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銅鯨

漢代に製作、使用された青銅製の倣(漢式系三翼倣)である。鍬身が短く、長い鉄製の茎

を持つものと、倣身が長 く、短い銅製の茎を持つものの2種がある 。茎の着装状況が判る例

は珍しい。銅製茎は身の部分と一緒に鋳造されており、断面は三角形を呈する。三角形の鍬

は、鋳型を3個組み合わせて鋳造する高度な技術が必要である。北部九州では弥生時代から

銅鍬が見られ、弥生時代後期(紀元1~2 位紀)に日本列島でも製品が多量に生産される。実

用の銅鉱は、鋳型2個で鋳造する単純な作りであるが、春日市須玖坂本遺跡では、 48本同時

めいのはま

に鋳造できる鋳型も出土している o 上のような中国製の銅倣も、福岡市西区姪浜遺跡、城南

区梅林遺跡等から出土している。 (本文139頁)





はじめに

福岡は大陸に近く、古来より現在に至るまでアジア各地との交流が盛んに行われてき

ました。福岡市博物館は平成2年10月、この地域性にふさわしい「対外交流史Jを展示

テーマとする歴史民俗博物館として開館しました。

本年度は、自主企画の特別展として『黒田家 その歴史と名宝展Jを開催し、福岡藩

主であった黒田家400年の歴史について、市民の皆様の理解を一層深めていただきまし

た。

また、昭和58年4月の博物館建設準備室の発足以来、多くのみなさまのご協力により、

博物館資料の収集をすすめてきました。その成果は毎年刊行してきました『収蔵品目録』

にまとめ、平成11年度までの収集分のうち、 95，463件を掲載しました。本目録では、

平成12年度の寄贈・寄託・購入資料2，460件と、『収蔵品目録17Jに引き続いて平成5

年度に購入した旧吉川観方コレクションの一部 (4，044件)、および平成10年度に寄贈

を受けた中村洋一資料の一部 (2，212件)を収録しています。これらの収集資料は新収

蔵品展で一部を公開するほか、部門別展示や自主企画展などにおいて活用しています。

ここに、貴重な資料をご提供いただきましたみなさまをはじめ、資料収集に際して、

ご教示・ご協力を下さいました関係各位に深くお礼を申し上げますとともに、今後とも

一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

平成15年3月

福岡市博物館長桑原敬一



〈 凡例 〉

1.本目録では、平成12年度の収蔵品を寄贈、寄託、購入の順に並べ、寄贈・寄託資料は家別資料として件数の多い順

に配列した。巻末に、平成10年度の寄贈資料である中村洋一資料と、平成5年度の購入資料である旧吉川観方コレ

クションの一部を収録した。

2.漢字は基本的に常用漢字を使用した。

3.記載の文字が不明の場合は口とし、原本通りの時は(例)蓄とした

4.法量の単位はセンチメートル、重さはグラムである。

5.最右項の番号(例)2000P1234と記したものは備品番号である。 Pは寄贈、 Dは寄託、 Bは購入の略である。

6.絵画、工芸品は、基本的には名称、時代、作者(銘)、品質・形状、法量、員数、備考の項を設けた。

7.古文書(文書)については、原則として名称、時代、差出・作者、宛所、品質・形状、法量、員数、備考の項を設

けたが、紙幅などの関係から、各文書について、適宜省略した項目もある。

8.書籍については、時代の項に記したのは基本的に発行年月日である。写しゃ編集、序文などの区別はそのつど記し

た。

9.民俗資料については、次の凡例を設けた。

(1)生活、生産、交通・交易、社会生活、信仰・年中行事、芸能・娯楽、人の一生、民俗知識、その他という分類

項目を用い、各資料に該当項目を明記した。

(2) カタカナ表記を用いた名称は、外来語・地方名等である。なお、通称・形態等の記載を特に必要とするものに

関しては( )で記した。

(3)備考には、用途等を記した。

10.各資料はおおむね書式は統一したが、それぞれの資料により若干の異聞があり、形態・法量・記録については省略

したものもある。
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〈寄贈資料〉
1 . 庄林ハナ資料
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寄贈資料

2. 井原桂資料

l掛矢 197.199叩様 212.213箆 218穴開け 228.23l.235 

カキヤブリ 241 水塗 り棒 245ブラシ

24掛瓦用受型 30 掛瓦用荒型 26掛瓦用受型 9桟瓦用切型 32.34袖瓦用切型

(2) 



寄贈資料

3. 清原睦彦資料

41組み笠(笹竜胆紋)

43塗り笠(南蛮笠)

42押え笠 (三度笠)

118陣笠(雑兵)

(3) 
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11 . 石丸菖七資料(追加分) 12. 真子静夫資料

l金俵前立黒漆塗桃形児
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13奉公袋

2黄糸威胴丸具足 小具足付
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寄贈資料

13. 大橋通子資料

2 (1)祝勝，3(1)革付椀 2 (2)祝膳，3(2)蓋付椀

14. 愛宕神社資料
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15. 石橋勝蔵資料(追加分)

16. 山田裕嗣資料
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Hその他の購入資料
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平成10年度収集寄贈資料・平成5年度収集購入資料

〈平成10年度収集寄贈資料〉
中村洋一資料
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〈寄贈資料〉

l.庄林ハナ資料

(寄贈者)佐藤京・庄林香・庄林偲

(現住所)古賀市謹内・福岡市西区下山門団地・

千葉県印施郡酒々井町東酒々井

明治期の博多中島町の職人の家に生まれた故庄林ハナ氏

が残した文書、写真、書籍、各種印刷物、絵画・書跡、レ

コードなどからなる資料。ハナ氏は大正5(1916)年奈良屋

尋常小学校を卒業後高等小学校に進み、大正8年に福岡為

替郵便局に奉職、以後郵便貯蓄関係業務を中心に勤務した。

昭和33(1958)年には福岡地方郵便局郵政事務官となり、

昭和43年退職、この間昭和18年には勲八等瑞宝章を受け

るなど、その専念ぶりが評価されている。

資料には①ハナ氏の学業に関する文書、写真、②在職中

の任免に関する文書、③戦中戦後にかけてハナ氏が携わっ

た郵便貯蓄行政の各種文書・印刷物、④戦中、戦後にかけ

て、ハナ氏が教養、娯楽・趣味の面から収集した書籍、レ

コード、各種印刷物が残される。戦中・戦後にかけて福岡

市域で活躍した職業女性がのこした一括資料として当時の

社会・文化を知る上で貴重である。なお⑤庄林家の幕末・

明治初期の大工・指物師関係の書籍類、⑤庄林家の什器・

漆器類も若干含まれる。

2.井原桂資料

(寄贈者)井原茂

(現住所)福岡市西区今宿

寄贈者の父井原枝氏は今宿で使われていた生活資料、各

地の民芸品、あるいは同氏の思い出の品等を収集し公開し

ていた。今回寄贈された資料の大部分は、今宿の今宿三右

衛門製瓦工場の閉鎖に伴い、平成4年に同氏が収集した瓦

製作用具である。同工場の瓦製作用具は、すでに平成6年

度に横川弘資料として寄贈を受けており、今回の資料群は

それを補完する。

資料解題

3.清原睦彦資料

(寄贈者)清原文城

(現住所)福岡市城南区別府

西日本新聞社に勤務の傍ら、日本各地の古今の笠、さら

にはアジア各地の笠の収集を行った故清原睦彦氏が残した

コレクションで、清原氏の早良区昭代の旧居不除庵に残さ

れた。資料の内容は①江戸時代の武家陣笠類、②近世から

近代の庶民の道中笠、各種労働用の笠、宗教者の笠、③昭

和時代の日本各地の観光地の土産用笠、あるいは祭や踊り

用の笠、④アジア各地の庶民用笠等に大別できる。量的に

は②、③が中心となっている。収集過程については記録類

が残されていないため不詳だが、清原氏が剣道家であった

ことや、またその職業を活かしての広い範囲の活動、交際

によって収集されたものと言える。

4.鈴木孝一資料

(寄贈者)鈴木孝一

(現住所)千葉県流山市東深井

寄贈者の父増次郎氏が、大正10(1921)年頃に仕事で福

岡を訪れたときに購入した絵はがき。福岡・博多の絵はが

きと太宰府の絵はがきが含まれる。増次郎氏が、出張中の

滞在地である下聞から、寄贈者へ送った博多ことばの絵は

がきもある。

5.粛藤義資料(追加分)

(寄贈者)粛藤日出男

(現住所)福岡市西区愛宕

平成10年度収集資料の追加分である。粛藤義氏は医業

の傍ら郷土史家としても活躍し、考古資料や歴史資料を多

数収集した。主に早良区周辺の遺跡で採集された土器や石

器、植輪、耳などである。特に梅林採集の子持勾玉は、

『考古学雑誌、』に氏により報告された学史的に価値のある

ものである。また、朝鮮半島製の陶質土器等も含まれてい

る。

qu 



資料解題

6.新原顕一資料(追加分)

(寄贈者)新原顕一

(現住所)前原市大字前原

平成11年度収集資料の追加分である。寄贈者の父が和

歌を学ぶために収集した、幕末から明治、大正、昭和初期

にかけての書籍を中心とする版本や各種印刷物である。新

原家は江戸時代には博多の町年寄をつとめ、近代には福岡

で博多織関係の工場を経営していた。資料の内容は①幕末

期から近代にかけての歌道書、狂歌集、②福岡藩の歌人で

勤王運動家である野村望東尼や、学者、宗教者、文学者な

どの記念出版物、③博多織の図案の参考書とした能装束図

案集、④中国大陸関係の絵葉書等に大別される。④につい

ては寄贈者自身の収集分も見られる。

7.伊藤達也資料

(寄贈者)伊藤達也

(現住所)横浜市栄区公田町

伊藤家は、福岡藩主黒田氏の播磨在住時代からの家臣で、

慶長期の当主次郎兵衛は、黒田長政より400石を与えられ

ている。その後、一時期、浪人するなどしたが、三代藩主

光之に再び召し抱えられ(3人扶持20石)、以後、子孫は幕

末まで、山目付(のち山奉行)、御普請方見廻役などを勤め

た。本資料は伊藤家に伝来した江戸時代初期から明治期の

古文書類が中心で、知行宛行状、系譜、役中覚書、達類の

ほか、藩からの預かり山に関する記録類、さらには明治期

の預かり山払L、下げに関する一件文書も含まれる。このほ

か家伝の烏帽子形の当世児、室町時代の作風を残す筋兜な

どの武具が残されるなど、福岡藩政期の武家資料として貴

重である。
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8.樋口久代資料

(寄贈者)樋口久代

(現住所)福岡市早良区城西

寄贈者の母財部ツル氏(明治28年生)が、旧博多櫛田前町

にあった私立櫛田女学校(明治42年創立)在学中に製作した

和洋裁雛形・鰍紗・オキアゲである。櫛田女学校は、日本

画家の祝部至善もその経営に携わり、教壇に立った。裁

縫・刺繍・作法・生花・茶湯が教授科目であったが、特に

刺繍が有名で、共進会や博覧会では生徒の作品がたびたび

入選した。また、博多オキアゲと呼ばれる押し絵雛の製作

法も教授した。本館所蔵の祝部至善作のオキアゲ「孝養女J

を模範にして製作した作品も、本資料に含まれている。

9.石井忠資料

(寄贈者)石井忠

(現住所)宗像郡福間町花見の里

寄贈者が福岡市をはじめ筑紫野市や小郡市で1960年代

に採集した旧石器時代の細石核や細石刃、縄文時代の打製

石斧・環状石斧、弥生時代の前漢鏡や鉄斧などである。な

かでも城南区丸尾台遺跡の聾棺墓に副葬されていた小型の

内行花文日光鏡は、前原市南小路遺跡や春日市須玖岡本遺

跡、飯塚市立岩遺跡の聾棺墓からも出土しており、当時の

地勢や社会情勢、対外交流を考える上で貴重な資料である。

10.永田収資料

(寄贈者)永田政

(現住所)福岡市東区美和台

永田家は、江戸時代は福岡藩家臣で馬廻組に属し、 170

石を与えられていた。本資料は同家に伝来した剣術を中心

とした武芸関係の免状や秘伝書と、天保7(1836)年の福岡

藩分限帳である。中心は文政期頃の当主権一郎が受けた新

影流の印可書で、奥義が彩色された絵で示されたもので、

新影流奥義伝授に欠かせないものである o このほか扱心流

伝授秘伝書、中和流抜万術秘伝目録のほか、槍術の宝蔵院

流十文字鎗、柔術の秘伝書など多岐に渡っており、当時の

武家文化を示す資料といえる。また分限帳は大組以上の家

臣には石高のほか家紋の略図が付けられた珍しいものであ

る。



11.石丸寓七資料(追加分)

(寄贈者)石丸寓七

(現住所)福岡市東区箱崎

平成10年度収集資料の追加分である。寄贈者の祖父寓

太郎氏が日露戦争(1 904~05)に従軍した関係の資料、第

二次世界大戦で戦死した兄鹿次郎氏の遺言状、寄贈者が昭

和19(1944)年に出征し復員してくるまでの生活用具な

ど、石丸家に伝えられた近代資料である。

12.真子静夫資料

(寄贈者)真子静夫

(現住所)福岡市早良区脇山

桃形児と黄糸威胴丸具足を中心に、万剣・鑓、陣笠、陣

中鍋などからなる資料で、脇山に戦国時代末から居住し、

近世には帰農していた真子家に伝来した。すでに明治期の

当主定三郎の代(幕末~明治)には、同家が保持していたと

伝えられ、とくに鎧植裏の墨書にはI六 員子定三良jとあ

るのが、それを裏付けている。桃形児は福岡藩によく見ら

れるものだが、陣笠に描カ通れた家紋は同氏のものではない

ため、おそらく幕末から明治期に入手したものとされる。

13.大橋通子資料

(寄贈者)大橋通子

(現住所)東京都渋谷区代官山町

誕生後100日を「百日Jといい、「お食い初めJの儀礼をす

るのは全国的な風習である。本資料は、東京での儀礼に使

われた膳椀類と節供飾りである。膳椀は男児用が朱漆、女

児用が黒内朱漆となっている。家紋も男紋と女紋がそれぞ

れ使用され、女児用膳の方が、男児用よりも高きが高い。

女児は正座、男児はあぐらとし寸座法の違いによるもので

あろう。この差異は近代には博多に伝わり、類似の膳であ

るポッポ膳に影響を与えた。大正5(1916)年のものは寄贈

者の夫章男氏が、昭和19(1944)年のものは娘が使用した

ものである。なお、この膳椀はお食い初めの儀礼後は、正

月の祝い膳としても使用されてきた。
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14.愛宕神社資料

(寄贈者)愛宕神社(宮司千代秀一)

(現住所)福岡市西区愛宕

資料解題

昭和2(1927)年に愛宕山に開業(昭和17年に金属供出で

撤去)した架空索道(ロープウェイ)に関する資料。開業70

年を記念して製作した、当時の愛宕神社周辺の様子を再現

した模型や、ロープウェイの写真など。

15.石橋勝蔵資料(追加分)

(寄贈者)石橋博

(現住所)福岡市中央区今泉

平成10年度および11年度収集資料の追加分である。寄

贈者の父勝蔵氏が収集した日本の墨壷で、石橋家に遺され

たもの。 10年度に寄贈された墨壷のコレクションを補う

ものである。

16.山田裕嗣資料

(寄贈者)山田裕嗣

(現住所)静岡県掛川市青葉台

現在も続く博多の代表的な祭礼である博多祇園山笠の、

江戸時代後期の姿を描いた山笠図と、福岡出身の日本画家

水上泰生(1 877~195 1)の絵画。山笠図は当時 l 年に6本

作られた山笠のうち、偶数番目の堂山を描いている。現在

の飾山と異なる当時の山の造りが窺える。水上泰生の絵画

作品は何れも小禽を題材にしたもので、花鳥画を得意とし

た泰生の標準的な作品。泰生は修猷館から東京美術学校日

本画科に進み、大正8(1919)年に同志と知水会を組織し、

また改組日画会の会員となる。大正15年に帝展委員、筑

前美術会の世話人、第一回福岡県美術協会展覧会の委員と

なった。



資料解題

17.山野久満資料

(寄贈者)山野久満

(現住所)福岡市早良区梅林

石鍬、支脚、長頚壷各l点であり、寄贈者本人が自宅周

辺で採集したものである。石鍛の材質は黒曜石であり縄文

時代と思われる。支脚は古壌時代初頭、長頚壷は古代のも

のである。梅林周辺での古墳の存在は古くから知られてい

たが、それ以外の時代の状況は現在も詳しくは判っていな

L 、。これら資料は梅林周辺の集落遺跡の存在を示すもので

あり、各時代の遺跡分布状況の把握において貴重な資料で

ある o

18.大津山晴夫資料

(寄贈者)大津山晴夫

(現住所)福岡市南区高宮

寄贈者の父信蔵氏が、日露戦争(1 904~05)に出征した

際に着用していた騎兵用の軍服と除隊後の信蔵氏の肖像写

真。肖像写真は、除隊後に勤務した郡役所が大正 15

(1926)年に廃止されたあと、福岡県庁に勤務していた頃

に撮影した写真の複写。

19.柴田昭夫資料(追加分)

(寄贈者)柴田昭夫

(現住所)福岡市東区宮松

平成7年度から 10年度にかけての収集資料の追加分であ

る。「出動軍隊慰問ノ為他兵金品J寄附に対する感謝状と、

昭和5(1930)年に発行された日露戦争の画帳。ともに寄贈

者の父勘七氏にまつわる資料である。

20.安藤良介資料(追加分)

(寄贈者)安藤良介

(現住所)筑紫野市原

平成2年度と 10年度収集資料の追加分である。寄贈者が

収集した戦時資料。防毒マスク一式だが、未使用のもので、

マスクを入れる袋の記名から、兵士用ではなく、銃後の

人々が備えのために購入したものであることが分かる。
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21.星出和範資料(追加分)

(寄贈者)星出和範

(現住所)春日市松ケ丘

昭和61年度収集資料の追加分である。支那事変記念章

牌で、 2枚でl組になっている。 l枚には銃を構える陸軍兵

士、もう l枚には双眼鏡をのぞく海軍兵士が浮き彫りにさ

れている。星出家に保管されていたものである。

22.今井敏博資料

(寄贈者)今井敏博

(現住所)北九州市八幡東区祝町

昭和3(1928)年の大嘗祭にあたり福岡県早良郡脇山村

(現福岡市早良区脇山)が指定された主基斎田の記念写真で

ある。寄贈者が収集したものである。

23.江藤ただ子資料

(寄贈者)江藤ただ子

(現住所)福岡市東区青葉

第二次世界大戦中の金属供出でアルミ製の弁当箱を供出

したあと、寄贈者が当時住んでいた家の天井板で、近所の

大工に作ってもらった木製の弁当箱。空襲の際、天井裏に

落ちた火にすぐ気づくように、天井板をはずすように指導

があり、その廃材を利用した。

24.迫新治資料(追加分)

(寄贈者)迫新治

(現住所)北九州市小倉南区下曽根

平成4年度収集資料の追加分である。江戸時代後期の薬

種切手l点。 f南都改」とある事から、当時の大和・奈良地

方で使用された物で、薬種生産者は薬種商人から躍された

この切手と引き換えに、他で銀銭を受け取ることが出来た。

札元(発行者)は京都の商人で、当時の一大薬穣生産地であ

った奈良との流通過程が窺える資料である。



25.白石フミ資料

(寄贈者)白石フミ

(現住所)福岡市中央区伊崎

昭和3(1928)年の大嘗祭にあたり福岡県早良郡脇山村

(現福岡市早良区脇山)が指定された主基斎田での耕作や神

事の際に着用した博多織の帯である。寄贈者の父が使用し

たもので、寄贈者が保管していた。

26.高田茂虞資料

(寄贈者)高田茂康

(現住所)福岡市西区能古

福岡藩の海事史研究者である寄贈者が収集した、近世博

多湾岸の浦で使用された神札の版木。神札は正月の縁起物

として浦の家々の軒先等に貼られたもの。版木には、簾に

恵比須・大黒、掛けの魚、倉鈎、宝珠が描かれ、裏には

f寛保元年十二月二十一日jと彫られ、 1741年暮の作成と

知られるなど、近世中期の浦の生活・文化の貴重な資料で

ある。

27.都島直来資料

(寄贈者)都島直来

(現住所)宗像郡津屋崎町大字宮司

大韓帝国皇帝純宗が韓国の統治権を「大日本皇帝Jへ譲与

することを宣言した勅諭。朝鮮で印刷会社を営んで、いた都

島氏の祖父が、軍から勅諭の印刷を受注したときに預かっ

たものだが、受注後工場が火災にあい、勅諭の印刷はしな

かったらしい。

28.虞田次朗資料(追加分)

(寄贈者)慶田ひとみ

(現住所)福岡市南区平和

資料解題

平成7年度収集資料の追加分で、紙踏み絵とよばれる踏

み絵を模写したもの。紙踏み絵はキリストの首を獄門に掛

けた絵を摺り、高札場等でキリスト教禁止を知らしめたも

のとされ、天草の本渡市の大圧屋宅に幕末から伝来した物

が、諸研究には紹介されているが、資料的に確実な物は少

ない。本資料は踏み絵等を収集していた故庭田次朗氏が、

L 、ずれかの原本から模写した物と推定され、紙の破損状況

まで写されている。平成7年に次朗氏によって寄贈された

板踏み絵(板にメダイを埋め込んだ踏み絵)の追加資料であ

る。
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資料解題

〈寄託資料〉

1.稲員コレクション(追加分)

(寄託者)稲員大蔵

(現住所)福岡市早良区室見

愛万家であった故稲員稔氏が収集したもので、そのコレ

クションの質の高さと量の多さで知られる。今回の寄託資

料は9口。山城、肥前、備前、関などの名万産地のものが

そろい、特別貴重万剣3口、特別保存万剣2口、重要万剣l

口が含まれる。

2.黒田つる資料

(寄託者)黒田つる・黒田峰巳子・黒田信宏・伊豆和

(現住所)大阪府堺市北花田口町・大阪府高石市綾

園・大阪市住吉区遠里小野

福岡藩祖黒田如水(孝高)の祖父重隆、父職高、母明石氏

(明石城主明石宗和娘)の墓と位牌のある心光寺にまつわる

記録と、福岡藩主黒田氏系図(6代継高まで)、外戚の記録。

近世中期の福岡藩士明石景恕によって作成されている。景

恕は黒田氏にしたがって中津、福岡へ移ってきた明石宗和

4男安正の子孫。系図等はなおも姫路に在住する、黒田家

の別流の人々のためにとくに作成した、という由来の箱書

が記されている。

〈購入資料〉

I 一括資料

1.福岡藩大組大野家資料

本資料は福岡藩家臣で大組に属し、 1000石を与えられ

ていた大野家の資料で、近世文書、近世書籍・写本類、近

代文書と絵画からなる。

近世文書としては、天保期に大野氏が御納戸役、大目付

等を歴任したため、その際の役中日記、手控類や、長崎警

備、異国船漂流手当に関するマニュアル類が残されている。

このほか、大野氏の代替わりの相続の儀式関係資料や、兵

法免許状が見られる。近世書籍・写本類は、幕末の当主貞

正によって写されたものがほとんどで、島原の陣、朝鮮通

信使記録、「長野日記J(享保から宝暦期にかけての福岡藩

士長野氏の日記)、近世中期の「御触状写Jといった藩政期

の貴重な記録類などがみられ、このほか、福岡藩主夫人の

事蹟集「淑徳録Jなど珍しいものも含まれる。近代文書は明

治30年代後半に田川実業学校に在籍した大野家の姉妹聞

の往復書簡などで、当時の女子教育の内容が窺える。なお、

近世絵両として彩色の「金山稼之図Jが含まれる。

2.井上快庵関係文書

福岡藩の医学校賛生館で医学を学び、維新後は軍医とな

った井上回(l852~1912)に関係する文書群。明治初年か

ら日露戦争後までに、井上が受けた辞令などを中心とする。

なお、井上家は福岡藩の藩医をつとめた家である。

。。



〈平成10年度収集寄贈資料〉

中村洋一資料

(寄贈者)中村洋一

(現住所)福岡市博多区奈良屋町

平成10年度に寄贈された映画チラシ類である。寄贈者

が収集したもので、本目録には映画のタイトルが50音順

で、「ヒjで始まるものから「ワJまでの2212件を収録した。

なお「ハJまでの5314件は平成11年度目録に収録してい

る。

〈平成5年度収集購入資料〉

旧吉川観方コレクション

京都の日本画家で、風俗研究家でもあった吉川観方

(l 894~ 1978)が蒐集した資料。内容は、近世~近代の絵

画、工芸、書跡など多岐にわたる。本目録には、そのうち

書跡(和歌・俳句短冊)の一部を収録する。なお、旧吉川観

方コレクションとしては平成7年度目録に絵画、 8年度目

録に染織(小袖・小袖裂)、 9年度目録に装身具類、 10年度

目録に金工(鏡・万装具)、 11年度目録に調度類を収録して

いる。

資料解題
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< 寄贈資料>





寄贈資料 1.庄林ハナ資料

1.庄林ハナ資料

〈資料内訳)1 文書等……・・・…………………・・192件225点

2 辞書等…………....・ H ・......・ H ・... 20件 20点

3 文芸書……… H ・H ・-…ー………… 41件 41点

4 パンフレット・絵葉書等…・…..41件165点

5 謡・和歌関係…一-….....・ H ・....・ H ・・・・・ 81件 87点

6 レコード...・H ・..…'"・ H ・..……………146件146点

7 什器・…...・H ・-一……・…....・ H ・-…… 7件 41点

〈総計)528件725点

1 文書等

番号 名 称、 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

(書籍箱) (江戸時代ヵ) 木製 同20.8 l点 2~4を 2000Pl 
幅14.3 収める
奥行20.2

2 茶式湖月抄初編上 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 18.0X 12.5 l冊 2000P2 
(1) 皇和書房

(2) 茶式湖月抄初編下 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9x 12.4 l冊 2000P3 
皇和書房

(3) 茶式湖月抄二編上 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9xI2.5 l冊 2000P4 
皇和書房

(4) 茶 式湖月抄二編下 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9x 12.5 l冊 2000P5 
皇和書房

可F可P

(5) 茶 式湖月抄=編下 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9xI2.5 l冊 2000P6 
皇和書房

(6) 茶 式湖月抄三編下 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9XI2.5 l冊 2000P7 
皇和書房

(7) 茶 式湖月抄三編下 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9x 12.4 l冊 2000P8 
皇和書房

(8) 茶式湖月抄四編下 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9xI2.4 l冊 2000P9 
皇和書房

(9) 茶式湖月抄五編上 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9xI2.4 l冊 2000PlO 
皇和書房

(10) 茶 式湖月抄五編上 (嘉永4年成立) 湖月老隠編著 木版書冊 17.9xI2.4 l冊 2000Pll 
皇和書房

3 雑工三編大工棚雛形 嘉永3年孟春 大賀範囲著 木版書冊 12.4x 18.4 l冊 2000P12 
上 発行

4 新編欄間雛形上 嘉永5年孟春 大賀範囲図 木版書冊 12.5x 18.5 l冊 2000P13 
(1) 発行

(2) 新編欄間雛形下 嘉永5年孟春 大賀範囲図 木版書冊 12.5x 18.5 l冊 2000P14 
発行

5 女子習字帖初等科 昭和7年2月 矢野藍汀編書 印 刷 書 冊 26.5 x9.5 l冊 2000P15 
(1) 上 (非売品)

(2) 女子習字帖初等科 昭和7年2月 矢野草汀編書 印刷書冊 26.5x9.7 l冊 2000P16 
下 (非売品)

(3) 女子習字帖中等科 昭和7年2月 矢野麗汀編書 印刷書冊 26.5X9.7 l冊 2000P17 
上 (非売品)

(4) 女子習字帖中等科 昭和7年2月 矢野藍汀編書 印刷書冊 26.5X9.7 l冊 2000P18 
下 (非売品)

qu 



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛 所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

I 6 裁縫新教書上巻 大正8年4月18共立女子職業学 印刷書冊 22.2x 14.9 l冊 2000P19 
日再版発行 校楼友曾裁縫研

究部編

7 教育勅語附昭憲皇太后 昭和9年2月15小西重道監修・ 印刷書冊 22.4X 15.0 l冊 2000P20 
御歌読本 日再版 飯田豊二編著

8 女子大日本読本新訂版 昭和16年12月 藤村作編 印刷書冊 20目8x14.7 l冊 2000P21 
巻九 30日訂正3版

発行

9 小倉百人一首(読札) 大正9年11月 野村鈴口編新 印刷札 7.1 x5.0 l組 2000P22 
15日155版発 橋堂 (箱入)

1'1' 

10 小倉百人一首(取札) 大正8年11月 野村鈴口編新 印刷札 7.1 X5.0 l組 2000P23 
15日154版発 橋堂 (箱入)

fr 

11 福岡高等小学校生徒手 大正5・6年度 福岡市大野商会 第l学年・ 印刷墨書 21.6X 15.4 l冊 2000P24 
帳 刷装 第2学年庄 ベン書書

林ハナ 冊

12 学校家庭通信簿 明治43年度ヵ 受持訓導園田行 奈良屋尋常 印刷墨書 18.7X 13.6 l冊 2000P25 
敬 小学校第l 冊子

学年第l学
級庄林ハナ

13 通告書福岡市奈良屋 明治44年度ヵ 担任教師園田行 第2学年第l 印刷墨書 21.7XI4.2 l部 2000P26 
尋常小学校 敬 学級庄林ハ リーフレツ

ナ ト

14 通告書福岡市奈良屋 大正元年度ヵ 担任教師白水ト 第3学年第3 印刷墨書 21.8X 14.2 l部 2000P27 
尋常小学校 モ 学級庄林ハ リーフレツ

ナ ト

15 通告書福岡市奈良屋 大正2年度 担任教師白水ト 第3学級第3 印刷墨書 21.9X 14.2 l部 2000P28 
尋常小学校 モ 学年庄林ハ リーフレツ

ナ ト

16 通告書福岡市奈良屋 大正3年度 担任教師白水ト 第3学級第5 印刷ぺン 21.5X 14.1 l部 2000P29 
尋常小学校 モ 学年庄林ハ 書 リーフ

ナ レット

17 通告書福岡市奈良屋 大正4年度 担任教師江守耐 第3学級第5 印刷ぺン 21.6X 14.0 l部 2000P30 
尋常小学校 口 学年庄林ハ 書 リーフ

ナ レット

18 通告書福岡市奈良屋 大正4年度 担任教師未記入 第3学級第6 印刷ぺン 21.5x 14.0 1部 2000P31 
尋常小学校 学年庄林ハ 書 リーフ

ナ レット

19 修業証書(第l学年) 明治44年3月 福岡県福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.0x31.6 l枚 2000P32 
25日 良屋尋常小学校 一紙

20 賞状(品行善良ノ賞ト 明治44年3月 福岡県福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.1X31.7 l枚 2000P33 
シテ国語読本一冊ヲ授 25日 良屋尋常小学校 一紙
与)

21 (任命状l第l学期間組長 明治44年4月 奈良屋尋常小学 庄林ハナ 印刷墨書 18.2 x23.4 l枚 2000P34 
ヲ命ス]) 12日 校 一紙

22 (任命状I第3学期間組長 明治45年l月 奈良屋尋常小学 庄林ハナ 印刷墨書 18.2 X23.4 l枚 2000P35 
ヲ命ス]) 15日 校 一紙

ーーーー--ーー」ーーー
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寄贈資料 1.圧林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

23 修業証書(第2学年) 明治45年3月 福岡県系福岡市立 圧林ハナ 印刷墨書 23.0 x 32.0 l枚 2000P36 
25日 奈良屋尋常小学 一紙

校

24 賞状(第2学年間精勤セ 明治45年3月 福岡豚福岡市立 庄林ハナ 印刷墨書 22.9X32.0 l枚 2000P37 
シムヨリ) 25日 奈良屋尋常小学 一紙

校

25 賞状(品行善良ノ賞ト 明治45年3月 福岡勝福岡市立 庄林ハナ 印刷墨書 23.0 x 32.0 l枚 2000P38 
シテ尋常小学修身書ー 25日 奈良屋尋常小学 一紙
冊ヲ授与) 校

26 (任命状i第一学期間友 明治45年4月 奈良屋尋常小学 第3学年第3 印刷墨書 18.2x23.4 l枚 2000P39 
長ヲ命ス]) 10日 校 学級庄林ハ 一紙

ナ

27 修業証書(普通女礼式 明治45年7月 大日本婦人正風 庄林はな 印刷墨書 27.2X37.0 l枚 2000P40 
-婚礼式の修了) 14日 会福岡支部教務 一紙

部・礼節学修院
長萩原蔦

28 (任命状[第2学期間友長 大正元年9月6奈良屋尋常小学 第3学年第3 印刷墨書 18.2 x23.3 l枚 2000P41 
ヲ命ス]) 日 校 学級庄林ハ 一紙

ナ

29 (任命状|第3学期間友長 大正2年l月13奈良屋尋常小学 第3学年第3 印刷墨書 18.0X23.4 l枚 2000P42 
ヲ命ス]) 日 校 学級庄林ハ 一紙

ナ

30 修業証書(第3学年) 大正2年3月25福岡県系福岡市立 庄林ハナ 印刷墨書 22.7X32.1 l枚 2000P43 
日 奈良屋尋常小学 一紙

校

31 賞状(第3学年間品行善 大正2年3月25福岡県系福岡市立 庄林ハナ 印刷墨書 22.8X32.0 l枚 2000P44 
良ノ賞トシテ尋常小学 日 奈良屋尋常小学 一紙
修身書l冊ヲ授与) 校

32 (任命状l第l学期間級長 大正2年4月10福岡市立奈良屋 第3学級第4 印刷墨書 17.9X23.5 l枚 2000P45 
ヲ命ス]) 日 尋常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

33 (任命状[第2学期間級長 大正2年9月8 福岡市立奈良屋 第3学級第4 印刷墨書 17.8x23.7 l枚 2000P46 
ヲ命ス]) 日 尋常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

34 (任命状l第3学期間級長 大正3年l月13福岡市立奈良屋 第3学級第4 印刷墨書 17.9X23.6 l枚 2000P47 
ヲ命ス]) 日 尋常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

35 修業証書(第4学年) 大正3年3月25福岡l孫福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.2 x 32.0 l枚 2000P48 
日 良屋尋常小学校 一紙

36 賞状(第4学年間精勤セ 大正3年3月25福岡県系福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.2X31.5 l枚 2000P49 
シムニヨリ之ヲ賞ス) 日 良屋尋常小学校 一紙

37 賞状(第4学年間品行善 大正3年3月25福岡県系福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.1X31.8 l枚 2000P50 
良ノ賞トシテ教科書l 日 良屋尋常小学校 一紙
冊ヲ授与)

38 (任命状l第l学期間友長 大正3年4月9 福岡市立奈良屋 第3学級第5 印刷墨書 17.9x23.6 l枚 2000P51 
ヲ命ス]) 日 尋常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

に
-
U

1
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寄贈資料 1.圧林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

39 (任命状[第2学期間友長 大正3年9月9 福岡市立奈良屋 第3学級第5 印刷墨書 18.0 x 23.5 l枚 2000P52 
ヲ命ス)) 日 尋常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

40 賞状(夏期休業中課題 大正3年9月10福岡県草福岡市立 第5学年庄 印刷墨書 22.9x30.8 l枚 2000P53 
ノ成績優良ニ付) 日 奈良屋尋常小学 林ハナ 一紙

校

41 (任命状[第3学期間友長 大正4年1月15福岡市立奈良屋 第3学級第5 印刷墨書 17.9X23.4 l枚 2000P54 
ヲ命ス)) 日 尋常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

42 修業証書(第5学年) 大正4年3月23福岡県草福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.2x31.8 l枚 2000P55 
日 良屋尋常小学校 一紙

43 賞状(第5学年間晶行善 大正4年3月23福岡県系福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.0x31.7 l枚 2000P56 
良ノ賞トシテ修身書l 日 良屋尋常小学校 一紙
冊ヲ授与)

44 (任命状[第l学期間友長 大正4年4月12福岡市奈良屋尋 第3学級第6 印刷墨書 18.1 x26.4 l枚 2000P57 
ヲ命ス)) 日 常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

45 (任命状[第3学期間友長 大正5年l月13福岡市奈良屋尋 第3学級第6 印刷墨書 18.0 x 26.5 l枚 2000P58 
ヲ命ス)) 日 常小学校 学年庄林ハ 一紙

ナ

46 卒業証書(尋常小学校) 大正5年3月24福岡県草福岡市奈 圧林ハナ 印刷墨書 25.9x35.9 l枚 2000P59 
日 良屋尋常小学校 一紙

長有田喜太郎

47 賞状(六学年間品行善 大正5年3月24福岡県草福岡市奈 庄林ハナ 印刷墨書 23.2x31.9 l枚 2000P60 
良ノ賞トシテ硯箱一個 日 良屋尋常小学校 一紙
ヲ授与)

48 (任命状[第l学期間組長 大正5年4月20福岡市福岡高等 第12番l学 印刷墨書 18.8 x 26.5 l枚 2000P61 
ヲ命ス)) 日 小学校 年庄林ハナ 一紙

49 (任命状I第3学期間組長 大正6年l月16福岡市福岡高等 第12番l学 印刷墨書 18.8x26.5 l枚 2000P62 
ヲ命ス)) 日 小学校 年庄林ハナ 一紙

50 修業証書(高等小学校 大正6年3月22福岡県草福岡市福 庄林ハナ 印刷墨書 23.0x31.9 l枚 2000P63 
第l学年) 日 岡高等小学校 一紙

51 (任命状[第l学期間組長 大正6年4月 福岡市福岡高等 第11番2学 印刷墨書 17.1x26.9 l枚 2000P64 
ヲ命ス)) 小学校 年庄林ハナ 一紙

52 (任命状[第l学期間組長 大正6年9月3 福岡市福岡高等 第11番2学 印刷墨書 17.3x26.7 l枚 2000P65 
ヲ命ス)) 日 小学校 年庄林ハナ 一紙

53 (任命状[第3学期間組長 大正7年l月22福岡市福岡高等 第11番2学 印刷墨書 17.2x26.7 l枚 2000P66 
ヲ命ス)) 日 小学校 年庄林ハナ 一紙

54 卒業証書(高等小学校 大正7年3月25福岡県議福岡市福 圧林ハナ 印刷墨書 26.1 X36.3 l枚 2000P67 
修業年限2ヶ年) 日 岡高等小学校長 一紙

立石仙六

55 賞状(組長勤務中誠実、 大正7年3月25福岡高等小学校 庄林ハナ 色刷墨書 26.3X36.3 l枚 2000P68 
其功労賞トシテ焼鍍ー 日 一紙
挺授与)

56 (任命状[第3学期間組長 大正8年l月16福岡市福岡高等 補習科l学 印刷墨書 17.1X26.5 l枚 2000P69 
ヲ命ス)) 日 小学校 年庄林ハナ 一紙

no --



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

57 修業証書(福岡高等小 大正8年3月21 福岡l孫福岡市福 庄林ハナ 印 刷 墨 書 25.9x 36.0 l枚 2000P70 
学校補習科lヶ年ノ課 日 岡高等小学校長 一紙
程) 立石仙六

58 (括紐) 昭和時代ヵ 47.9 l本 19~57 2000P71 
を括る

59 写真(和服姿ノ一部羽 大正時代ヵ 不詳 白黒写真 1O.OX 14.1 l枚 2000P72 I 
織着ノ男子12名) 台紙付

60 写真(奈良屋尋常小学 大正5年3月ヵ 不詳 白黒写真 21.3x27.4 l枚 2000P73 
校卒業記念ヵ) 台紙付

61 写真(裏に「福岡高等小 大正時代ヵ 不詳 白黒写真 22.0x28.7 l枚 2000P74 
学校卒業生Jとある) 台紙付

62 写真(学生服姿の青年 明治時代ヵ 不詳 白黒写真 21.9x27.7 l枚 2000P75 
男子と教師) 台紙付

63 写真(羽織・袴姿の男 大正時代ヵ 不詳 白黒写真 20.8x27.0 l枚 2000P76 
子生徒と教師) 台紙付

64 写真(裏に「福岡高等小 大正時代ヵ 不詳 白黒写真 21.2X27.0 l枚 2000P77 
学校敬老会庄林半三 台紙付

郎シゲJとある)

65 写真(裏に「明治四拾弐 明治42年12月 不詳 白黒写真 20.7x26.7 l枚 2000P78 
月、尋常小学校卒業生、 台紙付

四組合併紀念云々jと

ある)

66 写真(裏に「櫛田神社ニ 大正3年3月29不詳 白黒写真 20.7X26.7 l枚 2000P79 
珍テ市内六十一才厄祝 日 台紙付

に因み社殿前にて一同
写真に映ずjとある)

67 (辞令[臨時為替貯金局 大正8年8月22福岡為替貯金支 圧林ハナ 印 刷 墨 書 20.7XI9.1 l通 付筆あ 2000P80 
事務員ヲ命ス給8等9日 局 罫紙(福岡 り
級・貯金課勤務]) 為替貯金支

局製)

68 (辞令l為替貯金局事務 大正8年8月28福岡為替貯金支 臨時為替貯 印刷墨書 20.7X 19.3 l通 2000P81 
員ヲ命ス給8等9級・ 日 局 金局事務員 罫紙(福岡

貯金課勤務]) 庄林ハナ 為替貯金支
局製)

69 (辞令[給8等5級]) 大正8年12月 福岡為替貯金支 為替貯金局 印刷墨書 26.9XI9.1 l通 2000P82 I 
21日 局 事務員庄林 罫紙(福岡

ハナ 為替貯金支
局製)

70 (辞令[給8等2級]) 大正9年6月21 福岡為替貯金支 為替貯金局 印 刷 墨 書 26.1 x 19.1 l通 2000P83 
日 局 事務員庄林 罫紙(福岡

ノ、ナ 為替貯金支
局製)

71 (辞令|給5等2級]) 大正9年8月l 福岡為替貯金支 為替貯金局 印刷墨書 26.4X 19.0 l通 付筆あ 2000P84 
日 局 事務員庄林 罫紙(福岡 り

ハナ 為替貯金支
局製)

72 (辞令[給4等9級]) 大正9年9月21 福岡為替貯金支 為替貯金局 印刷墨書 26.4X 19.1 l通 2000P85 
日 局 事務員庄林 罫紙(福岡

ハナ 為替貯金支
局製)

ウ
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

73 (辞令[給4等7級]) 大正10年3月 福岡為替貯金支 貯金局事務 印 刷 墨 書 26.2X 19.2 l通 2000P86 
21日 局 員圧林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

74 珠算技何証明書(第6級)大正10年4月 貯金局長従四位 貯金局事務 印刷墨書 23.2 x 30.6 l通 2000P87 
19日 勲三等天岡直嘉 員庄林ハナ 一紙

(朱印)

75 (辞令[給4等5級]) 大正10年6月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.1 x 19.1 l通 付筆あ 2000P88 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡 り

貯金支局

製)

76 (辞令[給4等3級]) 大正10年9月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.0X 19.2 l通 2000P89 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

77 (辞令[満2年勤続良好ニ 大正10年叩月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.0x 19.2 l通 2000P90 
付、自今年功加給金80l日 員庄林ハナ 罫紙(福岡
銭給与]) 貯金支局

製)

78 (辞令[給4等l級]) 大正10年12月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.0X 19.1 l通 2000P91 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

79 (辞令[給3等9級]) 大正II年3月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26目IX19.2 l通 2000P92 I 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

80 (辞令[給3等6級]) 大正II年6月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.4X 19.3 l通 2000P93 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

81 (辞令[満3年勤続良好ニ 大正II年10月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.2 X 18.9 l通 2000P94 
付、自今年功加給金l l日 員庄林ハナ 罫紙(福岡
円ヲ給与]) 為替貯金支

局製)

82 珠算技傾証明書(第5級)大正II年12月 貯金局長従四位 貯金局事務 印刷墨書 23.0x30.7 l通 2000P95 
19日 勲三等天岡直嘉 員庄林ハナ 一紙

(朱印)

83 (辞令l給3等3級]) 大正11年12月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.1 x 19.1 l通 2000P96 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

84 珠算技何証明書(第4級)大正12年3月3貯金局長従四位 貯金局事務 印刷墨書 23.0 x 30目8 l通 2000P97 
日 勲三等天岡直嘉 員庄林ハナ 一紙

(朱印)

85 (辞令[給2等9級]) 大正12年6月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.2 x 19.4 l通 2000P98 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

-18-
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番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

86 (辞令[給2等5級)) 大正13年6月 福岡貯金支局 貯金局事務 印刷墨書 26.2x 19.5 l通 2000P99 
21日 員庄林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

87 (辞令l任貯金局書記補 大正13年7月 逓信省(朱印) 庄林ハナ 印刷墨書 22.7X31.0 l通 2000PlOO 
-給月俸29円)) 15日 一紙

88 (辞令[貯金課勤務ヲ命 大正13年7月 福岡貯金支局 貯金局書記 印刷墨書 26.1XI9.4 l通 2000PI0l 
ス)) 15日 補圧林ハナ 罫紙(福岡

貯金支局
製)

89 通牒(福岡貯金支局在 大正13年7月 貯金局庶務課長 貯金局書記 印刷墨書 27.3x 19.3 l通 2000PI02 
勤ヲ命ス) 15日 補庄林ハナ 一紙

90 (辞令[給月俸31円)) 大正14年3月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 28.2x20.2 l通 2000PI03 
20日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

91 珠算技儒証明書(第2 大正14年8月3貯金局長平塚米 貯金局書記 印刷墨書 23.2x30.1 l通 2000P104 
級) 日 次郎(朱印) 補庄林ハナ 一紙

92 (辞令l給月俸33円)) 大正14年9月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.5X20.1 l通 2000PI05 
20日 補庄林ハナ 罫紙(趣信

省製)

93 (辞令[給月俸35円)) 大正15年6月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.6X20.1 l通 2000PI06 
20日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

94 (辞令[給月俸37円)) 昭和2年3月20遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.0X 19.5 15M 2000PI07 
日 補庄林ハナ 罫紙(遮信

省製)

95 (辞令l給月俸39円)) 昭和2年12月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.1XI9.6 l通 2000P108 
20日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

96 (辞令l給月俸41円)) 昭和3年9月20遁信省 貯金局書記 印刷墨書 28.6x20.4 l通 2000P109 
日 補庄林ハナ 罫紙(遮信

省製)

97 (辞令l給月俸43円)) 昭和4年6月20逓信省 貯金局書記 印刷墨書 28.6X20.3 l通 2000Pll0 
日 補圧林ハナ 罫紙(遁信

省製)

98 (辞令[給月俸45円)) 昭和5年3月20遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.4X 19.8 l通 2000Pll1 
日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

99 (辞令l給月俸47円)) 昭和6年6月30遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.2x 19.6 l通 2000P112 
日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

100 珠算技儒証明書(第3 昭和7年6月16貯金局長(朱印) 貯金局書記 印刷墨書 19.1 x27.0 l通 2000P113 
級) 日 補庄林ハナ

101 (辞令[給月俸49円)) 昭和7年6月30遁信省 貯金局書記 印刷墨書 28.6x20.4 l通 2000P114 
日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

102 珠算技傭証明書(第2 昭和8年3月9 貯金局長(朱印) 貯金局書記 印刷墨書 19.4X27.l l通 2000P115 
級) 日 補庄林ハナ 一紙

nu 
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103 (辞令l給月俸51円]) 昭和8年12月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.3x 18.9 l通 2000P116 I 
21日 補庄林ハナ 罫紙(涯信

省製)

104 (辞令l給月俸53円]) 昭和10年9月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.6x 18.6 l通 2000P117 
30日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

105 珠算技何証明書(第2 昭和11年7月 貯金局長(朱印) 貯金局書記 印刷墨書 19.1 x26.6 l通 2000P118 
級) 16日 補圧林ハナ 一紙

106 (辞令[給月俸55円]) 昭和12年3月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.9x 19.5 l通 2000P119 
31日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

107 (辞令[給月俸59円]) 昭和12年5月 逓信省 貯金局書記 印刷墨書 27.8x 19.4 l通 2000P120 
31日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

108 (辞令l給月俸制円]) 昭和13年9月 遁信省 貯金局書記 印刷墨書 27.1 x 19.7 l通 2000P121 
30日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

109 (辞令[給月俸63円]) 昭和は年12月 貯金局庶務課長 貯金局書記 印刷墨書 25.7X 18.0 l通 2000P122 
20日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

110 (辞令[給月俸66円]) 昭和15年9月 貯金局総務課長 貯金局書記 印刷墨書 25.7x 18.2 l通 2000P123 
， 

30日 補庄林ハナ 罫紙(遁信
省製)

111 (辞令l給月俸68円]) 昭和15年12月 貯金局総務課長 貯金局書記 印刷墨書 25.7X 18.2 l通 2000P124 
20日 補庄林ハナ 罫紙(遁信， 

省製)

112 (辞令[給月俸74円]) 昭和16年6月 貯金局総務課長 貯金局書記 印刷墨書 25.7X 18.2 l通 2000P125 
30日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

113 (辞令l任貯金局書記給 昭和17年5月 (朱印「遁信省 貯金局書記 印刷墨書 22.7X30.8 l通 2000P126 
月俸74円]) 28日 印J) 補庄林ハナ

114 (辞令l給6級俸]) 昭和17年6月 貯金局総務課長 貯金局書記 印刷墨書 25.5x 17.8 l通 2000P127 
30日 補庄林ハナ 罫紙(遁信

省製)

115 珠算試験合格証書(特 昭和17年9月 貯金局長(朱印) 貯金局書記 印刷墨書 19.2x26.7 l通 2000P128 
別第2級) 10日 補庄林ハナ 一紙

116 庄林ハナ叙従七位位 昭和19年9月l宮内省(宮内大 庄林ハナ 印刷墨書 21.0x29.6 l通 2000P129 
記 日 臣正二位勲一等 一紙

松平恒雄宣)

117 郵政省辞令書(管理課 昭和25年7月 福岡地方貯金局 庄林ハナ 印刷カー 25.4XI8.1 1~ 2000P130 
より第一貯金謀総括 15日 長心得角田又兵 ボン写ー
係主査へ配置換) 衛(朱印) 紙(人事院

様式113)

118 郵政省辞令書(8級10 昭和26年l月l郵政省貯金局長 第l貯金課 印 刷 カ ー 25.8x 18.1 l通 2000P131 
号特に10，650円から8 日 白根玉喜(朱印) 総括係主査 ボン写ー
級特に10，800円昇給) 庄林ハナ 紙(人事院

様式113)
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番号 名 称 時代 差出・作者 宛 所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

119 郵政省人事異動通知 昭和26年10月 福岡地方貯金局 第 l貯金課 印刷カー 25.7xI8.1 l通 2000P132 
書(俸給表適用変更、 l日 長歌代英一 総括係主査 ボ ン 写 ー
8級特号10，800円より 圧林ハナ 紙(人事院
7級11号) 様式113)

120 郵政省辞令書(8級特 昭和26年10月 福岡地方貯金局 第 l貯金課 印刷カー 25.4XI8.1 l通 2000P133 
に10，800円から企7級 l日 長歌代英一(朱 総括係主査 ボ ン 写 ー
12号への昇給、法律 印) 庄林ハナ 紙(人事院
第278号施行による) 様式113)

121 郵政省辞令書(企7級 昭和27年7月l福岡地方貯金局 第l貯金課 印刷カー 25.7X 19.2 l通 2000P134 
12号より企7級13号へ 日 長小西芳春(朱 総括係主査 ボ ン 写 ー
の昇給) 印) 庄林ハナ 高氏

122 郵政省人事異動通知 昭和29年1月2郵政省貯金局長 福岡地方貯 印 刷 カ ー 25.7X 18.3 l通 2000P135 
書(公労法適用職員級 日 小野吉郎(朱印) 金局郵政事 ボ ン 写 一
別俸給表8級11号を給 務官庄林ハ 出氏
す) ナ

123 郵政省人事異動通知 昭和30年4月l郵政省貯金局長 福岡地方貯 印刷カー 25.8X 18.2 l通 2000P136 
書(普通職群級別俸給 日 成松馨(朱印) 金局郵政事 ボン写ー
表l級特に25，000円を 務官庄林ハ 紙
給す) ナ

124 郵政省人事異動通知 昭和30年7月l郵政省貯金局長 福岡地方貯 印刷カー 25.6X 18.2 l通 2000P137 
書(普通職群級別俸給 日 成松馨(朱印) 金局郵政事 ボ ン 写 ー
表l級15号俵を給す) 務官庄林ハ 幸氏

ナ

125 郵政省人事異動通知 昭和33年6月 福岡地方貯金局 郵政事務官 印刷カー 25.5 x 18.0 lJM 2000P138 
書(第3貯金課計査係 16日 長美馬忠一(朱 庄林ハナ ボ ン 写 一

主査を命ずる) 印) 紙

126 郵政省人事異動通知 昭和40年8月l福岡地方貯金局 郵政事務官 印刷カー 25.8X 18.2 l通 2000P139 
書(第5貯金課計査係 日 長苑田清人(朱 庄林ハナ ボ ン 写 一

主査を命ずる) 印) 車氏

127 郵政省人事異動通知 昭和42年1月 福岡地方貯金局 郵政事務官 印刷カー 25.9X 18.4 l通 2000P140 
書(5月間療養を命ず 24日 長藤川忠雄(朱 庄林ハナ ボン写一

る) 印) 紙

128 郵政省人事異動通知 昭和42年6月 福岡地方貯金局 郵政事務官 印刷カー 25.7X 18.2 1JM 2000P141 
書(職務復帰を命ずる) 24日 長藤川忠雄(朱 庄林ハナ ボ ン 写 ー

印) 紙

129 郵政省人事異動通知 昭和43年7月l福岡地方貯金局 郵政事務官 印刷カー 25.7X 18.3 l通 2000P142 
書(願により本官を免 日 長大田安夫(朱 圧林ハナ ボ ン 写 一

ずる) 印) 紙

130 郵政省人事異動通知 昭和43年7月l福岡地方貯金局 第l貯金課 印刷カー 25.6xI8.3 l通 2000P143 
書(普通職群級別俸給 日 長大田安夫(朱 計査係主査 ボン写一

表l級特に82，900円を 印) 庄林ハナ 紙

給する)

131 封筒(福岡地方貯金局 昭和時代ヵ 21.5X9.8 l通 117~ 2000P144 
通信事務用) 130を

収める

132 履歴書案(大正8年~ 昭和時代ヵ 庄林ハナ 印 刷 べ ン 35.6 x25.9 6枚 2000P145 I 
昭和36年) 書鉛筆書 (内2 -150 

履歴書(郵 枚は

政省共済組 未使
合製) 用)

」ー

1
i
 

つ臼



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称、 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

133 (昇給表) 昭和23~29年 福岡市住吉 印刷ぺン 15.8X3.6 l枚 2000P151 
町花園1665書朱入
庄林ハナ 一紙

134 俸給額(現金支給額 昭和43年l月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0 x 11.9 l枚 俸給明 2000P152 
36，150円) 上期分 lレぺン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

135 俸給額(現金支給 昭和43年l月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0X11.9 l枚 俸給明 2000P153 
24，573円) 下期分 ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

136 俸給額(現金支給 昭和43年2月 庄林ハナ 印刷ボー 18.9x11.9 l枚 俸給明 2000P154 
36，150円) 上期分 ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

137 俸給額(現金支給 昭和43年2月 圧林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0X11.9 l枚 俸給明 2000P155 
24，728円) 下期分 ルベン書 細を俸

朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

138 俸給額(現金支給 昭和43年3月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0x 11.9 l枚 俸給明 2000P156 
36，150円) 上期分 ノレペン書 細を俸

朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

139 俸給額(現金支給 昭和43年3月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0X11.9 l枚 俸給明 2000P157 
31，201円) 下期分 ルベン書 細を俸

朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

140 俸給額(現金支給 昭和43年3月 庄林ハナ 印刷ボー 19.0X11.9 l枚 俸給明 2000P158 
42，021円:年度末手 ルペン書 細を俸
当) 朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

141 俸給額(現金支給 昭和43年4月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0x11.9 l枚 俸給明 2000P159 
36，150円) 上期分 1レベン書 細を俸

朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

142 俸給額(現金支給 昭和43年4月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 18.9x11.9 l枚 俸給明 2000P160 
27，002円) 下期分 ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

143 俸給額(現金支給 昭和43年5月 庄林ハナ 印刷ボー 19.1 x 11.9 l枚 俸給明 2000P161 
36，150円) 上期分 ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

ワ臼q
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寄贈資料 1.圧林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

144 俸給額(現金支給 昭和43年5月 庄林ハナ 印刷ボー 19.1 x 11.9 l枚 俸給明 2000P162 
27，548円) 下期分 ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

145 俸給額(現金支給 昭和43年6月 庄林ハナ 印刷ボー 19.2X11目9 l枚 俸給明 2000P163 
36，150円) 上期分 ルペン書 細を俸

朱 入 紙 片 給袋

(紙片)
に貼付

146 俸給額(現金支給 昭和43年6月 庄林ハナ 印刷ボー 19.2X11.9 l枚 俸給明 2000P164 
95，268 :夏期手当) ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

147 俸給額(現金支給 昭和43年6月 庄林ハナ 印刷ボー 19.2 x 11目9 l枚 俸給明 2000P165 
26，880円) 下期分 ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

148 新俸給追給(4・5・6)3昭和43年6月 庄林ハナ 印刷ボー 19.1X11.9 l枚 俸給明 2000P166 
ヶ月分(現金支給額 ルペン書 細を俸

15，233円) 朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

149 昇給追給(現金支給額 昭和43年7月 庄林ハナ 印 刷 ボ ー 19.0X11.7 l枚 俸給明

3，283円) ルペン書 細を俸
朱入紙片 給袋

(紙片)
に貼付

150 超勤3時間分(現金支 (昭和43年7月 庄林ハナ 印刷ボー 19.0X11.9 l枚 俸給明 2000P168 
給額1，602円) 1日退職) ルペン書 細を俸

朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

151 貯金貢献者手当似3年 昭和43年9月 庄林ハナ 印刷ボー 19.0X11.8 l枚 俸給明 2000P169 
1~6月) (現金支給額 下期分 ルペン書 細を俸

6，599円) 朱入紙片 給袋
(紙片)
に貼付

152 領収証書(昭和25年度 昭和25年11月 福岡市金庫 庄林ハナ 印刷カー 13.2x8.5 1~ 152(2) 2000P170 
(1) 市民税l期) 17日(領収印) ボン写ス と右上

タンプ(青 を糊付
色) 一紙

(2) 領収証書(昭和25年度 昭和26年2月 福岡市金庫 庄林ハナ 印刷鉛筆 13.0x8.7 l通 2000P171 
市民税l期) 19日(領収印) 書スタン

プ(赤色)
一紙

153 領収証書(昭和25年度 昭和25年12月 福岡市金庫 庄林ハナ 印刷カー 12.7X9.2 l通 153(2) 2000PI72 
(1) 市民税2期) 19日(領収印) ボン写ス と右上

タンプ(青 を糊付
色) ー紙

つdフ臼



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

(2) 領収証書(昭和25年度 昭和26年2月 福岡市金庫 庄林ハナ 印 刷 鉛 筆 13.1 X8.7 l通 2000P173 
市民税2期) 19日(領収印) 書スタン

年 プ(赤色)
一紙

154 領収証書(昭和25年度 昭和26年l月 福岡市金庫 庄林ハナ 印刷カー 12.7X9.0 l通 2000P174 
市民税3期) 26日(領収印) ボン写ス

タンプ(赤
色) 一紙

155 領収証(郵政弘済会災 昭和43年7月 福岡地方貯金局 庄林ハナ 印刷ボー 12.8x8.1 l通 2000P175 
害掛金前納金) 月2日 管理課庶務係長 Jレペン書

(朱印) 一紙

156 郵政振替払込金受領 昭和43年7月 第一銀行 庄林ハナ 印刷カー 12.8x8.1 l通 2000P176 I 
証(互助会災害lヶ年 月22日(受付) ボン紙ス

分前納) タンプ(黒
色) 一紙

157 為替貯金局員服務 大正時代ヵ 印刷パン 26.2X36.5 l点 2000PI77 
の，心得 フレット

158 渡支事由証明願(控) 大正時代ヵ 庄林スエ、保証 印刷カー 26.7x 19.5 l通 ぺン書 2000PI78 
人・庄林徳三郎 ボ ン 写 罫 で「証

自民 明書
類jと
記した
封筒あ

り

159 書簡(近況報告) 昭和時代ヵ 静 庄林君 ぺン書葉 9.2xI3.7 11m 3通の 2000PI79 
(1) 書(大蔵省 葉書は

届済・日本 (I) ~(3) 
生命保険株 の順序
式会社・ で連続
絵) してい

る

"i'''i' 

(2) 書簡(近況報告) 昭和時代ヵ 時子 正林様 ぺン書葉 9.2xI3.7 l通 2000P180 
書(大蔵省
届済・日本
生命保険株
式会社・
絵)

(3) 書簡(近況報告) 昭和時代ヵ 治子、都弥子 庄林様 ぺン書葉 9.2XI3.7 l通 2000PI81 
書(大蔵省
届済・日本
生命保険株
式会社・
絵)

160 写真(r福岡鯨腎院前J 昭和時代ヵ 撮影者不詳 白黒写真 5.7X9.4 l枚 2000P182 
の文字あり) 台紙付

161 福岡日日新聞切り抜 昭和17年6月3福岡日日新聞社 印 刷 新 聞 16.3 x 12.1 l枚 2000PI83 
き(r遁信報園jに気を 日 発行 紙
吐く二女性)

162 西日本新聞切り抜き 昭和47年8月7西日本新聞社発 印 刷 新 聞 12.5X25.7 l枚 2000P184 
( r私の広島体験J) 日 行 紙

163 回顧50年 昭和36年3月 福岡地方貯金局 印刷書冊 21.1 x 15.1 l冊 非売品 2000PI85 
25日発行

-24-



寄贈資料 l.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛 所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

164 郵便貯金No.l67 郵貯 昭和40年10月 岸上俊吉編集・ 印 刷 書 冊 20.7X 14.8 l間 2000P186 
研究会 l日発行 発行

165 郵便貯金No.l71 郵貯 昭和41年2月l岸上俊吉編集・ 印 刷 書 冊 20.9X 14.7 l冊 2000P187 
研究会 日発行 発行

166 全逓福貯四十年を語 1988年2月発 全逓信労働組合 印刷書冊 21.0X 14.9 l冊 2000P188 
る ふいごの風 ff 福岡貯金支部発

fr 

167 勅諭(軍人に対する五 (明治15年l月 御名(明治天皇) 印刷 21.0X54.5 l 音~ 2000P189 
ヶ条の心得) 4日) フレット

168 勅語(教育勅語・即位 (明治23年10 御名御璽(明治 印刷 リー 21.9x29.8 l部 2000P190 
式勅語) 月30日) 天皇) フレット

169 勅語・詔書 (明治23年10 御名御璽(明治 印刷 リー 20.3 x 27.4 l部 2000P191 
月30日) 天皇) フレット

170 御大典記念写真帖(大 大正5年l月1 佐賀毎日新聞社 印 刷 書 冊 18.3X25.7 l冊 2000P192 I 
正天皇即位) 日

171 昭和聖帝御大典画帖 昭和3年11月 編輯兼発行者: 印 刷 書 冊 19.4x26.9 l冊
18日発行 加島豊白星社

発行

172 東都名妓軍国感激 昭和13年4月 日本新聞聯盟発 印刷書冊 19.3x26.4 l冊 非売晶 2000P194 
譜 25日発行 行

173 時局新語辞典 昭和14年7月 野田照夫著法 印刷書冊 18.4X 12.6 l附 2000P195 
20日発行 事書院発行

174 (木箱) 近代 木製 奥行25.2 l点 175(1) 2000P196 
幅18.2 ~(3) を
高9.7 収める

175 勲記(叙勲八等授瑞賓 昭和18年7月 賞勲局 庄林ハナ 印 刷 墨 書 21.1 x29.6 l通 2000P197 
(1) 章) 14日 一紙

(2) 勲章侃用，心得 昭和時代 賞勲局 庄林ハナ 印刷パン 21.1X15.0 l部 封筒あ 2000P198 
フレツト り

(3) 勲章(勲八等瑞賓章) 昭和18年7月 賞勲局 圧林ハナ 金 属 布 製 7.0X11.5 1 )点 2000P199 
14日授与 (黒塗小箱

入)

176 木盃 昭和時代ヵ 郵政大臣 庄林ハナ 会津漆器 最大径 3点 2000P200 
(包布・木 12.6 最 ~202 

箱入り) 小径9.1

177 梅花式菓子器(逓信部 昭和時代ヵ 逓信協曾 庄林ハナ 金属製(木 直径18.0 l点 2000P203 
内各局選手競技・賞) 箱入り)

178 (木箱l庄林式冷蔵庫 昭和時代ヵ 金属製他 8.2X8.0 6点
〔庄林家具庖〕の製造 (木箱入り) (木箱の寸 ~209 

票、鍵、ボタン、金 法)
具、布を収めるl

179 (木箱) (大正~昭和 木製 12.8X 12.9 l点 180(1) 2000P210 
時代) 高6.3 ~(3) を

収める

180 徽章(裏に「賞勤勢J (大正~昭和 金属製 5.0X4.0 l点 2000P211 
(1) とある) 時代)

F
h
u
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 差出・作者 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

(2) 徽章 (大正~昭和 布製(木箱 直径3.6 l点 2000P212 
時代) 入)

(3) 徽章(裏に「大本山総 (大正~昭和 金属製(桐 8.5x3.0 l点 「成田 2000P213 
持寺再建澗堂章jとあ 時代) の紋所があ 山Jの

る) る木箱入 御守を

り) 付して
いる

181 徽章(裏に「通常愛国 (大正~昭和 金属製(木 3.0x2.7 l点 2000P214 
婦人曾通常曾員Jとあ 時代) 箱入り)

る)

182 徽章(裏に「圏在郷軍 (大正~昭和 金属布製 直径6.2 l点 2000P215 
人曾本部…jとある) 時代)

183 (水滴ヵ) (大正~昭和 木製 直径3.0 l点 2000P216 
時代)

184 (黒漆木箱) (大正~昭和 木製 長25.0 l点 紋章あ 2000P217 
時代) 幅8.5 り

高6.7

185 習字兼用女子はが 大正7年11月 日下部鳴鳳編 木版書冊 22.8X 15.1 l冊 2000P218 
き文全 30日 益軒堂書店発行

186 計量換算器 大正12年6月 著作兼発行者: 印刷紙製 直径13.5 l点 2000P219 
15日 増井信一郎大

阪府庁内計量革
新曾発行

187 故賀穂節典範大全 大正13年8月 著作兼発行者: 印刷書冊 22.8x 15.8 l冊 2000P220 
25日 瓜生重義発免

元:大日本帝国
三流一派新式種
法曾

188 池の坊流生花の手 昭和5年l月25光雲湾雄甫著 印刷書冊 18.9X 13目。 l附 裏表紙 2000P221 
ほどき 日22版 研文書院発行 ウラに

「昭和
五年二
月一日
求之、
圧林
華Jと
ベン書
あり

189 口語文候文現代模 昭和14年7月 文章研究曾同人 印刷書冊 19.1XI3.1 l冊 2000P222 
範女子書翰文 10日3版 編不二出版社

発行

190 最新全国鉄道地図 (現代) 財団法人鉄道弘 色刷 リー 18.5x 124.7 l部 2000P223 
済会発行 フレット

191 観光福岡 昭和34年10月 観光福岡編纂委 印刷書冊 25.8 x 18.2 l冊 2000P224 
l日 員会編新日本

社発行

192 きようなら市内電車 昭和54年2月 西日本鉄道株式 印刷ー紙 7.0XI5.0 l枚 2000P225 
福岡市内線廃止記念 10日 会社発行
乗車証

一一一 L 

-26-



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

2 辞書等
※備考欄の数字(例:1.2.3.4)は整理番号を示す

番号 名称 時代 作者 品質・形状| 法 量 |員数 備考 備品番号

1931世界格言大全 明治30年3月6日 |溢江保編博文|印刷書冊 19.1X 6.2 1 1冊|表表紙裏に印とメモ 12000P226
第l版第16版 |館発行 有「武安小佐寄贈J

1941我らの主なる救主|大正8年6月5日 |米国聖書協会発|印刷 書冊 112.2X9.511冊|しみあり 2 
イエス・キリスト|大正14年3月l日 |行
の新約聖書改訳|改版(1927年l月

100，000部重版)

2000P227 

1951新式 自習辞典 |近代 不詳 印刷書冊 117.6XI2.611附|表紙欠附録の一部 12000P228
分欠 3 

1961大正いろは引大辞|大正7年12月20日|物集高見著盛|印刷書冊 115.0X8.71 1冊|最後のページ上に 12000P229 
典 123版 |陽堂発行 1 r口.koclokrJのサイン

あり 金ハナ銭 4

1971新しき用語の泉 |大正10年12月15 l'ト林花眠編博|印刷書冊 118.3XI0.311冊|汚損あり 箱あり 12000P230 
日 大正11年l月|進館発行 13円70銭 3円20銭
25日第3版

1981文学士中村徳五郎|大正11年6月10日|文学士中村徳五|印刷書冊 112.9X7.51 1冊|補修あり 汚れあり 12000P231
著漢和新辞典 |第21版 |郎著富田書店 15円30銭 6

発行

1991ポケット日用語新|大正15年4月10日|修教社書院発行|印刷 書冊 112.5X7.2I 1冊|背表紙の前のページ 12000P232
辞典 に大正15.6.10求之

H，Sと書カ通れている
金1円50銭 7

2001英語から生れた
現代語辞典

n
H
u
 

no 
×
 

n
U
 

F
h
d
 

冊書開
即印撃

行
日
編
発

毎
局
社

阪
輯
版

大
編
出

文
披
阪

英
習
大

口
u。。月

nノ
u年同

版

王
T
n
U

昭
日

l冊|箱あり r6.6.12、求之 12000P233
H，SJの書き込みあり
150円 8

2011新語常識辞典 昭和11年8月25日|白星社編輯部編|印刷 書冊 117.2X9.8I 1冊|定価l園50銭 9
第l版第3版 |河野成光館発行

2000P234 

2021支那語早わかり 昭和12年10月5日|編輯兼発行者:I印刷書冊 112.6x9.0 
大道弘雄株式
会社朝日新聞社
発行

昭和12年l月30日|大森勝留著 |印刷書冊 113.ox8.911冊|金50銭 11
北斗書院発行

l冊 IrI7.1.17Jと斜めに書 12000P235
き込みあり 定価10
銭 10

2031誤字発見辞典 2000P236 

昭和20年12月l日|前川重夫著 |印刷書冊 19.7XI3.011冊|背表紙にr20.12.18J 12000P237 
ケンポ社発行 の書き込みあり 定

価130円 12

2051ぺン字草書入和|昭和24年12月l日|中山久四郎編 |印刷書冊 117.0X9.91 1冊|汚損あり 逓信協会 12000P238
英併用最新辞典河野書庖発行 からの粗品定価

130円 13

2041日米会話
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寄贈資料 1.[王林ハナ資料

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

208 当用漢字・現代か 昭和33年4月25日 白石大二編大 印刷書冊 18.1 x 12.8 l冊 背表紙の前のページ 2000P241 
なづかいーその使 4版 蔵省印刷局印刷 にi33.6.17Jの書き込

し、方一 発行 みあり 定価100円
16 

209 明解 日本語アク 昭和33年6月25日 金田一春彦監修 印 刷 書 冊 15.2XI0.9 l冊 箱あり 昭和53年2 2000P242 
セント辞典 第l刷第22刷 三省堂編集発行 月17日、金進堂にて

求める定価2000円
17 

210 日本語アクセント 昭和41年8月10日 日本放送協会編 印 刷 書 冊 18.5X 13.7 l冊 箱あり 油紙昭和 2000P243 I 
辞典 第l刷昭和53年 日本放送出版会 53年5月7日金文堂に

2月10日第25刷 発行 て求める定価2500
円 18

211 和漢詩歌作家辞典 昭和47年11月3日 森忠重著みづ 印刷書冊 18.6X 13.2 l冊 pあ374の下段に墨の跡 2000P244 
初版 ほ出版編集発行 り定価3500円

19 

212 用字苑 昭和48年6月22日 現代国語研究会 印刷書冊 18.1XI3.0 l附 帯あり 「昭和62年92000P245 
昭和62年8月3日 編三石出版社 月23日庄林華Jとの
改訂版第90刷 発行 書き込みあり 定価

1600円 20

3 文芸書

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

213 展望 大正9年6月10日 福士幸次郎著 印刷書冊 19.0X 12.3 l冊 1 2000P246 
新潮社発行

214 父の心配 大正11年3月5日 倉田百三著岩 印刷書冊 14.0x 19.0 l部 箱あり 表紙に油紙 2000P247 
初版昭和2年6 波書庖発行 のカヴァーあり 見
月30日第8刷 返し裏に筆跡天の

部分が金で着色
269ページ 2

215 出家とその弟子 昭和2年7月l日 倉田百三著岩 印刷書冊 16.0x 10.5 l冊 扉破損表4~こ 2000P248 
昭和8年10月25日 波書庖発行 i9.6. 7 .H.SJと記入あ
第12刷 り 40銭 3・1

216 役者論語 昭和14年l月10日 守随憲治校訂 印刷書冊 15.8x 10.5 l冊 裏表紙にiI6.11.9.H. 2000P249 
岩波書庖発行 S.広Jとの記述あり

油紙のカバーあり
帯あり 定価20銭
3-2 

217 無名草子 昭和18年2月25日 冨倉徳次郎校訂 印 刷 書 冊 1O.5x 14.8 l部 全182ページ P120 2000P250 
初版昭和19年2 岩波書庖発行 にメモの紙あり 税
月15日第2刷 込42銭 3-3

218 奥の細道その他 昭和18年12月20 松尾芭蕉著伊 印刷書冊 14.8X 10.5 l冊 金額21銭裏表紙見 2000P251 I 
日第19刷 藤松字校訂岩 返しに「昭和19.4.12.

波書庖発行 求之華」の記入
3-4 

219 三四郎 昭和20年11月10 夏目激石著岩 印刷書冊 15.0x 10.2 l冊 定価2円20銭(税共) 2000P252 
日第7刷 波書庖発行 裏表紙I昭和21年2月

28日華J記入 3・5
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状| 法 量 |員数 備考 備品番号

2211女の一生

2201平家物語上巻 |昭和20年11月25I山田孝雄校訂 |印刷書冊1I5.OX10.411冊|定価l円70銭(税共) /2000P253 
日第17版 |岩波書庖発行 油紙にてカバー 見

返しに「昭和二十一
年七月三日求之Jの
記述と「庄林華Jの判
あり 3・6

昭和21年3月5日 |杉捷夫著岩波|印刷書冊 115.0XIO.511冊|定価6円(税共)裏表 12000P254
第17刷 |書庖発行 紙に「昭和21年3月30

日華園J記入あり
3-7 

2231定本長谷川伸戯|昭和35年
曲集全2巻一大
衆演劇の大祖・日
本民族の郷愁を呼
ぶ名作の数々一

2221父帰る・藤十郎の|昭和28年9月30日|菊池寛著角川|印刷書冊 /14.8X10.6/1冊|臨時定価70円表見 12000P255
恋他9篇 書庖発行 返しに愛読書カード

などの付属品あり
帯あり 表4に「昭和
二十九年四月二十五
日華園Jとあり 油
紙のカバーあり 3-
8 

新小説社発行 |印刷 パン /14.9X20.911部|ホッチキスで製本 12脚 256
フレット 限定千部発行 3-9 

戯曲集全2巻に収録
した作品の目録 No. 
245と閉じもの

2241長谷川伸戯曲集 |昭和35年
上巻(箱)

新小説社版 紙製 24.0XI8.011冊|定価2000円 箱 の 中 12000P257
に5・ 1~10まで入れ
られている 3-10 

昭和6年8月15日 |倉田百三著先|印刷書冊 113.0XI9.011部|全334ページ 2円 12000P258 
進社発行 箱あり 表紙は布貼

り 見返し裏に筆跡、
あり 4 

昭和7年2月20日 |島崎春樹著春|印刷書冊 /16.1X11.1/1冊|裏表紙にr1932禰生 12000P259
陽堂発行 125禁固Jの記入あり

定価50銭春陽堂文
庫15 5 

昭和16年2月20日|林芙美子著甲|印刷書冊 119.0X15.21 1冊 12円 rI7.5.14 箱崎 12000P260
初刷 昭和16年31烏書林発行 金進堂Jと中表紙に
月15日再刷 記入あり 6 

2281故奮忘れ得べき |昭和16年5月25日|高見順著新潮|印刷書冊 118.3X12.0 I 1冊 IP49 箱崎信楽町 12000P261 
10刷 |社発行 貸本べにや定価l

円 7

2251冬鴛

2261藤村詩集

2271歴世

昭和16年12月10 1中河興一著報|印刷書冊 118.0X13.01 1冊|自作の紙ブ、ツクカパ 12000P262
日46版 |園社発行 ーが本に貼付裏表

紙に印鑑あり 8 

昭和17年3月15日|粛藤湖著那珂|印刷書冊 /18.5X12.5/ 1冊|ページはじめP154 12000P263 
再版 |書庖発行 1 P176の次のページに

白黒写真あり 自作
の紙ブックカバーが
本に貼り付け 9 

2311和歌から見た日本|昭和18年l月10日|笹川種郎著 国|印刷書冊 118.6X13.21 1冊|背表紙には「笹川臨 12000P264
女性 民教育会出版部風著」とあり カパ

発行 ー(表紙)は手作りヵ
10 

2291天の夕顔

2301わが悲懐
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

232 定本高葉の精神 昭和18年4月25日 中河興一著国 印刷書冊 18.3X 13.6 l冊 裏見返しにrI8.12.5J 2000P265 
第3版 民社発行 の記述あり 奥付に

「特別行口税相首額
十銭合計弐円拾
銭jとの判あり 11 

233 志賀直哉集 昭和20年l月30日 志賀直哉著河 印刷書冊 18.5x 12.8 l冊 背表紙破損定価3 2000P266 
9版 出書房発行 (一部)色刷 円40銭奥付けの前

に「志賀直哉」、奥付
の裏に「昭和24年6月
11日柳河にて 水沼
醇Jの記入あり 12 

234 暖流 昭和20年11月5日 岸田園士著開 印刷書冊 18.1 x 12.8 l冊 目次のみ幅が短い 2000P267 
3版 成館発行 中表紙に「昭和21年3

月30目撃園Jの記入
白文方印あり 定価
7円30銭 13

235 鮫人 昭和21年11月25 谷崎潤一郎著 印刷書冊 21.5x15.6 l冊 カバーあり 中表紙 2000P268 I 
日 全国書房発行 (一部)色刷 に「昭和23年3月23日

求之華園jの記入
白文方印あり 定価
40円 14

236 残菊物語 昭和23年6月15日 村松梢風著雪 印刷書冊 18.0x 13目。 l冊 本の底に「箱崎信楽 2000P269 
月花書房発行 町貸本べにやJの判

あり ビニールカパ
ーあり 120円 15

237 明治美人館 昭和22年12月25 川口松太郎著 印刷書冊 12.8x 18.2 l部 全311ページ見返 2000P270 
日 失貴書庖発行 しに貼り車氏あり 人

名と読了期間が記さ
れている 80円 16 

238 世界名作と女性 昭和24年4月10日 高良富子著日 印刷書冊 18.2x 12.8 l冊 17 2000P271 
本文化出版社発
行

239 現代長篇小説全集 昭和25年4月15日 平林たい子著 印刷書冊 18.4x 13.0 l冊 130円 18 2000P272 
第10巻地底の歌 春陽堂発行
-女が涙を流す時
-かういふ女其他

240 故奮忘れ得べき 昭和25年11月10 高見11慎著春陽 印刷書冊 18.0x 13.0 l冊 定価130円 19 2000P273 
分水嶺天の笛 日 堂発行

241 晩鐙 昭和26年12月25 コ田禎一著中 印刷書冊 18.2xI2.8 l冊 カバー破損 150円 2000P274 
日 央出版社発行 20 

242 吟詠詩歌集上巻 昭和29年9月15日 八河友三編詩 印刷書冊 10.0X 15.0 l部 全362ページ奥付 2000P275 
陽開発行 の裏に筆跡あり 非

売品 21 

243 文義新年特別競 昭和32年l月l日 巌谷大四編河 色 刷 書 冊 14.9X21.0 l部 写真・広告あり 特 2000P276 
第14巻第l競 出書房発行 (2色) 価130円地方売値

132円 22

244 長谷川伸戯曲集 昭和35年10月5日 長谷川伸二郎著 印 刷 書 冊 21.7X 15.5 l冊 箱あり カバーと油 2000P277 I 
上巻 新小説社発行 (一部)色刷 紙あり はじめに写

真あり 油紙破損あ
り 定価2000円 23 

nu 
qu 



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

245 長谷川伸戯曲集 昭和35年 新小説社発行 パンフレツ 14.9X20.9 1部 10ページホッチキ 2000P278 
全2巻大衆演劇 ト印刷 スで製本千部刊行
の大祖・日本民俗 の限定版 24 No. 
の郷愁を呼ぶ名作 223と同じもの
の数々

246 長谷川伸戯曲集 昭和35年12月15 長谷川伸二郎著 印 刷 書 冊 21.7X 15.5 l冊 箱あり カバーと池 2000P279 
下巻 日 新小説社発行 (一部)色刷 紙あり はじめに写

真あり 定価2000円
25 

247 漢詩百講 昭和48年9月10日 大野恵造著 印 刷 書 冊 21.4X 15.4 l冊 裏見返しに「昭和49 2000P280 
『漢詩百講』刊 年8月22日求之圧林
行会 華Jr1200円Jとあり

箱あり 本体にはピ
ニールのカバーあり
26 

248 句集量珠沙華 昭和54年10月10 原青兆著原 孝 印 刷 書 冊 20.2x 15.6 l冊 表見返しに「進呈 2000P281 
(自鳴鐘叢書第26 日 子発行 原孝子jの紙片あり
輯) 初めに写真のページ

あり r54.11.1送
来」との記述あり
油紙で包まれた箱あ
り 27

249 句集さわやか 昭和61年11月20 増田昭著 印刷書冊 17.6x 13.0 l冊 表見返しに「謹呈 2000P282 
日 増田秋子jの紙あり

28-1 

250 和歌つづり 第2 平成2年7月第2輯 朽綱千代美詠著 印 刷 書 冊 18.2 x 13.0 l冊 裏表紙「朽綱千代美 2000P283 
績 西中正久発行 様より戴く 平成二

年十月五日J 28-2 

251 昭和天皇の御製 平成2年3月7日8 昭和天皇作真 印 刷 書 冊 18.5 x 11.5 l冊 カラー写真l枚あり 2000P284 
刷 世界運動本部発 『十時満佐子様より

行 送来平成二年九月
六日」裏表紙にあり
非売品 29 

252 和歌つづり 平成元年頃 朽綱千代美作 印刷書冊 18.0X 13.0 l冊 表紙に「妙円寺八山 2000P285 
八十年記念の会」と

あり 28-3 

253 カント及新カント 近代 驚木仙酔講演 印 刷 書 冊 22.0X 15.2 l冊 30 2000P286 
派の哲皐 清水猛雄筆記

博多・山田印刷

4 パンフレッ卜・絵葉書等

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

254 新詩捨 子 歌 大正6年l月 渡遁迷波編輯兼 印刷(表紙 14.0x8.0 l部 頼山陽『天草洋j r頼山陽の 2000P287 
残月一聾 25日 発行法令館榎 単色刷)パ 詩』をぺン書きした福岡貯

本書庖発行 ンフレット 金支局罫紙l枚挿入

255 新詩孝女白菊 大正6年7月 渡漣迷波編輯兼 印刷(表紙 14.0X8.0 l部 2 2000P288 
の歌 10日 発行法令館榎 単色刷)パ

本書庖発行 ンフレツト

256 最新大流行新 大正7年3月 田村祭太郎編輯 印刷(表紙 13.7X8.0 l部 3 2000P289 
金色夜文 25日 兼発行大賀捌 単色刷)パ

所:榎本書唐 ンフレット

-・且つd



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

257 新詩新不如蹄 大正8年6月 田村栄太郎編輯 印刷(表紙 14.0x8.0 l部 4 2000P290 
5日 兼発行大売捌 単色刷Dパ

所:榎本書庖 ンフレット

258 想ひ出の歌篭 昭和20年代 みやこ文具株式 印刷(表紙 17.5X 12.4 l部 裏表紙に広告あり 内に昭 2000P291 
民謡集4 カ 会社 のみ色刷) 和22年の記述がある

パンフレツ ￥4.50の記述あり 5 
ト

259 第25回メーデー 1954年 福岡県福岡地区 印 刷 パ ン 12.4x9.0 l部 表紙のみ2色刷 6 2000P292 
歌集私たちの メーデー実行委 フレット 発行所:福岡市天神町92天
うたごえ1954 員会発行 満ビJレ11号福岡県総評内

260 九州民謡ふき 昭和30年代 やま祢 印 刷 パ ン 9.8x7.1 l部 裏表紙に「郵政記念集会昭 2000P293 
ょせ フレット 和=十四年四月十八日 的

野様より拝領…嬉野荘にてJ
の書き込みと「庄林Jの印が
ある 7 

261 佐渡の民謡 昭和中期ヵ 新潟交通 印 刷 パ ン 7.4X 10.7 l部 表紙のみ3色の和紙貼付 8 2000P294 
フレット

262 取扱説明書 昭和中期ヵ 日本コロムピア 単色刷 リ 12.8x 18.3 l部 COLOMBIA SOLID STATE 2000P295 
株式会社 ーフレット PHONNGRAPH(日本コロムピ

ア社製)の取扱説明書 9 

263 純邦楽 昭和時代 東芝レコード 色刷リー 18.2x 12.8 l部 レコードの目録 10 2000P296 
フレット

264 童謡唱歌流行歌 昭和11年l 新井兵吾編輯兼 印刷(表紙 18.9X 13.0 l冊 表紙なし裏表紙破れ 11 2000P297 
全集 月l日 発行大日本雄 色刷) 書

帯会講談社発行 冊

265 歌詞カード(流 昭和初期ヵ 大阪コツカ蓄音 印刷 19.0 x 13.1 l枚 12 2000P298 
行歌「新大阪行 器レコード合資
進曲J、朝鮮民謡 曾社発行
「アリランJ)

266 歌詞カード(松 昭和初期ヵ 日本コロムピア 印刷 リー 19.0X24.8 l部 13 2000P299 
竹映画主題歌 蓄音器株式会社 フレツト
f酒は涙か溜息 発行
かj、流行小唄
「私此頃憂欝
よJ)

267 歌詞カード(情 昭和時代前 日本ビクターレ 印刷 リー 19.3X26.5 2枚 14 2000P300 
緒小唄『秋の 半 コード フレツト・ 18.4 x 12.9 -301 
夜」、僅謡「鴨緑 一紙
江」、小唄「きり
ぎりすJ、小唄
「佃流しJ)

268 レコード文句集 昭和初期 不詳 印刷書綴 19.7X 14.0 l綴 レコードの歌詞カード34丁 2000P302 
分を綴る 15 

269 レコード文句集 昭和初期 不詳 印刷書綴 19.7X 13.5 l綴 歌調33丁分を綴たもの 16 2000P303 

270 歌詞カード(r影 昭和時代前 日本コロムピア 印刷リー 19.0x25.1 4枚 17 2000P304 
を慕ひてj外7 半 蓄音器株式会社 フレット・ 18.0x 12.7 -307 
曲) 一紙

2000P308 I 271 カードブック 昭和初期ヵ 不詳 印刷書綴 20.2X 14.8 l綴 レコード歌詞等44丁分を綴
(レコード歌調 じたもの 18 
綴り)
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寄贈資料 l.庄林ハナ資料

番号 作者 備品番号名称 時代 品質・形状| 法量 l員数 備 考

2721 rThe Record 昭和初期ヵ|不詳
Worping Card 
BookJ (レコード
歌詞綴り)

2731 (曲目書き上げ) 1近代 不詳

2741宮嶋名勝観光 1(昭和初期) 1不詳
記念集

2751絵葉書(三浦環、|近代
川島武男、演劇
「瞭無情J、ベー
トーベンの彫
刻、Miss.H.Kuno)

2761書簡

不詳

印刷 書綴 120.2X 14.2 1 1綴|レコードの歌詞93丁分を綴 12000P309
じたもの 19 

罫紙にぺン 124.7XI7.611枚|曲種・曲目・演奏者を書き 12000P310 
書き 並べた表 20 

折本色 刷 1(表紙)
11.2x7.9 
(写真)
8.6x6.0 

関真印 19.oxI4.015枚|山
刷

l部|宮嶋の観光名所の絵18枚l綴 12000P31 1 
り No274~280まで一括箱
入り 21-1 

2000P312 
~316 

4月11日 泰子(神戸)より |絵葉書にぺ 19.1X14.2 1 1枚|宝塚少女歌劇の絵葉書を使 12000P317
庄林ハナ宛 |ン書き 用 21-3 

2771宝塚少女歌劇絵|昭和時代前|賓塚少女歌劇圏|白黒写真印 113.7X8.7111枚|袋あり 21-4 
葉書ω |期(戦前発行 |刷

2781新派絵葉書 近代 不詳

2791通信事業創始五|大正10年41遁信省発行
十年紀念絵葉書|月20日

2801書簡 (昭和10年) 1庄林徳三郎(浦 |封書
10月29日 |塩派遣軍兵器

廠)よりハナ宛

2811キネマカード |近代
(カード写真集)

不詳

代
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近

近

-

nぺ
U

か

嬢

一

真

マ

子

勝

写

ネ

芳

天

ド

キ

田

粛

一

竹

川

旭

カ

松

利

他

行

期

η〆
u

q

‘u

n

O

R

u

 

nノ
ム

田

内

〆

u

不詳

不詳

回
即色

一7

歌
画
発

作
よ
堂

涙
も
成

白
と
大

谷
保
古

渋
神
瀬

代時和昭絵歌情浮井
署

暗
黙

4
4
 

no 
n
d
 

2000P318 
~328 

白黒写真印 19.1XI4.217枚|河合武雄・松本要次郎・梅 12000P329
刷 島昇・村田式部 21・5 ~335 

色刷・白黒 19.1XI4.2 15枚|袋入り l枚は東京名所の写 12000P344
写真印刷 真2枚は通信事業記念葉書、 ~348 

2枚は「福岡貯金支局10周年J
のスタンプあり 21・6

13.2X8.2 1 1通 1r軍事郵便Jと封筒にあり 12000P349 
白黒写真印刷の絵葉書4枚入
り 21-7
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物 l枚 22・1 恥'.281~293 1 ~361 
は一括箱入り

2000P362 
~370 
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×
 。。口。印真

刷
写
色

黒
・

白
刷

14.0x9.0 1 4枚|袋あり 22-4 2000P375 
~378 

白黒写真印 114.0X9.2 1 7枚 1r原色版亥歳新年Jの袋に- 12000P379 
刷 括して入っていた 22-5 ~385 

2851絵葉書(南畑発 |昭和時代 |不詳
電所・筑紫水
源・大連ほか)

2861絵葉書「古典劇|昭和初期ヵ|博多東中州蕎座|白黒写真印 114.1X9.2 13枚|聯合襲術映責協曾作品 名 12000P386 
日 輪刷 優市川猿之助・八百蔵・小 ~388

太夫外春秋座処演 22-6 

2871 rゴンドラの唄J1昭和時代 |まがね作 赤心|単色刷
絵葉書(まがね 堂発行
第71集)

14.0X9.0 1 3枚|袋あり 22・7 2000P389 
~391 

q
u
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

288 「星の漣 ドナ 昭和時代 まがね作赤心 単色刷 14.0x9.0 5枚 袋あり 22-8 2000P392 
ウ河の漣J絵葉 堂発行 ~396 

書(まがね第6
集)

289 「南の国j絵葉書 昭和時代 みやざき画菊 単色刷 14.0X9.0 4枚 袋あり 22-9 2000P397 
(みやざき氏案 花曾発行 ~400 

書小唄第45集)

290 「船頭小唄J絵葉 昭和時代 神保ともよ画 色刷 14.0x9.0 4枚 袋あり 22-10 2000P401 
書(第1集) 瀬古大成堂発行 ~404 

291 「船頭小唄J絵葉 昭和20年代 神保ともよ画 色刷 14.1 X9.l 3枚 船頭小唄の表題の緑の袋に 2000P405 
書(第2集) カ 瀬古大成堂発行 入っている 22-11 ~407 

292 「水藻の花のう 昭和時代 神保ともよ画 色刷 14.0X9.0 4枚 写真l枚絵3枚袋あり 2000P408 
たJ絵葉書(大成 瀬古大成堂発行 22-12 ~411 

堂唄物第40集)

293 「縁の朝J絵葉書 昭和時代 紅洋画赤心堂 単色刷 14.0X9.0 4枚 袋あり 22-13 2000P412 
発行 -415 

294 (モノクロ写真) 昭和時代 不詳 写真 最大 44枚 23枚にサイン裏書4枚あり 2000P416 
15.0X24.7 全44枚のうち28枚は小袋あ ~459 

り 23

5 謡・和歌関係

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

295 (謡曲[棲JII]) 大正10年9月5日 喜多六平太著 印 刷 書 冊 22.9X 16.1 l冊 題蒼に「圧林」の 2000P460 
(改訂5版) 株式会社わんや 朱印あり

書庖発行

296 (謡曲l狸々]) 大正10年9月5日 喜多六平太著 印 刷 書 冊 23.0X 16.0 I冊 題賓に「庄林Jの 2000P461 
(改訂5版) 株式会社わんや 朱印あり 2 

書庖発行

297 (謡曲l小督]) 大正10年9月5日 喜多六平太著 印 刷 書 冊 22.9x 16.2 l冊 題憲に「庄林Jの 2000P462 
(改訂5版) 株式会社わんや 朱印あり 3 

書庖発行

298 (謡曲l紅葉狩]) 大正10年9月5日 喜多六平太著 印 刷 書 冊 22.8x 16.1 l冊 題憲に「庄林Jの 2000P463 
(改訂5版) 株式会社わんや 朱印あり 4 

書店発行

299 (謡曲[鵜飼]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印刷書冊 22.8x 16.1 l冊 題策に「庄林Jの 2000P464 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 5 

書庖発行

300 (謡曲[玉葛]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印刷書冊 22.8x 16.0 l冊 題賓に「庄林Jの 2000P465 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 6 

書庖発行

301 (話曲[巴]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印 刷 書 冊 22.9X 15.9 l冊 題妻賢に「庄林Jの 2000P466 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 7 

書庖発行

302 (謡曲[六浦]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印 刷 書 冊 22.7X 16.0 l冊 題策に「庄林jの 2000P467 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 8 

書庖発行

4
 

qu 



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

303 (謡曲[小袖曾我]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印 刷 書 冊 22.9xI6.0 l冊 題簸に「庄林Jの 2000P468 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 9 

書庖発行

304 (謡曲i月宮殿]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印刷書冊 22.9x 16.0 l冊 題簸に「圧林」の 2000P469 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 10 

書庖発行

305 (謡曲[安宅]) 大正12年11月5 喜多六平太著 印刷書冊 22.9X 16.0 l冊 題憲に「庄林Jの 2000P470 
日(改訂7版) 株式会社わんや 朱印あり 11 

書庖発行

306 (謡曲[湯谷、昭和改訂版 昭和4年10月20 喜多六平太著 印刷書冊 23.1XI5.6 l冊 12 2000P471 
第16巻之3]) 日 株式会社わんや

書庖発行

307 (謡曲[玉井・金札・岩船 明治44年6月20 喜多六平太著 印刷書冊 18.4X 13.0 l冊 13 2000P472 
-皇帝・道明寺・田村 日 江島伊兵衛発行
-八島・癒・兼平・賓
盛])

308 (謡曲[翁・高砂・弓八幡 明治44年6月20 喜多六平太著 印刷書冊 18.5X 13.0 l冊 14 2000P473 
-養老・御裳濯・絵馬 日 江島伊兵衛発行
-老松・白楽天・放生
川・呉服・西王母])

309 (謡曲[賀茂・氷室・嵐山 明治44年6月20 喜多六平太著 印刷書冊 18.5XI3.1 l冊 15 2000P474 
-竹生島・和布xlJ・難 日 江島伊兵衛発行
波・白髭・大社・源太
夫・東方朔])

310 (謡曲[朝長・忠度・通盛 明治44年6月20 喜多六平太著 印 刷 書 冊 18.4X 13.0 l冊 16 2000P475 
-清経・俊成忠度・頼 日 江島伊兵衛発行
政・敦盛・知章・経政

-巴])

311 (謡曲[志賀・枕定書、童・輸 明治44年12月15喜多六平太著 印 刷 書 冊 18.4X 12.9 l冊 17 2000P476 
蔵・三笑・一角仙人・ 日 江島伊兵衛発行
雲林院・落葉・住吉詣
-二人祇王・龍祇王])

312 (謡曲[花匿・賀茂物狂・ 明治44年12月15喜多六平太著 印 刷 書 冊 18.3 x 12.9 l冊 18 2000P477 
雲雀山・飛鳥川・蝉丸 日 江島伊兵衛発行
-求塚・砧・水無瀬・
小原御幸・掻待])

313 (謡曲l松虫・満仲・高野 明治44年12月15喜多六平太著 印刷書冊 18.4X 12.9 l冊 19 2000P478 
物狂・土車・弱法師・ 日 江島伊兵衛発行
成陽宮・鱗形・錨輸・
竹雪・鳥追船])

314 (謡曲[大傍供養・関原輿 明治44年12月15喜多六平太著 印 刷 書 冊 18.3x 13.0 l冊 裏表紙欠 20 2000P479 
市・烏帽子折・壇風・ 日 江島伊兵衛発行
谷行・飛雲・葛城天狗
-愛宕空也・龍虎・松
山鏡])

315 (謡曲[大蛇・土蜘・羅生 明治44年12月15喜多六平太著 印刷書冊 18.3 x 13.0 l冊 21 2000P480 
門・大江山・現在鶴]) 日 江島伊兵衛発行

316 舞扇 近代 不詳 彩色 27.3X48.4 l本 紙箱入り 22 2000P481 

317 舞扇 近代 不詳 彩色 27.2X48.5 l本 No.316と一対の 2000P482 
ものヵ 23 
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

318 舞扇 近代 不詳 彩色 28.9X50.2 l本 布袋に収める 2000P483 
24 

319 舞扇 近代 不詳 彩色 28.9X50.1 l本 25 2000P484 

320 扇子 近代 神崎産業株式会 彩色 21.6x37.7 l本 26 2000P485 
社(贈ヵ)より(庄
林ハナヵ)

321 扇子 近代 不詳 彩色 22.8x38.8 l本 27 2000P486 

322 扇子 近現代 不詳 彩色墨書 22.3x37.7 l本 28 2000P487 

323 (トランプ) 近代 不詳 色 刷 カ ー 8.8x5.8 l箱 『昭和12年6月132000P488 
ド(紙箱入 日受之(原稔氏

り) 満州土産)Jとぺ
ン書あり 29 

324 短冊(一隅を照らす) 昭和時代 口達 墨書 36.2x6.0 l枚 裏に「平常の糧 2000P489 
として節代様に
おくる」と墨書

あり 30 

325 俳句短冊(あらたまる心 昭和時代 不詳(印あり) 墨書 36.3x6.0 l枚 31 2000P490 
に留む福日記)

326 俳句短冊(筆立に笑むー 昭和時代 上田桑外 墨書 36.3X6.0 l枚 32 2000P491 
輸の黄水仙)

327 俳句短冊(水さしの滴た 昭和54年l月7日 (金峰ヵ)(印あり) 墨書 36.3x6.0 l枚 33 
る音や初手前)

328 俳句短冊(茶護持つ白き (昭和54年l月7 全峰 墨書 36.3x6.0 l枚 34 2000P493 
手先や湯気昇り) 日ヵ)

329 俳句短冊(近よりて茶の (昭和54年l月7 不詳(印あり) 墨書絵 36.3x6.0 l枚 35 2000P494 
花白き日和かな) 日ヵ) (彩色)

330 俳句短冊(白き足袋白き 昭和54年l月7日 (金峰ヵ)(印あり) 墨書 36.3x6.0 l枚 36 
手なみの釜初め)

331 俳句短冊(梅雨曇り婆の 昭和時代 金峰(印あり) 墨書 36.3x6.0 l枚 37 2000P496 
見舞に鮪松月)

墨書 36.3x6.0 l枚 裏に「六二、七、 2000P497 
332 短冊(拾七年迎え併の忌 昭和時代 金峰(印あり) 一九jと鉛筆書

を祭る) あり 38 

333 色紙(馬の図) (昭和53年ヵ) 筆雪(印あり) 彩色 27.2X24.3 l枚 『戊午元朝筆 2000P498 
雪Jとあり 39 

334 色紙(松曜子) (昭和53年ヵ) 華雪(印あり) 墨書 27.2x24.3 l枚 相 2000P499 

335 色紙(梅に兎の図) (昭和50年ヵ) 華雪(印あり) 墨書彩色 27.2x24.3 l枚 41 2000P500 

336 (ビニール袋[表に「御色 昭和時代 不詳 ビニール製 34.3x27.3 l点 恥333-335を収 2000P501 
紙jとあり)) 色刷 める 42 

337 色紙(寒江独釣の図) 昭和時代 華雪(印あり) 墨書彩色 27.2x24.l l枚 43 2000P502 

338 色紙(俳句・竹の図) 昭和時代 金峰(印あり) 墨書 27.2X24.l l枚 44 2000P503 

339 色紙(俳句・御題「草原J) 昭和38年12月28秋外(印あり) 墨書彩色 27.2X24.3 l枚 45 2000P504 
日(書く)

340 色紙(花菖蒲の図) 昭和時代 不詳(印あり) 墨書彩色 27.2X24.l l枚 46 2000P505 

no 
q
u
 



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

341 色紙(楓に蛙の図) 昭和時代 不詳 彩色 27.4X24.2 l枚 47 2000P506 

342 色紙(r真木洋子Jのサイ 昭和48年頃 真木洋子 墨書 27.3 x 24.1 l枚 48 2000P507 
ン)

343 色紙(r真木洋子」のサイ 昭和48年3月14 真木洋子 色刷マジ 27.2x24.2 l枚 NHK連続テレビ 2000P508 
ン) 日 ックペン 小説「藍より青

くJチャリテー
サイン会 49 

344 色紙(r無心Jの図) 昭和時代 華雪(印あり) 墨書 27.2 x 24.3 l枚 50 2000P509 

345 色紙(絵馬の図) 奨丑(昭和48年) 華雪(印あり) 墨書彩色 27.2x24.0 l枚 51 2000P510 

346 (ビニール袋[表に「御色 昭和時代 不詳 ビニール製 34.3 x 27.3 l点 No.339~345を収 2000P511 
*!EJとあり]) 色刷 める 52 

347 色紙(r竹節こそ心の要」 己巳(昭和40年) 明泉ヵ(印あり) 墨書 27.4X24.3 l枚 53 2000P512 
の図) 元E

348 色紙(r精神誠意Jの書) 昭和時代 金峰(印あり) 墨書 27.2 X24.2 l枚 裏に「竹の図I朱 2000P513 
書l、「呼富貴J
[墨書lあり 54 

349 色紙(書「一銭を惜しむ 昭和時代 舞鶴公民館長 墨書 27.4X24.2 l枚 55 2000P514 
も百銭を惜しまずJ) (印あり)

350 色紙(書f精善之家有鈴 昭和時代 金峰 墨書 27.3x24.2 l枚 56 2000P515 
慶J)

351 色紙(書「船ハ波家ハ主J) 昭和時代 金l峰(印あり) 墨書 27.2 x24.1 l枚 57 2000P516 

352 封筒(表に「色紙Jとある) 昭和時代 不詳 印刷 28.3 x 25.0 l点 No.347~351 を収 2000P517 
める 58 

353 色紙(書「遊魚動緑J) 昭和時代 松華(印あり) 墨書 27.4X24.3 l枚 NO.354とともに 2000P518 
収める包紙あり
59-1 

354 色紙(書「寂J) 昭和時代 華園ヵ(印あり) 墨書 27.2X24.1 l枚 59-2 2000P519 

355 色紙(舟の図) 昭和時代 尚二(印あり) 彩色 27.2X24.2 l枚 60 2000P520 

356 拓本(漢嘉平石経春秋残 (2世紀) 不詳 印 刷 一 紙 66.1x69.7 1点 61 2000P521 
石)

357 漢嘉平石経春秋残石題 中華民国60年10 園立歴史博物館 印刷ー紙 29.4 x 52.2 l枚 62 2000P522 
記 月10日 識

358 書(君子は直幹にして…) 昭和時代 金峰(印あり) 墨書ー紙 64.5XI9.8 l枚 63 2000P523 
-画(竹の図)

359 書(博多生れに江の浦育 昭和43年蘭秋吉 金峯題(印あり) 墨書一紙 110.8x58.1 l枚 64 2000P524 
ち・・・) 日

360 画(r渓谷浮碧翠Jの図) 昭和時代 金峰(印あり) 墨 書 一 紙 33.0X24.2 l枚 封筒あり 65 2000P525 

361 書(財宝有世界也…)・画 昭和時代 金峰(印あり) 墨 書 朱 書 23.3 x 52.5 l枚 66 2000P526 
(竹の図[朱書]) 一紙

362 書(白雲深き処…)・画 昭和時代 金峰(印あり) 墨 書 金 粉 135.9X35.0 l枚 67 2000P527 
(金龍の図) 一紙

363 書(涼風洗月…)・画(竹 昭和47年初夏 金峰(印あり) 墨書一紙 78.2X30.8 l枚 68 2000P528 
の図)

7
'
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寄贈賀料 1.庄林ハナ資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

364 画(竹の図) 昭和時代 金峰(印あり) 墨書一紙 135.6x20.3 l枚 69 2000P529 

365 書(丹淵石室…)・画(竹 昭和時代 金峰写(印あり) 墨書朱書 18.5x97.3 l枚 70 2000P530 
の図I朱書]) 一紙

366 画(竹の図) 昭和時代 金峰(印あり) 墨書一紙 135.9x20.5 l枚 71 2000P531 

367 書(断簡l朱書]) 昭和時代 不詳 朱書紙片 最大 7枚 72 2000P532 
14.7x8.8 -538 
最小
6.0x4.9 

368 色紙(書:r釣月耕雲J) 昭和時代 金峰(印あり) 墨書 27.3x24.3 l枚 包紙あり 73 

369 (手ならい手本[漢詩・和 近代 不詳 墨書継紙 18.3X871.1 l巻 1 2000P540 
歌]) 巻子本

370 (書跡[漢詩『五色知事雲 近代 鴎淵山人書 紙本墨書 128.7xI7.6 l幅 2 2000P541 
掛幅装(紙

箱入り)

371 (書跡[五言絶句]) 近代 矢野藍汀書 紙本墨書 105.7x28.0 l幅 3 2000P542 
掛幅装(木
箱入り)

372 (短冊掛) 近代 不詳 掛幅装 36.5X6.2 l幅 4 2000P543 

373 免状(書道上達ニ付華園ノ 昭和5年1月12日 矢野麓汀(r藍 墨書折紙 36.5x49.4 l通 包紙あり 5 2000P544 
雅続授州 汀J朱印)より圧

林華あて

374 茶会献立 近代 不詳 墨書継紙 23.5X 170.1 l通 6 2000P545 

375 (兵法伝授目録) 近代 香西唱生成貞 墨書絹布 18.9x65.5 l通 前欠 7 2000P546 
(r成貞J朱印)

6 レコード

番号 タイトJレ 時代 演者 製作会社 レーベル レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

376 善光寺高野山/大正~昭 山村豊子 アサヒ蓄 ツJレ印 689 シェラッ 25 l枚 376-403 2000P547 
西院の川原 和前期 音器商会 ク SPレ はレコー

コード ドケース
(紙貼8.0
x 13.2x 
27.5)入り
御詠歌/
地蔵和讃

377 白虎隊(上.l/白虎 昭和前期 国守一誠 日本ピク ピクタ 50427 シェラッ 25 l枚 詩吟 2000P548 
隊作)鞭聾粛々 ター 一 ク SPレ

コード

378 湖水渡(上)作) 大正~昭 高野旭嵐 ニッポノ ニッポ 15203 シェラッ 25 l枚 筑前琵琶 2000P549 
和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

379 義士の討入(却仔) 大正~昭 高野旭嵐 ニッポノ ニッポ 15982 シェラッ 25 l枚 筑前琵琶 2000P550 
和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

380 高田馬場(一)(二) 昭和前期 高野旭嵐 日本コロ コロム 25726 シェラッ 25 l枚 筑前琵琶 2000P551 
ムピアヵ ビア ク SPレ

コード
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 タイト lレ 時代 演者 製作会社 レーベル レコード恥 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

381 白野弁十郎(其ー) 昭和初期 沢田正一郎久 日本ピク ピクタ 50345 シェフツ 25 l枚 演劇 2000P552 
(其二) 松喜代子ほか ター 一 ク SPレ

コード

382 白野弁十郎(其三) 昭和初期 沢田正二郎久 日本ビク ビクタ 50346 シェラッ 25 l枚 演劇 2000P553 
(其四) 松喜代子ほか ター 一 ク SPレ

コード

383 白野弁十郎(其五) 昭和初期 沢田正二郎久 日本ビク ピクタ 50347 シェラッ 25 l枚 演劇 2000P554 
(其六) 松喜代子ほか ター 一 ク SPレ

コード

384 富岡先生(其一) 昭和初期 沢田正二郎久 日本ビク ピクタ 50360 シェラッ 25 l枚 演劇 2000P555 
(其二) 松喜代子ほか ター 一 ク SPレ

コード

385 富岡先生(其三) 昭和初期 沢田正二郎久 日本ピク ビクタ 50361 シェラッ 25 l枚 演劇 2000P556 
(其四 松喜代子ほか ター 一 ク SPレ

コード

386 勧進帳(上)(刊(山 昭和前期 市村羽左衛門 日本コロ コロム 35074 シェラッ 25 !枚 歌舞伎劇 2000P557 
伏問答) 松本幸四郎 ムビアヵ ビア ク SPレ

コード

387 金色夜文(一)(二) 大正~昭 諸口十九筑波 ニッポノ ニッポ 16391 シェラッ 25 l枚 映画劇 2000P558 
(熱海海岸の場) 和初期 雪子 (説明)熊 ホン ノホン ク SPレ

岡天堂 コード

388 金色夜文(三)(四) 大正~昭 諸口十九筑波 ニッポノ ニッポ 16392 シェラッ 25 l枚 映画劇 2000P559 
(熱海海岸の場) 和初期 雪子 (説明)熊 ホン ノホン ク SPレ

岡天堂 コード

389 沈黙(ー)(二) 大正~昭 生駒雷遊 ニッポノ ニッポ 16698 シェラッ 25 1枚 映画説明 2000P560 
和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

390 沈黙(三)(四) 大正~昭 生駒雷遊 ニッポノ ニッポ 16699 シェラッ 25 l枚 映画説明 2000P561 
和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

391 復活(三)(四) 大正~昭 里見義郎 日東蓄音 ニット 4136 シェフツ 25 l枚 映画説明 2000P562 
和初期 器 一 ク SPレ 文芸映画

コード

392 モン巴里(ー)に) 大正~昭 人見静一郎 ニッポノ オリエ 4681 シ、ェフー ツ 25 l枚 映画物語 2000P563 
和初期 ホン ント ク SPレ 流行の粋

コード レヴュー

393 夕日は落ちて(一) 大正~昭 泉詩郎 ニッポノ リーガ 67625 シェラッ 25 l枚 小唄物語 2000P564 
(二) 和初期 ホン lレ ク SPレ

コード

394 夕日は落ちて(三) 大正~昭 泉詩郎 ニッポノ リーガ 67626 シェラッ 25 l枚 小唄物語 2000P565 
(四) 和初期 ホン lレ ク SPレ

コード

395 乃木将軍(五)(六) 昭和前期 寿々木米若 日本ピク ビクタ 50547 シェラッ 25 l枚 浪花節 2000P566 
ター 一 ク SPレ

コード

396 乃木将軍(上)(刊 大正~昭 寿々木米若 日東蓄音 ニット 2649 シェラッ 25 l枚 浪花節 2000P567 
(信州墓参) 和前期 器 一 ク SPレ

コード
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 タイトル 時代 演者 製作会社 レーベル レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

397 召集令(ー)(二) 昭和前期 天光軒満月 日本ピク ピクタ 50574 シェフツ 25 l枚 浪花節 2000P568 
ター 一 ク SPレ

コード

398 召集令(三.)(四) 昭和前期 天光軒満月 日本ピク ピクタ 50575 シェフツ 25 l枚 浪花節 2000P569 
ター ー ク SPレ

コード

399 間重次郎(ー)(二) 大正~昭 松風軒栄楽 ニッポノ ニッポ 17097 シェフツ 25 l枚 浪花節 2000P570 
和初期 ホン ノホン ク SPレ (義士伝)

コード

400 この母この子/ 昭和12年 楠木繁夫 (朗 帝国蓄音 テイチ N101 シェフツ 25 l枚 愛国歌 2000P571 
山内中尉の母 読)夏川静江/ 器 ク ク SPレ

藤山一郎 コード

401 男ざかり/浮草劇 昭和15年 川田義雄 日本ピク ビクタ J54694 シェフツ 25 l枚 流行歌 2000P572 
場 ター 一 ク SPレ

コード

402 首長の娘/南洋小 昭和前期 昭和レコ ショー 877 シェフツ 25 l枚 流行小唄 2000P573 
日貝 ード ワ ク SPレ

コード

403 博多情歌/新炭坑 昭和前期 久保幸江/高倉 日本コロ コロム A480 シェフツ 25 1枚 新民謡 2000P574 
節 敏久保幸江 ムビア ピア ク SPレ

コード

404 観兵式の戻り/快 昭和前期 小森宗太郎 常国蓄音 テイチ 15209 シェフツ 25 l枚 404~431 2000P575 
走 器 ク ク SPレ はレコー

コード ドケース
(紙貼22.5
x 12.0X 
27.0)入り
シロフォ
ン独奏

405 メヂテーション/昭和初期 ASTROUD コロムビ コロム Jl64 シェラッ 25 l枚 ヴァイオ 2000P576 
トロメライ HAXTON ア ピア ク SPレ リン独奏

コード

406 白鳥/純な告白 昭和初期 MAYER GORDON コロムビ コロム J277 シェラッ 25 l枚 ヴァイオ 2000P577 
ア ピア ク SPレ リン独奏

コード

407 ヴィルガの船歌/昭和前期 FRITZ KREISLER 日本ピク ピクタ 1122 シェフツ 25 l枚 2000P578 
黒人の宗教曲 ター 一 ク SPレ

コード

408 ハワイアンギター 昭和前期 ディック・ミネ 帝国蓄音 テイチ 2167 ンエフツ 25 l枚 ハワイア 2000P579 I 
独奏人生の並木 器 ク ク SPレ ンギター
路/愛の小窓 コード 独奏

409 軽音楽 日月揮の 昭和前期 (指揮)鈴木静一 日本ビク ビクタ A4133 シェラッ 25 l枚 軽音楽 2000P580 
務歌/モロッコの 日本ビクター管 ター 一 ク SPレ
踊り 弦楽団 コード

410 円舞曲波湊の越 昭和前期 MARIO PERRY 日本ビク ビクタ 20282 シェラッ 25 l枚 2000P581 
えて/美女のワル ター 一 ク SPレ
ツ コード

411 管弦楽キスメッ 昭和前期 伯林ネルソン座 日本ポリ ポリド 10006 シェラッ 25 l枚 管弦楽 2000P582 
ト/ラブ・イン・ 管弦楽団 ドール蓄 ール ク SPレ
アイドルネス 音器 コード
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寄贈資料 l.I王林ハナ資料

番号 タイト lレ 時代 演者 製作会社 レーベル レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

412 管弦楽キヤフパ 昭和初期 ヤクスハッピ コロムビ コロム 1383 シェフツ 25 l枚 管弦楽 2000P583 
ン/ダアダネル ーシックス/プ ア ビア ク SPレ
フ リンセスダンス コード

菅弦楽団

413 交響音楽軽騎兵 昭和前期 ビクター交響楽 日本ビク ビクタ 21251 シェフツ 25 l枚 2000P584 
(序曲) 団 ター 一 ク SPレ

コード

414 影を慕いて/青い 昭和前期 パッキ一白片と 帝蓄工業 テイチ 780 シェフツ 25 l枚 2000P585 
背広で アロハ・ハワイ ク ク SPレ

アンズ コード

415 酒は涙カミ溜息か/昭和前期 パッキ一白片と 帝蓄工業 テイチ 800 シェラッ 25 l枚 2000P586 
女の階級 アロノャノ、ヮィ ク ク SPレ

アンズ コード

416 おはら節/会津磐 昭和前期 コロムビアダ 日本コロ コロム M81 シェフツ 25 l枚 2000P587 
梯山 ンスオーケス ムビア ビア ク SPレ

トラ コード

417 雨のブルース/パ 昭和13年 淡谷のり子/中 ニッポノ コロム 29761 シェラッ 25 l枚 ジャズソ 2000P588 I 
ンヂョーで唄へば 野忠晴 ホン ビア ク SPレ ング

コード

418 旅の夜風/悲しき 昭和13年 霧島昇 ミス・ ニッポノ コロム 29920 シェラッ 25 l枚 松竹大船 2000P589 
子守唄 コロンビア/ミ ホン ピア ク SPレ 映画「愛

ス・コロンビア コード 染カ通つ
ら」挿入
歌

419 支那の夜/上海航 昭和13年 渡辺はま子/松 ニッポノ コロム 30051 ンエフツ 25 l枚 流行歌 2000P590 
路 平晃 ホン ビア ク SPレ

コード

420 島の娘/踊り子の 昭和18年 勝太郎/四家文 日本ビク ビクタ 52533 シェフツ 25 l枚 流行唄/ 2000P591 
日員 子 ター ク SPレ 流行歌

コード

421 小雨の丘/花占ひ 昭和15年 小夜福子 ニッポノ コロム 100060 シェラッ 25 1枚 2000P592 
ホン ビア ク SPレ

コード

422 アリラン夜曲/忘 昭和10年 渡辺はま子/徳 日本ビク ビクタ 53373 シェラッ 25 l枚 流行歌 2000P593 
れた月 山瞳 ター 一 ク SPレ

コード

423 無情の夢/橋の丘 昭和10年 児玉好雄/小林 日本ビク ビクタ 53433 シェラッ 25 l枚 流行歌 2000P594 
千代子 ター 一 ク SPレ

コード

424 渚の別れ/船人の 昭和10年 大宮小夜子/小 日本ビク ビクタ 53563 ンエフツ 25 l枚 流行歌 2000P595 
夢 野巡 ター 一 ク SPレ

コード

425 相呼ぶ歌/無情の 昭和15年 霧島昇菊池章 ニッポノ コロム 100091 シェラッ 25 l枚 無情の花 2000P596 
花 子/二葉あき子 ホン ビア ク SPレ :松竹映

(台詞)桑野通子 コード 画「愛の
暴風J主
題歌

426 熱砂の誓ひ/紅い 昭和14年 伊藤久男/李香 ニッポノ コロム 100101 シェラッ 25 l枚 東宝映画 2000P597 
睡蓮 蘭 ホン ビア ク SPレ 「熱砂の

コード 誓ひJ主
題歌

」ーーーーー
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 タイトlレ 時代 演者 製作会社 レーベル レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

427 明日の運命/牡丹 昭和16年 霧島昇渡辺は ニッポノ コロム 100293 シェフツ 25 l枚 東宝映画 2000P598 

の曲 ま子/山田五十 ホン ビア ク SPレ 「上海の

鈴 コード 月j主題
歌

428 霧の四馬路/音信 昭和13年 美ち奴/小野巡 帝国蓄音 テイチ N192 シェフツ 25 l枚 流行歌 2000P599 
はないか 機 ク ク SPレ

コード

429 戦線夜情/西湖の 昭和13年 小野巡 帝国蓄音 テイチ N206 シェフツ 25 l枚 流行歌 2000P600 
月 機 ク ク SPレ

コード

430 母子船頭唄/砿野 昭和13年 塩まさる/新橋 大日本雄 キング 20153 シェフツ 25 l枚 愛国流行 2000P601 
の夕陽 みどり 弁会講談 ク SPレ 歌

社 コード

431 玄海ブルース/湖 昭和24年 田端義夫/田端 帝蓄工業 テイチ C3019 シェフツ 25 l枚 流行歌 2000P602 
畔の哀歌 義夫官原都々 ク ク SPレ

子 コード

432 からたちの花/子 大正~昭 藤原義江 ニッポノ ニッポ 16316 シェラッ 25 1枚 432~464 2000P603 
守唄 和初期 ホン ノホン ク SPレ はレコー

コード ドケース
(布貼28.0
x 13.0x 
27.5)入り
独唱

433 叱られて/お玉じ 大正~昭 藤原義江 ニッポノ ニッポ 16380 シェラッ 25 l枚 独唱 2000P604 
ゃくし 和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

434 まちぼうけ/鐙が 大正~昭 藤原義江 ニッポノ ニッポ 16495 シェフツ 25 l枚 独唱 2000P605 
鴫ります 和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

435 沖のかもめ/荒城 昭和3年 藤原義江 日本ピク ビクタ 1175 シェラッ 25 l枚 2000P606 
の月 ター 一 ク SPレ

コード

436 出船の港/出船 昭和3年 藤原義江 日本ビク ビクタ 1230 シェラッ 25 l枚
ター 一 ク SPレ

コード

437 鉾ををさめて/船 昭和3年 藤原義江 日本ピク ピクタ 4043 シェフツ 25 l枚 新民謡/ 2000P608 I 
頭唄 ター 一 ク SPレ 民謡

コード

438 この道/夢打の唄 大正~昭 藤原義江 ニッポノ ニッポ 16672 ンエフツ 25 l枚 独自昌 2000P609 
和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

439 魔笛の唄/乃武子 昭和7年ヵ 松崎富夫/榊原 太陽蓄音 太陽 2172 シェフツ 25 l枚 新興キネ 2000P610 
の唄一「魔筒Jの 清子 器 ク SPレ マ映画主
中一 コード 題歌

440 乳姉妹の唄 昭和4年 川崎豊/曾我直 日本コロ コロム 25636 シェラッ 25 l枚 松竹流行 2000P611 
子 ムビアヵ ビア ク SPレ 歌

コード

441 蒼白き替磯/名な 昭和4年 青木晴子 日本コロ コロム 25641 シェラッ 25 l枚 日活映画 2000P612 
し鳥 ムビアヵ ビア ク SPレ 小唄

コード
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番号 タイト lレ 時代 演者 製作会社 レーベル レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

442 なつかしの歌声/昭和15年 藤山一郎一葉 ーツポノ コロム 30526 シェフツ 25 l枚 東宝映画 2000P613 
春よいづこ あき子 ホン ビア ク SPレ 「春よい

コード づこ」主
題歌

443 浮世の風車/旅ゆ 昭和14年 j藤原亮子/新田 日本ビク ビクタ J54669 シェラッ 25 l枚 流行歌 2000P614 
く兄妹 八郎歌上艶子 ター 一 ク SPレ

コード

444 ロマンス/悲しき 昭和7年 川路美子/大川 日東蓄音 ニット 5750 シェラッ 25 l枚 映画主題 2000P615 
面影 静夫 器 一 ク SPレ 歌G.ガル

コード ボ主演/
ダンス小
百貝

445 濡れ島田/祖国よ 昭和10年 市丸/小野巡 日本ビク ビクタ 53593 シェラッ 25 l枚 流行唄/ 2000P616 
さらば ター 一 ク SPレ 流行歌

コード

446 酒は涙か溜息か/昭和6年 藤山一郎/淡谷 日本コロ コロム 26486 シェラッ 25 l枚 松竹映画 2000P617 
私此頃憂欝よ のり子 ムビアヵ ビア ク SPレ 「想い出

コード 多き女J
主題歌/
流行小唄

447 影を慕ひて/日本 昭和7年 藤山一郎/関種 日本コロ コロム 26748 シェラッ 25 l枚 流行歌謡 2000P618 
橋から 子 ムビアヵ ビア ク SPレ 曲

コード

448 ほんとにそうなら 昭和8年 赤坂小梅/中野 日本コロ コロム 27404 シェフツ 25 l枚 流行唄 2000P619 
/旅がらす 忠晴 ムビアヵ ピア ク SPレ

コード

449 船頭可愛いや/沖 昭和10年 音丸/松平晃 ニッポノ コロム 28401 シェラッ 25 l枚 流行歌 2000P620 
のかもめ ホン ビア ク SPレ

コード

450 新大阪行進曲/ア 昭和前期 伊藤貞江/李白 コッカレ コッカ 20038 シェフツ 25 l枚 流行歌/ 2000P621 
リラン f山 コード レコー ク SPレ 朝鮮民謡

ド コード

451 安来節競演(上)(下)昭和前期 玉枝・勝子・菊 日本ビク ビクタ 50516 シェフツ 25 l枚 舞台スケ 2000P622 
奴・清子・貞奴 ター 一 ク SPレ ッチ

コード

452 おけさ節 大正~昭 曾我真一/村田 ニッポノ ニッポ 16942 シェラッ 25 l枚 ジャズ民 2000P623 
和初期 文蔵 ホン ノホン ク SPレ 謡/f里謡

コード

453 草津くづし/草津 昭和前期 永井喜美子 ニッポノ リーガ 66635 シェラッ 25 l枚 僅謡 2000P624 
湯もみ唄 ホン lレ ク SPレ

コード

454 草津節 大正~昭 霞町二三吉 ニッポノ ニッポ 17261 シェラッ 25 l枚 小唄 2000P625 
和初期 ホン ノホン ク SPレ

コード

455 秋の夜/鴨緑江 昭和前期 小唄勝太郎 日本ビク ビクタ 53214 シェラッ 25 l枚 情緒小唄 2000P626 
ター 一 ク SPレ /但謡

コード

456 降りて行く/青柳 昭和前期 小梅 ニッポノ コロム 27384 シェラッ 25 1枚 端唄 2000P627 
ホン ビア ク SPレ

コード

円ペ
u

d
守



寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 タイトル 時代 演者 製作会社 レーx..Jレ レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

457 二階節/伊那節 昭和前期 小唄勝太郎 日本ビク ピクタ 51466 シェフツ 25 i枚 端唄 2000P628 
ター 一 ク SPレ

コード

458 米山甚句/立山節 昭和前期 小唄勝太郎 日本ビク ビクタ 51595 シェフツ 25 l枚 端唄 2000P629 
ター 一 ク SPレ

コード

459 柳の雨/止めては 昭和7年 直町勝太郎/市 日本ビク ビクタ 52353 シェフツ 25 l枚 端唄/小 2000P630 
みたがお伊勢参 丸 ター 一 ク SPレ 日目

り コード

460 正調博多節 昭和10年 菊枝 大日本蓄 タイへ 10118 シェフツ 25 l枚 僅謡 2000P631 
代 音器 イ ク SPレ

コード

461 都々逸(新内入り) 昭和25~ 柳家=亀松 タイへイ タイへ T243 シェフツ 25 l枚 端唄 2000P632 
/(文句入り) 27年 音響 イ ク SPレ

コード

462 オテモヤン(熊本 昭和30年 小梅 日本コロ コロム A434 ンエフツ 25 l枚 民謡 2000P633 
甚句)/黒田節 代ヵ ムピア ビア ク SPレ

コード

463 稗掲節/五ツ木子 昭和30年 赤坂小梅 日本コロ コロム AI222 シェフツ 25 l枚 宮崎県民 2000P634 
守唄 代ヵ ムピア ビア ク SPレ 謡/熊本

コード 県民謡

464 相馬盆唄/メIJ干切 昭和30年 鈴木正夫/喜久 日本ビク ビクタ V41311 シェラッ 25 l枚 民謡 2000P635 
唄 代ヵ 丸 ター 一 ク SPレ

コード

465 うかれ狸/神楽面 昭和37年 藤本二三吉 日本コロ コロム AlO7 シェラッ 25 l枚 舞踊小唄 2000P636 
購入 ムピア ピア ク SPレ

コード

466 峠/大原女 昭和30年 藤本二三吉赤 日本コロ コロム AlO8 シェラッ 25 l枚 舞踊小唄 2000P637 
代ヵ 坂小梅/山里せ ムビア ビア ク SPレ

つ子 コード

467 飛梅の賦/二輪の 昭和36年 山里せつ子/藤 日本コロ コロム AI80 シェラッ 25 l枚 舞踊小唄 2000P638 
里 購入 本二三吉 ムピア ビア ク SPレ

コード

468 桜禿/孝女白菊 昭和35年 豆千代 日本コロ コロム A350 ンエフツ 25 l枚 舞踊小唄 2000P639 
購入 ムビア ビア ク SPレ

コード

469 子守/舞妓 昭和35年 赤坂小梅/藤本 日本コロ コロム A351 シェラッ 25 l枚 清元 2000P640 
購入 二=吉三島庸 ムビア ビア ク SPレ

子 コード

470 降りて行く/青柳 昭和34年 赤坂小梅 日本コロ コロム A646 シェラッ 25 l枚 舞踊小唄 2000P641 
購入 ムビア ピア ク SPレ

コード

471 霊峰富士/さくら 昭和35年 藤本二三吉三 日本コロ コロム A956 シェラッ 25 l枚 舞踊小唄 2000P642 
購入 島健子/コロン ムビア ビア ク SPレ

ピア弦楽団 コード

472 のんのこ節 昭和35年 赤坂小梅/コロ 日本コロ コロム A3217 シェラッ 25 l枚 民謡 2000P643 
購入 ムピアオーケ ムビア ビア ク SPレ

ストラ コード
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473 五木子守唄/豪傑 昭和35年 市丸/カ栄 日本ピク ビクタ V41239 シェフツ 25 l枚 民話 2000P644 
ぶし佃原坂) 購入 ター 一 ク SPレ

コード

474 祝目出度/黒田節 昭和36年 溝上康人 日本デイ 日本マ M59 シェラッ 25 l枚 {里話 2000P645 
購入 スク ーキュ ク SPレ

リー コード

475 お伝地獄/お柳恋 昭和前期 喜代三/東海林 日本ポリ ポリド R48 シェラッ 25 l枚 流行歌 2000P646 
しや ~中期 太郎 ド-}レ ール ク SPレ

コード

476 女固定/浪曲串本 昭和前期 二葉百合子 キングレ キング C1478 シェラッ 25 l枚 浪曲歌謡 2000P647 
ぶし ~中期 (台詞)不二洋子 コード ク SPレ

/春日井梅鴬 コード

477 子守(舞踏用1)(舞 昭和前期 清元志寿太夫 日本コロ コロム B76 シェラッ 25 l枚 清元 2000P648 
踏用4 ~中期 ムビア ビア ク SPレ

コード

478 子守(舞踏用2)(舞 昭和前期 清元志寿太夫 日本コロ コロム B77 シェラッ 25 l枚 清元 2000P649 
踏用5) ~中期 ムビア ビア ク SPレ

コード

479 子守(舞踏用3)(舞 昭和前期 清元志、寿太夫 日本コロ コロム B78 シェフツ 25 l枚 清元 2000P650 
踏用6) ~中期 ムビア ピア ク SPレ

コード

480 三千歳(1)(2)(忍逢 昭和前期 清元志美子太夫 日本コロ コロム B136 シェラッ 25 l枚 清元 2000P651 
春雪解) ~中期 ムビア ビア ク SPレ

コード

481 三千歳(3)(引(忍逢 昭和前期 清元志寿太夫 日本コロ コロム B137 シェラッ 25 l枚 清元 2000P652 
春雪解) ~中期 ムビア ビア ク SPレ

コード

482 三千歳同(6)(忍逢 昭和前期 清元志寿太夫 日本コロ コロム B138 シェラッ 25 l枚 清元 2000P653 
春雪解) ~中期 ムビア ビア ク SPレ

コード

483 夕立(1)夕立の雨も 昭和前期 清元初栄太夫 日本ビク ビクタ OR51 シェラッ 25 l枚 清元 2000P654 
一降り/夕立(引は ~中期 ター 一 ク SPレ
たちは越せど コード

484 夕立(2)残る暑さを 昭和前期 清元初栄太夫 日本ビク ビクタ OR52 シェラッ 25 l枚 清元 2000P655 
川水へ/夕立(司初 ~中期 ター 一 ク SPレ
の御見に手を取ら コード
れ

485 夕立(3)露カ通雫か/昭和前期 清元初栄太夫 日本ビク ビクタ OR53 シェラッ 25 l枚 清元 2000P656 
夕立(6)またーしき ~中期 ター 一 ク SPレ
り降る雨に コード

486 勧進帳(1)次第より 昭和中期 芳村伊十郎 日本ビク ビクタ 13000 シェラッ 25 l枚 長唄 2000P657 
/勧進帳(2)時しも ター 一 ク SPレ
頃は コード

487 勧進帳(3)これやこ 昭和中期 芳村伊十郎 日本ビク ビクタ 13001 シェラッ 25 l枚 長唄 2000P658 
の/勧進帳(のそれ ター 一 ク SPレ
山伏と コード

488 松の緑(上)(下) 1956年 芳村伊十郎 日本コロ コロム SB3001 ビニル 17 l枚 長唄 2000P659 
ムビア ピア EP盤

に
d
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番号 タイト lレ 時代 演者 製作会社 レーベル レコードぬ 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

489 五郎(上)(判 1956年 杵屋清五郎杵 日本ピク ピクタ EV4028 ピ::::...}レ 17 l枚 長唄 2000P660 
屋佐京 ター 一 EP盤

490 越後獅子/菖蒲浴 1957年 和歌山真五郎 日本ビク ピクタ LR502 ビニル 25 l枚 長唄 2000P661 

衣 杵屋佐々吉 ター 一 25-LP 

491 手習子/お兼 1957年 杵屋清五郎杵 日本ビク ビクタ LR503 ピニル 25 l枚 長唄 2000P662 
屋左京 ター 一 25-LP 

492 浅妻船/汐汲 1957年 杵屋清五郎杵 日本ビク ピクタ LR513 ピニlレ 25 l枚 長唄 2000P663 
屋左京 ター 一 25-LP 

493 羽根の禿/岸の柳 1958年 芳村伊十郎 日本コロ コロム CL31 ビニル 25 1枚 長唄 2000P664 
ムビア ビア 25-LP 

494 新祇閤小唄/博多 1958年 藤本二三吉/音 日本コロ コロム SA71 ビニル 17 l枚 流行歌 2000P665 
夜船 丸 ムピア ビア EP盤

495 「藤本二三吉端唄 1958年 藤本二三吉 日本コロ コロム DL8 ビニル 25 l枚 椿にも春 2000P666 
傑作集第l輯j ムビア ビア 25-LP 春雨ほか

/さのさ
節 都 々
逸ほか

496 「藤本二三吉端唄 1958年 藤本二三吉 日本コロ コロム DL23 ビニyレ 25 l枚 深川節 2000P667 
傑作集第2集」 ムビア ピア 25-LP 木遣りく

づしほか
/秋の夜
紀伊の国
lまカ通

497 「藤本二三吉端唄 1959年 藤本二三吉 日本コロ コロム DL41 ビニル 25 l枚 紅葉の橋 2000P668 
傑作集第4集J ムビア ビア 25-LP 河太郎ほ

か/京の
四季萩
結梗ほか

498 南国土佐を後にし 昭和34年 ペギ一葉山 キングレ キング EB164 ピニル 17 1枚 歌謡曲/ 2000P669 
て/ドクトル・ジ コード EP盤 トルコ
パンヌ ポピュラ

一ソン
グ

499 古城/祭り太鼓 昭和34年 三橋美智也 キングレ キング EB174 ビニJレ 17 l枚 歌謡曲 2000P670 
コード EP盤

500 津軽小原節/から 1961年 鈴木正夫/伊藤 日本ビク ピクタ V42050 シェラッ 25 l枚 民謡 2000P671 
め節 かづ子 ター 一 ク SPレ

コード

501 雨の花園/川は流 1961年 仲宗根美樹 キングレ キング EB580 ビニル 17 l枚 歌謡曲 2000P672 
れる コード EP盤

502 磯節/大漁節 1961年 藤本二三吉/美 日本コロ コロム SA585 ビニル 17 l枚 民謡 2000P673 
代寿 メ子の ムビア ピア EP盤
ぶ子

503 ちゃっきり節/草 1961年 美空ひばり/神 日本コロ コロム SA586 ピニル 17 l枚 民謡 2000P674 
津節 楽坂玉枝 ムビア ビア EP盤

--'-ー
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504 「黒田幸子民謡傑 1962年 黒田幸子 日本ビク ピクタ LV243 ビーlレ 25 l枚 安来節 2000P675 
作集J ター 一 25-LP 聞の五本

松ほか/
出雲音頭
下津井節
ほか

505 「日本名流吟詠集 1962年 安倍秀凡藤井 日本ビク ビクタ N9 ビニル 30 l枚 吉野懐古 2000P676 
第3集J 芳洲ほか/天野 ター 一 30-LP 観月ほか

佐々木肌宝ほか /獄中作
lまカ通

506 旧本名流吟詠集 1962年 岡田晴江高群 日本ビク ビクタ NIO ビニル 30 i枚 潮 音 白 2000P677 
第4集J 花子ほか/笹川 ター 一 30-LP 鳥は悲し

鎮江黒川哲泉 からずや
ほか ほカ通/峨

眉山月歌
貧交行ほ
カ通

507 男ならやってみな 1963年 和田弘とマヒナ 日本ビク ピクタ SVCIO ピニル 17 l枚 流行歌 2000P678 
下回ブルース/泣 -スターズ ター 一 17-LP 
きぼくろ 渚のワ
lレツ

508 津軽山唄、津軽盆 1964年 鳴海重光鈴木 日本ビク ピクタ MC32 ピニル 17 l枚 民謡 2000P679 
唄/ホーハイ節、 正夫/成田雲竹 ター 一 17-LP 
ワイハ節 佐膝リツ

509 旧本吟詠集5J 1964年 高群花子松木 日本コロ コロム ビニル 17 l枚 和歌(し、く 2000P680 
仙岳/安倍秀凡 ムピア ビア 17-LP 山河・・・)
畠山久蔵 (しら玉の

-・・)/兎と
亀怠l't青
生

510 むすんでひらいて 昭和40年ヵ テイチク児童合 テイチク テイチ 悶く4ビニル 17 l枚 2000P681 
どんぐりころころ 唱団浜乃リリ レコード ク 17-LP 
/おもちゃのマー /内田由美子
チ雀の学校 浜乃リリ 武藤

幸子テイチク
児童合唱団

511 「高群花子吟詠集 1966年 高群花子 日本ビク ピクタ PRB ピニル 17 l枚 和歌(ゆき 2000P682 
第l集J ター 一 3082 17-LP くれて…)

(東海の
-・・)ほか/
山行 降

雪ほカ=

512 「高群花子吟詠集 1971年 高群花子 日本コロ コロム P凶 ビニル 17 l枚 和歌(駒止 2000P683 
第2集J ムビア ビア 7092 17-LP めて・・・)

泊壇浦ほ
か/和歌
(散りて行
く…)(心
なき…)ほ
カ通

守-4
 



寄贈資料 1.圧林ハナ資料

番号 タイトル 時代 演者 製作会社 レーベル レコードh 品質・形状 直径 員数 備考 備品番号

513 「明治百年記念 1968年 安倍秀凡松尾 日本クラ クラウ SW44 ピ=-)レ 30 l枚 明治天皇御 2000P684 
吟詠名流選集 鷺江ほか/海老 ウン ン 30-LP 製平和の

第4集」 沢宏升高群花 鐘ほか/双

子ほか 殉行和歌
(わが船の
-・・)ほか

514 知床慕情/西 昭和45年 加藤登紀子 日本グラ ポリド DR1572 ピニ.)レ 17 l枚 流行歌 2000P685 
武門哀歌 モフォン ール EP盤

515 夜の未練酒/ 昭和45年 西条仁 日本ビク ピクタ SV2028 ピニル 17 l枚 流行歌 2000P686 
中洲の恋 購入 ター 一 17-LP 

516 「名流吟詠家特 昭和48年ヵ 野口節風綾戸 テイチク テイチ NC42 ビニル 30 l枚 富士山桜 2000P687 
選吟道富士第 義扇ほか/岩谷 ク 30-LP 井訣別ほ
12集」 桜雅松本緑扇 か/奥の細

ほか 道独不見
ほか

517 「全日本名流吟 1977年 小室貴洲笹川 ビクター ピクタ SJL ピニ.)レ 30 l枚 平泉の懐古 2000P688 
詠大全集第8 鎮江ほか/太田 音響産業 一 2265 30-LP 常磐子瓜を
集J 修道林鳳俊ほ 抱くの図に

カ通 題すほか/
大楠公楠
公子に訣る
るの図に題

すほか

518 「平山流吟詠選 1981年 高群花子薄筆 アテネレ AGS ピニル 30 l枚 和歌(ほの 2000P689 
集第l集j 京ほか/高群華 コード工 8004 30-LP ぼのと…)

要森田華鴬ほ 業 胡隠君を尋
カ通 ぬほか/黄

鶴楼にて孟
浩然の広陵
に之を送る
江南の春ほ
カ通

519 おはなし肉体 昭和56年ヵ 笹川良一 アテネレ ピニル 17 l枚 2000P690 
と魂の栄養に コード工 17-LP 
ついて/吟詠 業

520 五木の子守唄 昭和中期 江利チエミ キングレ キング EB129 ピニlレ 17 l枚 「チエミの 2000P691 
/さのさ コード EP盤 民謡集Jよ

り

521 三橋美智也民 昭和中期 三橋美智也 キングレ キング LKF ピニル 25 l枚 相馬盆唄 2000P692 
謡集 コード 1005 25-LP 新相馬ぶし

ほか/斉太
郎ぶし会
津磐梯山ほ
カミ

7 什器

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

522 机 近代 不詳 木製 63X63X29.7 l点 1 2000P693 

523 割子弁当 近代 不詳 木製、春慶塗 20x26X32.5 10点 笹，.梅.松実図.箱裏f庄林」 三段御 2000P694 
飯入6点，三段重箱3点.箱1)点 2 ~703 

524 二方 近代 不詳 木製、黒漆塗 30 x 30 x 23.8(大) 2点 3 2000P704 
~705 
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寄贈資料 1.庄林ハナ資料

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

525 猫足膳 近代 不詳 木製、黒漆塗 31.2X31.3X6(大) 7点 裏に紋あり、「キJ 4 2000P706 
~712 

526 猫足膳(家紋入り) 近代 不詳 木製、黒漆塗 31.7X31.8X 11(大) l点 5 2000P713 

527 会席膳 近代 不詳 木製、漆塗 36.4 x 36.4 x 3.7 10点 膳9.箱1.箱墨書「三O三J 6 2000P714 
~723 

528 足付吸い物膳 近代 不詳 木製、黒漆塗 30.9 x 31.2 x 44.6 10点 膳9.箱1.箱墨書「吸物膳小林氏J 7 2000P724 
~733 
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寄贈資料 2.井原桂資料

2.井原桂資料

〈資料内訳〉民俗資料 1 生産の用具………...・H ・..…287件287点

2 芸能・娯楽用具…....・ H ・-… 2件 43点

3 民俗知識関連の用具...・ H ・..… 4件 5点

〈総計)293件335点

1 生産の用具

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

掛矢 大正~昭和時代 木 長32.6 幅11.5厚9.0 福岡市西区今宿 l点 2000P734 

2 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長31.7幅34.5 高22.9福岡市西区今宿 l点 2000P735 

3 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長31.7幅33.5 高21.4福岡市西区今宿 1 J点 2000P736 

4 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長28.2 隔28.8 高20.4福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P737 

5 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長27.4 幅29.8 高20.1福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P738 

6 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長27.1 幅30.2 高21.5福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P739 

7 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長26.7幅27.5 高20.3福岡市西区今宿 l点 2000P740 

8 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長26.5 幅29.0 高20.5福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P741 

9 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長26.5 幅26目l高20.3福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P742 

10 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長25.8 幅26.8 高18.8福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P743 

11 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長22.8 幅23.0 高18.8福岡市西区今宿 l点 2000P744 

12 桟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長22.4幅22.9 高17.7福岡市西区今宿 l点 2000P745 

13 桟瓦用受型 昭和時代 木 長35.2 幅31.1高9.5 福岡市西区今宿 l点 隅瓦製作痕 2000P746 

14 桟瓦用受型 昭和時代 木 長32.3 幅33.4高10.3福岡市西区今宿 l点 刻字fサオヤJ 2000P747 

15 桟瓦用受型 昭和時代 木 長31.6幅35.5 高7.8 福岡市西区今宿 l点 2000P748 

16 桟瓦用受型 昭和時代 木 長31.6幅35.0 高7.4 福岡市西区今宿 l点 2000P749 

17 桟瓦用受型 昭和時代 木 長31.3幅31.4高8.1 福岡市西区今宿 l点 2000P750 

18 桟瓦用受型 昭和時代 木 長31.1幅30.9 高6.7 福岡市西区今宿 l点 2000P751 

19 桟瓦用受型 昭和時代 木 長30.0 幅32.3 高9.5 福岡市西区今宿 l点 2000P752 

20 掛瓦用切型 大正~昭和時代 木 長37.6 幅33.9 高20.8福岡市西区今宿 l点 2000P753 

21 掛瓦用切型 大正~昭和時代 木 長35.9 幅33.8 高23.6福岡市西区今宿 l点 2000P754 

22 掛瓦用切型 大正~昭和時代 木 長31.7幅31.3高20.8福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P755 

23 掛瓦用受型 昭和時代 木 長31.9幅33.5 高9.5 福岡市西区今宿 l点 2000P756 

24 掛瓦用受型 昭和時代 木 長31.6幅35.5 高9.0 福岡市西区今宿 l点 2000P757 

25 掛瓦用受型 昭和時代 木 長31.6幅35.2 高8.1 福岡市西区今宿 l点 2000P758 

26 掛瓦用受型 昭和時代 木 長30.8 幅31.3高7.6 福岡市西区今宿 l点 引掛瓦対応 2000P759 

27 掛瓦用受型 昭和時代 木 長30.8 幅29.0 高7.7 福岡市西区今宿 l点 引掛瓦対応 2000P760 

28 掛瓦用受型 昭和時代 木 長29.1 幅31.7高10.4 福岡市西区今宿 l点 引掛瓦対応墨 2000P761 
書「八口物也」
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

29 掛瓦用受型 昭和時代 木 長28.9 幅31.8 両8.3 福岡市西区今宿 l点 2000P762 

30 掛瓦用荒型 大正~昭和時代 木 長32.0 幅33.8 高12.2福岡市西区今宿 l点 2000P763 

31 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長28.0 幅31.0高24.4福岡市西区今宿 l点 2000P764 

32 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長28.0 幅24.6 高19.3福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P765 

33 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長27.6 幅30.5 高19.4福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P766 

34 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長26.2 幅28.8 高21.0福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P767 

35 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長25.5 幅22.0 高18.2福岡市西区今宿 i点 2000P768 

36 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長25.3 幅27.0 高20.2福岡市西区今宿 1点 焼印

37 袖瓦用切型 大正~昭和時代 木 長23.0 幅19.2 高16.6福岡市西区今宿 l点 2000P770 

38 袖瓦用受型 昭和時代 木 長34.0 幅36.5 高8.6 福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P771 

39 袖瓦用受型 昭和時代 木 長31.8幅30.2 高8.4 福岡市西区今宿 l点 引掛瓦対応 2000P772 

40 袖瓦用荒型 大正~昭和時代 木 長38.0 幅39.4高9.9 福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P773 

41 袖瓦用荒型 大正~昭和時代 木 長36.5 幅38.1 高10.5福岡市西区今宿 l点 2000P774 

42 製斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長31.0幅26.0 高19.6福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P775 

43 製斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長28.4幅25.2 高19.6福岡市西区今宿 l点、 焼印 2000P776 

44 嬰斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長27.7幅26.0 高25.8福岡市西区今宿 l点 2000P777 

45 製斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長25.8 幅28.9 高6.0 福岡市西区今宿 l点 破損脚部欠 2000P778 

46 提斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長25.8 幅23.5 高17.6福岡市西区今宿 し点 2000P779 

47 提斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長24.9 幅22.1 高19.5福岡市西区今宿 l点 2000P780 

48 嬰斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長24.2 幅21.7高19.1福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P781 

49 製斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長23.7 幅27.1 高21.0福岡市西区今宿 l点 2000P782 

50 慶斗瓦用切型 大正~昭和時代 木 長19.3 幅18.2 高17.0福岡市西区今宿 1点 2000P783 

51 製斗瓦用受型 昭和時代 木 長34.0 高28.0 高8.2 福岡市西区今宿 1 )点 2000P784 

52 提斗瓦用受型 昭和時代 木 長25.1 高24.5 幅8.1 福岡市西区今宿 l点 2000P785 

53 提斗瓦用受型 昭和時代 木 長24.6 幅24.7 高7.8 福岡市西区今宿 l点 2000P786 

54 製斗瓦用受型 昭和時代 木 長24.5 幅25.2 高7.2 福岡市西区今宿 1 )点 2000P787 

55 嬰斗瓦用受型 昭和時代 木 長20.0 幅23.0 高7.4 福岡市西区今宿 l点 2000P788 

56 奥斗耳用受型 昭和時代 木 長28.2 幅26.1 高6.6 福岡市西区今宿 l点 2000P789 

57 製斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長35.5 幅28.6 高12.1福岡市西区今宿 l点 2000P790 

58 奥斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長33.7幅31.0高8.1 福岡市西区今宿 l点 2000P791 

59 製斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長32.1 隔29.6 高7.8 福岡市西区今宿 l点 2000P792 

60 嬰斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長32.0 幅26.0 高11.6福岡市西区今宿 l点 2000P793 

61 愛斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長31.9幅27.9 高7.2 福岡市西区今宿 l点 2000P794 
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寄贈賀料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

62 慶斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長31.8幅24.9 局10.2福岡市西区今宿 l点 2000P795 

63 製斗瓦用磨台 昭和時代 木 長31.5幅24.6 高7.7 福岡市西区今宿 l点 2000P796 

64 挺斗瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長26.4幅31.3高8.8 福岡市西区今宿 l点 2000P797 

65 谷瓦用切型 大正~昭和時代 木 長35.1幅31.5高21.5福岡市西区今宿 l点 2000P798 

66 丸瓦用切型 大正~昭和時代 木 長33.2 幅18.0 高21.2福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P799 

67 丸瓦用受型 昭和時代 木 長24.3 幅20.8 高10.3福岡市西区今宿 l点 2000P800 

68 丸瓦用受型 昭和時代 木 長19.1 幅21.0高10.9福岡市西区今宿 l点 2000P801 

69 丸瓦用磨型 大正~昭和時代 木 長31.1幅15.2 高19.0福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P802 

70 丸瓦用磨型 大正~昭和時代 木 長30.3 幅14.5 高23.0福岡市西区今宿 l点 2000P803 

71 丸瓦用磨型 大正~昭和時代 木 長29.8 幅15.0 高21.6福岡市西区今宿 l点 2000P804 

72 丸瓦用磨型 大正~昭和時代 木 長22.3 幅11.2高20.9福岡市西区今宿 l点 2000P805 

73 丸瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長38.7 幅12.2 高8.7 福岡市西区今宿 l点 2000P806 

74 丸瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長37.5 幅17.1 高10.8福岡市西区今宿 l点 2000P807 

75 丸瓦周磨台 大正~昭和時代 木 長36.2 幅17.8 厚13.2福岡市西区今宿 l点 2000P808 

76 丸瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長35.0 幅17.0 高11.2福岡市西区今宿 l点 2000P809 

77 丸瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長32.4幅17.4 高10.3福岡市西区今宿 l点 2000P810 

78 丸瓦周磨台 大正~昭和時代 木 長31.9幅20.4 高12.2福岡市西区今宿 l点 2000P811 

79 丸瓦用磨台 大正~昭和時代 木 長31.5高9.7 幅6.5 福岡市西区今宿 l点

80 棟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長34.4幅15.4 高18.1 福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P813 

81 棟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長28.5 幅14.5 高19.4福岡市西区今宿 l点 2000P814 

82 棟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長28.0 幅5.2 高19.9 福岡市西区今宿 l点 焼印 2000P815 

83 棟瓦用切型 大正~昭和時代 木 長19.9 幅10.5 高16.7福岡市西区今宿 l点 墨書「四十七口J 2000P816 

84 腰瓦用切型 大正~昭和時代 木 長26.3 幅26.0 高17.1福岡市西区今宿 l点 2000P817 

85 腰瓦用切型 大正~昭和時代 木 長25.8 幅25.8 高29.4福岡市西区今宿 l点 2000P818 

86 腰瓦用受型 昭和時代 木 長25.2 幅25.0 高6.7 福岡市西区今宿 l点 2000P819 

87 隅巴型 大正~昭和時代 瓦 縦39.8 横17.7高11.0福岡市西区今宿 l点 2000P820 

88 隅巴型 大正~昭和時代 瓦 縦22.5 横18.0 高9.6 福岡市西区今宿 l点 2000P821 

89 隅巴型 大正~昭和時代 石嘗 縦19.0 横20.0 福岡市商区今宿 l点 2000P822 

90 隅巴型 大正~昭和時代 石膏 縦17.0 横16.0 福岡市西区今宿 l点 2000P823 

91 桟瓦用一文字 大正~昭和時代 木 長32.2 幅10.7厚1.4 福岡市西区今宿 l点 2000P824 
垂型

92 桟瓦用一文字 大正~昭和時代 木 長31.5幅9.6 厚1.4 福岡市西区今宿 l点 2000P825 
垂型

ワ
-

F
D
 



寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

93 桟 瓦用文字 大正~昭和時代 木 長30.8 幅9.2 厚1.7 福岡市西区今宿 l点 2000P826 
垂型

94 桟瓦用一文字 大正~昭和時代 木 長28.2 幅8.6 厚0.8 福岡市西区今宿 l点 2000P827 
垂型

95 桟瓦用一文字 大正~昭和時代 木 長28.2 幅8.5 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P828 
垂型

96 桟瓦周一文字 大正~昭和時代 木 長27.4 幅7.5 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P829 
垂型

97 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長7.6 幅4.2 厚2.9 福岡市西区今宿 l点 2000P830 

98 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長41.1幅9.4厚3.3 福岡市西区今宿 l点 2000P831 

99 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長39.4幅10.2 厚3.9 福岡市西区今宿 l点 2000P832 

100 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長38.5 幅9.7 厚2.4 福岡市西区今宿 1点、 2000P833 

101 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長36.4 幅8.8 厚3.4 福岡市西区今宿 l 点 2000P834 

102 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長30.3 幅8.2 厚2.7 福岡市西区今宿 l点 2000P835 

103 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長28.1 幅8.2 厚3.5 福岡市西区今宿 l点 2000P836 

104 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長27.9 幅8.0 厚3.0 福岡市西区今宿 l点 2000P837 

105 桟瓦用剣垂型 大正~昭和時代 コンク 縦7.2 横36.0 高12.0 福岡市西区今宿 l点 2000P838 
リート

106 平瓦用一文字 大正~昭和時代 木 長29.7 幅9目6 厚1.3 福岡市西区今宿 l点 2000P839 
垂型

107 平耳用一文字 大正~昭和時代 木 長29.1 幅9.3 厚1.7 福岡市西区今宿 l点 2000P840 
垂型

108 平瓦用一文字 大正~昭和時代 木 長20.6 幅5.3 厚1.6 福岡市西区今宿 l点 2000P841 
垂型

109 平瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長9.0 幅8.5 厚3.1 福岡市西区今宿 l点 2000P842 

110 平瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長30.9 幅9.8 厚4.2 福岡市西区今宿 1 )点

111 平瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長27.6 幅7.8 厚2.6 福岡市西区今宿 l点 2000P844 

112 平瓦用剣垂型 大正~昭和時代 木 長24.0 幅6.2 厚2.0 福岡市西区今宿 l点 2000P845 

113 袖垂型 大正~昭和時代 木 長41.0 幅6.9 厚1.7 福岡市西区今宿 l点 2000P846 

114 袖垂型 大正~昭和時代 木 長38.0 幅7.9 厚1.0 福岡市西区今宿 l点 2000P847 

115 袖垂型 大正~昭和時代 木 長37.8 I嗣7.5 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P848 

116 袖垂型 大正~昭和時代 木 長37.1 幅7.6 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P849 

117 袖垂型 大正~昭和時代 木 長37.0 幅8.2 厚1.2 福岡市西区今宿 l点 2000P850 

118 袖垂型 大正~昭和時代 木 長37.0 幅7.9 厚1.1 福岡市西区今宿 l点 2000P851 

119 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.7 幅7.6 厚1.6 福岡市西区今宿 l点 2000P852 

120 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.6 幅11.3 厚1.8 福岡市西区今宿 l点 2000P853 

121 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.5 幅8.1 厚1.2 福岡市西区今宿 l点 2000P854 
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

122 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.5 幅7.8 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P855 

123 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.5 幅12.0 厚1.6 福岡市西区今宿 l点 2000P856 

124 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.0 幅7.8 厚0.9 福岡市西区今宿 l点 2000P857 

125 袖垂型 大正~昭和時代 木 長36.0 幅7.7 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P858 

126 袖垂型 大正~昭和時代 木 長32.9 幅9.8 厚1.8 福岡市西区今宿 l点 2000P859 

127 袖垂型 大正~昭和時代 木 長32.6 幅6.4 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P860 

128 袖垂型 大正~昭和時代 木 長31.9 幅6.6 厚1.1 福岡市西区今宿 l点 2000P861 

129 袖垂型 大正~昭和時代 木 長31.3 幅9.5 厚1.7 福岡市西区今宿 l点 2000P862 

130 袖垂型 大正~昭和時代 木 長31.0 幅7.2 厚0.9 福岡市西区今宿 l点

131 袖垂型 大正~昭和時代 木 長30.9 幅8.4厚1.1 福岡市西区今宿 l点 2000P864 

132 袖垂型 大正~昭和時代 木 長30.4幅9.6 厚1.0 福岡市西区今宿 l点 2000P865 

133 袖垂型 大正~昭和時代 木 長30.4幅7.5 厚1.4 福岡市西区今宿 l点 2000P866 

134 袖垂型 大正~昭和時代 木 長29.4幅7.0 厚1.3 福岡市西区今宿 l点 2000P867 

135 袖垂型 大正~昭和時代 木 長29.1 幅6.8 厚1.9 福岡市西区今宿 l点 2000P868 

136 袖垂型 大正~昭和時代 木 長28.0 幅8.8 厚1.0 福岡市西区今宿 l点 2000P869 

137 袖垂型 大正~昭和時代 木 長27.5 幅7.4厚7.0 福岡市西区今宿 l点 2000P870 

138 袖垂型 大正~昭和時代 木 長26.3 幅4.5 厚0.8 福岡市西区今宿 l点 2000P871 

139 袖垂型 大正~昭和時代 木 長25.2 幅7.4 厚1.3 福岡市西区今宿 l点 2000P872 

140 袖垂型 大正~昭和時代 木 長24.1 幅7.4 厚0.7 福岡市西区今宿 1 )点 2000P873 

141 袖垂型 大正~昭和時代 木 長20.7 幅4.6 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P874 

142 巴型 大正~昭和時代 木 径16.5 厚3.1 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P875 

143 巴型 大正~昭和時代 木 径16.4厚5.0 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P876 

144 巴型 大正11年 木 径15.0 厚4.0 福岡市西区今宿 l点 万十墨書「大 2000P877 
正拾壱年/瓦市
用/七月吉日求
之j 焼印井
原氏によるマジ
ック覆書

145 巴型 大正~昭和時代 木 径15.0 厚3.3 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P878 

146 巴型 大正~昭和時代 木 径14.7 厚3.8 福岡市西区今宿 l点 万十鉄板によ 2000P879 
る補強

147 巴型 大正~昭和時代 石膏 径21.0 厚5.5 福岡市西区今宿 l点 =つ葵 2000P880 

148 巴型 大正~昭和時代 石膏 径20.5 厚8.7 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P881 

149 巴型 大正~昭和時代 石膏 径18.5 厚17.5 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P882 

150 巴型 大正~昭和時代 石膏 径17.0 厚4.8 福岡市西区今宿 l点 三つ葵 2000P883 

151 巴型 大正~昭和時代 石膏 径12.8 厚4.6 福岡市西区今宿 l点 梅 2000P884 
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名 称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

152 巴型 大正~昭和時代 石膏 径12.8 厚3.6 福岡市西区今宿 l点 破損を補修丸 2000P885 
に剣片喰

153 巴型 昭和時代 コンク 径18.0 厚7.4 福岡市西区今宿 l点 三つ巴 2000P886 
リート

154 小巴型 大正~昭和時代 木 径9.4 厚2.8 福岡市西区今宿 l点 三つ巴・上り藤 2000P887 

155 小巴型 大正~昭和時代 木 径10.6 厚2.7 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P888 

156 小巴型 大正~昭和時代 木 径10.0 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P889 

157 小巴型 大正~昭和時代 石膏 径9.2 厚3.8 福岡市西区今宿 1点 万十 2000P890 

158 小巴型 大正~昭和時代 石膏 径11.7厚4.0 福岡市西区今宿 l点 十六菊 2000P891 

159 小巴型 大正~昭和時代 石膏 径11.0厚4.0 福岡市西区今宿 l点 丸に五ご桐 2000P892 

160 小巴型 大正~昭和時代 石膏 径10.5 厚5.1 福岡市西区今宿 l点 丸に橘 2000P893 

161 小巴型 大正~昭和時代 石膏 径10.5 厚5.0 福岡市西区今宿 l点 梅 2000P894 

162 小巴型 大正~昭和時代 瓦 径10.5 福岡市西区今宿 l点 三つ巴 2000P895 

163 丸瓦用紐型 大正~昭和時代 石膏 縦6.0 横22.7高10.4 福岡市西区今宿 l点 2000P896 

164 丸瓦用紐型 大正~昭和時代 石膏 縦23.5 横7.2 高14.0 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P897 

165 紐型 大正~昭和時代 木 長43.2 幅7.5 高3.8 福岡市西区今宿 l点 2000P898 

166 紐型 大正~昭和時代 木 長31.1幅6.5 高2.7 福岡市西区今宿 l点 2000P899 

167 紐型 大正~昭和時代 石膏 縦9.5 横9.3 高3.3 福岡市西区今宿 1)点 破損 2000P900 

168 提斗瓦用紐型 大正~昭和時代 木 長9.5 幅6.6 高3.0 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P901 

169 慶斗瓦用紐型 大正~昭和時代 木 長16.3 幅6.7高6.7 福岡市西区今宿 l点 2000P902 

170 慶斗瓦用紐型 大正~昭和時代 石膏 長31.0幅8.5 高12.5 福岡市西区今宿 l点 2000P903 

171 慶斗瓦用組型 大正~昭和時代 石膏 長20.0 幅8.3 高11.0 福岡市西区今宿 l点 2000P904 

172 玉縁型 大正~昭和時代 石膏 縦4.5 横16.5 高7.8 福岡市西区今宿 l点 2000P905 

173 玉縁型 大正~昭和時代 石膏 縦4.5 横13.2 高6.4 福岡市西区今宿 1)点 2000P906 

174 玉縁型 大正~昭和時代 石膏 縦4.5 横13.0 高6.0 福岡市西区今宿 l点 2000P907 

175 玉縁型 大正~昭和時代 石膏 縦4.2 横14.9 高6.5 福岡市西区今宿 1点 2000P908 

176 玉縁型 大正~昭和時代 石膏 縦3.6 横4.0 高3.0 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P909 

177 玉縁型 大正~昭和時代 石膏 縦3.4横9.5 高4.5 福岡市西区今宿 l点 2000P910 

178 土台 大正~昭和時代 石・木 径30.0 高29.0 福岡市西区今宿 l点 2000P911 

179 土台 大正~昭和時代 石 径28.0 高12.0 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P912 

180 平台 大正~昭和時代 木 縦42.0 横64.0 高7.7 福岡市西区今宿 l点 2000P913 

181 平台 大正~昭和時代 木 縦36.4横36.1 高4目6 福岡市西区今宿 l点 2000P914 

182 平台 大正~昭和時代 木 縦30.0 横33.4高4.1 福岡市西区今街 l点 2000P915 
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

183 平台 昭和時代 木 縦27.6 横36.5 高5.0 福岡市西区今宿 1 )点 井原氏によるマ 2000P916 
ジック注記

184 平台 昭和時代 木 縦27.5 横36.5 高5.0 福岡市西区今宿 l点 井原氏によるマ 2000P917 
ジック注言己

185 平台 昭和時代 木 縦23.3 横31.9高3.7 福岡市西区今宿 l点 井原氏によるマ 2000P918 
ジック注記

186 平台 昭和時代 木 縦22.1 横31.8高3.8 福岡市西区今宿 l点 井原氏によるマ 2000P919 
ジック注記

187 巴型台 大正~昭和時代 木 縦22.1 横24.0 高5.7 福岡市西区今宿 l点 2000P920 

188 巴型台 大正~昭和時代 木 縦21.2横21.7高5.0 福岡市西区今宿 l点 2000P921 

189 巴型台 大正~昭和時代 木 縦17.1 横19.5 高5.4 福岡市西区今宿 l点 2000P922 

190 巴型台 大正~昭和時代 木 縦16.4 横17.2 高5.1 福岡市西区今宿 l点 2000P923 

191 巴型台 大正~昭和時代 木 縦16.4横16目8高4.8 福岡市西区今宿 l点 2000P924 

192 巴型台 大正~昭和時代 木 縦15.2 横15.6 高4.9 福岡市西区今宿 l点、 2000P925 

193 隅巴用研台 大正~昭和時代 瓦 長33.0 幅9.2 高11.5 福岡市西区今宿 l点 2000P926 

194 隅巴用研台 大正~昭和時代 粘土 長31.5幅9.0 高13.0 福岡市西区今宿 l点 2000P927 

195 叩棒 大正~昭和時代 木 長51.7幅6.0 厚1.3 福岡市西区今宿 l点 2000P928 

196 叩棒 大正~昭和時代 木 長47.0 幅2.0 厚1.4 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P929 

197 叩棒 大正~昭和時代 木 長46.1 幅5.7厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P930 

198 叩棒 大正~昭和時代 木 長45.9 幅5.8 厚1.4 福岡市西区今宿 1 )点 2000P931 

199 叩棒 大正~昭和時代 木 長45.8 幅6.2 厚1.8 福岡市西区今宿 l点 2000P932 

200 叩棒 大正~昭和時代 木 長36.5 幅35.9 厚1.1 福岡市西区今宿 l点 2000P933 

201 叩様 大正~昭和時代 木 長27.0 幅6.0 厚0.8 福岡市西区今宿 l点 2000P934 

202 鎌 大正~昭和時代 鉄 長21.0幅7.1 福岡市西区今宿 l点 2000P935 

203 鎌 大正~昭和時代 鉄 長13.3 幅2.9 福岡市西区今宿 l点 2000P936 

204 鎌 大正~昭和時代 鉄 長10.8 幅3.8 福岡市西区今宿 l点 2000P937 

205 撫板 大正~昭和時代 木 長22.2 幅8.1 厚0.6 福岡市西区今宿 l点 2000P938 

206 撫板 大正~昭和時代 木 縦7.7 横14.6 厚1.3 福岡市西区今宿 l点 2000P939 

207 撫板 大正~昭和時代 木 縦5.6 横29.5 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P940 

208 撫板 大正~昭和時代 木 縦5.4横7.4 厚1.0 福岡市西区今宿 l点 2000P941 

209 箆 大正~昭和時代 木 長9.2 幅2.3 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P942 

210 箆 大正~昭和時代 木 長9.1 幅2.8 厚0.4 福岡市西区今宿 l点 2000P943 

211 箆 大正~昭和時代 木 長21.5幅1.7厚0.3 福岡市西区今宿 l点 2000P944 

212 箆 大正~昭和時代 木 長17.5 幅3.0 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P945 

213 箆 大正~昭和時代 木 長15.1 幅3.8 厚0.6 福岡市西区今宿 l点 2000P946 
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

214 箆 大正~昭和時代 木 長13.4幅1.7厚0.4 福岡市西区今宿 l点 2000P947 

215 箆 大正~昭和時代 鉄 長28.5 幅2.3 福岡市西区今宿 l点 2000P948 

216 箆 大正~昭和時代 鉄 長16.2 幅1.7厚0.1 福岡市西区今宿 l点 2000P949 

217 箆 大正~昭和時代 鉄 長11.1幅2.5 福岡市西区今宿 i点 2000P950 

218 穴開け 大正~昭和時代 木・鉄 径3.0 長33.7 福岡市西区今宿 l点 2000P951 

219 弓 大正~昭和時代 木 幅5.6 幅20.7 1享1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P952 

220 弓 大正~昭和時代 木 幅21.0高18.4 厚1.5 福岡市西区今宿 l点 2000P953 

221 弓 大正~昭和時代 木・鉄 幅18.1 高18.4厚1.5 福岡市西区今宿 l占 2000P954 

222 弓 大正~昭和時代 木・鉄 帽13.0 高12.5 厚2.6 福岡市西区今宿 l点

223 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長7.2 幅2.7 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P956 

224 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長17.8 幅3.0 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P957 

225 カキヤブリ 大正~昭和時代 'r'J 長15.8 I隔3.1厚0.9 福岡市西区今宿 l点 2000P958 

226 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長15.2 幅2.8 厚0.7 福岡市西区今宿 l 点 2000P959 

227 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長15.2 幅2.4 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P960 

228 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長14.5 幅2.9 厚0.8 福岡市西区今宿 l点 2000P961 

229 カキヤブリ 大正~昭和時代 'r'J 長13.7 幅1.6厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P962 

230 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長13.5 幅2.9 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P963 

231 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長13.3 幅2.9 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P964 

232 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長13.3 幅2.4 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P965 

233 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長12.5 幅2.6 厚0.7 福岡市西区今宿 l点 2000P966 

234 カキヤブリ 大正~昭和時代 竹 長12.1 I隔2.0 厚0.3 福岡市西区今宿 l点 2000P967 

235 カキヤブリ 大正~昭和時代 木 長18.3 幅3.3 厚1.0 福岡市西区今宿 l点 2000P968 

236 櫛 大正~昭和時代 セルロ 縦3.6 横5.3 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P969 
イド

237 櫛 大正~昭和時代 セルロ 縦3.5 横7.2 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P970 
イド

238 櫛 大正~昭和時代 セルロ 縦3.5 横3.0 厚0.6 福岡市西区今宿 l点
イド

239 櫛 大正~昭和時代 セルロ 縦3.0 横6.0 厚0.3 福岡市西区今宿 l点 二片(破損) 2000P972 
イド

240 櫛 大正~昭和時代 セルロ 縦2.4横3.3 厚0.3 福岡市西区今宿 l点 2000P973 
イド

241 水塗り棒 大正~昭和時代 木・鉄 長30.0 福岡市西区今宿 l点 2000P974 
-布

242 穴開け 大正~昭和時代 木 径0.6 長16.4 福岡市西区今宿 1 )点 2000P975 

243 穴開け 大正~昭和時代 木 径0.5 長21.0 福岡市西区今宿 l点 2000P976 
」一
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

244 穴聞け 大正~昭和時代 木 径0.5 長15.7 福岡市西区今宿 l点 2000P977 

245 ブラシ 昭和時代 木 長23.0 幅1.7厚2.1 福岡市西区今宿 1点 2000P978 

246 金槌 昭和時代 木・鉄 長33.0 幅13.0 厚3.3 福岡市西区今宿 1)点 2000P979 

247 4口乙品、 大正~昭和時代 木 縦28.0 横27.5 高16.0福岡市西区今宿 l点 2000P980 

248 椅子 大正~昭和時代 木 縦13.7横24.0 高14.2福岡市西区今宿 l点 2000P981 

249 切型の縁 大正~昭和時代 木 長28.0 幅2.6 厚2.2 福岡市西区今宿 1)点 破損 2000P982 

250 切型の縁 大正~昭和時代 木 長18.5 幅2.0 福岡市西区今宿 l点 破損竹釘付 2000P983 

251 奥斗瓦用型部 大正~昭和時代 木 長9.3 幅2.8 厚2.8 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P984 
日1=1日

252 奥斗瓦用型部 大正~昭和時代 木 長9.0 幅2.8 厚2.4 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P985 
日E日3 

253 疑斗瓦用型部 大正~昭和時代 木 長9.0 幅2.6 厚2.4 福岡市西区今宿 l点 破損 2000P986 
日1=1日

254 棒 大正~昭和時代 木 長52.5 幅3.3 厚2.4 福岡市西区今宿 l点 2000P987 

255 不明 大正~昭和時代 鉄 径4.3 長9目O 福岡市西区今宿 l点 2000P988 

256 不明 大正~昭和時代 木 径5.0 長19.5 福岡市西区今宿 l点 2000P989 

257 不明(破損部 大正~昭和時代 木 長13.8 幅4.1 厚0.5 福岡市西区今宿 l点 2000P990 
品)

258 鬼瓦 大正~昭和時代 瓦 幅37.0 高23.0 厚8.6 福岡市西区今宿 l点 2000P991 

259 鬼耳(雲型) 大正~昭和時代 耳 幅57.5 高35.5 厚10.5福岡市西区今宿 l点 2000P992 

260 鬼耳(京覆輪 大正~昭和時代 瓦 幅49.5 高36.5 厚15.5福岡市西区今宿 l点 2000P993 
型)

261 鬼瓦(京覆輪 大正~昭和時代 瓦 幅47.0 高33.5 厚15.0福岡市西区今宿 l点 2000P994 
型)

262 鬼瓦(京覆輪 大正~昭和時代 瓦 縦13.0 欄37.6 高24.0福岡市西区今宿 l点 2000P995 
型)

263 鬼瓦(福槌付) 大正~昭和時代 瓦 幅41.5高26.0 厚11.0福岡市西区今宿 l点 2000P996 

264 谷瓦 大正~昭和時代 瓦 長45.0 I隔36.0 福岡市西区今宿 l点 2000P997 

265 丸耳 大正~昭和時代 瓦 縦38.2 幅14.0 高7.0 福岡市西区今宿 l点 2000P998 

266 丸瓦 大正~昭和時代 瓦 縦26.7 幅14.3 高6.5 福岡市西区今宿 l点 2000P999 

267 小巴 大正~昭和時代 瓦 径11.5 福岡市西区今宿 l点 2000P1000 

268 巴瓦 大正~昭和時代 瓦 長33.0 幅15.0 福岡市西区今宿 l点 万十 2000P1001 

269 巴瓦 大正~昭和時代 瓦 長30.0 幅15.5 福岡市西区今宿 l点 三つ巴 2000P1002 

270 巴耳 大正~昭和時代 瓦 長29.5 幅12.5 福岡市西区今宿 l点 2000P1003 

271 巴瓦 大正~昭和時代 瓦 長29.0 幅14.6 福岡市西区今宿 l点 水紋 2000P1004 

272 巴瓦 大正~昭和時代 瓦 長29目O 幅14.5 福岡市西区今宿 l点 水紋 2000P1005 
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寄贈資料 2.井原桂資料

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 使用地 員数 備考 備品番号

273 巴瓦 大正~昭和時代 瓦 長27.0 幅15.7 福岡市西区今宿 l点 2000PI006 

274 巴瓦 大正~昭和時代 瓦 縦31.5幅15.4 福岡市西区今宿 l点、 三つ巴紋 2000PI007 

275 巴瓦(白地) 昭和時代 粘土 幅31.0高15.0 福岡市西区今宿 l点 万十 2000PI008 

276 軒桟瓦 大正~昭和時代 瓦 長29.5 幅32.0 福岡市西区今宿 l点 2000P1009 

277 隅瓦(切隅・右羽) 昭和時代 瓦 長33.5 幅30.0 福岡市西区今宿 l点 2000PIOI0 

278 隅瓦(切隅・右羽) 昭和時代 瓦 長32.5 幅30.0 福岡市西区今宿 l点 2000PIOll 

279 隅瓦(切隅・左羽) 昭和時代 耳 縦29.0 幅24.0 高8.0 福岡市西区今宿 l点 2000PI012 

280 隅瓦(切隅・左羽) 昭和時代 瓦 縦29.0 幅24.0 高8.0 福岡市西区今宿 l点 2000P1013 

281 棟瓦(丸桟冠瓦) 昭和時代 瓦 長29.0 幅17.6 福岡市西区今宿 l点 2000P1014 

282 棟瓦(丸桟冠瓦) 昭和時代 瓦 長28.5 幅18.0 福岡市西区今宿 l点 2000P1015 

283 棟瓦(烏伏間) 昭和時代 瓦 長36.5 幅12.0 福岡市西区今宿 l点 2000P1016 

284 棟瓦(烏伏間) 昭和時代 瓦 長36.5 幅12.0 福岡市西区今宿 l点 2000PIOl7 

285 棟瓦(烏伏間) 昭和時代 瓦 長35.0 幅11.0 福岡市西区今宿 l点 2000P1018 

286 棟瓦(烏伏間・白 昭和時代 粘土 長36.5 幅10.5 福岡市西区今宿 l点 2000P1019 
地)

287 大鋸 昭和時代 鉄 長137.5 幅16.0 福岡市西区 l点 2000P1020 

2 芸能・娯楽用具

番号 名称 時代 品質・形状 法量 製作者 員数 備考 備品番号

288 今宿海水浴場入浴券綴 昭和時代 紙・印刷 6.9x 15.2 不詳 11点 大人用4冊小人用7冊 2000P1021 
~1031 

289 絵はがきセット「鎖夏 昭和時代 紙・印刷 15.2X9.8 今宿商工会 32組 5枚l組 「今宿海水浴場全景J
の理想郷今宿湾と海 「今宿長垂海岸ノ景Jf今津洲 2000PI032 
水浴場j ノ先ヨリ砕石工場ヲ望ムJf今 ~1063 

津洲ノ先ヨリ今宿海岸ヲ望
ムJf今宿元冠防塁海岸」

3 民俗知識関連の用具

番号 名 称 時代 品質・形状 法量 製作者 員数 備考 備品番号

290 マッチフベルスクフツプブック 昭和8年 紙冊子 30.2x23.0 井原桂 2点 2の130葉 2の235葉 2000PI064 
~1065 

291 マッチラベルアルバム 昭和時代 紙冊子 23.0XI9.7 井原桂 l点 17葉 2000P1066 

292 明治時代の東西松原町図原図 昭和時代 紙 井原桂 l点 2000P1067 

293 明治時代の東西松原町図 昭和時代 紙軸装 井原桂 l点 2000PI068 
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寄贈資料 3.清原睦彦資料

3.清原睦彦資料

〈資料内訳〉笠…………………...・ H ・..……………124件132点

番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法量

組み笠「永平寺」 昭和時代 日本 桧・竹製網 同19.5 径42.5
福井県 代編蝉網

2 組み笠「旧中山 昭和時代 日本 桧・竹製網 高17.0 径48.0
道妻寵宿J 長野県 代編

3 縫い笠(鹿野管 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高14.5 径38.0
笠) 鳥取県

気高郡
青谷町

4 縫い笠(雪おろ 昭和時代 日本 官・布・紙製 高15.0 径37.5
し笠) 東北地

方

5 縫い笠「高千穂J昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高17.0 径38.5
宮崎県

6 組み笠 昭和時代 日本 木製・一位製 高12.0 径37.7
岐阜県 蝉編

7 縫い笠(r飛騨・ 昭和時代 日本 官製 高10.0 径46.5
高山・郷倉J) 岐阜県

8 網笠(潮来笠) 昭和時代 日本 蘭草製 高16.5 径29.5
千葉県

9 縫い笠(元禄笠 昭和時代 日本 麦藁・竹・紙 高14.5 径49.0
-富士笠) 富山県 製

カ

10 編み笠(岩手笠) 昭和時代 日本 蘭・布製 高15.0 径40.0
岩手県
盛岡市

11 縫い笠(元禄笠 昭和時代 日本 菅・竹・紙・ 高16.5 径49.0
-富士笠) 富山県 桜皮製

カ

12 縫い笠 昭和時代 日本 稲藁・紙・プ 高5.5 径21.5
福岡県 ラスチック製
粕屋郡
篠栗町

13 組み笠 昭和時代 日本 桧製 高10.5 径30目。
長野県

14 縫い笠(r津和 昭和48年 日本 菅・竹・紙製 高13.5 径37.5
野J) 5月 島根県

津和野

15 押え笠(路地笠) 昭和時代 日本 竹皮・竹製 高7.3 径70.5

16 押え笠(浜焼笠) 昭和時代 日本 竹皮・竹・紙 高11.5径49.5
広島県 製
福山市

60-

員数 {蒲 考 備品番号

l点 笠に「永平寺J墨書 2000PlO69 

l点 笠に「中山道妻龍宿J墨書 「せ 2000PI070 
みJで留めて仕上げてある

1 )点 札に「鹿野管笠鳥取県気高郡 2000PI071 
青谷町J頂部を切りそろえて
花結び

l点 札に「雪おろし笠(東北)J 頂部 2000PI072 
角布縁白布

l点 笠に「高千穂J墨書札に「高千 2000PlO73 
穂J頂部を切りそろえ花結び

l点 札に「一位笠(飛騨高山)(蝉笠)J 2000P1074 
札にr70・特選品・せみ笠・ 3・

35J 「せみJで留めて仕上げてあ
る台輪っき

l点 笠に「飛騨・高山・郷倉j墨書 2000P1075 
台輸っき

1)点 笠に「潮来笠J墨書札に「潮来 2000P1076 
笠j 土産品飾物土地ではボ
ッチ笠とも呼ぶ

l点 札に「元禄富士J頂部花結び 2000P1077 
男用ヵ

l点 札に「岩手笠(盛岡)J 2000P1078 

1)点 札に「元禄笠・富士笠J(女) 頂 2000PlO79 
部桜皮で花結び台輪っき

l点 札に「篠栗J頂部花結び台輸 2000P1080 
っき 頭台に稲ワラの紐付き

l点 札に「桧笠J(木曽) 土産品飾物 2000P1081 

l点 笠に「津和野J墨 書 内 側 にrS48 2000P1082 
.5・20J 土産品飾物頂部花
結ぴ

l点 札に「路地笠」 笠に「路地笠22J 2000P1083 
と書いた紙

l点 キLr浜焼笠J(福山) 竹笹飾りの 2000P1084 
紙絵あり
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番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

17 縫い笠 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 両5.0 径49.7 l点 頂部は花結び台輸っき 2000P1085 
富山県

18 縫い笠(越中笠) 昭和時代 日本 官・竹・紙製 高12.0 径46.5 l点 札に「越中笠J(富山) 頂部は花 2000P1086 
富山県 結び台輪っき

19 押え笠(甚八笠) 昭和時代 日本 竹皮・竹製 高11.0径50.0 l点 札に「甚八笠J(佐賀) 笠にr27Jと 2000P1087 I 
佐賀県 書いた紙

20 組み笠(鰻頭笠) 昭和時代 日本 桧・竹製網 高9.5 径48.0 l点 札にf鰻頭笠J(土佐) 笠にr17Jと 2000P1088 
高知県 代編 書いた紙台輪っき 高知市西

紺屋町一九荒物問屋株式会社
中繁商店電話O九 五 三 番 取
引銀行四国銀行本広・三和銀行
高知支庖振替徳島四七二九番

21 編み笠 昭和時代 日本 蘭・綿・竹製 高13.0 径44.5 l点 表に四ヶ所綿の飾りあり 2000P1089 

22 編み笠(踊り笠 昭和時代 日本 蘭製 高8.5 径37.0 l点 2000P1090 
小人用) 新潟県

佐渡

23 押え笠(笥笠) 昭和時代 日本 竹皮・布製 高13.0 径46.0 l点 札に「笥笠J(土佐) 笠にr15Jと書 2000Pl091 
高知県 竹ヒゴに漆塗 いた紙

24 押え笠(笥笠) 昭和時代 日本 竹皮・布製 高14.3 径47.0 l点 札に「笥笠J(土佐) 笠にr16Jと書 2000Pl092 
高知県 竹ヒゴに漆塗 いた紙

25 縫い笠「兼六園 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高8.5 径30.7 l点 笠に「兼六園J(旅)の墨書頂部 2000Pl093 
笠旅J 石川県 は花結び台輸カザワ仕上げ

金沢市 土産品飾物

26 組み笠「富士白 昭和時代 日本 桧製 高11.0径26.0 l点 笠に「夏雲はわきしら滝は口口 2000Pl094 
糸の瀧」 静岡県 になる 富士白糸の滝J台輸

富士市 っき 土産品飾物

27 組み笠「球磨川 昭和時代 日本 桧製 高14.0 径36.0 l点 札に「球磨川下りJ(人吉) 笠に 2000Pl095 
下りJ 熊本県 「五木の子守唄・球磨川下り」

人吉市 土産品

28 組み笠「水郷柳 昭和時代 日本 桧製 高15.0 径40.0 l点 笠に「色にして老木の柳うちし 2000Pl096 
川下り j 福岡県 だる我が柳河の水の豊かさ 白

柳川市 秋水郷柳川川下りj

29 組み笠「天龍川 昭和時代 日本 桧・竹製 高12.5 径40.5 l 点 笠に「天龍下ればしぶきに漏れ 2000Pl097 
下りJ 静岡県 る持たせ口口たや桧笠J土産

カ 品飾物

30 組み笠「日本ラ 昭和時代 日本 桧・竹製 高14.0 径40.0 l点 笠に『口口...口…口日本ライ 2000Pl098 
インj 岐阜県 ンj 札に「日本ラインJ土産品

飾物

31 縫い笠 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高9.2 径22.7 l点 笠に「砂Eとは滝あらずしてふ 2000P1099 
鳥取県 めばなるかなさびしき音に 晶

子J頂部は花結び台輸カザ
ワ仕上げ札に「鳥取砂丘J土
産品飾物

32 縫い笠 昭和時代 日本 菅製 高4.8 径15.5 l点 笠に「口口口参金毘羅J台輸 2000P1100 
香川県 カザワ仕上げ笠にミニわらじ
カ 付き土産品

1
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寄贈資料 3.清原睦彦資料

番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

33 縫い笠(二度笠 昭和時代 日本 官・竹・紙製 筒 11.0 径46.5 l点 笠に墨書「清水家二十八人衆J 2000P1101 

「清水一家二十 静岡県 札に「三度笠J(清水) 台輸カザ

八人衆J) ワ仕上げ土産品飾り物.清水
次郎長・大政・小政・増川仙エ
門・森石松・小松村七五郎・大
瀬平五郎・法印大五郎・吉良仁
吉・追分三五郎・寺津勘三郎・
相撲常・関東又五郎・固定金五
郎・舞坂富五郎・田中紋次郎・
四日市紋太郎・二{傑松五郎・問
屋場大熊・清水関吉・桶屋鬼吉
-大野鶴吉・興津盛之助・吉良
勘蔵・鳥羽熊・由比松五郎・伊
達五郎・辻勝五郎

34 陣笠「大阪城J 昭和時代 日本 プラスチック 高7.7 径25.7 l点 笠に墨書「露とおちつゆと消え 2000P1102 
大阪府 製漆塗(肉) にし我身かな浪速のことは夢の

朱塗(外)黒漆 また夢J 札に「陣笠大阪城』
真鍬ヵ 陣笠に「大阪城j 家紋「五三桐」

土産品飾物

35 陣笠「泉岳寺J 昭和時代 日本 プラスチック 高8目O 径26.0 l点 札に「泉岳寺j 陣笠に「泉岳寺J 2000P1103 
東京都 製漆塗(内) 家紋「二つトモエ紋J 土産品飾

朱塗(外)黒漆 物
真鍬ヵ

36 陣笠 昭和時代 日本 プラスチック 高11.8 径33.8 i点 札に「鹿児島J 薩摩島津藩家 2000P1104 
鹿児島 製 紋あり 正面のつば上向き 綿
県 を布で包んだ四角形の布団 江

戸期の陣笠の復元品土産品ヵ

37 陣笠 昭和時代 日本 プラスチック 高12.1 径33.8 l点 札に「松江J 家紋「二葉葵文j 2000P1105 
島根県 製 正面のつば上向き 綿を包んだ

四角形の布団土産品ヵ

38 陣笠 江戸時代 日本 木製漆塗 高10.0 径42.5 l点 札に「陣笠J 笠r2Jと書いた紙 2000P1106 
皮・布製

39 縫い笠(道中笠) 昭和時代 日本 菅・竹・紙・ 高10.5 径49.0 l点 札に「道中笠Jr南無妙法蓮華経」 2000P1107 
布製 墨書笠外側頂部は渋を塗った

紙が縫い付けてある 縁白布
台輪布巻き

40 編み笠(道中笠) 近代 日本 緩製 高7.0 径46.5 l点 札に「道中笠J 笠r8Jと書いた紙 2000P1108 
綿を包んだ布が二つ縫い付けて
ある篠笠

41 組み笠(笹竜胆 昭和時代 日本 竹・紙・布・ 高10.5 径49.0 l点 笠外側三つの家紋ヵ 竹を薄く 2000P1109 
紋) 綿製塗装 割いて網代状に組み仕上げてあ

る 江戸期の笠を復元したもの
カ

42 押え笠(三度笠) 江戸時代 日本 竹皮・竹紙 高16.0 径50.5 し点 札に「三度笠J 笠rI4Jと書いた 2000P1110 
張漆塗 紙竹皮を竹ヒゴで押えた笠で

紙をはり漆を塗って仕上げたも
の雨笠用

43 塗り笠(南蛮笠) 江戸時代 日本 木製・馬毛製 高21.0 径44.7 l点 札に「南蛮笠J 家紋「木瓜紋Jが 2000P1111 
布張漆塗 塗りつぶされている r3Jと書い

た紙笠の外側黒漆、内側朱塗
笠の留め紐・糸を俵に編んであ
る

44 深編み笠(浪人 昭和時代 日本 稲葉製 高40.0 径62.0 1 J点 札に「深編笠J(浪人笠) 江戸期 2000P1112 
笠) の笠を復元したもの

円
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寄贈資料 3.清原睦彦資料

番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

45 鉄児 近代 不詳 鉄製 局14.3 径25.0 l点 戦時下の民間用のもの鉄児に 2000P1113 
三つの長方形の穴

46 草軽 昭和時代 不詳 藁・竹皮・布 藁製:長21.0 2足 2000P1114 
製白黒ハナ 巾8.5 ~1115 
オ 竹皮製:長22.0 2足 2000P1116 

巾8.5 ~ 1117 

47 焼印 昭和時代 西日本 鉄・木製 l組
新聞社 3点

(1) 「西日本新聞社J 柄長20.0 2000Pl118 
鉄部分長11.0
巾2.3

(2) 「西日本新聞社J 柄長9.5 2000Pll19 
鉄部分長7.2
巾2.0

(3) 「賞j

柄長20.2 2000P1120 
鉄部分長3.2
巾2.5

48 組み笠(道中笠) 江戸時代 日本 藍染布綿製 高6.8 径43.2 l点 札に「道中笠J 笠i6Jと書いた紙 2000P1121 
カ 編代編漆塗 綿を包んだ布が二つ縫い付けて

ある

49 押え笠 昭和時代 日本 竹皮・竹・藁 径59.7 l点 笠内側にf吉村蔵吉Jの墨書藁 2000Pl122 
製頂上部六 の台輸
目編

50 塗り笠(道中笠) 近代 日本 和紙・こより 高7.6 径32.6 l点 札に「道中笠』笠i9Jと書いた紙 2000P1123 
製漆塗 和紙をこよりにして漆をかけて

仕上げた笠

51 塗り笠(寵陣笠) 江戸時代 日本 竹・紙製朱 高11.0 径31.7 l点 札に龍陣笠笠にilOJと書いた 2000P1124 
カ -黒漆塗 紙笠内側朱塗、外側黒塗

52 編み笠 近代 日本 蘭・竹製 高12.5 径54.0 l点 札に「編笠J 2000P1125 

53 押え笠 昭和時代 日本 竹・竹皮・藁 高13.7 径67.2 l点 藁の台輪 2000Pl126 
製

54 押え笠(道中笠) 昭和時代 日本 竹皮・竹・紙 高9.0 径56.5 l点 札に「道中笠・一文字J(形) 笠 2000P1127 
-布・綿製 にi8Jと書いた紙綿を包んだ布

が二つ縫い付けてある

55 押え笠 昭和時代 日本 竹皮・竹製 高10.5 径52.0 l点 2000Pl128 
九州北
部

56 縫い笠(遍路笠) 昭和時代 日本 官・竹・布・ 高11.5 径52.5 l点 札にf遍路笠J 笠外側に墨書f口 2000P1129 
綿製 口口口J(究字) 綿を包んだ四角

形の布

57 組み笠(雲水笠) 昭和時代 日本 桧・竹製網 高20.0 径50.5 l点 札に「雲水笠J 笠にi13Jと書い 2000P1130 
代編 た紙竹に稲わらを巻いた台輸

顔をかくすほど深く僧侶が托鉢
などで外出する際今でもかぶっ
ている

円ベ
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寄贈資料 3.清原睦彦資料

番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

58 組み笠(遍路笠) 昭和17年 日本 桧・竹・布・ 筒 17.0 径50目O l点 札に「遍路笠j 笠外側「同行一人 2000P1131 

4月 佐賀県 綿製 口口(党字) 佐賀県西松浦郡松
浦村川本庄吉昭和十七年四月
吉日」 笠内・外側渋が塗って
ある 竹の台輸と綿を布で包ん
だ四角形の布団

59 組み笠(道中笠) 近代 日本 桧・紙・柿渋 径60.0 l点 札に「道中笠J 笠内側r7Jと書い 2000P1132 
製 た紙マジック書で「イJ 笠内

側に紙が貼つであり、渋が塗つ

てある

60 押え笠 昭和時代 日本 竹皮・竹製 高17.5 径43.5 l点 竹の皮を竹の皮の骨に並べ細カ通 2000P1133 
く割った竹ヒゴで押えた笠

61 組み笠(竹笠) 昭和時代 日本 竹 製 ザ ル目 高16.7 径42.7 l点 竹ザルを転用したものヵ 表面 2000P1134 
編 に墨絵あり

62 押え笠(台湾笠) 昭和時代 台湾 竹皮・竹製 高17.5 径59.0 l点 札に[台湾笠J 2000P1135 
収集

63 縫い笠(台湾笠) 昭和時代 台湾 蒲葵ヵ・竹製 高17.5 径53.5 l点 札に「台湾J 糸で、縫って仕上げ 2000P1136 
収集 てある

64 押え笠 昭和時代 台湾 蒲葵ヵ・竹製 高14.5 径48.5 l点 札に「台J 笠内側にr44Jと書い 2000P1137 
収集 た紙笠外側は糸で止めてあり

内側は竹ヒゴで編んで仕上げて
ある

65 縫い笠 昭和時代 タイ 南方植物・竹 高15.3 径39.2 IJ点 札にIタイ(パンコック)J 笠内 2000P1138 
収集 パンコ 製 側に竹ヒゴを数本束ねて編んだ

ク 台輪台輸の高さ14.5 径15.0

66 組み笠 昭和時代 シンガ 蒲葵・紙・竹 高22.5 径45.3 l点 札に「シンガポールJ 笠内側に 2000P1139 
収集 ポ-Jレ 製六目編 竹で編んだ台輪竹の骨に張つ

た蒲葵を竹ヒゴで押えて仕上げ
である 笠外側は渋をかけてい
る

67 押え笠 昭和時代 シンガ 竹皮・竹製 高18.0 径44.5 l点 札に「シンガポールJ 竹の骨に 2000Pl140 
収集 ポール 六目編 張った竹皮の上を竹で、笠内・外

側とも押えてある

68 押え笠 昭和時代 フィリ 竹皮・竹・プ 高16.2 径35.5 l点 札に「フィリッピンJ 笠内側は 2000P1141 
収集 ピンヵ ラスチック製 竹皮をプラスチックで押えてあ

り、外側は組で押えてある 頂
部はプラスチック製の丸い輸で
止めてある

69 組み笠 昭和時代 フィリ 竹製網代編 高13.0 径32.0 l点、 札に「フィリッピンJ 笠外側は 2000P1142 
収集 ピン 竹に色を染めて組んである

70 縫い笠 昭和時代 フィリ 蒲葵ヵ・竹製 径54.2 l点 札に「フィリッピンJ 竹で編んだ 2000P1143 
収集 ピン 台 輸 笠 外 側rMadein PhilippinesJ 

71 組み笠 昭和時代 インド 竹製網代 編 高10.5 径38.3 1 J点 札に「インドネシアヤ」 笠外側 2000P1144 
収集 ネシア は網代編で細かく編み上げてい

る 笠の縁は竹ヒゴを数本巻い
て仕上げている

72 組み笠 昭和時代 マレー 竹製網代 編 高19.3 径39.2 l点 札に「マレーシヤJ 竹の一部に 2000P1145 
収集 シア 色を塗つであり、竹を薄く割い

て組んである
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寄贈資料 3.清原睦彦資料

番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

73 縫い笠 昭和時代 中国 麦藁 局13.6 径32.6 l点 札に「中J 笠内側rMadein ChinaJ 2000PI146 
収集

74 縫い笠 昭和時代 中国ヵ 竹皮・ビニー 高14.7 径37.0 l点 中国製ヵ 竹皮を押えてミシン 2000PI147 
収集 ル・厚紙製 で縫つである 頂部と縁はピニ

ール

75 編み笠(潮来笠) 昭和時代 日本 蘭・竹製 高23.0 径44.0 1)点 札に「潮来笠I 笠に「潮来笠Jの 2000PI148 
千葉県 墨書土地ではボッチ笠ともい

う 千葉県佐原の佐原ボッチ笠

76 編み笠旧向笠) 昭和時代 日本 蘭製 高10.5 径47.5 l点 札に旧向笠J(宮崎) 台輸っき 2000PI149 
宮崎県

77 縫い笠 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高13.0 径38.4 l点 笠「軒ぶみしに昔J思ばる鯉のま 2000PI150 
島根県 ちJ 台輸のかわりにカザワ
津和野 頂部は花結び

78 押え笠(沖縄笠) 昭和時代 日本 麦藁・竹製 高15.0 径36.5 l 点 札に[沖縄笠j 笠内側r33Jと書 2000P1151 
沖縄県 いた紙

79 押え笠 昭和時代 日本 竹皮・竹・プ 高17.0 径41.0 l点 札に「沖縄J 頂部プラスチック 2000P1152 
沖縄県 ラスチック製 の輸で押えてある

80 縫い笠(遍路笠 昭和時代 日本 菅・竹・紙・ 高7.5 径41.6 l点 札に「遍路笠J(小人) 頂赤角布 2000P1153 
小人用) 福岡県 布製 縁茶布

粕屋郡
篠栗町

81 縫い笠(篠栗町 昭和時代 日本 菅・竹・紙・ 径46.5 l点 札に「篠栗町新四国遍路笠J(福 2000P1154 
新四国遍路笠) 福岡県 布製 同) 台輸のかわりにカザワと菅

で編んだ四角形のもの頂部角
布 縁 白 布

82 縫い笠(薩摩笠) 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高10.0 径48.2 l点 札に「薩摩笠J(鹿児島) 2000P1155 
鹿児島
県

83 押え笠(甚八笠 昭和時代 日本 竹皮・竹・紅 高13.2 径44目。 l点 札に「甚八笠晴J(佐賀) 藁を紅 2000P1156 
晴天用) 佐賀県 白布製 白ヨリ布で包んだ組付き

84 押え笠(豊前 昭和時代 日本 竹皮・竹・竹 高11.6 径49.6 l点 札に「豊前笠J(福岡) 笠に r24Jと 2000P1157 
笠) 福岡県 ヒゴ製 書いた紙官で巻いた丸い台輸

っき

85 押え笠(筑前菅 昭和時代 日本 竹皮・竹製 高12.0 径44.0 l点 札lこ「筑前菅笠J(福岡笠にr23J 2000P1158 
笠) 福岡県 と書いた紙

86 押え笠(甚八笠 昭和時代 日本 竹皮・竹製 高13.5 径44目。 l点 札に「甚八笠雨J(佐賀) 藁を紅 2000PI159 
雨天周) 佐賀県 白ヨリ布で包んだ紐っき

87 縫い笠 昭和時代 日本 菅・竹ヒゴ・ 高7.3 径30.5 l点 笠外側に墨書「石松代参金万 2000P1160 
香川県 プラスチック 比羅J プラスチックを菅で巻

製 L 、台輸頂部を花結び土産品
飾物

88 押え笠(漁努笠) 昭和時代 日本 シュロ・竹製 高18.5 径39.5 l点 シュロを竹ヒゴで押えて糸で縫 2000P1161 
沖縄県 つである

89 押え笠(横榔笠) 昭和時代 日本 横榔・竹・紙 高15.0 径46.2 l点 札lこ「横榔笠J 竹に横榔を巻い 2000P1162 
鹿児島 製 た台輸横榔はインドネシア・

県カ マレーなどに産するヤシ科
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番号 名称 時代 制作地 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

90 押え笠(績榔笠) 昭和時代 日本 横榔・竹・紙 同14.0 径39.0 l点 竹 2000P1163 
鹿児島 製
県ヵ

91 縫い笠(花笠) 昭和時代 日本 菅・竹・紙製 高7.5 径34.7 l点 札に「花笠J(山形) 笠に「山形花 2000P1164 
山形県 笠Jシール頂部は花結び土

産品飾物

92 組み笠「人吉温 昭和時代 日本 桧・竹製 網 高16.7 径39.7 1点 札に「桧笠J 笠に「人吉温泉五木 2000P1165 
泉j 熊本県 代編 の子守きじ馬J 温泉・子守・椿

人吉市 の絵笠内側「桧笠jマジック書

93 組み笠「人吉く 昭和47年 日本 桧・竹製 網 高16.5 径40.0 l点 札に「桧笠J(人吉くまがわ下り) 2000P1166 
まがわ下りJ 4月17日 熊本県 代編 rS43・4・16球磨川下り記念」

人吉市 笠に「湯の町ひとよしJr花は何の
花こんこん椿水は天からもらい
水Jr球流早瀬下りの船よ夢の湯
の町忘れずに人吉仲よレ心よし
より(ヵ)別れともない水の音J
温泉・椿・球磨川下りの絵

94 組み笠「木曽檎 昭和時代 日本 桧・竹製網 高13.5 径40.0 l組 札に「木曽檎笠J 笠内側「木曽檎 2000P1167 
笠j 長野県 代編 4点 笠jとマジック書 ミニ笠3個① ~1170 

高9.0 径22.5 ②高5.8 径13.8
③高5.0 径11.5

95 網笠(延岡笠) 昭和時代 日本 蘭草製ヵ 高21.0 径44.0 l点 札に「延岡笠J(宮崎) 2000P1171 
宮崎県
延岡市

96 編み笠(踊り笠) 昭和時代 日本 蘭草製ヵ 高19.0 径46目。 l点 札に「踊笠J(阿波) 頂部はスニ 2000P1172 
徳島県 ーカーの紐で×印にしてその紐

は笠の内側で結ぶ

97 編み笠(踊り笠) 昭和時代 日本 蘭草・布製 高18.0 径45.0 l点 頂部は赤い布で×印にして笠の 2000P1173 
新潟県 内側に通して結ぶ笠内側:綿
佐渡ヵ を入れた四角形の布紐に使用

者「山崎キミコjとある

98 編み笠(踊り笠) 昭和時代 日本 蘭草製ヵ 二 高19.5 径43.0 l点 頂部は赤い布で×印にして笠の 2000P1174 
新潟県 つ折形 内側に通して結ぶ佐渡オケサ
佐渡 用の踊り笠

99 張り笠(踊り笠) 昭和時代 日本 色紙布・竹 高23.5 径48.6 l点 札に「沖縄踊り笠」 琉球舞踊を 2000P1175 
沖縄県 -綿製 舞う時にかぶる笠台輸に赤い

布を巻き、綿を入れた赤い紐で
結ぶ

100 押え笠 昭和時代 シンガ 竹・竹皮製 高27.0 径68.3 l点 札に「シンガポールJ 竹ヒゴで 2000P1176 
収集 ポール 六目編 編んだ台輸

101 押え笠(横榔笠) 昭和時代 日本 横榔・竹・竹 高21.0 径67.0 l点 札に「績榔笠J(南九州、1) 笠にr31J 2000PII77 
収集 鹿児島 ヒゴ・布製 と書いた紙 「鹿児島県口口郡

志布志町3223協同組合志布志町
物産振興会Jのシール

102 編み笠 昭和時代 中国 竹・竹皮製 高10.5 径34目。 l点 札に「香港j 2000P1178 
収集 香港 ざる目編

103 押え笠 昭和時代 中国 竹皮・竹製 高14.5 径36.7 l点 札に「香港J 2000P1179 
収集 香港 六目編

104 押え笠 昭和時代 中国 竹皮・竹製 高16.5 径36.7 l点 札に「香港J 笠にr45Jと書いた 2000P1180 
収集 香港 六目編渋塗 紙笠外側渋塗り
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105 縫い笠(ク リ 昭和時代 中国 菅・竹ヒゴ製 同18.3 径43.5 l点 札に「中国JrクーリィハットJ 2000PI181 
イハット) 収集 笠にr48Jと書いた紙

106 塗り笠(ヤンパ 昭和時代 韓国 竹・絹製漆 高15.8 径44.7 l点 札に「韓国J(ヤンパン笠) 2000PI182 
ン笠) 収集 カ5け

107 塗り笠(ヤンパ 昭和時代 韓国 竹・絹製漆 高14.3 径34.1 l点 札に「韓国J 2000PI183 
ン笠) 収集 がけ

108 縫い笠(シャイ 昭和時代 日本 蒲葵製 高1.7径46.2 l点 札に「チベットnチベット笠n蛋 2000PI184 
ン・ハット) 沖縄県 民族客家族笠」

カ

109 塗り笠(チベツ 昭和時代 中国 竹・布製網 高1.5 径42.5 l点 笠にr47Jと書いた紙 2000PI185 
ト笠) 収集 代編

110 塗り笠(チベツ 昭和時代 中国 竹・布製網 高22.7 径42.0 l点 札に「シャイン・ハットj 沖縄 2000PI186 
ト笠) 収集 代編 のものヵ ラベル「シャイン・

ハット 亜熱帯ビローの葉戸
田礼子デザイン民芸品J

III 花笠 昭和時代 日本 竹製ビニー 高7.5 径31.2 l点 札に「花笠J(東京) 飾物 2000PI187 
東京 ル製花っき

112 縫い笠「住吉お 昭和時代 日本 麦藁製色紙 高11.3 径42.5 l点 麦わらと色紙で人形を作り笠の 2000PI188 
どりj -布製 内側に縫い付けてある 土産品

飾物

113 塗り笠 昭和時代 モンゴ 皮切)・糸・ 高20.3 径29.7 l点 札に「モンゴ、lレJ(蒙古) 2000PI189 
収集 lレ(蒙 布製

古)

114 塗り笠 昭和時代 中国 皮・竹・竹ヒ 高17.0 径46.3 l点 札に「中国J笠外側rSHAOSHANJ 2000PI190 
収集 少山製 ゴ製漆塗り 「パンダの絵j 葉をたたいて繊

維だけを竹の骨に並べ上から押
えて仕上げている

115 (仮)甲羅笠 昭和時代 中国 亀甲羅製 高8.5 径33.5 1点 甲羅の中に墨書「中華国福州府 2000PI191 
収集 甲羅製 福清勝伍九番赤礁n廃口陰階事

天神飛降祥買甲為紀念見活買放
生虎J心信士林中梁J

116 編み笠(天蓋) 江戸時代 日本 蘭・竹・綿・ 高38目O 径29.0 l点 荒く編んである 2000PI192 
布製

117 陣笠(雑兵) 江戸時代 日本 皮製漆塗 高20.8 径33.7 l点 札に「陣笠J(雑兵) 笠にr5Jと書 2000PI193 
いた紙笠外側渋漆の上に黒漆
を半分まで塗り、黒漆で丸い輸
を重ねた模様芽輸文

118 陣笠(雑兵) 江戸時代 日本 皮製朱・黒 高19.2 径34.5 l点 札にf陣笠(雑兵) 笠にr4Jと書い 2000PI194 
漆塗 た紙笠外側黒漆、朱漆の家紋

福岡藩関係家紋「石餅紋J(赤)

119 組み笠 昭和時代 マレー 竹製網代編 高19.6 径38.0 l点 網代編み竹を染めて編んで、る 2000PI195 
収集 シア 二重 ところもある 東南アジアのも

のヵ 内に金具あり ランプ電
灯の笠として使用されていた可
能性あり

120 陣笠 昭和時代 日本 木製朱・黒 高14目O 径32.0 l点 レプリカ 江戸時代の陣笠の複 2000PI196 
漆塗金具 製品笠内側朱塗、外側黒塗
布綿 家紋「葵紋J 台輪のかわりに綿

を布で包んだ四角い座布団に綿
入り紐付き

月

i円。
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121 陣笠 江戸時代 日本 木製漆塗 高11.5径31.5 l点 札に「陣笠」 笠にr1 Jと書いた紙 2000P1197 
台輸のかわりに綿を布で包んだ
四角い座布団に紐付き

122 陣笠 江戸時代 日本 鉄製黒漆 塗 高12.0 径34.0 l点 札に「陣笠J笠内側r49. 2・20
カ .10番陣笠JのシーJレ家紋「二

両引紋」 裏面に布張上黒漆塗

123 陣笠 江戸時代 日本 鉄製朱・ 黒 高11.3径35.6 1)点 鉄板を8枚合わせた笠家紋「二 2000P1199I 
カ 塗 両引紋J3箇所笠内側朱塗台

輸のかわりに綿を布で包んだ座
布団に綿入り枕二つ紐付き

124 (仮)甲羅笠 近代ヵ 日本 亀甲羅製 金 高10.8 径36.5 l点 表・家紋「五三桐j 裏・甲羅内 2000P1200 
縁裏面・ 朱 側朱漆と金「寿Jf五三桐」 長寿
漆塗 を祝う儀式に使用したものヵ
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〈資料内訳〉絵はがき………・・… ……・・・・…・・……・…….97件97点

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

福博名所博多停車場 大正時代 不詳 印刷葉書 9目1X14.2 l枚 2000PI201 

2 福博名所福岡県庁 大正時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.3 l枚 2000PI202 

3 福博名所舞鶴城 大正時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.3 l枚 2000PI203 

4 福博名所西中洲附近 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2000PI204 

5 福博名所西中島橋 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 上水道橋あり 2000PI205 

6 福博名所呉服町電車通り 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.3 l枚 2000PI206 

7 福博名所官幣大社箱崎八幡宮拝 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2000PI207 
殿及御本殿

8 福博名所官幣大社箱崎八幡宮楼 大正時代 不詳 印刷葉書 9.2X 14.2 l枚 2000PI208 
門

9 福博名所箱崎八幡宮境内 大正時代 不詳 印刷葉書 13.8x9.1 l枚 2000PI209 

10 福博名所箱崎八幡宮境内の箱崎 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 14.2X9.1 i枚 2000PI210 
塔

11 福博名所官幣大社箱崎八幡宮境 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1211 
内の大楠

12 福博名所官幣大社箱崎八幡宮一 大正時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 2000P1212 
の鳥居

13 福博名所官幣大社箱崎八幡宮ー 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 1枚 鳥居から楼門を 2000P1213 
の鳥居 みる

14 福博名所箱崎八幡宮汐井道 大正時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.0 l枚 二の鳥居手前カミ 2000P1214 
ら浜をみる

15 福博名所官幣大社箱崎八幡宮汐 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.3 l枚 鳥居から汐井道 2000P1215 
井道 をみる

16 福博名所官幣大社箱崎八幡宮汐 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2000P1216 
井浜

17 福岡百景東公園日蓮上人御銅像 大正時代 博多尾島筑 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 2000PI217 
紫堂

18 福博名所東公園日蓮上人御銅像 大正時代 不詳 印刷葉書 9.lxI4.1 l枚 2000P1218 

19 福博名所東公園亀山上皇御銅像 大正時代 不詳 印刷葉書 14.1 X8.8 l枚 2000PI219 

20 福博名所東公園千代の松原 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 松原と亀山上皇 2000P1220 
{象

21 福博名所東公園千代の松原 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 松原と電車 2000PI221 

22 福樽名所東公園池l畔 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1xI4.0 l枚 2000PI222 

23 福博名所西公園光雲神社 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1X14目l l枚 2000PI223 

24 福博名所西公園登り口 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1XI4.2 l枚 2000P1224 

25 福博名所九州帝国大学工学部正 大正時代 不詳 印刷葉書 9.0x 14.2 l枚 2000PI225 
Fう

Q
U
 円。



寄贈資料 4.鈴木孝一資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

26 福博名所九州帝国大学附属病院 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 13.8 l枚 2000P1226 

27 福博名所西公園戦役記念碑 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2000P1227 

28 福博名所名島の帆柱石 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 13.9 l枚 2000P1228 

29 福岡東公園元冠記念館 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14. l枚 2000P1229 

30 福岡東公園蒙古首切塚塔 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1230 

31 福岡東公園元冠当時石塁之残石 大正時代 不詳 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 2000P1231 

32 福岡東公園蒙古軍艦使用臼及碇 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1232 
石

33 東公園日蓮上人御銅像台座 大正時代 不詳 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 2000P1233 

34 日蓮上人御銅像台座建治元年四 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.2X9.0 l枚 2000P1234 
月元使杜世忠等五人来ル言辞無
礼九月之ヲ龍ノ口ニ斬ルノ図

35 日蓮上人御銅像台座宗租鎌倉小 大正時代 不詳 2色刷葉書 14.2x9.1 l枚 2000P1235 
町ノ街ニ立テ説法弘通ノ図

36 日蓮上人御銅像台座文永十一年 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.1 X9.1 l枚 2000P1236 
十月十二日元軍水城ニ迫Jレ少或
景資敵将剤副亭ヲ射ル我軍従是
振フ図

37 日蓮上人御銅像台座文永八年九 大正時代 不詳 2色刷葉書 14.3x9.0 l枚 2000P1237 
月十二日吾祖大士松葉谷ニテ捕
ハレ龍ノ口刑場ニ引カレ玉フノ
図

38 日蓮上人御銅像台座大学三郎殿 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.1 x9.1 l枚 2000P1238 
中ニ珍テ安国論ヲ講スルノ図

39 日蓮上人御銅像台座時宗宗祖ノ 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.2X9.1 l枚 2000P1239 
罪ヲ赦シ殿中ニ招ジテ外冠防禦
策ヲ聴聞スルノ図

40 日蓮上人御銅像台座文永十一年 大正時代 不詳
十一月五日元軍我対馬ニ襲来リ

2色刷葉書 14.2x9.2 l枚 2000P1240 

島民ヲ惨殺スルノ図

41 元冠記念館所蔵元軍分捕品(蒙古 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1241 
大将戎衣ほか)

42 元冠記念館所蔵元軍分捕品(筑前 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 l枚 2000P1242 
都府楼古瓦・鎌倉時代服)

43 元冠記念館所蔵元軍分捕品(元冠 大正時代 不詳 印刷葉書 9.1 x 14.0 l枚 2000P1243 
当時朝廷ヨリ宇佐八幡宮へ御奉
納之太万ほか)

44 元冠記念館所蔵元軍分捕品(元国 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.2 i枚 2000P1244 
当時通用銭・蒙古之鈴・宮崎八
幡宮祈祷独鈷)

45 元冠記念館所蔵元軍分捕品(蒙古 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 14.1 X9.1 l枚 2000P1245 
之兜・蒙古軍使用之箭)

46 官幣大社香椎宮楼門 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.2X 14.2 l枚 朱印っき 2000P1246 

47 官幣大社香椎宮拝殿と御手植松 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.2X 14.2 l枚 2000P1247 
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48 官幣大社香椎宮御池 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.2X 14.3 l枚 2000P1248 

49 官幣大社香椎宮中門 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.2x 14.2 l枚 2000P1249 

50 官幣大社香椎宮境内及附近之図 大正時代 不詳 印刷葉書 9.2 x 14.3 l枚 2000P1250 

51 宮幣大社香椎宮御神木綾杉 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9目1x 13.7 l枚 2000P1251 

52 官幣大社香椎宮頓宮 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.2X 14.2 l枚 2000P1252 

53 官幣大社香椎宮大本営御旧蹟と 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.2X 14.2 l枚 2000P1253 
御手植松

54 官幣大社香椎宮古宮蹟と棺掛椎 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.1 x 14.2 l枚 2000P1254 

55 官幣大社香椎宮御本殿 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.2x 14.2 l枚 2000P1255 

56 (博多言葉)西中洲 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.1 X9.0 l通 大正13年4月28 2000P1256 
日消印鈴木増次
郎より鈴木孝一
あて

57 (博多言葉)東公園 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.1 x 14.0 l枚 2000P1257 

58 (博多言葉)博多仁和加三人上戸 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.1 X9.1 l枚 2000P1258 

59 (博多言葉)箱崎の浜 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 14.0X9.1 l枚 2000P1259 

60 (博多言葉)博多仁和加浮れ{字虜 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.2X 14.1 l枚 2000P1260 

61 (博多言葉)亀山銅像 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.1xI4.0 l枚 2000P1261 

62 (博多言葉)博多仁和加石地蔵の御 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1262 
利益

63 (博多言葉)博多仁和加嫁御見合ひ 大正時代 不詳 2色 刷 葉 書 9.1 x 14.3 l枚 2000P1263 
の失敗

64 (博多言葉)博多仁和加穴の埋合せ 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.1 x 14.1 1枚 2000P1264 

65 (博多言葉)須崎の渡し 大正時代 不詳 2色刷葉書 9.1xI4.0 l枚 2000P1265 

66 (博多言葉)那珂JI¥ 大正時代 不詳 2色刷葉書 14.0x9.1 l枚 2000P1266 

67 (博多言葉)日蓮上人の御銅像 大正時代 博多尾島筑 3色 刷 葉 書 14.1 x9.1 l枚 2000P1267 
紫堂

68 (博多言葉)箱崎八幡宮 大正時代 博多尾島筑 3色 刷 業 書 14.1 x9.2 l枚 2000P1268 
紫堂

69 (博多言葉)博多新柳町 大正時代 博多尾島筑 3色 刷 葉 書 14.1 x9.2 l枚 2000P1269 
紫堂

70 (博多言葉)福岡西公園 大正時代 博多尾島筑 3色 刷 葉 書 14.1 x9.2 l枚 2000P1270 
紫堂

71 博多言葉床屋 大正時代 三色版印刷 色 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 2000P1271 
株式会社ヵ

72 福岡言葉催促 大正時代 三色版印刷 色 刷 葉 書 14目OX9.1 l枚 2000P1272 
株式会社

73 博多言葉酔っぱらい 大正時代 三色版印刷 色 刷 葉 書 14.0x9.1 l枚 2000P1273 
株式会社ヵ
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寄贈資料 4.鈴木孝一資料

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

74 福岡言葉写真 大正時代 ニ色版印刷 色 刷 葉 書 14.1 x9.1 l枚 2000P1274 
株式会社

I 75 博多言葉小言 大正時代 三色版印刷 色刷葉書 14.0X9.1 l枚 2000P1275 
株式会社ヵ

76 博多言葉芝居の噂 大正時代 三色版印刷 色 刷 葉 書 14.0X9.l l枚 2000P1276 
株式会社ヵ

77 博多言葉じようだん 大正時代 三色版印刷 色 刷 葉 書 14.0X9.1 l枚 2000P1277 
株式会社カ

78 博多言葉呉服屋 大正時代 三色版印刷 色刷葉書 14.0x9.1 l枚 2000P1278 
株式会社ヵ

79 官幣大社箱崎八幡宮楼門の勅額 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 14.3X9.1 l枚 2000P1279 

80 十界墨陀緩御本尊日蓮上人御真 大正時代 不詳 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 2000P1280 
筆写

81 北保時宗肖像・北{傑時頼肖像 大正時代 不詳 印刷葉書 14.1 X9.1 l枚 2000P1281 

82 太宰府天満宮銅鳥居 大正時代 不詳 印刷葉書 8.8x 14.0 l枚 大正10年6月9日消 2000P1282 
印っき

83 官幣中社太宰府神社本殿 大正時代 宮小路写真 色 刷 葉 書 9.1xI4.1 l枚 大正10年6月9日消 2000P1283 
館謹写 印っき 朱印っき

84 官幣中社太宰府神社東神苑 大正時代 宮小路写真 色刷薬害 9.1 x 14.1 l枚 大正10年6月9日消 2000P1284 
館謹写 印っき 朱印っき

85 官幣中社太宰府神社北神苑 大正時代 宮小路写真 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 大正10年6月9日消 2000P1285 
館謹写 印っき 朱印っき

86 官幣中社太宰府神社神橋 大正時代 宮小路写真 色刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 大正10年6月9日消 2000P1286 
館謹写 印っき 朱印っき

87 官幣中社太宰府神社神苑の反り 大正時代 大崎周水堂 印刷葉書 9.1XI4.1 l枚 2000P1287 
橋

88 官幣中社太宰府神社飛梅 大正時代 大崎周水堂 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000PI288 

89 官幣中社太宰府神社御本殿 大正時代 大崎周水堂 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1289 

90 太宰府天満宮中ノ橋 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 9.1 x 14.1 l枚 2000P1290 

91 太宰府榎木寺 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 9.0x 14.2 i枚 2000PI291 

92 太宰府天満宮東公園 大正時代 不詳 印 刷 葉 書 8.9x 14.1 l枚 2000P1292 

93 官幣中社太宰府神社神苑全景 大正時代 大崎周水堂 印 刷 葉 書 9.1XI4.1 l枚 2000PI293 

94 天拝山菅公遺跡 大正時代 大崎周水堂 印刷葉書 9.1 x 14.1 l枚 2000PI294 

95 太宰府神社大砲 大正時代 不詳 印刷葉書 8.9X 14.1 l枚 2000PI295 

96 筑前太宰府天満宮宝物菅公御真 大正時代 不詳 印刷葉書 14.0x8.8 l枚 2000PI296 
筆

97 筑紫ノ配所菅原道真公 大正時代 不詳 印刷葉書 14.1 X9.0 l枚 2000PI297 
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寄贈資料 5.粛藤義資料(追加分)

5.粛藤義資料(追加分)

〈資料内訳〉考古資料...・ H ・..………………'"・ H ・..………86件86点

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 員数 出土地等 備品番号

陶質土器器台 古墳時代 完存 口径30.6 脚径21.5 l点 加耶系土器(5C代) 2000P1298 
器高14.0

2 陶質土器壷 古墳時代 完存 口径11.5器高20.0 l点 加耶系土器(5C代) 2000P1299 

3 陶質土器把手付高杯 古墳時代 ほぼ完存(把 口径12.9 脚径10.4 l点 加耶系ヵ 2000P1300 
手を欠失) 器高14.5

4 陶質土器有蓋高杯 古墳時代 完存 口径12.6 脚径10.5 1点 加耶系ヵ(5C代) 19と一組 2000P1301 
器高7.7

5 陶質土器蓋 古墳時代 ほぼ完存 口径13.6 器高4.8 l点 加耶系ヵ(5C代) 18と一組 2000P1302 

6 陶質土器躍 古墳時代 一部欠失 口径8.0 底径6.0 l点 2000P1303 
器高10.0

7 須恵器杯身 古墳時代 一部欠失 口径12.0 器高4.4 l点 2000P1304 

8 須恵、器杯蓋 古墳時代 完存 口径13.6 器高4.4 l点 2000P1305 

9 須恵、器杯身 古墳時代 完存 口径11.6器高4.5 l点 2000P1306 

10 須恵器杯蓋 古墳時代 一部欠失 口径14.9 器高3.4 l点 2000P1307 

11 須恵器杯身 古墳時代 一部欠失 口径12.1 器高4.0 l点 2000P1308 

12 須恵器杯蓋 古墳時代 完存 口径15.7 器高4.4 l点 2000P1309 

13 須恵器坪蓋 古墳時代 完存 口径13.4 器高3.6 l点 2000P1310 

14 須恵器杯身 古墳時代 完存 口径10.9 器高4.7 l点 2000P1311 

15 須恵器杯身 古墳時代 完存 口径10.5 器高4.2 l点 2000P1312 

16 須恵、器杯身 古墳時代 完存 口径13.3 器高4.0 l点 2000P1313 

17 須恵器杯身 古墳時代 完存 口径14.3 器高4.3 l点 2000P1314 

18 須恵器杯身 古墳時代 完存 口径11.6器高5.0 i点 2000P1315 

19 須恵器杯蓋 古墳時代 完存 口径12.2 器高4.1 l点 2000P1316 

20 須恵器杯蓋 古墳時代 完存 口径12.0 器高3.8 l点 2000P1317 

21 須恵器坪身 古墳時代 完存 口径12.9 器高4.0 l点 2000P1318 

22 須恵器躍 古墳時代 口縁部欠失 胴部径9目4現器商 l点 2000P1319 
12.4 

23 須恵、器躍 古墳時代 口縁部欠失 胴部径8.5 現器高 l点 2000P1320 
11.3 

24 須恵器提瓶 古墳時代 完存 口径6.0 器高12.0 l点 2000P1321 

25 須恵、器小壷 古墳時代 完存 口径6.1 器高9.2 l点 2000P1322 

26 須恵、器短頚壷 古蹟時代 ほぽ完存 口径10.4 器高12.1 l点 2000P1323 

27 土師器小形壷 古墳時代 一部欠失 口径12.7 器商12.6 1 )点 「弥生式土器大正十三年五月 2000P1324 
珍姪浜曽根原発掘J
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寄贈資料 5.粛藤義資料(追加分)

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 員数 出土地等 備品番号

28 赤焼須恵器小形壷 古墳時代 一部欠失 口径9.7 底径6.7 l点 「片江発掘J 2000P1325 
器高12.9

29 土師器鉢 古墳時代 完存 口径13.9 器高7.1 l点 「弥生式土器其二 除早良郡重 2000P1326 
留大正十年県道工事ニテ伴出
物弥生式形土器数ケアリJ

30 土師器二重口縁壷 古墳時代 ほぽ完存 口径19.8 器高35.0 l点 「弥生式土器其ー 治早良郡重 2000P1327 
留大正十年県道工事ニテ伴出

物弥生式形土器数箇」

31 滑石製子持勾玉 古墳時代 一部欠失 長12.2 1 )点 箱書「子持勾玉梅林ニテ発掘J 2000P1328 

32 弥生土器器台 弥生時代 一部欠失 復原口径37.0 復 l点 「糸島郡今宿御開らき池昭和五 2000P1329 
原脚径21.0器高 十二月」

18.0 

33 土師器杯 中世 破片(二分の 復原口径12.5 底 1 )点 2000P1330 
ーを欠失) 径8.0 器商2.8

34 支脚ヵ 古墳時代 完存 口径9.2 底径5.2 l点 「早良郡梅林採取」 2000P1331 
器高10.0

35 青磁碗 古代ヵ 完存 口径14.7 底径7.8 l点 2000P1332 
器高4.5

36 高麗青磁小壷 中世 完存 口径4.1 底径3.8 l点 「開城付近出土品」 2000P1333 
器高8目7

37 高麗青磁皿 中世 完存 口径11.8底径6.1 l点 2000P1334 
器高4.1

38 土師器蛸壷 古墳時代ヵ 完存 口径4.8 器高8.5 l点 「福岡城大壕J 2000P1335 

39 磨石 縄文時代ヵ 完存 長径10.2 短径9.2 1)点 2000P1336 

40 磨石 弥生時代ヵ 完存 長径10.5 短径9.1 1)点 2000P1337 

41 磨製石斧 弥生時代 刃部欠失 現長14.1 巾7.5 l点 2000P1338 

42 磨製石斧 弥生時代 刃部欠失 現長14.2 巾8.0 l点 「珍早良郡重留路傍拾得昭和 2000P1339 
四年六月廿六日j

43 磨製石斧 弥生時代 刃部欠失 現長12.0 巾7.5 l点 2000P1340 

44 磨製石斧 弥生時代 刃部欠失 現長12.8 巾7.5 l点 「大正十五年珍早良郡野芥拾 2000P1341 
得J

45 磨製石斧 弥生時代 刃部欠失 現長20.0 巾8.0 l点 2000PI342 

46 磨製石斧 弥生時代 刃部欠失 現長12.2 巾6.6 l点 2000P1343 

47 小形石斧 弥生時代ヵ 刃部欠失 現長7.0 巾3.6 l点 2000P1344 

48 砥石 古墳時代ヵ 破片 現長4.6 l点 「大正六年頃珍野芥古墳発 2000PI345 
掘J

49 朝顔形埴輪 古墳時代 破片 1)点 「・・・・・・古墳J 2000P1346 

50 軒平瓦 古代 破片(瓦当の 1)点 2000P1347 
一部)

51 丸瓦 古代 破片(二分の 現長20.0 現巾18.0 1)点 2000PI348 
ーを欠失)
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寄贈資料 5.粛藤義資料(追加分)

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 員数 出土地等 備品番号

52 平瓦 古代 小破片 l点 「筑前国分寺瓦昭和二十五年一 2000P1349 
月廿五日発掘一号J

53 軒丸瓦 近世 瓦当のみ(5・7 径19.5 l点 2000P1350 
の桐紋)

54 軒丸瓦 近世 完存(三つ巴 径14.5 長23.8 l点 2000P1351 
紋)

55 軒丸瓦 近世 完存(三つ藤巴 径14.5 長28.4 l点 「今宿市右エ門J銘 2000P1352 
紋)

56 緑粕丸耳 朝鮮王朝時 完存 長37.2 巾18.0 l点 2000P1353 
代

57 緑紬平耳 朝鮮王朝時 小破片 現長16.0 現巾15.2 l点 2000P1354 
代

58 板碑 中世 砂岩製、中~ 長42.0 巾16.0 厚 l点 (早良区田村3丁目23・35) 2000P1355 
下部欠失 6.5 

59 碍 中世 小破片 l点 「荒楽平城の瓦J 2000P1356 

60 瓦経 中世 小破片 現長13.8 現巾9.3 l点 2000P1357 

61 瓦質土製品 中世以降ヵ 小破片 現長18.0 巾12.5 l点 「早良郡飯盛山発掘J、刻字あ 2000P1358 
り

62 縄文土器 縄文時代 小破片 l点 「山形県東田川郡川代j 2000P1359 

63 縄文土器 縄文時代 小破片 l点 「山形県東田川郡川代J 2000P1360 

64 縄文土器 縄文時代 小破片 l点 「山形県東田川郡川代J 2000P1361 

65 須恵、器聾 古墳時代~ 小破片(胴部) l点 「山形県飽海郡木ノ内j 2000P1362 
古代

66 須恵、器杯 古墳時代~ 小破片(口縁 l点 f山形県飽海郡泉谷地j 2000P1363 
古代 部)

67 須恵器聾 古墳時代~ 小破片側部) l点 「山形県飽海郡泉谷地J 2000P1364 
古代

68 土師質土器播鉢 中世 小破片 l点 2000P1365 

69 弥生土器器台 弥生時代 小破片、丹塗 l点 「=瀦郡高三瀦遺跡地昭和 2000P1366 
り磨研土器 h/i、-、 -/i、A、一-一4・一-一:J

70 弥生土器蜜 弥生時代 小破片 l点 2000P1367 

71 弥生土器 弥生時代 小破片(底部の l点 2000P1368 
み)

72 土師器高杯 古墳時代 小破片(脚部の l点 2000P1369 
み)

73 土師器把手 古代 小破片(把手の l点 2000P1370 
み)

74 土師器把手 古代 小破片(把手の l点 「野芥六三三ノ二j 2000P1371 
み)

75 円筒埴輪 古墳時代 小破片(目岡部) l点 「早良郡重留拝塚j 2000P1372 

76 円筒埴輪 古墳時代 小破片(胴部) l点 「八女郡人形原古墳」 2000P1373 
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寄贈資料 5.驚藤義資料(追加分)

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 員数 出土地等 備品番号

77 円筒埴輪 古墳時代 小破片(胴 l点 「八女郡長峯村岩戸山(石人山) 2000P1374 
部) 古墳j

78 円筒培輪 古墳時代 小破片(胴 l点 2000P1375 
部)

79 須恵器聾 古墳時代~ 小破片(胴 l点 2000P1376 
古代 部)

80 須恵器聾 古墳時代~ 小破片(胴 l点 2000P1377 
古代 部)

81 平瓦 古代 小破片 l点 「筑前国分寺瓦昭和三十五年一 2000P1378 
月廿五日発掘二号j

82 平瓦 古代 小破片、須 l点 2000P1379 
恵質

83 丸瓦 古代 小破片、須 l点 2000P1380 
恵質

84 窯道具(焼台) 近世 ほぽ完存 底径6.2 器高8.3 l点 2000P1381 

85 窯道具(焼台) 近世 完存 口径5.7 底径3.9 l点 2000P1382 
器高2.5

86 滑石製石鍋転用品 中世 小破片 l点 2000P1383 
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6.新原顕一資料(追加分)

〈資料内訳)1 近世書籍 ①思憩・文化・教育...・ H ・.....14件19点

②和歌・文芸…・….....・ H ・.....20件30点

2 近代書籍…・…・・…….....・H ・-…...・ H ・...…10件10点

1 近世書籍

①思想・文化・教育

番号 名称 時代 作成・発行等 品質・形状

扶桑隠逸侍上・ 寛文甲辰(4年)仲 書騨梅村二郎 木 版 書 冊
中・下 冬 兵衛板

2 筑前国宗像郡武丸 享保己酉(14年)仲 筑前福岡竹田 墨書書冊
村正助伝 秋日 定直誌

3 天明改正元三大 天明5歳乙巳春正 木版書冊
師 御悶檎抄完 月再版

4 実 語教絵抄全 文化9年9月 曲亭瞳史序 木 版 書 冊
浪華書林上梓

5 家宝往来 天保5年卯月 錦耕堂版 木 版 書 冊

6 纂評唐宋八大家文 (江戸時代) 日本嶋田正 木 版 書 冊
讃本巻十三 幹纂評

7 偲名本朝孝子侍 (江戸時代) 木 版 書 冊
下

8 都路往来 (江戸時代) 木版書冊

9 教訓誰身の上全 (江戸時代) 木 版 書 冊

10 男女教訓書全 (江戸時代) 東都書感山口 木 版 書 冊
屋藤兵衛板

11 
(1) 西 山遺事上 (江戸時代) 墨書書冊

(2) 西山遺事下 (江戸時代) 墨 書 書 冊

(3) 西 山遺事下 (江戸時代) 墨書書冊

12 
(1) 山陽遺墨新居帖 弘化4丁未年5月出 桃華奄蔵版 木 版 書 冊

一 版明治9丙子年l
月19日版権免許

(2) 山陽遺墨新居帖 弘化4丁未年5月出 桃華奄蔵版 木 版 書 冊

一 版明治9丙子年l
月19日版権免許

(3) 山陽遺墨新居帖 弘化4丁未年5月出 桃華竜蔵版 木 版 書 冊
版明治9丙子年l
月19日版権免許

(4) 山陽遺墨新居帖 弘化4丁未年5月出 桃華奄蔵版 木 版 書 冊

四 版明治9丙子年l
月19日版権免許
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寄贈賀料 6.新原顕一資料(追加分)

3 デザイン関係図書…・ H ・H ・...… 3件 13点

4 近世書跡....・ H ・-……....・ H ・-…・ 14件 21点

5 近代資料…-・……………………. 6件 67点

〈総計)67件160点、

※備考欄の数字(例:32.25.41)は整理番号を示す

法量 員数 備 考 備品番号

25.5X 18.0 l冊 32 2000P1384 

24.5XI7.1 l冊 裏表紙に「覧政十二年 2000P1385 
申ノ正月吉日、圏助j

とある 25 

15.6x 10.8 l冊 41 2000P1386 

22.4x 15.7 l冊 16 2000P1387 

17.5 x 11.8 l冊 45 2000P1388 

22.3X 15.0 l冊 2 2000P1389 

26.2x 16.6 l冊 34 2000P1390 

18.0x 11.9 l冊 42 2000P1391 

17.8X11.7 100 43 2000P1392 

17.9 x 11.8 l冊 44 2000P1393 

24.0x 16.8 l冊 徳川光国の伝記 5-1 2000P1394 

23.9X 16.8 l冊 5-2 2000P1395 

24.0x 16.8 l冊 5-3 2000P1396 

26.5X 17.4 l冊 1-1 2000P1397 

26.5X 17.5 l冊 1-2 2000P1398 

26.5X 17.5 l冊 1-3 2000P1399 

26.5x 17.4 l冊 1-4 2000P1400 



寄贈資料 6.新原顕一資料(追加分)

番号 名称 時代 作成・発行等 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

13 遠思棲詩齢、 (江戸時代) 広瀬淡窓著 墨書朱入 23.5x 15.8 l冊 奥にf維時明治十有ニ 2000P1401 
書冊 年正陽木村英三郎

描写」とあり 26 

14 留魂録全 (江戸時代) 松下村塾蔵版 木版書冊 18.6x 12.9 l冊 14 2000P1402 

②和歌・文芸

番号 名称

15 1和歌本

16 1詩歌詠併集

時代

宝暦8年3月

天明5年7月

17 1ふり分かみ全 |寛政8年丙辰3月

18 1 (和歌集)

19 I 
(1)1閑回文革萱

(2)1閑国文章或

(3)1閑回文章参

寛政8年丙辰3月

(享和3年3日)

(享和3年3日)

(事和3年3日)

(4)1閑回文章朋 1 (享和3年3日)

(5)1岡田文章附録・ 1(享和3年3日)
門 人文 集伍 | 

20 1和歌七玉題林抄 |文化12年正月
全

21 1かりの行かひ 文化6年3月

23 
(1)1和漢朗詠集平か|天保14年6月

な付講釈入上

山漢朗詠集平か|天保附月
な付講釈入下

24 1当世百歌仙

一

一

一

二

四

五

全

集

集

集

集

集

覧

詠

歌

歌

歌

歌

歌

集

十

倫

倫

倫

倫

倫

風

花

明

明

明

明

明

仁

梅

FD
什

い

の

山

戸

内

W

は

い

侭

山

戸

内

b

弓

i

n〆“

nノ
“

内

〆

M

安政2年3月

作成発行等|品質・形状|法量|員数| 備 考

村田春道 |木版書冊 127.0X18.3 I 1冊 12ル1

源光芽序 木 版 書 冊 125.0X17.8 1 1冊 123

備品番号

2000P1403 

2000P1404 

2000P1405 

2000P1406 浪速書慰

吉田四郎右衛門|木版書冊 126.1X 18.4 1 1冊 133

木 版 書 冊 116.0xl1.1 1 1冊 140

山崎久作撰書|木版書冊 125.8XI7.811冊 120・1
嬢英屋大助版

山崎久作撰書|木版書冊 125.8X 17.8 1 1冊 120・2
慰英屋大助版

多田清興撰金|木版書冊 122.5X16.2 1 1冊 118
子杜駿版

高蹟史著

寓践史著

蕎践史著

嵩践史著

茜践聖著

不詳

文久2年晩冬新鏡 |修徳館蔵版

文久2年晩冬新銭 |修徳館蔵版

文久2年晩冬新鱗 |修徳館蔵版

文久2年晩冬新銭 |修徳館蔵版

文久2年晩冬新鋳 |修徳館蔵版

慶応、3年5月 |柴田厚序

(江 戸 時 代 不 詳

木 版 書 冊 126.0X18.2 1 1冊 128-1

木 版 書 冊 125.9X18.2 1 1冊 128・2

木版書冊 125.9X18.2 1 1冊 128-3

木 版 書 冊 125.8X18.2 1 1冊 128・4

木版書冊 125.9X18.2 1 1冊 128・5

2000P1407 

2000P1408 

2000P1409 

2000P1410 

2000P1411 

Q

M

4

1

 

冊

冊

n

6

Q

U

 

勺

i

t

I

×

×

 

q

u

Q

υ

 

n
h
u

弓

i

n

L

l

A

 

冊

冊

書

畜

版

版
木

木

皇

堂

輯
栄

閲

士

松

鷹

居

騨

季

林

甫

書

茂

書

原

安

賀

都

堀

平序自春の
η〆“保天蓋之西歌道偽ηノ“nノ“

木 版 書 冊 118.0X 12.1 1 1冊 112 2000P1412 

2000P1413 

2000P1414 

2000P1415 

2000P1416 

2000P1417 

木版書冊 122.8XI5.711冊 13-1

木 版 書 冊 122.8X15.7 1 1冊 13-2

木版書冊 122.8X15.8 1 1冊 13-3

木 版 書 冊 122.8XI5.711冊 13-4

木 版 書 冊 122.9X15.8 1 1冊 13-5

木 版 書 冊 125.5XI7.811冊 122

木版書冊 120.0X12.6 1 1冊 115

2000P1418 

2000P1419 

2000P1420 

2000P1421 

2000P1422 

2000P1423 

2000P1424 

Q
U
 

『

i



寄贈資料 6.新原顕一資料(追加分)

番号 名称 時代 作成・発行等 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

28 狂歌手ならひ鑑 (江戸時代) 絵馬屋額祐撰 木版書冊 22.7X 15.4 l冊 17 2000P1425 

29 調鶴集上 (江戸時代) 佐々木弘綱序 木 版 書 冊 25.8x 17.7 l冊 21 2000P1426 

30 道のいろは (江戸時代) 不詳 墨 書 書 冊 23.7xI7.0 l冊 30 2000P1427 

31 三玉和歌集類題 (江戸時代) 不詳 木 版 書 冊 17.6Xl1.8 l冊 前後欠 47 2000P1428 

32 和歌本 (江戸中期) 不詳 木 版 書 冊 27.0x 18.2 l冊 24-2 2000P1429 

33 和歌本 (江戸中期) 不詳 木版書冊 27.0X 18.3 l冊 裏表紙の裏に「文化二 2000P1430 
年丑四月貝原氏」と墨
書あり 24-3 

34 
(1) 教 訓百首抄上 (江戸時代) (伝北条時頼作) 木版書冊 22.4X 16.6 l冊 4-1 2000P1431 

(2) 教訓百首抄下 (江戸時代) (伝北条時頼作) 木版書冊 22.4X 16.6 l冊 ι2 2000P1432 

2 近代書籍

番号 名称 時代 作成・発行等 品質・形状 法 量 員数 i涌 考 備品番号

35 近世先哲叢談 明治13年10月序 松村操著阪 木 版 書 冊 18.5X 12.7 l冊 46 2000P1433 
谷郎庫先生閲

36 いなはのなみ(上 明治20年5月序 式乃舎蔵版 木版書冊 22.5X 15.5 l冊 29 2000P1434 
田重女集)

37 志濃夫乃露 明治22年8月28日 佐藤誠編輯兼 印刷書冊 18.2X 12.7 l冊 志濃夫廼舎大人二十 2000P1435 
発行 年祭歌会 13 

38 清澄に蹄れる日蓮 大正11年l月25日 中里介山著 印刷書冊 19.4X 13.1 l冊 7 2000P1436 
再版 (春秋社内)杜

翁全

39 贈正五位野村望 昭和2年10月15日 福岡皇華会編 印刷書冊 18.5X 13.0 l冊 9 2000P1437 
東尼先生遺書防 博文社発行

州日記

40 例教文庫13 行誠 昭和6年2月15日 福田行誠著 印刷書冊 15.1 x 11.0 l冊 35 2000P1438 
上人文集 東方書院発行

41 (春秋文庫II17)曙 昭和9年12月15日 相馬御風著 印刷書冊 18.0X 10.8 l冊 6 2000P1439 
覧と愚庵 第l刷

42 皇室略牒昭和九 昭和10年3月10日 宮内省図書寮 印刷書冊 15.0X22.2 l冊 10 2000P1440 
年十二月三十一日
調

43 広瀬淡窓手ほどき 昭和48年8月5日 広瀬正雄著 印刷書冊 18.3X 13.0 l冊 8 2000P1441 

44 平野二郎園臣伝 平成8年11月7日 平野神社発行 印刷書冊 25.8X 18.3 l冊 27 2000P1442 

時代

明治38年8月10日

作成・発行等

故高島千春著吉川
弘文館発行

Q
U
 

ウ

i



寄贈資料 6.新原顕一資料(追加分)

番号 名 称 時代 作成・発行等 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

(2) 舞楽 園左 明治38年8月10日 北爪有郷著吉川弘 印刷書冊 25.1 x 18.3 l冊 31-2 2000P1444 
文館発行

46 能装束模様傑作集第 大正7年12月25日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.6X26.1 l冊 48-1 2000P1445 

(1) 萱輯 書院蔵版

(2) 能装束模様傑作集第 大正8年4月10日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.6x26.2 l冊 48-2 2000P1446 

参輯 書院蔵版

(3) 能装束模様傑作集第 大正8年8月5日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.6x26.0 l冊 48-3 2000P1447 

五輯 書院蔵版

47 能装束模様百佳選第 大正8年11月15日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.7x26.7 l冊 49-1 2000P1448 

(1) 一巻 書院蔵版

(2) 能装束模様百佳選第 大正8年12月25日 驚藤香村編著能楽 印刷書冊 38.4x26.4 l冊 49-2 2000P1449 
震巻 書院蔵版

(3) 能装束模様百佳選第 大正9年l月25日 策藤香村編著能楽 印 刷 書 冊 38.5 X26.5 l冊 49-3 2000P1450 
三巻 書院蔵版

(4) 能装束模様百住選第 大正9年2月28日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.1 X26.5 l冊 49-4 2000P1451 
四巻 書院蔵版

(5) 能装束模様百住選第 大正9年3月30日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.1 X26.7 l冊 49-5 2000P1452 
五巻 書院蔵版

(6) 能装束模様百佳選第 大正9年5月15日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.6x26.7 l冊 49-6 2000P1453 
六巻 書院蔵版

(7) 能装束模様百佳選第 大正9年6月10日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.8x26.6 l冊 49-7 2000P1454 
七巻 書院蔵版

(8) 能装束模様百佳選第 大正9年10月25日 粛藤香村編著能楽 印刷書冊 38.3x26.2 l冊 49-8 2000P1455 
九巻 書院蔵版

4 近世書跡

番号 名 称 時代 作成・発行等 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

48 書(三行詩)・画 (江戸時代) 二川相近 紙本著色掛幅装 118.8x51.0 l幅 52 2000P1456 

49 亀井暢洲漢詩(五言絶句) (江戸~明治 亀井陽洲 紙本墨書掛幅装 132.8X51.4 l幅 51 2000P1457 
時代)

50 書(昧道守真) (江戸時代) 亀井場洲 紙本墨書掛幅装 28.4X29.9 l幅 63 2000P1458 

51 (亀井少棄に関する説明書) (昭和時代) 新原顕一 コ ピ ー 罫 紙 25.7X36.3 l枚 65 2000Pl459 

52 
(1) 亀井少菜漢詩(雷岳丸々…) (江戸時代) 亀井少菜 紙本墨書掛幅装 120.7x42.3 l幅 64-1元 2000Pl460 

来は六曲
扉風

(2) 亀井少菜漢詩(集我長松・・・) (江戸時代) 亀井少菜 紙本墨書掛幅装 120.4X42.3 l幅 64-2 2000Pl461 

(3) 亀井少禁漢詩(仙禽対無・・・) (江戸時代) 亀井少菜 紙本墨書掛幅装 120.7X42.4 l幅 64-3 2000Pl462 

(4) 亀井少菜漢詩(閑人濁有・・・) (江戸時代) 亀井少菜 紙本墨書掛幅装 120.6x42.3 l幅 64-4 2000P1463 

(5) 亀井少築漢詩(芙蓉・・・) (江戸時代) 亀井少禁 紙本墨書掛幅装 120.7X42.3 l幅 64-5 2000P1464 

(6) 亀井少菜漢詩(樹竹吟風・・・) (江戸時代) 亀井少楽 紙本墨書掛幅装 120.8X42.4 l幅 6ι6 2000Pl465 

-80一



寄贈資料 6.新原顕一資料(追加分)

番号 名 称 時代 作成・発行等 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

53 
(1) 広瀬淡窓漢詩(五言絶句) (江戸時代) 広瀬淡窓 紙本墨書掛幅装 126.8x30.8 l幅 53-1 2000P1466 

(2) 広瀬淡窓漢詩(五言絶句) (現代) 広瀬淡窓 印刷カレンダー 58.8x26.9 l枚 53-2 2000P1467 

54 漢詩(七言絶句) (江戸時代) 広瀬淡窓ヵ 拓本(近代~現代) 124.1 x27.8 1)点 61 2000P1468 

55 和歌短冊(橋上時雨) (江戸時代) 香川景樹 紙本墨書掛幅装 88.3x23.6 i幅 53-11こ付 2000P1469 
す 55

56 上戒上人和歌短冊(社頭落 (江戸時代) 上戒上人 紙本墨書掛幅装 36.2x6.0 l幅 56 2000P1470 
花)

57 和歌 (江戸時代) 伝大伴中納言 紙本墨書掛幅装 25.3x 17.2 l幅 54-1に付 2000P1471 
家持 す 57

58 仁象先生詩(七言絶句) (江戸時代) 仁象 紙本墨書掛幅装 143.7X39.2 l幅 58 2000P1472 

59 大窪天民漢詩(七言絶句) (江戸時代) 大窪天民 紙本墨書掛幅装 132.7X56.3 l幅 59 2000P1473 
(箱入)

60 
(1) 石川依平和歌 (江戸時代) 石川依平 紙本墨書掛幅装 94.7x31.5 l幅 54-1 2000P1474 

(2) 石川依平先生歌人百歌 (近代~現代) 新原氏ヵ ぺ ン 書 便 筆 22.3x 17.3 l枚 54-2 2000P1475 
帖ヨリ

61 平野国民和歌(今しはし・・・) 昭和8年 平野先生七十 木製陰刻 59.0x9.0x l点 60 2000P1476 
年忌記念会 2.1 

5 近代資料

番号 名 称 時代 作成・発行等 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

62 園際聯盟脱退ニ闘スル詔書 昭和8年4月 東尽開成館編 印刷冊子 15.2x 10.8 l冊 非売品 38 2000P1477 
内閣総理大臣告諭・文部大臣 10日 輯所編
訓令・国際聯盟脱退通告

63 福岡鯨腐、偲藤舎警火規程福 (昭和時代) 福岡県 印刷冊子 15.4x 11.3 l冊 37 2000P1478 
阿蘇臆偲廓舎防火規程

64 福岡市上水道 第一期披張工 (昭和時代) 福岡市 印刷絵葉書 14.0x9.1 10枚 39 2000P1479 
事通水記念 ~1488 

65 
(1) 関東庁博物館陳列品絵葉書 (昭和時代) 関東庁博物館 印刷包紙 18.0x9.4 l冊 封筒の上に 2000P1489 

第五輯 載せて一括

しである

36-1 

(2) 中国満州古墳壁画(77) (昭和時代) 不詳 ボールペン 17.4x 12.1 l通 絵葉書を収 2000P1490 
封筒(東博関 める 36-2 
係のもの)

(3) 絵葉書 (昭和時代) 関東庁博物館 印刷葉書 14.3x9.1 41枚 36・3 2000P1491 
~1531 

66 書に行詩) (4世紀) 王義之 拓本(近代~ 125.6x26.7 2点 62 2000P1532 
現代) 123.4x27.0 ~1533 

67 松陰先生蹟墨写真 (昭和時代) 萩市教育会発 印刷ー紙 36.7x29.1 10枚 封筒あり 2000P1534 
行 50 ~1543 

盲
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且
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寄贈資料 7.伊藤達也資料

7.伊藤達也資料

〈資料内訳)1 重要(ファイル一括)分……・・……ー…18件18点
2 包み一括分・…… H ・H ・..........・ H ・....・ H ・.41件41点

3 武具・甲骨類………………...・ H ・.. 8件 8点

〈総計)67件67点

1 重要(ファイル一括)分 ※備考欄の数字(例:重1.重2)は整理番号を示す

番号 名称 時代・年月日 差出・作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

黒田長政知行 7G和6年2月3日 長政(花押) 伊藤忠兵 折紙・墨書 36.4X51.5 l通 包紙あり、夜須郡 2000P1544 
宛行状 衛 久光村120石重1

2 黒田長政知行 元和6年2月3日 長政(書押) 伊藤忠兵 折紙・墨書 27.1 X51.8 l通 重2 2000P1545 
宛行状写 衛

3 覚控 安永2年8月 伊藤幸左衛 櫛橋九左 継紙・墨書 24.1 x37.6 l通 伊藤家譜重4 2000P1546 
門・九十九 衛門他

4 覚 天明2年10月 伊藤九十九 継紙・墨書 24.4X 133.3 l通 伊藤家譜重7② 2000P1547 

5 覚控 文久元年8月 伊藤太右衛 四宮甚太 継紙・墨書 24.3X71.4 l通 伊藤家譜重3 2000P1548 
門(書判) 夫

6 永伝候覚 (江戸時代) 伊藤家ヵ 綴 24.6x38.3 l通 播磨中津時代伝え 2000P1549 
重5

7 覚書控 (江戸時代)10月 伊藤幸左衛 四宮喜太 継紙・墨書 24.3x99目8 l通 伊藤家譜重6 2000P1550 
門 夫

8 御代々御継聞 (江戸時代) 伊藤家ヵ 長帳、綴 11.9x37.5 1通 月成家系図重10 2000P1551 
書

9 (仮)宗門関係 (江戸時代中期) 伊藤家ヵ 長帳、綴 12.7X37.5 l通 宗旨改、田島村野 2000P1552 
改他諸覚書 火 重11

10 (仮)諸覚 (江戸時代中期) 伊藤家ヵ 長帳、綴 26.8x36.0 l通 尋ね人、養子願、 2000P1553 
縁組重16

11 奉願口上覚控 (江戸時代後期) 伊藤角助 根本弥三 一紙・墨書 24.4X36.9 l通 病気進退伺い重 2000P1554 
9月 1'l~ 14 

12 立山証拠之事 元文5年5月28 粟生十右衛 伊藤太右 継紙・墨書 24.4X46.5 l通 竹木植え重7① 2000P1555 
控 日 門他5名 衛門

13 証文 延享元年11月 粟生十右衛 伊藤太右 一紙・墨書 24.1 X32.3 l通 前欠重12 2000P1556 
14日 門他i名 衛門

14 預山証拠之事 延享4年2月29 薮弥三郎他 伊藤太右 一紙・墨書 24.6x36.4 l通 田島村預山竹木植 2000P1557 
日 2名 衛門 え重13

15 (仮)拝領山に (江戸時代中期) 伊藤家ヵ 長帳、綴 11.9x35.0 l通 重15 2000P1558 
関する諸覚控

16 証文 文政4年11月 梶原八郎 伊藤杢太 一紙・墨書 24.8X37.4 l通 薬院村庄屋善右衛 2000P1559 
(黒印) 夫 門奥書あり 重8

17 永代売渡申上 文化7年10月 薬院村正 伊藤杢太 継紙・墨書 24.4X47.1 l通 先庄屋弥右衛門分 2000P1560 
証拠之事 屋・組頭 夫 家屋敷重9①

18 請取申上候事 文化7年12月 薬院村庄屋 伊藤杢太 一紙・墨書 15.9x33.4 l通 家屋敷代の受け取 2000P1561 
弥右衛門 夫 り重9②
(印)
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寄贈資料 7.伊藤達也資料

2 包み一括分

番号 名称 時代・年月日 差出・作成 宛所 品質・形状 法量 員数 {庸 考 備品番号

19 分限帳写 冗文5年8月御 不詳 書冊・墨書 12.9xI7.0 l通 寅5月二島氏増貞分 2000P1562 
改 11 

20 覚 江戸時代中期 不詳 継紙・墨書 16.2X 169.2 l枚 天明2年より事蹟 2000P1563 
24 

21 (仮)名前書上 江戸時代中期 不詳 一紙・墨書 16.8X49.2 l枚 25 2000P1564 

22 書状 (江戸時代中期) 和田市之丞 友納久 継紙・墨書 16.0x84.9 l枚 伊藤角助等館罷出 2000P1565 
閏8月18日 36 

23 書状 文政5年8月29 宮本吉之進 伊藤杢太 一紙・墨書 16.0x84.9 l枚 伊藤角助等館罷出 2000P1566 
日 夫 38 

24 (仮)達 江戸時代中期 不詳 一紙・墨書 15.7X45.7 l枚 法事に関する件、 2000P1567 
控え場、心得 39 

25 立山証拠之事 江戸時代 不詳 一紙・墨書 24.7x32.0 l枚 野方抱え、拝領山 2000P1568 
竹木植え立て 18 

26 (仮)達 (江戸時代中期) 不詳 一紙・墨書 15.8x 10.6 l枚 焼枯れの小松の代 2000P1569 
2月 銀上納 30 

27 (仮)達 (江戸時代中期) 不詳 一紙・墨書 15.8x9.3 l枚 拝領山伐採跡植え 2000P1570 
2月 の件 34 

28 (仮)達 (江戸時代中期) 不詳 一紙・墨書 15.8x11.6 l枚 拝領山伐採跡植え 2000P1571 
3月 の件 32 

29 (仮)達 (江戸時代中期) 不詳 一紙・墨書 15.5x25.7 l枚 拝領山御用木上納 2000P1572 
3月 の件 35 

30 (仮)達 (江戸時代中期) 不詳 一紙・墨書 15.4x 10.2 l枚 拝領山関係 28 2000P1573 
4月

31 (仮)達 (江戸時代中期) 不詳 一紙・墨書 15.8x 10.7 l枚 拝領山伐採跡植え 2000P1574 
10月 の件 33 

32 (仮)達 江戸時代中期 不詳 一紙・墨書 15.2X9.4 l枚 拝領山関係 29 2000P1575 

33 (仮)達 江戸時代中期 不詳 一紙・墨書 15.5x9.7 l枚 拝領山伐採跡植え 2000P1576 
の件 31 

34 口上覚 江戸時代 不詳 折紙・一枚 23.7x32.2 l枚 拝領山、柿、松植 2000P1577 
付け申請 41 

35 証拠之事 江戸時代中期 不詳 一紙・墨書 24.9X37.3 l枚 屋敷売り渡し、荒 2000P1578 
地返進の証文 26 

36 (仮)覚 時代不詳 不詳 一紙・墨書 16.7x20.2 l枚 畠地、浦の面積 2000P1579 
17 

37 (仮)幕末政局 (江戸時代後期) 伊藤氏 綴 24.3X 16.7 l綴 幕末の風説、情報 2000P1580 
関係文書写 2 

38 (仮)海外情報 (江戸時代後期) 伊藤氏 綴 24.2X 18.6 l綴 中園、シャム聞き 2000P1581 
聞書 書き 3 

39 登京日記抄 (江戸時代後期) 伊藤氏ヵ 長帳・墨書 12.4x31.6 l冊 12 2000P1582 

40 銚子覚 江戸時代 不詳 伊藤杢太 長帳・墨書 12.6X32.0 l冊 13 2000P1583 
夫

q
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寄贈資料 7.伊藤達也資料

番号 名称 時代・年月日 差出・作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

41 請取 (江戸時代)12月 梶原八郎 一紙・墨書 23.9x31.7 l通 六銭230目 15 2000P1584 
27日 (印)

42 (仮)覚 (江戸時代後期) 不詳 小横帳 8.1 x 18.9 l冊 商売に関する覚え 2000P1585 
14 

43 (仮)覚 (江戸時代後期) 伊藤杢太夫 継紙・墨書 15.6x90.4 l枚 財用差し支え諸口 2000P1586 
減少の件 23 

44 断簡 (江戸時代中期) 伊藤氏 一紙・墨書 15.1 X5.7 l通 源左衛門、権左衛 2000P1587 
門へお礼 7 

45 (仮)地誌 (江戸時代中期) 伊藤氏 綴 24.3x 19.5 l綴 筑前の地名、伝承 2000P1588 

46 黒田家臣伝写 天明5年12月 昌勝写 綴 22.6x 18.0 l綴 前欠 6 2000P1589 

47 囲碁書 享保19年写 吉田平右衛 書綴 24.1 x 16.8 l綴 後欠 4 2000P1590 
門

48 (仮)手習本 天保11年四月 伊藤正常 書綴 24.2x 18.3 l綴 5 2000P1591 

49 七言絶句 (江戸時代後期) 不詳 一紙・墨書 16.7X42.7 l通 草花の絵あり 8 2000P1592 

50 七言律詩 (江戸時代後期) 不詳 一紙・墨書 23.9x31.7 l通 9 2000P1593 
中秋

51 七言絶句 (江戸時代後期) 不詳 一紙・墨書 24目lx32.7 l通 10 2000P1594 

52 奉願口上覚 明治壬申(5年)9 伊藤角平 福岡県庁 罫紙綴・墨 24.0X 16.7 l綴 野方村抱築尾善地 2000P1595 
月 (印) 書 原下渡 16 

53 奉願口上覚 (明治5年)壬申9伊藤角平 福岡県庁 罫紙綴・墨 24.7x 16.2 l綴 田島村抱池の尾拝 2000P1596 
月 (印) 書 領山下渡願等 20 

54 奉願口上覚 (明治5年)壬申9伊藤角平 福岡県庁 罫紙綴・墨 24.7x 16.2 l綴 梅林村抱せきら山 2000P1597 
月 (印) 書 拝領山下渡願等

22 

55 奉願口上覚案 (明治5年)壬申 伊藤角平 福岡県庁 罫紙綴・墨 24.7xI6.2 l綴 田島村抱池の尾拝 2000P1598 
文 10月 (印) 書 領山下渡願等 21 

56 明細牒 明治6年2月5日 伊藤口六郎 罫紙・墨書 23.7X31.9 l枚 伊藤家関連の書付 2000P1599 
提出 40

57 従前より拝領 明治時代 伊藤角平 継紙・墨書 33.4X48.0 l枚 早良部梅林村抱 2000P1600 
山之図 27 

58 預山図面 明治時代 伊藤角平 継紙・墨書 33.3x48.3 l枚 早良郡田島村抱 2000P1601 
37 

59 (仮)絵図 明治時代 不詳 一紙・墨書 23.7x31.0 l枚 西光寺山 19 2000P1602 

3 武具・甲胃類

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

60 六十一間筋児 江戸時代 不詳 鉄、革、布 鉢局17.5 l頭 しころ紺糸威 1 2000P1603 

61 黒漆塗烏帽子形兜 江戸時代 不詳 鉄、革、布 鉢高24.0 l頭 しころ紺糸威 2 2000P1604 
初期

62 紺糸威胴丸具足 江戸時代 不詳 鉄、革、布 胴高34.0 l領 面頬、袖付篭手、はい立 2000P1605 
小具足付 て嬬当、旗座 3

84 
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

63 陣笠 江戸時代 不詳 黒漆、皮、木、紙 径39.5 高7.0 l頭 菱家紋付、裏朱塗り 4 2000P1606 

64 陣笠 江戸時代 不詳 黒漆、皮、木、紙 径39.5 高6目。 l頭 菱家紋付 5 2000P1607 

65 足軽笠 江戸時代 不詳 黒漆、皮、木、紙 径33.7 高19.5 l頭 菱家紋付 6 2000P1608 

66 旗指物竿および旗 江戸時代 不詳 竹 筒長さ41.8 l組 旗竿先に金の団子の飾り 2000P1609 
筒 竿長178.0 継木2、竹竿組4立、ヒゴ2

7 

67 万 江戸時代 不詳 鉄製 長64.3 反りl.l l口 目釘穴3 鞘付 8 2000P161O 

R
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8.樋口久代資料

〈資料内訳〉民俗資料 1 生活の用具....・H ・-……・….19件19点

2 社会生活の用具...・ H ・H ・H ・..5件 5点

1 生活の用具

番号 名称 時代 制作者 品質・形状

和裁雛形(振袖長着) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製袷

2 和裁雛形(狩衣) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製

3 和裁雛形(直衣) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製

4 和裁雛形(羽織) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製

5 和裁雛形(割烹着) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製

6 和裁雛形(馬乗袴) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製・縞
袷

7 和裁雛形(袴) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製・縞袷

8 和裁雛形(袴) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製・縞袷

9 和裁雛形(袴) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製・縞
袷

10 和裁雛形(袴) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製・縞
袷

11 和裁雛形(自袴) 明治42年~大正2年 財部ツル 絹製袷

12 和裁雛形(股引) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シン縫製

13 和裁雛形(股引) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シン縫製

14 洋裁雛形(長袖ワイ 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シャツ) シン縫製

15 i羊裁雛形(長袖ワイ 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シャツ・スタンドカ シン縫製
ラー)

16 洋裁雛形(半袖ワイ 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、、

シャツ) シン縫製

17 洋裁雛形(半袖ワイ 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シャツ・スタンドカ シン縫製
ラー)

18 洋裁雛形(ズボン) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シン縫製

19 洋裁雛形(ズボン) 明治42年~大正2年 財部ツル 木綿製 、、、

シン縫製

-86 

3 人の一生の用具…………………… 6件18点

〈総計)30件42点

法量 員数 備考 備品番号

桁20.5 丈52.0 l点 1~19は櫛田女学 2000P1611 
校で制作

桁29.0 丈31.0 l点 2000P1612 

桁23.0 丈37.5 l点 2000P1613 

桁27.0 丈29.5 l点 2000P1614 

肩幅15.0 丈 l点 2000P1615 
38.5 

前丈31.5後丈 l点 2000P1616 
31.5 

前丈30.0 後丈 l点 2000P1617 
32.5 

前丈22.5 後丈 l点 2000P1618 
24.7 

前丈19.2 後丈 l点 2000P1619 
22.0 

前丈30.5 後丈 l点 2000P1620 
33.5 

前丈30.0 後丈 l点 2000P1621 
30.0 

丈28.5 l点 2000P1622 

丈13.3 l点 2000P1623 

肩幅15.0 丈 l点 2000P1624 
38.5 

肩幅17.5 丈 l点 2000P1625 
29.5 

肩幅18.5 丈 l点 2000P1626 
28.0 

肩幅19.0 丈 1)点 2000P1627 
26.0 

丈23.5 i点 2000P1628 

丈33.0 l点 2000P1629 
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2 社会生活の用具

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

20 大黒図械紗 明治42年 財部ツル 絹製・縮緬 縦69.5 横64.3 l点 掛械紗黄緑房裏地に樋口 2000P1630 
~大正2年 銀糸 家紋「丸に剣花角J紋あり 博

多祇園山笠の台幕もしくは旗
を械紗に仕立てたという伝承

がある 財部ツル氏の生家倉
所町は大黒流に属する博多の
町

21 丸に剣花角紋金糸 明治42年 財部ツル 絹製・赤鍛 縦67.0 横65.0 l点 掛械紗紅白房財部ツル氏 2000P1631 
刺繍械紗 ~大正2年 子金糸 本人の婚儀に使用したもの

22 落日花鳥図械紗 明治42年 財部ツル 絹製・黒椴 縦62.0 横57.0 l点 掛械紗浅黄房不祝儀用ヵ 2000P1632 
~大正2年 子

23 菊花図刺繍械紗 明治42年 財部ツル 絹製 縦61.0横58.0 l 点 掛械紗淡茶房 2000P1633 
~大正2年

24 菖蒲図刺繍械紗 明治42年 財部ツル 絹製 縦48.5 横47.0 l点 掛械紗紫房付械紗箱 2000P1634 
~大正2年

3 ーの人生の用具

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

25 博多オキアゲ(赤穂浪 明治42年 財部ツJレ 絹・竹・紙製 帳17.0 長26.5 l点 25~29は櫛田女学校で 2000P1635 
士大石内蔵助) ~大正2年 押絵額装 (額)44.5X35.3 制作平成9年額装

26 博多オキアゲ(赤穂浪 明治42年 財部ツル 絹・竹・紙製 幅19.0 長19.0 l点 平成9年額装 2000P1636 
士大石主税) ~大正2年 押絵額装 (額)43.5X34.0

27 博多オキアゲ(孝養女) 明治42年 財部ツル 網・竹・紙製 幅24.0 長19.0 l点 祝部至善制作のものに 2000P1637 
~大正2年 押絵額装 (額)42.0X32.6 同様のものがある 平

成9年額装

28 博多オキアゲ 明治42年 財部ツル 絹・竹・紙製 (額)42.0X32.6 平成9年額装

~大正2年 押絵額装

(1) 娘立姿 幅14.0 長5.3 l点 2000P1638 

(2) 娘座姿 幅9.0 長9.5 l点 2000P1639 

(3) 犬 幅5.0 長5.2 l点 2000P1640 

29 博多オキアゲ 明治42年 財部ツル 絹・竹・紙製 (額)60.2x 170.0 昭和時代に額装

~大正2年 押絵額装

(1) 明治風俗女性 煽7.2 長23.5 l点 2000P1641 

(2) 明治風俗紳士 幅7.6 長26.0 l点 2000P1642 

(3) 明治風俗 ショール 幅9.5 長25.5 l点 2000P1643 
姿女性

(4) 曾我兄弟剣の稽古 幅12.0 長21.5 l点 2000P1644 
兄

(5) 曾我兄弟剣の稽古 幅13.0 長18.0 1)点 2000P1645 
弟

(6) 曾我兄弟剣の稽古 幅17.5 長29.5 l点 2000P1646 
母

7
d
 

oo 



寄贈資料 8.樋口久代資料

番号 名称 時代 制作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

30 博多オキアゲ製作用 明治42年 不詳 鍛鉄 櫛田女学校の教材ヵ
具型押し ~大正2年

(1) 桜 口径1.7 幅2.5 l点 2000P1647 
長10.5

(2) 小桜 口径0.7 幅1.5 l点 2000P1648 
長9.5

(3) 梅 口径1.8 幅2.5 1 )点 2000P1649 
長11.0

(4) 丸 口径0.6 幅1.2 l点 2000P1650 
長9.4

(5) 小丸 口径0.5 幅2.5 l点 2000P1651 
長12.5

(6) 花 口径0.7 幅1.6 l点 2000P1652 
長9.8
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寄贈資料 9.石井忠資料

9.石井忠資料

〈資料内訳〉考古資料…ー…'"・ H ・....….......……………28件28点

番号 名称 時代 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

内行花文日光鏡 弥生時代 青銅 面径約5cm l点 丸尾台遺跡蜜棺基副葬品 2000P1653 

2 内行花文日光鏡 弥生時代 青銅 面径約5cm l点 丸尾台遺跡聾棺墓副葬品 2000P1654 

3 内行花文日光鏡 弥生時代 青銅 商径約5cm l点 丸尾台遺跡護棺墓副葬品 2000P1655 

4 細石核 旧石器時代 黒曜石 3.22x 1.50x 1.18 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1656 

5 細石刃 旧石器時代 黒曜石 2.43 x 0.96 x 0.19 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1657 

6 細石刃 旧石器時代 黒曜石 2.08xO.79xO.24 i点 羽根戸遺跡採集 2000P1658 

7 細石刃 旧石器時代 黒曜石 1.49 x 0.95 x 0.21 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1659 

8 細石刃 旧石器時代 黒曜石 1.71 xO.73xO.17 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1660 

9 細石刃 旧石器時代 黒曜石 1.44XO.81 XO.21 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1661 

10 細石刃 旧石器時代 黒曜石 1.16xO.85xO.19 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1662 

11 細石刃 旧石器時代 黒曜石 1.22 x 0.93 x 0.32 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1663 

12 細石刃 旧石器時代 黒曜石 l目06X0.74XO.18 1 )点 羽根戸遺跡採集 2000P1664 

13 剥片 旧石器時代 黒曜石 1.58 x 1目12xO.26 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1665 

14 剥片 旧石器時代 黒曜石 1.65X 1.07xO.19 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1666 

15 剥片 旧石器時代 黒曜石 1.92x 1.20XO.31 l点 羽根戸遺跡採集 2000P1667 

16 打製石斧 縄文時代後期 頁岩 11.92 X4.28x 1.73 l点 福岡市南区野多目採集 2000P1668 

17 打製石斧 縄文時代後~晩期 安山岩 8.80 x 3.98 x 1.57 l点 春日市上白水採集 2000P1669 

18 打製石斧 縄文時代 安山岩 14.71 x6.87x2.23 1)点 筑紫野市針摺採集 2000P1670 

19 打製石斧 縄文時代 10.04x6.73x 1.73 l点 筑紫野市針摺採集 2000P1671 

20 環状石斧 縄文時代 玄武岩 径11.65 孔径2.97 l点 大野城市釜蓋採集 2000P1672 

21 磨製石斧 縄文時代前期 緑泥変岩質 11.57 x 5.26 x 3.32 l点 福岡市南区屋形原採集 2000P1673 

22 磨製石斧 弥生時代 安山岩 11.14 x 6.09 x 2.40 l点 福岡市南区野多目採集 2000P1674 

23 磨製石斧(局部磨製) 縄文時代ヵ 頁岩 8.40X3.54x2.01 l点 福岡市南区野多目採集 2000P1675 

24 磨製石斧 縄文時代前期 12.98 x 5.46 x 3.29 l点 筑紫野市針摺採集 2000P1676 

25 敵打器 弥生時代前期 玄武岩 8.99 x 5.29 x 2.41 l点 新宮町下府採集 2000P1677 

26 勾玉 弥生時代 白玉ヵ 3.41 X2.20x 1.60 l点、 採集地不詳 2000P1678 

27 鉄斧 弥生時代 鉄 9.0X3.7X 1.8 l点 小郡市三、沢遺跡採集 2000P1679 

28 鉄鉱片 古墳時代 鉄 5.1 x 1.3XO.9 l点 志摩町御床松原遺跡 2000P1680 
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寄贈資料 10.永田収資料

10.永田収資料

〈資料内訳〉近世資料……………………・………...・ H ・...26件26点

番号 名称 時代 差出・作成 宛所

当流直鎗初学之巻 万治3年8月 本山二郎右衛門尉 永田喜之助

10日 直賢(花押・印)

2 中和流抜万秘訣・ 安永2年l月 関氷山正誠 永田宕権太

許可状 19日 夫

3 中和流抜万目録・ 安永2年l月 関氷山正誠 永田容権太

奥田録・六ヶ条 19日 夫

4 扱心流長太万目録 文化3年l月 江口源治郎 永田権一郎

(花押・印)

5 扱心流伝授秘伝巻 文化14年9 石川雄兵衛良繁 永田権一郎

月 (花押・印) -杉原謙三

tl~ 

6 宝蔵院流十文字鎗 文化14年9 高田八右衛門深種 永田権一郎

印可 月 (花押・印)

7 宝蔵院流十文字鎗 文政11年5 高田八右衛門深種 不詳
印可 月 不見斎(花押・印)

8 扱心流伝授本，心之 文政2年6月 石川杢助良繁 永田権市郎
巻 (花押・印)

9 新影流絵目録・三 文政3年8月 コ宅源八郎栄茂 永田権一郎
学円太万 (花押・印)

10 新影流絵目録・天 文政3年8月 三宅源八郎栄茂 永田権一郎
狗抄 (花押・印)

11 新影流絵目録 文政3年8月 =宅源八郎栄茂 永田権一郎
(花押・印)

12 新影流絵目録・九 文政3年8月 三宅源八郎栄茂 永田権一郎
箇 (花押・印)

13 新影流目録 文政3年8月 三宅源八郎栄茂 永田権一郎
(花押・印)

14 新影流外物他流 文政3年8月 三宅源八郎栄茂 永田権一郎
(花押・印)

15 新影流極意 文政3年8月 =宅源八郎栄茂 永田権一郎
(花押・印)

16 新影流奥義目録伝 文政3年8月 三宅源八郎栄茂 永田権一郎
授添状 (花押・印)

17 扱心流修行免許目 天保2年10 石川杢助良繁 永田権市郎
録之巻 月 (花押・印)

18 扱心流本，心之巻 天保2年11 石川杢助良繁 永田権市郎
月 (花押・印)

19 新井流別伝之極意 天保3年6月 含弘堂清亀齢 平井善左衛
巻物 (花押・印) 門

20 射方目録・七十七 安政3年8月 山路弥一郎重剛 永田藤之進
ヶ条 30日 (花押・印)
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品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

墨書・淡彩・ 16.9x95.3 l巻 14 2000P1681 
巻子装

墨書・巻子装 18.2X 159.4 l巻 20 2000P1682 

墨書・巻子装 17.9X227.5 l巻 21 2000P1683 

墨書・巻子装 17.9X84.8 l巻 12 2000P1684 

墨書・巻子装 17.8X372.0 l巻 10 2000P1685 

墨書・巻子装 17.6 x 130.6 l巻 叩② 2000P1686 

墨書・巻子装 17.5X 153.0 1巻 叩① 2000P1687 

墨書・巻子装 17.8X359.0 l巻 9 2000P1688 

紙本着色・巻 18.4x353.8 l巻 1 2000P1689 
子装

紙本着色・巻 18.2X520.6 l巻 2 2000P1690 
子装

紙本着色・巻 18.2X524.0 l巻 3 2000P1691 
子装

紙本着色・巻 18.0X412.4 l巻 4 2000P1692 
子装

墨書・巻子装 18.0x226.8 l巻 5 2000P1693 

墨書・巻子装 18.0x220.6 l巻 6 2000P1694 

墨書・巻子装 18.6x277.0 l巻 7 2000P1695 

墨書・ー紙・ 19.6X53.5 l通 24 2000P1696 
額装

墨書・巻子装 27.0X580.0 l巻 もと書 2000P1697 
冊 8

墨書・巻子装 17.4x 101.0 I巻 11 2000P1698 

墨書・巻子装 17.4x277.4 l巻 17 2000P1699 

墨書・巻子装 16.6X355.2 l巻 22 2000P1700 



寄贈資料 10.永田収資料 11.石丸寓七資料(追加分)

番号 名称 時代 差出・作成 宛所 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

21 新影流一流之目録 嘉永3年10 二宅源六郎冗茂 永田藤之進 墨書・ー紙・ 18.0X49.6 l通 23 2000P1701 相伝添状 月 (花押・印) 額装

22 新影流兵法印可 慶応元年12三宅源六郎元茂 永田(破損) 墨書・巻子装 17.6X90.2 l巻 13 2000P1702 
月 (花押・印)

23 柔術九ヶ条書付 (江戸時代) 不詳 不詳 墨書・巻子装 13目9X52.6 l巻 15 2000P1703 

24 柔術秘伝書 (江戸時代) 不詳 不詳 墨書・巻子装 14.8x64.4 l巻 16 2000P1704 

25 十文字鎌相伝目録 (江戸時代) 不詳 不詳 墨書・巻子装 17.8x277.0 l巻 18 2000P1705 
-六十三箇条

26 諸士分限帳 天保7年 永田勢薄 墨書・書冊 23.8X 16.1 l冊 嘉永甲 2000P1706 
寅4月
13日来
之 25

11.石丸寓七資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料 l 石丸寓太郎関係…-………… 4件4点

2 石丸鹿次郎関係……....・H ・-……3件3点

3 石丸寓七関係………・・・・…・・・........ 8件 8点

〈総計>15件15点

1 石丸菖太郎関係

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

感謝状 明治43年3月11日 糟屋郡尚武会長(糟屋郡長) 印刷・墨書 33.3X44.8 l点 2000P1707 
新納久より石丸万太郎あて

2 勲記(勲八等白色桐葉 明治43年4月2日 賞勲局より石丸寓太郎あて 印刷・墨書 45.4x58.6 l点 2000P1708 
章)

3 日本帝国明治三十七 明治43年4月2日 賞勲局より石丸高太郎あて 印刷・墨書 36.5x46.2 l点 2000P1709 
八年従軍記章之証

4 目録 明治43年4月2日 賞勲局より石丸寓太郎あて 印刷・墨書 22.9x31.1 l点 2000P171O 

2 石丸鹿次郎関係

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

5 石丸鹿次郎遺言状 昭和23年7月20日 石丸鹿次郎 罫紙墨書 24.7x 17.0 l通 2000P1711 

6 永嶋{乍市書状(鹿次郎 昭和19年ヵ 永嶋作市 印刷・一部 14.0X9.0 l通 2000P1712 
無事任地到着の知ら ペン書葉
せ) 書

7 勲記 昭和47年4月28日 内閣総理大臣佐藤栄作・賞 印刷・墨書 42.0x59.3 l点 2000P1713 
勲局長岩倉規夫より故石丸
鹿次郎あて

」

1
1
 

Q
d
 



寄贈資料 11.石丸寓七資料(追加分) 12.真子静夫資料

3 石丸麗七関係

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

8 ゲートル 昭和前期 不詳 布製 7.8x282.0 l組 2000P1714 

9 海軍用食器 昭和前期 不詳 金属製 口径17.8 深さ5.5 l点 2000P1715 

10 海軍用おかず入れ(鍋) 昭和前期 不詳 金属製 25.5X 19.0 高19.0 l点 2000P1716 

11 薬爽 昭和前期 不詳 金属製 底径2.0 長9.8 l点 2000P1717 

12 演習弾 昭和前期 不詳 金属製 径4.5 長13.5 l点 2000P1718 

13 奉公袋 昭和前期 不詳 布製 32.5x24.5 1)点 石丸亀吉使用 2000P1719 

14 煙草入れ 昭和20年前後 石丸寓七 ヤシの実 径7.0 長12.0 l点 2000P1720 

15 リュックサック 昭和20年代 不詳 布製 59.0x63.0 l点 2000PI721 

12.真子静夫資料

〈資料内訳〉近世資料・……………...・ H ・…...・ H ・.11件11)点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

金俵前立黒漆塗桃形兜 江戸時代後期 不詳 黒漆塗、鉄、 鉢同22.5 l頭 もと脇立付、右欠 2000P1722 
革製

2 黄糸威胴丸具足小具 江戸時代 不詳 鉄、布、革製 胴高39.0 l領 篭手2 面頬はL、立 2000P1723 
足付 植付、墨書「六.員子定

三良J

3 陣笠 江戸時代 不詳 紙、革製、黒 径35.7高14.0 l頭 2000P1724 
漆、裏朱塗

4 陣中鍋 不詳 不詳 銅製 径45.4高22.0 l点 箱付 2000PI725 

5 万銘「兼吉J 江戸時代 兼吉 鉄製 長71.6 反1.8 l口 務付 2000P1726 

6 脇差 江戸時代 不詳 鉄製 長48.8 反1.0 l口 無銘、務付 2000P1727 

7 短刀 江戸時代 不詳 鉄製 長17.2 l口 無銘、掠付 2000PI728 

8 鍔 江戸時代 不詳 鉄製、金象依 長7.3 l個 十文字デザイン 2000P1729 

9 鍔 江戸時代 不詳 鉄製、金象徴 長7.6 l個 片穴 2000P1730 

10 鍔 江戸時代 不詳 鉄製 長6.7 l個 両穴 2000P1731 

11 鑓 江戸時代 不詳 鉄製 長13.4 l口 柄付(長309.0) 2000P1732 

つ臼QU
 



寄贈資料 13.大橋通子資料 14.愛宕神社資料

13.大橋通子資料

〈資料内訳〉民俗資料 人の一生の用具...・ H ・.......・ H ・..…...・ H ・...…5件13点

番号 名称 時代 製作地 使用地 品質・形状 法 量 員数 備 考 備品番号

お食い初 大正5年 京都 東示 木製・朱漆 縦26.0 横26.0 l点 「石持ち地抜き剣片喰j紋 2000P1733 
めの膳 塗足付膳 高5.0 (大橋家男紋) 男性用の

膳大正5年生まれの男
児(大橋章男)のお食い初
めに使用したもの

2(1) 祝膳 昭和16年 京都 東京 木製・朱漆 縦33.5 横33.5 1)点 「石持ち地抜き剣片喰j紋 2000P1734 
塗足付膳 高8.0 (大橋家男紋) 男性用の

膳付箱墨書「祝謄大
橋」 正月の膳として使
用したものヵ

(2) 祝膳 昭和16年 京都 東京 木製・黒内 縦31.3横31.3 l点 「梶の葉」紋(大橋家女紋) 2000PI735 
朱漆塗 足 高13.0 女性用の膳
付膳

3(1) 蓋付椀 昭和16年 京都 東京 木製・朱漆 ①径12.0 高7.0 l組 2(1)の祝膳と組で使われ 2000PI736 
塗 ②径11.3高4.5 l組 たもの 2000PI737 

③④径径10.5 高6.6 l組 2000P1738 
9.5 高3.7 l組 2000P1739 

(2) 蓋付椀 昭和16年 京都 東京 木製・黒内 ①径11.8高7.7 l組 2(2)の祝膳と組で使われ 2000PI740 
朱漆塗 ②径11.3高5.0 l組 たもの 2000PI741 

③径11.2高7.0 l組 2000PI742 
④径10.4 高4.0 l組 2000PI743 

4 お食い初 昭和18~19 京都 東京 木製・黒内 縦29.2 横29.2 l点 「梶の葉J紋(大橋家女紋) 2000PI744 
めの膳 年 朱漆塗 足 高11.7 女性用の膳昭和18年生

付膳 の女児のお食い初めか、
昭和19年の正月に使用し
たもの

5 節供飾 京都四条通 東京 紙・皮・木 幅20.0 奥行 一式 大正5年生まれの男児(大 2000PI745 
(具足) 大正6年5月 堺町北東角 -金属 漆 15.0 高23.0(台 橋章男)の初節供に贈ら

御雛人形細 塗 合総高48.0) れた具足飾箱付墨書
工司丸屋 「具足」
大木平蔵

14.愛宕神社資料

〈資料内訳〉近代資料………...・ H ・..…………...・ H ・..3件3点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

愛宕神社周辺とロープ 平成9年制作ヵ 愛宕神社 樹脂等 80.0X45.0 l点 ガラス製カバーつ 2000PI746 
ウェイの模型 き

2 ロープウェイの部品 昭和2年カ 不詳 金属製 幅3.7長29.5 l点 2000PI747 

3 ロープウェイの写真 昭和2~17年撮影 撮影者不 白黒写真 37.2 x35.6 l枚 2000PI748 
(平成10年複写) 詳

つdQ
d
 



寄贈資料 15.石橋勝蔵資料(追加分) 16.山田裕嗣資料 17.山野久満資料

15.石橋勝蔵資料(追加分)

〈資料内訳〉民俗資料 生産の用具…………...・ H ・..3件3点

番号 名称 時代 品質・形状 法 量

墨壷 近代 木(ケヤキ) 長23.4 幅9.5 高10.1

2 墨壷 近代 木(ケヤキ) 長19.4幅8.8 高8.0

3 墨壷 近代 木(ケヤキ) 長18.4幅8.6 高8.0

16.山田裕嗣資料

〈資料内訳〉絵画…...・ H ・......・ H ・..………...・H ・..…..3件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量

博多祇園山笠図 幕末~明治時代 不詳 紙本着色掛幅装 131.3X49.7 

2 牡丹に小禽図 近代 水上泰生 絹本着色掛幅装 143.0X50.2 

3 葡萄に小禽図 近代 水上泰生 絹本着色掛幅装 64.9X41.2 

17.山野久満資料

〈資料内訳〉考古資料…-………-…...・ H ・.....・ H ・...3件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量

石嫉 縄文時代 不詳 黒曜石 全長2.1 幅1.6

2 支脚 古墳時代初頭 不詳 士師器 器高Il.l 底径12.2

3 長頚査 奈良時代 不詳 須恵器 器高14.9 幅20.1
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製作地 員数 備考 備品番号

日本 l点 2000P1749 

日本 1 )点 2000P1750 

日本 l点 2000P1751 

員数 備 考 備品番号

l編 2000PI752 

1幅 「泰生之印J(朱文円印) 2000P1753 
あり

l幅 「泰生之印J(拍文円印) 2000P1754 
あり

員数 備 考 備品番号

l点 2000P1755 

l点 2000PI756 

l点 頚部から上は欠損 2000PI757 



寄贈資料 18.大津山晴夫資料 19.柴田昭夫資料(追加分) 20.安藤良介資料(追加分)

18.大津山晴夫資料

〈資料内訳〉近代資料...・ H ・..…...・ H ・..………...・ H ・..2件3点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

I(I) 騎兵軍服(上着) 明治38年3月製 製作者不詳 毛織物 丈67.0 l着 一等軍曹、同 2000P1758 
相当官用

(2) 騎兵軍服(ズボン) 明治37年10月製 製作者不詳 毛織物 丈101.0 l着 2000P1759 

2 大津山信蔵肖像写 大正末~昭和初期の撮影ヵ 撮影者不詳 白黒写真を 11.8x8.9 l枚 2000P1760 
真 平成12年複写 カラー複写

19.柴田昭夫資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料………...・ H ・.....・ H ・..…………2件2点

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

想ひ出の日露戦役画帖 昭和5年5月5日6 井島誉雄編二洋社 印刷書冊 18.9x26.3 l冊 2000P1761 
冊。 発行

2 感謝状(出動軍隊慰問ノ為悩 昭和18年i月 陸軍大臣東保英機よ 印刷墨書 24.1 X31.3 l点 2000P1762 
兵金品ノ御寄附に対して) り柴田勘七あて

20.安藤良介資料(追加分)

〈資料内訳〉戦時資料……一……………..………・l件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

1 (1) 防毒マスク 昭和13年ヵ 昭和化学工業株 ゴム・プラスチッ 23.0X21.0 l点 2000P1763 
式会社製 ク・金属・木綿製

(2) 防空用防毒面 昭和13年カ 昭和化学工業株 金属・ゴム製 径9.5 高9.0 l点 使用法等説明書貼付 2000P1764 
吸収缶 式会社製

(3) 防毒マスク袋 昭和13年ヵ 昭和化学工業株 木綿製 25.5X 12.0x l点 I薬院露切第三隣組j 2000P1765 
式会社製 9.5 「金子築子」とあり

F
h
u
 

Q
U
 



寄贈資料 21.星出和範資料(追加分) 22.今井敏博資料 23.江藤ただ子資料 24.迫新治資料(追加分)

21.星出和範資料(追加分)

〈資料内訳〉戦時資料……...・ H ・H ・H ・-……………・・l件2点

A
守

量
一
駒

法
一

5
E
F
h
u
 

一径

名称

1 I支那事変記念章牌

時代

昭和12年ヵ

品質・形状

22.今井敏博資料

〈資料内訳〉近代資料…………...・ H ・-……...・H ・..…l件l点

白黒写真(複写) 額装 I 28.6x67.8 

品質・形状 法量名称

1 I主基斎田の写真

23.江藤ただ子資料

(資料内訳〉戦時資料一……...・ H ・-………...・ H ・...1件l点

品質・形状

木製

法量

16.5 x 12.0 高5.5

名称

1 I天井板で作った弁当箱

24.迫新治資料(追加分)

〈資料内訳〉近世資料……………………...・H ・..……l件l点

備考

箱入り

備考

備考

時代 品質・形状 法量作者

慶応2(1866)年|京都御用口石田清輔(花押) I木版、朱印 I 14.7X3.5 
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寄贈資料 25.白石フミ資料 26.高田茂康資料 27.都島直来資料 28.鹿田次朗資料(追加分)

25.白石フミ資料

〈資料内訳〉近代資料………………...・ H ・..…...・H ・.1件l点

名称

1 I博多織の帯

26.高田茂贋資料

時代

昭和3年頃

〈資料内訳〉近世資料…....・ H ・H ・H ・.....・ H ・H ・H ・..…・・1件1点

品質・形状

絹製

名称

1 I版木(神札)

時代 品質・形状

木製

27.都島直来資料

〈資料内訳〉近代資料...・ H ・..…...・ H ・.....・ H ・H ・H ・..…l件l点

番号 名 称 時代 作者 品質・形状

韓国併合の勅諭 隆県4(1910)年8月29日 印刷者不詳 印刷

28.贋田次朗資料(追加分)

〈資料内訳〉近代資料…....・ H ・...・ H ・-……… H ・H ・...1件1点

法量

幅9.5 長374.0

法量

備考

縦35.1 横26.0(最大)

法量 員数 備考

50.2X77.5 l点 f明治四十四年七月
七日朝鮮総督府中
枢院顧問勲一等子爵
趨重応謹書」とあり

備考

「ー，切支丹破天連ヲ踏マザル者ハ獄門ノ事j

-97-

備品番号

2000Pl773 





< 寄 託資料>





寄託貿料 1.稲員コレクション(追加分) 2.黒田つる資料

1.稲員コレクション(追加分)

〈資料内訳)1 万剣…………...・ H ・..………………………7件7点 2 銃…………………………………………2件2点

〈総計)9件9点

番号 名 称 時代 品質・形状 法量 員数 間属 備品番号

万無銘(伝国路) 江戸時代 鏑造、庵棟、目釘孔4刃長69.8 反り1.7 l口 200001 

2 万銘肥前田忠吉 江戸時代 鏑造、庵棟、目釘孔l 刃長73.9 反り1.4 i口 200002 

3 短万銘村正 室町時代 平造、庵棟、目釘孔l 刃長28.5 反り0.6 l口 短万務 200003 

4 脇差金象猷銘光忠 鎌倉時代 鏑造、庵棟、目釘孔2刃長49.4反り0.8 l口 脇差捺 200004 

5 万銘和泉守藤原因貞 江戸時代 鏑造、庵棟、目釘孔2刃長63.3 反り0.9 l口 打万掠 200005 

6 万無銘(宇多国宗) 室町時代 鏑造、庵棟、目釘孔2刃長68.5 反り1.8 l口 打万捺 200006 

7 万銘兼元国広磨上之 室町時代 鏑造、庵棟、目釘孔2刃長81.8反り1.5 l口 打万搭 200007 

8 火縄銃銘肥州住林八助重勝作 江戸時代 鋳造、金銀象依桜花 全長137.0 l口 200008 
文様散

9 火縄銃銘肥州熊本住宮村仁兵衛尉 江戸時代 鋳造、金象依桜花文 全長139.0 l口 200009 
当陶作 様、銀象依九曜紋付

2.黒田つる資料

〈資料内訳〉近世書籍………...・ H ・..…………………3件3点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

心光寺記録写 江戸時代中期写 明石彦太夫 墨書書冊 27.7X20.2 l冊 1~3は一つの箱の中にあり 2000010 
景恕、写 箱裏に明石景恕がJこれら

を移した経緯が記されてい
る

2 黒田家御系図写 江戸時代中期写 明石彦太夫 墨書、一部 27.7X20.2 l冊 宇多天皇より黒田継高まで 2000011 
景恕写 朱筆 書 冊

3 黒田家御外戚御 江戸時代中期写 明石彦太夫 墨書、一部 27.7x20.2 l冊 2000012 
系図写 景恕写 朱筆書冊

101 





< 購 入資料>





I 一括資料

1.福岡藩大組大野家資料

〈資料内訳>1 写本 ①福岡藩関係……...・ H ・..……25件25点

②一般書籍・・・....................31件31点

2 近世文書………… H ・H ・.......・ H ・-….41件41点

1 写本

①福岡藩関係

番号 名 称 時代 作成・写・蔵 宛

本州記事 江戸時代後期 不詳
写

2 栗山大膳記 江戸時代後期 磐井の里隠士
写し知月写

3 栗山大膳記 近代写 大野貞正蔵

4 島原御陣御家中諸 嘉永4年2月 大野貞正写
士差物付全

5 南方録墨引巻 江戸時代後期 写者不詳
写

6 南方録滅後 江戸時代後期 写者不詳
写

7 諌言録 江戸時代後期 貝原益軒

写

8 長野日記壱 江戸時代後期 大野貞正蔵
(宝永5~正徳6) 写

9 長野日記弐 江戸時代後期 大野貞正蔵
(享{呆2~15) 写

10 長野日記参 江戸時代後期 大野貞正蔵
(延享2~5) 写

11 長野日記大尾 江戸時代後期 大野貞正蔵
(寛延2~宝暦4) 写

12 御触状写壱 江戸時代後期
(享保21~元文4) 写

13 御触状写弐 江戸時代後期
(元文4~覧保元) 写

14 御触状写参 江戸時代後期
(寛保2~延享元) 写

15 御触状写四 江戸時代後期
(延享2~寛延3) 写

16 御触状写五 江戸時代後期
(寛延4~宝暦元) 写

17 惣郡村付帳全 安永2年 津田源次郎

購入資料 l.福岡藩大組大野家資料

3 近代文書・……・…・…...・ H ・....38件 38点

4 絵画…………………………… l件 l点

〈総計> 136件136点

※備考欄の数字(例:8①)は整理番号を示す

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

墨書・書冊 23.5XI6.6 l冊 長政、長興関係 2000B1 I 
記録 3 

墨書・書冊 23.5X 15.9 l冊 黒田騒動関係記 2000B2 
録 2

墨書・罫紙 26.3 x 18.5 l冊 12 2000B3 
-書冊

墨書・書冊 23.6 x 16.6 l冊 忠之出陣関係記 2000B4 
録 6

墨書・書冊 24.8x 17.5 l冊 立花実山茶道書 2000B5 
8① 

墨書・書冊 24.3x 17.6 l冊 立花実山茶道書 2000B6 
8② 

墨書・書冊 23.0X 16.4 l冊 大野貞正蔵 18 2000B7 

墨書・書冊 23.2xI6.1 l間 近世中期福岡藩 2000B8 
士日記写 9① 

墨書・書冊 23.4 x 16.1 l冊 近世中期福岡藩 2000B9 
土日記写 9② 

墨書・書冊 23.2 x 16.0 l冊 近世中期福岡藩 2000B1O 
士日記写 9③ 

墨書・書冊 23.3X 16.2 l冊 近世中期福岡藩 2000B11 
土日記写 9④ 

墨書・書冊 23.6x 16目。 l冊 福岡藩近世中期 2000B12 
法令集 20 

墨書・書冊 23.6x 15.9 l冊 福岡藩近世中期 2000B13 
法令集

墨書・書冊 23.6XI6.0 l冊 福岡藩近世中期 2000B14 
法令集

墨書・書冊 23.5X 16.1 l冊 福岡藩近世中期 2000B15 
法令集

墨書・書冊 23目6X16.0 l冊 福岡藩近世中期 2000B16 
法令集

墨書・書冊 24.1 x 17.2 l冊 筑前回、大野蔵 2000B17 
印 13
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晴入資料 1.福岡藩大組大野家資料

番号 名 称 時代 作成・写・蔵 宛 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

18 心得之状 文政元年11月 二次助太外6 恰土郡徳 墨書・書冊 24.6X 18.8 l冊 福岡藩農村法令 2000818 
写 名 永村大庄 4 

屋孫次

19 宗像郡上八村承福 天保15年正月 大野貞正写 墨書・書冊 23.5X 16.3 l冊 寺社関係寄進証 2000819 
寺御寄附御証文写 写 文写 15 

20 山林古老伝 安政7年間3月 大野貞正写 墨書・書冊 23.7X 16.5 l冊 山林支配の諸記 2000820 
写 録 1

21 御徒士目付懐中書 江戸時代後期 大野貞正蔵 墨書・書冊 23.4X 19.0 l冊 福岡藩御徒目付 2000821 
写 関係マニュアJレ

7 

22 霞の関路 文政8年葉月 不詳 墨書・書冊 23.4X 16.3 l冊 藩士在府の，心得 2000822 
贈呈 11 

23 淑徳録全 天保14年9月 大野貞正写 墨書・書冊 24.3xI6.3 l冊 黒田家関係夫人 2000823 
24日写 等事蹟集 17 

24 吉田忠孝録 天保15年6月 大野氏所蔵 墨書・書冊 23.7X 16.8 l冊 東都おいて拝写 2000824 
写 16 

25 官人来朝覚書全 嘉永6年4月写 大野貞正写・ 墨書・書冊 23.5X 16.5 l冊 福岡藩 10 2000825 
蔵

②一般書籍

番号 名 称 時代 作成・写・蔵 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

26 御遺状百ヶ条 天保15年正月写 大野貞正写 墨書・書冊 24.3x 16.5 l冊 徳川家康遺言 52000826 

27 水府公告志篇 天保15年6月写 大野貞正写 墨書・書冊 24.0X 16.6 l冊 大野蔵印、徳川 2000827 
斉昭意見書、付
寺院釣鐘音取上
け一件 14 

28 義士御預ヶ之節堀内覚書上 文久2年卯月写 大野蔵 墨書・書冊 24.1XI6.7 l冊 "$霞関写 19 2000828 

29 義士御預ヶ之節堀内覚書下 文久2年卯月写 大野蔵 墨書・書冊 24.1xI6.5 l冊 酷霞関写 19 2000829 

30 談海二十四 文政12年12月写 大野貞正写 墨書・書冊 23.5X 16.6 l冊 近世初期大名等 2000830 
事績 22① 

31 談海二十六 文政12年12月写 大野貞正写 墨書・書冊 23.7X 16.5 l冊 近世初期大名等 2000831 
事績 22② 

32 明良洪範巻ー 江戸時代後期写 真田橋誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000832 
大野蔵印 23① 

33 明良洪範巻二 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000833 
大野蔵印 23② 

34 明良洪範巻三 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000834 
大野蔵印 23③ 

35 明良洪範巻五、六 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000835 
大野蔵印 23④ 

36 明良洪範巻七 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.6 l冊 近世武将事績集、 2000836 
大野蔵印 23⑤ 

37 明良洪範巻八 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000837 
大野蔵印 23⑥ 
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購入資料 1.福岡藩大組大野家資料

番号 名 称 時代 作成・写・蔵 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

38 明良洪範巻九、十 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000838 
大野蔵印 23⑦ 

39 明良洪範巻十二 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000839 
大野蔵印 23⑧ 

40 明良洪範巻十三 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.6 l冊 近世武将事績集、 2000840 
大野蔵印 23⑨ 

41 明良洪範巻十四 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.6 l冊 近世武将事績集、 2000841 
大野蔵印 23⑩ 

42 明良洪範巻十五 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5x 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000842 
大野蔵印 23⑪ 

43 明良洪範巻十六 江戸時代後期写 真田糟誉述 墨書・書冊 23.5 x 15.8 l冊 近世武将事緩集、 2000843 
大野蔵印 23⑫ 

44 明良洪範巻十七 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事綴集、 2000844 
大野蔵印 23⑬ 

45 明良洪範巻十八 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.8 l冊 近世武将事績集、 2000845 
大野蔵印 23⑭ 

46 明良洪範巻十九 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000846 
大野蔵印 23⑮ 

47 明良洪範巻二十 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5X 15.6 l冊 近世武将事績集、 2000847 
大野蔵印 23⑮ 

48 明良洪範巻二十一 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.8 l冊 近世武将事績集、 2000848 
大野蔵印 23⑫ 

49 明良洪範巻二十二 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.4X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000849 
大野蔵印 23⑮ 

50 明良洪範巻二十三 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5X 15.6 l冊 近世武将事績集、 2000850 
大野蔵印 23⑮ 

51 明良洪範巻後編巻ー 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000851 
大野蔵印 24① 

52 明良洪範巻後編巻二 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5x 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000852 
大野蔵印 24② 

53 明良洪範巻後編巻三 江戸時代後期写 真田増誉述 墨書・書冊 23.5X 15.7 l冊 近世武将事績集、 2000853 
大野蔵印 24③ 

54 老子経国字解巻ー 宝暦II年6月 金蘭斉書 木版 23.0X 16.4 l冊 難波書騨敦賀屋 2000854 
九兵衛開版 21 
① 

55 老子経国字解巻二 宝暦II年6月 金蘭斉書 木版 23.1 x 16.3 l冊 難波書騨敦賀屋 2000855 
九兵衛開版 21 
② 

56 老子経国字解巻三 宝麿II年6月 金蘭斉書 木版 23.IXI6.4 l冊 難波書騨敦賀屋 2000856 
九兵衛開版 21 
③ 
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購入資料 1.福岡藩大組大野家資料

2 近世文書

番号 名 称 時代

57 朝鮮之漁船等致漂着 文化10年11月24
無子細穏成趣嶋定番 日
より及注進候節一番
手之内船改之役々斗
被差出候節御定

58 御首途御次第書 文政12年l月3日

59 覚 天保3年l月 ~4
年4月

60 日記 天保4年4月 ~5
年7月

61 日記 天保年間6月~
12月

62 御願書御差出一件よ 4月26日より
り御継目一件根帳

63 御願済為御知目I援 江戸時代後期

64 御盃組人名書付 江戸時代後期

65 覚(御荷物御目録持 (江戸時代後期)
たせ通り御取計) 6月11日

66 覚(御継目御礼御請 (江戸時代後期)
を方々へ御知) 6月16日

67 覚(御継目御礼御請 (江戸時代後期)
を方々へ御知) 6月16日

68 覚(御願済後御表向 (江戸時代後期)
御出会之次第) 6月16日

69 御判物御頂戴御次第 嘉永7年12月26
書 日

70 覚(御判物御頂戴の 嘉永7年12月24
事) 日

71 長崎詰中日記 (江戸時代後期)
4月10日

72 覚(長崎非常詰二番 (江戸時代後期)
送り立御船組) 巳10月

73 覚(御非番御台場受 (江戸時代後期)
取)

74 覚(壱番注進之船に (江戸時代後期)
ついて)

75 口上覚(壱万五千両 (江戸時代後期)
拝借御願い)

76 未暮御所務御弛メの 安政6年
差引書井未申ノ季狭
量共ニ

作成・写・蔵 宛

大目付

大野氏

大野氏

大野氏

大野氏

大野氏

大野氏

大野氏

大野氏家臣

大野氏家臣

大野氏家臣

大野氏家臣

佐藤俊蔵

佐藤俊蔵

佐藤俊蔵

佐藤俊蔵

佐藤俊蔵

佐藤俊蔵

佐藤俊蔵

大野氏

108-

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

墨書・袖珍 9.7XI2.9 l冊 朝鮮之漁船 2000B57 
本 等漂着

25① 

墨書・竪帳 10.4X 16.8 l冊 25② 2000B58 

墨書・竪帳 7.7XI6.9 l冊 大目付役中 2000B59 
日記 25③ 

墨書・袖珍 17.5XI2.8 l冊 大目付役中 2000B60 
本 日記 25④ 

墨書・長帳 11.6 x 28.5 l附 大目付役中 2000B61 
25⑮ 

墨書・長帳 33.7X 12.1 l冊 長崎警備関 2000B62 
係記載もあ

り 25⑨

墨書・長帳 12.4x33.2 l冊 御継目御礼 2000B63 
25⑩ 

墨書・長帳 14.2X41.0 l冊 盃順 25⑪ 2000B64 

墨書・長帳 12.6X32.8 l冊 67から72は 2000B65 
綴 一綴り

25⑫1 

墨書・長帳 11.8 x 32.2 l冊 25⑫2 2000B66 
綴

墨書・長帳 11目9x32.0 l冊 25⑫3 2000B67 
綴

墨書・長帳 12.1 x32.7 l冊 25⑫4 2000B68 
績

墨書・長帳 12.5x34.0 l冊 25⑫5 2000B69 

墨書・長帳 12.1 x33.6 l冊 25⑫6 2000B70 
綴

墨書・長帳 11.9x34.1 l冊 25⑬ 2000B71 

墨書・長帳 11.5 x 33.0 l冊 25⑭ 2000B72 
綴

墨書・朱書 12.3X34.0 l冊 25⑮ 2000B73 
-長l帳綴

墨書・朱書 12.5x34.4 l冊 25⑮ 2000B74 
-長帳綴

墨書・長帳 13.3X36.3 l冊 25⑫ 2000B75 

墨書・朱書 12.3x33.4 l冊 25⑮ 2000B76 
-長帳



番号 名 称 時代 作成・写・蔵 宛

77 日記(四冊之内) 文久3年3月 ~6 御納戸頭(大
月 野)

78 往来物 江戸時代後期

79 往来物 天保l年l月25日 大野氏

80 庭訓往来全 慶応2年3月写 大野家蔵

81 木箱 江戸時代後期 大野家蔵

82 鎗術伝・昆ー伝 天明4年 井上見ー・能

83 秘伝書(自得流秘伝) 寛政12年5月 井上執一 大野田貞

84 十巻(自得流秘伝) 寛政12年11月 井上執ー 大野昌貞

85 十一巻(自得流秘伝) 寛政12年11月 井上執ー 大野田貞

86 自得流所付属穴津流 文政6年11月7日 井上執一 林砂幾智
長剣目録

87 自得流印証従二至三 文政8年秋 井上執ー 大野忠右
衛門

88 自得流印証従九至十 文政8年秋 井上執一 大野忠右
一 衛門

89 自得流式方伝口訣 天保4年10月 大野貞正写
(十一筒条)

90 自得流極意 天保9年11月27 井上兵左衛門 大野忠右

日 衛門

91 白得流免状 天保9年11月27 井上得一 大野忠右

日 衛門

92 自得流序(口訣書) 天保年間 井上氏 大野氏

93 二巻・四巻(自得流 天保年間 井上氏 大野氏
秘伝)

94 自得流口訣書目録 天保14年6月27 大野貞正

日

95 自得流免状 (天保年間ヵ) 大野貞正

96 自得流印証 (天保年間ヵ) 大野貞正

97 自得流式方伝 嘉永6年12月18 井上得一・元 大野九八

日 一 l'l~ 

3 近代文書

名称

98 I書簡(書物購入依頼)
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品質・形状

墨書・袖珍
本

墨書・折本

墨書・折本

墨書・竪帳

箱

墨書・書冊

墨書・書綴

墨書・書綴

墨書・書冊

墨書・巻子
装

墨書・巻子
装

墨書・巻子
装

墨書・ー紙

墨書・折本

墨書・巻子
装

墨書・書綴

墨書・書綴

墨書・ー紙

墨書・竪紙

墨書・竪紙

墨書・巻子
装

購入資料 l.福岡藩大組大野家資料

法量

1O.5X 19.4 

18.7X7.5 

18.5X5.9 

8.5x 18.7 

22.0X27.9 
X5.2 

26.0x 18.5 

28.0 x 20.6 

27.0x20.2 

22.3x 15.5 

15.4XI74.1 

16.1 x360.2 

16.0X478.1 

19.8x210.0 

16.9x7.7 

15.3x 173.6 

27.6X20.1 

27.7x20.1 

15.4X42.6 

35.2X48.1 

40.2 x 54.4 

16.1 x235.8 

員数 備考

l冊 御納戸頭役
中 25⑤

l冊 25⑥ 

l冊 25⑦ 

l冊 25⑧ 

l箱 82~97一括

l冊 朱入り
26⑩ 

l冊 26⑨ 

l綴 26⑦ 

l冊 26⑧ 

l巻 箱入り 貞
操院持参
26⑮ 

l巻 26⑪ 

l巻 26⑫ 

l巻 井上兵左衛
門著 26⑬ 

l冊 26① 

l通 26⑮ 

l綴 26⑤ 

l綴 26⑥ 

l通 26② 

l通 表題のみ
紐2っき
26③ 

lJlli 26④ 

l巻 26⑭ 

備考

弓削岡実業校内
封筒あり 27①

備品番号

2000877 

2000878 

2000879 

2000880 

2000881 

2000882 

2000883 

2000884 

2000885 

2000886 

2000887 

2000888 

2000889 

2000890 

2000891 

2000892 

2000893 

2000894 

2000895 

2000896 

2000897 



購入資料 1.福岡藩大組大野家資料

番号 名 称 時代 作成・写・蔵 宛 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

99 書簡(東尽蚕業講習 (明治時代) 大野きょ 大野おふさ 墨書・罫紙 24.3x33.5 l通 封筒あり 27② 2000899 
所の件) 5月26日 (姉)

100 書簡(度々の手紙に (明治時代) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙 24.3x32.8 l通 封筒あり 27③ 20008100 
対する悔悟の件) 6月19日 (姉)

101 書簡(同窓会の一件 (明治時代) 大野きよ 大野おふさ 鉛筆書・紙 24.3x32.6 l通 封筒あり 27④ 20008101 
ほか) 6月19日 (姉) (2枚)

102 書簡(今日の件につ (明治38年) 大野きょ 大野おふさ 鉛筆書・紙 24.6X33.5 l通 封筒あり 27⑤ 20008102 
いての悔悟) 3月14日 (姉) (2枚)

103 書簡(近況報告) (明治37年) 大野ふゆ 大野ふさ子 墨書・紙(7 24.1 X32.8 l通 封筒あり 27⑥ 20008103 
9月23日 他 枚)

104 書簡旧露戦争のこ (明治37年) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙(3 24.4x32.8 l通 封筒あり 27⑦ 20008104 
とほカ守 6月7日 枚)

105 書簡(辞表一件の儀) (明治38年) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙 24.4x33.0 l通 封筒あり 27⑧ 20008105 
12月20日

106 書簡(伊東氏の経歴 (明治38年) 大野 大野おふさ 墨書・罫紙 24.2X 16.8 l通 封筒あり 破損 20008106 
について) 11月22日 大 27⑨

107 書簡(依頼の品到着 (明治37年) 川瀬冬子 大野未来 墨書・紙(3 24.1 x32.9 l通 封筒あり 27'⑩ 20008107 
に対する返礼) 6月16日 (姉) 枚)

108 書簡(寄宿舎の一件) (明治38年) 大野きよ 大野おふさ 鉛筆書・紙 24.6X33.6 l通 封筒あり 弓削 20008108 
11月22日 (2枚) 回女子実業補習

学校 27⑪ 

109 書簡(暑期休み宿捜 (明治36年) 大野きょ 大野未来 墨書・継紙 18.0 x 96.8 l通 封筒あり 後藤 20008109 
し一件) 7月7日 (姉) (2枚) 寺実業学校

27⑫ 

110 書簡(福岡天神町議 (明治36年) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙(2 24.0x33.1 l通 封筒あり 弓削 20008110 
習会について) 7月7日 枚) 田実業学校

27'⑬ 

111 書簡(病気見舞い) (明治37年) 小倉市重岡 大野きょ 墨書・継紙 18.0 x 86.3 l通 封筒あり 弓削 20008111 
11月17日 (3枚) 田女子実業補習

学校 27'⑭

112 書簡(病気見舞い) (明治39年) 東京市大野 大野きよ子 封筒 7.5x 19.7 l通 弓削田高等小学 20008112 
5月6日 ふさ 校、破損開封不

能 27⑮

113 書簡(病気見舞い) (明治40年) 田川郡大任 大野きよ子 封筒 8.5x21.5 l通 弓削田実業補習 20008113 
2月21日 村宮永起知 学校、破損開封

不能 27⑮ 

114 書簡(家事の都合で (明治時代) 香井田村船 大野(きよ) 墨書・紙但 24.5x33.0 l通 封筒あり 弓削 20008114 
退学願い) 9月3日 越ための 枚) 田女子実業補習

学校 27⑫ 

115 書簡(ふゆ子縁談の (明治時代) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙(2 24.3x33.l 13m 封筒あり 弓削 20008115 
儀) 9月26日 枚) 田高等小学校

27'⑮ 

116 書簡(近況報告) (明治37年) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙(2 24.4X32.8 l通 封筒あり 弓削 20008116 
6月11日 枚) 田実業学校内

27'⑮ 
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購入資料 l.福岡藩大組大野家資料

番号 名 称 時代 作成・写・j龍 宛 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

117 書簡(蚕業講習所の (明治37年) 大野きょ 大野おふさ 墨書・紙(3 24.4x 32.8 l通 封筒あり 弓削 20008117 
事) 6月9日 枚) 田実業学校内

27@ 

118 書簡(弓削田高等小 (明治36年) 大野きょ 大野未来 墨書・紙(3 24.4 x 32.9 l通 封筒あり 弓削 20008118 
学校について) 4月26日 (姉) 枚) 田高等小学校

27@ 

119 書簡(姉・両親への (明治37年) 大野きょ 大野未来 墨書・紙 24.4X32.9 l通 封筒あり 弓削 20008119 
礼状) 叩月20日 (姉) 由実業学校内

27@ 

120 書簡(寄宿舎取締通 (明治37年) 大野きょ 大野未来 墨書・紙 24.4x32.8 l通 封筒あり 弓削 20008120 
知について) 6月30日 (姉) 田実業学校内

27@ 

121 書簡(東京蚕業講習 (明治37年) 大野きょ 大野未来 墨書・罫紙 24.4x33.7 l通 封筒あり 弓削 20008121 
所の件) 3月24日 (姉) 回実業学校内

27@ 

122 書簡(寄宿舎の一件) (明治38年) 大野きょ 大野未来 鉛筆書・罫 23.9x32.4 l通 封筒あり 弓削 20008122 
5月15日 (姉) 紙(2枚) 回実業学校内

27⑮ 

123 書簡(両親はじめ (明治37年) 大野きょ 大野未来 墨書・紙 23.6X 32.1 l通 封筒あり 弓削 20008123 
皆々様安否) 11月6日 (姉) 田実業補習学校

27⑮ 

124 書簡(近況報告) (明治38年) 大野きょ 大野未来 鉛筆書・紙 24.5 x 33.4 l通 封筒あり 弓削 20008124 
(姉) 回実業学校内

27⑫ 

125 書簡(近況報告) (明治37年) 熊本市瀬川 大野未来 墨書・紙(3 24.1 x32.9 l通 封筒あり 秀太 20008125 
7月25日 冬子 枚) 郎よりの書翰添

え 27⑮

126 習字添削 (明治38年) 東京市大日 大野きよ子 墨書・朱・ 23.4X31.8 l通 封筒あり 27⑮ 20008126 
8月26日 本女子会 紙(2枚)

127 書簡(寄宿舎の一件) (明治38年) 福岡市大野 大野きょ 墨書・継紙 18.7X66.9 l通 封筒あり 弓削 20008127 
10月2日 ふさ (2枚) 田実業補習学校

30 

128 書簡(東京の様子等 (明治39年) 東京市大野 福岡市大野 墨書・継紙 18.1 x226.8 l通 封筒あり 30① 20008128 
報告) 8月15日 ふさ きょ (4枚)

129 書簡(暑中見舞いほ (明治時代) 田川郡弓削 大野きょ 墨書・継紙 18.lx77.9 l通 封筒あり 30② 20008129 
か) 7月18日 田村川島あ (2枚)

ぐり

130 書簡(検定試験の件) (明治37年) 大野きよ 福岡市大野 墨書・紙(2 24.3x33.6 l通 封筒あり 弓削 20008130 
2月20日 ふさ子 枚) 田高等小学校

母の書翰添え
30③ 

131 書簡(眠気を催す件 (明治37年) 大野きょ 福岡市大野 鉛筆書・紙 24.7x33.4 l通 封筒あり 弓削 20008131 
医者相談の事) 2月20日 ふさ子 田実業補習学校

30④ 

132 書簡(重岡氏と福岡 (明治36年) 大野きょ 大野未来 墨書・紙(2 24.4X 33.1 l通 封筒あり 弓削 20008132 
にてー宿願い) 7月14日 (姉) 枚) 回実業学校内

30⑤ 
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133 書簡(戦勝祝賀会盛 (明治37年) 大野きょ 大野おふさ 墨書・罫紙 24.3 X33.7 l通 封筒あり 弓削 20008133 
大他) 5月8日 (3枚) 田高等小学校

30⑥ 

134 製斗昆布 明治時代ヵ 不詳 不詳 車氏 30.7x2.0 l点 水引等っき 20008134 
30⑦ 

135 (紙片) 不詳 不詳 不詳 高氏 9.8x6.5 l点 朱印っき 30⑧ 20008135 

4 絵画

名称 作成・写・蔵 品質・形状

安 ロ赫漫 |紙本着色・巻子装
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2.井上快庵関係文書

〈資料内訳〉古文書……...・ H ・-……・……ー111件180点

番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

辞令(雇合薬生申付候 明治7年10月 熊本鎮台病院より井 墨書 18.3x25.3 1枚 1~28は29で 20008137 
事) 23日 上回あて 一括

2 辞令(薬局出務を申付) 明治8年2月24熊本鎮台病院より井 墨書 21.0X 36.8 l枚 20008138 
日 上回あて

3 辞令(出仕を免ず) 明治8年11月 陸軍省より熊本鎮台 墨書 22.0>:<28.9 l枚 20008139 
29日 等外一等出仕井上回

あて

4 辞令(十五等出仕に補 明治10年4月 陸軍少佐小島益謙よ 墨書朱印 23.0X 30.2 l枚 20008140 
す) 14日 り井上回あて

5 辞令(熊本鎮台附を申 明治10年4月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.2 x29.3 l枚 20008141 
付) 14日 て

6 辞令(熊本鎮台病院第三 明治12年4月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.8x29.1 l枚 20008142 
課出仕を申付) 10日 て

7 辞令(当分之内福岡屯在 明治12年7月 熊本鎮台より井上回 墨書 19.1 x27.2 l枚 20008143 
歩兵第十四連隊第二大 18日 あて

隊附属を申付)

8 辞令(陸軍剤官補に任 明治13年5月 太政大臣三条実美・ 墨 書 朱 印 23.0x30.7 l枚 20008144 
ず) 28日 内閣大書記官作間一

介より井上回あて

9 辞令(薬剤課附を仰付) 明治13年9月 熊本鎮台より井上回 墨書 22.1 x28.7 l枚 20008145 
24日 あて

10 辞令(東京鎮台歩兵第一 明治14年10月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.8x31.0 l枚 20008146 
連隊第二大隊副医官兼 28日 て
東京陸軍病院課僚を仰

付)

11 出張命令(御用有之朝鮮 明治17年3月 太政官より井上回あ 墨書 22.9x31目O l枚 20008147 
国へ被差遣候事) 31日 て

12 辞令(工兵第三大隊医官 明治19年5月 陸軍省より井上回あ 墨書 23.0x31.0 l枚 20008148 
に補す) 31日 て

13 辞令(賜一等給) 明治20年5月 陸軍省より井上回あ 墨 書 朱 印 22.9x31.0 l枚 20008149 
26日 て

14 辞令(除服出仕ヲ命ス) 明治24年9月 陸軍教導団より井上 罫紙墨書 27.5X 19.8 l枚 20008150 
12日 回あて

15 叙位(正七位) 明治24年12月 宮内大臣土方久元よ 墨 書 朱 印 22.8 x 30.9 l枚 20008151 
28日 り井上回あて

16 辞令(一等給を賜う) 明治26年2月6陸軍省より井上回あ 墨 書 朱 印 22.7x30.7 l枚 20008152 
日 て

17 辞令(占領地総督部附被 明治28年9月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.8x30.8 l枚 20008153 
仰付) 25日 て

18 辞令(陸軍二等軍医正に 明治29年II月 内閣総理大臣松方正 墨書朱印 22.8x30.9 l枚 20008154 
任ず) 7日 義より井上回あて

19 辞令(歩兵第四十八連隊 明治29年11月 陸軍省より井上回あ 罫紙墨書 27.8x20.0 l枚 20008155 I 

附に補す) 7日 て
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

20 叙勲(従六位) 明治29年12月 宮内大臣土方久元よ 墨 書 朱 印 22.9x31.0 1枚 20008156 
21日 り井上回あて

21 辞令(謙補久留米衛成病 明治30年4月 陸軍省より井上回あ 罫紙墨書 28.0X 19.5 l枚 20008157 
院長) 26日 て

22 出部命令(衛生事務打合 明治31年3月9第六師団軍医部より 罫紙墨書 26.5 x 20.1 l枚 20008158 
ノ為) 日 久留米衛生病院長陸

箪=等軍医正井上回
あて

23 辞令(福岡県監獄医ヲ嘱 明治32年8月8福岡県より井上回あ 墨書 22.7X31.0 l枚 20008159 
託ス) 日 て

24 辞令(特旨ヲ以テ位一級 明治35年3月 宮内省より井上回あ 墨書 22.8X31.0 l枚 20008160 
被進) 31日 て

25 叙位(正六位) 明治35年3月 宮内大臣田中光顕よ 墨 書 朱 印 22.8x30.9 l枚 20008161 
31日 り井上回あて

26 辞令(久留米連隊区徴兵 明治37年5月 第六師団司令部より 罫紙墨書 27.9x 19.9 l枚 20008162 
医官ヲ命ス) 29日 井上回あて

27 授与(明治二十七八年戦 明治39年4月l賞勲局総裁大給恒よ 印刷墨書 22.9X31.1 l枚 20008163 
役ノ功ニ依リ勲四等瑞 日 り井上回あて
宝章)

28 元平壌兵結病院附陸軍 明治40年10月 第十二師団参謀長足 罫紙墨書 24.3X 17.0 i通 陸軍罫紙使用 20008164 
(1) 轍重輸卒村上根三郎 18日 立愛蔵より元平壌兵

勲績申条洩の件 結病院長井上回あて

(2) 村上根三郎行賞申請関 明治42年 罫紙墨書 24.1 x 16.8 l綴 20008165 
係書類綴 書綴

①村上根=郎行賞申請 明治42年5月 八女郡水田村長下川 罫 紙 墨 書 水田村役場罫
の件 17日 周平より元後備歩兵 書綴 紙使用 28(2) 

四十八連隊大隊副官 ①~③はl綴
佐藤大尉あて

②交渉顛末調 明治42年5月 八女郡水田村長下川 罫紙墨書 水田村役場罫
17日 周平 紙使用

③軍隊手帖写 明治42年4月8村上根三郎奥書:下 罫紙墨書 水田村役場罫
日 川周平 紙使用

(3) 功績現認書及び勲績明 明治42年 罫紙ぺン 26.7X 19.0 1綴 20008166 
細書綴 書書綴

①功績現認書 明治時代 元後備歩兵第四十八 罫紙ぺン 陸軍罫紙使用
連隊副官陸軍歩兵大 書 28(3)①と②は
尉佐藤久太 l綴

②勲績明細書 明治42年5月 元韓国平壌病院長後 罫紙ぺン 陸軍罫紙使用
20日 備陸軍三等軍医正井 書

上回

(4) 勲績明細書 明治42年5月 元韓国平壌病院長後 罫紙ぺン 26.7X38.0 2通 陸軍罫紙使用 20008167 
備陸軍=等軍医正井 書書綴 ~168 
上回

(5) 書簡(村上馬卒勲績調査 明治42年5月 井上軍医正より佐藤 罫紙墨書 24.4X 33.2 l通 20008169 
洩につき進退伺云々に 28日 大尉あて
ついて)
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(6) 書簡(村上馬卒勲績調査 明治42年6月4井上軍医正より佐藤 罫紙墨書 24.4X33.1 l通 20008170 
洩につき進退伺云々に 日 大尉あて
ついて)

(7) 書簡(村上根三郎勲績の (明治42)6月9 佐藤大尉より井上回 墨書 24目1x32.3 l通 20008171 
件についての処置依頼) 日 あて

(8) 書簡控(明治41年10月提 明治42年6月 元平壌兵砧病院長井 罫紙墨書 24.4x33.2 2通 20008172 
出済村上根三郎勲績の 11日 上回より韓国駐箭副 ~173 
件について問い合わせ) 官足達亀次あて

(9) 村上根三郎行賞申請関 明治43年 暴 書 書 綴 28目OX21.0 l綴 20008174 
係書類綴

①上申 明治43年2月7村上根三郎より久留 墨書書綴 28(9)①~④は
日 米連隊区司令官相良 l綴

頼見あて

②履歴書(軍隊手牒写) 明治43年2月7村上根三郎 墨書書綴
日

③申立書 明治43年3月2村上根三郎 墨 書 書 綴
日

④副申 明治43年2月7八女郡水田村長江崎 罫 紙 墨 書 水田村役場罫
日 重貞より久留米連隊 書綴 紙使用

区司令官相良頼見あ
て

(10) 勲績洩ノ件 明治43年3月9歩兵第四十八連隊長 罫 紙 墨 書 24.2x32.7 1通 陸軍罫紙使用 20008175 
日 町田経宇より井上回

あて

(11) 勲績列次名簿回送ノ件 明治43年4月 韓国駐笥参謀長明石 罫紙墨書 24.3 x 17.5 l通 陸軍罫紙使用 20008176 
27日 元=郎より陸軍三等 書綴

軍医正井上回あて

(12) 封筒「馬卒村上根三郎 明治時代ヵ 不詳 墨 書 封 筒 24.0X 16.5 l点 28( 1)~(I 1)を 20008177 
勲績調査ニ関スル書類 一括墨書
在中J 「村上馬卒戦

時名簿及馬匹
名簿在中」

29 包紙「金拾円J 不詳 不詳 墨書 50.5 x 63.5 1 J点 1~28を一括 20008178 

30 辞令(等外一等附属) 明治8年2月24熊本鎮台より井上回 墨書 21.8X27.8 l通 30~44は45で 20008179 
日 あて 一括

31 辞令(野戦演習混成旅団 明治12年9月 熊本鎮台より井上回 罫 紙 墨 書 27.5 x 20.2 l通 20008180 
病院附) 24日 あて

32 辞令(兼任陸軍軍医補) 明治14年10月 太政大臣=条実美よ 印刷墨書 22.9x30.7 l通 20008181 
25日 り井上回あて

33 叙位(従七位) 明治18年7月 太政大臣=条実美よ 墨書朱印 22.9X31.0 l通 20008182 
25日 り井上回あて

34 辞令(教導団生徒召募中 明治18年8月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.9X 32.0 l通 20008183 
同団附兼勤) 17日 て

35 辞令(東京陸軍病院課僚 明治19年2月 陸軍省より井上回あ 墨書 23.0X32.1 l通 20008184 
二等軍医の兼職を免ず) 25日 て
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36 日本赤十字社正社員認 明治20年8月 日本赤十字社総裁織 印 刷 墨 書 20.5x29.8 l通 封筒入り 20008185 
定証 27日 仁親王・社長佐野常

民より井上回あて

37 辞令(一等軍医職務d心 明治21年12月 陸軍省より井上回あ 墨書 23.0X31目。 l通 20008186 
得) 18日 て

38 辞令(営口兵姑病院長) 明治28年10月 占領地総督部より井 罫紙墨書 28.1 x20.0 l通 20008187 
13日 上回あて

39 辞令(休職被仰付) 明治31年10月 陸軍省より井上回あ 印 刷 墨 書 28.2 x20.0 l通 20008188 
l日 て

40 戸籍謄本(戸主井上回) 明治37年6月 住吉村戸籍吏 墨書 28.0x20.4 l通 20008189 
20日

41 経歴書及び戦役履歴書 明治38年10月 陸軍=等軍医正井上 墨 書 書 綴 27.8X20.2 l綴 4 1(1 )~(2)封筒 20008190 
(1) 18日 回 入り一括

(2) 経歴書下書 明治38年 陸軍=等軍医正井上 罫紙墨書 28.0X37.7 l通 20008191 
回

42 戸籍抄本(戸主井上友 大正9年10月7福岡市長久世庸夫 印 刷 ぺ ン 28.1 x20.3 l通 井上友喜は井 20008192 
喜) 日 書 上回の養子

43 漢詩ヵ 不詳 不詳 墨書 23.8 x 32.0 l枚 20008193 

44 袋「紀念品其他」 不詳 日本赤十字社福岡支 印刷 27.0X 18.0 l点 20008194 
部

45 包紙 不詳 不詳 墨書 50.0X40.5 1 J点 30~44を一括 20008195 

46 辞令(陸軍軍医試補申付 明治12年4月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.8x29.2 l通 46~65は66で 20008196 
候事) 10日 て 一括

47 目録(鹿児島逆賊征討之 明治12年11月 賞勲局総裁三条実美 印 刷 墨 書 29.2x20.8 l通 20008197 
際尽力につき金20円下 21日 より井上回あて
賜)

48 辞令(第六軍管徴兵副医 明治13年2月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.8 x 30.8 l通 20008198 
官申付) 26日 て

49 辞令(正八位) 明治13年7月 左大臣蛾仁親王より 墨 書 朱 印 22.5X30.7 l枚 20008199 
22日 井上回あて

50 辞令(熊本鎮台病院課 明治13年9月7陸軍省より井上回あ 墨書 22.8 x 30.9 l通 20008200 
僚) 日 て

51 辞令(東京陸軍病院課僚 明治14年8月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.9x31.0 l通 20008201 
被仰付) 11日 て

52 辞令(第一軍管徴兵副医 明治14年12月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.9X31.1 l通 20008202 
官被仰付) 28日 て

53 辞令(教導団生徒召募検 明治18年8月 陸軍教導団より井上 墨書 23.3x 30.8 l通 20008203 
査医官) 20日 回あて

54 辞令(為軍医学舎学生入 明治21年7月 第六師団 印 刷 墨 書 22.8x30.9 l通 20008204 
学ヲ命ス) 31日

55 卒業証 明治21年12月 陸軍省医務局陸軍々 印刷墨書 26.5X34.3 l枚 20008205 
25日 医総監橋本綱常・陸

軍々医学舎長陸軍々
医監石黒忠恵より井
上回あて
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56 辞令(陸軍一等軍医) 明治22年11月 内閣総理大臣二条実 印刷墨書 23.1 x 31.1 l通 20008206 
15日 美より井上回あて

57 辞令(教導団工兵中隊 明治22年11月 陸軍省より井上回あ 印刷墨書 22.8 x 30.9 i通 20008207 
附) 26日 て

58 辞令(教導団工兵生徒隊 明治23年3月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.9 x 30.9 l通 20008208 
附) 26日 て

59 辞令(近衛歩兵第二連隊 明治25年12月 陸軍省より井上回あ 墨書 22.9 x 30.9 1:illi 20008209 
附) 14日 て

60 賞状(明治24年10月震災 明治26年5月8賞勲局総裁西園寺・ 印刷墨書 22.7x30.8 l通 明治24年10月 20008210 
ノ節被害者救助) 日 副総裁大給恒より井 28日濃美大地

上回あて 震

61 叙勲(明治二十七八年戦 明治29年3月 賞勲局総裁大給恒よ 印刷墨書 22.8 x 30.9 l通 20008211 
役ノ功につき勲五等瑞 30日 り井上回あて

宝章)

62 辞令(東京陸軍予備病院 明治29年8月 陸軍省より井上回あ 印刷墨書 22.8x31.0 l通 20008212 
附) 28日 て

63 履歴書 明治35年5月 井上回 罫紙墨書 24.4X 16.5 l通 20008213 
15日 書綴

64 書簡 明治15年l月 家閑斎より井上あて 罫 紙 墨 書 13.3X27.0 l通 20008214 
(1) 17日

(2) 漢詩「寄懐井上回在東 明治15年ヵ 家閑斎 罫 紙 墨 書 14.0x21.3 l枚 20008215 
京陸軍医局」

(3) 書簡 年不詳9月25 井上あて 継 紙 墨 書 18.5x96.7 i通 20008216 
日

(4) 書簡 年不詳10月24石黒より井上回あて 墨 書 郵 便 9.0xI4.1 l通 l銭5厘 20008217 
日 葉書

(5) 書簡 年不詳10月25井上あて 継 紙 墨 書 18.5x59.7 l通 20008218 
日

(6) 封筒 明治41年9月 石黒忠悪より井上回 墨書封筒 19.7x7.7 l点 64(l )~(5)をー 20008219 
30日(消印) あて 括

65 和歌4首 不詳 薫子 墨書 39.6x28.1 l枚 20008220 

66 包紙「来翰袋井上氏 不詳 不詳 墨書 22.5 x 33.5 l点 46~65を一括 20008221 
請求書類j

67 辞令(歩兵第一連隊副医 明治17年11月 陸軍省より井上回あ 墨書 23.0x31.3 1枚 67~82は83で 20008222 
官に補す) 29日 て 一括

68 辞令(二等箪医に任ず) 明治18年5月 太政大臣三条実美・ 墨 書 朱 印 22.8x31.0 l枚 20008223 
27日 内閣大書記官金井之

恭より井上回あて

69 辞令(熊本県下各徴兵検 明治19年9月 熊本鎮台より井上回 印刷墨書 22.9x31.0 l枚 20008224 
査処巡廻被仰付) 25日 あて

70 賞状(旧熊本鎮台将校下 明治23年7月l賞勲局総裁柳原前光 印刷墨書 22.8 x 30.8 l枚 20008225 
士卒等金6460円余献納 日 -副総裁大給恒より

奇特につき) 井上回あて

71 目録(送別記念の銀盃) 明治25年12月 国府台借行社より井 墨書 23.0x31.0 l枚 20008226 
20日 上あて
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

72 日本情国明治二十七八 明治28年11月 賞勲局総裁大給恒よ 印 刷 墨 書 36.3X45.6 1枚 20008227 
年従軍記章之証 18日 り井上回あて

73 辞令(混成第十一旅団箪 明治28年11月 軍事内局より井上回 印 刷 墨 書 22.8x30.8 l枚 20008228 
医部を仰付) 26日 あて

74 辞令(威海衛占領軍々医 明治29年5月 陸軍省より井上回あ 印 刷 墨 書 22.8 x 30.9 l枚 20008229 
部々員ニ補す) 12日 て

75 賞状(明治29年6月三陸 明治32年9月 賞勲局総裁大給恒よ 印 刷 墨 書 22.9X 30.9 l枚 明治29年6月 20008230 
海噺の際，曜災者へ'凶救 21日 り井上回あて 15日三陸地方
につき) の大津波

76 辞令(予備被仰付) 明治34年12月 陸軍省より井上回あ 印 刷 墨 書 27.3 x 19.8 l枚
27日 て

77 辞令(韓国駐割軍司令部 明治37年12月 陸軍省より井上回あ 罫紙墨書 27.8X20.2 l枚 20008232 
附を仰付) 14日 て

78 辞令(小倉予備病院附を 明治38年9月 陸軍省より井上回あ 罫 紙 墨 書 27.9x20.2 l枚 20008233 
仰付) 19日 て

79 戦役履歴書 明治38年10月 井上回 墨書 27.5 x 20.2 l通 20008234 
18日

80 辞令(小倉予備病院附被 明治38年10月 陸軍省より井上回あ 墨書 27.9x20.2 l枚 20008235 
免) 31日 て

81 賞杯辞令書の領収書に 明治時代ヵ 賞勲局 印刷 12.6x 16.9 l枚 20008236 
ついて

82 戸籍謄本(戸主武藤義 大正2年2月2 福岡県浮羽郡千年村 罫紙墨書 27.8X20.4 l綴 20008237 
徳) 日 戸籍更 書綴

83 袋「来翰J 不詳 不詳 墨書 40目ox 14.5 l点 67~82を一括 20008238 

84 大日本赤十字社々員章 明治21年 大日本赤十字社 金属製 リ 径3.0 長 l点 紙箱入り終 20008239 
ボン付き 6.8 身社員彩花つ

き

85 武徳会員之章 明治33年5月 大日本武徳会天章 金属製 径1.8 l点 桐箱入り 20008240 
24日受領 堂製

86 従軍記章(明治三十七八 明治38年ヵ 不詳 金属製 リ 径3.0 長 l点 漆塗箱入り 20008241 
年戦役) ボン付き 8.0 

87 明治二十七八年従軍記 明治38年ヵ 不詳 金属製 リ 径3.0 長 l点 桐箱入り 20008242 
章 ボン付き 8.3 

88 救護記章(明治三十七八 明治38年ヵ 日本赤十字社 金属製 径3.0 l点 桐箱入り 20008243 
年戦役)

89 日本赤十字社創立25年 明治35年5月l日本赤十字社 金属製 径2.2 l点 89(1)と(2)は桐 20008244 
(1) 記念章 日 箱入り

(2) 救護記章(明治三十七八 明治38年ヵ 日本赤十字社
年戦役)

金属製 径3.0 l点 20008245 

90 勲四等瑞宝章 明治39年4月l不詳 七宝 リボ 最大8.0X l点 漆塗箱入り 20008246 
日ヵ ン付き 4.5 

91 男子通常会員章 不詳 日本海員直済会玉
宝堂製(東京)

布・金属製 径2.6 l点 桐箱入り 20008247 
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番号 名 称、 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

92 帝国在郷軍人会会員徽 不詳 帝国在郷軍人会多 金属製 4.3X2.8 l点 紙箱入り 20008248 
意 崎孝七製(東京)

93 階級章(肩、陸軍少佐相 不詳 不詳 金属製 2.7X9.2 l組 紙箱入り 20008249 I 
当)

94 赤十字社社員章(略章 不詳 日本赤十字社 針、リボン 幅3.0 針 l点 紙箱入り 終 20008250 I 
ヵ) 4.7 身社員彩花つ

き

95 写真(重地正巳) 明治10年6月 不詳 手札判 10.7X6.4 i枚 「呈井上君J 20008251 

96 写真(田中進、日高ハマ、 明治33年4月 岩熊(博多下竪町) 手札判 10.8x6.6 l枚 20008252 
金沢キリ他)

97 写真(守山弘和) (明治時代)10 不詳 手札判 10.7x6.4 l枚 「呈井上君j 20008253 
月29日

98 写真(和服の女性) 明治時代 不詳 手札判 10.6x6目4 l枚 20008254 

99 写真(和服の女性) 明治時代 不詳 手札判 10.6x6.4 l枚 20008255 

100 写真(母子ヵ) 明治時代 船尾隆英(東京牛込区 手札判 10.7x6.3 l枚 20008256 
神楽坂上肴町行元寺

境内)

101 写真(和服の女性) 明治時代 武林盛一(東京一番 手札判 10.8x6.7 l枚 20008257 
町)

102 写真(小野重憲) 明治時代 不詳 手札判 10.5x6.4 l枚 「呈井上学兄J 20008258 

103 写真(和服の男性) 明治時代 田中武(東京芝明神社 手札判 10.8X6.5 l枚 20008259 
内)

104 写真(乳児) 明治時代 中野(福岡市博多) 手札判 13.2x9.0 l枚 20008260 

105 写真(幼児) 明治時代 まつばら(福岡大学病 手札判 12.0X7.8 l枚 20008261 I 
院通)

106 名刺「陸軍三等軍医正 明治39年以降 井上回ヵ 印刷 10.OX6.0 45枚 20008262 
正六位勲四等井上回j ~306 

107 名札「陸軍三等軍医正 明治時代 井上回ヵ 金属製 4.7x3.3 l点 紐っき 20008307 
井上回」

108 判「陸軍=等箪医正井 明治時代 井上回ヵ 木製 5.7x6.0x l点 20008308 

上回J 0.7 

109 日本銀行券(一円券・二 昭和21年3月 日本銀行 色刷 6.8x 12.4 6枚 20008309 
宮尊徳) 19日発行 ~314 

110 矢立ヵ 不詳 不祥 金属製 7.0X5.0X l 点 20008315 
1.8 

I I I 箱「辞令書J 不詳 不詳 木製布・ 33.5XI9.0 1)点 I~IIOを収納 20008316 
皮貼 x 16.3 
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E その他の購入資料

3.絵画

〈資料内訳〉絵画……'"・ H ・...…...・ H ・........・ H ・..…7件7点

番号 資料名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号|

雪松図 安政4年(1857)尾形洞替 絹本墨画・掛 140.1 X56.6 l幅 「洞寄行年六十七歳筆」 20008317 
幅装

2 龍門登鯉図 江戸末期~明 尾形洞眠 紙本墨画・掛 167.7x92.0 l幅 「洞眠尾形陽晴筆J 200083181 
治時代 幅装

3 歳首の図 江戸時代 村田応成 絹本着色・掛 145.4X48.5 l幅 f臆成寓J 20008319 
幅装

4 博多祇園山笠図扉風 安政3(1856)年 作成不詳 紙 本 着 色 扉 縦129.3 2曲 東町上「練行至誠感J、 20008320 
以降 風装 横56.2 l隻 対馬小路町中I日本神

威風j

5 錦絵「古今祢物集覧 明治5年 二代国輝 大判錦絵 37.0X74.5 3枚 「ー曜斎国輝写図J版 20008321 I 
元自平坂聖堂ニテJ 続 元:辻岡屋文助

6 錦絵「博覧会諸人群集 明治5年 一景 大判錦絵 37.0X73.4 3枚 「昇翁一景筆J版元: 20008322 
之図元首平坂ニ酷 続 高孫
テJ

7 錦絵「蒙古賊船退治之 明治24年5月 漬阻吉五 大々判錦絵 40.7X58.3 l枚 20008323 
図J 11日出版 郎/画工

兼出版人
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4.古文書

〈資料内訳)1 吉良文書……・……・…・・・・…・・・・…・・・・・2件11点

2 考古関係文書…………………...・ H ・..2件 3点

3 三池炭拡関係資料……一.....・ H ・・227件227点

〈総計)231 件241点

1 吉良文書
※2巻11通 2巻とも各々印篭蓋造桐白木箱・畳紙入り

番号 名称 年月日 差出 宛所 品質・形状 法量 備 考 備品番号

1 (1) 大友義鑑感状 正月16日 義鑑(花押) 吉良下総守 橋紙・切紙 16.3x40.3 以下、 1(10)まで l巻に収 20008324 
める 端裏切封墨引あり

(2) 大友義鑑感状 (天文3年)壬正月 義鑑(花押) 吉良下総守 椅紙・切紙 18.9x37.2 20008325 
15日

(3) 大友義鑑感状 3月20日 義鑑(花押) 吉良下総守 楕紙・切紙 16.9X38.7 端裏切封墨引あり 20008326 

(4) 大友義鑑感状 8月14日 義鑑(花押) 吉良下総守 斐紙・切紙 17.1 X40.5 端裏切封墨引あり 20008327 

(5) 大友義鑑感状 (天文3年)正月11義監(花押) 吉良下総守 斐紙・切紙 17.6 x 24.1 20008328 
日

(6) 大友義鑑感状 5月25日 義鑑(花押) 吉良下総守 楕紙・切紙 18.7x38.8 端裏切封墨引あり 20008329 

(7) 大友義鑑感状 10月17日 義鑑(花押) 吉良下総守 楕紙・切紙 15.7X38.3 端裏切封墨引あり 20008330 

(8) 大友義鑑書状 6月4日 義鑑(花押) 吉良下総守 斐紙・切紙 20.2x38.8 20008331 

(9) 大友義鑑書状 2月29日 義藍(花押) 吉良下総守 斐紙・切紙 16.8x42.7 端裏切封墨引あり 20008332 

(10) 山下長就書状 9月5日 長就(花押) 吉良下総守 楕紙・切紙 16.8x39.0 端裏切封墨引あり 20008333 

2 吉良元，心置文 永禄6年ミつの 吉良下総 小太郎 椅紙・継紙 19.2X 170.5 巻子装端裏書あり 20008334 
との亥8月15日 入道元，心 (4枚)

(花押)

2 考古関係文書

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3(1) 中山平次郎自筆原稿「漢委奴国王印物 昭和20年代 中山平次郎 原稿用紙・書綴 25.6X 18.1 l綴 20008335 
語 第一冊J

(2) 中山平次郎自筆原稿「金印物語 第二 昭和20年代 中山平次郎 原稿用紙・書綴 25.6X 18.1 l綴 20008336 
冊J

4 中山平次郎自筆原稿「古代の博多 前 昭和20年代 中山平次郎 原稿用紙・書綴 25.6x 18目l l綴 20008337 
編第一冊J

3 三池炭鉱関係資料
※備考欄の数字(例:219)は整理番号を示す

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

5 公傷患者券 大正8年3月30日 二井二池鉱業所医局 印刷 13.6x6.4 l枚 219 20008338 

6 公傷患者券 大正8年4月4日 =井三池鉱業所医局 印刷 13.6X6.4 l枚 219 20008339 

7 ピラ「会社がわの惑どい 1960年3月17日 三池炭鉱労働組合 印刷 19.3 x 35.8 l枚 46 20008340 
分裂工作しかし私たち 三池炭鉱主婦会
は必ず勝つJ

8 ビラ「なぜ新労組を結成 昭和35年3月17日 コ池炭鉱新労働組合 印刷 18.8 x 34.4 l枚 48 20008341 
したか!!J
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

9 ピフ「新労組はなぜ結成 昭和35年3月19日 二池炭鉱新労働組合 印刷 19.0x34.5 l枚 45 20008342 
されたか!J

10 ピラ「新事態に当って会 昭和35年3月20日 三池炭鉱 印刷 17.8x38.1 l枚 47 20008343 
社の態度と所信を訴え
るj

11 ビラ「新労組結成の経緯 (昭和35年)3月20日 三池炭鉱新労働組合 印刷 35.2 x38.6 l枚 163 20008344 
についてJ

12 ビラ「声明書j 昭和35年3月27日 三池炭鉱代表三池 印刷 19.7x27.3 l枚 130 20008345 
鉱業所長若林寿雄

13 ビラ「就労声明」 昭和35年3月27日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.4 x 26.2 l枚 131 20008346 

14 ビラ「全労会議三池新労 1960年3月27日 全労会議三池新労 印刷 25.8x37.7 l枚 165 20008347 
組支援を決定!!J 支援対策委員会

15 ピラr(T)第三次の人員整 (昭和35年)3月28日 三池炭鉱 印刷 9.1 x 12.5 l枚 220 200083481 
理はしなしリ

16 ピラ「会社は一切の暴力 昭和35年3月29日 三池炭鉱代表三池 印刷 18.2x38.1 l枚 50 20008349 
を排除し生産の再聞を 鉱業所長若林寿雄
はかりますj

17 ビラ「暴力による民主主 1960年3月29日 日本共産党福岡県委 印刷 17.7X39.0 l枚 52 20008350 
義のジュウリンに抗議 員会

しようJ

18 ビラ「声明書」 1960年3月29日 三池炭鉱労働組合 印刷 19.5X27.0 l枚 129 20008351 
総評九州拠点大牟田

共闘本部総評弁護
団

19 ビラ「暴行事件に対する 昭和35年3月30日 大牟田再建市民運動 印刷 19.2 X35.4 l枚 49 20008352 
声明書J 本部

20 ビラ「三井鉱山は人ごろ 1960年3月30日 三池炭鉱労働組合 印刷 19.4X44.8 l枚 202 20008353 
し会社j 三池炭鉱主婦会

21 ビラ「声明書j 昭和35年3月31日 三池炭鉱職員労働組 印刷 19.0X26.9 l枚 127 20008354 
L:>. 
口

22 ビラ「暴力を排除しよ 昭和35年3月31日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.9x26.1 l枚 128 20008355 
う!!J

23 ビラ「仲間が一人やくざ 1960年3月31日 三池炭鉱労働組合 印刷 18.3x47.4 l枚 201 20008356 
に殺されましたJ 三池炭鉱主婦会

24 ピラ「申入書J 昭和35年4月l日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.0x39.1 l枚 51 20008357 

25 ビラ(旧労組のウソ宣伝 昭和35年4月2日 三池炭鉱 印刷 18.0X25.5 l枚 126 20008358 
をダンコ告訴した)

26 ビラ「大牟田・荒尾両市 昭和35年4月2日 コ池炭鉱職員労働組 印刷 25.0 x 52.2 l枚 166 20008359 
民に訴えるJ d口合.

27 ビラ「総評正体をパク 1960年4月3日 全労会議三池新労 印刷 16.9x24.5 l枚 124 20008360 
ロ!!J 支援対策委員会

28 ビラ(新労働組合加入の 1960年4月3日 全労会議三池新労 印刷 16.6x25.0 l枚 125 20008361 
呼びかけ) 支援対策委員会
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29 ピラ「ピストル・竹ヤリ 昭和35年4月3日 ニ池炭鉱労働組合 印刷 26.8x37.7 l枚 168 20008362 
-石・日本万・短刀・コン
棒で武装している三井J

30 ピラ「旧労の暴力と迫害 昭和35年4月4日 三池炭鉱新労働組合 印刷 26.2X37.6 l枚 167 20008363 
をハネのけ新労組逗し
く前進!J

31 ピラ『全国の労働者憤起 1960年4月4日 大牟田地方労働組合 印刷 25.9x37.5 l枚 169 20008364 
すj 評議会総評九州拠

点大牟田地区闘争本
部

32 ピラf=池の火をけす (昭和35年)4月5日 三池炭鉱労働組合ヵ 印刷 38.2X27.0 2枚 裏に「民族 20008365 
な!J 独立行動隊 -366 

の歌nどん
どん来いJ
等の歌詞あ

り 175 

33 ピラ『疎開さわぎは世論 昭和35年4月5日 三池炭鉱労働組合 印刷 17.6x36.8 l枚 53 20008367 
をあざむく会社の陰謀
です!J

34 ピラ『市民の皆さん並に 昭和35年4月5日 =池炭鉱新労働組合 印刷 19.6x54.0 l枚 200 20008368 
旧労の組合員に訴え
る!!J

35 ピラ「三池炭鉱主婦会の 1960年4月6日 全労会議三池新労 印刷 17.8 x 32.1 l枚 55 20008369 
皆さん!!J 支援対策委員会

36 ピラf宮川組合長(1日労) 昭和35年4月8日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.8x37.6 l枚 11 20008370 
は既に千二百(拒否者)
の解雇を認めていた」

37 ピラ「新労働組合加入手 昭和35年4月8日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.7x34.7 l枚 13 20008371 
続についてのお知らせj

38 ピラ「分裂主義のデマ宣 1960年4月8日 総評炭労現地指導 印刷 18.0x37.6 l枚 54 20008372 
伝は粉砕されたJ 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

39 ピラ「何が最も重要な点 1960年4月8日 全労会議コ池新労 印刷 18.2 x 33.6 l枚 57 20008373 
カリ 支援対策委員会

40 ピラf官憲の不当弾圧断 1960年4月8日 三池炭鉱新労働組合 印刷 19.1 X27.1 l枚 144 20008374 
固排撃!J 総評拠点大牟田共闘

本部

41 ピラ「血に汚れた三井拡 1960年4月8日 コ池炭鉱労働組合 印刷 26.1 X37.5 2枚 170 20008375 
山J 総評九州拠点大牟田 -376 

共闘本部 =池炭鉱
主婦会

42 ピラ「旧労の宣伝を相手 昭和35年4月10日 三池炭鉱 印刷 17.9X37.2 l枚 12 20008377 
にせず会社再建にマイ
シンするj

43 ピラ「不当なヒボウに応 昭和35年4月10日 株式会社山本組 印刷 18.1 X25.0 l枚 123 20008378 
えて市民の皆さんに訴
える!J

44 ピラ「旧労の皆さん、主 昭和35年4月12日 全労会議三池新労 印刷 17.6X38.1 l枚 59 20008379 
婦の皆さんj 支援対策委員会
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45 ピラ「金・酒・暴力第一 1960年4月12日 ニ池炭鉱労働組合 印刷 18.3 x 52.0 l枚 191 20008380 
組合の実体暴露j

46 ピラ「市民の皆さんに訴 1960年4月14日 三池炭鉱労働組合 印刷 17.9x37.3 l枚 56 20008381 
えますj 三池炭鉱主婦会

47 ピラ「暴徒になりさがっ 1960年4月14日 三池炭鉱労働組合 印刷 18.3X51.5 l枚 199 20008382 
た第二組合員J 三池炭鉱主婦会

48 ピラ「山本組のピラにお 1960年4月15日 日本妙法寺ほか18団 印刷 17.8X38.4 l枚 60 20008383 
答えしますj 体

49 ピラ『旧労の皆さん、主 昭和35年4月16日 全労会議三池新労 印刷 17.3X38.l l枚 58 20008384 
婦の皆さんJ 支援対策委員会

50 ビラ「炭労のアッセン案 昭和35年4月17日 三池炭鉱 印刷 27.lx38.4 l枚 173 20008385 
拒否に当って会社の所
信を申し上げますJ

51 ビラ「暴力を追放しよ 1960年4月17日 二池炭鉱労働組合 印刷 19.7X53.3 l枚 198 20008386 
う!J 三池炭鉱主婦会

52 ピラ「声明書J 昭和35年4月17日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.3x38.8 l枚 64 20008387 

53 ピラf三井鉱山またも殺 1960年4月18日 三池炭鉱労働組合 印刷 18.5X50.0 l枚 197 20008388 
人十九才の少女を殺
すJ

54 ピラ『ファッショ化する 1960年4月19日 =池炭鉱労働組合 印刷 17.5X37.7 l枚 62 20008389 
反動を許すな!!!J

55 ピラ『裏切り者・分裂主 1960年4月19日 三池炭鉱労働組合 印刷 18.5X49.7 l枚 一部破損あ 20008390 
義者争議ブローカーの 総評拠点大牟田共闘 り 196 
巣くう全労J 本部 =池炭鉱主婦

会

56 ピラ「旧労の皆さん自 昭和35年4月19日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.2xI9.1 l枚 225 20008391 
減への闘いをやめませ
うU

57 ピラ「集団暴力で吊し上 昭和35年4月20日 全労会議三池新労 印刷 17.0x37.5 l枚 61 20008392 
げ全労オルグ団に暴 支援対策委員会
fi'J 

58 ビラ「あっせん案拒否と 昭和35年4月20日 全労会議三池新労 印刷 17.0X38.0 l枚 65 20008393 
炭労の腹」 支援対策委員会

59 ピラ「米帝の手先李承 1960年4月20日 在日本朝鮮人総連合 印刷 17.1 X24.3 l枚 226 20008394 
晩一味の殺人的弾圧を 会福岡県常任委員会
糾弾するj

60 ピラI全国の仲間とスク 1960年4月22日 コ池炭鉱労働組合 印刷 18.7X51.7 l枚 194 20008395 
ラムを固めJ

61 ピラ「ファッショ化への 1960年4月22日 三池炭鉱労働組合 印刷 18.8X49.9 l枚 195 20008396 
道をきずくJ 総評九州拠点大牟田

闘争本部三池炭鉱
主婦会

62 ピラ「三池争議の現状と 1960年4月23日 全日本労働組合会議 印刷 25.0X35.8 l枚 161 20008397 
全労の態度j

63 ピラ「日刊情報第73号J 1960年4月23日 三池炭鉱労働組合 印刷 26.5X38.5 l枚 176 20008398 
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64 ビラ「社宅における暴力 昭和35年4月27日 二池炭鉱 印刷 18.0X37.9 l枚 77 20008399 
行為の実相とこれに対
する会社の態度につい
てj

65 ビラ「久保さん殺し事 (昭和35年)4月27日 全労会議=池新労 印刷 17.0X37.6 l枚 78 20008400 
件の教訓を生かせ!J 支援対策委員会

66 ビラ「われわれは市民の 昭和35年4月27日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.4X25.9 l枚 145 20008401 
皆さんに訴える!!一日
も早く社宅街に平和
を!J

67 ビラ「三池炭鉱主婦会の 昭和35年4月27日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.5x26.2 l枚 146 20008402 
皆さん!市民婦人の皆
さん!J

68 ビラ「会社再建の方針を 昭和35年4月29日 三池炭鉱 印刷 38.4X26.7 l枚 8 20008403 
貫き市民並びに関係事
業所の皆さんの期待に
こたえるJ

69 ビラ「久保さんに香典も 1960年4月30日 三池炭鉱労働組合 印刷 17.4x37.0 l枚 87 20008404 
出さなかった会社」 総評九州拠点大牟田

闘争本部三池炭鉱
主婦会

70 ビラ「あすは第三十一回 1960年4月30日 大牟田地方労働組合 印刷 17.6x24.6 l枚 148 20008405 
のメーデーですみんな 評議会
で勝利を書い合おう!J

71 ビラ「メーデーにあたっ 1960年5月l日 総評九州拠点大牟田 印刷 17.6x36目6 l枚 82 20008406 
て市民のみなさんに訴 闘争本部三池炭鉱

えますJ 労働組合三池炭鉱
主婦会

72 ピラ「われわれはホッパ 1960年5月3日 三池炭鉱労働組合 印刷 18.5X45.2 l枚 83 20008407 
ーのスト破りを断じて
許さない!!J

73 ビラ「驚くべき第二組合 1960年5月3日 総評九州拠点大牟田 印刷 18.6x25.8 l枚 147 20008408 
の実体J 闘争本部三池炭鉱

労働組合三池炭鉱
主婦会

74 ピラ「呆れ果てた旧労の 1960年5月4日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.7X38.9 l枚 79 20008409 
デマ宣伝J

75 ビラ「市民の皆さんへ!J 1960年5月4日 総評九州拠点、大牟閏 印刷 17.4x35.1 l枚 81 20008410 
闘争本部二池炭鉱

労働組合三池炭鉱
主婦会

76 ビラ「弁護士や日本テレ 昭和35年5月5日 総評九州拠点、共闘本 印刷 18.7x35.0 l枚 88 20008411 
ピの記者にまでなぐる 部三池炭鉱労働組
けるの暴行」 合三池炭鉱主婦会

77 ビラ「市民のみなさんに 1960年5月5日 三池炭鉱主婦会 印刷 17.4x36.6 I枚 89 20008412 
訴えます」

78 ビラ「本格的生産開始に 昭和35年5月5日 三池炭鉱 印刷 17.9 x 38.0 l枚 90 20008413 
当り会社の立場を申し
上げますJ
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79 ビラ「仮処分の決定に当 昭和35年5月5日 三池炭鉱 印刷 19.0x26.9 l枚 149 20008414 
って会社の所信を訴え
ますj

80 ビラ「反論近江絹糸も 1960年5月5日 三池炭鉱新労働組合 印刷 36.2 X39.3 l枚 162 20008415 
顔負けの人権じゅうり

んは旧労の実態だJ

81 ビラ「三池闘争ニュース 昭和35年5月7日 日本社会党炭労三井 ガリ版刷 25.2x36.1 l枚 177 20008416 
No.2J 闘争委員会

82 ビラf日刊情報(号外)J 1960年5月9日 三池炭鉱労働組合 印刷 17.6x37.8 l枚 84 20008417 

83 ピラ「日刊社会主義第 1960年5月9日 社会主義協会九州支 印刷 25.8x 36.2 l枚 180 20008418 
23号J 局

84 ビラ「ホッパーにおける 昭和35年5月10日 三池炭鉱 印刷 19.1 x27.1 l枚 151 20008419 
三池旧労のピケは正当
でないことが証明され
ましたJ

85 ビラ「日刊情報第87号J 1960年5月10日 三池炭鉱労働組合 印刷 26.6 x 38.2 l枚 178 20008420 

86 ビラ「強盗未遂などで告 1960年5月II日 総評炭労現地指導 印刷 17.4x36.9 l枚 85 20008421 
発J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

87 ビラ「日刊社会主義第 1960年5月11日 社会主義協会九州支 印刷 25.5x 36.6 l枚 181 20008422 
25号j 局

88 ビラ「カメラマンはネラ 1960年5月12日 総評炭労現地指導 印刷 17.5X36.9 l枚 86 20008423 
われている!J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

89 ビラ「追いつめられた裏 1960年5月12日 日本社会党 印刷 19.0x26.8 l枚 156 20008424 
切り幹部j

90 ビラ「日刊社会主義第 1960年5月12日 社会主義協会九州支 印刷 25.6X36.4 l枚 179 20008425 
26号J 局

91 ピラ「暴徒と化した旧労 昭和35年5月13日 三池炭鉱 印刷 18.1 X25.4 l枚 152 20008426 
ピケ隊警官隊を襲撃すJ

92 ビラ「=池の再建はいか 昭和35年5月14日 三池炭鉱 印刷 18.1 x37.9 l枚 92 20008427 
にして達成されるか?J 

93 ビラr12日夜の衝突の真 1960年5月14日 総評炭労現地指導 印刷 18.8X26.2 l枚 154 20008428 
相はこうですJ 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

94 ビラ「警官隊また四山で 1960年5月15日 総評炭労現地指導 印刷 17.5X36.8 l枚 93 20008429 
暴力J 委員会三池炭鉱労

働 組合大牟田荒
尾地評

95 ピラ「会社・第二組合に 1960年5月16日 総評炭労現地指導 印刷 17.4x37.0 l枚 95 20008430 
焦りと動揺J 委員会 =池炭鉱労

働組 合 大 牟 閏 荒
尾地評

96 ビラ「旧労破れかぶれの 昭和35年5月18日 三池炭鉱労働組合 印刷 19.4X26.5 l枚 153 20008431 
八ツ当り」
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97 ビフ「警察なら人権じゅ 1960年5月19日 総評炭労現地指導 印刷 17.6x36.9 l枚 96 20008432 
うりんをやってもいい 委員会三池炭鉱労

のでしょうかj 働組合三池炭鉱主
婦会

98 ビラ「新安保は必ずつぶ 1960年5月21日 総評炭労現地指導 印刷 17.4X37.1 l枚 35 20008433 
せますJ 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

99 ビラ「三池旧労側は平和 昭和35年5月21日 三池炭鉱 印刷 19.5X27.0 l枚 118 20008434 
的に解決しようという
会社の誠意を無視する

に到りましたJ

100 ビラ(裁判所の執行命令 昭和35年5月21日 三池炭鉱 印刷 19.0X 13.3 l枚 221 20008435 
に基づくホッパーの板

べい作り等の実施報告)

101 ビラ「右翼・暴力団大牟 1960年5月23日 総評炭労現地指導 印刷 17.4x36.8 l枚 34 20008436 
田へ!J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

102 ビラ「=池旧労側の執行 昭和35年5月23日 コ池炭鉱 印刷 18.0X38.5 l枚 36 20008437 
妨害によって執行更は

やむなく警官隊の出動

を要請しましたJ

103 ビラ「保育園を子供と保 1960年5月24日 総評炭労現地指導 印刷 17.5X37.0 l枚 37 20008438 
母の手に!J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

104 ビラ「警官は三池争議か 1960年5月24日 総評炭労現地指導 印刷 17.1 X36.7 l枚 38 20008439 
ら手をひけ!J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主

婦会

105 ビラ「三池旧労側実力を 昭和35年5月24日 三池炭鉱 印刷 17.9X25.4 l枚 122 20008440 
もって板ベイ造りを妨
害すj

106 ビラ「旧労・総評ピケ隊 (昭和35年)5月25日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.6 x 38.0 l枚 40 20008441 
よフクメンをとりまし

ょうJ

107 ピラ「争議『終結』に苦 昭和35年5月25日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.8x49.4 l枚 203 20008442 
悩する社会党と総評J

108 ビラf無法地帯大牟田を 昭和35年5月25日 大牟田再建市民運動 印刷 26.9X38.1 l枚 217 
救え!!J 本部

109 ビラ「今日26日は岸内閣 1960年5月26日 総評炭労現地指導 印刷 18.8X36.4 1枚 39 20008444 
に国民の怒りをぶつつ 委員会三池炭鉱労

ける日です!!J 働組合大牟田荒

尾地評

110 ビラ「保育闘になぜ警察 昭和35年5月26日 三池炭鉱 印刷 18.1 x37.6 l枚 42 20008445 
が寝とまりしなければ
ならないのでしょうかJ
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111 ビラ「警察はー営利会社 1960年5月27日 総評炭労現地指導 印刷 17.4X37.1 l枚 41 20008446 
の私兵であってはなら 委員会三池炭鉱労

ないJ 働組合三池炭鉱主
婦会

112 ピラ「最高裁判所の判決 昭和35年5月27日 三池炭鉱 印刷 17.9X37.7 l枚 43 20008447 
は=池のピケが全く違
法であることを証明し
たJ

113 ビラ「三池争議を喰いも 昭和35年5月27日 三池炭鉱新労働組合 印刷 18.0x39.0 l枚 44 20008448 
のにする総評・炭労オル
グは帰れ!!J

114 ビラ「フク面暴力団まか 昭和35年5月27日 =池炭鉱新労働組合 印刷 17.4X25.0 l枚 115 20008449 
り通るj

115 ビラ「声明書『三池が勝 1960年5月28日 日本教職員組合福 印刷 18.4X33.7 l枚 14 20008450 
つことは平和を守るこ 岡県高等学校教職員
と.1J 組合福岡県教職員

組合大牟田市教職
員組合総評炭労
現地指導委員会

116 ビラ「鬼畜とは正にこの 1960年5月28日 総評炭労現地指導 印刷 17.4X37.9 l枚 16 20008451 
こと」 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

117 ビラ「合法ピケの限界 昭和35年5月28日 大牟田再建市民運動 印刷 17.0x24.1 l枚 117 20008452 
遂に裁断さる!!J 本部

118 ビラ「私たちはこんなに 1960年5月30日 三池炭鉱労働組合 印刷 17.2x37.6 l枚 15 20008453 
全国から支援されてい 三池炭鉱主婦会
るのですJ

119 ビラ「新労組合員宅に火 昭和35年5月30日 平和愛好同志会 印刷 17.3 x 26.4 l枚 116 20008454 
薬をなげこむ!J

120 ビラ「私達は先生方を信 昭和35年5月30日 大牟田再建市民運動 印刷 25.2 x44.3 l枚 一部破損あ 20008455 
頼する!!J 本部大牟田教育推 り 189 

進協議会

121 ビラ「三鉱旧組合員の皆 昭和35年5月 大牟閏再建市民運動 印刷 17.3x37.9 l枚 94 20008456 
さん!!J 本部

122 ビラ「教育の中立性を守 昭和35年5月 大牟田再建市民運動 印刷 18.5x26.1 l枚 142 20008457 
り=池の大争議に子供 本部
をまき込むなJ

123 ビラ「市民の皆さん!!J 昭和35年5月 大牟旧再建市民運動 印刷 17.9X25.8 l枚 150 20008458 
本部

124 ビラ「遂に暴徒と化した 昭和35年5月 大牟田再建市民運動 印刷 18.6 x 25.8 l枚 155 20008459 
三鉱旧労組J 本部

125 ピラ「警察は三池争議か 1960年5月 総評炭労現地指導 印刷 13.2x 18.6 I枚 222 20008460 
ら手をひけ!J 委員会三池炭鉱労

働組合コ池炭鉱主
婦会

126 ピラ「生活資金は借金だ (昭和35年)6月l日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.9X39.0 l枚 17 20008461 
った!I日労自から暴露J
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127 ビフ「真実性を欠いた労 昭和35年6月l日 二池炭鉱 印刷 38.1 x27.0 l枚 209 20008462 
働省の警告に対する総

評・炭労の共同声明j

128 ビラ「新労の勝利をいの (昭和35年)6月2日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.2X39.9 l枚 18 2000B463 
る!J

129 ビラ「今からでも決して 昭和35年6月2日 大牟田再建市民運動 印刷 26.6 X38.9 l枚 183 2000B464 
遅くはなしリ 本部

130 ビラ「黒いジェット機が 1960年6月3日 大牟田地評荒尾地 印刷 17.9x34.7 l枚 19 2000B465 
空をとぴ生活を暗くす 評総評 炭 労 現 地
るj 指導委員会

131 ビラ「日本の社会を良く 1960年6月4日 総評炭労現地指導 印刷 17.4X37.8 l枚 集会参加へ 2000B466 
する集まりJ 委員会三池炭鉱労 の呼びかけ

働組合三池炭鉱主 20 
婦会

132 ビラ「爆破事件もみ消し (昭和35年)6月4日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.7x39.2 l枚 21 2000B467 
に旧労躍起J

133 ビラ「港務所のロック・ 昭和35年6月5日 三池炭鉱 印刷 17.9X38.1 l枚 22 2000B468 
アウト断行に当ってJ

134 ビラ「国民の応援で成功 1960年6月5日 総評炭労現地指導 印刷 17.2X37.2 l枚 23 20008469 
した六・四ストJ 委員会三池炭鉱労

働組合 =池炭鉱主

婦会

135 ピラ「新安保を限止し生 1960年6月6日 総評炭労現地指導 印刷 16.9x37.3 l枚 24 20008470 
活をよくしようJ 委員会三池炭鉱労

働組合大牟田地評

136 ビラ「三池炭鉱の争議に 昭和35年6月6日 三池炭鉱職員労働組 印刷 26目9x39.1 l枚 184 2000B471 
ついて広く与論に訴え d口<>. 

るj

137 ビラ「御話にならない旧 昭和35年6月6日 三池炭鉱 印刷 26.7x38.2 l枚 185 2000B472 
労幹部の抗議内容j

138 ビラ「人権侵害事件をー 昭和35年6月7日 人権擁護法曹団本部 印刷 16.9x37.4 l枚 25 20008473 
掃しましょうJ

139 ピラ「こんな事があって 昭和35年6月7日 三池炭鉱新労働組合 印刷 27.2x39.2 l枚 186 2000B474 
いいのでしょうか!!J

140 ビラ「世論に背をむけ仮 1960年6月7日 総評炭労現地指導 印刷 16.6X21.6 l枚 138 2000B475 
処分を申請」 委員会三池炭鉱労

働組合大牟田地評

141 ビラ(総評大会につい 1960年6月8日 総評炭労現地指導 印刷 25.3X52.1 l枚 9 2000B476 
て) 委員会三池炭鉱労

働組合大牟田地評

142 ビラ「岸と=井の会社の 1960年6月9日 総評炭労現地指導 印刷 17.3x37.6 l枚 26 20008477 
暴挙は許されません」 委員会三池炭鉱労

働組合大牟田荒
尾地評

143 ビラ「総評臨時大会に寄 昭和35年6月9日 大牟田再建市民運動 印刷 17.5x37.8 l枚 27 2000B478 
せてJ 本部

144 ビラ「三池争議について 昭和35年6月9日 三池炭鉱 印刷 18.1 X37.6 l枚 28 20008479 
の三井の立場を訴えるJ
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145 ピラ「争議にからむ暴力 昭和35年6月9日 ニ池炭鉱 印刷 19.3x25.5 2枚 114 2000B480 
行為に対し再度警告す -481 
る」

146 ピラ「総評臨時大会代議 昭和35年6月9日 三池炭鉱職員労働組 印刷 25.8x38.0 l枚 182 2000B482 
員の諸君に告ぐ」 4口』

147 ピラ(総評大会報告) 1960年6月10日 総評炭労現地指導 印刷 17.0X38.2 l枚 33 2000B483 
委員会三池炭鉱労
働組合 大 牟 田 荒
尾地評

148 ピラ「世界の平和と日本 1960年6月11日 総評炭労現地指導 印刷 18.8x26.1 l枚 158 2000B484 
の民主々義を守ろう!!J 委員会 =池炭鉱労

働組合 大 牟 田 荒
尾地評

149 ピラ「これが民主国家の 1960年6月12日 総評炭労現地指導 印刷 17.1x37.8 l枚 31 2000B485 
警察なのか!J 委員会 =池炭鉱労

働組合二池炭鉱主
婦会

150 ビラf三池のたたかし、は 1960年6月12日 総評炭労現地指導 印刷 34.2x26.0 l枚 206 2000B486 
ほんとうに大牟聞を潰 委員会 =池炭鉱労
すことになるのでしょ 働組合三池炭鉱主
うか?J 婦会

151 ピラ「声明書J 1960年6月13日 安保改訂阻止廃止 印刷 17.1 x25.0 1枚 120 2000B487 
大牟田地区共闘会議

152 ピラ『日本は米国の領土 1960年6月14日 総評炭労現地指導 印刷 17.2x37.9 l枚 30 2000B488 
ではなしリ 委員会三池炭鉱労

働 組合大牟田荒
尾地評

153 ピラ「行動で新安保を阻 1960年6月15日 総評炭労現地指導 印刷 17.7 X25.1 l枚 121 2000B489 
止しよう!J 委員会三池炭鉱労

働組 合 大 牟 田 荒
尾地評

154 ピラ『凶悪化した会社の 1960年6月15日 総評炭労現地指導 印刷 17.7X25.4 l枚 159 2000B490 
殺人的行為J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

155 ビラ『声明書J 1960年6月15日 日本共産党中央委員 印刷 17.2x24.9 l枚 160 2000B491 
会幹部会

156 ピラ「ハッキリした炭労 昭和35年6月16日 三池炭鉱 印刷 37.7X27.8 l枚 204 2000B492 
の三池焦土戦術」

157 ピラ「旧労デモ隊新労組 昭和35年6月17日 =池炭鉱 印刷 38.0X27.1 l枚 205 2000B493 
合員に又もヒン死の重

傷をおわすJ

158 ピラ『私たちのピケはゆ 1960年6月18日 総評炭労現地指導 印刷 19.1 X52.8 l枚 193 2000B494 
るがなLリ 委員会 =池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

159 ピラ『会社再建と安保は 昭和35年6月18日 コ池炭鉱 印刷 38.0x27.2 l枚 207 2000B495 
全く別問題です!!J

160 ピラ(市民集会参加の呼 1960年6月19日 安保改訂匝止廃止大 印刷 17.7X37.8 l枚 72 2000B496 
びかけ) 牟団地区共闘会議
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161 ピラf第二組合の横川は 1960年6月19日 総評炭労現地指導 印刷 17.8x39.1 l枚 73 20008497 
暴行をうけていなLリ 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

162 ピラ「あくどいデッチあ 1960年6月19日 総評炭労現地指導 印刷 19.7X53.7 l枚 192 20008498 
げ」 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

163 ピラ「失業者のない明る 1960年6月21日 総評炭労現地指導 印刷 17.3x37.4 l枚 74 20008499 
い社会をj 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

164 ピラ「無法のダイナマイ 昭和35年6月21日 三池炭鉱新労働組合 印刷 19.0x26.1 l枚 140 20008500 
ト勝立にばく発J

165 ピラ「市民の皆さん!!J 昭和35年6月21日 大牟田再建市民運動 印刷 18.4X26.0 l枚 143 20008501 
本部

166 ピラ『横川事件に関する 昭和35年6月22日 三池炭鉱新労働組合 印刷 26.7x37.8 l枚 6 20008502 
旧労デマを粉砕すJ

167 ピラ(ストライキのお知 1960年6月22日 総評炭労現地指導 印刷 17.6X37.6 l枚 71 20008503 
らせ) 委員会三池炭鉱労

働組合大地評荒
地評三池炭鉱主婦
会

168 ピラf三川鉱新港社宅横 (昭和35年)6月22日 三池炭鉱 印刷 27.1 X39.3 l枚 107 20008504 
川事件j

169 ピラ「これぞまさに人道 昭和35年6月22日 三池炭鉱 印刷 17.8x25.6 l枚 139 20008505 
の敵!!J

170 ピラ「市民の皆さん!!J 昭和35年6月22日 自由民主党大牟田支 印刷 18.8x49.2 l枚 190 20008506 
部

171 ピラ「会社に人道問題を 1960年6月23日 総評炭労現地指導 印刷 17.9X39.4 l枚 97 20008507 
云々する資格はなしリ 委員会 =池炭鉱労

働組合大牟田荒
尾地評

172 ピラ「ものも云わず叩く 昭和35年6月23日 二池炭鉱職員労働組 印刷 26.3X38.1 l枚 211 20008508 
のが説得!!J d口』

173 ピラ「三池旧労またまた 昭和35年6月24日 二池炭鉱 印刷 27.2x37.8 l枚 1 20008509 
残虐行為J

174 ピラ『大川駅での新労組 昭和35年6月24日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.8x39.6 l枚 98 20008510 
組合員襲撃の真相J

175 ピラ「ゴロツキ二百名を 1960年6月24日 総評炭労現地指導 印刷 26.3x37.3 l枚 2 20008511 
狩り集めて!J 委員会 =池炭鉱労

働組合大牟田荒
尾地評

176 ピラ「三鉱労組組合員並 1960年6月24日 =鉱労組組織を守る 印刷 17.6X25.8 l枚 137 20008512 
ぴに家族の皆様に訴え 会有志一同

るJ

177 ピラ「新安保条約、軍事 1960年6月25日 総評炭労現地指導 印刷 17.6x37.4 l枚 69 
基地撤去に一斉に立上 委員会三池炭鉱労
りましょうj 働組合大牟田地評
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178 ピラ「安保条約書交換に 1960年6月25日 安保条約改正阻止 印刷 25.8x37.5 l枚 214 20008514 
対する私達の態度j 廃止大牟田地区共闘

会議

179 ピラ『会社の言う人道主 1960年6月27日 総評炭労現地指導 印刷 17.4X37.6 l枚 68 20008515 
義の正体はこうですJ 委員会三池炭拡労

働組合三池炭鉱主
婦会

180 ピラ「パトカーで危ふく 昭和35年6月27日 大牟田再建市民運動 印刷 19.4X26.9 l枚 136 20008516 
一命とりとめるj 本部

181 ピラf市民の皆さん!!わ 昭和35年6月28日 大牟田再建市民運動 印刷 18.7x34.7 l枚 67 
れわれは公正なる警察 本部
をあくまで信頼したLリ

182 ピラ「殺人鬼と化すJ 昭和35年6月28日 三池炭鉱新労働組合 印刷 39.0X26.9 l枚 108 20008518 

183 ピラ『デタラメきわまる 1960年6月28日 総評炭労現地指導 印刷 26.8X37.6 l枚 215 20008519 
第二の宣伝j 委員会 =池炭鉱労

働組合

184 ピラ「旧労の『民主々義 昭和35年6月29日 三池炭鉱 印刷 27.1 x37.8 l枚 5 20008520 
の社会では許しがたい
暴挙』は山ほどあるJ

185 ピラ『新労はだれからも 昭和35年6月29日 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.2x39.7 l枚 66 20008521 
自由をそくばくされま
せんJ

186 ピラrl日労借金の対策に 昭和35年6月29日 三池炭鉱新労働組合 印刷 39.0X26.9 l枚 216 20008522 
万折れ矢尽く j

187 ピラ「戸明書j 昭和35年6月30日 三池製作所労働組合 印刷 26.6x39.0 l枚 3 20008523 
=池製作所職員労働
組合三池炭鉱職員
労働組合

188 ピラI与論の力を今こそ 昭和35年6月30日 二池炭鉱新労働組合 印刷 27.1 x38.2 l枚 4 20008524 
結集しJ

189 ピラ「スト破りは違法行 1960年6月30日 総評炭労現地指導 印刷 17.6x37.3 l枚 70 20008525 
為だ!J 委員会三池炭鉱労

働組合

190 ピラ「オイJ¥お盆も 昭和35年6月30日 大牟田再建市民運動 印刷 18.3x26.2 l枚 全市民(三 20008526 
近まりました!!J 本部 池鉱業・新

旧労組・大
牟田市民)
への呼びか
け 141

191 ピラ「会社再建について 昭和35年6月30日 三池炭鉱 印刷 53.9x39.l l枚 188 20008527 
は絶対妥協は許されな
L 、J

192 ビラ『港務所仮処分は憲 1960年6月30日 三池炭鉱労働組合 印刷 26.5x37.4 l枚 212 20008528 
法違反ですj 総評炭労現地指導

委員会コ池炭鉱主
婦会

193 ビラ「青空保育園に明る 1960年6月30日 三池炭鉱労働組合 印刷 26.6x38.9 l枚 213 20008529 
いヒトミ組合の団結が 総評炭労現地指導
子供を守るJ 委員会三池炭鉱主

婦会
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194 ビラ「総評の政治闘争と 昭和35年6月 大牟田再建市民運動 印刷 17.3X37.8 l枚 29 2000B530 
化した三池争議J 本部

195 ビラ「ピケ小屋に降る春 昭和35年6月 大牟田市民文化連盟 印刷 17.2x37.2 l枚 32 2000B531 
雨の音わびしビニール
の屋根にたちまち溜ま
るJ

196 ピラ「樺さんに黙祷を捧 昭和35年6月24日 総評炭労三池労組 印刷 25.8 x 38.8 l枚 安保阻止共 2000B532 
げよう」 カ 大牟田地評荒尾地 斗会議葬開

評 催の告知

210 

197 ビラ「港務所仮処分は憲 1960年7月5日 総評炭労現地指導 印刷 25.3x52.4 l枚 10 
法違反j 委員会大牟田荒

尾地評

198 ビラ「旧労幹部にだまさ 昭和35年7月7日 新労組 印刷 13.0X 18.0 l枚 224 2000B534 
れるな!J

199 ピラ「労働者の争議権を 1960年7月8日 総評炭労現地指導 印刷 26.0x38.1 l枚 7 2000B535 
ふみにじる仮処分J 委員会三池炭鉱労

働組合大牟田荒
尾地評

200 ビラ「首切りは“死刑の 1960年7月 総評炭労現地指導 印刷 18.6X26.2 l枚 112 2000B536 
宣告"J 委員会三池炭鉱労

働組合三池炭鉱主
婦会

201 ビラ「浅沼暗殺に抗議し 1960年10月12日 日本共産党中央委員 印刷 17.7 x 24.8 l枚 135 2000B537 
直ちに行動に立ちあが ぷ~

ろうJ

202 ビラ「写真報道NO.4真 昭和35年 三池炭鉱 印刷 38目Ix27.0 l枚 172 2000B538 
実を語る」

203 ビラ「写真報道NO.8無 昭和35年 三池炭鉱 印刷 38.5 x26.9 l枚 99 2000B539 
法!!警官隊をおそう三
池旧労ピケ隊J

204 ビラ「写真報道NO.9南 昭和35年 =池炭鉱 印刷 38.0X26.9 l枚 110 2000B540 
新開竪坑を攻撃する旧
労暴力ピケ隊J

205 ビラ「写真報道NO.IO法 昭和35年 三池炭鉱 印刷 38.7x27.0 l枚 111 2000B541 
律を無視して執行をソ
シする三池旧労ピケ隊j

206 ビラ「写真報道No.lI三 昭和35年 三池炭鉱 印刷 38.0X27.1 l枚 100 2000B542 
池旧労暴力デモ隊の警
官隊シュウ撃事件J

207 ビラ「写真報道NO.12武 昭和35年 三池炭鉱 印刷 37.7X27.1 l枚 101 2000B543 
装した三池旧労暴力ピ
ケ隊」

208 ビラ「写真報道NO.14 昭和35年 三池炭鉱 印刷 38.9x27.4 l枚 102 2000B544 
青竹を武器に暴力をふ
るう三池旧労ピケ隊」

209 ビラf写真報道NO.15三 昭和35年 二池炭鉱 印刷 39.0X27.0 I枚 103 2000B545 
池旧労ピケ隊の七ツ道
具j
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購入資料 4.古文書

番号 名 称、 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

210 ビフ「写真報道NO.16真 昭和35年 ニ池炭鉱 印刷 39.0x27.3 l枚 104 20008546 
実は訴える三池旧労の
実態J

211 ビラ「写真報道NO.17海 昭和35年 三池炭鉱 印刷 38.0 x 27.1 l枚 105 20008547 
に陸に横行するコ池旧

労ピケ隊J

212 ビラ「写真報道NO.18凶 昭和35年 三池炭鉱 印刷 39.0X27.3 l枚 106 20008548 
器をふるって坑木搬入
を妨害する=池旧労海
上ピケ隊j

213 ビラ「写真報道NO.19陸 昭和35年 三池炭鉱 印刷 39.3x27.1 l枚 109 20008549 
海に荒れ狂う三池旧労
ピケ隊J

214 ビラ「脱落ブルース(第 昭和35年 三池炭鉱労働組合ヵ 印刷 25.6x 18.5 l枚 113 20008550 
二組合員に捧ぐ)J

215 ビラf勝つ日を胸にデマ 昭和35年ヵ 総評炭労現地指導 印刷 25.8X38.0 l枚 208 20008551 
にのらず・・…-平和を願 委員会二池炭鉱労

うヤマの表情J 働組合 =池炭鉱主
婦会

216 ビラ「自らの墓穴を深め 昭和35年 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.2X37.4 l枚 63 20008552 
ゆく旧労」

217 ビラ「旧労暴力行為の実 昭和35年 三池炭鉱新労道組合 印刷 17.4x39.0 l枚 75 20008553 
態(その三)J

218 ビラf旧労暴力行為の実 昭和35年 三池炭鉱新労道組合 印刷 17.2x39.4 l枚 76 20008554 
態(その四)J

219 ビラf借金に驚いた退職 昭和35年 三池炭鉱新労働組合 印刷 17.5x39.2 l枚 80 20008555 
者j

220 ピラ「正常出炭へJ 昭和35年 コ池炭鉱新労働組合 印刷 17.8X39.1 l枚 91 20008556 

221 ピラ「無法地帯二池!旧 昭和35年 三池炭鉱新労道組合 印刷 17.7x25.6 l枚 134 20008557 
労再び勝立に荒れ狂ふJ

222 ビラ(市民大会開催のお 昭和35年ヵ 大牟田再建市民運動 印刷 18.8x26.1 l枚 119 20008558 
知らせ) 本部

223 ビラf市民の皆様へJ 昭和35年ヵ 大牟田市若鳩会 印刷 17.0x25.0 l枚 132 20008559 

224 ビラ「=井=池炭鉱争議 昭和35年ヵ 宗教法人天地真，心教 印刷 18.5x25.4 l枚 133 20008560 
の解決に宗教法人天地 本庁管長渡辺剛
真心教本庁のり出す
カヰ!J

225 ビラ「三井の前時代的な 昭和35年ヵ 大牟田地方労働組合 印刷 25.1 x34.7 l枚 164 20008561 
考えを直すまでJ 評議会総評九州拠

点大牟田地区闘争本
部

226 ビラf三池争議の暴力の 昭和35年ヵ 大牟田市 印刷 36.3x25.8 l枚 171 20008562 
真相はこうだ!!J

227 ビラ「三池の労働者諸君 昭和35年ヵ 共産主義者同盟九州 ガリ版刷 24.9x35.8 1枚 174 20008563 
へ」 地方委員会
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番号 名 称 時代 作者

228 ピラ「三池争議の暴力事 昭和35年ヵ 大牟田再建市民運動

件の真相をご覧下さ 本部
L 、!!J

229 ピラ「暴力革命化を防 昭和35年ヵ 大牟田再建市民運動

げJ 本部

230 ピラ旧本民族総和解J 昭和35年ヵ 生長の家福岡県青年
会

231 争議終了後の三池の状 昭和36年1月 コ池新労

況

5.歴史資料

〈資料内訳>1 番付…………・…...・ H ・...・ H ・-… H ・H ・..9件9点

1 番付

番号 名 称、 時 代 作者

「扇富士蓬莱曽我、彦山権現誓 明治22年l月13日開場 市村座

助万、初音里梅仮名口」

2 rJII上演劇j戦地見聞日記j 明治27年12月3日開場 市村座

3 「おつま八郎兵衛、琵琶の景清、 明治44年4月19日開場 市村座

赤垣源蔵、奴鞘富J

4 芝居番付「間牒兵n唖旅行J 明治後期 東雲座

(熊本)

5 f岩窟王、憲兵の娘、三十円J 大正3年3月l日開場 市村座

6 国の礎 大正9年10月興行 市村鹿

7 「間宮一家、婦系図、花の夜 大正10年3月5日開場 市村座

語J

8 「曽我廼家五郎一座色眼鏡、 大正11年6月3日開場 市村座

奴さん、真情j

9 「里見八犬伝、茅の屋根、素襖 大正12年口月2日開場 市村座

落、弁天娘女男白浪J

2 紙芝居

購入資料 4.古文書 5.歴史資料

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

印刷 39.0x27.1 l枚 187 20008564 

印刷 26.7x39.0 l枚 218 20008565 

印刷 12.7X 18.1 l枚 223 20008566 

印刷書 26.3x 18.7 l綴 157 20008567 
綴

2 紙芝居・…・ H ・H ・-…....・ H ・...・ H ・....23件23点

〈総計>32件32点

品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

墨掴 37.8X67.7 l枚 20008568 

墨摺 47.0X70.0 l枚 20008569 

墨摺 46.2X70.5 l枚 20008570 

石版単色刷 63.5X47.0 l枚 興行主任川 20008571 
上音二郎

印刷 47.0x63.8 l枚 20008572 

墨摺 35.0X48.0 l枚 20008573 

印刷 45.4x64.7 l枚 20008574 

色刷 46.0x63.7 l枚 20008575 

墨摘 46.0X70.0 l枚 20008576 

番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

10 紙芝居「軍用犬ノ 昭和13年8月 演田康介/監輯高橋五山 色刷 26.0X38.0 16枚 箱っき 箱に墨書『昭 20008577 
テガラJ 15日発行 /文生田準一/函i全甲 l組 和十八年四月十三日

社紙芝居刊行会/発行 求ム喋るな聞くな
渡田幼稚園Jとあり
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購入資料 5.歴史資料

番号 名 称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

1 1 紙芝居「愛馬の出 昭和14年3月 平野直/作丘みどり/絵 色刷 26.0X38.1 16枚 20008578 
征J 15日発行 全甲社紙芝居刊行会/発行 l組

12 紙芝居「貯金爺さ 昭和15年頃 日本教育紙芝居協会/製作 色刷 27.3x39.1 15枚 大蔵省・国民貯蓄奨 20008579 
んJ l組 励局指導

13 紙芝居「オトギ列 昭和16年9月 日本教育紙芝居協会/製作 色刷 27.1 x39.0 10枚 写真紙芝居、「渡田幼 20008580 
車j 30日発行 日本教育画劇株式会社/発 l組 稚園Jの印あり

行

14 紙芝居「ヒヨコノ 昭和16年9月 川崎大治/脚本伊藤員理 色刷 26.8x38.5 17枚 20008581 
トモダチダレト 30日発行 /絵画 日本教育紙芝居協 l組
ダレダJ 会/製作 日本教育画劇株

式会社/発行

15 紙芝居「コザルノ 昭和16年9月 川崎大治/脚本西正世志 色刷 26.9x38.5 17枚 スタンプ「渡田幼稚 20008582 
キョクゲイJ 30日発行 /絵画 日本教育紙芝居協 l組 園jあり

会/製作 日本教育画劇株
式会社/発行

16 紙芝居「喋るな聞 昭和16年12 高橋五山/作中山治男/ 色刷 26.2X37.8 20枚 憲兵司令部指導、大 20008583 
くなJ 月15日発行 画全申社紙芝居刊行会/ l組 政翼賛会宣伝部推薦、

発行 紙製ケースっき

17 紙芝居「コガニノ 昭和17年5月 高橋悦子/脚本南義郎/ 色刷 26.8X38.4 13枚 貯金局指導 20008584 
シャシャウサンj 15日発行 絵画 日本教育紙芝居協 l組

会/制作 日本教育画劇株
式会社/発行

18 紙芝居「ヨクサン 昭和17年12 高橋五山/作中111ハルヲ 色刷 26.3x37.7 20枚 箱っき 箱に墨書「三 20008585 
イッカ三チャ 月20日発行 /画全甲社紙芝居刊行会 l組 ちゃんの巻昭和十
ンノ巻J /発行 八年四月十三日求ム

渡田幼稚園Jとあり

19 紙芝居「ソロモン 昭和18年7月 鈴木景山/脚本小谷野半 色刷 26.6x38.6 20枚 海軍省検閲指導済第 20008586 
海戦J 20日発行 二/絵画 日本教育紙芝居 l組 1040号、紙製ケース

協会/製作 日本教育画劇 っき
株式会社/発行

20 紙芝居「オベンタ 昭和18年8月 高橋五山/作青木末男/ 色刷 26.4X37.5 12枚 袋・解説冊子っき ス 20008587 
ウJ 25日発行 画全甲社紙芝居刊行会/ l組 タンプ「渡田幼稚園j、

発行 墨書「昭和十八年九月
求ムJとあり

21 紙芝居「ケンミ 昭和18年8月 高橋五山/作・画 全甲社 色刷 25.4x37.2 16枚 袋・解説冊子っき 表 20008588 
ンJ 30日発行 紙芝居刊行会/発行 l組 紙と冊子・袋にスタ

ンプ「渡田幼稚園J、
袋に墨書「昭和十八年

九月求ムJとあり

22 紙芝居「ガンバレ 昭和18年9月 高橋五山/作・画 全甲社 色刷 26.1 x37.3 16枚 袋・解説冊子っき 表 20008589 
コスズメj 25日発行 紙芝居刊行会/発行 l組 紙と袋にスタンプ「渡

田幼稚園J、袋に墨書
「昭和十八年十月求
ムJとあり

23 紙芝居「日本のつ 昭和18年9月 小松葉洲邦/脚本古藤幸 色刷 26.8X37.8 20枚 20008590 
ばめ」 25日発行 年/絵画 日本教育紙芝居 1組

協会/製作・発行

24 紙芝居「クウシ 昭和18年12 高橋五山/作青木末男/ 色刷 26.1 x37.2 20枚 袋・解説冊子っき 20008591 
ウj 月25日発行 両全甲社紙芝居刊行会/ l組

発行
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番号 名 称 時代 作 者 品質・形状

25 紙芝居「キンタラ 昭和19年2月 前橋五山/作青木末男/ 色刷
ウノラクカサン 25日発行 画 全甲社紙芝居刊行会/
ブタイJ 発行

26 紙芝居「ナカヨシ 昭和19年2月 日本少国民文化協会撰定 色刷
パウクウゴウj 25日発行 鈴木景山/脚本羽室邦彦

/絵画 日本教育紙芝居協
会/製作 日本教育画劇株

式会社/発行

27 紙芝居「発明の 昭和19年4月 松原宏遠指導 演里子鏡一/ 色刷

道J 5日発行 脚本小谷野半二/絵画

日本教育紙芝居協会/製作
-発行

28 紙芝居「正作J 昭和23年3月 稲庭桂子/脚本永井潔/ 色刷

l日発行 絵 日本民主主義文化連

盟

29 紙芝居「母よいず 昭和23年6月 民主政治教育連盟企画 色刷

こJ 5日発行 森盾根雄/脚本安里満/

絵画 日本教育画劇社/製
作

30 紙芝居「長期建設 昭和時代 日本紙芝居協会/製作 色刷

への進軍国民

みな戦士J

31 紙芝居「大楠公J 昭和時代 長尾盛之助/作京極佳タ 紙製ケ

ケース /画紙芝居刊行会/発行 ース

32 紙芝居枠 昭和時代 不詳 木製

6.考古資料

〈資料内訳)1 中国古代印章・…・・ー・・・・・・……・・・・・・・・・…・33件33点

2 伝八回出土鋳型・青銅器レプリカ....・ H ・. 3件 4点

1 中国古代印章

番号 名称 鉦式 時代 品質・形状 法 量 重さ

銀印 亀 後漢後半 主艮 2.31 X2.35x2.09 64.8 

2 銅鍍金印 亀 東貌or北斉 車問 2.86x2.91 X3.36 134.5 

3 銅鍍金印 亀 北貌 S同 2.06 x 2.65 x 3.35 116.0 

4 銅印 亀 北貌~陪 銅 2.55 x 2.48 x 3.55 109.5 
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購入資料 5.歴史資料 6.考古資料

法量 員数 備 考 備品番号

26.5X38.0 20枚 袋っき 2000B592 
l組

27.0X38.1 20枚 2000B593 
l組

26.1 x38.3 20枚 2000B594 
l組

25.7X37.4 17枚 2000B595 
l組

26.2x38.3 20枚 2000B596 
l組

27.6X39.5 23枚 中央教化団体総合会 2000B597 
l組 指導

27.7x39.7 l点 ケースのみ 2000B598 

42.6X42.4 l点 2000B599 
X7.6 

」

3 その他… ー・・・・…・・・・・…・・・・・…・・ 3件 8点

〈総計)39件45点

印文 員数 備 考 備品番号

奉車都尉 1 )点 大谷大学:亀紐鍍 2000B600 
金官印

口州刺史章口 l点 北朝系手彫り品 2000B601 
官印(河北省)

口県令印章 l点 鋳造品封泥用 2000B602 
官印

鎮遠将軍章 l点 大谷大学:鼻鉦鋼 2000B603 
印鎮遠将軍長史
長期伝世品漆塗

り官印



購入資料 6.考古資料

番号 名称 鉦式 時代 品質・形状 法 量 重さ 印 文 員数 備 考 備品番号

5 銅印 亀 十六国~北貌 銅 2.55x2.54x2.93 75.8 将兵都尉 l点 大谷大学:亀鉦鍋 20008604 
印 官 印

6 銅印 亀 前漢 銅 2.38 x 2.38 x 2.15 48.5 校尉丞印 l点 官印 20008605 

7 銅印 戦国 銅 2.83X2.79X 1.38 42.5 口氏之私口 l点 20008606 

8 銅印 瓦 前漢 銅 2.45X2.48X2.09 61.7 院左尉印 l点 安徽省暁県伝世 20008607 
品漆塗り

9 銅印 僻邪 後漢 銅 2.02x2.01 x2.77 29.8 郭尭私印 l点 三套印の母 20008608 

10 銅印 僻邪 後漢 銅 0.95XO.89x 1.96 4.2 郭尭 l点 9の子 20008609 

11 銅印 僻邪 後漢 銅 0.76 x 0.83 x 0.67 1.7 都口 l点 9の孫 20008610 

12 玉印 壇 前漢 玉 1.82 x 1.83 x 1.08 7.9 向任 l点 20008611 

13 コークス 鳥 (戦国)~前漢 コークス 径1.21・高さ3.36 1.1 孫子口 l点 20008612 

14 銀印 亀 後漢 銀 1.83 x 1.79 x 1.69 26.9 王世私印 l点 20008613 

15 銅印 瓦 銅 1.94X 1.93x 1.78 27.6 臣受 l点 20008614 

16 銅印 僻邪 後漢 銅 2.44 x 2.49 x 3.68 60.9 劉繊印信 l点 套印の母 20008615 

17 銅印 僻邪 後漢 自同 2.33 x 2.33 x 3.54 47.6 左口印信 l点 套印の母 20008616 

18 銅印 僻邪 後漢 銅 2.67 x 2.55 x 3.66 57.9 陳曇印信 l点 套印の母 20008617 

19 鋼印 自E 後漢 銅 1.82x 1.81 X2.02 11.9 韓賞印 l点 套印の母 20008618 

20 銅印 費R 後漢 銅 1.59X 1.65x 1.07 8.6 韓中君 l点 19の子 20008619 

21 銅鍍金印 獣 後漢 銅 1.44X 1.45X 1.50 13.7 楊興私印 l点 獅子ヵ熊ヵ 套印 20008620 
の子

22 銅印 獣 後漢 銅 1.56 x 1.56 x 1.51 12.5 李武私印 l点 20008621 

23 銅印 獣 後漢 室岡 1.97 x 1.88 x 1.61 16.8 社自為印 l点 20008622 

24 銅印 獣 後漢 銅 1.83 x 1.82 x 1.62 19.1 方口私印 l点 20008623 

25 銅印 鼻 戦国 銅 1.26 x 1.30 x 0.81 4.8 相里得土 l点 20008624 

26 銅印 鼻 前漢 銅 2.00X 1.11 x 1.26 12.2 倉皇 1)点 20008625 

27 銅印 壇 戦国 銅 1.96x 1.18xO.74 6.0 私 l点 20008626 

28 銅印 柱型 戦国(楚) 銅 径1.32・長さ5.03 53.2 象形ヵ文字ヵ l点 極印(金版に押す 20008627 
刻印)

29 銅印 金 銅 7.24X7.11 x5.03 720.0 都統所印 l点 20008628 

30 銅印 棒 元~明 銅 5.51 x 5.45 x 5.69 524.0 園口君司之印 l点 20008629 

31 銅印 棒 西夏 銅 5.58 x 5.87 x 3.05 171.5 首領 l点 西夏文字の刻印 20008630 
組孔は後世穿孔

32 銅印 賂舵 貌(二国) 銅 2.29x2.31 x2.59 46.0 貌率善莞巴長 l点 20008631 

33 銅印 賂舵 膏(西膏) 銅 2.29 x 2.28 x 2.56 44.0 膏率善尭伯長 l点 20008632 
一一
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2 伝八回出土鋳型・青銅器レプリカ

番号 名称 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

34 銅文鋳型レプリカ 弥生時代 樹脂 27.9X 12.0x3.3 2点 福岡市東区八回出土の鋼文鋳型一対 20008633 
31.6X11.7X4.4 .....634 

35 銅文復元品 弥生時代 樹脂 33.5 x 11.3 x 1.4 l点 八回出土の銅文鋳型から復元された鋼 20008635 
文

36 銅剣復元晶 弥生時代 樹脂 64.1 X9.3X 1.3 l点 八回出土の銅剣鋳型から復元された銅 20008636 
貧リ

3 その他

番号 名称 時代 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

37 銅剣 戦国~前漢 青銅 長49.5 l点 長江流域の産ヵ 20008637 

38 銅鉱 戦国~前漢 青銅に鉄茎着装 長15.7.....23.1 6点 形態に2種あり 20008638 
.....643 

39 ガラス壁 戦国~前漢 鉛バリウムガラス 径11.4 l点 20008644 

7.書籍

〈資料内訳)1 洋書...・H ・H ・H ・..……...・H ・.....・H ・..……....・H ・…H ・H ・..… H ・H ・-… H ・H ・...・H ・...・ H ・-… H ・H ・.... 11件 26点

2 近代書籍①楽譜....・ H ・......・H ・....・ H ・-…6件6点 ②雑誌(アサヒグラフ)…・……...・H ・.274件274点

〈総計)291件306点

1 洋書

番号 名 称 発行年 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

耶蘇会士日本通信1628..... 1635年 フェレイラ 印刷書冊 16.0x 1l.0 l冊 宣教師で 20008645 
1630(伊語版) 厚紙装 日本名は

沢野忠庵

日用百科事典 1709年初版(再 ノエル・ショネル 印刷書冊 27.5x23.0 16冊 再版オラ 20008646 
版18世紀) ンダ語版 .....661 

3 長崎聖フランシスコ修道会 1862年 オシモ 印刷書冊 27.4X 19.6 l冊 聖人列記 20008662 
23聖人殉教史(初版) 念出版

4 The Japan Friends' Serviω 1925年 JAPAN FRIENDS' 印刷書冊 22.7X 17.2 l冊 20008663 
Committee， Report on Relief SERVICE 
Work 1923-4 COMMITTEEj編

5 Laying Foundations for Relations 1928年 THE AMERICAN 印刷書冊 25.5x 18.1 l冊 20008664 
with Japan SCHOOL IN JAPAN/ 

編

6 Some Missionaries Living in 1935年4月20日 Gilbe口80wlesf著 印刷パン 22.0x 15.2 l部 20008665 
Japan to their Fellow Christians in フレット
the United States 
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番号 名 称 発行年 作者 品質・形状 法量

7 Why and How to Boycott goods 1938年7月第3 Americ飢Leaguefor 印刷パン 20.8x 13.5 
“Made in Japan" Questions and 刷 Peace and フレット
An則的 Democracy (N.Y.lf著

8 Secret Agent of Japan. A 1938年 AMLETO VESPN著 印刷書冊 22.3X 14.5 
HandbooktoJapanese Victor Gollancz Ltd. 
Imperialism. (ロンドン)/発行

9 The Far Eastem ConfIict and 1939年頃 AMERICAN 印刷書冊 21.0x 13.4 
American Cotton COMMITTEE FOR 

NON-
PARTICIPATION IN 
JAPANESE 
AGGRESSION 
(N.Y.l/発行

10 Text of radio broadcast: Is the 1940年頃 Honorable Leonidas 印刷パン 21.7X 14.1 
United States to Have a War With C.Dyerl著 フレット
Japan? 

11 Babysan. A Private Look at the 1953年12月第 BiII Hume and John 印刷書冊 18.2X21.9 
Japanese Occupation 11刷 んmarino/著

k(東as京u伊l/発Bo行e悩K.K.

2 近代書籍

①楽譜

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数

12 楽譜f夜明けの唄/朝 昭和15年l月 日本放送出版協会発 印 刷 パ ン 25.7X 18.8 l部
露の唄」 17日 fT フレツト

13 楽譜「心の子守唄/野 昭和16年3月 日本放送出版協会発 印 刷 パ ン 25.7X 18.8 l部
蓄積の歌J 29日 行 フレット

14 楽譜「山杜偶J 昭和18年3月 石川啄木益子九郎 印 刷 パ ン 25.7x 18.8 l部
l日 日本放送出版協会発 フレツト

行

15 楽譜「事変下に陸箪記 昭和18年3月 柴野為亥知大沼 印 刷 パ ン 25.7X 18.8 l部
念日を迎ふ/日章旗を 6日 哲/稲野静哉内田 フレツト
仰いでj 元 日本放送出版協

会発行

16 楽譜「のぼる朝日に照 昭和18年10 落久保音市山田耕 印 刷 パ ン 25.7X 18.8 l部
る月に/銃後の日本大 月l日 符/陸名一雄名倉 フレット
丈夫J 噺 日本放送出版協

会発行

17 楽譜『海の歌/敵前掃 昭和18年10 西条八十佐藤長 印刷パン 25.7x 18.8 l部
海者の謡J 月21日 助/佐藤春夫片山 フレット

頴太郎 日本放送出
版協会発行

②雑誌(アサヒグラフ)

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数

員数 備考

l部

l冊

l冊

1部

1冊

備考

ラヂオテキスト
国民歌謡4

ラヂオテキスト
国民歌謡14

ラヂオテキスト
国民歌謡41

ラヂオテキスト
国民歌謡42

ラヂオテキスト
国民歌謡52

ラヂオテキスト
国民歌謡53

備考

18 アサヒグフフ 昭和15年l月3日 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第l号通巻843
l月3日・l月10 号 20p 新春特別
日新春合併号 増大号
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備品番号

2000B666 

20008667 I 

2000B668 

2000B669 

20008670 

備品番号

2000B671 

2000B672 

2000B6731 

20008674 

2000B675 

2000B676 

備品番号

2000B677 
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

19 アサヒグラフ 昭和15年l月17日 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第2号通巻84420008678 
l月17日号 号 20p

20 アサヒグラフ 昭和15年l月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第3号通巻84520008679 
l月24日号 号 20p

21 アサヒグラフ 昭和15年l月31日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第4号通巻84620008680 
l月31日号 号 20p

22 アサヒグラフ 昭和15年2月7日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第5号通巻84720008681 
2月7日号 号 20p

23 アサヒグラフ 昭和15年2月14日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第6号通巻84820008682 
2月14日号 号 20p

24 アサヒグラフ 昭和15年2月21日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26目。 l冊 第34巻第7号通巻84920008683 
2月21日号 号 20p

25 アサヒグラフ 昭和15年2月28日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 37.6X26.0 1冊 第34巻第8号通巻85020008684 
2月28日号 号 20p

26 アサヒグラフ 昭和15年3月6日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第9号通巻85120008685 
3月6日号 号 20p

27 アサヒグラフ 昭和15年3月13日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l間 第34巻第10号通巻 20008686 
3月13日号 852号 20p

28 アサヒグラフ 昭和15年4月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第13号通巻 20008687 
4月3日号 855号 20p

29 アサヒグラフ 昭和15年4月10日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第14号通巻 20008688 
4月10日号 856号 20p

30 アサヒグラフ 昭和15年4月17日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第15号通巻 20008689 
4月17日号 857号 20p

31 アサヒグラフ 昭和15年4月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第16号通巻 20008690 
4月24日号 858号 20p

32 アサヒグラフ 昭和15年5月l日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第17号通巻 20008691 
5月l日号 859号 20p

33 アサヒグラフ 昭和15年5月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第18号通巻 20008692 
5月8日号 860号 20p

34 アサヒグラフ 昭和15年5月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第19号通巻 20008693 
5月15日号 861号 20p

35 アサヒグラフ 昭和15年5月22日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第20号通巻 20008694 
5月22日号 862号 20p

36 アサヒグラフ 昭和15年5月29日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第21号通巻 20008695 
5月29日号 863号 20p

37 アサヒグラフ 昭和15年6月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第22号通巻 20008696 
6月5日号 864号 20p

38 アサヒグラフ 昭和15年6月12日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第34巻第23号通巻 20008697 
6月12日号 865号 20p

39 アサヒグラフ 昭和15年6月26日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第34巻第25号通巻 20008698 
6月26日号 867号 20p

40 アサヒグラフ 昭和15年7月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第35巻第l号通巻86820008699 
7月3日号 号 20p
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

41 アサヒグラフ 昭和15年7月10日 朝日新聞社東尽本社 印 刷 書 冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第2号通巻86920008700 
7月10日号 号 20p

42 アサヒグラフ 昭和15年7月17日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第3号通巻87020008701 
7月17日号 号 20p

43 アサヒグラフ 昭和15年7月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第4号通巻871 20008702 
7月24日号 号 20p

44 アサヒグラフ 昭和15年8月7日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第6号通巻87320008703 
8月7日号 号 20p

45 アサヒグラフ 昭和15年8月14日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第7号通巻87420008704 
8月14日号 号 20p

46 アサヒグラフ 昭和15年8月28日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第35巻第9号通巻87620008705 
8月28日号 号 20p

47 アサヒグラフ 昭和15年9月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第35巻第10号通巻 20008706 
9月4日号 877号 20p

48 アサヒグラフ 昭和15年9月11日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第11号通巻 20008707 
9月11日号 878号 20p

49 アサヒグラフ 昭和15年9月18日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6X26.0 l冊 第35巻第12号通巻 20008708 
9月18日号 879号 20p

50 アサヒグラフ 昭和15年9月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第13号通巻 20008709 
9月25日号 880号 20p

51 アサヒグラフ 昭和15年10月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第14号通巻 20008710 
10月2日号 881号 20p

52 アサヒグラフ 昭和15年10月9日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第15号通巻 20008711 
10月9日号 882号 20p

53 アサヒグラフ 昭和15年10月16 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第16号通巻 20008712 
10月16日号 日 883号 20p

54 アサヒグラフ 昭和15年10月23 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第17号通巻 20008713 
10月23日号 日 884号 20p

55 アサヒグラフ 昭和15年10月30 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第18号通巻 20008714 
10月30日号 日 885号 20p

56 アサヒグラフ 昭和15年11月6日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第19号通巻 20008715 
11月6日号 886号 20p

57 アサヒグラフ 昭和15年11月13 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第20号通巻 20008716 
11月13日号 日 887号 20p

58 アサヒグラフ 昭和15年11月20 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第21号通巻 20008717 
11月20日号 日 888号 20p

59 アサヒグラフ 昭和15年11月27 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第22号通巻 20008718 
11月27日号 日 889号 20p

60 アサヒグラフ 昭和15年12月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第23号通巻 20008719 
12月4日号 890号 20p

61 アサヒグラフ 昭和15年12月11 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第24号通巻 20008720 
12月11日号 日 891号 20p

62 アサヒグラフ 昭和15年12月25 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 37.6x26.0 l冊 第35巻第26号通巻 20008721 
12月25日号 日 893号 20p
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

63 アサヒグフフ 昭和16年l月l日 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第l号通巻89420008722 
1月l日・l月8 号 20p格 表紙に「新
日合併号 体制規版Jとあり

64 アサヒグラフ 昭和16年l月15日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第2号通巻89520008723 
l月15日号 号 20p 表紙に「新

体制規格版Jとあり

65 アサヒグラフ 昭和16年l月22日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第3号通巻89620008724 
l月22日号 号 20p格 表紙に「新

体制規版Jとあり

66 アサヒグラフ 昭和16年l月29日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第4号通巻89720008725 
l月29日号 号 20p格 表紙に「新

体制規版Jとあり

67 アサヒグラフ 昭和16年2月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第5号通巻89820008726 
2月5日号 号 20p格 表紙に「新

体制規版Jとあり

68 アサヒグラフ 昭和16年2月16日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第6号通巻89920008727 
2月12日号 号 20p 表紙に「新

体制規格版jとあり

69 アサヒグラフ 昭和16年2月19日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第7号通巻90020008728 
2月19日号 号 20p

70 アサヒグラフ 昭和16年2月26日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第8号通巻901 20008729 
2月26日号 号 20p

71 アサヒグラフ 昭和16年3月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第9号通巻90220008730 
3月5日号 号 20p

72 アサヒグラフ 昭和16年3月12日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第10号通巻 20008731 
3月12日号 903号 20p

73 アサヒグラフ 昭和16年3月19日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第11号通巻 20008732 
3月19日号 904号 20p

74 アサヒグラフ 昭和16年3月26日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第12号通巻 20008733 
3月26日号 905号 20p

75 アサヒグラフ 昭和16年4月2日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第13号通巻 20008734 
4月2日号 906号 20p

76 アサヒグラフ 昭和16年4月9日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第14号通巻 20008735 
4月9日号 907号 20p

77 アサヒグラフ 昭和16年4月16日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第15号通巻 20008736 
4月16日号 908号 20p

78 アサヒグラフ 昭和16年4月23日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第16号通巻 20008737 
4月23日号 909号 20p

79 アサヒグラフ 昭和16年4月30日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第17号通巻 20008738 
4月30日号 910号 20p

80 アサヒグラフ 昭和16年5月7日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第18号通巻 20008739 
5月7日号 911号 20p

81 アサヒグラフ 昭和16年5月14日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第19号通巻 20008740 
5月14日号 912号 20p

82 アサヒグラフ 昭和16年6月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第22号通巻 20008741 
6月4日号 915号 20p
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83 アサヒグラフ 昭和16年6月11日 朝日新聞社東尽本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第36巻第23号通巻 20008742 
6月11日号 916号 20p

84 アサヒグラフ 昭和16年6月18日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第24号通巻 20008743 
6月18日号 917号 20p

85 アサヒグラフ 昭和16年6月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第36巻第25号通巻 20008744 
6月25日号 918号 20p

86 アサヒグラフ 昭和16年7月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第l号通巻91920008745 
7月2日号 号 20p

87 アサヒグラフ 昭和16年7月9日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第2号通巻92020008746 
7月9日号 号 20p

88 アサヒグラフ 昭和16年7月16日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第3号通巻92120008747 
7月16日号 号 20p

89 アサヒグラフ 昭和16年7月23日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第4号通巻92220008748 
7月23日号 号 20p

90 アサヒグラフ 昭和16年7月30日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第5号通巻92320008749 
7月30日号 号 20p

91 アサヒグラフ 昭和16年8月6日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第6号通巻92420008750 
8月6日号 号 20p

92 アサヒグラフ 昭和16年8月13日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37号第7号通巻92520008751 
8月13日号 号 20p

93 アサヒグラフ 昭和16年8月20日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第8号通巻92620008752 
8月20日号 号 20p

94 アサヒグラフ 昭和16年8月27日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第9号通巻92720008753 
8月27日号 号 20p

95 アサヒグラフ 昭和16年9月3日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第10号通巻 20008754 
9月3日号 928号 20p

96 アサヒグラフ 昭和16年9月10日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第11号通巻 20008755 
9月10日号 929号 20p

97 アサヒグラフ 昭和16年9月17日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第12号通巻 20008756 
9月17日号 930号 20p

98 アサヒグラフ 昭和16年9月24日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第13号通巻 20008757 
9月24日号 931号 20p

99 アサヒグラフ 昭和16年10月l日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第14号通巻 20008758 
10月1日号 932号 20p

100 アサヒグラフ 昭和16年10月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第15号通巻 20008759 
10月8日号 933号 20p

101 アサヒグラフ 昭和16年10月15 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第16号通巻 20008760 
10月15日号 日 934号 20p

102 アサヒグラフ 昭和16年10月22 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第17号通巻 20008761 
10月22日号 日 935号 20p

103 アサヒグラフ 昭和16年10月29 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第18号通巻 20008762 
10月29日号 日 936号 20p

104 アサヒグラフ 昭和16年11月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第19号通巻 20008763 
11月5日号 937号 20p
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105 アサヒク守フフ 昭和16年11月12 朝日新聞社東示本社 印刷書冊 36.4X25.9 l間 第37巻第20号通巻 2000B764 
11月12日号 日 938号 20p

106 アサヒグラフ 昭和16年11月19 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第21号通巻 2000B765 
11月19日号 日 939号 20p

107 アサヒグラフ 昭和16年11月26 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第37巻第22号通巻 2000B766 
11月26日号 日 940号 20p

108 アサヒグラフ 昭和16年12月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25目9 l冊 第37巻第23号通巻 2000B767 
12月3日号 941号 20p

109 アサヒグラフ 昭和16年12月10 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36目4x25.9 l冊 第37巻第24号通巻 2000B7681 
12月10日号 日 942号 20p

110 アサヒグラフ 昭和16年12月17 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37号第25号通巻 2000B769 
12月17日号 日 943号 20p

111 アサヒグラフ 昭和16年12月24 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第37巻第26号通巻
12月24日号 日 944号 20p

112 アサヒグラフ 昭和17年l月l日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第l号通巻9452000B771 
12月31日・l月 号 20p
7日合併号

113 アサヒグラフ 昭和17年l月14日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第3号通巻9472000B772 
l月14日号 号 20p

114 アサヒグラフ 昭和17年l月21日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 1冊 第38巻第4号通巻9482000B773 
l月21日号 号 20p

115 アサヒグラフ 昭和17年l月28日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第5号通巻9492000B774 
l月28日号 号 20p

116 アサヒグラフ 昭和17年2月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第6号通巻9502000B775 
2月4日号 号 20p

117 アサヒグラフ 昭和17年2月11日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 i冊 第38巻第7号通巻9512000B776 
2月11日号 号 20p

118 アサヒグラフ 昭和17年2月18日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第8号通巻9522000B777 
2月18日号 号 20p

119 アサヒグラフ 昭和17年2月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第9号通巻9532000B778 
2月25日号 号 20p

120 アサヒグラフ 昭和17年3月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第10号通巻 2000B779 
3月4日号 954号 20p

121 アサヒグラフ 昭和17年3月11日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第11号通巻

3月11日号 955号 20p

122 アサヒグラフ 昭和17年3月18日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第12号通巻
3月18日号 956号 20p

123 アサヒグラフ 昭和17年3月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第13号通巻 2000B782 I 
3月25日号 957号 20p

124 アサヒグラフ 昭和17年4月l日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第14号通巻 2000B783 
4月l日号 958号 20p

125 アサヒグラフ 昭和17年4月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第15号通巻 2000B784 
4月8日号 959号 20p
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126 アサヒグラフ 昭和17年4月15日 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第16号通巻 20008785 
4月15日号 960号 20p

127 アサヒグラフ 昭和17年4月22日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第17号通巻 20008786 
4月22日号 961号 20p

128 アサヒグラフ 昭和17年4月29日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第18号通巻 20008787 
4月29日号 962号 20p

129 アサヒグラフ 昭和17年5月6日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第19号通巻 20008788 
5月6日号 963号 20p

130 アサヒグラフ 昭和17年5月13日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第20号通巻 20008789 
5月13日号 964号 20p

131 アサヒグラフ 昭和17年5月20日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第21号通巻 20008790 
5月20日号 965号 20p

132 アサヒグラフ 昭和17年5月27日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第22号通巻 20008791 
5月27日号 966号 20p

133 アサヒグラフ 昭和17年6月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第23号通巻 20008792 
6月3日号 967号 20p

134 アサヒグラフ 昭和17年6月10日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第38巻第24号通巻 20008793 
6月10日号 968号 20p

135 アサヒグラフ 昭和17年6月17日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 i冊 第38巻第25号通巻 20008794 
6月17日号 969号 20p

136 アサヒグラフ 昭和17年6月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第38巻第26号通巻 20008795 
6月24日号 970号 20p

137 アサヒグラフ 昭和げ年7月l日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第l号通巻97120008796 
7月l日号 号 20p

138 アサヒグラフ 昭和17年7月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第2号通巻97220008797 
7月8日号 号 20p 表紙にメ

モあり

139 アサヒグラフ 昭和17年7月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第3号通巻97320008798 
7月15日号 号 20p

140 アサヒグラフ 昭和17年7月22日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第4号通巻97420008799 
7月22日号 号 20p

141 アサヒグラフ 昭和17年7月29日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第5号通巻97520008800 
7月29日号 号 20p 表紙にメ

モあり

142 アサヒグラフ 昭和17年8月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第6号通巻97620008801 
8月5日号 号 20p

143 アサヒグラフ 昭和17年8月12日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第7号通巻97720008802 
8月12日号 号 20p

144 アサヒグラフ 昭和17年8月19日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第8号通巻97820008803 
8月19日号 号 20p

145 アサヒグラフ 昭和17年8月26日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第9号通巻97920008804 
8月26日号 号 20p

146 アサヒグラフ 昭和17年9月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第10号通巻 20008805 
9月2日号 980号 20p
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147 アサヒグラフ 昭和17年9月9日 朝日新聞社東示本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第II号通巻 2000B806 
9月9日号 981号 20p

148 アサヒグラフ 昭和17年9月16日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第12号通巻 2000B807 
9月16日号 982号 20p

149 アサヒグラフ 昭和17年9月23日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第13号通巻 2000B808 
9月23日号 983号 20p

150 アサヒグラフ 昭和17年9月30日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36目4x25.9 l冊 第39巻第14号通巻 2000B809 
9月30日号 984号 20p

151 アサヒグラフ 昭和17年10月21 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第17号通巻 2000B810 
10月21日号 日 987号 20p

152 アサヒグラフ 昭和17年10月28 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第18号通巻 2000B811 
10月28日号 日 988号 20p

153 アサヒグラフ 昭和17年II月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第19号通巻 2000B812 
I1月4日号 989号 20p

154 アサヒグラフ 昭和17年II月11 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第20号通巻 2000B813 
II月II日号 日 990号 20p

155 アサヒグラフ 昭和17年II月18 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第21号通巻 2000B814 
11月18日号 日 991号 20p

156 アサヒグラフ 昭和17年1I月25 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第22号通巻 2000B815 
I1月25日号 日 992号 20p

157 アサヒグラフ 昭和17年12月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第23号通巻 2000B816 
12月2日号 993号 20p

158 アサヒグラフ 昭和17年12月9日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第39巻第24号通巻 2000B817 
12月9日号 994号 20p

159 アサヒグラフ 昭和17年12月16 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第25号通巻 2000B818 
12月16日号 日 995号 20p

160 アサヒグラフ 昭和17年12月23 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第39巻第26号通巻 2000B819 
12月23日号 日 996号 20p

161 アサヒグラフ 昭和18年l月l日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第l号通巻9972000B820 
12月30日・l月 号 20p
6日合併号

162 アサヒグラフ 昭和18年l月13日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第2号通巻9982000B821 
l月13日号 号 20p

163 アサヒグラフ 昭和18年l月20日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第40巻第3号通巻9992000B822 
l月20日号 号 20p

164 アサヒグラフ 昭和18年l月27日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第40巻第4号通巻 2000B823 
l月27日号 1000号 20p

165 アサヒグラフ 昭和18年2月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第5号通巻 2000B824 
2月3日号 1001号 20p

166 アサヒグラフ 昭和18年2月10日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 i冊 第40巻第6号通巻 2000B825 
2月10日号 1002号 20p

167 アサヒグラフ 昭和18年2月17日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第7号通巻 2000B826 
2月17日号 1003号 20p
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168 アサヒグラフ 昭和18年2月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第8号通巻 20008827 
2月24日号 1004号 20p

169 アサヒグラフ 昭和18年3月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第40巻第9号通巻 20008828 
3月3日号 1005号 20p

170 アサヒグラフ 昭和18年3月17日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第40巻第11号通巻 20008829 
3月17日号 1007号 20p

171 アサヒグラフ 昭和18年3月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第40巻第12号通巻 20008830 
3月24日号 1008号 20p

172 アサヒグラフ 昭和18年3月31日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第13号通巻 20008831 
3月31日号 1009号 20p

173 アサヒグラフ 昭和18年4月7日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第40巻第14号通巻 20008832 
4月7日号 1010号 20p

174 アサヒグラフ 昭和18年4月14日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第15号通巻 20008833 
4月14日号 1011号 20p

175 アサヒグラフ 昭和18年4月21日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第16号通巻 20008834 
4月21日号 1012号 20p

176 アサヒグラフ 昭和18年4月28日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第17号通巻 20008835 
4月28日号 1013号 20p

177 アサヒグラフ 昭和18年5月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 1冊 第40巻第18号通巻 20008836 
5月5日号 1014号 20p

178 アサヒグラフ 昭和18年5月12日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第19号通巻 20008837 
5月12日号 1015号 20p

179 アサヒグラフ 昭和18年5月19日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第20号通巻 20008838 
5月19日号 1016号 20p

180 アサヒグラフ 昭和18年6月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第22号通巻 20008839 
6月2日号 1018号 20p

181 アサヒグラフ 昭和18年6月9日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第23号通巻 20008840 
6月9日号 1019号 20p

182 アサヒグラフ 昭和18年6月16日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第24号通巻 20008841 
6月16日号 1020号 20p

183 アサヒグラフ 昭和18年6月23日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第25号通巻 20008842 
6月23日号 1021号 20p

184 アサヒグラフ 昭和18年6月2日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第40巻第26号通巻 20008843 
6月30日号 1022号 20p

185 アサヒグラフ 昭和18年7月7日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第l号通巻 20008844 
7月7日号 1023号 20p

186 アサヒグラフ 昭和18年7月21日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第3号通巻 20008845 
7月21日号 1025号 20p

187 アサヒグラフ 昭和18年7月28日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第4号通巻 20008846 
7月28日号 1026号 20p

188 アサヒグラフ 昭和18年8月4日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第5号通巻 20008847 
8月4日号 1027号 20p

189 アサヒグラフ 昭和18年8月11日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 斉41巻第6号通巻 20008848 
8月11日号 1028号 20p
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190 アサヒク守フフ 昭和18年8月18日 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第7号通巻 20008849 
8月18日号 1029号 20p

191 アサヒグラフ 昭和18年8月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第8号通巻 20008850 
8月25日号 1030号 20p

192 アサヒグラフ 昭和18年9月1日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第9号通巻 20008851 
9月l日号 1031号 20p

193 アサヒグラフ 昭和18年9月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第10号通巻 20008852 
9月8日号 1032号 20p

194 アサヒグラフ 昭和18年9月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第11号通巻 20008853 
9月15日号 1033号 20p

195 アサヒグラフ 昭和18年9月22日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第12号通巻 20008854 
9月22日号 1034号 20p

196 アサヒグラフ 昭和18年9月29日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l問 第41巻第13号通巻 20008855 
9月29日号 1035号 20p

197 アサヒグラフ 昭和18年10月6日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第14号通巻 20008856 
10月6日号 1036号 20p

198 アサヒグラフ 昭和18年10月13 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第15号通巻 20008857 
10月13日号 日 1037号 20p

199 アサヒグラフ 昭和18年10月20 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第16号通巻 20008858 
10月20日号 日 1038号 20p

200 アサヒグラフ 昭和18年叩月27 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第17号通巻 20008859 
10月27日号 日 1039号 20p

201 アサヒグラフ 昭和18年11月10 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36目4X25.9 i冊 第41巻第19号通巻 20008860 
11月10日号 日 1041号 20p

202 アサヒグラフ 昭和18年11月17 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第20号通巻 20008861 
11月17日号 日 1042号 20p

203 アサヒグラフ 昭和18年11月24 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第21号通巻 20008862 
11月24日号 日 叩43号 20p

204 アサヒグラフ 昭和18年12月l日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第22号通巻 20008863 
12月l日号 1044号 20p

205 アサヒグラフ 昭和18年12月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第41巻第23号通巻 20008864 
12月8日号 1045号 20p

206 アサヒグラフ 昭和18年12月15 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第24号通巻 20008865 
12月15日号 日 1046号 20p

207 アサヒグラフ 昭和18年12月22 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l附 第41巻第25号通巻 20008866 
12月22日号 日 1047号 20p

208 アサヒグラフ 昭和18年12月29 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第41巻第26号通巻 20008867 
12月29日号 日 1048号 20p

209 アサヒグラフ 昭和19年l月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 ]j冊 第42巻第i号通巻 20008868 
l月5日・l月12 1049号 20p
日合併号

210 アサヒグラフ 昭和19年l月19日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第2号通巻 20008869 
l月19日号 1050号 20p

一
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211 アサヒグラフ 昭和19年2月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第4号通巻 20008870 
2月2日号 1052号 20p

212 アサヒグラフ 昭和19年2月9日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25目9 l冊 第42巻第5号通巻 20008871 
2月9日号 1053号 20p

213 アサヒグラフ 昭和19年2月16日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第6号通巻 20008872 
2月16日号 1054号 20p

214 アサヒグラフ 昭和19年2月23日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第7号通巻 20008873 
2月23日号 1055号 20p

215 アサヒグラフ 昭和19年3月l日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 H前 第42巻第8号通巻 20008874 
3月l日号 1056号 20p

216 アサヒグラフ 昭和19年3月8日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25目9 l冊 第42巻第9号通巻 20008875 
3月8日号 1057号 20p

217 アサヒグラフ 昭和19年3月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第10号通巻 20008876 
3月15日号 1058号 20p

218 アサヒグラフ 昭和19年3月22日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第11号通巻 20008877 
3月22日号 1059号 20p

219 アサヒグラフ 昭和19年3月29日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第12号通巻 20008878 
3月29日号 1060号 20p

220 アサヒグラフ 昭和19年4月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第13号通巻 20008879 
4月5日号 1061号 20p

221 アサヒグラフ 昭和19年4月12日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l附 第42巻第14号通巻 20008880 
4月12日号 1062号 20p

222 アサヒグラフ 昭和19年4月19日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第15号通巻 20008881 
4月19日号 1063号 20p

223 アサヒグラフ 昭和19年4月26日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第16号通巻 20008882 
4月26日号 1064号 20p

224 アサヒグラフ 昭和19年5月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第17号通巻 20008883 
5月3日号 1065号 20p

225 アサヒグラフ 昭和19年5月10日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第18号通巻 20008884 
5月10日号 1066号 20p

226 アサヒグラフ 昭和19年5月17日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第19号通巻 20008885 
5月17日号 1067号 20p

227 アサヒグラフ 昭和19年5月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第20号通巻 20008886 
5月24日号 1068号 20p

228 アサヒグラフ 昭和19年5月31日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第21号通巻 20008887 
5月31日号 1069号 20p

229 アサヒグラフ 昭和19年6月7日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第22号通巻 20008888 
6月7日号 1070号 20p

230 アサヒグラフ 昭和19年6月14日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第23号通巻 20008889 
6月14日号 1071号 20p

231 アサヒグラフ 昭和19年6月21日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第42巻第24号通巻 20008890 
6月21日号 1072号 20p

232 アサヒグラフ 昭和19年6月28日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第42巻第25号通巻 20008891 
6月28日号 1073号 20p
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233 アサヒグラフ 昭和19年7月5日 朝日新聞社東尽本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第43巻第l号通巻 20008892 
7月5日号 1074号 20p

234 アサヒグラフ 昭和19年8月30日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第43巻第9号通巻 20008893 
8月30日号 1081号 20p

235 アサヒグラフ 昭和19年11月22 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第43巻第21号通巻 20008894 
11月22日号 日 1094号 20p

236 アサヒグラフ 昭和20年2月21日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第8号通巻 20008895 
2月21日号 1106号 20p

237 アサヒグラフ 昭和20年2月28日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 i冊 第44巻第9号通巻 20008896 
2月28日号 1107号 20p

238 アサヒグラフ 昭和20年3月7日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第10号通巻 20008897 
3月7日号 1108号 20p

239 アサヒグラフ 昭和20年3月14日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第44巻第11号通巻 20008898 
3月14日号 1109号 20p

240 アサヒグラフ 昭和20年3月21日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第12号通巻 20008899 
3月21日号 1110号 20p

241 アサヒグラフ 昭和20年3月28日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第13号通巻 20008900 
3月28日号 1111号 20p

242 アサヒグラフ 昭和20年4月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第14号通巻 20008901 
4月5日号 1112号 20p

243 アサヒグラフ 昭和20年6月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第20号通巻 20008902 
6月5日号 1118号 20p

244 アサヒグラフ 昭和20年9月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第29号通巻 20008903 
9月5日号 1127号 20p

245 アサヒグラフ 昭和20年9月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第30号通巻 20008904 
9月15日.9月 1128号 20p
25日合併号

246 アサヒグラフ 昭和20年10月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第44巻第31号通巻 20008905 
10月5日号 1129号 20p

247 アサヒグラフ 昭和20年10月15 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第33号通巻 20008906 
10月15日号 日 1131号 20p

248 アサヒグラフ 昭和20年10月25 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第44巻第34号通巻 20008907 
10月25日号 日 1132号 20p

249 アサヒグラフ 昭和20年11月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第35号通巻 20008908 
11月5日号 1133号 20p

250 アサヒグラフ 昭和20年11月15 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第44巻第36号通巻 20008909 
11月15日号 日 1134号 20p

251 アサヒグラフ 昭和20年11月25 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第37号通巻 20008910 
II月25日号 日 1135号 20p

252 アサヒグラフ 昭和20年12月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44号第38号通巻 20008911 
12月5日号 1136号 20p

253 アサヒグラフ 昭和20年12月20 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第44巻第40号通巻 20008912 
大相撲秋場所 日 1138号 20p
特別号
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254 アサヒグラフ 昭和20年12月25 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第44巻第41号通巻 20008913 
12月25日号 日 1139号 20p

255 アサヒグラフ 昭和21年l月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第l号通巻 20008914 
l月1日号 1139号 20p

256 アサヒグラフ 昭和21年l月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第2号通巻 20008915 
l月15日号 1140号 20p

257 アサヒグラフ 昭和21年l月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第3号通巻 20008916 
l月25日号 1141号 20p

258 アサヒグラフ 昭和21年2月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第4号通巻 20008917 
2月5日号 1142号 20p

259 アサヒグラフ 昭和21年2月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第5号通巻 20008918 
2月15日号 1143号 20p

260 アサヒグラフ 昭和21年2月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第6号通巻 20008919 
2月25日号 1144号 20p

261 アサヒグラフ 昭和21年3月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第7号通巻 20008920 
3月5日号 1145号 20p

262 アサヒグラフ 昭和21年3月15日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第8号通巻 20008921 
3月15日号 1146号 20p

263 アサヒグラフ 昭和21年3月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第9号通巻 20008922 
3月25日号 1147号 20p

264 アサヒグラフ 昭和21年4月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第10号通巻 20008923 
4月5日号 1148号 20p

265 アサヒグラフ 昭和21年4月15日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第11号通巻 20008924 
4月15日号 1149号 20p

266 アサヒグラフ 昭和21年4月25日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第12号通巻 20008925 
4月25日号 1150号 20p

267 アサヒグラフ 昭和21年4月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第13号通巻 20008926 
5月5日号 1151号 20p

268 アサヒグラフ 昭和21年5月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第14号通巻 20008927 
5月15日号 1152号 20p

269 アサヒグラフ 昭和21年5月25日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第15号通巻 20008928 
5月25日号 1153号 20p

270 アサヒグラフ 昭和21年6月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第16号通巻 20008929 
6月5日号 1154号 20p

271 アサヒグラフ 昭和21年6月15日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第45巻第17号通巻 20008930 
6月15日号 1155号 20p

272 アサヒグラフ 昭和21年6月25日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第18号通巻 20008931 
6月25日号 1156号 20p

273 アサヒグラフ 昭和21年7月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4x25.9 l冊 第45巻第19号通巻 20008932 
7月5日号 1157号 20p

274 アサヒグラフ 昭和21年7月25日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第46号第3号通巻 20008933 
7月25日号 1159号 20p

275 アサヒグラフ 昭和21年8月5日 朝日新聞社東京本社 印 刷 書 冊 36.4X25.9 l冊 第46巻第4号通巻 20008934 
8月5日号 1160号 20p
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

276 アサヒグラフ 昭和21年8月15日 朝日新聞社東尽本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第46巻第5号通巻 20008935 
8月15日号 1161号 20p

277 アサヒグラフ 昭和21年8月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第46巻第6号通巻 20008936 
8月25日号 1162号 20p

278 アサヒグラフ 昭和21年9月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第46巻第7号通巻 20008937 
9月5日号 1163号 20p

279 アサヒグラフ 昭和21年9月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第46巻第9号通巻 20008938 
9月25日号 1165号 20p

280 アサヒグラフ 昭和21年10月25 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第46巻第12号通巻 20008939 
10月25日号 日 1168号 20p

281 アサヒグラフ 昭和21年12月15 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第46巻第17号通巻 20008940 
12月15日号 日 1173号 20p

282 アサヒグラフ 昭和22年2月25日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第47巻第6号通巻 20008941 
2月25日号 1180号 20p

283 アサヒグラフ 昭和22年3月5日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第47巻第7号通巻 20008942 
3月5日号 1181号 20p

284 アサヒグラフ 昭和22年4月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第47巻第11号通巻 20008943 
4月第2号 1185号 20p

285 アサヒグラフ 昭和22年5月15日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第47巻第13号通巻 20008944 
5月第2号 1187号 20p

286 アサヒグラフ 昭和22年6月18日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第47巻第15号通巻 20008945 
6月18日号 1189号 20p

287 アサヒグラフ 昭和22年7月2日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第48巻第l号通巻 20008946 
7月2日号 1191号 20p

288 アサヒグラフ 昭和22年7月9日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第48巻第2号通巻 20008947 
7月9日号 1192号 20p

289 アサヒグラフ 昭和22年7月16日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4x25.9 l冊 第48巻第3号通巻 20008948 
7月16日号 1193号 20p

290 アサヒグラフ 昭和22年9月24日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第48巻第13号通巻 20008949 
9月24日号 1203号 20p

291 アサヒグラフ 昭和22年12月3日 朝日新聞社東京本社 印刷書冊 36.4X25.9 l冊 第48巻第23号通巻 20008950 
12月3日号 1213号 20p

8.地図・絵画

〈資料内訳〉地図・絵画……・…一……・……・……・・…………...・ H ・..…....・ H ・......…………一…・・……一…・・ 14件14点

名称

1 I博多之図

発行年 作者 備 考

嘉永3年写し|作成不詳
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騎入資料 8.地図・絵画 9.広告類

番号 名称 発行年 作者 品質・形状 法量 員数 備 考 備品番号

2 筑前福岡御城下 明治5-9年 吉田明、杉少 紙本淡彩 39.1 x 149.8 11隔 『博多古図写J(裏書)、『成亥 20008952 
図 荘主人寅郎写 巻子装 御櫓有吉家写嘉永六年

叢梅園高輝写J

3 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 27.0X61.2 l枚 博多川端町法皇山大乗寺 20008953 
第一番大乗寺 メクリ

4 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.0X30.7 l枚 博多小山町冷泉山竜宮寺 20008954 
第二番竜宮寺 メクリ

5 筑前二十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.4x31.6 l枚 那珂郡住吉邑穐月山妙円寺 20008955 
第三番妙円寺 メクリ

6 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.6X30.8 l枚 表糟屋郡宮崎観音山恵光院 20008956 
第四番恵光院 メクリ

7 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.6x30.8 l枚 博多蔵本番臨光院明音寺 20008957 
第五番明音寺 メクリ

8 筑前=十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 25.8x25.8 l枚 博多芥屋町大悲山観音寺 20008958 
第六番観音寺 メクリ

9 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.0x30.2 l枚 博多令泉袖湊明王山冷泉寺 20008959 
第七番冷泉寺 メクリ

10 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.4x30.4 1枚 福岡薬院都史山円通寺 20008960 
第八番円通寺 メクリ

11 筑前三十三ヶ所 明治時代 筆原春門 紙本着色 26.6X30.4 l枚 福岡賢子町賛子石山長宮院 20008961 
第九番長宮院 メクリ

12 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 26.6x30.4 l枚 早良郡油山邑東油山正覚寺 20008962 
第十番正覚寺 メクリ

13 筑前三十三ヶ所 明治時代 葦原春門 紙本着色 25.9x30.2 l枚 恰土郡雷山邑雷山千如寺 20008963 
第十一番千知寺 メクリ

14 福岡市明細図 明治23年9月 高須徳七著作 木版墨刷 47.0X75.0 l点 袋付き 20008964 
25日 図画林斧介 彩色

発行兼印刷

9.広告類

〈資料内訳)1 ポスター……...・ H ・..…...・ H ・..………66件67点 3 ステッカー・札………...・ H ・H ・H ・.. 31件 31点

2 チラシ...・ H ・..…...・ H ・..…...・ H ・..……24件24点 4 その他...・ H ・..……...・ H ・..………… 6件 8点

〈総計)127件130点

1 ポスター

番号 名称 時代 作者 晶質・形状 法量 員数 備考 備品番号

ポスター「地洋丸j 明治~大正 東洋汽船株式会社 色刷 81.4X 107.2 l枚 20008965 

2 ポスター「地洋丸J 明治~大正 東洋汽船株式会社 色刷 61.7X80.6 l枚 20008966 
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購入資料 9.広告類

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

3 ポスター『公債郵便局 大正時代 大江印刷会社/印刷 色刷 59.5X44.5 l枚 20008967 
にて売出しJ

4 ポスターf国勢調査J 大正時代ヵ 浪速印刷株式会社/ 2色刷 79.5X52.1 l枚 20008968 I 
印刷

5 ポスター「肥料構成農事 大正~昭和 合資会社三和商会・ 単色刷 79.3x54.7 l枚 20008969 
講演会J 土肥素商会本舗/後

援

6 ポスターf土肥素」 昭和前期 土肥素商会本舗(京 色刷 77.2X53.0 l枚 20008970 
都)/印刷

7 ポスター「肥料製造法J 昭和前期 土肥素商会本舗(京 3色刷 76.8x52.6 l枚 20008971 
都)

8 ポスターf発明奨励大講 大正~昭和 社団法人京都発明協 色刷 79.0X54.6 1枚 単色刷りに書き込 20008972 
演会」 dz合zh み

9 ポスター「三越の出張大 昭和前期 大阪三越会場:博 色刷 78.0X35.1 l枚 「福岡警察署Jのス 20008973 
売出しJ 多商工会議所 タンプあり

10 ポスター「京阪神へは商 昭和前期 大阪商船株式会社 色刷 72.3x46.0 l枚 20008974 
船でJ

11 ポスター『春は海からJ 昭和前期 大阪商船株式会社 色刷 74.5X52.8 l枚 20008975 

12 ポスター「秋の船旅J 昭和前期 大阪商船株式会社 色刷 77.4x52.5 l枚 20008976 

13 ポスター「大阪商船(桃太 昭和前期 大阪商船株式会社 色刷 93.0X62.4 l枚 20008977 
郎)J

14 ポスター「大阪商船(鷲)J 昭和前期 大阪商船株式会社 色刷 92.0x60.7 l枚 20008978 

15 ポスターf別府海の家J 昭和前期 別府市観光課 色刷 90.7X62.3 l枚 20008979 

16 ポスターf花火大会J 昭和前期 別府市/主催別府 色刷 78.8x55.0 l枚 20008980 
光進堂/印刷

17 ポスター「別府温泉祭J 昭和前期 光進堂印刷株式会社 色刷 77.2X36.7 l枚 20008981 
/印刷

18 ポスター「別府温泉祭J 昭和前期 玉新社(別府市)/印刷 色刷 79.4X53.0 l枚 温泉神社・県社式 20008982 
内鶴見御撤権現御
浜降

19 ポスターf冬暖かい別府 昭和前期 光進堂/印刷 色刷 75.5X51.5 l枚 20008983 
へJ

20 ポスター「別府納涼新天 昭和前期 別府光進堂/印刷 色刷 78.2x53.5 l枚 20008984 
地j

21 ポスター「冬暖き別府温 昭和前期 門司鉄道局 色刷 53.6X78.8 l枚 20008985 
泉へJ

22 ポスター「夏の別府j 昭和前期 門司鉄道局 色刷 79.3x54.8 2枚 20008986 
-987 

23 ポスター「銘酒梅ヶ谷」 昭和前期 梅ヶ谷酒造株式会社 色刷 89.7X30.4 l枚 20008988 

24 ポスターf最上蝋燭J 昭和前期 最上蝋燭 色刷 65.0x34.8 l枚 20008989 

25 ポスター「乾燥天然乳ラ 昭和前期 株式会社乾卯商会 色刷 54.2X36.9 l枚 20008990 
クトーゲンJ
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番号 名称 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

I 26 ポスターrUONDENT札 昭和前期 フイオン歯磨本舗 色刷 91.0x62.4 l枚 20008991 
CREAMJ 

27 ポスター「さくらまさむ 昭和前期 醸造元山巴太左衛門 色刷 106.2X75.8 l枚
ねj 特約庖田熊広島支盾

28 ポスター「流線型ナショ 昭和前期 現・松下電器産業 色刷 62.6x30.4 l枚 「ナショナルjの商 20008993 
ナル発電ランプJ 標は昭和2年以降

29 ポスター「ヒボン号J 昭和前期 不詳 色刷 25.8x38.5 l枚 20008994 

30 ポスター「薬用ニュー洗 昭和前期 ニュー洗粉本舗 色刷 53.8x37.7 l枚 20008995 
粉j

31 ポスター「日本乾電池J 昭和前期 高砂工業株式会社 色刷 76.8x34.8 l枚 20008996 

32 ポスター「サン号自転 昭和前期 サン号自転車工場 色刷 53.8x38.6 l枚 20008997 
車J

33 ポスター「浴剤不老 昭和前期 別府イデユ製薬合資 色刷 76.4X34.6 l枚 20008998 
泉j 会社

34 ポスター「麺類品評会j 昭和前期 主催佐賀県ほか 色刷 79.0X54.1 l枚 20008999 

35 ポスター「視力愛護明 昭和前期 東京電気株式会社照 色刷 61.2X45.7 l枚 東京電気.昭和14 2000BI000 
視スタンド」 明課推奨 年芝浦製作所と合

併

36 ポスター「純粕製焼酎j 昭和前期 筑後焼酎製造組合連 色刷 74.4X50.9 l枚 2000BI00l 
合会、筑邦焼酎製造

組合連合会

37 ポスター「保健衛生の叫 昭和前期 小浜警察署 色刷 77.5x53.6 l枚 2000BI002 
ぴJ

38 ポスター「恐るべき結核 昭和前期 福井県結核予防会 色刷 102.3X54.5 l枚 2000BI003 
を防げJ

39 ポスター「火事注意」 昭和前期 消防組(帝国火災保 2色刷 27.4x38目9 l枚 2000B1004 
険株式会社寄贈)

40 ポスター「油断大敵火の 昭和前期 福井県消防義会 2色刷 54.3X39.5 l枚 2000BI005 
用心」

41 ポスター「有限公司贋生 昭和前期 有限公司贋生行 色刷 74.8X53.1 l枚 2000BI006 
行J

42 ポスター「南京馬慶公 昭和前期 南京馬慶公司 色刷 78.7X52.8 l枚 2000BI007 
司j

43 ポスター「こけのむすま 昭和前期 常設朝日館 色刷 96.7x77.4 l枚 2000BI008 
でJ

44 SCORCHED EARTH 1930年代~ Produced by BEN 色 刷 ポ 97.5x69.0 l枚 第2次大戦中米国 200081009 
40年代ヵ MINDENBURG Released スター 反日ポスター

thru lAMONT 
PICTURES CO. 

45 ポスター「国民歌謡貯蓄 昭和12年 貯金局 2色刷 77.5X35.7 l枚 200081010 
実話懸賞募集j

46 ポスター「節米一割」 昭和12~15 国民精神総動員中央 色刷 39目1X53.4 l枚 国民精神総動員中 2000BIOII 
年 連盟 央連盟:昭和12~

15年
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

47 ポスター「支那事変国債 昭和12-16逓信省ヵ 色刷 168.0X45.5 l枚 2000BI012 
売出しJ 年ヵ

48 ポスター「一枚一円支 昭和12-16大蔵省・日本勧業銀 2色刷 51.0X36.0 l枚 2000B1013 
那事変第l回特別報国債 年ヵ 行
券売出J

49 ポスター「産業総動員 昭和13年 東日本洋服商工組合 色刷 76.6X53.8 l枚 『洋装』昭和13年l2000B1014 
活躍は洋服からJ 連合会、東京羅紗卸 月号(第7巻第l号)

商業組合、洋装社・ 附録
東京羅紗新装社

Suda/原画

50 ポスター「国防と長期建 昭和13-18 陸軍省・海軍省・内 色刷 53.0x38.0 l枚 2000BI015 
設にラヂオj 年 務省・逓信省・文部

省・厚生省

51 ポスター「巨人頭山満翁 昭和14年ヵ 感山荘 色刷 l枚 吉田鞘明/著感 2000B1016 
は語るJ 山社(東京)/発行

52 ポスター「簡易保険25周 昭和15年ヵ 東京堂印刷株式会社 色刷 71.7X51.5 l枚 2000B1017 
年・郵便年金15周年」 /印刷康/原画

53 ポスター[お国のためだ 昭和15-20大分県翼賛壮年団 色刷 54.5X38.5 l枚 大政翼賛会:昭和 2000B1018 
一粒でも多く出そうj 年 別府光進堂/印刷 15-20年

54 ポスター「定額郵便貯 昭和16年ヵ 共和印刷株式会社 色刷 75.3X53.0 l枚 2000B1019 
金J (東京)/印刷

55 ポスター「国防科学大博 昭和16年ヵ 主催財団法人科学動 色刷 73.6 x 52.0 l枚 2000BI020 
覧会j 員協会ほカ通

56 ポスター「第3回戦時貯 昭和17年ヵ 大蔵省、逓信省、日 色刷 73.4x51.2 l枚 2000B1021 
蓄債券・報国債券j 本勧業銀行

57 ポスター「海軍志願兵募 昭和前期 佐世保海軍人事部 色刷 l枚 2000B1022 
集」

58 ポスター「勤倹貯蓄記念 昭和前期 貯蓄銀行協会・逓信 91.5X60.2 l枚 2000B1023 
日3月10日J 省貯蓄局

59 ポスター「工員募集小 昭和前期 国民職業指導所 色刷 61.0X44.0 l枚 2000BI024 
倉製鋼株式会社」

60 ポスター「鉱業報国J 昭和前期 福岡鉱山監督署 色刷 77.0 x 53.0 l枚 2000B1025 

61 ポスター「三勇士j 昭和前期 光陽堂印刷部印行 色刷 l枚 墨の広告 2000B1026 

62 ポスター「育訓四年一代 昭和前期 大分県 色刷 54.8x36.5 l枚 2000B1027 
輝くJ

63 ポスター「大相撲熊本大 昭和30年12大日本相撲協会主催 色刷 77.5X52.7 l枚 下方に熊本相互銀 2000BI028 
場所J 月4・5日開 行広告有り

催

64 ポスター「大相撲熊本大 昭和33年12大日本相撲協会主催 色刷 77.4x52.6 l枚 下方に熊本相互銀 2000B1029 1 

場所」 月7-9日間 行広告有り
催

65 ポスター「九州、|一周駅伝 1962年11月 主催九州陸上競技協 色刷 76.0 x 52.0 l枚 下方にアサヒ靴広 2000B1030 
競走J 会ほか 告付

66 ポスター「大東亜戦史大 昭和時代 佐賀県国旗掲揚振興 色刷 63.0X44.3 l枚 2000B1031 
公開J (戦後) 会/提供
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購入資料 9.広告類

2 チラシ

番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

67 8oyco仕Japan 1938年頃 Visual Education 印刷 25.5X 17.8 l枚 200081032 
Press (N.Y.)/発行

68 チラシ(小倉井筒屋夏の売出し) 昭和13年6月 小倉井筒屋 単色刷 38.7X26.2 l枚 200081033 

69 チラシ(小倉井筒屋秋の売出し) 昭和13年9月13日 小倉井筒屋 単色刷 38.7x26.4 l枚 200081034 

70 チラシ(小倉井筒屋売出し) 昭和13年10月19日 小倉井筒屋 単色刷 38.8X26.6 l枚 200081035 

71 チラシ(小倉菊屋開庖売出し盛 昭和13年11月l日 小倉菊屋 単色刷 38.4X26.7 l枚 200081036 
況御礼感謝大売出し)

72 チラシ(小倉菊屋第一回菊屋会 昭和13年11月6日 小倉菊屋 単色刷 38.7X26.7 l枚 200081037 
大売出し)

73 チラシ(菊屋会大売出し愈々9日ま 昭和13年11月8日 小倉菊屋 単色刷 38.7X26.7 l枚 200081038 
で)

74 チラシ(小倉井筒屋売出し) 昭和13年11月10日 小倉井筒屋 単色刷 38.7x26.5 l枚 200081039 

75 チラシ(小倉菊屋売出し) 昭和13年11月11日 小倉菊屋 単色刷 38.2x26.6 l枚 200081040 

76 チラシ(小倉菊屋第一回菊屋の 昭和13年11月18日 小倉菊屋 単色刷 38.4x26.4 l枚 200081041 
大せいもん)

77 チラシ(小倉井筒屋井筒屋の大 昭和13年12月l日 小倉井筒屋 単色刷 38.8x26.5 l枚 200081042 
蛭子市)

78 チラシ(小倉菊屋菊屋大ゑぴす 昭和13年12月2日 小倉菊屋 単色刷 38.5x26.6 l枚 新興代用 200081043 
市) 品展

79 チラシ(小倉菊屋歳暮大売出し) 昭和13年12月10日 小倉菊屋 単色刷 38.3x26.6 l枚 200081044 

80 チラシ(小倉菊屋感謝大売出し) 昭和13年12月27日 小倉菊屋 単色刷 38.8x26.6 l枚 200081045 

81 チラシ(小倉菊屋防寒用品売出 昭和14年l月11日 小倉菊屋 単色刷 38.6X26.5 l枚 200081046 
し)

82 チラシ(小倉井筒屋売出し) 昭和14年2月18日 小倉井筒屋 単色刷 19.5x23.8 l枚 皇軍慰問 200081047 
書道展

83 チラシ(小倉井筒屋売出し) 昭和14年2月24日 小倉井筒屋 単色刷 38.6x26.5 l枚 200081048 

84 チラシ(小倉菊屋売出し) 昭和14年3月l日 小倉菊屋 単色刷 38.6x26.2 l枚 国民健康 200081049 
展覧会

85 チラシ(小倉井筒屋売出し) 昭和14年3月4日 小倉井筒屋 単色刷 38.4X26.6 l枚 200081050 

86 チラシ(小倉菊屋売出し) 昭和14年3月9日 小倉菊屋 単色刷 38.8X26.7 l枚 国民健康 200081051 
展覧会

87 チラシ(小倉井筒屋売出し) 昭和14年3月18日 小倉井筒屋 単色刷 38.5X26.5 l枚 廃品再生 200081052 
展覧会

88 チラシ(小倉菊屋菊屋春の大市) 昭和14年3月24日 小倉菊屋 単色刷 38.6X26.3 l枚 国民健康 200081053 
展 26日
まで

89 チラシ「国旗運動についてJ 昭和前期 愛国婦人会 二色刷 19.3X26.5 l枚 200081054 

90 チラシ「大東亜戦争必勝祈願国 昭和16~20年頃 大日本国旗協 印刷 19.0x26.5 l枚 回覧用の 2000B1055 
旗掲揚，心得J 会関西支部/主 チラシ

唱大日本神
祇会京都支部/
後援
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購入資料 9.広告類

3 ステッカー・札

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

91 スァッカー「道路愛護 昭和前期 山口県勝~セロファン セロハン 15.0x 10.1 l枚 アドバルーン 200081056 
運動j 工業所(大阪)/印行 色刷

92 ステッカーf道路愛護 昭和前期 北海道勝元セロファン セロハン 15.3X 10.2 l枚 アドバルーン 200081057 
運動J 工業所(大阪)/印行 色刷

93 ステッカー「道路愛護 昭和前期 山口県勝元セロファン セロハン 15.3X 10.1 l枚 200081058 
運動J 工業所(大阪)/印行 色刷

94 ステッカー「ありがと 昭和15-大政翼賛会島根県支部ほ セロハン 15.3X9.8 l枚 200081059 
う週間j 20年 か勝元セロファン工業 色刷

所(大阪)/印行

95 ステッカー「翼賛選 昭和17年 岡山県勝元セロファン セロハン 13.8x 11.3 l枚 200081060 
挙J 工業所(大阪)/印行 色刷

96 ステッカー「翼賛選 昭和17年 千葉県勝元セロファン セロハン 15.4XI0.l l枚 200081061 
挙」 工業所(大阪)/印行 色刷

97 ステッカー「健民運 昭和前期 慶尚北道勝元セロフア セロハン 15.3X 10.3 l枚 200081062 
動J ン工業所(大阪)/印行 色刷

98 ステッカー「健民運動 昭和前期 全羅南道勝元セロフア セロハン 15.3x 10.0 l枚 5月2日-5月8日 200081063 
児童愛護J ン工業所(大阪)/印行 色刷 健民運動:昭和17

年以降

99 ステッカー「健兵健 昭和前期 黄海道勝元セロファン セロハン 15.3x 10.2 l枚 健民運動:昭和17 200081064 
民J 工業所(大阪)/印行 色刷 年以降

100 ステッカー「防犯報 昭和前期 黄海道警察部保安課勝 セロハン 15.1 x 10.1 l枚 200081065 
国」 元セロファン工業所(大 色刷

阪)/印行

101 ステッカーf防犯強調 昭和前期 京都府警察部勝元セロ セロハン 15.6X 10.0 l枚 4月11日-4月17日 200081066 
週間J ファン工業所(大阪)/印行 色刷

102 ステッカー「正量報国 昭和前期 滋賀県 日本度量衡協会 セロハン 15.4X 10.0 l枚 4月12日 200081067 
度量衡記念日j 滋賀支部勝元セロフア 色刷

ン工業所(大阪)/印行

103 ステッカー「水産記念 昭和前期 高雄州水産会勝元セロ セロハン 15.3X 10.0 l枚 4月14日 200081068 
日J ファン工業所(大阪)/印行 色刷

104 ステッカー「河川愛護 昭和前期 滋賀県滋賀県河川砂防 セロハン 15.4X 10.2 l枚 200081069 
運動j 協会勝元セロファン工 色刷

業所(大阪)/印行

105 ステッカー『愛馬の 昭和前期 青森県 日本馬事会青森 セロハン 15.3x9.9 l枚 4月8日 200081070 
日j 県支会勝元セロファン 色刷

工業所(大阪)/印行

106 ステッカー「愛馬の 昭和前期 釧路産馬畜産組合勝元 セロハン 15.3x9.9 l枚 4月8日 200081071 
日j セロファン工業所(大阪)/ 色刷

印行

107 ステッカー「第4回航 昭和18年 大日本飛行協会和歌山支 セロハン 15.3X 10.2 l枚 9月21日 200081072 
空日」 部勝元セロファン工業 色刷

所(大阪)/印行

108 ステッカー「愛林週 昭和前期 平安南道勝元セロフア セロハン 15.4x 10.2 l枚 4月11日-4月17日 200081073 
間j ン工業所(大阪)/印行 色刷
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番号 名 称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

109 ステッカー「愛林日」 昭和前期 宮崎県宮崎県森林組合 セロハン 15.4X 10.0 l枚 4月5日 2000810741 
連合会勝元セロファン 色刷
工業所(大阪)/印行

110 ステッカー「愛林日J 昭和前期 大泊林務署勝元セロフ セロハン 15.7x9.9 l枚 5月21日 200081075 
アン工業所(大阪)/印行 色刷

III ステッカー「山火注 昭和前期 札幌営林区署勝元セロ セロハン 15.4X 10.2 l枚 200081076 
意j ファン工業所(大阪)/印行 色刷

112 ステッカー「防火報国 昭和前期 台湾消防協会勝元セロ セロハン 15.2xlO.0 l枚 200081077 
火の用，心J ファン工業所(大阪)/印行 色刷

113 ステッカー「火の用 昭和前期 平安南道警察部勝元セ セロハン 15.3xI0.0 l枚 守る銃後に忘るな 200081078 
，心J ロファン工業所(大阪)/印 色刷 防火

行

114 ステッカー「火の用 昭和前期 佐賀県大日本警防協会 セロハン 15.4X 10.1 l枚 守る銃後に忘るな 200081079 
，心J 佐賀県支部勝元セロフ 色刷 防火

アン工業所(大阪)/印行

115 ステッカー「忠魂へJ 昭和前期 樺太庁軍人援護会樺太 セロハン 14.0 x 11.6 l枚 200081080 
支部勝元セロファン工 色刷
業所(大阪)/印行

116 札「選挙粛正j 昭和II年 全国農村産業組合協会 単色刷 26.8x9.8 l枚 200081081 
カ

117 札「国民精神総動員防 昭和12~ 岐阜県消防協会岐稲支部 単色刷 26目8x9.8 l枚 200081082 
火報国j 15年頃

118 札「松根の根コソギ動 昭和15~ 山口県翼賛会翼壮団 色刷 20.9x7.4 l枚 200081083 
員J 20年頃 農業会

119 キLf大東亜戦争国債 昭和16~ 大蔵省、逓信省、日本銀 色刷 18.8x6.7 l枚 10月 22 日 ~II月2
郵便局売出しj 20年頃 fr 日

120 札「米英に射ち込む弾 昭和前期 兵庫県 単色刷 17.6X4.8 l枚 十七億貯蓄目標攻 200081085 
丸だ此の貯蓄J 略総突撃運動

121 札「火の用心と身の要 昭和前期 片岡博成社/印行 二色刷 26目8x12.7 l枚 「注意スベキ喰イ 200081086 
慎」 合セJr一億一心

健康第一大東亜
建設j

4 その他

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

122 MOUNTAIN ROSE 19世紀後半 オッァンベルグ商会 竹 ・ 紙 色 高74.8 l点 200081087 
CIGARS 宣伝用大 ~20世紀初 帰リ 幅136.2
扇子 頭

123 元冠記念碑建設広 明治23年ヵ 元冠記念碑建設事務 印刷 リー 32.3x23.4 1)点 200081088 
と仁と3 局 フレット

124 しおり(徴兵保険 昭和5年頃 富国徴兵保険相互会 色刷 23.4x29.7 l枚 200081089 
ほカヰ 社瀬昧印刷所/印行

125 しおり(おこさま 昭和7年II 富国徴兵保険相互会 色刷 15.4X26.8 l枚 200081090 
がたの徴兵保険) 月10日 社凸版印刷株式会

社/印刷
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番号 名称 時代 作者 品質・形状

126 散華しおり 昭和前期 西本願寺 色刷

127 峨「フクジュショ 昭和前期 福井銘醸合名会社 色 刷 木 綿
ーユ」 製

10.写真

〈資料内訳)1 大東亜戦争特輯記録版同盟写真特報…...4件4点

1 大東E戦争特輯記録版同盟写真特報

番号 名称 内容 時代

大東亜戦争特輯記録 昭和18年10月25日
版同盟写真特報l ~11月 15日

①同盟写真特報教育 フィリピン共和国独立を 昭和14年10月31日
版第2273号(3) 宣言

②同盟写真特報教育 天皇皇后両陛下靖国神社 昭和14年10月24日
版第2272号(1) に行幸啓、畏くも護国の

英霊に御拝あらせ給ふ

③同盟写真特報教育 一億の決意を凝集して第 昭和14年11月7日
版第2285号(1) 八十三臨時議会開カ通る

④同盟写真特報教育 大東亜解放戦へ十億の熱 昭和14年11月14日
版第2292号(1) 意こめて帝都に歴史的大

東亜会議開く

⑤同盟写真特報教育 戦闘準備完了(インド独 昭和14年11月14日
版第2292号(3) 立運動に向けて)

@同盟写真特報教育 「十月十四日J栄光の独立 昭和14年10月24日
版第2272号(4) 今ぞ成り歓喜に躍る建設

の比律多貧(フィリピン)
共和国

⑦同盟写真特報教育 南太平洋海戦(昭和17年 昭和14年10月31日
版第2273号(2) 10月26日於サンタクルー

ズ諸島沖)に見る米艦隊
の惨憎たる敗戦

@同盟写真特報教育 ニューギニアの大密林を 昭和14年11月7日
版第2285号(2) 衝いて米濠軍撃滅に奮戦

ある皇軍勇士

⑨同盟写真特報教育 反攻の敵兵一万数千を撃 昭和14年11月14日
版第2292号(2) 砕しし皇軍ニューギニア

を猛進撃

⑩同盟写真特報教育 秋酎の支那大陸に空陸協 昭和14年10月24日
版第2272号(2) 力して敵を撃滅
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法量 員数 備考 備品番号

8.8 x 7.0 3枚 袋有り 大詔奉戴興 200081091 
亜報国運動 ~1093 

148.0X44.0 1 )点 「築港博記念珍福岡l孫 2000810941 
醤油研究曾品評曾最
高優等賞金牌受領」

2 逓信写真特報...・ H ・...一…・・・・・・・・・15件15点

〈総計)19件19点

作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

同盟通信社 印刷書 26.3x38.0 l冊 200081095 
冊

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷

同盟通信社 印刷



購入資料 10.写真

番号 名称 内容 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

⑪同盟写真特報教育 秋色深き北支の山野に中 昭和14年10月31日 同盟通信社 印刷

版第2273号(引 国共産軍を包囲織滅

⑫同盟写真特報教育 撃墜された敵機の残骸 昭和14年11月7日 同盟通信社 印刷

版第2285号(3)

⑬同盟写真特報教育 海軍病院船 昭和14年10月31日 同盟通信社 印刷
版第2273号(1)

⑬同盟写真特報教育 海の少年飛行兵(予科練) 昭和14年10月24日 同盟通信社 印刷

版第2272号(3) ほまれの入隊式

⑮同盟写真特報教育 陸軍少年通信兵 昭和14年11月14日 同盟通信社 印刷

版第2292号(4)

⑮同盟写真特報教育 共栄圏かいらんばん(ア 昭和14年11月7日 同盟通信社 印刷
版第2285号制 ジア諸地域の動向)

2 大東亜戦争特輯記録 昭和18年11月22日 同盟通信社 印刷書 26.3x38.0 l冊 2000B1096 
版同盟写真特報2 -12月20日 冊

①同盟写真特報教育 ドンナチイサイコドモデ 昭和14年12月5日 同盟通信社 印刷
版第2311号(3) モオクニノオヤクニタツ

コトガデキJレ(子供の手
伝い奨励)

②同盟写真特報教育 熱血沸る大東亜結集国民 昭和14年11月21日 同盟通信社 印刷
版第2299号(2) 大会

③同盟写真特報教育 大東亜はアジア人の楽土 昭和14年11月21日 同盟通信社 印刷
版第2299号(4) となる! ! (大東亜共同

宣言)

④同盟写真特報教育 燦たり!ブーゲンビル島 昭和14年11月21日 同盟通信社 印刷
版第2299号(I) 沖に大艦隊を粉砕

⑤同盟写真特報教育 無敵海軍必勝の第三年へ 昭和14年12月12日 同盟通信社 印刷
版第2318号(2) 大進撃(大東亜戦争開戦

からご年目を迎えて)

⑥同盟写真特報教育 決戦第三年へ!無敵陸軍 昭和14年12月19日 同盟通信社 印刷
版第2325号(I) の穂突撃(大東亜戦争開

戦から三年目を迎えて)

⑦同盟写真特報教育 陸鷲血戦(陸軍航空隊の 昭和14年12月19日 同盟通信社 印刷
版第2325号(4) 活躍)

③同盟写真特報教育 無敵海鷲敵艦船廿二隻を 昭和14年12月5日 同盟通信社 印刷
版第2311号(1) 撃沈破(ギlレパート諸島

沖航空戦)

⑨同盟写真特報教育 敵上陸軍五万を逝撃して 昭和14年12月19日 同盟通信社 印刷
版第2325号(2) 血戦五日、ああ!タラワ、

マキン守備隊全員玉砕

⑩同盟写真特報教育 納冨大尉と“棒倒し" 昭和14年12月5日 同盟通信社 印刷
版第23日号(2)

⑪同盟写真特報教育 常徳の攻略なる! 昭和14年12月12日 同盟通信社 印刷
版第2318号(司

⑫同盟写真特報教育 大陸に、海南に、印度に 昭和14年12月12日 同盟通信社 印刷
版第2318号(1) 燦たる無敵陸鷲の鵬翼

(陸軍航空隊の活躍)
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番号 名称 内容 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

⑬同盟写真特報教育 必勝へ戦ふ大東亜民族 昭和14年12月5日 同盟通信社 印刷
版第2311号(4)

⑭同盟写真特報教育 傭たり北方の護り新任務 昭和14年11月21日 同盟通信社 印刷
版第2299号。) につく旧キスカ島守備隊

3 大東亜戦争特輯記録 昭和18年12月13日 同盟通信社 印刷書 26.3x38.0 l冊 200081097 
版同盟写真特報3 ~昭和19年1月21 冊

日

①同盟写真特報教育 続け!陸軍少年兵 昭和14年12月19日 同盟通信社 印刷
版第2325号(3)

②同盟写真特報教育 天皇陛下御員影 昭和15年1月l日 同盟通信社 印刷
版第2333号(1)

③同盟写真特報教育 日嗣の皇子皇太子殿下の 昭和15年l月1日 同盟通信社 印刷
版第2333号(1) 御近影

④同盟写真特報教育 必勝祈願我ら断じて敵米 昭和15年l月2日 同盟通信社 印刷
版第2334号(2) 英を撃たん

⑤同盟写真特報教育 決戦の春に巌たり 昭和15年l月2日 同盟通信社 印刷
版第2334号(1)

⑥同盟写真特報教育 我が接敵第一線に巌たる 昭和14年12月12日 同盟通信社 印刷
版第2318号(4) 錨壁の防空陣

⑦同盟写真特報教育 敵補給路の嬢滅めざして 昭和15年l月15日 同盟通信社 印刷
版第2345号(2) 勇躍基地を飛び立つ海の

爆撃機隊

③同盟写真特報教育 決勝の大空へ勇躍出撃す 昭和15年l月7日 同盟通信社 印刷

版第2338号(2) る海軍戦闘機

⑨同盟写真特報教育 帝都の空を蔽ふ決勝の翼 昭和15年l月8日 同盟通信社 印刷

版第2339号(1) 七百五十機

⑩同盟写真特報教育 凄絶鏑を削るラパウル決 昭和15年l月20日 同盟通信社 印刷
版第2350号(2) 戦来襲二百機を遡撃一挙

に百余機を屠る!

⑪同盟写真特報教育 畏し陸軍航空諸部隊に侍 昭和15年l月13日 同盟通信社 印刷

版第2343号(1) 従を御差遣

⑫同盟写真特報教育 東条首相再会議会の努頭 昭和15年l月22日 同盟通信社 印刷

版第2352号(1) に大獅子肌

4 大東亜戦争特輯記録 昭和18年9月27日 同盟通信社 印刷書 26.3X38.0 1冊 200081098 
版同盟写真特報12 -10月18日 冊

①同盟写真特報教育 頼母しいお友達の発明工 昭和14年10月3日 同盟通信社 印刷

版第2251号(4) 夫立派な作品に晴れの大
臣賞

②同盟写真特報教育 売国奴パドリオ遂に無条 昭和14年9月26日 同盟通信社 印刷

版第2244号(司 件降伏(イタリア降伏)

③同盟写真特報教育 栄光の独立を間近に全比 昭和14年10月17日 同盟通信社 印刷

版第2265号。) 島が歓喜の裡を大統領候
補ラウレル氏一行輝く来
朝

④同盟写真特報教育 一刻も早く前線の戦友へ 昭和14年10月3日 同盟通信社 印刷

版第2251号(1) この兵器を
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番号 名称 内容 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

⑤同盟写真特報教育 いざ征かん決戦の大空へ 昭和14年9月26日 同盟通信社 印刷
版第2244号(1)

⑥同盟写真特報教育 決戦の大空を征く我が新 昭和14年10月3日 同盟通信社 印刷
版第2251号(2) 鋭陸の荒鷲

⑦同盟写真特報教育 無敵陸海荒鷲・長躯北濠 昭和14年10月17日 同盟通信社 印刷
版第2265号(1) の敵飛行場を強襲

③同盟写真特報教育 神兵決戦のニューギニア 昭和14年9月26日 同盟通信社 印刷
版第2244号(2) に獅子奮迅

⑨同盟写真特報教育 逃げまどふ米機に必墜の 昭和14年10月10日 同盟通信社 印刷
版第2251号(羽 突撃大陸に猛威を揮ふ我

が陸鷲

⑮同盟写真特報教育 北千島に再度来襲の敵十 昭和14年10月10日 同盟通信社 印刷
版第2258号(2) 一機を撃墜破

⑪同盟写真特報教育 南海へ!北洋へ!無敵潜 昭和14年10月10日 同盟通信社 印刷
版第2258号(1) 水艦猛進撃

⑫同盟写真特報教育 激戦の聞に見る楽しい水 昭和14年10月17日 同盟通信社 印刷
版第2265号。) 兵さんの艦上生活

⑬同盟写真特報教育 楽土蒙古建設へ戦ふ蒙古 昭和14年10月17日 同盟通信社 印刷
版第2265号(4) 少年隊

⑪同盟写真特報教育 天佑下に放謄無比の作戦 昭和14年10月3日 同盟通信社 印刷
版第2251号。) 敢行キスカ島無血撤収カ=

く戦へり

⑮同盟写真特報教育 護国の英霊今ぞ還りませ 昭和14年10月10日 同盟通信社 印刷
版第2258号(4) り!山崎軍神部隊の合同

慰霊祭

⑮同盟写真特報教育 大東亜決戦下躍進する満 昭和14年9月26日 同盟通信社 印刷
版第2244号(4) 州国の重工業

2 逓信写真特報

番号 名称 内容 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備品番号

5 ていしんしゃしんと 電話の画期的発明(電灯線を 昭和13年6月 逓信省逓信 色刷 26.1 x38.7 l枚 2000B1099 
くほう(逓信写真特 利用した電話通話の発明) 15日発行 博物館
報)第9輯通輯35号

6 ていしんしゃしんと 帰還勇士へ龍吉の特典 昭和13年9月 逓信省逓信 色刷 26.1 x38.2 l枚 2000B1100 
くほう(逓信写真特 23日発行 博物館
報)第12輯通輯43号

7 ていしんしゃしんと 債券で坊やも一役買ひませう 昭和13年9月 逓信省逓信 色刷 38.2X26.1 l枚 2000BI101 
くほう(逓信写真特 将士は銃剣、我等は債券 23日発行 博物館
報)第12輯通輯45号

8 ていしんしゃしんと 国家総動員と船員登録(時局 昭和14年l月 逓信省逓信 色刷 38.2X26.1 l枚 2000BI102 
くほう(逓信写真特 下船員需給調整の資料を得る 20日発行 博物館
報)第16輯通輯53号 ための船員登録について)

9 ていしんしゃしんと 築け!百億貯蓄防塞(郵便貯 昭和14年6月 逓信省逓信 色刷 26.1 x38.2 l枚 2000B11031 
くほう(逓信写真特 金増進による貯蓄報国の奨 23日発行 博物館
報)第21輯通輯66号 励)
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番号 名 称 内容 時代 作 者 品質・形状 法量 員数 備品番号

10 ていしんしゃしんと 軍事郵便週間勇士にもっとた 昭和14年7月4逓信省逓信 色刷 38.5X26.1 l枚 2000BII04 
くほう(逓信写真特 よりを! 日発行 博物館
報)第22輯通輯68号

II ていしんしゃしんと 南へ伸びる翼サイパン・パラ 昭和15年3月 逓信省逓信 色刷 38.2x26目l l枚 2000BII05 
くほう(逓信写真特 オへ旅客・郵便・貨物 25日発行 博物館
報)第30輯通輯87号

12 ていしんしゃしんと 大陸への翼新京・北京へ新コ 昭和15年5月 逓信省逓信 色刷 38.2 X26白l l枚 2000BII06 
くほう(逓信写真特 ース、台北一広東間開通 II日発行 博物館

報)第31輯通輯89号

13 ていしんしゃしんと 日泰航空郵便開始 昭和15年7月 逓信省逓信 色刷 38.2 X26.1 l枚 2000BII07 
くほう(逓信写真特 10日発行 博物館
報)第33輯通輯93号

14 ていしんしゃしんと 支那事変割増金附貯蓄債券・ 昭和15年12月 逓信省逓信 色刷 38.2x26.1 l枚 2000BII08 
くほう(逓信写真特 報国債券 3日発行 博物館

報)第38輯通輯105号

15 ていしんしゃしんと 電力節約活カミせ電力伸ばせ国 昭和15年12月 逓信省逓信 色刷 38.2x26.1 l枚 2000BII091 
くほう(逓信写真特 力 19日発行 博物館

報)第39輯通輯107号

16 ていしんしゃしんと 集団貯金ができました(組合 昭和16年l月 逓信省逓信 色刷 38.2 x26.1 l枚 2000BIIIO 
くほう(逓信写真特 員による集団貯金) 31日発行 博物館

報)第40輯通輯108号

17 ていしんしゃしんと 南進する我が航空 昭和16年l月 逓信省逓信 色刷 38.2x26.1 l枚 2000BIIII 
くほう(逓信写真特 31日発行 博物館

報)第40輯通輯109号

18 ていしんしゃしんと 大屯・新高阿里山・次高タロ 昭和16年2月 逓信省逓信 色刷 38.2X26.1 l枚 2000BII12 

くほう(逓信写真特 コ国立公園切手発売 23日発行 博物館

報)第41輯通輯110号

19 ていしんしゃしんと バンコク・バンドン・マニラ 昭和16年2月 逓信省逓信 色刷 38.2x26目l l枚 2000BII13 

くほう(逓信写真特 へモシモシ(大阪で運用する 23日発行 博物館

報)第41輯通輯III号 国際電話について)
一一」一一一一一一ー

11.その他

〈資料内訳〉近代資料……………...・ H ・..……………...・H ・..………・…… H ・H ・-……・…………・………………・39件41点

番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

軍事郵便満州風 昭和II年7 満州国新尽第18軍事 色 刷 ス タ 14.0x36.2 l点 2000BII14 
俗 月16日(消 郵便所気付満州、|第 ンプ

印) 6262部隊玉村隊原
田正一郎より大津市
上京町町内会長村
井武助あて
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

2 箪事郵便 昭和14年 キンシ正宗醸造元側 色 刷 ぺ ン 13.0X35.5 l点 昭和14年の年賀状 2000B1115 
堀野久造商庖/発行 書
満州国嫌江徳永部隊
布袋隊大林勉より
村井武助あて

3 カルタ「軍人j 昭和前期 不詳 色刷 箱9.3x l組 2000B1116 
5.1 x l.5 

4 カルタ「愛国いろは 昭和19年l (社)日本少国民文化 色刷 箱7.7x l組 2000B1117 
かるたj 月15日発行 協会/著 (社)日本玩 1O.5x2.0 

具統制協会/発行

5 国民積立貯蓄通帳 昭和16年~ 草津信用金庫 2色刷 リ 17.8X30目O l通 2000B1118 
18年 ーフレット

(4つ折り)

6 貯金通帳 昭和20年~ 不詳 2色刷冊 12.6X9.1 l通 2000B1119 
21年 子

7 西日本新聞 昭和19年11 株式会社西日本新聞 印刷 54.6x40.7 l枚 ト 2面 2000B1120 
月26日 ネ士

8 日めくりカレンダ 昭和9年or 不詳 色刷 30.5X 14.0 l点 「必勝航空挙国一 2000B1121 
一 20年分ヵ 致ノカコブj 12月

30日・ 31日分のみ

9 愛国防空カバー 昭和前期 大阪防空カバー製造 色刷 径27.5 l点 2000B1122 
業組合 高17.5

10 耐火塗料施設防空 昭和前期 大阪防空カバー製造 単色刷 径24.0 l点 登録商標ムーライ 2000B1123 
カバー 業組合 高20.0 ト

11 慰問袋「祈武運長 昭和前期 不詳 木綿製印 35.6x2l.4 l点 愛知県繊維既成品統 2000B1124 
久j 席。 制連盟の札貼付

12 慰問袋(モンチャン 昭和前期 龍平/原画 木綿製印 35.5X23.5 1 J点 2000B1125 
の千人針) 府1

13 慰問袋 昭和前期 不詳 木綿製印 27.0X24.0 l点 大阪府繊維品査定委 2000B1126 
原リ 員会の札貼付

14 封筒「支那事変国 昭和前期 郵便局 印刷 35.2 x 19.4 l部 2000B1127 
債j

15 募金袋 昭和前期 京都市銃後奉公会 色刷 12.4X8.2 l点 「示す赤誠銃後の 2000B1128 
つとめJ

16 たすき「八幡愛国婦 近代 八幡愛国婦人会 木綿製印 125.5x8.0 l点 2000B1129 
人会j 府1

17 腕章「防空隣組 昭和前期 不詳 木綿製印 10.3 x 34.7 l点 朱印「京都府中口口 2000B1130 
長J 席。 警察署Jあり

18 腕章旧本製靴株式 昭和10年代 日本製靴株式会社 木綿製印 9.0x 19.0 l点 「都立上野中学校Jと 2000B1131 
会社学徒勤労報 刷・墨書 あり
国隊j

19 帽子「兵は皇軍祝 昭和前期 不詳 紙 製 色 刷 14.0X32.0 l点 2000B1132 
杯は勝祝J

20 帽子(旭日・鳳風に 近代 不詳 紙製色刷 19.5X27.0 l点 2000B1133 
「祝J)

21 帽子(r祝J) 近代 不詳 紙製色刷 14目OX34.5 l点 2000B1134 
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番号 名称 時代 作者 品質・形状 法量 員数 備考 備品番号

22 帽子(r寓歳J) 近代 不詳 紙製色刷 19.0x37.5 l点 200081135 

23 帽子(三角帽) 近代 不詳 紙製色刷 42.0x29.0 l点 200081136 

24 旗「大日本陸軍 近代 不詳 色 刷 紙 製 23.0x31.0 l点 200081137 
海軍万々歳J

25 提灯型万国旗 近代 東京盛桜堂発売 紙 製 色 刷 各12.9x9.0 l組 箱入り 箱に「海陸 200081138 
高歳祝捷提燈Jとあ

り

26 万国旗 近代 不詳 紙製色刷 各9.5x12.5 l組 200081139 

27 木村式軽便毛糸織 近代 不詳 金属・木製 高10.7 l点 箱(色刷)入 200081140 
伸ばし器 幅10.5

28 マッチ入れ 昭和前期 高田消防組 トタン製 16.7X7.0 l点 200081141 
X2.5 

29 文化タキツケ 昭和前期 三重文化工業研究所 紙製箱入り 箱1O.7X l箱 皇軍慰問用未開封 200081142 
8.7X2.0 

30 モンベ型紙 昭和前期 新装社 印刷 108.2x77.5 l枚 袋入り 200081143 

31 手拭L、(飛行機) 昭和時代 嗣治/原画 木綿製 92.0x30.0 l枚 200081144 
印刷

32 つわもの鏡 昭和前期 錦城社特選 鏡 径5.8 2点 皇軍慰問用箱入り 200081145 
ブロマイド付き -1146 

33 皇軍大勝かみそり 近代 不詳 金 属 製 剃 長15.0 l点 箱入り 2000811471 
万 幅1.9

34 帯締旧章旗・旭日 近代 不詳 絹・金属製 幅1.3 l点 箱入り 200081148 
旗に桜)

35 方位計「忠勇J 近代 不詳 革製ベルト 長22.5 2本 箱入り 200081149 
付磁石 幅2.5 -1150 

36 表忠塔記念火箸 近代 旅順戦役記念品発売 金属製 長23.5 l組 箱入り 箱に「日露 200081151 
所 戦役紀念火箸」とあ

り

37 札「出征軍人後援部 昭和前期ヵ 出征軍人後援部 色刷 17.0X6.0 l枚 200081152 
賛助員j

38 札「帝国軍人後援会 昭和前期ヵ 帝国軍人後援会 ホーロー製 15.0X5.5 l点 200081153 
特殊会員J

39 会員札「愛国婦人会 昭和前期ヵ 愛国婦人会 陶器製 15.2X5.7 l点 200081154 
員J x 1.2 
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中村洋一資料

〈資料内訳〉映画ポスター・チラシ・・・…・・・・…・・ぃ・・・.2212件4637点

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 自蒲 考 備品番号

HERE WE COME THE 4 井出情児 色刷 85 l枚 98P14156 
SOUNDS(ヒア・ウィ・カム・
フォー・サウンズ)

2 ピアニスト クロード・ガニオン 色刷 85 l枚 98P14157 

3 ピアノ・レッスン ジェーン・カンピオン 色刷 85 9枚 98PI4158 

4 ヒア・マイ・ソング ピーター・チュルソム 色刷 85 4枚 98PI4159 

5 ピアンカの大冒険 ウルフガング・ライザーマ 色刷 85 2枚 98PI4160 
ン外2名

6 BMX(ビーエムエックス)アドベ ブライアン・トレンチャー 色刷 85 l枚 98PI4161 
ンチャー ド・スミス

7 ピーターズ・フレンズ ケネス・プラナー 色刷 85 2枚 青色ベース 98PI4162 

8 ピーターズ・フレンズ ケネス・プラナー 色刷 85 2枚 赤色ベース 98PI4163 

9 ピーターラビットとなかまたち レジノルド・ミルズ 色刷 85 l枚 青色ベース 98PI4164 

10 ピーターラビットとなかまたち レジノlレド・ミlレズ 色刷 85 l枚 白色ベース 98Pl4165 

11 Peachどんなことをしてほしい 坂西伊作 色刷 85 5枚 98P14166 
のぼくに

12 ヒート&サンライト ロブ・ニルソン 色刷 85 2枚 98P14167 

13 ビートルジュース ティム・パートン 色刷 85 9枚 98P14168 

14 ビートルズ、がやって来るヤア! リチヤード・レスター 色刷 84 2枚 98PI4169 
ヤア!ヤア! 二つ折り

15 ビートルズ・レット・イット・ マイケlレ・リンゼイ=ホッグ 色刷 85 I枚 98P14170 
ビー

16 ビーナス・ピーター イアン・セラー 色刷 85 l枚 98P14171 

17 ひい・ふう・みぃ 村上修 色刷 85 l枚 98P14172 

18 ヒーローインタビュー 光野道夫 色刷 85 4枚 98P14173 

19 ピエラ愛の遍歴 マルコ・フェツレーリ 色刷 85 l枚 98P14174 

20 東山魁夷の世界旅・風景・人 製作朝日映像 色刷 85 l枚 98P14175 
生

21 ピカソ・トリガー 殺しのコー アンデイ・シダリス 色刷 85 1枚 98P14176 
ドネーム

22 ひかり スレイマン・シセ 色刷 85 2枚 98P14177 I 

23 ひかりごけ 熊井啓 色刷 85 5枚 98PI4178I 

24 光と影のバラード ニキータ・ミハルコフ 単色刷 85 l枚 98P14179 

25 光と風のきずな 製作上田偉史 色刷 85 l枚 98Pl4180 

26 光る女 相米慎二 色刷 85 7枚 98Pl4181 

27 引き裂カ通れた愛 ハロルド・ベッカー 色刷 85 l枚 98P14182 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

28 ひきしお マルコ・フェレーリ 色刷 85 l枚 98P14183 

29 ビギナーズ ジュリアン・テンプル 色刷 85 4枚 98P14184 

30 ひき逃げファミリー 水谷俊之 色刷 85 l枚 98P14185 

31 ビクター・ピクトリア ブレーク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P14186 

32 ピクニック ジョシュア・ローガン 色刷 85 l枚 98P14187 

33 ピクニック・アット・ハンギン ピーター・ウィアー 色刷 85 17枚 98P14188 
グロック

34 膝と膝の間 李長鏑(イ・チャンホ) 色刷 85 l枚 98P14189 

35 ビジター欲望の死角 ジョフ・マーフィ 色刷 85 l枚 98P14190 

36 悲愁 ビリー・ワイルダー 色刷 85 l枚 98P14191 

37 非情城市 侯孝賢(ホウ・シャオシエン) 色刷 85 8枚 98P14192 

38 非情の標的 セルジオ・ソリーマ 色刷 85 l枚 98P14193 

39 ピショット ヘクトール・パベンコ 色刷 85 4枚 98P14194 

40 美女と野獣 提供ウォルト・ディズニー 色刷 85 7枚 青色ベース 98P14195 
-ピクチャーズ

41 美女と野獣 提供ウォルト・ディズニー 色刷 85 8枚 赤色ベース 98P14196 
-ピクチャーズ

42 ビジョンズ・オブ・ライト アーノルド・グラスマン外2 色刷 85 l枚 98P14197 
名

43 ピジル ヴィンセント・ウォード 色刷 85 l枚 98P14198 

44 ピストルと少年 ジャック・ドワイヨン 色刷 85 8枚 98P14199 

45 悲憤 クシシュトフ・ザヌーシ 色刷 85 l枚 98P14200 

46 ビッグ ペニー・マーシャル 色刷 85 l枚 98P14201 

47 ビッグ・アメリカン ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 98P14202 

48 ピックウェイブ ウォルター・マルコネリー 色刷 85 l枚 98P14203 

49 ピッグ・ウェンズデー ジョン・ミリアス 色刷 85 l枚 裏面解説文黒色 98P14204 
字

50 ビッグ・ウェンズデー ジョン・ミリアス 色刷 85 l枚 裏面解説文紺色 98P14205 
字

51 ビッグ・ガン ドゥッチョ・テッサリ 色刷 85 4枚 98P14206 

52 ビッグ・ショット ロパート・マンデル 色刷 85 8枚 98P14207 

53 ビッグ・タイム クリス・ブラム 色刷 85 l枚 98P14208 

54 ビッグタウン べン・ボルト 色刷 85 7枚 98P14209 

55 ビッグパッドママ スティーブ・カーパー 色刷 85 l枚 98P142 10 

56 ビッグノtッドママ2 ジム・ウィルノスキ 色刷 85 l枚 98P14211 

57 ビッグ・ビジネス ジム・エイブラハムズ 色刷 85 l枚 98P14212 
』ーー
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番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

58 ビッグファイター E.B.クフツチャー 色刷 85 l枚 98P14213 

59 ピックポケット! サモ・ハン・キンポー 色刷 25.9X9.l l枚 98P14214 

60 ビッグマグナム 黒岩先生 山口和彦 色刷 85 l枚 98P14215 

61 ビッグ・マグナム77 マーティン・ハーパート 色刷 85 l枚 98P14216 

62 必殺! 貞永久方 色刷 85 l枚 98P14217 

63 必殺! ブラウン管の怪物たち 広瀬袈 色刷 85 4枚 98P14218 

64 必殺!皿裏か表か 工藤栄一 色刷 85 4枚 98P14219 

65 必殺!5 黄金の血 舛田利雄 色刷 85 9枚 98P14220 

66 必殺処刑コップ マーク・ L・レスター 色刷 85 l枚 98P14221 

67 羊たちの沈黙 ジョナサン・デミ 色刷 85 7枚 98P14222 

68 ヒッチコックのフレンジー アlレフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 98P14223 

69 ヒッチハイク パスクワレ・フェスタ=カ 色刷 85 l枚 98P14224 
ンパニーレ

70 ヒッチャー ロパート・ハーモン 色刷 85 6枚 98P14225 

71 ヒドゥン ジャック・ショルダー 色刷 85 9枚 98P14226 

72 ヒドゥン2 セス・ピンスカー 色刷 85 l枚 98P14227 

73 人影のないカルカッタにおける マルグリット・テ、ユラス 色刷 85 l枚 98P14228 
ヴェネツィア時代の彼女の名前

74 人斬り 五社英雄 色刷 85 7枚 98P14229 

75 人でなしの女 マルセlレ・レルビエ 色刷 85 2枚 98P14230 

76 人でなしの女 マルセル・レルピエ 色刷 84 2枚 98P14231 
二つ折り

77 ひとひらの雪 根岸吉太郎 色刷 85 l枚 98P14232 

78 瞳が忘れない ブリンク マイケル・アプテッド 色刷 85 1枚 98P14233 

79 瞳の中の訪問者 大林宣彦 色刷 85 l枚 98P14234 

80 ヒトラー ヨハヒム・ c.フェスト外2色刷 85 l枚 98P14235 
名

81 ひとりぼっちの青春 シドニー・ポラック 色刷 85 l枚 98P14236 

82 ひとりぼっちの天使 ヤール・キューレ 色刷 85 l枚 98P14237 

83 ひと月の夏 パット・オコナー 色刷 85 3枚 98P14238 

84 ヴィナーワルツ 激しくも愛に フランツ・アンテル 色刷 85 l枚 98P14239 
燃えて・・・

85 ひなぎく ヴェラ・ヒティロヴァ 色刷 85 4枚 98P14240 

86 微熱 MYLOVE 伊藤正治 色刷 85 l枚 98P14241 

87 微熱少年 松本隆 色刷 85 l枚 98P14242 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号|

88 陽のあたる坂道 吉松安弘 色刷 85 l枚 98P14243 

89 火の雨が降る 有原誠治 色刷 85 l枚 図柄空襲福岡 98P14244 
県内上映会ちら
し

90 火の雨が降る 有原誠治 色刷 85 l枚 図柄青空東京 98P14245 
都内上映会ちら
し

91 火の馬 セルゲイ・パラジャーノフ 色刷 85 4枚 98P14246 

92 ピノキオ;-964 福居ショウジン 色刷 85 2枚 98P14247 

93 火の烏 市川昆 色刷 85 l枚 98P14248 

94 火の烏2772 愛のコスモゾー 杉山卓 色刷 85 l枚 98P14249 
ン

95 日の名残り ジェームズ・アイボリー 色刷 85 7枚 98P14250 

96 火の森 アントニオ・チュルピ 色刷 85 l枚 裏面解説文緑色 98P14251 
字

97 火の森 アントニオ・チュルピ 色刷 85 l枚 両面解説文檀色 98P14252 
字

98 ピパ・ニーベル ゴードン・ダグラス 色刷 85 l枚 98P14253 

99 ピパリーヒルズ・パム ポール・マザースキー 色刷 85 l枚 98P14254 

100 ピパリーヒJレズコップ マーチン・ブレスト 色刷 85 6枚 表面タイト1レな 98P14255 
し

101 ピパリーヒJレズコップ マーチン・プレスト 色刷 85 l枚 表面タイトルな 98P14256 
し裏面に『履
歴書Jあり

102 ピパリーヒルズコップ マーチン・プレスト 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P14257 

103 ピパリーヒJレズコップ2 トニー・スコット 色刷 85 6枚 黒色ベース左 98P14258 
上にコピー「ギ
ネスブック認定
世界記録樹立j

104 ピパリーヒルズコップ2 トニー・スコット 色刷 85 5枚 白色ベース

105 ピパリーヒルズコップ2 トニー・スコット 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P14260 

106 ピパリーヒルズコップ3 ジョン・ランディス 色刷 85 4枚 98P14261 

107 ピパリーヒルズを乗っ取れ! シドニー・ J・フューリー 色刷 85 l枚 98P14262 

108 ピパリーヒルビリーズ じゃじ ベネロープ・スフィーリス 色刷 85 l枚 タイトル茶色字 98P14263 
ゃ馬億万長者

109 ピパリーヒルピリーズ じゃじ ペネロープ・スフィーリス 色刷 85 6枚 タイトル白色字 98P14264 
ゃ馬億万長者

110 ピパル菩提樹の正 戸田康貴 色刷 85 l枚 98P14265 

111 陽は沈み陽は昇る 蔵原惟繕 色刷 85 l枚 98P14266 

112 ヒポクラテスたち 大森一樹 色刷 l枚 98P14267 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

113 火まつり 柳町光男 色刷 B5 10枚 98P14268 

114 ひまわり ビットリオ・デ・シーカ 色刷 B5 l枚 裏面解説文墨色 98P14269 
字

115 ひまわり ビットリオ・デ・シーカ 色刷 B5 l枚 裏面解説文セピ 98P14270 
ア色字

116 卑弥呼 篠田正浩 色刷 B5 l枚 98P14271 

117 秘密の花園 アニエスカ・ホーランド 色刷 B5 4枚 98P14272 

118 ひめゆりの塔 今井正 色刷 B5 l枚 横位置 98P14273 

119 ひめゆりの塔 今井正 色刷 B5 l枚 縦位置 98P14274 

120 101匹わんちゃん大行進 ウルフ・ギャング・ライザ 色刷 B5 l枚 98P14275 
ーマン外2名

121 110番街交差点 パリー・シャー 色刷 B5 l枚 98P14276 

122 百代の過客松尾芭蕉「奥の細 原勝人 色刷 B5 l枚 98P14277 
道jより

123 100人の子どもたちが列車を待 イグ・ナシオ・アグエロ 色刷 B5 3枚 98P14278 
っている

124 百年の夢 ドゥシャン・ハナック 色刷 B5 l枚 98P14279 

125 白夜 ロベール・ブレツソン 色刷 B5 l枚 縦位置 98P14280 

126 白夜 ロベール・ブレッソン 色刷 B5 l枚 横位置 98P14281 

127 ビューティフル・ビープルゆ ジャミー・ユイス 色刷 B5 l枚 98P14282 
かいな仲間

128 ビューティフル・フレンズ スチーブ・ホークス 色刷 B5 l枚 98P14283 

129 ヒューマン・スクランブル人 平山秀幸 色刷 B5 l枚 98P14284 
間 交差点雨

130 ヒューマン・スクランブル人 磯村一路 色刷 B5 l枚 98P14285 
間 交差点道

131 ヒューマン・スクランプル人 高橋伴明 色刷 B5 l枚 98P14286 
間交差点不良

132 病院狂時代 ゲイリー・マーシャル 色刷 B5 l枚 98P14287 

133 病院坂の首総りの家 市川良 色刷 B5 l枚 98P14288 

134 病院で死ぬということ 市川準 色刷 B5 7枚 98P14289 

135 病院へ行こう 滝田洋二郎 色刷 B5 2枚 98P14290 

136 病院へ行こう2 病は気から 滝田洋二郎 色刷 B5 l枚 98P14291 

137 評決 シドニー・ルメット 色刷 B5 l枚 98P14292 

138 標識のない河の流れ 呉天明 色刷 B5 l枚 98P14293 

139 氷雪の門 村山三男 色刷 B5 l枚 98P14294 

140 氷壁の女 フレッド・ジンネマン 色刷 B5 l枚 98P14295 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

141 漂流 森谷司郎 色刷 85 l枚 98P14296 

142 漂流教室 大林宣彦 色刷 85 6枚 青色ベース 98P14297 

143 漂流教室 大林官彦 色刷 85 5枚 黄緑色ベース 98P14298 

144 ピラニア ジョー・ダンテ 色刷 85 l枚 98P14299 

145 ピラミッド マイク・ニューエル 色刷 85 l枚 98P14300 

146 ピラミッドの彼方に ホワイト 中島紘一 色刷 85 7枚 タイトル赤色字 98P14301 
ライオン伝説

147 ピラミッドの彼方に ホワイト 中島紘一 色刷 85 9枚 タイトル緑色字 98P14302 
ライオン伝説

148 ビリー・ザ・キッド 21才の サム・ペキンパー 色刷 11.2 x30.2 l枚 98P14303 
生涯 二つ折り

149 ビリー・ザ・キッド 21才の サム・ペキンパー 色刷 85 1枚 98P14304 
生涯

150 ピリィ・ザ・キッドの新しい夜 山川直人 色刷 85 2枚 98P14305 
明け

151 ビリー・ジョー 愛のかけ橋 マックス・べア 色刷 85 l枚 98P14306 

152 ビリー・パスゲイト ロパート・べントン 色刷 85 7枚 98P14307 

153 ビリー・ホリデイ物語 シドニー.J .フューリー 色刷 85 l枚 98P14308 

154 ビリディアナ ルイス・ブニュエル 単色刷 19.5X41.4 l枚 アートシアター 98P14309 
二つ折り ニュース

155 ピリティス デビッド・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P14310 

156 昼顔 ルイス・ブニュエル 色刷 85 2枚 98P14311 

157 ヒルコ 妖怪ハンター 塚本晋也 色刷 85 4枚 98P14312 

158 昼下りの情事 ビリー・ワイルダー 色刷 85 3枚 98P14313 

159 ビルとテッドの大冒険 ステファン・へレク 色刷 85 l枚 98P14314 

160 ピルとテッドの地獄旅行 ピーター・ヒューイット 色刷 85 4枚 98P14315 

161 ピルマの竪琴 市川昆 色刷 85 4枚 タイトル縦書き 98P14316 

162 ピルマの竪琴 市川島 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P14317I 

163 秘録太平洋戦争全史 今日出海・草柳大蔵・五味 色刷 85 l枚 98P14318 
川純平

164 ヒロシマという名の少年 菅田良哉 色刷 A5 l枚 98P14319 

165 ピロスマニ ゲオルギー・シェンゲラーヤ 色刷 85 l枚 98P14320 I 

166 火を噴く惑星 パヴェル・クルシャンチェフ 色刷 85 l枚 98P14321 

167 ぴ・ん・か・ん 石川欣 色刷 85 l枚 98P14322 

168 ピンク・キャデラック バディ・パン・ホーン 色刷 85 l枚 98P14323 

169 ピンク・ナ1レシス 不明 色刷 85 5枚 98P14324 
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170 ピンク・パンサー&クルーゾー ハウリー・プラット
警部

色刷 85 l枚 98P14325 

171 ピンク・パンサー2 ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P14326 

172 ピンク・パンサー3 ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P14327 

173 ピンク・パンサー3 ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P14328 

174 ピンク・パンサ-4 ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P14329 

175 ピンク・パンサー5 クルーゾ プレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P14330 
ーはこ度死ぬ

176 ピンク・フロイド ザ・ウォー アラン・パーカー 色刷 85 l枚 タイトル英字横 98P14331 
Jレ 書き

177 ピンク・フロイド ザ・ウォー アラン・パーカー 色刷 85 l枚 タイトル片仮名 98P14332 
Jレ 縦書き

178 ビンゴ! マシュー・ロビンス 色刷 85 l枚 98P14333 

179 ピンチクリフ・グランプリ アイボ・カプリノ 色刷 85 l枚 98P14334 

180 ヒンデンプルグ ロパート・ワイズ 色刷 85 I枚 98P14335 

181 びんばりハイスクール 鈴木則文 色刷 85 l枚 98P14336 

182 ピンぼけ家族 王好為 色刷 85 3枚 98P14337 

183 ファーアウトマンだ!! トミー・チョン 色刷 85 l枚 98P14338 

184 ファー・イースト・ベイビーズ 安田潤司 色刷 85 2枚 98P14339 

185 ファースト・デート ピーター-ワン 色刷 85 l枚 98P14340 

186 ファースト・ミッション サモ・ハン・キンポー 色刷 85 l枚 98P14341 

187 ファースト・ラブ ジョーン・ダーリング 色刷 85 l枚 98P14342 

188 ファーノース サム・シェパード 色刷 85 l枚 98P14343 

189 ファ-)レ・プレイ コリン・ヒギンズ 色刷 85 l枚 98P14担4

190 ファイアー・ドラゴン ロニ.ーー・コJー 色刷 85 l枚 98P14345 

191 ファイナル・カウントダウン ドン・テーラー 色刷 85 l枚 縦位置 98P14346 

192 ファイナル・カウントダウン ドン・テーラー 色刷 85 l枚 横位置 98P14347 

193 ファイナル・カウントダウン ドン・テーラー 色刷 51.6x 18.2 l枚 98P14348 
二つ折り

194 ファイナ1レ・ファイト 後藤秀司 色刷 85 l枚 98P14349 

195 ファイブ・イージー・ピーセス ポブ・ラフエJレソン 色刷 9.4x25.8 l枚 98P14350 

196 ファイヤー&アイス 白銀の恋 ウィリー・ポグナー 色刷 85 2枚 98P14351 
人たち

197 ファイヤーフォックス クリント・イーストウッド 色刷 85 l枚 98P14352 

198 ファザーファッカー 荒戸源次郎 色刷 85 l枚 98P14353 

199 ファスト・フォワード シドニー・ポワチエ 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P14354 
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200 ファスト・フォワード シドニー・ポワチエ 色刷 85 l枚 図柄写真 98P14355 

201 フアスピンダーのケレル ライナー-ウェルナー・フ 色刷 85 l枚 98P14356 
アスピンダー

202 ファッシネーション アンドレ・マルシャン 色刷 85 l枚 98P14357 

203 ファニー ジョシュア・ローガン 色刷 85 l枚 98P14358 

204 ファニー・ガーJレ ウィリアム・ワイラー 色刷 17.1 x34.8 l枚 98P14359 
二つ折り

205 ファニーとアレクサンデル イングマール・ベルイマン 色刷 85 l枚 表面カラー写真 98P14360 

206 ファニーとアレクサンデJレ イングマール・ベルイマン 色刷 85 l枚 表面モノクロ写 98P14361 
真

207 ファニー・ピープル ジャミー・ユイス 色刷 85 l枚 98P14362 

208 ファニー・レディ ハーパート・ロス 色刷 B4 l枚 98P14363 
二つ折り

209 ファニー・レディ ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 98P14364 

210 ファミリー ジョン・アーマン 色刷 85 l枚 98P14365 

211 ファミリー・ビジネス シドニー・ルメット 色刷 85 3枚 タイトル赤色字 98P14366 

212 ファミリー・ビジネス シドニー.)レメット 色刷 85 3枚 タイトル黒色字 98P14367 

213 ファミリー-プロット アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 98P14368 

214 ファンキー・モンキー・ティー 手銭弘喜 色刷 85 l枚 98P14369 
チャー

215 ファンキー・モンキー-ティー 高瀬将嗣 色刷 85 l枚 98P14370 
チャー2 東京進攻大作戦

216 ファンシィダンス 周防正行 色刷 85 l枚 98P14371 

217 ファンタジア べン・シャープスティーン 色刷 85 6枚 白枠あり タイ 98P14372 
トル赤系グラデ
ーション

218 ファンタジア ベン・シャープスティーン 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P14373 

219 ファンタジア ベン・シャープスティーン 色刷 85 l枚 タイトル黒色字 98P14374 

220 ファンタジア ベン・シャープスティーン 色刷 85 11枚 白枠あり 図柄 98P14375 
ミッキーマウス
が正面向き

221 ファンタジア ベン・シャープスティーン 色刷 A5 I枚 98P14376 

222 ファンタスティック・プラネッ ルネ・ラルー 色刷 85 l枚 98P14377 
ト

223 ファンタズム ドン・コスカレリー 色刷 85 l枚 縦位置 98P14378 

224 ファンタズム ドン・コスカレリー 色刷 85 l枚 横位置 98P14379 

225 ファンタズム11 ドン・コスカレリー 色刷 85 l枚 98P14380 

226 ファンダンゴ ケビン・レイノルズ 色刷 85 l枚 98P14381 
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227 ファントム・オブ-パフダイス ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 11枚 日本語タイトル 98P14382 
上

228 ファントム・オブ・パラダイス ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 l枚 日本語タイトル 98P14383 
下

229 ファントム・ソルジャー アーピン・ジョンソン 色刷 85 l枚 98P14384 

230 ファンハウス惨劇の館 トピー・フーパー 色刷 85 l枚 98P14385 

231 フィアレス ピーター・ウィアー 色刷 85 2枚 98P14386 

232 フィアンセ ギュンター-リユッカー 色刷 85 l枚 98P14387 

233 フィービー・ゲイツの「私の彼 アート・デ・ジョン 色刷 85 l枚 98P14388 
は問題児(ドドンパ)J 

234 フィーリングラブ ルゲロ・デオダート 色刷 85 l枚 98P14389 

235 フィールド・オブ・ドリームス フィル・アルデン・ロビン 色刷 85 4枚 98P14390 
ソン

236 フィールド・セクスタシー 草 デビット・ I・フレーザー 色刷 85 l枚 98P14391 
むらの妖精たち 外1名

237 フィオリーレ花月の伝説 パオロ&ヴイツトリオ・タ 色刷 85 4枚 98P14392 
ヴィアーニ

238 フィガロの結婚 ジャン・ピエール・ポネル 色刷 85 l枚 98P14393 

239 フィクサー ジョン・フランケンハイマー 色刷 A4 l枚 98P14394 

240 フィスト ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 98P14395 

241 フィツカラルド ヴ、エルナー・ヘルツオーク 色刷 85 l枚 98P14396 

242 フィッシャー・キング テリー・ギリアム 色刷 85 8枚 98P14397 

243 フィッシュマン ドクター・モ セルジオ・マルチーノ 色刷 85 l枚 98P14398 
リスの島

244 V.マドンナ戦争 中村幻児 色刷 85 7枚 98P14399 

245 フィラデルフィア ジョナサン・デミ 色刷 85 4枚 図柄人物2人 98PI4400 

246 フィラデlレフィア ジョナサン・デミ 色刷 85 4枚 図柄文字のみ 98P14401 

247 フィラデルフィア・エクスペリ スチュアート・ラフィル 色刷 85 l枚 98P14402 
メント

248 フィラデルフィア・エクスペリ ステファン・コーンウェル 色刷 85 l枚 98PI4403 
メント2

249 フィルム・ビフォー・フィルム ヴェルナー・ネケス 色刷 85 l枚 98P14404 

250 フィルモア最后のコンサート リチヤード・ T・へフロン 色刷 85 l枚 98P14405 

251 フィレンツェの風に吹かれて 和泉聖治 色刷 85 2枚 98P 1 4406 

252 フーズ・ザット・ガール ジェームズ・フォーリー 色刷 85 l枚 98P14407 

253 風雪の太陽 ステイペ・デリッチ 色刷 14.0x31.3 l枚
二つ折り

254 ふうせん 井上員介 色刷 85 l枚 98PI4409 
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255 胡同(フ一トン)同模様 従連文(ツオン・リエンウェ 色刷 B5 l枚 98PI441O I 
ン)

256 夫婦 ベルナール・ポール 色刷 17.2x34.4 l枚 98PI4411 
二つ折り

257 ブーメラン レジナルド・ハドリン 色刷 B5 11枚 98円4412

258 ブーメランのように ジョセ・ジョヴァンニ 色刷 B5 l枚 98PI4413 

259 風来坊 E'B ・クlレッチャー 色刷 B5 l枚 98PI4414 

260 風林火山 稲垣浩 色刷 B5 l枚 98PI4415 

261 フールズ・オブ・フォーチュン ノtット・オコナー 色刷 B5 6枚

262 フールズファイア ジュリー・テイマー 色刷 B5 l枚 98P14417 

263 ブールバード・ナイト マイケル・プレスマン 色刷 B5 l枚 98P14418 

264 フール・フォア・ラブ ロパート・アルトマン 色刷 B5 6枚 98PI4419 

265 フェアーゲーム マリオ・オルフィニ 色刷 B5 l枚 98PI4420 

266 フェイド トゥ ブラック パーノン・ジンマーマン 色刷 B5 l枚 98PI4421 

267 フェーム アラン・パーカー 色刷 B5 l枚 98PI4422 

268 フエゴス アルフレッド・アリエス 色刷 B5 l枚 98P14423 

269 フェノミナ ダリオ・アlレジェント 色刷 B5 11枚 縦位置 98P14424 

270 フェノミナ ダリオ・アルジェント 色刷 B5 l枚 横位置 98PI4425 

271 フエラーラ物語 ジュリアーノ・モンタルド 色刷 B5 l枚 98PI4426 

272 フエラーリの鷹 ステJレヴィオ・マッシ 色刷 B5 l枚 98PI4427 

273 フェリーニのアマルコlレド フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 l枚 98P14428 

274 フェリーニの道化師 フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 l枚 98P14429 

275 フェリーニのローマ フェデリコ・フェリーニ 色刷 B5 4枚 98PI4430 

276 フェリスはある朝突然に ジョン・ヒューズ 色刷 B5 6枚 98PI4431 

277 フォー・ウェデイング マイク・ニューウェル 色刷 B5 4枚 98PI4432 

278 フォーエパー・フレンズ ゲーリー・マーシャル 色刷 B5 5枚 98PI4433 

279 フォーエヴァー・ヤング スティーヴ・マイナー 色刷 B5 3枚 薄紫色ベース 98PI4434 

280 フォーエヴァー・ヤング時を スティーヴ・マイナー 色刷 B5 l枚 緑色ベース副 98PI4435 
越えた告白 題「時を越えた

告白Jあり

281 フォー・ザ・ボーイズ マーク・ライデル 色刷 B5 5枚 黒色ベース 98PI4436 

282 フォー・ザ・ボーイズ マーク・ライデル 色刷 B5 l枚 白色ベース 98PI4437 

283 フオート・サガン アラン・コルノー 色刷 B5 l枚 98PI4438 

284 フォード・フェアレーンの冒険 レニー・ハーリン 色刷 B5 3枚 98PI4439 

285 フオートレス スチュアート・ゴードン 色刷 B5 l枚 タイトル白色字 98PI4440 
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286 フォ トレス スチュアート・ゴードン 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98PI4441 

287 フォー・フレンズ 4つの青春 アーサー・ぺン 色刷 85 l枚 98PI4442 

288 フォーリング・ダウン ジョエル・シュマッカー 色刷 85 4枚 98PI4443 

289 フォクシー・レディ エイドリアン・ライン 色刷 85 l枚 98円 叫44

290 フォロー・ミー キャロル・リード 色刷 35.5X 17.2 l枚 98PI4445 

291 不可思議物語 山川直人外3名 色刷 85 l枚 98P14446 

292 ブギーマン リック・ローゼンタール 色刷 85 l枚 98PI4447 

293 不機嫌な赤いパラ ヒュー・ウィルソン 色刷 85 l枚 98PI叫48

294 福沢諭吉 i翠井信一郎 色刷 85 l枚 98PI4449 

295 復讐するは我にあり 今村国平 色刷 85 l枚 縦位置福岡松 98PI4450 
竹スタンプあり

296 復醤するは我にあり 今村田平 色刷 85 i枚 縦位置丸の内 98PI4451 
ピカデリー・新
宿ピカデリーち
らし

297 復讐するは我にあり 今村田平 色刷 85 l枚 横位置 98PI4452 

298 複数犯罪 リチヤード・ A・コーラ 色刷 85 l枚 98PI4453 

299 福本耕平かく走りき 久保田傑 色刷 85 3枚 98PI4454 

300 フクロウと子猫ちゃん ハーパート・ロス 色刷 9.4x26.0 l枚 98PI4455 

301 袋小路 ロマン・ポランスキー 単色刷 86 l枚 98PI4456 

302 ふざけろ! 玉川長太 色刷 85 8枚 98PI4457 

303 不思議惑星キン・ザ・ザ グオルギー・ダネリア 色刷 85 l枚 98PI4458 

304 富士山頂 村野錨太郎 色刷 17.1 X36.1 l枚 98PI4459 
二つ折り

305 ブス BU' SU 市川準 色刷 85 6枚 98PI4460 

306 舞台女優人・鬼・情 黄濁芦 色刷 85 4枚 98PI4461 

307 豚が飛ぶとき サラ・ドライヴァー 色刷 85 l枚 98PI4462 

308 豚小屋 ピエル・パオロ・パゾリーニ 色刷 12.0X51.6 l枚 98PI4463 
二つ折り

309 豚と天国 フランシスコ・ロンパルデイ 色刷 85 l枚 98PI4464 

310 ふたり ロパート・ワイズ 色刷 85 l枚 98PI4465 

311 ふたり 大林宣彦 色刷 85 9枚 98P 1 4466 

312 ふたり自身 エレイン・メイ 色刷 85 l枚 98PI4467 

313 ふたりだけのアイランド すずきじゅんいち 色刷 85 l枚 98P14468 

314 ふたりだけの舞台 ジャック・ドワイヨン 色刷 85 2枚 98PI4469 I 

315 ふたりだけの微笑(ほほえみ) ロパート・マーコウィッツ 色刷 85 l枚 98PI4470 
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316 ふたりだけの窓 ジョン&ロイ・ボウルデイ 色刷 36.6x 17.3 l枚 98PI4471 
ング 三つ折り

317 ふたりだけの森 リー・リィリップス 色刷 B5 1枚 98PI4472 

318 ふたりでスローダンスを ジョン・ G・アピルドセン 色刷 B5 l枚 98PI4473 

319 ふたりのイーダ 松山善コ 色刷 B5 l枚 98PI4474 

320 ふたりの駅 エリダJレ・リャザノフ 色刷 B5 l枚 98PI4475 

321 ふたりの女 ディノ・リージ 色刷 B5 l枚 98PI4476 

322 ふたりの誓い サイ・ハワード 色刷 B5 l枚 98PI4477 

323 ふたりの天使 アーサー・ヒラー 色刷 17.4X 17.4 l枚 98PI4478 

324 ふたりのベロニカ クシシュトフ・キェシロフ 色刷 B5 4枚 98PI4479 
スキ

325 普通の女 ケン・キャメロン 色刷 B5 l枚 98PI4480 

326 普通の人々 ロパート・レッドフォード 色刷 B4 l枚 98PI4481 
二つ折り

327 普通の人々 ロパート・レッドフォード 色刷 B5 l枚 98PI4482 

328 復活の朝 吉田剛 色刷 B5 7枚 98PI4483 

329 復活の日 深作欣二 色刷 B5 l枚 タイトル赤色字 98PI4484 

330 復活の日 深作欣二 色刷 B5 l枚 タイトJレ海老茶 98PI4485 
色字

331 復活の日 深作欣二 色刷 B5 l枚 タイトル灰色字 98PI4486 

332 フック スティープン・スピルパーグ 色刷 B5 9枚 青色ベース 98PI4487 

333 フック スティーブン・スピルパーグ 色刷 B5 6枚 黒色ベース 98PI4488 

334 BOOK of LOVE(ブック・オ ロパート・シェイ 色刷 B5 l枚 98PI4489 
プ・ラプ) あの日の恋

335 プッシー・トーク フレデリック・ランサック 色刷 B5 l枚 98PI4490 

336 プッシュマン ジャミー・ユイス 色刷 B5 l枚 裏面解説文縦書 98P14491 
き

337 プッシュマン ジャミー・ユイス 色刷 B5 l枚 裏面解説文横書 98PI4492 
き

338 フットルース ハーパート・ロス 色刷 B5 l枚 98PI4493 

339 武闘派仁義 佐々木正人 色刷 B5 l枚 98PI4494 

340 武闘派仁義全面抗争篇 佐々木正人 色刷 B5 2枚 98PI4495 

341 ブニュエル大図鑑 ルイス・プニュエル 色刷 B4 2枚 98PI4496 
二つ折り

342 不法侵入情熱にルールはない ジョナサン・カプラン 色刷 B5 8枚 98PI4497 

343 不毛地帯 山本薩夫 色刷 B4 l枚 98PI4498 

344 フューリー ブライアン・デ・パルマ 色刷 B5 l枚 98P14499 
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345 冬の嵐 アーサー・ぺン 色刷 B5 10枚 98P14500 

346 冬の恋人たち ポール・ M.グレイザー 色刷 B5 l枚 98P14501 

347 冬の旅 アニエス・ヴァルダ 色刷 B5 5枚 98P14502 

348 冬の華 降旗康男 色刷 B5 l枚 98P14503 

349 冬の光 イングマール・ベルイマン 単色刷 B5 I枚 98P14504 

350 冬のライオン アンソニー・ハーヴィー 色刷 B5 l枚 千日前敷島シネ 98P14505 
マちらし

351 冬のライオン アンソニー・ハーヴィー 色刷 B5 l枚 東宝シネマちら 98P14506 
し

352 冬物語 エリック・ロメール 色刷 B5 l枚 98P14507 

353 芙蓉鎮(ふょうちん) 謝晋(シェ・チン) 色刷 B5 10枚 98P14508 

354 ブライ 三池克昌 色刷 B4 l枚 98P14509 
二つ折り

355 ブライダルシャワー マイク・オクレント 色刷 B5 l枚 98P14510 

356 ブライド フランク・ロッタ会ム 色刷 B5 12枚 98P14511 

357 フライト・オブ・ジ・イノセン カJレロ・カルレイ 色刷 B5 2枚 98P14512 
ト

358 フライド・グリーン・トマト ジョン・アブネット 色刷 B5 8枚 図柄青空 98P14513 

359 フライド・グリーン・トマト ジョン・アブネット 色刷 B5 3枚 図柄トマト 98P14514 

360 フライトナイト トム・ホランド 色刷 B5 10枚 98P14515 

361 フライトナイト2 パンパイア トミー・リー・ウォーレス 色刷 B5 2枚 98P14516 
の逆襲

362 プライド・ワン フランシスコ・ c.ロドリ 色刷 B5 l枚 98P14517 
ゲス

363 プライベイトスクール ノエル・ブラック 色刷 B5 l枚 98P14518 

364 プライベイトレッスン アラン・マイヤーソン 色刷 B5 l枚 98P14519 

365 プライベートベンジャミン ハワード・ジーフ 色刷 B5 l枚 98P14520 

366 プライベート・レッスン 和泉聖治 色刷 B5 5枚 98P14521 

367 フライング飛朔 曽根中生 色刷 B5 l枚 98P14522 

368 フライングツ、ィ ジム・エイブラハムズ外2名 色刷 B5 l枚 98P14523 

369 フライングハイ2 危険カ丸、つ ケン・フインクルマン 色刷 B5 l枚 98P14524 
ぱl、月への旅

370 ブラインド・デート ブレイク・エドワーズ 色刷 B5 4枚 98P14525 

371 ブラインド・フューリー フィリップ・ノイス 色刷 B5 l枚 98P14526 

372 プラグヘッド 悪魔の電脳人間 スティーブン・ロビー 色刷 B5 l枚 98P14527 

373 ブラザー・サン シスター・ム フランコ・ゼフイレツリ 色刷 B4 l枚 98P14528 
ーン 二つ折り
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374 ブラザー・サン シスター・ム フランコ・ゼフイレッリ 色刷 85 6枚 98PI4529 
ーン

375 ブラザー・フロム・アナザー・ ジョン・セイルズ 色刷 85 6枚 98PI4530 
プラネット

376 プラス・ターゲット ジョン・ハフ 色刷 85 l枚 98PI4531 

377 プラスティック・ナイトメア ウォルフガング・ベーター 色刷 85 l枚 98PI4532 
仮面の情事 ゼン

378 ブラック・アンド・ホワイト・ ジャン・ジャック・アノー 色刷 85 l枚 98PI4533 
イン・カラー

379 ブラック・ウィドー ボブ・ラフェルソン 色刷 85 9枚 98PI4534 

380 ブラック・エース マイケル・リッチー 色刷 85 l枚 98PI4535 

381 ブラック・サンデー ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 l枚 98PI4536 

382 ブラック・デカメロン ピエロ・ビパレッリ 色刷 85 l枚 98PI4537 

383 ブラックボード 新藤兼人 色刷 85 l枚 98PI4538 

384 ブラックホール ゲイリー・ネルソン 色刷 85 l枚 タイトル上 98PI4539 

385 ブラックホール ゲイリー・ネルソン 色刷 85 l枚 タイトル中央 98PI4540 

386 ブラック・ムーン ルイ・マル 色刷 85 l枚 98PI4541 

387 ブラック・ライダー シドニー・ポワチェ 色刷 85 l枚 98PI4542 

388 ブラックライダー ハーレイ・コクリス 色刷 85 l枚 98PI4543 

389 ブラック・レイン リドリー・スコット 色刷 85 4枚 98P 1 4544 

390 ブラック・レインボウ マイク・ホッジス 色刷 85 l枚 98PI4545 

391 ブラックローズ ジョン・ファサーノ 色刷 85 2枚 98PI4546 

392 フラッシュ・ゴードン マイク・ホッジス 色刷 85 II枚 98PI4547 

393 フラッシュダンス エイドリアン・ライン 色刷 85 l枚 98P 1 4548 

394 ブラッド&コンクリート ジェフリー・ライナー 色刷 85 5枚 98PI4549 

395 ブラッド・インブラッド・ア テイラー・ハックフォード 色刷 85 2枚 98PI4550 
ウト

396 ブラッドシンプル ジョエyレ・コーエン 色刷 85 l枚 98PI4551 

397 フラットライナーズ ジョエル・シュマッカー 色刷 85 4枚 98PI4552 

398 ブラッフ セルジオ・コルブッチ 色刷 85 l枚 98PI4553 

399 プラトーン オリバー・ストーン 色刷 85 2枚 98PI4554 

400 ブラドック 地獄のヒーロー3 アーロン・ノリス 色刷 85 l枚 98PI4555 

401 ブラニガン ダグラス・ヒコックス 色刷 85 l枚 98PI4556 

402 プラハ イアン・セラー 色刷 85 4枚 98PI4557 

403 フラミンゴキッド ゲーリー・マーシャル 色刷 85 8枚 98PI4558 
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404 プランケット城への招待状 一一ル・ジョーダン 色刷 85 l枚 98P14559 

405 フランケンフッカー フランク・へネンロッター 色刷 85 3枚 98P14560 

406 プランサー ジョン・ハンコック 色刷 85 l枚 98P14561 

407 フランスの思い出 ジャン=ルー・ユベール 色刷 85 7枚 98P14562 

408 フランスの友だち ジャン=ルー・ユベール 色刷 85 7枚 98P14563 

409 フランス箪中尉の女 カレlレ・ライス 色刷 85 l枚 98P14564 

410 フランス風に ロパート・パリッシュ 色刷 85 l枚 98P14565 

411 フランチェスコ リリアーナ・カバーニ 色刷 85 6枚 98P14566 

412 フランツ・リスト 愛の夢 マルトン・ケレチ 色刷 85 l枚 98P14567 

413 フランティック ロマン・ポランスキー 色刷 85 4枚 98P14568 

414 フリー・ウィリー サイモン・ウィンサー 色刷 85 4枚 98P14569 

415 フリーク・オルランド ウルリケ・オッティンガー 色刷 85 4枚 98P14570 

416 フリージャック ジョフ・マーフイー 色刷 85 6枚 98P14571 

417 フリージャック ジョフ・マーフィー 色刷 84 6枚 98P14572 
二つ折り

418 フリーター 横山博人 色刷 85 5枚 98P14573 

419 フリーダ・カーロ ポール・ルテ、ュク 色刷 85 l枚 98P14574 

420 フリービーとビーン大乱戦 リチヤード・ラッシュ 色刷 85 l枚 98P14575 

421 ブリキの勲章 中山節夫 色刷 85 l枚 98P14576 

422 ブリキの太鼓 フォlレカー・シュレンドルフ 色刷 85 4枚 98P14577 

423 プリズン レニー・ハーリン 色刷 85 l枚 98P14578 

424 プリズン・エンジエJレ ヒル・ミリング 色刷 85 l枚 98P14579 

425 プリック・アップ スティーヴン・フリアーズ 色刷 85 8枚 98P14580 

426 フリックストーリー ジャック・ドレー 色刷 85 l枚 98P14581 

427 フリッツ・ザ・キャット ラyレフ .J~クシ 色刷 85 l枚 98P14582 

428 ブリット ピータ一・イェーツ 色刷 85 l枚 98P14583 

429 プリティ・イン・ピンク 恋人 ハワード・ドイツチ 色刷 85 12枚 98P14584 
たちの街角

430 プリティ・ウーマン ゲーリー・マーシャル 色刷 85 6枚 98P14585 

431 ブリティ・ベビー lレイ・マル 色刷 85 l枚 98P14586 

432 プリティ・リーグ ペニー・マーシヤlレ 色刷 85 12枚 98P14587 

433 ブリンクス ウィリアム・フリードキン 色刷 7.3X 17.5 l枚 98P14588 

434 ブリンクス ウィリアム・フリードキン 色刷 7.3X52.0 l枚 98P14589 
三つ折り
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435 プリンクス ウィリアム・フリードキン 色刷 10.0X72.5 l枚 98P14590 
三つ折り

436 プリンス アンダー・ザ・チェ プリンス 色刷 B5 4枚 98P14591 
リー・ムーン

437 プリンスサイン・オブ・ザ・ プリンス 色刷 B5 5枚 98P14592 
タイムズ

438 プリンスパープル・レイン アルパート・マグノーリ 色刷 B5 7枚 98P14593 

439 プリンス・オプ・シティ シドニー・ルメット 色刷 B5 l枚 98P14594 

440 プリンス・マルコ 地中海の標 アンドリュー .v・マクラ 色刷 B5 l枚 98P14595 
的 グレン

441 プリンセス・プライド・ストー ロプ・ライナー 色刷 B5 l枚 98P14596 
リー

442 フリントストーンモダン石器 ブライアン・レパント 色刷 B5 4枚 縦位置図柄首 98P14597 
時代 が長い恐竜

443 フリントストーンモダン石器 ブライアン・レパント 色刷 B5 4枚 縦位置図柄石 98P14598 
時代 器時代の映画上

映

444 フリントストーンモダン石器 ブライアン・レパント 色刷 B5 4枚 横位置 98P14599 
時代

445 不倫への招待 イン・ヨプチュン 色刷 B5 l枚 98P14600 

446 不倫への招待2 ジプシー・エ サク・キーリー 色刷 B5 l枚 98P14601 
マ

447 古井戸 呉天明 色刷 B5 l枚 98P14602 

448 ブルー・アイス ラッセル・マルケイ 色刷 B5 l枚 98P14603 

449 ブルーウォーターで乾杯 ピーター・マスターソン 色刷 B5 l枚 98P14604 

450 ブルーエンジェル・カフェ ジョー・ダマト 色刷 B5 l枚 98P14605 

451 ブルーエンゼル ポール・マーロー 色刷 B5 l枚 98P14606 

452 ブルークリスマス 岡本喜八 色刷 B5 l枚 98P14607 

453 ブルーサンダー ジョン・パダム 色刷 B5 l枚 98P14608 

454 ブルージーン・コップ デラン・サラフィアン 色刷 B5 l枚 98P14609 

455 ブルージーンズジャーニー ディック・リチャーズ 色刷 B5 l枚 98P1461O 

456 ブルージーンズメモリー 河崎義祐 色刷 B5 l枚

457 ブルースが聞こえる マイク・ニコルズ 色刷 B5 10枚 98P14612 

458 ブルースチール キャスリン・ピグロー 色刷 B5 4枚 98P14613 

459 ブルースに抱カ通れて アン・ウィーラー 色刷 B5 l枚 98P14614 

460 ブルース・ブラザーズ ジョン・ランディス 色刷 B5 l枚 98P14615 

461 ブルース・リ一死亡遊戯 ロパート・クローズ 色刷 B5 l枚 裏面解説文青色 98P14616 
字
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462 ブルース・リ一死亡遊戯 ロパート・クローズ 色刷 85 l枚 裏面解説文黒色 98P14617 
字

463 ブルース・リー電光石火 ウィリアム・ボーダイン 色刷 85 l枚 98P14618 

464 ブルー・タートルの夢スティ マイケル・アプテッド 色刷 85 4枚 98P14619 
ング

465 ブルー・ハワイ ノーマン・タウログ 色刷 85 l枚 98P14620 

466 ブルーヒート ジョン・マッケンジー 色刷 85 l枚

467 ブルーベルベット デビッド・リンチ 色刷 85 6枚 98P14622 

468 ブルーム ビーパン・キドロン 色刷 85 l枚 98P14623 

469 ブルーラグーン ウィリアム .A.グレアム 色刷 85 4枚 98P14624 

470 震える舌 野村芳太郎 色刷 85 l枚 98P14625 

471 フyレカウント ローランド・ディアス 色刷 85 l枚 98P14626 

472 ふるさと 神山征二郎 色刷 85 l枚 コピー「ぼくの 98P14627 
村がなくなるj

473 ふるさと 神山征二郎 色刷 85 l枚 コピー「ぼくの 98P14628 
村が日本地図か
らなくなるj

474 ふるさと 神山征二郎 色刷 85 l枚 コピー「山形県 98P14629 
知事推奨J

475 ブルジョアジーの秘かな'愉しみ ルイス・ブ、ニュエル 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P14630 

476 ブルジョアジーの秘かな愉しみ ルイス・ブ、ニュエル 色刷 85 7枚 黄色ベース 98P14631 

477 ブルックリン最終出口 ウリ・エデル 色刷 85 l枚 98P14632 

478 ブ、ルックリン物語 スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 98P14633 

479 ブルドッグ ケン・ワタナベ 色刷 85 l枚 98P14634 

480 フル・ブラッド 花旗少林 ジェフ・ラウ 色刷 85 l枚 98P14635 

481 ぶるぶる 天使的休日 橋本以蔵 色刷 85 l枚 裏面解説文青色 98P14636 
字

482 ぷるぷる 天使的休日 橋本以蔵 色刷 85 l枚 裏面解説文緑色 98P14637 
字

483 フルベイガー スチュアート・ローゼンパ 色刷 85 l枚 98P14638 
ーグ

484 フルムーン・イン・ニューヨー スタンリー・クァン 色刷 85 l枚 98P14639 
ク

485 フルメタJレ・ジャケット スタンリー・キューブリック 色刷 85 13枚 98P14640 

486 ふれあい ネロ・リージ 色刷 85 l枚 98P14641 

487 プレイキング・イン ビ、ル・フオーサイス 色刷 85 l枚 98P14642 

488 プレイキング-グラス ブライアン・ギブソン 色刷 85 l枚 98P14643 

489 ブレイクアウト トム・グリース 色刷 85 l枚 98P14644 
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490 プレイクアウト 行き止まりの 村川透 色刷 85 4枚 98P14645 
挽歌

491 プレイクタウン物語 浅尾政行 色刷 85 l枚 98P14646 

492 プレイクダンス ジョエル・シルバーグ 色刷 85 4枚 98P14647 

493 ブレイクダンス2 プーガルピ サム・フアーステンパーグ 色刷 85 l枚 98P14648 
ートでT.K.O!

494 プレイズ ロン・シェルトン 色刷 85 7枚 98P14649 

495 プレイス・イン・ザ・ハート ロパート・べントン 色刷 85 10枚 98P14650 

496 プレイタイム ジャック・タチ 色刷 85 l枚 98P14651 

497 プレイデッド ダニー-キャノン 色刷 85 l枚 98P14652 

498 プレイボーイ・コレクション ジェラJレド・キコーイン外l色刷 85 l枚 98P14653 
(フランシス/ビーナス) 名

499 プレインスキャン ジョン・フリン 色刷 85 2枚 98P14654 

500 ブレイン・ストーム ダグラス・トランプル 色刷 85 l枚 98P14655 

501 プレインデツド ピーター・ジャクソン 色刷 85 l枚

502 プレージングサドル メル・ブルックス 色刷 85 l枚 98P14657 

503 プレードチェイサー ブライアン・トレンチャー 色刷 85 1枚 98P14658 
ド・スミス

504 プレードランナー リドリー・スコット 色刷 85 l枚 98P14659 

505 プレードランナー最終版 リドリー・スコット 色刷 85 4枚 98P14660 I 

506 プレシディオの男たち ピーター・ハイムズ 色刷 85 4枚 98P14661 I 

507 プレステージ エドアール・モリナロ 色刷 85 l枚 98P14662 

508 プレスレス ジム・マクプライド 色刷 85 6枚 98P14663 

509 プレックファスト・クラブ ジョン・ヒューズ 色刷 85 l枚 98P14664 

510 フレッシュイーター ゾンピ軍 ピル・ハインツマン 色刷 85 1枚 98P14665 
団

511 フレッシュ・ゴードン ハワード・ジーム 色刷 85 l枚 98P14666 

512 フレツチ殺人方程式 マイケル・リッチー 色刷 85 4枚 98P14667 

513 プレデター ジョン・マクティアナン 色刷 85 l枚 98P14668 

514 プレデター2 スティープン・ホプキンス 色刷 85 5枚 図柄人物2人 98P14669 

515 プレデター2 スティーブン・ポフキンス 色刷 85 l枚 図柄風景 98P14670 

516 フレンズ ルイス・ギルパート 色刷 A4 l枚 98P14671 

517 不連続殺人事件 曽根中生 色刷 A4 2枚 98P14672 

518 フレンチ・グラフティ ウィラード・ヒュイック 色刷 85 l枚 98P14673 

519 フレンチ・コップス クロード・ジデイ 色刷 85 4枚 裏面解説文青色 98P14674 
字
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520 フレンチ・コップス クロード・ジデイ 色刷 85 3枚 裏面解説文紺色 98P14675I 
字

521 フレンチ・コネクション ウィリアム・フリードキン 色刷 85 l枚 98P14676 I 

522 フレンチ・コネクション2 ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 l枚 98P14677 

523 プレンティ フレッド・スケピシー 色刷 85 l枚 98P14678 

524 プローキャストニュース ジェームズ・ L・プルックス 色刷 85 4枚 98P14679 

525 ブロードウェイのダニー・ロー ウデイ・アレン 色刷 85 8枚 98P14680 
ズ

526 ブロードウェイ・バウンド ポール・ポガート 色刷 85 2枚 98P14681 

527 ブローン・アウェイ 復讐の序 スティーブン・ホプキンス 色刷 85 l枚 コピー「アメリ 98P14682 
曲 カは眠れなLリ

528 プローン・アウェイ 復讐の序 スティーブン・ホプキンス 色刷 85 i枚 コピー「この秋 98P14683 
曲 アメリカは眠れ

ないJ

529 プロゴルファー織部金次郎 杉村六郎 色刷 85 4枚 98P14684 

530 プロゴルファー織部金次郎2 武田鉄矢 色刷 85 4枚 98P14685 
パーでいいんだ

531 プロジェクト・イーグル ジャッキー・チェン 色刷 85 6枚 青色ベース

532 プロジェクト・イーグル ジャッキー・チェン 色刷 85 4枚 黄色ベース 98P14687 

533 プロジェクトA ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 裏面解説文青色 98P14688 
字

534 プロジェクトA ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 裏面解説文赤色 98P14689 
字

535 プロジェクトA2 史上最大の ジャッキー・チェン 色刷 85 8枚 98P14690 
標的

536 プロジェクトA子 西島克彦 色刷 85 7枚 98P14691 

537 プロジェクトA子完結編 もりやまゅうじ 色刷 85 l枚 98P14692 

538 プロス トム・マクローリン 色刷 85 l枚 98P14693 

539 プロスベローの本 シェイクス ピーター-グリナーウェイ 色刷 85 13枚 98P14694 
ピアfテンペストjより

540 プロテクター ジェームズ・グリッケンハ 色刷 85 l枚 裏面解説文青色 98P14695 
ウス 字

541 プロテクター ジェームズ・グリッケンハ 色刷 85 l枚 裏面解説文黒色 98P14696 
ウス 字

542 プログアンス物語マルセJレの イヴ・ロベール 色刷 85 6枚 98P14697 
お城

543 プロヴァンス物語マルセルの イグ・ロベール 色刷 85 6枚 98P14698 
夏

臼4 プロピデンス アラン・レネ 色刷 85 l枚 98P14699 

545 プロピデンス アラン・レネ 単色刷 85 l枚 98P14700 
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546 ブロプ チャック・ラッセル 色刷 B5 4枚 98P14701 

547 プロフェシー恐怖の予言 ジョン・フランケンハイマー 色刷 B5 l枚 98P14702 

548 プロフェッショナル リチヤード・ブルックス 色刷 B5 3枚 98P14703 

549 プロプレムチャイルド うわさ デニス・デュガン 色刷 B5 6枚 98P14704 
の問題児

550 プロミスト・ランド 青春の幹 マイケル・ホフマン 色刷 B5 3枚 98P14705 

551 フロム・ザ・ダークサイド ジョン・ハリソン 色刷 B5 4枚 98P14706 

552 プロムナイト ポール・リンチ 色刷 B5 l枚 タイトル赤色字 98P14707 

553 プロムナイト ポール・リンチ 色刷 B5 l枚 タイトル緑色字 98P14708 

554 ブロンクス物語愛につつまれ ロパート・デ・ニーロ 色刷 B5 l枚 タイトル赤色字 98P14709 
た街

555 ブロンクス物語愛につつまれ ロパート・デ・ニーロ 色刷 B5 l枚 タイトル茶色字 98P1471O 
た街

556 プロンコ・ピリー クリント・イーストウッド 色刷 B5 l枚 98P14711 

557 ブロンディ一女銀行強盗 ラッセル・マJレケイ 色刷 B5 8枚 98P14712 

558 ブロンテ姉妹 アンドレ・テシネ 色刷 B5 l枚 98P14713 

559 ブロンドの標的 デュエイン・クラーク 色刷 B5 l枚 98P14714 

560 フロント・ページ ピリー・ワイルダー 色刷 B5 l枚 98P14715 

561 プロ野球を10倍楽しく見る方法 芝山努 色刷 B5 l枚 黄色ベース 98P14716 

562 プロ野球を10倍楽しく見る方法 芝山努 色刷 B5 2枚 白色ベース 98P14717 

563 プロ野球を10倍楽しく見る方法 鈴木清 色刷 B5 l枚 98P14718 
2 

564 文学賞殺人事件 鈴木則文 色刷 A4 10枚 98P14719 

565 風橿(フンクイ)の少年 侯孝賢 色刷 B5 l枚 98P14720 

566 ブンナよ木からおりてこい 丹野雄二 色刷 B6 l枚 98P14721 

567 ブンナよ木からおりてこい 丹野雄二 色刷 B5 l枚 98P14722 

568 へアー ミロス・フォアマン 色刷 B5 l枚 シネマ2ちらし 98P14723 

569 へアー ミロス・フォアマン 色刷 B5 l枚 新宿みゆき座ち 98P14724 
らし

570 へアースプレー ジョン・ウォーターズ 色刷 B5 l枚 98P14725 

571 ベアスキン アン&エドワード・ゲディス 色刷 B5 5枚 98P14726 

572 へアピン・サーカス 西村潔 色刷 17.0x35.l l枚 98P14727 
二つ折り

573 兵士トーマス スチュアート・クーパー 色刷 B5 l枚 98P14728 

574 へイジング・イン・へル学園 ポール・ジラー 色刷 B5 l枚 98P14729 
の悪魔
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575 平成裡合戦ぽんぽこ 高畑勲 色刷 85 4枚 98P14730 

576 ぺイネ愛の世界旅行 チェザーレ・ペルフェット 色刷 85 l枚 98P14731 

577 へイ・パブリパ ヨヴァン・アチン 色刷 85 l枚 98P14732 

578 BABY(ベイビー) 島田元 単色刷 85 l枚 98P14733 

579 ベイビー・イッツ・ユー ジョン・セイルズ 色刷 85 l枚 98P14734 

580 ベイピー・オブ・マコン ピーター・グリーナウェイ 色刷 85 6枚 98P14735 

581 ベイビー・トーク エイミー・へッカリング 色刷 85 l枚 98P14736 

582 ベイルライダー クリント・イーストウッド 色刷 85 l枚 98P14737 

583 ペインテッドデザート 原田異人 色刷 85 11枚 98P14738 

584 ペエスケガタピシ物語 後藤秀司 色刷 85 8枚 98P14739 

585 ベートーベン ブライアン・レパント 色刷 85 10枚 98P14740 

586 ベートーベン2 ロッド・ダニエル 色刷 85 9枚 98P14741 

587 ペーパーチェイス ジェームス・ブリッジス 色刷 85 !枚 98P14742 

588 ペーパー・ファミリー チャールズ・シャイヤー 色刷 85 5枚 98P14743 

589 ペーパー・ムーン ピーター・ボグダノピッチ 色刷 85 l枚 98P14744 

590 ヴェガス・イン・スペース フィリップ .R・フォード 色刷 85 i枚 98P14745 

591 ヘカテ ダニエル・シュミット 色刷 85 l枚 98P14746 

592 ペギー・スーの結婚 フランシス・コッポラ 色刷 85 l枚 タイト lレ縦書き 98P14747 

593 ペギー・スーの結婚 フランシス・コッポラ 色刷 85 6枚 タイトル横書き 98P14748 

594 北京好日 寧瀬(ニン・イン) 色刷 85 2枚 98P14749 

595 北京の55日 ニコラス・レイ 色刷 85 l枚 98P14750 

596 北京的西瓜 大林宣彦 色刷 85 4枚 98P14751 

597 北京パスターズ 張元(チャン・ユエン) 色刷 85 6枚 98P14752 

598 へザースベロニカの熱い日 マイケル・レーマン 色刷 85 8枚 98P14753 

599 ベスト・オブ・ザ・ベスト ボブ・ラドラー 色刷 85 l枚 98P14754 

600 ベストガイ 村川透 色刷 85 l枚 図柄戦闘機 98P14755 

601 ベストガイ 村川透 色刷 85 l枚 図柄人物 98P14756 

602 ベスト・キッド ジョン .G.アビルドセン 色刷 85 2枚 98P14757 

603 ベスト・キッド2 ジョン .G.アピルドセン 色刷 85 6枚 青色ベース 98P14758 

604 ベスト・キッド2 ジョン・ G・アビルドセン 色刷 85 5枚 黒色ベース 98P14759 

605 ベスト・キッド3 ジョン .G.アビlレドセン 色刷 85 7枚 98P14760 

606 ベスト・コップ ルイス・ティーグ 色刷 85 l枚 98P14761 

607 ベストフレンズ ジョージ・キューカー 色刷 85 l枚 98P14762 
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608 ベッツィー ダニエル・ぺトリー 色刷 85 l枚 98P14763 

609 ベッドかぎりとほうき ロパート・スティヴンスン 色刷 11.0x29.8 l枚 98P14764 

610 ペット・ショップ・ボーイズ ジャック・ポンド 色刷 85 1枚 98P14765 
夢色の幻想

611 ベット・セメタリー メアリー・ランパート 色刷 85 5枚 98P14766 

612 ペット・セメタリー2 メアリー・ランパート 色刷 85 10枚 98P14767 

613 ベットタイムアイズ 神代辰巳 色刷 85 l枚 98P14768 

614 ヘッドフォンララバイ 山根成之 色刷 85 l枚 98P14769 

615 ベッドルーム・アイズ チャック・ピンセント 色刷 85 l枚 98P14770 

616 べつびんの町 原隆仁 色刷 85 l枚 98P14771 

617 別離 アラン・カパリエ 色刷 17.5X 17.5 l枚 98P14772 

618 別離 ラリー-ピアス 色刷 85 l枚 98P14773 

619 ベティ・ブルー愛と激情の ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 85 l枚 98P14774 
日々 クス

620 ベティ・ブルー インテグラル ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 85 5枚 98P14775 
完全版 クス

621 ペテルブルグ幻想 イアン・プリングル 色刷 85 7枚 98P14776 

622 ペテン師とサギ師だまされて フランク・オズ 色刷 85 l枚 98P14777 
リピエラ

623 ベトナムのダーちゃん 後藤俊夫 色刷 85 l枚 98P14778 

624 ペニスに死す ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 98P14779 
二つ折り

625 ペニスに死す Jレキノ・ヴィスコンティ 単色刷 85 l枚 98P14780 

626 ペニスの愛 エンリコ・マリア・サレルノ 色刷 85 l枚 98P14781 

627 へのじぐち 吉雄孝紀 色刷 85 l枚 黒色ベース 98PI4782 

628 へのじぐち 吉雄孝紀 色刷 85 l枚 白色ベース 98PI4783 

629 ヘヴイ 石黒昇 色刷 85 l枚 98PI4784 

630 ベビーシッター-アドベンチャ クリス・コロンパス 色刷 85 l枚 98PI4785 
一

631 ヘビー・ベツテング オピー・ベンツ 色刷 85 6枚 98P14786 

632 ヘビー・メタル ジェラルド・ポタ一トン 色刷 85 l枚 98P14787 

633 へプンリー・ボディーズ ローレンス・デーン 色刷 85 l枚 タイト1レ横書き 98P14788 
l行

634 へブンリー・ボディーズ ローレンス・デーン 色刷 85 6枚 タイトル横書き 98PI4789 
2行

635 部屋 園子温 色刷 B4 l枚 98P14790 

636 部屋とYシャツと私 今井啓殺生 色刷 85 l枚 98PI4791 

-192-



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料
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637 ペリー物語 N.ポール・ケンワージー 色刷 85 l枚 98P14792 
. Jr.外l名

638 ヘリウッド 長嶺高文 色刷 85 l枚 98P14793 

639 ペリカン文書 アラン・ J・パクラ 色刷 85 9枚 図柄人物l人 98P14794 

640 ペリカン文書 アラン・ J・パクラ 色刷 85 4枚 図柄人物2人 98P14795 

641 ベリッシマ ルキノ・ヴィスコンティ 単色刷 85 l枚 98P14796 

642 ベルーシ ブルースの消えた夜 ラリー・ピアース 色刷 85 l枚 98P14797 

643 ベルエポック フェルナンド・トルエパ 色刷 85 4枚 図柄人物3人 98P14798 

644 ベルエポック フェルナンド・トルエパ 色刷 85 2枚 図柄人物4人 98P14799 

645 ヘル・ゴースト悪魔のスケア ウィリアム・ウィズリー 色刷 85 l枚 98P14800 
クロウ

646 ベルサイユのばら こだま兼嗣・竹内啓雄 色刷 85 l枚 アニメーション 98P14801 
映画

647 ベルサイユのばら ジャック・ドゥミー 色刷 85 l枚 98P14802 

648 ヘルシンキ・ナポリ オールナ ミカ・カウリスマキ 色刷 85 l枚 98P14803 
イトロング

649 ヘルシンキ・ナポリ オーJレナ ミカ・カウリスマキ 色刷 84 l枚 98P14804 
イトロング 二つ折り

650 ヘルター・スケyレター トム・グリース 色刷 85 l枚 98P14805 

651 ベルト ジュリアーナ・ガンバ 色刷 85 l枚 98P14806 

652 へルナイト トム・デシモーネ 色刷 85 l枚 98P14807 

653 ベルナルダ・アlレパの家 マリオ・カムス 色刷 85 l枚 98P14808 

654 ヘルハウス ジョン・ホップ 色刷 85 l枚 98P14809 

655 へlレハザード 禁断の黙示録 ダン・オパノン 色刷 85 2枚 98P1481O 

656 HELLFlRE(ヘルファイアー): ジャン・ユンカーマン 色刷 A4 l枚 98P14811 
劫火(ごうか)ヒロシマカ通らの旅

657 ベルモンドの怪盗二十面相 フィリップ・ド・ブロカ 色刷 85 l枚 98P14812 

658 ベルリン大攻防戦 ユーリー・オーゼロフ 色刷 85 l枚 98P14813 

659 ベルリン忠臣蔵 ハンス・クリストフ・ブlレ 色刷 85 l枚 98P14814 
ーメンベルグ

660 ベルリン・天使の詩 ヴィム・ヴエンダース 色刷 85 8枚 98P14815 

661 ベルリンは夜 アンソニー・ペイジ 色刷 85 l枚 98P14816 

662 ベルリンブルース ローザ・フォン・ブラウン 色刷 85 l枚 98P14817 
ハイム

663 ヘル・レイザー クライブ・パーカー 色刷 85 l枚 98P14818 

664 〆ミレ ピレ・アウグスト 色刷 85 8枚 98P14819 
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665 ベロニカ・フォスのあこがれ ライナー・ヴエJレナー・フ 色刷 85 l枚 98P14820 
アスピンダー

666 ペンギンズ・メモリ一幸福 木村俊士 色刷 85 5枚 98P14821 
(しあわせ)物語

667 ベンジー ジョー・キャンプ 色刷 85 i枚 白色ベース 98P14822 

668 ベンジー ジョー・キャンプ 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P14823 

669 ベンジーの愛 ジョー-キャンプ 色刷 85 l枚 98P14824 

670 変身する女 イヴ・ポワッセ 色刷 85 5枚 98P14825 

671 ベンタグラム悪魔の熔印 ロパート・レズニコフ 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P14826 

672 ぺンタグラム悪魔の熔印 ロパート・レズニコフ 色刷 85 i枚 黒色ベース 98P14827 

673 ぺンタの空 永田貴士 色刷 17.2x 14.5 l枚 98P14828 
ペンギン
型

674 ベンタの空 永田貴士 色刷 85 5枚 98P14829 

675 ベンデュラム悪魔のふたり スチュアート・ゴードン 色刷 85 l枚 98P14830 

676 ベン・ハー ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 黄色ベース 98P14831 

677 ベン・ハー ウィリアム・ワイラー 色刷 85 12枚 黄色ベース表 98P14832 
上にコピーf今
なお映画史上不
滅のアカデミー
賞11部門最多受
賞記録作品J

678 ベン・ハー ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 黄色ベース左 98P14833 
上にコピー
r70mmJ 

679 ベン・ハー ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P14834 

680 ベンポスタ 子ども共和国 青池憲司 色刷 85 2枚 98P14835 

681 へンリー PORTRAITOF ジョン・マクノートン 色刷 85 5枚 98P14836 
SERIAL KILLER 

682 へンリー&ジューン私が愛し フィリップ・カウフマン 色刷 85 l枚 白色ベース 98P14837 
た男と女

683 へンリー&ジューン私が愛し フィリップ・カウフマン 色刷 85 3枚 茶色ベース 98P14838 
た男と女

684 へンリー五世 ケネス・ブラナー 色刷 85 6枚 98P14839 

685 ポイジャー フォルカー・シュレンドlレフ 色刷 85 l枚 98P14840 

686 ボイス・オプ・ムーン フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 裏商にコピー 98P14841 
『フェリーニ監
督生活40周年記
念作品」

687 ボイス・オプ・ムーン フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 5枚 98P14842 

688 ポイズン トッド・へインズ 色刷 85 l枚 98P14843 
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689 ポインツマン ヨス・ステリング 色刷 85 l枚 98P14844 

690 ボウイ&キーチ ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 98P14845 

691 放課後 森谷司郎 印刷 85 l枚 98P14846 

692 砲艦サンパブロ ロパート・ワイズ 色刷 12.4 x 51.4 l枚 98P14847 
二つ折り

693 望郷 アン・ホイ 色刷 85 l枚 98P14848 

694 望郷 斎藤耕一 色刷 85 4枚 98P14849 

695 望郷のサンダカン八番娼館 熊井啓 色刷 85 l枚 98P14850 

696 冒険喜劇大出世 クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98P14851 

697 官険者たち ロベルト・エンリコ 色刷 85 l枚 98P14852 I 

698 冒険者たち ロベルト・エンリコ 色刷 51.4X9.1 l枚 98P14853 

699 冒険者たち 白井高瀬 色刷 85 l枚 98P14854 

700 官険者たち ガンバと7匹のな 出崎統 色刷 85 l枚 98P14855 
かま

701 冒険また冒険 クロード・ルルーシュ 色刷 85 l枚 98P14856 

702 冒険野郎 ピーター・ハント 色刷 85 l枚 98P14857 

703 謀殺下山事件 熊井啓 色刷 85 l枚 裏面タイトル横 98P14858 
書き

704 謀殺下山事件 熊井啓 色刷 85 l枚 裏面タイトル縦 98P14859 I 
書き

705 暴走機関車 アンドレイ・コンチャロフ 色刷 85 6枚 98P14860 
スキー

706 暴走スプラッターマシーン ダーク・キャンベル 色刷 85 1枚

707 暴走ひったくり750 ブルーノ・コルブ、ツチ 色刷 85 l枚 98P14862 I 

708 棒の哀しみ 神代辰巳 色刷 85 l枚 98P14863 I 

709 坊やの人形 侯孝賢・曽壮祥・寓仁. 色刷 85 l枚 98P14864 

710 暴力教室 '88 クリストファー-ケイン 色刷 85 7枚 98P14865 

711 亡霊の櫨 ジョン・ヒルコート 色刷 85 3枚 98P14866 

712 放浪紳士チャーリー リチヤード・パターソン 色刷 85 l枚 98P14867 

713 ポエティック・ジャスティス ジョン・シングルトン 色刷 85 l枚 98P14868 
愛するということ

714 ボーイズ&ガールズ 森田芳光 色刷 85 l枚 98P14869 

715 ボーイズ・イン・ジ・アイラン ジェフリー・ベネット 色刷 85 l枚 98P14870 
ド

716 ボーイズ・ボーイズ ドン・コスカレリー 色刷 85 l枚 98P14871 

717 ボーイズ・ボーイズ ドン・コスカレリー 色刷 A4 l枚 98P14872 
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718 ボーイズ・ライフ マイケル・ケイトン・ジョ 色刷 85 l枚 98P14873 
ーンズ

719 ボーイズ'ン・ザ・フッド ジョン・シングルトン 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P14874 

720 ボーイズ'ン・ザ・フッド ジョン・シングルトン 色刷 85 8枚 青色ベース 98P14875 

721 ボーイフレンド ケン・ラッセル 色刷 85 l枚 98P14876 

722 ボーイ・ミーツ・ガール レオス・カラックス 色刷 85 l枚 98P14877 

723 ポーキーズ ボブ・クラーク 色刷 85 l枚 98P14878 

724 ポーキーズ2 ボブ・クラーク 色刷 85 l枚 98P14879 

725 ホースメン ジョン・フランケンハイマー 色刷 85 l枚 98P14880 

726 ボーダー トニー-リチャードソン 色刷 85 l枚 98P14881 

727 ポーヴォワール ジョゼ・ダヤン外1名 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P14882 

728 ボーヴォワール ジョゼ・ダヤン外1名 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P14883 

729 ホーム・アローン クリス・コロンパス 色刷 85 5枚 98P14884 

730 ホーム・アローン2 クリス・コロンパス 色刷 85 4枚 図柄自由の女神 98P14885 

731 ホーム・アローン2 クリス・コロンパス 色刷 85 5枚 図柄少年 98P14886 

732 ホームボーイ マイケル・セラシン 色刷 85 9枚 白色ベース 98P14887 

733 ホームボーイ マイケル・セラシン 色刷 85 11枚 灰色ベース 98P14888 

734 ホーリー・マウンテン アレハンドロ・ホドロフス 色刷 85 5枚 98P14889 
キー

735 ボールズ・ボールズ ハロJレド・ライミス 色刷 85 l枚 98P14890 

736 ポール・ポジション マリオ・モッラ 色刷 85 l枚 98P14891 

737 ポール・ポジション2 マリオ・モッラ 色刷 85 l枚 98P14892 

738 ボーンイエスタディ ルイス・マンドーキ 色刷 85 7枚 98P14893 

739 ボギー!俺も男だ ハーパート・ロス 色刷 85 l枚 98P14894 

740 北緯15。のデュオ 根本順善 色刷 85 5枚 タイトル縦書き 98P14895 

741 北緯15。のテ、ュオ 根本11慎善 色刷 85 l枚 タイトyレ横書き 98P14896 

742 ボクが病気になった理由 鴻上尚史外3名 色刷 85 l枚 98P14897 

743 ボクサー マーチン・リット 色刷 85 l枚 98P14898 

744 ボクサー 寺山修司 色刷 85 l枚 98P14899 

745 北斎漫画 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P14900 

746 ボクシング・へレナ ジェニファー・リンチ 色刷 85 2枚 98P14901 

747 僕たちの時間 クリストファー・ミュンチ 色刷 85 4枚 98P14902 

748 ボクちゃんの戦争 大津豊 色刷 85 l枚 98P14903 

749 僕と一緒に幾日か クロード・ソーテ 色刷 85 3枚 98P14904 
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750 謹東締譜 新藤兼人 色刷 85 7枚 98P14905 

751 ぼくと彼女のために イヴァン・ニチェフ 色刷 85 l枚 裏面黒茶色単色 98P14906 
帰t

752 ぼくと彼女のために イヴァン・ニチェフ 色刷 85 l枚 裏面赤色単色刷 98P14907 

753 北斗の拳 芦田豊雄 色刷 85 l枚 98P14908 

754 ぼくと、ぼくらの夏 小平裕 色刷 85 l枚 98P14909 

755 ぽくの美しい人だから ルイス・マンドーキ 色刷 85 9枚 98P1491O 

756 ボクの彼女は地球人 ジュリアン・テンプル 色刷 85 l枚 98P14911 

757 僕の旅立ち ウスマン・サパーロフ外l名 色刷 85 l枚 98P14912 

758 僕の無事を祈ってくれ ラシド・ヌグマノフ 色刷 85 l枚 98P14913 

759 僕の村は戦場だった アンドレイ・タルコフスキ 単色刷 18.2x25.8 1枚 98P14914 
一 二つ折り

760 僕は天使ぢゃないよ あがた森魚 色刷 85 8枚 98P14915 

761 北壁に舞う 松山善コ 色刷 85 l枚 98P14916 

762 僕らはみんな生きている 滝田洋二郎 色刷 85 5枚 98P14917 

763 僕を愛したふたつの国 アニエシュカ・ホランド 色刷 85 2枚 98P14918 

764 ポケットいっぱL、の涙 アレン&アルパート・ヒュ 色刷 85 l枚 タイトル右 98P14919 
ーズ

765 ポケットいっぱL、の涙 アレン&アルパート・ヒュ 色刷 85 l枚 タイトル左 98P14920 
ーズ

766 ポケットの愛 ベルナール・ケイザンヌ 色刷 85 l枚 98P14921 

767 ポケットの中の握り拳 マルコ・ベロッキオ 印刷 85 l枚 タイトル横書き 98P14922 

768 ポケットの中の握り拳 マルコ・ベロッキオ 印刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P14923 

769 星くず兄弟の伝説 手塚真 色刷 85 10枚 98P14924 

770 星砂物語 矢作大輔 色刷 85 l枚 98P14925 

771 星空のマリオネット 橋浦方人 色刷 85 l枚 98P14926 

772 星空のむこうの国 小中和哉 色刷 85 7枚 図柄イラスト 98P14927 

773 星空のむこうの国 小中和哉 色刷 85 l枚 図柄写真 98P14928 

774 星になった少年 エンツォ・ドリア 色刷 85 l枚 98P14929 

775 星に願いを アミー・ジョーンズ 色刷 85 2枚 98P14930 

776 星にのばされたザイル ガストン・レピュファ 色刷 85 l枚 98P14931 

777 星の王子さま スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 98P14932 

778 星の王子ニューヨークに行く ジョン・ランディス 色刷 85 l枚 98P14933 

779 星のオJレフェウス タカシ 色刷 85 l枚 98P14934 

780 星の固から来た仲間 ジョン・ハフ 色刷 85 l枚 98P14935 
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781 星の流れる果て ブライアン・ギルパート 色刷 85 6枚 98P14936 

782 星の牧場 若杉光夫 色刷 85 6枚 98P14937 

783 慕情 へンリー・キング 色刷 34.6X 17.6 l枚 98P14938 
二つ折り

784 ほしをつぐもの 小水一男 色刷 85 3枚 98P14939 

785 ポスピタル アーサー・ヒラー 色刷 85 l枚 98P14940 

786 ポセイドン・アドベンチャー ロナルド・ニーム 色刷 85 l枚 裏面解説文青色 98P14941 
字

787 ポセイドン・アドベンチャー ロナルド・ニーム 色刷 85 l枚 裏面解説文黒色 98P14942 
字

788 ポセイドン・アドベンチャー2 アーウィン・アレン 色刷 85 l枚 98P14943 

789 ポゼッション アンジェイ・ズラウスキー 色刷 85 6枚 98P14944 

790 盤 梶間俊一 色刷 85 l枚 98P14945 

791 鐙川 須川栄三 色刷 85 6枚 98P14946 

792 北海ハイジャック アンドリュー .v.マクラ 色刷 85 l枚 98P14947 
グレン

793 ボッカチオ プルーノ・コルブッチ 色刷 85 l枚 98P14948 

794 北極のムーシカ・ミーシカ 勝井千賀雄 色刷 85 l枚 98P14949 

795 掘った奪った逃げた ジョゼ・ジョヴァンニ 色刷 85 l枚 98P14950 

796 ホット・ショット ジム・エイブラハムズ 色刷 85 9枚 98P14951 

797 ホット・ショット2 ジム・エイブラハムズ 色刷 85 5枚 青色ベース 98P14952 

798 ホット・ショット2 ジム・エイブラハムズ 色刷 85 8枚 茶色ベース 98P14953 

799 ホットドッグ ピーター・マークル 色刷 85 l枚 98P14954 

800 ホット・ロック ピーター・イェーツ 色刷 85 l枚 98P14955 

801 ホッファ ダニー・デビート 色刷 85 l枚 98P14956 

802 ポップコーン マーク・へリアー 色刷 85 4枚 98P14957 

803 ボディ ウリ・エデル 色刷 85 l枚 98P14958 

804 ボディーハード ボブ・ミシオロウスキ 色刷 85 l枚 98P14959 

805 ボディガード ミック・ジャクソン 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P14960 

806 ボディガード ミック・ジャクソン 色刷 85 7枚 タイトル白色字 98P14961 

807 ボディ・クロス マーク・ジョフィ 色刷 85 l枚 98P14962 

808 ボディ・ターゲット ロパート・ハーモン 色刷 85 l枚 98P14963 

809 ボテ、イ・ダブル ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 8枚 98P14964 

810 ボディヒート カット・シー .Jレービン 色刷 85 8枚 98P14965 

811 ホテル カlレロ・リッツアーニ 色刷 85 l枚 98P14966 
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812 ホァル・ニューハンプシャー トニー・リチヤードソン 色刷 B5 12枚 98P14967 

813 炎 628 エレム・クリモフ 色刷 B5 9枚 98P14968 

814 炎のいけにえ アルマンド・クリスピノ 色刷 B5 l枚 98P14969 

815 炎の一族 ダン・ピッツァ 色刷 B5 l枚 98P14970 

816 炎のごとく 加藤泰 色刷 B5 l枚 98P14971 

817 炎の少女チャーリー マーク・ L・レスター 色刷 B5 l枚 98P14972 

818 炎の少女ローラ ブリジット・ソリオル 色刷 B5 l枚 98P14973 

819 炎のストライカー リック・キング 色刷 B5 l枚 98P14974 

820 炎の第五楽章 神山征二郎 色刷 B5 l枚 98P14975 

821 炎の大捜査線 チュ・イェン・ピン 色刷 B5 7枚 98P14976 

822 炎のマリア メトーディ・アンドノフ 色刷 B5 l枚 98P14977 

823 炎のランナー ヒュー・ハドソン 色刷 B5 l枚 98P14978 

824 ほのぼの しゅ1らしみきお 色刷 B5 3枚 98P14979 

825 ぽのぼの+puls(プラス・パージ いがらしみきお 色刷 B5 l枚 98Pl4980 
ョン)

826 ポパイ ロパート・アルトマン 色刷 B5 l枚 赤色ベース 98Pl4981 

827 ポパイ ロパート・アルトマン 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P14982 

828 ボヴァリ一夫人 クロード・シャブロル 色刷 B5 4枚 98P14983 

829 ボビー・デァフィールド シドニー・ポラック 色刷 B5 l枚 98PI4984 

830 ボビー・フィッシャーを探して スティーブン・ザイリアン 色刷 B5 l枚 98PI4985 

831 ポピの予言 宮田雪 単色刷 B5 l枚 98Pl4986 

832 ボブ&キャロル&テッド&アリ ポール・マズyレキー 単色刷 B5 l枚 98PI4987 
ス

833 ボブ・ロパーツ ティム・ロビンズ 色刷 B5 l枚 98Pl4988 

834 微笑みがえし ドナルド・ぺトリー 色刷 B5 l枚 98PI4989 

835 ホラー・スコープ ロパート・イングランド 色刷 B5 l枚 98PI4990 

836 ホラー・ワールド リチヤード・シッケル 色刷 B5 l枚 98Pl4991 

837 ポリー・マグーお前は誰だ ウィリアム・クライン 色刷 B5 l枚 98P 1 4992 

838 ポリエステル ジョン・ウォーターズ 色刷 B5 l枚 98Pl4993 

839 ポリゴン オラス・リムジヤノフ 色刷 B5 l枚 98P 1 4994 

840 ポリスアカデミー ヒュー・ウィルソン 色刷 B5 l枚 98Pl4995 

841 ポリスアカデミー2 全員出動! ジエリー・パリス 色刷 B5 l枚 98P14996 

842 ポリスアカデミー3 全員再訓 ジエリー・パリス 色刷 B5 l枚 98Pl4997 
錬1
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843 ポリスアカデミー4 市民パト ジム・ドレイク 色刷 B5 l枚 98P14998 
ロール

844 ポリスアカデミー5 マイアミ アラン・マイヤーソン 色刷 B5 l枚 98P14999 
特別勤務

845 ポリスアカデミ- '94 モス アラン・メッター 色刷 B5 l枚 98P15000 
クワ大作戦

846 ポリス・ストーリー香港国際 ジャッキー・チェン 色刷 B5 l枚 縦位置 98P15001 
警察

847 ポリス・ストーリー香港国際 ジャッキー-チェン 色刷 B5 l枚 横位置 98P15002 
警察

848 ポリス・ストーリー3 スタンリー・トン 色刷 B5 5枚 タイトル赤・黄 98P15003 
色字

849 ポリス・ストーリー3 スタンリー・トン 色刷 B5 6枚 タイトル赤・黒 98P15004 
色字

850 ホリデー-キャンプ ノーマン・コーエン 色刷 B5 l枚 98P15005 

851 ホリデーロード 4000キロ ハロルド・ラミス 色刷 B5 l枚 98P15006 

852 ボルサリーノ ジャック・ドレー 色刷 B5 l枚 縦位置 98P15007 

853 ポルサリーノ ジャック・ドレー 色刷 B5 l枚 横位置 98P15008 

854 ポJレサリーノ2 ジャック・ドレー 色刷 A4 l枚 98P15009 

855 ポJレターガイスト トピー-フーパー 色刷 B5 l枚 98P1501O 

856 ポJレターガイスト2 ブライアン・ギプソン 色刷 B5 l枚 98P15011 

857 ポルターガイスト3 少女の霊 ゲーリー-シャーマン 色刷 B5 9枚 図柄新聞 98P15012 
に捧ぐ

858 ポルターガイスト3 少女の霊 ゲーリー・シャーマン 色刷 B5 l枚 図柄ピルデイン 98P15013 
に捧ぐ グ

859 ボルテックス スコット .8&ベス・ B 色刷 B5 l枚 98P15014 

860 滅びゆく大草原 ジェイムズ・アルガー 色刷 B5 l枚 98P15015 

861 滅びゆく動物たち クリスチャン・ズベール 単色刷 B5 l枚 98P15016 

862 滅ぴゆく野生の詩 オイゲン・シューマッハー 色刷 B4 l枚 98P15017 

863 ホワイトクイザード ニルス・ゴープ 色刷 B5 l枚 98P15018 

8倒 ホワイトクリスマス マイケル・カーティス 色刷 B5 l枚 98P15019 

865 ホワイト・サンズ ロジャー・ドナルドソン 色刷 B5 l枚 98P15020 

866 ホワイト・ドッグ サミュエ1レ・フラー 色刷 B5 l枚 98P15021 

867 ホワイトナイツ 白夜 テイラー・ハックフォード 色刷 B5 l枚 タイトル黄色字 98P15022 

868 ホワイトナイツ 白夜 テイラー・ハックフォード 色刷 B5 13枚 タイトル白色字 98P15023 

869 ホワイトハウス狂騒曲 ジョナサン・リン 色刷 B5 12枚 98P15024 

870 ホワイト・バッジ チョン・ジョン 色刷 B5 l枚 98P15025 
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871 ホワイトバッフアロー J .リー・トンプソン 色刷 85 l枚 98P15026 

872 ホワイトハンター ブラックハ クリント・イーストウッド 色刷 85 5枚 98P15027 
ート

873 ホワイトファング ランダル・クレイザー 色刷 85 l枚 98P15028 

874 ホワイト・ローズ ライコ・グゥルリッチ 色刷 85 l枚 98P15029 

875 ホワイトロック トニー・メイラム 色刷 85 l枚 98P15030 

876 ホワイ・ミー? ジーン・クインターノ 色刷 85 l枚 98P15031 

877 ボワ・ノワール ジャック・ドレー 色刷 85 l枚 98P15032 

878 本質坊遺文千利休 熊井啓 色刷 85 l枚 図柄雪原 98P15033 

879 本質坊遺文千利休 熊井哲 色刷 85 l枚 図柄河原 98P15034 

880 香港パラダイス 金子修介 色刷 85 l枚 98P15035 

881 本陣殺人事件 高林陽一 色刷 84 l枚 98P15036 
=っ折り

882 ボンデージ ケン・ラッセル 色刷 85 5枚 98P15037 

883 ボンヌフの恋人 レオス・カラックス 色刷 85 4枚 黒色ベース 98P15038 

884 ポンヌフの恋人 レオス・カラックス 色刷 85 10枚 白色ベース 98P15039 

885 マーヴエリック リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P15040 

886 マーヴエリック リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 タイトル白色字 98P15041 

887 マーゴ、ット・フォンティーンの ポール・ツインナー 色刷 85 l枚 98P15042 
芸術

888 マーシェンカ ジョン・ゴールドシュミット 色刷 85 l枚 98P15043 

889 マージョリーの告白 カール・ライナー 色刷 85 7枚 98P15044 

890 まあだだよ 黒津明 色刷 85 5枚 98P15045 

891 マーフィーの戦い ピーター・イェーツ 色刷 85 l枚 98P15046 

892 マーベリックの黄金 サム・ワナメーカー 色刷 85 l枚 98P15047 

893 マーラー冴えわたる狂気 ケン・ラッセル 色刷 85 8枚 98P15叫
894 マイアミコップス アlレ・ブラッドレイ 色刷 85 l枚 98P15049 

895 マイアミ・ブルース ジョージ・アーミテージ 色刷 85 l枚 98P15050 

896 マイアミ・ムーン エドワード・ピアンキ 色刷 85 l枚 98P15051 

897 マイ・ウェイ エミール・ノファル外l名 色刷 85 l枚 英語タイトル上 98P15052 

898 マイ・ウェイ エミール・ノファル外l名 色刷 85 l枚 英語タイトル下 98P15053 

899 マイ・ワェイ2 ヤンス・ローテンパーグ 色刷 85 l枚 98P15054 

900 マイ・ガール ハワード・ジフ 色刷 85 9枚 98P15055 

901 マイ・ガーJレ2 ハワード・ジフ 色刷 85 l枚 茶色ベース裏 98P15056 
面白紙
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902 マイ・ガーJレ2 ハワード・ジフ 色刷 B5 l枚 緑色ベース 98P15057 

903 マイク・ザ・ウィザード マイク・ジトロフ 色刷 B5 l枚 98P15058 

904 迷子の大人たち ビーパン・キドロン 色刷 B5 5枚 98P15059 

905 舞妓物語 皆元洋之助 色刷 B5 l枚 98P15060 

906 マイ・スイート・ファミリー ジョアン・ミックリン・シ 色刷 B5 l枚 98P15061 
ルパー

907 マイセン幻影 ジョ lレジュ・シユlレイツアー 色刷 B5 5枚 98P15062 

908 マイ・ソング ジョゼフ・ブ、ルックス 色刷 B5 l枚 98P15063 

909 マイドク デビッド・ブライス 色刷 B5 l枚 98P15064 

910 マイナー・ブラザーズ史上最 ウォルター・ヒル 色刷 B5 l枚 東急レックス外 98P15065 
大の賭け 3館ちらし

911 マイナー・ブラザーズ史上最 ウォJレター・ヒlレ 色刷 B5 l枚 東急レックスち 98P15066 
大の賭け らし

912 毎日が夏休み 金子修介 色刷 B5 4枚 98P15067 

913 舞姫 篠田正浩 色刷 B5 5枚 98P15068 

914 マイ・ビューティフル・ランド スティーブン・フリアーズ 色刷 B5 7枚 98P15069 
レット

915 マイ・フェア・レディ ジョージ・キューカー 色刷 43.7 x 15.2 l枚 98P15070 
二つ折り

916 マイ・フェア・レディ ジョージ・キューカー 色刷 B5 l枚 os劇場ちらし 98P15071 

917 マイ・フェア・レディ ジョージ・キューカー 色刷 B5 l枚 日比谷スカラ座 98P15072 
ちらし

918 マイ・フェア・レディ ジョージ・キューカー 色刷 B5 l枚 三越名画劇場ち 98P15073 
らし

919 マイフェニックス 西河克己 色刷 B5 l枚 98P15074 

920 マイ・プライベート・アイダホ ガス・ヴァン・サント 色刷 B5 5枚 青色ベース 98P15075 

921 マイ・プライベート・アイダホ ガス・ヴァン・サント 色刷 B5 l枚 白色ベース 98P15076 

922 マイ・ブルー・へブン ハーパート・ロス 色刷 B5 2枚 98P15077 

923 マイホーム・コマンドー パート・ケネディ 色刷 B5 5枚 98P15078 

924 マイ・ボディガード トニー・ビル 色刷 B5 l枚 98P15079 
二つ折り

925 マイライバル ロパート・タウン 色刷 B5 l枚 98P15080 

926 マイ・ライフ ブルース・ジョエル・ルー 色刷 B5 5枚 98P15081 
ビン

927 マイ・ライフ リチヤード・へフロン 色刷 B5 l枚 98P15082 

928 マイライフ・アズ・ア・ドッグ ラッセ・ハルストレム 色刷 B5 5枚 98P15083 

929 マイ・ラブ クロード・ルルーシュ 色刷 B5 l枚 98P15084 
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930 マイルズ・フロム・ホーム ゲイリー・シニーズ 色刷 85 5枚 98P15085 

931 マイ・レフトフット ジム・シェリ夕、ン 色刷 85 9枚 98P15086 

932 マイ・ロード キクオ・カワサキ 色刷 85 l枚 98P15087 

933 魔界転生 深作欣三 色刷 85 l枚 98P15088 

934 魔界の大陸 アンジエロ・カスティリオ 色刷 85 6枚 98P15089 
ーニ外l名

935 マカロニ エットーレ・スコラ 色刷 85 8枚 98P15090 

936 魔鬼雨(まきう) ロパート・ヒユーエスト 色刷 85 l枚 98P15091 

937 マグダレーナ モニカ・トイパー 色刷 85 2枚 98P15092 

938 マグノリアの花たち ハーパート・ロス 色刷 85 5枚 98P15093 

939 マクベイン ジェームズ・グリッケンハ 色刷 85 l枚 98P15094 
ウス

940 マクベス ロマン・ポランスキー 色刷 85 l枚 98P15095 

941 魔獣伝説ザ・セラー ケビン.s.テニー 色刷 85 l枚 98P15096 

942 マザー ジョージ・ T.ニーレンパ 色刷 85 l枚 98P15097 
ーグ

943 マザー最後の少女イヴ 鈴木行 色刷 85 7枚 98P15098 

944 マザーズボーイ 危険な再会 イブ・シモノー 色刷 85 4枚 98P15099 

945 マザー・テレサ母なることの アン・ぺトレー 色刷 85 8枚 98P15100 
由来

946 マザー・テレサとその世界 千葉茂樹 色刷 85 l枚 98P15101 

947 本気!(マジ) 吉川一義 色刷 85 l枚 実写作品 98P15102 

948 本気!(マジ) 宮崎一哉 色刷 85 l枚 アニメ作品 98P15103 

949 マジェスティック リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98P15104 

950 マジック リチヤード・アッテンポロー 色刷 85 l枚 98P15105 

951 マジック・カプセル ゴダイゴ 岡本弘 色刷 85 i枚 98P15106 

952 マジック・クエスト 魔界の剣 アルパート・ピュン 色刷 85 l枚 98P15107 

953 マジック・ボーイ キャレブ・デシャネル 色刷 85 l枚 98P15108 

954 呪われた森 ジョン・ハフ 色刷 85 l枚 98P15109 

955 魔女の宅急便 宮崎駿 色刷 85 2枚 98P15110 

956 魔女卵(まじよらん) 和泉聖冶 色刷 85 l枚 98P15111 

957 マシンガンウォーズ暗黒街の J .クリスチャン・イングボ 色刷 85 l枚 98P15112 
野獣 ードセン

958 マシンガン・ソルジャー戦場 ヴィンセント・ドーン 色刷 85 l枚 98P15113 
の狼
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959 マシンガン・パニック スチュアート・ローゼンパ 色刷 85 l枚 98P15114 
ーグ

960 マスカレード 甘い民 ボブ・スウェイム 色刷 85 4枚 98P15115 

961 マスク ピーター・ボグダノピッチ 色刷 85 l枚 タイトル上 98P15116 

962 マスク ピーター・ボグダノピッチ 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15117 

963 マスター・ガンファイター フランク・ローリン 色刷 85 l枚 98P15118 

964 マスターズ超空の覇者 ゲイリー・ゴダード 色刷 85 l枚 98P15119 

965 魔速力コーラス 細尾文彦 色刷 85 l枚 98P15120 

966 マタギ 後藤俊夫 色刷 85 l枚 98P15121 I 

967 マタクンベの黄金 ピンセント・マックビーティ 色刷 85 l枚 98P15122 

968 股旅 市川島 色刷 85 l枚 98P15123 

969 マタド-Jレ(闘牛士) 炎のレク ベドロ・アルモドパーlレ 色刷 85 l枚 98P15124 
イエム

970 またまたおかしな大追跡 ピーター・イェーツ 色刷 85 l枚 98P15125 

971 マダム・クロード ジュスト・ジャカン 色刷 85 l枚 98P15126 

972 マダム・スザーツカ ジョン・シュレシンジャー 色刷 85 4枚 98P15127 

973 マダム・スザーツカ ジョン・シュレシンジャー 色刷 85 l枚 持別優待割引券 98P15128 
付き

974 間違いだらけの恋愛講座 ジャック .w.ブノワ 色刷 85 l枚 98P15129 

975 マチネー土曜の午後はキッス ジョー・ダンテ 色刷 85 l枚 98P15130 
で始まる

976 街の灯 チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚

977 街の灯 チャールズ・チャップリン 色刷 11.2X44.1 l枚 98P15132 
二つ折り

978 街の灯 チャールズ・チャップリン 色刷 85 6枚 チャップリン・ 98P15133 
フォーエパー第
一弾

979 街は虹いろ子ども色 大津豊 色刷 85 l枚 98P15134 

980 マッカーサー ジョゼフ・サージェント 色刷 85 l枚 98P15135 

981 真紅(まっか)な動輪 小平裕 色刷 85 l枚 98P15136 

982 マッキントッシュの男 ジョン・ヒューストン 色刷 85 1枚 98P15137 

983 マック スチュワート・ラフィル 色刷 85 l枚 図柄マックの手 98P15138 

984 マック スチュワート・ラフィル 色刷 85 5枚 図柄新聞を読む 98P15139 
マック

985 マックQ ジョン・スタージェス 色刷 85 l枚 98P15140 

986 マックス ジョン・ラフィア 色刷 85 l枚 98P15141 

987 マックスモン・アムール 大島渚 色刷 85 l枚 98P15142 
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988 マッケンナの黄金 J.リー・トンプソン 色刷 85 l枚 98P15143 

989 マッシュ ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P15144 

990 マッシュ ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P15145 

991 “マッシュ"イタリアーノ全員 ミーノ・ゲリーニ 色刷 85 l枚 98P15146 
集合!

992 マッチ工場の少女 アキ・カクリスマキ 色刷 85 l枚 98P15147 

993 マッド・キラー鮮血のしぶき ウィリアム・ウェッブ 色刷 85 l枚 98P15148 

994 マッドストーン サンデイ・ハーパット 色刷 85 l枚 98P15149 

995 マッド・フィンガース ジェームズ・トパック 色刷 85 l枚 98P15150 

996 マッドボンパー パート・トゴードン 色刷 85 l枚 98P15151 

997 マッドマックス ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 タイトル上 98P15152 

998 マッドマックス ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15153 

999 マッドマックスサンダードー ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 98P15154 
ム

1000 マッドマックス2 ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P15155 

1001 マッドマックス2 ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 茶色ベース 98P15156 

1002 マッハ '78 スタンリー・ウィルソン外l色刷 85 l枚 98P15157 
名

1003 祭りの準備 黒木和雄 色刷 85 l枚 98P15158 

1004 魔笛 イングマ-)レ・ベルイマン 色刷 85 l枚 98P15159 

1005 マデリーン愛の旅路 デビッド・リーン 色刷 85 l枚 98P15160 

1006 摩天楼に抱カ通れて アンドリュー・ホーン 色刷 85 l枚 98P15161 

1007 摩天楼ブルース ジョン・フリン 色刷 85 l枚 98P15162 

1008 摩天楼を夢みて ジェームズ・フォーリー 色刷 85 6枚 98P15163 

1009 窓ベッドルームの女 カーティス・ハンソン 色刷 85 6枚 98P15164 

1010 窓からローマが見える 池田満寿夫 色刷 85 l枚 98P15165 

1011 マドモアゼル トニー・リチャードソン 色刷 36.8x 12.8 l枚 98P15166 
二つ折り

1012 マドンナのごとく 門奈克雄 色刷 85 l枚 98P15167 

1013 マドンナのスーザンを探して スーザン・シーデルマン 色刷 85 4枚 98P15168 

1014 真夏の情事 ミッチー・グリースン 色刷 85 l枚 98P15169 

1015 真夏の少年 野村恵一 色刷 85 l枚 98P15170 

1016 真夏の地球 村上修 色刷 85 6枚 98P15171 

1017 真夏のビタミン 三原光尋 色刷 85 2枚

1018 真夏の夜のジャズ パート・スターン 色刷 85 l枚 タイトル上 98P15173 
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1019 真夏の夜のジャズ パート・スターン 色刷 85 7枚 タイトル中央 98PI5174 

1020 真夏の夜の夢 イエジー・トルンカ 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P15I75 

1021 真夏の夜の夢 セレスティーノ・コロナード 色刷 85 II枚 タイトル縦書き 98PI5176 

1022 真夏の夜は、 NOTIME 松山仁 色刷 85 I枚 98PI5177 

1023 マニアック1990 グィクター・サJレパ 色刷 85 l枚 98P15I78 

1024 マニアックコップ2 ウィリアム・ラスティグ 色刷 85 l枚 98P15I79 

1025 マニアックコップ3 復讐の炎 ウィリアム・ラスティグ 色刷 85 2枚 98PI5180 

1026 マニカの不思議な旅 フランソワ・ヴィリェ 色刷 85 l枚 98PI5181 

1027 マニトウ ウィリアム・ガードラー 色刷 85 l枚 98P15182 
二つ折り

1028 マニフェスト ドゥシャン・マカヴェイエフ 色刷 85 l枚 98P15183 

1029 マネーピット リチヤード・べンジャミン 色刷 85 17枚 98P15184 

1030 招かれざる客 スタンリー・クレイマー 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98PI5185 

1031 招かれざる客 スタンリー・クレイマー 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P15186I 

1032 マネキン マイケル・ゴットリーブ 色刷 85 5枚 98P15187I 

1033 マネキン2 スチュアート・ラフィ Jレ 色刷 85 2枚 98PI5188 

1034 魔の刻 降旗康男 色刷 85 6枚 98P15189 

1035 マノン 東陽一 色刷 85 l枚 98P15190 

1036 マパンツラ オリヴァー・シュミッツ 色刷 85 l枚 98P15191 

1037 正午(まひる)なり 後藤幸一 色刷 85 l枚 98P15192 I 

1038 真昼の死闘 ドン・シーゲル 色刷 85 l枚 98P15193 

1039 真昼の用，心棒 ルチオ・フルチ 色刷 85 l枚 98PI5194 

1040 マフ悪魔の櫨 カレン・アーサー 色刷 85 l枚 98P15195 

1041 マホガニー物語 ペリー・ゴーデイ 色刷 85 l枚 98P15196 

1042 幻の女 アラン・タネ-)レ 色刷 85 l枚 98PI5197 

1043 幻の城パイロンとシエリー ゴンザロ・スアレス 色刷 85 5枚 98PI5198 

1044 幻の湖 橋本忍 色刷 85 l枚 98PI5199 

1045 ママ、ごめんねあっこちゃん 山田典吾 色刷 85 l枚 98P15200 
の日記

1046 ママ、泣かないで トーマス・フラッド 色刷 85 l枚 98P15201 

1047 真夜中のカーボーイ ジョン・シュレシンガー 色刷 16.9x I7.l l枚 98P15202 

1048 真夜中の狂気 ルッジエロ・デオダート 色刷 85 2枚 98PI5203 

1049 真夜中の恐怖 J. A・パルデム 色刷 85 l枚 98P15204 

1050 真夜中の刑事 アラン・コJレノー 色刷 85 l枚 98P15205 
'--・E・-・E・-
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1051 真夜中の招待状 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P152061 

1052 真夜中の青春 ハル・アシュビー 色刷 B5 3枚 98P152071 

1053 真夜中の虹 アキ・カウリスマキ 色刷 B5 6枚 98P15208 

1054 真夜中のパーティ ウィリアム・フリードキン 色刷 A4 7枚 98P15209 

1055 真夜中のボクサー 高橋三千綱 色刷 B5 l枚 98P1521O 

1056 真夜中の魔性 アントニー・ヴェルダゲール 色刷 B5 l枚 98P15211 

1057 真夜中の向う側 チャールズ・シャロット 色刷 B5 l枚 98P15212 

1058 真夜中の恋愛諭 ミシェル・ドヴイル 色刷 B5 4枚 裏面解説文茶色 98P15213 
字

1059 真夜中の恋愛論 ミシェル・ドヴィル 色刷 B5 5枚 裏面解説文赤色 98P15214 
字

1060 マラケシュ・エクスプレス ガブリエーレ・サルヴァト 色刷 B5 2枚 98P15215 
レス

1061 マラソンマン ジョン・シュレシンジャー 色刷 B5 8枚 98P15216 

1062 マリアの泉 モーテン・アーンフレーズ 色刷 B5 4枚 98P15217 

1063 マリアの胃袋 平山秀幸 色刷 B5 l枚 98P15218 

1064 マリアの恋人 アンドレイ・コンチャロフ 色刷 B5 l枚 98P15219 
スキー

1065 マリアブラウンの結婚 ライナー .w・フアスピン 色刷 B5 l枚 98P15220 
ダー

1066 マリリンとアインシュタイン ニコラス・ローグ 色刷 B5 10枚 98P15221 

1067 マリリンに逢いたい すずきじゅんいち 色刷 B5 17枚 タイトル上 98P15222 

1068 マリリンに逢いたい すずきじゅんいち 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P15223 

1069 マJレキ・ド・サド 第三の悪徳 クリス・ボガー 色刷 B5 l枚 98P15224 

1070 マルクス兄弟のココナッツ ジョゼフ・スタンリー 色刷 B5 l枚 98P15225 

1071 マルコムX スパイク・リー 色刷 B5 l枚 図柄人物あり 98P15226 

1072 マルコムX スパイク・リー 色刷 B5 7枚 図柄人物なし 98P15227 

1073 マルサの女 伊丹十三 色刷 A4 3枚 98P15228 

1074 マ1レサの女2 伊丹十三 色刷 B5 6枚 98P15229 

1075 マルシカの金曜日 ヤロミール・イレッシュ 色刷 B5 l枚 98P15230 

1076 マルセイユ特急 ロパート・パリッシュ 色刷 B5 l枚 98P15231 

1077 マルチニックの少年 ユーザン・パルシー 色刷 B5 l枚 98P15232 

1078 マルティン・フィエロ レオポルド・トーレ・ニル 色刷 25.8x 18.2 l枚 98P15233 
ソン 二つ折り

1079 マルホランド・ラン王者の道 ノエル・ノセック 色刷 B5 l枚 タイトル赤色字 98P15234 

1080 マJレホランド・ラン王者の道 ノエル・ノセック 色刷 B5 l枚 タイトル紫色字 98P15235 
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1081 マルメロの陽光 ピクトル・エリセ 色刷 85 5枚 98P15236 

1082 MARLENE(マレーネ) マクシミリアン・シェル 色刷 85 8枚 98P15237I 

1083 マローン ハリー・コクリス 色刷 85 l枚 98P15238 

1084 麿子 MAROKO 押井守 色刷 85 l枚 98P15239 

1085 まわり道 ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 l枚 98P15240 

1086 まんがイソップ物語 製作今回智憲 色刷 85 l枚 98P15241 

1087 満月 大森一樹 色刷 85 8枚 98P15242 

1088 満月の夜 エリック・ロメール 色刷 85 l枚 98P15243I 

1089 満月のくちづけ 金田龍 色刷 85 l枚 タイトル青色字 98P15244 

1090 満月のくちづけ 金田龍 色刷 85 5枚 タイトル白色字 98P15245 

1091 量陀羅 実相寺昭雄 単色刷 A4 l枚 98P15246 

1092 量陀羅 林樺津 色刷 85 l枚 98P15247 

1093 量陀羅若き日の弘法大師空海 勝文膿 色刷 85 6枚 赤色ベース 98P15248 

1094 呈陀羅若き日の弘法大師空海 勝文壊 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P15249 

1095 まんだら屋の良太 石山昭信 色刷 85 l枚 98P15250 

1096 まんちいず ベッティナ・ハーシュ 色刷 85 l枚 98P15251 

1097 マンディンゴ リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98P15252 

1098 マンディンゴ リチヤード・フライシャー 単色刷 B4 l枚 98P15253 
二つ折り

1099 マンドハイ B.パルジンニャム 色刷 85 l枚 98P15254 

1100 マンハッタン ワディ・アレン 色刷 85 l枚 98P15255 

1101 マンハッタン・キス 秋元康 色刷 85 7枚 タイトル上 98P15256 

1102 マンハッタン・キス 秋元康 色刷 85 l枚 タイトル中央 98P15257I 

1103 マンハッタン殺人ミステリー ウデイ・アレン 色刷 85 4枚 98P15258 

1104 マンハッタンの哀愁 マルセJレ・カyレネ 色刷 18.2x34.6 l枚 98P15259 
二つ折り

1105 マンハッタンミステリー消え メジャー・ヤング 色刷 85 7枚 98P15260 I 
た黒い箱

1106 マンボ・キングス わが心のマ アーネ・グリムシャー 色刷 85 l枚 98P15261 
リア

1107 ミー&ヒム ドリス・ドリー 色刷 85 l枚 98P15262 

1108 ミーティング・ヴィーナス イシュトヴァーン・サボー 色刷 85 4枚 98P15263 

1109 ミートボール アイパン・ライトマン 色刷 85 l枚 98P15264 

1110 ミーン・ストリート マーチン・スコセッシ 色刷 85 l枚 98P15265 

1111 身代りの樹 ジャイルズ・フォスター 色刷 85 l枚 98P15266 
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1112 未完の対局 佐藤純禰・段吉順 色刷 85 l枚 98P15267 

1113 右側に気をつけろ ジャン=リュック・ゴダール 色刷 85 4枚 98P15268 

1114 ミクロからの誕生 コラニイ・アーゴストン 色刷 85 l枚 98P15269 

1115 ミクロキッズ ジョー・ジョンストン 色刷 85 4枚 98P15270 I 

1116 ミクロの決死圏 リチヤード・ o.フライシ 色刷 85 l枚 色刷 98P15271 
ヤー

1117 ミクロの決死圏 リチヤード .0.フライシ 単色刷 85 l枚 単色刷 98P15272 
ャー

1118 Misato in eZ the Movie on the 坂西伊作他 色刷 85 4枚 98P15273 
Flower Bed(ミサト・イン・イ
ージー・ムーヴィー・オン・
ザ・フラワー・ベッド)

1119 ミザリー ロブ・ライナー 色刷 85 4枚 青色ベース 98P15274 

1120 ミザリー ロブ・ライナー 色刷 85 l枚 白色ベース 98PI5275 

1121 ミザリー ロブ・ライナー 色刷 85 l枚 横位置 98P15276 

1122 見ざる聞かざる目撃者 アーサー・ヒラー 色刷 85 4枚 98P15277 

1123 みじかくも美しく燃え ボ・ウィデルベルグ 単色刷 20.9X26.5 l枚 98P15278 
二つ折り

1124 みじかくも美しく燃え ボ・ウイデルベルグ 単色刷 85 l枚 98P15279 

1125 ミシシッピー・パーニング アラン・パーカー 単色刷 85 2枚 片面のみ(裏面 98P15280 
白紙)

1126 ミシシッピー・パーニング アラン・パーカー 色刷 85 4枚 98PI5281 

1127 ミシシッピー・マサラ ミーラー・ナーイル 色刷 85 2枚 98P15282 

1128 見知らぬ人 サタジット・レイ 色刷 85 l枚 98P15283 

1129 ミス・アリゾナ パル・サンドール 色刷 85 3枚 98P15284 

1130 ミズーリ・ブレイク アーサー・ぺン 色刷 85 l枚 98PI問|

1131 水からの速達 西山正啓 色刷 85 2枚

1132 ミスター-アーサー スチーブ・ゴードン 色刷 85 l枚 98P15287 

1133 ミスター&ミセス・ブリッジ ジェイムズ・アイヴォリィ 色刷 85 l枚 98PI5288 

1134 Mr.エンジエlレ神様の賭け ジョン・コーネル 色刷 85 l枚 98P15289 

1135 ミスター・グッドパーを探して リチヤード・ブルックス 色刷 85 l枚 98PI5290 

1136 ミスター・サタデー-ナイト ピリー・クリスタル 色刷 26.4X 18.8 i枚 98P15291 

1137 ミスター・ソウルマン スティーブ・マイナー 色刷 85 l枚 98P15292 

1138 ミスター・タンク マービン・チョムスキー 色刷 85 l枚 98P15293 

1139 MR.デスティニー ジェームズ・オア 色刷 85 l枚 98P15294 

1140 ミスターどん兵衛 山城新伍 色刷 85 l枚 98P15295 
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1141 ミスター・ノーボディー トニーノ・パレリー 色刷 85 l枚 98P15296 

1142 Mr.ビリオン ジョナサン・カプラン 色刷 85 l枚 98P15297 

1143 ミスター・ブー マイケル・ホイ 色刷 85 l枚 98P15298 

1144 ミスター・ブー インベーダー マイケル・ホイ 色刷 85 l枚 98P15299 
作戦

1145 ミスター・ブー ギャンブル大 マイケル・ホイ 色刷 85 l枚 98P15300 
将

1146 ミスター・ブー ギャンブル大 マイケル・ホイ 色刷 A4 l枚 98P15301 I 
将

1147 Mr.プープの恋 カール・カlレダナ 色刷 85 l枚 98P15302 

1148 ミスターフロスト フィリップ・セトボン 色刷 85 l枚 98P15303 

1149 ミスター・ベースボール フレッド・スケピシ 色刷 85 4枚 98P15304 

1150 ミスター・マム スタン・ドラゴーティ 色刷 84 4枚 98P15305 
二つ折り

1151 ミスター・ミセス・ミス・ロン 神代辰巳 色刷 23.5x31.1 l枚 98P15306 
リー 二つ折り

1152 Mr.レディの私の男を女にして エンリコ・オルドーニ 色刷 85 l枚 98P15307 

1153 Mr. レディ Mr.マダム エドアール・モリナロ 色刷 85 l枚 98PI5308 

1154 Mr. レディ Mr.マダム2 エドアール・モリナロ 色刷 85 l枚 98P15309 

1155 ミスティ 池田敏春 色刷 85 l枚 98P1531O 

1156 ミスティー ピーター・ポー 色刷 85 l枚 98P15311 

1157 ミスティック・ピザ ドナルド・ぺトリー 色刷 85 3枚 98P15312 

1158 ミステリー・デイト ジョナサン・ワックス 色刷 85 l枚 98P15313 

1159 ミステリー・トレイン ジム・ジャームッシュ 色刷 85 4枚 98P15314 

1160 ミストレス パリー・プリムス 色刷 85 l枚 98PI5315 

1161 水の季節 ホン・セン 色刷 85 4枚 98P15316 

1162 水の旅人侍悶DS 大林宣彦 色刷 85 4枚 98P15317 

1163 水のないプール 若松孝二 色刷 85 l枚 98P15318 

1164 水の中の小さな太陽 ジャック・ドレー 色刷 85 l枚 98PI5319 

1165 水の中の八月 石井聴互 色刷 A3 i枚 98P15320 
三つ折り

1166 ミス・ファイヤー・クラッカー トーマス・シュラム 色刷 85 l枚 98P15321 

1167 ミス・ブロディの青春 ロナルド・ニーム 色刷 85 l枚 98PI5322 

1168 ミセス・ダウト クリス・コロンパス 色刷 85 4枚 98PI5323 

1169 魅せられたる三夜 ドミニック・ドゥルドゥル 色刷 85 l枚 98P15324 

1170 魅せられて四月 マイク・ニューウェル 色刷 85 4枚 98PI5325 

-210-



平成10年度収集寄贈賀料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1171 溝の中の月 ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 85 4枚 98P15326 
クス

1172 道 フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 タイトル緑色字 98P15327 

1173 道 フェデリコ・フェリーニ 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P15328 

1174 道 蔵原惟繕 色刷 85 4枚 98P15329 

1175 路(みち) ユルマズ・ギュネイ 色刷 85 4枚 98P15330 

1176 未知との遭遇 スティーブン・スピJレバーグ 色刷 85 l枚 98P15331 

1177 未知との遭遇特別編 スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 l枚 98P15332 

1178 未知との遭遇特別編 スティーブン・スピJレバーグ 色刷 A4 l枚 98P15333 

1179 未知への飛行 シドニー・ルメット 色刷 85 l枚 98P15334 

1180 蜜月 橋浦方人 色刷 23.6X30.9 l枚 98P15335 
二つ折り

1181 密告の砦 ミクローシュ・ヤンチョー 色刷 85 l枚 98P15336 

1182 ミッション ローランド・ジョフィ 色刷 A4 8枚 98P15337 

1183 ミッシング コスタ・ガプラス 色刷 85 l枚 98P15338 

1184 ミッドウェイ ジャック・スマイト 色刷 85 l枚 98P15339 
二つ折り

1185 ミッドウェイ ジャック・スマイト 色刷 A4 l枚 コピーr1942年698P15340 
月歴史は動き始
めたJ

1186 ミッドウェイ ジャック・スマイト 色刷 A4 l枚 コピー「真珠湾、 98P15341 
ノルマンディそ
して《ミッドウ
ェイ>J 

1187 ミッドナイト・エクスプレス アラン・パーカー 色刷 85 l枚 98P15342 

1188 ミッドナイト・エンジェル恐 アンソニー・クリストファー 色刷 85 l枚 98P15343 
怖の連続殺人

1189 ミッドナイトクロス ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 l枚 98P15344 

1190 ミッドナイト・スティング マイケル・リッチー 色刷 85 l枚 98P15345 

1191 ミッドナイト25時 ジャン・イライアスパーグ 色刷 85 l枚 98P15346 

1192 ミッドナイトヒート ジョン・ニコレラ 色刷 85 l枚 98P15347 

1193 ミッドナイトラン マーチン・ブレスト 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15348 

1194 ミッドナイトラン マーチン・ブレスト 色刷 85 4枚 タイトル右下 98P15349 

1195 ミツバチのささやき ビクトル・エリセ 色刷 85 5枚 98P15350 

1196 密約外務省機密漏洩事件 千野崎司 色刷 85 4枚 98P15351 

1197 ミディアン クライブ・パーカー 色刷 85 4枚 98P15352 

1198 緑色の部屋 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 98P15353 
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1199 緑のアリが夢見るところ ヴエJレナー・ヘルツオーク 色刷 85 l枚 98P15354 

1200 みどりの壁 アルマンド・ロプレス・ゴ 色刷 85 l枚 98P15355 
ドイ 二つ折り

1201 みどりの壁 アルマンド・ロプレス・ゴ 色刷 85 l枚 98P15356 
ドイ

1202 緑の光線 エリック・ロメール 色刷 85 4枚 98P15357 

1203 みどりの讃歌 ベルナー・ヤコプス 色刷 85 l枚 98P15358 

1204 緑の館 メル・ファーラー 色刷 85 l枚 98P15359 

1205 緑山高校 甲子園編(劇場版) 桑沢篤夫 色刷 85 l枚 98P15360 

1206 ミドルマン サタジッド・レイ 色刷 85 1枚 98P15361 

1207 ミナ マルティーヌ・デュゴウソン 色刷 85 l枚 98P15362 

1208 皆殺しの天使 Jレイス・プニュエル 色刷 85 l枚 98P15363 

1209 みなしごハッチ 原征太郎 単色刷 85 1枚 98P15364 

1210 水俣の図・物語 土本典昭 印刷 85 l枚 98P15365 

1211 南十字星 丸山誠治外l名 色刷 85 l枚 98P15366 

1212 南太平洋 ジョシュア・ローガン 色刷 85 l枚 美松映劇ちらし 98P15367 

1213 南太平洋 ジョシュア・ローガン 色刷 85 l枚 東急レックス外 98P15368 
2館ちらし

1214 南太平洋 ジョシュア・ローガン 色刷 85 l枚 os劇場ちらし 98P15369 

1215 南太平洋 ジョシュア・ローガン 色刷 85 2枚 青色ベース 98P15370 

1216 南へ走オ1、海の道を! 和泉聖治 色刷 85 4枚 98P15371 

1217 ミニー・ザ・ムーチャー マニー・ピットソン 色刷 85 4枚 98P15372 

1218 ミニミニ大作戦 ピーター・コリンソン 色刷 85 l枚 98P15373 

1219 ミネソタ大強盗団 フィリップ・カウフマン 色刷 85 l枚 98P15374 

1220 未亡人ドナ・フロールの理想的 ブルーノ・パレト 色刷 85 l枚 98P15375 
再婚生活

1221 耳をすませば 近藤喜文 色刷 85 l枚 青色ベース 98P15376 

1222 耳をすませば 近藤喜文 色刷 85 l枚 白色ベース 98P15377 

1223 宮本武蔵 加藤泰 単色刷 85 l枚 98P15378 

1224 宮本武蔵 内田吐夢 色刷 85 l枚 98P15379 

1225 ミュージック・ボックス コスタ・ガプラス 色刷 85 2枚 98P15380 

1226 ミュージック・ミュージック ナンシー・ウォーカー 色刷 85 l枚 98P15381 

1227 ミュータント・タートルズ スティーブ・バロン 色刷 85 4枚 コピー「合い言 98P15382 
葉はーカワガン
)'( ! J 
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1228 ミュータント・タートルズ スァィーブ・バロン 色刷 B5 4枚 コピー「カメっ 98P15383 
て最高!J 

1229 ミュータント・ニンジャ・ター マイケル・プレスマン 色刷 B5 4枚 98P15384 
トルズ2

1230 ミュラー探偵事務所 ニキ・リスト 色刷 B5 4枚 98P15385 

1231 ミュリエル アラン・レネ 単色刷 B5 l枚 98P15386 

1232 著荷村見聞記(けんもんき) 山田典苔 色刷 B5 l枚 98P15387 

1233 ミラーズ・クロッシング ジョエル・コーエン 色刷 B5 4枚 98P15388 

1234 ミラーマン 本多猪四郎 単色刷 B5 l枚 緑単色刷 98P15389 

1235 ミラーマン 鈴木俊継 単色刷 B5 1枚 青単色刷 98P15390 

1236 未来警察 マイケル・クライトン 色刷 B5 4枚 98P15391 

1237 未来警察マッドポリス フランク・ハリス 色刷 B5 l枚 98P15392 

1238 未来少年コナン 佐藤肇 色刷 B5 l枚 98P15393 

1239 未来世紀ブラジル テリー・ギリアム 色刷 B5 l枚 98P15394 

1240 未来世界 リチヤード・ T.へフロン 色刷 B5 l枚 98P15395 

1241 未来忍者慶雲機忍外伝 雨宮慶太 色刷 B5 l枚 98P15396 

1242 未来の想い出 森田芳光 色刷 B5 4枚 98P15397 

1243 未来は今 ジョエル・コーエン 色刷 B5 l枚 98P15398 

1244 未来は僕らの手の中!! 木村啓作 色刷 B5 l枚 98P15399 

1245 未来への伝言 アレクレンドル・ミッタ 色刷 B5 5枚 98P15400 

1246 未来惑星ザルドス ジョン・ブアマン 色刷 B5 l枚 98P15401 

1247 ミラクル奇蹟 ジャッキー・チェン 色刷 B5 l枚 98P15402 

1248 ミラクyレ・タイガー 魔界大冒 マーティン・ドルマン 色刷 B5 l枚 98P15403 
険

1249 ミラクルマスター 七つの大冒 ドン・コスカレリ 色刷 B5 l枚 98P15404 
険

1250 ミラクルマスターII L.A時空 シルヴィオ・タベット 色刷 B5 l枚 98P15405 
大戦

1251 ミラグロ 奇跡の地 ロパート・レッドフォード 色刷 B5 4枚 図柄赤い人物 98P15406 

1252 ミラグロ 奇跡の地 ロパート・レッドフォード 色刷 B5 4枚 図柄黒い人物 98P15407 

1253 ミラノの恋人 ルイジ・コメンチーニ 色刷 B5 l枚 98P15408 

1254 ミラレパ リリアーナ・カヴァーニ 色刷 85 l枚 98PI5409 

1255 ミリイ 少年は空を飛んだ ニック・キャッスル 色刷 B5 l枚 98P15410 

1256 ミレニアム 1000年紀 マイケル・アンダーソン 色刷 B5 4枚 98P15411 

1257 民衆の敵 ジョージ・シェーファー 色刷 24.1 x 18.3 l枚 98P15412 
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1258 民族の祭典 レニー・リーフェンシュタ 色刷 21.1 x44.3 l枚 98P15413 
ール 三つ折り

1259 みんな愛してる マーシャル・ハースコヴィ 色刷 85 l枚 98P15414 
ッツ

1260 みんな元気 ジュゼッベ・トルナトーレ 色刷 85 4枚 タイトル下 98P15415 

1261 みんな元気 ジュゼッベ・トルナトーレ 色刷 85 4枚 タイトル中央 98P15416 

1262 民暴の帝王 和泉聖冶 色刷 85 l枚 98P15417 

1263 ミンボーの女 伊丹十三 色刷 85 4枚 98P15418 

1264 ムーンウォーカー コリン・チルパース外l名 色刷 85 l枚 青色ベース 98P15419 

1265 ムーンウォーカー コリン・チルパース外1名 色刷 85 3枚 黒色ベース 98P15420 

1266 ムーンウォーカー コリン・チルパース外l名 色刷 85 4枚 白色ベース 98P15421 

1267 ムーントラップ ロパート・ダイク 色刷 85 l枚 98P15422 

1268 ムーンフリート フリッツ・ラング 色刷 85 l枚 98P15423 

1269 ムーンリットナイト リナ・ウェルトミューラー 色刷 85 4枚 98PI5424 

1270 むかし、マイラは男だった マイケル・サーン 色刷 85 l枚 98P15425 

1271 昔みたい ジェイ・サンドリッチ 色刷 85 l枚 98P15426 

1272 むく犬ディグピー ジョゼフ・マクグラス 色刷 85 l枚 98P15427 

1273 夢幻城市 徐小明 色刷 85 l枚 98P15428 

1274 無常 実相寺昭雄 単色刷 26.0x28.7 l枚 98PI5429 
二つ折り

1275 無人の野 グェン・ホン・セン 色刷 85 l枚 98P15430 

1276 息子 山田洋次 色刷 85 4枚 タイトル黄色字 98P15431 

1277 息子 山田洋次 色刷 85 4枚 タイトJレ緑色字 98P15432 

1278 夢性 へンリー・パリス(ラドリー 色刷 85 l枚 98P15433 
-メッガー)

1279 無秩序な少女 ヤニック・ベロン 色刷 85 l枚 98P15434 

1280 ムッシュー ジャン=フィリップ・トゥ 色刷 85 2枚 98P15435 
ーサン

1281 ムッシュとマドモアゼル クロード・ジデイ 色刷 85 l枚 98P15436 

1282 ムッちゃんの詩 堀川弘通 色刷 21.1 x 14.9 l枚 98P15437 

1283 無敵のハンディキャップ障害 天願大介 色刷 A4 26枚 98P15438 
者プロレス

1284 胸さわぎの放課後 石山昭信 色刷 85 l枚 98PI5439 

1285 無能の人 竹中直人 色刷 85 4枚 98P15440 

1286 無防備都市ベイルートからの マルーン・パグダデイ 色刷 85 l枚 98P15441 
証言
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1287 無法松の一生 稲垣浩 単色刷 13.2x 18.5 l枚 98P15442 

1288 夢魔(むま) 康木隆一 色刷 B5 l枚 98P15443 

1289 夢魔(むま) レディ・イポリタ アルベルト・デ・マルティ 色刷 B5 l枚 98P15叫4
の恋人 一ノ

1290 無力の王 石黒健治 色刷 B5 l枚 98P15445 

1291 群れ ゼキ・ウクテン 色刷 B5 l枚 98P15446 

1292 メイク・アップ ピーター・トレイナー 色刷 B5 l枚 98P15447 

1293 メイク・アップ 中原俊 色刷 B5 l枚 98P15448 

1294 メイクラブ アーマンド・ウエストン 色刷 B5 l枚 98P15449 

1295 名犬ウォン・トン・トン マイケル・ウィナー 色刷 B5 l枚 98P15450 

1296 迷走地図 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P15451 

1297 名探偵再登場 ロパート・ムーア 色刷 B5 l枚 98P15452 

1298 名探偵登場 ロパート・ムーア 色刷 B5 l枚 98P15453 

1299 名探偵ベンジー ジョー・キャンプ 色刷 B5 l枚 98P15454 

1300 メイデイ 40，000フィート ロパート・パトラー 色刷 B5 l枚 98P15455 

1301 メイド・イン・アメリカ リチヤード・ベンジャミン 色刷 B5 l枚 98P15456 

1302 メイド・イン・へブン アラン・ルドルフ 色刷 B5 4枚 98P15457 

1303 メイトワン1920 ジョン・セイルズ 色刷 B5 l枚 98P15458 

1304 メイフィールドの怪人たち ジョー・ダンテ 色刷 B5 4枚 98P15459 

1305 メイム ジーン・サックス 色刷 B5 l枚 98P15460 

1306 名門!多古西応援団 橋本以蔵 色刷 B5 l枚 98P15461 

1307 メーキング・ラブ アーサー・ヒラー 色刷 B5 l枚 98P15462 

1308 メーン・イベント ハワード・ジーフ 色刷 B5 l枚 98P15463 

1309 メーン・イベント ハワード・ジーフ 単色刷 A4 l枚 98P15464 

1310 メガゾーン23 黒石昇 色刷 B5 l枚 98P15465 

1311 メガゾーン23 パート2 坂野一郎 色刷 B5 4枚 98P15466 

1312 メガゾーン23 パート3 荒野伸志・小谷賢一 色刷 B5 l枚 98P15467 

1313 メカニック マイケル・ウィナー 色刷 B5 l枚 98P15468 

1314 メガネくんとエルマーくんの追 ウィル・ B・グッド 色刷 B5 l枚 98P15469 
いつ追われつどこまでもの巻

1315 メガフォース ハル・ニーダム 色刷 B5 l枚 縦位置 98P15470 

1316 メガフォース ハル・ニーダム 色刷 B5 l枚 横位置 98P15471 

1317 女神がそっと微笑んで スティーブン.H.スターン 色刷 B5 l枚 98P15472 
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1318 メキシコ万歳 セルゲイ・エイゼンシュテ 色刷 85 l枚 98PI5473 
イン

1319 女狐 マーク・ライデJレ 色刷 85 l枚 98PI5474 

1320 めぐり逢い レオ・マッケリー 色刷 85 l枚 98P15475 

1321 めぐり逢い 吉田憲二 色刷 85 l枚 98P15476 

1322 めぐり逢う朝 アラン・コルノー 色刷 85 4枚 98P15477 

1323 fめぐり逢えたらj ノーラ・エフロン 色刷 85 4枚 98P15478 

1324 めぐり逢ったが運のつき ピエール・サルヴァドーリ 色刷 85 2枚 98P15479 

1325 めざめの時 ジエラール・コルピオ 色刷 85 4枚 98P15480 

1326 召使 ジョセフ・ロージー 単色刷 85 l枚 98P15481 

1327 メジャーリーグ デビッド・ワード 色刷 85 4枚 日本語タイトル 98P15482 
上

1328 メジャーリーグ デビッド・ワード 色刷 85 4枚 日本語タイトル 98P15483 
下

1329 メジャーリーグ2 デビッド・ワード 色刷 85 4枚 98PI5484 

1330 メタル・ブルー シドニー.J ・フューリー 色刷 85 4枚 98PI5485 

1331 メタルイヤーズ TheMetal ペネロープ・スフィーリス 色刷 85 3枚 98P15486 
Ye包3

1332 メッセンジャー・オブ・デス J.リー-トンプソン 色刷 85 l枚 98P15487 

1333 メテオ ロナルド・ニーム 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P15488 

1334 メテオ ロナルド・ニーム 色刷 85 l枚 タイトJレ横書き 98P15489 

1335 メトロポリス フリッツ・ラング 色刷 85 l枚 98P15490 

1336 メトロポリタン ホイット・ステイルマン 色刷 85 4枚 98P15491 

1337 メナース アラン・コルノー 色刷 85 l枚 98P15492 

1338 芽ばえ アルベルト・ラットアーダ 色刷 85 l枚 98P15493 
二つ折り

1339 メフィスト イシュトパーン・サボー 色刷 85 l枚 98P15494 

1340 メランコリー・ベビー クラリス・ガプス 色刷 85 4枚 98P15495 

1341 メリーゴーランド ライモンド・デJレ・パルツォ 色刷 85 l枚 98P15496 

1342 メリーポピンズ ロパート・スティプンスン 色刷 85 l枚 日本語文タイト 98P15497 
ル上、英語タイ
トル左下

1343 メリーポピンズ ロパート・スティプンスン 色刷 85 l枚 日本語タイトル 98P15498 
下

1344 メリーポピンズ ロパート・スティブンスン 色刷 85 l枚 日本語・英語タ 98P15499 
イトル上

1345 メルシー・ラ・ヴィ ベルトラン・プリエ 色刷 85 4枚 98P15500 
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1346 メル・ブルックス逆転人生 メル・ブルックス 色刷 85 l枚 98P15501 

1347 メル・プルックス新サイコ メル・ブルックス 色刷 85 l枚 98P15502 

1348 メル・ブルックスの大脱走 アラン・ジョンソン 色刷 85 l枚 98P15503 

1349 メルへン ゴルダン・ミヒッチ・リュ 色刷 A4 l枚 98P15504 
ウピシャ・コゾマラ

1350 メロ アラン・レネ 色刷 85 4枚 98P15505 

1351 メロドラマ 小津啓一 色刷 85 l枚 98P15506 

1352 メン ドーリス・ドゥリー 色刷 85 l枚 98P15507 

1353 メン・アット・ワーク エミリオ・エステベス 色刷 85 4枚 98P15508 

1354 メン・オブ・ウォー ペリー・ラング 色刷 85 l枚 98P15509 

1355 面会時間 ジャン・クロード・ロード 色刷 85 l枚 98P1551O 

1356 免許がない! 明石知幸 色刷 85 3枚 98P15511 

1357 免田栄獄中の生 小池征人 色刷 85 4枚 98P15512 

1358 メンフィス・べ1レ マイケル・ケイトン・ジョ 色刷 85 4枚 98P15513 
ーンズ

1359 モア パルベット・シュローダー 色刷 84 l枚 98P15514 

1360 もういちど愛して ジャック・ドレー 色刷 85 l枚 98P15515 

1361 もういちど愛して ジャック・ドレー 単色刷 85 l枚 98P15516 

1362 もういちど殺して ジョン・ダール 色刷 85 2枚 98P15517 

1363 猛獣大脱走 フランコ・プロスベリ 色刷 85 l枚 98P15518 

1364 毛沢東からモーツアルトへ中 ミューレイ・レイナー 色刷 85 4枚 98P15519 
国のアイザック・スターン

1365 盲導犬カンナわたしと走って 原因隆司 色刷 85 l枚 98P15520 

1366 もうひとつの少年期 石山昭信 色刷 85 l枚 98P15521 I 

1367 もうひとつの原宿物語 石田芳子 色刷 85 l枚 98P15522 

1368 もうひとつのラブストーリー カレノレ・ライス 色刷 85 l枚 98P15523 

1369 もう頬づえはつかない 東陽一 色刷 85 l枚 98P15524 

1370 燃えつきた納屋 ジャン・シャポー 色刷 85 l枚 98P15525 

1371 燃えつきるまで ギリアン・アームストロング 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P15526 

1372 燃えつきるまで ギリアン・アームストロング 単色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P15527 

1373 燃えよデブゴン 洪金宝 色刷 85 l枚 98P15528 

1374 燃えよドラゴン ロパート・クローズ 色刷 85 l枚 図柄写真東映 98P15529 
パラスちらし

1375 燃えよドラゴン ロパート・クローズ 色刷 85 l枚 図柄写真新宿 98P15530 
地球座ちらし
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1376 燃えよドラゴン ロパート・クローズ 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P15531 

1377 燃える秋 小林正樹 色刷 85 l枚 98P15532 

1378 燃える戦場 ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P15533 

1379 モーツアルト青春の日々 プピ・アヴァティ 色刷 85 4枚 98P15534 

1380 モーツアルト青春への旅路 クラウス・キルシュナー 色刷 85 l枚 98P15535 

1381 モード家の一夜 エリック・ロメーJレ 色刷 85 l枚 98P15536 

1382 モーニング・アフター シドニー・ 1レメット 色刷 85 4枚 98P15537 

1383 モーニングムーンは粗雑に 渡辺正憲 色刷 B4 l枚 98P15538 
二つ折り

1384 モーマネー ピーター・マクドナルド 色刷 85 l枚 98P15539 

1385 モーメント・オブ・ラプ ジャンフランコ・ミンゴツ 色刷 85 l枚 98P15540 
ツィ

1386 モーリス ジェイムス・アイヴォリィ 色刷 85 4枚 98P15541 

1387 目撃者 ピーター・イェーツ 色刷 85 4枚 98P15542 

1388 牧馬人(もくばじん) 謝晋 色刷 85 l枚 98P15543 

1389 モスキート・コースト ピーター・ウィアー 色刷 85 l枚 98P15544 

1390 モスクワ 天使のいない夜 セJレゲイ・ボドロフ 色刷 B4 2枚 98P15545 
二つ折り

1391 モスクワ わが愛 吉田憲二外l名 色刷 85 l枚 98P15546 

1392 モスクワは涙を信じない ウラジーミル・メニショフ 色刷 A4 2枚 98P15547 
二つ折り

1393 モダーンズ アラン・ 1レドJレフ 色刷 85 4枚 98P15548 

1394 モダン・タイムス チャールズ・チャップリン 色刷 85 2枚 縦位置 98P15549 

1395 モダン・タイムス チャールズ・チャップリン 単色刷 85 l枚 横位置 98P15550 

1396 もっともあぶない刑事 村川透 色刷 85 l枚 98P15551 

1397 もどりJII 神代辰巳 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P15552 

1398 もどり川 神代辰巳 色刷 85 l枚 タイトル緑色字 98P15553 

1399 モナリザ ニール・ジョーダン 色刷 85 4枚 98P15554 

1400 モナリザの恋人 ミシェエル・ドピル 色刷 85 l枚 98P15555 

1401 モニカ イングマール・ベルイマン 色刷 85 l枚 98P15556 

1402 喪の仕事 君塚匠 色刷 85 l枚 98P15557 

1403 モブスターズ青春の群像 マイケル・カーベルニコフ 色刷 85 4枚 タイト Jレ赤色字 98P15558 

1404 モブスターズ青春の群像 マイケル・カーベルニコフ 色刷 85 4枚 タイトル茶色字 98P15559 

1405 モ'・ベター・ブルース スパイク・リー 色刷 85 4枚 98P15560 
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1406 モモ ヨハネス・シャーフ 色刷 85 l枚 ニ越ロイヤルシ 98P15561 
アター

1407 モモ ヨハネス・シャーフ 色刷 85 4枚 98P15562 

1408 モリエール アリアーヌ・ムヌーシュー 色刷 85 l枚 98P15563 
キン

1409 森の中の淑女たち シンシア・スコット 色刷 85 2枚 98P15564 

1410 森の向こう側 野村恵一 色刷 85 l枚 98P15565 

1411 モロッコ慕情 カーティス・パーンハート 色刷 85 l枚 緑色ベース 98P15566 

1412 モロッコ慕情 カーティス・パーンハート 色刷 85 l枚 赤紫色ベース 98P15567 

1413 モロン マイク・ホッジス 色刷 85 l枚 98P15568 

1414 モンキー・フィスト 猿拳 サモ・ハン・キン・ポー 色刷 85 l枚 98P15569 

1415 モンゴリアンB.B'Q 三輪誠之 色刷 85 l枚 98P15570 

1416 モンスター・パニック パーパラ・ピーターズ 色刷 85 l枚 98P15571 

1417 悶絶パージンセックス・メー アンドリュー・ホワイト 色刷 85 l枚 98P15572 
キング

1418 モンティ・パイソン・アンド・ イアン・マクノートン 色刷 85 i枚 98P15573 
ナウ

1419 モンティ・パイソン・アンド・ テリー・ギリアム外l名 色刷 85 l枚 日本語タイトル 98P15574 
ホーリー・グレイル l行

1420 モンティ・パイソン・アンド・ テリー・ギリアム外l名 色刷 85 l枚 日本語タイトル 98P15575 
ホーリー・グレイル 3行

1421 モンティ・パイソン・ライフ・ テリー・ジョーンズ 色刷 85 l枚 98P15576 
オブ・ブライアン

1422 モンテ・ウオlレシュ ウィリアム .A・フレーカー 色刷 85 l枚 98P15577 

1423 モンテカルロ・ラリー ケン・アナキン 色刷 21.1 x59.7 l枚 98P15578 

1424 モンテカルロ殺人事件 ユージーン・レヴィ 色刷 85 2枚 98P15579 

1425 モンテネグロ ドゥシャン・マカヴェイエフ 色刷 85 4枚 98P15580 

1426 モンド・ニューヨーク ハーヴェイ・キース 色刷 85 l枚 98P15581 

1427 モントリオールのジーザス ドゥニ・アルカン 色刷 85 l枚 98P15582 

1428 モン・パリ ジャック・ドゥミ 色刷 A4 l枚 98P15583 

1429 ヤーパ イドリッサ・ウエドラオゴ 色刷 85 3枚 98P15584 

1430 ヤァ!ブロード・ストーリー ピーター・ウェッブ 色刷 85 l枚 98P15585 

1431 八重桜物語 スールン・ホアス 色刷 85 l枚 98PI5586 

1432 やがて・・・春 中山節夫 色刷 85 l枚 98P15587 

1433 柳生一族の陰謀 深作欣二 色刷 85 l枚 図柄中央に鶴屋 98P15588 
錦之介

1434 柳生一族の陰謀 深作欣二 色刷 85 l枚 図柄中央下に城 98P15589 
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1435 野球狂の詩(うた) 加藤彰 色刷 84 l枚 98PI5590 
二つ折り

1436 約束の土地 アンジェイ・ワイダ 色刷 85 l枚 98PI5591 

1437 ヤコペツティの残酷大陸 グァルティエロ・ヤコペツ 色刷 A4 l枚 98PI5592 
アイ

1438 ヤコペッティの大残酷 クやアJレティエロ・ヤコベツ 色刷 85 l枚 98PI5593 
ティ

1439 やさしい女 ロベール・ブレッソン 色刷 85 l枚 98PI5594 

1440 優しく愛して エドアール・モリナロ 色刷 85 4枚 98PI5595 

1441 矢沢永吉ラン&ラン 根本順善 色刷 85 l枚 98PI5596 

1442 矢沢永吉ラン&ラン 根本順善 色刷 12.7x33.5 l枚 98PI5597 
二つ折り

1443 夜文 降旗康男 色刷 85 l枚 98PI5598 

1444 夜叉ヶ池 篠田正浩 色刷 85 l枚 98PI5599 

1445 野獣捜査線 アンドリュー・デービス 色刷 85 4枚 98PI5600 

1446 野獣たちのバラード ミハイル・ロンム 色刷 85 l枚 98PI5601 

1447 野獣たちのバラード ミハイル・ロンム 単色刷 85 l枚 98PI5602 

1448 野獣刑事(デカ) 工藤栄一 色刷 85 l枚 98PI5603 

1449 野性号の航海期べ怪烏モアの 門田得= 色刷 85 l枚 98PI5604 
ように

1450 野性の叫ぴ ケン・アナキン 色刷 85 l枚 98PI5605 

1451 野性の少年 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 98PI5606 

1452 野性の証明 佐藤純粥 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98PI5607 

1453 野性の証明 佐藤純禰 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98PI5608 

1454 野性の夜に シリ Jレ・コラール 色刷 85 4枚 98PI5609 

1455 八つ墓村 野村芳太郎 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98PI5610 

1456 八つ墓村 野村芳太郎 色刷 85 l枚 タイトル黒色字 98PI5611 

1457 奴らを2回黙らせろ! ポール・リンチ 色刷 85 l枚 98PI5612 

1458 無宿(やどなし) 斎藤耕一 色刷 85 l枚 98PI5613 

1459 柳川掘割物語 高畑勲 色刷 85 i枚 タイトル赤字 98PI5614 

1460 柳川掘割物語 高畑勲 色刷 85 2枚 タイトル緑字 98PI5615 

1461 屋根裏部屋の花たち ジェフリー・ブルーム 色刷 85 l枚 98PI5616 

1462 屋根の上の女 カ-)レ・グスタヴ・ニクヴ 色刷 85 4枚 98PI5617 
ィスト

1463 屋根の上のバイオリン弾き ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 縦位置裏面解 98PI5618 
説文青色字
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1464 屋根の上のバイオリン弾き ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 縦位置裏面解 98PI5619 
説文赤色字

1465 屋根の上のバイオリン弾き ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 横位置 98PI5620 

1466 山谷(やま) やられたらやりか 佐藤満夫・山田強ー 色刷 A4 15枚 タイトル白抜字 98PI5621 
えせ

1467 山谷(やま) やられたらやりか 佐藤満夫・山田強ー 色刷 A4 4枚 タイトル樫色字 98PI5622 
えせ

1468 山谷(やま) やられたらやりか 佐藤満夫・山岡強ー 印刷 85 l枚 98PI5623 
えせ

1469 ヤマトタケル 大河原孝夫 色刷 85 4枚 縦位置 98PI5624 

1470 ヤマトタケル 大河原孝夫 色刷 85 4枚 横位置 98PI5625 

1471 ヤマトよ永遠(とわ)に 松本零士・舛田利雄 色刷 85 l枚 98PI5626 

1472 山猫 lレキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 タイトル中央左 98PI5627 

1473 山猫 ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 タイトル中央上 98PI5628 

1474 山猫は眠らなし、 ルイス・ロッサ 色刷 85 4枚 98PI5629 

1475 山の上の第三の男 ケン・アナーキン 単色刷 85 l枚 98PI5630 
二つ折り

1476 山の焚火 フレディ .M.ムーラー 色刷 85 4枚 98PI5631 

1477 閣のカーニパル 山本政志 印刷 85 l枚 98PI5632 

1478 閣の狩人 五社英雄 色刷 85 l枚 横位置 98PI5633 

1479 閣の狩人 五社英雄 色刷 85 l枚 縦位置 98PI5634 

1480 閣の中の麟魅魁蹴(ちみもうり 中平康 色刷 17.6x34.8 l枚 98PI5635 
ょう) 二つ折り

1481 鑓の権三(ごんざ) 篠田正浩 色刷 85 l枚 98PI5636 

1482 やるときややるぜ COME 山名免二 色刷 85 l枚 98PI5637 
BACKHERO 

1483 柔らかい殻 フィリップ・リドリー 色刷 85 4枚 98PI5638 

1484 ヤング・アインシュタイン ヤッホー・シリアス 色刷 85 4枚 98PI5639 

1485 ヤングガン クリストファー・ケイン 色刷 85 l枚 タイトル下 98P 1 5640 

1486 ヤングガン クリストファー・ケイン 色刷 85 3枚 タイトル中央 98PI5641 

1487 ヤングガン2 ジョブ・マーフィー 色刷 85 4枚 98PI5642 

1488 ヤング・シャーロック ピラミ パリー・レビンソン 色刷 85 l枚 タイトlレ縦書き 98P 1 5643 
ッドの謎

1489 ヤング・シャーロック ピラミ パリー・レビンソン 色刷 85 4枚 タイトル横書き 98P15644 
ッドの謎

1490 ヤンクス ジョン・シュレシンジャー 色刷 85 l枚 98P15645 

1491 ヤング・ゼネレーション ピーター・イェーツ 色刷 85 l枚 98P15646 
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1492 ヤング・ソウル・レベルズ アイザック・ジュリアン 色刷 85 l枚 98P15647 

1493 ヤング・チャタレイ アラン・ロパーツ 色刷 85 l枚 98P15648 

1494 ヤング・フランケンシュタイン メル・ブルックス 色刷 85 l枚 98P15649 

1495 ヤング・マスター ジャッキー・チェン 色刷 85 l枚 98P15650 

1496 遺言 イヴィカ・マティック 色刷 85 l枚 98P15651 

1497 YOU(ユー) リチヤード・ラッシュ 色刷 85 l枚 98P15652 

1498 U.S.Aデジタル・フィーパー F . J .リンカーン 色刷 85 l枚 98P15653 

1499 誘拐報道 伊藤俊也 色刷 85 l枚 98P15654 

1500 勇気ある追跡 へンリー・ハサウェイ 色刷 17.4x 17.4 l枚 98P15655 

1501 タぐれにベルが鴫る フレッド・ウォJレトン 色刷 85 l枚 裏面解説文黒色 98P15656 
字

1502 タぐれにベルが鳴る フレッド・ウオlレトン 色刷 85 l枚 裏面解説文白抜 98P15657 
字

1503 夕暮まで 黒木和雄 色刷 85 l枚 98P15658 

1504 優駿 杉田成道 色刷 85 4枚 縦位置 98P15659 

1505 優駿 杉田成道 色刷 85 l枚 横位置 98P15660 

1506 友情 クロード・ソーテ 色刷 85 l枚 98P15661 

1507 ユーズド・カー ロパート・ゼメキス 色刷 85 l枚 98P15662 

1508 遊星からの物体X ジョン・カーペンター 色刷 85 l枚 98P15663 

1509 U2(ユーツー) 魂の叫ぴ フィル・ジョアノウ 色刷 85 l枚 98P15664 

1510 タなぎ クロード・ソーテ 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P15665 

1511 タなぎ クロード・ソーテ 色刷 85 4枚 タイトル横書き 98P15666 

1512 夕映え ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P15667 

1513 ユーパロ谷のドンベーズ 熊谷勲 色刷 85 l枚 98P15668 

1514 夕陽に向かつて走れ エイブラハム・ポロンスキー 色刷 17.8x 18.0 l枚 98P15669 

1515 夕陽のギャングたち セルジオ・レオーネ 色刷 85 l枚 98P15670 

1516 夕陽の挽歌 ブレイク・エドワーズ 色刷 85 l枚 98P15671 

1517 夕陽よ急げ オットー・プレミンジャー 単色刷 23.7x25.0 l枚 98P15672 

1518 郵便配達は二度ベルを鴫らす ボブ・ラフエJレソン 色刷 85 l枚 98P15673 

1519 郵便配達は二度ベルを鴫らす ルキノ・ヴイスコンティ 色刷 85 l枚 タイトJレl行 98P15674 

1520 郵便配達は二度ベルを鳴らす ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 タイトル2行 98P15675 

1521 U.ボート ヴォルフガング・ベーター 色刷 85 l枚 98P15676 
ゼン

1522 幽遊白書冥界死闘編炎の紳 飯島正勝 色刷 85 3枚 98P15677 
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1523 誘惑 ダグラス・デイ・スチュア 色刷 85 4枚 98P15678 
ート

1524 誘惑者 長崎俊一 色刷 85 l枚 98P15679 

1525 ゆかいな風船旅行 リチヤード・ A・コーラ 色刷 85 1枚 98P15680 

1526 ゆかいな風船旅行 リチヤード .A・コーラ 色刷 A4 l枚 98P15681 

1527 ゆき 今井正 色刷 85 l枚 タイトル上 98P15682 

1528 ゆき 今井正 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15683 

1529 ゆき 今井正 色刷 A5 l枚 98P15684 

1530 雪どけ セルジュ・コルベール 色刷 85 l枚 98P15685 

1531 雪のコンチェルト 松本廃 色刷 85 4枚 98P15686 

1532 雪物語 ジエリー・オハラ 色刷 85 l枚 98P15687 

1533 ゆきゆきて、神軍 原一男 色刷 85 4枚 98P15688 

1534 雪わり草 ロルフ・ヒユースペルイ 色刷 12.9X36.0 l枚 98P15689 
二つ折り

1535 ユニコ 平田敏夫 色刷 85 l枚 98P15690 

1536 ユニコ 魔法の島へ 村野守美 色刷 85 l枚 98P15691 

1537 ユニバーサル・ソルジャー ローランド・エメリッヒ 色刷 85 2枚 98P15692 

1538 指輪物語 ラルフ・パクシ 色刷 85 l枚 98P15693 

1539 指輪物語 ラルフ・パクシ 色刷 84 l枚 98P15694 
二つ折り

1540 夢 黒津明 色刷 85 4枚 98P15695 

1541 夢色の幻想ペット・ショップ・ ジャック・ポンド 色刷 85 4枚 98P15696 
ボーイズ

1542 夢追い クロード・ルルーシュ 色刷 85 l枚 98P15697 

1543 ゆめこの大冒険 筒井武文 色刷 85 l枚 98P15698 

1544 夢二 鈴木清順 色刷 85 l枚 公開後のちらし 98P15699 

1545 夢二 鈴木清順 色刷 85 l枚 公開前のちらし 98P15700 

1546 夢千代日記 浦山桐郎 色刷 85 l枚 タイトル左側 98P15701 

1547 夢千代日記 浦山桐郎 色刷 85 l枚 タイトJレ右側 98P15702 

1548 夢の女 坂東玉三郎 色刷 85 4枚 98P15703 

1549 夢のサーフシティー リチヤード・コンプトン 色刷 85 l枚 98P15704 

1550 夢のパスにのって フェルナンド・エスピノーサ 色刷 85 l枚 98P15705 

1551 夢の涯てまでも ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 4枚 縦位置 98P15706 

1552 夢の涯てまでも ヴィム・ヴェンダース 色刷 85 4枚 横位置 98P15707 

1553 夢の降る街 テリー・ヒューズ 色刷 85 4枚 98P15708 
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1554 夢の祭り 長部日出雄 色刷 85 4枚 98P15709 

1555 夢みるように眠りたい 林海象 色刷 85 4枚 98P1571O 

1556 夢みるように微笑んで トグリー・アンダパーグ 色刷 85 l枚 98P15711 

1557 夢・夢のあと 高田賢= 色刷 17.0X34.l l枚 98P15712 
二つ折り

1558 夢・夢のあと 高田賢三 色刷 85 4枚 98P15713 

1559 夢をいきた男ザ・ベーブ アーサー・ヒラー 色刷 85 4枚 98P15714 

1560 ゆりかごを揺らす手 カーティス・ハンソン 色刷 85 4枚 98P15715 

1561 ユリシーズ ヴェルナー・ネケス 色刷 85 4枚 タイトル小豆色 98P15716 
字

1562 ユリシーズ ヴェルナー・ネケス 色刷 85 l枚 タイトル灰色字 98P15717 

1563 許されざる者 クリント・イーストウッド 色刷 85 4枚 98P15718 

1564 ゅんたんざ沖縄 西山正啓 色刷 85 l枚 98P15719 

1565 潤(ユン)の街 金佑宣 色刷 85 l枚 98P15720 

1566 ユン・ピョウ in ポリス・ス チェン・タン・チョウ 色刷 85 1枚 98P15721 
トーリー

1567 夜明けのシンデレラ 瀬川島冶 色刷 85 l枚 98P15722 

1568 夜明けのスローボート ウェイン・ワン 色刷 85 l枚 98P15723 

1569 夜明けのマルジュ ワレリアン・ポロヴイズイ 色刷 85 l枚 98P15724 
ツク

1570 良いおっl也、悪いおっぱし、 本田国広 色刷 85 l枚 98P15725 

1571 容疑者 ピーター・イェーツ 色刷 85 4枚 98P15726 

1572 陽気な連中 グレゴリー-アレクサンド 色刷 85 l枚 98P15727 
ロフ

1573 陽嘩楼 五社英雄 色刷 85 l枚 タイトル右 98P15728 

1574 陽嘩楼 五社英雄 色刷 85 l枚 タイトル左 98P15729 

1575 沓子(ょうこ) 伴睦人 印刷 85 l枚 98P15730 

1576 要塞 フィル・カールソン 色刷 85 l枚 縦位置 98P15731 

1577 要塞 フィル・カールソン 色刷 85 l枚 横位置 98P15732 

1578 妖獣都市香港魔界篇 マク・タイ・キ 色刷 85 4枚 98P15733 

1579 妖女伝説 '88 田中登 色刷 85 l枚 98P15734 

1580 妖女の時代 長崎俊一 色刷 85 4枚 98P15735 

1581 妖精王 山田勝久 色刷 85 l枚 98P15736 

1582 妖精たちの森 ジエリー・フィールデイング 色刷 85 l枚 98P15737 

1583 妖精の詩(うた) 羽仁進 色刷 85 4枚 98P15738 
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1584 妖万伝 山崎理 色刷 85 l枚 98P15739 

1585 妖婆死棺の呪い コンスタンチン・エルショ 色刷 85 l枚 98P15740 
フ外1名

1586 妖魔 安濃高志 色刷 85 4枚 98P15741 

1587 ヨーロツパ ラース・フォン・トリアー 色刷 85 4枚 タイトル赤色字 98P15742 

1588 ヨーロツパ ラース・フォン・トリアー 色刷 85 4枚 タイトル黒色字 98P15743 

1589 ヨーロッパ特急 大原豊 色刷 85 l枚 98P15744I 

1590 ヨーロツパの解放第1部クyレ ユーリー-オーゼロフ 色刷 25.5x26.0 l枚 98P15745 
クス大戦車戦・第2部ドニエプ 二つ折り
ル渡河大作戦

1591 ヨーロツパの解放第3部大包 ユーリー・オーゼロフ 色刷 27.2x20.8 l枚 98P15746 
囲撃滅作戦

1592 夜汽車 山下耕作 色刷 85 4枚 タイトル青地に 98P15747 
黒字

1593 夜汽車 山下耕作 色刷 85 l枚 タイトル赤地に 98P15748 
黒字

1594 夜霧のしのび逢い パシリ・ジョルジアデス 色刷 85 l枚 98P15749 

1595 夜霧のマンハッタン アイパン・ライトマン 色刷 85 l枚 98P15750 

1596 夜霧のモントリオール ダニス・エロー 単色刷 85 l枚 98P15751 

1597 浴室 ジョン.)レヴオフ 色刷 85 4枚 98P15752 

1598 欲望 スティーブン・ジャレンホ 色刷 85 2枚 98P15753 
ール

1599 欲望 ミケランジエロ・アントニ 色刷 85 4枚 98P15754 
オーニ

1600 欲望という名の女 シルピオ・デ・アプロ 色刷 85 l枚 98P15755 

1601 欲望という名の電車 エリア・カザン 色刷 85 l枚 98P15756 

1602 欲望のあいまいな対象 ルイス・ブニュエル 色刷 85 4枚 98P15757 

1603 欲望の裏側 ピガス・ルナ 色刷 85 l枚 98P15758 

1604 欲望の翼 ウォン・カーウァイ 色刷 85 4枚 98P15759 

1605 欲望の中の女 ジャンフランコ・アンジェ 色刷 85 l枚 98P15760 
lレッチ

1606 欲望の法則 ペドロ・アJレモドヴァル 色刷 85 2枚 98P15761 

1607 予告された殺人の記録 フランチェスコ・ロージ 色刷 85 4枚 98P15762I 

1608 横浜ばっくれ隊 中田信一郎 色刷 85 2枚 98P15763 

1609 横浜町ブルース 工藤栄一 色刷 85 l枚 98P15764 

1610 汚れた血 レオス・カラックス 色刷 85 4枚 98P15765 

1611 吉原炎上 五社英雄 色刷 85 l枚
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1612 四つの終止符 大原秋年 色刷 B5 l枚 98P15767 

1613 四つの官険 エリック・ロメール 単色刷 18.0X36.0 4枚 裏面色刷 98P15768 
二つ折り

1614 夜逃げ屋本舗 原隆仁 色刷 B5 4枚 98P15769 

1615 夜逃げ屋本舗2 原隆仁 色刷 B5 4枚 98P15770 

1616 世にも怪奇な物語 ロジェ・ヴァディム外2名 色刷 B5 l枚 横位置 98P15771 

1617 世にも怪奇な物語 ロジェ・ヴァディム外2名 色刷 B5 l枚 縦位置 98P15772 

1618 世にも不思議なアメージング・ スティーブン・スピルパー 色刷 B5 l枚 横位置 98P15773 
ストーリー グ外2名

1619 世にも不思議なアメージング・ スティーブン・スピJレバー 色刷 B5 l枚 縦位置 98P15774 
ストーリー グ外2名

1620 ヨハン・シュトラウス 白樺の ヤン・フリード 色刷 B5 l枚 裏面解説文横書 98P15775 
ワルツ き

1621 ヨハン・シュトラウス 白樺の ヤン・フリード 色刷 B5 l枚 裏面解説文縦書 98P15776 
ワJレツ き

1622 よみがえれカレーズ 土木典昭外2名 色刷 B5 l枚 98P15777 

1623 蘇る金担(きんろう) 村川透 色刷 B5 l枚 98P15778 

1624 蘇る大地 中村登 色刷 B4 l枚 98P15779 
二つ折り

1625 よみがえる東培 田畑慶吉 色刷 B5 l枚 98P15780 

1626 珪れ魔女 佐藤純弥 色刷 B5 l枚 98P15781 

1627 夜がまた来る 石井隆 色刷 B5 2枚 98P15782 

1628 夜のアトリエ ギイ・ジル 色刷 B5 l枚 98P15783 

1629 夜の儀式 イングマーyレ・ベルイマン 単色刷 B5 l枚 98P15784 

1630 夜の刑事 ロモロ・グェリエリ 色刷 B5 l枚 98P15785 

1631 夜の大捜査線霧のストレンジ ドン・メドフォード 色刷 B5 l枚 98P15786 
ャー

1632 夜の天使 ジャン・ P・リモザン 印刷 B5 l枚

1633 夜の訪問者 テレンス・ヤング 色刷 B5 l枚 98P15788 

1634 夜の訪問者 テレンス・ヤング 色刷 A4 l枚 98P15789 

1635 夜のめぐり逢い フランソワ・デュベイロン 色刷 B5 2枚 98P15790 

1636 よるべなき男の仕事・殺し 村川透 色刷 B5 l枚 98P15791 

1637 夜よ、さようなら ダニエJレ・デュパル 色刷 B5 l枚 98P15792 

1638 夜をぶつとばせ 曽根中生 色刷 B5 l枚 98P15793 

1639 夜をみつめて ブライアン・ G.ハットン 色刷 B5 l枚 98P15794 
二つ折り

1640 40カラット ミルトン・カセラス 色刷 B5 l枚 98P15795 
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1641 四銃士 リチヤード・レスター 色刷 85 l枚 98P15796 

1642 48時間 ウォlレター・ヒル 色刷 85 l枚 98P15797 

1643 48時間PART2 帰って来たふ ウォJレター・ヒル 色刷 85 l枚 タイトル中央日 98P15798 
たり 本語

1644 48時間PART2 帰って来たふ ウォルター・ヒJレ 色刷 85 4枚 タイトル中央英 98P15799 
たり 語

1645 4番目の男 ポーlレ・パーホーベン 色刷 85 l枚 98P15800 

1646 ライアンの娘 デビッド・リーン 色刷 85 2枚 タイトル赤色字 98P15801 

1647 ライアンの娘 デビッド・リーン 色刷 85 l枚 タイトル黄色字 98P15802 

1648 ライアンの娘 デビッド・リーン 色刷 20.0X31.2 l枚 98P15803 
コつ折り

1649 ライオン・キング (提供)ウォルト・ディズニー 色刷 85 4枚 青色ベースタ 98P15804 
-ピクチャーズ イトル中央

1650 ライオン・キング (提供)ウォルト・ディズニー 色刷 85 l枚 赤・黒色ベース 98P15805 
-ピクチャーズ 日本語タイトル

白抜字

1651 ライオン・キング (提供)ウォルト・ディズニー 色刷 85 11枚 茶色枠あり タ 98P15806 
-ピクチャーズ イトル下

1652 ライオン・キング ウォルト・ディズニーピク 色刷 85 l枚 赤色ベースタ 98PI5807 
チャーズ イトル上

1653 ライオンと呼ばれた男 クロード・ルルーシュ 色刷 85 l枚 98PI5808 

1654 ライオンハート シェルドン・レティック 色刷 85 4枚 98P15809 

1655 ライジング・サン エド・コン 色刷 85 l枚 98P1581O 

1656 ライジング・サン フィリップ・カウフマン 色刷 85 4枚 98P15811 

1657 THE RIDERS(ライダース) ジョー・マソット 色刷 85 l枚 98P15812 

1658 ライトスタッフ フィリップ・カウフマン 色刷 85 l枚 98P15813 

1659 ライトハンド・マン ダイ・ドリュー 色刷 85 l枚 98P15814 

1660 ライブ・アット・モンタレー D.A.ベネベーカー他 色刷 85 l枚 98P15815 
ジミ・へン&オーティス

1661 ライフwithマイキー ジェイムズ・ラパイン 色刷 85 4枚 98P15816 

1662 ライフ・オン・ジ・エッジ トム・パーマン 色刷 85 l枚 98P15817 

1663 ライブ・ワイヤー クリスチャン・デュゲイ 色刷 85 l枚 98P15818 

1664 ライムライト チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15819 

1665 ライムライト チャールズ・チャップリン 色刷 85 l枚 タイトル中央 98P15820 

1666 ライヤンツーリーのうた 有原誠治 色刷 85 l枚 98P15821I 

1667 ライン・ワン ラインハルト・ハウフ 色刷 85 l枚 98P15822 

1668 ラウンド・ミッドナイト ベルトラン・タベルニエ 色刷 85 3枚 98P15823 
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1669 ラグタイム ミロシュ・フォアマン 色刷 85 l枚 98P15824 

1670 落陽 伴野朗 色刷 85 4枚 98P15825 

1671 落葉樹 新藤兼人 色刷 85 l枚 98P15826 

1672 ラジオタウンで恋をして ジョン・アミエル 色刷 85 l枚 98P15827 

1673 ラジオ・デイズ ウッデイ・アレン 色刷 85 l枚 98P15828 

1674 ラジオ・フライヤー リチヤード・ドナー 色刷 85 4枚 98P15829 

1675 羅生門 黒海明 単色刷 85 l枚 98P15830 

1676 ラスキーズ リック・ローゼンタール 色刷 85 l枚 98P15831 I 

1677 ラ・スクムーン ジョゼ・ジョパンニ 色刷 85 l枚 98P15832 I 

1678 ラスト・アクション・ヒーロー ジョン・マクティアナン 色刷 85 4枚 タイトル下 98P15833 

1679 ラスト・アクション・ヒーロー ジョン・マクティアナン 色刷 85 4枚 タイトル中央 98P15834 

1680 ラスト・アメリカン・ヒーロー ラモント・ジョンソン 色刷 85 l枚 98P15835I 

1681 ラストエンベラー ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 4枚 98P15836 

1682 ラスト・オプ・イングランド デレク・ジャーマン 色刷 85 4枚 98P15837 

1683 ラスト・オプ・モヒカン マイケル・マン 色刷 85 4枚 98P15838 

1684 ラスト・クリスマス フィリップ・オットーニ 色刷 85 l枚 98P15839 

1685 ラストコンサート Jレイジ・コッツィ 色刷 85 l枚 98P15840 

1686 ラスト・ジゴロ フィリップ・ノイス 色刷 85 4枚 98P15841 

1687 ラスト・シューテイスト ドン・シーゲJレ 色刷 85 l枚 98P15842 

1688 ラスト・ショー ピーター・ボグダノヴィッチ 色刷 85 l枚 タイトル左 98P15843 

1689 ラスト・ショー ピーター・ボグダノピッチ 色刷 85 l枚 タイトル右 98P15844 

1690 ラスト・ショー2 ピーター・ボグダノヴィッチ 色刷 85 l枚 98P15845 

1691 ラストソング 杉田成道 色刷 85 3枚 98P15846 

1692 ラスト・ターゲット 沈黙の復 ジョセフ・メルヒ 色刷 85 l枚 98P15847 
讐

1693 ラスト・タイクーン エリア・カザン 色刷 85 l枚 98P15848 

1694 ラストタンゴ・イン・パリ ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 4枚 裏面解説文青色 98P15849 
字

1695 ラストタンゴ・イン・パリ ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 4枚 裏面解説文黒色 98P15850 
字

1696 ラスト・ドラゴン マイケ1レ・シュ1レツ 色刷 85 l枚 98P15851 

1697 ラスト・ファンタジー アルノー・セリニャック 色刷 85 2枚 98P15852 

1698 ラスト・ボーイスカウト トニー・スコット 色刷 85 l枚 図柄ブルース・ 98P15853 
ウィリス上半身
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1699 ラスト・ボーイスカウト ト一一・スコット 色刷 85 l枚 図柄ブルース・ 98P15854 
ウィリス全身

1700 ラストムービー デニス・ホッパー 色刷 85 l枚 98P15855 

1701 ラスト・ラン リチヤード・フライシャー 色刷 85 l枚 98P15856 

1702 ラスト・レター ガス・トリコニス 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15857 

1703 ラスト・レター ガス・トリコニス 色刷 85 l枚 タイトル中央 98P15858 

1704 ラスト・ワルツ マーチン・スコセッシ 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P15859 

1705 ラスト・ワルツ マーチン・スコセッシ 色刷 85 l枚 茶色ベース 98P15860 

1706 らせん階段 ピーター・コリンソン 色刷 85 l枚 98P15861 

1707 らせんの素描 小島康史 色刷 85 l枚 98P15862 

1708 ラッキー・カフェ ジョン・アミエル 色刷 85 l枚 98P15863 

1709 ラッキーレディ スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 縦位置 98P15864 

1710 ラッキーレディ スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 横位置 98P15865 

1711 ラッコ物語 永田貴士 色刷 85 2枚 98P15866 

1712 フツシー ドン・チャフイ 色刷 85 l枚 98P15867 

1713 フツシー ドン・チャフィ 単色刷 84 l枚 98P15868 
二つ折り

1714 ラッフルズホテル 村上龍 色刷 85 4枚 98P15869 

1715 ラ・ヴアルス 実相寺昭雄 色刷 85 l枚 98P15870 

1716 ラ・パロマ ダニエル・シュミット 色刷 85 4枚 98P15871 

1717 ラ・パンパ yレイス・パルデス 色刷 85 4枚 98P15872 

1718 ラビット デビッド・クロネンパーグ 色刷 85 l枚 98P15873 

1719 ラピッド・ファイアー ドワイト.H.リトル 色刷 85 l枚 98P15874 

1720 ラヴィ・ド・ボエーム アキ・カウリスマキ 色刷 85 l枚 98P15875 

1721 ラ-ピラート ジャック・ドワイヨン 色刷 85 3枚 98P15876 

1722 ラビリンス魔王の迷宮 ジム・へンソン 色刷 85 4枚 タイトル赤色字 98P15877 

1723 ラビリンス魔王の迷宮 ジム・へンソン 色刷 85 4枚 タイトル青色字 98P15878 

1724 ラ・ファミリア エットーレ・スコラ 色刷 85 4枚 98P15879 

1725 ラブ&パッション ティント・プラス 色刷 85 l枚 98P15880 

1726 ラブIN(イン)ニューヨーク ロン・ハワード 色刷 85 l枚 98P15881 

1727 ラ・ブーム クロード・ピノトー 色刷 85 l枚 98P15882 

1728 ラ・ブーム クロード・ピノトー 色刷 15.9x28.8 l枚 文庫本カバー用 98P15883 

1729 ラ・ブーム2 クロード・ピノトー 色刷 85 l枚 タイトル黄色字 98P15884 

1730 ラ・ブーム2 クロード・ピノトー 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P15885 
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1731 ラフ・カット ドン・シーゲJレ 色刷 85 l枚 98P15886 

1732 ラブ・クライム官能の畏 リジー・ボーデン 色刷 85 l枚 98P15887 

1733 LOVEシーズン リチヤード・ラング 色刷 85 l枚 98P15888 

1734 ラプ・ストーリーを君に 津井信一郎 色刷 85 2枚 98P15889 

1735 ラヴ・ストリームス ジョン・カサベテス 色刷 85 l枚 98P15890 

1736 ラブ・バッグ ロパート・スティヴンスン 色刷 18.4x 18.9 l枚 98P15891 

1737 ラプ・バッグ ロパート・スティヴンスン 色刷 85 l枚 98P15892 

1738 ラプバッグモンテカルロ大爆 ピンセント・マックピーティ 色刷 85 l枚 98P15893 
走

1739 ラプミー カイ・ポラック 色刷 85 l枚 98P15894 

1740 ラプリー・オーJレドメン ドナルド・ぺトリー 色刷 85 l枚 98P15895 

1741 ラ・マスケラ フィオレラ・インファシェリ 色刷 85 l枚 98P15896 

1742 愛人ラマン ジャン=ジャック・アノー 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P15897 

1743 愛人ラマン ジャン=ジャック・アノー 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P15898 

1744 ラ・マンチャの男 アーサー・ヒラー 色刷 85 l枚 98P15899 

1745 ラムール リシヤール・パルデユツシ 色刷 85 l枚 98P15900 

1746 ラムの大通り ロベール・アンリコ 色刷 85 l枚 98P15901 

1747 ラ-メゾン惨劇の館 ジョlレジュ・ロートネ1レ 色刷 85 l枚 98P15902 

1748 ラJレジャン ロベール・プレッソン 色刷 85 l枚 98P15903 

1749 ラルフ一世はアメリカン デビッド.s.ワード 色刷 85 l枚 98P15904 

1750 百L 黒津明 色刷 85 l枚 タイトJレ赤色字 98P15905 

1751 乱 黒津明 色刷 85 4枚 タイトル白色字 98P159061 

1752 ラングワートの森 ぼくらは小 チャールズ・グロスベナー 色刷 85 l枚 98P15907 
さなレスキュー隊

1753 ランジエリー サルヴァトーレ・パナテッリ 色刷 85 l枚 98P15908 

1754 ランデヴー アンドレ・テシネ 色刷 85 4枚 98P15909 

1755 ランドスケープ・スーサイド ジェームズ・べニング 色刷 85 l枚 98P1591O 

1756 ランナウェイ コーリー・アレン 色刷 85 l枚 98P15911 

1757 ランニング スティブン・ H・スターン 色刷 85 l枚 裏面解説文横書 98P15912 
き

1758 ランニング スティブン・ H・スターン 色刷 85 l枚 裏面解説文縦書 98P15913 
き

1759 蘭の女 ザJレマン・キング 色刷 85 4枚 98P15914 

1760 蘭の肉体 パトリス・シエロー 色刷 85 l枚 98P15915 

1761 ランパダ青春に燃えて ジョエル・シルバーグ 色刷 85 4枚 98P15916 
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1762 ランブリング・ローズ マーサ・クーリッジ 色刷 85 4枚 98P15917 

1763 ランプルフィッシュ フランシス・コッポラ 色刷 85 l枚 98P15918 

1764 ランページ ウィリアム・フリードキン 色刷 85 l枚 98P15919 

1765 RAMPO 奥山和由 色刷 85 4枚 98P15920 

1766 RAMPO 黛パージョン 黛りんたろう 色刷 85 4枚 98P15921 

1767 ランボー テッド・コッチェフ 色刷 85 l枚 縦位置 98P15922 

1768 ランボー テッド・コッチェフ 色刷 85 l枚 横位置 98P15923 

1769 ランボー2 怒りの脱出 ジョージ .p・コスマトス 色刷 85 l枚 裏面解説文横書 98P15924 
き

1770 ランボー2 怒りの脱出 ジョージ.p.コスマトス 色刷 85 l枚 裏面解説文縦書 98P15925 
き

1771 ランボー3 怒りのアフガン ピーター・マクドナルド 色刷 85 4枚 裏面解説文小豆 98P15926 
色地に白抜字

1772 ランボー3 怒りのアフガン ピーター・マクドナルド 色刷 85 3枚 裏面解説文灰色 98P15927 
地に白抜字

1773 ランボ一地獄の季節 ネーロ・リージ 色刷 85 l枚 98P15928 

1774 ランボー者(もの) ロパート・ポリス 色刷 85 l枚 98P15929 

1775 櫨機(らんる)の旗 吉村公三郎 単色刷 85 l枚 98P15930 

1776 リア王 グレゴーリ・コージンツェフ 色刷 85 3枚 タイトル下 98P15931 

1777 リア王 グレゴーリ・コージンツェフ 色刷 85 l枚 タイトル中央 98P15932 

1778 リアリテイ・パイツ べン・ステイラー 色刷 85 4枚 98P15933 

1779 リアンナ ジョン・セイルズ 色刷 85 l枚 98P15934 

1780 リーインカーネーション J .リー・トンプソン 色刷 85 l枚 98P15935 

1781 リーサル・ウエポン リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 図柄人物カラー 98P15936 
写真

1782 リーサル・ウエポン リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 図柄人物白黒写 98P15937 
真

1783 リーサル・ウエポン2 炎の約 リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 裏面解説文青色 98P15938 
束 字

1784 リーサル・ウエポン2 炎の約 リチヤード・ドナー 色刷 85 4枚 裏面解説文黒色 98P15939 
束 字

1785 リーサル・ウエポン3 リチヤード・ドナー 色刷 85 4枚 裏面解説文黒字 98P15940 

1786 リーサル・ウエポン3 リチヤード・ドナー 色刷 85 4枚 裏面解説文白抜 98P15941 
字

1787 リーサル・コップ ジョン・へス 色刷 85 l枚 98P15942 

1788 リオ・ロボ ハワード・ホークス 色刷 85 l枚 98P15943 

1789 力王 ラン・ナイチョイ 色刷 85 2枚 98P15944 

一L

-231-



平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・~状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1790 リキッド・スカイ スラパ・ツッカーマン 色刷 85 l枚 98P15945 

1791 リキッド・ドリーム マーク・マノス 色刷 85 l枚 98P15946 

1792 利休 勅使河原宏 色刷 85 4枚 タイトル白色字 98P15947 
図柄茶碗

1793 利休 勅使河原宏 色刷 85 4枚 タイトJレ黒色字 98P15948 
図柄秀吉と利休

1794 リコシェ 炎の銃弾 ラッセJレ・マルケイ 色刷 85 4枚 98P15949 

1795 リコシェ ザ・プライベートフ ゲーリー-トロイナ 色刷 85 l枚 98P15950 
イルム・オブ・デビッド・ボウイ

1796 離愁 ピエール・グラニエ・ドフ 色刷 85 l枚 98P15951 
エール

1797 リスボン特急 ジャン・ピエ-Jレ・メJレピ1レ 色刷 85 l枚 98P15952 

1798 リッチ・ガール ジョエJレ・ベンダー 色刷 85 l枚 98P15953 

1799 リップスティック ラモント・ジョンソン 色刷 85 l枚 98P15954 

1800 リトアニアへの旅の追憶 ジョナス・メカス 色刷 85 l枚 98P15955 

1801 リトルショップ・オブ・ホラー フランク・オズ 色刷 85 4枚 98P15956 
ズ

1802 リトル・ダーリング ロナJレド.F.マックスウ 色刷 85 l枚 98P15957 
エJレ

1803 リトル・ダイナマイツベイピ エイミー・へッカリング 色刷 85 4枚 タイトル上 98P15958 
一・トーク Too 

1804 リトル・ダイナマイツベイピ エイミー・へッカリング 色刷 85 l枚 タイトル下 98P15959 
一・トーク Too 

1805 リトル・チャンピオン グェン・アーナー 色刷 85 l枚 98P15960 

1806 リトル・ドラマー・ガー1レ ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 85 l枚 98P15961 

1807 リトル・ニキータ リチヤード・ベンジャミン 色刷 85 4枚 98P15962 

1808 リトル・ブッダ ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 4枚 タイトル黒色地 98P15963 
に赤色字

1809 リトル・プッダ ベルナJレド・ベルトルッチ 色刷 85 2枚 タイトル白色地 98P15964 
に赤色字

1810 リトJレフットの大冒険謎の恐 ドン・ブルース 色刷 85 4枚 98P15965 
竜大陸

1811 リトJレ・プリンス ジャック・ゴールド 色刷 85 l枚 98P15966 

1812 リトル・プレイボーイ チャー マヌエル・サマーズ 色刷 85 l枚 98P15967 
リー&スヌーピー ラプ・タッ
チ作戦

1813 リトル・マーメイド 人魚姫 (提供)ウォルト・デイズニ 色刷 85 2枚 98P15968 
一・ピクチャーズ

1814 リトルマン・テイト ジョディ・フォスター 色刷 85 1枚 98P15969 

1815 リトル・モー ダン・ホーラー 色刷 85 l枚 98P15970 
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1816 リバー・ランズ・スルー・イット ロパート・レッドフォード 色刷 85 4枚 タイトル上 98P15971 

1817 リバー・ランズ・スルー・イット ロパート・レッドフォード 色刷 85 4枚 タイトル下 98P15972 

1818 リトル・ロマンス ジョージ・ロイ・ヒル 色刷 85 l枚 タイトル黄緑色 98P15973 
字

1819 リトJレ・ロマンス ジョージ・ロイ・ヒlレ 色刷 85 l枚 タイトル緑色字 98P15974 

1820 リパース・エッジ ティム・ハンター 色刷 85 2枚 98P15975 

1821 リパイアサン ジョージ.p.コスマトス 色刷 85 4枚 タイトル赤色字 98P15976 

1822 リパイアサン ジョージ .p・コスマトス 色刷 85 l枚 タイトル金色字 98P15977 

1823 リヴァプールからの手紙 クリス・バーナード 色刷 85 l枚 98P15978 

1824 リビング・エンド グレッグ・アラキ 色刷 26.4X21.5 l枚 98P15979 

1825 リビング・オン・ TOKYO.タ スティーブン・オカザキ 色刷 85 l枚 98P15980 
イム

1826 リプチンスキーのオーケストラ ズビッグ・リプチンスキー 色刷 85 l枚 98P15981 

1827 リベンジ トニー・スコット 色刷 85 4枚 98P15982 

1828 リベンジャー マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 98P15983 

1829 リベンジャー殺しの特訓 H.K・デイル 色刷 85 l枚 98P15984 

1830 リボJレバー 藤田敏八 色刷 85 4枚 98P15985 

1831 リメインズ美しき勇者たち 千葉真一 色刷 A4 l枚 98P15986 

1832 リメインズ美しき勇者たち 千葉真一 色刷 85 4枚 98P15987 

1833 リモートコントロール ジェフ・リパーマン 色刷 85 l枚 98P15988 

1834 略奪愛 梶間俊一 色刷 85 l枚 98P15989 

1835 略奪された7人の花嫁 スタンリー・ドーネン 色刷 85 l枚 98P15990 

1836 略奪の大地 リュドミJレ・スタイコフ 色刷 85 l枚 98P15991 

1837 流血の鮮 アレクサンドル・アJレカデイ 色刷 85 l枚 98P15992 

1838 龍拳 ロー・ウェイ 色刷 85 l枚 98P15993 

1839 琉子(りゅうこ) 出崎哲 色刷 85 l枚 98P15994 

1840 龍虎風雲友は風の彼方に リンゴ・ラム 色刷 85 l枚 98P15995 

1841 竜二 川島透 色刷 85 l枚 98P15996 

1842 理由なき反抗 ニコラス・レイ 色刷 85 l枚 98P15997 

1843 龍の忍者 ユアン・ケイ 色刷 85 l枚 98P15998 

1844 リユニオン再会 ジエリー・シャツツパーグ 色刷 85 3枚 98P15999 

1845 猟色!餓狼のえじき L ・レイモンド 色刷 85 l枚 98P16000 

1846 竜馬暗殺 黒木和雄 色刷 26.2X28.5 l枚 98P16001 

1847 竜馬を斬った男 山下耕作 色刷 85 l枚 98P16002 
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平成10年度収集寄贈資料 中村洋一資料

番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1848 旅情 デビッド・リーン 色刷 85 l枚 98P16003 

1849 リリー・マルレーン ライナー・ヴェルナー・フ 色刷 85 l枚 98P16004 
アスピンダー

1850 リング・リング・リング涙の 工藤栄一 色刷 85 l枚 98PI6005 
チャンピオンベルト

1851 林檎の木 ヘルマ・サンダース=ブラ 色刷 85 4枚 98PI6006 
ームス

1852 りんご白書 アーサー・ヒラー 色刷 85 l枚 98P16007 

1853 隣人 アラン・ J・パクラ 色刷 85 l枚 98P16008 

1854 類人猿ターザン ジョン・デレク 色刷 85 l枚 98PI6009 

1855 yレーカス・ルーカス アイゴー・オージンス 色刷 85 l枚 98P1601O 

1856 ルーキー クリント・イーストウッド 色刷 85 4枚 98P16011 

1857 lレーという女 ジエリー・シャツツパーグ 色刷 85 l枚 98P16012 

1858 lレードウィヒ復元完全版 ルキノ・ヴイスコンティ 色刷 85 l枚 98P16013 

1859 yレードウィヒ 神々の黄昏 ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 4枚 98P16014 

1860 yレード・ボーイ ジャック・ハザン 色刷 85 l枚 98P16015 

1861 yレーノt アレハンドロ・アグレスティ 色刷 85 l枚 98P16016 

1862 ルームメイト ノtーベット・シュローダー 色刷 85 4枚 98P16017 

1863 ルシア ウンベルト・ソラス 色刷 85 l枚 98P16018 

1864 ルシアンの青春 ルイ・マル 色刷 85 l枚 98P16019 

1865 ル・ジタン ジョゼ・ジョパンニ 色刷 85 l枚 タイトル右下 98P16020 

1866 ル・ジタン ジョゼ・ジョパンニ 色刷 85 l枚 タイトル中央下 98P16021 
寄り

1867 ルデイ 涙のウイニング・ラン デビッド・アンスポー 色刷 85 l枚 98P16022 

1868 流転の海 粛藤武市 色刷 85 4枚 98PI6023 

1869 ルナ ベルナルド・ベルトルッチ 色刷 85 l枚 98P16024 

1870 lレ・ノ~)レ エットーレ・スコラ 色刷 85 4枚 98P16025 

1871 ルパン三世 カリオストロの城 宮崎駿 色刷 85 l枚 98P16026 

1872 ルパン三世 カリオストロの城 宮崎駿 色刷 84 l枚 98P16027 

1873 ルパン三世パビロンの黄金伝 鈴木清11展・吉田しげつぐ 色刷 85 l枚 98P16028 
説

1874 ルパン三世風魔一族の陰謀 大関雅幸 色刷 85 l枚 98P16029 

1875 ルパン三世 ルパシ唱クローン 吉川惣司 色刷 85 l枚 98P16030 

1876 lレピー・カイロ グレム・クリフォード 色刷 85 4枚 98P16031 

1877 ルルの時代 ビガス・ルナ 色刷 85 l枚 98PI6032 
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1878 冷血 渡辺護 色刷 85 l枚 98P16033 

1879 霊幻道士 リッキー・リュウ 色刷 85 2枚 98P16034 

1880 霊幻道士2 キヨンシーの息子 リッキー・リュウ 色刷 85 l枚 表面副題青色地 98P16035 
たち! に黄色字

1881 霊幻道士2 キヨンシーの息子 リッキー・リュウ 色刷 85 l枚 表面副題赤色地 98P16036 
たち! に黄色字

1882 霊幻道士3 キヨンシーの七不 リッキー・リュウ 色刷 85 1枚 裏面に切り抜き 98P16037 
思議 用キヨンシ一札

あり

1883 霊幻道士3 キヨンシーの七不 リッキー・リュウ 色刷 85 5枚 98P16038 
思議

1884 霊幻道士完結篇最後の霊戦 リッキー・リュウ 色刷 85 l枚 98P16039 

1885 レイザーパック ラッセル・マルケイ 色刷 85 l枚 98P16040 

1886 レイジ・イン・ハーレム ビル・デューク 色刷 85 4枚 98P16041 

1887 令嬢ターニャ ピョートル・トドロアスキー 色刷 85 l枚 98P16042 

1888 令嬢物語ハードコア フィリップ・ドレクスラー 色刷 85 l枚 98P16043 
Jr. 

1889 レイジング・ケイン ブライアン・デ・パルマ 色刷 85 l枚 98P16044 

1890 レイジング・ブル マーチン・スコシージ 色刷 85 4枚 98P16045 

1891 レイズ・ザ・タイタニック ジエリー・ジェームソン 色刷 85 l枚 裏面解説文縦書 98P16046 
き

1892 レイズ・ザ・タイタニック ジエリー・ジェームソン 色刷 85 4枚 裏面解説文横書 98P16047 
き

1893 レイダース 失われたアーク スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 4枚 タイトル赤字 98P16048 
(聖橿)

1894 レイダース 失われたアーク スティーブン・スピルパーグ 色刷 85 4枚 タイトル赤白グ 98P16049 
(聖橿) ラデーション

1895 レイチェル・ペーパー ダミアン・ハリス 色刷 85 l枚 98P16050 

1896 レイト・フォー・ディナー W ・D・リクター 色刷 85 4枚 98P16051 

1897 レインボウ ケン・ラッセル 色刷 85 2枚 98P16052 

1898 レインマン パリー・レビンソン 色刷 85 4枚 98P16053 

1899 レーサー ジェームス・ゴールドスト 色刷 85 l枚 98P16054 
一ン

1900 レーチェル レーチェル ポール・ニューマン 色刷 84 l枚 98P16055 
二つ折り

1901 レオロ ジャン=クロード・ローゾン 色刷 85 l枚 98P16056 

1902 レガシー リチヤード・マーカンド 色刷 85 l枚 タイトル緑色字 98P16057 

1903 レガシー リチヤード・マーカンド 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P16058 

1904 歴史としての聖書 ハラルト・ラインル 色刷 85 l枚 98P16059 
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平成10年度収集寄贈貿料 中村洋一資料

番号 タ イ ト yレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1905 レザボアドッグス クエンァイン・タフンァイ 色刷 85 4枚 98P16060 
一ノ

1906 レジエンド 光と閣の伝説 リドリー・スコット 色刷 85 4枚 98P16061 

1907 レス・ザン・ゼロ マレク・カニエフスカ 色刷 85 4枚 98P16062 

1908 REX 恐竜物語 角川春樹 色刷 85 4枚 図柄青空 98P16063 

1909 REX 恐竜物語 角川春樹 色刷 85 4枚 図柄夜空 98P16064 

1910 レッズ ウォーレン・ビーティ 色刷 85 l枚 アカデミー賞受 98P16065 I 
賞前

1911 レッズ ウォーレン・ピーティ 色刷 85 l枚 アカデミー賞受 98P16066 
賞後

1912 レッスン 長谷部安春 色刷 85 l枚 98P16067 

1913 レッスンC アントレ・ファルワシ 色刷 85 l枚 98P16068 

1914 レッツ・ゲット・ロスト ブルース・ウェーパー 色刷 23.0x 18.3 5枚 98P16069 

1915 レッド・オクトーパーを追え! ジョン・マクティアナン 色刷 85 4枚 98P16070 

1916 レッド・サン テレンス・ヤング 色刷 85 l枚 98P16071 

1917 レッド・スコルピオン ジョセフ・ジトー 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P16072 

1918 レッド・スコルピオン ジョセフ・ジトー 色刷 85 l枚 タイトル金色字 98P16073 

1919 レッド・ダスト イム・ホー 色刷 85 l枚 98P16074 

1920 レッド・ツェッペリン狂熱の ピーター・クリフトン外1名 単色刷 85 l枚 98P16075 
ライブ

1921 レッドバロン ロジャー・コーマン 色刷 85 l枚 98P16076 I 

1922 レッドブル ウォルター・ヒyレ 色刷 85 4枚 98P16077I 

1923 レッドブルベルーシ ウォルター・ヒyレ 色刷 85 l枚 98P16078 

1924 レッドロック 裏切りの銃弾 ジョン・ダール 色刷 85 l枚 98P16079 

1925 レディ・カロライン ロパート・ボルト 色刷 85 l枚 98P16080 

1926 レディ・ジェイソン地獄のキ マイケル .A・シンプソン 色刷 85 l枚 98P16081 
ヤンプ

1927 レディ・チャタレー ローレンス・ウェーパー 色刷 85 l枚 98P16082 

1928 レディ・ドール ジャン=ルイ・リシヤール 色刷 85 l枚 98P16083 

1929 レディ・ドール3 ジュリアーナ・ガンバ 色刷 85 l枚 98P16084 

1930 レディ・ハード 香港大捜査線 コリー・ユエン 色刷 85 l枚 98P16085 

1931 レディ・パニッシュ 暗号を歌 アンソニー・ペイジ 色刷 85 l枚 98P16086 
う女

1932 レディホーク リチヤード・ドナー 色刷 85 l枚 タイトル上 98P16087 

1933 レディホーク リチヤード・ドナー 色刷 85 2枚 タイトル下 98P16088 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1934 READYI LADY レディ!レ 太田圭 色刷 85 4枚 98P16089 
デイ

1935 レナードの朝 ペニー・マーシャル 色刷 85 4枚 98P16090 

1936 レニ レイ・ミュラー 色刷 85 l枚 98P16091 

1937 レニー・ブルース ボプ・フォッシー 色刷 85 l枚 98P16092 

1938 レニングラード・カウボーイズ アキ・カウリスマキ 色刷 85 3枚 98P16093 
モーゼに会う

1939 レニングラード・カウボーイ アキ・カウリスマキ 色刷 85 l枚 98P16094 
ズ・ゴー・アメリカ

1940 レニングラード攻防戦 ミハエル・エルショフ 色刷 85 1枚 98P16095 

1941 レプスキー危機一発 ロシア皇 ガイ・ハミルトン 色刷 85 l枚 98P16096 
常の秘宝

1942 レプスキー最後の挑戦 コート クロード・ベルナ-Jレ・オ 色刷 85 l枚 98P16097 
ダジュール殺人事件 ベール

1943 レプスキー絶体絶命 その男凶 ジョルジュ・ロートネル 色刷 85 l枚 98P16098 
暴につき

1944 レプスキー大胆不敵 ジェネシ ヤノット・シュワルツ 色刷 85 l枚 98P16099 
スNo.18

1945 レフティ 左手でっかんだ青春 ジェームス・トンプソン外l色刷 85 l枚 98P16100 
名製作

1946 レプリコップ未来刑事 ボプ・コリンズ 色刷 85 l枚 98P16101 

1947 レベッカ アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 1枚 タイトル上 98P16102 

1948 レベッカ アルフレッド・ヒッチコック 色刷 85 l枚 タイトル下 98P16103 

1949 レベルポイント ジョナサン・キャプラン 色刷 85 l枚 98P16104 

1950 レポマン アレックス・コックス 色刷 85 l枚 98P16105 

1951 レポリューションめぐり逢い ヒュー・ハドソン 色刷 85 l枚 98P16106 

1952 レマゲン鉄橋 ジョン・ギラーミン 色刷 17.2X 17.7 l枚 98P16107 

1953 レム 太田達也 色刷 85 l枚 98P16108 

1954 レモ第lの挑戦 ガイ・ハミルトン 色刷 85 2枚 98P16109 

1955 レモネード・ジョー或いは、 オルジドフ・リプスキー 色刷 21.1 x60.2 l枚 98P1611O 
ホースオペラ 六つ折り

1956 恋愛小説 ヴァレーリー・トドロフス 色刷 85 l枚 98P16111 
キー

1957 恋愛小説ができるまで クリスチャン・ヴァンサン 色刷 85 4枚 98P16112 

1958 恋愛日記 フランソワ・トリュフォー 色刷 85 l枚 98P16113 

1959 恋愛の法則 マイケル・ステインパーグ 色刷 85 l枚 98P16114 

1960 連合艦隊 松林宗恵 色刷 85 l枚 98P16115 

1961 煉識エロイカ 吉田喜重 単色刷 85 l枚 98P16116 
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番号 タ イ ト Jレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1962 レンズマン 広川和之 色刷 85 l枚 裏面解説文縦書 98P16117 
き

1963 レンズマン 広川和之 色刷 85 3枚 裏面解説文横書 98P16118 
き

1964 レンタ・コップ ジエリー・ロンドン 色刷 85 l枚 98P16119 

1965 レンプラント ヨス・ステリング 色刷 85 l枚 98P16120 

1966 恋恋風塵(れんれんふうじん) 侯孝賢 色刷 85 4枚 98P16121 

1967 ロアーズ ノエル・マーシャル 色刷 85 l枚 98P16122 

1968 ロアーズ ノエル・マーシャル 色刷 A4 l枚 98P16123 

1969 ロアン・リンユイ スタンリー・クワン 色刷 85 4枚 98P16124 

1970 ロイドの要心無用 フレッド・ニューメイヤー 色刷 85 l枚 98P16125 

1971 ロイビーン ジョン・ヒューストン 色刷 A4 l枚 98P16126 

1972 老人Z 北久保弘之 色刷 85 4枚 98P16127 

1973 老人と海 ジャン・ユンカーマン 色刷 85 4枚 98P16128 

1974 老人と子供 クロード・ベリ 色刷 85 l枚 98P16129 

1975 浪人街 黒木和雄 色刷 85 4枚 98P16130 

1976 ローカル・ヒーロー夢に生き ピル・フオーサイス 色刷 85 l枚 98P16131 
た男

1977 ローザ・ルクセンブ1レク マJレガレーテ・フォン・ト 色刷 85 l枚 98P16132 
ロッタ

1978 ローズ マーク・ライデル 色刷 85 l枚 98P16133 

1979 ローズ家の戦争 ダニー・デビート 色刷 85 4枚 98P16134I 

1980 ローズ家の戦争号外THE離 ダニー・デビート 印刷 84 l枚 98P16135 
婚TIMES 二つ折り

1981 ローズノtッド オットー・フレミンジャー 色刷 85 l枚 98P16136 

1982 ローズヒルの女 アラン・タネ-)レ 色刷 85 5枚
捌 6137

1

1983 ローズマリー ジョゼフ・ジトー 色刷 85 l枚 98P16138 

1984 ローズマリーの赤ちゃん ロマン・ポランスキー 単色刷 85 l枚 98P16139 

1985 ローズマリーの赤ちゃん ロマン・ポランスキー 色刷 85 l枚 98P16140 

1986 ローズランド ジェイムズ・アイヴォリイ 色刷 85 l枚 98P16141 

1987 ローゼンクランツとギルデンス トム・ストッパード 色刷 85 l枚 98P16142 
ターンは死んだ

1988 ローデット・ウェポンl ジーン・クインターノ 色刷 85 l枚 98P16143 

1989 ロード・キル ブルース・マクドナルド 色刷 85 l枚 98P16144 

1990 ロードス島戦記 永丘典昭外2名 色刷 85 l枚 98P16145 

1991 ロードハウス孤独の街 ローデイ・へリントン 色刷 85 4枚 98P16146 
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番号 タ イ ト lレ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

1992 Ronin(ろ一にん) 坂本竜馬 河合義隆 色刷 85 4枚 98P16147 

1993 ローマ常国の滅亡 アンソニー・マン 色刷 85 l枚 98P16148 

1994 ローマで‘起った奇妙な出来事 リチヤード・レスター 色刷 85 l枚 98P16149 

1995 ローマに散る フランチェスコ・ロージ 色刷 85 l枚 98P16150 

1996 ローマのしのび逢い ミケーレ・ルーボ 色刷 85 l枚 98P16151 

1997 ローマの休日 ウィリアム・ワイラー 色刷 85 2枚 裏面解説文縦書 98P16152 
き

1998 ローマの休日 ウィリアム・ワイラー 色刷 85 l枚 裏面解説文横書 98P16153 
き

1999 ローラ LOLA ジャック・ドゥミ 色刷 85 4枚 98P16154 

2000 ローラー・ブギ マーク・ L・レスター 色刷 85 l枚 図柄イラスト 98P16155 

2001 ローラー・ブギ マーク・ L・レスター 色刷 85 l枚 図柄写真 98P16156 

2002 ローラーボーイズ リック・キング 色刷 85 l枚 98P16157 

2003 ローラーボール ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 タイトル白色字 98P16158 
(樺色影あり)

2004 ローラーボール ノーマン・ジュイソン 色刷 85 l枚 タイトル黄色字 98P16159 
(藤色影あり)

2005 ローリング・キッズ グレアム・クリフォード 色刷 85 4枚 98P16160 

2006 ローリング・サンタ守一 ジョン・フリン 色刷 85 l枚 98P16161 

2007 ローリング・ストーンズ-イ デビッド・メイズルス 色刷 85 2枚 98P16162 
ン・ギミー・シェルター

2008 ロールスロイスに銀の銃 オシー・デイビス 色刷 85 l枚 98P16163 

2009 六神合体ゴ、ッドマース 今沢哲男 色刷 85 l枚 白色ベース 98P16164 

2010 六神合体ゴッドマース 今沢哲男 色刷 85 l枚 黒色ベース 98P16165 

2011 ろくでなしBLUES(ブルース) 角銅博之 色刷 85 2枚 98P16166 
1993 

2012 鹿鳴館 市川昆 色刷 85 4枚 98P16167 

2013 ロケーション 森崎東 色刷 85 l枚 98P16168 

2014 ロケッティア ジョー・ジョンストン 色刷 85 4枚

2015 ロザリー・ゴーズ・ショッピン パーシー・アドロン 色刷 85 4枚 98P16170 
グ

2016 ロザリオの悲しみ エリプランド・ピスコンティ 色刷 85 l枚 98P16171 

2017 ロザリンとライオン ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 B5 l枚 図柄サーカス 98P16172 
クス

2018 ロザリンとライオン ジャン=ジャック・ベネッ 色刷 85 4枚 図柄ライオンと 98P16173 
クス 女性

2019 ロサンゼルス マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 図柄チャールズ 98P16174 
-ブロンソン
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番号 タ イ ト 1レ 監 督 品質・形状 用紙サイズ 員数 備 考 備品番号

2020 ロサンゼルス マイケル・ウィナー 色刷 85 l枚 図柄夜景 98P16175 

2021 ロシア・ハウス フレッド・スケピシ 色刷 85 4枚 98P16176 

2022 ロシアン・ルーレット ニコラス・メイヤー 色刷 85 4枚 98P16177 

2023 ロジャー&ミー マイケル・ムーア 色刷 85 l枚 98P16178 

2024 ロジャー-ラビット ロパート・ゼメキス 色刷 85 3枚 98P16179 

2025 露出 グスタフ・ウイクランド 色刷 18.0X40.7 l枚 98P16180 
二つ折り

2026 ロシュフォールの恋人たち ジャック・ドゥミ 色刷 85 3枚 タイトル2行 98P16181 

2027 ロシュフォールの恋人たち ジャック・ドゥミ 色刷 85 l枚 タイト 1レl行 98P16182 

2028 ロス・アミーゴ パオロ・カバーラ 色刷 85 l枚 98P16183 

2029 ロス女刑事 マーティー・オルステイン 色刷 85 l枚 98P16184 

2030 ロス市警特捜刑事 ドロシー・ブーゾ 色刷 85 l枚 98P16185 

2031 ロストボーイ ジョエル・シュマッチャー 色刷 85 l枚 タイトルl行 98P16186 

2032 ロストボーイ ジョエル・シュマッチャー 色刷 85 l枚 タイトル2行 98P16187 

2033 ロスト・ロスト・ロスト ジョナス・メカス作品 色刷 85 3枚 98P16188 

2034 ロッカーズ テオドロス・パファルコス 色刷 85 l枚 98P16189 

2035 六ヶ所(ろっかしょ)人聞記 山郵伸貴構成・編集・現場 単色刷 85 l枚 98P16190 
録音

2036 ロッキー ジョン・ G・アピルドセン 色刷 85 l枚 98P16191 

2037 ロッキー2 シルベスター・スタローン 色刷 85 l枚 98P16192 

2038 ロッキー3 シルベスター・スタローン 色刷 85 l枚 タイトル黒色字 98P16193 

2039 ロッキー3 シルベスター・スタローン 色刷 85 l枚 タイトル白色字 98P16194 

2040 ロッキ-4 炎の友情 シルベスター・スタローン 色刷 85 3枚 裏面解説文青色 98P16195 
字

2041 ロッキー4 炎の友情 シルベスター・スタローン 色刷 85 3枚 裏面解説文緑色 98P16196 
字

2042 ロッキー5 最後のドラマ ジョン・ G.アピルドセン 色刷 85 l枚 タイトル金色字 98P16197 

2043 ロッキー5 最後のドラマ ジョン .G.アピJレドセン 色刷 85 3枚 タイトル白色字 98P16198 

2044 ロッキー・ホラー-ショー ジム・シャーマン 色刷 85 l枚 裏面解説文縦書 98P16199 
き

2045 ロッキー・ホラー・ショー ジム・シャーマン 色刷 85 l枚 裏面解説文横書 98P16200 
き 裏面最下段
に『特別モーニ
ング・ショー」
「トークショーJ
他の案内あり
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2046 ロッキー・ホラー・ショー ジム・シャーマン 色刷 85 3枚 裏面解説文横書 98P16201 
き 裏面最下段
に「ものがたりJ
(あらすじ)あり

2047 ロッキーを越えて スチュワート・ラフィル 色刷 85 l枚 98P16202 

2048 ロックアップ ジョン・フリン 色刷 85 l枚 タイトル白色地 98P16203 
に赤色字

2049 ロックアップ ジョン・フリン 色刷 85 l枚 タイトル黒色地 98P16204 
に赤色字

2050 ロック公園ジャゾンE世 ラウJレ.)レイス 色刷 85 l枚 98P16205 

2051 ロックショー ポール・マッカ トム・プリーストリー他製作 色刷 85 l枚 98P16206 
ートニー&ウイングス

2052 ロックよ、静かに流れよ 長崎俊一 色刷 85 3枚 98P16207 

2053 ロックン・ルージュ デピット・パートン・モリス 色刷 85 l枚 98P16208 

2054 ロックンロール ピーター・クリフトン 色刷 85 l枚 98P16209 

2055 ロックンロール・エクスプロー シド・レピン外1名 色刷 85 l枚 98P1621O 
ジョン

2056 ロパと王女 ジャック・ドミー 色刷 85 l枚 98P16211 

2057 ロビンソナーダ ナナ・ジョルジャーゼ 色刷 85 3枚 98P16212 

2058 ロビンソンの庭 山本政志 色刷 85 3枚 98P16213 

2059 ロビンとマリアン リチヤード・レスター 色刷 85 l枚 98P16214 

2060 ロビン・フッド ケビン・レイノルズ 色刷 85 l枚 98P16215 

2061 ロビン・フッド ジョン・アーピン 色刷 85 3枚 98P16216 

2062 ロビン・フッド ディズニー映画 色刷 9.7X53.6 l枚 98P16217 
四つ折り

2063 ロビン・フッド ディズニー映画 色刷 85 l枚 98P16218 

2064 ロビン・フッド キング・オプ メル・プルックス 色刷 85 2枚 98P16219 
-タイツ

2065 ロブ・ロウのおかしなおかしな ピーター・ボグダノピッチ 色刷 85 l枚 98P16220 
探偵物語

2066 ロボコップ ポール・パーホーベン 色刷 85 3枚 98P16221 

2067 ロボコップ2 アーピン・カーシュナー 色刷 85 3枚 図柄ロボコップ 98P16222 
の上半身

2068 ロボコップ2 アーピン・カーシュナー 色刷 85 l枚 図柄ロボコップ 98P16223 
の全身

2069 ロポコップ3 フレッド・デッカー 色刷 85 3枚 図柄ロポコップ 98P16224 
の顔

2070 ロポコップ3 フレッド・デッカー 色刷 85 3枚 図柄ロボコップ 98P16225 
の全身

2071 ロポフォース 鉄甲無敵マリア デピット・チャン 色刷 85 l枚 98P16226 
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2072 ロボポリス カレン・プレイン 色刷 85 l枚 98P16227 

2073 ロマノフ王朝の最期 エレム・クリモフ 色刷 85 l枚 98P16228 I 

2074 ロマンシング・ストーン秘宝 ロパート・ゼメキス 色刷 85 l枚 98P16229 
の谷

2075 ロマンチック・コメデイ アーサー・ヒラー 色刷 85 l枚 98P16230 

2076 ロミオ&ジュリア マ・ン・ハ・ ケヴイン・カウフマン 色刷 85 l枚 98P16231 
ツ・タ・ン・の・い・た・ず・ら

2077 ロミオとジュリエット フランコ・ゼフイレッリ 色刷 85 l枚 東京音協特別鑑 98P16232 
賞会

2078 ロミオとジュリエット フランコ・ゼフイレッリ 色刷 85 3枚 枠あり ピカデ 98P16233 
リーl

2079 ロミオとジュリエット フランコ・ゼフイレツリ 色刷 85 l枚 枠なし武蔵野 98P16234 
館外l館

2080 ロミオとジュリエット フランコ・ゼフイレツリ 色刷 85 3枚 枠なしニュー 98P16235 
東宝

2081 ロミオとジュリエット ポーlレ・ツインナー製作 色刷 85 l枚 98P16236 

2082 ロミュアルドとジュリエット コリーヌ・セロー 色刷 85 l枚 98P16237 

2083 ロリーポップ アシュレイ・サラザス 色刷 85 l枚 98P16238 

2084 ロリ・マドンナ戦争 リチヤード・ c.サラフィ 色刷 85 l枚 98P16239 
アン

2085 ロレンツォのオイル命の詩 ジョージ・ミラー 色刷 85 l枚 98P16240 

2086 ロングウェイ・ホーム ロパート・マーコウィッツ 色刷 85 l枚 タイトル赤色字 98P16241 

2087 ロングウェイ・ホーム ロパート・マーコウィッツ 色刷 85 l枚 タイトル緑・青 98P16242 
色地に薄茶色字

2088 ロング・ワオーク・ホーム リチヤード・ピアス 色刷 85 3枚 98P16243 

2089 ロング・グッドパイ ロパート・アルトマン 色刷 85 l枚 98P16244 

2090 ロングタイム・コンパニオン ノーマン・ルネ 色刷 85 2枚 98P16245 

2091 ロング・ライダーズ ウォルター・ヒル 色刷 85 l枚 98P16246 

2092 ロンゲスト・ヤード ロパート・アルドリッチ 色刷 85 l枚 98P16247 

2093 ロンドン・キルズ・ミー ハニフ・クレイシ 色刷 85 3枚 98P 1 6248 

2094 ロンメル軍団を叩け へンリー・ハサウェイ 色刷 85 l枚 98P 1 6249 

2095 ロンリーウェイ o.s ・エベレット 色刷 85 1枚 98P16250 

2096 ロンリーウェイ o.s ・エベレット 単色刷 84 l枚 98P16251 

2097 ロンリー・ハート ブルーズ・ペレスフォード 色刷 85 3枚 98P16252 

2098 ロンリー・ブラッド ジェイムス・フォリー 色刷 85 l枚 98P16253 

2099 ワーキング・ガーJレ マイク・ニコルズ 色刷 85 3枚 98P16254 

2100 ワーキング・ガールズ リジー・ポーデン 色刷 85 l枚 98P16255 
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2101 ワーグナーとコジマ ベーター・パツァック 色刷 85 3枚 98P16256 

2102 ワーテルロー セルゲイ・ボンダルチュク 色刷 85 l枚 98P16257 

2103 ワールド・アパート クリス・メンゲス 色刷 85 3枚 98P16258 

2104 ワールド・アパートメント・ホ 大友克洋 色刷 85 3枚 98P16259 
フー

2105 ワーJレド・パイ・ナイトTODAY ジャンニ・ブロイア 色刷 85 l枚 98P16260 

2106 ワールド・ファッション ロパート・フリーマン 色刷 17.5x34.9 l枚 98P16261 
二つ折り

2107 ワーロック スティーブ・マイナー 色刷 85 l枚 98P16262 

2108 ワイアット・アープ ローレンス・カスダン 色刷 85 2枚 図柄人物l人 98P16263 

2109 ワイアット・アープ ローレンス・カスダン 色刷 85 3枚 図柄人物3人 98P16264 

2110 ワイオミング リチヤード・ラング 色刷 85 l枚 98P16265 

2111 ワイルド・アット・ハート デビッド・リンチ 色刷 85 l枚 98P16266 

2112 ワイルド・アパッチ ロパート・アルドリッチ 色刷 85 2枚 98P16267 

2113 ワイルド・エンジエJレ ロジャー・コーマン 色刷 85 l枚 98P16268 

2114 ワイルド・エンジェル ロジャー・コーマン 単色刷 85 l枚 98P16269 

2115 ワイルド・ギース アンドリュー .v・マクラ 色刷 85 l枚 98P16270 
グレン

2116 ワイルドキャッツ マイケル・リッチー 色刷 85 l枚 98P16271 

2117 ワイルドスタイJレ チャーリー・エーハン 色刷 85 l枚 98P16272 

2118 ワイルドトレイJレ アンソニー・ M・ドーソン 色刷 85 l枚 98P16273 

2119 ワイルドパーティー ラス・メイヤー 色刷 85 l枚 98P16274 

2120 ワイルド・ブラック 少年の黒 キャロル・パラード 色刷 85 l枚 98P16275 
い馬

2121 ワイルト・ブリット ジョン・ウー 色刷 85 3枚 98P16276 

2122 わが愛の譜滝廉太郎物語 津井信一郎 色刷 85 2枚 98P16277 

2123 わが愛は消え去りて フランク・ペリー 色刷 85 l枚

2124 若いけものたち ジョン・マッケンジー 色刷 85 l枚 98P16279 

2125 わが美しき愛と哀しみ ジョゼ・ピネイロ 色刷 85 l枚 98P16280 

2126 若き勇者たち ジョン・ミリアス 色刷 85 3枚 タイトル赤色字 98P16281 

2127 若き勇者たち ジョン・ミリアス 色刷 85 3枚 タイトル白色字 98P16282 

2128 若草の祈り ライオネル・ジェフリーズ 色刷 85 l枚 98P16283 

2129 若草の祈り ライオネル・ジェフリーズ 単色刷 85 l枚 98P16284 

2130 若草物語 ジリアン・アームストロング 色刷 85 l枚 98P16285 

2131 若草物語 マーピン・ルロイ 色刷 85 l枚 98P16286 
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2132 わがd心の詩 1レーチョ・デ・カルロ 色刷 85 1枚 98PI6287 

2133 わが心のジェニファー ジョー・プルックス 色刷 85 l枚 98P16288 

2134 わが，心の炎 アラン・タネール 色刷 85 l枚 98PI6289 

2135 わが心のポルチモア パリー・レピンソン 色刷 85 l枚 98P16290 

2136 わが青春のアルカディア 松本零士企画・原作・構成 色刷 85 3枚 98P16291 

2137 わが青春のイレブン 降旗康男 色刷 85 l枚 98PI6292 

2138 わが青春の輝き ギリアン・アームストロング 色刷 85 l枚 98PI6293 

2139 わが青春のとき 森川時久 色刷 85 l枚 98P16294 

2140 わが青春のフロレンス マウロ・ボロニーニ 色刷 85 l枚 98PI6295 

2141 わが魂の詩(うた)・ラーガ ハワード・ワース 色刷 85 l枚 98PI6296 

2142 わが父バードレ・ヌエストロ フランシスコ・レゲイロ 色刷 85 l枚 98P16297 

2143 わが闘争 製作トーレ・シェーベルイ 色刷 85 l枚 98P16298 

2144 わが友イワン・ラプシン アレクセイ・ゲルマン 色刷 85 2枚 98P16299 

2145 吾輩は猫である 市川昆 色刷 85 2枚 98P16300 

2146 わが街 ローレンス・カスダン 色刷 85 3枚 98PI6301 

2147 わが緑の大地 ポール・ニューマン 色刷 85 l枚 98P16302 

2148 若者たち 森川時久 色刷 85 l枚 タイトル縦書き 98P16303 

2149 若者たち 森川時久 色刷 85 l枚 タイトル横書き 98P16304 

2150 若者の詩(うた) ジュールス・プリッケン 色刷 85 l枚 98PI6305 

2151 若者のすべて ロッコと兄弟た ルキノ・ヴィスコンティ 色刷 85 l枚 98PI6306 
ち

2152 別れぬ理由 降旗康男 色刷 85 3枚 98P16307 

2153 別れの朝 ジャン=ガブリエル・アル 色刷 14.8x41.8 l枚 98PI6308 
ピコツコ 二つ折り

2154 別れのクリスマス デビッド・へミングス 色刷 85 l枚 98P16309 

2155 別れのこだま ドン・テイラー 色刷 85 l枚 98PI631O 

2156 別れの街角 アンソニー・シモンズ 色刷 85 l枚 98PI6311 

2157 わかれ路 マーク・ライデル 色刷 85 3枚 98P16312 

2158 惑星ソラリス アンドレイ・夕1レコアスキー 色刷 85 l枚 赤色ベース 98P16313 

2159 惑星ソラリス アンドレイ・夕Jレコアスキー 色刷 85 l枚 朱色ベース 98P16314 

2160 惑星ソラリス アンドレイ・タルコアスキー 色刷 85 l枚 樫色ベース岩 98P16315 
波ホールちらし

2161 惑星ソラリス アンドレイ・タルコアスキー 色刷 85 l枚 檀色ベース 日 98PI6316 
劇文化ちらし

2162 惑星ソラリス アンドレイ・タルコアスキー 色刷 85 3枚 タイトル紫色字 98P16317 
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2163 惑星大戦争 福岡純 色刷 A4 l枚 98P16318 

2164 鷲の指輪 アンジェイ・ワイダ 色刷 B5 l枚 98P16319 

2165 鷲は舞いおりた ジョン・スタージェス 色刷 B5 l枚 98P16320 

2166 鷲は舞いおりた ジョン・スタージェス 色刷 A4 l枚 98P16321 

2167 忘れじの面影 マックス・オフュールス 色刷 B5 l枚 98P16322 

2168 私が愛したグリンゴ ルイス・プエンソ 色刷 B5 l枚 98P16323 

2169 私がウォシャウスキー ジェフ・カニュー 色刷 B5 3枚 98P16324 

2170 私に汚い言葉を云って アンソニー・スピネリ 色刷 B5 l枚 98P16325 

2171 私の愛したゴースト ジェームス・D・パリオット 色刷 B5 3枚 98P16326 

2172 私の愛するテーマ アンヌ=マリー・ミエヴィル 色刷 B5 3枚 98P16327 

2173 私の中のもうひとりの私 ウデイ・アレン 色刷 B5 3枚 98P16328 

2174 私の20世紀 MY20TH イルデイコ・エミエデイ 色刷 B5 3枚 98P16329 
CENTURY 

2175 私のパパはマフィアの首領 スーザン・セイデルマン 色刷 B5 l枚 98P16330 

2176 私の夜はあなたの昼より美しい アンジェイ・ズラウスキー 色刷 B5 3枚 98P16331 

2177 私は好奇心の5E齢、女 ヴィルゴッド・シェーマン 色刷 A4 l枚 98P16332 
三つ折り

2178 私は好奇心の5郎、女 ヴ「イルゴッド・シェーマン 単色刷 B5 l枚 日本万博記念 98P16333 
二つ折り 「日本国際映画

祭ちらしj

2179 私は人魚の歌を聞いた パトリシア・ロゼマ 色刷 B5 l枚 98P16334 

2180 私を好きなのは誰? 新藤光裕 単色刷 B5 l枚 98P16335 

2181 私を抱いてそしてキスして 佐藤純禰 色刷 B5 l枚 98P16336 

2182 綿(わた)の国星 辻伸一 色刷 B5 l枚 98P16337 

2183 渡り川 森康行 色刷 B5 l枚 98P16338 

2184 WAX(ワックス) 蛮蜂テレビの デイヴィッド・ブレア 色刷 18.2X 18.2 l枚 98P16339 
発見

2185 ワックスワーク2 失われた時 アンソニー・ヒコックス 色刷 B5 l枚 98P16340 
空

2186 ワッツタックス メル・スチュワート 色刷 B5 l枚 タイトル上 98P16341 

2187 ワッツタックス メル・スチュワート 色刷 B5 l枚 タイトル下 98P16342 

2188 畏ブルーム事件 エーリッヒ・エンゲル 色刷 B5 l枚 98P16343 

2189 笑う大捜査線 E.B.クラッチャー 色刷 B5 l枚 98P16344 

2190 わらの犬 サム・ペキンパー 色刷 B5 l枚 98P16345 

2191 わらの男 ピエトロ・ジェルミ 色刷 12.9x35.5 l枚
二つ折り
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2192 わるいやつら 野村芳太郎 色刷 B5 l枚 98P16347 

2193 我が人生最悪の時 林海象 色刷 B5 3枚 98P16348 

2194 我らが熱き日々HOTJAM ‘80 HOT JAM '80シアターフ 色刷 B5 l枚 98P16349 
レンズ外製作

2195 ワン・オン・ワン ラモント・ジョンソン 色刷 B5 l枚 98P16350 

2196 ワン・カップ・オブ・コーヒー ロビン・ B.アームストロ 色刷 B5 l枚 98P16351 
ング

2197 湾岸道路 東陽一 色刷 B5 l枚

2198 ワンス・アポン・ア・タイム ツイ・ハーク 色刷 B5 l枚 98P16353 I 
天地大乱

2199 ワンス・アポン・ア・タイム・ セルジオ・レオーネ 色刷 B5 l枚 日本語タイトル 98P16354 I 
イン・アメリカ 3行

2200 ワンス・アポン・ア・タイム・ セルジオ・レオーネ 色刷 B5 l枚 日本語タイトル
イン・アメリカ l行

2201 ワンダとダイヤと優しい奴ら チャールズ・クライトン 色刷 B5 l枚 98P16356 

2202 ワンダフJレ・ファミリーベイ トム・ロベルースキートラ 色刷 B5 3枚
ビートーク3 イスター

2203 ワンダラーズ フィリップ・カウフマン 色刷 B5 l枚 98P16358 

2204 わんぱく戦争 イブ・ロベール 色刷 B5 l枚 98P16359 

2205 わんぱくデニス ニック・キャッスル 色刷 B5 l枚 図柄人物l人と 98P16360 I 
犬

2206 わんぱくデニス ニック・キャッスル 色刷 B5 l枚 図柄人物2人と 98P16361 
犬

2207 わんぱく離婚同盟 パトリック・ブラウデ 色刷 B5 3枚 98P16362 

2208 ワン・フルムーン エンタ寺ヴ・エムリン 色刷 B5 l枚 98P16363 

2209 ワン・フロム・ザ・ハート フランシス・コッポラ 色刷 B5 l枚 98P16364 

2210 ワン・モア・タイム エミール・アルドリーノ 色刷 B5 3枚 98P16365 

2211 わんわん物語 ウォJレト・ディズニー・プ 色刷 B5 l枚 98P16366 
ロダクション

2212 わんわん物語 ウォルト・ディズニー・カ 色刷 A5 l枚 裏面はぬり絵用 98P16367 
ンパニー 線描き

」ーーーー
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旧吉川観方コレクション

〈資料内訳〉短冊…....・ H ・....…一………・・…..4044件4044点

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

和歌短冊「年の内に・..J あ口ち 36目4X6.0 5278 93B7137 

2 俳句短冊(六世梧洞庵残口 あ口まひ 35.6x6.0 5947 93B7138 
のぬしをいはふ)

3 俳句短冊「戸をさしに…」 あきと 35.8x6.0 0101 9387139 

4 俳句短冊(途中) あきと 35.1 x6.1 裏鉛筆書「新年J 1215 9387140 

5 俳句短冊C口風に口口送 あきら 36.3x5.7 3783 93B7141 
別)

6 俳句短冊「菊の香や・・・」 あしまろ 35.1 X6.0 「芦の凡屋松永貞口J 5061 9387142 

7 和歌短冊fとけなとの…J あたふ 36.1 X6.1 裏「此句三秋ニ懸j 0992 9387143 

8 和歌短冊(秋のはしめに) あつ子 36.3 x 6目l紙貼付「税所敦子 明治世三年二月三日残七十 4972 9387144 I 
六才J

9 和歌短冊(梅) うめ 36.2x6.0 6664 9387145 

10 俳句短冊(如月水半は蕉翁 うめ彦 36.3x6.1 裏鉛筆書「牛尾氏ヵ 南林門、徳嶋人、明治年 0497 9387146 
の写像を拝し奉りて) 中三六八J

11 和歌短冊(寄石祝) かつ子 36.1x6.0 裏「能登井藤方釜田可津子j 2922 9387147 

12 和歌短冊「あし引の・..J かつ子 36.2 x6.0 裏「京高瀬勝J 4541 9387148 

13 和歌短冊「ことのはの...J かつ子 36.3x6.0 裏「高口勝J 7222 9387149 

14 和歌短冊(述懐) かね 35.8x5.9 2519 93B7150 

15 俳句短冊「口出して・一」 かま魚 36.2x6目。 裏「樗庵残夢J鉛筆書「梅塚氏、樗庵、烏罵馬 0934 9387151 
居士、初釜(かま)魚(残夢)と号、大坂人。 J

16 和歌短冊(主君の若君・・・) き口子 17.8x3.4 4568 93B7152 

17 俳句短冊fふくよかに…J きく口 36.4X5.7 「北野鞠鳩j 5033 9387153 

18 俳句短冊f菜の花の-・・j きし麿 35.4x5.2 裏「尾州名古屋只今ハ大坂住居j 0987 9387154 

19 和歌短冊(寄琴日 きよ風 35.8x5目8裏鉛筆書「口松清風J 5682 93871551 

20 和歌短冊口口しく若君を きり子 17.8x3.4 4570 93B7156 
祝ひ奉りて)

21 和歌短冊(稲荷山時鳥) きん子 36.4x6.0 2281 93B7157 

22 和歌短冊(紅葉のころ二尊 こう女 36.2X6.0 7232 93B7158 
院にまうてけるに)

23 和歌短冊(初春) こさ丸 36.0x5.4 裏鉛筆書「京極宮公仁親王殿胡佐麿n明和七、 1424 9387159 
四j

24 和歌短冊「喜びの・・.J きか子 36.2x6.1 裏「口井きか子」 4539 93B7160 

25 和歌短冊「アマ〉ヒホ…J サクラ 36.4x6.1 裏墨書「九山治楽先生j 0787 9387161 

26 和歌短冊(時雨) さわ子 36.3x6.0 裏鉛筆書「林二OJ 1242 93B7162 

27 和歌短冊(若新樹) しきふ 36.0X5.7 N0228~233 ・ 1817~1820参照 4325 9387163 
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番号 名 称、 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

28 和歌短冊(雪満群山) しきふ 36.3x6.0 裏鉛筆書「村口人J 4327 9387164 

29 和歌短冊 しきふ 36.4x6.1 裳「八月Ji八十七姐口口J鉛筆書「五ノ三ノ内J 4337 9387165 

30 和歌短冊(松有歓聾) しきふ 36.5x6.1 「高畑式部」 4843 9387166 

31 和歌短冊(寄石祝) しけ子 36.3x6.0 裏「近江彦根町士族現住高宮村辻しけ子j 7257 9387167 

32 俳句短冊「音たて、…j しをに 36.4X6.0 4035 9387168 

33 俳句短冊C口忌) しをに 36.1 X6.1 表裏に同じ句 7194 9387169 

34 俳句短冊表「口ひ鳩の しをに 35.9X5.5 表裏に俳句 7230 9387170 

35 (表)俳句短冊「蛸始や・'J しをに 36.2X6.0 表裏に俳句・和歌 7231 9387171 
. (裏)和歌短冊旧もすか
ら・・・」

36 俳句短冊「なつかしの・・・J そっ口 35.7x5.6 0043 9387172 

37 和歌短冊「口らさじと…j たき 34.3X5.9 裏「長野義言之妻J/i長野たき 彦根藩士園学 2567 9387173 
者義言の妻J

38 和歌短冊口口月) たみ雄 30.3x5.3 4751 9387174 

39 和歌短冊旧のいづる…J たよめ 36.0X6.1 2505 9387175 

40 俳句短冊「よい中の…J たよ女 36.4X6.0 裏鉛筆書「市原多代女初道彦後乙二門慶 1931 9387176 
応元・八・二O残九三JI二七OJ

41 和歌短冊(青) ちか 35.5X6.0 「上回ちか子j 5270 9387177 

42 和歌短冊(白) ちか 35.6x6.0 5271 9387178 

43 和歌短冊(尋郭公) ちかふみ 35.5X5.6 裏鉛筆書「高太近文J 4133 9387179 

44 和歌短冊(黒) ちか子 35.6x6.0 5272 9387180 

45 俳句短冊「かさり児…J ちせき 36.3x6.0 0580 9387181 

46 和歌短冊「こころあらば つくし 36.4X6.1 2204 9387182 

47 和歌短冊(晴天鶴) ていしん 36.5X6.0 裏鉛筆書「明治十七年勅題J 6332 9387183 

48 和歌短冊(神楽) てる子 36.0X6.0 4748 9387184 

49 和歌短冊(古戦場紅葉) とし八十四連月 35.8x6.0 6970 9387185 

50 和歌短冊(湖納涼) とし八十四連月 36.0x6.0 6971 9387186 

51 和歌短冊(ふるきたらひの とし八十四連月 36.2x6.0 6973 9387187 
にはの紅葉)

52 和歌短冊「やとかさぬ・・・J とし八十四連月 36.0X5.8 6977 9387188 

53 和歌短冊(往D とせ子 36.1 x6.1 「採芹女史 (鉛筆書)花似雲j 5332 9387189 

54 和歌短冊(月) とせ子 36.5X6.1 「守部女橘登勢子J 5333 9387190 

55 和歌短冊(浦時雨) なほはる 35.8x5.5 6590 9387191 

56 和歌短冊「内ひきす・・・」 なみ子 36.2X6.0 1343 9387192 
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57 和歌短冊「みな人の・.'J のちせ 36.4X5.8 1952 93B7193 

58 和歌短冊「ちるぬまも…j のふ古 36.0X5.4 裏鉛筆書「大倉好清信古j 0344 93B7194 

59 和歌短冊(新樹) はつ子 36.1x6.0 裏f河内八代j 4563 93B7195 

60 和歌短冊(折梅) はるち 36.3x5.8 0033 93B7196 

61 和歌短冊「民草も・・'J はる子 36.2x6目。 5339 93B7197 

62 和歌短冊「降らぬのて・・・」 ひきこ 35.9x5.0 裏「龍や町中立貰小沼瓢翁文化天保人」 0988 93B7198 

63 和歌短冊(山残雪) ひき子 36.2x6.0 「鶴久子j 5341 93B7199 

64 和歌短冊(竹尾大人をしぬ ひろ子 36.0x6.0 1272 93B7200 
ひまつりて)

65 和歌短冊(蓮) ふじ腐 36.0X5.9 0671 93B7201 

66 和歌短冊「かしこくも・・・」 ふみ子 36.3X6.0 2059 93B7202 

67 和歌短冊「喜はレ・・j ふみ子 36.2x6.0 裏「新樹JI大阪市北区天満橋筋四丁目三十五番 4559 93B7203 
地近藤ふみ子」

68 和歌短冊(満山花といふこ まさひら 35.5X6目。 裏鉛筆書「萩原正平Jrメ四四J 6001 93B7204 
と口

69 和歌短冊(山家橋) みさ子 36.5X6.0 0872 93B7205 

70 和歌短冊(寄紅葉別) みち 36.6X6.0 1256 93B7206 

71 和歌短冊「山川の・・'J みち子 36.5X5.8 5337 93B7207 

72 俳句短冊「雪国の・・.J みち彦 35.9X5.9 「鈴木道彦」 5029 93B7208 

73 和歌短冊(さかきの口てし みつ子 36.3X6.0 2516 93B7209 
子といふ口を)

74 和歌短冊(柳緑映水) み雪子 35.7X5.9 「正五位正治祖母増山深雪子j 5386 93B7210 

75 和歌短冊「をしめども…J ゅう子 36.4x6.0 裏「明治廿二年二月六清口口梅薫禅口尼俗 2382 93B7211 
名ゅうJ

76 和歌短冊 ゆきの里 33.7X5.6 2228 93B7212 

77 和歌短冊(震公鳥) よし口 37.3x5.7 5675 93B7213 

78 和歌短冊「よろこびの…」 よしの 36.3x6.0 裏「花わJ鉛筆書「花輪J 2871 93B7214 

79 和歌短冊f夏くれは…j よしの 36.1 x6.1 裏「花口j 4551 93B7215 

80 俳句短冊「ふりつもり…J よしのり妻 37.1 x5.9 裏「京口口ノ門j 1903 93B7216 

81 和歌短冊(新年鶴) よね子 35.5x5.7 裏墨書「魚津町中村米子j 0264 93B7217 

82 和歌短冊「山里に・・.J らく女 36.3X6.1 7224 93B7218 

83 和歌短冊「山口との・.'J ゐと子 36.3x6.0 裏「岡田」 4547 93B7219 

84 和歌短冊(名所口よめる中 をの、口 36.2x6.1 3762 93B7220 

85 和歌短冊(秋日山行) をふね 36.3X6.0 裏鉛筆書f鈴木小舟ヵj 6344 93B7221 

86 和歌短冊「なてしこの…j 口訓 36.3x6.0 0434 93B7222 
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番号| 名 称 |署名

87 I和歌短冊「安々書慮外…JI栖鶴

88 1俳句短冊表「飛んで来 |鷺雪(裏)
る…J・裏(伊藤喜三郎君
入営を祝して)

89 1和腕冊(窓前竹口賢(表 136.2X5.71表裏に和歌

法量

35.8X5.9 

35.4X6.0 1表裏に俳句

備 考 弓
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90 1和歌短冊f来む秋の…表・ひろゆき 136.3X6.0 
裏・博之

91 1俳句短冊「二人かお…一口 136.3X6.1 

92 1俳 句短冊(賀一口 1 36.4x6.0 
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94 1和歌短冊

95 1和歌短冊(封月間昔)

庵

衛一一
35.8X5.51裏「京都寺町日蓮宗本山 本禅寺方丈之御前J 1 4339 19387230 

35.7X5.61 r大平門花垣一衛 14911 19387231 

96 1俳句短冊(奉加に出る首途|ー鴬坊
小八木おき通りて)

36.2x6.0 1裏に俳句6首あり/鉛筆書「新年J 1229 19387232 

97 1和歌短冊 |ー音

98 1俳句短冊「舗の音の…ー峨

36.2x6.1 1 1 5547 19387233 

35.1 x6.0 1裏鉛筆書「根本氏、元夢門、江戸人、文政九・ 10944 19387234 
三・二九残n二一五J

36.3X6.0 1裏鉛筆書「江洲の僧Jr X J r口八ノ内 14089 19387235 

36.3x6.1 1 1 0108 19387236 

36.1 X5.9 1裏鉛筆書「後藤一乗 11365 19387237 

99 1和 歌 短 冊 (賭弓ー具

1001俳句短冊「人のけに…一樹

1011和歌短冊(明治八年一月三|ー乗
日孝明天皇御祭日敬白)

1021和歌短冊(壬のへ申元E八|一乗
十二翁路)

36.3x6.0 1裏「後藤一乗J/r[姓名]後藤一乗彫金家 1 1366 19387238 
[生]寛政三年三月三日[残]明治九(一八七
六)年十月十七日(八六)[其他]歌俳書画をよ
くすJ

36.6x6.1 1裏鉛筆書「毛利一信諸太夫n北野社ニ碑あり 10591 1 9387239 
自身で立てた 諸太夫」

36.7x6.1 1裏鉛筆書「毛利一信諸太夫 10633 19387240 

1031和歌短冊(白河の辺まで追|一信
福のありけれハ)

1041和歌短冊(卯月の頃観月院|一信
の十三回といへるに)

1051和歌短冊(椿花) 一真 35.8X5.51裏鉛筆書「西国寺貧益『寛永九、三、十二、七 11551 19387241 
十三JJ 

1061和歌短冊(鴨川の口に家居|一清
せし時よめる)

1071和歌短冊「おや竹の…一雪

1081俳句短冊「忘れすニ…ー巣

1091俳句短冊「雪空や…ー草

36.4x6.0 6853 19387242 

110 1俳句短冊「松嶋の・・・ー草

36.3 X 6.0 1 1 5774 19387243 

36.2 X 6.0 1 1 1202 19387244 

36.3X6.1 1裏墨書「播州兵庫子日庵J/r[姓名]白沢一 10560 19387245 
草[没]明治三二年十二月二七日(五七)[称号]
子日庵・時雨房と号[住所]奥州人、掻津兵
庫住[流派]併仙門J

35.8X5.51裏鉛筆書「白沢一草 明治三二・十一・二七 1 0952 19387246 
残、年五七Jro重j

ワ
-

F
D
 

つ臼



平成5年度収集購入賞料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

111 和歌短冊(祈口 5崩 38.5x5.5 6624 93B7247 

112 和歌短冊(水遁口花) 一直 36.3x6.1 裏鉛筆書「松田一直J 1677 93B7248 

113 和歌短冊(良夜曾友) 一道 35.8x5.5 6616 93B7249 

114 和歌短冊(山本正春翁の七 一徳 36.3x6.0 裏「京都市細回一徳J 2874 93B7250 
十七の賀に新樹といふこ
とを)

115 俳句短冊「口口や・・'J 一巴 35.2 X5.4 裏鉛筆書「岩崎氏、精利平、伊予松山人、明治 0999 93B7251 
年中J

116 和歌短冊(寄石祝) 一尾子 35.9x6.1 裏rfl山台市小田原弓ノ町 山口一尾J 1755 93B7252 

117 俳句短冊「香口"'J ー瓢 36.4x6.0 4150 93B7253 

118 俳句短冊。周回川にて) 一瓢 36.0X5目9 「縛(江戸谷中本行寺)一瓢」 5034 93B7254 

119 和歌短冊(あひ口れ口き口 一也 35.8x6.1 裏rJ 11部一也(畠山常口ノ門人)(印)J 4238 93B7255 
人のとほき園へまかりけ
る時)

120 和歌短冊(霞春衣) 一運 35.3x5.4 6625 93B7256 

121 俳句短冊「蛸蛤や・・'J 一僅 34.7 x5.4 裏f鳥得器男島一僅J 3964 93B7257 

122 俳句短冊(創立満五十年を 七同人柳亭 36.2 x6.0 1199 93B7258 
祝して)

123 和歌短冊(天保八酉のとし 七十一翁方好 32.7X6.3 4670 93B7259 
元日に)

124 和歌短冊「何もかも"'J 七十一才融子 36.3x6.0 裏鉛筆書「林二OJ 1262 93B7260 

125 和歌短冊 r~ 、ひくらの…」 七十翁文口 36.2X6.1 裏鉛筆書「井上文雄Jr 1 OOJ 4224 93B7261 

126 俳句短冊(祝開庵) 七十翁木潤 36.4X6.0 4149 93B7262 

127 和歌短冊口大人の・・.) 七十九翁嘉時 36.1 X6.1 2337 93B7263 

128 和歌短冊(海松布呈上) 七十九聖 35.2x6.0 0239 93B7264 

129 和歌短冊(御庭前の菊やか 七十九史 36.2X6.2 0241 93B7265 
たをつ〉ましなから賞見

して)

130 和歌短冊(春風) 七十五淳子 36.3X6.0 裏鉛筆書「山田秋香女」 6363 93B7266 

131 和歌短冊(池の水・・.) 七十五日志津 36.2x6.0 裏鉛筆書「藤田Jf頼山陽母梅口j 4315 93B7267 

132 俳句短冊(瓢口先生の開重 七十五翁墨支 36.4x6.0 2674 93B7268 
を寿きて)

133 和歌短冊(山家人稀) 七十四翁口人 35.5X6.0 裏「加賀園大聖寺町依田口人」 1838 93B7269 

134 和歌短冊口口口ヲ祝し 七十七翁 36.2X6.0 3904 93B7270 
て)

135 和歌短冊(銃後新春) 七十二牧史 36.3x6.0 6391 93B7271 

136 和歌短冊(詠冬祝) 七十二翁敬雄 36.3X6.0 0280 93B7272 

137 和歌短冊(猿) 七十二翁直雄 36.6x6.1 裏「・・・本町山本直雄j 1830 93B7273 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

138 和歌短冊C竹) 七十八翁嘉時 36.1 X6.1 2336 9387274 

139 和歌短冊(御不例にいきミ 七十八老 35.6x6.1 0247 9387275 
のしなを呈して)

140 和歌短冊(努をよめる) 七十八老 36.0X6.1 0248 9387276 

141 和歌短冊(琴によせてまな 七十六淳子 36.3x6.0 裏鉛筆書「山田淳子j 4320 9387277 
への翁をいたむ)

142 和歌短冊 七二二淳子 36.5x6.0 裏鉛筆書『山田秋香文政八年生明治世九、 4042 9387278 
正、廿五残、年八十二H三つの事足るとおも
へば草の庵もたまのうてなの心ちしてけり
七二二淳子J/r[姓名]山田秋香[生]文
政八年[残]明治世九年正月廿五日(八二) [称
号]淳子j

143 俳句短冊(蝿) 万併 36.3x6.0 1024 9387279 

144 和歌短冊(扇) 三口子 36.1 x6.0 裏「増山』鉛筆書『水のJ 6336 9387280 

145 和歌短冊(寄圏祝) 三羽 36.4x6.0 「亜元門稲村=羽j 4817 9387281 

146 和歌短冊(行路薄) 三羽 36.5x6.1 「稲村三羽j 4828 9387282 

147 和歌短冊「こ、のへに…J =屋 36.0X6.0 6343 9387283 

148 七言詩短冊『孤松欝々緑 三華 36.2X6.0 0091 9387284 
梓天・・・」

149 和歌短冊(酒) 三虎 35.6x5.7 4092 9387285 

150 和歌短冊(雪中遊興) 三綱 36.3x6.0 7169 9387286 

151 和歌短冊(まな子をおきて 三佐子 35.9X6.0 1540 9387287 
世を早ふし給ひしやす子
の君をなけきて)

152 和歌短冊 三識 36.1 X6.1 2697 9387288 

153 俳句短冊『幾聾も・・'J =芝 36.3x6.1 1182 9387289 

154 俳句短冊C口梧桐庵の残 三省
号を瓢口うじの…)

36.2x6.0 裏「口口町杉の町口てめ口口三省」 2781 9387290 

155 和歌短冊(名所紅葉) 三千丸 36.3X6.0 裏「今出川堀川橋口上町大崎三千丸J 2911 9387291 

156 和歌短冊『はらふ雪も…j 三千丸 36.5X5.8 裏鉛筆書f大崎三千丸」 2958 9387292 

157 和歌短冊『しゅうはりに 三千丸 36.5X5.8 裏鉛筆書『大崎コ千丸」 7072 9387293 

158 和歌短冊(中後口はたひを 三千丸 36.0x5.5 6293 9387294 
ことにのふる)

159 和歌短冊fもろこしの…J 三陀耀 35.2x5.3 f三陀羅法師江戸の狂寄師千秋側の棟梁た 5401 9387295 
り 本姓赤松、後清野氏著『五十鈴川狂寄
車』等文化十一年八月八日残年八十四J

160 和歌短冊(不逢恋) 三知 36.0X5.3 2227 9387296 

161 俳句短冊「不断みる・'J 三津人 36.5x5.8 「山口権陰門松井コ津人J 5068 9387297 

162 和歌短冊「わかれにし…J 三巴 36.3X6.1 6062 9387298 
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163 和歌短冊C口に) 二巴 36.5x6.1 6846 93B7299 

164 和歌短冊「若葉さす・"J 三保野 36.1 X6.1 裏「京花口J 4552 93B7300 

165 和歌短冊(六情題あした) 三穂子 36.0X6.0 裏に「松原=穂子J/r松原三穂子n慶膝元、六、 1273 93B7301 
七。七十三J

166 和歌短冊(冬D 三友 35.4X6.0 裏「苗村介洞 名常伯又丈伯近江八幡ノ医通称 1958 93B7302 
道益三友介洞ノ号アリ 奇人侍J

167 和歌短冊「思ひやる…J コ友 38.5X5.7 3114 93B7303 

169 和歌短冊(山早春) 三良 36.4X6.0 鉛筆書「五ノ三ノ内」 2323 93B7305 

170 和歌短冊「うくひすの…j コ粛 36.1 X5.9 裏墨書「細川三斎J 0377 93B7306 

171 俳句短冊「わりなしゃ…j 不二 36.7X5.8 「不二電桃居J 5038 93B7307 

172 和歌短冊「天津風・・'J 不二山下人 36.2X6.0 6390 93B7308 

173 和歌短冊「やよやかめ・・・j 丑臣 36.1 X5.9 0382 附 3ω

174 和歌短冊「峯たかき"・」 世 36.4X6.0 裏「寛禎」鉛筆書「五三ノ内j 1253 93B7310 I 

175 和歌短冊(タ鴬) E霞 35.7X6目。 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 0924 93B7311 

176 俳句短冊「うくひすに…J 丘高 36.0x5.7 I口町山田人木枯奄丘高J 5024 93B7312 

177 俳句短冊(祝) 中謂 36.4 x 6.1 6121 93B7313 

178 和歌短冊(仲秋無月) 中清 36.2x6.0 裏朱書「黒沢中清出雲松江通称、卯源次J鉛 0875 93B7314 
筆書「村口」

179 和歌短冊(都時鳥) 中輔 36.1 X5.7 裏鉛筆書「五十嵐祐胤中輔J紙貼付「五十嵐カ、 0873 93B7315 
仲弘化三、二月四日残四十四」又「西京歌
人J

180 和歌短冊(野亭堂) 中輔 36.6x6.0 裏鉛筆書「大堀中輔Jr正帖内J 1046 93B7316 

181 和歌短冊(朝日落花) 中輔 34.9x5.9 裏「山下谷口口口j 1999 93B7317 

182 和歌短冊(曲水宴) 中輔 36.5X6.0 「五十嵐祐之J 4830 93B7318 

183 和歌短冊 r~ 、くち年一・」 主忠 37.5X6.2 6650 93B7319 

184 和歌短冊(貴賎憐月) 丈夫 35.6 x 5.9 3113 93B7320 

185 和歌短冊(瓢口先生の開庵 丈直 36.5X6目。 2790 93B7321 
を祝して)

186 和歌短冊(九月D 久口 34.8x5.1 裏鉛筆書「芦門J 2183 93B7322 

187 和歌短冊(呉竹) 久口 36.6X6.1 2198 93B7323 

188 和歌短冊「うつりゆく…J 久口 36.2x6.0 2875 93B7324 

189 俳句短冊「口をとむ・・・j 久口 35.4X5.5 5460 93B7325 

190 和歌短冊C栖花) 久胤 36.3X6.0 裏鉛筆書「九初原久胤j 1726 93B7326 

191 和歌短冊 久胤 36.2x6.0 裏鉛筆書「原久胤小JlI口鹿門Jr村口人J 1732 93B7327 

192 和歌短冊(蟻) 久碓 36.0x5.7 裏「山崎久碓J 6619 93B7328 
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193 書短冊表(七十九歳にむ 久下口志登口 36.0x6.1 表裏に歌あり 3809 9387329 
かへるとしによめる)・裏 (表)、大平舎口

(明治十四年になりしを) 口口(裏)

194 和歌短冊 久下よし時七 36.lx6.0 4573 9387330 
十九翁

195 和歌短冊(ひつじ年試 久下よし時八 35.9x5.8 裏鉛筆書「久下嘉時 この末年は十六(美未)な 6674 9387331 
筆) 十一翁 るべし、その明治十六年著『新京極道のしを

り』の自序に、京都府士族隠居、久下嘉時八
十一翁、雅名太平舎御代春、奥附には下京廿
三組竹屋町十八番戸J

196 和歌短冊(八十歳になりし 久下よし時翁 36.2x6.0 裏鉛筆書「久下嘉時 八十才は明治十五年j 1480 9387332 
身にもおく歯のぬけし跡
へはのはへけれは)

197 和歌短間(大石氏の母公の 久橘 36.3x6.0 6564 9387333 
喜寿を・・・)

198 和歌短冊(月前筏) 久敬 36.1 x6目O裏「京樹の人夢久敬j 1730 9387334 

199 和歌短冊(月前日日 久敬 36.1 x6.0 「寛光門瀬戸久敬j 5203 9387335 

200 和歌短冊「かくしっ、J 久元 36.2X6.0 裏鉛筆書「土方久元J/r[姓名]土方(ヒヂカタ) 2098 9387336 
久元従一位維新功臣[生]天保四(一八三三)
年十月六日[残]大正七(一九一八)年十一月四
日(八六) [住所]高知藩士J

201 和歌短冊(仙遊・・.) 久光 36.2x6.1 2616 9387337 

202 和歌短冊「あかしかた・"J 久子 36.3x6.0 裏墨書「海上眺望Jr名古屋市玉屋町四丁目 伊 0232 9387338 
藤ひきj

203 和歌短冊(手向) 久子 35.9X6.1 1529 9387339 

204 和歌短冊(春雨) 久子 36.3X6.0 「鶴久子J 5260 9387340 

205 和歌短冊(沢口鶴) 久子 36.2x5.8 裏「口口(ハガレ)久子J 6366 9387341 

206 和歌短冊(松隔花) 久守 35.0x6.0 裏鉛筆書「荒木間久守J 3238 9387342 

207 和歌短冊(祇口舎) 久受 36.1 x6.0 裏「口口社司 中西j鉛筆書「中西口口初久 1842 9387343 
受J

208 和歌短冊(御世の治れるこ 久重 35.6X5.4 裏鉛筆書「梅十二ノ内J 5746 9387344 
とをよみて口るうた)

209 和歌短冊(春駒) 久造 35.3x5.7 裏「五十嵐久造j 2063 9387345 

210 和歌短冊(朝霞) 久典 36.4x6.0 2032 9387346 

211 和歌短冊(終日封泉) 久典 35.8X5.8 6076 9387347 

212 和歌短冊(楠正行文の誠に 久典 36.lx6.0 6562 9387348 
従ひてな口に帰りしこと
を)

213 和歌短冊(山家暁) 久冨 36.4X6.1 3028 9387349 

214 和歌短冊(終日封泉) 久冨 36.4X6.0 3089 9387350 

215 和歌短冊(海辺月) 久保 36.4X6.1 裏「明治十七年八月口口口」 5618 9387351 

216 和歌短冊(折卯花) 久豊 32.9x5.5 裏「有木久豊」 7220 9387352 
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217 和歌短冊(名所夏月) 久老 35.8x6.2 裏に「口七JI [姓名]荒木田久老化財ユ) 園学 3383 9387353 
者[残]文化元年九月(五十九) [流派]真淵門
[其他]記紀歌口・祝詞考等平J

218 和歌短冊「春のよは・ 'J 之春 36.3x6目。 裏「赤穂藩中三木元春」 5853 9387354 

219 俳句短冊 之青 36.2 x 6.0 裏鉛筆書「六条三位有容卿 有言の男、正三位 0947 9387355 
中納言、安政勤王八十八公家の一人、有義の
父J

220 和歌短冊「幾千年・・'J 之馴 36.4X6.0 裏「九十五j 7242 9387356 I 

221 和歌短冊(述懐) 乗実 36.1 x6.0 裏「中御門殿」鉛筆書「嘉永二、四、廿九」 1497 9387357 

222 俳句短冊「松ふくi;1:"'J 乙貫 35.3x5.8 0902 9387358 

223 俳句短冊(瓢酔君の開庵を 九口 36.4x6.0 2736 9387359 
祝して)

224 俳句短冊「ひき口る "J 九口 36.5x6.0 3171 9387360 

225 和歌短冊 九日 36.1 x5目9 6266 9387361 

226 俳句短冊「口あとの・"J 九起 36.1 x6.1 「北村九起J 5081 9387362 

227 俳句短冊「手入した・"J 九皐 36.5x6.0 7202 9387363 

228 和歌短冊(古郷花) 九十一姐 しき 35.9x6.2 裏「三月J鉛筆書「五ノ三ノ内J 4324 9387364 
ふ

229 和歌短冊(新宅を賀して) 九十翁丈曳 36.1 x6.1 0412 9387365 

230 和歌短冊(首夏) 九十二姐 しき 36.3x6.0 裏「四月J鉛筆書「五ノ三ノ内I 4326 9387366 
ふ

231 和歌短冊(深夜千鳥) 九十二組 しき 36.3x6.0 裏「十一月」鉛筆書「五ノ三ノ内J 4330 9387367 
ふ

232 和歌短冊(務}l1) 九十二姐 しき 36.3x6目。 裏「六月J鉛筆書「五ノ三ノ内j 4335 9387368 
ふ

233 和歌短冊(浦歳暮) 九十姐 しきふ 36.2x6.0 裏「卜二月J鉛筆書「五ノ三ノ内j 4331 9387369 

234 和歌短冊(二月鈴寒) 九成 36.2x6.2 0670 9387370 

235 俳句短冊(逆さま事のわす 九窓 36.3x5.6 0648 9387371 
れかたけれハ)

236 俳句短冊「きのふとて・・'J 九谷 28.5x6.1 1022 9387372 

237 和歌短冊「としを経て…J 九穂 33.3x6.0 0385 9387373 

238 俳句短冊(開庵の祝) 九峰 36目4x6.0裏「近江国坂田郡大字室柴田九峰」 5935 9387374 

239 和歌短冊(梅香社設立より 也老 36.4X6.1 裏朱書「明治三十年五月七日j 0916 9387375 
十年のいわひに)

240 俳句短冊「紫陽花や・"J 乾口 36.1 x6.2 3863 9387376 

241 和歌短冊(国家相撲) 亀口 33.1 X5.0 5728 9387377 

242 俳句短冊「雨晴れて・"J 亀口女 36.5x6.0 4048 9387378 

243 俳句短冊 亀舟 36.5X6.1 4174 9387379 
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244 和歌短冊(文明開化逢御 亀世 36.3x6.0 6055 93B7380 
世)

245 俳句短冊「掃く音に・・・J 亀遊 36.2x6.1 裏鉛筆書Iム帖よりJ/r[姓名]岩亀楼遊女 4046 93B7381 
亀遊[残]文久 自刃[称号]本名 ちゑ
[住所}江戸の瞥太田正庵の女、横演に妓とな
る[其他]歌俳を能くした」

246 和歌短冊(御幸を口口て) 亀雄 36.4X6.1 裏「浪華府吏万年長左馬亀雄J 4083 93B7382 

247 和歌短冊 了口 36.4X5.8 裏鉛筆書I京師人石井了口天保十三J 6458 93B7383 

248 和歌短冊(立春) 了阿 36.2X5.9 裏鉛筆書f珍j 1711 93B7384 

249 和歌短冊(向燈火) 了敬 35.7X5.4 裏「京口口医三角了敬J鉛筆書「文政七、二、 3396 93B7385 
二、口j

250 和歌短冊(野山乃花のさら 了佐 36.0 x 5.5 3304 93B7386 
にみのり…)

251 和歌短冊(前田口之氏の 了周 36.4x6.0 3921 93B7387 

252 俳句短冊(白牡丹) 了泉 36.3x6.0 0579 93B7388 

253 和歌短冊 了蔵 36.3X6.0 2395 93B7389 

254 和歌短冊(野塵麦) 了道 36.7X6.0 1076 93B7390 

255 和歌短冊(鶴) 了也 32.7X5.4 6383 93B7391 

256 和歌短冊 二口 36.4X6.0 2641 93B7392 

257 和歌短冊(秋口四) 二休 36.6x6.1 5626 93B7393 

258 俳句短冊(梧桐口の口号祝 二峰 34.8x5.9 裏「大和葛口郡二上村大字畑笠原錠資J 2656 93B7394 
して)

259 俳句短冊「時道を"'J 互夙 36.6x6.1 裏鉛筆書「牧互夙松月庵四世明治二一残 0482 93B7395 
二九七J 同内容の紙貼付

260 俳句短冊「見てやれは・"J 五高 36.0X5.7 0593 93B7396 

261 俳句短冊「はつ月や・"J 五日 36.3x6.1 0630 93B7397 

262 俳句短冊(梧洞庵舎師の開 五口 36.3x6.0 2720 93B7398 
庵を祝して)

263 俳句短冊(扇亭・・・) 五口 37.5x6.3 3974 93B7399 

264 俳句短冊「あけほのを・"J 五乙 36.4x6.0 裏鉛筆書「新年」 1144 93B7400 

265 俳句短冊「紫陽や・・'J 五乙 36.2X6.0 裏鉛筆書「新年J 1145 93B7401 

266 俳句短冊「夜あらしと・ 'J 五彩堂 35.6X6.2 0629 93B7402 

267 俳句短冊(神無月中十日 五執 36.3X6.1 3993 93B7403 

268 和歌短冊(字佐に詣でて) 五百次 36.2X6.1 裏I垣田五百次J 6077 93B7404 

269 俳句短冊 五柳 35.3X6.0 3990 93B7405 

270 俳句短冊「翠簾ニ・・'J 五律 36.1 X6.1 1195 93B7406 
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2711俳句短冊(高尾…) 五律

2721俳句短冊「照りかへす…J1五嶺

2731俳句短冊「花の代に…五聾

2741俳句短冊「ほと、きす…J1井眉

2751和歌短冊健梅)

2761和歌短冊(黄)

亜元

交野時香

2771和歌短冊(杜若) 享寿

2781和歌短冊(遷幸口口口とす|享毒
る口都初雪といふ事を)

2791和歌短冊(海遇措衣享毒

2801和歌短冊(心静酌春酒享書

2811和歌短冊(寄石祝京橋

2821和歌短冊(夏烏京樹

2831和歌短冊(春 霞京樹

2841和歌短冊「ゆふっきの…J1京之

2851和歌短冊(秋草)

2861和歌短冊(祝)

2871和歌短冊(水鶏)

2881和歌短冊(樹陰際闘)

京停

亮

口

純

亮

亮

2891和歌短冊(燕) 亮澄

2901和歌短冊fかぜの音を…J1亮長

2911和歌短冊(春闘)

2921和歌短冊(旅泊月)

亮明

亮明

2931和歌短冊(米口の齢を口口|亮明
口よめる)

2941和歌短冊fキミガヨハ J I仁口男

法量

36.3x5.9 

35.8x5.4 
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36.4X6.0 1裏「近江神崎郡八日市町大字八日市 中村太郎 14154 19387409 
口五聾J

36.3x6.0 1 r二柳門 岡井眉H[姓名]井眉(セイピ) 岡氏 1 5059 19387410 
[残]天保八(一八三七)年七月二九日(七八) [称
号]その居を五春荘、井眉庵と号[住所]大
阪心斎橋周防町住[流派]二柳また奇淵に学
ぶ[其他1r花鳥文庫j r四季類題集jJ 

36.2X5.91裏「僧亜元 13408 19387411 

35.8X5.81裏墨書「交野三位時香卿J鉛筆書「正三位時久 10549 19387412 
男、実ハ平松時量末子宝永八、二、二莞、
年四十八J拾遺愚草員外(定家)所収

36.5x6.0 1裏鉛筆書「元治二年三月廿三日残 年五十四J 1 4950 19387413 
「竹内高(享)寿景キノ高弟J/r竹内享寿元
治二年三月廿三日残年五十四J

36.4X6.0 1裏鉛筆書「竹内享書J/r[姓名]竹内享寿タヵヒ 12964 19387414 
サ歌人[生]京都[残]元治二年三月(五十
四) [称号]備後又淡路と稀し、箭園と号[流
派]景樹門J

36.5x6.0 1 r竹内享書J
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36.4x6.0 1 r竹内享書J

36.3x6.0 1裏「沖縄豚那覇区字口口口口京橋1

36.3X6.0 1裏鉛筆書「自筆ならず」

35.9x5.3 

36.3x6.0 

36.6x6.0 1裏「赤尾亮長可官ノ父J鉛筆書「六十内1

36.3X6.0 I裏鉛筆書「石井(市川カ)亮明J

36.3x6.0 

36.3x6.0 1裏「大正五年二月十二日… 市川亮明君」

35.8x6.1 1君が代
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

295 和歌短冊(子規幽) 内遠 36.3x6.1 裏鉛筆書『大平の養子J 0840 9387431 

296 和歌短冊(曙山花) 内遠 36.0X5.4 裏に印「本居粥四郎 大平ノ養子」 0841 9387432 

297 和歌短冊(窓外卯花) 内遠 36.6x6.0 「本居内遠J 5187 9387433 

298 和歌短冊(月前口 内直 36.5x6.1 裏鉛筆書「松田J 0851 9387434 

299 和歌短冊「海士の子も…j 内直 35.9x5.7 「松田内直Jと書いた紙あり 4949 9387435 

300 俳句短冊口みち見るとて 仙口 36.4x6.l 3812 9387436 

301 俳句短冊fうす紅葉・・・j 仙口 35.4X6.0 3813 9387437 

302 俳句短冊「奥深口...J 仙口 35.5x6.0 3814 9387438 

303 俳句短冊(安政改元の歳 仙口 35.6X5.7 3820 9387439 
暮)

304 和歌短冊(芥屋大門) 仙崖 36.2 x 5.4 r [姓名]僧仙産禅僧[残]天保八年[称 1744 9387440 
号]義党[生地・住所・職業]美濃の人、博
多聖福寺住J

305 俳句短冊「また秋と…」 仙姿 34.9x5.3 裏鉛筆書「新年j 1225 9387441 

306 和歌短冊(浦鶴) 令綱 37.2x5.8 5537 9387442 

307 和歌短冊(冬回) 令尚 35.1 x5.5 裏鉛筆書「御杖門H吉田かJ 0637 9387443 

308 和歌短冊 令尚 36.0X6.0 6319 9387444 

309 和歌短冊「誰の手も・・.J 令尚 36.0X6.0 6537 9387445 

310 和歌短冊(早梅薫風j 令世 36.0X5.4 裏『水口吉田令世(訪日)J鉛筆書f…公の侍医 1717 9387446 
弘道館助口著書多シH弘化元、五十四」

311 俳句短冊「口弥も・・・J 令雪 36.4X6.0 7047 9387447 

312 和歌短冊(水鶏) 令徳 36.3X6.0 裏「明治之歌人江口令徳J 2117 9387448 

313 和歌短冊(鈴寒) 令徳 36.4X6.0 裏鉛筆書「江口令徳j 6570 9387449 

314 俳句短冊「卯花や・・・j 以仙 35.4X5.5 5452 9387450 

315 和歌短冊口口口仲穐に廿 以文 36.5x6.6 裏f故買家山田以文J 5871 9387451 
日の月と見て)

316 和歌短冊『あすも見む・..J 以文 36.0x6.0 裏f京師人山田以文J 6432 9387452 

317 和歌短冊(平安神宮に・・・) 仲三郎 36.4x6.0 裏鉛筆書「二十初J 朱書「逸見仲三郎J鉛筆書 3321 9387453 
「安政六、十二、十六生昭和三、九、二残、
七OJrXJ r口二ノ二J

318 和歌短冊(寄石祝) 伸子 36.1 x6.0 裏「久留米市口原町 田中仲子J 2761 9387454 

319 和歌短冊(月出山) 仲敏 36.2x6.1 裏「山田仲敏H尾j 6672 9387455 

320 和歌短冊(救育場) 仲聴 36.0X5.9 裏鉛筆書r(文日長谷川仲聴歌人明世六、 3360 9387456 
四、廿二残、八十一J

321 和歌短冊I過行し・・.J 伊通 35.7X5.6 5546 9387457 

322 和歌短冊(寄童懲) 伊雄 35.8x5.4 裏鉛筆書「岩井氏J 0585 9387458 
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323 和歌短冊 休口 35目4X5.2 0069 9387459 

324 和歌短冊「月口口..J 伝風 37.9x5.5 3473 9387460 

325 和歌短冊f口あさけ・..J {白E民 35.0X5.7 3514 9387461 

326 和歌短冊「吹風に・・.J 伯E民 33.2x5.5 3515 9387462 

327 和歌短冊(梅によせて後朝 伯美 36.1 x5.5 0182 9387463 
の心をよめる)

328 和歌短冊(惜落花) 伴右 36.1 x6.0 0380 9387464 

329 和歌短冊(鷹狩) 伴雄 36.3x6.0 0360 9387465 

330 和歌短冊(五月雨口晴) 伸 36.1 x6.0 裏「馬口伸 (鉛筆書)八坂社宮司J鉛筆書f大和 3373 9387466 
布口社大宮司 賀茂別雷神社少宮司長州人
馬口伸J

331 和歌短冊(としの暮ころも 伸手 36.2x6.0 5665 9387467 
をおくるにいふことを)

332 和歌短冊(凌霞尋花) 似雲 35.8x5.8 裏鉛筆書「村廿ノ内J 1393 9387468 

333 俳句短冊(賀) 似鈎 37.8x5目8裏鉛筆書「口帖」 0956 9387469 

334 和歌短冊 住子 36.3x6.0 裏「粛藤j 4561 9387470 

335 和歌短冊「住む人の・..J 住子 36.2x6.0 裏「高藤住子J 4565 9387471 

336 和歌短冊「うちもねぬ…j 佐津 36.5X6.0 「佐津子j 5350 9387472 

337 和歌短冊(奥野口に袈裟を f弗阿 36.1 x6.0 5980 9387473 
見せんとて)

338 俳句短冊「行秋や・・.J {弗仙 37.6x5.7 「子乃日庵例仙」 5006 9387474 

339 俳句短冊f過し世を・・・j 作糸 34.9x5.8 0063 9387475 

340 和歌短冊(山本氏の新婚を 作次郎 36.3x6.0 裏「東山通四条南の近藤作次郎j 4445 9387476 
祝きて)

341 和歌短冊(祝) 佳口 36.3X6.0 6249 9387477 

342 和歌短冊(帰雁) 依口 35.7x6.1 裏「遠1'i'I伊達方人二条家流門人J 1699 9387478 

343 和歌短冊 依平 36.9x6.1 裏鉛筆書「石川依平J 2353 9387479 

344 和歌短冊「末とをく…j 俊賢 35.7X5.4 裏鉛筆書「綾小路嘉永七、七、十コ、三十 6765 9387480 

345 和歌短冊r~ 、く千年…j 俊次 36.2x5.6 4799 9387481 

346 和歌短冊にたひおのこ子 俊章 36.3x6.0 1474 9387482 
もうけ給ふを祝して)

347 和歌短冊(花口遅速) 俊政 35.8X5.6 裏鉛筆書「坊城俊政ヵ 明治J 6832 9387483 

348 和歌短冊「千代経へき・・.J 俊正 36.1 x5.9 5633 9387484 

349 和歌短冊(暮春) 俊宣 36.2x6.0 裏「大正十三年四月廿口日 口口俊宣j青字で 3324 9387485 
「鈴木口村翁j鉛筆書「口村元鈴木氏j

350 和歌短冊「都思ふ・・.J 俊徳 35.9x5.4 裏鉛筆書「正帖ノ内J 6043 9387486 

一一
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351 和歌短冊(山家夏月) 俊徳 35.9X5.5 裏鉛筆書f安政四J 6831 9387487 

352 和歌短冊(山ふき) 俊平 35.8X5.4 裏「観口永田氏名忠原字俊平号東主主 4425 9387488 
又称、懇祁道人京師ノ人李北海口学J、鉛筆
書「寛政四年八月残五十五「服部積門ノ門Jrア
一三五J

353 和歌短冊I山もとの…J 俊明 36.2x6.0 裏「みの、国作鼻町渡遜俊明J 4504 9387489 

354 和歌短冊口冬露深) 俊明 36.5x5.9 裏鉛筆書「坊城俊明 俊親男、大納言正二位、 6751 9387490 
万延元、五、廿二莞、年J

355 和歌短冊(春}l1) 俊庸 36.3x6.0 裏「倉藤氏 (鉛筆書)友子男J 5920 9387491 

356 和歌短冊 俊嶺 36.3X6.0 裏朱書「景欽門人鈴輝道人」 5713 9387492 

357 和歌短冊(7.1<遺蹄燭) 俊嶺 36.3X6.2 5714 9387493 

358 和歌短冊(述懐) 俊賓 36.3 x 6.1 裏「綾小路殿j鉛筆書「十六世、侍従々四位上、 6740 9387494 
慶応年間存生J

359 和歌短冊「はぐくめる…J 保口 36.0x6.0 2442 9387495 

360 和歌短冊(古巣鴬) 保口 36.3X6.0 裏鉛筆書「八八ノ内j 3115 9387496 

361 和歌短冊(湖港柳) 保口 36.0X6.0 5602 9387497 

362 和歌短冊(夏朝) 保具 35.5X5.4 裏「摂州平野人奥野保悟ノ男J 1426 9387498 

363 和歌短冊(朝雪) 保悟 38.2x5.6 裏鉛筆書「奥のj 1418 9387499 

364 和歌短冊(紅葉漫深) 保考 36.2x5.1 裏鉛筆書f岡本保考書家、書博士、加茂勝主、 3392 9387500 
和歌ヲヨクス 文政六年六十八J

365 和歌短冊(渡待舟) 保考 36.4x5.3 裏鉛筆書「岡本保考書家、書博士加茂口口 6153 
私歌ヲヨクス 文政元年六十八J

366 和歌短冊(浦秋タ) 保考 35.7X5.4 6326 9387502 

367 和歌短冊(詠雪廻文調) 保行 35.4X5.5 裏鉛筆書「藤木保行他に賀茂幸徳口保行あ 7066 9387503 
り」

368 和歌短冊(法毒事祝得而) 保高 36.2X5.8 裏鉛筆書「宗ノ内J 1163 

369 和歌短冊(高肇寺に遊ひ 保宗 35.7X5.4 裏鉛筆書「柳沢ヵJf郡山城主柳沢保光尭山を 1469 9387505 
て) はJ

370 和歌短冊(寄露慾) 保秀 36.4X6.0 裏「六J 5785 9387506 

371 和歌短冊(八月十五日・・.) 保助 36.0X5.5 裏「田中保祐口j 5539 9387507 

372 和歌短冊(太神山ニ市父母 保信 34.5x5.6 0300 9387508 
を思侍りて)

373 和歌短冊(寄君恋) 保信 35.0X5.6 0301 9387509 

374 和歌短冊(正遷宮をことほ 保信 36.2x6.0 0302 9387510 
ぎ侍りて)

375 和歌短冊「別れしを・・・j 保信 35.0X5.6 裏鉛筆書「回井氏J 0303 9387511 

376 和歌短冊(神前山吹) 保定 36.0X5.9 5718 9387512 

377 和歌短冊(秋懐旧) 保定 36.3X6.2 6446 9387513 
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378 和歌短冊(大津落葉) 保之 36.2X5.9 2487 9387514 

379 和歌短冊(三月昼) 保之 35.8X5.9 3894 9387515 

380 和歌短冊(湖納涼) 保之 36.5X6.1 「本間保之J 4945 9387516 

381 和歌短冊(文書) 保之 35.2x5.9 裏鉛筆書「西村家蔵短冊赤紙題に左記アリ 6666 9387517 
因ニ題は松間花n言霊舎藤原保之号英舎
高辻西洞院西本間順次」紙貼付「本間保之
梅横三十六歌撰の一人安政元年七月二日残
年六十六J

382 和歌短冊(山家暮春) 保明 35.8X5.2 裏鉛筆書「… 平川氏ヵJ 5768 9387518 

383 和歌短冊(水上雪) 保明 36.5X5.9 裏『京師平川保明j 5769 9387519 

384 俳句短冊「北間寺の・.'J 保友 35.2X5.7 5446 9387520 

385 和歌短冊。可辺冬月) 信口 36.2x6.0 0760 9387521 

386 和歌短冊(埋火) 信口 36.1 X6.0 1863 9387522 

387 和歌短冊C冬) 信口 36.3x6.0 6680 9387523 

388 和歌短冊(ひえの社・・・) 信阿 36.7X6.l 裏鉛筆書I虞阿上人n[姓名]西来寺員阿[生] 3256 9387524 
天明六(一七八六)年正月二五日[没]安政六
(一八五九)年八月二七日(七四) [住所】伊勢津
の西来寺第世一世{その他]詩文和歌を能く
し又能書」

389 和歌短冊(諸葛亮) 信愛 35.6X6.0 3418 9387525 

390 和歌短冊(秋鳥) 信郷 36.4X5.4 裏『羽倉氏J鉛筆書f村口J 4280 9387526 

391 和歌短冊(秋鳥) 信郷 36.0x5.4 4281 9387527 

392 和歌短冊(庭新樹) 信郷 36.3x6.0 「本居信郷j 4886 9387528 

393 俳句短冊f山となる…J 信元 35.0X5.5 5447 9387529 

394 和歌短冊(智) 信古 36.1 X6.0 0342 9387530 

395 和歌短冊(落葉有声)・(白 信古 36.0X5.5 2首あり 裏印「佐藤信古(小山田与清ノ門人)春 0343 9387531 
川関風) 海流J/鉛筆書「大倉好粛信古j

396 和歌短冊(見残菊夕落葉 信古 35.9x5.4 「大倉信古 (鉛筆書)好口Jと書いた紙あり 4952 9387532 
江口芦)

397 和歌短冊(原口草) 信古 36.3X6.0 裏鉛筆書「佐藤信古にの部分は後に斜線) 明 6852 9387533 
治十二、七、廿九J

398 和歌短冊(母上の十三回の 信行 35.3x5.5 0392 9387534 
いとなみにあたりしゅゑ)

399 和歌短冊口郭公) 信行 36.2X6.0 2073 9387535 

400 和歌短冊「したしみも・.'J 信行 36.4X6.0 裏鉛筆書「須川信行n五条口J 2076 9387536 

401 和歌短冊(鶴) 信行 36.3X6.0 2097 9387537 

402 和歌短冊(暮春空) 信行 36.2x6.0 裏「中島信行J 6591 9387538 

403 和歌短冊(禁園新樹) 信行 36.2X6.0 7134 9387539 
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404 和歌短冊(母みまかり給て 信行 35.3X5.5 7300 9387540 
けふ七とせの僻事いとな
みけるに)

405 和歌短冊(雪中松) 信左 35.5x5.7 裏「与口門 佐藤信左(※佐藤は斜線で消)nメ 4078 9387541 
十二、七十四Jrム帖j

406 和歌短冊「朝つゆに・.'J 信子 36.2 X6.0 裏「下口口油小路東入 山田信子J 4555 9387542 

407 和歌短冊(東京錦町てふ所 信資 34.9X5.9 0396 9387543 
に移館し初めけれハ)

408 和歌短冊(梅月恋友) 信充 35.2x5.3 裏「伏見稲荷信愛の男羽倉信充」 0834 9387544 

409 和歌短冊(秋変恋) 信充 36.4x6.0 裏鉛筆書「羽倉信充J 2341 9387545 

410 和歌短冊(夜ふけて山路を 信充 36.3X6.0 1405 9387546 
こゆるとき)

411 和歌短冊(荒木ぬしのわか 信充 36.2X6.1 裏「柳庵栗原信充J 1404 9387547 
木の桜のおしはなを給し
かハ)

412 和歌短冊「柳・・・j 信充 35.9X5.4 裏「栗原信充(※栗原は斜線で消)J鉛筆書「思廿 3246 9387548 
の口内J

413 和歌短冊(暁天鶴) 信城 36.2X6.0 裏朱印「淡路園津名郡物部村竹田信城J 1751 9387549 

414 和歌短冊「君が代は・.'J 信世 36.4X6.5 裏f尾張名古や津田口口口J 3497 9387550 

415 和歌短冊(遠帰属) 信成 37.6x5.9 裏鉛筆書「小川泰山n光栄門加藤信成ヵJ/r[姓 1383 9387551 
名]加藤信成[住所]大坂」

416 和歌短冊(覇中花) 信成 37.5x6.0 裏「小川泰山(※これは斜線で消)J鉛筆書「加藤」 1391 9387552 
「景績の父ヵJ

417 和歌短冊(山頭暮雪) 信政 36.1 X5.4 裏「石清水社官神原外記」 4140 9387553 

418 和歌短冊 信精 37.9x5.4 6814 9387554 

419 和歌短冊「千寓と…J 信典 36.1X6.0 5751 9387555 

420 和歌短冊(春田雨といふ 信道 35.9X5.3 裏に紙貼付「辻岡(春日大平門) 今村(大平 6300 9387556 
門)J

421 和歌短冊(寒山月) 信之 36.1 x 5.9 裏「相州小田原藩吉岡儀大夫」 1417 9387557 

422 和歌短冊(雪中竹) 信蕃 36.2x6.1 裏鉛筆書「織田信蕃(※織田は斜線で消)J 3041 9387558 

423 和歌短冊C口三笑) 信比古 36.3X6.0 裏「岩政信比古園要志、梅慮ト号ス世々 4086 9387559 
周防西柳井郷ニ住ス文化頃ノ人千家後院
(別家)ノ門弟古学を修ス文政三年十二月十
一日残 国侍 189J鉛筆書「四O五ノ内j

424 和歌短冊t競馬) 信美 37.4X5.6 3261 9387560 

425 和歌短冊 信美 36.3x6.0 裏「非白人羽倉豊前」 6490 9387561 

426 和歌短冊(月辺秋明) 信美 36.0x5.4 6517 9387562 

427 和歌短冊(加茂宗通・・・) 信武 36.4x6.0 6642 9387563 

428 和歌短冊(瀧水) 信風 37.8X5.4 2446 9387564 

429 和歌短冊目Lれとぶ・.'J 信風 38.1 X5.5 2447 9387565 
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430 和歌短冊「をちこちの・・・j 信風 37.8x5目4 2448 9387566 

431 和歌短冊(海路) 信風 36.5x6.0 裏「廿九J 4138 9387567 

432 和歌短冊「よわめには・・・j 信風 38.0X5.5 7159 9387568 

433 和歌短冊(夕立) 信睦 36.6X6.l 裏鉛筆書「安藤信正Jr十三J 4076 9387569 

434 和歌短冊「しきしまの…J 信明 36.2x6.0 裏「後藤J 4502 9387570 

435 和歌短冊(山本繁造ぬしの 信有 36.2x6.0 裏f建仁寺町松原北小松町従六位勲四等佐藤 4462 9387571 
令嬢の婚儀を祝して) 信有(ノブゃスeミ)七十四歳」

436 和歌短冊(秋タ) 信雄 36.3x6.0 0323 9387572 

437 和歌短冊(十五夜) 信雄 36.3x6.0 5970 9387573 

438 和歌短冊(初属) 信庸 36.5x6.1 裏鉛筆書「信庸(ツネ) 昔ニナシ公ナシj 5806 9387574 

439 和歌短冊(柳辺風静) 信廉 36.0X6.0 裏鉛筆書「西洞院ヵJ 5758 9387575 

440 和歌短冊 表・信美裏・ 36.4X5.4 裳鉛筆書「羽倉信美J/表裏に和歌あり 3405 9387576 
喬口

441 和歌短冊「ゆふ河の・"J 修徳 36.0X5.7 裏[伊丹小西四良右衛門」 0907 9387577 

442 和歌短冊(幽栖秋来) 停之 36.4X6.0 0818 9387578 

443 和歌短冊「今宵この・・・j 健 36.3x6.0 裏「畠山健J 0792 9387579 

444 和歌短冊「こゆるぎの…j 健= 36.2 X6.0 2249 9387580 

445 和歌短冊(夏海) 健子 36.2x6.0 裏「松本健子J鉛筆書「こく舟のやかでも岸をそ 3536 9387581 
れるれはJ

446 和歌短冊「梅からは・"J 健冬 36.0X6.1 裏鉛筆書「千蔭門Jr 150Jの番号紙 0458 9387582 

447 和歌短冊「月のこる"'J 健冬 36.0X5.5 「大平門巨勢健冬J 4889 9387583 

448 俳句短冊「鴛遊ぶ・・'J 健二 36.2x5.5 0082 9387584 

449 和歌短冊(水上夏日 備源 36.3x6.0 「内遠門若山士族小島備源」 5190 9387585 

450 和歌短冊(社頭榊) 備成 36.4x5.6 裏「口j 1603 9387586 

451 和歌短冊(神楽) 備成 35.8x5.4 裏「三十四」 4350 9387587 

452 俳句短冊「暖なりて…」 傾口 36.0x5.7 5409 9387588 

453 和歌短冊「天津かせ・"J 僧正遍昭 36目IX5.5 裏墨書「廿一中国殿J 小倉百人一首のー 0477 9387589 

454 漢詩短冊(冬夜) 僧晩香稿 36.5x6.0 裏「権現寺J 1017 9387590 

455 漢詩短冊(山行) 僧晩香草 36.5X6.0 裏「権現寺j 1011 9387591 

456 漢詩短冊(暮春過知思院) 僧本鏡草 36.5X6.0 裏「洛西朱雀権現寺」 1012 9387592 

457 和歌短冊「しのびつ、"'J 元口 36.4x6.0 4112 9387593 

458 和歌短冊(書) 元幹 36.3X6.0 「山科元幹J 4820 9387594 

459 和歌短冊(暮秋) 元幹 36.2x5.5 「景樹門山科元幹」 4935 9387595 

460 和歌短冊(等) 元起 36.3X6.0 5661 9387596 
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4611和歌短冊「くりかへす…J1元浩

4621和歌短冊(庚午正月元旦龍|元綱
顔を拝みて)

4631和歌短冊(野外鶴)

4641和歌短冊(寄石祝)

元子

元子

4651和歌短冊表(時雨)・裏|元資
「今しはし・・j

4661和歌短冊(禁口雪) 元俊

4671和歌短冊(蛍火透簾)

4681和歌短冊(水辺蛍)

4691和歌短冊(古寺山吹)

4701和歌短冊(タ水鶏)

昭

臣

臣

臣

一

冗

一

冗

一

冗

一

冗

4711和歌短冊(春烏元親

4721和歌短冊(苗代蛙元政

4731和歌短冊付、野山氷室) 1元清

4741和歌短冊「わが魂を…元長

4751和歌短冊 |元長

4761和歌短冊(霜還紅葉多元長

4771和歌短冊(霞元渡

4781和歌短冊(久春のなにてつ|元徳
くらせたる口にすくはさ
みを口ゐらすとて)

4791和歌短附( 名所雪元徳

4801和歌短冊「をの枝の…元彦

4811俳句短冊「水色の…元夢

4821和歌短冊「とこしへの…J1元明

法量

34.8x5.3 

考 整理番号|備品番号

5591 19387597 

36.5x6.0 1裏墨書「三輪田外務権大丞J/裏貼紙「三輪田元 10337 19387598 
綱松山藩志士、鉄胤芳樹門、明治十二年
残J/r足利木首事件の一人 三輪田綱一郎元
綱 旧松山藩志士、鉄胤及芳樹に学ぶ、文久
三年師岡節費等と等持院の件に加り捕へらる、
後赦され明治十二年一月十四日残、五十四才j
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483 和歌短冊 克明 35.8X6.0 裏「克明松下秀山松筒寿山j鉛筆書「明治末 7229 9387619 
年峯山にて入手のうちJ

484 和歌短冊「くる h とて…J 苅茂 35.4X5.4 裏鉛筆書「平田元茂画家村上松嶺京都の 0586 9387620 
画家松堂の子ヵ安政頃(莞)J

485 和歌短冊(仁和寺に花を賛 元誉 36.5x5.9 裏鉛筆書「松橋元警 東寺第二百二十六代長者 1088 9387621 
して) 醍醐三宝院々家J

486 和歌短冊(梅雨) 元亙 36.2x6.0 裏「金子 (鉛筆書)水のうらj 7132 9387622 

487 和歌短冊(冬月) 兄口 36.2x6.0 裏鉛筆書「加納諸平 本居宣長門人中巨撃ニシ 3886 9387623 
テ口口ト称ス三平ノ一人ナリJ

488 和歌短冊や心多歓喜) 充口 36.5X6.0 3038 9387624 

489 和歌短冊(月前落花) 光口 36.5x5.9 2863 9387625 

490 和歌短冊(新樹) 光口 38.2X6.0 鉛筆書「嘉永五、卒、年五十J 3232 9387626 

491 和歌短冊(好田君に) 光口 36.1 x6.0 6663 9387627 

492 和歌短冊(笛) 光胤 36.0X6.0 裏「贈従一位烏丸光胤卿号ト山竹内式部ニ 4304 9387628 
学ブ(以下書足)権大納言安永九年莞去年五
十八J No.822参照

493 和歌短冊(山中瀧) 光栄 36.1 X6.0 1396 9387629 

494 和歌短冊(古寺郭公) 光海 36.5X6.1 「岡本光海J 5234 9387630 

495 和歌短冊(野亭鴬) 光海 36.4x6.1 裏鉛筆書「岡本光海 寺町悌光辺の口商家j 5917 9387631 

496 和歌短冊「おひ楽の・・・」 光義 36.1 x5.9 裏「谷村光義J 1395 回87叫
497 和歌短冊(夕蝉) 光義 36.2x5.9 裏鉛筆書「谷村光義n寛延=J 1397 9387633 

498 和歌短冊(三月尽) 光恭 36.5x6.0 1075 9387634 

499 和歌短冊(松上鶴) 光渓 36.4x6.1 2149 9387635 

500 俳句短冊(銀婚式を賀し奉 光月 36.4X6.1 0056 9387636 
りて)

501 俳句短冊(野雲亭に玉の男 光月 36.3X6.0 0115 93876371 
子を設け給ふ祝して)

502 俳句短冊(聖雲亭の口口の 光月 36.1 X6.0 3777 9387638 
招かれて香を口る)

503 和歌短冊(山家雪) 光研 35.7x5.8 3587 9387639 

504 和歌短冊(峯月明) 光賢 36.3X5.3 裏「からす丸口J 6722 9387640 

505 和歌短冊『浮世には・・・j 光康 36.2x6.1 2422 9387641 

506 和歌短冊『来かさを・"J 光康 36.3x6.0 4110 9387642 

507 和歌短冊(菜花) 光高 36.1 x5.9 3620 9387643 

508 和歌短冊(内藤大人道成寺 光歳 36.2 x6.0 5554 9387644 
謡披口口ふと賀して)

509 和歌短冊(紅梅) 光枝 36.8x5.9 裏鉛筆書「文化十三J 6962 9387645 

510 和歌短冊(河千鳥) 光重 35.5X5.3 裏「承応三年午十月廿日当座J 1552 9387646 
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511 和歌短冊(衣笠山に雪の口 光重 36.4X 6.1 2298 9387647 
て・・・)

512 漢詩短冊(夏夜松間待月) 光淳 36.2X6.0 裏I本願寺法主光淳御口筆J 6892 9387648 

513 和歌短冊(橋上霜) 光勝 36.4X6.0 裏鉛筆書「メ廿七十六J 1712 9387649 

514 和歌短冊(唐鳥を) 光世 36.3X6.0 裏鉛筆書「蜂屋光世号丹鶴水野忠央ト関係 1038 9387650 
アリJ

515 和歌短冊(鴬) 光政 36.2X6.0 5239 9387651 

516 和歌短冊「千尋ある・..J 光政 37.3X6.2 5241 9387652 

517 和歌短冊(祝) 光政 36.3X6.0 裏鉛筆書「八十八人のうちJ 6489 9387653 

518 和歌短冊「八十へて...J 光清 36.1 x6.0 裏鉛筆書f土佐光清Jf文久二J 6671 9387654 

519 和歌短冊「今よりの…j 光泰 35.7x5.7 0366 9387655 

520 和歌短冊「かすかすに・..J 光泰 35.5X5.5 裏鉛筆書「正帖ノ内」 1558 9387656 

521 和歌短冊(歳暮に新口と祝 光代 35.7 x 5.9 裏鉛筆書「思廿の内J 5597 9387657 
して梅か、といへる口香
をおくりて)

522 和歌短冊C冬露) 光通 32.7x5.0 4247 9387658 

523 和歌短冊(春風解氷) 光被 36.3x6.0 「寛光門所光被J 5202 9387659 

524 和歌短冊(更衣) 光彪 35.6X5.6 6255 9387660 

525 和歌短冊(夜雪) 光府 36.8X5.9 裏鉛筆書「清水漬臣の男J又「清水漬臣男 文政 0865 9387661 
年間J

526 和歌短冊(遠聞鹿) 光文 35.9X5.7 裏鉛筆書「土佐光文J 1662 9387662 

527 和歌短冊(相剣) 光平 36.4x6.0 3735 9387663 

528 和歌短冊(春夜尋鴬) 光輔 36.3X5.9 裏鉛筆書「天保十二J 6502 9387664 

529 和歌短冊佃家竹) 光豊 36.3X5.4 7251 9387665 

530 和歌短冊(松) 光房 36.5X6.2 「演臣男清水光房」 4917 9387666 

531 和歌短冊(江上霞) 光朗 36.1 x5.8 1072 9387667 

532 和歌短冊(鏡山) 光和 35.0X6.0 1099 9387668 

533 和歌短冊(有光・・・) 光和 36.0X5.9 1985 9387669 

534 俳句短冊(夏日日 光和 36.0x5.9 2784 9387670 

535 和歌短冊(朝時雨) 光和 37.8X5.4 2883 9387671 

536 和歌短冊「もみぢ葉を・・・」 光和 35.9X5.4 2884 9387672 

537 和歌短冊「おもひあまり 光和 37.3X5.7 2886 9387673 

538 和歌短冊(名所秋) 光和 33.2x5.5 2887 9387674 

539 和歌短冊 光和 36.9x5.8 2888 9387675 

540 和歌短冊「谷水は・..J 光和 37.8X5.4 3032 9387676 
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541 和歌短冊(関) 光和 38.0x5.4 3033 93B7677 

542 和歌短冊「はなみれは・.'J 光和 35.2X5.5 5534 93B7678 

543 和歌短冊「行としの…J 光和 37.7X5.5 裏「西村勘ヶ由j 6187 93B7679 

544 和歌短冊(虫聾何方) 光伺 36.6x5.6 裏朱書「播磨佐用岡田尚輔光伺臓山集ニ 1422 93B7680 
出j

545 和歌短冊伍月岡 光貫 36.4x5.5 0711 93B7681 

546 和歌短冊(夏草滋) 光貫 36.2x6.1 裏鉛筆書「芳賀人名章典に、外山光質歌人、 3416 93B7682 
塙保己ーの師、明和頃の人云々J

547 和歌短冊(吉野の貞厚の三 光賓 36.5X6.0 包紙f従二位中納言外山光賞卿御詠一首j 6948 93B7683 
回忌を)

548 和歌短冊(松上鶴) 光{傑 36.3x6.0 裏鉛筆書「熊本の人箱根の神主秋山光線J 0772 93B76841 

549 和歌短冊(春曙山) 光津 36.0X6.0 「庚如大谷光津西本願寺法主、勤王の志厚 4223 93B7685 
し、障宣の次子、河内久宝寺に生る、文政三
年法嗣となり次いで法主となる 明治四年八
月十九日寂年七十四Jと書いた紙あり/r[姓
名]大谷光簿贈従二位西本願寺法主[生]
寛政十(一七九八)年(河内久宝寺村) [残]明治
四(一八七一)年八月十九日(七四) [称号]康知J

550 和歌短冊(折花) 光釜 36.3x6.0 2533 93B7686 

551 和歌短冊「大伴の・・'J 克篤 36.0X5.9 0383 93B7687 

552 和歌短冊(寄石祝) 克慕 36.2 x6.1 裏「正八位福本克慕J 4041 93B7688 

553 和歌短冊(終日封泉) 克明 36.4X6.0 2745 93B7689 

554 和歌短冊(七月四日口書君 克明 36.1 X5.8 6374 93B7690 
の還暦の・・・)

555 俳句短冊(若みとりとL、へ 兎杵 37.3x5.6 裏「後藤光晴J 0982 93B7691 
る銘酒に)

556 和歌短冊(松林芽鵬 全明 36.3X6.0 1772 93B7692 

557 和歌短冊(康日庵口御庭前 全明 36.4X6.0 3597 93B7693 
口竹を思ひ出して今も口
りしを)

558 和歌短冊(伊勢御祭) 八口議 36.3x6.0 5107 93B7694 

559 俳句短冊(瓢口崇口の開庵 八十口旭栄口 36.4x6.1 2724 93B7695 
を祝し侍りて)

560 和歌短冊(さなへ) 八十日連月 36.3x6.0 6989 93B7696 

561 俳句短冊『各口や・・'J 八十一口水 36.1 X6.0 3956 93B7697 

562 俳句短冊『呼人の・・'J 八十一翁口水 36.0X5.9 3972 93B7698 

563 和歌短冊「ちとせまて・.'J 八十一翁義房 36.4X6.0 7101 93B7699 

564 和歌短冊(松) 八十右余翁松 36.3x6.0 2025 93B7700 
口

565 和歌短冊(郭公数多) 八十九 しきふ 36.3X6.0 裏「五月J鉛筆書f五ノ三ノ内J N027参照 4332 93B7701 
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566 和歌短冊(深山泉) 八十九 しきふ 36.3x6.0 裏「七月j鉛筆書f五ノ三ノ内」 4336 9387702 

567 和歌短冊「たてまつる・・・」 八十九翁丈口 36.2X6.0 2443 9387703 

568 和歌短冊(秋の末寄の中山 八十五葉流 36.3x6.1 裏鉛筆書「薫子の手J 6372 9387704 
にて)

569 和歌短冊(不二登山) 八十三翁義比 36.2x6.0 0686 9387705 

570 和歌短冊(松上軍) 八十三翁松口 36.2x6.0 1804 

571 和歌短冊(夜残暑) 八十三翁彦麿 36.0X6.0 裏紙貼{寸I斉藤彦麿Jf江戸産本居門人J 0850 9387707 

572 和歌短冊帰雁似字) 八十三翁蓮苗 36.5X6.0 6450 9387708 

573 和歌短冊「やまさとの…J 八十三連月 36.0x6.0 6972 9387709 

574 和歌短冊(水) 八十七翁口平 36.0x6.l 裏鉛筆書『原口平大正十三、八、二」 2106 9387710 

575 和歌短冊佃家花) 八十七翁潤次 36.2X6.0 f細川潤次郎土佐人、和漢英蘭の学を修む 2105 9387711 
il~ 著『吾園随筆』他大正十二年七月十九日残

年九十J

576 和歌短冊f越し方を・・・j 八十二翁松口 36.3X6.0 1973 9387712 

577 和歌短冊(山家) 八十二連月 36.2x6.0 6983 9387713 

578 和歌短冊(名所時雨) 八十穂 36.5x6.0 裏鉛筆書『口津八十穂ムツ宗光の縁戚J 3571 9387714 

579 和歌短冊(梅花久薫) 八重子 36.5x6.0 裏朱書『東京奥村八重子J/r尾崎社中Jの朱 1753 9387715 
印あり

580 和歌短冊(おなしころに) 八重子 36.3x6.0 裏「大阪東区庚小路十八角田八重子J 4663 9387716 

581 和歌短冊(寄石祝) 八重子 36.3x6.0 裏「大坂東区庚小路角田八重子j 6876 9387717 

582 和歌短冊「池の面に・"J 八千代 36.4X6.0 2901 9387718 

583 和歌短冊(社口早梅) 八束 36.4X6.l 裏鉛筆書「近男J 1585 9387719 

584 和歌短冊 八束 36.1 x6.0 裏「名古屋和泉町吉田唯之助J 4492 9387720 

585 和歌短冊(寄松祝) 八尾 36.1 X5.3 5279 9387721 

586 和歌短冊口口如秋) 八穂 36.2x6.0 裏「高井宣風八穂J 6416 9387722 

587 和歌短冊 八穂 36.4X6.1 裏「高井八穂J 6519 9387723 

588 和歌短冊 八矛 36.4x6.l 4251 9387724 

589 和歌短冊(寄海恋) 公音 34.6 x 5.4 裏鉛筆書「押小路公音初名公起藩山四天王 3275 93877251 
享保元、七、十=、六十七J

590 和歌短冊佃蛙) 公紀 36.4x6.1 裏『風早大和権介公紀朝臣J 6811 9387726 

591 和歌短冊(女郎花) 公規 37.1 x5.8 6714 9387727 

592 和歌短冊(重陽宴) 公業 36.6X5.3 裏「阿野公業権大納言天和三十一月六日J 4804 9387728 
「十五代j

593 和歌短冊(矯) 公元 35.9X5.5 裏鉛筆書「風早嘉永六、八、十コ、六十三」 6766 9387729 

594 和歌短冊(新樹周 公香 36.1 X5.9 裏鉛筆書「安政八十八人のうちJf風帖」 3133 9387730 

595 和歌短冊(震) 公純 36.5X6.1 5104 9387731 
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596 和歌短冊(穐タ) 公純 36.1 X5.9 裏「花園正二位公純卿」 6788 93B7732 

597 和歌短冊(寒夜月) 公仁 36.6x6.1 裏鉛筆書「京極宮Jf明和七、六、廿二j 3267 93B7733 

598 和歌短冊(旅泊夜雨) 公澄 36.2x6.1 裏「滋野井J 1368 93B7734 

599 俳句短冊f春の夜や・"J 公成 36.2x6目。 r(鉛筆書)芭蕉堂五世河村氏芭蕉堂公成J 5085 93B7735 

600 和歌短冊「あくカ通れて・・・J 公正 36目4x6.0裏鉛筆書「宗ノ内J 1509 93B7736 

601 和歌短冊(雪) 公正 36.2x6.0 裏「清水谷侯」鉛筆書「有栖川流の書及書口もよ 3129 93B7737 
くす八十八人の一人J

602 和歌短冊「けふよりは…j 公川 36.3x6.0 5555 93B7738 

603 和歌短冊(見紅葉) 公陳 36.4X6.0 裏に「河口前宰相公陳卿Jと書いた紙貼付/鉛 6758 93B7739 
筆書「実祐=男、前参議従二位、文政二、八、
世三莞、四十七j

604 俳句短冊(桧香) 公年 36.2x6.0 裏r[姓名]山田公年[没]大正四年[称号] 0540 93B7740 
馬回公と号す[住所]大阪人[流派]碧中門J

605 和歌短冊(暮秋懐) 公福 35.9x5.8 裏鉛筆書「二{傑酋J 6520 93B7741 

606 和歌短冊(山家秋) 公輔 36.5x5.6 裏「河本公輔Jf唐橋大納言様 従一位定義公五 1698 93B7742 
代孫j鉛筆書「村万J

607 和歌短冊(鹿口萩日 公明 36.6x5.3 裏「正親(町)大納言四代口J 4366 93B7743 

608 和歌短冊(初秋) 公明 36.4x6.0 4367 93B7744 

609 和歌短冊(水石契久) 公明 36.4x6.0 裏鉛筆書「明治廿二年勅題」 5699 93B7745 

610 和歌短冊(花商人) 公雄 36.2x6.1 6779 93B7746 

611 和歌短冊(幽棲春月) 公路 35.8x5.6 4772 93B7747 

612 和歌短冊(月前雲) 公路 36.0x5.6 「雨森公路J 4793 93B7748 

613 和歌短冊(更衣惜春) 公{保 36.0x5.3 3240 93B7749 

614 和歌短冊「身にしむは・"J 公{際 36.7X5.2 3294 93B7750 

615 和歌短冊(寄月日教) 公保 36.4X5.4 裏「世四Jf西三線j 3300 93B7751 

616 和歌短冊(竹雪口 公{傑 34.2 x 5.1 裏「西三傑」 3301 93B7752 

617 和歌短冊(松) 公{膚 36.2x5.5 r [姓名]三保公備 公・書[生]安政三年八 1869 93B7753 
月一日(一七七四) [残]天保十一年九月十三日
(一八四0)[称号]内大臣J/裏鉛筆書「公帖よ

りJ

618 和歌短冊「去年にみし・・'J ~j、g占 36.0X6.0 裏に「徳大寺中納言公述Jと書いた紙貼付/鉛 6405 93B7754 
筆書「公城の孫、正二位権大納言、文化八、七、
廿五奏、四二j

619 和歌短冊(夏衣) 六十九嫡あや 36.5x6.1 裏鉛筆書「紀伊和歌山菅賢妻古屋安益子J 1947 93B7755 

620 俳句短冊(賀六日開奄) 六十五翁口儀 36.4X6.0 4153 93B7756 

621 和歌短冊(遠山雪) 六十四口久子 36.3x6.0 2562 93B7757 

622 俳句短冊「夜に入れハ・"J 六窓 36.4X5.6 裏「夢太門樗篭六窓j 1131 

623 俳句短冊「はれの品・"J 六草 36.1 X5.8 6882 93B7759 
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624 和歌短冊(雪中眺望) 其蔭 36.4X5.6 裏鉛筆書「西村j 0583 9387760 

625 俳句短冊「短夜や・・'J 其山 36.0X6.0 0076 9387761 

626 俳句短冊「退屈を・・'J 其所 36.2 X6.2 0259 9387762 

627 俳句短冊「我か影の・・・」 其所 36.2x6.2 0260 93877631 

628 俳句短冊「錫杖を・・'J 其蝶 37.1 X5.4 0596 9387764 

629 俳句短冊(御転居を賀す) 其涛 36.4X6.0 裏鉛筆書「口秋津庵と号、大坂人J 0960 9387765 

630 和歌短冊(冬烏) 典口 36.2x5.7 5640 9387766 

631 和歌短冊 典勝 37.2X6.1 裏鉛筆書「村口」 3937 9387767 

632 和歌短冊口草) 典則 36.9x5.3 裏「根岸J 6262 9387768 

633 和歌短冊(十三夜月) 兼香 36.3x5.6 裏鉛筆書「寛延四、八、二」 6812 9387769 

634 俳句短冊「露・・・J 兼秋 36.2X5.9 裏鉛筆書「井口兼秋口f白J 6942 9387770 

635 和歌短冊(尋花) 兼徳 35.8x5.3 6815 9387771 

636 和歌短冊(早春鴬) 円寿 36.2x6.0 5628 9387772 

637 俳句短冊「水掬して・"J 円嶺 36.2 X6.0 0080 9387773 

638 和歌短冊(春風) 冨久 35.2x5.4 2467 9387774 

639 和歌短冊(竹林鴬) 富行 36.3X6.0 3040 9387775 

640 俳句短冊 冬口 35.5X6.1 3983 9387776 

641 和歌短冊(蹄踊) 冬樹 36.2x5.9 裏「廿六J 3455 9387777 

642 和歌短冊(寒草綾残) 冬日召 36.5X6.1 裏墨書「江戸守部ノ男橘冬照J/r160J印あ 0677 9387778 
り/鉛筆書「守部の養子 家業ヲツギテ令名ア
リJ

643 和歌短冊t燈) 冬照 36.6x6.0 3141 9387779 

644 俳句短冊 冬扇 35.9X6.0 3767 9387780 

645 和歌短冊「花草の・・'J 沖 36.2x6.1 7304 9387781 

646 和歌短冊「世をのかれ・・・j 沖 36.3x6.1 7305 9387782 

647 和歌短冊(寄鐘恋) 沖 36.2 x6.0 7306 卿悶
648 和歌短冊(民戸早苗) 沖 36.2X6.1 7307 9387784 

649 和歌短冊「吹なひく…」 沖 36.6X6.1 7308 9387785 I 

650 俳句短冊 冷細 36.2x6.0 1207 9387786 

651 和歌短冊fさをしかの…j 冷泉為綱 35.6X5.7 裏墨書「冷泉中将殿為綱J/新勅撰和歌集所 0548 9387787 
収如願法師の歌

652 漢詩短冊「奉職移居夢ー 凌雲外未定稿 36.3x6.0 裏「下立売七本松妙尭寺j 1015 9387788 
場"'J 

653 俳句短冊「きはひよき…」 凌雲堂霞噺 35.6X6.0 裏書あり 0052 9387789 

654 俳句短冊「時しらぬ・・・」 初知 35.4x5.6 5466 9387790 
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平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 著名 法量 備 考 整理番号 備品番号

655 和歌短冊(冬至) 初風 36.2X6.0 裏「口子J 4699 9387791 

656 和歌短冊(秋'周 利口 36.5X6.0 裏鉛筆書「繍ヵJ 2184 9387792 

657 和歌短冊(水漣梅) 利口 36.7x6.1 裏に「従四位前田利口n[姓名]前田利口(とし 3371 9387793 
か) 子爵大聖寺藩主[生]天保十二(一八四
一)年六月二日(金沢)[残]大正九(一九二0)年
七月二十八日(八十)[其他]御歌所参候・貴族
院議員等平J

658 和歌短冊(梅花久薫) 利口 36.7x6.0 裏「前田加賀公J 6435 9387794 

659 和歌短冊「しののめの・"J 利観 36.3x6.1 2957 9387795 

660 和歌短冊『とことはの…j 利恭 36.5X5.5 6052 9387796 

661 和歌短冊「はたすまを・・・j 利章 35.8X5.4 裏「大手門黒田利章J 4263 9387797 

662 和歌短冊(時間 利親 36.6X6.1 6279 9387798 

663 和歌短冊『五月雨の・"J 利長 35.7X5.6 2840 9387799 

664 和歌短冊(十三夜によめ 利徳 35.7X5.4 裏に「木下肥後守豊臣利口御息女 利徳御室静 5907 9387800 
る) 子J赤い紙に「木下肥後守豊臣利徳Jと書いたも

の貼付

665 和歌短冊(寄日祝) 利雄 36.4x6.0 裏「七十二Jr鹿児島県草薩摩園鹿児島郡西田村二 0868 9387801 
百八拾四番戸 山口利雄J/印あり

666 和歌短冊(社頭杉) 利和 36.3X6.0 「美濃高須吉田利和J 4863 9387802 

667 和歌短冊佃家燭 利組 36.6x6.1 2895 9387803 

668 和歌短冊(水漣水鶏) 利配 36.3x6.0 4097 9387804 

669 漢詩短冊(賀大賀君七 利照敬題 36.5x6.0 1018 9387805 
十)

670 和歌短冊『口やの木の・・・j 則文 36.3X6.0 0742 9387806 

671 和歌短冊「のとけさは…j 則文 36.1 X5.9 裏鉛筆書「若松則文薩摩ノ人景口安政 3330 9387807 
六、八、九残n鹿島氏J

672 和歌短冊(老松口春緑) 則満 35.6X5.4 5630 9387808 

673 和歌短冊(しはしたまへな 則現 36.3X6.0 裏「大宮司従五位下大和守中臣鹿島連則獲J 1416 9387809 
との給ふるに)

674 俳句短冊「脚のある・"J 剣 35.8x5.7 7380 9387810 

675 俳句短冊t悼句) 剣石 35.8x5.7 7379 9387811 

676 和歌短冊(潰千鳥) 功 35.6X5.4 3500 9387812 

677 俳句短冊『初雪の・・'J 効我 35.8x5.7 3836 9387813 

678 俳句短冊fたてかけて・"J 効我 36.3X6.0 麻製 3851 9387814 

679 和歌短冊「憂ことハ…J 勇 36.4x6.0 裏「司法省五等判事早川勇(イサミ) 福(※上半分 0794 9387815 
欠)岡県系士族J鉛筆書「勤王家筑前の人従四
位勲四等n明治世二、二、十=卒、六十八J

680 和歌短冊(初属) 勇一 36.2x6.2 0137 9387816 

681 和歌短冊(寄網恋) 勇一 37.1 X6.1 0216 9387817 

-273ー



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

682 和歌短冊「影やとす・・・J 勇一 38.2 x6.1 0254 9387818 

683 和歌短冊(暁恋) 勇一 36.2x6.0 0255 9387819 

684 和歌短冊「朝露の・・'J 勇一 36.4X6.0 0256 9387820 

685 和歌短冊(秋露草花香) 動 36.3X6.0 「谷勃J 5228 9387821 

686 和歌短冊(三月尽) 務 36.7X6.0 裏に『小野務歌人初め幸文に後ち景樹に学 0827 9387822 
ぶ備中人百首を詠することを好む著
『詠史百種』等安政六年残年六十八J

687 和歌短冊(二夏清口山科 務 36.3x6.0 5404 9387823 
花)

688 和歌短冊(寄鶴祝) 勝口 36.1 X5.9 5634 9387824 

689 和歌短冊構春奥) 勝口 36.4X5.0 6558 9387825 

690 和歌短冊 勝目 35.0x5.7 7166 9387826 

691 和歌短冊(恨身恋) 勝永 35.9x6.4 3502 9387827 

692 和歌短冊(見口恋) 勝英 36.3X6.0 7271 9387828 

693 和歌短冊(暁口月) 勝義 35.4X5.1 裏「十九日小野勝義(小沢門人)J鉛筆書「五n文 4406 9387829 
化元J

694 和歌短冊t落梧月) 勝義 35.4X5.l 裏「十九n小野勝義(麗庵門人)J 4407 9387830 

695 和歌短冊(水涼無口 勝義 36.1 x5.9 裏「小野勝義j 4408 9387831 

696 和歌短冊(神苑朝) 勝子 36.2x6.1 裏鉛筆書「高瀬武次郎博士夫人ヵJ 1251 9387832 

697 和歌短冊日花) 勝子 36.2x6.l 包紙「十月六日・・・J松屋(東京)画廊の橋本良春氏 7207 9387833 
の名調が同包裏書「月前鹿植松茂岳短冊別
帖にハサム水野忠英の子勝子珠草(詩)J

698 和歌短冊(池蓮) 勝秀 36.2X6.0 5657 9387834 

699 和歌短冊(子規) 勝秀 36.2X6.l 6267 9387835 

700 和歌短冊(夕月) 勝升 36.2X6.0 7272 9387836 

701 和歌短冊 勝升 36.4x6.0 7273 9387837 

702 和歌短冊「涼しさは…j 勝升 36.4x6.1 7274 9387838 

703 和歌短冊優夜待周 勝升 36.3X6.0 7275 9387839 

704 和歌短冊「ぬれぬれて・・・j 勝称 35.8x5.5 裏鉛筆書「中嶋勝稽景樹門人竹一六J 0828 9387840 

705 和歌短冊(河雪) 勝世 36.5x6.0 「土佐人柴田勝世j 4845 9387841 

706 和歌短冊fけふとL、へは 勝正 36.3X6.0 7270 9387842 

707 和歌短冊(春)11) 勝宣 36.5X5.9 裏「的場勝宣淀藩士J 3624 9387843 

708 和歌短冊 勝明 36.3X5.9 3734 9387844 

709 和歌短冊(郭公一聾) 勤 36.3X6.0 6498 9387845 
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番号 称 署名名

7101和歌短冊(山本正春大人の|包愛
喜寿の祝に新樹といふこ

とを)

口11和歌短冊「白妙の J I包智

7121俳句短冊f釣との に … 包 明

7131俳句短冊「こひねりを…J1包明老人

7141俳句短冊「富士ま口も…J1北口

7151俳句短冊「不動堂の…北渚

7161俳句短冊「塊大樹に…北渚

7171俳句短冊「業平忌…北渚

7181俳句短冊「緑きて…北渚

7191俳句短冊「愁…北渚

7201和歌短冊(七十賀北通

7211和歌短冊「夕日さす…匡美

7221和歌短冊伺前友匡美

7231和歌短冊「あ口の夜…匡美

7241和歌短冊f口より…匡美

7251和歌短冊「終り実の…匡美

7261和歌短冊 |十丈

7271俳句短冊「米磨た…十丈

7281俳句短冊「口川と… 1(俳句)千丈
(画)賢治

7291俳句短冊「老たとて…J 1 (俳句)千丈
(画)麦朝

7301和歌短冊伏己貴命天照皇|千口

大神口彦名命)

7311和歌短冊(菊)

7321和歌短冊(魚名十)

千口

千口

7331和歌短冊 千口

7341和歌短冊(寄木恋) 千口

7351和歌短冊「千代ふるも…J1千口

7361和歌短冊(霞中花) 千引

法量 備 考

36.2x6.0 1裏「イヨ仲田」

整理番号|備品番号

4496 19387846 

36.2x6.0 1裏鉛筆書「小野亦二郎包智、後忠秋門人、小 15627 19387847 
野善助男かJ

36.4X6.0 I 附 19387側

36.3X5.81絹本

36.0X6.0 

36.2X6.0 

36.2x6.0 

36.3x6.0 

36.3x6.0 

36.3x6.0 

36.3X6.0 

36.1 x6.1 

36.2X6.0 

36.3x6.1 

36.2x6.0 

36.1 X6.0 

36.3x5.9 

36.4x6.0 I r西村十丈J

35.8x5.9 1 r庚成五月廿一日 賢治J

36.4x6.0 

0496 19387849 

4193 19387850 

2726 19387851 

4187 19387852 

4191 19387853 

4199 19387854 

4200 19387855 

6689 19387856 

0127 19387857 

4643 19387858 

4644 19387859 

4645 19387860 

4686 19387861 

1680 19387862 

5076 19387863 

7388 19387864 

7039 19387865 

36.2X6.0 1裏「小原千口Jf口千口翁J鉛筆書『大森口口氏 12347 19387866 
遺品Jf慶応四、二、十二J

36.2 x 6.0 I I 3078 I蜘 867

36.4x6.0 1 裏鉛筆書 r(ー)~、は(二)~、な(三)しひ (まくろの 13248 19387868 
わ口きもの) (四)くち(五)え(六)かれ(七)~、か
(八)あなご(九)こひ(十)ますJ

36.3X6.0 1 r [姓名]一柳千古(ちふる) 歌人[残]天保 1 5901 19387869 
二(一八三二)年[称号]字一力、号口山・
帝堂[住所]江戸人[流派]清原雄風門、の
ち千蔭に[其他]千蔭門三傑の首坐、長歌ま
た書にも長、「近世三十六人口Jの一人J

35.9x5.51裏鉛筆書「中江千口天保八、三、廿七残j

36.4x6.0 

36.1 X5.7 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

737 和歌短冊(あちさゐ) 千蔭 36.2X6.0 4384 93B7873 

738 和歌短冊 千蔭 35.8X6.0 裏f菜花僅鳴維J 4385 93B7874 

739 和歌短冊 千蔭 35.7X5.7 4388 93B7875 

740 和歌短冊(君子日 千蔭 36.2X5.9 5394 93B7876 

741 和歌短冊(憐月) 千穎 36.2X6.0 r[姓名]西村千穎(チヵり 狂歌師、閣学者【残] 6440 93B7877 
天保八年正月二二日[称号}燕栗園と号、通
橋西村桃斎[住所】伊勢の人、江戸本所に住
す[流派]真顔の弟子、又園学に通ずJ

742 和歌短冊(忍通恋のこころ 千穎 36.2x6.0 裏鉛筆書『西村ヵ 千穎(チヵヒ) 天保八、正。 7108 93B7878 
を回文) 廿二残穎J

743 和歌短冊(樹口夏月) 千英 36.4X6.0 2071 93B7879 

744 和歌短冊(待花) 千益 36.0X5.6 裏鉛筆書f疋田千益景樹門通称左近明治 4235 93B7880 
二年七十七没J

745 和歌短冊「白雲は・.'J 千益 35.9x6.0 裏鉛筆書「残年の秋n疋田千益 明治二年十一 4236 93B7881 
月廿九日残年七十七」

746 俳句短冊『人ひとり…J 千崖 36.4x6.0 「蒼口門 (鉛筆書)芭蕉堂三世笹瀬千崖J 5073 93B7882 

747 和歌短冊(夏懐奮) 千幹 36.3x6.0 裏「千蔭門正木千幹J鉛筆書「文政六、五、廿 6496 93B7883 
九、四十七」

748 和歌短冊(松中納涼) 千幹 36.0X5.7 裏「正木千幹(千蔭ノ門人)J 6565 93B7884 

749 和歌短冊(郭公) 千古 34.7X5.0 裏鉛筆書「天保=J 5893 93B7885 

750 和歌短冊(寄弓祝) 千固 35.8X5.5 裏「一柳千固(チフlV}J 6433 93B7886 

751 和歌短冊「まれにわれ・・'J 千坐 36.5X6.0 裏「大坂小原千坐(ち口口I)J鉛筆書「大阪小 2667 93B7887 
原n口口氏口口J

752 和歌短冊(賀) 千枝 36.3X6.0 裏「児嶋千枝J鉛筆書「大阪市北区曽根崎上四丁 1330 93B7888 
目j

753 和歌短冊(賀) 千枝 36.3x6.0 裏f大阪市北区口口町児嶋千枝J 6373 93B7889 

754 和歌短冊(海上タ霞) 千実 36.2x5.8 3488 93B7890 

755 和歌短冊(朝顔の歌の中 千洲 36.3X6.0 裏鉛筆書『宗ノ内」 1532 93B7891 

756 和歌短冊(夏日祈雨) 千秋 36.0x6.0 裏に「生田神社宮司従六位故田所千秋 0802 93B7892 
四十四年五月残Jr150J印もあり/r[姓名]田
所千秋従六位[生]天保七(一八三六)年
(播州)[没]明治四四(一九一一)年五月二八日
(七六)[称号]日米道人、また鹿水と号す[住
所]姫路藩士、神戸生田神社宮司[流派]本
居豊頴門歌人、また能書[その他] r明治洋響
集JJ

757 和歌短冊(春色口東日 千秋 36.3x5.9 裏鉛筆書「若山藤九郎 源滋古川本居宣長門 6231 93B7893 
大阪ノ入国学者」

758 和歌短冊『す、か川…J 千秋 35.9x6.0 6232 93B7894 

759 和歌短冊(述懐然ー) 千秋 36.3X6.0 裏「口井千秋」鉛筆書「大石千秋n康足門四天王 6239 93B7895 
吉永千秋ヵJ
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760 和歌短冊(松上雪) 千春 36.4X6.1 裏鉛筆書「東京二浦千春日メ出口J 3201 9387896 

761 和歌短冊(蛙) 千春 36.4x6.0 裏鉛筆書「三浦千春日十七j 3202 9387897 

762 和歌短冊 千楯 36.4x6.0 裏「城戸範次千楯J 3219 9387898 

763 和歌短冊(秋タ閑) 千楯 36.4x6.0 裏「千種の花秋n撰歌Jの印、「京都大平門 3262 9387899 
城戸千楯J

764 和歌短冊(タ落葉) 千楯 36.3x6.0 「宣長門城戸千楯」 4900 9387900 

765 和歌短冊(長川似帯) 千楯 36.1 x5.9 「城戸千楯J 5215 9387901 

766 和歌短冊(歓聾) 千祥 36.3x6.0 裏「京都市大和大路三保下大黒町 井上千祥J 2381 9387902 

767 和歌短冊(春野) 千祥 36.4x6.0 裏「甲…n京都市大和大路三条下ル須賀室門 4486 9387903 
家井上高次郎J

768 和歌短冊(池口雪) 千信 36.3x6目I裏鉛筆書「五ノ=ノ内J 3080 9387904 

769 和歌短冊(葛飾なる梅やし 千尋 35.7x6.0 裏鉛筆書「石黒千尋 メ五、八、残六九 十 0425 9387905 
きのきかりにまかりて)

770 和歌短冊(鯛) 千尋 36.2x6.0 0435 9387906 

771 和歌短冊「君が口む・ooJ 千尋 36.4X6.1 裏「出雲大社主典佐草千尋J 3570 9387907 

772 和歌短冊(冬梅) 千尋 36.4x6.0 裏鉛筆書「石黒千尋nメ五Jr口=n十参j 4212 9387908 

773 和歌短冊(雪) 千尋 36.4 x 6.1 「御杖門進藤千尋J 4931 

774 和歌短冊(久世なるかけ山 千尋 36.2x6.0 裏「吉水王厨進藤加賀守詠書j 6963 
の宿にて)

775 和歌短冊(月前I旬 千尋 35.7x6.0 6965 9387911 

776 和歌短冊(但馬国矢次山に 千尋 36.2x6.0 裏「大正十年紀元節の口出すj 5809 9387912 
参りて)

777 俳句短冊「とりのこす…j 千代 34.7x5.3 1919 9387913 

778 和歌短冊(名所紅葉) 千町 36.4X6.0 裏鉛筆書「野田氏J 6477 9387914 

779 和歌短冊(山里にひくらし 千任 36.9x5.5 裏「月照若年歌J 1465 9387915 
の声をき〉て)

780 和歌短冊(新年見鶴) 千比呂 36.3x5.8 裏「進藤千尋京都の園学者名は為周 明治十 0088 9387916 
一年残年六十二」

781 和歌短冊「かせ後に・ooJ 千美 36.2 x 5.2 7238 9387917 

782 和歌短冊(浦郭公) 千別 36.5x5.9 裏ri工州美木中井久右衛門J鉛筆書「中井千別 6509 9387918 
江州の硯商、和寄をよくす天保八、三、廿
七残、享年不詳J/r[姓名]中井千別[残]
天保八年三月二七日[称号]久右衛門[住所]
江州美木[其他]硯商J

783 和歌短冊(禁中花) 千桝 36.2x6.1 3223 9387919 

784 和歌短冊「すておかは・ooJ 千夜 34.8X5.8 6230 9387920 

785 和歌短冊(閑庭松) 千浪 36.2x6.1 0447 9387921 

786 和歌短冊(寄雪祝) 千浪 36.4X6.1 鉛筆書「隆の手j 6835 
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787 和歌短冊(名所口 千浪 36.2x5.9 裏鉛筆書I加藤千浪由豆流門J 6836 93B7923 

788 和歌短冊(古寺雪) 千慶 36.1 X6.0 裏鉛筆書「メ十、十四」 1364 93B7924 

789 和歌短冊(月前祷衣) 千{傑 36.3X5.9 「曾津人田中千僚j 5182 93B7925 

790 和歌短冊(山蹄踊) 千晴 36.1 x6.1 裏鉛筆書「十四中」 1681 93B7926 

791 和歌短冊(十五夜あめふり 千瞬 35.7X6.0 裏「山田千瞬J鉛筆書「名十三ノ口J 1700 93B7927 
にて眺むるに)

792 俳句短冊「妻に子に・"J 千鮪 34.2X5.4 裏「其角門人j 0985 93B7928 

793 和歌短冊(新樹) 表・千雅、裏・ 36.4X6.0 表裏に和歌あり 2397 93B7929 
福重

794 俳句短冊「口かさぬ・・・」 午心 36.1 X5.4 「夢太門岩波午心j 5037 93B7930 

795 和歌短冊「池の面に・・・」 半古 35.8X5.9 裏「大正三年越後口口ノ口J/r梶田半古 東京 1841 93B7931 
の画人大正六(一九一七)年四月廿三日 四
八J

796 俳句短冊「柴の戸を・"J 卓池 36.3X6.0 「士朗門鶴岡卓池j 5052 93B7932 

797 和歌短冊Iあさもは口…j 南 36.3X5.8 4590 93B7933 

798 俳句短冊(庵号口口立机披 南口 36.3x6.0 5936 93B7934 
露を祝て)

799 和歌短冊(山家待花) 南可 36.0X5.7 裏鉛筆書「賀茂南可社家南柄保岳又保 3180 93B7935 
葉、良玄法師、従五位下、慶安元、卒、年五
十二J/r[姓名]賀茂南桐賀茂社家[残]
慶安元年(五十二) [称号]保岳又保葉、良玄法
師と稿す従五位下J

800 俳句短冊「殿町の・・'J 南峨 36.1 x6.0 裏「定稚門J 1127 93B7936 

801 漢詩短冊「春江蛍月夜・"J 南山逸人 35.6x5.6 1020 93B7937 

802 俳句短冊「富にけり・・.J 南城 35.8x6.0 0049 93B7938 

803 俳句短冊「径八丁・・'J 南畝 36.3x6.0 0567 93B7939 

804 和歌短冊(古稀) 南禅大魚 36.2x6.0 包紙「古稀東山南禅大魚(印)J 1123 93B7940 

805 和歌短冊(傘をかしかへさ 南禅大魚六 36.1x6.0 3589 93B7941 
ぬに口く口しける) 十六翁

806 俳句短冊「若生の・・'J 南風 36.4X6.0 2644 93B7942 

807 和歌短冊(社頭松) 南甫 36.2x6.0 3919 93B7943 

808 和歌短冊「屋根はくち…J 博口 36.3X6.0 2393 93B7944 

809 和歌短冊 r~ ¥ ~はなほ…J 博口 36.2X6.0 裏「明治四十二年の口の詠j 2500 93B7945 

810 和歌短冊(蜂須賀侯爵をL、博言 36.2X6.0 裏「武岡博言J 1900 93B7946 
たみ奉りて)

811 和歌短冊「肉もちも…j 博言 36.3x6.0 裏「武岡博言J 2399 93B7947 

812 和歌短冊「山里の・・'J 博三 36.2x6.0 1991 93B7948 

813 和歌短冊「かげろふの・・・j 博三 36.2x6.0 2003 93B7949 
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814 和歌短冊「をしなへて…j 博高 36.3x5.8 裏に紙貼付「東久世ニ位博高卿J 千載和歌集 530 9387950 
(園位法師)の一首

815 和歌短冊(春雨) 博通 36.4X6.1 裏に紙貼付「六角大蔵大輔博通朝臣n二月口三 6828 9387951 
月中J

816 和歌短冊にの君に・・'J 博之 36.3x6.0 2368 9387952 

817 和歌短冊「この君に・"J 博之 36.3X6.0 2400 9387953 

818 和歌短冊(雪) 博之 36.2x6.0 2502 9387954 

819 和歌短冊(口の屋口に森 博覧 36.3x6.0 2503 9387955 
崎ぬ口の誕生を祝ひて)

820 和歌短冊表『竹筏…J 表・簿、裏・博 36.3x6.0 表裏に和歌あり 2504 9387956 
口

821 和歌短冊表「口もちも 表・博言、裏・ 36.2x6.0 表裏に和歌あり 1899 9387957 
…J・裏にの君に…J 四郎

822 和歌短冊(萩漸盛) 卜山 37.7X6.1 裏鉛筆書「烏丸光胤安永九、四J 4295 9387958 

823 和歌短冊(御賀玉の実を送 即今 32.8x5.9 7181 9387959 
奉りて)

824 和歌短冊(竹間夏月) 厚 36.5x6.0 裏鉛筆書「柴田滋翁 明治七、十二、残、年六 0456 9387960 
十六n心学大家柴田鳩翁嗣子武修、字厚j

825 和歌短冊(故郷立秋) 厚 36.3X6.1 1414 9387961 

826 和歌短冊(あらふる恋の心 厚信 35.9x5.8 6049 9387962 
を)

827 和歌短冊(露) 厚典 35.5X5.1 2542 9387963 

828 和歌短冊(春懐旧) 厳 36.1 X5.4 0378 9387964 

829 和歌短冊「天の原・・'J 厳水 36.6x6.0 裏『土佐人n中山十日J/r[姓名]中山厳水(~、 5892 9387965 
ずみ) 園学者[生1(一七七0)年[残]天保
四~三十(一八三九)年(七0)[住所]土佐人
[流派]宣長門、谷員潮[其他1r参考土佐軍
記』等j

830 和歌短冊(駿河国狐崎に 厳彦 36.0X5.9 5667 9387966 
て)

831 和歌短冊(森本の君西の京 厳彦 35.9x5.9 1539 9387967 
の官に遷り玉ふ馬の館に)

832 和歌短冊(蚊遣火) 文玄 36.5X6.0 7075 9387968 

833 和歌短冊(織女契久) 友干 36.2x6.0 2841 9387969 

834 和歌短冊(遠山初雪) 友干 36.0x6.0 「季腐門倉谷友干J 4924 9387970 

835 和歌短冊(月) 友干 36.1 x6.1 「倉谷友干賀茂季腐門歌人、京都の醤官、通 4960 9387971 
称主水、号桂園花山院御内j

836 和歌短冊(行人留花) 友干 35.9X6.0 「倉谷友干京師の醤官通称主水桂園と号 5397 9387972 
す季鷹門花山院口ノ内梅桜三十六寄撰の
中」

837 和歌短冊「老初る…J 友業 38.0X5.5 7266 9387973 
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838 和歌短冊(思待恋) 友識 36.0x6.1 裏鉛筆書「小池有識文政八J 3401 9387974 

839 和歌短冊(野鴬) 友助 36.0x5.4 『高屋友助J 5218 9387975 

840 和歌短冊(紅葉誰家) 友信 36.5X5.9 裏「書画早引住友氏大坂人狂歌ノ部に 1419 9387976 
出J

841 和歌短冊(夜蒋教) 友信 36.4X5.3 裏「賓永元甲申歳弥生中五日 長孝師遠忌 1420 9387977 
曾J

842 和歌短冊f花あやめ・..J 友楚 36.2X6.1 0244 9387978 

843 和歌短冊f咲菊の・・.J 友楚 36.2X6.1 0245 9387979 

844 和歌短冊f立よれは・..J 友楚 36.3X6.1 0252 9387980 

845 俳句短冊(張洲) 友之 36.2x5.9 4031 9387981 

846 和歌短冊「名にしおふ…J 友明 36.1 x6.0 裏「京都口口教正大嶋友明J鉛筆書「大嶋友 2394 9387982 
明J

847 俳句短冊「飛鳥の・・.J 双羽 35.8X5.9 3801 9387983 

848 俳句短冊 双羽 36.3X6.0 3802 9387984 

849 俳句短冊「土臓の・・.J 双羽 36.3x6.0 3803 9387985 

850 俳句短冊「土識の・・.J 双羽 36.3x6.0 3804 9387986 

851 俳句短冊 双羽 36.2x6.0 3805 9387987 

852 俳句短冊佃中氏買得家の 双羽 36.3x6.0 3806 9387988 
賀に)

853 和歌短冊fゆくゆくも…J 叙定 36.2X6.0 裏鉛筆書「斎藤叙定近衛家諸大夫、安政三、 0896 9387989 
十二、一日六十九才にて叙従三位、宮内権大
輔、伯嘗守Jf竹口」

854 俳句短冊f故郷へ・・.J 史 36.3x6.0 1027 9387990 

855 和歌短冊(蓬三莱十山二のと・せの年 叢生 36.5x6.2 6150 9387991 
のはしめ蓬莱 ・・)

856 俳句短冊『聖迎ふる・.J 古往 35.2x5.9 2708 9387992 

857 俳句短冊『棋殻馬場に・..J 古往 36.0x6.1 2709 9387993 

858 俳句短冊「主人謡に・..J 古住 36.0x6.0 2710 9387994 

859 俳句短冊「神輿仕舞・・・j 古往 36.0x6.0 2711 9387995 

860 和歌短冊(遠山雪) 古蔭 36.4X6.1 0281 9387996 

861 和歌短冊(海上月) 古蔭 36.3X6.1 裏「鳥取歌人小谷古蔭j 0282 9387997 

862 和歌短冊(鵜JlI) 古蔭 36.3X6.1 裏「鳥取歌人小谷古蔭J 0361 9387998 

863 和歌短冊(野の花) 古蔭 36.4X6.1 裏「鳥取歌人小谷古蔭J 7130 9387999 

864 和歌短冊(寄道祝) 古稀史 37.3X6.2 1447 9388000 

865 俳句短冊(雨中早苗) 古径 36.3x6.0 0561 9388001 

866 俳句短冊『眠るまも…J 古元 36.6X5.9 『六保道場古元」 4992 9388002 
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867 和歌短冊(新年雪) 古香 35.9X5.8 0880 9388003 

868 和歌短冊(樹陰納涼) 古香 36.5x6.1 「秋園古香J 4825 9388004 

869 和歌短冊「はかなくも…j 古式 35.4x5.9 2425 9388005 

870 俳句短冊(梧桐庵の口口を 古蕉 36.4X6.0 2668 9388006 
祝して)

871 俳句短冊「三日月に・.'J 古董 36.2x6.0 裏鉛筆書「新年J 1209 9388007 

872 俳句短冊「青柳の・・'J 古董 36.1 x6.0 裏鉛筆書「新年J 1210 9388008 

873 和歌短冊(寄雪日 古博 35.3X5.4 2548 9388009 

874 俳句短冊fうららかや…j 句例 36.2 X6.0 裏鉛筆書「東本願寺句例上人J/r[姓名]大谷 1926 9388010 
光演東本願寺二十三世[生]明治八(一八七
五)年[残]昭和十八(一九四三)年(六八) [流派]
河東碧梧桐門、書を三郊、画を栖鳳)J

875 俳句短冊「初夏の・・'J 句併 36.3x6.0 裏鉛筆書「句{弗上人J/r[姓名]大谷光演東 1927 9388011 
本願寺二十三世[生]明治八(一八七五)年(京
都)[残]昭和十八(一九四三)年(六八) [称号]
幼名光養磨、号句併・愚峰、釈彰知[流
派]書を杉山三郊に画を梅嶺・栖鳳に学ぶJ

876 和歌短冊『ふりすて h…J 只軒 35.6X5.4 裏「大仏石野東太夫石之翁只軒j 1250 9388012 

877 和歌短冊(草庵蛍) 可口 36.4x6.1 3428 9388013 

878 和歌短冊「も、千とり…J 可口 36.0X5.8 裏「直房Jf権口殿」鉛筆書f従四位上常盤直房 6728 9388014 
万治年ニ卒 直房は共綱次男也J

879 和歌短冊、表・「旭日影 可行 36.3x6.0 表・裏歌あり 0224 9388015 
…J、裏・(鶴有追年)

880 俳句短冊(祝立JL) 可室 36.4X6.0 2704 9388016 

881 和歌短冊(幽居秋風 可信 36.3x6.0 裏「大口口中小村延五郎」 5727 9388017 

882 俳句短冊(栄庵を祝す) 可水 36.4X6.0 裏「埼玉豊口町大字口町加藤可水J 2683 9388018 

883 和歌短冊「よたよたに・.'J 可宣 36.4X6.0 6602 9388019 

884 俳句短冊(梧洞庵宗道の開 可洗 36.4X6.1 4155 9388020 
庵を祝して)

885 俳句短冊『咲色に・・'J 可大 36.0x6.1 「可大Jf[姓名]幸和(子ワ) 江崎氏、太左衛門 5077 9388021 
法名春学[残]寛永二一(一六四四)年三月一四
日[住所]京都四条通油小路住、医[流派]
立圃門[其他] r底抜臼JJ 

886 俳句短冊「名月や・・'J 可申 36.3X6.0 裏にも俳句l句あり 1185 9388022 

887 和歌短冊r~ 、と寒く…J 可路 36.4x6.0 1445 9388023 

888 和歌短冊(近藤松三郎君の 台巌 36.3X6.0 0809 9388024 
新居を祝{寺りて)

889 俳句短冊(七十二の春を向 司口 35.7X5.7 裏鉛筆書「口J 1137 9388025 
ひて・・・)
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890 和歌短冊(寄月祝) 司直 36.5x5.7 裏f成島司直(もとなほ) 江戸の人勝雄の子 1696 9388026 
成島家六世なり 家世々儒を以て幕府に仕ふ
東岳と号す司直歌口あり 園撃に通暁す
著者若干文久二年残。年八十五家集を『成
島司直歌稿』というJ

891 和歌短冊(秋跳望) 司直 37.0X6.0 1697 9388027 

892 俳句短冊 吉口 36.0X5.7 5414 9388028 

893 和歌短冊(魂) 吉胤 36.4X6.1 裏鉛筆書「岡吉胤J 0714 9388029 

894 和歌短冊(巌上松) 吉胤 35.6x6.0 裏墨書「神宮奉斎会長大教正岡言胤J又、 0715 9388030 
鉛筆書「天保四メ四十年月残、明治世七
年勅題」

895 和歌短冊(野早蕨) 吉胤 36.2X5.9 裏鉛筆書『岡吉胤天保四生メ四O残年七五 7107 9388031 
明治時代の神道家j

896 和歌短冊『も、とせを…j 吉映 35.7X5.5 7128 9388032 

897 和歌短冊fつくまえや…j 吉 I 36.4X5.9 裏面「西川吉輔Jf足利木首事件の一人Jf贈従四 0348 9388033 
位近江八幡の勤王家、西川吉輔明治十=
年五月十九日残年六十五J

898 和歌短冊(祝) 吉康 35.1 X5.8 6605 9388034 

899 和歌短冊「朝ほらけ・"J 吉子 36.3X6.0 裏墨書「高倉夷川上ル草場吉子」 カード付 0004 9388035 
カ

900 和歌短冊(雨後山) 吉子 36.3x6.0 裏鉛筆書「女口帖よりJ 1812 9388036 

901 和歌短冊(卒業生) 吉子 36.3X6.0 3885 9388037 

902 和歌短冊(寄道祝) 5r~ 、 36.4x6.0 5251 9388038 

903 和歌短冊(夏) 吉長 36.2x5.6 0669 9388039 

904 俳句短冊「あらはせた・'J 吉養 36.4x6.0 0904 9388040 

905 俳句短冊「削らる〉…」 名阿 37.4x6.1 裏「大坂草瞥蔦町権之進J 0993 9388041 

906 和歌短冊(はなのうたのな 名臣 36.4X6.0 裏f神代名臣J 6027 9388042 
かに)

907 和歌短冊(竹) 名垂 36.0x5.8 裏に朱書で『沢田名垂Jf浅海子口離Jの印あり 3224 9388043 
r [姓名]津田名垂(ナタリ) 園学者[生】安永四
(一七七五)年[残]弘化二(一八四五)年四月三
十日(七十一)[称号]初名 成祐、五家固また
木隠の翁と号、自口亭[住所]曾津務士[流
派]二条風の歌を、のち芝山持豊に学び、文
大平の門に学ぶ[其他]家屋雅考・古学考等
故実に口しく、画を能くすJ

908 俳句短冊「けり羽根や・"J 吐屑 36.4X6.0 裏fハチ坊J鉛筆書「辻鼻瓢六ヵj 1001 9388044 

909 和歌短冊『夏木立・・'J 君子 36.2x6.1 4538 9388045 

910 俳句短冊「渋い柿・・・j 君石 36.3X6.1 0064 9388046 

911 俳句短冊「稲鐘・・・J 君石 36.3x6.1 1138 9388047 

912 俳句短冊(梧洞庵主人の立 君名 35.6X5.9 2794 9388048 
机を祝して)
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913 俳句短冊(倣七歩詩) 呉口 35.7x6.0 0632 9388049 

914 俳句短冊「黄鳥の・・'J 呉口 36.1 x5.8 1139 9388050 I 

915 俳句短冊「一つふも・・'J 呉口 36.0X5.9 3986 9388051 

916 俳句短冊(松口映水とL、へ 呉雪 36.4x6.0 2725 9388052 
る勅題により梧桐庵詞宗
の嗣号をほき口

917 俳句短冊 呉仙 36.2x6.1 裏面にr[姓名]松平呉仙太白堂八世[残] 0490 93880531 
明治二四年一0月二六日(六四) [称号]名 親
孝、号ー太口堂・田畑舎・桃三堂・桃鶏・桃
修等[生地・住所]江戸J

918 俳句短冊側酔君の開庵を 呉羊 36.5X6.0 3175 9388054 
祝す)

919 俳句短冊f行通ひの・・・j 吾山 36.5X5.2 裏『師竹尾吾山 元明七年十二月十七日残ス 0937 93880551 
行年七十有余J

920 和歌短冊(タ鐙) 吾髪 35.2X5.9 裏鉛筆書「寺山吾髪東廿ノ内Jr50n [姓名] 4244 9388056 
寺村吾蔓(門ラ，)[残]元年十月 (※枠外に鉛筆
書)十三初)J

921 和歌短冊(朝時鳥) 周魚 36.3X6.1 0415 

922 和歌短冊(眼) 周魚 36.3x6.0 2122 9388058 

923 和歌短冊(新樹) 周魚 36.2x6.0 2123 9388059 

924 和歌短冊 周魚 36.4X6.0 「大口鯛二J 4862 9388060 

925 和歌短冊fみをまかす…J 周謙 35.6x5.4 2199 9388061 

926 和歌短冊(水鶏) 周道 36.4X6.2 裏「鳥取歌人J鉛筆書「田中甚八郎」 1524 9388062 

927 和歌短冊(谷古橋) 周年 36.2x6.0 裏「竹j鉛筆書「陶工口j 1582 9388063 

928 和歌短冊 周粛 35.5x5.5 裏鉛筆書「藤門周粛元弘n享保Jr [姓名]藤 4287 9388064 
門元弘(モトヒロ) 歌人[没]安永五年二月二七日
(八五) [称号]号周粛[住所]大和[流派]
烏丸光栄門[その他]書に巧なり」

929 俳句短冊「憂き夢や・・・」 周州 36.2x6.0 1203 9388065 

930 和歌短冊「みちとせの・"J 和鼎 35.6x5.4 裏に紙貼付「成島峯雄「芳人Jニ和鼎ハ峯雄トア 1408 9388066 
レド本文見当ラズ昭和三四、口、十七刊本
口矢マーロJ

931 和歌短冊r~ 、つの世に・ "J 和年 36.2X6.0 0249 9388067 

932 和歌短冊「須磨の浦・"J 平日年 36.0X6.0 0250 9388068 

933 和歌短冊(既傾月) 和年 36.0X6.0 0251 9388069 

934 和歌短冊fながき代の・"J 和年 36.1 x6.0 0253 9388070 

935 和歌短冊f心あてに・・・j 和年 36.1 x6.1 0304 9388071 

936 和歌短冊「花の色は・"J 和年 36.3X6.1 0307 9388072 

937 和歌短冊『詰つるこほり 和年 36.1 x6.1 0308 9388073 
も"'J
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938 和歌短冊「くもにいり…J 和年 36.3X6.1 0309 9388074 

939 和歌短冊「鹿の音を・・・j 和年 36.4x6.1 0310 9388075 

940 和歌短冊「さえかへり…J 和年 36.5X6.1 0311 9388076 

941 和歌短冊「雲たにも…J 和年 36.2x6.0 0312 9388077 

942 和歌短冊(夏月透竹) 和雄 36.5X5.7 0338 9388078 

943 和歌短冊「幾千代を・・・」 咲子 36.2X6.0 裏「京生島咲子J 4554 9388079 

944 和歌短冊(夏月) 寄根口 35.7X5.9 6061 9388080 

945 和歌短冊(春月) 寄子 36.3x6.0 「下回歌子j 5317 9388081 

946 和歌短冊(湖上月) 高子 36.1 x5.9 裏鉛筆書「一葉の師 中嶋寄子j 6331 9388082 

947 俳句短冊「殿連の"'J 寄川 27.0X5.0 r [姓名]遊女歌川[没]安永五(一七七六) 1904 9388083 
年七月二六(一七)日(六二) [称号]剃髪して龍
谷と号、実名ぎん[住所]越前三園豊田屋七
左衛門抱へ泊瀬川[その他]晩年江戸に出で、
東園を行脚J

948 和歌短冊(蛍火の輝といふ 哲心 36.5X6.0 0318 9388084 
ことを)

949 和歌短冊(奥野主人の秋宅 哲仙 36.6X6.0 5760 9388085 
に移り玉ふ賀に)

950 和歌短冊(山家月) 晴翁 36.3X5.3 裏鉛筆書「村六十内J 1960 9388086 

951 和歌短冊(禁中花) 唯一 36.3x6.0 「曾津人垣沼唯一通名度五郎」 5183 9388087 

952 和歌短冊(朝雲) 啓 35.6x5.9 裳「美作国久米南口口口山村大字福田 棚橋 2921 9388088 
啓j

953 俳句短冊「おこしては…j 啓山 36.3X6.0 0625 9388089 

954 和歌短冊(関路夕雨) 善口 36.4X6.1 1557 9388090 

955 和歌短冊阿上雰) 善口 36.3x6.0 裏鉛筆書「竹一六J 2041 9388091 

956 和歌短冊「はるかすみ・・・」 善口 36.1 x5.9 5756 9388092 

957 和歌短冊「久方の・・'J 善ー 35.8x6.1 鉛筆書「十三日名十六内j 2343 9388093 

958 和歌短冊「おのつから"'J 善ー 36.2x6.0 4059 9388094 

959 和歌短冊(行路蕨) 善一 36.3x6.0 裏「田沢善一j鉛筆書「与清門j 4098 9388095 

960 俳句短冊(祝) 善秀 36.3X6.0 5946 9388096 

961 和歌短冊「はるばると…J 善重 36.4X6.0 裏「琉球人J鉛筆書「村口J 1063 9388097 

962 和歌短冊(懐奮) 善春 36.3X5.4 1541 9388098 

963 和歌短冊「よろこひの…J 善達 36.3X6.0 裏「新樹Jr東京市赤坂区青山北町四丁目八十八 4501 9388099 
正七位勲七等鈴木善達J

964 和歌短冊C橘) 善明 35.9X5.6 3503 9388100 

965 和歌短冊(山本大人の新婚 善立 36.2x6.0 裏「市内楊梅通新町東入高木善立J 1814 9388101 
をこと口口て)

-284-



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

966 和歌短冊(忙) 善立 36.3x6.2 裏鉛筆書「高木善立 市内楊梅通り新町東入J 4467 9388102 

967 和歌短冊(菊) 喜口 37.6x5.3 1569 9388103 

968 和歌短冊(蝶) 喜蔭 37.0X5.9 裏「鳥取歌人J鉛筆書「佐々木J 1511 9388104 

969 和歌短冊(早朝 喜蔭 36.1x6.0 裏「鳥取歌人J鉛筆書「佐々木J 1522 9388105 

970 和歌短冊「おほひなる・ooJ 喜久 36.3x6.0 2979 9388106 

971 和歌短冊(山本繁蔵君御婚 喜共 36.2x6.0 裏「御幸町四条下ル杉本喜共j 4470 9388107 
儀をいはひて)

972 和歌短冊(橋上月) 喜厚 36.1 X5.7 裏鉛筆書「井上J 1673 93B8108 

973 和歌短冊(旭光照波) 喜弘 36.1 X5.7 5659 9388109 

974 和歌短冊(道奈さんの外国 喜作 36.1X6.0 絹本 4053 9388110 
に行かる、を送りて)

975 和歌短冊「過にける・ooJ 喜重 35.6x5.5 2748 9388111 

976 和歌短冊(宗聞大和尚の古 喜尚 36.1 x5.5 6678 93B8112 
門に帰口口ふを送り口口
て)

977 和歌短冊(池辺鶴) 喜真 36.3x6.0 6658 93B8113 

978 和歌短冊(祝賀) 喜之 36.1 X5.8 裏「明治十三年口十一月一日祝 =条小橋 林 2900 93B8114 
喜助白書J

979 和歌短冊「八十とせを・ooJ 喜亮 36.1 x6目。 裏「小杉佐七」 2398 9388115 

980 和歌短冊「雪けなる・ooJ 喜亮 36.3x6.1 6072 9388116 

981 和歌短冊「幾千代の-・・j 喬房 36.1 X6.0 裏「柳本」 5631 9388117 

982 和歌短冊「青柳の・・'J 喬房 36.2 X6.0 6657 93B8118 

983 和歌短冊(寄絢恋) 喬凡 34.9x5.6 裳鉛筆書「御杖j 3140 9388119 

984 和歌短冊r~ 、つの世の…j 営奄 36.3x5.0 7051 9388120 

985 和歌短冊(早苗) 嗣孝 37.0X5.7 裏に貼紙「薮前中納言J 鉛筆書「高倉薮と改 3120 9388121 
む天和二、五、廿七コ、六十四J

986 和歌短冊(間中燈) 嗣章 36.5x6.3 裏「薮嗣章卿 元禄十一年七月三日義J 4810 93B8122 

987 和歌短冊(山家鹿) 嘉口 36目1X6.0 裏鉛筆書「口十一の内J 5532 93B8123 

988 俳句短冊「尭の代の・ooJ 嘉雅 35.2x5.5 5467 9388124 

989 和歌短冊(寄花祝) 嘉言 36.3x5.6 「村田嘉言 大坂の歌人、春門の男、太岳と号 3328 9388125 
す又吉葛畳とも、又童に巧なり 著『新紅塵

集』 嘉永二年六月五日残j

990 書短冊(朝鮮征爵も程よく 嘉時 36.4X6.0 裏鉛筆書「久坂嘉時J 3807 9388126 
終りしをよろこひて)

991 和歌短冊 嘉時 36.6x6.1 裏「久下嘉時」 3808 93B8127 

992 和歌短冊(此ほとあひて物 嘉時七十九翁 35.7x5.9 1481 9388128 
別たりせしにしはしのい
たつきにふしむなしくな
り玉ふをいたみて)
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993 1和歌短冊(七十七になれ|嘉時七十七翁 136.1X6.1 
る身のすこやかなるを喜
ひ四季によせて)

9941和歌短冊机雲琴をよめ|嘉時七十六翁 136.1X6.1 
る)

9951和歌短冊「あまつひは…J1嘉時 七十六翁 136.5x6.0 1裏書『辛未十月梅田の日旧主家の事務を何くれ 11486 19388131 
と申ゆたねて東京にくたらんとしけるときよ
みて遣しける…j鉛筆書「上嶋明政婦部
雅政ヵ、号鳩翁j

996 1和歌短冊(寄鶴祝)

997 1和歌短冊(残花薫風

998 1和歌短冊(野遊)

9991和歌短冊(夜落葉)

備 考 整理番号|備品番号

1505 19388129 

1485 19388130 

嘉時八十翁 1 36.5x6.0 

嘉国 135似 5.11裏に同じ歌作動)あり

嘉之 136.2X5.7 

嘉之 135.9X5.51裏にf画家国学者村田(人目。嘉之J
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10001和歌短冊(ある山寺にて)1嘉猷

10011俳句短冊「天地の…j

10021俳句短冊『提て行…J

噺山

36.3X6.1 1裏I京人 山田嘉猷」鉛筆書「山田エミチ(rへ六J1 3354 19388136 
と書足) 島台本舗主人J

36.2X6.1 1 r宗屋門 三宅噺山Jr [姓名]三宅噺山(ショサツ 15040 19388137 
tウサ功[生】享保三年三月二五日(一七一八)京
[残]享和元年四月一四日(一八0ー)八四[称
号]誇・芳隆、字-口元、号・葎亭・橘粛・
槍浪居(貯ラウキョ)[住所・生地】京都[師承・流
派]僧醤にして連俳家、望月宗屋門[著書・
その他]三宅観口の一族、青蓮院宮侍講、『俳
譜古撰j r俳譜新撰』等J

36.2X5.81裏「得器門不染篭島器観享和元年八月十 10942 1 9388138 
九日残J鉛筆書「一六八J

器観

10031俳句短冊伏武の修行に |四時庵主人
凝る人は風雅に性をやし
なふとて)

10041俳句短冊「併生会…j

10051和歌短冊(初口月)

36.0X5.71裏「祇逸号四時庵』 1133 19388139 

四明

固禅

36.3x6.0 

36.7X5.41裏鉛筆書「裏松光世Jf珍稀Jf文化七Jf五J
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10061和歌短冊『かけやと口…J1固禅

10071和歌短冊「大関の…国口

10081和歌短冊(初蝉国安

10091和歌短冊(如月…国安

10101和歌短冊(残馬連雲国艦

36.4X6.1 1裏f正三位中納言裏松田禅卿Jf吉川観方氏蔵J 1 4410 19388142 

36.1 X6.0 1 1 4063 19388143 

35.6X5.4 1裏鉛筆書f桂門渋谷氏 15689 19388144 

36.4x6.0 1裏「渋谷園安 15690 19388145 

36.4x6.0 1裏「儒者木下南渓名国艦字維則加州侯ニ 14298 19388146 
仕フ 天明元年十月残ス五十四香川景平口
口J

36.3X5.71 1 6683 19388147 

36.0X6.0 1 1 3553 19388148 

36.0X6.0 1 1 4607 19388149 

36.0X6.0 1 1 4608 19388150 

35.7X5.41裏鉛筆書「林国雄口七初、天保十 16451 19388151 

10111和歌短冊(鐸教国丸

10121和歌短冊『…国冬

10131和歌短冊「明石口と…J 1国冨

10141和歌短冊(寄月0)国冨

10151和歌短冊(水辺山吹国雄
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

1016 和歌短冊 園雄 36.4X5.8 裏に「林園雄Jf[姓名]林園雄(くにを) 闘学 6155 93B8152 
者[生]宝暦八(一七五八)年[残]文政二(一
八一九)年二月二七日(六二) [称号]松口、大
船真構、常磐居と号[住所]常陸国水戸人、
後江戸に住す[流派]はじめ狂歌を真口に学
びしが、後宣長に和歌を[其他]狂歌をよく
す 『調の緒環.1 r尚古勅語抄』等J

1017 和歌短冊(冬夕嵐j 閏雄 36.5X5.4 裏鉛筆書「江戸の歌人林氏宣長門J 6452 93B8153 

1018 和歌短冊(口切といふこ 園祐 35.6X6.0 裏「平安人物誌地理風水五行理学肥後守 6609 93B8154 
とを) 松浦園祐字子徳、号星口又号泉隣居京

師 ={様室町西口」

1019 和歌短冊(熊) 園安 36.5x6.0 「知紀門渋谷園安J 4860 93B8155 

1020 和歌短冊(閑居荻) 園安 36.5X6.0 「春州門渋谷園安J 4937 93B8156 

1021 和歌短冊(以人為鏡) 園香 36.3x6.1 裏鉛筆書f中村圃香J/r[姓名]中村園香儒 1347 93B8157 
者[称号]字子蘭[住所]上総夷隅郡の人
[その他] r房総志料.1J 

1022 和歌短冊(社蝉) 園美 36.2X6.1 裏『津守三位j 0743 93B8158 

1023 和歌短冊(折花) 園福 36.3X6.0 裏「千種の花春(r撰歌Jの印)Jr従三位摂津 3588 93B8159 
住吉神社社司津守園福J

1024 和歌短冊保田祭をよめ 園和 36.1 X5.9 1175 93B8160 
る三首)

1025 和歌短冊(費) 園市豊 36.5x6.0 裏に紙貼付「住吉神主津守三位殿J/r住吉神社 3220 93B8161 
津守三位殿J

1026 俳句短冊「あすの用・.'J 園め 34.3 x 5.4 裏「渡会園女関西日中ノ口松坂人後江戸ニ 1930 93B8162 
住ス智鏡尼享保十一年四月十八日年七
十四」

1027 和歌短冊(朝氷室) 園雅 35.5X5.2 4120 93B8163 

1028 和歌短冊(十五夜徳たし、 圃雅 35.3x5.3 6569 93B8164 
寺とのにまゐりて)

1029 和歌短冊「元日や・・'J 園寿 36.5x5.2 0367 93B8165 

1030 和歌短冊「朝日影・・・j 園純 36.2x6.0 裏f朝風Jr愛知県草三河圏貧飯郡御馬村 真宗大 5987 93B8166 
谷派敬園寺住職赤松園純j

1031 和歌短冊(タ梅) 固)1恒 35.5x5.4 6105 93B8167 

1032 和歌短冊他上蓮) 園忠 36.4x6.0 裏鉛筆書「宗内」 1535 93B8168 

1033 和歌短冊(暁郭公) 固忠 36.3x6.0 裏鉛筆書「宗ノ内j 1538 93B8169 

1034 和歌短冊(波口黄柳梢) 園方 36.3x6.0 裏鉛筆書「村上潔夫文政六、九、十、五五j 6429 93B8170 

1035 俳句短冊fうの花や・.'J 圏雪 35.4X5.4 裏「村松園雪安永八年正月四日残四十九J 0940 93B8171 

1036 和歌短冊(月前契恋) 土丸 34.0X5.2 裏「和寄野河集寄Jf三神元敬…J 6538 93B8172 

1037 和歌短冊(枕) 土満 36.1 x6.0 裏「遠江国城東郡平尾村神口栗田市頭」 4363 93B8173 

1038 俳句短冊(ネレ活Lすへか 士郎 36.3x5.4 0938 93B8174 
らす行儀ハ正しかるへし
さりとて余りかたくなな
るハ返て無礼に成事有)
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1039 和歌短冊「関の戸の・・・」 土郎 35.2X5.6 6095 9388175 

1040 和歌短冊(野遊) 在綱 36.3x6.0 裏「唐橋中納言在綱卿j鉛筆書『在光男、侍従従 6807 9388176 
四位、天保十三年生J

1041 和歌短冊(山霞) 在正 36.2X6.0 裏鉛筆書「唐橋子J 1508 9388177 

1042 和歌短冊(猿) 圭ー 36.1 x6.1 裏に紙貼付「兵庫県帯、下撮津園武庫郡西宮潰脇町 1833 9388178 
玉池圭一J

1043 和歌短冊 圭ー 36.4x6.0 裏に紙貼付「兵庫豚下撮津園武庫郡西宮漬脇町 1856 9388179 
玉池圭一J

1044 和歌短冊(曙雪) 均光 37.0X5.4 裏「柳原中納言均光卿 (鉛筆書)紀光男、文化 6802 9388180 
九、三、十三嘉、四十一J

1045 和歌短冊(元日立春) 基口 36.0x6.0 6481 9388181 

1046 和歌短冊『はかなくも…J基益 36.6x6.1 6567 9388182 

1047 和歌短冊C口ぬしの都 基潔 34.5X5.9 裏鉛筆書「基潔」 5971 9388183 
にかへり口ふはなむけ

1048 和歌短冊(古寺燭 基修 36.3x5.9 裏に紙貼付「正二位壬生基修卿J 1433 9388184 

1049 和歌短冊(三十年のむか 基修 36.3x6.0 『壬生基修(モトナヵ+) 七卿落の一人庭田重基の 1434 9388185 
しのけふを思ひ出て) 三男、明治元年曾津征伐の参謀、後東京府知

事、元老院議官等 明治世九年=月五日嘉年

七十三J

1050 和歌短冊f折々は・・・j 基修 36.6X6.0 1435 9388186 

1051 和歌短冊(舟中月) 基修 36.3x6.0 1437 9388187 

1052 和歌短冊(尋残花) 基修 36.4X6.0 3391 9388188 

1053 和歌短冊(首夏藤) 基修 35.3X5.9 裏「壬生基修j 6775 9388189 

1054 和歌短冊(樋枕の花生を 基修 36.5x6.0 裏鉛筆書「明治三九、三、五、七十三」 6816 9388190 
見て)

1055 和歌短冊(春曙) 基祥 36.0X5.4 裏面に紙貼付「東京赤坂区弾正坂適巽御門内宮 0421 9388191 
邸正五位伯園基祥二十銭乙三=三号

1056 和歌短冊伺前鹿) 基正 35.4X5.7 裏鉛筆書『小川氏隆正の口子雲母口文は隆 1685 9388192 
正の好口冊j

1057 和歌短冊口聞郭公) 基定 36.9x5.8 1860 9388193 

1058 和歌短冊(神祇) 基道 38.0x5.7 裏「貰暦十二年正月十四日宿樹会舎始当座j鉛 6016 9388194 
筆書「一口の中最後の分なりj

1059 和歌短冊(梅) 基之 36.3X6.0 「与清門鈴木基之j 4921 9388195 

1060 和歌短冊(萩露) 基富 37.4X5.8 1543 9388196 

1061 和歌短冊(氷室) 基福 37.0X5.8 裏に紙貼付『園大納言J 3121 9388197 

1062 和歌短冊(七十の賀祝の 基茂 36.5X5.9 5245 9388198 
口を)

1063 和歌短冊佃家朝) 基揚 36.3x6.1 裏鉛筆書「持明院j 6402 9388199 

1064 和歌短冊「今もなを・・・」 基隆 35.4X5.7 裏鉛筆書「瀬尾H薩摩の京用達」 0584 9388200 
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番号| 名 称

10651和歌短冊(海遁茄)

署名

基虞

10661和歌短冊(花 劃 配

10671和歌短冊(腕別恋尭然

10681和歌短冊(花雪尭然

10691俳句短冊(嗣号祝塚口

10701和歌短冊「ちる毎に…J I増熊

10711和歌短冊「うちとけて…J1増熊

10721俳句短冊(蓮葉宴) 墨水

10731俳句短冊(五月狂言)

10741俳句短冊「放地も…」

墨水

墨水

10751俳句短冊(明易き顔とい |墨水
ふ口にて)

10761俳句短冊(夏猟墨水

10771俳句短冊「し、な妻に・・・J I士徳

10781俳句短冊「明る夜の…J 1士朗

10791俳句短冊(瓢口詞宗の開 |壮口
奄を祝す)

10801和歌短冊「松風の…J 議操

口

蔭

夏

夏
中

)
の

朝

た

寺
う

春

の

濃
口

侃

冊

冊

短

短

歌

)

歌

和

に

和

2

1

n

4

 

0
0

口
6

n

u

n

U

 

10831和歌短冊(京に侍りける |夏香
としうめをたつねにまか

りて)

10841和歌短冊(扇 夏 樹

10851和歌短冊口車 夏 樹

10861和歌短冊(枯野眺望夏樹

10871俳句短冊「落は口の・ーJ Iタ翁

法量 備 考 号
一
川

番
一
出

品
一
政

備
一
氏

号
一
〕

采
百
一
知
J
F

理
一
ゆ

蕗品

-
d
i

37.8x5.71裏に紙貼付「近口基配公享保年口口九年九月 13278 19388202 
廿四七十五口口J

36.6X5.61裏に紙貼付「妙法院御門跡J/r妙法院殿 13178 19388203 

36.4X5.51裏「妙法院の口・・・茶人之部之出 13179 1 9388204 

36.4x6.0 1 1 5944 19388205 

36.2 x6.0 1絹本 1 5644 1 9388206 

36.3x6.1 1 r黒田増熊(マスタク) 明治廿二年二月六日残年八 1 5645 19388207 
十三、西暦一八八九J

36.2x6.0 1裏にr[姓名]墨水ホヲスイ梅沢喜代太郎 1 0568 19388208 
[生]明治八(1875)年十一月十九日(静岡大須賀
村)[残]大正三(1914)年十一月二九日(四0)
[住所]東京のち日本スレート大阪支庖長[流
派]子規門[其他}関西俳壇の開設に努めた」
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35.6x6.0 1裏鉛筆書「前田夏蔭演臣門、元治元、八、廿 13147 19388218 
六残、七十二」

0847 19388219 

36.3 x 6.0 1 1 1846 19388220 

36.2x6.0 1 r猪熊夏樹(なっき) 園学者又和歌を能くし、 1 1849 1 9388221 
口門の江口令徳、出雲路通治口山本行範等名
を知られし口多し 京都府立第一女学校の教
鞭をとる 大正元年四月七日残年七十八」

36.1X6.0 1裏「猪熊夏樹園学者大正元年八月七日残年 12250 19388222 
七十八J

36.4X5.41 r[姓名]タ翁[残]天和年[称号]名単念 14991 1 9388223 
[生地・住所・職業]大阪弓安寺住職[師承・
流派]令徳門J

36.3x6.0 1 r御杖門並川基虞J

36.2x6.0 

36.3x6.0 

36.3x6.0 

36.3x6.0 

35山|裏に「名古屋氏、有隣堂国甫門江戸人」

36.2X5.8! r暁肇門井上士朗J

36.4X6.1 

36.3x5.8 

36.5x6.0 

36.3x6.0 1裏鉛筆書「タ本田夏香京人(珍)J
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

1088 和歌短冊 外枝 36.1 x6.0 裏「口口口(朱書)越後国岩松郡神紬村上助淵 3096 9388224 
鈴木外枝J

1089 和歌短冊 多口子 36.2x6.0 裏『山本口子J 4549 9388225 

1090 和歌短冊(花) 多き子 36.9X6.0 裏に「佐竹口口守女Jと書いた紙貼付/鉛筆書 3534 9388226 
「羽州久保田城主の女J/r佐竹義和ノ女 名た
き、和歌を能くす、羽州久保田城主姫君j

1091 俳句短冊「水仙や・・'J 多よめ 36.3x6.1 「乙二門市原多代女j 5056 9388227 

1092 和歌短冊「夏山の・・'J 多治子 36.3x6.0 裏f大屋多口子J 4530 9388228 

1093 和歌短冊「をちこちの・・・J多治子 36.3x6.0 裏「大屋多治子」 4548 9388229 

1094 和歌短冊「あらたまる・"J 多重 36.1 x6.0 6215 9388230 

1095 俳句短冊(勅題) 多水 36.3X6.1 裏鉛筆書I生田花雄口口厳父」 0487 9388231 

1096 和歌短冊(若欄 多清 36.1 X5.9 裏鉛筆書「高田早苗の父J 0346 9388232 

1097 和歌短冊(雨夜思撫子) 多清 36.6x6.0 0347 9388233 

1098 俳句短冊 夜月庵李風 35.6x6.1 3970 9388234 

1099 俳句短冊「水の名そ・"J 夜涛 36.3x6.0 裏にr[姓名]夜涛 Tト沼法量[生]明治 0571 9388235 
十四(1881)年(愛知)[残]昭和二八(1953)年六月
二七日(七四) [住所】大垣長勝寺住職[流派]
碧梧桐、句仰の指導をうく[其他】「傍門俳句
集n句仏上人Jr千代尼のおもかげJJ

1100 俳句短冊『早蕨や・・'J 夢間 36.2x6.1 0085 9388236 

1101 和歌短冊t遊D 夢宅 35.2x5.3 裏『信濃ノ寄人 桃沢夢宅先生筆n名匡衛j鉛筆 4378 9388237 
書[五中J

1102 和歌短冊(変懲) 夢宅 35.8x5.2 裏に紙貼付『口口口雲軒口州伊奈人桃津 6588 9388238 
氏n桃津匡衡夢宅信濃の歌人、澄月門、啓
山、振思亭と号す、著『神楽催馬楽集釈義』
外、文化七年月残七十三J

1103 和歌短冊r~ 、かきまに…」 大潔 36.5X6.1 5856 9388239 

1104 和歌短冊(淀乃川舟を) 大口 36.2X5.9 1686 9388240 

1105 和歌短冊(淀乃川舟) 大口 35.9x6.1 裏『正口J 1701 9388241 

1106 和歌短冊(玉をよめる) 大口 36.3x6.1 裏「鳥取歌人小林大蔵J 4203 9388242 

1107 和歌短冊(松岡の梅口見 大口 36.0X6.0 7228 9388243 
て)

1108 和歌短冊(橋口日 大華 36.2X6.0 6708 9388244 

1109 和歌短冊(松下泉) 大海 36.4x6.0 「清水完和梅桜三十六家撰千楯門」 0913 9388245 

1110 和歌短冊(寄物凍思) 大海 35.9X5.3 「大平門鬼津大海J 4905 9388246 

1111 狂歌短冊「髪かりで・"J 大狂逸人 36.2x6.1 0395 9388247 

1112 和歌短冊(七十の賀を) 大空 36.0X5.9 0187 9388248 

1113 和歌短冊口修念悌) 大空 36.3X6.0 裏「中尼園成寺和尚大空J 3578 9388249 

1114 俳句短冊『酒の香や・'J 大虎 36.1 X6.0 裏鉛筆書「新年J 1234 9388250 
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1115 和歌短冊(雪中待友) 大綱 36.3x6.1 1688 9388251 

1116 和歌短冊(春日在鴬) 大綱 36.3X6.0 1689 9388252 

1117 和歌短冊(山霞) 大綱 36.4x6.0 2479 9388253 

1118 和歌短冊(秋祝) 大綱 35.9x5.9 f釈大綱J 4955 9388254 

1119 和歌短冊(茶) 大綱 36.4x6.1 6164 9388255 

1120 和歌短冊(石井口口の母 大枝 36.2x6.l 裏f業合大枝(なりあいおおえ) 備前邑久郡今 3295 9388256 
の百歳の賀に) 城村上寺山の人 父を信庸といひ、豊原北島

神社の社口なり 幼にして父に漢学、習字を
拳ぴ傍ら父の助手として寺子教授をなす文
化六年十九才にして藤井高尚に従ひ園典、和
歌を撃ぶ文化十一年父の後を受けて社務に
従事す文政元年高尚、大枝の撃に驚きに感
じその口口により本居宣長の死後、その門人
となる 号、平田篤胤を以て京都に在りし時、
高尚の勧誘切なるものあるを以て往いてその
門に入り古撃を究めて帰る 晩年中風病に擢
り歩行自由ならず。摩中に在って執筆を怠ら
ず家集及び古事記新鰐神代全部十五巻を編す
兼て医撃に通す嘉永四年八月二十五日残、
年六十j鉛筆書「￥1200J

1121 和歌短冊 大枝 35.8x5.6 裏鉛筆書f業合大枝J 3303 9388257 

1122 和歌短冊(春月といふこ 大枝 35.3x5.7 裏鉛筆書『楠瀬氏J 3308 9388258 
とを)

1123 和歌短冊(湖帰胸 大氏 36.4x6.0 5981 9388259 

1124 和歌短冊(祈難逢恋) 大滋 36.3X6.1 裏朱書f般曳大滋J 3184 9388260 

1125 和歌短冊巴舟に・・・) 大舎 35.8X5.8 裏『嘉永三年十月八日寂年七十八」鉛筆書「僧 3331 9388261 
雲口大舎J

1126 和歌短冊(東幻) 大舎 35.2x5.8 3338 9388262 

1127 和歌短冊(竹林鴬) 大周 36.4x6.1 裏「霊厳寺口教正J/r[姓名】神谷大周(かみや 3367 9388263 
だいしゅう) 浄土宗の高僧[生]天保十二(一
八四一)年(三河困) [残]大正九(一九二0)年二
月十五日(八十) [称号]甘黙・東海主人と号
[其他]平J

1128 和歌短冊(述懐) 大局 36.3x6.0 裏「神谷大周名智識明治大正の浄土宗の高 3368 9388264 
僧江戸深川霊厳寺中興著書多しJ

1129 和歌短冊(七夕木といふ 大秀 36.5X6.0 3183 9388265 
ことに)

1130 和歌短冊(簾外梅) 大秀 36.3x6.0 裏鉛筆書「勤王家 田中大秀宣長門ノ国学者 3185 9388266 
故神の念篤ク著多シ弘化四年七十残」

1131 和歌短冊(聞恋) 大年 35.7x5.4 裏鉛筆書「名和大年」 0887 9388267 

1132 和歌短冊「月花ニ・・・j 大年 36.1 x6.0 裏「川春望Jr宮崎県系士 名和大年J 1040 9388268 

1133 和歌短冊(月前時間 大年 35.8x6.0 1676 9388269 

1134 和歌短冊(初郭公) 大平 36.1 X6.0 裏面にf高松院藤原直子朝臣遺物之一臣友輔 0414 9388270 
臓Jr大平初郭公寄Jと書カ通れた紙貼付
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1135 和歌短冊(谷鴬) 大平 35.0X5.7 裏「本居大平宣長ノ子J/赤い紙にも「本居大 5890 93B8271 
平宣長ノ子Jと書いた物貼付

1136 和歌短冊(折菊) 大平 36.4X6.0 6685 93B8272 

1137 和歌短冊(早苗) 大平 35.9X5.9 6693 93B8273 

1138 俳句短冊「暮る、日を…J大夢 36.5X6.1 r(鉛筆書)蒼口門得(直山)大夢Jf[姓名]直山 5070 93B8274 
大夢[残]明治七年[称号]直山氏号南無
庵・夫木庵・椀庵【生地・住所]加賀人[師
承・流派]蒼口門J

1139 和歌短冊口嵐j 大茂 36.3x6.0 裏「因幡鳥取藩小林大茂(鉛筆書)衣川長秋 4233 93B8275 
ノ門メ=、残J

1140 和歌短冊r~ 、はふへし・・・j 大門 35.6x5.9 裏鉛筆書「美作道家大門Jr生天保元年、明廿 0779 93B8276 
三、十二、十四、六十一」

1141 漢詩色紙(道元庭山田生 大撃音博士松苗 27.8x28.8 白文方印「源口松苗J 7439 93B8277 
帰郷)

1142 和歌短冊(歳劃 大輯 36.1 X5.4 2749 93B8278 

1143 俳句短冊(友人丸屋居士 天来 35.2X6.0 裏「浪華反古庵J 1126 93B8279 
の追善集成て更に懐旧の
情を号遣す)

1144 俳句短冊目菊と…J 太口 36.1 X5.9 0618 93B8280 

1145 和歌短冊「南無阿弥陀・・・j 太筆 36.2x6.1 裏鉛筆書「南禅寺東山天華J 5915 93B8281 

1146 和歌短冊(渡辺速勝の家 太氏 36.1 x5.4 6013 93B8282 
のっとひに山家松と云

を)

1147 俳句短冊f花盛り…」 太節 36.3x6.0 「青野太節」 5058 93B8283 

1148 俳句短冊I踏わけせ・・・」 太梅 36.0X6.0 0903 93B8284 

1149 和歌短冊(春碁) 太平舎御代春 36.0X6.1 裏鉛筆書「久下嘉時明治十四年詠J 1449 93B8285 
七十九翁

1150 和歌短冊(商家百戸よみ 太平舎御代春 36.1 x6.0 1479 93B8286 
し中に酒屋・醤油屋・ 七十九翁
油屋)

1151 和歌短冊(商家百家よみ 太平舎御代春 36.0x6.1 裏鉛筆書『久下嘉時御代春」 1482 93B8287 
し中に本屋を) 七十九翁

1152 和歌短冊『今年より…J 太沖 36.3X5.9 裏「赤津J 2636 93B8288 

1153 和歌短冊 夷口頼 35.5X5.7 2552 93B8289 

1154 和歌短冊(松間落葉) 奇山 36.5X6.0 1475 93B8290 

1155 俳句短冊「朝かほも・"J 奇淵 35.5X6.0 f二柳門菅奇淵J 5060 93B8291 

1156 俳句短冊「初夢や・・'J 奇倦 35.9x5.8 裏「伊豆国熱海温泉宿ニテ一月 中川老人愚 1147 93B8292 
作笑J 表の富士山は「画耕閤(印)J

1157 和歌短冊(海路) 奉文 35.6X5.5 裏鉛筆書「平井奉文本願寺の家臣J 3632 93B8293 

1158 和歌短冊「八千草の・"J 奥隆 36.4X6.1 0077 93B8294 

1159 和歌短冊「御仏の・・'J 奥陵 36.4x6.1 0078 93B8295 
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1160 和歌短冊(西門法昭のし 奥詩 36.3x5.5 裏鉛筆書「天保六J 5875 9388296 
口口の猫をわらはへにあ
たふる口日

1161 和歌短冊「うきみよに…J奥詩 37.7x5.6 6454 9388297 

1162 和歌短冊「秋ごとに…j 好古 36.3x6目。 裏鉛筆書「藤岡好古大正六」 3228 9388298 

1163 和歌短冊(送別) 好澄 36.8x6目l裏鉛筆書「小野好純歌人、ハリマ三木郡の 4090 9388299 
人j

1164 和歌短冊「おもふ影の・"J 好政 35.3x6.1 0389 9388300 

1165 和歌短冊「なきあかす・"J 好貞 35.2x5.3 2461 9388301 

1166 和歌短冊(梅花先春) 好堂 36.2x6.0 6587 9388302 

1167 和歌短冊(歳暮梅) 好問 36.8x6.0 裏「好問堂 山崎口成(鉛筆書)文久三」 4062 9388303 

1168 和歌短冊(松映水) 好喜寿 36.4x5.9 裏鉛筆書「大倉好粛信古J 0345 9388304 

1169 和歌短冊 知口 35.9x5.6 3505 9388305 

1170 和歌短冊(延々 ・・・初の春 如口 34.0x5.8 3506 93B8306 
になむ)

1171 和歌短冊(をりにふれて) 如雲 36.3x6.0 6129 9388307 

1172 俳句短冊(岡氏夫婦の薙 如斎 36.4X5.5 0597 9388308 
髪を祝して)

1173 和歌短冊(池岸藤花) 如春 37.8x6.2 「板坂ト粛J 台紙に鉛筆書「板坂卜粛如春 4779 93B8309 
夜雪J

1174 漢詩短冊(売花翁) 如是山人 36.4x6.0 0161 9388310 

1175 俳句短冊r~ 、さよひの一」 如貞 35.3x5.6 5423 9388311 

1176 俳句短冊「秋の蝶・・'J 如風 34.1 X5.9 裏鉛筆書「僧(※鉛筆書消去) 玄翁カ 尾張如 1152 9388312 
意寺第六世、名駈心、芭蕉門、宝永二、九、
廿一残、年Jf.¥如風如泉門、京都人Jro:. 
如風常陸人、惟章門、メ問、八、十二残J

1177 和歌短冊(懐旧手向) 如風 35.6 x 5.3 裏鉛筆書「常陸知風ヵJf明治四年Jr如風六人見 4760 9388313 
ゆJ

1178 漢詩短冊「松延齢友喜・"J 如峯 36.0x6.0 1006 93B8314 

1179 和歌短冊(今年おのれ古 妙庚 36.3x6.0 7099 9388315 
稀のよはひになりけれ
は)

1180 和歌短冊(朝霧) 妙子 36.3x6.0 裏鉛筆書「小畑J 6613 93B8316 

1181 和歌短冊(春風) 妙子 36.3x6.0 裏鉛筆書「小畑J 6617 9388317 

1182 和歌短冊(冬社) 妙子 36.3x6目O裏「小畑j 6626 9388318 

1183 和歌短冊(夏庭) 妙子 36.3x6.0 裏鉛筆書「小畑J 6634 9388319 

1184 俳句短冊(暮春) 子11慎 36.2x5.2 裏墨書「中村藤左衛門J 0600 9388320 

1185 俳句短冊にの萩も…j 子驚 36.4X6.0 0065 9388321 
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1186 和歌短冊(秋懐) 存義 36.1 X5.5 裏「天明二、十、三十、年八十Jf江戸俳人 4300 9388322 
馬場存義有毎庵Jfすこふるめつらしき口の
口」

1187 和歌短冊(蒸気船) 存守 36.4X6.0 裏「内藤存守j 1039 9388323 

1188 和歌短冊(松上鶴) 孝口 36.4x6.0 裏「亀岡菱田氏J 4440 9388324 

1189 和歌短冊「亡人を・・.J 孝口 36.4 x 6.1 4647 9388325 

1190 和歌短冊 孝阿 36.8X5.4 1955 9388326 

1191 和歌短冊 孝雅 35.9X5.4 7311 9388327 

1192 和歌短冊 孝雅 36.4X6.1 7342 9388328 

1193 和歌短冊「追風に・・.J 孝雅 35.8X5.4 7344 9388329 

1194 俳句短冊「おもふ図に・・・j 孝子 36.2x6.0 3853 9388330 

1195 和歌短冊「分入りし…J 孝思 35.7 X5.4 2543 9388331 

1196 和歌短冊「人皆の・・.J 孝氏 36.3x6.1 2029 9388332 

1197 和歌短冊(腐狩) 孝次 36.2X6.1 4648 9388333 

1198 和歌短冊(寄園祝) 孝順 36.2X6.0 2326 9388334 

1199 和歌短冊(月) 孝順 35.7X5.5 裏「藤原長秀口口や長秀ハ智仁親王に仕へ後薙 4113 9388335 
髪して孝順と号す寄集には孝順千首膏学口
口口あり…J鉛筆書「冷泉ヵ…J

1200 俳句短冊C壷子の亭に 孝仁 37.9X5.7 4030 9388336 
遊ふる人をなくさめて

1201 和歌短冊(海上時雨) 孝正 35.6x5.9 裏鉛筆書「山科ヵJf地下 山科孝正ヵJ 4126 9388337 

1202 和歌短冊(柳露) 孝盛 34.6X4.7 裏「森山孝盛J鉛筆書「文化」 4429 9388338 

1203 和歌短冊「年々 に・・.J 孝則 35.4X5.8 7117 9388339 

1204 和歌短冊(鶴) 孝之 35.0X5.7 5964 9388340 

1205 和歌短冊(夏早苗をうゑ 孝礼 35.4X5.9 6398 9388341 
口しけるころ野雲亭とな
んいへる所に遊ひて)

1206 和歌短冊(貴賎迎春) 孝棋 36.2x6.0 裏鉛筆書「菱田氏、京ノ歌人 0640 9388342 

1207 和歌短冊(隣家梅) 季口 36.3x6.1 1745 9388343 

1208 俳句短冊「あふき口口・・j 季口 35.7X5.8 5408 9388344 

1209 和歌短冊(月前露) 季口 36.4X5.9 裏鉛筆書「大賀」 5778 9388345 

1210 和歌短冊(閑居鴬) 季口 36.3X6.0 裏「久保季口J 5810 9388346 

1211 和歌短冊(寒松嵐) 季英 35.6X5.5 1547 9388347 

1212 和歌短冊(見恋) 季経 35.8X5.3 裏「橋本家第二代従三位藤原季経卿 在干筑波 6818 9388348 
集 尊 氏 時 代J
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1213 和歌短冊C虫) 季継 36.2X5.4 裏「四辻殿季継公題冷泉殿為満公 四辻殿季 4796 93B8349 
満公ノ男貫公遠公ノ次男也初御名教遠改季
継正二位権大納言寛永十六五廿逝五十
九Jf四辻六十一J鉛筆書「猪熊継良の兄J

1214 和歌短冊「あさのかけ・・・J季賢 36.0X5.9 裏鉛筆書「西廿ノ内J 5711 93B8350 

1215 和歌短冊(関鶏) 季賢 37.1 X5.8 裏「四辻中納言J鉛筆書「寛文八、正、二五コ、 6727 93B8351 
コ十九J

1216 和歌短冊「かねてより…」 季恒 36.2x5.5 1953 93B8352 

1217 俳句短冊f撫子や・・'J 季周 36.2x5.7 『西池口中守季周撫子やJ 5003 93B8353 

1218 和歌短冊(月) 季宗 35.7X5.9 1568 93B8354 

1219 和歌短冊(水遊月) 季澄 36.4x6.0 5834 93B8355 

1220 和歌短冊(寄:弓祝) 季知 36.5x6.0 裏「三保西中納言季知卿j 4245 93B8356 

1221 和歌短冊(野経夏草) 季知 36.3X6.0 裏「祭主大教正正二位=僚西季知卿J鉛筆書f安 6712 93B8357 
政五年従二位、四十八才」

1222 和歌短冊(元日) 季文 36.2X6.0 裏鉛筆書『新見正口の師ヵJf村万J 2216 93B8358 

1223 和歌短冊(首夏山) 季連 36.1 x6.0 裏墨書「福崎季連サつマ人知佐門人J 0717 93B8359 

1224 和歌短冊(時鳥帰山) 季連 36.3x6.0 裏鉛筆書「知紀門福崎季連薩摩Jf十七」 0812 93B8360 

1225 和歌短冊(野遊) 季賓 37.5x6.l 裏に紙貼付「正三位高松季賓安政三年七月 6764 93B8361 
廿九日莞年五十一J

1226 俳句短冊「鴬や・・・J 孤秀 36.3x6.1 裏に紙貼付「口口口口入集 =景之内J、文「若 0996 93B8362 
葉州孤秀寛政年中J

1227 俳句短冊f昼鳴かず・・'J 字山 36.3X6.0 3861 93B8363 

1228 和歌短冊(連日雪) 守口 36.3X6.0 2021 93B8364 

1229 和歌短冊(山家タ嵐j 守口 36.5x5.9 裏「口上j 2942 93B8365 

1230 俳句短冊(撃潮ぬしに贈) 守一 35.8X5.4 裏鉛筆書「鈴木守一東京に人、其ーの男、抱 0481 93B8366 
一門、書家、明治廿二年授、年六十七J

1231 俳句短冊『柴の戸の・ooJ 守ー 35.1 x5.9 裏鉛筆書「鈴木守ーヵ 明治二二~残六七号 0950 93B8367 
洛々、其ーの男、抱一門、画家、東京人Jf前
の重J

1232 和歌短冊(漸待花) 守ー 36.5x6.2 1068 93B8368 

1233 和歌短冊C月) 守ー 36.2x6.0 7288 93B8369 

1234 和歌短冊 守ー 36.1 X6.l 7289 93B8370 

1235 和歌短冊「さく花の…J 守ー 36.2 x6.0 7290 93B8371 

1236 和歌短冊「舟人も・・'J 守ー 36.0x6.0 7293 93B8372 

1237 和歌短冊 守ー 36.2X6.1 7294 93B8373 

1238 和歌短冊「梅桜・・・J 守ー 36.1 x6.0 7295 93B8374 

1239 和歌短冊「さきしより…」 守ー 35.9X6.0 7296 93B8375 

1240 和歌短冊「むは玉の・ooJ 守ー 36.3x6.1 7297 93B8376 

-295-



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

1241 和歌短冊 守ー 36.3X6.1 7298 9388377 

1242 和歌短冊(!JII月) 守ー 36.0x6.0 7299 9388378 

1243 和歌短冊(聞落葉) 守胤 35.4X6.0 裏「千葉守胤J 1056 9388379 

1244 和歌短冊C葉) 守興 35.2X5目8 7215 9388380 

1245 和歌短冊「大才はーJ 守業 36.3x6.0 4137 9388381 

1246 俳句短冊「湯漬けする・・・j 守拙 36.3x6.1 裏鉛筆書「風帖J 3924 9388382 

1247 俳句短冊「葱の花一 j 守拙 36.3X6.0 裏鉛筆書「風帖J 4014 9388383 

1248 俳句短冊(梧調庵のある 守拙 36.5x6.1 裏「甲斐甲府市下連口町松本J 4164 9388384 
しの立机を口口て)

1249 和歌短冊「夕月の・・'J 守前 35.2X6.0 7163 9388385 

1250 和歌短冊(寄兜恋) 守達 35.6X5.8 裏鉛筆書「秋岡守達景口門j 2501 9388386 

1251 和歌短冊「白雪の・・'J 守中 35.7X6.0 6598 9388387 

1252 和歌短冊(朝鮮京城にて 守忠 36.3 x6.0 「柴田守忠j 5227 9388388 
よめる)

1253 和歌短冊(寄猟人恋) 守年 36.2X6.0 裏「伊豆熊坂飯間…J鉛筆書「明治二九、四、ー 5738 9388389 
五、八十三才J

1254 和歌短冊 守彦 36.2X6.0 裏Iナゴヤ関戸j鉛筆書「関戸守彦名古屋J 4479 9388390 

1255 和歌短冊(社頭郭公) 守平 36.3x6.0 裏鉛筆書「中村守平J 0283 9388391 

1256 和歌短冊(冬恋) 守雄 36目1X5.9 裏「鳥取歌人橋本J 1526 9388392 

1257 和歌短冊「大君の・・'J 安 36.3x6.0 裏鉛筆書「桜井安口j 4474 9388393 

1258 和歌短冊(池水鳥) 安寛 35.2x5.6 「春海門鈴木安覧J 4916 9388394 

1259 和歌短冊「鴬の・・・J 安儀 36.2x6.1 0196 9388395 

1260 和歌短冊r~ 、つ方も…j 安儀 36.0X6.0 0208 9388396 

1261 和歌短冊「朝またき..'J 安儀 36.6X6.1 0219 9388397 

1262 和歌短冊「こきませし…j 安{義 36.2X6.0 0220 9388398 

1263 和歌短冊「たちかふる・・・」 安儀 36.3x6.1 0221 9388399 

1264 和歌短冊「霞はれ..'J 安儀 36.0X6.1 0222 9388400 

1265 和歌短冊(豊のあかりに 安儀 36.2X6.0 0223 9388401 
乙女子の袖かへすかく)

1266 和歌短冊r~ 、ろかへぬ…J 安儀 36.2X6.1 0227 9388402 

1267 和歌短冊「旅まくら..'J 安儀 36.4X6目l 0228 9388403 

1268 和歌短冊「さえかへる一」 安儀 36.5x6.0 0229 9388404 

1269 和歌短冊「はるといへと 安儀 36.4X6.0 0230 9388405 
.. 'J 

1270 和歌短冊(曙峰雲) 安儀 36.2x6.1 裏「十六J 0231 9388406 
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1271 和歌短冊(深山泉) 安儀 36.2x6.1 4617 9388407 

1272 和歌短冊(祈恋) 安{義 36.3x6.1 4618 9388408 

1273 和歌短冊(寄虫恋) 安{義 36目4x6.1 4619 9388409 

1274 和歌短冊「うつろへる・"J 安{義 36.2x6.1 4620 9388410 

1275 和歌短冊「新夕・・.J 安儀 35.8x6.0 4621 9388411 

1276 和歌短冊(扇に月を画く 安儀 36.5x6.0 6633 9388412 

1277 和歌短冊「五月やみ・"J 安敬 36.6x6.0 裏に「上京廿二組中町丸太町上ル大浦宗口j 0892 9388413 
と書カ通れた紙貼付

1278 和歌短冊(董) 安敬 36.5x6.0 「大浦安敬J 5259 9388414 

1279 和歌短冊「あしたには"'J 安子 35.6x5.4 6347 9388415 

1280 和歌短冊(谷鴬) 安守 35.6x5.4 裏「宣長門人殿村安守J 0844 9388416 

1281 和歌短冊(子日) 安守 36.0X5目9 「宣長門殿村安守J 4873 9388417 

1282 和歌短冊(夜梅) 安親 36.2x6.0 1822 9388418 

1283 和歌短冊(鳩) 安清 36.3x5.8 裏鉛筆書「戸川安清(播磨守) 口口臣大阪 2211 9388419 
留守文ロヲ好ミ口口ヲ能クス… 」

1284 和歌短冊(若水) 安宅 36.3x6.0 裏に「脇坂安宅J鉛筆書「ヤスタケJf名奉行J 1407 9388420 
r [姓名]脇坂安宅(t^~ク)贈従三位幕府老
中[生]文化六(一八0九)年[残]明治七(ー
八七四)年正月十日(八五) [住所]播州龍野藩
主、京都諸司代[其他]安政内裏造営に壷すJ

1285 和歌短冊(川遊柳) 安仲 36.1 x5.7 裏「五辻殿J 6753 9388421 

1286 和歌短冊「冬の日に・・・1 安定 36.2x6.0 裏「口口ノ内J朱印「木村j 0788 9388422 

1287 和歌短冊「人の目は・.'J 安定 36.0X6.0 裏に紙貼付f明治十二年十三月二十日 滋賀県系 0790 9388423 
令篭手田安定殿J

1288 和歌短冊「思ひいて、 j 安都之 37.0x6.0 裏鉛筆書「可部安都之ヵJf珍J 4215 9388424 

1289 和歌短冊 r~ 、まよりの…J 安彦 36.1 X5.9 裏墨書「東京四谷加度」鉛筆書「阿知和安彦」 0732 9388425 

1290 和歌短冊(江鵜) 安平 36.4X6.0 「大平門嘉納安平」 4887 9388426 

1291 和歌短冊(口夏藤) 安民 36.2x6.0 裏「秋元安民J 4964 9388427 

1292 和歌短冊(壁口声) 安民 36.8x5.9 「隆正門姫路藩秋元安民J 5204 9388428 

1293 和歌短冊(野外残雪) 安雄 36.5x6.1 裏墨書「江州船木渡太郎右衛門J 0355 9388429 

1294 和歌短冊「うつしうふる 安隆 37.4X5.7 0369 9388430 

1295 和歌短冊(都部更衣) 宋閑 36.1 X6.0 鉛筆書「村口二J 1723 9388431 

1296 和歌短冊(雪間稲妻) Y広三c 36.5X6.1 「大平門波多完j 4888 9388432 

1297 和歌短冊(窓前若竹) 完綱 36.2x6.1 2947 9388433 

1298 和歌短冊「これやこの'''J 完盛 37.5x5.5 裏「祇園社新坊完盛号驚渓祇園町平安人 6528 9388434 
物誌ニありJ

『
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1299 和歌短冊(雲間郭公) 完盛 38.0X5.7 裏「祇園新坊完口(ハヵ川J 6534 9388435 

1300 和歌短冊「みゆるその・"J 完洞 36.2x5.6 裏「白事院大僧都J鉛筆書「五ノ三ノ内j 3586 9388436 

1301 和歌短冊(おほみやつく 完和 35.9x5.7 0912 9388437 
りありける次のとしのは
しめに)

1302 和歌短冊(祇園曾) 完和 35.4x6.0 2823 9388438 

1303 和歌短冊(夜郭公) 完和 36.3x6目O 4957 9388439 

1304 和歌短冊(月為友) 完和 35.8X6.0 「千楯門清水完和j 5217 9388440 

1305 俳句短冊「活けかへる・"J 完来 36.5x5.5 「大嶋完来Jf[姓名]大島完来(ヵンライ) 雪中庵 5013 9388441 
四世[没}文化一四(一八一七)年四月一八日
(七0)[称号]初富増氏、雪中庵四世、空口
居士[住所]伊勢口藩士、江戸住[流派]妻
太門」

1306 和歌短冊(萩始開) 宍夫 36.3X6.1 「尾崎宍夫j 5235 9388442 

1307 漢詩短冊(清夜吟) 宏 36.8X6.1 0154 9388443 

1308 和歌短冊(春月) 宏平 36.4X6.0 裏に紙貼付「原宏平大正十三年八月二日残八 7079 9388444 
十七」

1309 和歌短冊(山吹) 宗口 36.3x5.6 1578 9388445 

1310 和歌短冊C口雨) 宗口 36.0X5.9 2007 9388446 

1311 和歌短冊(月あかき夜豊 宗口 36.2X5.9 2293 9388447 
園神社の萩をみてよめ
る)

1312 和歌短冊(後醍醐天皇 宗口 36.1 X6.0 裏「三日吉口瀬戸村西林寺住持J 2297 9388448 
吉野皇居のとき御好金輪
寺形の茶器をこ口ひ模し
て松竹梅の口口と口て造
るものなり)

1313 和歌短冊(庭冬月) 宗口 36.2x6目l 5528 9388449 

1314 和歌短冊(歳暮) 宗口 36.3X6.0 5585 9388450 

1315 和歌短冊(竹田居士の・・・) 宗口 36.2x6.0 5753 9388451 

1316 和歌短冊C山吹) 宗口 35.4X5.7 台紙貼 6358 9388452 

1317 和歌短冊「もえ出る・・・J 宗宛 36.7X5.4 裏「口口四年二月廿五日 当座J 3268 9388453 

1318 和歌短冊(たひ夕暮雨) 刀と士可~刀ミ、， 36.2 X6.0 5569 9388454 

1319 和歌短冊「花にきて・"J 宗翁 37.9X5.4 1994 9388455 

1320 和歌短冊(鳩口君の七十 ι荷三=主;7士を'E 36.3x6.0 裏「堀内宗完j 2950 
七歳を賀して)

1321 和歌短冊(五月雨) に刀全tzp，y三Ebp 35.0X5.2 裏「堀内宗完j 3352 9388457 

1322 和歌短冊(風口口香) d刀bミ，"'"フロy 36.0X6.0 裏鉛筆書「堀内宗完j 7157 9388458 

1323 和歌短冊(木樫) 宗閑 36.2 X6.0 6578 9388459 
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1324 和歌短冊(早春霞) 宗紀 35.5X5.7 裏鉛筆書「伊達春山公明治廿ー、百才n口本 5642 9388460 
九月」

1325 和歌短冊、表・「くれ竹 宗琴 36.4X6.0 表・裏に歌あり 0413 9388461 
の…」、裏・(松久友)

1326 和歌短冊(柳露) 宗勲 35.9x5.5 5867 9388462 

1327 和歌短冊 示{冗一 36.3X6.0 1970 9388463 

1328 和歌短冊(手向竹) 宗元 36.3x6.0 5903 9388464 

1329 和歌短冊 宗国 37.5x5.5 裳「甲辰八十二J 4283 9388465 

1330 和歌短冊(早春D 宗国 36.7X5.4 裏『萩原宗国天明四年五月二日死去歳八十 4286 9388466 
二法号詠知院J

1331 俳句短冊(寄道祝) 宗悟 36.1 x6.0 1021 9388467 

1332 俳句短冊(還暦てふとし 宗光 36.3X6.0 0946 9388468 
にあへるとて)

1333 和歌短冊(寿) 宗光 36.2X6.0 5706 9388469 

1334 和歌短冊「ー媛二太郎と 宗孝 36.1 X6.0 1096 9388470 
云ふ諺を後藤の伯母君に
聞きて夫れに違はず青木
主女子を挙られしを書き
てJ

1335 和歌短冊(ー媛二太郎と 宗孝 36.0x6.1 1116 9388471 
云ふ諺を後藤の伯母君ニ
聞きて夫れニ違はす青木
主女子を挙られしを書き
て)

1336 和歌短冊(杉原富之助君 宗孝 35.9x6.1 5976 9388472 
のあめりかに赴かれん)

1337 和歌短冊(四年学ひおへ 宗孝 36.1 X6.0 裏面に同じ歌あり 6172 9388473 
て校を去るはなむけ)

1338 和歌短冊表(浅井氏の 宗孝 36.2X5.9 6175 9388474 
倉口赴任せらるるはなむ
け)・裏(井上先生の御子
息を拳られしを祝ひて)

1339 和歌短冊(岡松) 宗恒 34.1 X5.2 裏「山本宗f亘j鉛筆書「珍貴 山本宗恒J 3404 9388475 

1340 和歌短冊(祝言) 宗氏 36.2x6.1 裏墨書「天保十二丑年間正月朔日口口致候ニ付 0372 9388476 
到来大館喜太郎J

1341 和歌短冊(夕腐狩) 宗室 35.7X5.8 裏鉛筆書「千宗室玄々粛明治十、七、十 1362 9388477 
残J/r[姓名]千宗室 [残]明治十(一八七
七)年七月十日[称号]玄々粛J

1342 俳句短冊「色よ香・・'J 宗周 36.0X5.7 5439 9388478 

1343 和歌短冊「咲のこる…J 宗晶 35.7X5.6 3456 93884791 

1344 和歌短冊「吹きおろす・・・j 宗照 35.8x5.4 0371 9388480 

1345 和歌短冊・裏(立春) 宗信 36.3X6.0 表裏に和歌あり 「【姓名]大賀宗信[没]弘 3387 9388481 
化四(一八四七)年五月十一日(六六) [住所]京
都粟田=保下lレJ
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11346 俳句短冊「や白梅の・.'J 宗信 35.4X5.6 5449 9388482 

1347 和歌短冊(寄虫恋) 宗信 35.4x5.5 裏「浪華茶人 多国宗行口J鉛筆書「五ノ三ノ内J 6025 9388483 

1348 和歌短冊「来す去ぬ・.'J 宗信 35.0X5.7 6378 9388484 

1349 和歌短冊(秋夢) 宗慎 36.2X6.0 1440 9388485 

1350 和歌短冊(梅雨 宗瑞 36.3X6.2 裏「かはしまj、鉛筆書rJlI嶋宗瑞j 1043 9388486 

1351 和歌短冊(恨恋) 宗是 36.3X5.4 3297 9388487 

1352 和歌短冊(市中陰) 宗先 36.3X5.8 3237 9388488 

1353 和歌短冊(述働 宗中 35.9x5.8 裏鉛筆書『小口宗中政勝(ヵヅ) 茶人政寿の男 2240 9388489 
慶臆=、六、廿七残、八十二(口)J

1354 和歌短冊I口藤の・・'J 宗仲 38.5X6.4 包紙「宗仲様御懐紙短冊j 4566 9388490 

1355 和歌短冊f幾千年・・'J 宗朝 35.5X5.4 裏「柴垣内匠藤原宗朝J 6026 9388491 

1356 和歌短冊保田に・・・) 宗長 35.8X5.9 2324 9388492 

1357 和歌短冊 宗直 36.4X5.6 r [姓名]高橋宗直(ムネナホ) 園学者[残]天明 4301 9388493 
五年正月二十四日(八五) [称号]図南と号[流
派]野宮定基門、宗恒の子、厨子所預J

1358 和歌短冊「ふる雪の・"J 宗直 37.3x5.6 裏『高橋口南口さくら(短冊輯)珍二口 4302 9388494 
(鉛筆書)三中j

1359 和歌短冊俄鴬) 宗通 36.0X5.7 1501 9388495 

1360 和歌短冊(梅花告春) 宗斗 32.7X5.9 裏f知大口大倣和尚j 4085 9388496 

1361 和歌短冊(炭竃) 宗徳 36.0X5.9 裏「鮫島蘇真J 6315 9388497 

1362 和歌短冊(庭落葉) 宗徳 35.3X5.5 6316 9388498 

1363 和歌短冊(遠村霞) 宗之 36.2X5.9 2014 9388499 

1364 和歌短冊(夏山) 宗弼 36.3x6.0 3083 9388500 

1365 和歌短冊「あらはなる・"J 宗弼 37.7X5.7 3480 9388501 

1366 和歌短冊。1重複にうた 宗鳳 35.1 x5.6 裏鉛筆書「茶人青木宗鳳J 0448 9388502 
をそへて給りける其カ通へ
し)

1367 和歌短冊口教) 宗明 35.2X6.l 5787 9388503 

1368 和歌短冊(雪中望)(全) 宗友 36.0X6.0 1094 9388504 

1369 和歌短冊(名所畿)(全) 宗友 36.3x6.0 表に和歌2首あり 1107 9388505 

1370 和歌短冊(月下友)(全) 宗友 36.2X6.0 表に和歌2首あり 1108 9388506 

1371 和歌短冊「わかこひハ・・・j 宗友 35.9X5.9 1109 9388507 

1372 和歌短冊(名所鐙) 宗友 36.1 X6.0 1117 9388508 

1373 和歌短冊(月下友)(全) 宗友 36.3X6.0 表に和歌2首あり 1120 9388509 

1374 和歌短冊(社頭棚(全) 宗友 36.2x6.0 表に和歌2首あり 1121 9388510 
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1375 和歌短冊(秋田君といつ 宗友 36.0 x 5.9 5860 9388511 
くしみを…)

1376 和歌短冊「挿すかめの・・・j 宗友 36.2 x6.0 6204 9388512 

1377 和歌短冊(萩盛待鹿) 宗友 36.0X5.9 6441 9388513 

1378 和歌短冊(寄花悔恋) 宗友 36.3x6.0 6442 9388514 I 

1379 和歌短冊(田家冬) 宗友 36.3x6.0 6443 9388515 

1380 和歌短冊(歳暮) 宗友 36.1 X6.0 6444 9388516 

1381 和歌短冊佃家霜) 宗友 36.4x6.0 6580 9388517 

1382 和歌短冊(惜別) 宗友 36.2 X6.0 6581 9388518 

1383 和歌短冊(元旦) 宗友 36.2x6.0 6627 9388519 

1384 和歌短冊「ことのはの…J宗友 36.2x6.0 6628 9388520 

1385 和歌短冊(幽居萩) 宗友 36.3x6.0 6629 9388521 

1386 和歌短冊(月前の梅花の 宗友 36.3x6.0 6691 9388522 
口りにゆきのふりける
を)

1387 和歌短冊(竹裏鴬) 宗有 36.4X6.1 裏「中御門宰相中将宗有朝臣j 6773 9388523 

1388 俳句短冊「翁草・・・j 有{ミi占 L 36.6x5.7 裏鉛筆書「細川忠興Jf[姓名]細川忠興(妙'杵) 4257 9388524 
[生]永禄六(一五六=)年(京都) [没]正保二
(一六四五)年十二月二日(八二) [称号]童名熊
千代、輿一郎、後越中守、三粛宗立号[住所]
豊前四十万石[流派]幽粛の子、慢筒門、秀
吉に仕へ、後家康に[その他]関ヶ原戦に徳、
川方に口し功ありJ

1389 俳句短冊 宗立 35.1 x5.9 5419 9388525 

1390 俳句短冊「めでたにも・.'J 宗隆 36.2x5.7 裏f俳人宗隆Jf宗隆尼元禄元年十一月二十 1905 9388526 
二日没八十四歳近江堅固ノ人宝井其角ノ
父竹下東順ノ姉ナリJ

1391 和歌短冊(冬月) 宗量 36.0X5.7 裏に「難波子爵家 十六代目jと書いた紙貼付 6783 9388527 
鉛筆書「定口男、実は雅章三男、一字名示、権
中納言従二位、宝永元、四、二五義、六十三j

1392 和歌短冊(秋タ) 宗像 37.3x5.8 裏に紙貼付「松木前大納言J鉛筆書「元禄十二、 6791 9388528 
六、廿四コ、七十六」

1393 和歌短冊「うゑそふる…J定胤 36.3x6.0 裏「園府J 0780 9388529 

1394 俳句短冊「暮る時・・'J 定雅 35.9x5.9 「蕪村門西村定雅j 5019 9388530 

1395 俳句短冊「春の月・・.J 定雅 35.9x5.9 5020 9388531 

1396 和歌短冊(名所祷衣) 定基 35.8X5.7 1372 9388532 

1397 和歌短冊(五月雨晴) 定基 36.8x5.7 1375 9388533 

1398 和歌短冊(晴後遠水) 定基 35.9x6.1 裏「野宮定基j鉛筆書「正徳元、六、二九、四十 1386 9388534 
=才Jf野宮定基Jr三Jr J11合jの印あり

1399 和歌短冊(タ鹿) 定矩 36.2X5.8 「梅小路定矩 元禄八年十一月廿八日義年七十 4809 9388535 
七J裏に「口口梅小路中納言j
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1400 和歌短冊「降もあへず・・・j 定功 36.5X5.4 裏鉛筆書「西尾定功芦門野々宮(※野々宮は 2952 9388536 
斜線で消)定詳男、文久中武家侍口の京職にあ
り、よく朝幕の問に慮す 八十八人の中J

1401 和歌短冊(閑庭秋来) 定孜 36.1 X5.8 裏鉛筆書「菅沼J 3217 9388537 

1402 和歌短冊(春月) 定祥 35.5X5.4 裏鉛筆書「野々宮定静男H安政五、九、二莞J 6801 9388538 

1403 和歌短冊『わかやとの・・・j 定信 36.7X6.l 裏鉛筆書「メ十九H十五J 5722 9388539 

1404 和歌短冊(寄竹祝) 定信 36.1 X5.9 5730 9388540 

1405 和歌短冊(松開花) 定誠 37.0X5.7 裏「花山院大納言jの紙貼付、鉛筆書「寛永十七、 3276 9388541 
生、宝永元、十、廿一口六十五J

1406 和歌短冊(寄関恋) 定静 36.5x5.9 裏「口村御門人松平定静松山城主j 鉛筆 4296 9388542 
書「安永八、七、十四卒H西尾ヵ 享和元、
五J

1407 和歌短冊(枕) 定泰 35.7X5.4 4348 9388543 

1408 和歌短冊(タ雰) 定道 35.0X5.8 1069 9388544 

1409 和歌短冊 定範 35.4X5.9 6851 9388545 

1410 和歌短冊(卯花知月) 定保 35.2x5.1 f隅固定保j 5206 9388546 

1411 和歌短冊(春の口口く) 定麿 36.4X6.1 2555 9388547 

1412 和歌短冊「むかしをハ・・・j 定明 36.6X6.0 裏に紙貼付「上京高拾萱組寺町今出川上Jレ五丁 0894 9388548 
目散喜寺前町士族進藤定明j

1413 和歌短冊(依寄待人) 定良 36.3x6.1 r [姓名]木村定良(さだよし) 歌人[生]安 4255 9388549 
永十一(一七八一)年[残]弘化=(一八四六)年
三月(六十六)[称号]橿園と号[住所]江戸人、
幕府の先手輿カを勤む【流派]千蔭門[其他]
筆札に巧口、千蔭の書風とは別の風趣を備ふ
『類題草野集』十二巻等j

1414 和歌短冊(若葉知時) 定良 36.3X6.0 「千蔭院木村定良j 5186 9388550 

1415 和歌短冊(梅雨 宜康 36.3x5.9 裏「樋口口 (鉛筆書)文政五、三、廿=義、六 6515 9388551 
九J

1416 和歌短冊(媒覚瀧) 宜輔 36.3x6.0 2892 9388552 

1417 和歌短冊(壬申年十二月 宜門 36.0X6.0 裏f鳥取歌人中嶋宜門j鉛筆書「寺J 1743 9388553 
コ日を明治六年一月一日
と口られけるそのあ口口

1418 和歌短冊 宜門 36.2x5.7 『中島宜門」 5210 9388554 

1419 和歌短冊(雪中竹) 宝吉 36.3x6.0 5629 9388555 

1420 和歌短冊(窓前竹) 実口 36.4X6.0 裏鉛筆書「今城左中将定国朝臣口奉殿上人八 3168 9388556 
人の中の一人Jとあるが、斜線訂正「山本」

1421 和歌短冊(絶恋) 実口 36.3x5.4 裏鉛筆書「メ廿五、十二、…J 6006 9388557 

1422 和歌短冊(新年重山) 実口 36.4X6.0 6724 9388558 

1423 和歌短冊(帰n 実久 36.4X6.0 裏鉛筆書「西廿ノ内j 5708 9388559 

1424 和歌短冊(醸埋松) 実嗣 37.4X5.7 6823 9388560 
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1425 和歌短冊(新樹風) 実美 36.2x6.0 0450 9388561 

1426 和歌短冊(回をはらふに 実福 36.5x6.0 裏鉛筆書「山本実福天保八、六、九莞、六十 6698 9388562 
扇をかすとて) 八j

1427 和歌短冊「いろかへぬ…j 実隆 36.4x6.0 裏「地裁院僧正J 4343 9388563 

1428 和歌短冊 宣口 36.5X6.1 裏鉛筆書「消水宣口彦根藩士」 2649 9388564 

1429 和歌短冊(花為友) 宣阿 35.6x5.3 r [姓名]滋野井公澄八十七才[生]寛文十 1378 9388565 
年十一月二十一日[残]宝暦六年七月十五日J

1430 和歌短冊(海道嬬衣) 官阿 36目4X6.0 1388 9388566 

1431 和歌短冊(早春鴬) 宣阿 34.3x5.7 裏「梅月堂J 3325 9388567 

1432 和歌短冊(猿) 宣義 36.1 x6.1 裏鉛筆書「吉田J 1821 9388568 

1433 和歌短冊(郭公) 宣義 36.3x6.0 裏I今出川寺町東竹内宣義J 4454 9388569 

1434 和歌短冊(夏夢) 宣義 36.3x6.1 裏「今出川寺町東竹内宣義」 4471 9388570 

1435 和歌短冊「ことの葉の・・・J宣強 36.3x6.1 7253 9388571 

1436 和歌短冊(鵜河) 宣慶 35.7x5.6 裳鉛筆書「葛原氏、公宗とアリ如何」 6789 9388572 

1437 和歌短冊(盛花) 宣慶 36.8x5.5 6804 9388573 

1438 和歌短冊(澗水音絶) 宣慶 36.5x5.7 裏「葛岡殿」 6820 9388574 

1439 和歌短冊(松樹契久) 宣賢 36.3x5.5 r(鉛筆書船橋)清原宣賢号還翠軒字宗允 5256 9388575 
京師人 (鉛筆書)天文十九、七、十二、七六J

1440 和歌短冊開中紅花) 宣昭 36.2 x5.8 裏「東京宣昭正風の門人山本清三郎J 1460 9388576 

1441 和歌短冊(嶺松年久) 宣紹 36.6x6.1 裏鉛筆書「岡本n日向町の人J 1059 9388577 

1442 和歌短冊「神まつる・・・j 宣忠 36.2x6.0 裏鉛筆書「岡本J 6221 9388578 

1443 和歌短冊「しきしまの…j 宣長 38.0X6.0 3554 9388579 

1444 和歌短冊(月下薄) 宣長 37.6x6.0 3555 9388580 

1445 和歌短冊C冬) 宣長 36.7x4.8 3556 9388581 

1446 和歌短冊(花下見月) 宣風 36.7x6.1 裏「文化丁丑七十五毒敬白n江戸京道家j鉛筆 5898 9388582 
書「天保三、一、廿九、九十J

1447 和歌短冊(雪) 宣風 36.1 x5.8 裏「江戸京道家J 5899 9388583 

1448 和歌短冊(梅薫袖) 宣陽 35.5x5.3 1852 9388584 

1449 和歌短冊 宣陽 36.9x6.0 裏鉛筆書「高嶋氏J 2569 9388585 

1450 和歌短冊(名所擦衣) 宣陽 36.2x6.0 裏鉛筆書「高嶋氏人物百口二三頁口n賀J/ 2658 9388586 
「高嶋宣陽 (鉛筆で)紀州人、京都住J

1451 和歌短冊 宣陽 22.2x3.9 4715 9388587 

1452 和歌短冊「玉たれの・・・」 宣陽 22.2X4.0 4716 9388588 

1453 和歌短冊「ひと枝に・ooJ 宣陽 22.2x4.0 4717 9388589 

1454 和歌短冊「打よせて・・・j 宣陽 36.2x6.0 4718 
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1455 和歌短冊(寄口恋) 宣陽 30.2x5.3 4719 9388591 

1456 和歌短冊(歳劃 宣陽 30.2X5.3 4720 9388592 

1457 和歌短冊(梅薫抱) 宣陽 30.3X5.3 4721 9388593 

1458 和歌短冊健雪) 宣陽 35.2x6.1 4724 9388594 

1459 和歌短冊(風流は・・.) 宣陽 35.9X5.7 4725 9388595 

1460 和歌短冊(南星の口日日 宣陽 35.6x5.3 4726 9388596 

1461 和歌短冊(子規一聾) 宣陽 35.2x6.0 4727 9388597 

1462 和歌短冊C口の月とい 宣陽 35.9X5.7 4728 9388598 
ふしらへを聞て)

1463 和歌短冊(秋露) 宣陽 35.4x5.3 4729 9388599 

1464 和歌短冊「栗田山・・'J 宣陽 36.2x6.2 4730 9388600 

1465 和歌短冊「我口口に・・・j 宣陽 35.2x6.2 4731 9388601 

1466 和歌短冊(斗柄十二首・・・) 宣陽 37.0x6.0 4732 9388602 

1467 和歌短冊「山科の・・'J 宣陽 36.4x6.1 4733 9388603 

1468 和歌短冊「もみち口の・・・j 宣陽 36.0X5.7 4734 9388604 

1469 和歌短冊C月) 宣陽 35.2x6.0 4735 9388605 

1470 和歌短冊(名所国) 宣陽 35.2x6.0 4736 9388606 

1471 和歌短冊(社頭桜) 宣陽 35.5X5.3 4743 9388607 

1472 和歌短冊Iたをりすく…J 宣陽 31.5X6.2 4745 9388608 

1473 和歌短冊(里立春) 宣陽 30.2X5.3 4746 9388609 

1474 和歌短冊(外杖) 宣陽 30.2x5.3 4747 9388610 

1475 和歌短冊目か生三日の日) 宣陽 36.0X5.7 4752 9388611 

1476 和歌短冊(紫藤露) 宣陽 35.2x5.3 4753 9388612 

1477 和歌短冊(待郭公) 宣陽 35.5X5.3 4754 9388613 

1478 和歌短冊「大御代に・"J 宣陽 35.2X5.3 4755 9388614 

1479 和歌短冊健落梅) 宣陽 36.2X6.1 4756 9388615 

1480 和歌短冊「秋風に・・'J 宣礼 36.3x6.0 裏に紙貼付「飛騨国大野郡高山 田中大秀門 3363 9388616 
富田植彦口口時代の人中年ノ名定鵡通稀
稲太字和卿口口ト号ス」と書いた 鉛筆書
f名十三ノ内J

1481 和歌短冊「郭公烏・・'J 宥識 36.0x6.0 6264 9388617 

1482 和歌短冊(新聞裏をおか 家修 36.7X6.l 裏「妙満寺口口大前日大夫君J 5854 9388618 
みたてまつりで)

1483 和歌短冊(野遊) 家信 36.2x5.9 裏「大炊御門殿J 6414 9388619 

1484 和歌短冊(朝寒芦) 家仲 36.7X6.0 裏に紙貼付f慈光寺三位家仲 (鉛筆書)残年未 6827 9388620 
詳J
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1485 和歌短冊(寄神祇祝) 家!照 36.1 X5.7 1357 93B8621 

1486 和歌短冊(初雪) 容盛 36.5x6.0 裏「宮内三等属猿渡容盛 (鉛筆書)メ十七、八、 5712 93B8622 
八、七十四J

1487 和歌短冊(幽栖苔) 容盛 36.3x6.0 裏「盛章男猿渡容盛J 5874 93B8623 

1488 和歌短冊「君の為・・'J 容保 36.5X6.0 3550 93B8624 

1489 和歌短冊(花似雲) 容保 36.3x6.0 裏「曾津・・・」 6523 93B8625 

1490 和歌短冊(老口口年) 寂口 36.4X6.0 裏鉛筆書「僧木下寂口J 3835 93B8626 

1491 和歌短冊(新樹露) 寂窓 35.8x5.3 裏鉛筆書「口九初町口J 1706 93B8627 

1492 和歌短冊(花慮D 寂窓 36.6x5.7 1709 93B8628 

1493 俳句短冊(瓢口君の祝開 寄山 36.4X6.0 裏「丹波南桑田郡西別院村字大甘野 和崎新太 2808 93B8629 
庵) 口口清海堂寄山J

1494 和歌短冊(魚つれるかた 富兄 36.4 x 6.1 裏「金沢高橋」鉛筆書「巻一表J 2120 93B8630 

1495 和歌短冊(六朗の道成寺 富丞 36.1 x6.1 裏鉛筆書「観世官之丞口Jrム」 4442 93B8631 
開曲に)

1496 和歌短冊「すえし、かに…J富博 35.3x5.6 6563 93B8632 

1497 俳句短冊(長田口いです 寒梅 35.6x6.0 裏鉛筆書「風ITI占J 4012 93B8633 
みて)

1498 俳句短冊「山口や・・'J 寒佐 36.3x6.1 「井田寒佐登寒佳」 5008 93B8634 

1499 和歌短冊 寛 36.0X6.0 6639 93B8635 

1500 和歌短冊(寄都祝) 寛 36.6x6.2 裏「景樹門J 1457 93B8636 

1501 和歌短冊(朝見花) 寛口 36.5X6.0 1599 93B8637 

1502 和歌短冊(追悼) 寛口 36.4X6.0 5693 93B8638 

1503 和歌短冊(山家) 寛阿 36.8x5.2 1472 93B8639 

1504 和歌短冊(十二月) 寛光 36.8X5.7 「春海門片岡寛光」 5201 93B8640 

1505 和歌短冊(しりたる人の 寛光 36.5x5目8 6438 93B8641 
馬に乗りて前をわたり口

るを)

1506 和歌短冊(夏枕) 寛光 35.8x5.6 6439 93B8642 

1507 和歌短冊「柴舟を・・'J 寛行 35.5X5.4 裏「上田左衛門尉j 4261 93B8643 

1508 漢詩短冊「玉殿参々大津 寛淳 35.3X5.7 1013 93B8644 
漫..'J 

1509 和歌短冊「此宿の・・・」 寛道 35.6x5.7 裏「大里町鈴木太人J 5843 93B8645 

1510 和歌短間(柳外春月) 寛道 36.3x6.0 6544 93B8646 

1511 和歌短冊(海路) 寛昧 36.3x6.0 裏「十九」 6656 93B8647 

1512 和歌短冊(冬松) 寛隆 36.4X6.0 裏鉛筆書「十三J 4216 93B8648 

1513 和歌短冊(暁山) 寛和 36.4x6.0 1606 93B8649 
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1514 和歌短冊「七夕の・・.J 寛和 35.7X6.0 6318 9388650 

1515 和歌短冊(寄匝恋) 寛和 37.1 x6.0 裏「十五J 6606 9388651 

1516 和歌短冊(尋日 寛和 37.5X6.0 裏「十七」 6675 9388652 

1517 和歌短冊慌室月) 寛呆 36.3X5.4 裏「藤原長秀口口や長秀ハ智仁親王に仕へ後薙 4114 9388653 
髪して孝順と号す寄集には孝順千首寄学口
口口あり…j鉛筆書『冷泉ヵ…j

1518 和歌短冊「空のみか・・・j 賓 36.3x6.0 裏に「高知稲毛J鉛筆書『メ二、十二、十三、 4234 9388654 
八四H十三J/r一三三jと書いた紙貼付/r[姓
名]稲毛貰(ミノル) 郷土史家[生]天明六(一七
八六)年[没]明治二(一八六九)年十二月一三
日(八四)[称号]多職、晩年白頭と号[住所]
土佐城東北新町[流派]今村楽に和歌を、岡
本寧浦に漢学[その他] r間隙雑記.1 r白頭雑
談.IJ

1519 和歌短冊(石橋大人の還 貫 36.3x6.0 6370 9388655 
暦の賀に寄石祝といふこ
とを)

1520 和歌短冊伺契千秋) 寅口 36.6X6.3 2144 9388656 

1521 和歌短冊(月) 賞口 36.4x6.1 5255 9388657 

1522 和歌短冊健村難) 賓愛 36.4x6.0 裏r(鉛筆書)嵯峨 正親町三練中納言賓愛(サネナル) 5100 9388658 
卿 (鉛筆書)メ四二、十、廿日、九十四J

1523 和歌短冊(海遁月) 賞愛 36.8x6.0 5240 9388659 

1524 和歌短冊(腐将) 賓愛 36.3X6.0 「嵯峨賓愛卿J 5250 9388660 

1525 和歌短冊(旅口浪) 賓為 37.6X5.6 『小倉賓為寛永十四年六月廿九日莞年三十 4794 9388661 

1526 和歌短冊(寄道祝言) 賓維 35.7X5.4 裏f徳大寺実維公天和二年九月十一日莞J 2766 9388662 

1527 和歌短冊C冬露) 賓維 35.8x5.5 裏鉛筆書「徳大寺実維公 天和二年九月十一日 4803 9388663 
莞J

1528 和歌短冊(寝中友) 賓陰 36.2x5.2 1338 9388664 

1529 和歌短冊(月) 貫陰 35.7X5.6 1339 9388665 

1530 和歌短冊(河月) 賓岳 36.3x6.0 3197 9388666 

1531 和歌短冊(花盛) 貫紀 36.2x6.0 5249 9388667 

1532 和歌短冊(夕顔) 貫紀 35.9X5.4 裏に紙貼付「梅園貫紀卿少将(鉛筆書)実好 6404 9388668 
ノ子、左中将正四位下J

1533 和歌短冊(山月入鐘) 賞紀 36.3x6.0 裏鉛筆書『正四位下梅圏実紀」 6723 9388669 

1534 和歌短冊(忍待恋) 質業 36.9x5.7 裏「清水谷殿」鉛筆書『宝永六」 1370 9388670 

1535 和歌短冊(紅葉深) 賓業 37.2X5.6 裏「清水谷H賓業 卿 集 覧 ニ 出 る 清 水 谷 大 1376 9388671 
納言J

1536 和歌短冊(秋朝) 賓業 36.9X5.6 裏「清水谷前大納言殿J 1377 9388672 

1537 和歌短冊(雪中興) 賓堅 36.4x6.2 裏鉛筆書「徳大寺殿J 3891 9388673 

1538 和歌短冊f咲きっすく…J貫顕 38.0X5.3 「阿野賓顕正保二年十一月八日嘉年六十五j 4797 9388674 

-306-



平成5年度収集騎入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

1539 和歌短冊「と、まらて…J賓光 37.2X5.6 裏に紙貼付「正一位正親町賓光公明の子 6808 9388675 
文化十四年十一月廿二日義年四十一」

1540 和歌短冊(憐霞) 賓枝 35.3x5.2 3269 9388676 

1541 和歌短冊佃上稲妻) 質字 36.3X5.7 裏鉛筆書「河野実字元禄三、正、六卒、二 6721 9388677 
六」

1542 和歌短冊(都初春) 質種 38.5x5.8 裏鉛筆書「今出川賞種 公言男、従一位内大臣、 6781 9388678 
号後一林院、寛政十三、六、廿二コ、年四十
八j

1543 和歌短冊(初秋露) 貫秀 36.1 X5.2 「正親町三条殿J 5163 9388679 

1544 和歌短冊(紅葉) 賓情 37.2x5.8 裏鉛筆書「藤波殿八十八人のーJ 3119 9388680 

1545 和歌短冊(寄河恋) 賓信 37.2X5.6 6144 9388681 

1546 和歌短冊(連日雪) 貫積 36.3X5.6 裏「口大寺風原実積口」 3282 9388682 

1547 和歌短冊(夏田) 貫積 36.3X5.6 裏鉛筆書「宝暦莞J 3290 9388683 

1548 和歌短冊(寄時雨想) 賓道 36.3X6.0 裏に「口口京高樹院貫道J/r釈貫道梅楼 4943 9388684 
三十六家(押)撰之中 大和大路三条下ル高樹院
住職Jと書いた紙貼付

1549 和歌短冊(暁夢) 賓任 37.1 x5.4 裏に「清水谷十二代n清水谷殿…(鉛筆書)寛 6744 9388685 
文四、六、七コ、七十八実任元名忠俊又忠
定Jと書いた紙あり

1550 和歌短冊優旅) 賓苗 36.5x5.6 6389 9388686 

1551 和歌短冊佃家水) 賓豊 37.1 X5.8 裏「正新町前大納言J 6715 9388687 

1552 和歌短冊(渡舟) 賓隆 35.4x5.5 裏鉛筆書「五二冊ノ内j 3306 9388688 

1553 和歌短冊(寄布雑) 賓隆 36.3X5.8 裏「三保西内大臣賞隆公之筆永正之頃之筆j鉛 4064 9388689 
筆書f天文六j

1554 俳句短冊慨梅の神木を 質量 36.4x6.1 4001 9388690 
口口まひらきるとて口口
にて)

1555 和歌短冊(祝) 貫麗 36.3x6.0 裏鉛筆書「和宮御生母(観行院)の御兄君宰相 2559 9388691 
中将橋本実麗J

1556 和歌短冊(春社) 賞与 36.5x5.8 裏「押小路殿七代口口J鉛筆書「寛延三、二、 6702 9388692 
七、七十二j

1557 和歌短冊(河月) 貫主与 37.3x5.7 裏f押小路二代目正=位賞与」鉛筆書「寛延 6772 9388693 

1558 和歌短冊(野月) 質保 37.4x5.3 3231 9388694 

1559 俳句短冊「茶の華や・.'J 資 35.5x6.2 裏「天保九年戊成十月之忌ニ納 風羅堂Jまた、 1228 9388695 
鉛筆書「新年J

1560 和歌短冊『大空は・・'J 寸翁 36.2X5.5 裏r}ll合寸翁j鉛筆書『河合道臣姫路務の国 3351 9388696 
老、天保十二、六、残、七十五日[姓名]河
合隼之助(γュンノスク) 贈従四位、姫路藩執政
[生]明和四(一七六七)年[残]天保一二(一八
四一)年六月二四日(七五) [称号]天保六年三
月仕を罷めて寸翁と号した[住所]姫路藩老
[其他]良臣三助の一人平J
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1561 俳句短冊f金城仰ぐ…j 寸史 36.3X6.0 0563 9388697 

1562 俳句短冊「不時の・・'J 寸史 36.1 X6.1 4211 9388698 

1563 俳句短冊f明たれて・.'J 寸風 36.7x6.0 裏f八十二翁国草圏J 1188 9388699 

1564 俳句短冊『笹略や・・'J 寸風 36.3X6.1 裏f八十二皇国草園j 1190 9388700 

1565 和歌短冊「谷かけの・.'J 寿 36.2x6.1 0189 9388701 

1566 和歌短冊fたつのゆみ・.'J 寿 36.1 X6.0 0190 9388702 

1567 和歌短冊『綻し芭の・.'J 寿 36.4X6.0 0191 9388703 

1568 和歌短冊「ゑらひ植レ・'J 寿 36.3X6.1 0192 9388704 

1569 和歌短冊「今宵たれ・.'J 寿 36.1 X6.0 0193 9388705 

1570 和歌短冊「時しらぬ…J 寿 36.0x6.0 0199 9388706 

1571 和歌短冊「散やせぬ・.'J 寿 36.1 x6.0 0200 9388707 

1572 和歌短冊「手折つる…J 寿 36.3X6.0 0201 9388708 

1573 和歌短冊「さくら花…J 寿 36.3x6.0 0202 9388709 

1574 和歌短冊「さやか成・・・j 寿 36.2x6.1 0203 9388710 

1575 和歌短冊(閑居花) 寿 37.2x6.1 裏『六」 3440 9388711 

1576 和歌短冊(嶺松) 寿 35.2x6.1 裏f廿六」 3454 9388712 

1577 和歌短冊「たなはたの・.'J 寿 36.7X6.1 6621 9388713 

1578 俳句短冊『ふきの口や・・・」 寿口 36.4x6.0 2637 9388714 

1579 和歌短冊『あっき日に…J寿口 35.2x5.6 3064 9388715 

1580 和歌短冊織暮) 寿園 36.7x5.5 裏「口瀬寿園J 2984 9388716 

1581 和歌短冊(ある寺の・・・) 寿慶 35.5x5.8 裏「蕎慶J 6285 9388717 

1582 和歌短冊「なつかしき..'J 寿子 36.0X6.8 絹本 5508 9388718 

1583 和歌短冊(瀧紅葉司 寿房 36.5X6.0 裏鉛筆書「山田素猷の子 島台J 0634 9388719 

1584 和歌短冊「色かへぬ・.'J 将胤 35.9x5.8 裏「九」鉛筆書rXJ 1965 9388720 

1585 和歌短冊『今年より…j 専正 36.1 X6.0 裏「池ノ坊」鉛筆書「小野専正池坊メ四一、 3377 9388721 
四、廿三逝、六九J/r[姓名]池坊専正池
坊家元[残]明治四一年四月十三日(六九) [称
号]小野氏[其他]画は岸駒門j

1586 和歌短冊(子日松) 専明 36.3x6.0 裏「池坊専明J/r池坊専明J 4946 9388722 

1587 和歌短冊(呼子鳥) 専明 36.1 X6.0 6218 9388723 

1588 和歌短冊「白川の・.'J 尊口 36.3x6.0 6550 9388724 

1589 和歌短冊(寿獣) 尊口 36.2x6.1 裏「千家国造J 6966 9388725 

1590 和歌短冊表(初秋浦)・ 尊口(表)、尊賢 36.6X5.4 表裏に和歌あり 4375 9388726 
裏(池閉氷) (裏)

1591 和歌短冊(春船) 尊胤 36.2X5.5 裏「知恩院宮J 3265 9388727 
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1592 和歌短冊(月前聞鐘) 尊稚 37.6x5.3 裏鉛筆書「雅口法名n尊雅王ヵ」 2070 9388728 

1593 和歌短冊(幽居口秋) 尊賢 35.8X5.5 裏鉛筆書『ム八三九ノ中j 4371 9388729 

1594 和歌短冊「煙かと…j 尊純 36.2x5.8 裏鉛筆書「承膳二、五、廿六日二口ヵJ 1468 9388730 

1595 和歌短冊(高麗筒) 尊賞 36.7X6.0 裏鉛筆書「奈良一乗院尊賞」 2239 9388731 

1596 和歌短冊(春夜) 尊孫 36.5X6.0 4213 9388732 

1597 和歌短冊(椿をよめる) 尊孫 35.9X6.0 「大平門出雲千家尊孫J 4877 9388733 

1598 俳句短冊(喜寿の伯父上 尊彦 36.2X6.0 0003 9388734 
を迎ふとて)

1599 和歌短冊(寄松之花) 尊福 36.2x6.1 「千家尊福」 4934 9388735 

1600 和歌短冊(早春) 尊茂 36.0X5.6 「出雲千家尊茂J 4885 9388736 

1601 和歌短冊(鐘) 小燕 35.6X5.7 裏「様堂ノ妻n上京三拾函 安部井j 1249 9388737 

1602 和歌短冊「秋の夜の・.'J 小燕 36.4X6.0 『安部井榛堂妻小燕女j 5342 9388738 

1603 俳句短冊「かきすさふ・.'J 小吉 36.2x5.7 0599 9388739 

1604 和歌短冊「吉野川・・'J 小枝 35.6X5.5 0830 9388740 

1605 和歌短冊口口述懐) 小自在 36.3x6.0 f浪華人加藤小自在J 5223 9388741 

1606 和歌短冊(新樹妨月) 小諸 35.4X5.7 裏鉛筆書「岡山の人j 6223 9388742 

1607 俳句短冊(祝j繕競開庵) 小窓 36.4x6.0 2682 9388743 

1608 漢詩短冊「爾雲映水影俳 小堂務 36.4x6.1 1092 9388744 
個..'J 

1609 和歌短冊(寄絵恋) 小童 37.7X5.7 6273 9388745 

1610 俳句短冊「秋の水・・'J 小波 36.2x6.0 裏「大正二年八月巌谷小波先生J/r[姓名]巌 1925 9388746 
谷小波秒、ナミ) 童話作家[生]明治三年六月
六日(東京)[残]昭和八年九月五日(六六) [称
号]名季雄、号小波・漣山人、俳号柴
天居[住所]東京[流派]紅葉らと現友社を
創立、新文学を唱ふ[その他]桂月・水蔭と
共に杉浦重剛門の三文士と稿 「黄金丸「世
界お伽噺」等J

1611 俳句短冊「炎天や・・'J 小波 36.4x6.0 f口谷小波j 5095 9388747 

1612 和歌短冊(月前木) 尚口 35.7x5.5 4396 9388748 

1613 和歌短冊「あたらしき…j 尚行 36.0X6.0 3043 9388749 

1614 和歌短冊(尋郭公) 尚忠 36.4X5.5 裏墨書「九条殿j 0427 9388750 

1615 和歌短冊(夏夜待周 尚定 35.7X5.8 6313 9388751 

1616 和歌短冊(花に月にたわ 尚{半 35.7X5.9 6202 9388752 
むれ避し人の世を口口口
たまひければかなしみの
あまりによめる)

1617 和歌短冊「住よしの…J 尚美 36.6x5.6 裏鉛筆書f並河尚美ヵ 文政十二、正、廿五 5620 9388753 
残J
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1618 和歌短冊(寄竹恋といふ 尚平 36.1 x6.0 裏鉛筆書「八木立孔安政二、十一、ー十残J 3926 9388754 
口D

1619 和歌短冊(宵山いふ題に 尚房 36.4x6.0 裏「北野神社宮司 田中氏」鉛筆書「五ノ三ノ内j 5998 9388755 
て寄よめと或人のいひけ
れは)

1620 和歌短冊「ほと、きす…J 尚房 36.4X6.1 裏「北野神社宮司 口口口田中氏J/r[姓名] 5999 9388756 
田中尚房神職・故実家[生]天保十(一八三
九)年十一月廿二日[残]明治廿四(一八九一)
年十二月七日(五三)J

1621 和歌短冊(夏雑物) 尚隆 36.3x6.1 6849 9388757 

1622 和歌短冊「しら露の・"J 尚隆 36.3X5.7 裏鉛筆書「長松庵師準J 6956 9388758 

1623 和歌短冊「夢まくら…j 尚網 36.5X6.0 裏鉛筆書「与謝野尚口」朱書「細辻氏所持J 2625 9388759 

1624 俳句短冊(~、も山口山の 尺支 35.7X6.7 r(鉛筆書)淀名和尺支 (鉛筆書)文政二J 5045 9388760 
口りにて)

1625 俳句短冊「花に行・・'J 尽口 36.6X6.0 0092 9388761 

1626 俳句短冊I朝寒や・・'J 居山 36.2x6.0 裏「九月J 3780 9388762 

1627 俳句短冊「袖口る…J 居山 36.4X6.0 裏「八月」 3781 9388763 

1628 俳句短冊「タ虹の・・'J 居山 36.3x6.1 裏「九月十口」 4007 9388764 

1629 俳句短冊「朝に夜に・"J 居然 35.2X4.9 裏鉛筆書「二条東山J 4025 9388765 

1630 和歌短冊(久々にて大石 屋顕 36.1 x6.0 6193 9388766 
君に逢ぬるうれしさに)

1631 俳句短冊 山章 36.1 X5.7 5410 9388767 

1632 俳句短冊「秋立つや・"J 山静 36.4X6.0 0096 9388768 

1633 和歌短冊「したへとも…J 山保子 34.5X5.7 裏「四十一年五月五十七日J 4524 9388769 

1634 俳句短冊「枝をくみ…J 山北 36.2x5.9 裏「洛杉園」 3975 9388770 

1635 俳句短冊「容に見し・"J 山タ 37.8x5.3 裏「樋口山タ」 0979 9388771 

1636 和歌短冊(鹿を) 与雄 37.0X6.1 2949 9388772 

1637 俳句短冊「立枝見て・"J 岡大 34.4X5.5 0100 9388773 

1638 和歌短冊「口たれし・'J 岩麿 35.8X6.0 2738 9388774 

1639 和歌短冊「口たれし・"J 岩麿 36.3x6.0 裏「錦小路頼徳J 4057 9388775 

1640 和歌短冊「わかる当も…」 岱 36.1 X5.8 0746 9388776 

1641 和歌短冊にたび宗口君 情里 36.0X5.9 2617 9388777 
年賀を祝し口りて)

1642 俳句短冊「未生や・・'J 4凶E三円邑 37.5X5.3 裏「暁肇門人渡遁岱青J 1130 9388778 

1643 俳句短冊「こ、ろおく…j 岱年 36.4X6.0 「花守岱年j 5082 9388779 

1644 俳句短冊(秋岡うしをは 岳風 36.5X6.0 0607 9388780 
しめて訪ふ)

1645 俳句短冊「橋立や・・'J 岳轄 35.4X5.9 「名古屋浄西寺鐸岳轄J 5021 9388781 
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1646 和歌短冊(御本服を祝ひ 岸子 35.4x5.9 裏「四十一年五日五十七日J 4675 9388782 
て)

1647 和歌短冊傭ひらき祝ひ 岸子 35.3x6.0 裏「四十一年五五七J 4676 9388783 
て)

1648 漢詩短冊(鴨川納涼) 低陽 35.5x6.0 0131 9388784 

1649 漢詩短冊。戸火似春) 眠陽 36.6x6.0 0155 9388785 

1650 俳句短冊「武蔵野や・・・J 昆山 36.8X5.6 0645 9388786 

1651 俳句短冊「黄菊と…j 嵐雪 32.1 X5.7 裏鉛筆書rx嵐雪J 3823 9388787 

1652 和歌短冊「わ口やとを…J巌 36.4X6.0 裏鉛筆書f奈良ヵ」 3451 9388788 

1653 和歌短冊C子規j 川口 37.6x6.2 3067 9388789 

1654 俳句短冊『積雪の・・.J 左静 38.4x5.7 裏墨書「売の北方加藤儀兵衛 ヲj紙貼付「左 0655 9388790 
静江戸J

1655 和歌短冊(山家月) 巨規 36.5X6.0 裏「中嶋椋陰名規」鉛筆書「伊東楓々j 0815 9388791 

1656 俳句短冊f雲井にも…j 巨口 36.1 x6.0 r[姓名]巨口(キヨコー) 武定診七[生]明治十六 1924 9388792 
(一八八三)年二月二三日(岡山市) [残]昭和十
六(一九四一)年九月二日(五九)【称号]初め烏
人、羊子坊、紡双堂と号[住所]大阪にて銀
行に関係[流派]青々門、「宝船J編輯[其他]
句集「つは蕗Jrまそほ具J等青々口後は一派
の指導に尽力すJ

1657 俳句短冊I二葉三葉・・・j 己隆 36.6x6.0 0083 9388793 

1658 俳句短冊『みかへきた・・・j 巴口 36.3X6.0 3971 9388794 

1659 和歌短冊(試朝 巴文 36.1 X5.9 7089 9388795 

1660 漢詩短冊「口年持満博昇 市野靖 36.7x6.0 裏鉛筆書「市野迷庵J 0152 9388796 
平・・」

1661 和歌短冊(曹巣鷹) 布淑 35.8X5.3 裏「布淑(直庵ノ門人)J 6037 9388797 

1662 俳句短冊「手に提て・..J 布翠 35.1 X5.9 裏鉛筆書「新年j 1231 9388798 

1663 俳句短冊f簾巻て・・.J 布翠 34.5X5.9 裏鉛筆書「新年J 1233 9388799 

1664 俳句短冊『待る雨月や・..J 布席 36.3X6.1 「乙二門号楳窓吉田布席」 5055 9388800 

1665 和歌短冊(雪のふりたる 希口 36.0x5.3 裏鉛筆書「坂本生源寺J 3143 9388801 
夜茂教ぬしの家に口口り
て)

1666 和歌短冊(山館竹) 希賢 35.7X5.2 裏に紙貼付「三輪執粛J又「三輪執粛 名希賢 1398 9388802 
(鉛筆書)寛保四、一J

1667 和歌短冊(愛撫子) 師準 37.7x5.5 裏鉛筆書「大石J/r[姓名]大谷師準[生]宝 4430 9388803 
暦八(一七八五)年[没]文化一二(一八一六)年
六月六日(五八) [称号]字尚隆、書粛を緊堂、
長松庵と号[住所]京都の人、柳原家の猶子
となり幼にして釈門に入[流派]契沖に私淑、
園学を口て茶・香道に通ず[その他]伴蕎践
と交りよしJ

1668 和歌短冊(浦腐り 師準 36.0X5.5 裏鉛筆書「大石J 4433 9388804 
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1669 和歌短冊(雨後花) 師準 37.5x5.8 6954 9388805 

1670 和歌短冊慨月) 師準 35.7X5.5 6955 9388806 

1671 和歌短冊 師準 36.3X5.4 裏「裏寺町長松庵師準尚隆」 6957 9388807 

1672 和歌短冊「ゆふやけの・"J 帰庵 36.2x6.0 裏『昭和三十年十月一日 松坂旭信J鉛筆書『今 2961 9388808 
十三ノ内J

1673 和歌短冊『八十島の・"J 常口 36.1 X6.0 5845 9388809 

1674 和歌短冊(山家花) 常夏 35.6x5.7 裏『度曾常夏n二ノ五J 3567 9388810 

1675 和歌短冊(関河のう口母 常視 36.5X5.4 3112 9388811 
堂の六十のとし口を祝ひ
たまふによみて奉ると
て)

1676 和歌短冊「うちしめり…」 常樹 36.3X6.0 裏「畠山常樹江戸人、号梅軒j 6407 9388812 

1677 和歌短冊(山家橋) 常順 36.0x6.0 裏鉛筆書「朝山常順 九条家大夫、義延ノ男、 0874 9388813 
天保九年生、弘化三年叙正六位下九才、同日
任長門守、嘉永五年十月九日(十五才)叙従五位
下J

1678 和歌短冊(雪) 常彰 36.6X5.5 裏f久志本常彰神主J 1392 9388814 

1679 和歌短冊(月照山居) 常彰 36.1 x5.4 裏鉛筆書f宝暦二、七、四Jr泉J 1394 9388815 

1680 和歌短冊(常盤) 常彰 36.3X5.4 裏に同じ歌あり 表は書き直しがある 4077 9388816 

1681 和歌短冊(暮春) 常昌 35.9X5.7 1546 9388817 

1682 和歌短冊(雨後花) 常照 35.9x5.2 0266 9388818 

1683 和歌短冊仁施懐) 常照 34.8x4.9 4094 9388819 

1684 和歌短冊「月影も…j 常清 36.6x6.0 裏鉛筆書「朝山常清』 0678 9388820 

1685 和歌短冊(明治廿八年十 常善 36.4X6.0 裏鉛筆書f広田常善j 3359 9388821 
月廿五日はじめて平安神
宮時代祭行口口口に藤原
口口式の公卿にかたとり
て大極殿に参拝して)

1686 和歌短冊「夕はえの・・・J 常善 36.4x6.0 裏f和気口社上三十祖委員贋田口口口」 7126 9388822 

1687 和歌短冊(河上舟) 常操 36.5X5.5 裏「畠山常操」 6459 9388823 

1688 和歌短冊帰雁) 常操 35.8x5.1 裏鉛筆書「西村の子j 6468 9388824 

1689 和歌短冊(寄現恋) 常相 36.1 X5.8 1548 9388825 

1690 和歌短冊(終日封泉) 常則 36.2X6.0 7053 9388826 

1691 和歌短冊(早春川) 常足 36.3X6.0 裏鉛筆書「伊藤氏ヵ 国学者、大平門、通称魚 3257 9388827 
沖、筑前鞍手郡ノ人」

1692 和歌短冊(鴬有歓聾) 常足 36.2x6.0 3258 9388828 

1693 和歌短冊(乳山の・・・) 常足 36.0X5.5 裏f筑前伊東常足J鉛筆書「伊藤常足国学 3259 9388829 
者、大平門、筑前鞍手ノ人J

1694 和歌短冊(爵旅) 常辰 36.5X5.7 裏「百首ノ内J鉛筆書「久志本常辰対陣n常任の 1247 9388830 
曾孫、醤書数部を著すJ
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1695 和歌短冊「けふよりの…j 常忠 36.3x6.1 裏「水常忠 山田次文ノ次子J 1850 9388831 

1696 和歌短冊(老郭公) 常忠 35.5x5.3 「山田以文次子速水常忠j 5208 9388832 

1697 和歌短冊(燭 常忠 36.0X5.5 裏鉛筆書「速水常忠j 5894 9388833 

1698 和歌短冊(促織) 常忠 35.2x6.0 裏「速水常忠 山田以文ノ次子J鉛筆書「文政十 5896 9388834 
二、二、六j

1699 和歌短冊(雲間夏月) 常典 36目6x6.1 0675 9388835 

1700 和歌短冊「にしの海は・一j 常典 36.4X6.0 0843 9388836 

1701 和歌短冊(中秋観月) 常典 36.3x6.0 「春海・演臣・継清門 山田常典j 4919 9388837 

1702 和歌短冊「咲出し"'J 常典 35.6x6.0 「山田常典(つねのり) 村田春海門の歌人 園 5406 9388838 
学に通ず江戸の人 『掌中源氏物語系闘』
等文久三年残年五十六jと書いた紙あり

1703 和歌短冊「この宿に・・・」 常之 36.4X6.1 裏鉛筆書「井上端木天保十一J 3437 9388839 

1704 和歌短冊「かせかへす・・'J 常万 37.3x5.6 裏「塩や喜六郎」鉛筆書「村百J 1562 9388840 I 

1705 和歌短冊(子日鴬) 常有 36.3x5.6 裏鉛筆書「口門口天保年間jI新納常有薩摩 3342 9388841 
の歌人、景樹門、四郎右衛門と稽すj

1706 和歌短冊(秋野) 常雄 36.2x6.1 裏「尾州藩奥田常雄J 1062 9388842 

1707 和歌短冊「あふみちゃ-・・j 常倫 35.5x5.8 裏に同じ歌あり 4054 9388843 

1708 和歌短冊佃家煙) 峨仁 36.3x5.5 2220 9388844 

1709 和歌短冊(河遁月) 干城 35.6x5.6 「津田干城J 4841 9388845 

1710 和歌短冊「もちゃっき・・'J 平口 36.3x6.0 「児玉果亮南宗画家天保十二(一八四一) 1839 9388846 
大正二(一九ーコ)正月十六日 七 十 = 信濃人

田口村直入門、菊池契月の師j

1711 和歌短冊「ち口ふへき…J平一 36.2x6.0 裏「新樹jI名古屋市千種町字北畑 恒川平一」 4493 9388847 

1712 和歌短冊(更衣) 平兵衛 36.2x6.1 裏に紙貼付「日野前大納言J 0685 9388848 

1713 和歌短冊(新年旅) 年口 36.0x6.0 6669 9388849 

1714 和歌短冊「さゆをぬき…j 年延 36.1 X5.5 1608 9388850 

1715 和歌短冊(夜時雨) 年治 36.2x6.0 裏鉛筆書「数回年治」 0749 9388851 

1716 和歌短冊佃家時雨) 年平 35.7x5.7 「諸平門飯田年平」 4883 9388852 

1717 和歌短冊(夕顔) 年平 36.2x6.0 「飯田年平J 5196 9388853 

1718 和歌短冊(春晴) 年平 35.2 x6.0 裏鉛筆書「メ十九J 5878 9388854 

1719 和歌短冊(戦時迎年) 幸 36.2x6.1 0666 9388855 

1720 和歌短冊(苗代) 幸口 36.3x6.0 裏鉛筆書「進(近)藤J 3346 9388856 

1721 和歌短冊(大江戸に・・・) 幸口 36.2x5.9 6381 9388857 

1722 俳句短冊「活て見て・ 'J 幸雨 35.8x5.7 0617 9388858 

1723 和歌短冊(歓整) 幸海 36.3x6.0 裏「京都市口柳馬場東入藤幸太郎j鉛筆書f料 4475 9388859 
亭渚の主人j

-313-



平成5年度収集購入賞料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称、 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

1724 和歌短冊(田家) 幸綱 36.9x5.8 1542 9388860 

1725 和歌短冊(塵麦) 幸次 36.2X6.0 「御寄所寄人烏野幸次 園学者福井県系人、明 2962 9388861 
治廿八年園学院卒業、学習院・園学院大学等
教授、著『保元物語評釈』等Jと書いた紙あ
り/r[姓名]土方久元(ヒ!Tf:H 従一位維新功
臣[生]天保四年(一八三三年)十月六日[残]
大正七年(一九一八)十一月四日(八六) [生地・
住所・職業]高知藩士J

1726 和歌短冊(撫子) 幸秀 36.4X5.8 0384 9388862 

1727 和歌短冊(冬}l1) 幸成 36.3x6.0 裏[相田幸成かJ 5868 9388863 

1728 和歌短冊(庭夏草) 幸男 36.5x5.4 3537 9388864 

1729 和歌短冊(夏月易明) 幸通 35.6X5.8 2832 9388865 

1730 和歌短冊「逢えしは…J 幸典 35.3X5.4 裏鉛筆書「西村家J 1982 9388866 

1731 和歌短冊(閑庭落花) 幸典 35.6X5.1 3206 9388867 

1732 和歌短冊(二月初午) 幸典 36.6x6.0 「大平門海野幸典J 4909 9388868 

1733 和歌短冊「みよしのの…j 幸文 37.1 X5.7 裏「香川景樹門人備中木下幸文J 3150 9388869 

1734 和歌短冊(女郎花) 幸文 35.4X5.3 裏に「木下幸文晩年ニ筆桂門中十哲ノ一人 5888 9388870 
ニシテ殊ニ著名ナリJ紙貼付「木下幸文景樹
門人J

1735 和歌短冊(寄菅恋) 幸文 35.4X5.4 裏鉛筆書「木口幸文」 6162 9388871 

1736 和歌短冊〈風前柳) 幸麿 36.1 X5.8 裏鉛筆書「宮崎J 2115 9388872 

1737 和歌短冊「ふしことに…J幸茂 35.4X6.1 裏鉛筆書rXJ 4136 9388873 

1738 和歌短冊f千鳥なく…J 幸雄 36.4x6.0 4111 9388874 

1739 和歌短冊(寄口麦祝) 幸雄 36.3x5.9 5780 9388875 

1740 和歌短冊「白雪も・・'J 幸雄 36.5x6.0 7312 9388876 

1741 和歌短冊「年々 に・・'J 幸雄 36.2X6.1 7313 9388877 

1742 和歌短冊 幸雄 36.2x6.0 7314 9388878 

1743 和歌短冊「ふる雪に・・・j 幸雄 36.2X6.1 7315 9388879 

1744 和歌短冊(月前雲) 幸雄 36.0X6.1 7316 9388880 

1745 和歌短冊「高園の・・'J 幸雄 36.0x6.0 7317 9388881 

1746 和歌短冊 幸雄 36.4X6.1 7327 9388882 

1747 和歌短冊「白砂の・・・j 幸雄 35.8X5.9 2818 9388883 

1748 俳句短冊「雲間口口"'J 幸和 36.2x5.8 「立圃門 江主善幸和J 4989 9388884 

1749 和歌短冊(新樹) 幹 36.2X6.0 4497 9388885 

1750 和歌短冊(海上月) 幹久 36.3X6.0 6074 9388886 

1751 和歌短冊(河上秋風) 幹文 36.IX6.0 「内遠門久米幹文j 5188 9388887 

1752 和歌短冊 幹文 36.1 X5.9 裏鉛筆書「久米幹文j 6134 9388888 
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1753 俳句短冊「吐つくか…」 幹郎 36.3X6.0 0111 93B8889 

1754 和歌短冊「ふゆふかき…J幻蓋 36.5X5.6 裏『白井惟徳J、書きかけの和歌あり 5885 93B8890 

1755 和歌短冊「朝な夕な・・'J 幽 36.6X6.0 0246 93B8891 

1756 和歌短冊「鶴かめの・・・j 幽真 36.6X6.0 裏「紀州粉川(※粉の横に斜線をひいて藤崎と書 1358 93B8892 
く)古岳法師J

1757 和歌短冊(茶) 幽真 36.1 X6.0 1359 93B8893 

1758 和歌短冊(泉) 幽真 37.0x5.9 裏鉛筆書「珍独学歌僧古岳幽真J 1360 93B8894 

1759 俳句短冊 幽窓 36.4X6.0 裏「近江神埼郡八日市町富淡水社高田幽窓 2732 93B8895 
/あふち庵取立つはJ

1760 俳句短冊「黄口や・・'J 幽噺 36.0X5.4 裏「越後人幽噺J 0990 93B8896 

1761 和歌短冊(歓撃) 幾子 36.2x6.0 2872 93B8897 

1762 和歌短冊(新樹) 幾子 36.3x6.0 裏『木内幾子j 4528 93B8898 

1763 俳句短冊「灯さて・・'J 度水 36.4X7.5 絹本 0022 93B8899 

1764 和歌短冊(山路聞蝉) 度定 36.3X6.0 6388 93B8900 

1765 和歌短冊・裏(新年の河) 庭月 35.7X5.4 表裏に和歌あり 3446 93B8901 

1766 和歌短冊(秋タ) 庭麿 36.0X5.4 0825 93B8902 

1767 漢詩短冊縄家雪) 康恭 36.3X5.9 7362 93B8903 

1768 和歌短冊(郭公遍) 康功 37.0X6.1 裏「康功歌書短冊郭公遍J 5579 93B8904 

1769 和歌短冊(新年梅) 康正 36.2X6.1 0403 93B8905 

1770 和歌短冊(輿市宗高) 康正 36.4X6.0 裏鉛筆書「森正平J 0667 93B8906 

1771 和歌短冊(海菜) 康正 36.3x6.0 裏鉛筆書f森正平J 0668 93B8907 

1772 和歌短冊(網代落葉) 康正 36.3x6.0 裏『下京区高倉通高辻下ル町 森正口J 2043 93B8908 

1773 和歌短冊(暁帰鵬 康正 36.3x5.9 裏鉛筆書「下京区口口高辻下舟町 森正平J 6099 93B8909 

1774 和歌短冊(惜歳暮) 康道 35.9x5.5 裏鉛筆書「二条覧文六n村六十内J 4801 93B8910 

1775 和歌短冊(秋懐旧) 廉 36.0x6.0 6506 93B8911 

1776 和歌短冊(夏植物) 庚口 35.3x6.0 裏鉛筆書[小栗康口宣七門J 3313 93B8912 

1777 和歌短冊(賀韓法輪) 庚口 35.8X6.1 4683 93B8913 

1778 和歌短冊(秋懐奮) 康口 36.1 X6.6 5535 93B8914 

1779 和歌短冊(歳暮) 康口 35.7x6.0 裏鉛筆書「中嶋Jr康足の子かJ 6078 93B8915 

1780 和歌短冊(名立恋) 慶蔭 36.5X6.1 裏鉛筆書「十三nメ六J 4217 93B8916 

1781 漢詩短冊「既具之以高行 虞永是空 35.9x5.8 表に印「是空之印J 0974 93B8917 
成…J

1782 漢詩短冊怖感) 虞永是空 35.9x5.9 表に印「是空之印」 0975 93B8918 

1783 和歌短冊(浦鶴) 虞海 36.0X6.0 裏『大江氏」 5882 
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1784 和歌短冊(銅研) 庚海 36.0X5.5 裏鉛筆書「春海門J 5900 9388920 

1785 和歌短冊口恋) 康枝 36.0X6.0 6304 9388921 

1786 和歌短冊(春恋) 庚滋 36.0X5.7 裏「衣川康滋j 1049 9388922 

1787 和歌短冊。山家) 庚治 35.7X5.6 『宣長門山田人侍太夫安田慶治J 4872 9388923 

1788 和歌短冊(初秋草花) 康主 36.0x5.7 裏『森貞之進J貼紙に「森康主貞之助ト称ス 1254 93889241 
信濃国松本ノ人J

1789 和歌短冊(山春曙) 贋樹 36.4 x 6.1 裏「河上贋樹H三条子真J 6031 9388925 

1790 和歌短冊 庚城 36.4x6.0 裏鉛筆書「大江ヵj 6305 9388926 

1791 和歌短冊(紅葉知錦) 康臣 35.2x5.7 裏鉛筆書『平野広臣口口口J 6541 9388927 

1792 和歌短冊(新樹妨月) 康増 36.5X6.0 裏f速水氏J、又鉛筆書「茶人J 0866 9388928 

1793 和歌短冊(閏七月) 贋忠 36.5x6.0 裏「嘉永七年七月…J 5889 9388929 

1794 和歌短冊「あら駒も・"J 康長 36.3x6.0 裏「兵庫県草摂津園武庫郡西宮町原下吉十郎J 0235 9388930 

1795 和歌短冊 虞道 36.4x6.1 2975 9388931 

1796 和歌短冊(逐年梅盛) 庚伴 36.4X6.0 裏「中坊康伴 四千石旗本春野門J鉛筆書f此 1061 9388932 
記入は前跡学校長柿田氏のものと小笹氏より
きく j

1797 和歌短冊「立ならぶ…j 慶伴 36.2x6.0 裏鉛筆書f中坊虞伴春野門或ハ宣長門 四千 1964 9388933 
石旗本Jr遠口豊閏郡石原小栗直輔H村口j

1798 和歌短冊(初冬衣) 庚風 36.3x6.0 裏「千蔭門中坊贋風四千石旗本」鉛筆書 1060 9388934 
f村口J

1799 和歌短冊(瀧紅葉司 延口 36.3X5.3 裏f口口手向山八幡宮上司延口J 3623 9388935 

1800 和歌短冊(樹守梅) 延昌 36.1 x6.3 裏「江戸歌人松井惣兵衛」 1473 9388936 

1801 和歌短冊(折紅葉) 延之 36.4X6.2 裏鉛筆書「十二中JrJII十二J 2147 9388937 

1802 和歌短冊(星麦露) 延之 36.3x6.0 r[姓名]河本延之五十三才[残]慶臆元年 2218 9388938 
九月十九日J

1803 和歌短冊(落葉混雨 延之 36.5X6.0 「公輔男河本延之J 4925 9388939 

1804 和歌短冊健星麦) 延之 37.2 x6.0 4953 9388940 

1805 和歌短冊(草花露) 延之 36.4X6.0 「河本延之J 5257 9388941 

1806 和歌短冊(タ花) 延之 36.5x6.1 7133 9388942 

1807 和歌短冊『立よれは・・・j 延冨 36.3x6.2 6604 9388943 

1808 和歌短冊(卯花) 延平 36.2x6.0 裏「大阪ノ宗口J鉛筆書「網野」 5619 9388944 

1809 和歌短冊「朝露に・・'J 建一 36.3x6.0 0316 9388945 

1810 和歌短冊(野別 建一 36.4X6.0 0317 9388946 

1811 和歌短冊『都人・・・J 建ー 36.2x6.0 0329 9388947 

1812 和歌短冊(故郷慮橘) 建一 36.3x6.0 裏墨書「三J 0330 9388948 

1813 和歌短冊(隣) 建樹 36.4X6.0 裏「大和田建樹J 0863 9388949 
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1814 和歌短冊(雑人事) 建通 36.6x6.0 3189 9388950 

1815 和歌短冊(山五月雨) 建通 36.2x5.9 5247 9388951 

1816 和歌短冊(嶋千鳥) 式親女 36.4X6.0 裏「八十一婚と口J 4941 9388952 

1817 和歌短冊「から衣"'J 式部 36.4X6.1 裏「九月n八十六姐口口J鉛筆書「五ノ三ノ内J 4333 9388953 

1818 和歌短冊(戸外梅) 式部 36.1 X6.1 裏I八十五口口口J 5643 9388954 

1819 和歌短冊航行友) 式部 36.2x5.8 裏「景樹門 高畠式部Jf八十七口口j 5715 9388955 

1820 和歌短冊(月半出) 式部 36.3x6.2 裏「八十七姐万口」 6030 9388956 

1821 和歌短冊r~ 、かはかり…j 式部大夫入道，心 36.2x6.0 5115 9388957 
蓮

1822 和歌短冊「おいしらぬ…j 弓月 36.2x6.0 裏「名古屋市新柳町口掛布弓月j 4490 9388958 

1823 和歌短冊(馬車) 弓雄 35.5X6.1 裏朱書で「東京隅田川向島水神森 矢掛弓雄J 1678 9388959 
ぺン書「岡山神官n千J

1824 和歌短冊「朝な夕な・"J 弘蔭 36.1 x6目l 0315 9388960 

1825 和歌短冊「桜はな・・'J 弘蔭 36.2x6.1 0319 9388961 

1826 和歌短冊口射) 弘恭 36.5x6.0 裏鉛筆書「鈴木弘恭水戸藩士、口口門、明治 5737 
世年没、五十六J

1827 和歌短冊「おぼつかな・・'J 弘司11 36.2 X6.0 裏に紙貼付「足代弘訓 本居春庭ノ門人J又、 0835 9388963 
「足代弘訓本居春庭ノ門人j

1828 和歌短冊「わか国は・"J 弘司11 36.3x6.0 0836 

1829 和歌短冊「桜さく…」 弘司11 36.4x6.0 0838 9388965 

1830 和歌短冊(折句ふゅの 弘司11 36.3x6.1 7067 9388966 
あめ)

1831 和歌短冊(紫上) 弘綱 36.3 X5.9 6004 9388967 

1832 和歌短冊(浅口にてはの 弘綱 36.3x6.0 6005 9388968 
らまを見はへりて)

1833 和歌短冊(瓢) 弘綱 35目6X6目l裏「高綱末胤伊勢佐々木弘綱宗匠号竹柏園J 7131 9388969 

1834 和歌短冊(栽菊) 弘資 37.1 X5.8 裏に紙貼付旧野前大納言J 0684 9388970 

1835 和歌短冊(七夕別) 弘資 37.2x5.3 裏「日野弘資口貞享四年九月廿口七十一口 2856 9388971 
口j

1836 和歌短冊(夜時雨) 弘茂 35.8x5.6 2142 9388972 

1837 和歌短冊(梅雨) 弘園 36.4x6.0 裏「大畑J鉛筆書「水のノ門J 1661 9388973 

1838 和歌短冊(旅月) 弥口 36.5X6.0 4115 9388974 

1839 和歌短冊(海上日出) 弥孝 36.1 x6.0 1635 9388975 

1840 和歌短冊(水遊柳) 弼 36.1 x6.1 「丸山弼J 4846 9388976 

1841 和歌短冊(新居迎春) 彊 36.1 X6.0 裏「保津村村上半山(勤王家)J 1633 9388977 

1842 和歌短冊(雨中花) 彊義 36.3x6.0 裏「江口J 3540 9388978 
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1843 俳句短冊(芭蕉忌) 当山 35.8x6.1 0628 9388979 

1844 和歌短冊f~ 、くちとせ…J 当方 36.4X5.5 裏「浅野文口口j 5800 9388980 

1845 和歌短冊『年毎に・・'J 彦口 36.2X6.0 4666 9388981 

1846 和歌短冊『花かめに・"J 彦俊 36.0x6.3 0213 9388982 

1847 和歌短冊「かくと造…j 彦俊 36.2x6.l 0214 9388983 

1848 和歌短冊航月) 彦俊 36.0X6.0 0215 9388984 

1849 和歌短冊『霜やたひ・"J 彦俊 36.2X6.1 0217 9388985 

1850 和歌短冊「宮城野に・・'J 彦俊 36.0X5.9 0218 9388986 

1851 和歌短冊(直曲) 彦麿 36.0X5.5 裏鉛筆書『斉藤可怜宣長門J/f[姓名]粛藤 3181 9388987 
彦麿(ひこまろ) 故実、園学者[生]明和五
(一七六八)年正月五日(三河矢作) [残]嘉永七
安政元(一八五四)年=月一二日(八七) [称号]
本姓荻野氏[住所]後江戸{流派]十四才に
て季腐に、翌年貞丈に、二十五才宣長の神道
を[其他1r改正神代記』 平J

1852 和歌短冊(雪朝望) 彰信 36.5x6.1 5556 9388988 

1853 和歌短冊(~、はひ) 後河 36.3x6.1 裏「上京彊元誓願寺通千本東入 前川後河』 4450 9388989 

1854 和歌短冊(歓声) 後河 36.3x6.0 裏「前JIIJ 4498 9388990 

1855 和歌短冊「音高き…j 後典 36.0X6.0 2449 9388991 

1856 和歌短冊(年内立春) 僅口 36.2X6.0 裏鉛筆書「宗内j 1516 9388992 

1857 和歌短冊(春草) 徒菜 35.8x6.0 5108 9388993 

1858 和歌短冊(征露長歌) 従四位勲三等緒 36.0X5.9 裏鉛筆書「緒方維準大阪の醤珍Jf大阪の醤 1089 9388994 
方維準 村廿ノ内珍J/f[姓名]緒方維準ゐじゅ

ん醤家{生]天保十四(一八四三)年八月(大
阪)[残]明治四十二(一九O九)年七月二十一
日(六十一) [称号]通称洪驚号蘭洲[流派]
洪庵の第二子[其他]宮内洋方侍医の最初、
大阪に緒方病院を平J

1859 俳句短冊『絵はがきの・・・J得痴 36.2x6.0 0574 9388995 

1860 和歌短冊(初冬) 御蔭 36.5X6.0 裏鉛筆書「堀田御蔭J/紙貼付「荷田御風在満 1042 9388996 
ノ子J

1861 和歌短冊(秋) 御蔭 36.2x5.5 裏「豊言御蔭J鉛筆書『堀田御蔭尾州津嶋社 1052 9388997 
司、宣長門Jf村六十内J

1862 和歌短冊(河氷) 御楯 36.3X6.0 裏鉛筆書「明治世八、七、廿四、六十九J 0763 9388998 

1863 和歌短冊『君がよは・・・J 御杖 35.7x6.1 絹本 「富士谷御杖園学者成章の男初名成 2130 9388999 
邑口又成元、北辺と号弾琴に妙、箸『百家
部類抄』外文政六年八月六日残五十六才J

1864 和歌短冊(濁封口燈日 御杖 36.0X5.9 f [姓名】富士谷御杖みつえ 園学者[生]昭 3134 9389000 
和五(一七六八)年[残]文政六(一八七三)年一
二月一六日(五六) [称号]初成寿のち成元、
北野と号[住所]京都[流派]成章の長子、
口胤にも和歌を学ぶ[其他]父と同じく言語
学者j
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1865 和歌短冊(大口といふみ 御杖 37.9X5.4 3736 9389001 
なとに…)

1866 和歌短冊何後花) 御杖 36.0X6.0 5395 9389002 

1867 和歌短冊「思いやる…J 御船 36.2X6.0 裏f加賀鶴来松各次右衛門J 1747 9389003 

1868 和歌短冊「しぐる、と…J御風 36.9X6.1 裏鉛筆書『本門・・・J 5994 9389004 

1869 和歌短冊(落梅停水) 御亙 36.6x6.0 7140 9389005 

1870 和歌短冊(不二山) 復古 36.2x6.0 裏鉛筆書「中洲員瀬氏、尾張の儒者、復古と 6234 9389006 
号す著『周易講義』等、文化十四、二、残
年」

1871 和歌短冊(梅口奉) 徳 36.0X5.9 裏鉛筆書「膝井藍田」 3145 9389007 

1872 和歌短冊(月前薄) 徳口 36.5X6.1 5765 9389008 

1873 和歌短冊(泉) 徳云 36.3x6.0 6540 9389009 

1874 和歌短冊(名所鵜河) 徳基 36.1 X5.4 裏墨書f津守徳基J 0734 9389010 

1875 俳句短冊f両耳に・・'J 徳元 35.6X5.3 5442 9389011 

1876 漢詩短冊(梅移水) 徳純 35.5X5.3 4783 9389012 

1877 和歌短冊(山家) 徳定 36.3x5.7 裏鉛筆書「徳定Jf家垣ノ内J 3593 9389013 

1878 和歌短冊(寄百合恋) 徳贋 35.6X6.1 裏「松前志摩守口J鉛筆書rJII口内J/r[姓名] 4240 9389014 
松前徳康二十五才[残]明治元年一一月二
九日[称号]志摩守J

1879 俳句短冊『後の雛・・'J 徹史 34.7X5.3 0594 9389015 

1880 俳句短冊「菅薦の・・'J 徹史 36.5X5.4 0644 9389016 

1881 和歌短冊C家) 心翁 36.4x6.0 題字部分虫損 5663 9389017 

1882 和歌短冊(神無月のはし 心斎 36.4x6.0 裏鉛筆書「松尾心斎j 0867 9389018 
めっかた山紅葉を)

1883 和歌短冊「うちなびく…J心蓮 42.4x22.7 f為恭短冊二葉大切のもの也紫口口J 4757 9389019 

1884 俳句短冊侃日) 心園 35.2X5.6 5455 9389020 

1885 和歌短冊(寄巌祝) 忍口 36.4X6.0 裏鉛筆書『十六前」 1727 9389021 

1886 和歌短冊f身を、さめ…」 忍介 36.4x6.0 6690 9389022 

1887 和歌短冊(双山雪) 忍慶 36.2x6.0 裏鉛筆書「園忍慶Jf思廿口口口J/紙貼付「僧 1728 9389023 
忍慶清水寺の僧、成就院月照上人の門、(※
以下鉛筆で書足し)興福寺再興第一世菅立清水
寺住職口口口二ヶ口のうち口口院口口兼務
住職興福寺菅立長園部忍慶メ二回、二、
廿二寂、四十七J

1888 和歌短冊「さかしまの・・・」 忍向 36.4X6.0 裏鉛筆書f大館高門天保十、十二、三、残、 3255 9389024 
年七十四J

1889 和歌短冊(寄月神椀 忍向 36.4X6.0 裏『京都… j 3549 9389025 

1890 和歌短冊fきかしまの・・・j 忍向 36.2X5.4 4328 9389026 

1891 和歌短冊fきかしまの・・・j 忍向 36.4X6.0 6684 9389027 
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1892 和歌短冊(新年祝言) 志口 36.2x6.0 2525 93B9028 

1893 和歌短冊「木葉より…j 志口子 36.4x6.0 2294 93B9029 

1894 和歌短冊(賀剃髪) 志幸 36.5X6.1 裏「京丹波…J 4141 93B9030 

1895 和歌短冊「くれ竹の…J 志津 36.4X6.0 裏「藤田J鉛筆書「七十五鑑志津トアリj 6361 93B9031 

1896 和歌短冊(寄菊祝) 志道 36.0X5.8 裏「松奄志道 (鉛筆書)山口氏J鉛筆書「天保十 3422 93B9032 
三、七J

1897 和歌短冊(里雪) 志庚 35.5X6.0 0375 93B9033 

1898 和歌短冊(第三百首の歌 志檀人 37.1 X5.9 0917 93B9034 
よめる中に)

1899 和歌短冊(郭公口口老) 応春 36.5x6.1 裏鉛筆書「今井応春かきゃ口人J 7073 93B9035 

1900 和歌短冊(水辺納涼) 忠 36.4X5.4 「大道寺忠」 4840 93B9036 

1901 和歌短冊(御即位ましま 忠口 36.3x6.1 1941 93B9037 
せしに)

1902 和歌短冊rpにしへの…J忠口 36.5X6.2 2558 93B9038 

1903 和歌短冊「のこるやと…J忠口 36.0X5.9 3142 93B9039 

1904 和歌短冊(文武両道) 忠口 35.5x5.9 裏「平井備中守J 3621 93B9040 

1905 和歌短冊「幾度か・・.J 忠口 36.0x6.0 5570 93B9041 

1906 和歌短冊(一位尊殿御逝 忠口 35.8x6.1 5680 93B9042 
去口口口けるをなけき
て)

1907 和歌短冊「くりかへし…J忠口 36.2X6.1 6603 93B9043 

1908 和歌短冊 忠阿 35.7X5.6 裏『南京金勝寺J 4359 93B9044 

1909 和歌短冊C月) 忠央 36.1 x6.0 3151 93B9045 

1910 和歌短冊(七夕七その中 忠興 36.3x5.5 裏「青山下野守口口舎弟 清水信臣門人口J/ 3610 93B9046 
に河を) 赤紙に「青山下野守忠興清蔭門人Jと書いて

貼付

1911 和歌短冊(松契齢) 忠暁 37.1 X6.0 6314 93B9047 

1912 和歌短冊判、口口を送る 忠啓 36.2x6.1 3627 93B9048 
とて)

1913 和歌短冊(径童) 忠敬 36.3x6.0 裏鉛筆書『水野忠敬(タぜユキヵ) メ四十、十 0725 93B9049 
七コ、五七jタダノリと読む

1914 和歌短冊『なき君を・..J 忠敬 36.2x6.l 裏鉛筆書「西堀ヵ… n明治六年七月十六日 4209 93B9050 
残、六十二才n西廿内J

1915 和歌短冊(山家井) 忠継 36.1 x6.0 5863 93B9051 

1916 和歌短冊(霞中行人) 忠元 36.3x6.1 裏鉛筆書「天八ヵ 水野家の内J 5858 93B9052 

1917 和歌短冊「隅となる・・・」 忠功 36.2X6.0 1601 93B9053 

1918 和歌短冊(祝婚姻) 忠孝 36.1 X5.7 裏「京都市上京直河原町今出川下ル西入大宮町 4447 93B9054 
三百三十一番地下橋忠孝J
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1919 和歌短冊(華虫堂の開庖 忠康 36.2x6.l 0445 93B9055 
を祝して)

1920 和歌短冊(寵居不見戸外) 忠弘 36.2x6.0 5927 93B9056 

1921 和歌短冊(原春駒) 忠行 36.4X6.1 1956 93B9057 

1922 和歌短冊(祈神祇) 忠行 36.5X5.9 2099 93B9058 

1923 和歌短冊「咲く花の…J 忠行 36.2X6.1 2978 93B9059 

1924 和歌短冊「にはの梅や・.'J 忠行 36.0x6.0 4055 93B9060 

1925 和歌短冊r~ 、ろかへぬ…」 忠行 36.1 X6.0 4056 93B9061 

1926 和歌短冊『神垣の・・'J 忠行 36.0X6.l 裏「平田門熱田神宮々司角田忠行J 7136 93B9062 

1927 和歌短冊(深夜鹿) 忠降 36.4x6.0 裏「立河村上J鉛筆書「村上忠)1慎ノ男n水のj 1044 93B9063 

1928 和歌短冊(終日封泉) 忠克 36.4X6.0 2742 93B9064 

1929 和歌短冊僻踊) 忠斎 36.2x6.0 1374 93B9065 

1930 和歌短冊(新年山) 忠次 36.4X6.0 6549 93B9066 

1931 和歌短冊「秋風に・・'J 忠秀 36.2x6.1 0288 93B90671 

1932 和歌短冊『さまさまの…j 忠秀 36.0X6.0 0289 93B9068 

1933 和歌短冊「白たへの・.'J 忠秀 36.1 x6.l 0290 93B9069 

1934 和歌短冊「淋しきも…J 忠秀 36.0X6.0 0291 93B9070 

1935 和歌短冊f帰るさも…J 忠秀 36.3X6.1 6601 93B9071 

1936 和歌短冊(朝霞) 忠秋 36.2x6.0 0353 93B9072 

1937 和歌短冊(紅葉) 忠秋 36.5x6.l 「渡忠秋歌人、近江の人、景樹門、江戸に住 0354 93B9073 
す梅桜三十六家撰の中著『研哉抄」外明
治十四年六月五日授、七十才j

1938 和歌短冊(蛙) 忠秋 36.6X6.1 0417 93B9074 

1939 和歌短冊(花月一窓交) 忠秋 36.4X6.1 0420 93B9075 

1940 和歌短冊(新竹) 忠秋 36.5x6.1 0437 93B9076 

1941 和歌短冊(朝顔) 忠秋 36.5X6.l 0438 93B9077 

1942 和歌短冊(夏衣) 忠秋 36.5x6.0 2360 93B9078 

1943 和歌短冊(寓物皆陽和) 忠秋 36.5x6.0 6167 93B9079 

1944 和歌短冊 忠秋 36.2X5.8 6186 93B9080 

1945 和歌短冊(峯早蕨) 忠淳 36.0x5.7 2690 93B9081 

1946 和歌短冊(溶葉) 忠、順 36.4x6.1 裏鉛筆書「村上(斜線で訂正→タイゴ)忠順口 6482 93B9082 
書かメ世三、七、四コ、七十一j

1947 和歌短冊(秋山田) 忠)1鹿 36.4x6.0 裏鉛筆書「醍醐忠順の前かきかn醍醐中納言 6755 93B9083 
明治世三、七、四コ、年化七十七日忠順(タタコ
キ')J

1948 和歌短冊(立春) 忠助 36.3X6.1 2829 93B9084 
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1949 和歌短冊(款冬) 忠勝 36.5x6.1 裏鉛筆書『内海ヵJ 1255 9389085 

1950 和歌短冊(もみちのころ 忠真 36.3x5.9 裏『小田原藩主大久保忠真J/r[姓名】大久 6511 9389086 
山里を思ふ) 保忠真(タタT*)老中贈従三位[生]天明元(一

七八一)年[没]天保八(一八三七)年三月九日
(五七)※二月一八日とする朱書もあり[称号]
出羽守、安義守、侍従[住所]小田原藩主
【その他]大坂城代・京都町奉行J又r[姓名]
大久保忠真(たすぎね) 贈従コ位、老中[生]
天明元(一七八一)年[残]天保八(一八三七)年
三月九日(五七)[住所]相川小田原藩主[其他]
奏者審奉行、大坂城代、京都町奉行J

1951 和歌短冊(はなたちはな) 忠成 36.7X5.8 裏f名忠成」鉛筆書「地下山忠成六人見ユJ 6286 9389087 

1952 和歌短冊(哀傷) 忠成 35.9x5.9 裏鉛筆書f口島居大平門河内平岡ノ人J紙 6492 9389088 
貼付『島居忠成大平門園学者、河(以下破
レ)J

1953 和歌短冊(鯛牛) 忠朝 36.5X5.8 6447 9389089 

1954 和歌短冊『時雨っ、」 忠朝 35.3x6.0 裏鉛筆書「藤原忠朝ヵ 明治廿六、四、七十 6456 9389090 

1955 和歌短冊(湖上帰鵬 忠朝 36.3x6.0 裏鉛筆書「メ廿六、四、十七」 6524 9389091 

1956 和歌短冊「消のこる・・・j 忠朝 36.4 x 6.1 6525 9389092 

1957 和歌短冊(名所鵜冊 忠貞 36.3x6.0 5841 9389093 

1958 和歌短冊(関時雨 忠定 35.2X5.4 裏「清水谷J 6703 9389094 

1959 和歌短冊(滋野井のL、と 忠之 36.4X6.1 3912 9389095 
もあれたるを・・・)

1960 和歌短冊(初春雲) 忠能 36.5x6.0 裏f一月」 5102 9389096 

1961 和歌短冊「年月の・・'J 忠比古 36.4X6.l 6351 9389097 

1962 和歌短冊「限りなき…』 忠友 35.4x6.l 裏鉛筆書rXJ印 1659 9389098 

1963 和歌短冊(故郷春月) 忠友 36.4X6.0 裏鉛筆書『穂井田忠友j 4075 9389099 

1964 和歌短冊(述懐) 忠雄 36.0X5.9 0374 9389100 

1965 和歌短冊旧ふたつ・・'J 忠雄 36.2x6.l 裏鉛筆書「大正十二、十二、四残H塙忠雅 50 2858 9389101 
東廿の内J

1966 和歌短冊(開松) 忠良 36.5X6.1 裏に紙貼付「闘白一保忠良公J鉛筆書「村六十 3424 9389102 
内J

1967 和歌短冊「よしの川…J 忠烈 35.3x5.8 7055 9389103 

1968 和歌短冊(山雪) 忠賓 35.8x5.5 裏鉛筆書『塙保己ーノ男 塙忠賓」 3152 9389104 

1969 和歌短冊(五月雨のあし 快存 35.7X5.5 裏鉛筆書『上桂門僧カ永三、九J 2089 9389105 
た)

1970 和歌短冊「露をおもみ・"J 恒久 36.0X5.9 裏f南部H江刺慣久J又鉛筆書『前頭j 1041 9389106 

1971 和歌短冊「敷山鳥の・・・j 恒久 37.7X6.0 7256 9389107 

1972 和歌短冊「諸人と…J 恒子 36.5x6.0 1260 9389108 
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1973 和歌短冊(夏海) 恕奄 36.2x6.0 「尽師医神谷恕篭J台紙に鉛筆書「恕竜人や 4776 93B9109 
とふJJ

1974 和歌短冊(寄道懐旧) 息胤 36.4X6.0 裏「神田息胤J鉛筆書「村口口Jr口J 1053 93B9110 

1975 和歌短冊「過きつる・..J 恵口 35.7x5.5 2810 93B9111 

1976 和歌短冊(楓) 恵雲 34.6x5.7 裏「東大寺僧侶恵雲」裏絵 4357 93B9112 

1977 和歌短冊(閑庭鴬) 恵学 36.2x6.1 4358 93B9113 

1978 和歌短冊「千里まで・..J 恵晶 38.4X5.8 3459 93B9114 

1979 和歌短冊(納涼) 悦子 36.4x6.1 2499 93B9115 

1980 俳句短冊「花の山...J 悦春 35.4x5.7 5463 93B9116 

1981 和歌短冊「八十日より…J惟口 37.2x5.6 裏[阿口大宮司J 3630 93B9117 

1982 和歌短冊(春のはしめに) 惟口 36.3x6目。 裏「鳥取歌人J 6259 93B9118 

1983 和歌短冊(秋のはしめに) 惟口 36.4x5.9 裏「鳥取歌人J 6260 93B9119 

1984 和歌短冊(上口口奥) 惟口 36.3x6.0 裏「岡本・・・J 6730 93B9120 

1985 和歌短冊(社頭D 惟口 35.8x6.0 7112 93B9121 

1986 和歌短冊(春田雨) 惟永 36.3x5.6 裏「竹内惟永卿宝暦四年六月廿六日 七十七 6726 93B9122 
口J

1987 和歌短冊(網代) 惟恭 36.0x5.1 「宣長門今井惟恭J 4901 93B9123 

1988 和歌短冊(旅恋) 惟次 36.3x6.0 6638 93B9124 

1989 和歌短冊(琴) 惟彰 35.8x6.0 0642 93B9125 

1990 和歌短冊(節分の口雪い 惟彰 35.0X5.8 2774 93B9126 
たくふりけれ問

1991 和歌短冊(山家花) 惟{言 36.0X6.0 6637 93B9127 

1992 和歌短冊(初春見鶴) 惟清 34.4X5.4 裏鉛筆書「天明=Jf頼惟清一春水・杏坪J(系図) 6729 93B9128 
あり

1993 和歌短冊(夏日 惟則 36.3x5.7 裏鉛筆書「木下南漬ヵ 名図鑑、字惟則天明 6243 93B9129 
元、十、残、年五十四」

1994 和歌短冊「春秋を・・.J 惟徳 36.6 x 5.8 「白井(鉛筆書)J 4774 93B9130 

1995 和歌短冊にとのはの…j 惟徳 36.6x6.0 「白井(鉛筆書)J 4788 93B9131 

1996 和歌短冊 惟徳 35.8x5.8 裏「藤井姓人羽倉惟徳氏 (鉛筆書)白井赤水 6147 93B9132 
カJ

1997 和歌短冊(依花口来) 惟徳 35.2x5.1 裏鉛筆書「白井惟徳天保九七十七Jr文政 6148 93B9133 
十J

1998 和歌短冊(タ落葉) 惟徳 36.5X6.1 裏鉛筆書「白井惟徳赤水Jf天保九七十五 6149 93B9134 
七J

1999 和歌短冊(暁更鶏) 惟庸 37.0x6.0 裏「竹内J鉛筆書「宝永元」 6485 93B9135 

2000 漢詩短冊(月前松岡 惟亮 37.9X5.9 f畑柳啓名惟亮号橘山J 4780 93B9136 

2001 俳句短冊「何もなき・..J 惟卵l' 33.8X5.9 0602 93B9137 

qu 
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2002 漢詩短冊(松) 憧屋山人 36.2X6.9 0163 9389138 

2003 和歌短冊(タ蹄踊) 意口 36.2x6.0 5605 9389139 

2004 俳句短冊(はL、くは月次 意、朔 34.6x5.3 5453 9389140 
の会に口口口けれは)

2005 和歌短冊(寄竹祝) 意誠 36.7X6.0 6508 9389141 

2006 和歌短冊「晴わたる・"J 愛義 36.4x6.0 裏鉛筆書「宗ノ内j 1531 9389142 

2007 和歌短冊(閑庭虫) 愛種 36.2x6.0 裏鉛筆書「大蔵愛種中園左近といふ号真理 0639 9389143 
舎木屋町杉原ニ住(平安人物志)J

2008 和歌短冊(橋上月) 愛平 36.5x5.9 0837 9389144 

2009 和歌短冊(雪) 慈延 36.2 x 5.7 r [姓名]僧慈延五十八才[残]文化二年 4411 9389145 
七月八日[著書・その他]四天王の一人j

2010 和歌短冊「木々 の色は・・・j 慈延 36.2X6.1 4412 9389146 

2011 和歌短冊(釣漁) 慈延 36.4X5.8 裏鉛筆書「僧慈延文化二、七、八寂、五十 4414 9389147 
八才n巻四j

2012 和歌短冊(龍遊池) 慈延 36.1 X5.9 5389 9389148 

2013 俳句短冊「糸口の・・'J 慈好 34.7X6.0 裏I東京・・・」 3755 9389149 

2014 和歌短冊 慈綱 36.0X5.5 裏に「上京口十組口口八幡町大聖寺樋口」朱書 6334 9389150 
「革廿九n樋口慈綱J/紙貼付「樋口慈綱 大聖
寺j

2015 和歌短冊儒合に・・・) 慈、等 36.3X5.6 3110 9389151 

2016 和歌短冊(樹口水) 慈堂 36.3x6.0 裏に紙貼付 「前権中納言風早正二位公純卿御 6330 9389152 
息女林宮寺門跡風早慈堂尼大正四年林丘
寺ニ行書口ヒケリj

2017 和歌短冊(春日湖上) 慎口 36.4X6.0 6020 9389153 

2018 和歌短冊(初秋露) 慎行 36.2x5.9 裏「岩崎慎行J 5664 9389154 

2019 和歌短冊(地花・・・) 慧雲 35.5X5.5 1597 9389155 

2020 和歌短冊(寄鶴祝) 慧明 36.1 X5.9 5632 9389156 

2021 和歌短冊(古戦場歳暮) 慮橘 35.4X6.0 6600 9389157 

2022 和歌短冊I加茂川の・"J 慶口 36.2x5.9 2140 9389158 

2023 和歌短冊(竹雪深) 慶永 36.3X6.0 裏鉛筆書「松本慶永J 5685 9389159 

2024 和歌短冊(冬植物) 慶徳 36.3X6.1 裏鉛筆書「慶喜公弟j 0089 9389160 

2025 和歌短冊「わかせとの・・・」 惚門 36.4X6.0 裏ペン書「題蚊遣筑紫九左衛門j 0431 9389161 

2026 和歌短冊(霧中雁) 廃聾 36.3x6.0 2462 9389162 

2027 和歌短冊(終日封泉) 磨聾 36.4X6.1 4095 9389163 

2028 和歌短冊(嶋千鳥) 成口 36.3X6.1 1786 9389164 

2029 和歌短冊(水郷夕日 成口 35.6x5.5 裏鉛筆書「大埜春彦J 4128 9389165 

2030 和歌短冊 成口 36.2X6.0 裏「二月J鉛筆書「五ノ三ノ内J 4321 9389166 
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2031 俳句短冊「流行・・・J 成安 35.5X5.6 5441 9389167 

2032 和歌短冊(寄国祝) 成允 36.3x6.0 裏「羽前圏西村山郡寒河江町葵廼舎本多成 4466 9389168 
允大正丙辰年七十J

2033 和歌短冊(故郷月) 成興 36.0x6.0 裏「十六J 0117 9389169 

2034 和歌短冊「名にしおふ・"J 成興 36.1 x6.0 0122 9389170 

2035 和歌短冊「残りつる・"J 成輿 36.0x6.2 7361 9389171 

2036 俳句短冊Iはらみ口や・・・」 成元 35.6X5.5 5416 9389172 

2037 和歌短冊(正成の・・.) 成元 35.8x5.5 裏鉛筆書「二傑家歌所藤谷成元豊前柳川家 6513 9389173 
留守居n冨土谷御杖文政六、十二、十六残
年五十六J

2038 和歌短冊(花下送日) 成言 36.6x6.1 6051 9389174 

2039 和歌短冊「揖の音を・"J 成功 36.1 X5.9 5566 9389175 

2040 和歌短冊。 成昌 35.1 X5.2 裏鉛筆書「若林竹口J 3235 9389176 

2041 和歌短冊(庭紅葉) 成章 33.4X5.2 裏f富士谷成章正口J鉛筆書「安永十J 4288 9389177 

2042 和歌短冊 成章 36.0X5.4 裏鉛筆書「村六十内」 4289 9389178 

2043 和歌短冊伺前鵬 成章 35.7X5.l 4290 9389179 

2044 俳句短冊「上様を・・'J 成之 35.6X5.9 5411 9389180 

2045 和歌短冊(雪中柳) 成美 36.2x6.0 裏「本ツj 1658 9389181 

2046 俳句短冊(仲秋口月) 成美 35.1 X5.4 f夏目成美j 5014 9389182 

2047 俳句短冊「ゆく秋や…J 成美 36.2X6.1 『夏目成美j 5028 9389183 

2048 和歌短冊(壇保己ー) 成美 35.8X6.0 裏「大江氏上田成美J/r[姓名]大江成美(ア 6349 9389184 
ゲヨ~) 書家[残]天保二年九月二四日(八六)
[称号]蘭口君山と号[流派]大炊御門家の大
史従四位上[其他]上代様の書風のち唐様
をもJ

2049 和歌短冊(遠千鳥) 成文 36.2x6.0 裏鉛筆書「冨土谷祥運n西廿ノ内J 1033 9389185 

2050 和歌短冊C口御題 成明 36.3x6.0 裏「石田初雲庵j 6615 9389186 

2051 和歌短冊 成祐 36.5x6.1 裏鉛筆書I山口成裕ヵ 勧修寺家口大夫宝暦 7063 9389187 
八、七、四生享和三、八、廿八辛官返上位
口四十六才n上回成裕ヵ 大炊大夫文化元、
十二、廿五生弘化二、二、十二辛官J

2052 和歌短冊(東の都にわか 成粛 35.1 X5.9 裏鉛筆書f重野安揮にの部分は斜線で消) 口 6342 9389188 
れてよりひきびきにて小 口成粛なる人号成粛帝大文学教授nメ四
西大人訪ひけるにいとす 三、十二、六、八十四J
こやかにおはしけれは)

2053 俳句短冊「しっかさを…j 醜暁 36.2x5.9 裏にr[姓名]高木蛾暁 [残]明治三八年十 0506 9389189 
二月十四日(六四) [称号]名豊孝、号鳳尾
園[生地・住所]京都[著書・その他]能楽
の筒を能くす」

2054 俳句短冊「あたるひも・"J 我童 36.3X6.0 裏面にr[姓名]片岡我童[没]明治二八年四 0489 9389190 
月一五日(四五) [称号]初名 土之助[住所]
大阪J
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

2055 和歌短冊俣り深き徒の 戒口 35.9X6.0 3056 93B9191 
友の・・・)

2056 和歌短冊I舟出する・"J 房章 35.5X5.5 3104 93B9192 

2057 俳句短冊「千代といふ…j 才二 36.4X6.5 裏『この人不明なれともおほよそ元禄以前の人 0954 93B9193 
ならん哉壇林派方麿なといふ人のあるいは門
人哉j

2058 和歌短冊(市中の歳劃 承 36.4X6.0 0299 93B9194 

2059 和歌短冊憧后宮の京都 承明 36.2X6.0 0090 93B9195 
にましましけるを知り社
頭冬といふ御題をたまわ
りて)

2060 俳句短冊「ぬれ口に・"J 抱義 36.2X6.2 『守村抱義」 5030 93B9196 

2061 俳句短冊(松口子のひと 拝児 36.2x6.0 0079 93B9197 
りさき立てふる里へ帰り
玉ふに空なつかしく送り
参らせて)

2062 漢詩短冊(詠至日雪梅) 括口主人道 36.3x6.0 1007 93B9198 

2063 俳句短冊「家ありや…J 措翠亭 35.4x5.7 4019 93B91991 

2064 和歌短冊(松下関踊) 持豊 36.8X5.7 裏に紙貼付f芝山子爵家五代目J 3123 93B9200 

2065 和歌短冊(郭公) 持豊 37.3x6.l 「芝山持豊卿J 5236 93B9201 

2066 和歌短冊「さめにける・・・J持豊 36.5x6.1 5398 93B9202 

2067 和歌短冊(冬周 持豊 36.5x6.1 裏鉛筆書rr園学者史侍』附録『名家年表』に 6769 93B9203 
文化十二年二月廿日義七十四才云々 『紀年
大成』右と同じJ

2068 和歌短冊(遠村雪) 持豊 36.4X6.l 6824 93B9204 

2069 俳句短冊「秋もまだ…j 採花女 36.2X5.9 裏鉛筆書「採花女H三一五」 1901 93B9205 

2070 俳句短冊「夕こ、ろ…j 採花女 36.3x5.9 5097 93B9206 

2071 和歌短冊「遠海の・・'J 探奥 35.6x5.8 0066 93B9207 

2072 和歌短冊(古寺苔) 掬口 35.8x5.8 2539 93B9208 

2073 和歌短冊(1¥十賀) 桑翁 36.0X5.9 3935 93B92091 

2074 俳句短冊表・「はるさ 桑居 36.4X5.7 表裏に句あり 0611 93B9210 
めや…j、裏.r淋しさに

2075 俳句短冊「汲み初る・・'J 桑露 33.3x5.2 0595 93B9211 

2076 和歌短冊伺さ口口とに 操子 36.3X6.0 裏『伊豆国三島町小出操子J鉛筆書「口帖」 1803 
花ちる)

2077 和歌短冊(首夏棚 操子 36.2X6.0 裏f伊豆国三島町小出操子J 1946 93B9213 

2078 和歌短冊(歳暮) 撮衆 36.6x5.8 裏鉛筆書I大谷光津初名指衆J 4230 93B9214 
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2079 和歌短冊ほかきゅふ・・・j 援信 36.5X5.5 裏に「興聖寺撮信n[姓名]華園掲信[生]文 6964 9389215 
化五(一八O八)年二月十六日[残]明治ー0
(一八七七)年十二月十二日(七0)[住所]京都
興聖寺第二七世[流派]関白鷹司政熊弟J

2080 和歌短冊(古寺蓮) 指念 36.4x6.0 4355 9389216 

2081 和歌短冊 政口 37.0X5.4 1826 9389217 

2082 和歌短冊(水辺草花) 政口 37.0X5.4 2373 9389218 

2083 和歌短冊C春) 政口 35.6X5.8 3059 9389219 

2084 和歌短冊『か口口とは・・・j 政口 36.1 X5.6 4605 9389220 

2085 俳句短冊「ほとときす…j 政口 35.2x5.5 5450 9389221 

2086 和歌短冊「住焼か・・'J 政口 35.7x5.5 5668 9389222 

2087 和歌短冊(剃髪したまい 政ー 35.6x6.0 3072 9389223 
しをこと口きた口まつり
て)

2088 和歌短冊(野外残雪) 政胤 36.3x6.1 裏「千種の花春日千三OOJr播磨園赤穂郡新 0895 9389224 
演村田淵政胤J

2089 和歌短冊(隣口冬) 政季 36.3X5.9 裏鉛筆書「堂口大口政季良季ノ子j 6776 9389225 

2090 和歌短冊(終日封泉) 政教 36.0X5.9 2746 9389226 

2091 和歌短冊 政興 35.5X5.5 2415 9389227 

2092 和歌短冊「飛蛍・・'J 政興 35.5X5.4 2432 9389228 

2093 和歌短冊「冬またて・"J 政興 37.0X5.4 5772 9389229 

2094 和歌短冊織暮) 政興 37.0X5.9 7091 9389230 

2095 和歌短冊 政興 36.4X6.0 7092 9389231 

2096 和歌短冊(寄雪述a聞 政興 37.1 X5.9 7093 93892321 

2097 和歌短冊fおこたらぬ・・・j 政興 36.4x6.0 7098 9389233 

2098 和歌短冊(聖子日) 政憲 36.4x6.1 裏「口井政憲」 3333 9389234 

2099 和歌短冊C恋) 政行 36.6x6.0 裳「十七」 4131 9389235 

2100 和歌短冊(松尾) 政行 36.4X6.2 裏「廿七j 4132 9389236 

2101 和歌短冊C山待月) 政灼 36.5x6.0 7077 9389237 

2102 和歌短冊(名所雪) 政寿 36.5x6.1 鉛筆で裏書あり 0275 9389238 

2103 和歌短冊(故郷蛍) 政寿 36.0x5.5 0276 9389239 

2104 和歌短冊(思別恋) 政章 35.3x5.5 裏鉛筆書「口十六内J 1959 9389240 

2105 和歌短冊(松下水) 政辰 35.9X5.3 裏f寺沢政辰J鉛筆書「元文六J 1400 9389241 

2106 和歌短冊(タ露) 政徳 36.1 X5.9 裏鉛筆書「天野」 2350 9389242 
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2107 和歌短冊(111口春) 政之 34.8X5.4 裏「小堀備中守政之延宝二年八月廿四日残 4050 93B9243 
五十五(鉛筆書は九)J鉛筆書「小堀政俊、小政政
ーの子なり、初め正言また政之、従五位下、
大膳正、備中守、宗慶と号すJ

2108 和歌短冊fをく霜の…J 政美 33.5X5.5 2445 93B9244 

2109 和歌短冊(谷岡 政武 35.3X5.5 I京口医藤井慎菊名政武宝暦九、二、没、 4768 93B9245 
七十一J

2110 和歌短冊口(破開中鹿) 政武 32.1 X5.7 6644 93B9246 

2111 和歌短冊(時鳥朔 政房 36.0x6.0 裏鉛筆書『イ.賀茂山本、使部天明二生、天 5974 93B9247 
保二退役ロ.秦大石氏、右近府兄部覧政
五生n梅十二内j

2112 俳句短冊『紛れ来る・・'J 政雄 35.5x6.1 裏朱書「信州植科郡金井村J 0930 93B9248 

2113 和歌短冊(初逢恋) 政雄 36.4X5.5 2022 93B9249 

2114 和歌短冊(不破口の魂に 政和 36.4x6.0 裏鉛筆書「大名ヵn思十二J 2185 93B9250 
て)

2115 和歌短冊(海遊納涼) 政和 36.5X6.0 裏鉛筆書「有栖川口太夫水野氏口鈴原氏 4124 93B9251 
口J

2116 和歌短冊(関月) 政備 35.4X5.6 6720 93B9252 

2117 和歌短冊f世の塵を・・・」 政商 36.4X5.9 裏に「池田左馬大允Jと貼紙あり 鉛筆書『公家 0842 93B9253 
の諸太夫J

2118 和歌短冊(蘭) 教忠 36.3x6.1 裏鉛筆書「藤波殿八十八人のー」 3118 93B9254 

2119 和歌短冊(河舟) 教園 35.9x5.7 裏鉛筆書「しけの口口J 4074 93B9255 

2120 和歌短冊r~ 、そいそと…J 敏 36.2X5.9 裏鉛筆書「暁烏(あけがらす)敏nr姓名]暁烏V 2852 93B9256 
クヵヲス) 敏(1咋.)r残]昭和廿九年八月二七日j

2121 和歌短冊(矯衣幽) 敏 32.6x5.6 裏「小篠敏J 4403 93B9257 

2122 和歌短冊(佐野舟橋) 敏 33.8x5.2 4404 93B9258 

2123 和歌短冊(連峯霞) 敏夏 36.0x6.0 「服部敏夏宣長門文政七年二月残年六十 3397 93B9259 
九J

2124 和歌短冊(卜居口鴬) 敏夏 36.3x5.9 3411 93B9260 

2125 和歌短冊(寒の海懐日 敏夏 36.4X5.3 3419 93B9261 

2126 和歌短冊(草花先秋開) 敏夏 34.8x5.1 3420 93B9262 

2127 和歌短冊 敏夏 36.4X6.0 「宣長門服部敏夏j 4899 93B9263 

2128 和歌短冊(月下新樹) 敏夏 36.4x5.2 6422 93B9264 

2129 和歌短冊『たちかへる・"J 敏樹 25.0X6.0 5979 93B9265 

2130 和歌短冊「家の風・・'J 敏政 36.4x5.9 2008 93B9266 

2131 和歌短冊(関雲) 敏之 36.3x5.6 裏鉛筆書「山本嘉之の好短冊j 6090 93B9267 

2132 和歌短冊『埋火を・・'J 敦子 35.8X6.1 4351 93B9268 

2133 和歌短冊「ちよかけて…J敬 36.4X5.9 裏「京儒者若槻幾富J 6467 93B9269 
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2134 和歌短冊(卯花隠路) 敬 35.7X6.0 裏「若槻幾粛名敬尽師ノ儒者j 6526 9389270 

2135 和歌短冊(義専尼公の・・・) 敬阿 36.2x6.0 1873 9389271 

2136 和歌短冊(花残待人) 敬儀 36.6x5.9 0516 9389272 

2137 和歌短冊(寄虫恋) 敬儀 36.2X5.4 裏「岡山敬楽(小沢門人)J 4391 9389273 

2138 和歌短冊(朝見花) 敬儀 35.6X5.0 4397 9389274 

2139 和歌短冊fさ月はれ…j 敬儀 36.5X5.6 裏鉛筆書「大賀j 4432 9389275 

2140 和歌短冊(新年雪) 敬義 36.4x6.0 2909 9389276 

2141 和歌短冊(祝夢) 敬義 36.5X6.0 裏「上仙口擦妻陸奥(ミチヲ外 口(テル)子J 2920 9389277 

2142 和歌短冊(彩口の石築を 敬義 36.4X6.0 2933 9389278 
祝して)

2143 和歌短冊(秋田山日 敬義 36.4X6.0 2934 9389279 

2144 和歌短冊(雪中友) 敬義 36.4X6.0 3060 9389280 

2145 和歌短冊(月前納涼) 敬義 36.2X6.0 6573 9389281 

2146 和歌短冊(初冬時雨) 敬斎 35.4X5.6 裏鉛筆書「儒武居敬斎ヵ 安政二、九、四、 6229 9389282 
七一j

2147 和歌短冊「末康く…J 敬斎 36.4x6.0 裏鉛筆書「岡田敬斎J 6301 9389283 

2148 和歌短冊(婚掴の賀に) 敬志 36.3X6.1 裏「市内堺町五条北口小崎敬志君翁J 4438 9389284 

2149 和歌短冊(新宅祝) 敬忠 36.2x6.0 1687 9389285 

2150 和歌短冊f君かへし・・'J 敬忠 36.1 x6.9 5524 9389286 

2151 和歌短冊(嵐山口花みに 敬直 36.8X5.6 裏鉛筆書『口小路ヵH文久二年八月具親等と口 5099 9389287 
まゐれるに・・・) 法号鼓雪」

2152 和歌短冊C口堆) 敬豊 36.3X6.0 5253 

2153 和歌短冊(詠草) 敬雄 34.9x5.7 裏f三川吉田羽田野常陸J 0087 9389289 

2154 和歌短冊(夏草露) 敬雄 36.3x6.0 0306 9389290 

2155 和歌短冊(終日射泉) 敬隆 36.3x6.0 2611 9389291 

2156 漢詩短冊(中秋月明懐賓 整粛 36.3X6.0 4781 9389292 
相軒主人)

2157 和歌短冊(夜梅) 文口 36.2x6.0 裏鉛筆書「矢部J 1815 9389293 

2158 和歌短冊(雨中鴬) 文口 36.4x6.0 裏鉛筆書「矢部J 1818 9389294 

2159 和歌短冊(賀米寿) 文口 37.2x5.2 2004 9389295 

2160 和歌短冊日幅:) 文口 36.2x6.0 裏鉛筆書「矢部J 2372 9389296 

2161 和歌短冊(述懐) 文口 36.5X6.0 4206 9389297 

2162 和歌短冊 文口 36.5X6.0 裏「井上元真J 4207 9389298 

2163 和歌短冊fかはらしな…」 文口郎 36.2x6.0 裏「京都市油小路通丸太苧南入 佐倉文口郎J 4463 9389299 
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2164 和歌短冊(待恋) 文阿 36.3X5.9 包紙皇室書「月照上人jぺン書「大綱和尚 淀の川 0552 9389300 
舟近斎義重(珍) 義重の遺口のうちj

2165 和歌短冊(雪朝眺望) 文阿 36.3X6.1 包紙墨書「月照上人』ぺン書f大綱和尚淀の川 0553 9389301 
舟近斎義重(珍) 義重の遺口のうちJ

2166 和歌短冊(寄道祝) 文阿 36.3x5.9 包紙墨書『月照上人Jぺン書「大綱和尚 淀の川 0554 9389302 
舟近斎義重(珍) 義重の遺口のうちJ

2167 和歌短冊(新嘗祭) 文阿 36.7x6.1 包紙墨書f月照上人Jぺン書『大綱和尚淀の川 0555 9389303 
舟近斎義重(珍)義重の遺口のうちJ

2168 和歌短冊(嶋鶴) 文阿 36.7x6.1 包紙墨書「月照上人jベン書『大綱和尚 淀の川 0556 9389304 
舟近斎義重(珍)義重の遺口のうちJ

2169 和歌短冊fかぎりなき…j 文郁 36.5X5.7 裏鉛筆書「儒瞥」 3101 9389305 

2170 俳句短冊(祝) 文海 36.1X6.1 5950 9389306 

2l7l 俳句短冊(宮集せるを祝 文海 36.4x5.9 5953 9389307 
して)

2172 俳句短冊「くりはきし…J文海 36.3X6.0 5954 9389308 

2173 俳句短冊『七種や・・'J 文海 36.3X6.0 5955 9389309 

2174 和歌短冊(雪) 文丸 36.4X5.2 裏鉛筆書「芦門 石王文丸n文化七、五Jr西 4381 9389310 
村J

2175 和歌短冊「しき嶋の・"J 文丸 34.3x5.5 裏「芦庵門四天王ノ一人石王文丸口洲水口 4382 9389311 
のノ人芦庵ニ学ピ国史国典ニ通ジ和歌ヲヨ
クス文化七年十一月残 (鉛筆書)五」

2176 和歌短冊(木樺) 文喜 36.2x6.0 6655 9389312 

2177 俳句短冊(なにのやうも 文器 36.2X6.0 裏『士族小島為善J 0997 9389313 
なくししめし給ひしこと
を)

2178 俳句短冊「たくんでも…j 文鬼 35.3X5.9 裏鉛筆書「南帖J 0114 9389314 

2179 俳句短冊「花の雪・・'J 文卿 35.2x6.0 3998 9389315 

2180 和歌短冊fしけりあふ…j 文子 36.3x6.l 裏「阿部文子J 4534 9389316 

2181 和歌短冊『よろこひの…J文子 36.3x6.0 裏「阿口J 4560 9389317 

2182 和歌短冊「きのふまで・・・」 文質 35.9X5.9 2438 9389318 

2183 和歌短冊(月前草) 文秋 38.0x5.7 『豊文秋J 4858 9389319 

2184 和歌短冊「長閑なる・・・j 文信 36.3x5.9 裏に紙貼付「大和国弥上郡山村円照寺徒弟 華 6337 9389320 
族山ノ井文信十三年n山ノ井文信大和園
円照寺門跡J

2185 和歌短冊(海上月) 文清 36.1 X5.8 「佐草文清J 5229 9389321 

2186 和歌短冊(梅) 文長 36.1 X6.0 2436 9389322 

2187 和歌短冊(浦春月) 文直 36.2x6.1 6023 9389323 

2188 和歌短冊開後月) 文彦 35.7x6.l 1624 9389324 

2189 和歌短冊(暮秋落葉) 文明 36.2x6.0 1441 9389325 
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2190 漢詩短冊「酷花珍有切惜 文明閤主人 36.2X6.0 0959 9389326 
君…J

2191 和歌短冊(花始開) 文雄 36.2x5.9 裏「井上文雄岸本豊流、柳千古門歌人、田安 4208 9389327 
藩の侍皆、著『大井川御幸考謹』等多し、明
治四年十一月十四日残年七十二j

2192 和歌短冊(武館雪) 文麗 36.3X5.5 裏鉛筆書「甲賀Jf[姓名]甲賀文麗(ふんれい) 6427 9389328 
画家[残]天保ーO(一八三九)年正月二二日
[称号]名口、百練と号[流派]村上東洲の
門j

2193 俳句短冊f蝶々 の・・'J 文晃 36.5X6.0 「谷文晃j 5031 9389329 

2194 俳句短冊(新宅祝) 文傑 36.0x6.0 3794 9389330 

2195 漢詩短冊(東風解凍) 斐斎 34.1 x6.0 0967 9389331 

2196 和歌短冊(湖上月明) 斐雄 35.9X5.3 「菅沼斐雄J 4826 9389332 I 

2197 和歌短冊(逢ふ遇恋) 新 36.4x5.8 裏「口川鹿口公の師鈴木新翁J 6797 9389333 

2198 和歌短冊「をやみなく…J方口 36.0X5.4 7083 9389334 

2199 和歌短冊「朝日影・・oJ 方喬 36.2X6.l 7333 9389335 

2200 和歌短冊(窓竹) 方政 36.4X6.1 7334 9389336 

2201 和歌短冊C恋) 方政 36.2x6.1 7335 9389337 

2202 和歌短冊r~ 、そかれぬ…J 方政 36.2X6.1 7336 9389338 

2203 和歌短冊(朝日 方政 36.2x6.0 7337 9389339 

2204 和歌短冊『立よれは・ooJ 方政 36.4X6.1 7338 9389340 

2205 和歌短冊『子をしのぶ…j 方直 36.6X6.0 5582 9389341 

2206 和歌短冊(春恋) 方苗 36.4X5.5 1544 9389342 

2207 俳句短冊「閑人に・・'J 方由 36.0x5.8 5418 9389343 

2208 和歌短冊(花の歌の中ニ) 方朗 36.4x6.1 0679 9389344 

2209 和歌短冊(駒迎) 方朗 35.6x6.0 裏鉛筆書「高林Jf[姓名]高林方朗(ミチア朽'l[生] 3218 9389345 
明和六(一七六九)年八月一五日(遠江) [没]弘
化三(一八四六)年十二月十四日(七八) [称号]
稿勝二郎・舎人・伊兵衛、号臣下庵[住
所]遠江長上郡有玉の里正富豪[流派]園学
を内山民龍・宣長に、神道を吉田家[その他]
書を井川口口口に学び、諸技に精通j

2210 和歌短冊(秋風 方朗 36.4x6.0 裏にf遠江園長上郡有玉村社司 高林舎人Jf高 7149 9389346 
林方朗(ミチアキラ) 遠州lの園学者、宣長門 弘化
三年十二月十四日夜年七十八J

2211 和歌短冊(寄石祝) 方合菟二 36.4x6.1 裏墨書「福島県磐城国東白川郡棚倉町 門叶珍 0233 9389347 
菟三J

2212 和歌短冊 既白口 34.3x5.3 「希因門既白J 5012 9389348 

2213 和歌短冊(加茂の納涼と 日口 36.3x6.0 裏鉛筆書「風帖J 2332 9389349 
いふるを)

2214 和歌短冊(夏日 日口 35.7X5.0 2822 9389350 
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

2215 和歌短冊ぐ悦饗臆) 日口 34.9X5.8 3909 9389351 

2216 和歌短冊(早春) 日運 36.3X6.1 5982 9389352 

2217 和歌短冊(燕来) 日運 36.2x6.0 1154 9389353 

2218 和歌短冊「七十の..J 日栄 36.4X6.0 裏「村雲日築尼J 3241 9389354 

2219 和歌短冊「なにきして…」 日栄 36.5X6.0 裏鉛筆書「村雲日祭殿j 3242 9389355 

2220 和歌短冊(春山月) 日栄 36目4X6目。 裏「甲六O五J 6338 9389356 

2221 和歌短冊(新年口山) 日周 36.IX5.8 3585 9389357 

2222 和歌短冊(残雪) 日潤 36.4x6.0 裏「竹内式部京師放逐ノ身延山ニ入僧ニ化シ日潤ト 3580 9389358 
口j鉛筆書旧潤尾張昆津村常徳寺j

2223 和歌短冊(新年雪) 日震 36.IX6.0 0027 9389359 

2224 俳句短冊「水際・.J 日能 37.5X6.2 「貞徳門僧日能J 4995 9389360 

2225 和歌短冊(祝) 日奉 36.4X6.1 3583 9389361 

2226 和歌短冊(閑居冬) 日明 36.5X6.0 裏鉛筆書「柳原紀光n天保八、二、十八莞去 1868 9389362 
ム口口口J

2227 和歌短冊(壬申とし八月 日容 36.2x5.9 裏鉛筆書「壬申は明治五年なるべしn梅十二ノ 3581 9389363 
十五日・・・) 内j

2228 和歌短冊(秋風) 日良 36.0X5.7 3584 9389364 

2229 和歌短冊(江上月) 日憂 35.8X5.2 裏鉛筆書「芦門僧日台」 0735 9389365 

2230 和歌短冊(春月) 早治 36.3x6.0 裏「海軍大佐河瀬早治J 6225 9389366 

2231 和歌短冊(菊) 早瀬河 36.5X5.8 「浪筆遊女早瀬川」 5335 9389367 

2232 俳句短冊(梧洞庵六世の 旭日 36.4X6.0 3172 9389368 
残税関庵式を祝ひて一句

を送る)

2233 和歌短冊(隔川見花) 旭雅 36.2X5.9 裏「泉涌寺営口佐伯旭雅J鉛筆書「メ廿四n十 1739 9389369 
六nムラJ

2234 和歌短冊(海上雲遠) 旭信 36.3x6.0 裏鉛筆書「帰口師n今十三ノ内j 2960 9389370 

2235 和歌短冊 í~ 、にしへの・・」 旭祖 36.6x5.7 3031 9389371 

2236 和歌短冊「梅花・・・j 旭祖 33.3x5.5 3498 9389372 

2237 和歌短冊(顕恋) 昇意 35.1 X5.8 0733 9389373 

2238 和歌短冊「ふりつ注く…J昇道 35.1 X5.8 0744 9389374 

2239 和歌短冊(雨中之柳) 昌蔭 35.8X5.5 0819 9389375 

2240 和歌短冊 国蔭 35.9X5.9 「村田泰口門彦根人山本国蔭」 4871 9389376 

2241 和歌短冊(雨後夏月) 国海 35.9X5.6 1934 9389377 

2242 和歌短冊(霧中腐) 国言 36.2X5.7 「鎌田国言j 4824 9389378 

2243 和歌短冊「春風に・・.J 昌三郎 36.4x6.0 裏「加賀国金沢市正七位石川国三郎J 1831 9389379 
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2244 和歌短冊「うごきなき…J 昌三郎 36.4x6.0 裏「口河国天理口立寄山祝日加賀国金沢市正 3111 93B9380 
七位石川目三郎J

2245 和歌短冊(芦間水鳥) 昌子 36.5x6.1 裏「小川靖粛ー未亡人越前人J鉛筆書「靖驚J 1331 93B9381 
の後に「幸三J、更に「贈正五位 金沢ノ勤王家、
名ハ忠篤、元治元、十、二六斬二十九日昌
子後改直子J

2246 俳句短冊「夏山の・・'J 昌琢 36.1 x5.7 「連寄師里村J 5153 93B9382 

2247 和歌短冊f浦風の・・'J 昌琢 36.3x5.8 「里村昌琢」 5154 93B9383 

2248 和歌短冊「寓代は・・'J 昌敷 35.9x5.5 3393 93B9384 

2249 和歌短冊(蕨) 昌敷 35.7X5.3 6472 93B9385 

2250 和歌短冊(新居竹) 国雄 36.3x6.0 裏鉛筆書「十六前Jf細辻Jf十六J 1736 93B9386 

2251 和歌短冊(名所) 昌但 36.1 X5.3 5174 93B9387 

2252 和歌短冊「おもひゆる・・・j 明 35.7X6.1 4598 93B9388 

2253 和歌短冊(虫聾入琴) 明 36.2x6.0 4696 93B9389 

2254 和歌短冊「庭さくら…J 明日 37.8x5.4 1992 93B9390 

2255 和歌短冊(春野) 明義 36.4X6.0 4135 93B9391 

2256 和歌短冊(雪中鴬) 明高 36.4X6.1 6083 93B9392 

2257 和歌短冊(夏) 日月州 35.7X5.5 裏鉛筆書「江戸亀井戸の連歌師J 0401 93B9393 

2258 和歌短冊「鳶一つ・・'J 明瑞 36.1 X5.9 裏「伊藤明瑞名ハ正和J鉛筆書f初名宮本正 3375 93B9394 
雄、号南海鉄門メ廿二年生Jr口内j

2259 和歌短冊(落葉不待風) 明清 36.4X6.0 6453 93B9395 

2260 和歌短冊(時雨雲) 春日 36.3X6.0 1691 93B9396 

2261 和歌短冊(暁更虫) 春口 36.0x6.0 2300 93B9397 

2262 和歌短冊(隔霞鳴鴬) 春日 36.2X6.0 裏鉛筆書「大口J 2475 93B9398 

2263 和歌短冊(耕馬) 春日 36.3x6.0 裏鉛筆書「土帖J 2688 93B9399 

2264 和歌短冊(七月八日暁口 春口 36.5X6.0 2772 93B9400 
日

2265 和歌短冊(おたふくの袋 春日 36.3X6.1 3058 93B9401 
口口るかたに)

2266 俳句短冊f畔ひとつ・"J 春日 36.0X6.0 3994 93B9402 

2267 俳句短冊「あしの花・"J 春日 35.2x6.0 3995 93B9403 

2268 和歌短冊(河落葉) 春口 36.5X6.0 6171 93B9404 

2269 俳句短冊側酔君の開庵 春日 36.4X6.1 7235 93B9405 
を口きて)

2270 和歌短冊「百歳の・・'J 春胤 35.9x6.1 6191 93B9406 

2271 和歌短冊(春月) 春蔭 36.6X6.0 裏「鈴木春蔭J 3213 93B9407 

2272 和歌短冊卿降口祝) 春雨 36.5X6.1 裏鉛筆書『西廿ノ内j 5972 93B9408 

qu 
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2273 和歌短冊(さくらを) 春海 35.6X5.5 裏鉛筆書r2001 4361 93B9409 

2274 和歌短冊(年のくれにみ 春海 37.5x5.9 裏鉛筆書「四十七J印あり r[姓名]村田春海(ハ 4386 93B9410 
やこにて) ルミ) 園学者[残]文化八年二月十三日(六十六)

[j流派]春通の二子、真口門 白河楽翁の門客

[其他]

2275 和歌短冊(陽春口日 春海 35.8X5.2 裏に「村田春海」 4387 93B9411 

2276 和歌短冊 春海 37.0x5.7 4389 93B9412 

2277 和歌短冊(思) 春海 36.1 X5.2 裏鉛筆書「五1~p r野間j 4398 93B9413 

2278 俳句短冊I飛び飛びに・・'1 春郭 35.8X5.9 7012 93B9414 

2279 俳句短冊「山里や"'1 春郭 35.8x5.9 猿の絵 7013 93B9415 

2280 俳句短冊「明暮の・・'1 春蟻 36.0x6.0 裏「井上春蟻江戸人狂歌を能し酒船と号 0995 93B9416 
す」

2281 和歌短冊(古寺雪) 春郷 35.0X4.8 裏「村田春郷ハ東都の人也 父子寄道ニ通スJ 2225 93B9417 

2282 俳句短冊(老々庵居士撫 春暁 36.0X6.0 裏鉛筆書「新年J 1141 93B9418 
香)

2283 和歌短冊(寄山祝) 春月 36.2X6.0 裏「四条口や町東入藤原春月j 1832 93B9419 

2284 俳句短冊(喜年の春を御 春月 36.5X7.6 裏鉛筆書「石黒春月ヵn近江人n慶謄中n五五 4761 93B9420 
いわひ申して)

2285 俳句短冊「水おとや・"1 春湖 36.2x6.0 f橘回春湖J 5096 93B9421 

2286 和歌短冊(長谷川氏の・・・) 春斎 36.4x6.0 裏鉛筆書「加来春斎ヵ 豊前の瞥、通橋口年、 6054 93B9422 
メ廿四、四、十七残、八十四J

2287 和歌短冊「有し世を・"1 春子 36.5x6.0 1333 93B9423 

2288 和歌短冊(宇治にものし 春子 36.3x6.0 「冨岡春子鏑粛の室J 1335 93B9424 
て)

2289 和歌短冊(夕立) 春子 36.2X6.0 裏「高野山・・・七十二J鉛筆書「五ノ三ノ内j 1945 93B9425 

2290 和歌短冊(水遁蛍) 春子 36.2x6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 2409 93B9426 

2291 和歌短冊(寄天祝) 春子 36.3x6.0 裏鉛筆書「五ノ三ノ内」 4323 93B9427 

2292 和歌短冊(龍) 春子 36.2x6.0 5340 93B9428 

2293 和歌短冊(飛梅といふこ 春子 36.4X6目。 5828 93B9429 
とを)

2294 和歌短冊(山のわらひ) 春子 36.3x6.0 裏鉛筆書「冨岡J 6364 93B9430 

2295 和歌短冊(古家霞) 春枝 36.2x5.8 裏鉛筆書「松村春枝 本居家の門、駿河府中に 6069 93B9431 
住す、文政頃の人、新庄道雄、初め同里の村
松春枝に古学を学び口口口口『伝紀集成』に
見えずJ朱書「鈴口門村松春枝J

2296 和歌短冊(忠度花下にや 春枝 35.0X5.8 裏鉛筆書「伊藤春枝国学者美濃大垣藩士 6247 93B9432 
とるところ) 享保元年春庭ノ門ニ入yレ」

2297 和歌短冊 春樹 36.4X6.0 裏「服部春樹j鉛筆書f服部春樹n大津 メ廿 2654 93B9433 
八、八、八残、七十二J

2298 和歌短冊「しはらくも…j 春樹 36.0x5.9 5701 93B9434 
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2299 和歌短冊(山家松) 春樹 36.5X5.7 裏鉛筆書「宮地ヵ 宣長門、天明五n松村ヵ 6245 9389435 
大平門J

2300 和歌短冊(雲外鵬 春樹 36.4X6.0 裏鉛筆書f大津の人かJr大平門松村氏か大 6395 9389436 
坂の国学者、通称太輔J

2301 和歌短冊口涼) 春臣 36.2X6.0 「千楯門能勢春臣J 4940 9389437 

2302 和歌短冊C口如昼) 春臣 35.8x5.9 「千楯門能勢春臣J 5216 9389438 

2303 和歌短冊(落葉帯霜) 春人 36.0x6.0 裏「膳所宮城源左衛門」 1454 93894391 

2304 和歌短冊(連夜待恋) 春正 36.2x5.6 裏鉛筆書「山本春正J 3211 9389440 

2305 和歌短冊「口口口花・・・J 春盛 36.2x6.0 裏にf従三位度曾春盛卿Jと貼紙 3558 93894411 

2306 俳句短冊『家二つ・・'J 春草 36.3x6.1 r [姓名]春草ク心ヅー、長谷川金之助{生]明 1912 9389442 
治二二(一八八九)年八月十九日(東京芝区) [残]
昭和九(一九三四)年七月十一日(四六)J

2307 和歌短冊「照る月も…J 春草 36.3X6.0 5826 9389443 

2308 和歌短冊(旅中卯花) 春村 36.4X5.7 裏鉛筆書「十二巻J 0454 9389444 

2309 和歌短冊〈深夜雪) 春村 36.4X6.1 2236 9389445 

2310 和歌短冊 春村 36.2x6.1 裏鉛筆書『黒川春村号残草庵江戸ノ人狩 2973 9389446 
谷侍口口ノ門、真頼の養父 慶応二年六十九」

2311 和歌短冊停車公) 春庭 36.3X5.7 5895 9389447 

2312 和歌短冊伏万) 春万侶 36.1 X5.9 3543 9389448 

2313 漢詩短冊(冬夜雑詠) 春洞 36.3X5.9 0501 9389449 

2314 俳句短冊「重たさに…J 春帆 35.5x5.7 裏鉛筆書「義士富森(※線引で消去)Jr新年J 1227 9389450 

2315 和歌短冊(蛙) 春彦 36.4x6.0 裏鉛筆書「大埜春彦J 4127 9389451 

2316 和歌短冊(水仙) 春夫 36.3X6.1 「諸平門佐々木春夫j 4882 9389452 

2317 和歌短冊(児) 春夫 36.3x6.1 5877 9389453 

2318 和歌短冊(狼時桜樹) 春風 36.0x6.1 6718 9389454 

2319 俳句短冊側酔英兄の立 春峰 36.4X6.0 2684 9389455 
机を賀す)

2320 和歌短冊(菊常露) 春芳 35.1 X5.3 「道議門今西正立名春芳J鉛筆書「芳、年 4767 9389456 
見エズJJ

2321 和歌短冊(海辺夏月) 春房 36.4x6.1 裏『富永春房J 3539 9389457 

2322 和歌短冊(柳露) 春満 36.2X5.8 5857 9389458 

2323 和歌短冊(山家梅) 春門 36.6x5.7 6418 9389459 

2324 和歌短冊(隣家) 春門 36.4X5.5 6419 

2325 和歌短冊口口水暗) 春門 37.7X5.9 6424 93894611 

2326 和歌短冊(水辺萩) 春門 35.5X5.5 裏「本居宣長門人村田春門先生筆J 6475 9389462 

2327 和歌短冊(初秋) 春門 36.1 X5.9 6510 9389463 I 
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2328 和歌短冊(炭竃姻) 春野 36.2X6.0 0270 9389464 

2329 和歌短冊(毎春白梅) 春野 36.4X6.0 3187 9389465 

2330 和歌短冊(森落葉) 春雄 36.2X5.7 6568 9389466 

2331 漢詩短冊(奉賀喜多川氏 春陽 36.6x6.1 6890 9389467 
耳11閲

2332 和歌短冊「茂り合・・.J 春龍 36.3X6.0 裏面に紙貼付『長良春龍」 0314 9389468 

2333 和歌短冊(鴬) 春路 36.5x6.0 裏「口海男村田春路J鉛筆書「口に多口子ノ 2208 9389469 
男J

2334 和歌短冊(雪中待友) 春路 36.1 x5.7 朱書「芳樹口ノ春子村田春路J 2235 9389470 

2335 俳句短冊『初秋や・・.J 春晴人 36.1 X6.0 0039 9389471 

2336 俳句短冊 春晴人 35.7X6.0 0040 9389472 

2337 和歌短冊(暮秋紅葉) 春園 36.0X5.8 裏『紀伊人大畑宣教中講義生j 1410 9389473 

2338 俳句短冊「美しう・・.J 春披 35.7X5.4 「蕪村門人大丸主人下村春波J 5017 9389474 

2339 和歌短冊(閏家霜) 春鞠 36.5X6.0 裏「豊後佐伯海部郡正一位五所大明神神主 3560 9389475 
橋迫内記J

2340 和歌短冊(五保坂の水と 昭信 36.4X6.0 裏鉛筆書「秋江門」 3900 9389476 
りに…)

2341 和歌短冊 昭満 35.9X5.5 5703 9389477 

2342 和歌短冊(寄石祝) 昭裕 36.4x6.0 裏朱印「沖縄県高琉球園那覇匝若狭町二千八百番 4639 9389478 
地小橋川昭裕j

2343 和歌短冊(麓庵) 是ー 36.2x6.0 裏「十七j 1609 9389479 

2344 和歌短冊「うつもる、…j 是ー 36.1 x6.1 6543 9389480 

2345 和歌短冊(嶺雪) 是香 36.3X6.0 「六人部是香 園学者篤胤門、日向町の人、神 3166 9389481 
主、葵舎と号、著『題幽順考論』等、文久三
年十一月廿八日残年六十六J

2346 和歌短冊「君が経ん・・.J 是香 36.2x5.7 裏に「六人部…Jf六人部是香j 4948 

2347 俳句短冊(門人も門人な 是文 36.2x5.5 0652 9389483 
らは終に初七日の・・.)

2348 和歌短冊(竹) 晃民 35.7X5.5 裏朱書『口(ハヵ'¥1)江晃民j 6248 9389484 

2349 和歌短冊機口求雨 時口 36.3x5.9 5750 9389485 

2350 和歌短冊(輯旅) 時口 36.3x5.3 裏に鉛筆書「寛永六、七、廿一年、廿四Jr橋本 6817 9389486 
家従三位藤季経卿 (鉛筆書)正四位下右中将J

2351 和歌短冊(恋涙) 時運 32.6x6.1 0185 9389487 

2352 和歌短冊(祝古稀) 時光 36.1 x6.9 1672 9389488 

2353 和歌短冊にとはなの…j 時秀 36.2 X6.1 0194 9389489 

2354 和歌短冊f吹はらふ・・・j 時秀 36.2x6.2 0195 9389490 

2355 和歌短冊「常磐なる・・.J 時秀 36.1 X6.1 0198 9389491 
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2356 和歌短冊(苗代蛙) 時秀 36.5x6.1 6649 93B9492 

2357 和歌短冊「タくれの…j 時国 35.9X6.0 0105 93B9493 

2358 和歌短冊(花盛) 時長 37.3X5.5 6786 93B9494 

2359 和歌短冊(庭残雪) 時度 36.3X5.5 裏鉛筆書「西洞院(斜線で消す) 天文二、十一 6767 93B9495 
生、寛永十六、十二、二十コ、年八十八n交
野時度後ち惟粛、時香の男、実は裏松意光
二男、従三位、元文四、二、十七コ、年世四

(公日J

2360 和歌短冊(郭公鯛 時廉 35.7X5.5 1564 93B9496 

2361 和歌短冊(馬上聞腐) 時郎 36.3X6.0 裏f北保時隣J 6968 93B9497 

2362 和歌短冊〈風月) 時禽 36.2X6.0 裏鉛筆書f交野八十八廷臣の内J 3132 93B9498 

2363 和歌短冊(元日試奉) 晃延 36.3X6.0 裏鉛筆書f腐峯大虚庵j 4360 93B9499 

2364 和歌短冊 晃延 36.3X5.6 「大虚竜晃延J 5211 93B9500 

2365 和歌短冊(寄石祝) 展一 35.3x6.0 裏に「石川郡額村字大額藤村最ーJ同じく裏 0075 93B9501 
に「近藤芳樹『海人の刈藻』の序践を言品、たJ

2366 和歌短冊(人にロカ通れて 景口 35.3X5.9 裏鉛筆書「口十六内J 5562 93B9502 

2367 和歌短冊(松延齢友) 景寛 36.3x6.0 「京師医号東渓香川景覧J 4777 93B9503 

2368 和歌短冊(山家隣) 景寛 36.1 X5.6 「春海門長尾景寛」 4915 93B9504 

2369 和歌短冊(暁月春静) 景見 35.5x5.4 鉛筆書「十三J 1413 93B9505 

2370 和歌短冊(鞠 景恒 36.4x6.1 裏鉛筆書f公小暮帖」 4067 93B9506 

2371 和歌短冊(常盤木雪) 景恒 36.0x6.1 裏鉛筆書『公小暮帖J 4068 93B9507 

2372 和歌短冊(早春山) 景恒 36.4x6.1 裏鉛筆書f公小暮帖J 4073 93B9508 

2373 和歌短冊(立春山) 景恒 35.7x5.7 4959 93B9509 

2374 和歌短冊(神楽) 景恒 36.5x6.0 6166 93B9510 

2375 和歌短冊(神楽) 景恒 36.2x5.4 裏「第百五拾壱号j 6184 93B9511 

2376 和歌短冊(秋虫) 景恒 36.3x6.0 絹本 6201 93B9512 

2377 和歌短冊(賜し二種の名 景嗣 35.6X5.3 裏鉛筆書『香川IJ 1344 93B9513 
をこめて謝し奉る)

2378 和歌短冊C塵麦) 景嗣 36.2x6.0 『香川景嗣j 4956 93B9514 

2379 和歌短冊(早春柳) 景至 36.4x6.0 裏「松栗門京鹿瀬景至J 5766 93B9515 

2380 和歌短冊 景樹 36.3X6.0 4974 93B9516 

2381 和歌短冊巴よしの汐干 景樹 35.8X5.8 4975 93B9517 
にまゐりてよめる)

2382 和歌短冊(夏烏) 景樹 37.6X6.0 4976 93B9518 

2383 和歌短冊(歳暮松) 景樹 36.4x5.7 4977 93B9519 

2384 和歌短冊『あっさゆみ・.'J 景樹 35.6x5.4 4978 93B9520 
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2385 和歌短冊懐中口春) 景樹 35.7x6.0 4979 93B9521 

2386 和歌短冊(遅日) 景樹 35.7x5.9 裏に紙貼付『五、文政初期 二三年間桂形短冊 4980 93B9522 
使用 景の字が樹字に比して甚た小型となる
二、短冊意匠、白布目地に五・六・七段等の
金泥の霞に上文桂枝丸を三所等 第三期J

2387 和歌短冊(海) 景樹 35.8x6.2 4981 93B9523 

2388 和歌短冊 景樹 35.8x6.0 4982 93B9524 

2389 和歌短冊(名所市) 景樹 35.6X5.9 裏「香川景恒先生…n香川出也正華j 4983 93B9525 

2390 和歌短冊(蓮) 景樹 35.6x6.0 4984 93B9526 

2391 和歌短冊(鶏) 景樹 35.7X6.0 4985 93B9527 

2392 和歌短冊 景樹 35.8X6.l 4986 93B9528 

2393 和歌短冊(歳暮恋) 景樹 35.7X6.l 4987 93B9529 

2394 和歌短冊(暮秋月) 景樹 36.0x6.1 6545 93B9530 

2395 和歌短冊「今もなを・・・j 景修 35.7X5.6 5527 93B9531 

2396 和歌短冊(月下D 崇秀 35.9X6.0 裏「口尾景秀n信楽太良様J 7160 93B9532 

2397 和歌短冊(春闘 景章 35.8x5.5 6560 93B9533 

2398 和歌短冊(菖蒲) 景忠 36.9X5.5 裏鉛筆書「口波友忠男 享保十二、五、十一、 6821 93B9534 
八十一J

2399 漢詩短冊『針J 景道書 36.1 X6.0 1008 93B9535 

2400 和歌短冊(池上月) 景徳 36.3x6.l 「小俣景徳j 5231 93B9536 

2401 和歌短冊(寄木恋) 景範 36.6x5.8 r [姓名]加藤竹里[称号]景範J 4274 93B9537 

2402 和歌短冊(水港柳) 景範 37.6X5.9 「加藤景範j 4932 93B9538 

2403 和歌短冊(幽栖月) 景敏 36.3x6.0 裏「香川景敏は景恒の子高崎正風に学び和歌 5609 93B9539 
を巧みにす宮内省御歌所に出仕す明治二
十年十月廿四日残す享年二十七J

2404 和歌短冊(魚鱗嶋) 景柄 36.1 X5.9 「香川景柄景樹の養父jと書いたカードあり 5392 93B9540 

2405 和歌短冊(雪朝歓老) 景柄 36.2X5.0 5911 93B9541 

2406 和歌短冊(氷留水声) 景柄 36.6X6.l 裏鉛筆書『香川黄中景樹の養父n[姓名]香 5912 93B9542 
川黄中歌[生](一七四五) [残]文政四年
(一八二一)年[称号]景柄(かげもと) [生地・
住所}京都[師承・流派]梅月堂の歌風を伝
え四世[著書・その他]黄中詠藻J

2407 和歌短冊(巌上亀) 景明 36.3x6.l 裏「寓葉集第一河上乃湯都盤村二草武左受常 6681 93B9543 
丹波毛糞名常魔女口手J

2408 俳句短冊欄口うじの開 晴浦 36.5X6.0 2670 93B9544 
重せられしを祝ひて)

2409 和歌短冊(すずみ) 晴海 35.5X5.3 裏「村田晴海J鉛筆書「渋111ヵ 正徳五年残年七 2229 93B9545 
十五n村六十J

2410 和歌短冊(緩歩堤) 晴海 36.2X5.9 5393 93B9546 
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2411 俳句短冊(還暦をいはふ) 晴風 35.9x6.0 0046 93B9547 

2412 和歌短冊「山山と・・'J 品子 36.2x6.1 裏鉛筆書「よさのあき子Ji西堀万水書口寄JI西 4309 93B9548 
廿ノ内J

2413 俳句短冊「梅若は"'J 智口 35.4X5.4 5457 93B9549 

2414 和歌短冊(落葉) 智口 35.2X5.8 6088 93B9550 

2415 和歌短冊(初秋祝) 智信 34.5X5.3 1268 93B9551 

2416 和歌短冊(紫藤露) 智道 35.2X5.3 5781 93B9552 

2417 和歌短冊(杜若似藤花) 智道 35.1 X5.3 5789 93B9553 

2418 和歌短冊(としのはしめ 智満 36.5X6.1 「小野随身院門跡大僧正七十翁 和田智満」 5242 93B9554 
の・・・)

2419 和歌短冊(江上霞) 智満 36.3x6.0 裏鉛筆書「七十四才「社頭松J、明治四十一年な 0807 93B9555 
る七十二才、四十年、メ四二寂、七五、名家
年表ニ七七トアルハ誤リカJ

2420 俳句短冊(若竹) 晩山 37.9X5.2 「松堅門爪木晩山J 4997 93B9556 

2421 和歌短冊(泊遊女) 暁雲 37.0X5.0 0928 93B9557 

2422 和歌短冊(春山月) 暁月 36.5x6.0 裏「甲第拾六号」、 i.一七番地名古屋士族野 6493 93B9558 
呂瀬暁月」

2423 俳句短冊「旅に居た・・・」 暁窓 36.2X5.9 裏「スカlilJ鉛筆書「キョーソーJi三十五J 3951 93B9559 

2424 俳句短冊「わたっみや・"J 暁堂 36.1 X6.0 1198 93B9560 

2425 俳句短冊(祝開庵) 暁風 36.4X6.0 2731 93B9561 

2426 和歌短冊(雨中待友) 障宣 36.2x6.0 4665 93B9562 

2427 和歌短冊(みちゆく人…) 梼伽 36.6x6.0 裏「粟田 完信院住侶梼伽(リ付ヵ)J 2536 93B9563 

2428 俳句短冊「桐壷も…」 曙山 36.3 x 5.9 裳鉛筆書「下の巻下第四号桐壷も梅壷もあり 3953 93B9564 
桜狩JI東京前田曙山先生Ji曙山JEI1あり 「磯
之香第二巻十一月競特別賞廿八等賞青柳
様」の貼紙 i [姓名]前田曙山J

2429 俳句短冊「ほとときす…」 曾隠 35.8X5.8 0657 93B9565 

2430 和歌短冊(草花口開) 震信 36.1 X6.0 裏鉛筆書「贈従七位J 2652 93B9566 

2431 和歌短冊(閑居冬来) 最信 36.5X6.0 裏「東京府土族武者五郎父口口大成口到口 2653 93B9567 
長 口大口正七位磯部最信(ヨシノ7')J鉛筆書「メ
三一、一、七、七十八十七」

2432 和歌短冊(楢夕顔) 月口 35.6x5.0 裏鉛筆書「文政七、=、十四」 3158 93B9568 

2433 俳句短冊(長崎にて) 月口 36.1 x6.0 3987 93B9569 

2434 俳句短冊f来る群の・・・j 月海 36.2x6.0 1184 93B9570 

2435 俳句短冊「口しくや…J 月楽 36.3x6.0 2849 93B9571 

2436 和歌短冊(子日) 月完 36.1 x5.7 裏鉛筆書f笹氏、比叡山の僧JI画人ヵ 慶応元、 3564 93B9572 
四」

2437 俳句短冊「香を踏みて・・・J月居 35.9X6目O「蕪村門江森月居J 5015 93B9573 
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2438 漢詩短冊(時代祭宥行到 月香観 36.1 x7.1 0159 93B9574 
，心)

2439 俳句短冊f虫締や・・'J 月汐 35.8x6.0 裏鉛筆書「新年J 1146 93B9575 

2440 俳句短冊「口の口を・"J 月囚 36.2X6.0 裏鉛筆書「風|姑J 4018 93B9576 

2441 俳句短冊「ほと、きす…j 月巣 36.2x6.0 「琴太門山村月巣J 5009 93B9577 

2442 俳句短冊「西瓜ずばと…J月斗 36.2x6.0 裏鉛筆書「青木月斗「口風帖JJ 1928 93B9578 

2443 漢詩短冊(送春) 月道人 36.2X6.1 0544 93B9579 

2叫4俳句短冊「流錫に・・'J 月嶺 36.0x6.0 裏r[姓名]月嶺ゲヅレイ 松田湛堂[生]明 0572 93B9580 
治十三(1880)年十二月十日(山形谷地町) [残]
大正八(1919)年正月二二日(四0)[流派]乙字
門[其他1r月嶺句集J三幹竹篇j

2445 和歌短冊(扇) 有維 36.8x5.7 裏「千種有維公元禄五年十一月廿九日 五十 4808 93B9581 
五逝スJr二代」

2446 和歌短冊(古郷柳) 有国 36.9x5.9 裏朱書「植松有国伊セj 0273 93B9582 

2447 和歌短冊(ゆめの心を) 有国 36.1 x6.1 0274 93B9583 

2448 和歌短冊(窓前梅) 有紀 36.2X6.0 「平安御医隆正門人三角有紀J 4763 93B9584 

2449 和歌短冊にとしより…j 有紀 36.3X6.0 f平安御医隆正門人三角有紀J 4775 93B9585 

2450 和歌短冊「立なれて"'J 有紀 36.3X6.0 裏「口口八十六Jf上京区両替町通夷川上 三角 6007 93B9586 
有紀J鉛筆書「村六十内J

2451 和歌短冊表(水郷春 有紀(表) 36.3x6.0 紙貼付「=角有紀 園学者、号機圏を業とす 5106 93B9587 
月)・裏「今日を…J 明治二十四年八月二十日残六十四才」

2452 和歌短冊にがらしの…J有儀 35.6X6.0 裏鉛筆書「典薬三浦有儀ヵj 0589 93B9588 

2453 和歌短冊(谷菊) 有郷 34.8X5.5 裏鉛筆書「本居氏、春庭の門j 1346 93B9589 

2454 和歌短冊(萩盛) 有慶 37.3X5.6 裏「十=代Jf六傑Jf元雅共後有藤ト改j 6500 93B9590 

2455 俳句短冊「茶畑にも…j 有五 35.7X6.l 3857 93B9591 

2456 和歌短冊(祝) 有功 36.4X6.0 0820 93B9592 

2457 和歌短冊「ふしを龍'''J 有功 36.4x6.1 0831 93B9593 

2458 和歌短冊口早蕨) 有功 36.1x6.0 2482 93B9594 

2459 和歌短冊(月) 有功 36.4X6.0 r [姓名}千種有功J 4258 93B9595 

2460 和歌短冊(納涼) 有功 36.3X6.0 裏「千種有功 (印)J 4305 93B9596 

2461 和歌短冊(山郭公) 有功 36.2x6.0 5243 93B9597 

2462 和歌短冊(新竹) 有功 36.2X6目l 5248 93B9598 

2463 和歌短冊「千代口れと・・'J 有彰 36.4x6.0 4254 93B9599 

2464 和歌短冊(夏月) 有彰 36.2X5.9 裏鉛筆書「桂有彰口人Jf桂有彰梅棲三十六 4951 93B9600 
家(7?)撰の一人、書を能くすJ

2465 和歌短冊 有信 36.4X6.0 裏に「植松有信宣長門Jr [姓名]植松有信 4392 93B9601 
六十才[残]文化ー0年六月一五日J
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2466 和歌短冊傭暮) 有信 35.5x5.9 4393 9389602 

2467 和歌短冊「千代かけて・・・j 有信 36.2X5.9 裏f鈴屋翁門弟尾張人植松有信」鉛筆書「口口 4394 9389603 
ノ内J

2468 和歌短冊(庭菊) 有成 36.2x5.9 裏『明治四十一年十一月認藤の寺正僧正縁 6586 9389604 
誉j

2469 和歌短冊(祈恋) 有政 36.0x5.5 3073 9389605 

2470 俳句短冊f朝しもや・ooJ 有節 36.2x6.0 1186 9389606 

2471 俳句短冊「引明や・ooJ 有節 36.3x6.0 「浮有節J 5086 9389607 

2472 和歌短冊(冬祝) 有仲 36.5x6.0 裏に「御祝宮司 慈光寺家Jf[姓名]慈光寺有 3161 9389608 
{中[その他]安政条約反封公家八十八人のー
人J

2473 和歌短冊(かち) 有忠 36.2X5.9 裏面に鉛筆書「大堀氏御杖の門人」 0587 9389609 

2474 和歌短冊「打捨る・・・」 有忠 36.1 x6.0 裏面に鉛筆書「大堀氏御杖門J 0588 9389610 

2475 和歌短冊仙寺の春夕匂 有忠 36.1 X6.0 2554 9389611 I 
を)

2476 和歌短冊(恋) 有忠 36.2x6.0 6107 9389612 

2477 和歌短冊(雲間鵬 有長 36.4x6.0 裏「綾小路中納言有長卿筆永五壬子秋御自 6415 9389613 
詠J鉛筆書「嘉永五年J文「明治九、十三J

2478 和歌短冊(稲穂) 有道 36.2X5.4 1401 9389614 

2479 和歌短冊(花) 有道 36.4X6.0 裏鉛筆書「林有道Jrメ三Jr十三J 4222 9389615 

2480 和歌短冊「千年へし・'J 有任 35.8X5.8 3911 9389616 

2481 和歌短冊(春草短) 有任 36.2x6.0 5244 9389617 

2482 和歌短冊 有年 35.3x6.0 裏「幸典門花井有年J鉛筆書f花井氏ヵ(※花井 1628 9389618 
は斜線で消去) 慶臆元Jf村万j

2483 和歌短冊(立春見覇) 有年 36.3X6.0 裏鉛筆書「山田氏ヵ 明治廿四『村万Jf花井氏 1731 9389619 
ヵ慶腰元J

2484 俳句短冊(賀立机) 有年 36.4X6.0 2734 9389620 

2485 和歌短冊(瓦斯燈) 有年 36.2x6.0 裏鉛筆書『大坂の歌人、口田氏ヵJf大阪ヵJf奈 4058 9389621 
良にて入手のぶん、大阪の歌人J

2486 和歌短冊 有年 35.0x5.8 裏「大阪ノ歌人J鉛筆書f吉田氏かJf有年J 6448 9389622 

2487 和歌短冊(更衣) 有文 36.1 X5.9 裏『千種殿J 1070 9389623 

2488 和歌短冊(相命郷の口裳 有文 36.4X6.0 1882 9389624 
の賀を祝ロロ

2489 和歌短冊「有難ひ・・'J 有文 36.3X6.0 1883 9389625 

2490 和歌短冊(菊露) 有文 36.4x6.0 5101 9389626 

2491 和歌短冊「大江山・・'J 有倫 36.1 x5.9 1502 9389627 
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2492 俳句短冊 有園 34.9X5.9 f浦井徳右衛門ア二O四十二口j鉛筆書 1916 9389628 
『珍H[姓名]有園(永ユー七コク()一七浦七井氏 ウラ口イウ
コク凡【生]安 八)年[残]安政
五(一八五八)年九月二日(七九) [称号]稿徳
右衛門後五一郎、隆屋・譜仙堂と号[住
所]京都[流派]園学者、富士谷御杖門、又
俳人{其他] r俳譜天爾波抄Jr芭蕉俳譜七部
集j、短冊帖「眺望集Jの篇者、文政八年正月
板J

2493 和歌短冊(雪満群山) 有樫 36.4X6.0 裏鉛筆書『十八H明治世九、六、十=、年六 2517 9389629 
八J

2494 和歌短冊(あわた口やど 有樫 36.4x6.0 3193 9389630 
に月をみる)

2495 和歌短冊 有郷 36.1 x6.0 1617 9389631 

2496 和歌短冊(白川関) 朋口 35.0x6.0 2789 9389632 

2497 和歌短冊『楠の・・・J 朗 35.0x6.1 裏『備中坂谷朗前大蔵大臣坂谷芳郎氏 0351 9389633 
父J鉛筆書「大儒坂谷朗庫」

2498 和歌短冊(月前秋風 朗 35.9x5.9 裏「十四J 5887 9389634 

2499 和歌短冊f夕づく日…j 朗子 36.2x6.0 裏に「口口母堂前田朗子H[姓名]前田朗子 1949 9389635 
[残]昭和二四年十一月十五日(八Q)Jr前田朗
子前田侯母堂」

2500 俳句短冊f福藁を・・'J 望岳 35.0X5.7 7206 9389636 

2501 和歌短冊(康日庵の文字 朝海 36.4X5.4 5608 9389637 
をよみはべる)

2502 和歌短冊(野草花) 朝儀 36.4X6.1 裏鉛筆書『有栖川流H村六十内』 4356 9389638 

2503 和歌短冊(故郷月) 朝宏 35.7x5.9 裏「琉球人和歌上園容久君より到来」 1054 9389639 

2504 俳句短冊t畑芦山雅兄の 朝翠 36.2x5.9 裏「西京Jまた鉛筆書「新年J 1205 9389640 
還暦を祝して)

2505 漢詩短冊I漢家宮裏柳知 朝鮮松館 35.5X5.5 0130 9389641 
緑…」

2506 和歌短冊(花下曾友) 朝保 36.2X6.1 裏I琉球 朝保宜 野湾親方(1-1:1スキヲルノオマヵ 1367 9389642 
タ~)J

2507 和歌短冊fさゆる夜の・.'J 朝雄 36.3x6.0 裏『八雲社口J 5742 9389643 

2508 俳句短冊 木口 36.1 X6.0 裏「洛西北野住七十四翁小口口J鉛筆書「絵 4022 9389644 
は自筆J

2509 俳句短冊「黄鳥や・・'J 木海 36.4x5.8 「自雄門長谷川木海」 5036 9389645 

2510 俳句短冊(梧調口瓢酔君 木圭 36.3X6.0 裏「加賀大野口町二口千口j 5949 9389646 
口披の賀に)

2511 俳句短冊(開庵を祝して) 木甫 36.5X6.0 4172 9389647 

2512 俳句短冊『曙の・・・J 木葉 35.0X6.0 裏『江戸馬印事J 1124 9389648 

2513 和歌短冊(霜月はしめつ 本生 36.3X6.0 裏に紙貼付『因藩 松田主善H松岡本生(モトアヨヲ) 6029 9389649 
口冬タといふ題にて) 鳥取藩ノ医通称主膳、京都ニ住シ勤王ノ士

ト交Jレ、維新後太政官トナリ宮内省等ニ歴任
ス『芳人』昭和三年二、ー尾村口口口口」
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2514 和歌短冊「まめやかに・・・」 本典 35.4X5.6 裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 2143 9389650 

2515 和歌短冊(橋) 本典 36.5X6.0 裏f廿八J 2983 9389651 

2516 俳句短冊(祝) 李活 36.3x6.0 2648 9389652 

2517 俳句短冊「立田姫・・'J 李卿 36.0x6.0 裏「羽鳥李卿」鉛筆書「メ十五・七・九残j 0939 9389653 

2518 漢詩短冊「労顕一助鮮行 李月紡 37.8X6.5 0138 9389654 
舟.'J 

2519 和歌短冊(早鵬 李雪 36.2X5.3 1077 9389655 

2520 漢詩短冊『読書窓為倦書 李訪 35.5x5.5 0139 9389656 
拓…J

2521 和歌短冊(初夏の・・.) 杏雨 36.3x6.0 裏r[姓名]帆足杏雨(ホi75伯ーウ) 南画家{生] 6803 9389657 
文化七(一八一0)年[残]明治十七(一八四四)
年五月十六日(七五) [住所]九州[流派]田能
村直入門」

2522 和歌短冊 村喜 36.2x6.0 2759 9389658 

2523 俳句短冊(還暦を祝して) 杜口 34.8x5.8 3764 9389659 

2524 俳句短冊(還暦を祝して) 杜鶴 34.8x5.8 0055 9389660 

2525 俳句短冊「散る花に・・・j 杜萎 36.3x6.0 r(鉛筆書)蒼口門寺嶋杜萎」 5083 9389661 

2526 俳句短冊「聞ぬ夜は・.'J 東口 36.1 x6.2 3932 9389662 

2527 俳句短冊f降るといへど 東口 36.1 X5.9 裏鉛筆書「三人ありn三八六J 4814 9389663 

2528 和歌短冊(樹隠夏月) 東口 36.0X6.0 裏鉛筆書f口帖ノ内J 5561 9389664 

2529 和歌短冊「加茂川の・.'J 東口 36.3x6.0 5681 9389665 

2530 俳句短冊(前川五嶺雅契 東雅 36.2X6.1 裏鉛筆書『鶴見東雅とは別人か、画人前川五嶺 1214 9389666 
還暦を賀して) の六十一才の記見ゆ、文化頃の人、東雅、幸

魚の別号かn川画内J

2531 俳句短冊(石田口口君婚 東雅 35.8x5.8 3833 9389667 
姻を祝して)

2532 俳句短冊(家父の口ま口 東雅 36.4x6.0 3834 9389668 
たまひし池の口りに)

2533 和歌短冊(立春) 東海 36.1 x5.9 1593 9389669 

2534 和歌短冊 東海 36.5x5.8 裏鉛筆書「色川ヵj 1643 9389670 

2535 和歌短冊(春人日 東海 36.2X6.1 裏鉛筆書f口郷蓮国男 曲水宴j 2775 9389671 

2536 俳句短冊「餅掃に・・'J 東起 35.6X5.9 裏鉛筆書f新年J 1148 9389672 

2537 和歌短冊『ともし火の…j 東漁 36.0X5.5 0829 9389673 

2538 和歌色紙(松間月) 東山 28.1X23.5 7476 9389674 

2539 俳句短冊(賀安麿兄新宅) 東寿 36.1 X6.1 0005 9389675 

2540 和歌短冊(古稀路の慶朝 東谷 35.9X6.0 絹本 1512 9389676 

2541 俳句短冊「寒梅や・・'J 東都其石 36.2X6.2 1122 9389677 
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2542 俳句短冊「蛤の・・・」 東敦 35.6X5.9 3925 9389678 

2543 和歌短冊(議聾口風) 東風 36.4x6.0 裏鉛筆書「羽倉光表口口口ノ門Jf羽倉ヵJ 1647 9389679 

2544 和歌短冊(菊) 東風 36.3x6.0 裏鉛筆書「竹一六J 2040 9389680 

2545 和歌短冊「天の下・・'j 東風 36.5X5.9 2839 9389681 

2546 和歌短冊(二月余寒) 東平 36.4x6目l 0839 9389682 

2547 和歌短冊 東雄 35.3x5.9 r [姓名]機東雄(アツマヲ) 志士、歌人 贈従四 2349 9389683 
位[生]一八一一年(常陸) [没]万延元(一八
六0)年六月二七日(五0)[その他]桜田門事
変の関係して獄死勤王口国の精神を詠んだj

2548 俳句短冊(大嫁大人生野 東里 35.3x6.1 裏鉛筆書「大原氏奥州二本松の人カ永年 0935 9389684 
にかえり給ふ首途を祝し 中日三八八J
侍りて)

2549 和歌短冊(勅口雪口竹) 松口 36.2x5.8 1978 9389685 

2550 和歌短冊口花) 松口 36.2X6.0 2754 9389686 

2551 和歌短冊(鐙) 松口 36.3x6.0 2760 9389687 

2552 俳句短冊 松口 36.4x6.0 3749 9389688 

2553 俳句短冊(勅題) 松口 36.2x6.0 3815 9389689 

2554 俳句短冊「月のさす..'j 松口 36.2x6.0 3846 9389690 

2555 俳句短冊「口口の・・'j 松口 36.4x6.1 3973 9389691 

2556 俳句短冊 松安 35.2X5.5 5459 9389692 

2557 和歌短冊(蛍) 松蔭 36.3x6.0 裏墨書「植杜茂岳号松蔭J 0753 9389693 

2558 俳句短冊(開庵の賀) 松陰口栖霞揮 36.4X6.0 2676 9389694 

2559 漢詩短冊「潅圃培根春又 松関 36.2x5.9 0156 9389695 
夏・・j

2560 俳句短冊旧の.'j 松園 36.4X6.0 2639 9389696 

2561 俳句短冊(梧洞口宗道繍 松乙 36.2X6.0 4158 9389697 
披を祝して)

2562 和歌短冊(初逢恋) 松丸 36.2x6.0 1972 9389698 

2563 和歌短冊(開花) 松丸 36.3X6.0 裏鉛筆書「辻松丸ヵ 京都天保頃ノ人Jf狂名 5757 9389699 
に四人見ゆJ

2564 和歌短冊(寄月旅) 松菊 35.8X5.4 裏「九J鉛筆書「村口J 1592 9389700 

2565 俳句短冊(賀) 松月 36.3X6.0 裏鉛筆書「口口ニ六人見印一、南部二、梅 4000 9389701 
村三、松井四、山崎五、田嶋六、岡
田J

2566 和歌短冊(寄車恋) 松軒 35.6x5.5 裏朱書「伊藤松軒j/r [姓名]伊藤松軒 (イトウシ 4405 9389702 
ヨウケン)兄 歌人[生]宝永六(一七O九)年(江戸)
[残]寛政六(一七九四)年一O月=0日(八六)
[称号]稽次太夫、号筒松庵[住所]江戸
麻布六本木[流派]幕府の士、実岳・資枝・
{国享排・光栄・光胤等に学ぶ[其他]書才も
あったj
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2567 和歌短冊(潤 松根 36.0x6.0 0268 9389703 

2568 和歌短冊(雪中早梅) 松根 36.0X6.1 0269 9389704 

2569 和歌短冊(春恋) 松斎 36.3x6.0 7244 9389705 

2570 俳句短冊(隣家の菊を見 松斎老人 35.4X5.9 0057 9389706 
に行て)

2571 俳句短冊「初雪や・・'J 松斎老人 35.7x6.0 裏鉛筆書f松斎洗耳J 1213 9389707 

2572 和歌短冊「咲く花を…J 松子 36.2X6.0 2062 9389708 

2573 俳句短冊「遺り羽・・'J 松室 36.3X5.9 4008 9389709 

2574 俳句短冊(庚水君の有卦 松人 35.2X5.6 裏鉛筆書「新年J 1224 9389710 
を祝て)

2575 俳句短冊『居残りて…j 松翠 36.7x6.0 0067 9389711 

2576 俳句短冊「一粒つ・・'J 松嶋 35.2x5.8 裏鉛筆書「新年J 1217 9389712 

2577 俳句短冊「小雨にも…J 松年 36.0x5.8 6959 9389713 

2578 和歌短冊「幾千年・・'J 松夫 35.9X5.5 5859 9389714 

2579 俳句短冊(繕洞庵六世の 松風 36.4x6.0 4152 9389715 
立机を祝して)

2580 漢詩短冊(奉献管公一千 松奔拝橋 36.3X6.1 0547 9389716 
年祭)

2581 和歌短冊(松上震) 松齢 36.3x6.1 0762 9389717 

2582 和歌短冊「百とせを・・・j 松齢 36.3x6.0 1448 9389718 

2583 和歌短冊 松奔 36.5X6.0 7197 9389719 

2584 和歌短冊「はるも来て…J松葬 36.3X6.0 7218 9389720 

2585 和歌短冊(初春) 松葬 36.3x6.0 7234 9389721 

2586 俳句短冊(都はしめての 果焦 36.4x6.0 0606 9389722 
人と一所に登りて)

2587 和歌短冊「すみだ川・"J 枝子 36.3x6.0 裏「大谷氏Jf大谷枝子 明知上人裏方J 1951 9389723 

2588 和歌短冊「声たえす・"J 枝直 34.8X5.1 裏鉛筆書「橘枝直J 4421 9389724 

2589 俳句短冊「乙烏の・・'J 柏園 35.4X6.1 0045 9389725 

2590 俳句短冊「かけろふの・・・J柳口 36.0X5.9 裏鉛筆書『桔帖J 4002 9389726 

2591 俳句短冊「夢捨竹・・'J 柳雨 36.5X6.1 1183 9389727 

2592 俳句短冊「魚おどる・・・j 柳雨 36.4x6.0 3859 9389728 

2593 漢詩短冊「仙齢七秩入新 柳崖繁 36.2X6.4 絹本印「柳崖J 1000 9389729 
年…J

2594 漢詩短冊「歳華改慮瑞気 柳崖繁 36.1 x6.0 1173 9389730 
加"'J

2595 和歌短冊(花下言志) 柳子 36.3x6.1 1530 9389731 
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2596 俳句短冊f見るもうし…j 柳尺 36.2X5.9 6859 9389732 

2597 和歌短冊(春日) 柳窓 35.8x5.6 3470 9389733 

2598 和歌短冊健明節曾) 柳窓 35.9x5.6 3471 9389734 

2599 俳句短冊「かくべつの…J柳風 35.6x5.7 5413 9389735 

2600 和歌短冊(浪速へくだる 柳粛 36.2x5.3 裏「芦口門』 3236 9389736 
とて夜舟に・・・)

2601 俳句短冊『鶏の・・・j 柴 36.3x6.0 0613 9389737 

2602 和歌短冊(佐渡固なるこ 栄 35.9X6.0 5567 9389738 
しの高嶺又一名口の高嶺
口北山と口いふ初雪ふけ
るを見て)

2603 和歌短冊(寄神祝) 栄庵 38.0X5.8 「艮山門足立安立栄庵j 4765 9389739 

2604 和歌短冊(紅葉) 栄雅 35.5X4.9 裏鉛筆書「雅親卿法名J 2069 9389740 

2605 和歌短冊 栄雅 34.6X6.0 裏に紙貼付I飛鳥井雅親卿 権大納言文口五年 6854 9389741 
十一月出家栄雅ト号ス書体一家ヲ来ス
飛鳥井流文栄雅流トモ号ス 文和歌ヲ能クス
テ其名高シj

2606 和歌短冊(鶴仲仙日 栄資 36.3X6.0 7165 9389742 

2607 俳句短冊『富士とたかね 栄春 35.5X5.6 1920 9389743 

2608 和歌短冊(聞郭公) 栄盾 37.2x6.0 裏鉛筆書I大口業延書家J 6257 9389744 

2609 和歌短冊(春タ月) 栄親 36.2X6.1 裏「中山廿代」 1349 9389745 

2610 和歌短冊(寄神祇祝) 栄親 36.0x5.5 裏「中山栄親卿」 1352 9389746 

2611 和歌短冊(初雪) 栄親 36.0x6.0 裏「近江園高島郡川上村清水生J 1461 9389747 

2612 和歌短冊I色香より…J 栄県 36.2X6.0 6682 9389748 

2613 和歌短冊(秋月) 栄竜 38.3x6.4 裏鉛筆書「業広H足立安立H大谷業広ヵJ 5881 9389749 

2614 漢詩短冊(夏日寄椋栖先 栗斎主人草 36.2X6.1 0972 9389750 I 
生三口之ー)

2615 俳句短冊(還暦を寿て) 根鴬 36.3x6.0 5942 9389751 

2616 俳句短冊『高椋棋の・・・j 根涛 36.1 x5.9 7186 9389752 

2617 俳句短冊「木戸光る…j 根涛 36.3X6.0 7187 9389753 

2618 俳句短冊傍) 根涛 36.3x6.0 7188 9389754 

2619 漢詩短冊「往事悠々夢ー 根来甘堂 36.0X5.9 1125 9389755 
場…」

2620 和歌短冊f年ごとに・・・j 格則 36.2x6.1 1620 9389756 

2621 和歌短冊『秋野の・・'J 格致 36.0x6.0 1610 9389757 

2622 和歌短冊(タ納涼) 桂鰯 36.5X5.7 f白蓉軒松戸集四巻アリ 口門桂鎗J 5180 9389758 
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2623 和歌短冊(初秋風) 桂難 37.5x5.6 裏鉛筆書f紀天保一、正八寂、文政九、十二、 5811 9389759 
六j

2624 俳句短冊「衿きれば・・・j 桃口 35.5X5.5 裏「桃口大白口四世加藤氏文化三年三月廿 1923 9389760 
四日没行年三十四才J鉛筆書f口南連 四世
四帖ノ内J

2625 俳句短冊「文にこも…J 桃下 36.5X6.0 0106 9389761 

2626 俳句短冊「晴さうな…」 桃下 36.5X6.0 1204 9389762 

2627 俳句短冊(寄口口祝継日 桐口 36.3x6.0 2645 9389763 

2628 俳句短冊「月よ日よ…」 桐楢 35.5x6.0 裏朱書「士郎門仁木桐栖五彩堂摂津人J 0936 9389764 
鉛筆書「残年ナシJf口=九OJ

2629 俳句短冊『我伊をの・・・J 梅口 36.4X6.0 2703 9389765 

2630 俳句短冊倒口うじが開 梅口 36.4X6.0 2728 9389766 
庵をいわひ侍りて)

2631 俳句短冊 梅口 36.2x6.0 3176 9389767 

2632 俳句短冊(賀) 梅口 36.3x6.0 裏r}ll原内俳表J 3832 9389768 

2633 俳句短冊(古稀賀) 梅口 36.5x6.0 4004 9389769 

2634 俳句短冊f殿風や・・'J 梅口 35.8X5.6 5435 9389770 

2635 俳句短冊『口炭や・・'J 梅口 36.1 x5.5 5436 9389771 

2636 俳句短冊『口春の・・'J 梅口 36.1 X5.7 5470 9389772 

2637 和歌短冊(森本大人を神 梅口 35.2 x6.1 5662 9389773 
口まて送りて)

2638 俳句短冊「みか月を・"J 梅口音 34.9X5.7 5421 9389774 

2639 俳句短冊f湯にうかす・・・j 梅因 36.2X6.1 裏鉛筆書「新年」 1149 9389775 

2640 俳句短冊『みしか夜や・・・j 梅因 36.2x6.0 裏鉛筆書「新年J 1150 9389776 

2641 俳句短冊 梅因 36.2x6.0 4146 9389777 

2642 俳句短冊f葉の落て・"J 梅因 36.2x6.0 4147 9389778 

2643 俳句短冊伊山君の口暦 梅園翁 36.3x6.0 裏「保津口口口元亀口士族柴田氏J 3784 9389779 
をいわひむかし今に口口
ぬ松の長くて並ふめでた
きを思ひ侍りて)

2644 俳句短冊(野雲亭の希蕉 梅渓 36.1 x6.2 0093 9389780 
翁)

2645 和歌短冊(霜) 梅軒 36.4x6.0 裏「畠山常操江戸人J 6480 9389781 

2646 和歌短冊総己の浦の波の 梅室 36.0X6.0 1463 9389782 
花てふいへるに玉のこと
の葉添たまへるをかしこ
み侍りて)

2647 俳句短冊 梅室 36.3x6.0 3827 9389783 

2648 俳句短冊I口たつや・"J 梅室 36.3X6.0 3828 9389784 
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36.4x6.0 

36.3x6.0 

36.3x6.0 

備 考 整理番号|備品番号

3830 19389786 

0257 19389795 

7225 19389799 

26491俳句短冊f口を…J

26501俳句短冊[梅の月…J

梅室

梅室

26511俳句短冊「しばらくは…J1梅周

26521漢詩短冊『香剃前遊地…J1梅所橘光延奔草 136.5x6.1 

26531和歌短冊(むっき梅成 1 36.4x6.1 

26541和歌短冊 |梅成

26551俳句短冊「菊うえで…J 1梅雪

26561 和歌短冊(~、はひ梅仙

26571俳句短冊「流れ来て…J 1梅通

26581俳句短冊(手向梅塘

26591俳句短冊fうの花の…J 1梅裡

26601俳句短冊「あら縄の…J 1梅裡

2661 1俳句短冊「一度目の…J 1梅裡

26621俳句短冊(題六口名妓) 1梅裡

26631俳句短冊『間ちかしと…J1梅裡

26641俳句短冊九、さ鳴らす…J1梅里

26651俳句短冊「耳底に…梅嶺

37.2x6.21裏鉛筆書「中井梅成J

36.4x6.1 1 r穴山梅雪J

36.1 x6.0 1裏「六角口小路… 口回伊助J

36.4x6.0 1 r(鉛筆書)花の本九世堤梅通J

36.1 x6.0 I裏「川原内俳表J

36.2X6.1 

36.1 x6.0 

36.1 x6.1 

36.3x5.6 

36.4X6.0 

35.0x5.9 

36.4x5.91裏『贈従五位勤王家加賀寵来月江庵二世本姓 10001 1 9389801 
碓井治郎右衛門J

26661俳句短冊『種もの h…J 1梅毒

26671和歌短冊『口 馬 山 … 桜

26681和歌短冊(家垣氏といふ |保治
ことを句のかしらににお
きて)

26691俳句短冊「鴬の…梧庵

26701和歌短冊(年情花梧庵

36.5X6.0 1 1 1200 19389802 

36.2x6.0 1裏鉛筆書『丸山作楽 11503 19389803 

35.1 X5.9 1裏鉛筆書『家ノ内J包紙『祝(鉛筆書「折匂 やかき 14105 19389804 
うちj

36.4 x 5.8 1 1 4816 19389805 

36.3x5.81裏に「半井梧庵明治二十二年残年七十七 1 5403 I 9389806 
カJ

26711和歌短冊(七十の賀に) 1梧竜 35.6x5.71裏『京師建仁寺中清住院梧庵和尚半井口口 15646 19389807 
口j

26721和歌短冊(五月雨綜隠

26731和歌短冊(春月) 椋隠

36.3 x 6.1 1 1 0813 1 9389808 

36.3 x 6.0 1 r r京の四季』の作者n中嶋椋隠京都の儒者 1 0814 19389809 
名は規、字は景寛、文吉と稿す別号道筆庵
重餅居士、文才あり最も詩に長ず人となり
放縦自ら検束せす奇談逸話少からず著『鴨
東四時雑詠』 安政三年六月廿八日残年七十
七j

26741和歌短冊(秋花田水)

26751和歌短冊(寒D

26761和歌短冊(名所口花)

隠

隠
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2677 俳句短冊「 とせの…j 椿堂 36.5x5.9 「士朗門徳田椿堂J 5054 93B9813 

2678 俳句短冊(十八年口暦) 椿年 34.3x5.7 r [姓名]大西橋年[没]嘉永四年一一月六日 4815 93B9814 
(六0)[称号]稽行之助、号運震堂・楚南
[住所]江戸人{流派]書家J

2679 俳句短冊(祝) 楓崖 36.4x6.0 2831 93B9815 

2680 和歌短冊(花のうたよみ 楓城 36.0X6.0 1035 93B9816 
ける中に・・・)

2681 漢詩短冊「十二湘簾・"J 楚我 34.9x5.5 表に印あり 0545 93B9817 

2682 和歌短冊(暮秋獣) 楢之 36.3x6.1 「亀山藩鴨下楢之J 4850 93B9818 

2683 和歌短冊(窓月) 業忠 36.3x6.0 4047 93B9819 

2684 和歌短冊(待月) 業忠 36.3x6.0 5594 93B9820 

2685 和歌短冊(新夏雨窓) 業書 36.5x6.0 0919 93B9821 

2686 和歌短冊(暁) 業廃 35.9x5.7 裏鉛筆書「春日安永九、七Jf[姓名]大谷永 4293 93B9822 
庵書家[生] (一八四四)年[没]安永九(一
九三三)年七月一一日(八二) [称号]姓は在原、
誇は業廃、法印[住所]青蓮院ノ坊官[その他]
御家流の妙手J

2687 和歌短冊(暮村畑) 楯津 36.4x6.0 「内遠門富永楯津J 5191 93B9823 

2688 俳句短冊C口宗道の口 楳園翁 36.3x6.0 裏I元亀丘士・・ j 3752 93B9824 
暦をいわひて)

2689 和歌短冊(雨中待感) 楳嶺 36.1 x6.0 裏鉛筆書「幸野楳嶺二披の内Jr十七」 5989 93B9825 

2690 和歌短冊(村家夕顔) 楽之 35.0X5.8 7070 93B9826 

2691 和歌短冊(鶴) 楽之 36.1 x5.9 7085 93B9827 

2692 和歌短冊(水辺花) 楽之 35.0x5.8 7124 93B9828 

2693 和歌短冊(河春月) 楽之 35.0x5.8 7277 93B9829 

2694 和歌短冊(春祝) 格堂 36.2x6.0 裏「京都市上京直口口小路口口 吉川格堂j 4464 93B9830 

2695 和歌短冊 極郵 36.2x6.1 「内遠門小杉楓郎」 5189 93B9831 

2696 俳句短冊「夕日の・・'J 檀花 36.6x6.0 4016 93B9832 

2697 俳句短冊「むかしより…J樗堂 33.8x5.7 「暁憂門栗田樗堂J 5004 93B9833 

2698 和歌短冊(花) 橋口 35.5x5.2 裏鉛筆書「唐衣楊州、| 7154 93B9834 

2699 和歌短冊(月前日松風) 橋正克 35.5X6.0 裏「イセ山田橋村正克J鉛筆書「天保八、八、廿 2180 93B9835 
九、五三ム八三J

2700 俳句短冊 橋莫 36.4x6.0 裏「丹波南桑田郡西別院村字口甘野 倉橋慶太 2807 93B9836 
郎口桑陽居稲英」

2701 俳句短冊「化されて・・'J 橘仙 36.2x6.0 「京師人北村橘仙」 5049 93B9837 

2702 和歌短冊「花といへと・・J桜木 36.5X6.0 裏「蓮月門第白拍子楼木女J 1265 93B9838 

2703 和歌短冊(閑居花) 歌城 36.1 X5.7 2213 93B9839 
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2704 和歌短冊(花) 正 35.9X5.6 裏鉛筆書「西山拙費澄月、美口等に学ぶ寛 4266 9389840 
政十、十一、五残、年六十四J

2705 和歌短冊「物おもふ・"J 正口 36.5X6.0 裏「口法院宮内人木村荘之助j 1847 9389841 

2706 和歌短冊(月前萩) 正口 36.4X6.0 裏「鎌田御歌口寄人J鉛筆書f五ノ三ジ内j 2096 9389842 

2707 和歌短冊(あきの口口日 正口 36.3x5.9 裏「勢口粛藤口堂」 2219 9389843 

2708 和歌短冊(はの口きとを 正口 37.0X5.8 2550 9389844 
申侍るとて)

2709 俳句短冊「口口の・・'J 正口 36.3X6.0 2679 9389845 

2710 和歌短冊(巌) 正口 36.3x6.0 3329 9389846 

2711 和歌短冊(夏花) 正口 36.3x6.0 3332 9389847 

2712 和歌短冊 正口 36.1 X5.4 3504 9389848 

2713 和歌短冊(千鳥) 正口 36.2x6.0 6064 9389849 

2714 和歌短冊(枯野雪) 正口 36.1 X6.0 6189 9389850 

2715 和歌短冊 正口 35.6x5.6 6382 9389851 

2716 和歌短冊(命政公庭前の 正口 38.1 x6.4 6719 9389852 
菊さかりなりけれは)

2717 和歌短冊[しろたへの・・・j 正一 36.3X6.4 裏鉛筆書「工帖J 3431 9389853 

2718 和歌短冊fふりおける・"J 正ー 36.5x6.4 裏鉛筆書「工帖」 3432 9389854 

2719 和歌短冊(陳志) 正胤 36.5x6.0 「足利氏木首事件の一人H師岡正胤江戸の園 0795 9389855 
学者、節斎、布志の屋と号す隆正、鉄胤門
文久三年二月同志と足利氏木像を捌ねて捕へ
らる 明治六年松尾神社大宮司に任し、後宮
内省文学御用掛となる 明治世二年一月廿日
残年七十J

2720 和歌短冊『かぎりなく…J正胤 35.2x5.8 3087 9389856 

2721 和歌短冊(春闘 正胤 35.3x5.8 3088 9389857 

2722 和歌短冊(祈恋) 正蔭 36.0X5.8 「出雲大社中臣正蔭」 4884 9389858 

2723 和歌短冊(時雨) 正碓 35.8x6.0 2659 9389859 

2724 和歌短冊(松上劇 正盈 36.4x6.2 裏「正六位大神正盈鞭崎神社詞官明治三十 6460 9389860 
七年残年七十一j

2725 和歌短冊(五月五印 正音 36.4X6.0 裏「京師宗道」鉛筆書『夕僧Jr因州口口郡光口 3582 9389861 
高口男、向陽軒と口j

2726 和歌短冊(天照大神) 正完 36.4X6.0 2031 9389862 

2727 和歌短冊(松上雪) 正基 36.4x6.2 5759 9389863 

2728 和歌短冊 正義 36.1 X5.8 6574 9389864 
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2729 和歌短冊(春松契千年) 正誼 36.4X5.6 裏鉛筆書「三宅春棲珍H[姓名]ニ宅春楼(ミT 4299 93B9865 
ク)(しゅんろう:i':t>>-) [生]正徳二(一七一二)
年[残]天明二(一七八二)年一O月九日(七一)
[称号]名正誼、字子和、稿才次郎、号
春棲[住所]大阪の人[流派]儒者、石庵の
季子[其他]書をよくしたJ

2730 和歌短冊(千丈瀧) 正居 36.3x6.1 裏墨書「成瀬正居J鉛筆書「メ世五、十、七十 0769 93B9866 
五J

2731 和歌短冊「麻のはを・"J 正居 35.7X5.3 3069 93B9867 

2732 和歌短冊I口風に・・'J 正輿 35.6x5.4 3533 93B9868 

2733 和歌短冊「待つくす…J 正輿 36.3x6.0 裏に「カケ イ第六号」鉛筆書「新見正輿ヵH河 4241 93B9869 
十ノ内Jr [姓名]新見正興(汐ミ材材) [生]文政
五(一八二二)年[没]明治二(一八六九)年七月
一八日(四八)[称号]初め伊勢守、後豊前守
と称す[住所]江戸[流派]幕臣、外園奉行
[その他]最初の遣米使節正使J

2734 和歌短冊(春月虫) 正輿 36.0X5.9 裏鉛筆書「岡嶋冬道の名 文正休」 5932 93B9870 

2735 和歌短冊(首夏月) 正興 36.3X6.1 裏「尾藩間島万二郎正興(柑梢)J鉛筆書「正休j 5992 93B9871 
『冬道j

2736 和歌短冊(額驚夢) 正暁 36.4X6.0 2195 93B9872 

2737 和歌短冊(社頭月) 正訓 36.0X6.0 5846 93B9873 

2738 和歌短冊(萩雰) 正兄 36.2X6.0 6012 93B9874 

2739 和歌短冊(山家) 正啓 35.6x5.8 裏鉛筆書「西口Jr下村正啓(大丸先代)J 4079 93B9875 

2740 和歌短冊開中竹) 正賢 35.4x5.4 裏「京都高橋随翁j 0911 93B9876 

2741 漢詩短冊(嶺初鵬 正賢 37.5x5.6 裏鉛筆書「赤塚芸庵H[姓名]赤嫁芸庵Vヵツヵ 7153 93B9877 
ウ刀シ) 儒者・園学者[生]寛文四(一六一一)年
[残]元禄五(一六九二)年二月八日(八十)[称号]
名・正賢別号・長庵内裏非蔵人北面従
五位下肥後守【住所]幼時京都に出[流派]
春原正成の子、歌道は冷泉為景に学[其他]
後水尾天皇信任最厚かった 贈正五位J

2742 和歌短冊(山路菊) 正護 35.3x5.8 3071 93B9878 

2743 和歌短冊(松契口年) 正綱 35.2x6.1 裏鉛筆書「中西- 口屋門、監崎- 大平門」 5743 93B9879 

2744 和歌短冊(関月) 正行 33.3x4.4 1566 93B9880 

2745 和歌短冊「水無月の・"J 正香 36.3x6.0 裏f名古屋商業曾議所会頭奥田正香大人j鉛 0777 93B9881 
筆書『井上正香Jr名十三ノ内J

2746 和歌短冊(111春闘 正香 36.6X6.1 裏鉛筆書「井上J 0781 93B9882 

2747 和歌短冊C口泉) 正克 36.4x5.5 裏「イセ山田橋村正克J鉛筆書f度曾橋村正 2188 93B9883 
克正免(持) 姓度会、初名正風、正淳、通初
弾正、号鶏居、伊セ人外宮ー禰宜檎垣常有
の次男、天明五年橋本正衡の養嗣となる。外
宮権禰宜に補せらる。学を橋村正身の子広田
助備に受け、又本居春庭に就き学び、特に神
宮の典故に精通す 『外宮儀式解』等著多し
安永二年生、天保八年七月廿七日残、年六十
五J
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2748 和歌短冊fうしなひし…j 正朔 36.2x5.8 裏「ニ重県宇治山田町字中ノ切住 神宮祢宜 3574 9389884 
中田正朔j鉛筆書「正朔(まさもと) 神職神宮
主典を経て禰宜に進みついで神宮皇学館長を
兼務、二十六年口口の口学ヲ鷹羽竜年に、書
を養徳寺雪鴎に、園学を八羽光穂に学ぶ、広
田神社宮司・泉州大島神社宮司 三十六年退
職」

2749 和歌短冊にたひ山本大 正= 36.2x6.0 7105 9389885 
人か口口に参り給ふをい
わひ侍りて)

2750 和歌短冊「わすれえぬ・・・j 正三位口房 36.3x6.0 裏「子爵池尻口房J 6483 9389886 

2751 和歌短冊「不二清く…J 正時 36.5x6.0 2206 9389887 

2752 和歌短冊(蛍似玉} 正寿 36.1 x5.5 裏鉛筆書『口円相屋正寿尼ヵ 但しいつもの 5818 9389888 
は裏名なり」

2753 和歌短冊(涼風入簾) 正秋 36.2x6.2 裏「越前敦賀郡和久の村菊沢次郎右衛門J 0243 9389889 

2754 和歌短冊(庭松緑久) 正春 36.3x6.0 裏鉛筆書f山本正春j 2914 9389890 

2755 和歌短冊(庭松緑久) 正春 36.4x6.0 裏鉛筆書「山本正春寺町御池短冊商店主J 4495 9389891 

2756 俳句短冊「ちり紙は…J 正春 35.4X5.7 5433 9389892 

2757 和歌短冊表口映月)・ 正淳(表) 33.8X5.6 表裏に和歌あり 4679 9389893 
裏「むはたまの・・・J

2758 和歌短冊C冬) 正照 36.4X6.0 5763 9389894 

2759 和歌短冊(早蕨) 正照 36.5x6.l 6207 9389895 

2760 和歌短冊(寄世祝) 正章 35.6x5.1 裏鉛筆書「服部氏ヵH貞ロヵ 名古屋藩士、春 3277 9389896 
庭H閑院家佐大夫、田中ヵ 文化六H奈J

2761 和歌短冊(結婚をいはひ 正章 36.3x6.0 裏「京都市下鴨森下町従四位島問正章七十 6096 9389897 
て) 八翁J

2762 和歌短冊(水のほとりに 正臣 36.6X5.8 裏「山本清渓名正臣藤原氏京都人出江 3385 9389898 
うめの花見口口そ) 戸頻唱寄学文政六年九月十日残」と書いた

紙貼付文『山本正臣(まきおみ)・清渓京都
の人、江戸に住す世々大炊御門家の仕ふ
歴代の制度に精しく文和寄を善くす著書多
『源語図抄』外文政六年九月十四日残年七
十J

2763 和歌短冊(古寺紅葉) 正臣 36.4X6.0 「阪正臣j 5233 9389899 

2764 和歌短冊慌屋月) 正臣 36.6x6.0 5543 9389900 

2765 和歌短冊「行すえは・・・J 正親 36.3x6.0 7118 9389901 

2766 和歌短冊(歳暮梅) 正水 36.0X5.5 6284 9389902 

2767 和歌短冊(新年間 正随 36.2x6.0 2460 9389903 

2768 漢詩短冊(春暖保作) 正早 36.4X6.1 0973 9389904 

2769 漢詩短冊(遊居然亭即朝 正知 35.7X6.0 4771 9389905 

2770 和歌短冊「色も香も・・・」 正典 35.9X5.4 2390 9389906 

2771 和歌短冊(雪) 正道 36.8X5.4 1553 9389907 
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2772 和歌短冊(綴) 正道 35.8x5.9 裏鉛筆書「田原正道ヵ 瀧口」 5650 93B9908 

2773 和歌短冊(関路花) 正徳 36.5x6.0 裏「吉野桜花J 2928 93B9909 

2774 和歌短冊(町寒草) 正之 35.2x5.2 裏「高山彦九郎先生J鉛筆書「五二冊ノ内J 1455 93B9910 

2775 和歌短冊「あらたまの一 J正之 36.3x6.0 1629 93B9911 

2776 和歌短冊 正之 36.3x6.0 裏鉛筆書「武井正之祥二郎建勲神社禰宜」 3562 93B9912 
「五ノ三ノ内J

2777 和歌短冊(寄海祝) 正之 36.3x6.0 裏「建勲神社禰宜従八位武井祥二郎J鉛筆 3563 93B9913 
書「五ノ三ノ内」

2778 和歌短冊「あだならぬ・.'J 正範 35.5x5.4 紙貼付「内藤正範歌人、日野家の門、幕府の 2359 93B9914 
書院番頭、甲斐守、宝暦頃の人j

2779 和歌短冊「はつ雪は・・・」 正肥 36.3x6.0 裏「成瀬正肥(サトモ)J鉛筆書「十八、三六、三、 3200 93B9915 
四J

2780 和歌短冊「山本に・・'J 正備 36.2x6.0 裏「京都口町四条南神口奉斉会京都本部内 川 4449 93B9916 
井正備J

2781 和歌短冊(名所事[1公) 正美 36.1 x5.8 0240 93B9917 

2782 和歌短冊(春月) 正彦 36.1 X6.0 裏に「正七位勲六等丸山正彦j鉛筆書「丸山作楽 3365 93B9918 
の養子園学者肥前の人皇典研究所国
学院大学教授著書多シ大正三年十一月六
日卒五十六従五位Jf[姓名]丸山正彦従
五位園学者[残]大正三年一一月六日(五六)
[住所]肥前人[流派]作楽の養子、園学院大
学教授[其他]著多しJ

2783 和歌短冊(明月) 正夫 36.4x6.1 2057 93B9919 

2784 和歌短冊(竹風) 正夫 36.1 X6.0 2133 93B9920 

2785 和歌短冊(柳露) 正武 35.5x5.9 2424 93B9921 

2786 和歌短冊(御婚躍を賀奉 正武 36.4x6.0 4091 93B9922 
りて)

2787 和歌短冊(社頭松) 正風 36.5x6.0 裏鉛筆書「明治四十一年勅題J 0791 93B9923 

2788 和歌短冊(四月の末あら 正風 36.2 x6.0 0796 93B9924 
し山にあそひて)

2789 和歌短冊(あるとしの春 正風 36.4x6目。 6631 93B9925 
花下口志といふことを)

2790 和歌短冊(雨中新樹) 正副 36.2x6.0 4866 93B9926 

2791 歌短冊(花在遅速) 正文 36.7x6.0 裏「園重正文」鉛筆書「半山」 0741 93B9927 

2792 和歌短冊(扇不離手) 正平 36.4X6.1 0664 93B9928 

2793 和歌短冊(黄氏口花とL、正平 36.2x6.1 裏「豆州志稿校口者 萩原正平J鉛筆書「明治二 4370 93B9929 
ふるを) 四、六、七残j

2794 俳句短冊「雪路を・・'J 正歩 35.4x5.8 5434 93B9930 

2795 和歌短冊(夏日 正甫 36.0x5.9 裏「七{際大宮束 中野正甫J 1790 93B9931 

2796 和歌短冊(山本繁道翁が 正甫 36.3X6.1 裏「七条通大宮東 中野正甫」 1791 93B9932 
令孫の新婚を祝して)

つdに
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2797 和歌短冊(郭公) 正甫 36.3X6.0 裏「七保大宮束中野正甫J 4452 93B9933 

2798 和歌短冊「喜ひの・・'J 正甫 36.2X6.0 裏「京都七候猪熊 中野正甫Jの印あり 4494 93B9934 

2799 和歌短冊(松風秋近) 正甫 36.3X6.0 裏鉛筆書「中野」 6878 93B9935 

2800 和歌短冊(夕立雲) 正輔 36.3X6.0 「千蔭門大堀正輔」 4913 93B9936 

2801 和歌短冊(秋月) 正輔 36.4X6.0 「大堀正輔j 5184 93B9937 

2802 和歌短冊(遠村口 正峯 37.2X5.3 1580 93B9938 

2803 和歌短冊(山花) 正朋 35.7x5.9 6151 93B9939 

2804 和歌短冊稲荷祭) 正芳 36.0X6.1 裏鉛筆書「十八J 1988 93B9940 

2805 和歌短冊「言の葉の・"J 正芳 36.2 X5.9 7213 93B9941 

2806 和歌短冊「行人も・・.J 正房 38.8x5.5 3483 93B9942 

2807 和歌短冊(扇風) 正名 36.1 X5.9 2374 93B9943 

2808 和歌短冊佃時雨) 正名 36.4x6.0 7216 93B9944 

2809 和歌短冊(月前花) 正明 37.5X5.4 6036 93B9945 

2810 和歌短冊(寝覚郭公) 正孟 32.9X6.1 6384 93B9946 

2811 和歌短冊(立石恋) 正裕 36目4x6目l 1974 93B9947 

2812 和歌短冊(終日封泉) 正裕 36.4x6.1 6066 93B9948 

2813 和歌短冊(雨夜聴虫) 正雄 36.8x5.5 2327 93B9949 

2814 和歌短冊(河水久澄) 正養 36.3x6.0 裏鉛筆書「石川正養Jf石内ヵj 6009 93B9950 

2815 和歌短冊(薄) 正利 36.2x6.0 裏鉛筆書「名十六内Jf大平山義翠ノ志土 砂押 5558 93B9951 
忠治郎正利(マサトシ)ヵ 元治元、十一、=斬J

2816 和歌短冊(旅宿夢覚) 正立 35.5X5.2 裏に紙貼付「北村正立口口口J 2762 93B9952 

2817 和歌短冊「夕日さす・・'J 正路 36.5x6目。 2816 93B9953 

2818 和歌短冊「すむ人の・"J 正路 36.4x6.0 裏「新見正路 (鉛筆書)嘉永元、六、廿七、五 6065 93B9954 
十七J

2819 和歌短冊「雪まそふ・"J 正路 35.7X5.6 r [姓名]新見正路(;i.ンミ?サミ剣 幕臣[生]寛政 7065 93B9955 
三(一七九一)年九月十二日[没]嘉永元(一八
四八)年六月二七日(五八) [称号]従五位下伊
賀守[住所]大阪西町奉行[その他]蔵書家、
安治川口に天保山を作るjと記したカードあり

2820 和歌短冊(春月) 正路 36.2x6.0 裏「新見正路J 7144 93B9956 

2821 和歌短冊「しきしまの・・」 正義(写之) 36.4x6.0 1179 93B9957 

2822 和歌短冊(年々聞鴬) 正奥 35.9X5.8 裏朱書「楠正奥J鉛筆書「十五J 5795 93B9958 

2823 和歌短冊(夏獣) 正恰 36.2X6.1 3084 93B9959 

2824 和歌短冊「庭面の・・'J 正恰 36.6x5.6 3510 93B9960 

2825 和歌短冊「鳩とりの…J 正恰 36.5x5.5 3516 93B9961 

2826 和歌短冊(終日封泉) 正脱 36.4x6.1 3029 93B9962 
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2827 和歌短冊(庭の牡丹を見 正員 36.4x5.7 6325 93B9963 
て)

2828 和歌短冊(月) 正整 36.0X5.9 絹本裏「宮内省御陵局長安達諸陵頭J鉛筆 1436 93B9964 
書「十七J

2829 和歌短冊(夏山家) 正聴 36.0X6.0 5926 93B9965 

2830 漢詩短冊、表(秋夜雑詠) 正三宮 36.3x6.0 裏にも詩あり 0153 93B9966 
-裏「秋風吹雨駆残燦…j

2831 和歌短冊(雨中花) 正身号 36.6X5.7 1048 93B9967 

2832 和歌短冊(連夜待恋) 正解 35.5x5.9 裏鉛筆書「木村Jf大正二Jf万葉学者Jf[姓名] 7150 93B9968 
木村正僻(柑コN 文学博士[生]文政一O(一八
三七)年四月六日(下線、) [没]大正二(一九一三)
年四月十一日(八七) [称号]初め清宮氏、字・
埴満、号・槻粛[流派]伊能穎則・岡本保孝
の門[その他] r万葉集J研究家」

2833 和歌短冊(天保八年八月 正翻 35.6x5.5 裏鉛筆書「深田正詔 名古屋樹Jr名十三ノ内J 3243 93B9969 
十四日…)

2834 和歌短冊 r~ 、くばくの…j 口武 36.3x6.0 5636 93B9970 

2835 和歌短冊(忍久恋) 武云 34.7x5.8 0204 93B9971 

2836 和歌短冊「ひともとの…j 武云 32.8x5.5 6640 9389972 

2837 和歌短冊(立秋) 武寛 36目4X6.1 裏「有木久豊」 7221 9389973 

2838 和歌短冊(山家花) 武義 36.0x6.0 裏鉛筆書「賀須屋武義安政四、六、廿七残、 3245 9389974 
六八J

2839 和歌短冊「雨つゆに・・・j 武元 36.4X6.1 0211 93B9975 

2840 和歌短冊(梅村煙幽) 武元 36.2 x6.1 0212 9389976 

2841 和歌短冊(寄月述懐) 武元 36.2x6.0 6607 9389977 

2842 和歌短冊(ふしみ山へ梅 武修 36.1 X6.0 0422 9389978 
見にまかりで)

2843 和歌短冊「朝夕に・・'J 武修 36.1 x6目。 0423 9389979 

2844 和歌短冊(寄竹祝) 武修 36.4x6.0 0424 9389980 

2845 和歌短冊(夏のはしめお 武修 36.3x6.0 「姓名柴田瀧翁心学者、生文化六(1809) 0426 9389981 
もひかけす迫登亭に遊び 年(京都)、没明治七(1874)年十三月卜九日(六

て) 十六)、称号初名武修後厚通称謙
職、住所京都、流派鳩翁の嗣j

2846 和歌短冊(竹裏雀) 武修 36.5X6.1 裏鉛筆書「柴田厚心学者」 0428 9389982 

2847 和歌短冊(実天間極) 武修 36.4x6目l 0429 93B9983 

2848 和歌短冊(夏のはしめ月 武修 36.3x6.0 0432 9389984 
のわ寺にまうて，，)

2849 和歌短冊(春月) 武修 36.0x6.0 6842 9389985 

2850 和歌短冊(JII五月雨) 武俊 36.4x6.0 6312 93B9986 

2851 和歌短冊「ちりしきし…J武生 36.3x6.0 裏朱書で「伊勢・・・j 6796 9389987 

「
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平成5年度収集購入賀料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称、 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

2852 和歌短冊(潤 武之 36.5x6.0 裏鉛筆書「両橋武之知紀門j 6098 9389988 

2853 和歌短冊佃家) 武文 36.5X6.0 5588 9389989 

12854 和歌短冊「山まとに…J 武裕 36.3x6.0 0209 9389990 

2855 和歌短冊「立よりて…」 武裕 36.4x6.1 0210 9389991 

2856 和歌短冊(忍恋) 武裕 35.2x6.0 3491 9389992 

2857 和歌短冊(留春不口 武裕 37.0x6.0 裏「十三J 6645 9389993 

2858 和歌短冊口頭葵) 武理 36.3X5.4 3092 9389994 

2859 俳句短冊「山陰やー j 武陵 36.6X6.0 裏「丹波宗匠n西尾与左エ門」 0994 9389995 

2860 俳句短冊「うくひすの…J武陵 36.5x6.0 「月居門西尾武陵j 5022 9389996 

2861 和歌短冊(後藤東乗君の 武和 36.5X6.0 裏鉛筆書「中井武和j紙貼付 0893 9389997 
庭の紅葉のいとよく口た
るをみて)

2862 和歌短冊(思萩) 武和 36.2x6.1 裏鉛筆書「中井武和J 0906 9389998 

2863 和歌短冊「山里口"'J 歳客 35.6X5.4 3485 9389999 

2864 和歌短冊(嶋蛍口) 残夢 36.2x5.4 3249 93810000 

2865 和歌短冊(雨後紅葉) 比礼雄 36.3x6.0 裏鉛筆書「柳馬場三条上ル東側 野口式部 0908 93810001 
野々口比礼雄n正帖ノ内J

2866 和歌短冊(千鳥) 氏資 36.4x6.0 裏「月口口n口{傑口口人もJ 2077 93810002 

2867 和歌短冊(深夜水鳥) 氏祥 36.5x5.9 裏鉛筆書「日本氏祥後氏定J 3339 93810003 

2868 和歌短冊にの夕・・・J 氏祥 30.7X5.4 4575 93810004 

2869 和歌短冊「君なくて…J 氏祥 30.4x6.0 4576 93810005 

2870 和歌短冊「君なくて…J 氏祥 30.5X5.9 4577 93810006 

2871 和歌短冊(山家水) 氏祥 30.4X6.0 4578 93810007 

2872 和歌短冊f秋来口ロは"'J 氏祥 30.4X6.0 4579 93810008 

2873 和歌短冊(山家友) 氏祥 30.7X5.3 4580 93810009 

2874 和歌短冊(月前薄) 氏祥 30.7X5.3 4581 93810010 

2875 和歌短冊(月) 氏祥 30.3x5.7 4700 93810011 

2876 和歌短冊(季騰宗道一) 氏祥(表) 36.3X5.8 4672 93810012 

2877 和歌短冊表「ゆめにた 氏祥(表)、氏臣 36.3X5.8 表裏に和歌あり 4218 93810013 
に…J.裏(天保八九十五 (裏)
みつにつきのうつるをみ
て)

2878 和歌短冊(原照射) 氏信 37.1 X5.5 裏「水無瀬大納言雅章公題J 4807 93810014 

2879 和歌短冊(雲間初雁) 氏臣 36.2x5.7 裏鉛筆書「岡本氏臣J 4220 93810015 

2880 和歌短冊(寄枕恋) 氏臣 33.0X5.1 4604 93810016 

2881 和歌短冊(山家雨) 氏臣 28目6X4.9 4673 93810017 
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平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

2882 和歌短冊「青柳の..'J 氏臣 22.6x4.8 4674 93BI0018 

2883 和歌短冊(蹴閥) 氏長 35.4 x 5.4 裏「北条氏長j鉛筆書「北条氏長 初口氏永 1577 93B10019 
寛文十、五、三十九、六十三j

2884 和歌短冊「ふえっ、み・ー」 氏之 32.0x4.8 4603 93BI0020 

2885 和歌短冊「梓弓・・・j 氏茂 36.4x6.0 1954 93B10021 

2886 和歌短冊(野董) 氏茂 36.3 X6.0 5861 93BI0022 

2887 和歌短冊(神祇) 氏茂 36.1 X5.9 6478 93BI0023 

2888 和歌短冊(松中雪) 氏議 36.0X5.4 裏に「戸国氏寿江戸人、麿下、淡路守、定 3350 93BI0024 
良門後口翁門H[姓名]戸田氏寿江戸旗本
[称号]淡路守[師承・流派]定良門J

2889 和歌短冊表「うくひす 氏祥(表)、氏臣 35.5x5.4 6471 93BI0025 
は…J.裏(十三夜月) (裏)

2890 和歌短冊(冬床) 民口 36.5X5.7 4712 93BI0026 

2891 和歌短冊 民雄 36.2 x5.8 1853 93BI0027 1 

2892 和歌短冊(凧のはりのか 民雄 30.2 X5.3 4741 93BI0028 
たに)

2893 和歌短冊「かへらさる…j 民雄 29.0x6.6 4742 93BI0029 

2894 和歌短冊 民雄 35.3x6.5 4744 93BI0030 

2895 和歌短冊(若菜) 民雄 30.2x5.3 4750 93B10031 

2896 和歌短冊(加茂川の夏の 水雲 36.4X6.0 6034 93BI0032 
月)

2897 俳句短冊「河骨や・・'J 水丈 36.5x5.9 3858 93BI0033 

2898 俳句短冊「夏大根・・'J 水梓 36.0X6.0 0577 93BI0034 

2899 俳句短冊「鴬の・・・」 氷口 36.4x6目。 裏「京都市下京宝IIIT通五条上ル石原源左衛 4165 93BI0035 
門J

2900 俳句短冊(梧洞庵瓢砕詞 氷湖 36.4X6.1 裏に印「信濃園諏訪湊村伊藤氷湖J 7184 93BI0036 
宗継続賀)

2901 和歌短冊 永口 36.4x6.1 3055 93BI0037 

2902 和歌短冊(夏雨) 永雅 36.0x6.0 裏に紙貼付「高倉正三位永雅卿H高倉永雅 3890 93BI0038 
永彰ノ男 中納言正二位安政二年七十二残

(二月十六日コ)J

2903 和歌短冊「御口生に・"J 永喜 36.3x6.0 7346 93BI0039 

2904 俳句短冊「州の戸に・ 'J 永機 36.2x6.0 「老口堂永機J 5088 93BI0040 

2905 和歌短冊(待雪) 永好 36.1 x6.0 裏鉛筆書「十日J 4225 93BI0041 

2906 和歌短冊(春日を) 永好 35.8X6.0 裏[東京間宮永好J鉛筆書「十三」 4226 93BI0042 

2907 和歌短冊(花林口月) 永寿 35.9 x 5.8 1771 93BI0043 

2908 和歌短冊(河上春月) 永章 35.5 x 5.6 裏鉛筆書「青木永章弘化二寂五十九日村 1729 93BI0044 
万j
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

2909 和歌短冊(残鵬) 永章 35.7X5.3 「大平門青木永章j 4875 93810045 

2910 和歌短冊(紅葉露) 永章 35.8X5.5 「大平門青木永章J 4904 93810046 

2911 和歌短冊「みな人の"'J 永成 36.3x6.0 裏「井岡j鉛筆書「七条内口塩屋町j 4481 93810047 

永太郎 裏「首時口湾基隆鹿田口港庄萱番戸第四号寄 1834 93810048 2912 和歌短冊(寄石祝) 36.6x6.1 
留(基隆醤院前)石川県系金津市下新町萱番地

長井永太郎J

2913 和歌短冊(待恋) 永貞 35.9X5.4 裏「有沢永貞 ￥100 (鉛筆書)正徳、五、十一、 3289 93810049 
七、七十七j

2914 和歌短冊(水辺若菜) 永平 36.2x5目8裏鉛筆書「名十三ノ内J 3413 93810050 

2915 和歌短冊「かきくらし…J永平 36.4X5.9 裏に紙貼付「本居楠吉川本居永平 大平ノ季 6499 93810051 
子ナリ兄口正、清島等ヨリモ家口ニ精ナリシ
モ早ク残ス 中由美名ノ紹介ニヨリテ=口吉

田口ニ仕へタリ (鉛筆書)天保十三、六、十
五残、廿五才j

2916 和歌短冊(梅雨) 永保 36.2x6.1 1101 93810052 

2917 俳句短冊fしら梅や・"J 江月 36.4x6.0 7173 93810053 

2918 漢詩短冊(雨日間蓑口口 江森誠拝 37.7 x 5.8 6884 93810054 
送風泉D

2919 和歌短冊表(月)・裏(秋 江直 36.4x6.1 2157 93810055 
朝)

2920 和歌短冊(寄花懐旧) 池臣 36.5x6目O裏鉛筆書「宮本池臣J 5647 93810056 

2921 俳句短冊(春の雪)・(玉 羽子風 28.4X4.9 2句あり 0147 93810057 
打)

2922 和歌短冊「年のうちに…J沖 36.3x6.0 3438 93810058 

2923 和歌短冊(眉を取給ふを 治堅 36.8X6目l裏鉛筆書「臼井治竪Jf嘉永六…J 0826 93810059 
いはひて)

2924 和歌短冊(深夜月) 治堅 35.9x6.0 裏「秀雄門因洲人白井治堅J 0832 93810060 

2925 和歌短冊(六月放) 治堅 36.3X5目9裏「口口歌人白井治堅J 4271 93810061 

2926 和歌短冊(雪) 治昭 36.3X5.5 3027 93810062 

2927 和歌短冊「よはひをば・・・j 治親 36.2X5.8 1500 93810063 

2928 和歌短冊「ちょこめし・・J泉 36.6x6.1 1623 93810064 

2929 和歌短冊「夏箕川・・J 泉樹 36.4X6.0 1180 93810065 

2930 俳句短冊「松の雪・・'J 泊月 36.3x6.0 裏「野村泊月「風帖JJ/r[姓名]野村泊月 3939 93BI0066 
[住所]丹波酒商J

2931 漢詩短冊I山中一路影繭 泊洲隆逸 35.8X7.5 0165 93BI0067 

2932 漢詩短冊「山中一路影副 泊洲隆逸 35.9X7.4 0169 93BI0068 

2933 漢詩短冊「薄暑炎天意嬰 泊洲隆逸 35.9X7.4 0177 93BI0069 
如".J 
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2934 漢詩短冊「古屋騰 躍楽悠 泊洲隆逸 36.0X7.4 0178 93810070 
然"'J

2935 俳句短冊(花) 法橋口順 36.1 X5.4 4998 93810071 

2936 俳句短冊(野雲亭の祖翁 法斎 35.3x5.9 0116 93810072 
忌に)

2937 和歌短冊(名所立夏) 法住 36.3x6.0 裏「寺部守口口J 1758 93810073 

2938 和歌短冊「岩清水・・・」 法忍 36.0X6.0 裏鉛筆書「正帖ノ内J 6045 93810074 

2939 和歌短冊(江芦) 波口 36.3x5.8 裏「三十七」 5808 93810075 

2940 俳句短冊口ひ六世梧桐 波石 34.8x6.0 裏「和口大口良町口口回東富田久四郎j 2647 制 00761

電を口砕口継号を口口を
祝してよめる)

2941 俳句短冊「反橋を・・」 波之 36.5x5.8 4032 93810077 

2942 和歌短冊(手向州) 波隆 36.3x5.9 7088 93810078 

2943 和歌短冊(栽桜) 泰幹 31.6X5.4 1087 93810079 

2944 和歌短冊(泉寺にて春の 泰幹 31.7X5.4 1105 93810080 
ゆふくれによめる)

2945 和歌短冊(早日若菜) 泰岸 36.2 X6.0 裏「比尼薩台巌j鉛筆書「珍j 0805 93810081 

2946 和歌短冊(五月郭公) 泰州 36目4X5.9裏「彦根家中冨間口口J/r冨田泰州彦根 2777 93810082 
の歌人、景樹門、天保十一年五月廿五日残、
五十才J

2947 和歌短冊(紀の国本居何 泰州 35.5X5.7 裏「富田泰州j 6411 93810083 
かしの月次の曾に山吹

を)

2948 和歌短冊(雪消山色静) 泰州 36.3x5.9 裏[富田泰州江口彦根の人宗口門J 6412 93810084 

2949 和歌短冊(貧家無一物夏 泰俊 36.2x6.1 裏鉛筆書「五ノ三/中J 0921 93810085 
涼)

2950 和歌短冊(雪中悔) 泰俊 36.3x6目l裏鉛筆書「五ノ三ノ内J 0922 93810086 

2951 和歌短冊(朝別恋) 泰制 35.7x5.4 「朝岡泰制 (鉛筆書)題は京極口j 4829 93810087 

2952 和歌短冊(風前梅) 泰ff.(j: 31.7x5.3 1104 93810088 

2953 和歌短冊(渓梅) 泰鮮 31.5x5.4 1115 93810089 

2954 和歌短冊(郭公) 泰足 35.1 x5.9 裏に紙貼付「村田泰足 彦根藩の岡学者、宣 6408 93810090 
長門、著『淡海=郡録』等、文政六年十一月

五日残、七十五才J

2955 和歌短冊帰属) 泰足 36.3x5.9 裏「井田大助J 6529 93810091 

2956 俳句短冊「雨のせて・・・j 泰登 36.1 x6.0 0099 93810092 

2957 和歌短冊(松上鶴) 泰↑無 36.3X6.0 裏「島崎泰惚J 6276 93810093 

2958 和歌短冊「たぴころも・・・J洞雪 36.1 X5.9 1654 93810094 

2959 和歌短冊「ちとせまで・一j 津賀 35.9x5.8 同じ歌が表裏にある 1651 93810095 
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2960 漢詩短冊「門外双松翠色 海洲隆史 36.2x6.9 0176 93810096 
新..'J 

2961 漢詩短冊(春日閑居) 海洲隆曳 36.2X5.8 絹本 0538 93810097 

2962 和歌短冊「くれなゐの…J海童 36.2X5.8 裏鉛筆書「村百J 4435 93810098 

2963 和歌短冊Iさよ口けて…j 海量 36.5X6.0 裏「僧海量j 6109 93810099 

2964 和歌色紙(詠淡海) 海量 27.5x25.0 7482 93810100 

2965 和歌短冊「朝夕に.'J 海膝 36.2x6.1 裏鉛筆書「五ノ三ノ内j 0927 93810101 

2966 漢詩短冊(戊辰元日即事) 浜土素堂 36.3x6.1 0175 93810102 

2967 俳句短冊(雷) 浩涛 36.2X6.0 0569 93810103 

2968 和歌短冊(関時雨) 浮木 36目OX5.8裏「三百人一首二編 冬 ( r撰歌」の印)n京都 6527 93810104 
岡崎僧澄月遺跡翠雲軒浮木J

2969 和歌短冊(年内立春) 浮木 35.3x5.4 6530 93810105 

2970 和歌短冊(落花) 涌蓮 34.7x5.3 1355 93810106 

2971 和歌短冊(寄衣述懐) 涌蓮 35.1 X5.2 裏「涌蓮法師寄衣和歌短冊J、朱書で「ー 4292 93810107 
0八九J

2972 俳句短冊(祝) 涙口 36.3x6.0 裏「口口国七尾町字口生町・・・j 2646 93810108 

2973 和歌短冊(春日祭) 涼通 36.2x5.5 5960 93810109 

2974 和歌短冊(八十八祝) 涼風 36.1 X6.0 1197 93810110 

2975 俳句短冊(倉田某の君の 浜水 36.2X6.0 裏鉛筆書「漠水五二七頁一.青山江戸 1216 93810111 
追悼ニ紅葉といふ題を) 人、ー栗田水戸藩士、一.藤本伊勢人、

一.平野南部盛岡人文化年中、一椿園
大阪人嘉永年中、俳年に五人見ゆj

2976 和歌短冊 浜水 36.2 x 5.9 裏鉛筆書「御家流西谷信道n西谷信道ヵ 6032 93810112 
明治廿四残」

2977 和歌短冊(梅渓に・・.) 浜水 36.3x5.9 裏鉛筆書「西谷信道ヵ 明治廿四残」 6033 93810113 

2978 俳句短冊「手軽くも…J 1其石 35.3x5.9 裏朱書で「伊勢人松本棋石J 0991 93810114 

2979 和歌短冊(幸逢大口代) 淑蔭 36.2x6.0 裏鉛筆書「井上淑蔭j 5731 93810115 

2980 漢詩短冊(月梅図) 淡々主人 36.3x6.0 裏鉛筆書「武俊j 1014 93810116 

2981 俳句短冊「暮の露・・'J 淡聖 36.4X6.0 「八千房淡史」 5093 93810117 

2982 和歌短冊(梅) 深{二 36.4X5.5 裏に紙貼付「仁和寺二十一代深仁法親王」鉛筆 3388 93810118 
書「文化四、七、廿一、四十九J

2983 和歌短冊「住よしの・・・」 淳 35.8x6.0 5792 93810119 

2984 和歌短冊(古戦場口 淳子 35.7x6目。 裏「山田淳子J 4317 93810120 

2985 和歌短冊(安，心見菜) 淳子 36.4X6.0 裏鉛筆書「山田淳子J 6335 93810121 

2986 和歌短冊(社頭雪) 淳風 36.2X5.9 0778 93810122 

2987 和歌短冊(端午興) 淳房 36.8X5.6 裏「口小路殿権大納言宝永六年十一月十日 6771 93810123 
五十八遊スJ
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2988 和歌短冊(演劇) 淵 36.3x6.0 0737 93B10124 

2989 和歌短冊(残鴬) 淵 36.1 X5.9 絹本裏「宇田淵J 0776 93B10125 

2990 和歌短冊(鳥取の城山を 清 36.2x6.0 裏「鳥取歌人」 1527 93B10126 
見てよめる寄の中)

2991 和歌短冊(朝花) 清口 36.3x6.0 3226 93B10127 

2992 和歌短冊(大正甲寅の秋 清口
初腐をよめる)

36.3x6.0 3227 93B10128 

2993 和歌短冊(竹間鴬) 清口 36.4X6.0 5767 93B10129 

2994 和歌短冊(梅花立春) 清栄 35.9x6.0 0034 93B10130 

2995 和歌短冊(若竹) 清栄 36.3x6.0 1066 93B10131 

2996 和歌短冊口中鴬) 清栄 36.2x6.0 7310 93B10132 

2997 和歌短冊「白口の・・'J 清雅 36.1 x6.0 裏「名古屋市東直月見坂木原勝太郎J 4489 93B10133 

2998 和歌短冊(落花) 清海 36.3x6.0 裏鉛筆書「清海宮口" 大平門、長江" 1464 93B10134 
大平門、大井"J 

2999 和歌短冊(日本一の健康 清橘 36.3x5.9 0036 93B10135 
児)

3000 和歌短冊C月越関) 清郷 36.0x6.1 「曾津人原清郷J 5181 93B10136 I 

3001 和歌短冊(正月のはしめ 清矩 36.4X6.0 裳「内遠門人小中村清矩J 6110 93B10137 

3002 和歌短冊 清空 36.6x6.0 6131 93B10138 

3003 和歌短冊(懐奮) 清啓 36.3x5.6 2423 93B10139 

3004 和歌短冊(鷹狩) 清古 37.5x5.8 裏「題ハ有仁親王筆j 6806 

3005 和歌短冊(廿四年十二月 清光 36.2x6.0 3417 93B10141 
一日…)

3006 俳句短冊「春の宵・・'J 清江 36.4X6.0 裏鉛筆書「上野清江口口氏厳父」 6840 93B10142 

3007 和歌短冊(茶釜) 清綱 36.4x6.1 「黒田清綱鹿児島務士、御寄所長子爵知 3215 93B101431 
紀門 大正六年三月廿二日莞八十八才J

3008 和歌短冊(小楠D 清綱 36.2x5.9 「黒田清綱J 5224 93B10144 

3009 和歌短冊(七夕) 清行 36.4x6.0 0107 93B10145 

3010 和歌短冊「別れては・"J 清行 35.8x6.1 6476 93B10146 

3011 和歌短冊(清月上権花) 清香 36.1 X6.0 裏鉛筆書「今尾清香川十三J 4214 93B10147 

3012 和歌短冊(山家早春) 清根 36.4x6.0 「松園坊清根J 4818 93B10148 

3013 和歌短冊「諸ともに…J 清樹 36.7X6.0 裏鉛筆書rllJ本清樹Jf五ノ三ノ内J 3347 93B10149 

3014 和歌短冊(名所瀧) 清樹 36.5X6.0 「山本清樹J 4854 93B10150 

3015 和歌短冊「みる人の・"J 清樹 36.2x5.1 裏に紙貼付「山本清樹 京都の園学者 もと 6665 93B10151 
尾張人亀園と号す景樹門但州出石の
人、平直亀を口池中に外数万の亀を放
すj
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3016 俳句短冊「我梅の・・.J 清秋 35.8x6.1 裏墨書「本田清秋俳人随翁閑楽庵j 0098 93810152 

3017 和歌短冊「花かめにーj 清秋 35.7x6.2 裏鉛筆書「明治十、十三」 1363 93810153 

3018 和歌短冊(新樹) 清秋 36.1 x5.9 「春州門田代清秋J 4936 93810154 

3019 和歌短冊(詠水石契久長 清臣 36.4X6.0 裏にf伊橡松山藩西村弥四郎源清臣Jf詠 3511 93810155 
寄) 水石契久長調Jf長歌Jf西村清臣伊予松

山藩士、弥四郎と稽すJ

3020 和歌短冊(採早苗) 清臣 36.3x6.0 裏「東京J 6010 93810156 

3021 和歌短冊(薫大将) 清成 36.0x6.1 f田中大秀門飛騨高山人土木清成J 5195 93810157 

3022 和歌短冊(龍) 清生 36.2x6目l裏鉛筆書「五ノコノ口J 0665 93810158 

3023 和歌短冊(待郭公) 清石 36.4x6.0 裏f近藤芳樹の子山口近藤清石J 2094 93810159 

3024 和歌短冊「かやり火の・..J 清石 35.6X5.4 3209 93810160 

3025 和歌短冊(郭公) 清先 35.8X5目9 6250 93810161 

3026 和歌短冊(連夜月明) 清長 36.5x6.0 7116 93810162 

3027 和歌短冊「蔭高き…j 清直 35.9X5.4 0363 93810163 

3028 和歌短冊「言翠せず...J 清直 36.0X5.8 裏「皇都人大沢諸陵允J鉛筆書「直口」 1741 93810164 

3029 和歌短冊(春日) 清直 36.1 X6.0 1742 93810165 

3030 和歌短冊 清直 36.2x5.9 「御亜清直J 5222 93810166 

3031 和歌短冊(樹蔭納涼) 清直 36.5X6.0 裏「イセ山田ノ人J 6135 93810167 

3032 和歌短冊(紅花) 清直 36.2x6.0 裏「千種の花夏(r撰歌jの印)Jf伊勢園神宮司 6136 93810168 
聴出仕正八位御亙圃書j

3033 和歌短冊「うの花の・・・」 清直 36.6x5.8 6137 93810169 

3034 俳句短冊(開庵を祝し侍 清冬 36.4X6.0 4179 93810170 
る)

3035 和歌短冊(暮秋虫) 清島 35.8X6.0 5908 93810171 

3036 和歌短冊(尋虫声) 清島 36.5X5.5 裏鉛筆書「村六十内J 5909 93810172 

3037 和歌短冊r~ 、にしへを…J 清楢 35.6x5.5 2750 93810173 

3038 和歌短冊(山花) 清之 34.8X5.4 裏「備中小寺監物J鉛筆書I村万J 1720 93810174 

3039 和歌短冊傭) 清之 36.4X5.6 裏「小寺清之J鉛筆書「天保十四、十日、十、 1722 93810175 
七十、四、十J

3040 和歌短冊(詠史) 清波 36.6x6.0 5985 93810176 

3041 和歌短冊(祇園首夏) 清伴 36.3x6.1 裏鉛筆書「西廿ノ内J 5709 93810177 

3042 和歌短冊(大宮八幡) 清彦 36.1X6.0 4118 93810178 

3043 和歌短冊(静女) 清敏 36.2x6.0 「常陸河内郡長竿長谷川清敏J 5230 93810179 

3044 和歌短冊(身のうき事を 清風 36.5x6.1 裏墨書「池袋清風J 0783 93810180 
のみうち歎かる h折しも
五月雨の空をほと〉きす
の鳴きですきけれは)
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3045 和歌短冊(明治十六年十 清風 35.6x5.4 裏鉛筆書「池袋清風 明治世二、七、廿没、 0784 93B10181 
二月廿一日西京同志社に 四十四J
て大なる学ひのやかた石
にて立てられけるはしめ
の礎に隅石を置くの式を
行ハれけるとき銘の通に
他の文と共におさめたる
うた)

3046 俳句短冊「下口の法・"J 清風 36.1 X6.0 裏鉛筆書「口三ノ内J 3529 93BI0182 

3047 和歌短冊(埋火) 清風 35.5x5.4 裏鉛筆書「長松清風J 4285 93B10183 

3048 和歌短冊「ゑみのまゆ・"J 清風 36.3x6.0 裏I歓聾n小野村・清風」 4485 93BI0184 

3049 和歌短冊 清風 35.6X5.4 5929 93B10185 

3050 和歌短冊(人の・・・) 清風 36.1 X6.0 裏鉛筆書「長松清風n北野宥清寺口山 大路 5930 93BI0186 
清風j

3051 和歌短冊「信心を・"J 清風 36.2 x6.0 裏鉛筆書[昭和四五、十二、十六…」 5931 93BI0187 

3052 和歌短冊(海辺納涼) 清風 36.3x6.0 裳「鹿児島勝目向園都城池袋清風J 7104 93BI0188 

3053 和歌短冊「しつけさは一J清満 36.1 X6.0 6288 93BIOl89 

3054 和歌短冊「あかなくて…j 清民 36.0X5.9 裏鉛筆書「宗ノ内J 1533 93B10190 

3055 和歌短冊口前竹) 清流 36.4 x 6.1 裏「大鴨宮川清流J 2951 93BI0191 

3056 和歌短冊(山本家の婚姻 清流 36.4X6.0 裏「正五位 宮川清流n長野県系信濃閤高井郡 4439 93BI0192 
を口きて) 須坂堀内蔵頭領首事京都市上京直下鴨膳部

町北側廿六番地 陸軍歩兵大佐正五位勲四等
功四級宮川茂三歌名清流大正九年六十一
歳」

3057 和歌短冊(おなじもじな 清頭書 35.7X6.0 表に「口本居宣長先生之歌J 3530 93BI0193 
き四十七もじのうた)

3058 和歌短冊「かきりなく…J温蔭 37.3X5.7 裏「嘉永口春寄松祝日伴豊前n伴温蔭豊 6196 93B10194 
前J

3059 和歌短冊(よふけて帰る 温真 36.2X6.0 2948 93BI0195 

3060 和歌短冊(新年雪) 温郵 36.3x6.0 裏鉛筆書「小杉温郎J 0811 93BIOl96 

3061 俳句短冊(勢州不断桜に 湖雲 36.0X6.0 裏墨書「左陽長善寺Jと墨書 0661 93B10197 
て)

3062 和歌短冊(賀) 湖山 37.1 X5.6 1737 93B10198 

3063 和歌短冊「花にあかぬ・"J 湖春 36.5X5.4 裏に紙貼付「北村湖春 季吟ノ長子父ノ業ヲ 2763 93BI0199 
受ケ幕府ノ歌学所ニ召サレ花果院法口ト称ス
和歌ニ秀ツ 元禄十年正月残口年五十J

3064 和歌短冊(壬生踊) 湖南 36.7X6.0 裏鉛筆書「北村湖南季文ノ子家学ヲ承ケ 0713 93BI0200 
テ、令名アリ」

3065 表・漢詩短冊(三石僑の 表・湘香生、 36.4X6.0 表に漢詩、裏に和歌あり 0546 93B10201 
雑吟) 裏・和歌短冊「と 裏・しほに
くおきて・・ J

3066 和歌短冊「つ hむとも…j 湛 35.1X6.0 0188 93B10202 
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3067 俳句短冊「元日や・・.J 激 35.1 X5.7 3769 93810203 

3068 和歌短冊(拝楠公碍) 湾翁 36.3X6.1 裏墨書f防郡山口県系士族 勝間田盛稔j 0765 93810204 

3069 和歌短冊巴戸燭 満子 36.4x6.0 2623 93810205 

3070 和歌短冊「友はみな・..J 満寿 36.3x6.0 裏f市内三条烏丸中口満寿」 4557 93810206 

3071 和歌短冊「ときはなる…J満寿子 36.1 X6.1 裏「市内三条烏丸西入 中口満寿J 4540 93810207 

3072 和歌短冊(早春) 満都凡 36.3X6.0 6844 93810208 

3073 和歌短冊(歳暮市) 満名 36.5X5.7 5538 93810209 

3074 和歌短冊「幾千世も・・.J 満祐 36.4x6.1 5852 93810210 

3075 和歌短冊(春雨) 演清 36.3X6.0 7226 93810211 

3076 俳句短冊「嶋たあとの…J漫々 36.6X5.5 「可都黒門早川漫々J 5063 93810212 

3077 和歌短冊(遊女) 潔大人 35.6x5.8 裏「村上潔夫(年明卿J鉛筆書『歌人、通稿三介、 6428 93810213 
伊勢人文化の頃にの部分斜線で消す)摂
津・伊勢に住す文政六、九、十残、五十五
才j

3078 和歌短冊(旅泊口夜) 潔美 36.3x6.0 4609 93810214 

3079 和歌短冊f口のまの・..J 潔美 36.3X6.1 4610 93810215 I 

3080 和歌短冊「わかやとの・・・j 潔美 36.2x6.1 4611 938102161 

3081 和歌短冊「くれなはと…J潔美 36.2x6.1 4654 

3082 和歌短冊「尋来る・・.J 潔美 36.2x6.1 4655 93810218 

3083 和歌短冊「春口に・・.J 潔美 36.2x6.1 4656 93810219 

3084 和歌短冊「松風の・・.J 潔美 36.0x6.0 4657 93810220 

3085 和歌短冊『茂りあふ…J 潔美 36.3x6.0 4658 93810221 

3086 和歌短冊(月前露) 潔美 36.0x6.0 裏「十二j 5110 93810222 

3087 俳句短冊「暖簾を・・.J 潮荒 36.8x5.4 0653 93810223 

3088 和歌短冊(六十ーになり 澄
けるはつ春のうた)

35.9X5.4 裏鉛筆書「冷泉為村卿澄覚Jf公口帖内』 1353 93810224 

3089 和歌短冊(早苗) 澄覚 35.4X5.7 1351 93810225 

3090 和歌短冊(千鳥) 澄月 35.3x5.2 裏「=口J 4278 93810226 

3091 和歌短冊(蛍似露) 澄月 36.1 x6.0 裏鉛筆書『村六十の内」 4279 93810227 

3092 和歌短冊(積翠軒) 澄月 36.1 x5.9 5388 93810228 

3093 和歌短冊(夏月明日 涛子 36.4X6.0 5294 93810229 

3094 和歌短冊(門池の・・.) 為口 36.4x5.7 裏鉛筆書「口人ノ内JfxJ 6024 93810230 

3095 和歌短冊(花開鴬) 為紀 36.5x6.0 0764 93810231 

3096 和歌短冊(朝虫) 為紀 36.1 X6.0 3125 93810232 

3097 和歌短冊(時雨易過) 為紀 36.3x6.0 5252 93810233 
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3098 和歌短冊(述懐) 為儀 36.3x5.9 2013 93810234 

3099 和歌短冊(遠近蛍) 為系 35.9x5.5 2865 93810235 

3100 俳句短冊「嬉しさの・"J 為三 36.5x6.1 1187 93810236 

3101 俳句短冊 為山 35.9x6.0 r(鉛筆書)関氏月の本為山 (鉛筆書)メ十一J 5080 93810237 

3102 和歌短冊(春祝) 為治 36.2 X6.0 裏「京都市上京区忠助大宮西入 岡本為治J 4461 93810238 

3103 和歌短冊「山もとの・・・」 為治 36.1 x6.0 裏「京都市上京商智恵光院通今出川下ル岡 4484 93810239 
本為治J

3104 和歌短冊(思ふことあり 為周 36.2 X6.0 裏墨書「天保十三貧十一月樟基康宗匠一周忌 0334 93810240 
て) のころよめる」 鉛筆書「為周署名は珍しj

3105 和歌短冊(青柳に・・.) 為春 36.4X6.0 4739 93810241 

3106 和歌短冊(折花) 為村 36目OX5.9 1350 93810242 

3107 和歌短冊「咲あまた・"J 為村 35.4 x 5.7 1354 93810243 

3108 和歌短冊(月) 為泰 36.4X6.0 裏墨書「森為泰J 0759 93810244 

3109 和歌短冊(大人に奉ると 為泰 36.5X6.0 裏鉛筆書「明治八年残 千家尊孫門、歌人、 1415 93810245 
て) 森氏J

3110 和歌短冊(夏窓) 為忠 36.4X5.9 裏墨書「西尾為忠j 0723 93810246 

3111 和歌短冊(山家首夏) 為忠 36.5X6.0 0786 93810247 

3112 俳句短冊「草に木に・・・j 為寵 36.0x5.8 裏「尾藩 大嶋六右衛門」鉛筆書「名十三ノ内」 1098 93810248 

3113 和歌短冊(朝時雨) 為直 36.1 X5.5 裏「千蔭の父樹直J 4419 93810249 

3114 和歌短冊(春朝日) 為定 36.5X6.0 裏に紙貼付「五保前中納言為定卿J 3122 93810250 

3115 和歌短冊口立堂) 為能子 36.1 X6.0 7217 93810251 

3116 和歌短冊「たなばたの"'J 為武 36.5X6.1 裏「浪花人」 5552 93810252 

3117 和歌短冊(扇不離手) 為名 36.4X6.0 6653 93810253 

3118 和歌短冊(タ間月) 為理 36.5X6.0 裏に紙貼付「冷泉家二十七代」 3126 93810254 

3119 和歌短冊(積雪) 為理 36.1 X5.3 裏鉛筆書「慶応、凹莞四十五j 3165 93810255 

3120 和歌短冊「たつ波も…j 為準 33.4X5.0 裏鉛筆書「五条為学 天文十二、六、三十日、 6778 93810256 
七十二j

3121 和歌短冊(硯) 為虞 35.9x6.0 裏「粟国家中 並河氏J鉛筆書「基康男カJ 0898 93810257 

3122 和歌短冊(寄鏡述懐) 為庚 36.3X6.0 5652 93810258 

3123 俳句短冊(青簾) 烏水 36.3x6.0 0564 93810259 

3124 俳句短冊「聞足らぬ・・・」 烏舌 36.6x5.6 0601 93810260 

3125 和歌短冊(菊半開) 無口 36.3x6目。 3902 93810261 

3126 和歌短冊(念傍三心のこ 無口 35.6X5.4 6060 93810262 
ころをよめり)

3127 俳句短冊(みまかりたま 無染 36.2X6.0 1208 93810263 
ひしをいたみて)
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3128 和歌短冊(春水) 無別 36.4x6.0 「長講堂無別j 4834 93810264 

3129 和歌短冊(字米) 無名 35.3x5目l 6195 93810265 

3130 和歌短冊「うろくすの"'J 祝 34.8X5.4 裏鉛筆書「松浦侯肥前守j 6463 93810266 

3131 和歌短冊「今までは・"J 酒E 34目8X5.4裏「松浦肥前守」 6535 93810267 

3132 和歌短冊(初冬) 配 36.4X6.0 6536 93810268 

3133 和歌短冊(月) 照房 36.0X5.3 裏「清閑寺照房卿 貞享三年十月十日腹、五 6725 93810269 
十四J

3134 和歌短冊(内山君日新宅 照口 36.3x6目O 7151 93810270 
の祝に)

3135 和歌短冊(ある女に代り 照山 36.2x5.8 裏「代議士佐々木照山j鉛筆書「佐々木正競 2495 93810271 
て) 明治大正の政治家明治二十三年第一回此口第

十三回選口口口口衆議院二十回当選J

3136 和歌短冊「鬼をして・"J 照子 35.5X5.7 7209 93810272 

3137 和歌短冊 照獄 38.2x5.8 3466 93810273 

3138 俳句短冊「居へ直に・"J 熊挙 36.4X6.0 2806 93810274 

3139 和歌短冊(梅花遠匂) 熊夫 36.5X5.6 「森熊夫J 4853 93810275 

3140 和歌短冊「みほとけの…J熊夫 35.8X5.4 裏に紙貼付「森熊夫 (鉛筆書)大坂 大平門J 4944 93810276 
「森熊夫大坂の園学者、大平門Jr森熊夫j

3141 和歌短冊(春日 熊夫 35.7X5.4 5199 93810277 

3142 和歌短冊(名処鹿) 燕子 35.9X6.0 裏「小原燕子j 0883 93810278 

3143 俳句短冊「吹風の・・'J 燕石 34.9x5.2 5448 93810279 

3144 俳句短冊(立机賀) 牛行 36.9x5.4 0620 93810280 

3145 俳句短冊「稲妻の・"J 牛行 36.1 x5.6 r(鉛筆書)杜口門御射山牛行J 5050 93810281 

3146 和歌短冊 牛鹿 36.5X6.1 裏鉛筆書「書家」 2537 93810282 

3147 和歌短冊 牧子 36.3X6.0 5261 93810283 

3148 和歌短冊(雲間夏月) 物外 35.8x5.1 0888 93810284 

3149 和歌短冊(寄道述懐) 物外 33.2x5.2 1097 93810285 

3150 俳句短冊「神代から"'J 物外 36.5X6.1 「奇{留物外Jr [姓名]僧物外[没]文久コ年 5089 93810286 
(七三) [称号]名・不僧、拳骨和尚と稽す
[住所]伊予松山人[その他]勤王家」

3151 和歌短冊 献 36.3x5.9 絹本 裏鉛筆書「山口信天翁」 5823 93810287 

3152 和歌短冊(蝉) 玄口 36.0X6.0 裏「越中口津町中村玄口j 2050 93810288 

3153 和歌短冊「仰き見る・"J 玄口 36.4x6.0 2910 93810289 

3154 和歌短冊(春述懐) 玄意 37.2 X5.6 裏「水崎玄意J鉛筆書「寛政十、五、廿八死、 5545 93810290 
七十九日地下ニ多喜坊法橋アリ別人カJ

3155 和歌短冊(八月十三夜走 玄華 36.3X6目。 裏鉛筆書「明治十四、七、寂、家口」 0356 93810291 
輪車干ニ月見しけるにくも
りでありけれハ)
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3156 和歌短冊 玄覚 35.9x5.4 裏鉛筆書「冷泉口満玄覚7c和五、十一、 1746 93BI0292 
十四莞、六十一J

3157 俳句短冊「口てくる…j 玄強 35.7X6.4 4033 93BI0293 

3158 俳句短冊(更衣) 玄札 35.8x5.5 5444 93BI0294 

3159 漢詩短冊「不余勿々駒隙 玄山 22.lx4.8 0167 
奔"'J

3160 和歌短冊(尚道霊の慈明 玄俊 36.1 X4.8 4769 93BI0296 
忌に)

3161 和歌短冊(夏懐|日) 玄俊 36目OX4.8 「乳医綾小路新町東近藤常陸大橡玄俊 4789 93BI0297 
字秀甫号済世口J

3162 和歌短冊(寄竹祝) 玄純 36.4x6.1 「京小111一条豊岡玄純号毒仙J 4787 93BI0298 

3163 和歌短冊「たか家の・"J 玄成 36.2x6.0 裏「梅花誰家JI大阪府下神社中教正生図魂 3573 93BI0299 
宮司戸田玄成J

3164 和歌短冊(雪中見楳) 玄成 36.5x6.4 5590 93BI0300 

3165 和歌短冊(春祝) 玄正 35.4x5.8 2896 93BI0301 

3166 和歌短冊(東山於清水寺 玄伸 37.5x5目4 「連歌師口鹿J 5157 93BI0302 
口日

3167 俳句短冊「口の・・・」 玄w 36.1 X5.7 「連寄附IJ 517I 93BI0303 

3168 俳句短冊「涼しさを…j 玄陳 35.9x5.7 「里村玄|陳」 4988 93BI0304 

3169 和歌短冊「有馬山"'J 玄陳 35.2x5.8 「連寄師紹巴ノ孫J 5173 93BI0305 

3170 俳句短冊「今日よりや"'J 玄的 36.2X5.7 [連寄師紹巴孫J 5172 93BI0306 

3171 俳句短冊「火ふりて・・・」 玄兎 36.3x5.5 裏「江戸玄兎J 0998 93BI0307 

3172 和歌短冊「ゆきしもに…j 玄道 36.3x6.0 裏「伊橡大洲矢野玄洲Jf細川IJ 5733 93BI0308 

3173 和歌短冊(月前菊) 玄二 36.5x6.0 7162 93BI0309 

3174 和歌短冊(もみちの頃高 玄如 36.2x6.1 裏鉛筆書「天保十八J 5886 93BI0310 
雄山にやとりて)

3175 和歌短冊(寄筏恋) 玄如 36.3x6.1 裏鉛筆書「若林玄如 天保十一、七寂j 6265 93BI0311 

3176 和歌短冊表(夏河)・裏 玄孝 35.8x5.5 表裏に和歌あり 裏の歌は下書ヵ 5572 93BI0312 
(暁天千鳥)

3177 和歌短冊「なべて木も"'J 玉口 36.3x6.0 2421 93BI0313 

3178 手[1歌短冊「朝日さす・"J 玉らん 36.lx6.1 裏鉛筆書「松樹園社中 木下明照J又「玉蘭ハ松 0869 93BI0314 
樹園社中木下明照」

3179 俳句短冊「老楽は・・'J 玉玩 36.3x6.0 0958 93BI0315 

3180 和歌短冊「手弱女か"'J 玉菜 36.4x6.0 裏鉛筆書「水口J 6813 93BI0316 

3181 和歌短冊(首夏) 玉緒 36.3x6.1 裏「子マJ 0411 93BI0317 
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3182 和歌短冊(姑息) 玉緒 36.0X6.0 裏「明治ノ歌人玉緒J鉛筆書「宮崎氏、桜戸 0436 93810318 
と称す近江の人小松宮に仕ふ明治廿九
年九月十七日残六十九 日本語学等著多し
(芳)J紙貼付「棲績の名手J(緑の紙)i機戸玉緒
宮崎氏、桜花を写すにたくみなり 明治廿九
年九月十七日残年六十九j

3183 和歌短冊にとし明治十 玉緒 36.4X6.0 裏「榊玉緒J 5734 93810319 
八年の夏の頃より・・)

3184 和歌短冊(山家月) 玉緒 36.3x6.0 5794 93810320 

3185 俳句短冊(剃髪を祝す) 玉川 36.2X6.0 裏鉛筆書「新年j 1211 93810321 

3186 和歌短冊(月前時鳥) 玉蘭 36.2x6.0 裏「松樹闘社中 木下明照」 0870 93810322 

3187 俳句短冊「新長屋・・'J 王城 36.2X5.9 1025 93810323 

3188 俳句短冊「強びければ..-J 王城 36.3x6.0 裏鉛筆書「田中J 4194 93810324 

3189 俳句短冊(熱海) 王城 36.2X6.0 裏「口上知川大図手J 6841 93810325 I 

3190 漢詩短冊(落花) 珠草 35.1 X5.7 6883 93810326 

3191 和歌短冊(花雲) 琴口 36.2X6.0 裏「大坂北新地桜橋北口舜年J 5775 93810327 I 

3192 和歌短冊(ふたを琴を-・・) 琴翁 35.7x6.0 5749 93810328 

3193 俳句短冊「郭公・・・j 琴佐 37目9x5.6 「五筑坊琴佐j 5005 93810329 

3194 和歌短冊(新口口宮) 琴緒 36.2 X6.0 裏鉛筆書「口帖Ji大阪高麗橋二丁目 顔瞬平J 2109 93810330 
の印あり

3195 俳句短冊「冷汁に・・'J 琴堂 37.0X5目9裏面に i[姓名]加部琴堂[残]明治二七年 0492 93810331 
五月九日(六六) [称号]名嘉重、称安左
衛門、号ー績・風月太郎・扉山・停雲等
[生地・住所]上州人[流派]西馬門」

3196 和歌短冊 琴之 36.2x6.0 裏に俳句(賀) 2908 93810332 

3197 和歌短冊(杜鵠) 瑞枝 32.6x6.4 6296 93810333 

3198 俳句短冊(開庵を祝ふ) 瓜蝶 36.5X6.1 裏鉛筆書「名古ヤ市相生丁尾関瓜蝶J 6114 93810334 

3199 和歌短冊「ちる雲に・・・」 瓢也 36.0X6目O裏鉛筆書「翁堂と号、瓢六門、大坂人Ji南帖」 0483 93810335 

3200 俳句短冊「気のおける・・・」 瓢六 36.3x6.0 裏「大坂翁堂JI[姓名]辻鼻瓢六翁堂四 1009 93810336 
世[没]明治一三年(七五) [称号]通称加茂
屋弥助、神吐屑と号[住所]大坂の人[流派]
狂来門新年コ夜来門」

3201 俳句短冊「心頭を・・.J 瓢粛 36.0X8.7 裏「永井瓢脅先生J 5473 93810337 

3202 和歌短冊「われとして…J耳全 36.3x6.0 裏「蝶夢門人相原瓦全J 3410 93810338 

3203 俳句短冊C口同胞を亡 瓦全 36.1 X5.4 「口口門柏原瓦全J 5023 93810339 
す)

3204 和歌短冊「帰りこむ…j 護雄 36.4X6.1 裏鉛筆書「林聾雄明治残男ニ書家ありJ 2496 93810340 
「勤王家紀州里見氏J

3205 俳句短冊「熱田にねて・-'J 甘谷 35.1 X6.l 「長嶋甘谷J 5046 93810341 

3206 和歌短冊(霧中紅葉) 生胤 36.4x6.0 裏「薩摩人是枝生胤J鉛筆書「元治元、十二」 3252 93810342 
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3207 和歌短冊(社頭春月) 生胤 32.9x5.8 3253 93BI0343 

3208 和歌短冊「稀といふ…j 生砂 36.1 X6.1 2429 93BI0344 

3209 和歌短冊「五月雨の・・・」 生識 35.7X5.5 7115 93BI0345 

3210 俳句短冊(手向)・俳句短 生風 35.3x5.8 裏面にも句あり 0053 93BI0346 
冊(きへし)

3211 俳句短冊「亀の子を・"J 生風 35.4X5.7 裏面にも句あり 0054 93BI0347 

3212 俳句短冊C口庵の口口 甫口 36.4X6目。 2687 93BI0348 
を祝ひて)

3213 俳句短冊C題) 甫月 36.3x6.0 5940 93BI0349 

3214 俳句短冊「これからのー j 甫山 36.4x6.0 4161 93BI0350 

3215 和歌短冊(口雁) 出口雄 36.5x6.1 裏鉛筆書「矢口ヵ」 1587 93BI0351 

3216 和歌短冊「茂りあふ…j 由子 36目1X6.1 裏「京都市上京区堺町二条 大村由子j 4529 93810352 

3217 俳句短冊「蚤の跡・・'J 由人 36.0X6.0 2716 93BI0353 

3218 俳句短冊「階、中の-・・j 出人 36.2x6.1 3768 93BI0354 

3219 俳句短冊「鶏糞を・・'J 由人 36.3x5.9 4201 93BI0355 

3220 俳句短冊「御庭に・・'J 由人 36.1 X6.0 5956 93BI0356 

3221 俳句短冊(籾殻卯に曲水 白人 36.0X6.0 5957 93BI0357 
の会にまかりで紅字口の
題を得たり)

3222 俳句短冊「涼口(※代の下 由人 36.0x5.9 5958 93810358 
に巾)の・・・J

3223 俳句短冊「水鳥の・・'J 由誓 36.1 x5.5 「成美門 豊嶋由(イウ)誓J 5032 93BI0359 

3224 和歌短冊(寄石祝) 由太郎 36.2x6.0 裏I越中園婦負郡東呉羽村大字五福村 中林 2047 93BI0360 
由太郎J

3225 和歌短冊(播井口清を拝 由男 36.2X6.0 裏「正六位勲六等後藤由男」 6258 93BI0361 
し春星大人を偲ひまつり
て)

3226 和歌短冊(河上夏月) 由豆11皮 35.7x6目。 裏鉛筆書「岸本由豆iI皮n相田弓槻 由豆岐ニ 3196 93BI0362 
ロル岸本由豆流ノ子和歌ヲヨクス」

3227 和歌短冊(秋タ) 由豆流 35.6x5.5 「岸本由豆流弘化三、五、十七、口8J 3199 93BI0363 

3228 和歌短冊(新樹妨月) 由豆流 35.6x5.5 f[姓名]岸本由豆流(ゆずる) 園学者[生] 3225 93BI0364 
寛政元(一七八九)年(伊勢) [残]弘化三(一八
四六)年間五月十七日(五十八) [称号]朝回大
隅と稀したが、後ち弓口師岸本を[住所]江
戸白銀町に住し、口(やまふき)固また尚古考
口口[流派]村田春海門[其他]考口著作に
従事し、古書蒐集として有名j

3229 和歌短冊(林雪) 由之 36.0X5.5 裏rl1i本嘉之Jその後に鉛筆書「とは別人 由 0891 93BI0365 
之、良寛弟とは、この題は松田直兄筆n森辺
務所有」ともあり 鉛筆書「天保五七」

3230 俳句短冊「朝顔を・・'J 由平 36.3x5.9 「前川由平来山ノ師j 5001 93Bl0366 
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3231 和歌短冊(春日花) 申 33.2X5.6 2692 93B10367 

3232 和歌短冊(筑波山) 33.1 X5.6 2795 93B10368 

3233 和歌短冊(大井川1) 申 33.2x5.6 2796 93B10369 

3234 和歌短冊(守山) 申 33.3x5.3 2798 93B10370 

3235 和歌短冊「こしばやま・ 'J 申 36.5X5.5 裏「十月口口口 さ和子口J 2799 93B10371 

3236 和歌短冊 申 33.1 X5.6 2800 93B10372 

3237 和歌短冊「押ょする"'J 申 35.6X5.1 3486 93B10373 

3238 和歌短冊(雪月花) 発功 36.1 x6.0 0433 93B10374 

3239 俳句短冊(何D 登口 36.2x6.0 2833 93B10375 

3240 俳句短冊「折・・'J 登蔵 36.5X6.0 4169 93B10376 

3241 漢詩短冊「鶏撃破暁・"J 登門 36.3x6.0 裏鉛筆書「京都市錦小路猪熊西入 酔口庵 6108 93B10377 
山元登門J

3242 俳句短冊「部も都の・"J 登門 36.0X6.0 裏「京都市錦小路猪熊西入醇夢庵山元登 7192 93B10378 I 
門Jの印

3243 和歌短冊(暮春藤) 登眺 36.3X6.0 裏「門司神職磐梨登(※日へんがつく)暁 3590 93B10379 
氏J鉛筆書「荒木氏口口J

3244 和歌短冊「夢覚て・・'J 白 36.3x6.l 5577 93B10380 

3245 和歌短冊。工上眺望) 白 36.2x6.0 7348 93B10381 

3246 和歌短冊 自 36.4x6目l 7349 93B10382 

3247 和歌短冊(御慶賀を祝し 白一 36.2x6.0 0032 93B10383 
て)

3248 和歌短冊(春を迎て世の 白雲 36.1 X6.1 0416 93B10384 
ありさまを見につけたの
むへき六字を頭ラにおき
て)

3249 和歌短冊(廿六美巳元旦) 白雲 35.5X5.9 rlll科lE't亘 (鉛筆書)明治廿八年一月五日没、 6139 93B10385 
年七十九十八日巳口二十になってJ

3250 和歌短冊(三河国八橋に 白鴎 36.3x6.2 裏鉛筆書「池田白鴎江州人、名光重メ四 7017 93B10386 
遊ひてよみける) 一、二、十八残、年八十J

3251 俳句短冊「凪して"'J 白鴎 36.7X5.9 裏面にr[姓名]相原白鴎[残]明治二九年 0493 93B10387 
(七0)[称号]名謙口、字遜卿、隻松
園・玄々庵・櫓正と号[住所]讃岐高松藩の
奥医師[その他]白鴎四人ありJ

3252 和歌色紙(神無月のはし 白禾 18.2xI5.6 7443 93B10388 
め泉寺もみち見に参り
て)

3253 俳句短冊「牛の背に一」 白楽口 36.4x6.0 4143 93B10389 

3254 和歌短冊(閑庭堂) 白鶴 36.3x6.0 裏鉛筆書「蜂屋光世号白鶴 .・.111辺白鶴ヵ 1036 93B10390 
なるへしj

3255 漢詩短冊(桜) 白燦 35.7X5.8 1004 93B10391 
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3256 俳句短冊「若鮎の・・'J 白~弱 35.1 X5.2 裏朱書で「永田白絡遠州漬松人j 0983 93810392 

3257 和歌短冊「すめらぎの…J 百口 35.9x5.8 裏に「口十= 村廿ノ内n富岡餓粛Jと書かれ 2102 93B10393 
た紙もあり

3258 俳句短冊 í~ 、たとりをー・J 百口 36.1 X5.9 裏鉛筆書「風帖」 4013 93810394 

3259 俳句色紙「善立て・・'J 百禾 16.7X 16.6 7431 93810395 

3260 俳句短冊「麻の葉に・.'J 百丸 35.3x6.0 「素丸門吉田百丸j 5044 93810396 

3261 俳句短冊「関更の・・'J 百作 36.2x6.0 0041 93BI0397 

3262 俳句短冊「春の夜は・.'J 百コ翁多喜彦 36.1x6.0 3965 93BI0398 

3263 和歌短冊(ひとつ葉) 百枝 36.5x5.9 「大平門紀伊人山田百枝J 4879 93B10399 

3264 和歌短冊(神祇) 百枝 36.8x5.3 裏「山田八大口n小林百枝 朝田由豆流門人」 6228 93810400 

3265 和歌短冊(冬眺望) 百春 36.1 X5.8 裏鉛筆書「大坂高麗橋四丁目 笠原百春日大 3433 93BI0401 
坂口葉巷下社七十六翁小口の口n白人ノ
内J

3266 和歌短冊(惜花) 百水 36.3x6.0 裏「粟旺!神社々 司 佐々 貴四十一(ヨソヵツ')J鉛筆 1318 93B10402 
書「盤樟大人のおひJi昭和廿二、七十」

3267 俳句短冊「炎天や・・'J 百池 37.3x5.8 「蕪村門寺村百池」 5016 93B10403 

3268 漢詩短冊「久絶音出帰口 百嶺 36.4X6.0 0158 93BI0404 
天…」

3269 和歌短冊(春) 孟博 36.3x6.0 裏鉛筆書「小森口(孟)博蘭醤烏丸三条ヵ 2194 93B10405 
口n[姓名]小森孟博蘭醤[住所]京烏丸
二条に住[その他]英語をたくみにしたJ

3270 和歌短冊(初花) 孟彦 36.0 x 5.2 裏鉛筆書「高岡猛彦J 6532 93BI0406 

3271 和歌短冊(花匂) 盈紀 37.3x6.0 裏鉛筆書「根村西本願寺殿J 0590 93810407 

3272 和歌短冊 盈紀 36目OX6.0 4583 93B10408 

3273 和歌短冊「口口草を・・・」 盈紀 36.2x6.1 4584 93B10409 

3274 和歌短冊í~ 、くとしや…j 盈紀 36.2x6.1 4651 93810410 

3275 和歌短冊(古寺鐙) 盈紀 36.2x6.0 4652 93BI0411 

3276 和歌短冊(寄鳥恋) 盈紀 36.3x6.1 4653 93BI0412 

3277 和歌短冊「雪降れは・"J 盈紀 36.1 x6.1 4667 93B10413 

3278 和歌短冊 盈紀 36.0x6.2 4687 93B10414 

3279 和歌短冊「小草ゃく…」 盈紀 36.7X6.0 4688 93B10415 

3280 和歌短冊(月前虫) 盈紀 36.1 X6.1 4689 93B10416 

3281 和歌短冊「年のうちに…J 盈紀 36.3x6.1 4690 93810417 

3282 和歌短冊(未出月) 盈紀 36.0x6.0 7343 93B10418 

3283 漢詩短冊「料崎春寒栗徹 益葉上 36.2x6.5 0162 93Bl0419 
肌…」

3284 和歌短冊(聞荻) 益安 36.2x5，6 4786 93BI0420 
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3285 和歌短冊f時鳥・・・j 益載 36.4x6.0 裏鉛筆書「近藤益載j 7143 93B10421 

3286 和歌短冊(野分朝) 益子 36.4x6.1 裏に紙貼付「兵庫県系播磨国印南郡的形村 中 1319 93B10422 
村益子j又「中村益子播磨園の人J

3287 和歌短冊「かたのけの・"J 益子 36.3x6.0 4962 93B10423 

3288 和歌短冊(窓春月) 益子 36.3x6.0 5313 93B10424 

3289 和歌短冊(春J11) 益子 36.4X6.0 5314 93B10425 

3290 和歌短冊(瀧花) 益夫 35.5X6.0 裏鉛筆書「九J、f宇都木昆台」 0151 93B10426 

3291 和歌短冊(鐙) 益夫 36目Ox6.0裏鉛筆書「宇都木昆口j 7147 93B10427 

3292 和歌短冊(奄月) 益夫 36.5X6.2 裏「宇都木益夫京師医J 7148 93B10428 

3293 和歌短冊(谷開蹄) 盛愛 35.7x6.1 裏「猿渡盛愛J鉛筆書「村百」 2145 93B10429 

3294 和歌短冊(名所鶴) 盛時 36.2X5.4 2464 93B10430 

3295 和歌短冊(見月) 盛重 36.2X6.0 裏「二J 0123 93B10431 

3296 和歌短冊「よさのうみ…j 盛重 36.0x6.0 0124 93B10432 

3297 和歌短冊「庭のめの・・・」 盛重 36.4x6.1 0141 93B10433 

3298 和歌短冊「さのみなに・"J 盛重 36.2x6.1 0142 93B10434 

3299 和歌短冊「山桜・・・j 盛重 36.2x6目l 0143 93B10435 

3300 和歌短冊「卯花は・"J 盛重 36.1X6.0 0144 93B10436 

3301 和歌短冊(停午月) 盛重 36.0X6.1 裏墨書I七J 0145 93B10437 

3302 和歌短冊 盛重 36.2x6.0 7358 93B10438 

和歌短冊「色かへぬ・"J 盛重3303 36.1 X6.0 7359 93B10439 

3304 和歌短冊(松間月) 盛則 36.3X6.0 裏「庄左衛門」 5851 93B 1 0440 

3305 和歌短冊「はるの空・・・j 感定 36.5X6.0 7360 93B10441 

3306 和歌短冊(舟月) 直 34.7X5.1 裏「奥村良竹名直J鉛筆書「元治二九十二j 2972 93B10442 

3307 和歌短冊(芳山懐古) 直 36.2x6.0 6050 93B10443 

3308 漢詩短冊(山寺尋梅) 直 36.4X6.0 裏「陸軍大将大島直正J 6889 93B 1 0444 

3309 和歌短冊C草花) 直口 35.7X6.0 裏鉛筆書「水野加平口リjI芳十三j 2473 93B10445 

3310 和歌短冊「尊くも一J 直口 37.1 X5.8 裏「西田直口口口」 3159 93B10446 

3311 和歌短冊(名所紅葉) 直口 36.3x6.0 「江戸口尾口山J鉛筆書「安政六、八、十三、 3336 93B10447 
七十一寂J

3312 和歌短冊「露ふかき・・・j 直ー 36.2x6.1 0326 93B 1 0448 

3313 和歌短冊「春毎に・・'J 直ー 36.2x6.1 0327 93B10449 

3314 和歌短冊「山のはを・.'J 直ー 36.2x6.1 0328 93B10450 

3315 和歌短冊(夏演) 直員 36.5X6.0 「世継直員J 4832 93B10451 

3316 和歌短冊「移し植て・・・」 直責 36.1 X5.5 裏鉛筆書「村六十日J 1707 93B10452 
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称番号 名 署名

直寅33171和歌短冊(松下秋タ)

33181和歌短冊「おほかたの…J1直貨

33191和歌短冊(社寒月) 直胤

33201和歌短冊「立ならふ…J 1直胤

33211俳句短冊(新茶直永

33221和歌短冊(森新樹直喜

33231和歌短冊「朝またき…J 1直喜

33241和 歌短冊(虫声何方直義

33251和歌短冊側恋 直 矩

33261和歌短冊(秋時雨直矩

33271和歌短冊「ただひとめ…J1直兄
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33341和歌短冊(春松契齢直古

33351和歌短冊(庭霜直光

33361和歌短冊「朝風は..• J 直好

33371和歌短冊(東山水上居士 |直治

の還暦を口口口日

33381和歌短冊(庭前花)

33391和歌短冊「君か為…J

直秀

直秋

33401和歌短冊(春里) 直純 0845 193BI0476 

法量 備 考

36.3x6.0 1 rキフ泳三保世纏」

整理番号|備品番号

1708 193B 1 0453 

36.3X5.4 1裏に紙貼付「世嗣直員 三条高倉岐阜ヤJ鉛筆 11714 1 93B 1 0454 
書「世嗣J

36.2 x6.0 1裏鉛筆書「千葉直胤天保十三以後萩原正 10409 193B 1 0455 
平の初J名も直胤J

36.2x6.0 1裏「京都市西三本木丸太町上ル 山口直胤j鉛 14457 193B10456 
筆書「口子の厳父j

36.3x6.0 

38.0X5.6 

37.9x5.7 

36.2 X6.0 

36.2x6.1 1裏鉛筆書I十二1

36.2x6.0 1裏墨書「十三j
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36目4X6.11裏に紙貼付「松田直兄 藤園ト号ス賀茂ノ豚 10849 1 93B 1 0463 
主正四位下伊深守ニ任セラル歌文トモ有名ノ
人ナリ安政元年残ス年七十二才j鉛筆書「西村

ノ子J

36.1 X6.1 I I 3892 I捌州

36.1 X5.6 1裏鉛筆書「安政元Jr工|貼 13893 193B10465 

36.4x6.0 1裏鉛筆書「松岡直兄 加茂詞官Jr公帖ノ内 14264 193B 1 0466 

36.1 X5.8 1裏「加茂松田氏 15405 193B10467 

36.1 x 5.4 1 1 0408 1 93B 1 0468 

36.4x6.1 1裏「加茂松田伊務守後改直兄」鉛筆書「六 10848 193BI0469 
十内1

36.1 x5.7 1裏「駿府柴崎直古J 鉛筆書「篤胤門、天保 10864 193BI0470 
五六年頃殻ヵ 『国学者伝記集成』参照J

36.0x6.0 1 1 6557 193BI0471 

36.lx5.91 11785 193BI0472 

36目4X6.01裏鉛筆書「山保直治(対;.I1，I1t) 直治郎 近江田八 16222 193B10473 
幡町北元町の人明治廿七年勅題梅花先春
入橡撰歌 いきをりてをかめん口口む梅の花
あとに春まつ校もありけりnr鴎のうみ』

34.8x5.0 0365 193BI0474 

36.1 x5.9 1裏I直秋J鉛筆書「落合直亮の初名、直秋Jr [姓 16133 193BI0475 
名]落合直亮(対舛)園学者[生]文政一一(ー
八五二)年八月二六日(武蔵) [没]明治二七(一
九三四)年一二月一一日(六七) [称号]初名直
秋[流派]菅野得策・遠山雲如・籾秀成[そ
の他]国事に奔走、官吏、神職等J

36.1 x5.8 

円
ベ
U

司

i
q
u
 



平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

3341 和歌短冊(冬浦) 直純 36.5X5.7 0846 93810477 

3342 和歌短冊「木陰ふく…j 直純 36.2x5.6 裏「口山平井直純」 2244 93810478 

3343 和歌短冊(雪窓竹) 直純 36.4x5.9 3557 93810479 

3344 和歌短冊(水口納涼) 直助 36.4x6.1 裏鉛筆書「メ二on十五n名七内J 5614 93810480 

3345 和歌短冊「あふり山…J 直助 36.4x6目l裏「口口口権問直助あふり山Jr神奈川県手相模 5615 93810481 
国大住郡大山町第廿大医七小国 阿夫利神
社例祭七月廿七日ヨリ八月十七日マテ 麓ヨ
リ絶頂マテ行程二里嗣官権回権サ教正直
助J

3346 和歌短冊(翠松口家) 直勝 36.7x5.9 裏鉛筆書「竹十の内J 5526 93810482 

3347 和歌短冊(中野口雨君の 直常 36.1 X5.9 3044 93810483 
世にはかなくなりたまひ
しをいたみはべりて)

3348 和歌短冊(炭竃煙) 直清 36.4X6.0 0368 93810484 

3349 和歌短冊(社頭鴬) 直大 36.3x6.0 2119 93810485 

3350 和歌短冊(還暦賀) 直道 36.8x6.0 裏鉛筆書「彦根の人ヵ 山本順競直道J 2619 93810486 

3351 和歌短冊 直道 36.1 X5.9 裏鉛筆書「山本JI慎=直道彦根人J 2635 93810487 

3352 和歌短冊(水遊蛍) 直入 35.1 X5.8 裏鉛筆書「悶能村直入Jr明治四十年一月残 3194 93810488 
九十四日[姓名]回能村直入南宗画家[残]
明治四十(一九O七)年正月(九四)j

3353 和歌短冊(扇) 直之 36.2X6.1 2826 93810489 

3354 和歌短冊にたひ有口に 直之 36.2x6.1 裏「上原口造j 7247 93810490 
入るふを祝て)

3355 和歌短冊(柳花楼口...) 直文 36.5 X6.1 3190 93810491 

3356 和歌短冊「月かげも "J 直文 36.4X5.8 3191 93810492 

3357 和歌短冊「あらしやま…J 直方 36.2x6.0 裏鉛筆書「口山直方土佐人、雅口門、唐門 1638 93810493 
十哲の一、山内口口口の侍臣、『日本紀歌註』
等nメ五、一、十三残、五十六nr孝Jノ=四
二n小倉」

3358 和歌短冊(龍鴬) 直柳 36.3x5.9 6360 93810494 

3359 和歌短冊(夏山) 直祐 35.5X5.3 0376 93810495 

3360 和歌短冊(閑庭虫) 直養 36.3x6.1 「大平門小倉藩西田直養J 4912 93810496 

3361 和歌短冊(新樹風) 直亮 36.2x6.1 裏「落合直亮J 6132 93810497 I 

3362 和歌短冊(柳) 直亮 36.3X6.1 裏鉛筆書「落合直亮(ナホアキ) 明治廿七、十二、 6140 93810498 
二没、六十七J

3363 和歌短冊(松影映水) 直良 36.3x6.0 5666 93810499 

3364 和歌短冊(貴賎摘若菜) 直弱 36.3X6.0 「大平門 水里子直弱J 4906 93810500 

3365 和歌短冊(海遺花) 直射 36.0X6.l 「与清門 竹内直身引 4920 93810501 

3366 俳句短冊(祝) 相陰 36.4X6目O 3174 93810502 

374-
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3367 和歌短冊「読文に・・.J 相寒 36.0x6.0 0044 93BI0503 

3368 和歌短冊 相近 36目9x6.1 裏にシール貼付 r68 (鉛筆書)天保七J 6423 93BI0504 

3369 和歌短冊(はるたちける 相近 35.6x5.8 裏鉛筆書「二川相近 徳川中期の延岡藩士 6474 93BI0505 
日に) 儒家書道ノ大家芸名高口門人言道等

ノ士ヲ輩ス 天保七年残J

3370 和歌短冊「折そへて・.• J 省斎 36.2 X6.0 裏墨書「平山省斎j 0419 93BI0506 

3371 和歌短冊(新年口) 省斎 36.4X6.1 裏鉛筆書「平山省斎Jf珍 明治廿三、九、王子 6002 93BI0507 
山省斎口口口」

3372 和歌短冊(春タ) 員浦 36.5x6.0 裏墨書「山城国綴喜郡八幡町 従六位大貫員 0683 93BI0508 
浦j

3373 和歌短冊(山残鷺) 員守 36.3x6.0 2977 93BI0509 

3374 和歌短冊(外むら大人の 員信 36.3x6.1 5560 93BI0510 
むかし口いまもかわらす
口口口を松によせて祝ひ
まいらすうた)

3375 和歌短冊(初雪) 真口 36.2x6.1 裏墨書「遠山初雪Jf恵美須神社洞宮 中川真 0774 93BI0511 
口Jf京 中川氏」鉛筆書「明治世五、一、十三
没、村口J

3376 和歌短冊 真口 36.8x6.1 裏に「大正七年八月十九日jと紙鮎、鉛筆書 2191 93BI0512 
「伊勢西来寺ノ僧 春庭ニ口口口学ビ、又西
来寺口口口ニテ有名ナリ」、朱印「伊勢圏西来
寺j

3377 和歌短冊(草) 真口 36.3X5.5 2907 93BI0513 

3378 和歌短冊(寒夜嶋鶴) 真口 36.5X6.0 裏鉛筆書「村居真口服部春樹の師、文久三、 3247 93BI0514 
残、年五十七Jf大津の瞥Jf[姓名]員口村
居氏[生]文化凹年(大津) [残]文久三年(五
七) [称号]名 三禰[住所]大津市下北園
町米商、後書籍高丸屋清七男[流派]園学
者、平田篤胤の学僕[其他]服部春樹の師、
『鳳鶏諭~ r烏の口口口』等J

3379 和歌短冊(六月放) 真口 36.3X6.1 裏「江口村居真口J鉛筆書「大津の皆、文久 3311 93BI0515 
三、残五十七J

3380 和歌短冊(春日署) 真口 34.5X6.1 裏「口口先生谷中口ノ先代和漢学J 4277 93BI0516 

3381 俳句短冊「口中の・・.J 真口 35.2X5.8 5425 93BI0517 

3382 和歌短冊「口なき…j 真口 35.9X5.9 5491 93BI0518 

3383 和歌短冊(五月雨) 真口 35.0X5.7 5802 93BI0519 

3384 和歌短冊「過行し・・・j 真口 36.6X5.7 5814 93BI0520 

3385 和歌短冊(嶺眺望) 真口 35.8x6.1 5837 93BI0521 

3386 和歌短冊(樟鹿田口てふ 真口 36.3x6.0 5838 93BI0522 
其のを送るとて)

3387 和歌短冊 真口 36.3X6.0 6614 93BI0523 

3388 和歌短冊(開祖立口上人 真阿 36.2X6.1 6858 93BI0524 
御詠)
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平成5年度収集騎入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

3389 和歌短冊(年暮) 真一 36.3X6.0 2819 93810525 

3390 和歌短冊(元B) 真蔭 36.3X5.7 裏鉛筆書この和歌の読みと[新貝真蔭ヵ 俵 1653 93810526 
平門、静岡県系人 メ四十一年十月三日残、四
十三才Jf高本郁口岐阜ノ人…」

3391 俳句短冊(祝開庵) 真海 36.4X6.0 2727 93810527 

3392 和歌短冊(花) 真幾 35.8x5.5 6294 93810528 

3393 和歌短冊(朝花) 真弓 36.4x6.0 3233 93810529 

3394 和歌短冊(折閥 真琴 35.8X5.3 裏鉛筆書「十四J 5807 93810530 

3395 和歌短冊(梅迎客) 真幸 36.3X6.1 2345 93810531 

3396 和歌短冊(社頭嵐j 真幸 36.1 x5.9 4100 93810532 

3397 和歌短冊(桜) 真幸 36.2X6.0 裏「従五位口松真幸 従三位山本三男J鉛筆書 4227 93810533 
f十八J

3398 和歌短冊(老人惜年) 真幸 35.3X6.0 裏鉛筆書f長瀬真幸J 5880 93BI0534 

3399 和歌短冊(野分) 真幸 36.9x5.6 裏「肥後人長瀬真幸J 5883 93BI0535 

3400 和歌短冊「口口山・・'J 真砂 36.1 X6.0 裏鉛筆書「兵庫人j 4531 93BI0536 

3401 和歌短冊(野夏草) 真嗣 35.5x5.l 裏「大橋真嗣」 3349 93810537 

3402 和歌短冊にとのはの…J真守 36.5X6.0 裏「蓮菌御口門人(鉛筆書) 梅花口社中Jf京都 4040 93BI0538 
下九日塩屋町玉城口口口トアリJf京都市口
口町玉城真守口八十一j

3403 和歌短冊(花似雪) 真秀 36.2x6.1 裏r:tLJ鉛筆書f粟田大和口口子ヵJ 1584 93BI0539 

3404 和歌短冊(…君に奉るう 真信 33.8x5.5 3493 93BI0540 
た)

3405 和歌短冊 真信 36.2x6.0 7303 93B10541 

3406 和歌短冊(山花) 真心 36.4x6.0 6056 93BI0542 

3407 和歌短冊「すだれして・・・」 真臣 36.3x5.9 鉛筆書「口ロナ1lA':;i安政六、四、二九授、六 3319 93B10543 
十五J

3408 和歌短冊「富士のねに・"J 真水 36.7X5.7 1067 93BI0544 

3409 和歌短冊 真菅 36.5x6.1 裏鉛筆書「口門のJ 4116 93B10545 

3410 和歌短冊(松久緑) 真菅 36.4X5.5 裏「名家和歌口其徐にも歌多口口栗田氏j 4250 93810546 
鉛筆書f加藤真菅 メ廿、二Jf栗田員菅(対兵
ゲ)トハ口Jf花出ノ内J

3411 和歌短冊(立夏郭公) 真菅 36.5x6.1 f栗田真菅J 5221 93BI0547 

3412 和歌短冊(泉) 真澄 36.3x6.0 裏鉛筆書「岡田氏、天保九、二、十九j 1861 93B10548 

3413 和歌短冊仙家春雨) 真澄 35.7X5.4 「備中倉敷小川真澄」 4847 93810549 

3414 和歌短冊(震中春雨) 真澄 35.6X5.5 「千蔭門岡田真澄J 4914 93BI0550 

3415 和歌短冊(雨後時鳥) 真澄 36.4X6.0 裏鉛筆書f菅江春澄か文政十二、七、十九 6070 93BI0551 
残、七十六日村上春澄か本居大手門Jf小JlI
真澄なる人口口の人J
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番号 名 称、 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

3416 和歌短冊「おしなへて・・・」 真澄 37.8x6.0 6437 93B10552 

3417 和歌短冊(関路旅) 真澄 36.4x6.0 6507 93B10553 

3418 和歌短冊(茶) 真澄 36.3x6.0 裏鉛筆書「菅江(←斜線で、訂正)真澄ヵ 文政十 6518 93B10554 
二、七、十九残、七十六Jr小川真澄倉敷の
人」

3419 和歌短冊「山本の..'J 真清 36目1x6.0 裏「下京区正口通本町東入 慶瀬口右衛門j 4459 93B10555 

3420 和歌短冊(静韻古人書) 真精 36.4x6.0 裏「武田真精」鉛筆書rw紙魚口雑紀』文化十 4262 93B10556 
一年三月奉納百口の中に法印真精、同人か如
何」

3421 和歌短冊(軽業師) 真鮮 36.3x6.0 1065 93BI0557 

3422 和歌短冊(花) 真足 35.0x6.1 裏鉛筆書きで「佐々木ヵJ 3389 93B10558 

3423 和歌短冊「口の実を・.'J 真足 36.3X5.4 「佐々 木真足」 4848 93B10559 

3424 和歌短冊Iふとふしに・.'J 真中 36.4x6.2 「今堀真中」と書いた紙あり 4947 93B10560 

3425 和歌短冊(吾殿の京に 真柱 34.3x5.8 0335 93B10561 
ての御稜威を承りて)

3426 和歌短冊(除史) 真柱 35.7x6.0 0339 93B10562 

3427 和歌短冊(新年口競) 真柱 36.3x6目。 裏耐に鉛筆書「こだい、ん真柱j 0340 93B10563 

3428 俳句短冊 真兆 36.0X5.8 裳鉛筆書「大谷真晃 メ十三・正・十三残、 0945 93B10564 
八二Jf二八七j

3429 和歌短冊(雪) 真烏 36.6x6.0 3085 93B10565 

3430 和歌短冊(海ヒ鶴) 真道 36.3x6.0 「泉JII真道 大正十四年十二月十八日残年六 2074 93B10566 
十」と書カ通れた紙あり

3431 和歌短冊「渓陰屋・・'J 真美 36.2x6.1 0125 93BI0567 

3432 和歌短冊「にはのめに・.'J 真美 36.3x6.0 0126 93B10568 

3433 和歌短冊(旅恋) 真美 36.2x6.0 0129 93B10569 

3434 和歌短冊(撫子) 真美 36.3x6.1 0133 93B10570 

3435 和歌短冊f夕けふり…j 真美 36.7x6.0 0136 93B10571 

3436 和歌短冊「ふみ分るー・」 真美 36.0X6.0 0140 93B10572 

3437 和歌短冊「ぬれてはす・.'J 真美 36.1 x6.1 0146 93B10573 

3438 和歌短冊(寄弓恋) 真美 37.2x6.0 裏ru三J 6623 93BI0574 

3439 和歌短冊(原眺望) 真美 36.5x6.0 7281 93B10575 

3440 和歌短冊(花洛月) 真美 36目Ox6.0 7282 93B10576 

3441 和歌短冊「まつの戸を..'J 真美 36.2x6.0 7283 93B10577 

3442 和歌短冊「別れゆく..'J 真美 36.3x6.0 7284 93B10578 

3443 和歌短冊「しのふ身の..'J 真美 36.3x6.0 7285 93B10579 

3444 和歌短冊r~ 、つれにか…J 真美 38.8x6目。 7286 93B10580 
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3445 和歌短冊(遠恋) 真美 36.2x6.0 7287 93BI0581 

3446 和歌短冊「今よりや…J 真美 36.3X6.0 7291 93BI0582 

3447 和歌短冊「秋にこし…J 真美 36.3x6.0 7292 93BI0583 

3448 和歌短冊(音羽山) 真美 36.4x6.0 7301 93BI0584 

3449 和歌短冊(名所鶴) 真美 35.1 X6.2 7302 93BI0585 

3450 和歌短冊(落葉) 真彦 36.5X6.1 「河北真彦j 5258 93BI0586 

3451 和歌短冊にこかしこ…j 真補 37.9x5.3 3499 93BI0587 

3452 和歌短冊「っかへてし…」 真邦 35.9X5.5 3068 93BI0588 

3453 俳句短冊(口口口をかき 真嶋口 36.1 X5.7 0061 93BI0589 
ねて)

3454 和歌短冊(雨中柳) 真由美 36.4X6.1 3234 93BI0590 

3455 和歌短冊(終日封泉) 真雄 36.0X5.7 麻製 5842 93BI0591 

3456 和歌短冊(王仁) 真頼 36.4x6.1 「正四位勲四等星川良頼星川春村の家学 0455 93BI0592 
を継殺す、本姓金子氏上野桐生の人文学
博士御歌所寄人大学教授文学歌学又有
職にも精通著「考古圃譜J等多し 明治三十
九年八月三十日卒年八十三J

3457 和歌短冊(山春月) 真頼 36.3x6.0 裏「廿四年 乙壱号Jf名誉負 (東京)黒川真 0750 93BI0593 
頼J

3458 和歌短冊「し、のちながき 真頼 36.2x6.1 裏「黒川真頼j 1430 

3459 和歌短冊「咲あまる…J 真理 36.3X6.1 0134 93BI0595 

3460 和歌短冊「稔りしな.• J 真理 36.3x6.1 0135 93BI0596 

3461 和歌短冊「世を久に・・・」 真理 36目1x6.0 7268 93BI0597 

3462 和歌短冊「たに水の・..J 真理 36.2x6.0 7269 93BI0598 

3463 和歌短冊「消か、る…J 真理 36.0X6.0 7278 93BI0599 1 

3464 和歌短冊「うき雲は…j 真理 36.2X6.1 7279 93BI0600 

3465 和歌短冊「口渡る…J 真理 36.5x6.1 7280 93BI0601 

3466 漢詩短冊(種蓮) 眠龍 35.3x5.2 1010 93BI0602 

3467 俳句短冊「岩地の・・.J 瞳雨 36.5x6.1 3979 93BI0603 

3468 和歌短冊(雨後月) 知意 35目8X6.0 7200 93BI0604 

3469 和歌短冊(江山春奥多) 知紀 36.5X6.0 r [姓名}八周知紀(トモノリ) 贈従五位、志士 4221 93B10605 
歌人[生]寛政十一(一七九九)年九月十五日
[残]明治六(一八七三)年九月二日(七五) [住
所]鹿児島藩志士[流派]景樹門、正風の
師J

3470 和歌短冊(草口春) 知紀 36.lx6.0 5109 93BI0606 

3471 和歌短冊(野若菜) 知卿 36.0X6.0 5695 93BI0607 
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3472 和歌短冊(山月) 知卿 36.0X6.0 5696 93810608 

3473 和歌短冊(五月五日) 知賢 35.7X5.7 5986 93810609 

3474 和歌短冊(名所鴬) 知言 36.2x5.9 裳「大口寺口生神社神主 (朱書で)四二年六
九一大江知言J

3221 93810610 

3475 和歌短冊(夏旅) 知真 36.3x6.0 裏朱書で「打口知真J 3547 93810611 

3476 俳句短冊「生州を・・・j 知石 36.2x5.5 「鞭石門人鈴鹿知石J 4999 93810612 

3477 和歌短冊(閏家蛙) 知泉 36.1 X6.0 裏「朝比奈知泉歌書短冊 目家蛙」 5584 93810613 

3478 和歌短冊(宗重君の訪ら 知足
ひ給ふ時に)

36.1 x6.0 裏「園社中植村慎吾J 1110 93810614 

3479 和歌短冊「し、は口くも…J知忠 36目1X6.0 3449 93810615 

3480 和歌短冊(夕立) 知l道 36.3x6.1 裏「森知道(チヵツネ)J鉛筆書「東山二条口」 4084 93810616 

3481 和歌短冊(山本ぬしの新 知道 36.1 x5.9 裏「三条猪熊祇園御口社内 口知道J 4458 93810617 
婚を祝まつりで)

3482 俳句短冊「花ちりて…J 長11白斎 36.4X6.0 0614 93810618 

3483 和歌短冊 知文 36.3x6.1 5694 93810619 

3484 和歌短冊(社若) 知房 36.4x6.0 裏「北}IIJ 3538 93810620 

3485 和歌短冊(元旦) 知雄 37.0X5.7 6387 93810621 

3486 和歌短冊(梅風) 矩口 35.8x6.1 3135 93810622 

3487 和歌短冊(残鴬) 石陰 36.3X6目。 裏「中西石陰j鉛筆書「松琴の父、香川景樹の 0440 93810623 
高弟平野社々司景キ門ノ歌人京都ノ人
明治三十三年八十」

3488 和歌短冊(栽竹) 石陰 36.4X6.0 裏に紙貼付「中西石陰明治世三年一月二 0441 93810624 
日残年八十j

3489 和歌短冊(嶺松帯雲) 石陰 36.2 X6.1 裏「景樹門明治世二年残京都中西石陰」 0731 93810625 

3490 和歌短冊(湖上帰属) 石陰 36.5X6.0 「中西石I~J 4831 93810626 

3491 和歌短冊(事にふれて) 石陰 36.3X6.l 「七十七翁n中西石陰(し、はかげ) 京都の歌人 5400 93810627 
香川景樹門明治三十二年残年j

3492 和歌短冊(満) 石根 36.7X6.0 裏鉛筆書「伏見人御杖門j 0636 93810628 

3493 俳句短冊「紫陽花の・"J 石城 36.2x6.0 3927 93810629 I 

3494 和歌短冊(タ郭公) 石門 35.9X6.0 裏墨書「天中院住職一等教師常澄石門橋 0767 93810630 
甜石」鉛筆書「村六十内 明世七、九、廿、七
十=」

3495 和歌短冊「鴨川や・"J 石也 36目OX5.5 2396 93810631 

3496 漢詩短冊(治世新春戯作 研里散人 36.3x5.9 6895 93810632 
暦詩用大)

3497 和歌短冊 碧水 36.4x6.0 裏鉛筆書「西本願寺常楽台浮悟碧水n公ナ 4353 93810633 
シJ

3498 俳句短冊「口口きぬ・・・j 碩水 36.4x5.8 1189 93810634 
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3499 俳句短冊(加賀の国に入 碩水 36.3X6.0 1191 93810635 
て)

3500 俳句短冊[巨縫にも…」 碩水 36.3x6.0 1192 93810636 

3501 俳句短間「遠浅や・・'J 碩水 36.1 X5.9 「村上碩水J 5090 93810637 

3502 和歌短冊C口の九日つ 碩益 36.4x6.0 「鎌田碩奄j 4762 93BI0638 
とめて口俄山口花を見む
とて)

3503 和歌短冊(瀬月) 『寵翁 35.8X5.2 1570 93BI0639 

3504 漢詩短冊「羅霜楓葉色猶 盤橋 35.8X6.0 裏鉛筆書「藤沢恒」 0963 93BI0640 
浅"'J

3505 和歌短冊「露にぬれ・・・」 磐樟 36.3X6.1 裏面に紙貼付「平野神社宮伺(※墨書) 水茎磐 0418 93810641 
樟(※朱書) (印)J又、「水茎磐樟明治四十年
三月廿七日残、年五三j

3506 和歌短冊(緑竹年久) 磐樟 36.2X6.0 裏鉛筆書「預撰歌J 0446 93Bl0642 

3507 和歌短冊叫、) 磯丸 36.5X6.0 裏「磯丸昔三河伊良湖に磯丸とて…J 3207 93Bl0643 

3508 和歌短冊(郭公) 磯魚 36.1 x6.1 裏「筑前博多国いそな先生J 5723 93B10644 

3509 和歌短冊(早春柳) 磯麿 36.3X6.0 裏鉛筆書「貴嶋氏」 0738 93B10645 

3510 和歌短冊(落葉口水) 磯麿 36.2X6.0 裏「男山八幡宮々司従五位貴嶋磯麿先生」鉛筆 2083 93B10646 
書「口八ノ内J

3511 俳句短冊「みるや野の・"J 磁山 36.3x5.6 0647 93B10647 

3512 和歌短冊(橘遠薫) 磁子 36.1 x5.8 裏「東京服部議子毎月寄曾ヲ催シ門人多 0886 93B10648 
アリJ

3513 和歌短冊f軒端は・・'J 礼清 35.6X5.6 2825 93810649 

3514 和歌短冊(相如題柱) 礼彦 36.3X6.1 裏「千種の花雑(撰歌の印)Jr200J r飛騨園 3361 93B10650 
大野郡高山 田中大秀門富田i醒彦Jf[姓名]
富田i睦彦(のりひこ) 贈従五位図学者[生]
文化八(一八一一)年間二月二十九日[残]明
治十(一八七七)年五月三日(六十七) [称号]初
名定礼、号節口、南東与可機白様園[住
所]高山の人[流派]問中大秀・赤田章口に
学ぶ、敬神尊王[其他]斐太後風土記等多し
平J

3515 俳句短冊(祝) 社口 36.4X6.1 2730 93B10651 

3516 和歌短冊「秋ことに"'J 祐 35.7X5.3 裏「登亀子」 1259 93B10652 

3517 和歌短冊 祐口 34.8x5.9 2087 93B10653 

3518 和歌短冊(田家秋興) 祐以 36.1 X5.9 裏鉛筆書「四十四年Jf十九」 3386 93BI0654 

3519 和歌短冊 祐以 36.4X6.1 6893 93810655 

3520 和歌短冊 祐以 36.1X6.0 6894 93810656 

3521 和歌短冊(春水) 祐以 36.3X6.0 6896 93810657 

3522 和歌短冊(玄島至) 祐以 36.3X6.0 6897 93BI0658 

3523 和歌短冊(愛口冬) 祐以 36.5x6.0 6898 93810659 
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3524 和歌短冊C流泉) 祐以 36目6X6.6 6899 93810660 

3525 和歌短冊(谷春雨) 祐以 36.7x6.1 6900 93810661 

3526 和歌短冊(擦衣驚日 祐以 36.0x6.0 6903 93810662 

3527 和歌短冊「しのひねむ.'J 祐以 36.5x6.0 6904 93810663 

3528 和歌短冊(里子眺望) 祐以 36.4X6.0 6905 93810664 

3529 和歌短冊 祐以 36.0X6.0 6906 93810665 

3530 和歌短冊(遅日) 祐以 36.1 X6.0 6907 93810666 

3531 和歌短冊(住吉神宮にま 祐以
うてて)

36.6x6.0 6908 93810667 

3532 和歌短冊(河霧) 祐以 36.5x6.0 6909 93810668 

3533 和歌短冊(寒月) 祐以 36.3X6.0 6910 93810669 I 

3534 和歌短冊(庭の木に雪の 祐以 36目4X6.0 6911 93810670 
ふれるをみて)

3535 和歌短冊(寒夜月) 祐以 36.5x6.0 6912 93810671 

3536 和歌短冊(妨撃問恋) 祐以 36目1X6.0 6913 93810672 

3537 和歌短冊(古屋額) 祐以 36目OX6.0 6914 93810673 

3538 和歌短冊(歳暮梅) 祐以 36.2 X6.0 6915 93810674 

3539 和歌短冊(松輿浪商低) 祐以 36.3 x 6目。 6916 93810675 

3540 和歌短冊「畑さへ・・'J 祐以 36.3x6.0 6917 93810676 

3541 和歌短冊窪 祐以 36.2x6.0 6922 93810677 

3542 和歌短冊「逢口の・.'J 祐以 36.3 X6.0 6923 93810678 

3543 和歌短冊 祐以 36.0X6.0 6924 93810679 

3544 和歌短冊(寄杉恋) 祐以 36.0X6.0 6925 93810680 

3545 和歌短冊C口とL、へと 祐以 36.6X6.1 6926 93810681 
し、とつれなき女に)

3546 和歌短冊(寄弓述懐) 祐以 36.3x6.0 6927 93810682 

3547 和歌短冊(服口回の神社 祐以 36.4X6.0 6928 93810683 
にまうて、)

3548 和歌短冊口逢ふ口恋) 祐以 36.3X6.0 6929 93810684 

3549 和歌短冊(恋夢) 祐以 36.2x6目。 6930 93810685 

3550 和歌短冊(江蛍) 祐以 36.2X6.0 6931 93810686 

3551 和歌短冊(植竹為友) 祐以 36.5x6目。 6932 93810687 

3552 和歌短冊(住吉神宮にま 祐以 36.7X6.1 6933 93810688 
うてて)

3553 和歌短冊「伊勢の海・・'J 祐以 36.4X6.1 6934 93810689 
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3554 和歌短冊(寄名所恋) 祐以 36.4x6.0 6935 93810690 

3555 和歌短冊「めくる日の…j 祐以 36.4x6.1 6936 93810691 

3556 和歌短冊(立の口の中に) 祐以 36.3x6.0 6937 93810692 

3557 和歌短冊(機巌) 祐以 36.5X6.1 6938 93810693 

3558 和歌短冊(松契越年) 祐以 36.4x6目l 6947 93810694 

3559 和歌短冊(湖辺霞) 祐為 36.5x6.0 裏にラベル貼付「梨木祐為為村門嗣官享 0905 93810695 
和没J

3560 和歌短冊(葵) 祐為 36.8X5.4 4282 93810696 

3561 和歌短冊(花のさかりに 祐為 35.9X5.5 裏rll鳴洞官下線、介 口知卿門人J鉛筆書「四J 4284 93810697 
とひきて思ひっく) 「長云J

3562 和歌短冊(網代) 祐為 36.5X5.3 裏に「梨木祐為Jr [姓名]梨木祐為[生]元 4399 93810698 
文元年[残]享和元年六月十七日J

3563 和歌短冊C口更衣) 祐栄 35.5X5.3 5639 93810699 

3564 和歌短冊 祐夏 37.7X5.6 r [姓名]鴨祐夏[称号]五位、河合権祢宜 6790 93810700 
[生地・住所・職業]祐男の子[著書・その
他]績千載・風雅・新千載・新拾遺・新績古
今諸集の作家J

3565 和歌短冊(山夏月) 祐光 36.4x6目l 7212 93810701 

3566 和歌短冊(鐙) 祐信 36.3x6.0 6575 93810702 

3567 和歌短冊「雪ならは・"J 祐数 36.1 X6.0 6317 93810703 

3568 和歌短冊(河月) 祐長 36.2X5.0 裏鉛筆書「春日祐長Jf[姓名]春日祐長[流 2078 93810704 
派]口口敦直の師[その他]神代記の研究
会J

3569 和歌短冊(嵐山に日をく 祐之 36.9X5.7 裏鉛筆書「久松J 1345 93810705 
らして帰るをよめる)

3570 和歌短冊(萩漸盛) 祐之 35.9x5.9 裏鉛筆書「鴨祐之Jf一七五Jと書カ通れた紙貼付 1385 93810706 

3571 和歌短冊(タ春雨) 祐之 35.8x6.1 裏鉛筆書「久松祐之Jf弘化五、十日九j 3045 93810707 

3572 和歌短冊(五月雨) 祐之 36.6x5.3 裏鉛筆書「山田祐之 御家流ノ山田流祖一般 4294 93810708 
民間の行はれた 安永=、十一、三残Jf[姓
名]山田祐之書家[没]安永三年十一月=
日[称号]山田典膳藤原祐之{住所]京都
[流派]青蓮院流より一派を興す[その他]
山田流祖、一般民間に専ら行はるJ

3573 和歌短冊(五月雨久) 祐之 36.4X6.0 5967 93810709 

3574 和歌短冊(柳問鴬) 祐満 35.8x6.1 裏「口十一ノ口J 1630 93810710 

3575 和歌短冊(春雪) 祐命 36.2 X6.0 裏「伊藤祐命J 5687 93810711 

3576 和歌短冊(嶺残雪) 祐命 36.2x6.1 裏鉛筆書「千浪門人伊藤祐命j 5688 93810712 

3577 和歌短冊(庭梅) 祐命 36.3X5.9 裏「宮内省文撃係伊藤祐命j 5691 93810713 

3578 和歌短冊「時鳥・・・j 神朗 35.6X5.5 5606 93810714 

3579 和歌短冊「千代ふへき".J 祢子 36.6X6.0 0688 93810715 
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3580 和歌短冊(御新婚をこと 祢子 36.3x6.0 0689 93810716 
ほきて)

3581 和歌色紙(松有佳色) 祢昌 28.2x23.3 「北野松梅院j 5162 93810717 

3582 和歌短冊(口違恋) 祥 30.6 x 5.2 4574 93810718 

3583 和歌短冊「あしつるの…J祥 36.1 x6.0 6154 93810719 

3584 和歌短冊「かひなしと・・・j 祥運 36.2x6.0 裏鉛筆書「冨土谷成文n西廿ノ門j 1034 93810720 

3585 和歌短冊 祥運 36.2x6.0 裏「富士谷祥運」 3353 93810721 

3586 和歌短冊(寄山祝) 祥光 38.0X5.5 裏「北小路右京大夫祥光卿j鉛筆書「文政二、 6516 93810722 
七、七襲、五十七J

3587 和歌短冊 祥二 36.2x6.0 裏鉛筆書「武井正之JI五ノ三ノ内」 3566 93810723 

3588 俳句短冊「現あれて"'J 祭魚 36.4x6.1 裏朱書で「東雅子j 1112 93810724 

3589 俳句短冊「なしの花・・・」 祭魚 36.5X6.1 裏朱書で「東雅子J 1113 93810725 

3590 和歌短冊「涼しさや"'J j課川 36.4x6.0 5670 93810726 

3591 漢詩短冊「ー里行程長沢 福山生 35.9x6.0 0168 93810727 
塘"'J

3592 和歌短冊。骨姻祝) 福子 36.3X6.1 裏「滋賀!日系近江園滋賀郡堅田町辻井修方 北 1329 93810728 
野神社宮司正六位吉見故資胤妻 吉見福子J

3593 和歌短冊(新年口口 福住正兄 36.3X6目。 裏「相模闘湯本福住正兄」鉛筆書「口十三ノ 6011 93810729 
内J

3594 和歌短冊 福重 30.2X5.5 裏「吉田口兼好法師あふさかやJ 3747 93810730 

3595 俳句短冊「枯し野の・"J 福石 36.3 x 5.8 0025 93810731 

3596 和歌短冊「月口の・・'J 禅口 36.6X5.4 3465 93810732 

3597 俳句短冊(泥鮪鍋) 禿口 36目OX5.9 2714 93810733 

3598 俳句短冊(心太) 禿口 36.0X5.9 2715 93810734 

3599 俳句短冊(草茂る) 禿庵 36.3X6.0 0565 93810735 

3600 和歌短冊「うみの口か・"J 秀口 36.3X6.0 裏「長福寺住職中川秀峯J 1943 93810736 

3601 和歌短冊(瀧落花) 秀口 36目4X6.1 6837 93810737 

3602 和歌短冊(寄瀧恋) 秀口 36.4X5.9 裏「備後神辺社人 (鉛筆書)備中笠岡口口の調 6967 93810738 
官、小寺清之の門 鈴鹿(鉛筆書)の大宮司
豊後守 (鉛筆書)メ十、十、八残、八十一J
「三百人一首初編ニ入n恋J

3603 和歌短冊(夕顔) 秀安 37.6X5.4 裏鉛筆書「戸川友林秀安ヵ 慶長三年残J 1561 93810739 
「六十内j

3604 和歌短冊(春タ) 秀一 36.0X6.1 裏「滋賀郡膳所町字中庄生駒秀一J 1518 93810740 

3605 和歌短冊(秋菊有佳日 秀瑛 36.4X6.0 裏朱印「京都市下京高治宮通松原下ル明光 1752 93810741 
社員出石秀瑛j

3606 和歌短冊(年内如春) 秀形 35.1 X5.5 裏「江戸伊庭秀形j 4229 93810742 

3607 和歌短冊「高瀬河・・'J 秀堅 35.9X5.7 裏墨書「清宮栄陰秀堅J 0341 93810743 
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3608 和歌短冊口口月明) 秀賢 36.5x6.1 「伊庭秀賢j 5192 93BI0744 

3609 和歌短冊(犬) 秀三 36.4X6.0 裏「富山県草下新川郡魚津町 吉田秀三J 4646 93BI0745 

3610 和歌短冊(新年松) 秀山 36.3X6.0 6339 93BI0746 

3611 和歌短冊(田家煙) 秀子 36.3x6.0 2060 93BI0747 

3612 和歌短冊(夏哀傷) 秀子 36.5x6.0 裏「大阪市北直中之嶋七丁目九十四番邸下 3866 93BI0748 
橋秀子上J

3613 和歌短冊(白きく) 秀瑞 36.3X5.4 裏鉛筆書「公r)村百j 4373 93BI0749 

3614 和歌短冊(冬月) 秀瑞 36.5x5.7 裏「六条之御門 瀧洋正殿j鉛筆書「村廿内 4374 93BI0750 I 
地J

3615 和歌短冊(神祇) 秀成 36.4X6.0 裏「堀秀成j 5610 93BI0751 

3616 和歌短冊(梅) 秀成 35.4x6.1 5611 93BI0752 

3617 和歌短冊(氷責) 秀成 36.3x6.0 裏「明治十四年七月n茨城勝士族東京口堀 5617 93BI0753 
秀成J鉛筆書「明治廿、十、三、六十七日村
万J

3618 俳句短冊(嫁入のはつ節 秀晴 36目¥X5.8 5475 93BI0754 
句なれは陰陽・・・)

3619 和歌短冊(暁) 秀則 36.1 X6.0 裏鉛筆書「吉田J 1816 93BI0755 

3620 和歌短冊 秀則 36.3X6.0 裏鉛筆書「吉田J 1817 93BI0756 

3621 和歌短冊(遅日) 秀則 36.3x6.0 裏鉛筆書「吉田J 1820 93BI0757 

3622 和歌短冊(連峯霞) 秀則 36.0X6目。 裏鉛筆書「吉田秀則」 2392 93BI0758 

3623 和歌短冊(郭公) 秀則 36.4x6.0 裏「相国寺北門前町中ノ町吉田秀則J 4446 93B10759 

3624 和歌短冊(待空恋) 秀典 36.4x6.1 3034 93B10760 

3625 和歌短冊(終日封泉) 秀典 36.2x6.0 5530 93BI0761 

3626 和歌短冊(ひとり寝) 秀冨 35.7X5.4 1559 93BI0762 

3627 和歌短冊(人にしらる汁 秀冨 35.9X5.4 1560 93BI0763 

3628 和歌短冊(祝) 秀冨 36.6x6.0 裏「秀和弟小野寺秀冨義士口人」鉛筆書 1588 93BI0764 
「元禄十六、二J

3629 和歌短冊(海上風静) 秀麿 36.1 X5.9 裏「五保秀麿J 3545 93BI0765 

3630 和歌短冊(春富士) 秀麿 36.0x6.0 裏鉛筆書「山口秀麿ヵn山口秀麿ヵ 文政三、 6271 93BI0766 
八、三、二十六日斎藤秀麿宣門j

3631 和歌短冊(山路郭公) 秀満 34.8X5.9 裏「備後神遁社人鈴鹿能登守j 7137 93BI0767 

3632 和歌短冊(祝) 秀明 36.2x5.9 2033 93BI0768 

3633 和歌短冊(夏恋) 秀明 36.2x6.0 6075 93B10769 

3634 和歌短冊(雪中友) 秀雄 35.9X6.0 裏鉛筆書「洛西西之岡 岡崎次郎右衛門J 0662 93BlO770 

3635 和歌短冊(五月雨) 秀雄 35.7X5.9 裏鉛筆書「珍Jr飯田秀雄安政六、三、七、 3273 93B10771 
六九Jr [姓名]飯田秀雄六十九才[残]安
政六年三月七日j
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3636 和歌短冊(口春虫) 秀雄 36.5x6.0 裏鉛筆書「飯田秀雄Jf生珍JI五一冊ノ内J 3274 93810772 

3637 和歌短冊(名所菊) 秀雄 36.3x5.4 「蔭山秀雄J 4842 93810773 

3638 和歌短冊(夜時雨) 秀雄 36.5x6.0 裏鉛筆書「洛西西之岡 岡崎秀雄次郎口口 4942 93810774 
門J紙貼付「岡崎秀雄梅棲三十六家(Ti')撰
之中、浴西之岡通稲次郎口門j

3639 和歌短冊(タ虫) 秀頼 36.8x6.0 「春庭門松坂人長谷川秀経(鉛筆書)文化 4903 93810775 
十五年入門j

3640 和歌短冊(柳糸随風) 秀静 36.7X6.0 裏「秋月J 3443 93810776 

3641 和歌短冊 秋口 36.5x5.9 3577 93810777 I 

3642 俳句短冊「競馬果て・.'J 秋口 36.3X6.0 4195 93810778 I 

3643 俳句短冊「群口の・・'J 秋口 36.3X6目。 4196 93810779 

3644 和歌短冊「松のうへに'''J 秋口 36.5x6.0 5984 93810780 

3645 和歌短冊(七夕浦) 秋為 36.4X5.4 「豊田秋為j 4835 93810781 

3646 俳句短冊「ふ ノ、'''J 秋杵 36.5X5.5 裏朱書「琴太門星霜庵秋杵江戸人J 1128 93810782 

3647 和歌短冊(田上秋風) 秋郷 36.3X6.1 「長崎坂本秋郷j 5220 93810783 

3648 和歌短冊(夏浦タ) 秋郷 36.3X6.0 裏「長崎人阪本秋郷j 5820 93810784 

3649 和歌短冊(月前雲) 秋香 36.3X6目。 裏に「中村秋香Jf[姓名]中村秋香{残]明 0806 93810785 
治四三年正月三七日J

3650 和歌短冊(栄民祝) 秋香 35.9x6.1 裏「最上J160J I東京宮内省御歌所出仕 0810 93810786 
中村秋香J鉛筆書「メ四三J

3651 和歌短冊(山花映月) 秋子 36.3x5.9 1274 93810787 

3652 和歌短冊「松嶋や・・'J 秋正 28.8x5.8 0180 93810788 

3653 俳句短冊「茶を詰めて・"J 秋蒼 36.3X6.0 0575 93810789 

3654 和歌短冊(なから)11に物 秋足 36.5X6.1 裏「冬道門名古屋野村秋足j 0768 93810790 
して)

3655 和歌短冊(落葉浮水) 秋満 36.2x6.0 裏「名古屋市外御器所村字北山前 左右田秋 4468 93810791 
満j

3656 俳句短冊(秋村雅兄の口 秋桟 36.0x5.6 4017 93810792 
口口を送る)

3657 俳句短冊「馬宿は・・'J 租郷 34.6X5.4 「過日奄租郷J 5062 93810793 

3658 俳句短冊「露の身は・"J 秦山 36.2X6.1 裏鉛筆書「秦山 秋山氏、号鷲亭、文化年中 0932 93810794 
田中氏、北海亭と号、江戸人、カ永中」

3659 和歌短冊(月前雁) 稚口 36.4X5.6 裏鉛筆書「岩垣」 6504 93810795 

3660 和歌短冊(七草) 種まつ 36.4X5.7 「谷森種松(たにもりうえまつ) 善臣梅桜三 0801 93810796 
十六歌仙の一人京都の人神典園史に精通
す 明治四十四年十一月十六日残年九十五J、
「谷森種松善臣明治四十四(一九一一)年十
一月十六日 九十五神典園史に通ず」

3661 和歌短冊f松のみどり…J種臣 36.2x6.0 裏「新樹JI寺井種臣J 3575 93810797 
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3662 俳句短冊 稲口 36.3X5.9 朱書「第拾J、裏I茂口撰j 3810 93BI0798 

3663 俳句短冊C口君つきな 稲英 36.2x6.0 裏「南桑田郡西別院村字大甘野桑陽居倉 3737 93BI0799 
き風に誘われつつ遠行せ 橋稲英J
られしをかなしみて)

3664 和歌短冊(山家友) 稲花 35.8x6.0 6594 93BI0800 

3665 和歌短冊(庭萩) 稲花 35.8x5.9 6595 93BI0801 

3666 和歌短冊(新聞紙) 稲子 35.5x6.1 1246 93BI0802 

3667 俳句短冊(梧洞庵瓢酔宗 稲住 36.5x6.0 2804 93BI0803 
口を祝して)

3668 俳句短冊「紅梅の・・'J 稲処 36.2x6.0 0013 93BI0804 

3669 俳句短冊「ふらはりと・・・」 稲処 36.4X6.0 裏「正ノ内J 0037 93BI0805 

3670 和歌短冊(大石家新郎新 稲麿 36.2x6.1 6548 93BI0806 
婦の名をよみこみで)

3671 和歌短冊(大石家の婚儀 稲麿 36.1 X6.0 6582 93BI0807 
を・・・)

3672 俳句短冊(還暦を祝して) 稲雄 36.5x6目。 裏「権大教正花之本主人J鉛筆書「川口内 4010 93BI0808 
俳表口口J

3673 俳句短冊「舜や・・・」 稲慮 36.1 X6.0 裏にカード貼付r[姓名]岸田稲慮樗庵二 0539 93BI0809 
世[没]明治三四年七月一六日(八七) [称号]
号黄雲亭[住所]京都人[流派]初め梅
室後黙池門、淡々の伝統たりJ

3674 俳句短冊「葉の霜に・"J 稲慮 36.4X6.0 裏鉛筆書ro重J 0951 93BI0810 

3675 俳句短冊 稲慮 36.2x6.0 裏「西京口口口口宗道」 3826 93BI0811 

3676 俳句短冊「一重二重・"J 穆山 36.3x6.1 5812 93BI0812 

3677 和歌短冊(萩露) 穎則 34.8x5.8 裏「江戸伊能三造j鉛筆書「伊能頴則J 1389 93B10813 

3678 和歌短冊(寄馬恋) 穎則 36.3X6.0 「伊能穎則J 5205 93BI0814 

3679 俳句短冊「笠ニ聞く…j 空阿 35.2x5.0 裏「蕪村門人瓢箪坊ト号スJ鉛筆書「空也上 0933 93B10815 
人 蕪 村 門n四六五J

3680 俳句短冊「花々 の・・J 立以 35.2x5.5 5456 93BI0816 

3681 和歌短冊(清浄院口口上 立誓 36.3x5.6 4248 93B10817 
人口追悼)

3682 和歌短冊(女郎花) 立徳 36.3X5.2 裏鉛筆書「奈良の連歌師立徳、」 2092 93B10818 

3683 俳句短冊「花に口び・"J 立圃 35.5x5.6 5437 93BI0819 

3684 俳句短冊「行秋や・"J 立JL 35.9x5.5 0641 93BI0820 

3685 和歌短冊(雨後花) 立粛 36.4X5.8 「立牧男河井立矯J 4898 93BI0821 

3686 和歌短冊(晩夏蛍) 立雄 36.3X6.0 「春庭門八木静修名立穂J 4902 93810822 

3687 和歌短冊(秋風) 立奄 38.2X6.3 「古林立奄J 4764 93BI0823 

3688 和歌短冊(浦鶴) 立篭 35.6x5.6 「古林立奄J 4766 93810824 
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3689 和歌短冊(霞添春色) 克空 37.2 x 5.6 裏鉛筆書「正親町公明卿克空は法号」 4364 93BI0825 

3690 和歌短冊口口恋) 章 36.2x5.9 裏鉛筆書「秋山章ヵ 文化五、十一、五残、 1621 93BI0826 
八六J

3691 和歌短冊(寄口日 章 36.4X6.0 裏に貼紙付「口花口方孝庵j 1667 93BI0827 

3692 和歌短冊(野僅雪) 章 36.0x5.9 裏「秋山章J鉛筆書「佐野堂庵ヵJi秋山清風ヵ
メ七、五残J

6855 93BI0828 

3693 和歌短冊(遅日) 章口 36目1X6.0 裏鉛筆書f矢部J 1819 93BI0829 

3694 和歌短冊「おしなべて・・・」 章空 36.3x6.2 裏「三口古口瀬戸村西林寺住持」 2296 93BI0830 

3695 和歌短冊「かげ庚き…j 章子 38.2x6.1 裏「婦人法話曾々長大谷章子殿御筆蹟j、裏面 2526 93BI0831 
右下に「此処よりきりとり、白紙の方はうら
うちして保存せらるべしJ

3696 和歌短冊「かけ贋き…j 章子 36.4x6目。 6169 93BI0832 

3697 俳句短冊「台調おぼえ・..J 章太郎 36.4X5.9 3943 93BI0833 

3698 俳句短冊「左手の・・.J 章太郎 36.4x5.9 3946 93BI0834 

3699 俳句短冊「明月の・・.J 章太郎 36.3x6目l 4015 93BI0835 

3700 俳句短冊「林泉や・・.J 章童 36.2x6.0 2680 93BI0836 

3701 和歌短冊(大賀君のこた 端木 36.7x6.0 裏鉛筆書「芦門井上端木天保十一、八J 3075 93BI0837 
ぴあらたに・・・)

3702 和歌短冊(鏡) 端木 36.1 x5目6裏鉛筆書「端木芦門カJi賀j 3406 93BI0838 

3703 和歌短冊「降ると見は…J 竹口 36.2x6.0 5821 93BI0839 

3704 漢詩短冊「ー渓謹月釣紙 竹庵 35.9x5.9 0966 93BI0840 
軽J

3705 漢詩短冊「子少題為天下 竹渓 35.9x5.9 0499 93BI0841 
器…」

3706 和歌短冊「咲ころを・..J 竹治 36.3x6.2 7324 93BI0842 

3707 俳句短冊(桜花) 竹荘 36.2x6.1 裏「野中家平J鉛筆書「新年j 1220 93BI0843 

3708 漢詩短冊(献寿) 竹嶋初田口 36.6x6.1 0160 93B10844 

3709 俳句短冊「とちらへも...J 竹童 36.5x6.0 6126 93B10845 

3710 俳句短冊(瓢酔君の開庵 竹範 36.5x6.1 4175 93BI0846 
を・・・)

3711 俳句短冊(賀) 竹前 34.7x5.8 裏「尾張図中嶋郡二輪村字花池木村竹前(朱 5941 93B10847 
印「木村竹前J)

3712 俳句短冊「うめ白し..• J 笠洲 36.2x6.0 3982 93B10848 

3713 俳句短冊f夏中と…J 筆淡 36.1 X5.5 0608 93B10849 

3714 漢詩短冊(社頭) 等 36.3X6.0 0170 93B10850 

3715 和歌短冊「わすられぬ・..J 等室 36.2 x 5.6 裏鉛筆書「等室J 0362 93B10851 

3716 和歌短冊(冬懐奮) 緩和 36.3x6.0 6833 93B10852 
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3717 和歌短冊(御祝) 範為馳 36.2x6.0 裏に「伊勢国津市下部田町通り 尽都帝国大 3370 93B10853 
学名誉教授正三位勲二等理学博士 村岡範為
馳Jf[姓名]村岡範為馳(はんゐち) 理学博
士[生]嘉永六(一八五三)年十月[残]昭和
四(一九二九)年四月二十日(七十七) [其他]
平j

3718 和歌短冊(野僅菊) 範為馳 36.1 x6目。 裏鉛筆書「村岡範為馳博士」 3372 93B10854 

3719 和歌短冊「朝ぼらけ・ooJ 範果 35.2x5.8 3035 93BI0855 

3720 和歌短冊(一声山鳥) 範果 36.6x5.5 3036 93B10856 

3721 和歌短冊「打霞む・・J 範果 35.8x5.7 3037 93BI0857 

3722 和歌短冊「永き日も…」 範果 36.1 x5.8 3468 93B10858 

3723 和歌短冊(穣荻) 範果 35.2x5.8 7087 93B10859 

3724 和歌短冊「口めるは・ooJ 範済 37.7X5.6 3472 93BI0860 

3725 和歌短冊(寄河恋) 範貞 34.6X6.3 裏鉛筆書「古守ヵ 法印文化九、二、八卒、 6142 93B10861 
四十五J

3726 和歌短冊「白雪の・・'J 範芳 36.4X6.1 5604 93BI0862 

3727 俳句短冊「蝶烏の・・'J 築彦 36.4X6.1 7267 93BI0863 

3728 和歌短冊(増恋) 篤 36.4x6.0 裏鉛筆書「向山黄村 明治世年残、年七十二、 4065 93BI0864 
梅十二ノ内J

3729 和歌短冊(山本繁造大人 篤 36.2x6.0 裏「京都府・.J 4469 93BI0865 
の婚姻を祝ひて)

3730 和歌短冊(雪統) 篤口 36.0X5.9 5995 93B10866 

3731 和歌短冊 篤胤 35.7X6.0 1710 93B10867 

3732 和歌短冊(なけ子規) 篤慶 36.3x5.9 5726 93BI0868 

3733 和歌短冊(夏花) 篤志 36.3x6.1 2451 93B10869 

3734 和歌短冊(山家夢) 篤d士阜、 35.5x5.5 2452 93BI0870 

3735 和歌短冊(雲) 篤志 36.2X5.4 2453 93BI0871 

3736 和歌短冊「池の面はoo'J 篤志 36.4x6.0 2455 93B10872 

3737 和歌短冊「ふけゆくも…J 篤'土c.' 36.3X5.4 2459 93B10873 

3738 和歌短冊(浦帰属) 篤'士c.' 35.0X5.5 4344 93B10874 

3739 和歌短冊「吹おろす・・・j 篤志 36.4x6.1 5923 93B10875 

3740 和歌短冊(炎暑剰残) 篤'士也、 35.1 X5.8 5924 93B10876 I 

3741 和歌短冊口五月雨) 篤信 33.2X5.4 3487 93B10877 

3742 和歌短冊(紅葉) 篤親 36.7X5.8 裏「中山殿十八世J 6787 93B10878 

3743 和歌短冊f黄の花のoo'J 篤二郎 36.3x6.0 裏鉛筆書「尾山篤二郎五Jf尾上(※鉛筆で山 2968 93B10879 
に訂正)篤二郎J

3744 和歌短冊(橋月) 篤之 36.5X5.6 「名古屋山左衛門篤之 なかめやるJと書かれ 2134 93B10880 
た紙付

ー
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3745 俳句短冊「山かけの・・・」 篤老 36.2x5.9 「闘更門飯田篤老」 5066 93B10881 

3746 俳句短冊「天人も…J 米隠 34.5x5.2 0659 93B10882 

3747 和歌短冊(蝉) 米子 36.0X6.2 裏「越中国魚津町中村米子J 4681 93B10883 

3748 和歌短冊(春駒) 米子 35.4X5.6 裏「越中国魚津町 中村米子j 7233 93B10884 

3749 和歌短冊(里梼衣) 米倦 36.1 X6.0 r [姓名]久保田米倦(べいせん) 画家[生]
嘉永五(一八五二)年(京都)[残]明治三十九

3378 93B10885 

(一九O六)年五月十八日(五十五)[流派]鈴木
百年門、米所の父[其他] r米倦画談』等
平」

3750 和歌短冊(古寺松) 祭 36.4X6.0 0861 93B10886 

3751 和歌短冊(閑庭識) 祭 36.3x6.0 r [姓名]小出祭ヅハヲ七十六才[生]天保 0862 93B10887 
四年八月二十六日[残]明治四十一年四月十
五日J

3752 和歌短冊(尋郭公) 祭 36.5x6.0 裏鉛筆書「小出つばらJf口J 2128 93B10888 

3753 和歌短冊「夏くれば…J 糸子 36.3x6.1 裏「今井糸子」鉛筆書「大阪」 2012 93B10889 

3754 和歌短冊「喜ひの・・'J 糸子 36.4x6.0 裏「大阪今井糸子J 4546 93Bl0890 

3755 和歌短冊「夏くれは…J 糸子 36.3x6.1 裏「大阪今井糸子j 4564 93B10891 

3756 和歌短冊「よろこびの一.J 糸子 36.3x6目。 裏「大阪今井糸子J 7190 93B10892 

3757 和歌短冊「口なしの・・・」 糸保 36.4X6.0 6555 93B10893 

3758 漢詩短冊「市煙織去烏聾 車L外 36.1 X5.9 印「札外J裏に「大正十五年十月十九日輿龍友 1003 93B10894 
日宣・・・j 会員茸狩之後遊子白川洛楽園書以贈園主J

3759 漢詩短冊「入宝若儀開洛 悲し外 36.0x6目。 1157 93B10895 
陽…」

3760 漢詩短冊「四子八孫西与 悲し外 36.0x6.0 1158 93B10896 
東..'J 

3761 漢詩短冊「優瀞嘉逢楽鈴 札外 36.0x6.0 1159 93B10897 
年…」

3762 漢詩短冊「近臨清流望撤 車L外 36.1 x5.9 1160 93B10898 
荘.'J 

3763 漢詩短冊「見川橋下急清 札外 35.9x5.9 1161 93B10899 
端…j

3764 漢詩短冊「時是新春美亥 高L外 36.0x5.9 1164 93B10900 
年…J

3765 漢詩短冊「春風吹起柳 高L外 36.0X5.9 1167 93B10901 
青々・・・」

3766 漢詩短冊f百花将笑艶陽 棄し外 36.0x5目8 1168 93B10902 
天..'J 

3767 漢詩短冊「吟社柳翁瀞九 車L外 36.1 X5.9 1169 93B10903 
泉・・・」

3768 漢詩短冊「六十年前一種 高L外 36.1 X5.9 裏面にも漢詩あり 1170 93B10904 
松..'J 
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3769 漢詩短冊「三伏何口追悼 車L外 36.0x5.9 1176 93810905 

百"'J

3770 漢詩短冊「衛生教育積功 札外 36.3X5.9 1177 93810906 
長…j

3771 漢詩短冊「土肥海岸緑波 悲し外 36.1 x5.9 1178 93810907 
清"'J

13772 和歌短冊(山色連天) 悲し外 36.3x6.1 1528 93810908 

3773 表・和歌短冊(新年御題 来L外(表) 36.0x6.0 表に和歌、裏に漢詩あり 3897 93810909 
河水清)、裏・漢詩短冊

3774 漢詩短冊「二竪避而樗弦 悲し外喜弘 36.0X5.9 1162 93810910 
喝"'J

3775 漢詩短冊「百花将笑早春 悲し外散人 36.0X5.9 1166 93810911 
時"'J

3776 漢詩短冊「市煙緩去烏聾 車L外散人 36.2X5.9 1171 93810912 
喧・・・」

3777 漢詩短冊「将離故国向西 札外老人 36.0x5.9 1165 93810913 
洋"'J

3778 俳句短冊「杉む口や・"J 系口 36.3X6.0 2718 93810914 

3779 俳句短冊「ひふのよい…J系洲 36.3x6.0 0026 93810915 

3780 和歌短冊(月下友) 系友 36.2x6.0 6170 93810916 

3781 和歌短附C口(1¥71"11)七に 紀口 36.2x6.1 裏鉛筆書「中川氏J 3875 93810917 
なれる…)

3782 和歌短冊(岩手山を見侍 紀成 36.1 x5.9 裏鉛筆書「児山紀成(チコ't?ノリYゲ)J 3381 93810918 
りて)

3783 俳句短冊「定なき…J 紅鳥 36.4X5.9 0658 93810919 

3784 俳句短冊「初腐に・・'J 紅容 36.4X6.0 裏鉛筆書「新年J 1226 93810920 

3785 和歌短冊 納峨 36.0X5.7 裏鉛筆書「村万J 1595 93810921 

3786 和歌短冊(春月) 純子 36.4X5.9 2664 93810922 

3787 和歌短冊(賀) 純照 36.3x6.0 5593 93810923 

3788 和歌短冊(佐渡の加茂湖 素介 36.2x6.0 裏鉛筆書「野村素介(軒)Jf[姓名]野村素介 3364 93BI0924 
に舟を浮べて) (もとすけ) 官吏・男爵[生]天保十三(一八

四二)年五月(周防長野村) [残]昭和二(一九二
七)年十二月二十三日(八十六) [称号]素軒と
号[住所]山口藩士有地留之助の二男、文久
三野村正名の養子となる[其他]書道

3789 和歌短冊(首夏月) 素行 36.1 X6.0 裏に紙貼付「村山素行Jf村山素行口口庵ト 6350 93810925 
号ス一橋家ノ臣千蔭ニ事ビテ和寄ヲヨク
ス 天保六年十一月残ス年六十三『和寄名鑑』
昭和三ご、九、一八…J

3790 俳句短冊「紫絹の・・'J 素石 36.3X6.0 0566 93810926 1 

3791 俳句短冊(嵐題にて) 素童 36.5X6.0 0656 93810927 

」一一
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3792 俳句短冊「あの月に・・・」 素紫 36.3x5.8 「藤森素紫Jf[姓名]藤森素祭(ソハヲ，) [没]文
政四(一八二一)年二月二六日(六四)[称号]
稿・島屋太郎合口門 号・福庵[住所]信州

5025 93810928 

諏訪人、油商[流派]暁台門[その他]同門
の士朗と親交あり 『鴬宿梅~ r長月集~ J 

3793 和歌短冊(雲) 紹口 35.3x4.9 5151 93810929 

3794 和歌短冊(納涼) 紹甫 36.0X5.7 裏鉛筆書「大西口J 3266 93810930 

3795 和歌短冊(早春山) 紹甫 38.1 X5.7 5175 93810931 

3796 和歌短冊(寄野占慾) 紹甫 35.9x5.4 5176 93810932 

3797 和歌短冊(名こそのたき 経久 36.4x6.0 裏「大炊御門前内大臣経久公筆j鉛筆書「安政 6750 93810933 
を) 六、七、十日莞」

3798 和歌短冊(杜蝉) 経慶 37.1 X5.8 裏「観修寺宰相j 6747 93810934 

3799 和歌短冊(瀬夏紋) 経孝 37.0X5.8 裏「大炊御門前右口j 6737 93810935 

3800 和歌短冊「君かやとに…j 経香 30.4X5.7 0292 93810936 

3801 和歌短冊(五月雨) 経邦 36.2 x6.0 裏鉛筆書「宗内」 1517 93810937 

3802 和歌短冊「きみはL、ま…j 経房 36.4X6.0 裏鉛筆書「清閑寺経房j 6377 93810938 

3803 和歌短冊(残暑) 経孟 37.4x5.5 裏鉛筆書「鳥居小路経孟青蓮院口坊官経 5655 93810939 
範ノ男文政十一、生天保十二、十二、廿
二日、叙法橋十四才弘化五、正、廿七日、
叙法眼廿一才J

3804 和歌短冊(氷室) 経雄 35.1 x5.3 裏鉛筆書「勧修寺ヵJ 6084 93810940 

3805 和歌短冊「大井川・・'J 経蹟 36目Ox5.5 2751 93810941 

3806 和歌短冊「金口か・ J 絢夫 35.6x6.0 裏鉛筆書「河野餓兜Jf[姓名]河野鍛兜(テツN 7276 93810942 
醤家にして詩人[生]文政八(一八二五)年十
二月十七日(播磨) [残]慶臆三(一八六七)年二
月六日(四十三) [称号]通稿綱夫、別号秀野
[其他]口匠文寄貴口日本史等J

3807 和歌短冊(春夢) 絹子 36.3x6.0 裏「口口口宝町東入福岡きぬ子J 2295 93810943 

3808 和歌短冊(花) 車産碓 36.2x5.8 裏鉛筆書「鳥居小路Jf宝暦三j 1381 93810944 

3809 和歌短冊(山本繁蔵君の 経邦 36.3x6.1 裏「京都市元誓願寺泊小路西入 日本経邦J 4453 93810945 
婚姻をいはひて)

3810 和歌短冊にむらさき…j 経亮 36.8x5.6 裏に紙貼付「園学者橋本経亮(ヅネア朽) 京都梅 4413 93810946 
宮ノ両官。橘氏。肥後守ニ任ズ橘窓、梅窓、
香圃ト号ス高橋図南ニ従ヒ有職故実ノ学ヲ研
ム文化二年(六月廿日)残ス享年四十七詠号
ハ芦竜、首践等ト交リテ超凡ノ名アリ門人多
シJf橋本経亮(ツネアキ労 洛西梅ノ宮調官 有職
故実ノ大家J

3811 和歌短冊 r~ 、にしへの…J 継之 35.7x5.8 4444 93810947 

3812 俳句短冊「鬼火也・・.J 緑郎 36.3X6.0 r [姓名]喜多村緑郎八十九才[残]昭和三 3944 93810948 
六年五月一六日[生地・住所・職業]東京新
派俳優[流派]冷泉風の書を能くす

3813 俳句短冊「京染の・・'J 緑郎 36.3X6.0 裏鉛筆書「昭和三十年春j 3945 93810949 
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3814 俳句短冊「初午の・・'J 緑郎 36.3X6.l 裏鉛筆書[壇ノ 緑郎五ノ内J 3947 93BI0950 

3815 和歌短冊 維口 36.4x6.1 裏朱書I畑維口号室山平安ノ医j 6466 93BI0951 

3816 和歌短冊(おもふことあ 維長 36.2X6.0 裏「堤正三位民部卿維長卿御詠」 6826 93BI0952 

りて)

3817 和歌短冊(晩夏蛍) 綱根 36.1 X5.3 「宇都宮綱根j 4839 93BI0953 

3818 和歌短冊(笛) 綱子 36.4 x 6.1 裏鉛筆書「忠能卿母堂ヵn口十三ノ内j 1257 93BI0954 

3819 和歌短冊(葉月望の夜は 綿麿 35.9X5.9 0277 93BI0955 
こねにやとりて)

3820 和歌短冊「寂しさの・・・j 緋佐子 36.0X7.3 0287 93BI0956 

3821 和歌短冊(杜若) 繁 37.5X6.0 裏「十二」 0118 93BI0957 

3822 和歌短冊「時来ぬと・・.J 繁 36.3X6.0 0197 93BI0958 

3823 和歌短冊(名所鶴) 繁 36.4x6.0 0206 93BI0959 

3824 和歌短冊r~ )つとなく…j 繁 36.3X6.1 0207 93BI0960 

3825 和歌短冊 繁 35.6x6.0 裏「大阪森繁夫氏J 2850 93BI0961 

3826 和歌短冊(早蕨) 繁 37.4X6.0 0370 93BI0962 

3827 和歌短冊(幸遇泰楽代) 繁樹 35.5x5.7 裏「宣長門後大年ニ学 山内繁樹J 鉛筆書 1050 93BI0963 
「園学者紀伊日高郡人通称太郎兵衛J

3828 和歌短冊(船納涼) 繁樹 36.3x6.0 「大平門山内繁樹J 4881 93BI0964 

3829 和歌短冊 繁道 36.3x6.0 裏「大正十一年九月=十日J鉛筆書「山本繁道J 1792 93BI0965 

3830 和歌短冊(橋) 繁里 36.1 X5.7 裏に「明治五百人一首二編雑 oon紀伊南 0754 93BI0966 
部山内繁樹門熊代繁里」又、ぺン書で「雑
題清口口選口」鉛筆書「紀州、|ノ人新宮士族
山田繁樹ニ学ブ明治九年六月五日 四十八
残ー一口五九n誰がたくみてかあやにかけけ
むJ

3831 和歌短冊(早梅) 繁里 36.1 X6.1 裏「熊代繁里J鉛筆書「村口ノ門」 1348 93BI0967 

3832 和歌短冊(タ雲雀) 線英 36.1 X5.9 6188 93BI0968 

3833 和歌短冊(有田郡にもの 高責 36.1 x6.0 裏鉛筆書「八日田績 イセ人、一口門、…大 1848 93BI0969 
せし時) 正、四、二残、九=j

3834 俳句短冊(梅) 羅月 32.9x5.5 裏「涯」 0598 93B10970 

3835 俳句短冊 緩人 35.9X5.9 「山口羅人n[姓名]山口羅人[師承・流派] 5007 93BI0971 
其角門の松木淡々の高弟j

3836 和歌短冊(かぜ) 羅忘 36.2x6.0 裏「をはりの国愛知郡田しろ村八十二翁 0739 93BI0972 
石橋J鉛筆書「名十三ノ内J印「浅海子蒐臓j

3837 俳句短冊「客間掃きて・・・j 羊我 36.2x6.0 1026 93BI0973 

3838 俳句短冊(賀) 羊山 36.4X6.0 2675 93BI0974 

3839 和歌短冊(納涼) 美口 36.5X6目。 5847 93BI0975 
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3840 和歌短冊(蓮) 美稲 36.4x6.0 裏に紙貼付「豊田謙次H豊田謙次勤王家
名ハ美稲近江ノ人慶底元年長門ニ赴ク途

0358 93810976 

次殺サル年=十四贈正五位J

3841 和歌短冊(競馬) 美稲 35.3x5.7 裏鉛筆書「小畑美稲ヵ 土佐藩士、石明H名 4070 93810977 
十六内」

3842 和歌短冊(終日封泉) 美稲 36.6x6.1 裏鉛筆書「小畑ヵ 京都ノ山田ヵJ 4476 93810978 

3843 和歌短冊。骨姻祝) 美稲 36.1 X6.0 裏「京都西大口東口畔 山田美稲J 4477 93810979 

3844 和歌短冊(林中桜) 美影 36.3x6.0 裏鉛筆書「平井美影三賀院の坊口j 4342 93810980 

3845 和歌短冊r~ 、くちとせ…j 美起子 36.2x6.0 裏「京内田J 4537 93810981 

3846 和歌短冊(鴫ー聾にとい 美卿 35.1 x6.1 裏「千種の花 夏(r撰歌jの印)Jr播磨園赤穂郡 5720 93810982 
ふことをよみ入て郭公 尾崎村森寺美郷J
を)

3847 和歌短冊(春霞) 美賢 36.3X6.0 裏「明治四十一年十二月間一日口j 4709 93810983 

3848 和歌短冊「うめさくら…j 美行 35.7X6.0 6596 93810984 

3849 和歌短冊(ほたるを物名 美楯 36.4X6.1 「福田美楯(ミタテ)J 2141 93810985 
にて夏のうた)

3850 和歌短冊(琴) 美楯 36.3X6.1 3315 93810986 

3851 俳句短冊「浪速藁の・.'J 美正 36.3X6.0 裏鉛筆書「口五ノ内」 3954 93810987 

3852 俳句短冊 美正 36.4X6.0 裏鉛筆書「英太郎ヵH口五ノ内J 3958 93810988 

3853 和歌短冊(加茂川の-・・) 美清 36.5X6.0 3903 93810989 

3854 和歌短冊(人) 美静 36.0X6.0 0858 93810990 

3855 和歌短冊(人伝恨恋) 美石 36.3x6.0 裏「美石中山弥助参河吉田ノ人本居大 3149 93810991 
平門 (鉛筆書)及太田口 安永四、十、 卜生、
天保十四、八、八夜、六九Jと貼紙あり 「大
平門 中山氏口口吉田口j

3856 和歌短冊(明治世七年三 美知 36.4x6.0 6199 93810992 
月五日・・・)

3857 和歌短冊C声) 美智子 36.2X6.0 裏「大阪越井美智子J鉛筆書「市口大口口町 2001 93810993 
口=丁一七j

3858 和歌短冊(新樹) 美智子 35.9x5.9 絹本裏に「大阪市浪速大賀口町中口口一七 4556 93810994 
越井美智子Jr新案登録第六八四五O税」

3859 和歌短冊(位山) 美莫 36.3x6.0 5977 93810995 

3860 和歌短冊「清瀧の・・.J 美茂 35.8X5.9 「森美茂江戸の与力J裏鉛筆書「森氏、江戸 2778 93810996 
輿力J

3861 和歌短冊(月前虫) 義口 36.8X5.5 裏鉛筆書「金子義隆ヵ 享保九、五、十八生、 1589 93810997 
天明四、七、二殻、年六十一、明和五、三、
十四、 叙口口、理性院候人、「地下侍JJ r口
世の人ヵ」

3862 和歌短冊「名にしおふ・・・」 義口 36.0X5.7 裏「藤原義口奥口岩山城主口宝中人監 1596 93810998 
口径口J鉛筆書「村廿口j

3863 和歌短冊にるばかり…j 義口 36.0X6.0 裏[天保十三年十月十七日 嘗座H中尾氏JEp 2192 93810999 
「和田J
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3864 和歌短冊(原薄) 義口 35.4x6.0 裏鉛筆書「名十二/内j 3327 93811000 

3865 和歌短冊(七夕契久) 義口 34.7x5.6 6071 93811001 

3866 和歌短冊 í~ 、く口竹…J 義口 35.8x6.0 裏「日子根七十三翁小林忌寸1鉛筆書「文 5910 93811002 
政四六J

3867 和歌短冊「空たきの-・・j 義一 36.4X6.0 裏鉛筆書f宗ノ内j 1520 93811003 

3868 和歌短冊f桜さく…j 義一 36.4x6.0 5557 93811004 

3869 和歌短冊(寄木述懐) 義稲 36.2x6.0 裏「中尾義稲JI浅海子口磁Jの印あり 2221 93811005 

3870 和歌短冊(鴬有慶音) 義敬 36.5 X6.0 2935 93811006 

3871 和歌短冊(夜納涼) 義賢 36.5x6.1 裏「実相口口J 3591 93811007 

3872 和歌短冊「天の原・・'J 義顕 36.2X6.0 裏鉛筆書「北野ヵ 義顛 50J 1716 93811008 

3873 和歌短冊(早春雪) 義言 36.3x6.0 裏鉛筆書「長野立口j 2202 93811009 

3874 和歌短冊 義言 36.3x6.0 裏鉛筆書「長野義言j、「春Ji長野主膳義言(ヨアト 2231 93811010 
キ) 彦根侯の臣、主馬又主騰と稿す井伊直
弼を輔け九{保高忠の臣島田正辰と交り相約し
て公武の聞に周旋し開港の許可を得、文久二
年禁鋼せられ、終に死に慮せらる 園学に通
じ『古今集姿鏡』外著多し 八月廿七残四十
八才J

3875 和歌短冊「むかし見し・・'J 義言 36.2x6.0 裏鉛筆書f長野主膳j 3053 93811011 

3876 和歌短冊(樹茨残雪) 義孝 36.4x6.0 裏「神口御装車師 室町通口水上ル近衛町東 4443 93811012 
側 清 水 新 光j

3877 和歌短冊(早苗) 義孝 36.3x6.0 5544 93811013 

3878 和歌短冊(名所蛍) 義孝 36.3x6.0 7048 93811014 

3879 和歌短冊「なきひとの・"J 義高 36.3x5.4 裏「口J 1604 93811015 

3880 和歌短冊(封春色口口老) 義高 35.9x5.9 裏「彦城隠士本知七百石 葛城親王橘法兄十 4096 93811016 
三代日後守口因後胤橘右近拝J

3881 和歌短冊(牡丹) 義治 36.3X6.0 1612 93811017 

3882 和歌短冊(閑居雪) 義重 36.5x6.2 0508 93811018 

3883 和歌短冊(雪朝眺望) 義重 36.8x6.2 0509 93811019 

3884 和歌短冊(夜燈) 義重 36.2x5.8 0510 93811020 

3885 和歌短冊(寄名所恋) 義重 36.9x6.1 包紙墨書「月照上人」ぺン書「大綱和尚 淀の 0557 93811021 
川舟近斎義重(珍) 義重の遺口のうちJ

3886 和歌短冊(磁巌) 義重 36.6X6目l包紙墨書「月照上人Jペン書「大綱和尚 淀の 0558 93811022 
川舟近斎義重(珍) 義重の遺口のうちJ

3887 和歌短冊(新嘗祭) 義重 36.8X6.1 包紙墨書「月照上人Jぺン書「大綱和尚 淀の 0559 93811023 
川舟近斎義重(珍) 義重の遺口のうちJ

3888 和歌短冊(寄帆恋) 義重 36.2 X6.0 裏鉛筆書「近藤E慎Ji義重ノ子J 3260 93811024 

3889 和歌短冊(久方の歌の口 義象 36.3X6.0 2111 93811025 
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番号| 名 称 | 署名

38901和歌短冊(月の夜の口に)1義象

38911和歌短冊(桂川のほとり |義象
に宿りける夜)

38921和歌短冊(賀茂の社にま |義象
うて、)
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36.4x6.0 1裏に紙貼付「池透義象熊本人号藤園大 17069 193811028 
正十二年三月六日夜六十三才著『日本文
学史』外n[姓名}池辺義象六十才[生]
元治元年[残]大正十二年三月六日J

38931和歌短冊「八千卵III:::"'J I義信

38941和歌短冊I今朝よりは…JI義信

38951和歌短冊(波間月義信

38961和歌短冊「こむ春は…J I義信

38971和歌短冊(タ 雪義信

38981和歌短冊(前夜まくらの |義親
音曲を聴聞して)

36.3x6.0 

36.4x6.0 

36.4x6.0 

0406 1 93811029 

0451 193811030 

0452 193811031 

2538 193811032 

2879 193811033 

5671193811034 

36.3x6.0 I裏「新年雪」

35.3X5.8 

36.3x6.1 

38991和歌短冊(女郎花) 義正 36.2x6.0 1裏鉛筆書「宮部義正n寛政四」 4424 1 93811035 

39001和歌短冊「かぜふけば…JI義則 35.8x6.0 1裏鉛筆書「風帖n[姓名]吉津義則[残]昭 1 2963 193811036 
和廿九年十一月五日(七八)J

39011和歌短冊(鴬口口琴義知

39021和歌短冊「新たにと…J 1義長

39031和歌短冊「もろこしの…J1義直

39041和歌短冊(立田の紅葉を |義直
おもひやりて坂田主のも
とへ口送り侍る)

36.3x6.0 7
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i36.2x6.11裏「平賀義長敦行ノ子」

35.1 X5.4 1 1 0352 193811039 

35.8X6.0 1裏「宮原義直松戸幕府口家の士、外島義直 15744 193811040 
会津務士、小林義直蘭学者明治廿八年

残J

39051和歌短冊(鴨川|納涼) 義直 35.7X5.71裏「浴陽和泉良蔵J
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39061和歌短冊(義口か身まか |義篤
りしをいたみて)

39071和歌短冊(月前思口人) I義文 36.2X5.91裏鉛筆書「院雑色田中義文ヵ 口口男、正 12182 1 93811043 
六位下左馬少允、カ永六、三、廿四残、世
一口口冊明治ヵn大津の歌人j

36.3x6.0 1裏鉛筆書「清水義明Ji五ノ口ノ内 11572 193811044 

36.4x5.91裏鉛筆書「清水氏n五ノロノ内 11573 193811045 

36.4X6.0 1 1 2897 193811046 

39081和歌短冊(落葉口花義明

39091和歌短冊(寒松積年義明

39101和歌短冊(杜若義明

39111和歌短冊「嬉しくも…J I義茂、義口、守 136.2x6.0I連歌ヵ 裏ill崎口喜十郎Ji崎嶋三郎n中村寅 1 7239 193811047 
「紅葉の…Jiそ め わたす|如、三寅、重正之進n居林安口郎Ji神口善次郎J
…J i染めのこす…Jiのこ
りなく..oJ 

39121和歌短冊(菜) 義門 36.2x5.71裏「妙玄口義門 本居春庭・藤井高尚門J鉛筆 13423 193811048 
書「天保十四、八、十五J

39131和歌短冊(早春氷)

39141和歌短冊(月前日

義雄

義雄

36.1x6.0 

35.7X5.41裏鉛筆書「佐竹義雄j
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番号 名 称 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

3915 和歌短冊(有佳居のきく 義嶺 36.3X6.0 裏鉛筆書「菊歌n重外JrJlI口の中J 4108 93BlI051 

を見て)

3916 和歌短冊「としふとも・・・J義和 36.2X5.7 裏に紙貼付「佐竹宣岐守義和J 6953 93BII052 

3917 和歌短冊(早苗) 義康 36.6x6.1 裏「六J 1047 93BII053 

3918 和歌短冊(慶賀のころを) 義虞 36.1X6.0 裏鉛筆書「阿川氏j 2490 93BII054 

3919 和歌短冊(祇園) 義康 36.4 x 6.1 裏「三十七J 2821 93BI1055 

3920 俳句短冊(観世清之と膝 羽洲 36.3X6.0 裳「名古屋俳人松浦羽洲J鉛筆書「大正三、 0494 93BI1056 
をましへて) 十二、二三残、八十四以上J

3921 俳句短冊(芳野) 羽洲 36.2X6.0 裏にカード貼付r[姓名]松浦羽洲[没]大 0498 93BII057 
正三年十二月二三日{称号]名 有秀[住所]
尾張人[流派]士朗門j

3922 俳句短冊「碁を打て'''J 翁 34.7x5.8 0016 93Bl1058 

3923 和歌短冊「手にかへる・"J 翁一 36.3X6.1 3512 93BII059 

3924 俳句短冊「春なれや・"J 翁曙 36.0X5.9 3844 93BII060 

3925 俳句短冊(勅題新年山) 翠雨 36.3x6.1 0050 93BI1061 

3926 俳句短冊「引あける・"J 翠雨 36.2x6.0 0109 93BI1062 

3927 俳句短冊「煤掃や・・'J 翠雨 34.7X5.7 裏「金弐朱直段Jr越後国宗匠村上近藤勘 0986 93BII063 
兵衛」

3928 和歌短冊(九月昼) 翠翁 34目6X5.8裏鉛筆書「江戸久松祐之弘化五、残Jr壱 1984 93BII064 
九J

3929 俳句短冊「残雪・・・J 翠関 36.7X5.0 裏「尾府 =浦姓J 1132 93BII065 

3930 俳句短冊(婚穫賀) 翠竹 36.4X5.9 3795 93BII066 

3931 和歌短冊(婚稽賀) 翠竹 36目4X6.0 7223 93BII067 

3932 漢詩短冊(漁村春望) 翫古 36.3x6.0 0977 93BII068 

3933 俳句短冊「うくひすの一 J而后 36.3x6.0 0263 93BII069 

3934 俳句短冊「遅き日や…J 而后 36.1 X6.1 0267 93BI1070 

3935 俳句短冊「の当雪や一J 而后 36.1 X6.0 0271 93BII071 

3936 俳句短冊「さかさまの…J而后 36.1 X6.0 裏鉛筆書ro重J 0948 93BII072 

3937 俳句短冊「寄そへハ・ 'J 而后 36.4x6.0 裏鉛筆書ro重J 0949 93BII073 

3938 俳句短冊「気もつかす・・・j 而后 36.3x6.1 「名古屋人而后J 5074 93BlI074 

3939 俳句短冊「葉のつやの・"J 而后 36.2x6.0 7211 93BI1075 

3940 俳句短冊I卯の花や・"J 而后 36.5X6.l 7240 93BII076 

3941 俳句短冊 而后 36.2x6.1 7248 93BII077 

3942 和歌短冊「薄ひ茶と…J 耕洛 37.0X5.4 1103 93BII078 

3943 和歌短冊(蕗肇) 霊海 36.0X5.4 6340 93BI1079 
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平成5年度収集購入資料 旧吉川観方コレクション

番号 名 務五 署名 法量 3浦 考 整理番号 備品番号

3944 和歌色紙(辰の年をこと 聖海 24.2x21.0 7420 93811080 
ほきて)

3945 和歌色紙(秩父宮殿下の 聖海 24.2X21.1 7421 93811081 
御口口をことほき奉り
て)

3946 和歌色紙(大典をことほ 聖海 21.1X18.1 7425 93811082 
き奉りて)

3947 和歌色紙(御国の誉とL、聖海 21.2x18.1 7427 93811083 
ふことを)

3948 和歌色紙(菊盛) 聖海 21.1x18.1 7429 93811084 

3949 和歌色紙(冠) 聖海 24.2X21.1 7430 93811085 

3950 和歌短冊(夏の日かとや 聖瑞 36.3x6.1 裏鉛筆書「光照院門跡、JrXJf [姓名]慶橋聖 4049 93811086 
氏の嵯峨の山荘をおとつ 瑞[生地・住所・職業]常盤御所[流派]京
れし折に) 都光照院門跡、聖海の姪御」

3951 和歌色紙「ゆふまくれ・・・」 聖瑞 21.1X18.1 7422 93811087 

3952 和歌色紙(石垣) 聖瑞 21.1XI8.1 7423 93811088 

3953 和歌色紙(萎花) 聖瑞 21.1X18.1 7424 93811089 

3954 和歌色紙(秩父宮殿下の 聖瑞 21.1X18.1 7426 93811090 
御婚儀をことほき奉り
て)

3955 和歌色紙(当麻に行きし 聖瑞 21.1X18.1 7428 93811091 
道すちにて)

3956 俳句短冊 聴雨 35.9X5.5 3957 93811092 

3957 俳句短冊「はつ空や・・・」 穂秋 36.4X6.0 r (鉛筆書)十一世花の本聴秋j 5094 93811093 

3958 和歌短冊(五日) 肖翁 34.4X5.8 1100 93811094 

3959 和歌短冊 肯苗 35.2X5.1 6960 93811095 

3960 和歌短冊(遠山雪) 斉裕 36.7X6.0 裏鉛筆書「蜂須賀侯Jr慶臆四Jf[姓名]蜂須 2233 93811096 
賀費裕贈従三位[生]文政四(一八二一)年
九月一九日(江戸) [残]慶臆四(一八六七)年正
月六日(四八) [称号]阿波宰相[住所]徳l嶋
藩主[流派]十一代将軍家賓の第二十四男
[その他]徳川氏ノ所出ニ口テ尊王ノ大義ヲ
唱へタJ

3961 和歌短冊(月前秋風j 胡保 36.5X6.0 裏切日茂 岡本甲口守J 6425 93811097 

3962 俳句短冊「口に・・・j 胤及 35.4X5.5 5445 93811098 

3963 俳句短冊「引潮に・"J 胤太 35.3X5.6 裏に「京蛙屋Jと貼紙あり 0102 93811099 

3964 俳句短冊「臼挽て・・.J 胤太 33.3x5.6 0953 93811100 

3965 和歌短冊(祝) 胤忠 36.4X5.8 0386 93811101 

3966 和歌短冊(卯花) 胤長 36.4X6.1 裏に紙貼付「高辻Jr正二 位 高 辻 胤 長 初 世 6809 93811102 
長家長の子、福長の父享和三年三月廿八
日義年六十四j

3967 和歌短冊「花にふれ・"J 胤平 36.2X5.7 絹本 0682 93811103 

ウ
t

Q
u
 

q
u
 



平成5年度収集膳入賞料 旧吉川観方コレクション

番号 名 称、 署名 法量 備 考 整理番号 備品番号

3968 和歌短冊「有明の・・.J 胤平 36.2X6.0 「諸平門海上胤平」本 5197 93811104 

3969 和歌短冊r~ 、つみても…」 胤明 36.3X6.0 r [姓名]千葉胤明[残]昭和廿八年J 3334 93811105 

3970 俳句短冊 能口 37.0X5.4 3991 93811106 

3971 俳句短冊(梧桐庵の口口 能英 36.4x6.0 2677 93811107 
を祝して)

3972 俳句短冊(元B) 能盛 38.1 x5.8 裏鉛筆書「口帖J 0955 93811108 

3973 俳句短冊(元日) 能東 36.6X5.4 「北野宮司能東j 4994 93811109 

3974 和歌短冊(秋タ) 能宥 35.6x5.3 1080 93811110 

3975 和歌短冊表(雪間鵬・ 能安(表)、営明 35.7x6.0 裏面紙貼付「江洲勤王家川瀬太宰能安 2224 93811111 
裏(御口の瀧を見侍りて) (裏) (珍)n[姓名]河瀬太宰儒者、勤王家[残]

慶膳二年(斬)[称号]名は定、狂口と号[住
所]膳所藩戸田五左口衛門の第四子[其他]
贈従四位j

3976 和歌短冊(送別) 備 35.4x5.2 裏「武元登々竃(ここまで斜線で消) 名惰文 1423 93811112 
政元年二月廿二日残Jその横に鉛筆書「文化十
五、二、廿四日残J

3977 和歌短冊(石橋大人に筈 {荷造 35.7x5.8 0029 93811113 
へまつりて)

3978 和歌短冊(蝉) 傭造 36.4X6.0 0030 93811114 

3979 和歌短冊(雁) 傭造 36.0x5.8 0031 93811115 

3980 俳句短冊(御題) 臣無口 36.2x6.0 0113 93811116 

3981 俳句短冊f曲水に・・・」 臨風 36.2x5.9 裳鉛筆書「笹川臨風博士J 1907 93811117 

3982 俳句短冊f烏の来て・..J 自楽庵 36.4X6.1 裏鉛筆書「自楽三人見ゆれど白楽庵なしJ 1223 93811118 

3983 和歌短冊(菊初開) 自寛 35.6x5.5 裏鉛筆書r50J 4368 93811119 

3984 和歌短冊儲暖梅開) 自寛 35.7X5.4 裏「八十三盟j鉛筆書「三島自寛志口門口J 4390 93811120 

3985 和歌短冊 r~ 、まはとて…」 自寛 36.3x5.3 「口居門三島自寛J 4869 93811121 

3986 和歌短冊(鶴の庖丁を祝 自休 35.7X5.4 裏「桂園門中川自休J 6503 93811122 
し侍りて)

3987 和歌短冊「梅か枝に・・・J 自空 35.0X5.7 7167 93811123 

3988 和歌短冊(寄松祝) 至誠 36.3x6.0 裏I京都市室町通小山下総町正六位勲四等 4451 93811124 
河島至誠J

3989 和歌短冊(浮嶋原) 輿栄 35.9x5.7 1093 93811125 

3990 和歌短冊僅池夕立) 輿教 36.4X6.0 6676 93811126 

3991 和歌短冊「ことのはに…J輿清 36.0X6.0 裏鉛筆書f小山田先生n[姓名]小山田奥清 3216 93811127 
(防相) 園学者[残]弘化四年三月二五日(六
五)[称号]松屋・知非粛・玉阿口・出山
堂・報恩舎等[住所]高田秀三郎の養子水
戸の史館に出仕[流派]漢学を古屋昔陽に、
国学を村田春海に[其他] r群書捜索目録』
『松屋筆記』等J

3992 和歌短冊「足引の・・.J 興教 36.2X6.0 5549 93811128 
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番号 名 称、 署名 法量 f蒲 考 整理番号 備品番号

3993 和歌短冊(暗夜梅) 輿嗣 36.3x6.2 「大仰正口奥深興嗣J 4791 93811 129 

3994 和歌短冊(李夫人を) 興詩 35.4X5.4 裏鉛筆書「金谷興詩大阪の歌人天保六、 6251 93811 130 
六、十四残、年六十二n漢武帝ノ妃J

3995 和歌短冊(山月入簾) 興詩 37.3x5.7 6252 93811131 

3996 和歌短冊(本家の口子構 興仁
の席にて首主人の...) 

36.0X5.2 3490 93811132 

3997 和歌短冊「なき人を..'J 舛子 36.4X6.0 裏朱書「西男爵母堂J鉛筆書「思廿五ノ内J/ 4043 93811 133 
r [姓名]商舛子J

3998 和歌短冊「一口にも…j 舜口 34.6x6.0 3444 93811 134 I 

3999 和歌短冊(時鳥懐旧) 舜子 36.1 X6.0 5296 93811135 

4000 和歌短冊「冬くれば…J 舜臣 36.4X5.5 1854 93811136 

4001 和歌短冊「けふよりは・・・J舜臣 37.7X5.6 1855 93811137 

4002 和歌短冊「みるほとも…J舜臣 38.0X5.5 6087 93811138 

4003 和歌短冊「なき名のみ・"J 舟木 37.6 x 5.8 裏「延賓五年九月十六日 当日n春正口J/ 2765 93811139 
「山本春正 天和二年九月十八日残年七十三
(鉛筆書)延宝五年九月十六日口J

4004 和歌短冊「立かへし・・'J 般舟 36.2x5.9 r [姓名]酒井忠惇タダトシ 男爵従五位[生] 0856 93811140 
一八四二年[残]明治四O年十一月十O日
(一九O七年) [称号]河内守侍従後ち雅楽頭
と改称[生地・住所]姫路藩主[その他]慶
応三年十二月老中となるJを記したカードあ

り 裏鉛筆書「水藍盤樟の・・・二条家

4005 和歌短冊(大井・..一周忌 良口 36.3X6.0 裏鉛筆書「竹一六J 3090 93811141 

4006 和歌短冊(名所震公多) 良口 36.4X6.0 4122 93811142 

4007 和歌短冊(寄松祝) 良口 36.2 x6.0 6795 93811 143 

4008 和歌短冊(忍涙恋) 良英 36.4 x 6.1 1975 93811144 

4009 和歌短冊(終日射泉) 良英 36.5X6.1 2553 93811145 

4010 和歌短冊(終日封泉) 良願 36.5x6.0 7050 93811146 

4011 和歌短冊表(粟た口の 良金(表) 35.9X6.0 5702 93811147 
…)・裏(白名札)

4012 和歌短冊(森頼母の君か 良空 36.3x6.1 0388 93811148 
み名をよみておくり侍
る)

4013 和歌短冊(初雁) 良慶 35.5X6.0 裏「今井良慶J 2529 93811149 

4014 和歌短冊「回鶴も猶・・・」 良顕 36.5x6.1 裏墨書「伊丹 中村万五四郎」 0782 93811 150 I 

4015 和歌短冊(務中雪) 良光 35.9 x 5.8 裏「三十一J 0390 93811151 

4016 和歌短冊(山家月) 良光 35.8X5.1 裏「廿一J 0391 93811152 

4017 和歌短冊[夏"'J 良晃 36.1 x6.0 4483 

4018 和歌短冊 良材 37.2x5.9 裏「篤胤門和泉ノ人上保良材柳底J 3390 93811 154 
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4019 和歌短冊(遠山春暁) 良子 36.4x6.0 5299 93B11155 

4020 和歌短冊(水辺蛙) 良寂 36.0X5.7 4770 93B11156 

4021 和歌短冊r~ 、た〉きの…j 良秀 36.4X6.0 1086 93B11157 

4022 和歌短冊(浬繋会) 良純 32.3x5.1 0120 93B11158 

4023 和歌短冊「夏もまた…j 良純 35.4x6.0 0293 93B11159 

4024 和歌短冊(浬繋曾) 良純 32.5x5.3 1078 93B11160 

4025 和歌短冊(寄竹恋) 良純 35.9X5.5 「良純親王J 3239 93BI1161 

4026 和歌短冊(賞月) 良臣 36.4x6.0 裏鉛筆書「中村良臣J 3316 93B11162 

4027 和歌短冊(隣家泉) 良臣 36.2x6.0 裏「中村良臣J鉛筆書「嘉永コ、六、廿七残J 3317 93B11163 

4028 和歌短冊(蔦紅葉) 良静 35.3x5.8 1079 93B11164 

4029 和歌短冊(白玉椿を一花 良揃 35.6X5.5 裏鉛筆書「西廿ノ内j 5978 93B11165 
贈りしに人々のうたも口
いやを申し越されしか
は)

4030 和歌短冊 良直 36.3x6.0 6952 93BI1166 

4031 和歌短冊(尊師の霊前に 良鎮 36.3x5.8 5717 93B11167 
手向侍るとて)

4032 和歌短冊(初冬タ) 良道 36.1 X5.8 裏「立野良道口初メ清水浜臣ニ国学ヲ学ピ 4954 93B11168 
後チ平田篤胤門人トナル。和歌ヲ良クス。戊
寅歳E 淑石司検 (鉛筆書)三十六寄山ノ口
森岡氏口J/r森田良道j

4033 和歌短冊(林中水鶏) 良畠 36.3x5.9 裏「土佐様御家中J鉛筆書「笹村良畠 50 東 0808 93B11169 
廿ノ内J

4034 和歌短冊(雪消春水来) 良弼 36.2x6.0 裏鉛筆書『村岡氏、大正六、正、四残、七十 0681 93B11170 

4035 和歌短冊伺易坤初六交 良弼 35.9X5.6 裏鉛筆書f村岡Jf東囲内J 3203 93B11171 
のころをよめる)

4036 和歌短冊『常盤なる・..J 良平 36.1x6.1 0296 93BIII72 

4037 和歌短冊f浪の音も・・-J 良平 36.0X6.0 0297 93B11173 

4038 和歌短冊(月前刷 良平 36.0x6.0 裏「九J 1085 93B11174 

4039 和歌短冊(夏神祇) 良法 36.3x6.1 3450 93B11175 

4040 和歌短冊(歓聾) 良雄 36.2x6.0 裏『三条寺町東入堀部良雄j 4482 93B11176 

4041 和歌短冊「色も香も・..J 良隆 36.2x6.1 裏「花色春久Jr阪 府 天 満 菅 原 町 木 村 良 隆J 7176 93BI1177 

4042 和歌短冊「露霜に・・.J 良康 35.9X5.4 裏鉛筆書「並河良贋ヵ 青蓮院侍法師文化 5649 93BI1178 
一四、正、一八、叙法橋宝暦七、二、一六
生文政三、九、 -0残」

4043 和歌短冊(子規) 良保 35.9x5.9 裏鉛筆書I彦根の藤堂氏J 1446 93BII179 

4044 和歌短冊「移うへて・・・j 良竜 35.7X5.6 裏鉛筆書『西村良庵歌俳とも口口人J 5540 93BII180 
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