの)〉

黒本。書き題祭「しまめくり全｣。柱、 1〜5丁
「＝しまめくり
めくり

（破損)｣、6〜10丁「＝しま

■（丁付)｣。※木村八重子｢未紹介黒本

見立御世話咄（ルビ：みたておせわぱなし） （以

下破損)｣。コールニッキー目録では同一番号で
二点（二枚）としているが、当該原本は一冊。二
作を一冊に合綴したもの。柱「■くたもの

（丁付)｣。『黄表紙総覧』前篇265頁。

青本」 38(『日本古書通信』2013年9月）

LI‑0115b
LI‑0114n

[冨多高慢噺] ([Tbndak6manbanashi》

刊 (pnnO豊川里舟作､鳥居清長画(Tbyokawa
RisyO,TbriiKiyonaga) 1冊 17.0×12.6 4丁
〔天明3年(1783)〕

shimurayaYohachi)

江戸・西村屋与八

(Ed/Ni

1〜4丁存onlyl‑4Page

黄表紙。柱「＝まなぶり上

（丁付)｣。『黄表

([Kamidehontsqjm

刊 (p血0里山人作、北尾政美画 (Risa'ljm,
KitaoMasayoshi)合1冊 17．7×12．8 10丁
〔天明4年(1784)、天明5年(1785)の2説あり〕

江戸･西村屋与八 (Edo/NishmmrayaYbhachi) 6
〜15丁存only6‑15Pages
黄表紙｡柱｢○｜かミでほん■
｜ （丁付)｣。
書名は『黄表紙総覧』前篇554頁621頁による。

紙総覧』前編463頁。

u‑0114p

[髪手本通人蔵]

gura])

[化物曾我物語] ([Bakemonosogamo

nogatari])
刊 (p血t) 1冊 17.0×12.7 5丁〔延享3年
(1746)] 江戸・村田屋次郎兵衛(Edo/Murataya
Jirobe) 6〜10丁存only6‑10Page
黒本・青本。柱「そか

六（〜十)｣。諸道具の

LI‑0116a鯉之瀧登

刊

(Koinotakinobori)

(print)富川房信画

(TbmikawaFusanobu)

1冊17．3×12.3 8丁落丁有Notcomplete
黒本6青本。書題霞「鯉之瀧登｣。柱「■こいの
たきのほり」丁付不明。隅田川もの。 「双生隅田

曽我もの。版元は六丁表の商標より。

川」 と 「法界坊」のないまぜ。

LI‑0114q [徳冶伝]
([Tbkujiden])
刊 (print)
[泉昌有画]
([SenSh6ya) 1冊

u‑0116b｡c

17.0×12．7

6丁〔天明7年(1787)]

宮新六 (Edo/NishinomiyaShimoku)
丁欠lackl,6,7,10Page
黄表紙。柱「(魚尾）咄

江戸・西

1．6．7． 10

（丁付)｣。丁付「二・

三・四・五・八・九｣、一・六・七、及び九の後

が落丁か？丁付のニオ「ゐしや長ぱなし」ニウ

[執着胸緋桜〕・〔作品名未詳〕・〔十

六島千代之碑]
([ShUjakumunenohizakura]
[UPpumichiyonoishibum])
刊 (print) c:富川吟雪画(TbmikawaGinsetsu)
合1冊16．7×13.3

9丁c:安永4年(1775)

c:

江戸・鶴屋喜右衛門 (c:Edo/TsuruyaKiemon)
b:3‑5.7‑8丁､c:3‑5丁存b:only3‑5,7‑8Pagesc:only

「四季句」三オ「どじやう」三ウ「不思議」四オ

3‑5Pages
黒本･青本。三作品が合綴されている。落丁錯簡

「どうらくむすこ」四ウ「御能」五オ「鮒」五ウ

有(b:3〜5丁、 7〜8丁存、 c:3〜5丁存)。柱

「棟あげ」八オ「つ堂みうち」八ウ「さ茸い」九
オ「はね鼠」九ウ「かなぽう｣。黄表紙仕立ての

「愛じやく＝

七(〜八)」 「■あいちやく三

（五)」 「(不明)」 「■十六鴫

？

（四・五)｣。

絵入小咄本(『黄表紙総覧』前篇723頁)。泉昌有
とは、勝川春山の別号。

LI‑0117

[稗史憶説年代記]

([Kusaz6shikqji

tsukenendaiki])

(78)230

刊

(print)式亭三馬作

冊17．2×12．6

西宮新六

(ShikiteiSamba)合1

15丁享和2年(1802）江戸・

(Edo/NishmomiyaShinroku)

全com

LI‑0120暁斎画談(Ky6saigadm])
、
刊 (p血0河鍋暁斎画､瓜生政和著低awanabe
Ky6sai,UryOMasakazu) 4冊25．2×17.7内

plete

篇巻之上‑39丁･巻之下‑40丁･外篇巻之上‑36丁・

角書き「又焼直鉢冠姫｣、巻首題「稗史家不重宝

巻之下‑36丁明治20年(1887)序全complete

記(ルビくささうしつうぷてうほうき)｣。柱「■

峡は原のもの。雷公もしくは鬼が竜の背に乗り、

年代

鏡を持つ図｡魁星図のもじりか｡内篇巻之上の表

（丁付)｣。

紙見返しも同図。内篇上・下、外篇上・下。表紙

LI‑0118絵本高名二葉艸(Ehonk6my6hltaba

は巨勢金岡の図。明治20年7月、自序。

gusa)
刊(pm0月岡雪鼎画(TbukiokaSettei)

LI‑0121

26.9×18.2

3冊

45丁(上16丁･中15丁･下14丁）

宝暦9年（1759）

<花鳥／山水>北樹画譜(Kach6sansui

hokUjugah')

大坂・藤屋弥兵衛ほか(Osa

刊

(pmt)

北樹画

(HokUju)

1冊

18.0X

ka/FUjiyaYaheetc)全complete

12.0

20丁嘉永5年(1852)11月改印江戸･丁

墨印（手彩色あり)。題篭・目録題「絵本高名二

字屋平兵衛(Edo/ChOjiyaHeibe)全complete

葉艸｣。刊記「摂陽画生月岡露仁斎昌信／剤刷子

内題は「<花鳥／山水〉北樹画譜｣。 1オに嘉永5

阪本甚兵衛／宝暦九己卯歳冬／皇都寺町松原下

年11月の改印。 6年刊か。表紙裏に埼玉県士族

ル町梅村三郎兵衛／東都大伝馬町三丁目鱗

高藤みね･章と墨書｡裏表紙見返しに湯島天神町

形屋孫兵衛／浪花高麗橋一丁目藤屋弥兵衛｣。

一丁目○○○○浅の○○と墨書あり、上より墨

「日本鐘＝図伝序」宝暦九年冬浪華白洲樵夫序。
※山本ゆかり「月岡雪鼎と絵本｣(『江戸の絵本』
八木書店)。

で消してある。

LI‑0122

<狂／歌〉三都名所図会

(Ky6kasanto

meishozue)

LI‑0119画本手鑑(Ehontekagami)
刊 (pmt)法眼春卜画 (H6ganShumboku)

刊
1

(prinO梅廼屋鶴子撰､葵岡北渓画(Umenoya

Kakushi,KiolmHokkei)

1冊23.0×16.6

58

冊26．8×18.2巻1‑19丁・巻2‑15丁・巻3‑17

丁文政9年(1826)全complete

丁・巻4‑22丁・巻5‑23丁・補遺序‑1丁・巻6‑18

外題は「三都図会」と表紙に刷。見返し題に「狂

丁享保5年(1720)､宝暦11年(1761)後印江戸・

歌三都名所図会｣。表紙見返しに「文政九丙戌五

須原屋茂兵衛、大坂・大野木市兵衛(Edo/Suwa

月本町連蔵」 と刷・最初の15丁は三都名所図。

rayaMohe,Osaka/Onogi lchibe)全complete

梅の屋鶴子序。原表紙欠。

題篭｢画本(以下破損)｣。柱｢初巻
△ 二」
（巻二・二〜十五終、巻三・二〜十七終)、 「巻上
△ 二（〜廿二)」 （巻中・二〜廿三、巻下・一〜

刊

十八終)、 目録には巻一〜六とあり。内題、扉に
「妙画品類｣、序に「絵本手鑑｣、各巻目録に「画

年間(1818〜1829）全complete

品筆鋒｣。刊記・広告「画工法眼春ト纂／宝暦

題嬢、鉛筆書きで「Hokkei狂歌万花集｣。見返

LI‑0123狂歌万花集(Ky6kabankashO)

(pm0埼薬亭先生撰、北渓画(Shakuyakutei

sensei,Hokkei)

1冊21.9×15.5

74丁文政

十一年辛巳孟冬再校／書林／江府日本橋南壷町

しに崎薬亭先生撰／拱斎北渓画／狂歌万花集

目須原屋茂兵衛／浪華心斎橋安堂寺町大野

／離刀松茂堂／耕々亭／玉光舎／催主狂歌

木市兵衛／宝文堂蔵板豫顯目録／大坂心斎橋筋
安堂寺町／南江入西側書林秋田屋／大野木市兵

屋歌膝｣。蔵書印（朱方印） 「文清舎」 (LI‑0077,
0078に同種蔵書印あり)。

衛／唐土訓蒙図彙／画本故事談／画典通考／仏
像図彙／画本手鑑（など96種の本の紹介文を含

LI‑0124葱斎略画三十六歌仙

む広告あり)｣。コーニッキー目録書名は｢和漢名
筆絵本〔手鑑〕｣。 （序）享保5年、法橋春ト藤原

sanjarokkasen)
刊 (prmt)古今亭音人撰､慈斎画(KOkonteiO

愛董。 （駁）享保5年、竹田静専。

tondo,Keisai)

229（79）

1冊20.2×14.8

(Keisairyakuga

24丁寛政

8年（1796）

京都・西村市郎右衛門、江戸・西

多色刷（墨・薄墨・朱・青)。題霞「江都目千両

村源六(Kyoto/NishimuraIchir6emon,Edo/Nishi
muraGenroku)全complete

戯場之都｣。見開き8面は歌舞伎戯場関係の図彩
色。狂歌のみの丁は無郭。

刊記「寛政八年正月。撰者、古今亭（奇）人。彫
工、朝倉藤八郎｣。巻末賊の前に催馬楽銘春之歌
一丁を付す。後印か。古今亭賊。
LI‑0125a

刊

[絵本若紫]

([Ehonwakamulasaki])

(prim)歌川豊国画(UtagawaTbyokImi)

冊21．2×15.1

丸屋文右衛門

1

23丁寛政12年(1800)江戸・

(Edo/MaruyaBunemon)全com

plete
題祭剥離。画工歌川豊国／筆工六蔵亭／彫刻安

LI‑0128俳優三階興(Yakushasangaib6)
刊(p血0歌川豊国画､式亭三馬著(Utagawa
Tbyokuni,ShikiteiSamba) 1冊21.7×15.5 43
丁寛政12年(1800)序2丁欠lack2Pages
多色刷役者絵本。題祭「<容貌／写真〉
俳優三
階興｣｡絵の部分保存状態良好｡寛政12年11月、

式亭三馬序。刊記部分2丁欠。

藤園枝｡蔵書印(朱文)｢会山」 「道風｣。寛政12年

u‑0129北斎漫画(Hokusaimanga)
刊 (print)葛飾北斎 (KatsushikaHokusai)

1月、千種巷序。

冊22．4×15.6

1

29丁天保5年(1834)序12編

存onlyl2Hen
LI‑0125b絵本和歌紫

刊

墨印。 29ウに「彫工江川留吉」 とあり。天保5

(Ehonwakamurasaki)

(print)歌川豊国筆(UtagawaTbyokuni) 2

年春序。

冊21．0×15.5乾‑9丁・坤‑6丁江戸・丸屋文

右衛門 (Edo/MaruyaBunemon)全complete
刊記に「絵本春の若葉喜多川寄麿筆／近日出
来／彩色摺全三冊」とあり。LI‑00125aと同図を

LI‑0130A

[三ツ物絵尽]

刊 (prinO江島其磧・同嘉磧作、西川祐信画
(EjimaKiseki,EjimaKaseki,NishikawaSukenobu)
1冊22．4×15.8

彩色摺にしたもの。穂並巷主人序。

([Mitsumonoezukushi》

9丁宝暦期(1751〜1763）

書名はコーニッキー目録による。墨印。 「目出度

LI‑0126神事行燈

刊

月日」江島其磧・同嘉磧序。

(Shinjiandon)

(print)画師、初編：大石真虎、二編：歌川

国芳、三編：渓斎、四編：歌川国直、五編一筆庵

LI‑0131浮世画譜(Ukiyogah')

英泉 (OishiMasatora,UtagawaKumyoshi,Keisai,
UtagawaKunmao,IppitsuanEisen) 5冊22.7X

刊

(print)渓斎英泉著

27.8×15.7

(KeisaiEisen)

1冊

31丁名古屋･永楽屋東四郎､江戸・

15.7初編‑22丁・2編‑21丁・3編‑21丁・4編−

同出店

22丁・5編‑21丁文政12年〜弘化4年(1829〜

3編存only3Hen

(Nagoya/EirakuyaT6smr6,Ed/Eirakuya)

1847）名古屋・永楽屋東四郎、江戸・同出店

広告｢尾張東壁堂蔵板画譜画手本目録」 (LI‑0126

(Nagoya/EirakuyaT6sir6,Edo/Eirakuya)全com

と同じ）見返しに貼付（｢煎茶早指南」 「俳譜五七

plete

集｣)。色刷（墨・薄墨・朱)。老少年序。

多色刷。左記書津は裏表紙見返し広告末にあり。
各冊表紙見返しに「尾張東壁堂蔵板画譜画手本

LI‑0132a絵本江戸土産(Ehonedomiyagd

目録」を付す。文政12年4月、岻蝿￨乗清序。二

刊

編：花笠外史序、三編：尾張小笠山樵序、四編：

冊18．1×12.1初編‑東‑25丁･南‑28丁嘉永3

(print)歌川広重画(UtagawaHiroshige) 3

寅四月、松亭主人序、五編：丁未夏月、小笠老樵

年(1850）江戸・菊屋幸三郎、出雲寺万次郎、和
泉屋金右衛門、山田屋佐助、丁子屋平兵衛､平野

序。

屋平助、袋屋亀蔵、福田屋勝蔵(Edo/KikuyaK6
LI‑0127東都花日千両
(Edohanabisenry6)
刊 (print)一陽斎豊国画 (Ichiy6saiTbyokuni)
1冊23．2×17．2

15丁嘉永6年(1853）

のうち1冊のみ存onlylsam

3冊

zabur6, IzumqjiMalljir6, IzumiyaKmemon,Yama
dayaSasuke,ChdjiyaHeibe,HiranoyaHeisuke,

HukuroyaKamez6,HUkudayaKatsuz6)初編(2
冊）存onlySyohen

(80）228

多色刷（墨・薄墨・朱・青)。『国書総目録』は松
亭金水を著者として掲げる｡丁付なし｡初編別の
版(請求番号同じ）がある。外題は「絵本江戸土

mashiroyaSahe,SuwarayaShmbe,OkadayaKa

産東｣。巻末に金幸堂菊屋幸三郎の「永福丸」

多色刷（墨・薄墨・朱・青・黄)。表紙見返し題

の広告一丁を挿入する。内容： 「八ツ見橋の景」

「忠臣銘々画伝｣､巻首題｢忠臣銘々画伝後峡｣、

shichi,CyOjiyaHeibe, IzumqjiManjir6,Suwaray

an'acm)後編存onlyK6hen

「同二｣「両国橋｣｢御厩河岸／駒形堂／金竜山／

扉題｢赤尾忠臣銘々画伝後秩｣。広告： ｢本朝忠臣

遠望｣｢宮戸川／吾妻橋｣「隅田川／真乳山の夕景」

銘々伝三編近刻」 （紹介文あり)｡LI‑0138の

「隅田堤花盛｣｢水神の森／真崎の社｣｢木母寺料

後編。金水陳人序。

理屋」 「御前栽畑内川」 「花屋敷秋の花園」 「柳嶋
妙見の社」 「押上／花寺」 「吾嬬の森」 「亀戸／梅
屋敷」 「亀戸／天神の社」 「木下川の風景」 「逆井
(ルビさかい)の渡」 「国府の台／眺望」 「真間の継

u‑0134鳥羽絵三国志(Tbbaesangokushi)
刊 (prmi)長谷川光信画GIaseMwaMitsunobu)

橋(ルビつぎはし)／手子名の社」 「利根川／ばら

丁）享保5年(1720)、天明8年(1788)後印か大

ばら松」 「中川」 「小奈木川(ルビをなぎがわ)／五

坂・河内屋喜兵衛(Osaka/KawachiyaKihe)全

本松」 「五百羅漢／さざゑ堂｣。蔵書印（朱印・巻
末） 「沢田定長｣。庚戌初秋日、金水珍人序。

墨印｡広告: ｢都会節用集全一冊｣ (広告文あり）

3冊25．8×18.0

26丁（上9丁・中8丁・下9

complete

「字貫節用集小本全一冊」(広告文あり） ｢唐明

LI‑0132b絵本江戸土産(Ehonedomyage)
刊 (print)歌川広重画 (UtagawaHiroshige)
冊18．1×12.1

菊屋幸三郎

詩学聯錦大全く薄用揚懐／中本一冊>」（広告文あ

1

り)。中巻三丁目欠落。

28丁嘉永3年(1850)江戸・

(Edo/KikuyaK6zabur6) 2編存on

LI‑0135a

[人物略画式]

([Jimbutsuryakuga

shiki])

ly2Hen

多色刷｡題篭｢絵本江戸土産南｣。広告： ｢永福

刊

丸／一橋御用」金幸堂菊屋幸三郎（1丁)、 「清涼

32丁寛政11年(1799）江戸・須原屋市兵衛

香」 （裏表紙見返しに貼付)。内容： 「富が岡の牡

(Edo/Suwarayalcmbe)全complete

丹」 「富が岡八幡宮」 「其二同所山開」 「深川三十

多色刷。書名、外題、内題、柱題ともになし。叢
蘭主人序。

三間堂」 「洲崎弁天」 「深川木場」 「新大橋万年橋

(pm0慈斎筆(Keisai)

1冊26.6×18.2

／井正木の社」 「中洲三ツ俣」 「永代橋」 「佃白魚

網夜景｣「同所狼煙打上の図」｢鉄砲洲湊稲荷境内
の不二」 「築地御防」 「其二」 「芝浦」 「其二」 「赤
羽根水天宮」 ｢高輪の光景｣「同所二十六夜待」
「同所月の岬」 「御殿山の花盛」 「其二」 「品川
海晏寺の紅楓(ルビもみぢ)」 「品川沖汐干狩」 「南
品川／鮫洲大森」 「蒲田の梅園」 「大森の土産｣。
終り2丁は薬の広告。庚戌夏日、松亭漁父序。

LI‑0135b暑画苑(Ryakugaen)
刊

(print)慈斎筆(Keisai)

1冊26.2×18.4

30丁文化5年(1808)江戸・鍬形氏蔵板

(Edo/

Kuwagatashi)全complete
多色刷。蔵書印（朱)。文化5年自序。

LI‑0136暑画職人壷

(Ryakugashokuninzukus

hi)

LI‑0133忠臣銘々画伝

(Chashinmeimeigaden)

刊

(pdnO葛飾文々舎編・岳亭定岡画

(Katsu

刊 (print)松亭金水略記、玉間斎貞秀画 (Sh6
teiKinsui,GyokuransaiTbishn) 1冊22.0×15.
2 28丁安政6年(1859)6月大坂･河内屋藤兵
衛、河内屋茂兵衛、京都・俵屋清兵衛、江戸．須

広告： ｢往古職人図会一冊／近世職人奇観一

原屋茂兵衛、山城屋佐兵衛､須原屋新兵衛、岡田

冊／右二部共近刻｣｡文政9年1月､岳高定岡序。

屋嘉七、丁子屋平兵衛、出雲寺万治郎、須原屋

かつしかの蟹魚践。

伊八

shikaBunbunsha,GakuteiSadaoka)
15．6

26丁文政9年(1826）

1冊22.3X
江戸・詞花堂

(Edo/Shikad6)全complete

(Osaka/KawachiyaT6be,KawacmyaMohe,

Kyoto/ThwarayaSeibe,Edo/SuwarayaMohe,Ya

227 （81）

LI‑0137紅毛雑話(K6m6zatsuwa)

刊

(print)森島中良著(MorishimaChOry6) 5

冊22．2×16.1

104丁（1‑26丁・2‑19丁・3‑21

丁・4−17丁・5−21丁）

天明7年(1787）江戸・

須原屋市兵衛(Edo/Suwarayalchibe)

全com

堂新旧蔵版目録」 「遊仙沓春雨草紙緑亭川柳作
／一陽斎豊国画初編ヨリ五編マデ出板」 （紹介
文あり） 「誠忠義士略伝緑亭川柳作／一陽斎豊
国画袋入／一冊｣(紹介文あり）｢新編柳樽｣｢新

plete

撰画本柳樽」 「秀稚（ルビが）百人一首緑亭川

天明7年夏、玄沢大槻茂質序。天明7年季秋、

柳輯／緒方画集筆袋入／一冊」 （紹介文あり）

桂川甫周国陽序｡前野達賊｡天明7年秋､東都宇

「英雄百人一首緑亭川柳輯／玉蘭斎貞秀画

晋賊｡広告｢森島二郎著述書目／西洋奇談近刻

袋入／一冊」(紹介文あり）「列女百人一首緑亭

全五冊／万象雑俎同全十冊｣｡蔵書印(朱印・

川柳輯／葛飾卍老人画／一陽斎豊国画袋入／

巻頭)｢堤蔵書｣､巻一〜巻四までの裏表紙見返し

一冊」(紹介文あり）「掌玉庭訓往来絵抄寸珍本

に墨書｢南伝馬町三丁目／鈴木治兵衛｣｡蔵書印、

／松陰堂書｣「女庭訓往来袋入中本一冊｣「女今

崇南閣の朱文方印、堤蔵書の朱文方印。

川玉苗文庫頭書女大学入／大本一冊」 「殺生石

LI‑0138忠臣銘々画伝(Chashmmeimeigaden)

行書林｢江戸・山口屋藤兵衛(板)、山崎屋清七、

刊(pmt)池田義信翁[渓斎英泉]著、一勇斎国
芳画(IkedaYbshmobu6,IchiyasaiKmiyoshi) 1

須原屋伊八、山本平吉、丁字屋平兵衛､英大助、

後日怪談曲亭馬琴作袋入全十冊｣他四冊｡発

冊21．8×15.1

29丁嘉永元年(1848）大坂・

和泉屋市兵衛、岡田屋嘉七､須原屋佐助、小林新
兵衛、山城屋佐兵衛､須原屋茂兵衛､出雲寺万次

河内屋藤兵衛､河内屋茂兵衛､京都･俵屋清兵衛、

郎、名古屋・永楽屋東四郎、大坂・綿屋喜兵衛、

江戸･須原屋茂兵衛、山城屋佐兵衛､須原屋新兵

河内屋茂兵衛、京都・出雲寺文次郎｣。嘉永2年

衛､岡田屋嘉七､丁子屋平兵衛､出雲寺万治郎、

孟春､金水処士関口東作序｡嘉永2年春､緑亭川

須原屋伊八(Osaka/KawachiyaT6be,Kawachiya

柳〔五世川柳〕序｡金水釣客題詩(欄上に？） （刷

Mohe,Kyoto/ThwarayaSeibe,Edo/SuwarayaMo

印)。

he,YamashiroyaSahe,SuwarayaShimbe,Okada

yaKashichi,ChOjiyaHeibe, IzumqjiManjir6,Su

LI‑0140俳優楽室通(Yakushagakuytsa)

warayalhachi)初編存onlySyohen
多色刷（墨・薄墨・朱。口絵のみ青を加える)。

刊 (print)式亭三馬作、一陽斎豊国・歌川国政
画 (ShikiteiSamba,Ichiy6saiTbyokuni,Utagawa

最終丁広告「忠臣銘々画伝二編全一冊近

Kunimasa)

刻」 （紹介文あり)｡LI‑0133の前編。題篭赤刷。
刊記(裏表紙見返し)欠｡初丁柵上刷印(名主印、

(1799)序江戸・上総屋忠助恒d/KazusayaCyn
suke)全complete

米良・村田)。弘化5年仲春、一筆斎漁翁序。

多色刷役者絵本。角書きに「似貌/絵本｣。コーニ

LI‑0139続英雄百人一首(Zokueiyahyakunm

楽屋通俳優家最眉気質｣。左扉題篭、中央方型題

isshu)

篭「附録」の目次を書く （目録題策)。口絵は歌

刊(prinO緑亭川柳輯、前北斎卍老人・一勇斎

麿画。寛政11年春、 自序。

1冊18.5×12.8

45丁寛政11年

ッキー目録の書名、 「Yakushahiikikatagi奇舞妓

国芳・玉蘭斎貞秀・柳川重信・一陽斎豊国画

(RyokuteiSemyO,zenHokusairdjm, IchiynsaiKu

LI‑0141稗史水耕伝

myosm,GyokuransaiSadahide,YanagawaShigen

よみ:Ehonsuikoden))

obu, Ichiy6saiTbyokuni) 1冊 18.2×12.0 58
丁嘉永2年(1849）江戸・山口屋藤兵衛(Edo

刊 (print)山東京山訳、歌川国芳画(SanbKy6
zan,UtagawaKumyoshi) 7 (2〜6編は1冊に合

/YamaguchiyaT6b6)全complete

綴）

口絵多色刷（墨・薄墨・淡青)。本文墨印。広告

編下巻‑10丁･2編‑20丁･3編‑20丁･4編‑20丁。

「英雄百人一首袋入／一冊緑亭川柳輯／玉

17．8×12.1

(Haishisuikoden(初編目録

120丁（初編上巻‑10丁・初

5編‑20丁・6編‑20丁）

文政11年(1828)序江

蘭斎貞秀画」（紹介文あり）「義列百人一首袋入

戸･鶴屋喜右衛門、江崎屋吉兵衛､蔦屋重三郎、

／一冊緑亭川柳輯近刻」 「瑞応百歌撰袋入

西村与八、大坂屋秀八、川口屋正蔵(Edo/Ibum

／十冊緑亭川柳輯近刻｣。 「○東都書津錦耕

yaKiemon,EzakiyaKichibe,TbutayaJyazabur6,

(82）226

NishimuraYohachi,OsakayaHidehachi,Kawagu

町大黒屋平吉梓」(十六編)「天保十亥の春新鍋／

chiyaSy6z6)初編〜6編全complete

松寿堂梓｣(十七編)「壬辰新刻／両国吉川町大黒

墨印。刊記、見返しに「文政丑春｣。各冊とも同

屋平吉版｣(十八編) 「弘化四年末ノ春新刻／両国

一の表紙見返しを備えるが、末尾の書津名のみ

吉川町大黒屋平吉版」（十九編）「弘化戊申孟春新

異なる。 （一）仙鶴堂（二）天寿堂（三）耕書堂

板／東都両国吉川街大黒屋平吉梓」（二十編)「辛

（四）永寿堂(五)長松閣（六)正栄堂｡巻・冊、

亥春新板／東都両国吉川町／大黒屋平吉上梓｣。

各々上下二巻二冊を一冊に合綴する。初編のみ

広告：巻末、 （七下） 「耕書堂蔵梓目録」 （蔦屋重

上下各一冊のままなので、都合12巻7冊（全6

三郎版)、 （八上） 「文政十三年庚寅春新板袋入標

編)。表紙、刷外題の下に朱印（方印）一ヶを捺

目」(東都馬喰町弐丁目、永寿堂西村屋与八板)、

すスペースがあり、各巻の書津が朱印を捺す｡広

（八下)「文政十三年庚寅新彫絵草帯目録｣(西村

告､各編巻末に、 （初編上） 「書物錦絵暦問屋仙崔

屋与八)、 （九上） 「松寿堂蔵板略目録｣、 （九下）

堂鶴屋喜右衛門版｣広告。 （初編下） 「文政十二己

「弘化五戊申新板目録」 （大黒屋平吉)、 （十上）

丑春鶴屋喜右衛門板」ほか。 （二編下） 「馬喰町／

「松寿堂蔵板略目録｣、 （十下） 「弘化四丁未新板

江崎屋吉兵衛／四丁目｣。 （三編下） 「耕書堂蔵梓

目録」 （大黒屋平吉)、 （十一上） 「松寿堂蔵板略目

目録」 （富本豊前太夫直伝正本所／大字六行義

録｣、 (十一下)｢弘化五戌申新板目録｣、(十二上）

太夫抜本問屋薊屋重三郎版)。 （四編下） 「○書

「松寿堂蔵板略目録｣、 （十二下） 「弘化五戌申新

林永寿堂新刻目録｣。(五編下)四編下と同一｡（六

板目録」 （大黒屋平吉)、 （十三上下）十二と同、

編下)広告を付すが､本文最終丁と糊ではり合わ

（十四上下）十二と同、 （十五上下）十と同、 （十

せているので不明。 「川口正蔵版」の文字のみ見

六上下）十二と同、 （十七上下）十二と同、 （十八

える。文政11年星夕、 自序。

上下）十と同、 （十九上下）十二と同、 （二十上）

「松寿堂蔵版略目録｣、 （二十下） 「嘉永四亥春新

LI‑0141

国字水瀞伝(Kanagakisuikoden)

板目録｣（大黒屋平吉)。各表紙に本屋の名と朱印

刊 (pmt)笠亭仙果訳、柳亭種彦訳、歌川国芳
画※十編より柳亭校･仙果訳･国芳画※十八

文政13年春、柳亭種彦序。 （八編）文政13年、

編より、松亭金水訳、一勇斎国芳画。

を捺す｡書津住所を中国風に改めている。 （七編）

(Ryntei

柳亭種彦序。 （九編)文政12年初冬稿・天保2年

Senka,RynteiTanehiko,UtagawaKmiyoshiXvol.10
Ryatei,Senka,Kmiyoshi Xvol.18〜Sh6teiKi

孟春発販、柳亭種彦序。 （十編）天保3年春、柳

nsui, IchiynsaiKmiyoshi) 28冊(8編以外は各
編2冊合1冊）
17．8×12.0 280丁(7編‑20

（十二編)天保四年孟春､厚田仙果序。（十三編）
天保6年春、柳亭種彦序。 （十四編）天保6年仲

亭種彦序｡（十一編)天保4年孟陽､柳亭種彦序。

丁・8編上巻‑10丁・8編下巻‑10丁・9編‑20丁・

夏稿、天保7年春発販、仙果序。 （十五編）天保

10編‑20丁・ 11編‑20丁・ 12編‑20丁・ 13編‑20

9年1月、笠亭仙果序。 （十六編）天保10年、笠

丁・14編‑20丁・15編‑20丁・16編‑20丁・17編

亭仙果序。 （十七編）天保13年初春、笠亭仙果
序。 （十八編）弘化4年春、松亭金水序。 （十九
編）嘉永元年孟春、松亭金水序。

‑20丁・ 18編‑20丁・ 19編‑20丁・20編‑20丁）

天保元年(1830)〜4年、 8年、 10年､13年、弘化4
年(1847)､嘉永元年(1848)､4年江戸･鶴屋喜右

衛門、西村与八、大黒屋平吉(EdorllsuruyaKie

LI‑0142三五景一覧

mon,NishimuraYbhachi,DaikokuyaHeikichi)七

刊

編〜二十編全Complete

23.0×16．2

刊記:表紙見返し、 （七編） 「文政庚寅販売／通油

台・石崎桃郷蔵板。

町仙鶴堂寿梓」（八編)「文政庚寅販売／馬喰町

complete

永寿梓」 （九編） 「辛卯春販／仙鶴堂梓」 （十編）
「干
天保三年壬辰春三月／永寿堂寿梓」 （十
一編） 「癸巳新刻／東都書房､松寿堂蔵梓」 （十二
編） 「仙鶴堂発販」 （十三編） 「四書房合梓」 （十四
編） 「丁酉孟春／仙鶴堂梓」 （十五編） 「両国吉川

多色刷。横浜周辺の風景画に、俳譜、和歌、漢詩
などを載せる。絵俳書｡結び綴じ、風景図の刷付

225（83）

(Sangokeiichiran)

(print)石崎桃郷

(IshizakiT6g6)

1冊

13丁安政5年(1858)春武蔵金川

(Musashi/IshizakiT6g6)全

け表紙､題祭紅色､中央｡月舟題字｡①清水山(三

拙）②将軍山（石宝〔印「石宝｣〕）③本覚寺宿鴉
（英一笑)④芝生秋(凌雲)⑤鹿野山望月（白泉）

⑥平沼塩煙(旭峰)⑦芙峯遥望(御可女)⑧港千

門人小川静雄謹書。

鳥（探舟古一）⑨宮洲の汐干（是真）⑩野毛海苔
舟（林斎）⑪横浜漁火（玉堂）⑫権現山夕陽（素
真)⑬洲乾雪(英一＝（虫十青)）⑭本牧舶風(翠

LI‑0146諸職画鑑(Shoshokuekagami)
刊(p血t)北尾政美画(KitaoMasayoshi)1

湖）⑮洲崎神社（一蒲)。自賊「時に友人津山も

冊25．7×18.3

力を添て梓に寿す(中略)余江府に在し頃日本橋

戸・須原屋茂兵衛、大坂・敦賀屋九兵衛、河内屋

40丁寛政7年(1795)凡例江

の傍なる等栽も此ことの起るへ脇を付し□口苣

喜兵衛、柏原清右衛門、柏原与左衛門値ddSuwa

麿花梅等くはふり斗らす六々の二巻をまとめ

myaMohe,Osam/msum"yaKuhe,KawacmyaKihe,

（略)｣。安政4年11月、為誰庵由誓序。安政5
年春、桃郷賊、三飽老人書。

KasiwabaraSeiemon,KasiwabaraWzaemon)全com
plete
墨印。刊記は「寛政六年甲寅蝋月」とあり。表紙

LI‑0143甲冑着用図 (KacchOchakuy6zu)
刊 (pm0山口美崇図、田口千穎校(Yamagu
chiYbsmtaka,TaguchiChika) 1冊33.8×23.6
17丁嘉永元年(1848)序全complete

見返し、裏表紙見返し欠。後印。刊記「江戸／須
原屋茂兵衛。大坂／敦賀屋九兵衛・河内屋喜兵
衛・柏原屋清右衛門・柏原屋与左衛門｣。寛政7
年初春、申椒堂主人凡例。

刊記｢谷村二同刻」とあり。蔵書印｢荒井蔵」 （朱
長方印、朱文)。天保10年7月、丹治行義序。嘉

LI‑0147

永元年11月、松岡明義序。

meibutsuzue])

LI‑0144写山楼画本(Shazam6gahon)
刊 (print)文晁画 (Bmcy6) 1冊27.8X
18.3

23丁文化14年(1817)5月江戸･和泉屋

庄次郎

(Edo/IZumiyaShOjir6)全complete

[日本山海名物図会]

([Nipponsankai

刊 (print)平瀬徹斎編、長谷川光信画(Hirase
Tbssai,HasegawaMitsunobu) 1冊22.8×16. 1
22丁宝暦4年（1754)、後印本大坂・千草屋

新右衛門(平瀬氏) (Osaka/ChigusayaShmemon)
巻1のみ存（巻2〜巻5欠)onlylkan

包背、入紙装（紺色無地表紙、厚装)。彫刻・眠

題策剥落｡表紙見返し｢平瀬徹斎先生著摂陽書

虎。文晁序。辛未秋日、文晁賊。

林／日本名物図会／長谷川光信図赤松閣版」
緑色刷。柱「山海名物図絵一｣。柱刻「山海名物

LI‑0145‑掃百態 (Iss6hyakutai)
刊 (prmt)渡辺畢山画 (WatanabeKazan)
冊29.0×19.8

・全楽堂

図会賊」2丁を巻頭に置く。序文(無題､柱刻「山

1

海名物図会序｣） 2丁のうち「二」丁表半丁は本

32丁明治12年(1879)東京

文四丁裏（丁付読めず、見開き「五」丁表に連続

(Tbkyo/Zenrakud6)全complete

する図柄であるところから推定）半丁に糊付け

多色刷り。書き題霞｢畢山先生一掃百態｣。柱｢○

してある。序｢二｣丁裏半丁は裏表紙見返しに貼

一掃百態

付。序の前に賊がある。刊記なし。序に「八十一

一（丁付)｣。表紙見返し「渡辺畢山

著／一掃百態／全楽堂蔵版」三つ割書き。袋(29

＝半時庵撰／時宝暦四年季夏一旬(刷印｢淡々之

×20.8） 「渡辺畢山著／一掃百態／全楽堂蔵版」

印｣)｣。賊に「赤松閣平瀬忠望書｣。※名古屋市蓬

三つ割書き｡刊記｢明治十一年十月十五日版権免

左文庫尾崎コレクション蔵本（国文学研究資料

許／同十二年十一月出版定価金一円／著述人

館紙焼写真本P577.巻一のみ零本、序2丁本文

故人渡辺登／出版人愛知県下三河国渥美郡田

22丁賊なし）には序のみ。『日本名所図会全集』

原村七番邸渡辺譜／発行書陣／東京日本橋通

本(影印）は寛政九年求版本を底本とするが、こ

二丁目

れには巻頭･松木淡々の序文の前に｢賊｣がある。

山城屋佐兵衛／同芝三島町和泉屋

市兵衛／名古屋玉屋町永楽屋東四郎／豊橋本

この求版本系統のため巻一に賊があるか。

町環屋正兵衛｣。22ウに「尾張名古屋彫刻師
豊原堂刀｣。（序球)文政新元青龍宿戊寅仲冬望

LI‑0148a

前二日江戸畢山渡辺登識。 （賊）此画本先人之遺
書中蔵干筐底有年頃温故堂主人聞余為此蔵本請

刊(prinO石川豊信画・浪花禿箒子作(IShibwa
Tbyonobu/NaniwaTbkus6shi) 1冊22．6×15.6

以公子世……明治十二年秋分前二日／渡辺譜／

10丁宝暦13年(1763)

[絵本花農緑]

([EhonhananomidoriD

大坂･大野木市兵衛、

(84） 224

辻久兵衛、江戸・須原屋茂兵衛(Osaka/6nogi
Ichibe,TbUjiKynbe,Edo/SuwarayaMohe)下巻存
（上巻・中巻欠) onlyGekan

世後期(1790〜）巻一〜五存onlyMakil〜5

題霞剥落（東北大学附属図書館狩野文庫の3巻

慈斎政美の筆をもって模写せしめ児女の目を悦

3冊絵本に合致、その中巻原題篭存「<教訓／喰

しむ以てのみ｣。柱刻「頼光｣。行成表紙｡遷喬堂

草〉繪本花農緑中」書名はこれに従う)｡ 10

万年序。

冊21．4×15.2

25丁(①‑15丁｡⑤‑10丁）近

墨印｡序文末尾に｢源頼光朝臣の武功の行状を今

に刊記「宝暦十三歳未正月吉日／江都石川豊信
画（白文方印「豊信｣）／浪花禿箒子讃（墨文瓢
坂心斎橋安堂寺町大野木市兵衛／同所辻久

LI‑0152 <まなき影(Kumanakikage)
刊 (pm0皎々舎梅崖編/仮名書魯文賊/柴田是
真画 (K6k6shaBaigai/KanagakiRobun/Shibata

兵衛／江戸日本橋南一町目須原屋茂兵衛｣。

Zeshin)

u‑0148b絵本江戸紫

（1867）
江戸・広岡屋幸助
K6suke)全complete

印「盃酒｣）／同彫工村上源右衛門／書林／大

刊

(Ehonedourasaki)

(print)石川豊信画・浪花禿箒子作qsihMwa

Tbyonobu/NaniwaTbkus6shi)

1冊24．8×18.0

41丁慶応3年序

(EdIHirookaya

外題「くまなき影｣。68名（半丁に1名）の横顔

1冊22.9×16.2

の影絵､上欄右に狂画･左に紹介文｡本文は丁付

15丁明和2年（1765）江戸･須原屋茂兵衛(E

1〜34丁で落丁はなし〔丁付ノド下辺ウラにあ

do/SuwarayaMohe)下巻存OmyGekan
墨印｡刊記｢画工石川豊信筆／作者浪花禿帯子／
明和二年春正月／京都書林梅村三郎兵衛発行
／大坂書林大野木市兵衛発行／東都書林須
原屋茂兵衛新版｣。江戸須原屋茂兵衛広告5丁。

り〕。 （序）方阿弥陀仏香以（細井香以）慶応3年
6月。 （序）山々亭有人慶応3年秋。 （賊）仮名垣

魯文題｡※東京芸術大学附属図書館蔵本(国文学
研究資料館紙焼写真本D2427)は82名､48.5丁。
LI‑0153

LI‑0149秘伝害図解(Hidenshozukai)

刊
mon)

刊

(print)西村権右衛門画(NishimuraGone
2冊22.4×15.7

42丁享保12年(1727)

刊後印江戸･須原屋茂兵衛(Edo/SuwarayaMo
he）全complete

<写／真>花鳥図会

(print)北尾紅翠斎模

冊21．8×15．4
丁）

(Shashmkach6zue)

(KitaoK6suisai)

3

24丁（上8丁・中8丁・下8

文化2年(1805)江戸・和泉屋市兵衛・岡

田屋嘉七、大坂・柏原清右衛門板(Edo/Izumiya
Ichibe,OkadayaKashicm,Osaka/KashiwabaraSei

墨印。角書きはく大工雛形>、見返しに「大／工

emon)全complete

／雛／形角かね法／秘伝書図解／規矩尺」と

多色刷。 「花鳥図会全部十五冊内初編三冊／出来

あり。刊記の前に｢右秘伝書図解者老番匠見不足

嗣編毎春発行／北尾紅翠斎模／剤厭桜木亭常

然共初習大工如的中星速得道伝也此職執心之助

春｣。「文化二年乙丑正月吉辰／原板西村宗七」と

図者也東都住柳田組大工／図師西村権右衛

あり。上巻扉に、松涛女史題の漢詩が載る。 「僻

門」とあり。広告：巻末に、 「○大工雛形書目録

地間居扉蕪円青着意費工＝渓辺流畔慣常看写

江戸日本橋通南一丁目須原屋茂兵衛蔵版｣。後
印。享保12年7月、文照軒一志序。

生百花群鳥図｣。題嬢紅色。標色表紙。

LI‑0150絵本恵の海(Ehonmeguminoum)
刊 (prmt)北尾雪坑斎画 (KitaoSekk6sai)

刊

LI‑0154花鳥図譜(Kach6zuh')

冊22．2×15.6

2

22丁明和2年(1765）大坂・

糸屋源助、藤屋勘兵衛、同善七

(Osaka/Itoya

(p血t)浅井応翠画(AsaiOsui)

X15.1

19丁明治12年(1879)2月出版免許東

京・三未堂蔵板、小林吉五郎出版人
墨印。翠塘題詞。

LI‑0151

刊

LI‑0155北里遊戯帖
刊

([Raik6])

(print)北尾政美画(KitaoMasayoshi)

223（85）

2

(TblWo/San

mid6,KobayashiYoshigor6)全complete

Gensuke,FUjiyaKambe)全complete
墨印。行成表紙。彫工・嶢本甚兵衛。序あり。
[頼光]

1冊22.6

(Hokunyigij6)

(print)奥村政信画

1帖25．6×18．5

(OkumuraMasanobu)

17面明治29年(1896)

東

京・吉田金兵衛(Ibbo/YbshidaKimbe)全co

saka/MYoshidaSy6面nd6)全complete

mplete

書き題篭「山海名産図会一（〜四)」刷題嬢「山

墨印。題策「北里遊戯帖｣。折帖。刊記「明治二

海名産図会五｣。目録題「日本山海名産図会｣。刊

十九年九月印刷／同

年九月発行／〈印刷兼

記｢寛政十一己未年正月（以下欠。日本庶民生活

神田区末広町九番地吉田金兵衛

史料集成本「發行｣）／浪華書林／吉（以下欠、

／発行者〉

／発売者下谷区徒町二丁目四十五番地纐纈

日本庶民生活史料集成本「吉田正林堂｣）／梶木

房太郎｣。明治29年6月前田香雪序。

町渡辺□（筋力。以下欠、日本庶民生活史料集成
本「筋｣）

u‑0156混雑倭草画

刊bm0湖龍斎画(KorynsaO 3冊25.OX
17.6

50丁（上18丁・中16丁・下16丁）

永10年序（1781）

播磨屋幸兵衛／心斎橋南久太郎町

塩屋長兵衛／同塩屋卯兵衛／書林／江戸日本

(Konzatsuyamatos6ga)
安

橋通一丁目須原屋茂兵衛／同日本橋通二丁目
山城屋佐兵衛／同芝神明前岡田屋嘉七／同本
石町十軒店英大助／同浅草茅町二丁目須原

全complete

墨印。書き題祭「倭草画｣。 目録題「混雑倭艸画

屋伊八／大阪南久宝寺町心斎橋南入堺屋新兵

上（中下)巻｣。柱「混雑倭草画上（中下)｣。無

衛／同順慶町心斎橋南入堺屋(直)七｣。 （序）

刊記。下巻丁付「…五・六・六・八…」但し乱丁

寛政戊午臘月上洗／木村孔恭識(兼葭堂)d「飯］

ではない。 （序)安永10年初春雪中庵蓼太。プル
ヴェラー旧蔵本は江戸･竹川藤助､和泉屋幸次郎

寛政十歳むまの、し裳都支､那永波江／廼、ミち、
しるす。

版。

u‑0157絵本故事談(EhonkQjidan)
刊 (print)山本序周作/橘有税(守国)画 (Yama
motoJyosha/ThchibanaArichika(Morikuni)) 9
冊22．6×15.7

205丁（①36丁:｡②24丁。③

LI‑0159弁玉集(Bengyokushn)
刊 (p血0 5冊25.2×17.8 143丁寛文12
年(1672）全complete
墨印。内題「画工印象弁玉集」 「茶器弁玉集｣。茶

器弁玉集三の最終丁に「寛文拾威壬子年初春吉

25丁｡④24丁｡⑤上16丁｡⑤下16丁｡⑥26丁。

旦｣。巻一・二「画工印｣、巻三・四・五「茶器｣。

⑦16丁．⑧22丁）正徳4年(1714)

後印。

大坂･秋

田屋市兵衛、江戸・須原屋茂兵衛(OsakalAkitaya
Ichibe,Edo/SuwamyaMoh創全complete
墨印。題策・序題「絵本故事談｣。巻一見返し題
「正徳逢敦胖／絵本故事談／浪速書犀宝文堂」
三つ割書き｡柱｢絵本故事談巻一

＝一(〜八)｣。

LI‑0160江戸大節用海内蔵

(Edodaisetsuy6

kaidaigura)

刊

(pdnO高井蘭山編/中村経年補/菊川英山画

(InkaiRanzan,NakamuraTbunetoshi,Kikukawa

8巻9冊、巻五上下、巻五下の丁付「十七〜三十

Eizan)

二終｣。刊記「剖剛大坂心斎橋筋北久太郎町

1冊26．6×16.8

12丁文久元年(1861)

吉田五郎右衛門／正徳四龍集甲午林鐘穀旦／書

序江戸・須原屋茂兵衛(Edo/SuwaIayaMohe)
4丁欠lack4Pages

辱／江戸日本橋南壱町目須原屋茂兵衛／大坂

多色刷｡書名は柱題による。大部な本の口絵部分

心斎橋安堂寺町大野木市兵衛｣。八巻20ウに

を別に冊子体にしたものか｡文久元年仲秋､金水

「摂陽江東画者後素軒橘有税｣。（序賊)正徳四

迂嬰序。

年甲午仲夏／椎本菖徳貞夫方麿。 （賊）正徳四の
とし礒男染月のはじめ浪華陳人山本序周書。

LI‑0161東都歳事記(T6tosaijiki)

刊
LI‑0158

日本山海名産図会(Nipponsankaime

(prmt)斎藤月岑編・長谷川雪且画・松斎雪

堤画(Sait6Gesshm,HasegawaSettan,Sh6saiSettei)

isanzue)

5冊23．0×16.2

刊 (print)平瀬補世著／蔀関月画 (HiraseSu
keyo/ShitomiKangetsu) 5冊24.7×17.5 149

丁・3巻‑34丁・4巻‑36丁・5巻‑37丁）

丁（①15丁．②41丁．③28丁．④35丁．⑤30

(Edo/SuwarayaMohe,

丁）寛政11年（1799）

complete

大坂・吉田正林堂(O

年(1838）

160丁（1巻‑30丁・2巻‑23
天保9

江戸・須原屋伊八、須原屋茂兵衛

Suwaraya lhachi)

(86） 222

全

墨印｡蔵書印｢葛園」（朱印ヒョウタン型)、 「満？

記「宝暦六丙子／年初冬吉辰／画工文花堂西

之印？」 （白文方印)。広告｢江戸名所図会／拾遺

川右京祐信（刷印「祐信｣）／京六角通柳馬場西

江戸名所図会（紹介文あり）／〈箱根／熱海〉温

入町平野屋茂兵衛／大坂心斎橋筋順慶町柏

泉名勝図会｣。天保3年冠山老人序、天保7年荊

原屋与左衛門／京都書林二条通堺町西入町

山日尾礒序。三都発行書林｢江戸･須原屋佐助、

林芳兵衛｣、下巻裏表紙見返し後印刊記「京都書

須原屋源助､小林新兵衛､永楽屋東四郎､和泉屋

林二条通堺町西入町林芳兵衛｣。上巻見返し

金右衛門､山城屋佐兵衛、岡田屋嘉七、和泉屋庄

色刷口絵「菱川師宣古図／翠松園珍蔵」 「五代目

次郎、北島順四郎、山田佐助、大坂･秋田屋太右

菱川清春模写｣。下巻表紙見返し色刷口絵「恵泉

衛門、河内屋太助、京都・勝村治右衛門｣。 1巻

斎清春筆｣。※清春(1808〜1877)は菱川師宣五

最終丁は裏表紙見返し貼付。

世を自称。上巻初段〜43段（26丁で終了、落丁
あるか)、下巻49〜125段。 （賊）戸部尚書。

LI‑0162
刊

[金玉画府]

([Kingyokugah,])

(pmt)月岡雪鼎画価ukiokaSettei)

26.0×18.2

9丁明和8年（1771）

1冊

大坂・大

野木市兵衛江戸･須原屋茂兵衛(Osaka/Onogi
Ichibe,Edo/SuwarayaMohe)巻6存only6kan

u‑0165狂斎画譜(Ky6saigah')

刊

(print)河鍋暁斎画

冊22．8×16.0

(KawanabeKy6sai)

1

27丁万延元年(1860)序、明治

墨印。書名は賊文による。柱｢金玉画府巻六十

版東京・須原屋佐助(TblWo/SuwamyaSasuke)
全complete

七（〜二十五)｣。刊記｢彫刻浪華藤村善右衛

色刷｡広告｢古今名馬図彙／金生樹譜(紹介文あ

門／阪本甚兵衛／明和八年歳在辛卯十月／江戸

り）／絵本勲功草／<真行／二体〉千字文／松葉

日本橋南一丁目須原屋茂兵衛／大坂心斎橋安

間譜(紹介文あり)｣。黄色表紙､紅色題霞。万延

堂寺町大野木市兵衛｣。(序)無記名･和文｡(賊）

元年4月、六代目川柳序。

明和7年10月月岡昌信雪鼎。
LI‑0163列倦図賛(Ressenzusan)

LI‑0166絵本鷹かLみ(Ehontakakagami)
刊 (p血t)河鍋暁斎画 (KawanabeKy6sai)

刊brint)寂照主人月偲0akusy6shUjmGessen)

冊23.0×16.0

3冊27．2×16.3

5

54丁(初編上10丁・中10丁・

65丁(1巻‑28丁･2巻‑20丁．

下13丁･二編上10丁･下11丁）明治後印(1868

安永9年(1780)、笠常（大典禅師）

序京都・西村市郎右衛門、田原勘兵衛、中川藤

〜）東京･須原屋佐助(Tbbo/SuwarayaSasuke)
初編（上中下）二編（上下）存lack2HenCynkan

四郎、梅村三郎兵衛、山本平左衛門

3巻‑17丁）

(Kyoto/Nis

題篭(赤刷） 「絵本鷹か〉み初編（二編)｣。多色刷

imuralchirOemon,TaharaKambe,NakagawaT6s
ir6,UmemuraSaburobe,YamamotoHeizaemon)

袋2点あり 「絵本鷹かふみ／金花堂梓｣。広告1

全complete

七番地／書建金花堂中村佐助｣。

丁（初編二編とも同一） 「東京日本橋区通四丁目

墨印｡蔵書印三種あり。刊記の部分､破れあり。
天明4年3月刊か。安永9年10月、 自序。

LI‑0164 <絵／入>伊勢物語(Eiriisemonogatari)
刊 (p血0西川右京祐信画 (NishikawaUky6
Sukenobu)

2冊25.4×18.3

42丁（上17丁・

LI‑0167楽屋図会拾遺(Gakuyazueshai)
刊 (print) 松好斎半兵衛戯作
(Sh6k6sai
Hambe)

2巻2冊合1

25．1×18.2

69丁享和

3年(1803)力大坂・塩屋長兵衛(Osaka/Shioya
Ch6be)全complete

下25丁）宝暦6年（1756)、近世後期後印(1790

多色刷｡蔵書印二種有｡浄瑠璃に関する多くの記

〜）

述がある､『戯場訓蒙図葉』と通じる上方版劇書。

京都・林芳兵衛ほか

(Kyoto/Hayashi

Yosmbe,etc)全かcomplete？

丁付ノド。筆工・浅野高蔵。享和3年冬、八十五

題霞「<絵／入〉伊勢物語上（下)｣。扉題「伊
勢物語上之巻（下之巻)｣。CASAn目録「NISHI

才＊杖〔大伴大江暦〕序。

KAWAJAKENOBU1756EHONISEMONOG

LI‑0168海の幸

AIARI(LAFWOLADIISE)｣。丁付ノド。原刊

刊

221

（87）

(Umnosachi)

(print)石寿観秀国編／勝間竜水画(Sekiju

kanSyakoku/KatsumaRynsui)
0

1冊29.5×20.

60丁（上32丁・下28丁） ミ宝暦12年（176

2）

鉄炮町澤伊助｣。 (序①)明和七庚寅歳十一月望
／遜沙窟鎚求撰。 （序②）明和庚寅孟冬。

江戸・亀屋太兵衛(Edo/KammeyaTahe)全

complete
合1冊。蔵書印、朱印「佐野氏蔵｣。刊記「宝暦
十二壬午歳二月／書林本石町一丁目亀屋太
兵衛／<彫刻井／彩色摺〉

LI‑0172画本鴬宿梅(Ehon6shukUbai)

刊

(pm0橘守国画

冊22．1×15.5

(TacmbanaMorikuni)

7

162丁（1‑29丁・2‑23丁・3−24

大伝馬町二丁目関

丁・4−24丁・5‑22丁・6‑20丁・7‑20丁）元文5

口甚四郎／同藤吉｣。 （序)古来庵存義。百庵言

年(1740)板・寛保元年(1741)刊京都・植村藤右

満。石寿観秀国。宝暦12年2月竜水叙・凡例。

衛門（蔵板)、江戸・植村藤三郎、大坂・植村藤

三郎(Kyoto/UemuraT6emon,Edo/UemllraT6za

（賊）独庵中関明。

bur6,Osaka/UemuraT6zabm6)全complete

LI‑0169武器萌図

墨印｡原刊記に｢元文五歳庚申四月梓行｣とあり、

(Bukinihyakuzu)

刊 (print)山脇正準閲、小林祐猷輯画(Yama
wakiSeUm,KobayashiSukemichi) 1冊31.7

刊記に「寛保元歳辛酉三月本発行」とあり。第七

×21．3

条上ル町／田中屋治助」とあり。彫工･丹羽平左

16丁嘉永元年(1848)序・刊久留米・

冊裏表紙見返しの刊記に「京都書林東洞院二

山口美崇助工､，講武塾蔵板(Kumme/Mamaguchi

衛門。京都王枝軒植村藤右衛門巻末目録9点。

Ybshitaka,K6bUjuku)全complete

元文4年5月、井叔序。

多色刷。 （凡例)嘉永元年7月、大番与力、小林祐
猷識。彫工・谷村二同。刊記に「官許」とあり。

LI‑0173能画図式(N6gazushiki)

嘉永1年8月、山脇正準序。

刊

(pmt)河鍋暁斎画(KawanabeKy6sai)

冊22．7×15.3

u‑0170画本野山草伍honnoyamagusa)
刊brint)橘保国画 (TachibanaYasuhmi)

免許東京･章林堂吉田金兵衛、

5

1

19丁明治20年(1887)8月出版

(Tbbo/Yoshida

Kimbe)全complete

105丁（1‑26丁・2‑19丁・3‑23

多色刷｡木版多色刷の袋あり。狂言作品の一場面

丁・4‑17丁・5‑20丁）文化3年(1806)大坂･柳

を描き、台詞を書いたもの。芳雪園主人序。 （発

冊22．3×15.5

原喜兵衛(Osaka/ManagiharaKihe)全complete

売書舗)東京･小林文七､冨田芳次郎､山本平七、

墨印｡刊記に｢宝暦五乙亥年八月／文化三丙寅年

伊藤岩次郎、山田藤助

霜月求板」とあり。表紙見返しに「法橋保国画図

／野山草／浪華書舗積玉圃」とあり。彫工･大

LI‑0174a絵本宝鑑

坂藤村善右衛門､藤江四郎兵衛｡法橋保国序｡板

刊 (pmt)橘宗重作／長谷川等雲画(Ihchibana
Muneshige/HasegawaT6un) 6冊22.7×16.0

元は河内屋喜兵衛のこと。

(Ehonh6kan)

179丁（①18丁。②25丁．③25丁。④38丁．⑤

LI‑0171彩画職人部類(Saigashokunmbumi)
刊 (p血t)橘眠江画(TachibanaMink6) 2冊
21.1×18.9

35丁（上20丁・下15丁）

明和7

38丁．⑥35丁）元禄11年(1698)序後印全

（巻1〜6) complete
墨印｡題領「<和／漢>増補画本宝鑑｣。目録題｢絵

年(1770)明治後印か(1868〜）江戸・植村藤三

本宝鑑｣。取り合わせ本｡柱｢絵本巻一

郎、沢伊助

貞享5年(1688)刊の後印。序の前に漢文体の発題

(Edo/UemuraT6zabur6,Sawalsuke)

全（上下) complete

二｣。

「浪華東軒藤貞漢由書｣。 （序)元禄十一春花／無

多色刷。書き題篭「彩画職人部類上・下｣。序
題｢職人部類｣。表紙見返し｢玉樹軒橘眠江／<彩
／画>職人部類／江都書舗 く玉枝軒／玉鹿堂>｣。

名子｡初版の刊記の書林は｢東武平野屋清三郎、

蔵書印､上下とも裏表紙見返しに｢本家書屋■｣、

LI‑0174b増補絵本宝鑑(Z6hoehonh6kan)

円印「三島宿久保町／初音亭｣。刊記「画者玉
樹軒橘眠江／彫工岡本松魚／明和七庚寅歳

刊 (print)橘宗重作／長谷川等雲画(Iachibana
Muneshige/HasegawaT6un) 2冊22.8×16.0

臘月／東都書舗／本石町三町目植村藤三郎／

41丁（①26丁。②15丁）

中華小佐治半左衛門、摂陽貫器堂重之梓行」

元禄11年（1698）序

(88)220

後印巻1 ．巻2存（巻3欠) lackMaki3

指漏漁者による。多色刷。日本の開關の物語。自

墨印。取り合わせ本。題篭「<和／漢〉増補画本

序。安政6年4月自賊。板元は、京都:出雲寺文

宝鑑｣｢七(八)」とあり。目録題｢増補絵本宝鑑｣。

治郎、勝村治右衛門、大坂:河内屋喜兵衛、秋田

柱「増絵本巻一

十五｣。序に「元禄十一、

屋太右衛門、江戸:須原屋茂兵衛、京都:出雲寺万

春花にいるきさらぎのなかば…」 とあり。序は
『絵本宝鑑』一にあり。

次郎、江戸:岡田屋嘉七。貸本屋印ヵ （黒印、各
冊巻頭､巻末) 「四谷／尾定｣、 （黒印､各冊巻頭）
「田中｣。

LI‑0175名画図藁"eigazui)
刊 (pdnO法眼周山編 (H6ganShazan)
25.6×17.9

6冊

135丁(1‑28丁・2‑24丁・3‑23丁・

4‑21丁・5‑24丁・6−15丁）

明和8年(1771)刊、

明治印(1868〜）兵庫･弘文堂船井政太郎

LI‑0179

historyofjapan,includmg

刊

(Hy6

go/HmaiSeitar6)全complete
外題「<和漢／名筆〉
画英｣。 目録題「画英巻

111ustrationstotheepitomeoftheancient

(print)

27.1×17.2

NMcLEOD

(N.McLEOD)

1冊

103丁1878全complete

石印。活字。ノンブルはペンで書き込み。墨印の
図多数。 1877年9月、自序。

之一（〜巻之六）目録｣。寛延2年、必東泉恒■

序。寛延2年、法眼周山充興序。

LI‑0180老眼競
刊

(R6ganloﾉ6)

(pmt)未詳unhnown)1冊9.6×15.6

10丁

皿‑0176 〔円山応挙写生下絵集]
([Maruyama
Okyoshaseishitaeshn])
刊 (p血t) 1冊28.5×22.5 30丁全complete

洋紙、銅版。折本。全10図。秋津洲図（平安井

複製版。色刷。

清水寺西門花（青色インク。九皐制） ・祇園会七

全complete
上九皐達刻製)・帝都一望景(平安九皐制) ・洛東
日山鉾景（茶色インク。平安九皐製） ・北野下森

LI‑0177唐土訓蒙図葉

刊

(Morokoshikinm6zui)

走馬景（青色インク。九皐製） ・四条川原夕涼全

(print)橘有税画、平住専庵著(Tachibana

ArichikaHirazumSenan)

7冊22．3×15.8

1‑

31丁・2−33丁・3−33丁・4−34丁・5−28丁・6−26

景（茶色インク。平安井上九皐製） ・華頂山智恩
院雪中景（青色インク。九皐制） ・祇園二軒茶屋

丁・7‑38丁享保4年(1719)開版､享和2年(1802)

下河原景(平安九皐口製)･嵐山花(青色インク。
九皐製)・大仏三十三間堂夜矢数全景（平安九皐

求版、嘉永7年(1854)補刻大坂・河内屋喜兵衛

刻製)。

(Osah/KawacmyaKihe)全
表紙見返しに「嘉永補刻唐土訓蒙図彙浪華
書津積玉圃｣。浪華穂住専巷序。浪華・河内屋喜
兵衛板、同宗兵衛、同太助、同吉兵衛｡発行書津
は京都・吉野屋仁兵衛、江戸・須原屋茂兵衛他6
津。名古屋・永楽屋東四郎他3津

LI‑0181
[伊勢暦]
([Isegoyom])
刊 (pdnt)瀬川舎人 (SegawaTbneri)
29.5×10.8

63枚（各7枚）

9帖

弘化3年(1846)

文久3年(1863）伊勢・瀬川舎人(Ise/Segawa
Tbnen）全complete
寸法は各帖によって小異。寸法欄には弘化三年

LI‑0178大日本国開關由来記(Dainihonkokuka

暦のみを記した。各帖巻頭に「伊勢度会郡山田

ibyakuyuraiki)

丁・6‑39丁）万延元年(1860)9月江戸・岡田屋

瀬川舎人｣。全9帖の内訳・外題、①弘化三・外
題欠、②弘化四・外題欠、③弘化五・外題「弘化
五戊申暦｣、④嘉永二・外題「嘉永二己酉暦｣、⑤
嘉永三・外題「嘉永三庚戌暦｣、⑥嘉永四・外題
欠､⑦安政六・外題｢安政六己未暦｣、③万延二・

嘉七他(Edo/OkadayaKashichi,etc)全complete

外題「万延二辛酉暦｣、⑨文久三・外題「文久三

刊記に「江戸市井隠士一夢道人指漏漁者編述

癸亥暦｣。

刊 (pm0指漏漁者著､歌川国芳画 (Yi'bimore
Gyosha,UtagawaKmiyoshi) 7冊25.1×17.6
164丁(1‑40丁・2‑21丁・3‑22丁・4‑18丁・5‑24

安政三丙辰歳秋七月稟準彫刻／万延元年庚申歳
秋九月刷印発行」とあり。凡例は安政3年2月、

219 （89）

LI‑0182

<明治／増補〉

諸宗仏像図粟

(Meui

z6hoshoshabutsuz6zui)

LI‑0186和漢名画苑(Wakanmeigaen)

刊(pm0梶川辰二編、土佐将曹紀秀信画(Ka
jikawaThtsUji,KmoHidenobu) 5冊22．7×15.

刊

7102丁（1‑8丁・2‑20丁・3‑24丁・4‑19丁・5

丁・3巻‑19.5丁・4巻‑23.5丁・5巻‑25.5丁・6

‑31丁）

巻‑26丁）

明治19年(1886)京都・梶川辰二(Kyo

(prinl大岡春ト画々(OokaSyummboku)

冊27．1×18.3

6

139丁(初巻‑24.5丁･2巻‑19.5

寛延3年(1750)刊、寛政9年(1797)求

銅版｡明治19年2月9日版権出願、同年2月24

版江戸・須原屋伊八
全complete

日免許、同年6月刻成出版｡墨印の図(仏像図）

刊記「寛延三年庚午姑洗開鍋／寛政九年丁巳仲

多数。土佐将曹紀秀信序。

呂求板／江戸書建東叡山池之端仲町須原屋

to/KajikawaTatsUji)全complete

(EdO/SuWarayannacm)

伊八」とあり。初巻「漢流｣、二巻「土佐流｣、三
LI‑0183義経虎之巻

刊

(Ybshitsunetoranomaki)

(pm0尊祐(Sonyn)

3冊26．8×18.0

87丁（上20丁・中34丁・下33丁）

万治3年

巻｢雪舟家｣、四巻｢古法眼流｣、五巻｢探幽流｣、
六巻「雑諸流｣。墨印図。諸流の描き方や特徴を
紹介。序有り。 自践／法眼春卜愛茎

(1660）全complete
江戸版風。書体､版匡の寸法ともに「解紛記」に

LI‑0187群蝶画英 (Gmch6gaei)
刊 (prinO英一蝶画 (Hanabusalcch6)

似る。兵法秘術の書。但し、極めて密教的で、す

25.7×18.3

べてに真言と印を付す｡挿絵の武者絵(坐像）は

丁）

外題「<兵／法〉

義経虎巻｣。題霞、挿絵ともに

3冊

53丁(上21丁･中16．5丁･下15.5

天保4年(1833)後印江戸・山城屋佐兵衛

すべて印図の機能を果たす挿絵｡明暦3年仲春、

(Edo/YamashiroyaSahe)全complete

勢州渡会浮薄序。

見返し題・巻首題「群蝶画英｣。墨印の図。刊記
「千時安永七歳戊戌正月発行／天保四年癸巳年

LI‑0184装束織文図会

(Sh6zokushokumonzue)

刊伽nt)松岡辰方 (MatsuokaTbkikata) 1冊
27.2×20.0 37丁享和2年(1802)全complete

江戸書林日本橋通二丁目

山城屋佐□□｣。広

告書名「草木育種｣｡題言あり （明和6年3月、
東江源鱗)。駁あり。

表紙､外題下に「享和二夏満／五百部為限」とあ

り。刊記｢寛政十二年春三月／従四位下行大膳権

LI‑0188光琳百図

亮兼近江守藤原朝正臣｣。裏表紙の表に「キヨソ

刊

(K6rinhyakuzu)

(print)尾形光琳画、

酒井抱一・谷文晁編

ネ蔵書｣。キオッソーネの自著か。色刷。公卿の

(OgataK6rin,SakaiH6itsu,ThniBunch6)

衣裳の模様集。享和元年、藤原基季序。

25.9×18.0

4冊

72丁（前編上‑16丁・前編下‑18丁

・後編上‑20丁・後編下‑18丁）明治後印(1868〜）

LI‑0185前賢故実 (Zenkenkqjitsu)
刊 (print)菊地武保編・画 (KikuchiTakeyasu)
20冊26.0×18.1

616丁（巻l‑60丁・巻2‑57

東京･武田伝右衛門
全complete

(Tblgo/TakedaDenemon)

墨印。光琳画の縮図集。前編上:亀田鵬斎序。後

丁・巻3−55丁・巻4−63丁・巻5−69丁・巻6−63

編上：文政9年6月、谷文晁序6前・後編とも、

丁・巻7‑53丁・巻8‑67丁・巻9‑72丁・巻10‑57

酒井抱一賊。

丁）明治後印(1868〜）東京･菊地武丸
/KikuchiTakemaru)全complete

(Tbkyo

歴史人物画の墨印｡特別製の厚紙表紙｡菊池家蔵

LI‑0189光琳新撰百図 (K6rinshinsenhyakuzu)
刊 (p血t)尾形光琳画,池田孤村編(OgataK6

本を寄贈されたものか。最終第20冊「十の下」

rin, IkedaKoson)

のうしろ表紙見返しに「東京神田東紺屋街二十

丁・ 15丁）

2冊25.3×18.5

31丁(16

元治元年(1864)序・刊江戸・和泉

六番地菊池武丸蔵版｣の朱印を捺す｡天保7年、

屋金右衛門(Edo/IzumiyaKinemon)全complete

松田順之序。天保7年、 自序。丁巳(安政4年)2

墨印。光琳画の縮図集。彫工・清水柳三。元治元

月、 （無記名）賊。明治元年、監田賊。無年次、

年、狐邨序。

孫隆房賊。

LI‑0190鴬邨画譜(Osongah,)
(90） 218

刊

(pmt)酒井抱一画

27.9×19.1

(SakaiH6itsu)

1冊

29丁明治10年（1877）後印名

亭蔵｣。奥付半丁「宋紫石画譜目／花鳥画譜全
三冊古今画数(ママ）

三冊／同後篇全八冊

古屋・永楽屋東四郎、江戸・同出店(Nagoya/Ei
IakuyaT6shir6,Edo肥irakuya)全complete

同後暦(ママ)代画人物伝四冊／宋氏四体全

広告書名:慈斎麓画初篇･同二篇･一筆画譜初篇。

／東都江川八左衛門／明和八辛卯年春正月／

題詞、墨水菊=老人。多色刷｡加茂季膳序。蔽堂
口義序。鴬邨序。

京都出雲寺和泉／東都須原屋四郎右衛門／

四冊山水譜三冊／彫刻／京都田中平兵衛
書林／東都須原屋茂兵衛／同所同伊八／
同所同宗兵衛｣。※前編5冊、後編8冊。

LI‑0191餅香館画謄(K6kokangay6)
刊 (p血t)瀧和亭(ThkiKazutei) 4冊30.0
×17.9

202丁（雪之部‑48丁・香之部‑48丁・紅

之部‑52丁・処之部‑54丁）明治17年(1884）東

LI‑0193絵本写宝袋(Ehonshah6bukuID)

刊

(print)橘守国睡chibanaMorikuni) 9冊

22.8×16.4

208丁(一之巻‑40丁･二之巻‑23丁・

京・瀧精‑(Ibbo/InkiSeiichi)全complete

三之巻‑21丁・四之巻‑19丁・五之巻‑26丁・六之

石印｡本文用紙は白面紙を使用｡雪之部､香之部、

巻‑26丁・七之巻‑20丁・九之巻〔前〕 ‐17丁・九

紅之部、処之部。何如璋による題字｡紅之部・封
面・オモテに「耕香館画騰｣。紅之部・封面・ウ

之巻〔後〕‐16丁）享保5年(1720)刊大坂･渋川

清右衛門

ラに「東京駿河台紅楼場瀧氏耕香館口錨｣。出版

plete

(Osaka/ShibukawaSeiemon)全com

免許は明治16年11月9日｡元峡題嬢あり。嶺

首巻見返し｢写宝袋前編｣｡序､享保5年3月、

南黄錫錐序。挑文棟序。一六居士序。駁あり。

橘氏有税｡刊記｢享保五子年九月吉日／渋川氏板

u‑0192古今画薮後八種低O師n"s6"hasshu)

絵本忘草三冊一.同稽古帳三冊一.同た

行｣。首巻巻末｢絵本出来目録渋川氏板行一．

刊 (print)宋紫石画(S6Shiseki) 8冊26.5
×16.4 168丁（①27丁．②24丁．③16丁。④
14丁．⑤21丁．⑥19丁。⑦22丁。⑧25丁） 明
和8年（1771）
江戸・須原屋茂兵衛､須原屋伊
八、京都・出雲寺和泉、江戸・須原屋四郎右衛

からくら二冊一.同草源氏一冊一.同清

書帳四冊一.同万宝全書十三冊一.同写

宝袋後編未刻｣。自序（無年次)。
u‑0194木曾街道北斎絵手本

(Kisokaid6Ho

門、須原屋宗兵衛(Edo/SuwarayaMohe,Suwa

kusaietehon)

rayalhachi,Kyoto/Izumqji lzumi,Edo/Suwaraya

刊 (print)北斎画? (Hokusai?) 1冊 11.7X
17．8 19丁明治後印(1868〜）後編存omyKo

Shir6emon,SUwarayaS6be)全complete
見返し題｢古今画薮後八種｣｡柱｢画譜｣｡①(序）
明和7年5月長門滝長榿／同年7月東都田松
茂（刷印「田松茂印」 「子高」沢田東江か）／同
年11月自序(朱印陰刻｢紫石｣陽刻他①第一巻。
藍刷り見返し「古今画薮後八種霞亭珍蔵｣。明
和7年9月沢東宿例言｡宋紫石先生鑑定､沢東宿
選、男南白珪、田元鳳同校、門人藤孝叔、藤
舜民、橘則和、平定甫、藤包挙。扉「写意｣。②
見返し「山水譜｣。本文は「方冊式」 「宮執」 （円
形図） 「摺扇」に分れる。③〔花鳥図〕第1図「独
先百花発」梅図。④見返し「方子〔魯？〕墨譜選
霞亭蔵｣第1図｢五撤真形｣｡⑤見返し｢無双譜｣。
目録半丁（｢博浪椎留侯張子房」以下)。⑥見返し
「奇品｣。 6丁表「異品」扉。⑦見返し「雑体」
（序）明和6年5月 「篠山源文員撰干東都邸
赤亮直書｣｡⑧最終巻｡見返し｢笠翁居室図式霞

217（91）

uhen

横本｡見返し題｢木曽街道北斎絵手本｣｡墨印。
巳の春、仮名垣魯文序。
LI‑0195装剣奇賞

(S6kenkish6)

刊(p血O稲葉通邦(InabaMichikuni)7冊22.6
×15.8

209丁(1‑30丁・2‑36丁・3‑36丁・4‑34

丁・ 5‑22丁・ 6‑29丁・ 7‑22丁)天明元頃1781)9月

大坂・芝翠館(OsaM/Shisuibn)全complete
l巻表紙見返し「装剣奇賞浪華芝翠館蔵板｣。
刊記「芝翠館蔵板記／装剣奇賞余稿嗣出／大

坂塩町筋心斎橋西へ入／作者稲葉新右衛門
／天明元年辛丑九月発行｣。鳧川三橋之永雅序。
天明元年､鈴木街偲怡軒序。自序｡売りさばき所：
大坂・大野木市兵衛､石原茂兵衛､柳原喜兵衛、

土田卯兵衛､渋川清右衛門､京都･山本平左衛門、

江戸･･須原屋茂兵衛。

‐

京都寺町通松原下ル勝村治右衛門版／同寺町

豆苛

通高辻上ル同伊兵衛｣。 （序）寛政8年秋天
u‑0196新刃銘尽(Aramimeizukusm),

刊

(pm0神田勝久

25.5×17.7

'

(Kanda.KatsuhiSa)･6冊

柱井惟馨、寛政8年4月近江源世元（刷印「源
世元印」 「彩欄｣）題、東毛朱延平書。

146丁（1‑17丁・2‑26丁9.3‑28丁・

4‑26丁･5‑25丁･6‑24丁）近世後期､後印本(1790

LI‑0199古今銘尽大全(Kokonmeizukushi tai

〜） 京都・高井勘兵衛(Kyoto/TakaiKambe)
全complete

zen)

刊

6巻巻末「京三條通高倉東江入高井勘兵衛｣。

×18.6

享保6年孟夏、神田白龍子序。

丁・5−17丁・6−16丁・7−36丁・8‑33丁・9‑44丁）

LI‑0197新刀銘集録(Shmt6meisharoku)

店) (EdorlWanakaSy6be(KyotoDemse))全com

(pnnt)仰木弘邦(OgiHimlqmi) 9冊25.7
257丁（1‑33丁・2‑24丁・3−36丁・4‑18

寛政4年(1792)正月江戸・田中庄兵衛涼都出

刊

(print)森岡朝尊(MonokaTbmotaka) 5冊

plete

193丁（1‑43丁・2‑37丁・3‑46丁・

墨印。汲古堂蔵版目録(10点）あり。汲古斎は

4‑41丁・5‑26丁）安政4年(1857)3月京都・八

京都書林田中庄兵衛､その江戸店｡筆工･村井正

25.8×18.2

駿房(Kyoto/Yashumb6)全complete

宣｡彫工・丹羽庄兵衛｡寛政3年、羽林次将藤原

墨印｡峡に書袋を切り取ってはる(表紙見返しと

朝臣序。寛政3年春、 自序。寛政3年11月、吉

同一)。 「森岡朝尊箸／新刀銘集録／京摂書林

川豊昌賊。寛政3年11月、坂上是村賊。その他

八駿房梓｣。嘉永3年8月、瀧翁序。安政4年、

書林京都･今井喜兵衛､勝村治右衛門、斎藤庄兵

ちやうそん題字｡安政4年正月、(梁川)星巌序。
安政4年2月、池内陶所序。嘉永3年8月、自

衛。

序。安政3年8月、自駁。その他書林は大坂･伊
丹屋善兵衛､河内屋源七郎､河内屋太助、河内屋
徳兵衛､近江屋平助、京都・越後屋治兵衛､林芳
兵衛､勝村治右衛門、江戸・岡田屋嘉七、山城屋

LI‑0200都会節用百家通(Tbkaisetsuy6hyaUa

佐兵衛、須原屋茂兵衛。

年(1811）後印大坂・大野木市兵衛、松村九兵

tsO)

刊

(prinO丹桃渓画

26.0×18.8

(TanT6kei)

1冊

348丁寛政13年(1801)、文化8

衛、高橋平助、柳原喜兵衛、鳥飼市右エ門(Osa

LI‑0198本朝鍛冶考(Honch6kajik6)

刊

(print)鎌田魚妙（三郎太夫)¥(Kamata

ka/Onogi lchibe,MatsumuraKuhe,TakahashiHe

isuke,YanagiharaKihe,Tbngai lchiemon)全com

Gyomy6(Sabur6tayO)) 12冊25.7×18.0 396
丁（①32丁．②28丁。③34丁．④48丁。⑤37
丁。⑥36丁．⑦46丁。⑧39丁．⑨29丁．⑩15

plete

丁。⑪10丁．⑫42丁）寛政8年（1796）序後印

速高蔽屋草創／同鎌松荷増剛／同丹

京都・勝村治右衛門ほか (Kyoto/KatsumuraJie
mon)全complete
柱刻「水音舎蔵｣。裏表紙見返しの裏に朱印「萬
巻堂」他、楕円形の墨印有り。刊記「寛政七年歳
次乙卯秋七月／鎌田三郎太夫箸｣。十二冊目裏表

桃渓画図／寛政十三年辛酉春正月刻成／文化

紙見返しに「三都書物問屋／江戸日本橋通一丁

農松荷道人。

題策「<新撰／口益〉都会」以下破損。内題「都

会節用百家通｣､柱題｢増字新刻大節用｣｡刊記｢浪

八年辛未秋七月補刻／浪速書林／大野木市兵衛

／松村九兵衛／高橘平助／柳原喜兵衛／鳥飼市
右ヱ門｣。見返し･題辞見開き1丁は色刷(退色、

もとは青か)6題辞・寛政辛酉孟春浪華江南之逸

目須原屋茂兵衛／同通二丁目山城屋佐兵衛／
同通四丁目須原屋佐助／同両国横山町一丁目

LI‑0201a桾印補正

(Km‑mhosei)

出雲寺萬次郎／同両国横山町三丁目和泉屋金右

刊

衛門／同浅草茅町二丁目須原屋伊八／同芝神明

2冊8．5×18.0

(prinO石隠老人[叡父]編(Sekiin呵m(Ein,))

前岡田屋嘉七／大坂心斎橋南江二町目敦賀屋

享和2年(1802)

九兵衛／同心斎橋安堂寺町秋田屋太右衛門／

屋喜兵衛(Osaka/KashiwabarayaSeiemon,Kawa

174丁（上92丁・下82丁）

大坂・柏原屋清右衛門、河内

(92）216

chiyaKih創全complete
内題・柱題「据印補正｣。刊記「享和二年壬戌三
月／心斎橋筋順慶町柏原屋清右衛門／同北久
太郎町河内屋喜兵衛｣。広告「桾印大成嗣出
／和漢印尽全三冊／本朝画家系譜並印図折本
一枚摺／本朝画史く日本画家伝附印譜／狩野永
納著>全六冊／図絵宝鑑全三冊／<続図絵宝鑑
／皇明書画考〉合刻一冊／茶器弁玉集附画家印
全五冊／元明清書画人名録全二冊｣。 〔細合序、
編者･編集のことに詳しい〕。 （序飯)寛政十一年
己未暮春之吉河曲知嬰細合方明。 （凡例）寛政11
年夏石隠。 （賊）寛政庚申六月浪速木村孔恭。
LI‑0201b桾印補遺(Km‑inhoi)

刊

(p血t)石隠老人[叡父]編(sekimrOjm(Eifil))

1冊8．3×18.0

88丁文化7年(1810)

大

坂・柏原屋清右衛門、河内屋喜兵衛ほか(Osaka

/KashiwabarayaSeiemon,KawachiyaKihe)全

LI‑0203万宝書画全書(Bamp6shogamnsho)
刊 (pmt)清斎主人編(SeisaishUjm)合2冊
8.3×18.0 .612丁@341丁。②271丁）

明治

後印(1868〜）大坂・河内屋茂兵衛ほか(Osaka

/KaWachiyaMohe,etc)全complete
題霞「<書画／必携〉名家全書日 （月）｣。内題
「万宝書画全書｣。第2冊末に朱文円印｢池内｣。
刊記「東京和泉屋金右衛門／山城屋佐兵衛／
和泉屋吉兵衛／須原屋新兵衛／京都堀屋仁兵
衛／越後屋治兵衛／浪華河内屋藤兵衛／心斎
橋博労町河内屋茂兵衛｣｡広告「｢詩学字引大成
全十七冊／歴代詩学精選全十七冊／詩語対句
自在く全編輯／対話〉全五冊／詩語金声明治再
板全二冊／詩礎玉振同前全二冊｣。袋「文久
二年壬戌新刻薄葉合三本／<書画／必携>名家
全書／京都大坂四書津梓行｣、上部右に魁星印、
下部左に朱の方印あり。薄葉。 （序）文久紀年酉
冬六十八才／大倉法橋識。

complete

題譲・内題・柱「桾印補遺｣。蔵書印、 1オ右下、
朱文長方印「千葉」単辺、その下に朱文方印「□
□□／文庫｣。刊記「文化七年庚午五月／京都
寺町通五条上ル天王寺屋市郎兵衛／東都下

谷池之端仲町須原屋伊八／浪華心斎橋通順
慶町柏原屋清右衛門／同北久太郎町河内屋

喜兵衛｣。広告「柳原積玉圃蔵版署書／大坂心斎

LI‑0204金鍔奇撮(Kmgakuhtetsu)
刊 (pmt) 田中忠八郎[一賀斎] (TanakaChaha
chir6(Ichigasai))

1冊8.2×19.0

年（1839）序全complete

80丁天保10

ゞ

題嬢「金工鍾奇｣。内題「金鍔苛接｣。 79オから
80オに一門の名前入り肖像｢長文斎画図｣。自賊
に「…今度梓にちりばめて家の蔵板となすよっ

橘通北久太郎町北江入／河内屋喜兵衛書店」 104
点。 （自叙)文化庚午石穏老人聡題。

て今まづ二百部を施印す（朱印2穎)｣。裏表紙
に墨書「中嶋尾登七｣。天保十己亥とし皐月／七
十二翁田中一賀斎自序。 （自賊）天保10年。※

LI‑0202万宝書画全書(Bamp6shogazensho)
刊 (pmt)清斎主人編 (SeisaishUjin) 7冊

LI‑0220と同一。

8.2×18.4 604丁(序巻33丁｡①103丁｡②110
丁。③90丁．④96丁。⑤86丁。⑥86丁） 明治

LI‑0205茶家酔古襟五編(ChakesuikoshO)

刊

(print)湖月編(Kogetsu)

後印(1868〜）大坂・河内屋茂兵衛ほか(Osaka

85

61丁弘化3年（1846）

1冊8.1×17.
京都・近江屋佐太

/KawachiyaMohe,etc)全complete

郎(Kyoto/OmiyaSatar6)全complete

題嬢｢<書画／必携>名家全書序目（一〜六)｣。
内題「万宝書画全書｣。刊記「東京和泉屋金右
衛門／山城屋佐兵衛／和泉屋吉兵衛／須原屋新
兵衛／京都堀屋仁兵衛／越後屋治兵衛／浪華
河内屋藤兵衛／心斎橋博労町河内屋茂兵衛｣。
広告「詩学字引大成全十七冊／歴代詩学精選
全十七冊／詩語対句自在く全編輯／対話>全五冊
／詩語金声明治再板全二冊／詩礎玉振同前
全二冊｣。(例言)文久元年三月清斎主人記。(序）

題嬢「口家酔古櫟」一部剥落。柱「五集｣。表紙
見返し「湖月堂老翁編／茶家／酔古／操五峡
／皇都書房／中尾弘文堂梓｣。刊記「弘化三丙午
歳次新刻／池内蔵板／三都井発行書林／江戸
和泉屋吉兵衛／同丁字屋平兵衛／大坂河内

文久紀年酉冬六十八才大倉法橋。

215（93）

屋茂兵衛／同秋田屋太右衛門／紀州紹田屋

平右衛門／同帯屋伊兵衛／尾州永楽屋東四
郎／名古屋菱屋藤兵衛／<伊勢／津〉 篠田伊
十郎／<美野／岐阜〉
藤屋久兵衛／<雲州／枩
江〉

尼崎屋喜惣右エ門／京寺町仏光寺上ル

中川藤四郎／同寺町通六角下ル近江屋佐太

郎（朱印)｣。広告｢茶家酔古裸各冊」ほか4点。
表紙に目録題篭「五編目次」貼付。序あり。

17.9 389頁(①35②37③18④36⑤45⑥38⑦20⑧
21⑨26⑩28⑪27⑫27⑬31） 明治10年（1877）

大蔵省(Okurash6)全CO､叩lete
題霞・内題「大日本貨幣史｣。柱「大日本貨幣史

LI‑0206情風雅譜(Seimgah')
刊 (prinO 1冊 15.7×7.45 70丁明治11年

（1878）東京・高橋源助
suke)全complete

(Tbbo/makahashiGen

｜ 【<附録巻一：

十四｜大蔵省｣｡首巻表紙見返

し「明治十年刊行｣。巻十三裏表紙見返しに印に
て「明治九年四月二十七日出版版権届印刷局蔵
版定価金三円四十五銭｣。

口絵色刷（墨・藍)、南涙・雲澗・月香口絵。題
篭「清風雅譜軍｣。袋、表紙と同じ題策貼付。

LI‑0208a〜d大日本貨幣史紙幣部附録(Dai

序題「清風雅譜引｣。刊記「明治十一年十月廿五

mpponkaheishishiheibunJmku)

日翻刻御届／出版人高橋源助(朱印）

刊

神田

区通新石町十九番地／発免人田中欽造神田

17.8

(pmt)大蔵省(6kurash6) 13冊25.5X
633頁(①32②47③40④28⑤68⑥57⑦74⑧

区淡路町一丁目一番地／同法木徳兵衛日本

53@5m62@48"1"6)

橋区元大坂町十一番地｣。題字「竹林遺響」蘭仙

大蔵省(6kurash6)全complete

真人（朱刷印)、 （題詞）蓬仙仙史、 （序）鴻漸老

題霞・内題「大日本貨幣史｣。柱「大日本貨幣史

人、 （賊）安政六年己未嘉平月／渓惹徳胤。

／紙幣部附録巻一 ｜ 大蔵省｣。首巻表紙見返
し「明治十六年刊行｣。巻十三裏表紙見返しに印
にて「明治十六年十一月二十二日出版々権届／

LI‑0207壹越調

(Ichikotsuch6)

写(manuscript) 6冊17．0×10.6全complete

明治16年(1883)

印刷局蔵版定価金七円十銭｣。

折本｡近世期写本｡雅楽の楽譜か｡墜調(墨付50.5
面)、大食調（44.5面)、平調（59面)、盤渉調
（36面)、黄鐘調(40.5面)、壹越調(63.5面)。

u‑0210 [文書]
([Monjo])
写(manuscnpt) 9点？ halfblanc
近世公家文書類｡知行分(正徳三年正月・宝永三

u‑0208a〜d大日本貨幣史のainipponmheism)

刊
17.8

(p血0大蔵省(Okurash6) 20冊25.4X

年・寛政元年・寛政九年・宝永七年)､知行目録
（元和九年)、位記（天保九年)、 口宣案二通。

719頁(①43②38③32④44⑤39⑥36⑦35⑧

35⑨35⑩36⑪37⑫42⑬36⑭37⑮18⑯44⑰29⑬52
⑲38"3)明治9年(1876)〜14年(1881)

大

蔵省(6kurash6)全complete

LI‑0211諸家書札集(ShokashosatsushO)

写(manuscript)

1存18．8×24.3

38.5面乾

欠

貨幣図のみ色刷。題篭・内題「大日本貨幣史｣。

折本｡奥書｢寛政十二年歳庚申夏五月／於摂州大

柱｢大日本貨幣史｜ 【<巻一

阪集之鈴木忠利｣。諸侯の書状を貼付したり、ま

三｜大蔵省｣。巻

一表紙見返し「明治九年刊行｣、巻十四「明治十

た書き写して集めたもの。松平肥後守容頌序。

年刊行｣、巻十三裏表紙見返しに印にて「明治九
年四月二十七日出版版権届印刷局蔵版定価
金三円三十銭｣、巻十九裏表紙見返し「明治十年

LI‑0212花鳥画譜 (Kach6gafi')
刊 (print)滝和亭著 (TakiKazutei)

二月二十三日出版版権届印刷局蔵版定価金

0×35.4

一円｣、巻二十裏表紙見返し「明治十四年十一月

景弼､博聞本社･全分社(Tbkyo/NagaoKagesuke,

十日出版版権届印刷局蔵版定価金拾八銭｣。

Hakubunsha)

（序賊）明治九年丙子四月／参議兼大蔵卿正四
位大隈重信撰。

1帖27.

7.5面明治20年(1887）東京・長尾

絹地に色刷。表紙は布貼。第一帖｡布に木版多色
刷した絵を紙の台紙に張り継ぐ｡折本｡全12図。
出版免許は明治20年5月4日。著者滝和亭の居

LI‑0208a〜d大日本貨幣史三貨部附録(Dai

所は「東京神田区駿河台紅梅河岸｣。奥付、英文

nipponkaheishi filroku)

と仏文のタイトルページを添える｡彫工･木村徳

刊(print)大蔵省(Okurash6) 13冊25.4X

太郎。長尾景弼序。長尾序の英訳と仏訳あり

(94）214

Osaka/KashiwabarayaSeiemon)全complete

(1887年9．月18日)。

目録題篭「<古今／和漢>万宝全書｣。巻一目録題
LI‑0213金工鑑定秘訣

刊

「本朝画印伝｣。巻一目録の柱題｢本朝画目録｣。

(Kink6kanteihiketsu)

(pm0野田敬明編

(NodaNoriaki)

2冊

各巻の内題は巻1〜3｢本朝画印伝｣巻4｢唐絵画

64丁（天44丁。 〔地]20丁）文政

印伝」巻5「和漢墨蹟印尽」巻6．7「和漢名物茶

江戸・野田屋善吉／下野屋専助

題篭｢金工鑑定秘訣天（□。2冊目は剥離)｣。

入」巻8「古今／和漢諸道具見知妙」巻9「古銭
／和漢古今宝銭図鑑」巻10〜12「古今銘尽合類
大全｣巻13「彫物目利彩金抄｣。刊記、巻5．8巻

26.6×18.1
3年(1820)

(Edo/NodayaZenkichi,ShimotsukeyaSensuke)全
内題・柱題「金工鑑定秘訣｣。蔵書印、各冊初丁

末「元禄七甲戌孟春吉辰｣巻7巻末「元禄七甲戌

表右上朱文方印「読書／山房■／■■｣。刊記

孟春吉辰浪華所生網干氏某輯録｣巻13巻末｢原

「<文政三年／庚辰五月〉 〈野田屋善吉／下野屋

版／享保三戊戌歳六月吉日／宝暦五乙亥歳三月

専助>蔵版／江戸／画図

く高瀬伴寛／野田政明〉

／浄書千形仲道／奇I剛江川留吉｣。 （序)文政

改正／明和七庚寅歳正月再版／京都寺町通松

原上ル丁菊屋七郎兵衛／江戸日本橋南一丁

己卯臘月物維則識｡(緒言)文政庚辰春本阿弥光悦

目須原屋茂兵衛／江戸通本町三丁目西村

七世菅原長根(苛薬亭)。※後藤家代々の金工図。

源六／大坂心斎橋筋順慶町柏原屋清右衛

会津若松市立会津図書館林文庫本の刊記「<文政

門｣。巻十三のみ2冊あり、 1冊（紙数43丁）は

三年／庚辰秋〉／刀松軒蔵梓／書林神田鍛冶

二十八〜三十一丁に鏡の絵､巻末に広告｢蔵版略
目録」 10丁、その末尾に「書林／大坂心斎橋筋

町北島長四郎」以下同じ。

／順慶町北江入／渋川穂胱堂／柏原屋清右衛
LI‑0214画本東都遊(Ehonazumaasobi)

門｣。もう1冊（紙数29丁）は取合せ本で、鐸の

刊

絵・広告なし。

8

(pdnO北斎画(Hokusai)

1冊25．3×17

9丁後印大坂・河内屋茂兵衛他(Osaka/Ka

wachiyaMohe, etc)下巻存

LI‑0217古今金エ便覧

多色刷。後印。書林は大坂･河内屋□□□（手ず

刊

(pnnt)

(Kokonkink6bmmn)

2冊8.2×18.1

151丁(上82丁・

れ)、江戸・丁子屋平兵衛、岡田屋嘉七、山城屋

下69丁）弘化4年（1847）

佐兵衛、須原屋茂兵衛、京都・河内屋藤四郎

兵衛、名古屋・永楽屋東四郎ほか (Igauen/Nishi
zawaCh6be,Nagoya/EirakuyaT6shir6,etc)全

LI‑0215

1

complete
題策｢古今金工便覧(上･下)｣｡巻上見返し題｢本

文化12年(1815)求版江戸・須原屋茂兵衛他

題「鑑定便覧金工之部｣、巻下内題「古今金工便

(Edo/SuwarayaMohe,etc)

覧｣。柱「金｣。蔵書印、各冊初丁表右下朱文方印
「瀬戸氏印｣。

刊

[東都勝景一覧]

([T6tosh6keiichiranD

(print)北斎辰政画GIokusaiTbkimasa)

冊25．0×17．5

11丁寛政12年(1800)開版、

書名はコーニッキー目録による。 「東都勝景一覧」

伊賀上野・西沢長

朝古今金工便覧｣。巻上1オ｢鑑定便覧｣、巻上内

Tbtoshokeiichiran・書林は名古屋・菱屋金兵衛、
江戸・須原屋伊八、須原屋茂兵衛

LI‑0218a(請求番号貼付）

LI‑0216

ryaku)
刊 (print)
年（1844）

<古今／和漢>万宝全書(Kokonwakan

banp6zensho)
刊 (print) 14冊

11.0×15.9

644丁(@56

墾工譜略(Sank6hl

1冊8.3×18.4 102丁天保15
江戸・岡村屋庄助(Edo/Okamuraya

Sh6suke)全complete

丁。②47丁。③56丁。④54丁。⑤54丁｡⑥56

同請求番号中に同本2冊あり。題策「<本朝／古

丁．⑦39丁．⑧65丁．⑨31丁．⑩53丁．⑪50

今〉蕊工譜略｣。内題「理工譜略｣。蔵書印、最終

丁｡⑫40丁．⑬43丁．⑬29丁）明和7年(1770）

丁裏「瀬戸氏印」朱文方印。裏表紙見返し、薬の

後印京都･菊屋七郎兵衛､江戸･須原屋茂兵衛、

広告半丁「家伝製薬所東都養神堂本家弘所江

西村源六､大坂･柏原屋清右衛門

(Kyoto/Kikuya

Shichirobe,Edo/SuwarayaMohe,NishimuraGemoku,

213（95）

戸下谷池之端仲町／書林岡村屋庄助｣。(序賊)天
保15年4月／栗原信充。

LI‑0218b(請求番号不貼付）

蕊工譜略(Smlk6

LI‑0221b新刀大業物角力銘鑑(Shint66waza

hlryaku)

monosum6meikan)

刊 (pmt) 1冊8．3×18.4 103丁天保15
年（1844）
江戸・岡村屋庄助(Edo/Okamuraya
Sh6uke)全complete

刊

同請求番号中に同本2冊あり。題篭「<本朝／古
今〉盤工譜略｣。内題「霊工譜略｣。広告l丁半、
薬の広告「家伝製薬所東都養神堂本家弘所江
戸下谷池之端仲町/書林岡村屋庄助」とある。 （序
駁)天保15年4月／栗原信充。

complete
題嬢付。匡郭外左上「天保十一子年八月吉日｣、

(p血t)

石山常時著

(IshiyamaTbunetoki)

1冊63．1×46.3

1舗天保11年(1840)

江

戸・北嶋順四郎

(Edo/KitajimaJyunshir6)全

匡郭外左下「江戸麻布住石山常時箸（朱文方印

LI‑0219刀剣図考(T6knzuk6)

「常時｣)｣、匡郭外右下「板元江戸神田鍛冶町
二丁目北嶋順四郎（朱文方印「北嶋｣)｣。※『日
本古典籍総合目録データベース』になし｡見立番
付｡瀬戸口龍一作成「見立番付総合目録(データ

刊(pmt) 2冊8.4×18.2

ベース)」 （林英夫･青木美智男編『番付で読む江

②64丁）

130丁(O66丁．

天保14年（1843）

江戸・英屋文蔵

戸時代』2003年・柏書房）に記載なし。

(Edo/HanabusayaBunz6)全complete
題篭「刀剣図考全」 「口剣□□｣。目録題「刀剣

LI‑0222a金工銘譜

(Kink6meih')

図考」 「刀剣図考二編｣。刊記｢官許天保十四年
三月上旬／栗原孫之丞信充蔵板／発行書林下

刊 (pmt) 1帖 15.0×6.0 9面（両面）
世中期か(1750〜）全complete

谷御成道英屋文蔵｣、二編「官許天保十四年

同請求番号で他一種類あり。書き題策「金工銘

閏九月下旬／栗原孫之丞信充蔵板／発行書林

譜｣。（序)雍州府志日後藤祐乗者元ト美濃国之武

下谷御成道英文蔵｣。「附言｣天保九年戊戌歳五
月
日甲斐国源氏栗原孫之丞信充｡二編｢附言」

人而……。※原題不明、『国書総目録』には「金

近

工銘譜」なし。

天保十四年九月栗原信充。

LI‑0222b江都金エ名譜(Edokink6meihl)

刊

LI‑0220金鍔奇揺(Kmgakukitetsu)

刊

(print)

田中忠八郎[一賀斎]

(anaka

ChOhachir6(Icmgasai)) 1冊8．1×18.6
天保10年(1839)序全complete

80丁

(print)野田敬明編

17.4×7.0

(NodaNoriaki)

25面（両面）文化7年(1810)

1帖
江

戸・北島長四郎、須原屋善五郎 (Edo/Kitajma
Ch6shir6,SuwarayaZengor6)全complete

題篭｢金工蝉奇｣。内題｢金鍔苛綴｣。柱｢五○｣。

同請求番号で他一種類あり。題嬢「<江／都〉金

79オから80オに彫師、一門の名前入り肖像｢長

工名譜｣。刊記「文化七庚午年秋八月／瀬戸物町

文斎画図｣。※LI‑0204と同一｡天保十己亥とし皐

須原屋善五郎／神田鍛冶町北島長四郎／彫工
好静堂江川留吉／金工塞定秘決全く目貫小

月／七十二翁田中一賀斎自序。

刀柄鍔縁頭類／ノ彫物後藤家横谷家奈／良家等
LI‑0221a古刀角力銘鑑(Kot6sum6meikan)

ノ秘傳ヲ顕シ／ダル目利ノ書ナリ〉／近刻｣。※

刊

静岡県立中央図書館葵文庫本（国文学研究資料

(prmt)

石山常時箸

(Ishiyama恥metoki)

1舗文政11年(1828）

江

館マイクロフイルム204‑33‑5）には内題「<江／

(Edo/KitajmaJyunshir6)

全

都〉金工名譜」あり、また刊記｢瀬戸物町須原

complete
題嬢付。匡郭外左上「文政十一戊子年二月日」、

屋善五郎」の位置は空白、 「神田鍛冶町北島長

1冊65.45×46.7

戸・北嶋順四郎

四郎」のところに「野田四良兵衞蔵板」とあり。

匡郭外左下｢江戸麻布住石山常時著｣、匡郭外右
下「板元江戸神田鍛冶町戴町目北嶋順四郎｣。

LI‑0223老のたのしみ

※『日本古典籍総合目録データベース』になし。

刊 (p血t) 1帖 19.4×9.3
（1861）
全complete

見立番付。瀬戸口龍一作成「見立番付総合目録
（データベース)」 （林英夫･青木美智男編『番付
で読む江戸時代』2003年･柏書房)に記載なし。

(Oinotanoshimi)

11面文久元年

題篭「老のたのしみ｣。色刷の図4面。※『日本
古典籍総合目録データベース』になし｡十世寿徳
庵仙也襲名披露の江戸絵俳書。綾岡輝松板下書。

(96）212

(賊）文久紀元のとし龍尾園香城しるす。

LI‑0225葛飾北斎伝(KatsushikaHokusaiden)

刊

(print)飯島虚心

(IijmaKyoshin)

2冊

154丁（上78丁・下76丁）

明治

LI‑0224日本美術画報(Nipponbqutsugah6)

23.2×15.9

刊 (print) 18冊22．7×15.1 1228頁（初編
②80③72④82⑤80⑥78⑦66⑧76⑩78⑪60⑫58二

26年（1893） 9月12日東京・小林文七、蓬枢

編②58③84④66⑤60⑥74⑦46⑧54⑨56）明治27
〜29年（1894〜1896）
東京・星野錫、画報社

complete
活版袋綴じ｡題霞｢葛飾北斎伝｣。表紙見返し｢蓬

(Tbkyo/HoshmoShaku,Gah6sha)初編（巻2〜8．
10〜12)二編（巻2〜9)存onlySyohenMaki2‑8,
10‑12/2HenMaki2‑9

活版。外題「日本美術画報初（二）編｣。 目録
題「日本美術画報｣。刊記（初編巻2） 「明治廿七
年六月廿五日内務省許可／明治廿八年七月廿三
日印刷／明治廿八年七月廿五日発行／明治廿九
年一月六日再版印刷／明治廿九年一月八日再版
発行／<編輯兼／発行者>東京市日本橋区濱町二
丁目十四番地星野錫／印刷者東京市日本橋
区兜町二番地広瀬安七／印刷所東京市日本
橋区兜町二番地東京製紙分社／発行所東京
市日本橋区兜町二番地画報社／特約売捌所／
日本橋区通三丁目丸善商社／日本橋区通一丁
目大倉孫兵衛／神田区表神保町東京堂書房
／京橋区尾張町二丁目東海堂／大阪東区心斎
橋通瓦町西南角中村峯雄｣。 （初編巻3） 「明治
廿九年二月四日再版印刷／明治廿九年二月六日
再版発行｣。 （初編巻4）以下、 「明治廿七年六月
廿五日内務省許可｣、毎月廿三日印刷廿五日発行。
但し（初編巻10)のみ「明治廿七年六月五日内

務省許可｣。 （初編巻5）明治廿七年十月。 （初編
巻6）明治廿七年十一月、 「明治廿八年十一月十
八日再版印刷／明治廿八年十一月廿一日再版発
行｣。(初編巻7）明治廿七年十二月。 （初編巻8）
明治廿八年一月、 「明治廿九年二月十三日再版｣。
（初編巻10）明治廿八年三月。 （初編巻11）四
月。 （初編巻12）五月。 （2編巻2）七月。 （2編
巻3）三月。 （初編巻11）四月。 （初編巻12）五

閣

('Iblq' /KobayashiBunshichi,H6sOkaku)全

櫃閣蔵版｣。柱｢蓬椹閣梓｣。上巻冒頭に多色刷整

版｢葛飾北斎翁之肖像｣。その後は墨印｡奥付｢著
者飯島半十郎／発行者東京小林文七／印刷
者東京坪内直益／発売元東京蓬榧閣／大売
捌所名古屋片野東四郎(ほか10津)｣。 （序）明
治26年6月重野成斎。 （著者凡例）同年6月。
（付言）同年8月小林文七・

LI‑0226美術年契 (Bijutsunenkei)
刊 (print)原亮三郎 (HaraRy6zabur6)
25.7×16．7

金港堂

29丁明治24年（1891）

1冊
東京・

(Tbbo/Kink6d6)全complete

題篭「美術年契完｣。扉題「美術年契｣。序題「日
本美術年契｣。奥付「版権所有／明治二十四年八
月二十日印刷／同年同月廿九日出版／著作者
福地復一発行者原亮三郎日本橋区本町三
丁目十七番地／印刷者日置九郎同／発免
金港堂本店同／大売捌／金港堂支店大阪南
本町四丁目／金港堂支店仙台国分町五丁目｣。

（序）明治二十三年十一月福地復一識ス。
S‑2605貨幣精図

刊

(Kaheiseizu)

(pdnt)得能良介序

冊28．2×37.6

(Tbkun6Ry6suke)

1

55丁明治11年(1878)序全

complete

書き題篭「貨幣精図｣。序題「大日本貨幣精図｣。
多色刷石版・活版。顕宗天皇御宇〜明治6年の
貨幣図集。 （序賊）明治十一年九月紙幣局長得
能良介。

月。 （2編巻2）七月。 （2編巻3）八月。 （2編
巻4）九月。 （2編巻5）十月。 （2編巻6）十一

S‑2606観古図説陶器之部(Kankozusetsut6ki

月。 （2編巻Z)十二月。 (2編巻8)明治廿九年

nobu)

一月。 （2編巻9）二月。広告（初編2〜5．7．

刊

8． 12．2編2．4〜7･9) ｢THETOKYOSEISHI

（合1）冊27.1×38.7 136葉(O22葉．②29
葉｡③29葉｡④27葉｡⑤29葉）明治9年(1876）

BUNSHA/NO.2KABUTOCHO,NIHONBASm,

TOKYO

/

(ESTABLISHED

1875)

/

HEAD

(print)蜷川弍胤

〜10年（1877）

(NmagawaFutatane)

5

東京・蜷川弍胤(TblWo/Nmaga

OFFICE:OJIPAPERMILLCOMR,TOKYO.｣、 （初

waFutatane)全complete

編巻10） 「求林堂西川忠亮｣。

題篭「観古図説陶器之部一（〜五)｣。袋綴じで
はなく片面刷単葉（洋紙・石版・多色刷）を綴じ

211

（97）

たもの。奥付､第一巻「明治九年三月八日御届／

S‑2609

著述者出版人京都府下平民東京辰ノロ屋
師亀井至一／銅鉛木石諸版製造所玄々堂｣。

yoh6isenaigaishimp6bu)
刊や血0 1帖34.4×24.6 20丁明治15年
（1882） （壬子） 東京・大蔵省印刷局(Tbkyo/

第二巻｢明治十年一月二十一日御届｣以下同じ。

Okurash6msatsukyoku)全complete

三丁二番邸寄留蜷川弍胤／代価一円／石版画

国華余芳伊勢内外神宝部(KoW

第三巻「明治十年五月二十四日御届」 「定価一円

折帖｡題擬｢国華余芳く伊勢内外／神宝部>｣。「大

二十銭」ほか同じ｡第四巻「明治十年五月二十四

蔵省印刷局」印。刊年は最終丁裏の印記より。19

日御届」 「定価一円三十銭／売弘所ハーレンス

丁裏に｢定価金四円」印｡大蔵省印刷局蔵版。「皇

社」ほか同じ。第五巻「明治十年十二月二十六日

太神宮正殿之図」等多色刷石版。 （序践）明治十
三年一月印刷局長得能良介誌。

御届」 「定価一円四十銭／石版画師下国皿熊之
助」ほか同じ。各巻に自序、石版自筆版下（第3

月著者識語、著者附言。第四巻、明治10年5月

S‑2610 国華余芳正倉院御物舷oMayoh6
sh6s6mgyobutsu)
刊 (print)得能良介序(Tbkun6Ry6suke) 1

著者識語。第五巻、明治10年12月著者識語。

帖34．4×24．5

S‑2607溌雲余興(HatsuUnyob6)
刊(pmt)松浦弘[武四郎]編(MatsuuraHiroshi

ku)全complete

(Takeshir6))

局」印。刊年は最終丁裏の印記より。 13丁裏に

巻不明)｡第一巻､明治9年3月著者識｡第二巻、
明治10年1月著者識語。第三巻、明治10年5

14丁明治18年(1885)（乙酉）

東京・大蔵省印刷局(TbMo/Okurash61nsatsubo

1帖35.5×25.2

年（1877）
東京・松浦弘
Hiroshi)全complete

29.5面明治10

(Tbbo/Matsuura

折帖｡題霞「国華余芳正倉院御物｣。 「大蔵省印刷

「定価金三円六十銭」印。大蔵省印刷局蔵版｡『如
意・鎮鐸等多色刷石版。 （序践）明治十三年一月

墨印(薄墨あり)｡題霞「溌雲余興｣。刊記「明治十

印刷局長得能良介誌。

年丁丑九月発行／著述出版人東京府士族松
浦弘第五大区四小区神田五軒町三番地／剤

馴木邨嘉平昌義｣。古器物の摸写に当時の諸名

S‑2611 国華余芳正倉院御物侭oUayoh6
sh6s6mgyobutsu)
刊 (pdnt)得能良介序 (Tbhm6Ry6sukd l

家の和文･漢文を寄せたもの､図は(市河)万庵・
河鍋暁斎． （福島）柳圃・高畠藍泉、柏木政矩・
（渡辺)小華､文は市河万庵･鷲津毅堂・(小野）
湖山老人･大槻磐渓･松浦弘･富岡鉄庵ほか｡(序）

東京・大蔵省印刷局
ku)全complete

明治9年12月薩摩なる藍嶋二すめる岩下方平。

折帖｡題霞｢国華余芳正倉院御物｣。 「大蔵省印刷

帖34．3×24.4

13面明治17年(1884)(甲申）

(Tbkyo/Okurash61nsatsu幻'o

局」印。刊年は最終丁裏の印記より。定価の印記

（自賊）明治10年4月。

なし｡大蔵省印刷局蔵版｡八角鏡・円鏡等多色刷

S‑2608擢雲余興二集(Hatsuunyoky6vol.2)
刊 (pmt)松浦弘[武四郎]編(MatsuulaHimsm
(Takeshir6))

1帖36.4×25.1

年（1882）
東京・松浦弘
Hiroshi)全complete

30.5面明治15

石版。石版図はキオッソーネ制作によるという

(綴じ込みの展示カード〔イタリア語〕による)。
（序賊）明治十三年一月印刷局長得能良介誌。

(Tbbo/Matsuura

／午>七月十八日出版届／明治十五年く壬／午〉

S‑2628口本させけが露(Dhonsasekegatsuyu)
刊 (print) 1帖25．5×36.8 8丁近世後期か
(1790〜）全complete

題霞「嬢雲余興二集｣。刊記「明治十五年く壬
八月発行／著述者出版人東京府士族松浦弘

折帖｡題漆｢口本させけが露｣破損｡多色刷春本。

神田区外神田五軒町十五番地／木邨嘉平刻｣。巻

図はそれぞれ片面に独立､図中に文字なし｡表紙

頭に河鍋暁斎｢橘諸兄卿之像｣多色刷｡諸名家に

のラベル､イタリア語で｢北斎門人画｣。(序)(賊）

よる和文・漢文あり、大槻文彦・鷲津毅堂・松浦

あり。

武四郎・華頂山徹定・江馬天江ほか。 （序）明治
15年6月「芝浦のなみの音ちかく問ゆる古寺に

S‑2635

すめる七十七齢の老法師行誠｣。 （賊)富岡鉄崖。

bunko)

女貞訓下所文庫

(Onnatendnkesho

(98）210

刊､心血t)1冊.25.6×18.7
か(1750〜）全かcomplete？

69丁近世中期

題霞「<□□／口成>女貞□（以下破損。ルビお
んなていき)」題篭に目録も付く。見返し題「諸

具合大本一冊西川祐信画宝永八年板｣。

※林美一『秘本を求めて』所収｢新編･好色本春
画目録」316頁「風流色貝合横本」林氏の注記
「花洛大和壷師西川祐信壷､宝永八年(一七一一、

家当流女□(ルビしよかたうりうおん□)／女貞

正徳元年）京都板、横本二冊。内題は「源氏色貝

訓下所文庫（ルビおんなていきんけしよぶん□）

合」とある｣。※木村捨三｢看書随録｣のうち｢風

／万容笑薫女宝感（ルビまんようきやうぐんを

流色貝合｣(『木村仙秀集二』(日本書誌学大系31）

んなほうかん)｣。柱「／女貞訓

302〜304頁､昭和58年･青裳堂書店)によれば、

／八｣。蔵書

印、 76ウ、方印「讃杜／艸□」朱文楕円印「待

上下2冊で刊記備わる（引用省略)。キオッソー

債｣。

ネ本は上のみか。

S‑2636女大楽宝開

(OImadairakutakarabako)

刊①rint) 1冊25.6×18.2
(1750〜)1全complete

64丁近世中期

S‑2643,S‑2644艶本多歌羅久良

(Ehontakara

kura)

刊

(prinO

2冊

（上) 21.5×15.3 (中) 21.8

蔵書印､扉右上｢JFB｣、表紙見返しにもあるが判

×15.5

読不可｡表紙見返し「＝軒開□□＝口述／女大楽

(1790〜）上・中存omyJh6,Cha

宝開／閨花書津＝槐堂く開／□>｣。柱｢女大ら
く 一（〜)｣。扉の絵、鳳凰（頭部女陰）と騏麟

題篭「艶本多歌羅久良｣。春本。色刷d天明8年

（頭部男根)。※姻櫻椣主人編『好色本目録』(軟
派物研究会)23頁｢女大楽宝開大本一冊■

(S‑2645,S‑2638)とは同版・後刷。 （序）申（ル
ビさる）の睦月（ルビむつみづき） 曲取主人題。

（戸十酋)軒開茎作宝暦頃｣｡※『国書総目録』
は「艶本目録による」として「一冊
（類）艶本
（著）月岡雪鼎画
（成）宝暦年間」とする。※
林美一『秘本を求めて』(昭和47年･有光書房）
所収「新編･好色本春画目録」は明治末編纂の写
本、全亭好生『<いる／は別〉好色本春画く附吉
原もの／野郎もの〉目録』を底本としてこれに
林氏の注記を加えたもの、 244頁「女大楽開寳
大本一冊西川風の画宝暦の頃／貝原氏の女
大学に擬す､■(戸十酋)軒開茎先生述､開(閨）
花書騨秘（稻）悦堂開板（版)」林氏の注記「『女

※林美一『秘本を求めて』所収｢江戸艶本目録の
蒐集」に紹介される昭和6年12月「<某伯爵家
／文庫落札〉目録一覧表」には｢多歌羅久良半
紙本三冊色摺二代歌麿蓋」とある(102.103

大楽寳開（ルビおんなだいらくたからばこ)』が
正しい。貝原益軒の『女大学宝箱』をもじる。上

30丁（上16丁・下14丁）近世後期か

か寛政12年か文化9年か｡｢〔艶本多歌羅久良〕」

頁)。二代目歌麿とすれば文化九年（1812)。

S‑2645,S‑2638

[艶本多歌羅久良]

([Ehontakara

kura])

刊

(pnnt)

×15.4

2冊

（上) 21.9×15.3 (中) 22.1

28丁（上15丁・中13丁）近世後期か

(1790〜）上・中存omyJh6,Ch6
多色刷。 「艶本多歌羅久良」 (S‑2643,S‑2644)と
同版本だが(S‑2645,S‑2638)が前刷。巻上、上

方本、月岡雪鼎画と古来いわれているが非、 （寺

ノセオ・上ノ八オ（丁付はノド）欠。巻中に中ノ

澤昌二)であろう｣。

四ウ・中ノ五オ欠・ （序）申（ルビさる）の睦月
（ルビむつみづき）

曲取主人題。

S‑2637風流色貝合(FOrynirokaiawasd
刊 (print)西川祐信画 (NishikawaSukenobu)

S‑2646,S‑2648会度睦裸咲

1冊

刊

16． 1×22．3

35丁宝永8年（1711）序

上存onlyJh6

(pnnO

2冊21.1×14.8

下13丁）近世後期か(1790〜）

(Edomurasaki)

27丁(上14丁・
中欠(上･下存）

表紙貼付のシールにイタリア語で師宣画として

LackChn

著録。序題「風流色貝合｣。春本。本文には目録

題篭「<新染／無類〉会度睦裸咲（ルビゑどむら

にある「いつわりのごぜ｣「かはせ貝」｢おもひ草」

さき)｣｡序題｢会度睦裸咲(ルビゑどむらさき)｣。

欠。目録にない｢谷の埋木｣が本文にあり。 （序）

春本、色刷。表紙見返し「道志留辺之図｣。下巻

宝の八ツの年月はじめ古色軒。※姻櫻模主人

最終丁裏に「新染会度睦裸咲大尾後編近刻出来｣。

編『好色本目録』（軟派物研究会） 76頁「風流色

上巻の終わりに「中ノ巻へつ宣く｣。下巻の本文

209 （99）

の初めに「中ノ巻ヨリツ坐ク｣。 （序>猫のさかり
月紀幾世（ルビきのいくよ）題。

S‑2651,S‑2652笑本連理枝にhonremnoeda)

刊 (p血0 2冊21.3×15.4 28丁(上14丁・
中14丁）近世中後期か(1750〜）上・中存only

「うつせみ」 「ゆふかほ」 「若紫」 「花の宴」 「あふ

ひ」 「末摘花」 「紅葉賀」 「さか木｣。※嫡櫻模主人
編『好色本目録』（軟派物研究会）23頁「女艶姿
茎群鏡大本一冊月岡雪鼎安永六年墨
摺｣。

春本、墨刷。 （序） 「笑本連理枝序（ルビわらひほ

S‑3264,S‑3265,S‑3266,S‑3267,S‑3268国華余芳
(Kokkayoh6)
刊 (prinO得能良介序 (Tbkun6Ry6sukj 5

んれんりのえだじよ)」人の成間に一番正月吐

帖27．2×36．2

Jh6,Chn

題篭｢笑本連理枝(ルビゑほんれんりのゑだ)｣。

65丁（各13丁）

明治13年

淫子書。※林美一『秘本を求めて』所収「新編・

(1880)〜14年(1881)全complete

好色本春画目録｣236頁｢笑本連理枝三冊春

アルバム。題嬢「国華余芳｣。写真を貼ったもの

潮画｣林氏の注記「半紙本墨摺｡既出『笑本婦久

（白黒・カラー着色混在)。説明文と英文の簡単

阿羅感(ルビえほんふくあられ)』の改題再摺本｣。

なキヤプシヨンあり。S‑3264内宮御厩前橋･内

『笑本婦久阿羅態』については235頁林氏「墨

宮・二見浦・長谷寺・興福寺・春日神社･東大寺

摺半紙本三冊､勝川春潮画｡寛政二年(一七九○）

大仏殿・薬師寺塔・法隆寺など。S‑3265吉野金

刊、のち『笑本連理枝』と改題再摺｣。

峯神社･後醍醐天皇陵･高野山金剛峯寺･仁徳天
皇陵･応神天皇陵･男山八幡宮など。S‑3266稲

S‑2653

[女大楽宝開]

([Omladairakutakara

荷神社･藤森神社・清水寺・八坂神社･東山・智

bako])

恩院・高台寺・銀閣寺・修学院・北野神社・金閣

刊巾血t) 1冊25.3×18.4 62丁近世中期
(1750〜）欠丁有Notcomplete

寺・仁和寺・嵐山・渡月橋。 S‑3267西本願寺・

書名はS‑2636による｡柱｢女大らく

一(〜)｣。

東寺・黄檗山門・平等院・日吉神社･唐崎松・石

山寺・月見台・名古屋城・多度山・養老滝・三保

S‑2636との比較によると、 2丁欠、最初の1丁

遠景・清見寺・浅間神社・猿橋・御嶽山。 S‑3268

（扉） と最後の1丁。保存状態はこちらの方が

木曽川・諏訪神社･熊野神社・日光山神橋・東照

良。※『国書総目録』は「艶本目録による」とし

宮･華厳滝･王子村の紙幣工場や大蔵省印刷局製

て「女大らく

造場など。 （序賊)明治十三年一月得能良介記。

一冊

（類）艶本

（箸）月岡雪

鼎画」 とする。
S‑3269

S‑2654女艶姿茎群鑑 (Onnaenshib6kunka
gami)
刊 (pmt) 1冊25.4×18.1 70丁近世中期
か(1750〜）全complete

刊

ViewsandCostumesofJapan

(print)

1帖28．6×34.9

53丁明治初頭

(1868〜1878）全complete
写真帖（色付写真)。革表紙、外題なし。書名は

扉題による。扉「Printed&publishedbyStillfied

題簑「<□／□〉女艶姿茎群鑑（ルビおんなゑん

&Andersen, /YbkohamaMamstreet,No.59./

しきやうぐんか笈み)｣｡春本､巻頭色刷｡刊記｢浪

Negatives

byBaron

Stillfied

by

/

Special

華画工＝（戸十酋)岳斎／時刻（振仮名チョコ

appomtmentPhot.toH.J&R./AustrianMs.Court.｣。

／、）

扉に飾ってあるメダルに「1873」の年記あり。晒

次留気陰兵衛／女婬(振仮名ヂヨイン）

■（振仮名シ堂）屋腎（振仮名ジン）兵衛｣。※

し首の写真の高札「神奈川県支配所武州橘樹郡

女訓書のパロディ、「三国図」「石山寺紫女源氏執

高石村（中略）笠原伊兵衛（中略）壬申三」明治

筆の図」 「漁湘八景」 「女一生喜」 「茶の湯指南」

5年1872．別紙に「DONODEIFRArFIIJ

「生花指南」 「香の記」 「女風俗教訓図」 「女教訓

S肥BOLD,1876」とあり、1876年にシーボルトか

宝草」 「女三十六寄仙大意」 「草紙洗ひ小町」 「雨

ら贈られる。※参考、DonatellaFailla

ごひ小町｣「通ひ小町｣「関寺小町｣「そとは小町」

ChiossoneuncollezionistaeruditonelGiappone

「あふむ小町｣｢清水小町｣「きりっぽ｣「は歩き武」

｢Edoardo

Me#i｣ (1996)。
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